Information

第 62 回人権週間
～世界人権宣言採択 62 周年～
市民課 ・各支所地域振興課
末吉☎ 0986-76-8805
財部☎ 0986-72-0934

お知らせ

大隅☎ 099-482-5923

Information

「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を
遵守し確保するために、世界のすべての人々と
すべての国々とが達成すべき共通の目標とし
て、昭和 23 年（1948 年）12 月 10 日の第３
回国際連合総会において採択され、本年で採択
62 周年を迎えます。
国連は、世界人権宣言採択を記念して、採択
日の 12 月 10 日を「人権デー」と定め、加盟
国に対し、人権擁護活動を推進するための各種
行事を実施するよう要請しています。

※市役所各支所の市民課と税務課（係）では、
毎週火・金曜日に窓口業務を午後６時 30 分まで
延長しています。

放送大学 4 月入学生募集

法務省及び全国人権擁護委員連合会では、
「人
権デー」を最終日とする 12 月４日から 10 日
までの１週間を「人権週間」と定め、広く国民

放送大学鹿児島学習センター
☎ 099-239-3811

に呼びかけ、人権尊重思想の普及高揚を図って
います。

放送大学はテレビやラジオの放送を通して学

〜今回の人権週間の強調事項〜
①女性の人権を守ろう
②子どもの人権を守ろう
③高齢者を大切にする心を育てよう
④障害のある人の完全参加と平等を実現しよう
⑤部落差別をなくそう
⑥アイヌの人々に対する理解を深めよう

ぶ遠隔教育の大学です。働きながら学んで大学
を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な
目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
ただいま平成 23 年 4 月入学生を募集してい
ます。詳しい資料を無料で送付致しますので、
お気軽にお問合せください。
○募集学生の種類
教養学部
科目履修生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修）

⑦外国人の人権を尊重しよう
⑧ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見
をなくそう

選択履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）
全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）

⑨刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
⑩犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
⑪インターネットを悪用した人権侵害はやめよう

修士科目生（6 ヶ月在学し、希望する科目を履修）
修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）

⑫ホームレスに対する偏見をなくそう
⑬性的指向を理由とする差別をなくそう
⑭性同一性障害を理由とする差別をなくそう
⑮北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識
を深めよう
⑯人身取引をなくそう

大学院

○出願期間
平成 22 年１１月15日〜平成 23 年 2 月28 日
（インターネット出願は11 月15日より受付中）
○資料請求（無料）
・お問合せ先
〒 892-8790

放送大学鹿児島学習センター

放送大学ホームページ
http://www.ouj.ac.jp
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◎曽於市からのお知らせ

「観光かごしまよかとこ資金」の
ご案内！

かごしま県政出前セミナー
申込受付中！

各商工団体または
県庁経営金融課
☎ 099-286-2946

県庁広報課
☎ 099-286-2093

県では、観光関連施設を整備する中小企業者
などを支援します。
融資対象者
県内で１年以上事業を行っている中小企業者
および組合で、観光関連事業を営んでいるか参
入を図ろうとするものであって、観光関連施設
の整備を行うもの。
融資限度額 １億 5,000 万円
融資期間
・運転資金 ７年以内（据置 24 月以内）
・設備資金

15 年以内（据置 36 月以内）

融資利率
１年以内 年 1.9％、１年超３年以内 年 2.0％、
３年超５年以内 年 2.1％、５年超７年以内 年 2.3％、
７年超 10 年以内 年 2.7％、10 年超 変動金利
信用保証料率

年 0.13％〜年 1.58％

問い合わせ先 各商工団体 または
県庁経営金融課 ☎ 099（286）2946

県では、県民の皆さまからの要望に応じて、
県政の課題などについて県職員が直接お伺いし
説明を行う「かごしま県政出前セミナー」の申
し込みを受け付けています。どうぞご活用くだ
さい。
対象 自治会やサークル、PTA など、おおむ
ね 20 人以上の参加が見込める会合や研修会な
ど（県庁２階の県政広報室でも実施できます）
実施時間
午前 10 時〜午後９時
（土・日・祝日は午前 10 時〜午後５時）
申し込み方法
開催希望日の 1 カ月前までに郵便、FAX、電
子メールでお申し込みください。
テーマ・メニューなどは県ホームページでご
覧になれます。
問い合わせ先
県庁広報課
☎ 099（286）2093 FAX099（286）2119
e-mail kenmin-koe@pref.kagoshima.lg.jp
http://www.pref.kagoshima.jp/kohokocho/
seminar/

広告

ＪＡバンク

ウインターキャンペーン

キャンペーン期間

11 ／１（月）～
／１（月）
月） 12 ／ 30（木）

期間中に定期貯金・定期積金をご成約された方に抽選で１４０名様に当たる！
！
１等
２等

５千円分の牛肉セット（県内産黒牛）４０本
３千円分の豚肉セット（県内産黒豚）１００本

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

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。

住宅ローン キャンペーン

特約終了後は、更にその時点の基
準金利から 0.9％軽減致します。
住宅の新築・購入・増改築・宅地の購入および他金融機関からのお借換えに対応致します。 ※詳細につきましてはお近くの窓
固定変動選択型 金利は平成 22 年 11 月１日現在です（金利軽減後適用金利）
口までお問合せください。
当初２年固定

0.90%

当初５年固定

1.05%

当初 15 年固定

2.10%

当初３年固定

1.00%

当初 10 年固定

1.30%

当初 20 年固定

2.30%

※以下のいずれかに該当する方は、上記金利より更に 0.2％軽減致します。

・給与振替（予約含む）・公共料金３件以上 ・公共料金２件以上及びＪＡカード ・エコ住宅
・既共済契約１件以上及び新規共済契約１件以上 ・農畜産物販売代金振込み 500 千円以上
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本
所
大隅支所
財部支所
末吉支所

☎ 099-482-6807
☎ 099-482-6813
☎ 0986-72-3114
☎ 0986-76-7703

そお鹿児島農業協同組合

Information

ご存知ですか？検察審査会

霧島ジオパーク
「イメージキャラクター」募集

鹿児島検察審査会事務局
☎ 099-808-3719
交通事故・詐欺・脅しなどの犯罪の被害に遭
い、警察や検察庁に訴えたが、検察官がその事
故を起訴してくれない。
このような不満をお持ちの方は、遠慮なく検
察審査会事務局にご相談ください。
相談や申立てについての費用は無料で、秘密
は堅く守られます。
検察審査会では、選挙権を有する国民の中か
ら「くじ」で選ばれた 11 人の検察審査員が、
検察官が事件を起訴しなかったことの「よしあ
し」を審査します。

霧島ジオパーク推進室
☎ 0995-64-0936
平成 22 年９月 14 日に日本ジオパークに認
定された、霧島ジオパークのＰＲ及び活性化を
図る為、霧島ジオパークの公式キャラクターを
募集します。
応募内容
キャラクターデザイン（正面図・側面図・背
面図）
、キャラクターの名称、作品説明
賞 最優秀賞１点 : ５万円、優秀賞２点 : ２万円
参加資格
詳

犯罪被害者支援活動について
曽於警察署警務課
☎ 099-482-0110
警察では、犯罪に遭われた方に対し、関係機
関と連携した様々な被害者支援活動を行ってい
ます。警察では対応出来ないことについては、
専門の機関も紹介しています。どこに相談した
ら良いのか分からない場合にも、警察の相談窓
口をご利用ください。
警察の相談窓口
警察総合相談電話

☎ 099-254-9110

ヤングテレホン

☎ 099-258-7940

性犯罪被害 110 番 ☎ 099-206-7867

不問

細

デザインは着ぐるみとして制作できる形状に
してください。
霧島ジオパークの文字またはロゴマークを必
ずキャラクター内に入れてください。
応募点数 お一人様一点まで。
募集期間 平成 23 年 1 月 31 日締切
◎問合せ先・提出先
霧島市役所企画政策課霧島ジオパーク推進室
☎ 0995（64）0936
※霧島ジオパークキャラクター応募用紙を提
出してください。
※詳しくは霧島ジオパーク推進連絡協議会の
ホームページをごらんください。
http://www.mct.ne.jp/users
/kiri-geopark/index.html

警察以外の相談窓口

ロゴマーク⇒

社団法人かごしま犯罪被害者支援センター
☎ 099-226-8341 等
広告
毎月第２火曜日
各支所にて

シルバー会員募集中！

0 歳以上の健康で働く意欲のある方
歳以上の健康で働く意欲のある方へ
入会説明会 60
を開催中!! ◆全国 76 万人以上の会員が、今日も元気に活躍しています。
◆あなたの豊富な経験・知識をシルバーで活かしませんか？

お問い合せ

㈳曽於市シルバー人材センター

●本所：0986-76-2101

●大隅支所：099-482-3040

曽於市末吉町諏訪方 8472 番地 1

●財部支所：0986-72-0922
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◎曽於市からのお知らせ

「鹿児島からもっと海外へ！」便利な
助成制度があります！

内容 求人予定施設人事担当者との個別就職面
談会、求職登録、情報提供、資格取得相談
など
その他 参加費無料、事前予約不要（当日受付）
お問い合わせ先
鹿児島県社会福祉協議会（福祉人材・研修セ
ンター）☎ 099（258）7888（直通）

県庁交通政策課
☎ 099-286-2459
鹿児島空港には、ソウル線が週３便、上海線
が週２便運航されており、さらに乗継便を利用
すれば、世界各地に渡航することができます。
県では、６人以上の団体・グループへの助成
や展示会等に参加するビジネス客への助成を
行っています。
鹿児島空港発着の国際線を利用して、
「鹿児
島からもっと海外へ！」
問い合わせ先
県庁交通政策課
☎ 099（286）2459 FAX099（286）5533

ふるさとの道サポーター募集中！
県庁道路維持課
☎ 099-286-3566
県では、地域住民などによる道路の清掃美
化活動を推進するため、ボランティア（ふるさ
との道サポーター）の活動を支援しています。
募集対象
県管理道路の一定区間（100m 以上）におい
て、日常的な管理を行うとともに、年２回以上
の定期的な清掃・美化活動などを行う団体や個
人の方
サポーターへの支援内容
団体名を記したサインボードの設置、傷害保
険料の助成、 花苗・ごみ袋・混合油の支給
問い合わせ先
県庁道路維持課
☎ 099（286）3566 FAX099（286）5623
e-mail rm-kanri@pref.kagoshima.lg.jp
広告

特別養護老人ホーム

「福祉の職場就職面談会」開催のお知らせ
県社会福祉協議会
☎ 099-258-7888
県と県社会福祉協議会では、福祉職場への就
職を希望する一般・学生（高校生以下を除く）
を対象に、就職面談会を開催いたします。
日時 平成 23 年２月９日（水）
午後１時から午後４時まで
場所 かごしま県民交流センター２階大ホール
（鹿児島市山下町 14 番 50 号）
広告

輪光無量寿園

増床にともない、一緒に働いてくださる
スタッフを募集いたします。より良いケア
を目指して、私たちと一緒にいきいきやり
がいのある福祉施設で働きませんか？
【お問い合わせはこちら】
募集職種
曽於市末吉町岩崎 971-1
介護職員 10 名
看護職員 ２名
※資格、経験は問いません
担当・山下

☎ 099-482-1047

広告

27

Soo City Public Relations,December,2010

広告

◎曽於市からのお知らせ

Information

データなどを利用できます。（eLTAX 対応
ソフトに限ります）
4.無料のeLTAX 対応ソフトウェア（PC desk）

ｅＬＴＡＸで電子申告ができます
県庁税務課
☎ 099-286-2204

で申告書が簡単に作成できます。
対象税目

地方税に関する手続きを、インターネットを
利用して電子的に行うシステム（eLTAX）で、
ご自宅やオフィスのパソコンから法人事業税な
ど県税の申告手続きができます。

法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特
別税
ご利用いただける手続き
申告手続（予定申告、中間申告、確定申告、
修正申告など）

「eLTAX（ エルタックス）
」とは

ご利用にあたって

地方税の総合窓口として、インターネットを
利用して地方税に関する手続きを電子的に行え
るシステムで、全国の地方公共団体が共同で運

電子申告をはじめ eLTAX のサービスは無料
でご利用いただけます。
なお、eLTAX をご利用いただくにあたり、

営しています。
「eLTAX（ エルタックス）
」を利用すると・・・
1.混雑する地方公共団体の窓口に出かけなくて

パソコン環境やインターネット接続環境、必要
に応じて電子証明書などを事前に準備していた
だく場合があり、費用が必要なものもあります。
問い合わせ先

も、自宅やオフィスからインターネットで簡
単に申告できます。
2.複数の地方公共団体への申告をまとめて一度
に送信できます。

県庁税務課☎ 099（286）2204

3.市販の税務会計ソフトウェアで作成した申告

ジオパーク発掘調査隊

今月は︑
小林市の﹁出の山公園﹂

を紹介します︒
鯉料理の店が周辺にある出の山公園

市

5

町で掲載しています︒

に選 定され︑今でも小 林 市に多

くの恵みをもたらせています︒

出の山のホタル

出の山からの涌 水には︑貝 類

のシジミやカワニナ が多 く 生 息
し︑それを 餌 とするホタルの生

息に最 適な環 境 があります︒五
月から六月の夕闇にホタルの淡い
光 が乱 舞する幻 想の世界は︑小

林市の夏の風物詩です︒
しかし︑相次ぐ自然災害や環
境の変 化などによって数は激 減

す る と も︒ そこで 小 林 市 で は︑

平成４年に﹁蛍保護条例﹂を制
定し保 護に努めています︒ホタ
ルの数は年によって増減があり︑
豊かな自 然を守ることの難しさ
と大切さを感じながら︑環境保
全に 市 民一体 となって取 り 組 ん
でいます︒

幻想的な出の山の
ホタルの乱舞
【平成 19 年撮影】

お問い合わせ先

小林市総務部 総合政策課
☎０９８４︲ ︲０４５６

23

豊かな湧水

小林市を潤す出の山の
湧水の山公園

出の山公園は︑霧 島連山の湧

水郡の一つで︑一日当たりの湧水
量はおよそ８万 立方 ㍍︵ 毎 秒１
㌧︶と豊富で水 質も良く︑古く
か ら 農 業 用 水 や 水 道 水 のほ か︑
養殖漁業に活用されてきました︒
特に︑鯉の養殖は盛んで︑おいし
い鯉 料理が食べられる観 光 地と
して︑県 外からも多くの人 が訪
れています︒
昭和 年
︵１９８５
年 ︶ に は︑
環境庁の
﹁名水百選﹂
60

2
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