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偶数月発行

県政かわら版は、
県内全世帯配布の県政広報紙です。

1,613,969 人 （前月比
◆県の人口
728,126 世帯 （前月比
◆世 帯 数
（平成 30 年10月1日現在推計）

-522 人）
-124 世帯）
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2面

明治維新150周年を生かして鹿児島を元気に

3面

結婚、妊娠・出産、子育ての希望がかなう社会へ/
北朝鮮による拉致問題の解決に向けて

4面

県民表彰/ 特産品プレゼント

大きく飛躍する鹿児島の観光

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

明治維新150周年を生かして鹿児島を元気に
〜西郷どんそっくりさんナンバーワン決定！〜

全国西郷1(せごワン)グランプリ出場の皆さん
中央は優勝した鹿児島市の松延眞美さん
まつ のべ

み

た

ぞの

さとし

鹿児島県知事 三反園 訓

県では、明治維新150周年や大河ドラマ「西郷どん」の放送などにより、国内外からの注目が鹿児島に集まる
絶好の機会を生かし、多くの方々に本県を訪れていただけるよう、「かごしま明治維新博」として、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。
11月 18 日には、鹿児島市において、薩長土肥同盟の締結式や記念パレード、
「秋の祭典」を開催し、西郷どん
そっくりさんナンバーワンも決定するなど、会場を訪れた県内外の多くの方々に楽しんでいただきました。

明治維新１５０周年記念

秋の祭典

（アミュプラザ鹿児島 AMU広場・鹿児島中央駅前広 場 ）

全国西郷1(せごワン)グランプリ

ステージイベント

全国 Web 予選と県 内大会を勝ち抜
いた15人が、スピーチや見た目のそっ
くり度、明治維新クイズ、ウナギのつ
かみ取りでナンバーワンを競いました。
優勝したのは、コミカルなダンスを
披露した鹿児島市の松延眞美さん。
「感
無量です」と優勝の喜びをコメント。
西郷どんそっくりさんたちによる熱
戦に、会場は終始笑いと歓声に包まれ
ました。

高校生による力強い書道
パフォーマンスや小学生金
管バンドによる華やかな演
奏なども披露され、会場を
大いに沸かせました。

まつ

のべ

甲南高校書道パフォーマンス

維新マーケット・維新ワークショップ

ウナギつかみ取り

薩長土肥連携イベント
薩摩切子贈呈

明和小学校金管バンド演奏

4 県知事による観 光 地 や 特 産品 の PR の 後、
薩摩切子などの各県の豪華特産品が当たるお
楽しみ抽選会が行われました。

明治維新や西郷さ
んをテーマとした物
産展や、子ども向け
の体験ブースなどが
設けられ、鹿児島の
魅力を再発見してい
ただく機会となりま
した。

火山灰で作られた西郷どん

熱気あふれる会場

「日新公いろは歌」を体験する子どもたち

薩長土肥同盟締結

明治維新１５０周年記念パレード

明治維新を成し遂げた鹿児島、山口、高知、佐賀の 4 県知事が
鹿児島に集結し、仙巌園において同盟締結式を行い、地域の活性
化や若者たちの育成などを進めるため、連携を一層密にすること
を誓いました。

明治維新をテーマに着飾った子どもから大人までの総勢
約 500 人が、高見馬場交差点から鹿児島中央駅までをパレ
ードしました。沿道には、約 3,000 人の観客が詰めかけ、
パレード参加者に手旗を振って盛り上げていただきました。

「若き薩摩の群像」前で勝ちどきをあげる参加者

問い合わせ先

県庁明治維新150周年推進室 ☎099(286)3082

鹿児島
どんどん

大きく飛躍する鹿児島の観光

県では、多くの観光客に鹿児島を訪れていただけるよう、本県の魅力ある観光地や、和牛日本一の鹿児島黒牛
といった多彩な食などのトップセールス・PRをはじめ、さまざまな取組を展開しています。
昨年は、鹿児島空港に乗り入れる国際線の新規就航・増便やクルーズ船の寄港数の増加などもあり、本県にお
ける延べ宿泊者数や外国人延べ宿泊者数、観光消費額※が過去最高を記録しました。
※観光消費額 : 旅行者が県内で使用した交通費、宿泊費、土産代、飲食費、入場料 など

延べ宿泊者数過去最高

外国人延べ宿泊者数過去最高

観光消費額過去最高

約799万人を記録

約74万人を記録

約2,842億円を記録
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出典:観光庁「観光入込客統計」

「日本一」や「一流」がいっぱい！世界を魅了する鹿児島
本県は、個性ある「歴史」
・
「文化」や多彩な「食」、豊かな「自然」など、世界に誇れる素晴らしい素材に恵ま
れているほか、日本本土の最南端に位置し、成長著しいアジア諸国に近いという有利性もあります。
県では、国内外から多くの観光客を呼び込むため、これらを本県の強み「ポテンシャル」として最大限に生か
した取組を進めています。

歴史・文化

食

西郷隆盛銅像

本場大島紬

鹿児島黒牛

世界遺産 尚古集成館

ボゼ祭り(十島村悪石島）

養殖ブリ

明治維新を成し遂げた先人たちの歴史
やアジアなどから影響を受けた文化

自然

かごしま黒豚

かごしま茶

「和牛日本一」の鹿児島黒牛をはじめ
とした豊富な農畜水産物

たまて箱温泉(指宿市)

百合ヶ浜(与論町)

雄川の滝(南大隅町)

世界遺産 屋久島

豊かな自然環境、特色ある島々、良質
な温泉

「来て、見て、感動する鹿児島」を目指して
今後も、本県の強み「ポテンシャル」を生かしながら、魅力ある観光地づくりや観光客の受入体制の整備、本県
の魅力のPR・情報発信などを通じて、
「来て、見て、感動するまちづくり」を進めてまいります。

取 組 例

鶴丸城御楼門の復元
（鹿児島市）

明治 6 年（1873 年）に火災で
焼失した鹿児島（鶴丸）城のシン
ボル「御楼門」を新たな観光拠
点とするため、復元に向けて官
民一体となって建設を進めてい
ます。

2020年3月
完成予定

完成イメージ

SNS※を活用した魅力PR

かごしまクルーズターミナルの整備
（マリンポートかごしま/鹿児島市）

今年 4 月に税関や出入国管理、検
疫機能などを備えてオープン。入国
手続きなどがスムーズ になり、乗
船客がより長い時
間観光を楽しめる
ようになりました。

多言語コールセンターの開設

※人と人とのつながりを支援するインターネット上のサービス

県公式のフェイスブックやインス
タグラムで、県内各地の魅力を国内
外に PR しています。

県観光課フェイスブック
かごしまPRキャラクターぐりぶー

県観光課
フェイスブック

県かごしまPR課
インスタグラム

問い合わせ先

☎092
（687）
6639
(外国人観光客向け)

県庁観光課 ☎099(286)2994

外国人観光客の方が、観光ス
ポット、飲食店、宿泊施設等の
情報を入手したいなど、何かお
困りのときは、365 日 24 時間、
15 言語による通訳サービスを無
料で受けられます（通話料は利
用者負担）。

結婚、妊娠・出産、子育ての希望がかなう社会へ
鹿児島の未来を担うのは子どもたちです。
鹿児島の未来を担うのは子どもたちです。
県では、地域に子どもたちの明るい笑顔があふれ、安心して子育てができる環境をつくるため、結婚、妊娠・出産、
県では、地域に子どもたちの明るい笑顔があふれ、安心して子育てができる環境をつくるため、結婚、妊娠・出産、
子育ての各ライフステージに合わせた幸せづくりを応援します。
子育ての各ライフステージ
ジに合わせた幸せづくりを応援します。
大切な人とのめぐりあいを応援します

結婚

かごしま出会いサポートセンター

安心して出産ができる環境へ

妊娠・出産

県内医療機関への産科医派遣

（鹿児島市金生町）

今年度新たに、鹿児島大学病院と連携
して、産科医が不足する地域の中核的な
病院へ産科医を派遣しました。

結婚を希望する独身の方のために、会員同士のマッチング
や婚活イベントの情報発信などを行っています。
県内各地で出張窓口も開設しています。詳しくは、センタ
ーへお問い合せください。
ふたりのえんは

いいごえん

▲

☎099
（208）
1150
ホームページは
こちら

問い合わせ先

子育て

県庁子育て支援課 ☎099(286)2800

今年度新たに、将来、県内の病院等で、
産科・ 小児科などの医師として勤務しよ
うとする医学生を対象に修学資金の貸与を
開始しました。
問い合わせ先

県庁医療人材確保対策室 ☎099(286)2653

頑張る子育て世代を応援します

子供どもたちを犯罪から守ります

かごしま子育て支援パスポート

県警あんしんメール
子供への声掛けやつきまとい事案等が発生した際に、
注意情報を発信します。
◆登録方法
k p110@123 1 2 3 . t v もしくは右のQRコード
宛てに空メールを送信し、返送されたメールに
従って必要事項を入力してください。

子育て支援パスポートって?
協賛店舗でパスポートを提示すると、店舗が
設定する優待サービスを受けられます。

利用できる主なサービスは?
・ベビーカー貸し出し
・ドリンク・デザート提供
・ミルク用お湯の提供

協賛店舗は
このマークが目印

問い合わせ先

県警察本部生活安全企画課 ☎099(206)0110

子どもたちの「勉強したい!」を応援します

など

Web・スマートフォンに対応します!

本県独自の奨学金制度

※12月下旬から

Webサイト上で必要事項を入力すると、パス
ポート画像がダウンロードできます。
⇒利用登録が簡単!
⇒パスポートの提示が簡単!
⇒協賛店舗の検索が地域別、サービス別
などで簡単!
※現行のカード式パスポートも引き続きご利用できます。
問い合わせ先

医師修学資金貸与制度

◆開所時間
月・火 : 正午〜午後7時
水 : 正午〜午後8時
土・日 ・祝 : 午前10時〜午後5時
※木・金・年末年始は休み

県庁子育て支援課 ☎099(286)2800

大学等入学時奨学金制度(募集人員:計900人)
経済的な理由で、大学等への進学が困難な高校生などに、
80万円の入学一時金を無利子で貸与または給付します。

大学等奨学金返還支援制度(募集人員:計100人)
大学などを卒業後、本県の企業に就業した場合、在学中
に借り受けた奨学金の返還を支援します。
県教育庁総務福利課 ☎099(286)5214

問い合わせ先

※詳しくは県ホームページをご覧ください。

北朝鮮による拉致問題の解決に向けて
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には、それを願う県民の皆さま一人ひとりの声が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。皆さまの温かいご理解とご支援をお願いします。

本県に関係する拉致被害者の方々

拉致被害者ご家族からのメッセージ

今から 40 年前の昭和 53 年 8 月、市川修一さんと増元るみ子さん
は日置市の吹上浜海岸で北朝鮮に拉致され、いまだ帰国を果たし
ていません。
政府が認定している拉致被害
者17名のうち、12名の方は北朝
鮮に残されたままです。他にも、
拉致の可能性が疑われる行方不
明の方が存在し、本県関係者も
含まれています。
いちかわ

ますもと

しゅういち

市川 修一さん
（当時23歳）

る

み

こ

増元 るみ子さん
（当時24歳）

家族も高齢化が進み、被害者との再会を待っています。
国民の皆さん、この問題は風化させてはならない重大な問題です。
全員救出のために、皆様方のお力を私たち家族にお貸しください。
よろしくお願い致します。
市川 健一（市川 修一さんの兄）

拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」
(平成30年9月26日(水) 鹿屋市文化会館)

横田めぐみさんを中心に拉致問題の経緯など
を描いた舞台劇が上演され、約 1,000 名の方々
が観劇し、拉致問題への認識を深めました。

啓発週間を中心に、イオンモール鹿児島などでパネル展を開催します。詳しくは県ホームページをご覧ください。
問い合わせ先

県庁社会福祉課 ☎099(286)2828

輝く業績をたたえて

〜平成30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 10 月 30 日に県議会本会議場で挙行されました。

前列右から長野さん、尾前さん、三反園知事、肥後さん、竹元さん、羽仁さん

保健福祉部門
たけもと

地方自治部門
ひ

たかひろ

ご

たつ ひこ

肥後

竹元 隆洋さん
【元 鹿児島県精神科病院協会副会長】
県精神科病院協会副会長として、精神疾患の
治療に取り組まれ、アルコール依存症等の予防・
対策の講演会を実施するなど、本県の精神保健
福祉思想の向上や精神医療の発展に貢献され
ました。

なが の

長野 力さん

彦さん

【現 鹿児島県食肉生活衛生同業組合理事長】
県食肉生活衛生同業組合理事長として、組
合員の経営安定化に取り組むとともに、食品衛
生に対し業界の積極的な活動を促進するなど、本
県の食肉業界の発展と衛生水準の向上に貢献さ
れました。

産業経済部門
は に

【元 西之表市長】
西之表市長として、３期12年の長きにわた
り、市勢の発展と住民福祉の向上に努められる
とともに、県離島振興協議会会長などの要職を
歴任され、本県の離島振興と地方自治の伸展に
貢献されました。

教育文化スポーツ部門

しょう じ ろう

羽仁

ちから

おのまえ

正次郎さん

【現 一般社団法人鹿児島県タクシー協会会長】
県タクシー協会会長として、タクシーに対する苦
情・要望等の窓口を設置するとともに、乗務員の接
遇研修への参加を推進されるなど、本県タクシー
業界の発展及び県民の交通利便の向上に貢献され
ました。

き はちろう

尾前 喜八郎さん

謝辞を述べる受賞者代表の尾前さん
問い合わせ先

【陶芸家・元 鹿児島県美術協会会長】
陶芸家として長年にわたり研さんに努められ、
白薩摩の新たな魅力を引き出した作品が多数表彰
されるとともに、県美術協会会長などの要職を歴
任され、本県の文化芸術の振興と美術教育に貢
献されました。

県庁秘書課 ☎099(286)2026

かごしまのシンボル

県に関するさまざまな情報をお届けします

シンボルマーク(平成6年3月策定）
11：20 〜11：35

鹿児島県の豊かな自然や新
たな息吹を象徴する「風」と「波」
をモチーフに、鹿児島県の頭
文字「K」を表しています。

ユーザー名 ：pref.kagoshima

サチのかごしまリサーチ
17：25 〜17：30

KYTけんナビっ！

なるほど！鹿児島

ムーブ！かごしま

検索

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！
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。

宛先

3名様

鹿児島県広報課「県政かわら版（12月号）プレゼント係」
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
締切 平成31年1月31日
（木）
必着

他県紙面交換

〈特産品の問い合わせ先〉

吉之助キッチン
８種の彩りフレーバー
さつま揚げ
合同会社吉之助キッチン
2018かごしまの新特産品コンクール

いちき串木野市薩摩山１３３０１-１

鹿児島県知事賞

（３２）
７１６０
☎０９９６

鹿児島を感じさせる彩り鮮やかな素材を練り
込み、甘くないのにスイーツのようにかわいらし
い新感覚のさつま揚げです。

他にも、県の花、鳥、木、歌など
を県ホームページで紹介しています。

ユーザー名：kagoshimakensei

鹿児島ブランドショップ
［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 Pあり
（5台）
●山形屋
山形屋
●立体駐車場

●南日本銀行

●鹿児島信用金庫
県産業
会 館

かごしまのシンボル

検索

兵庫県からのお知らせ

あいたい兵庫キャンペーン2018
「兵庫遺産街道の旅〜兵庫遺産が
紡ぐ物語〜」をテーマに、12月末ま
で 観 光 キャンペーンを実施中。ガイド
ブック「あいたい兵庫2018」秋冬号
では、ストーリーに沿って歴史・文
化などに関わるスポットを巡る「７つ
の物語」を紹介しています。

問い合わせ先

あいたい兵庫

検索

公益社団法人ひょうごツーリズム協会
☎078（361）7661 FAX078（361）7662
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