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※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。
※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・延期となる場合があります。

≪介護保険課から≫

　この会は、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、リフレッシュをかねて、レクリエーション活動
(グラウンドゴルフ)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　10月29日(金)午前10時～午前11時30分
場所　山神の郷公園　※雨天時：永吉地区公民館
対象者　ご家族を介護されている方や介護に関心のある
方など
内容　レクリエーション活動（グラウンドゴルフでリフレッシュ）
【お問い合わせ先】
地域包括支援センター ＴＥＬ ２４８-９４２３

【ほのぼの語ろ会を開催します】

≪企画課から≫

　市では、次の計画案を策定するに当たり、広く市民の皆
さまからご意見をいただくために、パブリックコメント手
続を実施します。
計画案名　日置市過疎地域持続的発展計画（案）
計画案の公表　市ホームページおよび本庁企画課、各支
所地域振興課、各地区公民館で公表しています。
手続期間　９月15日(水)～10月14日(木)
【お問い合わせ先】
本庁企画課政策推進係 ＴＥＬ ２４８-９４０３

【パブリックコメント手続の実施について】

≪農林水産課から≫

　市では、農業振興地域整備計画の全体見直しのため、
令和４年４月１日から計画策定が完了するまで、農用地区
域の変更申出(農用地区域からの除外・農用地区域への
編入・用途区分の変更)の受付を停止します。
　農用地区域からの除外などを検討されている方は、下
記申出受付期間までに申出書類を提出してください。
申し出受け付け期間　令和４年３月３１日まで
申し出受け付け停止期間　令和４年４月１日から計画策定
完了（令和５年３月末を予定）まで
【お問い合わせ先】
本庁農林水産課農政係 ＴＥＬ ２７３-８８７０

【農業振興地域整備計画見直しのため個別除外申出等の受付を停止します】

≪市民生活課から≫

　令和３年４月末までにマイナンバーカードを申請した方は
マイナポイント(※)をもらうことができます。当初マイナポ
イントの事業期間は９月末までの予定でしたが、12月末ま
でに延長されましたので、まだ申し込みされていない方は
この機会にぜひご利用ください。（※マイナポイントとは
キャッシュレスで最大２万円のチャージまたは買い物をする
と5,000円分のマイナポイントがもらえる事業です。）
　マイナンバーカードの受け取りについては、平日開庁時
間内の来庁が難しい方のため、休日・平日時間外交付窓口
を開設しています。開設日時は、お知らせ版くらしのカレン
ダーに毎月掲載しますので、ご確認ください。
開設する窓口　日置市役所本庁、東市来支所、日吉支所、吹上支所
注意事項　マイナンバーカード申請後、お手元に届く交
付通知書（ハガキ）裏面に記載の必要書類を持参の上、申
請者本人が受け取りにお越しください。
交付場所は、交付通知書（ハガキ）の表面に記載されてい
ますので、時間に余裕をもってお越しください。
【お問い合わせ先】
本庁市民生活課市民係 ＴＥＬ ２４８-９４１４
または各支所地域振興課市民係

【マイナンバーカードのお受け取りはお済みですか？】

≪福祉課から≫

　今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊
い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すた
め、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給しています。
支給対象者
令和２年４月１日（基準日）時点で、「恩給法による公務扶
助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年
金」などを受ける方（戦没者等の妻や父母）がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されま
す。※「遺族」とは、戦没者などの戦死当時に既に生まれ
ていた三親等内の親族で、法律により支給順位や要件が
定められています。
支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債
請求期間　令和２年４月１日～令和５年３月31日
令和２年４月１日から請求手続きが始まっていますが、ま
だ請求手続きのお済みでない方はお尋ねください。
※請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受ける
権利が消滅しますのでご注意ください。
【請求先・お問い合わせ先】
本庁福祉課長寿福祉係 ＴＥＬ ２４８-９４１９
または各支所地域振興課福祉係

【戦没者などのご遺族の皆さまへ「第十一回特別弔慰金」について】

≪農業委員会から≫

　市では、農業者の高齢化および農業の担い手の減少による労働
力不足により増加した遊休農地を解消し、農地の保全と農業の持
続性を図るため、遊休農地を解消する簡易な復旧事業を実施する
農業者などに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
　遊休農地について農地法または農業経営基盤強化促進法に
基づき、利用権の設定もしくは移転または所有権の移転をした
農業者または法人であって、次に掲げる要件を全て満たす者。
(1)市内に住所または所在地を有すること
(2)当該事業が他の補助金などの交付を受けていないこと
(3)事業を実施した年度から起算して３年以上継続して当
該農地の耕作を行うこと
補助対象経費および補助金の額
(1)補助金の交付の対象となる経費は、事業に係る経費とす
る。ただし、補助対象経費の額が１万円未満の場合は、補助対
象としない。
(2)補助金の額は、事業によって解消が図られる遊休農地の面
積に、次の(ア)から(ウ)の単価を乗じて得た額(上限20万円)
以内とする。
(ア)事業を委託して施工する場合　３千円/１アール当たり
(イ)事業を自ら施工する場合(重機などの借上げで施工)２千
円/１アール当たり
(ウ)事業を自ら施工する場合(重機などの借上げをしない) 千
円/１アール当たり
(3)補助金の交付は、１つの遊休農地につき１回を限度とする。
申請書類など
申請書類および添付書類などについては、下記までお問
い合わせください。
【申請先・お問い合わせ先】
農業委員会事務局農業振興係 ＴＥＬ ２７４-２１２４

【遊休農地解消事業補助金について】

≪福祉課から≫

　鹿児島障害者職業能力開発校では、身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで早期の就
職や再就職を目指す訓練生を募集します。
募集期間　10月１日(金)～11月22日(月)
場所　特定非営利活動法人ｅワーカーズ鹿児島鹿児島校
定員　11人
内容　ワープロ、表計算ソフトを利用したパソコンの基本
操作と資格取得、コミュニケーション能力、ビジネスマ
ナーの習得と就職支援など
受講料　無料（教材費：4,400円）
訓練期間　12月22日(水)～令和４年３月18日(金)
申し込み方法　最寄りのハローワークへお申し込みください。
詳しくは、ＨＰをご覧ください。（「鹿児島障害者職業能力開発
校」で検索）
【お問い合わせ先】
鹿児島障害者職業能力開発校 ＴＥＬ ０９９６-４４-２２０６

【令和３年度障害者委託訓練生募集のお知らせ】

≪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　10月20日(水)午前10時～午後３時
場所　東市来支所４階会議室
【お問い合わせ先】
東市来支所地域振興課市民係 ＴＥＬ ２７４-２１１３

【年金相談について】

≪商工観光課から≫

【開催日時・会場】

※お住まいの地域に関わらず、ご希望の会場でご相談できます。
〇相談は個別面接で、相談時間は30分程度です。
〇弁護士または司法書士による法律相談です。
〇保健師などによる｢こころの悩み相談｣も受付けます。
〇原則として、事前の予約をお願いします。
〇新型コロナウイルス感染防止のため、相談の際はマス
クの着用をお願いします。
【予約・お問い合わせ先】
鹿児島県男女共同参画局消費者行政推進室
（鹿児島県多重債務者協議会対策事務局）
ＴＥＬ ０９９-２８６-２５３３

「借金・債務整理に関する無料法律相談会」の開催について

≪東市来支所産業建設課から≫

　本年度の高山ふるさと秋まつりは、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から中止します。
　楽しみにしてくださっていた皆さまには大変ご迷惑をお
かけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
　なお「高山ふるさと秋まつり」は令和４年秋に改めて開催
を予定しておりますので、予めご了承ください。
【お問い合わせ先】
東市来支所産業建設課農林水産係
ＴＥＬ 274-2114　FAX 099-274-4079

【令和３年度高山ふるさと秋まつりの中止のお知らせ】

≪商工観光課から≫

　求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方
が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料
の職業訓練を受講する制度です。
　離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以
下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受
講できます。給付金の支給要件を満たさない場合であっ
ても、無料の職業訓練を受講できます。
　訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハロー
ワークが就職活動をサポートします。
主な訓練コース　基礎、ＩＴ、営業・販売・事務、医療事務、
介護福祉、デザイン、その他
○訓練期間は２カ月から６カ月（＊）
＊シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは２
週間から（令和3年度末までの特例）
○上記の訓練のほか、訓練期間がより長い公共職業訓練
（最長2年）も受講できます。
○託児サービスの利用が可能なコースもあります。
求職者支援制度の申し込みは、ハローワークで受け付け
ています。まずは、住所地を管轄するハローワークにご相
談ください。
【ご相談・お問い合わせ先】
ハローワーク伊集院（伊集院公共職業安定所）
ＴＥＬ ２７３-３１６１／ＦＡＸ ２７３-２００２
ハローワークホームページ
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

【求職者支援制度について】

≪介護保険課から≫

　この会は、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、介護老人保健施設アンダンテ伊集院
の理学療法士を講師に迎え、講話を行います。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　８月26日（木）13時30分～15時
場所　日置市中央公民館　１階和室
対象者  ご家族を介護されている方や介護に関心のある
方など
内容　楽しくストレス発散（介護予防と認知症予防について）
【お問い合わせ先】
地域包括支援センター ＴＥＬ ２４８-９４２３

【ほのぼの語ろ会を開催します】

場　所開催日 時　間

令和3年10月 5日（火） かごしま県民交流センター
東棟3階　中、小研修室第1

午後1時から
午後4時まで

令和3年11月10日（水） かごしま県民交流センター
東棟3階　中、小研修室第1

午後6時から
午後9時まで

令和3年11月25日（木） 鹿児島県大島支庁　会議室午後1時から
午後4時まで

令和3年12月10日（金） かごしま県民交流センター
東棟3階　中、小研修室第1

午後1時から
午後4時まで

和泊町〈7月 3日（土曜日）〉

知名町〈7月 4日（日曜日）〉

鹿屋市〈7月29日（木曜日）〉

出水市〈7月30日（金曜日）〉
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霧島市　〈8月 7日（土曜日）〉

鹿児島市〈8月 8日（日曜日）〉

屋久島町〈8月21日（土曜日）〉

霧島市　〈8月28日（土曜日）〉
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8

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1

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　相談室

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
２日前までの予約が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の状況によって電話相談
となる場合がございます。予めご了承ください。
【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≫

10月12日(火)午後1時～午後3時

10月 9日(土)午後1時～午後3時

10月14日(木)午後1時～午後3時

10月13日(水)午後1時～午後3時
10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。
※新型コロナウイルス感染症の状況によって中止する場合がございます。
予めご了承ください。
【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

日置市中央公民館　小会議室
日置市中央公民館　講座1

東市来総合福祉センター　相談室

吹上中央公民館　相談室

日吉老人福祉センター　会議室

10月 5日(火)午後1時30分～午後4時
10月19日(火)午後1時30分～午後4時

10月14日(木)午前9時30分～正午
10月28日(木)午前9時30分～正午

10月11日(月)午前9時30分～正午
10月25日(月)午前9時30分～正午

10月13日(水)午前9時30分～正午
10月27日(水)午前9時30分～正午

午後1時から
午後4時まで

時　間
午後1時から
午後4時まで

午後6時から
午後9時まで

午後1時から
午後4時まで

開催日

令和3年10月 5日（火）

令和3年11月10日（水）

令和3年11月25日（木）

令和3年12月10日（金）

場　所
かごしま県民交流センター
東棟3階　中、小研修室第1

かごしま県民交流センター
東棟3階　中、小研修室第1

鹿児島県大島支庁　会議室

かごしま県民交流センター
東棟3階　中、小研修室第1
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日 月 火 水 木 金 土

◆女性がん検診
            8：5０～１4：5０　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

25 26 27 28

◆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

◆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１３：２０～１3：3０　日置市中央公民館
◆マイナンバーカード平日時間外交付窓口開設
受付19：30まで　本庁市民生活課
　　　　　　　  東市来支所地域振興課
　　　　　　　  日吉支所地域振興課
　　　　　　　  吹上支所地域振興課

29 30

◆特定健診
            8：0０～１0：００　土橋中学校体育館

◆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）
            ９：３０～１１：3０　B&G東市来海洋センター
◆マイナンバーカード平日時間外交付窓口開設
受付19：30まで　本庁市民生活課
　　　　　　　  東市来支所地域振興課
　　　　　　　  日吉支所地域振興課
　　　　　　　  吹上支所地域振興課

◆特定健診
            8：0０～１0：００　妙円寺地区公民館
◆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
　

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆特定健診
            8：0０～１0：００　妙円寺地区公民館
◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館

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

◆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（保健師）
１0：0０～正午　　日置市女性センター銀天街
◆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

◆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
◆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
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　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
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆おはなし会
１０：3０～１１：3０　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

◆特設人権相談
１0：0０～１5：0０　日吉支所第１会議室

◆特定健診
            8：0０～１0：００　妙円寺地区公民館
◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆健康相談（助産師）
１０：００～正午　　日置市女性センター銀天街

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆健康相談（助産師）
１０：００～正午　　日置市女性センター銀天街

◆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
　

◆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

◆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

税目等
3期

5期

4期

10月

6期

4期

3期

7期

5期

5期

11月 12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
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◆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

◆マイナンバーカード休日交付窓口開設
受付9：00～15：30   本庁市民生活課
　　　　　　　 東市来支所地域振興課
　　　　　　　 日吉支所地域振興課
　　　　　　　 吹上支所地域振興課
◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館

◆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

◆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

◆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

第36回吹上地域女性ふれあい大会
         ９：００～１5：００　吹上浜公園体育館

2021年10月

くらしのカレンダーくらしのカレンダー
 （令和3年）
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樋口クリニック ☎274-9388
松崎内科ひふ科 ☎272-2468
こじか調剤薬局 ☎246-5558
平成薬局 ☎272-3213

当
番
医
・
当
番
薬
局

前原総合医療病院 ☎273-3939
いじゅういん脳神経外科 ☎246-5550
こじか調剤薬局 ☎246-5558
れいめい調剤薬局 ☎821-1045

当
番
医
・
当
番
薬
局

新山皮膚泌尿器科 ☎274-1775
久保内科 ☎272-2527
こじか調剤薬局 ☎246-5558
ドラッグイレブン薬局伊集院店
カゴシマ薬局長里店

☎272-0551
☎274-6229

当
番
医
・
当
番
薬
局

せきやま皮膚科 ☎273-1000
前原総合医療病院 ☎273-3939
こじか調剤薬局 ☎246-5558

阪神調剤薬局日置店 ☎295-3856
ケーアイ調剤薬局清藤店 ☎273-2381

当
番
医
・
当
番
薬
局

黒岩眼科 ☎272-2332
外科馬場病院 ☎296-2611
こじか調剤薬局 ☎246-5558
すみれ薬局 ☎210-7281

当
番
医
・
当
番
薬
局


