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4月から衣類の収集日が変わります

固定資産の縦覧と閲覧
■土地・家屋価格等縦覧帳簿
の縦覧　
期６月２日（月）までの８時30

分〜17時15分（土・日曜日、
祝日を除く）
所資産税課216-1180〜1182･
　1185、各支所の税務課（東桜

島支所を除く）
■固定資産課税台帳の閲覧
料縦覧期間中の納税義務者本

人の閲覧は無料（縦覧期間
以外は有料）　
所資産税課216-1180、各支所

の税務課（係）

デジタル防災行政無線の
運用開始（一部地域）

◇吉野･郡山･桜島地域、上町
地区などで運用

　を開始しました
◇他の地域も順次
　整備します
◇避難情報などの
　防災情報やテス
　トのため時報を
　放送します
問危機管理課216-1213

市民農園利用申し込み

市地域防災計画の修正
◇防災資機材等備蓄計画や津

波避難計画の策定などを行
いました
問危機管理課216-1213

平成26年度市税の納付と納期一覧
◇市税は本市のまちづくりのための大切な財源で

す。定められた納期限までに必ず納めましょう
◇納税者が災害を受けたり、事業を廃止・休止した

ときなどで、納税にお困りのときは納税課216-
1191〜1194にご相談ください

そのまま使えます　問市立図書館
250-8500（D250-7157）
災害時要援護者避難支援制度

◇災害対策基本法の一部改正によ
り「避難行動要支援者避難支援等
制度」へ移行し、引き続き障害者や
高齢者などの避難支援体制を整備
します　問危機管理課216-1213
転居の連絡は３日前までに（水
道料金･下水道使用料の手続き）

◇転居の連絡がないと使用中とみ
なされ料金が発生します　◇市内
間転居のときは、同じ口座から引
き落としができます　
◇鹿児島県電子申請共
同運営システムからも
手続きができます　
問㈱ジェネッツ812-6171（業務受
託者）、水道局257-7111
統計書・市勢要覧の配布

◇平成25年度鹿児島市統計書・
2014年市勢要覧を刊行しました
◇配布場所…市役所、谷山支所総
務課、各支所総務市民課　問総務
課216-1116（D224-8900）
新生活のスタートは市電･市バス
の定期券のご利用を

◇通勤･通学には割引の大きい定
期券がお得です（利用日限定定期
券もあります）　◇定期券は開始
日の14日前から購入できます　
◇４月から市営バスの定期料金を
改定しました（市電の定期料金は
据え置き）　問交通局乗車券発売
所257-2101
サツマソイルの販売

◇下水処理の過程で発生する汚
泥を堆肥化した肥料「サツマソイ
ル」を販売（15㎏袋入、20㎏袋入）
所下水汚泥堆肥化場　◇４月25日

（金）10時
30分〜春
の木市で
１㎏を無
償配布　
問水道局
下水処理
課268-3393（D268-1505）
合併処理浄化槽への取替補助
内単独処理浄化槽か汲み取り便槽
から合併処理浄化槽への取替補助
対下水道事業計画区域以外の既存
の住宅や集会施設など（新築は除

 たくさんの　笑顔で育つ　人権の花 

く）　◇補助金の額など詳しくは
環境保全課216-1291へ
使わなくなった制服などはエコ
フリマをご活用ください

◇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　問かごしま環境未来館
リユース･リサイクルショップ806-
6663（D806-8000）
資源物回収活動補助金
対資源物回収活動をした団体　
※事前登録が必要　◇補助額…
①回収量に対して古紙類６円／
㎏、古繊維類・金属類３円／㎏、
空きびん類３円／本、廃食用油30
円／ℓ ②実施回数に対して（実施
回数－１）×3000円　※上限は１万
5000円　問リサイクル推進課216-
1290（D216-1292）
まち美化地域指導員の募集
内ボランティアでごみのポイ捨て
防止などまち美化啓発を行います
対町内会などから推薦を受けて、
市の講習会を受講できる人　問環
境衛生課216-1300（D216-1292）
克灰袋の事前配布

◇降灰が想定される一定の地域の
家庭に４月〜５月に克灰袋を配布
します　◇その他の地域は状況に
応じて配布します　◇克灰袋が必
要なときは環境衛生課や各支所、
地域福祉館へ　◇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
構造計算適合性判定手数料の変更

◇一定規模以上の建築物に義務づ
けられている構造計算適合性判定
手数料が４月から変更されました
◇金額など詳しくは建築指導課
216-1357（D216-1389）へ
高齢者の交通事故が多発しています

◇遠回りでも横断歩道を横断し、
夜間外出時は夜光反射材を着用し
ましょう　◇ドライバーはしっか
り前を見て確実な運転をしましょ
う　問安心安全課216-1209
子メーターの取り替え

◇マンションなどの各入居者の使
用料を決めるために設置している

サンエールさわやかウェーブま
つり実行委員の募集
対企画･運営に関心のある18歳以
上の人　◇まつりは12月20日（土）
９時30分〜15時に開催　◇申込期
限…５月10日　◇申し込みなど詳
しくは生涯学習プラザ813-0851へ
観光イベント創出支援事業
対事業規模500万円以上で1000人
以上の観客が見込める観光イベン
トを実施する民間団体など　◇助
成額…イベントの実施に直接必要
な経費の２分の１（３年間。その後
の２年間は３分の１）　※限度額
は毎年度400万円　◇説明会の日
時･場所…４月10日（木）10時〜11
時･ソーホーかごしま　◇申し込
みなど詳しくは観光プロモーショ
ン課216-1313（D216-1320）へ
屋上･壁面の緑化への助成
内市街化区域内の民間建築物の屋
上･壁面の緑化への助成　対個人･
事業者　◇事前申請が必要　◇補
助金の額や申請方法など詳しくは
公園緑化課216-1368へ
中小企業者向け融資制度
内産業振興資金（通常の事業資
金）、環境配慮促進資金、創業支援資
金などの融資　対市内に住所と事
業所を有し、６月以上事業を営ん
でいる個人か法人（創業支援資金
を除く）　問産業支援課216-1324

子メータ
ーの有効
期限は、
水道メーターは８年、家庭用の電
気メーターは10年です　◇管理者
は期間内に必ず取り替えを　問計
量検査所256-5633
女性の人権問題

◇男女が対等な構成員として責任
を分かち合い、個性と能力を発揮
できる社会づくりを目指しましょ
う　問人権啓発室216-1232

地　区 衣類の収集日
もやせるごみ
が月･木曜日

毎月第１･ ３火曜
日に変更

もやせるごみ
が火･金曜日

毎月第１･ ３月曜
日に変更
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「年」を表す

「月」を表す

◇衣類として収集できるのはその
ままの状態で再使用できるもので
す　問リサイクル推進課216-1290
４月からの国民年金制度の変更点

①過去２年分まで保険料の免除申
請ができます　②未支給年金の請
求は生計が同じ３親等以内の親族
までできます　③４月以降に妻が
亡くなったとき、子のある夫も遺
族基礎年金が支給されます　◇他
の変更点など詳しくは鹿児島北
年金事務所225-5311、国民年金課
216-1224へ
国民年金の届け出を忘れずに

◇届け出が必要なとき…①年金受
給者の住所や氏名が変わった ②60
歳未満で会社などを退職した 
③退職や離婚・死亡などで会社員
などの配偶者から扶養されなく
なった　◇必要なもの…年金手
帳、退職日や扶養から外れた日が
確認できる書類など　問サンサン
コールかごしま099-808-3333　
平成26年度の国民年金保険料

◇第１号被保険者・任意加入被保
険者の１カ月当たりの保険料は１
万5250円です　問鹿児島北年金事
務所225-5311
市立図書館利用者カード情報更新
対平成22年３月までに登録した人
◇必要なもの…利用者カード、住
所・氏名が確認できるもの 　※利
用者カードは破損などがなければ

谷山都市整備課事務室の移転
◇４月14日（月）から旧南部保健

センター（谷山中央五丁目26-
７）に移転します

◇直通の電話・ファクス番号の変
更はありません（谷山支所の代
表電話からはつなげません）
問谷山都市整備課269-8435

携帯電話
QRコード

第１期 第２期 第３期 第４期
市・県民税

（普通徴収）
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２日

　固定資産税・
都市計画税

６月
２日

７月
31日

９月
30日

１月
５日

軽自動車税 ４月30日

農　園　名 区画
数
面積
（㎡）

年間
使用料

伊敷農園
（川上町） 27

20 3000円五ケ別府農園
（五ケ別府町） 62

松元さしきばる
農園（春山町） 85 30 4500円

◇市税はコンビニエンスストアの営業時間中はい
つでも納付できます（納付書１枚で30万円まで）

◇納期限を過ぎたときはコンビニ納付はできません
問納税課216-1190（D216-1196）

対市内に住む農家以外の人（１世帯１
区画）　※区画数を超えたら抽選
申４月７日〜11日に印鑑を持って

直接、農政総務課216-1334か各
支所の農林事務所へ

春の農作業事故ゼロ運動期間（４月〜６月）
◇ゆとりある無理のない農作業を
◇農業機械などの点検を十分に
問生産流通課216-1340


