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暮らしのガイド

かごしま

市民のひろば

が伺います 問総務課216-1116

資源物の分別にご協力ください
◇ごみの分別により平成24年度の
資源物の売却代金は２億3000万円

暮らし

となりました

の

ガイド

◇ペットボトルの

国民年金支給額の引き下げ
◇現在の年金額は平成11年～13年
の物価下落を反映しておらず本来
より2.5％高い水準となっていま
す ◇高い水準を段階的に解消す
るため、12月振込分から年金額が
1.0％引き下げられます ◇送付さ
れる年金額改定通知書でご確認を
問ねんきんダイヤル0570-05-1165
１月31日までに償却資産の申告を
対事業を行っている個人や法人で、
来年１月１日現在市内に償却資産
を持っている人 問資産税課2161187か谷山支所税務課269-8423
家屋の取り壊しや名義変更をし
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・
へ
1182、各支所の税務課
（係）
住宅用地などの固定資産税軽減措置
◇家屋の用途変更（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）
便利です！コンビニ納付
◇市税はコンビニエンスストアの
営業中にいつでも納付できます
◇納付書１枚が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

今月の納期

◇固定資産税･都市計画税 第４期
納期は来年１月６日まで
工業統計調査にご回答ください
◇12月31日現在の製造業の実態を
明らかにするための調査です
◇今月から対象の事業所に調査員

559号

グリーン･ツーリズム活動団体募集
（農業体験
内グリーン・ツーリズム

小規模企業支援資金
（商業・サービス業は
内従業員20人

などの交流活動）を自主的に行っ

５人）
以下の事業者向け融資
◇融資限度額…1250万円 ◇融資

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

ふたとラベルはプラスチック容器

きます

類の日に出していただくようご協

極的に実践する意欲が必要（審査

力をお願いします 問リサイクル

会の選考あり） ◇申込期限…12

推進課216-1290

月13日 問グリーンツーリズム推

きや住所・氏名が変わったときは

水道管の凍結にご注意ください
◇風あたりの強い場所などにある

市営墓地の使用
◇市営墓地の名義人が死亡したと

暮らし

2013年
（平成25年）
12月

届け出を ◇使用を許可するとき
に使用者に許可証を交付していま
す。紛失したときは使用者からの
届け出により再発行できます
問環境衛生課216-1301か同谷山分
室269-8463
◇年末年始の市営墓地の墓参り
は公共交通機関のご利用を
問環境衛生課216-1301
ゆうせつざい

融雪剤の配置
◇今月～来年３月に冬季の路面凍
結の発生しやすい市道に融雪剤を
配置します ◇融雪剤は水を含む
と固形化し使用できなくなるの
で、傘の先などでつついて袋を破
かないようご注
意ください
問道路維持課
216-1410か各建
設・工事事務所
秋の草花差し上げます
◇交差点や公園内に
植えつけてあるサル
ビア、マリーゴール
ドなどの草花を植え
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
正月用門松カードのあっせん
（金）
まで
期12月27日
（２枚１組）
料15円
問市緑化推進委員
会（生産流通課内）
216-1340

12月21日～30日は年末防火運動
◇年末はあわただしく、火を取
り扱う機会も多くなります。
つい、うっかりで火災となら
ないよう、十分注意してくだ
さい
問消防局予防課222-0970

◇市の調査に協力し、積

進課216-1371

水道管は、気温が氷点下になると
水が凍って破裂することがありま
す ◇凍結を防ぐには水道管に布
などの保温材を巻き、その上から
ビニール類を巻いてください
問水道局給排水設備課213-8522
◇水道料金・下水道使用料は納
期限内に納めましょう
問水道局収納課213-8518･8519
水漏れの確認を
◇家庭の蛇口を全部閉めてもパイ
ロットが回転しているときは漏水
の可能性があるので水道局営業課
へ連絡を ◇蛇口やトイレの漏水
など自分で確認でき 水道メーター
るときは、水道局指
定給水装置工事事業
者へ修理依頼を
問水道局営業課2138514・8515
農業委員選挙人名簿への登録
◇今月下旬に農業委員会委員選挙
人名簿登載申請書を郵送か小組合
長を通じて配布します ◇選挙権
のある人は来年１月10日までに申
請書の提出を 問農業委員会事務
局216-1466、各支所の農業委員会
鳥インフルエンザの発生防止
◇鶏などの家きんを飼養する人は
飼育環境を清潔に保ち、野鳥など
の侵入防止対策をお願いします
問生産流通課216-1499
海外観光客受入体制整備費の助成
内外国人観光客を受け入れる施設
整備の補助 対市内で宿泊・観光・
飲食施設などを運営する事業者
◇補助額…整備費の２分の１以内
（上限あり。予算の範囲内） ◇整
備開始前の申請や来年３月中の整
備完了が必要 ◇申し込みなど詳
しくは観光企画課216-1344へ

健康食品の試供品の送りつけにご注意を！

特定優良賃貸住宅

◇「お試しです」などと言いながら、
健康食品を送りつけ、
後で
高額な請求をする事例が発生しています。絶対に支払わず、
まずは市消費生活センター252-1919へご相談ください

◇市の認定を受けて整備された良好な
居住環境を備えた賃貸住宅です（市
ホームページをご覧ください）
◇入居者の収入などにより、家賃の減
額補助を受けられることがあります
問住宅課216-1363

12月10日～16日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間

ＨＩＶ感染者・ハンセン病
患者などの人権問題

◇拉致問題の進展には「解決 ◇ＨＩＶ感染症やハンセン病など
を願う市民一人一人の声」
の感染症は誤った知識や理解
が何よりも強い力となり、
不足から患者への偏見や差別
被害者や家族の大きな心の
意識が生まれ、
人権問題が生じ
支えになります
ています
◇拉致問題を自分たちの問題 ◇感染症に関する知識と理解を
と と ら え、 認 識 を 深 め ま
深めましょう
しょう
問人権啓発室216-1232
問地域福祉課216-1244
あなたの手 勇気を出せば 救いの手

民間住宅活用型住宅セーフティ
ネット整備推進事業
◇高齢者などの住宅確保要配慮者の入
居などを条件に、民間賃貸住宅空家
のバリアフリーなどの改修工事の費
用の一部を国が補助しています
◇国への申請期限 12月27日
（必着）
◇条件など詳しくは住宅課216-1363へ

利率…年1.9％～2.35％
期間…７年以内

◇融資

◇申し込みなど

詳しくは産業支援課216-1324へ
新規創業者等人材育成補助金
内事業者が実施する人材育成の研
修費の補助 対創業５年以内で市
内に主たる事務所がある中小企業
者など

◇補助額…研修の受講料

などの２分の１以内
（上限あり）
◇申し込みなど詳しくは産業創出
課216-1319へ
輸出チャレンジ支援事業
内アジアで開催される合同展示会
などへの出展料、渡航費などの補
助 対市内に主たる事業所がある
中小企業者など ◇補助額…経費
の２分の１以内
（上限あり） ◇予
算額に達し次第、申し込みの受け
付けは終了 ◇申し込みなど詳し
くは経済政策課216-1318へ
入札参加資格審査申請受け付け
①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）
②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）
（市立病院、
交通
①②共 対①は市
局、水道局、船舶局を含む）
が発注
する入札
（見積合わせ）
、②は水道
局が発注する入札に、
平成26･27年
度に参加を希望する法人か個人
◇申請書は①は市ホームページ、
②は水道局ホームページからダウ
ンロードできます ※受け付けは
①は契約課、②は水道局経理課へ
問①契約課216-1162、②水道局経
理課213-8511

講座・催しなど
第４回県民文化フェスタ
内創花、陶芸、文芸、書などの作
品展示 期12月20日
（金）
～23日
（祝）
９時～17時 所県歴史資料セ
ンター黎明館 料無料 問県文化
協会223-3123

分譲マンションアド 軌道敷内に進入
時は必ず自分の
バイザーの派遣
内マンションの適正な維
持管理や改修・建て替
えを支援するため、
アド
バイザーを無料で派遣
問建築指導課216-1358

眼で確認を！
～市電は急には
止まれません！

問交通局電車事
業課257-2116

克灰袋の提供

◇家庭で降灰除去を行うときは、環境衛生
課や各支所、地域福祉館などに置いてあ
る克灰袋をご利用ください
◇各家庭の降灰は克灰袋に入れて
降灰指定置場に出してください
◇克灰袋がないときはレジ袋を２
枚重ねて出すこともできます
問サンサンコールかごしま099-808-3333

