
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。

FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS 0908 FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS




