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　3月は空気も乾燥するなど年間で火災が
最も多く発生する時期です。昨年は1,072
件火災が発生し、うち3月は131件になり
ます。 
 「住宅用火災警報器」（煙用）は、火災の
初期に煙に反応してブザーや光で知らせ
るもので、逃げ遅れ防止に非常に有効です。
昨年の死者数は27人で、前年に比べ17
人（約4割）減少しています。 
　各家庭で、火災予 
防の意識を持ち、早 
めに火災警報器を 
設置するなど、火災 
予防に努めましょう。 

◎このコーナー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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　平成20年4月1日から、身体障害者等の
方のために使用される自動車の自動車税・自
動車取得税の減免制度の一部を改正します。 
○現在は全額免除となっている自動車税と
自動車取得税の減免額に上限額が設定
され、上限額を超える額については自己
負担となります。 
　・自動車税　　　減免上限額＝  45,000円 
　・自動車取得税　減免上限額＝125,000円 
　　　　　　　　　（軽自動車は75,000円） 
○生計同一者または常時介護者による運
転に係る減免の対象範囲が拡充されます。 
※詳しくは下記までお問い合わせください。 

身体障害者等のための自動車税・ 
自動車取得税の減免制度が変わります 
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（問い合わせ先） 
 鹿児島地域振興局自動車税課 
 1099（261）5611 
 各地域振興局・支庁県税課 

「さんふらわあ　シャトルバス」 
の運行開始のお知らせ 

　屋久島山岳部のトイレについては電気や
水などの制約が多い環境の中での利用者
の集中により、し尿の適切な処理ができな
いなど、維持管理が問題となっています。 
　平成20年度から山岳部のトイレからし
尿の人力による搬出を行い、その経費につ
いては、登山者など山岳部の利用者をはじめ、
山岳部の保全にご理解いただける方のご
協力（募金）により確保しようと予定してい
ます。 
　多くの方々のご理解・ご協力をお願いし
ます。 
○募  金  額　1人1口500円 
○募金場所　ヤクスギランド 
　　　　　　白谷雲水峡の各窓口 
　　　　　　荒川・淀川両登山口 
　　　　　　屋久島町内の各施設の窓口 

屋久島山岳部保全募金に 
ご協力ください 
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（問い合わせ先） 
 県志布志・大阪航路利用促進協議会 
（県庁交通政策課内） 
 1099（286）2457

（問い合わせ先） 
 屋久島山岳部利用対策協議会事務局 
（県庁環境保護課） 
 1099（286）2613

火災予防に努めよう！ 
「火は見てるあなたが離れるその時を」 

（問い合わせ先） 
 消防保安課　1099（286）2259

（平成19年度防火標語） 

午前8時55分 
（午前9時40分） 

フェリー入港時刻 

午前9時10分 
（午前10時10分） 

志布志港発 

午前11時25分 
（午後0時25分） 

鹿児島中央駅着 

　県志布志・大阪航路利用促進協議会では、
本県の人流・物流を支える重要な航路であ
る志布志・大阪航路の利用促進を図るため、
官民一体となってさまざまな取り組みを
行っています。 
　その一環として、3月1日から志布志港と
鹿児島市内を結ぶシャトルバスの運行が開
始されることとなりました。 
　大阪方面へお出かけの際は、ぜひ、この
シャトルバスとともに、志布志・大阪航路を
ご利用ください。 
○乗車対象　フェリーさんふらわあの利用客 
○運　　賃　大　人　1,800円（片道） 
　　　　　　小　人　　900円（片道） 
○運行時刻（１日１往復）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
　　　　　　　　　　　　 （　）は日曜日 
　鹿児島中央駅のバス乗り場は 東7 です。 
　南埠頭高速船旅客ターミナル、天文館に
も停車します。 
　乗車される場合は運航会社の（株）ダイヤ
モンドフェリーへの予約（099-213-5288）
が必要です。 

午後2時45分 
（午後2時） 

鹿児島中央駅発 

午後5時 
（午後4時15分） 

志布志港着 

午後5時55分 
（午後5時） 

フェリー出港時刻 
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◎このコーナ
　なれます。 
　※紙面の都
◎携帯サイト「
　※「かごしま
　　のみ）こと

（問い合わせ先） 
 県庁港湾空港課　1099（286）3639

（問い合わせ先） 
 県庁交通政策課　1099（286）2465

催 し 

　マリンポートかごしまに観光客船が以下
の日程で寄港します。 
　錦江湾や桜島の雄大な景観にあわせて、
観光客船の優美な姿をお楽しみください。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
　また、「ノーティカ」の寄港にあわせて、
ウォーキング大会を開催します。 
　ぜひご参加ください。 
○日　時　3月16日（日）午前11時～午後3時 

マリンポートかごしまに 
観光客船を見に行こう！ 

ねんりんピック鹿児島2008 
大会マスコット使用のお願い 

　かごしま大会を広くＰＲするため、大会マ
スコット「さくらじまん」や大会ロゴを、製品
や印刷物に使用してくださる方を募集して
います。 
○使用できる方　企業・団体、個人 
○使用料　　　　販売品、非売品とも無料 
○種　類　　　・マスコット      30パターン 
　　　　　　　・ロゴ　  縦、横各4パターン 
○使用例 
　・ぬいぐるみ、Ｔシャツ、キーホルダー、 
　　お菓子などの製品 
　・パンフレット、ポスターなど印刷物への 
　　掲載など 
○申込方法　下記へご連絡ください。 

（問い合わせ先） 
 ねんりんピック鹿児島2008実行委員会 
 1099（286）2864

女性の健康づくりを 
サポートします！ 

○「女性にやさしい医療機関」 
　性差を考慮した医療の 
　提供や女性の受診しや 
　すい環境づくりに努め 
　ています。 
○「女性の健康サポート薬局」 
　（3月からスタート） 
　女性ならではの心身の健康問題の相談
　に対応します。 
○「女性の健康づくり協力店」 
　食、運動、癒しの分野で女性の健康づくり
　をサポートします。 
※上記の医療機関や店舗については、県
　ホームページでご覧いただくか、下記ま
　でお問い合わせください。 
○性差医療推進研修会 
　3月15日（土）午後3時～ 
　県医師会館で開催します。 

　屋久島山岳
水などの制約
の集中により、
いなど、維持管
　平成20年度
尿の人力による
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　3月15日から、肥薩おれんじ鉄道は土日・
祝日の朝夕1往復ずつ、出水駅～鹿児島中
央駅間の快速列車を運行します。 
  〈運転時刻〉 

 

 

 
 
　快速列車の運行を記念して、肥薩おれん
じ鉄道ご利用の方に、肥薩おれんじ鉄道や
鹿児島本線の沿線市の協賛店舗・施設で割
引などのサービスが受けられる「乗ってお
得な利用券」を配布する予定です。 
　ぜひ、肥薩おれんじ鉄道をご利用ください。 

肥薩おれんじ鉄道「オーシャンラ 
イナーさつま」が、鹿児島中央駅 
まで乗り入れを開始します  平成19年からの税源移譲により、所得税

が減額となり、控除可能な住宅ローン控除
額が所得税額より高くなる場合があります。 
 所得税から住宅ローン控除額を引ききれ
なかった方は、翌年度の住民税（所得割）か
ら控除することができます。 
○対象となる方 
平成11年から平成18年末までに入居し、
現在、所得税の住宅ローン控除の適用を
受けている方 
給与所得者の方については、平成19年分
の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住
宅借入金等特別控除可能額」が記載され
ている場合に、住民税の住宅ローン控除
の対象となります。 

○控除の適用を受けるには、お住まいの市
　町村へ、毎年、申告が必要です。 
なお、平成19年分の住宅ローン控除の
申告期限は、平成20年3月17日までと
なります。 

税源移譲による住民税の 
住宅ローン控除があります 

（問い合わせ先） 
 お住まいの市町村の税の窓口 
 

（問い合わせ先
 屋久島山岳部
（県庁環境保護
 1099（28

　　　　船名（船籍） 

ノーティカ（マーシャル） 

マキシム・ゴリキー（バハマ） 

飛鳥Ⅱ（日本） 
 
ぱしふぃっく びいなす 
（日本） 

飛鳥Ⅱ（日本） 
 

スピリット・オブ・オセアヌス 
（バハマ） 

スピリット・オブ・オセアヌス 
（バハマ） 

　   入港予定日時 

 3月16日（日） 
 午前9時～午後7時 

 3月17日（月） 
 午前8時～午後8時 

 3月18日（火） 
 午前8時～午後5時 

 3月26日（水） 
 午前8時～午後11時 

 4月  7日（月） 
 午後3時～午後6時 

 4月18日（金） 
 午前8時～午後5時 

 4月28日（月） 
 午前8時～午後5時 
 

7時37分発 
15時27分発 
11時21分着 
19時19分着 

9時30分着 
17時18分着 
9時39分発 
17時35分発 

 

→ 
→ 
← 
← 

出 水 駅 鹿児島中央駅 

（問い合わせ先） 
 県庁健康増進課　1099（286）2717

いや 

▲マリンポートかごしま周辺地図 
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●第76回日本音楽コンクール受賞記念演奏会 
　クラシック演奏家の登竜門。各部門の優勝者
による清新の気みなぎるコンサート！ 
○日　時　4月29日（火・祝）　午後2時開演 
○出　演　佐藤彦大（ピアノ） 
　　　　　長尾春花（ヴァイオリン） 
　　　　　廣田美穂（ソプラノ） 
　　　　  【特別出演】 
　　　　　武 記好（ソプラノ） 
　　　　　[第61回全日本学生音楽コンクール
　　　　　   第1位・鹿児島出身] 
○入場料（全席自由） 
　　　　　一　般　2,000円 
　　　　　学　生　1,000円 
　　　　　親　子　2,500円 
　　　　　（一般1人＋高校生以下1人） 
 
●宮崎国際音楽祭 鹿児島特別公演 
　「重厚なる室内楽の醍醐味」 
　徳永二男の総合プロデュースによる室内楽
の楽しみ 
○日　時　5月10日（土）　午後2時開演 
○出　演　徳永二男、漆原啓子 
　　　　　漆原朝子（ヴァイオリン） 
　　　　　川崎雅夫、鈴木康浩（ヴィオラ） 
　　　　　古川展生、横坂 源（チェロ） 
　　　　　永島義男（コントラバス） 
　　　　　三界秀実（クラリネット） 
　　　　　吉田 将（ファゴット） 
　　　　　松　 裕（ホルン） 
○入場料　指定席　　　　3,500円 
　　　　　自由席（一般）　3,000円 
　　　　　自由席（学生）　1,000円 
 
 
 
 
 
 
 
 

※県ホームページ  トップページ→リンク集〈県の公共施設〉からアクセスできます。 

県歴史資料センター黎明館 
鹿児島市城山町  TEL099（222）5100

●企画展「絵地図に刻まれた鹿児島の歴史」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○会　期　5月6日（火）まで 
○観覧料　一　般　300（230）円 
　　　　　高大生　190（120）円 
　　　　　小中生　120（  60）円 
　　　　　（　）は20人以上の団体料金 
 
●エンジョイ・黎明館 
「孫、子に語ろう鹿児島の歴史と文化」 
○日　　時　毎月第2土曜日 
　　　　　　午前9時30分～正午 
○定　　員　20人（先着受付順） 
○申込方法　電話（099-222-5396）でお申
　　　　　し込みください。 

○参 加 費　一　般　　　　230円 
　　　　　   高校・大学生　 120円 
　　　　　   小・中学生　　　60円 

県立図書館 
鹿児島市城山町  TEL099（224）9511　 

http://www.pref.kagoshima.jp/kentosho/

みやまコンセール 
霧島市牧園町  TEL0995（78）8000

http://www2.synapse.ne.jp/miyama/

●1回しろやま教養講座 
　「裁判員制度について（仮題）」 
　司法関係者を講師に招き、裁判員制度導入
についての経緯や、裁判員の仕事や役割など
について分かりやすく解説します。 
○日　時　5月10日（土） 
　　　　　午後1時30分～午後3時 
○受講料　無料 
○定　員　200人 
※受講を希望される方は、事前にお申し込みく
　ださい。 

上野原縄文の森 
霧島市国分  TEL0995（48）5701

http://www.jomon-no-mori.jp/

●春まつり 
○日　時　5月3日（土）～5日（月） 
　　　　　午前10時～午後3時（各日とも） 
○内　容　音楽パフォ－マンス、花の市、縄文
　　　　　遊び体験、火おこし大会など（予定） 
※5月5日（月）のこどもの日は，県内の小・中学
　生に限り、展示館の料金が無料となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●アートギャラリー 
　第5回隼工展（隼人工業生徒作品展） 
　隼人工業高等学校の生徒によるインテリア・
電子機械・情報技術科の課題研究・実習・部同
好会・課外活動などの「ものづくり」学習の成
果を展示します。 
○会　期　3月13日（木）～19日（水） 
※アートギャラリーは、無料でご覧いただけます。 

  

http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/

 

▲徳永二男 

●奄美の郷ライブステージ（若手唄者の響演） 
○日　時　3月16日（日） 
　　　　　午後1時30分～午後3時30分 
○場　所　奄美の郷　イベント広場 
○入場料　無　料 
 
●大炊御門エデン「奄美神々の大天底展」 
○会　期　3月23日（日）～4月7日（月） 
○場　所　田中一村記念美術館　企画展示室 
○入場料　無　料 
 
●あまみっ子フェスタ 
○日　時　5月4日（日） 
　　　　　午後1時30分～午後3時30分 
○場　所　奄美パーク多目的広場 
○入場料　無　料 

奄美パーク 
奄美市笠利町  TEL0997（55）2333

http://www.amamipark.com/
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県政広報番組 

TV

ラジオ 

テレビ 

テレビ＆ラジオ 

サザン 
モーニング 
県の行事や制度などをア
ナウンサーと県担当者な
どとの対談で紹介し、また、
軽音楽にのせて県政の話
題を紹介します。 

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 

さわやかなＢＧＭにの
せて、県の楽しいイベン
トなどを中心に紹介し
ます。 

國方栄利子アナウンサ
ーが番組を進行するニ
ュース的な手法により、
県政の施策や話題など
を3部構成で紹介します。 

KKB 毎週土曜日 
11:30～11:45

KYT 毎週日曜日 
11:40～11:45

リポーターが県内各地
に出かけ、県政情報をお
伝えします。 
毎週抽選で素敵な特産
品が当たります。 

MBC 毎週土曜日 
11:15～11:30

KTS 毎週土曜日 
17:25～17:30

だじゃれ好きのお父さん、
おちゃめなお母さん、
しっかりものの智ちゃん、
元気な教くん、やさしい
おじいちゃん、おばあちゃ
ん。薩摩家の6人家族が
県政を分かりやすくお
伝えします。 

 
外国人リポーター「ヒ
リー」が県内各地に出
かけ、生活に身近な情報
や時の話題などを楽し
く紹介します。 

◎最新の番組内容を、 
　県ホームページトップページ →広報・広聴→広報誌・広報番組 
　から動画でご覧いただけます。 

●第76回日本
　クラシック演
による清新の気
○日　時　4月
○出　演　佐藤
　　　　　長尾
　　　　　廣田
　　　　  【特
　　　　　武 
　　　　　[第
　　　　　   第
○入場料（全席
　　　　　一　
　　　　　学　
　　　　　親　
　　　　　（一
 
●宮崎国際音楽
　「重厚なる室
　徳永二男の
の楽しみ 
○日　時　5月
○出　演　徳永
　　　　　漆原
　　　　　川崎
　　　　　古川
　　　　　永島
　　　　　三界
　　　　　吉田
　　　　　松　
○入場料　指定
　　　　　自由
　　　　　自由
 
 
 
 
 
 
 
 

■県の人口 

　　　　男 

　　　　女 

■世 帯 数 

（平成20年1月1日現在） 

 

 

みや
霧島市牧園町

http://www

1，730,834 人　　（対前月311人減） 

808，040 人　　  （対前月85人減） 

922，794 人　　（対前月226人減） 

733,156 世帯  （対前月74世帯減） 

 

 

指宿市 

●第１回霧島ファミリー散歩 
　特別天然記念物「ノカイドウ」観賞や春の星空
観望、霧島散策をとおして、家族や友人との絆を
深めてみませんか。 
○期　日　4月26日(土)～27日(日) 
○場　所　県立霧島自然ふれあいセンター 
　　　　　えびの高原　 
○対　象　家族および成人グループ 
○申込方法 
ホームページに掲載している参加申込書に必
要事項を記入の上、メール、郵送またはＦＡＸ
でお申し込みください。 
ホームページをご覧になれない場合は、上記
までご連絡ください。 

http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima

県立霧島自然ふれあいセンター 
霧島市牧園町 TEL0995（78）2815

 

 

▲徳永

指宿市 

●自主文化事業 
　「京フィルとあそぼう!ファミリーコンサート」 
　　午前の部 「はじめてのクラシックコンサート」
　　　　　  幼児向け／0歳～ 
　　午後の部 「夢いっぱいコンサート」 
　　　　　　  子ども向け／5歳～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○日　　時　5月3日（土・祝） 
　　　　　　午前の部　午前11時開演 
　　　　　　午後の部　午後  2時開演 
○出　　演　京都フィルハーモニー室内合奏団 
○入場料金　おとな　2，000円 
　　　　　　（当日　2，500円） 
　　　　　　こども　1，000円 
　　　　　　（当日　1，500円）  
○内　　容　ゴールデンウィークに親子で楽し
　　　　　　むコンサート。 
　　　　　　通常のクラシックコンサートでは
　　　　　　入場をお断りしている未就学児の
　　　　　　鑑賞を可能にし、また、0歳からと
　　　　　　5歳以上とに分け小中学生にも楽
　　　　　　しめるプログラム。 
　　　　　　育児中の保護者もコンサート鑑賞
　　　　　を楽しめる。 
※入場券は宝山ホールおよび各プレイガイドに
て発売中。 
 
 

http://www.houzanhall.com

宝山ホール（県文化センター） 
鹿児島市山下町 TEL099（223）4221
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