
◆県の人口
◆世 帯 数

人　
世帯

（前月比　－5,956人）
（前月比　－2,418世帯）県政かわら版は、県内全世帯

配布の県政広報紙です。

1,681,076
731,705

（平成２5年4月１日現在推計）

営利を目的とする場合を除き、この広報紙をそのまま読むことが困難な方のために「点字図書」、「拡大写本」、「録音図書」などの読書代替物への媒体変更を行うことは自由です。

〈看護職〉

◎このページに掲載している情報や、さらに詳しい関連情報については、県ホームページ（http://www.pref.kagoshima.jp/）からご覧になれます。

危険な海岸漂着物にご注意ください

県庁健康増進課 ☎099(286)2721問い合わせ先問い合わせ先

県庁人事課 ☎099(286)2048問い合わせ先問い合わせ先

〈獣医師・薬剤師など〉
鹿児島県職員採用試験を実施します

◎携帯サイト「かごしまモバイル県庁」（http://www.pref.kagoshima.jp/mobile/）、県公式ツイッター「鹿児島県政情報」（http://twitter.com/kagoshimakensei）、
　県公式フェイスブック「鹿児島県」（http://www.facebook.com/pref.kagoshima）もご利用ください。

低線量ＣＴ肺がん検診の
受診費用を助成します

姶良市加治木町木田2344-4
花トリピー☎0995(73)3812

鹿児島県広報課「県政かわら版プレゼント係」

締切

先
宛

ハガキ 〒890-8577　鹿児島市鴨池新町 10-1
FAX 099（286）2119
電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp
平成25年7月31日(水)必着

●山形屋 ●南日本銀行

●鹿児島信用金庫
　山形屋
●立体駐車場

県産業
会　館

［場所］
鹿児島市名山町9-1　鹿児島県産業会館1Ｆ 
☎099（225）6120　FAX 099（223）0755
［営業時間］午前９時～午後６時 
［定休日］年末年始

〈特産品の問い合わせ先〉
鹿児島ブランドショップ

(株)樹楽
3枚入りで5名様
桜島灰干し

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！

火山の恵み賞
2012かごしまの新特産品コンクール

鳥取県からのお知らせ鳥取県からのお知らせ他県紙面交換

県政広報
番組表
県政広報
番組表

<テレビ> ふるさとかごしま （MBC 毎週土曜日 11:15~11:30) 県ナビ （KYT 毎週日曜日 11:45~11:55)
 かごしま探検隊 （KT S  毎週土曜日 17:25~17:30) 県政インフォメーション （KKB 毎週日曜日 13:55~14:00)
<ラジオ> サザンモーニング （MBC 毎週日曜日 7:40~　8:00) ジョイフルかごしま （ミューFM 月曜～金曜 10:40~10:45)

県立病院局県立病院課 ☎099(286)2813問い合わせ先問い合わせ先

　近年、全国的に国外からの
ものと思われるごみの漂着
が多数報告されており、鹿児
島県においても離島地域を
中心に確認されています。
　これらのごみの中には、
強酸性の液体が入ったポリ
タンクや注射針等の医療系
のごみなど、危険な漂着物も含まれています。
　危険な漂着物を見つけたときは、決して手を触れ
ず最寄りの市町村役場か県地域振興局・支庁まで
ご連絡ください。

鹿児島の食材にこだわった鹿児島初の
灰干しです。丁寧に骨を取り除き、料
理人手づくりの塩麹で下ごしらえをし
てから灰干ししているので、臭みや酸
化を抑え、魚の旨味が凝縮されます。
また、切り身なので、フライパンでさ
っと調理できます。

県庁廃棄物・リサイクル対策課
☎099(286)2594問い合わせ先問い合わせ先

人事委員会事務局総務課
☎099(286)3893・3894問い合わせ先問い合わせ先

　ご意見・ご感想をいただいた方の中から、
抽選で特産品をプレゼントいたします。
（住所、氏名、年齢、電話番号を明記）

会期：9月21日（土）～11月10日（日）
会場：湖山池公園（鳥取市）ほか

ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号と鳥取県のイメージを記入の上、
〒680-8570 鳥取県広報課「鹿児島県プレゼント係」へお送りください。
※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
　応募された方の個人情報は、プレゼント発送の目的以外には使用しません。

なお、発表は商品の発送をもってかえさせていただき
ます。いただいた個人情報は、プレゼントの送付以外の
目的には利用しません。

入場券をペアで５名様にプレゼント！ 応募締切 ７月１日（月）必着

花トリピー

水と緑のオアシス

ポール・スミザーさん
監修の「ナチュラルガー
デン」は必見！
花と緑の祭典がはじ
まるよ。

緑のまちづくりオフィス　☎0857(25)3511 
問い合わせ先

か ご し ま
モバイル県庁
ＱＲコ ード

県庁生活排水対策室 ☎099(286)3685問い合わせ先問い合わせ先

浄化槽の法定検査受検のお願い
　浄化槽をお持ちの方（浄化槽管理者）は、浄化槽法に
より業者に委託している保守点検や清掃とは別に、日
頃の浄化槽の使用や維持管理が適正かを確認するた
め、県が指定した検査機関が行う「法定検査」を受ける
こととなっています。
　本県の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、指定検査機関から検査通知を受けた
ら必ず受検しましょう。（法定検査を受検しない場合、
浄化槽法による罰則（30万円以下の過料）を受けるこ
とがあります。）

○検査内容
　浄化槽の放流水の水質検査、外観検査、書類検査
○指定検査機関
　公益財団法人鹿児島県環境検査センター
　☎099(296)9000

〈中級・初級〉
【試験の種類】
○中級試験　一般事務、教育事務、土木
○初級試験　一般事務、警察事務、林業、土木
【受付期間】8月14日 ( 水 ) ～ 8月30日 ( 金 )
 ※インターネットによる受験申込は、
 　8月14日 ( 水 ) ～ 8月28日 ( 水 )
【第１次試験日】9月29日 (日 )
【試験地】鹿児島市
【受験資格】○中級試験　20～ 27歳
 ○初級試験　18～ 21歳
　　　　　　(年齢はいずれも平成26年3月末現在)
【その他】
　試験案内および受験申込書は、7月1日 ( 月 )から
県庁など県の機関で配布します。
※受験資格、申込書の配布場所など詳しいことについ
ては、県の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。

【試験の種類】
獣医師、原子力技術職員、工業技師、薬剤師、航海士、
機関士、福祉施設専門職員（児童自立支援専門員）
【受付期間】 6月 21日 ( 金 )まで
 ※インターネットによる受験申込は、
 　6月19日 ( 水 )まで
【試験日】7月7日 (日 )
【試験地】鹿児島市 (獣医師は東京都、北海道でも実施します )
【受験資格】 ○獣医師　49歳以下
 ○原子力技術職員　39歳以下
 ○工業技師、薬剤師、航海士、機関士 29歳以下
 ○福祉施設専門職員（児童自立支援専門員）30歳以下
 　(年齢はいずれも平成26年3月末現在)
【採用予定人数】○獣医師　13人
  ○原子力技術職員、薬剤師、福祉施設専門職員
  　（児童自立支援専門員）　各 2人
  ○工業技師、航海士、機関士　各 1人
※受験資格、申込書の配布場所など詳しいことについ
ては、県の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。

　県では、肺がんの早期発見に有効とされている低線
量ＣＴによる肺がん検診を、多くの方に受診していた
だけるよう受診費用を一部助成します。
○対象　県内に住所を有する50歳以上の方(受診日時点)
※肺がん治療中や治療後の方、精密検査目的の方を除
　きます。
○自己負担額　3,150円
○実施期間　平成25年6月～平成26年3月末
○受診手続き
　県と契約した一次検診機関に直
接電話等で予約・お問い合わせく
ださい。一次検診機関につ
いては、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。

【試験の種類】
助産師、看護師、准看護師
【受付期間】6月 24日 ( 月 ) まで
 ※インターネットによる受験申込は、
 　6月 22日 ( 土 ) まで
【試験日】7月 7日 ( 日 )
【試験地】鹿児島市
【受験資格】○昭和 53年 4月 2日以降に生まれた方
 　( 平成 26年 4月 1日で 35歳以下 )
 ○助産師、看護師、准看護師の免許を取得し
 　ている方または平成26年 6月末までに
 　取得見込みの方
【採用予定人数】
○看護職Ⅰ種 (通常採用 )　25人程度
○看護職Ⅱ種 (勤務地：大島病院限定 )　5人程度
※受験資格、申込書の配布場所など詳しいことについ
ては、県の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。




