
11 月の納税 固定資産税３期
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ページ 掲 載 内 容

市立病院職員採用試験を実施、募集(市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者／短期公民館

講座「楽しもう ラ・ラ・ラ 音楽」受講生／リクエスト講座受講生)

相談(年金相談所を開設／こころの健康相談会を開催／「女性の人権ホットライン」強化週間)、お知ら

せ(「市長と語る会」を開催／緊急地震速報訓練を実施／「全国一斉に「秋の火災予防運動」を実施)

お知らせ(集団災害訓練を実施／11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」／戦没者追悼慰霊祭

を開催／11月は児童虐待防止月間です／「令和元年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動九州地区大

会」が開催されます／新薩南病院建設に関する住民説明会を開催／セット健診(追加健診)を

実施／網膜色素変性症の患者・家族交流会を開催)

お知らせ(65歳以上結核レントゲン未受診者健診を実施／令和元年度市営潟山団地の新築工事が

始まりました／消費税軽減税率制度説明会を開催／年末調整等説明会を開催／ご存じですか「税

を考える週間」／税に関する記帳の仕方(帳簿のつけ方)について／公園利用者の皆さんへ)

お知らせ(「駅前駐車場・神園川駐車場」の利用について／成人式を１月３日に実施／償却資

産の課税のしくみについて／公的年金から引き落としの市・県民税、国民健康保険税の額が

10月から変わっています／市内一周駅伝競走大会コースの決定について) 

お知らせ(枕崎市制施行70周年記念「民謡魂 ふるさとの唄」公開収録の実施について) 、南

溟館イベント情報、キッズだより

まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

※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

令令令和和和元元元年年年

111000

８・９

・口座振替をされている方は、事前に残高確認をお願いします。

・納税は、便利で安心な「口座振替」を活用ください。希望される方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関(ゆうちょ銀行を含む)または市役所税務課で手続きをしてください。

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.6％、１カ月経過後は年8.9％)が加算されますのでご注意ください。

・毎月第３日曜日に、休日納付・相談窓口を開設しています。お気軽にご利用ください。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(72)1111 内線153

休日市税納付・相談窓口開設日

11 月 17 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15分

10・11

12・13

２・３

６・７

４・５
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市立病院職員採用試験を実施

■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

看護師 １名

①看護師免許を有する者

②昭和54年４月２日以降に生まれた者

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

前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禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者また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、日本国憲法また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、またはこれに加入した者

■試験の方法及び内容

教養試験、専門試験、作文試験、面接試験、健康診査(医療機関発行の健康診断書提出)

■試験の日時及び場所

日時 11月29日(金) 午後１時30分～

会場 枕崎市立病院

■受験申込書用紙の請求及び提出先

〒898-0034 枕崎市日之出町230番地 枕崎市立病院管理係 TEL72-0303

※申込書は市立病院に備え付けています。郵送による請求の場合は、切手(120円)を貼った宛先明

記の返信用封筒(角形２号・縦33cm×横24cm)を同封してください。

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。

■受付期間 10月21日(月)～11月20日(水) 午前８時30分～午後５時(土・日、祝日は除く。郵送

の場合は、締切当日の消印まで有効)

■合格発表

試験日後14日以内に、受験者全員に合否結果を文書で通知します。

■採用 最終合格者は、令和２年１月１日付けで採用予定です。

■給与 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 市立病院管理係 TEL72-0303
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募   集

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者

希望者は、入居申込書(建設課備付け)に必要

書類をそろえてお申込みください。希望者が複

数の場合は抽選により決定します。また、抽選

日等は後日、申込者に連絡します。

■市営住宅

募集期間 11月15日(金)まで

募集戸数 ２戸

①桜山団地404号(桜山町540番地)

②亀沢団地314号(明和町62番地)

構造(間取り) 中層耐火造３階建(３ＤＫ)

建設年度 ①＝昭和62年、②＝平成４年

家賃(敷金) ①＝15,800円～、②＝19,200円～

(いずれも家賃３カ月分)

入居資格

・現在、持家がない等、住宅に困っていること

が明らかであること

・現に同居し、または同居しようとする親族が

あること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以下であること(裁量世帯について

は214,000円以下)

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

■特定公共賃貸住宅

募集期間 11月15日(金)まで

募集戸数 ２戸

・遠見番住宅101号(岩戸町307番地)

・遠見番住宅102号(岩戸町308番地)

構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)

建設年度 平成５年

家賃(敷金) 40,000円(家賃３カ月分)

入居資格

・自ら居住するために住宅を必要としていること

・現に同居し、または同居しようとする親族が

あること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以上487,000円以下であること

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

問合せ・申込み 建設課建築係

  TEL72-1111(内線336)

短期公民館講座

「楽しもう ラ・ラ・ラ 音楽」受講生

「生活に潤い」をもたらし、「脳の活性化」

を図るため、音楽に関する楽しい講座を開設し

ます。お気軽にご参加ください。

期日 11月から１月までの第２･４木曜日

時間 午後１時30分～３時30分

場所 枕崎地区公民館(松之尾センター)

定員 15名

講師 立石五月さん(音楽教室主宰)

受講料 500円(初回のみ)

申込期限 11月10日(日)まで

※受付は、午前10時から午後５時まで(月曜日

及び祝日は休館日)。

問合せ・申込み 枕崎地区公民館 TEL72-9289

リクエスト講座受講生

リクエスト講座として「押し花年賀状」と

「しめ縄作り」を実施します。お気軽にご参加

ください。

■押し花年賀状

花に思いを込めて自分好みの押し花を作成し

てみませんか。

期日 11月30日(土)

時間 午前10時～午後４時

場所 桜山地区公民館(城山センター)

定員 20名

申込期限 11月24日(日)

※材料代が必要となります。

■しめ縄作り

わらを使った本格的なしめ縄作りです。

期日 12月22日(日)

時間 午後１時30分～３時30分

場所 桜山地区公民館(城山センター)

定員 10名

講師 篭原 諭さん

受講料 300円(材料代込み)

申込期限 12月15日(日)まで

※受付は、午前10時から午後５時まで(月曜日

及び祝日は休館日)。

問合せ・申込み 桜山地区公民館 TEL72-2267
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相   談

年金相談所を開設

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 11月28日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談を

お断りさせていただく場合もあります。

予約先 鹿児島南年金事務所

TEL099-251-3111

■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歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※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

・10月31日(木) 南九州市川辺文化会館

・11月７日(木) 南さつま市役所会議室２-４、

２-５、２-６

・11月14日(木) 指宿市役所第１会議室

国民年金は、あなたの助けになります。もしも

のため、将来のため、保険料を納めましょう。

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

こころの健康相談会を開催

こころの不調や引きこもりなどでお困りのご

家族・ご本人を対象に、臨床心理士による無料

相談会を開催します。

日時 11月21日(木) 午後２時～４時

場所 健康センター

申込締切 11月18日(月)

申込方法

相談は事前予約制となります。相談をご希望

の方は、健康センターへ申し込みください。希

望者が多数の場合は、相談日を調整させていた

だくことがあります。

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

「女性の人権ホットライン」強化週間

女性をめぐるさまざまな人権問題の解決を図

るために、「女性の人権ホットライン」強化週

間を実施します。相談内容は問いません。相談

には法務局職員または人権擁護委員が応じて、

秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

実施機関 鹿児島地方法務局、県人権擁護委員

連合会

期間 11月18日(月)～24日(日)

時間 平日＝午前８時30分～午後７時、土・日

＝午前10時～午後５時

連絡先 全国共通ダイヤル TEL0570-070-810

※ＩＰ電話からは接続できません。

問合せ 鹿児島地方法務局人権擁護課

    TEL099-259-0684
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お 知 ら せ

「市長と語る会」を開催

市民の皆さんと協働のまちづくりを進めるた

め、「地方創生について」を主なテーマとして、

市長が市民の皆さんと直接お話しさせていただ

き、自由なご意見・アイデア等をお聴きする

「市長と語る会」を開催します。

どなたでも、また、どの会場でも参加できま

すので、ご都合のよい日にご参加いただきます

よう、お願いします。

期日・場所 10月31日(木)＝立神センター、11

月５日(火)＝ 城山センター、８日(金)＝ 市民

会館、15日(金) ＝別府センター、19日(火)＝

金山センター

時間 午後７時～(１時間30分程度)

問合せ 総務課秘書広報係

TEL72-1111(内線211)

緊急地震速報訓練を実施

この訓練は、全国瞬時警報システム(Ｊアラ

ート)を活用し、国から市民の皆さんへ緊急地

震速報がきちんと情報伝達されるかを確認する

訓練です。防災行政無線や戸別受信機から訓練

用の放送が流れますので、実際の災害と間違え

ないようご注意ください。

訓練日時 11月５日(火) 午前10時頃

※ただし、気象・地震活動の状況等によっては、

訓練用の緊急地震速報の発表が中止となるこ

とがあります。

放送内容

①上りチャイム音

②「こちらは、防災枕崎市です。ただ今から訓

練放送を行います。」

③緊急地震速報チャイム音。『緊急地震速報。

大地震です。大地震です。これは訓練放送で

す。』(３回繰り返す)

④「こちらは、防災枕崎市です。これで訓練放

送を終わります。」

⑤下りチャイム音

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

全国一斉に「秋の火災予防運動」を

実施

11月９日(土)から15日(金)までの７日間、全

国一斉に「秋の火災予防運動」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。暖房器具を使用の際は、

周囲に燃えやすい物を置かないなど、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。たき火等を行う場合は、万全な消火準備と

その場を離れないようにし、風が強いときは火

の使用は避けてください。

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。

※期間中は消防署と消防団が連携して、火災

予防啓発のため、巡回広報と防火パトロー

ル等を実施します。

■2019年度全国統一防火標語

「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」

■住宅防火 いのちを守る ７つのポイント

３つの習慣

・寝たばこは、絶対やめる。

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する。

・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

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を

設置する。

・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。

・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。

・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｣は10年を目安に交換をお

すすめします。

問合せ 消防本部警防課予防係 TEL72-0049
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集団災害訓練を実施

消防本部では、枕崎市消防団、枕崎市医師会、

枕崎警察署、鹿児島県消防・防災ヘリコプター

及び鹿児島県ドクターヘリの参加により、無差

別殺傷・傷害事件を想定した集団災害訓練を片

平山公園周辺で実施します。

この訓練に伴い片平山公園グラウンドにヘリ

コプターが離着陸する予定です。また、消防車

等がサイレンを鳴らして走行したりしますので、

各種の騒音等でご迷惑をおかけするとは思いま

すが、ご協力をお願いします。

日時 11月16日(土) 午後２時～３時頃

場所 片平山公園グラウンド及び南溟館

問合せ 消防本部警防課警防係 TEL72-0049

11(いい)月30(みらい)日は「年金の

日」

厚生労働省では、「国民お一人おひとり、

「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期

の生活設計に思いを巡らしていただく日」とし

て、11(いい)月30(みらい)日を「年金の日」と

しました。

この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんき

んネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見

込額を確認し、未来の生活設計について考えて

みませんか。

「ねんきんネット」をご利用いただくと、い

つでもご自身の年金記録を確認できるほか、将

来の年金受給見込額について、ご自身の年金記

録を基にさまざまなパターンの試算をすること

もできます。

「ねんきんネット」については、日本年金機

構のホームページで確認するか、鹿児島南年金

事務所にお問い合わせください。

問合せ

・鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

・市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

戦没者追悼慰霊祭を開催

枕崎市遺族会の主催による「戦没者追悼慰霊

祭」が開催されます。

先の大戦で、本市においても1,400人を超え

る方が戦死していますが、戦後70年以上がたち、

残された遺族の方は高齢化が進んでいます。

遺族会ではひとりでも多くの方に参加してい

ただきといと考えていますので、市民の皆さん

の参加をお待ちしています。

日時 11月９日(土) 午後２時30分～

場所 片平山公園(南溟館前広場)

その他

・事前申し込みは不要ですが、団体で参加希望

される場合はお知らせください。

・駐車場が少ないので、出来るだけ乗り合わせ

てお越しください。

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

11月は児童虐待防止月間です

児童虐待は、子どもの生命に危険を及ぼすだ

けでなく、心にも深い傷を残すことになります。

児童虐待は、地域全体で取り組むことで、発

生予防や早期発見につながります。

あなたの周りに「気になる子ども」はいませ

んか?「もしかしたら」と感じたら、すぐに、

児童相談所及び地域振興局、市役所福祉課に連

絡してください。

(1)おかしいと感じたら迷わず連絡(通告)

(2)「しつけのつもり」は言い訳

(3)ひとりで抱えこまない

(4)親の立場より子どもの立場

(5)虐待はあなたの周りでも起こりうる

連絡先

・児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)

・南薩地域振興局地域保健福祉課 TEL53-8001

・福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

・家庭児童相談室 TEL72-1111(内線127)

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)
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「令和元年度麻薬・覚醒剤乱用防止

運動九州地区大会」が開催されます

国と県では、毎年10月と11月の２カ月間を

「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」期間としていま

す。薬物乱用の弊害を一般の方々に正しく認識

していただきながら、薬物乱用のない社会環境

づくりを図るため、麻薬・覚醒剤乱用防止運動

九州地区大会を開催します。

内容

・式典(表彰式)

・アトラクション(鹿児島実業高校 新体操部)

・基調講演 厚生労働省 医薬・生活衛生局 監

視指導・麻薬対策課『薬物乱用の現状と対策

について』

・特別講演 水谷 修氏『さらば、哀しみのドラ

ッグ－夜回り先生、いのちの授業』

開催日時 11月23日(土) 午後１時～４時

場所 鹿児島市民文化ホール第２ホール

対象 どなたでも参加可能です。

募集人数 約1,000名

費用 入場無料

申込方法

健康センター備え付けの大会参加申込書に必

要事項を記入の上、ファックス、郵送またはメ

ールにて11月１日(金)までに申し込みください。

主催者

厚生労働省、鹿児島県、鹿児島県薬物乱用対策

推進地方本部、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

鹿児島県実行委員会

問合せ・申込み

県くらし保健福祉部薬務課麻薬係

TEL099-286-2804、FAX099-286-5564

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

Ｅメール mayaku@pref.kagoshima.lg.jp

新薩南病院建設に関する住民説明会

を開催
  

移転建替が決定した県立薩南病院に関する住

民説明会を開催します。申込は不要で、どなた

でも参加いただけます。

日時 11月６日(水) 午後６時30分～

場所 南さつま市総合保健福祉センター「ふれ

あいかせだ」(南さつま市加世田川畑2641-2)

問合せ 県立病院課 TEL099-286-2818・2820

セット健診(追加健診)を実施

７～９月にセット健診を実施しましたが、ま

だ受診されていない方を対象に、次の日程で健

(検)診を実施します。

検診内容 胃がん検診、腹部超音波検診、肺が

ん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、前

立腺がん検診、骨粗しょう症検診

検診日程 11月23日(土)、24日(日)、25日(月)

受付時間 午前８時～10時

会場 南薩地域地場産業振興センター

※胃がん検診・腹部超音波検診の場合は、当日

の飲食・タバコは控えてください。ただし、

検査開始１時間前までにコップ１杯程度

(200ml)以内の水は飲んでもかまいません。

※大腸がん検診の検体は検診会場で提出します

ので、希望する方は事前に健康センターまた

は市役所健康課に容器を取りにきてください

ますようお願いします。

※先に送付しています受診票を持参の上、来場

してください。なお、受診票がない方でも、

当日受診できます。

問合せ 健康センター TEL72-7176

網膜色素変性症の患者・家族交流会

を開催

加世田保健所では、網膜色素変性症の患者さ

んやご家族等を対象に、交流会を開催します。

県網膜色素変性症協会長を招き、日常生活の工

夫についての講話があります。参加費は無料で

す。

日時 11月7日(木) 午後１時30分～３時(受付

午後１時～)

場所 加世田保健所会議室(南さつま市加世田

村原２丁目１-１)

■内容

講話 「網膜色素変性症について(仮題)」

講師 鹿児島県日本網膜色素変性症協会 会長

中村善晄氏

申込方法 参加希望の方は、直接ご連絡くださ

い。

申込締切 11月５日(火)まで

問合せ・申込み

加世田保健所 TEL53-2315(担当：瀬戸口)
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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。

感染症法に基づき、対象者は65歳以上の方の

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。通知がきていない場

合でも対象の方は受診できますので会場にお越

しください。

また、７月に実施した肺がん検診を受診した

方は、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30年４月１日以前生まれの方で、

平成31年４月以降に医療機関や集団健診で結核

レントゲン健診を受けていない方

検診料金 無料

健診日 11月19日(火)

会場、時間 妙見センター＝午前９時30分～９

時55分、田布川公民館＝午前10時05分～10時30

分、大塚公民館＝午前10時45分～11時15分、市

民会館＝午前11時30分～正午、別府センター＝

午後１時30分～２時、健康センター＝午後２時

20分～３時

※上記日程で受けられなかった方はセット健診

(肺がん検診)があります。

期日 11月23日(土)、24日(日) 、25日(月)

会場 南薩地域地場産業振興センター

受付時間 午前８時～10時

※最終日程になりますので、ぜひ受診してくだ

さい。

問合せ 健康センター TEL72-7176

令和元年度市営潟山団地の新築工事

が始まりました

市営潟山団地の工事が始まりました。完成は

令和２年３月下旬の予定です。この住宅への入

居を令和２年４月に予定しています。入居戸数

は４戸で、間取りは３ＤＫになります。

入居募集を令和元年12月に行う予定ですが、

募集期間及び要項等の詳細については来月のお

知らせ版(11月20日号)でお知らせします。

問合せ 建設課建築係

TEL72-1111(内線326・336)

消費税軽減税率制度説明会を開催

10月１日から消費税及び地方消費税の税率が

８％から10％に引き上げられ、同時に消費税の

軽減税率制度が実施されました。

対象品目は、大きく分けて①飲食料品(酒

類・外食等を除いたもの)、②週２回以上発行

される新聞(定期購読契約に基づくもの)の２つ

ですが、例えば、対象品目の販売(売上)がない

事業者の方で、これらを経費で購入する場合や

消費税の申告の必要がない免税事業者の方で、

取引先から税率ごとに区分した請求書の交付を

求められる場合など、この制度は多くの事業者

の方に関係します。

また、消費税の申告が必要な事業者の方は、

法人は本年10月を含む事業年度分から、個人事

業者は令和元年分から、この制度に基づいた申

告を行っていただくこととなりますが、税務署

では、そのために必要な区分経理・記帳、決算

処理、申告書の作成方法等に関する説明会を開

催していますので、ご案内します。

なお、軽減税率制度に関する詳しい情報は、

国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)内の特設

サイト「消費税の軽減税率制度について」にも

掲載されています。

日程 11月20日(水) 午後１時30分～２時30分

場所 知覧税務署１階会議室(南九州市知覧町

郡6212)

定員 30名

※会場の座席には限りがございますので、場合

により入場を制限することがございます。

ご持参いただきたいもの 筆記用具

問合せ

知覧税務署法人課税部門 TEL83-2411(代表)

※お電話の際は、自動音声案内に従って「２」

を選択してください。



             ９

年末調整等説明会を開催

令和元年分給与所得の年末調整等説明会を次

のとおり開催します。

会場の収容人員の都合により日程を指定しま

したが、都合の悪い場合は、ほかの開催日に出

席ください。

また、併せて消費税軽減税率制度の説明会を

開催しますので、ぜひご参加下さい。

期日 対象者 会場

11月12日(火)枕崎市の方
南薩地域地場産業振興

センター

11月13日(水)
南さつま市

の方

総合保健福祉センター

ふれあいかせだ

11月14日(木)
南九州市の

方

コミュニティセンター

知覧文化会館大ホール

時間 午後２時～４時

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内

ご存じですか「税を考える週間」

11月11日から17日までは「税を考える週間」

です。

「税を考える週間」は、国民生活に深い関わ

りを持っている税について、その意義(必要性)

及び役割(使途)を分かりやすく説明することに

より、国民の皆さんの税に対する理解をより深

めていただくために設けています。

今年のテーマは、「くらしを支える税」です。

なお、「税を考える週間」の実施に合わせて、

国税庁ホームページ内に「くらしを支える税」

をテーマとした特設ページを設け、国税庁の各

種取組についてご紹介します。是非ご覧くださ

い(www.nta.go.jpまたは「国税庁」を検索)。

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線155)

税に関する記帳の仕方(帳簿のつけ

方)について

税務署では、「記帳の仕方がよく分からな

い」、「記帳の仕方を教わりたい」という方の

要望に応えるため、民間の指導機関に委託して、

無料で記帳指導を行っています。

本年10月から消費税率が引き上げられると同

時に軽減税率制度が実施され、事業者の方は区

分経理を行う必要があることから、まずは軽減

税率制度説明会にご参加いただき、ご要望に応

じて記帳指導や記帳説明会または指導機関を案

内します。

記帳指導の希望や指導機関など詳しい内容は、

税務署にお尋ねください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※お電話の際は、自動音声案内に従って「２」

を選択してください。

公園利用者の皆さんへ

公園は、さまざまな人が利用します。他の利

用者に迷惑がかからないよう、ルールとマナー

を守り、快適に楽しく利用しましょう。

ゴミのポイ捨て禁止

空き缶、紙くず、弁当がらなどは、必ず持ち

帰ってください。

ゴルフ練習は禁止

公園内でのゴルフ練習は、周りにいる人に危

険を及ぼしたり、周辺の住宅にボールが飛び込

んで大変迷惑をかける行為ですので禁止します。

ペットについて

イヌの放し飼いをしないこと。フンの後始末

は、飼い主の基本的なマナーです。

遊具での遊び方について

遊具での危険な遊びはやめましょう。また、

幼児だけでの遊びはさせないで、保護者が同伴

しましょう。

公園内でハトやネコへの餌付け禁止

バイクの乗り入れは禁止

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)
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「駅前駐車場・神園川駐車場」の利

用について

駅前駐車場及び神園川駐車場は、主に駅や商

店街等を利用する皆さん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

を訪れるお客様に多大な迷惑をかけることがあ

ります。

多くの方が駐車場を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

TEL72-1111(内線421)

成人式を１月３日に実施

日時 １月３日(金) 午後１時30分～３時(受

付＝午後０時45分～１時20分)

場所 市民会館大ホール

対象者 平成11年４月２日から平成12年４月１

日までに生まれた方

※対象者へは12月上旬に案内ハガキを送付しま

す。

※式典へ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。

※式典終了後、中学校ごとに記念撮影を行いま

す。

問合せ 市民会館 TEL72-2221

(平日の午前８時30分～午後５時15分)

償却資産の課税のしくみについて

資産の取得価格を基礎として、取得後の経過

年数に応ずる価値の減少(減価償却)を考慮して、

「評価額」と「課税標準額」を計算します。

全ての資産の課税標準額を合計し、税率1.4％

を乗じて税額を算定します。

①評価額＝資産の取得価格×減価償却率(経過

年数)

②課税標準額＝評価額(×課税標準の特例割合)

③固定資産税(償却資産)＝課税標準額の合計×

1.4％

※固定資産税における償却資産の減価償却の方

法は、原則として定率法です。

取得価格について

取得価格は、購入費や材料費など直接的な費

用はもとより、調達、測量、設計、工事費など

の労務費や付帯費も含みます。

※圧縮帳簿が認められませんので、国の補助金

を得て設置や購入した場合でも、補助金を控

除することはできません。

(例)

・取得価格 10,000,000円

・補助金  5,000,000円

償却資産申告時の取得価格は、10,000,000円

となります。取得価格に消費税を含めるかどう

かは、所有者の経理方式に合わすことになりま

す。消費税を含める経理方式を選択されている

場合は、償却資産の取得価格にも消費税を含め

てください。

減価償却率は、原則として財務省令で定めら

れた耐用年数表に揚げられている耐用年数に応

じて、減価率が定められています。

残存価格は、固定資産税における償却資産は、

取得価格の５％が下限になります。耐用年数が

経過したとしても、事業に利用できる状態であ

る限りは、残存価格が課税対象になりますので

ご注意ください。

免税点は、所有する全ての資産の課税標準額

を合計して、150万円未満であれば、固定資産

税(償却資産)は課税されません。

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156・157)
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公的年金から引き落としの市・県民税、国民健康保険税の額が10月から変わっ

ています

地方税法の規定により、65歳以上の年金受給者の方(世帯)に係る市・県民税、国民健康保険税に

ついては、年金からの引き落とし(特別徴収)となっています。

公的年金の所得に係る市・県民税 国民健康保険税

既に年金からの引き落

としとなっている方

〇４月・６月・８月(仮徴収の納付

月)に２月分(前年度分)と同額で

年金から引き落とされています。

10月以降は「本徴収」の額で年

金から引き落とされます。

〇各納付月(10月・12月・２月)に

年金から引き落とされる額は、

確定した公的年金に係る市・県

民税の年税額から仮徴収した額

を差し引いた残りの税額の３分

の１となります。

※各納付月に年金から引き落とさ

れる額は、６月に送付した納税

通知書でご確認ください。

〇４月・６月・８月(仮徴収の納付

月)に２月分(前年度分)と同額で

年金から引き落とされています。

10月以降は「本徴収」の額で年金

から引き落とされます。

〇各納付月(10月・12月・２月)に年

金から引き落とされる額は、確定

した国民健康保険税の年税額から

仮徴収した額を差し引いた残りの

税額の３分の１となります。

※各納付月に年金から引き落とされ

る額は、８月に送付した納税通知

書でご確認ください。

今年度初めて年金から

の引き落としとなる方

今年度再び年金からの

引き落としとなる方

10月支給の年金から引き落とされ

ます。

※納付月(10月・12月・２月)

10月支給の年金から引き落とされます。

※納付月(10月・12月・２月)

※８月支給の年金から引き落とされ

ている場合もあります。

年金からの引き落とし

が中止となり、個人で

窓口・口座振替納付と

なる方

対象の方が亡くなられた場合など 〇年金支払者から年金からの引き落

としができない旨の連絡があった

場合

〇65歳未満の方が新たに被保険者と

なった場合など

※いずれの場合も納める年税額に変更はありません。

問合せ 課税に関すること 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

   納付に関すること 税務課管理収納係 TEL72-1111(内線153)

市内一周駅伝競走大会コースの決定について

枕崎市制施行70周年を記念し、新たな市内一周駅伝競走大会のコースを決定しました。総合体育

館よりスタートし、小学生は岩戸公園にてゴール、中学生・高校生・一般は、別府中学校にてゴー

ルとなります。従来のコースより、距離が短く、参加しやすいコースとなっています。奮ってご参

加ください。

日時 11月10日(日) 出発＝午前９時30分

コース 中学生・高校生・一般＝７区間(総距離12.3㎞)、小学生＝７区間(総距離7.8㎞)

申込締切 10月30日(水)まで

問合せ・申込み 保健体育課保健体育係 TEL72-0170、総合体育館 TEL72-1116
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枕崎市制施行70周年記念「民謡魂 ふるさとの唄」公開収録の実施について

ＮＨＫ鹿児島放送局と枕崎市では、枕崎市制施行70周年を記念して、「民謡魂 ふるさとの唄」

の公開収録を実施します。観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。

日時 12月15日(日)

・開場 午後５時30分

・開演 午後６時30分

・終演予定 午後８時

会場 枕崎市市民会館(鹿児島県枕崎市千代田町114)

主催 ＮＨＫ鹿児島放送局、枕崎市

司会 城島 茂(ＴＯＫＩＯ)、塩屋紀克アナウンサー

出演 (歌手)田中祥子、藤永翠珠ほか

観覧申込 入場は無料ですが、入場整理券が必要です。

郵便往復はがき(私製を除く)の「往信用裏面」に郵便番号・住所・名前・電話番号、「返信用表

面」に郵便番号・住所・名前を明記してお申し込みください。

※10月１日から郵便料金が変更になりました(往復はがき：124円⇒126円)。往信面・返信面とも郵

便料金が不足しないようにご注意ください。

※未就学児の入場・同伴はできません。

※応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には入場整理券(１枚で２人入場可)を、落選の方には

落選通知を、11月29日(金)頃発送します。

※記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。

※「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。紙・シールなどの

貼り付け、修正液のご使用もご遠慮ください。

※インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的としたお申込みである

と判明した場合は抽選対象外とします。また、売買が確認された場合は入場をお断りします。

※インターネット売買サイトやＳＮＳ等において、入場整理券の偽造および架空取引にともなうト

ラブルが発生しておりますので、くれぐれもご注意ください。

※都合により出演者の変更や公演を中止する場合があります。中止の場合、他の公演への振替はあ

りませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

締切 11月14日(木)必着

宛先 〒898-8501 枕崎市千代田町27 枕崎市役所総務課秘書広報係「民謡魂」係

放送予定 未定

問合せ

・ＮＨＫ鹿児島放送局 TEL099-805-7070(平日＝午前９時30分～午後７時)

・枕崎市役所総務課秘書広報係 TEL72-0033(平日＝午前８時30分～午後５時15分)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

11月は「文化芸術に親しむ月間」です

枕崎市制施行70周年記念～第53回枕崎市

総合文化祭

■展示部門

期間 10月26日(土)～11月４日(月・祝)

会場 市民会館、南溟館

展示品 絵画、写真、陶芸、書道、生花、学習

成果作品等

■芸能部門

日時 11月３日(日) 午前10時～

会場 市民会館大ホール

特別出演 「メモリーグラス」でおなじみのシ

ンガーソングライター「堀江淳」氏による特別

コンサートを行います。

備考 プログラム終了後には、お楽しみ抽選会

を実施します。

MOA美術館枕崎児童作品展

会期中には、国宝に指定されている「紅白梅

図屏風」(作：尾形光琳)のレプリカ(複製品)も

展示します。

期間 11月６日(水)～10日(日)

会場 南溟館／観覧料 無料

備考 最終日10日(日)午前10時から、南溟館に

おいて表彰式を実施します。

枕崎市制施行70周年記念～第６回郷土芸

能大会

枕崎市郷土民芸保存会に所属する11団体が５

年に１度、一堂に会し、踊りを披露します。

日時 11月24日(日) 午後２時～４時30分

会場 枕崎市市民会館大ホール

観覧料 無料

備考 詳しくは折込みチラシをご覧ください。

GROOVE写真展

南薩地域を中心に活動しているダンスサークル

ＧＲＯＯＶＥ(グルーヴ)の写真展を開催します。

期間 11月26日(火)～12月１日(日)

会場 南溟館／観覧料 無料

キ ッ ズ だ よ り
問合せ 子育て支援センターキッズ

        TEL72-0382

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 立神海の風こども園(中央町261)

開放日 毎週月～金曜日

開放時間 午前８時30分～午後１時30分

11月の行事(午前10時から)

６日(水) ママちゃれんじデー「ホットビスケ

ット クッキング」(要予約６組まで)

８日(金) 公園遊び(片平山公園)

13日(水) ママのための有酸素運動

14日(木) キッズ体操クラブ(１歳半～３歳)

19日(火) 園庭遊び後試食会(要予約12組まで)

20日(水) ベビーマッサージ(要予約)

22日(金) 読み聞かせ「Smile Mama Book」

26日(火) 誕生会

27日(水) 骨盤体操(要予約５名まで)

28日(木) キッズ体操クラブ(１歳半～３歳)

29日(金) 音楽遊び

  

※８日(金)の公園遊びは現地集合です。

※公園遊び、園庭遊びが雨天の場合はキッズル

ームで遊びます。

※要予約の活動は、定員がありますので早めに

申込みください。

※活動の内容は変更する場合がありますので、

予めご了承ください。
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■謎かけの答え＝げんこ（拳骨（げんこっ）、元寇）

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

１日(金)
ふれあいグラウン

ドゴルフ

別府小学校 9:50～13:00

【対象】別府小学校４年生

別府地区公民館

76-2010

５日(火) 母子健康手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

６日(水) 昔の道具を使おう
立神小学校 9:00～13:10

【対象】立神小学校３年生

立神地区公民館

72-1693

９日(土) 校区ふるさと発見
立神校区内 13:30～15:00

【対象】小・中学生

立神地区公民館

72-1693

11日(月) 初妊婦講座 健康センター 9:10～11:40
健康センター

72-7176

13日(水)
◎

男性料理教室 城山センター 10:00～13:00
健康センター

72-7176

14日(木)
◎

男性料理教室 健康センター 10:00～13:00
健康センター

72-7176

15日(金)
市民あいさつ運動

の日

市民全体で声かけ・あいさつに取

り組みましょう

生涯学習課

公民館係

72-2221

17日(日) 工作教室

片平山児童センター

10:00～12:00 【対象】小学生

※要予約 11/10まで

片平山児童センター

73-1333

18日(月) 母子健康手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

21日(木) 子育てサロン 健康センター 9:45～11:30
健康センター

72-7176

22日(金)

◎

食改善推進員によ

る料理教室
健康センター 10:00～13:00

健康センター

72-7176

24日(日)

ツキイチ

クッキング教室

健康センター 10:00～12:30

【対象】概ね19～39歳の方

健康センター

72-7176

郷土芸能大会 市民会館 14:00～16:30 文化課72-9998

まちのカレンダー

市政へのご意見・提言の窓口
〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp

市ホームページ http://www.city.makurazaki.lg.jp

※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。11 月


