
2015年（平成27年）５月号 16暮らしのガイドかごしま市民のひろば

　
　
　 
＋ 

＋
　

今年度の公共下水道の整備
◇整備計画…①汚水管の整備
（吉野町、上福元町など）　②谷
山処理場の水処理施設の増設　
③南部処理場の電気・機械設備
の更新など　問水道局下水道建
設課213-8538（D257-7464）
ウミガメの保護
◇喜入地域では例年５～９月に
かけてウミガメの上陸・産卵が
確認されています。一昨年は磯
海岸でも確認されました　◇県
の条例でウミガメの捕獲や卵の
採取は禁止されています　問環
境保全課216-1298（D216-1292）
梅雨に備えて安心ネットワー
ク119をご利用ください
◇携帯電話やパソコンのメール
で、市内の災害情報、防災気象
情報、避難所開設情報などを受
け取ることができます　◇携
帯電話などで下の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
問消防局情報管
理課222-0119
（D225-8119）
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（炭の火おこ
し）や、２台以上並べての使用
はやめ、正しく使いましょう
問消防局予防課222-0970
（D227-4119）

行楽シーズンのお出かけには
一日乗車券をご利用ください
◇一日乗車券
なら市電・市
バス・カゴシ
マシティビュ
ー・観光電車
に１日乗り放題　◇料金…大人
600円、小児300円（水族館など
観光施設の入館料が割引になる
パスポート付き）　◇車内でも
発売中です　問交通局乗車券発
売所257-2101（D258-6741）
「旧集成館」へは公共交通機関で
◇世界文化遺産登録を目指す旧
集成館では、ゴールデンウイー
ク期間中、駐車場待ちの渋滞が
予想されます　◇公共交通機関
の利用を　問世界文化遺産登録
推進室216-1504（D216-1108）
市民あいさつ運動推進標語
一般の部募集
申はがきかサンエールかごし
ま、各公民館にある応募用紙
に、住所、氏名、年代、電話番号、
標語を書いて、６月５日（必着）
までにサンエールかごしまか各
公民館へ　◇審査結果…７月中
旬以降の市ホームページなどで
発表　◇内容など詳しくは生涯
学習課813-0851（D813-0937）へ
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（土）　所日本武道館（東京
都）　◇申込期限…５月29日（必
着）　◇申込方法など詳しくは地
域福祉課216-1244（D223-3413）か
各支所の福祉課、保健福祉課へ
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◇お題…人　申封筒に「詠進歌」
と書いて９月30日（消印有効）ま
でに〒100-8111宮内庁へ　問９
月20日までに返信先を書いた封
筒（切手貼付）を同封して宮内庁
式部職へ
遊休農地を貸したいときは
◇農地中間管理機構をご活用く
ださい　問農政総務課216-1334
（D216-1336）

チャレンジファーマー募集
◇将来の就農を目指し、市民農
園より大きな農地で野菜や花を
栽培してみませんか　◇申込方
法など詳しくは農政総務課216-
1334（D216-1336）へ
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
ときは契約書を交わし、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…６月30日　問廃棄物指導
課216-1289
海外観光客受入体制整備費
助成事業補助金
内市内の宿泊や観光、飲食など
の施設、土産品店などが外国語
表記や公衆無線ＬANなどを新
たに整備するときの費用の一部
助成　◇助成内容…対象経費の
２分の１以内（上限額40万円）
問観光プロモーション課216-1510

輸出チャレンジ支援事業
内日本貿易振興機構などが主催
の海外の合同展示会への出展
料、渡航費などの一部助成　
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
◇助成額…出展経費の２分の１
以内（上限：初出展企業20万円・
それ以外15万円）　◇詳しくは
経済政策課216-1318へ
あなたのお店も免税店に
◇外国人旅行者向け消費税免税
制度を活用し、ビジネスチャ
ンスを広げませんか　問九州
運輸局観光地域振興課092-472-
2920、九州経済産業局流通・サー
ビス産業課092-482-5455
ソーホーかごしま入居者募集
対ＩＴを活用して新たに創業し
ようとする人やＩＴを活用した
事業を行っている法人・個人な
ど（条件あり）　定４室（審査あ
り）　◇使用料、電気代、清掃
費などの負担あり　◇申込期限
…５月29日（消印有効）　◇詳し
くは産業創出課216-1319へ
ソフトプラザかごしま入居者募集
対県内のソフトウェア・情報処
理サービス・デザイン業など（創
業10年未満）で主たる事業所を
ソフトプラザかごしまに移転し
ようとする中小企業者　◇募集
数…６室　◇使用料、電気代、
清掃費などの負担あり　◇申し
込み…随時　◇入居時期…申込
月の約３カ月後（事業計画のプ
レゼンテーション審査あり）
◇申込方法など詳しくは産業創
出課216-1319へ

問サンサンコールかごしま099-808-3333

期　間 別館１階
５月11日（月）～15日（金） 第２回かごしま漫画クロデミー賞入賞作品展
５月18日（月）～22日（金） 武田上公民館絵画グループ大峯会
５月25日（月）～29日（金） 錦江湾サマーナイト大花火大会
６月１日（月）～５日（金）伊敷写友会
６月８日（月）～12日（金） 空仙水墨画会作品展（水墨会）

氏　名 住　所 電　話 氏　名 住　所 電　話
永山　惠子 吉野町 259-0684 住吉　冨美子 宇宿三丁目 255-8626
山科　千惠子 東坂元二丁目 247-6489 吉原　政子 伊敷五丁目 220-5127
笹川　理子 泉町 219-4080 村山　雅子 西伊敷三丁目 228-8989
田中　絹代 加治屋町 223-5894 下町　和三 西伊敷六丁目 229-4772
西村　光行 加治屋町 226-8245 地頭方　匡 下伊敷二丁目 229-5722
西　　選子 中町 216-3644 田上　一郎 下伊敷三丁目 259-0684
犬童　正樹 中町 227-2584 岩佐　睦美 小山田町 238-4465
德田　繁代 明和二丁目 259-0684 有村　道宏 桜島赤生原町 293-2900
真方　義之 原良一丁目 256-9700 朝廣　三雄 皇徳寺台五丁目 265-8412
神前　明浩 上之園町 254-1018 大迫　みちよ 桜ケ丘五丁目 264-1870
平松　なぎさ 鴨池新町 259-0684 井上　博孝 和田一丁目 268-2026
竹林　さち枝 田上台三丁目 265-2736 鬼丸　憲夫 平川町 261-5093
隈元　節子 武岡五丁目 281-2226 鶴田　明継 谷山中央二丁目 269-1225
原口　熙 西陵一丁目 281-3360 松田　潤子 本名町 294-2994
赤星　貴子 下荒田四丁目 252-2633 大塚　次則 喜入瀬々串町 347-0909
九法　悦子 真砂本町 257-2284 新福　郁子 上谷口町 278-1841
塩満　芳子 宇宿一丁目 259-0684 井上　與一 東俣町 298-7279

  「子どもと高齢者の交通事故防止」を最重点に、市民総ぐるみの
交通安全運動を実施します。
■春の全国交通安全運動鹿児島市大会
①オープニングイベント
　県警音楽隊によるふれあいコンサート、
腹話術

②式典
　交通安全宣言、交通指導広報隊出発式など
③春の全国交通安全運動キャンペーン
対市内に住む人　期５月11日（月）10時15分～12時　
所アミュ広場（鹿児島中央駅）　料無料　申不要
■５月20日（水）は、『交通事故死ゼロを目指す日』
　高齢者が犠牲となる事故が増えています。夜光反射材の活用や道
路横断時の安全確認、思いやりのある運転を心掛けましょう。

【安心安全課 216-1209（D226-0748）】

◇人権擁護委員は、あなたの街の相談パートナーです。
　困ったことがあったら、お気軽にご相談ください
◇相談は無料で、秘密は厳守します
■鹿児島市の人権擁護委員

問人権啓発室216-1232（D216-1207）

市民ギャラリー

５月11日（月）～20日（水）は春の全国交通安全運動

６月１日は人権擁護委員の日

ごめんねの　言葉で　笑顔の仲直り

横断は
しっかりよく見て
たしかめて

農業をリタイアしたい
ので農地を貸したい
でも、知らない人に貸
すのは不安


