◆県の人口 1,581,032 人 （前月比 -5,403 人）
◆世 帯 数 728,177 世帯 （前月比 -1,022 世帯）
（令和3年4月1日現在推計）

県政かわら版は、県内全世帯配布
の県政広報紙です。

◯さらに詳しい関連情報については、県ホームページからご覧になれます。
○新型コロナウイルス感染症の影響により、事業・催しが延期・中止になる場合があります。詳しくは、各担当窓口にお問い合わせください。 鹿児島県
○今月号の県政かわら版およびバックナンバー（音声版も含む）
は、県ホームページでご覧いただけます。

７月14日は「県民の日」です
県民が、ふるさとを愛する心を育み、自信と誇りを
持ってより豊かな鹿児島の未来を考える日として、明
治150周年を記念し、平成30年12月に「県民の日」
を制定しました。当日は次の施設の入館・入園料が無
料になります。是非ご利用ください。
● 歴史・美術センター黎明館
● 霧島アートの森
● 奄美パーク
● 屋久島環境文化村センター
● フラワーパークかごしま
● 県立博物館プラネタリウム
● 上野原縄文の森

国内の著名な演奏家を迎え、令和３年７月15日（木）から８月
１日（日）まで、魅力あふれる多彩なコンサートを開催します。
【主な公演スケジュール】
○堤剛・鈴木優人デュオ＆名手たちの饗宴
７月22日（木・祝）みやまコンセール
○鈴木優人指揮 キリシマ祝祭管弦楽団公演
７月28日（水）宝山ホール
○音楽祭が誇る！ 究極の室内楽。
７月31日（土）みやまコンセール
○ファイナル！霧島国際音楽祭賞受賞者ガラ
・コンサート
８月１日（日）みやまコンセール

このほかにも、県内で様々な関連イベントを実施予定
です。県ホームページ等にて随時お知らせしますので、
是非ご覧ください。
担当窓口 県庁文化振興課

※期間中、オンラインコンサート等も実施します。
詳しくは、霧島国際音楽祭ホームページをご覧ください。
※安心して鑑賞いただくため、新型コロナウイルス感染症拡大
防止へのご協力をお願いします。

担当窓口 県庁文化振興課

☎099-286-2514

民間企業等での経験を生かし、県政のために即戦力と
して活躍できる方を求めています。
【ポ イ ン ト】 ○第１次試験は「ＳＰＩ３」を使用します。
○ＵＩターン枠は、29歳以下や40歳以上
の方も受験可能に！
○５年以上の職務経験が必要です。
【募 集 職 種】 ○行政
○UⅠターン枠(農業・畜産・農業土木・
林業・水産・土木・建築・保健師)
【受 付 期 間】 ６月１日(火)から６月16日(水)まで
※申込みはインターネットに限ります。
※申込みの際にアピールシートを提出し
ていただきます。
【第１次試験日】 ８月15日(日)
※アピールシート通過者対象
【試
験
地】 鹿児島市、東京都
【受 験 資 格】 ○行政：30〜39歳
○ＵＩターン枠：59歳以下
（令和４年３月末の満年齢）
※その他の受験資格要件や申込み方法など詳しくは、
県ＨＰをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

☎099-286-2537

担当窓口 県人事委員会事務局総務課 ☎099-286-3893・3894

子育て世帯生活支援特別給付金

「知っていますか？ヘルプマーク」

（ひとり親世帯分）について
ヘルプマークは、義足や人工関節を使用し
ている方、内部障害や難病の方、妊娠初期の
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、
方など、外見から援助等が必要なことが分か
低所得のひとり親世帯の生活の支援を行うため、児童１人あた
らない方々が、周りの人に支援が必要である
り一律５万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
ことを知らせ、障害等の特性に応じた支援を
【支給対象者】
受けやすくするためのマークです。
①令和３年４月分の児童扶養手当受給者（申請不要）
県では、これまでのヘルプカードに加え、７月から、
②公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当
ストラップ型のヘルプマークを配布します。
の支給を受けていない方（児童扶養手当に係る支給制限
ヘルプマークを持っている方がお困りのようであれば、
限度額を下回る方）
「どうしましたか？」と声をかけるなどの手助けをお願
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
いします。
〈ヘルプマーク〉
し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準と
【配布窓口】
なっている方
○各市町村 ○県庁障害者支援室
○県地域振興局・支庁・事務所
※②及び③の方は，申請が必要ですので，詳しくはお住まいの
市町村にお問い合わせください。
○ハートピアかごしま
担当窓口 県庁障害者支援室

鹿児島県職員採用試験
(民間企業等職務経験者対象)を実施します

開催！

第42回

担当窓口 県庁子ども家庭課

☎099-286-2746

「第1回あなたが選ぶかごしま景観大賞」
を募集します
県では、個性豊かで魅力あふれる景
観の形成を推進することを目的として
「あなたが選ぶかごしま景観大賞」を
実施し、県内の良好な景観の形成に特
に功績のあった方々を表彰します。
自薦他薦は問いません。たくさんの
ご応募お待ちしております。
【応募対象】県内に存する良好な景観を保全・創出する
ための活動をしている個人又は団体
【応募期間】6月18日（金）から 9月17日（金）まで
【応募方法】郵送・持参・インターネット・
インスタグラム

☎099-286-2766

※詳しくは県のホームページをご覧ください。

担当窓口 県庁地域政策課

県公式LINE

県公式Twitter

県公式Facebook

県木 : カイコウズ(昭和41年指定)
南国的な情緒・雰囲気を感じさ
せることから選ばれました。
南米原産で、年に2〜3回咲かせ
る赤い花と緑の葉のコントラスト
が鮮やかです。

10：30〜10：35

KTS前原竜二の前向きチャンネル

県政インフォメーション
8：55〜 9：00

17：25〜17：30

KKBミエル！かごしま
なるほど！かごしま

KYTぐりぶーの県政お知らせ箱

ムーブ！かごしま

他にも、県の鳥、花、歌などを
県ホームページで紹介しています。

検索

特 産 品 プ レ ゼ ント

今回の

３名様（３種セット）

〈特産品の問い合わせ先〉

鹿児島ブランドショップ

㈱中園久太郎商店 指宿市山川大山８６０-２ ☎０９９３-３４-１１８０ ［場
世界一の大きさを誇り、健康面でも優れた機能性を持つ桜島大根を世界
中の人に食べていただき、健康にもなってほしいという想いで開発しました。
【応募方法】①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号
⑥
「県政かわら版」へのご意見・ご感想を明記の上、以下の宛先
までご応募ください。
先】鹿児島県広報課
「県政かわら版
（6月号）
プレゼント係」

ハガキ

〒890-8577

2020かごしまの新特産品コンクール
鹿児島県観光連盟会長賞

FAX
電子メール

099 -286 -2119
h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

締切 令和３年7月30日
（金）必着
こちらからもメールできます

※発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。個人情報はプレゼントの発送のみに使用します。

広 告 広告は広告主の責任において掲載しております。

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 Pあり
（5台）
●山形屋

●南日本銀行

鹿児島市鴨池新町 10-1

※郵便番号と宛先だけでも届きます。

かごしまのシンボル

検索

いつでもどこでも手軽に県政かわら版を！

のっける桜島大根（麦みそ・塩麹トマト・酒粕わさび）
わさび
び）

【宛

☎099-286-2438

かごしまのシンボル

県に関するさまざまな情報をお届けします

※年5回は10分拡大

検索

山形屋

●立体駐車場

●鹿児島信用金庫

県産業
会 館

県政かわら版をスマートフォンなどからいつでもどこで
も手軽に閲覧していただけるよう、民間サービス（「マチイ
ロ」及び「マイ広報紙」）で配信しています。

【マチイロ】
○専用アプリから広報紙を閲覧
◯最新号の発行をアプリのプッシュ
通知でお知らせ

アプリのダウン
ロードはこちら

【マイ広報紙】
○ウェブサイト上でテキストデータ化
された広報紙を閲覧
○キーワード検索が可能

マイ広報紙ウェブ
サイトはこちら

ぜひご利用ください!
問い合わせ先

県庁広報課 ☎099-286-2095 FAX099-286-2119

この印刷物は環境に優しい植物性インキと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。
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