※郵送・FAX 等での応募等が可能な場合は、
各情報の下段に宛先を記載しています。

重度の障がいがある人へ
タクシーの料金を助成します

お知
らせ

タクシー利用券 500 円× 12 枚

●助成内容
●対象

以下の要件をすべて満たす市内の住民登録者

○身体障害者手帳（１級・２級）
、療育手帳（Ａ１・Ａ２）、
精神障害者保健福祉手帳（１級）のいずれかを持っ
ていること
○本人及び世帯員が車両を保有していないこと
○社会福祉施設等に入所していないこと（在宅）
○前年度に市民税が課税されていないこと
●申請

障害者手帳・印鑑を持参

付可

※各総合支所も受

℡ 0994-31-1113

リレーや綱引きなど８〜 10 種目の競技をチーム対抗戦
で競い合う市民参加型の運動会 ※参加賞有り
●日時 ５月 19 日（日） 9:00 〜 17:00
●場所 鹿屋体育大学
スポーツパフォーマンス研究センター
●対象者 県内に在住する小学生以上の人
●定員 20 チーム（先着順） ※１チーム 10 〜 20 人
●参加料 １人 1,500 円（保険料含む）
ブルー ウ ィ ン ズ

●応募 「LINE」アプリで「Blue Winds」を「友達追加」
し、
４月８日（月）〜５月６日（月・休）に、専用フォー
ムから申込
鹿屋体育大学 SA 室

土地（家屋）価格等縦覧帳簿の
縦覧・固定資産課税台帳の閲覧

お知
らせ

「2019かのやエンジョイ
スポーツ」の参加チーム

ライン

※新規は民生委員の証明が必要で月割交付

市福祉政策課

募集

℡ 0994-46-5059

図書館ボランティア

募集

縦覧（土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿）

市立図書館の本や本棚の整理、貸し出し受付の補助、

●記載内容

イベント等の補助

土地の所在・地目・地積・評価額、家屋

の所在・建築年・種類・床面積・評価額等

●活動日時

●期間

４月１日（月）〜５月 31 日（金）の開庁日

●場所

市税務課、各総合支所住民サービス課

●対象者

●場所

固定資産税の納税者

※固定資産税が課税されない人は縦覧不可

※随時申込が可能

●記載内容

来庁者の印鑑、本人確認書類（注）、委
無料
市立図書館

℡ 0994-43-9380

●場所

市税務課、各総合支所住民サービス課、各出
土地・家屋・償却資産の所有者及び関係者

（所有者と同居の親族、納税管理人、借地人、借家人、
代理人）
●必要なもの

来庁者の印鑑、本人確認書類（注）、課

税明細書又は納税通知書、委任状及び関係が証明で
きる書類等（所有者以外の人による閲覧の場合）
●手数料

１件 200 円

※上記の縦覧期間は無料

（注）本人確認書類＝官公庁発行の顔写真付き証明書（運
転免許証等）は１点、健康保険証・年金証書・預
貯金通帳等その他証明書は２点
市税務課

℡ 0994-31-1112
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●申請

など

市に事前相談のうえ、５月７日（火）〜６月 7 日（金）

４

月の主な催し物

期日・期間

催し物

に解体撤去費用の見積書・位置図・現況写真等を提出
市安全安心課

℡ 0994-31-1124

募集

予約制子宮頸がん・乳がん検診
の受診者

●日程

６月３日（月）〜５日（水）、13 日（木）
・14 日（金）、

市保健相談センター
市内在住で、2020 年３月 31 日時点で次の

年齢に該当する女性

場所

４月６日
（土）

旧鹿屋航空基地特別攻撃隊
戦没者追悼式

小塚公園

４月７日
（日）

鹿児島県議会議員選挙 投票日

各投票所

４月８日
（月）

市内小・中学校入学式

市内各小・中学校

くしら桜まつりイベント

平和公園

輝北畜産まつり

日枝神社

４月14日
（日）

４月27日
（土）

エアーメモリアルinかのや2019
佐世保音楽隊演奏会

４月27日
（土）
かのやばら祭り2019春
〜６月２日
（日）

かのやばら園

エアーメモリアルinかのや2019
航空ショー

４月28日
（日）

市文化会館

４月29日
（月・祝）輝北グリーンハイキング

海上自衛隊
鹿屋航空基地
輝北うわば公園

※市の主催・共催など主なもの

○乳がん検診＝ 40 歳以上

■主な月間・週間など

●１日あたりの定員

○未成年者飲酒防止強調月間（4月1日〜30日）

各 170 人（先着順）

●受診費用及び内容

○AV出演強要・
「JKビジネス」
等被害防止月間（4月1日〜30日）

○子宮頸がん検診＝ 500 円（問診、頸部細胞診）

○発達障害啓発週間（4月2日〜8日）

○乳がん検診

○科学技術週間（4月15日〜21日）

●応募

障害者委託訓練生（パソコン
事務科③３か月コース）

募集

張所
●対象者

③解体・撤去後の跡地利用計画がある

○みどりの月間（4月15日〜5月14日）

40 〜 49 歳＝ 1,000 円（問診、
マンモグラフィ２方向）

家屋の所在・建築年・用途・課税標準額等
開庁日は随時閲覧可能

②解体業者は建設業法の許可を受けた市内業者

50 歳以上＝ 500 円（問診、マンモグラフィ１方向）

土地の所在・地目・地積・課税標準額等、

●期間

①市が実施する危険度判定基準を超えている

●対象者

来館又は連絡

座

催し物

空き家の所有者・管理者

○子宮頸がん検診＝ 20 歳以上

●申込

閲覧（固定資産課税台帳）

講

●補助要件

●場所

18 歳以上の人

お知らせ

Information

条例等に基づき、助言・指導を受けた

の 10:00 〜 18:00 の間で、希望する日時
市内に在住する

i

募集・申請

②安全対策に必要な経費の２分の１（上限 10 万円）
●補助対象者

※７月 14 日（日）は 16:00 〜 19:00

※家屋のみの納税者は土地縦覧不可
任状（代理人による縦覧の場合） ●手数料

①解体撤去費用の３分の１（上限 30 万円）

７月 10 日（水）
・11 日（木）、14 日（日）〜 17 日（水）

など

※土地のみの納税者は家屋縦覧不可
●必要なもの

●補助内容

４月１日（月）〜 2020 年３月 31 日（火）

市立図書館

●対象者

危険空家解体撤去工事補助金

申請

４月 11 日（木）〜４月 26 日（金）に博愛会

健診事業部相良病院（℡ 099-224-1821）に連絡又は
申込専用ホームページから申込

募集

※電話は平日の 9:00 〜 17:00 のみ

市役所ロビーコンサート
の出演者・出演グループ

パソコンの基本操作、仕事に必要なコミュニケーショ

※申込の際に「鹿屋市の検診申込」と伝えてください。

●開催日時

ン能力、ビジネスマナーの習得など

●乳がん超音波検査

※日程は出演者等と協議し決定

●期間

５月 28 日（火）〜８月 26 日（月）

●場所

夢来郷たかくま

む ら さ と

●対象者

○対象者

20 〜 39 歳＝子宮頸がん検診
40 歳以上＝乳がん検診

８人

●受講料

無料

●選考試験
●応募

も受診することができます

早期の就職や再就職を目指す障がい者

●定員

下記の検診を受診した人に限り、乳がん超音波検査

※別途テキスト代 6,480 円

○受診費用

4,500 円

５月 10 日（金）に「夢来郷たかくま」で面接

ハローワークかのや

℡ 0994-42-4135

12:20 〜 12:50

●場所

市役所１階市民ホール

●対象

楽器の演奏や合唱等ができ、市内に在住・在勤・

在学する個人又は少人数のグループ
※音量や音楽ジャンルの制限有り
●料金

無料

●申込

５月７日（火）までに申込用紙を提出

※出演料等の支給無し

※申込用紙は市生涯学習課、市ホームページに有り

ハローワークかのやに事前連絡のうえ、４月

１日（月）〜４月 23 日（火）に来所

６月〜 12 月の平日

▶申込専用ホームページ
市保健相談センター

℡ 0994-41-2110

市生涯学習課 〒 893-8501 鹿屋市共栄町 20-1
℡ 0994-31-1138 ℻ 0994-41-2935
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