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1面　明治150年記念式典開催
2面　災害に備えて　今できること
3面　高齢者のみなさん、健康づくりや生きがいづくりを通して
　　　お得にポイントを貯めてみませんか！/子どもと高齢者
　　　のみなさんは県の施設の入場料が無料になります！
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◆県の人口 
723,362

人
◆世 帯 数

1,616,005
世帯

　（平成30年4月1日現在推計）

（前月比　　  人）
（前月比　　  世帯）
　

県政かわら版は、県内全世帯配布の県政広報紙です。
県政かわら版は点字版・録音版も発行しています。
ご希望の方は鹿児島県身体障害者福祉協会☎099（228）6271までご連絡ください。
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

明治150年記念式典開催明治150年記念式典開催

過去から現在、そして未来に向けて
　子どもたちが先人の志をつなぐ---------
過去から現在、そして未来に向けて
　子どもたちが先人の志をつなぐ---------

　記念式典では、秋篠宮同妃両殿下御臨席のもと、県内の子ども
たちをはじめ、英国大使や政府関係者など県内外から約3100 人
が参加し、殿下から「先人たちの偉業を含めた薩摩の風土の特質
を後世に伝えていくべく、気持ちも新たに本式典を開催されるこ
とは、これからの我が国を背負っていく人々にとって大きな励み
になるものと考えます」と温かいお言葉をいただきました。  
　第一部の「県民決意のことば」では、参加した子どもたちの代
表から、「先人の志を大切に生きていきたい」など、未来の鹿児
島に向けた力強い決意が述べられました。

　続く、第二部では、 高校生による
「薩摩藩英国留学生」をテーマにした公開ディスカッションが行
われ、命懸けで西洋の文化を学び、日本の近代化に貢献した先
人たちの生き様を通じて、自分の夢に向かって努力していく決意
などが語られました。  
　フィナーレでは、地元の中高生ユニットによるストリートダン
スが披露され、先人の志を表現した「光の玉」 が若者たちのリ
レーによって、ステージ中央に掲げられた瞬間、祝砲とともに拍
手と大歓声が沸き起こり、まさに 「オール鹿児島」、「新しい鹿
児島の幕開け」にふさわしい感動的なものとなりました。

　フェスティバルでは、明治維新で活躍した薩長土肥（鹿児島、山
口、高知、佐賀）の県警察音楽隊による合同演奏をはじめ、地元の
子どもたちによるジャズダンスや吹奏楽が披露されました。  
　このほか、大河ドラマ「西郷どん」の主題歌を歌う里アンナさん
の優雅な島唄ライブや、同ドラマのオープニングで登場する
「霧島九面太鼓」の勇壮な演舞といった鹿児島ならではのプログラ
ムも実施され、鹿児島の元気や魅力を発信することができました。

-5,983
-1,891

　幕末という時代の大きな変革期の中で、鹿児島の先人たちは「明治維新」を成し遂げ、近代国家への扉を開きました。      
　この「明治維新」の意義や近代化の歩みを見つめなおし、後世に継承する機会とするため、明治150年記念式典を開催
し、2000人を超える小中高校生の参加をいただきました。
　次代を担う子どもたちとともに、先人の志を大切に、鹿児島の新たな時代を切り拓いてまいります。

問い合わせ先

於　県総合体育センター体育館

於　県総合体育センター体育館

【写真 右上 : 小学生合唱　右下 : 高校生創作オペラ】

オール鹿児
島

どんどん鹿児
島 5月26日（土）明治150年記念フェスティバル

5月25日（金）明治150年記念式典未来につな
ぐ

鹿児島県知事　三反園　訓
み た ぞの　 さとし

県庁明治維新150周年推進室　☎099（286）3057
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県庁建築課　☎099（286）3739

県庁危機管理防災課 ☎099(286)2256　県庁河川課 ☎099(286)3590　県庁砂防課 ☎099(286)3618

あなたのお住まいは安全ですか!

自分や家族でできる日ごろからの備え

災害に備えて　今できること

災害時の活動

災害時の情報収集はこちらから

防災タウンページを活用しよう！

非常持出品を用意しよう 早めの避難を心がけよう 災害応急対策を行おう

協力して避難しよう

危険箇所を知ろう

こんな前兆に気をつけて！

がけ崩れの前兆

土石流の前兆

こんな地形には、こんな災害に注意！

自主防災組織に参加しよう 家族で話し合おう 訓練や研修に参加しよう

　大規模災害時に備えて、
最低3日分程度(できれば1
週間分)の食料・飲料水や懐
中電灯などを用意しておき
ましょう。

　自分たちの地域は自分たち
で守るという活動に積極的に
参加、協力するようにしまし
ょう。

　災害時の役割分担、避難場
所、連絡方法などを事前に話
し合っておきましょう。

　災害時には、思いがけない
場所が危険箇所となり得るた
め、日ごろから地域のことを
確認しておきましょう。

　雨風が強くなる前、暗くな
る前に、地域の人たちと協力
し、早めの避難を心がけま
しょう。

　山崩れに注意が必要です。山
崩れは集中豪雨ばかりではなく、
地震によっても発生します。特
に、シラス地帯では、崩れやす
いので注意しましょう。

　山間部の集中豪雨に注意して
ください。豪雨によって山崩れ
が起きると、土石流の危険があ
ります。

　がけ崩れに注意が必要です。
がけ崩れは、豪雨などによって
突然発生します。

　河川の流域や、かつて河川敷
だったところは、豪雨によって
洪水に見舞われる危険があります。

　隣近所の人など地域の人
が協力して、初期消火や救
助などの応急対策を行いま
しょう。

　高齢者や子ども、障害者、
疾病者など災害時の避難に支
援が必要な人を地域で支え合
って避難しましょう。

備えあれば
 憂いなし

地域で
協力

がけ地の崩壊等の恐れのある
土地に建っている危険住宅

危険住宅の除却
最大802千円の補助

安全な場所への移転
最大7,227千円の補助

家族の
防災会議

日ごろから
訓練を

事前の
確認を

迅速かつ
安全な
避難を

地域で
支え合い

みんなで
協力

危険な住宅から移転するための費用の一部を補助しています

○鹿児島県危機管理局ツイッター（ユーザー名：kikikanrikago）
○土砂災害警戒区域等マップ

　県内の土砂災害警戒区域等の閲覧検索ができます。

○鹿児島県危機管理・防災ホームページ

○鹿児島県防災WEB

●がけから水が湧き出してくる
●がけに亀裂が入る
●がけから小石がバラバラ落ちてくる
●がけから木の根が切れるなどの異様
　な音がする

●山鳴りがする
●雨が振り続いているのに川の水位が下がる
●川の水が急に濁ったり、流木が混ざり始める
●腐った土の臭いがする

○鹿児島県河川砂防情報システム
　県内の雨量や水位、土砂災害警戒情
報、　気象警報等の発表状況などにつ
いて情報提供します。

※ここに紹介した土砂災害の前兆は、すべてではありません。これらを参考に早めに避難しましょう。 ※危険箇所の詳しい地域については、お住まいの市町村などに確認してください。

　補助を受けるためには、
がけの高さや角度、危険住
宅の位置や建設年度などの
要件に該当する必要があり
ます。

　お住まいの住宅が該当す
るかは、各市町村の住宅担
当課までお問い合わせくだ
さい。

鹿児島県　防災 検索

携帯
電話版

スマート
フォン版

QRコードからもアクセスできます。

雨が降りやんだ後でも
土砂災害が発生することが
あるので注意が必要です！！

山
間
部

扇
状
部

急
傾
斜
地

河
川
周
辺

地すべりの前兆
●井戸や沢の水が濁る
●地面にひび割れができる
●斜面から水が吹き出す
●家や擁壁に亀裂が入る
●家や擁壁、樹木や電柱が傾く

よう へき

　地域や県、市町村が行う
訓練・研修に積極的に参加し
て、防災に関する知識を習得
するようにしましょう。

　各家庭に配布されている防災タウンページは、
日ごろの備えや災害時に役立つ情報が満載です。
ぜひ活用しましょう。

検索

知って
おきたい

　これから、豪雨や台風などによる災害が発生しやすい時期となります。災害は、いつ、どこで、どのような形で起こるかわかりません。被害
を最小限にするために、災害の前兆やお住まいの地域の特性を把握するとともに、日ごろから災害に備えて準備しておくことが大切です。

問い合わせ先

問い合わせ先

鹿児島県　がけ地近接等危険住宅移転事業

らから

う！

。



県庁高齢者生き生き推進課 ☎099(286)2568

県庁青少年男女共同参画課　☎099（286）2554 県庁高齢者生き生き推進課  ☎099（286）2568

子どものみなさん 高齢者のみなさん

【 活 動 例 】
●高齢者の見守り・声かけ・話し相手
●高齢者や介護者の仲間づくり支援 
●花壇・公園・道路の美化清掃

●児童の登下校見守り
●特定健診の受診(個人)
●介護予防・認知症予防教室への参加(個人)
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

ポイントを貯めるにはどうしたらいいの?

　65歳以上の方が「健康づくり」や「ボランティア活動」に取り組んだり、グループで「地域貢献活動」を行ったり
すると、地域商品券などに交換できるポイントがもらえます。

　次の7つの施設において、
・平成30年度から、新たに子どものみなさんの入場料が無料(土・日・祝日)になりました。 
・高齢者のみなさんも、平成29年度から無料(平日および土・日・祝日)となっています。

①市町村に参加登録 ②対象活動に参加して
ポイントを貯める！

③地域商品券などに
　　　交換してお買い物！

○対象者
　県内にお住まいの小・中・高校生（18歳以下）

○入場時に年齢や住所を確認できる書類をご提示ください
 (生徒手帳、健康保険証、マイナンバーカードなど)。
※土・日・祝日の入場料が対象となります。

子どもの入館料等無料化事業 検索

子どもと高齢者のみなさんは
県の施設の入場料が無料になります!

○対象者
　県内にお住まいの70歳以上の方

○入場時に年齢や住所を確認できる書類をご提示ください 
　（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）。
※平日および土・日・祝日の入場料が対象となります。

※各施設の概要は県ホームページからご覧いただけます。

※市町村によって、事業の実施状況や対象となる活動は異なります。

かごしまのシニアのお出かけ促進事業 検索

0年度から、新たに子どものみなさんの入場料が無無料料(土・日・祝日)になりました。 
のみなさんも、平成29年度度かからら無無料料料(((平平平日日おおよよよびびび土土土・・日日日・祝祝祝日日))とととななっってていいまます。

※各施設の概要は県ホームページからご覧いただけます

歴史資料センター黎明館(常設展)
【鹿児島市】

県立博物館プラネタリウム
   【鹿児島市】

フラワーパークかごしま
   【指宿市】 上野原縄文の森

【霧島市】

奄美パーク
【奄美市】 屋久島環境文化村センター

   【屋久島町】

霧島アートの森(常設展)
          【湧水町】

たくさん

学ぼう！

お出かけ

しよう！

対象となる活動は？

こんな声をいただいています !

地域の子どもたちとも
仲良くなれました。

　今年度から、新たに設
立されたグループや新た
な高齢者のメンバーが加
入したグループにはポイ
ントが追加されます！

【さらに！】

郷土についての学びを応援!

郷土についての学びを応援!

生きがいづくり・健康づくりを応援！

生きがいづくり・健康づくりを応援！

高齢者元気度アップ
 地域活性化事業

問い合わせ先

問い合わせ先

どんどん

　　かご
んま！

さぁ
行こう！

個人の場合
最高5千円分
個人の場合
最高5千円分

グループの場合
最高10万円分
グループの場合
最高10万円分

高齢者のみなさん、健康づくりや生きがいづくりを通して
お得にポイントを貯めてみませんか !

健康教室の後のみんなとの
おしゃべりが楽しみです。

貯まったポイントで、日本一の
鹿児島黒牛を味わいました。

手



　

【受付期間】
　○インターネット　7月2日(月)～16日(月)
　○持参・郵送　　　7月2日(月)～18日(水)

【第１次試験日】8月19日(日)

【第１次試験地】鹿児島市、東京都

【受 験 資 格】30～39歳（平成31年3月末の満年齢）
　　　　　　　　ただし、職務経験の要件あり。

　高等学校卒業程度の方を対象とした
警察官採用試験を実施します。

【受付期間】
○インターネット　
　　8月1日(水)～15日(水)
○持参・郵送　　　
　　8月1日(水)～17日(金)

【第１次試験日】　
　　9月16日(日)
【第１次試験地】
○警察官Ｂ(男性・女性)…鹿児島市、鹿屋市、奄美市
○警察官Ｂ(武道) …………鹿児島市
【受 験 資 格】18～31歳（平成31年3月末の満年齢）
　　　　　　　　　ただし、大学を卒業または来春卒業見
　　　　　　　　込み以外の方が対象。

　あなたのキャリアを鹿児島県政に！！
　民間企業などでの経験を活かし、県政のために即戦力と
して貢献できる、優秀で意欲のある人材を求めています。
　昨年度から技術職のＵＩターン枠（農業・畜産・林業
・水産・土木）試験も導入しています。

【受付期間】
　○インターネット　受付中～6月13日(水)
　○持参・郵送　　　受付中～6月15日(金)
【試験日】7月1日(日)
【試験地】鹿児島市（薬剤師は東京都、獣医師は東京都
　　　　　 および北海道でも実施します。）

広告は広告主の責任において掲載しております。広 告 この印刷物は環境に優しい植物性インキと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。

情報ボックス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、
県ホームページからご覧になれます。 携帯サイト「かごしまモバイル県庁」

県庁明治維新150周年推進室　☎099（286）3057

鹿児島県職員採用試験を実施します 警察官採用試験を実施します

明治維新150周年関連イベント（6月～8月） 開催時期 会　場

西郷隆盛

大久保利通
企画展 「島津斉彬展～西郷隆盛が尊敬した賢君～」

企画展「西郷隆盛～西南戦争と加治木～」「光蘭院貞姫～もうひとりの「篤姫」～」

特別展「西郷南洲翁と菊次郎展～敬天愛人に繋がる親子の絆～」

大河ドラマ「西郷どん」番組関連展

明治維新150周年・大河ドラマ「西郷どん」放送記念企画展「大河ドラマと黎明館資料Ⅱ」

明治維新150周年記念講演会「西郷隆盛伝」 

特別展「西郷南洲翁と菊次郎展」 開催中～6月30日(土)

開催中～6月30日(土)

開催中～7月26日(木)

開催中～8月26日(日)

開催中～平成31年12月中旬

開催中～平成31年2月3日 (日)

西郷南洲顕彰館

維新ふるさと館

錦江町文化センター

尚古集成館

加治木郷土館

和泊町西郷南洲記念館

龍郷町生涯学習センターりゅうがく館

歴史資料センター黎明館

6月30日(土)

明治維新150周年記念 西郷どんトークショー

明治維新150周年記念特別展「西郷どんを伝える“モノ”展」

鹿児島市民文化ホール6月30日(土)

開催中～12月28日（金）

かごしま明治維新博「かごしま明治維新博」公式ウェブサイト

〈民間企業等職務経験者〉 〈警察官Ｂ（高等学校卒業程度）〉〈獣医師・薬剤師など〉

検索
まだほかにもどんどんイベントを開催しもんど！
詳しくは、公式ウェブサイトを見てくいやんせ！

愛加那

島津斉彬

イ ト

ツン

県に関するさまざまな情報をお届けします かごしまのシンボル

かごしまのシンボル 検索

大山1300大山寺で行われる大献灯 検索

　県のシンボルマーク、花、鳥、木、歌などを県ホー
ムページで紹介しています。

ほ う き の く に だい せん

だい せん じ

鹿児島県広報課「県政かわら版（6月号）プレゼント係」

締切

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

伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会　☎０８５９（３１）９３７１平成30年7月31日（火）必着

●山形屋

●鹿児島信用金庫

●南日本銀行

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］年末年始宛先

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！ 鳥取県からのお知らせ
伯耆国「大山開山1300年祭」を開催中

鹿児島ブランドショップ
〈特産品の問い合わせ先〉

大島郡瀬戸内町清水127
☎090（1919）8929

合同会社奄美はなはなエール
3名様

AMAMIGARDEN

2017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

「パッションウィートエール」
「タンカンペールエール」
「黒糖スタウト」の3種セット　

　島おこしへの想いから誕生した南の島
“奄美群島”の特産品を活かした島の地ビ
ール。奄美の豊かな自然に、乾杯！ 

　大山寺が開創されてから
1300年の節目の今年。名峰
・大山の歴史、文化、自然、
水、食などの魅力を体験・満
喫できる多彩なイベントを開
催します。ぜひ鳥取県の大山
へお越しください。

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！

他県紙面交換

県人事委員会事務局総務課　☎099(286)3893・3894 県庁人事課　　　　　　 　 ☎099(286)2087 県警察本部警務課　　　　　 ☎099(206)2220

問い合わせ先

※受験資格、申込書の配布場所など詳しくは、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。

※年齢はいずれも平成31年4月1日現在

※詳しくは、県警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。

試験の種類
獣医師
薬剤師
福祉施設専門職員(児童自立支援専門員)
工業技師
職業指導技師

49歳以下
29歳以下
30歳以下

39歳以下
39歳以下

10人
1人
3人

2人
1人

受験資格 採用予定人員

  

担当窓口担当窓口担当窓口

問い合わせ先

　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。

ムーブ！かごしま 検索

原子力技術職員 39歳以下 2人

ユーザー名：pref.kagoshima

ユーザー名：kagoshimakensei


