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平成31年1月25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。

≪介護保険課から≫

【在宅医療と介護をつなぐ講演会の開催について】

≪総務課から≫

≪福祉課から≫

主催　公益財団法人私立大学通信教育協会
目的　
(1)大学通信教育に対する社会の認識と理解を啓発する
(2)入学を希望する者に対する希望大学の教育内容の
　　説明と学習相談
開催日　平成31年2月16日(土) 午前11時から午後4時まで
場所　エルガーラホール
　　　（福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ8階）
対象　一般および高校生
内容　各大学、大学院、短期大学別の相談コーナーを
　　設け、参加者は希望する大学の教職員から講義内
　　容・学習方法・受講手続などについて、直接説明を
　　受ける。参加者には大学通信教育の概要、学習方
　　法、開設学科一覧、取得できる教員免許・資格など
　　が掲載されている小冊子「大学通信教育ガイド」
　　（大学・短大編）・（大学院編）を配布する。
その他　参加申込不要・入場無料・入退場自由
【お問い合わせ先】
公益財団法人私立大学通信教育協会
TEL 03-3818-3870

【大学通信教育合同説明会の開催について】

≪吹上支所産業建設課から≫

職種　現業職員（農業公社研修農場で維持・管理作業
　　等に従事）
募集人員　１人
応募資格　日置市在住の65歳未満（平成31年４月１日
　　　　現在）で普通自動車運転免許を取得している方
勤務先　日置市農業公社研修農場（吹上町小野）
勤務形態　月曜日から金曜日まで（月16日以内）
勤務時間　午前8時30分から午後5時まで（うち7.5時間）
賃金形態　日額6200円　　加入保険　雇用保険
雇用期間　2019年４月から2020年３月まで
提出書類　履歴書等所定の書類（農業公社に用意）
選考方法　書類審査および面接
申込期限　２月20日(水)まで
【提出先・お問い合わせ先】
公益社団法人日置市農業公社 TEL 245-1700

【日置市農業公社臨時職員の募集について】

≪学校教育課から≫

募集人員　若干名
仕事内容　幼・小・中学校に在籍する障がいのある子
　　　　どもたちの支援（教室移動の介助，衣服の着
　　　　脱の支援，学習支援，健康・安全確保など）
応募資格　教員免許状保有者または元教員免許状保有者
　　　　  （幼・小・中・特別支援学校のいずれか）
勤務形態　月13日程度または月20日程度（配置学校
　　　　により異なる）午前8時15分から午後4時45
　　　　分までのうち７時間
勤務条件　月20日程度の勤務の場合のみ雇用保険と
　　　　社会保険有り
勤務地　日置市内の小・中学校
賃金形態　時間額900円
提出書類　市指定の一般職非常勤職員等登録申込書
選考方法　書類審査（一次）、面接（二次）
提出期間　2月1日(金)から2月18日(月)まで
【提出先・お問い合わせ先】
本庁学校教育課学校教育指導係 TEL 248-9431

【特別支援教育支援員の募集について】

≪吹上支所産業建設課から≫

職種　営農指導員（農家への野菜栽培技術指導）
募集人員　１人
応募資格　①65歳未満（平成31年４月１日現在）で普
　　　　　　通自動車運転免許を取得している方
　　　　　②営農指導（野菜）の経験のある方
勤務先　吹上地域　　勤務形態　週２日勤務
勤務時間　午前８時30分から午後５時まで（7.5時間）
賃金形態　月額65000円　
雇用期間　2019年４月から2020年３月まで
提出書類　市指定の一般職非常勤職員等登録申込書
申込締切　２月15日(金)まで
【提出先・お問い合わせ先】
吹上支所産業建設課農林水産係 TEL 296-2114

【農政推進特別指導員の募集について】

≪福祉課から≫

　日置市特別養護老人ホーム青松園を2020年４月１
日より民間移管します。つきましては、移管先となる社
会福祉法人を公募します。募集要項など、詳細は市
ホームページをご確認ください。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416

【日置市特別養護老人ホーム青松園の民間移管について】

≪税務課から≫

　平成30年中に、納付書および口座振替で納付され
た国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険
料の払込証明書は、無料で発行できます。
請求に必要な事項
　請求者氏名・世帯主名・住所・連絡先（携帯電話等）・
証明が必要な税または保険料の内容
請求方法　①電話請求　②郵便請求　
※請求できるのは同一世帯分のみです。
※年金より源泉徴収(天引き)された税または保険料は
年金機構より送付される源泉徴収票で確認できます。
【請求先・お問い合わせ先】
本庁税務課市民税係または管理収納係 TEL 248-9412
または各支所地域振興課市民税係

【平成30年中納付の払込証明書の発行(送付)について】

≪農林水産課から≫

　地域の伝統食（とり飯、あくまき、豚汁、がね、けせん
団子）作りを体験してみませんか。
日時　２月16日(土)午前９時30分から午後１時まで
場所　市中央公民館　２階調理室
定員　30人(20～50代)　申込期限　２月８日(金)まで
【申込先・お問い合わせ先】
日置市生活研究グループ連絡協議会
伊集院支部　担当　福永 TEL 273-4237

【ふれあい伝承講座について】

≪農林水産課から≫

日時　2月16日(土)午前９時から正午まで
場所　伊集院森林公園　　募集定員　先着30人
参加費用　ほだ木１本850円(１人最大３本まで)
申込方法　１月31日(木)から電話申込（先着順）
【お問い合わせ先】
本庁農林水産課林務水産係 TEL 273-8870

【シイタケ駒打ち体験の募集について】

≪財政管財課から≫

売却物件　消防積載車１台（トヨタ トヨエース）
　詳細については、市ホームページを確認後、ヤフー
官公庁オークションサイトよりお申し込みください。
申込期限　2月１日(金)午後２時まで
【お問い合わせ先】
本庁財政管財課監理管財係 TEL 248－9402

【公有財産売却に係る入札参加者の募集について】

≪福祉課から≫

　身体障害者手帳などを持っていない場合でも、寝た
きりや認知症の状態で一定の基準に該当すると、障害
者に準ずる者として、所得税や市・県民税の申告の際
に障害者控除を受けることができます。
　対象となるのは、介護保険の要介護認定を受けてい
る65歳以上の方で、本人または本人を扶養している親
族に所得税や市・県民税が課税されている場合です。
　詳細はお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416
または各支所市民課福祉係

【障害者控除対象者認定について】

≪中央図書館から≫

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】
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　講座２
日置市中央公民館　小会議室

２月12日(火)午後1時～午後3時

日吉老人福祉センター　相談室 ２月  ９日(土)午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所２階会議室 ２月14日(木)午後1時～午後3時

２月13日(水)午後1時～午後3時
２月27日(水)午後1時～午後3時

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　講座２
日置市中央公民館　小会議室

2月  5日（火）午後１時30分～午後4時
2月19日（火）午後１時30分～午後4時

日吉老人福祉センター　相談室 2月25日（月）午前9時30分～正午

吹上中央公民館　相談室

2月13日（水）午前9時30分～正午
2月27日（水）午前9時30分～正午

2月14日（木）午前9時30分～正午
2月28日（木）午前9時30分～正午

≪福祉課から≫

申込期間　１月18日(金)から2月15日(金)まで
　　　　　午前8時30分から午後5時15分まで
申込用紙　本庁財政管財課および各支所地域振興課で
配布します。※市ホームページからもダウンロード可
入札・開札日時　2月22日(金)午前9時から
入札・開札場所　市中央公民館 ３階講座室３
その他　入札および契約には、さまざまな決まりがあり
　　　ます。詳細についてはお問い合わせください。
【申込先・お問い合わせ先】
本庁財政管財課監理管財係  TEL 248-9402

【市有地売却のお知らせについて】
次のとおり市有地を一般競争入札により売却します。

場　　所

所　　在　　地

東市来町湯田字山下 2726 番１

日吉町吉利字上六反田 7276 番１

日吉町吉利字上六反田 7256 番２
日吉町吉利字上六反田 7256 番３

区分（地目）

土地（宅地）339.00 3,460,000

768,000

1,830,000

283.49

308.18

土地（宅地）
建物付き
土地（宅地）
建物付き

数量
( ㎡ )

最低売却
価格 ( 円 )

日　　時
東市来総合福祉センター　相談室
日置市中央公民館　講座２
日置市中央公民館　講座３

1月  8日（火）午後１時～午後3時

日吉老人福祉センター　相談室 1月12日（土）午後1時～午後3時

吹上支所２階会議室 1月10日（木）午後1時～午後3時

1月  9日（水）午後1時～午後3時
1月23日（水）午後1時～午後3時

≪財政管財課から≫

日時　2月7日(木)午後1時30分から午後3時30分まで
場所　市中央公民館　1階中ホール
対象者　在宅医療や介護に関心のある方(先着120人)
内容
・講演「みんなですすめる人生会議（アドバンス・ケア・
プランニング）～もしもの時の話を元気なうちに～」
  講師　鹿児島大学病院看護部副看護部長　宮薗幸江氏
　　　 緩和ケア認定看護師　小栗由貴子氏
・市からの情報提供(エンディングノートなど紹介) 
申込方法　電話にて地域包括支援センターへ直接お
　　　　 申し込みください。
申込期限　２月1日(金)まで
【提出先・お問い合わせ先】
 日置市地域包括支援センター TEL 248-9423

募集人員　２人
業務内容　土橋小学校児童の健全な育成のため適切
　　　　な学習・遊びなどの見守り指導を行う。
勤務時間　
・月曜日から土曜日まで
　午後３時から午後６時まで（延長時間：７時まで）
・児童の長期休暇期間等（夏休み等・土曜）
　①午前８時から午後１時30分まで
　②午後１時から午後６時まで
勤務方法　３～４人体制で交代勤務（土曜は２～３人体制）
勤務先　 土橋地区公民館
賃金　時間額900円
応募資格　次のいずれかに該当する者
(1) 小中学校教員資格を有する者
(2) 保育士資格または幼稚園教諭資格を有する者
(3) 社会福祉経験２年以上を有する者
申込期限　平成31年１月21日(月)まで
【お問い合わせ先】
土橋地区公民館 TEL 273-9130

【土橋児童クラブ指導員募集について】

≪介護保険課から≫

 ご家族を介護されている方や介護に関心のある方が
集まって、情報交換や介護のコツなどを学びあう場で
す。
　今回は、鍼灸師を講師に迎え、介護者が元気になる
ツボについての講話と交流会を行います。お気軽にご
参加ください。
　また、この会は、高齢者元気度アップポイント事業の
対象となりますので、介護予防ボランティア手帳をお
持ちの方は、ご持参ください。
日時　平成30年１月18日(金)
　　　午後１時30分から午後３時まで
場所　東市来保健センター
対象者　ご家族を介護されている方
　　　　認知症や介護に関心のある方
内容　介護者が元気になるツボについての講話および交流会
【申込先・お問い合わせ先】
日置市地域包括支援センター TEL 248-9423

【ほのぼの語ろ会～介護家族のつどい～の開催について】

≪吹上支所教育振興課から≫

　健康交流館ゆーぷる吹上の年末年始の営業を次の
とおりとします。
●12月29日(土)・30日(日) 
　通常どおり
●12月31日(月)
　・プール・温泉　午前10時から午後6時まで
　（午後5時受付終了）
　・レストラン　午前11時30分から午後2時30分まで
　（午後2時オーダーストップ）
●１月１日(火)
　・プール・温泉　午前10時から午後6時まで
　（午後5時受付終了）
　・レストラン　終日休業
●１月２日(水)・３日(木)
　通常どおり
【お問い合わせ先】
健康交流館ゆーぷる吹上 TEL 296-6022
吹上支所地域振興課自治振興係 TEL 296-2112

【健康交流館ゆーぷる吹上の年末年始の営業について】

≪教育総務課から≫

【学校職員（一般非常勤職員）等の募集について】
職種　学校主事、学校司書、幼稚園教諭、調理員、調理
　　　補助員、教育相談員
応募資格　65歳未満で普通自動車運転免許を有する方
募集人員　各若干名
勤務日数(月)・勤務条件

応募資格　65歳未満の方(平成31年4月１日現在)
勤務時間　午前8時30分から午後5時までのうち7.5時間
勤務先　本庁および各支所
勤務条件　勤務日数により社会保険、雇用保険が適用
提出書類　一般職非常勤職員等登録申込書
選考方法　書類選考、面接など
提出期間　2月10日(月)午後5時まで
【提出先・お問い合わせ先】
本庁総務課人事給与係 TEL 248-9438
または各支所地域振興課総務係

【一般職非常勤職員の募集について】
≪総務課から≫

一般事務員
事務補助員

職種
常勤職員と同じ
月11～20日程度

勤務日数
月額148,600円
時間額770円

賃金

勤務時間　午前８時から午後５時までのうち 7.5時間以内
選考方法　書類審査、面接
応募方法　応募を希望する地域（本庁、支所）に市指定の一
般職非常勤職員等登録申込書を提出※様式は本庁および各
支所にあります。市ホームページからダウンロード可
提出期限　2月20日(水)午後5時15分まで
【提出先・お問い合わせ先】
 （伊集院地域）本庁教育総務課 
 （東市来地域）東市来支所教育振興課 
 （吹上地域）   吹上支所教育振興課

募集地域

伊集院

東市来

吹上

募集職種

学校主事

賃金
（時間額） 加入保険勤務

日数
20日 780円 雇、社

調理員 20日 890円 雇、社
調理補助員 14日 810円 ー
教育相談員 10日 1010円 雇
学校主事 20日 780円 雇、社

学校司書 14日 770円 雇
調理補助員 14日 810円 雇

学校司書 14日 770円 雇

調理補助員
20日 770円 雇、社
14日 810円 雇

TEL 248-9426
TEL 274-2115
TEL 296-2115
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日 月 火 水 木 金 土

26 27
◆健康体操
１３：３０～１５：００　日置市中央公民館

25 28

◆東市来地域生涯学習フェア
              ９：0０～１１：55　東市来文化交流センター
◆吹上地域公民館講座合同開講式・
　第40回女性大会
１０：００～１１：45　吹上中央公民館
（オープニング９：45～）

◆年金相談
１０：００～１5：0０　日置市中央公民館

◆健康相談
１０：００～１1：3０　ゆすいん

◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　妙円寺交流センター

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館

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

◆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　吹上保健センター

◆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
◆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
◆健康相談
            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
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　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
◆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　日吉保健センター
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～　　日置市中央公民館

◆東市来地域史跡めぐり歩こう会
            ９：００～１１：45　美山地区（美山池広場）
◆伊集院地域史跡めぐり歩こう会
            8：３０～１１：2０　土橋地区（土橋小学校）
◆日吉地域史跡めぐり歩こう会
            ９：0０～１2：0０　日置地区（日吉支所）
◆吹上地域史跡めぐり歩こう会
            8：３０～１１：35　永吉地区（地区公民館）

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆健康相談
            ９：３０～１１：3０　日置市中央公民館

◆健康体操
１3：3０～１5：００　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
◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康相談
            ９：３０～１１：3０　吹上保健センター

1

◆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

◆健康体操
１３：３０～１５：００　日置市中央公民館

 ◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００　日置市中央公民館

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
黒岩眼科 ☎272-2332
山之内クリニック ☎296-2025

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
☎272-2829
☎296-2611

☎274-2521
永浜小児科内科
外科馬場病院

☎273-1811
☎246-8707

当
番
医

ゆのもと記念病院
橋本耳鼻咽喉科
みゆきクリニック

当
番
医

博悠会温泉病院 ☎274-2238
久保内科 ☎272-2527
ひおき診療所 ☎292-2146

当
番
医

24

大石医院 ☎274-3211
守屋病院 ☎273-3195
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

建国記念の日

税目等 3月 4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

1期

4期

6期

6期

6期

2019年

2月くらしのカレンダーくらしのカレンダー
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