
お知らせ版
広報ひおき 第　343　号

令和4年1月28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。
※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。

場　　所 日　　時

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。
【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≫

2月 8日(火)午後1時～午後3時

2月12日(土)午後1時～午後3時

2月10日(木)午後1時～午後3時

2月 9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

日吉老人福祉センター　会議室 

東市来総合福祉センター　相談室

吹上中央公民館　相談室

日置市中央公民館　講座1

2月 1日(火)午後1時30分～午後4時
2月15日(火)午後1時30分～午後4時

2月10日(木)午前9時30分～正午
2月24日(木)午前9時30分～正午

2月 9日(水)午前9時30分～正午
日置市中央公民館　講座3 2月24日(木)午前9時30分～正午

2月14日(月)午前9時30分～正午
2月28日(月)午前9時30分～正午

≪中央図書館から≫

日時　２月23日（水）午前10時30分～午前11時
場所　日置市立中央図書館
対象　小さなお子さん向け
読み聞かせボランティア　「むぎばたけ」のみなさん
内容　絵本や紙芝居、わらべうたなど
※事前申し込みは不要ですが、10名以上の団体での参加
の場合は、中央図書館へご連絡ください。
【お問い合わせ先】
日置市立中央図書館 ＴＥＬ ２７３-６８８６

【「冬のおはなし会」を開催します】

≪福祉課から≫

　当給付金について、児童手当を日置市から受給する方へ12月27日に振
込を行ったところです。今般、公務員の方および高校生などの児童のみを
養育する保護者へ１月17日に申請書などを送付しました。内容を確認い
ただき、同封の返信用封筒にて提出ください。提出期限は３月31日です。
支給対象者　児童手当受給者（公務員など）およびそれ
に準ずる方（主たる生計維持者）
支給対象児童　平成15年４月２日から令和４年３月31日
生まれの児童(婚姻者は除く)
支給額　対象児童１人につき10万円（現金一括で原則口
座振込により給付）
その他　日置市からの児童手当受給者で令和３年９月
１日以降出生者分については、準備が整い次第、申請なし
で随時支給します。また、支給対象者となっていて申請書
が届かない場合はご連絡ください。
※詳細は市ホームページでご確認ください。
【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

【令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請について】

≪福祉課から≫

　鹿児島障害者職業能力開発校では、障害をお持ちの方
を対象に令和４年度の入校生を募集します。
募集期限　令和４年２月９日(水)まで
選考試験　２月25日（金）
試験会場　鹿児島障害者職業能力開発校（薩摩川内市入
来町）
試験内容　筆記試験（国語・数学）および面接
募集科目　情報電子、グラフィックデザイン、建築設計、義
肢福祉用具、ＯＡ事務、アパレル、造形実務
授業料　授業料は無料です。寮も併設しています。
訓練期間　１年間（令和４年４月～令和５年３月）
申し込み方法　お近くのハローワークでご相談ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島障害者職業能力開発校 ＴＥＬ ０９９６-４４-２２０６
詳しくは、ＨＰをご覧ください。

【令和４年度鹿児島障害者職業能力開発校入校生募集のお知らせ】

≪市民生活課から≫

　マイナンバーカードの各種手続きのため、休日・平日時
間外窓口を開設しています。受け取りに、申請に、ご相談
に、ご利用ください。開設日時は、本紙くらしのカレン
ダーに毎月掲載します。
開設する窓口　本庁および各支所
必要書類　お受け取りの場合は、交付通知書（ハガキ）裏
面に記載の必要書類（本人受け取りです）
申請される場合は、本人確認ができるもの（運転免許証、
保険証。※本人がお越しください）
【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休日・平日時間外窓口開設について】

≪総務課から≫

　市では、国、県、事業者などと共同して原子力防災に係る総合的な訓練を
実施し、関係機関相互の連携強化や市民の防災意識の向上を図るために、
鹿児島県原子力防災訓練に合わせて日置市原子力防災訓練を実施します。
日時　２月11日（金）午前７時30分～午後６時(予定）
※災害の発生などにより住民参加の訓練を中止すること
があります。
場所　吹上浜公園
内容　 7:30～18:00　　災害対策本部設置、広報訓練

9:00～12:00　　避難誘導訓練(バスにより避難）
10:00～11:00　  避難退域時検査、安定ヨウ素剤

配布（吹上浜公園）
その他　広報訓練として、防災行政無線、車両広報、緊急
速報メール・エリアメールなどにより、市内全域に対して
情報伝達の訓練を行います。
①市全域に防災行政無線による訓練放送を行います。
②「緊急速報メール・エリアメール」対応携帯電話をお持ちで受
信設定をされている方には訓練としてメールが配信されます。
【お問い合わせ先】
本庁総務課防災係 ＴＥＬ ２４８-９４０１

【「原子力防災訓練」の実施について】

≪税務課から≫

　税務署が開設する申告相談会場は、次のとおりです。また、申
告書はご自宅のパソコンやスマートフォン、タブレットから国税
庁ホームページを利用して作成し、ｅ－Ｔａｘによる送信または印
刷して郵送などにより提出することができます。
《税務署が開設する申告相談会場》
開設場所　伊集院税務署（日置市伊集院町下谷口1532
番地）電話099-273-2541
開設期間　２月16日(水)から３月15日(火)まで（土日祝日
を除く。）
受付時間　午前９時から午後４時まで
※詳細は国税庁ホームページをご確認
ください。
（https://www.nta.go.jp/）
《マイナンバーの記載のお願い》
申告書などにはマイナンバーの記載が必要となっています。書
面により申告書などを提出する場合は、本人確認書類の提示ま
たは写しの添付が必要です。ｅ－Ｔａｘにより申告書などを送信す
る場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。
【お問い合わせ先】
伊集院税務署 ＴＥＬ 273-2541

【確定申告のご案内について】

≪福祉課から≫

　市では、次の計画を策定するにあたり、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
実施しています。
計画案名　日置市子どもの生活応援計画(案)
計画案の公表　市ホームページおよび本庁福祉課、各支
所地域振興課、各地区公民館で公表しています。
募集期間　２月10日（木）まで
【お問い合わせ先】
本庁福祉課子育て支援係 ＴＥＬ ２４８-９４１６

【パブリックコメント手続の実施について】

　次の５つの職種について募集します。雇用期間は令和４年４月
１日から令和５年３月31日までです。応募される
方は職種ごとの提出先で準備している『会計年度
任用職員登録申込書』に必要事項を記入し、写真
を貼付のうえ、１部を提出してください。
様式は市のホームページでダウンロードすること
も可能です。
【１】元外相東郷茂徳記念館管理人の募集について
募集人員　１名
仕事内容　元外相東郷茂徳記念館の入館受付管理、施設
内外の清掃など
勤務場所　元外相東郷茂徳記念館（日置市東市来町美山
1690番地４）
勤務日数　月10日程度
勤務時間　土日祝日（条例に定める休館日を除く）午前８
時30分から午後５時まで
報酬額　時間額８２５円から
加入保険　なし
通勤手当　一定の要件を満たす場合に支給
選考方法　書類審査および面接
申込締切　令和４年２月18日(金)必着
【提出先・お問い合わせ先】
本庁商工観光課観光戦略係 ＴＥＬ ２４８-９４０９

【２】中央公民館事務補助員募集について
施設名　日置市中央公民館(伊集院)、日置市東市来中央
公民館(東市来)
募集人員　若干名
仕事内容　受付、収納事務、清掃など、その他教育委員会
が指示する業務
応募資格　市内在住の方でパソコンで文書などを作成で
きる方
勤務形態･勤務条件　月11日勤務
・平日午前８時30分～午後５時のうち7.5時間
・休み：日曜日、祝日
※契約は１年更新
報酬額　時間額８２５円から
選考方法　書類審査、面接
提出期限　２月18日(金)
【提出先・お問い合わせ先】
本庁社会教育課中央公民館 ＴＥＬ ２７３-１９１９
東市来支所教育振興課 ＴＥＬ ２７４-２１１５

【会計年度任用職員の募集について】 【３】登記事務員の募集について
職種　登記事務員
応募資格　地籍測量図チェック、嘱託登記書作成、戸籍の
追掛け、相関図作成などの出来る方
募集人員　若干名
勤務先　日吉支所
勤務形態　月曜日から金曜日まで（月11日以内）
勤務時間　午前８時30分～午後５時のうち7.5時間
報酬額　時間額１，０５４円
提出期限　２月18日（金）必着
【提出先・お問い合わせ先】
日吉支所産業建設課 ＴＥＬ ２９２-２１１４

【４】幼稚園教諭の募集について
応募資格　幼稚園教諭免許を有する方、普通自動車運転
免許を有する方
募集人員　１名
勤務地　　日置市立東市来幼稚園
勤務日数　月14日（ただし、８月を除く）
勤務時間　午前８時から午後３時までのうち６時間以内
報酬額　時間額８９７円から
※通勤費用は、一定の要件を満たす場合に別途支給
選考方法　書類審査、面接
提出期限　２月17日（木）午後５時15分まで
【提出先・お問い合わせ先】
本庁教育総務課 ＴＥＬ ２４８-９４２６
または各支所教育振興課

【５】日置市女性センター運営スタッフの募集について
募集人員　若干名
応募要件　保育士または幼稚園教諭の資格を有する方
仕事内容　利用者の支援（託児を含む）、女性センター銀
天街の管理運営（環境整備、各種講座やイベントの運営・
支援など）
勤務場所　日置市女性センター銀天街
勤務日数　月７日
勤務時間　午前９時から午後５時のうち７時間
報酬額　時間額８９７円
通勤手当　一定の要件を満たす場合に支給
選考方法　書類審査および面接
提出期限　２月18日（金）必着
【提出先・お問い合わせ先】
本庁企画課国際交流･男女共同参画係　
ＴＥＬ ２４８-９４０３



天皇誕生日

建国記念の日

税目等

4期

9期

6期

6期

2月

10期

3月

1期

4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
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　吹上浜運動公園

　

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

　

◆東市来地域市県民税等申告相談②
【2月24日まで】
            ９：0０～１5：００　東市来支所
◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆高校生のための合同企業セミナー
１3：3０～１5：3０　伊集院総合体育館

◆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
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
◆身近なものでレクリエーション【要
予約・託児あり】
１0：1０～１1：40　日置市女性センター銀天街
◆特設人権相談
１0：0０～１5：00　日吉支所第１会議室

43
◆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（保健師）
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

26

12

19

11

18

25

10

17

24

9

16

23

8

◆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

◆日吉地域市県民税等申告相談
【2月11日まで】
            ９：0０～１5：００　日吉中央公民館
◆ひきこもりに関する相談会
１3：0０～１7：００　日置市中央公民館
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
◆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
　　　　　　　  各支所地域振興課

1

15

22

7

14

21

6

13

20

◆東市来地域史跡めぐり歩こう会
            8：3０～１1：3０　皆田地区(皆田地区公民館)
◆吹上地域史跡めぐり歩こう会
            8：3０～１1：3０　伊作地区(吹上中央公民館)
◆伊集院地域史跡めぐり歩こう会
            8：45～１1：3０　伊集院地区(伊集院小学校)
◆日吉地域史跡めぐり歩こう会
            9：00～１1：35　吉利地区(吉利地区公民館)

◆東市来地域市県民税等申告相談①
【2月18日まで】
            ９：0０～１5：００　東市来支所
◆育児相談
            ９：３０～１１：００　東市来保健センター
◆年金相談
１0：0０～１5：００　日置市中央公民館中ホール
◆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
◆ひきこもりに関する相談会
１3：0０～１7：００　東市来中央公民館
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館

　

◆育児相談
           ９：３０～１１：0０　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）
           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１３：２０～１3：3０　日置市中央公民館

◆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

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

◆吹上地域市県民税等申告相談①
            ９：0０～１5：００　吹上中央公民館
◆健康相談（助産師）
１0：0０～正午　　日置市女性センター銀天街
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　吹上保健センター

※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。
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◆総合健診
           8：0０～１0：00　東市来交流センター
◆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
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター
◆双子の会
           ９：45～１１：3０　日吉保健センター
◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日置市中央公民館

◆吹上地域市県民税等申告相談②
【3月3日まで】
            ９：0０～１5：００　吹上中央公民館
◆自分のものから始めるお片付け
【要予約・託児あり】
１0：1０～１1：40　日置市女性センター銀天街

◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆おはなし会
１0：3０～１1：30　日置市女性センター銀天街

◆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
◆おはなし会
１0：3０～１1：30　日置市女性センター銀天街

当
番
医
・
当
番
薬
局

浅谷小児科 ☎274-3088
守屋病院 ☎273-3195
こじか調剤薬局 ☎246-5558
伊集院調剤薬局 ☎246-5880

伊作田診療所 ☎274-8480
整形外科はやしだ病院 ☎272-2121
こじか調剤薬局 ☎246-5558
ドラッグイレブン薬局伊集院店 ☎272-0551

当
番
医
・
当
番
薬
局

うちやま眼科 ☎273-1616
外科馬場病院 ☎296-2611
こじか調剤薬局
ケーアイ調剤薬局伊集院店

☎246-5558
☎272-0881

当
番
医
・
当
番
薬
局

当
番
医
・
当
番
薬
局

大石医院 ☎274-3211
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

前原総合医療病院 ☎273-3939
吹上クリニック ☎296-2711
こじか調剤薬局 ☎246-5558
阪神調剤薬局日置店
ほんまち薬局

☎295-3856
☎296-5450

当
番
医
・
当
番
薬
局

◆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
◆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
◆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
　　　　　　　  各支所地域振興課

◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆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

くらしのカレンダーくらしのカレンダー2022年

2月
 （令和4年）

※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。

新山皮膚泌尿器科 ☎274-1775
前原総合医療病院 ☎273-3939
カゴシマ薬局長里店 ☎274-6229

阪神調剤薬局日置店 ☎295-3856
こじか調剤薬局 ☎246-5558

＜＜自治会文書発送日＞＞
◆原子力防災訓練
           7：３０～１8：0０　吹上浜公園

＜＜自治会文書発送日＞＞


