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国民生活基礎調査にご協力
ください
◇６月１日現在の世帯構成や保
健、福祉などの状況を把握する
ため、一部の地域で国民生活基
礎調査を行います　◇事前に調
査員が訪問します　※調査結果
を統計以外の目的に用いること
はありません　問生活衛生課
☎803-6881D803-7026
ウミガメを守りましょう
◇喜入地域では例
年５月～９月にウ
ミガメの上陸・産
卵が確認されてい
ます。平成25年には磯海岸でも
確認されました　◇ウミガメの
捕獲や卵の採取は県の条例で禁
止されています　問環境保全課
☎216-1298D216-1292

民間建築物のアスベスト
対策費用の補助
対吹き付けアスベストの分析調
査、除去費用など　◇補助額…
分析調査は全額（上限25万円）、
除去などは３分の２（上限163万
円）　◇事前協議が必要　問建
築指導課☎216-1358D216-1389

オオキンケイギク（特定外来
生物）の駆除にご協力ください
◇５月～７月に
かけて鮮やかな
黄色の花を咲か
せるオオキン
ケイギク（高さ30 ～70㎝程度）
は、一度定着すると、もともと
いる植物を追いやってしまうこ
とから、特定外来生物に指定さ
れています　◇自宅などで発見
したときは駆除をお願いします
◇駆除の方法…根から引き抜い
たものを２～３日天日にさらし
て枯死させるなどした後、もや
せるごみとして処分　問環境保
全課☎216-1298D216-1292
かごしま環境未来館の電気自動
車用急速充電器を有料化します
期６月１日（木）から　◇利用時
間…開館時間中（10面へ）　◇充
電カード（「チャージスルゾウ」
ロゴが付いた急速充電器用カー
ド）を持っている人は、認証の
みで利用可。料金はカード発行
元の料金プランにより異なりま
す　◇充電カードを持っていな
い人（クレジットカード決済）
は、充電器に記載の２次元コー
ドから専用HPにて会員登録を行
えば利用可。料金は最初の５分
まで270円、以降１分54円
問再生可能エネルギー推進課
☎216-1479D216-1292

　募　集　
◇さつまおごじょ起業応援のつどい（６月３日）参加者
　女性の起業の特徴について学ぶセミナー、先輩企業家との交流
など…募集は５月31日まで

　問産業創出課☎216-1319D216-1303
◇新産業創出研究会部会員
　異業種連携や健康・環境分野などで新たな事業展開などを目指
している事業者…随時募集

　問産業創出課☎216-1319D216-1303
◇「メイドインかごしま」支援事業
　経営力強化、新製品開発、商品の販路拡大など
　問産業支援課☎216-1323D216-1303
◇環境管理事業所
　認定されるとLED照明や太陽光発電システムの設置
　費補助などが受けられます…募集は10月２日まで
　問環境保全課☎216-1298D216-1292

　お知らせ　
◇平成29年工業統計調査を実施します（製造業）…５月～６月
　問総務部総務課☎216-1116D224-8900
◇産業廃棄物の処理を委託するときは、契約書の締結や管理票の
交付を行い、適正に処理されたことを確認する義務があります

　…管理票交付状況、処理計画などの報告期限は６月30日
　問廃棄物指導課☎216-1289D216-1292

　補助制度など　
◇新規開業者向け創業支援資金（今年度拡充）
　問産業支援課☎216-1324D216-1303
◇企業立地促進補助金
　製造業、情報通信関連業、本社機能などが対象
　問産業創出課☎216-1314D216-1303

事業者や創業予定の皆さんへ
詳しくは市ホームページをご覧ください▶

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
◇本県は、全国に比べ後部座席
のシートベルト着用率が低く
なっています　◇自分自身だけ
でなく、同乗している家族や友
人を守るため、後部座席を含め
全席でシートベルトを着用し
ましょう　問安心安全課☎216-
1512D226-0748
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☎216-1209D226-
0748
梅雨に備えて安心ネットワーク
119の登録を
◇携帯電話やパソコンのメール
で、市内の災害情報、防災気象
情報、避難所開設情報などを受
け取ることができます　◇携帯
電話などで下の２次元コードを
読み取るか、ansin119@kago
shima-fd.jpへ空メー
ルを送信して登録を　
問消防局情報管理課
☎222-0119D225-8119

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
偶者と三親等内の遺族　期８月
15日（火）　所日本武道館（東京
都）　◇申込期限…５月31日（必
着）　申詳しくは地域福祉課
☎216-1244D223-3413か各支所
の福祉課・保健福祉課へ
からいも交流・夏
ホストファミリー募集
内香港・マカオ・台湾の大学で
日本語を勉強している学生の受
け入れ　◇受入期間…７月９日
（日）～23日（日）　◇申込期限…
５月14日　問NPO法人からい
も交流（山神）☎080-5274-7254
市民あいさつ運動推進標語の
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２日（必着）までに
〒890-0054荒田一丁目4-1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HPなどで発表　
◇内容など詳しくは生涯学習課
☎813-0851D813-0937へ

住まい
16面にも掲載

わたしから　みんなへとどけ　やさしいこころ
（「人権の花運動」実施小学校の作品より）
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違法駐車等防止重点地域

■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☎216-1232D216-1207

６月１日は人権擁護委員の日

お知らせ・募集

氏 名 住 所 電 話 氏 名 住 所 電 話
奥  美惠子 東坂元三丁目 259-0684◎ 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 鶴田 明継 谷山中央二丁目 261-8951
西村 光行 加治屋町 226-8245 坂本 秀一朗 谷山中央 259-0684◎
德田 繁代 明和二丁目 259-0684◎ 井上 博孝 和田一丁目 259-0684◎
中島 和人 武一丁目 259-0684◎ 吉原 政子 伊敷五丁目 220-5127
鮫島 清高 下荒田三丁目 259-0684◎ 村山 雅子 西伊敷三丁目 228-8989
赤星 貴子 下荒田四丁目 252-2633 地頭方 匡 下伊敷二丁目 229-5722
平松 なぎさ 鴨池新町 259-0684◎ 田上 一郎 下伊敷三丁目 259-0684◎
大毛 裕貴 鴨池新町 259-0684◎ 岩佐 睦美 小山田町 238-4465
原口 熙 鴨池新町 259-0684◎ 永山 惠子 吉野町 259-0684◎
湯ノ口 喜代子 郡元町 258-4748 大薗 邦宏 本名町 294-3994
九法 悦子 真砂本町 257-2284 有村 道宏 桜島赤生原町 293-2900
塩満 芳子 宇宿一丁目 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
隈元 節子 武岡五丁目 281-2226

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　共＝共通事項　HP＝ホームページ　託＝託児あり

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可　　　●応募多数のときは抽選


