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1面　乳幼児医療費の窓口負担が無料になります　
2面　お子さんの急な病気・けがに困ったときは/みんなで
　　　鹿児島の救急医療を守りましょう
3面　高齢者にやさしい鹿児島をつくります　
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◆県の人口 1,616,066
728,492

-590
73

人
◆世 帯 数 世帯
　（平成30年6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。  県政かわら版今月号の県政かわら版およびバックナンバ （音声版も含む）は、県ホ ム ジでご覧いただけます。

乳幼児医療費の窓口負担が無料になります
（住民税非課税世帯未就学児 10月1日～)

乳幼児医療費の窓口負担が無料になります
（住民税非課税世帯未就学児 10月1日～)

　受給者証の交付手続等は、
市町村によって異なりますの
で、お住まいの市町村におた
ずねください。

　県内医療機関等の窓口で受給
者証を提示できなかった場合は、
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
に提出すると、払い戻しが受けら
れます。　

問い合わせ先

鹿児島県知事　三反園　訓
み た ぞの　 さとし

県庁子ども家庭課 ☎099(286)2763

Q1

A1

対象となるお子さんは?

住民税非課税世帯の小学校入学前のお子さ
んです。

Q2

A2

無料になる医療費は?

保険が適用となる入院(食事の費用は除く)、
通院、お薬などの費用です。

Q4

A4

窓口無料にならないのはどんなとき?Q3

A3

手続はどうすればいいの?

お住まいの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。

※上記内容について、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

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、窓口無
料の対象となりません。

乳幼児医療費の窓口無料化ってどんな制度?乳幼児医療費の窓口無料化ってどんな制度?

　鹿児島の未来を担うのは子どもたちです。
　保護者のみなさんが、経済的な理由からお子さんの受診を控えることがないよう、住民税非課税世
帯の小学校入学前のお子さんを対象に、県内医療機関等における窓口負担をなくす制度を平成30年
10月から開始します。
　子育て世代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、一歩一歩着実に、全力で取
り組んでまいります。



日ごろから何でも相談できる
「かかりつけ医」をもちましょう

□すぐに泣き出し、
泣き止んだ後は元
気になった 

□意識がしっかりし
ている

□吐く、または吐き気や
気持ち悪さを訴える

□頭を打った後、しば
らくの間意識がなか
った（もしくは泣か
なかった）

□顔色が悪い
□ぼんやりして、ウト
ウトしている

□意識がない
□ぐったりしている
□目や鼻から出血が
ある

□けいれんをおこし
た

□生後3カ月未満 
□顔色が悪く、ぐったりしている 
□激しく泣き、あやしても泣き止まない 
□呼吸の様子がおかしい
□耳やのどを激しく痛がる 
□水分を受け付けない、おしっこの回
　数があきらかに減っている
□嘔吐や下痢を繰り返している

□発熱以外に重い症状がない 
□水分や食事がとれている 
□熱があっても夜は眠れる 
□機嫌がよい
□遊ぼうとする

県庁保健医療福祉課 ☎099(286)2738  県庁消防保安課 ☎099(286)2259

お子さんの急な病気・けがに困ったときは

まずはお子さんの症状を確認する
～夜間・日曜・祝日などに、救急外来を受診するか迷ったら～

～大切な命を救うために～

こどもの救急 検索
　上記以外の気になる症状が現れた場合は、公益社団法人日本小児科学会が作成しているホームページ
「こどもの救急」もご参照ください。

問い合わせ先

県庁子ども家庭課 ☎099(286)2763問い合わせ先

発熱(38度以上)のとき 吐いたとき

まずはあわてず、平らなところに寝かせ、衣服を緩めてください。
けいれんの継続時間を計測し、けいれんがおさまったら熱を測ります。

救急医療機関を受診

□吐いたあと、ケロッとしている 
□水分がとれる 
□下痢や熱がなく、元気である

□吐いた物に血液や胆汁(緑色)が
　まざる
□何度も繰り返す
□脱水症状が見られる
□強い頭痛や腹痛を伴っている
□強く頭を打った後である

翌日かかりつけ医を受診

翌日かかりつけ医を受診

けいれん（ひきつけ)をおこしたとき

☎♯8000　または ☎099（254）1186

頭を打ったとき

□熱に伴ってけいれ
んをおこしたこと
が過去にある
□今回は５分以内で
止まった
□意識がいつもと
同じ状態に戻っ
ている

　本県では、医師不足が深刻な状況となっている一方で、救急出動件数が年々増加し、救急医療機関の医師などに大きな負担がか
かっています。
　休日・夜間における軽症患者の救急外来受診が増加すると、緊急に治療が必要な重症患者の処置が遅れるなど、適切な救急医療
を受けられなくなるおそれがあります。

【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】午後7時～翌朝8時(平日・土) 　午前8時～翌朝8時(日・祝日・年末年始)

翌日かかりつけ医を
受診
頭を打ったときは、遅
れて症状が出ること
があります
当日の入浴は控え、安
静にして少なくとも
1～2日は注意深く観
察しましょう

□初めてのけいれん
□けいれん時の体温が
38.0度以下だった

□けいれんに左右差が
ある

□半日に２回以上けい
れんがおこった

□生後６カ月未満

□けいれんの後、呼
んでも返事をし
ない

□くちびるの色が紫
色で、呼吸が弱い
□5分以上けいれん
が続く

ひとつでもあては
まるときは直ちに
救急車を呼ぶ

ひとつでもあては
まるときは直ちに
救急車を呼ぶ

相談する（小児救急電話相談）
お困りの時は
お電話ください!

みんなで鹿児島の救急医療を守りましょう

救急医療の適正利用のためにできること

少し落ち着いてから、脱水にな
らないように少しずつ経口補水
液などの水分を補給しましょう

あては あては

医療機関の受診はなるべく診療時間内に行いましょう Q助 検索

　救急車を呼ぶべきか迷う場合は、消防庁が作成し
た重症度判定アプリ「Q助」を活用しましょう。

全国版救急受診アプリ（Ｑ助）を活用しましょう

出典:消防庁ホームページ

予防接種を受けましょう

翌日かかりつけ医を
受診

　予防接種はお子さんの体を病気から守り、感染症の流行を防ぎます。お子さんの体調が良いときに接種
を受けておくと安心です。

いたとき

目立つところに貼ってご活用ください！

看護師等から応急処置や医療機関の受診の必要性などのアドバイスが受けられます。

救急医療機関を受診 救急医療機関を受診

救急医療機関を受診



高齢者にやさしい鹿児島をつくります
県では、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で健やかに安心して暮らせる社会を目指しています。
今回は認知症に関する取り組みをご紹介します。

県庁高齢者生き生き推進課 ☎099(286)2701問い合わせ先

　認知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではなく、認知症について正しく理解し、認知症の
方や家族を温かく見守る応援者のことです。  
　当県では、平成30年6月末までに153,841人がサポーターになっています。

　認知症サポーターの方には、「認知症の人を応援します」という意思を示す目印であ
る、オレンジリングをお渡しします。

認知症サポーターになりませんか

福祉用具の展示・紹介
介護に関する相談は

「認知症を理解し一緒に歩む県民週間」を設定しました!

～オレンジリングは認知症サポーターの証～

認知症ってどういうもの？

鹿児島シルバー110番鹿児島シルバー110番

地域包括支援センター地域包括支援センター

☎0120（165）270または☎099（250）0110

※サポーターになるためには、養成講座の受講が必要です。詳しくは、各市町村へお問い合わせください。

※詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。

認知症サポーターキャラバンの
マスコット「ロバ隊長」

(鹿児島県社会福祉協議会)

（各市町村）

　福祉用具の展示・体験・相談、介護知識・技能について
の講座や研修、介護に関する図書・DVDの無料貸出などを
行っています。 【相談内容】生活・福祉、健康・介護、医療、年金、法律、

税金、住宅、福祉機器に関することなど
【受付時間】午前 9時～午後 5時
 　　　　　（土・日・祝日・年末年始を除く）

【相談内容】介護、福祉、医療に関することなど

　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(およそ6カ月以上継続)のことです。
　全国の認知症高齢者の数は、2012年で約462万人と推計されており、2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の
約5人に1人が認知症高齢者になると言われています。

　この県民週間の期間は、「世界アルツハイ
マーデー」(9月21日)を含む日曜日から土曜
日までの一週間となります。
　認知症のことを正
しく理解し、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!

　認知症に対する理解を深めていただくため、シンポジウムを開催
します。ぜひご参加ください。
○日　時　9月16日(日)　午後1時30分～午後4時 
○会　場   県庁2階講堂 
○内　容　★講演「どうして僕は認知症を生きる皆さんが好きなんだろう？」

　 講師：植村 健吾 氏（医療法人有隣会 伊敷病院 理事長・院長）
★パネルディスカッション     　　　　　　　　　　　　　　　　　など

「認知症を理解し一緒に歩む県民週間シンポジウム」開催!「認知症を理解し一緒に歩む県民週間シンポジウム」開催!

県庁高齢者生き生き推進課　認知症シンポジウム 検索

認知症：☎099（257）3887　若年性認知症：☎099（251）4010
認知症・若年性認知症に関する相談窓口 無 料

無 料

(認知症の人と家族の会 鹿児島県支部)  
【受付時間】午前10時～午後4時(土・日・祝日・年末年始を除く)

【場所】
かごしま県民交流センター２階
【開館時間】
午前９時～午後５時
【休館日】
月曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始
【問い合わせ先】
☎099(221)6616

高齢者やその家族の皆さん、お気軽にご利用ください
心配ごとや

悩みごとの相談は

県介護実習・普及センター県介護実習・普及センター

※サポ タ に

今年度は9月16日（日）～22日（土）新たに

参加無料
要 申 込



【応募資格】
県内の小・中・高等学校、特別
支援学校の児童・生徒および一般（学生を含む）
【用紙など】画用紙の規格は「４つ切り・縦書き」
【応募締切】9月30日(日)
※応募方法など詳しくは、県ホームページをご覧
　いただくか、下記までお問い合わせください。

　差別のない明るい社会を実現
するため、日常の身近な題材に
より、基本的人権の尊重・擁護
などを訴えるポスターを募集し
ます。優秀作品は、来年２月に
開催する「人権同和問題県民の
つどい」で表彰・展示します。

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。

情報ボックス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、
県ホームページからご覧になれます。 携帯サイト「かごしまモバイル県庁」

県庁明治維新150周年推進室　☎099（286）3057

西郷隆盛

かごしま明治維新博

平成29年度　全体の部　最優秀賞
南さつま市立万世中学校　２年　
鮫島琉那さん

人権に関するポスター作品を募集します

検索 ほかにもどんどんイベントを開催します！
詳しくは、公式ウェブサイトをご覧ください！

県に関するさまざまな情報をお届けします かごしまのシンボル

かごしまのシンボル 検索

　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。

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
電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

広島県健康福祉総務課　☎０８２（２２８）２１５３平成30年9月28日（金）必着

●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］年末年始宛先

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！ 広島県からのお知らせ
平成30年7月広島県豪雨災害義援金の受け付けについて

鹿児島ブランドショップ
〈特産品の問い合わせ先〉

鹿児島市卸本町５-１８

※種類は選べません

☎０９９（２６８）７２８１
株式会社下堂園

２種セット４名様

ＫＥＩＫＯ　Ｐｌｕｓ　

2017かごしまの新特産品コンクール
鹿児島県貿易協会会長賞

ナチュラルフレーバー
ティーシリーズ

　香り豊かな鹿児島の特産果実と有機茶を合わ
せた香料不使用のフレーバーティーです。体験し
たことのない自然で芳醇な香りをお届けします。

　広島県では平成30年７月５日からの豪雨災害により被害を
受けた被災者への援護の一助として、日本赤十字社広島県支部、
広島県共同募金会、ＮＨＫ広島放送局及びＮＨＫ厚生文化事業
団と共同し、義援金を受け付けています。ご協力いただいた義
援金については、全額県内の被災地の各市町を通じて被災者の
皆様へ配分されます。皆様のご支援をお願いいたします。

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！

他県紙面交換

県人事委員会事務局総務課　☎099(286)3893・3894

問い合わせ先

※または､最寄りの県立病院
（鹿屋医療センター､大島病院､薩南病院､北薩病院）

※年齢はいずれも平成31年3月末現在の満年齢

試験の種類
中級試験

初級試験

一般事務、警察事務、土木
一般事務、警察事務、農業土木、
林業、土木、建築

20～27歳

18～21歳

受験資格

  

県庁人権同和対策課　　　☎099(286)2574

【受付期間】
○インターネット 8月8日(水)～22日(水)
○持 参 ・ 郵 送 8月8日(水)～24日(金)
【第１次試験日】9月23日(日)
【試験地】鹿児島市
※試験案内および受験申込書は、県庁など県の機
関で配布しています。
※詳しくは、県ホームページをご覧いただくか、下
記までお問い合わせください。

【受付期間】随時
【応募資格】
次の要件をいずれも満たす方
・医師免許取得後２年以上経過している方
・採用後、１年以上勤務できる方

　県外にお住まいの医師で、ふるさと鹿児島に帰
って働きたいという方からの応募をお待ちしてい
ます。また、お知り合いに医師の方がいるという
方は、ぜひお勧めください。

鹿児島県職員採用試験を実施します
〈中級・初級試験〉

県立病院で一緒に働く医師を募集しています

県立病院局県立病院課 ☎099(286)2817

問い合わせ先

　ご意見・ご感想をいただいた方の中から、抽選で特
産品をプレゼントいたします。（住所、氏名、年齢、電話
番号を明記）
　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。

ムーブ！かごしま 検索

鹿児島県　県立病院局 検索

広島県　義援金 検索

ユーザー名：pref.kagoshima

ユーザー名：kagoshimakensei

※受け付け方法等の詳細は、広島県のホームページをご確認ください。

明治維新150周年関連イベント（8月～10月） 開催時期 会　　場

ツン

明治維新シラス像パーク
「ウォークラリー」・「出水麓武家屋敷ツアー」

薩摩の偉人展～西郷どんが生きた時代～

郷土館めぐり「明治維新の裏体験～薩摩の「宝」を作る～」

薩摩維新ふるさと博

第1回貴重資料紹介展
「明治維新150周年展Ⅰ 維新の立役者を生んだ街並みと教育」

特別展「西郷南洲翁と菊次郎展～敬天愛人に繋がる親子の絆～」

大河ドラマ「西郷どん」番組関連展

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Ⅱ」

9月22日(土)

9月24日（月・祝）

8月25日(土)

10月27日(土)～11月4日(日)

10月2日(火)～10月25日(木)

8月1日(水)～10月18日(木)

開催中～平成31年2月3日（日）

開催中～平成30年12月中旬

開催中 ～8月26日(日) 歴史資料センター黎明館

和泊町西郷南洲記念館
龍郷町生涯学習センター

りゅうがく館
鹿児島県立図書館

出水市麓武家屋敷群

鹿屋市文化会館
枕崎市文化資料センター

南溟館

国分郷土館

　歴史ロード
“維新ふるさとの道”

かのや明治維新150周年記念講演会・市民シンポジウム

島津斉彬

明治維新150周年記念シンポジウム

○日　時　10月13日（土）13時～（予定）
○会　場　霧島市民会館
○テーマ　「明治維新再考～明治維新と国家形成～」
○講　師　青山　忠正　氏（佛教大学教授）
　パネリスト　原口　 泉 　氏（県立図書館長）　など

鹿児島会場鹿児島会場

姶良・伊佐会場姶良・伊佐会場

参加無料
要申込

定員900名

定員1,000名

さめ しま  る な

担当窓口 担当窓口
担当窓口

※詳しくは、県立病院局ホームページをご覧いた
　だくか、下記までお問い合わせください。

○日　時　10月８日（月・祝）　13時～（予定）
○会　場　鹿児島市民文化ホール　第２ホール
○テーマ　「明治維新再考～世界史の中の明治維新～」
○講　師　三谷　博　氏（東京大学名誉教授）
　パネリスト　原口　泉　氏（県立図書館長）　など

【受付期間】12月28日（金）まで

お申し込みはこちら☞

　
大久保
利通


