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　永禄年間（１５５８年～１５７０年）、伊田村（現田
川市伊田）に疫病が流行した際、村の氏神である
風治八幡宮にその終息を祈願し、成就のお礼として
始まった約４５０年の歴史を持つ祭りです。６０人舁
きの大神輿を先頭に、５色のバレンで飾り立てた１１
台の幟山笠が彦山川の川瀬を練り渡る姿は勇壮か
つ豪壮。いなせな指揮者が台上から号笛を吹き鳴ら
す中、若衆たちが山笠をゆすり、気勢をあげ、水しぶき
を掛け合うシーンは必見です。
［開催日］
［ 場 所 ］
［アクセス］

5月16日、17日（毎年5月の第3土曜日とその翌日）
彦山川周辺（番田橋～新橋間）
JR田川伊田駅・平成筑豊鉄道田川伊田駅から徒歩5分

風治八幡宮の「川渡り神幸祭」（田川市）
ふくおかの祭り

「ふくおかインターネットテレビ（http：//webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」では、祭りの動画を配信しています。
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　美しく、肌触りのよいシートは「博多織」。柔らかく、
しなやかな木のシートバックは「大川家具」。その他、
有田焼（佐賀県）、長崎べっ甲（長崎県）、別府竹細工
（大分県）、八代いぐさ・肥後象嵌（熊本県）、飫肥杉工
芸（宮崎県）、薩摩錫器（鹿児島県）といった九州各地
の伝統工芸と、乗りやすく美しいデザインを追求し続
ける自動車の生産技術を融合させて、トヨタ自動車九
州株式会社と各メーカーが共同製作した車が、九州
オリジナルカスタマイズカー「輝匠」です。
　平成26年1月に開催された「福岡モーターショー」
に出展された輝匠は、4万8千人を超える来場者を魅
了しました。同年10月には、伝統工芸分野の振興に貢
献した団体として、トヨタ自動車九州が「伝統的工芸
品産業功労者等経済産業大臣表彰優良団体賞」を受
賞。伝統工芸の美しさや新たな可能性、九州が誇るも
のづくりの心を、多くの人に伝えてくれました。

　博多織と聞いて連想するものといえば、締めやすくしっか
りした帯。西陣織などと比べて、平均すると約３倍の量の細
い縦糸を使い、手間をかけて作られています。そのデザイ
ンも秀逸で、博多織を代表する「献上柄」は、７７０年以上
経った今でも親しまれています。
　博多織の全盛期は昭和５０年頃。ライフスタイルの変化に
より、その市場規模は、全盛期の１割程度にまで縮小してい
ます。その中で、「革新なくして、伝統なし」と持論を語るの
が、株式会社サヌイ織物の讃井勝彦社長です。「伝統工芸と
は生活必需品。和装産業が縮小する時代に、和装品以外の
道もあるのではないか。博多織の技術を使って、消費者が
必要なものを作ることが大事」。サヌイ織物では、ネクタイ
や財布、小物入れなどを製作しています。「博多織を使えば
いいわけではない。毎日使うものだからこそ、使い心地や耐
久性にこだわっています」と、それぞれの用途に合わせた糸
を使い、織り方を変え生地を作っています。
　輝匠の製作の話があった時のことを、「自分にしかできな
いと手をあげました。トヨタ自動車九州さんのオーダー『青
から黒になるグラデーション』を出すために、細かく糸の色を
変え、試行錯誤を繰り返しました。多くの人に博多織を知って
ほしいと社員一丸となって作業しました」と振り返ります。
　現在は、自身も理事を務める博多織工業組合の取り組みとし
て「洗える博多織」の製作に挑戦中。伝統を大切にしながら、時代
の要請にも応える。博多織に新たな１ページが織られています。

MADE IN KYUSYU「輝匠」

博多織の伝統を生かす ～サヌイ織物～

■博多織工芸館
博多織の歴史などを学べる。
開館時間：１０時～１７時
住      所：福岡市西区小戸３丁目５１－２２

博多織を使ったネクタイ

「扇子のために薄い生地を
開発した」と讃井社長

生地は機械で織られているが、
職人のチェックは欠かせない

博多織工芸館

博多織の帯

大川家具

博多織

■博多織
約770年前に宋に渡った
満田弥三右衛門が伝えた
厚手の絹織物。江戸時代
には、福岡藩から幕府に
献上された。

き　　しょう

ぞう がん

すず　き

お 　び
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　輝匠のシートバックやヘッドレストに使用されている木
の織物。これを可能にしたのが、明治時代から大川市に
伝わる「突板」と新たに開発された「木織り」の技術です。
　木材を薄さ０．２ミリメートルにスライスした「突板」。

県庁１１階「福岡よかもんひろば」オープン ！
福岡県が誇る伝統工芸品や観光などの情報を発信する「福岡よかもんひろば」が、４月１７日午後オープンします。

福岡県の5つの祭りをデザインした幅
2メートル、高さ2.5メートルの博多織
タペストリー。豪快な祭りを繊細に表
現したタペストリーからは、博多織の
技術と伝統を感じることができます。

北棟の大川インテリアや県産材を使用したラウンジ、カフェ
スペースからは、博多湾や寄港するクルーズ船の様子を眺
めることができます。南棟からは、緑豊かな東公園や福岡空
港を離発着する飛行機の様子、福岡市街を一望できます。

見どころ① 博多織タペストリー

見どころ③ ここならではの眺望

経済産業大臣指定、県知事指定の伝統工芸品を一
堂に展示します。天井や壁を使ったトンネル状の空
間では、県の特産品や観光地などを紹介。大川組子
のパズルをはじめ、伝統工芸品に触って遊べるコー
ナーもあります。

おきあげとは、鮮やかな布に綿を詰め、
ひとつひとつ重ねて作る「押絵」のこと。
羽子板や壁かけの歌舞伎役者などが代
表的です。大正から現代に至る貴重な作
品をお楽しみください。「福岡よかもん
ひろば」では、今後も福岡のさまざまな
魅力を紹介していきます。

見どころ② 手しごとんねる

企画展 久留米おきあげ

「木目はそのまま残っています」と木織り
のシートを広げる大関一宏社長

■大川家具
４８０年以上の歴史を誇る大川家具。大川彫刻、大川組子、大川総
桐箪笥が県知事指定特産工芸品に認定されている。

（期間：４月１７日～５月３１日）

【問い合わせ】観光・物産振興課 ☎092-643-３４１９

美しい木目を表現するため、壁材や天井材の表面などに
使用されます。この突板を２ミリメートルに裂き、西陣織
のよこ糸と織り合わせるのが「木織り」といわれる技術。
突板に特殊な樹脂を染み込ませることで、木に柔軟性と
耐久性を持たせ、糸のように編むことができます。開発し
た東洋突板工芸株式会社は、この技術で、平成２１年に経
済産業省の「ものづくり日本大賞」を受賞しました。
　大川市で生まれ育った東洋突板工芸の大関一宏社長
は、「大川家具の繁栄と衰退をみて、家具だけでなく新し
いことを始めたいと思い開発しました」と語ります。世界
で初めて実現された木の織物は、バッグやスマートフォン
のケースなどで製品化され、その可能性は無限に広がっ
ています。「最近は外国製の輸入家具が多いが、大川家
具の本物の良さを、そして日本のものづくりの素晴らし
さを伝えていきたい」と抱負を語ってくれました。

き 　おつ き い た

　大川家具の技術を、新しい分野にも生かしたい。昭和２３
年に製材所として創業した株式会社イシモク・コーポレー
ションは、これまで培ってきた接着技術を生かし、ドアや玄関
収納などの内装商品の製造や居住空間のプロデュースを
行っています。「北部九州が自動車産業で盛り上がりを見せ
る中、大川家具の技術を自動車にも生かしたいと、平成１９
年に新たな部署を立ち上げました」と語るのは、イシモク・
コーポレーションの石井泰彦社長。高度な技術力が求めら
れる自動車の内装部品において、トヨタ自動車九州の関連
会社とともに、ハンドルやインパネなどの開発を行いました。
　こうした縁を通じて、トヨタ自動車九州から輝匠の製作
の話があり、東洋突板工芸と一緒に、シートの製作に取り
かかりました。突板の染色に携わった技術開発部の緒方利
恵さんは「木は一枚一枚違う、天然の素材です。トヨタ自動
車九州さんが求める色に、むらなく均一に染めることが大
変でした」と振り返ります。染まりにくいといわれる杉の木
を、要望のあったメタリック感のあるグレーにするために
何度も試行錯誤を繰り返しました。
　「４８０年の歴史で培われた、大川家具の削る、組む、接合
するといった技術を、もっと進化させていきたい。そして、
消費者のニーズに応える商品を作っていくため、研究・開
発をやっていきたい」と石井社長。イシモク・コーポレー
ションの挑戦は続きます。
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大川家具 の技術を生かす
～イシモク・コーポレーション～

東洋突板工芸

イシモク・コーポレーション

薄い突板を素早く繋ぎ合わせる
熟練の技術

「既成概念にとらわれないことが大事」と
石井泰彦社長（左）と緒方利恵（右）さん

木の温かさがあふれるカウンター

～東洋突板工芸～



2・3月の福岡県の主な出来事

九州初上陸！ FCV「MIRAI」

　県では、産学官が一体となって「ふくおかＦＣＶクラ
ブ」を設立し、福岡の地が、多くの人が燃料電池自動車
（ＦＣＶ）を走らせる先進的な普及拠点となるよう取り組
みを進めています。２月１２日、九州で初めてＦＣＶトヨタ
「ＭＩＲＡＩ」を県公用車として導入し、出発式が行われま
した。今後も、「ふく
おかＦＣＶクラブ」
を核に、ＦＣＶの普
及と水素ステー
ションの整備を一
体的に推進してい
きます。

世界遺産登録を目指して

　「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の価値と魅力をより深く、多
くの人に知っていただくため、2月14日、世界遺産シンポジ
ウムが開催されました。シンポジウムでは古代の対外交流に
焦点をあてた講演やパネルディスカッションが行われ、多く
の参加者は熱心に聞き入っていました。また資産名を「『神
宿る島』宗像・沖ノ島
と関連遺産群」に決
定し、平成27年度の
ユネスコへの推薦が
得られるよう、3月24
日に国へ推薦書素案
が提出されました。

祝！「ラグビーW杯2019」福岡開催決定！

　オリンピック、サッカーワールドカップに並ぶ世界三大ス
ポーツイベントの一つ「ラグビーワールドカップ」。３月２日、ア
ジア初となる2019年日本大会の開催地の一つに福岡市が
選ばれました。本県のスポーツ振興や青少年の健全育成が
なお一層図られるとともに、世界各国から何十万人という観
戦者が訪れることから、国際交流の推進や経済効果なども期
待されます。県では、
関係者や県内市町村
とスクラムを組んで、
大会の成功に向けた
取り組みを進めてい
きます。

災害に強い福岡県をつくる

　平成２４年７月の九州北部豪雨により、八女市星野村
柳原地区で、大規模な斜面崩壊が発生しました。３月８日、
国土交通省が行っていた直轄砂防事業による復旧工事
が完成し、記念式典が行われました。県では、「安全・安心、
災害に強い福岡
県」を目指し、国や
市町村と連携しな
がら、これからも事
前防災、減災対策
の一層の充実強化
を図ります。

人と環境にやさしい車両

　3月14日、筑豊電気鉄道が新型低床式車両「5000形」
の運行を開始しました。県と沿線3市の花を連想するピン
クで彩られた5000形は、乗り降りしやすい低床のバリア
フリー設計で、車内照明にはLEDを採用し消費電力を削
減するなど、人にも
環境にもやさしい車
両となっています。
皆さんを運ぶ地域
の足として、これか
らの活躍が期待さ
れます。

問 自動車産業振興室　092-643-3447 問 世界遺産登録推進室　092-643-3162

問 県民文化スポーツ課　092-643-3407

問 砂防課　092-643-3678 問 交通政策課　092-643-3693

福岡から結核征圧をアピール

　現在、結核は治療により完治できる病気となっていますが、
国内では毎年2万人以上の新しい患者が登録されています。
2月26日、27日、公益社団法人結核予防会総裁である秋篠
宮妃殿下のご臨席のもと、「第66回結核予防全国大会」が
福岡市で開催されました。式典では妃殿下から結核予防に
大きな功績のあった方々に対し、秩父宮妃記念結核功労賞
が授与されたほか、
結核に対する正しい
知識の普及啓発や
実効性のある対策
の充実などが決議
されました。
問 保健衛生課　092-643-3268

ミ ラ イ
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謎の
スイーツ！？

食ふくおかのふくおかの
～ふくおか地域自慢～

筑後市

船小屋の
ご・ろ・し

▲ 船小屋のご・ろ・しを提供している店舗の皆さん

▲左から「大濠公園をよくする会」代表世話人の船津正明さん、
　事務局の白谷勇夫さん、エコトン

筑後市内のグルメ・雑貨など情報満載の冊子「恋グル
PASS」。船小屋のご・ろ・しの提供店舗も掲載。
http://www.chikugo.net/010_koigurupass.htmlで
も閲覧できます。

　「ごろし」と
いう不思議な
名前の食べ
物。小麦粉を

練り、薄く延ばしてゆで、きな粉
などをかけて味わうおやつで、
小麦の生産が盛んな筑後地域
で昔から親しまれています。平
成24年から恋木神社などを中
心に「恋のくに」をコンセプトに

観光振興に取り組んできた筑
後市では、筑後商工会議所や船
小屋エリアの飲食店8店舗と協
力し、「ごろし」を使った「恋のス
イーツ」の提供を始めました。さ
くさくに揚げたごろしと甘酸っ
ぱいレアチーズを合わせたも
のや、黒蜜と真っ白なクリーム
をトッピングしたパスタ風のも
のなど、バラエティーに富んだ
メニューは、どれも華やかで見
た目にも楽しめます。「懐かしく
て新感覚のおいしさを、若い方
はもちろん、年配の方にも、ぜ
ひ筑後に来て味わってほしい、
筑後に恋してほしい」と店舗の
皆さん。「ごろし」の名前の由来
はいくつもあるそうですが、筑
後をもっと元気にしたいという
皆さんの熱い思いは一つです。
【問い合わせ】筑後商工会議所  ☎０９４２-５２-３１２１

【公園に関する問い合わせ】
大濠・西公園管理事務所
☎092-741-2004
「大濠公園をよくする会」については
大濠公園ホームページから
http://www.ohorikouen.jp/

「セントラルパーク構想」を策定
福岡県と福岡市では、大濠公園と舞
鶴公園の一体的な活用を図り、県民
の憩いの場として、また、 歴史、芸術
文化、観光の発信拠点としての公園
づくりを目指して、「セントラルパー
ク構想」を策定しました。今後、構想
を具体化していくために基本計画を
策定し、整備を進めていきます。
【問い合わせ】県公園街路課
☎092-643-3724

～大濠公園(福岡市)の巻～

「エコトン」

2月6日、大濠公園に「ボートハウス大濠
パーク」がオープン!今回は、「大濠公園をよ
くする会」の船津正明さんと白谷勇夫さん
が公園の魅力を語ってくれたよ。

【エコトン】大きな池があって、
とっても広いね。
【白谷さん】池の周りの約2キロ
メートルの周遊道では、散歩や
ジョギングが楽しめるよ。交通の
便がいい町中にありながら、水と
緑にあふれた園内には、能楽堂や
美術館、日本庭園などもあって、
たくさんの人が訪れているんだよ。

【エコトン】新しいボートハウス
もできたんだね。
【白谷さん】ボートのレンタルのほ
かにも、フレンチレストランやカ
フェ、九州初上陸のフローズンヨー
グルト専門店などが入っているよ。
ガラス張りになった開放的な店内
やテラス席から公園の景色が一望
できるから、新たな憩いの場とし
て、大勢の人でにぎわっているよ。
【エコトン】「大濠公園をよくする
会」ではどんなことしているの?
【船津さん】利用者が公園を楽しく
使えるように、毎月のごみ清掃や花
の植え付け、マナーアップの呼び
かけを行っているんだ。平成21年
に発足して、現在1000人以上の会
員が、安心・安全で「オンリーワン
の公園」を目指して活動しているよ。
【エコトン】みんなには、マナーを
守って、楽しく公園を利用してほしいね。

▲ ボートハウス大濠パーク

※福岡県だより5月号を提供店舗（8店）にご持参いただくと、その店舗のご・ろ・しが100円引きになります。

こいのき
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北九州市

福岡市

大牟田市

久留米市

直方市

飯塚市 田川市

柳川市

八女市筑後市大川市

行橋市

豊前市

中間市

小郡市

筑紫野市

春日市春日市

大野城市大野城市

宗像市

太宰府市太宰府市糸島市

那珂川町

宇美町

篠栗町

志免町志免町 須恵町須恵町

新宮町新宮町
古賀市

久山町

粕屋町粕屋町

福津市

水巻町水巻町岡垣町
遠賀町遠賀町

小竹町小竹町

鞍手町

宮若市

桂川町桂川町

嘉麻市

朝倉市

筑前町

東峰村

うきは市

大刀洗町

大木町大木町

広川町

みやま市

香春町香春町

添田町

川崎町川崎町

糸田町糸田町

福智町

大任町大任町
赤村

苅田町

みやこ町
築上町 吉富町吉富町

上毛町

芦屋町芦屋町

おすすめ
スポット

おすすめ
スポット

ふくおかに出かけよう！

　新鮮な農産物や海産物の直売所、工房
やショップ、カフェなどが点在している魅
力いっぱいの糸島。筑前前原駅前の神代
自転車預り所では、自転車や電動原付バ
イクをレンタルすることもできます。

糸島

二見ヶ浦、いとしま応援
プラザ、志摩の四季

宗像大社辺津宮、
道の駅むなかた、
あんずの里

1

　４世紀から９世紀にかけて、航海の安全を祈
願する祭祀が行われた沖ノ島と宗像大社。福
津市にある新原・奴山古墳群と合わせて、ユ
ネスコの世界遺産暫定リストに掲載されてい
ます。「海の道むなかた館」では、各遺産とそ
の信仰の歴史を知ることができます。

大島

おすすめ
スポット

宗像大社中津宮、
沖津宮遙拝所、
風車展望所・砲台跡

9

おすすめ
スポット

　響灘に面し、ウミガメも産卵に訪れる美
しい海岸線が広がる岡垣・芦屋。芦屋の釜
も有名で、美しい自然と文化、そして新鮮
な海の幸を堪能することができます。

岡垣・芦屋

芦屋釜の里、三里松原、
筑前あしや海の駅

14

　直方、田川、行橋を結ぶ平成筑豊鉄道沿
線には、直方焼きスパや方城すいとん（福
智）や田川ホルモン鍋やみそだれおでん
（行橋）といった地域自慢の食文化がたく
さんあります。平成筑豊鉄道を使っておい
しいB級グルメを巡ってみませんか。

15

おすすめ
スポット

　坂本龍馬や伊能忠敬、シーボルトも歩いたと
される長崎街道。福岡藩に置かれた６つの宿場
は、「筑前六宿」と呼ばれました。その１つ「黒崎
宿」から長崎街道の起点「常盤橋」までの１５キロ
メートルのウォーキングコースでは、当時の面
影をしのぶことができます。所要時間：約５時間

筑前六宿・黒崎宿

曲里の松並木、
春日神社、黒崎城址

13

おすすめ
スポット

　修験道の山として栄えた「求菩提山」は、国指
定の史跡。山伏たちが修業した洞窟や生活して
いた家を見ることができます。求菩提資料館には、
修験道に関連する神仏像や古文書、山伏たちの
生活用品などが展示されています。

豊前

求菩提資料館、
温泉・卜仙の郷

17

おすすめ
スポット

　黒田官兵衛の宿敵・宇都宮鎮房が治めた
地、築上。黒田軍を退けた天然の要塞を見る
ことができます。また、筑豊地域を中心に炭
鉱を経営していた藏内家三代の住宅は、３月
に国の名勝（庭園）に指定されました。

築上

城井ノ上城址、旧藏内邸、
物産館・メタセの杜

16

おすすめ
スポット

　日本の近代化を支えた筑豊の石炭。田
川市石炭・歴史博物館には、世界記憶遺産
に登録された山本作兵衛の炭坑記録画や
実際に使われていた採炭用の大型機器類
など貴重な資料が展示されています。

田川

田川市石炭・歴史博物館、
二本煙突

12

おすすめ
スポット

　「森林セラピー基地」に指定されているグ
リーンピア八女では、広大な自然の中でゆっ
たりと森林浴を楽しむことができます。また、
１月に指定された「九州オルレ八女コース」
では、八女中央大茶園や古代の歴史を体感
することができます。所要時間3～4時間。　

八女

宗像・福津

6

おすすめ
スポット

おすすめ
スポット

　秋月氏、黒田氏の栄華がひっそりと眠る城
下町「秋月」。筑前の小京都ともいわれ、武家
屋敷や土塀、苔むした石垣などから当時の
面影を見ることができます。国の重要伝統
的建造物群保存地区に指定されています。

秋月

秋月城跡、黒門、
秋月郷土館

昭和の森、難所ヶ滝

3

おすすめ
スポット

　平成２３年に九州新幹線 筑後船小屋駅が
誕生。周囲には地域文化の交流拠点「九州
芸文館」や自然あふれる筑後広域公園があ
ります。筑後船小屋温泉では、含有量日本有
数の含鉄炭酸泉を楽しむことができます。

筑後船小屋

筑後広域公園、
船小屋鉱泉場、水田天満宮

4

おすすめ
スポット

　立花藩の城下町として栄え、詩人・北原
白秋の故郷としても有名な柳川。市内各所
を巡る掘割をどんこ船で下る「川下り」で
は、春夏秋冬、水郷ならではの情緒を味わ
うことができます。

柳川

柳川の掘割、御花・松濤園、
北原白秋記念館

8

おすすめ
スポット

　ユネスコの世界遺産登録を目指す「明治日
本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」。大
牟田市では、日本の近代工業化を支えた「三池
炭鉱」の竪坑櫓や鉄道敷跡が当時の姿のまま
残っており、その歴史を知ることができます。

大牟田

宮原坑、万田坑、三池港

5

糟屋

7

おすすめ
スポット

嘉穂劇場、曩祖八幡宮
本町商店街

　長崎街道沿いに「飯塚宿」「内野宿」
の２つの宿場を持ち、江戸時代には交
通の要所として、明治以降は石炭産
業とともに発展しました。炭鉱で働く
人々の娯楽として開場した嘉穂劇場
は、今なお人々に愛され続けています。

飯塚11

　宗像市の神湊港からフェリーで約２
５分の「大島」。全長１１．４キロメートル
のトレッキングコース「九州オルレ宗
像・大島コース」では、自然いっぱいの
大島の歴史と景観を味わうことができ
ます。所要時間：４～６時間

平成筑豊鉄道沿線

10

　多くの特攻隊員を送り出し、かつて東洋
一とうたわれた航空拠点「大刀洗飛行場」。
大刀洗平和記念館には、隊員たちが家族
に送った手紙や、博多湾から引き揚げられ
た戦闘機の実機が展示され、平和の尊さ
を訴えています。今年は、戦後７０年の節目
の年です。あらためて、平和について考え
てみませんか。

大刀洗平和記念館2

■観光情報が満載「クロスロードふくおか」
　県内には、紹介しきれない、まだまだたくさんの地域の魅力がありま
す。観光情報ウェブサイト「クロスロードふくおか」では、県内の観光ス
ポットやイベント情報はもちろん、おすすめのモデルコースや地域の観
光ボランティアガイドの情報も詳しく紹介しています。「クロスロードふ
くおか」にアクセスして、自分だけの“お出かけ”を見つけてみませんか。
　http://www.crossroadfukuoka.jp/
【問い合わせ】公益社団法人 福岡県観光連盟　☎092-645-0019

　福岡県は、古くからアジアとの交流の窓口として栄え、明治以降は石炭や鉄鋼業などで日本の近代工業化に大きく貢献し
てきた歴史があります。また、豊かな自然の中でたくさんの伝統文化や食が育まれました。県では、こうした福岡県の魅力や、
県政の動きを動画で紹介するウェブサイト「ふくおかインターネットテレビ」を運営しています。
　今回は、「ふくおかインターネットテレビ」で製作した動画とともに、県内各地の自慢のスポットを紹介。ぽかぽか陽気に誘
われて、家族や友達と一緒にお出かけしませんか。

1

2

3

11

13

6

15

10

9

14

4
8

5

7

12

16 17

二見ヶ浦の夕景

宗像大社辺津宮

洞山の洞穴

曲里の松並木

求菩提資料館

城井ノ上城表門

田川市石炭・歴史博物館

平成筑豊鉄道

嘉穂劇場

大刀洗平和記念館

秋月城黒門

船小屋鉱泉場

どんこ船での川下り宮原坑

昭和の森

沖津宮遙拝所

特集

QRコードに
アクセスして、
詳しい動画を
チェック！

しんばる

さいし

へ つ み や

　福岡市の近郊にして自然豊かな地域。
三郡山の麓、宇美町にある昭和の森から
難所ヶ滝を目指す登山コース（約２．５キロ
メートル）が人気を博しています。厳冬期
には、高さ２０メートルの大つららを見るこ
とができます。

さんぐんざん

ぬやま

グリーンピア八女、八女
中央大茶園、古代の古墳群

グリーンピア八女 ぼくせん

おきつみや

なかつみや

のうそ

く ぼ て さ ん
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募　集

試　験

県政モニター

〈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、甥、
姪］で、実施時期において原則８０
歳以下の人
※実施時期、応募資格、募集人数、申込
締切など詳しくはお問い合わせください。
【巡拝予定地域】
〇旧ソ連：ザバイカル地方、イル
クーツク州、ハバロフスク地方・ユダ
ヤ自治州、沿海地方、ウズベキスタン
○中国：東北地方
○南方：東部ニューギニア、インドネシア、
北ボルネオ、パラオ、フィリピン、硫黄島
〈問い合わせ〉　
居住する市町村の援護担当課
または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１

〈活動内容〉県政に関するご意見・ご
提案とアンケートへの回答（３回程度）
※郵送またはインターネットからご希
望のコースを選択
〈応募資格〉県内在住で４月１日時点
で１８歳以上の人（国・地方公共団体
の議員、常勤の公務員、平成２５、２６年
度県政モニター経験者除く）
〈任期〉委嘱する日から平成２８年３月
末まで
〈謝礼〉任期終了後、図書カードまたは
クオ（ＱＵＯ）カードから選択
〈応募締切〉６月１日（月）　
〈申し込み・問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０３

視覚障害者への情報提供を支援す
る点訳奉仕員の養成講習会です。
※参加無料

〈職種〉行政、教育行政、農業など
※採用予定数など詳細は５月上旬に
公表
〈受験資格〉昭和６１年４月２日から
平成６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
〈試験日〉６月２８日（日）
〈受付期間〉５月１８日（月）～５月２９
日（金）※インターネットでの申し
込みは５月２６日（火）まで
〈試験地〉福岡市、東京都
〈問い合わせ〉人事委員会事務局任
用課☎０９２-６４３-３９５６
テレホンサービス（自動音声案内）
☎０９２-６４３-３６５０

〈対象〉県内在住の６５歳までの点訳
ボランティア活動未経験者で、講習
終了後は自宅のパソコンで点訳作
業が可能な人※学生は対象外
〈日時〉６月５日～平成２８年１月２２日ま
での毎週金曜日９時３０分～１１時３０分
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡点字図書館
☎０９２-５８４-３５９０　　

戦後７０周年にあたり、追悼式に参
列する遺族を募集します。応募資格
など詳しくはお問い合わせください。
①全国戦没者追悼式
〈日程〉８月１４日（金）～１５日（土）
〈場所〉日本武道館
（東京都千代田区北の丸公園）
〈申込締切〉６月１日（月）
〈参加費用〉一部補助あり
〈申し込み〉 
【戦没者・一般戦災死没者遺族】
居住する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
②福岡県戦没者追悼式
参列遺族全員の献花を予定しています。

〈日程〉８月１５日（土）
〈場所〉福岡武道館（福岡市中央区大濠）
〈申込締切〉６月９日（火）
〈参加費用〉無料
〈申し込み〉
居住する市町村の援護担当課
〈問い合わせ（①②とも）〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１

情報のひろば
HP

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。

※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。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

県政提案メール
県政に対するご意見、ご提案を受け付

けています。

【あて先】 〒８１２ー８５７７（住
所不要）

県民情報広報課広聴係
【ファクス】０９２-６４３-３１０

７

【インターネット】上記ホームペー
ジ

HP

HP

HP

HP

HP

飲酒運転撲滅条例が
改正されました

福岡県点訳奉仕員
養成講習会受講者

「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進
に関する条例」を一部改正し、４月
１日から施行しました（一部の規定
は９月２１日施行）。飲酒運転を撲滅
するには、本人の自覚はもちろん
ですが、家族や職場の同僚など、周
囲の人の協力が不可欠です。
県民、事業者、行政などが力を合わ
せ、飲酒運転のない、安全で安心し
て暮らせる社会をつくりましょう。
【主な改正内容】
○すべての県民は、飲酒運転を発見し
たときは、警察官へ通報するよう努め
なければなりません（４月１日施行）。
○飲酒運転検挙者全員に、アルコー
ル依存症に関する診察または飲酒
行動に関する指導を受けることが
義務付けられます（９月２１日施行）。
〈問い合わせ〉生活安全課
☎０９２-６４３-３１６７

募集対象団地および募集戸数に
ついては、６月１日から配布する募
集案内書をご覧ください。
〈申込受付期間〉６月１日（月）～９日（火）
〈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、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
〈ホームページ〉
http://www.lsf.jp

お知らせ

★
聞
い
て
ま
す
か
？
県
の
広
報
ラ
ジ
オ
番
組「
福
岡
県
だ
よ
り
」F
M
福
岡（
月
・
木
）9
時
3
5
分
～
4
0
分

戦没者追悼式参列者

厚生労働省慰霊巡拝団員

県職員採用大学卒業程度
（Ⅰ類）試験

県営住宅入居者（抽選方式）
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HP

HP

HP

し、４月１日から施行しました。
【改正内容】
〇法令違反の事実があって、その
是正のための処分などがされてい
ないと思う場合には、誰でも、その
権限をもつ県に是正のための処分
などを求めることができます。
〇県から受けた法令違反の是正を
求める行政指導が違法であると思
う場合には、県に行政指導の中止
などを求めることができます。
〇県が、権限を行使できることを
示して行政指導を行う場合には、
その根拠となる法令や要件などを
示さなければなりません。
〈問い合わせ〉行政経営企画課
☎０９２-６４３-３０２８

児童扶養手当・特別児童扶養手当を
受給している人へ

平成２７年４月分の手当から、月額
が改定されます。
○児童扶養手当（月額）

○特別児童扶養手当（月額）

〈問い合わせ〉居住する市区町村
の（特別）児童扶養手当担当課
または県児童家庭課
☎０９２-６４３-３２５９

　　
消費税率の引き上げに伴い、子育て
世帯臨時特例給付金が支給されます。
〈対象〉平成２７年５月３１日におけ
る平成２７年６月分の児童手当（特
例給付を除く）受給者および要件
を満たす人
〈給付額〉対象児童一人につき３，０００円
〈問い合わせ〉平成２７年５月３１日
時点で住民登録がされている市町
村の子育て世帯臨時特例給付金
担当課

「福岡県行政手続条例」を一部改正

行政手続条例が改正されました

国民健康保険の資格の異動には
届出が必要です

会社を退職して健康保険でなくなっ
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（資格の発生）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
時には、国保をやめる（資格の喪
失）届出が必要です。
届出は理由が生じた日から１４日以
内に、居住する市区町村窓口で行っ
てください。
〈問い合わせ〉
居住する市区町村の国民健康保険
担当課

持・増進を目的に「健康診査」を行っ
ています。対象者（長期入院者など
一部の人を除く）の自宅に、健康診
査のお知らせと受診票を送付しま
すので、生活習慣病の予防や病
気の早期発見・早期治療のため、
ぜひ受診してください。
〈問い合わせ〉
福岡県後期高齢者医療広域連合
☎０９２-６５１-３１１１
〈ホームページ〉　
http://www.fukuoka-kouki.jp/

後期高齢者の皆さんの健康の保

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、必要
な支援をさまざまな機関と連携し
て行っています。活動へのご理解
とご協力をお願いします。
〈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のります。
○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。
○調整：住民の福祉ニーズに対応
し、適切なサービスの提供が図ら
れるように支援します。

ご存じですか？
民生委員・児童委員

福岡の八女茶「玉露・煎茶」の
セット（各１００グラム）５人
平成２６年度の全国茶品評会で玉
露・煎茶ともに日本一になりました。
味が濃厚で香り豊かな高級茶です。
提供：福岡県農林水産物ブランド
化推進協議会

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２7年5月31日（消印有効）までにご応募
ください。当選者には電話連絡させていただく場合があります。

最も関心を持たれた記事を一つ選び以下の番号でお答えください。
①ふくおかのキラめくひと②県政フラッシュ③ふくおかの食④エコトンがゆく！
⑤特集：ふくおかに出かけよう！⑥情報のひろば⑦おでかけクリップ
今後取り上げてほしい県政情報（「県民幸福度日本一」の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防災・防犯③生きがいづくり（高齢者・障害者）④女性の活躍
⑤子育て支援⑥教育・青少年育成⑦医療・健康⑧協働・ＮＰＯ ⑨エネルギー・環境
⑩文化・国際交流⑪その他（具体的に）

1

2

3

県民情報広報課「福岡県だより５月号」プレゼント担当
〒８１２－８５７７（住所の記入は不要です）
０９２-６３２-５３３１
ふくおか電子申請サービス
kouhou@pref.fukuoka.lg.jp

感想

アンケート

携帯版はこちらから ▼

ふくおか電子申請 福岡県だより 検 索

応 募 方 法：

あ て 先
は が き
フ ァ ク ス
電 子 申 請
電子メール

：
：
：
：
：

（写真はイメージです）

全部支給

一部支給

変更前 変更後
41,020円 42,000円
41,010円
～9,680円

41,990円
～9,910円

1級
2級

変更前 変更後
49,900円 51,100円
33,230円 34,030円

プレゼントコーナー

５月１２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。

〈問い合わせ〉福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３

年に一度の「健康診査」を
受けましょう

子育て世帯臨時特例給付金が
支給されます
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情報のひろば
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/

HP

HP

自動車税の納期限は
６月１日（月）です

自動車税は、県税事務所、郵便局、
金融機関などの他、コンビニエン
スストアでは土曜、日曜、夜間でも
納税が可能です。また、パソコン、
携帯電話の専用サイトから、クレ
ジットカード（ＶＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、
ＪＣＢ、アメリカン・エキスプレス、ダ
イナース）による納税も可能です。
詳しくは、ご自宅に届く納税通知
書や同封のチラシをご覧ください。

　納税は、必ず納期限までに
  お済ませください。
〈問い合わせ〉
最寄りの県税事務所または税務課
☎０９２-６４３-３０６７

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。
また、認定患者の油症発生当時の
同居家族で、一定の基準を満たす
人が、平成２４年１２月から認定の
対象となっています。申請は、随時
受け付けています。
〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８０

福岡県の記念貨幣
が発行されます

地方自治法施行６０周年を記念し
て、国が発行するものです。図柄は、
千円銀貨幣が「沖ノ島と宗像大社
と金製指輪」、五百円貨幣が「九州
国立博物館と太宰府天満宮太鼓
橋と梅」です。詳細は造幣局ホーム
ページで発表（千円は６月下旬、五百円
は６月上旬）されます。
①千円銀貨幣
〈購入期間〉　
６月下旬から３週間
〈購入方法〉
造幣局に郵便はがき
などで申し込み
※申し込み多数の場合は抽選
〈販売価格〉６，１７１円～

②五百円貨幣
〈購入期間〉　
７月中旬から
〈購入方法〉
金融機関の窓口
〈販売価格〉額面と同額
〈問い合わせ〉行政経営企画課
☎０９２-６４３-３０２７
造幣局ホームページ
http://www.mint.go.jp/

シルバー人材センターを利用して
親孝行しませんか？

見守り・家事援助・話し相手など、
離れて暮らすご両親への親孝行を
元気なシルバー会員が代行します。
詳しくはお問い合わせください。
〈対象地域〉県内35センターが管
轄する45市町村
〈料金〉１回２～３時間で２５００円程度
〈問い合わせ〉公益社団法人福岡
県シルバー人材センター連合会
☎０９２-６２３-５６５６
〈ホームページ〉
http://www.fscr.or.jp/

11月8日（日）に開催する「第１回
おかやまマラソン」は、マラソン
（42.195㎞）とファンラン（4.5㎞）
の2種目合計で1万5千人のラン
ナー参加を予定しています。
マラソンコースは、岡山県総合グ
ラウンドを発着とし、岡山市内中
心部の目抜き通り、日本三名園の
一つ岡山後楽園や岡山城の周辺
を巡る岡山の見どころが盛り込ま
れています。詳しくは大会ホーム
ページをご覧ください。
〈募集期間〉
4月30日（木）～5月31日（日）
〈問い合わせ〉おかやまマラソン
実行委員会事務局
☎086-226-7904

防犯活動を始める団体に
補助します

地域の皆さんが自主的にグループ
を作って防犯活動を始めるときに
必要な費用の一部を補助します。
〈対象〉防犯パトロール活動や通学
中の子どもの見守りなどを始める自
治会、ＰＴＡ、ボランティア団体など
（既に防犯活動を行っていて、その
活動を充実させる場合にも補助金
の支給対象となる場合があります）
〈補助金額上限〉１団体あたり１０万円
〈問い合わせ〉生活安全課　
☎０９２-６４３-３１２４

６月は土砂災害防止月間です。「土
石流」「地すべり」「がけ崩れ」などか
ら身を守るためには、雨の降り方に
注意し、早めに避難することが大切
です。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。ぜひご活
用ください。
〈問い合わせ〉砂防課
☎０９２-６４３-３６７８
〈ホームページ〉
http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/

カネミ油症健康実態調査

土砂災害に備えましょう

 

おかやまマラソン　 検索

〈ホームページ〉
http://www.anzen-fukuoka.jp/pref/assist/

岡山県からのお知らせ

１５，０００人のランナー募集中！

広報テレビ番組を
リニューアルしました！
広報テレビ番組を
リニューアルしました！

　　　　　　 県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２　

ハロー！ふくおか県
ＴＶＱ　毎週土曜日
２０時５４分～２１時

福岡県庁知らせた課
ＲＫＢ　毎週日曜日
１６時５４分～１７時

問い合わせ
HP
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※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。

おでかけ5月～７月 …場所 …問い合わせ●場 ●問
クリップ

「世界記憶遺産」に登録された山本
作兵衛さんの炭坑記録画や春日神
社神幸祭など田川市の歴史と文化
を堪能できるコースです。

ひたひこウォーキング【田川市コース】

5月23日（土）

HP 福岡県ホームページ「イベント情報」にも
県内各地のおでかけ情報を掲載しています。

田川市商工観光課
☎0947-44-2000

●問
田川伊田駅で参加受け付け
（当日８時３０分～１１時）。随時スタート。
●場

大野城をあるく

5月23日（土）

大野城市自治戦略課
☎092-501-2211

●問
四王寺県民の森センター●場

原鶴温泉川開き花火大会

5月20日（水）

原鶴温泉旅館協同組合
☎０９４６-６２-０００１

●問
サンライズ杷木
原鶴分水路周辺（朝倉市）

●場

岩戸神楽

7月14日（火）

那珂川町社会教育課
☎092-952-2092

●問
伏見神社（那珂川町）●場

毎年7月14日の祇園祭の
夜に奉納される神楽。面
をつけた鬼が境内を駆け
巡る演目「荒神」では、鬼
に抱かれた赤ちゃんはすく
すく育つと言われているこ
とから、毎年多くの子ども
連れでにぎわいます。

サマーナイトインふくつ

7月18日（土）
クッキングパパと九州・福岡の仲間たち

5月30日（土）～7月5日（日）

福津市商工会
☎ 0940-42-0315

●問
まちおこしセンター津屋崎千軒
なごみ周辺（福津市）

●場

みやこ町花しょうぶまつり

6月6日（土）、7日（日）

みやこ町産業課
☎０９３０-３２-２５１１

●問
みやこ町花菖蒲公園●場

カルタで楽しむ絵本の世界

開催中～５月３１日（日）

三池カルタ・歴史資料館
（大牟田市）
☎0944-53-8780

●問●場

夏山シーズンの始まりをつげる英彦
山山開き。３０日には前夜祭も開催。
家族や友人と新緑の英彦山を満喫
しませんか。

第50回英彦山山開き

5月31日（日）

添田町役場まちづくり課
☎0947-82-1231

●問
英彦山山頂（添田町）●場

川崎町観光協会
☎０９４７-７３-３８３８

●問
川崎町民会館周辺●場

かわさきパン博２０１５

5月24日（日）
県内外のパン屋が一堂に会し、選り
すぐりの逸品を販売。ジャムやドリン
クなどパンに合う商品の販売やワー
クショップなどもあります。

黒崎祇園山笠

7月17日（金）～20日（月・祝）

11
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。

●場 ●問

黒崎祇園山笠は絢爛豪
華な武者人形の飾り山笠
です。陣太鼓やほら貝が
取り入れられた祇園囃子
は舁き手を躍動させます。
その勇壮さから「けんか山
笠」とも呼ばれています。

黒崎祇園山笠保存会事務局
☎093-642-５１５１

●問
北九州市八幡西区黒崎地区●場

けん らん

ば やし

か

築造１３５０年を迎える特別史跡「大
野城跡」を散策。郷土料理「鶏ぼっか
け」も味わえます。※募集開始日5月7
日（木）、定員100人（先着順）。

露店も多く立ち並ぶ筑後川の河
川敷で、３０００発の花火が夜空を
彩ります。伝統ある鵜飼のショーも
見ものです。

約３０種、１万本の花しょうぶを鑑賞で
きます。ステージイベントのほか、みや
こ町の特産品販売やさまざまな出店
もあります。

漫画家・うえやまとちさんによる福岡
が舞台の人気作品「クッキングパ
パ」の連載30周年を記念した原画
展です。

北九州市漫画ミュージアム
（北九州市小倉北区）
☎093-５１２-５０７７

江戸時代の町並みが残る「津屋崎
千軒」を津屋崎　園山笠の舁き手た
ちと山が駆け抜けます。通りにはたくさ
んの出店も並びます。

絵本を題材にしたカルタやトランプ、
大牟田市出身の絵本作家・内田麟
太郎さんの原画を展示。絵本作品の
アニメーション上映などもあります。

祇
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