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※（枕）枕崎市立病院（0993-72-0303）
　 小児診療：6日、13日、20日、23日、27日（10：00～17：00）
※（指）は指宿市、（南）は南さつま市、（枕）は枕崎市にある医療機関です。

　
　統計トピックス

今月の税金　～税務課～

市営住宅（空き家）入居者募集受付

日曜・祝日水道修繕当番店

日曜・祝日の当番医（12 月）

携帯電話の普及率は高齢者世帯の方が高い
平成26年における２人以上の世帯のうち高齢者世帯に
ついて、携帯電話の普及率をみると、世帯主が65歳未満の
世帯よりも高く（＋21.3ポイント）なっています。一方、ス
マートフォンは世帯主が65歳未満の世帯より低く（－51.4
ポイント）なっていますが、高齢者世帯全体の４分の１程度
（25.6％）に普及しています。　 【資料：平成26年全国消費実態調査】

市営住宅の入居者募集受付を、
　11月24日（火）～12月４日（金）に行います。
※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、
　お問い合わせください。

　［担当］建築住宅課  市営住宅係
☎0993-83-2511（知覧庁舎）

（12月）
川辺地区 知覧地区 頴娃地区
㈱前野設備 松久保設備 川崎水道

（会社）56-5800 83-2482 38-1346
（自宅）56-1336

11月の税金は、
　固定資産税４期、国民健康保険税７期（普通徴
収）、介護保険料７期（普通徴収）、後期高齢者医療
保険料７期（普通徴収）です。　
　◎   口座振替を利用している方の振替日は、11月24日（再振替
12月７日）です。事前に残高確認をお忘れなく！

◎ 納税は、便利な口座振替制度を活用しましょう。希望される
方は、通帳と通帳印を持参の上、金融機関で手続きしてくだ
さい。（ただし、申込手続後の振替は、翌月または翌々月から
の開始となり、それまでは納付書で納めることになりますの
で、あらかじめ、ご了承ください）
※ 納期内に納付がない場合、20日以内に督促状を送付します
ので、１件当たり100円の督促手数料が加算されます。また、
未納額が高額な場合、延滞金が発生します。

　［担当］税務課  納税管理係　（頴娃庁舎）☎0993-36-1111
知覧支所  税務係　　（知覧庁舎）☎0993-83-2511
川辺支所  　〃　　　（川辺庁舎）☎0993-56-1111

品　目
普　及　率（％） 普及率

の差
（Ｂ－Ａ）

世帯主が 65歳
未満の世帯（Ａ）

高齢者
世帯（Ｂ）

携帯電話
（ＰＨＳを含み、スマート
フォンを除く）

64.6 85.9 21.3

スマートフォン 77.0 25.6 -51.4

日曜・祝日にご家庭で緊急に水道の修繕を依頼したい場合は、
当番店を確認してご連絡ください。

6日（日）
上原整形外科クリニック ［整形外科］ ☎ 0993-58-3077
中村温泉病院 ［内科］ ☎ 0993-38-0046
（指）指宿医療センター ［外科］ ☎ 0993-22-2231
（指）こどもの森小児科クリニック ［内科］ ☎ 0993-27-1010
（南）加藤小児科・内科 ［小児・内科］ ☎ 0993-52-2239
（南）牧角医院 ［皮膚科］ ☎ 0993-52-3245
（枕）ウエルフェア九州病院 ［内科］ ☎ 0993-72-0055
（枕）尾辻病院 ［外科］ ☎ 0993-72-5001
13日（日）
南薩ケアほすぴたる ［内科］ ☎ 0993-56-1155
（指）木之下クリニック ［外科］ ☎ 0993-23-3940
（指）橋口医院 ［内科］ ☎ 0993-35-0022
（南）友松内科クリニック ［内科］ ☎ 0993-52-7331
（南）眼科安田クリニック ［眼科］ ☎ 0993-53-2002
（枕）サザン・リージョン病院 ［内・外科］ ☎ 0993-72-1351
（枕）竹さこ医院 ［産婦人科］ ☎ 0993-73-2610
20日（日）
かりや内科クリニック ［内科］ ☎ 0993-56-6133
南九州さくら病院 ［精神・内・皮膚科］☎ 0993-84-1311
（指）池田診療所 ［外科］ ☎ 0993-26-2101
（指）外村クリニック ［内科］ ☎ 0993-24-3770
（南）阿久根医院 ［内科］ ☎ 0993-53-9016
（南）アルテンハイムリハビリテーションクリニック本町［内・リハビリ科］ ☎ 0993-53-3211
（枕）茅野内科医院 ［内科］ ☎ 0993-72-1006
（枕）小原病院 ［外科］ ☎ 0993-72-2226
（枕）森産婦人科 ［産婦人科］ ☎ 0993-72-2134
23日（水）
菊野病院 ［整形外科］ ☎ 0993-56-1135
（指）今林整形外科病院 ［外科］ ☎ 0993-22-2710
（指）肥後病院 ［内科］ ☎ 0993-22-4148
（南）宮内クリニック ［内・泌尿器科］ ☎ 0993-77-0014
（南）徳久整形外科 ［整形外科］ ☎ 0993-53-4311
（枕）枕崎市立病院 ［内科］ ☎ 0993-72-0303
（枕）久木田整形外科病院 ［整形外科］ ☎ 0993-72-3155
（枕）にしだ泌尿器科 ［泌尿器科］ ☎ 0993-73-5556
27日（日）
かわなべ共立内科 ［内科］ ☎ 0993-56-1100
こだま病院 ［精神内科］ ☎ 0993-56-4111
きわきクリニック ［内科］ ☎ 0993-58-7300
（指）生駒外科医院 ［外科］ ☎ 0993-22-3059
（指）指宿さがら病院 ［内科］ ☎ 0993-22-3079
（南）アルテンハイムリハビリテーションクリニック本町［内・リハビリ科］ ☎ 0993-53-3211
（南）持冨皮ふ科 ［皮膚科］ ☎ 0993-52-1288
（枕）小原病院 ［内・外科］ ☎ 0993-72-2226
（枕）神園ひふ科クリニック ［皮膚科］ ☎ 0993-73-2121
29日（火）
橋口皮膚科 ［皮膚科］ ☎ 0993-56-0707
川平内科 ［内科］ ☎ 0993-38-0109
（指）今林整形外科病院 ［外科］ ☎ 0993-22-2710
（指）宮薗病院 ［内科］ ☎ 0993-32-2001
（南）有馬産婦人科 ［産婦人科］ ☎ 0993-53-2777
（南）金子医院 ［内科］ ☎ 0993-52-2730
（枕）溝口クリニック ［内科］ ☎ 0993-73-5330
（枕）サザン・リージョン病院 ［外科］ ☎ 0993-72-1351
（枕）枕崎こどもクリニック ［小児科］ ☎ 0993-58-1085
30日（水）
清小児科 ［小児科］ ☎ 0993-58-3228
田中ヘルスケア診療所 ［内科］ ☎ 0993-85-3967
（指）指宿脳神経外科 ［外科］ ☎ 0993-27-1177
（指）福元医院 ［内科］ ☎ 0993-22-3053
（南）南さつま中央病院 ［外科］ ☎ 0993-52-0202
（南）西田医院 ［内科］ ☎ 0993-77-0115
（枕）ウエルフェア九州病院 ［内科］ ☎ 0993-72-0055
（枕）小原病院 ［外科］ ☎ 0993-72-2226
31日（木）
東外科胃腸科医院 ［外科］ ☎ 0993-56-4864
青木医院 ［内・消化器科］ ☎ 0993-38-0009
（指）指宿医療センター ［外科］ ☎ 0993-22-2231
（指）指宿浩然会病院 ［内科］ ☎ 0993-22-3295
（南）有馬病院 ［外・内科］ ☎ 0993-52-2367
（南）小山クリニック ［内科］ ☎ 0993-77-2225
（枕）サザン・リージョン病院 ［内・外科］ ☎ 0993-72-1351


