
高齢者を狙ったニセ電話詐欺に
注意してください。このような不
審な電話があったら、すぐに家
族や警察に相談してください。　
〈問い合わせ〉県警察本部捜査
第二課　☎０９２-６４１-４１４１
〈ホームページ〉http://www.
police.pref.fukuoka.jp/

募　集

就職を目指す体験雇用参加者

３カ月間の研修・体験雇用を通じ
て体験雇用先などでの就職を目指
します。
〈対象〉４０歳未満の求職者
〈受入職種例〉事務、販売、生産工
程（製造等）など　
〈問い合わせ〉労働政策課
☎０９２-６４３-３５９２

情報のひろば
HP

HP

◀このマークがあるものは、県
ホーム

　ページにも情報を掲載してい
ます。

※各種募集などで収集した個
人情報は、当該

　業務の目的以外には使用し
ません。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

県政提案メール
県政に対するご意見、ご提案を受け

付けています。

【あて先】 〒８１２ー８５７７（
住所不要）

県民情報広報課広聴係

【ファクス】０９２-６４３-３１
０７

【インターネット】上記ホームペ
ージ HP

HP

HP

HP

性犯罪から身を守りましょう

性犯罪は年間を通
じて多数発生して
います。
身を守るために、
○夜道を歩くときは、なるべく明る
く人通りの多い道を選びましょう
○スマホなどの「ながら歩き」は危
険です。時には、後ろを振り返るな
ど周囲を警戒して歩きましょう
○自宅に帰り着いたら、すぐに玄
関の鍵をかけ、寝る前には窓やベ
ランダの施錠も確認しましょう
〈問い合わせ〉
県警察本部子ども・女性安全対策課
☎０９２-６４１-４１４１
〈ホームページ〉

メルマガ「沖ノ島だより」配信中

「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世
界遺産登録に向けたさまざまな取
り組みや活動
報告、イベント
情報などを配
信するメール
マガジンです。

〈登録方法〉ホームページ「宗像・
沖ノ島と関連遺産群を世界遺産
に」から登録。
http://www.okinoshima-
heritage.jp/magazine_users/
〈問い合わせ〉世界遺産登録推進室
☎０９２-６４３-３１６２

出生・死亡・死産・婚姻・離婚の
届け出には職業の記入を

国勢調査の行われる年度には、これ
らの届け出をされる際に職業の記
入もお願いしています。平成２７年度
（平成２７年４月１日から２８年３月３１
日まで）に届け出をされる際は、ご協
力をお願いします。
※死亡届には併せて産業の記入も
お願いします。
〈問い合わせ〉市区町村の届け出窓口

催　し

福岡共同公文書館第５回企画展
「福岡県の災害の記録」

平成３年の台風１７号・１９号、平成１７
年の福岡県西方沖地震、そして平成
２４年の九州北部豪雨など、福岡県
に甚大な被害をもたらした災害の
記録を集めて紹介します。過去の災
害から、防災の大切さについて、あ
らためて考えてみませんか。
※入場無料
〈期間〉２月１７日（火）～３月２９日（日）
〈開館時間〉９時～１７時
〈休館日〉月曜日、祝日（月曜日と祝日
が重なる場合は、その翌日も休館）
〈場所〉福岡共同公文書館（筑紫野
市上古賀）　※無料駐車場あり
〈問い合わせ〉福岡共同公文書館
☎０９２-９１９-６１６６
〈ホームページ〉
http://kobunsyokan.pref.
fukuoka.lg.jp/

確定申告と納税は正しくお早めに

平成２６年分の確定申告の受け付け・相
談が２月１６日(月)から始まります。

お知らせ

★
聞
い
て
ま
す
か
？
県
の
広
報
ラ
ジ
オ
番
組「
福
岡
県
だ
よ
り
」F
M
福
岡（
月
・
木
）9
時
3
5
分
～
4
0
分

★見てますか？県の広報TV番組「ふくおか 暮らしに+（プラス）」KBCテレビ（金）14時～14時04分　　　　「ふくおか 新発見」FBSテレビ（土）16時55分～17時／「ふくおかにリンク（LinQ）」TNCテレビ（日）8時55分～9時

※振替納税を利用されている場合
は、前日までに預貯金残高をご確
認ください。国税庁のホームペー
ジでは、データを入力するだけで
簡単に確定申告書が作成できます。
〈問い合わせ〉最寄りの税務署
〈ホームページ〉
http://www.nta.ɡo.jp/

税金の種類

所得税･復興
特別所得税

贈　与　税
個人事業者
の消費税･
地方消費税

申告･納付
期限

振替納税
の振替日

3月16日
(月)

4月20日
(月)

ー

4月23日
(木)

3月31日
(火)

循環型社会の実現のため平成１７
年度に創設された「産業廃棄物
税」が、平成２７年度以降も継続
されることになりました。
この税は焼却処理場または最
終処分場に産業廃棄物を搬入
する排出事業者に対して課税さ
れます。税収はリサイクル製品
認定制度の運用といった排出
抑制や再生利用の促進などに
活用されています。
〈問い合わせ〉・（制度について）税務課
☎０９２-６４３-３０６５
・（使途について）循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３７２

福岡県産業廃棄物税条例が
改正されました

広報テレビ番組がリニューアルします！広報テレビ番組がリニューアルします！
県の情報や魅力を、より分かりやすく、楽しくお伝えします。

福岡県在住の外国人リポーターが県政を
取材！リポーターが発見する新しい福岡県をお伝えします。

ＴＶＱ　毎週土曜日　２０時５4分～２１時
初回４月４日（予定）

知らせた課課長（高田課長）の指示を受けた職員
（ＬｉｎＱ）が「県民の皆さんにお知らせしたい施策」
を調査、県内各地からお届けします！

RKB　毎週日曜日　１６時５５分～１７時

※特別編成により振替放送の可能性があります。番組は、放送後
「ふくおかインターネットテレビ（http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/）」でもご覧いただけます。

HP県民情報広報課　☎０９２-６４３-３１０２問い合わせ

福岡県薬物の濫用防止に
関する条例を公布しました

ハロー！ふくおか県

福岡県庁 知らせた課

危険ドラッグには絶対に
手を出してはいけません！

「名義貸し」
ニセ電話詐欺に要注意！

名義を
貸して

必ず
もうかる

すぐに
振り
込んで

この条例に基づき、法律で規制
されていない危険な薬物（いわ
ゆる危険ドラッグなど）を知事が
「特定危険薬物」として指定し、
その販売、使用などを規制します。
また、薬物に関する教育・啓発を
推進するとともに、危険ドラッグ
等依存者の治療・社会復帰を支
援します。福岡県では、県民、事
業者、医療・教育機関などの皆さ
んと連携、協力して福岡県から
薬物濫用を撲滅します。

〈問い合わせ〉薬務課
☎０９２-６４３-３２８７

嘉飯物語
～来て、見て、感じて、嘉飯の魅力～

飯塚・嘉麻・桂川に住む人たちで作る、
体験イベント。地域ならではの自然や
文化などを活用した38のプログラム
を用意しています。さまざまな「嘉飯
の魅力」を感じてみませんか。
〈期間〉３月１日（日）～３１日（火）
〈申込方法〉パンフレットまたはホー
ムページから、各体験プログラムの連
絡先まで申し込みください。
〈パンフレット配布先〉県庁総合案
内、県総合庁舎、アクロス福岡文化
観光情報ひろば、市町村役場など
〈問い合わせ〉飯塚観光協会
☎０９４８-２２-３５１１、〈ホームページ〉
http://www.kankou-iizuka.jp/

興味はあっても行くのは少し怖い「ジャ
ングル」を冒険者として楽しむ特別展。
〈期間〉３月１４日(土)～５月１０日（日）
〈場所〉青少年科学館（久留米市東櫛原町）
〈内容〉身の守り方や生き残るための
知恵を学ぶサバイバルゾーン、未知
の巨大生物が支配する奥地から脱
出するジャングル大冒険ゾーンなど

HP

在宅ホスピスフェスタ
最期まで家で生きる

～地域で支える在宅ホスピス～

「在宅ホスピス」について一緒に考え
てみませんか。※参加無料、申込不要
〈日時〉３月２９日（日）１３時～１６時３０分
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央区天神)
〈内容〉在宅医療に携わる専門家
によるミニ講演やビデオ上映、在
宅療養に関する相談、福祉用具の
展示、在宅ホスピス体験者と語り
合うコーナーなど
〈問い合わせ〉ＮＰＯ法人緩和ケア
支援センターコミュニティ
☎０９２-８３４-６７４１

〈申込締切〉３月１８日（水）
〈申し込み・問い合わせ〉
消防防災指導課☎０９２-６４３-３１１３
〈ホームページ〉
http://www.bousai.pref.
fukuoka.jp/chiiki/3-4/

HP

ふくおか若者魁（さきがけ）大会

「福岡県青年の翼事業」、「世界に打って
出る若者育成事業」、「青少年アンビシャ
スの翼事業」の参加者による海外研修
報告会です。　※参加無料、申込不要
〈日時〉３月２２日（日）１３時～１７時
〈場所〉九州大学医学部百年講堂
（福岡市東区馬出）
〈問い合わせ〉青少年課
☎092-643-3387　

春の特別展
「ワク！どき！ジャングル大冒険
～知恵と勇気で生き残れ！～」

HP

福岡県地域防災シンポジウム

「地域防災力の向上」をテーマに、災
害から身を守るための防災知識や
地域住民の連携の大切さに関する
講演などを行います。　※参加無料
〈日時〉３月２１日(土)１３時～１６時３０分
〈場所〉エルガーラホール（福岡市中央区天神）
〈内容〉福岡県防災賞等表彰式、防災
システム研究所 山村武彦さんによる
基調講演、パネルディスカッション

しこふむ
（新宮・古賀・福津・宗像）フェア

新宮町・古賀市・福津市・宗像市の
頭文字をとって「しこふむ」。この地
域のうまいもんを取りそろえて販
売します。
〈日時〉３月１８日（水）～２２日（日）
１０時～１８時（最終日は１７時）
〈場所〉マリンメッセ福岡（福岡市博
多区沖浜町)※陶磁器フェア内で開催
〈入場料〉６００円（陶磁器フェアの
入場料が必要）
〈問い合わせ〉宗像・糟屋北部地域
広域連携プロジェクト推進会議事
務局（広域地域振興課）
☎０９２-６４３-３１８１

〈入館料〉（大人）４００円、（児童生徒）
２００円　※土曜日は高校生以下無料
〈問い合わせ〉青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６
〈ホームページ〉 http://www.
science.pref.fukuoka.jp/

初回４月５日（予定）

http://www.police.
pref.fukuoka.jp/
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