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県政かわら版は、県内全世帯 
配布の県政広報紙です。 

1,731,639 
732,828

－467 
＋136

（平成19年10月1日現在推計） 

この印刷物は、環境に 
優しい大豆油インキを 
使用しています。 

◎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。 
　※紙面の都合上、紹介できなかったその他の情報についても掲載しています。 
◎携帯サイト「かごしまモバイル県庁」（http://mobile.pref.kagoshima.jp/）もご利用ください。 
　※「かごしまモバイル県庁」へは、上記アドレスを直接入力するか、右のQRコードを読み取る（バーコードリーダー機能のある機種のみ）ことによりアクセスすることができます。 
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サザン 
モーニング 

MBC ミューＦＭ 

毎週日曜日 
7:40～8:00

月曜～金曜 
9:27～9:32

ジョイフル 
かごしま 

KKB KYTMBC

※最新の番組内容は、一定期間、県ホームページから動画でご覧いただけます。 

KTS

毎週土曜日 
11:30～11:45

毎週日曜日 
11:40～11:45

毎週土曜日 
11:15～11:30

毎週土曜日 
17:25～17:30
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ビ 
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［場所］ 
鹿児島市名山町9-1　鹿児島県産業会館1Ｆ  
1 099（225）6120　FAX 099（223）0755 

［営業時間］ 　　　　　　［定休日］ 
午前９時～午後６時　　　第1・3日曜 

●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 

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。 

ご意見・ご感想をお聞かせください！ 
鹿児島県庁広報課 

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。 

ハガキ 
〒890-8577 
鹿児島市鴨池新町10-1　 

FAX 
099（286）2119 

電子メールアドレス 
h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

ハガキ・FAX・電子メールとも 
平成20年１月31日（木）必着 締切 

宛先 

〈特産品の問い合わせ先〉 

鹿児島ブランドショップ 

　生産量日本一の県内産カンパチ
を使用！化学調味料、酸化防止剤
は一切使用せず、新鮮なまま冷蔵
薫製しています。刺身のような食
感と芳醇な味に仕上がりました。
ぜひ一度お召し上がりください。 

（有）芳恵丸 
鹿屋市古江町610 
10994（46）3113

スライス3パック（写真右）×5名 

鹿児島県知事賞 
2007かごしまの新特産品コンクール 

 

 カンパチ薫ブロック 
くん 
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(              　 )●なお、本年、県本土において、植物防疫法で移動
禁止されているアフリカマイマイが発見され
ました。県本土において、大きなカタツムリを見
かけたら、直接手で触れずに、市町村や県地域振
興局に連絡してください。直接手などが触れた
場合は、せっけんでよく水洗いしてください。 

【日　　時】 12月15日（土） 
 　午前10時～正午 
 　午後１時～午後３時 
【場　　所】 県弁護士会館（鹿児島市易居町２－３） 

～ 解決方法は必ずあります。まずはご相談を！～ 

「多重債務に関する無料法律相談会」
を開催します 

肥薩おれんじ鉄道への 
乗車をお願いします 

問い合 
わせ先 
問い合 
わせ先 

県庁食の安全推進課　　　1099（286）2891問い合 
わせ先 
問い合 
わせ先 

県庁生活・文化課　　　　　1099（286）2521 問い合 
わせ先 
問い合 
わせ先 

県庁交通政策課　1099（286）2465

　弁護士や司法書士が無料で、
借金などについてのご相談に
お答えします。 
　電話相談も可能です。 
※事前予約はできません。 

　多重債務に関する相談は、下記の機関でも職員が相談を受け付
けています（平日のみ）。 
 ・消費生活センター 1099（224）0999 
 ・サラリーマン金融苦情相談所 1099（223）6832 
 ・大島消費生活相談所 10997（52）0999 
 ・市町村消費生活相談窓口 

病害虫のまん延防止にご協力を 
お願いします 

飲酒運転の根絶を目指して！！ ～飲酒運転「８せん」運動を展開しています～ 

飲酒運転「８せん」運動 
酒を飲んだら運転しません 

運転するなら酒は飲みません 

酒を飲んだ人には運転させません 

酒を飲んだ人には車は貸しません 

運転する人に酒はすすめません 

酒を飲んだ人の車には同乗しません 

使用者は、従業員に飲酒運転を命じたり、認めたりしません 

酒を飲んだら自転車も乗りません 
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2
3
4
5
6
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8

飲酒運転は減少傾向ですが、根絶にはほど遠い現状です!!
飲酒事故件数 【人身事故】 飲酒運転検挙件数 【酒気帯び】 

飲酒事故件数 【死亡事故】 飲酒運転検挙件数 【酒酔い】 

（件） （件） 

（件） （件） 

だ
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ドライバーはもちろん、車・酒の提供者、同乗者も厳罰化されました!! 
(９月19日改正道路交通法施行)

　年末・年始は飲酒の機会が増え、例年、悲惨な飲酒運転による交通事故が多発しています。ドライバーはもちろんのこと、周りの方も 
飲酒運転「８せん」運動を心がけ、県民みんなで飲酒運転の根絶に努めましょう!!

●川内駅から八代駅までを結ぶ肥薩
おれんじ鉄道は、年々利用者が減少
し厳しい経営状況が続いています。 
　　H16実績 約188万人 
　　→ H18実績 約169万人 

●同鉄道は、地域の方々の大切な交通
手段であり、今後もサービス向上を
目指して、さまざまな施策に取り組
んでいくこととしています。 
　　・平成20年春のダイヤ改正を目 
　　 途とした鹿児島中央駅・熊本駅 
　　 への乗り入れの実現 
　　・JRとの共同切符やイベント列 
　　 車の充実　　　　　　　など 

●肥薩おれんじ鉄道の安定した運行を確保するために、ぜひ、１年
に１回の乗車をお願いします。 

発生地域 移動できない植物 

トカラ列島・奄美大島・ 
沖縄県・小笠原諸島 

生のさつまいも・アサガオ類 

奄美群島（奄美大島除く）・沖縄県 かんきつの苗木類 
ゲッキツなどの苗木類 

〈問い合わせ先〉  県庁生活・文化課 1099（286）2523

0
5
10
15
20
25

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
0
20
40
60
80
100

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

52 60 58 54
70

96

37
45

21 28

16
19

15 14
11 10

20 14

20

12 11

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
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●トカラ列島や奄美、沖縄、小笠原には、さつまい
もの重要病害虫であるアリモドキゾウムシやカ
ンキツ類に甚大な被害をおよぼすカンキツグリ
ーニング病などの病害虫が発生しています。 
●このため、植物防疫法で移動できない植物が下記の表のとおり
定められています。 
●旅行や出張などの際は、これらを持ち込んだり、持ち出したりし
ないよう、ご協力をお願いします。 

※電話相談の場合は 1099（223）3344まで（当日のみ相談可）。 
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