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統計書・市勢要覧の配布
◇平成24年度鹿児島市統計書・
2013年市勢要覧を刊行しました
◇配布場所…市役所、谷山支所総
務課、各支所総務市民課　問総務
課216-1116
みなと大通り別館自走式
立体駐車場が完成しました
◇本庁舎へお越しの人はご利用下
さい。入出は機械式ゲートです　
問管財課216-1157
国民年金の届け出を忘れずに
◇届け出が必要なとき…①年金受
給者の住所や氏名が変わった、②
60歳未満で会社などを退職した、
③退職や離婚・死亡などで会社員
などの配偶者から扶養されなく
なった　◇必要なもの…年金手
帳、退職日や扶養から外れた日が
確認できる書類など　問サンサン
コールかごしま099-808-3333
市立図書館利用者カード情報更新
対平成21年３月までに登録した人
◇必要なもの…利用者カード、住
所・氏名の確認できるもの　※利
用者カードは破損などがなければ
そのまま使えます　問市立図書館
250-8500
 新生活のスタートにラピカを 
◇積み増し額に１割のプレミアが
つくなどお得です　◇通勤・通学

するときは３日前までに㈱ジェ
ネッツ812-6171へ　問水道局収納
課257-7111
サツマソイルの販売
◇下水処理の過程で発生する汚泥
をたい肥化した肥料「サツマソイ
ル」を販売　所下水汚泥堆肥化場

（水）までは臨時休業します　問結
婚相談所222-3467
子メーターの取り替え
◇マンションなどの各入居者の使
用料を決めるために設置している

料15 ㎏袋157
円、20㎏袋210
円　◇４月26
日（金）10時30
分～春の木市
で１㎏を無償
配布
問水道局下水処理課268-3393
資源物回収活動補助金
対事前に資源物回収活動をした登
録団体　◇補助額…①回収量に対
して古紙類６円／㎏、古繊維類・
金属類３円／㎏、空きびん類３円
／本、廃食用油30円／ℓ　②実施
回数に対して3000円／回　※年２
回以上実施したときに２回目から
対象。上限は１万5000円　問リサ
イクル推進課216-1290
まち美化地域指導員の募集
内ボランティアでごみのポイ捨て
防止などまち美化啓発を行います
対町内会などから推薦を受けて、
市の講習会を受講できる人　問環
境衛生課216-1300
克灰袋の提供

には割引の大
きい定期券も
ご利用くださ
い　問交通局
総合企画課257-2102
転居時などの水道・下水道の
使用開始・中止の連絡先の変更
◇４月から使用開始・中止の受け
付け、検針業務、現地集金を㈱ジ
ェネッツに委託しました　◇転居

◇家庭や地
域で克灰袋
が必要なと
きは環境衛
生課や各支
所、地域福祉館へ　◇克灰袋がな
いときはレジ袋を２枚重ねて出す
こともできます　問サンサンコー
ルかごしま099-808-3333
リサイクル自転車フェア
期５月26日（日）９時30分～13時　
※受け付けは10時20分まで　所吉
野公民館　定250人（超えたら抽選）
◇売却台数…約100台　申往復は
がき（１人１通）に住所、氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号を書いて、
４月30日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1道路管理課「リサイク
ル自転車フェア」係へ　問サンサ
ンコールかごしま099-808-3333
市結婚相談所が５月に移転します
◇移転先…中央公民館　◇移転準
備のため４月24日（水）～５月１日
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子メータ
ーの有効
期限は、
水道メー
ターは８年、家庭用の電力量計は
10年です　◇管理者は有効期限内
に必ず取り替えを　問計量検査所
256-5633
女性の人権問題
◇男女が対等な構成員として責任
を分かち合い、性別に関係なく個
性と能力を発揮できる社会づくり
を目指しましょう　問人権啓発室
216-1232
大切にしよう　一人ひとりの人権
清掃工場では適切な燃焼管理で有
害物質の発生抑制に努めています
◇平成24年度排ガス（ng-TEQ/m3N）
に含まれるダイオキシン類の測定
結果

清掃
工場 炉 結　果 基　準

北部
１号 0.00037

0.1以下
２号 0.0000012

南部
１号 0.090

１以下
２号 0.051

問北部清掃工場238-0211、南部清
掃工場261-5588
４月～６月は
春の農作業事故ゼロ運動期間
◇ゆとりある、無理のない農作業
を　◇農業機械や作業場所の点
検・整備を十分に　◇耕うん機や
トラクターの運転には十分注意を
問生産流通課216-1340
中小企業者向け融資制度
内産業振興資金、経営安定化資
金、環境配慮促進資金、創業支援
資金など　対市内に住所と事業所
を有し、６月以上事業を営んでい
る個人か法人（創業支援資金を除
く）　問産業支援課216-1324
地域のよか店コラボ支援事業
内近隣店舗が連携し、地域の商店
の魅力をＰＲする取り組みの支援
◇支援内容…広告宣伝費、印刷製
本費などの経費の２分の１（上限
20万円）　◇応募方法など詳しく
は産業支援課216-1322へ

椋鳩十児童文学賞受賞作品展
内受賞作品、椋鳩十作品の展示・
貸し出し　期４月24日（水）～６月
３日（月）　所市立図書館　問市立
図書館250-8500
桜島大正噴火100周年事業

「桜島」魅力体験イベント
内温泉堀り・黒神めぐり、シーカ
ヤックツアーなど　期４月27日
（土）・29日（祝）、５月３日（祝）・６
日（振）　料無料　◇応募方法など
詳しくは「桜島」魅力体験イベン
ト係285-1160、同事務局ホームペ
ージ（http://sakurajima100.org）
へ
市スポーツ少年団登録事務説明会
期４月24日（水）18時30分～20時30
分　所鹿児島アリーナ　問市民ス
ポーツ課285-2244
レディース水泳教室（初心者）
対市内に住む18歳以上の女性で初
心者（学生を除く）　期５月８日～
24日の毎週水・金曜日14時～15時
30分（全６回）　所鴨池公園水泳プ
ール　定70人（超えたら抽選）
料無料（スポーツ保険代300円が必
要）　申往復はがきに住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、４月17日
（必着）までに〒890-
0063鴨池二丁目31-3
スイムシティ鹿児島
「レディース水泳教
室」係251-1288へ
維新ふるさと館講座

①転入者講座
◇演題…鹿児島どんなとこ？こん
なところ！　内鹿児島の風土や歴
史など　対県内に転入してきた18
歳以上の人　期４月27日（土）９時
30分～12時　料無料
②歴史講座
◇演題…維新ふるさと館周辺の名
士たち　対18歳以上の人　期４月
21日（日）か22日（月）９時30分～12
時　料300円
①②共　定45人（超えたら抽選）　
所維新ふるさと館　申電話かはが
き、ファクスで講座名、住所、氏
名、年齢、電話番号、②は希望日を
４月13日（必着）までに〒892-0846
加治屋町23-1維新ふるさと館239-
7700（ＦＡＸ239-7800）へ

固定資産の縦覧と
閲覧は５月まで

■土地（家屋）価格等縦覧帳簿の縦覧
期５月31日（金）までの８時30分～17時
15分　※土・日曜日、祝日を除く
所資産税課216-1180 ～1182、1185、各
支所の税務課（東桜島支所を除く）

■固定資産課税台帳の閲覧
料縦覧期間中の納税義務者本人の閲覧
は無料（期間以外は有料）
所資産税課216-1180、各支所の税務課
（係）

平成25年度市税の納付と納期一覧 市民農園利用申し込み

対市内に住む農家以外の人（１世
帯１区画）
◇区画数を超えたら抽選
申４月９日～15日に印鑑を持って
直接、農政総務課216-1334か各
農林事務所へ

農　園　名 区画
数

面積
(㎡ )

年間使
用料

山田下農園
（山田町369） 37

20 2400円花棚農園
（吉野町3708） 39

伊敷農園
（川上町3722） 18

◇市税は本市のまちづくりのための大切な財源です。定められた納期限
までに必ず納めましょう
◇納税者が災害を受けたり、事業を廃止・休止したときなどで、納税に
お困りのときは納税課216-1191 ～1194にご相談ください

コンビニ納付・電子納付
◇市税はコンビニエンスストア
や指定金融機関などのイン
ターネットバンキング、モバ
イルバンキング、一部のＡＴ
Ｍ(現金自動預払機)でも納付
できます
◇口座振替もご利用ください
問納税課216-1190

第１期 第２期 第３期 第４期
市・県民税
（普通徴収）

７月
１日

９月
２日

10月
31日

１月
31日

固定資産税・
都市計画税

５月
31日

７月
31日

９月
30日

１月
６日

軽自動車税 ４月30日

■納期一覧


