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サンエールかごしま相談室　託
内 夫婦問題、子育て、職場での人間関係や仕事に
　対する悩み、生きづらさなどの相談
　※無料・秘密厳守
対市内に住むか通勤・通学する人

相談名 日　時

総合相談（面接か電話、女性のみ） 火～日曜日、休日の10時～17時
※水曜日は20時まで

法律相談（面接、女性のみ） 第２・４木曜日の13時～16時
心理相談（面接、女性のみ） 第１木曜日の14時～17時

男性相談（面接か電話、男性のみ） 奇数月第３土曜日の10時～13時
偶数月第３日曜日の13時～16時

◇面接は要予約。男性相談は電話も要予約
【サンエールかごしま相談室☎813-0853D813-0937】

●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）

ホームページ

●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
　※オンライン面談も実施（希望する人は事前にご相談を）
●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
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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ご確認を

相談名 期　日 場　所 時　間

登記
３月10日（木） 市民相談センター

13時～16時

３月16日（水） 吉野支所
３月17日（木） 伊敷支所

不動産鑑定 ３月16日（水） 市民相談センター建築 ３月17日（木）

人権
３月10日（木） 吉野支所
３月15日（火） 谷山支所
４月７日（木） 市民相談センター

行政関係申請
手続き

４月５日（火） 谷山支所
４月６日（水） 市民相談センター

４月から、税務・登記、不動産鑑定、建築、花と緑の相談は、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できます

【サンサンコールかごしま☎808-3333】
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国民年金学生納付特例の申請を
◇申請は毎年度必要です。令和
３年度分の申請をしていない人
は早めに手続きを　◇必要なも
の…学生証か在学証明書、マイ
ナンバー確認書類か年金手帳、
窓口に来る人の本人確認書類
（代理人は委任状も必要）　※社
会人から学生になった人は、失
業の証明が必要なことがありま
す　申直接、国民年金課か各支
所の国民年金担当窓口へ　問サ
ンサンコールかごしま☎808- 
3333

市税の納付は安心・便利な
口座振替で
◇金融機関や納税課・各支所の
税務課にある口座振替依頼書で
申し込みを　◇必要なもの…通
帳、通帳印、納税通知書　◇詳
しくは市HPか納税課☎216-1190
D216-1196へ

水道メーターの検針にご協力を
◇２カ月に１度検針しています
◇メーターボックスの中をきれ
いにする、上に駐車したり物を
置いたりしない、飼い犬は出入
り口やメーターボックスから離
してつなぐ、家の増改築などで
メーターの場所を移すときは検
針しやすい場所へ移すなど、ご
協力を　問水道局お客様料金セ
ンター☎812-6171D812-6175

生ごみを粉砕する単体型ディス
ポーザは使用できません
◇ディスポーザ（生ごみ粉砕機）
は、野菜くずや魚の骨など、台
所の生ごみを砕いて水と一緒に
下水道に流す器具です　◇ディ
スポーザの単体使用は、下水道
管が詰まり、腐敗して悪臭の原
因になるほか、下水処理にも支
障を来すため使用を禁止してい
ます　◇排水処理装置を備えて
いるディスポーザ排水処理シス
テムは使用できますが、事前に
水道局との協議や書類の提出が
必要です　問水道局給排水設備
課☎213-8521D259-1627

市営住宅の入居申し込み
◇入居者募集案内書を住宅セン
ター、各支所、鴨池・鹿児島中
央駅市民サービスステーション
で配布しています　◇本市のパ
ートナーシップ宣誓制度に基づ
き宣誓した人も申し込みできま
す　◇受付日時や場所など詳し
くは募集案内書か市HPをご覧く
ださい　問（公財）
県住宅・建築総合
センター
☎808-7502
D216-1389

ペットを飼うときのマナー
◇ふん尿などで近隣の生活環境
を悪化させたり、鳴き声などで
迷惑を掛けたりすることのない
ようにしましょう　問生活衛生
課☎803-6905D803-7026

県条例で指定外来動植物が追加
されました
◇オオカナダモなど２種が追加
されました　◇放出の禁止や、
適切な施設での飼
養などの制限が掛
かります　問県自
然保護課☎286-
2616
特定外来生物「ハイイロゴケグモ」
にご注意を
◇雌は１㎝程度の大きさで、攻
撃性はありませんが毒を持ち、
触るとかむことがあります
※雄に毒はありません　◇見つ
けたら素手で触らず、殺虫剤を
使うなどして駆除してください
問環境保全課☎216-1298D216-
1292

石綿（アスベスト）の事前調査
の報告が４月１日から義務化
されます
◇解体工事などを行う前に実施
する建材のアスベストの調査結
果は、電子システムによる報告
が必要になります　
◇詳しくは市HPか
環境保全課
☎216-1297
D216-1292へ

年金・税

環　境

水道・住まい
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検針の様子
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給食調理員（休暇代替職員）
内市立小・中学校での給食調理
業務　※学校から要請がある日
に勤務　申応募要件など詳しく
は教育委員会総務課☎227-1992
D222-8796メールky
sou-soumu＠city.
kagoshima.lg.jp
へ
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
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（年４
回）への参加、アンケートなど
対市内に住む18歳以上の人
◇任期…４月から１年間　定10
人（書類による選考）　申直接か
郵送、ファクス、メールで同公
園で利用したことがある施設名、
応募動機も３月21日（消印有効）
までに〒891-1205犬迫町825か
ごしま健康の森公園☎238-4650
D238-4548
メールkenmori-
event＠k-k
ouenkousya.
jpへ
市公文書管理委員会委員
内歴史的公文書の保存・廃棄や
公文書の適正な管理に関する審
議など　対市内に住む20歳以上
の人　◇任期…５月～令和６年
３月　定１人（作文・面接によ
る選考）　申郵送かファクス、
メールで応募用紙（市HPからダ
ウンロード可）と「公文書の適
正な管理について」と題した作
文（800字以内）を３月31日（消印
有効）までに〒892-8677山下町
11-1総務部総務課
☎216-1126D224-
8900メールsou-hosei
＠city.kagoshima.
lg.jpへ

きんめるサポーター
内かごしま近代文学館・メルヘ
ン館の事業・広報などのサポー
ト　対18歳以上の人　◇任期…
４月から１年間（最長５年まで
更新可）　※随時、１時間程度
の研修あり　申電話かメールで
かごしま近代文学館・メルヘン
館☎226-7771D227-2653メールkin
meru＠k-kb.or.jpへ

ランチタイムコンサート出演者
対30分のプログラムを構成・演
奏できる個人やグループ　期４
～６月の金曜日12時20分～12時
50分の期間中１回　所本庁みな
と大通り別館　定５組程度
申郵送かファクス、メールで出
演者名（グループのときはグル
ープ名と代表者名）、ジャンル、
演奏形態、出演希望日（第２希
望まで）も３月13日（必着）まで
に〒892-0847西千石町13-3-3F-2
かごしまアート
ネットワーク
☎・D248-7780
メールinfo＠k-art-
net.orgへ

特定個人情報保護評価書（全項目
評価書）パブリックコメント手続き
◇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　期３
月25日（消印有効）まで　◇意見
の提出方法など詳
しくは感染症対策
課☎216-1447
D803-7026へ

職員などの募集
 応募要領は20面 

「市長と語る会」参加グループ
内松元地域のまちづくりをテー
マとした市長との意見交換
対松元中学校区で活動中の５人
以上のグループ　期６月予定
※参加団体の決定後、日時・場
所を連絡します　申郵送かファ
クス、メールで団体名、代表者
名、参加人数、団体の活動内容
も４月８日（消印有効）までに
〒892-8677山下町11-1市民協働
課☎216-1204D216-1207メールshi-
kyo＠city.kagoshima.lg.jpへ
※申し込みフォームからも申し
込み可

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４年第１回定例会（２
月14日開会）の本会議をリアル
タイムで視聴できます　◇アク
セス…市HP→市議会HP→インタ
ーネット議会中継録画　問政務
調査課☎216-1454D216-1452

民事調停委員・家事調停委員
による無料調停相談会
内交通事故の損害賠償、金銭貸
借、離婚、相続などの調停手続
きに関する相談　期３月12日
（土）９時30分～14時30分　※予
約不要　所かごし
ま市民福祉プラザ
問鹿児島調停協会
☎808-3706
D227-1050
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３月12日（土）
問サンサンコール
かごしま☎808-
3333

災害時のための調査にご協力を
◇災害時に避難の手助けが必要
な要介護者や重度の障害者など
の名簿（同意した人のみ）を作成
し、町内会などと情報共有して
います　◇過去の大規模災害で
は、地域住民が協力して救助や
安否確認を行い、助かった例が
多数あります　◇今月から民生
委員が調査対象者の家を訪問し、
同意確認を行います　問危機管
理課☎216-1213D226-0748

「引っ越しトラブル」に注意！
◇複数の業者から見積もりを取
り、作業員数や補償内容なども
事前に確認しましょう　◇引っ
越し完了後、荷物の個数や状態
を確認し、紛失や破損に気付い
たときは、すぐに業者に連絡し
ましょう　問市消費生活センタ
ー☎808-7500

４月から交通局乗車券発売所
の営業時間が変わります
対交通局内乗車券発売所（上荒
田町）と市役所前乗車券発売所
（名山町）　◇平日…９時～19時
◇休日…10時～17時30分　※市
役所前乗車券発売所は、休日は
土曜日（祝日を除く）のみ営業
問交通局内乗車券発売所☎257-
2101D258-6741

市民歌をご活用ください
◇総務部総務課、各支所でCD
などを貸し出していますので、
地域行事などでぜひご活用くだ
さい　※市立少年合唱隊の斉唱
や楽譜を市HPで閲覧できます
問総務部総務課
☎216-1125
D224-8900

鹿児島駅周辺の整備が完了し、より利用しやすくなります センテラス天文館１階に
新たな観光案内所がオープン　鹿児島駅周辺地区において交通結節機能を強化し、魅力ある新たな都市拠点をつくるために進めてき

た整備が、駅前広場の完成で全て完了します。 内観光・交通案内、各種チケ
　ット類の販売など
期４月１日（金）～
問観光プロモー
　ション課
　☎216-1510
　D216-1320

【市街地まちづくり推進課☎216-1387D216-1398】

■駅前広場（ロータリー部分）の供用開始
期３月26日（土）13時～
◇ロータリー部分での一般車両や身障者用車両、タクシー
の乗り降りが可能となります

　※バス停の利用は４月１日～
◇すでに供用開始している自由通路や駅舎、
市電停留場などと一体となって、駅への　
アクセスや乗り換えなどの利便性・安全　
性が向上します 市ホームページ
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インターネット
議会中継

本庁・各支所のロビーなどに設置

募　集
 応募要領は20面 

お知らせ
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完成パース図

イメージ

自由通路

鹿児島駅前停留場

駅前広場
駅舎


