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児童書出版助成原稿募集
◇優れた児童書の出版に対し助
成します　対平成29年３月まで
に児童書を出版予定で、市内に
住むか通勤・通学しているか本
市出身の著者（プロ・アマ不問）
◇補助額…出版実費の２分の１
以内（上限50万円）　◇申請期限
…来年３月31日（消印有効）　
◇申請方法など詳しくは文化振
興課216-1501（D216-1128）へ
若者の就労を支援します
対15歳～39歳の若者とその家族
所かごしま若者サポートステー
ション　料無料　◇申し込みな
ど詳しくはかごしま若者サポー
トステーション297-6431（D297-
6432）へ
中小企業者のみなさまへ
金融ガイドブックの活用を！
◇本市の融資制度や公的な資金
支援の概要、経営に役立つ情報
を掲載したガイドブックを今月
上旬から配置します。資金繰り
の計画や経営改善などにご活用
ください　◇配置場所…産業支
援課、各支所、金融機関など　
問産業支援課216-1324（D216-
1303） 
11月は不法投棄防止強化月間
◇市では不法投棄を未然に防止
するためパトロー
ルを実施していま
す　◇不法投棄を
発見したら廃棄物
指導課216-1289（D216-1292）か
最寄りの警察署へ
遊休農地バンクの活用を
◇耕作しなくなった活用見込み
のある農地を借りたい農家など
に紹介する遊休農地バンクを運
用しています　◇農地を貸した
い人、借りたい人は相談を（要件
あり）　問農政総務課216-1334
（D216-1336）

建設・不動産業者向け
土壌汚染対策法説明会
対市内の建設・不動産業者、市
内に住む人　期11月26日（木）14
時～15時　所かごしま環境未来
館　定100人（超えたら抽選）　
料無料　申郵送かファクス、Ｅ
メールで住所、氏名、年齢、電
話番号を11月24日（必着）までに
〒892-8677山下町11-1環境保全
課216-1297（D216-1292、{kan
ho-hozen@city.kagoshima.
lg.jp）へ
在宅医療廃棄物の出し方
◇在宅医療で使用した注射針な
どが付いている物は、ごみス
テーションに出せません　◇医
療関係機関や薬局に相談し、処
理を依頼してください　◇栄養
剤バッグやストーマ袋などは、
中身を抜いて「もやせるごみ」
で出してください　問サンサン
コールかごしま099-808-3333
入札参加資格審査申請の受け
付け（業務委託等、物品購入等）
対対象年度に市（公営企業を含
む）が発注する業務委託、物品購
入などの入札や見積合わせに参
加を希望する法人か個人
①業務委託等　◇対象年度…平
成28～30年度　◇業種…清掃、
警備、情報処理、物品の賃貸借
など10業種　◇受付期間…11月
２日～30日（土・日曜日、休日
を除く）
②物品購入等　◇対象年度…平
成28年度　◇受付期間…12月１
日～14日（土・日曜日を除く）
①②共　◇申請書は市ホーム
ページ、契約課、各支所で入
手できます　問契約課216-1162
（D216-1164）　※水道局が発注
する地下漏水調査、汚水管調査
などの業務は来年１月に受け付
けます

期　間 西別館１階 みなと大通り別館２階
11月16日（月）～20日（金）　　 水彩画を楽しく描

く（彩美会） ―
11月24日（火）～27日（金）　　 春風会（水墨画）
11月30日（月）～12月４日（金） 習研書道作品展 人権週間パネル展
12月７日（月）～11日（金）　　 武岡ハイランド絵

画クラブ ―

問サンサンコールかごしま099-808-3333
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市民ギャラリー

　ＤＶ（配偶者やパートナーからの暴力）、性犯罪、売買春、セクシュ
アル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、
女性の人権を侵害するものであり、許されるものではありません。
これらの暴力をなくすため、期間中、さまざまな催しを行っています。
①女性に対する暴力に関する講演会
◇演　題　 暴力は止められるか～ＤＶ加害者プログラムの現場から～
◇講　師　伊田広行氏（神戸大学・立命館大学大学院非常勤講師）
期11月15日（日）14時～16時　所サンエールかごしま
◇申し込みなど詳しくは男女共同参画推進課へ
②パープルリボンツリーにリボンを結ぼう！
◇運動のシンボルであるパープルリボンを結べる
ようサンエールかごしまや市役所、各支所、水族
館などにツリーを設置します

期11月12日（木）～25日（水）　※施設により一部、期
間が異なることがあります

③パープルライトアップ
◇パープルリボンにちなんで紫にライトアップされます
　•アミュラン　期11月12日（木）・25日（水）の日没後～23時
　•かごしま水族館　期11月12日（木）～25日（水）の日没後～19時
①～③共　問男女共同参画推進課813-0852（D813-0937）

◇戦没者などの死亡当時の遺族で今年４月１日（基準日）に「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族
年金」などを受ける人（戦没者などの妻や父母など）がいないとき
に、次の順番による先順位の遺族１人に支給します

　1弔慰金の受給権者、2戦没者などの子、3戦没者などの①父母、
②孫、③祖父母、④兄弟姉妹（戦没者などの死亡当時、生計関係
を有していることなどの要件を満たしていたかにより順番が入れ
替わります）、4上記1から3以外の戦没者などの３親等内の親
族（おい、めいなど）で戦没者などの死亡時まで引き続き１年以上
の生計関係があった人

◇支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債
◇請求期限　平成30年４月２日
問地域福祉課216-1244（D223-3413）、各支所の福祉課・保健福祉課

■人権問題の相談は人権擁護委員へ
◇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
■人権擁護委員

11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間

第10回戦没者などの遺族に対する特別弔慰金の支給

12月４日～10日は人権週間
～「だいじょうぶだよ。」 やさしいことば うれしいな～

女性の人権ホットライン強化週間
期11月16日（月）～20日（金）の８時30分～19時、
  11月21日（土）・22日（日）の10時～17時
◇電話番号　0570-070-810（通話料有料）
問鹿児島地方法務局259-0684（D259-0689）

ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください
　サンエールかごしま相談室では、ＤＶをはじめ、毎日の暮らし
の中で抱えるさまざまな問題について相談に応じています。
◇相談時間　 火曜日～日曜日、休日の10時～17時（水曜日は20時

まで）
問サンエールかごしま相談室813-0853（D813-0937）

問人権啓発室216-1232(D216-1207)
◎は鹿児島地方法務局につながります

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
奥 美惠子 東坂元三丁目 259-0684◎ 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 鴨池新町 259-0684◎ 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
中島 和人 武一丁目 259-0684◎ 鬼丸 憲夫 平川町 261-5093
竹林さち枝 田上台三丁目 265-2736 鶴田 明継 谷山中央二丁目 269-1225
隈元 節子 武岡五丁目 281-2226 大薗 邦宏 本名町 294-3994
原口 熙 西陵一丁目 281-3360 大塚 次則 喜入瀬々串町 347-0909
赤星 貴子 下荒田四丁目 252-2633 新福 郁子 上谷口町 278-1841
九法 悦子 真砂本町 257-2284 井上 與一 東俣町 298-7279
塩満 芳子 宇宿一丁目 259-0684◎

市社会体育研究公開
内スポーツに関する研究発表、
意見交換など　対市社会体育
関係者（スポーツ推進委員、ス
ポーツ少年団関係者）か市内に
住む人　期12月５日（土）13時～
16時30分　所本名小学校　申直
接、市スポーツ推進委員協議会
事務局か市スポーツ少年団事務
局（保健体育課内）へ　※当日参
加も可　問保健体育課227-1950
（D227-1923）

精神保健福祉交流センター内
喫茶スペース・作業室の入居
団体募集
対精神障害者に対し喫茶業務な
どを通した作業訓練を行う団体
◇入居期間…来年４月１日～平
成33年３月31日で５年以内（資
格要件あり）　◇募集期間…11
月２日（月）～24日（火）　◇応募
資格や提出資料など詳しくは市
ホームページか保健予防課258-
2351（D258-2392）へ


