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あなたの「働きたい」を応援します !



県では、幅広い世代やそれぞれの状況に応じてきめ細かな就職支援を行っています。ぜひご利用ください。
（各センターの問い合わせ先などは７ページをご覧ください）

県では進学でふるさとを離れた人、東京などの大都市から地方都市へ移住し働きたい人など、
さまざまな世代のＵＩＪターンを応援しています。

あなたの「働きたい」を応援します
「福岡県で働きたい」を応援します！

働き方、暮らし方を考え、福岡へ

「自分らしく働きたい」を応援します！

　今課題となっている「地方創生」の基本は、「誰もが住み慣れたところで働き、
安心して子どもを産み育て、長く元気に暮らすことができる地域社会をつくる
こと」です。このため、福岡県では、各地域における「魅力ある雇用の場の創出」
と、「さまざまな就職支援」に力を入れています。若者だけでなく、中高年や高齢
者、子育て女性などあらゆる世代の状況に応じたきめ細かなサポートを行い、
皆さんの「働きたい」を応援します。

東京と福岡に移住
相談の専門窓口を開
設しています。仕事や
住まい、子育てなど
生活全般に関わる情
報や、県内６０市町村
の移住・定住支援制度を紹介し、福岡県へのス
ムーズな移住を応援しています。
東京窓口：☎／Ⓕ03-6273-4048

大学まで地元大分県で過ごし、東京の鉄道会
社で不動産や都市開発の仕事をしていました。
「いつかは九州に帰りたい」という思いがあり、東
京で開催された昨年の「九州・山口しごとフェスタ」

に家族で参加。企業の説明だけでなく、住まいや子育ての
環境なども相談できたので、移住後の生活を具体的に思い描
けました。そのことが私の背中を押してくれ、「福岡で働き、暮
らす」という決断ができたのです。
現在、東京でのキャリアを生かし不動産や鉄道沿線の企画開発の仕事をしています。福岡は特に通勤

時間が短く、住環境がすばらしい。食べ物もおいしいです。また、妻は熊本出身なので、互いの両親にも家
族で気軽に会いに行けます。仕事、生活、全ての面において、福岡へ来て良かったです。

ふくおかよかとこ移住相談センター

　九州・山口８県の
優良企業１２０社超
が参加。就職・就農か
ら、移住・定住まで幅
広い情報が盛りだく
さん。相談ブースもあります。
日時/３月１４日（火）  1３時～１９時（受付１２時～）
場所/サンシャインシティ（東京都豊島区東池袋）

北九州市小倉北区浅野3丁目8-1 
AIMビル2階
☎093-551-0092Ⓕ093-551-0093
開館時間／10時～18時
休館日／祝日・年末年始

九州・山口しごとフェスタ

西日本鉄道株式会社　泥谷 宏作さん（37歳）

希望する勤務条件で再就職が実現

出産前は助産師として産婦人科医院などに勤務し
ていました。長い間医療現場から離れるとブランクが
心配だったので、子どもが１歳になったのを機に、

「ウーマンワークカフェ北九州」へ。
カフェ内の子育て女性就職支援センターの担当者が仕事

と子育ての両立に関する相談に乗ってくれ、保育園も見つけるこ
とができました。また、面接にも同行してくれるなどきめ細かなサ
ポートのおかげで、希望する勤務条件での再就職が叶いました。
現在、市内の産婦人科医院で１日約４時間、週５日、無理のない
ペースで働いています。仕事復帰を決めていない方でも、セン
ターに気軽に相談してみれば、再び働くきっかけにつながるかも
しれません。保育士が子どもを見てくれるキッズコーナーもあっ
て便利ですよ。

北九州市内産婦人科医院勤務　入江 奈津子さん（34歳）

年代別／対象別の就職支援センター

若者しごと
サポートセンター

３０代チャレンジ
応援センター

若者サポート
ステーション

中高年
就職支援センター

７０歳現役
応援センター

子育て女性
就職支援センター

障害者就業・
生活支援センター

おおむね
２９歳以下

おおむね
３０～３９歳

１５～３９歳までの
働くことに踏み出せない方

おおむね
４０～６４歳

おおむね
６０歳以上

就職を希望する
子育て中の女性

求職および在職中の
障害者

個別相談や各種就職支援セミナーなど、きめ細かく支援しま
す。求職者情報の共有などハローワークとも連携しています。

個別相談、基礎研修、正規求人の多い職種・分野の専門研修
のほか、合同会社説明会・面談会も実施しています。

個別相談、セミナー、就労体験、交流会などを実施。コミュニ
ケーション能力などを磨き、働く自信がつくよう支援します。

就職支援セミナー、職業能力向上のための専門講座、職業相
談など、さまざまなメニューで早期就職を支援します。

専門相談員が丁寧にご希望を伺い、さまざまな活躍の機会を
提案し、就業・社会参加を支援します。

就職に関する不安や悩みを伺い、一緒に解決方法を探します。
希望条件に合った求人開拓や就職あっせんも行います。

就職を希望する障害者の方やそのご家族、障害者を雇用して
いる・検討している企業の相談をお待ちしています。

センター名 対　象 主な特徴

県内企業について
大学への情報提供や、
学生への就職に関す
るアドバイスの実施
など、県外に住む大学
生の就職活動を支援します。現在、専修大、東海大、
立命館大、神戸学院大など３２校（平成２９年１月２
５日時点）と提携を結んでいます。

県外大学とのUIJターン就職支援協定

県外にお住まいの
若者を対象に、メー
ルでの就職相談を
行っています。また、
県外在住の学生の保
護者を対象とした窓口相談も受け付けています。
※問い合わせ先などは７ページをご覧ください。

（若者しごとサポートセンター・３０代チャレンジ応援センター内）

～合同会社説明会～

UIJターン就職相談

いり　 え     な   つ    こ

ひじ　や　 こう　さく

東京から福岡へUIJターン

子どもが１歳になり仕事復帰

ウーマンワークカフェ北九州　検索

よかとこ移住　検索 九州・山口キラリハッケン　検索

ウーマンワークカフェ
北九州

全国初 ！ 国・県・市が連携し、就業や
キャリアアップ、創業など女性の活
躍をワンストップで応援 ！

データで見る福岡県の
働きやすさ・暮らしやすさ

通勤・通学時間が短い
■通勤・通学時間
（平日の片道換算）

食料物価が安い 96.5円
47都道府県中3位

34.5分

資料：総務省「小売物価統計調査（構造編）」（平成２７年）

（全国平均を100円
とした時の金額）

資料：総務省「社会生活基本調査」（平成２３年）

北九州・福岡
大都市圏

近畿
大都市圏

関東
大都市圏

34.5分
41.5分

49.0分

問い合わせ：労働政策課　☎092-643-3592　ファクス092-643-3588

in東京
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ロゴマーク▶

平成２８年１１月３０日（現地時間）、博多祇園山笠行事（福岡市）、戸畑祇園大山笠行事
（北九州市）を含む１８府県３３件の「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化遺産に登録さ
れました。祭りを通じて豊かな文化が継承され、地域の人々が強い絆で結ばれてきたこと
が評価され、登録につながりました。

本県初のユネスコ無形文化遺産誕生！

全国トップクラスの生産量を誇る福岡県有明海産のノリ。香り豊かで口溶けが良く、舌の
上にうま味が広がる最高級品です。昨年１１月、福岡有明海漁業協同組合連合会により、「有
明海」のイメージが伝わりやすい「福岡有明のり」と名付けられました。

おいしい「福岡有明のり」を召し上がれ！

問い合わせ：文化財保護課　☎０９２-６４３-３８７５　ファクス０９２-６４３-３８７８

問い合わせ：水産振興課　☎092-643-3563　ファクス092-643-3567

のぼり ちょうちん だ　し

すい こ

あんねい

ほ こ

「福岡有明のり」のおいしさの秘密

・各種ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富
・タンパク質は大豆と同じくらい含まれています

福岡有明海漁業協同組合連合会
☎0944-73-6166　ファクス0944-72-6161　ホームページ　http://fukuoka-ariake.com/

・多くの河川から流れ込む豊富な栄養　
・有明海特有の大きな干満差を生かし、適度に乾燥
させることでおいしさを引き出す養殖方法　

おいしい食べ方と保存方法
・定番のおにぎりや手巻きずしはもちろん、みそ汁や
鶏がらスープの具に使うのもお勧めです

・乾燥剤と一緒に袋に入れ、短期保存
は冷蔵庫、長期保存は冷凍庫で

地域社会の安寧などを
願い、山車が巡行する祭
礼行事。山・鉾・屋台には、
各地域の文化の粋を凝ら
した華やかな飾り付けが
施されています。

伝承や芸能など「形の
ないもの」を保護し、それ
らの多様性を相互に理解
することを目的としてユネ
スコが登録しています。こ
れまで日本では、歌舞伎や
和食などが登録されてい
ます。

ユネスコ無形文化遺産とは博多祇園山笠行事 戸畑祇園大山笠行事

「山・鉾・屋台行事」とは
鎌倉時代から７５０年以上続く伝統
行事。期間中、博多の街は山笠一色に
染まります。７月１５日４時５９分スタート
の「追い山笠」がフィナーレを飾ります。
期　間：毎年７月１日～１５日
場　所：福岡市博多区

２００年以上の歴史を持つ伝統行事。夜
になると幟大山笠が１２段の提灯大山笠
に姿替えします。中日には４地区の大山
笠が一堂に会する競演会が行われます。
期　間：毎年７月第４土曜日を中日とする３日間
場　所：北九州市戸畑区

ノリに含まれる各種栄養

（撮影 木下陽一）

県では、農林漁業者が農林水産物の生産、加工か
ら販売まで一体的に取り組む「６次産業化」を推進、支
援しています。１１月２２日、九州・山口各県が連携し、
「『九州・山口こだわりの食』大商談会」が福岡市で開
催されました。商談会では、九州・山口産の６次化商
品約５００点が一
堂に展示され、多
数の出展者とバイ
ヤーとの商談が行
われました。

県政フラッシュ

このマークがあるものは「ふくおかインターネットテレビ（http：//webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」で動画を配信しています。

園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８９　ファクス０９２-６４３-３４９０

問

12月10日、春日市で人権週間講演会が開催されま
した。ハンセン病訴訟西日本弁護団代表の德田靖之さ
んが、強制隔離政策によってハンセン病患者やその家
族が、差別と偏見に苦しんできたことについて講演さ
れました。参加者
は人権侵害の加
害者とならないよ
う、あらためて人
権の大切さにつ
いて理解を深めま
した。

人権・同和対策局調整課　
☎０９２-６４３-３３２５　ファクス０９２-６４３-３３２６

問

６次産業化を推進

あらためて人権について考えよう

　１２月１日、スポーツ振興および県民の健康増進を目
的とした筑後広域公園プールが新しくオープンしまし
た。近隣には、九州芸文館やホークスベースボールパ
ーク筑後もあります。魅力満載の筑後広域公園に出掛
けてみませんか。

県では、個人の考え方や価値観を尊重しつつ、結婚
を希望する人の願いがかなうよう、企業・団体の代表
者が必要な環境整備や支援内容について宣言し、そ
の実現に取り組む「結婚応援宣言」を推進しています。
１２月１１日、「結婚応援宣言大会」が福岡市で開催され、
県内企業４社の経
営者による応援
宣言のほか、少子
化の現状などに
ついての講演が
行われました。

子育て支援課
☎０９２-６４３-３３１１　ファクス０９２-６４３-３２６０

問

筑後広域公園プールがオープン！

結婚応援宣言大会を開催

障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３　ファクス０９２-６４３-３３０４

問

県では、障害者の皆さんが作る製品や提供する
サービスを「まごころ製品」と名付け、障害者の皆さん
の収入向上を目指して販売拡大を進めています。１月
１１日から１５日、福岡市で「第４回福岡県『まごころ製
品』大規模販売会」が開催され、多くの人でにぎわい
ました。また、公
募により決定し
た「まごころ製
品」ロゴマークが
披露され、受賞者
への表彰も行わ
れました。

【屋内施設】
・２５メートルプール、子どもプールなどの温水プール
・トレーニングルーム 
・フィットネスルーム
【屋外施設】※７月～９月のみ利用可
・５０メートルプール（平成29年7月オープン予定）
【利用料金】※2時間までの料金、ロッカー代5０円を含む
・プール
 （７月～９月）大人40０円、中高生２5０円、小学生以下200円
 （１０月～６月）大人５6０円、中高生３5０円、小学生以下２5０円
・トレーニングルーム　大人40０円、小中高生23０円
・フィットネスルーム　 大人２5０円、小中高生１5０円
【ホームページ】http://chikugopark-pool.jp/

公園街路課　☎０９２-６４３-３７２４　ファクス０９２-６４３-３７５２
みやま市瀬高町本郷2655

問
場

「まごころ製品」大規模販売会

ヨイトサ！ヨイトサ！

筑後広域公園プール管理事務所　☎０９44-85-8150　ファクス０９44-85-8153

オイサ！
オイサ！
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ロゴマーク▶

平成２８年１１月３０日（現地時間）、博多祇園山笠行事（福岡市）、戸畑祇園大山笠行事
（北九州市）を含む１８府県３３件の「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化遺産に登録さ
れました。祭りを通じて豊かな文化が継承され、地域の人々が強い絆で結ばれてきたこと
が評価され、登録につながりました。

本県初のユネスコ無形文化遺産誕生！

全国トップクラスの生産量を誇る福岡県有明海産のノリ。香り豊かで口溶けが良く、舌の
上にうま味が広がる最高級品です。昨年１１月、福岡有明海漁業協同組合連合会により、「有
明海」のイメージが伝わりやすい「福岡有明のり」と名付けられました。

おいしい「福岡有明のり」を召し上がれ！

問い合わせ：文化財保護課　☎０９２-６４３-３８７５　ファクス０９２-６４３-３８７８

問い合わせ：水産振興課　☎092-643-3563　ファクス092-643-3567

のぼり ちょうちん だ　し

すい こ

あんねい

ほ こ

「福岡有明のり」のおいしさの秘密

・各種ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富
・タンパク質は大豆と同じくらい含まれています

福岡有明海漁業協同組合連合会
☎0944-73-6166　ファクス0944-72-6161　ホームページ　http://fukuoka-ariake.com/

・多くの河川から流れ込む豊富な栄養　
・有明海特有の大きな干満差を生かし、適度に乾燥
させることでおいしさを引き出す養殖方法　

おいしい食べ方と保存方法
・定番のおにぎりや手巻きずしはもちろん、みそ汁や
鶏がらスープの具に使うのもお勧めです

・乾燥剤と一緒に袋に入れ、短期保存
は冷蔵庫、長期保存は冷凍庫で

地域社会の安寧などを
願い、山車が巡行する祭
礼行事。山・鉾・屋台には、
各地域の文化の粋を凝ら
した華やかな飾り付けが
施されています。

伝承や芸能など「形の
ないもの」を保護し、それ
らの多様性を相互に理解
することを目的としてユネ
スコが登録しています。こ
れまで日本では、歌舞伎や
和食などが登録されてい
ます。

ユネスコ無形文化遺産とは博多祇園山笠行事 戸畑祇園大山笠行事

「山・鉾・屋台行事」とは
鎌倉時代から７５０年以上続く伝統
行事。期間中、博多の街は山笠一色に
染まります。７月１５日４時５９分スタート
の「追い山笠」がフィナーレを飾ります。
期　間：毎年７月１日～１５日
場　所：福岡市博多区

２００年以上の歴史を持つ伝統行事。夜
になると幟大山笠が１２段の提灯大山笠
に姿替えします。中日には４地区の大山
笠が一堂に会する競演会が行われます。
期　間：毎年７月第４土曜日を中日とする３日間
場　所：北九州市戸畑区

ノリに含まれる各種栄養

（撮影 木下陽一）

県では、農林漁業者が農林水産物の生産、加工か
ら販売まで一体的に取り組む「６次産業化」を推進、支
援しています。１１月２２日、九州・山口各県が連携し、
「『九州・山口こだわりの食』大商談会」が福岡市で開
催されました。商談会では、九州・山口産の６次化商
品約５００点が一
堂に展示され、多
数の出展者とバイ
ヤーとの商談が行
われました。

県政フラッシュ

このマークがあるものは「ふくおかインターネットテレビ（http：//webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」で動画を配信しています。

園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８９　ファクス０９２-６４３-３４９０

問

12月10日、春日市で人権週間講演会が開催されま
した。ハンセン病訴訟西日本弁護団代表の德田靖之さ
んが、強制隔離政策によってハンセン病患者やその家
族が、差別と偏見に苦しんできたことについて講演さ
れました。参加者
は人権侵害の加
害者とならないよ
う、あらためて人
権の大切さにつ
いて理解を深めま
した。

人権・同和対策局調整課　
☎０９２-６４３-３３２５　ファクス０９２-６４３-３３２６

問

６次産業化を推進

あらためて人権について考えよう

　１２月１日、スポーツ振興および県民の健康増進を目
的とした筑後広域公園プールが新しくオープンしまし
た。近隣には、九州芸文館やホークスベースボールパ
ーク筑後もあります。魅力満載の筑後広域公園に出掛
けてみませんか。

県では、個人の考え方や価値観を尊重しつつ、結婚
を希望する人の願いがかなうよう、企業・団体の代表
者が必要な環境整備や支援内容について宣言し、そ
の実現に取り組む「結婚応援宣言」を推進しています。
１２月１１日、「結婚応援宣言大会」が福岡市で開催され、
県内企業４社の経
営者による応援
宣言のほか、少子
化の現状などに
ついての講演が
行われました。

子育て支援課
☎０９２-６４３-３３１１　ファクス０９２-６４３-３２６０

問

筑後広域公園プールがオープン！

結婚応援宣言大会を開催

障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３　ファクス０９２-６４３-３３０４

問

県では、障害者の皆さんが作る製品や提供する
サービスを「まごころ製品」と名付け、障害者の皆さん
の収入向上を目指して販売拡大を進めています。１月
１１日から１５日、福岡市で「第４回福岡県『まごころ製
品』大規模販売会」が開催され、多くの人でにぎわい
ました。また、公
募により決定し
た「まごころ製
品」ロゴマークが
披露され、受賞者
への表彰も行わ
れました。

【屋内施設】
・２５メートルプール、子どもプールなどの温水プール
・トレーニングルーム 
・フィットネスルーム
【屋外施設】※７月～９月のみ利用可
・５０メートルプール（平成29年7月オープン予定）
【利用料金】※2時間までの料金、ロッカー代5０円を含む
・プール
 （７月～９月）大人40０円、中高生２5０円、小学生以下200円
 （１０月～６月）大人５6０円、中高生３5０円、小学生以下２5０円
・トレーニングルーム　大人40０円、小中高生23０円
・フィットネスルーム　 大人２5０円、小中高生１5０円
【ホームページ】http://chikugopark-pool.jp/

公園街路課　☎０９２-６４３-３７２４　ファクス０９２-６４３-３７５２
みやま市瀬高町本郷2655

問
場

「まごころ製品」大規模販売会

ヨイトサ！ヨイトサ！

筑後広域公園プール管理事務所　☎０９44-85-8150　ファクス０９44-85-8153

オイサ！
オイサ！
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福岡県の主な相談窓口です。　お気軽にご相談ください。※「年中無休」の記載がないものは、年末年始や祝日は休みの場合があります。各窓口にご確認ください。
　☎電話番号　Ⓕファクス番号ふくおか相談窓口 保存版

・県消費生活センター　
 ☎０９２-６３２-０９９９Ⓕ０９２-６３２-０３２２
 月～金：９時～１６時３０分、日：１０時～１６時
・多重債務者生活再生相談窓口(グリー  
　ンコープ生協ふくおか内）
 ☎０９２-４８２-７７８８Ⓕ０９２-４８２-７７７４
 月～土：９時３０分～１８時

・県民相談室 ☎０９２-６４３-３３３３
　　　　　　Ⓕ０９２-６４３-３１０７
・北九州県民情報コーナー 
 ☎/Ⓕ０９３-５８１-４９３４
・県保健福祉（環境）事務所
筑　紫

粕　屋

糸　島

宗像・遠賀

嘉穂・鞍手

田　川

北筑後

南筑後

京　築

☎０９２-５１３-５６１０
Ⓕ０９２-５１３-５５９８
☎０９２-９３９-１５２９
Ⓕ０９２-９３９-１１８６
☎０９２-３２２-５１８６
Ⓕ０９２-３２２-９２５２
☎０９４０-３６-２０４５
Ⓕ０９４０-３６-２５９２
☎０９４８-２１-４８７６
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４７-４２-９３１３
Ⓕ０９４7-４４-６１１２
☎０９４６-２２-４１8５
Ⓕ０９４６-２４-９２６０
☎０９４４-７２-２１１１
Ⓕ０９４４-７４-３２９５
☎０９３０-２３-２３７９
Ⓕ０９３０-２３-４８８０

・県建築住宅センター
 福岡
 ☎０９２-７２５-０８７６Ⓕ０９２-７１５-５２３０
 月～金：９時～１２時、１３時～１７時
 北九州
 ☎０９３-５３３-5443Ⓕ０９３-５３３-５４４２
 月～金：８時４５分～１２時、１３時～１７時３０分

①県行政・県民生活の意見、相談など
月～金：８時３０分～１７時１５分

②消費生活相談
（消費者トラブルの相談、多重債務相談など）

③住宅相談
（公的住宅情報や公的制度、マンション管理など）

⑦犯罪被害者等の相談
（犯罪被害者の心のケア、支援機関への紹介など）

・県NPO・ボランティアセンター
 ☎０９２-６３１-４４１１Ⓕ０９２-６３１-４４１３
 月～金：９時～２０時
 日・祝（土曜除く）：９時～１７時

④NPO・ボランティア活動の相談

・県国際交流センター
 日本語･英語･中国語･韓国語対応
 ☎０９２-７２５-９２００Ⓕ０９２-７２５-９２０６
 毎日：１０時～１９時

⑤在住外国人の生活などの相談

・県交通事故相談所
 ☎０９２-６４３-３１６８、０９２-６２２-０４０３
 Ⓕ０９２-６４３-３１６９（生活安全課）
 月～金：９時～１６時

⑥交通事故相談

・女性の健康支援センター・
 不妊専門相談センター
 （県保健福祉環境事務所内）

 月～金：８時３０分～１７時１５分

 月～土：９時３０分～１７時３０分

宗像・遠賀
 
嘉穂・鞍手

北 筑 後

☎０９４０-３７-４０７０
Ⓕ０９４０-３６-６１０１
☎０９４８-２９-０２７７
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４６-２２-４２１１
Ⓕ０９４６-２４-９２６０

⑩暴力団に関する情報や相談

 ☎/Ⓕ０９２-６０９-９１１０
 月～金：１０時～１２時、１３時～１６時

・県精神保健福祉センター
 ☎０９２-５８２-７４００
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 月～金：９時～１２時、１３時～１６時
・ふくおか自殺予防ホットライン
 ☎０９２-５９２-０７８３
 ２４時間年中無休⑧飲酒運転相談

・にんしんSOSふくおか
 ☎０９２-６４２-０１１０
 毎日：９時～１７時３０分
 [メールによる相談]
https://www.fukuoka-kango.or.jp
/kenmin/sos/

  

・児童相談所全国共通３桁ダイヤル
 １８９（いちはやく）２４時間受付
・県児童相談所

・北九州市子ども総合センター
 ☎０９３-８８１-４５５６Ⓕ０９３-８８１-８１３０
・福岡市こども総合相談センター
 ☎０９２-８３３-３０００Ⓕ０９２-８３２-７８３０

☎０９２-５８６-００２３
Ⓕ０９２-５８６-００４４
☎０９４２-３２-４４５８
Ⓕ０９４２-３２-４４５９
☎０９４７-４２-０４９９
Ⓕ０９４７-４２-０４３９
☎０９４４-５４-２３４４
Ⓕ０９４４-５４-２３７４
☎０９４０-３７-３２５５
Ⓕ０９４０-３７-３２９９
☎０９７９-８４-０４０７
Ⓕ０９７９-８２-７５６０

福　岡

久留米

田　川

大牟田

宗　像

京　築

㉒妊娠・出産、赤ちゃん・子育て、
　思春期に関する相談

・警察安全相談コーナー
 ☎０９２-６４１-９１１０
 プッシュ回線 ＃９１１０　２４時間受付
 [メールによる相談]

⑨警察に対する相談・意見・要望

・福岡犯罪被害者総合サポートセンター
 福　岡　☎０９２-７３５-３１５６
 北九州　☎０９３-５８２-２７９６
 月～金：９時～１６時
・性暴力被害者支援センター・ふくおか
 ☎０９２-７６２-０７９９　２４時間年中無休

⑮認知症に関する医療相談
（専門的な診断など）

⑭心の健康相談・自殺予防相談
（さまざまな悩みや不安に関する相談）

㉕児童相談
（虐待や養育、障害に関する相談など）

  

・子ども支援オフィス
☎０９２-９３８-１２０５
Ⓕ０９２-９３８-3012
☎０９３-２０３-１６６１
Ⓕ０９３-２０３-１６２９
☎０９４２-３８-０６０１
Ⓕ０９４２-３８-８５０４
☎０９３０-２６-７７１０
Ⓕ０９３０-２６-７７０６

粕 屋

水 巻

久留米

行 橋

㉓子育て世帯の生活の困りごとに
　関する相談

  

小倉蒲生病院（北九州市）
☎０９３-９６３-６５４１Ⓕ０９３-９６1-3239
たつのおとしごクリニック（北九州市）
☎０９３-６５２-５２１０Ⓕ０９３-652-5250
三原デイケア＋クリニック りぼん・りぼん(北九州市)
☎０９３-５１３-２５６５Ⓕ093-513-1202
九州大学病院（福岡市）
☎０９２-６４２-６２３５Ⓕ092-642-6276
福岡大学病院（福岡市）
☎０９２-８０１-１０１１（内線4693）
Ⓕ092-862-8622
国立病院機構大牟田病院（大牟田市）
☎/Ⓕ０９４４-５８-７２６５
久留米大学病院（久留米市）
☎０９４２-３１-７９０３Ⓕ０９４２-３１-７７１６
直方中村病院（直方市）
☎０９４９-２６-１０１６Ⓕ０９４９-２６-１１６６
飯塚記念病院（飯塚市）
☎０９４８-２２-２５６５Ⓕ０９４８-２８-８１０９
見立病院（田川市）　
☎０９４７-４６-２１６４Ⓕ０９４７-４６-２１６６
植田病院（筑後市）　
☎/Ⓕ０９４２-５３-５１８５
行橋記念病院（行橋市）　
☎０９３０-２５-２１８４Ⓕ０９３０-２６-０５０６
牧病院（筑紫野市）　
☎０９２-９２２-２８５７Ⓕ０９２-９２２-５３１３
宗像病院（宗像市）　
☎０９４０-３６-２７７５Ⓕ０９４０-３６-３９３９
緑風会水戸病院(志免町）　
☎０９２-９３５-００６６Ⓕ０９２-９３５-００４０
朝倉記念病院（筑前町）
☎０９４６-２２-１０１４Ⓕ０９４６-２４-６４４６

子ども・教育

㉑福祉サービスに関する苦情など

㉘３０代チャレンジ応援センター（３０～３９歳）

㉙中高年就職支援センター（４０～６４歳）

・福　岡

・北九州

・筑　後

・筑　豊

月～金：８時３０分～１７時15分

☎０９２-７２５-４０３４
Ⓕ０９２-７１２-０４９７
☎０９３-５３３-６６３７
Ⓕ０９３-５３３-６６３８
☎０９４２-３８-７５７９
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１６８１
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

32子育て女性就職支援センター

・春日（福岡）

・飯塚

・久留米

☎０９２-５８４-３９３１
Ⓕ０９２-５８４-３９２３
☎０９４８-２１-０３９０
Ⓕ０９４８-２１-０３９１ 
Ⓕ０９４２-３２-１１４０

㉛ひとり親家庭等就業・自立支援センター

・各労働者支援事務所
 福　岡

 北九州

 筑　後

 筑　豊

月～金：８時３０分～１７時１５分
夜間電話相談：毎週水曜日１７時１５分～２０時

☎０９２-７３５-６１４９
Ⓕ092-７１２-０４９７
☎０９３-９６７-３９４５
Ⓕ０９３-９６７-３９４６
☎０９４２-３０-１０３４
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１１４９
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

・労働委員会
 （労働組合と使用者との紛争に関する相談）
 ☎０９２-６４３-３９８０
 Ⓕ０９２-６４１-４４５５
月～金：８時３０分～１７時4５分

34労働相談（解雇・パワハラの相談など）

・福　岡

・北九州

・久留米

・飯　塚

月～金：９時３０分～１８時（飯塚の 
み９時３０分～１２時、１３時～１８時） 

☎０９２-４３２-２５７７ 
Ⓕ０９２-４３２-２５１３ 
☎０９３-５１３-８１８８
Ⓕ０９３-５１３-８１９０
☎０９４２-３６-８３５５
Ⓕ０９４２-３６-８３５６
☎０９４８-２１-６０３２
Ⓕ０９４８-２１-６０３３

㉚７０歳現役応援センター（概ね６０歳以上）

・福　岡

・北九州

・筑　後
・筑　豊
 　　　　　 Ⓕ０９４８-２６-６７１２
 月～金：１０時～１７時

☎/Ⓕ０９４２-３０-００８７
☎０９４８-２６-６７１１

☎０９２-７３９-３４０５
Ⓕ０９２-７３９-３４０８
☎０９３-５１２-１８７１
Ⓕ０９３-５１２-１８７２

㉗若者サポートステーション
（１５～３９歳・ニートなどの自立支援）

・野の花（福岡市）　
 ☎０９２-７２９-９９８７Ⓕ０９２-７１７-９９８８
・ちどり（古賀市）　
 ☎０９２-９４０-１２１２Ⓕ０９２-９４４-４４３２
・はまゆう(宗像市)　
 ☎０９４０-３４-８２００Ⓕ０９４０-３４-８３００
・ちくし(春日市)　
 ☎０９２-５９２-７７８９Ⓕ０９２-５８６-６６８９
・ちくぜん（筑前町）　
 ☎０９４６-４２-６８０１Ⓕ０９４６-４２-６８０２
・ぽるて(久留米市)　
 ☎０９４２-６５-８３６７Ⓕ０９４２-６５-８３７８
・「デュナミス」(八女市)
 ☎０９４３-５８-０１１３Ⓕ０９４３-５８-０１７３
・ほっとかん(大牟田市)　
 ☎０９４４-５７-７１６１Ⓕ０９４４-５７-７１６３
・BASARA(飯塚市)　
 ☎０９４８-２３-５５６０Ⓕ０９４８-２３-５７００
・福岡県央(直方市)　
 ☎０９４９-２２-３６４５Ⓕ０９４９-２９-１２３９
・じゃんぷ(田川市)　
 ☎０９４７-２３-１１５０Ⓕ０９４７-４６-９５０６
・北九州(北九州市)
 ☎０９３-８７１-００３０Ⓕ０９３-８７１-００８３
・エール(行橋市)　
 ☎０９３０-２５-７５１１Ⓕ０９３０-２５-７５１２

33障害者就業・生活支援センター

⑪女性の健康、不妊などに関する相談

・在宅医療支援センター 
 ☎県保健福祉（環境）事務所の  
　相談窓口から転送（①参照）   

⑫在宅医療に関する相談 ・県摂食障害治療支援センター
 ☎/Ⓕ０９２-６４２-４８６９
 月、水、金：９時～１６時

⑯摂食障害に関する相談

⑱障害者虐待に関する相談

・県ひきこもり地域支援センター
 ☎０９２-５８２-７５３０
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 月～金：９時～１７時１５分

⑰ひきこもり相談

医療・福祉

・福　岡　☎０９２-７２０-８８３０
　　　　 Ⓕ０９２-７２５-１７88
 月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時
・北九州　☎０９３-５３１-４５１０
 月～土：１０時～１８時
・筑　後　☎０９４２-３３-４４３５
 月～金：１０時～１９時、土：１０時～１７時
・筑　豊　☎０９４８-２３-１１４３
　月・火・木・金・土：１０時～１８時

就職・労働
㉖若者しごとサポートセンター（～２９歳）

暮らし

  

・あすばる女性相談ホットライン
 ☎０９２-５８４-１２６６
 ９時～１７時、金曜日のみ１８時～ 
　２０時３０分も対応
・県配偶者からの暴力相談電話
 ☎０９２-６６３-８７２４
　月～金：１７時～２４時、土日祝：９時～２４時
 Ⓕ０９２-６４３-３３９２
 （男女共同参画推進課）
・男性ＤＶ被害者のための相談ホットライン
 ☎０９２-５７１-１４６２
 毎週水・木：１７時～２０時
 毎週金：１２時～１６時
・ＬＧＢＴの方のＤＶ被害者相談ホットライン
 ☎080-2701-5461
 第２火曜：１２時～１６時、
 第４火曜：１７時～２０時

⑳DVに関する相談

・県障害者社会参加推進センター
 ☎/Ⓕ０９２-５８４-６１１０
 月～金：９時～１７時

⑲障害者１１０番
（福祉、保健、法律問題などの心配や悩み）

・県障害者権利擁護センター
 ☎０９２-６４３-３３１２
 月～金：８時３０分～１７時１５分
 ☎０８０-８５７４-７２３４
 月～金：１７時１５分～２１時
 Ⓕ０９２-６４３-３３０４

・県運営適正化委員会事務局
 ☎０９２-９１５-３５１1
 Ⓕ０９２-５８４-３７９０
 月～金：９時～１７時

福　岡　☎０９２-６６１-０７７１
北九州　☎０９３-６６２-６７００
筑　豊　☎０９４８-２３-８２７０
筑　後　☎０９４２-３７-６１１６
プッシュ回線　＃８０００
月～金：１９時～翌朝７時
土：１２時～翌朝７時
日・祝：７時～翌朝７時

⑬急な病気やけがに関する相談

・救急電話相談
 プッシュ回線　♯７１１９ もしくは
 ☎０９２-４７１-００９９　２４時間年中無休
・小児救急医療電話相談

㉔学校生活に関する相談など

・子どもホットライン２４
各教育事務所
 福　岡　☎０９２-６４１-９９９９
 北九州　☎０９４９-２４-３３４４
 北筑後　☎０９４２-３２-３０００
 南筑後　☎０９４２-５２-４９４９
 筑　豊　☎０９４８-２５-３４３４
 京　築　☎０９７９-８２-４４４４
 Ⓕ０９２-６４３-３９１２（義務教育課）

・匿名通報ダイヤル ☎０１２０-９２４-８３９
 月～金：９時３０分～１８時１５分
 [ウェブ匿名通報]
 https://www.tokumei24.jp
・県暴力追放運動推進センター
　（暴力団員などからの不当な行為 
　に関する相談など）
 ☎０９２-６５１-８９３８Ⓕ０９２-６５１-８９８８
 月～金：９時３０分～１６時３０分

https://www.police.pref.fukuo
ka.jp/mailform/soudan.html

（平成２９年２月現在）

☎０９２-７２０-８８３１Ⓕ０９２-７25-１７88
月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時

☎０９２-２９２-９２５０Ⓕ０９２-292-9247
月～金：９時３０分～１８時

☎/

※受付時間は各病院で異なります

※受付時間は各センターで異なります
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福岡県の主な相談窓口です。　お気軽にご相談ください。※「年中無休」の記載がないものは、年末年始や祝日は休みの場合があります。各窓口にご確認ください。
　☎電話番号　Ⓕファクス番号ふくおか相談窓口 保存版

・県消費生活センター　
 ☎０９２-６３２-０９９９Ⓕ０９２-６３２-０３２２
 月～金：９時～１６時３０分、日：１０時～１６時
・多重債務者生活再生相談窓口(グリー  
　ンコープ生協ふくおか内）
 ☎０９２-４８２-７７８８Ⓕ０９２-４８２-７７７４
 月～土：９時３０分～１８時

・県民相談室 ☎０９２-６４３-３３３３
　　　　　　Ⓕ０９２-６４３-３１０７
・北九州県民情報コーナー 
 ☎/Ⓕ０９３-５８１-４９３４
・県保健福祉（環境）事務所
筑　紫

粕　屋

糸　島

宗像・遠賀

嘉穂・鞍手

田　川

北筑後

南筑後

京　築

☎０９２-５１３-５６１０
Ⓕ０９２-５１３-５５９８
☎０９２-９３９-１５２９
Ⓕ０９２-９３９-１１８６
☎０９２-３２２-５１８６
Ⓕ０９２-３２２-９２５２
☎０９４０-３６-２０４５
Ⓕ０９４０-３６-２５９２
☎０９４８-２１-４８７６
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４７-４２-９３１３
Ⓕ０９４7-４４-６１１２
☎０９４６-２２-４１8５
Ⓕ０９４６-２４-９２６０
☎０９４４-７２-２１１１
Ⓕ０９４４-７４-３２９５
☎０９３０-２３-２３７９
Ⓕ０９３０-２３-４８８０

・県建築住宅センター
 福岡
 ☎０９２-７２５-０８７６Ⓕ０９２-７１５-５２３０
 月～金：９時～１２時、１３時～１７時
 北九州
 ☎０９３-５３３-5443Ⓕ０９３-５３３-５４４２
 月～金：８時４５分～１２時、１３時～１７時３０分

①県行政・県民生活の意見、相談など
月～金：８時３０分～１７時１５分

②消費生活相談
（消費者トラブルの相談、多重債務相談など）

③住宅相談
（公的住宅情報や公的制度、マンション管理など）

⑦犯罪被害者等の相談
（犯罪被害者の心のケア、支援機関への紹介など）

・県NPO・ボランティアセンター
 ☎０９２-６３１-４４１１Ⓕ０９２-６３１-４４１３
 月～金：９時～２０時
 日・祝（土曜除く）：９時～１７時

④NPO・ボランティア活動の相談

・県国際交流センター
 日本語･英語･中国語･韓国語対応
 ☎０９２-７２５-９２００Ⓕ０９２-７２５-９２０６
 毎日：１０時～１９時

⑤在住外国人の生活などの相談

・県交通事故相談所
 ☎０９２-６４３-３１６８、０９２-６２２-０４０３
 Ⓕ０９２-６４３-３１６９（生活安全課）
 月～金：９時～１６時

⑥交通事故相談

・女性の健康支援センター・
 不妊専門相談センター
 （県保健福祉環境事務所内）

 月～金：８時３０分～１７時１５分

 月～土：９時３０分～１７時３０分

宗像・遠賀
 
嘉穂・鞍手

北 筑 後

☎０９４０-３７-４０７０
Ⓕ０９４０-３６-６１０１
☎０９４８-２９-０２７７
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４６-２２-４２１１
Ⓕ０９４６-２４-９２６０

⑩暴力団に関する情報や相談

 ☎/Ⓕ０９２-６０９-９１１０
 月～金：１０時～１２時、１３時～１６時

・県精神保健福祉センター
 ☎０９２-５８２-７４００
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 月～金：９時～１２時、１３時～１６時
・ふくおか自殺予防ホットライン
 ☎０９２-５９２-０７８３
 ２４時間年中無休⑧飲酒運転相談

・にんしんSOSふくおか
 ☎０９２-６４２-０１１０
 毎日：９時～１７時３０分
 [メールによる相談]
https://www.fukuoka-kango.or.jp
/kenmin/sos/

  

・児童相談所全国共通３桁ダイヤル
 １８９（いちはやく）２４時間受付
・県児童相談所

・北九州市子ども総合センター
 ☎０９３-８８１-４５５６Ⓕ０９３-８８１-８１３０
・福岡市こども総合相談センター
 ☎０９２-８３３-３０００Ⓕ０９２-８３２-７８３０

☎０９２-５８６-００２３
Ⓕ０９２-５８６-００４４
☎０９４２-３２-４４５８
Ⓕ０９４２-３２-４４５９
☎０９４７-４２-０４９９
Ⓕ０９４７-４２-０４３９
☎０９４４-５４-２３４４
Ⓕ０９４４-５４-２３７４
☎０９４０-３７-３２５５
Ⓕ０９４０-３７-３２９９
☎０９７９-８４-０４０７
Ⓕ０９７９-８２-７５６０

福　岡

久留米

田　川

大牟田

宗　像

京　築

㉒妊娠・出産、赤ちゃん・子育て、
　思春期に関する相談

・警察安全相談コーナー
 ☎０９２-６４１-９１１０
 プッシュ回線 ＃９１１０　２４時間受付
 [メールによる相談]

⑨警察に対する相談・意見・要望

・福岡犯罪被害者総合サポートセンター
 福　岡　☎０９２-７３５-３１５６
 北九州　☎０９３-５８２-２７９６
 月～金：９時～１６時
・性暴力被害者支援センター・ふくおか
 ☎０９２-７６２-０７９９　２４時間年中無休

⑮認知症に関する医療相談
（専門的な診断など）

⑭心の健康相談・自殺予防相談
（さまざまな悩みや不安に関する相談）

㉕児童相談
（虐待や養育、障害に関する相談など）

  

・子ども支援オフィス
☎０９２-９３８-１２０５
Ⓕ０９２-９３８-3012
☎０９３-２０３-１６６１
Ⓕ０９３-２０３-１６２９
☎０９４２-３８-０６０１
Ⓕ０９４２-３８-８５０４
☎０９３０-２６-７７１０
Ⓕ０９３０-２６-７７０６

粕 屋

水 巻

久留米

行 橋

㉓子育て世帯の生活の困りごとに
　関する相談

  

小倉蒲生病院（北九州市）
☎０９３-９６３-６５４１Ⓕ０９３-９６1-3239
たつのおとしごクリニック（北九州市）
☎０９３-６５２-５２１０Ⓕ０９３-652-5250
三原デイケア＋クリニック りぼん・りぼん(北九州市)
☎０９３-５１３-２５６５Ⓕ093-513-1202
九州大学病院（福岡市）
☎０９２-６４２-６２３５Ⓕ092-642-6276
福岡大学病院（福岡市）
☎０９２-８０１-１０１１（内線4693）
Ⓕ092-862-8622
国立病院機構大牟田病院（大牟田市）
☎/Ⓕ０９４４-５８-７２６５
久留米大学病院（久留米市）
☎０９４２-３１-７９０３Ⓕ０９４２-３１-７７１６
直方中村病院（直方市）
☎０９４９-２６-１０１６Ⓕ０９４９-２６-１１６６
飯塚記念病院（飯塚市）
☎０９４８-２２-２５６５Ⓕ０９４８-２８-８１０９
見立病院（田川市）　
☎０９４７-４６-２１６４Ⓕ０９４７-４６-２１６６
植田病院（筑後市）　
☎/Ⓕ０９４２-５３-５１８５
行橋記念病院（行橋市）　
☎０９３０-２５-２１８４Ⓕ０９３０-２６-０５０６
牧病院（筑紫野市）　
☎０９２-９２２-２８５７Ⓕ０９２-９２２-５３１３
宗像病院（宗像市）　
☎０９４０-３６-２７７５Ⓕ０９４０-３６-３９３９
緑風会水戸病院(志免町）　
☎０９２-９３５-００６６Ⓕ０９２-９３５-００４０
朝倉記念病院（筑前町）
☎０９４６-２２-１０１４Ⓕ０９４６-２４-６４４６

子ども・教育

㉑福祉サービスに関する苦情など

㉘３０代チャレンジ応援センター（３０～３９歳）

㉙中高年就職支援センター（４０～６４歳）

・福　岡

・北九州

・筑　後

・筑　豊

月～金：８時３０分～１７時15分

☎０９２-７２５-４０３４
Ⓕ０９２-７１２-０４９７
☎０９３-５３３-６６３７
Ⓕ０９３-５３３-６６３８
☎０９４２-３８-７５７９
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１６８１
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

32子育て女性就職支援センター

・春日（福岡）

・飯塚

・久留米

☎０９２-５８４-３９３１
Ⓕ０９２-５８４-３９２３
☎０９４８-２１-０３９０
Ⓕ０９４８-２１-０３９１ 
Ⓕ０９４２-３２-１１４０

㉛ひとり親家庭等就業・自立支援センター

・各労働者支援事務所
 福　岡

 北九州

 筑　後

 筑　豊

月～金：８時３０分～１７時１５分
夜間電話相談：毎週水曜日１７時１５分～２０時

☎０９２-７３５-６１４９
Ⓕ092-７１２-０４９７
☎０９３-９６７-３９４５
Ⓕ０９３-９６７-３９４６
☎０９４２-３０-１０３４
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１１４９
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

・労働委員会
 （労働組合と使用者との紛争に関する相談）
 ☎０９２-６４３-３９８０
 Ⓕ０９２-６４１-４４５５
月～金：８時３０分～１７時4５分

34労働相談（解雇・パワハラの相談など）

・福　岡

・北九州

・久留米

・飯　塚

月～金：９時３０分～１８時（飯塚の 
み９時３０分～１２時、１３時～１８時） 

☎０９２-４３２-２５７７ 
Ⓕ０９２-４３２-２５１３ 
☎０９３-５１３-８１８８
Ⓕ０９３-５１３-８１９０
☎０９４２-３６-８３５５
Ⓕ０９４２-３６-８３５６
☎０９４８-２１-６０３２
Ⓕ０９４８-２１-６０３３

㉚７０歳現役応援センター（概ね６０歳以上）

・福　岡

・北九州

・筑　後
・筑　豊
 　　　　　 Ⓕ０９４８-２６-６７１２
 月～金：１０時～１７時

☎/Ⓕ０９４２-３０-００８７
☎０９４８-２６-６７１１

☎０９２-７３９-３４０５
Ⓕ０９２-７３９-３４０８
☎０９３-５１２-１８７１
Ⓕ０９３-５１２-１８７２

㉗若者サポートステーション
（１５～３９歳・ニートなどの自立支援）

・野の花（福岡市）　
 ☎０９２-７２９-９９８７Ⓕ０９２-７１７-９９８８
・ちどり（古賀市）　
 ☎０９２-９４０-１２１２Ⓕ０９２-９４４-４４３２
・はまゆう(宗像市)　
 ☎０９４０-３４-８２００Ⓕ０９４０-３４-８３００
・ちくし(春日市)　
 ☎０９２-５９２-７７８９Ⓕ０９２-５８６-６６８９
・ちくぜん（筑前町）　
 ☎０９４６-４２-６８０１Ⓕ０９４６-４２-６８０２
・ぽるて(久留米市)　
 ☎０９４２-６５-８３６７Ⓕ０９４２-６５-８３７８
・「デュナミス」(八女市)
 ☎０９４３-５８-０１１３Ⓕ０９４３-５８-０１７３
・ほっとかん(大牟田市)　
 ☎０９４４-５７-７１６１Ⓕ０９４４-５７-７１６３
・BASARA(飯塚市)　
 ☎０９４８-２３-５５６０Ⓕ０９４８-２３-５７００
・福岡県央(直方市)　
 ☎０９４９-２２-３６４５Ⓕ０９４９-２９-１２３９
・じゃんぷ(田川市)　
 ☎０９４７-２３-１１５０Ⓕ０９４７-４６-９５０６
・北九州(北九州市)
 ☎０９３-８７１-００３０Ⓕ０９３-８７１-００８３
・エール(行橋市)　
 ☎０９３０-２５-７５１１Ⓕ０９３０-２５-７５１２

33障害者就業・生活支援センター

⑪女性の健康、不妊などに関する相談

・在宅医療支援センター 
 ☎県保健福祉（環境）事務所の  
　相談窓口から転送（①参照）   

⑫在宅医療に関する相談 ・県摂食障害治療支援センター
 ☎/Ⓕ０９２-６４２-４８６９
 月、水、金：９時～１６時

⑯摂食障害に関する相談

⑱障害者虐待に関する相談

・県ひきこもり地域支援センター
 ☎０９２-５８２-７５３０
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 月～金：９時～１７時１５分

⑰ひきこもり相談

医療・福祉

・福　岡　☎０９２-７２０-８８３０
　　　　 Ⓕ０９２-７２５-１７88
 月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時
・北九州　☎０９３-５３１-４５１０
 月～土：１０時～１８時
・筑　後　☎０９４２-３３-４４３５
 月～金：１０時～１９時、土：１０時～１７時
・筑　豊　☎０９４８-２３-１１４３
　月・火・木・金・土：１０時～１８時

就職・労働
㉖若者しごとサポートセンター（～２９歳）

暮らし

  

・あすばる女性相談ホットライン
 ☎０９２-５８４-１２６６
 ９時～１７時、金曜日のみ１８時～ 
　２０時３０分も対応
・県配偶者からの暴力相談電話
 ☎０９２-６６３-８７２４
　月～金：１７時～２４時、土日祝：９時～２４時
 Ⓕ０９２-６４３-３３９２
 （男女共同参画推進課）
・男性ＤＶ被害者のための相談ホットライン
 ☎０９２-５７１-１４６２
 毎週水・木：１７時～２０時
 毎週金：１２時～１６時
・ＬＧＢＴの方のＤＶ被害者相談ホットライン
 ☎080-2701-5461
 第２火曜：１２時～１６時、
 第４火曜：１７時～２０時

⑳DVに関する相談

・県障害者社会参加推進センター
 ☎/Ⓕ０９２-５８４-６１１０
 月～金：９時～１７時

⑲障害者１１０番
（福祉、保健、法律問題などの心配や悩み）

・県障害者権利擁護センター
 ☎０９２-６４３-３３１２
 月～金：８時３０分～１７時１５分
 ☎０８０-８５７４-７２３４
 月～金：１７時１５分～２１時
 Ⓕ０９２-６４３-３３０４

・県運営適正化委員会事務局
 ☎０９２-９１５-３５１1
 Ⓕ０９２-５８４-３７９０
 月～金：９時～１７時

福　岡　☎０９２-６６１-０７７１
北九州　☎０９３-６６２-６７００
筑　豊　☎０９４８-２３-８２７０
筑　後　☎０９４２-３７-６１１６
プッシュ回線　＃８０００
月～金：１９時～翌朝７時
土：１２時～翌朝７時
日・祝：７時～翌朝７時

⑬急な病気やけがに関する相談

・救急電話相談
 プッシュ回線　♯７１１９ もしくは
 ☎０９２-４７１-００９９　２４時間年中無休
・小児救急医療電話相談

㉔学校生活に関する相談など

・子どもホットライン２４
各教育事務所
 福　岡　☎０９２-６４１-９９９９
 北九州　☎０９４９-２４-３３４４
 北筑後　☎０９４２-３２-３０００
 南筑後　☎０９４２-５２-４９４９
 筑　豊　☎０９４８-２５-３４３４
 京　築　☎０９７９-８２-４４４４
 Ⓕ０９２-６４３-３９１２（義務教育課）

・匿名通報ダイヤル ☎０１２０-９２４-８３９
 月～金：９時３０分～１８時１５分
 [ウェブ匿名通報]
 https://www.tokumei24.jp
・県暴力追放運動推進センター
　（暴力団員などからの不当な行為 
　に関する相談など）
 ☎０９２-６５１-８９３８Ⓕ０９２-６５１-８９８８
 月～金：９時３０分～１６時３０分

https://www.police.pref.fukuo
ka.jp/mailform/soudan.html

（平成２９年２月現在）

☎０９２-７２０-８８３１Ⓕ０９２-７25-１７88
月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時

☎０９２-２９２-９２５０Ⓕ０９２-292-9247
月～金：９時３０分～１８時

☎/

※受付時間は各病院で異なります

※受付時間は各センターで異なります
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

〈移転先〉福岡第１法務総合庁舎
３階（福岡市中央区舞鶴）
相談専用の電話番号に変更はあり
ません。
[みんなの人権１１０番]
０５７０-００３-１１０
[子どもの人権１１０番]
０１２０-００７-１１０
[女性の人権ホットライン]
０５７０-０７０-８１０
〈問い合わせ〉
福岡法務局人権擁護部
☎０９２-７３９-４１５１Ⓕ092-722-6183
http://houmukyoku.moj.

go.jp/
県HP

食べ残しや期限切れなどにより
捨てられる食品ロスを減らすため、
食材量の調節や商品のばら売り
などに取り組む店舗を「食べもの
余らせん隊」として登録し、県
ホームページなどで紹介します。
食品ロス削減の取り組みにご協
力をお願いします。
〈対象〉県内の飲食店、宿泊施設、
食料品小売店
〈申込方法〉①持参②郵送③ファ
クス④電子メール
※申込書は県ホームページから
ダウンロードできます。
〈申し込み・問い合わせ〉
循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３８１Ⓕ０９２-６4３-３３７７
recycle@pref.fukuoka.lg.jp

募　集

◀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。　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/情報のひろば 県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　電子メール　　　ホームページHP

食品ロス削減に取り組む
「食べもの余らせん隊」

訪問看護の経験が少ない看護師
などが、訪問看護に必要な知識・
技術を習得するための講習会で
す。
〈対象〉訪問看護に従事して３年
未満の人（従事予定者を含む）
〈期間〉６月６日（火）～１０月２４日
（火）の間に２５日間実施
〈時間〉９時３０分～１６時３０分
〈場所〉[講義・演習]ナースプラザ
福岡（福岡市東区馬出）
[実習]県内訪問看護ステーション、
保健所、地域包括支援センター、
保健福祉施設など
〈定員〉５０人
〈参加費用〉５万円（資料代など）
〈申込締切〉４月２８日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県ナースセンター
☎０９２-６３１-１２２１Ⓕ０９２-６３１-１２２３
https://www.fukuoka-

kango.or.jp/

訪問看護師養成講習会

聴覚障害者への情報提供を支援
するために必要な知識・技術を習
得するための講座です。

手話通訳者養成講座［通訳Ⅰ］・［通訳Ⅱ］
〈対象〉手話検定２級以上に合格し
ており、日常的に手話活動をしてい
る県内在住の１８歳以上（平成２９年
４月１日現在）で、手話通訳者として
県内での活動を希望する人。通訳Ⅰ
は手話奉仕員養成講座の修了者、
通訳Ⅱは通訳Ⅰの修了者が対象です。
※両講座とも講座の８割以上に
出席できることが条件です。
〈期間〉[通訳Ⅰ]５月開講予定（約
６ヶ月間）[通訳Ⅱ]１０月開講予定
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）※予定
〈定員〉［通訳Ⅰ］［通訳Ⅱ］ともに
各４０人程度
※参加無料、要申込（先着順）
※ただしテキスト代は別途必要

　　　要約筆記者養成講座
〈対象〉県内在住の１８歳以上（平
成２９年４月１日現在）で、要約筆
記者として県内での活動を希望
する人
〈期間〉５月開講予定（約８カ月間）
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）※予定
〈定員〉４０人程度
※参加無料、要申込（先着順）
※ただしテキスト代は別途必要
〈申し込み・問い合わせ〉
障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６４Ⓕ０９２-6４３-３３０４

聴覚障害者の
支援者養成講座

自閉症をはじめとする発達障害
について知り、理解することは、
発達障害のある人だけでなく、誰
もが幸せに暮らすことができる社
会の実現につながります。
ご理解とご支援をお願いします。
〈問い合わせ〉障害者福祉課
☎092-643-3263Ⓕ092-643-3304
http://www.worldautis

mawarenessday.jp/

お知らせ

県HP

県HP

４月２日は「世界自閉症啓発デー」
４月２日から４月８日は
「発達障害啓発週間」です

平成２８年の法改正に伴い、高濃度
ＰＣＢを使用した機器の届け出内容
が変更されました。また、下記の処
分期間までに、中間貯蔵・環境安全
事業株式会社に処分委託すること
が義務付けられました。

〈問い合わせ〉
北九州市、福岡市、大牟田市、久
留米市はそれぞれの市担当課
それ以外は最寄りの県保健福祉環
境事務所または県廃棄物対策課
☎０９２-６４３-３３６３Ⓕ０９２-６４３-３３６５

高濃度ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を
使用した機器の処分

福岡法務局人権擁護部
（人権相談所）が移転しました

一級建築士の資格を持ち、住宅に関
する広い知識を持つ相談員が、マン
ションの建て替えや敷地売却などに
関する住まいについての相談を受
け付けます。弁護士や建築士による
無料の対面相談も可能です。
〈相談・問い合わせ〉住宅リフォー
ム・紛争処理支援センター
☎０５７０-０１６-１００
ＰＨＳ、一部ＩＰ電話の場合は、
☎０３-３５５６-５１４７
　  http://www.chord.or.jp/

住まいの相談窓口
「住まいるダイヤル」

ガス小売りの全面自由化が
始まります

この条例に基づいて、県民の健康
保護を最優先に、「生産から販売に
至る」一貫した食品の安全・安心確
保対策を推進していきます。
[主な基本的施策]
○食品の安全・安心を確保するた
め、県は食品関連事業者の自主
的な安全・安心の取り組みを促
進する。
○不良食品による健康被害の未然
防止を図るため、県内の食品関
連事業者が自主的な食品の回収
に着手した場合、県に報告する
制度を設ける。
○食品の表示が適正に実施される
よう、県は監視・指導を行う。
○食品の安全・安心の確保に関す
る施策に関し、県民からの提案
制度を設ける。

〈条例の施行〉平成29年４月１日
〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８０Ⓕ０９２-６４３-３２８２

食品の安全・安心の確保に
関する条例が施行されます

現在、家庭で使う都市ガスの購入
は各地域の都市ガス会社からしか
できませんが、４月からは国の登録
を受けた事業者からも購入できま
す。
事業者には、契約時にガス料金や
解約の条件などを消費者に説明す
ることが義務付けられています。
よく確認して契約を結びましょう。
〈問い合わせ〉
経済産業省電力・ガス取引監視等
委員会相談窓口
☎０３-３５０１-５７２５
dentorii@meti.go.jp
http://www.emsc.meti.

go.jp/

県住宅供給公社
行橋出張所移転

２月２７日から、県営住宅の入退去
などの手続きを行う福岡県住宅供
給公社北九州管理事務所行橋出
張所が移転します。
〈移転先〉
県行橋総合庁舎４階（行橋市中央）
〈問い合わせ〉
福岡県住宅供給公社行橋出張所
☎０９３０-２３-２３２４Ⓕ０９３０-２３-２３７４
　 http://www.lsf.jp/

HP

国民健康保険の加入や
資格喪失の届け出を忘れずに

退職などにより会社の健康保険の
資格を失ったときや、会社の健康
保険の被扶養者から外れたとき
は、国民健康保険の加入（資格の
取得）の届け出が必要です。また、
国民健康保険に加入していた人
が、会社の健康保険に加入した時
は、国民健康保険をやめる（資格の
喪失）届け出が必要です。理由が
生じた日から１４日以内に、お住ま
いの市区町村窓口で届け出を行っ
てください。
〈問い合わせ〉お住まいの市区町村
の国民健康保険担当課
または県医療保険課
☎０９２-６４３-３３００Ⓕ０９２-６４３-３３０３

HP

HP

県HP

朝倉地域の観光情報サイト『住民
ディレクター発 ！あさくら観光かわ
ら版』を開設しました。
地域のイベント情報や旬の話題な
ど、オススメ観光情報を地域住民
が撮影した写真や動画でわかりや
すく紹介しています。ぜひご活用く
ださい。
〈問い合わせ〉広域地域振興課
☎０９２-６４３-３１７７Ⓕ０９２-６４３-３１６４

朝倉地域の観光情報サイト
を開設しました 県HP

HP

HP

HP

ニセ電話詐欺に注意
電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！
福岡県警　ニセ電話　検索

【あて先】〒８１２-８５７７（住所不要）県民情報広報課広聴係　【ファクス】０９２-６４３-３１０７　【インターネット】左記ホームページ
※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。

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。

生活困窮者自立支援制度

働きたくても働けない、住むとこ
ろがないなど、生活にお困りの人
はご相談ください。地域の相談窓
口で一緒に考え、解決へのお手
伝いをします。
ご家族など周りの人からの相談
も受け付けます。
〈相談窓口〉
[市にお住まいの人]市役所または
市が設置する自立相談支援機関
[町村にお住まいの人]県が設置
する自立相談支援事務所
〈相談窓口に関する問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１５Ⓕ０９２-６４３-３３０６

県HP

県HP

指定都市在住者の個人住民税の
寄附金税額控除割合が変わります

所得税の控除対象となる寄附金の
うち、県・市町村が条例で指定した
寄附金については、一定額が個人
住民税所得割額から控除されます
（個人住民税の寄附金税額控除）。
平成２９年度税制改正により、平成
３０年度分以後、指定都市（北九州
市・福岡市）在住者の個人住民税
の税率が変更され、個人住民税の
寄附金税額控除割合も変更されま
す。指定都市在住者が、平成２９年
１月１日以後に行う寄附金が対象で
す。県のみが条例で指定した寄附
金については控除額が減少します。
 [寄附金税額控除割合]
県が指定した寄附金
４％（変更前）→２％（変更後）
指定都市が指定した寄附金
６％（変更前）→８％（変更後）
〈問い合わせ〉税務課
☎０９２-６４３-３０６４Ⓕ０９２-６４３-３０６９
北九州市課税課
☎０９３-５８２-２０３３Ⓕ０９３-592-2040
福岡市課税企画課
☎０９２-７１１-４２０７Ⓕ０９２-733-5598

県HP

認知症介護相談

認知症の人やその家族が住み慣
れた地域で安心して暮らしていけ
るよう、認知症に関する心配や悩
みについて、電話や面談による無
料相談を受け付けます。
一人で抱え込まずお気軽にご相
談ください。
〈相談日時〉毎週水曜日・土曜日
の１１時～１６時
〈相談窓口〉
クローバープラザ内（春日市原町）
☎０９２-５７４-０１９０
〈相談窓口に関する問い合わせ〉
高齢者地域包括ケア推進課
☎０９２-６４３-３２５０Ⓕ０９２-６４３-３２５３

県HP

高濃度ＰＣＢ使用
機器の種別
大型変圧器、
コンデンサーなど
安定器、
汚染物など

処分期間の
末日
平成３０年
３月３１日
平成３３年
３月３１日

あさくら観光かわら版　検索

福岡県食品の安全・安心条例　検索
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

〈移転先〉福岡第１法務総合庁舎
３階（福岡市中央区舞鶴）
相談専用の電話番号に変更はあり
ません。
[みんなの人権１１０番]
０５７０-００３-１１０
[子どもの人権１１０番]
０１２０-００７-１１０
[女性の人権ホットライン]
０５７０-０７０-８１０
〈問い合わせ〉
福岡法務局人権擁護部
☎０９２-７３９-４１５１Ⓕ092-722-6183
http://houmukyoku.moj.

go.jp/
県HP

食べ残しや期限切れなどにより
捨てられる食品ロスを減らすため、
食材量の調節や商品のばら売り
などに取り組む店舗を「食べもの
余らせん隊」として登録し、県
ホームページなどで紹介します。
食品ロス削減の取り組みにご協
力をお願いします。
〈対象〉県内の飲食店、宿泊施設、
食料品小売店
〈申込方法〉①持参②郵送③ファ
クス④電子メール
※申込書は県ホームページから
ダウンロードできます。
〈申し込み・問い合わせ〉
循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３８１Ⓕ０９２-６4３-３３７７
recycle@pref.fukuoka.lg.jp

募　集

◀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。　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/情報のひろば 県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　電子メール　　　ホームページHP

食品ロス削減に取り組む
「食べもの余らせん隊」

訪問看護の経験が少ない看護師
などが、訪問看護に必要な知識・
技術を習得するための講習会で
す。
〈対象〉訪問看護に従事して３年
未満の人（従事予定者を含む）
〈期間〉６月６日（火）～１０月２４日
（火）の間に２５日間実施
〈時間〉９時３０分～１６時３０分
〈場所〉[講義・演習]ナースプラザ
福岡（福岡市東区馬出）
[実習]県内訪問看護ステーション、
保健所、地域包括支援センター、
保健福祉施設など
〈定員〉５０人
〈参加費用〉５万円（資料代など）
〈申込締切〉４月２８日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県ナースセンター
☎０９２-６３１-１２２１Ⓕ０９２-６３１-１２２３
https://www.fukuoka-

kango.or.jp/

訪問看護師養成講習会

聴覚障害者への情報提供を支援
するために必要な知識・技術を習
得するための講座です。

手話通訳者養成講座［通訳Ⅰ］・［通訳Ⅱ］
〈対象〉手話検定２級以上に合格し
ており、日常的に手話活動をしてい
る県内在住の１８歳以上（平成２９年
４月１日現在）で、手話通訳者として
県内での活動を希望する人。通訳Ⅰ
は手話奉仕員養成講座の修了者、
通訳Ⅱは通訳Ⅰの修了者が対象です。
※両講座とも講座の８割以上に
出席できることが条件です。
〈期間〉[通訳Ⅰ]５月開講予定（約
６ヶ月間）[通訳Ⅱ]１０月開講予定
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）※予定
〈定員〉［通訳Ⅰ］［通訳Ⅱ］ともに
各４０人程度
※参加無料、要申込（先着順）
※ただしテキスト代は別途必要

　　　要約筆記者養成講座
〈対象〉県内在住の１８歳以上（平
成２９年４月１日現在）で、要約筆
記者として県内での活動を希望
する人
〈期間〉５月開講予定（約８カ月間）
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）※予定
〈定員〉４０人程度
※参加無料、要申込（先着順）
※ただしテキスト代は別途必要
〈申し込み・問い合わせ〉
障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６４Ⓕ０９２-6４３-３３０４

聴覚障害者の
支援者養成講座

自閉症をはじめとする発達障害
について知り、理解することは、
発達障害のある人だけでなく、誰
もが幸せに暮らすことができる社
会の実現につながります。
ご理解とご支援をお願いします。
〈問い合わせ〉障害者福祉課
☎092-643-3263Ⓕ092-643-3304
http://www.worldautis

mawarenessday.jp/

お知らせ

県HP

県HP

４月２日は「世界自閉症啓発デー」
４月２日から４月８日は
「発達障害啓発週間」です

平成２８年の法改正に伴い、高濃度
ＰＣＢを使用した機器の届け出内容
が変更されました。また、下記の処
分期間までに、中間貯蔵・環境安全
事業株式会社に処分委託すること
が義務付けられました。

〈問い合わせ〉
北九州市、福岡市、大牟田市、久
留米市はそれぞれの市担当課
それ以外は最寄りの県保健福祉環
境事務所または県廃棄物対策課
☎０９２-６４３-３３６３Ⓕ０９２-６４３-３３６５

高濃度ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を
使用した機器の処分

福岡法務局人権擁護部
（人権相談所）が移転しました

一級建築士の資格を持ち、住宅に関
する広い知識を持つ相談員が、マン
ションの建て替えや敷地売却などに
関する住まいについての相談を受
け付けます。弁護士や建築士による
無料の対面相談も可能です。
〈相談・問い合わせ〉住宅リフォー
ム・紛争処理支援センター
☎０５７０-０１６-１００
ＰＨＳ、一部ＩＰ電話の場合は、
☎０３-３５５６-５１４７
　  http://www.chord.or.jp/

住まいの相談窓口
「住まいるダイヤル」

ガス小売りの全面自由化が
始まります

この条例に基づいて、県民の健康
保護を最優先に、「生産から販売に
至る」一貫した食品の安全・安心確
保対策を推進していきます。
[主な基本的施策]
○食品の安全・安心を確保するた
め、県は食品関連事業者の自主
的な安全・安心の取り組みを促
進する。
○不良食品による健康被害の未然
防止を図るため、県内の食品関
連事業者が自主的な食品の回収
に着手した場合、県に報告する
制度を設ける。
○食品の表示が適正に実施される
よう、県は監視・指導を行う。
○食品の安全・安心の確保に関す
る施策に関し、県民からの提案
制度を設ける。

〈条例の施行〉平成29年４月１日
〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８０Ⓕ０９２-６４３-３２８２

食品の安全・安心の確保に
関する条例が施行されます

現在、家庭で使う都市ガスの購入
は各地域の都市ガス会社からしか
できませんが、４月からは国の登録
を受けた事業者からも購入できま
す。
事業者には、契約時にガス料金や
解約の条件などを消費者に説明す
ることが義務付けられています。
よく確認して契約を結びましょう。
〈問い合わせ〉
経済産業省電力・ガス取引監視等
委員会相談窓口
☎０３-３５０１-５７２５
dentorii@meti.go.jp
http://www.emsc.meti.

go.jp/

県住宅供給公社
行橋出張所移転

２月２７日から、県営住宅の入退去
などの手続きを行う福岡県住宅供
給公社北九州管理事務所行橋出
張所が移転します。
〈移転先〉
県行橋総合庁舎４階（行橋市中央）
〈問い合わせ〉
福岡県住宅供給公社行橋出張所
☎０９３０-２３-２３２４Ⓕ０９３０-２３-２３７４
　 http://www.lsf.jp/

HP

国民健康保険の加入や
資格喪失の届け出を忘れずに

退職などにより会社の健康保険の
資格を失ったときや、会社の健康
保険の被扶養者から外れたとき
は、国民健康保険の加入（資格の
取得）の届け出が必要です。また、
国民健康保険に加入していた人
が、会社の健康保険に加入した時
は、国民健康保険をやめる（資格の
喪失）届け出が必要です。理由が
生じた日から１４日以内に、お住ま
いの市区町村窓口で届け出を行っ
てください。
〈問い合わせ〉お住まいの市区町村
の国民健康保険担当課
または県医療保険課
☎０９２-６４３-３３００Ⓕ０９２-６４３-３３０３

HP

HP

県HP

朝倉地域の観光情報サイト『住民
ディレクター発 ！あさくら観光かわ
ら版』を開設しました。
地域のイベント情報や旬の話題な
ど、オススメ観光情報を地域住民
が撮影した写真や動画でわかりや
すく紹介しています。ぜひご活用く
ださい。
〈問い合わせ〉広域地域振興課
☎０９２-６４３-３１７７Ⓕ０９２-６４３-３１６４

朝倉地域の観光情報サイト
を開設しました 県HP

HP

HP

HP

ニセ電話詐欺に注意
電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！
福岡県警　ニセ電話　検索

【あて先】〒８１２-８５７７（住所不要）県民情報広報課広聴係　【ファクス】０９２-６４３-３１０７　【インターネット】左記ホームページ
※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。

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。

生活困窮者自立支援制度

働きたくても働けない、住むとこ
ろがないなど、生活にお困りの人
はご相談ください。地域の相談窓
口で一緒に考え、解決へのお手
伝いをします。
ご家族など周りの人からの相談
も受け付けます。
〈相談窓口〉
[市にお住まいの人]市役所または
市が設置する自立相談支援機関
[町村にお住まいの人]県が設置
する自立相談支援事務所
〈相談窓口に関する問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１５Ⓕ０９２-６４３-３３０６

県HP

県HP

指定都市在住者の個人住民税の
寄附金税額控除割合が変わります

所得税の控除対象となる寄附金の
うち、県・市町村が条例で指定した
寄附金については、一定額が個人
住民税所得割額から控除されます
（個人住民税の寄附金税額控除）。
平成２９年度税制改正により、平成
３０年度分以後、指定都市（北九州
市・福岡市）在住者の個人住民税
の税率が変更され、個人住民税の
寄附金税額控除割合も変更されま
す。指定都市在住者が、平成２９年
１月１日以後に行う寄附金が対象で
す。県のみが条例で指定した寄附
金については控除額が減少します。
 [寄附金税額控除割合]
県が指定した寄附金
４％（変更前）→２％（変更後）
指定都市が指定した寄附金
６％（変更前）→８％（変更後）
〈問い合わせ〉税務課
☎０９２-６４３-３０６４Ⓕ０９２-６４３-３０６９
北九州市課税課
☎０９３-５８２-２０３３Ⓕ０９３-592-2040
福岡市課税企画課
☎０９２-７１１-４２０７Ⓕ０９２-733-5598

県HP

認知症介護相談

認知症の人やその家族が住み慣
れた地域で安心して暮らしていけ
るよう、認知症に関する心配や悩
みについて、電話や面談による無
料相談を受け付けます。
一人で抱え込まずお気軽にご相
談ください。
〈相談日時〉毎週水曜日・土曜日
の１１時～１６時
〈相談窓口〉
クローバープラザ内（春日市原町）
☎０９２-５７４-０１９０
〈相談窓口に関する問い合わせ〉
高齢者地域包括ケア推進課
☎０９２-６４３-３２５０Ⓕ０９２-６４３-３２５３

県HP

高濃度ＰＣＢ使用
機器の種別
大型変圧器、
コンデンサーなど
安定器、
汚染物など

処分期間の
末日
平成３０年
３月３１日
平成３３年
３月３１日

あさくら観光かわら版　検索

福岡県食品の安全・安心条例　検索
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クラシック界のスーパー
スター ！マルタ・アルゲリッ
チの音楽祭を、今年も５月
に大分・別府を中心に開
催します。今年は世界的指揮者・小澤征爾を迎え、
二大巨匠による「唯一無二」の歴史に残る名演を大
分の地で体感できます。
おんせん県おおいたで、アルゲリッチの奏でる極上
の音泉（ＯＮＳＥＮ）をご堪能ください。
〈日程〉５月６日（土）～２６日（金）
〈場所〉しいきアルゲリッチハウス（大分県別府市野 
口原）、ビーコンプラザ（大分県別府市山の手町）、ｉｉｃ
ｈｉｋｏ総合文化センター（大分県大分市高砂町）など
〈問い合わせ〉公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団
☎０９７７-２７-２２９９Ⓕ０９７７-２７-２３０１

消費税率引き上げに伴い、所得が
少ない人への影響を緩和するため、
平成２８年度臨時福祉給付金の支
給対象者に支給されます。
〈支給対象〉平成２８年度分の住民
税が非課税の人（生活保護などを
受けている場合や課税者の扶養親
族になっている場合などを除く）
〈支給額〉１人につき１万５千円
〈申請方法〉申請受付は３月ごろか
ら開始予定です。詳細は各市町村
からの通知などでご確認ください。
〈給付金の申請・問い合わせ〉
平成２８年１月１日時点で、住民票があ
る市町村の臨時福祉給付金担当課
〈制度に関する問い合わせ〉
厚生労働省専用ダイヤル（９時～１８時）
☎０５７０-０３７-１９２
IP電話０３-６６２７-１２９０
または０６-７７３１-２３７０Ⓕ０６-６６４５-６２７８
〈申請窓口に関する問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１５Ⓕ０９２-６４３-３３０６
　　http://www.2kyufu.jp/

〈問い合わせ〉八代妙見祭保存振興会
（事務取次 ： 八代市文化振興課）
☎０７０-５８１９-８２４６Ⓕ０９６５-３３-４５１６

アンケート　
「福岡県だより３月号」で最も関心を持たれた記事を一つお答えください。
今後取り上げてほしい県政情報（「県民幸福度日本一」の１０の柱に
沿った項目） の中から一つ選び以下の番号でお答えください。
①産業・雇用②防災・防犯③生きがいづくり（高齢者・障害者）④女性
の活躍⑤子育て支援⑥教育・青少年育成⑦医療・健康⑧協働・ＮＰＯ 
⑨エネルギー・環境⑩文化・国際交流⑪その他（具体的に）
感想

応募方法
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号と次のアンケート３問に対する回答
をご記入の上、平成２9年３月３１日（消印有効）までにご応募ください。当選者
には電話連絡させていただく場合があります。

: 県民情報広報課「福岡県だより３月号」プレゼント担当
: 〒８１２-８５７７（住所の記入は不要です）
: ０９２-６３２-５３３１
: ふくおか電子申請サービス　
: kouhou@pref.fukuoka.lg.jp

有明海育ちの「福岡有明のり」。香り豊
かで口溶けがよく、舌の上にうま味が広
がるのが特長です。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

あ て 先
は が き
ファクス
電子申請
電子メール

1
2

3

携帯版はこちらから▶

ふくおか電子申請　福岡県だより　検索

八代妙見祭　検索 アルゲリッチ音楽祭　検索

福岡有明のり
（焼きのり半切５枚１パック５袋入り×５人）

プレゼントコーナー

情報のひろば

催　し

春の特別展
「未来のデジタル科学館
～一足先に未来の遊びを体験しよう！～」
楽しみながら科学の勉強ができる
アトラクションが盛りだくさん。 
〈日程〉３月１１日（土）～５月７日（日）
※定員なし、申込不要
〈場所〉福岡県青少年科学館
（久留米市東櫛原町）
〈参加費〉入館料：（大人）４００円
（児童生徒）２００円、展示場とコス
モシアターのお得なセット券：（大
人）７００円（児童生徒）３５０円
※土曜日は児童・生徒（高校生以
下）無料
〈問い合わせ〉福岡県青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６Ⓕ０９４２-３７-３７７０
http://www.science.pref.

fukuoka.jp/

狂犬病は人にも感染し、発症する
とほぼ１００パーセント死亡する病
気です。予防のため、犬の飼い主は
毎年４月から６月の期間中に狂犬
病予防注射を飼い犬に受けさせま
しょう。犬の登録と鑑札・注射済票
の装着も飼い主の義務です。
〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８１Ⓕ０９２-６４３-３２８２

４月から６月は狂犬病
予防注射月間です 県HP

県の海外派遣事業（福岡県グロー
バル青年の翼事業、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）に参加した若者
が、海外研修で感じたことや学ん
だこと、将来の夢などを語る研修
報告会です。
〈日時〉３月２６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）
〈定員〉３５０人※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉青少年育成課
☎０９２-６４３-３３８７Ⓕ０９２-６４３-３３８９

ふくおか若者
魁（さきがけ）大会 県HP

戦没者などの遺族に対する特別弔
慰金の請求期限は、平成３０年４月２
日（月）までです。戦没者の死亡当
時のご遺族で、要件を満たす人に
支給されます。対象となる遺族の人
でまだ請求がお済みでない場合は、
下記請求窓口へお問い合わせの上
請求してください。
※平成２７年４月１日時点で、遺族に
公務扶助料などの年金給付を受け
る人がいないなどの要件がありま
す。詳しくはお問い合わせください。
※遺族のうち優先順位の最も高い
お１人に支給されます。
※戦没者の死亡後に生まれた人は
支給対象になりません。
〈支給内容〉額面２５万円、５年償還
の記名国債
〈請求窓口〉お住まいの市区町村
の援護担当課
〈問い合わせ〉お住まいの市区町村
の援護担当課または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１３Ⓕ０９２-６４３-３３１４

「第１０回特別弔慰金」の
請求はお済みですか 県HP

業務用エアコンや冷凍冷蔵機器に
は、点検などの義務が課されてい
ます。フロン類の漏えい防止のた
め、機器を正しく管理しましょう。点
検については、製造元にお問い合
わせください。県主催の説明会も
実施しています。詳しくはホーム
ページでご確認ください。
※国や県の指示をかたる点検調査
やフロン入れ替えの勧誘にご注意
ください。
〈問い合わせ〉環境保全課
☎０９２-６４３-３３６０Ⓕ０９２-６４３-３３５７

県HP

●テレビ番組
　TVQ「ハロー！ふくおか県」
　　毎週土曜日放送 20時54分～21時
　R KB「福岡県庁知らせた課」
　　毎週日曜日放送 16時54分～17時
●ラジオ番組
　FM福岡「福岡県だより」
　　毎週月・木曜日 9時35分～9時40分

福岡県の広報活動 ●広報誌「グラフふくおか」
　３・６・９・１２月２０日発行

●新聞「福岡県からのお知らせ」
　偶数月の第３日曜日の新聞に掲載

●ふくおかインターネットテレビ
　http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/
　県政ニュースや観光情報などを動画で配信！

●Twitter(ツイッター）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka●福岡県ホームページ

　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ https://twitter.com/Pref_Fukuoka
アカウント

◀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。　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
☎電話番号　Ⓕファクス番号　電子メール　　　ホームページHP
県HP

©2010熊本県くまモン

【あて先】〒８１２-８５７７（住所不要）県民情報広報課広聴係　【ファクス】０９２-６４３-３１０７　【インターネット】左記ホームページ
※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。

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。

HP

HP

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

八代妙見祭は、熊本県八代市
で約３８０年間受け継がれてき
たお祭りです。平成２８年１２月
１日、八代妙見祭を含む全国３３
件の「山・鉾・屋台行事」が、ユネ
スコ無形文化遺産に登録決定しました ！
毎年１１月２３日には、長寿や商売繁盛を願う９基の
笠鉾や、亀と蛇が合体した想像上の動物「亀蛇」な
ど、江戸時代の絵巻物を再現した神幸行列が市内
を練り歩きます。八代神社（妙見宮）や八代市立博
物館では、お祭り以外の日にも亀蛇やミニチュアの
行列の展示を見ることができます。おいしい食事
や温泉も楽しめる八代へ、ぜひお越しください。

元気です！くまもと・おおいた

第１９回「別府アルゲリッチ音楽祭」八代妙見祭が世界の宝に！！

平成28年熊本地震で被災した熊本県・大分県の復興を支援するため、紙面提供により両県の情報発信を行っています

がんばるけん！
くまもとけん！

HP

※4ページに関連情報

県警防犯アプリを活用して
身を守りましょう

私の〝みまもり〞アプリ「みまもっ
ち」好評配信中。
主な機能は
○事件・事案情報の地図表示
○現在地周辺で発生した事件・
事案情報の通知
○防犯ブザー機能
インストールして自主防犯
行動につなげましょう。
〈問い合わせ〉
県警察本部生活安全総務課
☎０９２-６４１-４１４１Ⓕ０９２-６４３-２１６３

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

教育職員免許状の更新

教育職員免許状の更新対象者が
免許状を更新するためには、更新
講習を受講・修了し、修了確認期限
または有効期間の満了日の２カ月
前までに、免許管理者に申請を行
う必要があります。
なお、平成２８年４月から講習内容
が必修・選択必修・選択の３領域に
分かれています（経過措置あり）。
具体的な講習内容は、文部科学省、
講習を開設する大学、県のホーム
ページなどでご確認ください。
〈問い合わせ〉教職員課
☎０９２-６４３-３８９１Ⓕ０９２-６４３-３８９６

県HP

臨時福祉給付金
（経済対策分）

給付金を装った不審な電話・
メールが発生しています。
「振り込め詐欺」や「個人情
報・マイナンバーの詐取」に
ご注意ください。給付金に関
してＡＴＭの操作や手数料の
振り込みを求められることは
絶対にありません。

業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の
点検が義務付けられました

©Rikimaru Hotta
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クラシック界のスーパー
スター ！マルタ・アルゲリッ
チの音楽祭を、今年も５月
に大分・別府を中心に開
催します。今年は世界的指揮者・小澤征爾を迎え、
二大巨匠による「唯一無二」の歴史に残る名演を大
分の地で体感できます。
おんせん県おおいたで、アルゲリッチの奏でる極上
の音泉（ＯＮＳＥＮ）をご堪能ください。
〈日程〉５月６日（土）～２６日（金）
〈場所〉しいきアルゲリッチハウス（大分県別府市野 
口原）、ビーコンプラザ（大分県別府市山の手町）、ｉｉｃ
ｈｉｋｏ総合文化センター（大分県大分市高砂町）など
〈問い合わせ〉公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団
☎０９７７-２７-２２９９Ⓕ０９７７-２７-２３０１

消費税率引き上げに伴い、所得が
少ない人への影響を緩和するため、
平成２８年度臨時福祉給付金の支
給対象者に支給されます。
〈支給対象〉平成２８年度分の住民
税が非課税の人（生活保護などを
受けている場合や課税者の扶養親
族になっている場合などを除く）
〈支給額〉１人につき１万５千円
〈申請方法〉申請受付は３月ごろか
ら開始予定です。詳細は各市町村
からの通知などでご確認ください。
〈給付金の申請・問い合わせ〉
平成２８年１月１日時点で、住民票があ
る市町村の臨時福祉給付金担当課
〈制度に関する問い合わせ〉
厚生労働省専用ダイヤル（９時～１８時）
☎０５７０-０３７-１９２
IP電話０３-６６２７-１２９０
または０６-７７３１-２３７０Ⓕ０６-６６４５-６２７８
〈申請窓口に関する問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１５Ⓕ０９２-６４３-３３０６
　　http://www.2kyufu.jp/

〈問い合わせ〉八代妙見祭保存振興会
（事務取次 ： 八代市文化振興課）
☎０７０-５８１９-８２４６Ⓕ０９６５-３３-４５１６

アンケート　
「福岡県だより３月号」で最も関心を持たれた記事を一つお答えください。
今後取り上げてほしい県政情報（「県民幸福度日本一」の１０の柱に
沿った項目） の中から一つ選び以下の番号でお答えください。
①産業・雇用②防災・防犯③生きがいづくり（高齢者・障害者）④女性
の活躍⑤子育て支援⑥教育・青少年育成⑦医療・健康⑧協働・ＮＰＯ 
⑨エネルギー・環境⑩文化・国際交流⑪その他（具体的に）
感想

応募方法
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号と次のアンケート３問に対する回答
をご記入の上、平成２9年３月３１日（消印有効）までにご応募ください。当選者
には電話連絡させていただく場合があります。

: 県民情報広報課「福岡県だより３月号」プレゼント担当
: 〒８１２-８５７７（住所の記入は不要です）
: ０９２-６３２-５３３１
: ふくおか電子申請サービス　
: kouhou@pref.fukuoka.lg.jp

有明海育ちの「福岡有明のり」。香り豊
かで口溶けがよく、舌の上にうま味が広
がるのが特長です。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

あ て 先
は が き
ファクス
電子申請
電子メール

1
2

3

携帯版はこちらから▶

ふくおか電子申請　福岡県だより　検索

八代妙見祭　検索 アルゲリッチ音楽祭　検索

福岡有明のり
（焼きのり半切５枚１パック５袋入り×５人）

プレゼントコーナー

情報のひろば

催　し

春の特別展
「未来のデジタル科学館
～一足先に未来の遊びを体験しよう！～」
楽しみながら科学の勉強ができる
アトラクションが盛りだくさん。 
〈日程〉３月１１日（土）～５月７日（日）
※定員なし、申込不要
〈場所〉福岡県青少年科学館
（久留米市東櫛原町）
〈参加費〉入館料：（大人）４００円
（児童生徒）２００円、展示場とコス
モシアターのお得なセット券：（大
人）７００円（児童生徒）３５０円
※土曜日は児童・生徒（高校生以
下）無料
〈問い合わせ〉福岡県青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６Ⓕ０９４２-３７-３７７０
http://www.science.pref.

fukuoka.jp/

狂犬病は人にも感染し、発症する
とほぼ１００パーセント死亡する病
気です。予防のため、犬の飼い主は
毎年４月から６月の期間中に狂犬
病予防注射を飼い犬に受けさせま
しょう。犬の登録と鑑札・注射済票
の装着も飼い主の義務です。
〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８１Ⓕ０９２-６４３-３２８２

４月から６月は狂犬病
予防注射月間です 県HP

県の海外派遣事業（福岡県グロー
バル青年の翼事業、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）に参加した若者
が、海外研修で感じたことや学ん
だこと、将来の夢などを語る研修
報告会です。
〈日時〉３月２６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）
〈定員〉３５０人※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉青少年育成課
☎０９２-６４３-３３８７Ⓕ０９２-６４３-３３８９

ふくおか若者
魁（さきがけ）大会 県HP

戦没者などの遺族に対する特別弔
慰金の請求期限は、平成３０年４月２
日（月）までです。戦没者の死亡当
時のご遺族で、要件を満たす人に
支給されます。対象となる遺族の人
でまだ請求がお済みでない場合は、
下記請求窓口へお問い合わせの上
請求してください。
※平成２７年４月１日時点で、遺族に
公務扶助料などの年金給付を受け
る人がいないなどの要件がありま
す。詳しくはお問い合わせください。
※遺族のうち優先順位の最も高い
お１人に支給されます。
※戦没者の死亡後に生まれた人は
支給対象になりません。
〈支給内容〉額面２５万円、５年償還
の記名国債
〈請求窓口〉お住まいの市区町村
の援護担当課
〈問い合わせ〉お住まいの市区町村
の援護担当課または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１３Ⓕ０９２-６４３-３３１４

「第１０回特別弔慰金」の
請求はお済みですか 県HP

業務用エアコンや冷凍冷蔵機器に
は、点検などの義務が課されてい
ます。フロン類の漏えい防止のた
め、機器を正しく管理しましょう。点
検については、製造元にお問い合
わせください。県主催の説明会も
実施しています。詳しくはホーム
ページでご確認ください。
※国や県の指示をかたる点検調査
やフロン入れ替えの勧誘にご注意
ください。
〈問い合わせ〉環境保全課
☎０９２-６４３-３３６０Ⓕ０９２-６４３-３３５７

県HP

●テレビ番組
　TVQ「ハロー！ふくおか県」
　　毎週土曜日放送 20時54分～21時
　R KB「福岡県庁知らせた課」
　　毎週日曜日放送 16時54分～17時
●ラジオ番組
　FM福岡「福岡県だより」
　　毎週月・木曜日 9時35分～9時40分

福岡県の広報活動 ●広報誌「グラフふくおか」
　３・６・９・１２月２０日発行

●新聞「福岡県からのお知らせ」
　偶数月の第３日曜日の新聞に掲載

●ふくおかインターネットテレビ
　http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/
　県政ニュースや観光情報などを動画で配信！

●Twitter(ツイッター）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka●福岡県ホームページ

　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ https://twitter.com/Pref_Fukuoka
アカウント

◀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。　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
☎電話番号　Ⓕファクス番号　電子メール　　　ホームページHP
県HP
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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。
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薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

八代妙見祭は、熊本県八代市
で約３８０年間受け継がれてき
たお祭りです。平成２８年１２月
１日、八代妙見祭を含む全国３３
件の「山・鉾・屋台行事」が、ユネ
スコ無形文化遺産に登録決定しました ！
毎年１１月２３日には、長寿や商売繁盛を願う９基の
笠鉾や、亀と蛇が合体した想像上の動物「亀蛇」な
ど、江戸時代の絵巻物を再現した神幸行列が市内
を練り歩きます。八代神社（妙見宮）や八代市立博
物館では、お祭り以外の日にも亀蛇やミニチュアの
行列の展示を見ることができます。おいしい食事
や温泉も楽しめる八代へ、ぜひお越しください。

元気です！くまもと・おおいた

第１９回「別府アルゲリッチ音楽祭」八代妙見祭が世界の宝に！！

平成28年熊本地震で被災した熊本県・大分県の復興を支援するため、紙面提供により両県の情報発信を行っています

がんばるけん！
くまもとけん！

HP

※4ページに関連情報

県警防犯アプリを活用して
身を守りましょう

私の〝みまもり〞アプリ「みまもっ
ち」好評配信中。
主な機能は
○事件・事案情報の地図表示
○現在地周辺で発生した事件・
事案情報の通知
○防犯ブザー機能
インストールして自主防犯
行動につなげましょう。
〈問い合わせ〉
県警察本部生活安全総務課
☎０９２-６４１-４１４１Ⓕ０９２-６４３-２１６３

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

教育職員免許状の更新

教育職員免許状の更新対象者が
免許状を更新するためには、更新
講習を受講・修了し、修了確認期限
または有効期間の満了日の２カ月
前までに、免許管理者に申請を行
う必要があります。
なお、平成２８年４月から講習内容
が必修・選択必修・選択の３領域に
分かれています（経過措置あり）。
具体的な講習内容は、文部科学省、
講習を開設する大学、県のホーム
ページなどでご確認ください。
〈問い合わせ〉教職員課
☎０９２-６４３-３８９１Ⓕ０９２-６４３-３８９６

県HP

臨時福祉給付金
（経済対策分）

給付金を装った不審な電話・
メールが発生しています。
「振り込め詐欺」や「個人情
報・マイナンバーの詐取」に
ご注意ください。給付金に関
してＡＴＭの操作や手数料の
振り込みを求められることは
絶対にありません。

業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の
点検が義務付けられました

©Rikimaru Hotta
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「女子集客のまちプロジェクト」が本格始動。飲食ブース
や雑貨販売など、出店多数。

福岡県だより 通巻11８号 ●県庁代表 ☎092-651-1111  ●県民情報広報課 ☎092-643-3102　ファクス092-632-5331
この広報紙は再生紙を使用しています。（印刷用の紙へリサイクルできます）

「福岡県だより」は県ホームページでも閲覧できます。福岡県の広報活動   検索

場 場所 問 問い合わせ

※イベントは天候などにより変更や中止になる場合がありますので、
確認の上、おでかけください。福岡県ホームページ「イベント情報」
にも県内各地のおでかけ情報を掲載しています。

福岡県立大学（田川市伊田43９5）
田川広域観光協会
☎０９4７-45-０７００　ファクス０９４７-４５-０７１０

田川地域８市町村の麺料理が集結し、投票でグランプ
リを決定。ステージイベントや抽選会も実施します。

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

麺’ｓフェスタ～田川ヌードル・キャンプ～
３月１９日(日)

久留米市中央公園（久留米市東櫛原町1７13）
久留米つつじマーチ実行委員会
☎０９４２-３１-１７７７　ファクス０９４２-３１-３２１０

耳納連山や筑後川、色とりどりの久留米つつじなどを
楽しみながら歩くウオーキングの祭典です。

久留米つつじマーチ
４月１５日(土)～１６日(日）

国特別史跡・王塚古墳の鮮やかに装飾された石室を見
学できるのは春と秋の年２回。ぜひご覧ください。

王塚古墳春季特別公開
４月１５日(土)～１６日(日）

味坂ポピー園（小郡市光行3６６）
小郡市観光協会
☎０９42-７2-4００８　ファクス０９42-８０-０2８4

約1００万本のポピーが見事。地元農家による花や野
菜などの特産物マーケットも開催します。

味坂ポピー祭り
５月１３日(土)～１４日(日)

吉祥寺周辺（北九州市八幡西区吉祥寺町13-11）
吉祥寺藤まつり実行委員会
☎/ファクス０９３-６１７-０２０３

紫と白のあでやかな藤の花が天蓋のように境内を覆い
ます。地域の郷土芸能「吉祥太鼓」の演奏も。

吉祥寺藤まつり
４月２７日(木)～２９日(土･祝）

JR吉富駅前（吉富町広津351-2）
吉富町産業建設課
☎０９79-24-4073　ファクス０９79-24-3219

よしとみガールdeマルシェ
３月２５日(土)

山を愛で、たゆまぬ自然循環を願う祭り。自然の恵みに
感謝し、五穀豊穣や豊漁などを祈願します。

山誉種蒔漁猟祭
４月１５日(土)

英彦山花園（添田町英彦山）
花公園・電車運行部
☎０９47-85-0375　ファクス０９４７-８５-０４５６

園内を約5０００株のシャクナゲが彩ります。期間中の土日
祝日には特産品や苗を販売します。

シャクナゲまつり
４月１５日(土)～３０日(日)

川崎町民会館（川崎町田原８０４）ほか
川崎町観光協会
☎/ファクス０９4７-７3-3８3８

絶品のパンとそのお供（ジャムなど）が県内外から集ま
ります。パンにちなんだワークショップも開催します。

かわさきパン博
４月２３日(日)

1
田川市

6
久留米市

7
桂川町

9
川崎町

5
福岡市

2
吉富町

クリーク沿いの桜が見頃を迎えます。ちょうちんに照らさ
れて浮かび上がる幻想的な夜桜は必見です。
クリークの里石丸山公園（大木町大角142６）
大溝コミュニティセンター
☎０９44-７８-１９６６　ファクス０９44-７８-９０００

石丸山公園桜まつり
３月下旬～４月上旬

3
大木町

場
問
ＪＲ行橋駅スタート・ゴール
行橋市観光協会
☎/ファクス０９３０-２５-００８６

今川沿いや禅興寺など、行橋の桜の名所を巡ります。親
子で気軽に参加できるコースです。

さくらウォークｉｎゆくはし
４月２日(日)

4
行橋市

8
添田町

11
小郡市

10
北九州市

1

10

5

3

8

11

9 2

4

6

7

このマークがあるものは「ふくおかインターネットテレビ
（http：//webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」で動画を配信しています。

 ⑩吉祥寺藤まつり（北九州市）

⑦王塚古墳春季特別公開（桂川町）

あじ　さか

おう　づか

てんがい

ぜん こう じ

み　のう

ガール（gare）・・・仏語で「駅」の意

志賀海神社（福岡市東区志賀島８７７）
志賀海神社
☎０９２-６０３-６5０１　ファクス０９2-６０3-６７８７

ご　こく ほうじょう

王塚古墳（桂川町寿命311）
王塚装飾古墳館
☎０９4８-６5-2９００　ファクス０９4８-６5-33１3

やま ほめ  たね まき かりすなどりのまつり

ぱく

きっしょう じ




