
県人口／５,１０８,４５１人（令和２年３月１日現在）
発　行／福岡県総務部県民情報広報課　　
印　刷／福博綜合印刷株式会社

〈九州ロゴマーク〉

過去号はこちら

九州・山口各県と経済界で定めた
「九州」のマークです

令和元年度福岡県茶共進会「煎茶の部」農林水産大臣賞受賞者 
樋口龍也さん・樋口恵子さん夫妻
令和元年度福岡県茶共進会「煎茶の部」農林水産大臣賞受賞者 
樋口龍也さん・樋口恵子さん夫妻

（「福岡の八女茶」ロゴマーク）
　「福岡の八女茶」発祥６００年を契機に、その素晴らしさを全国へ発信するため、 県では、「福岡の八女茶」ロゴマークを作成しました。
八女茶本来の色である「黄金色」を中心に配置し、その左右に八女地域の歴史的建造物べんがら壁に見られる「弁柄色」を配置する
ことで、八女茶の「品質の高さ」、「歴史と伝統」を表現しています。　　　　　　　※今号のプレゼント：福岡の八女茶（11ページをご覧ください）

LINE公式アカウント「福岡‐新型コロナ対策パーソナルサポート」
一人一人の状況に合わせたアドバイスやサポート情報を受け取れます。

べんがらいろこがねいろ

「福岡の八女茶」ロゴマークが
できました！！

特 集 令和２年度福岡県予算

Vol.137
奇数月発行／通巻137号

2020

MAY

5



一般会計当初予算  １兆８，５１７億円（前年比３．７％、６５９億円増  過去最大規模）

　令和２年度当初予算では、令和元年度２月補正（経済対策）と一体となった１４か月予算を編成し、豪雨災害
の復旧・復興、防災減災を加速するとともに、地方創生の実現に向け、誰もが住み慣れたところで「働く」「暮らす」
「育てる」ことができる地域社会づくりに取り組みます。

①自主財源と依存財源
　県税など県が自らの判断で収入できるものを「自主財源」と言い、国庫支出金
など国から割り当てられる収入を「依存財源」と言います。
②地方交付税
　地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、誰もが一定水準の行政サービスを
受けられるよう必要となるお金を国が地方に再配分する制度です。
③県債
　学校や道路などの施設整備などのため、借り入れるお金です。
　臨時財政対策債は、地方交付税として配分するお金のうち足りない分を、県が
借入により立て替えているもので、国から支払が保障されています。

1,026億円の増
（やむを得ない要因を除くと、798億円の減）

35億円の黒字
（豪雨災害復旧・復興対策などのやむを得ない要因（※2）
を除くと、377億円の黒字）

令和3年度末通常債残高を
平成28年度末に比べ、780億円
程度圧縮

通常債の発行額および残高を
毎年度確実に減少させる

平成28年度末に
比べ575億円の
減

前年度に比べ
発行額および残
高の減少

平成29年度から令和3年度
までの計画期間中に黒字化

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
必要な残高を確保する

発行額は34億円の減、残高は102億円の増
（やむを得ない要因を除くと、それぞれ49億円の
減と239億円の減）

350億円

152億円の黒字

２年度見込目　　標
２年度当初予算

財政改革プラン

プライマリーバランス（※1）
（県の基礎的財政収支）

通常債（県の借金）の残高

財政調整等三基金
（県の貯金）の残高

416億円

（歳入の主な増加要因）
　令和元年１０月の地方消費税率の引き上げの影響などにより、
県税などが687億円(8.4%)増加。

（歳出の主な増加要因）
①幼児教育・保育と高等教育の無償化などにより、社会保障費
　が137億円(4.0%)増加。
②税制改正の影響による県税などの増収に伴い、市町村への
　交付金などが560億円(18.5%)増加。

歳出歳入

県税など
8,901
(48.1%)
個人県民税、
法人事業税、
自動車税、
地方消費税

県税など
8,901
(48.1%)
個人県民税、
法人事業税、
自動車税、
地方消費税

人件費
3,932
(21.2%)
職員の給与、
退職手当など

人件費
3,932
(21.2%)
職員の給与、
退職手当など

その他 180(1.0%)
特別会計への繰出金など
その他 180(1.0%)
特別会計への繰出金など

社会保障費
3,512
(19.0%)
生活保護費や
児童手当費
など

社会保障費
3,512
(19.0%)
生活保護費や
児童手当費
など

公債費
2,259(12.2)％
借入金の返済

公債費
2,259(12.2)％
借入金の返済

公共事業費＋災害復旧費
2,405(13.0%)
道路・河川・港湾・公園
などの整備など

公共事業費＋災害復旧費
2,405(13.0%)
道路・河川・港湾・公園
などの整備など

行政施策費
2,637(14.2%)
団体などへの助成金、
中小企業制度融資、
行政運営に必要な
事務費など

行政施策費
2,637(14.2%)
団体などへの助成金、
中小企業制度融資、
行政運営に必要な
事務費など

市町村
交付金など
3,591
(19.4%)

市町村
交付金など
3,591
(19.4%)

県債
2,224
(12.0%)

県債
2,224
(12.0%)

国庫支出金
2,061(11.1%)
国から使途を指定して
交付されるお金

国庫支出金
2,061(11.1%)
国から使途を指定して
交付されるお金

地方譲与税など
996(5.4%)
国が集めた税金の
一定割合が配分
されるもの

地方譲与税など
996(5.4%)
国が集めた税金の
一定割合が配分
されるもの

臨時財政
対策債
762(4.1％)

臨時財政
対策債
762(4.1％)

通常債
(臨時財政対策債以外)

1,462
(7.9%)

通常債
(臨時財政対策債以外)

1,462
(7.9%)

地方交付税
2,519(13.6％)
普通交付税、
特別交付税

地方交付税
2,519(13.6％)
普通交付税、
特別交付税

使用料・手数料など
488(2.6%)
施設使用料、
運転免許手数料など

使用料・手数料など
488(2.6%)
施設使用料、
運転免許手数料など

諸収入
1,328
(7.2%)
中小企業振興
資金貸付金
などの償還、
宝くじ収入など

諸収入
1,328
(7.2%)
中小企業振興
資金貸付金
などの償還、
宝くじ収入など

〈単位：億円  （　）は構成比〉
※表示未満四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない箇所あり

財政改革プランの目標達成状況

※1 プライマリーバランスとは、社会保障や公共事業をはじめ、さまざまな行政サービスを提供するための経費を、税収などで賄えているかどうかを示す指標
※2 やむを得ない要因は、豪雨災害復旧・復興対策、国の補正予算対応、国土強靭化対応、減収補塡債発行

歳入総額
1兆8,517億円
歳入総額

1兆8,517億円

歳出総額
1兆8,517億円
歳出総額

1兆8,517億円

令和２年度  福岡県予算令和２年度  福岡県予算

自主財源
57.9%

義務的経費
52.4%投資的

経費
13.0%

その他
34.6%依存財源

42.1%

用
語
解
説

義務的経費
　その支出が義務付けられ、任意に削減できない経費を言います。
人件費の抑制に努めるなどの取り組みを実施し、新たな事業の財
源確保に努めています。

用
語
解
説

きょうじん ほ て ん
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■豪雨災害の復旧・復興
●被災した道路や河川などの復旧を加速化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７５億４，７１８万円
　　　　　　　　　　   ［２月補正］５３億８，２２７万円

●営農再開と
　産地の復興を支援○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７，１２０万円

●被災者の
　住宅確保を支援○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，１００万円

■防災減災
●緊急輸送道路などを整備
　・・・・・・・・・・・２４３億５，０６１万円
 ［２月補正］６６億８，１６８万円

●洪水・土砂災害防止、港湾の
　老朽化対策などを推進・・・・・・・・・・２７３億４，５９４万円
　　　　　    　　  　［２月補正］７４億１，０４５万円

●ため池、クリークなどの安全対策を実施
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７億９，７２７万円
　　　　　    　　  　［２月補正］２０億７，１５８万円

●地域防災力を強化○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８８万円

豪雨災害の復旧・復興、防災減災豪雨災害の復旧・復興、防災減災

○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。

▲河川の改良工事

▲道路法面の崩壊対策

■中小企業の支援
●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）

●現場の実態とニーズを踏まえて中小企業の
　生産性向上を支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億５，０９９万円

●地域商品券による地域経済の活性化を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４億１，３９６万円

■稼げる農林水産業の振興
●農林水産物のブランド力を
　強化し、販売・消費を拡大
　・・・・・・・・・・・・２億８，１３０万円

●農林水産物の輸出を拡大
　・・・・・・・・・・・・１億３，２２９万円
　 ［２月補正］６億１００万円

●スマート農林水産業を普及・・・・・・・・・・１億２，６３９万円

●園芸農業の競争力を強化・・・・・・・・・・１５億３，２００万円
　　　　　　　　　　［２月補正］２３億５，４５３万円

●水田農業の競争力を強化・・・・・・・・・・・・３億１，２０２万円
　　　　　　　　　　  ［２月補正］１億３，０００万円

●畜産業の競争力を強化・・・・・・・・・・・・・・・１億２，７６４万円
　　　　　　　　　　  ［２月補正］１億５，９４５万円

●林業の競争力を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・２億２，２２４万円
　　　　　　　　　　  ［２月補正］２億９，４１１万円

●漁業の競争力を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億６１９万円

●農業就業者の確保対策を強化・・・・・・・・・・・３，２６４万円
　　　　　　　　　　       ［２月補正］３，０００万円

■先端成長産業の振興
●ベンチャー企業を支援○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，７５６万円

●最新技術を活用した
　製品・サービスの
　開発を支援○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，７４７万円

●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
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，０５２万円

●バイオ産業の拠点化を推進［２月補正］
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３億９，８３６万円

●水素エネルギー分野への参入を強化○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５１万円

●有機ＥＬ等次世代発光材料分野への参入を強化○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７００万円

●航空機関連企業の誘致を促進○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６６万円

住み慣れたところで「働く」ことができる地域社会づくり住み慣れたところで「働く」ことができる地域社会づくり

▲超小型レーダー衛星
「イザナギ」のイメージ

▲新品種のナシ「玉水」

▲広葉樹(センダン)の家具▲低コスト耐候性ハウス
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■県民の健康づくりの推進
●健康づくり県民運動を推進
　・・・・・・・・・・・・・１億３，０８９万円

●ひきこもり状態に
　ある人を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，７９４万円

●がんなどの患者を支援○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０５万円

■スポーツ立県福岡の推進

●「福岡県スポーツ推進基金（仮称）」を創設○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６億４，０２３万円

●「福岡県スポーツコミッション（仮称）」を設置○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，２７２万円

●東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた
　気運を醸成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５億１，４１８万円

●障がい者スポーツを推進○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７１万円

■文化芸術の振興
●新・県立美術館基本計画を策定○新・・・・・・・３，０９４万円

■女性、高齢者、障がいのある人の活躍推進
●企業における女性の活躍を推進・・・・・・・・７，４４２万円

●７０歳現役社会の実現に向けた取り組み
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億６，９９８万円

●障がいのある人の自立と社会参加を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，９７５万円

■就職・仕事の支援、働き方改革の推進
●若者・就職氷河期世代の就職を支援・・・４，４２１万円

●外国人材の受入体制を整備・・・・・・・・・・・・・・・２，６３５万円

●介護人材の確保・定着を支援○新・・・・・・・・・７，４６５万円

●企業における
　働き方改革を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，６５１万円

●最新技術により
　県庁行政事務を効率化○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，０１８万円

住み慣れたところで「暮らす」ことができる地域社会づくり住み慣れたところで「暮らす」ことができる地域社会づくり

○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。

■観光の振興、本県の魅力発信
●宿泊税を活用した
　新たな観光振興
　施策を展開○新
　・・・・・１１億８，９９０万円

●世界文化遺産の
　保存活用を推進
　・・・・・・・・・・・・・６，４４１万円

●アンテナレストランを活用して魅力を発信
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，８３５万円

■将来の発展基盤の整備
●福岡・北九州空港を整備・・・・・・・・・・・・・・・７４億５３９万円

●北九州空港の利用を促進・・・・・・・・・・・・５億２，２３２万円

●三池港の利用を促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，５３７万円

●基幹的道路を整備・・・・・・・・・・・・・・・・１５６億６，１０７万円

●下関北九州道路の実現に向けた取り組み
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６０万円

▲官営八幡製鐵所 旧本事務所 ▲大韓航空の貨物専用機（北九州空港）▲沖ノ島

▲スロージョギングの様子

▲ＡＩチャットボットのイメージ

▲７０歳現役応援センターの就職相談の様子

▲福岡県障がい者スポーツ大会

▲外国人観光客の体験風景
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問い合わせ： 財政課　☎ ０９２-６４３-３０５５　ファクス ０９２-６４３-３０５９

■子ども・子育て支援の充実
●幼児教育・保育の無償化を実施
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９億９，０１９万円

●児童相談所の体制を強化○新・・・・・・・・・・・・・・１，４５３万円

●里親養育などを推進○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６，６７０万円

●新生児聴覚検査体制を充実○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０７万円

■ふくおか未来人財の育成
●県立学校のＩＣＴ環境を整備
　・・・・・・・・・・・・・・・・３億６，２２５万円
 ［２月補正］１５億１，７４６万円

●地域と一体となった学校づくりを推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億６，８２９万円

●小・中・高校の教育相談体制を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４億２，４４２万円

●高校生などの修学を支援・・・・・・・・２３６億５，７０３万円

●高等教育の無償化を実施○新・・・・・・３４億３，７２９万円

住み慣れたところで「育てる」ことができる地域社会づくり住み慣れたところで「育てる」ことができる地域社会づくり

▲タブレット型パソコンを
使った授業

▲地域の協力による総合的学習の授業

■徹底した治安の確保
●飲酒運転撲滅対策を強化○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３８万円

●性暴力対策を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４，６４０万円

●ストーカー・ＤＶ対策を強化○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３７万円

●ニセ電話詐欺対策を強化○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３万円

●子どもの安全対策を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，１２６万円

●高齢者の安全運転を推進・・・・・・・・・・・・・・・・・３，５２３万円

●地域防犯力を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，１８２万円

■快適な生活環境の整備
●空き家の活用・処分を促進○新・・・・・・・・・・・・・３，２９８万円

●買い物弱者を支援○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，１８０万円

●地域の生活交通を確保○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１９万円

●県有施設のキャッシュレス化を推進○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２８万円

■資源の有効活用の推進
●風力発電の
　普及を促進○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１６万円

●プラスチックの
　資源循環を促進○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６，７５６万円

▲風力発電設備

◀可搬式速度違反
　自動取締装置に
　よる取締り

地方消費税増収分（令和２年度約６６９億円）は社会保障施策の充実・安定化に活用されています
【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
　・幼稚園、保育所などの保育料無償化を実施

●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
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高額賠償の事例
小学生が夜間、歩行中の
女性と正面衝突。女性は
頭蓋骨骨折などで意識
不明の重体となった。

まずはアプリをダウンロード 早速エコ活動をスタート！

こんなうれしい特典も！

アプリで地球にやさしいことを始めよう

自転車条例が改正されました

簡単
・
無料

　県では、省エネ・省資源など地球にやさしい活動（エコ活動）に取り組む県民の皆さまを「エコファミリー」とし
て募集しており、その活動を応援するアプリ「エコふぁみ」の配信を開始しました。便利でお得な機能が盛りだくさ
んな「エコふぁみ」を使って、楽しくエコ活動を始めてみませんか？

　近年、自転車の利用者が加害者となる事故で、高額な損害賠償請求事例が発生するなど、自転車を取り巻く
状況が変化しています。県では、このような状況に対応するため、自転車条例を改正しました。

（改正の理由）
　自転車事故での高額賠償事例の発生

①事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務規定の追加
　自転車事故が起きたときには、負傷者を救護し、
　警察に報告しなければなりません。

②自転車の活用推進に関する規定の追加
　●自転車を快適に利用できるまちづくり
　●自転車を活用したスポーツと健康づくり
　●自転車を活用した観光振興と地域の活性化

※事業者・学校は、通勤・通学に自転車を
　利用する人の保険加入を確認しましょう。

協賛店でこの画
面を提示すると、
割引などの特典
を受けられます。

※協賛店はアプリ
　でマップ検索で
　きます

２００ポイント
ためるとくじ
を引けます。
すてきなプレ
ゼントが当た
るかも？

入力する情報
・お住まいの市町村
・世帯の構成人数
・住居の形態
 （集合住宅 or 一戸建て）

など

「エコファミリー」に
登録完了！

日々のエコチェックやエコ記録
の他にも環境イベントへの参加
などでポイントがもらえるよ♪

条例改正の主なポイント

その他の改正ポイント

福岡県　自転車条例 検索

詳しくは

エコふぁみ 検索詳しくは

自転車保険の加入義務化

賠償額
９５２１
万円

自転車を利用する人
（子どもが利用する場合はその保護者）

自転車貸し付け業者
※県への届け出義務があります

①

②利用者情報を入力

　●１日１エコ！毎日の小さなエコ活動をチェック
　●ガス、電気、水道などの月々の使用量を記録

従業員に自転車を利用させる事業者

義
務
化
の
対
象
者

の推進

（令和２年１０月1日施行）

（令和２年４月1日施行）

入力すると…

グラフで
見える化！

特典１ 特典２

自分自身と被害者を守るため、
自転車保険に加入しましょう。

自転車保険
取り扱い事業者の
一覧はこちら

問い合わせ：環境保全課　☎０９２-６４３-３３５６　ファクス０９２-６４３-３３５７

問い合わせ：生活安全課　☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９
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市町村支援課
☎０９２-６４３-３３０２　ファクス０９２-６４３-３０７８

問

　都市部から地方に移住し地域協力活動を行う「地域お
こし協力隊制度」は、令和元年度に創設から１０周年を迎
えました。県内では、３７市町村で１３５人（令和元年度調
査）の隊員が、日々さまざまな活動に取り組んでいます。
　１月２９日に、隊員同士のヨコのつながりと、ＯＢ・ＯＧ
とのタテのつながりを
つくるため、地域おこし
協力隊ＯＢ・ＯＧ交流会
を開催しました。県は、
今後も、隊員たちの活動
をバックアップし、地域
の活性化を応援します。

循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３７１　ファクス０９２-６４３-３３７７

問

　県では、ごみの減量化のため、毎年１０月にマイバッ
グキャンペーンを実施しています。昨年は、県民一人当
たり、約７枚、合計約３,７７５万枚のレジ袋を削減でき
ました。この取り組みによる二酸化炭素の削減効果は、
約１,１６３トンに相当します。
　一人一人の小さな取
り組みが大きな効果と
なります。また、本年７
月１日からはレジ袋の
有料化も始まります。
皆さんのご理解とご協
力をお願いします。

畜産課
☎０９２-６４３-３４９７　ファクス０９２-６４３-３５１７

問

　平成１１年に福岡県が開発した「はかた一番どり」は、
飼育から鶏肉加工まで全てを県内の指定施設で行う、
福岡県が誇る県産ブランド鶏です。うま味成分イノシン
酸を多く含んでおり、深い味わいとさっくりとした歯応
えが特徴です。このはかた一番どりが、令和元年度に、誕
生から２０周年を迎え
ました。県では、これ
からも県民の皆さま
に、はかた一番どりが
愛され親しまれるよ
う、引き続きその魅力
をPRしていきます。

生活安全課
☎０９２-６４３-３１２４　ファクス０９２-６４３-３１６９

　建て替えが検討されていた福岡県立美術館について、
１月１６日に新・福岡県立美術館建設地選定委員会か
ら提出された報告書を踏まえ、建設地を「大濠公園南
側にある福岡武道館及び日本庭園の一部を再整備した
用地」に決定しました。今後、①県民の芸術文化、②まち
づくり・地域活性化、
③観光の３つの拠点
として、国内外に誇
れる素晴らしい美術
館となるよう、しっ
かり事業を進めてい
きます。

問

　本県の性犯罪認知件数は、全国的にも高く、中でもマ
ンションなどの共同住宅における認知件数は全体の約
５分の１を占めています。県では、性犯罪被害防止のため、
共同住宅の新規女性入居者と管理者を対象に２種類の
リーフレットを作成し、配布しています。新規女性入居者
向けには、犯人の手口や防犯対策の方法を、管理者向け
には共用部分
の防犯対策の
方法などを掲
載しています。
ぜひご一読く
ださい。

文化振興課
☎０９２-６４３-３３４６　ファクス０９２-６４３-３３４７

問

タテ・ヨコのつながりで地域を活性化！

福岡の鶏「はかた一番どり」が誕生して２０年！

新・福岡県立美術館の建設地が決定しました 新生活が始まる時期に合わせて性犯罪防止リーフレットを配布

マイバッグを持って買い物に出掛けよう

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
（https://webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」で動画を配信（予定）しています。

リーフレットのダウンロードはこちら

とり

※新型コロナウイルス感染症の感染とその拡大防止のため、臨時休館
　している場合があります。ご来場の際は、事前にご確認ください。

　福岡県立久留米スポーツセンター陸上競技場は、昭
和４９年のインターハイ開催を契機に建設されました。
今般、施設の老朽化や機能不足を解消するため、改修工
事を実施し、リニューアルしました。改修後の施設には、
障がい者用シャワー、
授乳室、車いす席
などを新設し、より
多くの人がスポー
ツに親しむことが
できるようになり
ました。

体育スポーツ健康課
☎０９２-６４３-３９２１　ファクス０９２-６４３-３９２６

問

福岡県立久留米スポーツセンター陸上競技場をリニューアル！

フラッシュ県 政

07



　戦没者の死亡当時の遺族（子につ
いては胎児を含む）で、要件を満たす
人に特別弔慰金が支給されます。
※令和２年４月１日時点で、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
〈支給内容〉額面２５万円、５年償還の
記名国債
〈請求期間〉令和２年４月１日（水）～
令和５年３月３１日（金）
〈請求窓口〉お住まいの市町村の援護担当課
　お住まいの市町村の援護担当課
または県保護・援護課
☎０９２‐６４３‐３３０１Ⓕ０９２‐６４３‐３３０６

募　集募　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。 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/
※イベントは変更や中止になる場合がありますので、確認の上、お出掛けください
県HP

〈対象〉下記の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〕
〈巡拝予定時期・地域〉

※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
　お住まいの市町村の援護担当課
または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６

情報のひろば情報のひろば
厚生労働省慰霊巡拝団員

　県では、令和２年４月１日から宿泊
税を課税しています。税額は１人１泊
２００円（民泊を含む）です。なお、北九
州市・福岡市内は５０円で、県税の他
に両市の宿泊税も課税されます。
　税収は、観光資源の魅力向上、旅
行者の受入環境の充実などの観光
振興を図る施策に充てられます。
　〈宿泊税制度について〉税務課
☎０９２‐６４３‐３０６５Ⓕ０９２‐６４３‐３０６９
　〈税収の使途について〉観光政策課
☎０９２‐６４３‐３４１９Ⓕ０９２‐６４３‐３４３１

宿泊税を導入しました

〈活動内容〉アンケートへの回答（年６回）
と県政についての提案や意見の提出（随時）
〈任期〉委嘱する日から令和３年３月末まで
〈応募資格〉県内在住の１８歳以上
（令和２年４月１日時点）でインター
ネットの利用および電子メールの送
受信ができる人（国・地方公共団体の
議員、常勤の公務員、平成３０年度・令
和元年度県政モニター経験者を除く）
〈謝礼〉活動実績に応じてクオカード
（上限３０００円）を進呈
〈募集人数〉４００人
〈応募方法〉県ホームページまたは電子メール
〈応募締切〉５月３１日（日）
　県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０３Ⓕ０９２-６４３-３１０７
　　monitor@pref.fukuoka.lg.jp

県政モニター

お知らせお知らせ

問

問

問

問

「第11回特別弔慰金」の
請求受付が始まりました

問

戦没者追悼式参列者

　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（土）
〈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１日（月）
　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（金）～１５日（土）
〈会場〉日本武道館
（東京都千代田区北の丸公園）
〈募集人数〉１１２人
〈申込締切〉６月１日（月）
　[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
　保護・援護課
☎０９２‐６４３‐３３０１Ⓕ０９２‐６４３‐３３０６
問

　６月１４日（日）は「春の環境美化
の日」です。当日は各市町村によって
一斉清掃の行事が実施されます。ぜ
ひご参加ください。
※地域の事情により日程が異なるこ
とがありますので、日時、場所、内容に
ついては、各市町村にご確認ください
　廃棄物対策課
☎０９２‐６４３‐３３６３Ⓕ０９２‐６４３‐３３６５
問

春の環境美化の日
県HP

県HP

県HP

県HP 県HP

県HP

☎電話番号　Ⓕファクス番号　  　電子メール　　  ホームページ 　　申し込み　　 問い合わせHP 問申

申

申

申

中国東北地方
インドネシア
東部ニューギニア
イルクーツク州
ブリヤート共和国
ハバロフスク地方
ユダヤ自治州

沿海地方
ビスマーク諸島
トラック諸島

カザフスタン共和国

地　域時　期

８月～９月

令和３年２月

１０月

１1月

９月

ミャンマー
硫黄島（第１次）

フィリピン
硫黄島（第２次）

〈試験区分〉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月上旬から配布する試験案
内をご覧ください
〈受験資格〉平成３年４月２日から平
成１１年４月１日までに生まれた人
※試験区分によっては資格・免許が必要です
〈試験日〉６月２８日（日）
〈受付期間〉５月１１日（月）～２２日
（金）※当日消印有効（インターネット
での申し込みは５月１９日（火）まで）
〈試験地〉福岡市、東京都、大阪府
　人事委員会事務局任用課
☎０９２‐６４３‐３９５６Ⓕ０９２‐６４３‐３９６０

試　験試　験
県職員採用大学卒業程度

（ Ⅰ 類）試験 県HP

問https://www.no-drugs-fukuoka.jp/

検索福岡県警　ニセ電話

電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・１１０番！

ニセ電話詐欺に注意

救急車の利用や最寄りの医療機関についてアドバイスします。

24
時
間
受
付

年
中
無
休
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【郵送】〒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。

県政に対するご意見、ご提案を受け付けています。

県政提案メール

　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（火）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、１００年以上の歴
史と実績を有する制度です
　福祉総務課
☎０９２‐６４３‐３２４３Ⓕ０９２‐６４３‐３２４５

ご存じですか？
民生委員・児童委員

問

HP

　後期高齢者医療制度に加入して
いる皆さんへ健康診査の受診票を
送付しますので受診をお願いします。
※５月以降に加入する人には誕生月
に受診票を送付します
※長期入院者など一部の人は対象
となりません
〈注意事項〉
〇健康診査実施医療機関に電話な
どで予約の上、受診してください
〇受診の際は「被保険者証」、「受診
票」、「自己負担金５００円」を持参し
てください
　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/

問

HP

年に１回
「健康診査」を受けましょう

　県では、県職員が県民の皆さんの
ところへ伺い、県の取り組みなどを
ご説明する「ふくおか県政出前講座」
を実施しています。
〈テーマメニュー数〉１８６テーマ
〈対象〉おおむね２０人以上の県民の
皆さんが実施する集会など
〈時間〉１０時～２０時の間
※ただし年末年始を除く
〈経費〉講師派遣の費用は無料
〈会場〉申込者でご用意ください
※会場は県内に限ります
※申込方法など詳しくは11ページをご覧ください
　県民情報広報課
☎０９２‐６４３‐３１０３Ⓕ０９２‐６４３‐３１０７
問

「ふくおか県政出前講座」を
活用しませんか？ 県HP

　自動車税（種別割）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、インターネットを利用した
クレジットカードによる納付やスマ
ホアプリを利用した納付方法もあ
ります。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。
　最寄りの県税事務所または税務課
☎０９２‐６４３‐３０６７Ⓕ０９２‐６４３‐３０５１
問

自動車税（種別割）の納期限は
６月１日（月）です

県HP

県HP

　改正法では、動物の不適切な取り
扱いへの対応が強化されました。ペッ
トの飼い主は、適切な飼育を心掛け
ましょう。

※詳しくは県ホームページをご覧ください
　生活衛生課
☎０９２‐６４３‐３２８１Ⓕ０９２‐６４３‐３２８２

改正動物愛護管理法が
６月１日に施行されます県HP

【主な改正内容】
①ペットの飼い主が順守すべき責務
規定の明確化

②動物虐待などに対する罰則の強化
③愛玩目的での特定動物の飼養禁止

　県警察の防犯アプリ「みまもっち」
で犯罪発生情報や防犯ポイントを
チェックして防犯意識をアップデート
しましょう。

　防犯動画やクイズを通じて防犯の
ポイントを学んだり、使用頻度に応
じて仮想警察官を育成したりして楽
しむこともできます。
　県警察本部生活安全総務課
☎０９２‐６４１‐４１４１Ⓕ０９２‐６４３‐２１６３
　　https://www.police.pref.fukuoka.jp

「スマホで防犯」しませんか？

【主な機能】
①現在地周辺の事件・不審者情
報のお知らせ

②防犯ブザー機能（１１０番通報
もできます）

　小児・ＡＹＡ（思春期・若年成人）世代
のがん患者さんが、住み慣れた自宅で
安心して生活を送ることができるよう、
一部市町村において、在宅介護サービ
スに係る利用料を助成しています。詳
しくは県ホームページをご覧ください。
〈対象〉４０歳未満のがん患者
〈対象サービス〉①訪問介護
②福祉用具の貸与・購入
※サービス費用（利用上限額６万円/
月）の１割は自己負担となります
　がん感染症疾病対策課
☎０９２‐６４３‐３３１７Ⓕ０９２‐６４３‐３３３１
問

小児・ＡＹＡ世代がん患者
在宅療養生活支援事業 県HP

健康実態調査
　県から調査に関する通知が届い
ていないカネミ油症認定患者で、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
　生活衛生課
☎０９２‐６４３‐３２８０Ⓕ０９２‐６４３‐３２８２
問

カネミ油症患者の皆さんへ
県HP

問

問

　令和２年９月から、キャッシュレス決済
サービスでの買い物などで活用できる
「マイナポイント」の利用が始まります。
キャッシュレス決済サービスでチャージ
または買い物をすると、１人当たり最大
5000円分のマイナポイントがもらえます。
　ポイントの利用時期が近付くと、マイ
ナンバーカードの交付申請が混み合い、
申請から交付まで通常（１カ月）よりも
時間を要することが見込まれます。早め
の取得をお願いします。

　情報政策課
☎０９２‐６４３‐３２２９Ⓕ０９２‐６４３‐３１２１
　　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

マイナンバーカードの申請は
お早めに！

マイナンバー総合フリーダイヤル
☎０１２０‐９５‐０１７８
平　日：９時３０分～２０時
土日祝：９時３０分～１７時３０分

県HP

HP

問
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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。
　　「福岡県だより５月号」に対する感想

ふくおか電子申請  プレゼントコーナー 検索

福岡の八女茶
玉露・煎茶のセットを５人にプレゼントします

　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

「福岡の八女茶」ロゴマークが完成

あなたの思いやりを行動に～ヘルプマーク・ヘルプカード～

誕生から20年！～はかた一番どり～

ふくおか健康ポイントアプリ

ふくおか地域づくり活動賞

  2日(土)

  9日(土)

16日(土)

23日(土)

30日(土)

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２問に対する
回答をご記入の上、５月３１日（日）までに下のいずれかの方法でご応募く
ださい。

●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

は が き

ファ ク ス
電子申請

電子メール

：〒812-8577（住所の記入は不要です）（５月３１日（日）（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより５月号」プレゼント担当
：092-632-5331
：ふくおか電子申請サービス

：kouhou@pref.fukuoka.lg.jp スマートフォン版は
こちらから▶

福岡県のテレビ番組　５月・６月放送予定

ふくおか県政出前講座

プレゼントコーナープレゼントコーナー

※福岡県では収入確保のため、有料広告を掲載しております。なお、広告主および広告内容などについては、県が推奨するものではありません。広告に関するお問い合わせは、株式会社ホープ（０９２-７１６-１４０４）まで。

【申込方法】「ふくおか県政出前講座申込書」に必要事項を記入し、実施希望日の１カ月前までに、次のいずれかの方法でお申し込みください。
【郵送】〒８１２‐８５７７（住所不要）県民情報広報課広聴係　【ファクス】０９２‐６４３‐３１０７　【電子申請】 

１

２

写真はイメージです

番組テーマ放送日

5月

エコファミリー応援アプリ「エコふぁみ」

地域を守る！消防・防火クラブ

福岡県美しいまちづくり建築賞

あさくら杉おきあがりこぼし

  6日(土)

13日(土)

20日(土)

27日(土)

番組テーマ放送日

6月

※番組テーマや放送日時は変更になることがありますので、
　県ホームページをご確認ください。 

※申込書の様式は、県ホームページに掲載しています。

福岡県広報部長エコトン

６月５日は「環境の日」。この日は実は、エコトンの誕生日なんだトン！６月５日は「環境の日」。この日は実は、エコトンの誕生日なんだトン！
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