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市税の納付は
安心・便利な口座振替を！
◇金融機関や郵便局、納税課、各
支所税務課
（係）
にある口座振替依
頼書で申し込みを 問納税課2161190

今月の納期

◇固定資産税 第３期
納期は９月30日まで
住宅･土地統計調査を実施します
◇10月１日現在の住宅や世帯の状
況などを調査員が伺い調査します
ので、調査票への記入をお願いし
ます 問総務課216-1116
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）
国民年金の付加保険料
◇定額の保険料に月額400円の付
加保険料を加算して納めると、老
齢基礎年金に付加年金が加算され
ます 対第１号被保険者（任意加
入者を含む） 問サンサンコール

かごしま099-808-3333
「戦災・復興」資料の募集
◇第二次世界大
戦中やその前後
の資料
（被災した
生活用品、
当時の
写真、手紙、書類
寄贈いただいた防空
など）
を募集して ずきん(昭和18年)
います 問総務課216-1125

かごしま

市民のひろば

市営墓地使用者通年募集
◇墓地…興国寺、原良、平原、露
重、別ヶ迫、古里、高免 ◇９月13
日
（金）
から環境衛生課で申請書類
を配布します ◇申込資格や許可
条件など詳しくは環境衛生課2161301へ
唐湊・坂元墓地周辺の交通規制
・23日（祝）10時～
期９月22日（日）
14時 ◇案内看板や誘導員の指示
に従ってください ◇墓参りには
できるだけ公共交通機関のご利用
を ※唐湊墓地は市営バス25番線
の一部が運行しています 問環境
衛生課216-1301

管理されていない墓石などの改葬
◇無縁墳墓などの改葬（墓石の撤
去を含む）を行います ◇使用権
者、死亡者の縁故者、無縁墳墓の
権利を持つ人などは連絡を ◇対
象墓地…草牟田 ◇改葬の時期…
10月～来年３月 ※該当する区画
に立札が設置してあります 問環

境衛生課216-1301
リサイクル自転車フェア
（日）
９時30分～12時
期10月27日
※受け付けは10時20分まで 所鴨
池公民館 定300人（超えたら抽
選） ◇売却台数…120台程度
（１人１通）
に住所、
申往復はがき
氏名
（ふりがな）
、年齢、電話番号
を書いて、９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099808-3333
夏の草花を差し上げます
◇交差点などに植えて
あ る ポ ー チ ュ ラ カ、
バーベナなどを植え替え作業中に
差し上げます ◇作業の日程など
詳しくは公園緑化課216-1368へ
所得税などの減価償却の割増償却
◇桜島・喜入・松元・郡山地域で
の事業用の設備投資に対し、一定
の要件を満たせば所得税か法人税
の減価償却の割増償却が適用され
ます ◇税務申告前にご相談を
◇適用の要件など詳しくは情報サ

2013年
（平成25年）
９月

556号

ービス業等は産業創出課216-1314、
製造業・旅館業は産業支援課2161323 ･ 1322、農林水産物等販売業
は各農林事務所へ
生ごみ処理機器の購入費の補助
対家庭の生ごみを減量化・堆肥化
する生ごみ処理機器を購入した人
◇補助内容…購入金額の
２分の１
（限度額あり）
◇申請期間…購入後３カ
月以内 問サンサンコー 電気式生

ごみ処理機

ルかごしま099-808-3333
衣替えにエコフリマの活用を
◇かごしま環境未来館ホームペー
ジでは、学生服や子ども用品など
の不用品交換情報
（エコフリマ）
を
提供しています ◇家具や家電な
ど一般家庭で不用になったものも
対象です ◇詳しくはかごしま環
境未来館リユース・リサイクルシ
ョップ806-6663へ
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９月28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９
月20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～12時
（随時）
期９月28日
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
農地転用の届け出・許可申請
◇農地を農地以外の用途に利用変
更するときは、市街化区域内は届
け出が、その他の区域は許可が必
要となります 問農業委員会事務
局216-1466か各支所支局
第50回鹿児島市戦没者追悼式
（火）
14
対どなたでも 期10月８日
時～15時 所中央公民館 問地域

福祉課216-1244
多重債務はまず相談を
◇多重債務は解決できます。過払
い金の返還請求ができることもあ

ごみの減量化・資源化とまち美化児童作品コンクール入賞作品

りますので、１人で悩まずにご相
談ください 問市消費生活セン
ター252-1919

分譲マンションアドバイザー派遣
◇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
イザーを無料で派遣します 問建
築指導課216-1358

高齢者の人権問題
◇高齢者への身体的虐待、食事介
助や介護の放棄、話をしないなど
の心理的虐待、財産権の侵害など
の問題が生じています ◇高齢者
が豊かな経験や知識を生かしなが
ら、社会の重要な一員として、生
き生きと安心して暮らすことので
きる社会づくりのために、一人ひ
とりが高齢者の人権に配慮し、お
互いに支え合っていくことが大切
です 問人権啓発室 216-1232
“助け合い パッと笑顔の 花が咲く”
市電軌道敷の芝刈りのお知らせ
◇市ホームページに
芝刈りの日程を掲載
しています 問公園

緑化課216-1368
自衛官などの募集
◇募集種目…防衛大学校学生、防
衛医科大学校医学科・看護科学生
◇資格…高卒
（見込みを含む）
で21
歳未満の人 ◇申込期限…９月30
日 問自衛隊鹿児島募集案内所

251-7802
オータムジャンボ宝くじ
◇宝くじの収益金は明るく住みよ
いまちづくりに使われます ◇発
売期間…９月20日
（金）
～10月11日
（金） ◇抽選日…10月18日
（金）
問県市町村振興協会206-1001

イベント・講座
市勤労女性センターの
秋まつり＆講演会
内生け花などの作品の展示、舞台
発表、軽食、茶会、講演会 期10
月６日
（日）
10時～15時30分 所勤
労女性センター 料無料 問勤労
女性センター255-7039

下水道の接続はお早めに
９月21日～30日は
秋の全国交通安全運動 ◇公共下水道の処理区域を拡大す

（西紫原小６年
福岡 佳乃
さん）

（西紫原小６年
井手上 未佳
さん）

応募総数4761点の中から、審査の結果、特選12点、入選36点を決定しました。
入賞作品は、ごみ収集車の車体デザインやごみ出しカレンダーなどに活用され ◇子どもや高齢者が犠牲となる事
るため、計画的に下水道の整備
ます。
を進めています
故が増えています。道路横断時
◇ごみの減量化・資源化部門特選
◇まち美化部門特選
◇下水道はトイレなどの汚水を排
の安全確認、思いやりのある運
【標語】 見分けよう 本当のゴミと
【標語】 無視するの？ あなたの下に
除することで生活環境を改善し
転を心掛けましょう
かくれた資源 ゆうせい
ゴミあるよ！
み づき
河川や海の水質を保全します
（鴨池小６年 黒岩 佑成さん）
（玉江小６年 櫻井 聖月さん） ◇早めのライト点灯と夜光反射材
◇下水道の整備区域で、下水道に
の着用を徹底しましょう
【ポスター】
【ポスター】
接続していない人は早めに排水
◇飲酒運転を根絶しましょう
設備の工事を行ってください
◇全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用 問水道局下水道管路課213-8542

問リサイクル推進課216-1290、環境衛生課216-1300
まち美化推進団体の募集
対月１回程度公共の場所の清掃活動などを実施する町内会
や事業者など
◇支援内容 清掃用具、啓発ベストの提供など
問環境衛生課216-1300

を徹底しましょう
問安心安全課216-1209

安心安全研修会への指導員派遣
◇町内会などの地域団体が実施
する研修会に、防犯、交通安
全などの指導員を派遣します
◇対象団体や研修内容など詳し
くは安心安全課216-1209へ

悪質な訪問販売にご注意を
◇「水道局から委託を受けてい
る」などと言い、商品の販売や
給排水管の清掃を強引に勧誘す
るなどの悪質な訪問販売にご注
意ください
問水道局給排水設備課213-8522

