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　燦々と輝く太陽の恵みと豊かな緑の大地で育まれた「かごしま茶」。緑茶には、リラックス効果のあるテアニンや、疲労回復に
効果のあるビタミンCなど、体に良い成分が含まれています。深い味わいのかごしま茶を是非ご賞味ください。

　朝日と桜島、茶畑と錦江湾に映る影を
イメージしたシンボルマーク。
（公社）鹿児島県茶業会議所の茶規格基準に
合格したものに表示されます！

個性豊かなかごしま茶の魅力

かごしま茶の楽しみ方

こうちゃん
クイズ!

農産園芸課　☎099-286-3200農産園芸課　☎099-286-3200問い合わせ先

緑色は濃く、
ツヤがある。
緑色は濃く、
ツヤがある。

若葉の新鮮な香りに
ふくよかで濃厚な味。
若葉の新鮮な香りに
ふくよかで濃厚な味。

濃く、ふかみがあり、
きれい。
濃く、ふかみがあり、
きれい。

　日頃から高品質な「かごしま茶」を生産されている生産者、関係機関・団体の方々へ
心から感謝申し上げます。
　県としては、生産量・産出額ともに日本一を目指して、引き続き、抹茶・紅茶など
多様なニーズに応じた茶づくりや、「かごしま茶」の国内外での販路拡大の取組を
支援してまいります。
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おいしいお茶の入れ方おいしいお茶の入れ方

色・香り・味の三拍子がそろう!色・香り・味の三拍子がそろう!

水色水色
すい しょくすい しょく

香味香味外観外観

飲んでよし
　　贈ってよし！
飲んでよし
　　贈ってよし！

かごしま茶スイーツは、いかがですか?かごしま茶スイーツは、いかがですか?
1 急須に茶葉を入れます。  
2 70°C程度になるまで湯冷まししたお湯を
　急須に注ぎ、1分ほど待ち、湯飲みに注ぎます。   
3 最後の一滴まで残さず注ぐのがポイントです。 

　あなたもかごしま茶でほっと一息、
癒やされてみませんか?   
　贈り物にも大変喜ばれます。

 豊かな香りと、甘味と渋みの調和の
とれたコクのある風味が特徴です。　
　地形・気候の違いを生かし、数多くの
茶品種を栽培しています。

日本一早く新茶ができる!日本一早く新茶ができる!
　南国の暖かい気候を利用して3月下旬
から始まる新茶は、日本一早い新茶として
有名です。秋冬茶まで幅広く生産して
います。

全国でもトップクラス!全国でもトップクラス!
　全国茶品評会では、18年連続で
産地賞(一位)を獲得しました。 
  鹿児島県は、産出額全国一位（令和
元年）、栽培面積・生産量ともに全国
二位を誇るお茶の産地です。

を

日本一の茶を霧島の地で育む ～（株）有村製茶～
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薩摩川内市藺牟田の茶畑薩摩川内市藺牟田の茶畑

（ひらがな5文字）

鹿児島県知事　塩田　康一

　「お茶一杯」を
鹿児島弁でなんという
でしょう? 
ヒント:●●●●●
　　　　飲んでいきやんせ

令和3年度全国茶品評会で
　　　農林水産大臣賞を受賞!
令和3年度全国茶品評会で
　　　農林水産大臣賞を受賞!

▲「かごしま茶」を
　買えるお店をご紹介！
▲「かごしま茶」を
　買えるお店をご紹介！

　親子三代で、農薬を殆ど使用しない良質なお茶の生産に力を
入れています。摘採前には、茶葉を黒い資材で覆うことで甘味
成分の増加を促し、かごしま茶ならではの濃厚でコクのある風味
を作り出しています。かごしま茶が「ほっと癒やしになるお茶」
として名実ともに日本一になれるよう日々奮闘中です。
　最近では、紅茶やほうじ茶など多様な品種の生産にも
挑戦中。抹茶の粉末は、ベーカリーにも納品しています。

おいしい入れ方を
動画で紹介▲

「かごしま茶」▲
スイーツをご紹介

抹茶チーズケーキ抹茶チーズケーキ

かごしまで働きませんか？

茶いっぺでほっと一息。かごしま茶

「ヤングケアラー」をご存じですか？
川村先生に聞く！第2弾オミクロン株Q＆A

情報BOX/特産品プレゼント

　かごしま茶を使った、風味豊かで
色鮮やかなスイーツ!
　かごしま茶の新たな魅力をお楽しみ
ください。

こういち
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かごしまで仕事を探したいあなたへ! かごしまへUIターン就職をお考えの方へ!

雇用労政課　☎099-286-3026雇用労政課　☎099-286-3026

自由な時間が多い！！

出典：平成28年社会生活基本調査 出典：平成28年度国民健康保険中央会調べ出典：平成30年住宅・土地調査

低コストな
生活ができる!!

家族親戚も身近に
いて心強い!!

かごしまの働きやすさ・暮らしやすさ東京と比較
してみました！ 

かごしまで働きませんか？

魅力①

ゆとり

〈通勤時間〉

東京
94分

鹿児島

58分

鹿児島

443,213円

鹿児島

36,271円

約2万8千円安い！約36分短い！ 約18万円安い！
東京

64,159円
東京

621,814円

〈出産費用〉〈家　賃〉

魅力②

暮らし
魅力③

出産
子育て

　県外在住のUIターン就職希望者向けの無料 
職業紹介所です。UIターン希望者に情報提供や
職業相談・職業紹介を行っています。
　お気軽にご相談ください。

　県外在住のUIターン就職希望者向けの無料 
職業紹介所です。UIターン希望者に情報提供や
職業相談・職業紹介を行っています。
　お気軽にご相談ください。

ソフトウェア開発業（S社） 自動車設計業（T社） 電気機械機器製造業（Y社）

(25歳未満の居住者)

▲詳しくはこちら

・ 企業からのスカウトを受け取れます!
・ 就職関連イベント情報を取得可能!
・ インターンシップ・求人への申し込み可能！
・ 鹿児島の企業PR動画を一気に視聴可能！

・ 企業からのスカウトを受け取れます!
・ 就職関連イベント情報を取得可能!
・ インターンシップ・求人への申し込み可能！
・ 鹿児島の企業PR動画を一気に視聴可能！

▲詳しくはこちら

商工政策課　☎099-286-2990商工政策課　☎099-286-2990問い合わせ先

かごJob
の

ポイント！かごJob
の

ポイント！

地元だからこそできる！気持ちにゆとりのある暮らし

地元を「選んだ」寳來さんのホンネ!
　東京のIT企業で4年間働いていましたが、やっぱり
生まれ育った鹿児島で家族や友人の近くにいたいという
気持ちが強くなり、3年前にUターンを決意。
　現在、WEBエンジニアとしてシステムの開発や運用
に携わっています。鹿児島にいても、東京と変わらず
最新の技術を使う仕事にチャレンジできる環境があり
大変やりがいを感じています。
　私の実家は農業をしているので収穫時期には手伝いに
行ったり、仕事終わりにバドミントンで汗を流すなど、
プライベートの時間もしっかり確保でき、鹿児島での
生活に満足しています。

　「世界でやれることを鹿児島でやる」を
コンセプトに鹿児島で全国最先端の
技術開発を行っています。
　働き方改革に力を入れ、社内イベントを
実施する等、従業員同士のつながりも
大事にしています。
　チャレンジ精神があり、
やる気のある方を求めて
います。

　設計のプロフェッショナルとして
車の開発に携わりながら成長できます。
仕事と家庭の両立支援制度が充実
しており、皆が働き続けられる環境です。 

　主体的に動き、挑戦し
　続ける方を求めています。

　自動ロボット装置を導入し、製造工程
の一部を自動化することで品質、効率の
よいモノづくりに取り組んでいます。
最先端技術を駆使し、モノづくりで
新しい時代を切り開きたい!それが
私たちの夢です。
　柔軟な発想で新たな

チャレンジができる創造力
豊かな方を求めています。

ほう らい

かごしまで就職して
本当に良かった!!

＊地元に帰ってきてくれたらな…　　
　どんな企業があるんだろう?

＊子どもの気持ちを理解したい！

＊地元企業で働くやりがいって?　　

＊就職した後の働き方も知りたい。

＊鹿児島で世界とつながる仕事が
　したい！

魅力的な県内地元企業がたくさん！こんな人材を
求めています！

データでも分かる！



ワクチンの

3回目接種を

実施します
！
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　ヤングケアラーは
こんな子どもたちです!

「ヤングケアラー」をご存じですか?

24時間受付(年中無休)

月～金（午前9時～午後10時）
※祝日・年末年始を除く

児童相談所相談専用ダイヤル
☎ 0120-189-783

障がいや病気のある家
族に代わり、買い物・
料理・掃除・洗濯など
の家事をしている

家計を支えるために労
働をして、障がいや病
気のある家族を助けて
いる

アルコール・薬物・
ギャンブル問題を抱え
る家族に対応している

がん・難病・精神疾患
など慢性的な病気の家
族の看病をしている

障がいや病気のある家
族の身の回りの世話を
している

障がいや病気のある家
族の入浴やトイレの介
助をしている

家族に代わり、幼い
きょうだいの世話をし
ている

障がいや病気のある
きょうだいの世話や見
守りをしている

目を離せない家族の見
守りや声かけなどの気
づかいをしている

日本語が第一言語でな
い家族や障がいのある
家族のために通訳をし
ている

（フリーダイヤル）

（フリーダイヤル）
子ども・家庭110番

☎ 099-275-4152 24時間受付（年中無休）

子どもの福祉に関すること

24時間子どもSOSダイヤル 

▲詳しくはこちら
〈厚生労働省HP〉

まずは、
一緒にお話して
  みませんか?

　家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、
家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どものことをいいます。
　年齢や成長の度合いに見合わない責任や負担を負うことで、心身の発達、人間
関係、勉強、進路などに影響を受けることが問題となっています。
　まずは、ヤングケアラーのことを知ってください。  

☎ 0120-078-310

子どものSOS全般に関すること

川村川村先生先生に聞く！に聞く！オミクロン株オミクロン株
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

第2弾

オミクロン株の特徴は？

　ウイルスに、これまでの他の株
以上に多数の変異が見られ、感染
力や伝播性が高まることが懸念
されています。

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〉 

☎ 099-833-3221
▲詳細はこちら

©イラストレーター
山元　怜

　新型コロナウイルスの変異株の一つであるオミクロン株による感染が確認されています。
 ここでは、オミクロン株の疑問や気をつけることについてお答えします。

日頃から気を付けるポイントは何ですか？

　オミクロン株は広がりやすい特徴がありますが、感染経路
はこれまでと同様です。
　マスクを鼻から口まで覆い正しく着用する、こまめ
な手洗い、換気を含む三密の回避、手指消毒など基本的
な感染防止対策を確実にすることが重要です。
  また、ワクチンの積極的な
接種も推奨されます。

　感染拡大防止及び重症化防止の観点から、
2回目接種を終えた方に対し、3回目接種を行います。

です。す

突起状の
スパイクタンパク質に
約30カ所以上の変異

ヒトの細胞
感染

・中学2年生の17人に1人、高校２年生の24人に1人が世話をしている家族が「いる」と回答しました。
〈調査対象：全国の公立中高生（2年生）〉
・ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題であることから、表面化しにくいと言われています。
・子ども自身がヤングケアラーであることを認識していない場合もあります。

令和2年度の
全国実態調査によると

例えば…！
自分のこと、家族のことで悩んでいる場合、家族のケアと学校との両立で悩んでいる子どもを
見かけた場合は、次のダイヤルにご相談ください。

お気軽に
ご相談ください！

相
談
員

©一般社団法人日本ケアラー連盟

ワクチン接種は強制ではありません。
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。

ワクチンの感染予防効果等については、
時間の経過に伴い徐々に低下していくと
言われています。

こ
う
い
ち



　

☎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（2月号）プレゼント係」
ハガキ 〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10-1

こうちゃんクイズ（1面下段）の正解者の中から、

抽選で4名様に「Chocolat de Eclat
（ペパンスペシャルズ）8 個入り」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4年3月31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。

種子島のショコラティエが島の
果実を使って作ったショコラ。
エークラ（Eclat）は、種子島弁で
酔っぱらいの意味。島の素材に酔って
ほしいとの思いを込めました。

（名）テラダ　☎0997-27-0394

「しまねのふるさと直送便」で
島根県産品を購入しませんか?

島根 県物 産協 会 ☎0852-22-5758 
島根県しまねブランド推進課 ☎0852-22-6397問い合わせ先

問い合わせ先

応 募 先

応募方法

応募期限

シンボルマーク
　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。

　通販サイト「しまねのふるさと直送便」では、生鮮品から伝統
工芸品まで、多数の島根県産品を掲載しています。
　特集ページや映像を駆使し、県産品の魅力もお伝えしていま
すので、お買い求めいただく際には、ぜひご活用ください！

情報ボックス

テレビ

ラジオ インターネット

新　聞

LINE Twitter Facebook

　

MB C 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

（平成6年3月策定）

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

Web合同企業説明会“かごしま 
Jobフェア”を開催します。

マイナポイント第2弾が実施
されます! 知っていますか?アレルギーのこと 鹿技ナビ（鹿児島県技術職

ナビゲータ制度）申し込み募集中！　

　鹿児島県内企業への就職を応援するため、Web合同
企業説明会“かごしまJobフェア”を開催します。
　ぜひご参加ください。
【日時】
 3月9日(水)から3月12日(土)まで 
【対象】
2023年3月卒業予定の学生 (高校生は除
く）、鹿児島県へのUIターン就職希望者、
県内就職希望者
【参加申し込み】
特設サイトよりお申し込みください。
Web会議システム(zoom)でご参加いた
だけます。

　鹿児島県内の県営住宅への入居者(空き家待ち順位登
録者)の募集案内を配布します。

　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、
全国に比べて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。
※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。

　鹿児島県の技術職に興味のある高校生・大学生等を対象に、
実際に働いている技術系職員と個別にWeb面談ができる
制度「鹿技ナビ（カギナビ）」の利用申し込みを受け付
けています。
　県の技術職に興味がある方は、ぜひ本制度を利用して
みてください。
【対象職種：1 6 職種】
心理、農業、畜産、農業土木、獣医師、林業、水産、土木、
建築、電気、設備、化学Ⅰ、化学Ⅱ、栄養士、保健師、薬剤師

【申し込み期間】  
　通年(鹿児島県職員採用試験に申し込み中・
試験受験中の方はご利用いただけません)

【申し込み方法】
県の採用HPから申し込み可能です。

◆県の人口 
７２９，102

人
◆世 帯 数

１，５75，306
世帯

（令和3年12月1日現在推計）

（前月比　　  
（前月比　　  世帯）

-645
-394

人）

問い合わせ先 県雇用労政課　099-286-3026 問い合わせ先 県住宅政策室　099-286-3735 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 県デジタル推進課　099-286-2436 問い合わせ先 県健康増進課　099-286-2714 問い合わせ先

県警察本部生活安全企画課　099-206-0110

県営住宅空き家待ち順位登録者
を募集しています。 うそ電話詐欺に注意しましょう。

2月20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。

の

配布期間：2月1日～2月21日(11日は除く)
 　　　　　9時から19時まで 
　　　　　※土日は17時、21日は16時まで   
配布場所：(公財)県住宅・建築総合センター
　　　　　 (公社ビル2階) 

【鹿児島市外の県営住宅】  
配布期間：2月1日から2月28日まで
　　　　　9時から17時まで 
配布場所：お近くの振興局・支庁又は
　　　　　県営住宅指定管理者窓口

【鹿児島市内の県営住宅】

※アルコールは入っていません。

お茶のおともに

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。
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県政情報のおしらせ県政情報のおしらせ かごしまのシンボルかごしまのシンボル 特産品プレゼント特産品プレゼント

島根県からのお知らせ島根県からのお知らせ

2021
かごし

まの

新特産
品コン

クール

で“鹿
児島県

知事賞
”

を受賞

　１月から実施されているマイナポイント第２弾により、
マイナンバーカードを新たに取得した方に、買い物など
で使えるポイントが付与されます！
　マイナンバーカードを使って予約・申し込みを行い、
キャッシュレス決済でチャージやお買い物
をすると、ご利用金額の25％分のポイント
がもらえます。（最大5,000円分）　
今後そのほかにも
　・カードの健康保険証利用登録をされた方
　・公金受取口座の登録をされた方
を対象に、ポイントが付与される予定です。
　まだマイナンバーカードを取得されてい
ない方はこの機会に取得しませんか？
　詳しくは、国のＨＰをご覧になるか、お住
まいの市町村にお問い合せください。

　うそ電話詐欺は、あなたの身近でも起こりうる犯罪
です。
　犯人は、新型コロナウイルス感染症や天災など社会の
情勢を悪用して、電話やメールなどを使い言葉巧みに
お金をだまし取ります。
　お金の話が出たら要注意！
　詐欺を疑いましょう。
　鹿児島県警察では、皆さんが詐欺の被害に
遭わないために、だまされないための
ポイントをドラマ形式で分かりやすく伝え
る動画をユーチューブに載せています。
　家族の絆、地域の絆、みんなの力で、
うそ電話詐欺被害を防ぎましょう!

こういち


