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市立病院職員採用試験を実施、募集(県営住宅空き家待ち順位登録者／生涯学習成果展の

作品／桜山地区公民館の講座(枕崎の歴史七ふしぎ発見)受講生／県立吹上高等技術専門

校入校生／国立口之津海上技術学校入校生)

相談(年金相談所を開設／無料人権相談所を開設／移動援護相談～戦没者のご遺族や旧軍人

の皆さんへ／九州・沖縄地区相続登記相談会を開催)、お知らせ(歯周疾患検診を受診しまし

ょう／体育施設利用計画について／結婚披露宴のお土産にかつお節パックはいかが？)

お知らせ(農業者年金に加入しませんか／償却資産(固定資産税)の申告はお済ですか／令

和元年中に取り壊した家屋及び未登録家屋の名義人変更及び相続人代表者指定の届出に

ついて／「にせ税理士」にご注意！／税の申告に必要な書類の準備はお済みですか？／

鹿児島県の最低賃金について)

お知らせ(確定申告は正しくお早めに／いつでもどこでもスマホで申告／令和２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について／マイナンバーカードの

申請受付等について) 

お知らせ(ご存知ですか？軽自動車の手続き／「民謡魂 ふるさとの唄」の放送予定につい

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２２２年年年

１１１

２・３

８・９

６・７

国民健康保険税６期

介護保険料６期

後期高齢者医療保険料６期
２月の納税

・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

市税休日納付・相談窓口開設日

２月 16 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15分

４・５

10・11

12
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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

事務職

(医師事務作業補助)
１名

①学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含む)以上の学歴を有

する者

②昭和59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

⑶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

⑷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、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

受験票に記載する日時・場所

※一定期間の応募者に対して、試験日時・場所を記載した受験票を送付します。

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 随時。病院での受付は午前８時30分から午後５時まで(土・日、祝日は除く)。

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、合格発表の翌月１日から採用予定です。

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

県営住宅空家待ち順位登録者

県営住宅(枕崎団地)については、抽選により

登録した空き家待ち順位に従って入居を案内し

ています。空き家待ち順位を決める抽選を下記

のとおり実施しますので、入居を希望する方は

お申し込みください。

■申込書配付・受付

日時 ２月１日(土)～29日(土) 午前８時30分

～午後５時30分

場所 ㈱オーリック不動産南さつま支店(県営

住宅指定管理者)

■抽選

日時 ３月10日(火) 午前10時～

場所 南薩地域振興局３階会議室

空家待ち順位の登録有効期限

４月１日～令和３年３月31日

問合せ・申込み ㈱オーリック不動産南さつま

支店建設課 TEL52-1755

生涯学習成果展の作品

３月８日(日)に開催される生涯学習フェステ

ィバルの一環として、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。多数の皆さんの出品をお願

いします。

またフェスティバルでは、地域活性化・まち

づくりコンサルタントの水津陽子氏を講師に招

き、講演していただく予定ですので、ぜひご来

場ください。

出品点数 原則として１人１点

申込方法 出品申込書を生涯学習課または市民

会館へ直接提出してください。

※申込書は市民会館、各地区公民館、サン・フ

レッシュ枕崎に備付けてあります。

申込締切 ２月14日(金)まで

展示会場 市民会館

展示期間 ３月７日(土)～８日(日) 午前８時

30分～午後５時

作品搬入 ３月６日(金)午後から出品者が市民

会館へ直接搬入、展示を行う。

問合せ 生涯学習課生涯学習係

TEL72-0170

桜山地区公民館の講座(枕崎の歴史七

ふしぎ発見)受講生

市内各地に残る文化財を探検しませんか。牛

山好治先生(市文化財保護審議会委員)の講話の

後、バスで市内各地の史跡を巡ります。

日時 ３月14日(土) 午後１時30分～４時

集合場所 桜山地区公民館(城山センター)

定員 30名

申込期限 ３月10日(火)

その他 筆記用具、飲み物等は各自で準備して

ください。

問合せ・申込み 桜山地区公民館 TEL72-2267

※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)

県立吹上高等技術専門校入校生

吹上高等技術専門校では、次のとおり令和２年

度の入校生を募集します。詳細については、学校

募集案内またはホームページをご覧ください。

募集科目 自動車工学科、機械整備科、金属加工科

募集期間 ２月28日(金)まで

※定員に達しない場合は、３月26日(木)まで募

集を延長します。

応募資格

・自動車工学科、機械整備科

高等学校卒業以上。令和２年３月に高等学校

卒業見込みの者を含む。

・金属加工科

義務教育修了程度以上。令和２年３月に高等

学校または中学校を卒業見込みの者を含む。

選考方法 筆記試験及び面接

問合せ 県立吹上高等技術専門校

TEL099-296-2050

国立口之津海上技術学校入校生

国立口之津海上技術学校では、次のとおり令

和２年度の入校生を募集します。詳細は、学校

ホームページをご覧ください。

募集期間 ２月４日(火)まで

試験日時 ２月９日(日) ９時受付開始

問合せ 国立口之津海上技術学校

TEL0957-86-2152
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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 ２月20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

・２月６日(木) 指宿市役所第１会議室

・２月27日(木) 南九州市川辺文化会館

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)

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 ２月６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)

移動援護相談～戦没者のご遺族や旧

軍人の皆さんへ

戦傷病者や戦没者等のご遺族等に対する援護

や軍人恩給に関する疑問等について、県社会福

祉課の職員が、直接、県民の皆さんのご相談に

応じます。

※事前の申し込みは必要ありません。会場に直

接お越しください。また、相談内容に関する

資料をお持ちの方は、当日ご持参ください。

日時 ２月20日(木) 午前10時30分～午後２時

30分

会場 ちらん夢郷館

相談内容

・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

・戦没者等の妻に対する特別給付金

・援護年金

・旧軍人の恩給や扶助料等

問合せ 県社会福祉課恩給係

TEL099-286-2828

九州・沖縄地区相続登記相談会を開催

「未来につなぐ相続登記」プロジェクト(鹿

児島地方法務局、鹿児島県司法書士会、鹿児島

県土地家屋調査士会で構成)では、遺言や相続

に関する不動産の登記手続、相続に関連する建

物滅失登記、土地分筆登記等に関する無料の相

談会を開催します。

日時 ２月２日(日) 午前10時～午後３時

場所 鹿児島地方法務局

定員 50組

※相談時間は１組30分です(予約を優先します)。

相談内容

・相続・遺言に関する問題

・相続に関連する建物滅失や土地分筆登記

・法定相続情報証明

※相談は無料で、司法書士、土地家屋調査士及

び法務局職員がお受けします。

問合せ・申込み

鹿児島地方法務局

TEL099-259-0682 FAX099-286-0979
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お 知 ら せ

歯周疾患検診を受診しましょう

市では、受診券を使って歯周病検診を行っ

ています。歯周病は気づかないうちに進行し、

歯を支えている骨(歯槽骨)を溶かす病気で、

全身の健康状態(動脈硬化、心臓疾患、誤嚥

性肺炎等)にも影響を与えることが分かって

きました。次の対象者でまだ受診していない

方へは、12月にハガキで受診券(再通知)を送

付しています。この機会を利用し、ぜひ受診

してください。検診料は無料です。

対象の方でまだ受診票が届いていない方はお

問い合せください。

実施期間 ３月19日(木)まで

対象者 平成31年４月２日～令和２年４月１日

に満40歳、50歳、60歳、70歳となる方。

検査内容 問診、口腔診査、歯周組織検査、ブ

ラッシング指導

申込み 予約が必要ですので、協力歯科医院に

申込みの上、受診してください。

協力歯科医院

歯科医院名 電話番号

有山歯科医院 72-0455

今給黎 歯科医院 73-2838

かわばた歯科医院 73-2434

サザンリージョン病院・歯科 72-1351

さめしま歯科医院 72-8255

廣島歯科医院 72-0103

ふぁみりー歯科医院 76-3587

松原歯科医院 86-3010

峰元歯科医院 72-4321

山之内歯科医院 72-0477

草野歯科医院 72-9808

問合せ 健康センター TEL72-7176

体育施設利用計画について

令和２年度に教育委員会所轄関係社会体育施

設の利用を予定している団体は、調整を行いま

すので、保健体育課及び総合体育館備付の計画

書の提出をお願いします。

なお、利用の最終決定をする連絡調整会を３

月５日(木)の午後６時から総合体育館会議室で

行いますので、各団体の代表者は出席をお願い

します。

提出期限 ２月５日(水)まで

問合せ・申込み(ＦＡＸによる申込みも可)

・保健体育課保健体育係

TEL72-0170 FAX72-0677

〒898-0051 枕崎市中央町184番地

・総合体育館 TEL・FAX72-1116

〒898-0051 枕崎市中央町26番地

結婚披露宴のお土産にかつお節パッ

クはいかが？

かつお節は、雄節と雌節を合わせると夫婦一

対となり、その形が亀の甲に似ていることから

縁起の良いものとされ、古くから結婚式の引出

物に使われてきました。

さつま鰹節協会では、さつま鰹節普及事業と

して、新郎新婦が披露宴で招待者をお見送りす

る際、お土産として配布するかつお節パックの

提供を行っています。希望される方は、さつま

鰹節協会までお申込みください。

対象者(いずれかに該当する方)

・新郎新婦いずれかが本市の住民で結婚後も市

内に居住する方

・市内の結婚式場で披露宴を開催される方

パック提供数 披露宴招待者数プラス30個

申込方法 住所、氏名、連絡先(電話)、披露宴

会場(所在地・施設名)、披露宴開催日、パック

必要数(招待者数)をお知らせください。

問合せ・申込先 さつま鰹節協会(水産商工課

商工振興係内)

TEL72-1111(内線421) FAX73-1747

〒898-0001 枕崎市松之尾町64番地
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農業者年金に加入しませんか

あなたの老後生活への備えは十分ですか。年

金は家族一人ひとりについて準備することが大

切です。老後の備えは国民年金プラス農業者年

金が基本です。農業者年金は、次の３つの要件

を満たす方であれば、どなたでも加入できます。

加入要件

・年間60日以上農業に従事

・60歳未満

・国民年金第１号被保険者(国民年金保険料納

付免除者を除く)

農業者年金の特徴

・月々の保険料は２万円から６万７千円まで

(千円単位で)加入者が自由に選択できます。

また、保険料の額はいつでも見直しできます。

・税制面で大きな優遇措置があります。支払っ

た保険料は同一生計の家族の分も含めて全額

社会保険料控除の対象となります。

・終身保険です。80歳前にお亡くなりになられ

た場合は、死亡一時金があります。

・脱退後も加入要件を満たせばいつでも再加入

できます。

・納められた保険料につきましては、途中で脱

退されても脱退一時金は支払われません。将

来、年金として支給されます。

※詳細は、農業年金基金のホームページ(http:

//www.nounen.go.jp)をご覧ください。

問合せ 農業委員会事務局農業振興係

    TEL72-1111(内線338)

償却資産(固定資産税)の申告はお済

ですか

事業の用に供する償却資産(市内に所在する

ものに限る)について、所有者は毎年１月１日

現在における保有状況を地方税法第383条の規

定により、毎年１月31日までに申告することに

なっています。まだ申告書を提出されていない

事業所及び個人事業主におかれましては、早急

に市役所税務課固定資産税係まで提出してくだ

さい。

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156・157)

令和元年中に取り壊した家屋及び未

登録家屋の名義人変更及び相続人代

表者指定の届出について

令和２年度固定資産税の課税業務に向けて家

屋の現況調査を行っています。

令和元年中に家屋を取り壊された方、売買・

相続等で未登録家屋の所有権の変更のあった方

は届け出てください。

法務局で登記されている家屋を取り壊し、滅

失登記の手続きをされた方は市役所への届け出

は必要ありません。

新たに建物の新築や増築をされた方には、家

屋調査のお願いの通知を順次送付しています。

１月末までに通知が届かない場合には、連絡を

お願いします。

なお、納税義務者が死亡した場合は、相続人

代表者指定届の提出が必要です。納税通知書を

相続人の代表者に送付するための届け出です。

代表者を変更する場合は、代表者変更届の提出

が必要となります。この手続きは固定資産税関

係書類の送付先の変更であり、相続登記につい

ては、別に法務局への申請が必要となります。

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156・157)

「にせ税理士」にご注意！

税理士でない人が、税務代理、税務書類の作

成及び税務相談の税理士業務を行うこと(いわ

ゆる「にせ税理士」行為)は、税理士法で固く

禁じられています。

所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び

地方消費税の確定申告書や決算書などの税務書

類の作成や税務相談を依頼する場合は、税理士

であること(「税理士証票」を携行し、「税理

士会員章(バッジ)」を着けている)を確認の上、

相談してください。

「にせ税理士」へ相談することは、あなた自

身が不測の損害を被るおそれがありますので、

十分にご注意ください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内
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鹿児島県の最低賃金について

鹿児島県最低賃金が、令和元年10月３日より時間額790円に改正されました。

また、次の産業に該当する場合は、特定(産業別)最低賃金が定められています。これらの最低賃金

は県下のすべての労働者に適用されます。

産 業 名 時間額 効力発生日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 812円 令和元年12月19日

百貨店、総合スーパー 790円 令和元年10月３日

自動車(新車)小売業 844円 令和元年12月29日

問合せ 鹿児島労働局賃金室 TEL099-223-8278、最低賃金テレホンサービス TEL099-223-8881

税の申告に必要な書類の準備はお済みですか？

令和元年分の税の申告が２月から始まります。申告時間を短縮できるように領収書などをまとめ

集計するなど、早めの準備と確認をお願いします。必要書類が整っていない場合、当日に受付でき

ないことや長時間お待たせすることになります。申告日程は、別紙綴込みチラシをご覧ください。

■営業所得、農業所得、不動産所得等を申告する方

必要書類

必ず事前に作成した収支内訳書や収入金額と必要経費をまとめた帳簿等をお持ちください。

準備の仕方

①売り上げなどの収入金額、仕入れや必要経費について帳簿やノート等に記載しましょう。

②必要経費は科目ごとに分類し、科目ごとの金額を合計して記載しましょう。

注意事項

・収支内容をまとめていない方は、計算していただいてから申告受付となります。

・領収書やレシートは、ご自宅で保存してください。

■医療費控除を申告する方

必要書類

平成30年度の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケー

ション税制の明細書」の添付が必要となりました。必ず事前に領収書を集計した医療費明細書をお

持ちください。

※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。

準備の仕方

①領収書を個人ごとに分けましょう。

②個人ごとに分けた領収書を病院や薬局ごとに分けましょう。

③「①、②」で分けた領収書ごとに１年間の支払った医療費を集計しましょう。

注意事項

・領収書を集計していない方は、計算していただいてから申告受付となります。

・対象月は、申告する前年の１月から12月に支払った医療費です。

・集計した領収書は５年間保存してください。

・補填された医療費があれば、その金額が分かるものをお持ちください。

■その他注意事項

・収入がない場合も申告は必要です。収入がない旨の申告をしてください(扶養対象親族は除く)。

・年度途中で退職された方や年末調整されていない方は申告が必要です。

・申告がない場合、所得証明書の発行や課税上不利益な取り扱いを受ける場合があります。

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)
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確定申告は正しくお早めに
  

令和元年分の確定申告期間と申告会場の開設についてご案内します。

期限間近になると、確定申告会場は大変混雑することが予想され、申告相談会場は大変混雑し、

長時間お待ちいただくことが予想されますので、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「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書はｅ-Ｔａｘで申

告することができるほか、印刷して郵送等により提出することもできます。

■確定申告期間

・所得税及び復興特別所得税 ２月17日(月)～３月16日(月)

・消費税及び地方消費税 ３月31日(火)まで

・贈与税 ２月３日(月)～３月16日(月)

■確定申告会場を開設

会場 知覧税務署１階会議室

期間 ２月17日(月)～３月16日(月) ※土・日曜日及び祝日を除く

受付時間 午前９時～午後４時

・駐車場には限りがあり、混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

・会場までは、バス(鹿児島交通バス)をご利用の場合は中郡バス停で下車し、徒歩３分です。

※確定申告に関するご相談は、知覧税務署(TEL83-2411)の自動音声案内後「０番」を選択してくだ

さい。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

いつでもどこでもスマホで申告

スマートフォン(以下「スマホ」といいます)で所得税の確定申告を作成し、ｅ-Ｔａｘで申告する

ことができます。

令和２年１月から、給与所得(年末調整済の給与のほか、年末調整未済、２ヵ所以上にも対応)の

ほか、年金収入や副業等の雑所得がある方など、スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲が広

がり、スマホでの申告が大変便利です。

詳細は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお

尋ねください。

スマホでｅ-Ｔａｘ

スマホからｅ-Ｔａｘで申告するために、次のいずれかの方法が選べます。

①マイナンバーカード方式(令和２年１月31日以降)

「マイナンバーカード」と「マイナンバー読み取り機能を搭載したスマホ」をお持ちの方は、マ

イナンバーカードの電子証明書を読み取って、スマホ専用画面からｅ-Ｔａｘで送信できます。

②ＩＤ・パスワード方式

事前に税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行される「ＩＤとパスワード」があれ

ば、スマホ専用画面からｅ-Ｔａｘで送信できます。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411 ※自動音声案内
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令和２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

告受付について

令和２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(令和元年中

の所得)の申告を受け付けます。また、簡易な所得税の申告相談についても対象地域の会場で受け付

けます。日時・会場等は、別紙綴込みチラシをご覧いただくか税務課課税係までお問い合わせくだ

さい。

対象地域の指定日に都合が悪い方は、別地域の日時、会場にて申告することも可能です。３月16

日(月)までに都合の良い日の会場にお越しください。なお、市役所以外に申告会場を設けた日は各

申告会場に担当職員が出向くため税務課の窓口は混雑が予想されます。税務課窓口で申告される方

は、長時間お待たせする場合がありますので、できるだけ『市内全域』の日にお越しください。

申告受付期間 ２月６日(木)～３月16日(月)

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

マイナンバーカードの申請受付等について

令和３年３月から、マイナンバーカードの保険証としての利用が始まります。また、令和２年９

月から、マイナンバーカードを所持していることを条件とした、キャッシュレス決済サービス利用

に対するプレミアムポイント(上限５千円)が付与されることになっています。今後、マイナンバー

カードの利活用が進み、さまざまなサービスが受けられるよう計画されています。この機会に、マ

イナンバーカードの申請をお願いします。

■出張申請受付について

２月から始まる市・県民税の申告会場において、マイナンバーカードの出張申請受付を行いま

す。写真撮影や申請書の記入など10分程度で終わる手続きになります。その際に運転免許証等の顔

写真付きの身分証明書で本人確認ができた場合は、後日郵送でマイナンバーカードをご自宅あてに

お送りすることも可能です。

また、市役所の市民係16番窓口においても、常時、申請の受付をしています。

持ってくるもの マイナンバー通知カード(無くても可)、運転免許証、旅券、健康保険証等の本人

確認書類

■申請受付・交付のための窓口時間延長について

仕事などで平日の昼間に市役所に行くことができない方が、マイナンバーカードの申請や受取り

ができるよう、次の日程で、窓口の時間延長を行います。この機会に、マイナンバーカードの申

請・受取りをお願いします。

日時 ２月６日、13日、20日、27日、３月５日、12日、19日、26日(２月～３月の各週木曜日) 午

後８時まで

※午後６時以降は、市役所正面玄関からのみの出入りとなります。マイナンバーカード関係の事務

以外は、取り扱いません。

場所 市民生活課市民係16番窓口

問合せ 市民生活課市民係 TEL72-1111(内線143・149)
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「民謡魂 ふるさとの唄」の放送予定について

ＮＨＫ鹿児島放送局と枕崎市は、枕崎市制施行70周年を記念して、12月15日(日)に「民謡魂 ふる

さとの唄」の公開収録を実施しました。その模様が下記の予定で全国放送される予定です。ぜひご覧

ください。

※放送予定は予告なく変更となる場合があります。

放送日時 ２月２日(日) 午後３時５分～３時49分(ＮＨＫ総合)

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)

・総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)

ご存知ですか？軽自動車の手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき、または

住所が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車

税(種別割)は、毎年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車等の

手続きをした場合でも、月割りによる減額はなく、その年度の税額を全額納めていただくことにな

ります。廃車の手続きが完了するまでは軽自動車税(種別割)が課税され続けますので、名義変更や

廃車手続きは４月１日までに行ってください。また、所有者が死亡した場合も名義変更等の手続き

をお願いします。原動機付自転車・小型特殊自動車用の申告書は市役所に備え付けておりますが、

市のホームページからもダウンロードできます。

原動機付自転車（125cc以下）及び小型特殊自動車の新規、変更、廃車に関する手続きについて

区分 必要なもの 申告先

販売店から購入したとき 印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、販売証明書等

税務課

課税係

⑭番窓口

市内へ転入したとき
印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、標識(ナンバ

ープレート)または廃車証明書

譲り受けたとき
印鑑、標識(変更する場合)、標識交付証明書（前所有者）、譲

渡証明書（前所有者）

廃棄・転出・市外の人に

譲り渡したとき 印鑑、標識、標識交付証明書

標識を紛失したとき 印鑑、標識交付証明書、紛失顛末書、弁償金200円

盗難にあったとき
印鑑、標識交付証明書、盗難届出の受理番号または盗難届出証

明書

・軽自動車(４輪･３輪･250cc以下の２輪)に関すること

全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 鹿児島市谷山港２丁目４-42 TEL099-261-4011

・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 鹿児島市谷山港２丁目４-１ TEL050-5540-2089

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

枕崎市文化協会新春イベント展

市文化協会加盟団体による新春イベント展を

開催します。今回は枕崎せんじ会(美術)、しゃ

らくたてがみ(写真)、楓窯(陶芸)、枕崎水墨画

会(水墨画)、華道連合会(生花)、ＩＴ研究会

(映像)による合同展示を行います。19日(日)11

時からはギャラリートークも行います。詳しく

は南溟館までお問い合わせください。

期間 １月30日(木)まで

会場 南溟館第１展示場

観覧料 無料

主催 枕崎市文化協会

燃ゆる感動かごしま国体ポスターコンクー

ル作品展

2020年に本県で開催される、第75回国民体育

大会のPR活動の一環として実施した「燃ゆる感

動かごしま国体ポスターコンクール」の作品展

を開催します。市内小・中学校、高校の児童・

生徒が作成したポスターを一堂に展示します。

期間 ２月22日(土)～３月１日(日)

会場 南溟館第１展示場、第２展示場、市民ギ

ャラリー

観覧料 無料

主催 市教育委員会

枕崎の歴史七ふしぎ～過去からの宝物

市の歴史文化行事を知ってもらうためにイメ

ージ絵や写真などを展示します。会期中はミニ

講演会やワークショップなどを開催します。

会期 ２月28日(金)～３月１日(日)

会場 南溟館

観覧料 無料

■講演会

日時 ２月28日(金)、29日(土)、３月１日(日)

午後１時30分～２時30分

講師 牛山好治氏(郷土史家)

■ワークショップ

日時 ３月１日(日) 午後３時～４時30分

講師 永江絹子氏(ヒンダローペン作家)

参加料(材料費) 2,500円／定員 40名

主催 枕崎の歴史不思議探究会

問合せ・申込み 牛山好治氏 TEL090-6678-1700

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

２月の行事(午前10時から)

３日(月) 豆まき

10日(月) 骨盤体操(要予約５名まで)

12日(水) ママちゃれんじデー クッキング(要

予約８組まで)

13日(木) ママのための有酸素運動

17日(月) ばぶちゃんデー(１歳半未満児)(要予約)

18日(火) 園庭遊び後試食会(要予約10組まで)

19日(水) ベビーマッサージ(要予約)

21日(金) 読み聞かせ

25日(火) ハッスルキッズデー(１歳半以上児)

(要予約)

26日(水) 誕生会

27日(木) 音楽遊び

※17日(月)、25日(火)は、どちらともひな人形

作りです。

※18日(火)園庭遊びが雨の場合はキッズルーム

で遊びます。

※要予約の活動は、人数に制限があるものもあ

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

■謎かけの答え＝「チーズに反応します」

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

１日(土)

ひきたよしあき氏

講演会

※テーマ「勉強の

コツ、作文のコツ」

市民会館第１会議室

10:00～11:30(受付9:30～)

【対象】小・中学生、保護者

入場無料、要申込み

市立図書館

72-9254

３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

８日(土)

動くおもちゃを

作ろう

枕崎地区公民館

13:30～15:30

【対象】小・中学生、保護者

枕崎地区公民館

72-9289

バレンタインの

チョコ作り

桜山地区公民館、立神地区公民館

13:30～15:30

【対象】小・中学生、保護者

桜山地区公民館

72-2267

立神地区公民館

72-1693

バレンタイン

クッキング

枕崎児童館 13:30～15:30

【対象】小学生(２～６年生)

参加費500円、要予約(2/1まで)

枕崎児童館

72-1362

９日(日)
バレンタイン

クッキング

片平山児童センター

10:00～12:00【対象】小学生

参加費200円、要予約(2/2まで)

片平山児童センター

73-1333

10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

13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

14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

72-0170

◎食生活改善推進

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

15日(土) 工作を楽しもう
立神地区公民館 10:00～11:30

【対象】小・中学生

立神地区公民館

72-1693

16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

17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

20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

◎男性料理教室 城山センター 10:00～13:00
健康センター

72-7176

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

まちのカレンダー２ 月
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


