
≪商工観光課から≫

　「悪質商法などによる被害にあった」などの消費者ト
ラブルで困っていることはありませんか？一人で悩ま
ずに、全国どこからでも３桁の電話番号でつながる消
費者ホットライン「188（いやや！）」にご相談くださ
い。消費者ホットライン188（局番なし）は、お近くの
消費生活センターなどの消費生活相談窓口をご案内
し、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いします！

【お問い合わせ先】
日置市消費生活センター TEL 273-2172

【消費者ホットライン１８８について】

≪福祉課から≫

　ひおきっこ応援給付金について、やむを得ない理由
などで申請期限内に申請できなかった方は、早めにお
問い合わせ先までご相談ください。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課子育て支援係 TEL 248-9416
または各支所地域振興課福祉係

【ひおきっこ応援給付金について】

≪福祉課から≫

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、現在、
ひとり親世帯臨時特別給付金を支給しています。申請
期限は、令和3年2月26日（金）です。該当するひとり
親世帯の方は、早めに申請してください。ご不明な点
については、お問い合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課子育て支援係 TEL 248-9416
または各支所地域振興課福祉係

【ひとり親世帯臨時特別給付金について】

≪市民生活課から≫

　鹿児島北年金事務所の専門相談員が年金を受け取
る手続きや仕組み、保険料など、年金についてのご相
談、各種申請受付を行います。本人確認のために公的
機関発行の顔写真付き証明と年金手帳などの関係書
類をご持参ください。※事前の予約が必要です
日時　12月16日(水)　午前10時から午後３時まで
場所　日吉支所　２階会議室
【お問い合わせ先】
日吉支所地域振興課市民係 TEL 292-2113

【年金相談について】

≪税務課から≫

　家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在、所在する建物
の所有者に課税されます。家屋を取り壊した場合、取り
壊しを行った年の翌年度から課税されないことになりま
すが、取り壊した後も届出がなければ確認ができず、引
き続き課税されることになります。家屋を取り壊した際
は必ず届出を行ってください。なお、登記されている家
屋については法務局で滅失登記の手続きも必要です。
【届出先・お問い合わせ先】
日吉支所税務課固定資産税２係 TEL 292-2033 
または本庁税務課固定資産税１係
もしくは各支所地域振興課市民税係

【取り壊した家屋の届出について】

≪総務課から≫

　市では関係機関と協力して、令和２年度原子力防災
訓練を行います。新型コロナウイルス感染症対策のた
め、全体的な規模は縮小しますが、住民参加訓練とし
て、日置市内にお住まいの方を対象に、バスでの訓練
参加者を20人程度募集します。希望者が多数となった
場合は抽選となります。なお、詳細な行程については、
訓練内容が確定する１月初旬ごろに希望者へ個別に連
絡を行います。
訓練日時　令和３年２月６日（土）
　　　　　午前10時から午後３時まで（予定）
訓練先　日置市内
募集期間　12月18日（金）まで
【お問い合わせ先】
本庁総務課防災係 
TEL 248-9401
メールアドレス
bousai@city.hioki.lg.jp
右記ＱＲコードでも申し込みが可能です。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

【令和２年度原子力防災訓練の参加者募集について】

≪商工観光課から≫

　県では、事業所の新しい生活様式に対応する感染防
止対策を支援するため、中小企業・個人事業者などが
実施する感染防止対策の費用に対し、経費の一部を補
助しています。
申請期限　12月18日（金）まで当日消印有効
補助対象者　
　事業所などにおいて不特定多数の顧客などと接触
する機会の多い中小企業・個人事業者など
※感染防止対策を目的とした県の他の支援事業の対
象者については、補助対象者となりません。
※既に、国、市町村などによる補助金を申請・受領した
感染防止対策経費については、補助対象外です。
補助内容　感染防止対策物品の購入など
・補助率　10分の10以内
・補助額　１事業者あたり上限10万円
・補助対象期間　4月1日（水）から12月18日（金）まで
その他　補助対象経費や申請方法など詳細について
は、県ホームページのほか、下記までお問い合わせく
ださい。
【お問い合わせ先】
鹿児島県新しい生活様式感染防止対策支援事業事務
局コールセンター TEL 099-296-8628

【鹿児島県新しい生活様式に対応するための感染防止対策支援補助金について】

≪健康保険課から≫

　県では、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ
の両方のピークに備えるため、インフルエンザ予防接種
の費用の一部を助成することとしています。
対象者　接種時に県内に住民登録のある方で次のい
ずれかの該当者
（1）生後６カ月から小学６年生まで
（2）妊婦
実施期間　10月1日（木）から令和3年3月31日（水）まで（接種日）
接種方法　直接、医療機関へ予約のお電話をしてください。
助成内容　
（1）生後６カ月から小学６年生まで接種１回につき上限
2,000円（２回分）
（2）妊婦接種１回につき上限2,000円（１回分）
接種する際に持参していただくもの
○氏名・住所および年齢の確認できる書類（健康保険証・
運転免許証など）
○母子健康手帳
【お問い合わせ先】
コロナ相談かごしま TEL 099-833-3221

【インフルエンザ予防接種費用の一部助成について】

≪税務課から≫

○滞納整理強化月間
　市では、市の債権である市税、国民健康保険税、介護保
険料、市営住宅使用料などの自主納付の促進と実効ある
滞納整理を図るために、12月を「滞納整理強化月間」と
定め、全庁一斉に取り組みます。
【お問い合わせ先】
本庁税務課特別滞納整理係 TEL 248-9413

○県下一斉国保税滞納整理強化月間
　国民健康保険税は、国民健康保険制度を支え、医療
費に支払われる貴重な財源です。毎年、８月と12月が
「県下一斉国保税滞納整理強化月間」となっており、市
では、次のことに取り組みます。
（1）納期内納付、口座振替の推進
（2）納付困難な場合の納税相談の実施
（3）税の公平性などによる財産差押えの実施
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、納
付が困難になった場合、徴収猶予や減免の制度があり
ますので、早めのご相談をお願いします。
【お問い合わせ先】
本庁税務課管理収納係 TEL 248-9412

【滞納整理強化月間および県下一斉国保税滞納整理強化月間について】
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相談従事者　ひまわりの会（鹿児島県弁護士会所属の
　　　　　弁護士有志で結成した団体）
相談内容　相続・後見・公正証書・その他生活相談
その他　相談時間は 1 人 3０分程度
　　　　事前の予約が必要です。
【予約先】ひまわりの会 TEL 227-0041
【お問い合わせ先】日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

【弁護士による無料法律相談の開催について】
≪福祉課から≫

場　　所 日　　時

日置市中央公民館　小会議室

東市来総合福祉センター　相談室

日吉老人福祉センター　相談室

日置市役所吹上支所　1階会議室

相談従事者　日置市社会福祉協議会心配ごと相談員
相談内容　日常生活における心配ごと相談
その他　相談無料
　　　　相談を希望される方は直接会場へお越しください。
【お問い合わせ先】日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

【心配ごと相談の開催について】
≪福祉課から≫

場　　所 日　　時

東市来総合福祉センター　相談室

日置市中央公民館　小会議室

日吉老人福祉センター　相談室

吹上中央公民館　相談室

QRコード

一人で悩まず、
　まずは相談！

消費者庁
消費者ホットライン188イメージキャラクター

「イヤヤン」

「泣き寝入りはいやや（188）！」
で覚えてね！

≪市民生活課から≫

○第72回人権週間
　「世界人権宣言」は、基本的人権および自由を尊重し
確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが達
成すべき共通の基準として、昭和23年12月10日の第３回
国際連合総会において採択されました。
　国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の
12月10日を「人権デー（Human Rights Day）」と定
め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種
行事を実施するよう要請しています。
　法務省および全国人権擁護委員連合会では、「人権
デー」を最終日とする12月４日から10日までの１週間を
「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を広く国民に呼
びかけ、人権尊重思想の普及・高揚を図ります。
　この機会に、皆さんも身近なことから人権について考
えてみましょう。

○北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
　平成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による
人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎
年12月10日から16日までの１週間を「北朝鮮人権侵
害問題啓発週間」とすることとされました。
　拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権問題
は、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされていま
す。解決のためには、この問題について、関心と認識を
深めていくことが大切です。
　法務省の人権擁護機関では、人権週間以外において
も、電話相談のほか、メールでの相談に応じています。
　いじめや虐待、新型コロナウイルス感染症に関する
偏見や差別、インターネット上での誹謗中傷など一人
で悩まずにお電話ください。
電話相談窓口
みんなの人権110番（全国共通）0570-003-110
子どもの人権110番（全国共通）0120-007-110
女性の人権ホットライン（全国共通）0570-070-810
午前８時30分から午後５時15分まで（土・日曜日、祝日
を除きます。）
※子どもの人権１１０番以外の通話料は、相談者の負担
となります。
【お問い合わせ先】
鹿児島地方法務局人権擁護課 TEL 259-0684

【第72回人権週間および北朝鮮人権侵害問題啓発週間について】

12月 9日(水)午前9時30分～正午
12月23日(水)午前9時30分～正午

12月 1日(火)午後1時30分～午後4時
12月15日(火)午後1時30分～午後4時

12月14日(月)午前9時30分～正午
12月28日(月)午前9時30分～正午

12月10日(木)午前9時30分～正午
12月24日(木)午前9時30分～正午

12月 8日(火)午後1時～午後3時

12月12日(土)午後1時～午後3時

12月10日(木)午後1時～午後3時

12月 9日(水)午後1時～午後3時
12月23日(水)午後1時～午後3時
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◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆親子はぐくみヨガ【要予約・託児あり】
１０：1０～１１：4０　日置市女性センター銀天街
◆学校を見に行こう週間

◆男女共同参画専門員相談
１０：0０～１6：0０　日置市女性センター銀天街

◆健康相談（保健師）
１０：００～正午　  日置市女性センター銀天街
◆子育てしゃべり場【託児が必要な場合、要予約】
１０：1０～１１：4０　日置市女性センター銀天街

◆男女共同参画専門員相談
１０：0０～１6：0０　日置市女性センター銀天街

日 月 火 水 木 金 土

◆燃ゆる感動かごしま国体
　軟式野球競技リハーサル大会
            ９：0０～１7：００　伊集院総合運動公園野球場

◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館

◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日吉保健センター
１０：００～１１：3０　日置市中央公民館
◆市立公立学校終業式

◆国際交流クリスマスイベント
１０：1０～１2：００　日置市女性センター銀天街

◆こころの健康相談
１０：００～正午　  吹上中央公民館
１4：００～１6：0０　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　東市来保健センター

7月
5

税目等 12月 1月 2月
市 県 民 税

固 定 資 産 税

国民健康保険税

軽 自 動 車 税

介 護 保 険 料

後期高齢者医療保険料

納税・納付のお知らせ

2 43
◆折り紙アート【要予約・託児あり】
１０：3０～１１：3０　日置市女性センター銀天街
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◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター

◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター
◆健康お楽しみクラブ（転倒予防教室）
            ９：３０～１１：3０　B&G東市来海洋センター
◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日吉保健センター
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～13：30　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康相談（助産師）
１０：００～正午　  日置市女性センター銀天街
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～13：30　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　東市来保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

※市役所閉庁（１月３日(日)まで） ※市役所閉庁（１月３日(日)まで） ※市役所閉庁（１月３日(日)まで）

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆夕方（女性がん）検診
１7：0０～１9：0０　日置市中央公民館
 

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター
 

本庄病院 ☎273-2135
清田耳鼻咽喉科 ☎273-1333
前原総合医療病院 ☎273-3939

当
番
医

大石医院 ☎274-3211
☎272-2121
☎296-2611

整形外科はやしだ病院
外科馬場病院

当
番
医

伊作田診療所 ☎274-8480
☎272-2001
☎296-2611

鹿児島こども病院
外科馬場病院

当
番
医

◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆日置おもちゃ病院開院
受付１3：0０～１5：００　日置市中央公民館
◆梅マラソンジョギング大会

◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館

◆子育てなんでも相談（チャイまる）
１０：0０～正午　   日置市女性センター銀天街
◆つくってあそぼう（工作）
１０：3０～１1：3０　日置市女性センター銀天街

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各イベントなどは中止・延期になる場合がありま
す。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各イベントなどは中止・延期になる場合があります。

28 29 30 3127

いじゅういん脳神経外科☎246-5550
前原総合医療病院☎273-3939
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

博悠会温泉病院 ☎274-2238
野口クリニック ☎272-3211
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
守屋病院 ☎273-3195
前原総合医療病院 ☎273-3939

当
番
医

2020年12月 （令和2年）

3期

7期

5期

5期

4期

9期

6期

6期

4期

8期


