
12 月の納税
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国民健康保険税５期
介護保険料・後期高齢者医療保険料５期
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ページ 掲 載 内 容

募集(スクール・サポート・スタッフ／成人式ボランティア／第43回枕崎新春かつおジョギ

ング大会参加者／第43回枕崎新春かつおジョギング大会ボランティア／市営潟山団地入居者

／合同企業説明会参加企業／「下山岳に登ろう」～山頂の福禄寿岩に福を祈ろう)

募集(「史跡めぐり」参加者／リクエスト講座受講生／放送大学４月入学生)、相談(年金相談所

を開設／無料人権相談所を開設)、お知らせ(令和２年度保育所・認定こども園入所案内／11月

は「児童虐待防止月間」／下水道施設を大事に使ってわたしたちの海・川を守りましょう)

お知らせ(12月のふるさと美化活動を実施／税に関する記帳の仕方(帳簿のつけ方)につい

て／償却資産(固定資産税)の申告期間について／橋梁補修工事に伴う通行止めについて

／差押え不動産を公売します／「年金生活者支援給付金」の手続きはお済みですか／北

朝鮮人権侵害問題啓発週間)

お知らせ(ウナギの採捕が禁止されています／求人者・求職者の皆さんへ／12月４日～10

日は「第71回人権週間」)

お知らせ(消費税軽減税率制度説明会のご案内／消費税の確定申告は、区分経理が必要で

す／マイナンバー(個人番号)の税務関係書類への記載について) 、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
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・県では国民健康保険運営方針に基づき、国保税を納期限までに納付している世帯との公平性を

確保するため、８月および12月を「国保税滞納整理強化月間」とし、県下一斉に収納対策の強

化が図られます。納期内納付へのご協力をお願いします。なお、災害や盗難、本人や家族の病

気、事業の休廃止、失業などやむを得ない事情により、市税等の納期ごとの納付が困難な方

は、早めに市税務課までご相談ください。

・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

12 月 15 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15分

４・５
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募   集

スクール・サポート・スタッフ

希望者は採用試験申込書(学校教育課備付け)

を学校教育課へ提出してください。試験の日時、

場所等は後日応募者へ連絡します。

募集人員 １人

応募資格

・業務に対応できる方

・令和２年１月６日から勤務できる方

・パソコンの簡単な入力作業のできる方

勤務時間 午前８時15分～午後４時30分(休憩

45分を含む７時間30分)

賃金 時給790円

保険等 厚生年金、社会保険、雇用保険あり

業務の内容 教員の業務支援

・校内研修資料、学習プリント、学級だより等

の印刷等

・テスト等の採点補助、データ入力等

・クラスの児童数に応じた文書の仕分け、配布等

雇用期間 １月６日～３月31日

応募締切 12月６日(金)午後５時必着

選考方法 面接試験

問合せ・申込み 学校教育課 TEL72-0170

成人式ボランティア

１月３日に成人式を実施するにあたり、成人

式の運営を手伝っていただく中学生及び高校生

のボランティアを募集します。これはボランテ

ィアを通じて実際に奉仕活動に携わる経験をす

ることで、心豊かでたくましい青少年の育成を

図ることを目的に募集するものです。

日時 １月３日(金) 午後０時15分～３時30分

※12月24日(火)の午後から打合せ会を行います。

対象 中学生、高校生

人数 10名程度

内容 会場の飾り付け、受付、司会進行、音響

照明舞台の操作など (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６日(金)

問合せ・申込み

生涯学習課(市民会館内) TEL72-2221

第43回枕崎新春かつおジョギング大

会参加者

「第43回枕崎新春かつおジョギング大会」が

開催されます。幼児やファミリー向けの１㎞、

２㎞、花渡川沿いから火之神公園周辺の海岸線

を往復する４㎞、10㎞の４つのコース、新春の

枕崎路を気軽に楽しく走ってみませんか。詳細

は市ホームページ(http://www.city.makurazak

i.lg.jp/soshiki/hotai/447.html)をご覧くだ

さい。

期日 １月19日(日)

申込締切 12月20日(金) 午後５時まで

問合せ 枕崎新春かつおジョギング大会実行委

員会(総合体育館内) TEL72-1116

第43回枕崎新春かつおジョギング大

会ボランティア

枕崎新春かつおジョギング大会実行委員会で

は、交通誘導等をしていただく「運営ボランテ

ィア」と、選手や来場者に軽食等をふるまう

「おもてなしボランティア」を募集します。

県内外から多数の方が参加する大会の円滑な

運営のためには、ボランティアの協力が不可欠

です。ぜひ、皆さんで一緒に大会を盛り上げま

しょう。

日時 １月19日(日) 午前８時～午後１時

場所 枕崎市営野球場

対象 中学生、高校生、大人

内容 交通誘導、駐車場整理、受付、ゴール集

計補助、軽食等提供等の中から希望する業務

募集期間 12月20日(金)まで

問合せ

・枕崎新春かつおジョギング大会実行委員会事

務局(保健体育課保健体育係内) TEL72-0170
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市営潟山団地入居者

現在建設中の潟山団地(岩崎町83番地)の入居

者を募集します。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。

潟山団地は、住宅に困窮する定められた所得

額以下の方に生活していただくため、国の補助

金と市の負担で建設される公共賃貸住宅です。

次のことを参照のうえ、お申込みください。

募集戸数 ４戸(３ＤＫタイプ)

構造 木造２階建

家賃(予定) 25,700円～50,500円

※家賃は入居者(同居者を含む)の収入により変

わります。

敷金 家賃の３カ月分

共益費 1,000円程度(団地の入居者で決定します)

駐車場 各戸１台

募集期間 12月９日(月)～26日(木)

公開抽選日時 １月10日(金) 午後１時30分～

公開抽選場所 市役所本館会議室(２階)

入居説明 公開抽選終了後(予定)

入居予定 ４月上旬

申込資格  

・現在、住宅に困っていることが明らかである

こと(申込者及び同居者に共有名義を含む持

ち家がないこと。また市営住宅に入居してい

る方も申込できません)。

・現に同居し、または同居しようとする親族

があること(単身での申込みは、条件があり

ます)。

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

収入基準内であること。

・市税等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。

※詳細については市のホームページをご覧になる

か、建設課建築係までお問い合わせください。

申込みにあたっての注意事項

・申込日現在、すべての申込資格を満たしてい

る必要があります。

・入居予定者となったときには、親族等の確実

な連帯保証人が必要となります。

・ペットの飼育はできません。

・市営住宅では、入居者同士で協力し、助け合

い、安全かつ快適な生活環境づくりをしてい

ただく必要があります。

問合せ・申込み 建設課建築係

TEL72-1111(内線326・336)

合同企業説明会参加企業

市若者定住育成協議会主催による高校生を対

象とした、合同企業説明会を開催します。高校

生に地元にどんな企業があるかを知ってもらい、

将来の地元への就職促進へつなげるための説明

会です。参加企業を募集しますので、ぜひお申

し込みください。

日時 ３月17日(火) 午後１時50分～３時30分

場所 市立総合体育館

参加者

・枕崎高等学校及び鹿児島水産高等学校の２年

生を予定(保護者も可)

・枕崎市内に就業場所を有する企業

内容 各企業の担当者がブースにおいて企業の

概要を説明

参加申込締切 12月25日(水)

問合せ・申込み 市若者定住育成協議会事務局

(企画調整課政策推進係内)

TEL72-1111(内線219)

「下山岳に登ろう」～山頂の福禄寿

岩に福を祈ろう

枕崎探検隊の企画によるイベントです。

下山岳の山頂で福禄寿岩に福を祈りませんか。

山頂へは60分程度で登れます。

多数の参加をお待ちしています。なお、雨天

の場合は中止します。

日時 12月８日(日) 午前８時45分

※午後１時頃に解散します。

集合場所 瀬戸公園

参加費用

中学生以上＝1,000円、小学生＝600円

※昼食(枕崎鰹船人めし)付

募集人員 20名程度(小学４年生以上が対象)

参加資格 昨年中に山登りの経験がある方

申込締切 12月２日(月)

※参加希望者は、氏名、年齢、連絡先をお知ら

せください。

※申込者には詳しいスケジュール等をお知らせ

します。

問合せ・申込み

まくらざき探検隊 代表 北川忠武

TEL080-3139-8585
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相   談
「史跡めぐり」参加者

身近にある史跡を巡り、新しい発見をしませ

んか。ぜひ、ご参加ください。

日時 １月12日(日) 午前９時～12時

募集定員 20名

※定員になりしだい、締め切ります。

参加費 無料(市マイクロバスを利用)

内容 枕崎市、南さつま市内の伝統的建造物を

巡ります。

準備 帽子、タオル、飲み物等(雨天時は傘等)

問合せ・申込み 文化課文化係(南溟館)

TEL72-9998

リクエスト講座受講生

リクエスト講座として「しめ縄作り」を実施

します。わらを使った本格的なしめ縄作りです。

お気軽にご参加ください。

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)

※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

放送大学４月入学生

令和２年度第１学期(４月入学)の学生を募集

中です。

放送大学は、テレビやインターネットを通じ

て学ぶ通信制の大学です。働きながら大学を卒

業したい、学びを楽しみにしたいなど、さまざ

まな幅広い世代・職業の方が学んでいます。詳

細はホームページ(https://www.ouj.ac.jp)で

も紹介しています。

出願期間

・第１回＝11月26日(火)～２月29日(土)

・第２回＝３月１日(日)～３月17日(火)

問合せ 放送大学鹿児島学習センター

TEL099-239-3811

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 １月９日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※12月は枕崎市での年金相談はありません。

※「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

・12月５日(木) 南九州市頴娃支所１階会議室

・12月12日(木) 南さつま市役所会議室２-４、

２-５、２-６

・12月19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)



             ５

お 知 ら せ

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、秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。

日時 12月19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 人権に関すること等

相談員 地元人権擁護委員

問合せ 総務課秘書広報係

   TEL72-1111(内線211)

令和２年度保育所・認定こども園入

所案内

４月１日から新規で保育所・認定こども園

(保育所部分)への入所を希望する児童の受付を

始めます。

※認定こども園とは、幼稚園と保育所両方の機

能を併せ持ち、教育･保育を一体的に行う施

設です。認定こども園の幼稚園部分を希望さ

れる方（満３歳以上）は園へ直接申込みして

ください。

■申込書の配布について

入所希望の方には「入所申込書」を配布し、

必要書類の説明をします。

配布期間 12月２日(月)～26日(木)

■対象児童

保護者が、就労、妊娠や出産、病気、障害、

病人の看護、災害復旧、求職活動、就学などの

事情により保育が必要な児童

■申込書の受付について

入所申込書及び必要書類を福祉課社会係へ提

出してください(各保育所等では入所手続はで

きませんのでご注意ください)。

保育所・認定こども園へ入所できる基準に該

当する場合は、受付期間以降も受け付けますが、

原則として毎月１日の入所となります。

※保育所の定員数等により第１希望の保育所等

へ入所できないことがありますのでご了承く

ださい。

受付期間 １月６日(月)～31日(金)

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線135)

11月は「児童虐待防止月間」

毎年11月１日から30日までの１カ月間は、

「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。

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)

下水道施設を大事に使ってわたした

ちの海・川を守りましょう

下水道は、わたしたちの生活を快適にするた

めだけでなく、海や川の環境を守るためにも必

要不可欠な施設です。

家庭から出る汚水に油や野菜くずなどのゴミ

が含まれていると、家庭の配管や下水道管が詰

まったり、腐食する原因となります。また、汚

水処理に手間がかかったり、下水道施設の寿命

を縮める原因にもなります。スムーズな汚水の

処理ができるよう次のルールを守りましょう。

家庭での使った水を下水道に流すときのルール

・油は新聞紙などに吸わせて燃えるゴミとして

捨てましょう。

・野菜くずや食べ残し、小さいゴミを排水口に

流さないようにしましょう。

・ティッシュペーパーなど水に溶けないものを

流さないようにしましょう。

・お風呂などの排水口の目皿はこまめに掃除し

ましょう。

問合せ

水道課下水管理係 TEL72-1111(内線412)
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12月のふるさと美化活動を実施

明るく住みよい郷土の環境美化を目的に、公

民館をはじめ各団体の協力のもと「ふるさと美

化活動」を実施します。ぜひ、居住している地

域での活動に参加してください。公民館によっ

ては、別の日に行う場合もありますので確認し

てください。

また、内鍋清掃センターでは、各公民館の美

化活動で出たごみだけを受け入れ、普段、集積

所に出せる「家庭ごみ」及び「事業所ごみ」の

受け入れはできません。

内鍋センターへの持込日時

12月１日(日) 午前８時～正午 ※時間厳守

(予備日)12月８日(日) 午前８時～正午

注意点

・持込みができるものは、清掃活動で出た草木

類やポイ捨てされたごみと公民館で収集した

粗大ごみに限ります。

・持込み(搬入)の有無に関わらず、美化活動を

実施する公民館は事前に市民生活課環境整備

係まで連絡をお願いします。

・搬入車輌が多く、混雑が予想されますので、

粗大ごみ回収を取り組む公民館は、それぞれ

の種類ごとに積み込むなどきちんと分別を行

ってください。

・作業中は皆さんで声を掛け合って、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

TEL72-1111(内線325・327)

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、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。詳細は、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。

償却資産(固定資産税)の申告期間に

ついて

償却資産(固定資産税)の申告の時期が近づい

てきました。固定資産税は、土地・家屋だけで

なく、事業用の資産にも課税され、その所有者

の方は毎年１月１日現在に所有している該当資

産について、毎年１月31日までに「償却資産申

告書」の提出が必要です。

つきましては、枕崎市ホームページに掲載さ

れている「償却資産申告手引き」をご覧の上、

提出期限までに必ず申告書を提出してください。

※申告時には、法人の方は固定資産台帳や法人

税申告書別表16(２)等を、個人の方は所得税

の申告における減価償却費の計算表や固定資

産を管理している帳簿等の写しを添付してく

ださい。

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156)

橋梁補修工事に伴う通行止めについて

消防署から火之神方面に向かう市道田中塩屋

線の馬追川に架かる馬追橋の橋梁補修工事に伴

い、下記の期間は市道の一部が車両通行止めに

なります。

市民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いします。

通行止め期間 12月中旬頃～２月(予定)

規制時間 午前８時～午後５時

問合せ 建設課土木係

   TEL72-1111(内線234・236)



             ７

差押え不動産を公売します

市税の滞納処分により差押えた不動産を入札

によって売却(公売)します。

原則、どなたでも参加できますので、お気軽

にお問い合わせください(ただし、公売に参加

するには公売保証金の納付が必要です)。

■公売する不動産

所在 宮田町24番地

地目・地積 宅地166.44㎡(登記地積)

見積価額 1,100,000円(公売保証金110,000円)

※公売不動産は、現況渡しとなります。

■公売方法ほか

公売方法 期日指定入札

入札日時 12月17日(火) 午後２時30分～(受

付＝午後２時～)

入札会場 市役所本館会議室(２階)

携行品 印鑑(認印可・シャチハタ不可)、身分

証明書(運転免許証など)、公売保証金(現金ま

たは小切手で納めてください)

※代理人による入札の場合は、委任状及び代理

人の印鑑・身分証明書を持参してください。

※所有権移転登記は、市が行います(登録免許

税等は買受人の負担)。

※入札に参加を希望される方は、12月16日(月)

までにご連絡ください。

※公売物件の詳細については、市ホームページ

及び税務課備付けのチラシをご覧ください。

問合せ・申込み 税務課滞納整理係

TEL72-1111(内線150)

「年金生活者支援給付金」の手続き
はお済みですか

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や

所得額が一定基準額以下の年金受給者を支援する

ために、年金に上乗せして支給されるもので、令

和元年10月(支給は12月)から始まりました。

対象となる方には、９月上旬より日本年金機

構からハガキ(年金生活者支援給付金請求書)が

送付されています。

ハガキが届いた方でまだ提出していない方は、

12月末(日本年金機構必着)までに提出してくだ

さい。

12月までに請求された場合、制度が始まった

10月分から支給されますが、令和２年１月以降

に請求が遅れた場合は、請求した月の翌月分か

らの支給となりますのでご注意ください。

対象となる方でハガキが届いていない場合や

紛失した場合は、市民生活課国民年金係にご相

談ください。

■対象者・条件

老齢基礎年金を受給している方

・65歳以上である。

・市民税非課税世帯である。

・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円

以下である。

※上記３つの要件を全て満たしている必要があ

ります。

障害・遺族基礎年金を受給している方

・前年の所得額が約462万円以下である。

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

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。

特に拉致問題は、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、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 TEL099-259-0684



８

ウナギの採捕が禁止されています～

産卵のために海へ下るウナギを守り

ましょう

近年、シラスウナギ(ウナギの稚魚)の不漁が

続くなど、ウナギ資源の急激な減少が見られま

す。

このため、鹿児島県内水面漁場管理委員会・

鹿児島海区漁業調整委員会・熊毛海区漁業調整

委員会では、ウナギを保護するため、ウナギが

産卵のために海に向かう時期を禁漁とすること

を決定しました。

漁業従事者だけでなく、一般の釣り人なども

対象になります。

禁止期間 毎年10月１日から２月末日(５カ月間)

採捕できないウナギ

全長21cmを超えるウナギ

※全長21cm以下のウナギは、通年で採捕が禁止

されています。

禁止区域 鹿児島県内(奄美群島は除く)の河

川・湖沼等及び海面

問合せ

・県水産振興課 TEL099-286-3428

・水産商工課水産振興係

TEL72-1111(内線414)

求人者・求職者の皆さんへ～ハロー

ワークのサービスが充実します

１月６日から、次の３つの点が変更され、ハ

ローワークのサービスが充実します。

■ハローワークインターネットサービスをリニ

ューアルします

ハローワークの求人情報を検索、閲覧できる

「ハローワークインターネットサービス」のウ

ェブサイトが「スマートフォン」や「タブレッ

ト」にも対応します。それぞれの端末の画面に

最適化されるため、いつでもどこでも快適に閲

覧できます。

■ハローワークインターネットサービス上に

「マイページ」を閲覧できるようになります

「求職者マイページ」では、お気に入りの求

人や求人検索条件の保存が可能になります。

「求人者マイページ」では、オンライン求人申

込みやハローワークへの採否連絡などのサービ

スがご利用になれます。

■「充実した求人情報」と「マッチング支援」

求人票が一新されます。掲載情報量を増やす

ことで、仕事をお探しの方が希望する企業・団

体などの情報を、もっと深く知ることができる

ようになります。そして、豊富な情報を元に、

充実した職業相談・紹介を行い、的確なマッチ

ングを支援します。

問合せ ハローワーク加世田 TEL53-5111



             ９

12月４日～10日は「第71回人権週間」

～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、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71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71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。

啓発活動重点目標

みんなで築こう 人権の世紀 ～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

強調事項

・女性の人権を守ろう ・子どもの人権を守ろう

・高齢者の人権を守ろう ・障害を理由とする偏見や差別をなくそう

・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

・外国人の人権を尊重しよう ・犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう

・HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう

・刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう

・インターネットを悪用した人権侵害をなくそう

・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や差別をなくそう

・性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう

・性自認を理由とする偏見や差別をなくそう

・人身取引をなくそう ・東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

人権擁護委員

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、お気軽にご相談してください。

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。

牛山好治氏、古市勝志氏、篭原修氏、池田良子氏、中釜光子氏、茅野寿満子氏

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・面接相談窓口

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)。

・みんなの人権110番(全国共通) TEL0570-003-110

・子どもの人権110番(全国共通) TEL0120-007-110

・女性の人権ホットライン(全国共通) TEL0570-070-810

・鹿児島地方法務局知覧支局 TEL83-2208

※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。

インターネット人権相談窓口

24時間受け付けております。ただし通信料は、相談者のご負担となります。

・パソコンから http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

・携帯電話から https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html

問合せ

・総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)

・生涯学習課生涯学習係 TEL72-1111(内線817)
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消費税軽減税率制度説明会のご案内

～事業者の方はぜひ説明会にご参加を

本年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、ご案内申し上げます。

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。

説明会日程 12月12日(木) 午後１時30分～２

時30分

場所 知覧税務署１階会議室

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。

問合せ 知覧税務署法人課税部門 TEL83-2414

消費税の確定申告は、区分経理が必

要です

令和元年10月から消費税率の引上げ及び軽減

税率制度が導入されたことで、令和元年分の消

費税の確定申告書は、これまでの手順で作成で

きなくなります。

これまでは、①「帳簿（元帳等）」から「青

色申告決算書」等を作成、②「青色申告決算書」

等から転記する等の方法で「課税取引金額計算

表」等を作成、③「課税取引金額計算表」等か

ら消費税の確定申告書を作成しておりましたが、

令和元年分の消費税の確定申告は、①区分経理

された「帳簿（元帳等）」から「課税取引金額

計算表」等を作成、②「課税取引金額計算表」

等から消費税の確定申告書を作成することとな

りますので、適用税率ごとに区分した帳簿(元

帳等)を作成してください。

詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.

nta.go.jp/又は「国税庁」を検索)をご覧いた

だくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内

マイナンバー(個人番号)の税務関係

書類への記載について

税務署へご提出いただく税務関係書類につい

ては、マイナンバー(個人番号)の記載が必要で

あるとともに、本人確認書類の提示または写し

の添付が必要なものがあります。

詳しくは、国税庁ホームページのトップペー

ジ(www.nta.go.jp又は「国税庁」を検索)にあ

る「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」を

ご覧ください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

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。地域のお祭り、イベント時の写真などＧＲ

ＯＯＶＥの活動を中心に展示します。

期間 11月26日(火)～12月１日(日)

会場 南溟館市民ギャラリー

観覧料 無料

主催 ＤＡＮＣＥ ＣＩＲＣＬＥ ＧＲＯＯＶＥ

南薩地区秀作展～第74回南日本美術展から

鹿児島市で開催される第74回南日本美術展の

作品の中から南薩地区(枕崎、南さつま、南九

州、指宿)関係作家の作品を展示する「南薩地

区秀作展」を開催します。初日はギャラリート

ークを開催します。

期間 12月７日(土)～22日(日)

会場 南溟館第１展示場、市民ギャラリー

観覧料 無料

※「ギャラリートーク」は12月７日(土)午前10

時から行います。講師は天達章吾氏(東光会

会員)。

音楽の花束～南溟館定期コンサート

枕崎市在住の白澤玲子さんを中心に美しい音

楽の祭典を開催します。お誘いあわせの上、ご

来場ください。

日時 12月８日(日)

・開場 午後０時30分

・開演 午後１時

会場 南溟館第２展示場

入場料 無料

共催 枕崎市教育委員会

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

12月の行事(午前10時から)

３日(火) ママのための有酸素運動

５日(木) ばぶちゃんデー(１歳半未満児)(要予約)

９日(月) 骨盤体操(要予約５名まで)

10日(火) 園庭遊び後試食会(要予約10組まで)

11日(水) ハッスルキッズデー(１歳半以上児)

(要予約)

13日(金) 誕生会

17日(火) クリスマス会(要予約20組まで)

18日(水) ベビーマッサージ(要予約)

23日(月) 音楽遊び

25日(水) 観劇「花咲かじいさん」

27日(金) ママちゃれんじデー「フラワーアレ

ンジメント」(要予約10組まで)

  

※５日(木)、11日(水)は、どちらともクリスマ

スブーツ作りです。

※10日(火)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。

※12月28日(土)から１月５日(日)までは年末年

始のお休みです。
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■謎かけの答え＝暗い・ＣＲＹ(泣く)

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

２日(月) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

７日(土) 史跡めぐり
桜山校区内 13:30～15:30

【対象】小・中学生、保護者

桜山地区公民館

72-2267

９日(月) 初妊婦講座 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

10日(火) ◎男性料理教室 城山センター 10:00～13:00
健康センター

72-7176

12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

13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

14日(土) 季節の飾り作り
枕崎地区公民館 14:00～16:00

【対象】小・中学生、保護者

枕崎地区公民館

72-1693

15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

クリスマスクッキ

ング

片平山児童センター 10:00～12:00

【対象】小学生 ※要予約 12/8まで

片平山児童センター

73-1333

16日(月) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

19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

20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

21日(土)

クリスマスケーキ

作り

桜山地区公民館 13:30～15:30

【対象】小・中学生、保護者

桜山地区公民館

72-2267

ふれあい交流そま

んずし作り

別府地区公民館 9:00～12:00

【対象】小・中学生、保護者

別府地区公民館

76-2010

親子でケーキ作り
立神地区公民館 10:00～12:00

【対象】小学生、保護者

立神地区公民館

72-1693

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。12 月


