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だい ぐう  じ

「泥打祭り」は３００年以上続く豊作を祈る祭りで、福岡県
の無形民俗文化財に指定されています。氏子の中からおみく
じで選ばれた代宮司は、泥を体に塗り付けられて、道祖神へ
向かいます。大盃で酒を飲んでふらふらになった代宮司に、道
中に用意された泥を子どもたちが投げ付けます。代宮司の体
に泥が付けば付くほどその年は豊作になるといわれています。

どろ 　 うち

３月の第４日曜日（今年は３月２７日）

泥打祭り（朝倉市）

阿蘇神社（朝倉市杷木穂坂３９６）
日田バス「穂坂」より徒歩約5分/大分自動車道「杷木IC」
から日田方面へ車で約10分
あさくら観光協会（道の駅原鶴インフォメーション）　
☎０９４６-６２-０７３０　ファクス０９４６-６２-０７３１

エコトン

ふくおかの祭り

2016

［開催日時］
［ 場 所 ］
［アクセス］

［問い合わせ］

福岡県だより 通巻112号
●テレビ番組
TVQ「ハロー！ふくおか県」
  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 ９時３５分～９時40分

●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka
https://twitter.com/Pref_Fukuoka

http：//webtv.pref.fukuoka.lg.jp

県広報テレビ・ラジオ
ふくおかインターネットテレビ

（ツイッター）

県ホームページでも閲覧できます。 福岡県の広報活動　検索

この広報紙は再生紙を使用しています。　　

県政ニュースや観光情報などを動画で配信！
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ご活用
ください

産業用ロボットの世界シェアＮo.１を誇る株式会社安川電
機が開設した「安川電機みらい館」。１００年にわたるものづ
くりの世界をさまざまな形で紹介し、ものづくりの面白さと
すごさを体感できる施設です。ロボットの最新技術がつくる
驚きと楽しさいっぱいの展示に未来への期待が高まります。

見学可能日

受 付 対 象
予約受付時間

：月曜日～金曜日
（土日祝日・会社都合による見学休止日を除く）
：小学5年生以上、10人以上の団体
：9時～16時（12時～13時は除く）　※見学は要予約

安川電機みらい館

福岡県初！ 高校ロボット競技で全国優勝
大牟田高等学校ロボット・無線部が、昨年１０

月３１日～１１月１日に三重県で行われた「第２３回
全国高等学校ロボット競技大会」で福岡県勢と
して初優勝しました。
「真珠の取り出し、加工技術」を競った全国大
会には、２・３年生、１・２年生の２チームが出場。準
決勝での同校同士の対決を制した１・２年生
チームが見事日本一に輝きました。
同部は創立８年目。顧問の才崎賢二先生は
製作のすべてを生徒に任せています。自分で考
える力とアイデアを形にする技術力を身に付
けてほしいという思いからです。「ロボット競技
は一人では勝てない。ものづくりを通してチー
ムワークや助け合いを学び、人として成長して
ほしい」と生徒たちを見守ります。
部長の武内将哉君も「日本一になるという
強い気持ちに、みんなが本気で応えてくれまし
た。毎日遅くまでがんばり、全員でつかんだ優
勝です」と、喜びをかみしめます。将来の夢は災
害救助ロボットの開発に携わること。その言葉
には未来のロボット産業を担う強い意志が宿っ
ています。

大牟田高等学校以外でも、福岡県の高校は、さまざまなロボット競技で優秀な成績を収めています。
[平成２７年の活躍]
●福岡舞鶴高等学校　情報技術部／自律型ロボットコンテスト「ＷＲＯ２０１５ドーハ国際大会」銅メダル
●福岡工業大学附属城東高等学校／「第２３回高校生ロボット相撲全国大会」自立型、ラジコン型ともに３位入賞

所在地／北九州市八幡西区黒崎城石2-1　
☎093-645-7705　ファクス０９３-６４５-７７１８

ベトナムなど東南アジア諸国の下水道管に
対応した最新型の「ダーティーもぐりんこ」

利用者のデータを登録することで、
指導者が変わっても最適なリハビリができる

[問い合わせ]福岡県ロボット・システム産業振興会議については新産業振興課　☎０９２-６４３-３４５３　ファクス０９２-６４３-３４２１

［問い合わせ］私学振興課　☎０９２-６４３-３１２９　ファクス０９２-６４３-３１３５

　福岡県はロボット製造業の製造品出荷額等で全国２位を誇
る、全国有数のロボット産業先進地域です。県内には、産業用ロ
ボットの世界トップシェアの安川電機をはじめとするロボット関
連企業や大学などの学術研究機関が集積しています。
　この福岡県のポテンシャルを生かし、ロボット産業の振興を図
るため、産学官連携による推進組織「福岡県ロボット・システム産
業振興会議」を中核にして、さまざまな取り組みを進めています。

　福岡県はロボット製造業の製造品出荷額等で全国２位を誇
る、全国有数のロボット産業先進地域です。県内には、産業用ロ
ボットの世界トップシェアの安川電機をはじめとするロボット関
連企業や大学などの学術研究機関が集積しています。
　この福岡県のポテンシャルを生かし、ロボット産業の振興を図
るため、産学官連携による推進組織「福岡県ロボット・システム産
業振興会議」を中核にして、さまざまな取り組みを進めています。

　これまでに培ってきたロボットや半導体関連の基盤技術を活
用し、今後の成長が期待される医療福祉、エネルギーマネジメ
ントシステム、食品・農業の分野をターゲットに、市場のニーズ
にマッチした製品開発を支援しています。
　県内の企業が福岡県などの支援により開発したロボット・
システム製品やロボット産業の未来を担う若者の活躍を紹介
します。

　これまでに培ってきたロボットや半導体関連の基盤技術を活
用し、今後の成長が期待される医療福祉、エネルギーマネジメ
ントシステム、食品・農業の分野をターゲットに、市場のニーズ
にマッチした製品開発を支援しています。
　県内の企業が福岡県などの支援により開発したロボット・
システム製品やロボット産業の未来を担う若者の活躍を紹介
します。

半身まひがある人や高齢者の「杖」となって歩行リハビリを助ける「Ｔｒｅｅ」。専用の
インソール（靴の中敷き）が両足のバランスなどを測定し、足を踏み出す位置をモニ
ターの映像と音声が分かりやすく教えてくれます。
的確な足の運びを支援してくれることで、2年ほど寝たきりに近い生活だった人が

１０ｍ歩くことができたというケースも見られました。
同社がある北九州市は、国家戦略特区に追加指定されることとなりました。今後、
介護ロボットの開発・実証による介護サービスの充実を目的とした事業が行われ、要
介護者の日常生活や介護現場での負担軽減がより進んでいくと期待されています。

福岡県では、介護ロボットの普及のため、機器を購入した介護事業所に対して、補助を行っています。
[問い合わせ]高齢者地域包括ケア推進課　☎０９２-６４３-３３２７　ファクス０９２-６４３-３２５３

楽しく効果的にリハビリを！

リーフ株式会社（北九州市小倉北区）

歩行リハビリ支援ツール「Ｔｒｅｅ（ツリー）」

ロボット産業の未来を担う
福岡の若者たち

▲７年連続全国大会出場を誇る
　大牟田高等学校ロボット・無線部の皆さん

優れた技術力と精密な操作性で
日本一となった「大蛇・弐」チームのロボット▶

最先端のロボット技術
にふれてみよう！

人が入れない下水道管などのひび割れがないかを
自走で点検するロボットです。従来は専用車両から操
作するのが主流で、一式約２０００万円と高額でしたが、
「もぐりんこ」は、撮影・記録など必要最低限の機能に絞
り込み、ロボット単独での検査を実現することで、価格
を従来の約２０分の１に抑え、大きな反響を呼びました。
現在、国内はもとより海外の使用環境にも合わせた

さまざまな新機種を展開中です。

肉牛の価格は脂肪の入り具合（霜降り）で決まりま
すが、牛が生きたままの状態で霜降り度を測定するた
めには、全国に１０人ほどしかいない画像解析の専門
家による超音波診断が必要でした。
「しもふりマスター」は超音波診断装置の結果を「見
える化」することで、畜産農家自身が霜降り度を判別
できるようになり、牛の霜降り具合を見ながら最適な
餌の調整や、出荷時期などが分かるようになりました。

超低コストで配管検査！

株式会社石川鉄工所（北九州市八幡西区）

「もぐりんこ（シリーズ）」

生きたままおいしい牛肉、見分けます！

株式会社ロジカルプロダクト（福岡市南区）
「しもふりマスター」

県内企業が開発した、
今注目のロボット

霜降りが「見える化」でき
利用者に評判。小型、ワイ
ヤレスなので使い勝手が
いい
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ご活用
ください

産業用ロボットの世界シェアＮo.１を誇る株式会社安川電
機が開設した「安川電機みらい館」。１００年にわたるものづ
くりの世界をさまざまな形で紹介し、ものづくりの面白さと
すごさを体感できる施設です。ロボットの最新技術がつくる
驚きと楽しさいっぱいの展示に未来への期待が高まります。

見学可能日

受 付 対 象
予約受付時間

：月曜日～金曜日
（土日祝日・会社都合による見学休止日を除く）
：小学5年生以上、10人以上の団体
：9時～16時（12時～13時は除く）　※見学は要予約

安川電機みらい館

福岡県初！ 高校ロボット競技で全国優勝
大牟田高等学校ロボット・無線部が、昨年１０

月３１日～１１月１日に三重県で行われた「第２３回
全国高等学校ロボット競技大会」で福岡県勢と
して初優勝しました。
「真珠の取り出し、加工技術」を競った全国大
会には、２・３年生、１・２年生の２チームが出場。準
決勝での同校同士の対決を制した１・２年生
チームが見事日本一に輝きました。
同部は創立８年目。顧問の才崎賢二先生は
製作のすべてを生徒に任せています。自分で考
える力とアイデアを形にする技術力を身に付
けてほしいという思いからです。「ロボット競技
は一人では勝てない。ものづくりを通してチー
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餌の調整や、出荷時期などが分かるようになりました。

超低コストで配管検査！

株式会社石川鉄工所（北九州市八幡西区）

「もぐりんこ（シリーズ）」

生きたままおいしい牛肉、見分けます！

株式会社ロジカルプロダクト（福岡市南区）
「しもふりマスター」

県内企業が開発した、
今注目のロボット

霜降りが「見える化」でき
利用者に評判。小型、ワイ
ヤレスなので使い勝手が
いい
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私が手伝ってほしい事
わたし て つだ こと

・緊急連絡先は

　○○○-○○○-○○○。

・筆談でおねがいします。

あなたの手助け
が必要です。

あなたの手助け

が必要です。
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みやこ町にある伊良原ダムは、洪水被害の防止や河
川環境の保全、水道用水の供給などを目的として建設
が進められています。１１月２９日、ダムの本格的な建設
にあたって、工事の安全と将来の長きにわたるダム施
設の安泰を祈願
する定礎式が行
われました。平成
２９年度の完成が
予定されていま
す。

河川開発課　
☎０９２-６４３-３６７１　ファクス０９２-６４３-３６８７

問 自動車産業振興室　
☎０９２-６４３-３４４７　ファクス０９２-６４３-３４２１

問

人権・同和対策局調整課　
☎０９２-６４３-３３２５　ファクス０９２-６４３-３３２６

問 障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３　ファクス０９２-６４３-３３０４

問

伊良原ダム定礎式

県政フラッシュ

県では、「ふくおかFCVクラブ」を核に、燃料電池自
動車（FCV）の普及と水素ステーションの整備を促進し
ています。１１月３０日、県内２カ所目となる商用水素ス
テーションが県庁敷地内にオープンしました。１２月には、
3カ所目もオープ
ンし今後も次 と々
オープンする予定
です。ＦＣＶ利用
者の利便性はま
すます高まります。

水素ステーションを県庁に設置

県では、障害者の皆さんがつくる製品や提供するサー
ビスを「まごころ製品」と名付け、販売拡大を進めていま
す。１月２０日から２４日まで、福岡三越で食品や縫製品、木
工品など約１２００品目を一堂に集めた大規模販売会が
開催されました。
会場はお気に入
りの品を買い求
める多くの人で
大変にぎわいま
した。

大盛況！まごころ製品販売会

１２月５日、春日市で人権週間講演会が開催されまし
た。講演会では、全国中学生人権作文コンテスト福岡県
大会の表彰作品の発表や元なでしこジャパンヘッド
コーチ望月聡さんの講演、北九州を舞台に、車いすバス
ケットボールにか
ける高校生を描い
た映画の上映が
行われ、参加者が
人権についてあら
ためて考える機会
となりました。

障害のある方、認知症の方、妊娠している方
などが困っているときに身につけるカードをつ
くりました。障害や不自由は外見では気づかれ
ないこともあります。ヘルプカードを見かけたら、
ぜひ手助けをお願いします。

一緒に考えよう、人権。

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。福岡県人口ビジョン　検索

魅力ある雇用の場をつくる

・人口減少の緩和
・高齢化率上昇の緩和
・生産年齢人口の維持

　人口が増え続けている数少ない県である福岡県も、いずれは人口が減少すると予測されています。
　そこで、誰もが住み慣れた所で働き安心して暮らしていける地域を目指し、以下の４つの基本目標を立てました。
出生率の向上や人口流出を減らすことなどにより、人口減少に一定の歯止めをかけ、福岡県全体をさらに前進・
発展させていきます。

若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

人材の育成・定着と首都圏等からの
人材還流を進める

誰もが住み慣れた地域で
暮らしていける安全・安心で
活力ある地域をつくる

[ 問い合わせ ]総合政策課　☎０９２-６４３-３１５８　ファクス０９２-６４３-３１６０

福岡県ヘルプカード　検索[ 問い合わせ ]障害者福祉課　☎０９２-６４３-３２６４　ファクス０９２-６４３-３３０４

『福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略』
を策定しました

1
正規雇用の
確保

2
結婚・出産・
子育て支援

3
人材の
育成と定着

4
住み慣れた地域で
安心した暮らし

●県経済をけん引する自動車産業の振興
●バイオ、水素、ロボットなど先端成長産業の育成
●観光地としての域内消費を拡大
●県産農林水産物のブランド化・６次産業化の拡大

●国際的な視野を持ち、地域で活躍する人材の育成
●県内大学の魅力向上、地元進学の促進
●Ｕターン就職促進など、新規学卒者の県内就職を拡大 

●若者の雇用と生活の安定
●出会いの場の提供など若者の結婚を応援
●子ども・子育て支援の量の拡大、質の向上。男女共に
仕事と子育てが両立できる職場環境づくりを推進

●スポーツ振興や地域資源を活用した地域活性化
●女性や高齢者の活躍、障害者の社会参加の応援
●医療、介護などに関するサービスの一体的な提供

４つの基本目標（2015年～2019年）

ヘルプカードできました。

カードのうらに
手伝ってほしい事が

書いてあるよ！

（カードのおもて） （うら記入例）

〈入手先〉県保健福祉事務所、市町村福祉担当課など
　　　　福岡県のホームページでもダウンロードできます。

医療や介護の
サービスが
受けにくくなる

目標が実現すれば
人口減少に歯止め
がかかる

このままでは、
２０６０年には
１５０万人減と
いわれています

働く人も、
働く場所も
減ってしまう

福岡の未来予想図～人口ビジョン～

※県民の希望する出生率（１．８）が
　段階的に実現した場合の試算

現状のまま推移
ケース１
ケース２
ケース３

※県の将来展望

凡例

効 果
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私が手伝ってほしい事
わたし て つだ こと

・緊急連絡先は

　○○○-○○○-○○○。

・筆談でおねがいします。

あなたの手助け
が必要です。

あなたの手助け

が必要です。
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みやこ町にある伊良原ダムは、洪水被害の防止や河
川環境の保全、水道用水の供給などを目的として建設
が進められています。１１月２９日、ダムの本格的な建設
にあたって、工事の安全と将来の長きにわたるダム施
設の安泰を祈願
する定礎式が行
われました。平成
２９年度の完成が
予定されていま
す。

河川開発課　
☎０９２-６４３-３６７１　ファクス０９２-６４３-３６８７

問 自動車産業振興室　
☎０９２-６４３-３４４７　ファクス０９２-６４３-３４２１

問

人権・同和対策局調整課　
☎０９２-６４３-３３２５　ファクス０９２-６４３-３３２６

問 障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３　ファクス０９２-６４３-３３０４

問

伊良原ダム定礎式

県政フラッシュ

県では、「ふくおかFCVクラブ」を核に、燃料電池自
動車（FCV）の普及と水素ステーションの整備を促進し
ています。１１月３０日、県内２カ所目となる商用水素ス
テーションが県庁敷地内にオープンしました。１２月には、
3カ所目もオープ
ンし今後も次 と々
オープンする予定
です。ＦＣＶ利用
者の利便性はま
すます高まります。

水素ステーションを県庁に設置

県では、障害者の皆さんがつくる製品や提供するサー
ビスを「まごころ製品」と名付け、販売拡大を進めていま
す。１月２０日から２４日まで、福岡三越で食品や縫製品、木
工品など約１２００品目を一堂に集めた大規模販売会が
開催されました。
会場はお気に入
りの品を買い求
める多くの人で
大変にぎわいま
した。

大盛況！まごころ製品販売会

１２月５日、春日市で人権週間講演会が開催されまし
た。講演会では、全国中学生人権作文コンテスト福岡県
大会の表彰作品の発表や元なでしこジャパンヘッド
コーチ望月聡さんの講演、北九州を舞台に、車いすバス
ケットボールにか
ける高校生を描い
た映画の上映が
行われ、参加者が
人権についてあら
ためて考える機会
となりました。

障害のある方、認知症の方、妊娠している方
などが困っているときに身につけるカードをつ
くりました。障害や不自由は外見では気づかれ
ないこともあります。ヘルプカードを見かけたら、
ぜひ手助けをお願いします。

一緒に考えよう、人権。

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。福岡県人口ビジョン　検索

魅力ある雇用の場をつくる

・人口減少の緩和
・高齢化率上昇の緩和
・生産年齢人口の維持

　人口が増え続けている数少ない県である福岡県も、いずれは人口が減少すると予測されています。
　そこで、誰もが住み慣れた所で働き安心して暮らしていける地域を目指し、以下の４つの基本目標を立てました。
出生率の向上や人口流出を減らすことなどにより、人口減少に一定の歯止めをかけ、福岡県全体をさらに前進・
発展させていきます。

若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

人材の育成・定着と首都圏等からの
人材還流を進める

誰もが住み慣れた地域で
暮らしていける安全・安心で
活力ある地域をつくる

[ 問い合わせ ]総合政策課　☎０９２-６４３-３１５８　ファクス０９２-６４３-３１６０

福岡県ヘルプカード　検索[ 問い合わせ ]障害者福祉課　☎０９２-６４３-３２６４　ファクス０９２-６４３-３３０４

『福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略』
を策定しました

1
正規雇用の
確保

2
結婚・出産・
子育て支援

3
人材の
育成と定着

4
住み慣れた地域で
安心した暮らし

●県経済をけん引する自動車産業の振興
●バイオ、水素、ロボットなど先端成長産業の育成
●観光地としての域内消費を拡大
●県産農林水産物のブランド化・６次産業化の拡大

●国際的な視野を持ち、地域で活躍する人材の育成
●県内大学の魅力向上、地元進学の促進
●Ｕターン就職促進など、新規学卒者の県内就職を拡大 

●若者の雇用と生活の安定
●出会いの場の提供など若者の結婚を応援
●子ども・子育て支援の量の拡大、質の向上。男女共に
仕事と子育てが両立できる職場環境づくりを推進

●スポーツ振興や地域資源を活用した地域活性化
●女性や高齢者の活躍、障害者の社会参加の応援
●医療、介護などに関するサービスの一体的な提供

４つの基本目標（2015年～2019年）

ヘルプカードできました。

カードのうらに
手伝ってほしい事が

書いてあるよ！

（カードのおもて） （うら記入例）

〈入手先〉県保健福祉事務所、市町村福祉担当課など
　　　　福岡県のホームページでもダウンロードできます。

医療や介護の
サービスが
受けにくくなる

目標が実現すれば
人口減少に歯止め
がかかる

このままでは、
２０６０年には
１５０万人減と
いわれています

働く人も、
働く場所も
減ってしまう

福岡の未来予想図～人口ビジョン～

※県民の希望する出生率（１．８）が
　段階的に実現した場合の試算

現状のまま推移
ケース１
ケース２
ケース３

※県の将来展望

凡例

効 果
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福岡県の主な相談窓口です。　お気軽にご相談ください。※「年中無休」の記載がないものは、年末年始や祝日は休みの場合があります。各窓口にご確認ください。
　☎電話番号　Ⓕファクス番号ふくおか相談窓口 保存版

・県消費生活センター　
 ☎０９２-６３２-０９９９Ⓕ０９２-６３２-０３２２
 月～金：９時～１６時３０分、日：１０時～１６時
・多重債務者生活再生相談窓口(グリー  
　ンコープ生協ふくおか内）
 ☎０９２-４８２-７７８８Ⓕ０９２-４８２-７７７４
 月～土：９時３０分～１８時

・県民相談室 ☎０９２-６４３-３３３３
　　　　　　Ⓕ０９２-６４３-３１０７
・北九州県民情報コーナー 
 ☎/Ⓕ０９３-５８１-４９３４
・県保健福祉（環境）事務所
筑　紫

粕　屋

糸　島

宗像・遠賀

嘉穂・鞍手

田　川

北筑後

南筑後

京　築

☎０９２-５１３-５６１０
Ⓕ０９２-５１３-５５９８
☎０９２-９３９-１５２９
Ⓕ０９２-９３９-１１８６
☎０９２-３２２-５１８６
Ⓕ０９２-３２２-９２５２
☎０９４０-３６-２０４５
Ⓕ０９４０-３６-２５９２
☎０９４８-２１-４８７６
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４７-４２-９３１３
Ⓕ０９４7-４４-６１１２
☎０９４６-２２-４１8５
Ⓕ０９４６-２４-９２６０
☎０９４４-７２-２１１１
Ⓕ０９４４-７４-３２９５
☎０９３０-２３-２３７９
Ⓕ０９３０-２３-４８８０

・住宅相談コーナー
 （福岡県建築住宅センター内）
 ☎０９２-７２５-０８７６Ⓕ０９２-７１５-５２３０
 月～金：９時～１２時、１３時～１７時

①県行政・県民生活の意見、相談など
月～金：８時３０分～１７時１５分

②消費生活相談
（消費者トラブルの解決、多重債務相談など）

③住宅相談
（公的住宅情報や公的制度、マンション管理など）

⑥犯罪被害者等相談
（犯罪被害者の心のケア、支援機関への紹介など）

・県NPO・ボランティアセンター
 ☎０９２-６３１-４４１１Ⓕ０９２-６３１-４４１３
 月～金：９時～２０時
 日・祝（土曜除く）：９時～１７時

④NPO・ボランティア活動の相談

・福岡県国際交流センター
 日本語･英語･中国語･韓国語対応
 ☎０９２-７２５-９２００Ⓕ０９２-７２５-９２０６
 毎日：１０時～１９時

⑤在住外国人の生活などの相談

・県交通事故相談所
 ☎０９２-６４３-３１６８、０９２-６２２-０４０３
 ※Ⓕ生活安全課（０９２-６４３-３１６９）
 月～金（祝祭日を除く）：９時～１６時

⑦交通事故相談

・拳銃１１０番 
 ☎０１２０-１０-３７７４　２４時間受付

⑩違法銃器に関する情報提供

・女性の健康支援センター・不妊  
　専門相談センター
 以下の県保健福祉環境事務所内
 月～金：８時３０分～１７時１５分
宗像・遠賀
 
嘉穂・鞍手

北 筑 後

☎０９４０-３７-４０７０
Ⓕ０９４０-３６-６１０１
☎０９４８-２９-０２７７
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４６-２２-４２１１
Ⓕ０９４６-２４-９２６０

⑪暴力団に関する情報や相談

・ＮＰＯ法人はぁとスペース内
 ☎/Ⓕ０９２-６０９-９１１０
 月～金：１０時～１２時、１３時～１６時

・県精神保健福祉センター
 ☎０９２-５８２-７４００
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 月～金：９時～１２時、１３時～１６時
・ふくおか自殺予防ホットライン
 ☎０９２-５９２-０７８３
 年中無休・２４時間受付
・福岡いのちの電話
 ☎０９２-７４１-４３４３
 年中無休・２４時間受付
・北九州いのちの電話
 ☎０９３-６７１-４３４３
 年中無休・２４時間受付

⑧飲酒運転相談窓口

・にんしんSOSふくおか
 ☎０９２-６４２-０１１０
 メールによる相談
https://www.fukuoka-kango.or.jp
/kenmin/sos/
 毎日９時～１７時３０分（年末年始除く）

  

・児童相談所全国共通３桁ダイヤル
 １８９（いちはやく）
 年中無休・２４時間受付
・県内の児童相談所

・北九州市子ども総合センター
 ☎０９３-８８１-４１５２
 Ⓕ０９３-８８１-８１３０
・福岡市こども総合相談センター
 ☎０９２-８３３-３０００
 Ⓕ０９２-８３２-７８３０

☎０９２-５８６-００２３
Ⓕ０９２-５８６-００４４
☎０９４２-３２-４４５８
Ⓕ０９４２-３２-４４５９
☎０９４７-４２-０４９９
Ⓕ０９４７-４２-０４３９
☎０９４４-５４-２３４４
Ⓕ０９４４-５４-２３７４
☎０９４０-３７-３２５５
Ⓕ０９４０-３７-３２９９
☎０９７９-８４-０４０７
Ⓕ０９７９-８２-７５６０

福　岡

久留米

田　川

大牟田

宗　像

京　築

㉓妊娠・出産、赤ちゃん・子育て、
　思春期に関する相談

・警察安全相談コーナー
 ☎０９２-６４１-９１１０
 プッシュ回線＃９１１０　２４時間受付
 メールによる相談

⑨警察に対する相談・意見・要望

・福岡犯罪被害者総合サポートセンター
 福　岡　☎０９２-７３５-３１５６
 北九州　☎０９３-５８２-２７９６
 月～金：９時～１６時
・性暴力被害者支援センター・ふくおか
 ☎０９２-７６２-０７９９
 年中無休・２４時間受付

⑮認知症に関する医療相談
（専門的な診断など）

⑯心の健康相談・自殺予防相談
（さまざまな悩みや不安に関する相談） ㉔児童相談

（虐待や養育、障害に関する相談など）

  

・県指定認知症医療センター
 久留米大学病院（久留米市）
 ☎０９４２-３１-７９０３Ⓕ０９４２-３１-７７１６
 月～金：９時～１６時３０分
 牧病院（筑紫野市）　
 ☎０９２-９２２-２８５７Ⓕ０９２-９２２-５３１３
 月～土：９時～１６時
 ※電話相談は２４時間受付
 宗像病院（宗像市）　
 ☎０９４０-３６-２７７５Ⓕ０９４０-３６-３９３９
 月～金：９時～１７時、土：９時～１２  
　時３０分
 見立病院（田川市）　
 ☎０９４７-４６-２１６４Ⓕ０９４７-４６-２１６６
 月～金：８時３０分～１７時３０分
 ※電話相談は24時間受付
 国立病院機構大牟田病院（大牟田市）
 ☎/Ⓕ０９４４-５８-７２６５
 月～金：８時３０分～１７時
 水戸病院(志免町）　
 ☎０９２-９３５-００６６Ⓕ０９２-９３５-００４０
 月～金：９時～１７時、土：９時～１２時
 飯塚記念病院（飯塚市）
 ☎０９４８-２２-２５６５Ⓕ０９４８-２８-８１０９
 月～金：９時３０分～１７時
 直方中村病院（直方市）
 ☎０９４９-２６-１０１６Ⓕ０９４９-２６-１１６６
 月～金：９時～１７時、土：9時～12時
 朝倉記念病院（筑前町）
 ☎０９４６-２２-１０１４Ⓕ０９４６-２４-６４４６
 月～金：９時～１７時
 植田病院（筑後市）　
 ☎/Ⓕ０９４２-５３-５１８５
 月～金：９時～１７時
 行橋記念病院（行橋市）　
 ☎０９３０-２５-２１８４Ⓕ０９３０-２６-０５０６
 月～金：８時４５分～１７時３０分

子ども・教育

㉑福祉サービスに関する苦情等

㉒小児救急医療電話相談

㉘３０代チャレンジ応援センター（３０～３９歳）

㉙中高年就職支援センター（４０～６４歳）

・福　岡

・北九州

・筑　後

・筑　豊

月～金：８時３０分～１７時15分

☎０９２-７２５-４０３４
Ⓕ０９２-７１２-０４９７
☎０９３-５７１-６４４０
Ⓕ０９３-５９２-８５０５
☎０９４２-３８-７５７９
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１６８１
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

32子育て女性就職支援センター

・春日（福岡）

・飯塚

・久留米

☎０９２-５８４-３９３１
Ⓕ０９２-５８４-３９２３ 
☎０９４８-２１-０３９０
Ⓕ０９４８-２１-０３９１ 
Ⓕ０９４２-３２-１１４０

㉛ひとり親家庭等就業・自立支援センター

・各労働者支援事務所
 福　岡

 北九州

 筑　後

 筑　豊

月～金：８時３０分～１７時１５分
夜間電話相談：毎週水曜日１７時１５分～２０時

☎０９２-７３５-６１４９
Ⓕ092-７１２-０４９７
☎０９３-５９２-３５１６
Ⓕ０９３-５９２-８５０５
☎０９４２-３０-１０３４
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１１４９
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

34労働相談（ブラックバイトの相談など）

・福　岡

・北九州

・久留米

・飯　塚

月～金：９時３０分～１８時（飯塚の 　
み９時３０分～１２時、１３時～１８時） 

☎０９２-４３２-２５７７ 
Ⓕ０９２-４３２-２５１３ 
☎０９３-５１３-８１８８
Ⓕ０９３-５１３-８１９０
☎０９４２-３６-８３５５
Ⓕ０９４２-３６-８３５６
☎０９４８-２１-６０３２
Ⓕ０９４８-２１-６０３３

㉚県７０歳現役応援センター（概ね６０歳以上）

・福　岡

・北九州

・筑　後
・筑　豊
 　　　　　 Ⓕ０９４８-２６-６７１２
 月～金：１０時～１７時

☎/Ⓕ０９４２-３０-００８７
☎０９４８-２６-６７１１

☎０９２-７３９-３４０５
Ⓕ０９２-７３９-３４０８
☎０９３-５１２-１８７１
Ⓕ０９３-５１２-１８７２

㉗若者サポートステーション
（１５～３９歳・ニート等の自立支援）

・野の花（福岡市）　
 ☎０９２-８８５-９９８７Ⓕ０９２-８８５-９９８８
 平日：８時３０分～１７時３０分
・ちどり（古賀市）　
 ☎０９２-９４０-１２１２Ⓕ０９２-９４４-４４３２
 平日：８時４０分～１７時３０分
・はまゆう(宗像市)　
 ☎０９４０-３４-８２００Ⓕ０９４０-３４-８３００
 平日：８時３０分～１７時３０分
・ちくし(春日市)　
 ☎０９２-５９２-７７８９Ⓕ０９２-５８６-６６８９
 平日・祝日：９時～１８時
・ちくぜん（筑前町）　
 ☎０９４６-４２-６８０１Ⓕ０９４６-４２-６８０２
 平日：８時３０分～１７時３０分
・ぽるて(久留米市)　
 ☎０９４２-６５-８３６７Ⓕ０９４２-６５-８３７８
　平日：９時～１７時１５分
・デュナミス(八女市)
 ☎０９４３-５８-０１１３Ⓕ０９４３-５８-０１７３
 平日・祝日：９時～１７時、土曜日：９時～１２時３０分
・ほっとかん(大牟田市)　
 ☎０９４４-５７-７１６１Ⓕ０９４４-５７-７１６３
 平日：９時～１７時３０分
・BASARA(飯塚市)　
 ☎０９４８-２３-５５６０Ⓕ０９４８-２３-５７００
 平日：９時～１７時
・じゃんぷ(田川市)　
 ☎０９４７-２３-１１５０Ⓕ０９４７-４６-９５０６
 月～土：９時～１７時
・福岡県央(直方市)　
 ☎０９４９-２２-３６４５Ⓕ０９４９-２９-１２３９
 平日：９時～１８時
・北九州(北九州市戸畑区)
 ☎０９３-８７１-００３０Ⓕ０９３-８７１-００８３
 平日：８時３０分～１８時３０分
・エール(行橋市)　
 ☎０９３０-２５-７５１１Ⓕ０９３０-２５-７５１２
 平日：８時３０分～１７時３０分

33障害者就業・生活支援センター

⑫女性の健康、不妊などに関する相談

・各地域在宅医療支援センター 
 ☎県保健福祉（環境）事務所の  
　相談窓口から転送（①参照）   

⑭在宅医療に関する相談
・県摂食障害治療支援センター
 ☎/Ⓕ０９２-６４２-４８６９
 月、水、金（祝日を除く）：９時～１６時

⑱摂食障害に関する相談

⑳障害者虐待に関する相談

・県ひきこもり地域支援センター
 ☎０９２-５８２-７５３０
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 月～金：９時～１７時１５分

⑰ひきこもり相談

医療・福祉

・福　岡　☎０９２-７２０-８８３０
　　　　 Ⓕ０９２-７２５-１７７６
 月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時
・北九州　☎０９３-５３１-４５１０
 月～土：１０時～１８時
・筑　後　☎０９４２-３３-４４３５
 月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時
・筑　豊　☎０９４８-２３-１１４３
　月・火・木～土：１０時～１８時

就職相談窓口
㉖若者しごとサポートセンター（～２９歳）

暮らし

  

・県あすばる女性相談ホットライン
 ☎０９２-５８４-１２６６
 ９時～１７時、金曜日のみ１８時～ 
　２０時３０分も対応
・県配偶者からの暴力相談電話
 ☎０９２-６６３-８７２４
　月～金：１７時～２４時、土日祝：９時～２４時
 ※Ⓕ男女共同参画推進課
 （０９２-６４３-３３９２）

⑬女性が抱える悩み
（家庭、パートナーからの暴力などの相談）

・県障害者社会参加推進センター
 ☎/Ⓕ０９２-５８４-６１１０
 月～金：９時～１７時

⑲障害者１１０番
（福祉、保健、法律問題などの心配や悩み）

・県障害者権利擁護センター
 ☎０９２-６４３-３３１２
 月～金：８時３０分～１７時１５分
 ☎０８０-８５７４-７２３４
 月～金：１７時１５分～２１時
 Ⓕ０９２-６４３-３３０４

・県運営適正化委員会
 ☎０９２-９１５-３５１1
 Ⓕ０９２-５８４-３７９０
 月～金：９時～１７時

・プッシュ回線　＃８０００
・福　岡　☎０９２-６６１-０７７１
・北九州　☎０９３-６６２-６７００
・筑　豊　☎０９４８-２３-８２７０
・筑　後　☎０９４２-３７-６１１６
 月～金：１９時～翌朝７時
 土：１２時～翌朝７時
 日・祝：７時～翌朝７時

㉕学校生活に関する相談など

・子どもホットライン２４
各教育事務所
 福　岡　☎０９２-６４１-９９９９
 北九州　☎０９４９-２４-３３４４
 北筑後　☎０９４２-３２-３０００
 南筑後　☎０９４２-５２-４９４９
 筑　豊　☎０９４８-２５-３４３４
 京　築　☎０９７９-８２-４４４４
 ※Ⓕ義務教育課（０９２-６４３-３９１２）

・匿名通報ダイヤル ☎０１２０-９２４-８３９
 月～金：９時３０分～１８時１５分
 [ウェブ匿名通報]
 https://www.tokumei24.jp
・県暴力追放運動推進センター
　（暴力団員などからの不当な行為 
　に関する相談など）
 ☎０９２-６５１-８９３８Ⓕ０９２-６５１-８９８８
 月～金：９時３０分～１６時３０分

https://www.police.pref.fukuo
ka.jp/mailform/soudan.html

（平成２８年２月現在）

☎０９２-７２０-８８３１
Ⓕ０９２-２９２-１７７６
月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時

☎０９２-２９２-９２５０
Ⓕ０９２-２９２-９２４７
月～金：９時３０分～１８時

☎/

FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS 0706 FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS



福岡県の主な相談窓口です。　お気軽にご相談ください。※「年中無休」の記載がないものは、年末年始や祝日は休みの場合があります。各窓口にご確認ください。
　☎電話番号　Ⓕファクス番号ふくおか相談窓口 保存版

・県消費生活センター　
 ☎０９２-６３２-０９９９Ⓕ０９２-６３２-０３２２
 月～金：９時～１６時３０分、日：１０時～１６時
・多重債務者生活再生相談窓口(グリー  
　ンコープ生協ふくおか内）
 ☎０９２-４８２-７７８８Ⓕ０９２-４８２-７７７４
 月～土：９時３０分～１８時

・県民相談室 ☎０９２-６４３-３３３３
　　　　　　Ⓕ０９２-６４３-３１０７
・北九州県民情報コーナー 
 ☎/Ⓕ０９３-５８１-４９３４
・県保健福祉（環境）事務所
筑　紫

粕　屋

糸　島

宗像・遠賀

嘉穂・鞍手

田　川

北筑後

南筑後

京　築

☎０９２-５１３-５６１０
Ⓕ０９２-５１３-５５９８
☎０９２-９３９-１５２９
Ⓕ０９２-９３９-１１８６
☎０９２-３２２-５１８６
Ⓕ０９２-３２２-９２５２
☎０９４０-３６-２０４５
Ⓕ０９４０-３６-２５９２
☎０９４８-２１-４８７６
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４７-４２-９３１３
Ⓕ０９４7-４４-６１１２
☎０９４６-２２-４１8５
Ⓕ０９４６-２４-９２６０
☎０９４４-７２-２１１１
Ⓕ０９４４-７４-３２９５
☎０９３０-２３-２３７９
Ⓕ０９３０-２３-４８８０

・住宅相談コーナー
 （福岡県建築住宅センター内）
 ☎０９２-７２５-０８７６Ⓕ０９２-７１５-５２３０
 月～金：９時～１２時、１３時～１７時

①県行政・県民生活の意見、相談など
月～金：８時３０分～１７時１５分

②消費生活相談
（消費者トラブルの解決、多重債務相談など）

③住宅相談
（公的住宅情報や公的制度、マンション管理など）

⑥犯罪被害者等相談
（犯罪被害者の心のケア、支援機関への紹介など）

・県NPO・ボランティアセンター
 ☎０９２-６３１-４４１１Ⓕ０９２-６３１-４４１３
 月～金：９時～２０時
 日・祝（土曜除く）：９時～１７時

④NPO・ボランティア活動の相談

・福岡県国際交流センター
 日本語･英語･中国語･韓国語対応
 ☎０９２-７２５-９２００Ⓕ０９２-７２５-９２０６
 毎日：１０時～１９時

⑤在住外国人の生活などの相談

・県交通事故相談所
 ☎０９２-６４３-３１６８、０９２-６２２-０４０３
 ※Ⓕ生活安全課（０９２-６４３-３１６９）
 月～金（祝祭日を除く）：９時～１６時

⑦交通事故相談

・拳銃１１０番 
 ☎０１２０-１０-３７７４　２４時間受付

⑩違法銃器に関する情報提供

・女性の健康支援センター・不妊  
　専門相談センター
 以下の県保健福祉環境事務所内
 月～金：８時３０分～１７時１５分
宗像・遠賀
 
嘉穂・鞍手

北 筑 後

☎０９４０-３７-４０７０
Ⓕ０９４０-３６-６１０１
☎０９４８-２９-０２７７
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４６-２２-４２１１
Ⓕ０９４６-２４-９２６０

⑪暴力団に関する情報や相談

・ＮＰＯ法人はぁとスペース内
 ☎/Ⓕ０９２-６０９-９１１０
 月～金：１０時～１２時、１３時～１６時

・県精神保健福祉センター
 ☎０９２-５８２-７４００
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 月～金：９時～１２時、１３時～１６時
・ふくおか自殺予防ホットライン
 ☎０９２-５９２-０７８３
 年中無休・２４時間受付
・福岡いのちの電話
 ☎０９２-７４１-４３４３
 年中無休・２４時間受付
・北九州いのちの電話
 ☎０９３-６７１-４３４３
 年中無休・２４時間受付

⑧飲酒運転相談窓口

・にんしんSOSふくおか
 ☎０９２-６４２-０１１０
 メールによる相談
https://www.fukuoka-kango.or.jp
/kenmin/sos/
 毎日９時～１７時３０分（年末年始除く）

  

・児童相談所全国共通３桁ダイヤル
 １８９（いちはやく）
 年中無休・２４時間受付
・県内の児童相談所

・北九州市子ども総合センター
 ☎０９３-８８１-４１５２
 Ⓕ０９３-８８１-８１３０
・福岡市こども総合相談センター
 ☎０９２-８３３-３０００
 Ⓕ０９２-８３２-７８３０

☎０９２-５８６-００２３
Ⓕ０９２-５８６-００４４
☎０９４２-３２-４４５８
Ⓕ０９４２-３２-４４５９
☎０９４７-４２-０４９９
Ⓕ０９４７-４２-０４３９
☎０９４４-５４-２３４４
Ⓕ０９４４-５４-２３７４
☎０９４０-３７-３２５５
Ⓕ０９４０-３７-３２９９
☎０９７９-８４-０４０７
Ⓕ０９７９-８２-７５６０

福　岡

久留米

田　川

大牟田

宗　像

京　築

㉓妊娠・出産、赤ちゃん・子育て、
　思春期に関する相談

・警察安全相談コーナー
 ☎０９２-６４１-９１１０
 プッシュ回線＃９１１０　２４時間受付
 メールによる相談

⑨警察に対する相談・意見・要望

・福岡犯罪被害者総合サポートセンター
 福　岡　☎０９２-７３５-３１５６
 北九州　☎０９３-５８２-２７９６
 月～金：９時～１６時
・性暴力被害者支援センター・ふくおか
 ☎０９２-７６２-０７９９
 年中無休・２４時間受付

⑮認知症に関する医療相談
（専門的な診断など）

⑯心の健康相談・自殺予防相談
（さまざまな悩みや不安に関する相談） ㉔児童相談

（虐待や養育、障害に関する相談など）

  

・県指定認知症医療センター
 久留米大学病院（久留米市）
 ☎０９４２-３１-７９０３Ⓕ０９４２-３１-７７１６
 月～金：９時～１６時３０分
 牧病院（筑紫野市）　
 ☎０９２-９２２-２８５７Ⓕ０９２-９２２-５３１３
 月～土：９時～１６時
 ※電話相談は２４時間受付
 宗像病院（宗像市）　
 ☎０９４０-３６-２７７５Ⓕ０９４０-３６-３９３９
 月～金：９時～１７時、土：９時～１２  
　時３０分
 見立病院（田川市）　
 ☎０９４７-４６-２１６４Ⓕ０９４７-４６-２１６６
 月～金：８時３０分～１７時３０分
 ※電話相談は24時間受付
 国立病院機構大牟田病院（大牟田市）
 ☎/Ⓕ０９４４-５８-７２６５
 月～金：８時３０分～１７時
 水戸病院(志免町）　
 ☎０９２-９３５-００６６Ⓕ０９２-９３５-００４０
 月～金：９時～１７時、土：９時～１２時
 飯塚記念病院（飯塚市）
 ☎０９４８-２２-２５６５Ⓕ０９４８-２８-８１０９
 月～金：９時３０分～１７時
 直方中村病院（直方市）
 ☎０９４９-２６-１０１６Ⓕ０９４９-２６-１１６６
 月～金：９時～１７時、土：9時～12時
 朝倉記念病院（筑前町）
 ☎０９４６-２２-１０１４Ⓕ０９４６-２４-６４４６
 月～金：９時～１７時
 植田病院（筑後市）　
 ☎/Ⓕ０９４２-５３-５１８５
 月～金：９時～１７時
 行橋記念病院（行橋市）　
 ☎０９３０-２５-２１８４Ⓕ０９３０-２６-０５０６
 月～金：８時４５分～１７時３０分

子ども・教育

㉑福祉サービスに関する苦情等

㉒小児救急医療電話相談

㉘３０代チャレンジ応援センター（３０～３９歳）

㉙中高年就職支援センター（４０～６４歳）

・福　岡

・北九州

・筑　後

・筑　豊

月～金：８時３０分～１７時15分

☎０９２-７２５-４０３４
Ⓕ０９２-７１２-０４９７
☎０９３-５７１-６４４０
Ⓕ０９３-５９２-８５０５
☎０９４２-３８-７５７９
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１６８１
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

32子育て女性就職支援センター

・春日（福岡）

・飯塚

・久留米

☎０９２-５８４-３９３１
Ⓕ０９２-５８４-３９２３ 
☎０９４８-２１-０３９０
Ⓕ０９４８-２１-０３９１ 
Ⓕ０９４２-３２-１１４０

㉛ひとり親家庭等就業・自立支援センター

・各労働者支援事務所
 福　岡

 北九州

 筑　後

 筑　豊

月～金：８時３０分～１７時１５分
夜間電話相談：毎週水曜日１７時１５分～２０時

☎０９２-７３５-６１４９
Ⓕ092-７１２-０４９７
☎０９３-５９２-３５１６
Ⓕ０９３-５９２-８５０５
☎０９４２-３０-１０３４
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１１４９
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

34労働相談（ブラックバイトの相談など）

・福　岡

・北九州

・久留米

・飯　塚

月～金：９時３０分～１８時（飯塚の 　
み９時３０分～１２時、１３時～１８時） 

☎０９２-４３２-２５７７ 
Ⓕ０９２-４３２-２５１３ 
☎０９３-５１３-８１８８
Ⓕ０９３-５１３-８１９０
☎０９４２-３６-８３５５
Ⓕ０９４２-３６-８３５６
☎０９４８-２１-６０３２
Ⓕ０９４８-２１-６０３３

㉚県７０歳現役応援センター（概ね６０歳以上）

・福　岡

・北九州

・筑　後
・筑　豊
 　　　　　 Ⓕ０９４８-２６-６７１２
 月～金：１０時～１７時

☎/Ⓕ０９４２-３０-００８７
☎０９４８-２６-６７１１

☎０９２-７３９-３４０５
Ⓕ０９２-７３９-３４０８
☎０９３-５１２-１８７１
Ⓕ０９３-５１２-１８７２

㉗若者サポートステーション
（１５～３９歳・ニート等の自立支援）

・野の花（福岡市）　
 ☎０９２-８８５-９９８７Ⓕ０９２-８８５-９９８８
 平日：８時３０分～１７時３０分
・ちどり（古賀市）　
 ☎０９２-９４０-１２１２Ⓕ０９２-９４４-４４３２
 平日：８時４０分～１７時３０分
・はまゆう(宗像市)　
 ☎０９４０-３４-８２００Ⓕ０９４０-３４-８３００
 平日：８時３０分～１７時３０分
・ちくし(春日市)　
 ☎０９２-５９２-７７８９Ⓕ０９２-５８６-６６８９
 平日・祝日：９時～１８時
・ちくぜん（筑前町）　
 ☎０９４６-４２-６８０１Ⓕ０９４６-４２-６８０２
 平日：８時３０分～１７時３０分
・ぽるて(久留米市)　
 ☎０９４２-６５-８３６７Ⓕ０９４２-６５-８３７８
　平日：９時～１７時１５分
・デュナミス(八女市)
 ☎０９４３-５８-０１１３Ⓕ０９４３-５８-０１７３
 平日・祝日：９時～１７時、土曜日：９時～１２時３０分
・ほっとかん(大牟田市)　
 ☎０９４４-５７-７１６１Ⓕ０９４４-５７-７１６３
 平日：９時～１７時３０分
・BASARA(飯塚市)　
 ☎０９４８-２３-５５６０Ⓕ０９４８-２３-５７００
 平日：９時～１７時
・じゃんぷ(田川市)　
 ☎０９４７-２３-１１５０Ⓕ０９４７-４６-９５０６
 月～土：９時～１７時
・福岡県央(直方市)　
 ☎０９４９-２２-３６４５Ⓕ０９４９-２９-１２３９
 平日：９時～１８時
・北九州(北九州市戸畑区)
 ☎０９３-８７１-００３０Ⓕ０９３-８７１-００８３
 平日：８時３０分～１８時３０分
・エール(行橋市)　
 ☎０９３０-２５-７５１１Ⓕ０９３０-２５-７５１２
 平日：８時３０分～１７時３０分

33障害者就業・生活支援センター

⑫女性の健康、不妊などに関する相談

・各地域在宅医療支援センター 
 ☎県保健福祉（環境）事務所の  
　相談窓口から転送（①参照）   

⑭在宅医療に関する相談
・県摂食障害治療支援センター
 ☎/Ⓕ０９２-６４２-４８６９
 月、水、金（祝日を除く）：９時～１６時

⑱摂食障害に関する相談

⑳障害者虐待に関する相談

・県ひきこもり地域支援センター
 ☎０９２-５８２-７５３０
 Ⓕ０９２-５８２-７５０５
 月～金：９時～１７時１５分

⑰ひきこもり相談

医療・福祉

・福　岡　☎０９２-７２０-８８３０
　　　　 Ⓕ０９２-７２５-１７７６
 月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時
・北九州　☎０９３-５３１-４５１０
 月～土：１０時～１８時
・筑　後　☎０９４２-３３-４４３５
 月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時
・筑　豊　☎０９４８-２３-１１４３
　月・火・木～土：１０時～１８時

就職相談窓口
㉖若者しごとサポートセンター（～２９歳）

暮らし

  

・県あすばる女性相談ホットライン
 ☎０９２-５８４-１２６６
 ９時～１７時、金曜日のみ１８時～ 
　２０時３０分も対応
・県配偶者からの暴力相談電話
 ☎０９２-６６３-８７２４
　月～金：１７時～２４時、土日祝：９時～２４時
 ※Ⓕ男女共同参画推進課
 （０９２-６４３-３３９２）

⑬女性が抱える悩み
（家庭、パートナーからの暴力などの相談）

・県障害者社会参加推進センター
 ☎/Ⓕ０９２-５８４-６１１０
 月～金：９時～１７時

⑲障害者１１０番
（福祉、保健、法律問題などの心配や悩み）

・県障害者権利擁護センター
 ☎０９２-６４３-３３１２
 月～金：８時３０分～１７時１５分
 ☎０８０-８５７４-７２３４
 月～金：１７時１５分～２１時
 Ⓕ０９２-６４３-３３０４

・県運営適正化委員会
 ☎０９２-９１５-３５１1
 Ⓕ０９２-５８４-３７９０
 月～金：９時～１７時

・プッシュ回線　＃８０００
・福　岡　☎０９２-６６１-０７７１
・北九州　☎０９３-６６２-６７００
・筑　豊　☎０９４８-２３-８２７０
・筑　後　☎０９４２-３７-６１１６
 月～金：１９時～翌朝７時
 土：１２時～翌朝７時
 日・祝：７時～翌朝７時

㉕学校生活に関する相談など

・子どもホットライン２４
各教育事務所
 福　岡　☎０９２-６４１-９９９９
 北九州　☎０９４９-２４-３３４４
 北筑後　☎０９４２-３２-３０００
 南筑後　☎０９４２-５２-４９４９
 筑　豊　☎０９４８-２５-３４３４
 京　築　☎０９７９-８２-４４４４
 ※Ⓕ義務教育課（０９２-６４３-３９１２）

・匿名通報ダイヤル ☎０１２０-９２４-８３９
 月～金：９時３０分～１８時１５分
 [ウェブ匿名通報]
 https://www.tokumei24.jp
・県暴力追放運動推進センター
　（暴力団員などからの不当な行為 
　に関する相談など）
 ☎０９２-６５１-８９３８Ⓕ０９２-６５１-８９８８
 月～金：９時３０分～１６時３０分

https://www.police.pref.fukuo
ka.jp/mailform/soudan.html

（平成２８年２月現在）

☎０９２-７２０-８８３１
Ⓕ０９２-２９２-１７７６
月～金：１０時～１９時、土日祝：１０時～１７時

☎０９２-２９２-９２５０
Ⓕ０９２-２９２-９２４７
月～金：９時３０分～１８時

☎/
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〈日時〉３月１９日（土）１３時～１６時
〈場所〉石橋文化センター共同
ホール（久留米市野中町）
〈内容〉防災知識や地域住民の連
携に関する講演、県防災賞等表彰
式など
〈定員〉４６７人※参加無料、先着順
〈申込締切〉３月１８日（金）１３時
〈申し込み・問い合わせ〉
消防防災指導課
☎０９２-６４３-３１１３Ⓕ０９２-６４３-３１１７
http://www.bousai.pref.

fukuoka.jp/
……………………………………

世界各国の青年との交流を通じて、
相互理解と友好を深め、広い国際的
視野を養い、さまざまな分野で活躍
できる青年の育成を目指すプログラ
ムです。
〈訪問先〉アジア、ヨーロッパなど
〈募集年齢〉１８～３０歳（青年社会活
動コアリーダー育成プログラムは
２３～４０歳）※自己負担あり
〈申込締切〉３月２３日（水）必着
〈申し込み・問い合わせ〉青少年課
☎０９２-６４３-３３８７Ⓕ０９２-６４３-３３８９
……………………………………

〈対象〉訪問看護に従事して３年未満
の看護職員（従事予定者を含む）
〈期間〉６月１日（水）～１０月５日（水）
の間に２５日間実施
〈時間〉９時３０分～１６時３０分
〈場所〉
【講義・演習】ナースプラザ福岡（福
岡市東区馬出）
【実習】県内訪問看護ステーション、
保健所、地域包括支援センター、保
健・福祉施設など
〈定員〉５０人
〈参加費用〉５万円（資料代など）
〈申込締切〉４月２８日（木）　　
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県ナースセンター
☎０９２-６３１-１２２１Ⓕ０９２-６３１-１２２３
　　https://www.fukuoka-kango.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/

【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

世界各国の青年と交流しませんか
（内閣府青年国際交流事業）

訪問看護師養成講習会

九州・山口の魅力ある１２０社が集ま
る合同会社説明会・面接会を東京
で開催します。関東にお住まいのお
子さん、友人におすすめです ！
※参加無料、申込不要
※面接希望者（平成２９年３月卒業
予定者は対象外）は事前申込・登録
が必要。
〈対象〉平成２９年３月および平成
２８年３月大学等卒業予定者、４０歳
未満のＵＩＪターン就職希望者
〈日時〉３月２１日（月・祝）
【説明会】１２時～１７時
【面接会】１７時１５分～２０時
〈場所〉東京ドームシティプリズム
ホール（東京都文京区後楽）
〈問い合わせ〉労働政策課
☎０９２-６４３-３５９２Ⓕ０９２-６４３-３５８８
……………………………………

募　集

九州・山口UIJターン
就職応援フェア

教育職員免許状の更新対象者が
免許状を更新するためには、更新
講習を受講・修了し、免許管理者
に申請を行う必要があります。
なお、平成２８年４月から講習内
容が必修・選択必修・選択の３領
域に変わります（経過措置あり）。
具体的な講習内容は、文部科学
省や講習を開設する大学、県の
ホームページなどでご確認くだ
さい。
〈問い合わせ〉教職員課
☎０９２-６４３-３８９１Ⓕ０９２-６４３-３８９６
……………………………………

教育職員免許状の更新

退職などにより、会社の健康保険
の被保険者でなくなったときは、国
民健康保険の加入の届け出が必要
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、資格喪失の届け出
が必要です。届け出は理由が生じ
た日から１４日以内に、お住まいの
市区町村の窓口で行ってください。
〈問い合わせ〉市区町村の国民健康
保険担当課、県医療保険課
☎０９２-６４３-３３００Ⓕ０９２-６４３-３３０３
……………………………………

国民健康保険の加入、資格喪失は
届け出が必要です

一級建築士の資格を持ち、住宅に
関する広い知識を備えた相談員が、
住まいについての相談をお受けし
ます。マンションの建替や敷地売却
などに関する相談も可能です。
〈問い合わせ〉住宅リフォーム・紛争
処理支援センター
☎０５７０-０１６-１００(ＰＨＳ、一部ＩＰ電
話の場合は、☎０３-３５５６-５１４７)

……………………………………

住まいの相談窓口
「住まいるダイヤル」

家庭で使う電気は、これまで各地
域の電力会社からのみ購入できま
したが、４月から、国の登録を受け
た事業者からも購入できるように
なります。事業者には、契約を結ぶ
際に、電気料金や解約時の条件な
どを消費者に説明することが義務
付けられています。よく確認して契
約を結びましょう。
〈問い合わせ〉
①電力の小売自由化の制度など
　経済産業省電力自由化お問い合
　わせ窓口
　☎０５７０-０２８-５５５ 
　県エネルギー政策室
　☎０９２-６４３-３１４８Ⓕ０９２-６４３-３１６０
②契約締結時のトラブルなど
　経済産業省電力取引監視等委員会
　☎０３-３５０１-５７２５
　*dentorii@meti.go.jp
　　　　http://www.emsc.meti.go.jp/
……………………………………

電力小売の全面自由化が
始まります！

お知らせ 催　し

〈日時〉５月１５日（日）午前０時から
〈回数券の払戻し期間・場所〉
５月１５日（日）～１１月３０日（水）
冷水道路料金所（筑紫野市山家）
〈問い合わせ〉
福岡県道路公社
☎０９２-６４１-０１０３Ⓕ０９２-６４１-０２０２
　 http://www.fukuoka-dk.jp/
……………………………………

東日本大震災の発生から、間も
なく５年になろうとしています。
福岡県の皆さまには、ご寄付や
ボランティア活動、応援職員の
派遣など心温まるご支援を賜
り、心よりお礼申し上げます。
復興への道のりはまだ長く続き
ますが、復興に向かって進む宮
城県をこれからも見守ってくだ
さいますよう、よろしくお願いい
たします。

〈問い合わせ〉
宮城県震災復興推進課
☎０２２-２１１-２４４３Ⓕ０２２-２１１-２４９３

復興の様子や各地の取り組みを発信しています

冷水道路が無料になります！

宮城県からのお知らせ

福岡県では危険ドラッグなどの
薬物の危険性を知ってもらうた
め、若者向けの啓発サイトを開
設しました。
「違法薬物は買わない、使わない、
かかわらない」福岡県から薬物乱
用をなくしましょう。

〈問い合わせ〉
薬務課
☎０９２-６４３-３２８７
Ⓕ０９２-６４３-３３０５

薬物乱用防止啓発サイト
を開設しました

子宮頸がん予防ワクチンには、子
宮頸がんの原因となるウイルス
に感染することを防ぐ効果があり
ますが、接種後に、ワクチンとの
因果関係を否定できない持続的
な痛みなどの症状が現れること
があります。
県では、総合相談窓口を設置して
います。
お気軽にご相談ください。

〈問い合わせ〉
保健衛生課
☎０９２-６４３-３２６８Ⓕ０９２-６４３-３２８２
……………………………………

子宮頸がん予防ワクチンに
ついてご相談ください

HP

HP

HP

福岡県地域防災シンポジウム

５月１日、２日に開催されるG7北
九州エネルギー大臣会合を前に、
県内の中学生、高校生が、エネル
ギーについて議論します。
〈日時〉４月１７日（日）１４時～１６時３０分
〈場所〉北九州国際会議場（北九
州市小倉北区浅野）
〈内容〉中学生・高校生による発表、
北九州産業学術推進機構理事長
國武豊喜さんによる講演など
〈定員〉５００人※参加無料、先着順
〈申込締切〉４月８日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉北九州市エ
ネルギー大臣会合推進室
☎０９３-５８２-２８１３Ⓕ０９３-５９１-２５６６

……………………………………

日本政府からユネスコに推薦
書が提出されました。
引き続き、平成２９年度の世界
遺産登録に向けた取り組みを
進めていきます。

ユースエネルギーサミット
北九州（YES北九州）

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と
関連遺産群」

ユネスコに推薦書提出！

福岡県の海外派遣事業（福岡県青
年の翼、世界に打って出る若者育
成事業など）に参加した若者たち
が海外研修で学んだことや感じた
こと、将来の夢などを語ります。
※参加無料、申込不要
〈日時〉３月２１日（月・祝）１３時～１７時
〈場所〉九州大学医学部百年講堂
（福岡市東区馬出）
〈問い合わせ〉青少年課
☎０９２-６４３-３３８７Ⓕ０９２-６４３-３３８９
……………………………………

ふくおか若者
魁（さきがけ）大会

会場内にある４つの謎を解いて、隠
された秘宝を見つけ出そう ！ 実際
の現場で使われている指紋や足跡
の鑑定などの科学捜査を学べる
「科学捜査展」も同時開催。
〈期間〉３月１２日（土）～５月８日（日）
〈場所〉青少年科学館（久留米市東
櫛原町）
〈問い合わせ〉青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６Ⓕ０９４２-３７-３７７０
http://www.science.pref.

fukuoka.jp
……………………………………

住み慣れた家で最期まで暮らす「在宅
ホスピス」について考えてみませんか？
〈日時〉３月２０日（日）１３時～１６時３０分
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央
区天神）
〈内容〉在宅医療の専門家によるミ
ニ講演や在宅療養に関する相談、在
宅ホスピス体験者と語り合うコー
ナーなど※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉ＮＰＯ法人緩和ケア
支援センターコミュニティ
☎０９２-８３４-６７４１Ⓕ０９２-８９４-５５８０
……………………………………

在宅ホスピスフェスタ
２０１６

県HP

県HP

HP

HP

☎電話番号　Ⓕファクス番号　*メールアドレス　　　ホームページHP

子宮頸がんワクチン 福岡県　検索

北九州エネルギー大臣会合　検索

住まいるダイヤル　検索

福岡県薬物乱用防止啓発サイト　検索
ココロプレス　検索

 

ご支援に感謝いたします

「名探偵コナン 謎解きチャレンジ　
隠された秘宝を見つけだせ！」＆

「科学捜査展」

 

絶対しない！ させない！ 許さない！

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

飲酒運転は、電話で「お金」は
すべて詐欺！

すぐに相談、１１０番！
福岡県警　ニセ電話　検索
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〈日時〉３月１９日（土）１３時～１６時
〈場所〉石橋文化センター共同
ホール（久留米市野中町）
〈内容〉防災知識や地域住民の連
携に関する講演、県防災賞等表彰
式など
〈定員〉４６７人※参加無料、先着順
〈申込締切〉３月１８日（金）１３時
〈申し込み・問い合わせ〉
消防防災指導課
☎０９２-６４３-３１１３Ⓕ０９２-６４３-３１１７
http://www.bousai.pref.

fukuoka.jp/
……………………………………

世界各国の青年との交流を通じて、
相互理解と友好を深め、広い国際的
視野を養い、さまざまな分野で活躍
できる青年の育成を目指すプログラ
ムです。
〈訪問先〉アジア、ヨーロッパなど
〈募集年齢〉１８～３０歳（青年社会活
動コアリーダー育成プログラムは
２３～４０歳）※自己負担あり
〈申込締切〉３月２３日（水）必着
〈申し込み・問い合わせ〉青少年課
☎０９２-６４３-３３８７Ⓕ０９２-６４３-３３８９
……………………………………

〈対象〉訪問看護に従事して３年未満
の看護職員（従事予定者を含む）
〈期間〉６月１日（水）～１０月５日（水）
の間に２５日間実施
〈時間〉９時３０分～１６時３０分
〈場所〉
【講義・演習】ナースプラザ福岡（福
岡市東区馬出）
【実習】県内訪問看護ステーション、
保健所、地域包括支援センター、保
健・福祉施設など
〈定員〉５０人
〈参加費用〉５万円（資料代など）
〈申込締切〉４月２８日（木）　　
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県ナースセンター
☎０９２-６３１-１２２１Ⓕ０９２-６３１-１２２３
　　https://www.fukuoka-kango.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/

【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

世界各国の青年と交流しませんか
（内閣府青年国際交流事業）

訪問看護師養成講習会

九州・山口の魅力ある１２０社が集ま
る合同会社説明会・面接会を東京
で開催します。関東にお住まいのお
子さん、友人におすすめです ！
※参加無料、申込不要
※面接希望者（平成２９年３月卒業
予定者は対象外）は事前申込・登録
が必要。
〈対象〉平成２９年３月および平成
２８年３月大学等卒業予定者、４０歳
未満のＵＩＪターン就職希望者
〈日時〉３月２１日（月・祝）
【説明会】１２時～１７時
【面接会】１７時１５分～２０時
〈場所〉東京ドームシティプリズム
ホール（東京都文京区後楽）
〈問い合わせ〉労働政策課
☎０９２-６４３-３５９２Ⓕ０９２-６４３-３５８８
……………………………………

募　集

九州・山口UIJターン
就職応援フェア

教育職員免許状の更新対象者が
免許状を更新するためには、更新
講習を受講・修了し、免許管理者
に申請を行う必要があります。
なお、平成２８年４月から講習内
容が必修・選択必修・選択の３領
域に変わります（経過措置あり）。
具体的な講習内容は、文部科学
省や講習を開設する大学、県の
ホームページなどでご確認くだ
さい。
〈問い合わせ〉教職員課
☎０９２-６４３-３８９１Ⓕ０９２-６４３-３８９６
……………………………………

教育職員免許状の更新

退職などにより、会社の健康保険
の被保険者でなくなったときは、国
民健康保険の加入の届け出が必要
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、資格喪失の届け出
が必要です。届け出は理由が生じ
た日から１４日以内に、お住まいの
市区町村の窓口で行ってください。
〈問い合わせ〉市区町村の国民健康
保険担当課、県医療保険課
☎０９２-６４３-３３００Ⓕ０９２-６４３-３３０３
……………………………………

国民健康保険の加入、資格喪失は
届け出が必要です

一級建築士の資格を持ち、住宅に
関する広い知識を備えた相談員が、
住まいについての相談をお受けし
ます。マンションの建替や敷地売却
などに関する相談も可能です。
〈問い合わせ〉住宅リフォーム・紛争
処理支援センター
☎０５７０-０１６-１００(ＰＨＳ、一部ＩＰ電
話の場合は、☎０３-３５５６-５１４７)

……………………………………

住まいの相談窓口
「住まいるダイヤル」

家庭で使う電気は、これまで各地
域の電力会社からのみ購入できま
したが、４月から、国の登録を受け
た事業者からも購入できるように
なります。事業者には、契約を結ぶ
際に、電気料金や解約時の条件な
どを消費者に説明することが義務
付けられています。よく確認して契
約を結びましょう。
〈問い合わせ〉
①電力の小売自由化の制度など
　経済産業省電力自由化お問い合
　わせ窓口
　☎０５７０-０２８-５５５ 
　県エネルギー政策室
　☎０９２-６４３-３１４８Ⓕ０９２-６４３-３１６０
②契約締結時のトラブルなど
　経済産業省電力取引監視等委員会
　☎０３-３５０１-５７２５
　*dentorii@meti.go.jp
　　　　http://www.emsc.meti.go.jp/
……………………………………

電力小売の全面自由化が
始まります！

お知らせ 催　し

〈日時〉５月１５日（日）午前０時から
〈回数券の払戻し期間・場所〉
５月１５日（日）～１１月３０日（水）
冷水道路料金所（筑紫野市山家）
〈問い合わせ〉
福岡県道路公社
☎０９２-６４１-０１０３Ⓕ０９２-６４１-０２０２
　 http://www.fukuoka-dk.jp/
……………………………………

東日本大震災の発生から、間も
なく５年になろうとしています。
福岡県の皆さまには、ご寄付や
ボランティア活動、応援職員の
派遣など心温まるご支援を賜
り、心よりお礼申し上げます。
復興への道のりはまだ長く続き
ますが、復興に向かって進む宮
城県をこれからも見守ってくだ
さいますよう、よろしくお願いい
たします。

〈問い合わせ〉
宮城県震災復興推進課
☎０２２-２１１-２４４３Ⓕ０２２-２１１-２４９３

復興の様子や各地の取り組みを発信しています

冷水道路が無料になります！

宮城県からのお知らせ

福岡県では危険ドラッグなどの
薬物の危険性を知ってもらうた
め、若者向けの啓発サイトを開
設しました。
「違法薬物は買わない、使わない、
かかわらない」福岡県から薬物乱
用をなくしましょう。

〈問い合わせ〉
薬務課
☎０９２-６４３-３２８７
Ⓕ０９２-６４３-３３０５

薬物乱用防止啓発サイト
を開設しました

子宮頸がん予防ワクチンには、子
宮頸がんの原因となるウイルス
に感染することを防ぐ効果があり
ますが、接種後に、ワクチンとの
因果関係を否定できない持続的
な痛みなどの症状が現れること
があります。
県では、総合相談窓口を設置して
います。
お気軽にご相談ください。

〈問い合わせ〉
保健衛生課
☎０９２-６４３-３２６８Ⓕ０９２-６４３-３２８２
……………………………………

子宮頸がん予防ワクチンに
ついてご相談ください

HP

HP

HP

福岡県地域防災シンポジウム

５月１日、２日に開催されるG7北
九州エネルギー大臣会合を前に、
県内の中学生、高校生が、エネル
ギーについて議論します。
〈日時〉４月１７日（日）１４時～１６時３０分
〈場所〉北九州国際会議場（北九
州市小倉北区浅野）
〈内容〉中学生・高校生による発表、
北九州産業学術推進機構理事長
國武豊喜さんによる講演など
〈定員〉５００人※参加無料、先着順
〈申込締切〉４月８日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉北九州市エ
ネルギー大臣会合推進室
☎０９３-５８２-２８１３Ⓕ０９３-５９１-２５６６

……………………………………

日本政府からユネスコに推薦
書が提出されました。
引き続き、平成２９年度の世界
遺産登録に向けた取り組みを
進めていきます。

ユースエネルギーサミット
北九州（YES北九州）

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と
関連遺産群」

ユネスコに推薦書提出！

福岡県の海外派遣事業（福岡県青
年の翼、世界に打って出る若者育
成事業など）に参加した若者たち
が海外研修で学んだことや感じた
こと、将来の夢などを語ります。
※参加無料、申込不要
〈日時〉３月２１日（月・祝）１３時～１７時
〈場所〉九州大学医学部百年講堂
（福岡市東区馬出）
〈問い合わせ〉青少年課
☎０９２-６４３-３３８７Ⓕ０９２-６４３-３３８９
……………………………………

ふくおか若者
魁（さきがけ）大会

会場内にある４つの謎を解いて、隠
された秘宝を見つけ出そう ！ 実際
の現場で使われている指紋や足跡
の鑑定などの科学捜査を学べる
「科学捜査展」も同時開催。
〈期間〉３月１２日（土）～５月８日（日）
〈場所〉青少年科学館（久留米市東
櫛原町）
〈問い合わせ〉青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６Ⓕ０９４２-３７-３７７０
http://www.science.pref.

fukuoka.jp
……………………………………

住み慣れた家で最期まで暮らす「在宅
ホスピス」について考えてみませんか？
〈日時〉３月２０日（日）１３時～１６時３０分
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央
区天神）
〈内容〉在宅医療の専門家によるミ
ニ講演や在宅療養に関する相談、在
宅ホスピス体験者と語り合うコー
ナーなど※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉ＮＰＯ法人緩和ケア
支援センターコミュニティ
☎０９２-８３４-６７４１Ⓕ０９２-８９４-５５８０
……………………………………

在宅ホスピスフェスタ
２０１６

県HP

県HP

HP

HP

☎電話番号　Ⓕファクス番号　*メールアドレス　　　ホームページHP

子宮頸がんワクチン 福岡県　検索

北九州エネルギー大臣会合　検索

住まいるダイヤル　検索

福岡県薬物乱用防止啓発サイト　検索
ココロプレス　検索

 

ご支援に感謝いたします

「名探偵コナン 謎解きチャレンジ　
隠された秘宝を見つけだせ！」＆

「科学捜査展」

 

絶対しない！ させない！ 許さない！

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

飲酒運転は、電話で「お金」は
すべて詐欺！

すぐに相談、１１０番！
福岡県警　ニセ電話　検索
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～九州芸文館の巻～
筑後市のJR筑後船小屋駅の目の前にある「九州芸文

館」は、今年４月で開館３周年！施設の近くには、福岡ソ

フトバンクホークスの新ファーム「ＨＡＷＫＳベース

ボールパーク筑後」も、今年３月に完成するよ！

今日は、九州芸文館の本田雅紀さんに施設の魅力や

開館３周年記念特別展について教えてもらったよ。

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。

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。

遠賀川リバーサイドパーク（直方市溝掘1-1-1地先）
直方チューリップフェア実行委員会
☎0949-28-8135　ファクス0949-28-8136

場
問

素戔嗚神社周辺（八女市黒木町黒木５-２）
八女市黒木支所産業経済課
☎０９４３-４２-１１１５　ファクス０９４３-４２-０１７２

遠賀川河川敷に咲き誇る約13万本のチューリップは
必見。春の訪れを全身で感じることができます。

のおがたチューリップフェア

赤村大内田区公民館（赤村内田）
赤村政策推進室
☎０９４７-６２-３０００　ファクス０９４７-６２-３００７

３５０年以上続く赤村の伝統芸能。鬼に捕まり大声で
泣く赤ん坊は元気に育つといわれています。

４月３０日（土）

４月２日（土）～１０日（日）（予定）

大内田岩戸神楽

遠賀総合運動公園（遠賀町広渡23-6）
遠賀町教育委員会生涯学習課
☎093-293-1234　ファクス093-293-0806

ジュニアダンスや和太鼓演奏、各種体験コーナーなど
子どもが楽しめるイベントが盛りだくさんです。

４月２９日（金・祝）
おんがこどもまつり

国の天然記念物、樹齢600年を超える黒木の大藤。
しだれ咲く何万もの紫藤の花房は圧巻です。

４月16日（土）～５月初旬
八女黒木大藤まつり

天拝公園、武蔵寺（筑紫野市武蔵）
筑紫野市祭「二日市温泉藤まつり」実行委員会
☎092-922-2421　ファクス092-555-6521

九州最古の寺、武蔵寺の「長者の藤」は必見。隣接する
天拝公園では各種イベントが催されます。

4月29日（金・祝）
二日市温泉　藤まつり　

伊野天照皇大神宮周辺（久山町猪野604）
久山町魅力づくり推進課
☎092-976-1111　ファクス092-976-2463

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

「九州のお伊勢さん」伊野天照皇大神宮で、満開の桜
に包まれ地元の産物やイベントが楽しめます。

３月２６日（土）～２７日（日）
ひさやま猪野さくら祭り

②のおがたチューリップフェア（直方市）

3
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宗像市　検索

アンケート　
今号の福岡県だよりで最も関心を持たれた記事を一つ選びお答えください。
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２８年３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。

: 県民情報広報課「福岡県だより３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

風味豊かでコクのある福岡県産牛乳
１００％で作られた「ふくおか県酪バ
ター」。濃縮された福岡県産牛乳のおい
しさを是非ご賞味ください。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

あ て 先
は が き
ファクス
電子申請
電子メール

1
2

3

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

「ふくおか県酪バター」
（〈２００g／個×６箱〉×５人）

プレゼントコーナー

6

福岡県広報部長

エコトン
が
ゆく！

トウヘイ鍋（宗像市大島）

九州芸文館   検索

【問い合わせ】 
九州芸文館　筑後市津島１１３１　
☎０９４２-５２-６４３５　ファクス０９４２-５２-６４７０

【開館３周年記念特別展】
世界にはばたく　髙鶴元と大・中・丹穂 親子展
国際的な陶芸一家による初の親子展。
数多くの陶芸・絵画・彫刻作品などが集まります。
開催期間：２月２６日（金）～３月２７日（日）

田島照久の全仕事展
ガンダム作品や尾崎豊のジャケットデザインなど幅広く
活躍。４０年間の作品の数々を展示します。
開催期間：４月２日（土）～５月８日（日）

九州芸文館

エコトン

エコトン：こんにち
は！不思議な形をし
た建物だね。
本田さん：三角形を
基調としたデザイ
ンで、周囲の自然に
溶け込むように設

計されているんだ。建物の設計には、世界的にも有名
な建築家、隈研吾さんが協力してくれたんだよ。
エコトン：ここでは、どんなことができるの？　
本田さん：芸術文化交流のために、芸術作品の展覧会
やイベントなどを開催しているんだけど、ただ美術品
を展示するだけじゃなくて、筑後地域を中心に活躍す
るアーティストから直接、絵画や書道などを教えても
らえる体験講座もあるんだ。
　工房スペースでは、筑後地域の船小屋鉱泉焼の陶
芸講座などが行われているよ。
エコトン：陶芸の体験講座もあるんだね！八女杉の香
り漂う教室は落ち着くな。

※受講には事前申し込みが必要です。

本田さん：今年は、開館３周年に加えて、ソフトバン
クホークスの新ファーム完成や九州新幹線開業５
周年記念など、関連のイベントや特別展が盛りだ
くさんだよ ！
エコトン：たくさんの人に来てほしいね。

フェスティバルパーク（糸田町2404）
糸田祇園山笠運行実行委員会
☎0947-26-4025　ファクス0947-26-1651

沖端水天宮周辺（柳川市稲荷町・沖端町）
柳川市観光案内所
☎0944-74-0891　ファクス0944-７２-９０１３

柳川の掘割に浮かぶ舟舞台「三神丸」で水天宮囃子
の演奏と大衆演劇が披露されます。

５月３日（火・祝）～５日（木・祝）
沖端水天宮祭

300年以上続く伝統行事。高さ9メートル、重さ約2
トンの飾り山笠が町内を練り歩きます。

5月14日（土）～15日（日）
糸田祇園山笠

場
問

場
問

ぶ ぞう じ

はやし

い   の  てんしょうこう たい  じん ぐう

おきのはたすいてんぐう 

こうのみなと

くま　けん　ご

ようはいしょ

▲体長は大きいもので２メートルを超
　えるものもある「トウヘイ」。秋～冬は
　脂がのっておいしく食べられます

◀甘めのみそとトウヘイの脂がよく合
　う鍋は、思わず箸がすすみます

「もっと『トウヘイ』の味が広まって、いずれは加工品づくり
などにもチャレンジしたい」と話す「民宿つわせ」の皆さん

　宗像市神湊港からフェリーで２５分、北西約７キロ
メートルに位置する大島。世界遺産候補の宗像大社中
津宮や沖津宮遙拝所などがあり、豊かな自然が残るこ
の島には、昔から食べられている食材「トウヘイ（クロ
アナゴ）」があります。ウナギに似た風貌の肉厚な魚で、
今も大島の家庭の食卓に上がっています。
唐揚げや湯引きなどさまざまなメニューの中でも

「トウヘイ鍋」は、祭りや行事などのときに家族や仲間
で囲む、いわばハレの日の料理。骨からスープをとり、
キャベツなどと一緒にみそ仕立てでいただきます。
「身だけでなく内臓と脂を一緒に入れるのがポイント。

問い合わせ
大島観光案内所（大島港フェリーターミナル1階）　
☎０９４０-７２-２２２６　ファクス０９４０-７２-２２２６
トウヘイ鍋は１１月～３月に島内の旅館や民宿で食べられます。
数に限りがありますので、まずは事前にお問い合わせください。

宗像大社中津宮や沖津宮遙拝所、九州オルレ 宗像・大島コースな
ど、観光情報はホームページ「宗像観光ガイド」をご覧ください。

心も体も温まりま
すよ」と「民宿つ
わせ」の古賀達也
さん。あっさりし
た白身にみそと
脂のコクが加わっ
て、独特の旨味が
口いっぱいに広
がります。
獲れる量が少なくさばき方も難しいため、なかなか

目にすることができないトウヘイ。大島でだけ受け継
がれてきた名物のトウヘイ鍋は一食の価値あり。大島
を訪れないと堪能できない地元の味を、潮風・波の音
を感じながら、お楽しみください。

食

ふ

くお
かの

赤村

直方市久山町

遠賀町

八女市 筑紫野市

柳川市 糸田町

すさの を

工房を見学するエコトン　

本田さん

10 FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS 11



～九州芸文館の巻～
筑後市のJR筑後船小屋駅の目の前にある「九州芸文

館」は、今年４月で開館３周年！施設の近くには、福岡ソ

フトバンクホークスの新ファーム「ＨＡＷＫＳベース

ボールパーク筑後」も、今年３月に完成するよ！

今日は、九州芸文館の本田雅紀さんに施設の魅力や

開館３周年記念特別展について教えてもらったよ。

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。

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。

遠賀川リバーサイドパーク（直方市溝掘1-1-1地先）
直方チューリップフェア実行委員会
☎0949-28-8135　ファクス0949-28-8136

場
問

素戔嗚神社周辺（八女市黒木町黒木５-２）
八女市黒木支所産業経済課
☎０９４３-４２-１１１５　ファクス０９４３-４２-０１７２

遠賀川河川敷に咲き誇る約13万本のチューリップは
必見。春の訪れを全身で感じることができます。

のおがたチューリップフェア

赤村大内田区公民館（赤村内田）
赤村政策推進室
☎０９４７-６２-３０００　ファクス０９４７-６２-３００７

３５０年以上続く赤村の伝統芸能。鬼に捕まり大声で
泣く赤ん坊は元気に育つといわれています。

４月３０日（土）

４月２日（土）～１０日（日）（予定）

大内田岩戸神楽

遠賀総合運動公園（遠賀町広渡23-6）
遠賀町教育委員会生涯学習課
☎093-293-1234　ファクス093-293-0806

ジュニアダンスや和太鼓演奏、各種体験コーナーなど
子どもが楽しめるイベントが盛りだくさんです。

４月２９日（金・祝）
おんがこどもまつり

国の天然記念物、樹齢600年を超える黒木の大藤。
しだれ咲く何万もの紫藤の花房は圧巻です。

４月16日（土）～５月初旬
八女黒木大藤まつり

天拝公園、武蔵寺（筑紫野市武蔵）
筑紫野市祭「二日市温泉藤まつり」実行委員会
☎092-922-2421　ファクス092-555-6521

九州最古の寺、武蔵寺の「長者の藤」は必見。隣接する
天拝公園では各種イベントが催されます。

4月29日（金・祝）
二日市温泉　藤まつり　

伊野天照皇大神宮周辺（久山町猪野604）
久山町魅力づくり推進課
☎092-976-1111　ファクス092-976-2463

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

「九州のお伊勢さん」伊野天照皇大神宮で、満開の桜
に包まれ地元の産物やイベントが楽しめます。

３月２６日（土）～２７日（日）
ひさやま猪野さくら祭り

②のおがたチューリップフェア（直方市）
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宗像市　検索

アンケート　
今号の福岡県だよりで最も関心を持たれた記事を一つ選びお答えください。
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２８年３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。

: 県民情報広報課「福岡県だより３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

風味豊かでコクのある福岡県産牛乳
１００％で作られた「ふくおか県酪バ
ター」。濃縮された福岡県産牛乳のおい
しさを是非ご賞味ください。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

あ て 先
は が き
ファクス
電子申請
電子メール

1
2

3

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

「ふくおか県酪バター」
（〈２００g／個×６箱〉×５人）

プレゼントコーナー

6

福岡県広報部長

エコトン
が
ゆく！

トウヘイ鍋（宗像市大島）

九州芸文館   検索

【問い合わせ】 
九州芸文館　筑後市津島１１３１　
☎０９４２-５２-６４３５　ファクス０９４２-５２-６４７０

【開館３周年記念特別展】
世界にはばたく　髙鶴元と大・中・丹穂 親子展
国際的な陶芸一家による初の親子展。
数多くの陶芸・絵画・彫刻作品などが集まります。
開催期間：２月２６日（金）～３月２７日（日）

田島照久の全仕事展
ガンダム作品や尾崎豊のジャケットデザインなど幅広く
活躍。４０年間の作品の数々を展示します。
開催期間：４月２日（土）～５月８日（日）

九州芸文館

エコトン

エコトン：こんにち
は！不思議な形をし
た建物だね。
本田さん：三角形を
基調としたデザイ
ンで、周囲の自然に
溶け込むように設

計されているんだ。建物の設計には、世界的にも有名
な建築家、隈研吾さんが協力してくれたんだよ。
エコトン：ここでは、どんなことができるの？　
本田さん：芸術文化交流のために、芸術作品の展覧会
やイベントなどを開催しているんだけど、ただ美術品
を展示するだけじゃなくて、筑後地域を中心に活躍す
るアーティストから直接、絵画や書道などを教えても
らえる体験講座もあるんだ。
　工房スペースでは、筑後地域の船小屋鉱泉焼の陶
芸講座などが行われているよ。
エコトン：陶芸の体験講座もあるんだね！八女杉の香
り漂う教室は落ち着くな。

※受講には事前申し込みが必要です。

本田さん：今年は、開館３周年に加えて、ソフトバン
クホークスの新ファーム完成や九州新幹線開業５
周年記念など、関連のイベントや特別展が盛りだ
くさんだよ ！
エコトン：たくさんの人に来てほしいね。

フェスティバルパーク（糸田町2404）
糸田祇園山笠運行実行委員会
☎0947-26-4025　ファクス0947-26-1651

沖端水天宮周辺（柳川市稲荷町・沖端町）
柳川市観光案内所
☎0944-74-0891　ファクス0944-７２-９０１３

柳川の掘割に浮かぶ舟舞台「三神丸」で水天宮囃子
の演奏と大衆演劇が披露されます。

５月３日（火・祝）～５日（木・祝）
沖端水天宮祭

300年以上続く伝統行事。高さ9メートル、重さ約2
トンの飾り山笠が町内を練り歩きます。

5月14日（土）～15日（日）
糸田祇園山笠

場
問

場
問

ぶ ぞう じ

はやし

い   の  てんしょうこう たい  じん ぐう

おきのはたすいてんぐう 

こうのみなと

くま　けん　ご

ようはいしょ

▲体長は大きいもので２メートルを超
　えるものもある「トウヘイ」。秋～冬は
　脂がのっておいしく食べられます

◀甘めのみそとトウヘイの脂がよく合
　う鍋は、思わず箸がすすみます

「もっと『トウヘイ』の味が広まって、いずれは加工品づくり
などにもチャレンジしたい」と話す「民宿つわせ」の皆さん

　宗像市神湊港からフェリーで２５分、北西約７キロ
メートルに位置する大島。世界遺産候補の宗像大社中
津宮や沖津宮遙拝所などがあり、豊かな自然が残るこ
の島には、昔から食べられている食材「トウヘイ（クロ
アナゴ）」があります。ウナギに似た風貌の肉厚な魚で、
今も大島の家庭の食卓に上がっています。
唐揚げや湯引きなどさまざまなメニューの中でも

「トウヘイ鍋」は、祭りや行事などのときに家族や仲間
で囲む、いわばハレの日の料理。骨からスープをとり、
キャベツなどと一緒にみそ仕立てでいただきます。
「身だけでなく内臓と脂を一緒に入れるのがポイント。

問い合わせ
大島観光案内所（大島港フェリーターミナル1階）　
☎０９４０-７２-２２２６　ファクス０９４０-７２-２２２６
トウヘイ鍋は１１月～３月に島内の旅館や民宿で食べられます。
数に限りがありますので、まずは事前にお問い合わせください。

宗像大社中津宮や沖津宮遙拝所、九州オルレ 宗像・大島コースな
ど、観光情報はホームページ「宗像観光ガイド」をご覧ください。

心も体も温まりま
すよ」と「民宿つ
わせ」の古賀達也
さん。あっさりし
た白身にみそと
脂のコクが加わっ
て、独特の旨味が
口いっぱいに広
がります。
獲れる量が少なくさばき方も難しいため、なかなか

目にすることができないトウヘイ。大島でだけ受け継
がれてきた名物のトウヘイ鍋は一食の価値あり。大島
を訪れないと堪能できない地元の味を、潮風・波の音
を感じながら、お楽しみください。
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直方市久山町

遠賀町

八女市 筑紫野市

柳川市 糸田町

すさの を

工房を見学するエコトン　

本田さん
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