◆県の人口
◆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。

1,679,666 人 （前月比 -447人）
737,410 世帯 （前月比 -26世帯）

（平成25年12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。

鹿児島から海外へ
出かけてみませんか！

【路線】
ソウル線（週７便）
、上海
線（週２便）
、台北線（週４
便）
の３路線が運航中。
乗り継ぎ便を利用して
世界各地へ渡航できます。

【助成制度】
県では、３路線を利用する６人以上の団体・グループ
や、展示会・商談会などに参加するビジネス客に対して
助成を行っています。観光や出張などにはぜひ鹿児島空
港国際線をご利用ください。
※助成の詳細や要件など詳しくは、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 県庁交通政策課

☎099(286)2457

県こども総合療育センターの初診の
予約方法が変わります

【お子さんの発達が気になる方】
まずは、お住まいの市町村や、お子さんが通われてい
る保育所、幼稚園などに相談して、早期に市町村や児童
発達支援事業所などの支援を受けましょう。
その後、センターの診療が必要となった場合は市町村
等が紹介票を作成し、
診療予約を行います。
※平成26年4月から紹介票なしで
の診療申し込みは、受け付ける
ことができませんので、ご了承
ください。
（再診予約や電話相談等は受け
付けます）

県経済界を中心とする鶴丸城
「御楼門」
復元実行委員会
では、
御楼門を復元するための寄附金を広く県民の皆さま
から募集しています。
○復元の目的
鹿児島の観光地としての魅力をさらに高め、
今後の発展
的な文化芸術活動につなげていくこととしています。
○寄附の方法
金融機関に置いてある専用の振込用紙にてお振り込み
ください。
（手数料不要）
・鹿児島銀行 ・南日本銀行 ・鹿児島相互信用金庫
・鹿児島信用金庫 ・鹿児島興業信用組合
※詳しくは、
下記までお問い合わせください。
鶴丸城「御楼門」復元実行委員会事務局(鹿児島経済同友会)
☎099(222)4492
http://www.goroumon.net
/fund/private.html
問い合わせ先 県庁生活・文化課

☎099(286)2534

私立高校生の入学金・授業料が
軽減できる制度があります
県では、私立高校が、保護者の所得などに応じ、生徒の
入学金・授業料の軽減を行った場合に、その費用の一部
に対して助成しています。
【対象者】
市町村民税が非課税または
均等割のみの方など一定の
要件に該当する方

問い合わせ先 県こども総合療育センター ☎099(265)0005

※詳しくは、
下記までお問い合わせください。
問い合わせ先

各私立高校または
県庁学事法制課

☎099(286)2146

<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 )

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！
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）

鹿児島県広報課「県政かわら版プレゼント係」

宛
先

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

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。

【４月１日から新たにパスポート窓口を開設する市町】
日置市、
南さつま市、
奄美市、
屋久島町、
龍郷町
※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。
※パスポートの申請に必要な書類等、
申請手続きについて
の詳細は、
かごしま県民交流センターパスポート窓口
（☎099-221-6611）
までお問い合わせください。
問い合わせ先 県庁国際交流課

☎099(286)2303

平成26年度鹿児島県警察官募集
【受験資格】
昭和58年4月2日～平成9年4月1日に生まれた方で、
大学卒または平成27年3月末に卒業見込みの方は警察
官Ａ、
それ以外の方は警察官Ｂ(高校卒業程度)

※詳しくは、県警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 県警察本部警務課採用係

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

☎099(206)2220

11:45~11:55)
11:45~11:50)
10:40~10:45)
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瀬戸内しま博覧会

〈特産品の問い合わせ先〉

R

4名様

（4種類のうち1種類。種類は選べません）

農業法人(株)唐芋農場

南九州市頴娃町上別府9693

鹿児島県特産品協会理事長賞

次の市町に住民登録をされてい
る方は、平成26年4月1日から、そ
れぞれの市町のパスポート窓口で
申請・受け取りができるようにな
ります。
これに伴い、
県南薩地域振興局、
屋久島事務所、
大島支庁のパスポートの窓口における申請
受付は、
平成26年３月31日をもって終了いたします。

締切 平成26年３月31日(月)必着

「あめんどろ」
スヰートポテト・シロップ

2013かごしまの新特産品コンクール

一部市町のパスポート窓口が変わります

【採用試験日程】
○警察官Ａ
（大学卒）
受 付 期 間 ：3月31日(月) ～ 4月16日(水)
第1次試験日 ：5月11日(日)
○警察官Ｂ(高校卒業程度)
受 付 期 間 ：8月 6日(水) ～ 8月22日(金)
第1次試験日 ：9月21日(日)

【申請方法】
各私立高校から保護者の方
へ 案 内 さ れ ま す の で、各 学
校に申請してください。

※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。

県政広報
番組表

鶴丸城御楼門復元のための
寄附金募集が始まりました

か ご し ま
モバイル県庁
ＱＲコ ー ド

☎050(3786)4132
４種類の厳選した地場産のさつまいも
で作った、
無添加で体にやさしいスイート
ポテト・シロップです。鹿児島伝承の「芋
蜜」の伝統製法を継承しながら、独自の製
法により、
蜂蜜でもメープルシロップでも
ない新しい
「野菜の蜜」
が誕生しました。

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

問い合わせ先 「瀬戸内しまのわ2014」
実行委員会 ☎082
（513）
3450

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。

平成 17 年度～ 24 年度

※リフォーム産業新聞調べ（2013年9月24日）
※売上高は住友不動産「新築そっくりさん」
と住友不動産リフォームの合計

鹿児島営業所

鹿児島県鹿児島市鴨池 1丁目６４－２５
ローソン鴨池1丁目店 2 階

広 告 広告は広告主の責任において掲載しております。

この印刷物は環境に優しい植物性インキと古紙配合率100％再生紙を使用して
います。本文には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

