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※県ホームページ  トップページ→リンク集〈県の公共施設〉からアクセスできます。

（問い合わせ先)
県庁財政課☎０９９(２８６)２１７７

　沖縄・奄美・トカラ・小笠原には、さつまいもな
どに被害を与える害虫が、また、沖縄・奄美の
一部ではみかん類に被害を与える病気が発生
しています。これらの病害虫のまん延を防止
するために、一部の植物及び病害虫は法律に
よって発生地域からの持ち出しが規制されて
います。

（問い合わせ先）
県庁食の安全推進課☎099（286）2891

「未来に生かす　私の一票」
　私たちの投じる一票一票は、そのまま鹿児
島の未来につながります。
　棄権しないで、必ず投票に行きましょう。
○期日前投票　６月27日（金）～７月12日（土）
※投票場所、時間な
　どは、各市町村選挙
　管理委員会にお問
　い合わせください。
（問い合わせ先）
県選挙管理委員会
☎099(286)2237

　インターネットで受験申込ができます。
○試験区分　・中級　一般事務、教育事務
　　　　　　・初級　一般事務、警察事務、土木
○受付期間　８月11日（月）～８月27日（水）
　※インターネットによる受験申込は、８月   
　　11日（月）～８月25日（月）
○試 験 日　９月28日（日）
○試 験 地　鹿児島市
　※受験資格、申込書の配布場所など詳しいこと
　　については、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。
（問い合わせ先）
県人事委員会事務局総務課
☎099（286）3893・3894
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○採用予定人員
　49人（男性42人、女性５人、武道２人）
○受験資格
　昭和52年４月２日～平成３年４月１日に生
　まれた方（４年制大学卒業又は卒業見込み
　の方は除く。）
○受付期間　８月６日（水）～８月22日（金）
○第一次試験日　９月21日（日）
○第一次試験会場
　鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市、奄美市

（問い合わせ先）
県警察本部警務課採用係
（代表）　☎099（206）0110（内線2636）
（直通）　☎099（206）2220

　男女共同参画について語りませんか？
○テーマ
　「いい明日を男女に奏でるハーモニー」
○期　間　７月25日（金）～8月3日（日）
○場　所　かごしま県民交流センター
○内　容
・基調講演
　7月26日（土）
　午後1時10分～午後2時40分
　「ハートフル・トーク～大切なものがわかれば
　変えられる～」講師：神津カンナさん
　定員200名先着順
・ワークショップ
　7月26日（土）　午後3時～午後5時　3団体
　7月27日（日）　午前10時～正午　　1団体
・自主企画講演会
　7月27日（日）
　午後2時45分～午後4時45分
　｢篤姫たちの明治維新｣講師：三嶽公子さん
・男女共同参画週間教育フォーラム
　8月3日（日）　午後1時30分～午後3時30分
○参加料　無料
○申込み締切　7月18日（金）

（申込み・問い合わせ先）
県男女共同参画センター　☎099（221）6603

と　も

沖縄県全域
奄美群島
トカラ列島
小笠原諸島

沖縄県全域

本土

本土
小笠原諸島
トカラ列島
奄美群島

徳之島
沖永良部
与論島

本土
小笠原諸島
トカラ列島
奄美大島
沖縄県全域
喜界島

（植物）
さつまいも（紅い
もなど）・ヨウサイ
（エンサイ）・あさ
がお・ぐんばいひる
がおなどの生茎葉
および地下部
（害虫）
アリモドキゾウム
シ・イモゾウムシ・サ
ツマイモノメイガ・
アフリカマイマイ

（植物）
かんきつ・ゲッキ
ツ・ゾウノリンゴ・サ
ルカケミカン等の
苗木（果実および
種子は除く）
（病害虫）
カンキツグリーニ
ング病菌・ミカンキ
ジラミ

発生地域 移 動 先 持ち出せないもの

試 験

鹿児島県職員募集（中級・初級試験）

警察官B（高校卒業程度）募集

男女共同参画フォーラム

くらし

平成20年７月13日（日）は、
鹿児島県知事選挙の投票日です

催 し

サマージャンボ宝くじ

病害虫のまん延防止に
ご協力ください
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　鹿児島臨空団地は、鹿児島空港および九州
縦貫自動車道溝辺鹿児島空港ICに隣接し、優
れたアクセス環境にあります。
　県では、企業の皆さまの鹿児島臨空団地へ
の立地をサポートするために、土地購入費に
対する補助制度や土地の貸付（リース）制度
など、支援措置の充実を図っています。
　多くの企業の進出をお待ちしています。

　このほか、鹿児島臨海工業地帯１号用地、国
分上野原テクノパークなど、多くの優良な工業
団地があります。
（問い合わせ先）
県庁産業立地課　☎０９９（２８６）２９８５

　鹿児島県では、県と市町村で協議会を設立し、
一体となって県外にお住まいの本県出身の方々、
関係の方々に対して、郷土・鹿児島に対する「かご
しま応援寄付金（ふるさと納税）」を募る取り組み
をしております。
　ふるさと納税制度は、地方で生まれ育った人材
が、東京や大阪など大都市で働き、そこに税源が
集中している状況の中で、これを何らかの形で地
方へ移転できないかという問題提起から生まれ
た制度です。
　皆様からいただいた寄附金は、その１０分の６
を市町村の施策に、１０分の４を県の施策にそれ
ぞれ大切に活用させていただきます。
　なお、寄附金については、いわゆる｢ふるさと納
税制度｣により寄付された方の課税所得に応じて
個人住民税などの軽減を受けることができます。
　県外にお住まいで、生まれ育ったふるさと鹿児
島を応援したい、関わりの深い鹿児島を応援した
いという皆様方のご協力をお願いします。
　また、県内に在住の皆様は、県外のお知り合い
の方へ｢かごしま応援寄附金｣のご案内をよろしく
お願いします。
（問い合わせ先）
県庁財政課　　☎０９９（２８６）２１69
県東京事務所　☎０３（５２１２）９０６０
県大阪事務所　☎０６（６３４１）５６１８
県福岡事務所　☎092（441）2852

　森の恵みを使った料理コンクールを開催し
ます。
○募集コース
・たけのこコース
・しいたけコース
・きのこ･山菜コース
○応募条件
・ジュニアの部：
　県内在住の小・中・高校生
・一般の部：小・中・高校生を除く県内在住の方
○応募締切　９月１９日（金）必着
※詳しい申込方法、コンクール内容につい
　ては、県ホームページをご覧いただくか、下
　記までご連絡ください。
（申込み・問い合わせ先）
県庁林業振興課特用林産係　☎099(286）3364

　インターネット
○試験区分　・中
　　　　　　・初
○受付期間　８月
　※インターネ
　　11日（月）～
○試 験 日　９月
○試 験 地　鹿
　※受験資格、申
　　については
　　か、下記まで
（問い合わせ先
県人事委員会事
☎099（286）

　フラワーパークかごしまでは地域と一体と
なった公園作りをめざして、地元「徳光小学
校」の子供会や保護者と連携し、古来からの伝
統行事「七夕」の装飾展示を行います。手作り
の味わい溢れる装飾をぜひご観覧ください。
○装 飾 日：７月５日（土）午前中
○展示場所：フラワーパークかごしま
　　　　　　エントランスホール
○観覧期間：７月５日（土）午後～
　　　　　　７月１３日（日）

（問い合わせ先）
フラワーパークかごしま　☎0993（35）3333

　マリンポートかごしまに観光客船が下記の
日程で寄港します。
　錦江湾や桜島の雄大な景観にあわせて、観
光客船の優美な姿をお楽しみください。

○マリンポートかごしまの開園時間
　７月、８月　午前６時～午後９時（無料駐車場あり）
（問い合わせ先）
県庁港湾空港課　☎099（286）3639

　男女共同参画
○テーマ
　「いい明日を男
○期　間　７月2
○場　所　かご
○内　容
・基調講演
　7月26日（土）
　午後1時10分
　「ハートフル・
　変えられる～」
　定員200名先
・ワークショップ
　7月26日（土）
　7月27日（日）
・自主企画講演
　7月27日（日）
　午後2時45分
　｢篤姫たちの明
・男女共同参画
　8月3日（日）　
○参加料　無料
○申込み締切　

（申込み・問い合
県男女共同参画

昨年の最優秀賞
｢カリカリえびとしいたけごはん｣

工業団地名：鹿児島臨空団地
所　在　地：霧島市溝辺町麓
　　　　　　霧島市隼人町西光寺
分譲面積：１５.９ｈa
対象業種：製造業
　　　　　　道路貨物運送業、卸売業、
　　　　　　倉庫業等流通関連業

と

7月10日（木）　 午前9時～午後3時
7月16日（水）　 午前9時～午後3時
7月22日（火）　 午前9時～午後3時
7月28日（月）　 午前9時～午後3時
8月３日（日）　 午後1時～午後8時
8月８日（金）　 午後1時～午後8時
8月13日（水）　 午後1時～午後8時
8月17日（日）　 午前7時～午後5時
8月23日（土）　 午後1時～午後8時
8月27日（水）　 午後1時～午後8時
8月31日（日）　 午前7時～午後5時

コスタ・アレグラ（イタリア）入港予定日時

鹿児島県職

男女共
マリンポートかごしまに
観光客船を見に行こう！

募 集

県外にお住まいの
本県出身・関係の方々へ

｢かごしま応援寄附金｣のお願い！

工業団地立地企業募集

｢森のごちそうコンクール｣
アイデア募集！

フラワーパークかごしま
「七夕装飾の展示」
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