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平成30年8月24日発行
日置市役所　総務企画部　総務課

※市役所各課の電話番号は全て直通になっています。お掛け間違いのないようお気を付けください。

≪市民生活課から≫

≪農林水産課から≫

≪選挙管理委員会から≫

【農業用ビニールの飛散防止について】

【海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録申請について】

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】
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
　　　　　　　　　講座２
　　　　　　　　　日吉老人福祉センター相談室
吹上中央公民館相談室

9月  4日（火）午後１時30分～午後４時
9月18日（火）午後１時30分～午後４時
9月12日（水）午前９時30分～正午
9月26日（水）午前９時30分～正午
9月10日（月）午前９時30分～正午
9月13日（木）午前９時30分～正午
9月27日（木）午前９時30分～正午相談従事者　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　事前の予約が必要です。
　　　　相談時間は１人３０分程度
【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】

日吉老人福祉センター　相談室 9月  8日(土)午後1時～午後3時

場　　所 日　　時

日置市中央公民館　小会議室
日置市中央公民館　講座２

　　　　　　　　　

東市来総合福祉センター　相談室 9月11日(火)午後1時～午後3時

吹上支所　２階会議室

9月12日(水)午後1時～午後3時
9月26日(水)午後1時～午後3時

9月13日(木)午前1時～午後3時

午前９時20分～
午前10時25分～
午後０時05分～
午後１時55分～
午後２時20分～
午後５時40分～

南方神社(吹上町湯之浦)　
多宝寺跡(吹上町中原)
そば茶屋吹上庵(吹上町与倉)
吹上中央公民館(吹上町中原)
ＪＡ吹上支所(吹上町中原)
新湯温泉(吹上町湯之浦)

日時　９月１９日（水）午前１０時から午後３時まで
場所　日吉支所　会議室
内容　鹿児島北年金事務所の専門相談員が、年金をも
　　らう手続きや仕組み、保険料のことなど、年金につ
　　いてのご相談、各種申請受付を行います。
　　　予約されてからの相談、申請となりますので、予
　　約をお願いします。
　　　なお、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。
【予約先・お問い合わせ先】
  日吉支所市民課市民係 TEL 292-2113

【年金相談について】

≪商工観光課から≫

日時　１０月１２日（金）　午前１０時から正午まで
会場　鹿児島県市町村自治会館
　　　( 鹿児島市鴨池新町７番４号 )
試験科目　(次に掲げる事項についての筆記試験 )
(1) 岩石の採取に関する法令事項（環境保全関係法令事
　項含む )
(2) 岩石の採掘、 発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱
　水ケーキの処理、廃土および廃石のたい積ならびに採
　掘終了時の措置に関する技術的な事項
受験手続　
(1) 提出書類等
　ア　受験願書
　イ　写真 ( 出願前６月以内に撮影した脱帽正面上半身 
　　像の縦約７㎝、横約５㎝の手札形のもので、その裏
　　面に氏名、年齢および撮影年月日を記載したもの１
　　枚 )
　ウ　試験手数料 (８,０００円分の鹿児島県収入証紙を受
　　験願書の所定欄に貼り付けて提出すること。　　　
　　なお、提出書類などを受理した後は、試験手数料は
　　返還しない )
(2) 受付期間
　８月２９日（水）から９月２８日（金）まで（土・日・祝日を除く）
　午前８時３０分から午後５時１５分まで
　※郵送の場合は、９月２８日（金）の消印有効
(3) その他
　提出書類などを郵送する場合は、封筒の表面に「採石
業務管理者試験受験願書在中」と朱書きし、書留郵便と
してください。
【提出先・お問い合わせ先】
  〒890-8577　鹿児島市鴨池新町１０番１号
  鹿児島県商工労働水産部商工政策課鉱政係
  TEL 286-2111

【平成30年度採石業務管理者試験の実施について】
≪吹上支所教育振興課から≫

　鹿児島県無形民俗文化財の伊作太鼓踊が、今年は
花熟里保存会により南方神社で奉納され、奉納後は
吹上地域内各所で翌日まで披露されます。
　主な奉納・披露場所と予定時間は次のとおりです。

【お問い合わせ先】
  吹上中央公民館 TEL 296-2124

【伊作太鼓踊の奉納および披露について】

≪総務課から≫

　司法書士会、土地家屋調査士会、税理士会では１０
月１日の「法の日」企画として無料法律・登記・税務
相談を行います。
日時　１０月６日（土）午前１０時から午後４時まで
場所　市中央公民館３階　講座３
相談内容
・土地建物の登記に関する事項
・土地の地積、分筆、測量、境界に関する事項
・会社の登記に関する事項
・裁判所への書類作成（簡易裁判所での訴訟代理）など
・所得税、贈与税、相続税、その他の税務一般
【お問い合わせ先】
  鹿児島県司法書士会 TEL 256-0335
  鹿児島県土地家屋調査士会 TEL 257-2833
  南九州税理士会鹿児島県連合会 TEL 225-6148

【無料法律・登記・税務相談について】

≪福祉課から≫

≪福祉課から≫

　ビニールハウスやマルチなどの農業用ビニールが風
で飛ばされ、電線に引っかかるという事案が発生して
います。平成２８年には、約４時間もの間、新幹線が
身動きとれなくなり、多数の利用者に影響が出ました。
　農業用ビニールや防鳥テープ、ブルーシートなどに
ついては、しっかり固定するなど飛散防止対策を行い、
事故の発生防止に努めましょう。また、電線に引っか
かっているビニールなどの異物を発見したときは感電
の恐れがありますので触れないようにしてください。
【お問い合わせ先】
  本庁農林水産課農政係
  TEL 273-8870

≪市民生活課から≫

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録申請の
受付を次のとおり行います。漁業・水産業に従事して
いる方にとって重要な選挙人名簿です。申請漏れのな
いようにご注意ください。
申請期間　９月１日（土）から５日（水）まで
選挙人名簿登録資格要件
(1) 平成１２年１２月６日までに出生した者
(2) 日置市に住所または事業場を有する者
(3)１年に９０日以上、漁船を使用する漁業を営み、ま
たは漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物
の採捕もしくは養殖に従事する者
その他
・昨年度調製した名簿に登録されている方には、今年度
の申請書を郵便にて送付します。
・新規登録を希望する方は、次までお問い合わせくださ
い。
【提出先・お問い合わせ先】
  日置市選挙管理委員会事務局 TEL 248-9437
  または各支所地域振興課総務係

　戸籍は、日本国籍であることを証明できる唯一の公
的証明です。
　近年、日本人でありながら戸籍のない人がいること
が社会問題として取り上げられ、無戸籍者は１万人い
るとの報道もされました。無戸籍者となった事情はさ
まざまです。
　鹿児島地方法務局では、無戸籍者またはその関係
者から、無戸籍者となった事情をうかがった上で、ど
のような手続によって戸籍をつくることができるか一
緒に考え、無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っ
ています。相談は無料です。無戸籍でお悩みの方ま
たは無戸籍者を知っている方はまずご相談ください。
相談時間　平日８時３０分から午後５時１５分まで
【お問い合わせ先】
  鹿児島地方法務局戸籍課
  TEL 259-0668

【無戸籍者に対する相談支援について】

≪福祉課から≫

　鹿児島県では９月を「障害者雇用支援月間」と定め、
鹿児島労働局などと連携しながらさまざまな啓発運動
を行っています。
①街頭キャンペーン
　日時　９月３日（月）午後４時から午後５時まで
　場所　鹿児島中央駅東口駅前広場
②障害者雇用支援・激励大会
　日時　９月１１日（火）午後１時３０分から午後３時まで
　場所　鹿児島市民文化ホール
　対象　県民一般（入場無料）
　内容　優秀勤労障害者や障害者雇用優良事業所の県
　　　知事表彰、「戦力となり、定着する障害者雇用の
　　　ポイント」と題した講演を実施する。
③障害者就職面談会（鹿児島地区）
　日時　９月２７日（木）午後１時から午後４時まで
　場所　鹿児島サンロイヤルホテル
※大隅地区での開催もあります。詳しくは鹿児島県ホー
ムページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
  鹿児島県雇用労政課雇用支援係（① ・ ②）
  TEL 286-3028　FAX 286-5582
  ハローワークかごしま（③）
  TEL 250-6071　FAX 250-6093

【障がい者の雇用促進について】

≪企画課から≫

　市の誘致企業として、伊集院地域の清藤工業団地で
操業している、しまうまプリントシステム（株）が次のと
おりアルバイトを募集します。
会社名　しまうまプリントシステム（株）
勤務地　伊集院町清藤2110-29（清藤工業団地内）
募集人員 　100人
採用形態　短期アルバイト
業務内容　年賀状の検品・出荷梱包の工場内軽作業など
勤務期間　９月中旬から12月末まで
休日等 　月8～9日　※シフト制（土・日・祝日含む）
勤務時間　（1）  8時から17時まで
　　　　   （2）13時から22時まで
　　　　   （3）20時から翌5時まで
　　　　   （4）10時から14時まで
　　　　　 ※勤務時間帯・日数等については、応相談可。
賃金形態　（1）～（3）時間額1,000円
　　　　   （4）時間額900円
　　　　　  ※深夜時間帯（22時～翌5時）は時間額1,250円
　　　　　  ※別途残業代支給
通勤方法　車通勤（近隣5キロ圏内はバイク通勤可）　
保険　健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険
提出書類　履歴書（写真貼付）
※次の提出先へ郵送してください。
【提出先・お問い合わせ先】
  〒899-2506　日置市伊集院町清藤2110-29
  しまうまプリントシステム（株）　採用担当　山下
  TEL 272-0703

【誘致企業の求人情報について】

・８月28日(火)

午前８時40分～
午前９時35分～
午前11時～
午後２時25分～
午後５時20分～
午後６時～

大汝牟遅神社(吹上町中原)　
佑心会(吹上町小野)
永吉地区公民館(吹上町永吉)
野首地区公民館(吹上町田尻)
和田小学校(吹上町和田)
吹上砂丘荘(吹上町今田)

・８月29日(水)
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日 月 火 水 木 金 土

2523 29

◆健康スマイル・ハンサム教室
９：３０～１１：００　日置市中央公民館

26 27
◆健康体操
１３：３０～１５：００　日置市中央公民館

28

◆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

◆健康相談
  ９：３０～１１：３０　日置市中央公民館

◆健康体操
  ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆健康相談
  ９：３０～１１：３０　東市来保健センター
  ９：３０～１１：３０　日吉保健センター
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：３０　日吉保健センター

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター

◆健康相談
   ９：３０～１１：００　吹上中央公民館
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：３０　日置市中央公民館
１０：００～１１：３０　日吉保健センター

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上中央公民館
◆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
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：３０　日置市中央公民館
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆健康相談
   ９：３０～１１：3０　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

◆健康相談
10：0０～１１：３０　ゆすいん

◆育児相談
  ９：３０～１１：0０　日吉保健センター
◆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　吹上保健センター
◆健康スマイル・ハンサム教室
   ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康体操
 １３：３０～１　民館

◆日置おもちゃ病院開院
13：0０～１5：0０　日置市中央公民館

大石医院 ☎274-3211
黒岩内科 ☎272-2330
ひおき診療所 ☎292-2146

当
　
番
　
医

浅谷小児科 ☎274-3088
康生クリニック
みゆきクリニック

☎272-1177
☎246-8707

当
　
番
　
医

湯田内科病院 ☎274-1252
松崎内科ひふ科 ☎272-2468
外科馬場病院 ☎296-2611

当
　
番
　
医

博悠会温泉病院 ☎274-2238
じんごあん整形外科内科 ☎272-5151
外科馬場病院 ☎296-2611

当
　
番
　
医

樋口クリニック ☎274-9388
はやしだ整形外科 ☎272-2121
前原やすしクリニック ☎296-6788

当
　
番
　
医

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
清田耳鼻咽喉科 ☎273-1333
吹上クリニック ☎296-2711

当
　
番
　
医

30
新山皮膚科泌尿器科 ☎274-1775
たもつクリニック ☎246-5850
外科馬場病院 ☎296-2611

当
　
番
　
医

税目等 9月 11月10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

3期

4期

3期

3期

4期

4期

納税・納付のお知らせ

敬老の日

振替休日秋分の日

2018年

9月 くらしのカレンダーくらしのカレンダー （平成30年）

◆育児相談
  ９：３０～１１：0０　東市来保健センター

◆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
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