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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。

≪社会教育課から≫

　新年の喜びとともに、新成人となられる皆さまの前
途を祝福し、市では次のとおり成人式を開催します。
また、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、入場を新成人者のみとさせていただきます。
日時　令和３年１月３日(日)
受付　午前10時30分から　開式　午前11時から
場所　日置市伊集院文化会館
対象者　平成12年４月２日から平成13年４月１日まで
に生まれた方。
※本市では、10月１日現在の住所登録者および案内状
送付について事前申し出のあった新成人を対象者に案
内状を送付しています。案内状の送付を希望される方
は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※本市の成人式に参加を希望される方で、案内状が届
いていない場合でも参加することができます。当日会
場にて受付を行ってください。
その他　マスク着用、手指消毒、検温、座席の間隔を空
けるなど、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じ
た上で開催しますので、ご協力をお願いします。マス
クについては、素材や色は問いません（マウスシールド
可）。記念写真撮影の時のみ外します。
【お問い合わせ先】
伊集院地域　本庁社会教育課社会教育係　
TEL 248-9432
東市来地域　東市来支所教育振興課　
TEL 274-2115
日吉地域　日吉支所教育振興課　　
TEL 292-2115
吹上地域　吹上支所教育振興課　　
TEL 296-2115

【令和３年日置市成人式の開催について】

≪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
び合う場です。今回は、在宅介護支援センターの方を
講師に迎え、在宅医療についての講話を行います。マ
スクを着用のうえ、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　令和３年１月22日(金) 午後１時30分～午後３時
場所　東市来文化交流センター
対象者　家族を介護されている方や介護に関心のあ
る方
内容　在宅医療（在宅介護支援センターの役割など）
に関する講話
【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】

≪企画課から≫

　日置市では、国際交流員と「手紙」を通じた国際交流
を行います。手紙を書いていただいた方全員に国際交
流員から返事が届きます。さらに応募者の中から抽選
で30人に韓国とマレーシアの雑貨をプレゼントします。
対象者　日置市に居住する未就学児から中学３年生
募集期限　令和３年1月22日(金)
応募方法　本庁企画課・各支所地域振興課に備え付けの
「応募用紙」に必要事項を記入のうえ、ご応募ください。
【申込先・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

【「国際交流員に手紙を書こう！」の募集について】

≪吹上支所産業建設課から≫

募集職種　就労支援員（登録された対象者宅を訪問し
て、公社農場までの送迎および作業時の支援を行う）
募集人員　1人　応募資格　要普通自動車運転免許
勤務場所　日置市農業公社研修農場（吹上町小野）
勤務日数　月16日以内（月曜日～金曜日） 
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
賃金形態　日額6,200円  加入保険　雇用保険
雇用期間　令和３年4月～令和4年3月
提出書類　履歴書など所定の書類　※農業公社にあります。
選考方法　書類審査、面接
募集締切　令和３年１月15日(金) 
【提出先・お問い合わせ先】
公益社団法人日置市農業公社 TEL 099-245-1700

【就労支援員の募集について】

≪学校教育課から≫

　本制度を使って、自然環境に恵まれた小規模校の特
性を生かした学校で学びたい児童生徒を募集します。
特認校(転入できる学校)　
飯牟礼小学校、土橋小学校、土橋中学校
転出できる学校　
伊集院小学校、伊集院北小学校、妙円寺小学校
伊集院中学校、伊集院北中学校
募集期間　令和３年１月12日(火)～令和３年２月12日(金)
【お問い合わせ先】
上記特認校３校(飯牟礼小学校、土橋小学校、土橋中学校)
または本庁学校教育課学校教育指導係 TEL 248-9431

【小規模校特認校制度による児童生徒募集について】

≪健康保険課から≫

　伊集院保健所では、ひきこもり状態にある方のご家
族を対象に「つどい」を開催します。今回は、ひきこも
り支援に携わる専門員をお招きして、同じ悩みを持つ
ご家族同士が経験を語り合い、ご家族で抱えていた不
安な気持ちを和らげるつどいとなっていますので、参
加を希望される方は、事前にお申し込みください。
※相談内容および個人情報については、固く守られます。
日時　令和３年１月８日（金）午後２時～午後４時
場所　東市来文化交流センター
対象　ひきこもりの方のご家族（ご本人が18歳以上の
ご家族）
【申込先・お問い合わせ先】
伊集院保健所地域支援係 TEL 272-6301
【記事のお問い合わせ先】
本庁健康保険課健康づくり係 TEL 248-9421
本庁福祉課障害福祉係 TEL 248-9416

【ひきこもりの家族のつどいについて】

≪地域づくり課から≫

募集人員　若干名
応募要件　
○地域や団体での地域づくり（集落支援員）活動に意
欲があり、地域での自治会活動や子ども会、PTA活動
などの経験がある方
○パソコンで文書などを作成できる方
業務内容　地区公民館活動（夏祭りなどの行事や各種
会議）の企画・支援、地区振興計画づくりや事業実施の
調整・支援、各種証明書発行、生涯学習の企画・支援、
地区住民との連携など
勤務日数　月17日　午前8時30分から午後5時までの
うち7.5時間（地区の行事などにより土日、祝日、夜間
勤務あり）
雇用期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日（勤務
実績などにより年度単位更新有）
報酬など　時間額 1,291円（社保・厚年・雇保などあり）
提出書類
①会計年度任用職員等登録申込書１部（写真添付）
②作文(テーマ｢私の住みたい地域｣400字詰原稿用紙１～２枚)
選考方法　書類審査、面接
提出期限　令和３年１月18日（月）必着
【提出先・お問い合わせ先】
本庁地域づくり課地域づくり係 TEL 248-9408

【地区公民館支援員の募集について】

≪選挙管理委員会事務局から≫

　市では、投票区の見直しを実施するに当たり、広く
市民の皆さまからのご意見をいただくためにパブリッ
クコメント手続きを次のとおり実施しています。
件名　投票区の見直し（案）
内容案の公表　市ホームページおよび選挙管理委員会
事務局、各支所地域振興課、各地区公民館
で公表します。
手続期限　12月10日(木)～令和３年１
月18日(月)午後５時
【お問い合わせ先】
選挙管理委員会事務局選挙係 
TEL 248-9437

【パブリックコメント手続きの実施について】
≪商工観光課から≫

　「子どもがオンラインゲームを利用し、高額な課金
をしてしまった」という相談が県内の消費生活相談窓
口に寄せられています。トラブルを防ぐためには、ス
マートフォンなどのクレジットカード情報の登録状況や
キャリア決済の設定状況を確認し、暗証番号の管理を
徹底することや、ゲームの料金体系や決済方法などを
理解し、日ごろから子どもとゲームの利用ルールにつ
いてよく話し合っておくことなど、保護者も一緒に対
策をとることが大切です。困ったときは、一人で悩ま
ず、下記まですぐご相談ください。
【消費生活相談窓口】
○消費者ホットライン　　　　 TEL 188（局番なし）
○日置市消費生活センター　　TEL 273-2172
○鹿児島県消費生活センター　TEL 224-0999

【オンラインゲームの高額課金について】

≪税務課から≫

　保険税等（※1）について、次に該当する世帯等（※2）
は減免の対象となります。
※1：「保険税等」とは、国民健康保険税および介護保
険料のこととします。
※2：「世帯等」とは、国民健康保険税の場合は「世帯」、
介護保険料の場合は「第一号被保険者」を指します。
対象となる保険税等　
令和元年度分および令和２年度分の保険税等で、令和
２年２月１日から令和３年３月31日までの間に普通徴収
の納期限（特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付
の支給日）が設定されている保険税等
減免の対象となる世帯等　
①新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡ま
たは重篤な傷病を負った世帯等→全額免除
②新型コロナウイルス感染症により、世帯主の減収が
見込まれ、次の(ア)～(ウ) の全ての要件を満たす世帯
等→全額または一部免除
(ア)事業収入や給与収入、不動産収入、山林収入の種
類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の
３以上減少する見込みであること
(イ)（国民健康保険税の場合のみ）前年の所得の合計
額が1000万円以下であること
(ウ)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること
申請期限　令和３年２月26日(金)まで
※減免額の計算方法など詳細については、ホームペー
ジまたは広報ひおき10月号でご確認ください。
※申請様式については、本庁税務課または各支所地域
振興課窓口、ホームページで取得できます。申請には、
収入を証明する書類などが必要です。
【申請先・お問い合わせ先】
本庁税務課保険管理係 TEL 248-9412
または各支所地域振興課市民税係

【新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税・介護保険料の減免について】

場　　所 日　　時

日置市中央公民館　舞台１階控室
日置市中央公民館　小会議室

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

1月12日(火)午後1時～午後3時

1月 9日(土)午後1時～午後3時

1月14日(木)午後1時～午後3時

1月13日(水)午後1時～午後3時
1月27日(水)午後1時～午後3時

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≫

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　中ホール
日置市中央公民館　小会議室

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

吹上中央公民館　相談室

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

1月25日(月)午前9時30分～正午

1月14日(木)午前9時30分～正午
1月28日(木)午前9時30分～正午

1月13日(水)午前9時30分～正午
1月27日(水)午前9時30分～正午



元日
※市役所閉庁（１月３日(日)まで）

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

※市役所閉庁（１月３日(日)まで）
◆令和３年日置市成人式
１1：0０～１2：００（受付10：30）　伊集院文化会館

◆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

◆双子の会
１0：0０～１1：0０　日吉保健センター
◆健康体操
１3：3０～１5：００　日置市中央公民館
◆ひきこもりの方の家族のつどい
【要予約】
１4：0０～１6：0０　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

◆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
2
※市役所閉庁（１月３日(日)まで）

税目等
4期

8期

1月

4期

9期

6期

6期

2月

10期

3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

2021年

1月くらしのカレンダーくらしのカレンダー （令和3年）

24

31
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湯田内科病院 ☎274-1252
黒岩整形外科内科 ☎272-2330
橋本耳鼻咽喉科 ☎273-1811

たもつクリニック☎246-5850
野口クリニック ☎272-3211
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

当
番
医
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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　日置市中央公民館
１０：００～１１：3０　日吉保健センター
◆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

◆健康相談（保健師）
１0：0０～正午　　日置市女性センター銀天街
◆年金相談【要予約】
１0：0０～１5：00　東市来支所４階会議室
◆きれいスタイルエクササイズ
【要予約・託児あり】
   １0：1０～１1：40　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
◆年金相談【要予約】
１0：0０～１5：00　吹上支所2階会議室
◆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

◆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

◆育児相談
     ９：３０～１１：0０　 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
◆きばいもんそ運動教室
１3：3０～１5：0０　野首地区公民館
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～１３：3０　日置市中央公民館

◆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

大石医院 ☎274-3211
松崎内科ひふ科 ☎272-2468
外科馬場病院 ☎296-2611

当
番
医

博悠会温泉病院 ☎274-2238
☎273-3939
☎296-2025

前原医療総合医療病院
山之内クリニック

当
番
医

じんごあん整形外科内科 ☎272-5151
☎272-2332
☎296-2711

黒岩眼科
吹上クリニック

当
番
医

浅谷小児科 ☎274-3088
☎272-2527
☎296-2611

久保内科
外科馬場病院

当
番
医

◆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～　　日置市中央公民館

◆令和3年消防出初め式
   ９：0０～１1：0０　日置市役所本庁中庭
　　　　　　　　　　　および伊集院文化会館
◆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
◆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

◆がん検診
            8：0０～１0：００　日吉保健センター

26 30
◆健康体操
１３：３０～１５：００　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

◆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
◆母子健康手帳交付
受付１３：２０～１３：3０　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
◆子育てしゃべり場
【託児が必要な場合、要予約】
１0：1０～１1：4０　日置市女性センター銀天街

27 28 29

※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。

成人の日

樋口クリニック ☎274-9388
☎273-3939
☎296-2611

前原総合医療病院
外科馬場病院

当
番
医

伊作田診療所 ☎274-8480
☎272-1177
☎273-3939

康生クリニック
前原総合医療病院

当
番
医


