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玄海第一育生園（糸島市）

●県では、障がいのある人が作る製品や提供するサービスを「まごごろ製品」と名付け、その販売を促進しています。
●このたび、「まごころ製品」のオンライン販売を拡充するため、ウェブサイト「まごころ製品ショップ」をリニューアルしました。
●新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、障がいのある人の収入も減少しています。ぜひウェブサイト「まごころ
　製品ショップ」をご覧いただき、商品やサービスをご利用ください。
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　２５年前、お豆腐屋さんのおいしいおから入り
のかりんとうを作ったところ、口コミで人気が広
がりました。今では、かりんとう４種類、ラスク８種
類の商品を毎日、仲間と一緒に楽しく作っていま
す。生地をこねるところや黒糖をコーティングす
るところが重要なので、うまくできてお店の人か
ら「完売しました」と言われるとうれしくなります。
ウェブサイトや店頭で見かけたら、ぜひ食べてみ
てくださいね！

　「かりんとうと言えば、玄海第一育生園」と言われる
ほど認知度が高く、取引先は１３０店舗、毎日約３００～
４００袋製造しています。さつまいもチップスなど季節
限定の商品もあり、新作のアイデアもみんなで楽しみ
ながら考えています。素材にこだわって作っているの
で、リピーターも多いですよ！

人気の「おからで作ったかりんとう」や
「ラスク」などの手作り商品

チームワークが第一！気の合う仲間
たちと分担制で作業を進める 管理者 浦頭 陽 さん

うらがしら あきら

吉丸 千晶 さん
よしまる ちあき

JOY倶楽部アート部門 アトリエブラヴォ（福岡市博多区）

　アトリエで絵を描くのも好きですが、作品
展やライブペインティングでお客さまと触
れ合って、みんなに喜んでもらえるとやる気
が出ます。３月に福岡市（ひよこギャラリー
天神）で作品展があるので、自分の作品を
通して「感動と勇気」を届けたいです。

　障がいのある人がありのままで働き、地域
社会に参加できることは大きな意味がある
と感じています。当施設では、オリジナルデ
ザインのバッグやTシャツの制作だけでなく、
商業施設や地域のイベントなどで行うライブ
ペインティングや壁画制作の活動も行ってい
ます。作品を通じて、作者の個性や感性を感
じてもらえたらうれしいです。

オリジナルデザインのバッグ。
色やサイズが選べる
人気商品

福岡の新たな観光
名所になってほし
いとの願いを込め
て、吉塚商店街の
壁画を制作

広大な風景や世界
遺産を無心に描く
小林泰寛さん。仏像
の名前当てが得意

施設長 緒方 克也 さん
おがた かつや

樋渡 幸大 さん
ひわたし こうだい

「まごころ製品」でアートの魅力発信！

私たちが〝まごころ

〝

を込めて作っています！

ご自宅用に
も！

贈り物にも
！

こばやしやすひろ
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　上記の商品以外にも、多彩な商品
を取りそろえています。クレジット
カードでの支払いも可能になりま
した。

この他にも書類の仕
分けや封入などの軽
作業、パソコンでの
データ入力、草刈り
や清掃など、幅広く
サービスを提供して
います！

日時：３月２０日（土・祝）１１時～１７時
場所：キャナルシティ博多
　　 （福岡市博多区住吉）
　障がいのある人が作った農産
物や農産加工品などを販売しま
す。また、野菜などの自然色素を
使った植彩画のワークショップや
先着５０人に素敵なプレゼントが
当たるスタンプラリーも
実施します。

※新型コロナウイルス感染症の動向によっ
ては、変更や中止の場合があります

まごごろ製品ショップ 検索

ファーマーズ・マルシェ 福岡 検索

問い合わせ：障がい福祉課　☎092-643-3264 ファクス092-643-3304

商品の購入はこちら！
ファーマーズ
マルシェ農福

農業×福祉
①ウェブサイト
　「まごころ製品ショップ」

場　　所：県庁本庁舎地下1階　
　　　　 南棟東端
営業時間：９時～１８時（土日祝日、
　　　　 年末年始を除く）
☎/ファクス：092-632-7100

②まごころ製品ショップ＆デスク

贈り物にも最適！
温かみのある商品がたくさん

県産の材料のみを使って
仕上げた逸品

原料の良さを生かした
優しいおいしさ

素朴な味わいが自慢の
焼き菓子

「まごころ製品」ロゴマーク
障がいのある人が作る製品
や提供するサービスをハー
トで表し、それを両手で受け
止めるデザイン。幸せを象徴
する四つ葉のクローバーを
形作ることで、まごころ製品が広く社会に受
け入れられるイメージを表現しています。

お菓子 雑貨・
小物

お酒 加工
食品
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ここが変わった！ 飲酒運転撲滅条例

県庁食堂がリニューアル！ おいしく食べて、ふくおかを体感！！

絶対しない、させない、許さない、
そして「見逃さない」

違反通知

検挙基準値（※）未満の違反者にも、
飲酒行動に関する指導を実施
飲酒運転で検挙された人が、
５年以内に検挙基準値未満の
違反を行った場合も、アルコール
依存症に関する受診を命令

地産地消メニューを
注文した人には、県内
6次化商品を毎日
200人にプレゼント！
（３月末まで実施予定）

　３月１日、県庁地下１階の食堂を全面改装し、「けんちょう Food Marche」としてリニューアルオープン！
県産木材を使用した明るく開放的な空間に生まれ変わった他、メニューも一新し、福岡女子大学 食・健康学科
の学生と共同開発したヘルシーメニューや旬の食材を使った地産地消メニューなどを提供します。どなたで
もご利用できますので、ぜひお越しください！

ヘルシーメニューや
　地産地消メニューも！
　定食や丼物、麺類などの通常
メニューに加え、野菜摂取や減塩
などに配慮した「ふくおかヘル
シーメニュー」の他、福岡県のお
いしい食材を使った地産地消メ
ニューも提供します。

福岡県　飲酒運転撲滅条例 検索詳しくは

　飲酒運転撲滅運動のさらなる強化と、県民の意識改革を推進するため、令和２年６月１９日に「福岡県飲
酒運転撲滅運動の推進に関する条例（平成２４年公布）」が議員提案により一部改正されました。
　改正のポイントを正しく理解し、飲酒運転を撲滅しましょう！

毎月第３週には、ジビエや
ブランド農林水産物を使った
スペシャルメニューも提供！

県産木材に触れて、
　伝統工芸品の良さも実感
　福岡県で育った木材「センダン」
を使ったテーブル・イスを設置。県産
木材の温かみに触れてみませんか。
　県庁１１階「よかもん広場」と連動
した福岡県の伝統工芸品の企画展
示も開催します。

飲酒運転を見掛けた場合
の１１０番通報を義務化

飲酒運転を見逃さないための取り組み強化 違反者に対するアルコール依存症
受診・治療への誘導の強化

スローガンに
「見逃さない」を追加

特定事業者など（※）の
通報訓練の努力義務化 プライベート時の

飲酒運転も勤務先などへ
違反事実を通知

事業者の責務を強化・具体化 ※呼気中のアルコール濃度が0.15ｍｇ/L

フード マルシェ

（令和３年４月１日施行）

（令和２年８月２５日施行）

（令和２年６月１９日施行）

※商品はイメージです。変更する場合があります

はかた地どりの黄金焼き

※感染防止対策を徹底して営業します

県庁本庁舎地下１階西側
１１時～１４時（ラストオーダー：
１３時３０分）（土日祝日、年末年始を除く）
※初日は１１時３０分にオープン

営業時間
場　　所

※改装イメージ※改装イメージ

３月１日オープン！３月１日オープン！

※特定事業者（飲食店、酒類販売者、
　駐車場管理者）、タクシー事業者、
　運転代行事業者

主な改正ポイント！

飲酒運転は重大な犯罪です。 
「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」

問い合わせ：総務事務厚生課　☎０９２-６４３-３０４６　ファクス０９２-６４１-２５０６

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

04 FUKUOKA PREFECTURE  NEWS



人の健康

環境の保全 動物の健康

One Health

　「人と動物、環境の健康は一つ」と考えるワンヘルスの理
念に基づく行動や活動を推進し、人と動物の共通感染症を
はじめとしたワンヘルスに関する課題に取り組むため、議員
提案により条例が制定され、１月５日に施行しました。条例
には、ワンヘルスの実践に係る基本方針の他、その基盤とな
る措置などに関し必要な事項
を定めています。
　今後、県では、条例に基づく
計画を策定し、ワンヘルスに
関する理解を促進するため県
民の皆さまの啓発や子どもた
ちへの教育を進めていきます。

畜産課
☎０９２-６４３-３４９８　ファクス０９２-６４３-３５１７

問 生活衛生課
☎０９２-６４３-３２８１　ファクス０９２-６４３-３２８２

問

問

　昨年１１月、高病原性鳥インフルエンザが発生しました。
発生した養鶏場の鶏約９万２千羽の処分、埋却などの対
応を迅速に行い、近隣養鶏場へのまん延が認められな
かったことから、１２月２０日には周辺道路の車両消毒な
ど全ての防疫措置を終了しました。引き続き、影響を受
けた養鶏場の経営支援と県内全ての養鶏場での発生防
止対策を徹底します。

県内で初めて高病原性鳥インフルエンザが発生 福岡県ワンヘルス推進基本条例を制定しました

中小企業技術振興課
☎０９２-６４３-３４３３　ファクス０９２-６４３-３４３６

問薬務課
☎０９２-６４３-３２８５　ファクス０９２-６４３-３３０５

　県では、企業診断から業務プロセスの改善や設備導入
まで一貫して支援を行う「福岡県中小企業生産性向上支
援センター」を設置しています。令和元年に全国初の取
り組みとして開設して以降、1３0社以上の企業支援を
行い、経験豊富なアドバイザーがさまざまな現場の悩み
を解決しています。支援の成功事例を紹介する動画も、
センターのホームペー
ジで公開しています。
生産性向上を目指す
中小企業の皆さんは、
ぜひセンターをご利
用ください。

中小企業の生産性向上をお手伝いします！

　薬局機能を搭載した車両「モバイルファーマシー」が１月
２０日にお披露目されました。この車両は、公益社団法人福
岡県薬剤師会が県の補助を受けて購入したもので、発電
機、水タンクなどを備え、電力や水の途絶えた被災地でも
医師の処方に基づく調剤を行うことができます。災害発生
時に医薬品を速やか
に搭載して出動でき
るよう、県と福岡県薬
剤師会、福岡県医薬品
卸業協会の３者で連
携して運用していくこ
ととしています。

災害時の医薬品供給をいち早く

問文化振興課　
☎０９２-６４３-３３４６　ファクス０９２-６４３-３３４７

　県では、文化振興に顕著な功
績のあった個人や団体に「福岡
県文化賞」を贈呈しています。
　このたび、２９の個人・団体の中
から次の方々が受賞されました。

【受賞理由】オーケストラの指揮
を通じたクラシック音楽の普及活
動により、多くの人々にクラシック
音楽の魅力と素晴らしさを提供
し、国内外の音楽文化および県民
文化の向上・発展に大きく貢献

【受賞理由】本県の若手アー
ティストたちの才能を育み、
その活動を支える場として、
長きにわたり活動を行ってお
り、本県の芸術文化の向上・
発展に大きく貢献

【受賞理由】平成28年に「縫わ
んばならん」で新潮新人賞、令
和２年に「背高泡立草」で芥川
賞を受賞。本県を代表するこれ
からの文学を担う期待の新進
作家として活躍が期待される

第２８回「福岡県文化賞」受賞者を決定！

かずひろこいずみ ふるかわ

©Ivan Malý

せいたかあわだちそう

まこと

※鶏肉や卵を食べること
により、鳥インフルエンザ
が人に感染することはあ
りません。安心して鶏肉や
卵をお買い求めください。

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」で動画を配信（予定）しています。

＜創造部門＞ ＜社会部門＞ ＜奨励部門＞

指揮者 小泉 和裕 さん
現代美術ギャラリー
アートスペース貘 作家 古川 真人 さん

ばく
●贈呈式・記念イベント
【日程】３月２０日（土・祝）
【場所】アクロス福岡（福岡市
中央区天神）４階 国際会議場
※詳細は、県のホームページなど
　でお知らせします
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ふくおか相談窓口 福岡県の主な相談窓口です。
お気軽にご相談ください。

保存版

月～金：８時３０分～１７時１５分

 

 

 

 

 

 

 

暮らし

医療・福祉

 

☎０９２-５１３-５６１０
Ⓕ０９２-５１３-５５９８
☎０９２-９３９-１５２９
Ⓕ０９２-９３９-１１８６
☎０９２-３２２-５１８６
Ⓕ０９２-３２２-９２５２
☎０９４０-３６-２０４５
Ⓕ０９４０-３６-２５９２
☎０９３０-２３-２３７９
Ⓕ０９３０-２３-４８８０
☎０９４６-２２-４１８５
Ⓕ０９４６-２４-９２６０
☎０９４４-７２-２１１１
Ⓕ０９４４-７４-３２９５
☎０９４８-２１-４８７６
Ⓕ０９４８-２４-０１８６
☎０９４７-４２-９３１３
Ⓕ０９４7-４４-６１１２

筑　紫

粕　屋

糸　島

宗像・遠賀

京　築

北筑後

南筑後

嘉穂・鞍手

田　川

・県消費生活センター
☎０９２-６３２-０９９９Ⓕ０９２-６３２-０３２２
月～金：９時～１６時３０分、日：１０時～１６時

・（一財）福岡県建築住宅センター
福岡
☎０９２-７２５-０８７６Ⓕ０９２-７１５-５２３０
月～金：９時～１２時、１３時～１７時
北九州
☎０９３-５３３-5443Ⓕ０９３-５３３-５４４２
月～金：８時４５分～１２時、１３時～１７時３０分

・県NPO・ボランティアセンター
☎０９２-６３１-４４１１Ⓕ０９２-６３１-４４１３
月～金：９時～２０時、日・祝：９時～１７時

・県外国人相談センター
☎０１２０-２７９-９０６（つなぐコール）
毎日：１０時～１９時
　 fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp

・県交通事故相談所
☎０９２-６４３-３１６８、０９２-６２２-０４０３
Ⓕ０９２-６４３-３１６９（生活安全課）
月～金：９時～１２時、１３時～１６時

・県民相談室　☎０９２-６４３-３３３３　　　　　　  Ⓕ０９２-６４３-３１０７
・北九州県民情報コーナー
　☎/Ⓕ０９３-５８１-４９３４
・総合相談窓口（県保健福祉（環境）事務所）

・福岡犯罪被害者総合サポートセンター
福　岡　　☎０９２-４０９-１３５６
北九州　　☎０９３-５８２-２７９６
筑　後　　☎０９４２-３９-４４１６
筑　豊　　☎０９４８-２８-５７５９
月～金：９時～１６時
・犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」
☎/Ⓕ０９２-６３２-７８３０ 月～金：９時～１７時４５分
・性暴力被害者支援センター・ふくおか
短縮ダイヤル ＃８８９１  ２４時間年中無休
・性犯罪被害相談電話「＃８１０３（ハートさん）」
短縮ダイヤル ＃８１０３  ２４時間年中無休

・警察安全相談コーナー
☎０９２-６４１-９１１０ 短縮ダイヤル ＃９１１０
月～金：９時～１７時４５分

・ふくおか人権ホットライン
☎０９２-７２４-２６４４  第４金曜：１５時～１８時

 

・県若者自立相談窓口
☎/Ⓕ０９２-７１０-０５４４ 月～土：１０時～１９時

・匿名通報ダイヤル  ☎０１２０-９２４-８３９
月～金：９時３０分～１８時１５分
［ウェブ匿名通報]https://www.tokumei24.jp
・（公財）福岡県暴力追放運動推進センター
（暴力団員などからの不当な行為に関する相談など）
☎０９２-６５１-８９３８Ⓕ０９２-６５１-８９８８
月～金：９時３０分～１６時３０分

・女性の健康支援センター・不妊専門相談センター
宗像・遠賀　☎０９４０-３７-４０７０
嘉穂・鞍手　☎０９４８-２９-０２７７
北 筑 後　☎０９４６-２２-４２１１
月～金：８時３０分～１７時１５分
※他の県保健福祉（環境）事務所でも相談可能

・県精神保健福祉センター
☎０９２-５８２-７５００Ⓕ０９２-５８２-７５０５
月～金：８時３０分～１７時１５分
・心の健康相談電話
☎０９２-５８２-７４００ 月～金：９時～１２時、１３時～１６時
・ふくおか自殺予防ホットライン
☎０９２-５９２-０７８３  ２４時間年中無休
☎０１２０-０２０-７６７ 月～金：1６時～翌９時 土日祝：２４時間

・障がい者１１０番
☎/Ⓕ０９２-５８４-６１１０ 月～金：９時～１７時

・県認知症介護相談窓口
☎０９２-５７４-０１９０  水・土：１１時～１６時
・若年性認知症サポートセンター
☎０９２-５７４-０１９６  火～土：１０時～１６時
 

・福岡県・福岡市難病相談支援センター
（難病・小児慢性特定疾病に関する相談）
福岡センター
☎０９２-６４３-１３９０Ⓕ０９２-６４３-１３８９
北九州センター ☎０９３-５２２-６６４１
月～金：９時～１６時
・未診断・未指定難病相談支援センター
（診断がついていない患者やその家族などの相談）
☎０９２-６４２-４８６４  月～金：１０時～１６時

 

・県旧優生保護法一時金支給受付・電話相談窓口
☎０９２-６３２-５１７５Ⓕ０９２-６４３-３２７１
月～金：９時～１７時１５分

・（福）福岡県社会福祉協議会
☎０９２-９１５-３５１１Ⓕ０９２-５８４-３７９０
月～金：９時～１７時

・救急電話相談・医療機関案内
短縮ダイヤル ＃7119 
☎０９２-４７１-００９９　２４時間年中無休
・小児救急医療電話相談  　　　　　　
短縮ダイヤル ＃8000 
福　岡　　☎０９２-６６１-０７７１
北九州　　☎０９３-６６２-６７００
筑　後　　☎０９４２-３７-６１１６
筑　豊　　☎０９４８-２３-８２７０
月～金：１９時～翌朝７時
土：１２時～翌朝７時、日・祝：７時～翌朝７時
・県医療相談支援センター（医療に関する相談・苦情）
☎０９２-４７４-６６３３
月～金：９時３０分～１１時、１３時３０分～１６時
※法律相談など専門相談は要予約

・地域在宅医療支援センター
☎県保健福祉（環境）事務所の相談窓口から転送（①参照） 

・県摂食障害治療支援センター
☎/Ⓕ０９２-６４２-４８６９ 月・水・金：９時～１６時

・県ひきこもり地域支援センター
☎０９２-５８２-７５３０Ⓕ０９２-５８２-７５０５
月～金：９時～１７時１５分

・福岡市
☎０９２-８４５-００４０Ⓕ０９２-８４５-００４５
月～金：9時～17時
・福岡市以外の福岡地域
☎０９２-５５８-１７４１Ⓕ０９２-５５８-１７４２
月～金：９時～１７時
・北九州市
☎/Ⓕ０９３-９２２-５５２３ 月～金：8時30分～17時
・北九州市以外の北九州地域
☎/Ⓕ０９３-９２２-５５２３ 月～金：8時30分～17時
・筑後地域
☎０９４２-５２-３４５５Ⓕ０９４２-５３-０６２１
月～金：９時～１７時
・筑豊地域
☎０９４７-４６-９５０５Ⓕ０９４７-４６-９５０６
月～土：9時～18時

・飲酒運転相談窓口
☎/Ⓕ０９２-６０９-９１１０  月～金：１０時～１６時
・県性暴力加害者相談窓口
☎０９２－２８９－９３９８　月～金：９時～１７時

（令和３年２月現在）

06 FUKUOKA PREFECTURE  NEWS



・子どもホットライン２４（県教育事務所）
福　岡
北九州
京　築
北筑後
南筑後
筑　豊
Ⓕ０９２-６４３-３９１２（義務教育課）
　 hotline24@pref.fukuoka.lg.jp

・福　岡　
月～金：１０時～１８時、土日祝：１０時～１７時
・北九州
月～土：１０時～１８時
・筑　後
月～金：１０時～１９時、土：１０時～１７時
・筑　豊
月・火・木・金・土：１０時～１８時

※年末年始や祝日は休みの場合があります。　☎電話番号　Ⓕファクス番号　　　電子メール
福岡県コロナウイルス感染症一般相談窓口は、１２ページに掲載しています。

 

 

 

34障害者就業・生活支援センター

子ども・教育

就職・労働

 

・障がい者差別解消専門相談窓口（障がい福祉課内）
☎０９２-６４３-３１４３Ⓕ０９２-６４３-３３０４
月～金：9時～17時
　 shogai@pref.fukuoka.lg.jp

・あすばる相談ホットライン（性別不問）
☎０９２-５８４-１２６６
９時～１７時、金曜日のみ１８時～２０時３０分も対応
　 https://www.asubaru.or.jp/
93009.html
・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の方の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

・にんしんSOSふくおか
☎０９２-６４２-０１１０ 毎日：９時～１７時３０分
　 https://www.fukuoka-kango.or.jp/sos/

・春　日

・久留米　  

・飯　塚 
月～金：９時～１７時
※土日の受付日時は各センターで異なります

・福　岡
・北九州
・筑　後　　
・筑　豊　　
４センター共通
月～金：８時３０分～１７時15分
※北九州のみ１０時～１８時

・福　岡

・北九州
・筑　後
・筑　豊
月～金：１０時～１７時
※北九州・筑豊は土曜も対応

・福　岡

・北九州

・久留米

・飯　塚
月～金：９時３０分～１８時
※飯塚のみ９時３０分～１２時、１３時～１８時 ・県労働者支援事務所

福　岡

北九州　

筑　後　

筑　豊　
月～金：８時３０分～１７時１５分
夜間電話相談：水曜１７時１５分～２０時

・児童相談所虐待対応ダイヤル
１８９（いちはやく） ２４時間受付・通話料無料
・県児童相談所
福　岡

宗　像

京　築

久留米

大牟田

田　川

・福岡市こども総合相談センター
☎０９２-８３３-３０００Ⓕ０９２-８３２-７８３０
・北九州市子ども総合センター
☎０９３-８８１-４１５２Ⓕ０９３-８８１-８１３０

・子ども支援オフィス
粕　屋

水　巻

行　橋

久留米

田　川
月～土：９時３０分～１７時３０分

☎０９２-９４７-３５１５ 月～土：９時～１７時
（第２月曜・第４土曜および祝日・年末年始を除く）
　 http://www.kosodate.pref.fukuoka.jp/
soudan/

・野の花（福岡市）
☎０９２-７２９-９９８７Ⓕ０９２-７１７-９９８８
・ちどり（古賀市）
☎０９２-９４０-１２１２Ⓕ０９２-９４４-４４３２
・はまゆう(宗像市)
☎０９４０-３４-８２００Ⓕ０９４０-３４-８３００
・ちくし(春日市)
☎０９２-５９２-７７８９Ⓕ０９２-５８６-６６８９
・ちくぜん（筑前町）
☎０９４６-４２-６８０１Ⓕ０９４６-４２-６８０２
・北九州(北九州市)
☎０９３-８７１-００３０Ⓕ０９３-８７１-００８３
・エール(行橋市)
☎０９３０-２５-７５１１Ⓕ０９３０-２５-７５１２
・ぽるて(久留米市)
☎０９４２-６５-８３６７Ⓕ０９４２-６５-８３７８
・デュナミス(八女市)
☎０９４３-５８-０１１３Ⓕ０９４３-５８-０１７３
・ほっとかん(大牟田市)
☎０９４４-５７-７１６１Ⓕ０９４４-５７-７１６３
・BASARA(飯塚市)
☎０９４８-２３-５５６０Ⓕ０９４８-２３-５７００
・福岡県央(直方市)
☎０９４９-２２-３６４５Ⓕ０９４９-２９-１２３９
・じゃんぷ(田川市)
☎０９４７-２３-１１５０Ⓕ０９４７-４６-９５０６
※受付時間は各センターで異なります

・県障がい者権利擁護センター
☎０９２-６４３-３３１２（障がい福祉課）
月～金：８時３０分～１７時１５分
☎０８０-８５７４-７２３４
月～金：１７時１５分～２１時
Ⓕ０９２-６４３-３３０４

☎０９２-７２０-８８３０
Ⓕ０９２-７２５-１７８８

☎０９３-５３１-４５１０
Ⓕ０９３-５３１-４５３８

☎/Ⓕ０９４２-３３-４４３５

☎/Ⓕ０９４８-２３-１１４３

☎０９２-７３９-３４０５
Ⓕ０９２-７３９-３４０８
☎０９３-５１２-１８７１
Ⓕ０９３-５１２-１８７２

☎/Ⓕ０９４２-３０-００８７
☎０９４８-２６-６７１１
Ⓕ０９４８-２６-６７１２

☎０９２-７２５-４０３４
☎０９３-５３３-６６３７
☎０９４２-３８-７５７９
☎０９４８-２２-１６８１
Ⓕ０９２-６４３-３６１９

☎０９２-６４１-９９９９
☎０９４９-２４-３３４４
☎０９７９-８２-４４４４
☎０９４２-３２-３０００
☎０９４２-５２-４９４９
☎０９４８-２５-３４３４

☎０９２-５８４-３９３１
Ⓕ０９２-５８４-３９２３
☎０９４２-３２-１１４０
Ⓕ０９４２-３８-１２３７
☎０９４８-２１-０３９０
Ⓕ０９４８-２１-０３９１

☎０９２-７３５-６１４９
Ⓕ０９２-７１２-０４９７
☎０９３-９６７-３９４５
Ⓕ０９３-９６７-３９４６
☎０９４２-３０-１０３４
Ⓕ０９４２-３０-１０２５
☎０９４８-２２-１１４９
Ⓕ０９４８-２２-４１１８

☎０９２-４３２-２５７７
Ⓕ０９２-４３２-２５１３ 
☎０９３-５１３-８１８８
Ⓕ０９３-５１３-８１９０
☎０９４２-３６-８３５５
Ⓕ０９４２-３６-８３５６
☎０９４８-２１-６０３２
Ⓕ０９４８-２１-６０３３

☎０９２-９３８-１２０５
Ⓕ０９２-９３８-３０１２
☎０９３-２０３-１６６１
Ⓕ０９３-２０３-１６２９
☎０９３０-２６-７７１０
Ⓕ０９３０-２６-７７０６
☎０９４２-３８-０６０１
Ⓕ０９４２-３８-８５０４
☎０９４７-４４-８６１２
Ⓕ０９４７-４４-８６３２

☎０９２-５８６-００２３
Ⓕ０９２-５８６-００４４
☎０９４０-３７-３２５５
Ⓕ０９４０-３７-３２９９
☎０９７９-８４-０４０７
Ⓕ０９７９-８２-７５６０
☎０９４２-３２-４４５８
Ⓕ０９４２-３２-４４５９
☎０９４４-５４-２３４４
Ⓕ０９４４-５４-２３７４
☎０９４７-４２-０４９９
Ⓕ０９４７-４２-０４３９

☎０９２-２９２-９２５０Ⓕ０９２-２９２-９２４７
月～金：９時３０分～１８時

・障がい者雇用拡大事業事務局
☎０９２-７３３-３９２５Ⓕ０９２-７３３-３９１９
月～金：１０時～１７時
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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/
※１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　　 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

　県内の中小企業で働いている人
の生活の安定および福祉の増進を
図るための融資制度を設けています。

〈対象者〉下記の①～③を全て満たす人
①県内中小企業に１年以上勤務
②県内同一住所に１年以上居住
③保証機関の保証が得られる
〈申込先〉九州労働金庫福岡県内各支店
　労働政策課
☎０９２-６４３-３５８７Ⓕ０９２-６４３-３５８８

　むし歯は歯周病と並んで、自分の歯
を失う主な原因の一つです。むし歯の
予防には正しい歯磨きや食習慣の他、
フッ化物（フッ素）の利用が有効です。

※県では、小学校でのフッ化物洗口の普及を図っています
　健康増進課
☎０９２-６４３-３２７０Ⓕ０９２-６４３-３２７１

　県の「学習支援ボランティア人材バ
ンク【エール】」では、市町村が行う生
活困窮世帯の子どもに対する学習支
援事業にご協力いただけるボラン
ティアを募集し、学習支援実施市町村
とのマッチングを行っています。
　興味のある人は、ぜひご登録くだ
さい。
　人材バンク【エール】
☎０９２-４０９-１２６３Ⓕ０９２-４０９-１４２４

県HP

県HP

お知らせお知らせ

フッ化物でむし歯予防

中小企業従業員生活資金等
融資制度

　石綿（アスベスト）を吸入したことに
より、中皮腫や肺がん、石綿肺、びまん
性胸膜肥厚の健康被害を受けて療養
中の人、これらの疾病に起因して死亡
した人の遺族は、労災保険給付の対象
とならない場合でも、医療費などの救
済給付を受けられる場合があります。
　給付を希望する人は、医師の診断書
を持って、お近くの保健所などの窓口
で申請手続きを行ってください。
　環境保全課
☎０９２-６４３-３３６０Ⓕ０９２-６４３-３３５７

石綿健康被害救済法に基づく
給付請求を受け付けています

　教員免許状を更新するためには、
修了確認期限または有効期間の満了
日の２年２カ月前から２カ月前までに、
更新講習を受講・修了し、免許管理者
に申請をする必要があります。
　教員免許更新制度の詳細や更新
講習の内容については、文部科学省
や講習を開設する大学、県のホーム
ページなどでご確認ください。
　教職員課
☎０９２-６４３-３８９４Ⓕ０９２-６４３-３８９６

教育職員免許状の更新

問

問

問

問

福岡県 人材バンク エール 検索

緑の教室 緑化センター 検索

問

子どもの学習支援
ボランティア

　募集対象団地および募集戸数に
ついては４月８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〉４月８日（木）～１６日
（金）※当日消印有効
〈募集案内書配布場所〉市町村役場、
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
県営住宅課、各地区県民情報コーナー
　この他、空き家の一部について、先
着順で入居者を決定する「常時募集」
も実施しています。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。
　福岡県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９Ⓕ０９２-７２２-１１８１
県営住宅 福岡 検索

問

県営住宅入居者
（抽選方式）

　庭木の育て方や庭造りの基礎知識
を学べる初心者向けの講習会です。
〈対象〉県内在住で年間を通して出
席できる人
〈開催日時〉４月～１２月（５月除く）の
第３または第４日曜日（全８回）
①９時３０分～１２時
②１３時３０分～１６時
〈定員〉①②とも各５０人（応募多数
の場合は抽選）
〈場所〉福岡県緑化センター（久留米
市田主丸町）※駐車場あり
〈内容〉庭木の管理の仕方、樹木の病
害虫と防除など
〈申込方法〉はがきまたはファクス
〈申込締切〉３月１９日（金）※当日消
印有効
〈参加費〉無料
　・　福岡県緑化センター
☎０９４３-７２-１１９３Ⓕ０９４３-７２-１５５８

令和３年度「緑の教室」受講生

【主なフッ化物の利用法】
●フッ化物入り歯磨き剤での歯磨き
　※高濃度のものほど効果も高くなります
●歯科医院でのフッ化物塗布
●学校などで行うフッ化物洗口

県HP

　身近な人の自死に伴い生じる法律
問題について、弁護士が無料で相談
に応じます。秘密は守られますので、
安心してご相談ください。
〈対象〉県内に居住または在勤・在学
し、自死により身近な人を亡くされ
た人
〈日時〉毎月第４火曜日１３時３０分～
１６時３０分
〈場所〉福岡県精神保健福祉センター
（春日市原町）
※相談日の前日までに要予約、相談無料
　福岡県精神保健福祉センター
☎０９２-５８２-７５００Ⓕ０９２-５８２-７５０５

自死遺族のための法律相談

問

県HP

県HP

さわやかローン
（生活資金など）
すくすくローン

（出産・育児支援資金）
ぬくもりローン
（介護支援資金）

種類 金利

3.2％

2.1％

１００
万円

融資
限度額

県HP

申 問
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人権・同和対策局調整課
福岡県警　ニセ電話　　 検索

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

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
福岡県　県民の声 検索

フィッシング詐欺に注意！

　大手ショッピングサイトや荷物の不
在通知などを装ったメールやＳＭＳ
（ショートメッセージサービス）で偽
サイトへ誘導し、ＩＤやパスワードなど
の個人情報を入力させて盗み取る
「フィッシング」と呼ばれる手口の犯
罪が多発しています。
　ネットバンキングやキャリア決済
などで不正利用されないよう、個人
情報の入力を求めるメールやＳＭＳ
には注意しましょう。

　県警察本部サイバー犯罪対策課
☎/Ⓕ０９２‐６４１‐４１４１

催　し催　し

福岡県警察 サイバー犯罪対策 検索

青少年科学館 春の特別展 検索

問

　法律で定められたポリ塩化ビフェ
ニル（PCB）を含む照明器具の安定
器の処分期限（令和３年３月末）が間
近に迫っています。
　PCBは有害性があり、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の安定器
に使用されている恐れがあります。
　安定器を所有したまま処分を忘
れていないか、再度確認をお願いし
ます。見つかった場合はJESCO（中
間貯蔵・環境安全事業株式会社）に
処分を委託し、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

まもなく終了！
PCBを含む安定器の期限内処分

問

　退職などにより会社の健康保険
の資格を失ったときや会社の健康
保険の被扶養者から外れたときは、
国民健康保険の加入の届け出が必
要です。また、国民健康保険に加入
していた人が、会社の健康保険に加
入したときは、国民健康保険をやめ
る届け出が必要です。
　理由が生じた日から１４日以内に、
お住まいの市区町村の窓口で届け
出を行ってください。
　お住まいの市区町村の国民健康
保険担当課または県医療保険課
☎０９２-６４３-３３００Ⓕ０９２-６４３-３３０３

問

国民健康保険の資格の異動は
届け出が必要です

【被害防止のポイント】
●身に覚えのないメールやＳＭＳ、
　添付ファイルは開かない
●メールやＳＭＳに記載されたＵＲＬ
　は安易に開かない
●個人情報の入力を促すメールや
　ＳＭＳの内容を安易に信用しない

県HP

　令和３年４月１日（木）から大牟田
市在住の人は、以下５つの医療費助
成の申請窓口が、県の南筑後保健福
祉環境事務所に変わります。
〈対象〉①指定難病、②肝炎、③小児
慢性特定疾病、④原爆被爆者援護、
⑤特定不妊治療
　南筑後保健福祉環境事務所
〈①～④について〉疾病対策係
☎０９４４‐６９‐５４０５Ⓕ０９４４‐７４‐３２９５
〈⑤について〉健康増進係
☎０９４４‐７２‐２１８５Ⓕ０９４４‐７４‐３２９５

問

大牟田市の医療費助成の
申請窓口が変わります 県HP

　養育費に関する相談に対応する
ため、弁護士による集中電話相談を
実施します。※相談無料、毎月開催
〈日時〉３月１７日（水）１３時～１６時
〈相談ダイヤル〉☎０９２-７２４-２６４４
※上記番号は当日のみ利用できます
　福岡県ひとり親サポートセンター
☎０９２‐５８４‐３９３１Ⓕ０９２‐５８４‐３９２３
問

養育費・ひとり親１１０番
県HP

　狂犬病は人にも感染し、発症すると
ほぼ１００パーセント死に至る病気です。
　犬の飼い主は、狂犬病予防注射を飼
い犬に受けさせましょう。また、安全で
確実なペットの身元証明のために飼い
犬にマイクロチップを装着しましょう。
　生活衛生課
☎０９２-６４３-３２８１Ⓕ０９２-６４３-３２８２
問

４月～６月は
狂犬病予防注射月間です

県HP

　毎年４月２日は国連が定めた「世
界自閉症啓発デー」です。また、国は
毎年４月２日から８日の１週間を「発
達障害啓発週間」としています。

発達障がい啓発講演会
〈日時〉４月４日(日)１３時～１６時
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈内容〉坂井聡さん（香川大学教育学部特別
支援教育講座教授）による講演「発達障がい
のある人とのコミュニケ―ションのトリセツ」
〈定員〉４００人（先着順）※参加無料
〈申込方法〉ファクスまたはメール
〈申込締切〉３月１９日（金）１７時※必着
※詳しくは問い合わせいただくか県
ホームページをご覧ください
　・　福岡県発達障がい者支援センターゆう・もあ
☎０９４７-４６-９５０５Ⓕ０９４７-４６-９５０６

４月２日は世界自閉症啓発デー、
４月２日から８日は
発達障害啓発週間です県HP

〈期間〉３月１３日（土）～５月９日（日）
〈場所〉福岡県青少年科学館（久留米市東櫛原町）
〈内容〉本物の標本や最新のデジタル
技術を使った体験型展示。実際にジャ
ングルを探検しているかのように身体
を動かしながら学べます
〈入館料〉大人４１０円、児童・生徒２１０円
※展示場とコスモシアターのお得なセッ
ト券：大人７２０円、児童・生徒370円
※土曜日は高校生以下無料
〈休館日〉月曜日（祝日・休日の場合は翌日）
　福岡県青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６Ⓕ０９４２-３７-３７７０

青少年科学館 春の特別展
「いきものハンター ～ジャングルの

生態系を調査せよ！～」

問

県HP

さかいさとし

申 問
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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/
※１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　　 申し込み　　 問い合わせ問申

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。

　２４人の女性伝統工芸士・作家が
作った１１都府県１９種類の工芸品が
一堂に会します。女性の作り手なら
ではの感性によって生み出された
工芸品の数々をぜひご覧ください。
〈期間〉３月１７日（水）～２２日（月）
１０時～１８時（最終日は１６時まで）
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央区
天神）
〈入場料〉無料（体験は有料）
　アクロス福岡
☎０９２-７２５-９１１５Ⓕ０９２-７２５-９１０２

マイナンバーカードの申請はお早めに！

マイナンバーカードを申請 （3月31日（水）まで）
マイナンバーカードを受け取った後、キャッシュレス
決済サービスを登録 （9月30日（木）まで）
登録したサービスでお買い物または
現金チャージ （9月30日（木）まで）

いずれかの方法でマイナンバーカードを申請しましょう。
　●スマートフォンやパソコン　　●郵送
　●証明用写真機　　●お住まいの市町村窓口

マイナンバーカードを取得するとマイナポイントの付与などのメリットが受けられます。
また、３月から健康保険証としても利用できるようになります。この機会にマイナンバーカードを申請しましょう！

女性伝統工芸士展 アクロス 検索

マイナポイント 検索
マイナンバーカード 健康保険証 検索

問

九州歴史資料館 パネル展 検索
マチイロ 福岡県だより 検索

　令和元年度までに実施した調査や
保存処理によって明らかになった古
賀市船原古墳の出土品などをパネル
で紹介します。
〈期間〉３月３０日（火）～７月１１日（日）
９時～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）
〈入場料〉無料
　九州歴史資料館
☎０９４２‐７５‐９５０１Ⓕ０９４２‐７５‐７８３４

九州歴史資料館 パネル展
「古賀市船原古墳遺物埋納坑
調査の最前線2019-2020」

問

ふなばる こふん い ぶつ まいのう こう

1

メリット
その 上限5000円分（付与率25％）の

マイナポイントがもらえる！
1
2

3

※マイナポイントは対象のキャッシュレス決済
　サービスのポイントとして普段のお買い物
　に利用できます

※マイナンバーカード未取得の人のご自宅に、申請書（オンライン申請用QRコード
　付き）が届きます（1月～3月の間、順次）。
　スマートフォンやパソコンから簡単にできるオンライン申請を利用しましょう。

※医療保険者への加入届け
　出は引き続き必要です

　医療機関や薬局の受付にあるカードリーダーにマイ
ナンバーカードをかざすと、健康保険証の代わりとし
て利用できるようになります。また高齢受給者証や高
額療養費の限度額認定証の提示
も不要になります。

２

メリット
その 健康保険証として利用できる！

マイナンバーカードを取得するには？

※医療機関・薬局に
　よって開始時期が
　異なります

その他の問い合わせ
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

受付時間

マイナンバーカードの取得に関
するお問い合わせはお住まいの
市町村窓口へ

催しは、「密閉、密集、密接」を避ける
ため、施設内の定期的な換気、消毒、
混雑時の入場制限など、適切な感染
対策を実施の上開催します。

アプリ「マチイロ」で
「福岡県だより」配信中！
　無料の広報紙配信アプリ「マ
チイロ」をダウンロードして、福岡
県だよりを登録すると、いつで
もどこでも福岡県だよりがスマ
ホやタブレットで見られます。
　また、最新号が発行されると、
アプリからお知らせ（プッシュ通
知）が届き、いち早く読むことが
できます。もちろんバックナン
バーも読めます！
　県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-５３３１
問

転職・引っ越し
後も

保険証として
ずっと使える！

第２４回 女性伝統工芸士展
 ～作家とともに～

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

事前に利用申込が必要です

延長

延長

３月から

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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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
※令和３年３月で放送終了となります。
　４月からは、FBS福岡放送（毎週土曜１１時５５分
　～１２時）で新番組がスタートします

　有明海育ちの「福岡有明
のり」。香り豊かで口溶け
がよく、舌の上にうま味が
広がるのが特長です。
提供：福岡県農林水産物ブラ
ンド化推進協議会

　ほうれん草をはじめ、ビタミン
豊富な農産物の詰め合わせをお
届けします。
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。 ※どちらが当たるかはお楽しみ！

令和３年3月３１日（水）（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３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：（有）コスモファーム生産者：（有）コスモファーム

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

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福岡有明のり （焼きのり半切５枚１パック５袋入り）×５人 ふくおかエコ農産物詰め合わせ （３種類程度）×１５人

締切

●福岡県庁公式アカウント

など
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　お店や施設を利用する際は、 このステッカーを目印に感染防止対策を行っている
ところを選び、感染症から自分の身を守りましょう。
　なお、ステッカーを掲示しているお店・施設は、
県ホームページの他、「食べログ」や「ぐるなび」の
特設サイトから検索ができます。

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。 福岡県の広報活動 検索

・・・・・・・・・・・・・・・〈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機関のみ

●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ときは・・・

新型コロナ
Q＆A

「感染防止宣言ステッカー」を目印にしよう！

こんな時どうするの？

1.

2.

3.

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、かかりつけ医など身近な医療機関に電話で相談しましょう

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

接触確認アプリ「COCOA」で陽性者との接触の通知があった時はどうすればいいですか。
アプリの案内に従って、現在の症状や身近な人の状況などを入力すると、内容に応じて適切な行動
をお知らせします。発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医など身近な医療機関に電話で相談
しましょう。

A
Q

家族など身近な人に陽性者が出ました。どうすればいいですか。
陽性者との関係性、接触の程度などを保健所が調査し、個別に濃厚接触者に該当するか判断します。濃厚
接触者と判断された場合は、保健所から連絡をしますので、その指示に従ってください。なお、保健所から
連絡がない場合でも、発熱などの症状が出たら、かかりつけ医など身近な医療機関に電話で相談してください。

A
Q

親戚に不幸がありました。感染が心配ですが、お葬式へ参列しても大丈夫ですか。　
葬儀場の感染防止対策やご自身の健康状態を確認し、判断しましょう。冠婚葬祭は大切なものです
ので、一律に自粛する必要はありません。なお、参列する場合は、マスクの着用、手洗い、身体的距
離の確保などご自身で感染防止対策を徹底しましょう。

A
Q

ぐるなび食べログ県ホームページ

相談した医療機関で診察・検査できない時、どこの医療機関に相談すればいいのか分からない時は、
最寄りの受診・相談センターにお問い合わせください。
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