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付加保険料で年金額の増加を
◇定額の保険料に月額400円の
付加保険料を上乗せして納める
と、老齢基礎年金に付加年金が
加算されます　対第１号被保険
者（64歳までの任意加入者を含
む）　※免除などを受けている
人や国民年金基金の加入者は対
象となりません　◇付加年金額
（年額）…200円×付加保険料納
付月数　問サンサンコールかご
しま☎808-3333
年金生活者支援給付金制度
◇年金に上乗せし
て支給する給付金
です　対公的年金
等の収入や所得額
が一定基準額以下の年金受給者
◇対象者には日本年金機構が請
求書を順次送付しているので、
早めの提出を　問給付金専用ダ
イヤル☎0570-05-4092、鹿児島
北年金事務所☎225-5311
固定資産の現所有者は申告を
◇土地や家屋の所有者が亡くな
ったとき、現所有者（相続人な
ど）は市に申告する義務があり
ます　◇現所有者であることを
知った日の翌日から３カ月を経
過した日までに申告を　問資産
税課☎216-1180D216-1168、各
支所の税務課

下水道の普及促進
◇下水道の整備済み区域で、水
洗化工事をしていない建物は早
めに工事を　問水道局下水道管
路課☎213-8542D257-7464

排水管清掃の訪問営業に注意
◇宅地内の排水管を点検し、  
「管が汚れている」と言って清
掃をしつこく勧誘する業者に注
意を　◇不審に思ったときは水
道局へ相談を　
問水道局給排
水設備課
☎213-8522
D259-1627

川や海に優しい暮らしを
◇灯油や塗料、農薬などを側溝
や川に流さない　◇塗装で使用
した用具類やこぼした油は布や
紙で拭き取る　◇洗車は洗車場
で行うか、排水が側溝に流れ込
まないように工夫する　◇せっ
けん・洗剤は適量を使う　問環
境保全課☎216-1297D216-1292

犬・猫の不妊・去勢手術料の一部
補助（鹿児島地区獣医師会実施）
対市内に住む人　◇合計40匹ま
で　◇補助額…5000円　申郵送
で、市内の各動物病院で配布し
ているパンフレットに記載の必
要事項を９月30日（消印有効）ま
でに〒891-0203喜入町38鹿児島
地区獣医師会事務局（きいれ動
物病院内）☎345-3334へ

フラワー・パートナーの募集
◇花壇やプランターの維持管理
費用の一部を支援するスポン
サーと、花苗の植え付けなどを
行うサポーターを募集します
◇スポンサー…花壇１カ所10万
円/年、プランター１基２万円/年
◇サポーター…花苗の植え付け、
草取り、水やりなど　申詳しく
は公園緑化課☎216-1368D216-
1352へ
宅地内の降灰
◇各家庭で収集した灰は克灰袋
に詰めて指定の置き場へ　◇降
灰指定置場のない地域は各建設
事務所に連絡を　◇降灰を水で
流すと側溝に溜まり、溢

いっ

水
すい

の原
因になるのでやめましょう　
◇降灰指定置場の新設は町内会
を通じて道路維持課へ相談を　
問道路維持課☎216-1410D216-
1352、谷山建設課☎269-8452
D268-9126、各建設事務所（吉
田・桜島・喜入・松元・郡山）

私道の降灰を除去します
対原則として路面清掃車の作業
可能な幅員４ｍ以上の通り抜け
できる道路　※事前申請が必要
問道路維持課☎216-1410D216-
1352
環境対応車の駐車場使用料減免
措置終了のお知らせ
◇今年度をもって減免措置を終
了します　◇優待証、優待券を
持つ人は、来年４月以降使用で
きないので注意を　問再生可能
エネルギー推進課☎216-1479
D216-1292 

年金・税

環　境

水　道

秋の全国交通安全運動
期間：９月21日（火）～30日（木）

◇交通事故を起こさない・遭わないよう
に交通ルールやマナーを守りましょう

下水道 雨水も汚水も すーいすい

電子版・母子健康手帳「まぐまっこアプリ」を配信しています
　スマートフォンなどで妊娠・出産・子育て・予防接種の記録の
管理や、子育て支援に関する情報の確認ができ、赤ちゃんの成長
の記録や写真などを家族で共有することもできます。
　紙の母子健康手帳と併せて、ぜひご活用ください。

◇配信開始…９月１日（水）～
◇下記２次元コードから「母子モ」アプリをダウンロードし、お
住まいの郵便番号を登録すると利用できます（無料）

【母子保健課☎216-1485D216-1284】

●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

い

8
や

8
や

　10時～16時（土・日曜日、休日も可）

多重債務はまず相談を
　きちんとした手続きをすれば、多重債務問題は
解決できます。一人で悩まず消費生活センター
☎808-7500へご相談ください。

●各種相談　※中止や変更になることがあるので事前にご確認を
相談名 期　日 場　所 時　間

税　務
９月15日（水） 吉野支所

13時～16時
９月16日（木） 伊敷支所

行政関係申請
手続き

10月５日（火） 谷山支所
10月６日（水）

市民相談センター
人　権 10月７日（木）

【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）

母子保健課 坂元 主査

ホームページ

　予防接種スケジュールの自動
作成もできて便利です。今月中
旬から定期的に「地域の子育て
支援情報」も配信します。 アプリの

ダウンロード
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水道事業・公共下水道事業
経営審議会委員
内水道局の事業運営に関する審
議　対市内に住み、水道か公共
下水道を利用する20歳以上の人
◇任期…来年１月から２年間
定１人（レポートと面接による
選考）　◇申込期限…９月30日
（消印有効）　◇申込方法など詳
しくは水道局HPか同局経営管理
課☎213-8507
D252-6728メールsdke
iei-kika＠city.ka
goshima.lg.jpへ
自衛官（防衛大学校学生など）
◇募集種目…①防衛医科大学校
看護学科学生、②防衛医科大学 
校医学科学生、③防衛大学校学 
生（一般）　対高校卒（見込み）で
20歳までの人　◇申込期限…①
10月６日、②10月13日、③10月
27日（いずれも必着）　◇応募要
件など詳しくは自衛隊鹿児島募
集案内所☎251-7802へ

マイナンバーカードの
出張申請受け付け
◇会社や町内会
などを訪問し、
マイナンバーカ
ードの顔写真撮
影と申請を受け付けます　対申
請者が10人以上いる市内の事業
所・団体　申電話で市民課
☎808-7509へ

第47回鹿児島市春の新人賞
対文化芸術活動を行い、居住地、
出身地、活動拠点のいずれかが
本市にあり、昭和61年４月１日
以降に生まれた、受賞後１年以
内に市内で作品発表ができる人
◇表彰…賞状と副賞（25万円）　
◇申込期限…９月30日（必着）
◇詳しくは市芸術
文化協会HPか同協
会事務局
☎・D248-7780へ

コミュニティ助成事業
◇町内会などの地域活動に必要
な施設・設備の整備に対し、宝
くじの社会貢献広報事業として
（一財）自治総合センターが審査
の上、助成します　対①コミュ
ニティセンター助成事業…集会
所の整備（新築・大規模修繕）、
②地域防災組織育成助成事業…
自主防災組織が行う防災活動に
必要な資機材（発電機など）の整
備　◇要件など詳しくは、①は
地域振興課☎216-1214D216-
1207か各支所の総務課・総務市
民課、②は危機管
理課☎216-1513
D226-0748へ

職員などの募集
 応募要領は20面 お知らせ

募　集
 応募要領は20面 

アプリ開発などにオープンデータ
をご活用ください
◇公共施設や防災・観光情報、  
各種調査結果などを市HPで公開
しています
問ICT推進室
☎216-1115
D216-1117
市立病院でのマイナンバー
カードの健康保険証利用
◇10月からマイナンバーカード
を保険証として利用できます
※事前登録が必要　◇詳しくは
マイナポータルHP
か同病院医事情報
課☎230-7000
D230-7025へ
災害に便乗した悪質商法に注意！
◇台風被害などに便乗して必要
のない住宅修理や保険金手続き
の代行を持ち掛けられ、高額な
手数料や解約金を請求されるこ
とがあります　◇「保険金で修
理ができる」、「面倒な手続きを
代行する」などと勧誘されても
すぐに契約せず、家族や周りの
人に相談し、複数の業者から見
積もりを取るようにしましょう
問市消費生活センター☎808-
7500D808-7501

議会中継をご覧ください
◇パソコンやスマートフォンな
どで令和３年第３回定例会（９
月１日開会）の本会議をリアル
タイムで視聴できます　問政務
調査課☎216-1454D216-1452

法の日 関連企画
無料法律・登記・税務相談会
内土地・建物・会社の登記、土
地の地積・分筆・測量・境界、
相続登記、裁判所への書類作成、
所得税・贈与税・相続税などに
関する相談　期10月２日（土）10
時～16時　所勤労者交流センタ
ー（よかセンター）　◇詳しくは
県司法書士会HPか同会☎256-
0335、県土地家屋調査士会
☎257-2833、南九
州税理士会鹿児島
県連合会☎225-
6148へ
令和３年社会生活基本調査
内国民生活の実態を明らかにす
るため、統計法に基づき総務省
統計局が実施する調査　◇調査
結果はワーク・ライフ・バラン
スの推進や少子高齢化対策など、
国や地方公共団体の各種施策の
基礎資料として活用されます
◇10月上旬から中旬に調査員が
対象世帯を訪問し、調査書類を
お配りしますのでご協力をお願
いします　問県統
計課☎286-2482
D286-5535

ホームページ

市ホームページ

ホームページ

ホームページ

台風などの災害に備えましょう
◇「防災ガイドマップ」を活用し
て、災害時に自宅が「安全」かを
確認し、台風などの災害に備えま
しょう

◇市HPで「防災ガイド
　マップ」を分かりや
　すく解説した動画を
　ご覧いただけます

【危機管理課☎216-1213D226-0748】

市ホームページ

市職員募集

ホームページ

ホームページ

市ホームページ

◇停電などの状況が確認できる
関係機関のホームページを市
HPで集約して紹介しています
◇災害時の情報収集
　にお役立てくださ
　い

各種ライフラインに関する情報

インターネット
議会中継

◇各試験区分の受験資格や受験申込書など詳しくは市HPをご覧ください。
①初級職　・申込期限…９月17日（消印有効）　※電子申請は９月15日まで
　　　　　・第１次試験日…10月17日（日）
試験区分（採用予定人数） 受験資格（障害者は対象年齢を２歳引き上げ）

初
級
職

一般事務（若干名） 平成12年４月２日以降に生まれた、高校などを卒業か卒業見込みの人

土木・電気（各若干名） 平成12年４月２日以降に生まれた、高校などで必要な課程を修めて卒業か卒業見込みの人

②障害者対象　・申込期限…９月17日（消印有効）　※電子申請は９月15日まで
　　　　　　　・第１次試験日…11月14日（日）
試験区分（採用予定人数） 受験資格

上級職
一般事務
（若干名）

身体障害者手帳（１級～６級）や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの
交付を受けている人
上級職：平成２年４月２日以降に生まれ、大学などを卒業か卒業見込み
中級職：平成６年４月２日以降に生まれ、短大などを卒業か卒業見込み
初級職：平成10年４月２日以降に生まれ、高校などを卒業か卒業見込み

中級職

初級職

③国民体育大会の準備等に伴う　・申込期限…10月８日（消印有効）　※電子申請は10月６日まで
　任期付職員　　　　　　　　　・第１次試験日…11月14日（日）
試験区分（採用予定人数） 受験資格
任期付職員（15名程度） パソコンの基本的操作ができ、高校などを卒業か卒業見込みの人

④任期付職員（保健師、臨床検査技師）　・申込期限…なし（随時受付）
試験区分（採用予定人数） 受験資格
保健師（若干名） 昭和36年４月２日以降に生まれた、保健師の免許を持つ人
臨床検査技師（若干名） 昭和36年４月２日以降に生まれた、臨床検査技師の免許を持つ人

【サンサンコールかごしま☎808-3333】

市ホームページ

市ホームページ


