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今月から年金生活者支援給付金
制度が始まります
◇年金に上乗せし支給する給付
金です　対公的年金等の収入や
所得額が一定基準額以下の年金
受給者　◇対象者には日本年金
機構が請求書を順次送付してい
るので、早めの提出を　◇請求
手続きをした人には、順次通知
書が届きます　◇詳しくは年金
生活者支援給付金専用ダイヤル
☎0570-05-4092へ
今月から地方税共通納税
システムが始まります
◇エルタックスを
利用した市税の納
税（電子納税）がで
きます　◇電子納
税ができる市税…
法人市民税、事業所税、個人
市民税・県民税（特別徴収分、
退職所得分）　申詳しくはエル
タックスHPか地方税共同機構
☎0570-081459へ

水道料金などの滞納料金収納
◇お支払いはお早めに
◇委託会社の社員が訪
問することがあります
◇委託会社…ヴェオリア・ジェ
ネッツ㈱　問水道局お客様料金
センター☎812-6171D812-6175
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
なるため、汚水用の排水管へ流
してください　問水道局給排水
設備課☎213-8522D259-1627
合併浄化槽への取り換え費用補助
◇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
など既存の集会施設　◇補助
額…浄化槽の規模に応じて補
助（例…一般的な住宅５人槽で
72万2000円）　◇浄化槽は保守
点検業者へ委託して維持管理を
行ってください　問環境保全課
☎216-1291D216-1292

ブロック塀などの安全性の確認
◇建築確認申請をするときはブ
ロック塀などの建築基準法への
適合の確認や報告が必要になり
ます　◇実施日…12月11日受け
付け分から　問建築指導課
☎216-1359D216-1389

年金・税

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

土地取り引きには届け出が
必要です
◇一定規模以上の土地取り引き
の契約締結前後には、法律に基づ
く届け出が必要なことがありま
す　◇基準など詳しくは土地利
用調整課☎216-1383D216-1385へ

谷山第一地区土地区画整理事業
地区内の保留地（宅地）の売却
◇所在地…谷山中央七丁目、和
田二丁目　◇区画数…５区画　
◇地積…39.52㎡～259.77㎡
◇価格…124万1000円～1556万
円　◇申込期間…10月23日～11
月22日　◇詳しくは谷山都市整
備課☎269-8436D268-2602へ
一般競争入札による
市有地（宅地）の売却
対市税の滞納がない人など
◇所在地…永吉一丁目・二丁目
◇区画数…９区画　◇面積…
9.29㎡～379.10㎡　◇価格…37
万円～5445万円　◇申込期間…
10月28日まで　◇詳しくは区画
整理課☎216-1393D216-1385へ
市有地（宅地）の売却
◇所在地…西別府町3260番49
◇価格…1261万3000円　◇面積
…256.36㎡　◇先着順で随時売
却　◇詳しくは市HPか管財課
☎216-1158D216-1162へ

10月は「エナコロジーマンス」
◇エネルギーと環境を考える月
間です　問再生可能エネルギー
推進課☎216-1479D216-1292
ヤンバルトサカヤスデの
町内会一斉駆除を支援します
◇町内会が行う自主駆除作業に
噴霧器の貸し出しや薬剤の提供
などを行っています　◇町内会
の自主駆除と併せ、市が公共部
分の駆除を行うことで発生をよ
り抑制できます　◇駆除活動に
関する相談や自主駆除の計画
は環境衛生課☎216-1300D216-
1292へ
不幸な猫を増やさないために
◇猫は平均５匹の
子猫を、年に３回
出産することもあ
ります　◇不妊去
勢手術を行い、責任を持って適
正な数で飼育・管理しましょう
◇交通事故や感染症を防ぐため
室内で飼育しましょう　問生活
衛生課☎803-6905D803-7026

やめようよ 見て見ぬふりも 一つのいじめ
（「人権の花運動」実施小学校の作品より）

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　 子どもの人権110番☎0120-007-110

水道・住まい

10月１日は浄化槽の日

10月は土地月間

土　地

環　境
14面にも掲載

■特定・長寿健診の集団健診会場（保険証が必要）　※予約不要
日 曜 健診会場 受付時間
10 木 東昌小学校 ８時30分～９時30分
11 金 北部保健センター ９時～10時30分
12 土 オロシティーホール 日本健康倶楽部

要予約☎273-5591

15 火
東部保健センター ９時～10時30分
市民文化ホール 日本健康倶楽部

要予約☎273-5591
16 水 郡山地区保健センター ８時30分～10時30分
17 木 すこやかランド石坂の里 ９時～10時30分
20 日 松元地区保健センター ８時30分～10時30分
24 木 緑丘中学校 ９時～11時
25 金 中央保健センター ８時30分～10時30分
26 土 県民総合保健センター ８時30分～10時30分

鹿児島厚生連病院健康管理センター 要予約☎256-1133
27 日 ヘルスサポートセンター鹿児島 要予約☎267-6292
29 火 東谷山福祉館 ９時～11時
30 水 あけぼの公民館（光山二丁目） ９時～10時30分

31 木
Ａコープいしき店（伊敷台二丁目） ９時～10時30分
市民文化ホール 日本健康倶楽部

要予約☎273-5591
※南部保健センターは毎月第１金曜日に実施（受付時間９時～10時30分）
※西部保健センターは毎月第２火曜日に実施（受付時間９時～10時30分）
※後期高齢者医療の加入者はいきいき受診券も必要
対40歳以上の国保加入者か後期高齢者医療の加入者など　料無料
問サンサンコールかごしま☎808-3333D808-2525

■事前予約が必要な検診の集団検診会場（保険証が必要）
日 曜 検　査 場　所

10 木
胃・腹部 東昌小学校
子宮・乳 北部保健センター
乳のみ 鹿児島厚生連病院健康管理センター（午前のみ）

※８時30分～10時

11 金
胃・腹部 南部保健センター
子宮・乳 松元地区保健センター
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

15 火 胃・腹部 市民体育館
乳のみ 西部保健センター（午後のみ）

16 水

胃・腹部 郡山地区保健センター
子宮・乳 中央保健センター（午後と夜間のみ）

※14時～14時30分、17時30分～18時30分
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

乳のみ 鹿児島厚生連病院健康管理センター（午前のみ）
※８時30分～10時

17 木
胃・腹部 すこやかランド石坂の里（石谷町）　※９時～10時
乳のみ 鹿児島厚生連病院健康管理センター（午前のみ）

※８時30分～10時

18 金
胃・腹部 北部保健センター
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島　
※女性のみ（いずれも午前のみ）

20 日 胃・腹部 松元地区保健センター
子宮・乳 中央保健センター

21 月 胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
23 水 乳のみ 鹿児島厚生連病院健康管理センター（午前のみ）

※８時30分～10時24 木 乳のみ

25 金
胃・腹部 中央保健センター
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

26 土
胃・腹部 県民総合保健センター
胃・腹部 鹿児島厚生連病院健康管理センター

※８時30分～10時30分
乳のみ 中央保健センター（午前のみ）

27 日 胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
28 月 胃・腹部

子宮・乳 鹿児島アリーナ　※９時～10時、13時～13時30分
29 火 胃・腹部 緑丘中学校

子宮・乳 南部保健センター

30 水
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

乳のみ 鹿児島厚生連病院健康管理センター（午前のみ）
※８時30分～10時31 木 乳のみ

◇受付時間　①胃・腹部 ８時30分～９時30分
　　　　　　②子宮・乳 ８時30分～９時30分、13時～13時30分
対市内に住む40歳以上（子宮がん検診は20歳以上）で、職場で受診
機会のない人（保険証が必要）

料胃がん検診1000円、腹部超音波検診1200円、子宮がん検診600
円、乳がん検診（40歳代）1300円・（50歳以上）800円

申がん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026（保健予防課）
　※ ヘルスサポートセンター鹿児島☎267-6292D260-1780、鹿児
島厚生連病院健康管理センター☎256-1133D252-5632での検
診は、直接予約が必要。半日がん検診は県民総合保健センター

　　☎220-2332D220-2603で直接予約が必要

10月の集団健（検）診日程表
 年に１回、定期的に健（検）診を受けましょう 

エルタックス


