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　大会当日は、長時間にわたる大規模な交通規制によ
り、交通渋滞が予想されます。ご不便をおかけします
が、ご協力をお願いします。
■交通規制による影響
◇コース上の道路は、車両の通行や横断ができ
　ません（救急車などの緊急車両を除く）
◇歩行者・自転車の通行や横断も制限されます
◇規制解除後も各所で混雑が予想されます
◇渋滞の影響で郵便物や宅配便などが遅れて届
　くことも予想されます
◇公共交通機関もダイヤ変更や遅れなどが予想されます
◇当日の交通規制や公共交通機関に関する情報は、大会公式HPか
　鹿児島マラソン実行委員会事務局（スポーツ課内）
　☎803-9621・9622（平日８時30分～17時15分）、サ
　ンサンコールかごしま☎808-3333（毎日８時～21
　時）へ

●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

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
３月15日（水） 吉野支所 ☎244-7111
３月16日（木） 伊敷支所 ☎229-2111

不動産鑑定 ３月15日（水）
市民相談センター ☎216-1205

建築 ３月16日（木）

人権
３月28日（火） 谷山支所 ☎269-8404
４月６日（木） 市民相談センター ☎216-1205

行政関係申請
手続き

４月４日（火） 谷山支所 ☎269-8404
４月５日（水） 市民相談センター ☎216-1205

◇相談時間…13時～16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

「住宅の賃貸借トラブル」にご注意！
◇例年３～４月は、住宅の賃貸借契約に関
する相談が多く寄せられます

◇契約前に禁止事項や修繕に関する事項、
特約など、契約内容を確認しましょう

◇退去時は、原状回復の費用がトラブルの
原因になることがあるので、貸主と一緒に物件の現状を確
認しましょう　※入居前からあるキズや汚れなどは、写真
を撮っておくとトラブル防止につながります

問市消費生活センター☎808-7500D808-7501
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【マイナンバー総合フリーダイヤル（総務省）☎0120-95-0178】

　電子マネーなどのキャッシュレス決済サービス
で使えるマイナポイントの申し込みは、スマート
フォンなどで簡単に行えます。マイナンバーカード
を受け取ったら、忘れずに申し込みましょう。
対令和５年２月末までにマイナンバーカードを申請した人
◇申込期限…５月31日
◇準備するもの… ①マイナンバーカード、②利用者証明用電子証明

書のパスワード（数字４桁）、③ポイント付与を希
望する決済サービスの決済サービスＩＤ・セキュ
リティーコード、④本人名義の預貯金口座が分か
るもの（公金受取口座を同時に登録するとき）

「マイナポイント」の申し込みはお済みですか

　減船に伴う運航体制の見直しなどに
より、平日は118便から102便に、土・
日曜日、休日は130便から112便に減便
となります。
※よりみちクルーズと納涼船は廃止

■運航ダイヤ（４月１日～）
【鹿児島港発】

時間 出港時間
※（ ）は土・日曜日、休日

６ 00 30
７ 00 20 40
８ 00 20 40
９ 00 20 40
10 00 20 40
11 00 20 40
12 00 20 40
13 00 20 40
14 00 20（15）40（30）（45）
15 00 20（15）40（30）（45）
16 00 20（15）40（30）（45）
17 00 20（15）40（30）（45）
18 00 20（15）40（30）（45）
19 00 30
20 00 30

※21時台～翌５時台は
毎時30分発　　　

【桜島フェリー☎293-2525D293-2972】

４月から桜島フェリーの
運航ダイヤが変わります

３月５日（日）鹿児島マラソン2023の交通規制

　手続きは、スマートフォンでマイナポイント
アプリをダウンロードし、手順に沿って申し込
むほか、一部の郵便局や携帯ショップなどのマ
イナポイント手続きスポットなどでも申し込み
できます。

市ホームページ

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

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

◇面接は予約が必要
　※男性相談は電話も予約が
　　必要
問サンエールかごしま相談室
　☎813-0853D813-0937

サンエールかごしま相談室　託

ノーマイカーに
ご協力を
お願い
します

手続きスポット

ホームページ

【桜島港発】

時間 出港時間
※（ ）は土・日曜日、休日

６ 05 25 45
７ 05 25 45
８ 05 25 45
９ 05 25 45
10 05 25 45
11 05 25 45
12 05 25 45
13 05 25 45
14 05 25（15）45（30）（45）
15 05(00) 25（15）45（30）（45）
16 05(00) 25（15）45（30）（45）
17 05(00) 25（15）45（30）（45）
18 05(00) 25（15）45（30）（45）
19 05 30
20 00

※20時台～翌５時台は
毎時00分発　　　

市ホームページ
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