◆県の人口 1,681,572 人 （前月比 -338人）
737,412 世帯 （前月比 255世帯）
◆世 帯 数

県政かわら版は、県内全世帯
配布の県政広報紙です。

（平成２5年6月１日現在推計）

◎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。
◎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。

か ご し ま
モバイル県庁
ＱＲコ ー ド

住宅・土地統計調査にご協力を！ 夏季の省エネ・節電に取り組みましょう！ ８月は人権同和問題啓発強調月間です
夏は、１年で最も電力需要が
大きくなる季節です。
熱中症に気をつけ、無理のな
い範囲で、できる限りの省エネ・
節電にご協力ください。

住宅・土地統計調査は、住宅・土地に関する
大規模で最も基本的な統計調査です。
○調査は10月1日現在で、全国の約350万世帯を対象
に5年ごとに行われます。
○調査の結果は、
住生活基本計画の設定、
耐震・防災計
画の策定、
空き家対策等の重要な資料となります。
○調査対象となるお宅には、9月23日から知事が任命
した調査員がお伺いし、
調査票を配布します。
○調査の内容を統計以外
の目的で使用すること
は、法律で固く禁じら
れておりますので、安
心してご協力くださる
ようお願いします。
問い合わせ先 県庁統計課

ＩＰＭとは、総合的病害
虫・雑草管理(Integrated
Pest Management) の 略
称で、農作物に被害を与え
る病害虫や雑草に対して、
化学合成農薬に代わるさま
ざまな方法を組み合わせて
防除しようという、
人と環境
にやさしい農業生産技術の
一つです。
例えば、テントウムシのような、害虫を捕食する天敵
(益虫)を使って、害虫防除に役立てる方法などがあり
ます。
県では、
「かごしまの豊かな生態系に守られた農産物」
をイメージしたPRキャラクター「チーム・マモット」
を活
用しながら、｢かごしま天敵大作戦｣と銘打って、積極的
なＩＰＭの普及推進を図っています。
問い合わせ先 県庁食の安全推進課

県政広報
番組表

【節電のポイント】
夏季の電力需要は、午後１時〜午後４時ごろにピー
クとなるため、特にこの時間帯の節電が重要です。
【家庭の節電の取り組み例】
エアコン ・室温28℃を心がける
・すだれなどで日差しを和らげる
冷蔵庫 ・設定を｢強｣から｢中｣に変える
照 明 ・日中は不要な照明を消す
テレビ ・省エネモードに設定する
※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。
問い合わせ先 県庁地球温暖化対策課

☎099(286)2482

ご存じですか？ＩＰＭ
「かごしま天敵大作戦」

☎099(286)2586

失業中で収入が少ないなど一定要件を満たし、住居
を喪失またはそのおそれがある方に対して、原則３カ月
(最長９カ月間) の賃貸住宅などの家賃として住宅支援
給付金を支給しています。
【支給要件】
・離職後２年以内の方で申請時に65歳未満の方
・就労能力および就職の意欲があり、
公共職業安定所へ
求職申し込みを行う方もしくは現に行っている方 など
【問い合わせ先】
・各市にお住まいの方
各市の福祉担当課
・長島町、
屋久島町にお住まいの方
それぞれの役場福祉担当課
・上記以外の町村にお住まいの方
お近くの県地域振興局・支庁福祉担当課
問い合わせ先 県庁社会福祉課

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！

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。

鹿児島県広報課「県政かわら版プレゼント係」
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

締切 平成25年9月30日(月)必着

奄美・きょらさんご
(有)松山

5名様

奄美きょら海工房

奄美市名瀬末広町５−３
☎0997(52)7345

2012かごしまの新特産品コンクール

日本百貨店協会会長賞

☎099(286)2574

奄美産の純黒糖とサンゴ海水塩を使
ったピリっと塩味のサブレの中に純黒
糖バタークリーム＆柑橘たんかんジャ
ムの入ったサンドと、黒ゴマたっぷり
の黒糖サブレの中に国産ゴマ＆黒糖ク
リームが入ったサンドのセットです。

〈特産品の問い合わせ先〉

鹿児島ブランドショップ
［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

●山形屋
山形屋
●立体駐車場

●南日本銀行

●鹿児島信用金庫
県産業
会 館

【試験の種類】
一般事務、
警察事務
【受験資格】
・身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳
(1級〜 6級)の交付を受けていること
・年齢は18歳〜 30歳(平成26年3月末現在)
※上記のほか、
居住地などの要件があります。
【試験案内】
9月2日(月)から県庁など県の機関で配布予定
【第１次試験日】
11月10日(日)
【その他】
受験資格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。

問い合わせ先

☎099(286)2826

<テレビ> ふるさとかごしま （MBC 毎週土曜日 11:15~11:30 )
かごしま探検隊 （K T S 毎週土曜日 17:25~17:30 )
<ラジオ> サザンモーニング （MBC 毎週日曜日 7:40~ 8:00 )

宛
先

問い合わせ先 県庁人権同和対策課

離職者の方へ
平成25年度身体障害者を対象とする
住宅支援給付金を支給しています 鹿児島県職員採用選考試験を実施します

☎099(286)2891

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）

県では、８月を｢人権同和
問題啓発強調月間｣と定め、
人権啓発活動を集中的に実
施します。
私たちの社会には、同和問
題をはじめ、子どもや高齢者
への虐待、女性や障害者等に
関する人権問題が依然とし
て存在しています。
これらの人権問題を解決
平成25年度人権啓発ポスター
するためには、県民一人ひと
りがお互いの人権を尊重し、偏見や差別のない社会
の実現に向けて意識を高めていくことが大切です。
この機会に、皆さんも身近なことから人権につい
て考えてみませんか。

人事委員会事務局総務課
☎099(286)3893・3894

県ナビ
（KYT
毎週日曜日
県政インフォメーション（KKB
毎週日曜日
ジョイフルかごしま （ミュー FM 月曜〜金曜
他県紙面交換

11:45~11:55)
13:55~14:00)
10:40~10:45)

島
島根
根県
県か
から
らの
のお
お知
知ら
らせ
せ

島根県のみ、34日間だけの展覧会です！

“ 天下一 ” のアイドルの系譜
いずものおくに

出雲阿国展

−初期歌舞伎図から寛文美人図まで

会期：9 月 27 日
（金）
〜 11 月 4 日
（月・祝）
会場：島根県立美術館１階 企画展示室

出雲大社の神子を名のり、「かぶき踊
り」で一世を風靡した出雲阿国。その姿を
描いた初期の歌舞伎図を中心に、洛中洛
外図・遊楽図・美人風俗図など、近世初
期風俗画の名品を一堂に展示します。

島根県立美術館
問い合わせ先

島根県立美術館

☎0852
（55）
4700

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。

《阿国歌舞伎図屏風》（部分）
京都国立博物館蔵【重要文化財】

