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22 年分の確定申告をパソコンでされた方へ（お知らせ）

前年（22 年分）にパソコンを利用して確定申告をされた次の方には，確定申告書類は税務署からは送付

されません。皆様のご理解とご協力をお願いします。

・自宅や税務署の会場などのパソコンから「国税電子申告・納税システム（e－Tax）」で申告された方

・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告された方

・市役所の窓口などでパソコンで確定申告書を作成された方

なお，平成 23 年分も申告が必要と思われる方については，申告時に必要な情報を記載した「お知らせは

がき」が税務署から送付されていますので，申告の際にご利用ください。

また，確定申告関係書類は，知覧税務署及び市役所（本館１階市民ホール）にも備え付けていますが，

国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）からも出力できます。

出力できる書類は，所得税確定申告書，所得税確定申告の手引，収支内訳書，青色申告決算書などです。

確定申告関係書類についてのご不明な点がありましたら，知覧税務署（℡８３－２４１１【自動音声案

内】）までお問い合わせください。

税務課

期限内納付と振替期日

平成 23 年分確定申告分の納付期限は次のとおりです。

申告所得税の納付期限              平成 24 年３月 15 日（木）

消費税及び地方消費税（個人事業者）の納付期限  平成 24 年４月 ２日（月）

納税は，お近くの銀行（日本銀行歳入代理店）などの金融機関（ゆうちょ銀行を含む。），税務署の窓口

で受け付けています。

また，申告所得税と消費税及び地方消費税（個人事業者）の納税は，金融機関の預貯金口座から自動的

に振り替える「振替納税」が大変便利です。まだ利用されていない方は，是非ご利用ください。

振替納税の振替日は次のとおりです。

申告所得税の振替日              平成 24年４月 20 日（金）

消費税及び地方消費税（個人事業者）の振替日  平成 24年４月 25 日（水）

税務課

国税専門官採用試験受験者募集

人事院と国税庁では，国税専門官採用試験の受験者を募集しています。

１ 受験資格

① 昭和 57 年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた方（学歴は問いません。）

② 平成３年４月２日以降に生まれた方で，大学を卒業された方及び平成 25 年３月までに大学を卒業す

る見込みの方

２ 試験の程度：大学卒業程度

３ 申込書の受付期間：４月２日（月）から４月 12 日（木）まで（インターネット申込み期間）

４ 第一次試験：６月 10 日（日）

５ 申込用紙請求先：人事院九州事務局，熊本国税局又は知覧税務署

６ 受験申込先：全国の各国税局及び国税事務所

７ 問合せ

① 人事院九州事務局（℡０９２―４３１―７７３３）

② 熊本国税局人事第二課試験研修係（℡０９６―３５４―６１７１）

  知覧税務署（℡８３―２４１１）※自動音声案内

税務課

２



贈与と税金

贈与税は，個人から財産をもらったときに，もらった人にかかる税金です。

贈与税がかかるのは，１人の方が１年間にもらった財産の価額の合計が 110 万円を超える場合であり，申

告及び納付は，２月１日（水）から３月 15 日（木）までにしなければなりません。

なお，親等から財産をもらって相続時精算課税の選択をした場合や配偶者から居住用財産をもらった場合

など一定の要件を満たす場合は，特別控除などの特例措置が設けられています。

贈与税のことでお分かりにならないことがありましたら，国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）

をご覧いただくか，知覧税務署（℡８３－２４１１）へお尋ねください。※自動音声案内

税務課

３

確定申告に「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」では，画面案内に従って

金額等を入力することにより，確定申告書等を作成することができます。

作成した申告書等は，税務署の申告相談会場に出向かなくても郵送等により提出することができます。

また，電子申告用データを作成すれば，電子申告（ｅ‐Ｔａｘ）により申告等を行うことができます（贈

与税を除く。）。

なお，ｅ‐Ｔａｘを利用して所得税の確定申告をされると，

① 本人の電子署名及び電子証明書を付けて申告期限までに申告された方は，所得税の額から４千円（そ

の年分の所得税を限度とします。）を控除することができます（ただし，これまでの確定申告でこの控

除を受けた方は，受けられません。）。

② 医療費の領収書や源泉徴収票等の提出又は提示に代えて，その記載内容を入力して送信することがで

きます（申告期限から５年間は，税務署長の要求に対し提出又は提示義務があります。）。

③ 電子申告を利用して申告された還付申告は早期処理されます（おおむね３週間程度）。

④ ｅ‐Ｔａｘで納税証明書の交付請求を行うと手数料が安価です（証明書は電子ファイルの発行のほ

か，書面での発行も請求できます。）。

詳細はｅ‐Ｔａｘホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。

知覧税務署（℡８３―２４１１）※自動音声案内

税務課

消費税及び地方消費税も期限内に納税を！

納税は社会の基本的なルールです。

特に，消費税及び地方消費税は，消費者からの「預り金的な性格」を有する税金ですから，期限内に確実

に納付してください。

問合せ 知覧税務署（℡８３―２４１１）※自動音声案内

税務課

「にせ税理士」にご注意！

決算書や申告書などの税務書類の作成等を依頼する場合は，その人が正規の税理士であるか，よく確認し

てから依頼しましょう。

税理士の資格のない人（いわゆる「にせ税理士」）が，税務代理や税務書類の作成，税務相談をすること

は，税理士法で固く禁じられています。

問合せ 知覧税務署（℡８３―２４１１）※自動音声案内

税務課



枕崎市奨学金制度のお知らせ

本市居住者の子弟で，高等学校以上の学校に在学し，経済的理由により修学困難な学生または生徒に対

して奨学金の貸与を行っています。（ただし，公立高等学校に係る授業料不徴収対象者は除く）

毎年度４月に募集を行いますので，奨学金の貸与を希望する方は，教育委員会総務課(℡７２－０１７０

内線８１２)へお問い合わせください。

○平成 24 年度奨学生募集期間：平成 24年４月２日（月）～４月 27 日（金）

※募集の詳細については次号でお知らせします。

教育委員会総務課

町名等整理事業に伴う住民票等の無料交付取扱期間の終了について

町名等整理事業により本籍や住所に変更を生じた方が，このことを理由に住民票を請求する場合は，原

則５年間は手数料を免除していました。

今年度，町名等整理事業の最終施行日から５年が経過したので，平成 24 年３月 31 日で無料交付の取扱

いを終了します。運転免許証，年金，金融機関の預金通帳，各種許可や免許類等の本籍や住所変更などの

手続きをまだ済ませていない方で，住民票等が必要な方は，早めに手続きをしてください。

問い合わせ先 市民生活課市民係 電話７２－１１１１（内線１４３）

市民生活課

不用消防自動車・救急自動車の公売を行います。

不用になった消防自動車及び軽積載車並びに救急自動車の公売を下記のとおり行いますので，買受を希

望される方は入札に参加して下さい。

１ 公売説明会  平成 24 年２月 28 日（火）午前 10 時 00 分  南さつま消防署

２ 入札の日時  平成 24 年３月 ８日（木）午前 10 時 00 分から

３ 入札の場所  南薩地区消防組合 南さつま消防署 ２Ｆ会議室

４ 公売物件

（1）消防自動車（吉谷Ａ-２級ポンプ搭載）（三菱自動車製）１台 排気量 4,210ｃｃ

走行距離：129,637km  初年度登録：平成５年 11月  車検の有効期限：車検無

（2）軽積載車（ホンダ自動車製）１台 排気量 650ｃｃ

走行距離：88,580km  初年度登録：平成６年５月  車検の有効期限：平成 24 年５月

（3）救急自動車（日産自動車製）１台 排気量 2,960ｃｃ

走行距離：139,549km  初年度登録：平成 12 年２月 車検の有効期限：車検無

５ 詳細については，公売説明会の時に説明いたします。

なお，説明会に参加されなかった方は，入札に参加できません。

６ その他

① 対象物件については，塗装を２分の１以上塗り替え，回転灯・サイレンの撤去等の措置を施し，緊

急車両と区別がつくようにすること。

② 入札は午前 10 時 00 分から消防自動車→軽積載車→救急自動車の順で行います。

軽積載車/救急自動車の入札に参加される方は，入札会場の外でお待ちいただくことになります。

ご不明な点などありましたら，南薩地区消防組合消防本部総務課経理係までお問合わせ下さい。

電話：０９９３－７２－００４９  FAX：０９９３－７３－２０８２

消防組合

４



全国一斉に「春の火災予防運動」を実施!!

３月１日(木)から３月７日(水)までの７日間，全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されます。

この時期は，空気が非常に乾燥し，火災が発生しやすくなります。暖房器具を使用する際は，周囲に燃

えやすい物を置かない等，火災が発生しないよう適切に使用しましょう。

また，たき火による火災が多く発生しています。たき火等をする場合は，万全な消火準備とその場をは

なれないようにし，風が強いときは火の使用は控えてください。なお，たき火等を行う場合は，事前に消

防署へ届け出てください。

※期間中は市内各所において，火災予防の啓発や消防団と連携し，巡回広報と併用して防火パトロール

等を実施します。

「消したはず 決めつけないで もう一度」

＜住宅防火 いのちを守る ７つのポイント＞

－３つの習慣・４つの対策－

☆ ３つの習慣

１ 寝たばこは，絶対やめる。

２ ストーブは，燃えやすいものから離れた位置で使用する。

３ ガスこんろなどのそばを離れるときは，必ず火を消す。

☆ ４つの対策

１ 逃げ遅れを防ぐために，住宅用火災警報器を設置する。

２ 寝具，衣類及びカーテンからの火災を防ぐために，防炎品を使用する。

３ 火災を小さいうちに消すために，住宅用消火器等を設置する。

４ お年寄りや身体の不自由な人を守るために，隣近所の協力体制をつくる。

※｢住宅用火災警報器｣が設置義務となっています。早めに設置しましょう。

南薩地区消防組合 枕崎消防署・枕崎市総務課

５

銃砲刀剣類の登録について

鹿児島県教育委員会では，平成 24 年度銃砲刀剣類登録審査を次のとおり実施します。

１ 審査日時

第１回 平成 24 年５月 ８日（火）  第４回 平成 24 年 11 月 13 日（火）

第２回 平成 24 年７月 10 日（火）  第５回 平成 25 年 １月 ８日（火）

第３回 平成 24 年９月 11 日（火）

午前 10 時から午後３時（但し正午から午後１時を除く。）

※午後２時 30 分までにおいでください。

２ 審査会場  鹿児島県青少年会館  鹿児島市鴨池新町１－８ ℡099-257-8226

３ 登録に必要な書類等

① 登録しようとする銃砲刀剣類

② 発見届をしたとき，警察署から交付された「刀剣類発見届出済証」，「刀剣類登録通知書」

③ 登録申請手数料 １件につき 6,300 円

④ 委任状（代理人の場合のみ）

⑤ 承諾書（分解を依頼するとき）

◎すでに登録された銃砲又は刀剣類を譲り受け，若しくは相続により取得した場合，当該事実の発生した日

から 20 日以内に届出をしなければなりません。

また，住所の変更があった場合は，住所変更の届出が必要です。

（届出の受付は，登録のある都道府県教育委員会で常時行っております。）

※詳しくは，鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係（℡０９９－２８６－５３５５）へお問い合せくださ

い。                                         文化課



男性集合“簡単クッキング教室”へ ～料理初心者のために～

まずは自分の健康のために，バランスのとれた食事を簡単においしく作ってみましょう。

料理に自信のある方も，一緒に楽しい時間を過ごしませんか。

月 日  ３月６日（火），３月 16 日（金），３月 21 日（水）の３回コース（午前 10 時～午後０時 30 分）

会 場  立神センター 調理室

内 容  簡単な調理実習後，昼食として食べます

対象者  枕崎市内に居住の男性 10 名

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。）

申し込み  ３月２日（金）までに電話でお申し込みください。

申し込み先 枕崎市健康センター 電話７２－７１７６，７２－１１１１(内線４１５，４１６)

健康課

食生活改善推進員によるクッキング教室 ～健康づくりについて一緒に考えましょう～

少し健康を考えて，少し楽しんで，「バランスのとれたヘルシーランチ」を作って食べましょう。

月 日   ３月５日（月），３月 18 日（日） 午前 10 時から午後０時 30 分

会 場   健康センター 調理室

内 容   調理実習（バランスのとれた昼食）

対象者   枕崎市内に居住の方 20 名

参加費   材料費として３００円

持ってくるもの  エプロン・三角巾

申し込み  開催日の３日前までに電話で受講希望日をお伝えください。

申し込み先 枕崎市健康センター 電話７２－７１７６，７２－１１１１(内線４１５，４１６)

健康課

子ども手当に関するお知らせ 中学校卒業までのお子さんを持つ方へ

昨年10月からの「子ども手当」申請はお済ですか？

平成24年３月末までに必ず申請してください！

◆平成23年10月からの子ども手当を受け取るためには，10月より前に受け取っていた方も含め，対象の

お子さんを持つ方は全員，市へ申請する必要があります。（公務員の方は勤務先へ申請）

申請期限は，平成24年3月末です。

◆３月末までに申請すれば，平成23年10月分からの手当を受給できます。

※期限までに申請を行わなかった場合は，手当を受け取ることができなくなります！

なお，次の①～④に該当する方は，申請が遅れると，遅れた月分の手当を受けられなくなることがあり

ますので，市役所福祉課で速やかに（15日以内に）申請してください。

①初めてお子さんが生まれたとき。

②第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など，手当の額が増額になるとき。

③住所が他の市区町村に変わったとき。

④公務員になったとき，公務員でなくなったとき。

子ども手当は，原則，申請した翌月分から支給されます。ただし，出生日や転出予定日（異動日）が月

末に近い場合，申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば，申請月から支給されま

す。

ご不明な点などありましたら，市役所福祉課社会係までご連絡ください。７２－１１１１（内線１３６）

福祉課

６



年金相談所開設のお知らせ

混雑と待ち時間を解消するために、平成 24 年度からの『完全予約制』を試行します！

年金相談ご希望の方は、市役所国民年金係（７２－１１１１）までお申出ください。

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。

○日 時：３月６日（火）午前 10 時～午後３時（ 次回は５月 22日（火）の予定です ）

○場 所：市民会館２階 第１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などを受けるための請求ができます。

・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提示します。

・過去にかけた年金の記録を確認するお手伝いをします。

・年金受給者の死亡に伴う手続きなどができます。

・「ねんきん特別便」「ねんきん定期便」等の問い合わせに応じます。

※国民年金保険料の納付はできません。

※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。）

近隣市での相談日は次のとおりです。

・２月 22 日（水）南さつま市役所スタジオ 21   ・３月 22日（木）南九州市川辺文化会館会議室

・４月 ５日（木）指宿市中央公民館      ・４月 10 日（火）南さつま市役所スタジオ 21

市民生活課
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地デジの相談は地デジコールセンターへ

デジサポ鹿児島（鹿児島県テレビ受信者支援センター）は、平成 24 年２月 24 日をもって閉所し、鹿児島

県のデジサポ業務はデジサポ九州・沖縄に引き継がれます。

電話受信相談窓口 099-833-2020 は２月 24 日 18 時に終了しますが、地デジの受信相談は下記コールセ

ンターで引き続きお受けします。

※ 総務省地デジコールセンター ナビダイヤル 0570-07-0101

平日９～21 時、土日祝日９～18 時

２月 25 日（土）以降の地デジの受信相談はこちらをご利用ください。

地デジの準備をしたのに映りにくい，一部の放送局が受信できないなど，地デジ受信に関するお悩みはお

早めに総務省地デジコールセンターへご相談ください。

企画調整課

交通事故無料相談会を実施

ＮＰＯ法人交通事故被害者救済推進協会では，次の日程で交通事故無料相談会を実施します。

日  時  平成 24 年３月 17 日（土）  午前 10 時～午後３時

場  所  市民会館第３会議室

内  容  交通事故に関する損害調査，賠償額の精査，傷害・後遺症に関する不安や悩みなど，交通

事故に関するものすべて。

主  催  NPO 法人交通事故被害者救済推進協会 （鹿児島県知事認証１９８号）

連絡先  鹿児島市喜入町 7127－５  ℡０９９－３４５－１０８９（南薩地区担当 有田）

※ 平日（月曜日～金曜日：午前９時～午後４時）は，電話による無料相談も行っています。

総務課



「きぐちゃ発!ぐるっとまるごと枕崎!」を開催

「枕崎」ならではの体験がもりだくさん！

お父さん，お母さん，おじいちゃん，おばあちゃん，お友だち･･･みんなでいっしょに「枕崎」を体験し

ませんか。

○日時 ２月 26 日（日）午前 10 時～午後３時

※雨天でも行ないます。汚れてもいい服装でおこしください。

○場所 NPO 法人子育てふれあいグループ自然花（枕崎市美山町 木口屋集落内）

○内容 よもぎだんご作り，きびなご創作寿司・カツオの腹皮焼き，鰹節削り・茶節，つけあげ作り，

船人めし作り，たんかんジャム作り，かつおのぼり作り，カツオの腹皮ピザ作り

○体験料 各体験ごとに 300 円～500 円

○問合わせ先 NPO 法人子育てふれあいグループ自然花 電話５８－１８８８      企画調整課

自分づくり講座を開催

市では，男女共同参画社会を目指し「自分づくり講座」を定期的に開催しています。

今回は，枕崎市男女共同参画推進懇話会委員であり，枕崎を愛する芸人として創作活動にいそしんでい

る，｢ちゃんサネ｣こと実吉国盛さんを講師に，講演落語会を行います。

日時：２月29日（水）午後２時～

場所：枕崎市市民会館第一会議室

講師：枕崎市男女共同参画推進懇話会委員 実吉 国盛さん

講演落語：演題「ＦＭ枕崎」

（全てパートナー任せの主人公が，仮称のラジオ局（ＦＭ枕崎）の｢どうぞオカマいなく｣という

番組を聞きながら，家事一切を学習するという内容）

連絡先：市役所企画調整課 ℡７２－１１１１（内線４６０）           企画調整課

８

市民公開講座（健康セミナー）開催のお知らせ

たばこの害や禁煙の必要性について，もっと知識を深めていただくため，次のとおり市民公開講座を開

催いたします。多数のご参加をお待ちしております。

日 時：３月 21 日（水） 午後６時 15 分～午後７時 15 分

場 所：南薩地域地場産業振興センター ３階

対 象：一般参加自由（参加費無料）

講 師：鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 呼吸器内科学教授 井上 博雅先生

演 題：「禁煙のすすめ」

問合せ：社会医療法人聖医会 サザン・ヒルズ ℡７２－３３３５ 担当：浜村       健康課

瀬戸公園夜桜ナイター照明を点灯します。

今年も枕崎市観光協会の協力により，瀬戸公園の夜桜を見物するためにナイター照明を点灯し，運動広

場を開放します。この期間中において，ソフトボール等には利用できませんのでご注意ください。

期 間：３月下旬から４月上旬（雨天時は中止）  

時 間：午後７時～10 時

問合せ：市役所建設課都市計画係 ℡７２－１１１１ 内線２３６

※ 桜の開花時期により期間を変更することがあります。

※ ゴミ箱は設置しておりませんので，ゴミの持ち帰りにご協力ください。

※ 詳細なナイター照明点灯については，枕崎市ホームページ内の「市民のカレンダー」に掲載いた

します。                                     建設課



市営住宅・特定公共賃貸住宅の入居者を募集します。

○市営住宅

募集期間 ２月 20 日（月）～３月 21 日（水）

募集戸数 各団地１戸  （合計３戸）   （構造，建設年度，敷金など）

      ①小山平団地１０１号（枕崎市園見本町２６７番地・家賃１５，２００円～）

      （簡易耐火造２階建  昭和 55 年  間取り ３ＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）

      ②第２金山団地２１８号（枕崎市金山町４７２番地・家賃１４，７００円～）

      （中層耐火造３階建【３階】 昭和 60 年  間取り ３ＤＫ 敷金 家賃３ヶ月分）

      ③木場団地２１１号（枕崎市木場町７０番地・家賃３，１００円～）

      （簡易耐火造平屋建  昭和 42 年  間取り ２Ｋ 敷金 家賃３ヶ月分）

      ※①，②の住宅については風呂釜を個人で準備していただく必要があります。

              ③の住宅は風呂釜と浴槽を準備していただくことが必要となります。また，トイレは汲取り

で，駐車場はありません。

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。

      (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，

            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 24 年３月 21 日（水曜日）

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。

○特定公共賃貸住宅

募集期間 随時受付中

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）

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，

            税の滞納がない旨の証明書，その他必要な書類等。

※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。電話７２－１１１１ 内線（３２６，３３６）

建設課
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ペットボトル（資源ごみ）の出し方の変更について

～平成24年４月からペットボトルのラベルをはがさなくても収集します。～

現在ペットボトルのラベルにつきましては，必ずはがしていただいておりましたが，４月からラベルをはがさ

なくても収集します。ただし，キャップは今までどおり必ずはずしてください。

【ペットボトルの出し方】

① キャップをはずし，水で軽くゆすいで，中身が入っていないことを確認する

② はずしたキャップは，プラスチック類に分別する

③ それぞれの地区の「資源ごみの日」に，朝７時から８時までの間に，指定袋に入れて決められた集積所に

出す

※ ラベルをはがしたものも，今までどおり収集します。

①キャップをはずす

(はずしたキャップは資

源プラ類へ)

②中を軽くゆすぐ ③それぞれ資源ごみ袋

に入れて出す ※黄色の指定袋

今後もゴミの資源化・減量化にご協力ください。

問い合わせ先 市民生活課環境整備係 電話７２－１１１１（内線３２５）

市民生活課

市道桑木迫線の交通規制について

国道２２５号と市道桑木迫線の取付道路の施工のため，次のとおり交通規制を行ないます。

規制内容：全面通行止（２４時間）

規制期間：平成24年３月５日～平成24年３月14日（予定）

規制区間：下記図面のとおり

問合せ先：鹿児島国道事務所指宿維持出張所 ℡０９９３－２５－３３３０

建設課

１０

至南九州市

川辺町

至枕崎市

美山町

桜山東町

通行止区間


