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平成24年 3月分から
協会けんぽ鹿児島支部の保険料率が

10.03％に変わります。

全国健康保険協会　鹿児島支部
☎ 099-219-1734（代表）　　

　協会けんぽは厳しい医療保険の財政状況の
中、健康保険料率について昨年、一昨年と引上
げをお願いいたしました。状況は依然として厳
しく、本年 3 月分の保険料（４月納付分）か
ら、鹿児島支部の健康保険料率は 9.51％から
10.03％への引上げをお願いせざるを得なくな
りました。また 40 歳以上 64 歳までの方々に
対する介護保険料率（全国一律）も、現在の
1.51％から 1.55％に引上がることとなります。
　厳しい経済状況の中ではありますが、加入者
の皆様の医療と健康を支えるため、加入者・事
業主の方々には、何とぞご理解をいただきます
ようお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
　 全国健康保険協会鹿児島支部
　　☎ 099-219-1734

青年海外協力隊＆シニア海外ボランティア
「体験談＆説明会」を九州各地で実施

ＪＩＣＡ九州　市民参加協力課
ボランティア班　　　　　　　
☎ 093-671-8349　　　　　　

　開発途上国への技術協力や人材育成を行ってい
るＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）が平成 24
年度春のＪＩＣＡ海外ボランティアを募集します。
　求められる技術や語学レベルは要請によって
様々。まずは、「体験談＆説明会」への参加から、
その第一歩が始まります。
　途中入退出可、入場無料、事前予約の必要は
ありません。制度についての説明やＯＢ、ＯＧの
体験談・活動紹介が行われます。
　世界には、あなたの技術や経験を必要としてい
る人々がいます。ぜひ、あなたもＪＩＣＡ海外ボラ
ンティアに参加しませんか。「体験談＆説明会」へ
の参加がスタートラインです。
募集期間
平成２４年４月１日（日）～平成２４年５月１４日（月）
応募資格
　満２０歳～３９歳（シニア海外ボランティアは
　満４０歳～６９歳）までの日本国籍を持つ方
募集分野
　農林水産、保健衛生、土木建築、スポーツ等
派遣国　アジア、アフリカ、中南米など約 80 ヶ国
派遣期間　１年間または２年間
【お問い合わせ先】
　独立行政法人国際協力機構九州国際センター
　【ＪＩＣＡ九州】市民参加協力課ボランティア班
　☎ 093-671-8349
　E-mail：jicakicp-jpcvqc@jica.go.jp
詳しくはＪＩＣＡホームページへ
　http://www.jica.go.jp

「平成24年全国戦没者追悼式」
参列遺族の募集

社会福祉係 　　　　　
財部☎ 0986-72-0936
末吉☎ 0986-76-8807
大隅☎ 099-482-5925

　全国戦没者追悼式に参列を希望される遺族の方
を募集します。
期　日　８月15 日（水）※前日から団体行動

会　場　日本武道館（東京都千代田区）
対象者　戦没者の配偶者並びに三親等内の遺族

　　　　一般戦災死亡者の配偶者及び三親等内
　　　　の遺族
　　　　※過去参列していない方を優先
申込期間　5 月1日（火）～ 5 月 31日（木）
【お問い合わせ先】
　各地区遺族会　本　　庁・福祉係
　　　　　　　　大隅支所・福祉係
　　　　　　　　財部支所・社会福祉係
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国税専門官採用試験受験者募集

人事院九州事務局　
☎ 092-431-7733　

熊本国税局人事　　
第二課試験研修係　
☎ 096-354-6171

　人事院と国税庁では、国税専門官採用試験の受
験者の募集をしています。
募集要領は、次のとおりです。
１　受験資格
　⑴　昭和 57 年４月２日から平成３年４月１日ま
　　　でに生まれた方
　⑵　平成３年４月２日以降に生まれた方で、次
　　　に掲げる方
　　①大学を卒業した方及び平成 25 年３月まで
　　　に大学を卒業する見込の方
　　②人事院が①に掲げる方と同等の資格がある
　　　と認める方　
２　試験の程度
　大学卒業程度
３　申込方法及び申込受付期間
　⑴　インターネットによる申込み（原則）
　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレス
　　（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）
　　　をご利用ください。
　　　申込受付期間は、平成 24 年 4 月２日（月）
　　　から４月12 日（木）まで（受信有効）
　⑵　郵送又は持参による申込み
　　　（ ※インターネットによる申込みができない

場合に限る）
　　　申込用紙は、熊本国税局及び最寄りの税務
　　　署に備え付けています。
　　　申込受付期間は、平成 24 年４月２日（月）
　　　から４月３日（火）まで
　　　（３日（火）までの通信日付印有効。）
　　　※ 　申込受付期間が短くなっていますの

で、ご注意ください。
４　第一次試験　平成 24 年６月10 日（日）
５　受験申込先
　全国の各国税局及び沖縄国税事務所
　希望する第一次試験地により申込先が異なりま
すので、詳しくは、次のところへお問い合わせく
ださい。
⑴　人事院九州事務局（☎ 092-431-7733）
⑵　熊本国税局人事第二課試験研修係
　　（☎ 096-354-6171）
　　大隅税務署
　　（☎ 099-482-0007）　※自動音声案内

税務職員採用試験受験者募集

人事院九州事務局
☎ 092-431-7733

熊本国税局人事第二課試験研修係
☎ 096-354-6171

　人事院九州事務局と熊本国税局では、税務職
員採用試験（旧Ⅲ種（税務））の受験者を募集し
ます。税務職員採用試験に合格し採用されます
と、全員が税務大学校に入校し、1 年間、税務
職員として必要な専門知識を修得するための研
修を受けることになっています。
　その後、税務署に配属され、国税の仕事に従
事することになります。
　なお、募集要項は、次のとおりです。
１　受験資格
　平成 3 年４月２日から平成 7 年４月１日ま
でに生まれた方
２　試験の程度
　高校卒業程度
３　申込方法及び申込受付期間
　⑴　インターネットによる申込み（原則）
　　人事院ホームページ上の申込専用アドレス

（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）
　をご利用ください。
　 　申込受付期間は、平成 24 年 6 月 26 日（火）

から 7 月 5 日（木）まで（受信有効）
　⑵　郵送又は持参による申込み
　　　（ ※インターネットによる申込みができ

ない場合に限る）
　 　申込用紙は、人事院九州事務局、熊本国税

局及び最寄りの税務署に備え付けています。
　 　申込受付期間は、平成 24 年 7 月２日（月）

から 7 月 10 日（火）まで（10 日（火）までの通
信日付印有効。）

※ 　申込受付期間が短くなっていますので、ご
注意ください。

４　第一次試験　平成 24 年 9 月 9 日（日）
５　受験申込先
　全国の各人事院事務局
　希望する第一次試験地により申込先が異なり
ますので、詳しくは、次のところへお問い合わ
せください。
⑴　人事院九州事務局（☎ 092-431-7733）
⑵　熊本国税局人事第二課試験研修係
　　（☎ 096-354-6171）
　　大隅税務署
　　（☎ 099-482-0007）※自動音声案内
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平成24年度
警察官A採用試験について

曽於警察署警務課
☎ 099-482-0110

　今年度の警察官Ａ（大学卒業程度）採用試験
が実施されます。試験について詳しく知りたい
方は、下記問合せ先までご連絡ください。

採用区分　警察官Ａ（男性）、警察官Ａ（女性）、
　　　　　警察官Ａ（武道）
受験資格　
　ア　警察官 A（男性）・警察官 A（武道）
　昭和 56 年 4 月 2 日（31 歳）～平成 7 年 4
月 1 日（18 歳）に生まれた者で、4 年制大学（こ
れに準ずるものを含む。）の卒業者又は平成 25
年 3 月末までに卒業見込みの者
　イ　警察官 A（武道）
　前記アに該当する男性で、柔道又は剣道が 3
段以上であること。
申込受付期間
　平成 24 年 4 月 2 日（月）～
　4 月 18 日（水）までの間
　郵送の場合は、
　（4 月 18 日までの消印有効）
第一次試験　日　時　平成 24 年 5月13日（日）
　　　　　　試験地　鹿児島県立鹿児島中央高校
　　　　　　（武道区分は、鹿児島県警察本部）

【お問い合わせ先】
　鹿児島県警察本部警務課採用係
　☎ 099-206-2220
　曽於警察署警務課　☎ 099-482-0110
　※鹿児島県警察本部ホームページ
　URL:http://www.pref.kagoshima.jp/police/

小学生〜高校性のための
夏休み海外派遣参加者募集

（財）国際青少年研修協会
☎ 03-6459-4661 　　　

　文部科学省所管の財団法人・国際青少年研
修協会では、10 事業の参加者を募集いていま
す。体験を通して、お互いの理解や交流を深め、
国際性を養うことを目的に実施します。おひ
とりでご参加になる方が 8 割以上、はじめて
海外へいかれる方が 6 割以上のご参加ですの
で、事前研修会では仲間作りから丁寧に指導
いたしますので、安心してご参加いただけま
す。

内　容　
　ホームスティ・ボランティア・文化交流・学
校体験・英語研修・地域見学・野外活動など
派遣先
　米国・英国・豪州・カナダ・サイパン・カン
ボジア・フィジー
日　程　7 月 26 日（木）～ 8 月 14 日（火）
　　　　8 ～ 18 日間　※事業により異なる
対　象　小 3 ～高 3 の方まで※事業により異なる
説明会　全国 14 都市、5 月下旬
　　　　※入場無料・予約不要
参加費　21.8 ～ 54.5 万円予定（共通経費は別途）
締　切　6 月 1 日（金）および 11 日（月）
　　　　※事業により異なる

【お問い合わせ先・資料請求】
　（財）国際青少年研修協会
　〒 108-0073　東京都港区三田 5-7-8-921
　 ☎  03-6459-4661　FAX 03-6459-4633
　E-MAIL　info@kskk.or.jp
   URL:http://www.kskk.or.jp

ご寄付がありました

　１月 11 日、曽於市が活気にあふれ、市民が元気になるための各種事業に役立て
てくださいと、寄附金がありました。

　市では、ご厚意に深く感謝申し上げ、いただきました貴重な浄財を、施策全般に役立て行く所存
であります。

・野間　嘉愛 様（末吉町諏訪方）
　１，０００，０００円

・サンベースフード株式会社
　　代表取締役会長　野間　嘉愛 様（末吉町南之郷）
　　１，０００，０００円
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憲法週間を迎えて
〜 5 月１日から７日までは「憲法週間」です〜

　　　　　　鹿児島地方裁判所事務局総務課
☎ 099-808-3706

　憲法記念日（５月３日）を中心とした５月
１日から７日までを、裁判所では憲法週間と
定めています。これは、憲法の精神や国民生
活における裁判所の役割を国民の皆さんに理
解していただくことを目的とするものです。
　法務省や検察庁、弁護士会などの協力を得
て、全国各地の裁判所では、例年この時期に、
法廷等見学ツアーや各種説明会などの憲法週
間行事を積極的に行っています。
　週間行事への参加をきっかけとして、裁判
所をより身近に感じ、裁判所や裁判について
の理解を深めていただければ幸いです。国民
の皆さんの参加をお待ちしておりますので、
ご興味のある方は、最寄りの裁判所の総務課
にお問い合わせいただくか、裁判所ウェブサ
イトをご確認ください。
　間もなく、「裁判員制度」が始まってから３
年が経過します。裁判所では、国民の皆さん
にとって裁判がより利用しやすく分かりやす
いものとなるように、裁判の制度や仕組みに
ついて、幅広い広報活動を行っています。
＊裁判例情報、司法統計、見学・傍聴案内を
はじめとする各種情報については、裁判所ウェ
ブサイト（http://www.courts.go.jp/）で、裁
判員制度の詳しい情報については、裁判員制
度ウェブサイト（http://www.saibanin.courts.
go.jp/）で、それぞれ紹介していますので、是
非、アクセスしてみてください。
　裁判所では、これまでと同様、国民の皆さ
んのよりいっそうのご理解を得られるよう、
広報活動を続けて参ります。

無料法律相談（憲法週間）の開催について

　法律全般の相談に弁護士、法務局職員、裁
判所職員が応じます。
日　時　平成 24 年４月 28 日（土）
　　　　10 時 30 分～ 12 時 30 分
　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
　（ただし、受付は 14 時 30 分までとします。）
場　所　山形屋デパート１号館７階１号社交室
　　　　　（鹿児島市金生町）
【お問い合わせ先】
　鹿児島県弁護士会　☎ 099-226-3765

消費税及び地方消費税の
納税は期限内に！

　納税は社会の基本的なルールです。
　特に、消費税及び地方消費税は、消費者か
らの「預かり金的な性格」を有する税金です
から、期限内に確実に納付してください。
　納税資金の準備にあたっては、毎日又は毎
月の売り上げの中から、消費税及び地方消費
税に相当する分を積み立てるなど、日頃から
納税資金の準備に努めましょう。
　なお、期限内に納付がない場合には、本税
のほか、完納の日までの延滞税も併せて納付
することとなりますからご注意ください。
　納税についてお分かりになりにくいことが
ありましたら、最寄りの税務署にお気軽にお
尋ねください。
大隅税務署（☎ 099-482-0007）※自動音声案内

鹿児島からもっと海外へ！
〜鹿児島−台北線開設〜

　鹿児島空港の国際定期路線については、既存
のソウル線と上海線に加え、台北線（台湾桃園
国際空港）が本年 3 月 25 日に開設され、週 3
往復（火・木・日）運航しております。
　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】
e-mail:koukuu@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島空港開港 40 周年

県庁交通政策課 　
☎ 03-6459-4661

　鹿児島空港は、昭和 47 年 4 月1 日に現在の
霧島市に開港し、今年で 40 周年を迎えました。
　3 月 25 日からの台北線開設により、鹿児島空
港は毎日、国際線が発着する空港となり、また
国内線も、関西線が 4 月1 日に再開設されるな
ど充実が図られています。
　本県の空の玄関口、鹿児島空港をぜひご利用
ください。
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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

（旧 吉谷法律事務所）
ココ

広告 広告

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教育ローン 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

広告
キャンペーン期間：平成 24年 3月 1日　

〜 4月 27 日まで

お使いみち
入学時の学校納付金、その他入学時に必要な資金
在学中の学校納付金、下宿代
（借入申込日の２ヶ月前までに支払い済みの資金も対象です。）

対 象 者 ≪年齢≫　満 20 歳以上で最終償還時年齢が満 71 歳未満の方
≪前年度税込年収≫　農業者等：150 万円以上　　農業者等以外：200 万円以上

ご融資限度額 500 万円以内
お 借 入 期 間 13 年６ヶ月以内

1.85%
（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！

※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。
※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

『いえ』の保障はJAそお鹿児島にお任せ
「JA建更・火災共済特別キャンペーン」実施中
現在、JAそお鹿児島では「建更・火災共済特別キャンペーン」を実施中です。
JAの共済には次の２種類があります。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

建物更生共済「むてき」
◆�火災や盗難などの事故はもちろん、台風や地震などの自然災害、ケガにもしっかり備えることができる建物や
家財の共済です。
◆掛け捨てではありません。保障期間満了時に、満期共済金をお支払いします。

火災共済
◆火災や落雷など、もしもの災害（自然災害は除きます）に備えて、住まいや家財を守ります。
◆掛け捨てタイプになります。

ＪＡ共済詳しくは、お近くの JAそお鹿児島の支所・事業所までお問い合わせください。


