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今年度の国民年金の額
◇老齢基礎年金(満額受給のと
き)…78万900円　◇障害基礎年
金(１級)…97万6125円、(２級)
…78万900円　◇遺族基礎年金
(子どもが１人いる配偶者のと
き)…100万5600円　◇障害・遺
族基礎年金は子の加算あり　
問ねんきんダイヤル☎0570-05-
1165
固定資産税の減額
◇耐震・省エネ・バリアフリー
改修をした住宅は、固定資産税
の減額対象となることがありま
す　◇改修後３カ月以内に申告
を　問資産税課☎216-1181・1182
D216-1168、各支所の税務課

飲用井戸・貯水槽水道の衛生管理
①飲用井戸
◇年１回は水質検査を　◇施設
は清潔に保ち、汚染を防ぐため
柵や鍵の設置を
②貯水槽水道
◇水槽内は年１回以上の清掃と
水質検査を　◇10㎥を超える水
槽は年１回以上、法定検査を　
◇日頃から水の色、濁り、臭い
などに注意を　問①②環境衛生
課☎216-1300D216-1292、②水
道局給排水設備課☎213-8522
D259-1627
水道料金・下水道使用料の
支払いは口座振替で
◇支払いは、安心便利な口座振
替をご利用ください　問水道局
お客様料金センター☎812-6171
D812-6175
水道管と井戸などの管との接続
は法律で禁止されています
◇水道以外の管が直接接続され
ているときは、水道局指定給水
装置工事事業者に依頼し、速や
かに切り離してください(費用
は自己負担)　問水道局給排水
設備課☎213-8522D259-1627

水洗化工事はお早めに
◇公共下水道の整備済み区域で
水洗化工事をしていない建物は
早めに工事を　◇工事資金の融
資あっせんや補助制度がありま
す　問水道局下水道管路課
☎213-8542D257-7464
合併処理浄化槽への
取り換え費用の補助
内単独処理浄化槽か、くみ取り
便槽から合併処理浄化槽へ取り
換えるときに設置費用の一部を
補助　対下水道事業計画区域以
外の地域にある既存の住宅や集
会施設（公民館など）　※新築を
除く　◇浄化槽の規模に応じて
補助額は異なります　問環境保
全課☎216-1291D216-1292
民間建築物のアスベスト対策
費用の補助
内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

ハチの巣や害虫の駆除
◇自宅や私有地内にできたハチ
の巣や害虫の駆除は、所有者の
負担で専門業者などへ依頼を
◇市では駆除業者を指定してい
ないため、PCO協会☎227-7464
などへ問い合わせを　問環境衛
生課☎216-1300D216-1292
空き地の雑草は害虫の発生や
火災などの原因になります
◇土地の所有者・管理者は年２
回以上雑草の除去を行い、良好
な環境の保全に努めてください
問環境衛生課☎216-1300D216-
1292
マダニに注意してください
◇長袖・長ズボンなど肌の露出
が少ない服装を　◇虫よけ剤の
使用を　◇山林や草むらなどか
らの帰宅後は入浴し、刺されて
いないか確認を　問感染症対策
課☎803-7023D803-7026
地域猫活動に取り組みませんか
◇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

年金・税

水道・住まい

個人市民税・県民税に関するお知らせ
■普通徴収の通知
◇個人市民税・県民税の納税通知書を６月10日に発送します
■納税の猶予、減免制度
◇災害で損害を受けたときや、新型コロナウイルスの影響などに
よる事業の廃止や失業など、特別な事情があるときは、納税の
猶予や減免を受けられることがありますのでご相談ください
■公的年金からの特別徴収
対65歳以上で今年４月１日に老齢基礎年金などの支払いを受け
ている人（年金の年額が18万円未満の人や介護保険の特別徴収
対象でない人などを除く）

◇初めて対象となる人は、第１・２期は納付書などでの納付に
なります

問市民税課☎216-1174・1175D216-1177、各支所の税務課

  水道管と井戸などの管
との接続の例

バルブ

バルブ

配水管 メーター
水道水

井戸水
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井戸など
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「マグニョン」を使って鹿児島市をＰＲしませんか
　マグマシティＰＲキャラクター「火山の妖精マグニョン」のイ
ラストは、商品などのデザインに取り入れて無料で使用できます。
みんなで一緒に鹿児島市を発信しましょう！
◇使用例…商品パッケージやチラシへの掲載、
　　　　　キャラクターグッズの商品化など
◇使用の申請など詳しくは市HPをご覧ください

【広報戦略室☎803-9547D216-1134】

●自立相談支援員による生活相談・雇用相談など
●就労に後押しが必要な人（引きこもりの人など）への就労準備・
訓練支援
●ハローワーク・シルバー人材センターによる就労支援
対市内に住み生活に困っている人など
所本庁東別館１階　
◇相談時間…８時30分～17時15分　※休日を除く
【生活・就労支援センターかごしま☎803-9521D216-1234】

●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
所勤労女性センター
◇詳しくは勤労女性センター HPか同センター☎255-7039へ

●市政相談（市政に関する要望・意見など）　
　市民相談センター☎216-1205D216-1144と各支所
●一般相談（相続、離婚、金銭貸借など）　
　市民相談センター（市民相談員対応）
　９時～12時、13時～16時　※受け付けは８時45分～15時30分
　（状況により受け付けを早く終了することがあります）
　各支所（桜島支所管内は桜島総務市民課で実施しています）
　８時30分～12時、13時～17時15分
●法律相談（民事上の法律問題など・予約制）
　市民相談センター☎216-1205と谷山支所☎269-8404
●交通事故・暴力団排除相談
　市民相談センター☎216-1211　９時～12時、13時～15時45分
●年金相談（予約制）
　街角の年金相談センター鹿児島☎295-3348
●消費生活相談（悪質商法、契約トラブルなど）
　消費生活センター☎808-7500　９時～17時15分
　消費者ホットライン☎1

い

8
や

8
や

　10時～16時（土・日曜日、休日も可）
●弁護士による無料相談「女性の権利１１０番」
内女性に対する暴力や離婚、職場での差別など、女性の権利一般
に関する相談
期６月25日（金）10時～16時　所県弁護士会館
◇相談方法など詳しくは県弁護士会事務局☎226-3765D223-7315へ
●各種相談
相談名 期　日 場　所 時　間

税務・登記

６月10日（木） 市民相談センター

13時～16時

６月16日（水） 吉野支所
６月17日（木） 伊敷支所
７月８日（木） 市民相談センター

登記のみ ６月24日（木） 桜島支所★
不動産鑑定 ６月16日（水）

市民相談センター
建　築 ６月17日（木）
行政関係申請
手続き

７月６日（火） 谷山支所
７月７日（水） 市民相談センター

★桜島支所管内は桜島総務市民課で実施
【サンサンコールかごしま☎808-3333】

生活相談・雇用相談、就労支援（無料）

市 民 相 談 （無料）
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会計年度任用職員（障害福祉）
内障害福祉に関する情報公表の
支援など　期７月～来年３月
定１人　◇申込期限…６月16日
（必着）　申詳しく
は市HPか障害福祉
課☎216-1272
D216-1274へ
令和３年度市登録通訳者
対手話通訳士試験・手話通訳者
全国統一試験・全国統一要約筆
記者認定試験の合格者　◇面接
日…６月30日（水）18時30分～
所かごしま市民福祉プラザ
◇申込期限…６月18日（必着）
申詳しくは市手話通訳者・要約
筆記者派遣運営協議会☎・D219-
5882メールkago.s-y.haken@sky.pla
la.or.jpへ

令和４年新成人のつどい
（成人式）実行委員 
内来年１月９日（日）に川商ホー
ル（市民文化ホール）で開催する
「新成人のつどい」の企画・運営
対平成13年４月２日～平成14年
４月１日に生まれた人　定20人
◇申込期限…７月１日（必着）
申詳しくは青少年課☎227-1971
D227-1923へ
交通局モニター
内市電・市バスの乗客サービス
に関するレポートの提出、意見
交換会への参加など　対市内に
住み、市電か市バスを利用する
20歳以上の人　※その他要件あ
り　定15人程度　◇任期…８月
から１年間　◇申込期限…６月
30日（消印有効）　申詳しくは交
通局HPか同局総合企画課☎257-
2111D258-6741メールktkikaku@
city.kagoshima.lg.jpへ

船舶モニター
内桜島フェリーの乗客サービス
に関するレポートの提出、意見 
交換会への参加など　対市内に
住む20歳以上の人　※その他要
件あり　定12人　◇任期…８月
から１年間　◇申込期限…６月
30日（消印有効）　申詳しくは船
舶局HPか同局総務課☎293-4782
D293-2972メールspsou-soumu@
city.kagoshima.lg.jpへ

アジアん鹿児島オンライン交流会
青少年ワーキングボランティア
内海外の青少年芸術団体とのオ
ンライン交流会の企画・運営
対市内に住むか通勤・通学する
中学生以上で、おおむね25歳ま
での人　定20人　◇申込期限…
６月25日（必着）　申詳しくは市
国際交流財団☎226-5931D239-
9258メールkokusai@kiex.jpへ
市社会福祉協議会会員
◇市社会福祉協議会は地域での
見守り活動や子育て支援、ボラ
ンティア活動の振興などさまざ
まな活動を行っています　◇こ
れらの活動は、同協議会会員の
会費によって支えられています
◇加入方法など詳
しくは同協議会HP
か同協議会☎221-
6070D221-6075へ

グリーン・ツーリズム活動団体
対農業体験などの交流活動を自
主的に行っている団体など（審
査あり）　◇登録されると、活
動が市HPで紹介されるほか、施
設整備の補助が受けられます
◇申込期限…６月14日（必着）
申詳しくは市HPか
グリーンツーリズ
ム推進課☎216-
1371D216-1320へ

職員などの募集
 応募要領は20面 

募　集
 応募要領は20面 

委員・ボランティアの募集
 応募要領は20面 

第８回 セーフコミュニティ
推進フォーラム
内セーフコミュニティ国際認証
再取得の報告、専門家による認
知症に関する講話　対市内に住
む人　期７月９日（金）14時～15
時45分　所川商ホール（市民文
化ホール）　◇申込期限…６月
25日（必着）　申詳しくは市HPか
安心安全課☎216-
1512D226-0748
メールan-safe@city.ka
goshima.lg.jpへ

「市長と語る会」参加グループ
◇テーマ…谷山中学校区、伊敷
台中学校区、甲南中学校区を中
心としたまちづくり　対各校区
で活動中の５人以上のグループ
期７～９月予定　※参加団体の
決定後、日時・場所を連絡しま
す　◇申込期限…６月30日（必
着）　申詳しくは市HPか市民協
働課☎216-1204
D216-1207メールshi-
kyo@city.kagoshi
ma.lg.jpへ
「音とあかりの散歩道」出演者
内10月30日（土）に照国公園で開
催する同イベントでの演奏　
対主に市内に活動拠点があり、
野外で小規模な演奏ができる個
人や団体（出演料なし）　◇申込
期限…６月30日（必着）　申詳し
くはかごしま文化情報センター
HPか同センター
☎248-8121D248-
8127メールinformation
@kcic.jpへ

市政出前トーク
◇市職員が地域に伺い市政を分
かりやすく説明し、皆さんの意
見などを聞きながら、一緒にま
ちづくりを考えます　対町内会
や趣味の会など、おおむね20人
以上の市民グループ　◇申込期
限…実施希望日の２週間前まで
申詳しくは市HPか市民協働課
☎216-1204D216-
1207メールshi-kyo@ci
ty.kagoshima.lg.
jpへ

マリーサポートかごしま（結婚
相談所）は無料で利用できます
対市内に住むか通勤する独身の
人　※親などが市内に住む人も
利用可（要件あり）　◇利用時間
…11時～20時　◇休業日…月曜
日、休日　所キャンセビル７階
（中央町）　◇詳し
くは市HPかマリー
サポートかごしま
☎252-1888へ
議会中継をご覧ください
◇パソコンやスマートフォンな
どで令和３年第２回定例会（６月
８日開会）の本会議をリアルタイ
ムで視聴できます
問政務調査課
☎216-1454
D216-1452
緊急地震速報訓練を実施します
◇全国一斉の緊急地震速報訓練
に合わせて、市内各所の防災行
政無線などで緊急地震速報（訓
練）を放送します　期６月17日
（木）10時ごろ　問危機管理課
☎216-1213D226-0748
交通局臨時乗車券発売所（イオン
鹿児島鴨池店）を閉所します
◇イオン鹿児島鴨池店の臨時乗
車券発売所は６月30日（水）で閉
所します　※ラピカなどの自動
積増機は７月１日
以降も利用可　
問交通局内乗車券
発売所☎257-2101

お知らせ

第六次総合計画基本構想（案）・前期基本計画（素案）
パブリックコメント手続き

旧鹿児島紡績所技師館（異人館）周辺のリニューアル

◇公表場所… 市政情報コーナー、各支所、各地域公民館、市HPなど
※ 今月号と一緒に配布するチラシに、概要と市民意見
交換会の日程を掲載しています

申郵送かファクス、メール、電子申請で６月25日（消印
　有効）までに〒892-8677山下町11-1政策企画課☎216-
　1106D216-1108メールseisaku-k@city.kagoshima.lg.jpへ

　世界文化遺産の適切な保全・活用を図るための整備が完成し、敷
地全体を快適に散策できるスロープ・階段や展望スペースの設置な
ど、より魅力的に生まれ変わりました。
◇供用開始…６月２日（水）
◇主な整備内容… 建物跡を地表面に表示、管理棟や解説板の新設、

四季折々の植栽やライトアップ機器の整備など
【文化財課☎227-1940D222-8796】

CIO（最高情報統括責任者）補佐官の募集

「鹿児島市イクボス推進同盟」参加企業の募集

内CIOである市長と連携し、ICT（情報通信技術）を活用した企画・
調達・開発・運用に関する助言や技術的支援など

定１人　期10月１日から３年間
◇申込期限…６月18日　※資格等証明書を提出する
　　　　　　人は７月２日
◇受験資格や受験申込書など詳しくは市HPへ

【サンサンコールかごしま☎808-3333】

　仕事と生活を両立しやすい環境整備に率先して
取り組み、共に気運醸成を進めていただける企業
などを募集します。
対市内に事業所がある企業・団体など
◇申込期限…７月21日（消印有効）
◇申込方法など詳しくは市HPかこども
　政策課☎216-1514D803-7628へ 市ホームページ

市ホームページ 市ホームページ

ホームページ

市ホームページ
ホームページ

ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

ホームページ

市ホームページ 市ホームページ

市ホームページ

ホームページ

インターネット
議会中継


