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◆県の人口 
728,509

人
◆世 帯 数

1,600,467
世帯

　（令和元年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　FAX 099（228）6710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
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オーストラリアの食品展示会での「鹿児島和牛」PR 牛舎整備による規模拡大

※TPP11 : 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定　日EU・EPA : 日本と欧州連合の経済連携協定

第11回宮城大会(H29)では 
「鹿児島黒牛」が和牛日本一に!           ※画像はイメージです  

応募方法は4面の「特産品
プレゼント」欄をご覧ください。

1面　輸出絶好調！日本一の「鹿児島黒牛」を世界へ
2面　ひとが輝く鹿児島～鹿児島で生き生きと働こう！～
3面　原子力防災対策を充実・強化しています／
　　　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

問い合わせ先 県庁畜産課 ☎ 099(286)3216 FAX 099(286)5599

新たな輸出国へ
いち早く売り込みます! さらに肉用牛を増やします！

「チーム鹿児島」が合言葉

和牛日本一の連覇を目指します！ 約200グラム×3パックを  
3名様にプレゼント!

牛肉輸出大国オーストラリア
やブラジル、ウルグアイへも
和牛輸出開始

開催期間 : 令和 4年 10月 6日～10日 
会   　場 : 霧島市（メイン会場）、南九州市（肉牛会場）

全国に先駆け輸出を拡大

5年に1度の和牛王座決定戦 鹿児島大会近づく 特 別プレゼント

生産基盤を強化攻攻 守守

 「鹿児島黒牛」は、平成29年に悲願の和牛日本一の称号を手にし、本県が世界に誇るブランド
として、今海外への輸出がどんどん伸びています。また、TPP11や日EU・EPA※、本年1月に発
効した日米貿易協定などにより、国際化が大きく進展する中、これらをさらなる「攻め」の大
きなチャンスとしなければなりません。
  引き続き、生産者をはじめ関係者の皆様と心を一つに、生産基盤の強化や防疫対策など「守
り」をしっかりと固めながら、販路と輸出の拡大など世界に挑戦する競争力のある畜産業の実
現に向けて、全力で取り組んでまいります。
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問い合わせ先

　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。ぜひご参加いただくとともに、本
県へのUIターン就職をお考えのご家族や
お知り合いにもお声がけください。

　東京23区に在住または通勤していた方で、本県に移住し、対象
企業に就職される方へ移住支援金を支給します。

　高校の先生に当社を紹介され、鹿児島
から国内有数の真空技術で作った商品を
世界中へ届けていることに魅力を感じて
入社を決意しました。
　先輩からは、懇切丁寧なアドバイスをい
ただけて、非常にありがたいです。鹿児島
は人があたたかく、ここで働いて良かった
と実感しています。

　県外の大学を卒業後、地元鹿児島に密着
した仕事をしたいという気持ちがあり、参加
した企業説明会で当社に出会いました。
　県外に出て初めて気づきましたが、鹿児島
は自然が豊かで暮らしやすく魅力的なだけで
なく、親や友達が近くにいて安心できます。今
後は、自分の経験を生かして鹿児島の魅力を
発信していきたいです。

県内には、世界レベルの高度な技術や働きやすさなど、さまざまな魅力を持つ企業が数多くあることをご存知でしたか。
これらの企業は、次代を担う若い力を求めており、県内外出身の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」と「東京」の暮らしぶりを比べてみました
ここでは、「働き・暮らし」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がたくさんあります。

※参加企業（約230社）など詳しくは
　ホームページをご覧ください。

※対象となる方の要件、申請方法など
　詳しくは県ホームページをご覧ください。

出典:平成30年小売物価統計調査

出典：平成30年住宅・土地調査
50分早く50分早く

県庁雇用労政課 ☎099(286)3026 FAX 099(286)5582

◯県内企業の会社情報・採用情報などが満載
◯3月リニューアル予定

◯鹿児島へのUIターン就職希望者を対象に電話やメールで職業紹介
○専門の相談員が対応

099（250）6855

鹿児島県就職情報提供サイト 「かごＪｏｂ」

☎

実際どうなの？

暮らし ゆとり

物価水準(全国平均を100とした場合) 出産費用（正常分娩の場合の平均）通勤・通学時間
物価や家賃が安い! 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！

⇒全国的にも物価が安い
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2万8千円安い

東京 鹿児島

東京 鹿児島

104.4 96.1

64,159円 36,271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2万9千円安い

教育費月額※

東京 鹿児島

53,531円 24,416円

東京 鹿児島

94分 58分
東京 鹿児島

621,814円 443,213円

アルバック九州(株)
新川床　凜　さん

独自の技術で鹿児島から世界へ!

(株)島津興業
上田　尚佳　さん

2021年3月卒業予定の学生(高校生は除く)、 
県内に就職を希望するUIターン希望者、一般求職者対象者

2人以上の世帯の場合 :100万円、単身の場合 :60万円支援
金額

（県庁雇用労政課内）

（携帯・スマホの方はこちら）
（0120）445106☎

（フリーダイヤル）

ふるさと人材相談室

親や友達が近くにいて安心できる!

鹿児島 移住支援金 検索

鹿児島で働かんけー? 検索

（鹿児島市与次郎） （福岡市博多区） （新宿区西新宿）

【1部】10時～13時
【2部】14時～17時

3月17日（火）

鹿児島
サンロイヤルホテル

鹿児島

13時～16時30分 13時30分～16時

3月11日（水） 3月19日（木）

福岡
ファッションビル

東京新卒応援
ハローワーク

福　　岡

出産・子育て

家賃月額（25歳未満の居住者）

合同企業説明会「鹿児島で働かんけー?」東京圏から移住＆就職した方に最大100万円を支給！

情報収集やご相談はこちらから 利用無料

東　　京

毎年好評

県内工業高校
卒業後就職! 県外大学

卒業後就職!先生に当社を紹介さ

の？

の技術で鹿児島から世
県外の大

　教育関連

親や友大学
就職!

鹿児島で活躍する若者の声



水の力を
活用

地熱を
活用

県庁エネルギー政策課 ☎099(286)2431 FAX099(286)5686問い合わせ先

県庁原子力安全対策課 ☎099(286)2377 FAX 099(286)5925  県庁保健医療福祉課 ☎099(286)2666 FAX 099(286)5550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※の開催や大規模な原
子力防災訓練の実施をはじめ、避難用福祉車両の配備や避難道路の改善、モニタリングポストや地震計の増設、安
定ヨウ素剤の事前配布・配備、環境放射線監視センターの設置など、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。
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　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。

原子力防災対策を充実・強化しています

全国トップクラスの再生可能エネルギー県を目指して

七ツ島バイオマス発電所 
(鹿児島市)

燃料電池自動車の導入支援 水素ステーションの整備支援
 

専門委員会の開催
　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。

※鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会

燃料電池自動車「MIRAI」

環境放射線監視センター

水素ステーション完成イメージ図

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

安定ヨウ素剤の事前配布・配備

原子力災害時の情報伝達・輸送対策

世界が注目！水素エネルギー県内で再生可能エネルギーが広がっています

環境放射線監視センターを新たに設置

　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。

　平成30年10月、環境放射線監視セ
ンターを新築・移転し、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。

　県内において、再生可能エネルギーを活用する発電所が増えて
きています。

　水素は、水などの形で地球上にほぼ無尽蔵に存在し、エネル
ギーとしての使用時にCO2を排出しないため、環境にやさしい究
極のエネルギー源として世界中で注目されています。

○令和元年5月全面運転開始
○燃料として、パーム椰子殻、木質ペ
レット、県内間伐材を使用

 水素を燃料とする燃料電池自
動車の購入費を民間事業者に
対し一部助成

　水素ステーション(水素を燃
料電池自動車に供給)の整備費
を一部助成

川辺ダム小水力発電所
(南九州市)

○平成31年2月運転開始（県整備）
○川辺ダムから放流する河川の水を活
用し、管理用電力を自給するほか、
余剰電力を売電

山川バイナリー発電所
(指宿市)

○平成30年2月運転開始 
○一度発電に利用した熱水を有効活用

○高齢者や障害者が円滑に避難するため
の避難用福祉車両の配備

○避難道路の改善（側溝ふたの設置、 　
　　Uターン場所の確保） 

○地震活動状況を把握するための地震計
の増設            　　　　　　　　　 など

○原子力災害時の避難経路などの情報を
速やかに提供するアプリを開発　　　　
（令和 3年度完成予定）
○平成 31年 2 月、県タクシー協会と災害
時における人員や物資などの緊急輸送
に関する協定を締結

九州電力への特別要請に基づく避難支援

水素エネルギーって？

木質資源を
活用

取り組み紹介
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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。

アプリのダウン
ロードはこちら

マイ広報紙ウェブ
サイトはこちら

検索

県木 :クスノキ（昭和45年指定）

4 名 様

県庁広報課
☎099(286)2095 　FAX099(286)2119※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。

特 産 品 プ レ ゼ ン ト いつでもどこでも手軽に県政かわら版を！

せひご利用ください!

甕発 酵鰹だ し 酢 1面特別プレゼント＆
特産品プレゼント応募方法

●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）

鹿児島ブランドショップ
〈特産品の問い合わせ先〉

有限会社重久盛一酢醸造場　霧島市福山町福山２２４６-１　☎０９９５（５５）２４４１

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！

問い合わせ先

　鹿児島伝統の甕壺露天醸造法にて、枕崎産鰹節を米麹で発酵さ
せて造りました。アミノ酸含有量は黒酢の２倍、米酢の23倍。鰹
のだし香る旨味調味料です。

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 ⑦希望するプレゼント名
（A「鹿児島黒牛ステーキセット」また
はB「甕発酵鰹だし酢」）を明記の上、
以下の宛先までご応募ください。

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

　鹿児島県の代表的な木で、古く
から県民に親しまれてきているこ
とや、病気にも強いことなどから
選ばれました。
　常緑の高木で、県内に広く群生
しており、姶良市にある大クスは
日本一の巨木として有名です。

今回の

　県政かわら版をスマートフォンなどからいつでもどこで
も手軽に閲覧していただけるよう、民間サービス（「マチイ
ロ」及び「マイ広報紙」）を利用した配信を開始しました。

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」

プレミアム付商品券の
 購入・使用期限が迫っています!

かごしま国体・かごしま大会炬火リレーの
ルート・実施日程とTシャツデザインを決定しました！

#指スカフォトコン2019
～at Instagram～を開催しています!

「危機的な状況にある言語・方言
サミット(奄美大会)」を開催します!

4月1日から浄化槽の
法定検査が変わります

屋久島空港の滑走路延伸基本計画(案)について
皆様からのご意見を募集しています

県庁文化振興課             ☎099(286)2537担当窓口

県庁市町村課 　　　　　☎099(286)2297　　　担当窓口

　25%もお得なプレミアム付商品券の購入・使用期限が迫
っています。対象の方は早めの手続きをお願いします。

最長3月末まで
(市町村で異なります。なお、既に購
入・使用期限が終了している市町村も
あります。)

インスタグラムで@ibusuki_skylineをフォ
ローの上、「#指スカフォトコン2019」の
タグをつけて投稿

　あなたが見つけた指宿スカイラ
イン周辺から見えるインスタ映え
する風景を募集中!
　指宿スカイラインの魅力が伝わ
る写真をお待ちしています。

　清浄な水環境の維持・保全のためには、浄化槽の保守点
検・清掃を適正に行い、指定検査機関が実施する法定検査
を受けていただく必要があります。
　本県では、適正に維持管理されている浄化槽が多いこと
から、定期検査を効率化して、検査手数料を引き下げます。

①2019年度の住民税が非課税の方
　(課税者の配偶者などを除く)
②2016年4月2日～2019年9月30日に
　生まれたお子さまがいる世帯

　各地域における消滅の危機にある言語・方言の状況改
善について考えるサミットを開催します。

※詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。      
※「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

県庁生活排水対策室          ☎099(286)3685担当窓口 県庁港湾空港課              ☎099(286)3663担当窓口

※ルート・実施日程の詳細は、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。

【対 象 者】

【期　間】8月11日(火)～29日(土)  
【コース】全市町村を巡る薩摩・　
　　　　大隅・離島の3コース

○基調講演「シマ唄とシマグチ」  
○「危機的な状況にある言語・方言」の
聞き比べ・現況報告　　　　　 ほか

①ホームページの意見募集フォー
ムから回答

②パンフレット(ホームページ、
県庁、屋久島町役場、県内空港
などで入手可)の折り込みハガ
キによる郵送で回答

【日　　時】

【場　　所】

【内　　容】

　オール鹿児島での取り組みや、炬火が県
下全域を巡るイメージを表現しました。

【Tシャツデザイン】
購入はおスミ

かニャ?

カクニャン

【購入・使用期限】

【テ ー マ】フォトジェニックな
　　　　　　指宿スカイライン
【応募期限】3月1日(日)
【応募方法】

【変更対象】10人槽以下の浄化槽(合併・単独)
【検査頻度】基本・現行検査は4年に1回
　　　　　　採水員検査は4年に3回(当面4年に1回)
【適 用 日】4月1日（水）～

【賞　　品】最優秀賞：賞金5万円
　　　　　　優 秀 賞：賞金2万円　ほか  

入場無料・事前申し込み不要

担当窓口
燃ゆる感動かごしま国体・
かごしま大会実行委員会事務局   　☎099(286)2858担当窓口

〈前〉 〈後〉

※詳しくは、県道路公社ホームページを
　ご覧ください。

※詳しくは、県ホームページをご覧ください。 ※詳しくは、下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ください。

パンフレット

2 月28日(金)

改正前
合併処理浄化槽

現行検査
6,000円

現行検査
4,000円

現行検査
4,000円

基本検査
5,000円
採水員検査
3,000円

採水員検査
3,000円

5～10
人槽

単独処理浄化槽 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽
改正後

　県では、屋久島空港にジェット機
の就航が可能となるように、現在
1500mの滑走路を2000mに延伸
するための取り組みを行っており、
その基本計画(案)について、皆様の
ご意見を募集しています。

県道路公社管理課          ☎099(275)3111　　

①2月22日(土)午前10時30分～午後6時  
②2月23日(日)午後 1 時30分～午後6時

【意見の募集方法】

【募集締切】

○専用アプリから広報紙を閲覧
◯最新号の発行をアプリのプッシュ
　通知でお知らせ

【マチイロ】

○ウェブサイト上でテキストデータ化
　された広報紙を閲覧  
○キーワード検索が可能

【マイ広報紙】

①奄美AiAiひろば(奄美市名瀬末広町14-10)  
②奄美文化センター(奄美市名瀬長浜町517)

かめはっこうかつお

いぶ

2019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

【宛　　先】鹿児島県広報課
　 「県政かわら版（2月号）プレゼント係」

ハガキ 〒890-8577
　　　　鹿児島市鴨池新町 10-1
F A X 099（286）2119
メール　 h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

締切 令和２年
３月31日(火)必着


