
県内在住の被爆者二世の方を対
象に、無料健康診断を実施してい
ます。詳しくは県ホームページをご
覧いただくか、直接お問い合わせ
ください。
〈問い合わせ〉健康増進課
☎０９２-６４３-３２６７

世界遺産登録を目指す「神宿る
島」宗像・沖ノ島と関連遺産群。地
域の宝を後世に守り伝える、熱い
思いのつまった写真を募集します。
〈応募締切〉平成２８年１月１２日
（火）必着
〈応募方法〉プリント作品のみ（A４サ
イズ）１人３点以内※郵送､持参可
〈募集部門〉
●「構成資産（沖ノ島は除く）とそ
　の周辺風景」部門
●「沖ノ島遠景写真」部門
●「守り伝える活動写真」部門
〈応募・問い合わせ〉
世界遺産登録推進室
☎0９２-６４３-３１６２
〈ホームページ〉
http://www.okinoshima-heritage.jp/
……………………………………

〈対象〉平成２８年３月３１日に教育
職員免許状の修了確認期限を迎
える人
〈申請期限〉平成２８年１月２９日
(金)必着
〈申請方法〉①～④の必要書類を
そろえ、教職員課免許・職員係あ
て郵送または持参
①更新講習修了確認申請書
②所持する全ての教育職員免許
状の写し
③免許状更新講習修了(履修)証
明書
④福岡県領収証紙納付書(３,３００
円分の福岡県領収証紙を貼付)
〈問い合わせ〉教職員課
☎０９２-６４３-３８９１
……………………………………

①福岡高等視覚特別支援学校
〈日時〉１２月４日(金)１３時４５分～
１６時
〈場所・問い合わせ〉福岡高等視
覚特別支援学校（筑紫野市牛島）
☎０９２-９２５-３０５３
〈ホームページ〉
http://fukuh-vss.fku.ed.jp/
②北九州視覚特別支援学校
〈日時〉１２月７日（月）１３時４５分～
１６時
〈場所・問い合わせ〉北九州視覚
特別支援学校（北九州市八幡東
区高見）
※専攻科理療科のみ設置
☎０９３-６５１-５４１９
〈ホームページ〉
http://kita-vss.fku.ed.jp/
※両校とも学校見学は随時受け
付けています。
……………………………………

県と県内市町村のさまざまな情
報が満載の便利な手帳「福岡県
民手帳」。ハンドブック判（９００円）、
標準判（５００円）、ポケット判（４００
円）があります。１１月発売予定。
〈問い合わせ〉福岡県統計協会
☎０９２-６４１-３５６０
〈ホームページ〉
http://www.fukuokatokei.jp/

〈募集開始予定日〉１１月１８日（水）
〈発行予定日〉１２月２４日（木）
※利子は年２回、元金は一括して
５年後に支払います｡利率などは
決まり次第､県ホームページでお
知らせします。
〈問い合わせ〉財政課
☎０９２-６４３-３１４０
……………………………………

福岡県最低賃金が改正されまし
た。※産業別最低賃金は別途改
正されます。
〈金額〉１時間７４３円
〈効力発生日〉平成２７年１０月４日
〈問い合わせ〉福岡労働局
☎０９２-４１１-４５７８
または最寄りの労働基準監督署
〈ホームページ〉
http://fukuoka-roudoukyok
u.jsite.mhlw.go.jp/
……………………………………

……………………………………

アルコール健康障害などにより、
お酒がやめられず飲酒運転をし
てしまいそうな人や身近な人の飲
酒運転に悩んでいる人などから
の相談に親身に応じ、専門機関の
紹介も行います。お気軽にご相談
ください。
〈対象〉飲酒運転違反者やその家
族など周囲の人
〈相談時間〉平日１０時～１２時、１３
時～１６時
〈相談専用電話〉
☎０９２-６０９-９１１０

拉致問題をはじめとする北朝鮮当
局による人権侵害問題は、我が国
の喫緊の国民的課題です。被害者
の方々の早期帰国や問題の解決
のためには、私たち一人一人が関
心を持ち、認識を深めていくこと
が大切です。そのことが解決に向
けた大きな力になります。
〈問い合わせ〉保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１
「ブルーリボン」は拉致被
害者の皆さんが、１日も早
く祖国日本に帰国できる
ことを願うもので、「日本
海の青」と被害者とご家族を結ぶ
「青い空」をイメージしています。皆
さん、ぜひご着用ください。
……………………………………

〈日時〉１２月２日(水)１０時～１６時
〈場所〉クローバープラザ(春日市
原町)
〈内容〉

〈参加費〉２,０００円
〈申込締切〉１１月２０日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県精神保健福祉協会
☎０９２-５８４-８７２０ 

子どもや孫、公的機関の職員
などになりすまし、金銭をだま
し取るニセ電話詐欺の被害が
急増しています。電話でお金
の話がでたら、すべて詐欺と
疑ってください。
少しでも疑問や不安を感じた
場合には、すぐに最寄りの交
番や警察署へご相談ください。

あなたの１本のお電話で救われ
る子どもがいます。「虐待かも」と
思ったらすぐにご連絡ください。
児童相談所全国共通３桁ダイヤル
　　　

連絡は匿名でも可能です。連
絡者や連絡内容に関する秘
密は守られます。　

平成28年4月から助成の範囲が
次のとおり変更になります。

※助成の申請は治療が終了した日
の年度内（３月３１日まで）に行ってく
ださい。
〈問い合わせ〉県保健福祉（環境）
事務所、健康増進課
☎092-643-3307
……………………………………

〈対象〉先の大戦における沖縄地
域での本県出身の戦没者および
一般戦災死没者の遺族（配偶者、
父母、子および兄弟姉妹で福岡県
に居住している人）
〈日程〉平成２８年１月２１日（木）～
２２日（金）
※１月２１日は追悼式を実施
　[場所]福岡の慰霊の塔
　　　　(沖縄県糸満市)
　[方式]無宗教献花方式
〈募集人数〉２０人
〈申込締切〉１１月２７日（金）必着

◀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/

【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】上記ホームページ
※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。

情報のひろば
アンケート　
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特集：体験プログラムでふくおかを再発見！②感染症に注意しましょう
③福岡モーターショー２０１５④県政フラッシュ⑤ふくおかのキラめくひと
⑥エコトンがゆく！⑦ふくおかの食⑧情報のひろば⑨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）
感想

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２７年１１月３０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。

: 県民情報広報課「福岡県だより11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

福岡県は全国有数の花の生産県。色鮮
やかな「シクラメン」でお部屋に華やかさ
をプラスしてみてはいかがでしょうか。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会
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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

現在の
助成の範囲

対象
年齢

助成
回数

助成
期間

制限なし 43歳未満

平成28年
4月から

通算5年 限度なし

年間の限度なし

初回40歳未満の
場合：通算6回
初回43歳未満
：通算3回

年間2回
(初年度3回)
通算10回

いち はや く

福岡県警　ニセ電話  検索

「シクラメン」
（６号鉢〈１８ｃｍ〉×５人）

不妊治療に対する
助成の範囲が変わります

「神宿る島」宗像・沖ノ島と
関連遺産群フォトコンテスト

〈申し込み・問い合わせ〉
一般財団法人 福岡県遺族連合会
☎０９２-７６１-００１２
または最寄りの郡市区遺族(連合)会

……………………………………

教育職員免許状の
更新講習修了確認申請

県立視覚特別支援学校高等部
（本科･専攻科）説明会

福岡県民手帳(２０１６年版)
を発売します

個人向け公募債「うぐいす債」
（５年債）を発行します

最低賃金の改正

「飲酒運転相談窓口」を
ご利用ください

被爆者二世の健康診断

福岡県沖縄地域戦没者
慰霊巡拝団員 １１月は

児童虐待防止推進月間

1　8　9

募　集

電話で「お金」の話は
すべて詐欺！

すぐに相談１１０番！

お知らせ

１２月１０日から１６日は
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
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産業医科大学教授 𠮷村玲児さ
んによる講演「メンタルヘルス
不調の予防のための新しいスト
レスチェック制度～家族や職場
の仲間を支えるためのヒント
～」
国立精神・神経医療研究セン
ター認知行動療法センター 田島
美幸さんによる講演「ストレス対
処に活かす認知行動療法」
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プレゼントコーナー

「もしかして」
あなたが救う小さな手



自分らしい仕事選びや仕事と子
育ての両立を考える就職準備セ
ミナーです。※参加無料
〈日時〉１２月３日(木)９時３０分～
１２時３０分
※セミナー終了後､県職業紹介事
業(無料)仮登録会も行います。
〈場所〉福岡市健康づくりサポートセ
ンターあいれふ(福岡市中央区舞鶴)
〈定員〉５０人(託児は１５人)
〈申込締切〉１１月２６日(木)※先着順
〈申し込み・問い合わせ〉
子育て女性就職支援センター(福
岡労働者支援事務所内)
☎０９２-７３５-６１５０

〈日時〉１２月５日(土)１３時～１６時
〈場所〉そよ風ホール(久留米市田
主丸)
〈内容〉講演「『自分のこと』の知り
方・教え方について学ぶ～自己理
解支援は毎日の生活支援から～」
(ペック研究所･よこはま発達クリ
ニック医師　吉田友子さん)
〈定員〉４００人※参加無料
〈申込締切〉１１月２０日(金)必着
〈申し込み･問い合わせ〉
福岡県発達障害者支援センター
あおぞら
☎０９０-１０８４-３４５５
ファクス ０９４２-５３-０６２１
……………………………………

受賞者によるトークショーやプロ
ジェクションマッピングの実演を
行います。※参加無料
〈日時〉１１月２５日(水)１９時～２１時
〈場所〉アクロス福岡(福岡市中央
区天神)
〈受賞者〉
（創造部門）作家 安部龍太郎さん
（社会部門）北九州フィルム・コミッ
ション
（奨励部門）九州大学大学院芸術工
学研究院学術研究員／デジタル
アートクリエーター 工藤達郎さん
〈定員〉１２００人※先着順
〈申し込み・問い合わせ〉
県民文化スポーツ課
☎０９２-６４３-３３８２

１１月は「ふくおか・みんなで家族
月間」です｡子育ての楽しさ､子ど
もを育む家族の素晴らしさ､子育
てを地域で支える大切さについて
理解が深まるよう、県内各地で
「家族・子育て」をテーマとしたイ
ベントなどが行われます。詳しくは
ホームページをご覧ください。

〈問い合わせ〉子育て支援課
☎０９２-６４３-３３１１
……………………………………

子育て中の女性向けの企業説明会
や就職支援セミナーを開催します。
※参加無料、託児あり(要予約) 
※履歴書不要、服装自由
※開催時間は予定です。
①福岡地区
〈日時〉１１月１７日(火)１０時～１４時
〈場所〉イオンモール福津（福津市
日蒔野）
②筑後地区
〈日時〉１１月２７日(金)１０時～１４時
〈場所〉久留米市役所（久留米市
城南町）
③筑豊地区
〈日時〉平成２８年１月１９日（火）１０
時～１４時
〈場所〉直方市中央公民館（直方
市津田町）
〈問い合わせ〉
各地区子育て女性就職支援センター
①福岡地区　☎０９２-７２５-４０３４
②筑後地区　☎０９４２-３８-７５７９
③筑豊地区　☎０９４８-２２-１６８１

韓国外交部・福岡県の主催による
韓国の伝統楽器を使った音楽とブ
レイクダンスのコラボが楽しめる公
演です。
〈日時〉１２月２日(水)１９時～２１時
〈場所〉アクロス福岡(福岡市中央
区天神)
〈定員〉１２００人※参加無料
〈申込方法〉
住所・氏名を記載したメールを
fukuoka20151202@gmail.com
まで送信
〈申込締切〉１１月２２日（日）必着
※抽選後、当選者に入場券を郵送
〈問い合わせ〉駐福岡大韓民国総領
事館 
☎０９２-７７１-０４６３

私たちの身の回りでは､児童虐待
やＤＶ､高齢者や障害者に対する虐
待などさまざまな人権侵害が発生
しています。
国際連合で「世界人権宣言」が採択
された１２月１０日を最終日とする１
週間を、わが国では毎年、「人権週
間」としています。皆さん、この機会
に人権について考えてみませんか。
〈内容〉
[第１部]講演｢スポーツと人権～な
でしこジャパンのキセキから～｣（び
わこ成蹊スポーツ大学教授･前な
でしこジャパンヘッドコーチ 望月聡
さん）
[第２部]全国中学生人権作文コン
テスト福岡県大会発表会
[第３部]映画上映「ウイニング・パス」
※手話通訳・要約筆記あり､映画字
幕あり､託児あり(要予約･有料)
〈日時〉１２月５日(土)１２時１０分～
１６時３５分※参加無料､申込不要
〈場所〉クローバープラザ(春日市原町)
※１２月１日(火)～平成２８年３月２０
日(日)､７階で特別展「輝く～スポー
ツと人権～」を開催します。
〈問い合わせ〉福岡県人権啓発情報
センター
☎０９２-５８４-１２７１
〈ホームページ〉
http://www.fukuokaken-jinken.or.jp/
……………………………………

◀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/

情報のひろば

場 場所 問 問い合わせ

※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。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。

久留米市内と定住広域圏
（小郡市、大川市、うきは市、大刀洗町、大木町）
久留米まち旅博覧会事務局 ☎０９４2-31-1730

場

問

ピーポート甘木駐車場（朝倉市甘木１９８-１）
ＪＡ筑前あさくら本店駐車場（朝倉市甘木２２１-１）
朝倉市農業振興課 ☎０９４６-５２-１４２７　

場

問

天然温泉大木の湯アクアス集合
（大木町大字八町牟田538-1）
大木町企画課まちづくり係 ☎0944-32-1036　

場

問

清水山一帯（みやま市瀬高町本吉１１１７-４）
みやま市商工観光課 ☎０９４４-６４-１５２３　

場

問

地元で暮らす人たちが、手作りした旅プログラムで
おもてなし。地域の魅力が詰まった旅プランです。

10月1日（木）～11月30日（月）
第１１回 久留米まち旅博覧会

新宮町相島
新宮町おもてなし協会 ☎０９２-９８１-３４７０

島の子どもたちがガイドになって相島を案内します。
島の歴史や穴場スポットが楽しめます。（要申込）

１１月２１日（土）
相島ウォーキング

うきは市浮羽町小塩地区
うきは市観光協会 ☎0943-77-5611

ホタルの里の小塩地区で、冬ボタルと称し、夕方から
イルミネーションが灯されます。

１２月１日（火）～１２月３１日（木） 
ホタルの里小塩の“冬ボタル”

三池公園（大牟田市大字三池）
三池光竹実行委員会 ☎0944-53-8343

秋の紅葉に染まる三池山に幻想的な１万本の竹灯籠
が灯されます。

11月21日（土）～22日（日）
第７回龍神伝説「三池光竹」

ＪＲ小倉駅新幹線口エリア
北九州市産業経済局ＭＩＣＥ推進課 ☎093-551-8152

漫画やアニメ、アイドルなどをテーマに開催する、
九州最大のポップカルチャーイベントです。

１１月２８日（土）～２９日（日）
北九州ポップカルチャーフェスティバル2015 with あるあるCity

伝教大師（最澄）によって開かれた古刹「清水寺」。
特に本坊庭園のもみじの美しさは必見です。

１１月下旬～１２月上旬
清水山もみじ狩り

地元の採れたて農産物や花の苗などの販売、楽しい
ステージイベントなど盛りだくさんです。

11月２１日（土）～２２日（日）
あさくらきてみん祭inあまぎ

久山町役場下駐車場（久山町大字久原３６３２）
久山町魅力づくり推進課 ☎０９２-９７６-１１１１

食を通して、地域の大切な産物や食文化を感じ、秋の
久山を存分に楽しめます。

１１月２２日（日）
第３回 久山の秋の食フェスタ

畳の原料であるイグサを使い、家内繁栄・無病息災を
祈り、しめ縄を作ります。（要申込）

１２月２0日（日）
大木町のイグサでしめ縄づくり

田川市石炭・歴史博物館（田川市大字伊田2734-1）
☎0947-44-5745

場 問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」と
地元写真家たちによる炭坑記録写真を展示します。

開催中～11月29日(日)
「筑豊の炭坑が支えた産業革命」展

観世音寺（太宰府市観世音寺５-６-１）
太宰府市観光経済課 ☎092-921-2121

観世音寺・戒壇院のライトアップ。観世音寺の「梵鐘
（国宝）」の音を聞きながら新年を迎えます。

１２月３０日（水）～３１日（木）
ライトアップinまほろばの里

⑧清水山もみじ狩り（みやま市）

◀⑪ライトアップ inまほろばの里（太宰府市）
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ふくおか・みんなで家族月間  検索

子育て中の女性の就職を
応援します！

就活ママチャレ応援講座

子育て女性の合同会社説明会

発達障害者支援センター
啓発講演会

「ふくおか・みんなで家族月間」
キャンペーン

福岡県文化賞贈呈式＆
記念イベント

日韓国交正常化５０周年記念
文化行事

人権週間講演会
～１２月４日から１０日は人権週間です～  
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新宮町

久留米市田川市

大牟田市

うきは市

朝倉市

久山町

大木町

みやま市

太宰府市

北九州市


