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被爆者二世の健康診断

〈対象〉沖縄地域での本県出身の
戦没者および一般戦災死没者の
遺族（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、
孫、甥・姪で福岡県に居住してい
る人）
〈日程〉平成２９年１月１９日（木）～
２０日（金）
※１月１９日は追悼式を実施
　[場所]福岡の慰霊の塔
　       （沖縄県糸満市摩文仁）
　[方式]無宗教献花方式
〈募集人数〉２０人
〈申込期限〉１１月２５日（金）必着
※応募多数の場合は、配偶者、
父母、子、兄弟姉妹を優先
〈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
または最寄りの郡市区遺族（連
合）会

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

福岡県沖縄地域戦没者
慰霊巡拝団員

〈募集科目〉①コンピュータ製図
科②プログラム設計科③商業デ
ザイン科④ＯＡビジネス科
⑤建築設計科⑥流通ビジネス科
⑦総合実務科
〈訓練期間〉
１年間（②のみ２年間）
〈訓練定員〉各２０人（⑥のみ３０
人）※入校料・授業料無料
〈申込方法〉
居住地管轄のハローワークで職
業相談の上、申込書類を提出
〈募集期間〉１１月２日（水）～
平成２９年１月６日（金）
〈入校日〉平成２９年４月１１日（火）
〈問い合わせ〉
福岡障害者職業能力開発校
☎０９３-７４１-５４３１Ⓕ０９３-７４１-１３４０
http://www.fukuoka-kunren.net/

福岡障害者職業能力開発校
訓練生

試　験

〈試験日〉平成２９年１月２２日（日）
〈会場〉県福岡西総合庁舎
（福岡市中央区赤坂）
〈申請書配布場所〉
農林事務所または猟友会支部
〈申込先〉
居住地を管轄する農林事務所
〈申込期間〉１２月１３日（火）～
平成２９年１月１２日（木）
〈問い合わせ〉
福岡農林事務所
☎０９２-７３５-６１２３Ⓕ092-712-3485
朝倉農林事務所
☎０９４６-２２-５３４２Ⓕ0946-24-1629
八幡農林事務所
☎０９３-６０１-３９６９Ⓕ093-601-8863
飯塚農林事務所
☎０９４８-２１-４９５３Ⓕ0948-24-1134
筑後農林事務所
☎０９４２-５２-５１０８Ⓕ0942-52-5940
行橋農林事務所
☎０９３０-２３-０３８１Ⓕ0930-23-7861
※ファクスでの申し込みはできません。

狩猟免許試験

子育てと両立できる無料託児
サービス付き訓練や自宅で受講
可能なｅ-ラーニングを実施しま
す。教材費を除き、受講料は無料
です。お気軽にご参加ください。
訓練内容など詳しくはホーム
ページをご覧ください。
〈問い合わせ〉職業能力開発課
☎０９２-６４３-３６０２Ⓕ０９２-６４３-３６０５

お知らせ

県HP

県HP
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子育て女性のための
職業訓練

給与所得者の個人住民税は、平成
２９年度から原則として給与から差
し引き、事業主が代わって納入する
「特別徴収」となります。ご理解とご
協力をお願いします。
〈制度に関する問い合わせ〉税務課
☎０９２-６４３-３０49Ⓕ０９２-６４３-３０69
〈手続に関する問い合わせ〉
各市町村個人住民税担当課

個人住民税の特別徴収が
徹底されます

福岡県民手帳（２０１７年版）を
発売します

〈対象〉
平成２９年３月３１日に教育職員免
許状の修了確認期限を迎える人
〈申請期限〉
平成２９年１月３１日（火）必着
〈申請方法〉①～④の必要書類をそ
ろえ、教職員課免許・職員係宛てに
郵送または持参
①更新講習修了確認申請書
②所持する全ての教育職員免許状の写し
③免許状更新講習修了（履修）証明書
④福岡県領収証紙納付書（３３００
円分の福岡県領収証紙を貼付）
〈問い合わせ〉教職員課
☎０９２-６４３-３８９１Ⓕ０９２-６４３-３８９６

教育職員免許状の
更新講習修了確認申請

県HP
戦没者などの遺族に対する
第１０回特別弔慰金の支給

保護者向けＵターン就職相談

福岡県へのＵターン就職を希望す
る大学生などの保護者を対象に
相談窓口を開設しています。まず
は、電話でお問い合わせください。
〈相談場所〉
福岡県若者しごとサポートセン
ター、北九州ブランチ、筑豊ブラン
チ、筑後ブランチ
〈問い合わせ〉福岡県若者しごと
サポートセンター
☎０９２-７２０-８８３０Ⓕ０９２-７２５-１７８８
http://www.ssc-f.net/HP

県と市町村のさまざまな情報が満
載の「福岡県民手帳」は１１月に発
売予定です。ハンドブック判（９００
円）、標準判（５００円）、ポケット判
（４００円）の３タイプがあります。
〈問い合わせ〉福岡県統計協会
☎０９２-６４１-３５６０Ⓕ０９２-６４３-３１９２
　 http://www.fukuokatokei.jp/

戦没者の死亡当時のご遺族で、要
件を満たす人に特別弔慰金が支給
されます。
※平成２７年４月１日時点で、遺族に
公務扶助料などの年金給付を受け
る人がいないなどの要件がありま
す。詳しくはお問い合わせください。
※遺族のうち優先順位の最も高い
お一人に支給されます。
※戦没者の死亡後に生まれた人は
支給対象になりません。
〈支給内容〉
額面２５万円、５年償還の記名国債
〈請求期間〉平成３０年４月２日まで
〈請求窓口〉
お住まいの市区町村の援護担当課
〈問い合わせ〉お住まいの市区町村
の援護担当課または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１３Ⓕ０９２-６４３-３３１４
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最低賃金の改正

福岡県最低賃金が改正されました。
※産業別最低賃金は別途改正され
ます。
〈金額〉１時間７６５円
〈効力発生日〉平成２８年１０月１日
〈問い合わせ〉福岡労働局
☎０９２-４１１-４５７８Ⓕ092-411-2633
または、最寄りの労働基準監督署
http://fukuoka-roudoukyo

ku.jsite.mhlw.go.jp/

県HP
ＳＴＯＰ滞納!!県下一斉徴収強化月間
～忘れていませんか「納税」を～

県では市町村と連携し、１２月を「県
下一斉徴収強化月間」として、税金
などの滞納に対する処分の強化な
どさまざまな徴収対策に取り組み
ます。この機会に納め忘れの税金
がないか確認しましょう。
〈問い合わせ〉税務課
☎０９２-６４３-３０６６Ⓕ０９２-６４３-３０６９県HP

労使紛争の解決は

労働委員会では、労働問題に精通
した弁護士などの公益委員、労働
組合の役員などの労働者委員、会
社役員などの使用者委員の三者が、
公正・中立な立場で労働組合と使
用者との紛争解決のお手伝いを
行っています。紛争解決のための
あっせんや不当労働行為救済申し
立ては労働委員会へ。
※ご利用は無料です。
〈相談・問い合わせ〉
労働委員会事務局調整課
☎０９２-６４３-３９８０Ⓕ092-641-4455

県内在住の被爆者二世の人を対
象に、無料健康診断を実施してい
ます。詳しくは県ホームページをご
覧いただくか、直接お問い合わせ
ください。
〈問い合わせ〉健康増進課
☎０９２-６４３-３２６７Ⓕ０９２-６４３-３２７１

保育士の就職を応援します

県では、保育現場を離れている保
育士の復職を支援するため、「保育
士就職支援センター」を開設してい
ます。センターでは、復職への不安
を解消するため、保育所での体験
実習を行っています。
〈日時・場所〉
希望する実習日、実習先（県内保育
所）で１０時～１５時頃
※参加無料、要申込
〈申し込み・問い合わせ〉
公益社団法人福岡県保育協会
☎０９２-５８２-７９５５Ⓕ０９２-５８２-７９５６
　　http://www.fphk.jp/

音声・点字図書の貸し出し

HP

点字約７７００タイトル、音声約７９００
タイトルの小説・実用書などを福岡
点字図書館（春日市原町）で貸し出
しています。受験参考書や資格試
験問題集など、当館にない図書の
取り寄せや貸し出しもできます。詳
しくはお問い合わせください。
〈問い合わせ〉福岡点字図書館
☎０９２-５８４-３５９０Ⓕ０９２-５８４-１１０１

http://www.normanet.ne.jp/̃fukuten/

臨時福祉給付金､障害・遺族年金
受給者向け給付金

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。

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

　 平成２８年度臨時福祉給付金
平成２６年４月からの消費税率引き
上げに伴い、所得が少ない人への
影響を緩和するため支給されます。
〈支給対象〉平成２８年度分の住民
税が非課税の人（生活保護などを
受けている場合や課税者の扶養親
族になっている場合などを除く）
※高齢者向け給付金（３万円）の受
給対象者（平成２７年度分の住民税
が非課税である昭和２７年４月１日
以前に生まれた人）にも支給され
ます。
〈支給額〉１人につき３千円

　障害・遺族年金受給者向け給付金
所得が少ない年金受給者にも賃金
引き上げの恩恵を波及させるため
支給されます。
〈支給対象〉平成２８年度臨時福祉
給付金の支給対象者のうち、障害
基礎年金や遺族基礎年金などを受
給している人
※高齢者向け給付金（３万円）を受
給した人には支給されません。
〈支給額〉１人につき３万円
〈各給付金の申請窓口・問い合わせ〉
平成２８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
または０６-７７３１-２３７０Ⓕ０６-６６４５-６２７８
〈申請窓口に関する問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３315Ⓕ０９２-６４３-３３０６
　　http://www.2kyufu.jp/HP

県HP
心の相談電話

家族が心の病になり、あなたと同
じように悩み、いろいろなことを経
験した人が電話相談に応じ、悩み
を共有するとともに解決を目指し
ます。
〈対象者〉心の病（統合失調症、うつ
病など）を持つ人の家族
〈相談時間〉１３時～１６時
〈相談電話番号〉
月曜日             ０９０-１３４２-７４９８
火曜日（第１・３・４）０８０-２７５０-０６４６
（第２）              ０８０-５８００-８４１５
水曜日（第１・２・３）０８０-３９８６-１９８０
（第４）                ０９４０-３３-２７３１
木曜日　          ０８０-３９８６-１９８０
金曜日　          ０８０-４２７９-２９７０
〈問い合わせ〉公益社団法人福岡
県精神障害者福祉会連合会
☎０９２-２９２-０５６０Ⓕ092-292-0561
　　http://www.fukuseiren.com/HP

HP
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