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国民年金学生納付特例の申請を
◇１年ごとに申請が必要ですの
で、申請していない人は早めに手
続きを ◇受付場所…国民年金課
か各支所年金担当窓口 ◇必要な
もの…年金手帳、学生証か在学証
明書、印鑑、代理人は身分証明
書、別世帯は委任状も 問サンサ
ンコールかごしま099-808-3333
市税の納付は口座振替を
◇市税の納付は安心・便利な口座
振替を ◇金融機関や納税課、各
支所担当窓口にある口座振替依
頼書で申し込みを 問納税課216-

1190（D216-1196）
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)などから振り込
みを誘導することはありません
問納税課216-1191
（D216-1196）
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、学
校など ◇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
（D216-1292）
水道メーターの検針にご協力を
◇水道メーターの検針を２カ月に
１度行っています。正しい検針が
できるよう、次のことにご協力を
①メーターボックスの中はいつも

かごしま

市民のひろば

きれいにして、
上に車を停めたり物
を置かない ②飼っている犬は放し
飼いにせず出入口やメーターボッ
クスから離してつなぐ ③家の増改
築などでメーターの場所を移すと
きは、検針しやすい場所に移す
問水道局営業課213-8514･8515
単体型ディスポーザの使用禁止
◇下水道の維持管理の支障となる
ため、ディスポーザ排水処理シス
テム以外の単体型(砕いた生ごみ
を直接汚水管へ流すタイプ)の設
置はできません 問水道局給排水
設備課213-8521
（D259-1627）
唐湊・坂元墓地周辺の交通規制
期 ３ 月21日(祝)・22日(土)10時 〜
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
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
（D216-1292）
市民歌をご活用ください
◇市民の連帯感を高め、郷土に生
きる喜びと将来の飛躍を象徴する
歌として昭和47年の太陽国体を記
念して制定されました ◇ＣＤな
どの貸し出しを行っていますの
で、地域の行事や合唱などでご活
用ください ◇市ホームページで
聴くことができます 問総務課

216-1125
（D224-8900）
環境影響評価書の縦覧
◇吉野第二地区土地区画整理事業
(吉野町と大明丘三丁目の各一部)
の環境影響評価書を縦覧していま
す 期３月28日(金)までの８時30
分〜17時15分(土･日曜日、祝日を
除く) 所吉野区画整理課 問吉
野区画整理課244-2114
認定外道路整備事業
◇私道を整備するとき、市が工事
費の一部か全額を助成します
◇適用基準など詳しくは市ホーム
ページか道路建設課216-1404へ
建築基準法上の道路情報
◇建物の計画や建物用地としての
土地の売買のときに必要な道路種
別などの情報を「かごしまｉマッ

固定資産の縦覧と閲覧
■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
◇固定資産税の納税者が自己の資産と市内にあるほかの土地や家屋の価
格とを比較できる制度です ※手数料は無料
（火）〜６月２日
（月）
の８時30分〜17時15分
（土・日曜日、祝日
期４月１日
を除く）
（東桜島支所を除く）
所資産税課216-1180 〜1182・1185、各支所の税務課
◇必要なもの 運転免許証など本人確認ができるもの ※代理人は委任
状も必要
■固定資産課税台帳の閲覧
◇納税義務者などの固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧
期間以外も行っています
◇閲覧できる人 納税義務者、地代や家賃などを支払
っている借地・借家人などの使用収益権者
（縦覧期
料縦覧期間中の納税義務者本人の閲覧は無料
間以外は有料）
所資産税課216-1180、各支所の税務課
（係）
◇必要なもの 運転免許証など本人確認ができるもの、賃貸借契約書、
地代・家賃の領収証書など ※代理人は委任状も必要
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プ」で公開しています(一部地域
を除く) 問建築指導課216-1360

白地地域の容積率などの見直し
◇４月から非線引き都市計画区域
(吉 田･喜 入･松 元･郡 山 地域)で用
途地域の指定のない地域(白地地
域)の容積率が200％に、建ぺい率
が60％に引き下げられます 問建
築指導課216-1358
ヤンバルトサカヤスデのまん延防止
◇農作物に被害を与えたり、人を
かんだりはしませ
んが、おびただし
い数で集団移動し
ます ◇見つけた
ら環境衛生課216-1300へ
性同一性障害
◇性同一性障害とは、生物学的
な性(からだの性)と性の自己意識
(こころの性)が一致しないため、
社会生活に支障がある状態をいい
ます ◇性同一性障害を持つ人は
社会の中で偏見や差別を受けてい
ます ◇一定の条件のもとで、性
別の取り扱いの変更の審判を受け
ることができます ◇性同一性障
害への正しい理解と認識を深めま
しょう 問人権啓発室216-1232
助け合い 心のリボンが
結ばれる

小規模企業者向け融資の利用要
件の拡大
◇３月から宿泊業や娯楽業を営む
従業員20人以下の事業者も小規模
企業者向けの融資を利用できます
問産業支援課216-1324

ソフトプラザかごしま入居者募集
対県内のソフトウェア・情報処理
サービス・デザイン業など(創業10
年未満)で主たる事業所をソフト
プラザかごしまに移転しようとす
る中小企業者 ◇募集数…８室
◇面積…44.53㎡〜77.54㎡ ◇月
額使用料…６万6000円〜11万6000
円(別途清掃料などの負担あり)
◇申し込みや入
居時期など詳し
くは産業創出課
216-1319へ

単車・軽自動車の
廃車届や名義変更
◇軽自動車税は毎年４月１日現在の単
車・軽自動車などの所有者に課税され
ます
◇廃棄・譲渡をしたとき、盗難にあった
ときなどは、届け出が必要です
◇必要なもの 所有者の印鑑、
車名・車台
番号・排気量が分かるもの、ナンバー
プレート、名義変更のときは新所有者
の印鑑
◇障害者の課税免除制度もあります
◇単車（125cc以下）などの原動機付自転
車や小型特殊自動車は、市民税課216へ
1172か各支所の税務課
（係）
◇軽二輪や軽四輪の軽自動車は軽自動車
協会261-4011、自動二輪は九州運輸支
局050-5540-2089へおたずねください

チャレンジファーマー
◇小規模な面積の農地で経験を積
み、将来就農を目指す制度です
◇申し込みなど詳しくは農政総務
課216-1334へ
太陽光発電・電気自動車・環境
対応車・電動アシスト自転車の
補助金
◇補助金の実績報告は３月31日ま
でですので、早めに手続きをお願
いします 問再生可能エネルギー
推進課216-1479
（D216-1292）
放火防止に努めましょう
◇家の周りに燃えやすいものを置
かないなど、放火されない、放火
させない環境づくりが大切です
問消防局予防課222-0970
旧島津氏玉里邸庭園の開園
◇園内整備のため休園していまし
たが、４月２日(水) ９時から開園
します 問文化課227-1962

講座・催しなど
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３月22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、
３月14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
期３月22日
（土）
９時〜
12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 料無料
問農政総務課216-1334
サンエールプチシネマ
◇上映作品…Little DJ 小さな恋
の物語 期３月20日
（木）
10時〜か
13時30分〜 所サンエールかごし
ま 定各50人
（当日先着順。
託児は
３日前までに要予約） 料無料
問男女共同参画推進課813-0852

投資トラブルにご注意を
◇「後で高く買い取るので、代
わりに買ってほしい」と社債
などを買わされ、業者と連絡
がとれなくなるという相談が
寄せられています
◇必ずもうかる、値上がり確実
などうまい話はありません
◇不審に思ったら市消費生活セ
ンター252-1919へご相談を

鹿児島ユナイテッドＦＣを
応援しましょう
◇第16回日本フットボールリー
グが３月16日に開幕します
◇ホームゲームは３月23日
（日）
13時～県立鴨池陸上競技場で
開催されます
問鹿児島ユナイテッドＦＣ8126370

