
飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

〈移転先〉福岡第１法務総合庁舎
３階（福岡市中央区舞鶴）
相談専用の電話番号に変更はあり
ません。
[みんなの人権１１０番]
０５７０-００３-１１０
[子どもの人権１１０番]
０１２０-００７-１１０
[女性の人権ホットライン]
０５７０-０７０-８１０
〈問い合わせ〉
福岡法務局人権擁護部
☎０９２-７３９-４１５１Ⓕ092-722-6183
http://houmukyoku.moj.

go.jp/
県HP

食べ残しや期限切れなどにより
捨てられる食品ロスを減らすため、
食材量の調節や商品のばら売り
などに取り組む店舗を「食べもの
余らせん隊」として登録し、県
ホームページなどで紹介します。
食品ロス削減の取り組みにご協
力をお願いします。
〈対象〉県内の飲食店、宿泊施設、
食料品小売店
〈申込方法〉①持参②郵送③ファ
クス④電子メール
※申込書は県ホームページから
ダウンロードできます。
〈申し込み・問い合わせ〉
循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３８１Ⓕ０９２-６4３-３３７７
recycle@pref.fukuoka.lg.jp

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　電子メール　　　ホームページHP

食品ロス削減に取り組む
「食べもの余らせん隊」

訪問看護の経験が少ない看護師
などが、訪問看護に必要な知識・
技術を習得するための講習会で
す。
〈対象〉訪問看護に従事して３年
未満の人（従事予定者を含む）
〈期間〉６月６日（火）～１０月２４日
（火）の間に２５日間実施
〈時間〉９時３０分～１６時３０分
〈場所〉[講義・演習]ナースプラザ
福岡（福岡市東区馬出）
[実習]県内訪問看護ステーション、
保健所、地域包括支援センター、
保健福祉施設など
〈定員〉５０人
〈参加費用〉５万円（資料代など）
〈申込締切〉４月２８日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県ナースセンター
☎０９２-６３１-１２２１Ⓕ０９２-６３１-１２２３
https://www.fukuoka-

kango.or.jp/

訪問看護師養成講習会

聴覚障害者への情報提供を支援
するために必要な知識・技術を習
得するための講座です。

手話通訳者養成講座［通訳Ⅰ］・［通訳Ⅱ］
〈対象〉手話検定２級以上に合格し
ており、日常的に手話活動をしてい
る県内在住の１８歳以上（平成２９年
４月１日現在）で、手話通訳者として
県内での活動を希望する人。通訳Ⅰ
は手話奉仕員養成講座の修了者、
通訳Ⅱは通訳Ⅰの修了者が対象です。
※両講座とも講座の８割以上に
出席できることが条件です。
〈期間〉[通訳Ⅰ]５月開講予定（約
６ヶ月間）[通訳Ⅱ]１０月開講予定
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）※予定
〈定員〉［通訳Ⅰ］［通訳Ⅱ］ともに
各４０人程度
※参加無料、要申込（先着順）
※ただしテキスト代は別途必要

　　　要約筆記者養成講座
〈対象〉県内在住の１８歳以上（平
成２９年４月１日現在）で、要約筆
記者として県内での活動を希望
する人
〈期間〉５月開講予定（約８カ月間）
〈場所〉クローバープラザ（春日市
原町）※予定
〈定員〉４０人程度
※参加無料、要申込（先着順）
※ただしテキスト代は別途必要
〈申し込み・問い合わせ〉
障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６４Ⓕ０９２-6４３-３３０４

聴覚障害者の
支援者養成講座

自閉症をはじめとする発達障害
について知り、理解することは、
発達障害のある人だけでなく、誰
もが幸せに暮らすことができる社
会の実現につながります。
ご理解とご支援をお願いします。
〈問い合わせ〉障害者福祉課
☎092-643-3263Ⓕ092-643-3304
http://www.worldautis

mawarenessday.jp/

お知らせ

県HP

県HP

４月２日は「世界自閉症啓発デー」
４月２日から４月８日は
「発達障害啓発週間」です

平成２８年の法改正に伴い、高濃度
ＰＣＢを使用した機器の届け出内容
が変更されました。また、下記の処
分期間までに、中間貯蔵・環境安全
事業株式会社に処分委託すること
が義務付けられました。

〈問い合わせ〉
北九州市、福岡市、大牟田市、久
留米市はそれぞれの市担当課
それ以外は最寄りの県保健福祉環
境事務所または県廃棄物対策課
☎０９２-６４３-３３６３Ⓕ０９２-６４３-３３６５

高濃度ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を
使用した機器の処分

福岡法務局人権擁護部
（人権相談所）が移転しました

一級建築士の資格を持ち、住宅に関
する広い知識を持つ相談員が、マン
ションの建て替えや敷地売却などに
関する住まいについての相談を受
け付けます。弁護士や建築士による
無料の対面相談も可能です。
〈相談・問い合わせ〉住宅リフォー
ム・紛争処理支援センター
☎０５７０-０１６-１００
ＰＨＳ、一部ＩＰ電話の場合は、
☎０３-３５５６-５１４７
　  http://www.chord.or.jp/

住まいの相談窓口
「住まいるダイヤル」

ガス小売りの全面自由化が
始まります

この条例に基づいて、県民の健康
保護を最優先に、「生産から販売に
至る」一貫した食品の安全・安心確
保対策を推進していきます。
[主な基本的施策]
○食品の安全・安心を確保するた
め、県は食品関連事業者の自主
的な安全・安心の取り組みを促
進する。
○不良食品による健康被害の未然
防止を図るため、県内の食品関
連事業者が自主的な食品の回収
に着手した場合、県に報告する
制度を設ける。
○食品の表示が適正に実施される
よう、県は監視・指導を行う。
○食品の安全・安心の確保に関す
る施策に関し、県民からの提案
制度を設ける。

〈条例の施行〉平成29年４月１日
〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８０Ⓕ０９２-６４３-３２８２

食品の安全・安心の確保に
関する条例が施行されます

現在、家庭で使う都市ガスの購入
は各地域の都市ガス会社からしか
できませんが、４月からは国の登録
を受けた事業者からも購入できま
す。
事業者には、契約時にガス料金や
解約の条件などを消費者に説明す
ることが義務付けられています。
よく確認して契約を結びましょう。
〈問い合わせ〉
経済産業省電力・ガス取引監視等
委員会相談窓口
☎０３-３５０１-５７２５
dentorii@meti.go.jp
http://www.emsc.meti.

go.jp/

県住宅供給公社
行橋出張所移転

２月２７日から、県営住宅の入退去
などの手続きを行う福岡県住宅供
給公社北九州管理事務所行橋出
張所が移転します。
〈移転先〉
県行橋総合庁舎４階（行橋市中央）
〈問い合わせ〉
福岡県住宅供給公社行橋出張所
☎０９３０-２３-２３２４Ⓕ０９３０-２３-２３７４
　 http://www.lsf.jp/

HP

国民健康保険の加入や
資格喪失の届け出を忘れずに

退職などにより会社の健康保険の
資格を失ったときや、会社の健康
保険の被扶養者から外れたとき
は、国民健康保険の加入（資格の
取得）の届け出が必要です。また、
国民健康保険に加入していた人
が、会社の健康保険に加入した時
は、国民健康保険をやめる（資格の
喪失）届け出が必要です。理由が
生じた日から１４日以内に、お住ま
いの市区町村窓口で届け出を行っ
てください。
〈問い合わせ〉お住まいの市区町村
の国民健康保険担当課
または県医療保険課
☎０９２-６４３-３３００Ⓕ０９２-６４３-３３０３

HP

HP

県HP

朝倉地域の観光情報サイト『住民
ディレクター発 ！あさくら観光かわ
ら版』を開設しました。
地域のイベント情報や旬の話題な
ど、オススメ観光情報を地域住民
が撮影した写真や動画でわかりや
すく紹介しています。ぜひご活用く
ださい。
〈問い合わせ〉広域地域振興課
☎０９２-６４３-３１７７Ⓕ０９２-６４３-３１６４

朝倉地域の観光情報サイト
を開設しました 県HP

HP

HP

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。

生活困窮者自立支援制度

働きたくても働けない、住むとこ
ろがないなど、生活にお困りの人
はご相談ください。地域の相談窓
口で一緒に考え、解決へのお手
伝いをします。
ご家族など周りの人からの相談
も受け付けます。
〈相談窓口〉
[市にお住まいの人]市役所または
市が設置する自立相談支援機関
[町村にお住まいの人]県が設置
する自立相談支援事務所
〈相談窓口に関する問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１５Ⓕ０９２-６４３-３３０６

県HP

県HP

指定都市在住者の個人住民税の
寄附金税額控除割合が変わります

所得税の控除対象となる寄附金の
うち、県・市町村が条例で指定した
寄附金については、一定額が個人
住民税所得割額から控除されます
（個人住民税の寄附金税額控除）。
平成２９年度税制改正により、平成
３０年度分以後、指定都市（北九州
市・福岡市）在住者の個人住民税
の税率が変更され、個人住民税の
寄附金税額控除割合も変更されま
す。指定都市在住者が、平成２９年
１月１日以後に行う寄附金が対象で
す。県のみが条例で指定した寄附
金については控除額が減少します。
 [寄附金税額控除割合]
県が指定した寄附金
４％（変更前）→２％（変更後）
指定都市が指定した寄附金
６％（変更前）→８％（変更後）
〈問い合わせ〉税務課
☎０９２-６４３-３０６４Ⓕ０９２-６４３-３０６９
北九州市課税課
☎０９３-５８２-２０３３Ⓕ０９３-592-2040
福岡市課税企画課
☎０９２-７１１-４２０７Ⓕ０９２-733-5598

県HP

認知症介護相談

認知症の人やその家族が住み慣
れた地域で安心して暮らしていけ
るよう、認知症に関する心配や悩
みについて、電話や面談による無
料相談を受け付けます。
一人で抱え込まずお気軽にご相
談ください。
〈相談日時〉毎週水曜日・土曜日
の１１時～１６時
〈相談窓口〉
クローバープラザ内（春日市原町）
☎０９２-５７４-０１９０
〈相談窓口に関する問い合わせ〉
高齢者地域包括ケア推進課
☎０９２-６４３-３２５０Ⓕ０９２-６４３-３２５３

県HP

高濃度ＰＣＢ使用
機器の種別
大型変圧器、
コンデンサーなど
安定器、
汚染物など

処分期間の
末日
平成３０年
３月３１日
平成３３年
３月３１日

あさくら観光かわら版　検索

福岡県食品の安全・安心条例　検索
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