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◆県の人口 
729,779

人
◆世 帯 数

1,588,214
世帯

　（令和2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

※掲載している情報は1月20日(水)時点のものです。
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1面　感染防止へのご協力をお願いします
2面　ひとが輝く鹿児島～鹿児島で生き生きと働こう！～
3面　子ども医療費の窓口負担無料の対象が広がります／
　　　原子力安全対策・防災対策に取り組んでいます
4面　情報ボックス／特産品プレゼント

※受診・相談センターや電話相談医療機関の一覧は県ホームページをご覧ください。

発熱などの症状が出た場合は

県民の皆さまへのお願い

事業者の皆さまへのお願い

コロナ差別は絶対にやめましょう

ぐりぶー飲食券・ぐるめクーポンの
利用期限を延長します

　新型コロナウイルス感染症については、全国的に感染が拡大しており、本県においても1月以降、クラス
ター以外の感染者が増加するなど、予断を許さない状況にあります。
　県民の皆さまにおかれましては、いつ、どこで自分が感染するかもしれない、あるいは無症状のまま、周 
りの人にうつすことがあるかもしれない、という状況にあることをしっかりと自覚していただき、基本的な 
感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。
　県民一丸となって、危機感をもって行動し、この難局を乗り越えていきましょう。

　感染者やそのご家族、医療従事者などへの偏見・差別や誹
謗・中傷、インターネット上での悪質な書き込み等が発生し
ています。このような行為は決して許されません。
　県民の皆さまには、正しい情報に基づいた、冷静で思いや
りのある行動をお願いします。

　利用期限を1月末としていましたが、当面の間、延長しま
す。新たな利用期限は、現在検討中です。
　店内飲食だけでなく、テイクアウトなどでも利用できますの
で、引き続き飲食店の支援をお願いします。

□ 偏見や差別を許さない！
□ デマや誤った情報に惑わされない!

・ガイドラインの遵守などの従来の取り組みに加えて、
更衣室、休憩室、食堂等での密な環境を見直す

□ 職場での感染防止対策の徹底を!

早めに診察・検査を受けましょう

・職場での人との接触をできるかぎり
避ける

□ 在宅勤務や時差出勤の導入を！

・デリバリー・テイクアウトを積極的に活用
するなど、大変厳しい状況にある県内飲食
店をはじめとする事業者を応援しましょう。

□ 飲食店等を応援しましょう !

かかりつけ医がいる
かかりつけ医がいない・
相談する医療機関に迷う

まずはかかりつけ医に
電話で相談

受診・相談センター（保健所）や
電話相談医療機関に電話で相談

▶ コロナに関するさまざまな問い合せ

みんなの人権110番　☎0570-003-110
人権相談窓口

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 ▶ コロナに関する最新情報

☎099-833-3221　FAX099-225-0672
コロナ相談かごしま(24時間対応)

□ 緊急事態宣言の対象地域と、 
　 対象地域と同様に感染が拡大している
　 熊本県、宮崎県、沖縄県については
　 不要不急の往来自粛を ! ※1月20日(水 )時点

□ マスクの着用や手洗いなど
  基本的な感染防止対策の徹底を !

□ 会食は、少人数・短時間で !

□ 緊急事態宣言の対象地域以外であっても、
　 感染が拡大している地域については
  　往来を慎重に !

県ホームページをご覧ください

鹿児島県知事　塩田　康一

感染防止へのご協力をお願いします感染防止へのご協力をお願いします

・不要不急でない場合でも、慎重に判断

・家庭内感染が増えています。高齢者や妊婦、
  基礎疾患のある方のいる家庭は特に注意

・大声で話をしない 
・食べるとき以外はマスクを着用 
・体調の悪い人は参加しない 
・県の「感染防止対策実施宣言ステッカー(右図)」を取得
　しているなど、感染防止対策を徹底している店舗を選ぶ

・移動する場合は、感染リスク
　の高い場所や場面を避ける 3密(密閉
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参加企業など
詳しくはこちら

問い合わせ先

　県内企業の採用担当者から、オンラインで
直接話を聞くことができます。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
もぜひお声がけください。

●鹿児島の企業情報・求人情報・インターンシップ・就職
関連のイベント情報を掲載しています。
●スマホをお使いの方はアプリが便利です。　　　　　　
アプリからユーザー登録をしていただくと、プッシュ
通知で企業からのスカウトを受け取ることができます。

県では、「鹿児島で働きたい！」と思っていただけるよう、高度な技術・働きやすさといったさまざまな魅力
を持つ企業とのマッチングや働く場の創出などに取り組んでいます。 
　これから就職を目指す皆さん、「鹿児島で働く」ということについて考えてみませんか。

～鹿児島で生き生きと働こう！～

鹿児島で働きたいあなたを応援します

ひとが輝く鹿児島

鹿児島は暮らしやすく働きやすい！
「暮らし」、「ゆとり」、「出産・子育て」の視点から、東京と鹿児島を比較してみました。

    鹿児島に住んでいると気づかない鹿児島の良さについて考えてみませんか。

コンテストの受賞者

起業支援した事業者の一例(令和2年度事業)

出典 :令和元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  県庁産業立地課 ☎099-286-2964

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

104.7 96.3

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

19時13分帰宅 18時23分帰宅

※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

出産・子育て

家賃月額（25歳未満の居住者）

Web合同企業説明会「鹿児島で働かんけー?」

企 業を誘 致します

鹿児島県就職情報提供サイト 「かごJob」

鹿児島で働く場をつくります

●トップセールスの実施  
●企業訪問による情報の収集や本県進出の提案  
●企業立地懇話会※の開催  
●企業進出後のきめ細やかな相談や支援

　東京と大阪で毎年交互に企業を招
いて、本県の立地環境などに関する
セミナーや交流会を開催し、進出を
検討する企業に本県の魅力をPRして
います。

　県内で起業予定の方等を対象
に開催し、事業プランの改善や
投資家等とのマッチング機会を
創出します。

　積極的なPR・誘致活動を行い、企業を誘致し、本県経済
の活性化のため、新たな雇用をうみだします。

　若者・女性の活躍の場の拡大、地域の活性化のため、起業
を支援し、新たな雇用をうみだします。

起業を支援します

主な取り組み主な取り組み

※企業立地懇話会とは

●ビジネスプランコンテストの開催

　卸売業、小売業、サービス業
を起業予定の方等を対象に、店
舗の改装費や設備費、広告宣伝
費などの費用を一部補助します。

●創業初期に必要な費用の補助

【開 催 期 間】3月8日(月)～3月12日(金) 5日間
【対　象　者】● 2022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
【参加予定企業数】150社以上 ホームページ アプリ(ios) アプリ(Android)
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問い合わせ先 県庁子ども家庭課 ☎099-286-2763

県庁原子力安全対策課 ☎099-286-2377   県庁保健医療福祉課 ☎099-286-2666 問い合わせ先

　県では、川内原子力発電所の安全対策や防災対策として、県民の皆さまの生命と暮らしを守るため、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安全対策・防災対策の充実・強化に取り
組んでいきます。

原子力安全対策・防災対策に取り組んでいます

子ども医療費の窓口負担無料の対象が広がります

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・専門的な見地から意見、
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。

A 1　県内にお住まいの住民税非課税世帯の小学生・ 中学生・
高校生が新たに対象となります。

　子ども医療費の窓口負担を無料化する制度の対象者は、現在、住民税非課税世帯の未就学児となっていますが、
令和3年4月から、住民税非課税世帯の高校生まで拡充します。
　今後も、子育て世帯にとって住みやすく、産み育てやすい鹿児島をつくるため、取り組んでいきます。

環境放射線監視センター

※鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会

※今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止します。

原子力防災訓練の実施

（４月１日～　住民税非課税世帯の高校生まで）

安定ヨウ素剤の事前配布・配備
　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。

　川内原発周辺地域住民の安全の確保
と環境の保全のため、原発周辺地域に
おける空間放射線量や環境試料の放射
能の調査を行っています。

　原子力緊急事態に備え、住民の円滑な
避難や一時移転のために、防災対策を強
化した道路改良などを行っています。

子ども医療費の窓口負担無料ってどんな制度？

避難経路の整備

環境放射線監視調査の実施 原子力災害時の情報伝達

● 道路の拡幅
● 急カーブの解消　など

　原子力災害時に被災情報を集約し、 
円滑に避難するためのアプリを開発中 
です（令和 3年度完成予定）。

【主な機能】
　● 避難経路などの情報の確認
● 避難所などでの受付の簡素化　など

Q1　新たに対象となるのは ?

● 子どもの急な病気やけがで医療機関等の受診が必要か判断に迷ったときは
● 適正受診にご協力をお願いします

小児救急電話相談　☎#8000　または　☎099-254-1186 ※携帯電話からも利用可
【相談対象者】おおむね 15歳未満の子どもの保護者等　　【受付時間】（平日・土）午後 7時～翌朝 8時、（日・祝・年末年始）午前 8時～翌朝 8時

A4　医療機関等の窓口で受給者証の提示がない場合や、県
外の医療機関等を受診した場合は対象になりません。
いったん窓口で自己負担額を支払い、領収証等をお住
まいの市町村に提出することで、 払い戻しが受けられ
ます。

Q4　窓口負担が無料にならないことがある ?

A5　お住まいの市町村によって手続き方法や給付内容が異
なる場合があるため、詳細については、市町村にお問
い合わせください。

Q5　制度についてもっと詳しく知るには？

A2　保険が適用となる入院（食事の費用は除く）、通院（歯
科を含む）、お薬、訪問看護などの費用です。    　　　
※保険が適用されない費用や任意の予防接種費用など
　は対象となりません。

Q2　対象となる医療費は ?

A3　市町村から受給者証の交付を受け、医療機関等の窓口
で提示する必要があります。

Q3　手続きはどうすればいいの ?

● 予防接種や健康診断を控えていませんか ?
予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められていますので、適切な時期に受けましょう。

　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。
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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。

正しく猫を飼えていますか?これからは手放せない !マイナンバーカード 知っていますか？アレルギーのこと
２月2 0日はアレルギーの日

２月17日～23日はアレルギー週間です ～２月は猫の適正飼養推進月間です～

県営住宅空き家待ち順位登録者を
募集しています

第47回全国高等学校総合文化祭鹿児島大会の
  ポスター原画を募集しています 消防団に加入しませんか?

県庁住宅政策室             ☎099-286-3735担当窓口

県庁生活衛生課             ☎099-286-2788担当窓口

　マイナンバーカードで暮らしが便利になります。
　まだ申請していない方には、3月までにQRコード※付
きの申請書が順次届きますので、ぜひ申請しましょう!

　国民の約２人に１人が気管支ぜん息、アトピー性皮
膚炎、花粉症などのアレルギー疾患に罹患していると
推定され、その患者数は近年増加傾向にあるとされて
います。
　本県におけるぜん息死亡率は例年、全国に比べ高い
傾向にあります。
　この機会に、皆さんもアレルギー
のことについて考え、正しい知識を
身につけ、疾患の治療、管理、予防を
しましょう。

※詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤル
(☎0120-95-0178)か、お住まいの市町村に
お問い合わせください。

　令和5年夏、国内外から約２万人
の高校生が鹿児島に集い、「2023
かごしま総文」が行われます。
　高校生最大の芸術文化の祭典を
象徴し、鹿児島らしさが多くの人に
伝わるポスター原画を募集します。

　県内の県営住宅への入居者(空き家待ち
順位登録者)を募集しています。

　お近くの地域振興局・支庁または県営
住宅指定管理者窓口

※詳しい応募規定や応募方法などは、各学校
に配布されている募集要項や県ホームペー
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。

※アレルギー疾患に関する詳しい情報に
ついては、『アレルギーポータルサイト』
をご覧ください。

県庁高校教育課            ☎099-286-5291担当窓口 県庁消防保安課             ☎099-286-2259担当窓口

 2月１日(月)～26日(金) 午前９時～午後５時

○平常時
　各家庭への防火訪問や、応急手当
の普及・啓発などを行います。  

○非常時
　消防職員と協力して、火災現場での消火活動や、   
自然災害時の救助活動などを行います。

【募集案内配布期間】

【募集対象】

【募集期間】

鹿児島市内の県営住宅

鹿児島市外の県営住宅

【配布場所】

【募集案内配布期間】

【配布場所】

マイナンバーカードはメリットがいっぱい !

猫の正しい飼い方(適正飼養)

担当窓口

マイナンバーカード総合サイト

※詳しくは、県ホームページをご覧ください。

2022とうきょう総文ポスター原画

　消防団は「自分たちの街は自分たちで守る」という
精神に基づき、地域における消防防災のリーダーとし
て、その地域に密着し、住民の安心と安全を守る役割
が期待されています。
　皆さんも消防団員として活動してみませんか。あな
たの入団をお待ちしています。

　入団の相談は、お住まいの地域の市町村役場、消防
署にお問い合わせください。

県庁健康増進課             ☎099-286-2714担当窓口 県庁情報政策課            　☎099-286-2388　　

2月1日(月)～22日(月) ※2月11日(木)は除く
午前9時～午後7時(土日は午後5時、22日は午後4時まで）

○ 本人確認書類になる！
○ 3月(予定) から健康保険証として使える！
○ オンラインで行政手続や民間サービスを利用できる！ 
○ 各種証明書をコンビニで取得できる！    
　 ※導入している市町村のみ
○ 上限5,000円分のマイナポイントがもらえる！

○ 猫の健康と安全のために室内飼い
○ 不妊・去勢処置 
○ 迷子札・マイクロチップなどの装着

【消防団の活動について】

【入団について】

(公財)県住宅・建築総合センター
県内の中学生、高校生

２月１日(月)～３月25日(木)

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

県に関するさまざまな情報をお届けします

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
ＪＩＮ７　series００　ジャパニーズクラフトジン

有限会社大山甚七商店　指宿市西方４６５７　☎０９９３-２５-２４１０

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！

　日本最古のハ―ブ園、開聞山麓香料園の希少フレッシュハ―ブを
使用。薩摩焼酎をベースに製造したジャパニーズクラフトジンです。

ムーブ！かごしま 検索

さとやま商店500

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

2020かごしまの新特産品コンクール
鹿児島県知事賞

●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（2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3月31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

※応募は20歳以上の方に限らせていただきます。

ひろしまの逸品がずらり!さとやま商店500

かごしまのシンボル

広島県からのお知らせ

広島県中山間地域振興課 ☎082-513-2632

他県紙面交換

問い合わせ先

かごしまのシンボル 検索　他にも、県の木、鳥、花、歌などを
県ホームページで紹介しています。

シンボルマーク(平成6年3月策定)
　鹿児島県の豊かな自然や新
たな息吹を象徴する「風」と
「波」をモチーフに、鹿児
島県の頭文字「K」を表し
ています。

　広島の里山里海の豊かな素材
を使った、スウィーツ、牡蠣の
ピザ、広島和牛など、道の駅の
売れ筋人気商品や生産者こだわ
りの逸品をお取り寄せいただけ
るオンラインストアです。ぜひ
サイトをご覧ください。

検索

　県では、猫の繁殖時期が始まる
２月を「猫の適正飼養推進月間」
と定めています。
　猫の飼い方のルールを守り、ト
ラブルを防止し、猫がみだりに増
えないようにするとともに、愛情
と責任を持って、ペットの寿命が
尽きるまで世話をしましょう。

～ ～

セキュリティ対策も万全で、他人による悪用は困難です。

4

◯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


