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●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
問生活・就労支援センターかごしま
　☎803-9521D216-1234

●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
問勤労女性センター☎・D255-7039

生活・雇用相談、就労支援（無料）

市 民 相 談 （無料）

ホームページ

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

第３期グリーン・ツーリズム
推進計画

グリーンツーリズム推進課
☎216-1371D216-1320
メールgreen-t＠city.kagoshima.lg.jp

交通事業経営計画
（令和３年度見直し）

交通局総合企画課
☎257-2111D258-6741
メールktkikaku@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…12月20日（消印有効）
◇意見の提出方法など詳しくは市HPか各担当課へ
　※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

●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）
　市消費生活センター☎808-7500　９時～17時15分
　消費者ホットライン☎1

い
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　10時～16時（土・日曜日、休日も可）

●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
12月15日（水） 吉野支所

13時～16時

12月16日（木） 伊敷支所
登記のみ 12月23日（木） 喜入支所
不動産鑑定 12月15日（水）

市民相談センター
建築 12月16日（木）

人権
12月17日（金） 伊敷支所
12月21日（火） 谷山支所
１月６日（木）

市民相談センター行政関係申請
手続き １月５日（水）

【サンサンコールかごしま☎808-3333】

ネットでの副業など「簡単にもうかる話」に注意
◇ 「１日30分程度のネット上の簡単な作業で高収入を得られ
ると説明を受け、高額な電子書籍を購入させられたが、やっ
てみても収入を得るのは難しく返金してほしい」といった
相談が寄せられています

◇ 「簡単にもうかる」と称して販売される情報
商材は、契約前に内容を確認できないので、
もうけ話につられて安易に契約しないように
しましょう

問市消費生活センター☎808-7500D808-7501

アフターコロナを見据えて観光を盛り上げます
■桜島・錦江湾エリアの実証実験スタート
①市公式観光アプリ「わくわく」の配信
内桜島・錦江湾エリアのお勧め情報の発信や、
　観光ニーズを把握するアプリ（期間限定配信）
◇加盟店で使用できる500円相当
　の割引ポイントをプレゼント
　※3000人使用時点で終了
期来年１月31日（月）まで

②桜島と錦江湾を楽しむモニターツアー
内小型船舶によるプライベートツアーなど
◇申込期限など詳しくは観光ナビHPをご覧ください

①②共
問観光プロモーション課☎216-1510D216-1320

■“まってるし鹿児島市”宿泊満喫クーポン
　販売開始
内市内の宿泊施設で割引を受けられるクーポン
　（5000円分）を１枚2000円で販売
　※スマートフォンでの購入・利用（現地決済）
期来年３月10日（木）まで
問“まってるし鹿児島市”宿泊キャンペーン事務局
　☎050-3850-5873D216-1320

第52回桜島火山爆発総合防災訓練（避難所体験・展示訓練）
　桜島大正噴火（1914年１月12日）を教訓として、
訓練を実施します。
内避難所体験や防災関係機関による人命救助・
　応急復旧に関する展示、炊き出しなど
期来年１月８日（土）９時30分～12時30分
所清水中学校

【危機管理課☎216-1513D226-0748】
危機管理課 中水 主事

  「桜島大規模噴火に備えよう」を
テーマに市政出前トーク（詳しくは
19面）を実施しています。一緒に
火山防災への理解を深めましょう

市ホームページ

アプリダウンロード

ホームページ

ホームページ

英会話活動協力員（AEA）の募集
内小学校の外国語授業での担任の補助や国際交流活動への協力など
対市内か市近郊に住み、英語と日本語が堪能な人（国籍不問）
期来年４月１日から１年間
定80人程度（レポートと面接による選考）
◇申込期限…来年１月12日（消印有効）
問学校教育課☎227-1941D227-3016
　Recruitment for Staff
　AEA： Assistant Teacher of English Conversation Activities 

in Elementary Schools
　Deadline for application: Wednesday, January 12th, 2022
　More details: Please call Mr. Magome at School Education
　Division in Kagoshima City Board of Education.
　☎099-227-1941D099-227-3016

市ホームページ
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会計年度任用職員（交付収納嘱託員）
内税務証明書の交付や手数料の
収納業務　対窓口での対人業務
経験者など　期来年４月から１
年間　定１人　◇申込期限…12
月17日（必着）　
問資産税課
☎216-1179
D216-1168
かごしま水族館嘱託員
内券売やショップでの販売、総
合案内、展示解説など　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…12月
20日（必着）　
問かごしま水族館
☎226-2233
D223-7692
児童クラブ職員
対①支援員…保育士資格、教員
免許状を持つ人など、②補助員
…どなたでも　申詳しくは各児
童クラブへ
問こども政策課
☎216-1259
D803-7628

グリーン・ツーリズム登録団体
対農業体験などの交流活動を自
主的に行っている団体など
◇登録されると市HPでの活動紹
介や施設整備などの補助が受け
られます　◇申込期限…12月15
日　問グリーンツ
ーリズム推進課
☎216-1371
D216-1320

市民とつくる協働のまち事業補助金
内公益的なサービスを提供する
NPO法人など市民活動団体の
活動経費の一部補助　◇申込期
限…来年１月12日（必着）　◇希
望者には事前相談を来年１月６
日（木）まで実施
申応募要件など詳
しくは市民協働課
☎216-1204D216-
1207へ
公園や歩道の清掃など一緒に
まちをきれいにしませんか
①公園愛護作業団体
内公園の清掃・除草など
②歩道緑地帯管理団体
内歩道緑地帯の清掃や除草など
①②共
対町内会、あいご会など（①は
公園の面積に応じた報償金を、
②は奨励金を交付）　期来年４
月から１年間　◇申込期限…来
年１月14日（必着）
問公園緑化課①は
☎216-1366、②は
☎216-1368（いず
れもD216-1352）
市政出前トーク
◇市職員が地域に伺い市政を分
かりやすく説明し、皆さんの意
見などを聞きながら、一緒にま
ちづくりを考えます　◇新しい
テーマ…「みんなで取り組むＳ
ＤＧｓ」、「性の多様性を知ろう
（性的少数者の人権）」など
対町内会や趣味の会などの市民
グループ　◇申込期限…実施希
望日の２週間前まで　
問市民協働課
☎216-1204D216-
1207メールshi-kyo＠
city.kagoshima.
lg.jp

職員などの募集

募　集

お知らせ
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【財政課☎216-1155D216-1162】

○主な事業
■完成しました
•魚類市場新市場棟（２工区）

■進めました
•第六次鹿児島市総合計画の策定
•新型コロナウイルスワクチン接種事業
•新南部清掃工場（バイオガス施設・高効率
発電施設）の整備

•第２期鹿児島市商工業振興プランの策定
•第３期鹿児島市農林水産業振興プランの策定
•第二次かごしま都市マスタープランの策定

■始めました
•市ホームページ・LINEによる避難所混雑
情報の提供

•電子版母子健康手帳「まぐまっこアプリ」
•プレミアムポイント事業

　第五次鹿児島市総合計画の都市像「人・まち・みどり　みんなで創る
“豊かさ”実感都市・かごしま」の実現に向けて、事務事業を着実に執行
しています。

令和３年度上半期の予算執行状況（令和３年９月30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）

2,823億9,335万２千円 1,208億8,002万４千円 42.8％ 1,130億3,509万８千円 40.0％

○特別会計（特定の収入でその仕事の支出をまかなう会計）
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 750万円 603万６千円 180万円
中 央 卸 売 市 場 40億6,673万１千円 5億9,258万２千円 11億8,135万３千円
地 域 下 水 道 事 業 8,030万円 2,386万６千円 2,030万７千円
桜 島 観 光 施 設 ４億7,540万円 495万１千円 7,201万７千円
国 民 健 康 保 険 事 業 701億1,090万円 257億5,032万８千円 292億9,110万１千円
介 護 保 険 561億7,540万円 273億7,363万９千円 225億735万２千円
後 期 高 齢 者 医 療 85億290万円 28億5,244万１千円 26億4,988万８千円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 5,630万円 １億7,327万９千円 1,581万５千円

合　計 1,394億7,543万１千円 567億7,712万２千円 557億3,963万３千円

市スポーツ振興協会会報誌
「SPORTS×KAGOSHIMA」第３号
内本市出身のオリンピック・パ
ラリンピック選手のインタビュ
ーなど　◇配布場所…市内のス
ポーツ施設や公民館など　※同
協会HPで閲覧可　問市スポーツ
振興協会☎248-7718D248-7738
メールinfo＠kago-spo.or.jp

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４回定例会（11
月30日開会）の本会議をリアル
タイムで視聴できます　◇アク
セス…市HP→市議会HP→インタ
ーネット議会中継録画　問政務
調査課☎216-1454D216-1452

新南部清掃工場
ごみ搬入ルートの変更
期12月13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
コンビニなどでの証明書交付の
一部休止
期来年１月４日（火）９時～10時
◇休止する証明書…戸籍全部事
項証明（謄本）、戸籍個人事項証
明（抄本）、戸籍の附票の写し
問市民課☎216-1221D224-8959

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　
問青少年課
☎227-1971
D227-1923

谷山サザンホールの
一部予約休止
◇舞台改修工事予定のため、令
和５年１月上旬～２月上旬のホ
ールの予約はできません　◇会
議室、和室、練習室などは予約
できます　問谷山サザンホール
☎260-2033D267-4256

町内会などの活動支援
◇前之浜地域まちづくり協議会
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、長机やパイプ椅子、音響機
器などを整備しました　問地域
振興課☎216-1214D216-1207、
各支所の総務課・総務市民課
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インターネット
議会中継
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