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国民年金保険料の口座振替に
よる前納

◇保険料を口座振替で前納すると
お得です　◇よりお得な２年前納
が４月末の口座振替分から始まり
ます　申２月28日までに金融機関
や郵便局、年金事務所へ　問鹿児
島北年金事務所225-5311
住宅用地の固定資産税特例措置

◇家屋の用途変更（店舗から住居
への改修など）や新築･増築などで
住宅用地になったときは、税負担
を軽減する特例措置がありますの
で、土地の利用状況に変更があっ
たときは届け出をお願いします　
問資産税課216-1185、各支所の税
務課（係）
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･ 
1182、各支所の税務課（係）へ
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カ月以内に申告してくださ
い　問資産税課216-1181･1182、各
支所の税務課（係）
市民奉仕活動賠償傷害保険

◇奉仕活動中に負傷、死亡したと
きや、行事参加者などに損害を与
えたときの保険です　対市内を拠
点に年２回以上奉仕活動を行う５
人以上の団体　※現在加入中の団

ワンクリック詐欺に
ご用心！

住所変更の手続きは
お早目に

市税などに係る
延滞金の見直し

自転車は「安全利用五則」を
守って安全に

市営住宅入居申し込み受け付け

◦車道が原則、歩道は例外
◦車道は左側を通行
◦歩道は歩行者

優先、車道寄
りを徐行
◦安全ルールを

守る
◦子どもはヘルメットを着用
問安心安全課216-1209

◇募集案内書・申込書は３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３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

鹿児島市の戦災と復興写真展
内空襲の被害を示すパネル、空襲で

焼失した市街地や戦
災復興の写真、市民
からの寄贈資料など
の展示

◇期間・場所　２月８日（土）～14日
（金）・鹿児島中央駅市民プラザ、２
月19日（水）～27日（木）・郡山支所

問総務課216-1125

◇インターネットで年齢認証を
求められクリックしたとこ
ろ、高額な料金を請求される
という相談が多く寄せられて
います

◇お金を振り込んだり相手に連
絡したりせず無視しましょう

◇不審に思ったら市消費生活セ
ンター252-1919へご相談を

◇住民異動（転入、転居、転出）の手
続きは、本庁市民課、各支所の市
民課・総務市民課でできます

◇市外から本市への転入届や、市内
間での転居届は、新住所に住んだ
日から14日以内に手続きをしてく
ださい

◇本市から市外への転出届は、新住
所に住む日の14日前から手続きが
できます

◇手続きするときは、住民基本台帳
カードや運転免許証など本人確認
のできる書類を準備してください

◇異動する本人以外の人（代理人）が
手続きに来るときは、委任状が必
要になるときがあります。手続き
するときは、事前にお問い合わせ
ください

問サンサンコールかごしま099-808-
3333

◇納期限までに納付されないと
きの延滞金の見直しが国税の
見直しに合わせて行われまし
た

◇１月１日以降の期間に対応す
る延滞金に適用されます

◇利率など詳しくは市ホーム
ページか納税課216-1190へ

体も町内会以外は毎年申請が必要
◇保険加入期間…４月～来年３月
◇保険料…市が全額負担　申２月
21日までに各団体の活動に関連す
る市の担当課へ　問地域福祉課 
216-1245
ごみ・資源物の適正な分別を

◇プラスチック容器類は中身を出
してササッと水洗いし、余分なテ 
ープやラベル類ははがして出すな
ど、適切な分別にご協力をお願い
します　問リサイクル推進課216-
1290
生ごみ水切りダイエット

◇もやせるごみの約
４割は生ごみで、そ
の大部分は水分です
◇水にぬらさない、
からからに乾かす、
ぎゅっとしぼること
で、悪臭の発生を抑え、生ごみの
減量化を図りましょう　問リサイ
クル推進課216-1290
緑の募金にご協力を

◇募金は学校・町内会への樹木の
贈呈、学校への緑化推進費の交
付、花の種子の配布などに活用さ
れます　◇募金方法…家庭（町内
会）、学校、職場、企業、街頭、イ
ベントなどでの募金　期４月30日
まで　◇本市の募金総額…1212万
円（１月末現在）　問市緑化推進委
員会（生産流通課内）216-1340
インターネットによる人権侵害

◇インターネットは発信者に匿名
性があることから、差別を助長す
る表現が掲載されたり、犯罪被害
者の実名や顔写真が掲載されたり
人権に関わる問題が発生していま
す　◇出会い系サイト以外でもス
マートフォンやゲーム、掲示板な
どを使った犯罪も増えています　
◇個人のプライバシーや情報モラ
ルについて正しい理解と認識を深
めることが大切です　問人権啓発
室216-1232

わたしから みんなにひろがれ
やさしいこころ

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マ
ンションアドバイザー（一級建築
士、弁護士など）の派遣　対分譲マ
ンションの管理組合など　◇派遣
回数…１管理組合につき年３回ま
で　◇派遣時間…２時間程度
◇申し込みなど詳しくは建築指導
課216-1358へ
中小企業者向け融資「セーフ
ティネット保証制度５号」の変更

◇認定の対象となる国の指定業種
が642業種から195業種に縮小され
ます　◇認定要件など詳しくは産
業支援課216-1324へ
簡易水道組合などへの補助

◇施設整備の改良などの経費を補
助します（条件あり）　◇届け出の
ない水道組合などはご連絡くださ
い　問環境衛生課216-1300

甲突川河畔花見時期の屋台出店
者募集

◇３月下旬～４月上旬の花見の時
期に指定場所での屋台出店を認め
ます　対保健所から飲食物の営業
許可（仮設営業）を受けていて、使
用料の納付と説明会（３月上旬）へ
の参加ができる人　定６区画（超
えたら選考）　申往復はがきに住
所、氏名、電話番号、営業許可証
の番号、屋台の内
容を書いて、２月
14日（必着）まで
に〒892-8677山下
町11-1公園緑化課
216-1366へ
事件や事故にあったときは
かごしま犯罪被害者支援センター
へご相談を

◇事件や事故の被害にあわれた被
害者やその家族･遺族に対し、電話
相談・面接相談、病院や法廷への
付き添いなどの支援を行っていま
す　◇事件･事故後の具体的な手
続きの相談にも応じます　◇犯罪
の被害で困ったときは、ひとりで
悩まずにお電話を　◇受付時間…
火～土曜日の10時～16時　◇相談
は無料で秘密は厳守します　問か
ごしま犯罪被害者支援センター

（相談専用電話）226-8341
若者自立支援相談

内若者の進路就労の相談　対15歳
～39歳の不登校者、高校中退者、
ニート、フリーターなどやその家
族　期毎週月曜日、第２･ ４火曜
日、第１･ ３水曜日の10時～16時
所ヤングハローワーク（アイムビ
ル３階）　料無料　◇予約など詳
しくはかごしま若者サポートス
テーション297-4949へ
県営住宅入居希望者募集

◇募集物件…市内の19団地（建て
替えなどによる募集停止の団地
を除く）　◇受付期間…２月22日

（土）～24日（月）の９時～16時（２
月３日から申込書を配付）　◇申
し込みなど詳しくは県住宅・建築
総合センター224-4546へ

洗濯排水などの汚水は汚水管へ
◇洗濯機の排水を雨排水管や側溝
などに流すと悪臭の発生や河川、
海などの汚染原因になります
◇ベランダや屋外で使用するとき
も必ず汚水管へ流してください　
問水道局給排水設備課213-8522
水道メーターの取り替え

◇水道局で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　◇取り替
えは水道局が委託した指定給水装
置工事事業者が取り替えのお知ら
せ票を持って家庭などを訪問して
行います（取り替え作業で代金を
いただくことはありません）
問水道局営業課213-8516

◇市内の小学５・６年生と中学生か
ら8766点の応募があり、審査の
結果、入賞作品が決定しました

◇最優秀作品　「百年後も 残して
いっど 平和都市」（一倉小学校
５年　松窪倫太郎さん）

◇入賞作品は市ホームページや、
２月19日（水）～27日（木）まで郡
山支所で開催の「鹿児島市の戦
災と復興写真展」で展示します

問総務課216-1125

平和都市宣言標語入賞作品

問サンサンコールかごしま099-808-
3333、住宅課216-1362

月 日 曜 受付時間 場　所

３

10 月
９時～16時 中央公民館

11 火

12 水 10時～15時
吉田福祉セ
ンター
松元支所

13 木
10時～16時 谷山サザン

ホール
10時～14時 桜島支所

14 金 10時～15時
喜入支所
郡山支所


