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平成25年度
鹿児島県警察官Ａ(大学卒)採用試験

【採用予定人員】
　91人(男性79人、女性10人、武道2人)
【受  験  資  格】            
　昭和57年4月2日～平成8年4月1日に生
まれた方で、4年制大学を卒業した方または
平成26年3月末日までに卒業見込みの方
【受  付  期  間】4月1日(月)～4月17日(水)
【第１次試験日】5月12日(日)
【第１次試験会場】鹿児島市
※詳細については、県警察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】県警察本部警務課採用係
　　☎099(206)0110（代表）
　　☎099(206)2220（直通）
http://www.pref.kagoshima.jp/
police/

募　集
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自動車税のグリーン化税制を
ご存じですか？

　グリーン化税制とは、排出ガス性能など
に応じて自動車税を減額(軽課)または増額
（重課）する制度です。
○平成25年度に減額（軽課）される自動車
　平成24年4月から平成25年3月末までに
　新車新規登録した自動車のうち
　・電気自動車、プラグインハイブリッド

自動車、一定の排出ガス性能を満たす
天然ガス自動車および排出ガス基準・
燃費基準達成車

○自動車税が増額（重課）される自動車
　・平成 14 年 3 月 31 日までに新車新規

登録したディーゼル車
　・平成 12 年 3 月 31 日までに新車新規

登録したガソリン車（LPG車を含む）
※税額など、詳しくは下記までお問い合わ
せください。

【問】鹿児島地域振興局自動車税課　
　　☎099(261)5611
　　県庁税務課　☎099(261)2202

くらし

中小企業経営革新支援制度の
ご案内

　県では、新商品の開発や生産、新サービ
スの提供など、新たな事業活動に取り組む
中小企業を応援しています。
【支援内容】
　中小企業者が新事業の内容や経営目標
を盛り込んだ経営革新計画を作成して県知
事の承認を受けると、次のような支援を利
用することができます。
　・政府系金融機関による低利融資
　・県からの補助金など
※経営革新計画の作成や支援内容など、詳
しくは下記までお問い合わせください。

【問】県庁経営金融課　☎099(286)2944

家畜の所有者は飼養状況などの
定期報告が必要です

　家畜伝染病予防法の
規定により、家畜の所有
者は、毎年、家畜の飼養
状況などについて県へ
報告することが義務付
けられています。
　平成25年2月1日時点の飼養頭羽数や飼養
衛生管理状況についての報告をお願いします。
【対 象 者】
　全ての家畜・家きん(鶏など)の飼養者
【報告期限】
　牛、豚、馬など 　 4月15日(月)
　家きん(鶏など)   6月15日(土)
【問】県庁畜産課　☎099(286)3224

中小企業金融円滑化法の
期限到来後の検査・監督の

方針について
　中小企業金融円滑化法が本年3月末に期
限を迎えます。
　中小企業者および住宅ローン利用者で、
「金融機関が貸付条件変更などに応じてく
れなくなるのでは？」など、不明な点やご相
談がありましたら、下記までお問い合わせく
ださい。（個別事案の仲介・斡旋は行いませ
ん。）
【金融庁の検査・監督の方針(骨子)】
　期限到来後の金融機関に対する検査・監督
の方針（骨子）については下記のとおりです。
○金融機関が貸付条件変更等に努めるべき
ことは、期限到来後も何ら変わりません。

○金融検査・監督のスタンスは、期限到来後
も変わらず、金融機関には、借り手の経営
課題に応じた解決策を、借り手の立場で
提案し、時間をかけて実行支援するよう
促します。

※詳細については、金融庁ホームページで
ご確認ください。

○金融庁ＨＰ　http://www.fsa.go.jp
【問】九州財務局鹿児島財務事務所理財課
　　☎099(226)6155
　　県庁経営金融課　☎099(286)2946
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防空壕にご注意を
～情報提供のお願い～

　防空壕が、子どもたちの遊び場にならな
いよう地域で見守り、気付いたときは注意し
ていただくようご協力ください。
○防空壕の中は、一酸化炭素中毒になるな
どの危険があります。

○危険な防空壕については、各市町村が安
全対策を行っていますが、まだ確認され
ていない箇所がある可能性もあります。

○お近くに危険な防空壕がありましたら、最
寄りの市役所・町村役場まで情報提供を
お願いします。

【問】県庁都市計画課　☎099(286)3688

南九州西回り自動車道
(薩摩川内水引IC～

薩摩川内高江IC間)開通

　南九州西回り自動車道は、熊本県八代市
を起点に水俣市、鹿児島県出水市・阿久根
市・薩摩川内市などを経て鹿児島市に至る、
国が整備を進める総延長約140kmの高規
格幹線道路です。このうち、薩摩川内水引IC
～薩摩川内高江IC間（3.5km、無料区間)
が、3月10日(日)に開通します。
　これにより、移動時間の短縮が図られ、川
薩地域の産業・観光の振興、地域間交流の
促進などが期待されます。
【一般開放】3月10日(日) 午後5時 予定
【問】県庁高速道対策室
　　☎099(286)3553

一部市町のパスポート窓口が
変わります

　次の市町に住民登録されている方は、平
成25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、原則として、県のパスポート
窓口は利用できなくなりますのでご注意く
ださい。
【該当する市町】
　枕崎市、曽於市、東串良町、瀬戸内町、
　喜界町
【問】県庁国際交流課　☎099(286)2303
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竹んこほりデー
　青少年研修センター敷地内の竹林で、
春の訪れを感じながらタケノコ掘り体験
と、竹を使ったクラフト活動を楽しんでみ
ませんか。

【開催日】4月7日(日)、13日(土)
【時　間】午前8時45分～正午
【場　所】県立青少年研修センター
【定　員】各先着50組200人程度
【申込方法】電話での申し込みになります。
【募集期間】3月10日(日)～30日(土)
【問】県立青少年研修センター
　　☎099(294)211１

県ホームページアドレス
http://www.pref.kagoshima.jp/

催　しマリンポートかごしまへ
クルーズ船を見に行こう！

　マリンポートかごしまに国際クルーズ船
が寄港します。ご家族、ご友人、みんなでク
ルーズ船を見てみませんか。

【寄港予定日時】
◇アザマラ・ジャーニー(マルタ)
  3月13日(水)　午前9時30分～午後5時
◇ノーティカ(マーシャル)
  3月19日(火)　午前8時～午後6時
◇飛鳥Ⅱ(日本)
  3月25日(月)　午前10時～午後6時
◇ダイヤモンド・プリンセス（バミューダ）
  3月26日(火)　午前7時～午後4時
◇アマデア（バミューダ）
  3月28日(木)　午前9時～午後8時
※天候や運航スケジュールなどの事情によ
り、日程等は変更されることがあります。
クルーズ船の寄港情報は、県ホームペー
ジをご覧ください。

※原則として、船内見学は出来ませんので
ご了承ください。

【問】県庁観光課
　　☎099(286)3006

http://www.pref.kagoshima.jp/a
h09/cruiser/schedule121228.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県立博物館企画展
「かごしま化石発見伝」

　太古へのロマンに、子どもから大人まで心
を魅了する化石。化石は遠い過去の時代の
出来事を教えてくれます。化石をもとにかご
しまの過去にタイムスリップしてみましょう。
甑島や獅子島で見つかった恐竜等の化石を
はじめ、鹿児島の化石をまるごと紹介します。

【開催期間】3月9日(土)～5月26日(日)
【時　間】午前9時～午後5時
【場　所】県立博物館　1階企画展示室
【入場料】無料
【問】県立博物館　☎099(223)6050

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第35回企画展
「古代人の華麗な技」

　長年、鹿児島県の考古学界をリードして
きた考古学者、故河口貞徳氏（1909～
2011）が調査した山ノ口遺跡の軽石製岩偶
や上加世田遺跡の獣形勾玉、下小路遺跡の
合せ口甕棺などの考古資料や実測図・書籍
の一部を「河口コレクション」として同時公
開しています。
　これまでほと
んど一般公開さ
れ たことのな
い、鹿児島県の
歴史や文化を知
る上で大変貴重
な資料です。

【開催期間】3月31日(日)まで(現在開催中)
※休園日：毎週月曜日
　　　　　(休日の場合はその翌日)
【場　所】上野原縄文の森
　　　　展示館企画展示室
【入館料】一       般　300円(240円)
        　 高・大学生　210円(160円)
            小・中学生   150円(120円)
※( )は20人以上の団体割引料金

【問】上野原縄文の森　☎0995(48)5701

さわってみよう能の世界
  「能楽体験講座」と「公演観賞」を開催し
ます。日本の伝統芸能「能楽」に触れてみま
せんか。

【開催日】3月28日(木)
【時　間】能楽体験講座　午後1時30分～
　　　　公演観賞　　　午後2時50分～
【場　所】かごしま県民交流センター
【内　容】
○能楽体験講座
　仕舞、謡、狂言、囃子の体験
○公演観賞
　演目 ： 狂言
　　　　和泉流「盆山」　吉住　講  ほか
【対　象】
○能楽体験講座と公演観賞
　小・中学生(定員90人)
○公演観賞
　小学生以上(定員400人)
【申し込み方法】
○能楽体験講座と公演観賞
○公演観賞
　　どちらも往復はがきでの申し込みにな
ります。詳しくは下記までお問い合わせく
ださい。

※能楽体験講座は公演観賞も含みます。能
楽体験講座のみの受講はできません。

【問】宝山ホール
　　☎099(223)4221

鹿児島市吉野町磯で発見されたカキの化石（約12万5千年前）

山ノ口遺跡（錦江町）
軽石製岩偶

かごしまキッズサイトに
「チャレンジクイズ」コーナーを新設
　鹿児島の魅力や特徴を題材にしたク
イズに挑戦し、鹿児島のことを楽しく
学べます。 君は何問正解できるかな!?

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