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マイナンバーカード取得手続きをサポートします
■臨時交付センターの開設
内①マイナンバーカードの申請受け付け（写真撮影を含む）、②カ
ードの受け取り　※①は希望日の３日前まで、②は９日前まで
に電話か市HPで予約が必要
期５月30日（月）～来年３月下旬の10時～
  18時　※水曜日と年末年始などを除く
所イオン鹿児島鴨池店２階

■出張申請受付　※受付時間…９時30分～16時30分
場　所 期　日 予約受付期間

真砂福祉館 ５月30日（月）・31日（火） ５月９日～25日玉里福祉館
甲東福祉館 ６月１日（水）・２日（木） ５月11日～27日上町福祉館
西紫原福祉館 ６月３日（金）・６日（月） ５月13日～31日城西福祉館
武福祉館 ６月７日（火）・８日（水） ５月17日～６月２日東谷山福祉館
鴨池福祉館 ６月９日（木）・10日（金） ５月19日～６月６日松原福祉館
鴨池公民館 ６月13日（月） ５月23日～６月８日伊敷公民館
宇宿福祉館 ６月14日（火）・15日（水） ５月24日～６月９日西伊敷福祉館 ６月14日（火）・16日（木）
甲南福祉館 ６月15日（水）・16日（木） ５月25日～６月10日

武岡福祉館 ６月17日（金） ５月27日～６月14日
６月22日（水） ６月１日～17日

玉里団地福祉館 ６月17日（金）・20日（月） ５月27日～６月14日
坂之上福祉館 ６月20日（月）・21日（火） ５月30日～６月15日
川上福祉館 ６月21日（火）・22日（水） ５月31日～６月16日
吉野東福祉館 ６月23日（木）・24日（金） ６月２日～20日平川福祉館
明和福祉館 ６月27日（月）・28日（火） ６月６日～22日紫原福祉館
八幡福祉館 ６月29日（水）・30日（木） ６月８日～24日西谷山福祉館
◇市職員などが地域を巡回してマイナンバーカード
の申請受け付け（写真撮影含む）を行います
　※各予約受付期間中に電話か市HPで予約が必要
◇カードは後日、郵送で受け取れます

【市マイナンバーカードコールセンター☎298-9062D224-8959】

●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

生 活 ・ 雇 用 相 談 、  就 労 支 援 （無料）

市 民 相 談 （無料）
●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
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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

５月11日（水） 谷山支所 ☎269-8404
５月12日（木） 市民相談センター ☎216-1205
５月18日（水） 吉野支所 ☎244-7111
５月19日（木） 伊敷支所 ☎229-2111
６月８日（水） 谷山支所 ☎269-8404
６月９日（木） 市民相談センター ☎216-1205

登記のみ ５月26日（木） 吉田福祉センター ☎294-2211
不動産鑑定 ５月18日（水） 市民相談センター ☎216-1205

人権

５月12日（木） 吉野支所 ☎244-7111
５月17日（火） 谷山支所 ☎269-8404
６月２日（木） 市民相談センター ☎216-1205
６月６日（月） 郡山支所★ ☎298-2111

行政関係申請
手続き

５月10日（火） 谷山支所 ☎269-8404
５月11日（水） 市民相談センター ☎216-1205６月１日（水）
６月７日（火） 谷山支所 ☎269-8404

花と緑 ５月11日（水） 市民相談センター ☎216-1205６月８日（水）
◇相談時間…13時～16時（★は10時～15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

梅雨・台風シーズンを前に防災の備えを
■防災ラジオ（有償提供）の申し込み
内災害時に市の発令する避難情報などの緊急放送を受信し、自動的に
最大音量で放送が流れるラジオ（８月以降に交付予定）の有償提供
対市内に住む人、市内の事業者など
　※ １世帯・事業所１台のみ。過去に有償提供を受けた世帯・事業所

や防災行政無線戸別受信機の貸与対象世帯・事業所を除く
　※設置予定場所でフレンズFM（76.2MHz）を受信できることが必要

対　象 価　格 台　数
市内に住む人 1000円 190台
市内の事業所など １万円  10台
◇申し込み多数のときは、避難行動要支援者に該当する人を優先
申直接、申込書（市HPからダウンロード可）と必要書類
　を６月10日（必着）までに危機管理課☎216-1213
  D226-0748、各支所の総務課・総務市民課へ
　※危機管理課は郵送でも受け付け

■地区別防災研修会
内防災の知識を身に付け、地域の防災力を高めるための研修
期①５月18日（水）10時～11時30分、
　②５月26日（木）10時～11時30分
所①かごしま市民福祉プラザ、
　②桜島公民館
定①150人、②100人　申不要
問危機管理課☎216-1213D226-0748

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５月18日（水）午前11時ごろ

市ホームページ

電停ネーミングライツパートナーの募集
　市電停留場の正式名称に続けて表示・案内
する「副呼称」を命名できます。
対全37電停
期来年１月から３年間（延長あり）
申直接か郵送で申込書（交通局HPからダウン
ロード可）と必要書類を７月19日（必着）ま
でに〒890-0055上荒田町37-20同局経営課
☎257-2102D258-6741へ　※事前に募集要
項などを同局HPでご確認ください ホームページ

予約フォーム

予約フォーム
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行政改革推進委員会委員
内行政改革の推進などの協議
対市内に住む18歳以上の人
期６月下旬～令和６年３月
◇申込期限…５月25日（必着）
問行政管理課☎216-1139D224-
8900

コミュニティ意見懇話会委員
内本市のコミュニティビジョン
の検証など　対市内に住む18歳
以上の人　期７月～来年３月
◇申込期限…５月31日（消印有
効）　問地域づ
くり推進課
☎808-2815
D216-1207
地域消費者サポーター
内悪質商法やうそ電話詐欺など
の被害を防ぐ情報を身近な人に
伝える活動　対市内に住むか通
勤・通学する18歳以上の人（事
前研修あり）　期７月～来年３
月（更新あり）　◇申込期限…５
月31日（必着）　◇研修日程など
詳しくは市HPか市消費生活セン
ター☎808-7512D808-7501へ

地域消費者リーダー
内地域における簡易な消費生活
出張講座での講師など（有償ボ
ランティア）　対市内に住む18
歳以上の人で、６月からの事前
研修（全10回）を受講できる人　
期研修修了から令和６年３月ま
で（更新あり）　◇申込期限…６
月10日（必着）　◇研修日程など
詳しくは市HPか市消費生活セン
ター☎808-7512D808-7501へ

地域福祉計画の推進に関する委員
①地域福祉計画推進委員会委員
内第５期地域福祉
計画の推進の協議
など　
②地区福祉推進
　会議委員
内中央、谷山、伊敷、吉野、吉田、
桜島、喜入、松元、
郡山地区の福祉計
画推進の協議など
①②共
対市内に住むか通勤・通学する
18歳以上の人　期８月から３年
間　◇申込期限…５月31日（必
着）　問地域福祉課☎216-1245
D223-3413
鹿児島ふれあいスポーツランド
モニター
内モニター会議への参加や公園
への意見書提出など　対市内に
住む18歳以上の人で、年４回の
会議に参加できる人　期７月～
来年３月　◇申込期限…５月31
日（消印有効）　
問鹿児島ふれあい
スポーツランド
☎275-7107
D275-7118
消防団学生機能別団員
内防災に関するスキルの習得、
大規模災害時の避難所運営補助
など　対市内に住むか通学する
大学・短大生など　◇待遇…活
動手当3500円（１回につき）と団
員報酬8000円（年額）
問消防局警防課
☎222-0960
D227-3119

ランチタイムコンサート出演者
対30分のプログラムを構成・演
奏できる個人やグループ　期７
～９月の金曜日12時20分～12時
50分の期間中１回　所本庁みな
と大通り別館　◇申込期限…５
月31日（必着）　
問かごしまアート
ネットワーク
☎・D248-7780

委員などの募集 お知らせ
全国戦没者追悼式参列遺族
対戦没者・一般戦災死没者の遺
族　※過去に参列したことがな
い人を優先　期８月15日（月）
所日本武道館（東京都）　◇申込
期限…５月31日（必着）　問地域
福祉課☎216-1244D223-3413
「市長と語る会」参加グループ
内吉野地域のまちづくりをテー
マとした市長との意見交換
対吉野中学校区で活動中の５人
以上のグループ　期８月予定
◇申込期限…５月
31日（必着）
問市民協働課
☎216-1204
D216-1207
児童通学保護員人材バンク
登録希望者
◇登校する児童の保護誘導など
を行う児童通学保護員に欠員が
生じたときのために、希望者を
登録します　◇勤務時間…登校
時の１時間　◇報酬…１万8900
円（月額）　◇制服の支給あり
問安心安全課☎216-1209D226-
0748

資源物回収活動団体登録
◇資源物回収活動を行う団体に
補助金を交付しています　※事
前登録が必要　対市内で活動す
る営利を目的としない市民団体
◇補助額など詳し
くは資源政策課
☎216-1290
D216-1292へ
国際交流活動に助成します
内本市の国際交流や多文化共生
などの推進に役立つと認められ
る事業の経費の一部補助　※営
利目的のものなどを除く　対市
内に活動拠点がある民間団体
◇補助率…対象経費の２分の１
以内（上限50万円）　◇申込期限
…事業実施の
１カ月前まで
問国際交流課
☎216-1131
D224-8900

デジタル・トランスフォーメー
ション（ＤＸ）推進計画の策定
◇本市のデジタル化を推進し、
市民サービスの向上につながる
デジタル活用施策の指針となる
ＤＸ推進計画（令和４～８年度）
を策定しました　◇基本理念
「ICTで住みよいまちへ」の実現
に向け、各種施策を積極的に進
めます　◇計画の内容は市HPで
ご確認ください
問デジタル戦略
推進課
☎216-1115
D216-1117
７月から公衆浴場の混浴制限
年齢を７歳に引き下げます
◇公衆浴場法施行条例の改正に
基づき、７歳以上の男女は原則
混浴できなくなりますのでご注
意ください　◇７歳以上でも混
浴できる条件など詳しくは市HP
か生活衛生課☎803-6885D803-
7026へ

「わたしの提言」のご案内
◇市政への意見や提言を受け付
けています　◇市内の公共施設
などに備え付けの専用封書か市
HPの「こんにち
は市長です」、
「わたしの提言」
入力フォームか
らお寄せくださ
い　問市民相談
センター
☎216-1205
D216-1144
市長定例記者会見の録画放送
◇毎月開催する市長定例記者会
見の模様を市HPで
ご覧いただけます
問広報課☎216-
1133D216-1134

市職員募集 市立病院職員募集
①上級職・中級職・資格免許職
•試験概要公表…５月13日（金）
•申込受付開始…５月16日（月）
•第１次試験日…７月上旬
②就職氷河期世代を含めた社会人経験者
•試験概要公表…５月13日（金）
•申込受付開始…６月６日（月）

職　種 受験資格 採用予定人数

助産師・看護師 昭和57年４月２日以降に生まれた、該当職種の免許を
持つ人（令和４年度に取得見込みの人も可）

合わせて
60人程度

薬剤師・臨床検査
技師

昭和52年４月２日以降に生まれた、該当職種の免許を
持つ人（令和４年度に取得見込みの人も可）

各若干名臨床工学技士 昭和57年４月２日以降に生まれた、臨床工学技士免許
を持つ人（令和４年度に取得見込みの人も可）

理学療法士 昭和62年４月２日以降に生まれた、理学療法士免許を
持つ人（令和４年度に取得見込みの人も可）

◇受験申込書は同病院総務課や本庁東別館総合案内、各支所にあります
　（同病院HPからダウンロード可）　
申電子申請は５月12日まで、直接か郵送は必要書類を５月16日（消印
　有効）までに〒890-8760上荒田町37-1市立病院総務課☎230-7002
  D230-7070へ

市ホームページ
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申し込みフォーム

市ホームページ

①②共
◇受験資格や受験申込書などは市HPなどで
公表します

問サンサンコールかごしま
　☎808-3333
　D224-8900（人事課） 市ホームページ

申し込みフォーム


