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暮らしのガイド

市民のひろば

水道料金・下水道使用料は
期限内に納めましょう

◇支払いは安心便利な口座振替
のご利用を 問水道
局収納課213-8518

身近な暮らしの
情報満載！

（D259-1627）

暮らしの
ガイド
内＝内容 対＝対象
期＝日時・期間・期日 所＝場所
定＝定員・定数・人員 料＝料金
申＝申し込み 問＝問い合わせ
D＝ＦＡＸ {＝Ｅメール
共＝共通事項

今月の納期

◇市県民税(普通徴収)第１期
納期は６月30日まで
平成28年度の国民年金の額

◇老齢基礎年金（満額受給のと
き）…78万100円 ◇障害基礎年

金（１級）…97万5125円 ◇障害
基礎年金（２級）…78万100円
◇遺族基礎年金（子どもが１人
いる配偶者のとき）…100万4600
円 問ねんきんダイヤル057005-1165
住民基本台帳（一部）の写しの
前年度閲覧状況を公表します

期６月30日（木）まで 所市政情
報コーナー ◇市ホームページ
でも公表しています 問市民課
216-1221（D224-8959）

固定資産税の減額
◇耐震、省エネ、バリアフリー改

修をした住宅は、固定資産税の減
額対象となることがあります
◇改修後３カ月以内に申告を

問資産税課216-1181・1182（D2161168）、各支所の税務課（係）

2016年（平成28年）

厚生労働省主催慰霊巡拝

対慰霊巡拝を行う戦域における
戦没者の遺族 ◇実施地域…硫
黄島、ミャンマー、フィリピンな
ど ◇実施時期など詳しくは地
域福祉課216-1244
（D223-3413）
へ
第10回戦没者などの遺族に
対する特別弔慰金の支給

切り離してください（費用は自

建築物などの定期報告の対象

対主に市内に活動拠点があり、野外で個人演奏や小規模なアンサ
ンブルなどの演奏ができる人（プロ・アマ不問、出演料なし）
期10月15日（土）17時〜20時30分
※１組15分程度の演奏
所市立美術館前庭、照国公園、探勝園、
かごしま近代文学館・メルヘン館中庭
◇申込締切 ７月４日（必着）
◇申込方法など詳しくは市ホームページかかごしまアートネット
ワーク219-7671（D同じ、{info@k-art-net.org）へ

宇宿中間地区土地区画整理事業の保留地（宅地）の公開抽選

◇所在地 宇宿九丁目の一部
◇区画数 ２区画
面 積
価 格
申込期限
抽選日時
① 107.52㎡ 約1022万円
７月８日
（金） ８月７日
（日）
９時〜
② 313.80㎡ 約2893万円
◇申込資格など詳しくは市ホームページか区画整理課216-1394
（D216-1385）へ

生課216-1300
（D216-1292）
へ

これからの季節、マダニに注意

各支所の福祉課・保健福祉課

が、新たに定期報告の対象とな

「音とあかりの散歩道」出演者募集

ンバルトサカ
ヤスデを見つ

帰宅した後は入浴し、着替えを
問保健予防課258-2358
（D258-

水洗化工事をしていない建物は早

問サンサンコールかごしま099-808-3333

ヤンバルトサカヤスデの

◇長袖・長ズボンなど肌の露出

が拡大されました
◇建築基準法の改正により、一
定規模以上の店舗、診療所、福

西別館１階
景観まちづくり賞パネル展
市平和都市宣言25周年記念入賞作品展
ハンセン病パネル展
吉野写友会

問環境衛生課216-1300
（D2161292）

り ◇支給内容…額面25万円、

己負担） 問水道局給排水設備
課213-8522（D259-1627）
水洗化工事はお早めに

めに工事を ◇工事資金の融資
あっせんや補助制度があります
問水道局下水道管路課213-8542
（D257-7464）
太平洋戦争民間犠牲者慰霊碑
「人間之碑」への献花
期６月17日（金）
９時〜 所太平
洋戦争民間犠牲
者慰霊碑前（み
なと大通り公園
海側） 問地域福祉課216-1244
（D223-3413）

回以上雑草の除去を行い、良好
な環境の保全に努めましょう

けたら環境衛

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）、

◇公共下水道の整備済み区域で

◇土地の所有者、管理者は年２

や「戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金」
などの受給者

に「恩給法による公務扶助料」

以外の管が直接接続されている
と水道水が汚染される恐れがあ
ります ◇水道局指定給水装置
工事事業者に依頼し、速やかに

火災などの発生原因になります

まん延防止
◇不快害虫ヤ

（戦没者などの妻や父母など）が
いない遺族１人 ※支給順位あ

◇水道の給水管と井戸など水道

空き地（宅地）の雑草は害虫や

対戦没者などの死亡当時の遺族
で、平成27年４月１日（基準日）

水道管と井戸などの管との接
続は法律で禁止されています

市民ギャラリー

期 間
６月13日
（月）
〜17日
（金）
６月20日
（月）
〜24日
（金）
６月27日（月）〜７月１日（金）
７月４日
（月）
〜８日
（金）

６月号

かごしま

祉施設などの建築物と防火設備
りました 問建築指導課2161516（D216-1389）
分譲マンションアドバイザー
派遣事業
内マンションの適正な維持管理
や改修・建て替えを支援するア
ドバイザーの派遣 対市内の分
譲マンションの管理組合、管理
組合の承認を得た建て替えなど
の検討組織 料無料 ◇一管理
組合などにつき年３回まで
◇申込方法など詳しくは建築指
導課216-1358（D216-1389）へ

が少ない服装を ◇虫よけの使
用を ◇山林や草むらなどから

2392）
住宅の防火対策を

◇住宅防火に有効な住宅用火災

警報器、安全装置付きこんろ、
住宅用消火器、防炎品を備えて、

住宅火災を防ぎましょう 問消
防局予防課222-0970
（D227-4119）
外国人の人権問題
◇言語、文化、宗教、習慣など
の違いからくる偏見や差別意識
から、外国人に対する就労差別
などの問題が生じています
◇広く国際的な視野に立って、
外国人の持つ文化や生活習慣
などの多様性を理解し、受け
入れ、尊重していくことが大
切です 問人権啓発室216-1232
（D216-1207）
つなごうよ みんなにこにこ 笑顔の輪

個人市・県民税に関するお知らせ

■普通徴収の通知 今年度の市・県民税の納税通知書を今月10日
に発送します ※給与から天引きの人への通知書は先月事業所
を通じて送付
■減免制度 災害などで損害を受けたり、生活扶助を受けている
など特別な事情があるときは、状況に応じて減免が受けられる
ことがあるので相談を
■公的年金からの特別徴収
対65歳以上で今年４月１日に老齢基礎年金などの支払いを受け
ている人（年金の年額が18万円未満の人や介護保険の特別徴収
対象でない人などを除く） ※今年度から初めて対象となる人
は、第１・２期は納付書などでの納付
【市民税課216-1174･1175（D216-1177）
、各支所の税務課
（係）】

平成27年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況

（単位：件）

開示決定などの区分別決定件数 不服申立て
不 開 示
開示請求の件数
一部
取下げ 申立て 処理
開示
開示 全部 不存 ・却下 件数 件数
不開示 在
情報公開
439 118 263
５
40
13
１
０
個人情報保護 160 91
57
11
０
１
４
３

■情報公開制度

請求に応じて公文書を開示し、市政に関する情
報を公開する制度
■個人情報保護制度 請求に応じて本人の個人情報の開示などを
行い、個人の権利利益を保護する制度
問市政情報コーナー216-1129、総務部総務課216-1126
（D224-8900）

＋

