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平成31年3月22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。

≪総務課から≫

【大学通信教育合同説明会の開催について】

≪農業委員会から≫

　日置市農業委員会では、次の件に関し、広く皆さま
からご意見をいただくため、パブリックコメントの手続
きを実施します。
件名　日置市農業委員会の適正な事務実施に基づく
点検・評価（平成30年度）及び目標とその達成に向け
た活動計画（平成31年度）について
　このパブリックコメントは、農業委員会が行う農地法
などの法令事務および促進事務の適正かつ円滑な実
施を行う農業委員会活動計画を策定するに当たり、市
民の意見を募集することで、市民との協働による開か
れた市政の推進に資することを目的としています。
点検・評価と計画案の公表
市ホームページおよび次の場所で公表しています。
・農業委員会事務局（東市来支所）
・本庁農林水産課（鹿児島地域振興局日置庁舎内）
・日吉支所産業建設課　・吹上支所産業建設課
　なお、意見提出用紙については、ホームページ内お
よび各公表場所に準備してあります。
募集期間　４月８日(月)から５月７日(火)まで
【お問い合わせ先】農業委員会事務局TEL 274-2124

【パブリックコメント手続きの実施について】

≪教育総務課から≫

貸付金額・募集人員
○高校　月額１万円以内　３人
○大学・短大・専門学校等（以下「大学等」）
　月額４万円以内　４人
資格要件　次のいずれにも該当する者
①学校に入学および在学しようとする者
②他の奨学金を利用していない者
③本人およびその保護者、連帯保証人が市税等を滞納
していない者
④（大学等のみの要件）卒業後、５年以上市内に在住し、
県内で就業する意思を有する者
※貸付期間は在籍学校の正規の修業年限となりますの
で、留年または留学の場合には対象となりません
選考基準　次のいずれにも該当する者
（高校）　
①全履修教科における学業成績の評定平均値が５段階
評価でおおむね３．５以上であること
②特定の分野において、特に優れた資質能力（全国大
会および九州大会に出場）があると認められること
（大学等）　
①高等学校等で１年から出願時までの全履修５段階評
価でおおむね４．５以上であること
②卒業後、５年以上市内に在住し、県内で就業する意
思を有すること
免除　大学等で奨学金を利用された場合には、卒業
後、５年以上市内に在住し、県内で就業した場合、卒業
後６年目から毎年返還金が免除されます。借入総額２
分の１を免除
提出書類
①奨学資金貸付申請書（様式第１号）　
②日置市奨学生推薦調書（様式第２号）ただし、大学等
の進学の場合には、調査書（高校在学中の全学年のも
の）
③世帯全員分の所得証明書（市町村が発行するもの）
④全国および九州大会に出場した学校の証明等（高校
生の奨学金の場合）
募集受付　４月１日(月)から26日(金)まで(期間厳守)
※決定は選考委員会を経て５月下旬を予定しています
【お問い合わせ先】
本庁教育総務課教育総務係 TEL 248-9426

【平成31年度日置市奨学資金貸付制度の募集（第２回）について】

≪税務課から≫

　地方税法の規定に基づき、平成31年度土地・家屋価
格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行います。
縦覧制度　固定資産税の納税者が他の固定資産の評
　　　　価額と比較し、自分の固定資産の評価額が適
　　　　正であるか判断できる制度です。
対象者　本市に土地または家屋を有する人で、当該固
　　　定資産税の納税者またはその代理人
期間　４月１日(月)から５月31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
持参するもの
(1)納税者本人の場合…印鑑および本人確認ができる
　　　　　　　　　 　もの(運転免許証・健康保険証
　　　　　　　　　　  等)
(2)代理人の場合…印鑑、本人確認ができるものおよ
　　　　　　　　　び委任状
【縦覧場所・お問い合わせ先】
 本庁税務課固定資産税１係 TEL 248-9412
 または各支所地域振興課市民税係

【平成31年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧のお知らせ】

≪東市来支所地域振興課から≫

日時　４月14日(日)午前９時から
　　　※雨天の場合、４月21日(日)に順延します
場所　東市来町湯田（湯之元温泉街一円）
内容　華やかな飾りをつけたシャンシャン馬を先頭  
　　に、太鼓や三味線、おはやしにのり、踊り連が湯之
　　元温泉街を練り歩きます。また湯之元駅前の道路
　　が一部歩行者天国となり、木市などの露店が多数
　　並び終日にぎわいます。
【お問い合わせ先】
東市来支所地域振興課自治振興係 TEL 274-2112

【湯之元馬頭観音馬踊りを開催します】

≪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。
日時　４月17日(水)午前10時から午後３時まで
場所　東市来支所　４階会議室
【予約先・お問い合わせ先】
東市来支所市民課市民係 TEL 274-2113

【年金相談について】

≪福祉課から≫

　慰霊巡礼事業は戦没者の配偶者、子、兄弟姉妹等を
対象として旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うことを目的
にしており、例年、厚生労働省から補助を受けて実施
しております。平成31年度も同様に実施する予定であ
り、４月以降に参加者を選定します。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416

【平成31年度慰霊巡礼の実施(予定)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】
≪福祉課から≫

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　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
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

≪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】

≪介護保険課から≫

【高齢者元気度アップ・ポイント事業（個人）について】
内容　介護予防教室等の参加やボランティア活動の
実績に応じてポイントを加算し、そのポイントを地域商
品券として交換できる事業
対象者　日置市在住の65歳以上の高齢者（第１号被保
　　　険者）
介護予防ボランティア新規登録のための研修会日程

登録方法　各研修会場で登録申請書を提出して研修
を受講してください。事前申し込みは不要※登録申請
書は会場に準備してあります
　１回登録すると、次年度以降の更新登録は、日置市
地域包括支援センターまたは各支所市民課で手続が
できます。　　
持参する物　筆記用具
【お問い合わせ先】
日置市地域包括支援センター TEL 248-9423
日置市社会福祉協議会 TEL 246-8561

≪総務課から≫

【夏休み海外研修交流事業の参加者募集について】
　公益財団法人・国際青少年研修協会では、９コース
の参加者を募集しています。
内容　ホームステイ、ボランティア、文化交流、学校体
　　験、英語研修、地域見学、野外活動など
研修先　イギリス、オーストラリア、カナダ、シンガポー
　　　ル、フィジー
日程　７月26日(金)から８月20日(火)までの８～18日
　　間※コースによる
対象　小３～高３の方まで※コースによる
説明会　５月（全国10都市）※入場無料・予約不要
参加費　36～65万円
募集締切　５月24日(金)および６月７日(金)※コースに
　　　　よる
【資料請求先・お問い合わせ先】
公益財団法人国際青少年研修協会 
TEL 03-6417-9721

雇用形態 フルタイム パートタイム

勤務時間
8：15～17：15 19：00～23：00

（4月１日～8月30日頃まで）

給与
日額 6,952 円 時間額 994円

【22時以降】25%増し

諸手当

【特別作業手当】
日額400円～
【皆勤手当】
月額4,000円
【通勤手当】
社内規定による

【通勤手当】
社内規定による

保険
厚生年金、健康保険、
雇用保険

雇用保険

休日等
日・祝日そのほか
シフトによる週休２日

工場カレンダーによる

業務内容 勤務地 勤務時間
印刷関連機器
オペレーター

伊集院新工場
（伊集院町郡2042-39）8：30 ～ 17：30

（残業有）
企画営業職 鹿児島本社

（鹿児島市小山田町）

場　　所 日　　時
日置市役所吹上支所　第1会議室 4月15日(月) 14時～

東市来総合福祉センター　大会議室 4月16日(火) 14時～

日置市中央公民館　3階研修室2・3 4月17日(水) 14時～

日吉老人福祉センター　会議室 4月24日(水) 14時～

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
日置市中央公民館　講座3

4月 2日(火) 午後1時30分～午後4時
4月16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

吹上中央公民館　相談室

4月10日(水) 午前9時30分～正午
4月24日(水) 午前9時30分～正午
4月 8日(月) 午前9時30分～正午
4月22日(月) 午前9時30分～正午
4月11日(木) 午前9時30分～正午
4月25日(木) 午前9時30分～正午

≪上下水道課から≫

　次のような場合には、水道のある各地域の水道管理
係へ必ず届出が必要です。

【水道の使用開始・中止等の届出について】

TEL 272-2336
TEL 274-2114
TEL 292-2114
TEL 296-2114

【お問い合わせ先】
本庁上下水道課水道管理係
東市来分室水道管理係
日吉分室水道管理係
吹上分室水道管理係

内　　容 詳　　細

新たに水道を使用する場合

水道の使用をやめる場合

・引っ越してきたとき
・家を新築したとき

その他の変更があった場合

・転居するとき
・長期間留守にし水道を一時使用しないとき
・使用者の名義を変更したいとき
・納付書の送付先を変えたいとき

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
日置市中央公民館　講座3
日吉老人福祉センター　相談室 4月13日（土）午後1時～午後3時

4月 9日（火）午後1時～午後3時

日置市役所吹上支所　会議室

4月10日（水）午後1時～午後3時
4月24日（水）午後1時～午後3時

4月11日（木）午後1時～午後3時

≪建設課から≫

【市道管理作業員の募集について】
職種　道路作業員
募集人員　伊集院地域　２人　東市来地域　２人　　
　　　　　吹上地域　１人
応募資格　普通自動車運転免許を取得している方で
          70歳未満の方（平成31年４月１日現在）
勤務先　伊集院地域、東市来地域、吹上地域
勤務形態　月曜日から金曜日まで（月20日以内）
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　時間額870円
雇用期間　平成31年４月から平成32年３月まで（勤務
　　　　実績等により年度単位更新有り）
提出書類　一般職非常勤職員等登録申込書
申込締切　４月３日(水)必着
【提出先・お問い合わせ先】
本庁建設課管理係
東市来支所産業建設課建設管理係
吹上支所産業建設課建設管理係 

TEL 273-8871
TEL 274-2114
TEL 296-2114
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日 月 火 水 木 金 土

30

◆健康体操
１３：３０～１５：００　日置市中央公民館

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

◆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

◆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　日置市中央公民館
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　日置市中央公民館
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　日吉保健センター
◆教育旅行受入家庭安全対策講習会
            ９：３０～正午　　日吉支所中央公民館

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

◆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

ゆのもと記念病院 ☎274-2521
清田耳鼻咽喉科 ☎273-1333
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

大石医院 ☎274-3211
☎273-2135本庄病院

外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

当
番
医

当
番
医

新山皮膚科泌尿器科 ☎274-1775
☎272-5151じんごあん整形外科内科

山之内クリニック☎296-2025

湯田内科病院 ☎274-1252
☎272-2527久保内科

654321
◆健康体操
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター

◆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

◆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

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎272-2330
☎296-2611

黒岩内科
外科馬場病院

当
番
医

当
番
医

湯田内科病院 ☎274-1252
久保内科 ☎272-2527
外科馬場病院 ☎296-2611

税目等 4月 5月 6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

1期

1期

1期

2期

1期

全期

納税・納付のお知らせ昭和の日 休日

2019年

4月 くらしのカレンダーくらしのカレンダー
28

◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００　日置市中央公民館

◆第27回ふるさと港まつり
            ９：0０～１4：3０　江口漁港
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