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全国消費実態調査　　　
◇９月～11月に実施します。調査
結果は社会保障政策の検討などの
基礎資料など幅広く利用されます
◇対象の世帯は調査票のご記入を
問総務課216-1116
国民年金保険料の免除申請　
対経済的な理由などで保険料を納
めることが困難な人　◇必要なも
の…年金手帳、印鑑、窓口に来る
人の身分証明書　※別世帯の代理
人は委任状も　◇前年所得や失業
の証明が必要なときがあります　
◇前回までの申請で継続申請を希
望し、全額免除か納付猶予が承認
された人は申請不要　問サンサン
コールかごしま099-808-3333

持たない市民（①は３年以内に墓
を建立、②は遺骨を保有し１年以
内に納骨できる人）　申所定の申
請書を８月７日～26日に環境衛生
課216-1301か同谷山分室269-8463
へ
唐湊・坂元墓地周辺の交通規制
期８月13日（水）～15日（金）７時～
18時　◇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
◇期間中は唐湊公園を墓参者用駐
車場として開放します　問環境衛
生課216-1301

 手をつなぎ　友だちの輪を　広げよう 

合併処理浄化槽の取替補助　
対下水道事業計画区域以外の既存
の住宅、併設住宅、集会施設など
◇補助金の額など詳しくは環境保
全課216-1291へ
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（８年）満了前に取
り替えます　◇取り替えは指定給
水装置工事事業者が行います　
問水道局営業課213-8516
排水設備などの維持管理

◇排水設備などの清掃や修繕など
の維持管理は建物の所有者・使用
者で行ってください　◇排水設備
などの改造（器具の増設など）を行
うときは指定排水設備工事事業者
に依頼してください　問水道局給
排水設備課213-8522
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

納税お知らせセンターからの呼
びかけ　

◇督促状の発送後も市税などの納
付がない人に、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）などからの振り
込みを誘導することはありません
問納税課216-1189（D216-1196） 

台風時のごみ収集
◇ ごみの散乱や危険を伴います

ので、ごみ出しはなるべく控
えるようご協力を
問�サンサンコールかごしま099-
808-3333

水道料金・下水道使用料の納付は
安心・便利な口座振替を

問水道局収納課213-8518

今月の納期
◇市県民税　第２期
納期は９月１日まで

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
８月は人権同和問題啓発強調月間

◇同和問題は日本社会の歴史的過
程で形づくられた身分的差別が、
今もなおさまざまな形で現れてい
るもので、生まれ育った場所を理
由に、就職や結婚などで差別を受
けるという人権問題です　◇自分
のものの見方や考え方の中に誤っ
た因習や偏見がないか、問い直し
てみることが大切です　問人権啓
発室216-1232（D216-1207）

農薬を使用するときの注意
◇風向きやノズルの向きに注意す
るなど、農薬の飛散防止に最大限
配慮してください　◇ラベルに書
かれている使用方法を順守してく
ださい　問生産流通課216-1340か
各農林事務所
事業所敷地内への降灰指定置場
の設置

◇来年度から事業所降灰の収集を
開始します。設置を希望する事業
所は10月31日までに申請を　◇要
件など詳しくは事業所降灰指定置
場受付事務局226-5701へ
セーフティネット保証制度５号
の変更

◇７月から指定業種が縮小されま
した　◇業種や要件など詳しくは
産業支援課216-1324へ

第二次世界大戦戦亡者慰霊祭　
◇二度と戦争が起こらないことを
願い、終戦記念日に行います　
期８月15日（金）10時～　所探勝園
慰霊碑前（照国神社隣）　問秘書課
216-1122（D216-1123）
県出身沖縄戦没者追悼式参列
者の募集　
対沖縄戦で戦死した人の三親等以
内の遺族　期11月11日（火）　所摩
文仁の丘鹿児島霊園（沖縄県糸満
市）　◇申込期限…８月29日　
問地域福祉課216-1244
自衛官募集

◇募集種目・資格…航空学生は
高卒（見込みを含む）で21歳未満の
人、一般曹候補生・自衛官候補生（女
子）は18歳～27歳未満の人　◇受
付期限…９月９日　※自衛官候補
生（男子）は随時受け付け　問自衛
隊鹿児島募集案内所251-7802
人権に関するポスター募集

◇申込期限…９月30日　問県人権
同和対策課286-2574
県営住宅入居希望者募集

◇物件…市内19団地　◇申込書の
配布…8月25日まで　申８月23日
～25日の９時～16時に県住宅･建
築総合センター224-4546へ
放送大学10月入学生募集

◇放送大学はテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学
です　◇出願期限…８月31日　
問放送大学鹿児島学習センター
239-3811
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市営住宅入居申し込み受け付け 将来に残したい
自然百選

戦争・平和について
考えよう

屋上・壁面の緑化に助成します
◇案内書は９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９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

◇貴重な自然を維持・保全
するとともに、生物多様
性への市民の皆さんの理
解を深めるため、自然百
選を募集します
対市内に住むか通勤・通学

する人
◇応募方法　郵送かファク

ス、Ｅメールで、所定の応
募用紙に必要事項を記入
し、８月15日～９月30日（必
着）までに〒892-8677山下
町11-1環境保全課216-1298
（D216-1292、{kanho-
sui@city.kagoshima.
lg.jp）へ

①原爆パネル展
内広島・長崎の原爆投下に

よる被災状況の写真など
期８月４日（月）～12日（火）
所市役所東別館１階ロビー
②鹿児島市の戦災と復興写
真展
内空襲で焼失した市街地や

戦災復興工事の写真、戦
災資料などの展示
期８月８日（金）～17日（日）
所市立図書館
①②共
問総務課216-
　1125（D224-
　8900）

対市街化区域内の民間建物で、屋上・壁面を緑化
する個人や事業者　※工事の今年度中の完了や
事前の申請が必要

◇補助額　 対象経費の２分の１以内（屋上緑化は
上限50万円、壁面緑化は上限10万円）

問公園緑化課216-1368（D216-1352）
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

９

８ 月 ９時～16時 中央公民館９ 火

10 水 10時～15時
松元支所
吉田福祉セン
ター

11 木 10時～16時 谷 山 サ ザ ン
ホール

10時～14時 桜島支所

12 金 10時～15時 喜入支所
郡山支所

イベント・講座
ヘルシー料理講座　　
対市内に住むか通勤・通学する15
歳～40歳の人　期９月10日～10月
29日の毎週水曜日19時～21時（全
８回）　所市教育総合センター
定20人（超えたら抽選）　料500円

（毎回。食材費）　申往復はがき（１
人１枚）に講座名、住所、氏名、年
齢、電話番号を書い
て、８月29日（必着）
までに〒892-0816山
下町6-1青少年課
227-1971へ

市結婚相談所をご利用ください
対市内に住むか通勤する人　◇必
要なもの…写真３枚、本人が確認
できるもの（運転免許証や保険証
など）　所中央公民館　料無料　
問市結婚相談所222-3467
住宅用火災警報器の維持管理

◇正常に作動するか、定期的に点
検をしましょう　◇点検方法など
は取扱説明書をご覧ください　
問消防局予防課222-0970

市営墓地・納骨堂使用者募集
①墓地…計70区画程度（坂元、唐
湊、草牟田、郡元、武岡、宇宿、
永吉、万田ケ宇都）　 
②納骨堂…１壇（東谷山。仏式）
①②共　対市内に墓地・納骨堂を

照り返しの軽減などの
効果が楽しみです

倉内�桂介さん
（シンビオ㈱）

○昨年、事業所施設の建設に合わ
せて屋上の緑化を行いました。

○工事完了から半年あまりたち、
芝がしっかり根付いて緑がとて
もきれいになりました。

○建物内で緑が見られることで、
気持ちも安らぎます。憩いの空
間としても検討してはどうで
しょうか。


