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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。

≪健康保険課から≫

　「たばこの健康影響を知ろう！～新型コロナウイルス感染症とたばこの
関係～」
世界禁煙デー「５月31日」、禁煙週間「５月31日～６月６日」
　喫煙は、健康に与える影響が大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの
依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であ
り、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっています。
　この機会に喫煙や受動喫煙による健康被害について考えてみましょう。
【お問い合わせ先】
本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421

【世界禁煙デー・禁煙週間】
≪社会教育課から≫

　日置市のジュニア・リーダーとして、年間を通して子ど
も会活動での運営補助やレクリエーション指導など、各イ
ベントへの支援・協力活動を行います。令和３年度は、17
人（中学２年生～高校３年生）の会員でスタートしました。
一緒に活動してみませんか。
対象者　日置市内在住または通学する小学校５・６年生、
中学生、高校生
募集期限　随時受付
申込方法　本庁社会教育課・各支所教育振興課に備え付
けの「申込書（保護者の承認印が必要)」に必要事項を記
入のうえ、お申し込みください。
【お問い合わせ先・申込先】
本庁社会教育課スポーツ振興係 TEL 248-9432

【ジュニア・リーダークラブ「チェスト」の活動生募集について】

≪東市来支所産業建設課から≫

　『めだかの里尾木場』の棚田で米作り体験をしませんか。一年を
通して米の生長過程や農村の四季を満喫できるプランとなってい
ます。地元住民一同、皆さまのお越しをお待ちしております。
日程　○田植え　令和３年６月20日（日）
　　　○稲刈り　令和３年10月17日（日）
体験料　１グループ12,000円（収穫されたもみ約33kg、
おにぎりセットお茶付きを含む）
募集定員　20組（１グループ５名程度）定員になり次第締
め切らせていただきます。
申し込み方法　電話、ＦＡＸまたはメール
　メールの場合は、件名を「第18回尾木場めだかの里米
作り体験申し込み」としてください。
申し込み期限　令和３年６月11日（金）
その他　それぞれの体験を実施する前に、案内通知をお
送りします。
　コロナ禍の感染予防として昼食会は中止し、持ち帰り
用おにぎりセット200円お茶付きを準備します。
　募集定員の申し込み状況や天候、コロナウイルスの感
染状況により変更および中止する場合があります。
【お問い合わせ先・申込先】
東市来支所産業建設課農林水産係
TEL 274-2114、FAX 274-4079
メールアドレス nousei01@city.hioki.lg.jp

【尾木場めだかの里米作り体験の募集について】

≪市民生活課から≫

　一般家庭から出されるごみは、収集・運搬・処分を市が
責任を持って行いますが、ごみステーションが事業所ごみ
で満杯になるなどのトラブルが発生しています。
　「事業所ごみ」は事業者の事業活動に伴い生じたごみ
で自らの責任において適正に処理するよう法律で義務付
けられています。
　まだ取り組まれていない事業所は、自ら日置市クリー
ン・リサイクルセンターに持ち込まれるか、日置市の収集
運搬許可業者に依頼されるようお願いします。
【お問い合わせ先】
本庁市民生活課生活環境係 TEL 248-9414

【「事業所ごみ」の処理方法について】

≪健康保険課から≫

　風しん抗体検査・予防接種対象者にはクーポン券を交
付し、お知らせしているところです。クーポン券を利用す
れば、無料で受診することができますので、まだ未利用の
場合は、ぜひこの機会にご利用ください。
　抗体検査は、事業所健診や特定健診の機会に、その場
で受けられます。
　※事業所健診の方は、勤務先にご確認ください。
　クーポン券を紛失などされた場合は、再発行しますので、
健康保険課または各支所地域振興課までご連絡ください。
対象者　昭和37年４月２日～昭和54年４月１日の間に生ま
れた男性
有効期限　令和４年３月31日まで
【お問い合わせ先】
本庁健康険課保健予防係 TEL 248-9421

【風しん抗体検査・予防接種について】

≪農林水産課から≫

①山(立木)を伐る前は事前に「伐採届出書」が必要です！
○木を伐る90日から30日前までに、森林所有者、伐採す
る者および提出者の３者が連名で提出します。
②山(立木)を伐ったら植林(再造林)をしましょう！
○再造林をしないと大雨などにおいて災害を受けやすく
なります。
○道路や近接地へ土砂などが流出すると大変危険です。
森林所有者の責任において復旧しなければならない場合
があります。
○県は平成29年12月に「かごしまみんなの森条例（通
称）」を制定し、森林所有者は再造林に努めることとなっ
ています。
③適正な価格と作業内容を確認し売買しましょう！
○売買するときは必ず見積書をもらいましょう。
○丁寧な伐採作業を行うよう事前に確認しましょう。
○見積書には再造林(下刈り含む)の計画を入れてもらい
ましょう。
〈注意〉固定資産税評価額は土地の評価であり、立木
を評価するものではありません。一般的には立木売買で
は用いられることはありません。
【お問い合わせ先】
鹿児島地域振興局林務水産課 TEL 099-805-7297
本庁農林水産課林務水産係 　TEL 273-8870

【山(立木)を伐採（売買）するときの留意点】
≪健康保険課から≫

　本市では、65歳以上の高齢者を対象に４月16日から接
種予約を開始し、４月26日から施設入所者を優先して順
次接種を開始していますが、５月10日時点で、約１万人（６
割程度）の方が予約をしています。
　５月10日以降、段階的にワクチンが入荷し各医療機関
での接種が本格化しています。
　予約をされた方につきましては、各医療機関から順次
連絡がきますので、今しばらくお待ちください。
　なお、これから予約をされる方で、かかりつけ医をお持
ちでない方は、日置市コロナワクチンコールセンターへ
お問い合わせください。
（今後の接種計画）
①65歳以上の高齢者　７月末を目途に優先接種
②64歳以下の基礎疾患をお持ちの方・介護従事者
８月以降の接種予定
③64～50歳の一般の方　①②以降
④49～35歳の一般の方　①～③以降
⑤34～16歳の一般の方　①～④以降
※今後の接種状況によっては変更される場合があります。
【お問い合わせ先】
日置市コロナワクチンコールセンター
TEL 248-7592 ／ FAX 248-7598
本庁健康保険課予防係
TEL 248-9421 ／ FAX 273-3063

【新型コロナワクチン接種の予約状況および今後の接種計画について】

≪健康保険課から≫

　鹿児島県後期高齢者医療広域連合では、お口元気歯ッ
ピー健診を下記実施期間で実施します。この健診は、いつ
までも健康な口腔機能を維持するために有効な健診です。
実施期間　令和３年６月１日～令和４年１月31日
対象者　令和３年度中に76歳・80歳に到達する後期高齢
者医療被保険者
○76歳：昭和20年４月１日～昭和21年３月31日生
○80歳：昭和16年４月１日～昭和17年３月31日生
※上記対象者の方へは、６月に受診券（オレンジ色の封
筒）が送付されます。
健診料　無料
受診方法　事前に歯科医療機関に電話予約し、健診日当
日に受診券と被保険者証を持参して受診してください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県後期高齢者医療広域連合業務課保健事業班
TEL 099-206-1329

【お口元気歯ッピー健診のご案内】

≪福祉課から≫

　高齢者などが安心して暮らせるよう、簡単なボタン操作
や人感センサーの働きにより、24時間体制のコールセン
ターにつながり、救急時などの適切な対応や日常生活相
談、安否確認を行う「緊急通報装置」を貸与しています。
対象者
（1）65歳以上のひとり暮らしの方
（2）高齢者または障がい者のみの世帯の方
（3）ひとり暮らしで、重度心疾患等突発的に生命が危険
な症状の発生する疾病をお持ちの方
利用料　月額400円
その他　緊急時に受信センターからの要請で、容態の確認
などに駆け付けていただく協力員が必要です。申し込みにあ
たっては、事前に協力者に説明を行い、承諾を得てください。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課長寿福祉係 TEL 248-9416
または各支所地域振興課福祉係

【緊急通報システムについて】

　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、ハンドケアでリフレッシュをしながら交流会を行い
ますので、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　５月21日（金）午前10時～午前11時30分
場所　日置市女性センター銀天街（南日本銀行銀天街出張所）
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　ハンドケア＆交流会
その他　ハンドクリームを持っている方はご持参ください。
託児を希望される方は、事前にご連絡ください
【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】

場　　所 日　　時

日置市中央公民館　大会議室
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

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
　　　　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≫

6月 8日(火)午後1時～午後3時

6月12日(土)午後1時～午後3時

6月10日(木)午後1時～午後3時

6月 9日(水)午後1時～午後3時
6月23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

日置市中央公民館　大会議室
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

吹上中央公民館　相談室

日吉老人福祉センター　会議室

6月 1日(火)午後1時30分～午後4時
6月15日(火)午後1時30分～午後4時

6月10日(木)午前9時30分～正午
6月24日(木)午前9時30分～正午

6月14日(月)午前9時30分～正午
6月28日(月)午前9時30分～正午

6月 9日(水)午前9時30分～正午
6月23日(水)午前9時30分～正午

≪福祉課から≫

　６月分以降の児童手当などを受けるには、現況届が必要です。
現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当
などを引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係
など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。
　なお、提出がない場合、６月分以降の手当が受けられなくなり
ますので必ず提出してください。
提出期間　令和３年６月1６日（水）～３０日（水）
支給対象　中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の３
月31日まで）の児童を養育している方
その他　詳しくは、対象者に郵送する現況届や児童手当
の案内などで確認してください。
書類の発送は６月中旬の予定です。
【お問い合わせ先】
本庁福祉課子育て支援係 TEL 248-9416

【児童手当現況届のご案内】

≪商工観光課から≫

　６月６日（日）に日吉運動公園にて開催を予定していま
した「せっぺとべイベント」については、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止します。
【お問い合わせ先】
本庁商工観光課観光戦略係 TEL 248-9409

【令和３年度せっぺとべイベントの中止について】



敬老の日 秋分の日

1
◆特設人権相談
１0：0０～１5：0０　日置市中央公民館
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館

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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆母子健康手帳交付
受付13：20～13：30　　日置市中央公民館

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆健康スマイル・ハンサム教室
            ９：３０～１１：００　日置市中央公民館
◆母子健康手帳交付
受付13：20～13：30　　日置市中央公民館

◆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

1期

1期

2期

6月

2期

2期

1期

7月
2期

3期

2期　　　　

8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 2

◆健康相談（助産師）
１0：0０～正午　　日置市女性センター銀天街
◆カッティングボードでフラワーア
レンジメント【要予約・託児あり】
１0：1０～１1：40　日置市女性センター銀天街

43
◆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
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◆元気なりもんそ教室
１０：００～１１：3０　日吉保健センター

◆特定健診
             8：0０～１0：0０　日吉保健センター
◆肺がん検診
             8：３０～１5：3０　吹上中央公民館
◆健康体操
           ９：３０～１１：0０　吹上保健センター

  
  

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　吹上保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
　

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　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
　

◆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
◆健康相談（保健師）
１0：0０～正午　　日置市女性センター銀天街

◆特定健診
             8：0０～１0：0０　日吉保健センター
  

◆特定健診
             8：0０～１0：0０　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

久保内科 ☎272-2527
しいの内科クリニック ☎299-3111
こじか調剤薬局 ☎246-5558

吹上調剤薬局 ☎299-3061
ドラックイレブン薬局伊集院店 ☎272-0551

当
番
医
・
当
番
薬
局

樋口クリニック ☎274-9388
鹿児島こども病院 ☎272-2001
こじか調剤薬局 ☎246-5558

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 ☎246-5558
ケーアイ調剤薬局伊集院店 ☎272-0881

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
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・
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◆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

◆日置おもちゃ病院開院
１3：0０～１5：００（受付）　日置市中央公民館

◆健康相談（助産師）
１0：0０～正午　　日置市女性センター銀天街
◆わこなろ会（運動教室）
１０：００～正午　  吹上保健センター
◆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
◆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。

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

◆肺がん検診
            8：３０～１5：3０　吹上中央公民館

◆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

◆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

◆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

◆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
            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
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～１３：3０　日置市中央公民館

◆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

◆育児相談
            ９：３０～１１：００　日吉保健センター
◆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

◆リセットコンディショニング【要予約・託児あり】
１0：1０～１1：40　日置市女性センター銀天街
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