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任意加入で国民年金の増加を
対60〜64歳で保
険料の納付月数
が479月までの
人、65〜69歳で
受給資格期間が
足りない人、20〜64歳の外国在
住者など ※厚生年金保険に未
加入などの条件あり 問国民年
金課☎216-1224D216-1200

水道・住まい
水道料金のお支払いは期限内に
◇滞納すると委託会
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☎812-6171
D812-6175
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
空き家活用アドバイザーの派遣
◇空き家の活用や売買、賃貸借
などの専門的な知識を持つアド
バイザーを派遣します 対空き
家の所有者か相続人、公的活用
（集会所や児童クラブなど）を希
望する団体 料無料 ◇個人は
１戸につき２回まで、団体は１
年度内２回まで ◇１回１時間
程度 問建築指導課☎216-1358
D216-1389
危険空き家の解体費用補助
対老朽化が著し
い個人所有の空
き家で、周囲へ
の危険性が高い
ものや利活用の
進みにくい敷地
に建つもの ◇補助額…解体費
用の３分の１（上限30万円）
◇事前協議が必要 問建築指導
課☎216-1358D216-1389
青い空 届け私の こんにちは
なか ま

り

り

い
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（南中学校２年 中間 凛々衣 さん）

境

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、
感染症などを防ぐため室内で飼
育しましょう ◇10匹以上の猫
を飼育するときは保健所へ届け
出が必要です 問生活衛生課
☎803-6905D803-7026
ヤンバルトサカヤスデのまん延防止
◇土手の草払いや下草刈りを徹
底して日当たりをよくし、暗く
湿った場所をつくらないように
しましょう 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☎216-1300D2161292
スリーアール

３Ｒでごみの減量化・資源化
に取り組みましょう
◇３Rは、リデュース（Reduce）
…ごみとなるものを減らそう、
リユース（Reuse）…使える物は
繰り返し使おう、リサイクル
（Recycle）…ごみを資源として
再利用しよう、の３つの「Ｒ」
です 問資源政策課☎216-1290
D216-1292
ペットボトルのごみ出しに注意
◇PETマークのあるペットボト
ルは、プラスチック製品や衣類
にリサイクルされます ◇リサ
イクル素材としての品質を保つ
ため、ふたやラベルは取りまし
ょう ◇極端に汚れているもの
は「もやせるごみ」へ 問資源政
策課☎216-1290D216-1292

しごと

応募要領は20面
第10回鹿児島天文館まちゼミ
内お店の経営者やスタッフが講
師となって、専門知識やノウハ
ウなどをお客様に提供し、
「お
店」と「まち」のファンづくり
を目指すゼミナール 期10月15
日（金）〜11月30日（火） 料無料
◇詳しくは事務局
HPか鹿児島まちゼ
ミネットワーク事
務局☎222-7891
ホームページ
D248-7231へ
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10月22日（金）10時〜12
時 所市シルバー人材センター
料無料 ◇事前に来所で申し込
みが必要 申詳しくは市シルバ
ー人材センター☎252-4661
D258-7554へ
店舗スタッフ衛生管理講習
対県内のシルバー人材センター
の新規・既存会員で60歳以上の
人 期11月９日（火）〜11日（木）
の10時〜16時（全３回） 所市福
祉コミュニティセンター（祇園
之洲町） 定20人 料無料
申電話かファクスで10月26日ま
でに県シルバー人材センター連
合会☎206-5422D206-5410へ
潜在保育士のための復職支援
研修
内①再就職に役立つ講座、②保
育体験 対保育士資格を持ち、
保育所などで働きたい人 期①
11月９日（火）13時〜16時、②10
〜12月の希望日 所①かごしま
県民交流センター、②保育所や
認定こども園 定①30人、②な
し 料無料 申①はファクスで
11月２日までに市保育士・保育
所支援センター
☎248-8411D2488417、②は各保育
所や認定こども園
ホームページ
へ

①ふた・ラベル ②軽く ③ペットボトル
をはずす
ゆすぐ だけを一つの
ふたとラベルは
袋で
プラスチック容器類へ

スマートフォンアプリ
「エコふぁみ」
で環境に優しい生活を
◇省エネなど環
境に優しい活動
に取り組むとア
プリでポイント
がもらえ、プレ
ゼントが当たる
抽選に参加でき
ます 問県地球温暖化対策室
☎286-2586D286-5539
「市民あいさつ運動」
強調期間
10月16日
（土）
〜11月30日
（火）

お知らせ・募集
応募要領は20面

交通局公式YouTubeチャンネル
◇市電・市バスが市内を走る動
画などを配信しています ◇チ
ャンネル登録のう
え、ご視聴くださ
い 問同局総合企
画課☎257-2111
公式YouTube
チャンネル
D258-6741

10月号

2021年（令和３年）

市電・市バスのシニア定期券が
お得です
◇65歳以上の人が利用でき、通
勤定期券よりもお得な「シニア
定期券」を販売しています
※購入時に保険証など年齢確認
ができる書類が必要 問交通局
内乗車券発売所☎257-2101
D258-6741
ハロウィンジャンボ宝くじ
◇宝くじの収益金は、明るく住
みよいまちづくりに使われます
◇発売時期…10月22日
（金）
まで
◇抽選日…10月29日
（金） 問県
市町村振興協会☎206-1001
マイナポイントの事業期間延長
◇事業期間が今年12月末まで延
長されました ◇マイナポイン
トを申し込み、期間中に買い物
などをすると、上限5000円分の
ポイントを受け取れます 対今
年４月末までにマイナンバーカ
ードを申請した人 ◇カードを
まだ受け取っていない人は早め
に受け取りを 問マイナンバー
総合フリーダイヤル☎0120-950178
運転中や歩行中の携帯電話・
スマホの使用は危険です
◇自動車や自転車の運転中に携
帯電話を手に持って通話や操作
を行ったり、スマホやテレビな
どのディスプレイ表示部分を注
視したりすることは法律で禁止
されています ◇歩きスマホ、
ながらスマホは大
変危険なのでやめ
ましょう 問安心
安全課☎216-1209
D226-0748
農地の利用意向調査にご協力を
◇農地利用状況調査で把握した、
耕作されていない農地の所有者
などへ、今後の利用に関する意
向調査を実施しています ◇調
査票が届いたら必要事項を記入
し、期日までにご返送ください
問農業委員会事務局☎216-1466
D216-1292、各支所の支局
農作業事故の未然防止と安全対
策に努めましょう
◇農業機械の点検・整備を十分
に行い、トラクターには安全フ
レームを装着しましょう ◇シ
ートベルト・ヘルメットの着用
も忘れずに 問生産流通課
☎216-1340D216-1336
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☎216-1383D2161385へ

◇家庭・地域・関係機関が共に連携し、みんなで「青少年の健全育
成」や「安心・安全」な明るい地域社会づくりを目指しましょう

