
　川薩人材育成センターでは、次の講座生を募集

しています。受講を希望される方は、直接川薩人

材育成センターへ電話で申し込みください。

○講 座 名  木工建築講座

○期    間  平成23年１月15日(土)～３月26日(土)

　　　　　　隔週土曜日(６回)

○時    間  ９:00～12:00

○募集対象  中学生以上で大工に興味のある方

○定    員  10人

○内    容  大工の基礎技能実習

○受 講 料  18,000円(材料費含む)

○準備するもの  大工道具(のこぎり・のみ等)筆記用具

○申込期限  平成23年１月11日(火)

○講 座 名  起業支援セミナー

○期    間  平成23年１月25日(火)～２月15日(火)

　　　　　　毎週火曜日(４回)

○時    間  19:00～21:00

○募集対象  将来ＮＰＯ等起業を目指している方

○定    員  20人

○内    容  起業準備に必要な知識と演習

○受 講 料  無料

○準備するもの  筆記用具

○申込期限  平成23年１月11日(火)

○申 込 み  川薩人材育成センター ☎22-3873

　特定健康診査の受診券は、いちき串木野市の国
民健康保険に加入されている40歳以上の対象の方
全員に、送付しております。有効期限は、今年の
12月31日です。
　まだ、特定健康診査を受診していない方は、お
早めに、次の指定医療機関に予約をして受診して
くださいますようお願いします。
　受診券を失くされた方は、早急に健康増進課保
険給付係で再交付を受けてください。

医 療 機 関 名　　　　　　電 話 番 号

　本年度、いちき串木野市食のまちづくり条例に基づく「いちき串木野市食のまちづくり基本計画」の策定
を進めています。この基本計画は市民･学識経験者･市職員で構成される「いちき串木野市食のまちづくり推
進協議会」で協議しており、今回、基本計画(案)を作成いたしました。
　つきましては、この基本計画(案)に対する皆様のご意見を次のように募集します。
　なお、基本計画(案)の詳しい内容につきましては、政策課（串木野庁舎）または市来庁舎市民課で配布して
おり、市のホームページからもご覧いただけます。  【http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/】
(1)意見の募集期間  12月28日(火)まで
(2)意見の送付要綱  
  　①いちき串木野市食のまちづくり基本計画(案)に対する意見に限らせていただきます。
　　②意見書の様式は自由ですが、意見書には必ず住所、氏名を記入してください。
　　③意見書の提出は、郵送、ＦＡＸまたは電子メールにより提出してください。
　　　なお、電話でのご意見は受け付けておりませんのでご了承ください。
　　　また、提出されたご意見については、計画の正式な決定後、ご意見概要及びこれに対する市の考え方
　　　を市のホームページにて公表します。なお、個別の回答はいたしませんので、予めご了承ください。
(3)意見の送付先及び問合せ
　　いちき串木野市役所政策課(串木野庁舎)  〒896-8601 いちき串木野市昭和通１３３番地１
　    ＦＡＸ：32-3124 ／ 電子メールアドレス：seisaku2@city.ichikikushikino.lg.jp

市来内科　　　　　　　　　　　　　３６－５０００
えんでん内科クリニック　　　　　　３２－７０００
金子病院　　　　　　　　　　　　　３３－００１１
京町内科・脳神経クリニック　　　　３２－２８５５
串木野内科・循環器科　　　　　　　３３－２２１１
久米クリニック　　　　　　　　　　３２－７６６３
知花内科　　　　　　　　　　　　　３２－８１５１
新山内科医院　　　　　　　　　　　３６－２２５５
いちき串木野市医師会立脳神経外科センター　３２－９９９９
野辺ひふ科クリニック　　　　　　　３３－０２５０
花牟　病院　　　　　　　　　　　　３２－３２８１
春田クリニック　　　　　　　　　　３３－２８８２
冨宿医院　　　　　　　　　　　　　３２－３０２４
ふくもと整形外科・内科クリニック　３２－４１４５
藤井クリニック　　　　　　　　　　３２－８０００
牧野医院　　　　　　　　　　　　　３５－００１７
まきのせ泌尿器科　　　　　　　　　３３－０１２２
丸田病院　　　　　　　　　　　　　３２－２２６３
和田外科医院　　　　　　　　　　　３２－４１８５

○年に１回、特定健康診査を受けましょう！
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下ノ薗　 眞　 孝
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山　下　トシ子
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塰　泊　昭　子

新　村　政　廣
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〔北　地　区　協　議　会〕� � � � 〔南　地　区　協　議　会〕�

上 

名 

・ 

旭
　
　
　
　
　
　
大 

 

　
　 

 

原
　
　
　
　
　
　
中 

央 

・ 

野 

平�

　
　
　
　
　
本 

 
 

　
　 

 

浦
　
　
　
　
　
　

　
荒 

川 

・ 

羽 

島

主任児童委員
　　（北地区全域）�

宇都・岩下

川畑・松下・久木野

上石野・大六野

下石野・福薗

鏑楠・山之口・中井原

生野・坂下・ウッドタウン

海瀬・八房

別府

酔之尾

酔之尾・酔之尾東

ひばりが丘

島平上

田中中村

須賀・崎下手・屋敷

照島下

石川山

塩屋町

緑町

恵比須町

平佐原・松山

払山・松原

崎野・戸崎

堀・平ノ木場・中原

島内・迫田前

宇都・門前

木場迫

中福良・寺迫

下手中・佐保井

陣ヶ迫・池ノ原

駅前

外戸・観音ノ迫

橋ノ口・恵比須

平向

潟小路

迫・安茶

天神町

土橋町・栄町

日ノ出町・祇園町

牛ノ江・中組

内門・平木場

木場・舟川前・舟川後

松比良・久福

中ノ平前・中ノ平後

久　保　ゆみ子

大　平　 シヅエ

木ノ下　伊　丸

井手迫　正　昭

吉　留　文　雄

東　　　眞　澄

泉　　　　順　子

内　田　律　子

神　村　英　敏

南　竹　節　子

富　田　トシ子

濱　涯　�　江

大　磯　守　子

永　井　富　子

長　崎　清　子

馬　 場　 トキヱ

小　 野　 カツ子

榎　木　孝　子

川　口　和　代

徳　重　利　己

木　 場　 ひろ子

　　田　民　子

松　　　哲　江

迫　　　　哲 　子

　　重　涼　子

紙　屋　睦　子

木　　　�　子

久　保　いつ子

重　信　政　廣

蓑　毛　やゑ子

久　 保　 由美子

橋　口　篤　子

淵　脇　靖　子

迫　　　　美佐子

前　田　貴　子

中　 村　 眞智子

秋　丸　裕　子

長谷川　　　　學

田　中　ノリ子

山　元　幸　夫

池　田　博　一

松比良　里　 志

古　川　�　子

福　田　惠　一

橋　口　正　己

藤　田　裕　子
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主任児童委員
　　（南地区全域）�

　

本年は、全国一斉に３年ごとに行われる民生委員児童委員及び主任児童委員の改選の年となっております。　
いちき串木野市民生委員児童委員及び主任児童委員が、次の方々になりましたので、お知らせいたします。
なお、任期は平成22年12月１日から平成25年11月30日までとなっております。



　本市では、平成23年度から27年度までの行財政改革推進の基本的指針となる「第二次行政改革大綱」

の策定を進めており、行政改革推進委員会（民間委員15名）から意見や要望等の答申を受け大綱素案

を作成しましたので、ここに公表するとともに、皆様のご意見を募集します。

　いちき串木野市では、平成18年11月に「第一次行政改革大綱（５か年）」を策定し、行政

改革を積極的に進めてまいりました。組織機構の見直しや職員定員管理の適正化、事務事業

の見直し、指定管理者制度導入等に取り組み、持続可能な財政基盤の確立と市民サービスの

向上に努めてまいりました。

　平成21年度までの４年間では目標を上回る効果を上げており、一定の成果があったものと

考えていますが、依然として本市の財政状況は厳しく、改革の継続と更なる取り組みの推進

が求められています。

　このようなことから、これまで進めてきた行政改革を停滞させないためにも、新たな５か

年の「第二次行政改革大綱」を策定し、改革を積極的に進めてまいります。

　行政改革の基本方針

　１．�効率的で無駄のないスリムな行政経営の推進

　２．�持続可能な財政基盤の構築

　３．�市民サービスの向上と共生・協働の推進

　素案の内容等については、市ホームページに掲載するとともに、串木野庁舎行政改革推進課(２階)、

市来庁舎市民課(１階)でも配付(閲覧可)しています。

○意見の募集期間  平成22年12月６日(月)から平成23年１月14日(金)まで

○意見の送付要項

　①行政改革大綱(素案)に対するご意見に限らせていただきます。

　②意見書の様式は自由ですが、意見書には必ず住所・氏名を記入してください。

　③意見書の提出は、郵送、FAXまたは電子メールにより提出するか、行政改革推進課もしくは市来庁

　　舎市民課に直接提出してください。なお、電話でのご意見は受け付けておりませんので、ご了承く

　　ださい。

　④意見書を提出できる方は、市内に住所を有する方、市内に事務所または事業所を有する方、市内の

　　事務所または事業所に勤務する方、市内の学校に在学する方に限ります。

　⑤市では、提出された意見を考慮したうえで計画等の決定を行います。また、提出されたご意見につ

　　いては、計画の正式な決定後、ご意見の概要及びこれに対する市の考えを市ホームページに公表い

　　たします。なお、個別の回答はいたしませんので、予めご了承ください。

○意見の送付先  

　　　いちき串木野市役所 行政改革推進課  

　　　〒896-8601　いちき串木野市昭和通133番地１

　　　　　　　　　　　Ｆ  Ａ  Ｘ  32-3124

　　                  電子メール  gyokaku1@city.ichikikushikino.lg.jp

○問合せ  行政改革推進課  ☎33-5639



　今年のクリスマスは、かわいい天使の器に枯れ

ない花(プリザーブドフラワー)でアレンジしませ

んか。小物を変えれば、お正月飾りに変身！勤労

青少年ホームでは一日講座を次のとおり開催します。

○日    時  12月16日(木)19：00～21：00

○場    所  勤労青少年ホーム

○参加資格　どなたでも参加できますが、 勤労青

　　　　　　少年を優先させていただきます（子

　　　　　　ども連れ可）

○参 加 料　無料（ただし、材料代として1,000円

　　　　　　が必要となります。）

○定    員  20人

○申込締切　12月13日(月) ※定員になり次第締切

○申込・問合せ  勤労青少年ホーム　☎32-8770

　　　　　　　　※日曜日を除く13：00～21：00　

　　　　　　　　までの間にお願いします。

 10月１日現在で、実施されました国勢調査にご協

力いただきまして、誠にありがとうございました。

　皆さまからご提出いただいた調査票の集計結果

は、私たちの暮らしのさまざまな分野で役立てら

れます。

　今後、皆さまからいただいた調査票を基に国か

ら集計結果が公表されます。

　人口速報集計は、平成23年２月公表予定です。

　また集計結果は広報紙や市のホームページに掲

載いたします。

　本年度に策定を予定している「神村学園前駅周

辺まちづくり計画」において、駅周辺のまちづく

りの基本方針や整備方針の基礎資料とするため、

アンケート調査(住民意向調査)を実施します。

　市民の皆様のまちづくりに対するご意見等を反

映させる大事な調査となりますので、ご理解・ご

協力をお願いします。

○調査対象地区及び調査時期

　照島地区・12月下旬頃まで

○対象者等

　住民約500人・事業所約50事業所（無作為抽出）

○配布及び回収方法　

　行政嘱託員(住民)及び郵送(事業所)により配布

　された調査票に記入のうえ同封の返信用封筒に

　て郵送してください。

○その他　

　無記名調査で回答は統計的に処理し、調査内容

　について目的以外に使用したり、漏らしたりす

　ることはありません。

○委託事業者及び調査票返送先　

　株式会社　エイト日本技術開発

○問合せ　

　政策課政策係

　いちき串木野市では、臨時職員を募集します。

　応募される方は、履歴書を串木野庁舎総務課も

しくは市来庁舎市民課に提出してください。詳し

くは、福祉課(☎33-5619)にお問い合わせください。

○募集人員　１人

○仕事内容　福祉バス運転手

○資    格　大型自動車免許

○募集期間　12月15日(水)まで

○勤務場所　福祉課（串木野庁舎１階）

○勤務時間　9:00～16:00

○勤 務 日　原則 月～金(週５日)

○勤務開始日　平成23年１月12日(水)から



○日　　時　12月19日(日)　
　　　　　　受付８:30～  開会式９:00～
○場　　所　串木野新港周辺及び荒川方面
○種　　目　小学生：1.5㎞　中学生：３㎞
　　　　　　高校・一般：３㎞・10㎞(10kmは男子のみ)
　　　　　 （10kmは南日本通信10kmロードレース
　　　　　　日置地区大会と同時開催）
○参 加 料　１人 300円
○申込期限　12月13日(月)まで
○申込・問合せ　いちき串木野市陸上競技協会
　宇都口（☎21-5116：市来庁舎１階　 市民課）
　森　園（☎33-5679：串木野庁舎２階 土木課分室）
※10㎞については荒川方面がコースになります。
 ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

〇募集対象　市内に居住する幼児(年中・年長)及
　　　　　　び小学１年生から小学３年生
〇日　　時　平成23年１月８日(土)～３月26日(土)
　　　　　　（幼　児）14:00～15:00
　　　　　　（小学生）15:10～16:10
　　　　　　毎週土曜日　　計12回
〇場    所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
〇募集定員　各20人（定員になり次第締切）
〇参 加 料　5,000円（保険加入料等）
〇申込期限　12月17日(金)まで  ※期日厳守
○申 込 み　Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎32-8994）
　　　　　 （指定管理者：㈱日本水泳振興会）

○募集対象　市内に居住する小学２年生から４年生
　　　　　　（保護者の承諾が必要です）
○期　　間　平成23年１月22日(土)～２月19日(土) 
　　　　　　毎週土曜日    計５回
○時　　間　10:00～12:00
○場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
○募集定員　30人（定員になり次第締切）
○参 加 料　スポーツ保険 600円
○活動内容　ニュースポーツ等
○申込期限　平成23年１月13日(木)まで ※期日厳守
○申 込 み　Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎32-8994）
　　　　　　（指定管理者：㈱日本水泳振興会）

○日  時  12月11日(土)13：30～16：30
○内  容  『鉄砲伝来の裏話』石堂次美氏
○場  所  中央公民館（資料代300円）
　どなたでも参加できます。お気軽にお越しください。

　平成23年いちき串木野市成人式を次のとおり開
催します。
○日　時　平成23年１月３日(月)
　　　　　受付10:30～　開始11:00～
○会　場　市民文化センター
○対象者 平成２年４月２日から平成３年４月１
　　　　　日までに生まれた方
　　　　　(市外在住の方も参加できます)
※ご家族・一般市民の方もぜひご列席ください。

　市有物件（旧市来一般廃棄物利用エネルギーセ
ンター構造物）を一般競争入札により売却します。
　最低売却価格以上で最高の価格をもって入札さ
れた方が落札者となります。
○入札物件
　・所在　いちき串木野市川上3980番地
　・物件　旧市来一般廃棄物利用エネルギー
　　　　　センター構造物一式
　・最低売却価格　15,000,000円(税込)
※物件についての問合せ先
　　生活環境課(串木野庁舎) ☎33-5614
　　（求めに応じて現地説明会を実施する予定）
○条    件
　・解体、撤去、運搬、処分、及び更地にする費
　　用は、すべて落札者の負担とする。
　・解体、撤去、運搬、処分は、ダイオキシン類
　　対策特別措置法によるものとする。
○申込締切日  12月24日(金)
○入  札　日  後日、申込者に直接連絡
○入札保証金 入札に参加される方は、 入札保証
　　　　　　　金(見積もる金額の100分の５以上
　　　　　　　の額)を入札前日までに納付
○申込・問合せ  財政課契約管財係(串木野庁舎)

　平成22年工業統計調査を12月31日現在で行います。
　調査の実施については、本年12月から来年1月
にかけて調査員がお伺いします。
　なお、調査票に記入していただいた内容につい
ては、統計法に基づき秘密が厳守されますので、
正確なご記入をお願いします。
（http://www.meti.go.jp/statistics/）
　　　　　　　　　　　　　　　経済産業省
　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島県
　　　　　　　　　　　　　　　いちき串木野市



　固定資産税は毎年１月１日現在の所有者に課税
されます。所有者が１月１日以前に亡くなられた
場合は、法務局での相続登記等の名義変更手続き
をお願いします。
　相続登記等が年内に困難な場合には、相続人の
うちから代表者１人を納税義務者として届け出て
ください。(この届け出は登記の所有権移転等と
は何ら関係ありません)
　また、共有地の場合にも登記名義人が死亡のま
ま相続登記がされていない場合もありますので、
個人所有の場合と同じく相続登記等の名義変更手
続きをお願いします。
　相続登記等が年内に困難な場合には、個人名義
と同じく相続人のうちから代表者１人を納税義務
者として届け出てください。
○持参するもの･･新納税義務者印鑑・届出人印鑑

　土地に対する固定資産税は、毎年１月１日現在
の利用状態(現況)によって課税されます。
　今年１月２日以降に利用状況(現況)を変更され
た方は届け出をしてください。
　農地(田、畑)を転用許可により埋立や造成等を
行い農地以外として使用している場合には、その
使用されている地目で課税されますので、税額が
上昇する場合があります。
　なお、法務局へ地目変更の登記をされた方は届
け出の必要はありません。

　家屋に対する固定資産税は、毎年１月１日現在
に存在する家屋について課税されます。今年１月
２日以降に家屋を取り壊された方は届け出をして
ください。なお、居住用家屋を取壊した跡地を駐
車場等に変更しますと、住宅用地に対する軽減措
置の適用がなくなり、翌年度から税額が上昇する
場合があります。

　居住用家屋が建っている宅地（住宅用地）はそ
の他の建物（店舗・倉庫など）が建っている宅地
（非住宅用地）に比べ固定資産税が軽減されます。
○200㎡以下の住宅用地は小規模住宅用地といい
　１/６の税額となります。
○200㎡を超える土地については、200㎡までの部
　分が小規模住宅用地で１/６の税額、残りの部
　分はその他住宅用地となり１/３の税額となり
　ます。
※併用住宅は、別に計算方法があります。
※1月1日現在において住宅の建設が予定されてい
　る土地、あるいは住宅を建設途中の土地はその
　年度は対象になりません。

○適用対象の家屋
　平成22年１月２日以降の新築分
　　　　（床面積50㎡以上280㎡以下）
○減額される期間
　ｱ．一般住宅･･･新築後３年度分
　　　　（認定長期優良住宅は、新築後５年度分）
　ｲ．３階建て以上の中高層耐火住宅･･･新築後５年度分
　　　　（認定長期優良住宅は、新築後７年度分）
○減額される内容
　　専用住宅や併用住宅（居住部分が1/2以上の
　もの）の居住部分について床面積120㎡分まで
　の税額が1/2に減額されます。

　償却資産に対する固定資産税は毎年１月１日現
在に所有する償却資産について課税されます。
事業用償却資産を所有されている方は、１月31日
までに「償却資産申告書」で申告してください。

串木野庁舎　税務課固定資産税係　　　　　市来庁舎　市民課税務係
　　　　　　☎33-5617（直通）　　　　　　　　　 ☎21-5116（直通）
　　　　　　※ご不明なことがございましたらおたずねください



　羽島地区におけるブロードバンド（インターネ

ット）の普及・促進を図るため、インターネット

体験会やパソコン相談会を次のとおり開催いたし

ます。（参加無料）

　利用を希望される方は、ぜひご参加ください。

〇日  時  12月18日(土) 10:00～16:00　

〇場  所　羽島コミュニティセンター

〇内  容  インターネット体験会・パソコンなん

　　　　　でも相談会・年賀状作成会

○問合せ  関西ブロードバンド株式会社　九州支店

　　      ☎0995-46-5568

　総務省では、経済的な理由等で地上デジタル放

送が見られない世帯〈ＮＨＫ受信料全額免除世帯

が対象（※）〉に対して、簡易なチューナーを無

償給付するなどの支援を行っています。

　なお、支援は現物給付です。ご自身で購入した

チューナー、アンテナ等の費用の精算はできません。

※ＮＨＫと受信契約が結ばれており、受信料全額

　免除の適用を受けていること。（具体的には、

　生活保護世帯、障害者がいる世帯で世帯全員が

　市町村民税非課税の世帯、社会福祉事業施設入

　所世帯）

○ＮＨＫ受信料契約、免除に関する問合せ

　 ＮＨＫ視聴者コールセンター（☎0570-000588）

〇申込期限　12月28日(火)まで（消印有効）

〇そ の 他　①申込みが締切間近になると、支援が平

　　　　　　　　成23年度となる場合もあります。

　　　　　 ②ＮＨＫから「受信料全額免除証明

　　　　　　　書」が送付されている世帯で、チ

　　　　　　　ューナー支援を希望される場合は、

　　　　　　　お早目に手続きください。

〇支援申込み・問合せ

　総務省地デジチューナー支援実施センター　

　  　☎0570-033840

　　※上記の電話番号が利用できない場合は、

　　　☎044-969-5425へ

　  （平日9:00～21:00、土・日・祝日9:00～18:00）

　　ホームページ　http://www.chidejishien.jp

　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進

協議会では、農業用廃プラスチック類(市来地域)

及び不用農薬(串木野地域・市来地域)の回収を行

います。これらの野焼き・不法投棄は法律で禁じ

られています。

　農業者の方は次の注意事項をしっかり守り、回

収にご協力ください。

○回収日時  12月17日(金）13:30～16:00

○回収場所  さつま日置農協　北部営農センター

○処理経費  

（廃 プ ラ）処理単価　30円/㎏程度

　　　　　　※農協口座で引落扱いとなります。

（不用農薬）串木野地域・市来地域とも北部営農

　　　　　　センターで回収いたします。

　　　　　　・処理単価　300円/㎏から

　　　　　※全額自己負担で当日現金扱いです。

○持参するもの  印かん、現金(不用農薬の方)

○注意事項

　　　　★３か所を同種類のビニールひもで結び、

　　　　　つづら折りにしてください。

　　　　★農薬の空ポリ容器については、キャッ

　　　　　プを取り除き、中を十分洗浄して、

     容器とキャップは別々の袋に入れて搬       

　　　　　入してください。

　　　　★運搬の際に「産業廃棄物運搬車両」の

　　　　　表示及び書面の携帯が必要になります。

○問 合 せ  

　　　　農政課農林係・産業経済課農林係

　　 　　さつま日置農協市来支所経済課(☎36-2311)

　交通事故、詐欺などの被害にあったのに、検察

官がその事件を裁判にかけてくれない、どうも納

得がいかない。

　このような人たちのために検察官の行った不起

訴処分が正しかったかどうかを審査する「検察審

査会」があります。検察審査会は選挙権を持つ人

の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員で

組織されます。

　検察審査員は、毎年３・６・９・12月に選ばれ、

任期は６か月間です。検察審査員の仕事は、一般

の常識で判断でき、法律などの専門的な知識は必

要ありません。

　検察審査員に選ばれた時には、一般市民の代表

としてご協力をお願いします。

○問合せ　鹿児島検察審査会事務局 ☎099-808-3719

しょく のう　がく



　12月10日(金)から16日(木)までは「北朝鮮人権

侵害問題啓発週間」です。

　平成18年６月に、北朝鮮当局による人権侵害問

題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社

会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の

実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的と

して、「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」が施行されました。

　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。

　平成22年度「税に関する作文」で、次の方々が入

賞されました。おめでとうございます。

●串木野日置地区納税貯蓄組合連合会会長賞

《中学生の部》

　神村学園中等部　３年　甲斐 ななみ さん

　市来中学校　　　３年　上沸 礼奈   さん

　神村学園中等部　２年　川西 真利恵 さん

　神村学園中等部　１年　奥田 理恵子 さん

●伊集院税務署長賞

　《高校生の部》

　神村学園高等部　２年　古別府 真生 さん

　また、日置地区租税教育推進協議会が募集した平

成22年度「税に関する作品」で、次の方々が入賞さ

れました。おめでとうございます。

●作文

《高校生の部》

最優秀賞　神村学園高等部　１年　中道 玲那 さん

《中学生の部》

最優秀賞　市来中学校　　　２年　木場 千織 さん

優 秀 賞　神村学園中等部　３年　徳満 大雅 さん

●標語

《中学生の部》　　　

優 秀 賞　生冠中学校　　　１年　山崎 瑠依 さん

《小学生の部》

最優秀賞　旭小学校　　　　４年　酒匂 藍香 さん

優 秀 賞　市来小学校　　　５年　幾留 成弥 さん

優 秀 賞　串木野小学校　　３年　馬場 莉大 さん

優 秀 賞　市来小学校　　　２年　原田 琉樹 さん

優 秀 賞　荒川小学校　　　２年　原田 理史 さん

●習字

《小学生の部》

最優秀賞　照島小学校　　　５年　原野 千香子 さん

優 秀 賞　市来小学校　　　４年　福山 維心 さん

優 秀 賞　羽島小学校　　　４年　岩下 小雪 さん

優 秀 賞　神村学園初等部　１年　西原 妃夏 さん

優 秀 賞　串木野小学校　　１年　西田 匠慶　さん

　これらの作品は、「税を考える週間」の広報の一環

として、去る11月11日から17日まで串木野、市来両

庁舎の玄関ロビーに展示されました。

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告

において全額が社会保険料控除の対象となります。

　その年の１月１日から12月31日までに納付し

た保険料が対象です。

　この社会保険料控除を受けるためには、支払

ったことを証明する書類の添付が義務付けられ

ています。

　このため、平成22年１月１日から９月30日ま

での間に国民年金保険料を納付された方につい

ては、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」

が本年11月上旬に日本年金機構本部から送付さ

れていますので、年末調整や確定申告の際には

必ずこの証明書(または領収証書)を添付してく

ださい。

　また、10月１日から12月31日までの間に今年

はじめて国民年金保険料を納付された方につい

ては、来年の２月上旬に送付されます。

　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された

場合も、ご本人の社会保険料控除に加えること

ができますので、ご家族あてに送られた控除証

明書を添付のうえ申告してください。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に

ついてのご照会は、控除証明書のはがきに表示

されている年金事務所へお問い合わせください。

※詳しいことは、川内年金事務所または市役所

　年金担当までお問い合わせください。

　川内年金事務所      ☎22-5276

　市民相談係年金担当　☎33-5612

市民課(☎33-5612)

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます

《年末調整・確定申告まで大切に保管を！》
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