
○「防犯ブザー」の使い方を確認しておきましょう。

「いか」 行かない! 
「 の 」 乗らない! 
「 お 」 大声でさけぶ! 
「 す 」 すぐ逃げる! 
「 し 」 知らせる!

　子どもたちの安全のために、私たち一人ひとりが「地域の子どもたちの安全は地域で守る」という強い思い
を持って、それぞれができることに取り組みましょう。

通学路における見守り活動の様子(鹿児島市名山小学校付近)通学路における見守り活動の様子(鹿児島市名山小学校付近)

「見守り活動」って何をすればいいの? 通学路の安全はどうやって守るの?

子どもたちが気をつけることは? 不審者情報を知りたいときは?
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　鹿児島の未来を担うのは子どもたちです。
　子どもたちが地域の中で安心して過ごせるようにするためには、オール鹿児島で子どもた
ちの安全確保に取り組む必要があります。
　また、10月からは、幼児教育・保育の無償化が実施されます。引き続き、子育て世代に
とって産み育てやすい鹿児島をつくるため、切れ目の無い支援を展開していきます。
　県内どこに住んでいても、子どもたちが安心して健やかに成長できる鹿児島を目指して、
全力で取り組んでまいります。

問い合わせ先

鹿児島県知事　三反園　訓
み た ぞの　 さとし

県庁くらし共生協働課 ☎099(286)2523
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～安心安全な鹿児島を目指して～～安心安全な鹿児島を目指して～
子どもたちの笑顔と未来のために子どもたちの笑顔と未来のために

○日常活動の中で、防犯の視点を持って子どもたちを見守る
「ながら見守り」を行いましょう。

○子どもたちが普段通る道を実際に歩いて、危険なところがな
いか確認しましょう。

○「県警あんしんメール」に登録すると、不審者から子
どもへの声かけやつきまとい事案などが発生した際
の注意情報が分かります。

○いざというときに子どもが駆け込む「子ども110
番の家」がどこにあるか確認しましょう。

○「おはよう」「こんばんは」といったあいさつや声掛けを日ごろ
から行いましょう。

オール
鹿児
島

○「いかのおすし」の合言葉を覚えましょう。

・ウォーキングをしながら見守る
・仕事をしながら見守る　　など

【「ながら見守り」の例】
・見通しが悪い場所や防犯カメラの有無
・人や車の通行量    　　　　  　　など

【確認すべきポイントの例】

【登録方法】

認

　kp110@123123.tvもしくは左のQRコード
宛てに空メールを送信し、返信されたメールに
従って必要事項を入力してください。

子どもたちの安全のためにできること

怪しい人を
見かけたら
大人に相談!

1面　子どもたちの笑顔と未来のために
　　　～安心安全な鹿児島を目指して～
2面　子どもを産み育てやすい鹿児島を目指して/
　　　ひとりで悩まずご相談ください
3面　水害や土砂災害から命を守るために/
　　　知っていますか？ヘルプカード
4面　情報ボックス/特産品プレゼント



県庁子育て支援課 ☎099(286)2466

子どもを産み育てやすい鹿児島を目指して

ひとりで悩まずご相談ください

(県中央児童相談所)

【受付時間】
月～金(祝日・年末年始を除く) 

午前9時～午後10時

子育てや子ども自身の悩み 女性の健康についての悩み子どもの急な病気・けが

いじめ問題など 児童虐待など

母子の健康及び子育て全般

引きこもり・不登校など

幼児教育・保育の無償化が始まります

保育士を目指す学生に　　　　を貸与します

　保健師や助産師、看護師などの専門スタッフが妊娠・
出産・子育てに関するさまざまな相談に対応します。
　相談内容に応じて、必要な情報提供や助言、保健指導な
どを行い、安心して子育てができるように支援します。

　ただし、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などを利用する子どもについては、
お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

県内で保育士として働く意思のある学生に、修学資金を貸与します。

子ども・家庭110番

(17市町村)
子育て世代包括支援センター

☎099(275)4152

10月1日～10月1日～

　県では、県内どこに住んでいても安心して子どもを産み育てられる環境をつくるため、切れ目のない支援に取
り組んでいきます。

誰にも相談できずに、ひとりで抱えこ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。お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

(県医師会など)

【受付時間】
            月～土         午後7時～翌朝8時 
日・祝日・年末年始　午前8時～翌朝8時

小児救急電話相談

☎♯8000
☎099(254)1186

(県助産師会)

【受付時間】
火・木・土・日　午前10時～午後6時

josei@pref.kagoshima.lg.jpメール相談

女性健康支援センター

☎099(210)7559

(県教育委員会・県総合教育センター)

【受付時間】365日 24時間

固定電話
のみ（

（
）
）通話料

有料

なやみっこなし

 なやみいおう

いちはやく

かごしま教育ホットライン

☎0120(0)78310
☎0120(783)574
☎099(294)2200

(県青少年育成県民会議)

【受付時間】
火～日　午前10時～午後5時

☎099(257)8230

【受付時間】365日 24時間

児童相談所
全国共通ダイヤル

☎189

※市町村によって実施状況が異なります。　　
　詳しくは県ホームページをご覧ください。

相談無料

対象となる子どもは?
3歳から5歳の子ども(世帯年収の制限なし)
0歳から2歳の子ども(住民税非課税世帯)

対象となる施設・事業は?
無償(幼稚園は月額2万5,700円まで)
幼稚園の利用に加え、月額1万1,300円まで無償
3歳から5歳の子ども　月額3万7,000円まで無償
0歳から2歳の子ども　月額4万2,000円まで無償

幼稚園、保育所、認定こども園、就学前障害児の発達支援
幼稚園の預かり保育

認可外保育施設、一時預かり事業 など
※詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

Q
A

Q
A

【対  　 象】県内の保育士養成施設に在学し、 
              保育士の資格取得を目指す学生 
【期  　 間】原則2年間 
【金  　 額】上限160万円(無利子) 
【返還免除】県内の保育所等で5年間保育業務に従事し
              た場合、返還が免除されます。

詳しくはこちら（社会福祉協議会ホームページ）

に行ってみませんか?
　食事を通してみんなが触れ合うことのできる子ども食堂が、県
内各地で広がっています。
【子ども食堂って?】
　　地域の子どもたちが無料または低額で
　食事ができる、温かな団らんの場所です。
【子ども食堂登録制度を始めました】
 　子どもたちが安心して過ごせる居場所をつくって
みたいと思っている方、ぜひご相談ください。

詳しくはこちら（県ホームページ）

かごしま子ども・若者総合支援センター
(ひきこもり地域支援センター)

160万円160万円 「子ども食堂」「子ども食堂」みんなで食べると
おいしいよ!



わたしが手伝ってほしいこと
て　つだ

県庁防災対策室 ☎099(286)2276　県庁砂防課 ☎099(286)3618　県庁河川課 ☎099(286)3590 

知っていますか?ヘルプカード

どうやって使うの?

どんなときに使うの?

ヘルプカードって? ヘルプカードをご活用ください

　外見から配慮や援助が必要なこ
とが分かりにくい方が、周りに支
援を求めるためのカードです。
　このカードを見かけたら、思い
やりのある行動をお願いします。

★ヘルプカードの裏面に手助けしてほしい
ことが書かれています。あなたのできる
範囲での手助けをお願いします。

★「どうしましたか?」「何かお困りです
か?」と声をかけてください。　　　　 
(相手に伝わっているか確かめながら、
ゆっくりと話してください)

□ 雨風が強くなる前、暗くなる前に早めに避難しましょう
□ 動きやすく安全な服装で避難しましょう 
□ 声をかけあい、集団で避難しましょう

障害のある方や難病
の方、妊娠初期の方
などが日常で手助け
がほしいとき

　裏面に、手助けしてほしいこ
とを書き込み、財布に入れる、
首から下げるなどの使いやすい
方法で携帯してください。

　6月末からの記録的な大雨により、県内各地で多くの被害が生じました。これから、本格的な台風シーズンを迎
えます。日ごろから災害に備えるとともに、災害時は危険を感じたら迷わず避難しましょう。

県では、人にやさしく、ぬくもりのある社会を目指して、7月1日からヘルプカードを導入しました。

水害や土砂災害から命を守るために

問い合わせ先

県庁障害福祉課 ☎099(286)2746問い合わせ先

土砂災害警戒区域等マップ

洪水浸水想定区域図

※各市町村が作成しているハザードマップも確認しましょう。

→高い建物や山・川から離れた建物へ

ヘルプカードの配布窓口

カード裏面(記入例)

カード表面

詳しくはこちら
（県ホームページ）

・耳が聞こえづらいです。
筆談で会話してください。
・認知症があります。道に迷って
いたら、下記まで連絡をお願い
します。
家族連絡先：○○○－○○○○※個人情報を書く場合は、内容を十分

　検討してください。

県庁障害福祉課、県地域振興局、県支庁・事務所、
ハートピアかごしま、市町村窓口

ヘルプカードを持っている人が困っていたら…
こんな手助けをお願いします!

避難をするときは自分や家族でできる日ごろからの備え

自らの命や家族の命を守るために、日ごろの備えと早めの避難が重要です

災害に関する情報はこちら

こんな状況のときは

鹿児島県　防災 検索

（各市町村名） 避難所 検索

鹿児島 土砂マップ 検索

鹿児島 洪水浸水想定 検索

緊急のとき  
・道に迷ったとき
・パニックや発作、
　病気のとき

災害のとき   
・避難をするとき  
・避難生活が必要
　なとき

　県内の雨量や水位、土砂災害警戒情報、
気象警報の発表状況などを確認できます。

　高齢者や障害者、子どもなど、避難に時
間がかかる人への配慮をお願いします。

　テレビのリモコンのdボタンを押すと、データ放送で気象情報
や防災情報を確認できます。

　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、懐中電灯などを準備
しましょう。 

　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。

スマートフォン版 携帯電話版

○鹿児島県防災WEB

◆避難所までの移動が危険と思われる場合

→建物内のより安全と思われる場所へ
　(上層階、山からできるだけ離れた場所)

◆外出すら危険と思われる場合

○鹿児島県河川砂防情報システム

○テレビ・ラジオ

□ 自宅や職場、学校周辺に危険箇所がないか確認しましょう

□ お住まいの地域の避難所を把握しておきましょう

□ 避難所までの経路や移動手段を確認しましょう

□ 家族内で、災害時の避難場所、連絡
　　方法などを事前に話し合いましょう

□ 非常持出品を準備しましょう

□ 訓練や研修に参加しましょう

上へ



受験資格試験の種類

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　他にも、県の鳥、木、歌などを
県ホームページで紹介しています。 検索

県花：ミヤマキリシマ（昭和29年指定）

【宛　　先】鹿児島県広報課「県政かわら版（8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

６個入　５名様

電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

広島県文化芸術課（浅野氏広島城入城400年
記念事業推進会議事務局）　☎082（513）2722

令和元年９月30日(月)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。

●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 広島県からのお知らせ
ひろしま再発見！浅野氏広島城入城400年黒桜 -kokuou-

鹿児島ブランドショップ
〈特産品の問い合わせ先〉

株式会社スイートスイーツ　鹿児島市上荒田町３５-１　０９９（２９８）１１７７

2018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

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

　桜島の溶岩と鹿児島の「黒」をイメージした黒生地に徳之島産の純黒
糖で作ったバタークリームをサンドしました。塩キャラメルチップとカ
カオニブがアクセントです。

【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。

浅野氏　公式サイト 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！かごしま

 四季を通じて美しい花に
彩られている本県を象徴す
る花であることなどから選
ばれました。
   霧島山系一帯を中心に自
生し、5月末から6月にか
けて、赤・紫・白の可憐な
花を咲かせます。

今回の

　広島発展の基礎を築いた広島藩浅野家。初代藩主
浅野長晟が広島城に入城して、今年で400年を迎え、
9月15日（日）には、入城行列や記念式典が開催され
ます。  
　この機会に、江戸時代を中心とした広島の歴史や文
化に触れてみませんか?

こちらからも
メールできます

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」

ふるさと納税でどんどん鹿児島を
応援してください!

人権に関するポスター作品を募集します

〈中級・初級試験〉 〈障害者を対象とする選考試験〉

東京2020オリンピックの
聖火ランナーを募集します

「わたしのウェルネス」大募集!

県人事委員会事務局総務課 ☎099(286)3893・3894

鹿児島県職員採用試験を実施します

担当窓口

県庁人権同和対策課      ☎099(286)2574担当窓口

県庁財産活用対策室    　☎099(286)2169担当窓口

　県では、ふるさとに貢献したい方、かごしまを応援し
たい方からの寄附を募集しています。

　差別のない明るい社会の実 
現を図るため、日常の身近な 
題材により、基本的人権の尊 
重・擁護などを訴えるポスター
を募集します。
　優秀作品は、来年2月に開催 
する「人権同和問題県民のつ 
どい」で表彰・展示します。

30年度 全体の部 最優秀賞
指宿市立丹波小学校 1年
益田 要 さん

　県内の小・中・高等学校・特 
別支援学校の児童・生徒及び 
一般(学生を含む)

　県では、自然、温泉、そして食な
ど「健康・癒やし・長寿」に有益な
地域資源を「鹿児島のウェルネス」
として活用することとしています。
　県民の皆さん、あなたにとっての
「鹿児島のウェルネス」をぜひお聞
かせください !

　来年4月28日、29日に本県で実施される東京2020 
オリンピックの聖火ランナーを募集します。

　試験案内および受験申込書は、県庁など県の機関
で配布中です。

※申し込み方法など詳しくは、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。

①県実行委員会ホームページの応募フォームから応募
②所定の応募用紙に必要事項を記入の上、郵送にて応募

　「鹿児島のウェルネス」にちなんだ「鹿児島の魅力」
や「鹿児島ならではの暮らしのメリット」に関する写真・
動画・エピソード(わたしのウェルネス)

　応募していただいた方の中から抽選で
鹿児島黒牛などの豪華賞品をプレゼント!

【寄附金の活用方法】

【 受 付 期 間 】

【第1次試験日】
【第1次試験地】
【その他】

県庁スポーツ振興課         ☎099(286)3037担当窓口 県庁企画課　　　　　　　 ☎099(286)2496担当窓口

【応募方法】

【募集内容】

【応募資格】

【応募締切】

【応募締切】
【問い合わせ先】

◯子育て支援
◯高齢者生き生き支援
◯鹿児島の未来を担う人材育成
◯ふるさと母校応援プロジェクト
◯燃ゆる感動かごしま国体・
　かごしま大会応援プロジェクト

※年齢はいずれも令和2年3月末現在の満年齢
※いずれの試験にも学歴要件はありません

※年齢は令和2年3月末現在の満年齢 
※受験資格の詳細は試験案内をご覧ください

※詳しくは、県ホームページをご覧いただ
　くか、左記までお問い合わせください。

※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。

※詳しくは、県実行委員会ホームページを
　ご覧ください。

○インターネット　8月7日(水)～21日(水)
○持 参 ・ 郵 送　8月7月(水)～23日(金)

9月29日(日)

9月30日 (月)

8月31日(土)
【公募人数】42人

【応募締切】10月7日(月)
【応募特典】県実行委員会応募事務局 

☎0120(4)2020(6)

鹿児島市

　試験案内および受験申込書は、8月16日 
(金)から県庁など県の機関で配布します。

【 受 付 期 間 】

【第1次試験日】
【第1次試験地】
【その他】

○インターネット　8月23日(金)～9月9日(月)
○ 持 参 ・ 郵 送　8月23日(金)～9月11日(水)

10月27日(日)
鹿児島市

ますだ かなめ 

※詳しくは、県ホームページをご覧ください。

対象者 試験区分 受験資格
中級試験 一般事務、教育事務、土木 20～27歳

初級試験
一般事務、警察事務、農業土木、
林業、土木、建築 18～21歳

身体障害者

精神障害者
知的障害者 一般事務

警察事務 18～30歳

ながあきら

（宛先）〒892-0847
　　　　鹿児島市西千石町17-3太陽生命鹿児島第2ビル4階
　　　　県実行委員会応募事務局


