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市税の納付は安心・便利な口座
振替で！

◇金融機関、納税課、各支所税務課
（係）に備え付けの口座振替依頼書
で申し込みを　◇詳しくは市ホー
ムページか納税課216-1190へ

差押不動産の売却（先着順） 市営バスオリジナルグッズ
好評販売中！所在地（面積 ㎡） 見積価額

（万円）
①東開町9-1（宅地1309.73､ 工

場724.68） 6844.3

②清水町148-9外（宅地153.78） 667.8 
③谷山中央三丁目506-10外（宅

地266.97、共有宅地236.94） 385.8

④冷水町253外（宅地522.7、保
安林1137、居宅83.3） 340.6

⑤西別府町2614-3外（山林643、
雑種地45.12、公衆用道路

　4.34）
310.1

⑥東坂元二丁目773-4（宅地
　91.35､ 居宅73.56） 240.2

⑦冷水町38-17（原野127） 166.6
⑧稲荷町95外（宅地605.61、居

宅86.77、物置6.61） 104.4

◇ハイブリッドバ
　スをモデルにし
　たオリジナルグ
　ッズを交通局の
　各乗車券発売所などで販売中
料オリジナルサウンドバス1000円
　オリジナルピンバッジ400円　
問交通局総合企画課257-2102

かごしま環境未来館
をご利用ください

木造住宅耐震診断などの補助

旧島津氏玉里邸庭園の休園

水道局の廃自動車の売却

還付金詐欺にご注意を

◇リサイクル工房では家
　具などの簡単な修理や
　アドバイスを行っています
◇不用品などを使って作成した作品の

展示・販売を行うスペースをリユー
ス･リサイクルショップ内で提供し
ています
問かごしま環境未来館リサイクル工房、

リユース・リサイクルショップ806-6663

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など

　※事前にご相談ください
◇ 補助率　耐震診断…３分の２
　　　　　耐震改修…３分の１
問建築指導課216-1358

◇ 園内整備のため12月１日から来年３
月31日まで休園します

問文化課227-1962

◇軽貨物（660cc）４台、小型
貨物（1500cc､2000cc）３台
の一般競争入札（個人も参
加可）

◇入札説明会　 11月18日（月）
９時　※必ず
出席が必要

◇入　札　11月19日（火）９時
問水道局経理課213-8512

◇「社会保険事務局」の職員
を名乗り、医療費の還付金
手続のためにＡＴＭに誘導
して送金させる還付金詐欺
にご注意ください　

◇公的機関がＡＴＭを操作さ
せることはありません　

◇不審に思っ
　たら市消費
　生活センタ
　ー252-1919へ

◇受付期間　11月18日〜12月11日
　※土･日曜日､ 祝日を除く
◇受付場所　特別滞納整理課
◇売却を中止することもあります
問特別滞納整理課216-1195

イクル推進課216-1290
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
夕暮れ時は早めの点灯を

◇夕暮れ時は交通事故が最も多い
時間帯です。早めのライト点灯を
心がけ、速度を抑えて安全運転を
心がけましょう　問安心安全課
216-1209
自己材メーターの取り替え

◇マンションなどの各世帯や散水
用などのメーターで、所有者が設
置する自己材メーターの有効期間
は８年です　◇メーターのふたの
裏などに表示してある有効期限ま
でに必ず取り替えてください　

問水道局営業課213-8514・8515
国民年金の任意加入
対①60歳以上65歳未満で老齢基礎
年金を満額に近づけたい人か受給
資格期間が足りない人　②65歳以
上70歳未満で受給資格期間が足り
ない人　③海外に居住する20歳以
上65歳未満の日本人　問国民年金
課216-1224
市営墓地の使用

◇市営墓地の使用者が死亡してい
るときや住所・氏名が変わってい
るときは届出が必要です　問環境
衛生課216-1301、同谷山分室269-
8463
市営墓地使用者募集

◇募集区画数…川上墓園（一般区
画14・芝区画４）星ケ峯墓園（一
般区画50）　対市内に墓地などを
持たない市民で３年以内に墓を建
立できる人（申し込みは同一世帯１
人）　◇残区画が生じたときは先着

◇ 納付期限を過ぎて督促状の発
送後も市税などの納付がない
ときに、電話による納付の呼
びかけを行っています

問納税課216-1190

◇吉田公民館は改修工事のため
平成26年６月から平成27年３
月まで全館を休館します
問吉田公民館294-1219

順で12月27日まで受け付け　申11
月７日〜26日に直接環境衛生課
216-1301か同谷山分室269-8463へ
鹿児島玉龍中学校学校説明会
期11月10日（日）14時30分〜16時（受
け付け14時〜）　所市民文化ホー
ル　問鹿児島玉龍中高一貫教育校
247-7161
自衛官候補生（男子）募集

◇資格…18歳以上27歳未満の人
◇受付期間…10月５日〜12月６日
◇詳しくは自衛隊鹿児島募集案内
所251-7802へ

セーフティネット保証制度の変更
◇10月１日から５号認定の対象と
なる中小企業者の業種が縮小され
ました　◇指定業種など詳しくは
産業支援課216-1324へ
漁業センサスを実施しています

◇水産業を営んでいる全ての世帯
や法人を対象に全国一斉に実施し
ています　問総務課216-1116
青果市場関連店舗募集

◇業種…通運・運搬業、食料品卸
売業（食肉・鮮魚・菓子・漬物）、
理容業、クリーニング業、医薬品
販売業　◇募集期間…11月16日〜
30日（日曜日・祝日を除く）　◇募
集数…２店舗（超えたら抽選）
問青果市場267-1311
入札参加資格審査申請の受け付け

①物品購入等　◇受付期間…11月
１日〜29日（土・日曜日、祝日、休
日を除く）
②業務委託等　◇業種…清掃、警
備、情報処理、物品の賃貸借など
10業種　◇受付期間…12月２日〜
13日（土・日曜日を除く）
③水道局業務委託等　◇業種…地
下漏水調査、汚水管調査業務など
42業種　◇受付期間…来年１月15
日〜28日（土・日曜日を除く）
①〜③共　対①は平成26〜28年
度、②は平成26･27年度に市（市立

○市営バスにスポッ
トをあてたグッズ
です。

○サウンドバスは実
際の車内アナウン
スなど６種類のサ
ウンド付きです。

○これからも市営バ
ス・市電のご利用
をお願いします。

ご家族で楽しめるグッズです

鶴窪　直樹さん
（交通局

総合企画課）

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（改修
後３カ月以内に申告を）　◇詳し
くは資産税課216-1181･1182、各支
所の税務課（係）へ
11月は不法投棄防止強化月間

◇市では不法投棄を未然に防止す
るためパトロールしています　
◇不法投棄を発見したら廃棄物指
導課216-1289か最寄りの警察署へ
不用になった家具類の提供を
対不用になった家具類（縦・横・高
さの合計が300㎝以内。汚れ、傷が
少なく修理不要でそのまま使用で
きるもの）　※先着20点まで　
◇家具類を提供するとか
ごしま環境未来館リユー
ス・リサイクルショップ
のポイントがもらえます　問リサ

納税お知らせセンターからの案内

病院、交通局、水道局、船舶局を
含む）が発注する入札（見積合わ
せ）、③は平成26･27年度に水道局
が発注する入札に参加を希望する
法人か個人　◇申請書は①②は市
ホームページ、③は水道局ホーム
ページからダウンロードできます
◇受付場所…①②契約課、③水
道局経理課　問①②契約課216-
1162、③水道局経理課213-8511
米トレーサビリティ制度

◇店内掲示、商品の容器や包装で
原料米の産地が分かります　問九
州農政局鹿児島地域センター222-
0122
ものづくり事業所への就職相談
内市内の事業所の情報提供、就職
相談、市内事業所での職場見学・
体験　対40歳未満の人（要予約）　
◇申し込みなど詳しくはネイチャ
リング財団219-5739へ

イベント・講座
国際交流探訪（バスツアー）
内市民と在住外国人との交流（み
かんがりや正月踊り体験）　対市
内に住むか通勤・通学している人
期11月30日（土）８時〜18時　所桜
島、鹿屋市　定日本人50人、外国
人50人（超えたら抽選）　料KICS
会員800円、一般1300円　◇申し込
みなど詳しくは市国際交流市民の
会（国際交流課内）216-1131へ
春の味覚 ｢ナバナ」オーナー募集
内ナバナの植え付け・収穫体験
対市内に住む中学生までの子ども
を含む家族　所本名町　定15区画

（超えたら抽選）　料無料　◇申込
期限…11月18日　◇申し込みなど
詳しくは吉田農林事務所294-1217
へ
犯罪被害者支援フォーラム
2013inかごしま
期11月29日（金）14時〜　所かごし
ま県民交流センター　料無料　
問かごしま犯罪被害者支援センタ
ー805-7830

平成26年を示す

３月を示す

有効期限は平成26年３月

26
３

有効期限の表示例


