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◆県の人口 
730,063

人
◆世 帯 数

1,589,416
世帯

　（令和2年10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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　県庁秘書課 ☎099-286-2026問い合わせ先

1面　令和2年度　県民表彰
2面　新型コロナウイルス感染症対策について／
　　　2023年開催決定！かごしま国体・かごしま大会
3面　誰もが暮らしやすい社会を目指して／北朝鮮に
　　　よる拉致問題の解決に向けて
4面　情報ボックス／特産品プレゼント

令和2年度 県民表彰
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 2日に県議会本会議場で挙行しました。

前列左から平安さん、別府さん、三木さん、塩田知事、今林さん、森山さん前列左から平安さん、別府さん、三木さん、塩田知事、今林さん、森山さん

地方自治部門

【元 知名町長】

ひら やす   まさ もり

平安 正盛 さん

保健福祉部門

【元 鹿児島県手をつなぐ育成会理事長】

べっ ぷ のり お

別府 則夫 さん
【元 鹿児島県商工会議所連合会副会長】

教育文化スポーツ部門

【元 鹿児島県文化財保護審議会会長】

み き やすし

三木 靖 さん

産業経済部門
いまばやし  しげ お

　林 重夫 さん

【元 鹿児島県技能士会連合会会長】

もり やま   きよ たか

森山 清隆 さん

　知名町長として、5期20年の長きにわたり、町勢の発展
と住民福祉の向上のみならず、奄美群島全体の振興にも尽
力されるとともに、県町村会会長を歴任されるなど、本県
の地方自治の伸展に貢献されました。

　県手をつなぐ育成会理事長として、長年にわたり知的
障害者の自立と社会参加の促進を図るとともに、東日本
大震災義援活動等に取り組むなど、知的障害者の支援お
よび本県の社会福祉の向上に貢献されました。

　県商工会議所連合会副会長として、県内商工会議所の
健全な運営と商工業の発展に取り組むとともに、指宿商
工会議所会頭として「いぶすきシール会」を発足させる
など、本県の産業・地域経済の発展に貢献されました。

　県技能士会連合会会長として、県内の技能者の資質向
上を図るとともに、県タイル工業協同組合理事長として全
国で初めてとなる「ジュニアマイスター教室」を創設され
るなど、本県のタイル工事業の発展に貢献されました。

　県文化財保護審議会会長として、73件の文化財の県指
定や国指定に取り組むとともに、鶴丸城御楼門建設協議
会専門家委員会委員長として御楼門の忠実な復元に尽力
されるなど、本県の文化財保護に貢献されました。

謝辞を述べる受賞者代表の平安さん謝辞を述べる受賞者代表の平安さん

輝く業績をたたえて



 

感染予防を徹底しましょう 経済活動を支援します

　「かごしま国体・かごしま大会」
の2023年開催決定を受け、本来
であれば、かごしま国体総合開
会式が行われる予定だった10月
3日、白波スタジアムにおいて記
念イベントを行いました。
　記念イベントには、当初2023年に開催が予定されていた佐賀県
の山口知事をお招きし、本県の苦境に理解をお示しいただいたこ
とに対し、塩田知事から改めて感謝の気持ちをお伝えしました。

【利用期間】令和3年2月28日(日)宿泊分まで
       　　　　※予算が無くなり次第終了します。
【対 象 数】10,000人泊分

【利用期間】令和3年1月31日(日) 
　　　　　　※販売は既に終了しています。
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問い合わせ先 県庁総務企画課 ☎099-286-2874

各種SNSなどで
情報発信中 !

①飲酒を伴う懇親会等 ②大人数や長時間に
　およぶ飲食

③マスクなしでの会話

④狭い空間での共同生活 ⑤居場所の切り替わり 
　(休憩時間に入ったときなど)

両県知事によるキックインセレモニー
(写真提供 :鹿児島ユナイテッドFC)

2023年開催決定！かごしま国体・かごしま大会

新型コロナウイルス感染症対策について

 「かごしま国体・かごしま大会」の2023年開催は、日本スポーツ協
会・日本障がい者スポーツ協会・スポーツ庁・本県の主催4者によ
る協議や、佐賀県・滋賀県をはじめとする後催県との調整等を行
い、ご理解とご賛同をいただき決定したものです。
　本県の苦境をご理解いただき、延期を受け入
れていただいた後催県の皆さまに、心から感謝
を申し上げます。

　2023年開催の「かごしま国体・かごしま
大会」で、本県を訪れる方々を心のこもっ
たおもてなしでお迎えする「2023おもてなし
隊」(県民運動参加団体)を募集しています。

県内旅行商品の割引助成を行っています

鹿児島の逸品をインターネットでお取り寄せできます

ぐりぶー飲食券のご利用はお済みですか

　冬は感染症が流行しやすい季節で、特に今年は新型コロナウ
イルスとインフルエンザが同時流行するおそれがあります。感
染しないために、予防を徹底しましょう。

　インフルエンザの流行に備え11月から体制を新たにし、従来
の「帰国者・接触者相談センター」を「受診・相談センター」と
しました。次のような症状がある方は、まずはかかりつけ医に
ご相談ください。相談する医療機関に迷う場合は、「受診・相
談センター（保健所）」へご相談ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を
支援するため、県産品の販売促進キャンペーンをWebサ
イト「かごしま特産品ねっとかごいろ」にて実施中です。

　旅行代金の50%(上限1万円)を割引した県内旅行商品(パッケージツ
アーなど)を販売中です。奄美群島は上限2万円、その他の離島は上限
1万5千円が割引されています。

　ご購入いただいた「ぐりぶー飲食券(鹿児島県プレ
ミアム付き飲食券)はお早めにご利用ください。

後催県の皆さまへ感謝申し上げます 「 2 0 2 3 お も て な し 隊 」募 集 中！
佐賀県　滋賀県

青森県　宮崎県　長野県　群馬県　島根県
奈良県　山梨県　沖縄県　鳥取県

申請方法など
詳しくはこちら

特設サイトは
こちら

利用店舗一覧は
こちら

受診・相談センター
  一覧はこちら

詳しくはこちら

ホームページ　　フェイスブック　　ツイッター　　インスタグラム

感染リスクが高まる「5つの場面」に注意

「感染したかも?」と思ったら

2023年に向けてキックオフ ! 国体候補選手への認定証授与

▶ 新型コロナウイルス感染症に関するさまざまな問い合わせ

▶ 新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は県ホームページ
　 をご覧ください 

☎099-833-3221　FAX099-225-0672

鹿児島県 コロナ 検索

コロナ相談かごしま(24時間対応)

　新型コロナウイルス感染症の影響により、延期となっていた「かごしま国体・かごしま大会」は、「特別国民体育大
会」および「特別全国障害者スポーツ大会」として2023年に開催することが決定しました。3年後の開催に向けて、県民一
丸となって盛り上げていきましょう!

　延期となった「かごしま国体」
の候補選手への認定証授与式を
11月4日に開催し、37競技の選
手代表に対して、これまでの努
力に敬意を表し、候補選手の証
として認定証を授与しました。
　代表して、陸上競技成年女子100mの鶴田玲美選手と水泳競
技水球少年男子の荻原大地選手が感謝の気持ちや今後の決意を
述べました。2023年に向けて、本県選手の活躍が期待されます。

塩田知事から候補選手への認定証授与

今こそ鹿児島の旅事務局 ☎099-252-9520問い合わせ先

鹿児島県特産品協会 ☎099-223-9177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

新型コ 民体育大

問い合わせ先 県庁総務企画

催県との調整等を行
す。

入
謝

○息苦しさや、強いだるさ、高熱等の強い症状
○重症化しやすい方(高齢者、基礎疾患がある方
など)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状

○上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状
が続く 

※少なくとも上記の症状に当てはまる方は、すぐ
に相談してください。



一般社団法人かごしま障がい者共同受注センター ☎099-206-5210
問い合わせ先
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　県庁障害福祉課 ☎099-286-2744

　12月3日～9日は、広く障害者福祉についての関心と理解を深め、障害者の積極的な社会参加を促進するため、「障
害者週間」とされています。県では、障害の有無に関わらず、誰もがお互いに個人として尊重し合いながら、共に暮ら
せる地域社会をつくるため、関連施策を総合的に推進しています。

誰もが暮らしやすい社会を目指して

問い合わせ先

農福オンラインマルシェ鹿児島開催!ヘルプカードをご存じですか?

障害を理由とする差別を受けた方へ手話の普及を推進します

ヘルプカードとは?
　援助等を必要としていることが
外見からは分からない方が、周り
に支援を求めるためのカードです。

　県では、農業分野におけ
る障害者の就労を支援し
ています。
　今年度は、障害者の方々
が一生懸命に作られた農産
物や加工品などをオンライ
ンで販売します。ぜひ、お
買い求めください。

　手話を言語とする「ろう者」の県民と「ろう者」以外の県民が
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現を
目指して、今年3月、「かごしま県民手話言語条例」が制定され、
手話の普及などに取り組んでいます。

　車いすでのバスの乗車を拒否されるなど、障害を理由とする
差別でお困りの方は、県の障害者くらし安心相談窓口にご相談
ください。
　障害者くらし安心相談員が相談をお受けし、まずは助言や話
し合いで問題解決を図ります。

配布窓口は?
　各市町村窓口、県庁障害者支援室(郵送配布も可能)、
　地域振興局・支庁・事務所、ハートピアかごしま

ヘルプカードを持っている人が困っていたら…

ろう者の方への配慮や手話の普及などに
ご理解とご協力をお願いします

●「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。

●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
手助けをお願いします。

●県政の重要な情報を迅速に提供するため、
知事記者会見などに手話通訳を導入 

●新型コロナウイルス感染症対策として、　
遠隔手話サービスを開始 

●手話通訳者の養成や派遣 
●県ホームページで手話の動画を紹介

オンラインショップは
こちら

手話動画の
視聴はこちら

県庁社会福祉課 ☎099-286-2828問い合わせ先

　12月10日～16日は、北朝鮮による人権侵害問題に関する認識を深め、国際社会と連携しつつ問題の実態を解明し、
その抑止を図るため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とされています。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の強い力となります。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42年前の 1978（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、
その中に本県関係者も含まれ
ています。

本県に関係する拉致被害者の方々

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

　今年は、コロナ禍ですべての活動が足止めされ、歯がゆさ
や焦り、憤りを感じます。政府とともに国際社会と協力しな
がら一日も早い再会を願い闘っていく決意です。これからも
拉致問題に関心を持ち続けていただき、ご理解と温かいご支
援をお願いいたします。

　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」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

ます。

【開催期間】
　令和3年3月31日まで

【主な取り組み】
相談窓口

県庁障害福祉課
（障害者権利擁護センター）

月～金
午前9時～午後4時

大隅地域振興局
地域保健福祉課

大島支庁
地域保健福祉課

☎099-286-5110
◯F 099-286-5558

☎0994-52-2108
◯F 0994-52-2120

☎0997-57-7222
◯F 0997-57-7251

受付時間電話番号
FAX番号

12月3日～9日は
「障害者週間」です

障害者支援に関するさまざまな取り組みを行っています

※詳しくは、県ホームページをご覧ください。

12月10日～16日は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です



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。

◯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
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冬の霧島国際音楽祭 開催 !

年末年始の地域安全運動・
   交通事故防止運動を実施します

NPO法人などの地域貢献活動を
応援してみませんか

鹿児島県技術職オンライン現場見学会の
参加者を募集しています

「かごうしママ」の年賀状用イラストを
ぜひご活用ください ! 第29回かごしまフォト農美展を開催します

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

　今夏に開催予定だった第41回霧島国際音楽祭について
は、感染症対策を講じた上で、令和3年1月に開催します。
　国内の著名な演奏家による、魅力あふれる多彩なコ
ンサートをぜひお楽しみください。

　縁起物の熊手や獅子舞、「かご
うしママ」がすき焼きを準備
する様子などを描いた3種類
(賀詞なしバージョンもあります)

　5年に1度、全国の優秀な和牛を集めて競う、全国和
牛能力共進会の第12回大会が、令和4年10月に本県で
開催されます。
　この大会をPRするため、大会マスコットキャラクター
「かごうしママ」の年賀状用イラストを作成しました。
　来年は丑(うし)年ですので、ぜひご活用ください！

　年末年始は慌ただしく、事件・事故が起こりやすい時期
です。県民の皆さま一人ひとりが、事件・事故に遭わない
ように意識を高めていただきますようお願いします。

　県の技術職員が活躍している現場や、仕事の魅力・や
りがいをWeb上で紹介するイベントに参加してみません
か。

　県民の皆さまからの「ふ
るさと納税(かごしま応援
寄附金)」を活用して、県内
のNPO法人や地域コミュニ
ティが取り組む地域貢献活
動を支援する「地域貢献活
動応援プロジェクト」を実
施中です。
　寄附をしたい活動を選ん
で、応援してみませんか。

 県庁全国和牛能力共進会推進室  ☎099-286-3268担当窓口

【開催期間】
【主な公演スケジュール】

【デザイン】

【テーマ】

【日　時】

【場　所】
【入場料】

【利用方法】
※期間中、オンラインコンサートなども
   実施します。詳しくは、霧島国際音楽祭
   ホームページをご覧ください。

 県庁くらし共生協働課         ☎099-286-2523担当窓口  県庁くらし共生協働課         ☎099-286-2241担当窓口 県人事委員会事務局総務課     ☎099-286-3893担当窓口

 県庁農地整備課             　☎099 -286-3238担当窓口

令和3年1月5日(火)～12日(火)

【実 施 期 間】

【注意したいポイントの例】

【寄附受付期間】

【日　　時】
【対　　象】
【募集職種】

【募集期間】

史上初
 豊かな自然、ゆとり、や
すらぎ、うるおいなど、
ふるさとかごしまの農業
と農村の魅力を表現した
写真展を開催します。ぜ
ひご覧ください。

県に関するさまざまな情報をお届けします

5袋セット 3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
シラヌイドライフルーツ 完熟五味
山上農園　出水郡長島町浦底3842-1　☎0996-86-2580

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！

　山上農園で栽培した不知火を丁寧に手むきし、低温で乾燥させ
た無添加・無漂白・無砂糖の安全安心なドライフルーツです。凝縮
された濃厚な味をご堪能いただけます。

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

味
今回の

2019かごしまの新特産品コンクール
奨励賞

●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（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
※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３年１月29日（金）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

鹿児島県民の歌（昭和23年制定）

兵庫とつながるひょうごe-県民制度

かごしまのシンボル

かごしまのシンボル 検索

　戦災からの復興を目指す県民
の情熱を簡単な明るい歌にするこ
とで、県民の士気を高め、希望を
与え、民主的で平和な鹿児島をつ
くるという目的で制定されました。

他にも、県の木、鳥、花などを
県ホームページで紹介しています。

兵庫県からのお知らせ

兵庫県地域創生局 ☎078-362-4374

　「ひょうごe-県民」にご登録いた
だくと、スマートフォンアプリで兵
庫県内のローカルなイベント情報
などが入手できるほか、県特産品
の購入や協賛店で割引サービスを
受けることができます。この機会に
ぜひ「ひょうごe-県民」にご登録く
ださい。

他県紙面交換

問い合わせ先

作詞：坂口利雄／作曲：山田耕筰

曲の再生は
こちら

ダウンロードは
こちら

AndroidiOS

しらぬい

○ニューイヤー・オープニング・コンサート
　1月5日(火)　みやまコンセール
○藤田真央ピアノ・リサイタル
　1月8日(金)　宝山ホール
○バッハ・コレギウム・ジャパン
　1月8日(金)　宝山ホール
○ファイナル・コンサート
　1月11日(月・祝)　みやまコンセール

12月10日(木)～令和3年1月10日(日)

12月31日(木)まで

令和3年1月15日(金)　午前9時30分～午後5時
県の技術の仕事に興味のある学生など
農業・畜産・農業土木・林業・水産・土木・
建築
12月4日(金)～令和3年1月12日(火)

(地域安全運動)   
○ 外出する際は家の鍵を必ずかけましょう  
○「うそ電話詐欺」に気をつけましょう   
○ 防犯の視点で子どもたちを見守りましょう
(交通事故防止運動)   
○ 運転時は早めにライトを点灯(日没30分前)しましょう   
○ 飲酒運転や妨害運転などは絶対にやめましょう   
○ 全ての座席でシートベルトを着用、    
　 6歳未満の幼児はチャイルドシートを使用しましょう   
○ 自転車利用時はヘルメットを着用しましょう

○県ホームページからダウンロード 
○商業目的以外であれば自由に利用可

※申込方法やプロジェクトの対象事業など
   詳しくは、県ホームページをご覧ください。

※応募方法など詳しくは、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。

高齢者・障害者などの移動支援
（取り組みの一例）

○自由部門：県内の魅力ある農業と農村 
○課題部門：農の音
令和3年1月5日(火)～11日(月・祝)
午前9時30分～午後6時
(最終日は午後5時まで)
鹿児島市立美術館
無料

県知事賞「葉たばこの植え付け」


