
2023年（令和５年）３月号 4特集かごしま市民のひろば

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30日前から手続きできます
※郵送・オンラインでも手続きできます 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
※ 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 本庁市民課☎216-1221

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

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  16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
※入学通知書の発行には転校用書類が必要です 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
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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

●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

●現金支給を伴う業
務　※介護保険料
を除く

●マイナンバーカー
ドの交付　※３月
25日（土）、４月２
日（日）は交付しま
す

マイナンバーカードを活用して手続きをスムーズに♪

●期間中は、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分かります
●平日の手続きは、住所に関係なく本庁・各支所のどこでもでき
ます

市ホームページ

市LINE公式
アカウント

■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（■窓口の時間延長（本本
・・
庁庁
・・
とと谷谷

・・
山山
・・
支支
・・
所所
・・
のみ）のみ）■その他の主な手続き■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。

スムーズな手続
きにマイナンバ
ーカードを利用
しよう！

■■マイナポータルで便利なサービスがマイナポータルで便利なサービスが
　　利用できます利用できます
●転出届をオンラインで提出できます

　　👉転出届の提出のための来庁が不要
　　　※転出先は日本国内に限る
●転入・転居届の来庁予定を連絡できます

　　👉窓口での待ち時間を短縮
　　👉 予定連絡後、事前に市役所で住所などを
　　　書類に印字するため、記入負担が軽減
　◇署名用・利用者証明用電子証明書が有効な
　　マイナンバーカードが必要です
　問マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178

■■コンビニなどのマルチコピー機でコンビニなどのマルチコピー機で
　　証明書をお得に発行できます証明書をお得に発行できます
　●１通当たり100円減額されます
　　👉本庁と谷山支所にも設置しています
　　👉対象の証明書など、詳しくは市HPへ
　問本庁市民課☎216-1221

市民課 三角 主事

混雑緩和にも
つながります

市ホームページ 市ホームページ

必見！

引っ越し
される方

動物ふぁいる No.69
生き物ずかん

平川動物公園
カイウサギ

【平川動物公園☎261-2326D261-2328】

かごしまフォロワー
かごフォロ

GMOペパボ㈱　代表取締役社長
佐藤 健太郎 さん

【広報課☎216-1133D216-1134】

ひろばサポーターがゆく みんなで盛り上げる
わくわくの冬

【広報戦略室☎803-9547D216-1134】

　ウサギは「ノウサギ（h
ヘ ア
are）」と「アナウサギ（r

ラ ビ ッ ト
abbit）」に

分けられます。ノウサギは茂みの中で出産や子育てを行い、警
戒心が強く、長い耳で危険をすぐに察知します。一方、アナウ
サギは鋭い爪を持ち、土を掘ってトンネルのような巣の中で出
産や子育てを行います。
　短めの耳と真ん丸な目でペットとしても人気の高いカイウサ
ギは、体長は40㎝ほどで、乾草やウサギ用ペレット、野菜など
を食べます。ヨーロッパにすむアナウサギを家畜化して飼いな
らしたもので、アナウサギの一種ですが、土の中で出産や子育
ては行いません。出産が近づくと母親はお腹の毛を抜いて敷き
詰め、その上で出産します。
　当園でも多数飼育しており、ふれあいランドで見ることがで
きます。毛の色や目の色もさまざまで個性豊かなので、お気に
入りの子を見つけてみませんか？

マグマ×食で寒い冬を“アツく”
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学芸員オススメ！No.87
市立美術館の逸品 オシップ・ザッキン『オルフェ』

【市立美術館☎224-3400D224-3409】

　中学校の先生が使っていたパソコン（マッキントッシュ）がかっこい
いなと思いパソコンに興味を持ち始めました。高校では、１人１台
持たされたポケットコンピュータを使い、自分で本を見ながら初めて
プログラミングをしました。大学では、経営を学び、元々ビジネスを
やりたい、何か面白いことをやりたいと思っていたので、大学４年
のときに仲間の誘いで起業に参加し、2008年に上場、会社の規模が
拡大する中、社長になりました。
　鹿児島でＩＴ人材を育てていきたい
と考え、４年前に鹿児島オフィスを設
立。鹿児島オフィスに所属するメンバ
ーが初めて立ち上げから関わった
「GMOレンシュ」は、連絡（お知らせ配信）や集金ができるシステム
で、市内の町内会の一部で実証実験中です。初の成功事例として
鹿児島から全国に広がってほしいと考えています。
　情報発信が全ての起点だと思うので、今後は、鹿児島の情報発
信量をもっと増やすお手伝いをしていきたいです。ちなみに私自身
も、鹿児島をテクノロジーで盛り上げようとの思いから、
ＳＮＳで ＃勝手に鹿児島大使 として発信を続けています！
（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）

　美術館の前庭にある高さ３ｍ
のブロンズ像を見たことがあり
ますか？　大きくデフォルメ
（変形）されていますが、これは
ギリシャ神話に登場するたて琴
と歌の名手オルフェウスをモデ
ルとした人物像です。作者であ
るザッキンは、対象を単純な図
形で表現するキュービズムの影
響を受けており、20世紀前半に
おける前衛彫刻家として、主に
パリで活躍しました。
　神話の中で、愛する妻を亡く
したオルフェウスは冥界に下
り、得意のたて琴を奏でて妻の
蘇生を懇願します。地上に戻る
まで後ろの妻を振り返らなけれ
ば生き返らせると約束してもらいましたが、妻の姿見たさにあ
と少しのところで振り向いてしまい、望みは叶いませんでした。
上半身をひねって後ろを振り返るポーズは、まさにその場面を
表しています。たて琴を抱え悲痛な叫びを上げる姿は、自身の
胸をかき鳴らしているようにも見え、約束は守らねばならない
が一刻でも早く姿を見たいという理性と情動の間で引き裂かれ
た人間の心情が伝わってきます。

大胆なデフォルメで神話の一場面を表現

　この冬を盛り上げるマグマシティプロモーション
の取材内容を、私が描いた「バーチャル応援サポー
ター『木

このはな
花桜子』」が紹介します。

　焼き芋が恋しくなる季節に、２年ぶり
に「マグマやきいも電車」が開催されまし
た。４種のおいしい焼き芋を、市電で市
内を巡りながら味わえる大人気企画です。
　今年は、「辛い、赤い、山盛り」を特
徴とした「マグマ飯」が14の飲食店で
提供される関連イベントもありました。
この企画を監修した、Webメディア「カゴシマニアックス」を運営
する中園さんは、「観光や食を通じて鹿児島を盛り上げる人はもち
ろん、活火山桜島と共生し、噴火時に備え日夜頑張る人たちも注
目されるきっかけになれば」とマグマのように熱く語ってくれまし
た。飲食店「日本橋天丼 一心」さんでは、マグマ飯「桜島チーた
まサーロイン天丼」を提供。「天丼の革命と言っても過言でないも
のができたと思っているので、ぜひ色んな方に食べてほしい」とい
う店主の思いやこだわりを聞くことができました。

　鹿児島のおいしいがギュギュっと詰
まったマグマやきいも電車とマグマ飯。
さまざまな人の熱い思いが重なり、鹿児
島市の魅力を再発見するきっかけにな
りました。企画は終了しま
したが、皆さんが楽しんだ
様子をぜひチェックしてみ
てください。

ひろばサポーター
まむねむこ

鹿児島オフィスにて

　本市出身で、国内最大級のハンドメイ
ドマーケット「minne（ミンネ）」をはじめ
幅広いＩＴサービスを展開し、鹿児島で
のＩＴ人材の育成にも力を入れる佐藤健
太郎さんにお話を伺いました。

バーチャル応援サポーター 木花桜子

マグニョン公式
インスタグラム


