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お知らせ
Information

「さんふらわあ」を利用するツアーを
助成します。

桜観光　　　　　
☎ 099-473-0555

　大隅総合開発期成会では、「さんふらわあ」
志布志・大阪航路の利用促進を図るため、「さ
んふらわあ」を往復利用するツアーに対し旅行
代金の半額を助成します。
　夕方に志布志港を出港し、目覚めれば大阪に
到着する「さんふらわあ」では、ゆっくりくつ
ろぎの旅が満喫できます。リゾートホテルのよ
うな豪華な雰囲気のフェリー「さんふらわあ」
で思い出づくりをしてみませんか。
助成対象ツアー
　早い者勝ち！がんばれ「さんふらわあ」応援プ
ラン　「さんふらわあ」で行くユニバーサル・
スタジオ・　ジャパン
旅行日程
　平成 24 年 3 月 23 日（金）～
　平成 24 年 3 月 25 日（日）２泊３日
旅行代金
　大人 9,900 円、子ども 8,400 円。
※ どちらも USJ のスタジオ・パス（入園料と

すべてのアトラクションが体験できるパス）付
き。（旅行代金の半額を期成会が負担するた
め、格安となっています。）

※食事代別
定　員
　120 名　※定員になり次第締め切ります。
※詳しくは、お問い合わせください。
【お申込み・お問い合わせ先】 
桜観光　☎ 099 － 473 － 0555

戦後強制抑留者の皆様へ

独立行政法人平和祈念
事業特別基金事業部　
特別給付金担当　　　
☎ 0570-059-204　　

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金
を支給しています。
・ 対象者は、旧ソ連邦又はモンゴル国の地域に

おける戦後強制抑留者で平成22年6月16日
に日本国籍を有するご存命の方です。

　 （特別措置法施行日（平成22年6月16日）
以降に亡くなられた方の相続人は請求できま
すが、施行日前に亡くなられた方のご遺族等
は、対象となっておりません。）

・ 請求受付期間は、平成24年3月31日です。
まだ請求されていない方はお急ぎください。

　請求期間内に特別給付金の支給の請求をしな
　かった場合には、支給されません。
・ 請求書をお持ちでない方は、当基金から請求
書類を直接お送りしますので、至急、当基金
にお電話ください。

【ご連絡・お問い合わせ先】
　独立行政法人平和祈念事業特別基金
　事業部特別給付金担当
　☎ 0570-059-204（ナビダイヤル）
　（ＩＰ電話、ＰＨＳからは 03-5860-2748）　
　受付時間　平日 9：00 ～ 18：00
　（土曜、日曜、祝日はご利用いただけません）
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JAバンク給与振込キャンペーン
期間中、新たに給与振込を指定していただいた方に

クオカード（1,000 円相当）をプレゼント！！
窓口ではちょきんぎょボールペンをプレゼント（数量限定）
※平成 24年 2月から 6月のいずれかの月に 5万円以上の
　給与の入金を確認できた方が対象

ＪＡバンク 気になる方は是非お電話を。お待ちしています！

ＪＡマイカーローン キャンペーン

【お問合せ先】そお鹿児島農業協同組合（本所）☎099-482-6807　（大隅支所）☎099-482-6813　（財部支所）☎0986-72-3114　（末吉支所）☎0986-76-7703

【資金の内容】
お使いみち：�自動車・バイク購入（中古車含む）、点検・修理・車検等
対　象　者：安定した収入のある方　　ご融資限度額：500 万円以内　　お借入期間：８年以内
※�なお、ローンをご利用いただける方は、JA所定の資格・要件を満たす方に限らせていただきます。
※金利軽減対象外は貸付金利 2.3％が適用されます。
※詳細につきましてはお近くの窓口までお問合せください。

広告
キャンペーン期間：平成 24年 1月 4日　

〜 5月 31 日まで

以下のいずれかに該当すれば金利軽減の対象となります。
　・エコカー対象車輌の購入��　　　　　　　・給与振込（予約含む）がある方
　・公共料金の振替がある方（２件以上）　　・共済契約が２件以上ある方
　・ＪＡカード契約がある方（新規契約含む）・農畜産物販売代金の振込がある方（500 千円以上）1.5%

適用金利

（保証料別途）

キャンペーン期間
　平成 24年 2月 1日（水）

〜 5月 31 日（木）

ＪＡそお鹿児島
本　　所☎ 099-482-6812 末吉支所☎ 0986-76-7702
大隅支所☎ 099-482-6811 財部支所☎ 0986-72-3114

新社会人の皆さんに
お得なお知らせ！

確定申告は e-Tax でお早めに

大隅税務署　　　　
☎ 099-482-0007

　平成 23 年分の確定申告の準備はお済みで
しょうか。
○申告と納税の期限
　所得税・贈与税…３月 15 日（木）まで
　個人事業者の消費税および地方消費税…
　４月２日（月）まで
○国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」では、所得税および消費税の確定申
告書などを作成できます。e-Tax のご利用で最
高４千円の税額控除も。（19 ～ 22 年分に適用
を受けていない人）
○平成 23 年分の所得税などの確定申告、記載
要領などの相談は、各税務署が開設する申告会
場をご利用ください。
○開設期間
　２月 16 日（木）～３月 15 日（木）　　　　
　午前９時～午後４時
※ 土・日曜日は開設しませんが、鹿児島税務署

が自治会館に開設する申告会場では、２月
19 日と２月 26 日の日曜日に限り開設します。

【お問い合わせ先】
　最寄りの税務署

かごしま県政出前セミナー申込受付中！

県庁広報課 　　　
☎ 099-286-2093   

　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。
【お問い合わせ先】
　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/
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子ども劇場がやってくる

鹿児島県子ども劇場協会 　
☎ 099-256-4007　又は　
☎ 090-4772-3859（穂満）

　素敵な人形劇が織りなす心に響くファンタ
ジーの世界へ子ども達を連れて行ってみません
か！！とても楽しい人形劇です。
　小さいお子様をお持ちの方もそうでない方も
ぜひご来場ください。
劇　団　人形劇団　むすび座
演　目　ぶんぶく茶がま
　　　　おばあちゃんとマリーちゃん
日　時　3 月 24 日（土）開演 11：00
場　所　末吉老人福祉センター
　　　　☎ 0986-76-2224
入場料（3歳以上）　1,200 円
【お問い合わせ・お申し込み先】
鹿児島県子ども劇場協議会
　☎  0994-45-3288
携帯 090-4772-3859（穂満）

食生活改善推進員養成講座
参加者募集

保健課　　　　　
☎ 0986-76-8806

募集用件
　曽於市在住の概ね 20 歳〜 65 歳までの方（先
着 20 名）
　約１年間の勉強後、曽於市での食生活改善や
運動支援（音楽体操）などに協力していただける方
養成講座
　市の実施する講義を約 20 時間受講していただ
きます。（調理実習を含む）
募集締め切り
　平成 24 年３月３0 日（金）
【お問い合わせ・お申し込み先】
　市役所　保健課　栄養士まで
　  ☎　0986-76-8806
　FAX　0986-28-8140

　平成24年度4月開講
　　訓練生募集！！

都城地域高等職業訓練校
☎ 0986-23-2316

パソコン科　初心者向けコース
パソコン科　資格取得コース　Word&Excel
３ヶ月（毎週月・木曜日） 18：30 〜 21：30
42,000 円（3 ヶ月分） 4/9（月）開講
パソコン科　ウィークエンドコース

６ヶ月（毎週土曜日） ９：00 〜 12：00
42,000 円（6 ヶ月分） 4/14（土）開講
ＣＡＤ建築科

３ヶ月（毎週月・木曜日） 18：30 〜 21：30
47,000 円（3 ヶ月分） 4/9（月）開講
経理事務科

３ヶ月（毎週火・木曜日） 18：30 〜 21：30
35,000 円（3 ヶ月分） 4/3（火）開講
不動産実務科

７ヶ月（毎週火・金曜日） 18：00 〜 21：00
84,000 円（7 ヶ月分） 4/10（火）開講
木造建築科

２年（毎週木曜日/月 3 回）8：30 〜 16：35
84,000 円（１年分） 4/12（火）開講
建築配管科

10ヶ月（毎週火曜日/ 月3回）8：30 〜 16：35
84,000 円（10 ヶ月分） 4/10（火）開講
建築塗装科

２年（毎週木曜日/月 3 回）8：30 〜 16：35
84,000 円（１年分） 4/12（木）開講
左官タイル施工科

２年（毎週土曜日/月 3 回）8：30 〜 16：35
84,000 円（１年分） 4/14（土）開講
造園科

２年（毎週土曜日/月 3 回）8：30 〜 16：35
84,000 円（１年分） 4/14（土）開講
和裁科

１年（毎週月・木曜日/月 7 回）9：30 〜 15：30
80,000 円（１年分） 4/9（月）開講
洋裁科

６ヶ月（第２・４土曜日） 9：00 〜 13：00
20,000 円（6 ヶ月分） 4/21（土）開講
手編科

１年（毎週火曜日） 10：00 〜 15：00
50,000 円（１年分） 4/10（火）開講
着付科

３ヶ月（毎週木曜日） 朝10：00〜，昼13：00〜，
夜19：00〜（各２時間）

11,000 円（3 ヶ月分） 4/12（木）開講
フラワーアレンジメント科

６ヶ月（隔週金曜日） 9：00 〜 12：00
21,000 円（6 ヶ月分） 4/6（金）開講
６ヶ月（隔週土曜日） 9：00 〜 12：00
21,000 円（6 ヶ月分） 4/14（土）開講
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3月は自殺対策強化月間です。

市役所保健課健康増進係　
☎ 0986-76-8806（直通）

～大切なひとのかけがえのない命を
みんなで守るために～

～大切な人の悩みに気付いてください～
　日本では、毎年 3 万人以上の人が自殺によっ
て亡くなっています。
  これは、毎日 90 人ちかくの人が自らのいの

救援物資の情報受付の
一時休止について

福祉事務所　　　
☎ 0986-72-0936

　鹿児島県では「東日本大震災」による被災地
救援のための物資について県民の皆様からたい
へん多くの提供の申し出をいただきました。こ
れまでに被災された福島県や宮城県等と調整を
行い県の備蓄品及び県民の皆様や県内企業から
ご提供いただいた救援物資を輸送いたしたとこ
ろです。
　現在被災された県からの要請によりますと当
面受入を停止するとのことですので、鹿児島県
としてもご提供いただく情報の受付を一時休止
させていただきます。これまで救援物資をご提
供くださいました皆様、また物資提供のお申し
出をいただきました皆様に心より感謝申しあげ
ます。なお「東北関東大震災義援金」につきま
しては、引き続き社会福祉法人鹿児島県共同募
金会及び日本赤十字社鹿児島県支部において受
け付けておりますので、皆様の温かいご支援を
よろしくお願いいたします。
　なお、これまで曽於市で受付いたしました救
援物資のお申し出につきましては、県を通じて
調整を行って参りました。「東日本大震災」か
ら１年になりますが、県での受付は現在も休止
されております。物資提供の申し出をいただい
た皆様に厚く感謝申しあげます。ありがとうご
ざいました。

ちを絶っていることになります。自殺の多く
は、さまざまな悩みや問題をひとりで抱えるう
ちに、心理的に「追い込まれた末の死」です。
あなたの身近に、悩みや問題を抱えてつらい思
いをしている人はいませんか？
　かけがえのない命を守るために大切なのは

「気づく」「つなぐ」「見守る」ことです。
自殺のサイン（自殺予防の 10ヶ条）

❶  うつ病の症状に気をつけよう（気分が沈む、
自分を責める、不眠が続くなど）

❷ 原因不明の身体の不調が続く
❸ 飲酒量が増える・深酒が多くなる
❹ 安全や健康が保てない
❺  仕事の負担が急に増える ･ 大きな失敗をす

る・職を失う
❻ 職場や家庭でサポートが得られない
❼  本人にとって価値あるものを失う（職・地位・

家族・財産）
❽ 重症の病気にかかる
❾ 自殺を口にする
❿ 自殺未遂に及ぶ

　まずは「声をかけあう」ことから
①気づき：家族や仲間の変化に気づいて声をかける
②傾聴：本人の気持ちを尊重して耳を傾ける
③つなぎ：早めに専門家などに相談するように促す
④見守り：温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
【心の悩みに困ったときの相談機関等】

●心の悩み（うつ病、不眠症、依存症など）
精神保健福祉センター　　　☎ 099-218-4755
志布志保健所　　　　　　　☎ 099-472-1021
市役所保健課健康増進係　　☎ 0986-76-8806
●つらい、死にたい気持ちになる
鹿児島いのちの電話　　　　☎ 099-250-7000
こころが元気になる相談室　☎ 0986-72-0936
●仕事のことで悩んでいる
ハローワーク大隅　　　　　☎ 099-482-1265
●借金・生活苦で悩んでいる
市役所経済課消費生活相談窓口

☎ 0986-76-8823
鹿児島県消費生活センター　☎ 099-224-0999
【お問い合わせ先】
曽於市役所・保健課・健康増進係
　☎ 0986-76-8806（直通）
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労働基準監督官採用試験実施

鹿児島県労働局 　　　
総務部総務課人事係 　
☎ 099-223-8275　　

受験資格
　 昭和 57 年 4 月 2 日～平成 3 年 4 月1 日生ま

れの者
　 平成 3 年 4 月 2 日以降生まれの者で次に掲げ

るもの
⑴ 　大学を卒業した者及び平成 25 年 3 月まで　

に大学を卒業する見込みの者
⑵ 　人事院が⑴に掲げるものと同等の資格があ

ると認める者
試験の程度
　大学卒業程度
インターネット受付期間
　平成 24 年 4 月 2 日（月）9：00 ～
　　　　　　4 月12 日 ( 木）　受信有効
インターネット申込専用アドレス
【http://jinji-shiken.go.jp/juken.html】
　インターネット申込みができない場合は、人事
院地方事務局（所）、都道府県労働局、労働基準

監督署で受験申込書の交付を受け、郵送又は持
参してください。
　郵送又は持参の受付期間は、4 月 2 日（月）～
4 月 3 日（火）です。（4 月 3 日（火）までの通信
日付印有効。郵送又は持参の受付期間が短いの
で注意してください。）
採用予定者数
　労働基準監督Ａ（法文系）約 115 名
　労働基準監督Ｂ（理工系）約 25 名
第1次試験
　平成 24 年 6 月10 日 ( 日）9：05（受付開始）
　9：35（試験開始）～ 18：05（試験終了）
第 2次試験
　平成 24 年 7 月18 日 ( 水）・7 月19 日（木）
第 1 次試験合格通知書で指定する日時（日時の
変更は、原則として認められません。）
第1次試験合格者発表日
　平成 24 年 7 月 3 日（火）9：00
最終合格者発表日
　平成 24 年 8 月 22 日（水）9：00
※採用予定者は、平成 23年12 月末現在のもの
であり、変動する場もありますので、人事院ホー
ムページをご覧ください。

月 別 市県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康
保険税

介護保険料
（１号）

後期高齢者
医療保険料

有線放送
使用料 上下水道料

納期限
区分 普通徴収 ― ― 普通徴収 普通徴収 普通徴収 ― ―
４月 １期 １期 ５月   1 日
５月 １期 全期 １期 ５月 31 日
６月 １期 １期 全期 ７月   2 日
７月 ２期 ２期 ２期 ２期 ２期 ７月 31 日
８月 ２期 ３期 ３期 ３期 ８月 31 日
９月 ３期 ４期 ４期 ４期 ３期 10 月   1 日
10 月 ３期 ５期 ５期 ５期 10 月 31 日
11 月 ４期 ６期 ６期 ６期 ４期 11 月 30 日
12 月 ４期 ７期 ７期 ７期 12 月 25 日
１月 ８期 ８期 ８期 ５期 １月 31 日
２月 ９期 ９期 ９期 ２月 28 日
３月 ６期 ４月   1 日

平成24年度各種税・料の納期一覧表

必ず納期限内に完納しましょう。

弁護士法人
みなみ総合法律事務所

債務整理・交通事故・相続・離婚

（旧 吉谷法律事務所）
ココ

広告 広告
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成年後見・相続などの無料相談会

市役所保健課　　　　　　
地域包括支援センター係　
☎ 0986-76-8824（直通）

日　時　平成 24 年 3 月 24 日（土）
　　　　　９時 30 分～ 17 時 00 分
場　所　末吉中央公民館
予　約　予約電話番号 0986-80-4295　　　　
　　　　ただし、予約がなくても相談出来ます。
相談内容　成年後見等に関すること
　　　　　相続、遺言に関すること
　　　　　判断能力低下後の財産管理に関する
　　　　　ことなど
連絡先　一般社団法人テミス総合支援セン　
　　　　　ター事務局

〒 855-0053　都城市上東町３-11
 ☎  　0986-80-4295
FAX　0986-80-4296

ひっとべ　かごしま2012開催
NPO・自治会・ボランティア団体の祭典

共生・協働フェスティバル
実行委員会事務局　　　　
☎ 099-221-6605　　　　

日　時　平成 24 年 3 月 10 日（土）
　　　　10 時 30 分～ 16 時 00 分
場　所　鹿児島県民交流センター
　　　　（県政記念公園と本館）
お祭り会場では……　
軽トラック市　
　食品や雑貨の軽トラックの市場コーナー
ステージショー　
　リトルチェリーズ　ジャズ演奏、薩摩戦士隼人
テント村
　 食品・物産コーナー、NPO によるかごしま

ふるさとの味コンテスト、各団体の紹介やミ
ニイベントコーナー

県民ホールでは……
かごしま弁喜劇「新ちゃわんむしのうた」
　大龍小金管バンド演奏

北部消防署移転の案内
北部消防署が移転し、名称を「曽於消防署」に変更します。
　北部消防署は、旧大隅町福祉センター跡地に新たに庁舎を建設し、平成 24年４月１日に移転します。
また、名称を住民の皆様により馴染みの
深い「曽於消防署」に変更します。
　なお、消防本部総務課、警防課（通信
指令室を含む。）及び予防課は現在の庁
舎で引き続き業務を行います。

名　　称　大隅曽於地区消防組合
　　　　　　曽於消防署
移転日時　平成 24 年 4 月 1 日（日）
移 転 先　曽於市大隅町岩川 5950 番地
　　　　　（旧大隅町福祉センター跡地）
連 絡 先　☎０９９－４８２－０５５９
　　　　　（今までと変わりません。）

【お問い合わせ先】
消防本部　通信指令室 099-482-0119
　　　　　北部消防署 099-482-0559
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親子で「はやぶさ」に挑戦！

カピックセンター　　　　　　　　
（アジア太平洋農村研修センター）

☎ 0994-45-3288　　　　　　　

　ペットボトルロケットを作って、打ち上げま
す。～春の空に夢を乗せて～
日　時：４月７日（土）13:00 ～ 16:00
　　　　（12:30　受付開始）
場　所：KAPIC センター　
参加費：500 円
定　員：20 組（20 家族限定）、要予約（定員
　　　　になり次第締め切り）
　　　※ 託児ご希望の方は 3 月 30 日までに申

し込みしてください（要予約）。
　　　※参加者はペットボトルをご持参ください。
【お問い合わせ・お申し込み先】

カピックセンター（アジア太平洋農村研修センター）
☎ 0994-45-3288、FAX 0994-45-3258
e-mail：kapic111@po3.synapse.ne.jp

自動車の移転登録・抹消登録の手
続きは確実に！

　自動車税は、毎年４月１日現在で自動車検査
証に記載されている自動車の所有者または使用
者に納めていただく税金です。
　そのため、自動車を下取りに出したり使用し
なくなった場合でも、移転登録や抹消登録が済
んでいなければ、いつまでも元の所有者または
使用者に納めていただくことになります。
　手続きがまだお済みでない方は、早めに必要
な手続きを済ませてください。
【お問い合わせ先】
　自動車の登録手続きについては
　鹿児島運輸支局登録部門
　☎ 050（5540）2089
　大島自動車検査登録事務所
　☎ 050（5540）2090
　自動車税については
　鹿児島地域振興局自動車税課
　☎ 099（261）5611
　最寄りの各地域振興局・支庁県税課

平成24年度から個人住民税の
扶養控除が変わります！

県庁税務課  　　　
☎ 099-286-2199

○扶養控除とは
　個人住民税において、納税者に扶養親族がい
る場合に、納税者の所得金額から一定の所得控
除を行うものです。
○見直しの内容
　 ・16 歳未満の扶養親族に係る扶養控除（33

万円）が廃止されます。
　 ・16 歳以上 19 歳未満の特定扶養親族に係

る扶養控除の上乗せ部分（12 万円）が廃止
され、扶養控除額が 33 万円となります。

【お問い合わせ先】
　各市町村住民税担当課
　県庁税務課　☎ 099（286）2199

鹿児島からもっと海外へ！
〜鹿児島−台北線開設

県庁交通政策課　
☎ 099-286-2459

　鹿児島空港の国際定期路線については、既存
のソウル線《週３往復（水・金・日）》と上海線《週
４往復（月・水・金・土）》に加え、台北線（台
湾桃園国際空港）が開設されることとなりまし
た。開設予定日は 3 月 25 日（日）で、週３往
復（火・木・日）運航となります。
　県で行っている団体利用（６人以上）等に対
する助成制度もご活用いただきながら、ますま
す便利になる鹿児島空港国際線を、ぜひご利用
ください。
【お問い合わせ先】
県庁交通政策課
☎ 099（286）2459　FAX099（286）5533
e-mail：koukuu@pref.kagoshima.lg.jp
http：//www.pref.kagoshima.jp/infra/kotu/
kokusaisen/
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　自殺は、様々な問題を抱えての追い込まれた末の死といわれています。
　例年、月別自殺者数の最も多い３月を「自殺対策強化月間」と定め、重点的に広報・啓発
活動を展開しています。
　全国では１年間に約３万人、県内で約 500 人、大隅地域（肝属・曽於）で約 80 人が自ら
命を絶っています。県内でも大隅地域は自殺率の高い地域です。
　私たちは日々いろいろな悩みを抱えて暮らしています。身近な人・大切な人の悩みに気づ
き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守っていくことが大切です。

イラスト：細川貂々

３月は自殺対策強化月間です

曽於市役所　本　　庁・保　健　課　健康増進係　…………………… ☎ 0986-76-8806
　　〃　　　　 〃 　・　　〃　　　福　祉　係  …………………… ☎ 0986-76-8807
　　〃　　　大隅支所・保健福祉課　福　祉　係  …………………… ☎ 099-482-5925
　　〃　　　財部支所・福　祉　課　社会福祉係  …………………… ☎ 0986-72-0936
大隅地域振興局　保健福祉環境部（鹿屋保健所）健康づくり ………… ☎ 0994-52-2105
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精神保健福祉………… ☎ 0994-52-2124
　　　　　　　　　　　　　　　　（志布志保健所） …………………… ☎ 099-472-1021
鹿児島県精神保健福祉センター  ………………………………………… ☎ 099-218-4755
鹿児島県自殺予防情報センター  ………………………………………… ☎ 099-228-9558
こころの電話  ……………………………………………☎ 099-228-9566・099-228-9567
いのちの電話  ……………………………………………………………… ☎ 099-250-7000

※ なお、その他の相談窓口は、鹿児島県ホームページの大隅地域振興局－健康・福祉－大隅地
域自殺対策窓口リストでも確認することができます。

相 談 窓 口

見守り
温かく寄り添いながら、
じっくりと見守る

気づき
家族や仲間の変化に
気づいて声をかける

本 人 の 気 持 ち を 尊 重 し、
耳を傾ける

傾聴

つなぎ
早めに専門家に
相談するように促す

大切な人の悩みに気づいて
ひとりで悩んでいませんか？
ひとりで悩まず、下記窓口へご相談ください。
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