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新年度の国民健康保険証の窓口
受け取りなどの申し込み
◇新しい保険証を３月下旬に世
帯主宛てに郵送します　◇窓口
受け取り(３月18日から)や送付
先の変更、簡易書留郵便での配
送を希望する人は、２月19日ま
でに保険証を持って国民健康保
険課か各支所の国保担当窓口へ
◇簡易書留郵便の申し込みは、
郵送でも受け付けます。住所(郵
便番号)、世帯主名、電話番号、
保険証の記号・番号、「保険証の
簡易書留郵便申し込み」と書い
て、２月19日(必着)までに〒892-
8677山下町11-1国民健康保険課
☎216-1228D216-1200へ
所得申告のお願い
◇国保税は、毎年加入者の前年
中の所得に基づき計算されます。
世帯主や国保加入者に未申告の
人がいると、法定軽減が適用さ
れないなど正しい計算ができな
いため、所得のない人も期限内
の申告をお願いします　◇申告
が必要な人や申告会場などは19
面をご覧ください　問国民健康
保険課☎216-1229D216-1200
後期高齢者医療保険料の
口座振替への変更
◇６月分の特別徴収（年金から
の支払い)を中止し、口座振替
を希望する人は、３月５日まで
に納付方法変更申出書の提出を
◇必要なもの…保険証、通帳、
通帳印(本人以外の口座から引
き落としを希望するときは本人
の印鑑も必要)　◇引き続き年
金からの支払いを希望する人や
申出書を提出済みの人は手続き
不要です　問長寿支援課☎216-
1268D224-1539、各支所の福祉
課・保健福祉課

高齢者の元気応援協賛店
◇70歳以上の高齢者は、市に登
録されたスポーツ・文化施設(ト
レーニングジムや美術館など)
の協賛店で、無料体験や入館料
割引などの優待サービスを受け
られます　◇協賛店やサービス
内容など詳しくは市HPか長寿支
援課☎216-1266D244-1539へ

●谷山福祉部福祉課 谷山支所内
☎269-8472･8473 D267-6555

●伊敷福祉課 伊敷支所内
☎229-2113 D229-6894

●吉野福祉課 吉野支所内
☎244-7379 D243-0816

●吉田保健福祉課 吉田支所内
☎294-1214 D294-3352

●桜島保健福祉課 桜島支所内
☎293-2360 D293-3744

●喜入保健福祉課 喜入支所内
☎345-3755 D345-2600

●松元保健福祉課 松元支所内
☎278-5417 D278-4189

●郡山保健福祉課 郡山支所内
☎298-2114 D298-2916

●中央保健センター 鴨池二丁目25-1-11
☎258-2364 D258-2392

●北部保健センター 吉野町3275-3

☎244-5693 D244-5698
●東部保健センター 本庁西別館１階

☎216-1310 D216-1308
●西部保健センター 永吉二丁目21-6

☎252-8522 D252-8541
●南部保健センター 西谷山一丁目3-2

☎268-2315 D268-2928
●吉田地区保健センター 本城町1687-2

☎294-1215 D294-3352
●喜入地区保健センター 喜入町6100

☎345-3434 D345-3437

　各支所の福祉課・保健福祉課、保健センター 問い合わせ先　

高齢者いきいきポイント推進
事業転換交付金の申請受け付け
◇活動でたまった
ポイントを交付金
や寄付金に換えら
れます　◇申請方
法…いきいき手帳、
印鑑、本人名義の
通帳、特定(長寿)健診を受診し
たことがわかる書類(受診者の
み)を市社会福祉協議会ボラン
ティアセンターへ　◇受付期間
…３月31日（水）まで（火・日曜
日、祝日を除く)　問市社会福
祉協議会ボランティアセンター
☎221-6072D221-6075
老人介護手当・家族介護慰労金
①老人介護手当
対２月１日現在、本市に１年以
上住み、要介護３以上で寝たき
りか重度認知症の65歳以上の在
宅の人を、同居などで６カ月以
上介護している人（被介護者も
本市に１年以上住み、在宅でな
い期間が通算で31日を超えない
こと)　※昨年８月１日以降に
申請し、支給が決まっている人
は対象外　◇支給額…年額９万
円(被介護者が国の特別障害者
手当や経過的福祉手当を受給し
ているときは年額４万5000円）
◇申請期限…２月26日
②家族介護慰労金
対１年間継続して要介護４以上
で、その間、介護保険のサービ
ス(年間７日以内のショートス
テイの利用を除く)を利用しな
かった65歳以上の人を１年以上
介護している人　※介護者、被
介護者ともに本市に住み、住民
税非課税世帯の人であること
◇支給額…年額10万円　◇申請
は随時受け付け
①②共
◇申請に必要なもの…申請書
（民生委員の状
況確認欄あり）
問長寿支援課
☎216-1267
D224-1539
障害者控除対象者認定の申請
◇市県民税や所得税の申告のと
きに障害者に準じて障害者控除
が受けられる認定書を交付しま
す　※認定書は昨年12月31日の
状況により発行　対要介護認定
を受け、一定の要件を満たす65
歳以上の人　◇必要なもの…申
請者と対象者の印鑑　申対象要
件など詳しくは長寿支援課
☎216-1267D224-1539か谷山福
祉部福祉課☎269-8472D267-
6555へ

協賛店の目印のステッカー

高齢者・障害者福祉

国民健康保険・
後期高齢者医療保険

市民福祉手当（重度障害者（児）
手当）の申請
対昨年10月１日
(19歳までの人は
昨年４月１日)現
在で本市に１年以
上住み、身体障害
者手帳・精神障害者手帳１・２
級や療育手帳Ａ₁・Ａ₂・Ｂ₁を持
ち、今年度申請をしていない人
(特別障害者手当などの受給者
や一部の福祉施設入所者などを
除く）　◇申請期限…19歳まで
の人は３月31日、20歳以上の人
は９月30日　◇必要なもの…手
帳、申請者名義の通帳、印鑑
申詳しくは障害福祉課☎216-
1273D216-1274、各支所の福祉
課・保健福祉課へ

肝炎治療費助成
◇ウイルス性肝炎
は、治療をしなけ
れば肝硬変、肝が
んなどへと重症化
する可能性がある
病気です　◇Ｂ型・Ｃ型ウイル
ス性肝炎に対する治療費の一部
を助成します　問保健予防課
☎803-7023D803-7026

社会保険労務士による
障害年金ミニセミナー
◇講師…隈元和己氏(社会保険
労務士)　対市内に住む人
期２月22日（月）10時～12時　
所精神保健福祉交流センター
(はーと・ぱーく)　定７人
料無料　申直接か電話で２月15
日までにはーと・ぱーく☎214-
3352D206-8571へ
福祉コミュニティセンター教養
講座（４月開講）
講座名 日　時 定員
さつま
狂句

第１・３週の木曜日
10時～11時30分 各

20人華道
(池坊)

第１・３週の土曜日
10時～11時30分

茶道
(裏千家)

第２・４週の木曜日
10時～11時30分 ８人

やさしい
囲碁

第２・４週の木曜日
13時30分～15時 20人

対市内に住む60歳以上の人や体
の不自由な人(初心者優先) 
料無料(教材費などは実費負担) 
申往復はがきで希望講座名、来
館方法(徒歩、車など)も２月28
日(必着)までに〒892-0803祇園
之洲町1-2福祉コミュニティセ
ンター☎248-1200D248-2211へ

健　康

講座・イベント
 応募要領は24面 

自殺対策強化月間 講演会に参加しませんか　託

◇演題　前向きに生きるために
◇講師　バーバラ植村氏
対市内に住む人
期３月21日（日）13時30分～15時30分
所中央公民館　定120人程度（先着順）
料無料
申郵送かファクス、メールで２月15日～３月19日(必着)に〒892-
　8677山下町11-1保健支援課☎803-6929D803-7026メールhokenshien
　@city.kagoshima.lg.jpへ

　３月は自殺対策強化月間です。自殺の背景には過労・生活困
窮などさまざまな社会的要因があるといわれています。
　命や暮らしの危機に陥ったときには、誰かに助けを求めるこ
とが大切です。一人一人が意識して、大切な命を守りましょう。
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税務署への所得税(確定)申告が必要な人へのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症対策のため、入場には当日会場
で配布する「入場整理券」が必要です。オンラインで事前発
行もできますので、詳しくは国税庁HPへ。
■確定申告相談会
期２月16日（火）～３月15日（月）の９時～16時
　※土･日曜日、祝日を除く
　※２月21日（日）・28日（日）は開設
所県市町村自治会館４階
■住宅ローン控除・年金所得者の事前作成会
期２月８日（月）～10日（水）・12日（金）・
　15日（月）の９時～16時
所県市町村自治会館４階

【鹿児島税務署☎255-8111】

　令和３年度の市民税・県民税の申告を受け付けます。申告が必要と思
われる人には、今月上旬に申告書を発送します。申告が必要な人で申告
書が届かないときは市民税課、各支所の税務窓口、下表の申告会場で準
備しています。

【市民税課☎216-1174・1175D216-1177】

市民税・県民税の申告は正しくお早めに！　２月16日（火）～３月15日（月）

場　所 受付日時

吉田

宮校区コミュニティセンター ３月２日（火）９時30分～
11時牟礼岡校区コミュニティセンター ３月３日（水）

本名校区コミュニティセンター ３月４日（木） ９時30分～
11時30分吉田校区コミュニティセンター ３月５日（金）

桜島

桜峰校区公民館 ２月19日（金）
９時30分～
11時30分

武公民館 ２月22日（月）
小池地域公民館 ２月24日（水）
赤水公民館 ２月25日（木）

　感染症対策のた
め、郵送での申告に
ご協力ください。

対象者 必要書類（2020年中の収入や支払いが分かる書類）　※写し可
給与収入、公的年金等の収入がある人 源泉徴収票、給与明細書、事業主の支払証明書など
事業収入やその他の収入がある人 収入金額や必要経費が分かる書類（固定資産税納税通知書と課税明細書、帳簿類など）
医療費控除を受ける人かセルフメディケーション
税制による医療費控除の特例を受ける人

医療費控除の明細書かセルフメディケーション税制の明細書（詳しくは申告書に同封する「明細書の記
載要領」をご覧ください）　※2020年１月１日～12月31日に支払ったものが対象

社会保険料控除を受ける人
※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの支
　払いがある人

申告者本人が口座振替や納付書で保険料を支払ったときは、領収書など支払いが分かるもの
※公的年金からの支払い分は、年金の源泉徴収票に記載されているため提出不要
※国民年金保険料、国民年金基金の支払いがある人は、控除証明書か領収書

小規模企業共済等掛金控除を受ける人 掛金の証明書
生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人 支払保険料の証明書（控除証明書）
寄付金税額控除を受ける人 寄付先団体から交付された寄付金の受領書など
障害者控除を受ける人 身体障害者手帳・保健福祉手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書など
勤労学生控除を受ける人 学生証・在学証明書など

新型コロナウイルス感染症に係る
給付金などの取り扱い

　市民や事業所に、国や自治体が行った給付金や助成金、
協力金などの支援は 、申告が必要になることがあります。
■非課税となるもの
・特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金 など
■課税対象となるもの
・持続化給付金、家賃支援金 など
　※年間収支が赤字になるときなど、
　　税負担が生じないこともあります
◇詳しくは市HPか市民税課☎216-1174・1175D216-1177へ

 申告が必要な人 
•１月１日現在、本市に居住している人
※ただし、次の「申告が必要ない人」に該当する人を除く

 申告が必要ない人 
•所得税・復興特別所得税の確定申告をする人
•給与収入のみで勤務先から給与支払報告書が本市に提出される人
•公的年金等（遺族年金・障害年金を除く）のみを受給している65歳以上
　で、収入が151万５千円以下の人
•収入がなく、市内に住所がある親族の扶養を受けている人 など
※給与や公的年金等以外に収入がある人、給与や公的年金等の源泉徴収
票に記載された控除の他に医療費、社会保険料、生命保険料などの各種
控除の適用を受けようとする人は、申告が必要となることがあります

 申告に必要なもの 
①申告書　②印鑑（認め印で可）　③下表の各必要書類
※申告者の本人確認のため、A番号確認書類（マイナンバーカードなど）と
　B身元確認書類（運転免許証など）の提示が必要
※代理申告のときは、申告者本人のAと代理人のBの提示が必要

 郵送で申告するとき 
　申告書に必要事項(住所・氏名・電話番号など)を記入、押印し、必要
書類（写し可）を同封の上、郵送してください。

 本庁・各支所の申告会場 
会　場 所在地 問い合わせ 受付日時

本庁本館２階講堂 〒892-8677　山下町11-1 市民税課☎216-1174・1175

２月16日（火）～
３月15日（月）の
９時～17時
※土・日曜日、
　祝日を除く

谷山支所４階大会議室 〒891-0194　谷山中央四丁目4927 谷山税務課☎269-8421
伊敷支所３階大会議室 〒890-0008　伊敷五丁目15-1 伊敷税務課☎229-9736
吉野支所２階会議室 〒892-0871　吉野町3256-3 吉野税務課☎244-7392
吉田支所税務課窓口 〒891-1392　本城町1696 吉田税務課☎294-1213
桜島支所税務課窓口 〒891-1415　桜島藤野町1439 桜島税務課☎293-2348
東桜島税務係窓口 〒891-1543　東桜島町863-1 東桜島税務係☎221-2112
喜入支所２階第１会議室 〒891-0203　喜入町7000 喜入税務課☎345-3759
松元支所３階大会議室（３月１日～１階会議室）〒899-2792　上谷口町2883 松元税務課☎278-5416
郡山支所３階会議室 〒891-1192　郡山町141 郡山税務課☎298-2115

 臨時の申告会場 
場　所 受付日時

東桜島
持木町公民館 ２月19日（金）

14時～15時宇土公民館 ２月22日（月）
園山公民館 ２月24日（水）

喜入

一倉校区公民館 ２月18日（木）

９時30分～
11時30分

前之浜校区公民館 ２月19日（金）
生見校区公民館 ２月24日（水）
中名校区公民館 ２月25日（木）
瀬々串校区公民館 ２月26日（金）

市民税課 坂田 主事
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