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◆県の人口 
730,556

人
◆世 帯 数

1,592,237
世帯

　（令和2年6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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　県庁企画課 ☎099(286)2347

鹿児島を変える8本の柱に沿って、次の新しい鹿児島をつくる取り組みを進めてまいります。

●コロナ対策を最優先にした財政出動 
●コロナウイルス感染防止対策と医療体制の確保 
●コロナウイルスの影響を克服する強力な産業支援

●コンベンション機能の強化　●鹿児島の伝統と文化が息づく街づくり 
●交通インフラの充実　●若者の交流促進　●外国人受け入れ基盤の充実 
●貿易・投資交流の促進　●芸術・スポーツの振興　など

●原発に代わる再生可能エネルギーの導入促進、蓄電池の普及促進と
　省エネの徹底 
●3号機の増設は凍結 
●20年の運転延長については、その可否について、徹底的に科学的、  
　技術的検証を行うとともに、県民の意向も把握しつつ厳正に対応

●農商工連携による新商品開発、販路開拓、鹿児島ブランドの一層の
　確立等農林水産業のさらなる振興 
●鹿児島の地域資源を活かした観光のさらなる振興、PR 
●地域経済を牽引する中堅・中小企業支援 
●新たな産業の創出、起業支援　など

問い合わせ先

塩 田 　康 一鹿児島県知事

　7月28日、鹿児島県知事に就任いたしました。
　今、鹿児島は、新型コロナウイルス感染症対策、令和2年7月豪雨による災害対策など課題が山積しています。
　また、人口減少時代を迎えつつある中で、国際情勢、経済情勢などが著しく変化しており、今後も、ふるさと鹿児島が持続的に発展していくた
めには、情勢の変化に適応しながら、基幹産業である農林水産業、観光関連産業のさらなる振興と、高い技術力を持つ製造業、情報サービス業、
ヘルスケア産業など、新たな産業を興していくことが必要です。若い人たちが働く場をつくってまいります。これを基盤として、高齢者や女性、
障がい者、子どもたち、あらゆる方々が生き生きと活躍し、暮らしていける鹿児島をつくってまいります。
 「県民の皆さまといっしょに鹿児島の今と未来をつくる」ということを基本に「誠実に」、「着実に」県政に取り組んでまいります。
　皆さまのご理解とご協力をたまわりますよう、心からお願い申し上げます。

誠実に、着実に
～みんなでつくる鹿児島の今と未来～

新型コロナへの対応

アジア中核都市の実現

●県民との対話と行政プロセスの適正化　●県民サービスの向上 
●防災・危機管理の充実　●総合体育館問題など市町村との連携強化　など

県民が安心できる行政づくり

●健康寿命の延伸　●介護・福祉の充実 　●子育て支援  
●高齢者や女性、障がい者、外国人など多様な人材の活躍支援　など

優しく働きやすい福祉の実現

●郷土教育の充実　●インターンシップの充実 
●国内外からの人材誘致　●事業承継の促進　など

鹿児島が誇れる人づくり

●離島の魅力の情報発信　●交通アクセスの課題への取り組み 
●エネルギー問題の解決　●安心して暮らしていける医療体制の整備 
●特産品の開発や販路開拓　など

多様な魅力を持つ離島は、鹿児島の宝

県民が豊かになる産業振興

脱原発に向けて

1面　知事就任あいさつ
2面　新型コロナウイルス感染症対策を推進します
3面　水害や土砂災害から命を守るために／
　　　世界文化遺産登録5周年！「明治日本の産業革命遺産」
4面　情報ボックス/特産品プレゼント



※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症相談窓口(コールセンター)

ひとりで悩まずご相談ください

感染拡大防止と経済活動の両立に向けた支援を行います

感染防止のため「新しい生活様式」を徹底しましょう

ポスターは疫病から人々を守るといわれ
ている妖怪「アマビエ」や「桜島」など
をモチーフにデザインされています

　県では、新型コロナウイルス感染
症対策を徹底している飲食店等が、
その取り組みをアピールして、お客
さまに安心してご来店いただけるよ
う、ポスターを作成しました。

　県民の皆さまが飲食店を選ぶ際には、十分な感染防止対策がとられて
いるかどうかも判断要素に加えましょう。

感染防止対策や感染者の発生状況など一般的な相談をしたい

消費者ホットライン           　　　　　　　　　　☎ 188(いやや)
悪質商法など、消費者トラブルでお困りの方

児童相談所虐待対応ダイヤル   　　　　　　☎ 189(いちはやく)
「児童虐待かも」と思ったら

みんなの人権110番(法務省)      　　　　　☎ 0570(003)110
差別的な言動や誹謗・中傷等で悩んでいる方

県女性相談センター      　　　　　　　　 ☎ 099(222)1467 
県男女共同参画センター  　　　　☎ 099(221)6630・6631

DVや夫婦・家族関係、子育てのことで悩んでいる方

外国人総合相談窓口：Consultation Desk for Foreign Residents
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 070(7662)4541(かごしま県民交流センター1階国際交流プラザ内)     

外国人の方

新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口 
(鹿児島労働局雇用環境・均等室) 　　　　　☎099(223)8239

労働に関することでお困りの方

ポスター活用の手順
①県ホームページからポスターの
データをダウンロード 

②データを印刷し、取り組んでいる
感染防止対策を書き込む   

③作成したポスターを店頭などに掲示

具体的な取り組み例

資金繰りを支援します（融資）

飲食店・宿泊施設の感染防止対策経費を助成します

県内の飲食店等で使用できる
ぐりぶー飲食券・ぐるめクーポンを発行します県庁中小企業支援課 ☎099(286)2946問い合わせ先

県庁商店街活性化推進室 ☎099(286)2885問い合わせ先

県庁商店街活性化推進室 ☎099(286)2885問い合わせ先

県庁商店街活性化推進室 ☎099(286)2885 
県庁観光課  　　　　　　☎099(286)2997

問い合わせ先

※新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報は、県ホームページをご覧ください。

● 飲食店向け

県内で集団感染などによる感染者が多数発生しています。これ以上の感染拡大を防止するためにも、次のような取り組みを徹底しましょう。

5,000円分を4,000円で販売(子育て世帯は1冊限り3,000円）

・感染防止対策物品(消毒液、フェイスシールド、アクリル板等)   
　の購入など　　　　　　　　　　　補助率10/10(上限10万円)
・キャッシュレスの導入　　　　　 補助率　4/5 (上限20万円)

●  宿泊施設向け

● ぐりぶー飲食券

2,000円以上の飲食で500円を割引 （スマートフォンアプリ
LINEの公式アカウント「鹿児島県庁」で配信）

● ぐるめクーポン

・感染防止対策物品(消毒液、フェイスシールド、アクリル板等)   
　の購入など      　　　　　  　　補助率10/10(上限40万円)   
・施設(厨房・食堂等)の改修など 　補助率 　4/5 (上限500万円)

【資  金  名】新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金 
【融 資 対 象】・売上15%以上減の中小企業者       
　　　　　　　・売上 5%以上減の個人事業主 (小規模に限る) 
【融資限度額】運転資金・設備資金4,000万円 
【融資期間】10年以内 (うち据置5年以内) 
【融資利率】年1.4%～1.9% (3年間は実質無利子) 
【保証料率】年0%
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ポスターのダウンロード
や取り組みの参考例など
はこちら

新型コロナウイルス感染症対策を推進します

鹿児島県　コロナ 検索

感染防止の3つの基本

身体的距離の確保

密閉、密集、密接の 
「3つの密」を避ける

誰とどこで
会ったかメモ

買い物は通販や
電子決済を利用

公共交通機関での
会話は控えめに

会議や名刺交換は
オンライン

マスクの着用 手洗い 適宜マスクをはずし
こまめに水分補給

エアコン使用中も
こまめに換気

熱中症の予防

2m

※申請の受け付け開始は8月下旬を予定していますが、4月1日
　まで遡って適用します。また、購入、施工には実施期限があ
　りますので、ご注意ください。

お店の感染防止対策の取り組みを
ポスターでアピールしませんか

☎099(833)3221

○十分な座席間隔の確保 
○客の入れ替え時の適切な消毒や清掃 
○接客時等におけるマスク着用 
             　　　　　　　　　　 ほか

※8月6日開設予定

※いずれも、実施に向けて準備中です。  



ハザードマップの例

ハザードマップ
ポータルサイト

ダウンロードは
こちら

Vol.1 Vol.2

　登録5周年を記念して、構成資産の詳細や登録までの歩みなど
を紹介するパネル展を開催しています。

　この遺産は、日本が江戸時代の終わりから明治時代にかけての
わずか50年あまりの短期間で、西洋の新しい技術と日本の技術
を融合させ、非西洋で最初の産業国家となっていったプロセスを
物語るものです。
　その構成資産は、九州・山口を中心とした8県11市に23あり、 
本県にはそのうち最も古い段階から始められた島津斉彬の集成館
事業に関連する3つの資産（旧集成館、寺山炭窯跡、関吉の疎水
溝）があります。
　現在日本は、世界でもトップクラスの産業国家となりましたが、
その近代化の始まりをたどると、19世紀半ばに斉彬が手がけた
集成館事業に行き着きます。
　今の私たちの暮らしは、斉彬が描いた夢を受け継ぎ、その実現
に向けて知恵と工夫を積み重ねてきた多くの人々の営みの上に築
かれているのです。
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問い合わせ先 　県庁世界文化遺産課 ☎099(286)2364

歴史・美術センター黎明館 1階ロビー 8月1日（土）～30日（日）
9月9日（水）～30日（水）かごしま県民交流センター 2階展示ロビー

　本県が平成17年に開催したシンポジウムから世界遺産登録への取り組みが始まった「明治日本の産業革命遺 
産　製鉄・製鋼、造船、石炭産業」。平成27年に世界文化遺産に登録され、今年7月に5周年を迎えました。

「明治日本の産業革命遺産」とは おうちでも世界文化遺産を楽しもう!

登録5周年記念パネル展　開催中 !

世界文化遺産登録5周年 ! 「明治日本の産業革命遺産」
　県庁災害対策課　☎099(286)2276

　7月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。

水害や土砂災害から命を守るために

問い合わせ先

災害の危険が迫ったら迷わず避難!自分や家族でできる日ごろからの備え

災害に関する情報はこちら

　避難・被害情報や気象情報、河川砂防情報などを
確認できます。

　避難所の過密を避けるため、安全が確保できる場合は、自宅
や親戚・知人宅等への避難（分散避難）の検討を。

　警戒レベル3で避難に時間がかかる方(高齢者等)は避難 !
　警戒レベル4で全員避難 !  
　※いずれも危険な場所にいる場合 ○ 鹿児島県防災WEB

　人気インフルエンサー“ゆうこす・
ももち”が、県内の構成資産を巡ります。  
　学芸員等の解説もまじえ、8分程度
で分かりやすく魅力をお伝えします。

人気インフルエンサーと一緒に楽しく学べる動画配信中 !

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には、
危険な場所にいる人は避難することが原則です。

○ 鹿児島県危機管理防災局ツイッター

□ ハザードマップ※で自宅や職場、学校周辺に危険箇所が
　 ないか確認

□ 避難所までの経路や移動手段を確認

□ 5段階の警戒レベルについて確認

□ 災害時の役割分担、連絡方法などを
　　事前に家族内で確認

□ 非常持出品を準備

 (ユーザー名：kikikanrikago) 

□ 雨風が強くなる前、暗くなる前に早めに避難

□ 動きやすく安全な服装で避難

□ 声をかけあい、集団で避難

□ 避難所までの移動が危険なときは、
  　高い建物や山・川から離れた建物へ避難

□ 外出すら危険なときは、建物内のより安全な場所へ避難
　 (上層階、山からできるだけ離れた場所）

　高齢者や障害者、子どもなど避難に
時間がかかる方への配慮を。

　長靴は厳禁。動きやすい運動靴などで避難を。

○ 生活用品・防災用品
　 食料・飲料水、携帯ラジオ など 
○ 感染症対策用品
　 マスク、体温計、消毒液  　など

※自然災害について、その被害の及ぶ範囲や避難する場所などを示した地図。

　無料アプリ「ストリートミュージアム」
をダウンロードし、「薩摩の近代化(集成館
第一期、第二期)」からご覧ください。

VRアプリで操業当時の集成館事業を見てみよう!
“現地で見るともっと楽しい”

旧鹿児島紡績所技師館(異人館)旧鹿児島紡績所技師館(異人館) 旧集成館機械工場旧集成館機械工場旧集成館反射炉跡旧集成館反射炉跡

反射炉のCG復元図

※各種パンフレット（無料）もご用意しています。



県に関するさまざまな情報をお届けします

１セット（大１個、小４個）５名様

※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
SAKUサクッ！きんかんハーフ
津貫加工グループ　南さつま市加世田津貫5970　☎０９９３（５５）３７１６

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！

　南さつまの金柑が、県大隅加工技術研究センターとのコラボで、サ
クサクとした食感のフリーズドライ果実になりました。小さな実に栄
養がたくさん詰まっています。丸ごと種ごとお召し上がりください。

ムーブ！かごしま 検索

ユーザー名：pref.kagoshima

ユーザー名：kagoshimakensei

10：30～10：45

17：25～17：30

なるほど！かごしま

今回の

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 検索

2019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

●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〉

【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
※郵便番号と宛先だけでも届きます。

電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

令和2年9月30日（水）必着

【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

県鳥 :ルリカケス(昭和40年指定)
かごしまのシンボル

かごしまのシンボル 検索

　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。

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。

受験資格試験の種類

人権に関するポスター作品を募集します10月1日　国勢調査を実施します! 「かごしま・人・まち・デザイン賞」を募集します

〈短大・高校卒業程度〉 〈障害者を対象とする選考試験〉

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 担当窓口

県庁人権同和対策課      ☎099(286)2574担当窓口

　日常の身近な題材により、基
本的な人権の尊重・擁護を訴え
るポスター作品を募集します。
　優秀作品は、12月に作品展で
展示するほか、来年2月に開催予
定の「人権同和問題県民のつど
い」で表彰します。

　県では、個性豊かで魅力あふ
れる景観づくりを目指して、「か
ごしま・人・まち・デザイン賞」
を実施しており、県内の良好な
景観づくりに特に功績のあった
方々を表彰しています。
　自薦他薦は問いません。たくさ
んのご応募をお待ちしています。

　国勢調査は5 年に1 回、日本に居住するすべての人を
対象として行われる調査です。
　調査結果は、少子高齢化問題、医療・福祉、産業振
興、雇用対策、防災計画など、私たちの暮らしのさま
ざまな分野で役立てられる基礎データになります。

令和元年度 全体の部 最優秀賞
南九州市立粟ヶ窪小学校1年
雪丸 苺華さん

　県内にお住まいの小学生以上
の方

　9月中旬から調査員証を携
帯した調査員が、各世帯に調
査票を配布します。

　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。

【 受 付 期 間 】

【第1次試験日】
【第1次試験地】
【その他】

県庁統計課          　　　　☎099(286)2482
※または、お住まいの市町村役場担当窓口 県庁地域政策課             ☎099(286)2438担当窓口

【応募資格】

【調査方法】

【回答方法】 【応募締切】
【応募方法】
【応 募 先】【応募締切】

※年齢はいずれも令和3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3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。

○インターネット　8月5日(水)～19日(水)
○郵 　 　 　 送　8月5日(水)～21日(金)

9月27日(日)

9月30日 (水)

9月25日(金)
郵送・持参・インターネット
県庁地域政策課、県地域振興局・
支庁総務企画課

鹿児島市

　試験案内および受験申込書は、8月14日 
(金)から県庁など県の機関で配布します。

※詳しくは、県立病院局ホームページを
ご覧いただくか、下記または各県立病
院(鹿屋医療センター、大島病院、姶
良病院、薩南病院、北薩病院)までお
問い合わせください。

【 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28日(金)～9月14日(月)
○ 郵 　 　 　 送　8月28日(金)～9月16日(水)

11月1日(日)
鹿児島市

ゆきまる いち か

対象者 試験区分 受験資格
短大卒業程度

高校卒業程度

一般事務、教育事務、土木 20～27歳
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
知的障害者
精神障害者

一般事務
警察事務 18～39歳

【受付期間】随時
【応募資格】
次の要件をいずれも満たす方
○医師免許取得後２年以上経過している方
○採用後、１年以上勤務できる方

　県外にお住まいの医師で、ふるさと鹿児島に帰っ
て働きたいという方からの応募をお待ちしていま
す。また、お知り合いに医師がいるという方は、
ぜひお声がけください。

県立病院で一緒に働く医師を募集しています

県立病院局県立病院課 　　☎099(286)2820

第6回 自然・歴史的景観部門 大賞
　「竹林整備し新たな魅力を」      
　　　　　　　　　 (日置市東市来町)

○インターネット　※24時間回答可   　
　回答期間：9月14日(月)～
○郵送（一部市町村除く）または調査員による回収
   回答期間：10月1日(木)～

「マチイロ」ダウンロード

「マイ広報紙」ウェブサイト

県庁広報課　☎099(286)2095

いつでもどこでも手軽に県政かわら版を！

ぜひご利用ください!
問い合わせ先

　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、民間配信サービス「マチ
イロ」および「マイ広報紙」で配信しています。

○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


