
夜間歩行者の見える距離（上向きライト時）

交通事故に遭わないため次の事項をプラス1！

★もう一度左の確認
　をプラス1！

★夜光反射材をプラス1！
★明るい服装をプラス1！

中央線付近で
「もう一度」
左を確認！

まず
右・左・右
を確認！

約30m
黒っぽい服装

約50m
白っぽい服装

約120m
反射材着用

（一社）鹿児島県安全運転管理協議会・鹿児島県警察
鹿児島県遊技業（パチンコ・パチスロ）防犯協力会鹿児島県警察

第15回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会実行委員会事務局（県庁障害福祉課内）　☎099（286）2760問い合わせ先

県庁情報政策課　☎099（286）2388・2389問い合わせ先

県警察本部（交通企画課）　☎099（206）0110問い合わせ先

第１５回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会
　　　　　　～ふれ愛・アートフェスタかごしま～

　社会保障制度や税番号制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために、国民一人ひとりが異な
る番号を持つマイナンバー制度が始まります。

　鹿児島県の交通死亡事故では、高齢者が犠牲となる割合が高く、平成15年から12年連続して全死者の
半数以上を高齢者が占め、平成27年７月末現在、全死者44人の５割以上の27人が65歳以上の高齢者とな
っています。

　高齢死者27人のうち11人は歩行中に事故に遭っており、そのうち５人は夜間の歩
行中に事故に遭い、５人全員が夜光反射材を着用していませんでした。
　また、歩行中死者11人のうち10人は道路横断中に交通事故に遭い、そのうち７人
が車から見て道路を右から左に横断中でした。

　平成27年10月から住民票を有するすべての方に順次
通知される12桁の番号です。原則として、一度指定された
マイナンバーは生涯変わりません。

○道路を横断するときは、横断歩
　道を渡りましょう。
○暗い時間の外出は、白っぽい明
　るい色の服装と夜光反射材を
　着けましょう。

　全国から募集した、障害のある方や障害のある方を含むグループ
によるアート作品を一堂に展示します。
　感性あふれる作品の魅力に触れてみませんか。　

♥美術部門：絵画／版画／彫刻／工芸／陶芸／写真／書道／
 CGアートなどのデジタルコンテンツ作品（静止画）
♥文芸部門：詩／短歌／俳句／川柳／薩摩狂句

♥パフォーマンスステージ
　　　　11.27（金）13：30 ～ 16：30 ／中ホール
 28（土）10：00 ～ 12：00 ／県民ホール

　　障害のある方や障害のある方を含むグループによる歌や演奏、
　ダンス、劇などのステージです。
　　皆さんの日頃の活動の成果をご体感ください。

♥ふれ愛ステージ
　　　　11.28（土）10：00 ～ 16：00　　屋外ステージ
 29（日）10：00 ～ 15：00　　（県政記念公園）

　　「障害のある人もない人も一緒に楽しむ」をテーマとした音楽に
　よる交流イベントです。
　　さまざまな立場の人たちとともに楽しみ、交流してみませんか。

　文化や流行、教育などにとらわれず、表現したいという心のままに
作られた、国内外の作家による作品を多数展示します。
　プレイベント　11.21（土）～ 23（月・祝）／黎明舘

　障害者の芸術および文化活動を通じて、障害者の自立と社会参加を促進する
とともに、障害に対する皆さんの理解と認識を深めることを目的として開催される
全国障害者芸術・文化祭。
　11月27日（金）～29日（日）に、かごしま県民交流センターで開催されるかごしま大会（ふれ愛・アートフェスタかごし
ま）では、“障害のある人もない人もみんなで楽しみ、交流でつなぐアートの輪！”をコンセプトに、日頃の芸術文化活動の
成果発表や障害のある人とない人の音楽による交流、障害について正しく理解していただくためのワークショップ、バリ
アフリー映画祭など多彩なイベントを実施します。
　さまざまな芸術文化に触れて、体験して、みんなで楽しみ、交流する“ふれ愛・アートフェスタかごしま”に、ぜひお越し
ください。

障害者芸文祭かごしま

マイナンバー

高齢者の交通事故を防ぐために

マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）が始まります

全国障害者美術・文芸作品展 ステージイベント

アール・ブリュット展

11.27（金）～29（日）/大ホール

※詳しい開催情報は、大会ホームページをご覧いただくか、実行委員会事務局までお問い合わせください。

Ｑ１　マイナンバー（個人番号）とは、どのようなものですか？

交通事故防止のポイント 運転免許の自主返納制度をご存じですか

道路を歩くときは…

○自転車の信号無視などによる
　事故も発生しています。交通ル
　ールはしっかり守りましょう。
○交差点では、止まって安全確認
　をしましょう。

自転車に乗るときは…

○顔を動かして安全確認をしましょう。
○交差点での一時停止、安全確認を徹底しましょう。
○交差点での右左折時は、対向車だけでなく、歩行者にも注意しましょう。
○シートベルト、ヘルメットは必ず着けましょう。
○70歳以上の運転者の方は高齢者マークをつけましょう。
○体調の悪いときや夜間は、運転を控えましょう。

　身体機能の低下などを理由に、自動車などの運転をやめることを運転
免許の自主返納といいます。
　運転免許を自主返納した場合、警察署長が発行する「運転免許自主返
納カード」や、身分証明書として利用できる「運転経歴証明書（有料）」の
交付を受けることができます。

運転免許の自主返納をされた方には特典があります！
　運転免許証を自主返納された方は、路線バス料金の割引など、さ
まざまな特典を受けることができます。（支援制度の種類や内容は、
各自治体によって異なります。）
　　※支援制度を受けるには「運転免許自主返納カード」または「運
　　　転経歴証明書」が必要です。

車を運転するときは…

　・年金や傷病手当の申請など面倒な手続きが簡単になります。
　・行政の手続きが正確かつ迅速になります。
　・給付金などの不正受給の防止につながります。

Ｑ２　メリットはなんですか？　
　表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバ
ーが記載されますので、本人確認のための身分証明書として使用で
きます。今後、さまざまなサービスに利用が拡大されていきますので、
是非、個人番号カードを申請しましょう。
　個人番号カードの発行は、無料です。

Ｑ５　個人番号カードは、何に使えるのですか？

問い合わせ先

　平成28年１月から、税、社会保障、災害対策の行政手続きにマイナン
バーが必要になります。なお、マイナンバーは法律や自治体の条例で定
められた行政手続きでしか使用することはできません。

Ｑ３　マイナンバーは、いつから誰がどのような場面で
 使うのですか？

　平成27年10月から、住民票に記載されている住民に、市区町村から
簡易書留で郵送されます。番号通知カードのほかに、個人番号カード
の申請書も同封されています。

Ｑ４　マイナンバーはいつどのように通知されるのですか？

○マイナンバーコールセンター（全国共通ナビダイヤル）
　　　☎0570（20）0178
　　　午前９時30分～午後５時30分（土日祝日・年末年始を除く）

○お住まいの市町村のマイナンバー制度担当課、または県庁情報政策課

※制度の内容など、詳しくは、ホームページをご覧ください。　

マイナンバーをむやみに
他人に教えないようにし
ましょう

※詳しくは、最寄りの警察署までお問い合わせください。

〈運転免許自主返納カード〉 〈運転経歴証明書〉

自動車同乗中

自転車運転中

原付運転中

歩行中

自動車運転中

高齢死者27人
（H27.7末現在）

税税 社会保障社会保障 災害対策災害対策
税務署等に提出する
書類への記載

防災・災害対策に関する
役所関係の事務

年金　医療保険　介護保険
生活保護　児童手当　など

（裏面）（表面）

所得情報やプライバシー性の高い個人情報は記載されません。

11人

8人

3人

3人
2人

同時開催

平成27年
10月～ 南北約600キロメートル県内まるごと国民文化祭

　　このほか、　　♥もの作りや盲導犬・聴導犬・介助犬を体験できるワークショップ 
 ♥鹿児島を舞台にした作品や障害・障害者をテーマにした作品で、子どもから 
  大人まで楽しめるバリアフリー映画祭
 ♥木下航志ライブなどの音楽コンサートや菊池桃子講演会
 ♥障害者の方が働く施設や事業所などで心を込めて作った商品を展示・販売 
  する「かごしまあったかタウンマルシェ」　などイベントが盛りだくさん！

第30回国民文化祭鹿児島県実行委員会事務局（県庁国民文化祭室内）　☎099(286)2863問い合わせ先 かごしま国文祭

※上記には有料または整理券の必要なイベントがあります。詳しくは、国文祭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。

11月27日（金）～ 29日（日）かごしま県民交流センター（鹿児島市山下町14-50）

総合フェスティバル
No 事業名 開催地
1 開会式・オープニングフェスティバル

鹿児島市
2 閉会式・グランドフィナーレ

シンポジウム
3 シンポジウム「明治維新と近代化遺産」 鹿児島市
4 シンポジウム「自然遺産と『しま』の生活文化」 奄美市
5 シンポジウム「国際音楽祭と現代アート」 霧島市
6 シンポジウム「黒潮文化」 志布志市
7 シンポジウム「温泉文化と食文化」 指宿市

音楽
8 吹奏楽の祭典

鹿児島市

9 マーチングバンド・バトントワーリングの祭典
10 合唱の祭典
11 大正琴の祭典
12 オペラの祭典
13 オーケストラの祭典
14 日本ジャンベフェスティバルｉｎみしま村 三島村
15 少年少女合唱の祭典 霧島市
16 音楽のチカラ 鹿屋市
17 錦江町バンドフェスティバル 錦江町

演劇
18 現代劇の祭典

鹿児島市
19 ティーンズアートフェスティバル
20 霧島演劇祭（ミュージカル） 霧島市
21 いさ演劇祭 伊佐市
22 市民ミュージカルの祭典 鹿屋市
23 地方からの発信～市民ミュージカル～ 曽於市
24 方言フェスタｉｎとくのしま 天城町

舞踊
25 ダンススポーツフェスティバル 鹿児島市

26 洋舞フェスティバル 鹿児島市
27 日本舞踊の祭典 出水市
28 全国はんやの祭典 薩摩川内市
29 霧島ダンスの祭典 霧島市

文芸
30 現代詩の祭典ｉｎ南九州市 南九州市
31 鶴のまち俳句大会 出水市
32 全国まごころ短歌大会

薩摩川内市
33 薩摩川内こころの川柳大会
34 志エッセイフェスティバル 志布志市
35 最南端佐多岬旅の文学フェスティバル 南大隅町

美術
36 大薩摩焼展

鹿児島市
37 メディア芸術祭 /まちなかインスタレーション
38 いぶすきシルバー美術展 指宿市
39 あくね洋画展 阿久根市
40 ながしま造形美術展 長島町
41 チェンソーアート全国大会ｉｎ湧水町 湧水町
42「ＫＡＧＡＹＡ」デジタルアートフェスティバル

鹿屋市
43「原田泰治」絵画展
44 和田英作・和田香苗記念全国絵画コンクール 垂水市
45 弥五郎どん絵画・オブジェ展 曽於市
46 ＣＧアートフェスティバル 中種子町
47 黒潮が育んだ古代文化と宇宙芸術展 南種子町
48 全国木工芸の祭典ｉｎ屋久島 屋久島町
49 フォトコンテストｉｎおきのえらぶ

和泊町
50 風景画コンテストｉｎおきのえらぶ

生活文化・食文化
51 暮らしと共生・生活文化のフェスティバル

鹿児島市
52 本場大島紬フェスティバル
53 小倉百人一首かるた競技全国大会
54 お茶の祭典

55 国民文化祭ｉｎいちき串木野「食の祭典」 いちき串木野市
56「かつおと焼酎」食と文化の祭典 枕崎市
57 甑島の生活と文化の祭典 薩摩川内市
58 食の祭典ｉｎ霧島

霧島市
59 霧島ジオツアー

60
たるみずふれあいフェスタ２０１５
～食・焼酎・いで湯の郷～ 垂水市

61 元気だ！そおグルメコンテスト 曽於市
62 華道の祭典ｉｎ種子島

西之表市
63 黒潮文化交流の祭典
64 エコツアー（集落・里地めぐり）屋久島 屋久島町

65
シマにいきづく文化と新たな風
（文化）のフェスティバル 大和村

66 奄美の奥座敷　やけうちの文化遺産 宇検村
67 闘牛フォーラムｉｎとくのしま 伊仙町

伝統文化・郷土芸能
68 能楽の祭典 鹿児島市
69 トカラの伝統芸能祭 十島村
70 少年和太鼓の響演 指宿市
71 和太鼓の祭典 出水市
72 文弥節人形浄瑠璃の祭典 薩摩川内市
73 郷土芸能祭 さつま町
74 神楽フェスタ 霧島市
75 郷土芸能の祭典

姶良市
76 邦楽の祭典（兼全国吟詠剣詩舞道祭）

77
「全国鬼・サミット」私たちのまち自慢・
鬼自慢 曽於市

78 東串良町郷土芸能祭 東串良町
79 郷土芸能フェスティバル 肝付町
80 種子島　歌い継がれた民謡と踊りの祭典 南種子町
81 民謡・民舞“日本一”フェスティバルｉｎあまみ

奄美市
82 奄美芸能と黒潮文化の祭典
83 仮面の世界ｉｎ奄美 瀬戸内町
84 郷土芸能フェスティバルｉｎ喜界島 喜界町

85 民謡・民舞フェスタｉｎとくのしま 徳之島町
86 郷土芸能の祭典ｉｎおきのえらぶ 和泊町
87「おきのえらぶ」民謡・民舞の祭典 知名町
88 与論十五夜踊研究の最前線 与論町

歴史文化
89 薩摩焼の里「美山」を遊ぶ

日置市
90 関ヶ原の隼人たち
91 シンポジウム「金山の歴史」

いちき串木野市
92 薩摩藩英国留学生フェスティバル
93 鹿児島・沖縄文化交流記念大会 指宿市
94 鑑真大和上＆海上交流の歴史

南さつま市
95 島津忠良「日新公いろは歌」
96 長島古墳まつり 長島町
97 歩き・み・ふれる歴史の道 姶良市
98「大隅歴史街道」～古代・中世・近世～ 垂水市
99 横瀬古墳とヤマト王権のつながり 大崎町
100 西郷南洲翁の足跡と大島紬 龍郷町
101 境界領域のダイナミズムｉｎ喜界島 喜界町
102 わどまりの歴史めぐり 和泊町

文化一般
103 かごしま漫画フェスティバル 鹿児島市
104 そらの文化祭 霧島市
105 こども読書フェスティバル

さつま町
106 ゆるキャラ®＆大鍋フェスタ
107 秋の花フェスタｉｎ長島 長島町

108
アイドル進化論。～アイドルとポップ
カルチャー～ 鹿屋市

109 フラワーフェスティバル
110 おおすみ芸術祭 肝付町

国際交流
111 国際交流フェスティバル 鹿児島市


