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マイナンバーカード取得手続きをサポートします
■臨時交付センター（イオン鹿児島鴨池店２階）
◇マイナンバーカードの申請受付（写真撮影を含む）や、カードの
受け取りができます　※申請受付は希望日の３日前まで、受け
取りは９日前までに電話か市HPで予約が必要
開10時～18時（水曜日、第３土曜日の翌日曜日、年末年始除く）

■出張申請受付（地域福祉館・地域公民館など）
◇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
武福祉館 10月３日（月） ９月28日（水）
松原福祉館 10月４日（火） ９月29日（木）
宇宿福祉館 10月５日（水） ９月30日（金）
玉里福祉館 10月６日（木） 10月３日（月）
甲南福祉館 10月７日（金） 10月４日（火）
宇宿中間福祉館 10月11日（火） 10月５日（水）
柳町福祉館 10月12日（水） 10月６日（木）
明和福祉館 10月13日（木） 10月７日（金）
八幡福祉館 10月14日（金） 10月11日（火）
西谷山福祉館 10月17日（月） 10月12日（水）
谷山北福祉館 10月18日（火） 10月13日（木）
西陵福祉館 10月19日（水） 10月14日（金）
唐湊福祉館 10月20日（木） 10月17日（月）
田上福祉館 10月21日（金） 10月18日（火）
皇徳寺福祉館 10月24日（月） 10月19日（水）
たてばば福祉館 10月25日（火） 10月20日（木）
坂元福祉館 10月27日（木） 10月24日（月）
和田福祉館 10月28日（金） 10月25日（火）
川上福祉館 10月31日（月） 10月26日（水）

【市マイナンバーカードコールセンター☎298-9062D224-8959】

●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
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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 問い合わせ先

税務・登記
９月14日（水） 谷山支所 ☎269-8404
９月15日（木） 伊敷支所 ☎229-2111
９月21日（水） 吉野支所 ☎244-7111

登記のみ ９月22日（木） 郡山支所 ☎298-2111
不動産鑑定 ９月21日（水） 市民相談センター ☎216-1205建築 ９月15日（木）

人権

９月20日（火） 谷山支所 ☎269-8404
９月21日（水） 吉田福祉センター★ ☎294-2211

９月22日（木） 桜島支所（桜島総務市民課）★ ☎293-2345

９月28日（水） 松元支所★ ☎278-2111
10月６日（木） 市民相談センター ☎216-1205

行政関係申請
手続き

10月４日（火） 谷山支所 ☎269-8404
10月５日（水） 市民相談センター ☎216-1205花と緑の相談 ９月14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）
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出張申請受付

マグニョン“４コマ漫画”でまちの魅力発信スタート！
　本市の魅力や鹿児島あるあるなどを、マグマシティＰＲキャラ
クター「マグニョン」が楽しく紹介する「マグニョン４コマ漫
画」をSNSで連載します。
◇連載開始…９月１日（木）～
◇発信媒体…マグニョン公式SNS（ツイッター・インスタグラム）

第７回児童書出版助成作品が決まりました
　児童文学の書き手を育成するため、優れた作品
に行う出版助成の対象作品が決定しました。
◇作品名　「だれもいない」 
◇作者　文…谷口知香枝氏
　　　　絵…柿木夏

なつ

實
み

氏
◇内容　 いとこ同士の小学生２人が叔母の家で
　　　　体験したひと夏の物語「だれもいない」
　　　　など４編の短編集

【文化振興課☎216-1501D216-1128】
フォローやリアクションで
一緒に鹿児島を盛り上げよう

インスタグラムツイッター

漫画のテーマ「鹿児島あるあるネタ」大募集！
申郵送で10月31日（必着）までに漫画テーマも〒890-
0016新照院町23-10-302NPO法人マンガプロジェ
クト鹿児島☎070-5410-5329D295-4144へ
　※市HPかマグニョン公式SNSからも申し込み可

多重債務はまず相談を
　きちんとした手続きをすれば、
多重債務問題は解決できます。
一人で悩まず市消費生活センター
☎808-7500へご相談ください。

【広報戦略室☎803-9547D216-1134】

最大２万円分のマイナポイント第２弾の対象となる
マイナンバーカードの申請期限は９月末です。
お得なこの機会にぜひお申し込みください！
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職員などの募集

台風などの災害に備えましょう
　６月発行の防災
リーフレットなど
を活用して自宅周
辺の災害リスクや
避難行動を確認し、
台風などの災害に
備えましょう。
◇公共交通や停電の状況が確認でき
る関係機関のホームページなどを
市HPで集約しています
◇災害時の情報収集にお役立てくだ
さい　
問危機管理課☎216-1213D226-0748

市職員募集
◇各試験区分の受験資格や受験申込書など詳しくは市HPをご覧ください
■初級職・中級職・保健師　・申込期限…９月16日（消印有効）　※電子申請は９月14日
　　　　　　　　　　　　・第１次試験日…10月16日（日）
試験区分（採用予定人数） 受験資格（障害者は対象年齢を２歳引き上げ）
初級職 一般事務・土木・電

気・機械（各若干名）平成13年４月２日以降に生まれ、高校などを卒業か卒業見込み

中級職 建築（若干名） 平成９年４月２日以降に生まれ、短大などを卒業か卒業見込み

保健師（若干名） 昭和58年４月２日以降に生まれ、保健師免許を取得か取得見込み

■障害者対象　・申込期限…９月16日（消印有効）　※電子申請は９月14日
　　　　　　　・第１次試験日…11月13日（日）
試験区分（採用予定人数） 受験資格
上級職

一般事務
（各若干名）

身体障害者手帳（１～６級）や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付
を受けている人
上級職：平成３年４月２日以降に生まれ、大学などを卒業か卒業見込み
中級職：平成７年４月２日以降に生まれ、短大などを卒業か卒業見込み
初級職：平成11年４月２日以降に生まれ、高校などを卒業か卒業見込み

中級職

初級職

【サンサンコールかごしま☎808-3333D224-8900（人事課）】
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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
市立病院職員 
◇職種…助産師、看護師ほか
◇受験資格や受験申込方法など
は同病院HPで公表しています
問市立病院総務課☎230-7002
D230-7070

かごしま教育文化振興財団職員
◇職種…一般事務　対平成５年
（障害者は平成３年）４月２日以
降に生まれ、大学か同等の学校
を卒業した人　※卒業見込み可
定若干名　◇申込期限…９月28
日（必着）　◇採用日や試験案内、
受験申込書など詳
しくはかごしま教
育文化振興財団事
務局☎227-1932
D226-3248へ
かごしま水族館嘱託員
内券売や案内、ショップでの販
売、展示解説　対平成17年４月
１日までに生まれた人　◇任期
…来年４月から１年間（５年ま
で更新可）　定若干名（書類と筆
記・面接による選考）　◇申込
期限…９月30日（必着）　◇応募
要件など詳しくは
かごしま水族館
☎226-2233
D223-7692へ

自衛官（防衛大学校学生など） 
◇種目…①防衛医科大学校看護
学科学生、②同校医学科学生、
③防衛大学校学生（一般）　対高
校卒（見込み）で20歳までの人
◇申込期限…①10月５日、②10
月12日、③10月26日（いずれも
必着）　問自衛隊鹿児島募集案
内所☎251-7802

コミュニティ助成事業
◇町内会などの地域活動に必要
な施設・設備の整備に対し、宝
くじの社会貢献広報事業として
（一財）自治総合センターが審査
の上、助成します　対①コミュ
ニティセンター助成事業…集会
所の整備（新築・大規模修繕）、
②地域防災組織育成助成事業…
自主防災組織が行う防災活動に
必要な資機材（発電機など）の整
備　問①は地域づくり推進課
☎216-1214D216-1207か各支所
の総務課・総務市
民課、②は危機管
理課☎216-1513
D226-0748

第48回鹿児島市春の新人賞
対文化芸術活動を行い、居住地、
活動拠点、出身地のいずれかが
本市にあり、昭和62年４月１日
以降に生まれた、受賞後１年以
内に市内で作品発表ができる人 
◇表彰…賞状と副賞（25万円）
◇申込期限…９月
30日（必着）　問市
芸術文化協会事務
局☎・D248-7780

「市長と語る会」参加グループ
内西陵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
対同校区で活動中の５人以上の
グループ　期12月　※参加団体
の決定後、日時・場所を連絡し
ます　◇申込期限…９月30日
（消印有効）　問市民協働課
☎216-1204D216-1207

災害に便乗した悪質商法に注意！
◇台風被害などに便乗して必要
のない住宅修理や保険請求手続
きの代行を持ち掛けられ、高額
な手数料や解約金を請求される
ことがあります　◇「保険金で
修理ができる」、「面倒な手続き
を代行する」などと勧誘されて
もすぐに契約せず、家族や周り
の人に相談し、複数の業者から
見積もりを取るようにしましょ
う　問市消費
生活センター
☎808-7500
D808-7501

貸切電車・バスをご利用ください
◇貸切電車はパーティーやイベ
ントなど、貸切バスは一日遠足
や部活動の大会などに利用でき
ます　※車椅子のまま乗降でき
るリフト付きのバスもあります
問貸切電車は電車事業課☎257-
2116、貸切バスはバス事業課
☎257-2117

保育士・保育所支援センターが
移転しました
開火～土曜日の９時～17時30分
所中央町10キャンセビル７階
◇保育士の再就職の相談や希望
に沿った保育園・認定こども園
のマッチングなどのサポートを
行っています
問保育士・保育所
支援センター
☎248-8411
D248-8417

アプリ開発などにオープンデータ
をご活用ください 
◇公共施設や防災・観光情報、
各種調査結果などを市HPで公開
しています　問デ
ジタル戦略推進課
☎216-1115
D216-1117
就業構造基本調査にご協力を
◇就業などの状況を詳細に把握
する調査を実施し、雇用・経済
政策などに利用します　◇統計
的手法で選定した世帯に調査員
が伺います　問総務部総務課
☎216-1116D224-8900
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３回定例会（９月
７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☎216-1454D216-1452

法の日 関連企画
無料法律・登記・税務相談会
内土地建物の登記、土地の地積・
分筆・測量・境界、相続登記、
裁判所への書類作成などに関す
る相談　期10月１日（土）10時～
16時　所かごしま国際交流セン
ター　問県司法書士会☎256-
0335か県土地家屋調査士会
☎257-2833
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インターネット
議会中継
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募　集

防災リーフレット 災害時のお知らせ

お知らせ


