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◆県の人口
1,604,247 人 （前月比
◆世 帯 数
724,642 世帯 （前月比
（平成 31年 4 月1日現在推計）

偶数月発行

-6,084 人）
-1,807世帯）

1面 子どもたちの未来のために 令和元年 新たに「県民の日」が
はじまります
2面 災害に備えて 今できること
3面 感動は無限大 南部九州総体 2019 開催！/ 高齢者の皆さ
ん、生きがいづくりを通してお得なポイントを貯めてみま
せんか！
4面 第40回霧島国際音楽祭 世界最高レベルの演奏家がついに
集結！/ 情報ボックス/特産品プレゼント

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

子どもたちの未来のために

令和元年 新たに「県民の日」がはじまります
7 月 14 日

み

た

ぞの

さとし

鹿児島県知事 三反園 訓

明治150年を記念して、昨年12月に「県民の日」
（7月14日）を制定しました。
令和という新しい時代の幕開けとともに、県民の皆さんと初めての「県民の日」を迎えることができ、大変
うれしく思います。
「県民の日」は、鹿児島の歴史や文化などを見つめ直し、その素晴らしさを生かしながら、鹿児島をもっと元
気にし、次代を担う子どもたちにつないでいく、それを県民一人ひとりがともに考える日になってほしいと願
っています。
県民の皆さん、自信と勇気とプライドを持って、一緒に鹿児島の新たな時代を切り拓いていきましょう。

「県民の日」は何のためにあるの？

「県民の日」
は何をすればいいの ?

みんなで鹿児島のことを考えるためです

「県民の日」を祝い、自分にとっての
「未来の鹿児島」を考えましょう

鹿児島の歴史や文化を見つめ直し、郷土に対する親しみや愛
着を深める機会にしましょう。

★「県民の日」
（7月14日）の由来
鹿児島県が誕生した明治4年の廃藩置県の布告日が7月14日
であったことから、この日を「県民の日」としました。

ふるさとを愛する心を育み、自信と誇りにあふれる、より豊
かな鹿児島の未来について考える日にしましょう。
また、県や市町村が「県民の日」を記念して実施する関連事
業に参加しましょう。

「県民の日」には何があるの？
「県民の日」記念式典を開催します
次代の鹿児島を担う、児童・生徒の皆さんに参加していた
ます。
だき、「県民の日」を記念した式典を開催します。
【日時】7月14日(日)午前9時20分〜正午
【場所】県総合体育センター体育館（鹿児島市）
市）
【内容】・子どもたちによる「鹿児島に対する想い」の発表
想 」 発表
・鹿児島ゆかりの著名人からのメッセージ
・鹿児島ゆかりのアーティスト(城南海氏、西田あい
氏など)による記念フェスティバル
ほか

県内施設の入館・入園料が無料になります
県 有 施 設
「県民の日」当日に次の施設の入館・入園料を無料化します。
・歴史資料センター黎明館 ・フラワーパークかごしま
・霧島アートの森
・県立博物館プラネタリウム
・奄美パーク
・上野原縄文の森
・屋久島環境文化村センター

歴史資料センター黎明館

フラワーパークかごしま

霧島アートの森

市町村・民間施設

※県民の皆さんの参加を募集しています。参
加を希望される方は、6月12日(水)までに
県ホームページからお申し込みください。
（定員200名）
申し込みはこちら

市町村や民間の施設でも入館・入園料の無料
化を実施するところがあります。対象施設や実
施日など、詳しくは県ホームページをご覧くだ
さい。

詳しくはこちら

市町村や学校においても、「県民の日」にちなんだ取り組みを実施します。詳しくは左のQRコードをチェック !
問い合わせ先

県庁文化振興課 ☎099(286)2534

て
知った
い
おき

災害に備えて 今できること

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です。災害は、いつ、どこで、どのような形で起こ
るか分かりません。被害を最小限にするために、日ごろから災害に備えて準備しておきましょう。

今年から導入

5段階の警戒レベルで防災情報を提供します！
警戒レベル

「これくらい大丈夫」
と思わず、
と
早めに避難 !
早め

※土砂災害や洪水など、想定される災害ごとに
警戒レベルに応じた防災情報が発表されます。
※避難場所が分からない場合は、お住まいの市
町村などに確認してください。

行動を促す情報

【発表者】

住民がとるべき行動
命を守る最善の行動

5

●災害発生情報

【市町村】

4

●避難勧告
●避難指示（緊急）

【市町村】

3

●避難準備・高齢者等【市町村】
避難開始

2

●注意報

【気象庁】

避難行動の確認

1

●警報級の可能性

【気象庁】

心構えを高める

避

難

高齢者などは避難
ほかの住民は準備

こ ん な 地 形 で は 、 こ ん な 災 害 に 注 意！
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。

河川周辺

扇状部

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。

急傾斜地

山間部

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。

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
舞われる危険があります。

土砂災害警戒区域等マップを確認しよう !

土砂災害警戒情報を確認しよう !

土砂災害が起きるおそれのある危険区域や土砂
災害が起きた時に被害を受けるおそれのある範囲
を確認できます。

土砂災害が起きるおそれが非常に高くなったと
きは、「土砂災害警戒情報」が発表されます。

鹿児島

土砂マップ

検索

d

テレビのリモコンのdボタンを押すと、天気予報
など各種情報を確認できます。

※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。

自分や家族でできる日ごろからの備え
非常持出品を用意しよう
最低3日分程度
(できれば1週間分)
の食料・飲料水や
携帯ラジオ、懐中
電灯などの非常持
出品を用意しまし
ょう。

日ごろから地域の危険箇所を把握し、
災害時は早めに避難しましょう。

○鹿児島県危機管理・防災ホームページ
鹿児島県

検索

防災

○鹿児島県防災WEB
○鹿児島県危機管理防災局ツイッター
（ユーザー名：kikikanrikago）

○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。

家族で話し合おう
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いましょ
う。

問い合わせ先

危険箇所を知り、早めの避難を

災害に関する情報はこちら

訓練や研修に参加しよう
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
る知識を習得しま
しょう。

県庁防災対策室 ☎099(286)2276

QRコードから
アクセスできます

スマート
フォン版

携帯
電話版

★防災タウンページを活用しよう !

県庁河川課 ☎099(286)3590

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。

県庁砂防課 ☎099(286)3618

感動は無限大 南部九州総体 2019 開催 !
全国高等学校総合体育大会(インターハイ)が、昭和57年以来、37年ぶりに本県で開催されます。期間中に見込
まれる約17万5千人もの来訪者をオール鹿児島でおもてなしするとともに、選手や大会を支える高校生たちに熱い
検索
南部九州総体
声援をお願いします。

全国高等学校総合体育大会(インターハイ)って ?

地元選手の活躍にもご期待ください!

各都道府県の予選を勝ち抜いた高校生が、日本一を懸けて技と
力を競う高校生スポーツ最大の祭典です。
今年は鹿児島、熊本、宮崎、沖縄の南部九州4県と和歌山にお
いて合計30競技が実施されます。

昨年度は、三重県などの東海ブロックで開催されました。
本県からは約680人が参加し、弓道(団体)やボクシング(個人)
の優勝をはじめ、団体10チーム、個人29人が入賞しました。

総合開会式(鹿児島アリーナ)：7月27日(土)
競技開催期間：7月24日(水)〜8月20日(火)
競技種目

期

総合開会式
鹿
児
島
県
開
催
競
技

体操

日

技

会

場

体操競技 7月30日(火)〜8月2日(金)
新体操

卓 球
柔 道

8月 5 日(月)〜 7 日(水)

鹿児島アリーナ(鹿児島市)

8月15日(木)〜20日(火)
8月 9 日(金)〜13日(火)

牧園アリーナ(霧島市)
サンアリーナせんだい(薩摩川内市)、
バスケットボール 7月27日(土)〜8月2日(金) いちき串木野市総合体育館、
吉田文化体育センター
（鹿児島市）
カヌー
8月 2 日(金)〜 6 日(火) 菱刈カヌー競技場
（伊佐市）
フェンシング

写真提供 株式会社P&P浜松

7月26日(金)〜30日(火)

県 名
他
県
開
催
競
技

競

7月27日(土)

競

技

種

目

熊 本

水泳(競泳)・ハンドボール・バドミントン・ボート・剣道・
レスリング・アーチェリー

宮 崎

バレーボール・ソフトテニス・ソフトボール・弓道・テニス・
登山・ボクシング・ホッケー・少林寺拳法

沖 縄
縄

陸上競技・水泳(飛込・水球)・サッカー・相撲・自転車競技・
ウエイトリフティング・空手道・なぎなた

和歌山

ヨット

県内99校の多くの高校生たちが、大会を支える鹿児島ならでは
の「高校生活動」に取り組み、訪れる皆さんをもてなします。

総合開会式での歓迎演技の練習
問い合わせ先

高齢者元気度アップ
地域活性化事業

インターハイを支える「高校生活動」

競技会場を彩る草花の栽培

テレビに出演しての広報

県教育庁高校総体推進室 ☎099(286)5346

高齢者の皆さん、生きがいづくりを通して
お得なポイントを貯めてみませんか !

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。
検索
高齢者元気度アップ地域活性化事業

ポイントを貯めるにはどうしたらいいの?
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！

個人の場合
最高5千円分
グループの場合
最高8万円分

対 象 と な る 活 動 は？
【

活

動

例

さらに！

】

●高齢者の見守り・話し相手

●子育て支援活動

●地域サロン活動の開催

●特定健診の受診(個人)

●公園・道路などの美化活動

●
「ころばん体操」への参加(個人)

など

今年度からグループが行う子育て
子育て
支援活動はポイントが2倍!
●子ども食堂の運営
●児童の登下校の見守り など
ど

※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。

こんな声をいただいています !
健康教室の後のみんなとの
おしゃべりが楽しみです。

問い合わせ先

地域の子どもたちとも
仲良くなれました。

県庁高齢者生き生き推進課 ☎099(286)2568

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。

第40回
霧島国際音楽祭

世界最高レベルの演奏家がついに集結 !
今回限りの
7月18日(木)〜8月4日 (日)
特別プログラム！
お見逃しなく！ ●主な公演スケジュール

至極の演奏で夏を楽しんでみませんか？

● 超一流の演奏家が鹿児島に集結 !
・堤 剛(チェリスト/霧島国際音楽祭音楽監督)
・樫本 大進(ヴァイオリニスト/ベルリン・フィル第1コンサートマスター)
・アンドレア・ロスト(ソプラノ歌手/世界5大歌劇場を制覇)
・サッシャ・ゲッツェル(指揮者/ウィーン国立歌劇場で活躍)
ほか

期 日
7月20日(土)
7月21日(日)
7月28日(日)
7月31日(水)
8月 4 日(日)

場 所
霧島アートの森
みやまコンセール
みやまコンセール
宝山ホール
みやまコンセール

約60公演開催！

公 演 名
霧島国際音楽祭 IN アートの森
アニバーサリー・ガラコンサート

樫本大進 スペシャルコンサート
キリシマ祝祭管弦楽団
ファイナルコンサート

※詳しくはホームページをチェック! 霧島国際音楽祭
樫本 大進

堤 剛

アンドレア・ロスト

※チケット購入のお問い合わせはこちら
W E B : 鹿児島県文化振興財団Webチケットサービス

サッシャ・ゲッツェル

● 霧島アートの森 河口 洋一郎 館長のCGアートと霧島国際
音楽祭アーティストが奏でる音楽が初めてコラボレーション !
問い合わせ先

☎0995-78-8000
☎099-223-4221

T E L : みやまコンセール
宝山ホール

県庁文化振興課 ☎099(286)2537

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。

鹿児島県職員採用試験を実施します
〈民間企業等職務経験者〉

〈獣医師・薬剤師など〉

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生かし、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。

試験区分

【試験区分】○行政
○UIターン枠(農業・畜産・農業土木・林業・
水産・土木・建築・保健師)
【受付期間】
○インターネット 7月1日(月)〜15日(月)
○持参・郵送
7月1日(月)〜17日(水)
【第１次試験日】8月18日(日)
【第１次試験地】鹿児島市、東京都
【受 験 資 格】30〜39歳（令和2年3月末の満年齢）
ただし、職務経験の要件あり。

受験資格 採用予定人員
獣医師
49歳以下
13人
39歳以下
薬剤師
3人
4人
福祉施設専門職員(児童自立支援専門員) 30歳以下
34歳以下
設備技師
1人
2人
39歳以下
工業技師
職業指導技師
2人
39歳以下
39歳以下
1人
原子力技術職員
※年齢はいずれも令和2年4月1日現在
【受付期間】
○インターネット 受付中〜6月19日(水))
○持参・郵送
受付中〜6月21日(金))
【試験日】7月7日(日)
【試験地】鹿児島市
（薬剤師は東京都、獣医師は東京都
及び北海道でも実施します。）

※受験資格及び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。

担当窓口

担当窓口

県人事委員会事務局総務課 ☎099(286)3893・3894

検索

県庁人事課

☎099(286)2087

携帯サイト「かごしまモバイル県庁」

旧優生保護法による
優生手術などを受けた方へ
「旧優生保護法一時金支給法」に基づき、優生手術な
どを受けた方に一時金を支給します。
【対象者】
以下の①または②に該当する方で、現在、生存されて
いる方が対象です。
① 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、
旧優生保護法による優生手術を受けた方
② ①のほか、同期間に生殖を不能にする手術または放射
線の照射を受けた方
【一時金の金額】320万円（一律）
【請 求 期 限】平成31年4月24日から5年以内
※請求手続きなど詳しくは、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。

旧優生保護法一時金受付・相談窓口
午前8時30分〜午後5時15分

☎099（286）3374 (土・日・祝日・年末年始を除く)
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

県鳥:ルリカケス(昭和40年指定)
2

美しく、本県にしかいない
大変貴重な鳥であることから
選ばれました。
るり色の羽毛が美しいカラ
ス科の鳥で、国の天然記念物
にも指定されています。

ユーザー名 ：pref.kagoshima

サチのかごしまリサーチ
2

ムーブ！かごしま

KYTけんナビっ！

今回の

検索

特産品プレゼント
ちゃ

ほ

ばく

しゅ

他県紙面交換

ビール

茶舗麦酒（知覧茶麦酒・ほうじ茶麦酒・しょうが紅茶麦酒）
3種セット 5名様
株式会社下堂園 鹿児島市卸本町５-１８ ☎０９９(２６８)７２８１
常識にとらわれないお茶の新しい可能性を多くの方に伝えた
いという思いから誕生しました。原材料に県産茶葉を使用して
おり、お茶の風味が豊かなクラフトビールです。
【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。
【宛
先】鹿児島県広報課
「県政かわら版
（6月号）
プレゼント係」

2018かごしまの新特産品コンクール
奨励賞

ハガキ

〒890-8577

FAX

099
（286）
2119

電子メール

h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島市鴨池新町 10-1

締切 令和元年7月31日
（水）
必着

他にも、県の花、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

〈特産品の問い合わせ先〉

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

●南日本銀行

山形屋

●立体駐車場

●鹿児島信用金庫

かごしまのシンボル

鳥取県からのお知らせ

鳥取砂丘 砂の美術館で砂像鑑賞
鳥取砂丘すぐそばのこの美術
館には世界各国の砂像彫刻家が
作った砂像が展示されています。
プロデューサーは南さつま市
出身の茶圓勝彦さん。
今年度のテーマは『南アジア
編』。鳥取砂丘の細かい砂で作ら
ムガル帝国皇帝シャー・ジャハーンと れた砂像をぜひご覧ください。
ちゃ えん かつ ひこ

王妃の愛の物語

砂の美術館
こちらからも
メールできます

※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。

県産業
会 館

検索

問い合わせ先 鳥取砂丘

検索

砂の美術館 ☎0857
（20）
2231

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。

