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暮らしのガイド

かごしま

準以下であることなど ◇貸与月
額…国公立１万8000円、私立３万
円 申各高等学校などにある募集

暮らし

要領に基づき、６月17日
（必着）
ま
でに学校を通じて申請 問教育委

員会総務課227-1992
住民基本台帳の一部の写しの
前年度閲覧状況を公表します
期６ 月１ 日 〜30日 所市 政 情 報
コーナー
（土・日曜日を除く）
、市
ホームページなど 問市民課216-

の

ガイド
暮らし

国民年金の額
◇老齢基礎年金
（満額受給のとき）
…77万2800円 ◇ 障 害 基 礎 年 金
（１級）
…96万6000円 ◇障害基礎
年金（２級）
…77万2800円 ◇遺族
基礎年金（子１人ある配偶者のと
き）…99万5200円 問ねんきんダ
イヤル0570-05-1165
市税や水道料金・下水道使用料の
納付は安心・便利な口座振替を
問市税は納税課216-1190、水道料
金・下水道使用料は水道局収納課
213-8518・8519

今月の納期

◇市県民税（普通徴収） 第１期
納期は６月30日まで
家屋の取り壊しや名義変更した
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）

住宅用地の固定資産税特例措置
◇住宅用地には土地の税負担を軽
減する特例措置があります ◇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）

平成26年度奨学生募集
対経済的理由で
修学が困難な高
等学校などに在
学する生徒で、
①原則として本
人と保護者が市内に住んでいるこ
と ②家計の状況が一定の収入基

1221
（D224-8959）
経済センサス－基礎調査・商業統
計調査
◇今月下旬に調査員が伺います。
調査票が届いたらご回答を 問総
務課216-1116
（D224-8900）
外国人の人権問題
◇言語、文化、宗教、習慣などの
違いからくる偏見や差別意識から
就労差別などの問題が生じていま
す ◇広く国際的な視野に立ち､
多様な文化や生活習慣などを理解
し、
受け入れ、
尊重していくことが
大切です 問人権啓発室216-1232
思いやり この愛言葉 忘れない
空き地
（宅地）
の雑草の除去を
◇空き地の雑草は衛生害虫の生息
や発生場所となり､ 付近に住む人
の迷惑になります ◇土地の所有
者､ 管理者は年２回以上雑草の除
去を行い､ 良好な
環境の保全に努め
ましょう 問環境
衛生課216-1300
飲用井戸・貯水槽水道の衛生管理
①飲用井戸 ◇年１回は水質検査
を ◇清潔に保ち､ ふたや内部に
ひび割れがないか定期的に点検を
②貯水槽水道 ◇水槽内に砂や泥
が溜まらないように年１回は清掃
を ◇日ごろから蛇口の水の色､
濁り、臭い、味に注意を
①②共 問環境衛生課216-1300､
水道局給排水設備課213-8522
自己材メーターは有効期間
（８年）
以内に取り替えを
問水道局給排水設備課213-8522
水洗化工事はお早めに
◇公共下水道の整備済区域では､
生活排水は公共下水道へ流さなけ

市・県民税に関するお知らせ

■普通徴収の通知
◇今年度の市・県民税の納税通
知書を６月10日に発送しま
す ※給与から差し引かれ
る人への通知は先月事業所
を通じて配布しています
◇市・県民税は今年の１月１
日現在に住所のある市町村
で､ 前年中の所得に基づい
て課税されます
■減免制度
◇災害などで損害を受けたり、
生活扶助を受けているなど
特別な事情があるときは、状
況に応じて減免が受けられ
ますのでご相談ください

市民のひろば

■公的年金からの特別徴収
対65歳以上で今年４月１日現
在老齢基礎年金などの支払
いを受けている人（年金の
年額が18万円未満の人や介
護保険の特別徴収対象被保
険者でない人などを除く）
◇今年度から初めて対象とな
る人は､ 第１・２期は納付
書などでの納付になります
◇65歳未満の給与所得者で公
的年金などに係る税額のあ
る人は原則として給与から
の特別徴収になります
問市民税課216-1173〜1176､
各支所の税務課
（係）

2014年
（平成26年）
６月

565号

ればなりません。整備済区域で水
洗化工事をしていない建物は早め
に工事を ◇資金の融資あっせん
や助成制度もあります 問水道局
下水道管路課213-8542
浄化槽の維持管理
◇浄化槽は定期的に保守点検や清
掃が必要です。保守点検業者に委
託して維持管理を ◇浄化槽には
法定検査が義務付けられていま
す。通知があったら必ず受検を
問環境保全課216-1291
解体工事などの前のアスベスト
調査の手続きが変わります
◇大気汚染防止法の改正に伴い、
説明会を開催します 対建物など
の解体を予定している個人や事業
者 期６月26日
（木）
14時〜15時

所かごしま環境未来館 定100人
程度 料無料 ◇申し込みなど詳
しくは環境保全課216-1297へ

製造業アドバイザーの派遣
◇経営の改善、新商品の開発やデ
ザイン考案、ホームページの作成
などの指導・助言を行うアドバイ
ザーを派遣します（１回３時間以
内、
１企業年３回まで） 対市内の
製造業者、製造業グループ 料無
料 問産業支援課216-1323
農商工等連携人材育成塾
内新商品などの開発に関する基礎
知識・ノウハウの習得など 対商
工業者、農林漁業者など 期６月
25日（水）〜来年１月20日（火）
（全
19回） 所市役所 定25人
（超えた
ら選考） 料無料 ◇申込期限…
６月10日（必着） ◇申し込みな
ど詳しくは鹿児島経済研究所2257491へ 問産業創出課216-1319
環境配慮促進資金
低公害
対ＩＳＯ14001の認証取得、
車の購入、太陽光発電などの新エ
ネルギーを利用する設備を導入す
る中小企業など ◇融資限度額…
3000万円 ◇融資利率…年1.9〜
2.45％ ◇保証料率など詳しくは
産業支援課216-1324へ

木造住宅耐震診断・耐震改修補助
対昭和56年５月以前に建築した木
造戸建住宅の耐震診断、耐震改修
を行う所有者 ◇補助内容…耐震

事業所敷地内への
降灰指定置場の設置
◇平成27年度から事業所降灰の収
集を開始します。敷地内に降灰
指定置場の設置を希望する事業
所は申請書の提出を
対市内に所在し、以下の要件を満
たす事業所
①敷地面積がおおむね1000㎡以上
②降灰収集車が進入・停車できる
スペースがある など
◇申請方法など詳しくは事業所降
灰指定置場受付事務局226-5701
へ ※申請書類は市ホームペー
ジからダウンロードできます

診断は費用の３分の２（上限３万
900円）
、耐震改修は費用の３分の
１（上限30万円） 問建築指導課
216-1358
（D216-1389）
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 ◇補助内容…
解体費用の３分の１
（上限30万円）
◇事前協議が必要 問建築指導課
216-1358
（D216-1389）
交通局の土地の売却
（先着順）
所下伊敷一丁目5-9（伊敷変電所跡
地） ◇申し込みなど詳しくは交

通局ホームページへ 問交通局経
理課257-2111
花壇のデザイン募集
内鹿児島中央駅前など市が管理す
る花壇の一部 対市内に住む小学
生以上の人 申郵送かＥメール
で、
応募用紙にデザイン
（草花の種
類と色）とねらいなど必要事項を
８月29日（必着）までに〒892-0816
山下町11-1公園緑化課216-1368
（{kouen-hana@city.kagoshima
へ
.lg.jp）
住宅防火対策 ４つの柱
◇住宅用火災警報器、安全装置
付きコンロ、住宅用消火器、
防炎品を使用して住宅火災を
防ぎましょう
問消防局予防課222-0970
グリーン・ツーリズム活動団体
募集
◇グリーン・ツーリズム
（農業体験
などの交流活動）を自主的に行っ
ている団体などを募集します
◇登録されると市の支援を受ける
ことができます ◇市の調査に協
力し、積極的に実
践する意欲が必要
（審査会の選考あ
り） ◇申込期限
…６月13日 問グリーンツーリズ

ム推進課216-1371
（D216-1320）
チャレンジファーマー募集
◇市民農園より少し大きな農地で
経験を積み、本格就農を目指す制
度です ◇申し込みなど詳しくは
農政総務課216-1334へ

若者の就職や高齢者の就労に活用を

①キャリア形成ガイドブック
内若年者向けのキャリアアップの
講座などの紹介
②就労促進ガイドブック
内高齢者の就労に関する相談やセミナーなどの紹介
①②共 問雇用推進課216-1325
（D216-1303）

検便・飲料水・食品の検査

◇食料品を扱う人は、衛生確保のため、定期的に
検査をしましょう
検査内容

受付日時（休日を除く）

検便

毎週月〜水曜日の８時30分〜15時（12時〜
13時を除く）

飲料水
食品

毎月第１月・火曜日の８時30分〜12時
毎月第２・４月・火曜日の８時30分〜12時

問保健環境試験所214-3361
（D206-8581）

