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年金・税 水道・住まい

【市民税課☎216-1171D216-1177】

11月11日～17日は「税を考える週間」
　税は、私たちの生活する地域をより豊かで住みよい社会にするために欠かせない大切な財源です。
この機会に、家庭などで私たちの暮らしと税について考えましょう。

約５万２千円
子育て支援や高齢者の
医療など福祉の充実に

約７千円
商業・観光・農林
水産業の振興に

約８千円
道路や公園整備、
区画整理などに

約５千円
消防・救急に

約１万３千円
教育の振興に

約１万７千円
市の運営などに

約１万１千円
環境や衛生の
向上のために

約２万３千円
市債の返済に

個人市民税
285億円
(34.6%）

法人市民税
41億円
(5.0%）

固定資産税
354億円
(43.1%）

令和３年度
予算市税収入
822億円

市たばこ税
36億円
(4.4%）

軽自動車税
17億円(2.1%）

事業所税・入湯税 
20億円 (2.4%）

都市計画税 
69億円(8.4%）

市政運営の貴重な財源
“市税”の内訳

市民１人当たり約14万円の市税の使い道
※本市人口60万1546人（令和３年１月１日現在住民基本台帳人口）で計算
※令和３年度一般会計当初予算の各費目に対する一般財源の割合により算出

平成34（令和４）年
を示す
３月を示す

有効期限…令和４年３月

34
３

有効期限の表示例

暮らしを支える３つの国民年金
◇老齢基礎年金…保険料の納付
済み期間などが通算10年以上の
とき原則65歳から支給　◇障害
基礎年金…障害の状態になった
とき支給　◇遺族基礎年金…死
亡したとき遺族に支給　※いず
れも要件あり　◇保険料の未納
があると支給されないことがあ
ります　◇納付が困難なときは
免除制度もありますのでご相談
を　問サンサンコールかごしま
☎808-3333
住宅用地の固定資産税特例措置
◇住宅用地には税負担を軽減す
る特例措置があります　◇家屋
の用途変更(店舗から住宅への
改修など)や新築・増築などで
土地の利用状況に変更があった
ときは届け出を　問資産税課　
☎216-1185D216-1168、各支所
の税務課
家屋の取り壊しや名義変更を
したときは届け出を
問登記家屋は法務局☎259-0682、
未登記家屋は資産税課☎216-
1181・1182D216-1168、各支所
の税務課
年末調整の情報の確認を
◇年末調整に関す
る各種情報は国税
庁HPで確認できま
す　問鹿児島税務
署☎255-8111
納税お知らせセンターから
納付の呼び掛けを行っています
◇督促状を発送
後も市税などの
納付がないとき
に、電話で呼び
掛けを行ってい
ます　◇ATMなどから現金の
振り込みを誘導することはあり
ません　問納税課☎216-1191　
D216-1196

今 月 の 納 期 後期高齢者医療保険料 国民健康保険税
介 護 保 険 料第５期 第６期 11月30日まで

⎩
⎨
⎧

ひろげよう やさしいえがおと ふわふわことば
（「人権の花運動」実施小学校の作品より）

人 権 週 間
（12月４日～10日）

◇人は法の下に平等であり、個人として尊重され、基本的人権が保障
　されなければなりません。お互いの人権を尊重し合うことが大切です

排水口から臭いがしませんか
◇流しなどの
排水口には臭
いなどの侵入
を防止するト
ラップがあり
ます　◇図の
ようなトラップでは、水がなく
なったり、わんを取り外して使
用したりすると臭いの原因とな
ります　問水道局給排水設備課
☎213-8522D259-1627
所有者設置のメーターの取り換え
◇マンションなどの各世帯や散
水用などのメーターで、所有者
が設置する自己材メーターの有
効期間は８年です　◇メーター
のふたの裏などに表示してある
有効期限までに必ず取り換えて
ください　

問水道局料金課☎213-8514
D259-1627
耐震アドバイザーの派遣
◇耐震対策に関
する専門的な知
識を持つアドバ
イザーを対象住
宅に派遣します　対一戸建て住
宅(平成12年５月31日以前着工)
の所有者か相続人　料無料
◇１戸につき１回(１時間程度)
問建築指導課☎216-1358D216-
1389

鳥獣を引き寄せない集落環境
づくりに努めましょう
◇収穫しない柿などは鳥獣の餌
となります　◇落下した果実も
回収しましょう　問生産流通課
☎216-1340、各農林事務所

鳥インフルエンザの発生防止
◇渡り鳥が数多く飛来する季節
となり、鳥インフルエンザウイ
ルスが侵入するリスクが高まっ
ています　◇鶏などを飼養する
人は飼育環境を清潔に保ち、野
鳥などの侵入防止対策を　問生
産流通課☎216-1499D216-1336
山の立木を売買するときの留意点
◇立木を切るときは見積書をも
らい、作業内容の確認を　◇立
木を切ったら再造林をしましょ
う　※助成制度あり　問生産流
通課☎216-1341か鹿児島地域振
興局林務水産課☎805-7297
不法投棄を未然に防止するため
パトロールを実施しています
◇不法投棄を発
見したら廃棄物
指導課☎216-
1289D216-1292
か最寄りの警察署へ

夕暮れ時は早めのライト
点灯を！３ライト運動
①日没30分前にはライトを点灯、
②歩行者・障害物の早期発見の
ため、夜間、前の車や対向車が
いないときはライトを上向きに、
③トンネル内では追突事故防止
などのためライトを点灯　問安
心安全課☎216-1209D226-0748

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11月11日(木)・25日
(木)の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☎252-4661D258-7554へ

農業体験講座・就農相談会
内農業の基本的技術の体験、就
農相談　対市内に住む18～69歳
の人　期11月21日(日)９時～12
時　所都市農業センター　定10
人　料無料　申往復はがきかメ
ールで11月15日（必着）までに
〒892-8677山下町11-1農政総務
課☎216-1515メールnosou-ninai@
city.kagoshima.lg.jpへ

施設清掃スタッフ講習
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12月７日（火）・８日（水） 
の10時～16時（全２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11月24日ま
でに県シルバー人材センター連
合会☎206-5422D206-5410へ
市営墓地使用者募集（川上墓園、
星ケ峯墓園）
◇川上墓園…一般・芝17区画程
度　◇星ケ峯墓園…一般50区画
程度　対本市に住民登録があり、
申請書受付日前に１年以上継続
して住み、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　◇受付
期間…11月５日～30日　◇詳し
くは市HPか環境衛生課☎216-　
1301D216-1292、同谷山分室　
☎269-8463D260-4411へ
市有地（宅地）の売却
◇所在地…池之上町12番10(14
番街区)　◇価格…1488万4000
円　◇面積…139.10㎡　◇先着
順で随時売却　◇事前に現地の
法規制や諸条件の確認を　◇詳
しくは市HPか管財課☎216-1158
D216-1162へ

農業・環境

お知らせ・募集
 応募要領は20面 
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水をためて臭いなどの
侵入を防止
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児童クラブ職員
対①支援員…保育士資格、教員
免許状を持つ人など、②補助員
…どなたでも　申詳しくは各児
童クラブへ（募集クラブは市HP 
で確認を）
問こども政策課
☎216-1259
D803-7628
地域消費者サポーター
内悪質商法やうそ電話詐欺など
を防ぐ情報を市から受け取り、
身近な人に伝える活動　対市内
に住むか通勤・通学する18歳以
上で、11月27日（土）13時30分～
16時30分に郡山公民館で研修を
受講できる人　定20人程度　
◇申込期限…11月17日（必着）
申詳しくは市HPか市消費生活セ
ンター☎808-7512D808-7501
メールsyouhi＠city.kagoshima.lg.
jpへ

安心安全まちづくり推進会議委員
内防犯・防災・事故防止など安
心安全なまちづくりへの提言な
ど　対市内に住む20歳以上の人
期来年２月から２年間　定若干
名（レポートと面談による選考）
◇申込期限…11月26日（消印有
効）　申詳しくは市HPか安心安
全課☎216-1209D226-0748メールan
shin＠city.kagoshima.lg.jpへ

かごしま教育文化振興財団職員
内一般事務　対平成４年（障害
者は平成２年）４月２日以降に
生まれ、大学か同等の学校を卒
業した人　※卒業見込み可
◇採用日…来年４月１日　定１
人　◇申込期限…11月26日（必
着）　申詳しくはかごしま教育
文化振興財団HPか
同財団事務局
☎227-1932
D226-3248へ
農業委員会委員候補者（推薦含む）
内農地法の許認可や農地利用の
最適化推進のための現場活動な
ど　対農業に関する識見を持つ
人　◇任期…来年４月29日から
３年間　定19人（書類などによ
る選考）　◇申込期限…12月７
日（消印有効）　申詳しくは市HP
か農業委員会事務
局☎216-1466
D216-1292、
各支局へ

文化芸術事業に助成します
対来年度に市内で実施する文化
芸術に関するイベントや展覧会
など　※個人の実施は除く
◇補助額…対象経費の２分の１
（上限20万円）　◇募集期間…11
月24日～来年１月
17日（必着）　申詳
しくは市HPか文化
振興課☎216-1501
D216-1128へ

第52回桜島火山爆発総合防災
訓練（住民避難訓練）
期11月20日（土）８時30分～12時
所桜島地域、桜島港桜島フェリ
ーターミナル、南栄リース桜島
アリーナ　◇訓練内容など詳し
くは市HPか危機管理課☎216-
1513D226-0748へ

ランニング桜島大会 交通規制
期12月５日（日）10時～12時
所袴腰交差点～二俣港退避舎付
近　◇フェリー・バスの運行情
報は各運行事業者に確認を
◇詳しくはランニング桜島実行
委員会HPか同実行
委員会（スポーツ
課）☎803-9621
D803-9623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
◇受付日時…火～土曜日の10時
～16時（休日を除く）　※犯罪被
害者週間（11月25日～12月１日）
は９時～17時に延長し、毎日受
け付け　◇相談専用電話☎226-
8341　問かごしま
犯罪被害者支援セ
ンター☎805-7830
D805-7831
アジア戦略補助金の実績紹介
◇アジアとの交流を深め、鹿児
島を活性化するモデルとなる取
り組みに対し、令和元年度から
２年間、経費の一部を補助しま
した　◇国際交流や人材活用な
どの実績・成果を
市HPで紹介してい
ます　問アジア戦
略室☎808-7510
D216-1108
魚類市場のロゴマーク・愛称決定
◇ロゴマーク…桜島と錦江湾を
背景に生き生きとした魚を表現
◇愛称「さつま黒潮市場」…鹿
児島を親しみやすく「さつま」、
おいしい魚を「黒潮」で表現
問魚類市場☎223-0310D223-9817
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●自立相談支援員による生活・雇用相談
　生活・就労支援センターかごしま☎803-9521D216-1234
　８時30分～17時15分
●産業カウンセラーによるキャリアカウンセリング
対市内に住むか通勤する女性　※学生を除く
◇詳しくは勤労女性センター HPか同センター☎・D255-7039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
　※オンライン面談も実施（希望する人は事前にご相談を）
●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）
●各種相談　※中止や変更になることがあるので事前にご確認を
相談名 期　日 場　所 時　間

税　務・
登　記

11月10日（水） 谷山支所

13時～16時

11月11日（木） 市民相談センター
11月17日（水） 吉野支所
11月18日（木） 伊敷支所
12月８日（水） 谷山支所
12月９日（木） 市民相談センター

登記のみ 11月25日（木） 桜島支所（桜島総務市民課）
不動産鑑定 11月17日（水） 市民相談センター建　築 11月18日（木）

人　権

11月11日（木） 吉野支所
11月12日（金） 喜入支所 10時～15時
11月16日（火） 谷山支所 13時～16時
11月17日（水） 吉田福祉センター

10時～15時11月24日（水） 松元支所
11月25日（木） 桜島支所（桜島総務市民課）
12月２日（木）

市民相談センター

13時～16時
行政関係申請
手続き

11月24日（水）
12月１日（水）
12月７日（火） 谷山支所

花と緑 11月10日（水） 市民相談センター12月８日（水）
【サンサンコールかごしま☎808-3333】

生活・雇用相談、就労支援（無料）

市 民 相 談 （無料）

鹿児島市民表彰受賞者の決定
　永年にわたり市勢の発展に尽力されるなど、その
功績が特に顕著な市民などをたたえる「鹿児島市民
表彰」を諏

す わ

訪健
けんさく

筰氏・音
おと

野
の

知
とも

子
こ

氏に授与します。

【総務部総務課☎216-1125D224-8900】

諏訪 健筰 氏 音野 知子 氏
　市公平委員会委員長などの
要職にあって、本市の公正・
中立な人事行政の確立に大き
く貢献されました。

　市スポーツ推進委員協議会
会長などの要職にあって、地
域のスポーツ・レクリエー
ション活動の普及、振興に大
きく貢献されました。
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