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ご注意ください
 ● 転出後、14日以内に引っ越し先の市区町村で
転入の手続きを

 ● 本市を離れて進学、転勤する人も必ず手続きを
 ● 市民サービスステーションでは住民異動の手
続きはできません

 ● 入学通知書の発行（小・中学校区が変更となる
転居・転入のとき）には、在学証明書が必要です

種　別 必要な手続き 窓　口 必要なもの

 転　出 
鹿児島市外に
引っ越し

転出する前に
「住民異動届」を提出
※引っ越しの14日前か
　ら手続きできます

本庁市民課、
谷山支所市民課、
各支所の総務市
民課

①窓口に来る人の本人確認書類（マイ
ナンバーカードや運転免許証など）
②マイナンバーカード、住民基本台帳
カード（持っている人） 
③委任状　
　※代理人が手続きするとき

 転　居 
鹿児島市内間
で引っ越し

転居から14日以内に
「住民異動届」を提出

■住民異動の手続き 本庁市民課☎216-1221

■転出は郵送でも手続きできます
　転出届は、来庁せずに郵送でも手続きができます。必要書類な
ど詳しくは市HPへ。

■転居は届出期間を過ぎても手続きできます
　新型コロナウイルスの感染を避けることが理由のときは、14日
間の届出期間を過ぎても手続きできます。
※住民異動の手続きに関連する各種手続きの期間は各担当課へ

■その他の主な手続き
　次のものを持っている人は手続きが必要です。住民異動の手続
きが終わったら、窓口でその他の必要な手続きを案内します。

国民健康保険証、敬老パス、友愛パス、身体障害者手帳、
療育手帳、重度心身障害者等医療費受給資格証、
介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、
こども医療費受給者証、母子・父子家庭等医療費受給者証 など

新型コロナウイルス感染症対策へのご協力を
◇来庁するときは、少人数で、マスクの
　着用と手指消毒をお願いします
◇証明書の発行は、来庁せずに手続きが
　できる郵送請求やコンビニ交付なども
　ご活用ください。詳しくは市HPへ

引っ越しのときの手続き・窓口の時間延長のお知らせ

市役所での手続きをお忘れなく
　サンサンコールかごしま☎808-3333　※水道の手続き・ごみの処分方法は  17面  へ

手続き 本庁の窓口 谷山支所の窓口
住民異動届の提出、印鑑登録申請、住民票の写し・印鑑登録
証明書などの証明発行、戸籍届の預かり（受理証明書は発行
できません）

市民課
☎216-1221（住民異動）　　
☎216-1217（証明）

別館
１階

市民課
☎269-8407
　（住民異動･証明）
☎269-8414
　（国民健康保険）
☎269-8410
　（国民年金）

１階
国民健康保険の加入・脱退届の提出、保険税の納付など 国民健康保険課☎216-1228

国民年金第１号被保険者の資格取得届などの提出 国民年金課☎216-1224

就学事務・相談 学務課☎216-1476 学務課谷山分室
☎269-8415 ４階

原動機付自転車の新規・廃車申告 市民税課☎216-1172 別館
２階

谷山税務課
☎269-8417 ２階

税証明の発行 資産税課☎216-1180
精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費（精神通院）・特定
医療費（指定難病）などの関係申請 保健支援課☎803-6929 別館

３階 ―

身体障害者手帳などの住所変更、友愛パスなどの受け取り 障害福祉課☎216-1273

本館
１階

福祉課長寿福祉係
☎269-8472
☎269-2145

１階敬老パスの受け取り、後期高齢者医療資格取得届などの提出 長寿支援課☎216-1267
介護保険関係の届け出などの提出 介護保険課☎216-1277
支給認定申請や保育所などの利用手続き 保育幼稚園課☎216-1258 福祉課

子育て支援係
☎269-8473

２階児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、こども医療費、
母子･父子家庭等医療費助成などの関係届け出の提出 こども福祉課☎216-1261

住居表示の確認など 土地利用調整課☎216-1384 東別館８階 ―

３月 ４月
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 １ ２ ３ ４
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

８時30分～
17時15分　

８時30分～
17時15分　８時30分～19時 ８時30分～19時 ８時30分

～19時

延長時間と土・日曜日
にできない手続き

 ● 戸籍届や住民異動届の
受け付けなどで他の市
区町村に照会・確認を
要する業務

 ● マイナンバーカードの
　交付　※３月26日（土）、
　４月３日（日）は交付し
ます

 ● 現金支給を伴う業務
　※介護保険料を除く
 ● 戸籍の証明発行や広域
交付住民票の交付

 ● 市外ナンバーの原動機
付自転車廃車申告の受
け付け

 ● 公図・公簿、営業証明
の交付

  ●●●   混雑のピーク    ●●   非常に混んでいる    ●   混んでいる

本庁・谷山支所市民課窓口混雑予想カレンダー
　これまでの受付件数を基にした混雑予想です。

　混雑を避けるため、証明書の発行のみのときは市民サービスス
テーションが便利です。電話で予約できる証明書もあります。
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■延長時間、土・日曜日に取り扱う手続き（主に住所変更に関連するもの）　※通常の開庁時間も取り扱っています

■窓口の時間延長（本
・
庁
・
と谷

・
山
・
支
・
所
・
のみ）

　平日の住民異動手続きは、住所に関係なく本庁・各支所
のどこでもできます。窓口延長期間中（３月22日～４月４日）
は、市HPで１時間ごとの待ち時間をお知らせしています。市
LINE公式アカウントでも混雑状況がわかります。

余裕を持っ
てお手続き
ください

市民課 上﨑 主任

ひろばサポーターがゆく 鹿児島市電子図書館
【市立図書館☎250-8500D250-7157】

動物ふぁいる No.64
生き物ずかん

かごしま水族館
クボエビ

【かごしま水族館☎226-2233D223-7692】

スキマ時間で心を豊かに
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かごしまフォロワー
かごフォロ

鹿児島市を舞台にした全国放送のドラマ「この花咲くや」主演
女優　　小芝 風花 さん 【広報課☎216-1133D216-1134】

　皆さんは、市立図書館で始まった鹿児島初の「電
子図書館」をご存じでしょうか？
　使い方は意外と簡単！ まずは、市立図書館か地域
の公民館図書室で利用者カードを作ります。次に、
スマートフォンやパソコンでパスワードを登録した
ら…。図書館に来館せず、小説や児童書など計1000点から好き
な本を借りられるのです！

　このサービスのお勧めポイントは三つ。
一つ目は、自分の好きなタイミングで本を
借りられること。オンラインなのでコロナ
下でも安心して利用できます。二つ目は、
音声読み上げなどの便利な機能がついてい
ること。「動く絵本」シリーズはアニメー

ションや読み聞かせの音声がついていて、目でも耳でも作品を
楽しめます。最後は、借りた本が２週間で自動的に返却され、
返し忘れや紛失がないこと。忙しくて本を返し
そびれた、ということもないので安心ですよね。
　スマートフォン一つあれば常に新しい本を、
無料で、いつでも借りられる電子図書館。通学
や通勤するとき、ちょっとした待ち時間、仕
事の休憩中などの「スキマ時間」を利用して楽
しめそうです。
　ぜひ皆さんも、電子図書館で気軽に読書を
楽しみ、心を豊かにしてみませんか？

ひろばサポーター
石塚

　今回の撮影で初めて鹿児島を訪れましたが、桜島はやはり雄大で、見る角度や見る時間帯、天気によっ
て印象が変わることに驚きました。撮影期間中は、桜島を眺めることが多かったのですが、眺めるうちに
優しい山だなという印象も受けました。
　桜島フェリーでうどんを食べたことも印象に残っていますし、もともと苦手意識のあった芋焼酎を鹿児
島で飲み、とてもおいしかったので、今ではついつい銘柄を確認してしまいます（笑）。
　このドラマでは、寄り添うことに素直になれない２世代の男女が、桜島とともに生きる鹿児島の街で「幸
せ」を探す姿を描いており、私は生まれも育ちも鹿児島市で、不動産会社に勤める女性を演じました。桜
島の降灰で洗濯物が干せなくなるし、車には灰が積もるし、生活する上で不便はある。そんな中でも桜島
と鹿児島を愛する人々を今回のドラマを通じて表現できれば、と思いながら演じました。セリフの中で、
「ねこ～（猫）」と言うところがあるのですが、語尾が上がる鹿児島弁独特のイントネーションが印象的で、
方言って面白いなぁと改めて感じました。
　ドラマでは、活火山・桜島と隣り合わせに暮らす鹿児島ならではの「防災」もテーマになっています。
桜島での避難訓練のシーンもあるので、防
災の大切さなども感じていただければうれ
しいです。
　今回初めての訪問でしたが、鹿児島は、
自然豊かで食べ物もおいしく、人が温かい
とてもすてきなまちでした。今回の撮影を
通して、鹿児島が大好きになりましたので、
また鹿児島の皆さんにお会いできることを
楽しみにしています。

鹿児島市内での撮影シーンをお楽しみください！
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（インタビューの詳細は広報課インスタグラム「カゴシマファン」などでチェックを）

1997年生まれ。数々の映画
やドラマに出演し、幅広い
役柄をこなす演技派として
定評のある女優。
ＮＨＫ鹿児島発地域ドラマ
「この花咲くや」で、活火山・
桜島の傍らで生きる鹿児島
の人々の胸の内に迫る物語
の主演を務める。
３月16日（水）22時～22時59
分にＮＨＫ ＢＳプレミアム
で放送。

　薩摩半島沖で行われる底引き網漁では、水深300～400mの深海
の砂地に生息する、イセエビの仲間のクボエビが獲れることがあ
ります。
　イセエビは荒波が打ち寄せる岩場などの浅い海に生息し、大き
く頑丈な殻を持つのに対し、クボエビの体は約15㎝と小ぶりで、
脚や触角も細くきゃしゃです。波の影響がほとんどない深海にす
むため、イセエビのような殻が必要なかったからだと思われま
す。
　クボエビは、小さな脚をブルドーザーのように使い、少しずつ
砂を押し上げてすみ家となるくぼみをつくります。隠れる場所の
少ない深海の砂地に生息する、クボエビならではの行動です。
当館の「鹿児島の深海」コーナーで展示していますので、深海で
暮らす貴重な姿を観察してみませんか。

利用者カードを作りました

登録も簡単です♪


