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かごしま国体・かごしま大会開催！かごしま国体・かごしま大会開催！

　第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」及び第20回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」
の開催が、いよいよ来年に迫ってまいりました。  
　2020年は、東京オリンピック・パラリンピックで日本中が盛り上がる年でもあります。かごしま国体・かごしま大会
は、天皇杯・皇后杯※の獲得などを目指す本県勢の活躍と全国から多数の選手・観客等の来県が期待され、鹿児島
をさらに元気にするチャンスです。  
　県民の皆さん、およそ半世紀ぶりの開催となるかごしま国体、初開催となるかごしま大会の成功に向けて、心を一
つに、オール鹿児島で盛り上げていきましょう!

県庁国体・全国障害者スポーツ大会局総務企画課 ☎099(286)2874 問い合わせ先

両大会の主役は県民の皆さんです
～競う、支える、もてなす～

詳細はこちらを
チェック！☞ ホームページ フェイスブック

愛媛国体での鹿児島県選手団入場の様子（2017年9月）愛媛国体での鹿児島県選手団入場の様子（2017年9月）

県では、両大会に向けて施設整備や競技力向上、気運の醸成などのさまざまな取り組みを進めています。

かごしま国体・かごしま大会って？ 2018年福井国体・障スポで本県選手が大活躍！
かごしま国体（国民体育大会） 福井しあわせ元気国体

福井しあわせ元気国体

さらなる活躍が期待されます!

【2020年10月3日～13日】

【2020年10月24日 ～26日】

　各都道府県持ち回り方式で毎年開催される国
内最大のスポーツの祭典。本県開催48年ぶり。

男女総合成績 女子総合成績

メダル計 48 個獲得

17 位33位
（前回） 16位23位

（前回）

※天皇杯 :国体の男女総合成績第1位、皇后杯 :国体の女子総合成績第1位

かごしま大会(全国障害者スポーツ大会)
　国民の障害に対する理解を深めてもらうこと
などを目的とした、障害者スポーツの全国的な
祭典。本県初開催。

～熱い鼓動　風は南から～～熱い鼓動　風は南から～

　心のこもったおもてなしでお迎えでき
るよう、「花いっぱい運動」などを展開

　県民一体となって盛
り上がるため、カウン
トダウンイベントなど
を開催

施設整備・競技力向上

おもてなし

気運の醸成
白波スタジアム(県立鴨池陸上競技場)

カウントダウンイベント
（H30.10　鹿児島市）

視覚障害者によるグランドソフトボール競技で優勝

※詳しくはかごしま国体・かごしま大会ホームページをご覧ください。
（所得税等の控除の対象となります。）

ボランティア育成やおもてなし活動に活用

◆運営ボランティア等（約6千人）募集中!

◆募金へのご協力をお願いします

心イメージソングも→
作成しています♪

2020年8月の夏休み期
間に、子どもたちをは
じめ多くの県民の方に
よるリレーを行います
（全市町村3コース）。

県民の皆さんのご協力をお願いしています！

ボランティアの応募はこちら→

募金の手続きはこちら→

運営のサポートや来県者のおもてなし活動、
障害者の方々の支援 など

炬火リレー実施決定!
きょ か

オール
鹿児
島

ツイッター インスタグラム
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〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10-1
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1面　2020 かごしま国体・かごしま大会開催！
2面　ひとが輝く鹿児島～鹿児島で生き生きと働こう！～
　　3面　原子力防災対策の充実・強化に向けて/全国トップ
　　　クラスの再生可能エネルギー県を目指して
4面　情報ボックス/特産品プレゼント　

◆県の人口 1,613,059
 728,010

-613
-243

人
◆世 帯 数 世帯
　（平成30年12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

・開閉会式会場となる白波スタジアムなど
各地のスポーツ施設の改修

・競技力向上を図るための強化合宿　など           



問い合わせ先

　山口県の大学で学び、Uターンして
きました。建築学に興味があり、合同
企業説明会「鹿児島で働かんけー?」
で晃栄住宅と出会いました。
　一度鹿児島を出てみて分かることも
ありますが、やっぱり居心地が抜群に
いいです。親や昔から知っている友達
が近くにいますし、鹿児島のためにで
きることをやりたいと思いました。

　出身は福岡市です。もともと生物関
係が好きで､農畜産業に貢献できる仕
事をしたいと思い､ 独自のモノづくり
を行うマルイ農協に惹かれました。
　鹿児島のいいところは、自然が多
いところです。食べ物もおいしい。お
酒もおいしい。鶏刺しもおいしいで
す。趣味はオートバイで、温泉にもよ
く出かけます。

　県内には、高度な技術や働きやすさなど、さまざまな魅力を持った企業等が数多くあり、次代を担う若い力を求
めています。これらの企業では、若者がやりがいを持って生き生きと働いています。  
　これから就職される皆さん、鹿児島の将来を担うのはあなたです。

～鹿児島で生き生きと働こう!～

「鹿児島で働きたい」を応援します！ぜひご参加・ご利用ください!

ひとが輝く鹿児島

鹿児島暮らしと東京暮らしを比べてみました
ここでは、「働く」という視点から、「鹿児島の良さ」の一例を紹介します。

このほかにも、多彩な食や豊かな温泉・自然など、鹿児島ならではの魅力もたくさんあります。

※参加企業(約180社)など詳しくは
　ホームページをご覧ください。

★福岡会場、東京会場は事前予約した方に粗品をプレゼント！
（福岡市博多区） （新宿区西新宿） （鹿児島市）

福岡会場
3月13日（水）

13時～16時30分 13時～16時30分13時～16時
3月15日（金） 3月19日（火）

福岡ファッション
ビル

東京新卒応援
ハローワーク

城山ホテル
鹿児島

東京会場 鹿児島会場

出典：平成29年度賃金構造基本統計調査

出典：平成25年住宅・土地調査
50分早く50分早く

合同企業説明会「鹿児島で働かんけー？」開催！ 情報収集やご相談はこちらから
　県内企業が一堂に会し､採用担当者から直接話を聞く
ことができる貴重な機会です。ぜひご参加ください。

県内に就職を希望するUIターン希望者、一般求職者、
2020年3月卒業予定の学生（高校生は除く）

県庁雇用労政課　☎099(286)3026

36分短い36分短い

県内企業の会社情報・採用情報などが満載

若者の就職に関するあらゆるサービスを提供

UIターン就職希望者を対象とした職業紹介

ホームページ☎099-286-3028

ホームページ

099-250-6855

鹿児島県就職情報提供サイト「かごＪｏｂ」

鹿児島県若者就職サポートセンター（キャッチワークかごしま）

099-216-9001☎

☎

実際どうな
の？

暮らし ゆとり

初任給（平均） 出産費用（正常分娩の場合の平均）通勤・通学時間

家賃や物価が安い！ 自分のために使える時間が長い！ 出産・教育の費用が安い！
親兄弟が身近にいて心強い！

⇒約3万円低い
出典：平成28年社会生活基本調査

⇒約36分短い
出典：平成28年度国民健康保険中央会調べ

⇒約18万円安い

⇒約2万5千円安い

高卒
大卒

東京 鹿児島

東京 鹿児島

172,900円
214,900円

62,262円 37,749円

出典：平成28年社会生活基本調査

⇒約50分早く帰宅

ゆう活（帰宅時間）
東京 鹿児島

帰宅 帰宅
19時13分 18時23分

※勤労者世帯(子ども2人)における授業料や学習塾費用など
　の教育関連の支出。 　　　　　　出典:平成26年全国消費実態調査

⇒約2万8千円安い

教育費月額※

東京 鹿児島

46,463円 18,142円

東京 鹿児島

94分 58分
東京 鹿児島

621,814円 443,213円148,600円
183,300円

福岡県から
Ｉターン！

株式会社晃栄住宅
三石　奈々　さん

鹿児島のためにできることをやりたい

マルイ農協グループ
髙村　聡　さん

仕事と自分の時間のバランスがよく、
生活がとても充実しています

対象者

利用
無料

（鹿児島市鴨池新町　鹿児島県庁10階）

（携帯・スマホの方はこちら）

0120-445106☎ （フリーダイヤル）

（鹿児島市東千石町　鹿児島商工会議所（アイム）ビル3F）

鹿児島で活躍する若者の声

ふるさと人材相談室

山口県から
Ｕターン！

鹿児島で働かんけー? 検索

出産・子育て

家賃月額（25歳未満の居住者）



県庁エネルギー政策課　☎099(286)2431問い合わせ先

県庁原子力安全対策課　☎099(286)2377　　県庁薬務課　☎099(286)2823問い合わせ先

　県では、川内原子力発電所に係る県民の皆さまの安心・安全を確保するため、専門委員会※の設置や原子力防災
訓練の実施をはじめ、福祉車両の追加配備や避難道路の改善、モニタリングポストの増設、安定ヨウ素剤の事前配
布・配備など、さまざまな取り組みを行っています。  
　引き続き、皆さまの安心・安全のために原子力防災対策の充実・強化に全力で取り組んでいきます。

県では、川内原子力発電所に係る県民の皆さまの安心・安全を確保するため、専門委員会※の設置や原子力防災
訓練の実施をはじめ、福祉車両の追加配備や避難道路の改善、モニタリングポストの増設、安定ヨウ素剤の事前配
布・配備など、さまざまな取り組みを行っています。  
引き続き、皆さまの安心・安全のために原子力防災対策の充実・強化に全力で取り組んでいきます。

　県では、川内原子力発電所に係る県民の皆さまの安心・安全を確保するため、専門委員会※の設置や原子力防災
訓練の実施をはじめ、福祉車両の追加配備や避難道路の改善、モニタリングポストの増設、安定ヨウ素剤の事前配
布・配備など、さまざまな取り組みを行っています。  
　引き続き、皆さまの安心・安全のために原子力防災対策の充実・強化に全力で取り組んでいきます。

　県では、温泉や森林などの多様で豊かな地域資源を生かし、再生可能エネルギーの導入を促進していくため、
「再生可能エネルギー導入ビジョン2018」を策定し、全国トップクラスの供給量を目指してさまざまな取り組み
を行っています。
　これらの取り組みにより、原発に頼らない社会づくりに向けた歩みを少しずつ進めていきます。

　県県県県県県県でででででででででででははははははははははははは、、、、、、、、、温温温温温温温温温泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉やややややややややややややややや森森森森森森森森森林林林林林林林林林林林林林林なななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどののののののののの多多多多多多多多多多多多多多様様様様様でででででででででで豊豊豊豊豊豊豊かかかかかかかかかかかかかかななななななななななななな地地地地地地地地地地地域域域域域域域域資資資資資資資資資源源源源源源源源ををををををををを生生生生生生生生生生生生生生生生生かかかかかかかかかかかかかかかかかかしししししししししししししししししししし、、、、、、、、、再再再再再再再再再再再生生生生生生生生生生生生生生生可可可可可可可可可可可可可可能能能能能能能エエエエエエエエネネネネネネネネネネネネネネネネルルルルルルルルルルルルルルルルルルルギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギーーーののののののののののの導導導導導導導導導入入入入入入入入入入入入入入入入入入をををををををををを促促促促促促促促促進進進進進進ししししししししししししししししししししてててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくたたたたたたたたたたたたたたたたためめめめめめめめめめめめめめ、、、、、、、、、、
「「「「「「「「再再再再再再再生生生生生生生生生生生生可可可可可可可可可可可可可可能能能能能能エエエエエエエエネネネネネネネネネネネネネルルルルルルルルルルルルルルルルルルギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギーーー導導導導導導導導導導導導入入入入入入入入入入入入入入入入入ビビビビビビビビビジジジジジジジジジジジジジジジジジジジョョョョョンンンンンンンンンンンンンンン22220000000001111111111188888888888」」」」」」」」」」をををををををををををををを策策策策策策策策策定定定定定定定しししししししししししししししししししし、、、、、、、、、全全全全全全全全全全全全全全全全国国国国国国トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトッッッッッッッッッッッッッッッッッププププププププププププププププププクククククククククククククククククククララララララララララララララススススススススススススススののののののののののののの供供供供供供供供供供供供供供給給給給給給給給給給給量量量量量量量をををををををををを目目目指指指指指指指ししししししししししししししししししししててててててててててててててててててさささささささささささまままままままままままざざざざざざざざざざざざざざざざまままままままままなななななななななななな取取取取取取取取りりりりりりりりりり組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみみみみみみ
ををををををををををををををを行行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっっっててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいままままままままますすすすすすすすすすすすすす。。。。。。
　ここここここここここここここれれれれれれれれれれれららららららららららのののののののののののの取取取取取取取取りりりりりりりりりり組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみみににににににににににににによよよよよよよよよよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりりり、、、、、、、、、、原原原原原原原原原原原原原発発発発発発発発発ににににににににに頼頼頼頼頼頼頼頼ららららららららららなななななななななななないいいいいいいいいいいいいい社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会会会づづづづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりににににににににに向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけたたたたたたたたたたたたたたたたた歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩みみみみみみみみみみみみみみをををををををををををををを少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少ししししししししししししししししししししずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずつつつつつつつつつつつつつつつつつつ進進進進進進めめめめめめめめめめめめててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいきききききききききききききまままままままますすすすすすすすすすすすすすす。。。。。。。

　県では、温泉や森林などの多様で豊かな地域資源を生かし、再生可能エネルギーの導入を促進していくため、
「再生可能エネルギー導入ビジョン2018」を策定し、全国トップクラスの供給量を目指してさまざまな取り組み
を行っています。
　これらの取り組みにより、原発に頼らない社会づくりに向けた歩みを少しずつ進めていきます。

原子力防災対策の充実・強化に向けて

全国トップクラスの再生可能エネルギー県を目指して

海流発電 地熱バイナリー発電
◆県内で再生可能エネルギーが広がっています◆

小水力発電

専門委員会の設置

九州電力への特別要請に基づく避難支援 環境放射線監視体制の充実・強化

かごしまグリーンファンドによる導入支援 水素・再生可能エネルギーフェア開催

安定ヨウ素剤の事前配布・配備

　川内原発の安全性や避難計画などに
ついて、技術的・専門的な立場から意見、
助言をいただいています。  
　また、県民の皆さまへの分かりやすい
情報発信に努めています。

　毎年度訓練を実施し、関係機関の連携強
化や地域住民の防災意識の向上を図ってい
ます。
　また、訓練での教訓を踏まえて、避難計
画の見直しも行っています。

　原子力災害に備えて、放射性ヨウ素に
よる内部被ばくを抑える効果がある「安
定ヨウ素剤」を、原発周辺の住民や施設
などへ事前配布・配備しています。

　環境放射線監視センターを新たに
整備し、薩摩川内市と鹿児島市に分
散していた機能を統合して監視体制
の充実を図りました。
　また、モニタリングポストを33局
追加し、合計100局体制としました。

　再生可能エネルギーを導入する事業者を支
援するため、地元金融機関などと連携して、
出資を行っています。
　平成30年6月に完成した永吉川水力発電所
は、このファンドの投資第１号です。

　ソーラー電池で動くおもちゃづくりなど、
再生可能エネルギーや水素について楽しく
学べるイベントを開催し、多くの方々にご
来場いただきました。

　高齢者や障害者が円滑に避難で
きるよう、薩摩川内市など9市町に、
避難用の福祉車両が35台追加配備
されました。

指宿市のメディポリス指宿発電所 薩摩川内市の小鷹水力発電所

※鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会

口之島（十島村）での実証実験の様子

◆避難用福祉車両の追加配備

　九州電力では、川内原発周辺の地
震活動状況を詳細に把握するため、
地震計を12カ所増設し、合計31カ
所で観測しています。

◆地震計の増設

黒潮など海流を利用して発電します。 　地下等から取り出した蒸気や熱水を
利用して効率的に発電します。

　高低差が少ない河川や水路でも水の力
を有効利用して発電します。

　薩摩川内市では、側溝へのふたの
設置やUターン場所の確保など、避難
道路の改善が進められています。

◆避難道路の改善

世界初の大規模
実証実験

　⇒早期実用化を目指した取り組みが
　　進行中

⇒野菜栽培などへの余剰熱の利用も ⇒身近な用水路等でも設置可能

新しい環境放射線監視センター

（平成30年10月19日～21日　かごしま県民交流センター）

日置市の永吉川水力発電所

取り組み紹介

原子力防災訓練の実施
2月9日

5千人規模の
訓練を実施



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　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。 検索

県木：カイコウズ（昭和41年指定）

【宛　　先】鹿児島県広報課「県政かわら版（2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

３種セット　５名様 

電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

（公社）島根県観光連盟　☎0852（21）3969
平成31年3月29日（金）必着

※発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。個人情報はプレゼントの発送のみに使用します。

（かぼちゃと人参、紅はるかと安納芋、玉ねぎと人参）

●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 Pあり（5台）

特 産 品 プ レ ゼ ン ト 島根県からのお知らせ

「しまね冬旅キャンペーン」実施中！オーガニックベビーフード
鹿児島ブランドショップ
〈特産品の問い合わせ先〉

有限会社かごしま有機生産組合　鹿児島市五ケ別府町３６４６　☎０９９(２８２)６８７４

2018かごしまの新特産品コンクール
鹿児島県特産品協会理事長賞

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

　赤ちゃんの健康を考え、調味料を使わずに丁寧に作りました。有機野
菜の甘みをそのまま感じていただける「おかあさんの手作り」のような
やさしい味わいです。

【応募方法】①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥「県政
かわら版」へのご意見・ご感想を明記の上、以下の宛先までご応募く
ださい。

しまね冬旅キャンペーン 検索

ムーブ！かごしま 検索

ユーザー名：pref.kagoshima

ユーザー名：kagoshimakensei

11：20～11：35

17：25～17：30

なるほど！鹿児島

　南国的な情緒・雰囲気
を感じさせることから選
ばれました。
　南米原産で、年に2～3
回咲かせる赤い花と緑の
葉のコントラストが鮮や
かです。

ド
今回の

　美肌県グランプリNo.１
を記念して、期間中に
島根県内で宿泊された
方に、フェイスパック
シートや化粧石けん、
抽選で当たるペア宿泊
券など、いろいろな特
典をご用意しました。
　この機会にぜひ島根
県で“美肌旅”しませ
んか？

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」

高校入学の際は申請を忘れずに

鹿児島の魅力発信総合サイト
「カゴシマ大百科」で情報“どんどん”発信中！

不妊治療費助成の申請期限は３月末です

高年齢者就職面談会を開催します 鹿児島県職員採用ガイダンスに参加しませんか

県庁子育て支援課　　　　☎099(286)2466

若年末期がんの方の在宅ケアを始めます

カゴシマ大百科 検索

担当窓口

県庁かごしまＰＲ課　　 　☎099(286)3045担当窓口

県庁健康増進課　　　　　☎099(286)2721担当窓口

（公立高校）県教育庁総務福利課　　☎099(286)5193
（私立高校）各私立高校または
　　　　　　県庁学事法制課　　　　☎099(286)2146

担当窓口

　公立・私立高校に入学後、国が生徒に代わって授業料
の全部または一部を支払う、返済不要の「高等学校等就
学支援金制度」があります。
　また、これに加え、入学金や授業料の軽減などを受け
られる場合があります。

　県内のイベント情報や動画、
県内外の特派員が発信する旬の
鹿児島の魅力が満載です。
　ぜひ、チェックしてみてくだ
さい！

　2019年度の県職員の採用試験受験をお考えの方、職
員と話をしたり、職場を見学したりしてみませんか。　働く意欲のある高年齢者の方々に活躍していただくた

め、「高年齢者就職面談会」を開催します。
　当日は企業との就職面談以外に、ボランティア活動の
紹介や起業についての相談コーナー
などもあります。ぜひご参加くださ
い。

　若年の末期がん患者の方が、住み慣れた自宅で、最期
まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅にお
ける生活を支援します。

　県では、不妊治療指定医療機関で特定不妊治療を受け
られた県内にお住まいのご夫婦へ不妊治療費助成金を給
付しています。

平成31年3月29日(金)   
※平成30年度中に治療が終了された方

　3月に治療が終了された方で、期限内の申請が間に合わ
ない場合に限り、申請期限を4月末まで延長します。

※詳しくは、県のホームページをご
覧いただくか、お住まいの市町村
を管轄する県の保健所へお問い合
わせください。

○高等学校等就学支援金制度
　保護者などの道府県民税所得割額と市町村民税所
得割額との合算額が50万7,000円未満の生徒

○入学金・授業料軽減等の制度
　保護者などが生活保護を受けている場合や道府県
民税及び市町村民税が非課税または均等割のみであ
るなど一定の要件を満たす生徒

〇スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　
県内のイベントがカレンダー形式で一目で分かる！

〇動画チャンネル　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島に関連する観光やグルメなどの動画が見られる！

〇ＳＮＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
県内外の特派員が鹿児島の魅力を発信！

２月28日（木）正午～午後３時
（受付 午前11時30分～）
かごしま県民交流センター大ホール
約40社（各種相談ブース有）
おおむね55歳以上の方
鹿児島県アクティブシニア活躍推進協議会

３月５日（火）
午前の部　午前９時～正午
午後の部　午後１時30分～４時30分
県庁　行政庁舎２階　講堂
各150名（要事前申込、先着順）
１月18日(金)～２月20日（水）

【 対 象 者】
　在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者

【支援内容】
　訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、福祉用具購入

【自己負担】
　利用料の１割（支援内容によっ
て上限があります）
※市町村と協働して行う事業のた
め、実施している市町村や事業
の詳細な内容については、下記
までお問い合わせください。

【 対 象 者】
【 申 請 期 限 】

【 申 請 期 限 の 延 長 】

【 サ イ ト 内 容 】

事前申込不要・参加費無料

【申請方法】

県庁雇用労政課 　　　　　☎099(286)3026担当窓口 県人事委員会事務局総務課　　☎099(286)3893・3894担当窓口

【日　　　時】

【日　　　時】

【場　　　所】

【場　　　所】

【参加企業数】
【対 象 者】
【主　　　催】

【定　　　員】
【申 込 期 間】

進学先の各高校へ申請してください。

※午前の部と午後の部との重複申込みは
できません。

※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。

こちらからも
メールできます

順）


