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マイナポータルから国民年金
手続きの電子申請ができます
対第１号被保険者加入の届出、
保険料の免除・納付猶予の申請、
学生納付特例の申請　◇マイナ
ポータルの利用にはマイナン
バーカード、スマホなどが必要
です　◇詳しくはねんきん加入
者ダイヤル☎0570-003-004か日
本年金機構HPへ
小型特殊自動車は申告が必要です 
◇農耕トラクターやフォークリ
フトなどは、公道走行の有無に
かかわらず軽自動車税の課税対
象です　◇申告によりナンバー
プレートを交付します　問市民
税課☎216-1172D216-1177か各
支所の税務課

水道メーターの取り換えにご協力を
◇水道メーターは有効期間が８
年です　◇水道局で設置してい
るメーターは委託事業者が家庭
などを訪問して取り換えます　 
◇取り換え作業で代金を請求す
ることはありません　問水道局
料金課☎213-8516D259-1627
グリーストラップは定期的に清掃を

 問水道局給排水設備課☎213-
8522D259-1627
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
問建築指導課☎216-1358D216-
1389

安全安心住宅ストック支援事業
対昭和56年５月31日以前に着工
された一戸建て住宅の耐震診断、
耐震改修工事とこれらと併せて
行うリフォームや、空き家の活
用者か県外からの移住者が行う
リフォーム　◇補助率など詳し
くは市HPか建築
指導課☎216-
1358D216-1389
へ
県営住宅（市内）空き家待ち順位
登録者募集
◇申込書の配布…８月22日（月）
まで　◇受付期間…８月20日～
22日　◇抽選日…９月６日（火）
問（公財）県住宅・建築総合センタ
ー☎224-4546

ストップごみ有料化！家庭ごみ
マイナス100gまであと19g
◇生ごみの水切りや古紙の分別
などにご協力を　◇身近にでき
るごみ減量で目標を達成しま
しょう
問資源政策課
☎216-1290
D216-1292
自然遊歩道を歩いてみませんか
◇市内に９カ所の自
然遊歩道を指定して
います　◇市HPのほ
か本庁、各支所でマ
ップを配布してい
ます　問環境保全課☎216-1298
D216-1292
ウェブサイト
「かごしま生きものラボ」
◇本市の自然や生き物と私たち
の暮らしとの関係など、生物多様
性のことを分かりやすく学べま
す　◇夏休みの自由研究などに
ご活用を　問環境保全課☎216-
1298D216-1292

年金・税

水道・住まい
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□グリース（油脂類）は
1週間に1回は除去

流出口

流入口

□バスケッ
　トは毎日
1回は清掃

□隔壁は正しく取り
　付けてあるか確認

□沈殿物は1カ月に
1回は除去

市営住宅入居者募集
受付日時 受付場所

 ９月５日(月) 10時～14時 　桜島支所
10時～16時 　谷山サザンホール

 ９月６日(火) 10時～15時 　喜入支所
　郡山支所

 ９月７日(水)･ ８日(木) ９時～16時 　中央公民館

 ９月９日(金) 10時～15時 　吉田福祉センター
　松元支所

◇募集住宅など詳しくは９月１日（木）から配布する募集案内書か、 
　同日以降、市HPをご覧ください
申直接、各受付日時・場所か、郵送で９月９日(消印有効)までに
　〒892-8677山下町11-1(公財)県住宅・建築総合センター☎808-
　7502D216-1389へ　※市HPからも申し込み可

アイドリングストップ！
駐停車中はエンジンの停止を
問環境保全課
　☎216-1297
　D216-1292

「音とあかりの散歩道」出演者募集
　10月22日（土）に市立美術館前庭、照国公園で開催す
る同イベントの野外コンサート出演者を募集します。
対主に市内に活動拠点があり、野外で15分程度の小
規模な演奏ができる個人や団体（出演料なし） 
◇申込期限…８月19日（必着）
◇応募方法など詳しくは音とあかりの散歩道
　開催事務局（㈱MBCサンステージ内）
　☎255-6144D285-1161へ

●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

い
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や
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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

８月10日（水） 谷山支所 ☎269-8404
８月17日（水） 吉野支所 ☎244-7111

８月18日（木） 市民相談センター ☎216-1205
伊敷支所 ☎229-2111

９月８日（木） 市民相談センター ☎216-1205
登記のみ ８月25日（木） 松元支所 ☎278-2111
不動産鑑定 ８月17日（水） 市民相談センター ☎216-1205建築 ８月18日（木）

人権

８月16日（火） 谷山支所 ☎269-8404
８月19日（金） 伊敷支所 ☎229-2111
９月１日（木） 市民相談センター ☎216-1205
９月５日（月） 郡山支所★ ☎298-2111
９月８日（木） 吉野支所 ☎244-7111
９月９日（金） 喜入支所★ ☎345-1111

行政関係申請
手続き

９月６日（火） 谷山支所 ☎269-8404
９月７日（水） 市民相談センター ☎216-1205花と緑の相談 ８月10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
◇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）
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第18代かごしま親善大使募集
内イベントでの観光PRやメディア出演など
対市内に住むか通勤・通学する18歳以上の人
　（高校生を除く）
定２人（８月28日に予選会）　
◇任期…11月２日から２年間
◇賞金…10万円（航空券やギフト券などの副賞あり）
申直接か郵送で申込書（（公財）鹿児島観光コンベンション協会HPか
らダウンロード可）を８月12日（必着）までに〒890-0053中央町10か
ごしま親善大使選出運営委員会事務局☎286-4700D286-4710へ
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消防職員
対大学卒は平成５年４月２日以
降、短大卒は平成９年４月２日
以降、高校卒は平成13年４月２
日以降に生まれた人　※いずれ
も卒業見込み可　定計10人程度
◇申込期限…８月19日（消印有
効）　◇第１次試験日…９月18
日（日）　◇受験資格や申込書な
ど詳しくは消防局総務課☎222-
0280D224-8119へ

市職員（社会人経験者）
◇職種…①機械、②建築　◇申
込期限…８月22日（消印有効）
◇第１次試験日…９月18日（日）
◇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-
3333D224-8900
（人事課）へ
市民のひろばサポーター
内市のイベントや施設などの取
材、広報紙「市民のひろば」や
市公式ＳＮＳアカウントの記事
作成など（５面に「ひろばサポ
ーターがゆく」を掲載）　対市内
に住むか通勤・通学する18歳以
上の人（高校生を除く）　◇任期
…10月～来年９月　定５人程度
（書類と面接による選考）　申郵
送かファクス、メールで応募用
紙（市HPからダウンロード可）を
８月25日（必着）までに広報課
☎216-1133D216-
1134メールkouhou＠
city.kagoshima.
lg.jpへ

中小企業振興推進会議委員
内商工業振興プラン推進に関す
る協議　対市内に住む18歳以上
の人　◇任期…10月～令和６年
３月　定３人（レポートと面接
による選考）　◇申込期限…８
月25日（必着）　問産業政策課
☎216-1318D216-
1303メールsan-kikaku
＠city.kagoshima.
lg.jp
消費生活審議会委員
内消費生活に関する重要事項の
調査・審議、消費者苦情解決の
ための調停など　対市内に住む
18歳以上の人　◇任期…10月か
ら２年間　定３人程度（レポー
トによる選考）　申郵送かファ
クス、メールで応募用紙（市HP
からダウンロード可）と「最近
の消費者問題について思うこと」
と題したレポート（800字以内）
を８月31日（必着）までに〒892-
8677山下町11-1市消費生活セン
ター☎808-7512
D808-7501メールsyou
hi＠city.kagoshima.
lg.jpへ

サンエールフェスタ男女共同参画
市民企画ワークショップ団体
内来年１月20日～22日開催予定
のサンエールフェスタ2023での、
男女共同参画に関するワークシ
ョップの企画運営　※１団体当
たり上限５万円の経費補助あり
対市内で活動する団体　定７団
体　申郵送かファクス、メール
で応募用紙（市HPからダウンロ
ード可）を８月20日（必着）まで
に〒890-0054荒田一丁目4-1男
女共同参画センター☎813-0852
D813-0937
メールdanjokyodo＠
city.kagoshima.
lg.jpへ

職員などの募集
「市長と語る会」参加グループ
内坂元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
対同校区で活動中の５人以上の
グループ　期11月　※参加団体
の決定後、日時・場所を連絡し
ます　◇申込期限…８月31日
（消印有効）
問市民協働課
☎216-1204
D216-1207
ランチタイムコンサート出演者
対10～12月の金曜日12時20分～
12時50分で30分のプログラムを
構成・演奏できる個人やグルー
プ　所本庁みなと大通り別館
定５組程度　問かごしまアート
ネットワーク
☎・D248-7780
メールinfo＠k-art-
net.org
第18回安心安全まちづくり市民大会
内安心安全功労
団体などの表彰
式、森田正光氏
（お天気キャスタ
ー・気象予報士）
による講演など　期10月８日
（土）13時30分～15時30分　所宝
山ホール　定1200人　◇申込期
限…９月８日（必着）　◇申込方
法など詳しくは
安心安全課
☎216-1209
D226-0748へ
市電車両を使って実現したい企画
◇募集期間…８月10日～９月９
日（必着）　◇採用者には貸切車
両の運行か広告枠を無料で提供
します　※運行経費以外は自己
負担　◇応募要件など詳しくは
交通局総合企画課☎257-2111
D258-6741へ

第８回児童書出版助成作品の原稿
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）　※令和６年３月までに出
版予定であること　◇助成額…
出版実費の２分の１以内（上限
50万円）　◇応募
方法など詳しくは
文化振興課☎216-
1501D216-1128へ
「戦災・復興」資料の寄贈
内第二次世界大戦中やその前後
（昭和10～20年代）の被災写真、
手紙類、召集令状など　※展示
や学校への貸し出しなどに活用
します　問総務部総務課☎216-
1125D224-8900

全国一斉「遺言・相続」相談会
内司法書士制度150周年を記念
した、司法書士による遺言や相
続に関する無料相談　期８月７
日（日）10時～16時　所Li-Ka1920
５階　問県司法書士会☎256-
0335D250-0463
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８月
10日（水）11時ごろ　問危機管理
課☎216-1213D226-0748

郡山地域の施設の臨時休館
対スパランド裸

ら

・楽
ら

・良
ら

、郡山
体育館、郡山総合運動場、早馬
球技場、花尾運動場　期８月30
日（火）　問スパランド裸・楽・
良☎245-7070D245-7088
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募　集

提案型ネーミングライツパートナーを
募集しています

おわび

　希望する法人などは、希望施設や提
案額などを事前にご相談ください。
◇対象施設…鴨池公園水泳プール、鹿
児島市民体育館、鴨池公園野球場、
東開庭球場など
　（７件11施設）　
問管財課☎216-1158
　D216-1162

　６月に発行した防災リー
フレットの「和田川・木之
下川の洪水浸水想定区域の
浸水深」の一部に誤りがあ
りました。詳しくは市HPを
ご覧ください。
問危機管理課☎216-1213
　D226-0748

令和３年度行政改革の実施状況
　昨年度の主な取り組みを紹介します。詳しくは市HPか行政管理課☎216-1139
D224-8900へ。

１．市民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供（質の改革）
具体的な推進方策 推進項目（主な取り組み）

①市民サービスの向上 相談等業務のオンライン化の推進、おくやみコーナーの設置
②透明性と情報発信力の向上 外国人向けの情報発信の充実
③市民との協働の推進 カーボンオフセットを活用した地球温暖化対策の推進
④人材の育成と職員の能力向上 データに基づく政策立案（EBPM）研修の実施

２．成果を意識した効率的な行財政運営の推進（量の改革）
具体的な推進方策 推進項目（主な取り組み）

①事務事業の見直し ＩＣＴ活用による水道施設の統一的な維持管理
②健全で持続可能な財政運営 市立３高校への寄付（ふるさと納税）募集の実施
③時代に即応した組織・機構の構築 デジタル戦略推進課やこども家庭支援センターの新設

④定員の適正な管理 組織・機構の構築などによる人員の削減や、新たな行政需要など
に対応できるよう適切な人員配置を実施

⑤公共施設等の総合的な管理 公共施設等総合管理計画に基づく長期的な視点での更新や長寿命
化などの計画的な実施

⑥民間活力の活用 弁護士委託による奨学資金返還金の収入率向上
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森田 正光 氏
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