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特設防犯灯の設置募集
内住居がなく、いずれの町内会な
どにも属さない道路に市が防犯灯
を設置します（維持管理は町内会
など）　対各町内会など　◇申込
期限…７月31日　◇設置要件など
詳しくは安心安全課216-1209へ
遊休農地バンク制度の活用を

◇遊休化した農地でまだ利用可能
と思われる農地の所有者や、経営
規模の拡大や新規就農を考えてい
る人はご相談ください　◇詳しく
は市遊休農地バンクホームページ
か農政総務課216-1334へ
市電軌道敷の芝刈りのお知らせ

◇夜間作業の日程な
ど詳しくは市ホーム
ページか公園緑化課
216-1368へ
強引な健康食品の送り付けに
ご注意を！

◇突然の電話で注文した覚えのな

暮らし
国民年金課からのお知らせ

①障害基礎年金の所得状況届
◇障害基礎年金受給者で、所得状
況届などが届いた人は必要事項を
書いて提出を　◇提出期限…７月
31日　※所得課税額証明書、公的
年金額改定通知書の添付が必要な
ときがあります　　
②国民年金保険料の免除申請
対経済的な理由などで保険料を納
めることが困難な人　◇必要なも
の…年金手帳、印鑑　※代理人申
請のときは代理人の身分証明書

（別世帯のときは委任状も）　◇前
年所得や失業の証明が必要なとき
があります　◇前回までの申請で
継続申請を希望し、全額免除か納
付猶予が承認された人は申請不要
①②共　問サンサンコールかごし
ま099-808-3333
固定資産税の減額

◇耐震・省エネ・バリアフリー改
修をした家屋は固定資産税の減額
対象となるときがあります　問資
産税課216-1181･1182、各支所の税
務課(係)

便利です！コンビニ納付・電子納付
◇市税はコンビニエンスストアの
ほか、指定金融機関でのインター
ネットバンキングなどでも納付で
きます　◇コンビニエンスストア

資源物回収活動への補助金交付
対今年度前期（３月〜７月）に資源
物回収活動をした登録団体　※毎
年度登録が必要　◇申請期限…８
月15日（必着）　◇今年度から申請
期間が変更になっています　◇補
助金の額など詳しくはリサイクル
推進課216-1290へ

い健康食品の購入を迫る悪質な手
口が横行しています　◇不審に
思ったら市消費生活センター252-
1919へ
ヤンバルトサカヤスデのまん延防止

◇不快害虫ヤンバル
トサカヤスデを見つ
けたら環境衛生課
216-1300へ
青果市場関連店舗募集

◇業種…通運・運搬業、食料品卸
売業（菓子・鮮魚・食肉・漬物）、
クリーニング業、医薬品販売業、
理容業　◇募集期間…７月16日〜
30日（日曜日を除く）　◇募集数…
２店舗（超えたら抽選）　問青果市
場267-1311
FC KAGOSHIMA・ヴォルカ鹿児島
試合開催(サッカー九州リーグ)

◇７月14日（日）と28日（日）に鹿児
島県内でそれぞれ開催されます　
問FC KAGOSHIMA216-8665、
ヴォルカ鹿児島216-8013
大工による包丁の無料研ぎ
期８月４日（日）10時〜14時  所天
保山公園　◇親子木工教室、住ま
いの相談もあります　問県建設技
能者組合226-5239
サマージャンボ宝くじ

◇宝くじの収益金は、明るく住み
よい街づくりに使われます　◇発
売期間…７月10日（水）〜８月２日
(金)　◇抽選日…８月13日（火）　
問県市町村振興協会206-1001

７月21日〜30日は
夏の交通事故防止運動

かごしまのおいしい水が
「かごしま銘水めぐり」
  として登場
〜500㎖ボトル〜

差押不動産の公売

アイドリング・ストップに
努めましょう

水道メーターの取り替え

①就農準備講座
内農業の基本的な知識や技術の習得
期７月27日（土）９時〜12時　
定５人（超えたら抽選）　
申往復はがきに講座名、住所、氏名、生年月日、

性別、電話番号を書いて７月18日（必着）までに
〒892-8677山下町11-1農政総務課216-1334へ

②就農相談
期７月27日（土）９時〜15時（随時）　申不要
①②共　対市内に住む18歳〜60歳未満の人　
所都市農業センター　料無料　
問農政総務課216-1334

就農準備講座・就農相談

今月の納期
◇固定資産税・都市計画税　第２期

納期は７月31日まで

さしのべよう この手この声 勇気を持って

節電は　ムリせずムダせず
少しずつ
問環境政策課216-1296

自転車の安全運転に心が
け、交通ルールを守りま
しょう

共同住宅も、一定の条件
を満たせば、各戸検針・各
戸徴収ができます

◇運動の最重点
　高齢者の交通事故防止
◇運動の重点
◦飲酒運転・暴走等無謀運転
　の根絶
◦子どもの交通事故防止 など

◇「冷
ひやみず

水の水」と
　「七

ななくぼ

窪の水」です
◇市のイベントな
　どで活用します
問水道局配水管
　理課213-8535

期７月30日（火）10時〜10時20分
所市役所別館４階401会議室

◇入札時に公売保証金（見積価
額の１割程度）が必要

◇物件によっては公売を中止す
ることがあります
問特別滞納整理課216-1195

問環境保全課
　216-1297

◇水道局が設置している水道
　メーターは、有効期間の８

年を満了する前に取り替え
ています

◇対象者には７月から検針票
に取り替え予定であること
を表示します

問水道局営業課213-8514・8516

問安心安全課216-1209

では納付書１枚の合計金額が30万
円を超えるときや、納期限を過ぎ
たときは納付できません　問納税
課216-1190
鴨池･鹿児島中央駅市民サービス
ステーションをご利用ください

◇土・日曜日、祝日も住民票・印
鑑登録証明書を発行しています　
◇受付時間…10時〜18時30分（水
曜日と12月29日〜１月３日は休
み）　問鴨池市民サービスステー
ション250-7595、鹿児島中央駅市
民サービスステーション285-5502
斎場からのお知らせ

①北部斎場の式場・通夜室の利用
料式場は３時間まで1800円、通夜
室は24時間まで１万2000円　◇通
夜・告別式やひつぎの準備は葬祭
業者にご相談ください　問北部斎
場238-3636
②副葬品の自粛にご協力を
◇ダイオキシン類などの発生を防
ぐため、副葬品をひつぎに入れ
ないでください　問北部斎場238-
3636、南部斎場260-4900
市営墓地の使用のお願い

◇市営墓地の使用者が死亡してい
るときや住所などが変わっている
ときは届け出が必要です　問環境
衛生課216-1301、同谷山分室269-
8463
「戦災・復興」資料の募集
◇戦争の悲惨さや平和の尊さを次
の世代に伝えていくため、第二次
世界大戦中やその前後（昭和10年
代〜20年代）の資料を募集します
◇収集する資料
…被災した生活
用品、当時の写
真、手紙、書類、
軍服など　問総
務課216-1125
原爆パネル展
内広島、長崎の原爆投下による被
災状況の写真など（協力：県原爆被
爆者協議会）　期７月25日（木）〜
８月２日（金）　所市役所東別館１
階ロビー　問総務課216-1125

ふれスポ健康づくり運動教室
内バランスボール・ストレッチ
ポールを使った筋トレやストレッ
チ　対60歳、70歳代で自立歩行が
できる人　期７月23日〜８月２日
の毎週火・金曜日13時30分〜14時
30分（全４回）　所鹿児島ふれあい
スポーツランド　定15人（先着順）
料１回200円（70歳以上免除）
申７月15日から電話で鹿児島ふれ
あいスポーツランド275-7107へ

イベント・講座

公売物件の
所在地 種別 見積価額

（万円）
①冷水町38-17 土地 166.6 

②東開町9-1 土地
建物 6844.3

③皷川町153-11外 土地 52.0 
④清水町151-1外 土地 1890.5
⑤清水町148-9外 土地 667.8 
⑥ 谷山中央三丁目

506-10外 土地 385.8

⑦ 西別府町2614-3
外 土地 310.1

⑧ 東坂元二丁目
　773-4

土地
建物 240.2

⑨松原町6-2外 建物 97.7

寄贈いただいた防空
ずきん(昭和18年)

〜鹿児島の夏！
マナーが輝く快適ロード〜

就農に当たり、
大変参考になりました

森田 大
ひろ

樹
き

さん
（武岡二丁目）

○農業に興味があり、就農準備講座
を受講しました。

○都市農業センターで軟弱野菜の収
穫や機械の操作などを楽しく習い
ました。

○この講座で習得したことを生かし
て就農しました。就農をお考えの
方はぜひ受講してみてください。

分譲マンションアドバイザー派遣
内マンションの適正な維持管理や
改修・建て替えを支援するアドバ
イザーを派遣　対市内の分譲マン
ション管理組合など　料無料　
◇一組合につき、年３回まで　
問建築指導課216-1358
障害者の人権問題

◇障害のある人もない人も、共に
社会の一員として自立した生活が
送れる社会を目指して、お互いの
人格と個性を尊重し、支えあって
いくことが大切です　問人権啓発
室216-1232


