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資料：国土交通省「空港管理状況調書」
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●国際線年間旅客数は国内空港でついに第４位に！
　国内線は２６路線、国際線は２０路線と多様な路線を有して
おり、旅客数も年々増加しています。
　◆ＬＣＣ（格安航空会社）が相次いで新規就航！　　
　　海外がもっと身近になります！
　　バンコク（タイ）線／２月就航
　　クアラルンプール（マレーシア）線／３月就航
　◆九州唯一の欧州直行便
　　欧州各地への乗り継ぎも便利です！
　　ヘルシンキ（フィンランド）線／３月末～１０月の夏季運航

●さらなる機能強化を進めています！
　滑走路が１本の空港としては、発着回数第１位の福岡空港。そのため、滑走路増設事業などの機能強化を進めて
います。 ２０２０年国内線ターミナルのリニューアルに伴い、より多くの飛行機が離発着できるようになるため、朝夕
ピーク時間の遅延や混雑の緩和、さらに国際線ネットワークの拡充が期待されます。

福岡空港

　福岡県には、都心からのアクセスの良さが特長で、国内外に多くの路線を展開し、日本有数の空港となった
「福岡空港」、２４時間利用が可能な海上空港という特性を生かし、早朝・深夜便や大型貨物専用機が就航する
「北九州空港」があります。
　県では、福岡・北九州両空港の特色を生かし、両空港の役割分担と相互補完を進めながら九州のゲート
ウェイ（玄関口）としての利便性を高め、福岡県、九州全体の発展に寄与することを目指しています。
　そして、今年４月、福岡空港は民間委託による運営が始まります。今回は、今後も増加し多様化する航空需
要に対応するため、日々発展しつづける福岡・北九州両空港の魅力についてお伝えします。

２本目の滑走路（２０２５年３月完成予定） 国内線ターミナルリニューアル（２０２０年１月全体完成予定）

国際線年間旅客数（２０１７年度）

就航路線（国際線） 就航路線（国内線）

福岡空港旅客数

羽田空港 福岡空港成田空港 関西空港 中部国際空港

17,120

31,502

21,809

6,333 5,548

新千歳新千歳

花巻花巻

松本松本
茨城茨城羽田羽田
成田成田

名古屋
（小牧）
名古屋
（小牧）

中部中部
伊丹伊丹

関西関西

那覇那覇

宮崎宮崎
高知高知

松山松山

出雲出雲

徳島徳島

静岡静岡

小松小松

新潟新潟 仙台仙台

奄美奄美

屋久島屋久島

鹿児島鹿児島

天草天草
福江福江

対馬対馬

石垣石垣

福岡空港福岡空港

国際線
国内線

国内線も国際線も
過去最高を
更新しました！

アジアとつながり、発展しつづける
　　　　～福岡空港・北九州空港～
アジアとつながり、発展しつづける
　　　　～福岡空港・北九州空港～

国際線
ターミナル

増設滑走路
２５００m

現滑走路
２８００m

国内線
ターミナル

提供：FIAC提供：FIAC

※平成３１年３月末時点

ソウルソウル

釜山釜山
青島青島

大連大連
北京北京

武漢武漢

ホーチミンホーチミン

シンガポールシンガポール

クアラルンプールクアラルンプール

マニラマニラ グアムグアム

ホノルルホノルル

マカオマカオ
ハノイハノイ

バンコクバンコク

プサンプサン

ダイレンダイレン

ペキンペキン

チンタオチンタオ

ブ カンブ カン

ヘルシンキヘルシンキ

大邱大邱
テグテグ

福岡空港福岡空港

高雄高雄

上海上海
シャンハイシャンハイ

タカオタカオ

台北台北
タイペイタイペイ

香港香港
ホンコンホンコン

※平成３１年３月末時点
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羽田

ソウル
（仁川） 

台北 
那覇

静岡静岡

ヤンヤンヤンヤン

ムアンムアン

釜山 北九州北九州

成田

上海（浦東） 
4:35着

香港 6:40着

バンコク 8:10着

シンガポール 
9:30着

北九州北九州
0:35発0:35発

那覇那覇
2:25着

●九州で唯一の２４時間空港
　２４時間利用可能な海上空港である北九州空港は、福岡空港では
対応できない早朝・深夜時間帯の羽田線が運航しており、東京での
ビジネスや観光に便利です。

●続々と新規路線が就航
　国内線は、羽田線が１日１６往復、那覇線が１日１往復しています。
３月には、静岡線が新規就航しました。国際線は、平成３０年１０月
に台湾・台北線が就航するなど、現在５路線が運航しており、新しい
路線が次々に増えています。

●福北リムジンバスで旅を少しでも長く、賢く楽しむ！
　北九州空港の早朝・深夜便を福岡都市圏の人にも利用していた
だきやすいよう飛行機の時間に合わせて運行している福北リムジ
ンバス。当日出発しても東京での朝一番の会議に出席できたり、東
京でのイベントを最後まで楽しんでも当日中に帰宅できたりと、時
間を有効活用できます。　　詳しくは

●航空貨物輸送もますます便利に
　平成３０年６月には、深夜に北九州空港で貨物を積み、那覇空港
を経由してアジアの主要都市へ早朝に到着する定期貨物便が就航
し、工業製品や県産農林水産物の輸出の後押しとなっています。

羽田空港

北九州空港
北九州空港
　（博多駅経由）

天　神

２２：５５

 ０：３５
 ０：４５

 ２：３０

出資・役員派遣締結式

国際線地区 国内線地区

フィアック

問い合わせ： 空港整備課　☎ ０９２-６４３-３１７１　ファクス ０９２-６４３-３１７４

北九州空港

４月から福岡空港の民間委託がスタート！
　民間らしい創意工夫によりこれまで以上に空港を活性化させる
ことを目指し、４月から福岡国際空港株式会社（FIAC）による空港
運営が開始されました。県では、広域的な地域の意見を踏まえた空
港運営を行うため、出資および取締役派遣を行い、空港運営の方
針決定の場に参加するとともに、日々の事業運営についても互い
に十分な意思疎通を図りながら連携、協力していきます。

Top
ic

Top
ic

福岡空港は、こう変わります！

民間の経験やノウハウを生かした取り組みにより、利用者へのサービスを充実させ、利便性を高めます。
　・東南アジアの未就航路線や欧州豪の長距離路線の誘致
　・魅力的な商業施設やホテルなど
　 を備えたエアポートシティの実現
　・国内線・国際線間の移動時間短縮
　 化を含む空港へのアクセスの強化
　・ターミナル施設の充実

安全・安心を第一に、空港周辺地域
の活性化および九州・西日本の経
済発展に寄与していきます。

天　神
　（博多駅経由）

北九州空港
北九州空港

羽田空港

 ３：２０

 ４：５０
 ５：３０

 ７：００

福北リムジンバス 検索

就航路線

福岡空港の将来イメージ

就航路線（貨物便）

福北リムジンバスの運行スケジュール（一例）

提供：FIAC提供：FIAC提供：FIAC提供：FIAC

福岡・博多⇨北九州空港
［早朝便］

北九州空港⇨福岡・博多
［深夜便］

※平成３１年３月末時点

※平成３１年３月末時点
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①
②

③

④

⑤

　自転車は、身近な交通手段であるとともに、健康づくりや観光などへの活用が期待されています。一方で、
走行環境の整備や利用者の交通ルールの徹底などが課題です。県では、県民の皆さんが安全で快適に楽しく
自転車を活用できるよう、３月に「福岡県自転車活用推進計画」を策定しました。

①直方・宗像・志賀島ルート
　（約105キロメートル）

自転車を快適に利用できるまちづくり

　近年、自転車の運転者が加害者となる事故により、高額な損害賠償
を請求される事例が発生しています。あなたと被害者を守るため、自
転車保険に加入しましょう。 自転車保険の取り扱い事業者はこちら▶

　１００年以上の時を越え今も現役で稼働
している施設。 平成２７年に世界遺産に登
録された

遠賀川水源地ポンプ室（中間市）

　明治から大正にかけて造られた建物が
今でも残る。今年３月には門司港駅が新し
く生まれ変わった

門司港レトロ（北九州市）

　江戸時代、豊後街道の宿場町として栄えた
吉井町。白壁造りの家が軒を連ねている

白壁通り（うきは市）　海岸から約１５０メートルの海中にそび
え立つ夫婦岩。毎年5月には大注連縄が張
られる

桜井二見ヶ浦（糸島市）

　日本最古の実働する水車。平成2年に国の
史跡に指定された（12ページに関連記事）

三連水車（朝倉市）

計画の目標

遠賀川から海沿いの絶景へと景色の変化を
楽しみながら福岡の歴史を感じるルート

③福岡・糸島ルート（約85キロメートル）
海沿いに名所やカフェが並ぶ定番のサイクルルート

②北九州・京築ルート
　（約80キロメートル）
海、田園、街並みといった北九州・京築
エリアの魅力を凝縮したルート

④朝倉・大刀洗ルート（約70キロメートル）
森林の風を感じながら城下町の歴史と文化を巡る
山岳ルート

⑤久留米・うきはルート
　（約77キロメートル）
雄大な筑後川と果樹園が点在する
田園風景を満喫できるルート

詳しいルートは、福岡県観光
情報公式サイト「クロスロード
ふくおか」で公開中！

おおしめなわ

さくらい ふたみがうら

自転車交通ルールの教育、啓発などを充実させ、安全に通行できる社会づくりを進めます。

誰もがサイクルスポーツや自転車の魅力を体験できる機会を提供し、自転車による健康づくりを進めます。

県の魅力を広く発信し、自転車による観光を推進することで地域の活性化を進めます。

自転車を快適に利用できるよう走行環境の整備、違法駐車や放置自転車対策などを進めます。

自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推進

自転車を活用した観光振興と地域の活性化

自転車・歩行者・自動車が安全に通行できる社会づくりの推進

問い合わせ：交通政策課　☎０９２-６４３-３０８４　ファクス０９２-６４３-３２２７

問い合わせ　モデルルートに関すること：観光政策課　☎０９２-６４３-３４４６　ファクス０９２-６４３-３４３１
　　　  　  自転車保険に関すること：生活安全課　☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９

目標１

目標２

目標３

目標４

安全で快適に楽しく自転車を活用しよう

モデルルートを活用し、サイクリングに出掛けませんか？

自転車保険に入っていますか？
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エアコンフィルター除菌・消臭剤トイレットペーパー

　県では、県内で製造された生活に身近なリサイクル製品を「ふくくる」として認定し、その利用を消費者
や事業者に呼び掛けています。
　買い物の際に「ふくくる」を選ぶことで、環境にやさしいライフスタイルを目指しませんか。

　自動車税は、毎年４月１日現在の自動車の所有者に１年分課税される県税で、教育や福祉など県の行政
サービスを行うための貴重な財源です。
　４月末ごろから順次、納税通知書をお送りしますので、早めの納税をお願いします。

・再生プラスチックを５０％
使用。
・ＰＭ２．５対策にも有効で、
花粉、ダニ、ハウスダスト
などを吸着できます。
・抗菌・消臭効果もあります。

・森林保全のため、間伐を
行った木材(精油など)を
９０％以上使用。
・防カビ、防虫効果もあり
ます。

・古紙パルプ配合率１００％。
・紙芯が無いのでゴミが出
ません。
・シングル１３０ｍ（ダブル６５
ｍ）巻で長持ちし、取り換え
の手間が少なくなります。

福岡県　自動車税 検索

福岡県  県産リサイクル 検索

　「ふくくる」は、「福岡県県産認定リサイクル製品」の愛称です。
　認定製品に親しみを感じてもらえるよう、公募を行い、１１６作品の中から決定しました。
　「福岡県県産認定リサイクル製品」を略し、また、リサイクルを通して「福が来る」という意
味も込められています。
　認定マークや認定製品を見かけたら、ぜひ使ってみてください。

　　県税事務所、銀行、郵便局などでの納税の他、コンビニエンスストアでは、
　休日、早朝、夜間でも納税できます。
　　また、インターネットを利用してクレジットカードでも納税できます。

現在、７３ある「ふくくる」の一例をご紹介します。

＜必要なもの＞
　「ＬＩＮＥ」アプリをインストールしているスマートフォン
　※事前に「ＬＩＮＥ Ｐａｙ」への登録を行い、納税額以上の額を銀行口座
　　などからチャージしておくことが必要です。
　納税通知書
　※納税額が３０万円未満のものに限ります。

問い合わせ：税務課　☎０９２-６４３-３０６７　ファクス０９２-６４３-３０５１

※詳しくは、納税通知書に同封しているチラシをご覧ください。
※自動車を他人に譲ったり、使用しなくなったりした場合は、
　早めに各運輸支局で手続きを行ってください。

パンフレットで、
全ての認定製品
を紹介しています。

「ふくくる」認定マーク

問い合わせ：循環型社会推進課　☎０９２-６４３-３３７２　ファクス０９２-６４３-３３７７

５月３１日（金）５月３１日（金）

ふくくるふくくる

納税方法納税方法

認定製品の例認定製品の例

「ＬＩＮＥ Ｐａｙ」でも納税できるようになりました！New
ライン ペイ

自動車税の納期限は　　　　　　  です

始めよう！ 「ふくくる」がある暮らし
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がん感染症疾病対策課
☎０９２-６４３-３３１７　ファクス０９２-６４３-３３３１

問

　日本では、年間約２千人の子どもたちが新たに小
児がんと診断されています。がんの種類によっては７
～８割が治るようになってきましたが、一方で、年間約
５百人もの尊い命が失われています。
　２月１５日の国際小児がんデーに合わせ、２月１２
日から２２日まで、小児がん啓発県庁ロビー展を開催
しました。小児がん
の子どもたちが描
いた絵画や書の展
示などにより、小児
がんへの理解と支
援を求めました。

新雇用開発課
☎０９２-６４３-３５８６　ファクス０９２-６４３-３６１９

問

　３月１４日、新たに完成した「災害対策本部」の披露
式を開催しました。
　新たな「災害対策本部」は、防災関係機関が一体と
なって迅速かつ効率的に災害応急活動を行うことが
できるよう、県庁９階から３階に移転し、十分なス
ペースを確保しています。さらに、再整備した「防災関
連システム」をは
じめ、迅速な情報
共有が可能な機能
などを備えており、
４月１日に運用を
開始しました。

防災企画課
☎０９２-６４３-３１１４　ファクス０９２-６４３-３１１７

問

　国・県・北九州市が連携して女性の就職・創業などを
ワンストップで支援する「ウーマンワークカフェ北九州」。
１月２３日、「女性の『はたらく』応援フェスタ」を北九州
市で開催しました。
　会場では、子育て女性の採用に積極的な企業による
合同会社説明会、仕事や
家庭との両立に役立つ
セミナーなどが行われ
た他、女性創業者が出展
する軽食ブースなどが
設けられ、会場には多く
の人が訪れました。

食の安全・地産地消課
☎０９２-６４３-３５７５　ファクス０９２-６４３-３５７３

問

　３月１日、食育や地産地消への県民の関心と理解を
深めるため、「食育・地産地消県民大会」を福岡市で開
催しました。
　県産農林水産物の消費拡大につながる活動で顕著
な取り組みを実施した企業などに対する「ふくおか農
林漁業応援団体表彰」
やパネルディスカッ
ションなどを行い、参
加者は食育や農林水
産業の重要性につい
て改めて考える機会と
なりました。

企業立地課
☎０９２-６４３-３４４１　ファクス０９２-６４３-３４４３

ラグビーワールドカップ２０１９福岡開催推進委員会事務局
☎０９２-６４３-７６１３　ファクス０９２-６３２-２０１１

問

　県では、新たな雇用の創出や関連企業との取引拡大
などによる地域振興を目的に、本県への企業誘致を促
進しています。
　国内最大手の化粧品メーカーである株式会社資生堂
が、久留米・うきは工業団地に新たな生産工場の建設を
決定したことに伴い、２月１２日、立地協定締結式を県庁
で行いました。久留米・
うきは工業団地への立
地企業第一号であり、
同社にとって九州で初
めての生産拠点となり
ます。

問

　３月９日、「中川家と学ぼう！ラグビースプリングフェ
ス２０１９」を福岡市で開催しました。
　お笑い芸人の中川家とコカ・コーラレッドスパークス
の桑水流裕策選手、元選手の築城昌拓氏によるトーク
ショーの他、スーパーラグビーのサンウルブズ（日本）対
ブルーズ（ニュー
ジーランド）戦のパ
ブリックビューイン
グやラグビー体験
などさまざまな催
しに、会場は大いに
盛り上がりました。

な  か  が  わ  け

くわ ず る つ  い  き まさゆう さく ひろ

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。

災害対策本部が新しくなりました知っていますか？ 小児がんのこと

食と食を支える農林水産業について考える

株式会社資生堂との立地協定締結式を行いました ９月開催！ ラグビーワールドカップに向けて

県政フラッシュ
女性の「はたらく」を応援！

06 FUKUOKA PR EFEC T UR E  NEWS



　久留米市で、平成２９年に誕生し
た「耳納北麓ジェラート街道」。耳納
連山の麓を走る県道１５１号沿線
約１１キロメートルの間に、フルー
ツをはじめ、つばき油や糀甘酒、豆
乳など地元の素材をふんだんに
使ったジェラートを販売する８店舗
が点在し、一年を通して各店舗こだ
わりのジェラート巡りが楽しめます。
　「ジェラートをきっかけに足を
運んでいただき、地域の人とコ
ミュニケーションを取っていただくのが何よりもう
れしいですね」と語るのは、久留米市世界のつばき

館の田中雅秀さん。今後は
販売店舗をさらに増やし
て、うきは市を含む約３０
キロメートルを魅力あふ
れる街道に発展させたい
と意気込みます。

　世界のつばき館では原種
ツバキ１００種以上を展示し、
７月からは第３回ジェラート
総選挙も開催予定。ジェラー
ト片手に耳納北麓を散策し
てみませ
んか？

「耳納北麓ジェラート街道」

について、詳しくはこちら▶

　門司港地区の観光を盛り上げる列車といえば、北
九州銀行レトロラインを走る「潮風号」。実はこの列
車、運行距離２．１キロメートルという短さと、最高時
速約１５キロメートルという遅さがどちらも全国的
にトップクラスであることをご存じですか？
　潮風号は、平成２１年、石灰を運ぶ役目を終えて休
止されていた貨物専用線を利用し、名称を市民から
募って名付けられました。停車駅は「九州鉄道記念館
駅」「出光美術館駅」など４駅で、海沿いの景色や関門
橋、門司港レトロの街並みなど見どころ満載です。
　近年は外国人観光客も増加し、人気なのは「関門

海峡クローバーきっぷ」。
潮風号に乗って終点の
「関門海峡めかり駅」から
「関門人道トンネル」を歩
いて下関に渡り、「サンデ
ンバス」を使って下関・唐
戸観光を楽しんで「関門
汽船」で門司港に戻り、関
門海峡をぐるっと一周す

ることができます。
　「車窓の景色をはじめ、各停車駅近辺にもご家族や
カップルで楽しめる観光地がたくさんありますよ」と
語るのは、潮風号を運行す
る平成筑豊鉄道株式会社の
桑野清音さん。３月にリニュー
アルされたＪＲ門司港駅の雄
姿と合わせて、初夏の“潮風”を
のんびり感じてみませんか?

耳納北麓のジェラート
【久留米市】

み のう ほく ろく

問い合わせ:
久留米市世界のつばき館
☎/ファクス０９４２-４７-１８２１
営業時間／９時～１７時
定休日／第３木曜日（祝日の場合は翌日）

くわのきよおと

問い合わせ:平成筑豊鉄道株式会社 門司港事業所
☎０９３-３３１-１０６５  ファクス０９３-３３１-１２６５

たなか

ふもと

こうじあまざけ

まさひで

新鮮なミルクにつばき油を
ブレンドし、あまおうの
果肉を混ぜ込んだジェ
ラートは、濃厚で
なめらか

まさよし
世界のつばき館の「久留米つばきジェラート」は久留米
ツバキ「正義」（写真右上）をイメージして作られた

ツバキが好きで周辺観光にも詳
しい田中雅秀さん

８店舗のジェラート販売
店は、こののぼりが目印！

おおのみつひさ

トンネルに入ると天井いっぱい
に魚の絵が浮かび上がり車内に
歓声があがる

普通鉄道としては全国初の観光に目的を特化した鉄道として誕生した「潮風号」

左から運転士の大野満久さん、門司
港事業所長の桑野清音さん、車掌の
川端美緒さん
かわばたみお

短い！ ゆっくり！
門司港レトロ観光列車「潮風号」
短い！ ゆっくり！
門司港レトロ観光列車「潮風号」

しおしお かぜかぜ ごうごう

●「潮風号」運行期間：３月中旬～１１月下旬の土日祝日。GW、春休み、夏休みは毎日運行

vol.12

福岡県知ってる？

Do you know Fukuoka?
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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

〈活動内容〉アンケートへの回答（年
６回）と県政についての提案や意見
の提出（随時）
〈任期〉委嘱する日から２０２０年３
月末まで
〈応募資格〉県内在住の１８歳以上
（４月１日時点）でインターネットの
利用および電子メールの送受信がで
きる人（国・地方公共団体の議員、常
勤の公務員、平成２９・３０年度県政
モニター経験者を除く）
〈謝礼〉活動実績に応じてクオカード
（上限３０００円）を進呈
〈募集人数〉４００人
〈応募方法〉県ホームページまたは
電子メール
〈応募締切〉５月３１日（金）
　県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０３Ⓕ０９２-６４３-３１０７
　　monitor@pref.fukuoka.lg.jp

〈対象〉下記の地域における戦没者の
遺族〔配偶者（再婚した人を除く）、父
母、子、兄弟姉妹、参加遺族（子・兄弟
姉妹）の配偶者、孫、おい・めい〕で実
施時期において原則８０歳以下の人
〈巡拝予定時期・地域〉

※応募資格、募集人数、参加費用、申
込締切など詳しくはお問い合わせく
ださい
　お住まいの市町村の援護担当課ま
たは県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６

厚生労働省慰霊巡拝団員

情報のひろば情報のひろば

　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、６月２６日（水）から
配布する募集案内書をご覧ください。
〈申込受付期間〉６月２６日（水）～７
月４日（木）※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
　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
（ポイント方式）

戦没者追悼式参列者

HP

　看護職として再就職への意欲向上
や就職につなげるため、最近の看護
に関する知識および技術を再習得
できる研修を開催します。
〈対象〉県内在住でブランクの期間
に関係なく、未就業で６カ月以内に
就業を希望する看護職
〈期間〉６月１８日（火）、２７日（木）、
７月２日（火）、９日（火）の４日間
〈時間〉１０時～１５時
〈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
病院
〈内容〉講習会、病院実習
〈定員〉４０人※先着順
〈参加費用〉無料※別途病院実習時、
保険料５００円程度が必要
〈申込締切〉６月４日（火）
　・　福岡県ナースセンター
☎０９２‐６３１‐１２２１Ⓕ０９２‐６３１‐１２２３
　　https://www.fukuoka-kango.or.jp

病院などに就職したい人のための
再就職支援研修会

　戦没者追悼式に参列する遺族を
募集します。応募資格や参加費用な
ど詳しくはお問い合わせください。

福岡県戦没者追悼式
〈日程〉８月１５日（木）
〈会場〉福岡武道館（福岡市中央区大濠）
〈募集人数〉９００人※参加無料
※参列遺族全員の献花を予定しています
〈申込締切〉６月３日（月）
　お住まいの市町村の援護担当課

全国戦没者追悼式
〈日程〉８月１４日（水）～１５日（木）
〈会場〉日本武道館
（東京都千代田区北の丸公園）
〈募集人数〉１０７人
〈申込締切〉６月３日（月）
　[戦没者・一般戦災死没者遺族]
お住まいの市町村の援護担当課
　[原爆死没者遺族]
福岡県原爆被害者相談所
　保護・援護課
☎０９２‐６４３‐３３０１Ⓕ０９２‐６４３‐３３０６

県政モニター
県HP

県HP

県HP

HP

問

問

申

申

申

問

　海外で日本語教師のアシスタント
として日本語や日本文化、福岡の魅
力などを紹介する業務に携わる人を
募集しています。
〈派遣期間〉
①タイ：２０２０年５月～１２月
②インドネシア：２０２０年７月～
２０２１年２月
③ベトナム：２０２０年８月～１２月
〈募集人数〉①②各１０人③３人
〈応募締切〉７月１６日（火）必着
　公益財団法人福岡県国際交流センター
☎０９２-７２５-９２０４Ⓕ０９２-７２５-９２０５
　　http://www.kokusaihiroba.or.jp/

日本語パートナーズ
（福岡県推薦枠）

HP

問

問

問申

モンゴル
中国東北地方
ソロモン諸島
イルクーツク州
ハバロフスク地方
東部ニューギニア

インド
沿海地方

アッツ島

地　域時　期

マリアナ諸島

６月

１２月

２０２０年２月

１０月

１1月

９月

硫黄島（第１次）

フィリピン
硫黄島（第２次）

〈職種〉行政、教育行政、警察行政、農業
など※採用予定数などの詳細は５月上
旬から配布する試験案内をご覧ください
〈受験資格〉平成２年４月２日から平
成１０年４月１日までに生まれた人
※職種によっては資格・免許が必要です
〈試験日〉６月２３日（日）
〈受付期間〉５月１３日（月）～２４日
（金）※当日消印有効（インターネット
での申し込みは５月２１日（火）まで）
〈試験地〉福岡市、東京都
　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
県職員採用大学卒業程度

（ Ⅰ 類）試験 県HP

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　  電子メール　　　ホームページ 　　申し込み　　 問い合わせHP 問申

問
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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

お知らせお知らせ

　民生委員・児童委員は、住民の皆
さんの身近な相談相手として、さま
ざまな機関と連携して必要な支援を
行っています。
〈活動例〉
[相談]住民が抱える問題について、
親身になって相談に乗ります
[情報提供]社会福祉の制度やサービ
スについて、住民に情報を提供します
※５月１２日（日）の「民生委員・児童
委員の日」から１週間、各地でＰＲ活動
が行われます
※民生委員制度は、１００年以上の
歴史と実績を有する制度です
　福祉総務課
☎０９２‐６４３‐３２４３Ⓕ０９２‐６４３‐３２４５

ご存知ですか？
民生委員・児童委員 県HP

　県民の安全・安心を確保するため、
悪質な迷惑行為の規制が強化され
ました。
〈主な改正内容〉
①のぞき見・盗撮行為などの規制場所の
追加（例：一般住居の浴室、ホテルの客室）
②住居などの付近をみだりにうろつく
行為などの嫌がらせ行為の追加規制
③上記の行為に対する罰則の引き上げ
※詳しくは、県警察のホームページを
ご覧ください
〈条例の施行日〉６月１日（土）
　県警察本部生活安全総務課
☎０９２‐６４１‐４１４１Ⓕ０９２‐６４３‐２１６３
　　https://www.police.pref.fukuoka.jp

福岡県迷惑行為防止条例が
改正されました

　６月９日（日）は「春の環境美化の
日」です。当日は各市町村によって一
斉清掃の行事が実施されます。ぜひ
ご参加ください。
※地域の事情により日程が異なるこ
とがありますので、日時、場所、内容に
ついては、各市町村にご確認ください
　廃棄物対策課
☎０９２‐６４３‐３３６３Ⓕ０９２‐６４３‐３３６５

春の環境美化の日

土砂災害に備えましょう

　６月は土砂災害防止月間です。砂
防課では、ホームページで県内全域
の雨量情報や土砂災害の予兆の見
分け方、土砂災害警戒区域などの
情報提供を行っています。また、「防
災メール・まもるくん」で土砂災害
警戒情報や土砂災害危険度情報の
配信を行っています。ぜひご活用く
ださい。
　砂防課
☎０９２‐６４３‐３６７８Ⓕ０９２‐６４３‐３６８９
　　http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/

県HP

　県では、県職員が県民の皆さんの
ところへ伺い、県の取り組みなどを
ご説明する「ふくおか県政出前講座」
を実施しています。
〈テーマメニュー数〉１８６テーマ
〈対象〉おおむね２０人以上の県民の
皆さんが実施する集会など
〈時間〉１０時～２０時の間
※ただし年末年始を除く
〈経費〉講師派遣の費用は無料
〈会場〉申込者でご用意ください
※会場は県内に限ります
※申込方法など詳しくは県ホーム
ページをご確認ください
　県民情報広報課
☎０９２‐６４３‐３１０３Ⓕ０９２‐６４３‐３１０７

「ふくおか県政出前講座」を
活用しませんか？

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！

問 問

HP

問
問

　世界的に重要な国際会議であるＧ
２０福岡財務大臣・中央銀行総裁会議が、
６月８日（土）～９日（日）、ヒルトン福岡
シーホーク（福岡市中央区地行浜）にて
開催されます。
　会議開催期間中は、検問や交通規制
などにより、福岡市やその周辺で交通混
雑が予想されます。一人一人の協力が
会議の成功につながります。福岡市都心
部への自動車の乗り入れの自粛、公共
交通機関の利用など、皆さまの渋滞緩
和へのご理解、ご協力をお願いします。
　[交通規制について]
県警察本部Ｇ２０サミット対策課
☎/Ⓕ０９２‐６４１‐４１４１
　　https://www.police.pref.fukuoka.jp
　[Ｇ２０福岡財務大臣・中央銀行総
裁会議について] 県国際政策課
☎０９２‐６４３‐３２１４Ⓕ０９２‐６４３‐３２２４

Ｇ２０福岡財務大臣・中央銀行
総裁会議の開催に係る
渋滞緩和にご協力ください

HP

問

問

問

県HP

　部落差別については、差別発言
や差別落書きに加え、近年、情報化
の進展による状況の変化に伴いイ
ンターネット上での差別書き込み
や電子版「部落地名総鑑」の問題な
ど新たな事象が発生しています。
　平成２８年には、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」が制定されました。
　こうしたことから、部落差別の解
消を推進するため、基本理念や相
談体制の充実、教育・啓発の推進な
どを定めた「福岡県部落差別の解
消の推進に関する条例」を制定しま
した。
　県では、これらの法律や条例など
を踏まえ、部落差別のない社会の
実現を目指します。
　人権・同和対策局調整課
☎０９２‐６４３‐３３２５Ⓕ０９２‐６４３‐３３２６

「福岡県部落差別の解消の推進に
関する条例」を制定しました

問

県HP

健康実態調査
　カネミ油症認定患者を対象とした
健康実態調査を実施しています。
　県から調査に関する通知が届い
ていない認定患者で、調査にご協力
いただける人はご連絡ください。調
査にご協力いただくと、国から健康
調査支援金が支給されます。

同居家族の認定申請
　カネミ油症認定患者の油症発生
当時の同居家族の人で、一定の基準
を満たす場合、カネミ油症患者とし
て認定の対象となります。
※申請は、随時受け付けています
　生活衛生課
☎０９２‐６４３‐３２８０Ⓕ０９２‐６４３‐３２８２

カネミ油症患者の皆さんへ
県HP

問
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　主に児童を対象とした健康や環
境について学ぶ体験型イベントです。
簡単な実験やゲームで健康や環境
について学んでみませんか。
※参加無料、申込不要
〈日時〉６月１５日（土）１０時～１６時
〈場所〉保健環境研究所（太宰府市向
佐野) ※無料駐車場有
　保健環境研究所
☎０９２‐９２１‐９９４１Ⓕ０９２‐９２８‐１２０３
　　http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/

保健･環境フェア２０１９

◀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

　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の届出が必要
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
たときは、国民健康保険をやめる届
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
窓口で届け出をしてください。
　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

国民健康保険の資格の異動は
届出が必要です 県HP

福岡最大の酒イベント
「＆SAKE FUKUOKA
（アンド サケ フクオカ）」
　福岡県は、酒米づくりが盛んで、全
国有数の酒蔵数を誇る酒どころです。
イベント会場では、県内５６の酒蔵
の酒と人気飲食店の限定メニューが
お楽しみいただけます。
　本県自慢の酒と食を、ぜひお楽し
みください！
〈日時〉５月２５日（土）１１時～１９時、
５月２６日（日）１０時～１７時
〈場所〉福岡国際センター（福岡市博
多区築港本町）
〈料金〉２８００円（前売り２３００円）
　＆SAKE FUKUOKA実行委員会
事務局
☎０９２‐６５１‐４５９１Ⓕ０９２‐６３３‐６７２２
　　https://andsake-fukuoka.com

催　し催　し

HP

福岡県難病相談支援センター
（北九州センター）に専用電話を

設置しました 県HP

HP

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　  電子メール　　　ホームページ 　　申し込み　　 問い合わせHP 問申

問

問

HP

問
　店頭でこのマークを見かけた際は、
ぜひ手に取っていただき、おいしい
県産しいたけを食べてみてください。

２つのしいたけで「ｆ」
を表現し、「ｆｕｋｕｏｋａ
（福岡）」「ｆｒｅｓｈ（新
鮮）」「ｆｉｂｅｒ（食物繊
維）」「ｆｕｔｕｒｅ（未来）」
といったメッセージ
を込めています。

　農山漁村振興課
☎０９２‐６４３‐３５０５Ⓕ０９２‐６４２‐４６０５

「福岡県産しいたけロゴマーク」
を作成しました！ 県HP

問

　県では、難病患者とその家族に対
し、よりきめ細かな相談支援を行う
ため、北九州市、福岡市と共同で難病
相談支援センターを運営しています。
　このたび、北九州センターに専用
電話を設置しましたので、お気軽に
ご相談ください。
＜福岡県難病相談支援センター＞
福岡センター（九州大学病院内）
☎０９２‐６４３‐８２９２Ⓕ０９２‐６４３‐１３８９
北九州センター（北九州市総合保健
福祉センター内）
☎０９３‐５２２‐６６４１Ⓕ０９３‐５３３‐６３５６
　がん感染症疾病対策課
☎０９２‐６４３‐３３１７Ⓕ０９２‐６４３‐３３３１
問

　県警察の防犯アプリ「みまもっち」
が１月にリニューアルしました。
　従来の犯罪情報の地図配信に加
え、動画やクイズを通じて防犯ポイ
ントを学んだり、使用頻度に応じて
警察官を育成したりする機能など、
「楽しく学ぶ」機能を追加しました。
アプリで犯罪発生情報や防犯ポイン
トをチェックして防犯意識を“アップ
デート”しましょう。
　県警察本部生活安全総務課
☎０９２‐６４１‐４１４１Ⓕ０９２‐６４３‐２１６３
　　https://www.police.pref.fukuoka.jp

「スマホで防犯」しませんか？

問

　福岡県若者自立相談窓口では、高
校中退などで進路が定まっていない
若者や保護者からの相談に応じて
います。 ※相談無料
　電話や電子メール、来所面談の他、状
況に応じてご家庭などへの訪問相談
も行います。お気軽にご相談ください。
〈開所日時〉毎週月曜日～土曜日（祝
日、年末年始を除く）１０時～１９時
〈場所〉福岡県若者自立相談窓口
（大野城市雑餉隈町）
　福岡県若者自立相談窓口
☎/Ⓕ０９２‐７１０‐０５４４
　　info@wakamado.net
　　https://wakamado.net

高校を中退した若者の
次の一歩を応援します

問

HP

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

要注意！！
身近に潜む悪質商法
疑わしいときは１８８！

福岡県消費生活センター

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

　県政の動きや地域の話題などを
点字や音声でもお知らせしていま
す。詳しくはお問い合わせください。
各戸配布広報紙「福岡県だより」
（年６回発行予定）
①点字版
②録音版（カセット、ＣＤデイジー版）
※ＣＤデイジー版は専用機器が必要です
③音声コード版
※専用機器またはスマートフォン
アプリが必要です
「グラフふくおか」
点字版（年４回発行予定）
　・　県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-５３３１

視覚障がいのある人を対象とした
県広報のご案内 県HP

問申

県HP
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アンケート
　　「福岡県だより５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

福岡の八女茶
玉露・煎茶のセットを５人にプレゼントします

　全国茶品評会で玉露が連続して
日本一に輝くなど、全国的に評価が
高い「福岡の八女茶」。香り豊かでう
ま味のある高級茶です。
提供：福岡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、５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）（５月３1日（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより５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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実物と併せ、王の武装や飾り馬の再現品、復元模型などを
活用し、当時の装いの姿を分かりやすく紹介します。
大野城心のふるさと館（大野城市曙町3-8-3）
大野城市心のふるさと館運営課
☎092-558-5000　ファクス092-558-2207

●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

4

６

７
５

8

9

10

11

特別展「古墳  王の輝き」
4月27日(土)～6月23日(日)

久留米絣の職人の手仕事を間近で見ることができま
す。また、久留米絣製品をお買い得価格で販売します。
熊野区公民館（筑後市熊野730）
絣の里巡り実行委員会（筑後市観光協会）
☎0942-53-4229　ファクス0942-65-5911

場
問

絣の里巡りin筑後
6月1日（土）～2日（日）

この時期、この地域だけでしか味わえない魚、エツ。
初夏の味覚をぜひご堪能ください。
大川市内の各店舗
大川観光協会
☎0944-87-0923　ファクス0944-87-0961

場
問

エツの川開き
5月1日（水・祝）～7月20日（土）

辺春川などにホタルが舞う時期に行われるイベント
です。ゲンジボタルの乱舞をお楽しみください。
長瀬公園周辺（八女市立花町上辺春長瀬地区）
辺春ホタルまつり実行委員会（辺春地域振興会議）
☎0943-36-0285

場
問

辺春ホタルまつり
5月下旬～6月上旬

工場直送の商品がお得に購入できます。市内企業の食
材で作ったコラボ商品は完売必至です。
福岡食品加工団地周辺（古賀市鹿部335-34）
古賀市観光協会
☎092-940-2300　ファクス092-940-2301

場
問

古賀モノづくり博  食の祭典
5月19日（日）

若手音楽家の発掘、育成を目的としたピアノ、声楽のコン
クール。世界での活躍を目指す音楽家たちが出場します。
イイヅカコスモスコモン（飯塚市飯塚14-66）
飯塚新人音楽コンクール開催事務局（飯塚文化連盟）
☎0948-22-3274　ファクス0948-22-3609

場
問

飯塚新人音楽コンクール
6月2日（日）

ステージイベントや豪華景品が当たる「大抽選会」な
ど楽しい企画がいっぱいの春まつりです。
吉富フォーユー会館周辺一帯（吉富町広津413-1）　　　
よしとみ・ワッショイ・春まつり実行委員会（吉富町商工会）
☎0979-22-0228　ファクス0979-23-4741

場
問

よしとみ・ワッショイ・春まつり
5月26日(日)

神社境内地下の水門を開き、約２km離れた水車に水を通
します。やがて夏の風物詩である三連水車が動き始めます。
水神社（朝倉市山田161）
山田堰土地改良区
☎/ファクス0946-52-0531

場
問

山田堰通水式
6月17日（月）

小野谷地区の市道沿いやあぜ道に植栽された約４千
本のあじさいが色鮮やかに咲き誇ります。
嘉麻市小野谷地区
嘉麻市観光まちづくり協会
☎0948-43-3680　ファクス0948-43-3854

場
問

小野谷あじさいロード
5月下旬～6月下旬

４００余年の歴史を持つ「岩戸神楽」が奉納され、神社周辺
をみこしや女みこし、各地区の山笠が勇壮に駆け抜けます。
田川市春日神社周辺（田川市宮尾町6-13）
田川市たがわ魅力向上課
☎0947-85-7147　ファクス0947-46-0124

場
問

春日神社神幸祭
5月25日（土）～26日（日）

今年、国重要無形民俗文化財に指定された、歩きながら
太鼓の両面を叩くのが特徴の、全国的にも珍しい祭りです。
小倉城歴史の道、小文字通り周辺（北九州市小倉北区）
小倉祇園太鼓保存振興会
☎093-562-3341　ファクス093-562-3349

場
問

小倉祇園太鼓
7月1日（月）～21日（日）

福岡県だより 通巻131号

じんこうさい やま だ ぜき

へ ばる

お   の  だに

かすり

いわ と  か ぐら

※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 ❼小野谷あじさいロード（嘉麻市）❼小野谷あじさいロード（嘉麻市）

2
大川市大川市

1
大野城市大野城市

6
八女市八女市

3
古賀市古賀市

4
吉富町吉富町

5
田川市田川市

8
筑後市筑後市

9
飯塚市飯塚市

7
嘉麻市嘉麻市

10
朝倉市朝倉市

11
北九州市北九州市

●小倉祇園太鼓（北九州市）●小倉祇園太鼓（北九州市）11

お
ク
で
リ
か
ッ
け
プ
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