環境配慮促進資金（環境対応車

定置場に出してください。道路
上の降灰指定置場を利用すると

に住所と事業所を有し、６カ
月以上事業を営んでいる個人・
法人の中小企業者 ◇利率な

きは、必ず町内会長の了承を得
てください（事業所敷地内に降
灰指定置場を設置するには条件
があります）。設置条件など詳
しくは市ホームページをご覧く
ださい ◇克灰袋は産業支援課
か各支所窓口で提供しています

問サンサンコールかごしま099-

購入などの費用）など

対市内

ど詳しくは産業支援課216-1324

（D216-1303）へ

地域優良賃貸住宅（サービス付
き高齢者向け）建設事業者募集

◇募集戸数…35戸程度

◇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
（補助対象

808-3333
輸出チャレンジ支援事業

は入居者が使用する部分） ◇住
宅の建設計画に関する必要書類

興機構などが海外で主催する合

でに住宅課216-1363（D216-1389）
へ

◇市内中小企業者の海外販路拡
大を促進するため、日本貿易振
同展示会などへの出展に要する
経費
（出展料、渡航費など）の一
部を助成します 対市税を完納
し、市内に主たる事業所がある
中小企業者など

◇補助額…出

展経費の２分の１以内（上限…
初 出 展 企 業 は20万 円、 そ れ 以
外は15万円） 申所定の申請用
紙（市ホームページからダウン

ロード）に必要書類を添えて経済

政策課216-1318（D216-1320）へ
地域のよか店コラボ支援事業
◇近隣で商業・サービス業を営
む市内の中小企業者など３店舗
以上からなるグループが連携し
て、地元消費者を対象に地域の
商店の魅力をＰＲするための取
り組みを支援します 問産業支
援課216-1322（D216-1303）
中小企業者向け融資制度
◇経営の安定や企業の振興を図
るため、事業資金の融資制度を
設けています ◇資金の種類…
産業振興資金（通常の事業資金）
、

高齢者の交通事故防止

◇加齢に伴

す。交通事故
にあわないように日ごろから事

災力を高めましょう 対市内に
住む人 期５月１日
（金）
10時〜

力は低下しま

故防止のポイントを確認しま
しょう ◇事故防止のポイント
…①夕暮れ時や夜間の外出は、
明るい服装を心がけ、夜光反射
材を着用 ②道路を横断すると

転居の連絡は３日前までに
◇転居の連絡がないと使用中と

体調の悪い時や夜間は運転を
控える 問安心安全課216-1209
（D226-0748）

続きができます 問㈱
ジェネッツ812-6171、
水道局（代表）257-7111

給水装置の修繕区分
◇メーターボックスの取り替え
や水道メーターから蛇口までの
修繕は、所有者や使用者の負担
となりますので、水道局指定給
水装置工事事業者に依頼してく
ださい 問水道局給排水設備課
213-8521（D259-1627）
放火による火災を防ぎましょう

◇家の周りに燃えやすいものを
置かないなど、「放火をされな
い！放火させない環境づくり」
が大切です ◇引っ越しの段
ボールなどは決められた日に出
すようにしましょう 問消防局
予防課222-0970（D227-4119）

市民農園利用申し込み

対市内に住む農家以外の人（１世帯１区画）

農 園 名
面積
（㎡） 募集区画数 年間使用料
伊敷農園
（川上町）
26
20
3000円
山田農園
（山田町）
78
30
33
4500円
第２五ケ別府農園
（五ケ別府町）
50
18
7500円
野菜づくりを楽しみ
30
60
4500円
西菖蒲谷農園
ませんか
（吉野町）
50
31
7500円

※農具小屋、簡易トイレ、水道、駐車場の設置あり
申４月６日〜４月10日（８時30分〜17時15分）に印鑑を持って利用者
本人が直接、農政総務課216-1334か谷山農林課269-8484、各農林
事務所へ ※電話・郵便での申し込みはできません

滞在型市民農園(グリーンファーム内)の使用者募集

簡易宿泊所（ラウベ）と農園を備え、豊かな自然の中でゆったりと
農業を楽しめます。４月12日（日）10時〜16時に現地見学会を開催し
ます。
対個人か団体（市外を含む） ◇募集区画数 ９区画（超えたら抽選）
◇使用料（５月〜来年３月）
19万8000円〜20万5700円
◇使用期間 最長３年
◇申込期限 ４月17日（必着）
◇申し込みなど詳しくは観光農業
公園345-3337（D345-2822）へ

管理課「リサイクル自転車フェ

ア」係へ 問サンサンコールか
ごしま099-808-3333
地区別防災研修会

を作成し、
４月22日〜６月19日ま

用料が発生します ◇県電子申
請共同運営システムからも手

でに〒892-8677山下町11-1道路

い、体力や視
野、平衡感覚
などの身体能

きは、中央線付近でもう一度左
を 確 認 ③70歳 以 上 の 車 の 運

みなされ、水道料金・下水道使

16

＋

かごしま

事業所降灰の収集を開始します

◇降灰は克灰袋に入れて降灰指

暮らしのガイド

市民のひろば

４月号

2015年（平成27年）

転者は高齢者マークをつけ、

うそ電話詐欺の被害防止に向
けた金融機関の取り組み

◇高齢者が高額な預貯金を払い
出すとき、原則として、現金に
よる払い出しは行わず、振り込

◇防災の知識を学び、地域の防

11時30分 所かごしま市民福祉
プラザ 定100人程度 料無料
申不要

問危機管理課216-1213

（D226-0748）
定期観光バスの運行時刻改正
◇桜島フェ
リーのダイ
ヤ改正に伴

い、定期観
光 バ ス（ 桜
島自然遊覧コースの午後便）の
運行時刻を４月から改正しまし
た

◇改正後の運行時刻…鹿

児島中央駅を13時50分発、桜島
港を14時30分発 問交通局バス
事業課257-2117
（D257-2134）

みか預貯金小切手の利用を勧め

新生活のスタートに市電・市バ

226-6155（D225-5926）
市結婚相談所のご利用を
対市内に住むか通勤する人
◇必要なもの…写真３枚、本人
確認ができるもの（運転免許証
など） 所中央公民館 料無料
問市結婚相談所222-3467
リサイクル自転車フェア
期５月31日（日）９時30分〜12時
（受け付けは10時20分まで）
所吉野公民館 定200人（超えた
ら抽選） ◇売却台数…約80台
申往復はがき（１人１通）に住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番
号を書いて、４月30日（必着）
ま

◇通勤・通学には割引の大きい

ています

問鹿児島財務事務所

スの定期券をご利用ください

定期券がお得です ◇土・日曜
日が休みの人は、利用日限定定
期券がお得です ◇定期券は有
効期間開始日の14日前から購入
できます 問交通局乗車券発売
所257-2101
（D258-6741）
喜入公民館ホールオープン
◇喜入公民館に新しいホールが
完成しました。施設は冷暖房完
備で300人収容でき、音響照明
設備が整った舞台があり、音楽
発表や講演会などに利用できま
す
（事前の予約が必要） 問喜入
公民館345-3751
（D345-1817）

世界基準の安心安全都市を目指して
〜セーフコミュニティかごしま〜
◇セーフコミュニティは、事故やけがを予防するため、地域住民、
関係団体、行政などが一緒になって取り組むまちづくり活動です。
本市は今年度の認証取得に向け、７分野
（交通安全、学校の安全、
防災・災害対策など）で取り組んでいます
問安心安全課216-1209（D226-0748）
■自殺予防分野の取り組み
◇働き盛りの50 〜60代の自殺者の減少を目
標に、相談窓口の周知や場所の検討、自殺
予防の普及啓発、ゲートキーパーの養成講
座の充実に取り組んでいます
問保健予防課258-2351（D258-2392）
ゲートキーパー養成講座

乗車券発売所と市電忘れ物受け取り場所の移転

◇５月１日（金）に新交通局舎・電車施設がオープンすることに伴
い、交通局乗車券発売所と市電忘れ物受け取り場所
（電車事業課）
が変わります
◇どちらも新交通局（上荒田町）に
移転しますので、お間違えのない
ようご注意ください
◇市バス忘れ物受け取り場所（バス
事業課）は現在の交通局（高麗町）
から変更ありません
問交通局257-2111（D258-6741）
＋

