農林水産業就農・就業等相談会
を開催します

全ての事業所を対象に
｢経済センサス - 活動調査｣
が実施されます

県では、県内8カ所で農林水産業就農・就
業等相談会を開催します。農業を始めたい 【調査の目的】
方、農業参入を希望する企業等の方、農業・
全産業分野におけ
林業・水産業の法人等に就職したい方など
る事 業 所および 企 業
くらし
のご来場をお待ちしています。
の経済活動の実態を、
【開催日時、場所】
全 国および地域別に
自動車の登録、住所変更の
○1 月 4 日 ( 水 )
明らかにする。
・午後 1 時〜午後 3 時
手続きは確実に！
【調査対象】
南薩地域振興局 指宿庁舎
自動車税は、毎年4月1日現在の所有者ま
全産業分野における全ての事業所・企業
・午前 10 時〜午後 4 時
たは使用者に納めていただく税金です。登
【調査事項】
鹿屋市産業支援センター
録の手続きが済んでいない場合、いつまで
○1 月 6 日 ( 金 )
従業者数などの基本的な項目のほか、売
も元の所有者などに課税されますので、
お
・午前 10 時〜午後 3 時
上高や費用などの経理事項等
早めの手続きをお願いします。
北薩地域振興局 出水庁舎
【調査の期日】
○自動車を下取りに出した場合…移転登録
姶良・伊佐地域振興局 本庁舎
平成24年2月1日現在で実施
○自動車を使用しなくなった場合…抹消登録
・午後 1 時 30 分〜午後 4 時
【調査方法】
○住所や名前が変わった場合…変更登録
大隅地域振興局 曽於庁舎
調査員が直接、事業所に伺い調査票の配
○1 月 12 日 ( 木 )
【問】○自動車の登録手続きについては
布・回収を行うか、複数の事業所を有する企
・午後 1 時〜午後 4 時
鹿児島運輸支局登録部門
業については、調査票を郵送し、郵送または
北薩地域振興局 さつま庁舎
☎050(5540)2089
インターネットで回収します。調査票は、1月
○1 月 14 日 ( 土 )
大島自動車検査登録事務所
末日までにお届けします。
・午前 11 時〜午後 4 時
☎050(5540)2090
かごしま県民交流センター
※調査結果は、統計作成の目的以外に使用
○自動車税については
○1 月 18 日 ( 水 )
することは法律で禁止されています。安心し
鹿児島地域振興局自動車税課
・午前 10 時〜午後 4 時
てご回答ください。
☎099(261)5611
日置市中央公民館
詳しくは、県ホームページをご覧いただく
最寄りの各地域振興局・支庁県税課
詳しくは、県ホームページをご覧いただく か下記までお問い合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
か、下記までお問い合わせください。
【問】県庁統計課 ☎099(286)2479
【問】県庁経営技術課 ☎099(286)3152 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

110番の適正利用を
お願いします

〜1月10日は
「110番の日」
〜

110番が、本来の目的に沿って正しく利
用されるように、皆さまの一層のご理解とご
協力をお願いします。
警察官の早期現場到着や必要な事件手
配のためには
「早く」
「正確な情報」
が必要で
す。110番をする場合は落ち着いて
・何があったのか
（事件か、事故かなど）
・いつ、
どこであったのか
・犯人の人相、着衣、逃走方向、車の特徴
・あなたの住所、氏名、電話番号
を順序よく教えてください。
いたずら電話は、絶対にやめましょう！
【問】警察本部地域課通信指令室
☎099(206)0110

勤労者ファミリー資金
のご案内

きばれ！ 地域密着型ビジネス
支援事業のご案内

県では、雇用の創出など地域経済の活
性化を図るため、地域での小規模な創業や
県内在住で県内の中小企業にお勤めの方
事業継続を後押しする次のような支援を
を対象として、
下記の資金を融資しています。
行っています。
【資金種類】
【支援対象】
①遅払賃金補てん資金
地域のさまざまな社会的課題をビジネス
②育児・介護休業資金 ③教育資金
の手法を用いて解決しようと取り組む方。
④医療資金 ⑤冠婚葬祭資金
※ＮＰＯ法人を除きます。
【融資利率】※別途保証料が必要
【支援内容】
①②年2.0％ ③④⑤年2.2％
・事業計画作成や経営への助言
・事業計画の認定
【問】九州労働金庫鹿児島県本部
・県制度融資による資金融資など
☎099(225)2217
【問】県庁経営金融課
県庁雇用労政課
☎099(286)2944
☎099(286)3014

県ホームページアドレス

http://www.pref.kagoshima.jp/
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第32回企画展
川内川流域に生きた人々

〜激甚災害対策特別緊急事業に伴い
発掘された遺跡〜

天文教室

「光る誕生星座かざり」

あなたの誕生日は何座？誕生日の星座
について学びながら、暗いところでは星が
平成18年の豪雨で氾濫した川内川流域
光る星座のかざりを作ります。
において激甚災害対策特別緊急事業によ
【日時】1月8日(日)、22日(日)
る発掘調査が実施されました。この事業で
①午前10寺30分〜午前11寺30分
発掘された遺跡について紹介します。
②午後2時30分〜午後3時30分
【開催期間】開催中〜3月18日(日)
【場所】宝山ホール
（県文化センター）
【時間】午前9時〜午後5時
4階 プラネタリウム室
【場所】上野原縄文の森 展示館
【料金】小・中学生110円
○講演会のお知らせ
高校生・一般200円
【開催日時】
【申し込み】不要
1月21日(土) 午後1時30分〜午後3時
【問】県立博物館
【演題】青銅器の形態と使用の方法
☎099(223)6050
− 破片はどう使われたか −
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【講師】西南学院大学 高倉洋彰教授
【場所】上野原縄文の森 展示館 多目的ルーム
安心・安全にこだわって
※参加自由・聴講無料
生産しました！
【問】上野原縄文の森
〜かごしまの農林水産物認証品フェア〜
☎0995(48)5701
県では、県産農林水産物に対する安心と
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
信頼を確保するため、管理された生産工程
平成23年度
のもとで生産された農林水産物を審査・認
森林・林業振興大会を
証する「かごしまの 農 林 水 産 物 認 証 制 度
開催します
（K-GAP）
」
を設けています。
この制度で認証された野菜や果物などを
集めた認証品フェアを下記店舗の協力によ
り開催します。多くの方々のご来店をお待ち
しています。

【日時】2月8日(水)
午後0時45分〜午後4時
【フェアの開催場所と期間】
【場所】
かごしま県民交流センター
◆マックスバリュ オプシアミスミ店
【内容】
1月14日(土)〜15日(日）
・式典
午前9時〜午後6時
森林･林業功労者等の表彰、
◆山形屋ショッピングプラザ明和店
各種認定者の紹介
2月6日(月)〜8日(水)
・特別講演
午前10時〜午後6時
講師：院庄林業㈱前会長 豆原義重氏
◆きりしま国分山形屋
・活動事例発表
・林産物の展示、販売など
2月6日(月)〜8日(水)
【入場料】無料
午前10時〜午後6時
【問】県庁環境林務課
【問】県庁食の安全推進課
☎099(286)3332
☎099(286)2888
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浄化槽の法定検査受検のお願い

浄化槽管理者には、
浄化槽の使用にあたっ
て浄化槽法に基づき民間業者に委託している
保守点検、
清掃とは別に水質に関する法定検
査の受検義務があります。
清浄な水環境の維持・保全のためにも大切
な検査ですので受検をお願いします。

【検査機関】
(公財)鹿児島県環境検査センター
【検査内容】
日頃の浄化槽の使用や維持管理が適正に
なされているかを確認するために、
浄化槽の
放流水の水質検査、
外観検査および書類検査
を行います。
【問】県庁都市計画課生活排水対策室
☎099(286)3685

催

し

金融教育フェスティバルを
開催します

大切なお金のことを親子で楽しく学べる
複合・体験型イベントを開催します。

（ⓒFUJITV KIDS）

【日時】1月29日(日) 午前10時〜午後5時
【場所】
かごしま県民交流センター
【内容】
○暮らしに役立つ講演会
講師：山田真哉氏(公認会計士・税理士)
○親子のためのおかねの広場
・おかねの仕事体験
・ガチャピン・ムックとおかねのことを学ぼう
ほか
○金融教育セミナー
○教員向けセミナー
【参加料】無料
※参加には事前申し込み(先着順)が必要で
すが、申し込み不要の自由参加プログラム
（貯金箱作りなど）
もあります。
詳しくは、下記までお問い合わせいただく
かホームページをご覧ください。
【問】金融教育フェスティバル事務局
0120(745)501
（受付時間 平日 午前10時〜午後6時
12月31日〜1月3日を除く）
http://www.festival2011.jp/
県庁消費者行政推進室
☎099(286)2521

