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平成27年度　県民表彰
第30回 国民文化祭・かごしま2015を華やかに開催
ノロウイルスによる食中毒対策/北朝鮮による拉致問題
情報ボックス/特産品プレゼント

◆県の人口 1,657,409人　
◆世 帯 数 　740,079世帯
　（平成27年10月1日現在推計）

（前月比　　　－497人）
（前月比　　  －15世帯）
　

県政かわら版は、県内全世帯配布の県政広報紙です。

今月号の県政かわら版およびバックナンバー（音声版も含む）は、県ホームページでご覧いただけます。 県政かわら版

～平成27年度～
県民表彰

県では、県民の福祉に貢献し、特に顕著な功績を挙げられた個人や団体を「県民表彰」として表彰しています。
本年度の表彰式は11月２日に県議会本会議場で挙行されました。

輝く業績をたたえて

教育文化スポーツ部門

【現 鹿児島ウインドアンサンブル顧問】

なが せ よし と

長瀨　義人さん

県立高等学校教諭や鹿児島大学非常勤講師として、長年に
わたり、広く音楽教育の普及に取り組まれるとともに、鹿児島
ウインドアンサンブル主宰、鹿児島交響楽団団長などとして、
本県の音楽文化の発展に大きく寄与されています。

保健福祉部門

【元 鹿屋市医師会会長】

その かつ おだ

園田　勝男さん

鹿屋市医師会会長として、「鹿屋方式」と呼ばれる小児救急
医療体制の確立に尽力されたほか、「親子体験健康教室」を開
催し、地域住民の健康増進に努められるなど、地域医療の活動
を通じて、地域社会の発展に大きく貢献されました。

【元 鹿児島県農業協同組合中央会会長】

まつ さき とし あき

松﨑　俊明さん

鹿児島県農業協同組合中央会会長などとして、ＩＴ技術を活
用した経営管理支援の強化や､「総合ポイント制度」の構築な
どにより、組合員の経営安定・生活向上に尽力され、農業の振
興と産業経済の発展に大きく貢献されました。

くらし・環境部門

産業経済部門

【元 川内商工会議所会頭】

た なか のり お

田中　憲夫さん

川内商工会議所会頭として、行政や農協などの３者連携によ
る商工振興体制の立ち上げに尽力されたほか、産業廃棄物最
終処分場の建設促進に取り組まれるなど、幅広い活動を通じ
て産業経済の発展に大きく貢献されました。

【元 鹿児島市消防団長】

とよ なが よし お

豊永　義夫さん

鹿児島市消防団長として、長年にわたり消防活動と地域防
災体制の充実に努められるとともに、女性消防団員などの後進
の指導育成に尽力されるなど、県民が安心して暮らせる社会の
実現に大きく貢献されました。

県庁秘書課　☎099(286)2026問い合わせ先

県民表彰式風景



県庁社会福祉課　☎099(286)2828問い合わせ先 鹿児島県　拉致問題

■拉致問題対策本部ホームページ　http://www.rachi.go.jp/　　■法務省ホームページ　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken103.html
■人権ライブラリーホームページ（拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する資料の御提供） 　http://www.jinken-library.jp/

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日～16日

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

救い出す、
絶対に。
この海の向こうに，あの人がいる。
取り戻す，必ず救い出す。

拉致問題の解決のためには，
私たち一人ひとりの強い想いが必要です。

次亜塩素酸ナトリウム（200ppm）の作り方　

県庁生活衛生課　☎099（286）2786問い合わせ先

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

　夏場は細菌性食中毒の多い季節ですが、最近は冬場にウイルスによる食中毒が多数発生しています。ウイルスによる食中毒のほとんどはノロウイル
スによるもので、11月～３月に多く発生し、患者数が多く、大規模な食中毒になりやすいので、注意が必要です。

　ノロウイルスの消毒には､消毒用アルコール
はあまり効果がなく、次亜塩素酸ナトリウム(塩素
系漂白剤）が有効です。
　調理器具などの消毒や汚物などの後片づけに
は､次亜塩素酸ナトリウムを使用しましょう。
※調理器具などの消毒には200ppm、汚物などの後片づけ
には1,000ppmの濃度が必要です。

　洗剤などで十分に洗浄し、熱湯で加熱する方
法も有効です。

冬は特にご注意！  ノロウイルスによる食中毒 第３０回 国民文化祭・かごしま２０１５　を華やかに開催しました！第３０回 国民文化祭・かごしま２０１５　を華やかに開催しました！

ノロウイルス食中毒の予防方法

Ｑ ノロウィルスってなに？
Ａ　直径が25～35nm（ナノメーター：1/100万mm）の極小
　球形ウイルスで､通常の食中毒菌（細菌など）より少量（10
　～100個）のウイルスで感染します。冬場に流行する嘔吐下
　痢症の原因ウイルスの一つです。

Ｑ　感染するとどんな症状が出ますか？　　
Ａ　感染してから24～48時間程度で発症し､吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、微熱が
　１～２日ほど続きます。感染しても症状のない場合や、軽い風邪のような症状
　のこともあります。

Ｑ　どうやって感染しますか？　　　　
Ａ　食品や人から感染します。
　　＜食品からの感染＞
　　　・　感染した人が調理などをして汚染された食品
　　　・　ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝など
　　＜人からの感染＞
　　　・　患者のふん便や嘔吐物からの二次感染
　　　・　家庭や施設内などでの飛沫などによる感染
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　今から37年前の昭和53年8月、
市川修一さんと増元るみ子さんは
日置市（当時 日置郡吹上町）の吹上
浜海岸に出かけたまま行方不明に
なりました。
　また、民間団体である特定失踪者
問題調査会が、北朝鮮による拉致の
可能性を排除できないとして独自
に調査の対象としている「特定失踪
者」や、警察に届けのあった「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない
行方不明者」の中にも、本県関係の方々がおられます。

　1970年代から1980年代を中心に、多くの日本人が北朝鮮に拉致されました。
　北朝鮮は、長年にわたり日本人拉致を否定していましたが、 2002（平成14）年9月の第１回日朝
首脳会談において日本人を拉致していたことを認め、同年10月に、拉致された日本人のうち5人が
日本に帰国しました。
　政府は北朝鮮による拉致被害者として17人を認定していますが､そのほかにも、拉致の可能性
が疑われる行方不明の方々が多くおられます。
　昨年（平成26）年5月の日朝合意により、北朝鮮は包括的かつ全面的な調査を約束しましたが、
帰国されていない被害者の安否に関して、いまだ北朝鮮から納得のいく説明はありません。

　拉致問題をはじめとする北朝鮮
当局による人権侵害問題を解決す
るためには、この問題について、誰
もが関心を高め、認識を深めること
が大切です。
　そのため、県では、法律で定めら
れた12月の北朝鮮人権侵害問題啓
発週間を中心に、各地域振興局（鹿
児島地域振興局を除く）・支庁やイ
オンモール鹿児島など県内17ヶ所
でパネル展を開催します。
　パネル展では、拉致被害者の写真
や拉致被害者のご家族から寄せら
れたメッセージなどを展示します。
　ぜひ一度ご覧ください。

　※パネル展の開催場所・期間など詳しくは、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。     

鹿児島県に関係する拉致被害者等 12月10日～16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です

北朝鮮による拉致問題の一刻も早い解決を目指して北朝鮮による拉致問題の一刻も早い解決を目指して

ブルーリボン
　ブルーの色は、日本と北朝鮮をへだてる「日本海の青」、
そして、被害者と家族を結ぶ「青い空」をイメージしています。
　「北朝鮮による拉致被害者の生存と救出を信じている」
意思表示なのです。　
　（政府 拉致問題対策本部ホームページから）

①２リットルのペットボトルに水を半分くらい入
　れます。
②ペットボトルのキャップ約３杯分の家庭用塩素
　系漂白剤を加えます。
③水をペットボトルいっぱいまで入れて､ふたを
　してよく混ぜ合わせます。
※濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムを作る場
　合は、①のペットボトルの大きさを500ミリリットル
　にします。

手　洗　い

消　毒

汚物の適正な処理

中まで加熱健康管理

石けんで手指を
十分洗浄しましょう

症状があるときは、食品を
直接取り扱う作業をしない

85～90℃で
90秒間以上加熱する

水

漂白剤

調理前

帰宅時 トイレの後

　北朝鮮による拉致問題の一刻も早い解

決を願う県民の皆さま一人ひとりの声が

解決に向けた何より強い力となり、被害者

ご本人とご家族の大きな心の支えとなり

ます。 

　皆さまの温かいご支援と

ご理解をお願いします。

市川修一さん
（当時 23 歳）

増元るみ子さん
（当時 24 歳）

いちかわしゅういち ますもと こ

　皇太子ご夫妻は、国民文化祭の開催に
合わせて本県入りされました。ご夫妻での
本県訪問は平成１２年に屋久島で開かれ
た世界自然遺産会議以来１５年ぶりです。

　視察先などにおいては、温かい励ましの
ことばをお掛けいただくとともに、沿道各
所における歓迎に終始にこやかに、親しく
お応えいただきました。

　「第30回国民文化祭・かごしま2015」は「本物。鹿児島県　～文化維新は黒潮に乗って～」をテーマに、平成27年10月31日
(土)から11月15日(日)まで、南北600キロメートルにわたる広大な県土を舞台に多種多様なイベントを開催しました。

　第30回の節目となった「ひっとべ！かごしま国文祭」は、離島をも本格的な舞台とした初の大会となり、
「本物。鹿児島県～文化維新は黒潮に乗って～」のテーマのもと、県内すべての市町村で創意工夫とおもて
なしの心を込めた多彩な事業が展開されました。大会期間中には、県主催事業や市町村主催事業などに、
県民の皆さまが率先してご参加いただくとともに、中国・韓国・シンガポールなど、海外からも文化芸術を
愛する多くの皆さまをお迎えし、国際的な文化芸術交流の輪も一層広げることとなりました。
　今回の国民文化祭に多くの方々が参加し、ともに創り上げていく中で、文化芸術のすばらしさを再認識
し、今後の発展的な文化芸術活動につなげる契機になったものと考えております。加えて、特色ある食文
化や温泉、バラエティーに富んだ離島の自然などの魅力をおもてなしの心で包み、国内外の皆さまに「本
物。鹿児島県」の感動を体験していただけたものと思っております。
　また、県民の皆さまには、身近にありながら普段気がつかなかった文化を改めて感じていただけたもの
と思います。
　今後、国民文化祭から得られた成果を一過性のものとすることなく、「ひっとべ！かごしま国文祭」にお
ける155もの多彩な事業に携わっていただいた方々をはじめ、すべての県民の皆さまとともに、鹿児島が
持つ多様な生活文化や文化芸術をさらに発展させ、地域社会づくりや、産業・観光分野などの更なる連携
に活かしてまいります。

　国民文化祭初の試みとして、鹿児島市と種子島、奄美大島の３会場を生中継で結んで開催された開会式を皮切りに、音楽、演劇、伝統・郷土芸能、
歴史文化など多彩な分野にわたる155の事業を県内全43市町村で展開しました。

文

皇

第３０回国民文化祭鹿児島県実行委員会会長
鹿児島県知事　　伊藤祐一郎

鹿児島空港にご到着 ご夫妻での来鹿は１５年ぶり

歓迎する子どもたち 出演者とご交流

!!文化芸術のすばらしさを再認識

南北６００キロメートル　鹿児島の多様な文化の魅力を発信

皇太子ご夫妻、
　県民と笑顔で交流

ノロウイルス
（電子顕微鏡写真）

ご協力、ご参加
ありがとう

ございましたぶー
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帰国されていない被害者の安否に関して、いまだ北朝鮮から納得のいく説明はありません。

　拉致問題をはじめとする北朝鮮
当局による人権侵害問題を解決す
るためには、この問題について、誰
もが関心を高め、認識を深めること
が大切です。
　そのため、県では、法律で定めら
れた12月の北朝鮮人権侵害問題啓
発週間を中心に、各地域振興局（鹿
児島地域振興局を除く）・支庁やイ
オンモール鹿児島など県内17ヶ所
でパネル展を開催します。
　パネル展では、拉致被害者の写真
や拉致被害者のご家族から寄せら
れたメッセージなどを展示します。
　ぜひ一度ご覧ください。

　※パネル展の開催場所・期間など詳しくは、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。     

鹿児島県に関係する拉致被害者等 12月10日～16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です

北朝鮮による拉致問題の一刻も早い解決を目指して北朝鮮による拉致問題の一刻も早い解決を目指して

ブルーリボン
　ブルーの色は、日本と北朝鮮をへだてる「日本海の青」、
そして、被害者と家族を結ぶ「青い空」をイメージしています。
　「北朝鮮による拉致被害者の生存と救出を信じている」
意思表示なのです。　
　（政府 拉致問題対策本部ホームページから）

①２リットルのペットボトルに水を半分くらい入
　れます。
②ペットボトルのキャップ約３杯分の家庭用塩素
　系漂白剤を加えます。
③水をペットボトルいっぱいまで入れて､ふたを
　してよく混ぜ合わせます。
※濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムを作る場
　合は、①のペットボトルの大きさを500ミリリットル
　にします。

手　洗　い

消　毒

汚物の適正な処理

中まで加熱健康管理

石けんで手指を
十分洗浄しましょう

症状があるときは、食品を
直接取り扱う作業をしない

85～90℃で
90秒間以上加熱する

水

漂白剤

調理前

帰宅時 トイレの後

　北朝鮮による拉致問題の一刻も早い解

決を願う県民の皆さま一人ひとりの声が

解決に向けた何より強い力となり、被害者

ご本人とご家族の大きな心の支えとなり

ます。 

　皆さまの温かいご支援と

ご理解をお願いします。

市川修一さん
（当時 23 歳）

増元るみ子さん
（当時 24 歳）

いちかわしゅういち ますもと こ

　皇太子ご夫妻は、国民文化祭の開催に
合わせて本県入りされました。ご夫妻での
本県訪問は平成１２年に屋久島で開かれ
た世界自然遺産会議以来１５年ぶりです。

　視察先などにおいては、温かい励ましの
ことばをお掛けいただくとともに、沿道各
所における歓迎に終始にこやかに、親しく
お応えいただきました。

　「第30回国民文化祭・かごしま2015」は「本物。鹿児島県　～文化維新は黒潮に乗って～」をテーマに、平成27年10月31日
(土)から11月15日(日)まで、南北600キロメートルにわたる広大な県土を舞台に多種多様なイベントを開催しました。

　第30回の節目となった「ひっとべ！かごしま国文祭」は、離島をも本格的な舞台とした初の大会となり、
「本物。鹿児島県～文化維新は黒潮に乗って～」のテーマのもと、県内すべての市町村で創意工夫とおもて
なしの心を込めた多彩な事業が展開されました。大会期間中には、県主催事業や市町村主催事業などに、
県民の皆さまが率先してご参加いただくとともに、中国・韓国・シンガポールなど、海外からも文化芸術を
愛する多くの皆さまをお迎えし、国際的な文化芸術交流の輪も一層広げることとなりました。
　今回の国民文化祭に多くの方々が参加し、ともに創り上げていく中で、文化芸術のすばらしさを再認識
し、今後の発展的な文化芸術活動につなげる契機になったものと考えております。加えて、特色ある食文
化や温泉、バラエティーに富んだ離島の自然などの魅力をおもてなしの心で包み、国内外の皆さまに「本
物。鹿児島県」の感動を体験していただけたものと思っております。
　また、県民の皆さまには、身近にありながら普段気がつかなかった文化を改めて感じていただけたもの
と思います。
　今後、国民文化祭から得られた成果を一過性のものとすることなく、「ひっとべ！かごしま国文祭」にお
ける155もの多彩な事業に携わっていただいた方々をはじめ、すべての県民の皆さまとともに、鹿児島が
持つ多様な生活文化や文化芸術をさらに発展させ、地域社会づくりや、産業・観光分野などの更なる連携
に活かしてまいります。

　国民文化祭初の試みとして、鹿児島市と種子島、奄美大島の３会場を生中継で結んで開催された開会式を皮切りに、音楽、演劇、伝統・郷土芸能、
歴史文化など多彩な分野にわたる155の事業を県内全43市町村で展開しました。

文

皇

第３０回国民文化祭鹿児島県実行委員会会長
鹿児島県知事　　伊藤祐一郎

鹿児島空港にご到着 ご夫妻での来鹿は１５年ぶり

歓迎する子どもたち 出演者とご交流

!!文化芸術のすばらしさを再認識

南北６００キロメートル　鹿児島の多様な文化の魅力を発信

皇太子ご夫妻、
　県民と笑顔で交流

ノロウイルス
（電子顕微鏡写真）

ご協力、ご参加
ありがとう

ございましたぶー



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。

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。

携帯サイト「かごしまモバイル県庁」は
http://www.pref.kagoshima.jp/mobile/
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締切

先
宛

ハガキ 〒890-8577　鹿児島市鴨池新町 10-1
FAX 099（286）2119
電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

平成28年1月29日（金）必着

●山形屋 ●南日本銀行

●鹿児島信用金庫
山形屋

●立体駐車場

県産業
会　館

［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
［定休日］年末年始

〈特産品の問い合わせ先〉
鹿児島ブランドショップ

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！

県に関するさまざまな情報をお届けします県に関するさまざまな情報をお届けします

　ご意見・ご感想をいただいた方の中から、
抽選で特産品をプレゼントいたします。

（住所、氏名、年齢、電話番号、プレゼント商品名を明記）
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。

この印刷物は環境に優しい植物性インキと古紙配合率100％再生紙を使用して
います。本文には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

霧島市国分野口西４５６－１
☎0995（46）1117

㈲徳重製菓とらや

創作 生かるかん
（霧かん、桜かん、橘かん）

　霧島山系で産する自然薯と天保三年から
飲み継がれた霧島の天然名水を使って、生
地と餡を丹念に調整し、しっとりと優しい食
感に仕上げた「創作 生かるかん」。従来のか
るかん饅頭の概念を超えたかるかんです。

県庁情報政策課 ☎099（286）2388問い合わせ先問い合わせ先

県庁交通政策課 ☎099（286）2465問い合わせ先問い合わせ先 県庁国際交流課 ☎099（286）2303問い合わせ先問い合わせ先

県庁環境保全課 ☎099（286）2627問い合わせ先問い合わせ先 県庁税務課 ☎099（286）2201問い合わせ先問い合わせ先

テレビ
MBC ふるさとかごしま（土）11:15～11:30
KTS ピックアップかごしま（土）17:25～17:30
KKB かごしま “ ひと ” 最前線（日）11:45～11:50
KYT かごメン！～県政ナビゲーション～（日）11:45～11:50

ラジオ
MBC むっちゃんの「いきいき鹿児島！」
 （木）18:50～19:00
ミュー FM かごしま info ラジオ
 （月）～（金）8:35～8:40

新聞
かごしまインフォメーション
 毎月第３日曜日
 　南日本新聞
 　南海日日新聞

鹿児島インターネット放送局
「ムーブ！かごしま」

県公式フェイスブック
「鹿児島県」

県公式ツイッター
「鹿児島県政情報」

http://www.facebook.
com/pref.kagoshima

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

http://twitter.com/
kagoshimakensei

鹿児島県知事賞
2015かごしまの新特産品コンクール

詰合せ（３種各２個入り）　５名様

他県紙面交換

県警察本部生活安全企画課 ☎099（206）0110問い合わせ先問い合わせ先

鳥取県からのおしらせ鳥取県からのおしらせ

じねんじょ

　鹿児島県警では、子どもに
対する声掛け事案やつきまと
い事案などが発生した際に､ 

「県警あんしんメール」で注意
情報を発信しています。
　子どもたちの安全・安心の
ため、不審者情報を家庭や地
域で共有しましょう。

【登録方法】
 お持ちの携帯電話・スマートフォンで､下記登録用アドレ
スまたはＱＲコード宛てに空メールを送信し、返信された
メールに従って必要事項を入力してください。
　○登録用アドレス kp110@123123.tv

※登録料および会費は無料ですが、１回のメール受信で
１～２円の通信費が発生します。

　マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や、他人の個人
情報を不正に取得しようとする事案が発生しています。
　マイナンバー制度をかたった不審な電話､メール､手紙､
訪問などには十分ご注意ください！

○マイナンバー制度に関する問い合わせ先
　【マイナンバー総合フリーダイヤル】
　　☎0120（95）0178
   　平日：午前9時30分～午後10時
   　土・日・祝日：午前9時30分～午後5時30分
   　（年末年始12月29日～1月3日を除きます）

　肥薩おれんじ鉄道では、お得
なきっぷを発売しています。
○「わくわく切符」
　　土・日・祝日限定の1日フリー
　乗車券。おれんじ鉄道全線乗
　り降り自由です。
　【料　金】大人：2,000円
　　　　　小人・65歳以上の大人：1,000円
　　　　　※平日は、大人2,880円、小人1,440円
○「おれんじ鉄道感謝デー」
　　沿線市のイベントに併せて、どこまで乗っても1乗車
　につき300円 （小人100円）でご利用できます。
　【実施日】12月5日（土）
 ※当日は､「ツルのまちウォーキング（出水市）」
 が開催される予定です。

　パスポート取得促進および鹿児島空港国際線の利用促
進を図るため、下記期間中に県内のパスポート窓口でパ
スポートを受領された方の中から、抽選で70名様に「鹿児
島－上海」往復航空券など、素敵な賞品が当たるキャン
ペーンを実施しています。

【キャンペーン期間】
 平成27年11月１日（日）～平成28年２月29日（月）

【応募対象者】
 キャンペーン期間中に県内のパスポート窓口（市町村
窓口を含む）でパスポートを受領された方

【応募方法】
 県内パスポート窓口に設置の応募用紙に必要事項を
明記の上、パスポート受領時に県内パスポート窓口へ
ご応募ください。

　パスポート取得促進および鹿児島空港国際線の利用促
進を図るため、下記期間中に県内のパスポート窓口でパ
スポートを受領された方の中から、抽選で70名様に「鹿児
島－上海」往復航空券など、素敵な賞品が当たるキャン
ペーンを実施しています。

【キャンペーン期間】
 平成27年11月１日（日）～平成28年２月29日（月）

【応募対象者】
 キャンペーン期間中に県内のパスポート窓口（市町村
窓口を含む）でパスポートを受領された方

【応募方法】
 県内パスポート窓口に設置の応募用紙に必要事項を
明記の上、パスポート受領時に県内パスポート窓口へ
ご応募ください。

「県警あんしんメール」の
登録会員を募集しています

マイナンバー制度に便乗した
不審電話などに注意しましょう！

パスポート取得促進キャンペーンを
実施しています

肥薩おれんじ鉄道の
お得なきっぷを紹介します

　県では、法人県民税（法人税割）について税率の特例を
設けていますが、各種施策の推進に伴う財政需要に引き続
き対応するため、特例の適用期間を５年間延長しました。
　ご理解とご協力をお願いします。

【対象法人】（次のいずれかに該当する法人）
  ・資本金または出資金が１億円を超える法人
  ・法人税割の課税標準となる法人税額が、年1,000万円     
  を超える法人
  ・保険業法に定める相互会社

【超過税率】
 4.0％（標準税率3.2％）

【適用期間】
 平成33年３月31日までの間に終了する各事業年度
※詳しくは、県の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。

法人県民税（法人税割）の税率の
特例適用期間を延長しました

12月は大気汚染防止
推進月間です

　毎年12月を大気汚染防止推進月間として、きれいな空
を守ることの大切さを呼びかけています。この機会に大
気汚染の防止について、みんなで考えてみましょう。
○自転車や電車の使用を心がけましょう
　　天気のいい日はできるだけ自転車で出かけるなど、 
　移動の際には、自転車や公共交通機関の使用を心がけ
　ましょう。
○暖房の使用を控えましょう
　　暖房は室温20度で、重ね着などの工夫をし､ウォーム
　ビズやウォームシェアで暖かな冬を過ごしましょう。
○エコドライブを実践してみましょう
　　ふんわりアクセル「ｅスタート」から始めてみましょう!
　　※「ｅスタート」＝最初の５秒間で時速20キロメートル
　　　　　　　　　になるくらいのペースが目安です。

●期間／平成28年２月29日（月）まで
●期間中、鳥取県内の対象旅館、ホテルに宿泊しハガキで応募した方の　
中から抽選で毎月100名様に鳥取産のカニをプレゼントします。

お問い合わせ先 鳥取県観光戦略課　電話0857（26）7237　ファクシミリ 0857（26）8308

「鳥取へウェルカニ～！」


