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　マグマやきいも電車の運行に合わせ、２月９日（木）～23日（祝）
に、かごしまの冬をさらに盛り上げるキャンペーンを実施します。

■13種類のオリジナルメニュー「マグマ飯
めし

」
　市電沿線付近の飲食店（14店舗）が、マグ
マをイメージして赤い・辛い・山盛りなど
のオリジナルメニューを提供します。
◇店舗やメニューなど詳しくは特設サイトをご覧ください
◇スマートフォンアプリ「かごぷり」でスタンプラリーも開催

■“アミュラン”の光も一緒に盛り上げます！
　キャンペーン期間中は、アミュラン
のイルミネーションがマグマシティカ
ラー（赤・青）に輝きます。

●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

登記

２月15日（水） 吉野支所 ☎244-7111

２月16日（木） 伊敷支所 ☎229-2111
郡山支所 ☎298-2111

３月８日（水） 谷山支所 ☎269-8404
３月９日（木）

市民相談センター ☎216-1205不動産鑑定 ２月15日（水）
建築 ２月16日（木）

人権

２月10日（金） 喜入支所★ ☎345-1111
２月15日（水） 吉田福祉センター★ ☎294-2211
２月16日（木） 桜島総務市民課★ ☎293-2345
２月17日（金） 伊敷支所 ☎229-2111
２月21日（火） 谷山支所 ☎269-8404
２月22日（水） 松元支所★ ☎278-2111
３月２日（木） 市民相談センター ☎216-1205
３月９日（木） 吉野支所 ☎244-7111

行政関係申請
手続き

３月１日（水） 市民相談センター ☎216-1205
３月７日（火） 谷山支所 ☎269-8404

花と緑の相談 ３月８日（水） 市民相談センター ☎216-1205
◇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）
●ひとりで悩まずご相談を「かごしま犯罪被害者支援センター」
◇犯罪や交通事故の被害に遭った人と家族などに対し、電話・面
接相談、病院・裁判所への付き添いなどの支援を行っています

　※相談無料・秘密厳守
◇受付日時…火～土曜日の10時～16時（休日を除く）
問かごしま犯罪被害者支援センター☎226-8341

「簡単にもうかる話」に注意
◇「SNSなどで『簡単にもうかる話がある』と誘われ、連絡
した事業者からもうけるための高額なソフトの購入を勧め
られた。断ると『もうかれば簡単に返済できる』と迫られ、
借金をして契約させられた」といった相談が寄せ
られています

◇話に釣られて安易に契約せず、困ったときは市
消費生活センター☎808-7500D808-7501に相談を

【広報戦略室☎803-9547D216-1134】

まちがマグマシティで染まるわくわくの２週間

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２月 
15日（水）11時ごろ　問危機管理
課☎216-1213D226-0748
サンエールかごしま
図書整理期間のお知らせ
◇２月28日（火）～３月５日（日）
は、資料整理のため図書・DVD
の貸し出しや閲覧はできません
◇返却は、図書は同施設玄関前
のブックポスト、DVDは図書
カウンターへ　問男女共同参画
推進課☎813-0852D813-0937

谷山サザンホールの一部利用休止
期８月下旬～９月下旬、来年１
月上旬～２月上旬　◇会議室、
和室、練習室などは予約できま
す　問谷山サザンホール☎260-
2033D267-4256
川商ホール 第２ホールの利用休止
期来年２月下旬～３月上旬
問川商ホール☎257-8111D251-
4053
体育館や運動場などの
予約スケジュールが変わります
◇キュートピアに代わる新たな
公共施設予約システムの導入に
伴い、５月分の利用から、前月
に予約・抽選する方法に変わり
ます　◇対象施設や
予約方法は市HPか
スポーツ課☎808-
7504D803-9623へ

図書館が利用しやすくなりました
◇利用者カードのスマートフォ
ン表示や、市立図書館でのセル
フ貸出機の利用ができるように
なりました　※事前に利用者カ
ードの発行が必要　◇利用方法
など詳しくは市立
図書館HPか同館
☎250-8500
D250-7157へ
鹿児島ファンアプリ 「わくわく」
◇市内のお勧め観光スポットや
店舗、アプリ会員限定のお得な
キャンペーンなどの情報を配信
しています　◇加盟店での支払
いで提示すると100円ごとに１
ポイントたまり、次回の支払い
で使えます　問鹿児島観光コン
ベンション協会☎286-4700
D286-4710

市電・市バスの決算状況
◇昨年度に比べ回復してきてい
るものの、新型コロナの影響に
より依然として厳しい経営状況
が続いています　◇路線維持に
向け、環境にも優しい公共交通
をご利用ください　◇交通局HP
で決算や市バス全路線の状況を
公表しています　問交通局総合
企画課☎257-2111D258-6741
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マグマやきいも電車SNS投稿キャンペーン
　マグニョン公式インスタグラムかツイッターをフォロ
ーし、２月９日（木）～23日（祝）に、「マグマやきいも電車」や
「マグマスイーツ電車」、「マグマしょうちゅう電車」の写真に
ハッシュタグ #マグマやきいも電車
を付けて投稿してください。抽選で３
人にオリジナルQUOカード（１万円
分）をプレゼントします。

ブックポストブックポスト

インスタグラムツイッター

アプリのダウンロード

特設サイト
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市職員
◇職種…獣医師　※随時受け付
け　定若干名　◇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
☎808-3333
D224-8900
（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５人程度
◇申込期限…２月15
日（必着）　問教育委
員会総務課☎227-
1992D222-8796
臨時的任用教職員
内市立小・中学校での講師
※教員免許が必要　◇採用日…
４月１日以降　定120人程度　
◇申込方法など詳しくは市HPを
ご覧ください　問教育委員会学
務課☎227-1931D222-3700

水道モニター　　　　　　託
内施設見学や研修会への参加、
レポートの提出など　対市の水
道か公共下水道を利用している
18歳以上の人　※過去２回水道
モニターをした人を除く　期４
月から１年間　定30人　◇申込
期限…２月28日（消印有効）
問水道局経営管理課☎213-8507
D252-6728

①平川動物公園モニター、
②かごしま健康の森公園モニター
内施設見学や意見交換会への参
加、アンケートへの回答など
※採用者には交通費相当の謝礼
を進呈　対市内に住む18歳以上
の人　期４月から１年間　定各
10人　◇申込期限…２月28日
（消印有効）　問①は平川動物公
園☎261-2326D261-2328、②は
かごしま健康の森公園☎238-
4650D238-4548

市立病院ボランティア
内手術室のリネンやタオルの畳
み作業など　問市立病院看護部
☎230-7000（内線2051）

職員などの募集
市民アートギャラリー利用者
対主に市内で文化芸術活動を行
う団体・サークルなど　期３月
１日（水）～31日（金）のうち１～
２週間程度　所本庁みなと大通
り別館　◇申込期間…２月13日
～28日（先着順）　問かごしま文
化情報センター
（KCIC）☎248-8121
D216-1128メールinfor
mation＠kcic.jp
ランチタイムコンサート出演者
対４～６月の金曜日12時20分～
12時50分でプログラムを構成・
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　◇申込期限…２月28日
（必着）　問かごし
まアートネットワ
ーク☎・D248-
7780
「市長と語る会」参加グループ
内武岡・明和の両中学校区のま
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５月（予定）　※参加団体決定
後、日時・場所を連絡します
◇申込期限…２月28日（消印有
効）　問市民協働課☎216-1204
D216-1207

オンラインでの意見募集
◇市政のテーマに対する意見を
オンラインで募集するシステム
（P

ポ リ
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ガ ブ

ov）を活用した実証実
験を行っています　◇テーマ…
①行政手続きのオンライン化、
②バスの運転手確保、③参加し
たくなる地域活動　申申し込み
フォームで３月31
日までに市民協働
課☎216-1204
D216-1207へ

かごしま温泉健康プラザの休館
期２月６日（月）～10日（金）
問かごしま温泉健康プラザ
☎252-8551D252-8556
原子力防災訓練
期２月11日（祝）８時～15時15分
所郡山地域の一部（原子力災害
対策重点区域）、郡山中央構造改
善センター（避難所）など　◇訓
練内容など詳しくは市HPか危機
管理課☎216-1213D226-0748へ

議会中継をご覧ください　
◇パソコンやスマートフォンな
どで令和５年第１回定例会（２月
13日開会）の本会議をリアルタイ
ムで視聴できます 
問政務調査課 
☎216-1454 
D216-1452

令和３年度の決算がまとまりました
詳しくは市HPか市政情報コーナー、各支所、地域公民館などにある「令和３年度決算のあらまし」をご覧ください。

【財政課☎216-1155D216-1162】

 市の借金（市債）は減少 
　市債は、将来の市民の皆さんにも公平に費
用負担をしていただくなどの観点から発行し
ています。臨時財政対策債を除く実質的な市
債残高は、前年度より23億円減少しました。
 市の貯金（基金）は増加 
　基金は、一般家庭の貯金に相当するもの
で、必要に応じて積み立てや取り崩しを行っ
ています。３年度の残高は、前年度より37億
円増加し、316億円になりました。
 ３年度決算のまとめ 
　前年度に引き続き黒字を確保し、実質的な市債残高を減少させました。健全
な財政運営を維持しつつ、さまざまな施策を積極的に推進し、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立や市勢の発展に努めました。

　特別会計（特定目的のための会計）
　　国民健康保険事業は、約28億円の赤字となりましたが、
　令和４年度の歳入を繰り上げて不足分に充てました。
　　他の７つの特別会計は黒字か収支均衡となりました。

　企業会計（地方公営企業の会計）
　 　交通・船舶事業は赤字となりましたが、他の企業会計は黒字を確保し
ました。

一般会計
　福祉や医療、教育、道路・公園の整備など基本的な
行政サービスを行う一般会計は、適切かつ効率的な執
行に努め、約90億円の黒字を確保しました。
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市民１人当たり約49万６千円の主な使い道

●環境や衛生の向上
　約４万２千円

●福祉の充実
　約24万９千円

●区画整理や道路、公園などの整備
　約４万３千円

その他（県が市の特定事業に
出したお金など）
420億7,367万4千円

歳出2,973億9,997万4千円
（年間収入）（年間支出）

一般会計決算額の内訳
歳入3,079億9,320万2千円

民生費
（子育て支援や高齢者の医療など
福祉の充実に）
1,493億2,628万3千円

市税
（市民税や固定資産税など）
880億8,415万9千円

土木費（道路・公園などの整備に）
257億8,696万1千円

その他
（使用料や手数料など）
225億5,229万円

地方交付税
（国から交付されたお金。
使い道は市が自由に決められる） 
348億5,659万7千円

商工費（商業・観光の振興に）
88億9,194万2千円

公債費（市債の返済に）
283億7,120万7千円

教育費（教育の振興に）
193億1,801万6千円

衛生費（環境や衛生の向上に）
252億4,961万4千円

実質収支
89億5,714万9千円

国庫支出金
（国が市の特定事業に出したお金）
927億6,861万6千円

市債（銀行などから借り入れたお金
（返済時に国から一部補てんあり）） 
276億5,786万6千円
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④翌年度繰越財源 16億3,607万9千円
③その他（市の運営や市電・市バス、桜島フェリーなどの維持に） 321億3,041万6千円

①消防費（消防・救急に） 57億9,912万円
②農林水産業費（農林水産業の振興に） 25億2,641万5千円

①②
③

④
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インターネット
議会中継

お知らせ

●市債の返済
　約４万７千円

市債残髙の推移

基金残髙の推移


