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◆県の人口
1,624,797人 （前月比
◆世 帯 数
726,919世帯 （前月比
（平成29年12月1日現在推計）

偶数月発行
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どんどんいきましょう！鹿児島

3面

原子力防災対策の充実・強化に向けた取り組み

2面

発行／鹿児島県PR・観光戦略部広報課
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
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４面

県政かわら版は、県内全世帯配布の県政広報紙です。

-429人）
-138世帯）

明治維新150周年

情報ボックス/特産品プレゼント

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。
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。
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本県には、優れた県産品や魅力的な観光資源など、他
県にはないたくさんの魅力があります。
明治維新150周年は、鹿児島をＰＲする絶好のチャン
ス。県では、昨年12月に策定した
「新鹿児島ＰＲ戦略」
に基
づいて、
これらの鹿児島の多彩な魅力を県民の皆さまと
一緒に、県内外および海外に向けて、積極的に発信してい
きます。
新しいキャッチコピー「どんどん鹿児島」
を合言葉に、
オール鹿児島で“どんどん”ＰＲしていきましょう！

鹿児島らしさがあり、
リズミカル
で前向きなイメージのあるこのコ
ピーを積極的に活用していきます。
新キャッチコピーのロゴは、
「どん
どん 鹿 児 島 」の 言 葉 のポジティブ
さ、躍動感、健康的な力強さ、そして、わくわく感を連想さ
せる文字デザインとするとともに、多彩な魅力に満ちた広
大な県土と、オール鹿児島での取り組みをイメージしてデ
ザイン化した地図を組み合わせています。
新しいＰＲポスターができました

鹿児島の溢れる魅力とキャッチコピーをトータルで表現したメイ
ンポスターのほか、
「食」
「絶景」
「歴史と伝統」
というテーマ別の４種
類のポスターを作成しました。県内外のさまざまな場所、いろいろ
な機会・場面で活用していきます。

鹿児島にしかない
「いいもの」
がいっぱい！
「日本一」
や
「一流」
にあふれた鹿児島県
本県は、明治維新などで時代を切り拓いてきた「歴史」・「文化」をはじめ、質や量で日本一を誇るお
いしい「食」、世界自然遺産や離島などの豊かな「自然」、霧島や指宿をはじめとする国内有数の良質
な「温泉」など、全国へ、世界へ誇れる一流のものが数多くあります。

オール鹿児島で
魅力を発信！

私たち県民一人ひとりが、本県の魅力を再発見・再認識し、多彩な魅力の新しい楽しみ方・見方を県
内外および海外に提案していきましょう。

歴史
明治維新を成
し遂 げた先 人
たちの志が息
づく故郷
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美しい 自 然 環
境 、特 色 あ る
島々、良質で豊
かな温泉

屋久島

伝統的工芸品

奄美大島

温泉

県庁かごしまＰＲ課 ☎099
（286）
3045

鹿児島の風土・
気候・文化と職
人の技に育ま
れた逸品

本場大島紬

薩摩焼

川辺仏壇

ツン

西郷隆盛

明治維新150周年関連イベント
（2月～ 5月）

開催時期

会場

2月12日
（月・祝）

鹿児島市民文化ホール

かごしま伝統的工芸品パリ凱旋展

2月15日
（木）～ 22日
（木）

マルヤガーデンズ ギャラリー

みんなで巨大「西郷どん」
を創ろう

2月16日
（金）
～ 22日
（木）

JR鹿児島中央駅前
アミュプラザAMU広場

開催中 ～ 2月22日
（木）

県立図書館

考古学講座第5回「西郷どんの素顔」

2月24日
（土）

上野原縄文の森

第8回みやまスペシャルコンサート
明治維新１５０年 西洋との邂逅～音楽で綴る先人たちの物語～

2月25日
（日）

霧島国際音楽ホール
（みやまコンセール）

学芸講座（企画展解説講座）
「大河ドラマと黎明館資料」

2月25日
（日）

歴史資料センター黎明館

3月3日
（土）
～ 4日
（日）

鹿児島中央駅前
アミュプラザAMU広場

「明治維新１５０周年若手研究者育成事業」研究成果発表会

3月10日
（土）

歴史資料センター黎明館

明治維新１５０周年記念 第7回薩摩街道歴史探索ウォーキング
「さつま街道ウォークと維新を支えた麓
（さと）
めぐり」

3月11日
（日）

JR木場茶屋駅(薩摩川内市)
～三井串木野鉱山（ほか）

3月14日
（水）
～ 20日
（火）

三越日本橋本店本館７階
「はじまりカフェ」内

開催中 ～ 3月21日
（水・祝）

上野原縄文の森

開催中 ～ 3月31日
（土）

西郷南洲顕彰館

3月31日
（土）

霧島市民会館

明治維新１５０周年・大河ドラマ
「西郷どん」放送記念
企画展「大河ドラマと黎明館資料Ⅰ」

開催中 ～ 4月22日
（日）

歴史資料センター黎明館

明治維新１５０年記念「かごしま春祭大ハンヤ2018」

4月28日
（土）
～ 29日
（日・祝）

「明治日本の産業革命遺産」
シンポジウム
世界遺産とヘリテージツーリズム

※２月２１日
（水）
は店休日

貴重資料紹介展「幕末・明治維新～図書館で西郷どんを再発見～」

大久保利通

島津斉彬

北薩摩観光物産展

かごしま伝統的工芸品パリ凱旋展
企画展「明治維新前後の鹿児島～考古資料にみる幕末から西南戦争～」
特別展「西郷南洲翁の愛用品展」
西郷どんの地・鹿児島を語るキャストトークショー

愛加那

まだほかにもどんどんイベントを開催しもんど！
詳しくは、公式ウェブサイトを見てくいやんせ！
問い合わせ先

「かごしま明治維新博」公式ウェブサイト かごしま明治維新博

県庁明治維新150周年推進室

～「西郷どん」の世界観を体験！～

日
時：3月31日（土）午後2時～午後4時
会
場：霧島市民会館（霧島市国分中央3-8-1）
応募方法：往復ハガキに郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数（１通２人まで）をご記入の上、
〒891-0115 鹿児島市東開町4-94
西郷どんトークショー受付係（㈱舞研内）へ
応募締切：2月28日（水）必着
問い合わせ先： ☎099-267-8490
せごどんどん

検索

さいごう

みんなで巨大「西郷どん」
を創ろう！

期間：2月16日(金)～22日(木) 会場：アミュプラザAMU広場

どん

どんん
ど

どん

※詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。 かごしま明治維新博
問い合わせ先

検索

西郷どん 大河ドラマ館

特典どん！どん！西郷どん

場
所：鹿児島市加治屋町20-1
営業時間：午前9時～午後5時
入 場 料 ：高校生以上 600円
小・中学生 300円
問い合わせ先：☎099-808-3153

「西郷どん」キャンペーン公式ＳＮＳもチェック！
ウェブサイト

フェイスブック

ツイッター

問い合わせ先

「西郷どん」関連の
衣装や西郷隆盛直
筆の書などを展示。
指宿と西郷どんの
関わりなどを知る
ことができます。

場
所：指宿市十二町2290
営業時間：午前9時～午後5時
入 場 料 ：高校生以上 500円
小・中学生 300円
問い合わせ先：☎0993-23-3153

霧島市日当山西郷どん村「西郷どんの宿」
場
所：霧島市隼人町内1487-1
営業時間：午前9時～午後6時
入 場 料 ：無料
問い合わせ先：☎0995-42-5880

西郷どんが滞在した
家屋を復元した「西郷
どんの宿」や日本庭園
が併設され、貸出用の
衣装で写真撮影もで
きます。

いしん

歴史ロード
“維新ドラマの道” 「維新ふるさと館」と

クーポン
付き！

西郷どんゆかりの地や観光スポット情報など
を掲載したハンディタイプの冊子を観光案内所
や道の駅などで配布しています。協賛店で提示
すると、割引やサービスを受けられる特典付き！

いぶすき西郷どん館

撮影セットの一部
再現や県内ロケの
メイキング映像上
映など、大河ドラマ
の世界観が体験で
きます。

県庁明治維新150周年推進室 ☎099（286）3057
せ ご

もう
行ったな？

☎099
（286）
3057

大河ドラマ館・西郷どん村

西郷どんの地・鹿児島を語る 観覧者
キャストトークショー
募集！

あなたの思い描く「鹿児島
の未来・夢」を西郷どんの着
物に書き込みながら成長さ
せて、巨大「西郷どん」を完成
させよう！

検索

せ ご

せ ご

※詳しくは、
ウェブサイトをご覧ください。

他11会場

県立体育館

5月２５日(金)

明治１５０年記念式典

皆さん
ぜひ参加してね

ドルフィンポート広場

イト

～時空を超えた歴史体験を！～

鹿児島市甲突川沿いに、幕末から明治維新に
かけて、近代化のために活躍した鹿児島の偉人
や偉業を紹介する７つのモニュメントが出現！
専用アプリをインストールしたスマホなどを
かざすと解説動画をご覧いただけます。
※専用アプリのダウンロードはこちらから！

県庁観光課

☎099
（286）
2994

「西郷どん 大河ドラマ館」
を結ぶ道じゃっど！

原子力防災対策の充実・強化に向けて取り組んでいます
県では、川内原子力発電所に対する県民の皆さまの不安を解消するため、さまざまな取り組みを行っています。
県民の皆さまの安心・安全のために万全の体制をとっていきます。

川内原発から30キロメートル圏内の全市町へ 福祉車両35台が追加配備されます
平成28年、九州電力に対し行った、川内原発の安全性の確認や防災対策の強化について
の要請を受けて、九州電力では、特別点検をはじめ、地震観測体制の強化として地震計の
増設などを行ってきているところです。
このたび、川内原発から30キロメートル圏内の全市町へ計35台の福祉車両が追加配備
されることとなったほか、側溝のふたなど避難道路の改善にも着手されることとなりま
した。

配備予定の福祉車両（イメージ）

安定ヨウ素剤の事前配布や緊急時の配布方法などを拡充します
安定ヨウ素剤の効果は？

安 定 ヨ ウ 素 剤 の 配 布 に つ い て は、県 民 の
方々の安心・安全の視点に立った実効性のあ
る取り組みをできるだけ早く実施していきま
す。

安定ヨウ素剤を服用することにより、放射性
物質のうち、放射性ヨウ素による内部被ばくを
防止する効果があります。

UPZ圏（原発から概ね5 ～ 30キロメートル圏）内の住民の方への対応を強化します

●一定の要件に該当する住民の方へ事前配布します

平成30年度から、下記の要件に該当し、希望する住民の方に安定
ヨウ素剤を事前配布します。

これまでは避難退域時検査場所で安定ヨウ素剤を配布し
ていましたが、今後はより早い段階で配布するため、避難経
路上に緊急配布場所を設置し、配布を行います。

追加
②避難退域時
検査場所

配布

配布

③避難所

①緊急
配布場所

自宅・職場など

要件
次のいずれかに該当し、緊急時に受け取りに行くことが難しい方
① 病気や障害のある方
◆身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお
持ちの方
◆障害年金を受給されている方
◆特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証を
お持ちの方
◆小児慢性特定疾病医療費の受給対象のお子様
② 高齢者のうち災害時に配慮を要する方
◆要介護・要支援認定者、一人暮らし、高齢者のみの世帯
③ 乳幼児（未就学児）
④ ①～③との均衡上、特に認める方
⑤ ①～④の該当者が世帯にいる方

●配布場所を増やします

※①で受け取れなかった方には②で配布

●緊急配布の方法を見直します

避難経路での渋滞を防止するため、安定ヨウ素剤の緊急配
布時に必要な書類をあらかじめ住民に配布するなどの方法
により、配布時間の短縮を図ります。

PAZ圏（原発から概ね5キロメートル圏）内における対応をさらに充実させます

●平日にも事前配布説明会を開催します

これまで日曜日に開催していた「事前配布説明会」を平日の夜間
にも開催します。住民の方が参加する時間を選びやすくなり、安定
ヨウ素剤を受け取りやすくなります。
問い合わせ先

●緊急配布場所の周知を徹底します

原子力災害時、帰宅できない一時滞在者にも安定ヨウ素剤を
配布できるよう、防災行政無線、広報車、宿泊施設内の館内放送
などで、緊急配布場所などの周知広報を行います。

県庁薬務課 ☎099
（286）
2804

原子力災害時の医療体制を強化しました
平成29年11月１日付けで、鹿児島大学病
院を「原子力災害拠点病院」に指定しました。
これにより、原子力災害時に救急医療や被ば
く医療の提供が受けられる体制が強化されま
した。

●「原子力災害拠点病院」の主な要件
①

鹿児島大学病院

「原子力災害拠点病院」とは？

原子力災害時において、放射性物質による汚染の有無にかか
わらず傷病者などを受け入れ、被ばくがある場合には適切な診
療を行うことができる病院です。
問い合わせ先

救急医療、被ばく医療の体制などがあり、専門的な知識
および技能を持った医師などを配置し、必要な施設および
設備などを備えていること
② 原子力災害の知識を持った
医師などの「原子力災害医療
派遣チーム」を保有している
こと

県庁地域医療整備課 ☎099
（286）
2693

防災に完璧や終わりはありません。
引き続き、川内原発の防災対策の充実・強化に全力で取り組んでまいります。
問い合わせ先

県庁原子力安全対策課 ☎099
（286）
2377

このページに掲載している情報や、
さらに詳しい関連情報については、
県ホームページ
（http://www.pref.kagoshima.jp/）
からご覧になれます。

県営住宅の入居者を募集します

高校入学の際は申請を忘れずに
公立・私立高校に入学後、国が生徒に代わって授業料の
全部または一部を支払う、返済不要の「高等学校等就学支
援金制度」があります。
また、
これに加え、入学金や授業料の軽減などを受けら
れる場合があります。
対象となる方は、忘れずに申請してください。
【対 象 者】○高等学校等就学支援金制度
保護者などの市町村民税所得割額が、
30万4,200円未満の生徒
○入学金・授業料軽減等の制度
保護者などが生活保護を受けている場合や
市町村民税が非課税または均等割のみで
あるなど一定の要件を満たす生徒
【申請方法】進学先の各高校へ申請してください。
☎099（286）5193

（公立高校）県教育庁総務福利課

担当窓口 （私立高校）
各私立高校または

県庁学事法制課

担当窓口

づくられた身分差別のことで、我が国固有の人権問題で
す。国民の一部の人々が、いまだに出身地や住んでいる場
所によってさまざまな差別を受けています。
平成28年12月に施行された「部落差別の解消の推進
に関する法律」
は、
「現在もなお部落差別が存在する」
と明
記し、
「 部落差別は許されないものである」
との認識の下
に、国民一人ひとりが理解を深め、部落差別のない社会を
実現することを目的としています。
同和問題を正しく理解して
一人ひとりの人権が尊重される社会の
実現を目指しましょう
県庁人権同和対策課

県庁住宅政策室

☎099
（286）
3735

担当窓口

ノロウイルス食中毒といえば、
カキなどの二枚
貝のイメージがありませんか？実は近年では、調
理者から二次汚染を受けたさまざまな食品が原
因の事例が多くなっています。
冬だけでなく年間を通して発生しています。注意しましょう。

！

担当窓口

県庁生活衛生課

☎099
（286）
2786

担当窓口

県に関するさまざまな情報をお届けします
MBCふるさとかごしま
（土）11:15～11:30

KTSタマリのですです鹿児島

ラジオ

新聞

MBC むっちゃんの
「いきいき鹿児島！」

毎月第３日曜日 南日本新聞 南海日日新聞

（土）16:55～17:00

（木）18:50～19:00

（土）17:55～18:00

ミューFM
なるほど！かごしま

KKBかごしま“ひと”最前線
KYTかごメン！～県政ナビゲーション～
（日）11:45～11:50

（月）
～
（金）8:35～8:40

かごしまインフォメーション

鹿児島インターネット放送局「ムーブ！かごしま」

なお、発表は商品の発送をもってかえさせていただき
ます。いただいた個人情報は、プレゼントの送付以外の
目的には利用しません。

締切 平成30年3月30日
（金）必着

通販はくつる

鹿屋市吾平町麓3393－1

☎099（259）9168

2017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

身体が喜ぶものを作りたい。鹿屋の
大地に育まれたエゴマの葉・実を使っ
て、健康やアンチエイジングを気遣う
方にお勧めしたいエゴマの調味料シ
リーズができました。

〈特産品の問い合わせ先〉

鹿児島ブランドショップ
［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

●山形屋
山形屋
●立体駐車場

http://twitter.com/
kagoshimakensei

http://www.pref.kagoshima.jp/pr/gaiyou/symbol/
かごしまのシンボル

検索

兵
兵庫
庫県
県か
から
らの
のお
おし
しら
らせ
せ
観光ガイドブック“あいたい兵庫”を読んで兵庫県に！
他県紙面交換

ハガキ
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1
FAX
099（286）2119
電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

「かのやのエゴマと梅のノンオイル
ドレッシング」
「エゴマ味噌」のセット 3名様

県のシンボルマーク、花、鳥、木、歌などを県ホームページ
で紹介しています。

県公式ツイッター「鹿児島県政情報」

鹿児島県広報課「県政かわら版（2月号）プレゼント係」

（エゴマ味噌・大人ピリッとエゴマ味噌・
かのやのエゴマと梅のノンオイルドレッシング・
エゴマ入り焼肉のタレ）

☎099（286）2465

http://www.
facebook.com/pref.kagoshima

http://www.pref.kagoshima.jp/movekagoshima/

かのや大地のめぐみシリーズ

県庁交通政策課

かごしまのシンボル

県公式フェイスブック「鹿児島県」

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！
ご意見・ご感想をいただいた方の中から、 宛
抽選で特産品をプレゼントいたします。
先
（住所、氏名、年齢、電話番号、を明記）

☎099
（286）
2259

明治維新に縁のある肥薩おれんじ鉄道３駅のキャッチコ
ピーを決定しました。地域の方々が作成した候補の中か
ら、一般投票で選ばれたものです。ぜひこの機会に、肥薩
おれんじ鉄道を利用して沿線へお出かけください。
○野田郷駅（出水市）
【症 状】嘔吐、下痢、発熱など
～島津家初代から５代までの墓がある感応禅寺の最寄り駅～
【注意点】感染していても症状がでない場合がありますが、 「おかえり 島津の故郷（ふるさと）へ」
○牛ノ浜駅（阿久根市）
ふん便中にノロウイルスは排出されています。
～維新の英傑も通った薩摩街道沿いの絶景の地～
気づかないうちに身の回りを汚染する可能性があります
「おれんじが 見事に輝くこの夕日
どんなことに気をつければいいの？予防のポイント
阿久根の絶景 牛之浜」
○薩摩高城駅（薩摩川内市）
健康管理
手洗い
消
毒
～西郷隆盛が訪れたと伝わる川内高城温泉の最寄り駅～
症状があるときは
調理前・トイレ後・ 調理器具は洗剤で
食品を直接取り扱
食事前に石けんで
よく洗い熱湯消毒
「おれんじに輝く夕日が
う作業をしない
よく洗う
や塩素消毒をする
西郷さんとあなたのハートにロック♡オン」

☎099
（286）
2574

テレビ

県庁消防保安課

肥薩おれんじ鉄道で
明治維新ゆかりの地を巡ろう

ノロウイルス食中毒を予防しよう！

部落差別（同和問題）
とは、日本社会の歴史的過程で形

担当窓口

消防団に入団しませんか？

【入居資格】
消防団は
「自分たちの街は自分たちで守る」
という精神
①現在、住宅に困っていることが明らかなこと
に基づき、地域における消防防災のリーダーとして、地域
②収入が収入基準の範囲内であること
に密着し、住民の安心と安全を守る役割が期待されてい
③県税を滞納していないこと
ます。
④入居者または同居者が暴力団員でないこと
皆さんも消防団員として活動してみませんか。あなたの
【申込方法】窓口に直接申込書類を提出してください。
入団をお待ちしています。
○鹿児島市内の県営住宅
【消防団の活動について】
・期間：2月1日
（木）
～19日
（月）午前9時～午後7時
○平常時
※土日は午後5時、19日は午後4時まで。祝日を除く。
各家庭への防火訪問や応急手当
・窓口：
（公財）県住宅・建築総合センター（公社ビル2階）
の普及・啓発などを行います。
○鹿児島市以外の県営住宅
○非常時
・期間：2月1日
（木）
～28日
（水）午前9時～午後5時
消防職員と協力して、火災現場での消火活動や自然災
・窓口：お近くの地域振興局・支庁または県営住宅指定
害時の救助活動などを行います。
管理者窓口
【入団について】
※詳しくは、県ホームページをご覧いただくか下記までお
入団の相談は、お住まいの地域の市町村役場、消防署に
問い合わせください。
お問い合わせください。

☎099（286）2146

「部落差別解消推進法」を
ご存じですか？

携帯サイト
「かごしまモバイル県庁」
は
http://www.pref.kagoshima.jp/mobile/

●南日本銀行

●鹿児島信用金庫
県産業
会 館

最新号ではカリスマ添乗
員･平田進也氏と人気観光
情報誌｢関西ウォーカー｣編
集長が、兵庫の魅力あふれ
るグルメと旅をナビゲート。詳細はひょうごツーリ
ズム協会のホームページでデジタルガイドブック
をチェック→
あいたい兵庫
検索
人 気 ユ ー チュー
バーMasuo氏が兵
庫を巡り秋冬の味覚
を満喫。動画公開中
お問い合わせ先 （公社）
ひょうごツーリズム協会

《播磨編》《丹波･但馬編》

☎078-361-7661

営利を目的とする場合を除き、この広報紙をそのまま読むことが困難な方のために「点字図書」、
「拡大写本」
「
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