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電気自動車の購入などの支援
◇走行時にCO2などを全く出
さない電気自動車普及のため、
購入費の助成や、かごしま環境
未来館への急速充電器設置など
を行っています　◇詳しくは市
HPへ　問再生可能エネルギー推
進課☎216-1479D216-1292
地域猫活動に取り組みませんか
◇地域猫活動とは、飼い主のい
ない猫の問題を地域のボラン
ティア、獣医師会、行政などが
協力して取り組むことで解決を目
指すものです　◇ふん尿や鳴き
声などの被害の軽減、良好な生
活環境、野良猫の減少につなが
ります　◇地域猫の不妊去勢手
術費の一部を助成します　問生
活衛生課☎803-6905D803-7026
イヌマキの害虫（キオビエダ
シャク）が発生したときは
◇防除のため
の動力噴霧器
を貸し出して
います　◇詳
しくは市HPへ　問サンサンコー
ルかごしま☎099-808-3333
民間建築物の屋上や壁面の
緑化への補助
◇屋上・壁面緑化はヒートアイ
ランド現象の緩和に効果があり
ます　対市街化区域内の民間建
築物の屋上や壁面を緑化する個
人か事業所（今年度中の工事完
了が条件）　※事前申請が必要
◇補助上限額…50万円（１件当
たり）　申詳しくは公園緑化課
☎216-1368D216-1352へ

国民生活基礎調査に協力を
◇６月７日現在の世帯構成や保
健、福祉などの状況を把握する
ために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

環　境
16面にも掲載
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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

お知らせ・募集

行楽シーズンのお出掛けには
お得な一日乗車券のご利用を
◇市電・市バスのほか、観光レト
ロ電車「かごでん」、カゴシマシ
ティビューも１日乗り放題です
◇提示することで西郷どん大河
ドラマ館など観光施設の入館料
割引もあります　料大人600円、
小児300円　問交通局内乗車券
発売所☎257-2101D258-6741

町内会への支援制度のご利用を
①町内会降灰除去機購入費補助
歩道や生活道路の降灰除去に必
要な手押し式降灰除去機の購入
に対し、経費の２分の１以内を
補助（１台当たり上限５万円）
②町内会盛り上げ隊の派遣
地域の活動を盛り上げるサークル
などの学生団体を町内会へ派遣
①②共
問地域振興課☎216-1214D216-
1207、各支所の総務市民課（係）
市有地の売却
◇所在地…喜入瀬々串町604番
75　◇面積…196.87㎡　◇価格
…311万1000円　◇先着順で随
時売却　◇詳
しくは市HPへ
問管財課
☎216-1158
D216-1162
市営墓地の使用
◇市営墓地の使用者が死亡して
いるときや使用者の住所・氏名
が変わっているときは届け出を
◇墓地使用許可証を紛失したと
きは再発行できます　問環境衛
生課☎216-1301D216-1292、同
谷山分室☎269-8463D260-4411
共同墓地の整備に対する補助
内環境整備などの土木工事に対
する補助　対共同墓地管理組合
◇工事予定年前年の７月までに
申請が必要　問環境衛生課
☎216-1301D216-1292、同谷山
分室☎269-8463D260-4411

本市へ移住するクリエイター
への補助
◇首都圏などのクリエイター
（個人事業者など）が本市へ移住
するときに補助金を交付します
内移住交通費（補助率３分の２、
上限10万円）か事業所改修費・
設備投資費（補助率３分の２、
上限15万円）　◇募集期間…来
年３月８日（金）まで　問産業創
出課☎216-1319D216-1303
市営墓地使用者募集
（川上墓園、星ケ峯墓園）
①川上墓園
一般７区画・芝３区画
②星ケ峯墓園　
一般50区画
①②共
対申請書受付日の１年以上前か
ら本市に住民登録があり、市内
に墓地などを持たない人　※３
年以内に納骨施設（墓石）を設け
ること　申直接、所定の申込書
を５月７日～31日に環境衛生課
☎216-1301か同谷山分室☎269-
8463へ
文化芸術活動活性化補助金の
対象事業の募集
◇文化芸術団体などが実施する
事業に対し、経費の一部を助成
します　◇募集期間…５月21日
（月）～６月21日（木）　※５月18日
（金）に事前説明会を実施　◇補
助額…対象経費の２分の１（上限
20万円）　申詳しくは文化振興
課☎216-1501D216-1128へ

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１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　問生涯
学習課☎813-0851D813-0937
建設ものづくりコース受講者募集
内建設業での就
業に向けて技
能・資格取得、
就職支援　※交
通費支給、宿泊施設あり　対求
職中の人　期６月６日（水）～７
月５日（木）まで　所県建設技術
センター（宇宿二丁目）など　
定10人　料無料　◇申込期限…
５月31日（必着）　申詳しくは（一
社）鹿児島県建設業協会☎253-
0322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
偶者と三親等内の遺族　期８月
15日（水）　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

対30分のプログラム構成で、生演奏できる
個人・グループ

期７月～９月の金曜日12時20分～12時50分
所本庁みなと大通り別館１階
申はがきかファクス、メールで出演者名
（グループのときはグループ名と代表者名）、住所、電話番号、
ジャンル、演奏形態、出演希望日（第２希望まで）、学生は学校名・
学年を６月１日（必着）までに〒892-0847西千石町13-3吉留ビ
ル３階-2かごしまアートネットワーク☎・D248-7780メールinfo@
k-art-net.orgへ

ランチタイムコンサート出演者募集

６月１日は人権擁護委員の日

友達の　気持ちになって　みなえがお
（「人権の花運動」実施小学校の作品より）

６月３日～９日は危険物安全週間 ◇ガソリンや灯油など危険物に関する事故は、人為的ミスによるものが多くを占めてい
ます。細心の注意を払って取り扱いましょう

キオビエダシャクの幼虫

■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
氏　名 住　所 電話番号 氏　名 住　所 電話番号

奥 美惠子 東坂元三丁目 259-0684◎ 竹林 さち枝 田上台三丁目 265-2736
西 選子 中町 216-3644 軸屋 康男 田上台四丁目 264-8747
田中 絹代 加治屋町 223-5894 冠滿 良子 星ケ峯一丁目 265-9167
西村 光行 加治屋町 226-8245 朝廣 三雄 皇徳寺台五丁目 265-8412
德田 繁代 明和二丁目 259-0684◎ 大迫 みちよ 桜ケ丘五丁目 264-1870
中島 和人 武一丁目 259-0684◎ 鶴田 明継 谷山中央二丁目 269-1225
鮫島 清高 下荒田三丁目 259-0684◎ 井上 博孝 和田一丁目 259-0684◎
赤星 貴子 下荒田四丁目 252-2633 坂本 秀一朗 谷山中央 259-0684◎
平松 なぎさ 鴨池新町 259-0684◎ 吉原 政子 伊敷五丁目 220-5127
大毛 裕貴 鴨池新町 259-0684◎ 村山 雅子 西伊敷三丁目 228-8989
笹川 理子 鴨池新町 259-0684◎ 地頭方 匡 下伊敷二丁目 229-5722
横瀨 博文 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◎
藤本 武文 鴨池新町 259-0684◎ 大薗 邦宏 本名町 294-3994
湯ノ口 喜代子 郡元町 258-4748 有村 道宏 桜島赤生原町 293-2900
九法 悦子 真砂本町 257-2284 大塚 次則 喜入瀬々串町 347-0909
塩満 芳子 宇宿一丁目 259-0684◎ 新福 郁子 上谷口町 278-1841
◎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


