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～持続可能な社会の実現を目指す17の国際目標～

①パープルライトアップ
期11月12日（土）～25日（金）　所かごしま水族館
②パープルツリーにリボンを結ぼう！
期11月12日（土）～25日（金）　※天文館図書館は16日（水）～
所サンエールかごしま、イオンモール鹿児島、本庁東別館、吉野
支所、谷山支所、市立図書館、天文館図書館、かごしま水族館、
かごしま近代文学館・メルヘン館
③街頭キャンペーン
期11月13日（日）　所センテラス天文館

①～③共
問男女共同参画推進課☎813-0852D813-0937

女性に対する暴力をなくす運動（11月12日～25日）

「私さえ我慢すれば…」と思っていませんか？
　DVには「殴る・蹴る」などの身体的暴力だけでなく、「大
声で怒鳴る」などの精神的暴力、「外出させない」などの社会
的暴力、「生活費を渡さない」などの経済的暴力、「性的行為
を強要する」などの性的暴力があります。１人で悩まずに相
談してください。

  お知らせ  
◇ご存じですか？事業所税 　
　対 市内にある事業所などの延床面積の合計が1000㎡を超えるか

従業者数の合計が100人を超える事業所　
　問市民税課☎216-1172D216-1177
◇入札参加資格審査申請の受け付け
　①物品購入等…11月24日まで　
　②業務委託等…12月１日～13日
　問契約課☎216-1161D216-1164

  募　集  
◇インボイス制度（適格請求書等保存方式）に関する説明会受講者
　期11月25日（金）・28日（月）、12月１日（木）・６日（火） 
　問鹿児島税務署☎255-8111（自動音声案内に従い「２」を選択）

事業者の皆さんへ
詳しくは市ホームページをご覧ください▶

つながる人人・まちまち　彩りあふれる　躍動都市・かごしま
第六次鹿児島市総合計画

　基本目標「豊かな個性を育み未来を拓く　誇
りあるまち」では、結婚、妊娠・出産、子育て
の希望を叶える支援の充実や、子どもたちの明
るく健やかな成長を支え、安心して子どもを生
み育てられるまちづくりなどを目指しています。
　この目標の実現に向けて、子育てと両立しながら働
ける環境や、子どもが地域の人たちと交流できる環境
をつくるなど、みんなでできることから取り組んでい
きましょう！

【政策企画課☎216-1106D216-1108】
市ホームページ

≪令和４年４月スタート≫

身近なことから取り組みましょう
●適度な運動を継続しましょう
●健康診断、検診などを定期的に受けましょう
●早寝早起きやバランスのとれた食事など、健
　康的な生活習慣を心掛けましょう　

【政策企画課☎216-1106D216-1108】

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

官民連携プラットフォームの運用開始
　民間ならではのアイデア、ノウハウ、テクノロジー
などを活用し、市政における課題の解決や市民サー
ビスの向上を図るため、民間事業者からの提案を広
く募る仕組み「官民連携プラットフォーム」の運用
を開始しました。
■募集の種類
①課題提示型… 市が解決したい課題を提示し、官民連携による解

決策の提案を募集（募集期間の設定あり）
　　　　　　　※課題は随時市HPに掲載
②自由提案型… 地域課題の解決や市民サービスの向上に資する提

案など、自由な発意による官民連携の提案を募集
（随時募集）

対自ら提案内容を遂行できる民間事業者
申市HPで政策企画課☎216-1106D216-1108へ

市ホームページ

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
　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

11月10日（木） 市民相談センター ☎216-1205
11月16日（水） 吉野支所 ☎244-7111
11月17日（木） 伊敷支所 ☎229-2111
12月８日（木） 市民相談センター ☎216-1205

登記のみ 11月24日（木） 桜島支所（桜島総務
市民課） ☎293-2345

◇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）

◇不動産鑑定、建築、人権、行政関係申請手続きなどの相談は、市
民相談センター☎216-1205D216-1144へお問い合わせください

■サンエールかごしま相談室☎813-0853
内ＤＶをはじめ女性が抱えるさまざまな問題に関する相談
◇相談時間　火～日曜日の10時～17時（水曜日は20時まで）

■女性の人権ホットライン☎0570-070-810
◇相談時間　月～金曜日の８時30分～17時15分
◇強化週間の相談時間　 11月18日（金）・21日（月）・22日（火）・24

日（木）の８時30分～19時、11月19日（土）・
20日（日）・23日（祝）の10時～17時

マイナンバーカードの出張申請受付（12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）を行っています

※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
郡山公民館 12月１日（木）・２日（金） 11月28日（月）
松元公民館 12月５日（月）・６日（火） 11月30日（水）
喜入公民館 12月７日（水）・８日（木） 12月２日（金）
吉田公民館 12月９日（金）・12日（月） 12月６日（火）
桜島公民館 12月13日（火）・14日（水） 12月８日（木）
武・田上公民館 12月15日（木）・16日（金） 12月12日（月）
吉野公民館 12月19日（月）・20日（火） 12月14日（水）
伊敷公民館 12月21日（水）・22日（木） 12月16日（金）
城西公民館 12月23日（金）・26日（月） 12月20日（火）
【市マイナンバーカードコールセンター☎298-9062D224-8959】

市ホームページ

　まだカードの申請を行っていない人に、12月上
旬までに順次「交付申請書」が送付されますの
で、お早めに手続きをお願いします。
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職員などの募集
 応募要領は20面 お知らせ

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
市職員募集
◇職種…上級職（農業Ａ／Ｂ・
建築）、中級職（農業Ａ／Ｂ）
定各若干名　◇申込期限…11月
11日（消印有効）　※電子申請は
11月９日まで　◇第１次試験日
…11月27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
☎808-3333
D224-8900
（人事課）へ
市公園公社職員（嘱託・パート）
◇職種…かごしま健康の森公園
の造園技師（嘱託）・プール監視
員（パート）、錦江湾公園の公園
作業員（パート）　◇採用日…来
年１月１日　定若干名（12月１
日に面接試験を実施）　◇申込
期限…11月21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
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歳以上で、12
月10日（土）13時30分～16時30分
に桜島公民館で研修を受講でき
る人　定10人程度　◇申込期限
…11月25日（必着）　問市消費生
活センター☎808-7512D808-7501

交通事業経営審議会委員
内交通局の事業運営などの審議
対市内に住む18歳以上の人
期来年２月から２年間　定２人
（レポートと面談による選考）
申直接か郵送、メールで職業、
「市電・市バスについて思うこ
と」と題したレポート（800字以
内）も11月30日（消印有効）まで
に〒890-0055上荒田町37-20交通
局総合企画課☎257-2111D258-
6741メールktkikaku＠city.kagoshi
ma.lg.jpへ

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

修学旅行生を受け入れてみませんか
内県外からの修学旅行生の家庭
での宿泊や農業・調理体験など
対谷山・伊敷・吉野・吉田・桜
島・喜入・松元・郡山地域の家
庭　※農家でない一般家庭も可 
◇１家庭当たり３人程度の生徒
を受け入れ、１人１泊6500円程
度の体験料が支払われます
問世界遺産･ジオ･
ツーリズム推進課
☎216-1371
D216-1320

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11月５日（土）　※コンビニな
どでの証明書交付
は10日（木）も休止
問サンサンコール
かごしま☎808-3333
かごしま温泉健康プラザの休館
期11月７日（月）～11日（金）
問かごしま温泉
健康プラザ
☎252-8551
D252-8556
ぜひオンライン参加を～「かご
スタ！TALK2022～みんなで創ろ
う＃鹿児島スタジアム」
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
◇当日はイベントの模様をライ
ブ配信します
問スポーツ課
☎803-9622
D803-9623

サンエールかごしまに公衆無線
LAN（Wi-Fi）を設置します
期11月15日（火）～　◇パソコン
やスマートフォンなどからイン
ターネットに無料で接続できま
す　◇オンライン学習や動画配
信などに活用ください　問生涯
学習課☎813-0850D813-0937

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11月
16日（水）11時ごろ　問危機管理
課☎216-1213D226-0748
第53回桜島火山爆発総合防災
訓練（住民避難訓練）
内住民や保育園の避難訓練、防
災関係機関による捜索・救出訓
練など　期11月19日（土）８時30
分～12時　所桜島全域、桜島支
所、南栄リース
桜島アリーナ
問危機管理課
☎216-1513
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
ごみの分別が一部変更になります
期来年１月～　◇12月に配布す
るごみ出しカレンダーや市HPで
ご確認ください
問資源政策課
☎216-1290
D216-1292
屋外に看板などを設置するときは
◇看板などの屋外広告物の掲出
には、一定の要件を満たすもの
を除き、屋外広告物法に基づく
市の許可が必要です　◇許可が
必要となる要件や許可基準は屋
外広告物の種類・掲出場所など
によって異なります　問都市景
観課☎216-1425D216-1398
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鹿児島市民表彰受賞者の決定 各種証明書のコンビニ交付手数料の減額

お二人の大切な記念に
“オリジナル婚姻届”を

　永年にわたり市勢の発展に尽力されるなど、功績
が特に顕著な市民などをたたえる「鹿児島市民表
彰」を船
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氏に授与します。

【総務部総務課☎216-1125D224-8900】

　コンビニなどのマルチコピー機での、マイナン
バーカードを利用した各種証明書の交付手数料が、
１通当たり100円減額となります。
対住民票、印鑑証明書、戸籍証明書、所得額証明書
など

期12月１日（木）～来年３月31日（金）
問市民課☎216-1217D224-8959

　ご結婚を祝福するため、マグマシティ
ＰＲキャラクター・マグニョンとさまざま
な観光資源がコラボレーションした、オリ
ジナル婚姻届を作成しました。複写式で１
枚は記念用になります。
◇ 市役所本庁、各支所、各市民サービスス
テーションで配布しています

問市民課☎216-1220D224-8959

船倉 功 氏 杉木 和子 氏
　市固定資産評価審査委員会
委員長の要職にあって、本市
の適正な固定資産課税行政の
推進に大きく貢献されまし
た。

　NPO法人犬猫と共生でき
る社会を目指す会鹿児島理事
長などを務められ、動物愛護
活動の普及・啓発に大きく貢
献されました。
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ライブ配信

福西 崇史 氏 川澄 奈穂美 氏桑水流 裕策 氏
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