
薩摩藩英国留学生記念館
（☎35-1865）れいめいの風

★★★ みんなでつくろう　安全安心の街 ★★★

～毎月11日は「地域安全推進の日」～

●薩摩藩英国留学生記念館ホームページ

「開拓使麦酒醸造所」

令和４年12月号
まちづくり防災課
（☎33-5631）

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

展示
資料紹介
vol.10

　1869 年、明治政府は北海道開拓使を組織し、原生林が生い茂り何も開発されていなかった北海道の
開拓事業に着手します。その一つが、開拓使麦酒醸造所（後のサッポロビール）の建設でした。この醸
造所は元来、試験的に東京に建設され、成功すれば北海道に移設するという計画でした。しかし、麦酒
醸造人の中川清兵衛の話を聞いた薩摩スチューデントの一人、村橋久成は、北海道にホップが自生して
いる点や、ビールを低温発酵させるための氷を調達しやすい点を考慮し、試験後の移設ではなく、最初
から北海道に建設するべきだという旨の稟議書を提出します。
当時開拓使長官だった黒田清隆は村橋の提案を受け入れ、札幌
での建設を決断。1876 年 9月、醸造所は開業式を迎え、正式
にビール製造が開始されました。
　当館 2階奥には、開業当時の醸造所を再現した模型が展示さ
れています。醸造所の正面にはいくつもの樽が積み上げられ、
白文字で「麦とホップを製すればビイルといふ酒になる」と記
されています。また、壁面にかかっている赤星の旗は、北海道
開拓使の艦船の旗です。これは五稜星と呼ばれ、開拓使が当時
何もなかった北海道を開拓するうえで目印にしていた北極星を
意味しています。現在のサッポロビールでおなじみの星のマー
クも、この五稜星をモチーフにデザインされています。

　　　記念館スタッフ　下迫田　樹一

～令和４年度「年末年始の地域安全運動」始まる！～
　12月９日、市・警察・消防・海上保安部の関係機関
合同で、青パト隊等関係者が参加して出発式が行われた
ほか、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。
●運動期間　12月 10日～令和５年１月 10日
●重点事項　・住民の生活を脅かす犯罪の未然防止
　　　　　　・子どもと女性の犯罪被害防止
　　　　　　・�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

　空巣の被害に遭った住宅の多くがカギをかけていません。カギかけは防犯の基本です。短時間の外出
や、在宅中でも玄関や窓のカギをかける習慣をつけましょう。また、自転車から離れる際も必ずカギ（二
重ロック）をかけましょう。
　慌ただしくなる年末年始は、いろいろな犯罪が起こりがちです。犯罪の被害に遭わないよう防犯意識
を高め、明るい年末年始を迎えましょう。

～カギかけは防犯の基本です！～
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本ひより本ひより
「この一冊に、ありがとう」（第76回読書週間　標語）

巡回日 ステーション 到着時間

10日 （火）

旧平江公民館東
浜町市場通り会無料駐車場
浜ケ城（旧南商店隣）
塩田団地

13：55
14：30
15：05
15：50

11日 （水）
ウッドタウン
八久保公園（麓）
酔之尾東団地

13：40
14：20
14：55

12日 （木）
中組集落センター
迫公民館
川南交流センター

13：55
14：30
15：10

13日 （金） ひばりが丘団地 14：15

26日 （木）
県営橋ノ口住宅
県営市来住宅
市来駅前

13：40
14：15
14：50

◆１月のおはなし会
　�本館
　　14日（土）、28日（土）15：00～（30分程）
　・ひよこ絵本（乳幼児向けおはなし会）
　　８日（日）11：00～（20～ 30分程）
　�市来分館
　　７日（土）、21日（土）11：00～（30分程）

◆年末年始の休館日のお知らせ
　12月 29日（木）～１月３日（火）
　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。

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

一般図書
【本館】

『ペットショップ
無惨』

石田�衣良　著
文藝春秋

　“揺りかごから墓場まで”。
ペットのすべてを業務とす
るビジネス。その裏でマコ
トが目にしたのは、吐き
気がする現実だった－…。
表題作など全 4 篇を収録。

『オール讀物』掲載を単行
本化。

『マル暴ディーヴァ』

今野�敏　著
実業之日本社

　弱気なマル暴刑事・甘糟
は、コワモテの上司・郡原
と、麻薬売買の場と噂され
るジャズクラブに潜入す
る。惚れ惚れするような歌
声を披露する歌姫・アイの
正体はまさかの－ !? 『Web
ジェイ・ノベル』連載を書
籍化。

児童図書
【本館】

『こわがり子ネコの
ほしいもの』

デビ・ミチコ・フローレンス　作
メラニー・デマー　絵
くまがい�じゅんこ　訳

あかね書房

　動物が大好きな女の子。
「動物あずかりや」として、
保護した子ネコたちを、し
ばらくお世話することに
…。動物のあずかりボラン
ティアを通して成長する女
の子を温かく描く。

一般図書
【分館】

児童図書
【分館】

『ふっと…』

内田�麟太郎　文
松成�真理子　絵
BL 出版

　「ふっと…」で始まるペー
ジをめくると予想外の展開
が。ゾウは雲につかまり、
ビルは富士山でねころが
り、ネコは月と友だちに !? 
詩情豊かなナンセンス絵
本。

◆１月の移動図書館車巡回日程
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　サイクルスタンド等の設備を整備する観光関連事
業者等に対し、補助金が交付されます。
●対象設備
　次の設備のうち、県が定める規格を満たすもの

●補助率・補助限度額
　補助対象経費の 1/2 以内
　（上限１万８千円、宿泊施設は５万円）
●申請期限　令和５年２月 28日（火）
※予算がなくなり次第、募集終了
●申請・問合せ　県 PR観光課　☎ 099-286-3045
※�県ホームページから【申請要領・様
式等】をダウンロードできます。

　本市では、鹿児島市、日置市及び姶良市との連携
により、圏域全体の一体的かつ持続的な発展を目指
すこととし、今後の具体的な取組を推進するための
ビジョン（案）について、市民の皆様のご意見を募
集します。
●募集期間　12月 21日（水）
　　　　　　～令和５年１月 25日（水）（必着）
●ビジョン（案）の閲覧場所
　�企画政策課、市来庁舎市民課、また
は、右の二次元コードから市のホーム
ページでご覧いただけます。
●様式　自由（住所・氏名を必ず記入）
●提出
　�企画政策課へ持参、郵送、FAX（32-3124）また
はメールで提出してください。
※寄せられたご意見へ個別回答は行いません。
　�また、ご意見は、個人情報を除き公開が前提です
のであらかじめご了承ください。
●問合せ　企画政策課　☎ 33-5634

　県内に訪れるサイクリストが、休憩などで気軽に
立ち寄っていただける施設、安心して宿泊できる宿
の登録を募集しています。
●条件　次のサービスを満たしていること。

●登録のメリット
　�県観光サイト内の特集ページで施設を紹介すると
ともに、登録施設として目印となるステッカー等
を交付。
●申請・問合せ　県 PR観光課　☎ 099-286-3045
※�県ホームページから【申請書】をダウンロードで
きます。

●日　　時　12月 23日（金）
●受付時間　９：00～ 12：00、
　　　　　　13：15～ 16：30
●場　　所　串木野庁舎
●献　血　量　400ml　
●献血年齢　18歳～ 69歳（男性は 17歳～）
※�ただし、65 歳以上の献血については、献血する
方の健康を考え 60 歳から 64 歳の間に献血経験
がある方に限ります。
●体　　重　男性・女性とも 50㎏以上
●問　合　せ　串木野健康増進センター　☎ 33-3450

鹿児島県サイクルステーション等
整備支援事業費補助金

設備 補助対象者

サイクルスタンド 県内の宿泊事業者以外の観光
関連事業者

自転車の保管施設 県内の宿泊事業者

フロアポンプ
（空気入れ） 県内の観光関連事業者

自転車専用工具 県内の観光関連事業者

かごしま連携中枢都市圏ビジョン（案）
に対する意見を募集しています

「かごしまサイクルステーション」及び
「鹿児島県サイクリストに優しい宿」登録制度

対象施設 必須サービス

かごしまサイク
ルステーション
（県内の道の駅、
観光施設、飲食
店など）

サイクルラックの設置
スポーツサイクル対応の空気入
れの貸し出し
水分補給が可能（自動販売機の
設置等）
トイレ利用が可能

鹿児島県サイク
リストに優しい
宿（県内のホテ
ル、旅館、民宿
等の宿泊施設）

室内（フロント、ロビー、客室
等）で自転車の預かり・保管が
可能であること
フロント等にて荷物の保管が可
能であること
洗濯が可能であること（近隣の
コインランドリーの案内でも
可）

献血のお知らせ

お知らせ版お知らせ版

かごしまサイクル
ステーション
登録制度

鹿児島県サイクリスト
に優しい宿登録制度
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　市と保健所では、精神障害者（統合失調症）のご
家族を対象に「家族教室」を開催します。
　ご家族同士で同じ悩みや体験などを語り合い、関
わり方やサポートの仕方、地域で活用できる障害福
祉サービスのことなど一緒に情報交換しませんか。
●日　時　令和５年１月 20日（金）
　　　　　14：00～ 16：00
●会　場　高齢者福祉センター
●参加費　無料
●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

　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５年１月 10日（火）、11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　�食料品準備の都合上、１月５日（木）

までに社会福祉協議会に電話でお申し
込みください。

・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
け取り可能で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
募金から購入しています。
●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１月 14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　�１月５日（木）までに社会福祉協議会
へお持ちください。

●問合せ　社会福祉協議会　☎ 32-3183

　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。

※�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

●受付期間　令和 5年 1月 4日（水）
　　　　　　　　　～ 2月 15日（水）
●訓練科目　情報電子科、グラフィックデザイン科、
　　　　　　�ワークトレーニング科、OA 事務科、�

アパレル科、介護福祉サービス科
●応募資格　障がいをお持ちで、以下に該当する方
　　　　　　・修了後就業の意志がある方
　　　　　　・障がいの症状が固定している方
　　　　　　・訓練及び集団生活に支障のない方等
●試　験　日　令和５年３月２日（木）
●願書提出先　ハローワーク伊集院
※指定の願書は下の問合せ先に準備してあります。
●授業料等　無料
　（教科書、訓練服代として 30,000 円程度）
※�手帳をお持ちでない方や詳しくは、お問い合わせ
ください。
●問　合　せ
　ハローワーク伊集院　☎ 099-273-3161
　鹿児島障害者職業能力開発校　☎ 44-2206
　〒 895-1402
　薩摩川内市入来町浦之名 1432 番地

精神障害者家族教室のご案内

食料品支援のお知らせと食料品寄付の募集

学童保育（放課後児童クラブ）のご案内

〇串木野中央学童クラブ
　日出町 11477 番地（串木野小学校敷地内）
　代表者　木下琢治　☎ 33-3131

〇橘学童クラブ
　浜ケ城 12448 番地 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 番地 4（照島保育園隣）
　代表者　榎元幸喜　☎ 32-3270

〇市来っこ
　大里 3731 番地（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 番地 3（生野公民館内）
　代表者　肥前智幸　☎ 080-7985-2520

令和５年度鹿児島障害者職業能力開発校
入校生募集（Ｃ日程）
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　令和４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いま
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、お知らせします。
　なお、任期は令和４年 12月１日から令和７年 11月 30日までとなっています。

民生委員児童委員及び主任児童委員がかわりました

［北地区協議会］
地区 担　当　地　区 氏　　名

上
名
・
旭

大薗・小薗・河内 平　川　里　美
麓・浅山 中　島　キクノ
麓 永　尾　貴　子
袴田 勘　場　絹　代
袴田 尾　崎　法　一
薩摩山・浜ケ城 久　保　典　子
芹ケ野 竹　内　文　子
金山 中　山　　　勝
金山下・野下・深田上 新屋敷　智　子

大
　
　
原

日出町 石　野　修　実
高見町 菅　野　加代子
大原南（住吉） 眞　田　典　子
大原南（下名） 鮫　島　勝　代
大原町 安　藤　佳寿子
昭和通 小　瀬　めぐみ
桜町 川　﨑　ゆりか
中尾町 冨　宿　佳代子

中
央
・
野
平

曙町 岩　下　雅　代
東塩田町 永　里　喜和子
旭町 横　手　みち子
元町・栄町 田　中　美智子
市口・浜町 平　地　伸　子
汐見町 福　永　礼　子
春日町 塚　田　重　久
野元・深田下 中　島　則　子
平江・三井 野　田　多美子

本
　
　
浦

岳釜 濵　﨑　絹　子
新潟・木屋 中　夷　奈津子
西浜町 木　原　ひとみ
港町 勘　場　泰　子
本浦東 南　濵　一　恵
御倉町 西　　　久美子
浦和町 間　瀬　美千代
新生町 滿　薗　準一郎
小瀬町・文京町 出　口　道　代

荒
川
・
羽
島

草良・大河内 星　原　俊　悟
寺村・中向・荒川下 古　園　辰　也
白浜・猪之鼻・河原 松　㟢　妙　子
野中栫・横須・松尾 福　薗　一　丸
平身・浜東 樋　渡　昭　利
浜中・浜西 松　元　優美子
光瀬浦・光瀬上・光瀬下・海土泊 中養母　ゆかり
萩元上・萩元下・万福 俣　木　サダ子
平山・下山 萬　福　寿美子
土川 安　藤　時　子

主
任

児
童
委
員

北地区全域 久木野　親　志
北地区全域 尾場瀬　ちなみ
北地区全域 竹　下　精　一

［南地区協議会］
地区 担　当　地　区 氏　　名

冠
岳
・
生
福

宇都・岩下 久　保　ゆみ子
川畑・松下・久木野 松　野　ゆかり
上石野・大六野 良　井　正　博
下石野・福薗 内　田　律　子
鏑楠・山之口・中井原 福　薗　眞理子
生野・坂下・ウッドタウン 東　　　眞　澄

照
　
　
島

海瀬・八房 榎　木　小百合
別府 上迫田　優　子
酔之尾 下　夷　由美子
酔之尾・酔之尾東 北　薗　由　乃
ひばりが丘 常　田　チヤ子
島平上 早　馬　直　子
田中中村 大　磯　守　子
須賀・崎下手・屋敷 未 定
照島下 長　﨑　文　子
石川山 富　田　久　子
塩屋町 水　口　教　子
緑町 勝　田　美江子
恵比須町 橋　元　晶　子

大
　
　
里

平佐原・松山 上　原　順　子
払山・松原 大　迫　憲　弘
崎野・戸崎 木　場　和　代
堀・平ノ木場・中原 溜　池　麻　子
島内・迫田前 園　田　正　二
宇都・門前 宇　都　ケイ子
木場迫 池　田　涼　子
中福良・寺迫 久　留　寿　雄
下手中・佐保井 樋之口　暢　仁
陣ケ迫・池ノ原 下　池　絹　代
駅前 前　野　清　貴

湊
　
　
町

外戸 未 定
橋ノ口・恵比須 後　潟　和　江
平向 福ケ野　和　男
潟小路 内　村　政　憲
迫・安茶 小　瀬　喜利子
天神町 石　神　たみ子
土橋町・栄町 久　保　　　等
日ノ出町・祇園町 松　下　園　子

川
　
上

牛ノ江・中組 吉　留　久　夫
内門・平木場 田　畑　重　光
木場・舟川前・舟川後・久福 池　田　博　一
中ノ平前・中ノ平後・松比良 大　久　ゆたか

主
任

児
童
委
員

南地区全域 若　松　友　子
南地区全域 上　薗　真理子
南地区全域 未 定

●問合せ　福祉課　☎ 33-5619
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　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法
定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた
期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べ、
老齢基礎年金（65 歳から受けられる年金）の受け
取り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免
除等の期間の保険料については、10 年以内であれ
ば遡って納めること（追納）ができます。
　追納は、古い月のものから納付することになりま
す。
※�一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納
付されていなければ追納はできません。
●手続き・問合せ
　市民生活課　　　☎ 33-5612
　市来庁舎市民課　☎ 21-5111
　川内年金事務所　☎ 22-5276

【フェリーニューこしき】
●期　間
　令和 5年１月 13日（金）～ 26日（木）　14日間
※高速船甑島（川内港発着）のみ運航

※�臨時便は 1月 15 日（日）、1月 22 日（日）のみ
運航
※�ドック期間中、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】
●期　間
　令和 5年 1月 31日（火）
　　　　　～ 3月 8日（水）　37日間
※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

●日　時　令和５年１月８日（日）　９：00～
●会　場　多目的グラウンド
●内　容
（1）市長観閲（分列行進・車両パレード）
（2）幼年消防クラブの規律訓練
（3）幼年消防クラブの演技披露
（4）消防署の救出訓練
（5）�消防ポンプ自動車・資機材搬送車

の披露
（6）一斉放水の披露
（7）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く
ださい。
●問合せ　消防本部　☎ 32-0119

　消防団が年末夜警を行います。
　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。
●日　時　12月 28日（水）・29日（木）
　　　　　21：00～ 23：00
※火災のない明るい年末年始を過ごしましょう！
●問合せ　消防本部　☎ 32-0119

　吹上高等技術専門校は、職業能力開発促進法に基
づいて設置されている県立の職業能力開発校です。
　現在、令和５年度入校生を募集しています。
●募集科目　・自動車工学科　20名
　　　　　　・金属加工科　　20名
　　　　　　・機械整備科　　10名
●訓練期間　自動車工学科・金属加工科　２年
　　　　　　機械整備科　１年
●募集期間　令和 5年 2月 27日（月）まで
●応募資格
・�自動車工学科及び機械整備科は高等学校卒業もし
くは同等以上の学力を有すると認められる方
・�金属加工科は義務教育修了もしくは同等以上の学
力を有すると認められる方
●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
　　　　　☎ 099-296-2050

国民年金保険料の
免除期間・納付猶予期間がある方へ

「フェリーニューこしき」及び「高速船甑島」
のドックによる運休

港
名

高速船　甑島（川内港発着）

１便 2便 臨時便
（１/15、１/22）

下り 上り 下り 上り 下り 上り
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

令和５年消防出初式

消防団の年末夜警

吹上高等技術専門校入校生の募集

33



　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５年２月３日（金）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

●入札当日持ってくるもの
・印鑑（認印でも構いません）　・公売保証金
・官公署発行の顔写真付き証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）
●問合せ　税務課　☎ 33-5615

差し押さえた不動産を公売します

売却
区分 住所 面積 地目

（現況） 見積価額 公売保証金

１
大里字冨永下 5942 番 4（土地） 720.00 ㎡ 田

151,000 円 15,100 円
大里字冨永下 5942 番 10（土地） 4.95 ㎡ （雑種地）

　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
の使用され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された方は届出の必要
はありません。
●家屋の滅失届はお済みですか？
・�今年 1月 2日以降に家屋を取り壊された方は滅失
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。
・�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。
・�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、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されている方は、１月 31
日（火）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

固定資産税についてのお知らせ
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申告書発送について
　令和５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、下の「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
　令和４年中（１月１日～ 12 月 31 日）の所得内
容が次のいずれかに該当する方は、市県民税の申告
が必要です。所得税の確定申告をする方は、市県民
税の申告は必要ありません。
●給与所得があった次のような方
①�年の途中で退職した方または勤務先から市役所へ
給与支払報告書の提出がない方
②�給与所得以外に他の所得（利子・配当・雑所得・
譲渡・一時等）があった方
③�年末調整で受けられなかった控除を受けようとす
る方
●営業、不動産または農業等の所得があった方
●個人年金、満期保険等の払い戻しがあった方
●�遺族年金・障害年金など非課税年金の受給者や無
収入の方で、次のような方
①国民健康保険加入者と世帯主
②後期高齢者医療保険加入者と世帯主
③介護保険第１号被保険者と世帯員の方
※�世帯内に申告しない方がいると、税額の軽減を受
けられない場合があります。
④�子育て支援サービスや福祉サービス、そのほか市
の行政サービスを受けている方
⑤所得証明書などが必要な方

申告に必要な書類
●令和４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
　（※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、マイ
ナンバーカードや預金通帳など振込口座が分かる
ものも必要です。

申告期間等について
・申告期間　令和５年２月 16日（木）
　　　　　　　　　～３月 15日（水）
　　　　　　※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
●寡婦・ひとり親控除・障害者控除を受ける方へ
　寡婦・ひとり親控除を受ける方は、申告時に申し
出てください。また障害者控除を受ける方は、申告
時に手帳または証明書の提示が必要です。
●医療費控除を受ける方へ
・�医療費の領収書を持ってくる方は、必ず１年間�
（１月～ 12月まで）に支払った金額を集計してき
てください。また、補てんされた金額があった場
合も、必ず金額を控えてきてください。
・�医療費のお知らせ（医療費通知）が医療費控除を
受ける際の添付書類として利用できます。
●郵送での申告受付
　令和 4年中の収入が遺族年金など非課税年金だけ
の方や無収入の方などは郵送でも受け付けます。申
告書の合計欄に 0を記入し、生活の状況欄・氏名・
電話番号を記入してください。（電話番号について
は記入された内容について確認する場合があるた
め、必ず記入してください）
●昨年からの主な変更点
・住宅ローン減税の特例期間の見直し
・雑所得を生ずべき業務に係る所得税の改正

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、会場で検温を行い、体温が
37.5℃以上ある方については、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

◎申告会場で受付ができないもの
・�営業、農業（免税牛の収入金も含む）、不動産
業を営む方で、収入金額 900 万以上の方
・�土地建物などを売却、収用（公共事業）があっ
た場合の譲渡所得
・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
※�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。

令和５年度市県民税（住民税）の申告について
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　市地域女性団体連絡協議会は、独身男女を対象に
出会いの応援イベントを開催します。
　楽しい会話やゲームなどを通じて、素敵な出会い
を探しましょう。
●日　　時　令和５年２月 11日（土・祝）
　　　　　　10：00～ 15：00（受付９：30～）
●場　　所　川北交流センター（大里 5664）
●内　　容　�いちごがりなど色々な企画を通して楽

しく交流できます。
●対　　象　20歳～ 40歳代の独身男女
●募集人数　男女各 20名（応募多数の場合は抽選）
●参　加　料　2,000 円（軽食代含む）
●申込期限　１月 20日（金）
●�申込方法　次の二次元コードから申込フォームに
アクセスし、必要事項を入力のうえ、お申し込み
ください。

●問　合　せ
　いちき串木野市地域女性団体連絡協議会
　会長　塩屋　☎ 32-0694
　企画政策課　☎ 33-5628

「　　　　　　　　　　　」の開催

●還付金詐欺はこれまでATMで振り込ませる手口が主でしたが、ネッ
　トバンキングを悪用した還付金詐欺の相談が寄せられています。役
　所などの公的機関をかたり「保険料の還付がある」などと電話し、
　還付金を受け取るためと言って銀行口座の番号や暗証番号などを聞
　き出し、本人に成り済ましてインターネットバンキングの利用を申し
　込み、預金を他の口座に不正に送金する手口です。

●公的機関や金融機関などが、口座番号や
　暗証番号などを聞き出すことはありません。
　絶対に教えず、すぐに電話を切ってくださ
　い。
●お金が返ってくるという電話は、詐欺の可
　能性があります。すぐに最寄りの警察や、
　いちき串木野市消費生活センター
　等にご相談ください。
　（消費者ホットライン188）

「健康保険料の払い戻しが
約３万円ある」と電話があり、払い
戻しをしてもらうことにした。
その後、払い戻し先の口座がある
金融機関を名乗った電話があり、
暗証番号を聞かれた。
教えたくなかったが「キャッシュ
カードや通帳がそちらにあるので
大丈夫」と言われ、伝えてしまっ
た。不安になり、その金融機関に
確認すると、勝手にインター
ネットバンキングの申し込
みがされていた。（60歳代　男性）

　結婚を希望する独身の方を対象に、登録会員制のマッチングシステムで引き合わせを行う「かごしま出会
いサポートセンター」の出張登録・閲覧会を開催します。
●日　　時　１月 22日（日）9：50～ 16：00
●場　　所　中央公民館１階第２会議室
●対　　象　�結婚や出会いを希望する 20歳以上の独身男女で、スマートフォンまたはパソコンのメールア

ドレスをお持ちで、使用できる方
●定　　員　10名（完全予約制）
●登　録　料　１万円（２年間有効）
●持ってくるもの　（当日は登録料と、次のものが必要となります）
①本籍地の市町村長が発行する独身証明書または戸籍抄本（３か月以内に発行されたもの）
②健康保険証
③写真付き身分証（運転免許証、パスポートなど）
④①～③のコピー１部
⑤写真１枚（�３か月以内に撮影した上半身のＬ判サイズの写真で、�

１人かつ正面を向いて写ったもの）
●申込期限　1月 21日（土）
●申込方法　会員登録・閲覧予約はWEBでご予約ください。
●問　合　せ　かごしま出会いサポートセンター　☎ 099-208-1150
　　　　　　メール koicupid@athena.ocn.ne.jp　
　　　　　　※木・金曜日は休み。
　　　　　　※詳しくは右の二次元コードを読み取りください。

かごしま出会いサポートセンター出張登録・閲覧会
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　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。

※�『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

※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 26 日です。口座振替
の方は、預金残高の確認をお願いします。
≪納付書でお支払いの方へ、口座振替がおすすめ≫
　手続きは次のとおりです。（①または②）
①税務課または市来庁舎市民課での手続き
　�振替希望の金融機関（鹿児島銀行、ゆうちょ銀行、
南日本銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島信用金
庫）のキャッシュカードをお持ちください。

②各金融機関での手続き
　�納付書・通帳・届出印を各金融機関へお持ちにな
りお手続きください。

増やしたい　多くの笑顔　納税で 
（令和３年度「税に関する標語入賞作品」より）

市の職員を名乗る詐欺に注意！！
●問合せ　税務課　☎ 33-5615

１月の心配ごと相談

相�談�場�所
及　び
相�談�時�間

相談種別

相　談　日

相談員６日 13日 20日 27日

金曜日

串木野高齢者
福祉センター
�☎32-3183
9：00～12：00

生 活・ 福 祉
児 童 相 談 ○ ○ ○ ○ 心 配 ご と

相 談 員
年 金・ 保 険
交 通 事 故 相 談 ○ − ○ ○ 社 会 保 険

労 務 士
財 産 ・
登 記 相 談 ○ − ○ ○ 司 法 書 士�

行 政 書 士
税 金 ・
経 営 相 談 − ○ − − 税 理 士

※ 法 律 相 談 − ○ − − 弁 護 士

市来高齢者
福祉センター
�☎36-4558
10：00～12：00

生 活 ・
福 祉 相 談

10日 17日 24日 −
心 配 ご と
相 談 員火曜日 −

○ ○ ○ −

　11月の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。
	・泉

いずみ

　理
り　ほ

歩	さん　　　・前
まえ	がた

潟　奏
かなと

心	さん
	・重

しげ	た

田　奏
そ　ら

心	さん　　・宮
みやんじょう

城　花
か　ほ

凰	さん
	・中

なか　むら

村　純
あつみ

海	さん　　・宮
みやんじょう

城　太
たお

鳳	さん
	・野

の　もと

元　凛
り　おと

音	さん　　・森
もり　もと

本　紗
さ　な

名	さん
	・樋

ひ　わたし

渡　優
う　た

詩	さん　　・米
よね　ぞの

園　采
ことな

那	さん
	・福

ふく　やま

山　颯
そう　ま

真	さん
　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

ゼ ロ

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　健康増進センター　☎ 33-3450

人 口 の 動 き
令和４年11月末 前月比

総人口 26,493人 -11人
男 12,484人 + １人
女 14,009人 -12人

世帯数 13,106世帯 +13世帯

国民健康保険税　　　　　　第 5 期
介護保険料　　　　　　　　第 5 期
後期高齢者医療保険料　　　第 5 期

12月26日

12月の市税納期☆むし歯０
ゼロ

おめでとう☆
（５歳児歯科検診結果）

お　く　や　み（10月届出分）

（届出人が同意された方を掲載してあります）

故　人 年齢 住所または 
公 民 館 喪主または届出人

内田　リツ子 82 照島 内田　紀典
潟山　節 100 中尾町 潟山　護

谷口　正純 62 麓 谷口　薫
山本　健吉 71 平江 山本　一枝

室園　ツタヱ 97 土川 室園　順一
愛川　光水 86 石川山 愛川　榮子

小瀬　ノリ子 87 袴田 小瀬　範幸
藤﨑　馨 91 浜中 藤﨑　裕史

伊佐見　信照 85 新生町 伊佐見　京子
東瀬戸　千鶴子 70 門前 東瀬戸　强
谷村　シヅエ 99 天神町 谷村　愼一郎
平田　典子 83 昭和通 平田　優二
西田　憲一 72 春日町 西田　みゆき
古川　節子 84 高見町 古川　幹
堂園　篤 93 島内 堂園　雅樹

福薗　知余子 97 横須 福薗　幸子
濵田　源二 87 天神町 大迫　由美子
深山　辰夫 96 光瀬浦 深山　カツ子
久德　一代 81 中組 久德　政治
黒木　文子 94 大六野 前屋　さち子
西村　武男 87 木場迫 西村　和子

大六野　政喜 92 大原町 大六野　タミ子
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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

「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。

今月のカバー

クリスマスアート
　12 月号は、特集でもありましたようにクリスマスをメインにしています。
表紙の絵は地域おこし協力隊の後藤さんに描いてもらいました。今年のクリス
マスは皆さまの思い出に残るような時間となりますように。

田代　旭
あさひ
ちゃん（上名）

⃝名前の思い・由来
光り輝く太 陽 のように、 周りを明
るく照らして欲しい !
父：智基さん・母：花穂さん

西谷　渚
なぎさ
ちゃん（汐見町）

⃝名前の思い・由来
包容力のある優しい子になってほしい。
父：滉平さん・母：摩文さん

戸川　茉
ま
優
ゆ
ちゃん（曙町）

⃝名前の思い・由来
優しく可愛らしい女の子に育って
ね。
父：進也さん・母：恵梨香さん

渡　康
こう
之
の
助
すけ
ちゃん（住吉町）

⃝名前の思い・由来
男の子らしく健康に育ってほしい。
父：量宏さん・母：奈々さん


