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九州大学大学院 航空宇宙工学専攻卒、博士（工学）。大
学院在学時より小型人工衛星開発プログラムに従事し、
平成２５年、株式会社QPS研究所（福岡市）に入社。翌年、
代表取締役社長に就任。「イザナギ」の打上げ成功により、
九州から世界の宇宙産業にインパクトを与える。

平成９年、睦美化成（久留米市）代表取締役に就任。
平成１９年、円陣スペースエンジニアリングチーム
（e-SET）を結成し、地元企業１０数社と協力して宇
宙産業に参入。平成２４年、e-SETをNPO法人化
し、次世代の産業育成と技術者の地域定着を図る。

特 別
対 談

　宇宙ビジネスは、人工衛星やロケット関連製品だけでなく、衛星データを活用したサービスの提供など、
今後大きく成長することが期待されています。
　今回、小川知事は、令和元年１２月に世界最高レベルの超小型レーダー衛星「イザナギ」の打上げに成
功された大西俊輔さんと、ものづくり企業の技術を結集してその衛星開発に貢献された當房睦仁さん
をお迎えし、宇宙ビジネスの魅力や衛星開発に懸ける思いについて語り合いました。

知事：初号機「イザナギ」の打上げが成功した瞬間は、
県庁のパブリックビューイングで県民の皆さんと喜び
を分かち合いました。子どもたちや宇宙に関心のある
人をはじめ、多くの県民の皆さんに夢や希望を与える、
まさに快挙でした。２号機「イザナミ」の打上げも楽しみ
ですね。
大西俊輔さん（以下、大西）：ありがとうございます。初号
機の打上げ成功により多くの反響がありました。そして
２号機は、令和２年１２月以降、アメリカの宇宙開発企業
スペース・エックス社の主力ロケット「ファルコン９」に
搭載されて宇宙に旅立つ予定です。
知事：いよいよですね。２号機はどんなところが進化し
ているのですか？
大西：太陽電池パネルが増えて、より多くの電力が取り
込めるようになりました。またイザナギとイザナミの２
機体制になることで、得られるデータがより増え、ス
ムーズな地表面の観測が可能になります。最終的には
令和７年を目標に３６機打ち上げる計画で、実現すれ
ば、昼夜、天候を問わず地表面を観測でき、より詳細な
画像が１０分間隔で取得できます。特に、地上で現地確
認が困難な災害時には、宇宙からの画像が迅速な災害
対応に大いに役立つと思います。

知事：夢やロマンだけでなく、衛星を利用して、暮らし
を豊かにするビジネスまでも見越して取り組む時代に
なってきています。この衛星の開発に携わった県内１６
社を中心とした企業は「福岡版下町ロケット」としても
話題になりました。樹脂加工が本業の當房さんが宇宙
ビジネスに参入されたきっかけは？
當房睦仁さん（以下、當房）：平成１９年に九州大学の講演
会で宇宙ビジネスの話を聞いて、当時所属していた久
留米市の異業種交流団体のメンバーに相談すると、１２
社が「面白そう！」と興味を示し、そこから皆で衛星開発
への挑戦を始めました。
知事：ものづくりと言っても、衛星の開発はご苦労も
多かったのでは？
當房：私はものづくりはプロですが、宇宙のことは素人
なので求められる品質の水準が分からず、手探りでし
た。衛星の部品は軽さを要求される一方、打上げ時の
振動や衝撃などに耐えうる強度も求められます。メン
バーで知恵を出し合い、いろいろ試行錯誤を重ねまし
た。九州地場の企業のみで製作した製品で打上げが成
功したことは大きな自信になりました。

知事：令和２年９月、本県は、国から「宇宙ビジネス創出推
進自治体」に選定されました。お二人から見た、福岡県の

強みや特長を教えてください。
大西：宇宙ビジネスの発展には、宇宙から得たデータが、
実際に人々の生活に役立つサービスになっていくことが
必要です。福岡県は元々、ITやソフトウェアの企業が集積
しているので、ハードとソフトが両輪となってサービスを
生み出していく土壌があることが強みだと思います。
當房：私は久留米が地盤ですが、筑後地方は製造業の歴
史が古く、業種が多岐にわたっていて、それぞれの技術力
は世界でも十分戦えるレベルです。また、地理的にも九州
のハブとして各地との交流があることも強みなので、教
育・研究機関との連携により、さらに奥行きのある技術革
新が可能になると思います。
知事：心強いお言葉です。令和２年９月、お二人をパネリ
ストにお招きした「福岡県宇宙ビジネスフォーラム」では、
約２００人が参加し、ウェブ配信でも３００人が視聴し、宇
宙への関心の高まりを実感しました。今後、お二人に続く
人が増えていくことを期待しています。

知事：最後に、宇宙を夢見る子どもたちや宇宙ビジネスへ
の参入を目指す企業に向けてメッセージをお願いします。
大西：私が宇宙に興味を持ったのは小学生の頃、ペットボ
トルでロケットを作る科学教室に参加したことでした。試
行錯誤して最後には上手に飛ばせた経験が今につながっ
ています。皆さんも失敗を恐れず、まずは一歩踏み出して
みてください。また、宇宙ビジネスに関心のある人は、他

業種の人と知り合う機会をいかに多く持つか、業種を問
わず同じ思いを持って高め合うことが大切です。県主催
の「福岡県宇宙ビジネス研究会」などの交流会にぜひ積極
的に参加してみてください。私も、宇宙ビジネスを目指す
皆さんと語り合いたいです。
當房：行動力は大事ですよね。私たちも１３年前の講演会
を聞いたから新しい挑戦に踏み出せました。出会いの場
が新しい何かを生むのだと思います。そして最初の旗上
げ役になって周囲を巻き込むことも重要ですね。
知事：子どもたちにはいろんなことに挑戦して、面白いと
思ったことは続けてほしい。失敗してもその原因を考え、
行き詰まったとしても試行錯誤しながらやり続けてほし
い。それを実践してこられたのがお二人だと思います。
また、當房さんは１３年前、まさに旗上げ役となって仲間
を集められました。県では、その橋渡し役として、これから
も業種を越えた出会いや交流のきっかけの場を作ってい
きます。とりわけ、令和２年は新型コロナウイルスにより多
くの事業者が影響を受けました。ピンチをチャンスに変え
るため、新しいビジネスに挑戦して未来を切り開く企業を
力強く後押ししてまいります。

「イザナギ」の打ち上げ成功、
２号機「イザナミ」の打ち上げへ

福岡県が持つポテンシャル
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知事：初号機「イザナギ」の打上げが成功した瞬間は、
県庁のパブリックビューイングで県民の皆さんと喜び
を分かち合いました。子どもたちや宇宙に関心のある
人をはじめ、多くの県民の皆さんに夢や希望を与える、
まさに快挙でした。２号機「イザナミ」の打上げも楽しみ
ですね。
大西俊輔さん（以下、大西）：ありがとうございます。初号
機の打上げ成功により多くの反響がありました。そして
２号機は、令和２年１２月以降、アメリカの宇宙開発企業
スペース・エックス社の主力ロケット「ファルコン９」に
搭載されて宇宙に旅立つ予定です。
知事：いよいよですね。２号機はどんなところが進化し
ているのですか？
大西：太陽電池パネルが増えて、より多くの電力が取り
込めるようになりました。またイザナギとイザナミの２
機体制になることで、得られるデータがより増え、ス
ムーズな地表面の観測が可能になります。最終的には
令和７年を目標に３６機打ち上げる計画で、実現すれ
ば、昼夜、天候を問わず地表面を観測でき、より詳細な
画像が１０分間隔で取得できます。特に、地上で現地確
認が困難な災害時には、宇宙からの画像が迅速な災害
対応に大いに役立つと思います。

知事：夢やロマンだけでなく、衛星を利用して、暮らし
を豊かにするビジネスまでも見越して取り組む時代に
なってきています。この衛星の開発に携わった県内１６
社を中心とした企業は「福岡版下町ロケット」としても
話題になりました。樹脂加工が本業の當房さんが宇宙
ビジネスに参入されたきっかけは？
當房睦仁さん（以下、當房）：平成１９年に九州大学の講演
会で宇宙ビジネスの話を聞いて、当時所属していた久
留米市の異業種交流団体のメンバーに相談すると、１２
社が「面白そう！」と興味を示し、そこから皆で衛星開発
への挑戦を始めました。
知事：ものづくりと言っても、衛星の開発はご苦労も
多かったのでは？
當房：私はものづくりはプロですが、宇宙のことは素人
なので求められる品質の水準が分からず、手探りでし
た。衛星の部品は軽さを要求される一方、打上げ時の
振動や衝撃などに耐えうる強度も求められます。メン
バーで知恵を出し合い、いろいろ試行錯誤を重ねまし
た。九州地場の企業のみで製作した製品で打上げが成
功したことは大きな自信になりました。

知事：令和２年９月、本県は、国から「宇宙ビジネス創出推
進自治体」に選定されました。お二人から見た、福岡県の

強みや特長を教えてください。
大西：宇宙ビジネスの発展には、宇宙から得たデータが、
実際に人々の生活に役立つサービスになっていくことが
必要です。福岡県は元々、ITやソフトウェアの企業が集積
しているので、ハードとソフトが両輪となってサービスを
生み出していく土壌があることが強みだと思います。
當房：私は久留米が地盤ですが、筑後地方は製造業の歴
史が古く、業種が多岐にわたっていて、それぞれの技術力
は世界でも十分戦えるレベルです。また、地理的にも九州
のハブとして各地との交流があることも強みなので、教
育・研究機関との連携により、さらに奥行きのある技術革
新が可能になると思います。
知事：心強いお言葉です。令和２年９月、お二人をパネリ
ストにお招きした「福岡県宇宙ビジネスフォーラム」では、
約２００人が参加し、ウェブ配信でも３００人が視聴し、宇
宙への関心の高まりを実感しました。今後、お二人に続く
人が増えていくことを期待しています。

知事：最後に、宇宙を夢見る子どもたちや宇宙ビジネスへ
の参入を目指す企業に向けてメッセージをお願いします。
大西：私が宇宙に興味を持ったのは小学生の頃、ペットボ
トルでロケットを作る科学教室に参加したことでした。試
行錯誤して最後には上手に飛ばせた経験が今につながっ
ています。皆さんも失敗を恐れず、まずは一歩踏み出して
みてください。また、宇宙ビジネスに関心のある人は、他

業種の人と知り合う機会をいかに多く持つか、業種を問
わず同じ思いを持って高め合うことが大切です。県主催
の「福岡県宇宙ビジネス研究会」などの交流会にぜひ積極
的に参加してみてください。私も、宇宙ビジネスを目指す
皆さんと語り合いたいです。
當房：行動力は大事ですよね。私たちも１３年前の講演会
を聞いたから新しい挑戦に踏み出せました。出会いの場
が新しい何かを生むのだと思います。そして最初の旗上
げ役になって周囲を巻き込むことも重要ですね。
知事：子どもたちにはいろんなことに挑戦して、面白いと
思ったことは続けてほしい。失敗してもその原因を考え、
行き詰まったとしても試行錯誤しながらやり続けてほし
い。それを実践してこられたのがお二人だと思います。
また、當房さんは１３年前、まさに旗上げ役となって仲間
を集められました。県では、その橋渡し役として、これから
も業種を越えた出会いや交流のきっかけの場を作ってい
きます。とりわけ、令和２年は新型コロナウイルスにより多
くの事業者が影響を受けました。ピンチをチャンスに変え
るため、新しいビジネスに挑戦して未来を切り開く企業を
力強く後押ししてまいります。

宇宙ビジネスへの期待
県民の皆さんへのメッセージ

▲イザナギ打上げのパブリックビューイングの様子

▲試作アンテナを囲むe-SETのメンバーの皆さん

※この対談は、十分な距離の確保、換気の実施など、新型コロナウイルス感染症対策を講じ、１０月２６日に実施しました

手前にあるのは、衛星開発の中で
生み出された部品の数々

●超小型レーダー衛星「イザナギ」とは？
令和元年１２月１１日、インド・サティシュ・ダワン宇宙センター
から打ち上げられた。夜間や悪天候時も地表面を観測でき、
車の判別もできるほどの高解像度の性能を持つ。衛星本体
は県内企業１６社をはじめ、九州の地場企業が協力して開発。
令和２年１２月以降、２号機「イザナミ」を打ち上げる予定。

03FUKUOKA PREFECTURE  NEWS



　本県出身の女優・今田美桜さんが三密を回
避する「新しい旅のカタチ」を実践しながら、
県内各地域の隠れた魅力を４つのテーマに
沿って旅行者の視点から発信しています。
　動画は、関東・関西などを中心に、JR主要駅
の広告、テレビCM放映、ウェブ広告などによ
り発信している他、特設ウェブサイトで公開し
ています。

　観光関連事業者は、旅行者が感染リス
クを避けながら安全に旅行できるよう
「新しい旅のエチケット」（全６種類）を策
定しています。

　旅行の各場面（交通・飲食・宿泊・観光施設・ショッピング）
ごとの留意事項が分かりやすくまとめられています。
　旅行前・旅行中などに確認して、一人一人が意識して、
感染防止に努めましょう。

（提供：旅行連絡会 協力：国土交通省、観光庁）

ふくおか避密の旅　　検索詳しくは

新しい旅のエチケット　　検索詳しくは

　県では、新型コロナウイルス感染拡大により大きく落ち込んだ観光需要の回復を図るため、三密を避け、
安全・安心に楽しめる「新しい旅のカタチ」を提案する観光プロモーション動画を制作しました。この「新しい
旅のカタチ」を参考に県内各地域の隠れた魅力を再発見してみてください！

「新しい旅のカタチ」で、安全・安心な旅を！

みつひ

いま だ み お

観光プロモーション動画「ふくおか避密の旅～いまだ！ 福岡行ってみよっ！～」

女子旅編

ハネムーン編

家族旅行編

大人の修学旅行編

恋木神社（筑後市） 桜井二見ヶ浦（糸島市） 海辺のサイクリングロード
（宗像市、岡垣町、芦屋町）

英彦山神宮（添田町）

「閉鎖的
でない」

「人が密
集しない」

などの

感染対策
を意識し

ながら

県内観光
地を周遊！

問い合わせ：観光振興課　☎092-643-３４２９　ファクス092-643-３４３１
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福岡県公式LINEアカウントがもっと便利に！

福岡のお酒を飲んで、県内酒蔵と県産酒を応援しよう！

ラ  イ  ン

　県内酒蔵の商品がセットになった「県産酒応援セッ
ト」を送料無料で購入できる「福岡の地酒・焼酎オンライ
ンショップ」を福岡県酒造協同組合が開設しました。
　購入者全員に福岡県産の「酒の肴」をプレゼント！
贈り物にも最適です。
※予算に達し次第、送料無料、酒の肴プレゼントは終了します

　福岡県は、全国有数の酒蔵数を誇る酒どころです。しかし、新型コロナウイルス感染拡大に伴う飲食店の
休業やイベントの中止などによって、お酒の需要が落ち込み、県内の酒蔵は厳しい状況にあります。
　そこで県産酒を提供している飲食店を「福岡の地酒・焼酎応援の店」として認定する取り組みを開始し、
お店の情報などを紹介する「福岡の地酒・焼酎公式アプリ」を公開しました。
　ぜひ、飲食店やご自宅で、「賢く」「お得に」県産酒を楽しみましょう！

「福岡の地酒・焼酎応援の店」とは
　福岡のお酒を一定量提供しており、
新型コロナウイルス感染防止ガイドラ
インに沿った対策を実施しているな
どの条件をクリアした飲食店を認定
しています。

@pref_fukuoka　　検索

①LINEアプリでID検索
検索窓に以下を入力して検索

②二次元コード
　読み取り

アプリでできること
１ 「福岡の地酒・焼酎応援の店」の検索
２ 県内の酒蔵情報をゲット！
３ 酒蔵開きなど、イベント情報をゲット！
４ 数量限定のクーポンをゲット！

福岡の地酒・焼酎online shop 検索詳しくは

　新型コロナウイルス感染症関連情報やイベント情報など、利用者が選択した情報をよりタイムリーにお届
けできるようになりました。まだ友だち登録していない人はぜひご登録ください！

欲しい情報を選択できる！

飲食
店で

ご自
宅で

このマーク
が目印！

AndoroidiOS

アプリのダウンロードは
こちら！

新型コロナウイルス感染症に関連する支援情報
イベント・セミナー情報　など

新型コロナの「ギモン？」がすぐ解決！

point

Q 自分や同居家族の体調が悪いときはどうしたら
     いいの？
Q 接触確認アプリCOCOAから通知が来たらどう
     したらいいの？
Q PCR検査、お金はいくらかかるの？

こんな疑問に自動でお答えします。

登録
よろしく
トン！

登録
よろしく
トン！

1

point2

コ　コ　ア

県産酒が一杯

300円オフに
なる

クーポンも配信
！

問い合わせ：福岡の食販売促進課　☎０９２-６４３-３５１４　ファクス０９２-６４３-３５３１

問い合わせ：県民情報広報課　 ☎０９２-６４３-３１７２　ファクス０９２-６３２-５３３１
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　１０月１０日、若年層の人々の投票に行く機運を高める
ため、ウェブ主体の選挙啓発イベントを開催しました。イ
ベントでは、元HKT４８のメンバーで実業家の「ゆうこ
す」こと菅本裕子さんがゲストのトークライブや学生イン
フルエンサーによる模擬選挙、投票用紙３００枚を使った
モザイクアート（右写
真）のお披露目などが
行われ、来場した２０
人の他、約３００人が
SNSやウェブ会議シス
テムを使って参加しま
した。

文化財保護課
☎０９２-６４３-３８７５　ファクス０９２-６４３-３８７８

問 福岡県選挙管理委員会
☎０９２-６４３-３０７７　ファクス０９２-６４３-３０７８

問

問

　地域の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定す
る日本遺産。1300年前の古代国際都市「西の都」を現
代において体感できる場所として大宰府政庁跡などが
認定されています。令和２年６月に関連文化財11件が
追加認定され、現在の５市２町※に及ぶ「天下之一都会」
と呼ばれた「西の都」
の壮大さをより感じ
ることができるように
なりました。
※５市２町：筑紫野市、春日市、
　大野城市、太宰府市、那珂川
　市、宇美町、佐賀県基山町

日本遺産「古代日本の『西の都』」が広域認定されました みんなで考えよう、私たちの選挙

広域地域振興課
☎０９２-６４３-３１７９　ファクス０９２-６４３-３１６４

　県では、県外在住で福岡県に関心のある人に本県と
の関わりを深めてもらうため、「ふくおかファンクラブ」
を設立し、会員に福岡県の観光や祭り、地域体験イベント
など県内の魅力あふれる情報を発信しています。
　９月９日、このファンクラブのアンバサダーにタレント
のゴリけんさん・パラシュート部隊の斉藤優さん・矢野ぺ
ぺさんを任命しまし
た。アンバサダーの皆
さんは、SNSなどを
通じて福岡県の魅力
やファンクラブを県外
にＰＲしています。

福岡県の魅力を県外にPR！

問義務教育課
☎０９２-６４３-３９０８　ファクス０９２-６４３-３９１２
新産業振興課
☎０９２-６４３-３４５３　ファクス０９２-６４３-３４２１

　１０月２８日、ICT教育に力を入れている遠賀町立広渡
小学校でプログラミング教育の公開授業を開催しました。
授業では、デジタルコンテンツ企業である株式会社しくみ
デザイン（福岡市）が開発し、平成30年度フクオカRuby大
賞および福岡県知事賞を受賞した、プログラミング教育ア
プリ「スプリンギン」が活用
され、子どもたちはオリジ
ナルのゲームアプリを作成
し、楽しみながらプログラ
ミングの基礎を学びました。

プログラミングの基礎を楽しく学ぼう

問スポーツ企画課
☎０９２-６４３-３９９４　ファクス０９２-６４３-３４０８

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け延期され
ていた東京２０２０オリンピック聖火リレーが、令和３年
３月２５日に福島県からスタートし、本県では５月１１日
から１２日にかけて実施されることが発表されました。
　これを受けて県では、９月２８日、県庁舎で実物のオリ
ンピックトーチなどを
展示する他、聖火リ
レー実施までの日数
をカウントするデイカ
ウンターの点灯を開
始し、聖火リレーの成
功を祈念しました。

聖火リレーの新たな日程が発表されました！

問福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３　ファクス０９２-６４３-３２４５

　１０月２９日から１１月５日まで、福祉人材の確保につな
げるため、福祉の仕事を希望する人の社会福祉施設・事
業所への就職を支援する「福祉のしごと就職フェア」を開
催しました。今年度は初めてオンライン面談会として開催
し、九州最大規模となる約１２０法人が参加しました。開
催期間のうち２日間は参
加企業による企業説明
がライブ配信され、多く
の参加者が活発に質疑
などを行いました。
次回開催：令和３年２月９日（火）～
　　　　 １６日（火）

「福祉のしごと就職フェア」をオンラインで開催

さいとう

すがもと ゆうこ

ゆう や　の

大宰府政庁跡大宰府政庁跡

９月２９日撮影９月２９日撮影
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●県では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を
　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。

福岡県が誇るブランド鶏
　はかた一番どりは、在来種「さざなみ」と「ホワイトプリマスロック」
の交配により、平成１１年に県が独自に開発したブランド鶏です。
　飼育日数が平均６０日と一般的なブロイラー
（若鶏）と比べ約１０日間長く、丁寧に育
てており、きめ細かくさっくりとした歯
応えと、うま味成分のイノシン酸を豊富
に含む優れた食味が高く評価されてい
ます。
　しかし、令和２年は新型コロナウイル
スの影響で飲食店での消費が減り、売
り上げが落ち込みました。

博多和牛、果物など県産
農林水産物を特別価格で
購入できます。

うま味が凝縮！「水炊き」がおすすめ
　「福岡県ウェブ物産展」では、はかた一番どりの精肉セット３．５kgを
販売しています。新鮮なもも・むね・ささみ・手羽先の人気部位４種類が
冷凍の状態で届き、水炊きやから揚げ、サラダの具や塩焼きなど部位
ごとに異なるおいしさが味わえます。
　はかた一番どりは、７軒の農場でひよこから
手塩にかけて育てられており、飼育から処理加
工まで全て県内の指定施設で行われています。
　「穀物類にビタミンが豊富な八女茶を加えた
飼料を与え、鶏の肉質をじっくりと高めていき
ます」と古賀さん。
　冬本番を迎える季節、福岡生まれの「はかた
一番どり」をぜひ食卓で味わってみませんか。

JA全農ふくれん 
☎092-762-4720

【おすすめ商品】

問

クーポン利用で最大３割引き！
第７弾キャンペーン開催期間
令和３年１月５日（火）～２月
１日（月）
問

JAタウン 
博多うまかショップ内

楽天市場内
おいしい農林水産物がお得！ 「はかた一番どり」の購入はこちら！

▶はかた一番どり
人気のお肉４種福袋
（精肉セット）３．５kg
４７００円（税込・送料込）
↓クーポン利用で
３２９０円（税込・送料込）

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

冷凍で届いた鶏肉は冷蔵庫で約２４
時間かけて自然解凍しましょう。鶏肉
は火をつける前に入れます。炊き上
がるころには鶏肉のうま味がスープ
に染み出します。

おいしい水炊きを作るコツ

温度管理に気を配り、安定した供給を行う養
鶏農家の本田博幸さん（右）と久留米孵卵場
の古賀宣彦さん（左）

安全・安心のおいしさをお届けします！

安全・安心のおいしさをお届けします！

安全・安心のおいしさをお届けします！

安全・安心のおいしさをお届けします！

ほんだ ひろゆき

こ　が のりひこ

ふらん

八女茶をブレンドした飼料
で育つ「はかた一番どり」

※目標売上を達成すると終了
　します

※写真内の手羽元、鶏がらは含まれません※写真内の手羽元、鶏がらは含まれません
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２月７日は
「北方領土の日」

◀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/
※１１月３０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　　 問い合わせ問申情報のひろば情報のひろば

募　集募　集

県HP

　寒さが厳しくなると、水が凍って
出なくなったり、水道管が破裂した
りします。特に、屋外に露出している
水道管や給湯配管・メーターボックス
などには注意が必要です。平成２８
年の大寒波では、県内で水道管凍結
などによる断水被害が約２２万戸も
発生しました。水道管に保温材や布
を巻いて保温するなど冬支度をして、
寒さに備えましょう。
　水道整備室
☎０９２-６４３-３３７６Ⓕ０９２-６４３-３２０７

　ヒートショックは、暖かい部屋から
寒い浴室に移動するなど、急激な温
度変化により血圧が大きく変動する
ことが原因で起こり、死に至ること
もあります。高齢者は特に注意が必
要です。

　健康増進課
☎０９２-６４３-３２７０Ⓕ０９２-６４３-３２７１

　来年度の文化・芸術の祭典「ふく
おか県民文化祭」を盛り上げる開催
テーマを募集します。
　採用された人には、九州国立博物
館ペア招待券と図書カード（５千円
分）をプレゼント！
〈応募方法〉テーマ、テーマの説明、郵便
番号、住所、電話番号、氏名、年齢、職業
（在学中の人は学校名、学年）を明記の
上、はがき、ファクス、電子メールで応募
〈応募締切〉令和３年１月２９日（金）
必着
　文化振興課
☎０９２-６４３-３３８３Ⓕ０９２-６４３-３３４７

県HP

県HP

お知らせお知らせ

ヒートショックにご用心

水道管にも冬支度を！

　電話で警察官や金融機関職員を
名乗り、キャッシュカードや通帳をだ
まし取るニセ電話詐欺が発生してい
ます。着信時に相手に警告メッセー
ジを流す「事前警告」や「着信拒否」
などの被害防止に効果的な機能が
付いた電話機（通称「まっ太フォン」）
を導入しましょう。
　「まっ太フォン」はお近くの家電販
売店などで購入できます。
　県警察本部生活安全総務課
☎０９２-６４１-４１４１Ⓕ０９２-６４３-２１６３

まっ太フォンで
ニセ電話詐欺を防止！

問

問

　忘年会や新年会でせっかくのおい
しい料理を残していませんか？
　食べ物を無駄に捨てることは、もっ
たいないだけでなく、ごみの排出量を
増やすなど、環境負荷を増大させます。
　宴会などでの食べ残しを削減す
るため、食べられる量の注文を心掛
けましょう。
　また、県内で食品ロス削減に取り
組むお店「食べもの余らせん隊」は、
店舗で余ってしまった食品をお得に
購入できるアプリ「TABETE」と連
携しています。食べもの余らせん隊
のお店やアプリを積極的に利用し、
食品ロスを削減しましょう。
　循環型社会推進課
☎０９２-６４３-３３８１Ⓕ０９２-６４３-３３７７

県HP
食品ロスを削減しましょう

問

問

ふくおか県民文化祭 テーマ募集 検索

余らせん隊 TABETE 検索

まっ太フォン 検索

福岡県学生会館 検索

問

第29回ふくおか県民文化祭2021
開催テーマ

〈応募資格〉
東京近郊の大学などに初めて入学す
る（見込み可）学生で、保護者が福岡
県内に居住し、生活の本拠を有する人
〈募集予定人数〉男子２９人、女子９人
※洋室・１人部屋
〈所在地〉神奈川県横浜市青葉区荏
田西１－１４－２
〈入館期間〉令和３年４月１日から２
年間
〈負担経費〉
入館費：５万円（２年間分）
館費：月額５万円（朝･夕食費込み）
※別途電気使用料などの負担あり
〈募集期間〉１２月２５日（金）～令和３
年２月４日（木）
　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

問

東京近郊の大学生などのための
学生寮「福岡県学生会館」

新入館生

〈志願資格〉
中学校を卒業した人、または令和３
年３月卒業見込みの人などで、志願
者および保護者が令和３年４月以降
に県内に居住している人
〈日程〉
前期Ⅰ期：令和３年２月９日（火）・１０
日（水）
前期Ⅱ期：令和３年３月１０日（水）・１１
日（木）
〈願書配布場所・試験会場〉
大牟田北高校（大牟田市吉野）
西田川高校（田川市上本町）
〈願書受付期間〉
前期Ⅰ期：令和３年２月１日（月）～５日
（金）（最終日は正午まで）
前期Ⅱ期：令和３年２月１６日（火）～
２４日（水）（最終日は正午まで）
　高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４Ⓕ０９２-６４３-３９０６

試　験試　験
新設フレックス型単位制高校

入学者選抜 県HP

問

タ　ベ　テ

〈予防のポイント〉
①入浴前に脱衣所や浴室を暖める
②お風呂の温度は４１度以下、湯に
　つかる時間は１０分以内にする
③浴槽から急に立ち上がらない
④アルコールが抜けるまで、また、
　食後すぐの入浴は控える
⑤入浴の前に同居者に一声掛け
　て見守ってもらう
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人権・同和対策局調整課

県民相談室　☎０９２‐６４３‐３３３３　Ⓕ０９２‐６４３‐３１０７
その他、北九州県民情報コーナーや各保健福祉（環境）事務所の総合相談窓口でも受け付けています。
【インターネット】　　　　　　　　　　　　【郵送】〒８１２‐８５７７（住所不要）県民情報広報課広聴係※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・ご相談◀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/
福岡県　県民の声 検索

福岡県家賃軽減支援金の申請
はお済みですか？

県HP

　国の「家賃支援給付金」の給付決
定を受けた県内事業者の皆さまに
対し、県内に所在する建物・土地の
家賃・地代について、県が上乗せし
て「家賃軽減支援金」を給付してい
ます。
　申請期限間近には、申請者の急増
が予想されますので、早めにお手続
きください。
※６月の休業協力要請の対象と
なった北九州市内の「接待を伴う飲
食店」と「ライブハウス」については、
給付の特例加算があります
※県への申請には国から交付され
る「家賃支援給付金の振込のお知ら
せ」（はがき）が必要です
※詳しくはお問い合わせいただくか、
県ホームページをご覧ください
〈受付期限〉令和３年２月２８日（日）
２４時まで
　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

催　し催　し

都市高速回数券払い戻し 検索

問

　施設老朽化による建て替えのた
め事務所を仮移転します。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
〈移転日〉令和３年３月８日（月）
〈移転先〉福岡県千代合同庁舎（旧ホ
テルレガロ福岡）（福岡市博多区千代）
　博多県税事務所
☎092-473-8311Ⓕ092-473-6923

博多県税事務所が
仮移転します

問

　令和３年３月３１日（水）をもって、
福岡高速道路・北九州高速道路の回
数券の払い戻しを終了します。
　回数券をお持ちの人は早めにお
手続きください。
※詳しくはお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください
　福岡北九州高速道路公社・福岡高
速回数券センター
☎０９２‐６３１‐０１２２

都市高速回数券の
払い戻しはお済みですか？

問

　施設の老朽化などにより、ふれあ
いの家南筑後（八女市山内）を令和
３年４月１日（木）に廃止します。
　社会教育課
☎０９２-６４３-３８８６Ⓕ０９２-６４３-３８８９
問

県立「ふれあいの家南筑後」
を廃止します県HP 県HP

　県ホームぺージ上で県税や県立
図書館の利用方法などの質問に自
動応答するサービスを試験導入して
います。質問を繰り返すことでAI
（人工知能）が学習し、回答精度が上
がるため、皆さまのご協力をお願い
します。
※質問によっては正確にお答えで
きないこともありますが、今後改善
していきますのでご了承ください
　情報政策課
☎０９２-６４３-３２２９Ⓕ０９２-６４３-３１２１

AIがお問い合わせに
自動応答するサービスを
試験導入しています県HP

　県内には、さまざまな事情で義務
教育を受けることができなかった
人などが、読み書きや計算など小・
中学校程度の内容を勉強できる自
主夜間学級があります。

［県内の自主夜間学級］

※詳しくはお問い合わせいただくか、
県ホームページをご覧ください
　義務教育課
☎０９２-６４３-３９０８Ⓕ０９２-６４３-３９１２

問

自主夜間学級
をご存じですか？

問

じ し ゅ

ぞん

や か んがっきゅう

きょういく

けんない

う

ひと よ か けいさん しょう

ちゅう べんきょう じ

しゅ

じしゅけんない やかん がっきゅう

ないようていどがっこう

がっきゅう

ぎ　む きょういくか

やかん

じじょう ぎ　む

県HP

城南中学校「夜間学級」
（北九州市小倉南区）
☎０８０‐３１８５‐７９５８

穴生・中学校「夜間学級」
（北九州市八幡西区）
☎０９０‐９４９５‐９６１１

自主夜間中学「よみかき教室」
（福岡市博多区）
☎０８０‐２７３０‐７８０６

じょうなん ちゅうがっこう やかん がっきゅう

あのお

じしゅ やかん ちゅうがく きょうしつ

ちゅうがっこう やかん がっきゅう

きたきゅうしゅうし こくらみなみく

きたきゅうしゅうし や は た に しく

ふ くお か し は か た く

くわ

けん らん

と あ

　「児童の権利に関する条約」は、１８
歳未満の全ての子どもの権利や自由
を尊重し、子どもに対する保護と援助
を図り、その健やかな成長や幸せを
保障するためにつくられたものです。
子どもの権利を守りましょう。

　私学振興・青少年育成局政策課
☎０９２-６４３-３１３４Ⓕ０９２-６４３-３１２２

ご存じですか？
「児童の権利に関する条約」

県HP

【条約の主な内容】
○子どもは教育を受けることや遊
ぶことが認められるべきこと

○子どもは自由に考え、信じるこ
とが認められるべきこと

○家庭環境に恵まれない子どもに
保護と援助が与えられるべきこと

○子どもはあらゆる差別や暴力、虐待な
どの不当な扱いから守られるべきこと

問

　「人と動物、環境の健康は一つであ
る」というワンへルスの考えの下、国
内外から分野を越えた多くの専門家
が新型コロナウイルス感染症をはじ
めとした人と動物の共通感染症など
の最新の知見について講演します。
〈日時〉令和３年１月３０日（土）１３時～
※申込不要、視聴費無料
※動画の視聴方法など、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

福岡県“One Health”
国際フォーラム２０２１
～ウェブ開催～

問

県HP

ワ　ン ヘ　ル　ス
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情報のひろば情報のひろば ◀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/
※１１月３０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

７０歳センター 検索

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。

1

2

3
4

※イベントは新型コロナウイルス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
※ご自身の健康状態、行き先の感染状況、利用施設の感染
防止対策を確認し、外出するかどうか判断してください

❹うみてらす豊前  豊築丸の浜焼き小屋（豊前市）❹うみてらす豊前  豊築丸の浜焼き小屋（豊前市）

芸術の枠組みにとらわれない“とんがった”作品を募集し、
選ばれた約６０点の作品を展示します。
田川市美術館（田川市新町11-56）
田川市美術館  ☎0947-42-6161  ファクス050-3737-3717

場
問

掘割を活用した光の川下りや水上夜市などが楽しめる
夜のイベントです。
柳川市内（市民文化会館～沖端までのお堀沿い）
柳川市観光協会  ☎0944-73-2145  ファクス0944-72-9013

場
問

何に使っていたのか今では見当もつかない、昔は日常的に使
われていた道具を展示し、使い方や当時の暮らしを紹介します。
春日市奴国の丘歴史資料館（春日市岡本3-57）
春日市文化財課  ☎092-501-1144  ファクス092-573-1077

場
問

豊前海一粒かきや獲れたての魚介などのバーベキューが楽し
めます。隣接の直売所で購入した商品の持ち込みもできます。
うみてらす豊前（豊前市宇島76-31）
うみてらす豊前  ☎0979-64-6717  ファクス0979-64-6606

場
問

1 タガワアートビエンナーレ「英展」
開催中～1月31日（日）まで

やながわ 水辺の夜市
1月22日（金）～31日（日）

3 民俗企画展「ナニコレ！？民具展」
1月16日（土）～2月28日（日）

うみてらす豊前  豊築丸の浜焼き小屋
1月8日（金）～3月上旬（予定）

42

春日市春日市田川市田川市

豊前市豊前市柳川市柳川市

場所　  
問い合わせ

場
問

高齢者のための
しごと・ボランティア合同説明会
　「職場や地域で活躍したい」「社会
のために役に立ちたい」そんな高齢
者の皆さんを後押しする合同説明
会を開催します。
〈日時〉令和３年２月１８日（木）
①１１時３０分～１２時５０分
②１３時４０分～１５時
〈場所〉北九州市立商工貿易会館
（北九州市小倉北区古船場町）
〈定員〉各回４０人（先着順）
※参加無料、要申込
　・　福岡県７０歳現役応援セン
ター北九州オフィス
☎０９３‐５１３‐８１８８Ⓕ０９３‐５１３‐８１９０

申 問

　粕屋町で男子高校生２人の尊い
命が失われた飲酒運転事故から今
年で１０年になります。
　飲酒運転事故の悲惨さを再認識
し、県民一丸となって飲酒運転ゼロ
を目指す決意を新たにするため、県
民大会を開催します。
　飲酒運転のない福岡県を共に目
指しましょう。
〈日時〉令和３年２月７日(日)１４時～
１６時
〈場所〉サンレイクかすやさくらホール
（粕屋町駕与丁）
〈内容〉飲酒運転撲滅に関する取り
組みの紹介、メッセージの発信など
※要申込
　・　生活安全課
☎０９２-６４３-３１６７Ⓕ０９２-６４３-３１６９
申 問

えいてん

ほりわり

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

飲酒運転撲滅県民大会
in粕屋 県HP

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

空き家の無料相談会・セミナー

福岡県 空き家出張相談会 検索

　福岡県空き家活用サポートセン
ター「イエカツ」では、市町村や地元
の空き家問題などに詳しい専門家と
連携し、空き家や住まいの終活に関
する相談会とセミナーを開催します。

※参加無料、要申込（先着順）
※詳しくはお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください
　建築指導課
☎０９２‐６４３‐３７２０Ⓕ０９２‐６４３‐３７５４

令和３年
２月１３日（土）
１０時～１５時

久留米市役所
（久留米市城南町）

令和３年
２月１９日（金）
１０時～１５時

大牟田市文化会館
（大牟田市不知火町）

令和３年
３月１３日（土）
１０時～１５時

福岡市健康づくり
サポートセンター
（福岡市中央区舞鶴）

令和３年
３月１９日（金）
１０時～１５時

八幡西生涯学習総
合センター（北九州
市八幡西区黒崎）

日　時 場　所

問
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応
募
先

応募
方法

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

　福岡県は全国有数の花の
生産地です。ガーベラやバラ
など、県産のさまざまな花を
ブーケにしてお届けします。
提供：福岡県農林水産物ブラ
ンド化推進協議会

　雲海が見下ろせる山里、宮
若市黒丸で採れたお米です。
提供：ふくおかエコ農産物販売
拡大協議会

ふくおかエコ農産物は、
農薬・肥料を県基準の半
分以下で栽培しています。

今号で最も関心を持たれた記事、今号に対する感想、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を
ご記入の上、下記のいずれかの方法でご応募ください。 ※どれが当たるかはお楽しみ！

令和３年１月３１日（日）（郵送の場合は当日消印有効）

は が き
ファクス
電子申請

：〒８１２‒８５７７（住所は不要です）県民情報広報課「福岡県だより１月号」プレゼント担当
：０９２‒６３２‒５３３１　 電子メール：kouhou@pref.fukuoka.lg.jp
：ふくおか電子申請サービス

※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

写真はイメージです写真はイメージです 生産者：黒丸むらおこしの会生産者：黒丸むらおこしの会

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分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

A B県産花きのブーケ ×５人
　生活に関わ
る各種相談窓
口や防災など
に関する情報
が満載の便利
な手帳です。

C福岡県民手帳 ×10人夢つくし（ふくおかエコ農産物） 5kg×10人

締切

◀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/

福岡県のデータが満載

11FUKUOKA PREFECTURE  NEWS



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」に関する問い合わせ、「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　　　「福岡県だより」は県ホームページでも閲覧できます。

〈受診・相談センター〉

診療・検査ができる医療機関※
の一覧を公開しています
※公開を承諾しているもののみ

相談した医療機関で診療・検査ができる場合

その医療機関を受診

相談した医療機関で診療・検査ができない場合

福岡県の広報活動 検索

年末年始はどんなことに気を付けながら過ごせばいいですか
外出時には、マスクを着用し、混雑する場所・時期をできる限り避けることが大切です。
特にお正月の初詣は、参拝時期をずらして人混みを避ける、境内での食べ歩きや大きな声を控えるな
ど感染防止に努めましょう。
また、室内では、適切な換気や適度な室温（18度以上）・湿度（40％以上）の維持を心掛けましょう。

会食のときに気を付けることはなんですか
飲食店を利用するときは、「感染防止宣言ステッカー」を掲示しているお店を選びま
しょう。また、大人数や長時間の滞在は感染リスクが高まります。回し飲みや箸などの
共用は避け、会話をする際にはマスクを着用しましょう。

※１２月２８日１７時１５分から１月４日８時３０分までの間は、「夜間・土・日・祝」の番号におかけください
●受診の際は、できる限り公共交通機関の利用は控えてください
●来院時間を守り、マスクを着用して受診してください

筑紫

粕屋

糸島

北九州市

福岡市

久留米市

０９２‐７０７‐０５２４
０９２‐９３９‐１７４６
０９２‐３２２‐５５７９

電話番号地　域

0570-093-567（２４時間対応）

０９２‐７１１‐４１２６（２４時間対応）

０９４２‐３０‐９３３５（２４時間対応） 092-643-3288

電話番号 夜間（１７時１５分～翌８時３０分）・
土・日・祝の場合

夜間（１７時１５分～翌８時３０分）・
土・日・祝の場合 地　域

発熱などの症状がある場合の相談・受診方法

新型コロナウイルス感染防止 Q＆A

　あけましておめでとうございます。県民の皆様、事業者の皆様、医療従事者を
はじめ社会を支えていただいている皆様には、新型コロナウイルスの感染拡大
防止に御協力、御尽力いただき、心から感謝申し上げます。
　コロナとの闘いは、今後も続きます。社会全体で感染防止を図りながら、丑年
らしく一歩一歩着実に社会経済活動のレベルを上げてまいります。

宗像・遠賀

嘉穂・鞍手

田川

北筑後

南筑後

京築

０９４０‐３６‐６０９８
０９４８‐２１‐４９７２
０９４７‐４２‐９３７９
０９４６‐２２‐９８８６
０９４４‐６８‐５２２４
０９３０‐２３‐３９３５

まずは、身近な医療機関に電話相談してください
１ かかりつけ医など身近な医療機関がある場合は

最寄りの受診・相談センターにお問い合わせください
診療・検査が可能な医療機関を案内しますので、案内された医療機関に電話相談した上で受診してください。

２ 相談する医療機関に迷う場合などは ？

福岡県新型コロナウイルス
感染症一般相談窓口（　　　　）

092-643-3288
福岡県新型コロナウイルス
感染症一般相談窓口（　　　　）

問い合わせ：福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口 ●診療・検査などに関すること：☎092-643-3288
●感染防止宣言ステッカーに関すること：☎092-643-3599

A
Q

A
Q
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