かごしま

設置補助

対①個人住宅に住宅用太陽光発
電システムを設置するか、シス
テム付き個人住宅を購入する人
②共同住宅にシステムを設置

し、発電された電力を共用部分
で使用する管理組合 ◇補助額

…１kW当たり２万8000円（上限
…①は３kW、②は10kW未満）
◇補助要件など
詳しくは再生可
能エネルギー推

進課216-1479
（D216-1292）

資源物回収活動補助金

れ家庭を募集しています

◇農

家でない一般家庭でも受け入れ
できます ◇１家庭当たり３〜
４人の生徒を受け入れ、１人１
泊5000円程度の体験料が支払わ
れます

問グリーンツーリズム

推進課216-1371（D216-1320）
青果市場・魚類市場は卸売の

小規模修繕受注希望者の登録

小規模企業支援資金

対平成27〜29年度に市（市立病
院、交通局、水道局、船舶局を
含む）が発注する小規模な修繕

平 成30年 １ 月31日 ま で（ 土・日
曜日、休日を除く） ◇申請書は

円/本、廃食用油は30円/ℓ

◇祭礼・縁日・花火大会・展示

税を完納し市内に主たる事業所

◇申請期限…８月17日 問リサ
イ ク ル 推 進 課216-1290（D2161292）
環境管理事業所をサポートします
①環境に関する専門家派遣事業
内環境の専門家による専門的な
診断と助言など 料無料 ◇受
付期間…７月１日〜９月30日
②環境配慮設備設置補助事業
内ＬＥＤ照明器具などの環境配
慮設備の設置費用の補助 ◇補
助額…補助対象経費の２分の１
相当
（上限20万円） ◇受付開始
…７月１日
①②共 ◇対象事業所など詳し
くは環境保全課216-1298（D2161292）
修学旅行生の受け入れ家庭募集
◇伊敷、吉野、吉田、桜島、喜
入、松元、郡山地域で県外から
の修学旅行生
が農家などに
宿泊して農業
体験などを行
う「 農 家 民
泊」の受け入

会・夏祭り・バザー・文化祭な
どで火気器具（コンロ、ストー
ブなど）を使用する露店を開設
するときは、消火器の準備と消
防局への届け出が必要です

問消防局予防課222-0970
（D227-4119）
農業体験講座
内農業の基本的知識や
技術の習得 対市内に
住む18歳以上70歳未満
の人 期７月25日（土）
９時〜12時 所都市農
業センター 定５人（超えたら
抽選） 料無料 申往復はがき
かＥ メ ー ル で 講 座 名、 住 所、
氏名、年 齢、 電 話 番 号 を ７ 月
16日（ 必 着 ）ま で に 〒892-8677
山下町11-1農政総務課216-1334
（{nosou-kikaku@city.kago
shima.lg.jp）
へ
就農相談会も同時開催
期７月25日（土）９時〜12時
（申し込み不要）
問農政総務課216-1334

展料、渡航費などの補助

取り組みを支援します 問産業
支援課216-1322
（D216-1303）
吉野公民館臨時図書窓口の設置

◇吉野公民館の改修工事のた

め、北部保健センター１階に臨
時図書窓口を設置します 期７

対市

月２日〜来年２月29日の月・火・
木曜日の10時〜13時（休日、年
末年始を除く） 問吉野公民館
244-2566
（D244-2567）
サマージャンボ宝くじ

れ以外15万円） 申所定の申請

◇宝くじの収益金は、明るく住
みよいまちづくりに使われます

用紙に必要資料を添えて経済政
策課216-1318（D216-1320）へ
※申請用紙は市ホームページか
らダウンロードできます
◇演
◇講

題
師

◇発売期間…７月８日
（水）
〜31日
（金） ◇抽選日…８月11日
（火）
問県市町村振興協会206-1001

第１回「食」ものづくりセミナー

神戸で一番おもしろい会社を目指して
かん

ご ぎょふく

山中 勧氏（㈱伍魚福 代表取締役）

対市内の商工業者、農林漁業者
所ソフトプラザかごしま２階

期７月31日(金)14時〜15時30分
定60人
（超えたら選考） 料無料

◇申込期限…７月27日（必着）
◇申込書など詳しくは市ホームページをご覧ください
問鹿児島経済研究所225-7491
（D226-5975）

「かごしまフードビジネス交流会」出展者募集

◇11月に市内の食品関連製造業者、
農林漁業者などを対象に、マッチ
ングや商談を目的とした「かごし
まフードビジネス交流会」を開催
します
◇開催期日や開催場所、募集要領な
ど詳しくは市ホームページをご覧ください
問鹿児島経済研究所225-7491
（D226-5975）

差押不動産の公売

◇募集区画

◇定期借地権制度とは…借地期間を50年以上に設定した土地に住
宅建設を行うもので、所有権の分譲に比べて初期費用が少ない
というメリットがあります。この制度を活用したときは一時金
や月々の賃料などが必要で、借地期間終了時には土地を更地に
して返還していただくことになります

業種の中小企業グループが、商
品やサービスをＰＲするための

がある中小企業者など ◇補助
額…出展経費の２分の１以内
（上限は初出展企業20万円、そ

土地の分譲、定期借地権制度を活用した貸し付け

①星ケ峯５丁目…４区画 ②西別府町…26区画
※申し込みは、１世帯か１法人につき１区画
◇スケジュール（詳しくは公募書類をご覧ください）
７月27日（月）〜 公募書類の配布
８月３日（月）〜11日（火） 分譲の受け付け
８月３日（月）〜17日（月） 貸し付けの受け付け
８月28日（金） 抽選
■現地説明会参加者募集
期８月２日（日）10時〜12時 定20人程度
申はがきかファクス、Ｅメールで住所、氏名、年齢、電話番号を７
月23日（必着）までに〒892-8677山下町11-1管財課216-1158（D2230057、{kan-zaisan@city.kagoshima.lg.jp）
へ
※詳しくは参加決定者に直接お知らせします

◇事業協同組合、同業者や関連

（D216-1164）

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などへの出

開設するときの注意点

（D216-1303）
へ
商い情報発信支援モデル事業

市ホームページからダウンロー
ドできます 問契約課216-1162

い 問青果市場管理事務所2671311（D267-1314）
火気器具を使う露店などを

◇融資期

間…７年以内 ◇融資要件な
ど詳しくは産業支援課216-1324

事業者を除く） ◇受付期間…

対前期
（今年２〜７月）に資源物
回収活動をした市民団体 ◇補
助額…古紙類は６円/㎏、金属
類は３円/㎏、空きびん類は３

… 年1.90〜2.35 ％

を希望する市内に本店を有する
法人か市内に住所を有する個人

人に限られており、一般の人へ
の販売は行っていません ◇現

ときは注意して来場してくださ

業を除く商業・サービス業は５
人）以下の事業者など ◇融資
限度額…1250万円 ◇融資利率

（発注予定額50万円以下）の受注

（市の各入札参加有資格業者名
簿のいずれかに登録されている

在、両市場とも工事中ですので
市場見学や食堂などを利用する

対従業員数20人（宿泊業、娯楽

受け付け

ための施設です
◇市場で青果物や鮮魚類を購入
できるのは、売買参加者や買出
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住宅用太陽光発電システム

暮らしのガイド

市民のひろば

７月号

2015年（平成27年）

所在地
（面積㎡）
東開町9-1
（土地1309.73、建物724.68）

見積価額
（万円）
6703.2

清水町148-9外
（土地153.78）

638.1

谷山中央三丁目506-10外
（土地503.91、うち236.94は共有）

349.5

清水町151-1外
（土地144.20）

1701.4

東坂元二丁目773-4
（土地91.35、建物73.56）

222.6

冷水町38-17
（土地127）

144.6

稲荷町95外
（土地605.61、建物93.38 ※登記済分）
※敷地内に建物4棟有り、うち２棟は未登記
喜入町440-4外
（土地136.77、建物64.12外公衆用道路68、140）
田上一丁目22-1
（土地384.11）

89.6
144.0
2313.0

期７月28日（火）10時〜10時20分 所市役所東別館７階702会議室
◇入札時に公売保証金（見積価額の１割程度）
が必要
◇物件によっては公売を中止することがあります
問特別滞納整理課216-1195（D216-1196）
＋

