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お知らせ

交通規制について（お願い）

枕崎小学校６年生が 11 月に開催された全国小学生集団行動発表会に出場し
ました。その模様が KKB 鹿児島放送で１月 26 日（日）の午後２時から放送さ
れます。ぜひご覧ください。

（内容が変更になる場合や，緊急報道などにより放送されないこともありますので，予めご了承く
ださい。）

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

１

市税等収納業務嘱託員を募集
市税等収納業務嘱託員を次のとおり募集します。希望者は，履歴書（総務課備付け）を税務課管理収納
係に提出してください。
職種・人員： 市税等収納業務嘱託員
応 募 資 格：①

２名

昭和 24 年４月２日以降に生まれた方

※ただし，税の収納に関する業務に携わった経験のある方は，この限りではありません。
② 市内在住で平成 26 年４月１日から勤務できる方
③ 普通自動車運転免許証を有し，職務に使用可能な四輪自動車を保有する方
試 験 日：平成 26 年２月 27 日（木）
選 考 方 法：面接試験

健康診査（公的病院の健康診断書提出 ※合格者のみ）

応 募 締 切： 平成 26 年２月 20 日（木）

午後５時 15 分までに必着

※ その他詳しいことについては，税務課管理収納係（℡ 73-2175）へお問い合わせください。
面接試験の時間・場所等は後日，応募者に連絡します。
税務課

市立病院の業務委託人（看護助手）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：看護助手

応募資格：⑴

２名

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

平成 26 年４月 1 日から勤務できる方

選考方法：教養・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：平成 26 年２月 14 日（金）午後５時 15 分まで
※

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

℡ 72-0303
市立病院

ちびっこ探険学校ヨロン島

参加者募集

公益財団法人国際青少年研修協会では，「第 38 回ちびっこ探険学校ヨロン島」の参加者を全国より募集
しています。この事業は，沖縄に近い南の島「ヨロン島」のサンゴ礁の海と美しい自然の中で，全国から
参加する仲間との共同生活や様々な野外活動を通して，友達作りの楽しさを知り，お互いに協力し助け合
い，積極的にチャレンジする心を養います。また，在日外国人小学生と活動・生活を共にすることで言語
や習慣を越えて友情を深め，国際感覚を身に付ける第一歩とします。
今度の春休みは，日本全国から参加するたくさんの日本人や外国人のお友達と一緒に，思い出に残る楽
しい体験をしに暖かな南の島「ヨロン島」に行きませんか。
期 間：平成 26 年３月 26 日(水)～４月１日(火)の６泊７日
場 所：大島郡与論町
説明会：平成 26 年２月 15 日(土) 15 時 30 分 ～ 16 時 30 分
福岡市博多区博多駅前４-14-１ 深見ビル会議室
定 員：日本人小学生 200 名，外国人小学生 100 名（小学２年生～６年生）
参加費：74,000 円（別途旅費等が必要になります）
締切り：平成 26 年３月５日(水) 申し込み先着順
問合せ

公益財団法人国際青少年研修協会

℡ 03-6417-9721
企画調整課

２

枕崎市営住宅の入居者を募集します
建設課では市営住宅入居者を次のとおり募集しています。希望者は，建設課建築係へ必要書類をそろえて
お申込ください。
募集期間：２月３日（月）～ ２月１４日（金）
募集戸数：１戸 （構造，建設年度，敷金など）
桜山団地４０４号（枕崎市桜山町５４０番地・家賃１５，６００円～）
（中層耐火造３階建【２階】 昭和６２年
間取り ３ＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）
入居資格：(1) 現在，住宅に困っていることが明らかであること。
（持家の無い方等）
(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全員の合計所得月額が１５万８千円以下であること。
(4) 市税を滞納していない者であること。
(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。
応募締切：平成２６年２月１４日（金曜日）
希望者が複数の場合は抽選により決定します。
（抽選日等は申込者に連絡します）なお，現在，
他の市営住宅を申し込んでいる方で，この団地への入居を希望される方は，印鑑をご持参のう
え建設課へお越しください。（書類は不要です）現在，市営住宅に入居されている方は，お申
込みできません。
●募集期間内に応募の無かった住宅も引き続き入居を募集しています（随時募集中）
第２金山団地２１２号 （枕崎市金山町４７２番地・家賃１４，７００円～）
（中層耐火造３階建 昭和６０年
間取り ３ＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）
※その他詳しいことについては，建設課建築係へお問い合わせください。
◎建設課では，特定公共賃貸住宅の入居者も募集しています。（随時募集中）
募集戸数：２戸 （構造，建設年度，敷金など）
① 遠見番住宅３０１号（枕崎市岩戸町３１０番地・家賃５０，０００円）
（木造平屋建
平成７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）
（木造平屋建
平成９年 間取り ３ＬＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）
必要書類：（入居申込書，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（月額所得額）が，そ
の基準内になければお申込みできません。（詳しくは，建設課建築係までお問い合わせください）
問合せ 建設課建築係 ７２－１１１１ 内線（３２６，３３６）
建設課

生涯学習成果展の作品を募集
生涯学習フェスティバル（３月９日，市民会館で開催）の一環として，本年度，生涯学習講座や自主学習
グループ，個人等で学習した作品による学習成果展を開催します。多数の皆様の出品をお願いします。
出品点数：原則として１人１点
申込方法：２月 20 日（木）までに出品申込書を市民会館へ提出する。但し，市民会館は第３日曜日が休
館日です。
※申込書は市民会館，各地区館，サン・フレッシュ枕崎に置いてあります。
展示会場：市民会館
展示期間：３月８日（土） ～ ３月９日（日） 午前８時 30 分 ～ 午後５時
作品搬入：３月７日（金）出品者が市民会館へ直接搬入，展示を行う。
問合せ 市民会館 ℡ 72-2221
※今回も講演があります。 講師 元大相撲立行司 ３６代木村庄之助 山﨑敏廣氏
生涯学習課

３

高齢者元気度アップ・ポイント事業のポイント交換期限が迫っています！
平成 25 年度の高齢者元気度アップ・ポイント事業のポイント交換は平成 26 年３月 31 日までです。
10 ポイント（1000 円分）以上たまると枕崎商工会議所発行の商品券と交換できます。交換がお済みでな
い方は，お早目に交換をお願いします。
【交換方法】
手順１：市役所福祉課で引換券をお渡しします。ポイント手帳，身分証明書を持って必ずご本人がお越し
ください。
手順２：商工会議所で，引換券を商品券へ交換します。
※９ポイントまでは来年度へ繰り越しが可能です。手帳は来年度も引き続きご使用ください。
問合せ

福祉課高齢者介護保険係

℡ 72-1111 内線 133
福祉課

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

≪日程≫
◇日

時：平成 26 年２月６日（木）午前 10 時～午後３時

◇場

所：市民会館２階

第一会議室

○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。
・障害年金や遺族年金などの相談ができます。
・50 歳以上の方に年金の見込み額を出すことができます。
・過去にかけた年金の記録を確認するお手伝いをします。
※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。）
○近隣市での相談も受けられます。日程は次のとおりです。
・１月 23 日（木）南さつま市役所スタジオ 21 ・１月 30 日（木）南九州市ちらん夢郷館
市民生活課

無料人権相談所を開設
人権擁護に関する相談所を次の日程で開設します。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：平成 26 年２月 20 日（木）

場

所：市民会館第３会議室

午前 10 時 ～ 午後３時

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

市役所総務課秘書広報係 72-1111（内線 211）
総務課

４

し尿汲み取り料金の改定について
平成 26 年４月から消費税率が引き上げられることから，現在のし尿汲み取り料金について料金の改
定が行われます。
【料金】

一般家庭の平均的な量で比較

汲み取り量

現在の料金

改訂後

差額

90ℓ

680 円

710 円

30 円

180ℓ

1,370 円

1,410 円

40 円

270ℓ

2,050 円

2,120 円

70 円

360ℓ

2,740 円

2,820 円

80 円

いずれも税込みの料金です。平成 26 年４月１日以降の作業から適用されます。
現在の対象者の方には別途お知らせしておりますので，詳しくは事業者(有)枕崎清掃社（72-1539）
へお問い合わせください。
市民生活課

平成 26 年度体育施設利用計画について
平成 26 年度に枕崎市教育委員会所轄関係社会体育施設を利用される団体については，調整を行います。
つきましては，利用を予定している団体は，枕崎市教育委員会保健体育課及び総合体育館備付の計画書の
提出をお願いいたします。
なお，最終決定は連絡調整会（平成 26 年３月３日（月）午後６時）で行いますので，各団体代表者の出
席について併せてお願いいたします。
提出期間：平成 26 年２月 14 日（金）まで
提 出 先：○枕崎市教育委員会保健体育課 〒898-0051 枕崎市中央町 184 番地
℡ 72-0170 FAX 72-0677(FAX による申込可)
○総合体育館

〒898-0051 枕崎市中央町 26 番地

℡ 72-1116
保健体育課

交通安全講演会を開催します
枕崎地区安全運転管理協議会では，飲酒運転ゼロ，交通事故ゼロを目指して
講演会を開催します。どなたでも参加できますので，お気軽にご来場下さい。
日

時：平成26年２月15日（土）午後５時から

場

所：南薩地域地場産業センター ３Ｆ大ホール

講

師：山本 美也子（ＮＰＯ法人

演

題：「思いやりで社会を変える～飲酒運転撲滅への願い～」

はぁとスペース代表）

参加料：無料
主

催：枕崎地区安全運転管理協議会

後

援：枕崎市，枕崎市教育委員会，枕崎警察署

連絡先：枕崎地区安全運転管理協議会事務局（南海自動車学校

℡ 72-1061）
総務課

５

平成 26 年度市・県民税及び国民健康保険税並びに後期高齢者医療保険料の申告受付けについて
平成 26 年１月 23 日(木)から２月 14 日(金)までの日程で，平成 26 年度の市・県民税及び国民健康保険税
並びに後期高齢者医療保険料に係る所得（平成 25 年中の所得）の申告受付けを行います。対象となる方は
申告をしてください。
なお，国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入されている方は，全員申告が必要です。ただし，確定
申告をされる方等は市・県民税申告等を省略できます。
また，確定申告の必要な方は，別紙綴込みの日程により相談を受け付けます。詳細については，別紙をご
覧ください。
※ 個別に申告案内文書は送付いたしませんので，日程についてご注意ください。
税務課

税務署からのお知らせ
○確定申告は正しくお早めに
平成 25 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は，平成 26 年２月 17 日（月）から平成 26
年３月 17 日（月）までとなっています。
所得税は，納税者自身が所得金額や税額を正しく計算して納税する申告納税制度を採っていますので，
申告と納税は期限内にお済ませください。確定申告書の提出は，郵送等でもできます。
申告期限が間近になりますと，申告相談会場は大変混雑し，長時間かかる場合もありますので，お早め
に申告をお済ませください。
平成 25 年分から平成 49 年分までの各年分については，所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付
をすることとされています。
復興特別所得税の額は，各年分の基準所得税額（原則として，その年分の所得税額）に 2.1％の税率を
掛けて計算した金額です。
○公的年金収入のある方の確定申告について
公的年金等の収入金額の合計額が 400 万円以下で，かつ，公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
20 万円以下である場合には，所得税及び復興特別所得税について確定申告をする必要はありません。
ただし，この場合であっても，所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには，確定申告書を提出
する必要があります。また,住民税の申告が必要な場合もあります。
○消費税率が引き上げられます
消費税（地方消費税を含む。）の税率は，平成 26 年４月１日から８％に引き上げられます。
消費税の課税事業者が，平成 26 年４月１日を含む課税期間分（個人事業者の場合は平成 26 年分）の消
費税及び地方消費税の確定申告書を作成するためには，課税売上げ・課税仕入れについて，帳簿等におい
て，旧税率が適用されたものと新税率が適用されたものに区分しておく必要があります。
なお，税率引上げに伴う経過措置により，平成 26 年４月１日以後に行われる取引であっても，旧税率
が適用される場合があります。
※詳しくは，国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧いただくか，最寄りの税務署へご相談
ください。
問合せ 知覧税務署 ℡ 0993-83-2411 ※自動音声案内
税務課

確定申告会場開設のご案内
次のとおり確定申告会場を開設します。
○知覧税務署
２月 17 日(月)から３月 17 日(月)まで（ただし，土・日曜日及び祝日を除きます）
時間は午前９時から午後４時までです。
○南薩地域地場産業振興センター
２月 18 日(火)及び２月 19 日(水)
時間は午前９時から午後４時までです。
例年，一日目は大変込み合うため，数時間お待ちになる場合があります。 なるべく，午後または二
日目のご来場をお勧めします。
※医療費控除を受ける場合，医療費の領収書（コピー不可）を「人」「病院（入院・外来）」「薬局」ごとに
分けて計算してください。
問合せ 知覧税務署 ℡ 0993-83-2411（自動音声案内）
税務課

６

第 28 回老人クラブ芸能大会が開催されます
高齢者の方々が，自らの健康づくり，生きがいづくりのために各地域で歌や踊りの練習をしています。
その成果を発表する芸能大会が今年もつぎのとおり開催されることになりました。
温かいご声援が老人クラブ会員の励みになります。ご近所お誘い合わせのうえご観覧ください。多数の
皆様のご来場を心からお待ちしております。
日時：平成 26 年２月 26 日（水）13：00 から
会場：市民会館大ホール
問合せ

枕崎市社会福祉協議会

℡ 72-7450

福祉課

ふれあい図書館まつりを開催
枕崎市立図書館では，読み聞かせや紙芝居，読書講演などを通じてお話の楽しさを体験し，読書への関心
や興味を高めてもらうために「ふれあい図書館まつり」を開催します。
どなたでも楽しめる内容ですのでお気軽にお越しください。
日

時：２月 16 日（日）午後１時 30 分 ～ 午後４時（受付は午後１時から）

場

所：サン・フレッシュ枕崎

内

容：読書講演会

講師

花井裕一郎氏「本を読みたくなる！図書館に行きたくなる！」，おはなしの

へや等
問合せ

市立図書館

℡ 72-9254

市立図書館

交通事故・財産管理無料相談会を実施
ＮＰＯ法人個人財産管理協会では，次の日程で無料相談会を実施します。
日

時：平成26年２月19日（水）午前９時から正午まで

場

所：枕崎市民会館

相談内容：○交通事故に関する損害賠償・後遺障害等，事故被害者のお悩み全般
○成年後見・遺言贈与相続・貸借金・過払い利息等，個人財産に関すること
主

催：ＮＰＯ法人

個人財産管理協会

連 絡 先：鹿児島事務所

鹿児島市宇宿１丁目53-9-203 ℡ 099-253-0911

南 薩 連 絡 所 南さつま市加世田唐仁原1834-7 ℡ 0993-53-5028（宮園政美）
※
※

ご予約

月曜日から金曜日

午前９時から午後９時

電話による無料相談
月曜日から金曜日

午前10時から午後５時 ℡ 0993-53-5028（宮園政美）
総務課

鹿児島県立南薩養護学校「第 20 回ふれあい作品展」開催のお知らせ
県立南薩養護学校には，小学部から高等部まで，98 名の児童生徒が在籍し，豊かな自然あふれる金峰の
地で，日々いろいろな学習活動に取り組んでいます。学習活動のなかで生まれた様々な作品を多くの方々に
ご覧いただくために，第 20 回ふれあい作品展を開催いたします。日頃の児童生徒の学習活動の様子をぜひ
ご覧ください。
期

間：平成 26 年２月７日（金）～ 17 日（月）

場

所：タイヨー枕崎店（ベリーマッチ側入口）

展示時間：２ 月 ７ 日（金）16:30 ～ 22:00

２月８日（土） ～ 16 日（日）９:30 ～ 22:00

２月 17 日（月）９:30 ～ 15:00
問合せ

鹿児島県立南薩養護学校
℡ 0993-77-0100

〒899-3403 南さつま市金峰町尾下 326 番地

Fax 0993-77-0552 担当

濱崎
総務課

７

交通規制について（お願い）
平成 26 年２月 12 日から平成 27 年
３月 31 日ごろまで，馬追川橋架替工
事に伴う交通規制（交通止め）を行な
います。
交通規制中は右図のように迂回路
を利用してください。
国道 226 号

問合せ

南薩地域振興局建設部土木建築課道路建設第一係 ℡ 0993-52-1393
建設課

８

