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〈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

医療従事者などの皆さまへの感謝・応援メッセージ
　福岡県ゆかりの方々からの感謝・応援メッセージを県ホームページで紹介しています。
　今後もメッセージが届き次第、随時掲載します。

特 集 力を合わせて、新型コロナウイルスに打ち勝っていきましょう

〈表紙写真〉さまざまな現場で社会を支えていただいている皆さま
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　県では、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、医療機関と連携し、PCR検査体制の強化と病床の
確保に努めてきました。軽症者、無症状者については、ホテルでの受け入れを進めています。
　感染再拡大に備え、引き続き、医療提供体制の強化を図ってまいります。

　地域医療を守り、私たちが安心して暮らせるよう、医療従事者の皆さまは日夜最前線で奮闘しています。
　今回は、県指定の感染症医療機関である福岡東医療センターの院長の中根博さん、看護師の加治大輔
さんにお話を伺いました。

324件 ⇒ 536件 （1日当たりの実施可能件数）
 ・帰国者・接触者外来　31カ所 ⇒ ５８カ所
 ・ドライブスルー方式の専用外来設置 １２カ所

66床⇒490床
（目標570床）

力を合わせて、新型コロナウイルスに打ち勝っていきましょう力を合わせて、新型コロナウイルスに打ち勝っていきましょう

最前線で医療を支える皆さまに感謝とエールを！

　当センターでは、新型コロナウイルス感染症の患者さんや感染が疑われ
る患者さんの受け入れを行っており、3月から受け入れが本格化しました。
流行初期は患者が集中し、日中は外来への受診や電話での問い合わせの
対応、夜間から明け方にかけては、入院患者の受け入れ対応に追われ、睡
眠時間も十分に確保できない状況で、現場の医師や看護師の疲弊が日に
日に目立っていきました。
　そのため、当センターでは一時的に通常診療を縮小し、4月からは医師、
看護師、事務職員といった多職種から構成する対策本部を立ち上げ、県の
調整本部と連携し、医療崩壊が起きないように入退院の調整を行っていま
す。院内感染、特にクラスターを起こさないことを最優先に考え、使命感を
持って診療に当たっています。

県民の皆さまへ
　十分な医療提供体制を維持していくためには、感染
しないこと、感染者を増やさないことが何より重要です。
気を緩めると第二波、第三波が来る可能性があります。
「3密を避ける」「マスクの着用」「手洗い」などの基本的
な感染対策で十分に感染を防ぐことができます。
　私たち医療従事者は、この病気に打ち勝つことがで
きるよう努力しています。一日でも早く収束を迎えられ
るように、県民の皆さまには、自分や家族、周囲の人た
ちを守る行動を続けていただきたいです。

～新型コロナウイルス医療従事者応援金の寄附口座を開設～
　県では、自らの感染リスクを顧みず、最前線で奮闘されている
医療従事者の皆さまに対し、感謝と応援の気持ちを込めて応援金
をお渡しするため、寄附を募っています。
　皆さまの温かい気持ちと応援が福岡県の医療を支える皆さま
の大きな励みと力になります。ご協力をお願いします。

寄附の方法
県が指定する金融機関口座への振り込み
※多くの県内金融機関の窓口から手数料無料でお振り込みいただけま
　すので、窓口でご確認ください

福岡県新型コロナウイルス
医療従事者応援金
（フクオカケンシンガタコロ
ナウイルスイリョウジュウジ
シャオウエンキン）

福岡東医療センターの状況

福岡東医療センター院長
中根博さん

※5月29日時点の数値（順次拡充を予定しています）

看護師
加治大輔さん

なかね ひろし か　じ だいすけ

　：県新型コロナウイルス感染症対策本部
☎092-643-3686　ファクス092-643-3697

医療従事者を応援するための
寄附を募ります

PCR検査 病床

3施設　826室
（目標1200室）ホテル

問

金融機関名 口座番号 口座名

普通預金
１２１３３９０

福岡銀行
県庁内支店

ゆうちょ銀行 00940‐1‐237592
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令和２年度４月補正予算

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。

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」
詳しくは 福岡県　コロナ　サポート 検索

感染が心配なときは「受診前」にお電話を

　国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を最大限活用し、「感染拡大防止と医療提供体制の
強化」「事業継続の支援」「地域経済の回復と社会構造の変革」に取り組みます（予算規模７０７億円）。

感染拡大防止と医療提供体制の強化

○ 学校などにおける対策を強化（１３.５億円）
　・県立学校、福祉施設などにマスクなどを配布
○ 検査体制を充実（７．５億円）
　・県医師会が行う専用外来の設置・運営を支援
○ 患者受入体制を拡充（３２．８億円）　
　・当面必要な入院病床を確保（５７０床）
　・軽症者などの受入施設を確保(５カ所１２００室）
○ 医療提供体制を強化（３０億円）
　・入院を受け入れた医療機関への支援金を給付

地域経済の回復と社会構造の変革

○ 地域商品券による地域経済の活性化(１３．６億円)
　・発行規模１８３億円、プレミアム率２０％以上　
○ 遠隔教育の導入を推進(３．３億円)
　・県立学校などにモバイル端末などを整備
○ ワンヘルスの理念の普及(０．３億円)
　・福岡から世界へ発信する国際フォーラムを開催

事業継続の支援

○ 「福岡県持続化緊急支援金」を給付(１５３．９億円)
　・国の持続化給付金の対象とならない事業者（前年同月比
    売上３０％以上５０％未満減少）に対し支援金を給付
○ 中小企業向け制度融資を充実(３８２．７億円)
　・無利子・無担保の融資制度を創設
　・売上が前年同月比１５％以上減少した中小企業に
    対する保証料補てん
○ 中小企業の新たな取り組みを支援(８．２億円)
　・飲食店によるデリバリーなど、新たな経営革新の
    取り組みを支援
○ 農林業者を支援(１７億円)
　・県内小中学校などの学校給食に県産和牛を提供
○ 県産品の販路確保を支援(５．７億円)
　・県産の加工食品、工芸品、農林水産物などを３割引
　 で販売する「福岡県ウェブ物産展」を開催
○ 休業などにより収入が減少した世帯を支援(１４．６億円)
　・生活福祉資金を特例貸付

コロナ　福岡県庁 検索

　以下のいずれかに該当する人はご連絡ください。
　（これらに該当しない場合の相談も可能です）
①息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱
　などの強い症状のいずれかがある場合
②重症化しやすい人（※）や妊娠中の人で、発熱や咳
　などの比較的軽い風邪の症状がある場合
　※高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある人、透析を受
　　けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人
③上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の
　症状が続く場合（※）
　※症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください
　※症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに
　　相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない人も同様です
〈新型コロナウイルス感染症一般相談窓口〉
　新型コロナウイルス感染症に関する全般的な相談は、
一般相談窓口で対応しています。

　※５月２９日時点の情報に基づき作成しています

　「感染した」と思ったら、「帰国者・接触者相談センター」に電話でご相談ください。取り急ぎ、かかりつけ医を受
診する場合でも、必ず事前に電話連絡をしてから受診してください。
※相談の結果、「帰国者・接触者外来」を受診する場合は、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関は利用しないでください

筑紫

粕屋

糸島

宗像・遠賀

嘉穂・鞍手

田川

北筑後

南筑後

京築

北九州市

福岡市

久留米市

０９２‐７０７‐０５２４

０９２‐９３９‐１７４６

０９２‐３２２‐５５７９

０９４０‐３６‐６０９８

０９４８‐２１‐４９７２

０９４７‐４２‐９３７９

０９４６‐２２‐９８８６

０９４４‐６８‐５２２４

０９３０‐２３‐３９３５

０９２‐４７１‐０２６４

電話番号 夜間・休日の場合窓口

０５７０‐０９３‐５６７（２４時間対応）
０９２‐７１１‐４１２６（２４時間対応）
０９４２‐３０‐９３３５（２４時間対応）

福岡県

北九州市

福岡市

電話番号窓口

０９２‐６４３‐３２８８（２４時間対応）
０５７０‐０９３‐５６７
０９２‐７１１‐４１２６（２４時間対応）

〈帰国者・接触者相談センター〉

最新の情報は

けん たい
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全ての皆さまに 特別定額給付金
住民基本台帳に記録されている人に対
し、1人当たり10万円を給付します。

子育て世帯に 子育て世帯への
臨時特別給付金

児童手当（本則給付）を受給する世帯に
対し、対象児童1人当たり1万円を支給
します。

お住まいの市町村または
総務省コールセンター
☎0120-260020

お住まいの市町村または
内閣府コールセンター
☎0120-271-381

感染の疑いなどで
無給や減給になった

国民健康保険・
後期高齢者医療
制度の傷病手当金

新型コロナウイルスに感染または感染
が疑われたため、仕事を休み、無給や減
給になった人に対し、傷病手当金が支給
される場合があります。

国民年金保険料が
払えない

国民年金保険料
の免除・納付の
猶予

一時的に国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合、免除や納付の猶予が適
用されることがあります。

お住まいの市町村または
お近くの年金事務所

各電気・ガス・水道・
通信事業者

公共料金が払えない 公共料金などの
支払いの猶予

上下水道、電気、ガス、通信費など、支払
いの猶予が受けられる場合があります。

県貸付金の返済が
できない

県貸付金の
支払いの猶予

個々の状況に応じて、支払猶予などが可
能となる場合があります。

家賃が払えない
（民間賃貸など） 住居確保給付金

休業などによる収入減少で住居を失う
恐れのある人に対し、家賃相当額（上限
あり）を支給します。
支給期間 原則3カ月（最長9カ月）

お住まいの市または
県（町村を所管）の
自立相談支援機関

福岡県住宅供給公社の
各管理事務所

家賃が払えない
（県営住宅の人）

家賃の減額・
支払いの猶予

収入が著しく下がった場合、家賃の1/4
から3/4を減額、または入居者の事情に
応じて支払いを猶予します。

解雇などにより住居から
退去しなければならない

県営住宅などの
一時提供

提供期間　最長2年（6カ月ごとの更新）
家賃　　　入居する住宅家賃の1/2

各貸付金担当課

納税が難しい 納税の猶予

一時的に納税ができない場合、納税を猶予
する制度があります。今年2月以降、収入が前
年同期比20％以上減少した場合は、担保不
要・延滞金なしの特例制度が受けられます。

国民健康保険料（税）
などが払えない

国民健康保険料
（税）などの減免・
納付の猶予

一定程度収入が下がった場合など、保険料
（税）の減免や納付猶予を受けられること
があります。（滞納により資格証明書をお
持ちの人が帰国者・接触者外来を受診する
場合も、窓口負担に公費適用があります）

お住まいの市町村
（組合員は国保組合、後期
高齢者医療制度は後期高
齢者医療広域連合）

お住まいの市町村
（組合員は国保組合、後期
高齢者医療制度は後期高
齢者医療広域連合）

生活資金に不安が
ある

緊急小口資金
（主に休業され
た人向け）

貸付額　   20万円以内
据置期間　1年以内
償還期限　2年以内

総合支援資金
（主に失業され
た人向け）

貸付額　   単身世帯　月15万円以内
　　　　　複数世帯　月20万円以内
貸付期間　原則3カ月以内
据置期間　1年以内
償還期限　10年以内

お住まいの市町村の
社会福祉協議会

住
ま
い

減
免
・
猶
予

貸
付

働く場を失った、
アルバイト収入が
減った

緊急短期雇用
創出事業

学生・留学生を含め働く場を失った人向
けに、緊急に短期の働く場を提供します。

県の各労働者支援事務所
福　岡 ☎092-735-6149
北九州 ☎093-967-3945
筑　後 ☎0942-30-1034
筑　豊 ☎0948-22-1149

雇
用

国税：各税務署
県税：各県税事務所
市町村税：各市町村

給
付

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている皆さまへの支援について新型コロナウイルス感染症により影響を受けている皆さまへの支援について
個人・世帯向けの主な支援
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一時的に納税ができない場合、納税を猶
予する制度があります。今年2月以降、収
入が前年同期比20％以上減少した場合
は、担保不要・延滞金なしの特例制度が
受けられます。

デリバリーや
オンラインレッスンの
導入などに新たに
取り組みたい

経営革新実行支
援補助金

経営革新計画を策定し、新たな取り組み
にチャレンジする事業者に補助金を支
給します。
補助率　3/4 （上限額50万円）

福岡県
新事業支援課

☎092-643-3449

学校等休業助成金・
支援金、雇用調整助成金
コールセンター

☎0120-60-3999

従業員が小学校など
の休校で休業した
場合

小学校休業等
対応助成金・
支援金

1日当たり8330円を上限に賃金相当額
を助成します。フリーランスの人の場合
は、1日当たり4100円（定額）を助成し
ます。

資金繰りのため融資
を受けたい

緊急経済対策
資金

融資利率1.3％・保証料ゼロ
融資限度額　 1億円
融資期間　　 10年以内
据置期間　　 2年以内

福岡県
フリーダイヤル
経営相談窓口

☎0120-567-179

日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
☎0120-154-505

新型コロナウイ
ルス感染症対応
資金

3年間実質無利子・無担保・保証料ゼロ
融資限度額　3000万円
融資期間　   10年以内
据置期間　   5年以内

政府系金融機関
による融資

3年間実質無利子・無担保の
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
などがあります。

一時休業などにより、
休業手当などを
支給する場合

雇用調整助成金

一時休業などにより労働者の雇用維持
を図った場合、休業手当などの一部助
成が受けられます。
助成率　中小企業4/5（解雇などしな
かった場合9/10）など

福岡県
持続化緊急支援金

相談窓口
☎0570-094894

経済産業省
持続化給付金事業
コールセンター

☎0120-115-570

福岡助成金センター
☎092-411-4701

または
北九州雇用調整助成金臨時窓口
☎093-616-0860

売り上げが
前年比50％以上減少

売り上げが
前年比30％以上
50％未満減少

持続化給付金

売り上げが前年同月比50％以上減少し
た事業者に給付金を支給します。
上限額　法人200万円、  
　　　　個人事業者100万円

福岡県持続化
緊急支援金

売り上げが前年同月比30％以上50％
未満減少した事業者に支援金を支給し
ます。
上限額　法人50万円、  
　　　　個人事業者25万円

貸
付

補
助
・
助
成

給
付

各年金事務所

国税：各税務署
県税：各県税事務所
市町村税：各市町村

納税が難しい

厚生年金保険料など
が払えない

納税の猶予

厚生年金保険料
などの納付猶予

厚生年金保険料などの納付の猶予が受
けられます。

猶
予

その他の支援や支援を受けるための要件など、
詳しくは、福岡県ホームページ
「新型コロナウイルス感染症ポータルページ」で
ご確認ください。 個人向け 事業者向け

新型コロナウイルス感染症
一般相談窓口（２４時間対応）
　 ☎　 ０９２-６４３-３２８８　
ファクス０９２-６４３-３６９７

※５月２９日時点の情報に基づき作成しています

※融資対象者には、
一定の要件があります

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている皆さまへの支援について新型コロナウイルス感染症により影響を受けている皆さまへの支援について
事業者向けの主な支援
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　近年、平成28年熊本地震や平成29年7月九州北部豪雨など大規模な災害が発生しています。災害は、
「とき」「ところ」「ひと」を選びません。被害を最小限に抑えるためには、日頃から防災意識を持ち、災害に備
えるとともに、地域ぐるみで防災体制を確立していくことが重要です。

警戒レベル４で全員避難！
　どのくらい危険な災害で、そのときにどんな避難行動をとればいいのかを５段階の警戒レベルで表
しています。警戒レベルが出されたら注意が必要です。市町村から警戒レベル３または４が発令された
地域にお住まいの人は速やかに安全な場所へ避難してください。
　また、新型コロナウイルスなど感染症がまん延している状況で避難する場合は、避難所だけでなく知
人・親戚宅への避難も検討してください。避難する際は可能な限りマスク・消毒液・体温計・タオルなど
を持参し、避難先では手洗い・咳エチケットなどの感染予防を徹底してください。

自宅の「災害危険度」や避難経路を確認しよう！
　多くの市町村では、災害が起きる危険な場所や避難所などを示した、ハザードマップを
作成・公開しています。各種ハザードマップでは、土砂災害・洪水・浸水など、それぞれの
災害がどの場所で起きる可能性があるのか知ることができます。
　日頃から自分が住んでいる地域がどのような災害の危険性があるのかを確認して
おくとともに、最寄りの避難場所までの安全な避難経路を検討しておきましょう。
　ハザードマップについては、各市町村の防災担当課までお問い合わせください。

すでに災害が発生してい
る状況です。命を守るた
めの行動をとりましょう。

すぐに避難先へ避難しま
しょう。避難場所までの
移動が危険な場合は、近
くの安全な場所や家の中
のより安全な場所に避難
しましょう。

避難に時間がかかる人
（高齢者・小さな子どもな
ど）は付き添いの人と避
難しましょう。その他の
人は、避難の準備をしま
しょう。

ハザードマップを見て、
どのように避難するか、
確認しましょう。

数日分の食べ物や水、
避難グッズを準備し、
災害に備えましょう。

問い合わせ：防災企画課　 ☎０９２-６４３-３１１２　ファクス０９２-６４３-３１１７

災害発生中

全員避難

高齢者などは
避　難

災害発生
情報など
災害発生
情報など

避難勧告
避難指示
（緊急）

避難勧告
避難指示
（緊急）

避難準備・
高齢者など
避難開始

避難準備・
高齢者など
避難開始

日頃の備えが、「命」を守る日頃の備えが、「命」を守る

警戒レベル

5

警戒レベル

4

警戒レベル

3

警戒レベル

2

警戒レベル

1

注意報

（市町村が発令）

（市町村が発令）

（市町村が発令）

（気象庁が発表）

早期
注意情報 ・早期注意情報

・洪水注意報

・氾濫危険情報

・大雨注意報

・氾濫発生情報

警戒レベル 避難行動など 避難情報など

・大雨特別警報

台風

防災気象情報避難情報など

集中豪雨 土砂災害

・洪水警報
・氾濫警戒情報

・土砂災害
警戒情報

・大雨警報

（気象庁が発表）
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食料・飲料水は最低３日分、
できれば１週間分準備

福岡県防災ホームページ 検索

防災情報を入手しよう！
　平常時や非常時を問わず、普段から活用できる情報源を確認しておきましょう。

備蓄品を準備しよう！

■福岡県防災ホームページ
　大雨や地震などの災害・緊急情報を
トップページで確認できます。その他、河
川監視カメラの画像なども随時掲載して
います。 防災メール・まもるくん 検索

■防災メール・まもるくん
　防災気象情報や避難勧告などの情報が発表さ
れた際に、登録アドレスへメールが配信されます。
ぜひご登録ください。

福岡県防災ハンドブック 検索

福岡県総合防災情報 検索

■福岡県防災ハンドブック（令和２年２月改訂）
　災害に関する基本的な知識に加え、災害時の留意点や水・食
料の備蓄方法など「自助」「共助」に役立つさまざまなノウハウ
を掲載しています。

■福岡県総合防災情報
　道路の通行規制、河川の水位、土砂災害危険度など最新の情報を提供します。

飲料水・食料・調理器具など
　□飲料水（１人１日３リットル、最低３日分）
　□食料（最低３日分）
　　（例）お米、レトルト食品、缶詰、カップ麺など
　□カセットコンロ、カセットボンベ

生活用品
　□携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池
　□救急セット、医薬品
　□簡易トイレ、トイレットペーパー、生理用品
　□衣類（防寒具など）、軍手、雨具、タオル

感染症対策として準備しておきましょう

　□マスク　　□アルコール消毒液　　□体温計

県が管理する国道および県道の
通行規制情報をお知らせします。

大雨による土砂災害発生の
危険度を色分けしてお知ら
せします。

雨量や河川の水位、
ダムの情報および
河川監視カメラの
画像を確認できます。

問い合わせ：防災企画課　☎０９２-６４３-３１１２　ファクス０９２-６４３-３１１７

問い合わせ：河川管理課　☎０９２-６４３-３６６７　ファクス０９２-６４３-３６６９
砂防課　☎０９２-６４３-３６７８　ファクス０９２-６４３-３６８９

道路維持課　☎０９２-６４３-３６５４　ファクス０９２-６４３-３６５８
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正しい手洗いと
咳エチケットの
動画はこちら▶

情報のひろば情報のひろば

お尻、
太ももに
しっかり
力が入って
いますか？

膝がつま先より
出ないように

募　集募　集 高等学校等奨学金

　公益財団法人福岡県教育文化奨
学財団では、奨学金（無利子）を貸与
しています。

令和３年度予約募集
〈種類〉入学支度金、奨学金
〈応募資格〉
下記の①、②を全て満たす人
①令和３年４月に高等学校などに進
学を予定しており、保護者が県内に
生活の本拠を有していること
②勉学意欲があり、特に経済的理由
により修学が困難であること
〈募集期間〉
６月下旬～（学校により異なる）

緊急募集
〈種類〉奨学金
〈応募資格〉高等学校などに在学中で、
家計の急変により修学が困難となる
など奨学金を緊急に必要とする場合
〈募集期間〉随時
　・　在学（卒業）の中学校、在学し
ている高等学校など、または公益財
団法人福岡県教育文化奨学財団
☎０９２-６４１-７３２６Ⓕ０９２-６４１-７５３０

県HP

https://www.no-drugs-fukuoka.jp/

問申

いのちの電話ボランティア相談員
（①北九州②福岡）

〈対象〉養成講座を受講し、認定を受
け、ボランティアとして活動ができる
人で、かつ、
①２０歳から６８歳までの人
②２３歳から６８歳までの人
〈応募締切〉①９月２１日（月・祝）、
②８月３１日（月）
※募集要項など、詳しくはお問い合
わせください
　・
①社会福祉法人北九州いのちの電話
☎０９３-６５２-６６２８Ⓕ０９３-６５１-６５９５
　　https://k-inoden.jimdofree.com/
②社会福祉法人福岡いのちの電話
☎０９２-７１３-４３４３Ⓕ０９２-７２１-４３４３
　　http://www.f-inochi.org/

問申

HP

HP

家トレで運動不足を解消しよう

筋力トレーニング「生活不活発病」予防の
４つのポイント

有酸素運動

活動量が減ると、体のあらゆる部分や頭の動きが低下する「生活不活発病」になる恐れがあります。
自宅でできる安全で効果的な運動を行い、体力を落とさない工夫をしましょう。

（公益社団法人福岡県理学療法士会作成リーフレットより）　※この内容は公益社団法人日本理学療法士協会資料を基に作成しています

１ なるべく動くことを
　 心掛けよう
2 日中、ずっと横にならない
　  一日1回布団を畳もう！

3 身の回りを片付けよう
　  歩きやすい通路を確保しましょう！

4 「安静第一」は思い込み
　  ｢無理は禁物｣と思い込まないでくだ
　  さい。ただし、持病がある人、栄養状態
　  が悪い人は、医師や医療関係者に相
　  談してください。

　息を止めず、呼吸をしながら行っ
てください。
　10回1セットから始め、可能であ
れば3～4セット行うのが目安です。

■ スクワット
　立った姿勢から、正面を見なが
らお尻を後ろに突き出すように膝
を曲げます。

※後ろに倒れそう
　なときは前につか
　まるものを準備
　しましょう

　まずは準備運動から始めましょう。
　（ストレッチなどを５～10分程度）
　一日当たり合計で20～30分程度
を目安に行いましょう。

■ 踏み台昇降運動
　10cm程度の踏み台や
段差を使って、前方に昇り、
後方に降りる運動を繰り
返します。
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◀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/
※5月29日時点の情報に基づき作成しています
県HP
☎電話番号　Ⓕファクス番号　 　　  ホームページ 　　申し込み　　 問い合わせHP 問申

〇新型コロナウイルスの感染拡
　大を防ぐため、咳エチケット、
　手指衛生などに加え、「３つの
　密（密閉・密集・密接）」を避け
　てください

〇３つの密が重ならない場合
　でも、リスクを低減するため、
　できる限り「ゼロ密」を目指
　しましょう

〇屋外でも、密集・密接には要
　注意。人混みに近づいたり、
　大きな声で話しかけること
　などは避けましょう

３つの密を
避けましょう
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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

　前年の所得状況と８月１日の養育
状況を確認します。提出がない場合、
児童扶養手当は１１月分以降、特別
児童扶養手当は８月分以降の手当の
支給が一時差し止めとなります。ご注
意ください。
〈提出期間〉
［児童扶養手当を受けている人］
現況届：８月３日（月）～３１日（月）
［特別児童扶養手当を受けている人］
所得状況届：８月１２日（水）～９月１１日（金）
〈提出先〉お住まいの市町村窓口
　お住まいの市町村の（特別）児童扶
養手当担当課または県児童家庭課
☎０９２-６４３-３２５９Ⓕ０９２-６４３-３２６０

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得状況届

の提出をお忘れなく

お知らせお知らせ

問

　次代を担う青少年が健やかに成
長することは県民全ての願いです。
青少年の非行・被害防止に対する理
解を深め、それぞれの地域の活動に
ご協力をお願いします。
　青少年育成課
☎０９２-６４３-３３８８Ⓕ０９２-６４３-３３８９
　　https://www8.cao.go.jp/youth/
kankyou/hikouhigai/gekkan.html

問

７月は青少年の非行・被害防止
全国強調月間です

　暴力団から金銭を要求された、
または暴力団の不法行為を見聞き
するなどした場合は、最寄りの警察
署または暴力追放ダイヤルに相談･
情報提供をお願いします。一人で悩
まず、まずはご相談ください。
【暴力追放ダイヤル】
☎/Ⓕ０９２-６２２-０７０４
※平日９時から１７時４５分
　県警察本部組織犯罪対策課
☎０９２-６４１-４１４１Ⓕ０９２‐622‐0704
　　https://www.police.pref.
fukuoka.jp

問

暴力団に関する相談・情報提供

　水は限りある大切な資源です。必要
なときに必要な量を使用するなど、
普段から大切に使うよう心掛けま
しょう。

　水資源対策課
☎０９２-６４３-３２０５Ⓕ０９２-６４３-３２０７

「上手に使って、上手に節水」　
節水６箇条

１ 蛇口はこまめに締める
２ 食器の汚れは落として洗う
３ 洗濯はためすすぎ・まとめ洗い
４ お風呂の残り湯は掃除・洗濯・
庭の散水などに利用する

５ 洗車はバケツ洗い
６ トイレの流水は１回で

県HP

８月１日は水の日、
８月１日から７日までは

水の週間です 県HP

民間企業等職務経験者
〈職種〉行政
〈受験資格〉昭和３６年４月２日以降
に生まれた人で、令和２年６月末日
現在、民間企業などにおける職務経
験が５年以上ある人
〈試験日〉８月２３日（日）
〈試験地〉福岡市、東京都
〈受付期間〉７月１３日（月）～２２日（水）
※消印有効（インターネットでの申し
込みは７月２０日（月）まで）

短大卒業程度[Ⅱ類]・高校卒業程度[Ⅲ類]
〈職種〉[Ⅱ類]行政、教育行政
[Ⅲ類]行政、教育行政、警察行政、土
木、農業土木、林業
〈受験資格〉
[Ⅱ類]平成７年４月２日から平成１３年
４月１日までに生まれた人
[Ⅲ類]平成９年４月２日から平成１５年
４月１日までに生まれた人
※大学（短期大学を除く）における
在学期間が２年を超える人を除く
〈試験日〉９月２７日（日）
〈試験地〉[Ⅱ類]福岡市[Ⅲ類]福岡市、
久留米市、飯塚市、北九州市
〈受付期間〉８月１１日（火）～２１日（金）
※消印有効（インターネットでの申し
込みは８月１８日（火）まで）
※新型コロナウイルス感染症に伴う
試験場や試験日の変更などについ
ては、県ホームページでお知らせし
ます
　人事委員会事務局任用課
☎０９２‐６４３‐３９５６Ⓕ０９２‐６４３‐３９６０

試　験試　験

県職員採用試験
県HP

県HP

問

問

福岡県アンビシャス
外国留学奨学生

〈応募資格〉令和３年度に外国大学
への留学（学位取得のための正規課
程）を目指す２０歳未満の高校生ま
たは卒業生（県内居住者で日本国籍
を有する人または日本への永住が
許可されている人）
〈募集期間〉８月３日（月）～９月８日
（火）１７時※必着
　・　私学振興・青少年育成局政策課
☎０９２-６４３-３１３４Ⓕ０９２-６４３-３１２２
問申

HP

HP

　個人事業税の申告期限の延長に
伴い、令和２年度定期課税の第１期
納期を９月３０日（水）に変更します。
納税通知書は９月中旬頃に送付し
ます。
　なお、口座振替を利用される場合
の第１期分引き落とし日は、９月３０
日（水）となります。
　税務課
☎０９２‐６４３‐３０６４Ⓕ０９２‐６４３‐３０６９

個人事業税の定期課税
第１期納期を変更します県HP

問

　部落差別に関する落書きやイン
ターネットを悪用した誹謗中傷は、
人の心を傷つけるだけでなく、差別
を助長するものです。
　部落差別は、基本的人権に関わ
る問題であり、決して許されない行
為です。
　県では、部落差別のない社会の実
現を目指し「福岡県部落差別の解消
の推進に関する条例」を施行してい
ます。私たちの力で、差別のない社会
を実現しましょう。
　人権・同和対策局調整課
☎０９２‐６４３‐３３２５Ⓕ０９２‐６４３‐３３２６

７月は同和問題
啓発強調月間です 県HP

問

飲酒運転撲滅
飲酒運転は、絶対しない！
させない！ 許さない！
そして、見逃さない！

県HP
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情報のひろば情報のひろば 毎日、体温測定、健康チェックを心掛けましょう。毎日、体温測定、健康チェックを心掛けましょう。

【予防のポイント】
○室内では、我慢せずにエアコン
　や扇風機を使用する
○外出時は日傘や帽子を着用する
○日陰などで適宜休憩する
○小まめに水分を補給する
　（マスク着用時は特に気を付けましょう）

　熱中症は、「気温の高くなりはじ
め」や「湿度の高い日が続く梅雨時」
など、気候変化に体が慣れない時期
に増加し、７月～８月がピークにな
ります。日頃から予防のポイントを
心掛け、熱中症に気を付けましょう！

　健康増進課
☎０９２-６４３-３２７０Ⓕ０９２-６４３-３２７１

７月は熱中症予防月間です

問

県HP

　太陽光発電設備は、台風や豪雨な
どで浸水・破損した場合でも光が当
たれば発電することがあります。接
近または接触すると感電する恐れが
ありますので、近づかないようにし
てください。
　エネルギー政策室
☎０９２-６４３-３２２８Ⓕ０９２-６４３-３１６０

災害時の太陽光発電設備に
ご注意ください

問

県HP

　４月１日から、凍結胚移植のみの
治療（ステージC）の助成を受けたこ
とがある人は、合計助成上限額に達
するまで、助成を受けることができ
るようになりました。（北九州市、福
岡市、久留米市以外の市町村にお住
いの人が対象）
　また、新型コロナウイルス感染防
止の観点から一定期間治療を延期
した場合に、当分の間、年齢要件が
緩和されます。
※詳しくはお問い合わせください
　各保健福祉（環境）事務所または
健康増進課
☎０９２-６４３-３３０７Ⓕ０９２-６４３-３２７１

「福岡県不妊に悩む方への
特定治療支援事業」の助成が

拡充されました

問

県HP

県HP

県HP

県HP

　県産品を割引価格で販売する通販
キャンペーン「福岡県ウェブ物産展」
が大好評開催中です。「楽天市場」で
は７月２２日（水）から第３弾キャン
ペーンを開始、「ＪＡタウン博多うまか
ショップ」でも商品を続々追加してい
ます。この機会にぜひ、福岡県自慢の
逸品をお買い求めください。
〈加工食品、工芸品について〉
　公益社団法人福岡県物産振興会
☎０９２‐６５１‐７２８８Ⓕ０９２‐６３１‐３６７４
　　楽天市場
https://r10.to/hbMNnq
〈農林水産物について〉
　ＪＡ全農ふくれん
☎０９２‐７６２‐４７０６Ⓕ０９２‐６３１‐３６７４
　　JAタウン博多うまかショップ
https://www.ja-town.com/shop/
c/c2012/

福岡県ウェブ物産展

問

問

HP

HP

DVおよび児童虐待に関する相談窓口
　自宅で過ごす時間が増える中、心配や悩みが多く
なっていませんか？一人で悩まずご相談ください。
配偶者などからの暴力の相談
・福岡県あすばる相談ホットライン
 ☎092-584-1266
 （9時~17時※金曜日のみ18時~20時30分も対応）
・配偶者からの暴力相談電話（夜間・休日）
 ☎092-663-8724
 （月～金：17時～24時、土日祝：9時～24時）
・男性DV被害者のための相談ホットライン
 ☎092-571-1462
 （水・木：17時～20時、金：12時～16時）
・LGBTの人のDV被害者相談ホットライン
 ☎080-2701-5461
 （第2火曜：12時～16時、第4火曜：17時～20時）　
18歳未満の子どもに関するさまざまな相談
・児童相談所虐待対応ダイヤル（通話料無料）
 ☎１８９（いちはやく）（24時間365日）

生活環境の変化などでストレスを抱えていませんか？
　不安やイライラなど、つらい気持ちが続くときはお気軽にご相談ください。相談内容の秘密は厳守します。
・心の健康相談窓口　☎092-582-7400（月～金：9時～12時、13時～16時）

新型コロナウイルス感染症に
関する偏見や差別をなくしましょう

　新型コロナウイルス感染症に感染された人、医療
従事者やその家族などに対して、偏見に基づく心な
い言動、差別的な対応といった人権侵害が発生して
います。
　こうした差別を行うことは許されません。偏見や
差別的な言動に同調しないよう、皆さまのご理解と
ご協力をお願いします。
人権相談窓口
・人権・同和対策局調整課　　 ☎092-643-3325
・みんなの人権110番　　　　☎0570-003-110
・子どもの人権110番　　　　☎0120-007-110
 （月～金：8時30分～17時15分）
・外国語人権相談ダイヤル　　☎0570-090-911 
 （月～金：9時～17時）
・インターネット人権相談　https://www.jinken.go.jp/

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

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

８月は
北方領土返還運動
全国強調月間です
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アンケート
　　「福岡県だより７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７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

パンナコッタ
１箱（１２個入り）を５人にプレゼントします

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

　県産の牛乳をたっぷり使用したコクの
あるとろけるような食感のデザートです。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

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、７月３１日（金）までに下のいずれかの方法でご応募く
ださい。

県では新型コロナウイルス感染症の発生状況や「医療提供体制確保の準備に入るための指標」（福岡コロナ警報）を
県ホームページで公表しています。 外出の際には発生状況に十分注意を払い、慎重に行動してください。

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）（７月３１日（金）（消印有効））
 県民情報広報課「福岡県だより７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▶

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

１

２

写真はイメージです写真はイメージです

福岡県の広報活動

●テレビ番組

新しい動画が
スタート！

●ふくおかインターネットテレビ

福岡県の取り組みやイベントなどをわかりやすく発信しています

●福岡県庁公式アカウント

など

県政ニュースや観光情報などを動画で配信！
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検索福岡県の広報活動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。

「福岡県だより」の録音版・点字版の送付を希望される人は県民情報広報課までご連絡ください。  ●県民情報広報課 ☎092-643-3102  ファクス092-632-5331

「怪しいな？」と思ったら迷わずご相談ください

お近くの警察署お住まいの市町村

特別定額給付金の詐欺にご注意ください

消費者ホットライン
（局番なしの３桁）

新型コロナウイルス給付金関連
消費者ホットライン

警察相談専用電話

188

#9110

0120-213-188

暗証番号、口座番号、通帳、キャッシュカード、マイナンバーは
絶対に教えない！渡さない！

〈給付金に関連した相談事例〉
○ 特別定額給付金の代理申請業務を行う
　 団体を名乗る者から電話で個人情報や
　 口座情報を聞かれた
○ 特別定額給付金とマイナンバーカードの
　 申請代行をするとの電話があった
○ 携帯電話に役所をかたったメールが届き、
　 金融機関の口座番号と暗証番号を入力
　 するよう求められた

市町村や総務省などが以下を行うことは
絶対にありません

×現金自動預払機（ATM）の操作を
　 お願いすること

×受給にあたり、手数料の振り込みを
　 求めること

×メールを送り、URLをクリックして
　 申請手続きを求めること

・対面ではなく横並びで
・持ち帰りやデリバリーも利用
・宴会は大皿、回し飲みを避ける
・おしゃべりは控えめに

●手洗い・消毒　　　●マスク着用　　　●咳エチケット　　　●小まめに換気
●３つの密（密集・密接・密閉）の回避　　 ●人と人との距離の確保　　
●発熱または風邪の症状がある場合は、無理せず自宅で療養　　

●気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意　●マスク着用時は喉が渇いていなくても小まめに水分補給
●屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保できる場合には、マスクを外す

● 食事 ●

・1人または少人数ですいた時間に
・通販や電子決済も利用
・レジに並ぶときは前後
 にスペースを空けて

● 買い物 ●

・テレワークや時差出勤の推進
・オンライン会議の活用
・徒歩や自転車も併用

● 仕事 ●

・公園はすいた時間、場所を選ぶ
・ジョギングは少人数で
・すれ違うときは距離を
 とるように

● 娯楽・スポーツ ●

コロナ　福岡県庁 検索

総務省　給付金 検索

最新の情報は

　新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、「新しい生活様式」を実践しましょう。

　熱中症に気を付けながら感染症対策をしましょう
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