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２面 地域の食材を活かして健康で豊かな食生活を!!
３面 若者の就職を応援します。〜雇用環境改善に向けた取り組み〜
４面 情報ボックス／特産品プレゼント
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鹿児島県ホームページアドレス http://www.pref.kagoshima.jp/

1

大胆改革続行・かごしま

オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築
○ オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築を図ります。
○ 分権型社会に対応したネットワーク型県土を形成します。

2

暮らし安心・かごしま

生涯を通じて安心して暮らせる社会づくり
○
○
○
○

3

心豊かに生涯を送ることができる健康長寿県づくりを推進します。
いつでもどこでも、安心・安全な医療が提供されるよう取り組みます。
高齢者や障害者等が安心して暮らせる地域社会づくりを推進します。
安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進めます。

あんぜん・かごしま

安心・安全な社会の形成と県土づくり
○ 日本一安全な鹿児島づくりに取り組みます。
○ 自主防災力・地域防災力の充実とともに、災害に強い県土づくりを進
めます。

4

環境先進県・かごしま

人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり
○
○
○

5

環境先進県として、地球を守る低炭素社会の実現に貢献します。
地球にやさしい循環型社会の形成を図ります。
自然あふれる癒しのかごしまづくりを進めます。

経済飛躍・かごしま

新時代に対応した戦略的な産業おこし
○

さらなる農林水産業の振興と「安心・安全・新食料供給基地」の形成
を図ります。
○ 世界を魅了する観光地「KAGOSHIMA」の形成を図ります。
○ 新たな産業戦略の展開を図ります。
○ かごしまの多彩な魅力「本物。鹿児島県」を、国内外に向けて、戦略
的にPRを展開します。

いきいき・かごしま

6

誰もがいきいきと活躍できる雇用環境づくり
○
○

ふるさとでいきいきと働ける環境づくりを進めます。
仕事と生活の調和がとれた社会づくりを進めます。

快適空間・かごしま

7

快適で活力ある生活空間の形成
○ 個性豊かな景観と活力あるまちづくりを進めます。
○ 国内外を結ぶ陸・海・空の交通ネットワークを形成します。
○ メリハリをつけた公共事業と地域の基盤整備に努めます。
○ 地理的な距離を克服する情報ネットワークを構築します。

地域力再生・かごしま

8

農山漁村の活性化と奄美・離島の振興
○
○

農山漁村の活性化を図ります。
自立的発展に向けた奄美・離島の振興を図ります。

共生・協働・かごしま

9

共生・協働による温もりのある地域社会づくり
○

かごしま本来の優しく温もりのある地域社会をベースに「共生・協働
の地域社会づくり」をさらに前進させます。

10

はぐくむ・かごしま

教育の再生と文化・スポーツの振興
○
○
○

知・徳・体の調和のとれた教育を推進します。
生涯にわたって学べる環境づくりとスポーツの振興を図ります。
文化芸術が彩るかごしまづくりを展開します。

このたび︑県民の皆様の御支援を
いただき︑再び 県 政を 担 当させてい
ただくことになりました︒
これまでの知事としての四年間の
活 動を 通して︑本 県の置かれている
現状を見ますと︑
﹁力みなぎる・かご
しま﹂
をつくるためには︑時代の趨勢
をいち早くつかみながら︑鹿児島の将
来を信じて︑様々な課題に果敢に挑
戦していくことが 求められていると
思います︒
私は︑﹁新たな未来への挑戦﹂をス
ロ ーガンに︑二 期 目 の 課 題と して︑
﹁大胆改革の継続﹂と﹁子どもからお
年 寄 りまで すべての 県 民にとって 優
しく温もりのある社会の構築﹂を掲
げたいと思います︒
ここ 鹿 児 島においては︑子どもか
らお年寄りまですべての県民が生涯
を通じて安心して暮らすことができ︑
自らの人生やふるさとに夢と誇りを
持てる︑優しく温もりのある地域社
会をつくることが 極めて 重 要だと 考
えています︒
このような観点に立って︑私は︑今
後︑二十一世紀における人類の共通
課題である
﹁環境﹂︑
﹁食料﹂︑
﹁医療・
福祉﹂
に重点を置きつつ︑上に掲げた
十の挑戦に全力を挙げて取り組んで
いきます︒
県政の主人公はあくまで県民の皆
様です︒
今後とも︑様々な機会をとらえ︑県
民の皆様と対話しながら︑本県の
﹁本
物﹂の素材やあふれる可能性をとも
に見つめ︑力を合わせて︑二十一世紀
にふさわしい
﹁力みなぎる・かごしま﹂︑
﹁日本一のくらし先進県﹂を創ってい
きたいと思います︒
県民の皆様の御理解と一層の御支
援を心からお願い申し上げます︒

鹿児島県知事

伊藤

祐一郎

地域の食材を活かして健康で豊かな食生活を!!
健康な体を維持して、食生活を送るためには、バランスのよい食事をすることが大切です。
しかし、
「バラン
スのよい食事」
といっても、
どのような食事のことをいうのでしょうか、わからない方も多いと思います。
そこで、
この バランス をわかりやすく示すため、
１日に「何を」
「どれだけ」食べたらよいかをコマの形の
イラストで示した「食事バランスガイド」が厚生労働省と農林水産省により作られました。
「食事バランスガ
イド」ではコマのイラストや料理例により、1日分の食事を表し、
これらの食事のバランスが悪いと倒れてし
まうことを表現しています。
自分の１日の活動量やライフスタイルに合わせて、各「料理区分」
（主食・副菜・主菜など）から料理を選び、
１日の食事を組み立てるようにして、健康で豊かな食生活を送りましょう。

1日分の食事

運動

県では、県民の皆さんに親しみを持って「食事バランスガ
イド」を、食生活の改善に生かしていただけるよう郷土料理
などを盛り込んだ
「かごしま版食事バランスガイド」を作成し
ました。

水分

かごしま版の特徴

（

）

1日に必要なエネルギー量
およそ2200kcalの方の目安量

〜

○県民が慣れ親しんでいる鶏飯やさつますもじ、がね、さ
つま汁などの郷土料理の紹介
○県内で季節ごとに生産される農林水産物とそれらを活
用した料理の紹介
○地域の主な伝統行事とそれにちなんだ料理や菓子の紹介

つ

〜

つ

〜

つ

※「かごしま版食事バランスガイド」については、県ホーム
ページ（トップ＞産業・労働＞食・農業＞食育・地産地消）で紹
介しているほか、県庁農政課でパンフレットを作成していま
す。詳しくは、下記問い合わせ先まで、お尋ねください。

自分の適量をチェックしよう!!
料理区分別の摂取の目安
性・年齢・体位から1日にどれだけ食べたらよいか考えましょう。
主食

つ

つ

料理区分

※コマが回転しつづけるためには、食事のバランスをとるとともに、
水分を十分にとること、適度な運動をすること、
菓子、嗜好飲料を楽しく適度にとることが大切です。

副菜

県庁農政課 ☎099（286）3093

牛乳・乳製品

果物

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

基本形は、
ほとんどの女性と活動量の低い男性向けです。

□活動量の見方
：１日中座っていることがほとんど
：座り仕事が中心だが、
歩行・軽いスポーツなどを5時間程度は行う。
さらに強い運動や労働を行っている人は、調整が必要。

※
［＋副菜2］
などの表現は、
副菜も2つ含まれていることを示しています。

問い合わせ先

主菜

つ

若 者 の 就 職 を 応 援 し ま す 。 〜雇用環境改善に向けた取り組み〜
若者の雇用を取り巻く環境は、新規高卒者の就職決定率が６年連続で上昇しているものの、早期離職者の増加やフリーター・ニートの問題など厳しい
状況にあります。
県ではこのような状況を改善するため、
「鹿児島県総合的雇用対策」に基づき、国や関係機関と連携しながら、就職支援、就職機会の創出など、雇用機
会の拡大に向けた取り組みを推進しています。

自分に合った仕事を見つけたい！ 〜就職活動などで困ったときは〜
若者就職サポートセンター
（キャッチワークかごしま）に行ってみよう！

若者就職サポートセンター鹿屋サテライト

県では、35歳未満の若者が気軽に立ち寄り、就職に関する情報提供や就
業相談、各種セミナー、就職面接会などのきめ細やかなサービスをワンスッ
プで受けられる施設を鹿児島市と鹿屋市に設置運営しています。
昨年度は、5,005人がセンターに登録し、
1,862人が就職しました。

（祝日・年末年始休み）

自分にはどんな仕事が向いているの？
就職に関するいろんな情報を集めたい。
アルバイトを続けていても将来が不安だ。
今の仕事を続ける自信がない。
面接の時、どうやって自分をアピールすればいいの？

ビジネスマナー＆求職活動支援講座
グループカウンセリング
職場見学会
コミュニケーション能力アップ講座
企業説明会＆就職面接会
ニート状態にある若者相談会など
デリバリーカウンセリング
（離島などに出向いて実施します）

利用時間
電話番号

開催日

10月7日（火）

ビジネスマナー＆求職活動支援講座
（鹿児島会場）

時

間

午後1時〜午後5時

場

所

リナシティ鹿屋

※詳しくは、左記までお問い合わせ
ください。

自分のことを振り返る
いい機会になります。

カウンセ
リング

各種講座
同じフロアーで職業紹介まで
受けられ便利です！

ニート状態にある若者
（保護者）相談会

8月20日（水）
・10月29日（水） 8月28日（木）
・9月29日（月）

時

間

午後1時〜午後5時

午前10時〜午後4時30分

午後1時〜午後5時

場

所

鹿児島アリーナ

県民交流センター

鹿児島商工会議所（アイム）ビル

定

員

ー

各20名

各4組
（予約制）

来春卒業予定の学生など・
若年者（35歳未満）

若年失業者・
短大・大学生など

ー

対象者

10月30日（木）

開催日

対象者 学生を除く35歳未満の若年者

午前8時30分〜午後5時
0994
（36）0061

受付・登録

■イベントスケジュール
就職面接会＆就職講座

企業説明会＆
ミニ面接会（鹿屋会場）

鹿屋市北田町3-3（鹿屋市産業支援センター２階）
開 館 日
月曜日〜金曜日

こんな時はお気軽にご相談ください！

こんなサービスが受けられます。

■イベントスケジュール

大隅地域で就職活動をする若者をサポー
トするため、開設しました。
若者就職サポートセンターと同様のサー
ビスを受けることができます。

職業紹介

就職

キャッチワークかごしま キャリアカウンセラー

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

宮内

実技を兼ねたセミナーは
とても役立ちます。

洋子さん

まず、
自分を知ることから始まります（自己理解）。どんな仕事に向いて
いるかを調べます（仕事理解）。それらを通して、
自分に何が必要、
何が
出来るかを自分自身で「気付く」ことが大切です。自己アピールができ、
求人に応募する過程まで私たちがサポートしていきますのでお気軽にご
相談ください。

鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所
（アイム）
ビル３階
開 館 日
月曜日〜金曜日（祝日・年末年始休み）
利用時間
午前9時30分〜午後6時
電話番号
099
（216）9001

ニート から一歩踏み出したい！ 〜あなたが、家族が相談したい時は〜
地域若者サポートステーションが支援します。

かごしま静活館センター長（精神保健福祉士）

竹田

寿昭さん

働きたくてもチャンスをつかめなかった若者に、
次のステップを提供で
きる場をつくりたいという思いでサポートステーションを設立しました。
本人や家族からの相談を受け、苦悩を共有しながら、
カウンセリング
や職場体験を行うことにより、
若者の職業的自立を支援しています。
何らかの出来事につまずいて自信をなくした若者も、
きっかけさえあ
れば自立に向けて歩み出せます。お気軽にご相談ください。

ニート状態にある若者の職業的自
立を目指し、若者やその家族の方の
相 談 に 応じるともに 、職 場 体 験 や
ジョブトレーニングなどの自立支援
プログラムを実施しています。

■若者サポートステーションかごしま静活館
指宿市山川成川544番地
開 館 日
月曜日〜土曜日

■奄美若者サポートステーション
奄美市名瀬長浜町23番25号
開 館 日
月曜日〜土曜日

（祝日・年末年始休み）
利用時間
電話番号

（祝日・年末年始休み）

午前9時〜午後6時
0993
（27）6466

利用時間
電話番号

午前9時〜午後8時
0997
（57）0770

目指せ！技術者。〜就職に活かせる知識や技術を身につけたい時は〜
県立高等技術専門校とは？

新たに就職しようとする人などに、必要な知識と技能を習得する機会を提供し、就職を支援しています。
専門校名
吹上高等技術専門校
日置市吹上町中之里1717
☎099（296）2050
宮之城高等技術専門校
薩摩郡さつま町船木881
☎0996（53）0207
姶良高等技術専門校
姶良郡姶良町西餅田1120
☎0995（65）2247
鹿屋高等技術専門校
鹿屋市川西町3482
☎0994（44）8674

訓練科目
自動車工学科
機械整備科
金属加工科
建築工学科
室内造形科
建築科

対象者
定員 訓練期間
20人 ２年
高卒者等
10人 １年
高卒者等
20人 ２年
中卒者等
20人 ２年
高卒者等
20人 ２年
中卒者等
20人 １年
離転職者等

情報処理科
メカトロニクス科

20人
20人

２年
２年

高卒者等
高卒者等

電気設備科（仮称） 20人

２年

高卒者等

先輩からのメッセージ

職場で活かせる実践的な
知識・技能を習得しています。
問い合わせ先

県庁雇用労政課 ☎099（286）3026

西須

平成２１年度入校者選考試験の日程
推薦（一部）
募集期間：平成20年 8月 25日 〜 9月10日
試 験 日：平成20年 9月 22日（月）
高卒課程
募集期間：平成20年10月 6日 〜 10月24日
試 験 日：平成20年11月10日（月）
中卒課程
募集期間：平成20年12月15日 〜 1月16日
試 験 日：平成21年 1月 23日（金）
※詳しくは、各高等技術専門校へお問い合わせください。

裕記さん（平成17年度修了生）

私は、
宮之城高等技術専門校を修了して、
現在、
家具や建具を作る仕事をしています。
自分で家具を作りたいと以前から思っていた私に、
高校の時の先生から専門校のことを聞き、
すぐに
入校することを決めました。
在校中の２年間は道具の使い方、
手入れの方法など様々なことを学ぶことができました。
また、
技能
五輪にも出場し、
入賞することができました。
自分の可能性に挑戦してみたい方には、
ぜひ県立高等技術専門校へ入校することをお勧めします。
〔第４５回技能五輪全国大会銀賞（第２位）受賞〕

◆県の人口 1,721,452 人 （前月比 −435 人 ）
735,598 世帯 （前月比 ＋254 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20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。
※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。

「じんけんフェスタ2008イン鹿屋」
を開催します

「ねんりんピック鹿児島２００８」
観覧者を募集します！

「ダイヤモンド・プリンセス」
船内見学会の参加者募集！

県民の皆さまに、さまざまな人権問
題についての関心を高め、基本的人権
の尊重とその擁護についての正しい理
解と認識を深めていただくことを目的
に開催します。
【日

時】 8月16日（土）
午後1時30分〜午後5時
（開場は正午）
【場 所】 鹿屋市文化会館
（鹿屋市北田町11107）
【内 容】 ･ＤＪポッキー ＆ 辛島美登里 ライブ＆トーク
･映画「ヘレンケラーを知っていますか」
･人権啓発パネル展
･読み聞かせの会
･おもちゃリサイクル など
※入場無料ですが、参加者が多数の場合は入場をお断りすること
があります。

問い合
県庁人権同和対策課
わせ先

10月に開催するスポーツ、文化、健康、福祉の総合的な祭典
「ねんりんピック鹿児島2008」
では、下記のイベントの観覧者を募
集中です。詳細は事務局までお問い合わせください。
①総合開会式
②音楽文化祭
③ファッションショー
④シンポジウム
⑤総合閉会式

10月25日
（土）
10月26日
（日）
10月26日
（日）
10月28日（火）
10月28日
（火）

【応募要件】 県内に居住または在勤・在学の方で、
運転免許証またはパスポートなどの所持者

県立鴨池陸上競技場
宝山ホール
鹿児島市民文化ホール
鹿児島市民文化ホール
鹿児島市民文化ホール

【応募方法】 ハガキ1通につき2人までの住所、氏名、ふりがな、
性別、生年月日、電話番号、勤務先（学校名）を記入し、
下記の問い合わせ先までお送りください。
【申込締切】 8月19日
（火）必着

【申込締切】 9月5日
（金）
（当日消印有効）
他にも募集していますので、詳しくは県ホームページをご覧くだ
さい。

※応募者多数の場合、抽選で決定し、参加決定者のみ、8月末まで
に通知します。
詳しくは県ホームページをご覧ください。

問い合 ねんりんピック鹿児島2008実行委員会事務局
わせ先 （県庁ねんりんピック推進室内） ☎099（286）2864

問い合 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10−1 県庁港湾空港課内
わせ先 「ダイヤモンド・プリンセス」船内見学会係 ☎099（286）
3639

☎099
（286）2574

公社の宅地で安心！
幸せのマイホーム生活を！
！

住宅・土地統計調査にご協力を！
！
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。
この調査の結果は、暮らしやすい住宅、ゆとりある生
活環境を実現するための重要な資料となります。
調査は10月1日現在で、全国の約350万世帯を対象に行われ
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
が調査票を持ってお伺いしますので、
ご協力をお願いします。
なお、調査の内容は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。安心してご記入ください。

｢マリンポートかごしま｣供
用開始一周年を記念し、10月
3日（金）に寄港する観光客船
「ダイヤモンド・プリンセス」
（11.6万トン）船内見学会の
参加者150人を募集します。

鹿児島県職員を募集します。

県住宅供給公社では、ゆとりの住まいを実現する良質な宅地を
分譲しています。
【分譲団地】 ●ガーデンヒルズ松陽台（鹿児島市）
鹿児島中央駅まで8分のJR沿線タウン
●妙円寺団地（日置市）
5,700人が暮らす成熟タウン
●永利ホープタウン（薩摩川内市）
下水道完備の先進団地
●パークヒルズ鹿屋（鹿屋市）
お求めやすい価格、
利便性の良い立地

ガーデンヒルズ松陽台

妙円寺団地

永利ホープタウン

インターネットで受験申込ができます。
【試験区分】 ○中級 一般事務、教育事務
○初級 一般事務、警察事務、土木
※初級の一般事務は、平成19年度から従来の一般事
務と教育事務の試験区分を統合して実施しています。
【受付期間】 8月11日
（月）〜8月27日
（水）
※インターネットによる受験申込は、
8月11日
（月）〜8月25日
（月）
【試 験 日】 9月28日
（日）
【試 験 地】 鹿児島市
【そ の 他】 受験資格、申込書の配布場所など詳しいことについて
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。

パークヒルズ鹿屋

ご紹介制度で10万円プレゼント！
ご紹介いただいたお客様が、平成20年12月末までに公社分譲
宅地を成約されると10万円をプレゼントします！！

問い合
県庁統計課
わせ先

毎週土曜日
11:15〜11:30

毎週土曜日
10:45〜10:55

KTS

毎週土曜日
17:25〜17:30

KYT

毎週日曜日
11:40〜11:45

※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。

問い合
☎099
（286）3893
県人事委員会事務局総務課
わせ先
☎099
（286）3894

県政
広報
番組表

ラジオ

KKB

テレビ

MBC

問い合 県住宅供給公社
☎099（226）7831
わせ先 ホームページ http://www.synapse.ne.jp/kajyukou/

☎099
（286）
2482

MBC

サザン
モーニング

ジョイフル
かごしま

毎週日曜日
7:40〜8:00

月曜〜金曜
9:27〜9:32

ご意見・ご感想をお聞かせください！

〈特産品の問い合わせ先〉

鹿児島ブランドショップ

宛先 鹿児島県庁広報課
ハガキ
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1

鹿児島どんぐり黒豚みそ
竹ザル（７個入）
２個セット×５名

㈱ＮＲＫ
鹿児島市鴨池新町14-26
☎099（285）7095

FAX
099
（286）
2119
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。

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
締切
平成20年9月30日（火）必着

ミューＦＭ

２００７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

どんぐりを食べて育った質の高い
黒豚の旨みと甘辛いみその風味がご
飯によくあいます。愛らしいオリジナ
ルキャラクターは、お子様から大人の
方まで喜ばれます。小さなパックに鹿
児島が「ぎゅっ」
と詰まっています。

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。
、

［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

●山形屋
山形屋
●立体駐車場

［定休日］
年末年始

●南日本銀行

●鹿児島信用金庫
県産業
会 館

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。

