大隅半島の活性化
■大隅農業・加工技術研究
プロジェクト施設整備

もちとみ八郎通信

大隅の道路整備計画

加工技術支援拠点施設を農業開発総合セン
ター大隅支場敷地内に整備します。

公明党鹿児島県議団

■大隅レンタカー無料プラン

平成24年3月

何でもお気軽にご相談下さい。

TEL284‑0686 FAX284‑0687

新幹線全線開業の効果を大隅地域へ波及さ
せるため、同地域でホテル・旅館に宿泊した場
合にレンタカー料金（２４時間分）を無料とし
ます。
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お 元 気 で す か？

■佐多岬観光整備調査

平成24年第一回定例会が終わりました。

佐多岬公園等の整備
のあり方について、
調
査・検討を行います。

東日本大震災から1年。被災地の復興こそ日本の復興との思いで、
「災害廃棄物の広域処理に関す
る意見書」
を全会一致で可決しました。新年度予算では、
「高齢者のポイント制度の創設」や「津波標
識を全県的に設置する」
ことなど公明党の主張が実現しました。

ⒸK.P.V.B

■錦江湾横断交通ネットワーク
ファイナンシャルプラン

錦江湾を横断する交通ネットワークについて、
PPP／ PFIなどを活用する場合の事業スキー
ムの整理とともにファイナンシャルプランの作
成などを行います。

今後とも、
県民の目線で提案してまいります。皆様のご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

■志布志・大阪航路利用促進
「さんふらわあ」
の持続的運航を確保するため、
乗用車運送に対する運賃の助成や関西・東海
地方におけるＰＲの実施等により、
利用促進を
図ります。

公 明 党 県 議 団 走 る !

その他
■太陽光発電設備等普及推進
太陽光発電設備を新たに住宅に設置する県民に対し、
導入経費を
助成します。また、
災害時などに防災拠点となりえる民間施設に
対し、
太陽光発電設備などの再生可能エネルギー等を導入する経
費を助成します。

枕崎

▲「平成24年度予算編成に対する要望書」提出

▲Ｈ23.12.26 ドクターヘリがスタート

▲代表質問

▲神奈川メガソーラー視察

黒島

■三島、十島航路の延伸を要請！
（黒島〜枕崎）
（宝島〜名瀬）
現状

H25年9月見直しを要請

■特定ふるさとおこし事業（9億円）定住促進
定住促進住宅の整備、
山村留学支援、
島ぐらし体験ツアーなど。

▲桜島視察

意 見 書 提 出

■三島村の漁業権の拡大を要請！
種子島 3000m・屋久島 2000m・竹島 1000m・硫黄島・黒島 300m

▲新武岡トンネル貫通式

宝島
名瀬

●北朝鮮による拉致問題の早期解決に関する意見書
●東日本大震災で生じた災害廃棄物の広域処理の推進等に関する意見書
●東日本大震災で発生した災害廃棄物の受入れに関する決議
３月１０日 公明党県代表懇談会が福島県で開催され、山口代表は「東北の復興なくして日本の復興はない!!
ガレキの広域処理なくして東北の復興はない!! 公明党のネットワークで広域処理を!!」と訴えました。
鹿児島県議会でも全会派一致で決議、意見書提出となりました。

平成２4 年

第1回

安心安全な鹿児島
■鹿児島県地域防災計画策定
地域防災計画の見直しに当たり有識者会議を
設置。災害の想定や対策への意見を反映させ
るとともに、
本県で起こり得る地震・津波などの
自然災害や被害の想定を行います。

■県防災行政無線再整備計画
災害に強い通信体制の確
立のため、
老朽化の進んで
いる防災行政無線の再整
備を推進します。

鹿児島を元気に！！

高齢者が健康づくり
や社会活動に参加す
るとポイントがもらえ
ます。そ のポイント
を商品券 等に交 換
し、地 元 の 商 店 街 で
使うことができます。

商品券で
お買物

EPZ 10㎞→20㎞

地元
商店街

原子力防災対策

未来を創る

高齢者を元気に！！
■元気な高齢者に地域商品券！
！

高齢者
■原子力災害対策暫定計画

県議会定例会

2月17日〜3月26日
39日間

農業・漁業を元気に!!
■鳥獣被害対策
農作物被害の防止・軽減を図るため、
鳥獣被害
防止特別措置法に基づき、
関係機関が一体とな
り、
ハード・ソフト両面にわたる総合的な対策の
推進を図ります。

農村集落がNPOなどと連携・協働して取り組む
むらづくり活動や地域営農の仕組みづくりを支
援します。

参加

健 康 診 断
ポイント ボランティア等
ポイントと商品券等の交換

市町村

防護服、防護マスク、個人線量計等の購入

■県境防疫体制強化施設整備
口蹄疫や鳥インフルエンザなどに対して防疫体
制を強化するため、
県境の主要道路に消毒ポイ
ントの設置場所を整備します。

■農山漁村６次産業化推進
自ら生産・加工・販売に取り組む６次産業化の推
進のため、
個別相談等に応じる推進員の設置や
研修会の開催、
畜産物の加工施設の整備等を
助成します。

観光を元気に!!
雇用を元気に!!
■AKB48のメンバーが鹿児島をPR!!
■短期の雇用や就業機会を創出
国内外での
「本物。鹿児島県」
の定着化を進め
線量計

原子力防災に関する知識の普及
広報パンフレット等の作成・配布

防災講習会の開催、原子力防災訓練の実施
環境放射線監視測定
モニタリングポストの増設
２２局→６７局

４５局増えます

緊急被ばく医療体制整備
緊急時の被ばく医療体制の充実を図るため、二次
被ばく医療機関（済生会川内病院）の施設・設備整
備を行います。

経済的負担を軽減するため大学生や専門学生
を対象とする制度を創設します。

■共生・協働の農村づくり運動総合推進

防災活動資機材の整備

防護服

■新たな奨学制度

る た め、関 西 地 区 や 台 湾、香 港 等 に お い て
AKB48のメンバーが出演するテレビＣＭ等を
放映します。

■新幹線効果を県下全域へ
新幹線効果を活用・拡充する取組に助成します。
提案

●シニア層をターゲットにした誘客対策
●テレビドラマ企画
（島津義弘、
若き薩摩の英国留学生）
●観光バス駐車場対策
（中央駅・天文館地区）
●観光振興の拠点としてのマリーナ整備
●錦江湾一周の
「錦江湾しおかぜ街道」
の整備

離職者等の生活の安定
等を図るため、
緊急雇用
創出事業臨時特例基金
を 活 用 し、約1,600人
の雇用を創ります。

■離職者に対して助成金を
離職者等を対象に、
就職訓練を行い訓練助成金
を支給し、
訓練中の生活の安定を図ります。
要
件 雇用保険等の支給がない非正規労働者等
給 付 額 １訓練日あたり4,000円
対象人数 350名程度

■日置地区等雇用・経済対策

■特別支援教育の充実

東高校に鹿児島高等特別支援学校が
開校（本年４月より）

比較的軽い発達障がい者が、
可能な限り社会的
自立ができるように、
職業教育を中心とした教
育を行います。

中種子養護学校高等部を新設
徳之島・沖永良部で高校の訪問教育が始まる
現在、
与論高校の校舎で実施している大島養護
学校高等部の訪問教育を徳之島高校及び沖永
良部高校でも実施するために、
必要な校舎の改
修を行います。

■国民文化祭開催準備事業
平成27年度の第30回国民文化祭の開催に向
けて準備を行います。

■平成32年開催 鹿児島国体について
予 算 スポーツ対策事業 1億7千万円
（倍増）

国体施設設備基金50億円

開催までの8年間、戦略的な取り組みを要請

●県民の健康増進のため、
「健やか100日運動」の告知と推進を
●生涯スポーツの拠点、
コミュニティスポーツクラブ拡充を
●競技力向上のため、
福岡県のタレント発掘事業を提案
●マスコミや県民へアピールするなど県民体育大会の見直しを

