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暮らしのガイド

かごしま

市民のひろば

を 問資産税課216-1185、各支所
の税務課
（係）

暮らし
の

ガイド
暮らし

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
問サンサンコールかごしま099808-3333
納税お知らせセンターからの呼
びかけ
◇市税などの督促状の発送後も納
付のない人に、電話で納付の呼び
かけを行っています ◇ＡＴＭ
（現金自動預払機）
などからの振り
込みを誘導することはありません
問納税課216-1189

今月の納期

◇市県民税 第２期
納期は９月２日まで

固定資産税の減免制度
◇半島振興法などによる指定地域
（桜島・喜入・松元・郡山地域）
で
工場などを新設・増設するとき、一
定の要件を満たせば、固定資産税
の減免を受けられます ◇対象業
種…製造業、旅館業など ◇着工
前にご相談ください ◇減免の
内容など詳しくは産業創出課2161314へ
市営墓地・納骨堂使用者募集
（坂元、興
①墓地…計110区画程度
国寺、唐湊、武岡、原良、郡元、宇
宿、平原、露重、草牟田、永吉、
別ヶ迫、古里、高免、万田ヶ宇都）
（小松原）
、
３壇
（東
②納骨堂…２壇
谷山） ※どちらも仏式
①②共 対市内に墓地・納骨堂を
持たない市民で遺骨を保有する人
（①は３年以内に墓を建立できる
人、
②は１年以内に納骨できる人）
※申し込みは同一世帯１人・１カ
所 申所定の申請書を８月８日〜
27日に環境衛生課216-1301か同谷
山分室269-8463へ ※抽選会後の
残区画を先着順で受け付けます
（９月30日まで）
排水設備の維持管理
◇排水管などの清掃や修繕などは
建物の所有者・使用者の負担です
◇排水設備の改造（器具の増設や
排水管の取り替えなど）を行うと
きは水道局指定排水設備工事事業
者に依頼してください 問水道局
給排水設備課213-8522

家屋の取り壊しや名義変更の届
け出
◇家屋を取り壊したときや、名義
を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
へ
（係）
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 ◇店
舗から住宅への改修などの用途変
更や家屋の新築・増築などで利用
状況に変更があったときは届け出

下水道展かごしま
◇下水道の仕組みや維持管理状
況などを紹介します
内パネル展示、相談コーナーなど
（月）
〜30日
（金）
期８月26日
所市役所東別館１階
問水道局下水道管路課213-8542
農薬を使用するときの注意
◇風向きやノズルの向きに注意す
るなど、農薬の飛散防止に最大限
配慮してください ◇ラベルに書
かれている使用方法を順守してく
ださい 問生産流通課216-1340か
各農林事務所

市営住宅入居申し込み受け付け “思いやり みんなでもてば 笑顔咲く”
８月は人権同和問題啓発強調月間

◇案内書は９月１日から配布し
ます
◇募集住宅など詳しくは市民の
ひろば９月号でお知らせします
◇中央公民館へは公共交通機関
をご利用ください
月 日 曜 受付時間

場

所

９ 月
９時〜16時 中央公民館
10 火
吉田福祉セ
11 水 10時〜15時 ンター
松元支所
９
谷山サザン
10時〜16時 ホール
12 木
10時〜14時 桜島支所
喜入支所
13 金 10時〜15時
郡山支所

問サンサンコールかごしま099808-3333、住宅課216-1362

◇同和問題とは、日本社会の歴
史的過程で形づくられた身分
的差別が、今もなおさまざま
な形で現れているもので、生
まれ育った場所を理由に、就
職や結婚などで差別を受ける
という人権問題です
◇自分のものの見方や考え方の
中に誤った因習や偏見がない
か、問い直してみることが大
切です
問人権啓発室216-1232
人権に関するポスター募集
◇申込期限 ９月30日
問県人権同和対策課286-2574

2013年
（平成25年）
８月

555号

ごみの正しい分別にご協力を
◇ペットボトルのふたは必ずはず
しましょう ◇在宅医療用の注射
針はごみステーションには出せま
せん。処分方法はかかりつけの病
院や薬局にご相談を 問リサイク

ル推進課216-1290
市結婚相談所をご利用ください
対市内に住むか通勤する人 ◇必
要なもの…写真３枚、本人が確認
できるもの（運転免許証や保険証
など） 所中央公民館３階 料無
料 問市結婚相談所222-3467
就農準備講座・就農相談
①就農準備講座
内農業の基本的な知識や技術の習
得 期８月24日
（土）
９時〜12時

（超えたら抽選） 申往復は
定５人
がきに講座名、住所、氏名、生年
月日、性別、電話番号を書いて、
８月15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
（土）
９時〜
期８月24日
15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

緑化は50万円、壁面緑化は10万円
問公園緑化課216-1368
私道の降灰を除去します

対原則として路面清掃車の作業可
能な幅員４ｍ以上の通り抜けでき
る道路 ※事前に申請が必要
問道路維持課216-1410
安心ネットワーク119などの停止
◇システム工事のため、８月26日
〜31日の期間中、安心ネットワー
ク119や消防局ホームページの利
用ができないことがあります
問サンサンコールかごしま099808-3333
市電・市バスはラピカがお得
特典①積み増し額に一割のプ
レミアがつきます
特典②乗 り継ぎ割引がありま
す
特典③ポイントがつきます
「エコ定期」をご利用ください
休日などに市電・市バスの定期
券（利用日限定
通勤定期券を除
く）をお持ちの
人と同伴の家族
の運賃が安くなる制度です
問サンサンコールかごしま099808-3333

料無料 問農政総務課216-1334
市民農園利用者追加募集
対市内に住む農家以外の人 ◇募
集農園・区画…西菖蒲谷農園・６
区画、五ヶ別府農園・10区画、第

建築物に関する助成制度
①アスベストの分析調査・除去
対建築物の吹き付けアスベストの
分析調査・除去など ◇補助額…分
析調査は全額、除去などは３分の２

２五ヶ別府農園・４区画 ◇申込
期間…８月５日〜23日
（先着順）
◇申し込みなど詳しくは農政総務

②木造住宅耐震診断・耐震改修
対昭和56年５月31日以前に建築さ
れた木造戸建住宅の耐震診断や耐
震改修 ◇補助額…耐震診断は３
分の２、耐震改修は３分の１
①②共 ◇限度額があります。事
前にご相談ください 問建築指導

課216-1334へ
合併処理浄化槽への取替補助
対下水道事業計画区域以外の既存
の住宅、併設住宅、集会施設など
◇補助金の額など詳しくは環境保
全課216-1291へ
違反広告物除却推進団体募集
対市内に住むか通勤する20歳以上
で構成される10人以上のボラン
ティア団体 ◇応募方法など詳し
くは都市景観課216-1425へ
屋上・壁面緑化への助成
対市街化区域内の民間建築物で、
屋上・壁面を緑化する個人や事業
者 ※工事の今年度中の完了や事
前の申請が必要 ◇限度額…屋上

課216-1358
放送大学10月入学生募集
◇放送大学はテレビやインターネ
ットで授業を行う通信制の大学で
す ◇出願期限…８月31日 問放
送大学鹿児島学習センター2393811
県営住宅入居希望者募集
◇物件…市内19団地 ◇申込書の
配布…８月27日まで 申８月25日
〜27日の９時〜16時に県住宅･建
築総合センター224-4546へ

第二次世界大戦戦亡者慰霊祭

◇二度と戦争が起こらないことを願い、終戦記念日
に行います。多くの皆さんの参列をお願いします
（木）
10時〜
期８月15日
（照国神社隣） 問秘書課216-1122
所探勝園慰霊碑前

鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式参列者の募集

対沖縄戦で戦死した人の三親等以内の遺族
（火）
期11月12日
所沖縄県糸満市摩文仁の丘鹿児島霊園
◇申込期限 ９月２日 問地域福祉課216-1244

鹿児島市の戦災と復興写真展

内空襲で焼失した市街地、戦
災復興の工事の写真や原爆 ◇戦災・復興資料を
募集しています
体験者の証言ＤＶＤ上映
（時計、
ラジオ、写
（水）
〜15日
（木）
期８月７日
真、手紙、軍服な
所鴨池公民館
ど）
問総務課216-1125

水道メーターの検針にご協力を

◇２カ月に１回検針を
行っています。次のこ
とにご協力ください
①メーターボックスの中
はきれいにし、上に車
を停めたり、物を置か
ない
②飼い犬は放し飼いにし
ない
問水道局営業課213-8514
　　･8515

水道料金などの滞納料金の収納
◇㈱ジェネッツに滞納料
金 収 納 を 委 託し て お
り、
社員が訪問しますの
で納入をお願いします
問水道局収納課213-8518
･8519、㈱ジェネッツ
812-6171

