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マイナンバーカードの出張申請受付（７月分）
◇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から予約可
◇カードは後日、郵送で受け取れます
◇各場所での受付時間…９時30分～16時30分（★は16時まで）

場　所 期　日 予約受付期間
桜ヶ丘福祉館 ７月１日（金）・４日（月） ６月10日～28日田上台福祉館
谷山北福祉館 ７月５日（火）・６日（水） ６月14日～30日吉野福祉館
西陵福祉館 ７月７日（木）・８日（金） ６月16日～７月４日唐湊福祉館
鴨池公民館 ７月11日（月） ６月20日～７月６日谷山市民会館

星ヶ峯福祉館 ７月12日（火） ６月21日～７月７日
７月19日（火） ６月28日～７月13日

坂元福祉館 ７月12日（火） ６月21日～７月７日
７月28日（木） ７月７日～25日

たてばば福祉館 ７月13日（水）・14日（木） ６月22日～７月８日皇徳寺福祉館

田上福祉館 ７月15日（金） ６月24日～７月12日
７月19日（火） ６月28日～７月13日

谷山福祉館 ７月15日（金） ６月24日～７月12日
７月28日（木） ７月７日～25日

花野福祉館 ７月20日（水）・21日（木） ６月29日～７月14日福平福祉館
伊敷台福祉館 ７月22日（金）・25日（月） ７月１日～19日宇宿中間福祉館
和田福祉館 ７月26日（火）・27日（水） ７月５日～21日柳町福祉館
城西公民館 ７月29日（金） ７月８日～26日谷山北公民館 ★
【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 ６月15日（水） 吉野支所 ☎244-7111
６月16日（木） 伊敷支所 ☎229-2111

登記のみ ６月23日（木） 桜島支所（桜島総務市民課） ☎293-2345

不動産鑑定 ６月15日（水） 市民相談センター ☎216-1205建築 ６月16日（木）

人権

６月10日（金） 喜入支所★ ☎345-1111
６月13日（月） 郡山支所★ ☎298-2111
６月15日（水） 吉田福祉センター★ ☎294-2211
６月17日（金） 伊敷支所 ☎229-2111
６月21日（火） 谷山支所 ☎269-8404
６月22日（水） 松元支所★ ☎278-2111

６月23日（木） 桜島支所（桜島総務市民課）★ ☎293-2345

７月７日（木） 市民相談センター ☎216-1205
行政関係申請
手続き

７月５日（火） 谷山支所 ☎269-8404
７月６日（水） 市民相談センター ☎216-1205

◇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

●弁護士による無料相談「女性の権利ホットライン」
内女性に対する暴力や離婚に関する諸問題、職場での差別など女
性の権利一般に関する相談

期６月24日（金）10時～16時　所県弁護士会館
◇相談方法など詳しくは県弁護士会事務局☎226-3765D223-7315へ

●公益通報と通報者の保護制度
◇事業所の法令違反をその事業所の労働者などが告発する「公益
通報」では、法律に基づき、通報したことを理由とする解雇な
どの不利益から保護されます

◇本市が処分、勧告などの権限を持つ違反の通報は、当該事業所
を所管する部署か市民相談センター☎216-1205D216-1144へ

市ホームページ

議会中継をご覧ください
◇パソコンやスマートフォン、
タブレット端末で令和４年第２
回定例会（６月８日開会）の本会
議をリアルタイムで視聴できま
す　問政務調査課☎216-1454
D216-1452

緊急地震速報訓練を実施します
◇全国一斉の緊急地震速報訓練
に合わせて、市内各所の防災行
政無線などで緊急地震速報（訓
練）を放送します　期６月15日 
（水）10時ごろ　問危機管理課
☎216-1213D226-0748

インターネット
議会中継

“エシカル消費”を心掛けましょう
◇エシカル消費とは、地域の活性化や雇用など
を含む、人・社会・地域・環境に配慮した消
費行動です

◇日々の買い物で、エコマークなどの認証
ラベル付き商品の購入や地産地消、必要
な分だけ購入するなど、自分にできるこ
とを考えて実践してみましょう

問市消費生活センター☎808-7512

市ホームページ

【男女共同参画推進課☎813-0852D813-0937】

不安を抱える女性に寄り添って支援します
　新型コロナの影響により、さまざまな困難や
不安を抱える女性を幅広く支援する「女性のつ
ながりサポート事業」をスタートし、今月から
常設相談窓口を設置します。

内電話や窓口での相談、各種支
　援に関する情報提供、訪問支
　援など
対市内に住むか通勤・通学する
　女性
所上之園町34-20AYAビル５階
◇相談先…ＮＰＯ法人こころの
　　　　　サポートアミ
　　　　　☎800-1886
◇受付時間…平日10時～17時

男女共同参画推進課
 中島 主査

　７月から気軽に集える居場所として
交流会・イベントの開催や公共施設で
の生理用品の配布などにも取り組んで
いきます。相談窓口を含め、困ったと
きには、一人で悩まずに気軽にご利用
ください。

ホームページ
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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

令和４年度市登録通訳者
対手話通訳士試験・手話通訳者
全国統一試験・全国統一要約筆
記者認定試験の合格者　◇面接
日…６月27日（月）18時30分～
所かごしま市民福祉プラザ
◇申込期限…６月20日（必着）
問市手話通訳者・要約筆記者派
遣運営協議会☎・D219-5882
メールkago.s-y.haken＠sky.plala.
or.jp

文化芸術推進会議に関する委員
内文化芸術推進基本計画の推進
に関する協議　対市内に住む18
歳以上の人　期８月から２年間
定３人程度　◇申込期限…６月
30日（必着）　問文化振興課
☎216-1501D216-1128メールbunka
shinko＠city.kagoshima.lg.jp

交通局モニター（市電・市バス）
内乗客サービスや運営に関する
レポートの提出、意見交換会へ
の参加　対市内に住み市電か市
バスを利用する18歳以上の人
※その他要件あり　期８月から
１年間　定15人程度　◇申込期
限…６月30日（消印有効）　問交
通局総務課☎257-
2111D258-6741
メールktsoumu＠city.
kagoshima.lg.jp
船舶モニター（桜島フェリー）
内乗客サービスや運営に関する
レポートの提出、意見交換会へ
の参加　対市内に住む18歳以上
の人　※その他要件あり　期８
月から１年間　定12人　◇申込
期限…６月30日（消印有効）
問船舶局総務課
☎293-4782D293-
2972メールspsou-sou
mu＠city.kagoshi
ma.lg.jp
サンエールフェスタ2023実行委員
内来年１月に開催するイベント
での生涯学習に関する催しの企
画・運営　対市内に住むか通勤・
通学する人　期７月～来年２月
所サンエールかごしま　定10人
程度　◇申込期限…６月30日
（必着）　問生涯学習課☎813-
0851D813-0937メールsgaku-syo
gai＠city.kagoshima.lg.jp
親子で取り組む「もやせるごみ」
減量実践モニター
内ダンボールコンポストや生ご
みの水切りなどの親子での実践
対市内に住む小学４～６年生と
親　期７月中旬～８月の４週間
定50組　料１組1000円　◇申込
期限…７月８日（必
着）　問資源政策課
☎216-1290
D216-1292

職員などの募集 募　集
グリーン・ツーリズム活動団体
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（審
査あり）　◇登録されると施設
整備の補助が受けられるほか、
活動を市HPで紹介します　◇申
込期限…６月15日（必着）　問世
界遺産・ジオ・ツーリズム推進
課☎216-1371D216-1320
 

「市長と語る会」参加グループ
内甲東地域のまちづくりをテー
マとした市長との意見交換
対甲東中学校区で活動中の５人
以上のグループ　期９月予定
※参加団体の決定後、日時・場
所を連絡します　◇申込期限…
６月30日（消印有効）　問市民協
働課☎216-1204
D216-1207メールshi
-kyo＠city.kago
shima.lg.jp
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（134種類のテ
ーマあり）　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☎216-1204
D216-1207メールshi-kyo＠city.ka
goshima.lg.jp　※市HPからも
申し込み可

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
スター広告を利用しませんか
※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
問交通局経営課
☎257-2102
D258-6741

乗合タクシーの利用者拡充
◇公共交通不便地域に住む人以
外に、対象地域外に住む付添人
も事前登録で利用できるように
なりました（付添人のみの利用
は不可）　対錫山・火の河原、
喜入瀬々串、松元平田、常盤、
平川古屋敷、小野・伊敷地域
◇利用方法など詳しくは市HPか
交通政策課☎216-1113D216-
1108へ

第四次かごしま市食育推進計画
（令和４～８年度）を策定しました
◇食を巡る現状・課題などを踏
まえ、食育に関する施策を総合
的・計画的に進めます　◇計画
内容など詳しくは市HPでご確認
ください　
問保健政策課
☎803-6861
D803-7026

市職員募集
◇各試験区分の受験資格や受験申込書など詳しくは市HPをご覧ください

■就職氷河期世代を含めた社会人経験者採用試験　※申込期間…６月６日～24日（★は９月30日まで）
試験区分 採用予定人数 受験資格 第１次試験日

一般事務Ａ 15人程度 昭和58年４月２日～平成５年４月１日に生まれた、民間企業などか県外での公務員
としての職務経験が直近７年中５年以上ある人　※その他要件あり ７月15日（金）～８月７日（日）

一般事務Ｂ

各若干名

昭和45年４月２日～昭和61年４月１日に生まれた人 ８月８日（月）～21日（日）

土木・電気
昭和58年４月２日～平成５年４月１日に生まれた、民間企業などか県外での公務員
としての土木か電気関係の設計・施工管理などの職務経験が直近７年中５年以上あ
る人　※その他要件あり

９月18日（日）

一般事務（情報
処理技術者）★

昭和52年４月２日以降に生まれた、民間企業などか県外での公務員としての情報シ
ステムの開発・運用管理などの職務経験が直近７年中５年以上あり、情報処理技術
者試験センターが実施する試験のいずれかに合格している人

なし（書類選考）

■任期付職員（喜入園）　※申込期限…６月30日（消印有効）、第１次試験は書類選考
試験区分 採用予定人数 受験資格
支援員 若干名 高等学校か修業年限３年以上の高等課程の専修学校などを卒業した人

■医師　※随時受付、第１次試験は書類選考
試験区分 採用予定人数 受験資格（次の要件を全て満たすこと）

医師（公衆衛生） ３人 ①昭和48年４月２日以降に生まれた、医師免許を持つ人
②令和４年５月13日時点で、医師免許取得後の職務経験（臨床研修含む）が５年以上ある人　※その他要件あり

【サンサンコールかごしま☎808-3333D224-8900（人事課）】
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鹿児島市食育推進
キャラクター
「でこん丸」

申し込みをお待ち
しています！


