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イ ベ ン ト

有料：一般200円、大学生130円、高校生以下無料
休館：月曜日（祝日の場合は翌日）
http://cyber.pref.kumamoto.jp/kougei/

問熊本県伝統工芸館（熊本市） ☎096-324-4930

県立装飾古墳館の初代館長でもあった故原口長之氏
が収集した、徳川家慶葬列絵巻などの、学術的に極め
て価値の高い絵巻・古文書・考古資料を展示します。
有料：一般410円、大学生250円、高校生以下無料 
休館：月曜日（祝日の場合は翌日）
http://www.kofunkan.pref.kumamoto.jp

問装飾古墳館（山鹿市） ☎0968-36-2151

春季企画展「原口文庫」　

お 知 ら せ

県政インフォメーション

平成22年4月発行【次回の発行は6月です】 1

県では、平成１７年度から導入しています「産業廃
棄物税」、「水とみどりの森づくり税」について、引
き続き、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルの推
進、森林の公益的機能の維持増進を図る施策に
活用していきます。皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
問税務課 ☎096-333-2098

「産業廃棄物税」「水とみどりの森づくり税」を継続します

 

5月23日（日）まで

永青文庫展示室「細川一門 ー宇土・高瀬・茂木の細川家ー」

細川家の分家にスポットをあて、歴史史料、美術
工芸品を紹介します。
有料：一般200円、大学生120円、高校生以下無料
　　 （団体料金有） 
休館：月曜日（祝日の場合は翌日）
http://www.museum.pref.kumamoto.jp

問県立美術館本館（熊本市） ☎096-352-2111
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熊本県伝統工芸館収蔵品展

徳川家慶
葬列絵巻

QRコード

《源氏物語図扇面貼交屏風》部分

玉名地域振興局総務振興課  ☎0968-74-2113  http://www.pref.kumamoto.jp/site/tamana-hp/お問い合わせ先

「新幹線くまもと創り」ホームページ 検 索新幹線くまもと創り

農林水産業費
59,509
（8.3）

総務費 31,568（4.4）

警察費 39,194（5.5）

商工費 39,915（5.6）

その他
 42,466
　  （5.9）　  （5.9）　  （5.9）　  （5.9）　  （5.9）　  （5.9）　  （5.9）　  （5.9）　  （5.9）

7,154億円
歳 入

7,154億円
歳 出

皆さん！最寄りの駅な
どに車を停めて公共
交通に乗り換える
【パークアンドライド】
でお得にエコ通勤・通
学してみませんか？

【駐車場のご案内】
熊本電鉄：御代志駅・黒石駅・新須屋駅・辻久保バス停
熊本バス・九州産交バス：中の瀬車庫・西部車庫
大型店舗：ゆめタウン光の森・イオンモール熊本クレア

問都市計画課 ☎096-333-2521
　交通対策総室 ☎096-333-2164

熊本都市圏パークアンドライドの勧め

今年は「韓国訪問の年」で
す。韓国では、楽しいイベ
ントが各地で開催されま
す。熊本～ソウル線を利用
すれば、お隣の韓国はす
ぐそこ。この機会に、熊本
～ソウル線を利用して韓国を旅してみませんか！ 

問交通対策総室（阿蘇くまもと空港国際線振興協議会事務局） 
☎096-333-2165

熊本～ソウル線を利用して韓国を旅しよう！！

くまもとをアピー
ルするためであ
れば、どなたでも
無償でお使いい
ただけます。来年
３月の新幹線全
線開業に向け、み

んなで熊本を盛り上げていきましょう。

問くまもとブランド推進課 ☎096-333-2133

「くまもとロゴ」はどなたでも使うことができます

水俣病の犠牲となって亡くなられた方々に慰霊
の祈りをささげるとともに、水俣病が及ぼした深
刻な被害を再認識し、環境破壊に対する反省と、
環境再生・環境創造への誓いを込めて行われます。
◎日時／5月1日（土）13：30～15：00（予定）〔雨天決行〕
◎場所／エコパーク水俣　親水緑地
　　　　「水俣病慰霊の碑」前（水俣市）
問水俣病保健課 ☎096-333-2304

水俣病犠牲者慰霊式が行われます

県内の鉄道、バス、市電、フェリーの
乗換案内、時刻表、乗り場案内、観光
情報をパソコンや携帯電話でラク
ラク検索できます。お気軽にご利用
ください。

問熊本県公共交通総合案内システム運営協議会 
☎096-352-9694

4月1日から「交通ナビくまもと」の利用開始！◎申込受付期間／5月10日（月）～28日（金）
受験資格など試験の詳細については、「試験案内・
受験申込書〔4月23日(金)から県庁行政棟新館1
階情報プラザ、各地域振興局、各警察署などで配
布〕」で確認してください。

問人事委員会事務局総務課 ☎096-333-2733

熊本県職員および警察官採用試験のご案内

～平成23
年3月 全線

開業に向け
て～

第19回 春のバラまつり

135種3,000株の色とりどりのバラが見ごろで
す。バラ苗・花苗の販売や、農産物・特産品を販売
する「うまかもんフェアー」（土・日）も開催します。
有料：大人300円、高校生以下無料
http://www.country-park.jp

問農業公園（カントリーパーク）（合志市） ☎096-248-7311

5月14日（金）～23日（日）

  第１次試験日 

6月27日（日）

7月11日（日）

　　　      試験の種類

県職員採用試験（大学卒業程度）

　  県職員採用試験
（大学卒業程度：民間企業等経験者対象）

警察官採用試験（警察官A）

21 総政 広
③ 001-6

■ 発行／熊本県広報課　〒862-8570　熊本市水前寺6丁目18番1号  熊本県広報課「県からのたより」係　☎ 096-333-2027  FAX 096-386-2040　
■ 電子メール  kouhou@pref.kumamoto.lg.jp   ■ 熊本県ホームページ  http://www.pref.kumamoto.jp/   ■ 熊本県インターネット放送局（KIBS）  http://www.pref.kumamoto.jp/site/kibs/
■ 熊本県の人口(平成22年2月1日推計） 1,815,391人　男 853,050人　女 962,341人　■ iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ版  http://www.pref.kumamoto.jp/mobile/

 ■ メールマガジン
「気になる！くまもと」毎週木曜日無料配信中
●お申し込みは、次のアドレスからどうぞ。 http://www.kininaru-k.jp/

 ■ ラジオ
　 RKK「ふれあいくまもと」 ●月～金曜日 10時25分～28分　
FMK「県 庁 ダイ ア リ ー」 ●月～金曜日 16時25分～28分 

県 広 報 の ご 案 内

再生紙および
大豆油インキを
使用しています。

検 索くまもとロゴ

検 索阿蘇くまもと空港国際線振興協議会

検 索熊本県 パークアンドライド

検 索交通ナビくまもと

検 索熊本県職員採用案内

新

荒尾・玉名は「おもてなし宣言」をしました！

もてぎもてぎ

平成２２年度当初予算の概要

伝統工芸館に寄贈
された刀剣・屏風・
古文書などを中心
に収蔵品を展示し
ます。

助成金などのお得な情報はホームページからどうぞ

使ってはいよ！
広めてはいよ！
使ってはいよ！
広めてはいよ！

こんにちは。「くまモン」です
どうぞヨロシク！

　荒尾・玉名地域では、九州新幹線鹿児島ルートの全線開業に向け、
この地域を訪れる方が、「来てよかった」「また来たい」と思っていた
だけるような魅力ある地域にするため、行政と民間が一体となって
「おもてなし宣言」を行い、さまざまな取り組みを進めています。
　新玉名駅周辺では、約500万本の菜の花を栽培しており、新幹線
開業時にも満開の菜の花でお迎えします。
　また、玉名市高瀬商店街では、昔ながらの街並みの保存、来訪者向けの
休憩場所の提供などを進めています。
　温かいおもてなしでいっぱいの荒尾･玉名地域に、ぜひお越しください。

県では、新幹線の沿線に、菜の花
やヒマワリなどを植えておもてな
しをする「イエロープロジェクト」
を今年度から始めます。

くまもとサプライズとは
九州新幹線全線開業をきっかけに、県民が自らの周
辺にある驚くべき価値のあるものを再発見し、それ
をより多くの人に広めていこうという運動です。

〔単位：百万円、（　）内は構成比％〕

※各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したもので、その内訳は、合計と一致しない場合があります。

　「くまもとの夢実現」を加速化させる事業を重
点的に実施するとともに、将来の「くまもと」の礎
を築いていく新たな事業を展開します。

教育費
166,904
（23.3）

公債費
114,125
（16.0）

土木費
78,127
（10.9）

農林水産業費
59,509
（8.3） 民生費

88,872
（12.4）

総務費 31,568（4.4）

警察費 39,194（5.5）

衛生費 45,402（6.3）

商工費 39,915（5.6）

災害復旧費 2,088（0.3）
労働費 7,223（1.0）

県税・地方消費税清算金
　　　　159,360（22.3）

地方譲与税など 23,899（3.4）

分担金・負担金、使用料・手数料、繰入金など
91,112（12.7）

国庫支出金
97,445
（13.6）

県　債　
123,913（17.3） 地方交付税

219,664（30.7）
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