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●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

●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）
●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確認を

相談名 期　日 場　所 問い合わせ先

税務・登記

10月13日（木） 市民相談センター ☎216-1205

10月19日（水）
谷山支所 ☎269-8404
吉野支所 ☎244-7111

10月20日（木） 伊敷支所 ☎229-2111
11月９日（水） 谷山支所 ☎269-8404

登記のみ 10月27日（木） 吉田福祉センター ☎294-2211
不動産鑑定 10月19日（水）

市民相談センター ☎216-1205
建築 10月20日（木）

人権
10月18日（火） 谷山支所 ☎269-8404
10月21日（金） 伊敷支所 ☎229-2111
11月７日（月） 郡山支所★ ☎298-2111

行政関係申請
手続き

11月１日（火） 谷山支所 ☎269-8404
11月２日（水）

市民相談センター ☎216-1205
花と緑の相談

10月12日（水）
11月９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相談を）

●借金・債務整理に関する無料法律相談会
期10月４日（火）13時～16時、
  11月16日（水）18時～21時、
  12月９日（金）13時～16時
所かごしま県民交流センター
申電話で事前に県消費者行政推進室☎286-2533へ

●不動産鑑定士による不動産の価格などに
　関する無料相談会
期10月17日（月）10時～16時
所市勤労者交流センター（よかセンター）
問県不動産鑑定士協会☎206-4849

マイナンバーカードの出張申請受付（11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

場　所 期　日 予約受付期限
たてばば福祉館 11月１日（火）・２日（水） 10月27日（木）
星ヶ峯福祉館 11月４日（金）・７日（月） 10月31日（月）
紫原福祉館 11月８日（火） 11月２日（水）
武岡福祉館 11月９日（水） 11月４日（金）
皇徳寺福祉館 11月10日（木）・11日（金） 11月７日（月）
伊敷公民館 11月14日（月）・15日（火） 11月９日（水）
吉野福祉館 11月16日（水）・17日（木） 11月11日（金）
武岡福祉館 11月18日（金） 11月15日（火）
西陵福祉館 11月21日（月）・22日（火） 11月16日（水）
田上福祉館 11月24日（木）・25日（金） 11月18日（金）
桜ケ丘福祉館 11月28日（月）・29日（火） 11月22日（火）
明和福祉館 11月30日（水） 11月25日（金）
【市マイナンバーカードコールセンター☎298-9062D224-8959】
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「市電運賃クレジットカードタッチ決済導入」実証実験
　乗車・降車時に、VISAのタッチ決済対応
のクレジットカードやスマートフォンなど
を、読み取り機にタッチすると運賃を支払
えます。　※ラピカや敬老パス・友愛パス
は通常どおり利用できます
◇開始日…11月１日（火）
◇対象車両…全55両のうち、超低床車両など25両
問交通局総合企画課☎257-2111D258-6741

対象車両の目印

ホームページ

ホームページ

かごスタ！TALK2022～みんなで創ろう＃鹿児島スタジアム
　まちづくりやにぎわい創出の拠点となるスタジアム整備の機運
向上に向けたイベントを開催します。
内福西崇史氏・川澄奈穂美氏（元サッ
カー日本代表）、桑水流裕策氏（元
７人制ラグビー日本代表）のトーク
ショー、スタジアム検討状況の中間
報告説明など
期11月12日（土）18時～20時
所センテラス天文館６階ホール
定300人（17歳までの人は保護者同伴）
料無料
申申し込みフォームで10月10日～23日に
　スポーツ課☎803-9622D803-9623へ

福西 崇史 氏 川澄 奈穂美 氏

桑水流 裕策 氏

申し込みフォーム

10月30日実施「照国表参道歩行者天国社会実験」
　天文館地区で新たなにぎわいを創出するための社会実験とし
て、歩行者天国で食やスポーツなどを楽しむイベントを開催します。
　当日は車両通行規制がありますので、規制時間や迂

う
回
かい
路などを

確認の上、ご協力をお願いします。
期10月30日（日）11時～15時　※車両通行規制は10時～16時

【市街地まちづくり推進課☎216-1388D216-1398】
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　マイナポイント第２弾の対象となるマイナンバー
カードの申請期限が、12月末までに延長されました。
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職員などの募集

ICTを活用した電子行政を推進しています
　10月はデジタル化の機運向上を目指す「デジタル月間」です。本市でも「ICTで住みよいまち・鹿児島市」の実現
に向け、市役所手続きなどのデジタル化を進めています。

市職員募集
◇職種…①任期付職員（保健師
・看護師）、②医師（公衆衛生）
※いずれも随時受け付け　定①
10人程度、②３人　◇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

障害者を対象とする事務補助員
（会計年度任用職員）
内資料整理やコピー作業、デー
タ入力、屋外での軽作業などの
定型・簡易業務　対障害ごとに
次のいずれかの交付を受けてい
る人　①身体障害者…身体障害
者手帳（１～６級）など　②知的
障害者…療育手帳など　③精神
障害者…精神障害者保健福祉手
帳　◇任期…来年４月から１年
間　定各若干名（11月中旬に面
接試験を実施）　申直接か郵送
で申込書と手帳の写しなどの書
類を10月11日～21日（消印有効）
に〒892-8677山下町11-1人事課
☎808-7503D224-
8900メールjin-shien
＠city.kagoshima.
lg.jpへ
手話言語等に係る条例制定検討
委員会委員
内手話言語等に係る条例の制定
に関する協議　対市内に住む18
歳以上の人　期来年１月～令和
６年３月　定２人（レポートな
どによる選考）　◇申込期限…
10月28日（必着）　◇応募要件な
ど詳しくは
障害福祉課
☎216-1272
D216-1274へ

交通局職員
◇職種…電車運転士・軌道整備
士　◇試験日…11月５日（土）
定若干名　◇申込期限…10月31
日（必着）　◇受験資格や申込書
など詳しくは
交通局総務課
☎257-2111
D258-6741へ

生涯学習プラザ協働講座実施団体
内市民の学習機会の多様化・充
実を図る協働講座の実施団体
対①県内の大学・短大・高専、
②教養講座などを実施し、市内
に主な事業所がある民間教育機
関、③社会教育分野で活動し、
市内に主な事業所があるNPO
法人、④営利を目的としない公
共的団体　期来年４月から１年
間　所サンエールかごしま
申直接か郵送、ファクス、メー
ルで同プラザにある応募用紙
（市HPからダウンロード可）を10
月７日～30日（必着）に〒890-
0054荒田一丁目4-1生涯学習課
☎813-0851D813-
0937メールsyogaigaku
＠city.kagoshima.
lg.jpへ
パブリックコメント手続き
対①子どもの未来応援条例(仮
称)(案)、②特定個人情報保護
評価書(全項目評価書)　◇公表
場所…市政情報コーナー、各支
所、市HPなど　※希望者には資
料を送付　期10月31日(消印有
効)まで　問①こども福祉課
☎216-1260D216-1284メールkodomo
-katei＠city.kagoshima.lg.jp、
②感染症対策課
☎216-1447D803-
7026メールkansen-tai
saku＠city.kago
shima.lg.jp

はたちの集い
対市内に住むか帰省している平
成14年４月２日～平成15年４月
１日に生まれた人　期来年１月
８日（日）11時～12時10分　※開
場は10時　所川商
ホール　問青少年
課☎227-1971
D227-1923
かごしま国体ボランティア
内①運営ボランテ
ィア（競技会運営
の補助）、②おもて
なしボランティア
（案内などの補助）、③広報ボラ
ンティア（実行委員会の広報な
どの補助）　対平成23年４月以
前に生まれた市内に住むか通勤・
通学する人、本市に活動拠点が
ある団体　※17歳までの人は保
護者の同意が必要　定計2000人
（先着順）　問燃ゆる感動かごし
ま国体・かごしま大会鹿児島市
実行委員会（国
体総務課内）
☎808-2478
D808-0083

都市計画見直しに関する住民説
明会の開催と要望書の受け付け
①住民説明会の開催
期10月22日（土）～10月31日（月）
※市内10会場　申郵送かファク
ス、申し込みフォームで10月13
日（消印有効）までに〒892-8677
山下町11-1都市計画課☎216-
1378D216-1398へ
◇都市計画の見直
しに関する広報紙
もご覧ください
②要望書の受け付け
◇提出期限…11月
30日（必着）　◇提
出方法など詳しく
は同課へ

シェイクアウト訓練（一斉防災
行動訓練）に参加を
期11月２日（水）10時～　◇全国
同時に行われる緊急地震速報訓
練に合わせ、防災行政無線から
緊急地震速報（訓練）を放送しま
す　◇訓練放送の合図で家庭・
地域・職場・学校など、それぞれ
の場所で地震から身を守るため、
一斉に以下の３つの安全確保行
動を取りましょう
問危機管理課
☎216-1213
D226-0748

ごみ・資源物の収集曜日の変更
（吉田地域の一部）
対西佐多町、東佐多町、本名町
のごみステーション　期12月１
日（木）～　問吉田
支所総務市民課
☎294-1211か資源
政策課☎216-1290
桜島垂水方面廃止路線代替バス
◇鹿児島交通のバス路線廃止に
伴い、今月から垂水市と共同で
代替バスを運行します　◇運行
ルート…垂水港～垂水中央病院
～桜島口～前崎～文学碑前～桜
島港　◇運行時刻
など詳しくは交通
政策課☎216-1113
D216-1108へ
町内会などの活動支援
◇伊敷町仮屋
町内会では、
（一財）自治総
合センターの
コミュニティ助成事業（宝くじ
の助成金）を活用し、テントや
テーブル、ステージセットなど
を整備しました　問地域づくり
推進課☎216-1214D216-1207か
各支所の総務課・総務市民課

市ホームページ

市ホームページ

ホームページ

市ホームページ

お知らせ
 応募要領は20面 

■オンライン申請で「行かなくていい市役所」へ
①証明書などの申請・受け取り
　自宅などで、オンライン申請や発行手数料
などの支払いができ、郵送で受け取れます。
対住民票の写し、戸籍全部（個人）事項証明、
　所得額証明書、納税証明書など
◇必要なもの…マイナンバーカード、クレジ
　　　　　　　ットカード
問デジタル戦略推進課☎216-1115D216-1117

②市税の納付書再発行の電子申請
　納付書の紛失などによる納付書の再発行手続きが電子申請で
できます。　※本人のみ申請可
対固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、
　市県民税（普通徴収）の納付書
◇納付書は住民登録上の住所に送付します
◇申請方法など詳しくは市HPか納税課☎216-1191
　D216-1196へ

■観光施設などでキャッシュレス決済サービス開始
　クレジットカードや電子マネーなどで入館料などの
支払いができます。　※対象の決済サービス（取り扱い
カード・電子マネーなど）は市HPでご確認ください
対維新ふるさと館、かごしま水族館、平川動物公園、
　市立美術館
問デジタル戦略推進課☎216-1115D216-1117

かごしまデジタル女性（おごじょ）プロジェクトに参加しませんか
　ライフスタイルに合わせて在宅で働きたい女性
を対象に、デジタル技術の教育から就労支援まで
一貫して取り組むプロジェクトの、オンライン説
明会を開催します。
期10月27日（木）13時～15時
◇参加方法など詳しくは市HPかデジタル戦略推進
　課☎216-1115D216-1117へ
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募　集
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