
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
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◀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
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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

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
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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）

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）

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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