
○家　　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます
○入居基準（主なもの）
　・持ち家がないこと
　・世帯の月額所得が158,000円以下であること
　・同居する家族がいること
　・市税等（市税・水道料金など）の滞納がないこと
　・原則として、公営住宅に入居していないこと
　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
○入居時必要なもの
　・敷金（家賃の３か月分）・連帯保証人（２人）
○申込期間  11月５日(金)～11月16日(火)
○抽 選 日
　◎ひばりが丘団地・文京町団地
　　11月19日(金)10:00～　串木野庁舎２階会議室
　◎日ノ出住宅
　　11月19日(金)14:00～　市来庁舎１階会議室
○入居予定日　12月1日(水)
○申込・問合せ
　・市来庁舎　都市計画課　建築係
　・串木野庁舎　土木課　分室係（☎33-5679）

　この公募展は、県民に鹿児島のみどりの素晴しさ
を写真によって再認識していただき、将来にわたっ
てみどりを創造し、残していくために開催するもの
です。
○テ ー マ　鹿児島県内の森林、樹木、植物類および
　　　　　　その存する風景、情景　
○応募期間　11月1日から12月末日まで
※その他詳細については、農政課・産業経済課または、
　下記へお問い合わせください。
○申込・問合せ 
 　　　 ㈶かごしまみどりの基金
　　　　〒892-0816　鹿児島市山下町９-15林業会館内
　　　　　☎099-225-1515

　　　　　

　市内居住者が市内で生産した農産物等を対象と
して農産物品評会を開催いたします。
 出品者に農業用器具等の景品が当たる抽選会も
行いますので奮ってご出品ください。
○農産物品評会出品物搬入日時
　　    12月４日(土)９:00～12:00
○場所　いちきアクアホール駐車場特設テント
○表彰　市長賞、議長賞、ＪＡ賞、入賞など
※出品された農産物は、いちき串木野市技連会で
　設定した価格で引き取り、全て12月５日(日)開
　催のふれあいフェスタ時に展示した後、即売い
　たします。
※出品規格及び要領は、農政課(串木野庁舎)、産
　業経済課(市来庁舎)、さつま日置農協(市内各
　支所等、北部営農センター)、市来えびす市場、
　季楽館にあります。
○問合せ　産業経済課

　ふれあいフェスタ会場で市来農芸高等学校の先
生方、生徒の皆さんが講師となり、クリスマス・
お正月に向けてのリース作りと草花の寄せ植え講
座を開催いたします。興味のある方は、奮ってご
応募ください。
○日　  時　12月５日(日)
　　・リース作り講座　　　１回目10:00～10:30
　　　   　　　　　　　 　２回目11:00～11:30
　　・草花の寄せ植え講座　１回目13:30～14:00
　　　　　　　　　　　    ２回目14:30～15:00
○場  　所　会場内（市来農芸高等学校特設テント）
○参 加 料　無料
○参加対象　市内居住者
○参加定員　各回講座10人(定員になり次第締切)
○申込・問合せ　産業経済課�

　安心安全な新鮮野菜を自分の手で育ててみませ
んか？
○対 象 者　市内在住の個人または団体
○募集区画　２区画（約20㎡/１区画）
○場　　所　酔之尾の雇用促進住宅北側
○利 用 料　無料
○募集期限　11月15日(月)
○申 込 先　農政課農林係（電話可）
※申込者多数の場合は抽選となります。

備　考
建設年度
募集戸数

住　宅　名 構造・設備

公

募

住

宅

日ノ出住宅
（アクアホール

近く）

ひばりが丘団地
（だいわ串木野
店近く）

文京町団地
（串木野高校
近く）

平成９年度
１戸

中耐４階建
（４階）・３ＤＫ・

水洗ﾄｲﾚ

中耐５階建
（１階）・２ＤＫ・

水洗ﾄｲﾚ

中耐４階建
（１階）・４ＤＫ・

水洗ﾄｲﾚ

平成元年度
１戸

平成５年度
１戸

単身入居
不可

単身入居可
（60歳以上）

単身入居
不可



　冠岳・生福地区の活性化及び観光振興を図る「か
んむりだけ山市物産展」が開催されます。
○日　時　11月23日(火・祝)勤労感謝の日
　　　　　９:00～15:30
○場　所　冠岳花川砂防公園
○その他の催し  長崎龍踊り
　　　　　　　　田中星児ミニコンサート
　　　　　　　　柴燈護摩供養　冠岳神社秋季例大祭等
○駐車場（各駐車場からシャトルバス運行）
　　　　　・第１駐車場（胡麻段）～串木野方面から～
　　　　　・第２駐車場（宇都）～樋脇方面から～
　　　　　・第３駐車場（多目的グラウンド東側）
　　　　　・第４駐車場（　　　〃　　　　南側）

○応募規定
  ①テーマは荒川に関することです。
　②応募作品は、カラープリントで４つ切り(ワイ
　　ド４つ切り可)に限ります。
　③応募枚数には制限はありませんが、未発表の
　　ものに限ります。（※作品の返却はいたしません）
　④応募作品の版権は主催者に属し、ネガまたは、
　　データの提出をお願いします。
　⑤応募作品の裏側には、必ず下記の応募票を添
　　付してください。
○応募締切  11月26日(金)必着
○申込み先  郵送または持込でお願いします。
           　〒896-0065 いちき串木野市荒川2450
                      荒川コミュニティセンター内
            第10回荒川写真コンテスト係
○審    査  11月28日(日)に主催者側で行います
○表 彰 式  12月５日(日) 第16回田園荒川ず’カ
　　　　　　ップゴルフ大会時表彰
○主    催  荒川清流会

画  　題

住  　所

氏 　 名

電話番号

カ メ ラ

撮 　 影

・・・・・・・・・・・・・・・切り取り・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・切り取り・・・・・・・・・・・・・・・
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※定員は各講座10人（やむをえず開講できない場合

　もあります）

※受講料にテキスト代を含みます

○場    所  川薩人材育成センター

○申込方法  電話にて直接、川薩人材育成センター

　　　　　　へ申し込みください。

○受付時間  平日９:00～17:00

　　　　　　（土・日・祝日は除きます）

○申込締切  11月24日(水)

○講 座 名  ３級簿記講座

○場  　所  川薩人材育成センター

○講習日時  12月７日(火)～平成23年２月15日(火)

　　　　　　毎週火・木・金曜日（全24回）

　　　　　　18:30～21:00

○定　  員  10人（先着順）

○受 講 料  40,000円（テキスト代込み）

○申込方法  電話・ＦＡＸ（氏名・住所・電話番号

　　　　　　・講座名を明記）にて直接、川薩人材

　　　　　　育成センターへ申し込みください。

○申込締切  11月30日(火)

○講 座 名  カード作成入門講座

○対 象 者  マウス操作及び文字入力程度ができる方

○場　  所  川薩人材育成センター

○講習日時  12月12日(日)13:00～16:00

○定  　員  10人（定員を超えたら抽選となります）

○受 講 料  無料

○申込方法  往復はがきにて川薩人材育成センター

　　　　　　へ申し込みください。

　　　　　　(氏名・住所・電話番号・講座名を明記)

○申込締切  11月25日(木)消印有効

○申込・問合せ  川薩人材育成センター

                〒895-0044  薩摩川内市青山4597

                  ☎22-3873  FAX20-6423

川薩人材育成センターでは、次の講座生を募集します。

講　座　名　　　　受講期間

①表計算基本講座
(マウス・キーボード
　操作のできる方)

②文書作成基本講座
(マウス・キーボード
　操作のできる方)

③ＣＡＤ基本講座
(マウス・キーボード
　操作のできる方)

12/3～12/28
火・金曜日
(全８回)

12/4～1/29
土曜日(1/1除く)
(全８回)

12/4～1/29
土曜日(1/1除く)
(全８回)

18:30
～
21:00

13:00
～
16:00

13:00
～
16:00

30,000円

30,000円

30,000円

受講料
受講
時間

応　募　票



　建築・造園・家具などの技、製品、製作過程を

見ながら、体験を通して、技能のすばらしさ、楽

しさを体感していただくことを目的に、技能まつ

りを開催します。ぜひご来場ください。

（入場無料）

○日    時　11月20日(土)10:30～16:30

　          11月21日(日)10:00～16:00

○場    所　かごしま県民交流センター

○主な催し  

　技能体験教室、優れた技能士の製品の出展、

　かんな削りコンテスト、チャリティーカット等

○問 合 せ

　鹿児島県職業能力開発協会  ☎099-226-3240

　http://www.syokunou.or.jp/

　鹿児島県では、県外に進学した若者のＵターン

就職を促進するとともに、県内企業の人材確保を

図るため、福岡県で企業説明会を開催します。

○日　時　11月13日(土)13:00～16:30（受付12:30～）

○場　所　福岡ファッションビル

　　　　　（福岡県博多区博多駅前２-10-19）

○対象者　平成23，24年３月卒業予定の学生及び

　　　　　35歳未満の若年者

○問合せ　鹿児島県雇用労政課 ☎099-286-3028

　荒川の大自然の中で、楽しい一日を過ごしませ

んか？

○日　　時　12月５日(日)９:00スタート

○集合場所　荒川コミュニティセンター前付近

・田んぼゴルフ ※高校生以上対象

　　参加料は、プレイのみ参加が2,000円(昼食付)

　　プレイ及び反省会まで参加が2,500円(昼食付)

　　詳しくは、申込用紙をご覧ください。

　※クラブ・ボールは主催者で準備しますが、各

　　自、長靴をご持参ください。

・地元農産物即売コーナー

○田んぼゴルフ申込み

　荒川コミュニティセンター・中央公民館・社会

　教育課（市来庁舎）に備え付けの申込用紙に記入

　し、11月15日(月)までに申し込みください。

○問　合　せ　荒川コミュニティセンター

　　　　　　　（☎32-8809）

　毎年恒例の羽島青年学級主催の「第29回羽島青

年文化祭」が次のとおり開催されます。

　皆様の多数のご来場をお待ちしています。

○日  　時  11月21日（日）13:30～

○場  　所  羽島小学校体育館

○入 場 料　無料

○主　　催  羽島青年学級

○出演演目  羽島青年学級（踊り・演劇）

　　　　　  羽島保育園・幼児園（マーチング）

　　　　　　羽島小学校（竹太鼓・大型紙芝居）

　　　　　  羽島中学校（吹奏楽演奏）

　　　　　  婦人会（踊り）　等

※プログラム等の詳しい内容につきましては、青

　年学級ホームページ（http://www.bunise.com）

　をご覧ください

「健康な人づくりで豊かな郷土を築こう」をスロ

ーガンに、誰もがすこやかで生きがいを持ってい

きいきと暮らせる長寿社会を目指して、「元気い

きいきフェスタ2010」を開催します。

○日　時  11月19日(金)10:00～14:30

○場　所  市民文化センター

○内　容  

　10:00～　オープニングセレモニー

　　　　　 表彰式

　12:30～ 寸劇「地域の安心見守り（隊）た～い！」   

　13:40～　アトラクション「神村学園 鼓舞道部」

　郷土の味、手作り麦味噌の作り方を学びます。

　鹿児島の味を生かしながら、健康を考えた減塩

無添加のお味噌を手作りしてみませんか！

○日　　時　12月２日(木)・３日(金)９:00～13:00

○場　　所　冠岳コミュニティセンター

○対　　象　市内に居住または勤務している方で

　　　　　　２日間とも参加できる方。

　　　　　　（申込人数が多い場合は初めての方

　　　　　　　を優先します）

○募集人員　15人

○受 講 料　無料(ただし、材料代実費負担)

○持ってくる物　エプロン、三角巾、長靴、味噌を入れ

　　　　　　る容器

○申 込 み　11月25日(木)までに来館、または電話

　　　　　　で働く女性の家へ申し込みください。



　鹿児島県と鹿児島県社会福祉協議会では、福祉

職場の人材確保と就職希望者の求職活動を支援す

るため、福祉職場の人事担当者と就職希望者との

就職面談会を開催します。

○日  時  11月25日(木)13:00～16:00

○場  所  ホテル太陽パレス(本館)

　　　　　薩摩川内市横馬場町３-１

○対　象　①福祉職場へ求職を希望される方及び

　　　　　　来春大学・専門学校などの卒業予定者

　　　　　　並びに進路指導担当者

　　 　　 ②求人予定の福祉施設の人事担当者

○内  容  就職面談会、求職登録相談など

○問合せ  鹿児島県社会福祉協議会

　　　　　　福祉人材・研修センター ☎099-258-7888

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金の

請求受付が始まりました。

○対　象　者　戦後強制抑留者で平成22年６月

　　　　　　　　16日に日本国籍を有するご存命

　　　　　　　　の方

○請求受付期間　平成22年10月25日(月)～

　　　　　　　　平成24年３月31日(土)

○問　合　せ　

　　独立行政法人平和祈念事業特別基金

　　　事業部特別給付金担当

　    ☎0570-059-204（ナビダイヤル）

　　　（IP電話、PHSからは☎03-5860-2748）

　   受付時間　平日９:00～18:00

　　（土曜、日曜、祝日はご利用いただけません）

　いちき串木野市国際交流協会では、市内に在住

する外国出身者の協力により国際料理講座を開催

します。

　皆様の多数のご参加をお願いします。

○日　　時  12月11日(土)10：00～13：30

○募集人員  25人（定員になり次第締切）

○場    所  働く女性の家

○内　　容　スコットランド料理

○講　　師  カースティン・ブラウンさん（市ALT）

○参 加 料  500円(材料費を含む)

○申 込 み  12月３日(金)までに

            いちき串木野市国際交流協会事務局

　　　　　　☎33-5628(市役所政策課内)へ

※なお、お子様連れの方は託児所もありますので、

　お気軽にご参加ください。

　人と動物の共生をめざして、「かごしま動物愛護
のつどい」が開催されます。会場はペット同伴可能
で、愛犬と一緒に参加できるイベントも盛りだく
さんです。
　また、綿菓子・ポップコーン・牛乳などの無料配
布もあります。ぜひお越しください。
○日  時　11月14日(日)10:30～15:00
○場　所　日置市伊集院町徳重　交通広場
　　　　　（プラッセだいわ伊集院店横）
○内　容　・ドッグフェスティバル
　　　　　・警察犬デモンストレーション
　　　　　・動物ふれあいコーナー
　　　　　・愛犬つめ切り、しつけコーナー
　　　　　・犬、猫譲渡会　など
○参加料  入場無料
○駐車場 犬同伴の方に限り、無料駐車場をご用意
　　　　　しております。それ以外の方は、公共交
　　　　　通機関か有料駐車場をご利用ください。
○問合せ　鹿児島県保健福祉部生活衛生課
　　　　　☎099-286-2788

　公用車を売却します。購入希望の方は、申し込み
ください。
○汲取車　　１台
　・車      体　三菱（アルミパネル付）
　・最大積載量　2,700㎏　
　・総 排 気 量　4.21ℓ
　・走 行 距 離　209,664㎞（平成22年９月末現在）
　・初年度登録　平成９年１月
　・車検有効期間満了日　平成23年１月24日
○最低価格　50,000円（リサイクル料金含む）
○車確認日時　11月19日(金)９:00～17:00
　　　　　　　※事前に連絡をしてください
○申込期限　11月24日(水)までに当組合に購入希
　　　　　　望申込書を提出してください
○入札日時・場所　
　(1)日　時　11月26日(金)10:00
　(2)場　所　串木野衛生センター２階会議室
○申込・問合せ  いちき串木野市・日置市衛生処理
　　　　　　　　組合
※購入に係る手数料(名義変更手数料等)は落札者
　の負担になります。

　11月15日(月)から平成23年３月15日(火)まで狩
猟が解禁されます。
　山へ行かれる方は、赤色など目立つ服装をし、更
にラジオを鳴らすなど自分の存在が分かるように
して、十分注意してください。



　市地区対抗駅伝競走大会を開催いたします。地
区代表選手が力走いたしますので、皆様の多数の
ご声援をよろしくお願いします。
○期　　日　11月28日(日)　※小雨決行・荒天中止
○場　　所　公設卸売市場及び新港周回コース
○開 会 式　９:00～
○競技時刻　【スタート】９:45　
　　　　　　【ゴール】11:00(予定)
【お願い】
　当日は会場周辺の交通混雑が予想されます。市
　民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いい
　たします。

○日  時　11月13日(土)９:30～15:00
○場  所　いちきアクアホール
○内　容　偏光板マジック，電気くらげで遊ぼう，
　　　　　ＣＤ風船リニアモーターカー，　
　　　　　アメリカンフラワーをつくろう等
　　　　　（13ブース）
○対象者　幼児・児童・生徒
　　　　　(一般の方の参加もできます)
○入場料　無料

○日　  時　12月５日(日)９:00　開会式
○場　  所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（開・閉会式）
　　　　　　串木野体育センター
○参加資格　市内に居住(住民登録者)する小学４  
　　　　　　年生以上の方
　　　　　　※但し男性２人〈50歳以上１人、50
　　　　　　　歳未満１人（大会当日の年齢）〉
　　　　　　　までの出場を認める
　　　　　　※コート内でプレーできる児童生徒
　　　　　　　及び高校生は３人までとする
　　　　　　※チーム編成困難な公民館は、同一
　　　　　　　地区内の大会に出場しない公民館
　　　　　　　から補充することができる
○競技方法　15点先取２セットマッチ(予選リンク)
　　　　　　15点先取３セットマッチの２セット
　　　　　　先取(決勝トーナメント)
○試 合 球　(財)日本バレーボール協会制定のソフト
　　　　　　　バレーボール
　　　　　 （ゴム製円周78±１㎝、重量210±10ℊ）
○チーム編成　10人以内とし、登録者全員が毎試合１回
　　　　　　は出場すること
○申込方法　11月26日(金)17時まで（期日厳守）
　　　　　　にＢ＆Ｇ海洋センター体育館へ申し
　　　　　　込んでください。
　　　　　　※要項及び申込書、競技規則は上記
　　　　　　　施設にあります。
○組合せ抽選　11月30日(火)15時からＢ＆Ｇ海洋セ
　　　　　　ンター体育館のミーティングルーム
　　　　　　で行います。
○参 加 料　１チーム　1,000円（大会当日納入）
○そ の 他　主審・副審・線審は各チームで行います　
○問 合 せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎32-8994）
　　　　　　（指定管理者：㈱日本水泳振興会）

　平成23年版農業日誌等の予約を受付けます。
　ご希望の方は直接農政課または産業経済課に申
し込みください。
○種　　類  ・農業日誌（Ｂ６版）：1,400円/冊
　　　　　  ・ファミリー日誌：1,400円/冊
　　　　　　・新農家暦：490円/冊
　　　　　　※代金は引渡し時にお支払いください
○申込期限　12月３日(金)
○引渡予定　12月中旬

へ る しー



　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進

協議会では、農業用廃プラスチック類の回収(串木

野地域)を行います。これらの野焼き・不法投棄は

法律で禁じられています。

　農業者の方は次の注意事項をしっかり守り、回

収にご協力ください。

○回収日時  11月16日(火)８:30～11:30

○回収場所  野元家畜市場跡地

○処理経費  （廃プラ）：処理単価　30円/㎏程度

　　　　　　　※農協口座で引落扱いとなります

○持参するもの  印かん

○注意事項

　★３か所を同種類のビニールひもで結び、つづ

　　ら折りにしてください。

　★農薬の空ポリ容器・缶については、キャップを

　　取り除き、中を洗浄してください。

　★運搬の際に「産業廃棄物運搬車両」の表示及び

　　書面の携帯が必要になります。

※なお、不用農薬の回収は12月予定の市来地域の

　農業用廃プラスチック類の回収時にＪＡ北部営

　農センターで行います。

○問合せ　農政課農林係

　　 　　 さつま日置農協串木野支所経済課  

　　　　　　☎32-3265

　環境保全型農業の基本である「土づくり」を推進

するとともに、市内畜産農家が製造したたい肥の

地元利用を図るため、たい肥購入費の助成を行っ

ています。

　申請を希望される方は審査が必要となりますの

で、必ず事前にお問い合わせください。

○対 象 者  農家台帳に記載のある農家

○対 象 農 地  農家台帳に記載のある農地

○対象たい肥　県へ届出を行った市内の畜産農家

　　　　　　　等が製造・販売する完熟たい肥

○補 助 割 合　県指針等を上限としたたい肥購入

　　　　　　　経費の1/4(100円未満切捨)を助成

※牛ふん主体の完熟たい肥量（10aあたりトン数）の例

○添付書類  たい肥を購入した領収書等

　※領収書の日付は平成22年４月１日～平成23年

　　３月31日のものに限ります

○申請期限  平成23年３月31日

○問 合 せ  農政課農林係

　　　　　　産業経済課農林係  ☎21-5122

　意欲ある農業者を対象として、農業用ハウス(概
ね70㎡以上)を設置する場合は、補助金(1/3以内，
限度額10万円)を交付します。
　ハウス設置について検討されている方は、条件
等がありますので、農政課農林係(串木野庁舎)ま
たは産業経済課農林係(市来庁舎)までご相談・ご
連絡ください。　
※ハウスを設置した後の申請はできません。
※過去に補助を受けた方の申請はできません。

○11月７日(日)８:30～
　　　　旭小学校付近一帯（火災防ぎょ訓練）
○11月14日(日)６:30～
　　　　羽島漁民アパート付近一帯（消防合同演習）
【ご協力とお願い】
　上記日程で演習等が行われ、防災行政無線や消
防車によるサイレン吹鳴、また、付近では車両の
交通規制を行いますので、市民の皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

○期間　11月９日(火)～11月15日(月)
○全国統一防火標語
　　『「消したかな」 あなたを守る 合言葉』
　この時季は季節風が強く、空気が非常に乾燥す
　るため火災が起こりやすくなります。
　一人ひとりが、火の取扱いには十分注意して火
　災を出さないようにしましょう。
　

　　　　　　　　　　（３つの習慣・４つの対策）
○３つの習慣
　１．寝たばこは、絶対やめる。
　２．ストーブは、燃えやすいものから離れた位
　　　置で使用する。
　３．ガスこんろなどのそばを離れるときは、必
　　　ず火を消す。
○４つの対策
　１．逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器
　　　を設置する。
　２．寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐ
　　　ために、防炎品を使用する。
　３．火災を小さいうちに消すために、住宅用消
　　　火器等を設置する。
　４．お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
　　　隣近所の協力体制をつくる。　 

　※住宅用火災警報器の設置期限

　　平成23年５月末日まで！

完熟たい肥量    １．５     ３．０     ２．０

単位：ｔ/10ａ　 水  稲　  レイシ　 かんきつ類

住宅防火　いのちを守る　7つのポイント



　12月は、給与等に係る源泉所得税の年末調整の

月です。

　毎月の給与等から源泉徴収された所得税の１年

間の合計額と、その年の給与総額に対する年税額

とは一致しないのが普通です。

　このため、源泉徴収税額の過不足分を精算する

必要があります。この手続きを「年末調整」と呼

んでいます。

　大部分の給与所得者は、年末調整により、その

年の納税を完了することになりますので、年末調

整が正しく行われるためには、勤務先に扶養親族

や保険料などの申告を正しく行うことが大切です。

　詳しくは、最寄りの税務署にお気軽にお尋ねく

ださい。

・伊集院税務署（☎099-273-2541）※自動音声案内

　税金は、私たち国民が豊かで安定した暮らしが

できるように、国や地方公共団体が活動するため

の大切な財源です。

　今年の「税を考える週間」は、「ＩＴ化・国際化と税」

をテーマとして、各種の広報・広聴活動を行うこと

にしています。

　「税を考える週間」は、国民生活に深いかかわり

を持っている税について、その意義（必要性）や役

割（使途）、税務行政の現状をわかりやすく説明す

るとともに、国の基本となる税に対する理解を一

層深めていただくために設けられているものです。

○テーマ「ＩＴ化・国際化と税」

○税に関する作品展（書道・標語・作文）

　11月11日(木)～17日(水)

　〔串木野庁舎玄関ロビー・市来庁舎玄関ロビー〕

※このほか、税についてわからないこと、知りたい

　ことがありましたら、次のところへお気軽にご

　相談ください。

・伊集院税務署（☎099-273-2541）※自動音声案内

・串木野庁舎税務課（☎33-5616）

・市来庁舎市民課税務係（☎21-5116）

税務課（☎33-5616)

「税を考える週間」11月11日～17日
～ＩＴ化・国際化と税～

税務課（☎33-5617)

固 定 資 産 税 に 関 す る お 知 ら せ
～ 土 地 は 現 況 で 課 税 ～税務課（☎33-5616)

給 与 所 得 者 の 年 末 調 整

　土地に対する固定資産税は、毎年１月１日現在
の利用状態(現況)によって課税されます。
　今年１月２日以降に利用状況(現況)を変更され
た方は、税務課固定資産税係または市来庁舎市民
課税務係へ届出をしてください。
　農地(田、畑)を転用許可により埋立や造成等を
行い農地以外として使用している場合には、その
使用されている地目で課税されますので、税額が
上昇する場合があります。
　なお、法務局へ地目変更の登記をされた方は届
出の必要はありません。

※受付は13:30より行います。当日は説明資料を
　配布しますのでお早めにお越しください。
○伊集院税務署（☎099-273-2541）※自動音声案内

○鹿児島県最低賃金は県下の全ての労働者に適用
　されます。ただし、別に定める特定最低賃金(産
　業別最低賃金)の産業に該当する場合は、当該
　最低賃金も適用されます。
○最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどす
　べての労働者に適用され、使用者は労働者に対
　して最低賃金額以上の賃金を支払わなければな
　りません。
○最低賃金には次の賃金は算入されません。
(１)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(２)一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞
　　与など)
(３)時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
(４)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
※以下の産業は特定最低賃金(産業別最低賃金)が
　適用されます。(現在の額は次のとおりですが、
　今後の金額については審議中です。) 
　◎電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器
　　具、情報通信機械器具製造業…時間額688円
　◎百貨店、総合スーパー…………時間額668円
　◎自動車(新車)小売業……………時間額700円
○問合せ　鹿児島労働局　賃金室　☎099-223-8278
　　　　　鹿児島労働基準監督署　☎099-214-9175

税務課(☎33-5616)

平成22年分事業所向け年末調整説明会

法人・個人

月　　日　　　時　間　　 　説明会場　　　対象者

11月25日
（木）

14:00
　　　～15:30

いちき
アクアホール

鹿児島県最低賃金が時間額642円に！
【鹿児島県最低賃金が平成22年10月28日より

時間額642円に改正されました】

商工観光課（☎33-5638）

鹿児島県最低賃金
(地域別最低賃金)

最低賃金額

時 間 額
効力発生日

642円 平成22年
10月28日



　市では、平成18年度から平成22年度にかけ、麓周

辺地区において「まちづくり交付金事業」に取り組

んでまいりました。

　まちづくり交付金事業では、事業終了年度に事

後評価を実施し、都市再生整備計画の中で設定し

た数値目標の達成状況を確認して事業がもたらし

た成果を客観的に評価し、市民に公表することと

なっています。

　この度、事後評価案をまとめましたので、ご意見

をお寄せください。

○閲覧期間　11月５日(金)～19日(金)

○閲覧方法　・土木課分室(串木野庁舎)及び都市

　　　　　　　計画課(市来庁舎)での閲覧（８:30

　　　　　　　～17:15 ただし土・日曜日を除く）

             ・市ホームページでの閲覧

                  http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/

○意見の提出方法

           電話・FAX・E-Mailにてご提出ください

            （様式不問）

○提 出 先  都市計画課 ☎21-5153  FAX21-5192

  　　　　　　E-Mail  tokei2@city.ichikikushikino.lg.jp

　第28回全国都市緑化かごしまフェア実行委員会

では、花かごしま2011の「ロゴマーク」や「マスコッ

トキャラクター(ぐりぶー)」をグッズや印刷物等

に使用して、「鹿児島」と「花かごしま2011」を応援

してくださる方々を募集しています。

  一緒に「鹿児島」と「花かごしま2011」を盛り上げ

てみませんか？

　多数のご応募をお待ちしております。

　詳しくは「花かごしま2011」の公式ホームページ

をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

○問合せ

　第28回全国都市緑化かごしまフェア実行員会事務局

  ☎099-286-2846

  インターネット検索『花かごしま2011』

都市再生整備計画(まちづくり交付金)の
事後評価案の公表

「ぐりぶー」をグッズ等に使用して
『花かごしま2011』を応援してみませんか！

長崎鼻公園等の工事のお知らせ

屋外広告物の正しい掲出と手続きについて

通行止
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