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行 政 市 民

『共生・協働』でまちづくり　vol.24
　『共生・協働』とは、自治会やＮＰＯ法人・ボランティア団体・企業等多様な主体 ( パートナー ) と
行政が相互の理解と信頼のもと、目的を共有し、連携・協力して地域の公共的な問題の解決を目指すこ
とです。

Ｑ共生・協働をわかりやすく教えてください　

市民のみなさんが日常に行っている家庭ごみの処理は、実際に「協働」で行っています。家庭のごみは

みなさんが分別して、ごみステーションに出し、それを市が収集して処理しています。これは市民・自

治会・行政のそれぞれが役割を分担しています。つまり、「共生・協働」とは、家庭ごみの処理のよう

に、市民と行政が地域の課題に対して、共に考え、協力しながら取組んでいくことです。

まちづくりの共通の課題

共に考えて協力して取り組む

Ｑ共生・協働のまちづくりがもたらすものって何ですか ?

　「共生・協働のまちづくり」の取組みを行うことで、行政は市民とともに考える機会が増え、より市

民の意向に沿ったまちづくりを進めていくことが可能となります。

また、行財政改革の推進や高齢者の介護、自治会の活性化、子育て支援等新たな課題が増えていく中、

市と市民が協力することで、取組む対象・範囲が広がり、より多くの課題に対応することが可能となり

ます。また市民と行政が、より多くの場面で協力しながらまちづくりに取組むことで、より魅力と活力

のある曽於市としていくことが可能となります。
Ｑ共生・協働のまちづくり範囲は ?

　まちづくりの活動範囲は行政の責任や主導で行うものから、市民が主体的に自分自身で考え行うもの

までを含みます。その範囲は、一般的に下記のとおり、市民活動と行政の協働領域と考えられています。

※ここでいう「市民」とは市内で活動するあらゆる主体であることから、市民個人ではなく、市内の市

民活動団体・自治会・校区公民館・企業・学校なども含みます。

市民が
主体的に活動

市民主体で
行政が支援

市民と
行政が協働

行政が主導し
市民が参加

行政の責任
で執行

市民の領域 市民活動と行政の協働領域 行政の領域
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　※市役所の市民課と税務課では、窓口業務を

　　午後６時 30分まで延長しています。

～ＮＰＯ法人夢広場～
子どもの健全育成事業参加者募集

ＮＰＯ法人夢広場　
☎ 0986-76-6636

　NPO 法人夢広場では、「昭和のわんぱく小僧
と近所のカミナリ親父復活大作戦」をキャッチ
フレーズに子どもの健全育成体験事業を開催し
ます。ソーメン流しや竹細工、スイカ割り綱引
きなど楽しい催しでいっぱいです。たくさんの
ご参加をおまちしています。
応募対象　市内児童・生徒、スポーツ少年団、
　　　　　子ども会などの団体及び育成会（指
　　　　　導者・保護者）
会　場　　末吉北部地区研修センター及び末吉
　　　　　寺田コミュニティ広場
日　時　　7 月 18 日（土）※雨天時中止
　　　　　午前 9 時～午後 2 時
参加費　　1 人 300 円（保険代・食費含む）

詳細につきましては、お気軽にお問合せ下さい。 
E-mail:yumehiroba@po.minc.ne.jp
http://www.minc.ne.jp/~yumehiroba
 ※インターネットにて「夢広場」で検索する
とホームページが見れます。

平成 21年度大隅曽於地区消防組合
消防吏員採用試験案内について

提出先及び試験に関する問い合わせ先
大隅曽於地区消防組合消防本部  総務課
〒899-8103  大隅町中之内 8973-1

☎ 099-482-0569（直通）

１　職種及び人員
　消防士　数名
２　受験資格
　⑴ 　昭和 57 年４月２日から平成４年４月１

日までに生まれた者
　⑵ 　学校教育法に基づく高等学校卒業以上の

学歴を有する者（平成 22 年３月卒業見込
者を含む。）

　⑶　採用後、管内に居住できる者
３　日　時 
　平成 21 年９月 20 日（日）　午前８時 30 分
４　場　所
　 　曽於市大隅総合運動公園研修館（筆記試験）

及び曽於市大隅総合運動公園陸上競技場（体
力検査）
５　試験の方法
　⑴　１次試験
　　　教養試験、作文、適正検査、体力検査
　⑵　２次試験
　　　面接試験
６　受験手続
　⑴　受験申込書の請求
　　　消防本部総務課、各消防署及び分署
　　　曽於市役所、志布志市役所及び大崎町役
　　　場総務課
　⑵　応募方法
　　　消防吏員採用試験申込書
　　　住民票　１通
　　　最終学歴の卒業証明書又は卒業見込証明
　　　書　写真（縦４㎝×横３㎝）２枚
　　　一般身体検査書　１通
　　　受験票送付用封筒（定形）１通
　⑶　受付期間
　　　 平成 21 年７月６日（月）～平成 21 年８月

20 日（木）　※土、日、祝日は除く。
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七夕コンサート 2009in 中谷

メセナ楽団　大迫　
☎ 090-2397-0858

　
　メセナ楽団は、地域の皆様に吹奏楽の楽しさ
を知って頂きたいと、各地域に出向いてのコン
サートを開催することになりました。今年は財
部町中谷地区で開催します。
　夏のひとときを音楽の調べとともにすごしま
せんか？皆様のご来場をお待ちしています。

期　日　平成 21 年７月 12 日（日）
時　間　会場：午後６時 30 分　開演：午後７時
場　所　財部町中谷地区体育館
入場料　無料
指揮者　長瀬義人氏
演奏曲　時代劇メドレー、トトロ・ファンタジー他

戦没者の遺族に対する
移動援護相談の実施

県庁社会福祉課恩給係
☎ 099-286-2828

　県では、移動援護相談を志布志市で実施し
ます。
これは、戦傷病者や戦没者のご遺族等に対す
る援護や軍人恩給などに関する疑問について、
県社会福祉課の職員が、直接、県民の皆様の
ご相談にお答えするものです。どうぞ、この
機会にご遠慮なくご相談下さい。

１　日　　時
　　 平成 21 年７月 23 日（木）
　　11 時 00 分～ 14 時 30 分まで
２　会　　場
　　志布志市役所　志布志支所１階会議室
３　相談内容
　　・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
　　・戦没者や戦傷病者の妻に対する特別給
　　　付金
　　・援護年金
　　・旧軍人の恩給や扶助料
　　・その他、日頃から援護や恩給に関して、
　　　疑問に思っていること
４　その他
　　・事前の申込みは必要ありません。会場
　　　に直接おいで下さい。
　　・相談内容に関する資料をお持ちの方は、
　　　当日ご持参下さい。
　　・詳しくは、県庁社会福祉課恩給係
　　　（電話 099-286-2828）までお問い合わ
　　　せください。

国家公務員採用Ⅲ種試験実施

人事院九州事務局
☎ 092-431-7733

　人事院では、高等学校卒業程度の試験として、
「平成 21 年度国家公務員Ⅲ種試験」を実施し
ます。　
　受験資格　�昭和 63 年 4 月 2 日～平成 4 年 4

月 1 日生まれの者
　受付期間　 平成 21 年 6 月 23 日（火）～ 30 日

（火）
　1次選考　平成 21 年 9 月 6 日（日）
　お問合せ先　人事院九州事務局
　　　　　　　〒 812-0013
　　　　　　　福岡市博多区博多駅東 2-11-1
　　　URL://www.jinji.go.jp/（ホームページ）

県営住宅 (旭ヶ丘団地 )入居者募集

大隅地域振興局建設部曽於支所
☎ 099-482-1111

　内線 361

　県大隅地域振興局建設部曽於支所では、空家
となっている県営住宅（世帯員数３人以上の世
帯向け）の入居申込を下記により、随時受け付
けています。
　入居資格や家賃等につきましては、世帯員の
昨年の収入金額が分かる書類（源泉徴収票や確
定申告書の控え等）を準備して、電話でお問い
合わせください。

記
１　団地名
　　旭ヶ丘団地（曽於市大隅町岩川）
２　空家戸数等（平成 21年５月末時点）
　　空家戸数　５戸（３DK）　待機者数　０人
※いずれも増減する場合があります。
３　問合せ・申込み先
　曽於市大隅町岩川５６７７
　大隅地域振興局建設部曽於支所
　（旧大隅土木事務所）管理係
　電話　099-482-1111　内線 361・受付時間
　午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
　（土、日曜日及び国民の祝日等を除く）

交通事故の無料相談

鹿児島自動車保険相談センター
☎ 099-252-3466

　社団法人日本損害保険協会では、自動車保険
請求相談センターを全国に設置し、交通事故で
お困りの方々の自賠責保険や任意自動車保険の
請求等について無料で相談に応じています。

相談日　月曜日～金曜日（祝日を除く）
時　間　午前９時～正午　午後１時～午後５時
弁護士無料相談（予約制・面談可能な方のみ）
　毎月第２・４木曜日　午後１時～午後４時
※専門の相談員が相談に応じます。
※損害保険一般の相談も受け付けます。

認定ＮＰＯ法人に寄附をした場合の
税制上の優遇措置をご存じですか

熊本国税局法人課税課
☎ 096-354-6171

大隅税務署※自動音声案内
☎ 099-482-0007

　福祉・環境・まちづくりなどの特定非営利活
動を行うＮＰＯ法人のうち、一定の要件を満た
すものとして、国税庁長官の認定を受けたＮＰ
Ｏ法人（以下「認定ＮＰＯ法人」といいます。）
に寄附（その認定ＮＰＯ法人が行う特定非営利
活動に係る事業に関連する寄附（寄附金）に限
ります。）をした場合は、次のような税制上の
優遇措置があります。

１�　個人が認定ＮＰＯ法人に対して寄附をした
場合（その寄附をした者に特別の利益が及ぶ
と認められるものを除きます。）は、その寄
附に係る支出金を特定寄附金とみなして寄附
金控除の適用が認められます。

２�　法人が認定ＮＰＯ法人に対して寄附金を支
出した場合は、一般の寄附金に係る損金算入
限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設
けられていますので、その損金算入限度額の
範囲内で損金算入が認められます。

３�　相続又は遺贈により財産を取得した者が、
その取得した財産を相続税の申告期限までに
認定ＮＰＯ法人に対して寄附をした場合は、
その者又はその者の親族等の相続税又は贈与
税の負担を不当に減少する結果となる場合を
除き、その寄附をした財産の価額は、相続又
は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎
に算入されません。

　この認定ＮＰＯ法人制度に関するご質問は、
国税局や最寄りの税務署にお尋ねください。

着々と拡大する、国際中核港湾である志布志港。
その国際化に向けて、ロジスティック志布志では、

職能訓練と雇用機会創出を目的として
小型移動クレーン、ならびに玉掛け技能講習訓練コースと
フォークリフト運転技能講習訓練を設けております。

【育成資格】小型移動式クレーン（1 ㌧以上 5 ㌧未満）技能、玉掛技能ともに所定のカリキュラムを受
講いただき、学科ならびに実技の終了試験を合格していただくことを前提に、技能講習修了証（就労制
限解除証明）を発行いたします。

広告小型移動式クレーン＆玉掛けコース
ご案内
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　夏のひとときを音楽の調べとともにすごしま
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となっている県営住宅（世帯員数３人以上の世
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☎ 099-252-3466

　社団法人日本損害保険協会では、自動車保険
請求相談センターを全国に設置し、交通事故で
お困りの方々の自賠責保険や任意自動車保険の
請求等について無料で相談に応じています。
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　毎月第２・４木曜日　午後１時～午後４時
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３�　相続又は遺贈により財産を取得した者が、
その取得した財産を相続税の申告期限までに
認定ＮＰＯ法人に対して寄附をした場合は、
その者又はその者の親族等の相続税又は贈与
税の負担を不当に減少する結果となる場合を
除き、その寄附をした財産の価額は、相続又
は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎
に算入されません。

　この認定ＮＰＯ法人制度に関するご質問は、
国税局や最寄りの税務署にお尋ねください。

着々と拡大する、国際中核港湾である志布志港。
その国際化に向けて、ロジスティック志布志では、

職能訓練と雇用機会創出を目的として
小型移動クレーン、ならびに玉掛け技能講習訓練コースと
フォークリフト運転技能講習訓練を設けております。

【育成資格】小型移動式クレーン（1 ㌧以上 5 ㌧未満）技能、玉掛技能ともに所定のカリキュラムを受
講いただき、学科ならびに実技の終了試験を合格していただくことを前提に、技能講習修了証（就労制
限解除証明）を発行いたします。

広告小型移動式クレーン＆玉掛けコース
ご案内
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　全国すべての事業所及び企業を対象に「経済
センサス−基礎調査」を実施しています。

　対象の事業所へ調査票を配布しています。ご
協力をお願いします。提出の際は記入漏れがな
いかもう一度ご確認ください。調査票は 7 月 1
日現在の状況をご記入ください。

調査員が調査票を受け取りに伺います。
調査票の受け取りのため、調査員が皆様の事業
所にお伺いする際には「調査員証」を携行して
います。ご確認ください。

平成 21年度　前期
ビジネスキャリア検定試験実施

鹿児島県職業能力開発協会
鹿児島市錦江町 11-40
鹿児島県地域振興局

第３庁舎３階
能力開発係　有川
☎ 099-226-3240

試験実施日　平成 21 年 10 月 4 日（日 )
受付期間　　平成 21 年 7 月 21 日（火）から
　　　　　　平成 21 年 8 月 25 日（火）
試験地　　　鹿児島市内
試験分野　　人事・人材開発・労務管理／
　　　　　　企業法務・総務／
　　　　　　経理・財務管理／経営戦略／
　　　　　　経営情報システム／
　　　　　　営業・マーケティング／
　　　　　　ロジスティック／生産管理
レベル　　　１級・２級・３級
受験資格　　受験制限はありません

※詳細はホームページをご覧ください。
 http:www.bc.javada.or.jp

企画課広報統計係
☎ 0986-76-8802

　
かごしま “食 ” 推進員　牧野　節子

７月のせり市は、７／27〜7／30の予定です。　　　　　　　　　　　　　※価格は税込です。

■作り方
①�アジに臭み止めとして酒をふり、焼い
て皮や骨を除き、身をほぐす。

②�きゅうりは輪切りにし、軽く塩もみす
る。

③わかめは水にもどして水気を切り、細
　切りにする。
④キャベツはさっとゆで切る。

今月の

アジの一夜干しの
　　味噌マヨネーズ和え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

材料（４人分）

地区名 性　別 頭数（頭） 最高額（円） ㎏単価（円） 平均価格（円）

曽於市

メス 357 808,500 1,239 336,009

去勢 536 635,250 1,360 418,305

計 893 808,500 1,369 385,405

曽於地区

メス 794 847,350 1,213 331,156

去勢 1,030 635,250 1,349 415,445

計 1,824 847,350 1,293 378,758

（切り取って活用してみてはいかがでしょうか）

曽於中央家畜市場（５／26 ～ 5／29）

・アジの一夜干し………………………… １尾

・きゅうり………………………………… １本

・わかめ……………………………… 乾 10 ｇ

・トマト………………………………… 中１個

・キャベツ………………………………… ３枚

・しそ……………………………………… １束

の子牛せり市成績５月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
・味噌…………………………… 大さじ　１杯

・砂糖…………………………… 大さじ　２杯

・マヨネーズ…………………… 大さじ　３杯

・酢……………………………… 大さじ　１杯

調味料

⑤トマトは４ツ切りし、薄く切る。
⑥�しその葉はせん切りする。
⑦擂り鉢に味噌、砂糖、酢、マヨネーズ
　を入れ、擦る。
⑧②から④の材料をぎゅっとしぼり、⑦
　の材料に和える。
⑨トマトとしその葉を上に盛る。

当初２年固定 当初３年固定 当初５年固定 当初 10 年固定 当初 15 年固定 当初 20 年固定
年 1.35％ 年 1.40％ 年 1.45％ 年 1.85％ 年 2.45％ 年 2.60％

ＪＡ住宅ローン〔保証料〕（６月の金利です）金利は、毎月見直します。

本　所  ☎ 099-482-6807　 末吉支所  ☎ 0986-76-7703　 大隅支所  ☎ 099-482-6813　 財部支所  ☎ 0986-72-3114

※掲載上の関係から６月の金利掲載となっております。７月の金利については、下記のお問い合わせ先にお尋ねください。

【お問い合わせ先】　そお鹿児島農業協同組合

ＪＡバンク鹿児島のホームページ
http://www.jabank-kagoshima.or.jp/

広告

ＪＡ住宅ローン  とくとくキャンペーン！！

ＪＡそお鹿児島　本　　所　☎ 099-482-6812

大隅支所　☎ 099-482-6811

財部支所　☎ 0986-72-3114

末吉支所　☎ 0986-76-7702

キャンペーン期間　６／１（月）〜７／31（金）

期間中に定期貯金・定期積金をご成約された方に抽選で 109 名様に当たる！！
特　等  

▲  

旅行クーポン券（３万円相当） ９本
１　等  

▲  

10,000 円分の商品券  30 本
２　等  

▲  

5,000 円分の商品券  70 本
ご成約者にはもれなくちょきんぎょグッズプレゼント！！
※詳しくは、窓口へお問い合わせ下さい。

ＪＡバンクサマーキャンペーン

※給与振込もしくは公共料金口座振替３件以上で上記金利より更に 0.2％軽減します！
　特約終了後は、更にその時点の基準金利から 0.9％軽減します！


