市実行委員会だより

あと 656 日

あと 677 日

（12月20日現在）

市来小学校運動会で国体ダンス
「ゆめ～ KIBAIYANSE ～ダンス」を披露
10月31日、市来小学校運動会で、全校児童が「ゆめ～ KIBAIYAN
SE ～ダンス」を披露しました。
市スポーツ推進委員の指導のもと練習を重ね、運動会当日は、大きな
掛け声が出るなど元気いっぱいのダンスで会場を魅了してくれました。

 ゲ↗アゲ↗フェスタ2021にて、
ア
燃ゆる感動かごしま国体・大会を PR

11月28日、多目的グラウンド駐車場で、
「アゲ↗アゲ↗フェスタ2021」
が開催され、国体 PR を行いました。国体 PR ブースでは、PR グッズの
配布や、新しく作成したオリジナルポスターのお披露目を行い、ステー
ジでは市スポーツ推進委員による、
「ゆめ～ KIBAIYANSE ～ダンス」の披
露を行いました。

問合せ
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会いちき串木野市実行委員会事務局（シティセールス課スポーツ交流係内）
☎33-5642 FAX 32-3124 メール c-sport@city.ichikikushikino.lg.jp
HP http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kokutai/index.html

〔広告〕

まずは、上記の２次元コードから登録をお願いします。
メニューの閲覧と注文ができます。

アルバイト様・パート様大募集『未来あるいちき串木野市』で共に元気に働きませんか
仕事内容・調理・接客・配達

なんでもお気軽に聞いてください（仕事内容・働ける時間・早朝６時からの勤務もございます）

お問い合わせ・こだわりとんかつ味工房みその
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vol.2

シティセールス課（☎33-5642）

☎０９９６-３３-１５５０（担当・竹本）

れいめいの風

薩摩藩英国留学生記念館
（☎35-1865）

アメリカに渡った吉田清成と長沢鼎
●薩摩藩英国留学生記念館ホームページ

●吉田 清成（よしだ きよなり）
鹿児島市上之園町出身。変名は永井五百助。開成所第 3 等諸生時に 20 歳で英国留学生に。ロン
ドン大学で 2 年間学びますが、藩からの留学資金が滞ると、森有礼、鮫島尚信、畠山義成、松村淳
蔵、長沢鼎と共に宗教家ハリスを頼り、米国へ。
労働中心の生活が 1 年経つと、意見の衝突により畠山、松村と共にハリスのもとを去ります。
その後、ラトガース大学で政治経済学を学び、ニューヨーク市などで銀行保険業務の取扱方を習
得し、明治 3 年 1 月に帰国。翌年、大蔵省に出仕し、各国条約改定御用掛に。以降、新政府の財
政問題と条約改正に取り組み、大蔵少丞、租税権頭を経て、新政府出仕後わずか 8 ヶ月で大蔵少
輔に就きます。
また、外積募集のため岩倉使節団に随行し、1171 万 2000 円を集めることに成功。明治 7 年か
らは特命全権公使として米国で条約改正に専念し、明治 15 年には外務大輔として帰国しますが、
外務卿井上馨と意見が合わず、農商務大輔へ転任。その後、子爵に叙せられ元老院議官、枢密顧問
官となりますが、病に伏し明治 24 年 8 月 3 日、46 歳で死去。
●長沢 鼎（ながさわ かなえ）
鹿児島市上之園町出身。開成所第 3 等諸生時に、最年少の 13 歳で英国留学生に。本名は磯永彦
輔ですが、藩から授かった変名「長沢鼎」を生涯名乗ります。渡英後ロンドン大学には入学せず、
スコットランドにあるトーマス・グラバーの実家に寄宿し、地元の中学校に通うと、地元紙に名前
が掲載されるほどあらゆる科目でトップの成績を収めます。1867 年、吉田清成らと共に宗教家ハ
リスを頼り米国へ渡ると厳しい労働と信仰生活を送ります。やがて他の留学生たちが教団を去るな
か、長沢だけはハリスのもとに残り、米国永住を決意。ワイン醸造を学び教団を支えると 1875 年、
カリフォルニア州サンタローザに移住し、ワイナリーを築きます。60 万ガロンの貯蔵庫を建造し、
サンタローザから出荷されるワインの約 9 割を長沢のワイナリーが占めるまでになります。ハリス
死後、全財産を長沢が相続すると、さらに広大な葡萄園を開拓することに。長沢のワインはアメリ
カ国内だけでなく、ヨーロッパや日本にまで輸出します。米国社会に認められた長沢は「葡萄王」
と称されました。1934 年 9 年 3 月 1 日、82 歳で死去。
記念館スタッフ 下迫田 樹一

★★★ みんなでつくろう 安全安心の街 ★★★

令和３年12月号

まちづくり防災課
（☎ 33-5631）

～毎月11日は「地域安全推進の日」～
～県遊技業協同組合から防犯啓発用のぼり旗が寄贈される～
11月25日、地域の防犯活動に役立てて欲しいと、県遊技業協同
組合いちき串木野支部からのぼり旗３種類30枚と電話詐欺防止啓発
チラシ入りマスク500枚が、いちき串木野地区防犯協会へ寄贈され、
その贈呈式が行われました。
当地区防犯協会長である市長は、
「犯罪のない明るい地域社会を築
くため、安全で安心して生活できる地域づくりの啓発活動に役立て
たい」と感謝の意を表しました。

～令和3年度「年末年始の地域安全運動」実施中！～
〇運動期間 12月10日～令和４年１月10日「110番の日」まで
〇重点事項 ●住民の生活を脅かす犯罪の未然防止 ●子供と女性の犯罪被害防止及び高齢者の安全対策
●交通死亡事故の抑止及び悪質・危険な運転の根絶 ●雑踏事故の防止
●テロの未然防止対策
※12月10日、市・警察・消防・海上保安部の関係機関と青パト隊等合同で、
出発式が行われました。期間中は地域安全モニター、少年ボランティア、
青パト隊等により、特別警戒、防犯キャンペーン等を実施します。市民の
皆様のご理解・ご協力をお願いします。
※慌ただしくなる年末年始に盗難や詐欺等の犯罪に遭わないよう、また交通
事故等を起こさないよう防犯意識の高揚、交通ルールの遵守などに努め、明るい年末年始を迎えましょう。
〇問合せ いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内） ☎32-9710
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本 ひ より
～みつけよう。私だけの一冊～
一般図書
【本館】

児童図書
【本館】

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】

『地中の星』

『ふしぎな月』

『邪教の子』

『いっぱい
さんせーい！』

門井慶喜 / 著
新潮社

富安陽子 / 著
吉田尚令 / 絵
理論社

澤村伊智 / 著
文藝春秋

宮西達也 / 作・絵
フレーベル館

誰もが不可能だと嗤った
地下鉄計画。大隈重信のも
とに押し掛け、渋沢栄一を
口説き、資金も経験もゼロ
から東京に地下鉄を誕生さ
せた早川徳次と技術者たち
の熱き闘いを描く。

空に、まあるい不思議な
月がのぼりました。虫たち
は妖精になり、野原はいっ
せいに花をさかせ、海と空
がつながり、魚たちが夜空
をおよぎまわったのです。
どんな場所にも光を投げか
ける月の存在をワンダーに
描いた絵本。

◆１月のおはなし会
本館

15日、29日（土） 15：00～
（30分程）
ひよこ絵本

◆１月の移動図書館車巡回日程
巡回日

９日（日） 11：00～
（20～30分程）
（乳幼児向けおはなし会）

市来分館
８日、22日（土） 11：00～
（30分程）

◆年末年始の休館日のお知らせ
12月29日（水）～１月３日（月）
上記の期間中は串木野本館・市来分館共に休館し
ます。期間中の本の返却は串木野本館の返却ポスト
のご利用をお願いします。

いちき串木野市立図書館

【開館時間】
火曜日～金曜日
9：00～19：00
土・日・第三日曜日の翌月曜日 9：00～17：00
串木野本館 ☎33-3755／市来分館 ☎24-8112
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舞台はどこにでもある平
５匹のなかよしおおかみ
凡なニュータウン。そこに
たちが遊んでいると、岩山
カルト教団の信者の家族が
をはさんで顔の見えない相
引っ越してきます。その家
手と凧揚げ対決すること
族は明らかにご近所から浮
に。ところがその相手とは
いていて、しかも娘の茜は
…。
どうやら虐待を受けている 「さんせーい！」、
「またまた
らしい。主人公の慧斗は、 さんせーい！」に引き続き
茜の現状を見かねて救出に
宮西達也の大人気シリーズ
乗り出すが……
第三弾！

４日 （火）

ステーション

到着時間

旧平江公民館東

13：50

浜町市場通り会無料駐車場

14：20

浜ケ城（旧南商店隣）

14：50

塩田団地

15：30

ウッドタウン

13：35

５日 （水） 八久保公園（麓）
酔之尾東団地
７日 （金） ひばりが丘団地
中組集落センター
12日 （水） 迫公民館

14：10
14：40
14：10
13：50
14：20

川南交流センター

14：50

県営橋ノ口住宅

13：30

27日 （木） 県営市来住宅
市来駅前

14：00
14：30

お知らせ版
「フェリーニューこしき」
ドックによる運休
●期

令和４年１月28日（金）～２月10日
（木）
14日間（期間中は高速船甑島のみ運航）

間

高速船
港名

甑島（川内港発着）

１便
下り

臨時便
（１/30、２/６）
上り
下り
上り

2便

上り

下り

川内 8：50 11：50 15：10 18：10 12：00 14：50
↓
里

↓
↓

↑

↓

11：00 16：10
↑

↓

↑

↓

↑

↑

↓

14：00

↑

↓

↑

長浜 10：00 10：10 16：50 17：00 13：10 13：15

※臨時便は１月30日（日）、２月６日（日）のみ運航
※ドック期間中は、車両航送はできません。貨物輸送
については、九州海運㈱にお問い合わせください。
●「高速船甑島」ドック期間
令和４年１月12日（水）～25日（火） 14日間
※期間中はフェリーニューこしき（串木野港発着）の
み運航
●問合せ
甑島商船㈱（フェリー） ☎32-6458
甑島商船㈱（高速船）
☎41-5100
九州海運㈱（貨物輸送） ☎32-2161

令和４年消防出初式
●日 時 令和４年１月９日（日） 9：00開始
●会 場 多目的グラウンド、総合体育館（屋内行事）
●内 容
１ 多目的グラウンドでの行事
⑴市長観閲（分列行進・車両パレード）
⑵幼年消防クラブの規律訓練
⑶消防署の救出訓練
⑷新はしご車及び高機能救命ボートの披露
⑸一斉放水の披露
２ 総合体育館での行事
⑴幼年消防クラブの演技披露
⑵消防団員等の各種表彰
※当日は車両パレードのため、付
近の道路が混雑します。
また、８：00～10：00まで、
多目的グラウンド南側の市道の
一部が、全面通行止めとなりま
す。迂回路がありますのでご協
力をお願いします。
●問合せ 消防本部 ☎32-0119

消防団の年末夜警
消防団員が分団詰所等に待機し、消防車等で地域
を巡回して警戒にあたります。火災のない明るい年
末年始を過ごしましょう！
●日 時 12月28・29日
（火・水） 21：00～23：00
●問合せ 消防本部 ☎32-0119

学童保育（放課後児童クラブ）のご案内
学童保育は、仕事などで保護者が昼間家庭にいな
い小学生を放課後等に預かり、児童の健全育成を図
る場です。
本市では、次の５か所で学童保育を行っています。
〇串木野中央学童クラブ
日出町 11477（串木野小学校敷地内）
代表者 塩屋耕治 ☎ 33-3131
〇橘学童クラブ
浜ケ城 12448-1（浜ケ城踏切近く）
代表者 橋口了
☎ 33-0194
〇照島学童クラブ
照島 5296-4（照島保育園隣）
代表者 榎元幸喜 ☎ 32-3270

〇市来っこ
大里 3731（市来小学校空き教室）
代表者 牧田京子 ☎ 36-2166

〇生福児童クラブ
生福 9129-3（生野公民館内）
代表者 肥前智幸 ☎ 080-7985-2520

※入所の申し込み等については、各クラブへ直接お
問い合わせください。
●問合せ 子どもみらい課 ☎33-5618

女性就業支援セミナーの開催
働く女性や働きたいと考えている女性を対象にセ
ミナーを開催します。
●テーマ キャリア・デザイン
●日 時 令和４年１月29日（土）13：30～15：30
●会 場 防災センター２階
●講 師 山田 理子氏
（一般財団法人女性労働協会女性就業支援専門員）
●定 員 先着20名（要予約）
※セミナー当日は託児所を準備します。
託児を利用する方の持ち物（着替え、オムツ等）は、
お子様の必要に応じご準備ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により内容が変
更となる場合があります。
●申込・問合せ
市立ハローワーク ☎26-1191
水産商工課
☎33-5638
※市ホームページからも申し込み可能です。
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ベビーマッサージ＆
わらべうた産後ダンス教室開催
歌って見つめて語りかける「わらべうたベビー
マッサージ」で親子のスキンシップをとり、赤ちゃ
んの免疫力をアップ。ママは体を動かして産後のエ
クササイズでリフレッシュ ! 親子の絆を深め、心身
の発達を促し、楽しい子育てを応援します !
●日 時 令和４年１月19日（水） ９：45～12：00
●場 所 串木野健康増進センター ２階和室
●対象者 生後２か月～10か月児とその母親
●講 師 わらべうたベビーマッサージ認定講師
小島 美幸 氏
●参加料 無料
●持ってくる物 バスタオル・飲み物・抱っこひも
●託 児 あり（要予約・飲み物持参）
●申込期限 令和４年１月17日（月）
●申込・問合せ
さわやか子育て支援センター
（太陽福祉会 太陽保育園内） ☎33-0192

串木野ライオンズクラブ
青少年みんなの想いプレゼン大会参加者募集
串木野ライオンズクラブでは、プレゼン大会の参
加者を募集しています。
発表内容は、まちのこと、家族のこと、将来の夢、
頑張っているスポーツのことなど何でも構いませ
ん。募集要項、申し込み方法等は串木野ライオンズ
クラブ事務局へメール等でお問い合わせください。
●日
時 令和４年２月20日（日）
8：30～13：00
●場
所 いちきアクアホール
●対
象 （小学生の部）

市内在住及び在籍の小学
5年生～6年生6人。
（中学生の部）

同中学１年生～２年生６
人。
応
 募多数の場合は申し込み時に提出し
ていただいた要約文章で書類選考。
●参 加 料 無料
●表
彰 小学生の部、中学生の部、それぞれに
最優秀賞１名、優秀賞１名、入賞４名。
応募者には参加賞。
●応募締切 令和４年１月11日（火）必着
●申込・問合せ
串木野ライオンズクラブ事務局
☎32-2587 FAX：32-2601
メール：kushikino-c@po2.synapse.ne.jp
※下の二次元コードからもメールできます。

26

食料品支援のお知らせと
食料品寄付の募集
日常的に困りごとを抱えた方々を対象に食料品支
援を実施します。あわせて市民の皆様からの食料品
の寄付を募集します。
●食料品支援
・支援日時 令和４年１月11日（火）、12日
（水）
９：00～17：00
※日時の都合が悪い場合は、相談に応じます。
・配付食料品（予定） 米、カップ麺、缶詰等
・対 象 者 様々な事情でお困りの方（先着80名）
・場
所 串木野高齢者福祉センター
・申込方法 食材準備の都合上、令和４年１月６日
（木）までに社会福祉協議会に電話で申
し込んでください。
・配付方法 社会福祉協議会窓口で直接配付します。
ただし、お体の不自由な方等の場合は
医療福祉等の関係者の方々が代理で受
け取りもできますので申し込みの際に
お伝えください。
※配付する食料品の一部は皆様からいただいた共同
募金から購入しております。
●食料品寄付の募集
・募集する食料品 上記の配付食料品等（予定）の食
料品で常温保存ができ、賞味期
限が令和４年１月18日以降の食
料品。ただし、保存方法等や量
によっては受け取れない場合が
あります。
・募集期日 令和４年１月６日（木）までに社会福祉
協議会に持参ください。
●問 合 せ 社会福祉協議会 ☎32-3183

ひきこもり家族支援教室のご案内
「ひきこもり」状態にある方の家族を対象に「つど
い」を開催します。
同じ悩みを持つ家族同士が経験を語り合い、思い
を分かち合うことで、家族だけで抱えていた不安な
気持ちを和らげ、ほっと一息つけるようなつどいで
す。
ぜひ、家族同士で気軽に集まっておしゃべりして
みませんか。
●日
時 令和４年１月12日（水） 14：00～16：00
●会
場 東市来文化交流センター
日置市東市来町長里3253-3
●参 加 費 無料
●申込期限 令和４年１月５日（水）
●申込・問合せ 串木野健康増進センター ☎33-3450
伊集院保健所 ☎099-272-6301

固定資産税についてのお知らせ
令和４年度市県民税
（住民税）申告
申告書の発送
令和４年１月１日現在、本市に住所のある20歳以
上の方で、申告が必要と思われる方に市県民税申告
書を１月下旬までに発送予定です。
市県民税申告書が届かない場合でも、次の
「申告が
必要な方」
に該当する場合は、市県民税の申告が必要
です。

申告が必要な方

（※1）
市県民税申告書と一緒に送付します。
※所 得税の確定申告
（還付申告）をする方は、預金通
帳など振込口座が分かるものが必要です。

申告期間・場所
●申告期間 令和４年２月16日
（水）
～３月15日
（火）
※土、日、祝日を除く
●受付時間 ９：00～11：30、13：00～16：00
●受付場所 串木野庁舎 地下会議室

お願い・お知らせ
令和３年中
（１月１日～12月31日）の所得内容が次
●寡婦・ひとり親控除・障害者控除を受ける方へ
のいずれかに該当する方は、市県民税の申告が必要
寡婦・ひとり親控除や障害者控除（※2）を受ける方
です。所得税の確定申告をする方は、市県民税の申
は、申告時に申し出てください。
告は必要ありません。
（※2）
障
 害者手帳や障害者控除対象者認定書
（福祉課
●給与所得があった次のような方
発行）
の提示が必要です。
・勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない
●医療費控除を受ける方へ
方
・医療費の領収書を持参する方は、必ず１年間
（１
・給与所得以外に他の所得
（利子・配当・雑所得等）
月～12月まで）に支払った金額を集計してきてく
があった方
ださい。また、補てんされた金額があった場合も、
・令和３年中に退職し、その後就職していない方
必ず金額を控えてきてください。
・医療費控除等を受けようとする方
・医療費のお知らせ
（医療費通知）が医療費控除を受
・ふるさと納税制度等で寄附をした方
ける際の添付書類として利用できます。
●営業、不動産または農業等の所得があった方
●昨年からの主な変更点
●個人年金、満期保険等の払い戻しがあった方
・申告書への押印廃止
●遺族年金・障害年金など非課税年金の受給者や無
・住宅ローン減税の特例期間の延長
収入の方で、次のような方
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
・国民健康保険加入者や後期高齢者医療保険加入者
（75歳以上）
、または介護保険第１号被保険者
（65
歳以上）
がいる世帯員全員
◎申告会場で受付ができないもの
※世帯内に申告しない方がいると、税額の軽減を受
・営業、農業
（免税牛の収入金も含む）
、不動産
けられない場合があります。
業を営む方で、収入金額900万円以上の方
・子育て支援サービスや福祉サービス、そのほか市
・土地建物などを売却、収用
（公共事業）があっ
の行政サービスを受けている方
た場合の譲渡所得
・所得証明書などが必要な方
・青色申告 ・株式の譲渡所得 ・先物取引
・相続税 ・贈与税 ・消費税 ・雑損控除
申告に必要な書類

●令和３年中の所得を明らかにする書類
・給与所得、年金所得者…源 泉徴収票または給与支
払明細書など
・営業等所得、農業所得者…収 支を明らかにする帳
簿、領収書など
※領収書、帳簿など必要書類が不足していると、申
告書を作成できない場合があります。
●諸控除等の証明書、領収書等
・医療費の領収書 ・寄附金受領証明書
・障害者手帳、障害者控除対象者認定書等
・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控
除証明書
・国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料、介護保険料の支払証明書（※1）または領
収書

※上記の申告内容に該当する方は、伊集院税務
署での申告をお願いします。

新型コロナウイルス
感染症対策のお願い
○申告会場には、できる限り少人数でのご来場をお
願いします。また、ご来場の際は、マスクの着用
をお願いします。
○申告会場にて検温を行い、体温が37.5℃以上ある
方は、申告を受けられない場合がありますので、
体調の悪い場合は、来場をご遠慮ください。
●問合せ 税務課 ☎33-5616
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12月は県下一斉国保税滞納整理月間です
国保制度を支える貴重な財源である国保税の納付を促進するため、県と連携し、令和３年度も「県下一斉国
保税滞納整理強化月間」を設けます。
納期内納付への皆さんのご理解とご協力をお願いします。

● 取組内容

○財産、実態調査に基づく滞納処分の強化
納期限内に納付がなく、再三の納付催告
（催
告書、電話、訪問等）にもかかわらず、納税に
対する誠意がみられない、あるいは納税を拒否
する、納税誓約を守らない滞納者に対し、捜索
（※１）を含め、財産調査を徹底して行い、預金
や不動産のほか、給与や生命保険、自動車、動
産（※２）などの差押えを強化しています。
※１

滞 納者の住居や店舗などに立ち入り、差押え
るべき財産を捜すことで相手の意志にかかわ
りなく行う強制調査。令和２年度は３件実施。

※２

日 常生活に不可欠な衣服や家具など、法律で
差押えが禁止されているもの以外（電化製品、
腕時計、骨董品、貴金属、その他換金できる
もの）

○市税などの納付は口座振替をご利用ください。

便利！

確実！

簡単！

口座振替取扱金融機関は、以下の通りです。

◆ 鹿児島銀行

◆ 鹿児島信用金庫

◆ 鹿児島相互信用金庫
◆ 南日本銀行

◆ ゆうちょ銀行
◆ 九州労働金庫

◆ さつま日置農業協同組合

◆ 九州信用漁業協同組合連合会

○申し込み方法は？
金融機関窓口に「口座振替依頼書」を提出してくだ
さい。用紙は金融機関にも備え付けてあります。
【持参するもの】
・通帳 ・口座の届出印 ・納付書
※口座振替手続き後、処理完了までは１か月以上か
かります。
ゆうちょ銀行は振替を希望する納期限の前月20日
までに、その他金融機関は納期限の前月25日まで
にお申し込みください。
【口座振替ができる税目】
・市県民税・固定資産税・軽自動車税
・国民健康保険税・介護保険料
・後期高齢者医療保険料

滞納者不在時の差押公示書

◎ペイジー口座振替受付も開始しています。
キャッシュカードがあれば、税務課、市来庁舎市
民課窓口で口座振替の手続きが簡単にできますので
ご利用ください。
（鹿児島銀行、ゆうちょ銀行のほか
令和４年１月から鹿児島相互信用金庫も受付できま
す）
※納付が困難な場合や納税相談が必要な場合は早め
にご連絡ください。
また、毎月第４日曜日の午前中に納税相談や税の
納付ができます。
●問合せ

タイヤロック
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税務課

☎33-5615

固定資産税についてのお知らせ
固定資産税は、その年の１月１日現在に存在する
土地・家屋や償却資産などの固定資産の現況で、そ
の時点の所有者に課税されます。そのため、所有者
が死亡したり、土地の用途を変更したり、家屋を取
り壊したりした場合は手続きが必要になります。

●所有者が死亡したら納税義務者の届出を
・所有者が１月１日以前に亡くなられた場合は、法務
局で相続登記等の名義変更手続きをしてください。
・共有地の場合も個人所有の場合と同じく相続登記
等の名義変更手続きが必要です。
・いずれの場合も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。
（この届出は登記の所有権
移転等とは何ら関係ありません）
●持参するもの 新納税義務者の印鑑・届出人の印鑑
●土地は現況で課税します
・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
使用している地目で課税されるので、税額が上が
る場合があります。
・法務局で地目変更の登記をした方は届出の必要は
ありません。
●家屋の滅失届はお済みですか？
・令和３年１月２日以降に家屋を取り壊した方は滅
失の届出をしてください。
・居住用家屋を取り壊した場合、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
がる場合があります。

●住宅用地の固定資産税は軽減されます
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。
〇200㎡以下の住宅用地は、小規模住宅用地といい、
税額が６分の１になります。
〇200㎡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６分の１になり、残りの部分
は一般住宅用地で税額が３分の１になります。
※併用住宅は、計算方法が異なります。
※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
の年度は軽減の対象になりません。

●新築住宅の固定資産税は一定期間減額されます
・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２分の１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２分の１に減額されます。
●償却資産の申告を
事業用償却資産を所有している方は、令和４年１
月31日（月）までに「償却資産申告書」で申告してくだ
さい。
●問 合 せ 税務課 ☎33-5617

求職活動をしている皆様へ！
４市合同企業面談会を開催します
４市（いちき串木野市、鹿児島市、日置市、姶良市）
合同での企業面談会を開催します。
本市をはじめとする各市の魅力ある企業が多数参
加します。
事前登録不要、入場無料、入退場自由ですので、
求職活動をしている皆様、お気軽にご来場ください。
●日 時 令和４年１月10日（月・祝）
13：00～17：00（受付12：30〜15：30）
●場 所 かごしま県民交流センター
鹿児島市山下町14-50
●問合せ 水産商工課 ☎33-5638
検索
４市合同企業面談会
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差し押さえた不動産を公売します
市税等の滞納処分により差し押えた不動産を、入札方式により公売します。なお、滞納税の完納により、
中止になる場合がありますので予めご了承ください。
※公売とは、税金を滞納した方（法人も含む）の財産を差し押えて売却し、税金に充てるものです。
●公売日時 令和４年２月３日（木）10：00 （受付9：00）
●会
場 串木野庁舎 地下大会議室
●公売する不動産
売却
区分

住所

地目
（現況）

面積

見積価額

公売保証金

１

平江 19606 番 2（土地）
平江 19606 番 2（家屋）

165.17 ㎡
64.45 ㎡

宅地
−

247,000 円

24,700 円

２

川上字迫畑 107 番２（土地）

314.26 ㎡

宅地

181,000 円

18,100 円

●入札当日持ってくるもの
・印鑑（認印も可） ・身分証明書（運転免許証・指定許可等を受けていることを証する書類）
・公売保証金
●問合せ 税務課 ☎33-5615

婚活力アップセミナー参加者募集

新婚さんの新生活を応援します

「いちき串木野市縁結び隊」が、独身男女を対象に
婚活セミナーを開催します。
●内
容 婚活力アップセミナー＋練習婚活付き
●講
師 婚活コーディネーター 荒木直美氏
●開催日時 令和４年２月６日（日）
男性 13：00〜、女性 13：45〜
練習婚活 14：20〜
●開催場所 上名交流センター
●募集人数 独身男女（20代～40代）
各15名（申込多数の場合は抽選）
●参 加 費 無料
●申込方法 下 の WEB 申込フォームまたはお電話
でお申し込みください。
●申込締切 令和４年１月21日（金）
●問 合 せ 企画政策課 ☎33-5628

市では新婚世帯の住居費等を支援します。
●対 象 者
以下の全てに該当する世帯
・令和３年１月１日から令和４年２月28日までの間
に婚姻届を提出した世帯
・令和４年２月28日までの間に結婚を機に本市に住
居を新たに購入・賃借した世帯
・世帯の所得が400万円未満で、夫婦共に婚姻日に
おける年齢が39歳以下の世帯
※その他要件があります。詳細は市ホームページを
ご覧ください。
●対象経費
・結婚を機に新たに住宅を取得・賃借する際に要し
た費用
・結婚に伴う引越の費用
●補 助 金 １世帯当たり上限24万円
※予算に達し次第終了
●申請方法 申請書等を企画政策課へ提出
※申請書等は、企画政策課窓口または市ホームペー
ジからダウンロードできます。
●申請期限 令和４年３月15日（火）
●問 合 せ 企画政策課 ☎33-5628

（セミナー詳細及び WEB 申込フォーム）
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ゼロ

☆むし歯０おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

12月の市税納期

11月11日の５歳児歯科検診において、む
し歯がなかったお子さんをご紹介します。
あか いわ

ね

ね

しら いし

とき ひさ

赤岩

音々さん

白石

時久さん

伊作

煌飛さん

末吉

莉愛さん

大迫

陽葵さん

松田

明莉さん

川野

雷斗さん

松永

愛翔さん

木村

栞菜さん

満留 くるみさん

久德

想士さん

い ざく

こう と

おお さこ

すえ よし

ひ まり

かわ の

まつ だ

らい と

き むら

まな と

みつ どめ

そう し

あ

あか り

まつ なが

かん な

きゅう とく

り

市では、乳幼児のむし歯予防に地域全体で取
り組んでいます。皆さんも、５歳児歯科検診で
むし歯０を目指しましょう！
☆かかりつけの歯科医院をつくって、家族み
んなで歯の健康づくりに取り組みましょう。
●問 合 せ 串木野健康増進センター ☎33-3450
ゼロ

１月の心配ごと相談
相談はいっさい無料です。お気軽にご相談くださ
い。秘密は厳守されます。相談する方はマスクの着
用をお願いします。
相談場所
及 び
相談時間

相
相談種別

談

日

７日 14日 21日 28日

相談員

年 金・ 保 険

串木野高齢者 交通事故相談
福祉センター 財
産 ・

市来高齢者
福祉センター

☎36-4558

お
故

く

土川

人
富雄
三郎

や

み （11月届出分）

年齢

住所または
公 民 館

88

袴田

土川

90

新生町

南

喪主または届出人
敏子
雄三

○ ○ ○ ○

花立

絹子

94

大原南

花立

康史

○ − ○ ○

社会保険
労 務 士

寺﨑

シヅ

98

袴田

寺﨑

隆行

司法書士

冷水

輝美

72

旭町

冷水

安輝

前田

郁子

82

麓

前田

康也

壽美子

99

大原南

國生

浩子

昇

59

曙町

重田

昇治

ノブ

98

戸崎

濵田

喜三男

富田

健一郎

84

石川山

富田

伸一郎

和田

トシ子

79

中福良

和田

久雄

松下

ヒロ子

81

汐見町

松下

通広

野元

信子

金 ・
経 営 相 談

− ○ − −

税 理 士

※法律相談

− ○ − −

弁 護 士

11日 18日 25日

−

火曜日

−

○ ○ ○

−

生活・福祉相談

10:00 〜 12:00

12 月 27 日

心配ごと
相 談 員

☎32-3183 登 記 相 談 ○ − ○ ○ 行 政 書 士

9:00 〜 12:00 税

第5期
第5期
第5期

納期限内の納付にご協力ください。
今月の口座振替日は、12月27日です。口座振替の
方は、預金残高の確認をお願いします。
また、令和４年１月から鹿児島銀行、ゆうちょ銀
行に加え新たに鹿児島相互信用金庫もキャッシュカ
ードによるペイジー口座振替の受付ができるように
なります。串木野庁舎税務課、市来庁舎市民課窓口
で申し込み手続きが簡単にできますのでご利用くだ
さい。
なお、その他の金融機関の口座振替の手続きは、
お近くの金融機関に納付書・通帳・届出印を持参の
うえ、お手続きください。
その税は みんなを救う 第一歩
（令和２年度「税に関する標語入賞作品」より）
●問 合 せ 税務課 ☎33-5615

南

金曜日
生 活・ 福 祉
児 童 相 談

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

心配ごと
相 談 員

※
『法律相談』を希望する方は社会福祉協議会に予約
してください。
（定員６名）
その他の相談は、当日会場で受け付けます。
●問 合 せ 社会福祉協議会 ☎32-3183

人口の動き
令和３年11月末
総人口

26,826人

男

12,581人

女

14,245人

世帯数

13,109世帯

前月比
-23人
-12人

-11人

-2世帯

𠮷森
重田
濵田

野元

惠勇

78 東塩田町

税所

義信

75

金山下

内野

政光

95

潟小路

福田

道代

川野

千春

99

袴田

川野

則男

上夷

和雄

84

平江

上夷

久美子

神﨑

俊夫

95

港町

神﨑

加代子

税所

けい子

（届出人が同意された方を掲載してあります）
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届出人が同意した方を
掲載してあります。
また住所欄は公民館、
または住所で掲載しています。

11 月届出分

き さき

江夏 まきちゃん（平佐原）

頑 張って 産 まれてきてくれて
ありがとう♡ 姉 兄４人仲良くね♡
父：勇気さん・母：真実さん

お姉ちゃん達と仲良く楽しく過ご
していこうね。
父：圭佑さん・母：亜里沙さん

み らん

宮之原 宗大ちゃん（八房）

宮之原 充嵐ちゃん（住吉町）

待ってました！生 まれてきてくれ
てありがとう。
父：聖さん・母：あゆみさん

元気に生まれてきてくれてありがと
う♡ねぇねと 4 人で楽しもうネ♪
父：正文さん・母：智美さん

今月のカバー

なぎさ公園イルミネーション
照島神社下のなぎさ公園でイルミネーションがはじまっています。クリスマスを
モチーフにしたもの等様々で、見物人も多く訪れていました。１月６日まで毎日点
灯予定です（点灯時間 17：00 〜 21：00）
。
ぜひ足をお運びください。

「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

■発行／いちき串木野市役所 企画政策課
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地１ TEL.0996ｰ32ｰ3111 / FAX.0996ｰ32ｰ3124
Eメール info@city.ichikikushikino.lg.jp / ホームページ http：//www.city.ichikikushikino.lg.jp

そう た

平石 葵咲ちゃん（湊町）

