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指定管理者の募集
募集施設 問い合わせ先

喜入老人憩の家
長寿支援課☎216-1266

すこやかランド石坂の里
西部親子つどいの広場 こども政策課☎812-7740
鴨池公園野球場、広場、テニスコート

スポーツ課☎808-7504鴨池公園多目的屋内運動場
東開庭球場
鹿児島中央駅東口自転車等駐車場、
鹿児島中央駅西口自転車等駐車場

道路管理課☎216-1372

東千石自転車等駐車場、
山之口自転車等駐車場、
中町自転車等駐車場
天文館図書館 市立図書館☎250-8501
◇指定期間…来年４月～令和９年３月
　　　　　　※天文館図書館は、供用開始日が決まり
　　　　　　　次第、市HPでお知らせします
◇申込期限…８月12日（木）まで
◇応募資格など詳しくは市HPか各問い合わせ先へ

●自立相談支援員による生活相談・雇用相談など
●就労に後押しが必要な人（引きこもりの人など）への就労準備・
訓練支援
●ハローワーク・シルバー人材センターによる就労支援
対市内に住み生活に困っている人など
◇相談時間…８時30分～17時15分　
　　　　　　※休日を除く
所本庁東別館１階　
【生活・就労支援センターかごしま☎803-9521D216-1234】

●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
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　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
７月14日（水） 谷山支所

13時～16時

７月15日（木） 伊敷支所
７月21日（水） 吉野支所

登記のみ ７月29日（木） 喜入支所
不動産鑑定 ７月21日（水）

市民相談センター
建　築 ７月15日（木）
行政関係申請
手続き

８月３日（火） 谷山支所
８月４日（水）

市民相談センター
花と緑 ７月14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）

市ホームページ

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

排水設備の維持管理を
◇排水管やトラップますなどの
排水設備の清掃、修繕などの維
持管理は、建物の所有者か使用
者が行ってください　◇樹木の
根が排水設備に入り込み、詰ま
りの原因になることがあります
◇排水に異常があるときはご相
談を　問水道局給排水設備課　
☎213-8522D259-1627

水道料金の各戸検針・各戸徴収
◇共同住宅で水道局が定める一
定の条件を満たす建物は、一戸 
建て住宅と同様に各戸の検針や
徴収ができます　問水道局料金
課☎213-8514D259-1627
今年度の公共下水道（汚水）の整備
◇主な整備計画…①吉野町や土
地区画整理事業区域などの汚水
管の整備、②南部処理場と谷山 
処理場の老朽化した電気・機械 
設備の更新など　◇今年度の整
備により、下水道普及率は79.8
％となる見込みです　問水道局
下水道建設課☎213-8538D257- 
7464
かごしまコンパクトなまちづく
りプラン一部変更の手続き開始
◇10月より、プランの居住誘導
区域から土砂災害特別警戒区域
が除外されます　◇居住誘導区
域外では、３戸以上の住宅の新
築や開発に届け出が必要になり
ます　◇詳しくは市HPか都市計
画課☎216-1378D216-1398へ
分譲マンションアドバイザーの派遣
◇マンションの適正な維持管理
や改修・建て替えを支援するア
ドバイザーを管理組合などが準
備した集会所などに派遣します
対市内の分譲マンションの管理
組合など　料無料　◇年度内３
回まで（１回につき２時間程度）
問建築指導課☎216-1358D216-
1389

税　金
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
マンション管理セミナー
内マンション管理適正化法とマ
ンション建替え円滑化法の改正
に関する講話など　対マンショ
ンの区分所有者か管理組合役員、
購入予定者など　期７月17日
（土）13時30分～16時30分　所か
ごしま県民交流センター　定100
人(当日先着順)　料500円（県マ
ンション管理組合連合会会員は
無料)　問県マンション管理組
合連合会☎・D227-0209

まち美化推進団体の募集
◇町内会の一斉清掃や自主的な
屋外清掃に取り組む団体に、ご
み袋を提供します（計画書の提
出が必要)　問環境衛生課
☎216-1300D216-1292
克灰袋の提供
◇環境衛生課や各支所、地域福
祉館、市民サービスステーショ
ンで提供しています　◇克灰袋
がないときは、ビニール袋を２
枚重ねて使用することもできま
す　◇転居などで不要になった
ときは返却を　問環境衛生課
☎216-1300D216-1292
資源物回収活動への補助
対今年２～７月に資源物回収活
動を行った実施登録団体(毎年
度登録が必要)　◇回収量に対
する補助額…古紙類６円/kg、金
属類３円/kg、空き瓶類３円/本、
廃食用油30円/ℓ　◇申請期限…
８月16日（必着）　問資源政策課
☎216-1290D216-1292
生き物の情報を登録してください
◇市内にすむ身
近な生き物情報
の収集・提供の
ため、「鹿児島
市市民生きもの
調査」を実施し
ています　◇調査には環境省の
生物情報収集・提供システム
「いきものログ」を使用し、情
報を登録することによりインタ
ーネットでいつでも・誰でも市
内の生き物情報を閲覧できるよ
うになります　問環境保全課
☎216-1298D216-1292

水道・住まい

環　境

ごみの散乱や危険を伴うため、台風時のごみ出しは控えましょう
問サンサンコールかごしま☎808-3333

木の根が入り込んだます
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市公園公社職員
対一般事務…平成４年（障害者
は平成２年）４月２日以降に生
まれた大学卒の人、飼育展示員
…大学・短大・専門学校卒で生
物に関する学部や専攻で専門的
な知識を習得した人など　※い
ずれも卒業見込み可　◇採用日
…来年４月１日　定若干名
◇申込期限…７月30日（必着）
申応募要件など詳
しくは市公園公社
HPか同公社☎221-
5055D223-5690へ

市民参画推進に関する市民会議
公募委員
内本市の市民参画の推進状況な
どを市民の視点で考える会議へ
の参加　対市内に住む18歳以上
の人　期10月から２年間　定３
人程度（レポートと面談による
選考）　◇申込期限…８月２日
（消印有効）　申応募要件など詳
しくは市HPか市民
協働課☎216-1204
D216-1207メールshi-
kyo@city.kagoshi
ma.lg.jpへ
自衛官（一般曹候補生、航空学生
など）
◇種目…①一般曹候補生、②航
空学生（海上・航空）、③自衛官
候補生　◇申込期限…①は９月
６日、②は９月９日（いずれも
必着）、③は随時募集　申応募
要件など詳しくは自衛隊鹿児島
募集案内所☎251-7802へ

ワークショップ
「PLAY CITY! DAYS」参加者
内まちの魅力を磨き、発信する
ことを楽しむ活動（オンライン
で開催）　期８～12月（全５回）
定100人　申応募要件など詳し
くは市HPか鹿児島天文館総合研
究所Ten-Lab
☎080-2785-4563
メールinfo@ten-lab.
comへ
安心安全アカデミー受講生 託
内地域の自主的な防犯、事故防
止、防災の活動に役立つ講座
※指定の講座を受講した人は、
日本防災士機構が実施する防災
士資格取得試験の受験資格が得
られます　対市内に住むか通勤・
通学し、原則として全日程を受
講できる人　期８～12月の土・
日曜日（全８回）　所かごしま市
民福祉プラザ　定120人　料無
料　申郵送かファクス、メール
で８月10日（消印有効）までに
〒890-0053中央町22-16アエー
ルプラザ２階㈱フォーエバー
☎821-7800D250-2333メールanshin
anzen@forever.co.jpへ
在住外国人のための
日本語支援グループワーク
内在住外国人が日本で生活する
上で必要なコミュニケーション
能力を高める活動　対市内に住
むか通勤・通学する人と在住外
国人　期８月４日～10月６日の
毎週水曜日13時30分～15時30分
（全10回）　所かごしま国際交流
センター　定日本人８人、在住
外国人８人　申郵送かファクス、
メールで外国人は国籍も７月28
日（必着）までに市国際交流財団
☎226-5931D239-9258メールkokusai
@kiex.jpへ

職員などの募集 募　集
 応募要領は20面 お知らせ

パブリックコメント手続き
内①第11次鹿児島
市交通安全計画（素
案）、②鹿児島市
公文書管理条例（素
案）　◇公表場所…市政情報コ
ーナー、各支所、各地域公民館、
市HPなど　◇募集期限…８月２
日（消印有効）　◇意見の提出方
法など詳しくは市HPか①は安心
安全課☎216-1209D226-0748
メールan-anshin@city.kagoshima.
lg.jp、②は総務部総務課☎216-
1126D224-8900メールsou-hosei@
city.kagoshima.lg.jpへ

「市長と語る会」参加グループ
◇テーマ…和田中
学校区を中心とし
たまちづくり
対同校区で活動中
の５人以上のグループ　期10月
予定　※参加団体の決定後、日
時・場所を連絡します　◇申込
期限…８月２日（消印有効）
申詳しくは市HPか市民協働課
☎216-1204D216-1207メールshi-
kyo@city.kagoshima.lg.jpへ
産業カウンセラーによる
キャリアカウンセリング
内仕事や働くことに関する相談
対市内に住むか通勤している女
性　※学生を除く　

期　日 時　間
７月13日・27日、
８月３日・10日・
24日の火曜日

13時10分～、
14時20分～、
15時30分～

７月29日、
８月19日の木曜日

18時30分～、
19時30分～

所勤労女性センター　定各時間
１人（先着順）　申直接か電話で
勤労女性センター☎255-7039へ

乗合タクシーの運行
◇新たに運行する地域…永吉団
地　期７月１日（木）～　◇運行
時刻など詳しくは市HPか交通政
策課☎216-1113D216-1108へ

証明発行窓口での
キャッシュレス決済の開始
◇今月からクレジ
ットカードや電子
マネーなどで証明
書発行手数料など
の支払いができます　対住民票
の写し、印鑑証明、所得額証明、
納税証明など　所市民課、資産
税課、各支所などの証明発行窓
口　◇詳しくは市HPかＩＣＴ推
進室☎216-1115D216-1117へ

「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」が利用できるよ
うになりました　問納税課
☎216-1190D216-1196
証明書のコンビニ交付サービス休止
◇休止日…７月20日（火）　問サ
ンサンコールかごしま☎808-
3333D216-1168（資産税課）
市立病院でのマイナンバー
カードの健康保険証利用の延期
◇市立病院でのマイナンバーカ
ードの健康保険証利用は、国の
本格運用先送りに伴い延期して
います　※開始時期は改めてお
知らせします　問市立病院医事
情報課☎230-7000D230-7025
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令和２年度の予算執行状況（令和３年３月31日現在）

○一般会計（福祉や医療、教育や道路整備など基礎的な行政サービスを行う会計）
予算現額（a） 収入済額（b） （b/a） 支出済額（c） （c/a）

3,660億2,761万６千円 3,113億3,443万２千円 85.1％ 3,157億6,410万６千円 86.3％

○特別会計（特定の収入でその仕事の支出を賄う会計）
会計名 予算現額 収入済額 支出済額

土地区画整理事業清算 560万円 777万４千円 326万１千円
中央卸売市場 63億806万３千円 34億2,388万円 22億2,637万３千円
地域下水道事業 7,720万円 5,214万６千円 4,792万３千円
桜島観光施設 １億7,115万９千円 1,199万２千円 １億2,839万９千円
国民健康保険事業 708億5,161万７千円 631億1,931万４千円 657億156万７千円
介護保険 542億4,510万１千円 513億4,478万５千円 493億7,779万３千円
後期高齢者医療 85億2,774万９千円 81億2,175万８千円 52億1,951万４千円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 5,600万円 １億4,347万６千円 3,517万５千円

合計 1,402億4,248万９千円 1,262億2,512万５千円 1,227億4,000万５千円

　市民の皆さんに納めていただいた税金や国・県からのお金を財源にさまざまな事業に取り
組みました。

○主な事業
■完成・策定しました
・かごしま団地みらい創造プランの策定
・パークゴルフ場の整備
・セーフコミュニティ国際認証の再取得

■進めました
・新南部清掃工場（バイオガス施設・高効
率発電施設）の整備

・町内会加入促進モデル事業
・魚類市場新市場棟（２工区）の整備
・農業技術伝承事業
・第六次鹿児島市総合計画の策定
■始めました
・新型コロナウイルスワクチンの接種事業
・市L IN E公式アカウントの運用開始

奥之宇都線「宇都トンネル」
の開通

鹿児島中央駅東口駅前
広場観光案内所の整備

【財政課☎216-1155D216-1162】

本庁・各支所のロビーなどに設置


