
すんくじら狂句

■来月号の兼題は

「酸（酸いか，酸っぱが）」
◎投稿は総務課秘書広報係へ

日付

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

平成26年

11
12月

※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は，市役所総務課秘書広報係まで

　〒８９８-８５０１　枕崎市千代田町27番地     ℡　72-1111（内線215）

               Fax　７２‐9436      E-mail:koho@ciｔｙ.makurazaki.lg.jp

１

4（木）

枕崎弁◎は，「高齢者元気度アップ・ポイント事

　業」の対象事業です。

兼題 『しお』

20（土）
21（日） お魚まつり お魚センター　　

お魚センター
℡(7３)2311

まくらざき朝市 枕崎港内港　
枕崎商工会議所
℡(72)3341

14

１（月)

6（土）

7:00～11：00

９:00～

健康センター
℡(72)7176

健康センター 　 

◎へるすあっぷ
　体操教室

健康センター
℡(72)7176

10:00～12:30

26（金) ◎門松作り

20（土）
◎高齢者と子ども
たちのふれあい交
流そまんずし作り

21（日）

◎へるすあっぷ
　体操教室

健康センター  13:30～15:00
健康センター
℡(72)7176

10:00～11:30

健康センター　
受付9：00～11:00

母子健康手帳交付

◎クリスマスオー
ナメント作り

◎おいしいもの作
ろう

枕崎地区公民館　
【対象】小学生・一般　材料費３００円

10：00～11：30
℡(72)9289

立神地区公民館　
【対象】小学生(高学年)　定員２０名

10：00～12：00

8（月）

13（土）

15（月）

健康センター
℡(72)7176

10:00～12:30立神センター◎男性料理教室

子育てサロン 9:45～11:30
健康センター
℡(72)7176

健康センター 　 

◎男性料理教室

健康センター 　  13:30～15:00
健康センター
℡(72)7176

健康センター 　  9:00～11:40 健康センター
℡(72)7176

初妊婦講座

◎金山わんぱく塾 
昔のあそび ℡(72)9690

9:00～12:00

℡(72)2267
13:30～15:30◎料理教室

  ケーキ作り

母子健康手帳交付 9:00～11:30健康センター 　 
健康センター
℡(72)7176

℡(76)2010
9:00～12:00

℡(72)1693

℡(72)9289

16（火）

18（木）

14（日）
じんけんフェスタ
2014in枕崎

サン・フレッシュ枕崎 14:０0～16:30 総務課秘書広報係
℡(72)1111（内線2１１）

行事名日(曜日) 場所 ・時間 問合せ



２

枕崎市立病院職員採用試験

　平成26年度枕崎市立病院職員採用試験を次のとおり実施します。

採用職種，予定人員及び受験資格

職種

採用予定人員
受験資格

一般事務職

１名程度

①昭和60年４月２日以降に生まれた者　②高等学校(同等資格を含む。)以上の学

歴を有する者又は平成27年３月までに卒業見込みの者　③試験当日現在，市内

医療機関の正規職員でない者

<欠格事項>

上記の受験資格にかかわらず，次のいずれかに該当する者は受験できません。

⑴　日本国籍を有しない者

⑵　成年被後見人又は被保佐人

⑶　禁錮刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなる

までの者

⑷　枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け，その処分の日から２年を経過していない者

⑸　日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

試験の方法及び内容

　試験は次の内容で行います。

教養試験・専門試験(保健師・看護師)・作文試験・面接試験(個別面接)・健康診査(試験当日に公

的医療機関発行の健康診断書提出)

試験の日時及び場所

　試験日時：平成27年１月11日(日)　午前８時30分から

　試験会場：枕崎市立病院【枕崎市日之出町230番地】

受験手続及び申込期限

⑴　受験申込書用紙の入手及び提出先

①　枕崎市立病院で直接入手

②　枕崎市のホームページからダウンロード

③　郵送請求で入手

※受験申込書を郵便により請求する場合は返信用封筒(角形２号・縦33ｃｍ×横24ｃｍ)に切手

(120円)を貼り,宛先(申込者住所等)を明記して同封してください。

　【請求先及び提出先】〒898-0034　枕崎市日之出町230番地　枕崎市立病院管理係　℡72-0303

⑵　申込期限：12月24日(水)　午後５時まで(必着)

◎合格発表は１月中に，受験者全員に合否結果を文書で通知します。

◎合格者は，平成27年４月１日付けで採用の予定です。なお，受験資格に定める期限までに高等学

校等を卒業できない場合又は保健師，看護師の免許を取得できない場合は，採用を取り消しま

す。

◎給与は，枕崎市立病院事業企業職員の給与に関する規程に基づき支給されます。

問合せ　枕崎市立病院管理係　℡72-0303

枕崎市立病院

募
集

看護師

１名程度

保健師

１名程度

①昭和54年４月２日以降に生まれた者　②保健師の免許を有する者又は平成26

年度中に免許を取得見込みの者　③試験当日現在，市内医療機関の正規職員で

ない者

①昭和54年４月２日以降に生まれた者　②看護師の免許を有する者又は平成26

年度中に免許を取得見込みの者　③試験当日現在，市内医療機関の正規職員で

ない者
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成人式運営ボランティア募集

　ボランティアを通して奉仕活動の楽しさや充

実感を体験させるとともに，心豊かでたくまし

い青少年の育成を図ることを目的として，成人

式運営ボランティアを募集します。

○対象・人数：小・中・高校生で10名程度

○日時：平成27年１月３日(土)

　      午後０時15分～３時30分

○内容：会場の飾り付け・受付・司会進行・音

響照明舞台の操作(年齢に応じたボランティア

をしてもらいます)

○申込期限：12月５日(金)

申込先・問合せ　生涯学習課公民館係　℡72-2221

生涯学習課

募
集

無料人権相談所を開設

　人権に関する相談所を次のとおり開設します。

　相談は無料で，秘密は固く守ります。お気軽

にご相談ください。

○日時：12月18日（木）　午前10時～午後３時

○場所：市民会館第３会議室

○相談内容：人権に関することやその他一般法

律問題等

○相談員：地元人権擁護委員

問合せ　総務課秘書広報係

　　　　℡72-1111（内線211）　　　　　総務課

談
相

清掃・美化活動を行うサポーター募集

　県では，ふるさとの土木施設(鹿児島県管理の

道路，河川，海岸，港湾，砂防など)の清掃美化

活動をお手伝いいただけるボランティア団体(自

治会，ＮＰＯ法人，職場任意団体等)を募集し，

支援(活動用品支給，障害保険料助成など)を行

っています。

　お気軽にお問い合せください。

問合せ　南薩地域振興局建設部建設総務課管理係

　　　　℡0993-52-1373

建設課

募
集

特定公共賃貸住宅の入居者を募集

　建設課では特定公共賃貸住宅の入居者を次の

とおり随時募集しています。

　希望者は，建設課建築係へ必要書類をそろえ

てお申し込みください。

○募集戸数：２戸

①遠見番住宅101号

　枕崎市岩戸町307番地・家賃50,000円

　構造：木造平屋建　建設年度：平成５年

　間取り：３ＬＤＫ　敷金：家賃３ヶ月分

②グリーンライフ金山２号

　枕崎市田布川町471番地・家賃40,000円

　構造：木造平屋建　建設年度：平成９年

　間取り：３ＬＤＫ　敷金：家賃３ヶ月分

○入居資格

(1) 自ら居住するため，住宅を必要としている

こと。

(2) 現に同居し，または同居しようとする親族

があること。

(3) 入居しようとする世帯の合計所得月額が15

万８千円以上48万７千円以下であること。

(4) 本市に居住し，又は勤務場所を有し，かつ，

独立の生計を営んでいる者であること。

(5) 入居者及び同居者が暴力団員でないこと。

○提出書類

入居申込書(建設課備付け)，所得額証明書，入

居者全員の住民票，健康保険証の写し及び税

の滞納がない旨の証明書，その他必要な書類

等をそろえて建設課へお申し込みください。

※市営住宅及び特定公共賃貸住宅には，収入基

準が定められており，申込世帯の収入(月額所得)

が，その基準内になければお申し込みできませ

ん。

問合せ　建設課建築係 ℡72-1111(内線326・336)

建設課

募
集

市立病院の業務委託人(医療事務パート）

を募集

　希望者は，採用試験受験申込書(市立病院備付

け)を市立病院管理係に提出してください。

○職種：医療事務(パート)　１名

○応募資格

　⑴　枕崎市立病院に通勤可能で健康な方

　⑵　現在市内の医療機関に勤務していない方

　⑶　医療事務として勤務経験のある方

　⑷　平成27年１月５日から勤務できる方

○選考方法：作文試験・面接試験(個別面接)・健

康診査(試験当日に公的医療機関の健康診断書

を提出)

○申込期限：12月18日(木)　午後５時まで(必着)

※試験の時期及び場所については，応募者に対

して，試験日時・場所を記載した受験票を送付

します。

問合せ　枕崎市立病院管理係　℡72-0303　　　

市立病院

募
集
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年金相談所開設のお知らせ

　日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が，国民年金・厚生（船員）年金に関する相談に応じま

す。相談は無料ですので，お気軽にご利用ください。

「年金相談」は予約制となります。

※予約のない方は，その日の相談が受けられない場合があります。あらかじめご了承ください。

予約先：鹿児島南年金事務所　℡099-251-3111

　日時：11月27日（木）　午前10時～午後３時　場所：市民会館２階　第１会議室

　※12月は枕崎市での年金相談はありません。

○たとえばどんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。　・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。 

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができます。・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は，基礎年金番号のわかるもの（年金手帳・年金証書等）・印鑑などをお持ちください。

※代理の方が来られる際は，委任状が必要です。（家族の相談でも，委任状は必要です。）

○近隣市での相談も可能です。日程は次のとおりです。

・12月４日（木）南九州市役所頴娃支所　　　・12月11日（木）指宿市役所　第１会議室

・12月18日（木）南さつま市役所 スタジオ21　　

問合せ　市民生活課国民年金係　℡72-1111(内線144・145)

市民生活課

談
相

県立鹿屋高等技術専門校　入校生募集

　県立鹿屋高等技術専門校では，平成27年度の

一般入校者を次のとおり募集します。

○募集科名：電気設備科20名(訓練期間２年)

○応募資格：高等学校卒業者(卒業見込み者を含

む)若しくは同等以上の学力を有すると認めら

れる者

○願書受付

・Ｂ日程：12月５日(金)まで

・Ｃ日程：平成27年１月16日(金)まで

○試験日

・Ｂ日程：12月12日(金)

・Ｃ日程：平成27年１月26日(月)

○試験科目：筆記試験(総合問題)及び面接

○試験会場：県立鹿屋高等技術専門校　鹿屋市

川西町3482番地

○合格発表

・Ｂ日程：12月22日(月)

・Ｃ日程：平成27年２月５日(木)

※鹿屋高等技術専門校は，職業能力開発促進法

に基づき設置されている，県立の職業訓練校で

す。寄宿舎も完備していますので，遠隔地から

の入校も可能です。詳しくは，問合せ先にご連

絡ください。

問合せ　県立鹿屋高等技術専門校

鹿屋市川西町3482番地　℡0994-44-8674

総務課

募
集

　自分の食事が自分で作れるようになるため

に，簡単料理のコツを学びましょう。健康のた

めには，毎日の食事が大切です。

○日時：12月５日(金)，12月19日(金)の２回

　　　　午前10時から午後０時30分

○会場：別府センター　調理室

○内容：簡単な調理実習後，昼食として試食

し，「バランスの取れた食事」を体験します。

○対象者：枕崎市内に居住の男性

○参加費：200円

○持ってくるもの

エプロン・ハンカチなど頭をおおえるもの・筆

記具(エプロンは貸し出し用もあります)

○申込み：12月１日(月)までに電話でお申し込

みください。

問合せ・申込み先　健康センター　℡72-7176

健康課

募
集

男性集合“簡単クッキング教室”参加者募集

～料理初心者のために～



５

65歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施

　65歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施

します。

　今年度４月以降，市の受診歴等で未受診の方

には個人通知いたします。感染症法に基づき，

対象者は65歳以上(昭和25年４月１日以前生れ)

の方のみとなっています。それ以外の方は受診

できませんのでご注意ください。

※肺がん検診(10月実施)を受診された方につき

ましては，結核レントゲン健診も兼ねています

ので対象外となります。

○対象者：昭和25年４月１日以前生まれの方

で，平成26年４月以降に結核レントゲン健診

を受けていない方

○検診料金：無料

○検診日：12月８日(月)

お
ら
知
せ

会　場 時　間

妙見センター

サン・フレッシュ枕崎

市民会館

別府センター

健康センター

９時30分～10時

10時20分～10時50分

11時10分～11時40分

13時20分～13時50分

14時10分～14時50分

問合せ　健康センター　℡72-7176

健康課

農業委員会委員選挙人名簿登録の申請を

　農業委員会委員の選挙権を有する方は，平成

27年１月９日(金)までに選挙人名簿登載申請書

を，農業委員会に提出してください。

　なお，10アール以上の経営農地をお持ちの方

には，申請用紙を郵送いたします。申請用紙を

紛失したり，次の要件を満たしていて用紙の届

かなかった方は，農業委員会までご連絡くださ

い。

申請書提出資格者

(１)耕作者

10アール以上の農地を耕作している方は，

従事日数に関係なく選挙権があります。

(２)耕作者の家族

(１)の同居の親族，または配偶者で年間お

おむね60日以上，耕作の業務に従事する方

※同居の親族等で，年間おおむね60日以上

耕作の業務に従事する方とは，農業以外の

仕事に従事している方で，土，日曜日，祭

日等において，60日以上農作業に従事する

方をいいます。

(３)年齢要件

(１)(２)に該当する方で平成７年４月１日以

前に出生した方

　選挙管理委員会で調製した名簿は平成27年２

月23日(月)から３月９日(月)までの間，縦覧でき

ます。

問合せ　農業委員会事務局農業振興係

　　　　℡72-1111(内線338)

農業委員会，選挙管理委員会

お
ら
知
せ

巡回知的障害者更生相談

　巡回知的障害者更生相談をつぎのとおり行ないます。なお，相談の際は予約が必要です。希望者

は12月18日(木)までにお申し込みください。

○日時：平成27年１月21日(水)　午前10時～午後４時

○場所：市民会館

○対象者：18歳以上の者

○相談内容

・療育手帳…療育手帳の取得に関する判定相談

・職業…就職相談及び職業安定所等への紹介に関すること

・特児扶手当…特別児童扶養手当の判定に関すること

・その他…療育手帳に関する福祉的援助等に関すること

※療育手帳の新規取得に関する相談については，対象者本人の出生から現在までの生育歴や病歴，

就労歴等を聴取しますので，詳しい方の同席をお願いします。

　なお，母子健康手帳や小・中学校時代の通知表のある方は持参してください。

問合せ・申込み　福祉課障害福祉係 ℡72－1111(内線470)

福祉課

談
相
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ふるさと美化活動(１２月７日)を実施

　明るく住みよい郷土の環境美化を目的に，公

民館をはじめ市内各団体の参加・協力のもと，

12月７日(日)に「ふるさと美化活動」が実施され

ますので，ぜひ，自分のお住まいの地域での活

動に参加してください。なお，各公民館の都合

により，別の日に行うところもありますので確

認してください。

【美化活動の内鍋清掃センターへの持込時間】

12月７日(日)　午前８時～正午

※厳守してください。

（予備日）12月14日(日)　午前８時～正午

　この日は，各公民館の美化作業で出たごみだ

けを受入れます。普段，集積所に出せる「家庭ご

み」の持込みは出来ません。

【美化活動の重点・注意点】

①みんなで使用する「ごみ集積所」と周辺の清

掃を行ってください。

②通常の一般家庭のごみ(集積所に出せるごみ)

は，当日は受け入れできません。地域で取り

組む粗大ごみ収集(家具・自転車・布団類など)

については，積み込む際に必ず分別してくだ

さい。

③作業中は声を掛け合って，ケガのないように

十分注意してください。

問合せ　市民生活課環境整備係

　　　　℡72-1111(内線325・327)

市民生活課

お
ら
知
せ

成人式は１月３日に実施

　枕崎市の成人式を次のとおり実施します。

　対象者(市内中学校卒業者)には，案内ハガキ

を12月上旬に送付します。

　なお，式典に出席する際の服装については，

式にふさわしい服装とします。

○日時：平成27年１月３日(土)

・受付：午後０時45分～１時20分

・式典：午後１時30分～３時

○場所：枕崎市市民会館大ホール

○対象者：平成６年４月２日から平成７年４月

１日までに生まれた方。

問合せ　生涯学習課公民館係　℡72-2221

生涯学習課

お
ら
知
せ

 食品や商品の容器やこれらを包装している「プ

ラ」マークのついたもので，資源ごみとして出

された「プラスチックごみ(プラごみ)」の中に，

著しく汚れているごみが混入しているため，資

源として利用できないものが見られます。

◆そのまま出してはいけないもの

①食べ物の残りカスが付着したもの(コバエが

わいているものもあります)

②水分を含んだまま濡れているもの

③レジ袋などの中に押し込んであるもの

◆こんなものまで入っていました

①家庭で使った治療用の器具(インスリン用注

射器)

※配布した医療機関の指示に従ってくださ

い。

②病院で処方された大量の湿布(しっぷ)

※表面のビニールも一緒に燃えるごみで出

してください。

③釣り針やエギ類など

※作業員がけがをする恐れがありますの

で，「燃えないごみ」として紙などに包んで

出してください。

　これらのごみが混入してしまうと，せっかく

資源として出していただいたものが商品になら

ないばかりか，取り除くために大変な労力や費

用がかかります。

◆プラごみを出す前に再確認

①惣菜や刺身などにかけてあった汚れたラッ

プは，燃えるごみで出す。(きれいにしたも

のは資源で出してください)

②水分は乾いてから。

③２重袋にして出さない。(レジ袋に押し込ん

であるものは取り出しましょう)

④弁当ガラは，食べカスを取り除いたあと，

軽くゆすいでふき取る。

　プラごみと紙類を資源に出すように分別する

だけで，今まで出していた「燃えるごみ」の量が

驚くほど減らせます。

　これからも，地域の方たちと声をかけあっ

て，気持ちの良いごみ出し環境を作っていきま

しょう。

問合せ　市民生活課環境整備係

　　　　℡72-1111(内線325・327)

市民生活課，内鍋清掃センター

汚れたプラスチックごみは資源になりません
お
ら
知
せ
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　「裁判員」又は「検察審査員」の候補者は，選挙権を有する県民の中からくじで選定されます。選定

された候補者の方へは，11月中旬頃に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」又は「検察審査員候補

者名簿への記載のお知らせ」が届きます。国民が司法に参加する二つの制度です。ぜひ，ご協力くだ

さい。

　なお，詳細については，それぞれの問合せ先へご連絡ください。

問合せ

・裁判員については　鹿児島地方裁判所刑事部　裁判員係　℡099-222-7157

・検察審査員については　鹿児島検察審査会事務局　℡099-808-3719

選挙管理委員会

平成27年度「裁判員候補者」又は「検察審査員候補者」に選ばれた方へ

給与所得者の年末調整　12月は，年末調整の月です。

　年末調整は，給与所得者のその年の給与にかかる税金を精算する手続きですので，勤務先に扶養

親族や保険料などの申告を正しく行うことが大切です。

　

個人事業者の方へ　消費税の届出書の提出はお済みですか？

　平成25年分の消費税の課税売上高が1,000万円を超えた方は，平成27年分の消費税の課税事業者と

なりますので，「消費税課税事業者届出書」を速やかに所轄税務署長に提出してください。

　

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています

　平成26年１月から，記帳・帳簿等の保存制度の対象となる方が拡大され，事業所得，不動産所得

又は山林所得を生じる業務を行う全ての方(所得税の申告が必要ない方も含まれます。)は，売上げ

などの収入金額，仕入れや経費に関する金額等を帳簿に記載し，その帳簿や取引に係る請求書・領

収書などの書類を保存する必要があります。

　なお，制度の詳細については，国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の「個人で事業を行っている方

の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧ください。

財産を相続したとき(税制改正)

　亡くなられた方(被相続人)の財産を相続や遺贈(遺言によって財産を譲ること)によって取得した場

合，各相続人等が相続や遺贈によって取得した財産の額と，過去に被相続人から相続時精算課税の

適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額から債務や葬式費用の金額を控除し，相続開

始前３年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算した「正味の遺産額」の合計額が基礎控除額

を超える場合，その財産を取得した人は，相続税の申告をする必要があります。

　この基礎控除額について，平成27年１月１日以降に亡くなられた方から財産を相続や遺贈によっ

て取得した場合は，3,000万円＋(600万円×法定相続人の数)〔改正前：5,000万円＋(1,000万円×法

定相続人の数)〕に引き下げられています。

　なお，申告及び納期限は，被相続人の死亡したことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の

翌日から10か月以内です。

　詳しくは国税庁ホームページ (www.nta.go.jp)をご覧いただくか，最寄りの税務署まで，お気軽に

お尋ねください。

※税務署での面接による個別相談(関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただく必要が

ある相談等)を希望される方は，待ち時間なく相談に対応できるよう，あらかじめ税務署へ電話によ

り面接日時を予約していただくこととしておりますので，ご協力をお願いします。

問合せ　知覧税務署　℡83-2411　※自動音声案内

税務課

お
ら
知
せ

税務署からのお知らせ
お
ら
知
せ
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第66回人権週間　～考えよう相手の気持ち・育てよう思いやりの心～

　「世界人権宣言」は，基本的人権及び自由を遵守し確保するために，世界の全ての人々と全ての

国々とが達成すべき共通の基準として，昭和23年12月10日の第３回国際連合総会において採択さ

れ，本年で採択66周年を迎えます。

　国際連合は，世界人権宣言採択を記念して，採択日の12月10日を「人権デー（Human Rights Day）」

と定め，加盟国に対し，人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。

　法務省及び全国人権擁護委員連合会では，「人権デー」を最終日とする12月４日から10日までの１

週間を「人権週間」と定め，世界人権宣言の意義を広く国民に呼びかけ，人権尊重思想の普及高揚を

図っています。

　なお，「第66回人権週間」における啓発活動重点目標及び強調事項は，次のとおりです。

みんなで築こう　人権の世紀　～考えよう相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～

○女性の人権を守ろう　○子どもの人権を守ろう　○高齢者を大切にする心を育てよう

○障害のある人の自立と社会の参加を進めよう　○同和問題に関する偏見や差別をなくそう

○アイヌの人々に対する理解を深めよう　○インターネットを悪用した人権侵害をなくそう

○HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう　　○外国人の人権を尊重しよう

○犯罪者被害者とその家族の人権に配慮しよう　○性的指向を理由とする差別をなくそう　

○北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

○ホームレスに対する偏見をなくそう　○刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう

○性同一性障害を理由とする差別をなくそう　○東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう

　各市町村には，法務大臣が委嘱した民間ボランティアの人権擁護委員が配置され，地域の相談パ

ートナーとして人権に関する様々な相談に応じていますので，お気軽にご相談ください。

　なお，本市では，次の方々が人権擁護委員として活動しています。

　鷺山弘光，久保愛子，瀬戸口勇市，久木田米子，牛山好治，古市勝志

　法務省の人権擁護機関では，人権週間以外においても，面接による相談のほか，下記のとおり相

談に応じています。

　なお，相談はいずれも無料で，秘密は固く守られます。

【電話相談窓口】

・みんなの人権110番（全国共通）℡0570-003-110　・子どもの人権110番（全国共通）℡0120-007-110

・女性の人権ホットライン（全国共通）℡0570-070-810・鹿児島地方法務局知覧支局℡0993-83-2208

　午前８時30分から午後５時15分まで土日祝日を除きます（面接も同じ）。子ども人権110番以外の通

話料は，相談者のご負担となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課，総務課

お
ら
知
せ

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

　平成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行さ

れ，毎年12月10日から16日までの１週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされまし

た。

　拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題は，国際社会を挙げて取り組むべき課題と

されています。解決のためには，この問題について，関心と認識を深めていくことが大切です。

　拉致問題は，我が国の主権や国民の生命と安全に関わる重大な問題であり，日本政府は，北朝鮮

側から納得のいく説明や証拠の提示がない以上，安否不明の拉致被害者が全て生存しているとの前

提に立って，被害者の即時帰国と納得のいく説明を行うよう強く求めています。

　北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう

問合せ　鹿児島地方法務局　℡099-259-0684　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課

お
ら
知
せ
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ご存知ですか　軽自動車の手続き

　原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき又は住所が

変わったときは15日以内に，廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車税は，

毎年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車等の手続きをした場

合でも，月割りによる減額はなく，その年度の税額を全額納めていただくことになります。廃車の

手続きが完了するまでは軽自動車税が課税されつづけますので，名義変更や廃車手続きは４月１日

までに行ってください。また，所有者が死亡した場合も名義変更等の手続きをお願いします。

　原動機付自転車・小型特殊自動車用の申告書は市役所に備え付けておりますが，枕崎市のホーム

ページからもダウンロードできます。

お
ら
知
せ

区　分 必要なもの

原動機付自転車

（125cc以下）

小型特殊自動車

販売店から購入

したとき 

１．印鑑

２．車名，車台番号，排気量等が

わかるもの

３．販売証明書等

市内へ転入した

とき

譲り受けたとき

１．印鑑

２．車名，車台番号，排気量等が

わかるもの

３．標識(ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ)又は廃車証

明書

１．印鑑

２．標識(変更する場合)

３．標識交付証明書(前所有者)

４．譲渡証明書(前所有者)

廃棄・転出・市

外の人に譲り渡

したとき

１．印鑑

２．標識

３．標識交付証明書

標識を紛失した

とき

１．印鑑

２．標識交付証明書

３．紛失顛末書

４．弁償金200円

１．印鑑

２．標識交付証明書

３．盗難届出の受理番号又は盗難

届出証明書

盗難にあったと

き

軽自動車

(四輪･三輪･250cc以下

の二輪)

二輪の小型自動車

(250ccを超えるもの)

※必要な書類は，下記へ問い合わせください。

全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所

鹿児島市谷山港2丁目4－42　　　℡099-261-4011

※必要な書類は，下記へ問い合わせください。

国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局

鹿児島市谷山港2丁目4－1　　　℡050-5540-2089

税務課　課税係

（⑭番窓口）

電話72-1111

(内線154・155)

問合せ　税務課課税係　℡72-1111(内線154・155)

税務課



10

軽自動車税の税率変更について

　平成26年度の税制改正により，平成27年度から軽自動車の税率が引き上げられます。これに伴い

所有されている車両の種別及び新車登録日に応じて，平成27年度及び28年度以降の軽自動車税率が

変更となります。

【二輪車等の税率の変更】　二輪車等については，平成27年度から新税率が適用されます。

お
ら
知
せ

種　別
税率(年額)

変更前 変更後

原動機付自転車

小型特殊自動車

軽二輪

二輪の小型自動車

50ｃｃ以下

90ｃｃ以下(51ｃｃ～90ｃｃ)

125ｃｃ以下(91ｃｃ～125ｃｃ)

ミニカー

農耕作業用

その他

250ｃｃ以下

250ｃｃ超

1,000円

1,200円

1,600円

2,500円

1,600円

4,700円

2,400円

4,000円

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

2,400円

5,900円

3,600円

6,000円

【四輪車等の税率の変更】　

　四輪車等の軽自動車のうち，平成27年４月１日以後に初めて車両番号の指定を受けるものから新

税率が適用されます。

① 平成27年３月31日以前に最初の新規検査を受けた車両(現在すでに所有している車両を含む)…現

在の税率と変更ありません 。

② 平成27年４月１日以後に最初の新規検査を受ける車両 … 新税率が適用されます。

種　別
税率(年額)

① 現行税率 ② 新税率

三輪

四輪以上
乗用

貨物用

営業用

自家用

営業用

自家用

3,100円

5,500円

7,200円

3,000円

4,000円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

【重課税率】　

　グリーン化を進める観点から，新車の登録から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車につ

いては，平成28年度以降，順次，重課税率が適用されます。(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天

然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除きま

す。)

区分

重課税率適用年度

三輪

重課税率

平成28年度～

初度検査年月 初度検査年月 初度検査年月

平成14年以前 平成16年３月以前 平成17年３月以前

4,600円

乗用

貨物用

営業用

自家用

営業用

自家用

8,200円

12,900円

4,500円

6,000円

平成29年度～ 平成30年度～

問合せ　税務課課税係　℡72-1111(内線154・155)

税務課
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板敷大隣線道路の車両通行止めについて

　枕崎市では，市道板敷大隣線の別府小学校前交差点西側付近において，道路の段差解消のための

修繕工事を行います。工事期間中は片側交互通行となりますが，12月１日から12月20日(予定)まで

は，工事時間帯が車両通行止めとなります。（夜間は通行できます。）

この間，西ノ原バス停留所については，位置図のとおり西之原住宅前交差点付近に移動します。

　工事期間中は，周辺のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますが，工事に対するご理解とご協力

をよろしくお願いいたします。

○工事期間：10月10日～平成27年２月６日

○車両通行止め期間：12月１日～12月20日(予定)

○工事時間帯：午前８時30分～午後５時

お
ら
知
せ

工事区間

L=100m

西之原市営住宅

西ノ原バス停
移動場所

「駅前駐車場・神園川駐車場」ご利用の皆様へ

　駅前駐車場及び神園川駐車場は，主に駅や商店街等を利用するお客様のために設置されたもので

す。

　「長時間駐車」「駐車禁止場所への駐車」「はみ出し駐車」などが見られ，苦情が多く寄せられていま

す。特に長時間駐車については，通勤用の駐車場として利用されている方も見受けられ，商店街を

利用するお客様に多大な迷惑をかけることがあります。多くの方が気持ち良く利用できるように，

次のことに注意して利用されるようお願いいたします。

○長時間の駐車はご遠慮ください。○駐車禁止場所(斜線部分)には，絶対に駐車しないでください。

○はみ出し駐車のないよう，白線内に正しく駐車してください。

問合せ　水産商工課商工振興係　℡72-1111(内線421)

水産商工課

お
ら
知
せ

セブン
プラザ

別府小学校

問合せ　建設課土木係　℡72-1111(内線234・235)　建設課
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　税務課では，平成27年度固定資産税の課税事

務に向けて家屋の現況調査を行っています。

　平成26年中に家屋を取り壊された方，売買・

相続等で未登記家屋の所有権の変更のあった方

は届け出てください。

　また，納税義務者が死亡したときは，相続人

代表者指定届が必要です。

　なお，法務局に登記されている家屋で滅失，

所有権移転登記の手続きをされた方は必要あり

ません。

問合せ　税務課固定資産税係

　　　　℡72-1111(内線156・157)

税務課

家屋滅失及び未登記家屋の名義人変更及び

相続人代表指定の届出について

お
ら
知
せ

年末特別警戒期間

　長崎税関では，12月８日(月)から17日(水)まで

の間を「年末特別警戒期間」と定め，貨物検査な

どの密輸の取締りと情報収集を強化します。

　皆さまから寄せられる「密輸に関する情報」

が，密輸摘発の貴重な手がかりとなっていま

す。

　不審な話やうわさを耳にされましたら，税関

へご連絡ください。

問合せ　密輸フリーダイヤル

　　　　℡0120-461-961(シロイ クロイ)

総務課

お
ら
知
せ

太陽光発電設備に係る固定資産税（償却資産）について

　太陽光発電設備は，固定資産税の課税の対象となる償却資産に該当する場合があります。次の表

を参考に課税対象になるかを確認し，課税の対象となる場合は，毎年１月末までに償却資産の所有

状況の申告が必要です。ただし，償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されませ

ん。

　課税の対象となるかどうか分からない場合や，課税標準額の計算，申告方法などでご不明な点が

ありましたら，税務課固定資産税係までお問い合わせください。

　設置者および発電規模別の課税区分

お
ら
知
せ

設置者

個人

（住宅用）

法人

家屋の屋根などに経済産業省の認

定を受けた設備*を設置して発電量

の全量又は余剰を売電される場合

は，売電するための事業用資産と

なり，課税の対象となります。

事業の用に供している資産については，発電出力量や，全量売電か余剰

売電かにかかわらず償却資産としてます。

課税の対象となります。

発電出力量や，全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税

の対象となります。

事業用資産とはなりませんので，

課税の対象外となります。

10kW以上の太陽光発電設備

（余剰売電・全量売電)

10kW未満の太陽光発電設備

（余剰売電)

個人

（事業用）

*経済産業省の認定を受けた設備とは，発電をした電気を電気事業者へ売電する場合に必要な経済

産業省が定めた認定基準を満たしている設備のことです。この認定を受けた発電設備については，

新たに課税となる年度から３年度分に限り，償却資産の課税標準額が本来の価格の３分の２に軽減

されます。

問合せ　税務課固定資産税係　℡72-1111(内線156・157)

税務課
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キッズだより
イ
ン
ベ
ト

　子育て支援センター「キッズ」では，乳児また

は幼児及び保護者が相互の交流を行う場を開設

しています。子育て中の親子であればどなたで

も無料で利用できます。

○場所：立神保育園　中央町261

○開放日：毎週月～金曜日※土曜日の開放は月３回

○開放時間：午前９時～午後１時30分

午後２時30分～４時

12月の行事（行事は午前10時からです。）

・５日(金)　ふれあいあそび

・９日(火)　園庭あそび

〃　　　試食会【要申込み】

・10日(火)　ばぶちゃんデー

　対象：１歳半未満児(クリスマスブーツ作り)

・12日(金)　ハッスルキッズデー

　対象：1歳半以上児(クリスマスブーツ作り)

・17日(水)　ベビーマッサージ【要申込み】

・19日(金)　誕生会

・24日(水)　クリスマス会【要申込み】

・25日(木)　観劇「かさじぞう」

・26日(金)　ママちゃれんじ

　(フラワーアレンジメント)【要申込み】

※行事は変更になる事もありますので，あらか

じめご了承ください。

問合せ　子育て支援センター　キッズ　℡72-0382

福祉課

枕崎児童館の行事

・12月13日(土)　13:30～15:00

クリスマスアロマキャンドル作り

定員10名　材料費：100円

要予約12月10日まで

・12月20日(土)　13:30～15:00

たこ作りとアメリカンドッグ作り

定員10名　材料費：300円

要予約12月17日まで

・平成27年１月４日(日)　13:30～15:00

お正月あそび(たこあげ・かるた・ケン玉)

たこ糸・ケン玉持参

※先着30名にたこプレゼント

問合せ　枕崎児童館　℡72-1362

福祉課

イ
ン
ベ
ト

平成27年度 保育所入所のご案内

　平成27年４月から新たに保育所の入所を希望

する方は，福祉課社会係で手続きをしてくださ

い。

◎申込み準備期間：12月8日(月)～12月26日(金)

入所を希望される方は，福祉課で「入所申込書

一式」を配布し，記載要領及び必要書類の説明

をいたします。

◎申込み受付期間

　平成27年１月５日(月)～１月30日(金)

入所申込書及び必要書類を福祉課へ提出して

ください。(※各保育所では入所手続きはでき

ませんのでご注意ください。)

保育所へ入所できる基準に該当する場合は，

受付期間以降も受付けます。(※原則として毎

月１日の入所になります。)

※入所希望の保育所に，希望者が多い場合

は，一人親家庭や保護者の病気や出産などを

優先入所とするため，第１希望の保育所へ入

所できない場合がありますのでご了承くださ

い。

◎保育所へ入所できる基準

保育所へ入所できる基準は，両親(両親と別居

している場合には，児童の面倒をみている方)

がともに次のいずれかに該当し，かつ，児童

と同居している親族等も児童の保育ができな

い場合に限られます。

(1) １月当たりの就労時間の常態が48時間以

上であること。

(2)　妊娠中であるか，または出産後間もない

こと。 

(3)　疾病にかかり，もしくは負傷し，または

精神もしくは身体に障がいを有しているこ

と。

(4)　同居または長期間入院等をしている親族

を常時介護または看護していること。 

(5)　震災，風水害，火災その他災害の復旧に

あたっていること。 

(6)　求職活動(起業の準備を含む。)を継続的

に行っていること。 

(7)　各種学校に在学，または認定職業訓練そ

の他の職業訓練を受けていること。

問合せ　福祉課社会係 ℡72-1111(内線135）

福祉課

お
ら
知
せ



14 ■　「みちびきがあります」

片平山児童センターの行事

・12月７日(日)　10:00～12:00

卓球大会

対象者：小学生

要予約12月３日まで

・12月14日(日)　10:00～12:00

ファミリークラフト

対象者：小学生　定員：20名　材料費：200円

要予約12月11日まで

問合せ　片平山児童センター　℡73-1333

福祉課

イ
ン
ベ
ト

休日市税納付窓口を開設

　税務課では，毎月第３日曜日に市税納付窓口を開設しています。市税納付のほか，納税

相談及び口座振替の申請手続きも行えます。お気軽にご利用ください。

問合せ　税務課管理収納係　℡72-1111(内線150・152・153)　　　　　　　　　　　税務課


