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①キャリア形成ガイドブック
内若年者向けのキャリアアップの講座などの紹介
②就労促進ガイドブック
内高年齢者の就労に関する相談やセミナーなどの紹介
①②共　問雇用推進課216-1325

空き地（宅地）の雑草の除去を
◇空き地の雑草は
衛生害虫の生息や
発生場所となり､
付近に住む人の迷
惑になります　
◇土地の所有者､ 管理者は年２回
以上雑草の除去を行い､ 良好な環
境の保全に努めましょう　問環境
衛生課216-1300
花壇のデザイン募集
内鹿児島中央駅前など市が管理す
る花壇の一部（11月以降に植栽予
定）　対市内に住む小学生以上の
人　◇申込期限…８月31日（必着）
◇申し込みなど詳しくは公園緑化
課216-1368、市ホームページへ
都市計画定期見直しの素案
◇市の素案がまとまりました　
◇住民説明会を開催します　◇詳
しくは同時配布のチラシをご覧く
ださい　問都市計画課216-1378
製造業アドバイザー派遣
◇経営の改善､ 新商品の開発やデ
ザイン考案､ ホームページの作成
などの指導・助言を行うアドバイ
ザーを派遣します（１回３時間以
内、１企業年３回まで）　対市内の
製造業者　料無料　問産業支援課
216-1323

暮らし
９月までの国民年金の額
◇老齢基礎年金（40年満額受給の
とき）…78万6500円　◇障害基礎
年金（１級）…98万3100円　◇障害
基礎年金（２級）…78万6500円　
◇遺族基礎年金（子１人ある妻の
とき）…101万2800円　問ねんきん
ダイヤル0570-05-1165

住民基本台帳の一部の写しの
前年度閲覧状況を公表します
期６月１日（土）～30日（日）　所市政
情報コーナー（土・日曜日を除く）、市
ホームページ　問市民課216-1221

外国人住民へ住民票コードを
お知らせします
◇７月８日から外国人にも住民基
本台帳ネットワークシステムの運
用が開始されます　◇対象者へ７
月中旬頃住民票コードを通知しま
す　問サンサンコールかごしま099-
808-3333
ウミガメの保護
◇喜入地域では例年５月から９月
にアカウミガメの上陸・産卵が確
認されています　◇県の条例によ
りウミガメの捕獲・卵の採取は禁
止されています　問環境保全課
216-1298
太平洋戦争民間犠牲者慰霊碑
｢人間之碑｣ への献花
期６月17日（月）
９時～　所太平
洋戦争民間犠牲
者慰霊碑前（み
なと大通り公園
海側）　問地域
福祉課216-1244
リサイクル自転車フェア
期７月28日（日）９時30分～13時
（受け付けは10時20分まで）　所谷
山市民会館　定300人（超えたら抽
選）　◇売却台数…約120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、６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
外国人の人権問題
◇言語､文化､宗教､習慣などの違
いからくる偏見や差別意識から就
労差別などの問題が生じています
◇広く国際的な視野に立ち､ 多様
な文化や生活習慣などを理解し､
受け入れ､ 尊重していくことが大
切です　問人権啓発室216-1232

家屋の取り壊しや名義変更した
ときは届け出を
◇登記家屋は法務局259-0680､未登
記家屋は資産税課216-1181・1182､
各支所の税務課（係）へ
住宅用地の固定資産税特例措置
◇住宅用地には土地の税負担を軽
減する特例措置があります　◇用
途変更（店舗から住居への改修な
ど）や家屋の新築・増築などで土地
の利用状況に変更があったときは
届け出を　問資産税課216-1185､
各支所の税務課（係）へ

ひび割れがないか定期的に点検を
②貯水槽水道　◇水槽内に砂や泥
が溜まらないように年１回は清掃
を　◇日ごろから蛇口の水の色､
濁り､ 臭い､ 味に注意を　
①②共　問環境衛生課216-1300､
水道局給排水設備課213-8522
水洗化工事はお早めに
◇公共下水道の整備済区域では､
生活排水は公共下水道へ流さなけ
ればなりません。整備済区域内で
水洗化工事をしていない建物は早
めに工事を　◇資金の融資あっせ
んや助成制度もあります　問水道
局下水道管路課213-8542

グリーン･ツーリズム活動団体募集
内グリーン・ツーリズム（農業体験
などの交流活動）を自主的に行っ
ている団体などの募集　◇登録さ
れると市の支援を受けることがで
きます　◇市の調査に協力し、積
極的に実践する意欲が必要（審査
会の選考あり）　◇申込期限…６
月14日　問グリーンツーリズム推
進課216-1371
省エネ運転制御機器設置の助成
対市内の事業所に省エネ運転制御
機器を設置する事業者　◇助成
額…設置費用の４分の１（上限15
万円）　◇要件…事前申請が必要
で、市税に滞納がないこと　定15
件　問環境協働課806-6666､ 環境
ネットワーク鹿児島299-2700
環境配慮促進資金
対ＩＳＯ14001の認証取得、低公害
車の購入、太陽光発電などの新エ
ネルギーを利用する設備を導入す
る中小企業など　◇融資限度額…
3000万円　◇融資利率…年1.9～
2.45％　◇保証料率など詳しくは
産業支援課216-1324へ
アスベストの分析調査などの補助
対建築物の吹き付けアスベストの
分析調査・除去など　◇希望者は
事前に相談を　◇補助額など詳し
くは建築指導課216-1358へ
交通局の土地の売却（先着順）
◇下伊敷一丁目5－9（伊敷変電所跡
地）の売却　◇申し込みなど詳し
くは交通局ホームページをご覧く
ださい　問交通局経理課257-2111
森
も り

林づくりに参加しませんか
対森林整備活動を希望する市内企
業やボランティア団体（随時募集）
◇申し込みなど詳しくは生産流通
課216-1341へ
資源物回収活動補助金の変更
◇今年度は対象期間が前期は３月
～７月、後期は８月～１月となり
ます　◇登録団体へ７月上旬に申
請書を発送します　◇申し込みな
ど詳しくはリサイクル推進課216-
1290へ

市・県民税に関するお知らせ
■今年度の主な制度改正
◇生命保険料控除において「介
護医療保険料控除」の新設
◇県・市が条例で指定した、県内
に主たる事務所を有する法人
などに対する寄附金が寄附金
税額控除の対象に追加
■普通徴収の通知
◇今年度の市・県民税の納税通
知書を６月10日ごろ発送しま
す　※給与から差し引かれる
人への通知書は先月事業所に
送付しています
◇市・県民税は今年の１月１日
現在に住所のある市町村で､
前年中の所得に基づいて課税
されます
■減免制度
◇災害などで被害にあったり、
生活扶助を受けているなど特
別な事情があるときは、状況
に応じて減免が受けられます
のでご相談ください

①不登校や高校中退者などの進
路相談・学習支援

②ニートなどの就労相談と訓練
◇対象者など詳しくはかごしま
若年者サポートステーション
297-4949へ

期７月29日（月）～31日（水）、８月
５日（月）～７日（水）の６日間
定30名（先着順）
◇場所や受講資格など詳しくは
鹿児島県職業能力開発協会
226-3240へ

対60歳以上の人
期６月29日（土）9時30分～12時
※要予約
◇場所や申し込みなど詳しくは
市シルバー人材センター252-
4661へ

◇情報公開制度　請求に応じて公文書を開示し、市政
に関する情報を公開する制度

◇個人情報保護制度　請求に応じて本人の個人情報の
開示などを行い、個人の権利利益を保護する制度

問市政情報コーナー216-1129、総務課216-1126

若者の就職や高年齢者の就労に活用を 不登校・ニート・フリーターなどの支援

職業訓練指導員講習

就業支援セミナー

平成24年度情報公開制度などの運用状況

今月の納期
◇市県民税（普通徴収）　第1期
納期は７月１日まで

あいさつは　気もちをむすぶ　まほうだよ

自己材メーターは有効期間
（８年）以内に取り替えを
問�水道局給排水設備課213-8522

市税や水道料金・下水道使用料の
納付は安心・便利な口座振替を
問市税は納税課216-1190、水道料
金・下水道使用料は水道局収納課
213-8518･8519

■公的年金からの特別
徴収
対65歳以上で今年４月
１日に老齢基礎年金
などの支払いを受け
ている人（年金の年
額が18万円未満の人
や介護保険の特別徴
収対象被保険者でな
い人などを除く）
◇今年度から初めて対
象となる人は､第１・
２期は納付書などで
の納付になります
◇65歳未満の給与所得
者で公的年金などに
係る税額のある人
は、原則として給与
からの特別徴収にな
ります
問市民税課216-1173 ～
1176､各支所の税務課
（係）

飲用井戸・貯水槽水道の衛生管理
①飲用井戸　◇年１回は水質検査
を　◇清潔に保ち､ ふたや内部に
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