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防犯灯の設置補助
内防犯灯の設
置、維持管理を
行う町内会など
への設置費と電
気料の補助
◇ＬＥＤ防犯灯
を設置したとき
は補助限度額に6000円の加算措
置があります　問安心安全課
216-1209（D226-0748）
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　◇カセットボンベのカ
バーを覆うような大きな鍋・鉄
板の使用や２台以上並べての使
用は爆発の恐れがあり危険なの
でやめましょう　問消防局予防
課222-0970（D227-4119）
違法駐車をなくしましょう
◇天文館地区周辺は「違法駐車
等防止重点地域」です　問安心
安全課216-1209（D226-0748）

ウミガメの保護
◇喜入地域では例年５～９月に

市営墓地の使用
◇市営墓地の使用者が死亡して
いるときや住所・氏名が変わっ
ているときは、届け出が必要で
す　◇墓地使用許可証を紛失し
たときは再発行することがで
きます　問環境衛生課216-1301
（D216-1292）、同谷山分室269-
8463（D260-4411）
危険空き家の解体費用の補助
対老朽化が著しい個人の空き家
で周囲への危険性が高いものや
利活用の進みにくい敷地に建つ
もの　◇補助額…解体費用の３
分の１（上限30万円）　◇事前
協議が必要　問建築指導課216-
1358（D216-1389）
アスベストの分析調査費の補助
対建築物の吹き付けアスベスト
の分析調査　◇補助額…全額 
（限度額25万円）　◇事前協議
が必要　問建築指導課216-1358
（D216-1389）
セーフコミュニティで交通事故
防止に取り組んでいます
◇セーフコミュニティ交通安全
分野では、交通事故を防止する
ため、シートベルトの着用啓発
や保護者なども含めた参加・体
験型の子どもの交通安全教育な
どを推進しています　◇自動車
を運転するときは、夕暮れ時は
早めにライトを点灯する、携帯
電話などは使用しない、全席で
シートベルトを着用することな
どを守りましょ
う　問安心安全
課216-1512
（D226-0748）

　募　集　
◇「かごしまデザインアワード2016」の課題提供企業
　…募集は５月10日～27日　問産業創出課216-1319
◇「ソーホーかごしま」入居者…募集は５月31日(消印有効)まで
　問産業創出課216-1319
◇よか店コラボ支援事業(複数店舗の連携による商品ＰＲの支援)
　…募集は６月30日(消印有効)まで　問産業支援課216-1322
◇ 「メイドインかごしま」支援（経営力強化・新製品等支援・販路拡
大）　問産業支援課216-1323

　お知らせ　
◇ 産業廃棄物の処理を行ったときは管理票交付状況や処理計画の
報告義務などがあります…報告期限は６月30日

　問廃棄物指導課216-1289
◇ 動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示などを行うときは、
第一種動物取扱業の登録が必要です　問生活衛生課258-2335

　補助制度の案内　
◇新規開業支援利子補給金　問産業支援課216-1324
◇企業立地促進補助金　問産業創出課216-1314

詳しくは市ホームページで

春の草花を差し上げます
◇交差点
や公園内
の花壇の
植え替え
に伴い、
パンジー、
矮
わい
性
せい
キン

ギョソウ、アイスランドポピー
などを作業中に現地で市民の皆
さんに差し上げます　◇作業の
日程など詳しくは公園緑化課
216-1368（D216-1352）へ
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・観
光レトロ
電車「か
ごでん」・カゴシマシティビュー
に１日乗り放題です　◇交通局
各乗車券発売所や市電・市バス
の車内で発売しています　◇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
引になるチケット付き）　問交
通局乗車券発売所257-2101
（D258-6741）
青果市場・魚類市場は卸売り
のための施設です
◇市場では、青果物や鮮魚類の
一般の人への販売は行っていま
せん　◇現在、両市場とも工事
中ですので市場見学や食堂など
を利用するときは注意してくだ
さい　問青果市場管理事務所
267-1311（D267-1314）

かけてウミガメの上陸・産卵が
確認されています。平成25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）
危険な動物を飼っている人へ
◇サル、ワニ、
ニシキヘビ、
ワニガメなど
危険な動物を
飼うときは、
動物種ごとに
飼養保管の許可が必要です
問生活衛生課258-2335（D258-
2392）
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、各地域公民館にある応募用
紙に、住所、氏名、年代、電話
番号、標語（複数作品記入可）を
書いて、６月３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
に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（月）　所日本武道館（東
京都）　◇申込期限…５月31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

事業者向け情報

事業者向けページ

■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（無料・秘密は厳守します）

■鹿児島市の人権擁護委員

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

６月１日は人権擁護委員の日

ありがとう　小さな言葉が　大きな支え

国道３号

国
道
２
２
５
号

中
央
通
り

パース通り
中央警察署

宝山ホール

甲東中

山下小文

文

違法駐車等防止重点地域

平成28年経済センサス―活動調査を実施します
　全国すべての事業所・企業を対象に売上金額や費用などを
調査します。５月末までに調査票を配布しますので、回答を
お願いします　
問総務部総務課216-1116（D224-8900）

氏 名 住 所 電 話 氏 名 住 所 電 話
永山 惠子 吉野町 259-0684（※）隈元 節子 武岡五丁目 281-2226
奥 美惠子 東坂元三丁目 259-0684（※）原口 熙 西陵一丁目 281-3360
大毛 裕貴 山下町 225-1800 冠滿 良子 星ケ峯一丁目 265-9167
西 選子 中町 216-3644 朝廣 三雄 皇徳寺台五丁目 265-8412
笹川 理子 泉町 219-4080 大迫 みちよ 桜ケ丘五丁目 264-1870
田中 絹代 加治屋町 223-5894 井上 博孝 和田一丁目 268-2026
西村 光行 加治屋町 226-8245 鶴田 明継 谷山中央二丁目 269-1225
德田 繁代 明和二丁目 259-0684（※）吉原 政子 伊敷五丁目 220-5127
中島 和人 武一丁目 259-0684（※）村山 雅子 西伊敷三丁目 228-8989
神前 明浩 上之園町 254-1018 地頭方 匡 下伊敷二丁目 229-5722
赤星 貴子 下荒田四丁目 252-2633 田上 一郎 下伊敷三丁目 259-0684（※）
湯ノ口 喜代子 郡元町 258-4748 岩佐 睦美 小山田町 238-4465
九法 悦子 真砂本町 257-2284 大薗 邦宏 本名町 294-3994
塩満 芳子 宇宿一丁目 259-0684（※）有村 道宏 桜島赤生原町 293-2900
平松 なぎさ 鴨池新町 259-0684（※）大塚 次則 喜入瀬々串町 347-0909
竹林 さち枝 田上台三丁目 265-2736 新福 郁子 上谷口町 278-1841
軸屋 康男 田上台四丁目 264-8747 井上 與一 東俣町 298-7279


