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3日（土）
上原整形外科クリニック ［整形外科］ ☎0993-58-3007
まつやまクリニック ［内・外科］ ☎0993-83-3927

（指）生駒外科医院 ［外科］ ☎0993-22-3059
（指）福岡医院 ［内科］ ☎0993-32-2022
（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）国見内科医院 ［内科］ ☎0993-72-0066
（枕）尾辻病院 ［外科］ ☎0993-72-5001

4日（日）
南薩ケアほすぴたる ［内科］ ☎0993-56-1155

（指）指宿医療センター ［外科・内科］ ☎0993-22-2231
（南）なかやま脳神経外科 ［脳・内科］ ☎0993-53-8282
（南）加世田シティー内匠眼科 ［眼科］ ☎0993-53-2958
（枕）サザン・リージョン病院 ［内・外科］ ☎0993-72-1351
（枕）枕崎こどもクリニック ［小児科］ ☎0993-58-1085

5日（月）
松岡救急クリニック ［内科］ ☎0993-78-3789
鶴留医院 ［整形外科］ ☎0993-36-1145

（指）指宿脳神経外科 ［外科］ ☎0993-27-1177
（指）指宿浩然会病院 ［内科］ ☎0993-22-3295
（南）県立薩南病院 ［外科］ ☎0993-53-5300
（南）酒瀬川医院 ［内科］ ☎0993-55-2119
（枕）小原病院 ［内・外科］ ☎0993-72-2226

6日（火）
菊野病院 ［整形・外・内科］☎0993-56-1135

（指）今林整形外科病院 ［外科］ ☎0993-22-2710
（指）橋口医院 ［内科］ ☎0993-35-0022
（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）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

11日（日）
かわなべ共立内科 ［内科］ ☎0993-56-1100
児玉病院 ［精神内科］ ☎0993-56-4111
きわきクリニック ［内科］ ☎0993-58-7300

（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）枕崎市立病院 ［内科］ ☎0993-72-0303
（枕）尾辻病院 ［外科］ ☎0993-72-5001
（枕）園田病院 ［眼科］ ☎0993-72-0165

18日（日）
川辺生協病院 ［内科］ ☎0993-56-6111

（指）長野整形外科クリニック ［外科］ ☎0993-23-3291
（指）大重内科 ［内科］ ☎0993-34-1003
（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）溝口クリニック ［内科］ ☎0993-73-5330
（枕）小原病院 ［外科］ ☎0993-72-2226
（枕）竹さこ医院 ［産婦人科］ ☎0993-73-2610

25日（日）
橋口皮膚科 ［皮膚科］ ☎0993-56-0707
川平内科 ［内科］ ☎0993-38-0109

（指）生駒外科医院 ［外科］ ☎0993-22-3059
（指）宮薗病院 ［内科］ ☎0993-32-2001
（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

※（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。
※当番医は、市ホームページの携帯サイト
http://www.city.minamikyushu.lg.jp/cgi-bin/hpKtaiIndex.cgi
からでも検索できます。

日曜・祝日の当番医（5 月）
　
　市県民税の均等割の税率改正　～税務課～

　
　市営住宅（空家）入居者募集受付

市営住宅の入居者募集受付を、
　５月７日（水）～16日（金）に行います。
※詳しくは、建築住宅課市営住宅係
　まで直接問い合わせるか、
　市ホームページでご確認ください。
　［問］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）安藤水道工業
（会社）56-5800 83-2482 36-2747
（自宅）56-1336

日曜・祝日水道修繕当番店

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。

　
　

毎月５日は、エコライフデー！
５月は環境にやさしい自然との付き合い方

　　　　　　　　　　（緑化活動）
― 緑のカーテン ―　　

　緑のカーテンには日差しをさえぎり室内温度や建物の表
面温度を下げるだけでなく、葉の表面から水分を蒸発させる
「蒸散作用」により周囲の温度を下げる効果もあります。

StepUp ステップ・アップ

省エネ・節電

　防災・減災のための市県民税の均等割の
　税率改正について
　「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防
災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に
関する法律」が平成23年12月２日に公布され、臨時的な措置とし
て平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、各年度の個
人住民税（市民税および県民税）の均等割の標準税率がそれぞれ
500円引き上げられ、次のように改正されます。
　この財源については、公共施設の耐震化や災害対策の充実の
ために使用されます。
●平成26年度から平成35年度までの均等割の標準税率

区　　　　分 現　行 改正後 改正額
市　民　税 3,000 円 3,500 円 +500 円

県　民　税
（森林環境税分 500 円を含む） 1,500 円 2,000 円 +500 円

合　　　　計 4,500 円 5,500 円 +1,000 円

［問］税務課  納税管理係 （川辺庁舎）☎0993-56-1111
　　市民課  税務係　　　　（知覧庁舎）☎0993-83-2511
　　　　　〃　　　　　  　（頴娃庁舎）☎0993-36-1111

ゴーヤ アサガオ
①種をまく 3 ～ 4 月 5 ～ 6 月中旬
②プランターに植える 4 月下旬～ 5 月上旬 6 月いっぱい
③成長する 5 月中旬～ 7 月上旬 6 ～ 9 月
④花が咲く 7 月中旬～ 9 月末 7 月下旬～ 9 月末
⑤片づけ 10 月～ 10 月～

【出典：地球環境を守るかごしま県民運動推進会議事務局「エコライフデーのすすめ」】


