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●自立相談支援員による生活・雇用相談
　本庁東別館１階で、８時30分～17時15分（休日を除く）に相談で
きます。
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

8
や

8
や

　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

１月11日（水） 谷山支所 ☎269-8404
１月12日（木） 市民相談センター ☎216-1205
１月18日（水） 吉野支所 ☎244-7111
１月19日（木） 伊敷支所 ☎229-2111

登記のみ
１月26日（木） 松元支所 ☎278-2111
２月８日（水） 谷山支所 ☎269-8404
２月９日（木）

市民相談センター ☎216-1205不動産鑑定 １月18日（水）
建築 １月19日（木）

人権

１月12日（木） 吉野支所 ☎244-7111
１月17日（火） 谷山支所 ☎269-8404
２月２日（木） 市民相談センター ☎216-1205
２月６日（月） 郡山支所★ ☎298-2111

行政関係申請
手続き

１月10日（火） 谷山支所 ☎269-8404
２月１日（水） 市民相談センター ☎216-1205
２月７日（火） 谷山支所 ☎269-8404

花と緑の相談 １月11日（水） 市民相談センター ☎216-1205２月８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）

●地元専門家によるなんでも相談（合同無料相談会）
内法律、登記、書類作成、労働、税金、経営など
期２月４日（土）11時～15時　
所勤労者交流センター（よかセンター）
問鹿児島専門士業団体協議会☎206-4849D258-0389

新観光PR動画「維新dancin’ 鹿児島市
リターンズ～これがリアルKAGOSHIMA～」
　人気や評価の高い「維新dancin’」シリー
ズの第３弾。鹿児島実業高校男子新体操部の
キレのあるダンスで観光スポットをコミカ
ルに紹介しています。ぜひご覧になってSNS
などで一緒に本市の魅力を発信しましょう。
◇観光ナビHPやYouTubeなどで絶賛公開中
問観光プロモーション課☎216-1344D216-1320 観光ナビ

18歳から成年！契約トラブルに注意
◇18歳になると親の同意なしでスマートフォンやクレジット
カードなどの契約を結べますが、一度結んだ契約は簡単に
は取り消せません

◇契約の知識やルールを学び、本当に必要か
　よく考えてから契約するようにしましょう
問市消費生活センター☎808-7500D808-7501

【文化振興課☎216-1501D216-1128】

ご意見をお寄せください
「パブリックコメント手続き」

素　案 担当課

①多文化共生推進指針 国際交流課☎216-1131D224-8900
メールintlaff＠city.kagoshima.lg.jp

② 第２期かごしま連携中枢都
市圏ビジョン

政策推進課☎216-1107D216-1108
メールseisaku-s＠city.kagoshima.lg.jp

③第五次障害者計画 障害福祉課☎216-1272D216-1274
メールsyofuku＠city.kagoshima.lg.jp

④ 市営住宅条例の一部を改正
する条例等

住宅課☎216-1362D216-1389
メールjuta-kanri＠city.kagoshima.lg.jp

⑤ マンション管理適正化推進
計画（仮称）

建築指導課☎216-1358D216-1389
メールkshido-kenan＠city.kagoshima.lg.jp

◇公表場所…市政情報コーナー、各支所、地域公民館、市HPなど
　　　　　　※希望者には資料を送付
◇募集期限…１月25日（消印有効）
◇意見の提出方法など詳しくは市HPか各担当課へ
　※資料送付を希望する人は電話で各担当課へ

■パブリックコメント手続きとは
　新しい施策などに取り組むときに、その目的や内容などを
事前に公表し、市民の皆さんから意見をお聞きするものです。

【市民協働課☎216-1204D216-1207】

市民の皆さん

②素案への意見（例）
•「私の意見は○○です。」
• 「この条例・施策は、ここが
長所だが、○○の文面を
このように修正した方が
よい。」など

⑤市の検討結果を確認
• 「意見が反映されているわ。」
• 「この条例・施策の○○は、
そういう意味だったのね。」

① 条例・計画などの
　素案の公表

③市民の皆さんの意見
の反映を検討

④条例・計画などの
　最終案の公表

※条例などの議決事項
は議会へ提案

条例・計画などの決定

市
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第48回 鹿児島市春の新人賞
　文化芸術の将来を担う人材育成と文化芸術の向上
発展のため、本市を中心に活動する若い芸術家に贈
られる同賞の受賞者が決定しました。

前
まえ

田
だ

 涼
さや

香
か
 さん（コリオグラフ） 

英国で国際バレエ教師資格を取得後、創作技法や舞
踊学、解剖学などを修め、ダンサーとしてはもちろ
ん、コリオグラファー（振付師）として高く評価され
ている。鹿児島の洋舞界に革新的な新風をもたらす
ことが期待される

前
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田
だ

 麻
ま

緒
お
 さん（コンテンポラリーダンス） 

中国や東京で研さんを積み、数々の公演やコンクー
ルで着実に成果を上げる。鹿児島での文化振興事業
への積極的な参加のほか、クラシック音楽や伝統邦
楽との協働など、ジャンルを横断する新たな表現活
動も提起し、注目を集めている

和
わ

田
だ

 明
あきら
 さん（ジャズボーカル） 

ジャズ界で高い評価を受け、全国メディアでも紹介
される実力派で、有能な若手として将来を期待され
ている。「音楽と焼酎」、「鹿児島弁とジャズ」な
どをキーワードに表現活動を実践し、地元鹿児島の
地域文化の向上にも取り組んでいる

【文化振興課☎216-1501D216-1128】
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職員などの募集 募　集 お知らせ
 応募要領は20面 

市職員（獣医師・医師）
◇職種…①獣医師、②医師（公
衆衛生）　※いずれも随時受け
付け　定①若干名、②３人
◇受験資格や申込方法など詳し
くはサンサンコー
ルかごしま☎808-
3333D224-8900
（人事課）へ
市職員（会計年度任用職員）
◇４月以降に勤務する職員を募
集しています　◇職種や勤務条
件など詳しくは市HPをご覧くだ
さい　問サンサン
コールかごしま
☎808-3333D224-
8900（人事課）
学校調理嘱託員（会計年度任用職員）
内市立小・中学校での給食調理
業務　◇採用日…４月１日
※事前研修あり　定若干名
◇申込期限…1月31日（必着）
問教育委員会総務課☎227-1992
D222-8796

かごしま環境未来館サポーター
内展示案内やイベント補助のボ
ランティア　対15歳以上の人
※養成講座の受講が必要　◇申
込期限…１月21日
（必着）　問かごしま
環境未来館☎806-
6666D806-8000
高齢者保健福祉・介護保険事業
計画策定・管理委員
対市内に住む40歳以上の人か、
20～39歳で高齢者の介護経験が
ある人　期５月～令和８年３月
定６人（書類による選考）　◇申
込期限…１月31日（必着）　問長
寿支援課☎216-1266D224-1539

市政広報アンケート
◇広報紙「かごしま市民のひろ
ば」や市政広報テレビ番組など、
本市の広報をさらに魅力あるも
のにするためのWEBアンケー
トを行っています　対市内に住
むか通勤・通学する人　期１月
13日（金）まで
問広報課
☎216-1133
D216-1134
文化芸術事業に助成します 
対来年度に市内で実施する文化
芸術に関するイベントや展覧会
など　※個人の実施は除く
◇補助額…対象経費の２分の１
（上限20万円）　◇申込期限…２
月７日（必着）
問文化振興課
☎216-1501
D216-1128
提案型ネーミングライツパートナー
◇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（８
件14施設）　◇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　問管財課
☎216-1158
D216-1162
市公用車を活用した広告
◇イベントや企業・商品の宣伝
などに活用しませんか　期３年
以内（月単位）　※掲載開始希望
月の前々月末までに原稿提出が
必要（先着順。内容審査あり） 
◇募集台数…10台
料月額4200円
問管財課☎216-
1158D216-1162

①さくらじま白浜温泉センター、
②桜島マグマ温泉の臨時休館
期①１月10日（火）～13日（金）、
②１月10日（火）～３月９日（木）
問①シルバー人材センター桜島
支部☎245-2200D245-2201、②
観光振興課☎216-1327D216-
1320
川上町、吉野町の各一部の住所が
１月23日から変わります
◇新町名は吉野三丁目、吉野四
丁目で、郵便番号はどちらも
892-0877です　◇１月23日以降、
郵便物などの宛先は新しい住所
をお使いください　◇運転免許
証、預金通帳などは手続きが必
要で、手続きの案内と手続きに
必要な変更証明を１月23日以降、
対象区域の各世帯に配布します
◇住居表示実施区域内に建物を
新築したときは、住所設定のた
めの届け出が必要
です　問土地利用
調整課☎216-1384
D216-1385
今月から市電停留場名に
副呼称を追加しました
◇追加後の電停名…①二中通
（キラメキテラス前）、②唐湊
（小牧建設前）　◇副呼称のネー
ミングライツパートナー…①南
国殖産㈱、②小牧建設㈱　問交
通局経営課
☎257-2102
D258-6741

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２月４日（土）
問サンサンコール
かごしま☎808-
3333

「かごりんカード」返却の受け付け
◇現行のかごりんは２月28日で
運用を終了します　※４月以降、
新たにスマートフォンアプリを
利用するかごりんを導入予定
◇かごりんカード（無料配布分
を除く）を返却するとデポジッ
ト（500円）を返金します　申直
接か郵送で返金先口座情報も４
月21日（必着）までに〒892-0847
西千石町11-25-5Fかごりん運営
事務局☎295-3535へ

かごしまこども食堂サロン
◇こども食堂運営者や新規開設
を検討する人への相談サポート、
ボランティアとのマッチングな
どを行います（企業や団体の寄
付・支援の相談も可）　開火・
水・金曜日の９時30分～15時30
分（事前予約制）　所卸本町6-12
オロシティーホール１階　問か
ごしまこども食堂サロン☎296-
8210D821-6345
消費生活出張講座
内契約の基礎知識や最近の消費
者トラブルとその対処法など
対市内の町内会や企業、学校な
ど　申電話で実施希
望日の１カ月前まで
に市消費生活センタ
ー☎808-7512へ
鹿児島マラソンを盛り上げます
◇鹿児島マラソン2023の①ゲス
トと②オフィシャルソングが決
定しました　◇①オフィシャル
アドバイザー…千葉真子氏（元
マラソン選手）、大会アンバサ
ダー…迫田さおり氏（元バレー
ボール選手）　◇②Ｃ

シー

＆
アンド

Ｋ
ケー

の『道』
問鹿児島マラソン実行委員会事
務局（スポー
ツ課内）
☎803-9622
D803-9623
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アンケート
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２年ぶりに「マグマやきいも電車」が冬のかごしまを盛り上げます！ 桜島新設校の「校名」募集
　市シンボルマーク「マグマシティ」カラーに光る市電に乗って、
鹿児島の冬の味覚「焼き芋」を食べながらまちを巡りませんか。
◇運行区間　交通局～鹿児島駅（往復）
◇運行期間　２月９日（木）～12日（日）、２月17日（金）～19日（日）
◇発車時刻　15時30分（９日を除く）、17時、18時30分、20時　
　　　　　　※乗車時間は１時間程度
対３歳以上の人
定各便13人
料中学生以上2000円、
　３歳～小学生1000円
申郵送か申し込みフォームで希望
　の運行日、発車時刻、参加人数
　も１月23日（必着）までに〒890-
  0051高麗町5-25イベント事務局
　マグマやきいも電車係☎255-
  6144D285-1161へ

　桜島島内の５小学校と３中学
校を統合して新設する、本市初
の小中一貫教育の学校です。
申応募用紙を郵送か
　ファクス、メール
　か、申し込みフォ
　ームで２月28日
　（必着）までに
　 〒892-0816山下町6-1学校整備
　室☎227-1930D222-8796
　メールgakkouseibi＠city.kago
shima.lg.jpへ
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4種類の焼き芋を
食べられるよ！

 応募要領は20面 

　マグニョン公式ツイッターをフォローし、１月
５日（木）～15日（日）に指定のツイートをリツイー
トすると、抽選で「マグマやきいも
電車に無料招待」か「焼き芋セット」
をプレゼントします。
問広報戦略室☎803-9547D216-1134

リツイートで無料招待！ツイッターキャンペーン

令和８年４月開校予定令和８年４月開校予定

マグニョン公式
ツイッター申し込みフォーム

申し込み
フォーム

規格…縦30㎝×横50㎝
（両側面のドアに掲載）

C＆K

各電停への表示のイメージ


