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第二次かごしま都市マスタープラン（素案）
地域別意見交換会

　本市全体のまちづくりの将来ビジョンや、地域別のまちづ
くりの方向性など、都市計画の指針となる「第二次かごしま
都市マスタープラン」の策定を進めています。

期　日 時　間 場　所 対象地域･地区
10月21日（木） 19時～20時30分 郡山公民館 郡山地域

10月23日（土）

10時～11時30分 桜島港フェリー
ターミナル 桜島地域

15時～16時30分 鴨池公民館 鴨池地区
武・田上地区

19時～20時30分 市民福祉プラザ
中央地区
上町地区
城西地区

10月25日（月）
19時～20時30分

吉田公民館 吉田地域
10月27日（水） 吉野公民館 吉野地域
10月28日（木） 伊敷公民館 伊敷地域

10月30日（土）

10時～11時30分 松元支所 松元地域
15時～16時30分 喜入公民館 喜入地域

19時～20時30分 谷山北公民館 谷山地区
谷山北部地区

申郵送かファクスで10月13日（必着）までに〒892-
  8677山下町11-1都市計画課へ　
　※市HPからも申し込み可

【都市計画課☎216-1378D216-1398】

●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☎・D255-7039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
　※オンライン面談も実施（希望する人は事前にご相談を）
●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
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　10時～16時（土・日曜日、休日も可）

借金・債務整理に関する無料法律相談会
対借金や多重債務に悩んでいる人とその家族
期①10月５日（火）13時～16時
　②11月10日（水）18時～21時
　③12月10日（金）13時～16時
所かごしま県民交流センター
申電話で事前に県消費者行政推進室☎286-2533へ

●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・
登　記

10月13日（水） 谷山支所

13時～16時

10月14日（木） 市民相談センター
10月20日（水） 吉野支所
10月21日（木） 伊敷支所

登記のみ 10月28日（木） 吉田福祉センター

人　権

10月15日（金） 伊敷支所
10月19日（火） 谷山支所
11月１日（月） 郡山市所 10時～15時
11月４日（木） 市民相談センター

13時～16時行政関係申請
手続き 11月２日（火） 谷山支所

花と緑 10月13日（水） 市民相談センター
【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）

ホームページ市ホームページ

都市計画課 中迫 主任

　地域のまちづくりの将来像
について、皆さまのご意見を
お聞かせください！

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過疎地域持続的発展
　計画　※旧桜島町区域

政策推進課☎216-1107D216-1108
メールseisaku-s＠city.kagoshima.lg.jp

②中小企業振興基本条例
産業政策課☎216-1318D216-1303
メールsan-kikaku＠city.kagoshima.lg.jp③第２期商工業振興

　プラン
④第３期農林水産業振興
プラン

農政総務課☎216-1334D216-1336
メールnouseisoumu＠city.kagoshima.lg.jp

⑤第４期観光未来戦略 観光プロモーション課☎216-1510D216-1320
メールkan-senryaku＠city.kagoshima.lg.jp

⑥第二次かごしま都市
　マスタープラン

都市計画課☎216-1378D216-1398
メールtoshikeikaku＠city.kagoshima.lg.jp

⑦第二次教育振興基本
　計画

教育委員会総務課☎227-1926D222-8796
メールkysoumu＠city.kagoshima.lg.jp

⑧第三次環境基本計画
環境政策課☎216-1296D216-1292
メールkanseisaku＠city.kagoshima.lg.jp⑨ゼロカーボンシティ

　かごしま推進計画
⑩再生可能エネルギー
　活用計画

再生可能エネルギー推進課☎216-1479D216-
1292メールsaiene＠city.kagoshima.lg.jp

⑪第二次生物多様性地域
戦略

環境保全課☎216-1298D216-1292
メールkanho-shizen＠city.kagoshima.lg.jp

⑫第四次一般廃棄物処理
基本計画

資源政策課☎216-1290D216-1292
メールshige-seisaku＠city.kagoshima.lg.jp

⑬第四次食育推進計画 保健政策課☎803-6861D803-7026
メールkenkodukuri＠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
◇募集期限…①は10月21日、②～⑦は11月１日、
　　　　　　⑧～⑫は11月５日、⑬は11月12日
　　　　　　（いずれも消印有効） 
◇意見の提出方法など詳しくは市HPをご覧ください。
　資料送付を希望する人は電話で各担当課へ

市ホームページ

 応募要領は20面 
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障害者を対象とする事務補助員
（会計年度任用職員）
内資料整理やコピー作業、デー
タ入力、屋外での軽作業などの
定型・簡易業務　対障害ごとに
次のいずれかの交付を受けてい
る人（申込日、面接日に有効な
もの）　①身体障害者…身体障
害者手帳（１～６級）など　②知
的障害者…療育手帳など　③精
神障害者…精神障害者保健福祉
手帳　◇任期…来年４月から１
年間　定各１人（11月上旬に面
接試験を実施）　申直接か郵送
で申込書と手帳の写しなどの書
類を10月11日～22日（消印有効）
までに〒892-8677山下町11-1
人事課☎808-7503
D224-8900メールjin-
shien＠city.kago
shima.lg.jpへ
かごしま水族館嘱託員
内券売や案内、展示解説、ショッ
プでの販売、事務など　対平成
16年４月１日までに生まれた人
◇任期…来年４月から１年間（５
年まで更新可）　定若干名
◇申込期限…10月23日（必着）
申詳しくはかごし
ま水族館HPか同館
☎226-2233
D223-7692へ
市立病院ボランティア
内手術室のリネンやタオルのた
たみ作業など　
申詳しくは市立病
院HPか同病院看護
部☎230-7000
（内線2051）へ

青果市場関連店舗の入居者
対食料品卸売（鮮魚、菓子、漬
物、佃煮・惣菜・弁当など）、
サンドイッチ製造、理容、日用
品雑貨販売、クリーニング、医
薬品販売、サービス業や物品の
製造・販売　◇申込期限…10月
14日（必着）　定８店舗　◇申込
方法や資格要件など詳しくは青
果市場☎267-1311D267-1314へ
「市長と語る会」参加グループ
◇テーマ…長田中学校区を中心
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12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…10月25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

生涯学習プラザ協働講座実施団体
対①県内の大学・短大・高専、
②教養講座などを実施し、市内
に主な事業所がある民間教育機
関、③社会教育分野で活動し、
市内に主な事業所があるNPO
法人、④営利を目的としない公
共的団体　期来年４月から１年
間　所サンエールかごしま
申直接か郵送、ファクス、メー
ルで同プラザにある応募用紙
（市HPからダウンロード可）を
10月10日～30日（必着）に〒890-
0054荒田一丁目4-1生涯学習課
☎813-0851D813-
0937メールsyogaigaku
＠city.kagoshima.
lg.jpへ

募　集
 応募要領は20面 お知らせ

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10月
６日（水）午前11時ごろ　問危機
管理課☎216-1213D226-0748

改修した松元公民館の供用開始
期10月15日（金）12時　問松元公
民館☎278-1312D278-3830

11月５日は津波防災の日
シェイクアウト訓練（一斉防災
行動訓練）に参加を
◇全国同時に行われる緊急地震
速報訓練に合わせ、市内各所の
防災行政無線から緊急地震速報
（訓練）を放送します　◇訓練放
送の合図で、家庭・地域・職場・
学校など、それぞれの場所で地
震から身を守るため、一斉に３
つの安全確保行動をとりましょ
う　◇詳しい内容は市HPへ
期11月５日（金）
10時　問危機管
理課☎216-1213
D226-0748

新成人のつどい（成人式）
対市内に住むか帰省している平
成13年４月２日～平成14年４月
１日に生まれた人　期来年１月
９日（日）　◇午前の部…11時～
11時40分、午後の部…13時30分
～14時10分　※中学校区などで
午前と午後の部に分かれます
所川商ホール　※会場への入場
制限あり　◇詳し
くは市HPか青少年
課☎227-1971
D227-1923へ
来年４月から成年年齢が20歳から
18歳に! ～契約トラブルに注意
◇成年になると親の同意なしに
スマートフォンやクレジットカ
ードなどの契約を結べますが、
一度結んだ契約は簡単には取り
消せません　◇知識や社会経験
が少ない新成人は、さまざまな
勧誘のターゲットになる危険性
があります　◇契約の知識やル
ールを学び、困ったらすぐに相
談しましょう　問市消費生活セ
ンター☎808-7500

町内会などの活動支援
◇伊敷団地町内会連合会では、
（一財）自治総合センターのコミ
ュニティ助成事業（宝くじの社会
貢献広報事業）を活用し、テント
や長机、パイプ椅子などを整備
しました　◇詳しくは市HPか地
域振興課☎216-1214D216-1207、
各支所の総務課・総務市民課へ
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【長寿あんしん課☎808-2805D224-1539】

“認知症おかえりサポートシステム（通称：おかえりサポート）”の運用開始

ホームページ

　市LINE公式アカウントを活用し、認知症やその疑いで行方不明となった登録者の
情報を協力サポーターに配信し、早期発見につなげるシステムです。認知症高齢者
などが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、ご協力をお願いします。

■認知症高齢者などの登録の相談
　長寿あんしん課かお住まいの地域の長寿あんしん相談センターへ

■協力サポーターの登録（行方不明者情報の受信設定）
　 市LINE公式アカウントを友だち追加し、受信設定から、おかえりサポートの情報配信を
  「希望する」に設定

■「おかえりサポート」の流れ

18歳になってもできないこと
◇飲酒や喫煙などは20歳から
のままなのでご注意を

３つの安全確保行動

市ホームページ

長寿あんしん課 下舞 主査

　2025年には65歳以上の５人に１
人が認知症になると推計されてい
ます。市LINE公式アカウントでは、
認知症支援の講座などの情報も配
信します。身近なこととしてみん
なで考え、支えていきましょう

もし、行方が分からなくなったら…

高齢者の家族など 警　察

市役所

①警察に連絡（行方不明者届）

⑦行方不明者の情報を
　LINEで配信

③「行方不明者手配」資料作成支援 ⑪発見・保護されたことをお知らせ

⑩発見・保護

⑨警察へ
　　情報提供

②市役所に連絡
　情報配信依頼

⑧発見

⑤県警察HPに情報掲載

④「行方不明者手配」の公表要請

協力サポーター
の皆さん

⑥県警察HPの
　掲載情報確認

アカウント
登録画面


