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市税の納付は安心・便利な
口座振替で
◇金融機関や納税課・各支所の
税務課（係）に備え付けの口座振
替依頼書で申し込みを　◇必要
なもの…通帳、通帳印、納税通
知書　◇詳しくは市HPか納税課
☎216-1190D216-1196へ
４月から産前産後期間の国民年
金保険料免除制度が始まります
対国民年金第１号被
保険者で今年２月１
日以降に出産した人
◇免除期間…出産予
定月か出産月の前月
から４カ月間（多胎妊娠のとき
は出産予定月か出産月の３カ月
前から６カ月間）　◇受け付け
…４月１日から　※出産予定日
の６カ月前から届け出ができま
す　◇必要なもの…届出者の本
人確認書類（代理人のときは委
任状も必要）、マイナンバー確
認書類か年金手帳、母子健康手
帳、印鑑　問サンサンコールか
ごしま☎099-808-3333
国民年金学生納付特例の申請を
◇学生納付特例の申請は、４月
～翌年３月までの１年ごとに必
要です。申請をしていない人は
早めに手続きを　◇必要なもの
…学生証か在学証明書、窓口に
来る人の本人確認書類（代理人
のときは委任状も必要）、印鑑、
マイナンバー確認書類か年金手
帳　※社会人から学生になった
人は、失業の証明が必要なこと
があります　申国民年金課か各
支所国民年金担当窓口へ　問サ
ンサンコールかごしま☎099-
808-3333

水道メーターの検針にご協力を
◇２カ月に１
度、水道メー
ターの検針を
行っています
◇メーターボックスの中をきれ
いにする、上に駐車しない、物
を置かない、飼い犬は出入り口
やメーターボックスから離して
つなぐ、家の増改築などでメー
ターの場所を移すときは検針し
やすい場所へ移すなど、ご協力
をお願いします　問水道局お客
様料金センター☎812-6171
D812-6175
生ごみを粉砕する単体型ディ
スポーザは使用できません
◇ディスポーザ（生ごみ粉砕機）
は、野菜くずや魚の骨など、台
所の生ごみを砕いて水と一緒に
下水道に流す器具です　◇ディ
スポーザの単体使用は、下水道
管の詰まりや腐敗して悪臭の原
因になるほか、下水処理にも支
障を来すため使用を禁止してい
ます　◇排水処理装置を備えて
いるディスポーザ排水処理シス
テムは使用できますが、事前に
水道局との協議や書類の提出が
必要です　問水道局給排水設備
課☎213-8521D259-1627

市シルバー人材センター
入会説明会
対市内に住む60歳以上の就業希
望者　期３月20日（水）10時～12
時　所市シルバー人材センター
料無料　◇事前に申し込みが必
要　申詳しくは市シルバー人材
センター☎252-4661D258-7554へ

固定資産の縦覧と閲覧

税・年金 水　道

①土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税の納税者が、自己の資産と市内にある
他の土地や家屋の価格とを比較できる制度です。
期４月１日（月）～５月31日（金）の８時30分～
  17時15分（土・日曜日、休日を除く）
所資産税課、各支所の税務課（東桜島支所を除く）　料無料
問資産税課☎216-1180～1182・1185、各支所の税務課（東桜島支
所を除く）

②固定資産課税台帳の閲覧
対固定資産税の納税義務者　所資産税課、各支所の税務課（係）
料縦覧期間中の納税義務者本人の閲覧は無料（縦覧期間以外は有料）
問資産税課☎216-1180、各支所の税務課（係）

①②共
◇必要なもの　 本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許

証など）　※代理人は委任状も必要

今 月 の 納 期 ４月１日後期高齢者医療保険料　第９期 国民健康保険税
介 護 保 険 料　 第10期

⎩
⎨
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しごと

一
ひと
ことで うれしくなるね「ありがとう」
（「人権の花運動」実施小学校の作品より）

◇ 同性を好きになる人や、 体の性と心の性（性自認）が一致しない人への偏見や差別で
苦しんでいる人がたくさんいます。まずは知ることが、理解を深める第一歩です

　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掛かります。
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付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盗難に遭った
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
☎216-1172、
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必
要

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の課税を免除する制度が
あります

問市民税課☎216-1172D216-1177、各支所の税務課（係）

バイク・軽自動車の廃車届や名義変更

県内企業による合同企業説明会
「鹿児島で働かんけー？」
対来年３月卒業予定の学生（高
校生を除く）、県内就職を希望
するＵ・Ｉターン希望者、一般
求職者　期３月19日（火）13時～
16時30分　※受け付けは12時30
分～　所城山ホテル鹿児島　
料無料　申不要　◇出展企業な
ど詳しくは県HPか県雇用労政課
☎286-3026D286-5582へ
農業体験講座・就農相談会
内農業の基本的知識や技術の習
得など　対市内に住む18歳～69
歳の人　期３月23日（土）９時～
12時　所都市農業センター
定５人　料無料　申往復はがき
かメールで講座名、住所、氏
名、年齢、電話番号を３月18日
（必着）までに〒892-8677山下町
11-1農政総務課☎216-1515メールno
sou-ninai@city.kagoshima.lg.
jpへ

ひとりで悩まずご相談を
かごしま犯罪被害者支援センター
◇犯罪や交通事故などの被害に
遭った人とその家族などに対
し、電話・面接相談、病院・法
廷への付き添いなどの支援を
行っています　※相談無料・秘
密厳守　◇受付時間…火～土曜
日の10時～16時（休日を除く。月
曜が休日のときは翌日も閉館）
問かごしま犯罪被害者支援セン
ター☎226-8341

災害時のための調査に
ご協力ください
◇市では、災害
時に避難の手助
けが必要な要介
護者や重度の障
害者などの名簿（同意した人の
み）を作成し、町内会などと情
報共有しています　◇過去の大
規模災害では、地域住民が互い
に協力して救助や安否確認を
行って助かった例が多数ありま
す　◇３月から民生委員が調査
対象者の居宅を訪問しますの
で、ご協力ください　問危機管
理課☎216-1213D226-0748
ゼロエネルギー住宅、電動アシ
スト自転車などの補助金の実績
報告書の提出を
◇現在申請中か今年度内に申請
予定の人は、３月29日までに補
助事業実績報告書の提出が必要
です　◇期限までに提出がない
と補助金を交付できません　
◇申請後、設置工事や購入が遅
れるなど期限までに提出できな
いときは、速やかに中止承認申
請書を提出してください　◇詳
しくは市HPか再生可能エネルギ
ー推進課☎216-1479D216-1292
へ
市電・市バス定期券のご利用を
◇定期券は有効期間開始日の14
日前から購入できます。４月は
窓口が混み合いますのでお早め
に　◇お得な定期券もあります
①端数定期券…１カ月・３カ月
定期券に１カ月間に満たない日
数を追加できます（追加日数分
は日割料金）、②利用日限定通
勤定期券…月～金曜日に利用で
き、通常の通勤定期券に比べて
割安です　問交通局内乗車券発
売所☎257-2101D258-6741

お知らせ
17面にも掲載
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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

講座・イベント

80～90代になっても元気で続けていきたい

　公民館講座を受講していたメンバーが中心となり、活動を始めて
８年目になります。中国武術の太極拳は、ゆっくりとした動きで、
無理なく足腰を鍛えることができます。動きを覚えることは、脳の活
性化にもなっていると
思います。
　休憩時間に、同じ趣
味を持つ仲間とおしゃ
べりするのも楽しみの
一つ。「笑う」ことを
大切に、ずっと続けて
いきたいです。

ゆうあい館交流フェスタ
内心身障害者との交流で親睦を
深めるイベント（演芸、バザー、
お楽しみ抽選会など）　対どな
たでも　期３月10日（日）10時～
15時　料無料　問市心身障害者
総合福祉センター（ゆうあい館）
☎252-7900D253-5332
CKD（慢性腎臓病）啓発イベント
世界腎臓デー in かごしま
内健康相談コーナー（医師・栄養
士・薬剤師）、血管年齢測定（先着
200人）、CKDクイズなど　期３月
10日（日）11時～15時　所天文館
本通りアーケード　料無料　
申不要　問保健政策課☎803-6861
D803-7026
食育教室「骨力アップの生活術」
◇講師…兒島淳子氏（県民総合
保健センター健康増進部長）　
期３月13日（水）14時～15時30分
所かごしま市民福祉プラザ　
定70人程度　料無料　申電話で
講座名、氏名、電話番号を３月
11日（必着）までに保健予防課
☎803-6927D803-7026へ
オープンデイケア
精神障害がある人の働き方講座
～自分らしく働くとは？～
◇講師…森越まや氏（ラグーナ診
療所医師）　対市内に住む精神
障害のある人　期３月16日（土）
10時～11時30分　所精神保健福
祉交流センター（はーと・ぱー
く）　定20人　料無料　申電話
で保健所デイケア☎070-1500-
9696D206-8571へ
成年後見制度制定20周年記念
シンポジウム
内①生

いくしま

島ヒロシ氏（タレント）に
よる基調講演「生島流 人生の生
き抜き方～人生100年時代～」、
②桂ひな太郎氏（落語家）によ
る成年後見落語「後見爺

じい

さん」、
③座談会「成年後見制度20年 成
果と課題」　◇司法書士による
無料相談会を同時開催（当日受

太極拳  謝
シ ェ
謝
シ ェ

谷山北公民館自主学習グループ

け付けが必要）　対どなたでも
期３月16日（土）13時30分～17時
所県民交流センター　定なし　
料無料　申不要　問成年後見セ
ンター・リーガルサポート鹿児
島支部☎251-5822D250-0463
「食生活改善推進員」と学ぶ
健康づくり料理教室
◇生活習慣病の予防に役立つ、
栄養バランスのとれた減塩メ
ニューを作ります
教室名 日　時
①水曜料
理教室

５月８日～来年３月４
日の第２水曜日10時～
13時30分（全10回）　
※ ８月を除く。３月は第
１水曜日

②木曜料
理教室

５月16日～来年３月12
日の第３木曜日10時～
13時30分（全10回） 
※ ８月を除く。３月は第
２木曜日

③男性料
理教室

５月15日～来年３月11
日の第３水曜日10時～
13時30分（全10回） 
※ ８月を除く。３月は第
２水曜日

対市内に住み全回受講できる人
（③は男性のみ）　所北部保健セ
ンター　定各15人　料１回600
円程度（材料費）　申往復はがき
に希望する教室名、郵便番号、
住所、氏名、年齢、電話番号を
書いて、３月20日（必着）まで
に〒892-0871吉野町3275-3食生
活改善推進員協議会事務局（北
部保健センター内）☎244-5693
D244-5698へ
にこにこ料理教室
（健康づくり料理教室）
内食生活改善推進員による料理
教室　対市内に住む18歳以上
で、全回受講できる人（過去に
受講したことがある人を除く）
期５月17日～10月18日の毎月第
３金曜日10時～13時（全５回）　
※８月を除く　所中央保健セン
ター　定20人（先着順）　料１回
600円程度（材料費）
申電話で３月13日
から中央保健セン
ターへ

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。

手話講習会
①入門編

日　時 場　所 定員
４月16日～９月10日の毎週火曜日
19時～21時（全21回）　※８月13日を除く

城西公民館

各25人
谷山市民会館

４月24日～９月18日の原則毎週水曜日
13時30分～15時30分（全21回）
※詳しい日程はお問い合わせください

勤労青少年ホーム

対市内に住む18歳以上で、聴覚障害者との交流やボランティア活
動を行うために手話を習得しようとする人（難聴者、聴覚障害
者を除く）

申往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、職業、電話番号、受講場所、受
講理由を書いて、３月15日（必着）まで
に〒892-8677山下町11-1障害福祉課へ

②基礎編
日　時 場　所 定員

４月16日～10月８日の毎週火曜日
19時～21時（全25回）　※８月13日を除く

城西公民館

各25人
谷山市民会館

４月24日～10月30日の毎週水曜日
10時～12時（全25回）　
※5月１日・7月３日・８月14日を除く

勤労青少年ホーム

対市内に住む18歳以上で、市町村が実施する手話講習会入門編を
修了した人（難聴者、聴覚障害者を除く）

申電話で３月15日までにサンサンコールかごしま☎099-808-3333
へ

①②共　
料無料（テキスト代は自己負担）
問サンサンコールかごしま☎099-808-3333D216-1274（障害福
祉課）

●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　


