
123名の「オール鹿児島」大訪問団でベトナムを訪問

三反園知事とハイズオン省のヒエン人民評議会議長による連携協定締結の様子
 (ベトナムビジネスサミット/ベトナム・ハノイ)
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三反園知事とハイズオン省のヒエン人民評議会議長による連携協定締結の様子
 (ベトナムビジネスサミット/ベトナム・ハノイ)
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　さまざまな分野で人手不足が深刻化する中、本県に多くの人材を送り出しているベトナムとの関係強化を
図るため、去る10月、官民一体の大訪問団で同国を訪問しました。現地では、首都ハノイから東に約60km、
交通の要衝として今後発展が見込まれるハイズオン省と連携協定を結んだほか、首相との会談も実現するな
ど、今後の鹿児島の発展にとって大変実り多い訪問となりました。
　今後、同国との関係強化を図りながら、外国人の方々が安心して働くことのできる住みやすい地域づくりを
進めてまいります。鹿児島県知事　三反園　訓

み た ぞの　 さとし

159

ベトナム・ハイズオン省との連携協定を締結ベトナム・ハイズオン省との連携協定を締結

　県や県議会、経済界、県医師会、JAなどが10月16日から20日にかけてベトナムを訪れ、今後の交流拡大に向け、
精力的に活動を展開しました。

問い合わせ先 県庁外国人材受入活躍支援課 ☎099(286)3080　　FAX 099(286)3599 

　フック首相と約40分会談し、
「今回の大訪問団を高く評価す
る。鹿児島とベトナムとの関係
強化や定期便就航についても支
援していきたい」との力強い言
葉をいただきました。

外国人総合相談窓口を
 設置しました!

☎ 070-7662-4541

【場   　所】かごしま県民交流センター1階
　　　　　　国際交流プラザ内
【開所日時】原則 火曜～日曜 
　　　　　　午前9時～午後5時
【相談方法】来所または電話 
【対応言語】英語、中国語、ベトナム語など
　　　　　　計19言語 
【相談内容】生活、在留資格、労働 など

相談無料

本県の国籍別外国人労働者数首都ハノイの街並み

（平成30年10月末現在　鹿児島労働局調べ）

県医師会と送り出し機関の意見交換 JAと農業農村開発省との意見交換

【正式名称】ベトナム社会主義共和国
【人　　口】約9,500万人(2018年) 
【首　　都】ハノイ
【言　　語】ベトナム語

べトナムってどんなところ?

　ベトナムは、近年、成長著しく、ASEAN
域内でもトップクラスの成長率 (7.1%) を達
成しており、人材の育成・交流をはじめ、
幅広い分野で日本との関係強化を図ってい
ます。なお、県内で働く外国人労働者のう
ち半分近くをベトナム人が占めています。

100名超の
訪問団派遣は
自治体初!

フック首相と会談

　航空会社ベトジェットエアの
フン会長と会談し、「将来的な
定期便の就航を前提に、チャー
ター便の運航に取り組んでいき
たい」との言葉をいただきまし
た。

　ベトナムビジネスサミットにて、ハイズオン省と人材や農業技術の
交流等に関する連携協定を締結しました。  
　この他、技能実習生の送り出し機関などの関係機関を視察し、製
造業・農業・建設業・介護分野等の優れた人材の送り出しを要請し
ました。

国際定期便就航を要請 優れた外国人材の確保

～交流・連携による相互の発展を目指して～
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ベトナム
2,996人
 (44%)

その他
1,235人
（18％）

フィリピン
1,264人
 (18%) 中国

 1,367人 
(20%)

ベトナムベトナム

中華人民共和国中華人民共和国

台湾台湾

フィリピンフィリピン

モンゴルモンゴル

日本日本
大韓民国大韓民国

朝鮮民主主義
人民共和国
朝鮮民主主義
人民共和国

1面　ベトナム・ハイズオン省との連携協定を締結
　　　～鹿児島・ベトナム新時代へ～　
2面　オール鹿児島で観光をもっと元気に！
　　　～さらに多くの観光客を～
3面　2020 かごしま国体・大会をオール鹿児島で盛り上
　　　げよう～子どもたちの記憶に残る両大会へ～／
　　　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

～鹿児島・ベトナム新時代へ～～鹿児島・ベトナム新時代へ～

ハイズオン
ハノイ

★

ホーチミン



　昨年は明治維新150周年や国際線の新規就航・増便などもあり、本県の延べ宿泊者数や観光消費額※は過去最高を
記録しました。一方で、最近は、自然災害や国際情勢などにより、本県観光へも影響が懸念されており、県では、現
在全力を挙げて誘客対策に取り組んでいます。オール鹿児島で観光を元気にしましょう!

※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※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

オール鹿児島で観光をもっと元気に!～さらに多くの観光客を～

SNSを活用した魅力発信

・明治6（1873）年に火災で焼失し
た鶴丸（鹿児島）城のシンボル
「御楼門」の復元に向けて、官民
一体となって建設中

・工事の様子をライブカメラで
　リアルタイム配信

・今夏完成 
・クルーズ船観光客が船舶で   
県内各地へ移動可能に

・渋滞緩和や新たな観光周遊
ルートの開拓も

・一度訪れてみたくなるような  
「インスタ映え」するスポットを  
「インスタ 100 選」として、SNS
で国内外に発信 

・インスタ映えする自慢の一枚を
募集中（12 月末日締め切り）。 
応募して豪華賞品を当てよう !

・多彩な「食」や豊かな「自然」 など、世界
に通用する「健康・癒やし・長寿」に役
立つ地域資源、「鹿児島のウェルネス」
を体感できる観光コースを作成

・「発酵食品」や「火山と温泉」など20の
テーマでモデルコースを公開

ウェルネスを生かした観光コースづくり

（鹿児島市）
新たな観光拠点へ 鶴丸城御楼門の復元

今ならお得!! 
鹿児島とくとくキャンペーン

問い合わせ先 県 庁 観 光 課 ☎ 099(286)2994　FAX 099(286)5580　　県庁楼門等建設推進室　☎ 099(286)2506　FAX 099(286)5537 
県庁港湾空港課  ☎ 099(286)3639　FAX 099(286)5629

2020年3月
完成予定

完成イメージ図完成イメージ図 クルーズ船と浮桟橋(手前)クルーズ船と浮桟橋(手前)

ガラスの鳥居が魅力の
神徳稲荷神社(鹿屋市)
ガラスの鳥居が魅力の
神徳稲荷神社(鹿屋市)
じんとく いな りじんとく いな り「インスタ100選」はこちらから

（県観光 HP）

工事の特設ウェブサイトはこちら

キャンペーン
サイトはこちら

キャンペーン
サイトはこちら※対象 : 県外のマイレージ会員

黒潮の森マングローブパーク（奄美市）を
視察する英国人フリーライター

キャンペーン
サイトはこちら

キャンペーン
サイトはこちら

「ウェルネスかごしまの旅」は
こちらから（県観光 HP） たまて箱温泉 ( 指宿市 )

金作原原生林（奄美市）
きん さくばる

かごしま黒豚

他にもこんな取り組みを行っています!

鹿屋まで陸路約 2時間 
　　　→海路約 40分!

トブ・クルーズ
桜島キャンペーン

今冬のゴルフ場利用の
お得なキャンペーン

ANA鹿児島線利用者数
1億人達成ありがとうキャンペーン

・県外からの誘客のため、提携旅行予約サ
イトからの予約者に1人 1 泊あたり
5,000円の宿泊助成

・さらに、応募者の中から抽選で鹿児島
の特産品をプレゼント

・令和元年12月末まで

・県外からのゴルフ客誘致のため、提携
ゴルフ予約サイトからの予約者にプレー
代 2,000円を助成

・さらに、応募者の中から抽選で賞品を
プレゼント

・令和2年3月下旬まで

・ANA鹿児島発着便を利用して、「かご
しまインスタ100選（紙面右下に掲載）」
に応募された方に抽選で賞品をプレゼ
ント

・令和2年2月末まで

・台湾やベトナムからの誘客を拡大する
ための現地セールスやツアー商品づくり

・国内外のテレビや雑誌などのメディア 
を通じた情報発信の強化

「旬」の鹿児島
共同キャンペーン

海外への
セールスや情報発信

・専用のJR割引切符を販売
・県内観光施設での割引特典や　　　
おもてなし

・令和2年3月末まで

マリンポートかごしまに浮桟橋を整備
（鹿児島市）

・中部国際空港から
鹿児島便に搭乗の
方限定 

・桜島フェリーの
「よりみちクルー ズ」
無料乗船券を
プレゼント
・令和2年3月末
まで



かごしま国体・大会をオール鹿児島で盛り上げよう

あの感動を再び　48年ぶりの鹿児島開催 !

　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
開催まであと1年を切りました。県民の皆さん、48年ぶりの開催となるかごしま国体、初めての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　 FAX 099(286)5553問い合わせ先

◆ボランティア募集中!

募集
人員

運営ボランティア   　　5,200人

かごしま国体・大会に参加してみませんか 県民参加の
炬火リレーを行います

茨城国体（令和元年9月28日～10月8日）の結果

県庁社会福祉課 ☎099(286)2828　 FAX 099(286)5568問い合わせ先

　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。皆さまのご理解と温かいご支援をお願いします。

北朝鮮による拉致問題の解決に向けて

　今から41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人のうち、12人の方は北朝
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、そ
の中には本県関係者も含まれて
います。

　両大会の開・閉会式などで運営を補
助するボランティアを募集しています。

◆募金へのご協力をお願いします
　来場者をお迎えするおもてなし、花
いっぱい運動、ボランティアの募集・
育成・活動支援などに活用します。

　10月22日から27日まで開催された太陽国体（第27回国民体育
大会）で、本県勢は軟式テニス史上初の完全優勝などにより、天皇
杯・皇后杯を獲得。県全体が歓喜に沸きました。 
　この時の天皇杯・皇后杯の獲得と大会の成功はその後の県勢の
発展につながりました。東京オリンピック・パラリンピックの年
に開催されるかごしま国体・大会は、鹿児島をさらに飛躍させる
チャンスです。

本県に関係する拉致被害者の方々

12月10日～16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です

いちかわ しゅういち

市川 修一さん
ますもと

増元 るみ子さん
（当時23歳） （当時24歳） 鹿児島県 拉致問題 検索

燃ゆる感動 検索ホームページ詳細はこちらを
チェック！

手続きはこちら

炬火トーチ

きょ　　か

炬火受皿

フェイスブック インスタグラム

花いっぱい運動ボランティアによる案内

水球で優勝した鹿児島南高校 ( 赤キャップ側 )

開会式における本県選手団の堂々の入場行進と選手宣誓
（県立鴨池陸上競技場、現「白波スタジアム」）

かごしま国体・大会の日程昭和47年に開催された太陽国体

～子どもたちの記憶に残る両大会へ～

期間 令和2年8月11日～31日

 全市町村を巡る
薩摩・大隅・離島の

3コース
炬火トーチを持ったランナーが

  県内各地をつなぎます!

　家族も高齢化し、一日も早く被害者を取り戻さなければなりません。  
　拉致被害者全員の即時一括帰国の為に拉致問題に関心を持ち続け、
私達家族の力となってください。

　この週間を中心に県内各地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いただくか、下記までお問い合
わせください。

市川 健一（市川 修一さんの兄）

拉致被害者ご家族からのメッセージ

※募金額から 2,000 円を差し引いた金額が、  
　 所得税などの寄付金控除の対象となります。

※2020年 4月 1日現在で中学生以上
　の方ならどなたでも参加できます。

※第19回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」は、 
　台風の影響で全日程が中止となりました。

※天皇杯 : 男女総合優勝、皇后杯 : 女子総合優勝

8競技 9種目
（水球・弓道・フェンシングなど）

25競技95種目
男女総合成績  15位
女子総合成績  12位

優勝

入賞

10月3日　10月13日

延べ 80万人が参加するビッグイベント !本県勢が天皇杯・皇后杯※を獲得する快挙を達成 !

本県勢が活躍！来年への期待が高まります！

10月24日　10月26日

応募はこちら
※詳しくは、決定次第、発表します。

（夏休み期間）

ツイッター
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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、花、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)

県庁かごしまPR課  
☎099(286)3045　FAX099(286)5581

●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

イルミネーションイメージ

☎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）

シンボルツリーイルミネーション点灯！

鹿児島ブランドショップ
〈特産品の問い合わせ先〉 　鹿児島中央駅前のシンボルツリー

“クスノキ”がイルミネーションで
彩られます。高さ約20mの大きなクス
ノキが、さまざまな表情で光り輝く空
間は圧巻！ぜひお楽しみください。

問い合わせ先

県庁秘書課 ☎099(286)2026 FAX 099(286)5501問い合わせ先問い合わせ先

鹿児島中央シンボルツリーイルミ 検索

　鹿児島県歯科医師会会長として、障害者
（児）や離島、へき地における歯科診療等の提
供により、地域や移動困難による格差解消を
図るなど、本県の地域歯科保健及び公衆衛生
事業の充実と発展に貢献されました。

　知覧町長及び南九州市長として、4期14年の
長きにわたり、町勢及び市勢の発展と住民福
祉の向上に努められるとともに、南薩三町合
併協議会会長として南九州市誕生に尽力し、
本県地方自治の伸展に貢献されました。

　鹿児島県体育協会副会長として、陸上競技
の競技力向上や体育の発展に取り組むととも
に、県民体育大会の開催や、ニュースポーツ・
野外活動の普及など、本県スポーツの充実発
展に貢献されました。

　経済産業大臣指定伝統的工芸品である川辺
仏壇の職人として伝統工芸士に認定され、産
地の維持・発展や品質の向上に取り組むとと
もに、後進の指導にあたるなど、川辺仏壇の
振興と仏壇業界の発展に貢献されました。

森原 久樹さん
【元 鹿児島県歯科医師会会長】

霜出 勘平さん
【元 南九州市長】

しもいで    かんぺい

もりはら   ひさ き

　鹿児島県保護司会連合会会長として、「更
生保護サポートセンター」の設置に尽力する
とともに、安全で安心な街づくりを目指して
啓発活動を行うなど、犯罪や非行の防止と更
生保護事業の充実と発展に貢献されました。

黒江 明男さん
【元 鹿児島県保護司会連合会会長】

くろ え    あき おとりまる    たくぞう

はしぐち  ゆうきち

【元 鹿児島県体育協会副会長】

橋口 勇吉さん
【元 鹿児島県川辺仏壇協同組合専務理事】

輝く業績をたたえて

鹿児島県体育協会副会長として、陸上競技
の競技力向上や体育の発展に取り組むととも
に、県民体育大会の開催や、ニュースポーツ・
野外活動の普及など、本県スポーツの充実発
展に貢献されました。

とりまる   たくぞう

【元 鹿児島県体育協会副会長】

保健福祉部門

地方自治部門 教育文化スポーツ部門

産業経済部門

くらし・環境部門

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 11月 1日に県議会本会議場で挙行されました。

謝辞を述べる受賞者代表の森原さん謝辞を述べる受賞者代表の森原さん

前列左から霜出さん、森原さん、三反園知事、鳥丸さん、黒江さん、橋口さん（代理出席）前列左から霜出さん、森原さん、三反園知事、鳥丸さん、黒江さん、橋口さん（代理出席）

～令和元年度～
県民表彰

　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。

鳥丸 卓三さん

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！ 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

【宛　　先】鹿児島県広報課「県政かわら版（12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

５名様

メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp
令和２年１月31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。

黒毛和牛熟成生ハム
南州農場株式会社　鹿屋市野里町２９４０-２　☎０９９４（４４）０８０１

2019かごしまの新特産品コンクール
鹿児島県知事賞

　南州農場の黒毛和牛を鹿児島産海塩に漬け込み、３カ月熟成させ
た透き通る脂身と薔薇のような赤身の生ハム。口に入れた瞬間に旨
味と甘味が溶け出し広がります。
【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。

こちらからも
メールできます

特 産 品 プ レ ゼ ン ト今回の

バ　　 ラ

年末
スペシャル

【期間】12月1日(日)～
　　　　令和2年1月13日(月・祝)
【場所】鹿児島中央駅東口
　　　　バスターミナル内


