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電車通りデッキ架設工事に伴う交通規制
　L
ライ
i-K
カ
a1920の電車通りデッキの架設工事

のため、市電の運行休止と道路交通規制な
どを実施します。当日は鹿児島中央駅周辺
の混雑が予想されます。
　規制区間や迂

う
回
かい
路などを確認し、混雑回

避にご協力をお願いします。

■市電の運休・減便
期２月26日（土）19時～終電まで
　運休…２系統（鹿駅前～中央駅前～郡元）
　　　　※代替バスの運行あり
　減便…１系統（鹿駅前～騎射場～谷山）
　　　　※12分間隔で運行
■道路交通規制
期２月26日（土）20時30分～27日（日）５時

【中央町19・20番街区市街地再開発組合☎256-2205D256-2206】
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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）
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●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

8
や

8
や

　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

登記

２月10日（木） 市民相談センター

13時～16時

２月16日（水） 吉野支所

２月17日（木） 伊敷支所

２月24日（木） 郡山支所

３月９日（水） 谷山支所

建築 ２月17日（木） 市民相談センター

人権

２月15日（火） 谷山支所

２月16日（水） 吉田福祉センター 10時～15時

２月18日（金） 伊敷支所 13時～16時

２月24日（木）
桜島支所（桜島総務
市民課）

10時～15時

３月３日（木） 市民相談センター

13時～16時
行政関係申請
手続き

３月１日（火） 谷山支所

３月２日（水）
市民相談センター

花と緑 ３月９日（水）

【サンサンコールかごしま☎808-3333】

サンエールかごしま
図書整理期間のお知らせ
◇３月１日（火）～６日（日）は、
資料整理のため図書・DVDの
貸し出しや閲覧はできません
◇返却は、図書は同施設玄関前
のブックポスト、DVDは図書
カウンターへ　
問男女共同参画推
進課☎813-0852
D813-0937

あいばすの一部運行見直し
◇対象地域…谷山（②番）、谷山
北部（⑥番）、谷山南部（⑦番）
期３月１日（火）～　◇運行ルー
トやダイヤなど詳
しくは市HPか交通
政策課☎216-1113
D216-1108へ
市電・市バスの決算状況
◇新型コロナの影響により、市
電・市バスの利用者数が大幅に
減少しています　◇路線維持に
向け、環境にも優しい公共交通
をご利用ください　◇交通局HP
で決算や市バス全路線の状況を
公表しています　
問交通局総合企
画課☎257-2111
D258-6741

４月から成年年齢が18歳に！
契約トラブルに注意
◇成年になると親の同意なしで
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恐れがあ
ります　◇契約の知識やルール
を学び、本当に必要かよく考え
てから契約するようにしましょ
う　◇困ったとき
はすぐに相談を
問市消費生活セン
ター☎808-7500

ひとりで悩まずご相談を
かごしま犯罪被害者支援センター
◇犯罪や交通事故の被害に遭っ
た人と家族などに対し、電話・
面接相談、病院・裁判所への付
き添いなどの支援を行っていま
す　※相談無料・秘密厳守
◇受付日時…火～土曜日の10時
～16時（休日を除く）　問かごし
ま犯罪被害者支援センター
☎226-8341
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18歳になってもできないこと
　飲酒や喫煙、競馬や競輪な
どの公営ギャンブルの年齢制
限は20歳のままな
ので注意しましょ
う。

鹿児島中央駅と南
国センタービル前
までが、２つのデ
ッキとビル内通路
でつながり、利便
性や回遊性が向上
します

◇片側対面通行
  20時30分～22時30分
◇全面通行止め
  22時30分～翌朝５時

完成パース図

ブックポスト
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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
※事前研修あり　定若干名（履
歴書と面接による選考）　◇申
込期限…２月16日（必着）　問教
育委員会総務課☎227-1992
D222-8796

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
☎216-1259D803-7628

かごしま環境未来館
協働運営委員会委員
内各種事業や運営方針などの協
議　対市内に住む20歳以上の人
期４月から２年間（年４回）
定２人（レポートと面接による
選考）　◇申込期限…２月25日
（必着）　問かごしま環境未来館
☎806-6666D806-8000

平川動物公園モニター
内施設見学や意見交換会への参
加、アンケートへの回答など
（年２回程度）　※採用者に年間
パスポートを進呈　対市内に住
む18歳以上の人　期４月から１
年間　定10人　◇申込期限…２
月28日（必着）　問平川動物公園
☎261-2326D261-2328

水道モニター　　　　　　託
内施設見学や研修会への参加、
レポートの提出など　対市の水
道か公共下水道を利用している
18歳以上の人　※過去２回水道
モニターをした人を除く　期４
月から１年間　定30人　◇申込
期限…２月28日（消
印有効）　問水道局
経営管理課☎213-
8507D252-6728
農地利用最適化推進委員候補者
内農業委員と連携した農地利用
の最適化の推進に向けた現場活
動など　対農地利用の最適化に
関する識見を持つ人（推薦も可）
◇任期…５月からおおむね３年
間　定18人（書類などによる選
考）　◇申込期限…３月１日（消
印有効）　◇応募や推薦の要件
など詳しくは市HPか農業委員会
事務局☎216-1466
D216-1292、各支
局へ

職員などの募集
「市長と語る会」参加グループ
内桜ヶ丘地域のまちづくりをテ
ーマとした市長との意見交換
対桜丘中学校区で活動中の５人
以上のグループ　期５月予定
※参加団体の決定後、日時・場
所を連絡します　申郵送かファ
クス、メールで団体名、代表者
名、参加人数、団体の活動内容
も２月28日（消印有効）までに
〒892-8677山下町11-1市民協働
課☎216-1204D216-1207メールshi-
kyo＠city.kagoshima.lg.jpへ

児童書の出版を支援します
内来年３月までに
出版予定の、児童
を対象とした未発
表の小説や絵本な
どの出版費用の一部補助　対市
内に住むか通勤・通学する人や
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３月31日（消印有効）
までに〒892-8677
山下町11-1文化振
興課☎216-1501
D216-1128へ

コンビニなどでの証明書交付の
休止
期①２月10日（木）、②２月12日
（土）・17日（木）・18日（金）
◇休止する証明書…①戸籍関係
証明書（戸籍謄抄本、戸籍の附
票の写し）のみ、②全ての証明
書　問サンサンコールかごしま
☎808-3333
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４年第１回定例会（２
月14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☎216-1454
D216-1452

Ｊアラートのテスト放送
◇市内各所の防災行政無線から
テスト放送を流します　期２月
16日（水）午前11時ごろ　問危機
管理課☎216-1213D226-0748

令和２年度の決算がまとまりました
詳しくは市HPか市政情報コーナー、各支所、地域公民館などにある「令和２年度決算のあらまし」をご覧ください。

【財政課☎216-1155D216-1162】

 市の借金（市債）は減少 
　市債は、将来の市民の皆さんにも公平に費用負
担をしていただくなどの観点から発行していま
す。臨時財政対策債を除く実質的な市債残高は、
前年度より102億円減少しました。
 市の貯金（基金）を活用 
　基金は、一般家庭の貯金に相当するもので、必
要に応じて積み立てや取り崩しを行っています。
行政サービスに活用し、２年度の残高は、前年度
より25億円減少し、279億円になりました。
 ２年度決算のまとめ 
　前年度に引き続き黒字を確保し、実質的な市債残高を減少させました。
基金残高は減少しましたが、健全な財政運営を維持しつつ、さまざまな施
策を積極的に推進し、市勢の発展と市民福祉の向上に努めました。

　特別会計（特定目的のための会計）
　 　国民健康保険事業は、約38億円の赤字となりましたが、
令和３年度の歳入を繰り上げて不足分に充てました。

　　その他の７つの特別会計は黒字か収支均衡となりました。

　企業会計（地方公営企業の会計）
　 　病院・交通・船舶事業は赤字となりましたが、その他の企業会計は黒
字を確保しました。

一般会計
　福祉や医療、教育、道路・公園の整備など基本的な
行政サービスを行う一般会計は、適切かつ効率的な執
行に努め、約44億円の黒字を確保しました。
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市民１人当たり約57万７千円の主な使い道
区画整理や道路、
公園などの整備
約５万２千円

福祉の充実
約22万１千円

商業・観光・農林水産
業の振興（特別定額給
付金事業を含む）
約12万４千円

その他（県が市の特定事業に
出したお金など）
388億2,616万2千円

歳出3,466億7,247万4千円
（年間収入）（年間支出）

一般会計決算額の内訳
歳入3,524億1,852万3千円

民生費
（子育て支援や高齢者の医療など
福祉の充実に）
1,328億4,444万9千円

市税
（市民税や固定資産税など）
8７４億２,２４６万３千円

土木費（道路・公園などの整備に）
310億2,467万3千円

その他
（使用料や手数料など）
2３１億７,６３４万５千円

地方交付税
（国から交付されたお金。
使い道は市が自由に決められる） 
299億118万1千円

商工費（商業・観光の振興に）
722億2,598万1千円

公債費（市債の返済に）
287億5,976万8千円

教育費（教育の振興に）
212億1,593万4千円

衛生費（環境や衛生の向上に）
246億9,923万3千円

実質収支
43億７,７９０万２千円

国庫支出金
（国が市の特定事業に出したお金）
１,３8０億7,193万6千円

市債（銀行などから借り入れたお金
（返済時に国から一部補てんあり）） 
350億2,043万6千円

自
　主
　財
　源

依
　存
　財
　源

（
市
が
自
主
的
に
調
達
で
き
る
財
源
）

（
国
・
県
な
ど
か
ら
受
け
入
れ
る
財
源
）

｝

④翌年度繰越財源 1３億６,８１４万7千円
③その他（市の運営などに） 2７５億５,8５６万７千円

①消防費（消防・救急に） ６０億２,７９５万２千円
②農林水産業費（農林水産業の振興に） ２３億１,５９１万７千円

①②
③
④
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募　集
 応募要領は20面 お知らせ
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インターネット
議会中継

Kids


