1

No.975

広報

毎月2回1日・15日発行

☎（代表）0987-72-1111

お知らせ版

では、宝くじの収益を財源と

して地域コミュニティ活動に

して利用されます。

１月中旬から調査員が農林

必要な施設、または設備の整

資産（機械類や構築物など）

業を営んでいる世帯へ訪問し

生面からも動物の死骸などを

・国道２２０号線＝日南国道

維持出張所☎
１８４６

・国道４４８号線および県道
＝県串間土木事務所☎
０１３４

・市道＝都市建設課☎
１１１

１１１１

１

・右記道路以外の場所や道路
管理者が不明な場合＝市民
生活課☎

個人の白色申告の方で、事

記帳・帳簿等の
保存制度の対象者が
拡大されました

●問い合わせ先＝総合政策課

企画統計係☎内線４６１

立てられています。

したちの身近なところにも役

のように自治会活動などわた

ました。宝くじの収益は、こ

け、自治会放送設備を整備し

木田自治会がこの助成金を受

26

お知らせ
②法人税法、または所得税法
の規定で減価償却額（費）

備などに助成を行っています。

農林業センサスが実施されま

年度は、大束地区石

ますので、ご協力をお願いし

す。この調査は農林水産省が

連絡をお願いします。

ページに掲載しております。 発見されましたら、左記まで

日（金）必着

●申告方法＝申告書を税務課
窓口または郵送にて提出し
てください。
●締切＝１月

●提出・問い合わせ先＝税務
課資産税係☎内線２１３

２０１５年農林業センサス
ご協力をお願いします
条の規定により、毎年１月１

●問い合わせ先＝市民生活課
環境保全係☎内線２５３

宝くじ助成金で
整備しました

平成

として申告する資産のうち

●問い合わせ先＝総合政策課
企画統計係☎内線４６１

ます。



次にあげる以外のもの
・取得価格が少額な資産

納期と
口座振替日のお知らせ
２月２日は、
・その他政令で定める資産
光発電設備や法人の設備はも

例えば、個人事業用の太陽

市県民税（４期）
国民健康保険税（８期）
後期高齢者医療保険料（７期）

道路などの
動物の死骸について

道路・歩道上の動物の死骸

ｋ

ｗ以上で経済産業省の認定を

などについては、道路管理者

の納期および口座振替日です。 ちろん、個人住宅用でも
忘れずに納めましょう。

受けた設備（余剰売電・全量

売電）は課税対象となります。 が回収することになっていま

口座振替をご利用の場合は
残高の確認をお願いします。

※申告の対象となる主な償却
資産の例は、市公式ホーム

す。交通事故の事前防止や衛

●問い
 合わせ先＝税務課☎内
線２１５・２１６

償却資産（固定資産税）
申告書提出のお知らせ
固定資産税は土地、家屋、
償却資産（事業用資産）が課
税の対象となります。対象資
産（自己の使用するものだけ
ではなく、他人に貸し付けて
いるものも含みます）をお持
ちの方（法人・個人は問いま

年２月１日現在で、
日（賦課期日）現在の所有状

実施するもので、全国の農林

平成

況を資産の所在する市町村に

業経営を行っている世帯、組

せん）は、地方税法第３８３

１月末日までに申告する義務

織が対象となります。調査の
結果は、国や地方公共団体の

23
－

（一財）自治総合センター

自治会放送設備（大束地区）

10

行政施策の重要な基礎資料と

－

72

72

－

30

があります。
●償却
 資産とは
①土地
 ・家屋を除く事業用の

72

－
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業、不動産所得または山林所
年１月から記帳

得を生ずべき業務を行う全て
の方は平成
と帳簿書類の保存が必要です
（所得税および復興特別所得
税の申告が必要ない方も、記

集

●問い
 合わせ先＝市民生活課
生活係☎内線２５５

募

メール： Kasen@pref. miya
zaki. lg. jp

第７回
まるっとみんなの会議
毎月第１木曜日は「理想の
串間像から考える地域づく

（福島地区・鍛冶屋）

帳・帳簿等の保存制度の対象

ップ会議を開催しています。

負けずに、元気で真っすぐ

な子に育ってほしいですね。

2月 8日 片平本町店・坂元串間店・井手産商串間店・井手都井店

り」をテーマに、ワークショ

県では、日向灘沿岸の津波

からは、お兄ちゃんたちに

2月 1日 酒井串間店・津曲北方店・井手都井店

日向灘沿岸海岸
保全基本計画に関する
意見を募集します

税務署では、新たに記帳を

幸せに住みよい串間市を実現

泣きしていたけど、最近は

2月22日 とめのファミリークリニック 内科・小児科 76-1425

となります）
。
対策を推進するため、海岸事

を募集します。あなたも楽し

行う方や記帳の仕方がわから
海 岸 保 全 基 本 計 画 」（ 原 案 ）

い時間を過ごしませんか？お

するため、一緒に考える仲間

等の保存制度の概要や記帳の
を作成し、県民の皆さまから

気軽にご参加ください。

業に必要となる「日向灘沿岸

仕方などを説明する「記帳説
のご意見を募集しています。

●日時＝２月５日（木）午後
６時～

●申込・問い合わせ先＝医療

介護課☎
０３３３

ゆ

ない方のために、記帳・帳簿

明会」を実施しています。
●閲覧
 場所＝県民情報センタ
ー、各県政相談室、宮崎県

問い合わせください。

詳しくは、日南税務署にお

県土整備部河川課、県ホー
ムページ
●提出
 方法＝閲覧場所にある
「意見記入用紙」にご意見
を記入の上、郵送、ＦＡＸ

●対象＝串間市民（無料）

●場所＝市総合保健福祉セン
ター２階研修室

●問い合わせ先＝日南税務署

３６７１
☎

第 回串間市地域安全・
交通安全市民大会

または電子メールで提出し

健康的な食生活を！
地区料理教室（要申込）

い

江藤祐樹さん・有伊さんの長女

2月22日 井上仲町店・津曲北方店・井手都井店

てを楽しんでいます。これ

名

店

第 回串間市地域安全・交

てください。
日（火）必着

今年度受けた健診で、血圧
の数値が上がっていた…。し
かし、どんなことに気を付け
ればよいのか分からない。そ
んなあなた！管理栄養士、保

です。私も妻と一緒に子育

油

通安全市民大会を開催します。
当日は式典に引き続き、宮

●締切
 ＝２月

※内容
 、意見提出など詳しく
は県ホームページをご覧く
ださい。
●提出
 ・問い合わせ先
宮崎県県土整備部河川課

健師が皆さまの地区にお邪魔
して、高血圧予防・改善のポ
 イントについて講義や調理実
習を行います。しかも料金は

日曜給油店

給

崎県警察音楽隊などの演奏会
やお楽しみ抽選会も行われま
入場無料ですので、皆さま

す。
のご参加を心よりお待ちして
います。
日（土）午後

宮崎市橘通東２丁目
１

☎０９８５
７１８６

ＦＡＸ０９８５
７３
１７

にっこりと笑ってくれるよ

日

ゆう き

2月15日 谷口本町店・三協西小路店・井手大束店・井手都井店

うになり、とてもうれしい

＊休日在宅医は変更になる場合があります。受診する前に医療機関もしくは
テレフォンサービス（☎ 23-9999）にて必ずご確認ください。

月

●日時
 ＝１月
２時～

●場所
 ＝文化会館大ホール

小児科・アレ 71-1112

初はパパが抱っこすると大

2月15日 のだ小児科医院

こと は

内科・小児科 72-5202

よく動きよく泣く采葉。最

2月11日 中島医院

江藤 采葉 ちゃん

神・精・内科 72-0224

（平成26年8月18日生）

2月 8日 県南病院

は

すくすく
のびのび
話
電

こと

71-3411
内科
2月 1日 吾社クリニック

72

－

科
療
診
日
月

10

－

－ －
26
－

26

医 療 機 関

休日在宅医

26
31

10

－

22

－

10

10

支援事業の一環として「第７
の部か午後の部のどちらか

動を通して友だち作りの楽し

城

２月25日（水） 本城公民館
北

方

２月26日（木） 農村環境改善センター

持参するもの

電話確認をお勧めします。

無料です。ご家族、お友達を

本

事前に都城年金事務所への

け合い、積極的にチャレンジ

◇年金手帳、年金証書など

さを知り、お互いに協力し助

・受講料＝１３２，３００円

する心を養います。詳しい内

を受講

２月24日（火） 市総合保健福祉センター

当日は、枝打ちやシイタケ

・実技＝１級講習と同じ

日（日）午前

ちびっこ探検学校ヨロン島
参加者募集

※小学２～６年生

●場所＝ 鹿児島県大島郡与論町

０名

●締切＝３月５日（木）

●参加費＝宮崎空港出発１２
８，０００円

基礎年金番号・氏名・住所・

生年月日❸依頼内容を記入し、

押印してください。

※この場合、代理の方の身分
（ 免 許 証・ 保 険 証 な ど ） 確

認をさせていただきます

※委任状は市民生活課年金窓
口にもあります。

③夜間 法 律 相 談 ＝ ２ 月 日
（木）午後５時半～７時半

※請求内容により、必要書類
が異なります。

６４１  ◇その他

●資料請求・申込・問い合わ
せ先＝公益財団法人国際青
少年研修協会☎
７ ９７２１

無料相談

①人権相談＝２月９日（月）
午前 時～午後３時・市役
所１階Ｂ会議室

②年金相談＝２月５日（木）
午前 時～午後３時・市役
所１階Ａ会議室



●定員＝日本人小学生２００
名、在日外国人小学生１０ 

月２日（木）６泊７日

●期間＝３月

ください。

容はホームページなどをご覧

・学科＝２月 日（土）午後
６時～、 日（日）朝～

●２級小型船舶免許講習
（２日間）

回いのちの森作り」を開催し

島

の駒うち、木工作（木板でハ
ガキやストラップ作り）など
木育体験を行います。ぜひご

・受講料＝１１１，６００円

参加ください。
●日時
 ＝１月 日（日）午前
９時半～午後２時

・学科＝２月 日（土）午後
６時～、 日（日）午後１
・実技＝２月

時～

●特殊小型（水上バイク）講習

※小雨
 決行。荒天時は２月８
日（日）に延期
●場所
 ＝キ本ャ城ン権プ代の自然体験
施設Ｃａｍｐ権代内山林

２８５３

※すべての会場は串間市内の
予定。開講が決定し次第、

※１級へのステップアップコ
ースもあります。

●参加
 費＝大人１，２００円、 ・受講料＝６６，０００円
子ども６００円（３歳以下
は３００円）
※保険
 、昼食、シイタケ原木
や木工作品の持ち帰り付き

お伝えします。
●問い合わせ先
鹿屋海技事務所

日（木）

●申込
 ・問い合わせ先＝環境
ボランティアグループ環の

☎０９９４

●申込
 期限＝１月

会（河野さん）☎０９０
１１９９ ５４９６

ボート免許取得講習会

春休みは、日本全国から参
加するたくさんのお友だちと

※事前に都城年金事務所へ予
約（１カ月前から可）をお

※予約受付時間＝平日午前８
時半～午後５時 分

願いします。

関係❷依頼する方（本人）の

◇委任状（本人以外の方が代
理相談する場合）

お誘いあわせの上、お申し込

福

●参加
 費＝無料
●締切
 ＝開催日の３日前まで

※委任状は便せんなどに❶代
理人の氏名・住所・本人との

ます。

２月19日（木） 大束公民館

※ただ
 し、定員（ 名）にな
り次第締め切ります。

日（金）～４

みください。

束

●申込・問い合わせ先＝医療

介護課健康増進係☎
０  ●１級
 小型船舶免許講習
（４日間）

一緒に、思い出に残る楽しい
体験をしに暖かな南の島「ヨ
ロン島」に行きませんか？
全国から参加する仲間との
共同生活やさまざまな野外活

27

●日程
 ・場所

大

●時間
 ＝午前９時半～午後１
時

２月18日（水） 都井基幹集落センター

３３３

日（月）

・学科
 ＝２月 日（金）夕方
～、 日（土）夕方～、
日（日）朝～、
朝～

日（土）午前

－

井

森林づくり活動支援事業
第７回いのちの森作りに
参加しませんか（要申込）

・実技
 ＝２月

都城年金事務所

☎内線２５５

③市民生活課生活係

☎０９８６

２５７１

☎内線２２５・２２６

②市民生活課市民係

☎内線３３０

●問い合わせ先
①総合政策課協働推進係

センター相談室

（ 要 予 約 ）・ 総 合 保 健 福 祉

12

03
－

15

－

都

年度森林づくり活動

－
23
－

10

10

14

15

14

15

15

25

13

14

43

２月17日（火） 市木公民館

－

－

木

場
程
日

平成

16

14

－
15

市

１５

22

区

72

－

所
地
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健康
「予約はお早目に」

環境

警察署だより

子どもの携帯電話に
フィルタリングを！

●子どもにとって、本当に
必要なサイトやアプリが
ある場合には？
サイトやアプリの利用を
個別に許可できるフィルタ
リングカスタマイズサービ
スを利用し、フィルタリン
グ自体の解除はしないよう
にしましょう。
また、インターネットへ
の接続やアプリの利用が可
能なゲーム機、音楽プレー
ヤーも多くあるので、それ
ぞれに対応するフィルタリ
ングを設定した上、子ども
が利用するアプリやソフト
を保護者が管理することが
必要です。

昨年 月までの
刑法犯の発生件数は
件でした。

『車上ねらい』が特に多く

25

電話：0987-72-1111

FAX：0987-72-6727

印刷/㈲志布志新生社印刷串間支店

ましょう。

洗濯物を干すときは、女
性の下着類はなるべく屋内

発生しましたが、女性の下
着が盗まれる色情盗も増加

昨 年 は、 窃 盗 の 中 で も

●被害の実態
平成 年中に、出会い系
サイトやコミュニティサイ

しています。

た。

トを利用して、犯罪の被害
に遭った子どもは、全国で
１４５２人もいます。

●フィルタリングとは？
フィルタリングとは有害
なサイトへのアクセスを制
限することです。
インターネット接続業者
や携帯電話会社各社では、
有害なサイトへのアクセス
を制限するフィルタリング
サービスを行っています。

串間警察署
☎ 72 ー 0110

に干すなどし、被害を防ぎ

11

問い合わせ先

そんな子どもたちの多く
は、フィルタリングサービ
スを利用していませんでし

95

警察署
だより

〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550番地

メッセージ

串間の検診受診率

るのは自分だけ。検診を受け
て自分の体のメンテナンスを
行いましょう。
胃がん・大腸がん検診、特
定健診は１月 日（日）に追
加検診を行います。乳がん・
子宮頸がん検診は３月末まで
各医療機関にて受診できます。
年度末は混雑が予想されます
ので早目の受診をお勧めしま
す。また、今年度すでに受診
された方はご一報ください。
25

2015年1月15日発行（毎月2回1日・15日発行）
発行/串間市役所 編集/総合政策課情報政策係

の
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50

さる造家に届いた広報紙。
がん検診の受診率、皆さんの
地区はどうでしたか？一番高
い大腸がんで約 ％。一番低
い子宮頸がんでは約２％と
人に１人しか検診を受診して
い ま せ ん。
「自 分 は が ん に は
ならない」
「検 診 を 受 け る の
は怖い」と検診受診を避けて
いませんか？自分の体を守れ

No.975

20

●問い合わせ先
市民生活課環境保全係☎内線２５３

地球の

は火傷しますので、タオルなどを巻い
て調整しましょう。
ちなみに、このペットボトル湯たん
ぽは、普通の湯たんぽより、保温効果
が弱いのでお湯が早く冷めます。
冷めた水はお花にあげるなどすると
よりいいですね。
ち

ペットボトル湯たんぽ
皆さんは、湯たんぽを知っています
か。お湯を入れるだけで簡単に暖かくな
るエコで便利なものです。体の部分を
温めたり、布団を暖めることができます。
湯たんぽを持っていない人でも、ペッ
トボトルで簡単に湯たんぽが作れます。
耐熱用ペットボトルを用意し、沸か
したお湯を少し冷ましてからペットボ
トルに入れます。お湯の温度によって
い

問い合わせ先 医療介護課健康増進係☎72ー0333（内線510）

健康通信
じゃが じゃが
！！

