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　食品ロスは、その食品
だけでなく、生産・輸送
等に費やしたエネルギー
も無駄になります。

　省エネ家電製品への買
い換え、こまめな節電な
ど、暮らしの中で省エネ
を意識しましょう。

　徒歩や、自転車・公
共交通機関の利用によ
り、エコな移動を実践
しましょう。 

鹿児島県知事　塩田　康一

　地球温暖化は、人類の将来に関わる最も重要な環境問題です。
　昨年10月、国は2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会を目指す旨を宣言しました。
　県としても、県民、事業者、行政が力を合わせて、地球温暖化対策を積極的に推進し、2050
年までに温室効果ガス（二酸化炭素等）の排出を全体としてゼロとすることを目指してまいります。
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＊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までご連絡ください。

2050年　カーボンニュートラルへ！

カーボンニュートラルと
は、温室効果ガス（二酸
化炭素等）の排出量と森
林などによる二酸化炭素
吸収量が等しくなり、
「実質ゼロ」の状態になる
ことをいいます。 

　温室効果ガス（二酸化炭素等）は、本来、「地球上の平均気温を生き物が暮らしやすい温度に保つ」などの大切な役割を担っています。
しかし近年、温室効果ガスの増加などによって地球の温度がどんどん上昇しており、私たちの暮らしにも様々な影響が出てきています。

・建物や機器の省エネルギー化
・電気自動車の普及
・再生可能エネルギーの導入　
　　　　　　　　　　　など

・植林・緑化の推進
・藻場などの水生植物をとりまく
水環境の保全　　　　　　など
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カーボンニュートラル実現のために!

家庭でできる取組！ ～暮らしを変えれば、未来も変わる！～

　 温室効果ガスの
「排出量」を減らす！

　 二酸化炭素の
「吸収量」を増やす！

あなたのおうちも！

カーボンニュートラルとは？

　　　　　　

鹿児島の豊かな
自然を未来に残すた
めに、みんなでできる
カーボンニュートラル
について考えてみま
しょう！

食品ロスをなくそう！

「3R」を心がけよう! 

Reduce(リデュース) Reuse(リユース) Recycle(リサイクル) 

省エネを意識しよう! スマートムーブを実践しよう! 

陸上生態系
崩壊

豪雨・
洪水被害

海洋生態系
崩壊

健康被害

点字字版・版 録音録 版も発

温室効室効効効 ガ果ガガガガ果果ガガガガガガガガ果ガガガ果ガ果ガガガ果ガガ果ガ果ガスススス（ス（

１面　2050年カーボンニュートラルへ！
2面　「認知症を理解し一緒に歩む県民週間」です！/
　　　ヘルプマークをご存知ですか？
３面　保育士人材バンクに登録しませんか？/
　　　新型コロナワクチン接種のお知らせ
４面　情報BOX/特産品プレゼント

ゴミそのものを減らしましょう。 何度も繰り返し使いましょう。 使い終わったものを資源として再利用しましょう。 

こ
う
い
ち



県庁高齢者生き生き推進課　☎099-286-2694 問い合わせ先

県庁障害者支援室　☎099-286-2746問い合わせ先
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　さまざまな原因によって、認知機能が低下し、日常生活に
支障が出ている状態のことで、高齢者だけでなく、若くても
発症することがあります。 
　早期に気づき、初期の段階で診断を受け、適切な治療を開
始することが重要です。
　認知症の人は、今後も増加することが見込まれています。

　認知症の方は理解力が落ちているものの、感情面はとても
繊細です。認知症を正しく理解して、さりげなく自然でやさ
しいサポートをすることが大切です。

認知症とは? 認知症の方への接し方

　外見では、援助等が必要なことが分からない方々が、周りの
人に支援が必要であることを知らせ、障害等の特性に応じた支
援を受けやすくするためのマークです。

　「どうしましたか?」「何かお困りですか?」と声をかけるなど、
あなたのできる範囲での手助けをお願いします。

・道に迷ったとき
・パニックになったとき
　　　　　　　　など

・避難するとき
・避難生活のとき
　　　　　　など 

ヘルプマークとは?

こんな時に使います!
〈配布窓口〉

ヘルプマークを見かけたら・・・

 「認知症かな?」と思ったら相談窓口へ

2012年
約462万人

2025年
約700万人

高齢者
約7人に1人
高齢者

約7人に1人
高齢者

約5人に1人

全国の認知症高齢者数(推計)

対応の心得 3つの「ない」

※「政府広報オンライン」より

　　窓口詳細
　（電話番号等）
　　 はこちら▶

※「認知症サポーター養成講座標準教材」より

「認知症を理解し一緒に歩む県民週間」です!

〈急がせない!〉〈驚かせない!〉

認知症の方々やその家族にとってやさしい地域づくりを一緒に進めていきましょう。

ヘルプマークをご存知ですか?
ヘルプマークを見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。

【相談窓口】

・ 声かけは1人で
・ 後ろから声をかけない
・  おだやかな話し方で 

・まずは見守る　
・ 余裕を持って対応 

・ やさしい口調で
・ 相手の言葉に耳を
　傾けて

○ お近くの地域包括支援センター   
または    
○ もの忘れの相談ができる医師     
○ 認知症疾患医療センター   
○ 認知症の人と家族の会 鹿児島支部

体験した
こと

（例）

一部を忘れる
例)朝ごはんの
　 メニューを忘れる

(自分で)努力して
見つけようとする

すべてを忘れている
例)朝ごはんを食べた
　　こと自体を忘れる

誰かが盗ったなどと、
他人のせいにすること
がある

ある

加齢によるもの忘れ 認知症によるもの忘れ

ないもの忘れ
の自覚

探し物に
対して

〈配布の対象となる方〉
① 義足や人工関節を使用している方
② 内部障害や難病の方
③ 知的・精神障害の方
④ 認知症・妊娠初期の方　など

ヘルプマーク〈ストラップ型〉 ヘルプカード

カバン等に掲示して、
支援が必要なことを伝える。

・ 市 町 村
・ 県地域振興局・支庁・事務所

・ ハートピアかごしま
・ 県庁障害者支援室

　 ど 　　　　　　など

・電車やバスの中
　　　　　　など

〈手助けがほしいとき〉 〈緊急のとき〉 〈災害のとき〉

9月19日(日)
から

25日(土) は

〈自尊心を    
　傷つけない!〉



こ
う
い
ち

県庁子育て支援課　☎099-286-2088 問い合わせ先
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　県内で保育士として就職・復職を希望する方が、「保育士人
材バンク」に登録すると、県と業務提携契約を結んだ市町村
から、就職支援を受けることができます。
　復職支援のための研修やイベント等の情報も随時ご案内し
ます。
　保育士として働きたい方は、是非、「保育士人材バンク」に
ご登録ください。

　県から登録推奨のお知らせが届いたことから、「保育士
人材バンク」に登録しました。その後、登録者向けの案内
で「復職研修会」の存在を知り、参加を決意。
　研修の一環で、保育体験をした園へ就職が決まりました。
 「保育士人材バンク」に登録したことで次の一歩に進み出
すことができました。

「保育士人材バンク」とは??

　新型コロナワクチンは､ ２回の接種によって､ 有効性も高
まり､発熱やせきなどの症状が出ること（発症）を防ぐ効果
が認められています。 
　高血圧､ 糖尿病などの基礎疾患をお持ちの方でも､ 高い発
症予防効果が認められています。

新型コロナワクチンは、高い効果が認め
られています。

　多くの方にワクチンの接種を受けていただくことにより、
重症者や死亡者の減少が期待されます。
　ワクチン接種は、ご自身のためだけでなく、大切な人の
命を守ることにもつながります。

新型コロナワクチンは、みんなの命を守る
重要な手段になります。

　ワクチンの接種は、「本人またはご家族の同意」に基づき行われる
ものです。
　職場や周囲の方などに接種を強制したり､接種を受けていな
い人に差別的な扱いをすることのないようにお願いします。

正確な情報に基づいた冷静な行動をお願い
します。

〈鹿児島県新型コロナワクチンコールセンター〉 

　ワクチンを接種した方から他人への感染を、どの程度予防でき
るかはまだ十分に分かっていません。引き続き､感染防止対策を
継続していただきますようお願いします。 

ワクチンの接種を受けた後も、マスクの着用
など、感染防止対策の継続をお願いします。 

　ワクチンを接種した後は、接種部位の痛み、倦怠感、発熱、
頭痛などが生じることがありますが、通常、数日以内に治ま
ります。また、これらの反応は、１回目より２回目の方が多
く、年齢が上がるにつれて頻度が低くなるようです。
　接種は、体調が悪くないときに受け、接種後はゆっくり過
ごすようにしましょう。
　なお、２日以上熱が続く場合や症状が重い場合は医療機関
等への相談を検討してください。

ワクチン接種後の生活上の注意点

登録の方法について!!

登録者の声

感染の拡大を防ぐため、

県民一丸となって、

危機感を持って、

感染防止対策にしっかりと

取り組んでいきましょう。

☎ 099-833-3221コロナ相談
かごしま

毎日
24時間

※副反応等に関する専門的な相談については、毎日10：00から17：00まで

登録はこちら▶

保育士人材バンクに登録しませんか？
県では保育士として働きたい方をサポートするため「保育士人材バンク」を設置しています。

新型コロナワクチン接種のお知らせ 

① 下記QRコードよりサイトへアクセス 
② 保育士管理システムページにアクセス 
③ 本人認証
④ 情報の入力・登録 
⑤ 登録完了！（登録無料）

マスク着用時の激しい
運動は避けましょう

エアコン使用中もこまめな
換気をしましょう

少しでも体調が悪くなったら
涼しい場所へ移動しましょう

こまめな水分・塩分補給を
忘れずに

セス
セス

熱中症予防×コロナ感染防止のお願い

〈K.Mさん〉
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特産品プレゼント

知覧Tea酎
知覧醸造㈱ 南九州市知覧町塩屋２４４７５☎０９９３-８５-３９８０
　お茶農家でもある蔵元だから知っている緑茶と芋焼酎の魅力。美味しさと
香りのバランスを融合させた新たな味わい。緑茶と芋焼酎の贅沢なハーモ
ニーをお楽しみください。

今回の

2020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

●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３年9月30日（木）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

かごしまのシンボル
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岐阜県WEB物産展 検索

◯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。
○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。  

鹿児島県 検索

県政かわら版は、県内全世帯配布
の県政広報紙です。

◆県の人口 
７３２，５３２

人
◆世 帯 数

１，５８０，４６０
世帯

　（令和3年6月1日現在推計）

（前月比　　  
（前月比　　  世帯）
　

-８６６
-１３４

人）

県に関するさまざまな情報をお届けします

KTS前原竜二の前向きチャンネル
県政インフォメーション

KKBミエル！かごしま

KYTぐりぶーの県政お知らせ箱
ムーブ！かごしま 検索

10：30～10：35

17：25～17：30

※年5回は10分拡大

8：55～9：00

なるほど！かごしま

　環境にやさしい行動によりポイン
トを貯めると、特産品が当たる抽選
に参加することができます。

　大学を卒業又は来春卒業見込み以外の方を対象と
した警察官採用試験を実施します。
◎改正点が３点あります！
①受験資格：年齢上限拡大【31歳⇒36歳】
②試験区分：｢サイバー区分｣を新設
③体力検査：合格基準緩和
【受付期間】
郵送：７月26日(月)から８月18日(水)まで
インターネット：7月26日(月)から8月16日(月)まで
【第１次試験日】９月19日(日)
【試験地】鹿児島市、出水市、霧島市
　　　　　　鹿屋市、西之表市、奄美市
※詳しくは県警ホームページをご覧ください。

◎いずれの試験も、下記以外の受験資格要件を試験案内　
　等で必ず確認してください。　鹿児島県では、県防災Webで「避難所の混雑状況」 

の情報（空き・混雑など）を提供しています。
　災害時に、避難する際の参考にしてください。

　下のイメージ図のように、混雑状況が表示されます。
避難所に避難する前に確認しましょう。　 　　　　　
※避難所の詳細については、お住まいの市町村にお問
い合わせください。

県では、スマートフォンアプリ「エコふぁみ」で
環境にやさしい生活を応援しています！

鹿児島県警察官Ｂ（高等学校卒業程度）
採用試験の実施

鹿児島県防災Ｗebで避難所の
混雑状況が確認できるようになりました

鹿児島県職員採用選考試験の実施

県公式LINE 県公式Twitter 県公式Facebook

岐阜県からのお知らせ

岐阜県県産品流通支援課

楽天市場で「岐阜県WEB物産展」を開催します！

他県紙面交換

問い合わせ先 TEL 058-272-8365　FAX 058-278-2656

　岐阜県では、インターネットショッピングモール「楽天
市場」において、県産品の WEB 物産展を実施します。
　物産展では美濃焼、刃物、木工製品等の工芸品や美味
しいグルメ等1200点以上の県産品を販売し、5000円以
上の購入で 1000円OFF になるクーポンを数量限定でご
利用いただけます。
　この機会に岐阜県が誇る県産品をお楽しみください。

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。 検索

県木 :クスノキ（昭和45年指定）
　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。

【混雑状況一覧】
〈例えば〉 ○ :空　き　　△ :混　雑　

× :定員一杯　 ? :不　明

担当窓口 県庁地球温暖化対策室　　☎099-286-2586

担当窓口 県警察本部警務課　　　　　☎099-206-2220

　犯罪にあわないために、日頃から防犯意識を持って
生活しましょう。

・夜間の一人歩きは避け、明るく人通り
の多い道を通りましょう。
・スマートフォンを操作したり、音楽を
聴きながら歩く「ながら歩き」はやめま
しょう。

・玄関・窓は施錠し、訪問者は確
認してからドアを開けましょう。
・いざというときは、大声を出す、
防犯ブザーを鳴らす、110番通報す
るなどして助けを求めましょう。

① 購　入… 購入後は寄り道せず帰る。
② 保　存… 帰宅後すぐ冷蔵庫（10 ℃ 以下）へ。
③ 　下準備… こまめに手を洗う。　　　　　　　　　

　　　　　肉・魚は生で食べる食品から離す。
④ 調　理… 十分な加熱。（目安：中心部

　　　 　温度が75℃１ 分間以上）
⑤ 食　事… 長時間室温に放置しない。

　　　　 食事の前は手を洗う。
⑥ 残　品… 早く冷えるよう小分けする。

　　　　 時間が経ち過ぎている場合
　　　　 は廃棄する。

「性犯罪等の被害防止」 夏期の食中毒予防について

担当窓口 県警察本部生活安全企画課　☎099-206-0110 担当窓口 県庁生活衛生課　　　　　 ☎099-286-2786

担当窓口 県人事委員会事務局総務課　☎099-286-3893･3894担当窓口 県庁危機管理課　　　　　☎099-286-2255

• 家庭のエコ活動の記録　　　　　　　　
電気の使用量やゴミの減量などを記録
• 毎日エコチェック　　　　　　　　　　
マイバック持参、食べ残しをしないなど、
日常の行動を記録
• エコイベントへの参加　　　　　　　　
環境に関するイベントに参加　　　など
＊あなたも、「エコふぁみ」をダウンロードして、　　
楽しみながら環境にやさしい生活をしませんか。

【試 験 区 分】

【受 付 期 間】

【受験資格年齢】

○就職氷河期世代対象

【第１次試験日】

【試 験 区 分】

【受 付 期 間】

【主な受験資格】

一般事務
令和４年３月末の満年齢が
36歳から46歳まで
８月４日(水)から８月20日(金)まで
お申込みはインターネットのみ

一般事務、警察事務

８月27日(金)から９月15日(水)

身体障害者、知的障害者または
精神障害者、令和４年３月末の
満年齢が18歳から39歳まで

KPKP KPKP

【外出時の注意点】

【家での注意点】

ら離す。

夏期は高温が続き、細菌性食中毒が多く発生します。
「家庭でできる食中毒予防の６つのポイント」を押さ
え、食中毒の予防に努めましょう。

９月26日(日)(鹿児島市）
○障害者対象


