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【市民課（おくやみコーナー）☎216-1397D224-8959】

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第二期シティプロモーショ
ン戦略ビジョン

広報戦略室☎803-9547D216-1134
メールkou-senryaku＠city.kagoshima.lg.jp

②行政改革大綱 行政管理課☎216-1139D224-8900
メールgyokan＠city.kagoshima.lg.jp

③デジタル・トランスフォー
　メーション（DX）推進計画
　（第五次地域情報化計画）

ICT推進室☎216-1115D216-1117
メールict＠city.kagoshima.lg.jp

④ネクスト“アジア・鹿児島”
　イノベーション戦略（改定）

アジア戦略室☎808-7510D216-1108
メールasia-senryaku＠city.kagoshima.lg.jp

⑤第二次公共交通ビジョン
交通政策課☎216-1113D216-1108
メールko-seisaku＠city.kagoshima.lg.jp⑥第三次交通バリアフリー

　基本構想

⑦国土強靭化地域計画　 危機管理課☎216-1213D226-0748
メールkiki-kikan＠city.kagoshima.lg.jp

⑧文化芸術推進基本計画 文化振興課☎216-1501D216-1128
メールbunkashinko＠city.kagoshima.lg.jp

⑨第３次男女共同参画計画 男女共同参画推進課☎813-0852D813-0937
メールdanjokyodo＠city.kagoshima.lg.jp

⑩第５期地域福祉計画 地域福祉課☎216-1245D223-3413
メールchi-kyosei＠city.kagoshima.lg.jp

⑪第二次まちと緑の
　ハーモニープラン

公園緑化課☎216-1368D216-1352
メールkouen-hana＠city.kagoshima.lg.jp

⑫空き家等対策計画（改定） 建築指導課☎216-1358D216-1389
メールkshido-kenan＠city.kagoshima.lg.jp

⑬市立病院再整備計画 市立病院経営管理課☎230-7013D230-7070
メールhpkeiei-ki＠city.kagoshima.lg.jp⑭第２期病院事業経営計画

⑮第２期船舶事業経営計画 船舶局総務課☎293-4782D293-2972
メールspsou-soumu＠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…①～⑭は１月19日、⑮は１月28日
　　　　　　（いずれも消印有効）
◇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

市役所に「おくやみコーナー」を開設します
　身近な人が亡くなったときには、さまざまな手
続きが必要です。遺族が少しでも不安や負担なく
手続きできるようサポートします。

内国民健康保険や後期高齢者医療保険の
　葬祭費支給申請など、死亡に伴う各種
　手続や案内、申請書の作成補助など
期１月19日（水）～
◇時間…８時50分～16時
所本庁別館１階　市民課内
◇利用方法… 来庁の３開庁日前までに電話で予約　※１月４日（火）

から受け付け（開庁日の８時30分～16時）

市電・市バス、桜島フェリー運行（航）情報をLINEで配信
　市LINE公式アカウントで、大雨・台風などに伴う市電・市バス
や桜島フェリーの運休・運行（航）再開などをお知らせします。

◇配信開始…１月４日（火）
◇ 市LINE公式アカウントを友だち
　追加し、受信設定から、各交通
　機関の配信を「希望する」に設定
　すると受信できます

【広報課☎216-1133D216-1134】

市民課 堀田 主査

  「おくやみコーナー」では、申請書の
準備や書き方などをお手伝いします。
　死亡に伴う各種手続をまとめた「おく
やみハンドブック」もご活用ください。
（市HPで閲覧可）

■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】

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

市

アカウント
登録画面

第47回 鹿児島市春の新人賞
　文化芸術の将来を担う人材育成と文化芸術の向上
発展のため、本市を中心に活動する若い芸術家に贈
られる同賞の受賞者が決定しました。

大
おおつか

塚 智
ち え

恵 さん（ピアノ）
鹿児島とドイツ・ケルンを拠点にさまざまな時代の
音楽を鋭敏な解釈と確かな技巧で表現し、コンクール
などで高評価を得ている。指揮や現代音楽の作曲、音
楽教育など活動領域を広げ、地域貢献が期待される
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崎
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一
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郎
ろう
 さん（イラストレーション）

緻密なモノトーンの線描が表面を拡張・増殖してい
く表現は、従来の規範にとらわれない自由な独自の
世界観を強く感じさせる。企業製品とのコラボレー
ションも多く、全国各地で個展を開催している
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祗
ぎ
 さん（日本舞踊）

幼少時より日本舞踊を学び29歳で花柳流師範とな
る。九州でも数少ない若手実力派男性舞踊家として
「素踊り」を極めようとする姿勢は貴重で、日本の
伝統文化の次代を担うことが期待される

【文化振興課☎216-1501D216-1128】
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【例】動物の愛護及び管理に関する条例のパブリックコメント

「10頭以上」の猫
の飼養の届け出制
が条例に明文化

決められた数以上
の飼育を届け出制
にしてほしい…

市ホームページ

新南部清掃工場の供用開始
　ごみ焼却時に発生する廃熱を利用した高効率の発
電や、収集した生ごみなどから作り出したバイオガ
スを都市ガス原料として供給するなど、ごみをエネ
ルギー源として有効活用できる最新の施設に生まれ
変わりました。

◇ごみの持ち込み…１月４日（火）～
◇施設の特徴を映像やタッチパネルディ
　スプレイ、発酵槽トンネルで紹介する
  施設見学の予約を受け付けています

【南部清掃工場☎261-6225D261-6235】

市ホームページ

完成パース図
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学校調理嘱託員（会計年度任用職員）
内市立小・中学校での給食調理
業務　◇採用日…４月１日
◇申込期限…２月４日（必着）
◇応募要件など詳しくは教育委
員会総務課☎227-1992D222-
8796へ

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
かごしま環境未来館サポーター
内展示案内やイベント補助のボ
ランティア　対15歳以上の人
※養成講座の受講が必要　◇申
込期限…１月22日（必着）　問か
ごしま環境未来館☎806-6666
D806-8000

子ども・子育て会議委員
内子ども・子育て支援事業計画
の進

しん

捗
ちょく

状況や次期計画策定など
の協議　対市内に住むか通勤・
通学する18歳以上の人　◇任期
…５月１日～令和７年４月30日
（予定）　定５人（レポートによ
る選考）　◇申込期限…１月31
日（必着）　◇応募要件など詳し
くはこども政策課☎216-1514
D803-7628メールkodo-kikaku＠city.
kagoshima.lg.jpへ

市民アートギャラリーを
利用しませんか
内学校の部活動・サークルや障
害者・高齢者施設の文化芸術活
動の作品展示　期２月１日（火）
～３月31日（木）のうち１～２週
間程度　所みなと大通り別館　
◇申込期間…１月13日～31日
（先着順）　問かごしま文化情報
センター（KCIC）
☎248-8121D248-
8127メールinformation
＠kcic.jpへ
国際交流活動に助成します
対民間の国際交流団体が実施す
る本市の国際化の推進に役立つ
と認められる事業の経費　※営
利目的のものなどを除く　◇補
助率…対象経費の２分の１（上
限50万円）　◇申請期限…事業
実施の１カ月前
問国際交流課
☎216-1131
D224-8900
修学旅行生を受け入れてみませんか
内県外からの修学旅行生の家庭
での宿泊や農業体験など　対谷
山・伊敷・吉野・吉田・桜島・
喜入・松元・郡山地域の家庭
※農家でない一般家庭も可
◇１家庭当たり３人程度の生徒
を受け入れ、１人１泊6500円程
度の体験料が支払われます
問グリーンツーリズム推進課
☎216-1371D216-1320

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　◇応募方法
など詳しくは都市
景観課☎216-1425
D216-1398へ

職員などの募集 募　集
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市電・市バスを活用した広告
◇イベント告知に最適な車内ポ
スター広告を活用しませんか
※個人での利用も可　◇企業や
商品などの宣伝には車体広告も
お勧めです　問交通局総合企画
課☎257-2102D258-6741

証明書のコンビニ交付サービス休止
期１月11日（火）・15日（土）・29
日（土）　問サンサンコールかご
しま☎808-3333
鴨池・鹿児島中央駅市民サービス
ステーションの休業
期１月29日（土）　問サンサンコ
ールかごしま☎808-3333
あいばすの一部運行見直しと
乗合タクシーの運行開始
①あいばすの一部
　運行見直し
対小原、喜入地域　
期２月１日（火）～　
②乗合タクシー運行開始
対小野・伊敷地域　
期２月２日（水）～　
※同地域のあいば
す運行は１月31日
（月）まで
①②共
問交通政策課
☎216-1113
D216-1108
かごしま温泉健康プラザの休館
期２月８日（火）～15日（火）
問かごしま温泉健康プラザ
☎252-8551D252-8556
川商ホール 
第２ホールの予約休止
期来年１月下旬～３月下旬の一
部期間
問川商ホール
☎257-8111
D251-4053

アフターコロナを見据えた観光
の実証実験を実施しています
①市公式観光アプリ
  「わくわく」の配信
◇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
握するアプリです　
期１月31日（月）まで
◇加盟店で使用でき
る500円相当の割引
ポイントを進呈中
（3000人使用で終了）
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中
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円で販売中（完売次第終
了）　※スマートフォンでの購
入・利用（現地決済）　問“まっ
てるし鹿児島市”宿泊キャンペ
ーン事務局☎050-3850-5873
メールkagoshimashi-shukuhaku＠
jtb.com

消費生活出張講座をご利用ください
内契約の基礎知識や最近の消費
者トラブルとその対処法など
対市内の町内会や高齢者クラブ、
企業、学校など　◇申込方法な
ど詳しくは市HPか市消費生活セ
ンター☎808-7512へ

ホームページ

【人権推進課☎216-1232D216-1207メールjinken＠city.kagoshima.lg.jp】

①宣誓日時の予約
　 電話、ファクス、
メールで宣誓予定
日の７日前までに
人権推進課へ

②来庁して宣誓
　必要書類を揃え
　て２人で来庁し、
　人権推進課で宣
　誓書に記入

【必要書類】
  住民票の写し、戸籍抄本・
独身証明書、本人確認書類
など

③受領証などの交付
　 原則、宣誓日当日に
交付（受領証・カー
ドのデザインは３種
類から選べます）

宣誓ができる人　※宣誓する２人が、次の要件を全て満たすこと
①成年に達していること　　　　　　　　②鹿児島市民か転入予定であること
③配偶者（事実婚を含む）がいないこと　　④宣誓者以外とパートナーシップの関係にないこと
⑤２人が近親者でないこと

「鹿児島市パートナーシップ宣誓制度」スタート
　一人一人の人権や多様性が尊重され、誰もが安心して暮らしていける社会の実現を目指す取り
組みの一環として、今月から「鹿児島市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
■鹿児島市パートナーシップ宣誓制度とは
◇ 「お互いを人生のパートナー」として、日常生活において相互に責任を持って協力し合うこと
を宣誓した、一方か双方が性的少数者の２人に、受領証などを交付します

◇ 法的な効力（婚姻や相続、税金の控除など）はありませんが、宣誓したことを市が証明すること
で、性的少数者の抱える日常生活での生きづらさを軽減しようとするものです

■宣誓手続きの流れ

お知らせ

市ホームページ
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アプリの
ダウンロード

観光ナビ

市ホームページ

パートナーシップ
宣誓 申請者

鹿児島市 民間事業者等制度の周知啓発

受領証などの交付
行政サービスの提供

民間
サービス
の提供

受領証など
の提示

制度のイメージ図

市ホームページ


