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第17回安心安全まちづくり市民大会 託
内安心安全功労団体などの表彰式、森田正光氏（お天気キャス
ター・気象予報士）による講演会「異常気象と防災～日頃、私
たちが行うべきこととは～」、防災グッズや商品券などが当た
る抽選会など

◇参加者に安心安全グッズをプレゼントします
期10月９日（土）13時～15時30分
所宝山ホール　定1200人　料無料
申郵送かファクス、メール（いずれも１通５人
まで）で参加者全員の氏名、郵便番号、住所、
電話番号も９月８日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1安心安全課☎216-1209D226-0748

　メールan-anshin＠city.kagoshima.lg.jpへ

●自立相談支援員による生活・雇用相談
●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
◇詳しくは生活・就労支援センターかごしま☎803-9521D216-
1234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する女性　※学生を除く
所勤労女性センター
◇詳しくは勤労女性センター HPか同センター☎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
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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

８月11日（水） 谷山支所

13時～16時

８月12日（木） 市民相談センター
８月18日（水） 吉野支所
８月19日（木） 伊敷支所
９月８日（水） 谷山支所
９月９日（木） 市民相談センター

登記のみ ８月26日（木） 松元支所
不動産鑑定 ８月18日（水）

市民相談センター建　築 ８月19日（木）
行政関係申請
手続き

９月１日（水）
９月７日（火） 谷山支所

花と緑
８月11日（水）

市民相談センター
９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）

森田 正光 氏

第17代かごしま親善大使募集
内催し事での観光PRや補助的業務、メディアへの出演など
対市内に住むか通勤・通学する18歳以上の人（高校生を除く）
定２人（８月29日に予選会）
◇任期…11月２日から２年間
◇賞金…10万円（副賞は航空券、ギフト券、
　　　　ホテル食事券など）
申直接か郵送で申込書（（公財）鹿児島観光コ
ンベンション協会HPからダウンロード可）
かＡ４サイズの履歴書に写真を貼付して、８月12日（必着）までに
〒890-0053中央町10かごしま親善大使選出運営委員会事務局（同
協会内）☎286-4700D286-4710へ

ご意見をお寄せください～パブリックコメント手続き～
素　案 担当課

①特定個人情報保護評価書
　（全項目評価書）

感染症対策課☎803-7023D803-7026
メールkansen-taisaku＠city.kagoshima.lg.jp

②市上下水道ビジョン・第２
期市上下水道事業経営計画

水道局経営管理課☎213-8507D252-6728
メールsdkeiei-kika＠city.kagoshima.lg.jp

◇公表場所…市政情報コーナー、各支所、地域公民館、市HPなど
　　　　　　※希望者には資料を送付します
◇募集期限…①８月20日、②８月31日
　　　　　　（いずれも消印有効）
◇資料送付の希望や意見の提出方法など
　詳しくは市HPか各担当課へ

児童文学の書き手を支援しています
■第６回児童書出版助成作品が決定
　児童文学の書き手の育成を図るため、優れた作
品に行う出版助成の対象作品が決定しました。
◇作品名　「トーメイくん」
◇作者　文…田辺厚子ジョーンズ氏
　　　　絵…田辺カリナジョーンズ氏
　　　　　　ロイ・ジョーンズ氏
◇内容　 古いお屋敷で悪夢に悩まされる孤独な住人たちと少女ビ

バ、それをそっと見守り、笛の力で苦しみを癒そうと奮闘
する不思議な存在、トーメイくんの物語

■第７回児童書出版助成作品の原稿を募集します
対令和５年３月までに児童書を出版予定の、市内に住む
　か通勤・通学する人か、本市出身者（プロ・アマ不問）
◇助成額…出版実費の２分の１以内（上限50万円）
　　　　　※出版後に助成
申直接か郵送で作品の原稿（手書き不可）と原稿データ（CDやUSB
メモリーなどに保存したもの）を来年３月31日（消印有効）までに
〒892-8677山下町11-1文化振興課へ

【文化振興課☎216-1501D216-1128】
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■パブリックコメント手続きとは
　新しい施策などに取り組むときに、その目的や内容などを
事前に公表し、市民の皆さんから意見をお聞きするものです。

【市民協働課☎216-1204D216-1207】

 応募要領は20面 
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市民の皆さん

②素案への意見（例）
•「私の意見は○○です。」
• 「この条例・施策は、ここが
長所だが、○○の文面を
このように修正した方が
よい。」など

⑤市の検討結果を確認
• 「意見が反映されているわ。」
• 「この条例・施策の○○は、
そういう意味だったのね。」

① 条例・計画などの
　素案の公表

③市民の皆さんの意見
の反映を検討

④条例・計画などの
　最終案の公表

※条例などの議決事項
は議会へ提案

条例・計画などの決定
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消防職員
対大学卒は平成４年４月２日以
降、短大卒は平成８年４月２日
以降、高校卒は平成12年４月２
日以降に生まれた人　※いずれ
も卒業見込み可　定計10人程度
◇申込期限…８月20日（消印有
効）　◇第１次試験日…９月19
日（日）　◇受験資格や受験申込
書など詳しくは消
防局HPか同局総務
課☎222-0280
D224-8119へ　
市民のひろばサポーター
内市のイベントや施設などの取
材、広報紙「市民のひろば」や
市公式SNSアカウントの記事
作成など（５面に「ひろばサポ
ーターがゆく」を掲載していま
す）　対市内に住むか通勤 ･通
学する18歳以上の人（高校生を
除く）　◇任期…10月～来年９月
定４人程度（書類と面接による
選考）　申郵送かファクス、メ
ールで応募用紙（市HPからダウ
ンロード可）を８月26日（必着）
までに広報課☎216-1133D216-
1134メールkouhou＠city.kagoshima.
lg.jpへ

児童通学保護員人材バンク
登録希望者
◇登校する児童の保護誘導など
を行う児童通学保護員に欠員が
生じたときのために、希望者を
登録します　◇勤務時間…登校
時の１時間　◇報酬…１万8900
円（月額）　◇制服の支給あり
◇登録方法など詳
しくは市HPか安心
安全課☎216-1209
D226-0748へ

「市長と語る会」参加グループ
◇テーマ…城西中学校区を中心
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11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31日（消印有
効）　申詳しくは市HPか市民協
働課☎216-1204
D216-1207メールshi-
kyo＠city.kago
shima.lg.jpへ

ランチタイムコンサート出演者
対10～12月の金曜日12時20分～
12時50分で30分のプログラムを
構成・実施できる個人やグルー
プ　所本庁みなと大通り別館
定５組程度　申郵送かファクス、
メールで出演者名（グループの
ときはグループ・代表者名）、
ジャンル、演奏形態、出演希望
日（第２希望まで）も８月31日（必
着）までに〒892-0847西千石町
13-3-3F-2かごしまア
ートネットワーク
☎・D248-7780メールinfo
＠k-art-net.orgへ
災害時通訳ボランティア
登録説明・研修会
内災害時に在住外国人を助ける
通訳ボランティアの登録説明・
研修会　対１つ以上の外国語で
コミュニケーションが取れる人
期９月19日（日）13時30分～15時
30分　所かごしま国際交流セン
ター　定30人　申郵送かファク
ス、メールでメールアドレス、
使用可能外国語も９月４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
 応募要領は20面 

募　集
 応募要領は20面 

◇設置期間…８月31日まで
◇設置場所… 本庁東別館・
　　　　　　各支所など
問市民相談センター☎216-
  1205D216-1144

立体花壇のデザイン
内鹿児島中央駅東口駅前広場、
中央公園の立体花壇のデザイン
◇採用されたデザインに合わせ
てパンジーを植え付け、採用者
の名前入りプレートを設置しま
す　対市内に住む小学生以上の
人　申郵送かメールで応募用紙
（市HPからダウンロード可）を９
月６日（必着）までに公園緑化課
☎216-1368D216-1352メールkouen-
hana＠city.kagoshima.lg.jpへ

市電・市バス乗車マナーポスター
コンテスト作品
内市電・市バスの乗車マナーを
啓発するポスター　対市内に住
む小学生　◇募集期間…８月10
日（火）～９月30日（木）　申詳し
くは交通局HPか
同局総合企画課
☎257-2111
D258-6741へ
「戦災・復興」資料の寄贈
内第二次世界大戦中やその前後
（昭和10～20年代）の被災写真、
手紙類、召集令状など　※展示
や学校への貸し出しなどに活用
します　問総務部総務課☎216-
1125D224-8900
家庭ごみの高齢者等戸別収集
サービス（まごころ収集）
対一人暮らしのごみ出しが困難
な人で、介護保険法か障害者総
合支援法に基づく居宅サービス
を利用する、①要介護１以上の認
定を受けた人か、②身体障害者
手帳１・２級、療育手帳Ａ・Ａ１・
Ａ２、精神障害者保健福祉手帳１
級のいずれかを持つ人　※①②
のみで構成される世帯も対象
料無料　申谷山・喜入地区は南
部清掃工場☎261-5588D261-
1566、それ以外の地区は清掃事
務所☎238-0201D238-0204へ

景観重要建造物・樹木の指定候補
対地域の景観を特徴付け、良好
な景観形成に寄与する建造物や
樹木　※どなたでも応募できま
す　◇指定基準や応募方法など
詳しくは市HPか都市景観課
☎216-1425D216-1398へ

消費者トラブルに注意！来年４月
から成年年齢が18歳に引き下げ
◇成年になると親の同意なしに
携帯電話やクレジットカードな
どの契約を結べますが、一度結
んだ契約は簡単に取り消せませ
ん　◇契約の知識やルールを学
び、本当に必要か
よく考えましょう
問消費生活センタ
ー☎808-7500
スマホ24時間乗車券の発売
内市電・市バスなどが、利用開
始から24時間乗り放題となる乗
車券　料大人800円、小学生以
下400円　◇スマートフォンな
どのアプリで購
入 ･使用できま
す　問交通局総
合企画課☎257-
2102D258-6741

令和３年７月大雨災害
義援金箱を設置しています

お知らせ
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新南部清掃工場の試験運転開始
■ごみ搬入場所・ルートの変更
期８月30日（月）～　
◇ごみの持ち込みは現場の案内
に従ってお進みください
問南部清掃工場☎261-6225
　D261-1566

■施設見学の予約
期来年１月４日～３月31日の９
時～12時、13時～16時（平日
のみ）
◇小学生以下は保護者同伴
申電話で希望日の10日前までに
同工場☎261-6225D261-1566へ

薩摩倉庫運輸倉庫（住吉町）
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令和２年度行政改革の実施状況
　昨年度の主な取り組みを紹介します。詳しくは市HPか行政管理課☎216-1139D224-8900へ。

１．市民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供（質の改革）
具体的な推進方策 推進項目（主な取り組み）

①市民サービスの向上 AIなどの活用推進や、経路検索事業者へのバス情報データ提供の実施
②透明性と情報発信力の向上 LINEを活用した市政情報の発信
③市民との協働の推進　　　　 次世代を担う若者たちを中心とした地球温暖化対策の推進
④人材の育成と職員の能力向上 人事評価制度の実施

２．成果を意識した効率的な行財政運営の推進（量の改革）
具体的な推進方策 推進項目（主な取り組み）

①事務事業の見直し 社会経済情勢の変化、市民ニーズの多様化に応じて、
効率性や効果の観点から事務事業の見直しを推進

②健全で持続可能な財政運営 庁舎内広告導入の推進
③時代に即応した組織・機構の構築 こども未来局やICT推進室の新設など

④定員の適正な管理 組織・機構の構築などによる人員の削減や、新たな行政
需要などに対応できるよう適切な人員配置を実施

⑤公共施設等の総合的な管理 公共施設等総合管理計画に基づく、長期的な視点での
更新、長寿命化などの計画的な実施

⑥民間活力の活用 観光農業公園への指定管理者制度の導入
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観光農業公園
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