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　奄美大島・徳之島の面積は、日本全体の0.26%程度。
しかし、奄美大島と徳之島で見られる、両生類の約9割、
陸生哺乳類、爬虫類の約6割はここにしかいない大変希少
な生き物です。

　世界遺産とは、人類共通のかけがえのない財産、将来の世代に引き継ぐべき宝として、世界遺産条約
に基づいて登録された自然地域や遺跡などのことです。

　そのうち、保存・観賞・学術上重要な普遍的価値を持つ地形、生態系、生物多様性がある地域のことを
「世界自然遺産」といいます。

　奄美大島・徳之島は、ここにしかいない生き物や絶滅のおそれのある生き物が多く生息・生育している
ことから、生物多様性の保全のため国際的にも重要な地域です。
　この「生物多様性」が評価され、2021年7月に沖縄島北部・西表島とともに、世界自然遺産に登録され
ました。

　奄美群島は、約200万年前までにユーラシア大陸
から切り離され、現在の島へと分かれていきました。  
　元々大陸にいた生き物は、環境の変化に対応したり、
違う種に進化したりして生き残りました。
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奄美の「宝」が世界の「宝」世界の「宝」

世界自然遺産とは

　奄美群島のそばを流れる暖かい黒潮と季節風が
たくさんの雨をもたらし、常緑広葉樹の森が発達！
　多くの種類の生物の住みかと
なっています。

祝 奄美世界自然遺産登録決定 
世界自然遺産登録までの歩み/ 
「金メダル」獲得～感動をありがとう～
新型コロナ免疫とワクチン/
川村先生に聞く！ワクチン接種Q＆A
情報BOX/特産品プレゼント

鹿児島県知事　塩田　康一

　「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」が世界自然遺産に登録され、奄美の宝
が世界の宝となりましたことを大変喜ばしく思っております。
　これまで御尽力いただいた国、沖縄県、地元市町村、関係団体や地域住民の方々へ心
から感謝申し上げます。今後とも、奄美のすばらしい自然を次の世代に継承すべく更な
る気運醸成と情報発信に努めてまいります。
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奄美大島

奄美大島・徳之島に
生息する天然記念物
の ウ サ ギ の 名 前 は
なんでしょう?
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奄美世界自然遺産登録推進室　☎099-286-2617奄美世界自然遺産登録推進室　☎099-286-2617問い合わせ先
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　「トレイル」とは、自然や畑、集落の中などを通る「自然歩道」のこと。

 個性あふれる８つの島（全12市町村）で、奄美群島ならではの自然、
そこで育まれた文化にふれあうことができます。

奄美大島奄美大島

＊お願い＊＊お願い＊

マテリヤの滝

必要なことは、1人ひとりの   

　　　　　と です心がけ心がけ 行動行動

価値ある自然を
ために！

未来に残す
未来に残す

　

霧島市

自衛隊体育学校

を授与！ ～輝く功績をたたえて～～輝く功績をたたえて～
　県民栄誉表彰は、学術やスポーツ、文化などの分野で
社会に希望と活力を与えるとともに、鹿児島県の名を高
めることに顕著な功績があった個人や団体に送られます。

　今回、東京五輪で金メダルを獲得した、
　 本県出身の2選手に県民栄誉表彰を授与！

（株）デンソー

川畑　瞳選手 濵田　尚里選手
鹿児島市

かわ　　　ばた はま　　　だ しょう　　　りひとみ

出身地

所　属

出身地

所　属

　開幕試合に２番二塁手で先発。大事な
場面での代走など全試合に出場して、計
２安打を放ち、チームの優勝に貢献！！

　強みである寝技で，決勝では敵に付け
入る隙を与えず圧勝。オール一本勝ちで
世界の頂点にたった！！

スポーツ振興課　☎099-286-3036スポーツ振興課　☎099-286-3036問い合わせ先

全14エリア51コース
総延長約550km

１　IUCN
　　（国際自然保護連合）
　　による登録延期勧告
２　推薦を取り下げ

歩み歩み世界自然遺産登録までの世界自然遺産登録までの
国が、

「世界遺産暫定一覧表」
への記載を決定

　

～感動をありがとう～～感動をありがとう～「　　メダル」獲得　

１　ユネスコ世界遺産センターへ
　　世界遺産登録推薦書を提出
２　奄美群島国立公園に指定

ソフト
ボール
ソフト
ボール

柔道女子柔道女子
78キロ級78キロ級

金金

県民栄誉表彰県民栄誉表彰
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1　動物や昆虫を捕まえたり、植物を
採集しないでください 

2　車はゆっくり走りましょう 
3　外来種を持ち込まないようにしま

しょう 
4　ゴミは必ず持ち帰りましょう

ユネスコ世界遺産
センターへ世界遺産
登録推薦書を再提出

世界自然遺産登録視聴会
〈7月26日　県庁で撮影〉
世界自然遺産登録視聴会
〈7月26日　県庁で撮影〉

県民栄誉表彰を受賞した川畑選手
〈8月23日　県庁で撮影〉

地域の方々と
ともに選定した
コースの一部を
ご紹介します!

©イラスト Seiji Takezoe

TOKYO
２０２０

徳之島徳之島
ソテツトンネル

１　IUCNによる登録勧告
２　第44回ユネスコ世界遺産
　　委員会において、
世界自然遺産登録決定！！世界自然遺産登録決定！！
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新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症

鹿児島大学病院
感染制御部 副部長

ⅠCTチーフ 特例准教授

監修：川村先生

教えて！

ワクチン接種は強制ではありません。

ワクチンの効果には、
どのようなものがありますか?

次のような効果があります。 
＊　発症や重症化を防ぐ効果 
＊　自分への感染や他人への二次感染を防ぐ効果 

接種を強要したり、接種を受けていない人に差別的な
対応をすることのないようにお願いします。

どのような副反応が起こりますか?

体調が「いつもと違う…」と
思ったらすぐに電話で相談を!

〈コロナ相談かごしま〉 

　変異株にも発症予防効果
があると言われています。

妊娠中・授乳中・妊娠を計画中の場合の
ワクチン接種について教えてください。

☎ 099-833-3221

監修：川川村川川川 先生

　ワクチンは、妊婦と胎
児の双方を守ります。

　
１新型コロナウイルスが

飛沫に乗って
体内に到着

不意を突かれた
免疫細胞は、

準備不足

「トゲ」を使って
細胞の中に
入り込み増殖

２

　

細胞が「トゲ」
設計図を基に

だけを作ります

2回目の接種から
2週間ほどで
トゲへの攻撃態勢が
記憶されます

免疫細胞が
「トゲ」の
情報を共有!
戦の準備をします

＊　接種の部位の痛み、疲労、頭痛・発熱等が
多いですが、2～3日以内に回復します。

＊　稀に、「アナフィラキシー」と呼ばれる強い
アレルギー反応が起こる可能性があります。　
重いアレルギー症状を起こしたことがある方は、
事前にかかりつけ医にご相談ください。

2回目の接種の方がより強い副反応が
起こると言われています。

仮にウイルスが
入ってきても、免疫

細胞たちは素早く体を
守ることができます！

マンガマンガ
でで

学ぶ学ぶ
接種の判断に
お役立て
ください！

ウイルスが体内で
どんどん増えて症状が
出たり、人に感染させたり
します

４３
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４
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▲厚生労働省HP

▲厚生労働省HP

▲厚生労働省HP

©イラストレーター
山元　怜

　新型コロナウイルス感染症の感染予防対策が求められている今、 “ワクチンの接種”がその鍵を
大きく握っています。  ここでは、ワクチン接種の疑問や不安についてお答えします。

ワクチンが、妊娠、胎児、母乳に悪影響を及ぼすと
いう報告はありません。また、妊娠後期に感染する
と重症化することもあります。以上のことから、時
期を問わず接種をおすすめします。不安な場合は、
事前にかかりつけ医にご相談ください。
＊　夫またはパートナーの方も、
　ぜひ接種をお願いします。
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☎099-225 - 6120
FAX 099-223-0755

鹿児島ブランドショップ

鹿児島県広報課「県政かわら版（10月号）プレゼント係」
ハガキ 〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10-1

一面右下のこうちゃんクイズの正解者の中から、

抽選で5名様に「黒糖かるかん」を
差し上げます。

FAX 099-286-2119
電子申請　　ご応募はこちらから▶　

令和３年11月30日（月）必着

①こうちゃんクイズの回答、②郵便番号、③
住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号、⑦「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。

地元産の自然薯・天然名水
及び奄美大島産の黒糖
を使用した冬限定のかるか
ん。もちもちした生地の中に
黒糖の甘い香りと風味が広が
ります。
 (有)徳重製菓とらや  
 ☎0995-73-5511

かごしまのシンボル
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自然保護上重要な地域を保全するため、
利用ルールへの  ご協力をお願いします。

「鹿児島県職員お仕事ガイダ
 ンス」参加者を募集します。

令和4年度鹿児島県立農業大学
校学生の選考試験を実施

食品ロス削減に取り組んで
みせんか?

広島県からのお知らせ

一般社団法人広島県観光連盟(HIT) ☎082-221-6516
問い合わせ先 問い合わせ先

応 募 先

応募方法

提出期限

県鳥：ルリカケス
　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。

　広島県では、2019年度から「牡蠣食う研」を結成し、
広島県産牡蠣により親しみを持ってもらうために、次の
ような情報を発信しています。　　

情報ボックス

県政情報のおしらせ 特産品プレゼント
テレビ

ラジオ
インターネット

放送局

新　聞

LINE Twitter Facebook

　

MBC ＫＴＳ

ＫＫＢ ＫＹＴ

（土）

（土） （日）

（日）
10:30～10:35 17:25～17:30
※年５回は、10分拡大

17:55～18:00 11:45～11:50

（月）

MBC ミューFM

8:55～9:00
（月～金）
8：35～8:40

（昭和40年指定）

「世界一おいしく牡蠣が食べられる街」
にするために集まった広島の牡蠣を愛す
る研究機関です。

１　美味しくて安全な牡蠣を作るための生産者の取組　
２　こだわりの牡蠣料理を食べられるお店の紹介　等　

この機会に広島県が誇る牡蠣をご堪能ください。

『牡蠣食う研』とは…

　県政かわら板は県内全戸配布の広
報誌です。音声版と併せて、県ホー
ムページでもご覧いただけます。

「奄美パーク」で
   奄美の魅力再発見

　世界自然遺産となった奄美大島の金作原や徳之島の林
道山クビリ線などでは、利用ルールを定めています。

　「世界自然遺産コーナー」では、奄美群島の自然、
歴史、文化を映像や展示を通して学ぶことができま
す。また、定期的に島唄などの伝統芸能イベントを
開催しており、自然と一体となった奄美の文化を体
感できます。
　さらに、隣接する田中一村美術館
では、一村が奄美の自然を命がけで
描いた絵画をご覧になれます。

　鹿児島県職員の仕事に興味のある学生等を対象に、
県職員の仕事内容や魅力を紹介するイベントを実施
します。
　職員との交流や職場見学をしてみませんか。
※WEB説明会のみの参加もOK

　日本の食品ロス(食べられるのに捨てられている食
品)の量は、年間推計600万トン。
　国民1人あたりで毎日お茶碗約1杯の食品を捨てて
いることになります。  
　10月は食品ロス削減推進月間です。
　食品ロスの問題を自分事として、
出来ることから始めてみませんか?

　これからの未来のために、
小さなことから始めてみましょう。

1　金作原や林道山クビリ線を通行する場合は、奄
美群島認定エコツアーガイド(有料)の同行が必要
ですので、事前に予約してください。

2　研究や教育、撮影の目的で通行
したい方は、事前の申請手続きが
必要です。  

金作原:名瀬森林事務所
　(TEL:0997-52-4531)
林道山クビリ線:徳之島町役場
　(TEL:0997-82-1111)

【2の申請先】

【日  時】  
WEB説明会 12月22日(水)
　　　　　　13時30分～16時00分
職場見学など 12月24日(金)
　午前の部 9 時00分～12時00分
　午後の部 13時30分～16時30分 
　場  　 所 県庁行政庁舎
【募集期間】10月27日(水)から
　　　　　　12月 3 日(金)まで

一般入試(A日程) 
【受付期間】10月18日(月)から
　　　　　　11月10日(水)まで
【試 験 日】11月25日(木)
【試験会場】農業大学校(日置市)

 【例えば...】
・冷蔵庫内の写真を撮って
 買い物に行く
・保存食の賞味期限リストを作る

芸術の秋です！

　11月は「文化芸術に親しむ月間」です。県内全
域で様々な演奏会や企画展が開催されます。　　
　各種イベントに参加するなど、文化芸術活動を
楽しみましょう。
　また、11月14日～20日は「鹿児島県方言週
間」です。下記イベントを開催しますので、鹿児
島の方言に触れてみませんか。

「鹿児島方言週間フェスティバル」
【日時】11月13・14日(土/日)
  　　　 午前1 0 時～午後3時
【場所】かごしま県民交流センター1階
【内容】鹿児島弁を使ったパフォーマンス
　　　　かごしま弁絵日記・作文等の展示

◆県の人口 
７２９，778

人
◆世 帯 数

１，５78，679
世帯

　（令和3年8月1日現在推計）

（前月比　　  
（前月比　　  世帯）
　

-８４５
-585

人）

問い合わせ先 奄美パーク　☎0997-55-2333問い合わせ先 県文化振興課　☎099-286-2537問い合わせ先

県消費者行政推進室　☎099-286-2530問い合わせ先農業大学校教務指導課　☎099-245-1071問い合わせ先県人事委員会事務局総務課　☎099-286-3894問い合わせ先
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　鹿児島県立農業大学校では、令和4年度の入学生を
募集しています。
　農学部(野菜科・花き科・茶業科・果樹科)と畜産学
部(肉用牛科・酪農科・養豚科)があり、それぞれの学
科で専門的な知識・技術を習得できます。
　自分の手で育てる「農業」の魅力を
農業大学校で学んでみませんか？

11月3日（文化の日）に
来館された方は、入場料無料です。

▲金作原 ▲林道山

牡蠣食う研 検索

奄美世界自然遺産登録推進室　☎099-286-2617奄美世界自然遺産登録推進室　☎099-286-2617


