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　県庁道路建設課 ☎099-286-3542問い合わせ先

1面　「甑はひとつ」祝！甑大橋開通
2面　新型コロナウイルス感染症対策を推進します
3面　「かごしま茶」で“茶いっぺ”いかが？／
　　　かごしまの製造業を支援します
4面　情報ボックス／特産品プレゼント

　8月29日、薩摩川内市の甑島列島の中甑島と下甑島をつなぐ甑大橋(全長1,533m)が開通し、島民の皆さまの悲願であった「甑
はひとつ」が実現しました。これにより、島内間の往来の利便性が向上し、水産・観光業のさらなる振興などが期待されます。
開通に向けて長年ご尽力いただいた、地元の方々など多くの皆さまのご支援、ご協力に感謝申し上げます。
　コロナ禍の厳しい状況ではありますが、県では、引き続き感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りながら、薩摩川内市と連
携し、甑島地域の振興に全力で取り組んでまいります。 鹿児島県知事　

しお た　　　　こう いち

「甑大橋」とは

開通によってここが変わる!

　中甑島と下甑島をつなぐため、平
成18年度に「甑大橋」を含む県道の
整備工事が始まりました。海峡の速
い潮流や台風、冬季風浪など厳しい
自然条件下の難工事でしたが、8月
29日、総事業費約320億円をかけ、
ついに完成しました。延長は約1.5km
で、県内最長の橋となります。
　上甑島と中甑島をつなぐ「甑大明神橋」、「鹿の子大橋」(平成5年3
月開通)とあわせて、今回の開通により、甑島の3島が全て陸路でつな
がり、「甑はひとつ」が実現しました。

○島内間の往来が便利に !  
　・定期便の時刻に左右されない  
　・所要時間が短縮(右図参照) 
○医療・防災体制が充実 !
　・3島間の応援体制が可能に 
○水産・観光業のさらなる振興 !  
　・漁港間のアクセスの向上 
　・時間や天候に左右されず、
　　3島の周遊が可能に

「甑はひとつ」「甑はひとつ」
祝！甑大橋開通祝！甑大橋開通

開通式の様子（8月29日）

観光

長目の浜（上甑島） ナポレオン岩（下甑島）

オススメ！
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甑大橋　1,533m
県内最長！
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甑大橋　位置図

長浜港 鹿島港

長浜港

フェリー：最長90分
里港

里港

車：約50分

甑大橋
40分の
時間短縮

塩田　康一

甑大明神橋

鹿の子大橋



コロナ相談かごしま（24時間対応）

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

感染拡大の警戒基準を設定しています

　県では、事業者の皆さまに感染防止
対策に積極的に取り組んでいただくと
ともに、県民の皆さまが安心して利用
できる施設や飲食店等の「見える化」
を図るため、店舗(施設)に掲示できる
ステッカーを作成しました。

感染症に関する一般的な問い合わせや経済的支援について

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 （24時間対応）　☎ 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

新型コロナウイルス感染症に関する心のケア相談
(県精神保健福祉センター) 　　　　　　　 ☎070-7664-5152

感染拡大で不安等を感じている方

対象事業者
　新型コロナウイルス感染防止対策の基本的事項10項目
の全てを実施する県内事業者 (全ての業種が対象)

医療体制の整備を行います

医療従事者等へ慰労金、医療機関等へ支援金を支給します

県庁保健医療福祉課 ☎099-286-2738問い合わせ先

鹿児島県プレミアム付き飲食券事務局 ☎0570-008-400問い合わせ先

県庁健康増進課 ☎099-286-5280問い合わせ先

申請方法や申請期限などの詳細については、県ホームページをご覧いただくか、各問い合わせ先におたずねください。

コロナ相談かごしま ☎099-833-3221問い合わせ先

コロナ相談かごしま ☎099-833-3221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。

ぐりぶー飲食券(プレミアム付き商品券)※50万冊発行

【割 引 額】2,000円以上の飲食で500円を割引 
【配信開始日】10月1日(木) 　以降、毎週月曜日に配信 
【配信方法】スマートフォンアプリLINEの公式アカウント
　　　　　 「鹿児島県庁」を友だち登録された方に配信  

ぐるめクーポン(電子式の割引クーポン)※20万枚発行
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発行手順など
詳しくはこちら

▲新型コロナウイルス感染防止
　対策実施宣言ステッカー

登録飲食店は
こちらから
確認できます

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

基本的事項の例

感染防止対策の取り組みを
  ステッカーで宣言しませんか

☎099-833-3221

○新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者や、介護・
障害福祉サービス事業所等に勤務する職員等の皆さまを対象
に、慰労金を支給します。 
○医療機関や介護・障害福祉サービス事業所等を対象に、感
染拡大防止等に必要な支援金を支給します。

○救急・周産期・小児医療機関に対して、新型コロナウイル
ス感染症疑い患者を受け入れる体制確保を支援します。 
○新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定す
る医療機関等に対して、空床確保のための支援などを行います。

 感染防止対策実施宣言ステッ
カー(右図)を取得している県内
の登録飲食店で使用できます。

観光バス等の感染防止対策を支援します

ぐりぶー飲食券・ぐるめクーポンを発行します
県庁観光課 ☎099-286-2997問い合わせ先

　県内の観光バス、タクシー、レンタカーを対象に、感染防
止対策物品の購入などに要する経費を助成します。

農業・水産業関連施設等の感染防止対策を支援します

県 庁 農 政 課 ☎099-286-3191 
県庁水産振興課 ☎099-286-3443問い合わせ先

　消毒液等の衛生用品の購入や換気対策等のための施設改修
などに要する経費を助成します。

　本県の感染状況や対策等の見える化を図るため、
8月25日から新たに警戒基準を設定しました。こ
れに基づき、感染状況等を継続的に監視し、変化
があった場合には、県民の皆さまに適切に情報提
供します。
　各ステージの判断やステージごとに取り組むべ
き施策については、感染状況等の指標や専門家の
意見を踏まえて総合的に判断します。
　なお、現在のステージに関する情報は県ホーム
ページをご覧ください。

県民の皆さまは、お店を選ぶ際の基準の一つとして
このステッカーをご活用ください。

ステージⅠ

ステージⅡ

ステージⅢ

ステージⅣ

・感染者散発的発生
・医療提供体制に特段支障なし

・感染者漸増
・医療提供体制の負荷が蓄積

・感染者急増
・医療提供体制の支障を避ける
　ための対応が必要

・感染者爆発的拡大
・医療提供体制の機能不全を
　避けるための対応が必要

感染状況の段階 取り組むべき施策例

・基本的な感染予防の徹底
・集団感染の早期封じ込め
・病床、宿泊療養施設の確保
・保健所への人材の派遣・広域調整 　など

・メリハリの利いた接触機会の低減

・全面的な接触機会の低減

○ 入口や施設内における手指消毒薬等の設置  
○ 施設の定期的な換気および清掃
○ 従業員のマスク着用および手洗いや手指
　 消毒の徹底
○ 混雑時の入場数や滞在時間の制限等 など

【販売価格】1冊5,000円分（1,000円×5枚）を4,000円で販売
　　　　　　(子育て世帯は1冊に限り3,000円) 
【購入限度】1世帯につき5冊(子育て世帯は6冊)
【申込期限】10月15日(木) ※申し込み多数の場合は抽選 
【申込方法】インターネット、はがき



 

第74回全国茶品評会 主な成績
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問い合わせ先 県庁産業立地課 ☎099-286-2970　工業技術センター  ☎0995-43-5111

桜島溶岩 プラズマコーティング技術
活用が期待される
製品イメージ

①イオン化したガスを
　溶岩に叩きつける プラズマ中

②超微粒子
　が発生

③薄膜が
　コーティングされる

　県では、オンリーワン、ナンバーワン企業を多く生み出し、地域経済をけん引する中小企業の「稼ぐ力」を
引き出すため、工業技術センターによる技術的支援や補助事業による研究開発などの支援を行っています。

工業技術センターによる技術的支援

補助事業による研究開発などの支援※毎年度、公募により実施(今年度は終了)

かごしまの製造業を支援します
　県庁農産園芸課 ☎099-286-3200

　生産量・栽培面積ともに全国第2位の茶の産地である鹿児島県。県では、「かごしま茶」の消費拡大に向けて、認知度の
向上や販売促進などに取り組んでいます。「かごしま茶」で“茶いっぺ”(お茶を一杯)いかがですか？

「かごしま茶」で“茶いっぺ”いかが?

問い合わせ先

消費拡大に向けた主な取り組み17年連続で産地賞(1位)を受賞 !

　昭和62年に設立された工業技術セ
ンターは、本県における「工業技術
の拠りどころ」として、工業技術に
関する試験研究、調査、指導および
研修を行い、県内企業の技術力向上
を支援しています。

　工業技術センターのシラス研究開発室が、桜島溶岩を利用し
た画期的な製造技術を開発し、特許を取得しました。この技術
は、さまざまな製品に溶岩をコーティングすることで、金属ア
レルギーを起こしにくくしたり、汗をより吸いやすくしたりす
るなどの効果が期待されるものです。今後、県内企業と連携し、
技術を生かした高機能な商品開発や実用化を目指しています。

工 業 技 術 セ ン タ ー と は

主 な 業 務

技術支援 研究開発

桜島溶岩を利用したコーティング技術

受賞部門：普通煎茶10kgの部(全国から135点の出品)

1位 南九州市
2位 霧島市
3位 八女市(福岡県)

　「第74回全国茶品評会」が、8月25日(火)から28日(金)にかけ
て、9年ぶりに本県で開催されました。
　本県は、「普通煎茶の部」において、17年連続で産地賞(1位)
を受賞し、6名の方が農林水産大臣賞をはじめとする特別賞を受
賞するなど、素晴らしい成績を収めました。

おいしいお茶の入れ方教室

　県では、多種多様で高品質な「かごしま茶」をより多くの人に
味わっていただくため、さまざまな取り組みを行っています。

　県内小学校の高学年生を対象に、
日本の伝統文化としての茶に対する
関心を高めてもらうため、県産茶を
使ったおいしいお茶の入れ方教室を
実施しています。

　 産地や効能、おいしい入れ方などを紹介する
「お茶マップ」を県ホームページで公開中です。

　本年は、新茶の出回る4月以降、新型
コロナウイルス感染症の拡大を受け、茶
の消費が落ち込んでいます。
 そこで、県では、本県茶生産者が丹精
込めて作った、煎茶や抹茶、紅茶等の飲
み比べセットを作成し、各種イベントやホテル、地元企業等を
通じて提供することで、「かごしま茶」のおいしさを再確認して
いただく取り組みを順次展開していく予定です。

農林水産大臣賞

農林水産省生産局長賞

公益社団日本茶業中央会会長賞

全国茶生産団体連合会会長賞

全国茶商工業協同組合連合会理事長賞

○知覧銘茶研究会　枦川製茶（南九州市）

○知覧銘茶研究会　西垂水茶業(有)（南九州市）

○株式会社有村製茶（霧島市）

○和幸園製茶（霧島市）

○有限会社　エイティー（南九州市）

○知覧銘茶研究会　前原翔太（南九州市）

産地賞

特別賞

コロナに負けるな !「かごしま茶」の販売促進

「かごしま茶」をもっと知りたい !

特許取得

溶
岩

製
品

○技術相談・指導
○依頼試験・分析
○設備機器の開放
○人材育成
○技術情報の提供
○企業や大学等との連携

○県内中小製造業者の創業・新分野進出の支援 
○重点産業分野(自動車、電子および新成長分野(環境・新エネルギー、健康・医療、バイオ、航空機関連))に関する研究開発の支援 
○産学官 (「産」: 民間企業など、「学」: 教育・研究機関など、「官」:国・地方公共団体など) が連携した研究開発の支援 ほか

○地域資源を活用した製品開発 
○付加価値向上による差別化 　 など

○保有技術を生かした研究開発 
○県内企業の競争力強化 　　 など

地域資源付加価値創出

ものづくり基盤技術高度化



広告は広告主の責任において掲載しております。広 告 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

２個セット 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
漁師印のキビーニャカウダ

東シナ海の小さな島ブランド株式会社　薩摩川内市里町里５４　☎０９９６９-３-２２１２

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！

　甑島の新鮮なきびなごを使ったバーニャカウダソース。野菜やパンだけ
でなく、パスタやサンドイッチなどにも合い、楽しみ方は無限大です。

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

◯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。 
○新型コロナウイルス感染症の影響により、事業・催しが延期・中止になる
　場合があります。詳しくは、各担当窓口にお問い合わせください。

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（10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11月30日（月）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
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県花 :ミヤマキリシマ(昭和29年指定)

蟹取県ウェルカニキャンペーン

かごしまのシンボル

かごしまのシンボル 検索

　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。

他にも、県の木、鳥、歌などを
県ホームページで紹介しています。

かにとりけん

11月は「文化芸術に親しむ月間」です

令和3年度 鹿児島県立農業大学校の
学生を募集します

「かごしま子供SNS相談・通報窓口」を 
設置しています 性暴力・性犯罪の被害に遭われた方へ

「明治日本の産業革命遺産」世界文化遺産登録
5周年記念シンポジウムを開催します

「2020かごしま住まいと建築展」を
開催します

鹿児島弁フェスティバル

 県庁文化振興課             ☎099-286-2537担当窓口

　期間中、音楽や美術などに関する多彩なイベントが
県内各地で開催されます。
　また、「鹿児島県方言週間」(11月15日～21日)に合 
わせて下記イベントが開催されます。

　鹿児島県立農業大学校で
は、農業に関する専門的な
技術を習得し、農業関係に
従事することを目指す、令
和3年度の入学生を募集し
ています。

　中学生・高校生等を対象に、悩みの相談や 
いじめの目撃情報などを、身近なSNSから
相談・連絡できる窓口を設置しています。

　どうしたらいいのか分からない、
誰にも相談できないなど、苦しい
思いをしていませんか?

　右の二次元コード
を読み取り、「かご
しま子供SNS相談・
通報窓口」を友だち
登録してください。

　右の二次元コード
を読み取り、表示さ
れたページをお気に
入りなどに登録して
ください。

　今年7月、世界文化遺産登録5周年を迎えた
「明治日本の産業革命遺産」。これを記念して、
その魅力を紹介するシンポジウムを開催します。

　各種イベントに参加して、素敵な文化芸術の秋を
お過ごしください。

 県庁世界文化遺産課        ☎099-286-2365担当窓口

【日時】

【場所】
【内容】

※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。 こちらからもメールできます

 県立農業大学校教務指導課　 ☎099-245-1071担当窓口  県教育庁義務教育課        ☎099-286-5298担当窓口 県警察本部相談広報課        ☎099-206-0110担当窓口

※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。

 県庁住宅政策室             ☎099-286-3738担当窓口

※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。

URL:https://bit.ly/2MHqdBb

11月14日(土)午前10時～午後3時
11月15日(日)午前10時～午後3時 
かごしま県民交流センター 
○ 鹿児島弁を使った寸劇ステージ
○ 鹿児島弁マンガ・イラストコンテストなど

【募集学部】
○農学部(野菜科・花き科・茶業科・果樹科)  
○畜産学部(肉用牛科・酪農科・養豚科) 
【受付期間】10月19日(月)～11月11日(水)消印有効 
【試 験 日】11月25日(水)
【試験会場】農業大学校(日置市)

11月21日(土)午後1時30分～4時10分 
かごしま県民交流センター 県民ホール 
世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」
登録から5年間の振り返りとこれから

（講師）志學館大学教授 原口泉 氏 ほか
270人(事前申し込みによる先着順) 
以下の宛先までご応募ください。 
かごしま探検の会「5周年記念シンポジウム」係  
〒892-0821　鹿児島市名山町3-9
099-295-3133   
 info@tankennokai.com

【日時】
 10月17日(土)～18日(日)
　午前10時～午後5時
（18日は午後4時まで）
【場所】
 かごしま県民交流センター
【内容】
 　○住情報に関する展示
　○県内の高校生や大学生による設計作品の展示
　○今年4月に公開された御楼門をテーマにした講演  
○専門家による「なんでも相談コーナー」など

【日　　時】
【場　　所】
【テ ー マ】

【定　　員】
【応募方法】
(宛　先)
　▶ハガキ 
　▶F A X 
　▶メール

【登録方法】
LINE Webページ

　そんなときは、ひとりで悩まずに、安心して下記
の相談窓口へご相談ください。

鳥取県からのお知らせ

鳥取県観光戦略課 ☎0857-26-7237

　鳥取県では、令和3年
2月28日(日)まで蟹取県
ウェルカニキャンペーン
を実施中。期間中、鳥取
県内の対象施設に宿泊し、
ウェブまたは専用はがき
で応募すると、抽選で毎
月100名様に「鳥取の旬の
カニ」が当たります。ぜひ
お越しください。

他県紙面交換

問い合わせ先

蟹取県 検索

参加
無料

相談
無料

相談
無料

秘密
厳守

　住まいづくり・街づくりに関するさまざまな
情報を得ることができる、「かごしま住まいと建
築展」を開催します。

入場
無料

FLOWER（性暴力被害者サポートネットワークかごしま）
フ ラ ワ ー

警察における性犯罪被害相談窓口

 ☎ 099-239-8787

11 月25日～12月1日は犯罪被害者週間です

☎#8103 または ☎0120-007-867
ハート さん

S N S 相談 S N S 通報

24時間

令和3年3月31日（水）まで

◯チャット形式で気軽に相談
　できます。
◯相談の秘密は厳守します。

平　日18：00～21：30
土日祝15：00～21：30

◯自分のことでも友人のことでも、い
　つでもSOSを伝えることができます。
◯預かったSOSは学校へ届けます。

受付期間

受付時間

内容
は な は な

【相談時間】
火～土(祝日・年末年始を除く)

午前10時～午後4時

【相談時間】365日24時間


