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※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（℡72-1111 内線 211）まで。
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65 歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施 
「まくらざきハーモニーフェスティバル」を開催 
第 25 回老人クラブ芸能大会が開催されます 
男性集合“簡単クッキング教室”へ ～料理初心者のために～ 
地上デジタル放送視聴のための低所得世帯支援の拡大について 
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南溟館“友の会”設立しました～会員募集中！ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

お詫びと訂正 「広報まくらざき」

１月号の「日曜・祝日在宅医」欄に誤

りがありました。正しくは右表のとお

りです。訂正してお詫びいたします。 

月 日 内  科 外  科 特  別 

２/６ ｻｻﾞﾝ･ﾘｰｼﾞｮﾝ病院

℡（72）1351 

ｻｻﾞﾝ･ﾘｰｼﾞｮﾝ病院 

℡（72）1351 

神園ひふ科ｸﾘﾆｯｸ

℡（73）2121 



 確定申告関係書類の事前送付について 

21 年分確定申告をパソコンで作成された方には確定申告関係書類は送付されません 

 

 前年（21 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２２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，１月下旬から，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の点がありましたら，知覧税務署までお問い合わせください。 

〔問合せ先〕知覧税務署☎0993-83-2411（自動音声案内） 

税務課

２ 

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。 

ただし，土・日曜日及び祝日を除いて，午前９時から午後４時までです。 

○知覧税務署 

  ２月１６日(水)から３月１５日(火) 

○南薩地域地場産業振興センター 

  ２月２２日(火)から２月２３日(水) 

  ※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，医療費の領収書を「人」「病院（入院・退院）」 

  「薬局」ごとに分けて計算してください。 

〔問合せ先〕知覧税務署☎0993-83-2411（自動音声案内） 

税務課

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください！ 

 

 最近，税務職員を装い，現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を操作させ振込みを行わせる「振り込め詐欺」

による被害が発生しております。 

税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は，提出していただいた申告書等を基に，その

内容をご本人に確認することを原則としています。 

税務署や国税局では 

① 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）の操作を求めることはありません。

② 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。 

のでご注意ください。 

 不審な電話があった場合には，知覧税務署にお問い合わせください。 

〔問合せ先〕知覧税務署☎0993-83-2411（※自動音声案内） 

税務課



 

確定申告は正しくお早めに 

 

確定申告の時期が近づいてきました。 

平成 22 年分の所得税の確定申告期間は、平成 23 年２月 16 日（水）から平成 23 年３月 15 日（火）まで

となっています。 

申告期限が間近になりますと、申告会場は大変混雑し、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。 

なお、国税庁ホームページの、「確定申告書等作成コーナー」で簡単に申告書等の作成ができますので、

是非ご利用ください。（http://www.nta.go.jp） 

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。）。 

詳しいことは、知覧税務署にお尋ねください。 

〔問合せ先〕知覧税務署☎0993-83-2411（※自動音声案内） 

税務課

株式と税（上場株式等を売却した場合の譲渡益課税） 

 

個人の方が株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要であり、他の所得と

区分して税額を計算します。 

ただし、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座におけ

る上場株式等の売却による所得は申告不要とすることができます。 

詳しくは国税庁ホームページ（「株式譲渡益課税制度」で検索）をご覧ください。（http://www.nta.go.jp）

税務課

 

公的年金受給者の確定申告説明会 

  

収入が公的年金のみの方を対象に，次の日程で説明会を開催します。 

確定申告時期になりますと大変混雑しますので，この機会をご利用ください。 

なお，作成された申告書は，当日提出をお願いします。 

○枕崎市市民会館(２階第１会議室) 

２月１０日（木） 午前の部：９時～１１時  午後の部：１３時～１５時 

〔問合せ先〕知覧税務署☎0993-83-2411（※自動音声案内） 

税務課

３

「にせ税理士」にご注意！ 

 

 所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告の時期になりました。 

 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。 

 また，「にせ税理士」は，法律に違反するだけでなく，税務署からの問い合わせや調査を受けることにな

っても，あなたに代わって答えることができないなど，結果的にあなた自身が大きな被害を受けることに

なります。十分にご注意を！ 

 詳しいことは，知覧税務署にお尋ねください。 

税務課



 

土地や建物などを売ったとき 

 

土地や建物などを売ったときの利益にも税金がかかりますので、申告の必要な場合があります。 

申告書の作成には、自宅や事務所からインターネットを利用して、「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」

や国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと簡単に申告書等の作成ができ

ますので、是非ご利用ください。 

（http://www.nta.go.jp） 

土地や建物などを売ったときの税金や申告書の作成・提出について分からないことがありましたら、知

覧税務署にお気軽にお尋ねください。 

〔問合せ先〕知覧税務署☎0993-83-2411（※自動音声案内） 

税務課

確定申告に関するご相談は電話相談センター「０」番へ！ 

 

熊本国税局では１月 20 日（木）から３月 15 日（火）までの期間、「確定申告電話相談センター」を開設

し、所得税、消費税及び贈与税の確定申告に関するご相談等に電話でお答えしております。 

詳しいことは、知覧税務署にお尋ねください。 

〔問合せ先〕知覧税務署☎0993-83-2411（※自動音声案内） 

税務課

４ 

期限内納付と振替期日 

 

平成 22 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 23 年３月 15 日（火） 

消費税及び地方消費税（個人事業者）の納付期限 平成 23 年３月 31 日（木） 

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。 

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 23 年４月 22 日（金） 

消費税及び地方消費税（個人事業者）の振替日 平成 23 年４月 27 日（水） 

納税や「振替納税」のことでお分かりにならないことがありましたら、知覧税務署にお尋ねください。 

〔問合せ先〕知覧税務署☎0993-83-2411（※自動音声案内） 

税務課

市議会議員選挙立候補予定者の説明会を開催 

 

 市議会議員選挙が平成 23 年４月 24 日（日）に執行されます。 

 この選挙に立候補を予定しておられる方を対象に，次の日程で立候補に必要な手続き等について説明会

を開催しますので，関係者はお集まりください。 

 

○ 日  時  平成 23 年２月 19 日（土） 午前９時 30 分から 

○ 場  所  市民会館 第１会議室 

○ 持参するもの  筆記用具  

○ そ の 他  来場者は，候補者 1 人あたり 2 名以内でお願いします。  

 

※平成 22 年６月の「枕崎市議会の議員の定数を定める条例」の一部改正に伴い，選挙すべき議員の数は 

16 人となります。                               選挙管理委員会



 

◎国民年金保険料の口座振替前納割引について 

国民年金の保険料は前納することによって、おトクな割引料金が設定されています。 

 

○平成２３年度の１年度分（平成２３年４月～平成２４年３月分）または上記６ヵ月分（平成２３年４月

分～９月分）を口座振替での前納を希望される方は平成２３年２月２８日が申込締切となります。 

※平成２３年度の前納割引額は、まだ決定していませんが、参考までに平成２２年度の口座振替による割

引額は、６ヵ月分で、１，０３０円、１年度分で３，８００円の割引となっています。 

※口座振替が開始されるまで、お申し込みから２ヵ月程度かかります。お申し込みはお早めにお願いしま

す。 

 お申し込み先は、市役所国民年金係または鹿児島南年金事務所（℡０９９－２５１－３１１１）、もしく

は金融機関です。預貯金通帳と金融機関お届印と基礎年金番号のわかるものをご持参ください。 

※すでに口座振替で６ヵ月前納や１年度前納をされている方で、変更のない場合は、お申し込みは必要あ

りません。また、現金納付の前納割引もありますが、口座振替の方が割引額が大きく、納め忘れや納付

にでかける手間もなくなります。 

※納付方法は３種類（現金納付・口座振替・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ払い）あります。詳しくはお問合せください。 

くれぐれもお申込期限には、ご注意ください。 

市民生活課

平成 22 年中に取り壊した家屋及び未登録家屋の名義人変更の届出について 

 

固定資産税係では家屋の現況調査を行っていますが、把握もれを防ぐため、平成 22 年中に家屋を取り壊

された方、売買等で家屋の所有権の変更のあった方は、税務課固定資産税係まで届け出てください。 

なお、法務局に登記されている家屋で滅失登記又は所有権移転登記の手続きをされた方は必要ありませ

ん。 

詳しくは、税務課固定資産税係（電話７２－１１１１ 内線１５６・１５７）までお問い合わせくださ

い。 

税務課

５

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職員が、厚生（船員）年金・国民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９日（水）午前１０時～午後３時（２月はありません。次回は５月の予定です） 

○場 所：市民会館２階 第１会議室 

○問合せ：日本年金機構 鹿児島南年金事務所 お客様相談室 ℡ ０９９-２５１-３８７９ 

◎例えばどんな？ 

・年金を受けるための請求ができます。 

・障害年金や遺族年金の相談ができます。 

・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。 

・年金受給者の住所変更や死亡に伴う手続きができます。 

・「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９日（水） 指宿市中央公民館   ・２月１６日（水） 南さつま市役所ｽﾀｼﾞｵ 21 

・３月１６日（水）南九州市川辺町ひまわり館 

市民生活課



 

65 歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施 

 

平成 22 年度の 65 歳以上結核レントゲン未受診者健診を下記の日程で実施します。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。（受診率が低い地区の方に限定） 

法改正に伴い，対象者が６５歳以上（昭和 21 年３月 31 日以前生まれ）の方のみとなっています。それ

以外の方は市が実施するレントゲン健診は受診できませんので，ご注意ください。 

 

○対象 昭和 21 年３月 31 日以前に生まれた方で，平成 22 年４月以降結核レントゲン健診を受けていない

方 

○日程 

 

 

 

 

 

○注意事項 レントゲン撮影の時は，ボタン・ファスナ－・金具・カラ－ペイント・刺しゅうをしたシャ

ツ等は着用しないでください。無地の服装だとそのまま撮影できます。またネックレスやエレキバン等は，

はずしておいてください。 

○連絡先  枕崎市健康センター 電話 (72)7176 

健康課

市民総ぐるみあいさつ運動（毎月第３土曜日の前日の金曜日）の推進について 

 

本市の青少年健全育成事業として,市民総ぐるみによる「あいさつ運動」を実施いたしております。 

本年度も残すところ次の２回となりました。市民のみなさんのより一層の御協力をお願いいたします。 

日 時 

青少年育成の日（毎月第３土曜日）の前日の金曜日午前７時３０分から８時頃まで 

２月１８日（金）・３月１８日（金） 

実施方法 

○子どもの朝の登校時間帯に地域ぐるみであいさつ声かけを行う。 

○有線放送施設のある自治公民館においては,朝の放送で可能な限り集落の方々への啓発を図る。 

生涯学習課

６ 

「まくらざきハーモニーフェスティバル」を開催 

 

本市における男女共同参画社会の実現を目指して、まくらざきハーモニーネットワーク委員会との共催

により｢まくらざきハーモニーフェスティバル｣を次のとおり開催いたします。 

 

 日 時  平成23年2月6日（日）午後2時 

場 所  南薩地域地場産業振興センター 3階大ホール 

内 容  講演・寸劇・各団体バザー・抽選会等 

（講演） 

講 師  福岡県男女共同参画センター前館長 中嶋 玲子さん 

演 題  「一人ひとりが輝く枕崎市を目指して 

              ～世代をこえて性別をこえて」 

問合せ先：市役所企画調整課 ℡72-1111（内線460） 

企画調整課

月 日 場 所 時 間 

妙見センター ９：30～10：10 

サンフレッシュ枕崎 10：30～10：50 

市民会館 11：10～11：40 

別府センター 13：30～13：50 

２月１７日（木） 

健康センター 14：10～14：50 



 

☆地上デジタル放送視聴のための低所得世帯支援の拡大について 
 

総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送に移行することができない世帯に対して支援を行ってい

ますが、今回、その対象を、「ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯」に加えて、「市町村民税非課税世帯」に拡

大します。 

 

（１）新たな支援の対象は？ 

まだ地上デジタル放送に対応できていない世帯で、「世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けて

いる世帯」が対象です。 

なお、支援を受けるにはＮＨＫとの放送受信契約が必要ですが、まだ契約がお済でない場合は、

支援申込み以降に速やかに契約してください。 

（２）受けられる支援の内容は？ 

簡易なチューナー（1 台）を無償で給付（配送）します。また、チューナーの設置方法や操作方法

を電話でサポートします。（チューナーの訪問設置、アンテナ改修等は行いません。） 

（３）申込方法は？ 

申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付して総務省 地デジチューナー支援実施センターへ

送付してください。 

申込書は、インターネット・電話等で総務省 地デジチューナー支援実施センターからお取り寄

せください。市役所市民ホール等にも準備する予定です。 

申込みに当たっては、「世帯全員が記載された住民票の写し」と「世帯全員分の市町村民税非課税

証明書」が必要です。（手数料は申請者負担） 

（４）お問い合せ先 

○支援制度について：総務省 地デジチューナー支援実施センター 0570-023724 

○ＮＨＫの放送受信契約について：ＮＨＫ ふれあいセンター 0570-077077 

（※ＮＨＫ放送受信料全額免除の世帯には、専用の支援があります。詳しくは、総務省 地デジチュ

ーナー支援実施センター（0570-033840）までお問い合せください。 

企画調整課

男性集合“簡単クッキング教室”へ ～料理初心者のために～ 

 

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。 

 

月 日   １月 31 日（月）・２月 17 日（木）・３月７日（月）の 3 回コース 

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   簡単な調理実習 

対象者   枕崎市内に居住の男性２０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 

申し込み  １月 27 日（木）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

第 25 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２３年２月２５日（金）１３：００～ 

【会 場】市民会館大ホール 

【問合せ】福祉課高齢者介護保険係 72－1111 内線 134 

福祉課

７



 
平成 23 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 

申告受付けを行います 

 

平成 23 年 1 月 19 日(水)から 2 月 15 日(火)の日程で，平成 22 年分所得について市・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。 

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付けます。 

※ 詳細については，別紙をご覧ください。 

税務課

８ 

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１３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１８日（金）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１２日（土）～３月１３日（日） 午前８時３０分～午後５時００分 

○作品搬入  ３月１１日（金）出品者が市民会館へ直接搬入，展示を行う。 

○問合せ先  市民会館 電話 ７２－２２２１ 

 

※今回は講演もあります。 

講師 桜美林大学健康福祉学群教授 阿久根 英昭 先生（枕崎市出身） 

演題 「足下から健康を考える」 

生涯学習課

南溟館“友の会”設立しました～会員募集中！ 

 

“友の会”は、芸術に関心を持つ方々が南溟館の活動に協力していただくことにより、お互いの教養と親

睦を深めることを目的としています。あなたも一緒に活動しませんか？ 

 

＜会費＞ 年額１，０００円 

＜特典＞ 友の会及び南溟館が行う催しの案内を受けられる。 

     南溟館企画展で有料の場合は、無料鑑賞ができる。 など 

＜お問合せ＞南溟館 72-9998 

文化課

 


