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福岡県だより 通巻113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

県広報テレビ・ラジオ

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

福岡県　バナー　検索

この広報紙は再生紙を使用しています。　　

県人口／５,１０３,０２９人（平成２８年３月１日現在）
発　行／福岡県総務部県民情報広報課　　
印　刷／大成印刷株式会社エコトン

平成２８年度の福岡県予算が決定しました。

魅力ある雇用の場の確保や、出会い・結婚・子育て支援、未来を支える「人財」育成やだれもが安心し

て生活できる社会づくりなど、「福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略」に掲げた基本目標と「県民

幸福度日本一」の実現に向け、福岡県が重点的に取り組む事業を紹介します。

●福岡県ホームページ
　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
   バナー広告募集中
●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！
●Twitter(ツイッター）

アカウント
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●中小企業向け制度融資を充実 融資総枠 ６,８８４億円
を確保（うち新規融資枠 ３,２８５億円）
●グリーンアジア国際戦略総合特区に関連した設備
投資を支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000万円
●商品開発や販路開拓など中小・小規模企業をきめ細
かに支援［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,885万円
●付加価値の高い酒づくりを支援 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・807万円
●ものづくり企業の人材確保・育成を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２億4,609万円

■中小企業の支援

●水素エネルギー戦略を推進 ［２月補正］・・・・1,237万円
●北部九州自動車産業アジア先進拠点プロジェクトを
推進 ［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,804万円
●がんの超早期診断技術の実用化を支援 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360万円
●ものづくり中小企業の医療機器分野への参入を促進 
［２月補正］ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・323万円 

■成長産業の育成・集積

●水田農業の競争力を強化・・・・・・・・・・・・・2億2,971万円
●畜産の競争力を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・1億2,986万円
●活力ある高収益型園芸産地を育成 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14億5,000万円
●産地の収益力向上を促進（産地パワーアップ事業） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18億7,165万円
●競争力を強化する農業水利施設を整備 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15億4,010万円

■農林水産業の競争力強化

●本社機能の移転・拡充を促進・・・・・・・・・・・1,630万円
●企業誘致の受け皿となる工業用地を整備 ［工業用地
造成事業会計］ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・19億5,660万円

■戦略的企業誘致の推進

●首都圏等からの移住・定住を促進 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,868万円
●九州での就職を希望する留学生の就職を支援
  ［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,353万円

■地方創生人材の確保

●世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の保全活
用、「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の登録を
推進 ［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,685万円
●観光プロモーションを推進 ［２月補正］・・・・2,158万円
●海外に本県の魅力を発信 ［２月補正］・・・・3,811万円
●観光マーケティングを充実 
［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・1億471万円
●第９９回ライオンズクラブ
国際大会福岡大会の開催
を支援 ・・・・1,500万円 
●Ｇ７北九州エネルギー大臣
会合の開催を支援 
　・・・・・・・・・・・・・・・6,407万円
●ＴＧＣ北九州及び関連イベ
ントを開催 ・・・3,500万円

■本県の魅力発信と観光の振興

▲「秋王」

▲三池炭鉱宮原坑 ▲沖ノ島

▲「とんこつラーメン発祥の地
　福岡へ行こう！」キャンペーン

福岡県庁水素ステーション

「あまおう」▶

平成28年度　福岡県予算 景気の回復と魅力ある雇用の場の創出
「魅力ある雇用の場」をつくる。 地域の特性を活かした産業振興

地方創生は、計画段階からいよいよ肉付け・具体化の段階です。
平成２８年度の当初予算は、平成２７年度２月補正予算と一体となった１４か月予算とし
て編成し、「誰もが住み慣れたところで働き、安心して子どもを産み育て、長く元気で暮
らしていける地域社会」を目指し、６つの重点的テーマに取り組みます。
特に、景気の回復を確固たるものにし、若者が生まれ育った地域で働き、活躍できるよ

う、中小企業や農林水産業はじめ地域の実情に合った産業の振興に取り組みます。
大きな社会問題となっている子どもの貧困対策については、あらゆる施策を総動員

し、全庁挙げて「貧困の連鎖」を断ち切ってまいります。
引き続き、「現場主義」を貫き、「生活者の視点」に立ち、「温かみのある行政」を進めます。

一般会計当初予算　１兆８，０２６億円（前年比１．４％、２５７億円増　過去最大規模）

地方消費税増収分（平成28年度約４１６億円）は社会保障施策の充実・安定化に活用されています

●農林水産物のブランド力を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億1,107万円
●農林水産物輸出・インバウンド需要対策を強化 
　［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,574万円 
●農業就業者の確保対策を充実 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・992万円
●「福岡のり」採苗安定化技術を開発 ・・・・・６７５万円 
●全国豊かな海づくり大会の準備 ・・・・・・・・4,323万円 

財政改革推進プラン(26年度～28年度まで）の目標達成状況

歳出の概況

歳入の概況

社会保障費は、高齢化の進展等
に伴い、５５億円（１．８％）の増
公共事業費は、１３７億円（７．３％）
の増
１４か月予算においても、１１０億円
（５．４％）の増

県税等は、法人二税や地方消費
税が堅調であることから、２５７億
円（３．２％）の増
県債は、臨時財政対策債の縮減
により、１１１億円（４．７％）抑制

財政調整等三基金

県債（通常債）残高
［　］は２４年度末からの圧縮額
（　）は対前年度増減額

取崩し　０
（残高　４４１）

残高　２２，４３1
［圧縮　７８2］
（減少　４１）

プラン目標 ２８年度

・２８年度までに三基金の取崩しに頼らない財政運営を実現
　（２８年度末残高予定　４０５億円）

・２８年度末通常債残高を２４年度末に比べ５５０億円程度圧縮
・通常債残高を毎年度確実に減少させる

【充当した施策の主なもの】
●子ども・子育て分野
・保育所定員の拡大に伴う保育所運営費の増額
・一時預かり事業、延長保育事業、放課後児童クラブの  
　運営等への支援

自主財源
５６．５％

県税
６，３９５

（３５．５％）

義務的経費
５７．０％

人件費
４，９３３
（２７．４％）

社会保障費
３，１４０
（１７．４％）

公債費
２，１９１

（１２．２％）

災害復旧費
１２（０．１％）

＜単位：億円　（　）は構成比で％＞
※表示未満四捨五入の関係で、

積み上げと合計が一致しない箇所がある。

行政施策費
２，４５１

（１３．６％）

市町村交付金等
３，１０３

（１７．２％）

その他１７１（０．９％）

公共事業費
２，０２５

（１１．２％）

投資的経費
１１．３％

その他
３１．７％

地方消費税
清算金
１，９１２

（１０．６％）

諸収入
１，３７３
（７．６％）

繰入金２２１（１．２％）使用料手数料
１８０（１．０％）

その他
１０５（０．６％）

依存財源
４３．５％

国庫支出金
１，９７３

（１０．９％）

地方交付税
２，７７５

（１５．４％）

臨時財政
対策債

９４０（５．２％）

通常債
１，２９５
（７．２％）

県債２，２３５
（１２．４％）

地方譲与税
８２４（４．６％）

地方特例交付金１８（０．１％）

交通安全対策特別交付金
１６（０．１％）

目
標
達
成

○新

○新

○新
○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

●医療・介護分野
・国民健康保険等における低所得者の方々に対する保険
　料軽減措置の拡充
・難病対策における医療費助成の対象疾病の拡大

●子どもの貧困対策を強化
　「子どもの貧困対策推進計画」を策定。「教育支援」「生活
支援」「保護者に対する就労支援」「経済的支援」の 4 項目を
柱とした１０１事業（予算額７９０億円）に取り組みます。

●農林水産業の競争力を強化
　ＴＰＰ協定を踏まえ、本県農林水産業の持続的な発展が図
られるよう、競争力強化、収益力向上に向けて４０事業（予算
額９７億円）に取り組みます。

※残高は27年度最終予算を反映

(単位：億円）

○新　 は新しく取り組む事業です。予算額は万円未満四捨五入です。
［２月補正］は平成２７年度補正予算額、無印の金額は平成２８年度当初予算額です。

Pick up!

歳出歳入
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●中小企業向け制度融資を充実 融資総枠 ６,８８４億円
を確保（うち新規融資枠 ３,２８５億円）
●グリーンアジア国際戦略総合特区に関連した設備
投資を支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000万円
●商品開発や販路開拓など中小・小規模企業をきめ細
かに支援［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,885万円
●付加価値の高い酒づくりを支援 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・807万円
●ものづくり企業の人材確保・育成を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２億4,609万円

■中小企業の支援

●水素エネルギー戦略を推進 ［２月補正］・・・・1,237万円
●北部九州自動車産業アジア先進拠点プロジェクトを
推進 ［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,804万円
●がんの超早期診断技術の実用化を支援 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360万円
●ものづくり中小企業の医療機器分野への参入を促進 
［２月補正］ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・323万円 

■成長産業の育成・集積

●水田農業の競争力を強化・・・・・・・・・・・・・2億2,971万円
●畜産の競争力を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・1億2,986万円
●活力ある高収益型園芸産地を育成 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14億5,000万円
●産地の収益力向上を促進（産地パワーアップ事業） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18億7,165万円
●競争力を強化する農業水利施設を整備 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15億4,010万円

■農林水産業の競争力強化

●本社機能の移転・拡充を促進・・・・・・・・・・・1,630万円
●企業誘致の受け皿となる工業用地を整備 ［工業用地
造成事業会計］ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・19億5,660万円

■戦略的企業誘致の推進

●首都圏等からの移住・定住を促進 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,868万円
●九州での就職を希望する留学生の就職を支援
  ［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,353万円

■地方創生人材の確保

●世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の保全活
用、「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の登録を
推進 ［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,685万円
●観光プロモーションを推進 ［２月補正］・・・・2,158万円
●海外に本県の魅力を発信 ［２月補正］・・・・3,811万円
●観光マーケティングを充実 
［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・1億471万円
●第９９回ライオンズクラブ
国際大会福岡大会の開催
を支援 ・・・・1,500万円 
●Ｇ７北九州エネルギー大臣
会合の開催を支援 
　・・・・・・・・・・・・・・・6,407万円
●ＴＧＣ北九州及び関連イベ
ントを開催 ・・・3,500万円

■本県の魅力発信と観光の振興

▲「秋王」

▲三池炭鉱宮原坑 ▲沖ノ島

▲「とんこつラーメン発祥の地
　福岡へ行こう！」キャンペーン

福岡県庁水素ステーション

「あまおう」▶

平成28年度　福岡県予算 景気の回復と魅力ある雇用の場の創出
「魅力ある雇用の場」をつくる。 地域の特性を活かした産業振興

地方創生は、計画段階からいよいよ肉付け・具体化の段階です。
平成２８年度の当初予算は、平成２７年度２月補正予算と一体となった１４か月予算とし
て編成し、「誰もが住み慣れたところで働き、安心して子どもを産み育て、長く元気で暮
らしていける地域社会」を目指し、６つの重点的テーマに取り組みます。
特に、景気の回復を確固たるものにし、若者が生まれ育った地域で働き、活躍できるよ

う、中小企業や農林水産業はじめ地域の実情に合った産業の振興に取り組みます。
大きな社会問題となっている子どもの貧困対策については、あらゆる施策を総動員

し、全庁挙げて「貧困の連鎖」を断ち切ってまいります。
引き続き、「現場主義」を貫き、「生活者の視点」に立ち、「温かみのある行政」を進めます。

一般会計当初予算　１兆８，０２６億円（前年比１．４％、２５７億円増　過去最大規模）

地方消費税増収分（平成28年度約４１６億円）は社会保障施策の充実・安定化に活用されています

●農林水産物のブランド力を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億1,107万円
●農林水産物輸出・インバウンド需要対策を強化 
　［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,574万円 
●農業就業者の確保対策を充実 ［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・992万円
●「福岡のり」採苗安定化技術を開発 ・・・・・６７５万円 
●全国豊かな海づくり大会の準備 ・・・・・・・・4,323万円 

財政改革推進プラン(26年度～28年度まで）の目標達成状況

歳出の概況

歳入の概況

社会保障費は、高齢化の進展等
に伴い、５５億円（１．８％）の増
公共事業費は、１３７億円（７．３％）
の増
１４か月予算においても、１１０億円
（５．４％）の増

県税等は、法人二税や地方消費
税が堅調であることから、２５７億
円（３．２％）の増
県債は、臨時財政対策債の縮減
により、１１１億円（４．７％）抑制

財政調整等三基金

県債（通常債）残高
［　］は２４年度末からの圧縮額
（　）は対前年度増減額

取崩し　０
（残高　４４１）

残高　２２，４３1
［圧縮　７８2］
（減少　４１）

プラン目標 ２８年度

・２８年度までに三基金の取崩しに頼らない財政運営を実現
　（２８年度末残高予定　４０５億円）

・２８年度末通常債残高を２４年度末に比べ５５０億円程度圧縮
・通常債残高を毎年度確実に減少させる

【充当した施策の主なもの】
●子ども・子育て分野
・保育所定員の拡大に伴う保育所運営費の増額
・一時預かり事業、延長保育事業、放課後児童クラブの  
　運営等への支援

自主財源
５６．５％

県税
６，３９５

（３５．５％）

義務的経費
５７．０％

人件費
４，９３３
（２７．４％）

社会保障費
３，１４０
（１７．４％）

公債費
２，１９１

（１２．２％）

災害復旧費
１２（０．１％）

＜単位：億円　（　）は構成比で％＞
※表示未満四捨五入の関係で、

積み上げと合計が一致しない箇所がある。

行政施策費
２，４５１

（１３．６％）

市町村交付金等
３，１０３

（１７．２％）

その他１７１（０．９％）

公共事業費
２，０２５

（１１．２％）

投資的経費
１１．３％

その他
３１．７％

地方消費税
清算金
１，９１２

（１０．６％）

諸収入
１，３７３
（７．６％）

繰入金２２１（１．２％）使用料手数料
１８０（１．０％）

その他
１０５（０．６％）

依存財源
４３．５％

国庫支出金
１，９７３
（１０．９％）

地方交付税
２，７７５
（１５．４％）

臨時財政
対策債

９４０（５．２％）

通常債
１，２９５
（７．２％）

県債２，２３５
（１２．４％）

地方譲与税
８２４（４．６％）

地方特例交付金１８（０．１％）

交通安全対策特別交付金
１６（０．１％）

目
標
達
成

○新

○新

○新
○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

●医療・介護分野
・国民健康保険等における低所得者の方々に対する保険
　料軽減措置の拡充
・難病対策における医療費助成の対象疾病の拡大

●子どもの貧困対策を強化
　「子どもの貧困対策推進計画」を策定。「教育支援」「生活
支援」「保護者に対する就労支援」「経済的支援」の 4 項目を
柱とした１０１事業（予算額７９０億円）に取り組みます。

●農林水産業の競争力を強化
　ＴＰＰ協定を踏まえ、本県農林水産業の持続的な発展が図
られるよう、競争力強化、収益力向上に向けて４０事業（予算
額９７億円）に取り組みます。

※残高は27年度最終予算を反映

(単位：億円）

○新　 は新しく取り組む事業です。予算額は万円未満四捨五入です。
［２月補正］は平成２７年度補正予算額、無印の金額は平成２８年度当初予算額です。

Pick up!

歳出歳入
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ストップ！ニセ電話詐欺！
電話で「お金」は、すぐ相談！

●出会いの場を提供［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,871万円
●結婚・新生活を応援 ［２月補正］ 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・4,455万円

▲北九州空港

▲久留米筑紫野線（神代橋）

■出会い・結婚の応援

■女性の活躍

●若者しごとサポートセンターによる
就職を支援 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億5,610万円

■就職・仕事の支援●子ども医療費の助成対象を拡大
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43億1,688万円
●子どものための教育・保育給付を充実
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169億313万円

■子育ての支援

●子ども支援オフィスを設置・・・・・・・・・・・・・5,355万円
●コンビニ等と連携した子どもへの食品提供
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260万円
●児童養護施設におけるサービスを充実
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,109万円
　　　　　　　　　　　　［２月補正］2億5,001万円
●宗像児童相談所を整備・・・・・・・・・・・・・・・・1,846万円

■貧困の連鎖を断ち切る対策の徹底強化

●総合診療専門研修指導医の養成を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・902万円 

■医療、介護、福祉の充実 

●緊急輸送道路等を整備・・・・・・・・・・・188億1,954万円
　　　　　　　　　　　　［２月補正］45億4,044万円
●農業用ため池等を改修・・・・・・・・・・・・・・・81億423万円
　　　　　　　　　　　　　［２月補正］3億300万円
●土砂災害危険度情報配信
　システムを整備
　・・・・・・・・・・・・2,625万円

■防災・減災対策の加速化 ●コミュニティバス等の地域における生活交通を確保
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億4,978万円

●福岡・北九州空港を整備
　・・・・・・・・29億9,367万円
●北九州空港の利用を促進
　・・・・・・・・・・2億7,301万円

■将来の発展基盤の整備

●暴力団離脱者の社会復帰を促進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,666万円
●性犯罪対策を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,611万円
●LGBT等の性的少数者、男性のＤＶ被害者の相談体
制を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・445万円

●「ニセ電話詐欺」対策を強化・・・・・・・・・・・・・2,279万円

●高齢者の運転免許証自主返納を促進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・501万円

■徹底した治安の確保

●食品ロスを削減・フードバ
ンク活動を普及
　・・・・・・・・・・・・・・・・・1,170万円 
●産業廃棄物の監視指導を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,622万円

■快適な生活環境の整備

●企業等における女性の活躍を推進・・・・・・ 2,305万円
●女性農業者の活動を支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・882万円
●福岡女子大学による女性リーダー養成［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,074万円
●働く女性向け就業応援・労働相談をワンストップで実
施［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,856万円 

●７０歳現役社会の実現に向けた取組み
　（７０歳現役応援センターによる就業・社会参加支援、
介護分野における高齢者の新たな職域の開拓　等）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億5,779万円
 　　　　　　　　　　　　　　［２月補正］ 884万円

■７０歳現役社会の推進

●アクティブラーニング型授業を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,070万円
●電子黒板を活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億761万円
●チーム学校を推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,037万円
   （スクールソーシャルワーカーの未配置市町村への配置、
生徒指導上の諸問題に対応する外部スタッフの配置）
●放課後児童クラブにおける学習を支援 ［２月補正］ 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・493万円
●福岡県立大学による学力向上支援 ［２月補正］ 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,201万円 

■学力の向上
●ラグビーワールドカップ、
東京オリンピック・パラリ
ンピックのキャンプ地誘
致を推進
   ・・・・・・・・・・・ 1億596万円
●障害者スポーツを推進 
　・・・・・・・・・・・・・・7,681万円

■スポーツの振興

女性や高齢者の活躍の応援
女性の感性や発想 、 高齢者の知識と経験を最大限活かす

たくましいグローバルな人材の育成
国際的な視野を持ち、地域で活躍する「ふくおか未来人財」を育成する

[ 問い合わせ ]財政課　☎０９２-６４３-３０５４　ファクス０９２-６４３-３０５９

●救急搬送される妊婦の円滑な受入を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,351万円
●多世代居住を促進 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,295万円

出会い、結婚、子育て、就職・仕事の支援
若い世代の夢と希望をかなえる

安心して生活できる共助社会の実現
子ども、高齢者、障害者が安心して生活できる社会を実現する

安全・安心、災害に強い県づくり
県民のみなさんの安全・安心の向上を図る

●外国人看護師候補者の資格取得を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,901万円 
●介護福祉士修学資金等の貸付けに対する助成
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,285万円 
　　　　　　　　　　　［２月補正］ 10億2,816万円
●中小企業や市町村が行う健康づくりを推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 900万円

●障害者の収入向上を支援・・・ ［２月補正］ 2,124万円
　（まごころ製品の販売促進）　

○新

○新

○新

○新

○新 ○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新
○新

○新

○新

　 は新しく取り組む事業です。予算額は万円未満四捨五入です。
［２月補正］は平成２７年度補正予算額、無印の金額は平成２８年度当初予算額です。
○新

○新

○新
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ストップ！ニセ電話詐欺！
電話で「お金」は、すぐ相談！

●出会いの場を提供［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,871万円
●結婚・新生活を応援 ［２月補正］ 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・4,455万円

▲北九州空港

▲久留米筑紫野線（神代橋）

■出会い・結婚の応援

■女性の活躍

●若者しごとサポートセンターによる
就職を支援 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億5,610万円

■就職・仕事の支援●子ども医療費の助成対象を拡大
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43億1,688万円
●子どものための教育・保育給付を充実
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169億313万円

■子育ての支援

●子ども支援オフィスを設置・・・・・・・・・・・・・5,355万円
●コンビニ等と連携した子どもへの食品提供
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260万円
●児童養護施設におけるサービスを充実
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,109万円
　　　　　　　　　　　　［２月補正］2億5,001万円
●宗像児童相談所を整備・・・・・・・・・・・・・・・・1,846万円

■貧困の連鎖を断ち切る対策の徹底強化

●総合診療専門研修指導医の養成を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・902万円 

■医療、介護、福祉の充実 

●緊急輸送道路等を整備・・・・・・・・・・・188億1,954万円
　　　　　　　　　　　　［２月補正］45億4,044万円
●農業用ため池等を改修・・・・・・・・・・・・・・・81億423万円
　　　　　　　　　　　　　［２月補正］3億300万円
●土砂災害危険度情報配信
　システムを整備
　・・・・・・・・・・・・2,625万円

■防災・減災対策の加速化 ●コミュニティバス等の地域における生活交通を確保
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億4,978万円

●福岡・北九州空港を整備
　・・・・・・・・29億9,367万円
●北九州空港の利用を促進
　・・・・・・・・・・2億7,301万円

■将来の発展基盤の整備

●暴力団離脱者の社会復帰を促進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,666万円
●性犯罪対策を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,611万円
●LGBT等の性的少数者、男性のＤＶ被害者の相談体
制を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・445万円

●「ニセ電話詐欺」対策を強化・・・・・・・・・・・・・2,279万円

●高齢者の運転免許証自主返納を促進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・501万円

■徹底した治安の確保

●食品ロスを削減・フードバ
ンク活動を普及
　・・・・・・・・・・・・・・・・・1,170万円 
●産業廃棄物の監視指導を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,622万円

■快適な生活環境の整備

●企業等における女性の活躍を推進・・・・・・ 2,305万円
●女性農業者の活動を支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・882万円
●福岡女子大学による女性リーダー養成［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,074万円
●働く女性向け就業応援・労働相談をワンストップで実
施［２月補正］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,856万円 

●７０歳現役社会の実現に向けた取組み
　（７０歳現役応援センターによる就業・社会参加支援、
介護分野における高齢者の新たな職域の開拓　等）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億5,779万円
 　　　　　　　　　　　　　　［２月補正］ 884万円

■７０歳現役社会の推進

●アクティブラーニング型授業を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,070万円
●電子黒板を活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億761万円
●チーム学校を推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,037万円
   （スクールソーシャルワーカーの未配置市町村への配置、
生徒指導上の諸問題に対応する外部スタッフの配置）
●放課後児童クラブにおける学習を支援 ［２月補正］ 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・493万円
●福岡県立大学による学力向上支援 ［２月補正］ 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,201万円 

■学力の向上
●ラグビーワールドカップ、
東京オリンピック・パラリ
ンピックのキャンプ地誘
致を推進
   ・・・・・・・・・・・ 1億596万円
●障害者スポーツを推進 
　・・・・・・・・・・・・・・7,681万円

■スポーツの振興

女性や高齢者の活躍の応援
女性の感性や発想 、 高齢者の知識と経験を最大限活かす

たくましいグローバルな人材の育成
国際的な視野を持ち、地域で活躍する「ふくおか未来人財」を育成する

[ 問い合わせ ]財政課　☎０９２-６４３-３０５４　ファクス０９２-６４３-３０５９

●救急搬送される妊婦の円滑な受入を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,351万円
●多世代居住を促進 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,295万円

出会い、結婚、子育て、就職・仕事の支援
若い世代の夢と希望をかなえる

安心して生活できる共助社会の実現
子ども、高齢者、障害者が安心して生活できる社会を実現する

安全・安心、災害に強い県づくり
県民のみなさんの安全・安心の向上を図る

●外国人看護師候補者の資格取得を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,901万円 
●介護福祉士修学資金等の貸付けに対する助成
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,285万円 
　　　　　　　　　　　［２月補正］ 10億2,816万円
●中小企業や市町村が行う健康づくりを推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 900万円

●障害者の収入向上を支援・・・ ［２月補正］ 2,124万円
　（まごころ製品の販売促進）　

○新

○新

○新

○新

○新 ○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新
○新

○新

○新

　 は新しく取り組む事業です。予算額は万円未満四捨五入です。
［２月補正］は平成２７年度補正予算額、無印の金額は平成２８年度当初予算額です。
○新

○新

○新
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県民が心豊かに暮らす活力に満ちた福岡県を目指し、その基盤となる①安全で質の高い生活の実現、②子ども、
若者をはじめとしたこれからの地域社会を支える“人づくり”を推進します。

[ 組織再編に関する問い合わせ ]人事課　☎０９２-６４３-３０３９　ファクス０９２-６４３-３０４３

福岡県庁の組織が変わりました
平成２８年
４月から

□人づくり・県民生活部の設置（新社会推進部などの再編）

商工、環境、農林水産など幅広い分野の国際的な業務について情報収集や調整を行い、本県の国際関係行政を
総合的に展開します。

□国際局の設置（企画・地域振興部） 

観光資源の発掘、磨き上げから、観光商品の開発、効果的なプロモーション活動まで一貫して戦略的に進めてい
くとともに、急増する外国人観光客の受入体制の整備を図ります。

□観光局の設置など（商工部） 

※旧学事課で所管していた宗教法人に関する業務は、総務部行政経営企画課に移管しました。（☎643-３１２６ ファクス６４３‐３０３２） 

　社会活動推進課
　文化振興課
　　九州国立博物館室
　　世界遺産登録推進室
　スポーツ振興課
　男女共同参画推進課
　　女性活躍推進室
　生活安全課
私学振興・青少年育成局
　政策課
　私学振興課
　青少年育成課

局・課（室）名
部の人事・予算・企画、NPO・ボランティアの協働推進
地域文化・芸術文化の振興、県民文化祭、県文化賞
九州国立博物館の運営
世界遺産の保全・活用、登録推進
地域スポーツの振興、高齢者・障害者スポーツの振興、大規模国際大会
男女共同参画の推進、配偶者などからの暴力防止・被害者保護
企業などにおける女性の活躍推進
交通安全、安全・安心まちづくり、犯罪被害者支援、消費者行政

子ども・若者育成の総合企画、総合教育会議、公立大学法人の運営支援
私立学校の認可・指導、私学助成
青少年健全育成、非行防止・立ち直り支援、青少年アンビシャス運動、放課後児童クラブ

主な仕事
643-3384
643-3347
643-3347
643-3163
643-3408
643-3392
643-3392
643-3169

643-3122
643-3135
643-3389

643-3379
643-3382
643-3383
643-3162
643-3407
643-3391
643-3399
643-3167

643-3127
643-3129
643-3386

ファクス番号電話番号

　新事業支援課
観光局
　観光政策課
　観光振興課

局・課名
創業・ベンチャー支援、経営革新支援、海外展開支援、生活関連サービスの振興など

観光資源の開発・商品化、DMO（観光地域づくり団体）育成支援、物産振興など
国内観光事業の振興、外国人観光客の来訪促進、観光客の受入環境整備

主な仕事
６４３-３４２７

６４３-３４３１
６４３-３４３１

６４３-３４４９

６４３-３４１９
６４３-３４２９

ファクス番号電話番号

国際局
　国際政策課
　地域課

局・課名

国際関係行政の総合企画・調整、旅券、海外事務所
海外自治体などとの交流

主な仕事

643-32２４
643-32２４

643-3200
643-3202

ファクス番号電話番号

収益性が高く足腰の強い農林水産業の確立に向けて、海外への販路拡大の取り組みを強化し、本県農林水産
物の輸出拡大を図ります。

□輸出促進課の設置（農林水産部）

　輸出促進課
課名

農林水産物の輸出促進
主な仕事

６４３-３５２８６４３-３５２５
ファクス番号電話番号

市外局番（０９２）

市外局番（０９２）

市外局番（０９２）

市外局番（０９２）
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県では、農林水産物や生活の被害防止のため、捕獲
した野生のイノシシやシカの肉「ジビエ」の利活用によ
る地域活性化に取り組んでいます。ジビエ料理の魅力
を Ｐ Ｒ するため、２月１２
日と１３日、福岡市で「全
国ジビエ祭り」が開催さ
れました。来場者は、各
ブース自慢のジビエ料
理や加工品を食べ比べ
るなど、そのおいしさを
堪能していました。
畜産課　
☎０９２-６４３-３４９８　ファクス０９２-６４３-３５１７

問 スポーツ振興課　
☎０９２-６４３-３４０5　ファクス０９２-６４３-３４０８

問

スポーツ振興課
☎０９２-６４３-３４０７　ファクス０９２-６４３-３４０８

問 障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６２　ファクス０９２-６４３-３３０４

問

新たな魅力！ジビエ料理

県政フラッシュ

福岡県も開催地の一つに決定している「ラグビー
ワールドカップ２０１９」に向け、２月１９日、福岡市で「ふく
おかラグビーフォーラム」が開催されました。フォーラ
ムでは、日本代表選手
やトップリーグ監督な
どによるトークイベント
などが行われ、来場者
とともにワールドカッ
プ成功に向け決意を
新たにしました。

２０１９、ラグビー、福岡！

障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない
人も共に生きる社会づくりを目指す、「障害者差別解消
法」が４月から施行されました。３月５日、春日市で開催さ
れたシンポジウムの
参加者は、講演やパ
ネルディスカッショ
ンを熱心に聞き、障
害を理由とする差
別の解消について
の理解を深めてい
ました。

障害を理由とする差別をなくそう

大相撲１月場所で三横綱を破り、１４勝１敗で初優勝し
た本県出身の大関琴奨菊関。３月４日、県庁ロビーで優
勝報告を行いま
した。県民の大
歓声に迎えられ
た大関は「体と
心を鍛え、皆さ
んの声援を力に
頑張ります」と
力強く抱負を述
べました。

初優勝おめでとう！

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。

空港整備課
☎０９２-６４３-３１７３　ファクス０９２-６４３-３１７４

問 労働政策課
☎０９２-６４３-３５９２　ファクス０９２-６４３-３５８８

問

３月２１日、九州・山口各県と経済界が一体となり、「九
州・山口Ｕ Ｉ Ｊターン就職応援フェア」が東京で開催され
ました。企業の就職説明会や面接会、各県の移住・定住
や就農の相談ブー
スでは、九州での
就職を希望する
学生や移住・定住
を考えている方が
意欲的に情報収
集していました。

首都圏の皆さん、九州・山口で働きませんか

これまで約1,250万人に
利用されてきた北九州空港
は、今年3月16日に開港10
周年を迎えました。県では、
24時間利用可能な北九州
空港の利点を生かしたLCC
をはじめとする国際路線や
早朝・深夜便の誘致、北九州
空港と福岡都市圏を結ぶ
リムジンバスの運行の継続
など、利用促進に取り組んでいきます。

北九州空港開港１０周年
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〈活動内容〉県政に対するご意
見・ご提案（随時）とアンケートへ
の回答（３回程度）
〈募集人数〉３００人
〈応募資格〉県内在住で４月１日現
在１８歳以上の人（平成２６・２７年
度県政モニター経験者、常勤の公
務員、国・地方公共団体の議員を
除く）
〈任期〉委嘱する日から平成２９年
３月末まで
〈謝礼〉活動実績に応じて図書カー
ドまたはクオカードを進呈
〈応募締切〉５月３１日（火）※消印有効
〈申し込み・問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０３Ⓕ０９２-６４３-３１０７
……………………………………

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、
参加費用、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〉
○旧ソ連：ハバロフスク地方、イル
クーツク州、樺太、沿海地方
○中国：東北地方
○南方：東部ニューギニア、ビス
マーク・ソロモン諸島、マリアナ諸
島、ミャンマー、フィリピン、硫黄島
〈申し込み〉
居住する市町村援護担当課
〈問い合わせ〉
県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６
……………………………………

厚生労働省慰霊巡拝団員

ふくおか女性いきいき塾生

〈職種〉行政、教育行政、警察行政、
農業など※採用予定数など詳細
は５月上旬に公表します。
〈受験資格〉昭和６２年４月２日から
平成７年４月１日までに生まれた人
※職種によっては資格・免許が必要です。
〈試験日〉６月２６日（日）
〈受付期間〉５月１６日（月）～５月２７
日（金）※消印有効
インターネットでの申し込みは５月２４
日（火）まで
〈試験地〉福岡市、東京都
〈問い合わせ〉
県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
※平成２８年度職員採用試験情報
の詳細については、お問い合わせ
いただくか、ホームページでご確認
ください。
……………………………………

５月８日から福岡-フィンランド・ヘ
ルシンキ間に直行定期便が就航
します。約１０時間のフライトで現
地での乗継も便利。ヨーロッパ各
都市がぐっと身近になります。
〈ダイヤ（週３往復）〉
「福岡→ヘルシンキ（現地時間）」
毎週水、金、日曜９時３０分発-１３時５５分着
「ヘルシンキ（現地時間）→福岡」
毎週火、木、土曜１６時３０分発-８時着
〈問い合わせ〉空港整備課
☎０９２-６４３-３１７１Ⓕ０９２-６４３-３１７４

……………………………………

募　集

県職員採用大学卒業程度
（Ⅰ類）試験

試　験

フィンランド
直行便が就航

お知らせ

フィンエアー　福岡   検索

地域や企業などにおいて活躍する
女性のための次世代リーダー養成
講座です。※参加無料、要申込
〈対象〉県内在住の２０～５０歳の
女性
〈受講期間〉平成２８年７月～平成
２９年２月（全１０回）
〈場所〉県男女共同参画センター
あすばる（春日市）ほか
〈募集期間〉５月１日（日）～６月１０日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉あすばる
☎０９２-５８４-１２６１Ⓕ０９２-５８４-１２６２
　　http://www.asubaru.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
県HP

県HP

県HP

県HP

戦没者追悼式参列者

先の大戦における戦没者、一般戦
災死没者及び原爆死没者の方々
の追悼式に参列する遺族を募集し
ます。※応募資格や参加費用など
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（日）～１５日（月）
〈会場〉日本武道館（東京都千代田
区北の丸公園）
〈募集人数〉１０７人
〈申込締切〉６月１日（水）
〈申し込み〉
【戦没者・一般戦災死没者遺族】
居住する市町村援護担当課
【原爆死没者遺族】
福岡県原爆被害者相談所
〈問い合わせ〉県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６
②福岡県戦没者追悼式
〈日程〉８月１５日（月）
〈会場〉福岡武道館（福岡市中央区
大濠）
〈募集人数〉９００人※参加無料
〈申込締切〉６月７日（火）
〈申し込み〉
居住する市町村援護担当課
〈問い合わせ〉県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６
……………………………………

県HP

県HP

県HP

県HP

自動車税は、県税事務所、郵便局、
金融機関などで納付できます（コン
ビニエンスストアでは土曜、日曜、
夜間でも納付が可能です）。また､
パソコン､スマホ・携帯電話の専用
サイトから､クレジットカードによる
納付も可能です。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。納付は､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Ⓕ０９２-６４３-３０51
……………………………………

自動車税の納期限は
５月３１日です 県HP

高齢者世帯の所得全体の底上
げと、個人消費の下支えを目的
とした給付金が支給されます。
〈支給対象〉①および②の要
件を満たす人
①平成２７年度分の住民税（均
等割）が課税されていない人
（生活保護などを受けている
場合、課税者の扶養親族に
なっている場合などを除く）
②昭和２７年４月１日以前に生ま
れた人
〈支給額〉３万円（１回限り）
〈申請・問い合わせ〉
平成２７年１月１日時点で、住
民票がある市町村の臨時福
祉給付金担当課
〈制度に関する問い合わせ〉
厚生労働省専用ダイヤル（９時～１８時）
☎０５７０-０３７-１９２
IP電話０３-６６２７-１２９０
もしくは０６-７７３１-２３７０
Ⓕ０６-６６４５-６２７８
　　http://www.2kyufu.jp/

高齢者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

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。県の土砂災害情
報のホームページでは、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。
ご活用ください。
〈問い合わせ〉砂防課
☎０９２-６４３-３６７８Ⓕ０９２-６４３-３６８９
　　 http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/
……………………………………

土砂災害に備えましょう　

認知症、知的障害、精神障害などで
判断能力が不十分なことにより、日
常生活がお困りの人に、福祉サー
ビスの利用援助や、日常的な金銭
管理などのお手伝いをしています。
ご家族などからの相談も受け付け
ています。利用料など、詳しくはお
問い合わせください。
〈問い合わせ〉
お住まいの市町村の社会福祉協議
会または県社会福祉協議会
☎０９２-５８４-７４１１Ⓕ０９２-５８４-３７９０
　  http://www.fsw.or.jp/
……………………………………

日常生活自立支援事業を
ご利用ください 県HP

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。ご協力いただいた方には、健
康調査支援金が支給されます。
また、油症発生当時、認定患者の
同居家族で、一定の基準を満たす
人は、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Ⓕ０９２-６４３-３２８２
……………………………………

カネミ油症
健康実態調査 県HP

県では、県政の動きや地域の
話題などを点字や音声でもお
知らせしています。
詳しくはお問い合わせください。
全戸配布広報誌「福岡県だより」
　（年６回発行予定）
　①点字版
　（平成２８年度から発行予定）
　②録音版
　（カセット・CDデイジー版）
　※CDデイジー版は専用機器が必要です
　③音声コード版
　（専用機器が必要です）
「グラフふくおか」
　点字版（年４回発行予定）
〈申し込み・問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-5331

視覚障害者向け広報の
ご案内 県HP

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、さ
まざまな機関と連携して必要な
支援を行っています。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。

※今年１２月には、３年に一度の
民生委員・児童委員の一斉改選
が行われます。詳しくはお問い合
わせください。
〈問い合わせ〉福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３Ⓕ０９２-６４３-３２４５

※５月１２日の「民生委員・児童委員の日」
から、各地でＰＲ活動が行われます。

ご存知ですか？
民生委員・児童委員 県HP

医療の現場を離れている保健師、
助産師、看護師、准看護師の資格
がある人を対象に、求人情報や最
新の医療・看護情報の提供などを
行います。※申込不要

※いずれも１３時～１６時
※登録時には、免許番号・取得年
月日・履歴などの記入が必要
〈問い合わせ〉県ナースセンター
☎０９２-６３１-１２２１Ⓕ０９２-６３１-１２２３
……………………………………

５月２４日（火）
６月２８日（火）

７月１３日（水）

７月 ８日（金）

７月１３日（水）

小倉（北九州市小倉北区萩崎町）

久留米（久留米市諏訪野町）

飯塚（飯塚市芳雄町）

看護職員再就業
移動相談

詳しくは６月１日(水）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（水）～９日（木）
〈募集案内書配布場所〉
市区町村役場、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
〈申込締切〉
６月９日（木）※消印有効
〈問い合わせ〉県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９Ⓕ０９２-７３７-３１８３
　　http://www.lsf.jp/
……………………………………

県営住宅入居者募集
（抽選方式） 県HP

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

HP

HP HP

HP HP

日　程 会場（下記の公共職業安定所）

福岡中央（福岡市中央区赤坂）
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〈活動内容〉県政に対するご意
見・ご提案（随時）とアンケートへ
の回答（３回程度）
〈募集人数〉３００人
〈応募資格〉県内在住で４月１日現
在１８歳以上の人（平成２６・２７年
度県政モニター経験者、常勤の公
務員、国・地方公共団体の議員を
除く）
〈任期〉委嘱する日から平成２９年
３月末まで
〈謝礼〉活動実績に応じて図書カー
ドまたはクオカードを進呈
〈応募締切〉５月３１日（火）※消印有効
〈申し込み・問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０３Ⓕ０９２-６４３-３１０７
……………………………………

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、
参加費用、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〉
○旧ソ連：ハバロフスク地方、イル
クーツク州、樺太、沿海地方
○中国：東北地方
○南方：東部ニューギニア、ビス
マーク・ソロモン諸島、マリアナ諸
島、ミャンマー、フィリピン、硫黄島
〈申し込み〉
居住する市町村援護担当課
〈問い合わせ〉
県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６
……………………………………

厚生労働省慰霊巡拝団員

ふくおか女性いきいき塾生

〈職種〉行政、教育行政、警察行政、
農業など※採用予定数など詳細
は５月上旬に公表します。
〈受験資格〉昭和６２年４月２日から
平成７年４月１日までに生まれた人
※職種によっては資格・免許が必要です。
〈試験日〉６月２６日（日）
〈受付期間〉５月１６日（月）～５月２７
日（金）※消印有効
インターネットでの申し込みは５月２４
日（火）まで
〈試験地〉福岡市、東京都
〈問い合わせ〉
県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
※平成２８年度職員採用試験情報
の詳細については、お問い合わせ
いただくか、ホームページでご確認
ください。
……………………………………

５月８日から福岡-フィンランド・ヘ
ルシンキ間に直行定期便が就航
します。約１０時間のフライトで現
地での乗継も便利。ヨーロッパ各
都市がぐっと身近になります。
〈ダイヤ（週３往復）〉
「福岡→ヘルシンキ（現地時間）」
毎週水、金、日曜９時３０分発-１３時５５分着
「ヘルシンキ（現地時間）→福岡」
毎週火、木、土曜１６時３０分発-８時着
〈問い合わせ〉空港整備課
☎０９２-６４３-３１７１Ⓕ０９２-６４３-３１７４

……………………………………

募　集

県職員採用大学卒業程度
（Ⅰ類）試験

試　験

フィンランド
直行便が就航

お知らせ

フィンエアー　福岡   検索

地域や企業などにおいて活躍する
女性のための次世代リーダー養成
講座です。※参加無料、要申込
〈対象〉県内在住の２０～５０歳の
女性
〈受講期間〉平成２８年７月～平成
２９年２月（全１０回）
〈場所〉県男女共同参画センター
あすばる（春日市）ほか
〈募集期間〉５月１日（日）～６月１０日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉あすばる
☎０９２-５８４-１２６１Ⓕ０９２-５８４-１２６２
　　http://www.asubaru.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
県HP

県HP

県HP

県HP

戦没者追悼式参列者

先の大戦における戦没者、一般戦
災死没者及び原爆死没者の方々
の追悼式に参列する遺族を募集し
ます。※応募資格や参加費用など
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（日）～１５日（月）
〈会場〉日本武道館（東京都千代田
区北の丸公園）
〈募集人数〉１０７人
〈申込締切〉６月１日（水）
〈申し込み〉
【戦没者・一般戦災死没者遺族】
居住する市町村援護担当課
【原爆死没者遺族】
福岡県原爆被害者相談所
〈問い合わせ〉県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６
②福岡県戦没者追悼式
〈日程〉８月１５日（月）
〈会場〉福岡武道館（福岡市中央区
大濠）
〈募集人数〉９００人※参加無料
〈申込締切〉６月７日（火）
〈申し込み〉
居住する市町村援護担当課
〈問い合わせ〉県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６
……………………………………

県HP

県HP

県HP

県HP

自動車税は、県税事務所、郵便局、
金融機関などで納付できます（コン
ビニエンスストアでは土曜、日曜、
夜間でも納付が可能です）。また､
パソコン､スマホ・携帯電話の専用
サイトから､クレジットカードによる
納付も可能です。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。納付は､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Ⓕ０９２-６４３-３０51
……………………………………

自動車税の納期限は
５月３１日です 県HP

高齢者世帯の所得全体の底上
げと、個人消費の下支えを目的
とした給付金が支給されます。
〈支給対象〉①および②の要
件を満たす人
①平成２７年度分の住民税（均
等割）が課税されていない人
（生活保護などを受けている
場合、課税者の扶養親族に
なっている場合などを除く）
②昭和２７年４月１日以前に生ま
れた人
〈支給額〉３万円（１回限り）
〈申請・問い合わせ〉
平成２７年１月１日時点で、住
民票がある市町村の臨時福
祉給付金担当課
〈制度に関する問い合わせ〉
厚生労働省専用ダイヤル（９時～１８時）
☎０５７０-０３７-１９２
IP電話０３-６６２７-１２９０
もしくは０６-７７３１-２３７０
Ⓕ０６-６６４５-６２７８
　　http://www.2kyufu.jp/

高齢者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

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。県の土砂災害情
報のホームページでは、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。
ご活用ください。
〈問い合わせ〉砂防課
☎０９２-６４３-３６７８Ⓕ０９２-６４３-３６８９
　　 http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/
……………………………………

土砂災害に備えましょう　

認知症、知的障害、精神障害などで
判断能力が不十分なことにより、日
常生活がお困りの人に、福祉サー
ビスの利用援助や、日常的な金銭
管理などのお手伝いをしています。
ご家族などからの相談も受け付け
ています。利用料など、詳しくはお
問い合わせください。
〈問い合わせ〉
お住まいの市町村の社会福祉協議
会または県社会福祉協議会
☎０９２-５８４-７４１１Ⓕ０９２-５８４-３７９０
　  http://www.fsw.or.jp/
……………………………………

日常生活自立支援事業を
ご利用ください 県HP

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。ご協力いただいた方には、健
康調査支援金が支給されます。
また、油症発生当時、認定患者の
同居家族で、一定の基準を満たす
人は、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Ⓕ０９２-６４３-３２８２
……………………………………

カネミ油症
健康実態調査 県HP

県では、県政の動きや地域の
話題などを点字や音声でもお
知らせしています。
詳しくはお問い合わせください。
全戸配布広報誌「福岡県だより」
　（年６回発行予定）
　①点字版
　（平成２８年度から発行予定）
　②録音版
　（カセット・CDデイジー版）
　※CDデイジー版は専用機器が必要です
　③音声コード版
　（専用機器が必要です）
「グラフふくおか」
　点字版（年４回発行予定）
〈申し込み・問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-5331

視覚障害者向け広報の
ご案内 県HP

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、さ
まざまな機関と連携して必要な
支援を行っています。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。

※今年１２月には、３年に一度の
民生委員・児童委員の一斉改選
が行われます。詳しくはお問い合
わせください。
〈問い合わせ〉福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３Ⓕ０９２-６４３-３２４５

※５月１２日の「民生委員・児童委員の日」
から、各地でＰＲ活動が行われます。

ご存知ですか？
民生委員・児童委員 県HP

医療の現場を離れている保健師、
助産師、看護師、准看護師の資格
がある人を対象に、求人情報や最
新の医療・看護情報の提供などを
行います。※申込不要

※いずれも１３時～１６時
※登録時には、免許番号・取得年
月日・履歴などの記入が必要
〈問い合わせ〉県ナースセンター
☎０９２-６３１-１２２１Ⓕ０９２-６３１-１２２３
……………………………………

５月２４日（火）
６月２８日（火）

７月１３日（水）

７月 ８日（金）

７月１３日（水）

小倉（北九州市小倉北区萩崎町）

久留米（久留米市諏訪野町）

飯塚（飯塚市芳雄町）

看護職員再就業
移動相談

詳しくは６月１日(水）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（水）～９日（木）
〈募集案内書配布場所〉
市区町村役場、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
〈申込締切〉
６月９日（木）※消印有効
〈問い合わせ〉県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９Ⓕ０９２-７３７-３１８３
　　http://www.lsf.jp/
……………………………………

県営住宅入居者募集
（抽選方式） 県HP

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

HP

HP HP

HP HP

日　程 会場（下記の公共職業安定所）

福岡中央（福岡市中央区赤坂）
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

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。

大江天満神社（みやま市瀬高町大江１４８８）
みやま市社会教育課 ☎０９４４-３２-９１８３

場

問

場

問

綱敷天満宮（築上町高塚７９４-２）
築上町商工課 ☎０９３０-５２-０００１

六所宮境内粟島神社（筑後市羽犬塚６５２-１）
筑後市商工観光課 ☎０９４２-６５-７０２４

場

問

北九州市小倉都心部
小倉食市食座実行委員会 ☎０９３-５２１-６８０１

日本芸能の原点として７００年の伝統を持つ、国指定重
要無形民俗文化財の幸若舞が観覧できます。

１月２０日（水）
幸 若 舞

上野焼陶芸館（福智町上野２８１１）
上野焼協同組合 ☎０９４７-２８-５８６４

ハート型のかわいい猪口や酒器などを販売します。
バレンタインのプレゼントにいかがですか。

２月１日（月）～１４日（日）
上野焼バレンタインちょこ

糸島市志摩小富士
糸島市観光協会 ☎０９２-３２２-２０９８

可也山の南山麓に広がる約３０００本の白梅の香りが
訪れる人を魅了します。

２月中旬～３月上旬
小富士梅林

開催日により異なります。詳しくはお問い合わせください。
柳川市観光案内所 ☎０９４４-７４-０８９１

女児の健やかな成長を願った伝統行事。水上パレード
や流し雛祭りなどが開催されます。

２月１１日（木・祝）～４月３日（日）
柳川雛祭りさげもんめぐり

八女市福島地区
茶のくに観光案内所 ☎０９４３-２2-6644

八女地方独自の「箱雛」を中心に商店街など約１００カ
所に雛人形が展示されます。

２月１４日（日）～３月１３日（日）
雛の里八女ぼんぼりまつり

参加店舗がお得な割引特典や限定メニューなどを
用意。北九州市の食を楽しめます。

２月２０日（土）～２月２８日（日）
小倉食市食座

千本の白梅や紅梅が咲き乱れる中、神楽の披露や
お茶会、特産品の販売などが行われます。

２月１０日（水）～３月上旬
しいだ梅まつり

城島町民の森（久留米市城島町楢津７６４）
城島酒蔵びらき実行委員会事務局 ☎０９４２-６４-３６４９

九州最大の早春酒蔵びらき。「城島の酒飲み比べ」
や「角打ち」のほか、開放酒蔵めぐりが楽しめます。

２月１３日（土）～２月１４日（日）
城島酒蔵びらき

医薬（婦人病）の神様が祭られる粟島神社。毎年桃の
節句に祭が行われます。ミニ鳥居くぐりが人気です。

３月３日（木）
粟島神社大祭

芦屋歴史の里（芦屋町山鹿１２００）
☎０９３-２２２-２５５５

場

問

場 問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

福岡藩最大の役者集団であった芦屋歌舞伎役者。
中世から明治まで続いた歴史を紹介します。

１月１９日（火）～５月１日（日）
芦屋の役者展

あんずの里市（福津市勝浦１667-１）
あんずの里市利用組合 ☎０９４０-５２-５９９５

色鮮やかなあんずの花と一緒に歌や踊りが楽しめ
ます。だんご汁３０００食の振る舞いもあります。

３月１３日（日）
あんず祭り②幸若舞（みやま市）

③上野焼バレンタインちょこ（福智町）
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〈対象〉平成２9年３月卒業予定者、
３年以内既卒者および４０歳未満
の若年者
※申込不要
〈日時〉６月２９日（水）１３時～１７時
〈場所〉エルガーラホール（福岡市
中央区天神）
〈問い合わせ〉
県若者しごとサポートセンター
☎０９２-７２０-８８３２Ⓕ０９２-７２５-１７７６
　　http://www.ssc-f.net/
……………………………………

電話でお金は
すべて詐欺！

すぐに相談・１１０番！

中小企業振興
基本計画を
策定しました

２月から休館していた県立美術館
が再オープンしました。特別展第一
弾として、セザンヌ、モネ、ルノワー
ル、ゴッホ、ゴーギャンなど印象派
とその時代の巨匠たちの名画６７点
を展示します。
〈会期〉４月１６日（土）～６月５日（日）
〈時間〉１０時～１８時（入場は１７時
３０分まで）
休館日や観覧料金など詳しくはお
問い合わせください。
〈会場〉福岡県立美術館
（福岡市中央区天神）
〈問い合わせ〉福岡県立美術館
☎０９２-７１５-３５５１Ⓕ０９２-７１５-３５５２
　　http://fukuoka-kenbi.jp/
……………………………………

色彩の奇跡　印象派展

催　し
就職応援フェア
（合同会社説明会）

ちょ　こ

こう    わか   まい

あが の

あわ　しま

ろくしょぐう

はこ　びな か　　や　さん

アンケート　
「福岡県だより５月号」で最も関心を持たれた記事を一つお答えください。
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。

: 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

全国茶品評会で日本一に輝くなど、全
国的に評価が高い「福岡の八女茶」。香
り豊かで旨みのある高級茶です。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

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

福岡県警　ニセ電話　検索

福岡県中小企業振興基本計画　検索

おかやまＤＣ　検索

「福岡の八女茶」
（玉露・煎茶のセット
〈各１００グラム〉×５人）

プレゼントコーナー

昨年１０月に制定した「福岡県
中小企業振興条例」に基づき、
中小企業の振興に関する施策
を総合的かつ計画的に推進す
るため、「福岡県中小企業振興
基本計画」を策定しました。
この計画に基づき、中小企業１
社１社をきめ細かく総合的に支
援し、県内中小企業の多様で活
力ある成長発展を図っていきま
す。創業、中小企業支援につい
てのご相談は、県内４カ所の中
小企業振興事務所まで。
〈問い合わせ〉中小企業振興課
☎０９２-６４３-３４２５Ⓕ０９２-６４３-３４２７
中小企業振興事務所（県内４カ所）
福岡☎０９２-６２２-１０４０Ⓕ０９２-６２２-１５７１
久留米☎０９４２-３３-７２２８Ⓕ０９４２-３１-２１７１
北九州☎０９３-５４１-５５６６Ⓕ０９３-５３３-７７３２
飯塚☎０９４８-２２-３５６１Ⓕ０９４８-２１-０３６５

県HP
県では、県政の動きや地域の話題
などを点字や音声などでもお知ら
せしています。
詳しくはお問い合わせください。
□全戸配布広報誌「福岡県だより」
　（年６回発行予定）
　①点訳版
　（平成２８年度から発行予定）
　②録音版
　（カセット・CDデイジー版）
　③音声コード版
　（専用機器が必要です）
□「グラフふくおか」
　点訳版（年４回発行予定）
〈申し込み・問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-３２４５
……………………………………

マスキングテ
ープを使った
アートプロジ
ェクトや、大河
ドラマに登場
する備中松山
城など人気ス
ポットが目白
押しです。ぜひ晴れの国岡山へ。

災害時の情報などをメールでお
知らせします。登録無料。
〈登録方法〉
下記アドレスへ空メールを送信
mamoru@bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp
携帯電話は右の
QRコードからも
登録できます

〈期間〉６月３０日(木)まで
〈問い合わせ〉
晴れの国おかやまＤＣ推進協議会
☎０８６-２３３-１８０２Ⓕ０８６-２３１-５３９３

岡山県からのお知らせ

「晴れの国おかやまデスティネーション
キャンペーン」開催中！

防災メール・まもるくん

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

HP

HP
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福智町

みやま市芦屋町

柳川市

糸島市

築上町

久留米市

筑後市北九州市

福津市

八女市



生産者の早苗さん（右から２人目）と
直売所「やっぱぁ～岡垣」スタッフの皆さん

贈答品としても重宝される「高倉びわ」▶

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。

有馬記念館（久留米市篠山町444）
有馬記念館保存会
☎／ファクス　0942-39-8485

場
問

筑後市北西部の絣工房、本部/案内所は熊野区公民館（筑後市熊野730）
絣の里巡り実行委員会（筑後市観光協会）
☎0942-53-4229　ファクス0942-65-5911

弥生時代から現代まで、久留米の長い歴史の中で生
み出された装飾にまつわる品々を紹介します。

有馬記念館企画展「久留米の装い～勾玉から絣まで～」

英彦山花園（添田町英彦山1478）
花公園・電車運行部
☎0947-85-0375　ファクス0947-85-0456

見ごろを迎えるアジサイやラベンダーの花摘み体験
が楽しめるほか、週末には苗の販売なども行います。

6月25日（土）～7月10日（日）

６月４日(土)～９月12日(月) 

あじさい・ラベンダーまつり

田川市春日神社（田川市宮尾町6-13）～田川後藤寺駅前
田川市たがわ魅力向上課
☎0947-44-2000　ファクス0947-46-0124

４００年以上の歴史がある春日神社岩戸神楽が奉納さ
れ、神輿や山笠が勇壮に駆け抜けます。

5月28日(土)～29日(日）
春日神社神幸祭

筑後市にある久留米絣の工房を公開。久留米絣を通
常より安く購入でき、藍染の体験も楽しめます。

5月28日(土)～29日(日)
絣の里巡りin筑後

水神社山田堰土地改良区（朝倉市山田161）
山田堰土地改良区事務所
☎／ファクス　0946-52-0531

日本最古の実働する水車「朝倉の揚水車群」。水神社
での神事の後、今年も水車が回り始めます。

6月17日（金）
山田堰通水式
やま  だ   ぜきつうすいしき

蓑島神社（行橋市蓑島200-１）
行橋市商業観光課
☎0930-25-1111　ファクス0930-25-7817

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

室町時代を起源とする、弓矢で的を射て吉凶を占い、
地域の繁栄を祈る神事です。

5月21日(土)
蓑島百手祭

⑤山田堰通水式（菱野の三連水車：朝倉市）
ひし の

3

2

6

1

4
5

▲ビワの自然な甘さを生かしたドレッシングや
　種を焙煎したコーヒー風飲料などの加工品

海に近く温暖な気候に恵まれ、フルーツづくりが盛ん
な岡垣町。中でも、初夏の訪れとともに旬を迎えるビワ
の生産は、高倉地区を中心に約１２０年間続いており、県
内最大の産地です。
口いっぱいに広がる甘さとみずみずしさが魅力の岡
垣町産のビワは、「高倉びわ」として広く紹介され、各地
から多くのファンが買い求めに訪れます。
また、おいしくて安全・安心な加工品づくりにも力を
入れています。ビワの成分を調査した結果、有機肥料を
用い、健康な土で育ったビワの葉には、牛乳の約１８倍

問い合わせ
四季菜の市　やっぱぁ～岡垣（遠賀郡岡垣町桜台１-２３）
☎／ファクス　０９３-２８２-６７９９
営業時間　９時～１８時　年中無休（盆・正月は除く）
※寒害の影響で、今年の６月は非常に品薄な状態が見込まれ
ます。

のカルシウムが含まれ
ていることが分かり、
このことが「高倉びわ
茶」などの商品化につ
ながりました。
生産者であり、直売

所の代表でもある早苗泰博さんは「一般の小売店では
完熟前のものが店頭に並ぶことがありますが、岡垣町
の直売所では、何より『味』にこだわり、完熟したものを
並べています。ビワのおいしさをもっと多くの人に知っ
てほしい」と話します。今年の大寒波で露地ものは寒害
に遭った（※）そうですが、ハウス栽培のものは４月から５
月の間楽しめるとのこと。ぜひ一度、完熟したおいしい
「高倉びわ」を味わってみませんか？

食

ふ

くお
かの

添田町

久留米市

行橋市

田川市

筑後市

朝倉市

さ  なえ やす ひろ

みの しま もも  て まつり かすり

み こ し

あい  ぞめ
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