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国民年金学生納付特例の申請を
◇昨年度申請した人は、申請書
が届いたら必要事項を記入して
返送を　◇申請書が届かないと
きや新たに申請するときは国民
年金課か各支所窓口へ　◇詳し
くは市HPかサン
サンコールかご
しま☎808-3333
へ
給与所得者の市民税・県民税
特別徴収税額の決定通知
◇決定通知書を今月13日に事業
所へ発送します　◇給与差し引
き以外の人への通知書は６月10
日に自宅へ発送します　◇申告
期限延長のため、通知書に申告
内容が反映されていないときは
後日変更通知書を発送します　
問市民税課☎216-1173～1175
D216-1177、各支所の税務課

公共下水道事業受益者負担金
◇公共下水道が新しく整備され
た区域内の土地所有者に、整備
費用の一部負担をお願いしてい
ます　◇対象者には、今月上旬
に申告書などを郵送します　
問水道局下水道管路課☎213-
8542D257-7464へ
高齢者宅給水装置の無料点検
対水道局の水道を利用している
70歳以上のみの世帯　期６月１
日（火）・２日（水）・３日（木）の
いずれか　定100世帯　申電話
か郵送、ファクス、メールで希
望日も５月17日（消印有効）まで
に〒890-8585鴨池新町1-10水道
局給排水設備課☎213-8522
D259-1627メールkyu-setubi@city.
kagoshima.lg.jp
へ　※申し込み
フォームからも
申し込み可
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
安全安心住宅ストック支援事業
対昭和56年５月31日以前に着工
された一戸建て住宅の耐震診断、
耐震改修工事とこれらと併せて
行うリフォームや、空き家の活
用者か県外からの移住者が行う
リフォーム　
◇補助率など詳し
くは市HPか建築指
導課☎216-1358
D216-1389へ

宅地災害を防ぐために
◇梅雨前に自宅周辺を点検しま
しょう　◇点検のポイントなど
詳しくは市HPへ　
問土地利用調整課
☎216-1383D216-
1385
災害で建物が被害を受けたとき
◇被害状況の日付
入り写真を撮影し
ておくと支援を受
けるときなどに役
立ちます　◇詳しくは市HPか資
産税課☎216-1181D216-1168へ
り災（届出）証明書の申請
◇台風や大雨などで被害を受け、
り災（届出）証明書が必要なとき
は、被害を受けた住家などの写
真を撮影し、被害に遭った日か
ら３カ月以内に申請を　◇申請
場所…資産税課、各支所の税務
課（火災は消防局予防課、各消
防署）　料無料　問資産税課
☎216-1179D216-1168

街頭防犯カメラ設置費補助制度
◇町内会などが管
理を行う街頭防犯
カメラの設置に対
し、経費の２分の
１以内を助成します（１台当た
り上限20万円）　※事前申請が
必要　◇受付期間…８月末まで
◇受付場所…管轄の地区防犯団
体連合会　◇申請方法や補助要
件など詳しくは安心安全課
☎216-1209D226-0748へ
防犯灯補助制度
◇町内会などが管理を行う防犯
灯の設置費用や電気料を助成し
ます　◇電気料は基準の範囲内
で全額助成します　
◇詳しくは市HPか
安心安全課☎216-
1209D226-0748へ

民間建築物の屋上や壁面の
緑化への補助
対市街化区域内の民間建築物の
屋上や壁面を緑化する個人か事
業所（今年度中の工事完了が条
件）　※事前申請が必要　◇補
助額…経費の２分の１（１件当
たり上限50万円）　申詳しくは
公園緑化課☎216-1368D216-
1352へ

年金・税

水道・住まい
 応募要領は20面 安心安全

環　境
17面にも掲載
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防災ラジオ（有償提供）の申し込み
　災害時に、市の発令する避難情報など
の緊急放送を受信すると、電源が自動的
に入り、最大音量で放送が流れる防災ラ
ジオの申し込みを受け付けます（８月に
交付予定）。
対市内に住む人、市内の事業所など
　※ 令和２年度に有償提供を受けた世帯・事業所、防災行政無線

戸別受信機貸与対象世帯・事業所など（吉田・桜島・喜入・
　　松元・郡山支所管内と磯・竜ヶ水地区）を除く
　※ 防災ラジオ設置予定場所で、フレンズＦＭ（76.2MHZ）を受

信できること
区　分 価　格 台　数

市内に住む人 1000円 190台
市内の事業所など １万円 10台

◇１世帯・事業所１台のみ
申直接、危機管理課、各支所などにある申込書（市HPでダウンロ
ード可）と本人確認書類の写しなどの必要書類を６月
11日（必着）までに危機管理課☎216-1213D226-0748、
各支所の総務課・総務市民課へ
　※危機管理課は郵送でも受け付け

●生活相談・雇用相談
　 生活・就労支援センターかごしま☎803-9521　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している女性　※学生を除く
◇詳しくは勤労女性センター☎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）
●各種相談
相談名 期　日 場　所 時　間

税務・登記

５月12日（水） 谷山支所

13時～16時

５月13日（木） 市民相談センター
５月19日（水） 吉野支所
５月20日（木） 伊敷支所
６月９日（水） 谷山支所

登記のみ ５月27日（木） 吉田福祉センター
不動産鑑定 ５月19日（水） 市民相談センター建　築 ５月20日（木）

人　権

５月13日（木） 吉野支所
５月18日（火） 谷山支所
６月３日（木） 市民相談センター
６月７日（月） 郡山支所 10時～15時

行政関係
申請手続き

５月11日（火） 谷山支所

13時～16時

５月26日（水） 市民相談センター
６月１日（火） 谷山支所
６月２日（水）

市民相談センター花と緑 ５月12日（水）
６月９日（水）

【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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商工業振興プラン策定委員会委員
内商工業振興プ
ラン策定に関す
る協議　対市内
に住むか通勤・
通学する18歳以
上の人　期６月
～来年３月
定２人程度（レポートによる選
考）　◇申込期限…５月25日（必
着）　申詳しくは産業政策課
☎216-1318D216-1303メールsan-ki
kaku@city.kagoshima.lg.jpへ
市国際交流財団嘱託員
内国際交流センターの管理・運
営、イベントの企画・運営など
対英検２級程度以上の英語力を
有し、パソコンでの文書作成や
表計算などができる人　期７月
～来年３月　定１人（書類・面
接による選考）　◇申込期限…
５月21日（必着）　申詳しくは同
財団HPか同財団☎226-5931
D239-9258メールkokusai@kiex.jp
へ
アジア戦略会議委員
内アジア戦略の
改訂や推進に関
する協議　対市
内に住む18歳以
上の人　期７月
～令和５年３月
定２人（作文・
面接による選考）　◇申込期限
…５月21日（必着）　申詳しくは
市HPかアジア戦略室☎808-7510
D216-1108へ
生涯学習プラザ運営委員
内運営に関する意見交換など
対市内に住むか通勤・通学する
18歳以上で、同プラザを利用し
たことのある人（高校生を除く）
期７月から２年以内　定２人（レ
ポートによる選考）　申詳しく
は生涯学習課☎813-0851D813-
0937メールsyogaigaku@city.kago
shima.lg.jpへ

市立美術館協議会委員
内運営に関する意見交換など
対市内に住む20歳以上の人
期８月から２年間　定２人（レ
ポートによる選考）　◇申込期
限…５月31日（必着）　申詳しく
は市立美術館☎224-3400D224-
3409メールbijutu@city.kagoshima.
lg.jpへ

市健康増進計画推進検討委員会委員
内第二次市健康増進計画「かご
しま市民すこやかプラン」の推
進に関する協議　対市内に住む
20歳以上の人　期８月12日から
２年間　定４人（レポートによ
る選考）　申詳しくは保健政策
課☎803-6861D803-7026メールkenko
dukuri@city.kagoshima.lg.jp
へ
介護サービス相談員
（有償ボランティア）
内介護サービス事業所利用者な
どの相談対応　対市内に住み、
平日の昼間に月７日程度従事で
きる人　期９月～来年３月（更
新あり）　定若干名（作文・面接
による選考）　◇申込期限…５
月21日（必着）　申詳しくは介護
保険課☎216-1280D219-4559へ

地区別防災研修会
内防災に関する知識を身に付け、
地域の防災力を高めるための研
修（土砂災害特別警戒区域の解
説など）　期①５月20日（木）10
時～11時30分、②５月21日（金）
10時～11時30分　所①かごしま
市民福祉プラザ、②桜島公民館
定①60人、②100人　料無料　
申不要　問危機管理課☎216-
1213D226-0748

職員などの募集
 応募要領は20面 

募　集
 応募要領は20面 

ボランティア入門講座
◇ボランティアに必要な「傾聴」
に関する知識や技術を学ぶ講座
期６月２日（水）13時30分～15時、
６月21日（月）13時30分～15時、
７月８日（木）10時30分～12時
所かごしま市民福祉プラザ
定各30人程度（先着順）　料無料
申詳しくは市社会福祉協議会ボ
ランティアセンター☎221-6072
D221-6075へ
第六次市総合計画に関する
テーマ別市民意見交換会
内本市のまちづくりの指針とな
る総合計画の策定に関する意見
交換　対市内に住むか通勤・通
学する人　期６月５日（土）14時
～15時40分　所中央公民館など
定50人　料無料　◇会場や申込
方法など詳しくは
市HPか政策企画課
☎216-1106
D216-1108へ
まちかどコメンテーター
内市政に関するアンケート調査
への協力　対市内に住むか通勤・
通学する18歳以上の人　期７月
から１年間　定30人　申詳しく
は市民協働課☎216-1204D216-
1207へ
ランチタイムコンサート出演者
対30分のプログラムを構成し、
演奏できる個人やグループ
期７～９月の金曜日12時20分～
12時50分の期間中１回　所市民
アートギャラリー（本庁みなと
大通り別館）　定５組程度
申詳しくはかごしまアートネッ
トワーク☎・D248-7780へ
鹿児島ふれあいスポーツランド
モニター
内モニター会議への参加と意見
書の提出など　対市内に住む18
歳以上で、全回参加できる人
※謝金あり　期７月15日、９月
16日、11月25日、来年２月24日
の木曜日10時～12時　定10人
申詳しくは鹿児島ふれあいスポ
ーツランド☎275-7107D275-
7118へ

全国戦没者追悼式参列遺族
対戦没者・一般戦災死没者の遺
族　※過去に参列したことがな
い人を優先　期８月15日（日）
所日本武道館（東京都）　◇申込
期限…５月31日（必着）　申詳し
くは地域福祉課☎216-1244
D223-3413へ
環境子どもフォーラム参加団体
対子どもたちが環境に関する活
動に取り組み、来年１月29日（土）
にかごしま環境未来館で開催す
る同フォーラムで成果を発表す
る団体（活動支援費あり）　申詳
しくはかごしま環境未来館HPか
同館☎806-6666D806-8000へ

飼い犬・飼い猫の引き取り有料化
◇６月から、市動物愛護管理セ
ンターでの飼い犬・飼い猫の引
き取りに手数料がかかります
料生後91日以上の犬１匹2000円・
猫１匹1000円、生後90日までの
犬１匹400円・猫１匹200円
問生活衛生課☎803-6905D803-
7026
「LINE Pay 請求書支払い」
のお知らせ
◇市税などの納付に「LINE Pay 
請求書支払い｣ は当面の間、利
用できません　◇開始時期は市
HPなどでお知らせします　問納
税課☎216-1190D216-1196
Ｊアラート（全国瞬時警報
システム）のテスト放送
◇市内各所の防災行政無線から
テスト放送を流します　期５月
19日（水）午前11時ごろ　問危機
管理課☎216-1213D226-0748

お知らせ

「市長と語る会」参加団体募集
　市長とまちづくりを語り合って
みませんか。

◇テーマ　郡山地域のまちづくり
対郡山中学校区で活動中のグルー
プ
期６月予定　
　※ 参加団体の決定後、日時・場

所を連絡します
申郵送かファクス、メールで団体
名、代表者名、参加人数、団体
の活動内容も５月31日（必着）ま
でに〒892-8677山下町11-1市民
協働課☎216-1204
  D216-1207メールshi-
　kyo@city.kagoshi
　ma.lg.jpへ
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市職員募集
①社会人経験者
•申込期限…５月28日（消印有効）　※電子申請は５月26日まで
•第１次試験日　一般事務Ａ…７月１日（木）～14日（水）　※全国のテストセンターで実施
　　　　　　　　土木…６月20日（日）　※市内会場で実施
　　　　　　　　※一般事務Ｂは申込時に提出するエントリーシートによる審査（来場不要）
試験区分 採用予定人数 受験資格

一般事務Ａ 15人程度 昭和57年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた、民間企業などか県外で
の公務員としての職務経験が直近７年中５年以上ある人

一般事務Ｂ
若干名

昭和45年４月２日から昭和61年４月１日までに生まれた人
土木 一般事務Ａの受験資格に加え、土木関係の設計・施工管理の職務経験がある人

②上級職・中級職・資格免許職  
　•試験概要公表…５月14日（金）　
　•申込受付開始…５月17日（月）
　•第１次試験日…７月中旬

①②共　詳しくはサンサンコールかごしま
　☎808-3333D224-8900（人事課）へ

市ホームページ
人事課 南 主任

市HPで受験資格や
受験申込書などを
ご確認ください


