
〈試験日〉１２月９日（金）
〈会場〉県内７校（福岡・戸畑・小
竹・久留米・大牟田・田川・小倉）
の高等技術専門校
〈募集科目〉機械・溶接・電気・
建築などの１２分野３5科目
〈募集期間〉１０月３日（月）～
１１月３０日（水）
〈入校日〉平成２９年４月１１日（火）
〈問い合わせ〉各高等技術専門校
または職業能力開発課
☎０９２-６４３-３６０２Ⓕ０９２-６４３-３６０５
※申し込みについては、お近くの
ハローワークにお問い合わせく
ださい
http://www.fukuoka-kunren.net/

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

県立高等技術専門校職業訓練生
（入校料・授業料無料）

中山間レンジャーとして地域の人
とともに活動する意欲のある人を
募集します。
〈活動内容〉中山間地域（棚田や
樹園地など山あいの地域）での
草刈りや水路清掃など
※活動は１０月下旬から開始予定
〈応募方法〉パソコン・スマート
フォンなどから事前登録
※隊員は８月２２日から募集開始
〈問い合わせ〉農山漁村振興課
☎０９２-６４３-３５０３Ⓕ０９２-６４２-４６０５
　   https://f-ouen.com/chusankan

中山間地域を支えるボランティア
（集活戦隊中山間レンジャー）

〈職種〉一般事務、教育行政
〈受験資格〉
障害者手帳の交付を受け、その
障害の程度が１級から４級の人
（ただし県内に住所を有し、昭和６２
年４月２日から平成１１年４月１日ま
でに生まれた人など）
〈試験日〉１０月１６日（日）
〈試験地〉福岡市、久留米市、飯塚
市、北九州市
〈受付期間〉
９月５日（月）～２３日（金）消印有
効（インターネットでの申込みは、
９月２０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☎０９２-６４３-３６５０

試　験

県HP

身体障害者を対象とする
福岡県職員採用選考試験

〈コース（定員）〉野菜（２０人）、花
き（５人）、果樹（５人）、水田経営
（５人）、畜産（５人）、総合（１０人）
〈修業年限〉２年
〈受験資格〉高等学校卒業者（来春
卒業見込み者を含む）または同等
以上の学力があると認められる人
〈試験日〉
【推薦入学】１０月１９日（水）
【一般入学】１２月９日（金）
※総合コースは一般入学試験のみ実施
〈会場〉農業大学校（筑紫野市吉木）
〈受付期間〉
【推薦入学】９月１６日（金）～３０日（金）
【一般入学】１１月１１日（金）～２５日（金）
〈願書配布場所〉農業大学校、各普
及指導センター、後継人材育成室
〈問い合わせ〉農業大学校
☎０９２-９２５-９１２９Ⓕ０９２-９２５-２４１１
　　http://www.fuknodai.jp/

県HP

福岡県農業大学校（養成科）
入学試験

若年性認知症の方やその家族の
方を対象に、医療・福祉・就労など
に関する相談を受け付けています。
一人で抱え込まず、お気軽にお電
話ください。※面談は要予約
〈相談日時〉
火～土曜日の１０時～１６時
〈場所〉
クローバープラザ（春日市原町）
〈問い合わせ〉
若年性認知症サポートセンター
☎０９２-５７４-０１９６Ⓕ０９２-５７４-０１９６

お知らせ

県HP

「若年性認知症相談窓口」
をご利用ください

熊本地震で被災した
ペットと飼い主の支援

障害者の方を対象とした教室です。

１１月１２、２６日
１２月１０、２４日
１月１４、２８日
［第２・４土曜日
開催]

フライングディス
ク教室
場所：庄内体育館
（飯塚市有安）

１２月１０日
１月１４、２８日
２月２５日
［土曜日開催]

ランニング教室
場所：クローバー
プラザ グラウンド
（春日市原町）

１２月１７日
１月１４、２１日
２月２５日
［土曜日開催]

９月２５日（日）

※申込方法や参加費など詳しくは
ホームページをご覧ください
〈問い合わせ〉
福岡県障害者スポーツ協会
☎０９２-５82-５２２３Ⓕ０９２-５８２-５２２８
　　http://www.f-psa.jp/sports/

車いすソフトボー
ル教室
場所：クローバー
プラザ体育館 （春
日市原町）

《チャレンジ！スポーツ》
場所：クローバープラザ体育館
（春日市原町）

ふうせんバレー
ボール

１月１５日（日） フライングディスク

１１月３日（木・祝） ボッチャ

障害者スポーツ・
レクリエーション教室

催　し

福岡県森林環境税　検索

ふくおか子育てマイスター
認定研修受講者（参加無料）

熊本地震ペット救護本部　検索

熊本地震ペット救護本部では、被
災したペットの一時預かりなどの
活動を行っています。また、こうし
た活動を行うための義援金を募集
しています。詳しくはホームページ
をご覧ください。

〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８１Ⓕ０９２-６４３-３２８２

２０１６福岡県民
さわやかマラソン大会

〈日時〉１１月２７日（日）１０時～１４時
〈場所〉海の中道海浜公園（福岡市
東区西戸崎）
〈種目〉①小学１～３年生（１㎞）
②小学４～６年生（２㎞）
③中学生（２㎞、５㎞）
④高校生以上（２㎞、５㎞、１０㎞）
※それぞれ年代別、男女別に表彰
⑤親子ペア（１㎞、２㎞）
〈募集人数〉２０００人程度
〈参加料〉一般：３５００円
高校生以下：１２００円
親子ペア：３０００円
〈申込期限〉１０月１４日（金）必着
〈申し込み・問い合わせ〉福岡県民
さわやかマラソン大会事務局
☎０９２-６４３-６００１Ⓕ０９２-６４３-６００３
　　http://www.fayd.jp

若い世代向けの
リノベーション補助実施中

平成２７年度
「森林環境税」事業報告

HP

県営住宅入居者募集
（抽選方式）

募集団地や募集戸数については
９月２９日から配布する募集案内
書をご覧ください。
〈申込受付期間〉９月２９日（木）～
１０月７日（金）消印有効
〈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
〈問い合わせ〉福岡県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９Ⓕ０９２-７２２-１１８１
　 http://www.lsf.jpHP

HP

HP

若年世帯や子育て世帯が、中古住
宅の購入後に行うリノベーション
工事費用の一部を補助します。
〈対象〉
①子育て仕様へのリノベーション
②子世帯が親世帯との近居・同居
のために行うリノベーション
〈補助額〉
工事費用の１／３（最大５０万円）
〈問い合わせ〉住宅計画課
☎０９２-６４３-３７３４Ⓕ０９２-６４３-３７３７
http://www.fkjc.or.jp/kikak

u/renove/hojo.html
HP

平成２８年熊本地震の
被災者に対する

手数料などの免除（還付）

熊本地震で被災した方を対象とし
て、使用料や手数料を免除（還付）
する条例を制定しました。
〈期間〉平成２８年６月２８日～
平成３０年６月２７日
〈対象者〉平成２８年熊本地震によ
る災害の被災者で、り災証明書ま
たは被災証明書をお持ちの人
〈対象となる使用料・手数料〉
各種免許証の再交付手数料や、県
立学校の入学料など。詳しくは
ホームページをご覧ください。
〈問い合わせ〉消防防災指導課
☎０９２-６４３-３１１１Ⓕ０９２-６４３-３１１７

県では、森林を健全な状態で次
世代に引き継ぐため、森林環境
税を活用したさまざまな取り組
みを行っています。
荒廃した森林約２６３０ヘクター
ルで間伐を実施したほか、約１４
３００人の県民の皆さんによる
植樹や間伐などの森林づくり
活動が行われました。
事業の詳細はホームページを
ご覧ください。
〈問い合わせ〉林業振興課
☎０９２-６４３-３５４０Ⓕ０９２-６４３-３５４１

地域の子育てを応援したい高齢
者の方（６０歳以上）を対象に、子
育て支援に関する研修会を開催
します。
〈日程・場所〉
①イイヅカコミュニティセンター
（飯塚市飯塚）

②ふくふくプラザ（福岡市中央区荒戸）

③コムシティ（北九州市八幡西区黒崎）

④えーるピア（久留米市諏訪野町）

〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県７０歳現役応援センター内
「ふくおか子育てマイスター」コーナー
☎０９２-４８１-１３１２Ⓕ０９２-６２３-５６７７
　　http://fscr.or.jp/meister/HP

HP
HP

宗像・沖ノ島大国宝展

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺
産群の世界遺産登録に向けて、沖
ノ島から出土した貴重な神宝を展
示します。
〈期間〉９月１７日（土）～
１１月２８日（月）９時～１７時
（※初日のみ１１時３０分～）
〈会場〉宗像大社神宝館（宗像市田島）
〈料金〉一般１２００円（１０００円）、
高大生８００円（６００円）、小中生
６００円（４００円）※（）内は前売り
〈問い合わせ〉
世界遺産登録推進室
☎０９２-６４３-３１６２Ⓕ０９２-６４３-３１６３
    http://www.okinoshima-heritage.jp/HP

【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。

日　程 教　室　名

県HP

〈日時・会場〉
①９月２１日（水）１０時～１４時３０分
イオンモール福津（福津市日蒔野）
②９月２８日（水）１０時～１４時
小郡市生涯学習センター（小郡市
大板井）
③１０月４日(火) １０時～１４時
飯塚市中央公民館（飯塚市飯塚）
④１０月１４日（金）１０時～１４時
小波瀬コミュニティセンター（苅
田町新津）
⑤１１月１１日（金）１０時～１４時
久留米市役所（久留米市城南町）
⑥１１月１５日（火）１０時～１４時
ＡＩＭビル（北九州市小倉北区浅野）
⑦１１月２５日（金）１０時～１４時３０分
アミカス（福岡市南区高宮）
⑧１２月２日(金) １０時～１４時
田川文化センター（田川市平松町）
※参加無料、託児あり（要予約）
※履歴書不要、申込不要、服装自由
※開催時間は予定です
〈問い合わせ〉
各子育て女性就職支援センター
福岡　①⑦
☎０９２-７３５-６１５０Ⓕ０９２-７１２-０４９７
北九州　④⑥
☎０９３-５３３-６６３７Ⓕ０９３-５３３-６６３８
筑後　②⑤
☎０９４２-３８-７５７９Ⓕ０９４２-３０-１０２５
筑豊　③⑧
☎０９４８-２２-１６８１Ⓕ０９４８-２２-４１１８
またはマンパワーグループ（株）
☎０９２-７４１-９５３１Ⓕ０９２-７５１-１０６９

県HP

１０月４日（火）・６日（木）・１１日
（火）・１９日（水）・２０日（木）・２５
日（火）・２８日（金）

１０月３１日（月）・１１月４日（金）・
７日（月）・１４日（月）・２１日（月）・
２２日（火）・２９日（火）

１２月２日（金）・６日（火）・７日
（水）・１２日（月）・１５日（木）・２０
日（火）・２２日（木）

１月１６日（月）・１８日（水）・１９日
（木）・２４日（火）・２５日（水）・３０
日（月）・２月１日（水）

子育て女性向け
合同会社説明会・
就職支援セミナー
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