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※図書館ボランティア募集中！詳しくは図書館まで。
http://lib-minamikyushu.jp/

http://lib-minamikyushu.jp/

休 館 日
知覧図書館 ☎0993-83-4939 ㊡月曜、9/18㈬、20㈮、25㈬
頴娃図書館 ☎0993-27-3311 ㊡火曜、9/19㈭
川辺図書室 ☎0993-58-3215 ㊡火曜、9/19㈭

9/16㈪敬老の日、9/23㈪秋分の日は全て開館しています。

『うみどりの島』
　文／寺沢孝毅　
　絵／あべ弘士
　出版社／偕成社
　北の海にうかぶちいさな島「天売島」
に訪れる海鳥のおはなしです。海鳥に
ついて詳しく描かれていて、海鳥の楽
園「天売島」に渡ってくる鳥たちの様
子が、目に浮かぶ絵本です。

～私のお気に入りの本を紹介します～
　今回本を紹介してくれるのは、「川辺図書室ボラ
ンティアグループひまわり」に参加している、川
辺高校３年生の浮辺歩実さんです。

『パ～ラ　上下』
著／ラルフ・イーザウ
訳／酒寄進一　
絵／佐竹美保
出版社／あすなろ書房

　私が小学生のときに出会った作品です。この物
語は、言葉選びがその面白さを引き立てています。
　主人公の少女パーラは冒険する中で、武器では
なく言葉で互いを理解し合う大切さを私たちに教
えてくれていると感じています。

お　知　ら　せ
　　　　☆リサイクル市☆
　　　　 ９／１（日）～９／２9（日）
　　　　対象雑誌： ２017年４月～２018年３月に発行された雑誌
　　　　※　頴娃図書館は、10月２日（水）から開始。
　　　　※　川辺図書室は、11月実施予定。

知覧

　　　　☆第4回川辺郷土文化講演会☆
　　　　　「ふるさと探訪～かわなべまち歩き～」
　　　　 日時：令和元年９月２3日（月）秋分の日
　　　　　　　９：00～1２：00
　　　　場所：南九州市立川辺図書室
　　　　内容：川辺・平山城跡の案内・説明、歴史講演
　　　　講師：新地浩一郎氏
　　　　対象：小学５年生から一般　２0人程度
　　　　※詳しくは川辺図書室まで

川辺

お は な し 会
　南九州市立図書館（知覧・頴娃・川辺）では、毎週土曜
日の午後３時からおはなし会を開催しています。
　絵本や紙芝居など、楽しいおはなしを準備してお待ちし
ております。ぜひ、お越しください♪

ドライブレコーダーの映像は定期的に確認!

【お問い合わせ】　南九州市消費生活センター（知  商工観光課内）

ひとことアドバイス
■事 例 １
　ドライブレコーダーを取り付けたが、 SD 
カードの不良でデータが録画されていな
かった。 　 （70歳代　男性）

■事 例 ２
　自動車を運転中、 交差点で対向車と衝
突した。ドライブレコーダーに録画されて
いるはずの映像が記録されていなかった。
 （60歳代　男性）

消費生活１
１０番

● 相談事例では、事故やトラブルの時に確認した際、初
めて映像が記録されていないことに気が付いたという
例が多く見られました。

● データを記録するSD カードの異常により、映像が記録されていない
ケースがあります。SD カードは定期的にフォーマット（初期化）する必
要があります。また、繰り返し使用し、劣化していく消耗品なので定期
的に交換しましょう。

● 取扱説明書をよく読んで、ドライブレコーダーに合ったSDカードを使用
し、本体に異常が生じていないかの確認も含め、映像が正常に記録さ
れていることを定期的に確認しましょう。
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日曜・祝日水道修繕当番店

（９月）
川辺地域 知覧地域 頴娃地域

（有）鶴田水道設備 松久保設備 （有）安藤水道工業
（会社）56-4152 83-2482 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。

市営住宅（空き家）入居者募集受付

市営住宅の入居者募集受付を、
　９月２日（月）～９月13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、
　担当係へ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）

　市では、納期限内に納めている大多数の皆さんとの公
平性を確保するため、滞納処分を強化し、滞納の解消に
取り組んでいます。
◎納税に関する相談
　失業・病気などにより一度に納税することが困難な方や
収入がない方につきましては、随時、納税相談を受け付
けています。

【お問い合わせ】
　収納対策課  収納対策係（頴娃庁舎２階）

31年度滞納処分状況・・・差し押さえを実施した件数

月
差し押さ 
えを実施 
した件数

内　　　　　　　　　訳
捜索

預貯金 給与 保険 不動産 その他

４～６
月 84 80 0 0 0 4 0

滞納⇒『０』滞納⇒『０』ストップ

南九州警察署管内における交通事故発生状況
（令和元年７月末現在）

区分 ７月中 前年比 累計

発
生

県内 352 -710 2,643

管
内

知覧 1 -2 9
川辺 3 5 23
頴娃 3 0 13
合計 7 3 45

死
者

県内 5 -2 33

管
内

知覧 0 -1 0
川辺 0 0 0
頴娃 0 1 1
合計 0 0 1

傷
者

県内 398 -883 3,051

管
内

知覧 1 -2 11
川辺 6 10 30
頴娃 3 -1 14
合計 10 7 55

税務課からのお知らせ

８月の税金は、
市県民税２期、国民健康保険税４期（普通徴収）、介護保険料４期（普
通徴収）、後期高齢者医療保険料４期（普通徴収）です。
◎   口座振替を利用している方の振替日は、８月23日（再振替９月５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、ご了承ください）

　また、コンビニエンスストアでの納付のほか、平成31年4月からスマ
ホ決済アプリ（PayB）による納付も開始しましたのでご利用ください。

※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、延滞金も発生します。　

［担当］ 頴 税務課 納税管理係　知 ・ 川 支所　税務係

幼児教育・保育の無償化が始まります

幼稚園・認定こども園（幼稚園部）の利用者
■対象となる期間＝
・満３歳の誕生日を迎えた翌月から
■無償化の対象＝
・保育料
・預かり保育料（月額 11,300 円まで）
（満３歳の住民税非課税世帯は月額 16,300 円まで）
※預かり保育料については「保育の必要性の認定」が必要
※満３歳の児童は、住民税非課税世帯のみ対象

　令和元年 10月から国の制度により、保育料、各種サービスなどの利用料の無償化が始まります。

幼稚園（就園奨励費の対象園）の利用者
■対象となる期間＝
・満３歳の誕生日を迎えた翌月から
■無償化の対象＝
・保育料（月額 25,700 円まで）
・預かり保育料（月額 11,300 円まで）
（満３歳の住民税非課税世帯は月額 16,300 円まで）
※預かり保育料については「保育の必要性の認定」が必要
※満３歳の児童は、住民税非課税世帯のみ対象

保育園・認定こども園（保育園部）などの利用者
■対象となる期間＝
・満３歳の誕生日を迎えた翌年度の４月から
■無償化の対象＝
・保育料　（※延長保育料は対象外）
一時預かり、認可外保育施設などの利用者
■対象となる期間＝
①満３歳の誕生日を迎えた翌年度の４月から
②住民税非課税世帯の０歳児から２歳児まで
※保育園などの利用者対象外
■無償化の対象＝
・一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター（対象項目のみ）
・認可外保育施設など
預かり保育料を合わせ①の場合、月額 37,000 円まで。
　　　　　　　　　　②の場合、月額 42,000 円まで
※「保育の必要性の認定」が必要
　詳しくは、市ＨＰをご覧いただくか、担当係にお問い合わせ
ください。　　　　　　　　

［担当］川 �福祉課�子育て支援係


