
特 集 全国に広がれ、自慢の農林水産物

11月は食育・地産地消月間です。
県では、県産農林水産物を積極的に購入して、農林水産業を応援
する「ふくおか地産地消応援ファミリー」を募集・登録し、野菜
や果物の収穫体験など、農林漁業体験ツアーにご案内しています。
詳しくは

〈九州ロゴマーク〉

「九州の連携」を象徴し、
「九州はひとつ」を表現
しています

県人口／５,１１１,７７３人（平成３０年９月１日現在）
発　行／福岡県総務部県民情報広報課　　印　刷／福博綜合印刷株式会社
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福岡のおいしい幸せ 検索
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①「福岡の食」を堪能

②「福岡の匠の技」を体感

③福岡県の特産物を販売

④イベントスペースとして活用

　魅力あふれる福岡県を体感できるアンテナレストランが、１１月２１日、都内にオープンします。
県では、このレストランを拠点として、本県が誇るさまざまな魅力を発信していきます。

○店 舗 名　福扇華
　※「扇」はその形が末広がりであることから、昔から縁起物とされています。福岡のますますの繁栄を、
　   そして、福岡から新しい風を吹かせたいという思いが込められています。

○営業開始　１１月２１日（水）（ランチ：１１時３０分～１５時／ディナー：１７時～２２時）

○場　　所　東京都千代田区麹町１-１２-１　住友不動産ふくおか半蔵門ビル１階

　がめ煮や水炊きなどの郷土料理をはじめ、「博多和牛」やトラフグ、真鯛といっ
た天然魚、旬の野菜など、福岡のおいしい食材をふんだんに使った日本料理、
「あまおう」や「秋王」など四季折々のフルーツ、また「八女茶」やお酒を楽しむこ
とができます。

　内装に県産材（京築ヒノキ、センダンなど）、大川組子、博多織の額装、八女すだ
れなど、食器に小石原焼や上野焼を使用し、福岡県を体感できる上質な空間を
提供します。

　「小石原焼」などの伝統工芸品や「八女茶」などの県産農林水産物を販売します。

　県、市町村などの観光・物産プロモーションイベントや商談会などを開催（要
事前予約）し、「福岡県」のファンを増やします。

　温暖な気候と豊かな自然に恵まれた福岡県は、全国でも有数の農林水産物の
生産県です。 販売単価が１４年連続で日本一となったイチゴ「あまおう」、種が
ほとんどなく高い糖度とサクサクした食感の柿「秋王」、全国有数の生産量を誇る
「福岡有明のり」をはじめ、数多くの自慢の農林水産物があります。
　このような本県自慢の食材をふんだんに使った料理やお酒など「福岡の食」を
堪能できるだけでなく、店舗の内装や食器に数多くの伝統工芸品を使用した
「福岡を体感できる」店として、今年11月、東京にアンテナレストラン「福扇華」
をオープンします。
　県では、これからも本県農林水産物の素晴らしさをさまざまな機会を捉えて
積極的にＰＲしていきます。ぜひ、県民の皆さまも、本県農林水産物を「買って応援！
食べて応援！」していただきますよう、よろしくお願いします。

福岡県知事

小川　洋

全国に広がれ、自慢の農林水産物全国に広がれ、自慢の農林水産物

ふ く  お   か

ふく お   か

ふく  お    か

問い合わせ：
福岡の食販売促進課　☎０９２-６４３-３５１４　ファクス０９２-６４３-３５３１
トリゼンフーズ株式会社（店舗運営委託事業者）　☎０９２-６３３-３７７３　ファクス０９２-６３３-３７７５

● ４つの特色

東京にアンテナレストラン「福扇華」がオープン！
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福岡有明のり 秋　王

甘うぃ 鐘崎天然とらふく

あまおう

　筑後川などから流れ込む豊富な栄養と、有明
海特有の大きな干満差を利用した自然の恩恵と
巧みな養殖技術により育てられた「福岡有明のり」
は、香り豊かで口溶けがよく、
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。

　平成２７年から販売
開始した「秋王」は、福岡
県が開発した、種がほと
んどない甘柿です。糖度が
高く、サクサクした食感が特長で、
１０月下旬から１１月上旬に出荷
されます。

　平成２８年から販売開始した「甘うぃ」は、キウ
イフルーツの栽培面積全国第２位を誇る福岡県
が開発した新品種です。大玉で糖度が高く、ほの
かな酸味があり、甘さと爽や
かさのバランスが最高な
キウイフルーツです。

　福岡県は、天然トラ
フグの全国有数の産地
です。１２月から３月に旬
を迎え、筑前海の荒波で身が
引き締まり、歯応えが抜群で、ほのかな甘みと深
いうま味が広がります。宗像漁協ふぐ延縄船団が
漁獲した天然トラフグを「鐘崎天然とらふく」と呼
び、県内外で高い評価を受けています。

　「あかい・まるい・おお
きい・うまい」の頭文字
を取って名付けられた
「あまおう」は、福岡県が開
発したブランドイチゴです。果実が大きく、濃い
紅色が特長で、１粒４０g以上のものもあります。
甘みと酸味のバランスが程よく濃厚な味わいで、
全国的にも人気を集めています。

11
月

12
月

1
月

ふくおかの直売所 検索

問い合わせ：食の安全・地産地消課　☎０９２-６４３-３５７５  ファクス０９２-６４３-３５７３

問い合わせ：
園芸振興課（秋王・甘うぃ・あまおう）
☎０９２-６４３-３５７４  ファクス０９２-６４３-３４９０

水産振興課（福岡有明のり・鐘崎天然とらふく）
☎０９２-６４３-３５６３  ファクス０９２-６４３-３５６７

　地元の新鮮で旬な農林水産物、
農産加工品を取り扱う直売所は、
県内に約２００店舗あり、どの店舗も地元ならでは
の逸品を取り扱っています。
　ぜひ、季節ごとに直売所を巡って、福岡の旬・食を
満喫してください！

＜ふくおか直売所ガイド＞
　直売所の魅力が一目で
分かるガイドブック。
　県のホームページから
ダウンロードできます。

①ずらりと並ぶ、旬の食材！
　直売所にはその季節ごと
に一番おいしい農林水産物
が並びます。旬の味を存分
に楽しみましょう。

②品揃え＆鮮度抜群！ 朝一番が狙い目
　新鮮な農林水産物が直売所に届けられるのは、
ほとんどが開店前後の朝一番。早起きして、採れた
ての新鮮な食材をゲットしましょう。

③生産者を見て指名買い！
　直売所の商品ラベルには、
生産者や加工所の名前が記載
されています。 お気に入りの
生産者を見つけてみては？
　他にも、昔ながらの“おふくろの味”を
楽しめる直売所、料理教室などのイベントを開催し
ている直売所など、各店舗の特徴はさまざまです！

直売所を
満喫するコツ

はえ

あま

それぞれの農林水産物の魅力を
「ふくおかインターネットテレビ
（http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」で
動画により紹介しています。

旬を迎える農林水産物

直売所へ行こう！
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　「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」では、障がいの
ある人への不当な差別的取り扱いをなくし、相手の障がいの状況や意思、場面
に応じて適切に対応する合理的配慮を行うことを全ての県民の皆さんにお願い
しています。
　県では、合理的配慮について解説したガイドブックを作成しました。県ホーム
ページから、自由にダウンロードしてご利用いただけます。

　　　　▶詳しくは

　県では、福岡県宅地建物取引業協会と連携し、県内市町村※が有する空き家情報をインターネット上の
専用ページに集約した「福岡県空き家バンク」をオープンしました。 比較検討が簡単に行える他、“特徴か
ら空き家を探す”機能により、求める生活環境に応じた物件を探すこともできます。

高さが低いカウンターの設置
　カウンターの一部に低い部分(約80センチ
メートル)を作りましょう。

テーブルに案内する
　カウンターより低いテーブルに案内すると、
車いすに乗ったままでも記入しやすくなります。

バインダーなどの補助用具の準備
　バインダーや膝に乗せる簡易記帳台
を準備することで、車いすの人は膝の
上で筆記ができることもあります。

　市町村が収集した空き家情報をホームページなどで公表し、
空き家の利用希望者とマッチングさせるものです。
　空き家の仲介を行う宅建業者の紹介なども行っています。

　福岡県空き家バンクへの登録に費用はかかりません。
　なお、売買・賃貸の契約が成立した場合には、宅建業者への
仲介手数料が発生します。

　登録は市町村と連携している宅建業者が行います。詳しくは、
空き家バンクを設置している市町村へお問い合わせください。

　空き家を登録している宅建業者に直接お問い合わせください。

　白杖を頭上に掲げるこのポーズは、
視覚障がいのある人が街中で迷った
り、不安や危険を感じたりしたとき
に、周りの人に助けを求めるときの
合図です。このポーズを見たら、進ん
で声を掛け、手助けしてください。

合理的配慮ガイドブック 検索

記入用のカウンターが車いす使用者にとって高い場合
　記入用のカウンターは、立ったまま利用するものが多く、車いすでの利用
が困難な場合があります。車いす利用者が自分で記入できるように、準備
をしておくことが大切です。

バインダー

※平成３０年８月末時点で
　３６市町村が参加

問い合わせ：障がい福祉課　☎０９２-６４３-３２６２　ファクス０９２-６４３-３３０４

「障がいのある人への合理的配慮ガイドブック」を作成しました「障がいのある人への合理的配慮ガイドブック」を作成しました

「福岡県空き家バンク」オープン！「福岡県空き家バンク」オープン！

合理的配慮の例合理的配慮の例

配慮の例

白杖ＳＯＳシグナル

「空き家バンク」って何？

登録に費用がかかるの？

所有している空き家を「空き家バンク」に登録したい！

登録されている空き家を実際に見たい！買いたい！
問い合わせ：住宅計画課

　    ☎   ０９２-６４３-３７３２　
ファクス０９２-６４３-３７３７

福岡県空き家バンク

https://akiyabank.f-takken.com/

環境面

意識面
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　結婚したいと思っても出会いの機会が少ない。県では、そんな独身者に出会いの場を提供し、結婚の
きっかけづくりを行う「出会い・結婚応援事業」を実施しています。

　県では、高校中退などで進路が決まっていない若者を早期に適切な支援機関につなぐ「福岡県若者自
立相談窓口」を開設しました。あなたの希望の進路や悩み、不安など、何でも聞かせてください。次の一歩
をお手伝いします。

訪問相談、来所相談（要事前連絡）、
電話・メールによる相談

毎週月曜日～土曜日（祝日、年末年始
を除く）１０時から１９時

大野城市雑餉隈町４-２-１６
石橋ビル２０１号

　電話やメール、ファクスで、
まずはご連絡ください。

　面談の上、これからについて
一緒に考えましょう！（必要に応
じてご家庭を訪問します）

　就学に関する情報提供や専門
的な支援機関への同行などによ
り、次の一歩をお手伝いします。

♥「出会い応援団体」に登録している企業や団体
が、パーティやマナーアップ講座など毎月さま
ざまなイベントを開催しています。

♥メールマガジン「あかい糸めーる」にご登録い
ただくと、イベントの新着情報をパソコン・携
帯電話にお届けします。

♥独身者に対する出会いイベントの企画・実施
や周知・情報提供を行っていただける企業・団
体を募集しています。

♥「出会い応援団体」に登録すると、企業・団体
情報を県ホームページで紹介できるほか、入
札参加資格審査で加点を得ることができます。

「出会い応援団体」に登録し、従業員の
「出会い＆結婚」を応援しませんか？

福岡県若者自立相談窓口 検索

あかい糸めーる 検索

メールマガジン「あかい糸めーる」
配信中！

「出会い応援団体」
募集中！

▶詳しくは

ステップ１
ご連絡ください

ステップ２
お聴きします

ステップ３
次の一歩へ

※高校中退者以外の若者の相談もお受けします。

事業に関する問い合わせ：青少年育成課　☎０９２-６４３-３３８８　ファクス０９２-６４３-３３８９

問い合わせ：子育て支援課　☎０９２-６４３-３３１１　ファクス０９２-６４３-３２６０

進路が決まっていない若者を支援します進路が決まっていない若者を支援します

相談
無料
相談
無料

あなたの「運命の出会い」を応援します！あなたの「運命の出会い」を応援します！

開所日時

ご相談の流れ

相談対応所在地

☎（ファクス兼用） ０９２-７１０-０５４４
　 info@wakamado.net　　 https://wakamado.net

～平成29年度末時点～

延べ登録者数/７８６４人
成婚報告組数/４４７組

～平成29年度実績～

イベント開催回数/３８７回
延べ参加者数/７７０９人

～平成30年8月末時点～

登録団体数/１２０３団体

HP

「福岡県若者自立相談窓口」
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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（予定）しています。

生活安全課
☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９

問

　８月２５日、「平成３０年度飲酒運転撲滅キャンペー
ン開始イベント」を北九州市で開催しました。
　会場では、シンガーソングライター百花さんによる
飲酒運転撲滅ソングや県立八幡中央高等学校書道部
によるパフォーマンスが披露されました。小川知事は、
県職員の酒気帯び運
転についておわびの
言葉を述べるととも
に、飲酒運転撲滅を
強く呼びかけました。
キャンペーンは年末
まで実施します。

青少年育成課
☎０９２-６４３-３４０２　ファクス０９２-６４３-３３８９

問

　福岡県における、健康で日常生活を制限なく送れる
「健康寿命」の平均年齢は、男性が７１.４９年で全国４０
位、女性が７４.６６年で全国３０位です。そのような状
況を踏まえ、「ふくおか健康づくり県民会議」を設置し、
８月１０日、設立総会を
福岡市で開催しました。
　総会では、特定健診
やがん検診の受診率向
上、食生活の改善、運動
習慣の定着を取り組み
の柱に設定しました。

健康増進課
☎０９２-６４３-３２６９　ファクス０９２-６４３-３２７１

問

　７月２６日から８月８日まで、「第１５回日本の次世
代リーダー養成塾」が開催されました。
　日本の次世代リーダー養成塾は、世界に通用する人
材の育成を目指した、高校生のためのサマースクール
です。養成塾では、マレーシアのマハティール首相の他、
日本や世界で活躍す
る講師陣による講義
や社会課題の解決に
向けた議論を行う
「アジア・ハイスクー
ル・サミット」などが
行われました。

消防防災指導課
☎０９２-６４３-３１１３　ファクス０９２-６４３-３１１７

問

　平成２９年７月九州北部豪雨や平成３０年７月豪雨
など、近年大規模な自然災害が各地で発生しています。
９月３日、地域全体の防災力の向上を目的とした「福岡
県防災講演会 シニア災害ボランティアセミナー」を福
岡市で開催しました。
　自然災害の恐ろしさ
や災害時の備え、シニ
ア層によるボランティ
アなどをテーマに講演
が行われ、参加者は改
めて防災に対する意識
を高めていました。

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

障がい福祉課
☎０９２-６４３-３２６３　ファクス０９２-６４３-３３０４

問

　２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けた２年前イベントとして、８月
１８日に「ふくおかスポーツ交流フェスティバル」を宗像
市で開催しました。
　会場を訪れた多くの人たちは、ブルガリア代表柔道選
手やオリンピアンとの
交流の他、ラグビー、ボッ
チャといった、オリン
ピック・パラリンピック
種目の体験などを通じ
て、スポーツの素晴らし
さを実感していました。

問

　９月５日、「農福連携マルシェ２０１８ ｉｎ ＨＡＫＡＴＡ」
を福岡市で開催しました。農業に取り組む障がい者就
労施設で丹精込めて作られた、野菜や果物などの農産
物やジャムなど農産加工品の「まごころ製品」を販売し、
当日は多くの人でにぎわいました。
　１１月１８日には
北九州市のＪＲ小倉
駅ＪＡＭ広場で「農福
連携マルシェ２０１８ 
ｉｎ ＫＯＫＵＲＡ」を開
催します。

もも  か

健康に自分らしく暮らしていけるように

飲酒運転の撲滅を誓って

いざというときのために備えましょう

ふくおかスポーツ交流フェスティバル 農福連携マルシェ２０１８ in HAKATA

県政フラッシュ
第１５回日本の次世代リーダー養成塾
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　「三毛門カボチャ」は、約４５０年前にポル
トガルから伝わった日本最古といわれる
カボチャです。 昭和３年には昭和天皇に
献上した歴史があり、今年７月には豊前
市の天然記念物に指定されました。
　トロトロになるまで煮た「三毛門カボ
チャ」に、練った小麦粉を加えた団子汁は、
カボチャの甘さがひき立ち、まるでスイーツの
ようなおいしさです。食べ物が乏しかった戦前戦後
は特に重宝され、当時を知る人々にとっては命をつ
ないだ懐かしい味だといいます。
　しかし、昭和４０年代になると西洋カボチャの人気

に押されて「三毛門カボ
チャ」の生産者が減少。
そこで、貴重な伝統文化
を後世に残したいと立ち
上がったのが平成１９年
に発足した三毛門南瓜保
存会です。「現在は、三毛

門小学校でカボチャの栽
培指導や加工品の製造
販売、『三毛門南瓜音頭』
の普及活動に取り組んでいます」と語るのは４代目
会長の猫田信廣さんです。
　地域で守り育ててきた「三毛門カボチャ」を味わい
に、ぜひ豊前市へ出掛けてみませんか。

　久留米市田主丸ではかっぱが
「水神様」として信仰されている
のをご存じですか？
　県南部を流れる筑後川は、古来
より洪水が頻発する暴れ川でし
た。人々はこの洪水を神のたた
りと考え、水神を祭って安全
を祈願しました。その後、かっ
ぱが洪水を収める神としてあ
がめられるようになり、かっぱ
信仰が根付いたとされています。
　田主丸のかっぱ伝説の由来は諸説
ありますが、「中国から熊本県八代市の球磨
川に渡来したかっぱが、肥後藩主・加藤清正に追い

出されて筑後川に逃げ込んだ説
が有力です」と語るのは、九千坊
本山田主丸河童族事務局の菰田
馨藏さんです。河童族は、芥川賞
作家で『河童曼荼羅』の著者であ
る火野葦平さんとの交流をきっ
かけに昭和３０年に発足し、毎年

８月８日に「河童祭り」を開催
するほか、１１月中旬の「田主
丸耳納の市」などに積極的に
参加しています。
　田主丸の町を歩くと、かっ
ぱが寝そべっているユニーク
なデザインのJR田主丸駅をはじ

め、かっぱの木像や石造、壁画や絵画
など、いたるところでかっぱに遭遇します。

その数はなんと千体を超えて、現在も増え続けてい
ます。ぜひJR田主丸駅で入手できる「かっぱ巡り
MAP」を片手に、川と人をつないできたかっぱを
探しに出かけてみませんか？

田主丸耳納の市　１１月１７日（土）・１８日（日）
場所 : 福岡県緑化センター（久留米市田主丸町益生田１１２５）

ひ  の あしへい

こも だ

まん  だ   ら

けいぞう

く せん ぼう

ほんざん た ぬしまる

三毛門カボチャ
み け かど

【豊前市】

問い合わせ : 三毛門南瓜保存会（JR三毛門駅前）
☎０９０-８８３１-４１１５　ファクス０９７９-８２-５１７３
営業時間：９時３０分～１２時　 定休日：土日祝日・盆・年末年始

悪事は働かず、人を守る水神様

田主丸のかっぱ伝説
通称「かっぱ駅」で知られるJR田主丸駅。平成２年
に地元高校生のデザインが採用され、今年7月に
カフェ「カパテリア」を併設しリニューアル

どこか愛嬌のある「28河童」。他にも「鉄河童」や
「河童の壁画」など、「かっぱ巡りMAP」に24カ
所のかっぱを紹介

九千坊本山田主丸河童
族事務局の菰田馨藏さん

ねこ た のぶひろ

かぼちゃ

栄養が豊富でヘルシーな「三毛門
カボチャ」。 ９月～１２月頃まで三
毛門南瓜保存会で購入できます

甘くてトロトロに溶けたカボ
チャに、ほんのり塩味の団子
がよく合う団子汁

「三毛門カボチャ」のワインや焼酎など、
お土産としても人気が高い加工品の数々

今年収穫された「三毛門カボチャ」と
三毛門南瓜保存会のみなさん
（右から２番目が猫田さん）

問い合わせ:久留米観光コンベンション国際交流協会田主丸事務局
☎０９４３-７２-４９５６  ファクス０９４３-７２-４９５９

vol.10

福岡県知ってる？

Do you know Fukuoka?
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平成３１年１０月１日から消費税および
地方消費税の税率が８％から１０％
に引き上げられるとともに､消費税の
｢軽減税率制度｣が実施されます。
福岡国税局が、軽減税率制度に関す
る事業者向け説明会を各地で開催
していますので、ぜひご参加ください。
※参加無料
なお、国税庁ホームページ内の特設
サイト「消費税の軽減税率制度につ
いて」にも情報が掲載されています。
〈問い合わせ〉最寄りの税務署または
福岡国税局消費税課
☎０９２‐411‐0031ファクスの場合は
県税務課Ⓕ０９２‐６４３‐3069
　　http://www.nta.go.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

県では、一定の基準を満たす県内で
製造された「生活に身近なリサイク
ル製品」を「福岡県県産認定リサイク
ル製品」として認定し、利用促進を
図っています。
しかし、リサイクル製品は品質的に
は問題がないにも関わらず、市場へ
の普及が進んでいません。
そこで、皆さんが親しみを持って日
常生活や事業活動に利用してもらえ
るよう、「福岡県県産認定リサイクル
製品」の愛称を募集します。
〈応募資格〉県内在住・在勤・在学の人
〈応募期間〉９月２１日（金）～１１月
２２日（木）必着
〈問い合わせ〉循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３７２Ⓕ０９２-６４３-３３７７

〈対象〉「平成３０年７月豪雨」により
被災した中小企業者
※市町村などが発行する「罹災証明
書」または「被災証明書」が必要です。
〈限度額〉３０００万円
〈融資利率〉０．９％（通常１．３％）
〈保証料率〉０％（通常０．２５～１．６２％）
〈融資期間〉１０年以内（据え置き２年以内）
〈申込期間〉平成３１年３月２９日（金）
まで
〈受付窓口〉取扱金融機関、商工会議所、
商工会（組合は中小企業団体中央会）
〈問い合わせ〉中小企業振興課
☎０９２‐６４３‐３４２４Ⓕ０９２‐６４３‐３４２７

県産認定リサイクル製品の愛称
県HP

募集対象団地および募集戸数につ
いては、１１月２８日（水）から配布す
る募集案内書をご覧ください。
今回は、新たに子育て世帯向けにリ
フォームした住戸の募集も行い、１２
月７日（金）～９日（日）に内覧会を実
施する予定です。
〈申込受付期間〉１２月１７日（月）～
２６日（水） ※当日消印有効
〈募集案内書配布場所〉市区町村役場、
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、県
営住宅課、各地区県民情報コーナー
〈問い合わせ〉福岡県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９Ⓕ０９２-７２２-１１８１
　　https://lsf.jp/

県営住宅入居者
（抽選方式）

〈対象〉沖縄地域での本県出身の戦
没者および一般戦災死没者の遺族
（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、孫、お
い・めいで福岡県に居住している人）
〈日程〉平成３１年１月１７日（木）～
１８日（金）
〈募集人員〉２０人
〈申込期限〉１１月２２日（木）必着
〈申し込み・問い合わせ〉
最寄りの郡市区遺族（連合）会または
一般財団法人福岡県遺族連合会
☎０９２-７6１-００１２Ⓕ０９２-７８１-２０５６

福岡県沖縄地域戦没者
慰霊巡拝団員 県HP

消費税の軽減税率制度の
準備はお済みですか？

☎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

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう
を仕事として行うには、国家資格が
必要です。しかし、現在国家資格を持
たない人による手技療法などのさ
まざまなサービスが提供されていま
す。施術者が、国家資格保有者である
ことは「厚生労働大臣免許保有証」、
法律に基づいた届け出のある施術
所であるかは「施術所開設届出済証
明書」で確認できます。有資格者によ
る施術を受けましょう。
〈問い合わせ〉医療指導課
☎０９２‐６４３‐３２７４Ⓕ０９２‐６４３‐３２７７

あん摩マッサージ指圧、
はり、きゅうを受ける皆さまへ

HPHP

パスに掲載している１１２の施設で
クーポンを提示すると、入館料の割
引や記念品のプレゼントなどの特典
を受けることができます。今年は、九
州・沖縄の世界遺産の特集も掲載し
ています。冊子版は日本語・英語、ウェ
ブ版は日本語・英語・中国語・韓国語
で記載しています。この機会にお得に
ミュージアム巡りをしてみませんか。
〈配布場所〉観光案内所、パスに掲載
されている美術館・博物館など
〈利用期間〉８月１日（水）～１２月３１
日（月）
〈問い合わせ〉文化振興課
☎０９２‐６４３‐３３８３Ⓕ０９２‐６４３‐３３４７

「ミュージアム周遊パス」で
九州・沖縄の美術館や
博物館を巡ろう！

県立中高一貫教育校
入学志願者

〈志願資格〉平成３１年３月に小学校
を卒業する見込みの人などで、志願
者および保護者が４月以降に県内
に居住している人
〈検査日〉平成３１年１月１３日（日）
〈会場〉育徳館中学校（みやこ町豊
津）、門司学園中学校（北九州市門司
区猿喰）、宗像中学校（宗像市東郷）、
嘉穂高等学校附属中学校（飯塚市潤
野）、輝翔館中等教育学校（八女市黒
木町桑原）
〈願書配布期間〉９月２８日（金）～
１２月１２日（水）
〈願書受付期間〉１１月２９日（木）～
１２月１２日（水）消印有効
〈願書配布場所〉高校教育課、各教育
事務所、上記５会場
※願書の郵送を希望される場合は、
問い合わせ先へご連絡ください。
〈問い合わせ〉高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４Ⓕ０９２-６４３-３９０６

県HP

県HP

平成３０年７月豪雨に
より被災した中小企業への
緊急特別融資枠による支援

県HP

県HP

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

り  さい
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児童虐待は、社会全体で解決すべき
問題です。あなたの１本の電話で救
われる子どもがいます。「児童虐待か
も」と思ったらすぐにご連絡ください。

児童相談所全国共通３桁ダイヤル

１８９
※連絡者や連絡内容に関する秘密
は守られます。
〈問い合わせ〉児童家庭課
☎０９２‐６４３‐３２５６Ⓕ０９２‐６４３‐３２６０

【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

１２月１日、全国で住生活総合調査
が行われます。この調査は、住生活基
本法に基づく住生活の安定・向上に
係る総合的な施策を推進する上で
必要となる基礎資料を得ることを目
的としています。
〈調査対象〉１０月に実施された住
宅・土地統計調査に回答した世帯の
中から抽出された世帯
〈調査方法〉１１月下旬からポスティ
ングにより調査票を配布し、郵送・オ
ンラインにより回収します。
〈問い合わせ〉
住宅計画課
☎０９２‐６４３‐３７３２Ⓕ０９２‐６４３‐３７３７

住生活総合調査に
ご協力ください 県HP

グルメや懐かしい雰囲気が漂う街並
みなど、魅力あふれる台湾へ、ぜひ
お出かけください。
〈運航開始日〉１０月２８日（日）
※１日１往復
〈運航会社〉株式会社スターフライヤー
〈問い合わせ〉空港整備課
☎０９２‐６４３‐３１７３Ⓕ０９２‐６４３‐３１７４

北九州空港に
台北（桃園）線が就航します

福岡県最低賃金が改正されました。
※産業別最低賃金は別途改正され
ます。
〈金額〉１時間８１４円
〈効力発生日〉平成３０年１０月１日（月）
〈問い合わせ〉最寄りの労働基準監督署
または福岡労働局
☎０９２‐４１１‐４５７８Ⓕ０９２‐４１１‐４８７５
　　https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/

最低賃金の改正

「福岡のおいしい幸せ」
大晩餐会

福岡県の豊かな食材をふんだんに
使った特別コースをお楽しみいただ
けます。コース料理には県内の被災
地の食材を優先して使用し、「買って
応援！食べて応援！」できるイベント
です。
〈日時〉１１月２２日(木)１８時３０分
～２０時３０分
〈場所〉ホテルニューオータニ博多
（福岡市中央区渡辺通）
〈定員〉５５０人
〈参加費〉７０００円
※要申込、チケットがなくなり次第終了
〈問い合わせ〉
「福岡のおいしい幸せ」大晩餐会事務局
☎０９２‐７５１‐８８３０Ⓕ０９２‐７５１‐８８３１
　　https://f-ouen.com

「嘉飯物語」
＆

「ちょっくらふれ旅」
嘉飯地域（飯塚市・嘉麻市・桂川町）
と直方・鞍手地域（直方市・宮若市・
小竹町・鞍手町）の特色を生かした
楽しさ満載の体験交流型イベントを
開催します。自然、歴史、文化、食、も
のづくりなど、両地域の魅力を体感
してみませんか？
〈開催期間〉１０月１３日(土)～１２月
２８日（金）
各プログラムは予約制です。パンフ
レットまたはホームページで内容を
確認いただき、各体験プログラムの
連絡先までお申し込みください。
〈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〉
嘉飯物語：飯塚観光協会
☎０９４８‐２２‐３５１１Ⓕ０９４８‐２２‐２５２８
　　http://www.kankou-iizuka.jp
ちょっくらふれ旅：直方市観光物産振興協会
☎０９４９‐２８‐８１３５Ⓕ０９４９‐２８‐８１３６
　　http://www.nogata-kanko.com/

催　し催　し

HP

HP

HP

HP

検索福岡県民手帳２０１９  

県HP

県と市町村のさまざまな情報が満載
の「福岡県民手帳」を１１月中旬ごろ
から発売開始します。ハンドブック判
（１０００円、黒のみ）、標準判（６００
円、黒・紺・ワインレッド・アイスグ
レー）、ポケット判（５００円、黒・ワイ
ンレッド）の７種類があります。

〈問い合わせ〉
福岡県統計協会
☎０９２‐６４１‐３５６０Ⓕ０９２‐６４３‐３１９２

福岡県民手帳（２０１９年版）
を発売します 県HP

１１月は児童虐待防止
推進月間です 県HP

福岡県、佐賀県、北九州市および福
岡市が主体となり、１０月～１２月に
かけて、「人の１日の動き」について
の交通実態調査（パーソントリップ
調査）を実施します。今後の交通計画
や住みよいまちづくりなどを考える
ために、調査対象となる約１８万１千
世帯へアンケート調査票を郵送しま
すので、ご協力をお願いします。
〈問い合わせ〉都市計画課
☎０９２‐６４３‐３７１２Ⓕ０９２‐６４３‐３７１６

第５回北部九州圏
パーソントリップ調査 県HP

いちはやく

狩猟が解禁されます

〈期間〉１１月１５日（木）～平成３１年
２月１５日（金）
※以下は特例として別途期間が定
められています。
［銃によるシカ・イノシシ猟］
１１月１日（木）～平成３１年３月１５日（金）
［はこわなによるイノシシ猟］
１０月１５日（月）～平成３１年４月１５日（月）

狩猟される人へ
毎年、期間中には猟銃などによる事
故が発生しています。猟銃を使用す
る人は事故防止に努めてください。
山でレジャーなどをされる人へ
期間中、銃声のする方向には近づ
かないなど事故防止にご協力くだ
さい。
〈問い合わせ〉県警察本部生活保安課
☎０９２‐６４１‐４１４１Ⓕ０９２‐６32‐0814
　　http://www.police.pref.fukuoka.jpHP

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
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都会も自然もすぐ近くにあり、子育
てしながらも働きやすい福岡県。地
方に住みながら大都市に通勤する
という生活スタイルも選択肢の一つ。
自分に合った理想の暮らしを見つ
けたい！・・・そんなあなたを応援し
ます。あなたにぴったりな「ふくおか
暮らし」を一緒に探しませんか？
〈日時〉１２月２２日（土）１３時～１６時
〈場所〉エルガーラホール（福岡市中
央区天神)
〈内容〉県内各市町村の魅力紹介、個
別相談会、VR体験、ゆるキャラによ
るＰＲなど
※入場無料、申込不要
〈問い合わせ〉広域地域振興課
☎０９２‐６４３‐３１７９Ⓕ０９２‐６４３‐３１６４
または
ふくおかよかとこ移住相談センター
☎０９２‐７１２‐２３２５

かん   ば しげのぶ

まつもと としひこ

よこ   た

よこ   た たく   や

福岡家庭裁判所職員が、広報用ドラ
マを使って成年後見制度の内容や
手続きの方法などをわかりやすく説
明します。
〈日時〉１１月３０日（金）１４時～１６時
〈場所〉福岡市市民福祉プラザ（福岡
市中央区荒戸）
〈定員〉１５０人
※参加無料、要申込（先着順）
※申込開始は９月２５日（火）からです。
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡家庭裁判所
☎０９２‐９８１‐９６５１Ⓕ０９２‐７８１‐８３９３

１２月４日から１０日は
人権週間です

成年後見制度説明会

拉致問題などの北朝鮮当局による
人権侵害問題は、国民全員の問題で
す。被害者の方々の早期帰国や問題
の解決のため、私たち一人一人が関
心を持ち、認識を深めましょう。

拉致問題を考えるみんなの集い
〈日時〉１２月１日（土）１３時３０分～
１５時３０分 ※開場１３時
〈場所〉ユメニティのおがた（直方市
山部）
〈内容〉横田拓也さん
（拉致被害者横田めぐみ
さんの弟）による講演、
映像作品上映
※参加無料
〈問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２‐６４３‐３３０１Ⓕ０９２‐６４３‐３３０６

拉致問題への認識を深めましょう
～１２月１０日から１６日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です～

県HP

成人期のメンタルヘルスに関する講
演会を開催します。
〈日時〉１２月１２日（水）１０時～１６時
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈内容〉①神庭重信さん（九州大学大
学院医学研究院教授）による講演
「成人期のうつ病と適応障害」
②松本俊彦さん（国立精神・神経医
療研究センター精神保健研究所薬物
依存研究部部長）による講演「『つな
がり』から考える薬物依存症支援」
〈参加費〉２０００円 ※要申込
〈申込締切〉１２月３日（月）
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県精神保健福祉協会
☎/Ⓕ０９２‐５８４‐８７２０

平成３０年度
精神保健福祉冬期講座

県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

県HP

国際連合で「世界人権宣言」が採択
された１２月１０日を最終日とする１
週間を、わが国では毎年、「人権週間」
としています。皆さん、この機会にぜ
ひ、人権について考えてみませんか。

人権週間講演会
〈日時〉１２月８日(土)１３時２０分～
１６時 ※開場１２時２０分
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈内容〉［第１部］石井光太さん（ノン
フィクション作家）による講演｢きみ
が世界を変えるなら｣ 
［第２部］全国中学生人権作文コン
テスト福岡県大会表彰式・発表会
※参加無料、申込不要、手話通訳・要
約筆記あり､託児あり(要予約・無料)
※１２月１日(土)～２６日（水）の間、
クローバープラザ７階で第４６回特
別展「君とまた、あの場所へ～シリア
難民の子どもたち～」（安田菜津紀
写真展）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
　　https://www.fukuokaken-jinken.
or.jp/
HP

やす   だ な    つ    き

いし   い こう   た

子育て女性のための
合同会社説明会＆
就職支援セミナー 

子育て女性向けの会社説明会や就
職支援セミナーを開催します。
〈日時〉１１月２８日（水）１０時～１４時
〈場所〉久留米市役所（久留米市城南町）
※参加無料、託児あり（要予約・無料）
※申込・履歴書不要、服装自由
〈問い合わせ〉
①子育て女性就職支援センター筑後
☎０９４２‐３８‐７５７９Ⓕ０９４２‐３０‐１０２５
②株式会社パソナ（受託業者）
☎０１２０‐８３７‐０４５Ⓕ０９２‐５１０‐７５１６

県HP ～ふるさとで暮らす、
ふくおかで暮らす～

「福岡県スマイルライフフェア」

県HP

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！

◀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情報のひろば情報のひろば
あすばる男女共同参画
フォーラム２０１８

福岡県男女共同参画の日（１１月の
第４土曜日）に「誰もが活躍できる社
会に向けて一歩踏み出すために」を
テーマにフォーラムを開催します。
〈日時〉１１月２４日（土）１０時～１７時
３０分
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈内容〉名取はにわさん（元内閣府男
女共同参画局長）による講演会の他、
たくさんの企画を実施予定です。
〈問い合わせ〉福岡県男女共同参画
センターあすばる
☎０９２‐５８４‐１２６１Ⓕ０９２‐５８４‐１２６２
　　http://www.asubaru.or.jp/HP

な  とり

10 FUKUOKA PR EFEC T UR E  NEWS



アンケート
　　「福岡県だより１１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

はかた地どり 水炊きセット
３～４人前を５人にプレゼントします

地鶏ならではのかみごたえ、かむご
とに増すうま味に加え、肉質がきめ
細やかでサクッとした歯切れの良
さが特長です。
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１１月３０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１１月３０日（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより１１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

※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。

※写真はイメージです

【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

１

２

３
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炭坑の子どもたちを描いた山本作兵衛炭坑記録画の原画
を展示。 当時の子どもの生活や遊びを紹介します。
田川市石炭・歴史博物館（田川市伊田2734-1）
田川市石炭・歴史博物館
☎/ファクス0947-44-5745

●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

12
3

4

６

７ ５

8
9

10

11

秋季企画展「炭坑で働く・遊ぶ・生きる子どもたち」
10月30日（火）～12月2日（日）

みやこ町に伝わる龍神伝説を題材にした創作オペラ
を東京藝術大学ＯＢらの演奏で上演します。入場は無料。
サン・グレートみやこ（みやこ町勝山黒田86-1）
みやこ町愛郷音楽祭実行委員会（みやこ町観光まちづくり課内）
☎0930-32-2512　ファクス0930-32-4563

場
問

みやこ町愛郷音楽祭
12月22日(土)

町のシンボルツリーであるメタセコイアの木。「希望の
光」となるよう思いを込め、約２万個のLEDで彩ります。
中の坪公園（志免町志免中央1-623-2）
志免町まちの魅力推進課
☎092-935-1854　ファクス092-935-3417

場
問

ともにともそうプロジェクト
11月17日（土）～1月中旬

おしろいや紅を施した男衆が、神社までの道をユーモ
アたっぷりに練り歩く大名行列です。
八龍神社（八女市黒木町田代）
田代風流保存会代表
☎0943-42-1774

場
問

田代の風流
12月8日(土)

名物ゆずのたたき売りやゆず狩り、新鮮な野菜販売に
ステージイベントもあり！ 山あいの秋を満喫できます。
合河南部運動公園（豊前市下河内81-5）
合河ゆずまつり実行委員会（合河公民館）
☎/ファクス0979-88-2001

場
問

合河ゆず祭り
11月23日(金・祝)

観世音寺と戒壇院のライトアップ。観世音寺の「梵鐘
（国宝）」の音とともに、幻想的な光景を味わえます。

観世音寺（太宰府市観世音寺5-6-1）　戒壇院（太宰府市観世音寺5-7-10）
太宰府市観光推進課
☎092-921-2121　ファクス092-921-1601

場
問

ライトアップinまほろばの里
12月30日（日）～12月31日(月)

紅葉が見頃である麻生家別宅を特別公開。美しい紅葉
と豪華な邸宅を楽しんでみませんか。
麻生大浦荘（飯塚市立岩1060）
飯塚市観光協会
☎0948-22-3511　ファクス0948-22-2528

場
問

麻生大浦荘　秋の紅葉特別公開
11月23日（金・祝）～30日（金）　

新年を祝う花火約３５０発を打ち上げます。会場周辺
の綱敷天満宮境内ではたくさんの露店も開かれます。
浜の宮海岸（築上町高塚）
NPO法人築上町観光協会
☎/ファクス0930-31-0306

場
問

カウントダウン花火
1月1日(火・祝)

大型望遠鏡搭載の天体ドームで、１２月はペルセウス座の
散開星団「二重星団hχ」、１月は冬の星座を観察します。
小郡市生涯学習センター天体ドーム（小郡市大板井1180-1）
小郡市生涯学習課
☎0942-73-2084　ファクス0942-73-5222

場
問

天文台観望会
12月15日（土）・1月19日（土）

「復興」をテーマに朝倉の元気を発信！祭りステージで
は、災害に負けない元気なパフォーマンスを披露します。
ピーポート甘木・ＪＡ筑前あさくら本店周辺（朝倉市甘木198-1）
がんばろう！あさくら祭り実行委員会（ＪＡ筑前あさくら総務課内）
☎0946-23-2222　ファクス0946-24-8287

場
問

「がんばろう！あさくら祭り」～農商工復興祭～
11月24日（土）～25日（日）

無病息災を祈願する歴史ある伝統行事。締め込み姿の若
者たちが、燃え盛る３本の大松明を引き回す火祭りです。
熊野神社（筑後市熊野730）
筑後市商工観光課
☎0942-65-7024　ファクス0942-53-1589

場
問

熊野神社の鬼の修正会
1月5日(土)

福岡県だより 通巻12８号

かん ぜ おん じ かいだんいん

つなしきてんまんぐう

ぼんしょう

たいまつ

ごうがわ

しゅじょうえ

※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 ❻田代の風流（八女市）❻田代の風流（八女市）

❷ともにともそうプロジェクト（志免町）❷ともにともそうプロジェクト（志免町）

田川市
1

八女市
6

飯塚市
4

築上町
10

筑後市
11

2
志免町志免町

3
豊前市豊前市

5
朝倉市朝倉市

7
小郡市小郡市

8
みやこ町みやこ町

9
太宰府市太宰府市
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