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令和3年度　福岡県予算

〈表紙写真〉京築神楽
京築地域では五穀豊穣、無病息災などを願って、各地の神社で神楽が奉納されます。
中でも写真の「大蛇退治」は疫病退散の願いを込めた演目です。
新型コロナウイルスが一日でも早く収束するよう、今一度、感染防止対策を徹底しましょう。
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一般会計当初予算  ２兆１，３６１億円 （前年比１５．４％、２，８４４億円増　過去最大規模）

　令和３年度当初予算では、令和２年度２月補正予算（総合経済対策）と一体となった１４か月予算を編成し、
新型コロナウイルスの感染拡大防止、医療提供体制の強化を着実に進め、一日も早い地域経済の立て直しに取
り組みます。さらに、ポストコロナに向けて、新たなスタートダッシュが切れるよう、「新たな成長産業の創出」、
「人と企業の受け皿づくり」、「将来の発展基盤の充実と安全・安心で災害に強い福岡県の実現」に取り組みます。

■感染拡大の防止と医療提供体制の強化
●福祉施設や学校などの感染防止対策を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１億９，５９２万円
　　　　　　　　　［２月補正］１１億３，５２３万円

●入院病床、宿泊療養施設を確保
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９９億６，７９３万円
　　　　　　　　　［２月補正］２０億５，４９７万円
●医療設備の充実を支援・・・・・・・・・・・・６８億８，６１０万円

■地域経済の立て直し
●中小企業向け制度融資を充実
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・融資総枠 １兆２，７２８億円
　　　　　　　　（うち新規融資枠 ４，３４２億円）

●漁業者の操業継続を支援○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［２月補正］６，５４９万円

●緊急短期雇用を創出
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［２月補正］６億６，５４６万円

●地域商品券の発行を支援
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［２月補正］２４億４８３万円

●「福岡の避密の旅」観光キャンペーン第２弾を実施
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［２月補正］１７億５，４６０万円

●「福岡県ウェブ物産展」を開催し、
　県産品の消費拡大を支援
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［２月補正］６億２，２４０万円

義務的経費・・・職員の給与や借金の返済など、その支出が義務付けら
　　　 　     れている経費
投資的経費・・・施設や道路のように、将来に形を残すものに使う経費

　医療従事者などに対するワクチン接種の実施
体制を確保する他、ワクチン接種後の副反応など
医学的知見が必要と
なる専門的な相談に
対応するための専用
ダイヤルを開設します。

歳出歳入

○新は新しく取り組む事業です。予算額は万円未満を四捨五入しています。

令和３年度  福岡県予算令和３年度  福岡県予算

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

県税など
39.3%自主財源

55.8%
義務的経費
45.6%

投資的経費
10.5%

その他
43.８%

依存財源
44.2%

人件費
18.2%

社会保障費
16.7%

公債費
10.7%公共事業費

+災害復旧費
10.5%

行政施策費
26.3%

市町村交付金など
16.8%

諸収入
14.4%

地方交付税
13.1%

県債
15.7%

国庫支出金
12.3%

使用料・手数料など 2.1%

地方譲与税など 3.1% その他 0.8%

ピック
アップ

歳入総額
2兆1,361億円
歳入総額

2兆1,361億円
歳出総額

2兆1,361億円
歳出総額

2兆1,361億円

※表示単位未満四捨五入の
　関係で、積み上げと合計が
　一致しない箇所があります

［２月補正］３億１，２０７万円
ワクチン接種を円滑に実施○新

みつひ
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■福岡県発の新ビジネスの創出
●宇宙分野へのビジネス展開を支援○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３,０００万円

●ブロックチェーン関連製品・サービス開発を支援○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，４００万円

■脱炭素社会の実現
●洋上風力発電の導入と産業集積を促進○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，７０２万円

■ベンチャーの集積促進
●「新たな日常」を創造するベンチャーを支援
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［２月補正］３，７０５万円

●ワンヘルスに関する教育を推進○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，９７２万円
●生物多様性の保全を推進○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９万円

［２月補正］１，５６３万円

　● 新たな成長産業の創出 ●

　● 人と企業の新たな受け皿づくり ●

■情報発信・相談体制の強化、受け入れ環境の整備
●移住支援金を大幅に拡充
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億２，０１３万円

●農業と他の仕事で所得を確保する
　「半農半X」の推進○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，５０３万円

▲小型レーダー衛星「イザナミ」打ち上げの様子

ポストコロナに向けた基盤づくりポストコロナに向けた基盤づくり

■ワンヘルスの推進
●保健環境研究所基本計画を策定○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，７３２万円
●動物保健衛生所の設置を準備○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９７万円
●「アジア防疫センター（仮称）」の誘致を推進○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，４３３万円

人と企業の受け皿として「選ばれる福岡県」

ピック
アップ

　次世代創薬、再生医療、機能性表示食品、スマートセル※の４分野
で産学官共同研究開発を実施します。また、４月に開設した「福岡
バイオイノベーションセンター」（久留米市）を中心にバイオ産業の
拠点化を推進します。

 １億７，１３７万円
バイオ産業拠点化を推進○新

※ゲノム編集技術などを使い、微生物や植物が持つ物質生産能力を高度制御した生物細胞のこと。品種改良は
　もとより、新素材、医薬品、バイオ燃料など幅広い分野での製品開発が可能となる

ピック
アップ

　移住相談窓口での対応に加え、
新たに、24時間365日対応可
能なAIチャットボットを活用した
相談対応や、市町村が移住希望
者のさまざまな相談に対応する
「移住コンシェルジュ」への助成
など、県外からの移住希望者に
対する相談体制を充実します。

４７１万円 ［２月補正］９００万円
移住希望者の相談体制を充実○新
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　農業の生産現場と流通販
売先などとのデジタルデー
タの共有と活用を図るため、
スマート農業機械の導入を
支援します。

◀大濠公園能楽堂

住み慣れたところで「働く」ことができる地域社会づくり

■企業誘致とテレワークの推進
●「福岡でテレワーク」を推進○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，０００万円

［２月補正］１億２９６万円
●企業の拠点新設、本社機能の移転拡充を支援
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８億８１４万円

［２月補正］２，１０３万円

■中小企業の支援　
●デジタル化を支援○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，０６５万円

［２月補正］６，８７３万円

■稼げる農林水産業の振興
●農地の大区画化・集約化を推進○新・・・・７，３５４万円

●店舗などの県産木材を活用した感染防止に資する
　リノベーションを支援○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［２月補正］２億８，８００万円
●農林漁業就業者の確保・育成を支援○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６，８２１万円

［２月補正］１億７，１７０万円

長く元気に「暮らす」ことができる地域社会づくり

■健康づくりの推進
●ふくおか健康づくり県民
　運動を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・１億８，７０４万円

■スポーツ立県福岡の推進
●「２０２１世界体操・新体操選手権北九州大会」を
　契機としたスポーツ振興○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，７３７万円
●「福岡県スポーツコミッション」による大会・合宿の
　誘致やスポーツツーリズムの推進○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，１４３万円

■文化芸術の振興
●アジア国際美術展を開催○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・４００万円
●大濠公園能楽堂リニューアル記念公演の開催○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２万円

■国際的な受け皿づくり
●国際金融機能を誘致○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4，００5万円

◀大区画化をした農地

▲作物の生育状況を
　撮影するドローン

▲ケア・トランポリンの様子

［２月補正］ ３億２，７８５万円
農業版ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション※）を推進○新

　ＩＣＴを活用した漁場観測網を整備し、水温分布
や潮流を予測する海況予測システムの実用化な
どを進めます。

※デジタルデータを活用して、経営
　革新や新たなビジネス・価値の
　創出を図ること

　障がいのある人のアート作品の展示用レプリカ
を企業などに有料でレンタルし、料金の一部を
アーティストに支払う仕組みを作ることで、障がい
のある人の
アート活動を
支援します。

１，００１万円
障がい者アート作品の魅力を発信○新

　ピア・サポーター※の養成研修を
実施し、がん患者・経験者による相
談支援を推進するとともに、医療用
ウィッグ・補整具の購入費を助成し、
がん患者の社会参加を支援します。
※自らも患者と同じ症状や悩みを持ち、それらの経験を
　生かしながら、患者や家族などを支援する人

スマート水産業の推進 １，６３４万円

９４５万円
がん患者の社会参加を支援○新

ピック
アップ

ピック
アップ

ピック
アップ
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■女性、高齢者、障がいのある人の活躍の推進
●困難を抱える若年女性の自立を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，４５１万円
●障がいのある人の自立と社会参加を支援○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，１９４万円

［２月補正］２，０１０万円

■快適な生活環境の整備
●プラスチックの資源循環を促進○新・・・・・１，９０６万円
●中古住宅の流通を促進・・・・［２月補正］２，５１８万円

■暮らしの安全・安心の確保
●飲酒運転撲滅対策を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４，８０９万円
●性暴力対策を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億２，６９２万円
●福岡県警察篠栗合同庁舎（仮称）
　の建設に着手○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９，８３１万円

■将来の発展基盤の充実
●福岡・北九州空港を整備
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６億６，０２２万円
●福岡空港へのアクセスを強化○新
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億７，０００万円

子どもを安心して産み「育てる」ことができる地域社会づくり

■子ども・子育て支援の充実
●不妊治療に対する支援を充実
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９億２，３５２万円
　　 ［２月補正］１億３，０００万円
●子ども医療費助成制度の補助対象
　を中学生まで拡大
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５億６，７３４万円
●ネットトラブルに遭っている
　青少年の支援○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［２月補正］１，０４８万円
●福岡県立大学を中心とした不登校児童生徒への
　社会的自立支援プログラムの策定○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，２２７万円

▲平成３０年７月豪雨　道路の復旧状況（飯塚大野城線）

問い合わせ：財政課　
☎０９２-６４３-３０５６　ファクス０９２-６４３-３０５９

　● 将来の発展基盤の充実と安全・安心で災害に強い福岡県の実現 ●

■豪雨災害の復旧・復興、防災減災
●日田彦山線沿線の地域振興を支援○新
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，４２０万円
●流域治水を推進○新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，３７２万円
●湛水による農業被害を軽減○新・・・・・２億８，３１０万円

たんすい

　事業者が行う小規模保育などの整備や市町
村が行う保育士確保の取り組みなどを支援する
とともに、市町村の待機児童対策を支援するア
ドバイザーを派遣します。また、保育士からの相
談対応などを行う
「保育士・保育所支
援センター(仮称)」
を設置します。

１億８，０８４万円
待機児童の解消を推進○新

　平成２９年７月九州北部豪雨以降、平成３０年７
月豪雨、令和元年７月、８月の大雨、令和２年７月
豪雨と４年連続で大規模な災害に見舞われました。
甚大な被害が発生した河川、道路などの早期復旧
および災害防止を図ります。

３００億４，６０１万円 ［２月補正］１１１億２，３４３万円
豪雨災害からの復旧・復興

　北九州空港の国際貨物取扱量の増加に対応
するため、貨物上屋などの施設・機能の拡充を
行います。引き続き、定期貨物便の誘致や集貨
促進に取り組み、福岡・九州経済のさらなる発
展を支える貨物
拠点化につなげ
ていきます。

５億８，０６１万円
北九州空港の貨物拠点化を推進

ピック
アップ

ピック
アップ

ピック
アップ

福岡県　令和３年度当初予算 検索詳しくは
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※警戒レベル３は「避難に時間を要する人とその支援者」以外の人も、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです
※警戒レベル４の「避難指示」は、従来の「避難勧告」・「避難指示（緊急）」が一本化されたものです（令和３年５月法改正予定）

　本県は、４年連続で豪雨災害に見舞われています。令和2年7月豪
雨では、死者を含む人的被害、住家の全半壊や床上・床下浸水など
の被害が県内の広範囲で発生しました。
　自分の命、大切な人の命を守るためには、日頃から防災意識を持
ち、災害に備えることが何より重要です。

警戒レベル４までに、全員避難！！

新型コロナウイルス感染症に気を付けた避難のポイント！！

警
戒
レ
ベ
ル
４
ま
で
に
必
ず
避
難！

　警戒レベルとは、自らの判断で避難行動できるよう、気象庁が出す防災気象情報（警戒レベル１～２）と市町村が出す
避難情報（警戒レベル３～５）のことです。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
かに避難してください。

問い合わせ：消防防災指導課　☎０９２-６４３-３１１３　ファクス０９２-６４３-３１１７

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

災害時は、危険な場所にいる人は避難することが原則です。避難する場合は、感染症対策を踏まえた避難行動を！

※マスクがないときは、鼻と口を覆える大きさ
　の手拭いやハンカチでも代用できます
※アルコール消毒液がないときは、ウェットティッシュでも代用できます

避難する際は、マスク、消毒液、
体温計などを持参しましょう

避難所の開設情報は、

感染対策グッズを持参
避難所に入る前に、体調チェックを行う他、
避難所では、咳エチケットなどの対策を
徹底しましょう

身近な避難所への避難

※豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。また、やむを得ず車中泊
　をする場合は、安全確認を十分に行ってください

安全を確保できる親戚や知人宅、
ホテルなどへの避難も
検討しましょう

分散避難
自宅で安全を確保できる場合は、
在宅避難を検討しましょう

在宅避難

HOTEL

避難所
マーク

目印

危険な場所から
高齢者等は
避難！

危険な場所から
高齢者等は
避難！

危険な場所から
高齢者等は
避難！

危険な場所から
高齢者等は
避難！

危険な場所から
全員避難！
危険な場所から
全員避難！
危険な場所から
全員避難！
危険な場所から
全員避難！

すでに
災害が発生！
直ちに
安全確保！

すでに
災害が発生！
直ちに
安全確保！

すでに
災害が発生！
直ちに
安全確保！

すでに
災害が発生！
直ちに
安全確保！

point1 point2

point3 point4

令和2年7月豪雨時に浸水した大牟田市の小学校緊急時
写真提供：陸上自衛隊 西部方面隊写真提供：陸上自衛隊 西部方面隊

福岡県避難所・避難情報 検索

命を守るために、備えよう！命を守るために、備えよう！

備蓄、避難グッズの準備

速やかに避難！
命を守る最善の行動を！

避難行動や
避難経路を確認

避難に時間を要する人
（高齢者、障がいのある人、乳幼児など）

とその支援者は避難

緊急安全確保
避 難 指 示

高齢者等避難

注　意　報

早期注意情報
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役立つ情報に
簡単アクセス

避難行動判定フローを
いつでもおさらい

避難行動判定フロー

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖
のそばなどにお住まいの人は、市町村からの避難情報
を参考に、必要に応じて避難してください

警戒レベル３が
出たら、安全な
親戚や知人宅に
避難しましょう

警戒レベル３が
出たら、指定緊
急避難場所に
避難しましょう

自宅や職場などの災害リスクを確認
　市町村から配布されたハザードマップや下段の避難
　行動判定フローをチェックしましょう

最寄りの避難先を確認
　事前に避難経路を歩いてみましょう
災害時の連絡方法を確認
　大切な人と連絡をとる方法を決めておきましょう
　※災害時は電話がつながりにくいため、SNSや災害伝言
　　サービスを利用しましょう

災害時に必要なものを準備
　荷物は重くならないよう必要最小限にまとめ、すぐ
　に持ち出せるよう準備しましょう

県内全域の
●ハザードマップ
●避難所マップ
●河川カメラ
●交通情報
　にアクセスできる！

家庭でできる備え

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：県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１７２　ファクス０９２-６３２-５３３１

ハザードマップで自分の家を確認

家がある場所に色が塗られていますか？

災害の危険があるため、原則として
自宅の外に避難が必要です

ご自身または一緒に避難する人は避難に
時間がかかりますか？

安全な場所に住んでいる親戚や知人宅に
身を寄せられますか？

安全な場所に住んでいる親戚や知人宅に
身を寄せられますか？

スタート

いいえ いいえはい

警戒レベル４が
出たら、安全な
親戚や知人宅に
避難しましょう

警戒レベル４が
出たら、指定緊
急避難場所に
避難しましょう

はい

はい

いいえ

次の条件を満たす場合、自宅などにとどまり安全確保を
することも可能です
■洪水の場合（次の２つの条件を満たすことが必要）
①家屋が倒壊・崩壊する恐れがない（家屋倒壊等氾濫想
　定区域外である）
②浸水する深さよりも高い部屋に避難が可能であり、浸水
　しても水が引くまで十分な水・食料などの備えがある
■土砂災害の場合
十分堅固なマンションなどの上層階に住んでいる

例外

いいえ

はい

友だち登録は
こちら▶

普段から

ハザードマップ　ポータルサイト 検索

県公式 に
防災メニューが登場!！

詳しくは

例外

▲直方市のハザードマップ
のおがたし

※ハザードマップとは浸水や土砂災害が発生するおそれの高
　い区域を着色した地図のことです

※県公式LINEでは、個人が特定できる情報の収集は行っていません。
　皆さまに安心してご利用いただけるよう今後も適切な運用に努めてまいります

（↑運営：国土交通省）
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〈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、めい・おい〕
〈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

◀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/
※３月３０日時点の情報に基づき作成しています
県HP情報のひろば情報のひろば

募　集募　集

〈活動内容〉アンケートへの回答（年６
回程度）と県政についての提案や意
見の提出（随時）
〈任期〉委嘱日から令和４年３月末まで
〈応募資格〉県内在住の１８歳以上（令
和３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、令和元・２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
〈応募締切〉５月３１日（月）
※応募方法など詳しくは県ホーム
ページをご覧ください
　・　県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０３Ⓕ０９２-６４３-３１０７

県HP

お知らせお知らせ

　県内在住の不妊に悩まれている夫
婦に対し、特定不妊治療などの費用
の一部を助成しています。
　このたび、令和３年１月１日以降に
終了した治療について、所得制限の
撤廃や助成額の増額など、制度の拡
充を行いました。
※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
　最寄りの保健福祉（環境）事務所
または健康増進課
☎０９２-６４３-３３０７Ⓕ０９２-６４３-３２７１
※北九州市、福岡市、久留米市にお住まいの
人は各市担当窓口へお問い合わせください

不妊治療に係る助成制度を
拡充しました

問

都市高速道路モニター 検索

福岡県職員採用 検索

県政モニター

　戦没者追悼式に参列する遺族を
募集します。先の大戦の記憶を風化
させることなく次の世代へ継承して
いくため、若い世代（児童・生徒）の
人々の参列も募集します。

福岡県戦没者追悼式
〈日程〉８月１５日（日）
〈会場〉福岡武道館（福岡市中央区大濠）
〈申込締切〉５月３１日（月）
※参加無料
※参列遺族全員の献花を予定しています
　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（土）～１５日（日）
〈会場〉日本武道館（東京都千代田区北の丸公園）
〈申込締切〉５月３１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
※募集人数は新型コロナウイルスの感染
状況などを踏まえ決定し、県ホームページ
などでお知らせします
※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
　県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３０１Ⓕ０９２-６４３-３３０６

県HP 県HP

問

戦没者追悼式参列者

〈活動内容〉インターネットアンケート
への回答※謝礼有り
〈任期〉令和３年７月から令和４年３
月までの９カ月
〈応募資格〉以下の①～③全てに該
当すること
①自ら運転して福岡または北九州都
市高速を利用している人
②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
③平成３０年度から令和２年度まで
の福岡北九州都市高速道路モニター
でない人
〈募集人数〉５０人以内
〈申込方法〉ホームページの申し込み
フォームに必要事項を入力
〈申込締切〉５月３１日（月）１７時
　・　福岡北九州高速道路公社
☎０９２-６３１-３２９２Ⓕ０９２-６３１-０２７７

都市高速道路モニター

厚生労働省慰霊巡拝団員 県HP

申

申

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　申し込み　　 問い合わせ問申

インドネシア
中国東北地方
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
北ボルネオ
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４年２月

令和４年３月

１０月

１1月

９月

ミャンマー
硫黄島（第１次）

硫黄島（第２次）

フィリピン

〈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４年４月２日から平
成１２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２０日（日）
〈受付期間〉５月１０日（月）～２１日（金）
※当日消印有効（インターネットでの
申し込みは５月１８日（火）まで）
〈試験地〉福岡市、東京都
　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

問

　県では、利用者の利便性向上およ
び新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、県有施設にキャッシュレス
決済を導入します。
　対象の施設や使用可能なクレジット
カード、電子マネーおよび二次元コー
ド決済などの詳しい情報については、
県ホームページをご確認ください。
　行政経営企画課
☎０９２-６４３-３１３８Ⓕ０９２-６４３-３０３２
問

県有施設にキャッシュレス決済
を導入します 県HP

申 問
申 問
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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

　緊急事態宣言に伴う飲食店の時
短営業や不要不急の外出・移動の自
粛の影響を受け、売り上げが減少し
た事業者に支援金を給付します。
〈給付要件〉令和３年１月から３月のい
ずれかの月間売り上げが前年（もしくは
前々年）同月比３０％以上５０％未満減
少した事業者（北九州市、福岡市を除く）
※５０％以上減少した事業者は国の
支援金の対象になります
〈給付額〉
〔法人〕上限１５万円
〔個人事業者〕上限１０万円
〈申請方法〉県ホームページの申請
ページに必要事項を入力
※郵送による申請をご希望の場合
は下記へお電話ください
〈申請期限〉５月３１日（月）
※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
　福岡県中小企業者等一時支援金
コールセンター（平日９時から１７時）
☎０１２０‐１２３‐０７１

福岡県中小企業者等
一時支援金

問

福岡県警 交通安全活動 検索

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

カネミ油症患者の皆さんへ

問

　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。お困りの時は、お
住いの地域の民生委員・児童委員に
ご相談ください。
〈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（水）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
　お住まいの市町村の福祉担当課
または県福祉総務課
☎０９２-６４３-３２４３Ⓕ０９２-６４３-３２４５

問

ご存知ですか？
民生委員・児童委員 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いただき、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
５月３１日（月）です 県HP

　６月１３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。
※新型コロナウイルスの感染状況や
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

　例年、新入学の時期である４月か
らは小学生の歩行中の交通事故が
多発する傾向があります。
　保護者の皆さんは、飛び出しなど
の道路でやってはいけない危険行
為や横断歩道を利用した安全な道
路の横断について、子どもたちに
しっかりと教えましょう。ドライバー
の皆さんは、子どものとっさの行動
に注意しながら安全な速度と車間
距離を保ち、みんなで交通事故を防
止しましょう。
　県警察本部交通企画課
☎０９２-６４１-４１４１
問

子どもたちを
交通事故から守りましょう！

福岡県砂防課 検索

　６月は土砂災害防止月間です。県
では、ホームページで県内全域の雨
量情報や土砂災害の予兆の見分け
方、土砂災害警戒区域などの情報提
供を行っています。また、「防災メー
ル・まもるくん」で土砂災害警戒情
報や土砂災害危険度情報の配信を
行っています。ぜひご活用ください。
　砂防課
☎０９２-６４３-３６７８Ⓕ０９２-６４３-３６８９
問

土砂災害に備えましょう

　令和２年７月豪雨で被災された中
規模半壊世帯（損害割合３０％台）に
対し、住宅の再建方法に応じて次の
とおり支援金が支給されます。

※世帯人数が１人の場合は４分の３の額
　お住まいの市町村または県福祉
総務課
☎０９２-６４３-３２４６Ⓕ０９２-６４３-３２４５

被災者生活再建支援金の
支給対象が拡充されました

県HP

問

県HP 県HP

建設・購入 １００万円

補修 ５０万円

賃借（公営住宅を除く） ２５万円

福岡県消費生活センター

５月は消費者月間です！
消費者トラブルは
すぐ相談！ １８８
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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/
※３月３０日時点の情報に基づき作成しています
県HP

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。

　ムーミンコミックスにスポットを当
て、約２８０点の日本初公開となるス
ケッチや原画などをご紹介します。
〈期間〉５月１５日（土）～７月１１日（日）
〈場所〉福岡県立美術館（福岡市中央
区天神）
〈入場料〉一般１５００円、高大生１１００
円、小中生６００円
※満６５歳以上は１３００円
※障がいのある人とその介護者(1人)
は無料
　福岡県立美術館
☎０９２-７１５-３５５１Ⓕ０９２-７１５-３５５２
福岡県立美術館 ムーミンコミックス展 検索

問

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。

福岡県立美術館
「ムーミンコミックス展」

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

※イベントは新型コロナウイルスの感染状況や天候などにより
　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椛島菖蒲園（柳川市）❹椛島菖蒲園（柳川市）

誰もが一度は歴史の教科書で目にしたことがある考古の
名品を紹介。重要文化財も初展示します。
大野城心のふるさと館（大野城市曙町3-8-3）
大野城市心のふるさと館運営課  
☎092-558-5000  ファクス092-558-2207

場
問

古くから茶の湯釜の名品として知られる芦屋釜。新た
に収蔵した重要文化財指定の作品を初展示します。
芦屋釜の里（芦屋町山鹿1558-3）
芦屋釜の里　☎093-223-5881　ファクス093-223-5882

場
問

山開きの開会行事終了後に記念登山を行います。登山では、
緑豊かな自然が広がる筑穂地域の魅力を感じられます。
サンビレッジ茜（飯塚市山口845-38）
筑穂地区まちづくり協議会  
☎0948-72-2204  ファクス0948-72-2426

場
問

約20種２万本の花菖蒲が咲き誇ります。品種ごとに開花時期
が異なり、早咲きから遅咲きまで、さまざまな品種を楽しめます。
柳川市本町74（柳川市役所より南へ約200m）
柳川市役所（代表）  
☎0944-7３-8１１１  ファクス0944-73-2516

場
問

特別展「歴史教科書でみる考古名品」
4月29日（木・祝）～6月20日（日）

特別展「重要文化財指定芦屋釜新収蔵記念
～芦屋から始まる茶の湯釜、600年の系譜～」
前期：4月22日（木）～5月23日（日）
後期：5月25日（火）～6月27日（日）

三郡山山開き
5月30日（日）

椛島菖蒲園
5月下旬～6月上旬

2
柳川市柳川市

場所　  
問い合わせ

場
問

しょうぶかば しま

さん ぐん さん

2
大野城市大野城市

1
芦屋町芦屋町

3
飯塚市飯塚市

4
柳川市柳川市

2

1

3

4

☎電話番号　Ⓕファクス番号　　申し込み　　 問い合わせ問申

催　し催　し

　パラシュート部隊の斉藤優さん
とＦＢＳアナウンサー伊藤舞さん
のコンビで「福岡の今」を楽しく、
分かりやすくリポートする、知っ
てトクする広報番組です。
　皆さん、ぜひご覧ください！
　県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-５３３１
問

　県政の動きや地域の話題など
を点字や音声でもお知らせします。
「福岡県だより」（年６回発行）
①点字版
②録音版（カセット、ＣＤデイジー版）
※ＣＤデイジー版は専用機器が必要です
③音声コード版※専用機器または
スマートフォンアプリが必要です
「グラフふくおか」（年４回発行）
点字版（点字ふくおか）
　・　県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-５３３１

視覚に障がいのある人を
対象とした県広報のご案内

県HP

申 問

新番組がスタートしました！新番組がスタートしました！

ＦＢＳ毎週土曜日１１時５５分～１２時

人権・同和対策局調整課
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応
募
先

応募
方法

FBS福岡放送
「優&舞の知っトク！ふくおか」
［毎週土曜日放送］11時55分～12時

　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」。香り豊かでうまみのあ
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

　平均糖度が１９度以上あり、後
味すっきりなスイートコーンです。
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。 ※どちらが当たるかはお楽しみ！

令和３年５月３１日（月）（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５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、株式会社キョウエイアドインターナショナル福岡支社（092-722-5511）まで

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福岡の八女茶 （玉露・煎茶のセット）×５人 スイートコーン （１０～１５本）×１０人

締切

●福岡県庁公式アカウント

など

写真はイメージです写真はイメージです 生産者：古賀 祐史さん生産者：古賀 祐史さん
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　ワクチンを受けた人から他人
への感染をどの程度予防でき
るかはまだ分かっていません。
　ワクチン接種後も、マスク
の着用や３密の回避など引き
続き、感染防止対策を継続し
ましょう。

ワクチン接種は無料です　　行政機関などが金銭や個人情報を電話やメールで求めることはありません

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）

※左記のような電話やメールがあったらご相談ください

※３月３０日の情報に基づき、作成しています。掲載内容は、今後の状況により変更となる場合があります
「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

新型コロナウイルスワクチンの接種が始まります

ワクチンに便乗した詐欺にご注意ください！

その他の新型コロナウイルスに関する問い合わせ：福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口 ☎092-643-3288（２４時間対応）

※ワクチン接種による効果と副反応のリスクの双方を理解した上で、自らの意思で接種を受けていた
　だきます。なお、接種は強制ではありません

厚生労働省
ホームページ 県ホームページ

　円滑なワクチン接種に向けて、県と各市町村では体制の整備を進めています。ワクチンの供
給に合わせて、現在、医療従事者から優先して接種が行われています。それ以外の人は、十分
な供給体制が整った後、順次接種が受けられるようになります。

　２回の接種によって９５％の
有効性で発症を防ぐ効果が認
められています。

　副反応による健康被害に備えて、予防接種法に基づく救済制度
（医療費・障害年金などの給付）が設けられています。

① 医療従事者　② 高齢者　 ③ 基礎疾患を有する人
④ 高齢者施設などの従事者　⑤ 60～64歳の人　
⑥ ①～⑤以外の人（接種日時点で16歳以上）

●「お金を振り込めば、優先的にワクチン接種ができる」
　という電話があった
●「友人を紹介すると、優先的にワクチン接種ができる」
　というメールが届いた

お住まいの市町村窓口

接種の優先順位

順次、お住まいの市町村からご自宅に接種券とお知
らせが届きます。ワクチン接種の際は、事前予約の上、
接種券と本人確認書類を接種場所へお持ちください。

接種券

接種の効果

無料（全額公費負担）
接種費用

お住まいの市町村の医療機関や接種会場
接種場所

２回の接種が必要です（１回目と２回目の接
種は3週間程度の間隔を空ける必要があり
ます）

接種回数

0120-797-188
〈消費生活センターに寄せられた相談事例〉 新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン

#9110
警察相談専用電話

188
消費者ホットライン
(局番なし)

接種開始時期や予約方法など
その他のお問い合わせ

☎0570-072972（24時間対応）

接種後の副反応に関するお問い合わせ
福岡県新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル

い　や　や

い　や　やな　く　な

　ワクチンが免疫を付ける反応を起こすことにより副反応が生じる
可能性があります。
①通常起こり得る症状
　通常は数日以内に治まりますが、
症状が続く場合や重症の場合は、
接種医やかかりつけ医などにご相
談ください。
②アナフィラキシー（急性のアレルギー症状）
　接種後まれに、じんましんやショック症状などが出る場合があります。
万が一発症した場合は、医療従事者が迅速に必要な対応を行います。
　なお、米国では100万人に5人（0.0005％）程度の発症と報告され
ています。

副反応

接種後の健康被害救済制度

症状 発現割合
接種部位の痛み ８０％
疲労・倦怠感 ６０％
３７.5度以上の発熱 ３３％

新型コロナ
ワクチン ９５％

４０～６０％

１００（％）０

インフルエンザワクチン

接種券見本接種券見本

〈ワクチンの有効性の比較〉
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