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　このたび、県民の皆さまにご支持いただき、引き続き県政を担当させていただくこ
とになりました。選挙中、県内各地で、地域の皆さまの「自分たちの地域をもっと良く
したい」、「元気にしたい」という強い思い、県政に対する大きな期待を痛感しました。
　これからの４年間、県民、県内の各産業、各地域を元気にして福岡県をもっと発展
させるべく、全力を尽くしてまいります。
　「県民第一」「県民の声を大切に」「県民のために」、スピード感をもって、政策を進
めていき、引き続き、「県民幸福度日本一」の福岡県を目指してまいります。
　そして、日本海側に位置しているこの福岡県を、アジアとともに発展する一大拠点
にしていくことによって、九州を引っ張り、日本のバランスのとれた発展に貢献して
まいります。
　引き続き、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

　平成２９年７月九州北部豪雨災害、平成３０年７月豪雨災害の復旧・復興について、被災者の生活
再建を進めます。
　また、河川、道路などの公共土木施設はもとより、産地の復興のため、農地、農業用施設の復旧を
加速させ、目に見える進捗を図っていきます。そして、一日も早い復旧・復興を成し遂げます。

豪雨災害の復旧・復興

もっと元気に！ 福岡県もっと元気に！ 福岡県

………主な取り組み………

　AI、IoTの普及や通信技術のさらなる進化といった「第４次産業革命」の進行と、「人生１００年時代」
の到来という大きな時代の変化に対応していきます。

　これまで進めてきた「７０歳現役社会づくり」の基盤の上に立ち、誰もが生き生きと活躍し、健康で
充実した人生を過ごせる「１００年グッドライフ（GOOD LIFE）福岡県」の構築を目指します。

●中小企業の生産性向上・「スマート農林水産業」の実現
　中小企業、農林水産業の現場に、その実態とニーズに適した最新技術の導
入を促進することにより、①中小企業の生産性向上、②「スマート農林水産
業」を実現し成長産業への転換を目指します。
　さらに、「第４次産業革命」に取り組むことによって、過疎地域や高齢者の
移動手段の確保、介護の負担の軽減など、生産、販売といった経済活動だけ
でなく、交通、保健医療、介護福祉など幅広い分野において、生産性の向上、
人材不足対策、働き方改革を前進させます。

●「健康づくり県民運動」と「スポーツ立県福岡」の推進
　県民一人一人の健康寿命を延ばす「健康づくり県民運動」と、
スポーツの力で県民生活を元気にする「スポーツ立県福岡」を推
進し、その相乗効果を図ることで、県民の皆さまを健康で元気に
していきます。

時代の変化への対応

「第４次産業革命」への取り組み

「１００年グッドライフ（GOOD LIFE）福岡県」の構築

ビニールハウス内の環境をIotで管理

ふくおか健康づくり
県民運動ロゴマーク 県民体育大会

福岡県知事

小川　洋
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　現在、福岡県は前の年より人口が増加した７都県の一つですが、これからの人口減少に備える「地
方創生」が喫緊の課題です。この大きな課題に立ち向かっていくため、誰もが住み慣れたところで「働
く」「暮らす」「（お子さんを産み）育てる」、この３つができる地域社会をつくっていきます。
　これから目指すのは、「『人』と『地域』の元気」です。

●中小企業の支援
　本県の雇用の約８割を担い、県経済の発展の原動力である中
小企業の振興を図るため、人材や資金の確保、事業承継などを
地域ぐるみで支援します。

●先端成長産業の振興
　自動車、バイオ、ロボットといった先端成長産業の振興を図り
ます。

●企業誘致の取り組み
　「グリーンアジア国際戦略総合特区」を一層活用するとともに、
生産の国内回帰の動きを捉え、ユニ・チャームプロダクツや資
生堂に続く企業誘致に取り組みます。

●農林水産業の振興
　ブランド化、輸出促進、担い手の確保・育成に取り組んでいき、
「稼げる、魅力ある産業」にしていきます。

●観光の振興
　県内各地域、九州各県の観光資源をつないで広域観光ルート
を開発し、心からのおもてなしで、観光客を増やしていきます。

地方創生の推進

住み慣れたところで「働く」ことができる地域社会

●「女性活躍先進県」の実現
　女性の就業を促していくとともに、企業や地域のリーダーと
なる女性を積極的に育成し、福岡県を「女性活躍先進県」にして
いきます。

●高齢者や障がいのある人の支援
　「地域包括ケアシステム」「高齢者の見守り」を拡充・強化する
とともに、自動運転などの導入を進めることによって、過疎地
域などの移動手段を確保し、買い物難民をゼロにします。また、
障がいのある人を地域全体で支え、その自立と社会参加を支
援します。

住み慣れたところで「暮らす」ことができる地域社会

●各ライフステージでの支援
　出会い、結婚、妊娠、出産、子育て、仕事と、各ライフステージ
を切れ目なく支援し、若者の結婚や子育ての希望を叶えること
により、少子化を食い止めます。

●時代の変化に対応できる子どもの育成
　子どもたちが時代の大きな変化に主体的に向き合い、よりよ
い社会と自ら幸福な人生を創っていく力を育みます。また、何歳
になっても学び直しができるリカレント教育を拡充します。

住み慣れたところで「育てる」ことができる地域社会

窓口相談 自動車産業

企業誘致 県産農林水産物

宗像大社辺津宮社殿
へつみや

あすばる
キャリアップカレッジ

九州・山口 結婚・子育て
応援 企業フォーラム

タブレット型パソコンを
使った授業
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　県においては、２年連続で大きな豪雨災害に見舞われ、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。県では、被災者の生活再建のみならず、河川や道路などの公共土木施設や農地、農
業用施設の復旧を加速化させ、一日も早い復旧・復興に向け、引き続き全力で取り組んでいきます。
　災害は、「とき」「ところ」「ひと」を選びません。被害を最小限に抑えるためには、行政による「公助」はもと
より、一人一人が自分の安全を守る「自助」、地域で助け合う「共助」が大事です。また、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。

　スイゼンジノリとは、全国で唯一、朝倉市にある黄金川にのみ自生する希少な淡水ノリのこと。江戸時代、秋
月藩主にも献上されたという歴史を持つ食材ですが、平成２９年７月九州北部豪雨により、黄金川が増水し、
スイゼンジノリや川に設置した網が流される被害を受けました。
　「設備も破損し心配されましたが、県水産海洋技術センターの協力もあり、今年の
収穫は順調です」と語るのは、遠藤金川堂代表の遠藤淳さん。
　遠藤さんにとって黄金川は、幼い頃魚を捕まえて遊んだ
思い出の川。清らかな水質と豊富な水量を守ることがスイ
ゼンジノリの保全につながると、毎日清掃活動にも励んで
います。「これまで幾度となく水害を乗り越えてきた地域の
宝を次世代に渡していきたい」と未来へ希望を持ち続けて
います。

平成２９年７月九州北部豪雨から２年̶被災地のいま

元気に生産中！ 朝倉市黄金川の「スイゼンジノリ」

大雨により、道路擁壁が崩壊（応急工事後） 復旧工事を行い、整備された国道５００号

大雨により増水し、護岸が崩壊した桂川 復旧工事により、護岸などを整備

大雨により、ビニールハウスが倒壊 現在は移転し、イチゴの栽培を再開

こ が ね が わ

かわたけ

ようへき

えんどうえんどう じゅんかながわどう

問い合わせ:川茸元祖 遠藤金川堂　☎０９４６-２２-２７１５　ファクス０９４６-２２-０７０７

生タイプの「川茸」と刺身こん
にゃくの「黄金川」を販売中。
プルプルとした食感の「川茸」
は、酢の物やお吸い物に使用
するのがおすすめ

遠藤金川堂代表の遠藤淳さん。
1793年の創業以来、スイゼンジ
ノリの栽培、加工販売を行っている

発災直後発災直後

河川河川

道路道路

農地農地

復旧後復旧後

いま、災害への備えを―「もしも」のときのためにいま、災害への備えを―「もしも」のときのために
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　地域防災計画や「福岡県防災ハンドブック」などの他、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

　災害時の情報などをメールでお知らせします。
【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
この他、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
問い合わせ：防災企画課　☎０９２-６４３-３１１２　ファクス０９２-６４３-３１１７

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

　災害発生のメカニズムや前兆現象を絵図や写真を使って詳しく解説しています。市町村の避難
指示などだけに頼らず、「自分の命は自分で守る」自助行動につなげるために備えましょう。
詳しくは
問い合わせ：河川管理課　 ☎０９２-６４３-３６６８　ファクス０９２-６４３-３６６９

　お住まいの場所などが大雨などにより、土砂災害の危険性が高くなった時に、すぐに
メールでお知らせします。下記メールアドレスに空メールを送って登録することで、利用
できます。
登録用メールアドレス：bousai.fukuoka-dosha@raiden2.ktaiwork.jp
問い合わせ： 砂防課　☎０９２-６４３-３６７８　ファクス０９２-６４３-３６８９

自助行動啓発冊子 検索

福岡県河川防災情報 検索

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

（１）福岡県防災ホームページ

（１）自助行動啓発パンフレット

（２）福岡県土砂災害危険度情報配信システム

　平成３０年度から設置した水位計で、河川が一定の水位以上になった時のみに水位
情報を提供します。現在は県内の８０カ所の水位の情報をご覧いただけます。
詳しくは
問い合わせ： 河川管理課　☎０９２-６４３-３６６８　ファクス０９２-６４３-３６６９

（３）危機管理型水位計

（２）防災メール・まもるくん

最低３日分、できれば１週間分

一人一人ができる防災・減災
1.防災情報の収集1.防災情報の収集

2.風水害から命を守ろう2.風水害から命を守ろう

3.備蓄品の準備3.備蓄品の準備
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文化振興課
☎０９２-６４３-３３４６　ファクス０９２-６４３-３３４７

問

　筑後地方は県内有数の酒どころであり、県と筑後七
国（筑後市・大川市・柳川市・大木町・みやま市・広川
町・八女市）では、お酒を通じた地域活性化に取り組ん
でいます。
　４月６日、筑後市で「第５回筑後七国酒文化博」を開
催し、９つの蔵元が出品した４３種類の地酒の飲み比
べなどを行いました。
会場には多くの人が訪
れ、春の陽気の中、筑
後七国特産のおいしい
「あて（おつまみ）」と
地酒を楽しみました。

空港政策課
☎０９２-６４３-３２１５　ファクス０９２-６４３-３２１７

問

　４月２０日、２１日に１２チームによる「ワールドラ
グビー女子セブンズシリーズ北九州大会」が開催され、
本県出身の伊藤優希選手と長田いろは選手も日本代
表として出場しました。
　７人制ラグビーは１５人制ラグビーと同じフィール
ドで試合を行うため、パスや選手の走りがよりダイナ
ミックとなるのが魅
力です。東京２０２０
オリンピックの競技
種目でもあり、日本
代表の活躍が期待
されます。

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

　４月１日、福岡国際空港株式会社による福岡空港の
運営が開始されました。
　県は出資および役員派遣を行い、空港運営会社の経
営に参画し、地域の意向を空港運営に適時的確に反映
させるとともに、民間の経験やノウハウに基づく創意
工夫と、地域が持つ経済、観光、国際交流などの分野に
おける戦略や
ニーズとの融合
による相乗効果
が発揮されるよ
う連携、協力し
ていきます。

循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３８１　ファクス０９２-６４３-３３７７

問

　まだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」。
この削減のため、県と包括協定を締結しているイオン
の一部店舗において、フードドライブを実施しており、
４月１１日にキックオフイベントを開催しました。
　家庭で余っていて、回収品目の条件を満たす食品を
店舗に持ち寄っていただくと、フードバンクなどを通じ
て福祉施設など
に寄付されます。
今後は、毎月第２
月曜日から翌日
曜日に実施予定
です。

水産振興課
☎０９２-６４３-３５６３　ファクス０９２-６４３-３５６７

秘書室
☎０９２-６４３-３０００　ファクス０９２-６４３-３００９

問

　福岡県では、筑前海・豊前海・有明海や、筑後川など
の河川から豊富な種類の地魚が水揚げされており、エ
リアや季節に応じた地魚を楽しむことができます。
　４月１日に開設された「じざかなび福岡」では、イチオ
シの地魚情報や、おいしい地魚が食べられる「ふくおか
の地魚応援の店」の他、浜の水揚げ状況や購入先など、
さまざまな情報を紹介しています。

問

　４月１２日、小川知事が多くの職員に拍手で迎えられ、
登庁しました。
　知事は、「豪雨災害の復旧・復興」と、「地方創生」に取
り組み、誰もが住み慣れたところで「働く」「暮らす」「育
てる」ができる地域社会をつくっていくとともに、「県
民第一」「県民の声を大
切に」「県民のために」、
スピード感を持って政
策を進め、「県民幸福度
日本一の福岡県」を目
指していくと３期目の
抱負を語りました。

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。

https://jizakanavi-
fukuoka.jp/

いとう ゆき ながた

本県出身選手も活躍！ ワールドラグビー女子セブンズ筑後七国のおいしい地酒を味わう

フードドライブへのご協力をお願いします

福岡県の地魚情報を発信！ホームページ「じざかなび福岡」 小川県政３期目突入！

福岡空港の運営の民間委託が開始されました

フラッシュ県 政
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　　　　　　京築地域で生産されたショウガを
含む九州産ショウガを１００％使用した「ジン
ジャーシロップ」は、炭酸水で割るだけで簡単に爽
やかなジンジャーエールが楽しめます。
　このシロップは、苅田町の洋菓子工房トリオレの
パティシエ寺尾拓さんと管理栄養士の寺尾咲子さ
んが共同で開発したものです。
　お二人は平成２９年に「京築ジン
ジャープロジェクト」を立ち上げ、イン
ターネットで資金調達を行いながら地
元農家にショウガの生産を依頼し、その
ショウガを使って開発した商品を道の
駅などで販売しています。

　当初はトリオ
レのみで始めた
このプロジェクトも、
現在は周辺地域の
８事業所に広がり、地
域活性化の取り組みとし
て定着しつつあります。

　トリオレこだわりのシロップは、
ショウガの辛味をしっかり残しつつ、
レモンの酸味が効いて飲みやすく、
ショウガ焼きなどの料理にも使用
できます。また、あまおうや甘夏・
夏ミカンなどを使ったジンジャー
シロップも店頭に並んでおり、い
ろいろな種類の味を楽しめます。
　シロップは炭酸水やお湯だけ
でなく、ビールやウオッカで割っ
てもおいしくいただけます。お
二人の「ショウガの力で京築地
域を元気にしたい」という思い
が詰まったジンジャーシロップ。

皆さんもぜひお手に取ってみませんか。

ケーキ屋さんが作ったジンジャーシロップ
●苅田町●

　　　　　　　　篠栗町の若杉山山頂近くに
ある若杉奥ノ院は、弘法大師空海が独鈷で岩を
突いた際に独鈷水が湧き出たことでも知られ
ています。この若杉奥ノ院の近くに、袖摺岩（通
称：はさみ岩）と呼ばれる２枚の巨石があるの
をご存じですか？中国の僧・善無畏三蔵が念力
で押し開いたとされるこの岩は足１本がやっ
と通るくらいの隙間しかなく、悪人は通り抜け
ることができないという言い伝えがあります。
　袖摺岩までは、若杉奥ノ院遥拝堂からトレッ
キングをしながら進むお遍路道と、少し傾斜は急
ですが整備されたコンクリート道の２つがあり、い
ずれの道もゆっくり歩いて３０分程度です。
　また、若杉奥ノ院遥拝堂の近くには森林セラピー
の初心者向けコース（落陽コース、徒歩約２５分）の
スタート地点があり、
こちらは木漏れ日の
中をリラックスして
散策できます。
　「森の匂い、小鳥の
さえずりなど篠栗の
良さを五感で体感し

てください」と語るのは、篠栗
町地域おこし協力隊の溝口
聖子さん。
　これから暑い季節を迎えますが、森の中は涼しく
てとても爽やかです。皆さんもぜひ健康づくりを兼
ねて出掛けてみてはいかがですか？

てらお たく てらお

ぜんむい さんぞう

とっこ

へんろ

とっこすい

こうぼうたいしくうかい

みぞくち

せいこ

さきこ

収穫後、３カ月間寝か
せて辛味と香りを引き
出したひねショウガ

問い合わせ:洋菓子工房トリオレ
☎／ファクス０９３-４３６-４３０６
営業時間／１０時～２０時　定休日／月曜日

問い合わせ:篠栗町観光協会（袖摺岩に関すること）
☎０９２-９４７-１８８０　ファクス０９２-７１９-１９３９
（平日９時～１７時、土日祝日は１５時まで）
篠栗町産業観光課（森林セラピーに関すること）
☎０９２-９４７-１２１７　ファクス０９２-９４７-７９７７

左から、ショウガ農家の駒谷明さん、
寺尾咲子さん、寺尾拓さん。「農家さ
んの新鮮なショウガでおいしいシロ
ップができました！」

「通れるかな？」大人も子どもも、
ちょっぴりドキドキ！

※「森林セラピー」は、森の力で心と体を元気にするもので、ストレスケアなどの
　観点から、いま注目を集めている取り組みです。

そですりいわそですりいわ

悪人の行く手を阻む「袖摺岩」悪人の行く手を阻む「袖摺岩」

渇いた喉を潤す独鈷水。
ご霊水として持ち帰る人も

ウッドチップが敷かれ歩きやすいセラピー
ロード

×
Do you know Fukuoka?

福岡県
vol.13

知ってる？

こまたにあきら
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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

お知らせお知らせ

福岡県海外慰霊巡拝団員
　先の大戦における戦没者の人々
を追悼し、平和を祈念するため、慰霊
巡拝団員を募集します。
〈対象〉下記の地域で戦没された本
県出身の軍人などの遺族［配偶者、
子、父母、兄弟姉妹、孫、おい・めいな
ど］で県内に居住している人
〈巡拝予定地域・時期〉
①ミャンマー（ヤンゴン、ミートキーナ、
マンダレーなど） 
１１月上旬頃
②グアム島、サイパン島、テニアン島
など
令和２年２月中旬頃
〈募集人数〉①、②ともに１５人
〈申込締切〉
①９月６日（金）②１１月１５日（金）
※参加費用など詳しくはお問い合わ
せください
　・　一般財団法人福岡県遺族連合会
☎０９２-７６１-００１２Ⓕ０９２-７８１-２０５６
または最寄りの各郡市区遺族会

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

〈対象〉
先の大戦による戦没者の遺児
〈実施地域〉旧満州、旧ソ連、西部
ニューギニア、ソロモン諸島、東部
ニューギニア、トラック・パラオ諸島、
ボルネオ・マレー半島、フィリピン、マ
リアナ諸島、ミャンマー、台湾・バ
シー海峡、ビスマーク諸島、マーシャ
ル・ギルバート諸島、中国
〈参加料〉１０万円
※詳しくはお問い合わせください
　・　
一般財団法人日本遺族会事務局
☎０３-３２６１-５５２１Ⓕ０３-３２６１-９１９１
一般財団法人福岡県遺族連合会
☎０９２-７６１-００１２Ⓕ０９２-７８１-２０５６

　夏休みの自由研究で観察や調査し
た結果をグラフに書いて応募しよう！
〈募集作品〉
統計グラフを使ったポスター
〈応募資格〉県内在住の小学生以上
〈応募締切〉９月５日（木）※必着
詳しくは

　調査統計課
☎０９２-６４３-３１５２Ⓕ０９２-６４３-３１９２

　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。
　青少年育成課
☎０９２-６４３-３３８８Ⓕ０９２-６４３-３３８９
　　https://www8.cao.go.jp/youth/
kankyou/hikouhigai/gekkan.html

情報のひろば情報のひろば
統計グラフコンクール

HP

〈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６８歳までの人
〈応募締切〉①９月２１日（土）②８月
３１日（土）
※募集要項など詳しくはお問い合わ
せください

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）

戦没者の遺族の人へ

７月は青少年の非行・被害防止
全国強調月間です 県HP

県HP

県HP

HP

HP

民間企業等職務経験者
〈職種〉行政
〈受験資格〉昭和３５年４月２日以降
に生まれた人で、令和元年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２５日（日）
〈試験地〉福岡市、東京都
〈受付期間〉７月１６日（火）～２６日（金）
※消印有効（インターネットでの申し
込みは７月２３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、教育行政
[Ⅲ類]行政、教育行政、警察行政、
土木、農業土木、林業
〈受験資格〉
[Ⅱ類]平成６年４月２日から平成１２
年４月１日までに生まれた人
[Ⅲ類]平成８年４月２日から平成１４
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２９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（火）～２３日（金）
※消印有効（インターネットでの申
し込みは８月２０日（火）まで）
　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

問

問

問

〈応募資格〉令和２年度に外国大学
正規課程への留学を目指す２０歳
未満の高校生または卒業生（県内
居住者で日本国籍を有する人また
は日本への永住が許可されている
人）
〈応募期間〉８月１日（木）～９月６日（金）
１７時※必着
　・　私学振興・青少年育成局政策課
☎０９２-６４３-３１３４Ⓕ０９２-６４３-３１２２

福岡県アンビシャス
外国留学奨学生 県HP

問
問申

問申

問申

試　験試　験

県職員採用試験
県HP

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

ふくおかデータウェブ 検索

８月は北方領土返還運動
全国強調月間です検索福岡県警　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/

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

高等学校等奨学金

　公益財団法人福岡県教育文化奨
学財団では、奨学金（無利子）を貸与
しています。

令和２年度予約募集
〈種類〉入学支度金、奨学金
〈応募資格〉
下記の①、②を全て満たす人
①令和２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
②勉学意欲があり、特に経済的理由
により修学が困難であること
〈募集期間〉７月上旬～（学校により異なる）

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
　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

　この調査は、わが国の家計構造を
明らかにする重要な統計調査で、５年
に一度実施されます。
　対象となった世帯には、県知事が
任命した調査員が調査書類などを
持ってお伺いします。調査の趣旨をご
理解いただき、ご回答をお願いします。
　なお、調査内容を統計の作成以外の
目的に使用することは一切ありません。
〈調査期間〉１０月～１１月
〈リーフレット配付時期〉８月頃～
※リーフレットの配付は調査対象地
域の全ての世帯へお配りします。
　お住まいの市町の統計調査担当
課または県調査統計課
☎０９２‐６４３‐３１８６Ⓕ０９２‐６４３‐３１９２
　　https://www.stat.go.jp/data/
zenkokukakei/2019/

全国家計構造調査が
実施されます

県HP

HP

問

問

　ご家族の薬物の問題でお困りの
人を対象に、薬物依存症の基本的な
知識や対応方法について学ぶ家族
教室を開催しています。
　個別相談も随時行っています。一
人で悩まず、お電話ください。
〈日時〉毎月第４木曜日１４時～１６時
（４月と３月を除く）
〈場所〉福岡県精神保健福祉センター
（春日市原町） ※参加無料、要申込
　・　福岡県精神保健福祉センター
☎０９２-５８２-７５００Ⓕ０９２-５８２-７５０５

薬物依存家族教室

８月１日は水の日、
８月１日から７日は
水の週間です

問申

　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お
それがありますので、近づかないよ
うにしてください。
　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

問

県HP

　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
するなどした場合は、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。
【暴力追放ダイヤル】
☎/Ⓕ０９２-６２２-０７０４
　県警察本部組織犯罪対策課
☎０９２-６４１-４１４１Ⓕ０９２-６２２-０７０４
　　https://www.police.pref.fukuoka.jp

暴力団に関する相談・情報提供

　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
を心掛け、大切に使いましょう。

　水資源対策課
☎０９２-６４３-３２０５Ⓕ０９２-６４３-３２０７

県HP

問

県HP

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
　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、
児童扶養手当は１１月分以降、特別
児童扶養手当は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（木）～３０日（金）
［特別児童扶養手当を受けている人］
所得状況届：８月９日（金）～９月１１
日（水）
〈提出先〉お住まいの市区町村窓口
　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

県HP

「上手に使って、上手に節水」
節水６箇条

１ 蛇口はこまめに締める
２ 食器の汚れは落として洗う
３ 洗濯はためすすぎ・まとめ洗い
４ お風呂の残り湯は掃除・洗濯・
　 庭の散水などに利用する
５ 洗車はバケツ洗いに
６ トイレの流水は１回で

【予防のポイント】
○室内では、我慢せずにエアコン
　や扇風機を使用する
○外出時は日傘や帽子を着用する
○日陰などで適宜休憩する
○こまめに水分を補給する

問 問

HP

　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。
　日頃から予防のポイントを心掛け、
熱中症に気を付けましょう！

　健康増進課
☎０９２-６４３-３２７０Ⓕ０９２-６４３-３２７１

７月は熱中症予防月間です

問

　「旧優生保護法に基づく優生手術
等を受けた者に対する一時金の支給
等に関する法律」が施行されました。
　この法律により、旧優生保護法に基
づく優生手術などを受けられた人は
一時金の支給を受けることができます。
　ご請求・ご相談については、下記に
お問い合わせください。
　福岡県旧優生保護法一時金支給
受付・相談窓口
☎０９２‐６３２‐５１７５Ⓕ０９２‐６４３‐３２７１

旧優生保護法による優生手術などに
係る一時金の支給について県HP

問

県HP
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　戦前期から平成に至るまでの学
校給食の歴史を公文書などの資料
から振り返ります。 ※観覧無料
〈展示期間〉７月２３日（火）～９月２９
日（日）
〈開館時間〉９時～１７時
〈場所〉福岡共同公文書館（筑紫野市
上古賀）
〈休館日〉月曜日、祝日（月曜日が休
日の場合は翌日も休館）

関連イベント
〈内容〉［講演会］「記録・文献史料に
みる福岡県の食文化誌～福岡の鶏
肉・鶏卵の食文化を中心に～」（日本
経済大学教授 竹川克幸さん）
〈日時〉７月２７日（土）１４時～１６時
〈定員〉８０人※要申込（先着順）
　福岡共同公文書館
☎０９２-９１９-６１６６Ⓕ０９２-９１９-６１６８
　　http://www.kobunsyokan.pref.
fukuoka.lg.jp

企画展「学校給食ヒストリー」

◀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
催　し催　し

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

　消費税引き上げに伴う対策の一
環として、プレミアム付商品券を県内
市町村が発行します。以下記載の対
象者一人当たり最大２万５０００円
分の商品券を２万円で購入できます。
手続きなど、詳しくはお住まいの市
町村窓口までお問い合わせください。
〈対象者〉①住民税非課税の人（課税
者の配偶者・被扶養者、生活保護受給
中の人を除く）②平成２８年４月２日
から令和元年９月３０日までに生ま
れた人
〈手続き〉平成３１年１月１日時点で
住民票のある市町村から対象者へ、
７月以降順次手続き書類送付
　市町村支援課
☎０９２‐６４３‐３３０２Ⓕ０９２‐６４３‐３０７８

プレミアム付商品券について
県HP

問

問

　家族の介護をしながら働き続け
ることができるよう、ケアマネー
ジャーなど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イオン小郡店ひこぼし広場（小郡
市大保）７月２１日（日）・８月１８日
（日）・９月１５日（日）、いずれも１０
時～１６時
②イオン大野城店２階ＡＢＣ-ＭＡＲＴ
前（大野城市錦町）７月２８日（日）・
８月２５日（日）・９月２２日（日）、い
ずれも１０時～１６時
③イオン戸畑店２階よいとさ広場
（北九州市戸畑区）８月４日（日）・９
月１日（日）、いずれも１０時～１６時
④イオン直方店１階食品入口そば
イートイン横（直方市湯野原）８月１１
日（日）・９月８日（日）、いずれも１０時
～１６時
　麻生教育サービス㈱（受託者）
☎０９０-１５１９-３０２３Ⓕ０９２-４８２-０４５３
　　http://machikado-kaigosoudan.
aes-medicalwelfare.com/

介護と仕事の両立
「休日街かど相談」

　１０月１日から消費税率および地
方消費税の税率が１０％に引き上げ
られます。
　税率引き上げ分に係る税収は、年
金、医療、および介護の社会保障給
付ならびに少子化に対処するため
の施策に要する経費、その他社会保
障施策に関する経費に充てられます。
また、税率の引き上げに伴い軽減税
率制度が実施され、全ての事業者に
おいて準備が必要となります。早め
のご対応をお願いします。
　なお、国税庁ホームページの特設サ
イト内にも情報が掲載されています。
〈軽減税率について〉
　消費税軽減税率電話相談センター
☎０１２０-２０５-５５３Ⓕ０９２-６４３-３０６９
〈地方消費税について〉
　県税務課
☎０９２-６４３-３０６５Ⓕ０９２-６４３-３０６９
　　https://www.nta.go.jp/

消費税率（国・地方）の
引き上げについて

問

問

HP

HP

木造戸建て住宅の耐震化を
支援します

耐震診断アドバイザー派遣制度
　昭和５６年５月以前に建築された
２階建て以下の木造戸建て住宅を対
象に、耐震診断および耐震改修工事
のアドバイスを行う専門家を派遣し
ます。床下・小屋裏進入調査による一
般診断（自己負担６０００円）または目
視による簡易診断（同３０００円）によ
り、耐震性の有無を確認できます。詳
しくはホームページをご覧ください。
　一般財団法人福岡県建築住宅セ
ンター
☎０９２-７８１-５１６９Ⓕ０９２-７１５-５２３０
　　http://fkjc.or.jp/kikaku/tad.html

耐震改修補助金
　昭和５６年５月以前に建築された
木造戸建て住宅の耐震改修工事や
耐震シェルター・防災ベッドの設置
に要する費用の一部を、市町村を通
じて補助します。詳しくはお住まいの
市町村にお問い合わせください。
　住宅計画課
☎０９２-６４３-３７３２Ⓕ０９２-６４３-３７３７

県HP

県HP県HP

問

問

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

問

HP

HP

同和問題啓発強調月間講演会
〈テーマ〉「差別はいらない
－今、わたしたちにできること－」
〈内容〉［講演］「情報化社会と部落差
別解消推進法」（一般社団法人部落解
放・人権研究所所長 谷川雅彦さん）
〈日時〉７月２０日（土）１３時３０分～１５時
※入場無料、申込不要、要約筆記・手話
通訳あり、託児あり（要予約・無料）
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
※７月２日（火）～９月２９日（日）の
間、７階で特別展「“My Story”s～部
落につながる『私』たちから見える
景色～」を開催します。
　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

７月は同和問題啓発
強調月間です

問

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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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。
　　感想

ふくおか電子申請  福岡県だより 検索

パンナコッタ
１箱（１２個入り）を５人にプレゼントします

　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：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２問に対する
回答をご記入の上、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）（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

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。

【申込方法】「ふくおか県政出前講座申込書」に必要事項を記入し、実施希望日の１カ月前までに、次のいずれかの方法で
　　　　　お申し込みください。 ※申込書の様式は、県ホームページに掲載しています。
【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】左記ホームページ県の取り組みなどを職員がお伺いし、ご説明します。

ふくおか県政出前講座

１

２

※写真はイメージです※写真はイメージです
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冷泉浴で涼を楽しめる施設です。休憩室やサウナなど
で、ゆっくりくつろぐことができます。
畑冷泉館（豊前市畑708-2）
豊前市観光協会
☎0979-５３-６６６０　ファクス0979-５３-9０７０

●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

豊前市
1

1

2

3

4

６

７

５
8

9

10

11

畑冷泉館オープン
７月中旬～８月下旬

商店街が歩行者天国となり、４０を超える屋台と商店が立
ち並びます。特設ステージではイベントも実施されます。
金田新町商店街（福智町金田924）
福智町商工会
☎0947-28-5055　ファクス0947-28-2195

場
問

福智町
７ I LOVE フクチ フェスタ

８月２日(金)
大切な人へ思いを届けるメッセージ花火、ミュージック
花火を含む約８０００発の花火が見どころです。
矢部川瀬高橋周辺（みやま市瀬高町）
みやま納涼花火大会実行委員会（みやま市商工会）
☎0944-63-8000　ファクス0944-63-8344

場
問

みやま納涼花火大会
7月20日(土)

枝豆とビール、地元飲食店の「食」。オール大刀洗でお
もてなしします。ご家族みんなで楽しめます。
大刀洗町役場駐車場（大刀洗町冨多819）
大刀洗町地域振興課
☎0942-77-0173　ファクス0942-77-3063

場
問

大刀洗枝豆収穫祭
7月27日(土）～28日(日)

昭和４０年代から平成初期にかけて発売されたおも
ちゃ・ゲームを展示。体験型イベントもあります。
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

場
問

3
７月20日(土)～９月１日(日)

JR海老津駅前を流れる矢矧川沿いに約２５００個の灯
篭が美しく輝きます。イベントや露店も楽しめます。
JR海老津駅前周辺（岡垣町海老津駅前）
えびつかぐや灯篭まつり実行委員会（岡垣町商工会）
☎093-282-0294　ファクス093-283-0198

場
問

8 えびつかぐや灯篭まつり
8月3日(土)

場
問

4
山間部から打ち上げる花火は迫力満点。ラムネの早
飲み大会や抽選会などのイベントや出店もあります。
八女市星野体育センター（八女市星野村10780-35）
夏まつり実行委員会（八女市星野支所建設経済課）
☎0943-52-3114　ファクス0943-52-3283

場
問

夏まつり「よかっ祭」
８月10日(土)

山々に囲まれた広大な敷地に約１０万本のひまわりが咲
き誇ります。今も残る廃線敷は穴場の撮影スポットです。
熊ヶ畑のひまわり畑（嘉麻市熊ヶ畑1403）
嘉麻市産業振興課 
☎0948-57-3154　ファクス0948-57-4020

場
問

嘉麻市
６ 熊ヶ畑のひまわり畑

８月上旬

一世を風靡した北九州市出身のグラフィックデザイ
ナー・サイトウマコトの作品を展示します。
北九州市立美術館本館（北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町21-1）
北九州市立美術館
☎093-882-7777　ファクス093-861-0959

場
問

10 コレクション展「特集 サイトウマコトのグラフィック」
８月17日(土)～12月28日(土)

小学生と大人の奉納相撲後、八朔を迎えた男児を力士が
抱き上げ土俵入り。五穀豊穣と健やかな成長を祈願します。
大祖神社相撲場（糸島市志摩芥屋675-1）
大祖神社
☎/ファクス092-328-2149

場
問

糸島市
11 芥屋風止め相撲

9月1日(日)

福岡県だより 通巻132号

2

9
八女市八女市

岡垣町岡垣町

※雨天の場合延期　
第１予備日：7月22日(月)
第２予備日：7月26日(金)

※お車での来場はご遠慮ください。

※雨天時8月4日(日)
やはぎ

ふうび

はっさく

ごこくほうじょう

はた くまがはた

海への関心や好奇心を持ってもらうためのイベント。
海に親しむさまざまな体験活動ができます。
北斗の水くみ海浜公園（宗像市神湊1278-1）
宗像市文化スポーツ課 
☎0940-36-1540　ファクス0940-36-0270

宗像市
５ 砂遊Ｂｅａｃｈ

7月28日(日)

すなあそ

とうろう

け や

❾夏まつり「よかっ祭」（八女市）❾夏まつり「よかっ祭」（八女市）

※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

みやま市みやま市

大野城市大野城市

大刀洗町大刀洗町

北九州市北九州市

❽えびつかぐや灯篭まつり（岡垣町）❽えびつかぐや灯篭まつり（岡垣町）

特別展「TOYS EXPO ～時代を越えて
愛されるおもちゃ・ゲームの世界展～」

お
ク
で
リ
か
ッ
け
プ
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