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平成26年度の主な税制改正
◇市・県民税の均等割税額がそれ
ぞれ500円引き上げ（平成35年度ま
での10年間）　◇給与所得控除の改
正など詳しくは市民税課216-1173
〜1176、各支所の税務課（係）へ
市・県民税特別徴収税額の通知

◇今年度の給与所得者の税額通知
書を５月13日に事業所に送付しま
す　※今回の通知書の税額が６月
〜来年５月の各月の給与から差し
引かれます　◇65歳未満の給与所
得者は原則として公的年金などに
係る税額も給与から差し引かれま
す　◇特別徴収以外の人への通知
は６月10日に自宅へ発送します　
問市民税課216-1173〜1176、各支
所の税務課（係）

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）　※手数料無
料

所資産税課216-1180〜1182・
1185、各支所の税務課

■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）

◇食器やタオルなど未使用の
日用品をポイントと交換
し、そのポイントで他の品
物と交換できる同ショップ
で、お得な陶器市を開催し
ます

期５月31日（土）、６月１日
（日）の９時30分〜16時

所かごしま環境未来館
◇５月30日〜６月１日は、リ

ユース・リサイクルショッ
プは終日閉店

問かごしま環境
　未来財団806-
　6666

違法駐車を
なくしましょう

市営住宅入居申し込み受け付け リユース・リサイクル
ショップ陶器市

◇募集案内書・申込書の配布は６月１日（日）からです
◇募集住宅など詳しくは市民のひろば６月号でお

知らせします
問住宅課216-1362（D216-1389）、サンサンコール

かごしま099-808-3333

から受け付けを開始します　問建
築指導課216-1358
春の草花をさしあげます

◇交差点や公園
に植えてあるパ
ンジー、矮

わいせい

性キ
ンギョソウなど
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
清掃工場では適切な燃焼管理で有
害物質の発生抑制に努めています

◇平成25年度排ガスに含まれる
ダイオキシン類の測定結果（ng-
TEQ/㎥ N）

は各建設事務所に連絡を　問道路
維持課216-1410、谷山建設課269-
8452、各建設事務所
ウミガメの保護

◇喜入地域では例年５月〜９月に
ウミガメの上陸・産卵が確認され
ています。昨年は磯海岸でも確認
されました　◇県の条例で、ウミ
ガメの捕獲・卵の採取は禁止され
ています　問環境保全課216-1298
市営川上・星ケ峯墓園使用者募集

①川上墓園　◇一般区画の区画
数・使用料…11区画・32万円
◇芝区画の区画数・使用料…４区
画・38万円
②星ケ峯墓園　◇一般区画の区画
数・使用料…50区画・42万円
①②共　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　申５月８日〜５月27日に環境
衛生課216-1301か同谷山分室269-
8463へ　※残区画が生じたら６月
30日まで随時募集を行います
市営墓地の使用

◇市営墓地の使用者が死亡したと
きや住所・氏名が変わったときは
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が届け
ると再発行できます　問環境衛生
課216-1301か同谷山分室269-8463
共同墓地の整備に対する補助

内環境整備などの工事に対する補
助　対共同墓地の管理組合　◇工
事を行う前年の７月31日までに申
請が必要　◇申請など詳しくは環
境衛生課216-1301へ
高齢者宅給水装置の無料点検

対市水道局の水道を利用している
70歳以上の世帯　期６月２日（月）
〜４日（水）　定100世帯（超えたら
抽選）　申電話かはがきで住所、
氏名、年齢、電話番号、希望日を
５月15日（消印有効）までに〒890-
8585鴨池新町1-10水道局給排水設
備課213-8522へ
公共下水道事業受益者負担金

◇公共下水道が新しく整備された
区域の土地所有者などには、整備
費用の一部の負担をお願いしてい
ます　◇対象者には今月上旬に申
告書などを送付します　◇内容を

確認して５月31日（必着）までに水
道局下水道管路課213-8542へ
公共下水道の今年度の整備

◇吉野町、上福元町などの一部で
計画的な施設整備を進めます
問水道局下水道建設課213-8538
交通局での職場体験学習

内電車・バスに直接触れながらの
職場体験学習　申中学校単位で交
通局総務課257-2111へ
梅雨前に安心ネットワーク119
に加入しませんか

◇災害情報や気象情報、避難情報
をメールで配信します　◇下記
の２次元コードを読み取るか、
ansin119@kagoshima-fd.jpへ 空
メールを送信して
登録を　問サンサ
ンコールかごしま
099-808-3333
カセットこんろ火災にご用心

◇カセットこんろの誤った使用に
よる事故が発生しています。調理
以外の用途（炭の火おこし）に使用
しないなど、正しく使いましょう
問消防局予防課222-0970
地域優良賃貸住宅（サービス付き
高齢者向け住宅）建設事業者募集

◇補助率…新築は建設費の５分の
１、改修は改修費の３分の２
◇募集戸数…40戸程度　◇申込期
限…６月20日（必着）　問住宅課
216-1363（D216-1389）
全国戦没者追悼式参列遺族の募集

対戦没者・一般戦災死没者の配偶
者・三親等内の遺族　期８月15日

（金）　所日本武道館　◇申込期
限…５月30日　問地域福祉課216-
1244（D223-3413）
自転車の安全運転

◇ルールに沿った安全運転を心が
けましょう　
◇安全利用五
則…①車道が
原則、歩道は
例外 ②車道
は左側を通行 
③歩道は歩行
者優先、車道
寄りを徐行 ④安全ルール（飲酒運
転の禁止、二人乗りの禁止など）を
守る ⑤子どもはヘルメットを着
用　問安心安全課216-1209
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国民年金学生納付特例の申請を
◇昨年度申請した人は申請書（は
がき形式）が届いたら、必要事項を
記入して郵送を　◇申請書が届か
ないときや新たに申請するときは
国民年金課か各支所年金担当窓口
で申請を　◇必要なもの…年金手
帳、学生証か在学証明書、印鑑、
身分証明書（別世帯の代理人は委
任状も）　問サンサンコールかご
しま099-808-3333
危険空き家の解体費用補助

◇老朽化が著しい空き家で、周囲
への危険性が高いものや利活用の
進みにくい敷地に建つものの解体
費用を補助します　※事前協議が
必要　◇補助額…解体費用の３分
の１（限度額30万円）　◇６月上旬

月 日 曜 受付時間 場　所

６

９ 月
９時〜16時 中央公民館

10 火

11 水 10時〜15時
吉田福祉センター
松元支所

12 木
10時〜16時 谷山サザンホール
10時〜14時 桜島支所

13 金 10時〜15時
喜入支所
郡山支所

◇安全で住みよいまちをつくるた
め、ご協力を

問安心安全課216-1209

今月の納期
◇固定資産税・都市計画税 
第1期 納期は６月２日まで

問北部清掃工場 238-0211、南部清
掃工場 261-5588
産業廃棄物の委託契約と報告義務

◇産業廃棄物の処理を委託すると
きは、処理業者と書面による契約
を結び、必ず産業廃棄物管理票（マ
ニフェスト）を交付し、適正に処理
されたことを確認する義務があり
ます　◇産業廃棄物の排出事業者
の管理票交付状況、処理計画など
の報告期限は６月30日です　問廃
棄物指導課216-1289
計量器の使用と定期検査

◇計量法では、取引・証明行為に
使用する計量器に関して、検定証
印や基準適合証印の付された計量
器の使用と２年に１回の定期検査
を受けることが義務づけられてい
ます　◇詳しくは計量検査所256-
5633（D256-5829）か市ホームペー
ジへ
私道の降灰を除去します

対原則として路面清掃車の作業可
能な幅員４ｍ以上の通り抜けでき
る道路（事前に申請が必要）　問道
路維持課216-1410（D216-1352）
宅地内の降灰

◇各家庭で収集した降灰は克灰袋
に詰めて指定の置場に出してくだ
さい　◇降灰指定置場のない地域
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