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久留米つつじマーチ
耳納連山や筑後川、色とりどりの久留米ツツジなどを楽しみながら
歩くウオーキングの祭典。歩くことを通して自然や人と触れ合えます。
今年は４月２０日（土）・２１日（日）に開催。

み のう

いつまでも生き生きと、健やかに
ふくおか相談窓口
を掲載しています
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従業員に対し、がん検診の積極的な受診を
呼びかけます。
社員食堂において、ヘルシーメニューを提供
します。
会社を挙げて、スニーカー通勤を実施します。
従業員の禁煙をサポートするため、社内で
禁煙セミナーを実施します。

　平均寿命は延びていますが、生涯にわたり長く元気に暮らすことができる「健康寿命」
が大事です。これを延ばすためには、県民一人一人が改めて自分の健康について考え、自
らその維持、増進に取り組んでいくことが何よりも必要です。
　このため、昨年８月、「ふくおか健康づくり県民会議」を立ち上げ、ふくおか健康づくり
県民運動をスタートさせました。
　併せて、生活習慣病の発症リスクを提示する「ひさやま元気予報」を公開し、また、県と
医師会など関係団体で開催した「健康２１世紀福岡県大会」では、健康相談や測定を通し
て、県民の皆さんに、直接、健康づくりを働きかけました。
　今後も、健康づくりの輪が県全体に大きく広がっていくよう、関係の皆さまと力を合わ
せ、県民運動を一歩一歩着実に進めてまいります。

　県では、県民の健康寿命（健康で日常生活を制限なく送れる期間）のさらなる延伸を目指し、福岡県医師会
などで構成される「ふくおか健康づくり県民会議」が主体となって「健（検）診受診率の向上」、「食生活の改善」、
「運動習慣の定着」を３つの柱にふくおか健康づくり県民運動を展開しています。
　県民の皆さんに健康づくりを自分の問題として捉えてもらえるよう、地域や職場など
さまざまな主体が県民一人一人に健康づくりの働きかけを行っていきます。

　「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」制度は、県民の健康づくりに関する取り組みを行う団体・事業所が
健康づくりの取り組みを宣言し、その宣言を県が登録する制度です。
　県は、登録団体の取り組みをホームページで県民の皆さんに紹介しています。

いつまでも生き生きと、健やかにいつまでも生き生きと、健やかに

宣言内容の例
・従業員のモチベーションアップ
が期待できます！
・従業員の健康増進により、人的損
失などの経営課題の解決につな
がることが期待できます！
・優良な取組団体・事業所は表彰さ
れ、よりイメージアップが図れます！

登録のメリット

◎登録団体・事業所の情報など詳しくは「ふくおか健康づくり県民運動情報発信サイト」（３ページ参照）で紹介しています

登録団体・事業所数
3734団体

(平成30年12月31日時点）
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■ 平均寿命

■ 健康寿命

健康に日常生活を
送れない期間

県を挙げて皆さんの健康づくりを応援！

団体・事業所が従業員などに健康づくりを呼びかけます！

〈ふくおか健康づくり県民運動ロゴマーク〉

平均寿命と健康寿命（平成２８年福岡県）

福岡県知事

小川　洋
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プラス
のアクションで健康寿命を延ばそう

運動習慣など条件を変更し、
生活習慣の改善効果をシミュ
レーション

健康診断の結果
を入力

将来の生活習慣
病の発症リスク
を確認

「ふくおか健康づくり県民運
動情報発信サイト」にアクセス

　毎日の生活の中で、無理なくできることから始めましょう。

昇るときは３階、降りるときは

４階までは階段を使う

移動手段を車やバスから

徒歩や自転車に変える

自然や風景を楽しみながら歩く

　県では、野菜をたくさん使ったメニュー、塩分やカロリーを控えたメニューなど
のヘルシーメニューを提供している飲食店などを「ふくおか食の健康サポート店」
として登録しています。外食するとき、惣菜などを買うときは、ぜひご利用ください。

　定期的に自分の体の状態をチェックしましょう。

①年に一度は、特定健診
→健診の結果、生活習慣の改善が必要な人は、保健師、
　管理栄養士などによる特定保健指導を受けましょう。

②がん検診は無症状のうちに
→お住まいの市町村などで実施しています。
→異変に気付く前のがん検診で発見された
　人が生存率が高くなるという結果が
　出ています。

　将来の生活習慣病の発症リスクを知り、生活習慣
の改善効果をシミュレーションすることができます。
生活習慣を見直すきっかけとしてご利用ください。

　県の健康づくりに関す
る取り組みをはじめ、運
動、食事、健（検）診など、
健康づくりに関する情報
を掲載しています。

　ごはんやパン、麺類などの「主食」、肉や
魚などの「主菜」、野菜や海藻などの「副菜」
をそろえると、栄養のバランスが整います。
　また、一日の野菜摂取量の目標は３５０
グラムです。いつもの食事に野菜をプラス
一皿してみま
せんか。

福岡県  健康づくり 検索詳しくは

問い合わせ：健康増進課　☎０９２-６４３-３２６９  ファクス０９２-６４３-３２７１

問い合わせ：（公社）福岡県観光連盟
☎０９２-６４５-００１９　ファクス０９２-６４５-００２０

https://www.kenko.pref.fukuoka.lg.jp/

　ロコモティブシンドロームを予防する運動「ロコトレ」を始めましょう。

●片脚立ち…左右１分間ずつ、１日３回　　
●スクワット…深呼吸をするペースで５～６回、１日３回

○九州オルレ「筑豊・香春コース」
自然を五感で感じながら、自分のペー
スで歩くことができる「九州オルレ」。
春のおすすめ「筑豊・香春コース」は、
香春岳のパノラマなどを満喫できます。

ふくおか「インターネットテレビ（http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」でロコトレの方法
を動画で分かりやすく紹介しています

◎登録店舗の情報など詳しくは「ふくおか健康づくり県民運動情報発信サイト」で紹介しています
登録店舗数１１９２店

(平成３０年１２月31日時点）

介護予防「ロコトレ」

運動による健康づくり

「ふくおか食の健康サポート店」をご利用ください

健（検）診の受診

ふくおか健康づくり県民運動情報発信サイト ひさやま元気予報（生活習慣病発症予測）

栄養バランスの取れた食事のコツ

ステップ
❷

ステップ
❶

ステップ
❸

ステップ
❹

目印は
こちら！

パソコンまたはスマートフォンからご利用ください
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● がんで入院中だけど、自宅に帰りたい
　（連れて帰りたい）。どうしたらいいか？
● 家族を自宅でみとることはできないか？
● 緩和ケアを受けながら自宅で療養できないか？

● 働き方改革推進事業ポータルサイト「働き方かえるばい！」
　キャンペーンへの参加受付の他、働き方改革に取り組む県内企業の紹介、
セミナーやイベント情報、県や国の支援施策など、さまざまな情報を発信しています。

　まずは、最寄りの保健福祉（環境）事務
所に電話またはファクス（６ページ参照）
でご相談ください。　※ご利用は無料です。

＜取り組み例 ～できることから始めてみよう！～＞
　会議資料をＡ４サイズ１枚にし、時間と紙を削減
　業務改善提案により自発的な業務見直しを促進
　休暇取得者のフォローや繁閑の差をカバーする
　ため、業務の複数体制化を実施

スキルやノウハウを共有し、その人しか
できない仕事をなくす
管理職と従業員が日常的に話しやすい雰囲気をつくる
取引先に働き方改革の取り組みを理解してもらうため、
経営者が協力を呼び掛ける

　「働き方改革」とは、それぞれの事情に応じた多様で柔軟な働き方ができる環境をつくることです。働き方改革
を実現すると、生産性の向上や人材の確保・定着にもつながります。また、自身のキャリア設計が可能になります。
　働き方改革は企業の「経営戦略」でもあり、同時に一人一人の人生をより良くするための「人生戦略」でもあり
ます。皆さんも働き方を見直してみませんか。

　県では、全ての県保健福祉（環境）事務所に「地域在宅医療支援センター」を設置し、在宅医療を希望する患者
さんやその家族の皆さんなどからの相談に対応する体制を整えています。
　また、訪問看護ステーションや在宅医療を行う医療機関などの情報提供も行っています。

地域在宅医療支援センター 検索詳しくは

在宅ホスピスフェスタ２０１９ 検索詳しくは

入場無料
申込不要

日時

　　　　　　　　  「在宅ホスピスフェスタ２０１９」を開催します！
　「住み慣れた自宅などで穏やかな日々を最期まで過ごしたい」と希望する人を、在宅医療
や介護の専門家、ボランティアなどの在宅ケアチームで支えるのが、在宅ホスピスです。
　「逝き方から生き方を学ぶ～今　知っておこう在宅ホスピス～」を
テーマに、在宅ホスピスについて、一緒に考えてみませんか？

県内事業所を対象に「ふくおか・よかばい・かえるばいキャンペーン」実施中！
　県では、「よか（余暇）ばい」として余暇を増やす年次有給休暇取得促進や、「かえるばい」として定時退社して時間外
を削減するなど、働き方を見直す取り組みを宣言・実行していただくキャンペーンを実施しています。 参加は下記ポー
タルサイトから、貴社も気軽に「よかばい・かえるばい」で始めてみましょう！

　長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランスの推進、
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保など、多様な
人材が活躍できる職場環境づくりが必要です。

３月２４日（日）　１３時～１６時３０分

場所 エルガーラホール７階（福岡市中央区天神）

内容 シンポジウム、ミニ講座、パネル展示、相談コーナーなど

主催：福岡県／ふくおか在宅ホスピスをすすめる会

問い合わせ：高齢者地域包括ケア推進課　☎０９２-６４３-３２７５　ファクス０９２-６４３-３２５３

問い合わせ：労働政策課　☎０９２-６４３-３５８７　ファクス０９２-６４３-３５８８

　   見直そう！「働き方」　   見直そう！「働き方」

在宅医療について悩んでいませんか？在宅医療について悩んでいませんか？

◆相談対応の内容

◆どんなことをしたらいいの？

◆利用方法
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スポーツ振興課
☎０９２-６４３-３４０５　ファクス０９２-６４３-３４０８

問

　１２月４日、今後大きく普及が見込まれる電動車に関
して、地元企業の知見を高め、電動化部品分野への参入
を促進するため、「自動車電動化部品研究会」を福岡市
で開催しました。
　北部九州の自動車生産能力は、年間１５９万台に及
び、県内の関連企業は約５６０社に増加、地元調達率は
６５パーセントに上昇
しています。
　県では、引き続き、本
県の基幹産業である自
動車産業の振興を図っ
ていきます。

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

問

　１１月２８日、ルーマニア柔道連盟と福岡県、古賀市、
福津市が、２０２０年東京オリンピック競技大会におけ
る事前キャンプ実施に係る基本合意書に調印しました。
　２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会において、本県で事前キャンプを実施する国・地域の
数は２５まで広がり、全国有数です。県では、今後も関係
自治体と連携
し、キャンプ地
の誘致に取り
組んでいきま
す。

中小企業振興課
☎０９２-６４３-３４２０　ファクス０９２-６４３-３４２７

問

　平成２９年７月九州北部豪雨の被災地では、いまだ
３割以上の商工業者の売り上げが被災前より減少して
いる状況が続いています。売り上げの回復を図るため、
県では、昨年度に引き続き「復興支援プレミアム付き
地域商品券」の発行を支援しました。
　１月９日、朝倉市、東峰村の皆さんによる街頭ＰＲが
福岡市で行われました。
　県では、今後も被災
地の一日も早い復旧・
復興に全力を挙げて
取り組んでいきます。

園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８８　ファクス０９２-６４３-３４９０

子育て支援課
☎０９２-６４３-３２５８　ファクス０９２-６４３-３２６０

問

　福岡県が開発したブランドイチゴ「あまおう」は、昨
シーズン、本格販売から１５周年を迎え、販売単価は１４
年連続で日本一です。
　１２月４日、東京都中央卸売市場（大田市場）で、小川知
事が「あまおう」のトッ
プセールスを行いまし
た。知事は、市場の競り
開始前に、仲卸業者の
皆さんに対し、試食用
の「あまおう」を自ら手
渡して積極的にＰＲし
ました。

問

　１月１５日、保育士有資格者と保育施設とのマッチ
ングを行うためのサイト「ほいく福岡」を開設しました。
利用者登録（無料）をすると、パソコンやスマホから求
人情報の収集や面接の申し込みが行える他、求職者が
登録した勤務希望地に所在する保育施設の求人情報
が自動配信され、就職活動をより円滑に行えます。また、
就職説明会などの各種イベント情報も掲載しています。

電動車分野への地元企業の参入を促進

一日も早い復旧・復興を目指して「あまおう」のトップセールスを行いました

道路建設課
☎０９２-６４３-３６６２　ファクス０９２-６４３-３６６４

問

　１２月８日、合瀬耳納トンネルを含む主要地方道八女
香春線合瀬耳納工区（４．６キロメートル）が開通しました。
　このトンネルの完成により、急カーブ、急勾配、幅員狭
少区間が解消され、安全で快適な走行が可能となりまし
た。また、災害時など
における緊急輸送道
路の機能が強化され
ることや合瀬耳納峠
を挟む八女市とうき
は市の交流および地
域の振興につながる
ことも期待されます。

や　め かわら おう  ぜ   み  のう

県道八女香春線 合瀬耳納トンネル開通

保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」を開設

事前キャンプ地が続々決定！

https://www.
hoiku-fukuoka.jp/

県政フラッシュ
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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３１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
（契約・リフォーム・マンション管理などの相談）

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提供や相談

 

 

 

⑧飲酒運転に関する悩みなどの相談

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）

⑳障がいを理由とする差別に関する相談

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摂食障がいに関する相談

⑱障がい者虐待に関する相談

 

⑰ひきこもり相談

医療・福祉

暮らし
医療・福祉

⑲障がい者１１０番
（医療・法律問題などの心配・悩みに関する相談）

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

・（一財）福岡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：９時～１７時

・（公財）福岡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  

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）

・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「心のリリーフ・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

・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
・（公財）福岡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)の相談窓口
から転送(①参照)
月～金：8時30分～17時15分

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）

・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

☎/Ⓕ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）
☎０９２-６４３-３１４３Ⓕ０９２-６４３-３３０４
月～金：8時30分～17時15分

※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Ⓕ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
短縮ダイヤル ＃7119 
IP電話などでつながらないときは
☎０９２-４７１-００９９　２４時間年中無休
・小児救急医療電話相談  　　　　　　
短縮ダイヤル ＃8000 
IP電話などでつながらないときは
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

・地域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

・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
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・福　岡　

月～金：１０時～１８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

 

○23 妊娠・出産、赤ちゃん・子育て、
　思春期に関する相談

○26 児童相談
（虐待や養育、障がいに関する相談など）

○24 子育て世帯の生活の困りごとに
　関する相談

○22 DVに関する相談

○28 ３０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）

○33 子育て女性就職支援センター

○32 ひとり親サポートセンター

○35 労働相談（解雇・パワハラの相談など）

 

○30 ７０歳現役応援センター（概ね６０歳以上）

○31 若者サポートステーション
（１５～３９歳・若年無業者などの自立支援）

 

○34 障害者就業・生活支援センター

○21 発達障がい者支援センター

○27 若者しごとサポートセンター
（福岡：２９歳まで、福岡以外：３９歳まで）

子ども・教育

就職・労働

 

○25 学校生活に関する相談など

・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）

・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

・北九州

・筑　後
・筑　豊

月～金：１０時～１７時

☎０９２-７２０-８８３１Ⓕ０９２-７25-１７88
月～金：１０時～１８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

・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
☎０９３-８８１-４１５２Ⓕ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）
［メールによる相談］hotline24@pref.fukuoka.lg.jp

※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

・Life(ライフ)(福岡市以外の福岡地域)
☎０９２-５５８-１７４１Ⓕ０９２-５５８-１７４２
月～金：９時～１７時
・北九州市立総合療育センター内　　
(北九州市以外の北九州地域)
☎０７０-１２４２-１５０３Ⓕ０９３-９２２-５５２３
月～金：９時～１６時
・ゆう・もあ(筑豊地域)
☎０９４７-４６-９５０５Ⓕ０９４７-４６-９５０６
月、水～金、日：9時～18時
・あおぞら(筑後地域)
☎０９４２-５２-３４５５Ⓕ０９４２-５３-０６２１
月～金：９時～１７時
・ゆうゆうセンター(福岡市)
☎０９２-８４５-００４０Ⓕ０９２-８４５-００４５
月～金：9時～17時
・つばさ(北九州市)
☎/Ⓕ０９３-９２２-５５２３ 月～金：8時30分～17時

☎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
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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

福岡障害者職業能力開発校では、障
がいのある人の平成３１年度職業訓
練生を追加募集しています。
〈訓練科目〉①機械ＣＡＤ科②プログ
ラム設計科③商業デザイン科④ＯＡ
事務科⑤建築設計科⑥流通ビジネ
ス科⑦流通ビジネス科音声パソコン
コース⑧総合実務科
〈募集締切〉３月１９日(火)
〈選考日〉３月２６日（火）
〈入校日〉４月１１日(木)
※募集科目、募集対象者、募集人員、
申込方法など、詳しくはお問い合わ
せください。
〈問い合わせ〉福岡障害者職業能力
開発校
☎０９３-７４１-５４３１Ⓕ０９３-７４１-１３４０
　　http://www.fukuoka-kunren.net/

〈任期〉６月から２０２０年３月までの１０カ月
〈募集人数〉１００人以内
〈依頼内容〉インターネットアンケート
の回答や意見交流会の出席など
※謝礼あり。意見交流会出席者へは
交通費相当を支給
〈応募資格〉以下の①～③の全てに該当すること
①自ら運転して福岡または北九州都市高速
を利用している人
②インターネットと電子メールが利用できる人
③平成２８年度から平成３０年度までの福岡
北九州都市高速道路モニターでない人
〈申込締切〉３月２９日（金）１７時
〈申込方法〉下記ホームページ
〈問い合わせ〉福岡北九州高速道路公社
☎０９２-６３１-３２９２Ⓕ０９２-６３１-０２７７
　　https://www.fk-tosikou.or.jp

都市高速道路モニター

情報のひろば情報のひろば

HP

HP

募集対象団地および募集戸数につ
いては、４月８日（月）から配布する
募集案内書をご覧ください。
〈申込受付期間〉４月８日（月）～１９日（金）
※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、県庁総合案内所、県
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）

聴覚障がい者の
支援者養成講座

HP

県では、「学習支援ボランティア人材
バンク【エール】」を開設し、市町村で
行われている生活困窮世帯の子ども
に対する学習支援事業にご協力いた
だけるボランティアを募集するとと
もに、学習支援実施市町村とのマッ
チングを行っています。学習支援に興
味のある人は、ぜひご登録ください。
〈問い合わせ〉人材バンク【エール】
☎０９２-４０９-１２６３Ⓕ０９２-４０９-１４２４
　　https://sites.google.com/view/
fukuoka-yell/

子どもの学習支援
ボランティア

HP

訪問看護に必要な基本的知識・技術
を修得するための研修です。
〈対象者〉訪問看護に従事して３年未
満の看護職（従事予定者を含む）
〈期間〉６月４日（火）～１０月２３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１９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
を習得するための講座です。

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３１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。
〈期間〉
[通訳Ⅰ]４月開講予定（約６カ月）
[通訳Ⅱ]９月開講予定（約６カ月）
[通訳Ⅲ]４月開講予定（実習修了まで）
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈定員〉 [通訳Ⅰ] [通訳Ⅱ] [通訳Ⅲ]と
もに４０人程度
※受講無料、要申込（先着順）
※ただしテキスト代が別途必要
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県手話の会連合会
☎/Ⓕ０９２-584-３649

要約筆記者養成講座
〈対象〉県内在住の１８歳以上（平成
３１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）
〈定員〉４０人程度
※参加無料、要申込（先着順）
※ただしテキスト代が別途必要
〈申し込み・問い合わせ〉
社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会
☎０９２-582-2414Ⓕ０９２-582-2419

平成３１年度 緑の教室

福岡障害者職業能力開発校
職業訓練生

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）※駐車場有
〈内容〉庭木の管理の仕方、樹木の病
害虫の防除など
〈参加費〉無料
〈申込方法〉はがきまたはファクス
※応募多数の場合は抽選
〈申込締切〉３月２２日（金）
※当日消印有効
〈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/

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

県HP

県HP

HP

HP

☎電話番号　○Fファクス番号　　  電子メール　　　ホームページHP

08 FUKUOKA PR EFEC T UR E  NEWS



【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

お知らせお知らせ

４月から県営住宅の空家の一部に
ついて、先着順で入居者を決定する
「常時募集」を開始します。詳細につい
ては、下記にお問い合わせください。
〈問い合わせ〉福岡県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９Ⓕ０９２-７２２-１１８１
　　https://lsf.jp/HP

県営住宅の常時募集が
４月から始まります

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

４月～６月は
狂犬病予防注射月間です

県HP

県内の中小企業で働いている人の
生活の安定および福祉の増進を図
るための融資制度を設けています。
〈対象者〉下記の①～③を全て満たす人
①県内中小企業に１年以上勤務
②県内同一住所に１年以上居住
③保証機関の保証が得られる
※詳しくは、お問い合わせください。
〈金利〉さわやかローン（生活資金）
３．２％、すくすくローン（出産・育児
休暇などに必要な資金）２．１％、ぬ
くもりローン（介護休暇などに必要
な資金）２．１％
〈融資限度額〉それぞれ１００万円
〈申込先〉九州労働金庫福岡県内各支店
〈問い合わせ〉労働政策課
☎０９２‐６４３‐３５８７Ⓕ０９２‐６４３‐３５８８

中小企業従業員生活資金等
融資制度 県HP

自死に伴い生じる法律問題について、
弁護士が無料で相談に応じます。秘
密は守られますので、安心してご相
談ください。
〈対象〉県内に居住し、自死により身
近な人を亡くされた人
※県内に在勤・在学している人も利
用できます
〈日時〉毎月第４火曜日の１３時３０
分～１６時３０分
〈場所〉福岡県精神保健福祉セン
ター（春日市原町）
※相談日の前日までに要予約、相談
無料
〈予約・問い合わせ〉
福岡県精神保健福祉センター
☎０９２‐５８２‐７５００Ⓕ０９２‐５８２‐７５０５

自死遺族のための
法律相談

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、ウイルス感染や不正
アクセスなどのサイバー犯罪被害に
遭う危険性が高まります。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.jp

サイバーセキュリティ対策は
お済みですか

県HP

「児童の権利に関する条約」は、１８
歳未満の全ての子どもの権利や自
由を尊重し、子どもに対する保護と
援助を図り、その健やかな成長や幸
せを保障するためにつくられたも
のです。子どもの権利を守りましょう。

〈問い合わせ〉
私学振興・青少年育成局政策課
☎０９２‐６４３‐３１３４Ⓕ０９２‐６４３‐３１２２

ご存知ですか
「児童の権利に関する条約」

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスによる肝が
ん・重度肝硬変の入院治療にかかる
医療費の一部について助成を行っ
ています。対象となる要件や利用で
きる医療機関などは県ホームページ
に掲載しています。ご確認の上ご利
用ください。
〈問い合わせ〉がん感染症疾病対策課
☎０９２‐６４３‐３２６７Ⓕ０９２‐６４３‐３３３１

肝がん・重度肝硬変の
入院医療費助成制度

宗像児童相談所が
移転しました 県HP

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

〈移転日〉１月４日（金）
〈移転先〉宗像総合庁舎 東側（宗像
市東郷）
※電話番号・ファクス番号に変更は
ありません
〈問い合わせ〉宗像児童相談所
☎0940-37-3255Ⓕ0940-37-3299

県HP

大雨などの際には、災害情報に注意
し、早めに避難することが大切です。
日頃から危険箇所や避難場所、避難
経路を確認しておきましょう。
県では、県民の安全・安心を守るた
め、大雨、台風などの防災情報をメー
ルでお知らせする「防災メール・まも
るくん」への登録を推進しています。
登録は無料です。
〈機能〉①地震・津波、台風、大雨など
の防災気象情報、避難勧告などを配
信②災害時に安否情報を通知③地
域の安全に関する情報を配信④福
岡県避難支援マップを掲載
〈登録方法〉
下記メールアドレスへ空メールを送信
　　mamoru@bousaimobile.pref.
fukuoka.lg.jp
〈問い合わせ〉防災企画課
☎０９２‐６４３‐３１１４Ⓕ０９２‐６４３‐３１１７
　　https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/
mamorukun/

「防災メール・まもるくん」
に登録しましょう

県HP

【条約の主な内容】　
○子どもは教育を受けることや遊
ぶことが認められるべきこと。
○子どもは自由に考え、信じるこ
とが認められるべきこと。
○家庭環境に恵まれない子どもに
保護と援助が与えられるべきこと。
○子どもはあらゆる差別や暴力、
虐待などの不当な扱いから守ら
れるべきこと。

HP

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！
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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、米国などの国々
へ若者を派遣しています。大会では、
参加した若者が海外での体験や成
果、将来の夢などを報告します。
〈日時〉３月２１日（木・祝）１３時～１７時
〈場所〉パピヨン２４ガスホール（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
☎０９２‐６４３‐３４０２Ⓕ０９２‐６４３‐３３８９

ふくおか若者魁（さきがけ）大会

看護の日のつどい

県HP

◀このマークがあるものは、県ホームページにも情報を掲載しています。 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/県HP情報のひろば情報のひろば

石綿健康被害救済法に
基づく給付請求を
受け付けています 県HP

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）を使用し
た安定器の保有状況調査のため、建
物登記情報を基に、県内で昭和５２
年３月以前に建築された建物（北九
州市、福岡市、大牟田市、久留米市を
除く）をお持ちの人へ調査票を送付
しています。調査票が届いた人は必
ずご回答ください。
〈問い合わせ〉廃棄物対策課
☎０９２‐６４３‐３３６３Ⓕ０９２‐６４３‐３３６５

ＰＣＢ使用安定器保有状況調査
を実施しています！ 県HP

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、３０時間
以上の更新講習を受講・修了した後、
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
に申請する必要があります。教員免
許更新制度の詳細や更新講習の具
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
☎０９２‐６４３‐３８９４Ⓕ０９２‐６４３‐３８９６

教育職員免許状の更新
県HP

春の特別展
「もぐもぐ探検隊～

『くち』から『おしり』まで～」
〈日時〉３月９日（土）～５月６日（月）
〈場所〉福岡県青少年科学館（久留米
市東櫛原町）
〈内容〉ダンボールで作られた体の
中を探検して、体の秘密を探ります。
〈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

催　し催　し

石綿を吸入することにより、中皮腫
や肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥
厚の健康被害を受けられて療養中
の人、これらの疾病に起因して死亡
した人の遺族は、労災保険給付の対
象とならない場合でも、医療費など
の救済給付を受けられる場合があ
ります。
給付を希望される人は、医師の診断
を受けた上で、お近くの保健所などの
窓口で申請手続きを行ってください。
〈問い合わせ〉環境保全課
☎０９２‐６４３‐３３６０Ⓕ０９２‐６４３‐３３５７

ＨＳＢＣワールドラグビー
女子セブンズシリーズ

北九州大会
７人制女子ラグビーの国際大会が北
九州市で開催されます。この大会は、
日本で唯一、開催されるものであり、
リオデジャネイロオリンピックで
金メダルを獲得したオーストラリア
や、日本代表「サクラセブンズ」など
１２カ国が出場し、熱戦が繰り広げ
られます。
世界トップ選手の迫力ある、そして
華麗なプレーを間近で観戦できる
絶好の機会です。ぜひ、会場へお越し
ください。
〈日程〉４月２０日（土）～２１日（日）
〈場所〉ミクニワールドスタジアム北
九州（北九州市小倉北区浅野）
〈チケット購入〉下記ホームページを
ご確認ください
※九州各県・山口県内の小中高生は
無料（学生証などの提示が必要）
〈問い合わせ〉
公益財団法人日本ラグビーフット
ボール協会チケットナビダイヤル
☎０５７０‐０２‐９５５１Ⓕ０３‐５７７１‐５１６１
　　https://www.rugby-japan.jpHP

HP

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

みんなでつくろう
一人ひとりが

大切にされる社会

☎電話番号　○Fファクス番号　　  電子メール　　　ホームページHP

４月２日は世界自閉症啓発デー、
４月２日から８日は
発達障害啓発週間です県HP

毎年４月２日は国連が定めた「世界
自閉症啓発デー」です。また、わが国
では毎年、４月２日から８日の１週
間を「発達障害啓発週間」としてい
ます。

啓発講演会
〈日時〉４月６日（土）１３時～１６時
〈場所〉まいピア高田（みやま市高田町）
〈内容〉品川裕香さん（教育ジャーナ
リスト・編集者）による講演「青年
期・成人期の社会適応、自立に向け
た支援と指導の在り方」
〈定員〉４００人
〈参加費〉無料
〈申込締切〉３月２１日（木・祝）※必着
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県発達障がい者支援センター
（筑後地域）あおぞら
☎０９０‐１０８４‐３４５５
※電話番号は講演会申し込み専用
Ⓕ０９４２‐５３‐０６２１

しな がわ ゆ　か

「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１１日（土）
①１０時３０分～１５時②１３時～１６時
〈場所〉①博多駅前広場（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、國森康弘さん（写
真家・ジャーナリスト）による講演
「いのちをつなぐということ」など
※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉公益社団法人福岡県
看護協会
☎０９２‐６３１‐１２２１Ⓕ０９２‐６３１‐１２２３
　　https://www.fukuoka-kango.or.jpHP

くに もり やす ひろ
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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袋入りを

５人にプレゼントします

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：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３1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３1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 スマートフォン版はこちらから▶

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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久山産の商品やおいしい食べ物、音楽の演奏、工芸品の
展示などを満開の桜の中でお楽しみください。
伊野天照皇大神宮周辺(久山町猪野604)
久山町魅力づくり推進課
☎092-976-1111　ファクス092-976-2463

●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

1
2

3

4６

７
５

8
9

10

11

ひさやま猪野さくら祭り
3月30日(土)～31日(日)

樹齢１３００年といわれる「長者の藤」が咲き誇り、淡
紫色の花房が初夏の訪れを告げます。
天拝公園周辺（筑紫野市武蔵629-1）
筑紫野市祭「二日市温泉藤まつり」実行委員会（筑紫野市観光協会）
☎092-922-2421　ファクス092-555-6521

場
問

二日市温泉藤まつり
4月29日（月・祝）

遠賀川の河川敷に植えられた約１３万本の色とりどりの
チューリップが一斉に咲き誇ります。
直方リバーサイドパーク（直方市溝堀付近）
直方市観光物産振興協会
☎0949-28-8135　ファクス0949-28-8136

場
問

のおがたチューリップフェア
3月30日（土）～4月14日（日）

体験コーナーやステージイベント、餅まきやスタンプラ
リーなど子どもが楽しめるイベントが盛りだくさんです。
遠賀総合運動公園（遠賀町広渡23-6）
おんがこどもまつり実行委員会（遠賀町生涯学習課）
☎093-293-1234　ファクス093-293-0806

場
問

おんがこどもまつり
4月28日（日）

家具メーカー約２００社、１万点の家具・インテリアが大
集合。えりすぐりの逸品をお買い得価格で販売します。
大川産業会館（大川市酒見221-3）
春の大川木工まつり実行委員会（協同組合福岡・大川家具工業会）
☎0944-87-2090　ファクス0944-88-2004

場
問

春の大川木工まつり
4月13日（土）～14日（日）

小石原焼と高取焼の大陶器市。各窯元の新作に出会
えることも楽しみの一つです。
小石原焼伝統産業会館（東峰村小石原730-9）
民陶むら祭運営委員会（東峰村商工会）
☎0946-74-2121　ファクス0946-74-2284

場
問

春の民陶むら祭
5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

寄付によって集められた約５００匹のこいのぼりが紫
川の上空を泳ぎます。この時期だけの壮大な景観です。
国道322号桜橋付近（北九州市小倉南区長行東）　　　
紫川にこいのぼりを揚げる会
☎093-452-3651　ファクス093-452-3652

場
問

紫川こいのぼりまつり
4月14日(日)～5月11日(土)　

柳川の掘割に浮かぶ舟舞台「三神丸」で水天宮囃子の
演奏と大衆演劇が披露されます。
沖端水天宮周辺（柳川市稲荷町・沖端町）
沖端水天宮宮総代（担当：上村）
☎090-4482-0721

場
問

沖端水天宮祭
5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

キャンプ場オープン前に行われるイベントです。神楽の
奉納やそうめん流しなどさまざまな催しが楽しめます。
牧の原キャンプ場（築上町寒田２００５‐３）
ＮＰＯ法人築上町観光協会
☎/ファクス0930-31-0306

場
問

牧の原キャンプ場山開き
4月28日（日）

五穀豊穣を祈願して獅子舞や神楽が奉納されます。子ども
たちがばちを操りながら舞う「まわり打ち」も行われます。
老松神社（桂川町土師3161）
桂川町社会教育課
☎0948-65-2900　ファクス0948-65-3313

場
問

土師の獅子舞
4月28日（日）

３００年以上続く伝統行事。高さ９メートル・重さ約２トン
の飾り山笠を担ぎ、町内を練り歩く勇壮な祭りです。
フェスティバルパーク糸田（糸田町2404）
糸田町地域振興課
☎0947-26-4025　ファクス 0947-26-1651

場
問

糸田祇園山笠
5月11日（土）～12日（日）

福岡県だより 通巻130号

は　じ おきのはた

さんじんまる はやし

い　の

ちょうじゃ

※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 ❽二日市温泉藤まつり（筑紫野市）❽二日市温泉藤まつり（筑紫野市）

2
直方市直方市

1
久山町久山町

6
遠賀町遠賀町

3
大川市大川市

4
北九州市北九州市

5
桂川町桂川町

8
筑紫野市筑紫野市

9
東峰村東峰村

7
築上町築上町

10
柳川市柳川市

11
糸田町糸田町

❹紫川こいのぼりまつり（北九州市）❹紫川こいのぼりまつり（北九州市）

※開花状況により変更あり

お
ク
で
リ
か
ッ
け
プ
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