
〈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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