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※平成2９年は北九州エアターミナル株式会社による速報値

　平成１８年３月に開港した北九州空港には、現在国内３路
線、国際３路線が就航し、平成２９年の空港利用者数は１６０
万人を超え、過去最高となりました。
　また、昨年新たに大型貨物機用の駐機場も整備され、航空
貨物輸送の利用促進にも取り組んでいます。
　今後も、福岡空港との役割分担と相互補完を進め、増大し、
多様化する航空需要に幅広く応え、福岡県のゲートウェイ
（玄関口）としての利便性を高めることによって福岡県、そし
て九州全体の発展に寄与していきます。

　北九州空港は、年間１６０万人を超える皆さまにご利用いただいています。
　県では、２４時間利用可能な海上空港の強みを生かし、福岡空港では対応できない早朝・深
夜便に加え、ＬＣＣ、貨物専用便の誘致など、さらなる利用促進に取り組んでいます。
　平成２８年には、中国の大連線、韓国の釜山線、ソウル線が就航。九州の空港の中では、福岡
空港に次いで外国人の入国者数が多く、福岡県はもとより、九州への訪日客の増加を牽引して
います。昨年は、国が重点的に国際線の誘致を進める「訪日誘客支援空港」の認定も受けました。
　国内線では、昨年７月に那覇線が就航。また、羽田線の早朝・深夜便に合わせ、北九州空港
と福岡都市圏を直接結ぶリムジンバスも運行しており、東京へのビジネスや観光にも大変便
利な空港です。
　航空貨物では、深夜に出発する貨物専用便が今年６月に就航し、那覇空港を経由して、アジ
ア６都市に翌早朝に到着する物流が実現する予定です。
　今後も、路線の誘致やさらなる利便性の向上に取り組んでまいります。皆さまの北九州空
港のご利用をお待ちしています。

北九州空港へのアクセス

自動車
　東九州自動車道「苅田北九州空港ＩＣ」から約１０分。
旅客ターミナルビル前に九州最大規模の駐車場を完備しています。

バス
①北九州市内から
　小倉駅をはじめ北九州市内の主要な駅などから、乗り換え無しで空港まで行ける便利な「北九州空港エアポートバス」が
早朝から深夜まで３路線（小倉線（ノンストップ便・中谷経由便）、黒崎・折尾・学研都市線、朽網線）運行しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※ダイヤなどの詳細については、北九州空港ホームページをご覧ください。

②福岡市内から
　２４時間利用可能な北九州空港では、福岡空港では対応できない早朝・深夜の時間帯にも羽田便が運航しており、これらの
航空便に合わせて、天神・博多と北九州空港を直接結ぶ「福北リムジンバス」が平成２７年７月から運行しています。

早朝便を利用すれば
・当日出発しても、朝一番の
会議に出席できます！

・人気のテーマ
パークなども
開園から楽し
めます！

深夜便を利用すれば
・都内での業務や飲み会の後
も、当日中に帰宅できます！

・コンサートなどのイベント
も最後まで
楽しめます！
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（航空便：５：３０ 北九州空港発→７：００ 羽田空港着／２２：５５ 羽田空港発→０：４５ 北九州空港着）

※ダイヤなどの詳細については、特設サイトをご覧ください。
　Ｗｅｂムービーも公開中！
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関西 成田

羽田

ソウル（仁川） 
７:25着

上海（浦東） 
4:55着

台北 
7:20着

香港 6:40着

バンコク 8:25着

シンガポール 
9:00着

北九州北九州
0:40発0:40発

那覇那覇
2:30着

路線の状況（平成３０年２月現在）

航空貨物輸送もますます便利に！

羽田（東京都）  １日１６往復（運航時間  約９０分）
　観光やビジネスで利用する人も多い東京線。人気のア
ミューズメントパークや話題の観光スポットはもちろん、
２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会
に向けてさらに魅力が増しています。

名古屋（小牧）（愛知県）  １日１往復（運航時間  約７０分）
　中部地方の経済・交通の中心である名古屋。名古屋城、
熱田神宮などの観光地はもちろん、味噌カツ、手羽先、き
しめん、味噌煮込みうどんなど、ご当地グルメも魅力で
す。名古屋（小牧）空港からは、伊勢神宮など周辺観光地
へのアクセスも良好です。

那覇（沖縄県）  １日１往復（運航時間  約１００分）
　青い海、白い砂浜など、豊かな自然が広がる沖縄。
昨年の夏に引き続き、２月８日～５月７日、７月１３日～１０
月２７日の期間、那覇便が期間限定で運航します。夏はも
ちろん、温暖で天候が良く、海開きなどのイベントが目白
押しの春の沖縄にも注目です。

　今年６月から、株式会社ＡＮＡ Ｃａｒｇｏにより、九州で唯一
の貨物専用機による定期貨物便が北九州空港に就航します。
　２４時間利用可能な北九州空港の特性を生かして深夜の
時間帯に貨物を輸送し、那覇空港を経由して、翌朝には九州
からの航空貨物として最も早くアジア各国に貨物を届ける
ことができるようになります。
　半導体や機械の部品、旅客機では運べない大型貨物や危
険物に加え、農産物・水産物の生鮮品も九州から直接輸送
することができる新たな物流ルートの実現で、航空貨物輸
送がますます便利になります。

台北（台湾）線も就航予定！
今年１０月から、台北（台湾）線の就航が
予定されています。詳細は今後発表されます。

国内線

ソウル（仁川）（韓国）  １日１往復（運航時間  約８０分）
　ショッピング、エンターテインメント、伝統文化、
グルメなど、魅力あふれる韓国の首都ソウル。仁川
国際空港からの航空ネットワークを活用すれば、
乗り継ぎで世界各都市にもアクセスできます。

釜山（韓国）  １日１往復（運航時間  約６０分）
　韓国第２の都市である釜山。韓国最大の港町でも
あり、ショッピングやグルメのほか、活気ある市場、高級
ビーチリゾートも魅力。飛行時間も約６０分と短く、気軽
に行ける海外旅行先として人気です。

大連（中国）  週２往復（運航時間  約１１０分）
　アジア地域の貿易、商業、金融の重要拠点の一つ
であり、北九州市の友好都市である大連。ロシア風の美し
い街並みに、欧風建築が立ち並び、他の中国の都市とは
一味違った景色を楽しむことができます。
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※運航ダイヤは現時点の計画であり、
　変更となる場合があります。

平成28年
12月
就航

©（公財）東京観光財団

©韓国観光公社

©韓国観光公社

平成28年
12月
就航

平成28年
10月
就航

平成29年
７月
就航

※ダイヤなどの詳細については、北九州空港ホームページをご覧ください。

問い合わせ： 空港整備課　☎ ０９２-６４３-３１７３　ファクス ０９２-６４３-３１７４
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　県では、年齢に関わりなく活躍し続けることができる「７０歳現役社会」の実現に向け、高齢者のための
総合支援拠点として「福岡県７０歳現役応援センター」を県内４カ所に設置しています。センターでは、専
門相談員がきめ細かなサポートを行い、「職場や地域で活躍したい」、「社会のために役立ちたい」、という
皆さんの思いを応援しています。

○ おおむね６０歳以上の人から
　 ご利用いただけます
○ 利用料無料
○ これまでのセンター利用登録者：１２７００人、
　 進路決定者：６０００人　 （平成２４年開設以来の延べ人数）

○ 能力や経験を生かしてまた働きたい
○ ライフスタイルに合わせて働きたい
○ ＮＰＯやボランティア活動に参加したい
このほか、「経験や技術を持った人を探したい」という事業主から
の相談もお待ちしています。

センターの利用方法やサービス内容
について案内します

専門相談員が個別相談を行い、経歴
や希望などを伺います

「アクティブシニア合同説明会」を開催します！
詳しくは、１０ページ（情報のひろば）をご覧ください。

福岡市博多区博多駅東1-1-33  
はかた近代ビル5階
●ご利用時間
月曜日～金曜日  9時30分～18時
（祝日、年末年始を除く）
　 ☎　 092-432-2577
ファクス092-432-2513

北九州市小倉北区船場町2-10  
近藤会館4階
●ご利用時間
月曜日～金曜日  9時30分～18時
（祝日、年末年始を除く）
　 ☎　 093-513-8188
ファクス093-513-8190

久留米市天神町8番地
リベール4階
●ご利用時間
月曜日～金曜日  9時30分～18時
（祝日、年末年始を除く）
　 ☎　 0942-36-8355
ファクス0942-36-8356

飯塚市本町７-25  
三協木村ビル1階
●ご利用時間／月曜日～金曜日
9時30分～12時、13時～18時
（祝日、年末年始を除く）
　 ☎　 0948-21-6032
ファクス0948-21-6033

あなたに合った就業やＮＰＯ・ボラン
ティア活動に関する情報提供を行い
ます。また、履歴書の作成指導や模擬
面接などの支援を行います

こんな人はお気軽にご相談ください

福岡県７０歳現役応援センター
高齢者の皆さんの「活躍したい」を応援！
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センター利用の流れ

受付・利用
案内
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博多駅
（バスターミナル）

博多駅
（バスターミナル）

１

利用登録・
相談

２

情報提供・
職業紹介

３

　「一般の求人は“年齢不問”と書いていても、いざ応募すると年齢を問われる」。そん
な思いから妻とセンターに登録。やがて妻にレジ業務をご紹介いただき、一緒にいろ
いろと話を伺ったところ、なんと私が働くことになりました。私は６０歳まで機械設計
などの仕事に携わっていたので全くの畑違いでしたが、異業種の仕事にも関心が
あったため、働くことを決めました。
　驚いたのは、センターの担当者が面接に同行してくれる手厚いサポートです。おか
げで、妻も数カ月後に仕事が決まりました。今は週５日、一日５時間など希望のシフト
で働き、休日は卓球大会で県内外に出かけるなど、充実した日々を過ごしています！

夫婦２人とも、仕事が決まりました！

セブン-イレブン
福岡みらい病院店

森田  裕之さん（66歳）
もり　た ひろ ゆき

登録者の約５割の人が
現場で活躍しています！
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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。

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

問

　１２月９日、春日市で人権週間講演会が開催され、
ノンフィクション作家の小松成美さんが、「働く幸せ
を実現した町工場の奇跡」と題し、社員の７割が知
的障がい者のチョーク製造会社の取り組みを紹介
しました。また、全国中学生人権作文コンテスト福
岡県大会の受賞
作品の発表も行
われ、参加者の
皆さんは改めて
人権の大切さを
確認しました。

新雇用開発課
☎０９２-６４３-３５９３　ファクス０９２-６４３-３６１９

問

　全国トップクラスの生産量を誇る「福岡有明のり」。
香り豊かで口溶けが良く、舌の上にうま味が広がる
最高級品として評価されています。
　今漁期は、水温などの養殖環境も良く、とても質
の高い「福岡有明のり」が収穫できており、１１月２８
日に柳川市で行
われた初入札会
では、平成元年度
以来２８年ぶりの
高い価格での取
引となりました。

水産振興課
☎０９２-６４３-３５６３　ファクス０９２-６４３-３５６７

問

　県では、高齢者が年齢にかかわりなく、それぞれの
意思と能力に応じて働いたり、ＮＰＯ・ボランティア活
動などに参加し続けることができる「７０歳現役社
会」の実現に取り組んでいます。
　１１月２７日、第１回となる「九州・山口７０歳現役社
会推進大会」が福岡市で開催されました。本県から九
州・山口各県へ
と広がったこの
新しい長寿社
会のモデルを、
全国へと広め
ていきます。

自動車産業振興室
☎０９２-６４３-３４４７　ファクス０９２-６４３-３４２１

問

　１２月１５日から４日間、福岡市で「福岡モーター
ショー２０１７」が開催され、国内外から２００台を超
える四輪・二輪の最新モデルの市販車や最新技術に
よる展示用自動車が集まりました。また「自動車産業
フォーラム」では、未来の交通システムについての講
演やスポーツ
カーの魅力を語
る討論会も実施
され、モーター
ファンをはじめ
多くの来場者で
にぎわいました。

観光政策課
☎０９２-６４３-３４５４　ファクス０９２-６４３-３４３１

スポーツ振興課
☎０９２-６４３-３405　ファクス０９２-６４３-３408

問

　県では、県内伝統工芸品の魅力を海外へ発信する
とともに、海外の消費者の声を生産者に届け、新たな
商品開発につなげるための取り組みを行っています。
　１２月４日から７日間、米国ニューヨークのソー
ホー地区で、博多織、小石原焼など７５品目の伝統工
芸品のテスト販売
を初めて行いまし
た。工芸品を手に
取った皆さんから
は、「美しく質が高
い」などの声が聞
かれました。

問

　１月９日、昨年７月の九州北部豪雨で被災した朝
倉市でフラッグ歓迎イベントが開催されました。
　スペシャルアンバサダーの山口達也さん、フラッ
グツアーアンバサダーの潮田玲子さんとともにオ
リンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが福
岡県に到着し、
会場は大いに
盛り上がりま
した。
　主催 東京都／
東京2020組織
委員会／JOC／JPC

なるみこまつ

たつややまぐち

れいこしおた

県政フラッシュ県政フラッシュ
「九州・山口７０歳現役社会推進大会」を開催

おいしい「福岡有明のり」ができました

人権について考えよう

クルマと変えよう暮らしの未来

伝統工芸品の魅力をニューヨークで発信 東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー
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ふくおか相談窓口 福岡県の主な相談窓口です。　お気軽にご相談ください。
（平成３０年２月現在）

保存版

①県行政・県民生活に関する相談など
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犯罪被害者などの相談
（犯罪被害者の心のケア、支援機関への紹介など）

④NPO・ボランティア活動の相談

⑤在住外国人の生活などの相談

⑥交通事故相談

 

⑩暴力団に関する情報や相談

 

 

 

⑧飲酒運転に関する相談

⑨警察に対する相談・意見・要望

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）

⑪女性の健康、不妊などに関する相談

⑫在宅医療に関する相談  
 

⑯摂食障害に関する相談

⑱障がい者虐待に関する相談

⑲発達障がいに関する相談

 

⑰ひきこもり相談

医療・福祉

暮らし

医療・福祉

⑬急な病気やけがに関する相談

 

☎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

筑　紫

粕　屋

糸　島

宗像・遠賀

嘉穂・鞍手

田　川

北筑後

南筑後

京　築

・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

・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

・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

・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

・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

・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
・総合相談窓口
  県保健福祉（環境）事務所  

・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
・犯罪被害者相談電話「ミズ・リリーフ・ライン」
☎/Ⓕ０９２-６３２-７８３０
月～金：９時～１７時４５分
・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
・性犯罪被害相談電話「♯８１０３（ハートさん）」
プッシュ回線  ♯８１０３  ２４時間年中無休

・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]https://www.police.
pref.fukuoka.jp/mailform/soudan.html

・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

・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）
宗像・遠賀

嘉穂・鞍手　

北 筑 後　

月～金：８時３０分～１７時１５分

・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

※受付時間は各病院で異なります
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
産業医科大学病院（北九州市）
☎０９３-６０３-１６１１（内線８００２）
Ⓕ０９３-６９１-７３９５
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

・救急電話相談、医療機関案内
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  県内共通＃8000
（プッシュ回線・携帯電話可）
福　岡　☎０９２-６６１-０７７１
北九州　☎０９３-６６２-６７００
筑　後　☎０９４２-３７-６１１６
筑　豊　☎０９４８-２３-８２７０
月～金：１９時～翌朝７時
土：１２時～翌朝７時、日・祝：７時～翌朝７時

・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） 

・県摂食障害治療支援センター
☎/Ⓕ０９２-６４２-４８６９
月・水・金：９時～１６時

・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

９ページ（情報のひろば）に記載

・県障がい者権利擁護センター
☎０９２-６４３-３３１２（障がい福祉課）
月～金：８時３０分～１７時１５分
☎０８０-８５７４-７２３４
月～金：１７時１５分～２１時
Ⓕ０９２-６４３-３３０４

・飲酒運転相談窓口
☎/Ⓕ０９２-６０９-９１１０
月～金：１０時～１６時

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

 

○24 妊娠・出産、赤ちゃん・子育て、
　思春期に関する相談

○27 児童相談
（虐待や養育、障がいに関する相談など）

○25 子育て世帯の生活の困りごとに
　関する相談

○23 福祉サービスに関する苦情など

○22 DVに関する相談

○21 障がいを理由とする差別に関する相談

○30 ３０代チャレンジ応援センター（３０～３９歳）

○31 中高年就職支援センター（４０～６４歳）

○34 子育て女性就職支援センター

○33 ひとり親サポートセンター

○36 労働相談（解雇・パワハラの相談など）

 

○32 ７０歳現役応援センター（概ね６０歳以上）

○29 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）

 

○35 障害者就業・生活支援センター

○28 若者しごとサポートセンター（２９歳まで）

子ども・教育

就職・労働

 

⑳障がい者１１０番

○26 学校生活に関する相談など

☎/Ⓕ０９２-５８４-６１１０
月～金：９時～１７時

・障がい者差別解消専門相談員（障がい福祉課内）
☎０９２-６４３-３２６２Ⓕ０９２-６４３-３３０４
月～金：8時30分～17時15分

・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
・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
・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
Ⓕ０９２-６４３-３３９２（男女共同参画推進課）

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

・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/

・春　日

・飯　塚　  

・久留米 
平日：９時～１７時
※土日の受付日時は各センターで異なります

・福　岡

・北九州

・筑　後　　

・筑　豊　　

月～金：８時３０分～１７時15分

・福　岡　

月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時
・北九州

月～土：１０時～１８時
・筑　後
月～金：１０時～１９時、土：１０時～１７時
・筑　豊
月・火・木・金・土：１０時～１８時

・福　岡

・北九州

・筑　後
・筑　豊

月～金：１０時～１７時

☎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

・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） 

・県労働者支援事務所
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
・県労働委員会
（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

・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
福　岡

久留米

田　川

大牟田

宗　像

京　築

・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

・子ども支援オフィス
粕　屋

水　巻

田　川

久留米

行　橋

月～土：９時３０分～１７時３０分

・子どもホットライン２４
県教育事務所
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）

※受付時間は各センターで異なります
・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

☎０９２-７２０-８８３０
Ⓕ０９２-７２５-１７８８

☎０９３-５３１-４５１０
Ⓕ０９３-５３１-４５３８

☎/Ⓕ０９４２-３３-４４３５

☎/Ⓕ０９４８-２３-１１４３

☎０９２-５８４-３９３１
Ⓕ０９２-５８４-３９２３
☎０９４８-２１-０３９０
Ⓕ０９４８-２１-０３９１

 ☎/Ⓕ０９４２-３２-１１４０

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

☎/Ⓕ０９４２-３０-００８７
☎０９４８-２６-６７１１
Ⓕ０９４８-２６-６７１２

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

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

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

☎０９２-９３８-１２０５
Ⓕ０９２-９３８-３０１２
☎０９３-２０３-１６６１
Ⓕ０９３-２０３-１６２９
☎０９４７-４４-８６１２
Ⓕ０９４７-４４-８６３２
☎０９４２-３８-０６０１
Ⓕ０９４２-３８-８５０４
☎０９３０-２６-７７１０
Ⓕ０９３０-２６-７７０６

☎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

07FUKUOKA   PR EFEC T UR E  NEWS



情報のひろば情報のひろば
募　集募　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/県HP

☎電話番号　○Fファクス番号　　　ホームページHP

平成３０年度 緑の教室

庭木の育て方や庭作りの基礎知識
などが学べます。
〈対象〉県内在住で年間を通じて出
席できる人
〈開催日時〉４月～１２月（１１月除く）
の第３または第４日曜日（全８回）
①　９時３０分～１２時
②１３時３０分～１６時
※①、②ともに定員５０人
〈場所〉福岡県緑化センター
（久留米市田主丸町）
〈内容〉庭木の管理の仕方、樹木の病
害虫の防除など　※参加無料
〈申込方法〉はがきまたはファクス
〈申込締切〉３月２０日（火）※消印有効
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県緑化センター
☎０９４３‐７２‐１１９３Ⓕ０９４３‐７２‐１５５８
　　https://www.ryoku-cen.net/HP

お知らせお知らせ

日常生活自立支援事業
をご利用ください

訪問看護師養成講習会

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基本的知識・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５日（火）～１０月２４日（水）
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・医療・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２７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://fukuoka-kango.or.jp/HP

認知症、知的障がい、精神障がいな
どで判断能力が不十分なため、日常
生活に困っている人が安心して地域
生活を送れるよう、日常的な金銭管
理、福祉サービスの利用手続きなど、
さまざまなお手伝いをします。ご家
族などからの相談も受け付けてい
ます。ぜひご利用ください。
〈問い合わせ〉
お住まいの市町村の社会福祉協議
会または福岡県社会福祉協議会
☎０９２‐５８４‐７４１１Ⓕ０９２‐５８４‐３７９０
　　http://www.fuku-shakyo.jpHP

聴覚障がい者の
支援者養成講座 県HP

被災地である朝倉市または東峰村
で使えるお得な商品券が販売され
ます。１冊１万２千円分の商品券が、
１万円で誰でも購入できます。購入
方法などはお問い合わせください。
〈予約期間〉
２月１日（木）～３月９日（金）
〈使用期限〉
６月３０日（土）まで
〈問い合わせ〉
朝倉商工会議所
☎０９４６‐２２‐３８３５
Ⓕ０９４６‐２２‐５１６６
東峰村商工会
☎０９４６‐７４‐２１２１
Ⓕ０９４６‐７４‐２２８４

復興支援プレミアム付き地域商品券
二次予約開始！ 県HP

展示更新に伴い、４月１日から平成
３１年の秋頃まで休館します。
日頃よりご利用いただいている皆さ
まには大変ご迷惑をおかけしますが、
より魅力的なミュージアムへと生ま
れ変わりますので、ご理解とご協力
をお願いします。
〈問い合わせ〉広域地域振興課
☎０９２‐６４３‐３２１０Ⓕ０９２‐６４３‐３１６４

関門海峡ミュージアムの
展示更新に伴う休館 県HP

中山間地域を支えるボランティア
（中山間応援サポーター）

ちゅうさんかん

中山間応援サポーターとして地域の
人と共に活動する意欲ある人を募集
します。
〈活動内容〉中山間地域（棚田や果樹
園などがある山あいの地域）での特
産品収穫や地域のお祭りのサポート
など  ※活動は通年実施
〈応募方法〉パソコン・ス
マートフォンなどから事
前登録　※随時募集
〈問い合わせ〉農山漁村振興課
☎０９２‐６４３‐３５０３Ⓕ０９２‐６４２‐４６０５
　　https://f-ouen.com/chusankan/HP

聴覚障がいのある人への情報提供
を支援するために必要な知識・技術
を習得する講座です。

手話通訳者養成講座
〈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３０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、通訳Ⅲは通訳
Ⅰ・Ⅱの修了者が対象です。
※全講座とも講座の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カ月）
[通訳Ⅱ]９月開講予定
[通訳Ⅲ]４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] [通訳Ⅲ]
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
３０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〉６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）
〈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〉障がい福祉課
☎０９２‐６４３‐３２６４Ⓕ０９２‐６４３‐３３０４

検索福岡県警　ニセ電話

電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！

ニセ電話詐欺に注意

http://www.no-drugs-fukuoka.jp/
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【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。

県政に対するご意見、ご提案を受け付けています。

県政提案メール

住宅宿泊（民泊）事業が
始まります

住まいの相談窓口
「住まいるダイヤル」

多様化する宿泊ニーズに対応するた
め、６月１５日から新たな制度が始
まります。これまで民泊には、旅館業
としての営業許可が必要とされてい
ましたが、年間営業可能日数が１８０
日以内など一定の条件を満たせば、
届け出によっても民泊を行うことが
できるようになります。届け出の受
け付け開始は３月１５日です。円滑な
民泊事業のためには、法令に従って
地域住民などとのトラブル防止に配
慮することが重要です。新制度につ
いて、詳しくは県ホームページをご
覧ください。

〈問い合わせ〉
生活衛生課（住宅宿泊事業について）
☎０９２‐６４３‐３２７９Ⓕ０９２‐６４３‐３２８２
住宅計画課（マンション管理規約に
ついて）
☎０９２‐６４３‐３７３２Ⓕ０９２‐６４３‐３７３７

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〉
住まいるダイヤル
☎０570‐016‐100
PHS、一部のIP電話からは
☎０３‐3556‐5147
　　https://www.chord.or.jp/HP

国民健康保険に
ご加入の皆さまへ

サイバーセキュリティ対策は
お済みですか

パソコンやスマートフォンをサイ
バーセキュリティに無関心なままで
使い続けると、いつどのような被害
に遭うか分かりません。利用者自身
がセキュリティ対策を行うことが大
切です。
県警察のホームページでは、サイ
バー犯罪の手口をはじめ生活の安
全・安心に関するさまざまな情報を
紹介しています。ぜひご覧ください。
〈問い合わせ〉
県警察本部サイバー犯罪対策課
☎/Ⓕ０９２‐６４１‐４１４１
　　http://www.police.pref.fukuoka.jpHP

県HP 県HP

マンション管理組合の皆さまへ
マンション内でのトラブルを未然
に防止するためには、民泊の可否
を管理規約で明確にすることが重
要です。規約改正がお済みでない
場合は、お早めにご検討ください。

教育職員免許状を更新するには、更
新対象者が更新講習を受講・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。教員
免許更新制度や更新講習の具体的
な内容については、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

教育職員免許状の更新
県HP

県では、発達障がいのある人とその
家族が専門的な相談支援を受けるこ
とができるよう、発達障がい者支援セ
ンターをこれまでの筑豊地域、筑後
地域に加え、新たに北九州地域と、福
岡地域に設置しました。お近くのセン
ターへご相談ください。
〈各地域の発達障がい者支援センター〉
 [福岡市以外の福岡地域] 発達障が
い者支援センターＬｉｆｅ(ライフ) 
☎０９２‐５５８‐１７４１Ⓕ０９２‐５５８‐１７４２
月～金：９時～１７時
[北九州市以外の北九州地域] 発達
障がい者支援センター（北九州市立
総合療育センター内）
☎０７０‐１２４２‐１５０３Ⓕ０９３‐９２２‐５５２３
月～金：９時～１７時
[筑豊地域] 発達障がい者支援セン
ターゆう・もあ
☎０９４７‐４６‐９５０５Ⓕ０９４７‐４６‐９５０６
月、水～金、日：９時～１８時
[筑後地域] 発達障がい者支援セン
ターあおぞら
☎０９４２‐５２‐３４５５Ⓕ０９４２‐５３‐０６２１
月～金：９時～１７時
[福岡市] 発達障がい者支援センター
ゆうゆうセンター
☎０９２-８４５‐００４０Ⓕ０９２-８４５‐００４５
月～金：９時～１７時
[北九州市] 発達障害者支援センター
つばさ
☎/Ⓕ０９３‐９２２‐５５２３
月～金：８時３０分～１７時
〈問い合わせ〉障がい福祉課
☎０９２‐６４３‐３２６3Ⓕ０９２‐６４３‐３３０４

新設

新設

発達障がい者支援センターを
新たに２カ所設置しました 県HP

国民健康保険制度が変わります！
４月から、県も国民健康保険の保険
者となります。県と市町村は、市町村
国保の安定的な財政運営を図り、市
町村事務の効率化・標準化を推進し
ます。
[変わること]
①被保険者証（保険証）などの様式
（記載内容など）が変わります。４月
以降、順次切り替わりますが、それま
では、現在のものをお使いいただけ
ます。
②高額療養費の多数回該当の算定
回数が、県単位で通算され加入者の
負担が軽減されます。
[変わらないこと]
①医療機関の受診方法は変わりません。
②各種届け出などの窓口は、今まで
どおりお住まいの市町村です。

国民健康保険の資格の異動は
届け出が必要です

退職などにより会社の健康保険の資
格を失った時や会社の健康保険の
被扶養者から外れた時は、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の窓口で届け
出をしてください。
〈問い合わせ〉
お住まいの市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

人権・同和対策局調整課
ヒューマン博士

みんなで築こう　人権の世紀

考えよう
相手の気持ち

飲酒運転撲滅
飲酒運転は、絶対しない！
させない！ 許さない！
そして、見逃さない！
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催　し催　し

情報のひろば情報のひろば ◀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/県HP

☎電話番号　○Fファクス番号　　　ホームページHP

看護の日のつどい

世界遺産を巡る 
むなかた・ふくつウオーキング

県HP

春の特別展
「古代エジプト調査隊～
ピラミッドの謎を解け～」

県HP

福岡県発達障がい者
支援センターによる

講演会

県では、国際的な視野を持って地域
で活躍する「人財」を育成するため、
ベトナムやミャンマー、アメリカなど
の国々へ若者を派遣しています。
大会では、参加した若者が海外研修
での体験や成果、将来の夢などを報
告します。
〈日時〉３月２５日（日）１３時～１７時
〈場所〉パピヨン２４
（福岡市博多区千代）
〈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

宗像大社辺津宮と新原・奴山古墳群
を見ながら、約２０キロメートルを歩
きます。先着５００人には、宗像市・古
賀市・福津市・新宮町の特産品の試
食を配付。ガイドによる見どころの
解説や特産品の物販も行います。 
※参加無料、申込不要
〈日時・場所〉３月２１日(水・祝)
[スタート受付]ＪＲ東郷駅（宗像市田熊）
８時３０分～１０時
[ゴール受付]ＪＲ福間駅（福津市中央）
１７時まで
〈問い合わせ〉広域地域振興課
☎０９２‐６４３‐３１８１Ⓕ０９２‐６４３‐３１６４

〈日時〉３月１０日（土)～５月６日（日）
〈場所〉福岡県青少年科学館
（久留米市東櫛原町）
〈内容〉約４５００年前に作られた古
代エジプトのピラミッド建設の謎を
探ります。
〈参加費〉
（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 ※土曜日は高校生以下無料
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい
〈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/HP

中国の書聖「王羲之」の書のほか、最
澄・空海をはじめとする歴史上著名
な人物の書など、書の逸品が九博に
大集結します。
〈日時〉４月８日（日）まで
９時３０分～１７時
※毎週金・土の夜間開館日は、２０時
まで（入館は３０分前まで）
〈場所〉九州国立博物館（太宰府市石坂）
〈問い合わせ〉九州国立博物館
☎ＮＴＴハローダイヤル０５０‐５５４２‐８６００
Ⓕ０９２‐９２９‐３２７６
　　http://www.kyuhaku.jp/HP

県HP

４月～６月は狂犬病
予防注射月間です

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〉生活衛生課
☎０９２‐６４３‐３２８１Ⓕ０９２‐６４３‐３２８２

九博特別展
「王羲之と日本の書」

おう  ぎ   し

県HP
ふくおか若者魁（さきがけ）大会

〈日時〉４月７日(土)１３時～１６時
〈場所〉宗像ユリックス（宗像市久原）
〈内容〉白石雅一さん（宮城学院女子
大学教授）による講演「発達障がい
児・者のこだわり行動の理解と支援」
〈定員〉４００人
〈申込締切〉３月２０日（火）※必着　
※参加無料
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県発達障がい者支援センター
ゆう・もあ
☎０９４７‐４６‐９５０５Ⓕ０９４７‐４６‐９５０６

しらいしまさかず

アクティブシニアしごと合同説明会
～アラカンフェスタと同時開催～
シニアの就業を支援するための合
同説明会を開催します。企業との面
談ブースのほか、専門相談員が皆さ
んのご希望をお伺いする相談コー
ナーも用意しています。
また、より良いセカンドライフを過ご
すためのヒントを提供する「アラカ
ンフェスタ」が同時開催されます。
〈対象者〉おおむね６０歳以上の人
〈日時〉３月２４日（土）１２時～１５時
（受付は１１時～１４時３０分）
〈場所〉福岡国際会議場
（福岡市博多区石城町）
※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉
福岡県７０歳現役応援センター
☎０９２‐４３２‐２５４０Ⓕ０９２‐４３２‐２５１３
　　http://www.70-f.net/HP

「看護の心をみんなの心に」をテー
マに、「看護の日のつどい」を開催し
ます。
〈日時〉５月６日（日）
①１０時～１５時②１２時～１６時
〈場所〉①ＪＲ博多シティ（福岡市博多
区博多駅中央街）②ナースプラザ
福岡（福岡市東区馬出）
〈内容〉①ＡＥＤと救急蘇生の実演、
健康相談や看護の進路相談②ふれ
あい看護体験発表、村岡克彦さん
(映画プロデューサー)による講演
「道に迷ったら情熱の傾くほうへ」
など
※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉福岡県看護協会
☎０９２‐６３１‐１２２１Ⓕ０９２‐６３１‐1223
　　https://www.fukuoka-kango.or.jp/

むらおか かつひこ

HP

救急車の利用や最寄りの医療機関に
ついてアドバイスします。

24
時
間
受
付

年
中
無
休

へ   つ  みや しんばる ぬ やま

身近な動物から病気にかからない
ようにするには、口移しで餌を与え
るなどの過剰な触れ合いを控えるこ
とや、動物に触れた後などは必ず手
を洗うなどの対策が大切です。
〈問い合わせ〉がん感染症疾病対策課
☎０９２‐６４３‐３２６８Ⓕ０９２‐６４３‐３３３１

人と動物の共通感染症
に注意しましょう 県HP
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１

２

３

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（福岡県総合計画で取り組む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子育て支援③教育・青少年育成④女性の活躍⑤生きがい
　　づくり（高齢者・障がい者）⑥医療・健康⑦協働・NPO⑧文化・国際交流
　　⑨防災・防犯⑩エネルギー・環境⑪その他（具体的に）
　　感想

ふくおか電子申請  福岡県だより 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）

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

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３０年３月３１日までに下のいずれかの方法でご応募ください。

●テレビ番組
TVQ「飛び出せ！サークル“ふくおか研”」
　毎週土曜日放送 20時54分～21時
RKB「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・木曜日放送 9時35分～9時40分

●福岡県ホームページ
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

●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！

●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

●広報誌「グラフふくおか」
3・6・9・12月のそれぞれ20日発行

●LINE@（ラインアット）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザーID…@pref_fukuoka

●Twitter（ツイッター）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka
https://twitter.com/Pref_Fukuoka

●広報紙配信アプリ「マチイロ」
「福岡県だより」をスマホで！
ダウンロードはこちらから▶

は が き

ファクス
電子申請
電子メール

：〒812-8577（住所の記入は不要です）（平成３０年３月3１日（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより３月号」プレゼント担当
：092-632-5331
：ふくおか電子申請サービス
：kouhou@pref.fukuoka.lg.jp 携帯版はこちらから▶

福岡県の広報活動

プレゼントコーナープレゼントコーナー

【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。

県政に対するご意見、ご提案を受け付けています。

※福岡県では収入確保のため、有料広告を掲載しております。なお、広告主および広告内容などについては、県が推奨するものではありません。広告に関するお問い合わせは、株式会社ホープ（０９２-７１６-１４０４）まで。

県政提案メール

※写真はイメージです

※５ページに
　関連情報
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かつて筑豊の石炭運搬の主役を担った「川ひらた」の
乗船体験のほか、多彩なイベントが開催されます。
中間市役所前遠賀川河川敷（中間市中間1-1-1付近）
NPO法人中間市地域活性化協議会
☎093-243-3877（月・水・金曜日の10時～17時）

●県庁代表 ☎092-651-1111　●県民情報広報課 ☎092-643-3102　ファクス092-632-5331

検索福岡県の広報活動

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。

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。

場
問

※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。

　　 場所　  問い合わせ場 問

中間市
1 Ｉ Ｌｏｖｅ なかま  遠賀川フェス

3月18日(日)

約600万本の菜の花が、会場全体を黄色で埋め尽くし
ます。地元農産物なども販売します。
なの花の道（古賀市莚内）
古賀市商工政策課
☎092-942-1176　ファクス092-942-3758

場
問

なの花まつり
3月18日(日)

五穀豊穣と無病息災を願う伝統行事。市指定無形民
俗文化財の「振毛槍」や「子ども楽」が披露されます。
賀茂神社（うきは市浮羽町山北1-1）
うきは市観光協会
☎0943-77-5611　ファクス0943-77-5687 

場
問

田川市
6

浮羽おくんち
4月11日(水)

歌手・松谷さやかのコンサートをはじめ、ワークショップ
や朝倉市の特産品などの物産展が行われます。
電気ビル共創館みらいホール（福岡市中央区渡辺通2-1-82)
株式会社電気ビル　後援：朝倉市
☎０９２-７１４-５７４３　ファクス０９２-７８１-０７０９

場
問

九州北部豪雨チャリティーコンサート
3月21日（水・祝）

ライブなどのステージイベントや地元の食を味わうイ
ベントを通して、伊良原ダムの完成をお祝いします。
みやこ町犀川下伊良原1883付近 特設会場
みやこ町行政経営課
☎0930-32-2511（内線222）　ファクス0930-32-4563

場
問

ダムができたよ！ダム祭!!～伊良原 Easter to Party～
3月18日(日)

デンマーク出身のフラワーアーティストが表現する未
来のお花見をぜひお楽しみください。
太宰府天満宮、宝満宮竈門神社、志賀海神社、柳川市 御花
ニコライ・バーグマン フラワーズ＆デザイン
☎03-5464-0716

場
問

ニコライ・バーグマンHanami 2050
3月29日(木)～4月1日(日)

氏子によって長い間受け継がれてきた神楽です。神々に
感謝し、家内安全を祈って奉納されます。
赤幡八幡神社（築上町赤幡325－1）
築上町企画振興課
☎0930-56-0300（内線363）　ファクス0930-56-1405

場
問

神幸祭（赤幡神楽）
5月3日(木・祝)

出店のほか、各種体験コーナー、ヒーローショーなど、
大人から子どもまで楽しめるイベントが満載です。
桂川町住民センター ふれあい広場（桂川町土居424－8）
桂川町商工会
☎0948-65-0020　ファクス0948-65-0137

場
問

商工まつり桂川
5月13日（日）

福岡県だより 通巻124号

2
古賀市古賀市

4
福岡市福岡市

江戸時代の街並みが残る小保・榎津地区で、酢蔵開き
や児童作品展、花嫁道中などが行われます。
大川市小保・榎津地区
藩境のまち保存会事務局
☎/ファクス0944-87-0931

場
問

小保・榎津藩境まつり
4月２１日(土)～２２日(日)

8
大川市大川市

9
香春町香春町

10
築上町築上町

11
桂川町桂川町

ま つ や

杉の葉で葺かれた全国的にも珍しい杉の葉神輿が威
勢の良い掛け声と共に担がれ、厳かに進みます。
古宮八幡神社下御旅所(香春町採銅所2611)
香春町観光協会
☎0947-85-8035　ファクス0947-85-8036

場
問

古宮八幡神社神幸祭
4月2８日(土)～２９日(日・祝)

7
うきは市うきは市

3
みやこ町みやこ町

5
太宰府市太宰府市

こ   ぼ

こみやはちまんじんじゃじんこうさい

あかはたかぐらじんこうさい

※屋内展示は有料

いらはら いいスタート パーティー

❾古宮八幡神社神幸祭（香春町）❾古宮八幡神社神幸祭（香春町）

1
2

4
5

7

8

6
9

3
10

11

約1000本のソメイヨシノが咲き誇る様子は圧巻。夜間
のライトアップでは、夜桜が楽しめます。
丸山公園（田川市丸山町19－1）
田川市たがわ魅力向上課
☎0947-85-7147　ファクス0947-46-0124

場
問

丸山公園花まつり 
3月下旬～4月上旬

❷なの花まつり（古賀市）❷なの花まつり（古賀市）

ごこくほうじょう むびょうそくさい

ふ

うじこ

みこし

ふり  け  やり がく

えのきづはんざかい
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