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日曜・祝日の当番医（5 月）税務課からのお知らせ

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

※（枕）枕崎市立病院（0993-72-0303）
　 小児診療：１日、８日、15日、22日、29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。

市営住宅の入居者募集受付を、
　４月25日（月）～５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、
　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）

（５月）
川辺地区 知覧地区 頴娃地区

(株)前野設備 松久保設備 （有）イセチ設備工業
（会社）56-5800 83-2482 （会社）36-2775
（自宅）56-1336 （自宅）36-0846

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。

軽自動車税　平成 28年度から新税率へ
　これまでも広報紙などでお知らせしましたが、軽自動
車や原動機付自転車などに課税される軽自動車税の新税
率が、平成28年度から適用されます。
　車種区分ごとの税率は次のとおりです。

車　種　区　分 税率（年税額）

原動機付
自転車

50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円

軽２輪（125cc超250cc以下） 3,600円
小型特殊
自動車

農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円

小型２輪（250cc超） 6,000円
軽自動車３輪 3,900円※

軽自動車
４輪以上

乗　用 営業用 6,900円※
自家用 10,800円※

貨　物 営業用 3,800円※
自家用 5,000円※

省エネ・エコ

【出典：九州電力株式会社　よくわかる電気の省エネ】

寒い季節だけ
　一年を通してつけっぱなしにするのは大きな無駄。
　必要な時だけ使うようにしましょう。
　便座や洗浄水の温度も控えめに。

省エネ効果の参考データ
使わない時はフタを閉める
年間で電気34.90kWhの消エネ

温水洗浄便座

約790円の節約
CO2 削減量　20.9kg

※フタを閉めた場合と、開けっぱなしの
場合との比較（貯湯式）

※軽自動車３輪以上の税率は、平成27年４月１日以降に新車
登録した軽自動車に適用されます。ただし、排出ガス性能によ
りグリーン化特例（軽課）も併せて適用されます。

～良く分かる電気の省エネ～

1日（日）
橋口皮膚科 ［皮膚科］ ☎ 0993-56-0707
きわきクリニック ［内科］ ☎ 0993-58-7300
（指）指宿医療センター ［外・内科］ ☎ 0993-22-2231
（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）枕崎市立病院 ［内科］ ☎ 0993-72-0303
（枕）尾辻病院 ［外科］ ☎ 0993-72-5001
3日（火）
清小児科 ［小児科］ ☎ 0993-58-3228
小田代記念クリニック ［外・内科］ ☎ 0993-83-2677
（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）南さつま中央病院 ［外科］ ☎ 0993-52-0202
（南）西田医院 ［内科］ ☎ 0993-77-0115
（枕）国見内科医院 ［内科］ ☎ 0993-72-0066
（枕）久木田整形外科病院 ［整形外科］ ☎ 0993-72-3155
（枕）枕崎こどもクリニック ［小児科］ ☎ 0993-58-1085
4日（水）
南薩ケアほすぴたる ［内科］ ☎ 0993-56-1155
（指）今林整形外科病院 ［外科］ ☎ 0993-22-2710
（指）指宿温泉病院 ［内科］ ☎ 0993-25-3653
（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）小原病院 ［内・外科］ ☎ 0993-72-2226
5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）生駒外科医院 ［外科］ ☎ 0993-22-3059
（指）福岡医院 ［内科］ ☎ 0993-32-2022
（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）サザン・リージョン病院 ［内・外科］ ☎ 0993-72-1351
8日（日）
菊野病院 ［整形外科］ ☎ 0993-56-1135
（指）指宿脳神経外科 ［外科］ ☎ 0993-27-1177
（指）福元医院 ［内科］ ☎ 0993-22-3053
（南）阿久根医院 ［内科］ ☎ 0993-53-9016
（南）神前クリニック ［内科］ ☎ 0993-52-7771
（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
15日（日）
松岡救急クリニック ［内科］ ☎ 0993-78-3789
（指）池田診療所 ［外科］ ☎ 0993-26-2101
（指）指宿おおしげ内科 ［内科］ ☎ 0993-23-0788
（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）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
22日（日）
川辺生協病院 ［内科］ ☎ 0993-56-6111
（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）はしぐちクリニック ［内科］ ☎ 0993-58-2222
（南）持冨皮ふ科 ［皮膚科］ ☎ 0993-52-1288
（枕）小原病院 ［内・外科］ ☎ 0993-72-2226
（枕）立神リハビリテーション温泉病院 ［内・リハビリ科］ ☎ 0993-72-7711
29日（日）
鯵坂耳鼻咽喉科 ［耳鼻咽喉科］ ☎ 0993-56-6222
笹川医院 ［内・外・小児科］ ☎ 0993-27-4122
（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）久木田整形外科病院 ［整形外科］ ☎ 0993-72-3155
（枕）園田病院 [ 眼科 ] ☎ 0993-72-0165


