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定検査を受けなければなりません
◇受水槽の有効容量が10㎥以下
でも、できるだけ登録検査機関に
よる検査を受けましょう　問環
境衛生課☎216-1300D216-1292
子メーターの取り替え

◇マンションなどで各入居者の
水道や電気などの使用料を決め
るために設置している子メータ
ーの有効期限は、水道メーター
が８年、家庭用の電気メーター
が10年です　◇管理者は有効期
限内に必ず取り替えを　問市計
量検査所☎256-5633D256-5829

水道・住まい しごと

動　物

やさしさは 心のきずの ばんそうこう
（「人権の花運動」実施小学校の作品より）

◇ 犯罪被害者やその家族は、精神的ショックのほか、マスコミの報道やうわさなどによる
ストレスなど二次被害も生じています。一人一人の正しい理解と思いやりが必要です

今 月 の 納 期 国民健康保険税
介 護 保 険 料　 第８期 １月31日まで市 県 民 税　第４期

後期高齢者医療保険料　第７期

⎩
⎨
⎧

水道料金・下水道使用料の
アパート料金制度
◇共同住宅の各世帯の使用水量
を均等とみなして料金を算定す
る制度があります　対各戸に家
事用の水道設備がある共同住宅
の所有者　問水道局営業課
☎213-8514・8515D259-1627
汚水ますは定期的に掃除を
◇風呂場や台所の
外に設けてある汚
水ます（特にトラッ
プますの底にある
目皿）に付着したごみや木の根
は、詰まりの原因となりますの
で、定期的に取り除いてください
問水道局給排水設備課☎213-
8522D259-1627
貯水漕水道の衛生管理
◇水槽内は年に１回は清掃しま
しょう　◇日ごろから水の色、
濁り、臭い、味に注意しましょう
◇受水槽の有効容量が10㎥を超
える簡易専用水道は、１年以内ご
とに１回登録検査機関による法

危険な動物を飼うときは
◇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
☎803-6905D803-7026

産業カウンセラーによる
キャリアカウンセリング
内仕事や働くことに関する相談
対市内に住むか通勤している女
性　※学生を除く　

期　日 時　間

１
月

９ 日・16日・
30日の火曜日

13時10分～
14時20分～
15時30分～

25日（木） 18時30分～
19時30分～

２
月

６ 日・20日・
27日の火曜日

13時10分～
14時20分～
15時30分～

15日（木） 18時30分～
19時30分～

３
月

６ 日・13日・
27日の火曜日

13時10分～
14時20分～
15時30分～

22日（木） 18時30分～
19時30分～

所勤労女性センター　定午後３
人、夜間２人（いずれも先着順）
申直接か電話で勤労女性セン
ター☎・D255-7039へ
女性のためのプチ起業セミナー
受講者募集　 　　託
◇プチ起業に必要な７つのポイ
ントについて学ぶセミナーと、
市内で活躍する女性起業家との

平成30年を示す

１月を示す

有効期限…平成30年１月

30
1

有効期限の表示例

ごみや木の根を除去

交流会　対県内で創業を予定し
ている人、創業に興味のある人
※女性のみ　期１月23日（火）10
時～12時（セミナー）、12時～13
時（交流会）　所ソーホーかごし
ま（本庁みなと大通り別館）　
定50人程度　※託児は15人まで
料無料　申メールで住所、氏
名、事業所名（学校名）、電話番
号、受講理由、託児利用の有無
（有のときは人数・年齢も）を１
月15日（必着）までに市インキュ
ベーション・マネージャーメール im
2-y@sp-kagoshima.comへ　
問産業創出課☎216-1319D216-
1303
ひと・まち・くらし 魅力あふれる
４市合同企業面談会
内かごしま連携中枢都市圏（鹿
児島市・日置市・いちき串木野
市・姶良市）の合同企業面談会
対上記４市で就業を希望する人
期１月13日（土）13時～17時（受
け付けは12時30分～15時30分）
所かごしま県民交流センター
定なし　料無料　申不要　問㈱
鹿児島映広「４市合同企業面談
会」係☎222-4444

■給与支払報告書の提出は１月31日（水）まで
対今月１日現在市内に住む人に、昨年中、給料や賃金な
どを支払った事業所　※パート・アルバイト・中途退
職者を含む
問市民税課☎216-1173～1175D216-1177、各支所の税務
課（係）

■バイク・軽自動車の廃車届や名義変更
◇軽自動車税は、毎年４月１日現在のバイク・軽自動車
の所有者に課税されます
◇次のようなとき、廃車届などの手続きをしないと、い
つまでも所有者に税金がかかります
　①使用不能の車両をそのままにしている
　②ナンバープレートをつけたまま廃棄処分した
　③譲渡したが名義を変更していない
　④盗難にあった

区　分 手続き場所 必要なもの

原動機付自転
車、 ミ ニ カ
ー、小型特殊
自動車

市民税課、
各支所の
税務課（係）

印鑑、車名・車台番号・排
気量、ナンバープレート（継
続使用時は不要）
※名義変更のときは新所有
者の印鑑も

軽二輪、軽三
輪、軽四輪、
小型二輪

軽二輪・軽三輪・軽四輪は全国軽自動車
協会連合会鹿児島事務所☎261-4011、小
型二輪は九州運輸局☎050-5540-2089

◇一定の要件に該当する身体障害者などへの課税免除制
度があります
問市民税課☎216-1172
　D216-1177、各支所の
　税務課（係）

■所得税や市・県民税の申告の社会保険料控除の対象となるもの
•国民健康保険税
◇今月下旬に市から送付される「納付済額のお知らせ」か領収書が必要
◇紛失したときなどは連絡票を発行します
問国民健康保険課☎216-1230D216-1200

•介護保険料
◇特別徴収（年金からの天引き）の人は、今月下旬に年金保険者
　から送付される「公的年金等の源泉徴収票」が必要
◇口座振替の人は、今月下旬に市から送付される「介護保険料口座振替・自
動払込済のお知らせ」が必要

◇納付書で納めている人は、「介護保険料領収証書」（領収印が押されたもの）
が必要

◇紛失したときなどは納付確認書を発行します
◇介護保険サービスの自己負担額やおむつ代は医療費控除の対象になること
があります

問介護保険課☎216-1279D219-4559

•後期高齢者医療保険料
◇特別徴収（年金からの天引き）の人は、今月下旬に年金保険者から送付され
る「公的年金等の源泉徴収票」が必要

◇口座振替の人は、今月下旬に市から送付される「後期高齢者医療保険料口
座振替・自動払込済のお知らせ」が必要　
※本人以外の名義の口座から振り替えているときは、その名義人に社会保
険料控除が適用されます

◇納付書で納めている人は、「後期高齢者医療保険料領収書」（領収印が押さ
れたもの）が必要

◇紛失したときなどは納付確認書を発行します
問長寿支援課216-1268D224-1539

•国民年金保険料
◇日本年金機構から送付された控除証明書か領収書が必要（昨年10月以降に
初めて納付した人は２月上旬に送付されます）

◇家族の保険料を納付したときも控除の対象になります
問日本年金機構（ねんきん加入者ダイヤル）☎0570-003-004

お忘れなく！　市税の申告・納付・手続き
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部 最優秀賞 優秀賞
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「北埠頭の帆船」（本港新町）
木元 邦義さん

「福昌寺のネコ」（池之上町）
本田 宗一郎さん

「ＩっＤＯ～」
（中央町）
神川 千咲さん

「
世
界
に
誇
るX'm

as

ツ
リ
ー
」

（
中
央
町
）

平
野 

ル
ミ
子
さ
ん

「
鹿
児
島
神
社
の
六
月
灯
」

（
草
牟
田
二
丁
目
）

崎
野 

好
史
さ
ん

「バスとバスと桜島」
（桜島小池町）
坂巻 龍聖さん

講座・イベント 20面にも掲載

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

健康づくりや生きがいづくりに取り組んでいる皆さんを紹介します。 「自然体で過ごせて元気でいられる場所」

　西俣町西俣地区で結成して今年で12年目になります。現在22人のメ
ンバーで、毎月２回、健康づくり教室やフロアカーリングなどさまざ
まな活動を通して、生きがいづくりに取り組んでいます。メンバーに
会っておしゃべりをすることが楽しみの一つです。
　何気ない世間話でいつも
盛り上がり、自然体で過ご
せるので、とても居心地が
良いです。これから、もっ
とメンバーを増やして、西
俣地区を盛り上げていきた
いです。

西
にし
俣
また
お達者クラブ

健康づくり教室・講座

市心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）
第５期身体障害者パソコン講座

内　容 日　時 場　所
①ロコモ（ひざ痛・腰痛）予防教室
白木信義氏（米盛病院理学療法士）によ
るひざ痛・腰痛予防の講話と運動実技

１月12日（金）
14時～15時30分

中央保健セ
ンター

②脳活性チャレンジ講座
（１回目）　植村健吾氏（伊敷病院院長）
による認知症とその予防についての講話

１月18日（木）
14時～15時30分 西部保健セ

ンター
（２回目）　中村幸氏（運動指導員）によ
る運動実技と保健師による講話

１月25日（木）
14時～16時

③こころの健康教室
佐藤祐美氏（県民総合保健センター医
師）によるストレスと心に関する講話

１月24日（水）
14時～15時30分

東部保健セ
ンター

対市内に住む人　定なし　料無料　申不要　問各保健センター

講　座　名 期　日 時　間
肢体・内部障害者インター
ネットコース ２月５日～３月19日の毎週

月曜日（全６回）
※２月12日を除く

15時～17時

肢体・内部障害者ワード（応
用）コース ● 18時～20時

内インターネットや文書作成、パソコン操作の基礎の学習
対市内に住み、身体障害者手帳を持つ18歳以上の人
　※サポートを必要としない聴覚障害者も対象。
　　●はパソコンでの文字入力が可能な人が対象
定各６人　料無料
申電話かファクスでコース名、住所、氏名、年齢、電話番号を
１月12日～30日にゆうあい館☎252-7900D253-5332へ

●谷山福祉部福祉課 谷山支所内
☎269-8472･8473 D267-6555

●伊敷福祉課 伊敷支所内
☎229-2113 D229-6894

●吉野福祉課 吉野支所内
☎244-7379 D243-0816

●吉田保健福祉課 吉田支所内
☎294-1214 D294-3352

●桜島保健福祉課 桜島支所内
☎293-2360 D293-3744

●喜入保健福祉課 喜入支所内
☎345-3755 D345-2600

●松元保健福祉課 松元支所内
☎278-5417 D278-4189

●郡山保健福祉課 郡山支所内
☎298-2114 D298-2916

●中央保健センター 鴨池二丁目25-1-11
☎258-2364 D258-2392

●北部保健センター 吉野町3275-3

☎244-5693 D244-5698
●東部保健センター 本庁西別館１階

☎216-1310 D216-1308
●西部保健センター 永吉二丁目21-6

☎252-8522 D252-8541
●南部保健センター 西谷山一丁目3-2

☎268-2315 D268-2928
●吉田地区保健センター 本城町1687-2

☎294-1215 D294-3352
●喜入地区保健センター 喜入町6100

☎345-3434 D345-3437

　各支所の福祉課・保健福祉課、保健センター 問い合わせ先　

20歳になったら国民年金に加入を
◇年金は老後だけでなく、障害や
死亡のとき、自分や家族を守って
くれます　◇保険料を納められな
いときは、学生納付特例か免除・
納付猶予の申請を　問サンサン
コールかごしま☎099-808-3333
農業者年金に加入しましょう
対国民年金第１号被保険者（納付
免税者は除く）で年間60日以上農
業に従事している60歳未満の人
◇メリット…①積立方式で安全、
②加入・脱退自由、③保険料は全
額社会保険料控除の対象で、金額
は選択可能、④一定の要件を満た
すと保険料の補助あり、⑤終身年
金、80歳までの死亡一時金あり
問農業委員会事務局☎216-1466
D216-1292、各支所の支局
市税の口座振替済の通知
◇口座振替済の通知（２月発送）
を希望し、届け出をしていない
人は手続きが必要です　申通知
書に記載されている整理番号を
納税課☎216-1190D216-1196へ

問都市景観課☎216-1425D216-1398

年金・税 環　境
電動アシスト自転車購入費の
補助
◇補助額…本体購入代金の３分
の１（上限１万円）　※予算額に
達した時点で終了　◇その他の
要件や申請方法など詳しくは再
生可能エネルギー推進課☎216-
1479D216-1292へ
資源物回収活動への補助
対平成29年８月～30年１月に資
源物回収活動を行った実施登録
団体（毎年度登録が必要）　◇補
助額…古紙類６円／kg、古繊維
類・金属類３円／kg、空き瓶類３
円／本、廃食用油…30円／リット
ル　◇申請期限…２月15日（必
着）　申詳しくはサンサンコー
ルかごしま☎099-808-3333へ
野外焼却は禁止されています
◇廃棄物の野外焼却（野焼き）は
一部例外を除き、廃棄物処理法
で禁止されています　◇違反す
ると罰則が科せられることがあ
ります　◇詳しくは市HPか廃棄
物指導課☎216-1289D216-1292へ

第５回鹿児島市景観写真コンテスト受賞作品
応募総数175点（一般部門141点、ジュニア部門34点）の中から、

最優秀賞各１点、優秀賞各２点、入選12点（一般部門７点、ジュ
ニア部門５点）を決定しました。受賞作品などは、市HPでご覧い
ただけます。受賞作品展の日程は、14面をご覧ください。


