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「鹿児島だから幸せ」を実感できる社会に「鹿児島だから幸せ」を実感できる社会に

平成31年度当初予算（一般会計）８，２７３億 7，3００万円平成31年度当初予算（一般会計）８，２７３億 7，3００万円
優しさでつなぐ　 みんなに幸せ運ぶ予算優しさでつなぐ　 みんなに幸せ運ぶ予算

　平成31年度当初予算は、徹底的な行財政改革などにより、昨年の仮試算で見込まれた61億円の収支不足を解
消しました。また、財政再建にも積極的に取り組み、借金残高を152億円減らしました。 
○県政の2本柱である子育て支援や高齢者の生き生き支援など、県民福祉の向上のための施策に過去最高額を計上
○観光・農林水産業の戦略に基づく取り組みや自然・景観、温泉、そして食など「健康・癒やし・長寿」につながる
　本県の地域資源の活用、人材確保・育成など、経済成長や県勢の発展のための施策を積極的に推進
　これらにより、「どこよりも幸せを実感できる鹿児島」を実現します。 

県庁財政課  ☎099(286)2181 問い合わせ先

子育て支援と高齢者の生き生き支援の２本柱を充実！

～平成31年度鹿児島県当初予算が決まりました～～平成31年度鹿児島県当初予算が決まりました～
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1～6面　「鹿児島だから幸せ」を実感できる社会に
　　　　　～平成31年度鹿児島県当初予算が決まりました～
　　7面　県の組織体制の充実・強化
　　　　8面　情報ボックス/特産品プレゼント　

◆県の人口 1,611,278
 726,965

-1,203
-691

人
◆世 帯 数 世帯
　（平成31年2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

○地域の中核的な病院への産科医派遣を増員 ○健康体操や子育て支援活動などを立ち上げる団体に助成 
　　子育て支援活動に対する助成を拡充
○食生活の改善による低栄養予防を推進

○健康づくりや社会活動に参加する高齢者を支援
　　地域商品券に交換できるポイントを付与 
○子育て支援活動に対するポイント加算も新設
 

○介護未経験者の参入を図るため、中高年齢者を対象とした
　入門的な研修を実施
○介護助手の参入や介護ロボットの導入による業務の効率化

○認知症疾患医療センターを設置
　　早期診断・早期対応の充実・強化

○将来、県内で保育士を目指す学生に修学資金を貸与 
○就職希望の保育士を登録する保育士人材バンクを設置

○公立小・中・高等学校へ児童・生徒の悩みに対応するスクー
　ルカウンセラーなどを配置

○医療費の窓口負担ゼロ(住民税非課税世帯未就学児)

○子ども食堂と応援企業のマッチングなどを行い、
　取り組みを支援

産科医不足の解消に向けて 高齢者の生きがいと健康づくり

高齢者の社会参加活動の促進

介護職員の人材確保

認知症にやさしい地域づくり

保育士確保の新たな取り組み

安心して子どもたちが学べる環境づくり

安心して小児医療を受診できるように

子どもたちの食の支援

結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目のない支援を実施 高齢者の皆さんが健やかで生きがいを持てる社会づくり

高齢者の皆さんが安心して自分の地域で暮らせる社会づくり

医療、食、教育で格差のない社会づくり

結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目のない支援を実施 高齢者の皆さんが健やかで生きがいを持てる社会づく

子育て支援
過去最大規模

総額355億円
（全体で81事業）

高齢者の生き生き支援
過去最大規模

総額272億円
（全体で29事業）

さらに

い、



安心して子どもを産み育てられる鹿児島へ
　この鹿児島の未来を担うのは子どもたちです。人口減少、子どもの数の減少に少しでも歯止
めをかけることが必要です。結婚、妊娠・出産の希望がかない、県内どこに住んでいても安心
して子どもを産み育てられる環境をつくるため、切れ目のない支援に取り組んでいきます。

　この鹿児島の未来を担うのは子どもたちです。人口減少、子どもの数の減少に少しでも歯止
めをかけることが必要です。結婚、妊娠・出産の希望がかない、県内どこに住んでいても安心
して子どもを産み育てられる環境をつくるため、切れ目のない支援に取り組んでいきます。

　この鹿児島の未来を担うのは子どもたちです。人口減少、子どもの数の減少に少しでも歯止
めをかけることが必要です。結婚、妊娠・出産の希望がかない、県内どこに住んでいても安心
して子どもを産み育てられる環境をつくるため、切れ目のない支援に取り組んでいきます。

　子どもたちの中で、生まれながらにして様々な格差があってはなりません。子どもたちが健やかに成長していく
ためには、特に医療、食、教育が重要であり、引き続き、これらの施策の充実に取り組んでいきます。
子どもたちの中で、生まれながらにして様々な格差があってはなりません。子どもたちが健やかに成長していく

ためには、特に医療、食、教育が重要であり、引き続き、これらの施策の充実に取り組んでいきます。
　子どもたちの中で、生まれながらにして様々な格差があってはなりません。子どもたちが健やかに成長していく
ためには、特に医療、食、教育が重要であり、引き続き、これらの施策の充実に取り組んでいきます。

●出会い・結婚をサポート　　　　　　　　　　3,400万円
　・「かごしま出会いサポートセンター」において、
会員登録管理システムを利用したマッチングや
成婚に向けた支援を行います。

●産科医不足地域への医師派遣(増員)　　　 　1,400万円
　鹿児島大学と連携して、産科医が不足する地域の中核的な病院に
産科医を派遣します。(派遣医師をさらに増員し、2名へ)

●将来の本県産科・小児科を担う人材の確保
                                             900万円
　将来、県内において産科・小児科の地域の中核的
な病院に勤務しようとする医学生に修学資金を貸与
します。(年額90万円)

　・出会いの場をつくるための体験型婚活イベントの開催や男性の積極
的な家事・育児参加を応援するサイトの運営を行います。

●◯新 将来の本県保育を担う人材の確保　　　 　 1億8,700万円

　県内で、保育士として働く意思のある保育士養成施設の学生に対
して、修学資金を貸与します。(上限160万円)

●◯新 保育士の就職支援　　　　　　800万円
　県内の待機児童の解消を図るため、保育士人
材バンクを設置し、就職を希望する保育士に、
求人や就職相談会などの情報を提供します。

　大型商業施設など妊産婦が日頃行きやすい場
所で「出前女性健康相談」を実施するとともに、
研修などを通じて相談従事者のスキルアップを
図ります。

　生活困窮家庭の子どもに対して、公民館
などの場所において学習会の開催や居場所
づくり等を行います。

　児童・生徒の問題行動等の未然防止や早期発見・早期解決を図
るため、公立小・中・高等学校にスクールカウンセラーなどを配
置します。

結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目のない支援を実施

医療、食、教育で格差のない社会づくり

～子育て支援に関する主な取り組み～ 予算総額
355億200万円

子育て支援課　☎099(286)2466

 (平成30年度3月補正予算）

子育て支援課　☎099(286)2466

社会福祉課 ☎099(286)2841

高齢者生き生き推進課 ☎099(286)2568

医療人材確保対策室 ☎099(286)2653

医療人材確保対策室  ☎099(286)2653 

子育て支援課  ☎099(286)2800 問い合わせ先

子ども家庭課  ☎099(286)2775 問い合わせ先
問い合わせ先

問い合わせ先

子育て支援課 ☎099(286)2466問い合わせ先

問い合わせ先

子ども家庭課 ☎099(286)2763

子ども家庭課 ☎099(286)2763

問い合わせ先

子育て支援課 ☎099(286)2466問い合わせ先

社会福祉課 ☎099(286)2826問い合わせ先子育て支援課 ☎099(286)2466問い合わせ先

健康増進課 ☎099(286)2724問い合わせ先

問い合わせ先

義務教育課 ☎099(286)5298 問い合わせ先

学校施設課 ☎099(286)5238問い合わせ先

特別支援教育室 ☎099(286)5296問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

●◯新 高齢者の子育て支援活動への参加促進　　　　 　 300万円
　高齢者グループが行う子育て支援活動に対して、活動の立ち上げ支
援を拡充するほか、地域商品券等に交換できるポイントの加算を新設
します。

●女性健康相談の充実　　　 　　　　　　　　　 300万円

　経済的な理由から受診を控えることによる
病状の悪化を防ぐため、住民税非課税世帯の
未就学児を対象に、医療機関等の窓口負担を
なくします。

●乳幼児医療費の窓口負担無料　　　　　　2億6,800万円
(住民税非課税世帯未就学児)

　ひとり親家庭等における子どもの健康の保持や生活の安定を図る
ため、医療費を助成します。

●ひとり親家庭への医療費助成　　　　　 4億7,500万円

● 特別支援学校の施設整備
                       　　　2億1,100万円

● 学校における相談体制の充実・強化  　 　5,500万円

● 子どもの学習支援・居場所づくり
                              　　1,600万円

　保育所等においてたんの吸引などの医療行為が必要な子どもの
受け入れを可能にするための環境整備を行います。

　生活保護世帯の子どもが大学などに進学する際に新生活の立ち上
げ費用として一時金を支給します。(自宅10万円　自宅外30万円)

子育て支援課 ☎099(286)2466 問い合わせ先

● 医療的ケアが必要な子どもの保育支援  　 　 　   700万円

●◯新 生活保護費(進学準備給付金)  　　　　　200万円

● 特別支援学校の生徒への就労支援　　　　 　300万円

●◯新 特別な配慮を要する児童への適切な保育・教育　　 　100万円

●◯新「子どもの生活支援」情報の提供　　　　　 　 　200万円

　子ども食堂と応援企業の登録制度による支援
のマッチングや活動状況の広報、相談窓口の開
設など、子ども食堂の取り組みを支援します。

　桜丘養護学校を県農業試験場跡地に移転整
備するための設計を行います。

　就労支援コーディネーターを特別支援学校(モデル校2校)に配置し、
関係機関との連携強化や就職先企業の開拓により生徒の就職率の向上
を図ります。

　幼稚園教諭や施設管理者に対し、特別な配慮を要する幼児(発達障
害の疑いのある幼児を含む)への理解や対応方法の研修を行います。

　子どもの成長段階に応じた各種の生活支援に関する制度などをまと
めたリーフレットを保護者等に配布します。

　母乳を介する母子感染を防ぐため、ヒトT細胞白血病ウィルス1型
(HTLV-1)等の抗体陽性妊婦から生まれた乳児の粉ミルク代の一部を
助成します。(乳児1人につき年間2万4千円)

●◯新 母乳を介する母子感染対策        　　　 　　400万円

安心して小児医療を受診できるように 子どもたちの食の支援

安心して子どもたちが学べる環境づくり

●◯新 子ども食堂みんなで応援プロジェクト
　　　　　　　　　　　　　200万円

※予算額は、百万円未満を四捨五入しています。



　高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で、健康で生き生きと安心して暮らしていけるよう、
取り組んでいきます。年を重ねることは辛いことではなく、素晴らしいことだと感じることが
できる鹿児島、高齢者が地域の中で生きがいを持って暮らせる鹿児島を目指します。
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できる鹿児島、高齢者が地域の中で生きがいを持って暮らせる鹿児島を目指します。
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できる鹿児島、高齢者が地域の中で生きがいを持って暮らせる鹿児島を目指します。

健康増進課 ☎099(286)2717 

高齢者生き生き推進課　☎099(286)2568 

高齢者生き生き推進課　☎099(286)2568 

雇用労政課 ☎099(286)3026

社会福祉課 ☎099(286)2841 

社会福祉課 ☎099(286)2841 

介護保険室　☎099(286)2687 

高齢者生き生き推進課 ☎099(286)2694・2568

高齢者生き生き推進課　☎099(286)2694

高齢者生き生き推進課　☎099(286)2694

★高齢者元気度アップ地域活性化 　　　　1億4,400万円

　高齢者の健康づくりやボラン
ティア活動、高齢者を含むグルー
プが行う地域貢献活動に対して、
地域商品券等に交換できるポイン
トを付与します。

● 高齢者の就業機会の確保　　　　　900万円

 ● 地域で活躍するシニアリーダーの育成    　　　1,600万円
　地域活動に意欲のあるシニアリーダーを育成するため、必
要な知識を習得する機会を提供するほか、地域が行う人材育
成及び人材を活用する仕組みづくりを支援します。

　元気な高齢者が福祉の現場において貴重な担い手として活
躍できるよう、職場体験を通じた就業支援を行います。

　高齢者の希望に応じた多様な就業機会を確保
するために、シルバー人材センターの運営の補
助を行います。

●◯新 介護職員が働きやすい職場づくり    　　　　8,300万円
　介護助手の参入や介護ロボットの
導入による業務の効率化などを支援
するとともに、介護事業者の団体な
どと情報共有を図りながら連携した
取り組みを推進します。

●◯新 高齢者による子育て支援活動を応援
　上記ポイント制度の中で、グループが行う子育て支援
活動についてはポイントが2倍になります。

● シニアの元気生き生き推進             　　　　　　 700万円

● 元気な高齢者等の介護現場への就労促進  　　　　800万円 

　中高年齢者や子育てが一段落し
た方を対象に、県内7カ所で介護に
関する入門的な研修(受講料無料)を
実施し、介護未経験者の参入を支
援します。

●◯新 新たな介護の担い手育成
　　　　　　　　　　　　 500万円 

　自治会やNPO等の団体が行う高齢者の健康・生きがいづ
くりのための活動の立ち上げなどを支援します。  
　特に、高齢者による子どもや子育て世代への支援活動を行
う場合には重点的に支援します。
　(子育て支援は最高22万5千円、その他は最高15万円)

●地域で高齢者を支える仕組みづくり 　　　12億8,800万円
　高齢者が要支援・要介護状態と
ならないための取り組みを推進し
ます。
　また、要介護状態などになった
場合でも、地域で自立した日常生
活が営めるような仕組みづくり
（市町村）を支援します。

●認知症にやさしい地域づくり　　　　　　　　 4,100万円
　認知症に対する理解を深め、認知症
の高齢者等にやさしい地域づくりを推
進するとともに、認知症の早期診断・
早期対応の充実・強化を図ります。

高齢者の皆さんが安心して自分の地域で暮らせる社会づくり

安心して生きがいを持って暮らせる鹿児島へ
～高齢者の生き生き支援に関する主な取り組み～ 予算総額

272億3,700万円

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先
問い合わせ先

問い合わせ先問い合わせ先

問い合わせ先

●◯新 健康・長寿に向けたロコモ※・フレイルの予防啓発　700万円
　若者から高齢者までを対象としたロ
コモ予防による運動機能の維持・向上
と食によるフレイル（虚弱）予防の一
体的な取り組みを実施します。
※ロコモティブシンドローム
　　筋肉、骨、関節、神経といった運動器
のいずれか、あるいは複数に障害が起こ
り、「立つ」、「歩く」といった機能が低
下している状態。

※市町村によって、事業の実施状況や対象となる活動は異なります。

　　 4,100万円

高齢者の皆さんが健やかで生きがいを持てる社会づくり

①市町村に参加登録

●高齢者の見守り・声かけ・話し相手 
●高齢者や介護者の仲間づくり支援 
●花壇・公園・道路の美化清掃
●特定健診の受診(個人)
●介護予防・認知症予防教室への参加(個人)  　　　　　など

○市町村の地域包括支援センターの運営支援
○地域ケア会議へのアドバイザーの派遣などを通じて、地域の実情に
　応じた自立支援・重度化防止に向けた取り組みを支援　など

○認知症疾患医療センターの設置
○若年性認知症支援コーディネーターの配置　など

●児童の登下校見守り     　　●子育てサロン活動 
●子ども食堂の運営              　　　　　　　　など

【ポイントを貯めるには?】

【対象となる活動例】

【 対象となる活動例 】

②対象活動に参加して
ポイントを貯める！

個人に最高5千円 グループに最高8万円

③地域商品券などに
　　　交換してお買い物！

な



　オール鹿児島で昨年以上のイベントや、より効果的なプロモーションを実施するなど戦略的
な取り組みを展開し、本県の基幹産業である観光産業をもっと盛り上げ、「どんどん輝く鹿児島」の実現に向けて
積極的に仕掛けていきます。

オール鹿児島で昨年以上のイベントや、より効果的なプロモーションを実施するなど戦略的昨年以上のイベントや、より効果的なプロモ ションを実施するなど戦略的
な取り組みを展開し、本県の基幹産業である観光産業をもっと盛り上げ、「どんどん輝く鹿児島」の実現に向けてし、本県の基幹産業である観光産業をもっと盛り上げ、「どんどん輝く鹿児島
積極的に仕掛けていいきます。

　オール鹿児島で昨年以上のイベントや、より効果的なプロモーションを実施するなど戦略的
な取り組みを展開し、本県の基幹産業である観光産業をもっと盛り上げ、「どんどん輝く鹿児島」の実現に向けて
積極的に仕掛けていきます。

観光で「どんどん輝く鹿児島」へ

　市町村や民間と連携した積極的なイベ
ント開催による誘客促進のほか、SNSな
どを活用した、より効果的な情報発信等
に取り組みます。

　国際航空路線の就航状況や市場の有望性
などに応じた誘客対策のほか、本県の魅力
を海外にどんどん発信していくための
PR、受け入れ体制の整備を行います。

●大規模イベントを生かした海外からの誘客促進　1億2,200万円

 ●外国人観光客の受け入れ体制の整備　　　　　　　 2,300万円

国内へどんどんPR！ 海外へどんどんPR！

●鹿児島空港国際線の拡大による誘客促進　　　　1億1,500万円

●国際クルーズ船の受け入れ体制の整備・誘致促進　11億6,500万円

農業産出額が5,000億円を突破し、全国2位に!

年間延べ宿泊者数が830万人突破!

　直近の農業産出額が全国2位に輝くなど、本県農林水産業がどんどん躍進している今、この
勢いを加速してさらなる進展を図るため、「生産体制の強化」と「販売力の強化」を二本柱
として、「稼げる農林水産業」の実現に向けて着実に取り組みを進めていきます。

農業産出額が5,000億円を突破し、全国2位に!

　直近の農業産出額が全国農業産出額が全国2位に輝くなど、本県農林水産業がどんどん躍進している今、この位に輝くなど、本県農林水産業がどんどん躍進している今、この
勢いを加速速してさらなる進展を図るため、「生産体制の強化」と「販売力の強化」を二本柱
として、「稼げる農林水産業」の実現に向けて着実に取り組みを進めていきます。

　直近の農業産出額が全国2位に輝くなど、本県農林水産業がどんどん躍進している今、この
勢いを加速してさらなる進展を図るため、「生産体制の強化」と「販売力の強化」を二本柱
として、「稼げる農林水産業」の実現に向けて着実に取り組みを進めていきます。

「稼げる農林水産業」の実現に向けて

　新たに複数の生産加工施設などが稼働
する好機をとらえ、着実な生産増につな
げるとともに、スマート農業などの先進
技術を生かした生産性の向上にも取り組
みます。

　地域の畜産クラスター協議会が実施する畜舎や堆肥舎などの整備
を支援します。 

　産地の収益力強化を図ろうとする農業者の集出荷施設や農業機械
などの整備・導入を支援します。

　生産基盤を強化するため生産団体が実施する荒茶※加工施設の整備
を支援します。

　本年度からブリの種苗供給を開始し、輸出拡大の取り組みを支援
します。             

　鹿児島黒牛、かごしま黒豚、お茶、
ブリ、カンパチなど、多彩かつ良質
な産品の輸出促進、ブランド力の
強化などに戦略的に取り組み、「稼
ぐ力」を加速させます。

生産体制の強化 販売力の強化

●地域の中核となる畜産経営体への支援 　　　34億9,000万円

●かごしま茶の産地力向上への支援             　　3億2,600万円

●養殖ブリの種苗供給による輸出拡大の支援    　　 2,100万円

●意欲ある農業者の新たな産地づくりの取り組みを支援    24億5,300万円 
畜産課 ☎099(286)3216問い合わせ先

スポーツ振興課 ☎099(286)3006問い合わせ先

観光課 ☎099(286)3008 問い合わせ先

かごしまの食輸出戦略室 ☎099(286)3194

県農林水産物輸出用統一ロゴマーク↑

問い合わせ先

かごしまの食ブランド推進室 ☎099(286)2888問い合わせ先

畜産課　☎099(286)3216問い合わせ先

畜産課　☎099(286)3221問い合わせ先

かごしま材振興課　☎099(286)3366問い合わせ先

水産振興課 ☎099(286)3435問い合わせ先

　ロボット技術などを活用したスマート農業の理解促進や普及に向け
た活動を支援します。

●スマート農業の推進　　　　　　　　　　　　　　2,600万円

経営技術課 ☎099(286)3155問い合わせ先

問い合わせ先

農産園芸課 ☎099(286)3181

農産園芸課 ☎099(286)3200

問い合わせ先

● かごしまの農林水産物輸出促進　 　　　 　　　　 2,600万円

● かごしまの「食」の販路拡大推進            　　　 1,900万円

● 全国和牛能力共進会連覇に向けた取り組み 　　　 1,700万円

● 「攻め」の畜産物輸出促進対策　　　　　　　　　　1,100万円

観光課　☎099(286)2997問い合わせ先

観光課　☎099(286)2997問い合わせ先

● かごしま材の利用推進　　　　　　 　　　　　　　 800万円

●  官民一体となったキャンペーンの展開 　　 　　　8,500万円

●ターゲットを明確にした効果的なプロモーションの実施　　　6,700万円

●「鹿児島のウェルネス」を生かした新たな観光の提供　 3,000万円

● スポーツを通じた誘客促進　　　　　　　　　　　　1,000万円

港湾空港課 ☎099(286)3645　観光課 ☎099(286)2997問い合わせ先

交通政策課 ☎099(286)2453問い合わせ先

予算総額
29億5,400万円

予算総額
81億4,700万円

観光課 ☎099(286)3008問い合わせ先

観光課 ☎099(286)3008問い合わせ先

今後さらに…

今後さらに…

※一般に流通している製品(仕上げ茶)になる前の茶

※木の繊維の方向が直角に交わるように板材を重ねて接着した大判のパネル

自動で作業するロボット茶摘採機 和牛日本一に輝く「鹿児島黒牛」

過去最高

過去最高

　行政と交通事業者やホテル業界等の民間が一体となり、首都圏等
を対象とした積極的な誘客対策や宣伝活動を展開します。

・観光ニーズを的確に把握し、世代・性別・趣味・関心事に応じた
情報発信を行います。
・増加する個人客への効果的なプロモーションを実施します。

　「健康・癒やし・長寿」をテーマにした体験型観光プログラムの開
発・情報発信を行います。

　官民一体となったスポーツキャンプ・大会の誘致や参加者・観客
へのPRを行います。

　北部九州で開催されるラグビーW杯(9月～)などを生かし、欧米豪
市場も視野に入れた海外セールス・プロモーションを実施します。

　多言語コールセンターの運営やキャッシュレス決済の普及に向け
た啓発を行います。

　航空会社の新規就航の誘致や既存路線の利用促進を図る取り組み
を支援します。

　海外で展示・商談会に参加し「鹿児島黒牛」、「かごしま黒豚」な
どのPRを支援します。

　2022年度に本県で開催される全国和牛能力共進会に向けた出品対策
の強化を行います。

　安心・安全で良質な農畜産物を安定的に生産・出荷できる産地づくり
やその販路拡大を推進します。

　農林水産物輸出促進ビジョンに基づく、重点品目・国・地域に応じた
戦略的な取り組みにより輸出を促進します。

・マリンポートかごしまにおいて新たな岸壁(22万トン級対応)等
を整備します。

・国際クルーズ船の誘致のためのプロモーションや乗船客の新たな
周遊ルートの開拓を行います。

　中高層建築物へのCLT（直交集成板）※等の普及や海外への木材輸出の
取り組みを支援します。

出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」平成30年年間値(速報値)

出典:農林水産省「農林水産統計」平成29年農業産出額



　 県内産業の人手不足が深刻な状況となっている中、県では人材確保のための新たな仕組み
づくりに取り組み、中長期的視点から地域産業を支える、ふるさと鹿児島の人材確保・育成を目指します。
県内産業の人手不足が深刻な状況となっている中、県では人材確保のための新たな仕組み

づくりに取り組み、中長期的視点から地域産業を支える、ふるさと鹿児島の人材確保・育成を目指します。
　 県内産業の人手不足が深刻な状況となっている中、県では人材確保のための新たな仕組み
づくりに取り組み、中長期的視点から地域産業を支える、ふるさと鹿児島の人材確保・育成を目指します。

　自然・景観、温泉、そして食といった「健康・癒やし・長寿」に役立つ鹿児島の良質な地域
資源を「鹿児島のウェルネス」として最大限に生かし、本県の魅力・イメージの向上を図り、
県産品の販売促進や本県への誘客促進・定住促進などにつなげます。

ふるさと鹿児島の人材確保・育成

地域資源を生かし鹿児島の飛躍・発展につなげます

　多くの県民に「鹿児島のウェルネス」を身近に考え、
理解を深めていただけるよう、「鹿児島のウェルネス」
に関するエピソード募集や体験型イベントなどを実施
します。

 奄美の世界自然遺産登録に向けて登録に必要
な取り組みや気運の醸成を行うとともに、自
然環境の保全と観光利用の両立を図ります。

　安心・安全で良質な「鹿児島のウェルネス」“食”のさらなるブランド力
の向上に向けて、産地づくりとその魅力のPRや販路拡大を推進します。

　若者の県内定着とUIターン希望者の県内就職
を促進するため、県内外での企業説明会の開催
や学生・保護者等に対する企業情報の提供を行
います。

　委員会の開催などを通じて、「鹿児島のウェルネス」の活用を含め、
県民が幸せを実感しながら暮らすことができる鹿児島をつくるための
様々な意見を伺うとともに、鹿児島ならではの幸せな暮らし方を広く県
内外に発信します。

●◯新「鹿児島のウェルネス」の普及・PR　 　　　　　　1,500万円

●◯新かごしまの「食」の販路拡大推進(再掲)  　　　　　 1,900万円

　農村の魅力を生かし、人々との交流を楽しむ
グリーン・ツーリズムを推進するため、農林漁
業体験民宿の開業促進や農業体験プログラムを
提供できる人材の育成などを行います。

●魅力・体験グリーン・ツーリズムの推進    　　　　　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500万円

　農村地域の豊かな自然や食、農業体験などの癒や
しをもたらす地域資源を発掘し、その魅力の情報発
信や地域間交流を促進します。

●◯新農村の魅力の発掘・活用　　　　　　　　　　　　　400万円

　「鹿児島のウェルネス」を活用した長期滞在型の新たな体験プログラ
ムの開発と効果的な情報発信による誘客促進を図ります 。 

●奄美の世界自然遺産登録に向けた取り組み
　　　　　　　　　　　　　　2億700万円

　「鹿児島のウェルネス」から選定した食と温泉などに関連するウェル
ネススポットの普及を図り、県民の心身両面からの健康づくりを促進し
ます。

●食と温泉などを生かした健康づくり　　　　　　　　 400万円

●◯新「かごしま幸せプロジェクト委員会」との連携　　　　300万円 
  

外国人材の活躍推進

健康増進課 ☎099(286)2717問い合わせ先

企画課 ☎099(286)2496問い合わせ先 農村振興課 ☎099(286)3108問い合わせ先

かごしまの食ブランド推進室 ☎099(286)2888問い合わせ先

農村振興課 ☎099(286)3108問い合わせ先

企画課 ☎099(286)2496問い合わせ先

奄美世界自然遺産登録推進室 ☎099(286)2759

亜熱帯照葉樹が広がる金作原原生林
きんさくばる

問い合わせ先

雇用労政課 ☎099(286)3026問い合わせ先

観光課 ☎099(286)3008

世界自然遺産 屋久島 かごしま黒豚 たまて箱温泉(指宿市)

問い合わせ先

予算総額
13億1,900万円

予算総額
4億7,200万円

　多文化共生総合相談ワンストップセン
ター(仮称)を設置するとともに、日本語・日
本理解講座などを実施します。

外国人材受入活躍支援課 ☎099(286)3025問い合わせ先

　外国人材の受け入れ促進や安心して働き、暮らすことができる環境の
整備に向けた県の戦略を策定します。

●◯新 外国人材の活躍推進戦略策定   　　　　　　　　　400万円

外国人材受入活躍支援課 ☎099(286)3025問い合わせ先

外国人材受入活躍支援課 ☎099(286)3025問い合わせ先

外国人材受入活躍支援課 ☎099(286)3025問い合わせ先

　外国人材の適正な雇用環境をつくるため、監理団体などが行う外
国人材受け入れに関するセミナーへの助成を行います。

●◯新 外国人材の活躍推進　   　　　　　　　　　　　　　300万円

　県内企業の国際的なビジネス展開を支援するため、県内大学など
に在籍する外国人留学生と企業の交流会を行います。

●県内企業における外国人材活用促進  　　　　　　　300万円

経営技術課 ☎099(286)3152問い合わせ先

　県内企業の就職情報やインターンシップ情報
などを提供するサイト「かごJob」をリニュー
アルし、スマホアプリを導入します。

●◯新 就職情報提供サイト(かごJob)のリニューアル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　700万円

雇用労政課　☎099(286)3026問い合わせ先

　県内企業が、就職に際して若年者などに「選ばれる企業」となるよう、
株式上場に向けた経営者セミナー等を実施し、県内企業の成長促進及び
競争力の向上を図ります。

　教育機関との連携や大都市圏での就業相談会の開催、農業インターン
シップの実施を通じて、農業を知る・見る・体験する機会を提供します。

●◯新 県内企業の魅力向上支援　 　　　　　　　　　　　　 400万円

●◯新 就農・就業を目指す人材の育成　 　　　　　　　　　 600万円

経営金融課 ☎099(286)2944問い合わせ先

●若年者・UIターン者の県内企業就職を支援
　　　　　　　　　　　　　　　　600万円

　進学希望者の多い普通科高校などの生徒を対象に、地元企業で働く社
会人による講座を実施し、地元で働くこと、暮らすことの魅力を発信し
ます。

●◯新 地元で働くこと、暮らすことの魅力発信   　　　　　200万円 

高校教育課 ☎099(286)5291問い合わせ先

経営技術課 ☎099(286)3160問い合わせ先

●◯新 外国人が住みやすい地域づくり
　　　　　　　　　　　　　　　1,700万円 

　本県の農業分野における技能実習制度の理解促進を図るとともに、
実習生と県民及び地域住民との交流を通じて、相互の理解促進や受
け入れの拡大などを図ります。

●◯新 外国人技能実習生(農業分野)との交流促進　　　　200万円 

ジョブ

　　 400万円

興課 ☎099(286)3108

●◯新「鹿児島のウェルネス」を生かした新たな観光の提供(再掲)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000万円

「鹿児島のウェルネス」ロゴマーク→



輝く鹿児島・新しい力強い鹿児島の実現に向けて

●企業におけるIoT・AIの推進　　　　　　　　　　　3,500万円

　県民が東京オリンピックに触れる機会を創出するため、2020年4月
28日・29日に本県で行われる聖火リレーの実施準備などを行います。

○総合開会式の開催　7月27日に鹿児島アリーナで開催される総合開会式の開催準備 
○運 営 補 助   競技種目別大会(6競技7種目)の運営に対する補助 
○高校生活動の推進　高校生が主体的に大会に携わる活動の推進

　「鹿児島ユナイテッドFC」と「鹿児島レ
ブナイズ」を通じて、本県観光をPRするとと
もに、両チームの活動支援を行います。

　2020年夏の奄美の世界自然遺産登録に向けて、登録に必要な取り組みや気運の醸成を行うとともに、登録後も見据え、
自然環境の保全と観光利用の両立を図ります。

　企業におけるIT及び先端技術（IoT・AI）の導入などを支援し、県内中小
企業の生産性向上や、競争力の強化などを図ります。

●第40回霧島国際音楽祭の開催　　 　　　　　 　　6,700万円

●鶴丸城御楼門の建設　　 　 　 1億7,900万円

　音楽と映像を融合させた記念コンサートなど、第40回にふさわしい趣向
を凝らしたコンサートや若手演奏家育成のための講習会を実施します。

　明治6年(1873年)に焼失した鹿児島(鶴丸)城御楼
門を鹿児島の新しいシンボルとして復元するため、
2020年3月の完成に向け、官民一体となって建設を
進めます。

●◯新 障害者などを支援するためのヘルプカードの導入　　100万円
　外見から配慮や援助が必要なことが分かりにくい人が支援を受けやす
くなるよう、ヘルプカードを導入するとともに、その普及啓発を図りま
す。

　中小企業における女性の採用や定着、登用を促進
するため、講師を派遣するとともに、女性が働きや
すい魅力ある職場づくりに向けた取り組みを支援し
ます。

　地域を支える担い手の育成・確保に取り組むとともに、地域おこし協
力隊をはじめとする外部人材の活用を支援するなど本県への移住・交流
を促進します。●県特産品の販路拡大　　　　　　　　　　　　　　　1,000万円

・伝統的工芸品の見本市等への出展助成や、製作工
程を紹介する動画の作成などを行います。

・世界最大のワインとスピリッツの教育機関WSET
に対して積極的に働きかけ、本県産本格焼酎の海
外における認知度向上と販路拡大を図ります。

●防災のための河川の寄洲除去　　　　　

● 交通安全対策の推進(路面標示整備) 7億3,600万円

　河川の氾濫を未然に防止するため、着実に寄洲の除去を行います。

産業立地課　☎099(286)2964問い合わせ先

●「県民の日」記念事業　　　　　　 　　　　　　　1,900万円
　明治150年を記念し、県民がより豊かな鹿児島県を築き上げるための
日として制定した「県民の日」(7月14日)に、記念式典や県有の常設展
示施設における入館・入園料の無料化などを実施します。

文化振興課　☎099(286)2534問い合わせ先

かごしまPR課　☎099(286)3050

   【 開催期間 】 2019年7月18日～8月4日

問い合わせ先

文化振興課　☎099(286)2537問い合わせ先

楼門等建設推進室 ☎099(286)2506問い合わせ先

障害福祉課　☎099(286)2746問い合わせ先

●◯新 新薩南病院の基本構想の策定等　　　　　　 　　1,700万円
　建設場所や新たな診療科などの検討を行う「新薩南病院基本構想策定
委員会」を設置し、基本構想を策定するとともに地質調査等を行います。

　かごしま国体・大会の開催に向けて、交通の安
全と円滑を図るため、路面標示について重点的に
補修を行います。

県立病院課　☎099(286)2818問い合わせ先

●◯新 中小企業における女性の活躍支援   400万円 ●◯新 水素エネルギーの導入促進　　4,600万円

● 中山間地域等の集落活性化           　　　　　 　2,000万円

　離島住民等の移動コストの負担軽減を図るため、離島航路・航空路
運賃の一部助成を行います。

● 離島航路・航空路の運賃軽減    　　　　 　18億1,000万円

島々の魅力を生かした奄美・離島の振興

男女共同参画室 ☎099(286)2634問い合わせ先

水素社会の実現に向けて、県内における燃料電池
自動車の普及拡大を図るため、水素ステーション
設備の設置に要する経費の一部を助成します。

エネルギー政策課 ☎099(286)2431問い合わせ先

地域政策課 ☎099(286)2428問い合わせ先

　空き家の活用に向けて活用ニーズなどに関する基礎調
査の実施や、優良な空き家活用事例の表彰・情報発信を
行います。

● 空き家の有効活用　　　　　　　　　　500万円

住宅政策室 ☎099(286)3738問い合わせ先

交通政策課 ☎099(286)3302・2453問い合わせ先

　離島の中でも特に自然条件等が厳しい地域を
対象に、島々の特性・魅力を生かした産業おこ
しや観光地づくりなどの取り組みを支援します。

●地域活性化の取り組みへの支援 　9億円

離島振興課 ☎099(286)2445問い合わせ先

　離島の自立的発展や地域社会の維持を図るため、本土と比べ割高な
農林水産物の輸送費の一部助成などを行います。

● 農林水産物の輸送コスト軽減など　　  　　　11億1,600万円

離島振興課 ☎099(286)2443・2450問い合わせ先

河川課　☎099(286)3593問い合わせ先

道路維持課 ☎099(286)3570 交通規制課 ☎099(206)0110問い合わせ先

国体・全国障害者スポーツ大会局 ☎099(286)2864問い合わせ先

スポーツ振興課 ☎099(286)3006 問い合わせ先

高校総体推進室 ☎099(286)5346 問い合わせ先

奄美世界自然遺産登録推進室 ☎099(286)2759 問い合わせ先

スポーツ振興課 ☎099(286)3006  問い合わせ先

●「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会※」の開催に向けた
　取り組み　　 　　　　　　　　　　　　 37億3,900万円

● 平成31年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)に
　 向けた取り組み　 　　　　 　　　　　　　 3億3,000万円

● 鹿児島ユナイテッドFCや鹿児島レブ
　　ナイズの支援　　　　　　　 3,600万円

●東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み　2,800万円

　　　　　【 開催期間 】                  
国体:2020年10月3日～13日　大会:2020年10月24日～26日

　　　　　【 開催期間 】2019年7月24日～8 月20日

○会場施設の整備　県有施設の整備および市町村の施設整備に対する補助
○競技力向上対策　天皇杯・皇后杯の獲得に向けた競技力向上対策
○開 催 準 備   審判員等の育成や式典準備など 
○リハーサル大会運営　市町村開催のリハーサル大会に対する補助

医療・福祉 誰もが活躍できる社会の実現と医療の確保

奄美の世界自然遺産登録を目指します(予算総額　2億700万円)

○ 世界自然遺産シンポジウムの開催  
○「奄美自然観察の森」の再整備

○世界自然遺産奄美トレイル(自然や文化にふれる歩道)のルート選定
○国際自然保護連合(IUCN)の現地調査への対応　　　　　　　

産　　業 革新的技術の導入と競争力のある産業の振興

文　　化 文化の薫り高いふるさとかごしまの形成

防災・減災、安心・安全 安心・安全な県民生活の実現

女性活躍 女性がいきいきと活躍できる社会の形成 環境・エネルギー 豊かな自然との共生と地球環境の保全

地域づくり・離島振興 個性豊かで魅力ある地域づくり

9億円
より　　す

など

©KAGOSHIMA UNITED FC

※かごしま大会：全国障害者スポーツ大会

「する・みる・ささえる」スポーツで鹿児島を元気に!



　度重なる台風の襲来、記録的
な豪雨、火山の噴火や地震の発
生など様々な自然災害が発生す
る中、「安心・安全な県民生活
の実現」を目指し、防災・減災
対策や県土の強靭化をより一層
推進するため、危機管理防災局
を設置します。

　働き方や暮らし方が多様化してい
く中、女性活躍の推進をはじめとす
る男女共同参画社会の早期実現に向
けた取り組みをより一層推進するた
め、男女共同参画局を設置します。

　県民の文化やスポーツに対する親
しみや愛着を深めるとともに、文化
やスポーツを通じた交流人口の拡大
などを図るため、文化スポーツ局を
設置します。

　各種災害に伴う応急・復旧対策を迅速かつ計画的に実施するた
めの総合調整を行うとともに、地域強靱化計画の着実な推進等を
図ります。

　すべての個人が、互いに人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつ
つ、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができ
る社会のこと。

○選手・来場者の宿泊準備や、施設整備をより一層推進します。 
○天皇杯・皇后杯の獲得に向けて、大学・企業等と連携した競技力向
上対策をより一層推進します。

県の組織体制の充実・強化

行政管理室 ☎099(286)2057問い合わせ先

「危機管理防災局」の設置 「文化スポーツ局」の設置

「男女共同参画局」の設置 「外国人材受入活躍支援課」の設置

●「防災対策室」の設置
 かごしま国体・かごしま大会の開催やジャパンアスリートトレー
ニングセンター大隅の整備などを契機として、スポーツの振興を
より一層推進します。

● 「文化振興課」の設置
　「県民の日」の制定や第40回霧島国際音楽祭の開催などを契機と
して、文化芸術の振興をより一層推進します。

● 「スポーツ振興課」の設置

　経済活動のグローバル化が急速に進む中、本県農産物のさらな
る輸出拡大に向けた取り組みを戦略的に推進します。

●「かごしまの食輸出戦略室」の設置

　本県農産物のブランド力のさらなる強化や食の安心・安全など
の取り組みを一体的に推進します。

●「かごしまの食ブランド推進室」の設置

　「かごしまの食」の輸出促進及び
ブランド力の強化などの取り組み
を戦略的に進め、本県農産物の競
争力をさらに高めていきます。

● 「かごしまの食輸出戦略総括監」
　の設置

　地域を支える貴重な人材として、
外国人住民の役割は重要性を増し
ていることから、こうした外国人
を温かく迎え入れ、地域社会で活
躍できるように支援するため、外
国人材受入活躍支援課を設置しま
す。

　開催まで約1年半となったかご
しま国体・かごしま大会につい
て、開催準備及び国体での天皇
杯・皇后杯の獲得に向けた、さ
らなる競技力向上に取り組みま
す。

 県内企業をはじめ様々な分野での人材不足に対応し、地域産業を
支える人材(財)の確保・育成をより一層推進するため、商工政策課
内に人財確保育成監を設置します。

● 「人財確保育成監」の設置 

　大規模な自然災害の発生や働き方・暮らし方の多様化、経済活動のグローバル化など、県政を取り巻く状況は大
きく変化しています。このような変化に対応し、必要な施策を推進していくため、平成31年度の県の組織体制を
充実・強化しました。

県税
148,933(18.0) 繰入金

24,296(2.9)

地方消費税清算金
60,389(7.3)県債

97,948
(11.8)

地方譲与税等
31,985(3.9)

教育費
185,015(22.4)

衛生費
55,696(6.7)

総務費
42,756
(5.2)

警察費
36,884
(4.5)

商工費
9,541(1.1)

その他
16,458(1.9)

予算規模

一般会計の内訳

財源不足額

諸収入
10,297(1.3)

財産収入
2,345(0.3)

分担金・負担金等
10,464(1.2)

地方交付税
272,165(32.9)

※単位：百万円，（ ）は構成比％

827,373百万円
（100.0％）

公債費
126,341
(15.3)

民生費
111,561
(13.5)

土木費
101,148
(12.2)

農林水産業費
80,864(9.8)

61,109 (7.4)
国庫支出金
156,783
(19.0)

使用料・手数料
11,768(1.4) 諸支出金 一般会計

当初予算
一般会計
当初予算

827,373百万円
（100.0％）

男女共同参画社会とは?

「かごしまの食」の輸出促進及びブランド力強化 「国体・全国障害者スポーツ大会局」の体制強化

平成31年度当初予算の姿

0円一般会計 8,273億7,300万円 (対前年比 +2.0%)
特別会計 4,074億6,900万円 (対前年比 +2.0%)

歳 入 歳 出
（目的別）



©インターハイ

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。

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
　他にも、県の花、鳥、木、歌などを
県ホームページで紹介しています。

　※申し込み方法など詳しくは、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。

検索

県木:クスノキ（昭和45年指定）

【宛　　先】鹿児島県広報課「県政かわら版（4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

５名様 

電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

県庁広報課 　☎099(286)2095
2019年５月31日（金）必着

※発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。個人情報はプレゼントの発送のみに使用します。

●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）

特産品プレゼント 県広報紙「グラフかごしま」を定期購読しませんか
霧島抹茶羊羹

鹿児島ブランドショップ
〈特産品の問い合わせ先〉

ヘンタ製茶有限会社　霧島市牧園町下中津川１０５２-２　☎０９９５（７７）２７７７

2018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

サチのかごしまリサーチ

KYTけんナビっ！

問い合わせ先

　自社生産の有機抹茶の中でも特に良質な抹茶をふんだんに練り込みま
した。
　抹茶の風味が強く、甘さをおさえた濃緑の羊羹です。

【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。

グラフかごしま　定期購読 検索

ムーブ！かごしま 検索

ユーザー名
pref.kagoshima

ユーザー名
kagoshimakensei

11：20～11：35

17：25～17：30

なるほど！かごしま

　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、特に樹齢1,500
年といわれる姶良市や志布志市
の大クスは有名です。

今回の

　県内の魅力ある観光施
設やグルメ・特産品プレ
ゼントなど鹿児島の旬の
情報が盛りだくさん!
　東京オリンピックやか
ごしま国体・かごしま大
会等に向けたスポーツの
連載もあり、年間の定期
購読がおすすめです!

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」

鹿児島県職員採用（上級）試験を実施します

行政、警察事務、心理、農業、畜産、　　
農業土木、林業、水産、土木、建築、電気、
化学Ⅰ、化学Ⅱ、栄養士、保健師
○インターネット５月７日(火)～21日(火)
○持参・郵送 ５月７日(火)～23日(木)
６月23日(日)
鹿児島市、東京都
原則として22～29歳
（保健師は21～29歳）
※2020年３月末現在の満年齢
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。

県人事委員会事務局総務課　☎099(286)3893・3894担当窓口

【受付期間】

【募集職種】

【第１次試験日】
【試 験 地】
【受験資格】

【そ の 他】

※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。

県政アンケートモニターを募集します
　鹿児島県をより良くするために皆さんの声をお聴かせ
ください。

県内在住の18歳以上の方（議員、公務員を除く）
アンケート調査への回答
９月１日から２年間
200人
４月19日（金）～６月19日（水）
・県庁など県の機関または市町村役場などに
備えてある応募用紙で郵送またはFAXで
の応募
・県ホームページからの応募

県庁広報課　　　　　　　　　　　　☎099(286)2093担当窓口

【応募資格】
【仕事内容】
【任 　 期】
【募集人員】

【応募方法】
【募集期間】

※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。

インターハイ（全国高等学校総合体育大会）
総合開会式に参加してみませんか

「児童虐待かも」と思ったらすぐにお電話くださいかごしま国体・かごしま大会の「公式ポスター」・ 
「炬火トーチ」・「炬火受皿」のデザインを決定しました！

あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます

　高校スポーツ最大の祭典であるインターハイを鹿児島・
熊本・宮崎・沖縄の南部九州４県及び和歌山県で開催し
ます。本県では37年ぶりの開催となり、総合開会式及び
６競技７種目を実施します。
　総合開会式では、高校生が趣向を凝らし、
全国の選手団を迎えます。一般観覧者を募集
しますので、ぜひご応募ください。

　児童虐待は、社会全体で解決すべき問
題です。
　あなたの周りに「気になる子ども」は
いませんか。「もしかしたら」と感じた
ら、すぐにお電話ください。

７月27日（土）
鹿児島アリーナ
600人程度
５月１日（水）～31日（金）午後５時15分
申込書の提出または電子申請シ
ステムによる申請

県庁高校総体推進室　　　　　　☎099(286)5280担当窓口
燃ゆる感動かごしま国体・
 かごしま大会実行委員会事務局担当窓口

【日　　時】
【場　　所】
【募集人員】

【応募方法】
【募集期間】

※詳しくは、大会公式ホームページをご覧く
ださい。

こちらからも
メールできます

「鹿児島・岐阜青少年ふれあい事業」参加者募集
～岐阜の夏を体感してみませんか？～

　姉妹県である岐阜県の青少年
と交流事業を実施します。
　異なる自然や生活、文化を体
験し、両県の深い歴史的関わり
合いを学ぶ中で、友情の絆を深
めてみませんか。

７月25日(木)～29日(月)
岐阜県内
『岐阜県の世界遺産』
・少年５人程度 (中学生、高校生など)
・青年５人程度(18歳以上おおむね30歳まで)
4月5日（金）～5月17日（金）
１万円

　桜島をシンボルとし、鹿児島で
の両大会の開催を分かりやすく表
現しています。今後、県内外で掲
示予定です。

　炬火トーチは、川辺仏壇の技術を活用し、
炬火受皿は薩摩焼により製作しており、両大
会の開・閉会式や県内各地をつなぐ炬火リレ
ーで使用する予定です。

県庁青少年男女共同参画課　　☎099(286)2557担当窓口

【実施期間】
【交  流  地】
【テ  ー  マ】
【募集人員】

【負 担 金】

※申し込み方法など詳しくは、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。

県庁子ども家庭課　　　　　　 ☎099(286)2771担当窓口

○発 行 回 数   年6回 (奇数月発行)
○年間購読料  1,400円(送料込み)

夕食を兼ねた鵜飼見学の様子

前原 隆生さん (鹿児島市)

福永 沙夏さん 
鹿児島県立川内商工

高等学校
インテリア科1年

加藤 太樹さん
鹿児島市立
田上小学校6年

【募集期間】

児童相談所
全国共通
3桁

ダイヤル

いち はや く

【子どもを虐待から守るための五か条】
1 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告) ⇒ 通告は義務=権利
2 「しつけのつもり…」は言い訳⇒子どもの立場で判断
3 ひとりで抱え込まない ⇒ あなたにできることから即実行
4 親の立場より子どもの立場⇒ 子どもの命が最優先
5 虐待はあなたの周りでも起こりうる⇒特別なことではない

児童虐待についての相談窓口

24時間365日対応
189

○最寄りの児童相談所に電話がつながります。
　※一部のIP電話からはつながりません。
　※通話料がかかります。
○連絡は匿名で行うことも可能です。 
○連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

（ ） （ ）

【最優秀賞】
【最優秀賞】ふく なが　 さ な

まえ はら たか お

きょ か

か とう たい き

【最優秀賞】 

よう　　 かん

☎099(286)2874


