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暮らしのガイド
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市民のひろば

本人通知制度のお知らせ

◇住民票の写しや戸籍謄抄本な

暮らしの
ガイド

対60歳以上65歳未満で老齢基礎
年金を満額に近づけたい人や受
給資格期間が足りない人など
問国民年金課216-1224（D216-

1200）
、各支所の国民年金担当

窓口
マイナンバーカード（個人番
号カード）を取得しませんか
◇マイナン
バーカード
は１枚でマ
イナンバー
（個人番号）の確認と本人確認が
でき、コンビニなどで住民票の
写しなどの交付を受けることが
できる便利なカードです ◇申
請 方 法など 詳しくは 市 ホーム
ページか市民課216-1221（D2248959）
、各支所の市民課・総務市
民課（係）へ

…浄化槽の規模に応じて補助
（例…一般的な住宅５人槽のと

しょう 問生産流通課216-1340
（D216-1336）

問環境保全

約締結前後には、法に基づいた

鹿児島中央駅市民サービスス
テーション 問市民課216-1217

赤い羽根共同募金に
ご協力を

◇募金は
地域福
祉活動
や住み
よいまちづくりのために
使われます
期12月31日まで
問市共同募金委員会2216073（D221-6075）
水道料金などの滞納料金収納

◇水道料金などの滞納料金の収
納に委託会社の社員が訪問しま
すので納入をお願いします
◇委託会社…ヴェオリア・ジェ
ネッツ㈱ 問水道局収納課2138519（D259-1627）、ヴェオリア・
ジェネッツ㈱812-6171
洗濯排水などの汚水は汚水用
の排水管へ
◇洗濯機の排水を雨水用の排水
管や側溝などに流すと悪臭の発
生や河川・海などの汚染原因に
なります 問水道局給排水設備
課213-8522（D259-1627）

宇宿中間地区土地区画整理事業の保留地（宅地）の分譲

◇場 所 宇宿五丁目・九丁目、広木二丁目・三丁目
◇区画数 26区画
◇地 積 40.64㎡〜371.78㎡
◇価 格 約417万円〜約3362万円
◇申込者の資格 市税の滞納がない人（未成年者などを除く）
◇随時受け付け（先着順、うち２区画は11月1日から売却開始）
◇申込方法など詳しくは市ホームページか区画整理課216-1394
（D216-1385）へ

期

間

運動期間

申請者の本人確認書類（運転免
許証、マイナンバーカードな

◇必要なもの…

（D224-8959）

国民年金の任意加入

浄化槽への取り換え費用補助

10月は秋の農作業事故ゼロ
◇複数の人数で無理のない農作
業を ◇農業機械や作業場所の
点検・整備を十分に行い、耕運

場所…市民課、各支所、鴨池・

◇市県民税 第３期
納期は10月31日まで

10月１日は浄化槽の日〜合併
◇対象地域…下水道事業計画区
域以外の地域 ◇対象の建物…
既存の住宅・併設住宅、公民館

ど） ※本人以外が申請すると
きは委任状などが必要 ◇受付

今月の納期

2016年（平成28年）

どを第三者に交付したとき、事
前に登録した人にその事実を通
知します 対本市に住民登録か
本籍がある人

（16・17面）

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 託＝託児あり

10月号

かごしま

市民ギャラリー

西別館１階

みなと大通り別館２階

10月11日
（火） 公民館等書道講座開講23周
〜14日（金）
年記念作品展

─

10月17日
（月）
リフォーム教室制作発表
〜21日（金）

─

10月24日
（月） 安心安全まちづくり作品コ
〜28日（金）
ンクール
（標語）
入賞作品展

─

「札幌市・鹿児島市 観光・
10月31日
（月）
文化交流協定」締結３周年
〜11月４日
（金）
記念札幌市観光ポスター展
11月７日
（月）
伊敷公民館、彩美会
〜11日（金）

問サンサンコールかごしま099-808-3333

西別館１階

KCIC WORKSHOPゲス
トアーティストプログラ
ム2016「じぶんのすみか
をつくろう」作品展示

など既存の集会施設

◇補助額

機などの運転には十分注意しま

き53万2000円） ◇浄化槽は保
守点検業者へ委託して維持管理

10月は土地月間
◇一定規模以上の土地取引の契

課216-1291（D216-1292）
郡山地域（⑩番）のあいばすの

届け出が必要なことがあります
◇法律上の基準など詳しくは土

を行ってください

運行一部見直し（10月１日〜）
◇主な変更点…①月・水・金曜
日は第９便の廃止とダイヤの変

地利用調整課216-1383
（D2161385）
へ
10月は都市緑化月間

更、②火・木・土曜日は「大英
公園下」「大英団地南」にバス停
新設とそれに伴うダイヤ変更や

花苗を無料で配布します
期10月23日
（日）
９時〜 所かご
しま健康の森公園、平川動物公

ど詳しくは市ホームページをご

家族につきポット苗２個

第９便の廃止

◇運行ルートな

覧くださ
い 問サ
ンサンコ
ールかご

園

定各500人（先着順） ◇１

※平

川動物公園は入園料が必要
問市公園公社221-5055
（D2235690）

10月15日（土）〜11月30日（水）は
「市民あいさつ運動」強調期間

し ま099808-3333

農地の利用意向調査にご協力を

◇遊休農地の状況を把握するた
め、毎年農地の利用状況調査を実
施しています ◇調査の結果、
耕作されていない農地は、所
有者などに今後の利用の意向を
確認するため、11月から利用意
向調査を順次実施します
◇「農地における利用の意向に
ついて」の文書が届いたら必要
事項を記入の上、返送してくだ
さい 問農業委員会事務局2161466（D216-1292）、各支局

「おはようと 子らの笑顔に
ありがとう」
問生涯学習課813-0851

子どもの人権問題
◇いじめに悩む児童・生徒に対
し、命を大切にすることや相談
窓口があることを広く知らせる
ことが重要です ◇相談は子ど
もの人権110番0120-007-110へ
問 人 権 啓 発 室216-1232（D2161207）
ともだちは きみのすてきな たからもの

創業予定者などを応援します

①さつまおごじょ起業応援セミナー受講者募集
◇演 題 女性らしい起業の基礎と進め方
◇講 師 辻 朋子氏（㈱スマップス代表取締役）
対創業間もない事業者、県内で創業を予定している人
期10月22日（土）13時30分〜15時30分
（セミナー）
、
15時30分〜17時（茶話会）
②創業スキル養成講座（実践編）
受講者募集
日 時
講座内容
ビジネスプラン作成、販路開拓・マーケティ
５日（土）10時〜17時
ング、人事・労務
11月
12日（土）10時〜17時 収支計画・資金計画の作成、個別指導
26日（土）13時〜16時 個別指導
３日（土）13時〜16時 個別指導
12月
18時30分〜
８日（木）
プレゼン発表、修了式
20時30分
対事業プランを持ち１年以内に市内で創業予定で、本講座を全て受講
可能な人
①②共
所ソーホーかごしま（みなと大通り別館）
定①30人程度、②15人（超えたら選考） 料無料
申ファクスかＥメールで住所、氏名、年齢、性別、電話番号、受講理
由（①のみ）、事業名・事業プラン
（②のみ）
を①は10月19日、②は10
月28日までに市インキュベーション・マネージャー（D219-1750、
{im2-y@sp-kagoshima.com）へ
問産業創出課216-1319（D216-1303）

＋

