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◆県の人口 1,614,926
728,263

-765
-321

人
◆世 帯 数 世帯
　（平成30年8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

問い合わせ先

鹿児島県知事　三反園　訓
み た ぞの　 さとし

県庁農政課 ☎099(286)3093 　県庁かごしま材振興課☎099(286)3366　 県庁水産振興課☎099(286)3435

海外高級レストランでの
県産品のトップセールス

海外見本市での試食・試飲会 和牛日本一の「鹿児島黒牛」の
オーストラリア向け輸出出発式

海外のバイヤーを招いた
商談会

　県の農林水産物の輸出額は、近年増加傾向にあり、平成 29年度は前年度比 30%増となりました。  
　今年3月には、2025年度の輸出額300億円達成を目標とする、「県農林水産物輸出促進ビジョン」を策定し、さら
なる輸出の拡大に取り組んでいます。

さらなる輸出拡大への
前年度度度度比 30%%増となりまし
「県農林水産物輸出促進ビジ

挑戦！挑戦！
県産農林水産物輸出の現状 各品目ごとの輸出額(平成29年度)

若い力で新しい農業経営に取り組む有限会社大崎農園の皆さん（大崎町）若い力で新しい農業経営に取り組む有限会社大崎農園の皆さん（大崎町）
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輸出拡大に向けたセールス実績
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未来を切り開く！　かごしまの農林水産業未来を切り開く！　かごしまの農林水産業

（H30.1 フランス・パリ） （H30.7 曽於市）（H30.5 タイ・バンコク） （H30.9 鹿児島市）

▶林産物
　約18億円

▶畜産物
　約101億円

▶農産物
　約4億円

▶水産物
　約77億円

香港向けの
牛肉など

中国向けの
丸太など

ドイツ向けの
お茶など

…

アメリカ向けの
養殖ブリなど

　平成 29 年度の県産農林水産物の輸出額は大幅に増え、過去最高の201億円となりました。
　人口減少に伴い国内市場が縮小する中、グローバル化や世界的な和食ブームなどを背景に、日
本産の食品を求める消費者が増えており、日本一の黒牛や黒豚、ブリといった安心・安全な食を世界に
売り込む大きなチャンスとなっています。
　これからも、生産基盤の強化など「守り」をしっかり固めながら、「攻め」の農林水産業、そして「稼
げる」農林水産業を実現するため、オール鹿児島で戦略的に取り組んでまいります。



県庁農政課☎099(286)3093 県庁食の安全推進課☎099(286)2888　県庁かごしま材振興課☎099(286)3366問い合わせ先

県庁経営技術課 ☎099(286)3155問い合わせ先

　ロボット技術や情報通信技術などを活用して、省力化
や高品質生産を実現する新たな農業です。

　自動で走る無人トラクタなど
のロボット技術で、作業を省力
化します。

　ビニールハウスでトマトを栽培して
います。生育に必要な光や温度、肥料
の量などを最適な状態に制御できるシ
ステムを導入したことで、収穫量が増
え、管理作業も楽になりました。

　県立農業大学校において、スマート農業に関する最先端の情報や
技術などを一堂に集めたシンポジウムを、鹿児島で初めて開催しま
した。  　
　県内各地から約300人の参加があり、導入事例の講演や関連機器
の展示などを通して、スマート農業を体感する 1日 となりました。

　2020東京オリンピック・パラリンピックの選手村などで提供される食事に県産食材を供給することにより、
安心・安全な「かごしまの食」を世界にＰＲし、販路拡大を図ります。

スマート農業に取り組む生産者の声

挑戦！挑戦！

東京オリ・パラに向けた県産食材供給への
食材ををを供供供給することにより、

挑戦！挑戦！

飛躍的な生産性向上を目指したスマート農業への

ビニールハウスでトマトを栽培して
います。生育に必要な光や温度、肥料
の量などを最適な状態に制御できるシ
ステムを導入したことで、収穫量が増
え、管理作業も楽になりました。

スマート農業に取り組む生産者の声

安心・安全な食材の確保に向けた取組

少ない労力で
大規模生産を実現!

　県では、全国に先駆けて、農業生産の工程を管理する手法(GAP)を取り入れ、平成16年度に、「かごしまの農林水産物認証制度
(K-GAP)」を創設し、認証取得の拡大に取り組んでいます。GAPなどの認証取得は、東京オリ・パラの食材調達の要件となってい
ます。

　安心・安全の基準に沿った、生産
者の取組を認証する制度です。
　認証を受けて生産された農林水産
物には、認証マークが表示できます。

　東京オリ・パラの選手村
に食事を提供する事業者な
どにPR・セールス活動を
展開しています。  
　また、本県生産物の生
産・流通・販売事業者など
を東京オリ・パラのサポー
ト会員として募集していま
す。

K-GAPマーク
K-GAP認証件数の推移認証マークが表示された商品

K-GAP =Kagoshima(鹿児島)　Good(よい)
　　　　Agricultural(農業の) 　Practice(やり方)

ホストタウンでの海外選手への
PR活動(鹿屋市)

施設の内観イメージ図

かごしまスマート農業シンポジウム
　　　　　　　　　　　を開催しました

ＰＲ・セールス活動の展開 食材供給のほかにこんな取組も行っています

8/31
【金】

　蓄積されたデータに基づい
て農畜産物に最適な環境をつ
くり出し、生産性・品質の向
上を実現します。

・農作業の補助機材などで、重
労働の負担を軽減します。
・ベテラン農家の経験や熟練
技をデータ化し、若者たちに
引き継ぎます。

農畜産物の持つ能力を
最大限に発揮!

誰もが取り組める農業へ!

ス

きっしょうあん さとし
さつま町トマト生産者

吉祥庵 聡さん

スマート農業で何が変わるの?

スマート農業って?

かごしまの農林水産物認証制度
 (K-GAP) って?

ギャップ

ケイ ギャップ

　農業の現場では、担い手の減少・高齢化の進行などにより、労働力不足や技術の継承が問題となっています。
　ここでは、農業の現場において、省力化による負担軽減・規模拡大・品質向上を目指す「スマート農業」導入の
取組を紹介します。

重労働を補助する機具重労働を補助する機具

無人で畑を耕すトラクタ無人で畑を耕すトラクタ

生育状況を管理するタブレット生育状況を管理するタブレット

選手村の施設に「かごしま材」を提供
　選手村の施設にCLT(直交集成
板)※を提供し、品質の高いかごし
ま材をPRします。
　東京オリ・パラ終了後は、本県に
返却され、県内の施設でベンチなど
として再利用される予定です。
※木の繊維の方向が直角に交わるように板材
を重ねて接着した大判のパネル。軽くて強
度や断熱性に優れる。
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西郷隆盛 ツン

県庁明治維新150周年推進室 ☎099(286)3082問い合わせ先

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 検索

　ステージでは､新たな薩長土肥
同盟の締結を記念し､4県知事によ
るトークショーのほか､豪華特産品
が当たるお楽しみ抽選会を開催。
　ブースでは､明治維新関連グッズ
やフードメニューも販売されますの
で､ぜひ、皆さんご来場ください。

　西郷さんを愛するそっくりさんナ
ンバーワンを決める「全国西郷１（せ
ごワン）大会」鹿児島決勝大会を開
催します。
　全国WEB予選通過者と鹿児島
県内で行われる西郷さんそっくりコ
ンテストなどの優勝者が、「そっくり
度」、「知識」、「体力」を競います。

　明治維新博のイベントスケジュール
等について、「かごしまの偉人」、「エリ
ア別の見所」、「注目イベント」などの
項目別に紹介するガイドブックを県内
各地 ( 各市町村の観光案内所など ) で
配布中です。

島津斉彬

大久保
利通

かごしま明治維新博ガイドブック

　

愛加那

明治維新150周年関連イベント（10月～12月） 開催時期 会　　場

薩摩の偉人展～西郷どんが生きた時代～

明治維新150周年記念
シンポジウム 

鹿児島会場 :テーマ「明治維新再考～明治維新と国家形成～」

姶良・伊佐会場 :テーマ「明治維新再考～世界史の中の明治維新～」

薩摩維新ふるさと博

大隅の國やっちく松山藩【秋の陣祭り】明治維新偉人武者行列・明治維新歴史館

南九州市あかりの道標～ちらん灯彩路～

10月27日(土)～11月4日(日)

11月10日(土)～11月11日(日)

11月17日(土)

10月2日(火)～10月25日(木)

10月8日(月・祝) 

10月13日(土)

枕崎市文化資料センター南溟館

　歴史ロード“維新ふるさとの道”

　志布志市松山町城山運動公園

　南九州市知覧武家屋敷庭園周辺

明治維新150周年記念事業「おじゃったもんせ!ひおき明治維新博」記念講演会

かのや明治維新150周年記念事業 創作市民歌舞劇「西郷どんと大久保どん」

11月25日(日)

12月2日(日)

　日置市伊集院文化会館

　鹿屋市文化会館

大河ドラマ「西郷どん」番組関連展

特別展「西郷南州翁と菊次郎展～敬天愛人に繋がる親子の絆～」

企画展「西南戦争と志布志」

開催中～12月中旬

開催中～平成31年2月3日(日)

開催中～11月25日（日）

和泊町西郷南洲記念館

志布志市埋蔵文化財センター

明治維新150周年記念黎明館企画特別展NHK大河ドラマ特別展「西郷どん」 開催中～11月18日(日) 歴史資料センター黎明館

龍郷町生涯学習センターりゅうがく館

鹿児島市民文化ホール 第2ホール

霧島市民会館

　平成30年は、日本が近代国家への道を踏み出した明治維新から150年目の節目の年です。
　県では、この機会を大きなチャンスととらえ、5月に開催された明治150年記念式典をはじめ、オール鹿児
島で様々なイベントやプロモーションを展開しています。
　秋以降も、明治維新博第二幕として、引き続き鹿児島を盛り上げていくための取組を実施していきます。

11月18日（日）
鹿児島中央駅前広場

・アミュ広場

イ ト

沿道で応援してくださる
皆さんにはプレゼントもあります !

お楽しみに !

詳しくは､公式ウェブサイトをご覧ください！

　保護者のみなさんが、経済
的な理由からお子さんの受診
を控えることがないよう、県
内医療機関などにおける窓口
負担をなくす制度を10月１日
から開始しました。

　鹿児島のシンボル「桜島」
がデザインされた、鹿児島版
図柄入りナンバープレートが、
10月から交付されます。この機会に図柄入りナン
バープレートをつけて走り、地域の魅力をPRし
ましょう！

　県では、11月を「文化芸術に親しむ月間」とし
ています。期間中、音楽や美術、演劇、文学など
に関する多彩なイベントが県内各地で開催され
ます。
　また、11月の第３週は「鹿児島県方言週間」
です。
　この機会に、身近な演奏会や展覧会などに参加
したり、方言について学んだ
りして、素敵な芸術の秋を過
ごしませんか。
※期間中の関連イベントにつ
いて、詳しくは、県のホー
ムページをご覧ください。

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」

乳幼児医療費の窓口負担が無料になります
対象：住民税非課税世帯の未就学児

いよいよ交付！
鹿児島版図柄入りナンバープレート 11月は「文化芸術に親しむ月間」です

県庁子ども家庭課　　　 ☎099(286)2763担当窓口 県庁交通政策課　　　 ☎099(286)2459担当窓口 県庁生活・文化課　　　 ☎099(286)2537担当窓口

【対象となる方】
住民税非課税世帯の小学校入学前のお子さん

【対象となる費用】
保険が適用となる入院（食事の費用は除く）、通
院、お薬などの費用
※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。

【交付開始日】10月１日（月）～
【交付手数料】8,400円

（別途1,000円以上の寄付をされた方
は、フルカラーを選択できます。）

※申し込み方法など詳しくは、お近くのディーラー
・整備工場にご相談いただくか、「図柄ナンバー
申込サービス」ウェブサイトをご覧ください。

　JR 鹿児島中央駅周辺を、約 500 人が明
治維新をテーマにした仮装をしてパレード
を行います。

未来につな
ぐ

オール鹿児
島

どんどん鹿児
島

西郷どんそっくりさんナンバーワンを決定！

治
を

新博

～薩長土肥同盟締結記念！～
薩長土肥４県連携イベント

豪華特産品のイメージ

明治維新150周年記念 秋の祭典

明治維新150周年記念 仮装パレード



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。

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

　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。

鹿児島県広報課「県政かわら版（10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

福岡県観光政策課　☎092(643)3454　FAX092(643)3431平成30年11月30日（金）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！ 福岡県からのお知らせ
第35回伝統的工芸品月間国民会議全国大会 福岡大会

鹿児島ブランドショップ
〈特産品の問い合わせ先〉

垂水市浜平１８７９
☎０９９４（４５）５５８０

株式会社竹之内組
（たるみず畑）

5名様

とんとこ
海老のスープ

2017かごしまの新特産品コンクール
奨励賞

　江戸時代から続く「とんとこ漁」で水揚げさ
れる錦江湾の希少なエビで作ったスープです。天
日干しで旨味を凝縮し、ゆずを加えてすっきりと
仕立てました。

　全国各地の伝統的工芸品が一堂に集
結する「KOUGEI EXPO」を開催し
ます。展示や販売を行う他、体験もで
きます。ぜひ、“ご来福”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

問い合わせ先

  

県庁生活・文化課 ☎099(286)2523 県庁子ども家庭課 ☎099(286)2775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

ＫＯＵＧＥＩ　ＥＸＰＯ 検索

ユーザー名：pref.kagoshima

ユーザー名：kagoshimakensei

【開催期間】11月2日(金)～4日(日)
【開催場所】マリンメッセ福岡
※入場無料

ひとりで悩まずにご相談ください
誰にも相談できずに、ひとりで抱え込んでいることはありませんか。 

それぞれのお悩みに応じた相談窓口を設けています。まずはお電話ください。

11：20～11：35

17：25～17：30

なるほど！鹿児島

今年6月新たに相談拠点を設置
ＦＬＯＷＥＲ（フラワー） 性暴力被害者サポートネットワークかごしま

女性健康支援センター

妊娠・出産など

ホームページ
ＱＲコード

●県や県警などの関係機関が連携・協力して支援する公的ネットワーク
　です。
●電話相談や面接相談に応じます。ご家族からの相談にも対応します。 
●男性・女性問わずご相談ください。 
●診療(産婦人科)やカウンセリング(臨床心理士)などが必要な
　ときに は、それぞれ専門機関を紹介します。 
●病院や警察など関係機関へ付き添いを行います。

火～土
午前10時～午後4時

（祝日・年末年始を除く）

火・木・土・日
午前10時～午後6時

josei@pref.kagoshima.lg.jp

（県助産師会）

☎099（239）8787

☎099（210）7559

相談
時間

相談
無料

相談
時間

子ども・家庭110番

子育てや子ども自身の悩み

小児救急電話相談

子どもの急な病気・けが

午前9時～午後10時
（土・日・祝日・年末年始を除く）

つ なごう よ い こ に

（県中央児童相談所） （県医師会など）

☎099（275）4152 ☎♯8000 または
☎099（254）1186

相談
時間

平日・土 午後7時～翌朝8時
日・祝日・年末年始
　　　　　午前8時～翌朝8時

相談
時間●妊娠（予期しない妊娠など）､出産､子

育て､ＤＶ､更年期､性行為感染症な
どについて、助産師等が個人情報を守
り、丁寧にお話を伺います。
●ご家族からの相談にも対応します。 
●県保健所でも、電話や面接での相談
をお受けします。

●専門の相談員が対応します。
●18歳未満の子どもに関することで
あれば､本人・家族・学校の先生・
地域の方々など､どなたからでも相
談をお受けします。

●看護師等から応急処置や医療機関の
受診の必要性などのアドバイスが受
けられます。
●おおむね15歳未満の子どもの保護
者の方等からの相談をお受けします。

は な は な

☎

メール

女

子育


