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平成29年度　福岡県予算
　平成２９年度は、「県民幸福度日本一」を目指し、誰もが住み慣れたところで働き、安心して子
どもを生み育て、長く元気に暮らすことができる地域社会を、それぞれの地域につくっていく
「地方創生」の具体化に全力で取り組み、福岡県、九州、そして日本を元気にしていきます。
　県民お一人お一人が幸福を実感できるよう、福岡県をもっと元気にしていく施策はこれを伸
ばしていき、一方で、いろいろな課題や問題を抱えている方々に寄り添う「温かみのある行政」
にも力を入れていきます。このため、平成２９年度当初予算では、新たに策定した「福岡県総合
計画」を具体化していく「景気の回復と魅力ある雇用の場の創出」や「出会い、結婚、子育て、就
職・仕事の支援」など６つの施策に重点的に取り組みます。併せて、行政改革を進めるとともに、
「財政改革プラン２０１７」に沿って、財政の健全化を着実に図っていきます。

県債残高の縮減や自主財源の確保などを通じた持続可能で安定した財政運営を実現するため、以下の改
革を着実に実行します。
【改革の計画期間】平成29年度から平成33年度まで
【 改 革 の 目 標 】●計画期間中に基礎的財政収支（プライマリーバランス）を黒字化
　　　　　　　　　   　　　※基礎的財政収支（プライマリーバランス）とは、政策的経費を新たな借金に頼らずに、その年度の税収などで賄えているか
　　　　　　　　　   　　　    どうかを示す指標です。

　　　　　   　　●必要な社会資本整備を着実に進める一方、通常債の発行額および残高を毎年度確実
　　　　　   　　に減少させ、平成33年度末の通常債残高を平成28年度末に比べ780億円程度圧縮
　　　　　   　　●計画期間中、予期しない税収減や災害発生による支出増などへの対応に必要な財政
　　　　　   　　調整基金等三基金の残高を確保

【改革措置の内容】①人件費の抑制 約84億円　②事務事業の見直し 約825億円　③社会保障費の増加
　　　　　　　　の抑制 約50億円　④建設事業の重点化 約29億円　⑤財政収入の確保 約102億円
　　　　　　　　合計　約1,090億円

一般会計当初予算　１兆７，２０９億円

地方消費税増収分（平成29年度約387億円）は社会保障施策の充実・安定化に活用されています

財政改革プラン2017を策定 

歳出

歳入

◆人件費は、小中学校などの教職員に
係る給与負担の政令市への移譲な
どにより、1,059億円(21.5%)の減

◆社会保障費は、子ども・子育て支援
の充実、高齢化の進展などにより
109億円(3.5%)の増

◆公共事業費は、補助方式の変更に
より大幅減となる保育所整備費な
どの特殊要因を除いて42億円
(2.2%)の増

◆県税等は、輸入品に課税する地方
消費税の減などにより281億円
(3.4%)の減

◆地方交付税、国庫支出金は、社会保
障関連の増があるものの、小中学
校などの教職員に係る給与負担の
政令市への移譲などにより減

◆収支均衡を図るため、財政調整基
金等三基金から45億円を繰り入れ

【充当した施策の主なもの】
●子ども・子育て分野
・保育所定員の拡大に伴う保育所運営費の増額
・一時預かり事業、延長保育事業、放課後児童
  クラブの運営などへの支援

自主財源
５７．２％

県税
６，２３８

（３６．２％）
義務的経費
５４．２％

人件費
３，８７５

（２２．５％）

社会保障費
３，２４９
（１８．９％）

公債費
２，１９５

（１２．８％）

災害復旧費
１４（０．１％） ＜単位：億円　（　）は構成比＞

※表示未満四捨五入の関係で、
積み上げと合計が一致しない箇所がある。

行政施策費
２，４８３
（１4.4％）

市町村交付金等
３，２３９
（１８．８％）

その他１６５（１．０％）

公共事業費
１，９８９

（１１．６％）

投資的経費
１１．６％

その他
３４．２％

地方消費税
清算金
１，７８８

（１０．４％）
諸収入
１，３３９
（７．８％）

繰入金２１０（１．２％）使用料手数料
１７８（１．０％）

その他
８８（０．5％）

依存財源
４２．８％

国庫支出金
１，７５３
（１０．２％）

地方交付税
２，４９４

（１４．５％）

臨時財政
対策債

９６６（５．６％）

通常債
１，２５２
（７．３％）

地方譲与税
８７２（５．１％）

県債
２，２１８（１２．９％）

地方特例交付金１５ （０．１％）
交通安全対策特別交付金

１６（０．１％）

●医療・介護分野
・国民健康保険などにおける低所得者の方々に対  
　する保険料軽減措置の拡充
・難病対策における医療費助成の対象疾病の拡大

歳出歳入
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●中小企業向け制度融資を充実　融資総枠６,８８４億円
を確保（うち新規融資枠３,２８５億円）
●地域商品券による地域経済の活性化を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4億5,92７万円
●売れる新商品・新サービスづくりを支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,11３万円
●繁盛店創出による商店街活性化を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36４万円

■中小企業の支援

●北部九州自動車産業アジア先進拠点プロジェクトを推進 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,238万円
●バイオ・メディカル分野の開発を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億4,851万円
●ＩｏＴを活用した製品・サービスの開発を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,008万円
●再エネによる高効率な水素製造技術等の研究開発を
支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，０００万円　
●苅田港新松山地区の工業用地を整備　［県営埠頭施
設整備運営事業特別会計］・・・・・・・・・16億940万円

■イノベーションによる成長産業の振興

●農林水産物のブランド力を強化し、販売・消費を拡大 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,6５０万円
●農林水産物輸出・インバウンド需要拡大対策を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,175万円
●活力ある高収益型
　園芸産地を育成 
　　 14億5,000万円
●水田農業の競争力
　を強化
　　　 2億3,08６万円

■農林水産業の競争力強化

●世界文化遺産の登録・保全活用を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億7,15７万円
●観光プロモーションを強化・・・・・・・・・・・・・・5,05６万円　
●体験・交流・滞在型の観光資源を開発・・・・54２万円　
●外国人観光客の受入環境を整備・・・・・・・2,35８万円 　

●北九州空港を活用して外国人観光客を集客
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,18３万円　
●海外に福岡の魅力
を発信
　　　　 2,598万円
●全国豊かな海づくり
大会を開催
　　　3億8,016万円
●貴賓館を中心とした天神中央公園
　(西中洲エリア)を活性化・・・・・・・・・・1億7,597万円　

■本県の魅力発信と観光の振興

高性能農業機械

▲甘うぃ

▲福岡モーターショー

沖ノ島三池港

▲全国豊かな海づくり大会
　キャラクター「エコトン」

北九州空港

景気の回復と魅力ある雇用の場の創出
「魅力ある雇用の場」をつくる。地域の特性を活かした産業振興

○新

○新

○新

○新

○新

○新

○新
○新
○新

○新

○新

○新　は新しく取り組む事業です。予算額は万円未満四捨五入です。

●畜産の競争力を強化
　　　　4億9,173万円 
●県産木材の供給力を
強化、販路を拡大
　　　　　1,19４万円 
●農業就業者の定着を
促進　　  １，２６１万円
●食の安全・安心を確保 
　　　  2,00９万円　

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・
・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・

※写真提供／国土交通省九州地
方整備局博多港湾・空港整備
事務所
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●若者のUIJターン就職を支援・・・・・・・・・・・・1,169万円
●企業における働き方改革を推進・・・・・・・・１，８９７万円

合同会社説明会

ウーマンワークカフェ北九州 女性農業者による展示即売会

ジュニアアスリート障がい者スポーツ

出会い、結婚、子育て、就職・仕事の支援
若い世代の夢と希望をかなえる

「ふくおか未来人財」の育成とスポーツの推進
国際的な視野を持ち、地域で活躍する「ふくおか未来人財」を育成する。県民のスポーツ活動を盛んにする

女性や高齢者の活躍の応援
女性の感性や発想、高齢者の知識と経験を最大限活かす

■子ども・子育て支援の充実
●結婚応援を推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,308万円
●保育の担い手を確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億５，０３４万円
●児童相談所の体制を強化・・・・・・・・・・・・・・1,265万円

●中学校における学力向上を推進・・・・・・・3,609万円　
●地域の産業に合った人材を育成 ・・・・・・・・55４万円
●青少年の国際スポーツ交流を推進・・・・・・・3６０万円

■「ふくおか未来人財」の育成

○新

■就職・仕事の支援

■女性の活躍推進
●企業や地域における女性の活躍を応援・・4,018万円
●女性農林漁業者の活動を支援・・・・・・・・・・・・1,27１万円
●働く女性向けワンストップ就業支援を充実
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,36３万円

■７０歳現役社会の推進
●７０歳現役社会の実現に向けた取組み
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億6,177万円

○新
○新

○新
○新
○新

●ジュニアアスリートを育成・・・・・・・・・・・・・・3,595万円
●ラグビーワールドカップ2019福岡開催を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,48３万円
●キャンプ地誘致を推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,33２万円
●福岡アーチェリーアカデミーを開設・・・・・1,13２万円　

■大規模国際スポーツ大会を契機とした
　スポーツの振興と地域の活性化

○新

○新 ○新

　は新しく取り組む事業です。予算額は万円未満四捨五入です。○新

●障がい者スポーツを推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,695万円
●福岡県の文化の魅力を発信・・・・・・・・・・・・1,12６万円
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子どもの学習支援

まごころ製品
ロゴマーク

介護予防事業

久留米筑紫野線（神代橋）

合併処理浄化槽▶

飲酒運転撲滅シンボルマーク▶

安心して生活できる共助社会の実現
子ども、高齢者、障がいのある人が安心して生活できる社会を実現する

安全・安心、災害に強い県づくり
県民の皆さんの安全・安心の向上を図る

●放課後児童クラブの利用料減免を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,988万円
●田川地域に子ども支援オフィスを設置
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,384万円
●生活困窮世帯の高卒等未就労者の技能習得を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3８０万円　
●学習支援ボランティアの人材バンクを設置
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・629万円　
●生活困窮世帯等の高校生の進学・就職を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,880万円　

■子どもの貧困対策の一層の強化

■熊本地震を踏まえた地域防災力の向上 ■将来の発展基盤の整備
●福岡・北九州空港を整備・・・・・・・・・・・46億4,19５万円

●城南（仮称）警察署の建設候補地を調査…88万円
●暴力団事務所の撤去を促進・・・・・・・・・・・・・500万円　
●飲酒運転撲滅運動を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・30１万円　
●自転車ルール・マナーの
　周知徹底を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・1９０万円

●緊急輸送道路等を整備・・・・・・・・・・・189億3,81４万円
●ため池等の安全対策を推進・・・・・・・・49億4,002万円
●住宅の地震対策を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,94５万円
●市町村と連携し防災力を強化・・・・・・・・・1,639万円　
●警察の災害対応力を強化・・・・・・・・・・・・・・1,748万円　

■徹底した治安の確保

■快適な生活環境の整備

[ 問い合わせ ]財政課　☎０９２-６４３-３０５４　ファクス０９２-６４３-３０５９

○新

○新

○新

○新

○新
○新

○新

●高濃度ＰＣＢ使用製品の処理を促進
　・・・・・・・・・・・1,61９万円
●浄化槽整備を促進
　・・・・・・・・・4億9,09８万円

○新

○新

●発達障がいのある人の支援を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,63６万円
●医療的ケア児の支援を強化
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,7８０万円　
●特別支援教育の支援体制を充実
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,60７万円

■障がい者福祉の向上

●介護応援宣言企業登録制度を創設・・・・・866万円
●介護人材の確保・定着を支援・・・・・・・・・・1,11６万円　
●回復期病床の確保対策を推進・・・・・8億7,100万円　

■高齢者施策の推進、県民の健康の維持と増進
○新

○新
○新
○新

○新

○新

○新

○新
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行橋市

ふくおかの食

マテ貝

　週末の長井浜では、オレンジ
色のジャンパーを着た漁協の皆さん

が貝掘りのコツを教えてくれるので、初心
者も安心。貝掘りができるのは干潮
の前後約１時間程度なので、事前
に干潮時刻の確認をお忘れなく。
また、行橋市内では蓑島海水浴場

でもマテ貝掘りが楽しめます。ぜひ、道具を持って豊前
海にお出掛けください。採れたマテ貝は、２～３％の塩
水に入れてふたをし、３時間ほど置くと砂抜きできます。
ぜひマテ貝掘りにチャレンジしてみませんか？

マテ貝は豊前海に多く生息
する長さ10センチメートルほどの
細長い貝。遠浅の干潟が広がる行
橋市・長井浜では３月中旬から６月中
旬の間、マテ貝掘りが楽しめます。
潮が引いた砂浜の表面をくわで浅く

ならすと、小さな楕円形の穴が現れます。
塩を入れてしばらく待つと、潮が満ちたと勘違いし
たマテ貝がひょっこり頭をのぞかせるので、そこをつ
かみます。熊手を使った貝掘りとはひと味違う面白さ
が人気で、週末は県内外から訪れた家族連れなどで
にぎわいます。

問い合わせ 
・行橋市観光物産情報コーナー ☎／ファクス０９３０-２５-００８６
・行橋市漁業協同組合 長井支所 ☎０９３０-２２-４７８０（火・水・木のみ）
料金／大人５００円（中学生以下無料）
・蓑島漁業協同組合 ☎０９３０-２３-１０４０（平日のみ）
料金／大人５００円、子ども３００円
※干潮時刻はこちらからご確認ください。

マテ貝掘りに必要なもの
・長靴　・バケツ　・くわ　・割り箸
・塩（１～２キロ）　など
割り箸の先に塩を付けて穴に入れると
マテ貝が頭を出します。素早くつかんだ
ら、焦らずゆっくり引き抜くのがコツ。

だ  えん

みのしま

自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した、環境に優しい乗り物として多くの人に利用さ
れています。しかしながら、自転車が加害者となる対歩行者事故は増加傾向にあり、自転車利用者の交通
ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。
自転車の安全な利用と自転車事故の防止を図るため、４月１日から「福岡県自転車の安全で適正な利用
の促進に関する条例」が施行されました。交通ルールとマナーを守り、自転車を安全に利用するとともに、万
一に備え自転車損害賠償保険に加入しましょう。

自転車安全利用条例が施行されました

問い合わせ：生活安全課　☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９

条例の概要

・夜間のライト点灯
・ブレーキを備えていない自転車
の運転禁止
・飲酒運転、傘差し運転の禁止
・携帯電話やイヤホン・ヘッドホン
を使用し、大音量で音楽などを
聞きながらの運転禁止
・点検整備の実施

自転車の安全利用の促進1

・自転車を利用する者
 （子どもが利用する場合はその保護者）
・事業活動において、従業員に自転車を
利用させる事業者

自転車損害賠償保険加入の努力
義務化（１０月１日から）

3

・道路交通法などの罰則、ヘルメットの着用、
点検整備など、必要な情報の提供

自転車小売業者などによる
情報提供の義務化（１０月１日から）

・自転車交通安全教育の実施
・子どもや高齢者のヘルメット着用についての理解促進

交通安全教育の充実２

4

詳しくは 福岡県　自転車条例　検索

行橋 マテ貝掘り　検索

マテ貝は味噌汁や
バター焼きがおすすめ

行橋市漁業協同組合 長井支
所、行橋市商業観光課の皆さ
ん。地元住民の皆さんも清掃
に協力し、美しい干潟を守って
いる
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県では、企業のトップ自らが従業員の仕事と子育て
の両立を支援する具体的な取り組みを宣言し、それを
県が登録する「子育て応援宣言企業登録制度」を実施
しています。２月１日、登録企業数６０００社突破を記念
した大会が開催され、特に優れた取り組みを行っている
企業に対する知事
表彰や、宣言企業
の経営者などによ
るリレートーク、ワ
ーク・ライフ・バラン
スに関する基調講
演が行われました。

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。

新雇用開発課　
☎０９２-６４３-３５８６　ファクス０９２-６４３-３６１９

問

県内における２０２０年の東京オリンピック・パラリン
ピックへの機運を高めるため、２月２２日、「２０２０へ こ
こ福岡から～東京２０２０大会キックオフイベント～」が
開催されました。イベントでは、県民スポーツ栄誉賞・
感謝状贈呈式が行われたほか、アスリートの皆さんが
次世代のアスリー
トに対して夢や希
望を語るトーク
ショーが開催さ
れ、会場は大勢の
参加者で盛り上
がりました。
スポーツ振興課　
☎０９２-６４３-３４０５　ファクス０９２-６４３-３４０８

問

子育て応援宣言企業６０００社大会

東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げよう

　２月２５日から３月１２日まで、イチゴ「あまおう」をはじ
めとした県産農林水産物を県内外の多くの方にPRす
る「あまおう祭り」が開催されました。オープニングイ
ベントでは、県産農林水産物や「あまおうスイーツ」な
どの販売、「あまおう大福づくり」などの親子で楽しめ
る体験教室が開
催され、大勢の人
が本県の豊かな
農林水産物を味
わいました。

園芸振興課
☎０９２-６４３-３４８６　ファクス０９２-６４３-３４９０

問

県では、食べ残しなどの食品ロスの削減に取り組ん
でいます。日本での年間食品ロス発生量は、全国民が
おにぎりを毎日１～２個捨てている量に相当します。中
でも宴会では、提供される料理のうち１４パーセントが
食べ残されています。２月２８日と３月３日、福岡市と北
九州市で街頭キャ
ンペーンを行い、
宴会での食べ残
しを減らすよう呼
びかけました。

循環型社会推進課　
☎０９２-６４３-３３８１　ファクス０９２-６４３-３３７７

問

あまおう祭り開催 ！

食品ロスを削減しましょう！

県では、「大牟田川副線」の自動車のすれ違いが困
難な区間を解消し、有明海沿岸部の農業・漁業をはじ
めとする産業の発展や地域間の連携を図るため、バイ
パスの整備を進めています。３月１８日、沖端川に架か
る「沖端川大橋」を含む延長１.３３キロメートルのバイパ
スが開通し、開通式
典では、地元小・中
学生による演舞・吹
奏楽の披露や関係
者によるテープカッ
ト、走り初めが行わ
れました。

スポーツ振興課  
☎０９２-６４３-３４０７　ファクス０９２-６４３-３４０８

問

　３月１１日、春日市で「スポーツフェスタ２０１７」が開
催され、トップアスリートによるデモンストレーション
や、各競技の体験イベントが行われました。体験イベ
ントの参加者はさまざまな競技にチャレンジし、障が
い者スポーツを楽しみました。４月から、クローバープ
ラザ、アクシオン
福岡と、県内５カ
所の県立テニス場
で、障がい者ス
ポーツ用具の無料
貸し出しをはじめ
ています。

道路建設課　
☎０９２-６４３-３６６３　ファクス０９２-６４３-３６６４

問

スポーツフェスタ２０１７

沖端川大橋が開通 ！
おきのはた がわ

おお む た かわそえ

◀食品ロス削減キャラクター 食べもの余らせん隊
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〈活動内容〉県政に対するご意見・
ご提案の提出（随時）とアンケー
トへの回答（年８回程度）
〈募集人数〉４００人
〈応募資格〉県内在住の４月１日現
在で１８歳以上の人（国・地方公
共団体の議員、常勤の公務員、平
成２７・２８年度県政モニター経験
者を除く）
〈任期〉委嘱する日から平成３０年
３月末まで
〈謝礼〉活動実績に応じて
クオカード（上限３０００円）を進呈
〈応募方法〉
県ホームページまたは電子メール
〈申込締切〉５月３１日（水）
〈問い合わせ〉県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０３Ⓕ０９２-６４３-３１０７

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

平成29年度県政モニター 〈対象〉下記巡拝予定地域におけ
る戦没者の遺族〔配偶者（再婚し
た人を除く）、父母、子、兄弟姉妹、
参加遺族（子・兄弟姉妹）の配偶
者、孫、おい・めい〕で実施時期に
おいて原則８０歳以下の人
※実施時期、応募資格、募集人数、
参加費用、申込締切など詳しくは
お問い合わせください。
〈巡拝予定地域〉
[旧ソ連]ハバロフスク地方、イル
クーツク州、クラスノヤルスク地方、
沿海地方
[中国]東北地方
[南方]東部ニューギニア、インドネ
シア、トラック諸島、フィリピン、マー
シャル・ギルバート諸島、硫黄島
〈申し込み〉
お住まいの市町村の援護担当課
〈問い合わせ〉保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６

厚生労働省
慰霊巡拝団員

試　験

〈職種〉行政、教育行政、警察行政、
農業など※採用予定数などの詳
細は５月上旬にお知らせします。
〈受験資格〉昭和６３年４月２日から
平成８年４月１日までに生まれた人
※職種によっては資格・免許が必
要です。
〈試験日〉６月２５日（日）
〈受付期間〉５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５月２３日（火）まで）
〈試験地〉福岡市、東京都
〈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

県職員採用大学卒業程度
（ Ⅰ 類）試験

お知らせ

県HP

県HP

戦没者追悼式に参列する遺族を募
集します。応募資格や参加費用など
詳しくはお問い合わせください。

　　　福岡県戦没者追悼式
〈日程〉８月１５日（火）
〈会場〉福岡武道館
（福岡市中央区大濠）
〈募集人数〉９００人※参加無料
※参列遺族全員の献花を予定し
ています。
〈申込締切〉６月７日（水）
〈申し込み〉
お住まいの市町村の援護担当課

　　　全国戦没者追悼式
〈日程〉８月１４日（月）～１５日（火）
〈会場〉日本武道館
（東京都千代田区北の丸公園）
〈募集人数〉１０７人
〈申込締切〉６月6日（火）
〈申し込み〉
[戦没者・一般戦災死没者遺族]
お住まいの市町村の援護担当課
[原爆死没者遺族]
福岡県原爆被害者相談所
〈問い合わせ〉保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６

戦没者追悼式参列者
県HP

県営住宅入居者
（抽選方式）県HP

看護職再チャレンジ講習会
（実践コース）

募集団地や募集戸数については
６月１日（木）から配布する募集案
内書をご覧ください。
〈申込受付期間〉６月１日（木）～
６月９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

介護施設や訪問看護ステーショ
ンの業務で求められる知識や看
護技術に関する講習会です。
〈対象〉現在看護の現場を離れて
いる看護職の人（県内在住で６カ月
以内に就職を希望する人に限る）
〈日程〉７月１１日（火）・２６日（水）
（講義と演習の２日間）
〈場所〉ナースプラザ福岡
（福岡市東区馬出）
〈定員〉３０人※受講無料
〈申込方法〉電話または下記ホーム
ページから
〈申込締切〉６月１５日（木）
〈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-ka

ngo.or.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 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

福岡県　２９年度県政モニター　検索

春の環境美化の日

６月４日（日）は「春の環境美化の
日」です。県内各地で市町村やボラ
ンティア団体による一斉清掃など
の行事が実施されます。ぜひご参
加ください。
〈問い合わせ〉廃棄物対策課
☎０９２-６４３-３３６３Ⓕ０９２-６４３-３３６５

県HP
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「子育て応援の店」を
利用しませんか

１８歳未満の子どもがいる子育て家
庭にミルクのお湯の提供、お菓子
や粗品のプレゼントなど、さまざま
なサービスを提供しています。
また、「子育て応援パスポート」を発
行し、登録者限定のサービスを提
供しています。※登録無料
登録店舗やサービス内容、パス
ポートの利用登録など詳しくは
ホームページをご覧ください。
〈問い合わせ〉
「子育て応援の店」事務局
☎０９２-２９２-１６６３Ⓕ０９２-４７７-８０３１

【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。

福岡県 子育て応援の店　検索

県HP
ご存じですか？
民生委員・児童委員

民生委員・児童委員は、住民の皆さ
んの身近な相談相手として、さまざ
まな機関と連携して必要な支援を
行っています。
〈活動例〉
○相談：住民が抱える問題につい
て、親身になって相談に乗ります。
○情報提供：社会福祉の制度や
サービスについて、住民に情報を
提供します。
※５月１２日の「民生委員・児童委員
の日」から１週間、各地でＰＲ活動が
行われます。
※民生委員制度は、平成２９年に創
設１００周年を迎える、歴史と実績を
有する制度です。
〈問い合わせ〉福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３Ⓕ０９２-６４３-３２４５

県HP

HP

土砂災害に備えましょう

６月は土砂災害防止月間です。
「土石流」「地すべり」「がけ崩れ」な
どから身を守るためには、雨の降り
方に注意し、早めに避難することが
大切です。県砂防課のホームペー
ジでは、県内全域の雨量情報や、土
砂災害の予兆の見分け方、土砂災
害警戒区域などの情報提供を行っ
ています。ぜひご活用ください。
〈問い合わせ〉砂防課
☎０９２-６４３-３６７８Ⓕ０９２-６４３-３６８９
http://www.sabo.pref.fuk

uoka.lg.jp/

HP

ＮＰＯ法が改正されました

〈改正の主な内容〉
①貸借対照表の公告が必要となっ
たこと
②事業報告書などの備置き期間が
約５年に延長されたこと
③県への認証申請時の縦覧期間
が１カ月間に短縮されたこと
詳しい内容はホームページをご覧
ください。
〈問い合わせ〉
県ＮＰＯ・ボランティアセンター
☎０９２-６３１-４４１１Ⓕ０９２-６３１-４４１３
http://www.nvc.pref.fuku

oka.lg.jp/

自動車税の納期限は
５月３１日（水）です

自動車税は、県税事務所、郵便局、
金融機関などで納付できます。コン
ビニエンスストアでは土曜、日曜、
夜間でも納付が可能です。また、パ
ソコン、スマホ・携帯電話の専用サ
イトから、クレジットカードによる納
付も可能です。詳しくはご自宅に届
く納税通知書や同封のチラシをご
覧ください。必ず納期限までに納付
をお済ませください。
〈問い合わせ〉
最寄りの県税事務所または税務課
☎０９２-６４３-３０６７Ⓕ０９２-６４３-３０５１

県HP

後期高齢者医療広域連合
からのお知らせ

HP

年に一度の「健康診査」を受けま
しょう。広域連合から後期高齢者の
皆さんへ受診票などを送付します。
生活習慣病の予防や早期発見・重
症化予防のため、ぜひ受診してくだ
さい。
※すでに生活習慣病で治療中の場
合は対象となりません。主治医にご
相談ください。
〈問い合わせ〉
福岡県後期高齢者医療広域連合
☎０９２-６５１-３１１１Ⓕ０９２-６５１-３901

http://www.fukuoka-kouki.jp/

「部落差別の解消の
推進に関する法律」が
施行されました

平成２８年１２月１６日に「部落差別
の解消の推進に関する法律」が公
布・施行されました。
この法律には、部落差別が今もな
お存在するという認識の下、基本
的人権を保障する憲法の理念に
のっとり、「部落差別は許されない」
ということが明記されています。
県では、法の趣旨を踏まえ、引き続
き市町村と連携して同和問題の解
決に向けた取り組みを推進します。
〈問い合わせ〉
人権・同和対策局調整課
☎０９２-６４３-３３２５Ⓕ０９２-６４３-３３２６

県HP

個人情報保護委員会　検索

５月３０日から、営利・非営利を
問わず、個人情報を事業に活
用する全ての事業者に個人情
報保護法が適用されます。個
人情報の取得、利用、保管、本
人以外の第三者への提供、本
人からの開示請求などに当
たっては、個人情報保護法の
ルールに沿った取り扱いが求
められます。個人情報を適切に
取り扱い、お客さまや従業員か
らの信頼を守りましょう。
〈問い合わせ〉
個人情報保護法質問ダイヤル
☎０３-６４５７-９８４９

全ての事業者に個人情報
保護法が適用されます カネミ油症患者の皆さんへ

　　　　 健康実態調査
カネミ油症認定患者を対象とした
健康実態調査を実施しています。
県から調査に関する通知が届いて
いない認定患者で、調査にご協力
いただける人は、ご連絡ください。
調査にご協力いただくと、国から健
康調査支援金が支給されます。

　　　同居家族の認定申請
カネミ油症認定患者の油症発生当
時の同居家族の人で、一定の基準
を満たす場合、カネミ油症患者とし
て認定の対象となります。
※申請は、随時受け付けています。
〈問い合わせ〉生活衛生課
☎０９２-６４３-３２８０Ⓕ０９２-６４３-３２８２

県HP

FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS 09



飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！ 許さない！

県HP

情報のひろば
催　し

主に児童を対象とした健康や環境
について学ぶ体験型イベントです。
簡単な実験やゲームで健康や環境
について学んでみませんか。
※参加無料、申込不要
〈日時〉６月１７日（土）１０時～１６時
〈場所〉県保健環境研究所
（太宰府市向佐野）
〈問い合わせ〉県保健環境研究所
☎０９２-９２１-９９４１Ⓕ０９２-９２８-１２０３
http://www.fihes.pref.fuk

uoka.jp/

保健・環境フェア２０１７

福岡県の美しい景観やまちづくり
について、「見て・聞いて・体験し
て」一緒に考えてみませんか。
〈日時〉
５月２８日（日）１０時～１６時
〈場所〉アクロス福岡
（福岡市中央区天神）
〈内容〉美しい景観選、屋外広告景
観賞、まちづくり建築賞の表彰、学
生および団体の発表、体験型イベ
ントなど
※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉都市計画課
☎０９２-６４３-３７１２Ⓕ０９２-６４３-３７１６

第１１回福岡県景観大会
県HP

緑豊かな会場で、緑の良さや森林
の大切さを知っていただくイベント
です。
〈日時〉
５月２１日（日）９時～１５時３０分
〈場所〉福岡県緑化センター
（久留米市田主丸町）
〈内容〉①森林セラピー体験（先着
４５人）②花苗と花木苗の配布（先
着１２５０人）③木工体験④丸太切
り競争⑤地元特産品などが当たる
ビンゴゲームなど
※参加無料（一部材料費が必要）、
一部要申込
〈問い合わせ〉福岡県緑化センター
☎０９４３-７２-１１９３Ⓕ０９４３-７２-１５５８
http://www.ryoku-cen.net/

グリーンフェスティバル
２０１７

◀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/
☎電話番号　Ⓕファクス番号　電子メール　　　ホームページHP
県HP

HP

HP

今後、障がいのある方々の意見を
聴きながら、県ではさまざまな取り
組みを進めていきます。
〈条例のポイント〉
①障がいを理由とする差別に関わ
る相談、助言、あっせんなどの体
制整備
②事業分野ごとに不当な差別的取
扱いや合理的配慮の提供につい
てガイドラインを策定
③行政や事業者は、自ら設置する
施設のバリアフリー化や介助者
などの人的支援など、事前的改
善措置に努めること
④人権的視点での防災・防犯、虐
待防止の取り組み
⑤県の施策上の表記は、「障害」か
らできるだけ「障がい」に変更

〈条例の施行〉１０月１日
〈問い合わせ〉障がい福祉課
☎０９２-６４３-３２６2Ⓕ０９２-６４３-３３０４

県HP

「福岡県障がいを理由とする
差別の解消の推進に関する
条例」が制定されました

県HP

県政の動きや地域の話題など
を点字や音声でもお知らせし
ています。詳しくはお問い合わ
せください。
全戸配布広報紙「福岡県だより」
　（年６回発行予定）
　①点字版
　②録音版
　（カセット、ＣＤデイジー版）
　※CDデイジー版は専用機器が必要です
　③音声コード版
　（専用機器が必要です）
「グラフふくおか」
　点字版（年４回発行予定）
〈申し込み・問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２-６４３-３102Ⓕ０９２-６３２-５３３１

視覚障がい者向け
広報のご案内

●ＬＩＮＥ＠（ラインアット）
　ＬＩＮＥアプリから県内のイベン
ト情報などを配信します。ＬＩＮＥ
アプリで１１ページのＱＲコード
を読み取るか、ＩＤを入力して
友だち追加してください。
●広報紙配信アプリ「マチイロ」
　「福岡県だより」がアプリでも
読めます。アプリのダウン
ロードは１１ページのＱＲコー
ドから。

〈問い合わせ〉県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-５３３１

新たな県政情報の
発信を開始します！

おかやまハレいろキャンペーン　検索

９月末まで、大型観光キャン
ペーンを開催しています。目玉
企画は、人気のｍｔ（マスキング
テープ）とのコラボ企画。岡山
城の外観をｍｔで装飾するほか、
城内でもｍｔアートが楽しめま
す。また、路面電車やスワン
ボートもｍｔでラッピングします。
色とりどりの企画が満載のこ
の機会に、ぜひお越しください。

〈問い合わせ〉岡山県観光課
☎０８６-２２６-７３８２Ⓕ０８６-２２４-２１３０

岡山県からのお知らせ

「おかやまハレいろキャンペーン」
開催中！

※写真は
　イメージです。

※毎週日曜日の１６時５４分から１７時
までＲＫＢで放送している「福岡県庁知
らせた課」は引き続き放送します。
〈問い合わせ〉県民情報広報課  
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-５３３１

新番組がスタートしました！

県HP

ＴＶＱ 毎週土曜日 ２０時５４分～２１時

飛び出せ！
サークル
“ふくおか研” 
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学生トークや企業関係者を
迎えてのゲストトーク、行事・
イベントのお知らせなど、大
分県の情報満載でお送りし
ます。大分県出身で福岡在
住の大学生が中心となって
企画・運営する、若さと元気
あふれるラジオ番組をコミュニティラジオ天神（コミ
てん77.7MHz）で、ぜひお聞きください。福岡市中
央区および近隣のエリアで聴取でき、その他のエリ
アでは、無料アプリ利用でお聞きいただけます。
〈放送日〉毎週木曜日　１８時～１８時２５分
〈問い合わせ〉大分県福岡事務所
☎０９２-７２１-００４１Ⓕ０９２-７２１-０６１０

〈日時〉６月１０日（土）１４時４０分　キックオフ
〈場所〉えがお健康スタジアム（熊本県民総合運動公
　　　園陸上競技場）（熊本県熊本市東区平山町）
〈問い合わせ〉公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会
☎０３-３４０１-３２９０

https://www.rugby-japan.jp/2017/03/
03/lipod2017_ticket_info/

アンケート　
「福岡県だより５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（福岡県総合計画で取り組む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子育て支援③教育・青少年育成④女性の活躍⑤生き
がいづくり（高齢者・障害者）⑥医療・健康⑦協働・ＮＰＯ⑧文化・国際
交流⑨防災・防犯⑩エネルギー・環境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２9年5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５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

全国茶品評会で玉露が連続して日本一
に輝くなど、全国的に評価が高い「福岡
の八女茶」。香り豊かでうま味のある高
級茶です。
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

リポビタンＤチャレンジカップ 2017　検索

福岡の八女茶
（玉露・煎茶のセット×５人）

プレゼントコーナー

●テレビ番組
　ＴＶＱ「飛び出せ！サークル“ふくおか研”」
　　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

福岡県の広報活動

●広報誌「グラフふくおか」
　３・６・９・１２月２０日発行

●新聞「福岡県からのお知らせ」
　偶数月の第３日曜日の新聞に掲載

●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！

●ＬＩＮＥ＠（ラインアット）
　●名　　　前…福岡県庁
　●ユーザーＩＤ…@ｐｒｅｆ_ｆｕｋｕｏｋａ

●広報紙配信アプリ「マチイロ」
　「福岡県だより」をスマホで ！
　ダウンロードはこちらから▶

●Twitter(ツイッター）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka

●福岡県ホームページ
　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

https://twitter.com/Pref_Fukuoka

©2010熊本県くまモン

【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。

日本代表対ルーマニア代表
の国際テストマッチ：リポビタ
ンＤチャレンジカップ２０１７
が、熊本の「えがお健康スタ
ジアム」で開催されます。会
場までお越しいただき、ぜひ
「世界レベル」の戦いを体感してください ！

元気です！くまもと・おおいた

「わくわく!天神かぼす風呂」放送中
～若者の街・福岡天神から「大分県」を発信する
　新ラジオ番組～

熊本で初となるラグビー日本代表の
国際テストマッチ開催

平成28年熊本地震で被災した熊本県・大分県の復興を支援するため、紙面提供により両県の情報発信を行っています

がんばるけん！
くまもとけん！

HP

（写真左から）日本ラグビーフットボー
ル協会：薫田強化委員長、熊本県
ラグビーフットボール協会：笠会長
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国際テニス連盟公認車いすテニスツアー最高峰の一
つ。世界トップレベルの戦いが繰り広げられます。

福岡県だより 通巻11９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）

「福岡県だより」は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。

福津市内の２１店舗
ふくつ観光協会
☎０９４０-４２-９９８８　ファクス０９４０-４２-９９８９

玄界灘で取れた天然マダイの鯛茶づけが味わえるフェ
ア。各店こだわりの調理方法でおもてなしをします。

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

場
問

ふくつの鯛茶づけフェア
５月１３日(土)～７月２日(日)

吉富フォーユー会館周辺一帯（吉富町広津４１３-１）
よしとみ・ワッショイ・春まつり実行委員会（吉富町商工会）
☎０９７９-２２-０２２８　ファクス０９７９-２３-４７4１　

九州一小さな町、吉富町の一大イベントです。おいしい
出店やウナギのつかみ取りでお楽しみください。

よしとみ・ワッショイ・春まつり
６月４日(日)

２４メートルの落差を誇る県指定名勝。餅まきやヤマメ釣
りなど楽しい催しが盛りだくさんです。

白糸の滝開き
６月１０日(土)

牧の原キャンプ場（築上町寒田２００５-３）
築上町観光協会
☎/ファクス０９３０-３１-０３０６

安全祈願祭から始まり、地元の神楽やそうめん流し、
特産品の販売などが行われます。

牧の原キャンプ場山開き
６月２５日(日)

大牟田市動物園（大牟田市昭和町１６３）
大牟田市動物園
☎０９４４-５６-４５２６　ファクス０９４４-５６-９５５１

６月２１日は「世界キリンの日」。キリンに関するパネル展示
のほか、１８日には飼育舎の裏側探検などを行います。

世界キリンの日(キリンウィーク)
６月１７日(土)～２３日(金)

筑豊ハイツテニスコート、県営筑豊緑地テニスコート
九州車いすテニス協会
☎０９４８-２５-７１４４　ファクス０９４８-２５-７５２０

飯塚国際車いすテニス大会
５月１６日(火)～２１日(日)

本県と佐賀県に架かる天建寺橋の下で、福岡県民１５０
人対佐賀県民１５０人で大綱を引き合います。

県境フェスティバル天建寺橋大綱引き大会
６月４日(日)

竹地区棚田交流館周辺（東峰村宝珠山竹）
東峰村農林観光課
☎０９４６-７２-２３１３　ファクス０９４６-７２-２３７０

日本棚田百選に選ばれた棚田の水面に約１２００本のトー
チが美しく映えます。懐中電灯をお忘れなく。

竹棚田の火祭り
６月１０日(土)

金山アジサイ園（糸田町２４４）
糸田町地域振興課　
☎０９４７-２６-４０２５　ファクス０９４７-２６-１６５１（糸田町代表）

「道の駅いとだ」にほど近い工業用地の斜面に、色とり
どりに咲きそろう約７千本のアジサイが見事です。

金山アジサイ園
６月上旬～７月上旬

1
福津市

6
吉富町

7
糸島市

9
糸田町

5
久留米市

2
飯塚市

食品工場直送の商品がお得に購入できます。市内企業
の食材で作ったコラボ商品は完売必至です。
福岡食品加工団地（古賀市鹿部３３５-３４）付近
古賀市観光協会
☎０９２-９４０-２３００（火～金）　ファクス０９２-９４０-２３０１

古賀モノづくり博 食の祭典
５月２１日(日)

3
古賀市

場
問
夜宮公園のびのび広場と周辺一帯（北九州市戸畑区夜宮）
とばた菖蒲まつり実行委員会（戸畑区総務企画課内）
☎０９３-８７１-１５０１　ファクス０９３-８７１-４８０７

５０種２万本の花菖蒲が優美に咲き誇ります。ステージイ
ベントやバザー、蚤の市も開催されます。

とばた菖蒲まつり
６月３日(土)～４日(日)

4
北九州市

8
東峰村

11
築上町

10
大牟田市
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4

3

7 11

92

8

5

6

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。

 ④とばた菖蒲まつり（北九州市）

⑦白糸の滝開き（糸島市）

てん けん   じ  ばし

か  ぐ ら

み な　も

のみ

天建寺橋下河川敷（久留米市大善寺町中津）
久留米南部商工会
☎０９４２-６４-３６４９　ファクス０９４２-６４-４８５０

白糸の滝ふれあいの里（糸島市白糸４６０-１）
白糸の滝ふれあいの里
☎/ファクス０９２-３２３-２１１４

しょう ぶ かな やま

たけ たな  だ




