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市民のひろば

身近な暮らしの
情報満載！

を発揮できる社会づくりを目指

け合い、住民同士の親睦交流を
図る活動に取り組んでいます。
町内会に加入し、一緒に活動に

室216-1232（D216-1207）

参加しましょう

1214（D216-1207）
か各支所へ
統計書・市勢要覧の配布

◇「 平 成26年 度 市 統 計 書 」・

「2015年市勢要覧」を刊行しまし
た ◇配布場所…市役所東別館
１階総合案内、
谷山支所総務課、
各支所総務市民課（係） 問総務

内＝内容 対＝対象
期＝日時・期間・期日 所＝場所
定＝定員・定数・人員 料＝料金
申＝申し込み 問＝問い合わせ
D＝ＦＡＸ {＝Ｅメール
共＝共通事項

◇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・離婚・死亡・収入

部総務課216-1116（D224-8900）
固定資産の縦覧と閲覧
①土地・家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧
期６月１日（月）までの８時30分
〜17時15分（土・日曜日、休日

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）
②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

増などにより、会社員などの配

の閲覧は無料 所資産税課2161180、各支所の税務課（係）
女性の人権問題
◇性別による固定
的な役割分担意識
は依然として残っ
ており、仕事と家
庭生活との両立は
いまだに難しく、結果的に女性
の社会進出が妨げられている
という状況があります ◇夫・
パートナーからの暴力（ＤＶ）や
職場におけるセクシュアル・ハ
ラスメント、性犯罪などの女性
に対する暴力は重大な人権侵害
です ◇男女が社会の対等な構
成員として責任を分かち合い、
性別にかかわりなく個性と能力

偶者から扶養されなくなった
◇必要なもの…年金手帳、印
鑑、退職日や扶養から外れた日
の分かる書類、窓口に来る人の
本人確認書類（別世帯の代理人
のときは委任状も必要）など
問サンサンコールかごしま099808-3333
平成27年度の国民年金保険料
◇国民年金第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 万5590円 で す
問鹿児島北年金事務所225-5311
（D225-8049）、鹿児島南年金事
務所251-3111（D259-2649）
新生活を始める皆さんへ
◇町内会は、同じ地域に住む皆
さんが住みよい地域づくりのた

平成27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
第１期 第２期 第３期 第４期
市・ 県 民 税
（普通徴収）

６月
30日

８月
31日

11月
２日

２月
１日

固定資産税・ ６月
都市計画税
１日

７月
31日

９月
30日

12月
28日

軽自動車税

◇お住まいの

地域の町内会名が分からないと
きなど詳しくは地域振興課216-

国民年金の届け出を忘れずに

2015年（平成27年）

め、防犯灯やごみステーション

の維持管理をはじめ災害時の助

暮らしの
ガイド

４月号

かごしま

４月30日

市税のコンビニ納付

◇市税は、コンビニエンスストアの営業時間
中であれば、いつでも納付できます（納付
書１枚の合計金額が30万円を超えるとき
や、納期限を過ぎたときは納付できません
のでご注意ください
問納税課216-1190（D216-1196）

すことが大切です

補助…古紙類は６円/㎏、古繊

問人権啓発

維類・金属類は３円/㎏、空きび

ん類は３円/本、廃食用油は30
円/ℓ ◇実施回数に対する補
助…１回3000円（年２回以上実施

ありがとう 心に花咲く 夢が咲く

克灰袋の事前配布

◇降灰が想定される一定の地域

のときに２回目から対象。限度

額１万5000円） 問サンサンコー
ルかごしま099-808-3333

の各家庭に５月〜６月に克灰袋
を配布します ◇その他の地域

生ごみ処理機器の購入設置補助
対家庭の生ごみを減量化・堆肥

は状況に応じて配布します
◇克灰袋が不足するときなど

は、市役所本庁、各支所、各地

化する、①電気式生ごみ処理機
（乾燥型・バイオ型）
、②その他

域福祉館などに置いてある克灰
袋をご利用ください ◇克灰袋

の生ごみ処理器（コンポスト容
器・ダンボールコンポストなど）

がないときはレジ袋を破れない
ように２枚重ねて出すこともで
きます

を購入した人

問サンサンコールかご

金額の２分の１（①は限度額３
万円、１世帯１基まで。②は限

しま099-808-3333、環境衛生課
216-1300（D216-1292）
まち美化地域指導員の募集

度額3000円、１世帯２基まで）
◇申請期間…購入後３カ月以内

問サンサンコールかごしま099-

◇地域でごみ

808-3333
屋上・壁面緑化への補助

のポイ捨て防
止などのまち
美化に関わる
声かけを行う

対市街化区域内の
民間建築物の屋上

ボランティアを募集します

・壁面を緑化する

対町内会などから推薦を受け

個人や事業所
※今年度中の工事
完了や事前の申請が必要 ◇補
助上限額…屋上緑化は50万円、
壁面緑化は10万円（どちらも１
件当たり） ◇申請方法など詳
しくは公園緑化課216-1368
（D216-1352）
へ
生物多様性の保全活動に関す
る企画提案の募集
◇生態系の保全、野生動植物の
調査研究、外来生物対策、自然
とのふれあいの推進などに関する
活動の企画を募集します ※選定
された企画は業務委託して実施
対市民活動団体や事業者 ◇申
込期限…５月15日
（消印有効）
◇申し込みなど詳しくは環境保
全課216-1298
（D216-1292）
へ

て、市の講習会を受講できる人
◇申し込みなど詳しくは環境衛
生課216-1300（D216-1292）へ

合併処理浄化槽への取り替え補助
◇単独処理浄化槽かくみ取り便
槽から合併処理浄化槽へ取り替
えるときに設置費用の一部を助
成します 対下水道事業計画区
域以外の地域にある既存の住宅
や集会施設（公民館）など（新築
は除く） ◇浄化槽の規模に応
じて補助金の額は異なります
問 環 境 保 全 課216-1291（D2161292）
資源物回収活動補助金
◇資源物回収活動をした市民団
体（事前登録が必要）に補助金を
交付します ◇回収量に対する

国際交流活動への補助

◇民間の国際交流団体が実施する、本市の国際化の
推進に役立つと認められる事業（営利目的のもの
などを除く）の必要経費の一部を助成します
◇補助額 対象経費の２分の１以内（上限50万円）
◇申請期限 事業実施の１カ月前まで
◇ 申 請 方 法 な ど 詳 し く は 国 際 交 流 課216-1131
（D224-8900）へ

市国際交流財団の会員・ボランティア募集

市国際交流財団では、ホーム
ビジットの受け入れや異文化交
流、日本語学習支援など、さま
ざまな国の人々と交流を深め、
友好の輪を広げる取り組みを行
っています。国際交流に興味のある人はぜひ入会を。
対市内に住むか通勤・通学する人、市内にある団体
◇年会費 個人は１口1000円、団体は１口１万円
◇申し込みなど詳しくは市国際交流財団226-5931
（D239-9258）へ

◇補助額…購入

安全安心住宅ストック支援事業
住宅の耐震診断や耐震補強工
事、リフォームに助成します。
◇補助対象
①昭和56年５月以前に建築された
戸建住宅の耐震診断や耐震補強
工事、これらとあわせて行うリ
フォーム
②子育て・高齢者などの世帯が
行 う 耐 震 性 の あ る 住 宅（ 昭 和
56年６月以降に建築など）のリ
フォーム
◇事業者向け説明会
月 日 曜

４

時

間

場

所

27 月 13時30分〜15時 中央公民
28 火 19時〜20時30分 館
30 木 13時30分〜15時

谷山サザ
ンホール

◇受付開始時期など詳しくは建築
指導課216-1358へ

＋

