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マイナンバーカードの出張申請受付（８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

※各予約受付期限までに電話か市HPから予約が必要
◇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 予約受付期限

城西公民館 ８月１日（月）・２日（火） ７月27日（水）
８月26日（金） ８月23日（火）

吉田公民館 ８月１日（月）～３日（水） ７月27日（水）
伊敷公民館 ８月３日（水）～５日（金） ７月29日（金）
東桜島公民館 ８月４日（木）・５日（金） ８月１日（月）
喜入公民館 ８月８日（月）～10日（水） ８月３日（水）郡山公民館
松元公民館 ８月15日（月）～17日（水） ８月９日（火）谷山市民会館
鴨池公民館 ８月18日（木）・19日（金） ８月15日（月）桜島公民館

吉野公民館　 ★ ８月22日（月） ８月17日（水）
８月29日（月）～31日（水） ８月24日（水）

谷山北公民館 ★ ８月22日（月）～24日（水） ８月17日（水）
武・田上公民館 ８月23日（火）～25日（木） ８月18日（木）
◇健康保険証としての利用申し込みと公金受取口座の
登録によるマイナポイント付与（最大２万円分）が始
まりましたので、お早めに申請をお願いします
【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
　※オンラインでも実施（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

７月14日（木） 市民相談センター ☎216-1205

７月20日（水） 谷山支所 ☎269-8404
吉野支所 ☎244-7111

７月21日（木） 伊敷支所 ☎229-2111
登記のみ ７月28日（木） 喜入支所 ☎345-1111
不動産鑑定 ７月20日（水） 市民相談センター ☎216-1205建築 ７月21日（木）

人権
７月14日（木） 吉野支所 ☎244-7111
７月19日（火） 谷山支所 ☎269-8404
８月４日（木） 市民相談センター ☎216-1205

行政関係申請
手続き

８月２日（火） 谷山支所 ☎269-8404
８月３日（水） 市民相談センター ☎216-1205花と緑の相談 ７月13日（水）

◇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
◇花と緑の相談はオンラインでも実施（希望する人は事前にご相
談を）

●民事調停委員・家事調停委員による調停手続無料相談会
内交通事故の損害賠償、金銭貸借、離婚、
　相続などの調停手続きに関する相談
期８月６日（土）９時30分～14時30分　
所かごしま市民福祉プラザ
問鹿児島調停協会☎808-3706D227-1050

●国際交流センターに外国人相談デスクを開設
　本市在住の外国人の日常の困り事の相談を多言語で受け付けま
す。
所かごしま国際交流センター１階（加治屋町19-18）
◇相談先…外国人相談デスク☎090-9407-2266D239-9258
◇受付時間…９時～12時、13時～16時
　　　　　　※月・日曜日、年末年始などを除く

市ホームページ

７月10日（日）は参議院議員通常選挙・県議会議員補欠選挙
■投票時間

投票所 投票時間
吉田・桜島・喜入・松元・郡山支所管内の投票所、
三船公民館、柳ヶ谷公民館 ７時～19時

上記以外の投票所 ７時～20時
※「西本願寺小山田出張所」の投票所は「小山田小学校」に変更

■投票日当日に都合が悪いときは期日前投票を
期日前投票所 期　間 時　間

本庁
参議選：７月９日（土）まで
県議補選：７月２日（土）～
　　　　　９日（土）

８時30分～20時

各支所
７月３日（日）～９日（土）

８時30分～20時
東桜島合同庁舎 ８時30分～17時
イオンモール鹿児島
２階（東開町） ７月２日（土）・３日（日） 10時～20時

鹿児島国際大学
７号館３階

７月５日（火）
10時～17時

鹿児島大学
学習交流プラザ２階 12時～19時

勤労者交流センター
（よかセンター）８階 ７月７日（木）～９日（土） ９時～20時

※鹿児島国際大学、鹿児島大学、よかセンターの駐車場は利用不可
【市選挙管理委員会事務局☎216-1470・1471D216-1472】

指定管理者の募集
募集施設 問い合わせ先

東部親子つどいの広場 こども政策課
☎812-7740南部親子つどいの広場

マリンピア喜入
スポーツ課
☎808-7504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
桜島総合体育館、桜島溶岩グラウンド、
桜島多目的広場
松元平野岡体育館、茶山ドームまつもと、
松元平野岡運動場、松元せせらぎ広場
喜入総合体育館、喜入総合運動場
◇指定期間…来年４月～令和10年３月
◇募集期間…８月12日（金）まで
◇応募資格など詳しくは各問い合わせ先へ
※提出資料は市HPからダウンロード可 市ホームページ

マリンピア喜入

ホームページ

今年度中に採用された保育士などをサポートします
　奨学金を利用して保育士資格などを取得し、市内の認可保育所
などに採用された人の奨学金返済金額の一部を助成します。
◇補助額…上限１万3000円（月額）
◇補助期間…３年間
◇ 対象要件や申請書類など詳しくは保
　育幼稚園課☎216-1223D216-1284へ 市ホームページ
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市職員募集
◇職種…①一般事務（情報処理
技術者）、②任期付職員（保健師
・看護師）、③医師（公衆衛生）
◇申込期限…①９月30日、②③
は随時受け付け　◇受験資格や
申込書など詳しくはサンサンコ
ールかごしま
☎808-3333
D224-8900
（人事課）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

市公園公社職員（一般事務）
対平成５年（障害者は平成３年）
４月２日以降に生まれた大学卒
の人（卒業見込み可）　◇採用日
…来年４月１日　定若干名
◇申込期限…７月29日（必着）
◇応募要件や受験申込など詳し
くは市公園公社☎221-5055
D223-5690へ

住生活基本計画策定委員会委員
内住宅政策の基本的な方向性を
示す計画策定に関する協議
対市内に住む18歳以上の人
期10月～令和６年３月　定４人
（作文と面接による選考）　◇申
込期限…７月31日（消印有効）
◇申込方法など
詳しくは住宅課
☎216-1363
D216-1389へ
自衛官
◇種目…①一般曹候補生、②航
空学生（海上・航空）、③自衛官
候補生　◇申込期限…①９月５
日、②９月８日（いずれも必着）、
③随時募集　◇応募要件など詳
しくは自衛隊鹿児島募集案内所
☎251-7802へ

安心安全アカデミー受講生　託
内地域の自主的な防犯・事故防
止・防災の活動に役立つ講座
※指定の講座を受講した人は、
日本防災士機構の防災士資格取
得試験の受験資格が得られます
対市内に住むか通勤・通学し、
原則として全日程を受講できる
人　期８～11月の土・日曜日
（全８回）　所かごしま市民福祉
プラザ　定120人　料無料
申郵送かファクス、メールで７
月20日（必着）までに〒890-0053
中央町22-16-2F㈱フォーエバー
☎821-7800D250-2333メールanshin
anzen＠forever.co.jpへ

職員などの募集
「市長と語る会」参加グループ
内①伊敷中学校区、②皇徳寺中
学校区のまちづくりをテーマと
した市長との意見交換　対各中
学校区で活動中の５人以上のグ
ループ　期①10月上旬、②10月
下旬　◇申込期限…①８月１日、
②８月12日（いずれ
も消印有効）　問市
民協働課☎216-
1204D216-1207
立体花壇のデザイン
内鹿児島中央駅東口駅前広場、
中央公園の立体花壇　◇デザイ
ンに合わせて花を植え付け、採
用者の名前入りプレートを設置
します　対市内に住む小学生以
上の人　申応募用紙（市HPから
ダウンロード可）を郵送かメール
で８月５日（必着）までに〒892-
8677山下町11-1公園緑化課
☎216-1368D216-1352メールkouen-
hana＠city.kagoshima.lg.jpへ

かごしま国体・かごしま大会
文化プログラム事業
対来年４～12月に県内で開催す
る文化・芸術・スポーツのイベ
ントなど　◇事業に登録される
とロゴマークなどを使用でき、
県実行委員会HPなどで紹介され
ます　◇申込期限…９月30日
（必着）　問燃ゆる感動かごしま
国体・かごしま大会実行委員会
事務局（県総務企画課内）☎286-
2907D286-5553

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

市電・市バス ナイトパスの発売
内17時～最終便ま
で乗り放題のモバ
イル限定乗車券　
◇販売・利用期間
…毎年７・８月、
12・１月、３・４
月　料300円
問交通局経営課
☎257-2102
D258-6741
地域経済ビジョン
（令和４～８年度）を策定しました
◇コロナ収束を見据えた地域経
済の発展に向けて、商工業・農
林水産業・観光の各施策に横断
的に取り組み、着実・迅速に推
進します
問産業政策課
☎216-1318
D216-1303
コンビニなどでの証明書交付と
鴨池・鹿児島中央駅市民サービス
ステーションの臨時休止 
期７月17日（日）
問サンサンコール
かごしま☎808-
3333

令和３年度の予算執行状況（令和４年３月31日現在） 一人で悩まず気軽に利用を
“女性のつながりサポート事業”
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申し込みをお待
ちしています！
市HPもご確認を

募　集
 応募要領は20面 

薩摩倉庫運輸倉庫（住吉町）

市ホームページ

○一般会計（福祉や医療、教育や道路整備など基礎的な行政サービスを行う会計）
予算現額（a） 収入済額（b） （b/a） 支出済額（c） （c/a）

3,156億232万７千円 2,800億8,083万８千円 88.7％ 2,729億20万２千円 86.5％

○特別会計（特定の収入でその仕事の支出を賄う会計）
会計名 予算現額 収入済額 支出済額

土地区画整理事業清算 750万円 755万８千円 713万８千円
中央卸売市場 43億6,867万４千円 30億9,361万円 31億8,716万９千円
地域下水道事業 8,030万円 5,627万４千円 6,208万５千円
桜島観光施設 ４億8,445万３千円 ３億7,003万１千円 ４億7,160万７千円
国民健康保険事業 706億6,072万２千円 622億8,406万４千円 661億7,858万７千円
介護保険 555億3,879万５千円 529億7,001万５千円 502億7,994万７千円
後期高齢者医療 85億4,217万４千円 81億5,572万６千円 53億4,640万６千円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 5,630万円 ２億2,954万５千円 2,419万６千円

合計 1,397億3,891万８千円 1,271億6,682万３千円 1,255億5,713万５千円

　市民の皆さんに納めていただいた税金や国・県からのお金を財源にさまざまな事業に取り
組みました。 ①電話や窓口での相談

所上之園町34-20AYAビル503号
◇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
②アジサイC

カ フ ェ

afe（コミュニティカフェ）
内心と体の健康に関するワークショップ
やエクササイズ、ミニコンサートなど
のイベントや交流会など

◇ 開催日時や場所は女性の
つながりサポートHPでご
確認ください
③生理用品の無料配布
◇スマートフォンなどの「生理用品引換
画面」や「つなサポカード」などの提
示で配布が受けられます
所市役所本庁・各支所・各サービスステ
ーション、サンエールかごしまなど

【男女共同参画推進課☎813-0852D813-0937】

○主な事業
■完成・策定しました
・第六次鹿児島市総合計画
・第三次鹿児島市環境基本計画
・第２期鹿児島市商工業振興プラン
・第４期鹿児島市観光未来戦略
・鹿児島駅前広場・上本町磯線
■進めました
・新型コロナウイルスワクチンの接種事業
・プレミアムポイント事業

【財政課☎216-1155D216-1162】

生理用品の
受け取り方法

・第二次かごしま都市マスタープラン
・ゼロカーボンシティかごしま推進計画
・第３期鹿児島市農林水産振興プラン
・千日町１・４番街区市街地
　再開発（天文館図書館）
■始めました
・鹿児島市パートナーシップ
　宣誓制度

スケジュール

つなサポカード
天文館図書館天文館図書館


