
ボランティアによる土砂撤去作業
九州北部豪雨により大きな被害を受けた朝倉市や
東峰村では、流れ込んだ土砂をかき出すなど、今も
なお復旧・復興に向けた活動が続けられています。
（写真は平成３０年４月朝倉市の様子）
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特 集 平成２９年７月九州北部豪雨から間もなく１年
－今日の備えを、明日につなげよう

“九州ロゴマーク”ができました！
詳しくは、５ページで紹介しています
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　地域防災計画や災害に関する知識などのほか、
大雨や地震などの災害・緊急情報や河川の水位、監
視カメラの情報を随時掲載しています。
詳しくは

　昨年７月に発生した九州北部豪雨から間もなく１年になります。改めて、この
災害によってお亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表しますとともに、被災
された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
　県としましては、一日も早く、被災地の皆さまが元の生活に戻っていただける
よう、引き続き、全力で取り組んでまいります。
　災害は、「とき」「ところ」「ひと」を選びません。日頃の備えが大切です。災害を減
らすためには、行政機関による「公助」はもとより、地域の皆さまが力を合わせて
助け合う「共助」、県民の皆さまお一人お一人が自分の安全を守る「自助」が大事
です。ぜひ、防災・減災対策を身近な問題として考え、防災情報の収集や早めの避
難、備蓄品の準備などを心がけていただきますよう、よろしくお願いします。

　昨年7月に発生した九州北部豪雨では、７月５日の昼ごろか

ら夜にかけて、九州北部で局地的に猛烈な雨が降り、福岡県と

大分県で大雨特別警報が発表されました。九州で特別警報が発

表されるのは、平成２５年に特別警報が設定されて以来初めて

でした。

　この豪雨災害により、県内では多くの尊い命が失われ、朝倉

市、東峰村を中心に家屋や事業所、道路、河川、農地、林地などに

甚大な被害が発生しました。

　被害を最小限に抑えるためには、日頃から防災意識を持ち、

災害に備えるとともに、地域ぐるみで防災体制を確立していく

ことが重要です。

防災情報の収集11

平成29年7月九州北部豪雨から間もなく1年
－今日の備えを、明日につなげよう

　災害時の情報などをメールでお知らせします。
利用には事前の登録が必要です。

【防災メール・まもるくんの４つの機能】
①防災気象情報や避難勧告など
　をお知らせ
②災害時の安否情報通知
③地域の安全に関する情報
④福岡県避難支援マップ
このほか、道路規制情報や
土砂災害危険度情報なども
配信しています。
詳しくは

福岡県防災ホームページ 検索

防災メール・まもるくん 検索

（１）福岡県防災ホームページ （２）防災メール・まもるくん
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自動的に配信

事
前
登
録

危険度が
変わると

福岡県
Fukuoka Prefecture

　災害に関する基本的な知識に加え、災害時の留意点、水・食料の備蓄の方法
など、「自助」「共助」に役立つさまざまなノウハウを掲載した「福岡県防災ハン
ドブック」を作成しました。
　県内の公立図書館やコミュニティセンターに配架しているほか、県防災ホー
ムページや電子書籍などの電子媒体でも無料で公開しています。
詳しくは 福岡県防災ハンドブック 検索

　このパンフレットでは、災害発生のメカニズムや前
兆現象を詳しく解説しています。市町村の避難指示な
どだけによらない、「自分の命は自分で守る」自助行動
につなげましょう。
詳しくは

　土砂災害による犠牲者の多くを占める高齢者や
乳幼児などの要配慮者が利用する施設（土砂災害警
戒区域内）の管理者に、土砂災害の発生危険度を
メールやファクスで配信します。利用には事前の登録
が必要です。

使いながら備蓄する
“ローリングストック法”

　缶詰やレトルト食品など普段利用してい
る食品を多めに購入しておき、日常生活の中
で消費したらその分を補充することで、常に
一定量を確保することができます。

風水害に備える22

自助行動啓発冊子 検索

　災害時に必要な物は、時間経過に伴って変化します。
長期にわたってライフラインが停止することを想定し
た備えが必要です。

飲料水・食料・調理器具など
□飲料水（１人１日３リットル）
□食料
□カセットコンロ、カセットボンベ

生活用品
□携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池
□救急セット、常備薬
□簡易トイレ、トイレットペーパー、
　生理用品
□軍手、マスク、防寒具、雨具

◎簡易トイレやマスクは避難所生活でも役立ちます！

備蓄品の準備33

問い合わせ： 砂防課　
メール：sabou@pref.fukuoka.lg.jp
☎０９２-６４３-３６７８　ファクス０９２-６４３-３６８９

① ② ③
最初に多め
に購入する

消費期限内に
使い切る量が
目安

消費期限の
短いものから
順番に使う

消費した分を
補充し、
いつも一定量
に保つ

②と③
を繰り
返す

問い合わせ：防災企画課　☎０９２-６４３-３１１２  ファクス０９２-６４３-３１１７

（１）自助行動啓発パンフレット

最低３日分、できれば１週間分

福岡県防災ハンドブックが完成しました！

（２）福岡県土砂災害危険度情報配信システム

地面のひび割れ

【パンフレット掲載例：土砂災害の主な前兆現象】

【システムのイメージ】

賞味期限切れ
も防げる！

地鳴り・山鳴り 流木の発生

井戸水の濁り 亀裂・水の吹き出し 水の染み出し・落石
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７
月
は
熱
中
症
予
防

　

 
強
化
月
間
で
す

ブロック！ブロック！

　インターネットは便利な一方で、有害な情報に触れてしまったり、トラブルに巻き込まれたりする危険性
があります。安全に、安心してインターネットを利用するために、お子さんが使用するスマートフォンなどに
フィルタリングを設定しましょう！

　熱中症は、「気温の高くなりはじめ」や「湿度の高い日が続く梅雨時」など、気候変化に体が
慣れないこの時期に増加し、７月～８月がピークになります。
　日ごろから、熱中症予防のポイントを心掛け、予防に努めましょう！

　インターネット上にある暴力やアダルト、出会い系など、青少年に有害
な情報の閲覧を制限する機能です。

①暑さを避ける
　　室内では、我慢せずにエアコ
　ンや扇風機を使用し、こまめに
　室温を調整しましょう。 
　　外出時は、日傘や帽子を着用
　するなどのほか、日陰などで適
　宜休憩を取りましょう。

②こまめに水分を補給する
　　喉の渇きを感じなくても、
　こまめに水分や塩分など
　を補給しましょう。

○目まい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い
○頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う
重症になると・・・
○返事がおかしい、意識消失、けいれん、体が熱い

〈涼しい場所へ避難させる〉
エアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など、涼しい場所へ避難させる
〈体を冷やす〉
衣類を緩め、体を冷やす（特に、首の回り、脇の下、足の付け根など）
〈水分を補給させる〉
水分や塩分、経口補水液※などを補給させる※水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの
自分で水が飲めない、意識が無い場合は、すぐに救急車を呼びましょう！

①フィルタリングを設定しましょう！
　　お子さんが使用しているスマートフォンのフィルタリング設定を確認しましょう。フィ
　ルタリングは、使用できるアプリのみを許可するなど、年齢や用途に応じて設定するこ
　ともできます。

②お子さんと話し合ってルールを決めましょう！
　・名前や顔写真、学校名などを書き込まない　　・パスワードは保護者が管理する　
　・スマートフォンなどを使用する場所や時間を決める　　　　　　　　　　　　など

「福岡県青少年健全育成条例」
により、お子さんが使用するス

マートフォンなどを購入するときに、
フィルタリングを設定しない場合は、
正当な理由を記載した書面を携帯電
話事業者に提出する必要があります。

検索福岡県青少年健全育成条例

詳しくは
無線LAN回線無線LAN回線

出会い系出会い系

架空請求架空請求
アダルトアダルト

暴力暴力

ウイルスウイルス

携帯電話回線携帯電話回線

けんたいかんおうと

厚生労働省  熱中症 検索

有
害
サ
イ
ト

有
害
サ
イ
ト

有
害
サ
イ
ト

有
害
サ
イ
ト

問い合わせ：健康増進課　☎０９２-６４３-３２７０　ファクス０９２-６４３-３２７１

お子さんのスマートフォンなどにはフィルタリングを設定しましょうお子さんのスマートフォンなどにはフィルタリングを設定しましょう

熱中症に気を付けましょう熱中症に気を付けましょう

熱中症予防の2つのポイント熱中症予防の2つのポイント

フィルタリングって何？

お子さんをインターネットの危険から守るために

問い合わせ：青少年育成課　☎０９２-６４３-３３８８  ファクス０９２-６４３-３３８９

フィルタリング
サービス

フィルタリング
サービス

フィルタリング
サービス

フィルタリング
サービス

フィルタリング
有効化措置
フィルタリング
有効化措置
フィルタリング
有効化措置
フィルタリング
有効化措置

熱中症の症状熱中症の症状

熱中症が疑われる人を見かけたら熱中症が疑われる人を見かけたら
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　地球温暖化は、集中豪雨の多発や真夏日の増加、農作物の不作、感染症
の増加など、私たちの生活に大きな影響をもたらします。
　県では、家庭での地球温暖化対策として、電気の使用量削減などに取り
組む「エコファミリー」を募集し、その活動を支援しています。

　「九州はひとつ」という理念のもと、九州・山口各県の連携を象徴する「九州ロゴマーク」が誕生しました。
今後、このマークを活用して、九州が一体となったさまざまな分野での取り組みで、九州が連携する姿を分
かりやすく国内外にＰＲしていきます。

登録者全員に、協賛店で割引などが受けられる
「応援パスポート」を進呈！

エコ活動（※）に取り組み、報告すると、県内約６００店舗で
利用できる最大６０００円分のエコチケットを抽選で進呈！

半年ごとに電気・ガス使用量などを報告すると、
「協賛企業賞」を抽選で進呈！

〈登録方法１〉
「ふくおかエコライフ応援サイト」から登録

〈登録方法２〉
申込書を上記サイトからダウンロードするか下記の窓口で入手し
①申込書を持参
　宛先：環境保全課、県保健福祉環境事務所、市町村環境担当課
②申込書を郵送、ファクス、電子メール
　宛先：環境保全課（下記問い合わせ先）
　※電子メールの場合は必要事項を本文に記載してください

・冷蔵庫に物を詰め込み
過ぎない。年間で
約１１８０円の節約！

・冷房の設定温度を２８度にすると
年間で約８２０円の節約！

・エアコンのフィルターを２週間に１回
掃除すると年間で約８６０円の節約！

　２０１９年のラグビーワールドカップや２０２０年の東京オリンピック・
パラリンピック競技大会といった世界各国から注目が集まる機会を捉
え、九州がさらに一体感を醸成し、さまざまな活動において広報効果を
発揮するため、「九州ロゴマーク」が誕生しました。
　九州地域戦略会議（※）において、平成２９年７月に公募を実施し、４０
作品の応募の中からデザインを決定しました。

　「のれん」をデザインモチーフに、「九」「州（しゅう）」「一つ」のそれぞれの
文字を組み合わせ、「ひとつの州（くに）」を描くことにより、「九州はひとつ」
を象徴しています。また、アジアで使われている漢字をシンボル化し「日本
らしさ」「アジアからの発信」を表現しています。「のれん」は街をにぎやか
にし、生活環境を華やかにします。県外や海外からのお客さまに「九州の
『のれん』をくぐっていただきたい」というメッセージも込めています。色
は、使用する取り組みや媒体などに合わせて、最適な色で表現します。

※エコ活動の例（１ポイント＝１円）
　①電気使用量の報告：５００ポイント
　　（さらに１時間当たり１キロワット削減に
　　つき４ポイント）
　②ＬＥＤ照明の購入：１個につき２００ポイント
　③省エネ家電への買い替え
　　：１台につき４００ポイント
　　 （テレビ、エアコン、冷蔵庫）

出典：資源エネルギー庁
　　 「家庭の省エネ徹底ガイド　春夏秋冬」

問い合わせ：県民情報広報課
　    ☎　 ０９２-６４３-３１０２　
ファクス０９２-６３２-５３３１

特典
１１
特典
22
特典
33

「エコファミリー」を募集しています「エコファミリー」を募集しています

“九州ロゴマーク”ができました“九州ロゴマーク”ができました

「エコファミリー」に登録すると・・・「エコファミリー」に登録すると・・・

「エコファミリー」への登録方法「エコファミリー」への登録方法

ロゴマーク誕生の背景・経緯ロゴマーク誕生の背景・経緯

ロゴマークのコンセプトロゴマークのコンセプト

問い合わせ：環境保全課　☎０９２-６４３-３３５６  ファクス０９２-６４３-３３５７　　  chikyu@pref.fukuoka.lg.jp

未来の地球を守るバイ！

ワンポイント
エコアドバイス

※九州・山口各県知事と経済界のトップ
　で構成される会議
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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。

職業能力開発課
☎０９２-６４３-３６０2　ファクス０９２-６43-３６０５

問

　県では、県内７校の高等技術専門校で、ものづくり
分野を中心に職業人として必要な知識や技能を習得
する職業訓練を実施しています。
　老朽化が進んでいた福岡高等技術専門校の新校舎
が完成し、４月１８日から新校舎での職業訓練を開始
しました。これ
を機に、科目の
新設やカリキュ
ラムの見直し
を行い、訓練内
容をさらに充
実させました。

労働政策課
☎０９２-６４３-３５９２　ファクス０９２-６４３-３５８８

問

　４月７日、宮若市と福津市を結ぶ「見坂トンネル
（８４２メートル）」が開通しました。
　県道飯塚福間線の見坂峠付近は、幅員狭小や線形
不良などの課題を抱えていたため、県では平成１９年
度からトンネル工事を含むバイパス整備を進めてき
ました。
　見坂トンネルを
含む、約２キロメー
トルのバイパス区
間が開通し、より安
全で円滑な往来が
可能となりました。

道路建設課
☎０９２-６４３-３６６２　ファクス０９２-６４３-３６６４

問

　県と厚生労働省では、県内４カ所に「若者サポート
ステーション」を設置し、一定期間無業状態にある若
者の職業的自立を支援しています。
　平成３０年度に厚生労働省が実施する「就職氷河
期無業者総合サポートプログラム」に福岡若者サ
ポートステーションが選ばれたことに伴い、同所にお
ける支援対象年齢
の上限を３９歳から
４４歳に引き上げ、
就職氷河期世代の
人に向けた支援を
行います。

文化振興課
☎０９２-６４３-３３８３　ファクス０９２-６４３-３３４７

問

　４月２１日から２２日にかけて北九州市で開催され
た「HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ北
九州大会」に出場したフランス代表チームの選手が、
４月１９日、日本文化を体験しました。
　選手たちは、着物の着付けや生け花にチャレンジ
し、日本文化を満喫
していました。また、
選手たちは体験の
模様をSNSで発信
し、大会および日本
文化の魅力を国内
外にPRしました。

園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８９　ファクス０９２-６４３-３４９０

観光政策課
☎０９２-６４３-３４５４　ファクス０９２-６４３-３４３１

問

　現在、お茶の加工はほとんどが機械化されていま
すが、製茶の基礎となる手もみの技術は、品質の高い
お茶を作るために欠かせない職人の技です。
　４月１１日、「第３５回福岡県八女茶手もみ競技大
会」が八女市で開催され、県内の７チーム２１人が手
もみ製茶の技術を競
いました。団体の部
の優勝、準優勝の両
チームは、１１月に八
女市で開催される全
国手もみ製茶技術競
技大会に出場します。

問

　５月３日から３日間、「小石原焼 民陶むら祭」が東峰
村で開催され、４０を超える窯元には、祭りに合わせて
窯出しされた多くの小石原焼が並びました。
　国指定の伝統的工芸品である小石原焼は、昨年、福
島善三氏が県内の陶芸家としては初めて重要無形文
化財保持者（人間
国宝）に認定され
たことでも注目を
集めており、被災
地の復興を応援
しようと、多くの
人が訪れました。

み さか

しまぜんぞう

ふく

見坂トンネルが開通しました

福岡高等技術専門校の新校舎が完成

ラグビー女子フランス代表による日本文化体験

第３５回福岡県八女茶手もみ競技大会 被災地の復興を「買って」応援！

県政フラッシュ
就職氷河期世代に対する支援を開始
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　春に約２５００本のあんずの花が咲く福津市のあ
んずの里運動公園。ここで収穫したあんずを使用し
た「あんずサイダー」は、サイダーの生産地・佐賀県唐
津市とあんずの収穫量日本一の長野県松本市の２市
とのコラボにより誕生したご当地ドリンクです。
　一口飲むと、ふんわりとあんずの爽やかな酸味が
口中に広がり、微炭酸で後味すっきりなのが特徴で
す。商品ラベルは九州大学の大学院生がデザインし
ました。
　「カットフルーツを浮かべてフルーツポンチにした
り、お酒を割ってカクテルにしたり、アレンジも楽し
めますよ」と語るのは、販売先のあんずの里市のス
タッフで商品開発にも携わっ
た花田砂惠子さんです。
　「あんずサイダー」はあんず
の里市でしか販売されておら
ず、「あんずジャム」や「あんず
でポン酢」などあんずの商品を
詰め合わせたセットも人気です。

　近隣には、海水浴
場や「新原・奴山古墳」

をはじめとした「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産
群」もあります。ぜひ「あんずサイダー」を片手に夏の
福津市へ出かけてみませんか。

　国から指定を受けた県内７つの伝統的
工芸品の一つであり、その技法が重要無
形文化財にも指定されている久留米絣。
実は、最初に考案したのは１３歳の少女
だったのをご存じですか？
　少女の名は、井上伝（１７８８－１８６８）。
江戸後期、着物は木綿を藍染めした単調
なものがほとんどでした
が、何度も洗ううちに色が
落ちて白い斑点が浮かび
上がります。伝は、「斑点が
柄になっていたら美しい
のに」と思い、着物をほど
いて研究し、失敗を重ねながら白い模
様の入った着物を織り上げ、「加寿利」

と名付けました。
久留米絣はたち
まち評判になり、伝は機織りで
家計を助ける女性たちに惜しみ
なくこの技法を紹介し、多くの
人々に感謝されました。

　時代の変化を受けながらも、
２００年以上続く伝統的
工芸品となった久留
米絣を後世に伝えた
いと語るのは、久留
米絣協同組合の理事
長・池田光政さんです。
「最近は若い女性に
もんぺの人気が高く、まだまだ可能性
を感じています」と語ります。久留米絣
の魅力は、夏は涼しく冬は温かく、着る
ほどに肌になじみ風合いが増すことです。

９月は広川かすり祭り、１１月は全国の伝統的
工芸品が一堂に集まる伝統的工芸品月間国民
会議全国大会が福岡県で開催されます。今年
は、伝の没後１５０年。歴史をたどりながら久
留米絣の魅力に、ぜひ触れてみてください。

久留米絣展示・販売については
地場産くるめ・久留米絣資料館
☎０９４２-４４-３７００　ファクス０９４２-４３-１０２０
ひろかわ藍彩市場
☎０９４３-３２-５５５５　ファクス０９４３-３２-５５５６

みつまさいけだ

か  す  り

あんずサイダー
【福津市】

暑い季節にぴったりの
「あんずサイダー」は、平
成２４年に誕生。年間
２０００本の売り上げ
を誇る

スタッフの花田砂惠子さん。
花田さんのお母さまも「あんず
サイダー」の大ファンとのこと

４月にリニューアルして売場
が広くなったあんずの里市。
地元で採れたキャベツやト
マトなど新鮮野菜や切り花、
交流を続ける長野県の特産
コーナーが人気

はなだ

しんばる ぬやま

さ  え  こ

問い合わせ : あんずの里市
☎０９４０-５２-５９９５　ファクス０９４０-５２-５９９９
営業時間：８時３０分～１７時　 定休日：第２木曜日・盆・年末年始

久留米絣を愛し、職人の育成
にも力を注ぐ池田光政さん

多いときは１０００人もの
弟子がいたとされる井上伝

久留米絣を発案した１３歳の少女・井上 伝
いのうえ でん

柄もデザインも無限に広がる久留
米絣。さまざまなコラボレーション
で魅力を発信！

vol.9

福岡県知ってる？

Do you know Fukuoka?
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職場復帰を目指している看護職の
人を対象にした、病院での最新の医
療と看護に関する研修です。
〈対象〉現在看護の現場を離れている
看護職の人（県内在住で６カ月以内
に就職を希望する人に限る）
〈日時・会場〉
①９月４日（火）～５日（水）９時～１６時
福岡大学病院（福岡市城南区七隈）
②１０月１５日（月）～１６日（火）９時～
１６時
北九州市立医療センター（北九州市
小倉北区馬借）
〈定員〉①、②ともに１０人
〈受講料〉無料
※別途看護職賠償責任保険料５００
円程度が必要
〈申込方法〉電話または下記ホーム
ページから
〈申込締切〉
①８月１７日（金）、②９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

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

お知らせお知らせ

地区別復職応援セミナー

採血・注射サポート教室

職場復帰を目指している看護職の
人が採血・注射の看護技術を再習得
し、看護職に復帰できるよう支援す
る教室です。
〈対象〉現在看護の現場を離れてい
る看護職の人（県内在住で６カ月以
内に就職を希望する人に限る）
〈日時・会場〉
①８月２２日（水）１３時３０分～１６時
ナースプラザ福岡（福岡市東区馬出）
②９月１２日（水）１３時３０分～１６時
久留米大学病院（久留米市旭町）
③９月２６日（水）１３時３０分～１６時
総合せき損センター（飯塚市伊岐須）
〈定員〉
①１２人、②１０人、③１０人
〈受講料〉１０００円
〈申込方法〉電話または下記ホーム
ページから
〈申込締切〉
①７月２５日（水）、②８月１６日（木）、
③８月２８日（火）
〈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

〈対象〉養成講座を受講し、認定を受
けボランティアとして活動ができる
人で、かつ、
①２０歳から６８歳までの人
②２３歳から６６歳までの人
〈応募締切〉①９月３０日（日）、
②８月３１日（金）
※募集要項など詳しくはお問い合わ
せください
〈問い合わせ〉
①社会福祉法人北九州いのちの電話
☎０９３-６５２-６６２８Ⓕ０９３-６５１-６５９５
　　https://k-inoden.jimdo.com/
②社会福祉法人福岡いのちの電話
☎０９２-７１３-４３４３Ⓕ０９２-７２１-４３４３
　　http://www.f-inochi.org/

いのちの電話ボランティア相談員
（①北九州、②福岡）

民間企業等職務経験者
〈職種〉行政
〈受験資格〉昭和３４年４月２日以降
に生まれた人で、平成３０年６月末
日現在、民間企業などにおける職務
経験が５年以上ある人
〈試験日〉８月２６日（日）
〈試験地〉福岡市、東京都
〈受付期間〉７月１７日（火）～２７日
（金）消印有効（インターネットでの
申し込みは７月２４日（火）まで）
短大卒業程度[Ⅱ類]・高校卒業程度[Ⅲ類]
〈職種〉[Ⅱ類]行政事務、教育行政
[Ⅲ類]一般事務、教育行政、警察行政、
土木、農業土木、林業
〈受験資格〉
[Ⅱ類]平成５年４月２日から平成１１
年４月１日までに生まれた人
[Ⅲ類]平成７年４月２日から平成１３
年４月１日までに生まれた人※大学
（短期大学を除く）における在学期
間が２年を超える人を除く
〈試験日〉９月２３日（日）
〈試験地〉[Ⅱ類]福岡市[Ⅲ類]福岡市、
久留米市、飯塚市、北九州市
〈受付期間〉８月１３日（月）～２４日
（金）消印有効（インターネットでの
申し込みは８月２１日（火）まで）
〈問い合わせ〉人事委員会事務局任用課
☎０９２‐６４３‐３９５６Ⓕ０９２‐６４３‐３９６０
テレホンサービス（自動音声案内）
☎０９２‐６４３‐３６５０

試　験試　験

県職員採用試験
県HP

県では、県産材を活用し、環境に優し
く耐久性にも優れた優良な木造住
宅の普及促進を図るため、木造住宅
を新築または購入する人に対して助
成金を交付します。
〈対象〉今後、県内で一定の建設基準
に適合する住宅を新築・購入する人
〈助成内容〉最高限度額６３万５千円
〈申込方法〉住宅着工前に添付図書
を添えて、住宅計画課に認定申請書
を提出
〈申し込み・問い合わせ〉住宅計画課
☎０９２‐６４３‐３７３１Ⓕ０９２‐６４３‐３７３７

福岡県快適な住まいづくり
推進助成制度 県HP

県営住宅入居者募集
（ポイント方式）

住宅にお困りの人の状況を点数化
し、点数の高い人から順に入居者を
決定します。募集対象団地および募
集戸数については、７月１２日（木）
から配布する募集案内書をご覧くだ
さい。
〈申込締切〉７月２３日（月）
〈募集案内書配布場所〉市区町村役
場、福岡県住宅供給公社、各地区の
公社管理事務所・各出張所、県庁総
合案内所、県営住宅課、各地区県民
情報コーナー
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県住宅供給公社
☎０９２‐７８１‐８０２９Ⓕ０９２‐７２２‐１１８１
　　http://www.lsf.jp

HP

HP

HP

HP

HP

☎電話番号　○Fファクス番号　　  ホームページHP情報のひろば情報のひろば

http://www.no-drugs-fukuoka.jp/

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
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勉学意欲がありながら経済的理由
により就学が困難な人に、奨学金
（無利子）を貸与しています。

平成３１年度予約募集
〈種類〉入学支度金、奨学金
〈応募資格〉
平成３１年４月に高等学校などに進
学を予定しており、保護者が県内に
生活の本拠を有していること
〈募集期間〉
６月下旬～（学校により異なります）

緊急募集
〈種類〉奨学金
〈応募資格〉
高等学校などに在学中で、家計の急
変により修学が困難となるなど奨学
金を緊急に必要とする場合
〈募集期間〉随時
〈問い合わせ〉在学（卒業）の中学校、
在学している高等学校など、または
公益財団法人 福岡県教育文化奨学財団
☎０９２-６４１-７３２６Ⓕ０９２-６４１-７５３０

暴力団から金銭を要求された、また
は暴力団の不法行為を見聞きした
場合などは、最寄りの警察署または
暴力追放ダイヤルに相談・情報提供
をお願いします。一人で悩まず、まず
は相談してください。
【暴力団追放ダイヤル】
（福　岡）☎／Ⓕ０９２‐６２２‐０７０４
（北九州）☎／Ⓕ０９３‐５８２‐８９３０
〈問い合わせ〉県警察本部組織犯罪対策課
☎０９２‐６４１‐４１４１
　　http://www.police.pref.fukuoka.jp

多発するニセ電話詐欺の被害を防ぐ
ためには、被害防止機能付電話機の
導入が効果的です。この電話機は、着
信時に相手に警告メッセージを流す
「事前警告機能」や迷惑電話番号を拒
否する「着信拒否機能」など、充実した
機能を備えています。詳しくはお近く
の家電販売店や、インターネットなど
で確認してください。
〈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.pref.fukuoka.jp

【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

検索おかやま旅ネット 

高等学校等奨学金
県HP

次代を担う青少年が健やかに成長
することは県民全ての願いです。青
少年の非行・被害防止に対する理解
を深め、それぞれの地域の活動への
積極的なご参加とご協力をお願いし
ます。
〈問い合わせ〉青少年育成課
☎０９２‐６４３‐３３８８Ⓕ０９２‐６４３‐３３８９
　　http://www8.cao.go.jp/youth/
kankyou/hikouhigai/gekkan.html

７月は青少年の非行・被害防止
全国強調月間です 県HP

HP

精神と体を破壊するドラッグ

岡山県からのお知らせ

覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの乱
用は、その依存性から、乱用者自身
が急性中毒となって死亡する、幻想
や妄想などの精神障害により殺人
や強盗、放火などの凶悪犯罪を引き
起こす、薬物の購入代金を得るため
にさまざまな犯罪を起こすことがあ
るなど大変恐ろしいものです。
覚醒剤や危険ドラッグなどに関する
相談・情報提供は、薬物１１０番にお
願いします。
また、県警察ホームページ内で、メー
ルでも受け付けています。
【薬物１１０番】☎０９２‐６４１‐４４４４
〈問い合わせ〉県警察本部薬物銃器対策課
☎０９２‐６４１‐４１４１
　　http://www.police.pref.fukuoka.jpHP

岡山県内各地の約１５０の店舗で
フルーツメニュー（かき氷、パン、
パスタ、ピザ、カクテルなど）を提
供するほか、桃狩りやぶどう狩り
に便利な直行バスの運行など、フ
ルーツをテーマにした企画やイ
ベントがめじろ押しです。
ぜひ、この機会にお越しいただき、
「晴れの国おかやま」が育んだ絶
品フルーツをお楽しみください。
〈期間〉
７月１日（日）～１０月３１日（水）
〈問い合わせ〉岡山県観光課
☎０８６-２２６-７３８２Ⓕ０８６-２２４-２１３０

観光キャンペーン２０１８
「おかやま果物時間」開催！

ニセ電話詐欺にご注意を！

暴力団に関する相談・情報提供

HP

HP

福岡市内と北九州空港を結ぶ福北
リムジンバスの降車停留所に、直方
ＰＡ、若宮ＩＣ、上の府太郎丸、御幸町、
呉服町が追加されます。降車停留所
の追加は、北九州空港出発便のみ、
運賃は大人片道２千円、予約不要。
〈問い合わせ〉空港整備課
☎０９２‐６４３‐３１７３Ⓕ０９２‐６４３‐３１７４
　　http://fukuhoku-bus.jpHP

７月から福北リムジンバスの
降車停留所が増えます

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届

をお忘れなく 県HP

北方領土は日本固有の領土です。一
日も早い北方領土の返還に向けて国
民世論を盛り上げましょう。
〈問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２‐６４３‐３１０１Ⓕ０９２‐６３２‐５３３１

県HP

８月は北方領土返還運動
全国強調月間です

前年の所得状況と８月１日の養育状
況を確認します。提出がない場合、８
月分以降の手当の支給が一時差し
止めとなります。ご注意ください。
〈提出期間〉
［児童扶養手当を受けている人］ 　
現況届：８月１日（水）～３１日（金）
［特別児童扶養手当を受けている人］
所得状況届：８月１３日（月）～９月１１
日（火）
〈提出先〉お住まいの市区町村窓口
〈問い合わせ〉
お住まいの市区町村の（特別）児童扶
養手当担当課または県児童家庭課
☎０９２‐６４３‐３２５９Ⓕ０９２‐６４３‐３２６０

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！

飲酒運転撲滅

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！
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家族の介護をしながら働き続ける
ことができるよう、専門家が介護と
就労に関する相談に面談や電話で
応じます。  ※相談無料
〈面談・電話相談日時・場所〉
①イオン大野城店２階ＡＢＣ-ＭＡＲＴ前
（大野城市錦町）
７月２２日（日）・８月２６日（日）・９月
２３日（日）、いずれも１０時～１６時
②イオン穂波店１階ふれあい広場
（飯塚市枝国長浦）
８月５日（日）・９月２日（日）、いずれ
も１０時～１６時
③イオン福岡東店１階正面入口前
（志免町別府北）
８月１２日（日）・９月９日（日）、いず
れも１０時～１６時
④コムシティ３階生涯学習センター前
（北九州市八幡西区）
８月１９日（日）１０時～１６時
⑤イオン戸畑店２階よいとさ広場
（北九州市戸畑区）
９月１６日（日）１０時～１６時
〈電話相談・問い合わせ・事前予約〉
麻生教育サービス㈱（受託者）
☎０９０‐１５１９‐３０２３Ⓕ０９２‐４８２‐０４５３
　　http://machikado-kaigosoudan.
aes-medicalwelfare.com/

〈内容〉［オープニング］久留米ボディ
パーカッションクラブ
［講演］「部落問題と向き合う私たち
～結婚差別を乗り越えて～」（石井
眞澄さん、石井千晶さん）
〈日時〉７月２１日（土）１３時３０分～
１５時５０分 ※入場無料、申込不要、
要約筆記・手話通訳あり
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
※７月１日（日）～９月３０日（日）の間、
７階で特別展「夜間中学―あかりがと
もるよるのまなびや―」を開催します。
〈問い合わせ〉公益財団法人福岡県
人権啓発情報センター
☎０９２‐５８４‐１２７１Ⓕ０９２‐５８４‐１２７３
　　http://www.fukuokaken-jinken.or.jp

農業法人等による
合同会社説明会 県HP

福祉のしごと就職フェア2018
 in FUKUOKA

同和問題啓発強調月間講演会
～７月は同和問題啓発強調月間です～

福祉の職場に関心のある人や福祉
関係での就職を希望する人を対象
に、福祉施設などとの就職面談会を
開催します。
〈日時〉８月４日（土）１１時～１１時５０
分（就活応援セミナー）、１２時～１６時
（就職面談会） ※参加無料、申込不要
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈問い合わせ〉
福岡県社会福祉協議会
☎０９２‐５８４‐３３１０Ⓕ０９２‐５８４‐３３１９
　　http://www.fsw.or.jp/jinzai/HP

HP

介護と仕事の両立
「休日街かど相談」

差別のない社会を目指して

〈対象〉ＵＩＪターン就職希望者、平成
３１年３月大学等卒業予定者、３年以
内既卒者、４０代前半までの求職者
〈日時〉８月１０日（金）１３時～１７時
※参加無料、申込不要
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央区天神）
〈問い合わせ〉
福岡県若者しごとサポートセンター
☎０９２‐７２０‐８８３２Ⓕ０９２‐７２５‐１７７６
　　http://www.ssc-f.net

ＵＩＪターン就職支援
合同会社説明会 県HP

HP

〈内容〉農業法人などによる自社の
会社説明および個別相談
〈対象〉農業法人などへの就職を希望
する人、農業に興味のある人
〈日時〉８月１１日（土）１０時～１３時
（受付時間１０時～１２時３０分）
※参加無料、要申込
〈場所〉福岡ビル９階Ｂホール（福岡市
中央区天神）
〈申込方法〉詳しくは県ホームページ
をご確認ください。
〈申込締切〉８月１日（水）
〈問い合わせ〉
後継人材育成室
☎０９２‐６４３‐３４９５Ⓕ０９２‐６４３‐３５１６

福岡県戦時資料展
県HP

〈内容〉防空頭巾など戦時資料や写
真パネルの展示
〈日時〉①８月１日（水）～１０日（金）、
②８月１２日(日)～１６日(木) いず
れも９時～１７時（ただし１６日のみ
１５時３０分まで）
〈場所〉①筑前町立大刀洗平和記念
館（筑前町高田）②アクロス福岡（福
岡市中央区天神）
〈入場料〉無料※①は入館料が別途
必要。金額はお問い合わせください。
〈問い合わせ〉行政経営企画課
☎０９２‐６４３‐３０２７Ⓕ０９２‐６４３‐３０３２

HP

いしい

いしいますみ ちあき

県では、一人一人の人権が尊重され
る社会を目指し、「同和問題啓発強調
月間」や「人権週間」に講演会や研修
会を開催するなど、さまざまな機会を
捉え、各種の啓発活動を行っています。
また、平成２８年１２月には、部落差
別は許されないものであると明記さ
れた「部落差別の解消の推進に関す
る法律」が施行されました。
しかしながら、今もなお同和問題に
関する差別落書きや貼り紙、インター
ネットを悪用した誹謗中傷などの差
別事象が発生しています。
これらは、人の心を傷つけるだけで
なく、差別を助長するものであり、決
して許すことのできない行為です。
私たち一人一人が人権を尊重し、部
落差別のない社会を目指しましょう。
〈問い合わせ〉人権・同和対策局調整課
☎０９２‐６４３‐３３２５Ⓕ０９２‐６４３‐３３２６

ひぼう

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

太陽光発電設備は、台風や豪雨など
で浸水・破損した場合でも光が当た
れば発電することがあります。接近ま
たは接触すると感電する恐れがあり
ますので、近づかないようにしてくだ
さい。
〈問い合わせ〉エネルギー政策室
☎０９２‐６４３‐３２２８Ⓕ０９２‐６４３‐３１６０

災害時の太陽光発電設備に
ご注意ください 県HP

水は限りある大切な資源です。特に
夏は水の使用量が増えます。節水を
心がけ、大切に使いましょう。
〈問い合わせ〉水資源対策課
☎０９２‐６４３‐３２０５Ⓕ０９２‐６４３‐３２０７

８月１日は水の日、
８月１日から７日は
水の週間です 県HP

催　し催　し
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１

２

３

アンケート
　　「福岡県だより７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

パンナコッタ
（パンナコッタ１２個／箱×５人）

福岡県産の牛乳をたっぷり使用し
たコクのあるとろけるような食感の
デザートです。
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７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７月3１日（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより７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※写真はイメージです
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色とりどりの風鈴が所狭しとつるされ、美しい音色を
奏でます。7月17日（火）は演舞などの催しも開催。
如意輪寺（小郡市横隈1729）
小郡市観光協会
☎0942-72-4008　ファクス0942-80-0284

●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。

「福岡県だより」の録音版・点字版の送付をご希望される人は県民情報広報課までご連絡ください。

場
問

小郡市
1

1

2

3

4

６ ７

５
8

9

10
11

風鈴まつり
６月中旬～９月中旬

全身にすすを塗り、鬼に扮した子どもたちが、大綱を引
いて地域を練り歩くお盆の伝統行事です。
久富熊野神社境内（筑後市久富1635）
筑後市商工観光課
☎0942-65-7024　ファクス0942-53-1589

場
問

筑後市
７ 久富の盆綱曳き行事

8月14日（火）
四季折々の花が楽しめる「なひこ畑」で、町の花である
ひまわりが満開の時期を迎えます。
なひこ畑（川崎町川崎2400付近）
川崎町商工観光課
☎0947-72-3000（内線225・226）　ファクス0947-72-3416

場
問

なひこ畑のひまわり
７月下旬～８月上旬（見頃）

バルーンアートなどのものづくりを中心とした、親子
で体験をしながら楽しめるイベントです。
春日市ふれあい文化センター新館（春日市大谷6-24）
春日市地域教育課社会教育・読書推進担当
☎092-575-4121　ファクス092-593-7380

場
問

春日市
５ 夏のふれあい体験王国

8月5日（日）

大正時代から続く歴史ある花火大会。色鮮やかな花火が
夜空をキャンパスに次 と々大輪の花を咲かせます。
遠賀川河口（芦屋町）
芦屋町観光協会
☎093-221-1001　ファクス093-221-1002

場
問

芦屋町
3 あしや花火大会

7月28日（土）
ダンスなどのステージイベントや各種出店、打ち上げ
花火が祭りを盛り上げます。
サン・グレートみやこ周辺(みやこ町勝山黒田86-１ほか)
みやこ町観光まちづくり課  商工観光係
☎0930-32-2512　ファクス0930-32-4563

場
問

8 みやこ町夏まつり
8月18日（土）

テーマは「ひみつ基地」「魔法のお部屋」。筑豊で活躍す
る作家による一味違った展覧会です。
田川市美術館（田川市新町11-56）
田川市美術館
☎0947-42-6161　ファクス050-3737-3717

場
問

田川市
4 作家がつくる ぼくらのひみつ基地とわたしの魔法のお部屋

8月1日(水)～9月2日(日)　
１日目は盆踊り大会、２日目は地元の中学校・高校や
お笑い芸人などを迎え、桂川町の夏を盛り上げます。
桂川町住民センター前ふれあい広場（桂川町土居424-８）
桂川町住民センター・夏まつり桂川事務局
☎0948-65-2007　ファクス0948-65-2117

場
問

夏まつり桂川
８月18日（土）～19日（日）

会場付近に高い建造物が無く、360度どこからでも花
火を楽しめます。約5000発もの花火が夜空を彩ります。
筑後川総合運動公園（大川市大野島2813）
大川観光協会
☎0944-87-0923　ファクス0944-87-0961

場
問

大川市
６ 大川花火大会

8月11日(土・祝)

「焼きとり店密集地・久留米」の名物イベント。会場を
盛り上げるステージ企画もたくさんあります。
東町公園(久留米市東町26)
久留米焼きとり文化振興会事務局
☎0942-38-1811　ファクス0942-38-1811

場
問

10 久留米焼きとり日本一フェスタ
9月8日(土)～9日(日)

朝倉市郡を走る「ツール・ド・あさくら」や「ママチャリ
レース」などを行う自転車イベントの祭典です。
原鶴分水路グラウンド（朝倉市杷木志波杷木・久喜宮）
あさくらサイクルフェスティバル実行委員会（あさくら観光協会内）
☎0946-24-6758　ファクス0946-24-9015

場
問

朝倉市
11 あさくらサイクルフェスティバル

9月17日（月・祝）

福岡県だより 通巻126号

2
川崎町川崎町

9
桂川町桂川町

※前夜祭：8月17日（金）

※出場者は要申込

ふん

ひさどみ ぼんつな ひ

❷なひこ畑のひまわり（川崎町）❷なひこ畑のひまわり（川崎町）

※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

みやこ町みやこ町

久留米市久留米市

❸あしや花火大会（芦屋町）❸あしや花火大会（芦屋町）

お
ク
で
リ
か
ッ
け
プ
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