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提案型によるネーミングライツパートナーの募集
　施設のネーミングライツパートナーとなること
を希望する法人などは、愛称や提案額などを事前
にご相談ください。
■対象施設 
①鴨池公園水泳プール
②鹿児島市民体育館
③吉田文化体育センター・吉田多目
　的屋内運動場・吉田運動場
④喜入総合体育館・喜入総合運動場
⑤郡山体育館・郡山総合運動場
⑥鴨池公園野球場・鴨池公園広場・鴨池公園テニスコート
⑦東開庭球場
⑧鴨池公園多目的屋内運動場
申直接か郵送で事前相談書（市HP
　からダウンロード可）を〒892-
  8677山下町11-1管財課☎216-
  1158D216-1162へ 管財課 上原 主査

●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
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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 問い合わせ先

税務・登記

４月13日（水） 谷山支所 ☎269-8404
４月14日（木） 市民相談センター ☎216-1205
４月20日（水） 吉野支所 ☎244-7111
４月21日（木） 伊敷支所 ☎229-2111

建築 ４月21日（木） 市民相談センター ☎216-1205

人権 ４月15日（金） 伊敷支所 ☎229-2111
４月19日（火） 谷山支所 ☎269-8404

花と緑 ４月13日（水） 市民相談センター ☎216-1205
◇相談時間… 13時～16時（相談日当日８時30分から各相談窓口に

直接か電話で予約可能）
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まずはお気軽に電話
でご相談ください

鴨池公園水泳プール

国民年金の届け出を忘れずに
◇今年度の国民年金保険料は１
万6590円です　◇届け出が必要
なとき…59歳までに①会社など
を退職したとき、②会社員など
の配偶者から扶養されなくなっ
たとき　◇必要なもの…届出者
の本人確認書類（代理人は委任
状も必要）、マイナンバー確認
書類か基礎年金番号が分かるも
の、退職日や扶養から外れた日
が分かる書類など　問サンサン
コールかごしま☎808-3333
国民年金学生納付特例の申請を
◇昨年度申請した人は、申請書
が届いたら必要事項を記入して
返送を　◇申請書が届かないと
きや新たに申請するときは国民
年金課か各支所窓口へ　◇詳し
くは市HPかサンサンコールかご
しま☎808-3333へ
市民税・県民税徴収対策の強化
◇本市では県特別滞納整理班と
連携し、差し押さえなどの滞納
処分を強化しています　◇特別
な事情で納税にお困りのときは
納税課☎216-1191～1194D216-
1196か各支所の税務課に相談を
固定資産の縦覧と閲覧実施中
①土地・家屋価
　格等縦覧帳簿
　の縦覧
対固定資産税の
納税者　期５月31日（火）までの
８時30分～17時15分（土・日曜
日、祝日を除く）　所資産税課、
各支所の税務課　料無料　問資
産税課☎216-1180～1182・1185
D216-1168、各支所の税務課
②固定資産課税台帳の閲覧 
対固定資産税の納税義務者　 
所資産税課、各支所の税務課（東
桜島税務係を含む）　料①の期
間中の納税義務者本人の閲覧は
無料（期間外は有料）　問資産税
課☎216-1180D216-1168、各支
所の税務課 
①②共 
◇必要なもの…本人確認書類（代
理人は委任状も必要）
固定資産課税台帳登録価格の
審査の申し出
◇令和３年度に
税額を据え置く
特別な措置の対
象となった土地
の価格に不服がある納税者は、
令和３年度の納税通知書の交付
を受けた日の翌日から15カ月を
経過する日まで審査の申し出が
できます　◇手続きなど詳しく
は市民税課☎216-1171D216-
1177、登録価格に関しては資産
税課☎216-1185D216-1168か各
支所の税務課へ

水道のメーターボックスの取り
換え、給水装置の修繕
◇水道のメーターボックスの取
り換えや水道メーターから蛇口
までの修繕費用は、所有者や使
用者の負担となります　◇工事
が必要なときは水道局指定給水
装置工事事業者に依頼してくだ
さい　問水道局給排水設備課
☎213-8522D259-1627
個人住宅への雨水の貯留施設、
浸透施設の設置に助成します

◇補助額…対象経費の２分の１ 
（上限あり）　※事前申請が必要
問水道局雨水整備室☎803-8772、
河川港湾課☎216-1412
浄化槽の維持管理 
◇浄化槽の定期的な保守点検や
清掃のために保守点検業者へ委
託して維持管理を　◇法定検査
が義務付けられているので、指
定検査機関から通知があったと
きは必ず受検を　問環境保全課
☎216-1291D216-1292
市営住宅入居者の随時募集
◇年４回ある定期募集で申し込
みのなかった住戸は、随時募集
しています　◇250戸を募集 （３
月15日現在）　申直接、(公財)
県住宅・建築総合センター市営 
管理課☎808-7502D216-1389へ
がけ地などに近接する住宅の
除却費用などの補助
内住宅の除却費用と新たな住宅
の建設などに要する借入金の利
子相当額に対する補助（上限あ
り）　対土砂災害特別警戒区域
などにあるか、昭和46年８月以
前に建築し２mを超える崖に近
接する、居住中の住宅　※事前
協議が必要　
問建築指導課
☎216-1358
D216-1389
ブロック塀などの撤去費用補助 
内地震発生時の被害防止のため、
道路に面するブロック塀などの
撤去費用の一部補助　◇補助額
…見積額と基準額（１万円/ｍ）の
いずれか少ない額の２分の１（上
限20万円）　※事前協議が必要
◇詳しくは市HPか建築指導課
☎216-1358D216-1389へ

年金・税 水道・住まい
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雨水をタンクにた
める　※降雨前は
タンクを空に

雨どいから流れ
てきた雨水を地
下へ浸透させる
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交通局職員（電車運転士）
◇採用日…７月１日　※研修生
として採用　◇申込期限…４月
20日（必着）　◇受験資格など詳
しくは交通局総務課☎257-2111
D258-6741へ

男女共同参画審議会委員
内男女共同参画の推進に関する
計画などの審議　対市内に住む
18歳以上の人　期６月から２年
間　◇申込期限…４月22日（消
印有効）　問男女
共同参画推進課
☎813-0852
D813-0937
環境審議会委員
内環境施策の基本的事項などの
審議　対市内に住む18歳以上の
人　※平日昼に会議あり　期６
月から２年間　◇申込期限…４
月27日（消印有効）
問環境政策課
☎216-1296
D216-1292
清掃事業審議会委員
内ごみの減量・資源化などの審
議　対市内に住む18歳以上の人
※平日昼に会議あり　期６月か
ら２年間　◇申込期限…４月27
日（消印有効）　
問資源政策課
☎216-1288
D216-1292
グリーン･ツーリズム推進協議会委員
内グリーン・ツーリズムの推進
に関する協議や計画の策定
対市内に住むか通勤・通学する
人　期６月～令和９年３月
◇申込期限…４月28日（消印有効）
問世界遺産・ジオ
・ツーリズム推進
課☎216-1371
D216-1320

食品衛生懇談会委員
内食品衛生監視指導計画や食品
衛生に関する協議（会議は年２
回）　対市内に住むか通勤する
18歳以上の人　期６月から２年
間　◇申込期限…４月28日（必
着）　問生活衛生課☎803-6885
D803-7026

サンエールフェスタ実行委員
内来年１月に開催する同イベン
トでの男女共同参画に関する催
しの企画・運営　対市内に住む
か通勤・通学する人　期６月～
来年２月　◇申込期限…４月30
日（必着）　問男女共同参画推進
課☎813-0852D813-0937

市立病院モニター
内病院事業に関する提言や会議
への参加など　対市内に住み、
市立病院を利用する18歳以上の
人　※その他要件あり　期６月
から１年間　◇申込期限…５月
２日（消印有効）
問市立病院経営管
理課☎230-7000
D230-7070

農業体験in八重の棚田オーナー
内地元農家と行う、棚田米の植
え付けから収穫までの体験など
（６月…田植え、８月…田の草
取り、10月…稲刈りなど）
◇申込期限…４月28日（消印有効）
所郡山町八重地区　料１万円
問世界遺産・ジオ・ツーリズム
推進課☎216-1371D216-1320

職員などの募集
まちかどコメンテーター
内市政に関するアンケート調査
への協力　対市内に住むか通勤・
通学する18歳以上の人　期６月
から１年間　◇申込期限…４月
30日（消印有効）
問市民協働課
☎216-1204
D216-1207
「市長と語る会」参加グループ
内①鴨池地域、②桜島地域のま
ちづくりをテーマとした市長と
の意見交換　対①鴨池中学校区、
②桜島地域で活動中の５人以上
のグループ　期①７月、②８月
予定　◇申込期限…①５月２日、
②５月13日（いず
れも消印有効）
問市民協働課
☎216-1204
D216-1207
地域経済ビジョン（素案）
パブリックコメント手続き
◇公表場所…市政情報コーナー、
各支所、各地域公民館、市HPな
ど　※希望者には資料を送付　
期５月６日（消印有効）まで　
◇意見の提出方法
など詳しくは産業
政策課☎216-1318
D216-1303へ
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…５月31日（必着）　◇希望者
に事前相談（要予約）を５月24日
（火）まで実施　◇応募要件や補
助額など詳しくは
市民協働課
☎216-1204
D216-1207へ
市社会福祉協議会会員
◇地域での見守りや子育て支援
などの活動は会員の会費で支え
られています　◇加入方法など
詳しくは市社
会福祉協議会
☎221-6070
D221-6075へ

市国際交流財団会員
◇各種交流会や外国料理講座、
語学教室などが楽しめます
◇加入方法など詳しくは市国際
交流財団☎226-5931D239-9258へ

マリーサポートかごしま（結婚
相談所）をご利用ください
◇婚活アドバイザーによる無料
相談サービスや婚活イベントな
どを定期的に開催しています
◇今月から日置市・いちき串木
野市・姶良市に住むか通勤する
独身の人も登録できます　所キ
ャンセビル７階（中央町）　◇開
所時間…11時～20時　◇休業日
…月曜日、休日　問マリーサポ
ートかごしま☎252-1888

第二次かごしま都市マスター
プランを策定しました
◇都市経営や地
域共創の視点を
取り入れ、都市
の活力を生み出
し、地域の価値
を向上させるま
ちづくりを進め
ます　問都市計
画課☎216-1378
D216-1398
今月から行政連絡船（しんじま）
の運航時刻が変わります
◇浦之前港発…８時15分、10時
10分、15時５分　◇新島港発…
８時25分、10時
25分、15時20分
問桜島総務市民課
☎293-2346
D293-3744
天まちサロン営業終了
◇センテラス天文館１階の観光
案内所の開設に伴い、３月31日
で営業を終了しました　問産業
支援課☎216-1323D216-1303

新たな行政改革大綱（令和４～８年度）がスタート
～新しい時代に対応した持続可能な行政サービスの推進～

　 スマートフォン講習会の受講者募集

　本市を取り巻く行財政環境の急速かつ大きな変化
に対応し、ICT（情報通信技術）や民間知見の活用な
ど新しい技術・発想を積極的に取り入れ、計画的で
柔軟な行財政運営を推進します。

内スマートフォンの基本操作や市の提供する
アプリ、マイナンバーカードを活用した電
子申請などの操作の講習

対市内に住む18歳以上で機器を持参できる人
所６月…地域福祉館（たてばば・上町・柳町・吉野・吉野東・
　　　　　　　　　 川上・伊敷台・花野・西伊敷）
　７月…地域福祉館（玉里団地・玉里・坂元）、
　　　　地域公民館（吉野・吉田・郡山・伊敷・城西・中央）
　※各館の開催日時は市HPでご確認ください
　　（他の地域でも順次開催予定）
料無料
申往復はがき（１人１通）で受講場所（１カ所
のみ）も４月22日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1デジタル戦略推進課☎216-1115
D216-1117へ　

※市HPからも申し込み可【行政管理課☎216-1139D224-8900】

(1)市政情報の公開・提供の推進
　❶情報公開の推進　❷きめ細かな広報機能の充実
(2)効率的で健全な行財政運営の推進
　❶質の高い効率的な行政運営　❷総合的な公共施設等の管理
　❸健全財政の維持　❹地方創生・地方分権改革への対応
(3)人材育成の推進
　❶職場における職務能力の向上　❷研修による能力開発の強化
　❸人を育てる人事管理の推進
(4)ＩＣＴ利活用の推進
　❶電子行政の推進　❷データの安心・安全な利活用の推進
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 応募要領は20面 

推進方針・具体的な推進方策
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