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平成２８年４月、熊本県を震源とする最大震度７の大きな地震が断続的に九州を襲いました。ま
た、福岡県では、古くから大雨や台風による河川の氾濫や土砂災害などが多く発生しており、「平成
２４年７月九州北部豪雨」はまだ記憶に新しいところです。
今回は、県民の皆さんが災害に備える“自助”行動、すなわち「自分の命は、自分で守る」ための行動
をご紹介します。みんなで防災意識を高め、災害に備えましょう。

平成２８年熊本地震　福岡県警察・緊急災害警備隊による
行方不明者の捜索活動（熊本県南阿蘇村）
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地域防災計画や災害に
関する知識や資料のほか、
河川防災情報や土砂災
害関連情報など大雨や地
震などの災害・緊急情報
が随時掲載されます。

各市町村では浸水被害や土砂災害などのハザードマップを作成しています。
平常時から自分が住んでいる地域がどのような災害の可能性があるのかを確認しましょう。
ハザードマップについては各市町村の防災担当課までお問い合わせください。

平成２８年４月の熊本地震では、福岡県内でも筑後地域で震度５強を記録し、
人的被害１８名、家屋損壊２００棟超など大きな被害を受けました。福岡県では本
震があった１６日１時２５分に災害対策本部を設置するとともに、２０日には「『平成
２８年熊本地震』支援特命チーム」を設置し、被災地や被災者のニーズに応じた人
的支援、物的支援、被災者の受け入れなどを実施しています。
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近年、土砂災害は局部的豪雨が増えたことなどにより発生頻度が高まっています。
こんな現象を見たら、聞いたら、早めに避難しましょう。

平成２８年熊本地震により甚大な被害が発生しました。改めて犠牲となられた方々のご冥福
をお祈り申し上げ、被災された皆さまにお見舞いを申し上げます。また、多くの県民の皆さんや
企業・事業者の方々には、物資の提供・搬送や被災者の受け入れ、義援金など、多大なご協力
をいただき、心から感謝申し上げます。
福岡県は、被災地の皆さまが一日も早く元の平穏な生活に戻れるよう、全力で支援を行っ

ていきます。
災害は「とき」「ところ」「ひと」を選びません。日ごろの備えが大切です。
減災のためには、行政機関による「公助」、地域で助け合う「共助」だけでなく、県民の皆さま

お一人お一人が防災意識を高め、正しい情報を入手し、自らの安全を守る「自助」が重要です。
県民の皆さまとともに、「安全・安心、災害に強い県づくり」に取り組んでまいります。ご協力

よろしくお願いします。

県職員派遣

人 的 支 援

宿 泊 施 設
提 供 支 援

物 的 支 援

教 育 支 援

住 宅 支 援

そ の 他

医療・介護支援

県備蓄物資

救出救助活動、被災地の治安対策などで延べ５０００人超を派遣

避難所運営、り災証明書の発行、健康管理支援、こころのケア、建築物の
危険度判定などで延べ20００人超を派遣

缶入りソフトパンや毛布、簡易トイレ、ブルーシートなどの物資を提供

ドクターヘリなどによる医療機関への患者搬送、県内老人福祉施設な
どで要介護高齢者を受け入れ

県庁内に被災者住宅支援窓口（相談窓口）を設置し、被災者への入居可能な公営住宅などに関す
る相談・情報提供や、県営住宅への一時入居手続きを実施

転入学の申し出に対する弾力的な取り扱いや授業料や奨学金について
の配慮

福岡県ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の派遣、ＪＭＡＴ（日本医師会災害
医療チーム）およびＶＭＡＴ（災害派遣獣医療チーム）の活動

４月１９日から３０日まで県内１４カ所で受け付けた支援物資を提供

患者、要介護高齢者の
受け入れ

高齢者、障害者、妊産婦などの要配慮者に県内の旅館・ホテルを無償提
供し、健康相談などを実施

県内旅館・ホテルの無
償提供

児童生徒などの転入学
など

災害義援金の受付、災害見舞金の贈呈、県内自治体によるごみ収集車の派遣および災害廃棄物
の受け入れ（処理）、災害ボランティアセミナーの開催など

平成２８年熊本地震と福岡県の支援

普段から備蓄品を準備しよう

土砂災害の予兆現象を知っておこう

【福岡県が行った主な支援】（５月20日時点）

平常時や非常時を問わず、普段から活用できる情報源を確認しておきましょう。

（１）福岡県防災ホームページ

（１）ハザードマップ

警察・消防職員派遣

災害派遣医療隊派遣

県民・企業からの物資
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防災情報に強くなろうPoint
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自分たちの地域の危険箇所や
避難先を確認しておこう

Point

2

http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/
index.php

県民の皆さんが、避難
所や避難場所などの位
置を確認したり、避難所
などへ迅速に避難・到着
することなどを支援する
ため、電子地図情報を提
供しています。

（２）福岡県避難支援マップ
http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/
shienmap/ 

　災害が発生すると、停電や電話線の切断、電話会
社の通信規制などにより、電話が不通になったり、つ
ながりにくくなったりします。
　災害時、家族同士などの安否を確認し合うため
緊急時の連絡方法を決めておきましょう。
①防災メール・まもるくんへの登録
②NTTや携帯電話各社の「災害用伝言サービス」
③自宅や避難先に、自分の状況を記したメモを残す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

（３）安否確認の方法や連絡手段など

　災害時の情報などをメールでお知らせします。
利用には事前の登録が必要です。
【防災メール・まもるくんの４つの機能】
①防災気象情報や避難勧告などをお知らせ
②災害時の安否情報通知
③地域の安全に関する情報
④福岡県避難支援マップ

（２）防災メール・まもるくん（防災情報メール配信）
http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.
lg.jp/

飲料水・食糧・調理器具など

最低３日分、
できれば５日分

飲料水（１人１日３リットル）
食糧（１人１日３食分）
カセットコンロ、カセットボンベ

生活用品
携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池
救急セット、常備薬
簡易トイレ、トイレットペーパー、生理用品
軍手、マスク、防寒具、雨具

災害から自らの命を守るために

土石流の主な予兆現象 がけ崩れの主な予兆現象

避難所で支援する職員を激励する知事
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屋外に放置された
子供のおもちゃ

植木鉢の皿

屋外に放置された
空きビン・缶、ペットボトル

排水溝

雨ざらしの
じょうろ

古タイヤに
溜まった水たまり

公園だけでは
ありません！

※なお、地方選挙については、上記国政選挙の公示日以後に告示される選挙から適用になります。

全ての子どもたちが夢と希望を持って
成長していける社会の実現のために、経
済的に困窮している、またはその恐れの
あるご家庭の相談に応じています。独り
で抱え込まずにぜひ、ご相談ください。

デング熱やジカウイルス感染症は、主に、感染した人の血を吸った蚊（ヒトスジシマカなど）に
刺されることで感染します。

平成２８年６月１９日以降に公示される国政選挙から、選挙権年齢が１８
歳以上に引き下げられます。将来を担う若い世代の声を政治に届けるために
進んで投票に行きましょう！

投票日に用事があって、投票に行けない場合
○期日前投票
　投票日当日に学校や仕事、旅行などで投票に行けない人は「期日前投票」ができます。選挙の公示日または
告示日の翌日から投票日の前日までの期間、市区町村ごとに設けられる期日前投票所で投票ができます。
○不在者投票
　選挙期間中、出張や旅行などにより、お住まいの市区町村以外に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙
管理委員会で「不在者投票」ができます。

18歳になるまでは一切の選挙運動ができません！
　選挙運動とは、特定の候補者や政党に投票するよう、他人に促すことです。
例えば、
○選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
○他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める（リツイート、シェアなど）
などの行為は選挙運動に該当します！ インターネットを利用していて、知らない
うちに選挙運動を行ってしまうような場合もありますので注意してください｡

支援員が、あなただけの支援計画を作り、
さまざまなサポートを行います。

子育てしながら
暮らしていける
か不安

このような困りごと、
お悩みに対応します

仕事が不安定で
生活が苦しい

「子どもの貧困」の解決に向けて

選挙権年齢が １８歳以上になります ｢救急医療電話相談」がはじまります

デング熱・ジカウイルス感染症に注意しましょう
問い合わせ：医療指導課　☎０９２-６４３-３２７３　ファクス０９２-６４３-３２７７

問い合わせ：保護・援護課　☎０９２-６４３-３３１５　ファクス０９２-６４３-３３０６

問い合わせ：選挙管理委員会　☎０９２-６４３-３０７７　ファクス０９２-６４３-３０７８

問い合わせ：最寄りの保健福祉（環境）事務所または保健衛生課　☎０９２-６４３-３２６８　ファクス０９２-643-3282

電話機の『＃』ボタンを押してから「７１１９」とダイヤ
ルし、音声ガイダンスに従ってください。
つながらない場合は、☎０９２-４７１-００９９におかけ

なおしください。

１. 蚊に刺されないようにしましょう
　　屋外での活動時には、蚊に刺されないように次のような対策をしましょう。
　○肌を露出しない長袖、長ズボン、靴などを着用
　○白などの色が薄い衣服を選ぶ（蚊は色の濃いものに近づく習性がある）
　○虫よけスプレーや蚊取り線香などを使い、蚊を近づけない　など
2. 蚊の発生を抑えましょう
　　蚊は、小さな水たまりを好んで卵を産み付けます。住まいの周囲の水た
　まりをなくすことで、発生する蚊の数を減らすことができます。

　流行している地域へ渡航する際には、滞在中だけでなく、帰国後最低２週
間は、蚊に刺されないよう注意しましょう。また、発熱、発疹、関節痛、結膜炎
などの症状が出たら、医療機関を受診しましょう。

救急車を呼ぶかどうか迷った場合に、医療機関の受診や救急車の利用（１１９番通報）な
どについて看護師がアドバイスします（２４時間対応）。

お子さんの病気・けがに関しては＃8000！

小学校
入学準備の
お金がない

夜間や休日における子どもの急な病気やけがに対
して、経験豊かな看護師（必要に応じて小児科医）がア
ドバイスする「小児救急でんわ相談」を開設しています。
詳しくは
受付時間：平日１９時から翌朝７時まで
（土曜は午前１２時から翌朝７時まで、日祝日は終日）

相談時間：月～土曜　９時３０分～１７時３０分 
　　　　　（土曜日は電話相談のみです。支援員が出向く出張相談も承ります。〈予約制〉）

行橋オフィス

〒824-0008 行橋市宮市町
２-８ ヘブンリービル１Ｆ

☎０９３０-２６-７７１０ 
ファクス０９３０-２６-７７０6

水巻オフィス

〒８０７-００２２ 遠賀郡水巻町
頃末北１-１２-１２-１Ｆ

☎０９３-２０３-１６６１ 
ファクス０９３-２０３-１６２９

〒８１1-２３１４ 糟屋郡粕屋町
若宮１-３-６ 安河内ビル１Ｆ

粕屋オフィス
☎０９２-９３８-１２０５ 
ファクス０９２-９３８-３０１２

下記の「子ども支援オフィス」にご相談ください。

福岡県　小児救急でんわ相談　検索

福岡県　デング熱　検索

福岡県　ジカウイルス感染症　検索

デング熱・ジカウイルス感染症を防ぐには

海外に渡航される方へ

デング熱について詳しくは
ジカウイルス感染症について詳しくは

〒830-0035 久留米市東和町
１-９ 成富ビル５Ｆ

☎０９４２-３８-０６０１ 
ファクス０９４２-３８-８５０４

久留米オフィス

利用開始日：６月３０日（木）午前１０時

リツイート・
シェアはダメ！

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
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屋外に放置された
子供のおもちゃ

植木鉢の皿

屋外に放置された
空きビン・缶、ペットボトル

排水溝

雨ざらしの
じょうろ

古タイヤに
溜まった水たまり

公園だけでは
ありません！

※なお、地方選挙については、上記国政選挙の公示日以後に告示される選挙から適用になります。

全ての子どもたちが夢と希望を持って
成長していける社会の実現のために、経
済的に困窮している、またはその恐れの
あるご家庭の相談に応じています。独り
で抱え込まずにぜひ、ご相談ください。

デング熱やジカウイルス感染症は、主に、感染した人の血を吸った蚊（ヒトスジシマカなど）に
刺されることで感染します。

平成２８年６月１９日以降に公示される国政選挙から、選挙権年齢が１８
歳以上に引き下げられます。将来を担う若い世代の声を政治に届けるために
進んで投票に行きましょう！

投票日に用事があって、投票に行けない場合
○期日前投票
　投票日当日に学校や仕事、旅行などで投票に行けない人は「期日前投票」ができます。選挙の公示日または
告示日の翌日から投票日の前日までの期間、市区町村ごとに設けられる期日前投票所で投票ができます。
○不在者投票
　選挙期間中、出張や旅行などにより、お住まいの市区町村以外に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙
管理委員会で「不在者投票」ができます。

18歳になるまでは一切の選挙運動ができません！
　選挙運動とは、特定の候補者や政党に投票するよう、他人に促すことです。
例えば、
○選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
○他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める（リツイート、シェアなど）
などの行為は選挙運動に該当します！ インターネットを利用していて、知らない
うちに選挙運動を行ってしまうような場合もありますので注意してください｡

支援員が、あなただけの支援計画を作り、
さまざまなサポートを行います。

子育てしながら
暮らしていける
か不安

このような困りごと、
お悩みに対応します

仕事が不安定で
生活が苦しい

「子どもの貧困」の解決に向けて

選挙権年齢が １８歳以上になります ｢救急医療電話相談」がはじまります

デング熱・ジカウイルス感染症に注意しましょう
問い合わせ：医療指導課　☎０９２-６４３-３２７３　ファクス０９２-６４３-３２７７

問い合わせ：保護・援護課　☎０９２-６４３-３３１５　ファクス０９２-６４３-３３０６

問い合わせ：選挙管理委員会　☎０９２-６４３-３０７７　ファクス０９２-６４３-３０７８

問い合わせ：最寄りの保健福祉（環境）事務所または保健衛生課　☎０９２-６４３-３２６８　ファクス０９２-643-3282

電話機の『＃』ボタンを押してから「７１１９」とダイヤ
ルし、音声ガイダンスに従ってください。
つながらない場合は、☎０９２-４７１-００９９におかけ

なおしください。

１. 蚊に刺されないようにしましょう
　　屋外での活動時には、蚊に刺されないように次のような対策をしましょう。
　○肌を露出しない長袖、長ズボン、靴などを着用
　○白などの色が薄い衣服を選ぶ（蚊は色の濃いものに近づく習性がある）
　○虫よけスプレーや蚊取り線香などを使い、蚊を近づけない　など
2. 蚊の発生を抑えましょう
　　蚊は、小さな水たまりを好んで卵を産み付けます。住まいの周囲の水た
　まりをなくすことで、発生する蚊の数を減らすことができます。

　流行している地域へ渡航する際には、滞在中だけでなく、帰国後最低２週
間は、蚊に刺されないよう注意しましょう。また、発熱、発疹、関節痛、結膜炎
などの症状が出たら、医療機関を受診しましょう。

救急車を呼ぶかどうか迷った場合に、医療機関の受診や救急車の利用（１１９番通報）な
どについて看護師がアドバイスします（２４時間対応）。

お子さんの病気・けがに関しては＃8000！

小学校
入学準備の
お金がない

夜間や休日における子どもの急な病気やけがに対
して、経験豊かな看護師（必要に応じて小児科医）がア
ドバイスする「小児救急でんわ相談」を開設しています。
詳しくは
受付時間：平日１９時から翌朝７時まで
（土曜は午前１２時から翌朝７時まで、日祝日は終日）

相談時間：月～土曜　９時３０分～１７時３０分 
　　　　　（土曜日は電話相談のみです。支援員が出向く出張相談も承ります。〈予約制〉）

行橋オフィス

〒824-0008 行橋市宮市町
２-８ ヘブンリービル１Ｆ

☎０９３０-２６-７７１０ 
ファクス０９３０-２６-７７０6

水巻オフィス

〒８０７-００２２ 遠賀郡水巻町
頃末北１-１２-１２-１Ｆ

☎０９３-２０３-１６６１ 
ファクス０９３-２０３-１６２９

〒８１1-２３１４ 糟屋郡粕屋町
若宮１-３-６ 安河内ビル１Ｆ

粕屋オフィス
☎０９２-９３８-１２０５ 
ファクス０９２-９３８-３０１２

下記の「子ども支援オフィス」にご相談ください。

福岡県　小児救急でんわ相談　検索

福岡県　デング熱　検索

福岡県　ジカウイルス感染症　検索

デング熱・ジカウイルス感染症を防ぐには

海外に渡航される方へ

デング熱について詳しくは
ジカウイルス感染症について詳しくは

〒830-0035 久留米市東和町
１-９ 成富ビル５Ｆ

☎０９４２-３８-０６０１ 
ファクス０９４２-３８-８５０４

久留米オフィス

利用開始日：６月３０日（木）午前１０時

リツイート・
シェアはダメ！
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４月に発生した熊本地震は、熊本県と大分県に甚大
な被害を及ぼしました。県では、被災地に対し、警察や
救急消防隊、職員の派遣、住宅支援などを行っていま
す。また、県内外からたくさんの支援物資や義援金が寄
せられ、被災地では多くの関係団体やボランティアによ
る支援活動が
行われています。
今後も県民一
体となって、被
災地のニーズ
に応じた支援に
取り組みます。

県政フラッシュ

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。

県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２　ファクス０９２-６３２-５３３１

問

本年４月に「障害者差別解消法」が施行されました。
県では障害のある方もない方も安心して暮らせる社
会を目指しています。県庁総合案内への補聴支援シス
テムの設置や、手話のできる職員の養成などを行うと
ともに、外見では障害に気付かれにくい方が困ってい
るときに身につ
ける「ヘルプカ
ード」の普及促
進にも取り組
んでいます。

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

問

「平成２８年熊本地震」への支援広がる

る看板メニューです。
このほかにも３つの道の駅には、
石炭まんじゅう（香春）、ダイヤの山
羊羹（いとだ）、田川ホルモン鍋
セット（おおとう）など、田川地域
ならではの品もそろっています。
それぞれ車で３０分圏内にあ
り、周遊もおすすめ。この夏は
ぜひ、田川地域の道の駅で「炭
都グルメ」を満喫してみません
か？

見事なまでに真っ黒で、一瞬、食べ
るのをためらうようなインパクト。地
域をＰＲする特産品を作ろうと、
道の駅いとだのオープン時に
誕生しました。いかにつやのあ
る「真っ黒」にするかに徹底してこ
だわった田川地域ならではのソフ
トクリームです。
恐る恐る初めて食べる人も、一口食

べて広がるビターチョコレートのおいし
い風味に思わずニッコリ。非常にきめ細か
くパウダー状にした食用の竹炭を使ってい
るため、食感もなめらかです。
田川郡内３つの道の駅で限定販売される
石炭ソフトクリームは、週末などには行列が
できるほどの人気ぶり。これを目当てに遠方
から訪れる人も多く、１日で５００個以上も売れ

問い合わせ
道の駅香春
☎０９４７-３２-８７２７　ファクス０９４７-３２-３１３０
道の駅いとだ
☎０９４７-２６-２１１５　ファクス０９４７-２６-２１１０
道の駅おおとう桜街道
☎０９４７-６３-４４３０　ファクス０９４７-６３-４４３１

障害者へのバリアフリー化を進めています

九州芸文館の開館３周年を記念し、４０年間第一線
で活躍する筑後市出身のデザイナー・写真家田島照
久氏の集大成となる「田島照久の全仕事展」を開催し
ました。また「ホークス応援フェスタ」を４月３０日に開
催し、筑後児童合唱団によるオープニング合唱や、ホ
ークスＯＢの柴
原洋氏による
トークショーな
ど多くの人でに
ぎわいました。

文化振興課
☎０９２-６４３-３３４６　ファクス０９２-６４３-３３４７

問

５月１日から２日に「Ｇ７北九州エネルギー大臣会
合」が北九州市で開催されました。地元歓迎行事では、
八女茶によるおもてなしや、県産食材を使った料理、
地酒がふるまわれるなど、本県の文化、食の魅力が国
内外へ発信されました。また、会合に続くエクスカーシ
ョンで、小川知
事は本県の水
素施策を説明
し、エネルギー
の先進地であ
る福岡をＰＲし
ました。

国際政策課
☎０９２-６４３-３２１４　ファクス０９２-６４３-３２２４

問

九州芸文館３周年

Ｇ７北九州エネルギー大臣会合開催

フィンランド・フィンエアー初の九州定期路線とな
る「福岡－ヘルシンキ線」が５月８日に就航しました。九
州で唯一の欧州便として、福岡発が日・水・金曜日、ヘ
ルシンキ発が火・木・土曜日の週３便運航。福岡を出発
してその日のうちに欧州の主要都市へ行くことがで
きます。県では、就航都市との間で、観光やビジネスな
ど幅広い分野
での交流が深
まるよう、路線
の利用促進に
取り組んでい
きます。

今回から始まった新コーナーでは、「へ～、知らなかった！」
という福岡県にまつわる豆知識を紹介します。子育て支援課

☎０９２-６４３-３３１１　ファクス０９２-６４３-３２６０
問

少子化や核家族化の進行、児童虐待の増加などに
より、子どもや家庭を取り巻く環境は大きく変化して
います。県では、５月５日からの「児童福祉週間」に合わ
せて、家庭環境や子どもの健やかな成長について社
会全体で考えてもらうため、子どもの福祉に関する取
り組みを商業
施設や鉄道駅
など県内各地
でPRしました。

空港整備課
☎０９２-６４３-３１７1　ファクス０９２-６４３-３１７４

問

子どもたちの健やかな成長を考えよう

欧州がより身近に

石炭ソフトクリーム
香春町・糸田町・大任町

ふくおかの食

八女茶（玉露）の品質は日本一
　全国有数の高級茶として知られる「福岡の八女茶」
ですが、実は生産量は全国シェアの約3％とわずか。
それにも関わらず、八女地区の中山間地域を中心に
生産されている玉露は、全国茶品評会において、その
年の最も優秀な産地に贈られる産地賞を15年連続
で受賞するなど、日本一に輝き続けています。
　八女茶の歴史は室町時代、中国の明で学んだ栄林

周瑞禅師が、修行した蘇州の寺から茶
の種を持ち帰ったことに始まります。
その蘇州がある江蘇省と福岡県
は友好提携を結んでおり、今年3
月に江蘇省南京市で行われた交

流事業では「日中友好大茶会」が催されました。茶会
では八女茶がふるまわれるなど、お茶が結んだ縁は、
約600年を経た今も続いています。

海を越える八女茶
　福岡県では、平成4年から八女茶の輸出促進に取
り組んでおり、日本食ブームを追い風に、欧州やアジ
アを中心に輸出が伸びています。
　また、「八女伝統本玉露」は、特定の地域や生産方法
で作られる農水産物などの品質に国が「お墨付き」を
与える「GIマーク」を、お茶としては全国で初めて取得。
さらに国内や海外で八女茶のブランド力や輸出競争
力が高まることが期待されています。今年５月に開催
された「G7北九州エネルギー大臣会合」では、各国の
代表を八女茶でもてなし、大好評を得たところです。
　海外での広がりをも予感させる八女茶。この夏はぜ
ひ、「水出し」の八女茶を試してみませんか？熱いお茶
はちょっと…という方も、きっと新たな魅力が発見で
きますよ！

Do you know Fukuoka?

ヘルプカード▶ （
表
面
）

（
裏
面
）

◀おすすめは「水出し八女茶」。低温で抽出
　することで、凝縮されたうま味が味わえます

ＧＩ（地理的表示保護）制度は、品質、社会的評価などの
確立した特性が産地と結びついている地域産品につい
て、その名称を知的財産として保護するもの▶

「名物商品で地域を活性化したい」と話す
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４月に発生した熊本地震は、熊本県と大分県に甚大
な被害を及ぼしました。県では、被災地に対し、警察や
救急消防隊、職員の派遣、住宅支援などを行っていま
す。また、県内外からたくさんの支援物資や義援金が寄
せられ、被災地では多くの関係団体やボランティアによ
る支援活動が
行われています。
今後も県民一
体となって、被
災地のニーズ
に応じた支援に
取り組みます。

県政フラッシュ

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。

県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２　ファクス０９２-６３２-５３３１

問

本年４月に「障害者差別解消法」が施行されました。
県では障害のある方もない方も安心して暮らせる社
会を目指しています。県庁総合案内への補聴支援シス
テムの設置や、手話のできる職員の養成などを行うと
ともに、外見では障害に気付かれにくい方が困ってい
るときに身につ
ける「ヘルプカ
ード」の普及促
進にも取り組
んでいます。

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

問

「平成２８年熊本地震」への支援広がる

る看板メニューです。
このほかにも３つの道の駅には、
石炭まんじゅう（香春）、ダイヤの山
羊羹（いとだ）、田川ホルモン鍋
セット（おおとう）など、田川地域
ならではの品もそろっています。
それぞれ車で３０分圏内にあ
り、周遊もおすすめ。この夏は
ぜひ、田川地域の道の駅で「炭
都グルメ」を満喫してみません
か？

見事なまでに真っ黒で、一瞬、食べ
るのをためらうようなインパクト。地
域をＰＲする特産品を作ろうと、
道の駅いとだのオープン時に
誕生しました。いかにつやのあ
る「真っ黒」にするかに徹底してこ
だわった田川地域ならではのソフ
トクリームです。
恐る恐る初めて食べる人も、一口食

べて広がるビターチョコレートのおいし
い風味に思わずニッコリ。非常にきめ細か
くパウダー状にした食用の竹炭を使ってい
るため、食感もなめらかです。
田川郡内３つの道の駅で限定販売される
石炭ソフトクリームは、週末などには行列が
できるほどの人気ぶり。これを目当てに遠方
から訪れる人も多く、１日で５００個以上も売れ

問い合わせ
道の駅香春
☎０９４７-３２-８７２７　ファクス０９４７-３２-３１３０
道の駅いとだ
☎０９４７-２６-２１１５　ファクス０９４７-２６-２１１０
道の駅おおとう桜街道
☎０９４７-６３-４４３０　ファクス０９４７-６３-４４３１

障害者へのバリアフリー化を進めています

九州芸文館の開館３周年を記念し、４０年間第一線
で活躍する筑後市出身のデザイナー・写真家田島照
久氏の集大成となる「田島照久の全仕事展」を開催し
ました。また「ホークス応援フェスタ」を４月３０日に開
催し、筑後児童合唱団によるオープニング合唱や、ホ
ークスＯＢの柴
原洋氏による
トークショーな
ど多くの人でに
ぎわいました。

文化振興課
☎０９２-６４３-３３４６　ファクス０９２-６４３-３３４７

問

５月１日から２日に「Ｇ７北九州エネルギー大臣会
合」が北九州市で開催されました。地元歓迎行事では、
八女茶によるおもてなしや、県産食材を使った料理、
地酒がふるまわれるなど、本県の文化、食の魅力が国
内外へ発信されました。また、会合に続くエクスカーシ
ョンで、小川知
事は本県の水
素施策を説明
し、エネルギー
の先進地であ
る福岡をＰＲし
ました。

国際政策課
☎０９２-６４３-３２１４　ファクス０９２-６４３-３２２４

問

九州芸文館３周年

Ｇ７北九州エネルギー大臣会合開催

フィンランド・フィンエアー初の九州定期路線とな
る「福岡－ヘルシンキ線」が５月８日に就航しました。九
州で唯一の欧州便として、福岡発が日・水・金曜日、ヘ
ルシンキ発が火・木・土曜日の週３便運航。福岡を出発
してその日のうちに欧州の主要都市へ行くことがで
きます。県では、就航都市との間で、観光やビジネスな
ど幅広い分野
での交流が深
まるよう、路線
の利用促進に
取り組んでい
きます。

今回から始まった新コーナーでは、「へ～、知らなかった！」
という福岡県にまつわる豆知識を紹介します。子育て支援課

☎０９２-６４３-３３１１　ファクス０９２-６４３-３２６０
問

少子化や核家族化の進行、児童虐待の増加などに
より、子どもや家庭を取り巻く環境は大きく変化して
います。県では、５月５日からの「児童福祉週間」に合わ
せて、家庭環境や子どもの健やかな成長について社
会全体で考えてもらうため、子どもの福祉に関する取
り組みを商業
施設や鉄道駅
など県内各地
でPRしました。

空港整備課
☎０９２-６４３-３１７1　ファクス０９２-６４３-３１７４

問

子どもたちの健やかな成長を考えよう

欧州がより身近に

石炭ソフトクリーム
香春町・糸田町・大任町

ふくおかの食

八女茶（玉露）の品質は日本一
　全国有数の高級茶として知られる「福岡の八女茶」
ですが、実は生産量は全国シェアの約3％とわずか。
それにも関わらず、八女地区の中山間地域を中心に
生産されている玉露は、全国茶品評会において、その
年の最も優秀な産地に贈られる産地賞を15年連続
で受賞するなど、日本一に輝き続けています。
　八女茶の歴史は室町時代、中国の明で学んだ栄林

周瑞禅師が、修行した蘇州の寺から茶
の種を持ち帰ったことに始まります。
その蘇州がある江蘇省と福岡県
は友好提携を結んでおり、今年3
月に江蘇省南京市で行われた交

流事業では「日中友好大茶会」が催されました。茶会
では八女茶がふるまわれるなど、お茶が結んだ縁は、
約600年を経た今も続いています。

海を越える八女茶
　福岡県では、平成4年から八女茶の輸出促進に取
り組んでおり、日本食ブームを追い風に、欧州やアジ
アを中心に輸出が伸びています。
　また、「八女伝統本玉露」は、特定の地域や生産方法
で作られる農水産物などの品質に国が「お墨付き」を
与える「GIマーク」を、お茶としては全国で初めて取得。
さらに国内や海外で八女茶のブランド力や輸出競争
力が高まることが期待されています。今年５月に開催
された「G7北九州エネルギー大臣会合」では、各国の
代表を八女茶でもてなし、大好評を得たところです。
　海外での広がりをも予感させる八女茶。この夏はぜ
ひ、「水出し」の八女茶を試してみませんか？熱いお茶
はちょっと…という方も、きっと新たな魅力が発見で
きますよ！

Do you know Fukuoka?

ヘルプカード▶ （
表
面
）

（
裏
面
）

◀おすすめは「水出し八女茶」。低温で抽出
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ご家族の薬物の問題でお悩みの
方を対象に薬物依存症の基本的
な知識や対応方法をお教えします。
※参加無料
個別相談も随時受け付けています。
〈日時〉第４木曜日１４時～１６時
（４月と３月を除く）
〈場所〉福岡県精神保健福祉セン
ター（春日市原町）
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県精神保健福祉センター
☎０９２-６４３-７５００Ⓕ０９２-６４３-７５０５

募　集

◀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 県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

県HP
薬物依存家族教室

【民間企業等職務経験者】
〈職種〉行政
〈受験資格〉昭和３２年４月２日以
降に生まれた人で、平成２８年６月
末日現在、民間企業などにおける
職務経験が５年以上ある人
〈試験日〉８月２８日（日）
〈試験地〉福岡市、東京都
〈受付期間〉７月１９日（火）～２９日
（金）消印有効（インターネットで
の申し込みは２６日（火）まで）
【短大卒業程度［Ⅱ類］・高校卒業
程度［Ⅲ類］】
〈職種〉［Ⅱ類］行政事務、教育行政
［Ⅲ類］一般事務、教育行政、警察
行政、土木
〈受験資格〉
［Ⅱ類］平成３年４月２日から平成
９年４月１日までに生まれた人
［Ⅲ類］平成５年４月２日から平成
１１年４月１日までに生まれた人
※大学（短期大学を除く）における
在学期間が２年を超える人を除く
〈試験日〉９月２５日（日）
〈試験地〉［Ⅱ類］福岡市［Ⅲ類］福岡
市、久留米市、飯塚市、北九州市
〈受付期間〉８月１５日（月）～２６日
（金）消印有効（インターネットで
の申し込みは２３日（火）まで）
〈問い合わせ〉
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

試　験

県HP
県職員採用試験

少子化対策の一環として、独身の
方々に出会いの機会を提供し、結
婚のきっかけづくりを行う「出会
い・結婚応援事業」を実施してい
ます。
出会い応援団体が実施するパー
ティーやバスツアーなどの出会い
イベント情報を、メールマガジン
「あかい糸めーる」で配信してい
ます。メルマガ会員は随時募集中
です。会員登録は、パソコン・携帯
電話から行うことができます。

〈問い合わせ〉
福岡県出会い・結婚応援事務局
☎０９２-７２２-６１１１Ⓕ０９２-７２２-６１２１
子育て支援課
☎０９２-６４３-３３１１Ⓕ０９２-６４３-３２６０

お知らせ

県HP

独身男女の出会いを
応援しています

県HP
カネミ油症患者の方へ

県HP

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届を

お忘れなく

県HP

８月１日は水の日、
８月１日から７日は
水の週間です

ウーマンワークカフェ北九州が
５月にオープンしました

未来を担う若者たちに薬物汚染
が急速に広がっています。
薬物乱用問題を身近な問題とし
て意識し、薬物乱用を｢しない、さ
せない、許さない｣社会を作りま
しょう。
〈問い合わせ〉薬務課　　　　　　
☎０９２-６４３-３２８７Ⓕ０９２-６４３-３３０５

県HP
薬物乱用は

「ダメ。ゼッタイ。」

水は限りある大切な資源です。
特に夏は水の使用量が増えます。
節水を心がけ、大切に使いましょう。
〈問い合わせ〉水資源対策課
☎０９２-６４３-３２０５Ⓕ０９２-６４３-３２０７

隊員の皆さんが自分で生きもの
を探し、観察して、県内の生きも
のの情報を報告し合う県民参加
型の調査です。あなたも隊員に
なって、身近な自然や里山、水辺
などで生きものを観察して、情報
を発信してみませんか？
詳しくは

〈問い合わせ〉自然環境課
☎０９２-６４３-３３６８Ⓕ０９２-６４３-３３５７

県HP

ふくおか生きもの見つけ隊
隊員募集

　福岡県海外慰霊巡拝団員募集
〈対象〉下記の地域における本県
出身の戦没者の遺族〔配偶者（再
婚した人を除く）、父母、子、兄弟
姉妹など〕
〈巡拝地域・時期〉
①中国 １０月下旬頃
②フィリピン（北部） ２月上旬頃
〈募集人数〉各国１５人
〈申込締切〉
①８月２６日（金）②１１月１８日（金）
※参加費用など詳しくはお問い
合わせください。
〈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Ⓕ０９２-７８１-２０５６、
最寄りの各郡市区遺族会

戦没者遺児による慰霊友好親善
　　　事業参加遺族募集
〈対象〉戦没者の遺児
〈実施地域〉
旧満州、旧ソ連、西部ニューギニア、
マリアナ諸島、トラック・パラオ諸島、
東部ニューギニア、ボルネオ・マ
レー半島、フィリピン、ソロモン諸
島、ミャンマー、台湾・バシー海峡、
中国、ビスマーク諸島、マーシャル・
ギルバート諸島
〈参加料〉１０万円
〈申し込み・問い合わせ〉
一般財団法人日本遺族会事務局
☎０３-３２６１-５５２１Ⓕ０３-３２６１-９１９１
一般財団法人福岡県遺族連合会
☎０９２-７６１-００１２Ⓕ０９２-７８１-２０５６

県HP
戦没者の遺族の方へ

ふくおか生きもの見つけ隊　検索

福岡県出会い・結婚応援事業  検索

ふくおかエコライフ応援サイト  検索

〈対象〉県内居住（予定を含む）の
小学校６年生とその保護者など
〈日時・会場〉
①【育徳館中学校】
７月２３日（土）１０時
同中学校（みやこ町豊津）
②【輝翔館中等教育学校】
７月２４日（日）１０時
大野城まどかぴあ（大野城市曙町）
同日１４時３０分
久留米シティプラザ（久留米市六
ツ門町）
７月３１日（日）９時３０分
同校（八女市黒木町）※要申込
③【嘉穂高等学校附属中学校】
７月３１日（日）１０時、１４時
嘉穂高等学校潤陵舘（飯塚市潤野） 
④【宗像中学校】
８月７日（日）１０時３０分
宗像ユリックス（宗像市久原）
⑤【門司学園中学校】
８月２７日（土）９時
同中学校（北九州市門司区猿喰）
〈問い合わせ〉高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４Ⓕ０９２-６４３-３９０６

県HP

平成２９年度県立中高一貫教育校
入学者学校説明会

県では省エネ・節電に取り組んで
いただくご家庭｢エコファミリー｣
を募集しています。参加世帯には、
協賛店舗で割引などの特典が受
けられる｢エコファミリー応援パ
スポート｣を進呈します。また、取
り組み結果を提出いただいた世
帯には、抽選でエコチケット（金
券）を進呈します。さらに電気使
用量の検針票を提出いただいた
世帯には、抽選で協賛企業からの
賞品などを進呈します。
詳しくは

〈問い合わせ〉環境保全課
☎０９２-６４３-３３５６Ⓕ０９２-６４３-３３５７

県HP

省エネ・節電に取り組む
エコファミリーを募集しています

県営住宅入居者募集
（ポイント方式）

視覚障害者への情報提供を支援
する音訳奉仕員の養成講習会で
す。※参加無料
〈対象〉音訳奉仕員として活動す
る意欲のある県内在住の１８歳以
上で、音訳ボランティア活動が未
経験の人（学生を除く）。詳しくは
お問い合わせください。
〈日時〉
８月３日～１０月２６日までの毎週
水曜日　１３時３０分～１５時３０分
〈会場〉
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Ⓕ０９２-５８４-１１０１

県HP
音訳奉仕員養成講習受講者

　　　　　一斉検診
〈対象〉カネミ油症患者など
※初めて検診を希望される方は、
必ず事前にお問い合わせください。
〈検診日・会場〉
①８月６日（土）、９月１０日（土）
福岡市中央区保健福祉センター
（福岡市中央区舞鶴）
②８月１７日（水）県北筑後保健福
祉環境事務所久留米分庁舎（久
留米市合川町）
③８月２４日（水）、９月１日（木）
北九州市立夜間･休日急患センター
（北九州市小倉北区馬借）

　　　同居家族の認定申請
カネミ油症認定患者の油症発生
当時の同居家族の方で一定の基
準を満たす場合、平成２４年１２月
からカネミ油症患者として認定の
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

県HP
公衆衛生医師募集

県保健福祉（環境）事務所などで
保健・医療・介護施策の企画立案
に携わる医師を募集します。
〈採用予定数〉３人
〈選考方法〉
面接試験、小論文評定など
〈応募締切〉８月５日（金）
※業務内容、応募要件、採用時期、
申込方法など詳しくはお問い合
わせください。
〈申し込み・問い合わせ〉
保健医療介護総務課
☎０９２-６４３-３２３７Ⓕ０９２-６４３-３２４１

前年の所得状況と８月１日の養育状
況を確認します。提出がない場合、
８月分以降の手当の支給が一時差
し止めとなります。ご注意ください。
〈提出期間〉
【児童扶養手当を受けている人】
｢現況届｣８月１日（月）～３１日（水）
【特別児童扶養手当を受けている人】
｢所得状況届｣
８月１２日（金）～９月１２日（月）
〈提出先〉
居住する市区町村窓口
〈問い合わせ〉
居住する市区町村（特別）児童扶養
手当担当課または県児童家庭課
☎０９２-６４３-３２５９Ⓕ０９２-６４３-３２６０

県・国・北九州市が連携し、就業や
キャリアアップ、創業など女性の活
躍をワンストップで応援します。
カフェ内に県の「子育て女性就職
支援センター」を開設し、個別相談
や就職あっせん、面接同行など、
子育て中の女性に対するきめ細
かな就職支援を行っています。
ご利用は無料です。お気軽にご利
用ください。
〈場所〉ＡＩＭビル２階（北九州市小
倉北区浅野）
〈問い合わせ〉
ウーマンワークカフェ北九州
☎０９３-５５１-００９２Ⓕ０９３-５５１-００９３
http://www.city.kitakyushu.

lg.jp/page/woman-work-cafe
HP

住宅にお困りの方の状況を点数化
し、点数の高い方から順に入居者
を決定します。募集団地および募
集戸数については、７月１３日（水）
から配布する募集案内書をご覧く
ださい。
〈申込締切〉７月２２日（金）
〈募集案内配布場所〉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
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９Ⓕ０９２-722-1181
   http://www.lsf.jp/HP

ニセ電話詐欺に注意
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

【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】左記ホームページ
※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。
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ご家族の薬物の問題でお悩みの
方を対象に薬物依存症の基本的
な知識や対応方法をお教えします。
※参加無料
個別相談も随時受け付けています。
〈日時〉第４木曜日１４時～１６時
（４月と３月を除く）
〈場所〉福岡県精神保健福祉セン
ター（春日市原町）
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県精神保健福祉センター
☎０９２-６４３-７５００Ⓕ０９２-６４３-７５０５

募　集

◀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 県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

県HP
薬物依存家族教室

【民間企業等職務経験者】
〈職種〉行政
〈受験資格〉昭和３２年４月２日以
降に生まれた人で、平成２８年６月
末日現在、民間企業などにおける
職務経験が５年以上ある人
〈試験日〉８月２８日（日）
〈試験地〉福岡市、東京都
〈受付期間〉７月１９日（火）～２９日
（金）消印有効（インターネットで
の申し込みは２６日（火）まで）
【短大卒業程度［Ⅱ類］・高校卒業
程度［Ⅲ類］】
〈職種〉［Ⅱ類］行政事務、教育行政
［Ⅲ類］一般事務、教育行政、警察
行政、土木
〈受験資格〉
［Ⅱ類］平成３年４月２日から平成
９年４月１日までに生まれた人
［Ⅲ類］平成５年４月２日から平成
１１年４月１日までに生まれた人
※大学（短期大学を除く）における
在学期間が２年を超える人を除く
〈試験日〉９月２５日（日）
〈試験地〉［Ⅱ類］福岡市［Ⅲ類］福岡
市、久留米市、飯塚市、北九州市
〈受付期間〉８月１５日（月）～２６日
（金）消印有効（インターネットで
の申し込みは２３日（火）まで）
〈問い合わせ〉
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

試　験

県HP
県職員採用試験

少子化対策の一環として、独身の
方々に出会いの機会を提供し、結
婚のきっかけづくりを行う「出会
い・結婚応援事業」を実施してい
ます。
出会い応援団体が実施するパー
ティーやバスツアーなどの出会い
イベント情報を、メールマガジン
「あかい糸めーる」で配信してい
ます。メルマガ会員は随時募集中
です。会員登録は、パソコン・携帯
電話から行うことができます。

〈問い合わせ〉
福岡県出会い・結婚応援事務局
☎０９２-７２２-６１１１Ⓕ０９２-７２２-６１２１
子育て支援課
☎０９２-６４３-３３１１Ⓕ０９２-６４３-３２６０

お知らせ

県HP

独身男女の出会いを
応援しています

県HP
カネミ油症患者の方へ

県HP

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届を

お忘れなく

県HP

８月１日は水の日、
８月１日から７日は
水の週間です

ウーマンワークカフェ北九州が
５月にオープンしました

未来を担う若者たちに薬物汚染
が急速に広がっています。
薬物乱用問題を身近な問題とし
て意識し、薬物乱用を｢しない、さ
せない、許さない｣社会を作りま
しょう。
〈問い合わせ〉薬務課　　　　　　
☎０９２-６４３-３２８７Ⓕ０９２-６４３-３３０５

県HP
薬物乱用は

「ダメ。ゼッタイ。」

水は限りある大切な資源です。
特に夏は水の使用量が増えます。
節水を心がけ、大切に使いましょう。
〈問い合わせ〉水資源対策課
☎０９２-６４３-３２０５Ⓕ０９２-６４３-３２０７

隊員の皆さんが自分で生きもの
を探し、観察して、県内の生きも
のの情報を報告し合う県民参加
型の調査です。あなたも隊員に
なって、身近な自然や里山、水辺
などで生きものを観察して、情報
を発信してみませんか？
詳しくは

〈問い合わせ〉自然環境課
☎０９２-６４３-３３６８Ⓕ０９２-６４３-３３５７

県HP

ふくおか生きもの見つけ隊
隊員募集

　福岡県海外慰霊巡拝団員募集
〈対象〉下記の地域における本県
出身の戦没者の遺族〔配偶者（再
婚した人を除く）、父母、子、兄弟
姉妹など〕
〈巡拝地域・時期〉
①中国 １０月下旬頃
②フィリピン（北部） ２月上旬頃
〈募集人数〉各国１５人
〈申込締切〉
①８月２６日（金）②１１月１８日（金）
※参加費用など詳しくはお問い
合わせください。
〈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Ⓕ０９２-７８１-２０５６、
最寄りの各郡市区遺族会

戦没者遺児による慰霊友好親善
　　　事業参加遺族募集
〈対象〉戦没者の遺児
〈実施地域〉
旧満州、旧ソ連、西部ニューギニア、
マリアナ諸島、トラック・パラオ諸島、
東部ニューギニア、ボルネオ・マ
レー半島、フィリピン、ソロモン諸
島、ミャンマー、台湾・バシー海峡、
中国、ビスマーク諸島、マーシャル・
ギルバート諸島
〈参加料〉１０万円
〈申し込み・問い合わせ〉
一般財団法人日本遺族会事務局
☎０３-３２６１-５５２１Ⓕ０３-３２６１-９１９１
一般財団法人福岡県遺族連合会
☎０９２-７６１-００１２Ⓕ０９２-７８１-２０５６

県HP
戦没者の遺族の方へ

ふくおか生きもの見つけ隊　検索

福岡県出会い・結婚応援事業  検索

ふくおかエコライフ応援サイト  検索

〈対象〉県内居住（予定を含む）の
小学校６年生とその保護者など
〈日時・会場〉
①【育徳館中学校】
７月２３日（土）１０時
同中学校（みやこ町豊津）
②【輝翔館中等教育学校】
７月２４日（日）１０時
大野城まどかぴあ（大野城市曙町）
同日１４時３０分
久留米シティプラザ（久留米市六
ツ門町）
７月３１日（日）９時３０分
同校（八女市黒木町）※要申込
③【嘉穂高等学校附属中学校】
７月３１日（日）１０時、１４時
嘉穂高等学校潤陵舘（飯塚市潤野） 
④【宗像中学校】
８月７日（日）１０時３０分
宗像ユリックス（宗像市久原）
⑤【門司学園中学校】
８月２７日（土）９時
同中学校（北九州市門司区猿喰）
〈問い合わせ〉高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４Ⓕ０９２-６４３-３９０６

県HP

平成２９年度県立中高一貫教育校
入学者学校説明会

県では省エネ・節電に取り組んで
いただくご家庭｢エコファミリー｣
を募集しています。参加世帯には、
協賛店舗で割引などの特典が受
けられる｢エコファミリー応援パ
スポート｣を進呈します。また、取
り組み結果を提出いただいた世
帯には、抽選でエコチケット（金
券）を進呈します。さらに電気使
用量の検針票を提出いただいた
世帯には、抽選で協賛企業からの
賞品などを進呈します。
詳しくは

〈問い合わせ〉環境保全課
☎０９２-６４３-３３５６Ⓕ０９２-６４３-３３５７

県HP

省エネ・節電に取り組む
エコファミリーを募集しています

県営住宅入居者募集
（ポイント方式）

視覚障害者への情報提供を支援
する音訳奉仕員の養成講習会で
す。※参加無料
〈対象〉音訳奉仕員として活動す
る意欲のある県内在住の１８歳以
上で、音訳ボランティア活動が未
経験の人（学生を除く）。詳しくは
お問い合わせください。
〈日時〉
８月３日～１０月２６日までの毎週
水曜日　１３時３０分～１５時３０分
〈会場〉
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Ⓕ０９２-５８４-１１０１

県HP
音訳奉仕員養成講習受講者

　　　　　一斉検診
〈対象〉カネミ油症患者など
※初めて検診を希望される方は、
必ず事前にお問い合わせください。
〈検診日・会場〉
①８月６日（土）、９月１０日（土）
福岡市中央区保健福祉センター
（福岡市中央区舞鶴）
②８月１７日（水）県北筑後保健福
祉環境事務所久留米分庁舎（久
留米市合川町）
③８月２４日（水）、９月１日（木）
北九州市立夜間･休日急患センター
（北九州市小倉北区馬借）

　　　同居家族の認定申請
カネミ油症認定患者の油症発生
当時の同居家族の方で一定の基
準を満たす場合、平成２４年１２月
からカネミ油症患者として認定の
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

県HP
公衆衛生医師募集

県保健福祉（環境）事務所などで
保健・医療・介護施策の企画立案
に携わる医師を募集します。
〈採用予定数〉３人
〈選考方法〉
面接試験、小論文評定など
〈応募締切〉８月５日（金）
※業務内容、応募要件、採用時期、
申込方法など詳しくはお問い合
わせください。
〈申し込み・問い合わせ〉
保健医療介護総務課
☎０９２-６４３-３２３７Ⓕ０９２-６４３-３２４１

前年の所得状況と８月１日の養育状
況を確認します。提出がない場合、
８月分以降の手当の支給が一時差
し止めとなります。ご注意ください。
〈提出期間〉
【児童扶養手当を受けている人】
｢現況届｣８月１日（月）～３１日（水）
【特別児童扶養手当を受けている人】
｢所得状況届｣
８月１２日（金）～９月１２日（月）
〈提出先〉
居住する市区町村窓口
〈問い合わせ〉
居住する市区町村（特別）児童扶養
手当担当課または県児童家庭課
☎０９２-６４３-３２５９Ⓕ０９２-６４３-３２６０

県・国・北九州市が連携し、就業や
キャリアアップ、創業など女性の活
躍をワンストップで応援します。
カフェ内に県の「子育て女性就職
支援センター」を開設し、個別相談
や就職あっせん、面接同行など、
子育て中の女性に対するきめ細
かな就職支援を行っています。
ご利用は無料です。お気軽にご利
用ください。
〈場所〉ＡＩＭビル２階（北九州市小
倉北区浅野）
〈問い合わせ〉
ウーマンワークカフェ北九州
☎０９３-５５１-００９２Ⓕ０９３-５５１-００９３
http://www.city.kitakyushu.

lg.jp/page/woman-work-cafe
HP

住宅にお困りの方の状況を点数化
し、点数の高い方から順に入居者
を決定します。募集団地および募
集戸数については、７月１３日（水）
から配布する募集案内書をご覧く
ださい。
〈申込締切〉７月２２日（金）
〈募集案内配布場所〉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
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９Ⓕ０９２-722-1181
   http://www.lsf.jp/HP

ニセ電話詐欺に注意
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

【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】左記ホームページ
※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。
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

催　し

アンケート　
「福岡県だより7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7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7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

福岡県で開発されたいちじく「とよみつ
ひめ」。とても甘く、果肉は肉厚で、なめ
らかな食感が特長です。
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

いちじく「とよみつひめ」
（９または１２玉／箱 ×５人）

プレゼントコーナー

北方領土は日本固有の領土で
す。一日も早い北方領土の返
還に向けて国民世論を盛り上
げましょう。
〈問い合わせ〉県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０1Ⓕ０９２-６３２-５３３１

８月は北方領土返還運動
全国強調月間 県HP

九州新幹線は開通５周年 ！ 鹿
児島には、多種多様な温泉、雄
大な自然と離島、今話題の五
代友厚などの興味深い歴史、
黒牛・黒豚・黒さつま鶏といっ
た絶品黒グルメなど、旅の醍醐
味がぎゅっと詰まっています。
ぜひ鹿児島へおじゃったもん
せ～（お越しください）！
〈問い合わせ〉鹿児島県観光課
☎０９９-２８６-３００８Ⓕ０９９-２８６-５５８０

勉学意欲がありながら経済的理
由により修学が困難な方に、奨学
金（無利子）を貸与します。
〈応募資格〉以下の全てを満たす
方が対象です。高等学校などに
在籍していること。保護者が県内
に生活の本拠を有していること。
家計の急変により修学が困難に
なったこと。家計の急変した時期
が発生したときから１年以内であ
ること。
※募集は随時受け付けています。
〈問い合わせ〉在学している高等学
校など、または県教育文化奨学財団
☎０９２-６４１-７３２６Ⓕ０９２-６４１-７５３０

県HP

高等学校等奨学金
（緊急募集）

県HP
飲酒運転相談窓口

次代を担う青少年が健やかに成
長することは県民全ての願いで
す。青少年の非行・被害防止に対
する理解を深め、それぞれの地域
の活動への積極的な参加とご協
力をお願いします。
〈問い合わせ〉
青少年育成課
☎０９２-６４３-３３８８Ⓕ０９２-６４３-３３８９

県HP

７月は青少年の非行・被害防止
全国強調月間です

北九州労働者支援事務所が、７月
１９日（火）にＡＩＭビル４階（北九
州市小倉北区）へ移転します。
賃金未払いや解雇など、労働に
関する相談を受け付けています。
相談は無料です。お気軽にご利
用ください。
〈問い合わせ〉
労働政策課
☎０９２-６４３-３５８７Ⓕ０９２-６４３-３５８８

県HP

北九州労働者支援事務所が
移転します県HP

木造戸建て住宅の耐震化を
支援します

福祉のしごと就職フェア
２０１６ in FUKUOKA

県HP

ふくおか農林漁業
新規就業セミナー・
就業相談会

同和問題啓発強調月間講演会
～７月は同和問題啓発強調月間です～

青少年科学館
夏の特別展

飲酒運転をしてしまいそうな方、
身近な人の飲酒運転に悩んでい
る方などからの相談に親身に応
じます。
〈相談時間〉平日１０時～１２時、
１３時～１６時
〈相談専用電話〉☎０９２-６０９-９１１０

後期高齢者医療広域連合の
被保険者証が８月から新しくなります

情報のひろば

本物。の旅かごしま  検索

現在の被保険者証の有効期限は、
平成２８年７月３１日までです。
８月１日から使用する新しい被保
険者証（桃色）が、７５歳以上の方
もしくは広域連合から障害認定
を受けている６５歳から７４歳まで
の方に、お住まいの市区町村から
７月下旬に郵送されます。
７月３１日までに届かない場合は、
お問い合わせください。
〈問い合わせ〉市区町村後期高齢
者医療担当課、または福岡県後
期高齢者医療広域連合
☎０９２-６５１-３１１１Ⓕ０９２-６５１-３１２０
　　http://www.fukuoka-kouki.jp/HP

福岡県青少年科学館では、夏休
み期間中に併せて特別展「恐竜
アドベンチャー～真犯人をさがし
だせ～」を開催します。
〈日時〉
７月９日（土）～８月３１日（水）
〈場所〉福岡県青少年科学館（久
留米市東櫛原町）
〈内容〉さまざまな恐竜の化石標
本を調べてその特徴や生態を推
理し、真犯人を捜し出す特別展。
リアルな恐竜ロボットの展示もあ
り、記念撮影もできます。
※定員なし、申込不要
〈参加費〉入館料：（大人）４００円
（児童生徒）２００円、展示場とコス
モシアターのお得なセット券：（大
人）７００円（児童生徒）３５０円
※土曜日は高校生以下無料
〈問い合わせ〉
福岡県青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６Ⓕ０９４２-３７-３７７０
http://www.science.pref.

fukuoka.jp
HP

　　　 耐震改修補助金
昭和５６年5月以前に建築された
木造戸建て住宅の耐震化に要す
る費用の一部を、市町村を通じて
補助します。詳しくはお住まいの
市町村にお問い合わせください。
〈問い合わせ〉住宅計画課
☎０９２-６４３-３７３２Ⓕ０９２-６４３-３７３７

    耐震診断アドバイザー制度
昭和５６年５月以前に建築された
２階建て以下の木造戸建て住宅
を対象に専門家を派遣します。目
視による簡易診断（自己負担３千
円）のほか、７月からは床下・小屋
裏進入調査による診断（同６千
円）も行うことができます。詳しく
はホームページをご覧ください。
〈問い合わせ〉一般財団法人福岡
県建築住宅センター
☎０９２-７８１-５１６９Ⓕ０９２-７８１-５２３０
http://www.fkjc.or.jp/kika

ku/haken.html
HP

「嘉飯物語」、「ちょっくらふれ旅」
体験プログラム

嘉飯地域（飯塚・嘉麻・桂川）と直鞍
地域（直方・宮若・小竹・鞍手）の特
色を生かした楽しさ満載の体験交
流プログラムを実施します。自然、
歴史、文化、食、ものづくりなど、両
地域の魅力に触れてみませんか？ 
〈開催期間〉
７月１６日（土）～８月３１日（水）
各プログラムは予約制です。パン
フレット（またはＨＰ）で内容を確認
いただき、各体験プログラムの連
絡先まで申し込みください。※予約
開始は７月1日（金）からです。
〈パンフレット配布先〉県庁総合案
内、県総合庁舎、アクロス福岡文化
観光情報ひろば、市町村役場、JR
や平筑鉄道の駅、道の駅など
〈問い合わせ〉
嘉飯物語：飯塚観光協会
☎０９４８-２２-３５１１Ⓕ０９４８-２２-２５２８
http://www.kankou-iizuka.jp

ちょっくらふれ旅：直方市観光物産振
興協会
☎０９４９-２８-８１３５Ⓕ０９４9-２８-８１３６
http://chokkura-furetabi.jp

HP

HP

県内での農林漁業への就業に関す
る相談会を開催します。
〈対象〉農林漁業に興味のある人、
農林漁業を始めてみたい人、農林
漁業事業体への就職を希望する人
〈日時〉８月２１日（日）１３時～１６時
３０分（受付時間１２時３０分～１６時）
〈場所〉ＪＲ博多シティ１０階会議室
（福岡市博多区博多駅中央街）
〈内容〉農林漁業の就業情報の提
供および農林漁業別の個別相談
※入場無料、申込不要
※就職面接会ではありません。
〈問い合わせ〉後継人材育成室
☎０９２-６４３-３４９５Ⓕ０９２-６４３-３５１６

福祉の職場に関心のある方や福
祉関係での就職を希望する方を
対象に、福祉施設などとの面談会
を開催します。
〈日時〉８月６日（土）１１時３０分～
１２時３０分（就活応援セミナー）、
１３時～１６時（就職面談会） 
※参加無料、申込不要
〈場所〉
クローバープラザ（春日市原町）
〈問い合わせ〉
福岡県社会福祉協議会
☎０９２-５８４-３３１０Ⓕ０９２-５８４-３３１９
http://www.fsw.or.jp/jinzai/HP

〈内容〉［第１部］和太鼓演奏
［第２部］一人芝居｢ひかり・ＨＩＫＡ
ＲＩ’16｣（子どもの学び館代表取
締役　福永宅司）
〈日時〉７月２３日（土）１３時３０分～
１５時５５分※入場無料、申込不要
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）※７月１日（金）～１０月３０日
（日）の間、特別展を７階で開催し
ます。
〈問い合わせ〉公益財団法人福岡
県人権啓発情報センター
☎０９２-５８４-１２７１Ⓕ０９２-５８４-１２７３
http://www.fukuokaken-

jinken.or.jp
HP

●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
　R KB「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

県広報テレビ・ラジオ ●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）

●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka

福岡県　バナー  検索

https://twitter.com/Pref_Fukuoka
アカウント

※写真はイメージです

◀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/県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

鹿児島県からのお知らせ

新幹線で かごしまへGO！

仙巌園から望む桜島
（鹿児島市）

だい   とも　あつ

ご

【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】左記ホームページ
※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。
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

催　し

アンケート　
「福岡県だより7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7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7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

福岡県で開発されたいちじく「とよみつ
ひめ」。とても甘く、果肉は肉厚で、なめ
らかな食感が特長です。
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

いちじく「とよみつひめ」
（９または１２玉／箱 ×５人）

プレゼントコーナー

北方領土は日本固有の領土で
す。一日も早い北方領土の返
還に向けて国民世論を盛り上
げましょう。
〈問い合わせ〉県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０1Ⓕ０９２-６３２-５３３１

８月は北方領土返還運動
全国強調月間 県HP

九州新幹線は開通５周年 ！ 鹿
児島には、多種多様な温泉、雄
大な自然と離島、今話題の五
代友厚などの興味深い歴史、
黒牛・黒豚・黒さつま鶏といっ
た絶品黒グルメなど、旅の醍醐
味がぎゅっと詰まっています。
ぜひ鹿児島へおじゃったもん
せ～（お越しください）！
〈問い合わせ〉鹿児島県観光課
☎０９９-２８６-３００８Ⓕ０９９-２８６-５５８０

勉学意欲がありながら経済的理
由により修学が困難な方に、奨学
金（無利子）を貸与します。
〈応募資格〉以下の全てを満たす
方が対象です。高等学校などに
在籍していること。保護者が県内
に生活の本拠を有していること。
家計の急変により修学が困難に
なったこと。家計の急変した時期
が発生したときから１年以内であ
ること。
※募集は随時受け付けています。
〈問い合わせ〉在学している高等学
校など、または県教育文化奨学財団
☎０９２-６４１-７３２６Ⓕ０９２-６４１-７５３０

県HP

高等学校等奨学金
（緊急募集）

県HP
飲酒運転相談窓口

次代を担う青少年が健やかに成
長することは県民全ての願いで
す。青少年の非行・被害防止に対
する理解を深め、それぞれの地域
の活動への積極的な参加とご協
力をお願いします。
〈問い合わせ〉
青少年育成課
☎０９２-６４３-３３８８Ⓕ０９２-６４３-３３８９

県HP

７月は青少年の非行・被害防止
全国強調月間です

北九州労働者支援事務所が、７月
１９日（火）にＡＩＭビル４階（北九
州市小倉北区）へ移転します。
賃金未払いや解雇など、労働に
関する相談を受け付けています。
相談は無料です。お気軽にご利
用ください。
〈問い合わせ〉
労働政策課
☎０９２-６４３-３５８７Ⓕ０９２-６４３-３５８８

県HP

北九州労働者支援事務所が
移転します県HP

木造戸建て住宅の耐震化を
支援します

福祉のしごと就職フェア
２０１６ in FUKUOKA

県HP

ふくおか農林漁業
新規就業セミナー・
就業相談会

同和問題啓発強調月間講演会
～７月は同和問題啓発強調月間です～

青少年科学館
夏の特別展

飲酒運転をしてしまいそうな方、
身近な人の飲酒運転に悩んでい
る方などからの相談に親身に応
じます。
〈相談時間〉平日１０時～１２時、
１３時～１６時
〈相談専用電話〉☎０９２-６０９-９１１０

後期高齢者医療広域連合の
被保険者証が８月から新しくなります

情報のひろば

本物。の旅かごしま  検索

現在の被保険者証の有効期限は、
平成２８年７月３１日までです。
８月１日から使用する新しい被保
険者証（桃色）が、７５歳以上の方
もしくは広域連合から障害認定
を受けている６５歳から７４歳まで
の方に、お住まいの市区町村から
７月下旬に郵送されます。
７月３１日までに届かない場合は、
お問い合わせください。
〈問い合わせ〉市区町村後期高齢
者医療担当課、または福岡県後
期高齢者医療広域連合
☎０９２-６５１-３１１１Ⓕ０９２-６５１-３１２０
　　http://www.fukuoka-kouki.jp/HP

福岡県青少年科学館では、夏休
み期間中に併せて特別展「恐竜
アドベンチャー～真犯人をさがし
だせ～」を開催します。
〈日時〉
７月９日（土）～８月３１日（水）
〈場所〉福岡県青少年科学館（久
留米市東櫛原町）
〈内容〉さまざまな恐竜の化石標
本を調べてその特徴や生態を推
理し、真犯人を捜し出す特別展。
リアルな恐竜ロボットの展示もあ
り、記念撮影もできます。
※定員なし、申込不要
〈参加費〉入館料：（大人）４００円
（児童生徒）２００円、展示場とコス
モシアターのお得なセット券：（大
人）７００円（児童生徒）３５０円
※土曜日は高校生以下無料
〈問い合わせ〉
福岡県青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６Ⓕ０９４２-３７-３７７０
http://www.science.pref.

fukuoka.jp
HP

　　　 耐震改修補助金
昭和５６年5月以前に建築された
木造戸建て住宅の耐震化に要す
る費用の一部を、市町村を通じて
補助します。詳しくはお住まいの
市町村にお問い合わせください。
〈問い合わせ〉住宅計画課
☎０９２-６４３-３７３２Ⓕ０９２-６４３-３７３７

    耐震診断アドバイザー制度
昭和５６年５月以前に建築された
２階建て以下の木造戸建て住宅
を対象に専門家を派遣します。目
視による簡易診断（自己負担３千
円）のほか、７月からは床下・小屋
裏進入調査による診断（同６千
円）も行うことができます。詳しく
はホームページをご覧ください。
〈問い合わせ〉一般財団法人福岡
県建築住宅センター
☎０９２-７８１-５１６９Ⓕ０９２-７８１-５２３０
http://www.fkjc.or.jp/kika

ku/haken.html
HP

「嘉飯物語」、「ちょっくらふれ旅」
体験プログラム

嘉飯地域（飯塚・嘉麻・桂川）と直鞍
地域（直方・宮若・小竹・鞍手）の特
色を生かした楽しさ満載の体験交
流プログラムを実施します。自然、
歴史、文化、食、ものづくりなど、両
地域の魅力に触れてみませんか？ 
〈開催期間〉
７月１６日（土）～８月３１日（水）
各プログラムは予約制です。パン
フレット（またはＨＰ）で内容を確認
いただき、各体験プログラムの連
絡先まで申し込みください。※予約
開始は７月1日（金）からです。
〈パンフレット配布先〉県庁総合案
内、県総合庁舎、アクロス福岡文化
観光情報ひろば、市町村役場、JR
や平筑鉄道の駅、道の駅など
〈問い合わせ〉
嘉飯物語：飯塚観光協会
☎０９４８-２２-３５１１Ⓕ０９４８-２２-２５２８
http://www.kankou-iizuka.jp

ちょっくらふれ旅：直方市観光物産振
興協会
☎０９４９-２８-８１３５Ⓕ０９４9-２８-８１３６
http://chokkura-furetabi.jp

HP

HP

県内での農林漁業への就業に関す
る相談会を開催します。
〈対象〉農林漁業に興味のある人、
農林漁業を始めてみたい人、農林
漁業事業体への就職を希望する人
〈日時〉８月２１日（日）１３時～１６時
３０分（受付時間１２時３０分～１６時）
〈場所〉ＪＲ博多シティ１０階会議室
（福岡市博多区博多駅中央街）
〈内容〉農林漁業の就業情報の提
供および農林漁業別の個別相談
※入場無料、申込不要
※就職面接会ではありません。
〈問い合わせ〉後継人材育成室
☎０９２-６４３-３４９５Ⓕ０９２-６４３-３５１６

福祉の職場に関心のある方や福
祉関係での就職を希望する方を
対象に、福祉施設などとの面談会
を開催します。
〈日時〉８月６日（土）１１時３０分～
１２時３０分（就活応援セミナー）、
１３時～１６時（就職面談会） 
※参加無料、申込不要
〈場所〉
クローバープラザ（春日市原町）
〈問い合わせ〉
福岡県社会福祉協議会
☎０９２-５８４-３３１０Ⓕ０９２-５８４-３３１９
http://www.fsw.or.jp/jinzai/HP

〈内容〉［第１部］和太鼓演奏
［第２部］一人芝居｢ひかり・ＨＩＫＡ
ＲＩ’16｣（子どもの学び館代表取
締役　福永宅司）
〈日時〉７月２３日（土）１３時３０分～
１５時５５分※入場無料、申込不要
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）※７月１日（金）～１０月３０日
（日）の間、特別展を７階で開催し
ます。
〈問い合わせ〉公益財団法人福岡
県人権啓発情報センター
☎０９２-５８４-１２７１Ⓕ０９２-５８４-１２７３
http://www.fukuokaken-

jinken.or.jp
HP

●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
　R KB「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

県広報テレビ・ラジオ ●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）

●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka

福岡県　バナー  検索

https://twitter.com/Pref_Fukuoka
アカウント

※写真はイメージです

◀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/県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

鹿児島県からのお知らせ

新幹線で かごしまへGO！

仙巌園から望む桜島
（鹿児島市）

だい   とも　あつ

ご

【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】左記ホームページ
※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。
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

催　し

アンケート　
「福岡県だより7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7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7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

福岡県で開発されたいちじく「とよみつ
ひめ」。とても甘く、果肉は肉厚で、なめ
らかな食感が特長です。
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

いちじく「とよみつひめ」
（９または１２玉／箱 ×５人）

プレゼントコーナー

北方領土は日本固有の領土で
す。一日も早い北方領土の返
還に向けて国民世論を盛り上
げましょう。
〈問い合わせ〉県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０1Ⓕ０９２-６３２-５３３１

８月は北方領土返還運動
全国強調月間 県HP

九州新幹線は開通５周年 ！ 鹿
児島には、多種多様な温泉、雄
大な自然と離島、今話題の五
代友厚などの興味深い歴史、
黒牛・黒豚・黒さつま鶏といっ
た絶品黒グルメなど、旅の醍醐
味がぎゅっと詰まっています。
ぜひ鹿児島へおじゃったもん
せ～（お越しください）！
〈問い合わせ〉鹿児島県観光課
☎０９９-２８６-３００８Ⓕ０９９-２８６-５５８０

勉学意欲がありながら経済的理
由により修学が困難な方に、奨学
金（無利子）を貸与します。
〈応募資格〉以下の全てを満たす
方が対象です。高等学校などに
在籍していること。保護者が県内
に生活の本拠を有していること。
家計の急変により修学が困難に
なったこと。家計の急変した時期
が発生したときから１年以内であ
ること。
※募集は随時受け付けています。
〈問い合わせ〉在学している高等学
校など、または県教育文化奨学財団
☎０９２-６４１-７３２６Ⓕ０９２-６４１-７５３０
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７月１６日（土）～８月３１日（水）
各プログラムは予約制です。パン
フレット（またはＨＰ）で内容を確認
いただき、各体験プログラムの連
絡先まで申し込みください。※予約
開始は７月1日（金）からです。
〈パンフレット配布先〉県庁総合案
内、県総合庁舎、アクロス福岡文化
観光情報ひろば、市町村役場、JR
や平筑鉄道の駅、道の駅など
〈問い合わせ〉
嘉飯物語：飯塚観光協会
☎０９４８-２２-３５１１Ⓕ０９４８-２２-２５２８
http://www.kankou-iizuka.jp

ちょっくらふれ旅：直方市観光物産振
興協会
☎０９４９-２８-８１３５Ⓕ０９４9-２８-８１３６
http://chokkura-furetabi.jp

HP

HP

県内での農林漁業への就業に関す
る相談会を開催します。
〈対象〉農林漁業に興味のある人、
農林漁業を始めてみたい人、農林
漁業事業体への就職を希望する人
〈日時〉８月２１日（日）１３時～１６時
３０分（受付時間１２時３０分～１６時）
〈場所〉ＪＲ博多シティ１０階会議室
（福岡市博多区博多駅中央街）
〈内容〉農林漁業の就業情報の提
供および農林漁業別の個別相談
※入場無料、申込不要
※就職面接会ではありません。
〈問い合わせ〉後継人材育成室
☎０９２-６４３-３４９５Ⓕ０９２-６４３-３５１６

福祉の職場に関心のある方や福
祉関係での就職を希望する方を
対象に、福祉施設などとの面談会
を開催します。
〈日時〉８月６日（土）１１時３０分～
１２時３０分（就活応援セミナー）、
１３時～１６時（就職面談会） 
※参加無料、申込不要
〈場所〉
クローバープラザ（春日市原町）
〈問い合わせ〉
福岡県社会福祉協議会
☎０９２-５８４-３３１０Ⓕ０９２-５８４-３３１９
http://www.fsw.or.jp/jinzai/HP

〈内容〉［第１部］和太鼓演奏
［第２部］一人芝居｢ひかり・ＨＩＫＡ
ＲＩ’16｣（子どもの学び館代表取
締役　福永宅司）
〈日時〉７月２３日（土）１３時３０分～
１５時５５分※入場無料、申込不要
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）※７月１日（金）～１０月３０日
（日）の間、特別展を７階で開催し
ます。
〈問い合わせ〉公益財団法人福岡
県人権啓発情報センター
☎０９２-５８４-１２７１Ⓕ０９２-５８４-１２７３
http://www.fukuokaken-

jinken.or.jp
HP

●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
　R KB「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

県広報テレビ・ラジオ ●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）

●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka

福岡県　バナー  検索

https://twitter.com/Pref_Fukuoka
アカウント

※写真はイメージです

◀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/県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　ホームページHP

鹿児島県からのお知らせ

新幹線で かごしまへGO！

仙巌園から望む桜島
（鹿児島市）

だい   とも　あつ

ご

【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】左記ホームページ
※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。
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福岡県だより 通巻114号 ●県庁代表 ☎092-651-1111  ●県民情報広報課 ☎092-643-3102　ファクス092-632-5331
この広報紙は再生紙を使用しています。（印刷用の紙へリサイクルできます）

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

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。

太宰府天満宮参道周辺
太宰府ブランド創造協議会事務局
☎０９2-９21-2121　ファクス０９2-９21-16０1

ゆかた（和装）でお越しの方への提携店舗での特典サー
ビスなど、夏の風情あふれる企画でおもてなしします。

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

ゆかたde太宰府～古都の夏～
7月7日（木）～8月7日（日）

柳川市橋本町
柳川市観光案内所
☎０９４４-７４-０８９１　ファクス０９４４-７２-９０１３

大輪のひまわり約５０万本が満開に。日没から21時まで
ライトアップされます。（開花情報は事前にお問い合わせください）

柳川市ひまわり園
7月下旬～8月上旬（予定）

国際医療福祉大学（大川市榎津137-1）
大川観光協会
☎/ファクス０９44-８７-０９23

屋台村やステージイベント、大盆踊り大会、花火の打ち
上げなど楽しい催しがたくさん行われます。

大川市民夏まつり
7月3０日（土）

若松中心市街地、久岐の浜広場、高塔山、若松市民会館ほか
若松まつり行事協賛会
☎０９3-761-2０21　ファクス０９３-７６１-２０２２

郷土芸能「五平太ばやし」や「くきのうみ花火の祭典」、
「火まつり行事」など、多彩なイベントが開催されます。

若松みなと祭り
7月3０日（土）～31日（日）

春日市ふれあい文化センター（春日市大谷６-２４）
春日市文化振興課
☎０９2-5８4-3366　ファクス０９2-5０1-166９

ピアニスト・西村由紀江と、上方落語会ホープ・桂春蝶
がピアノと新作落語をコラボします。

らくご組曲
8月28日（日）

須佐神社（今井～元永地区）
行橋市文化課
☎０９3０-25-1111　ファクス０９３０-２５-１５８２

祭りのクライマックスを飾る“大祭”で、鉦や太鼓に合わ
せて行われる山曳きが圧巻です。

今井祇園祭
７月１６日（土）～７月３１日（日）（大祭は７月２９日～３１日）

糸島市志摩芥屋
糸島市観光協会
☎０９2-322-2０９８　ファクス０９2-332-７5０８

「日本の快水浴場百選」に認定された美しい砂浜から、
5０００発の花火が打ち上がります。

いとしま海の祭典
7月28日（木）

田川青少年文化ホール（田川市平松町3-36）
田川市文化生涯学習課文化係
☎０９47-44-2０００　ファクス０９47-44-5745

銀幕に想いを馳せ、「酔いどれ天使」や「羅生門」など、
思い出の映画をお楽しみください。

懐かしの名画祭
7月3０日（土）～31日（日）

直方リバーサイドパーク（直方市殿町直方市役所下河川敷）
直方市商工観光課
☎０９4９-25-2156　ファクス０９4９-25-215８

JCまつり、直方追山笠、花火大会の３部構成。観客席が
近く、臨場感ある花火の競演が楽しめます。

のおがた夏まつり
7月31日（日）

久留米市山川町本村区王子若宮八幡宮（王子池周辺）
久留米観光コンベンション国際交流協会
☎０９42-３１-１７１７　ファクス０９４２-３１-３２１０

豊作と平穏を祈り奉納される豪快な仕掛け花火が、ま
るで蜂のように乱れ飛び交います。

花火動乱蜂
9月15日（木）
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柳川市
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行橋市

場
問
遠賀郡芦屋町（遠賀川河口）
芦屋町観光協会
☎０９３-２２１-１００１　ファクス０９３-２２１-１００２

大正時代から続く伝統ある花火大会です。船から打ち
上げられる花火が川面に美しく映ります。

あしや花火大会
7月23日（土）
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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。

⑤柳川市ひまわり園（柳川市）

⑨のおがた夏まつり（直方市）

かね




