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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

　福岡県は、花の産出額が全国３位で、全国有数の花の生産地です。県では、新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受け、需要が落ち込んだ県産の花の利用場面を増やし、県内の花生産者を応援
するため、民間企業のオフィスや各生産地の公共施設などに花を飾る取り組みを進めています。
　県庁ロビーでも来年３月まで花を飾ります。

特 集 安全にサイクリングを楽しもう！
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　自転車は、通勤・通学など身近な交通手段として多くの人に利用されています。一方で、近年、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おり、自転車利用者が加害者となる事故
で高額な賠償請求事例も発生しています。

　歩行者にけがを負わせるなど、賠償金が高額となる自転車事故が多くなっていることを受け、県では
自転車条例を改正し、令和２年１０月１日から自転車保険への加入を義務化します。従業員に自転車を利
用させる事業者、自転車貸付業者も対象です。
　自転車利用者は、まずはご自身の保険の加入状況を確認しましょう。保険加入がお済みでない場合は、
万一事故を起こしてしまったときに備え、９月末までに加入しましょう。また、事業者や学校は、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。

夜間はライトを点灯する 横に並んで走らない

逆走、車両への幅寄せ、不必要な急ブレーキなどをしない

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

知ってる？ 守ってる？ 自転車の交通ルール

自転車保険への加入が義務化されます

安全にサイクリングを楽しもう！安全にサイクリングを楽しもう！安全にサイクリングを楽しもう！安全にサイクリングを楽しもう！
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車道通行が原則（運転者が１３歳未満の子どもや高齢者の
場合、道路標識がある場合などは歩道通行可能）

車道は道路の左側に寄って通行

歩道を通行するときは歩行者優先。
自転車は車道寄りを徐行

安全に乗るためのルールを守る

幼児・児童・高齢者は
ヘルメットを着用

義
務
化
の
対
象
者

詳しくは県ホームページをご確認ください

自転車保険の加入の仕方
や取り扱い事業者は
こちらから

未成年の人は
保護者と一緒に
確認しましょう

福岡県　自転車　交通安全 検索

絶対にやめましょう！ 「ながら運転」 “自転車”の「あおり運転」も摘発対象です！

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）

自転車貸付業者
※県への届け出義務があります

従業員に自転車を利用させる事業者
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問い合わせ：観光政策課　☎０９２-６４３-３４４６　ファクス０９２-６４３-３４３１

サイクリングで福岡の魅力を再発見！

　県では、自転車に乗る人が気軽に立ち寄り、さまざまなサービスを
受けられる施設を「福岡サイクルステーション」として登録しています。
サイクリングの際にぜひご利用ください。

　地元の人が地元の観光を楽しむ新たな旅のスタイル「マイクロツーリズム」。 県内には、１０のサイク
リングルートがあります。自転車に乗って、景色や食などの身近な地域の魅力を感じてみませんか？

「福岡サイクルステーション」で快適に

ご自身の健康状態、行き先の感染状況、利用する施設の
感染防止対策を確認し、外出するかどうかを判断しましょう！
※新型コロナウイルスの感染状況などにより、県から外出自粛などの
　お願いをしている場合はご協力ください

●サイクルスタンドの利用
●トイレ・自転車用工具・スポーツサイクル用
　空気入れの貸し出し
●飲料水の購入・補給、観光情報などの提供

①北九州（門司）・芦屋ルート

提供サービスの例

ルートの詳細については、
専用ウェブサイト
「CYCLE&TRAIL FUKUOKA」

※登録施設を募集中です。詳しくは県ホームページをご確認ください

福岡　サイクル 検索

福岡サイクルステーション 検索

　レトロな街並みと潮風薫る自然を
楽しめるルート。船で渡るポイントも！

門司赤煉瓦プレイス（北九州市）門司赤煉瓦プレイス（北九州市）

②直方・嘉麻、筑豊周遊ルート

　遠賀川、筑豊の風景とスイーツを
味わうルート

田川市石炭記念公園（田川市）田川市石炭記念公園（田川市）

③豊前・東峰ルート

　季節ごとに表情が変わる自然豊か
なルート。福岡最難関の英彦山越えも！

英彦山神宮　銅の鳥居（添田町）英彦山神宮　銅の鳥居（添田町）
かねかね

④那珂川・大牟田ルート

　山から街へ、景色の変化が楽しい
縦断ルート

筑後川昇開橋（大川市）
（自転車を押して渡ることができます）

筑後川昇開橋（大川市）
（自転車を押して渡ることができます）

⑤筑後周遊ルート

　お茶の香りと筑後の歴史と文化を
感じるルート

八女中央大茶園（八女市）八女中央大茶園（八女市）

①

②

③

④

⑤

サイク ル ト レ イル

ひ こ さ ん

この他にも！
⑥福岡・糸島ルート

⑦直方・宗像・志賀島ルート

⑧あさくら・大刀洗周遊ルート

⑨久留米・うきは周遊ルート

⑩北九州（門司）・京築ルート

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
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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。

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

アクリル板の設置など、
感染防止対策をして
営業を再開させたい

経営革新実行
支援補助金
（感染防止対策）

経営革新計画を策定し、業種別ガイドラ
インに基づいた感染防止対策を行う事
業者を支援します。
補助率　3/4（上限額50万円）

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　4000万円
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10/10）など
※1人当たり日額15000円が上限

中小企業庁
家賃支援給付金
コールセンター

☎0120-653-930

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
雇用調整助成金分室
☎092-402-0537

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50％以上減少
または連続３カ月
30％以上減少

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

家賃支援給付金

売り上げが前年同月比50％以上減少ま
たは連続３カ月30％以上減少した事業
者に地代・家賃の負担を軽減するための
給付金（最大6カ月分）を支給します。
上限額　法人600万円  
　　　　個人事業者300万円

「福岡県家賃軽減支援金」に
関する相談コールセンター
☎0570-010833

福岡県家賃軽減
支援金

国の「家賃支援給付金」給付対象者に、
県が支援金を上乗せして支給します。
上限額　法人60万円  
　　　　個人事業者30万円

貸
付

補
助
・
助
成

給
付

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 納税の猶予
猶
予

詳しくは

令和2年7月31日時点

※発行日（9月1日）時点で申請を受け付けているものについて掲載しています

※融資対象者には、
　一定の要件があります

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15000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7500円（定額）を助成
します。

事業者向け支援　福岡県庁 検索

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている
事業者の皆さまへの主な支援について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている
事業者の皆さまへの主な支援について
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申請方法など、詳しくは▶

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの事業者が厳しい経営環境に置かれています。県では、こうし
た経営環境の変化に対応するため新たな取り組み（経営革新）に挑戦する事業者を支援しています。今回、「経営革新
実行支援補助金（コロナ緊急対策）」を活用して、新しいサービスの提供を開始した事業者を紹介します。

　新たな事業展開に取り組むための計画を策定し、
消毒設備の導入やアクリル板の設置など、
業種別ガイドラインに基づいた感染防止対策を行う
事業者を支援しています。

問い合わせ：新事業支援課　☎０９２-６４３-３４４９　ファクス０９２-６４３-３２２６

cace1

パソコン越しに“味噌愛”を伝える安藤さん

あんどう ひさよ

　「くずはら」は、挽きたてのお肉を使ったハンバーグや炭焼
ステーキを提供する福智町の有名店。コロナ禍の中、感染対
策として店舗での三密を避けようと、新たにテラス席を設置。
併せて、目の前で焼き上げる新メニューの薪焼ステーキの提
供も始めました。
　「お客さんに安心して食事を楽しん
でほしい」と店主の葛原辰夫さん。
「いずれはお店の裏山にも家族で
料理を楽しめるキャンプ場のよ
うなものを造れたら」とその目は
先を見据えています。

　飯塚市で、味噌加工品の開発・販売や味噌作りの出張教
室などを行う「みそらぼ」。新型コロナウイルスの影響で休
止していた味噌作り教室を再開したいと小型カメラや照
明などの動画配信設備を導入し、オンライン講座を開始し
ました。

　「まだまだ手探りですが、これまで行けなかっ
た地域にも味噌の素晴らしさを発信できるよ
うになりました」と代表の安藤久代さん。講座
で使う「味噌作りキット」も人気だそう。「年内
には香港に向けてオンライン講座を開始した
い」と安藤さんのさらなる挑戦は続きます。

cace2

焼き方のこだわりを熱く語る葛原さん

くずはら たつお

このロケーションで食べる
薪焼きステーキは絶品です！

経営革新実行支援補助金（感染防止対策）もご活用ください！

オンライン講座で使用する人気の味噌作りキット

オンライン講座で使用する人気の味噌作りキット

みそらぼ （飯塚市）

新たな取り組みにチャレンジしている事業者を紹介します！

手作り味噌のオンライン講座を開始

ステーキ&ハンバーグ  くずはら （福智町）

テラス席の新設に合わせ、新メニューも提供
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　県では、新たな雇用の創出や関連企業との取引拡大
などによる地域振興を目的に、県内における企業立地
を推進しています。
　産業用運搬車や草刈作業車などの製造・販売メーカー
である株式会社筑水キャニコムが、久留米・うきは工業
団地に新たな生産工場の
建設を決定し、７月３日、
県庁で立地協定締結式を
行いました。同社では、今
回の立地により今後５年
間で約１００人の新規雇
用を予定しています。

こころの健康づくり推進室
☎０９２-６４３-３２６５　ファクス０９２-６４３-３２７１

問

問

問

問

　本県における自殺者数は、平成３０年で８０５人と、今
なお多くの人が自らの命を絶っています。このため、県で
は、複数の相談窓口を設置し自殺予防に取り組んでいま
す。これに加え、新型コロナウイルスの感染拡大の影響
を踏まえ、新たに通話料無料の「ふくおか自殺予防ホッ
トライン」を開設しています。
　ひとりで悩まず、つらい気持ちを話してみませんか。

誰も自殺に追い込まれることのない社会を目指して

企業立地課
☎０９２-６４３-３４４１　ファクス０９２-６４３-３４４３

株式会社筑水キャニコムが新たな生産拠点を整備

新雇用開発課
☎０９２-６４３-３５９４　ファクス０９２-６４３-３６１９

　情報通信技術（ICT）を活用し、時間や場所にとらわれ
ない柔軟な働き方である「テレワーク」は、障がいのあ
る人の有効な働き方の一つであると同時に、新型コロ
ナウイルスの感染拡大予防の観点からも積極的に取り
入れていくことが望まれています。
　県では、新たに相談窓
口を設置し、企業の円滑
なテレワークの導入を
支援しています。

テレワークを導入する企業などを支援します

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局　☎０９２-６４３-３２６８　ファクス０９２-６４３-３６９７

新型コロナウイルス感染症の検査体制を強化します

問

医療従事者への支援金を給付しました

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

　プラスチックごみの削減を県全体で進めるため、７月
９日、「ふくおか資源循環ネットワーク」を設立し、１回
目の会議を開催しました。会議では、ワンウェイ（使い捨
て）プラスチックの使用削減やリサイクルの推進など、
今後の取り組みの方向性を示す「ふくおか資源循環憲
章」を定めました。また、１０月を強化月間とする「ふく
おかプラごみ削減
キャンペーン」につ
いて、業界団体や消
費者団体に協力を
呼び掛けました。

プラスチックごみの削減に向けて

ふくおか自殺予防ホットライン
☎０１２０‐０２０‐７６７
●開設時間
　（平日）１６時から翌日９時
　（休日）２４時間

☎０９２‐７３３‐３９２５
●開設時間
　（平日）１０時から１７時

　県では、PCR検査にかかる時間を短縮する新たな迅速試薬キットや感染経路の解析を行う次世代シーケンサー
を県保健環境研究所に導入しました。
　これにより、検査にかかる時間が約６時間から約３時間に短縮される他、県内および国内外で流行するウイルス
の全遺伝子配列を比較することが可能となり、感染症対策がより効果的に実施できるようになります。
　これらにより、新型コロナウイルスの感染拡大に備えていきます。

県政フラッシュ

06 FUKUOKA PR EFEC T UR E  NEWS



●県では、新型コロナウイルスの影響を受けた
　事業者を支援するため、県産品を特別価格で
　販売する「福岡県ウェブ物産展」を開催して
　います。

●このコーナーでは、「福岡県ウェブ
　物産展」で購入できるおすすめ
　商品を紹介します。

西日本一のガーベラ産地
　福岡県は、出荷量全国２位の

ガーベラ産地です。広川町では

約３０年前から生産に取り組み、

近年は約１３０品種を育て、全

国に出荷しています。また、生産

農家の品質改善に向けた地道

な努力により、「広川ガーベラ」

は花が大きく日持ちもするようになりました。

　今年は、卒業式、入学式、結婚式などのイベント自

粛の影響を受け、売り上げが例年の７割まで落ち込

みました。そこで５月から「福岡県ウェブ物産展」で

「ガーベラギフトBOX」のネット販売を始めました。

花をはじめ博多和牛など
県産農林水産物を特別価
格で購入できます。

水の中で茎を切ります。花びんの水は
茎が２～３センチ浸かればOK。毎日
水を替え、茎の先端が傷む前に小ま
めに茎を切り戻しましょう。

花言葉は「希望、前進」
　花をお届けする際はクール便を用い

るなど細心の注意を払い、品質の良い

ガーベラを産地から直送しています。お

客さまからの喜びの声は、生産農家や

集荷場の皆さんの励みになっています。

　ガーベラの花言葉は「希望、前進」。明

るい色の花が真上を向いて咲くことに由来します。お届けするギフ

トＢＯＸには「暮らしに花を取り入れて気分を華やかに、困難な状況

を一緒に乗り越えましょう！」という思いを込めています。

　ぜひ、ご自宅に花を飾ったり、大切な人に花を贈って感謝の気持

ちを伝えたりするなど、生活の中に花を取り入れてみませんか。

JA全農ふくれん 
☎092-762-4720

【おすすめ商品】

ガーベラ

問

加工食品、工芸品などがクー
ポン利用で最大３割引きに！
第４弾キャンペーン開催期間
９月１日（火）～９月２３日（水）

公益社団法人福岡県物産振興会 
☎092-651-7288  ファクス092-631-3674

問

JAタウン 
博多うまかショップ内

楽天市場内

●花びんの水は少なめに

ガーベラの購入はこちら！ 加工食品や工芸品もお得！

ガーベラギフトBOX
（３０本入り）
特別価格
２５３０円（税込）

ガーベラを長く楽しむポイント̶̶̶̶̶̶̶̶
心を込めてお届けします！

心を込めてお届けします！

心を込めてお届けします！

心を込めてお届けします！

̶̶̶̶̶̶̶̶
花のある暮

らしは

いかがです
か！花のある暮
らしは

いかがです
か！花のある暮
らしは

いかがです
か！花のある暮
らしは

いかがです
か！

最後は花の部分を水に浮かべて

生産農家の皆さん

しんばる えい  じ

JAふくおか八女

新原 栄二さん
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情報のひろば情報のひろば
募　集募　集

県HP

県HP

福岡県朗読（音訳）奉仕員
養成講習会

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

FUKUOKA PR EFEC T UR E  NEWS

◀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/
※７月３１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　　　申し込み　　 問い合わせ問申

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

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！

問申

問申

　視覚障がいのある人への情報提
供を支援する朗読（音訳）ボランティ
アを養成する講習会です。
〈対象〉令和２年４月１日現在、県内
在住の１８歳以上の朗読（音訳）ボラ
ンティア活動未経験者で、講習会終
了後に自宅で録音作業が可能な人
〈日時〉１０月７日（水）～令和３年２
月１０日（水）９時４０分～１１時５０
分（全１６回）
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈内容〉朗読（音訳）ボランティア活動
を行うための講義など
〈定員〉１０人（先着順）
※参加無料、要申込
　・　福岡点字図書館
☎０９２-５８４-３５９０Ⓕ０９２-５８４-１１０１

国勢調査２０２０ 検索

遺児巡拝 検索

ふくおか健康ポイントアプリ 検索

〈対象〉先の大戦による戦没者の遺児
〈実施地域〉ミャンマー・タイ、東部
ニューギニア、ビスマーク諸島、台
湾・バシー海峡、マーシャル諸島、
フィリピン、中国など
〈参加料〉１０万円
※詳しくはお問い合わせください
　・
一般財団法人日本遺族会事務局
☎０３-３２６１-５５２１Ⓕ０３-３２６１-９１９１
一般財団法人福岡県遺族連合会事務局
☎０９２-７６１-００１２Ⓕ０９２-７８１-２０５６

〈職種〉
行政、教育行政、警察行政
〈受験資格〉
平成３年４月２日から平成１５年４
月１日までに生まれた人で、次のい
ずれかに該当する人
①身体障害者手帳１級から６級の交
付を受けている人
②療育手帳の交付を受けている人
③精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている人
〈試験日〉
１１月１日（日）
〈試験地〉
福岡市、久留米市、飯塚市、北九州市
〈受付期間〉
９月７日（月）～２５日（金）※消印有効
（インターネットでの申し込みは９月
２２日（火・祝）まで）
　人事委員会事務局任用課
☎０９２-６４３-３９５６Ⓕ０９２-６４３-３９６０

試　験試　験
障がい者を対象とする
県職員採用選考試験 県HP

県HP

県HP

県HP

問

　毎年一度、必ず「特定健診」と「が
ん検診」を受けて、生活習慣病のリス
クやがんの早期発見に努めましょう。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、受診の際は、マスク着用などの
感染防止対策にご協力をお願いします

〈特定健診制度について〉
健康増進課
☎０９２-６４３-３２６９Ⓕ０９２-６４３-３２７１
※実施場所や時期については、ご加
入の保険者にお問い合わせください
〈がん検診制度について〉
がん感染症疾病対策課
☎０９２-６４３-３３１７Ⓕ０９２-６４３-３３３１
※実施場所や時期については、お勤
めの事業所または各市町村の担当
窓口へお問い合わせください

お知らせお知らせ
９月は特定健診・がん検診の

受診促進月間です

　国勢調査は、統計法に基づき５年
ごとに実施する国の最も重要な統計
調査で、今回で実施開始から１００年
を迎えます。
〈対象〉１０月１日現在、日本に住んで
いる全ての人・世帯
〈調査方法〉９月中旬から調査員が調
査書類を各世帯に配布します。スマー
トフォンやパソコンから回答できます。
〈インターネットでの回答期間〉
９月１４日（月）～１０月７日（水）
〈調査票（紙）での回答期間〉
１０月１日（木）～１０月７日（水）
　令和２年国勢調査福岡県実施本部
（県調査統計課）
☎０９２-６４３-３１９１Ⓕ０９２-６４３-３１９２
または、お住まいの市町村国勢調査担当課

令和２年国勢調査

　組織体制の見直しにより糸島地区
および築上地区の県税相談窓口を令
和２年９月３０日に廃止します。
　１０月１日以降は、納税証明書の交
付についてのみ、現在の場所にて、毎
週水曜日１０時～１５時３０分に窓口
を開設し対応します。
　開設日以外の納税証明書の交付や
県税の申告書の提出、相談などは、最
寄りの県税事務所をご利用ください。
　税務課
☎０９２‐６４３‐３０６２Ⓕ０９２‐６４３‐３０６９

糸島地区・築上地区
県税相談窓口の廃止

問

問

問

県HP

　昭和５２年３月以前に建築された
事業用建物の照明器具および屋外
灯には有害性のあるPCB（ポリ塩化
ビフェニル）を含む安定器が使用さ
れている恐れがあります。
　PCBを含む安定器は、令和３年３月
末までの処分が義務付けられています。
　所有している人はJESCO（中間貯
蔵・環境安全事業株式会社）と処理
委託契約を締結し、期限内に必ず処
分してください。
　廃棄物対策課
☎０９２‐６４３‐３３６３Ⓕ０９２‐６４３‐３３６５

PCBを含む安定器の
期限内処分のお願い

問

健（検）診受診でふくおか健康ポイント
アプリのポイントも貯まります！
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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

県HP

　新型コロナウイルス感染症の影
響によるひとり親世帯の子育て負
担の増加や収入の減少に対する支
援を行うため、臨時特別給付金を支
給します。

基本給付
〈支給額〉
１世帯５万円、第２子以降１人につき
３万円
〈対象者〉
①令和２年６月分の児童扶養手当
が支給される人
②公的年金などを受給しており、令
和２年６月分の児童扶養手当の支
給が全額停止される人
③新型コロナウイルスの影響を受
けて家計が急変するなど、収入が児
童扶養手当を受給できる人と同じ
水準となる人
※①の人は申請不要です
※②③の人は、お住まいの市町村へ
申請してください

追加給付
〈支給額〉
１世帯５万円
〈対象者〉
基本給付対象者の①または②に該
当する人のうち、新型コロナウイル
スの影響を受けて家計が急変し、収
入が減少した人
※お住まいの市町村へ申請してください

〈制度全般について〉
ひとり親世帯臨時特別給付金　
コールセンター（厚生労働省）
☎０１２０‐４００‐９０３
（受付時間  毎週月曜日～金曜日９時～１８時）
〈支給手続などについて〉
お住まいの市町村のひとり親世帯臨時
特別給付金担当課または県児童家庭課
☎０９２-６４３-３２５９Ⓕ０９２-643-32６０

ひとり親世帯
臨時特別給付金

問

県HP

　県内在住の被爆者二世の人を対
象に、無料で健康診断を実施します。
詳しくは県ホームページをご覧くだ
さい。
　がん感染症疾病対策課
☎０９２‐６４３‐３２６７Ⓕ０９２‐６４３‐３３３１

被爆者二世の
健康診断

県HP

〈日時〉８月１日（土）～９月２２日
（火・祝）１０時～１７時
〈場所〉九州芸文館（筑後市津島）
〈休館日〉月曜日（祝日・休日の場合は翌日）
※９月は２１日（月・祝）が開館、２３日
（水）が休館となります
〈観覧料〉一般８００円、高大生５００円、
小中生３００円
※６５歳以上は特別割引料金（６００円）
※身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人および介助者は無料
　文化振興課
☎０９２‐６４３‐３３８３Ⓕ０９２‐６４３‐３３４７

九州芸文館美術展
スペインの巨匠 ミロ展

催　し催　し

九州歴史資料館　企画展 検索

問

県HP

　この度、筑豊地区と筑後地区に新た
にサテライトオフィスを開設しました。
一人で悩まず、ぜひご相談ください。
〈日時〉毎週月曜日～金曜日（祝日・
休日、年末年始を除く）９時～１７時
〈場所〉
①筑豊サテライトオフィス
（田川市猪国）
☎０９４７‐４５‐１１５５
②筑後サテライトオフィス
（久留米市長門石）
☎０９４２‐３７‐２２８０
③ひきこもり地域支援センター
（春日市原町）
☎０９２‐５８２‐７５３０
　こころの健康づくり推進室
☎０９２‐６４３‐３２６５Ⓕ０９２‐６４３‐３２７１

福岡県ひきこもり地域支援センター
サテライトオフィスの開設

問

問

　県内各地の古墳と古墳出土品を
豪族が本拠地とした地域ごとに紹介
します。
〈日時〉９月１５日（火）～１１月２９日（日）
９時３０分～１６時３０分（入館は１６時まで）
〈場所〉九州歴史資料館（小郡市三沢）
〈休館日〉月曜日（祝日・休日の場合は翌日）
※９月は２１日（月・祝）が開館、２３日
（水）が休館となります
〈観覧料〉一般２１０円、高大生１５０円
※６５歳以上および中学生以下は無料
※土曜日は高校生無料
　九州歴史資料館
☎０９４２‐７５‐９５０１Ⓕ０９４２‐７５‐７８３４

九州歴史資料館企画展
「福岡の古代豪族」

問

県HP

　一定期間無業の状態にある若者
の職業的自立を支援する若者サ
ポートステーションでは、就職氷河
期世代の人への支援を拡充するた
め、支援対象年齢を４９歳までに拡
大しました。
　個別相談、心理相談、各種セミ
ナー、就労体験などの支援メニュー
を準備しています。まずはお気軽に
お問い合わせください。

　労働政策課
☎０９２‐６４３‐３５９２Ⓕ０９２‐６４３‐３５８８

若者サポートステーションの
支援対象年齢の拡大

問

☎０９２‐７３９‐３４０５
Ⓕ０９２‐７３９‐３４０８

福岡

☎０９３‐５１２‐１８７１
Ⓕ０９３‐５１２‐１８７２

北九州

☎/Ⓕ０９４２‐３０‐００８７筑後

☎０９４８‐２６‐６７１１
Ⓕ０９４８‐２６‐６７１２

筑豊

人権・同和対策局調整課 ヒューマン博士

みんなで築こう　人権の世紀

人権が尊重される心豊かな
社会の実現に向けて 催し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。

新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、

〇人にうつさない
〇人からうつされない
〇自分が感染しているかも
　しれない
という意識を持って、感染症対策
を心掛けましょう。

「自分は大丈夫」
と思っていませんか？
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●ご自身の健康状態、行き先の感染状況、利用する施設の感染防止対策を確認し、外出するかどうかを判断してください
●県では新型コロナウイルス感染症の発生状況や「福岡コロナ警報」（医療提供体制の準備やまん延防止対策に入る指標）
　を県ホームページで公表しています。感染拡大防止のため十分注意を払い、慎重に行動してください
※新型コロナウイルスの感染状況などにより、県から外出自粛などのお願いをしている場合はご協力ください

感染が心配なときは「受診前」にお電話を

　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。

　新型コロナウイルス感染症に「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の利用はお控えください

　スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用し、
お互いに分からないようプライバシーを確保して、新型コロナ
ウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受け
ることができます。

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

０９３‐５２２‐８７４５（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

０５７０‐７８３０１９（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〉

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を利用しましょう

最新の情報は

けん たい

コロナ　福岡県庁 検索

詳しくは COCOA　コロナ　アプリ 検索

1

2

3

4※イベントは新型コロナウィルスの感染拡大や天候などにより
　変更や中止になる場合があります。 ❷山家岩戸神楽（筑紫野市）❷山家岩戸神楽（筑紫野市）

江戸時代の戯画を出発点として、浮世絵版画、近代風刺漫
画などの作品や資料から日本の漫画の変遷をたどります。
北九州市立美術館本館（北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町21-1)
北九州市立美術館  ☎093-882-7777  ファクス093-861-0959

場
問

1 GIGA・MANGA 江戸戯画から近代漫画へ
9月19日（土）～11月8日（日）

山家岩戸神楽
10月17日(土)

山本作兵衛氏の炭坑記録画の原画に加え、国の史跡に指
定された三井田川鉱業所伊田坑跡の歴史も紹介します。
田川市石炭・歴史博物館（田川市伊田2734-1）
田川市石炭・歴史博物館  ☎/ファクス0947-44-5745

場
問

3 田川市石炭・歴史博物館秋季企画展
10月27日(火)～11月23日(月・祝）

三池港～光の航路～
11月13日（金）～23日（月・祝）

無病息災や五穀豊穣を祈願し、境内の神楽殿で神楽が
奉納されます。幻想的な舞をぜひご覧ください。
山家宝満宮神楽殿（筑紫野市山家2684-1）
山家宝満宮  ☎092-926-1459

場
問

期間中は三池港を特別開放し、三池港航路の先端から展
望所までほぼ一直線の「光の航路」を見ることができます。
三池港展望所（大牟田市新港町）
大牟田市観光おもてなし課  ☎0944-41-2750  ファクス0944-41-2764

場
問

42

田川市田川市

や ま え

ギ　ガ マ　ン　ガ

か ぐら

北九州市北九州市

筑紫野市筑紫野市 大牟田市大牟田市

※令和２年７月３１日時点の情報に基づき作成しています

厚生労働省HP

場所　  
問い合わせ

場

問
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アンケート
　　「福岡県だより９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９月号」に対する感想

秋 王
１箱（３玉程度）を５人にプレゼントします

TVQ九州放送
「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

　県が育成した、種がほとんどない甘柿
の「秋王」。糖度が高くサクサクとした食
感が特長です。
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、９月３０日（水）までに下のいずれかの方法でご
応募ください。

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）（９月３０日（水）（消印有効））

 県民情報広報課「福岡県だより９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

出演：岡澤アキラ出演：岡澤アキラ

福岡県の広報活動

●テレビ番組 ●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！

ふくおか電子申請  プレゼントコーナー 検索
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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

福岡県の広報活動 検索

令和２年７月豪雨により被災された皆さまへ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・県・市町村などが行っている主な支援策・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊＊ 一日も早い復旧・復興のために、皆さまの温かいご支援をお願いします ＊＊

　今回の豪雨により、本県でも筑後地域を中心に大きな被害が発生しています。
お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げ、被災された全ての皆さまに
お見舞いを申し上げます。
　県では、国、市町村、関係機関と連携して、一日も早い被災地の皆さまの生活の
再建と農林漁業者、事業者の皆さまの事業の再開・継続に向け、全力を尽くして
まいります。

　住宅が全壊または大規模半壊するなどの被害を受けた世帯に、住宅の被害程度や再建方法に応じた支援金
を支給します。また、災害で亡くなられた方のご遺族や重度の障がいを受けた方に対して、災害弔慰金や災害障
害見舞金を支給します。併せて、負傷または住居、家財に被害を受けた方に、災害援護資金の貸し付けを行います。
※所得制限あり。支給や貸し付けの手続きは、各市町村で行います
〈問い合わせ〉 福祉総務課　☎092-643-3246　ファクス092-643-3245

○被災者生活再建支援金、災害弔慰金などの支給、災害援護資金の貸し付けなどの資金援助

　県営住宅の一時提供や入居可能な県営住宅、公社賃貸住宅の情報提供を行います。
〈問い合わせ〉県営住宅課　☎092-643-3739　ファクス092-643-3753

○被災された方に対する住宅支援

　被害の程度に応じ、個人事業税や自動車税（種別割）をはじめとした県税の一定割合を軽減します。その
他、申告期限の延長などを行います。
〈問い合わせ〉 最寄りの県税事務所または税務課　☎092-643-3063　ファクス092-643-3069

○被災された方に対する県税の軽減措置など

　無利子融資を行う他、被害を受けた農作物の種苗・資材や家畜用飼料の購入経費、ハウス施設や農業用
機械の再取得経費を助成します。
〈問い合わせ〉農林水産政策課　☎092-643-3468　ファクス092-643-3470

○被災された農林漁業者への支援

　「緊急経済対策資金」による低利融資を行います。
〈問い合わせ〉 中小企業振興課　☎092-643-3424　ファクス092-643-3427

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

○被災された中小企業への金融支援

支援の最新情報は、県ホームページから　　 　　　　　　　　　　　で検索してください。令和2年7月豪雨　支援情報

　下記指定口座にて、県内および他県の被災者支援のための義援金を募集
しています。皆さまのご協力をお願いいたします。
金融機関名：福岡銀行　県庁内支店
口 座 番 号：普通預金　１２１４０８６
口 座 名：福岡県令和２年７月豪雨災害義援金
〈問い合わせ〉 福祉総務課　☎092-643-3243　ファクス092-643-3245

義援金の募集

※令和２年7月31日時点
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