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日本の高齢者の就業率は、主要国で最高！

資料：日本の値は「労働力調査」（基本集計）
　　　他国はＯＥＣＤ.Ｓtatより作成

主要国における高齢者の就業率は10年前と比べ、ロシアを除き上
昇しています。日本は1.4ポイント上昇し、就業率は20.8％で主要国
の中で最も高いです。
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高齢者の就業率の国際比較（平成16年、26年）

　
　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（1 月）

市営住宅の入居者募集受付を、
　１月４日（月）～15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）

（１月）
川辺地区 知覧地区 頴娃地区

(有)鶴田水道設備 蓮子水道設備 (有)安藤水道工業
（会社）56-4152 83-3735 36-2747
（自宅）56-1255

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。

12月の税金は、
　市県民税４期、国民健康保険税８期（普通徴
収）、介護保険料８期（普通徴収）、後期高齢者医療
保険料８期（普通徴収）です。
◎���口座振替を利用されている方の振替日は、12月24日（再振
替１月５日）です。事前に残高確認をお忘れなく！

　～ご注意ください～
平成28年１月から納税証明書の申請（継続検査用の軽自
動車税納税証明書を除く）には、次のものが必要です。
○本人申請の場合…個人番号カードもしくは通知カードと身
分証明書
○代理申請の場合…必要な方の個人番号カードもしくは通
知カードと身分証明書、代理人への委任状と代理人の身
分証明書
※身分証明書：運転免許証、保険証など
申請前にあらかじめ担当係に確認してください。

　［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

※（枕）枕崎市立病院（0993-72-0303）
　 小児診療：2日、3日、10日、17日、24日、31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。

1 日（金）
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）指宿さがら病院 ［内科］ ☎ 0993-22-3079
（南）加世田病院 ［脳・外・内科］ ☎ 0993-53-6300
（南）羽牟クリニック ［内科］ ☎ 0993-52-2036
（枕）小原病院 ［内・外科］ ☎ 0993-72-2226

2 日（土）
菊野病院 ［整形外科］ ☎ 0993-56-1135

（指）生駒外科医院 ［外科］ ☎ 0993-22-3059
（指）伊藤記念病院 ［内科］ ☎ 0993-24-4466
（南）阿多病院 ［精神・内科］ ☎ 0993-77-1211
（南）吉井クリニック ［形成・皮膚科］ ☎ 0993-53-8887
（枕）枕崎市立病院 ［内科］ ☎ 0993-72-0303
（枕）尾辻病院 ［外科］ ☎ 0993-72-5001

3 日（日）
川辺生協病院 ［内科］ ☎ 0993-56-6111

（指）指宿医療センター ［内・外科］ ☎ 0993-22-2231
（南）真愛病院 ［整形外科］ ☎ 0993-53-7112
（南）なかやま脳神経外科 ［脳・内科］ ☎ 0993-53-8282
（枕）国見内科医院 ［内科］ ☎ 0993-72-0066
（枕）サザン・リージョン病院 ［外科］ ☎ 0993-72-1351

10 日（日）
鯵坂耳鼻咽喉科 ［耳鼻咽喉科］ ☎ 0993-56-6222
まつやまクリニック ［内・外科］ ☎ 0993-83-3927

（指）今林整形外科病院 ［外科］ ☎ 0993-22-2710
（指）指宿浩然会病院 ［内科］ ☎ 0993-22-3295
（南）﨑山内科クリニック ［内科］ ☎ 0993-53-2255
（南）加世田シティー内匠眼科 ［眼科］ ☎ 0993-53-2958
（枕）有山内科医院 ［内科］ ☎ 0993-72-5811
（枕）久木田整形外科病院 ［整形外科］ ☎ 0993-72-3155

11 日（月）
上原整形外科クリニック ［整形外科］ ☎ 0993-58-3077
小田代記念クリニック ［外・内科］ ☎ 0993-83-2677

（指）指宿脳神経外科 ［外科］ ☎ 0993-27-1177
（指）指宿温泉病院 ［内科］ ☎ 0993-25-3653
（南）県立薩南病院 ［外科］ ☎ 0993-53-5300
（南）酒瀬川医院 ［内科］ ☎ 0993-55-2119
（枕）サザン・リージョン病院 ［内・外科］ ☎ 0993-72-1351
（枕）にしだ泌尿器科 ［泌尿器科］ ☎ 0993-73-5556

17 日（日）
かりや内科クリニック ［内科］ ☎ 0993-56-6133
うきべ医院 ［内科］ ☎ 0993-83-4303

（指）肥後胃腸科クリニック ［外科］ ☎ 0993-35-2148
（指）指宿おおしげ内科 ［内科］ ☎ 0993-23-0788
（南）県立薩南病院 ［内科］ ☎ 0993-53-5300
（南）ふくいわ耳鼻咽喉科クリニック ［耳鼻咽喉科］ ☎ 0993-53-3387
（枕）小原病院 ［内・外科］ ☎ 0993-72-2226

24 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
笹川医院 ［内・外・小児科］ ☎ 0993-27-4122

（指）木之下クリニック ［外科］ ☎ 0993-23-3940
（指）宮薗病院 ［内科］ ☎ 0993-32-2001
（南）唐仁原内科クリニック ［内科］ ☎ 0993-53-3500
（南）松岡医院 ［耳鼻咽喉科］ ☎ 0993-52-2733
（枕）ウエルフェア九州病院 ［内科］ ☎ 0993-72-0055
（枕）サザン・リージョン病院 ［外科］ ☎ 0993-72-1351
（枕）園田病院 ［眼科］ ☎ 0993-72-0165

31 日（日）
松岡救急クリニック ［内科］ ☎ 0993-78-3789

（指）生駒外科医院 ［外科］ ☎ 0993-22-3059
（指）福元医院 ［内科］ ☎ 0993-22-3053
（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）枕崎市立病院 ［内科］ ☎ 0993-72-0303
（枕）小原病院 ［外科］ ☎ 0993-72-2226
（枕）松山医院 ［耳鼻咽喉科］ ☎ 0993-72-5050


