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　福岡県は、全国でも有数の農林水産業県です。野菜や米、畜産物や水産物などバラエティに富む農
林水産物が県内各地で生産されています。県では、実りの秋である11月を「食育・地産地消月間」と
定め、県内各地で「福岡地産地消フェア」を開催します。ぜひ、この機会に県産農林水産物を味わって
みませんか。

県産農林水産物を買って応援！ 食べて応援！ 県産農林水産物を 買って応援！ 食べて応援！ 県産農林水産物を 買って応援！ 食べて応援！ 県産農林水産物を 買って応援！ 食べて応援！ 

飲食店
では

元ソフトバンクホークス
馬原投手もやってくる！

旬の
県産農林水産物

ナス
皮まで柔らかく、あく
が少ないのが特長。
中長ナスの「博多
なす」などが
あります。

シイタケ
肉厚でうま味があり、焼
いても、鍋に入れても
おいしく味わえます。

小ネギ
細くて柔らかく、熱を加
えると甘みが出ます。
どんな料理にも合う
「博多万能ねぎ」
などがあります。

キウイフルーツ
糖度にこだわった栽培を
しています。福岡オリジナ
ル品種「甘うぃ」は、特に
糖度が高く、大きい果実
が特長です。

和牛
県内産の稲わらを主食とし
て飼育された「博多和牛」は、
柔らかくジューシーなおいし
さが評判です。

ノリ
「福岡有明のり」は、香り豊か
で口溶けが良く、舌の上にうま
味が広がります。

米
「夢つくし」や「元気つくし」など
の県産ブランド米があります。
新米は、香りや粘りが強くお米
そのものの味が楽しめます。

サワラ
程よい脂乗りと柔らかな食感が特長。
焼き物やフライ、刺身などでおいしく食
べられます。脂が乗る秋から冬が旬です。

県産農林水産物を使用した
メニューの提供や各種イベント

量販店
では

県産農林水産物の
特設販売コーナーの設置

１１月は 食育・地産地消月間！

福岡地産地消フェア 検索

問い合わせ：食の安全・地産地消課　☎092-643-3575　ファクス092-643-3573

日時：１１月２３日（月・祝） 　　　　　　１１時～１７時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３時３０分～１６時
場所：ＦＦＧホール・ふくぎん本店広場（福岡市中央区天神）
定員：200人（ホールイベント）
内容：トークショー、県産農林水産物販売、ワークショップなど

ホールイベント
広場イベント

「バリうま！ 福岡地産地消フェア」を開催

メ
イ
ン

イ
ベ
ン
ト

柿
代表品種「富有」や福岡オリジ
ナル品種で、糖度が高くサクサ
クした食感の「秋王」などさま
ざまな品種が楽しめます。

ふゆう

あきおう

これが

目印!
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「秋王」柿のケーキ

マダイのお造り

県産和牛のサイコロステーキ

鹿肉のロースト

県産農林水産物を買って応援！ 食べて応援！ 県産農林水産物を 買って応援！ 食べて応援！ 県産農林水産物を 買って応援！ 食べて応援！ 県産農林水産物を 買って応援！ 食べて応援！ 

　県産農林水産物を使用した料理、加工品など
を年間を通じて提供する飲食店や販売店です。

小中学校で県産和牛を使った給食を提供中！

ふくおか地産地消応援の店

じざかなび福岡 検索

福岡のおいしい幸せ 検索

ふくおかジビエ 検索

問い合わせ：畜産課　☎092-643-3497　ファクス092-643-3517

問い合わせ：食の安全・地産地消課
☎092-643-3575　ファクス092-643-3573

問い合わせ：よかもんカフェ
☎０９２-６４５-１８３５　ファクス０９２-６４５-１８３６

　県産水産物を積極的に取り扱う飲食店や
販売店です。

　県産の新鮮な食材をふんだ
んに使った日替わりの「よか
もん弁当」。「多くの人に県産
食材のおいしさを知ってほし
くて、市場直送の旬の食材に
こだわってメニューを作って
います」と責任者の鈴木さん。
県産シイタケに県産豚のミンチ
を詰めたシイタケのコロコロ
揚げは特に好評だったそう。
　お弁当に使った食材は、店
内の黒板で紹介しています。

　「博多和牛」をはじめとした県産和牛は、新型コロナウイルス感染拡大により、
　　　　　　　　消費の落ち込みや価格低下などの影響を受けています。

　県では、その消費拡大につなげるため、7月下旬から２月
上旬まで県産和牛を使った給食を、県内の児童生徒に提供
する取り組みを実施しています。
　今後も、「はかた地どり」や「マダイ」などの県産農林水産
物を使った給食を提供します。

ふくおかの地魚応援の店
　「ふくおかジビエ」を活用した料理を提供する
飲食店です。１０月と２月の年２回、認定店と連
携したジビエフェアを開催します。
　詳しくは特設ホームページをご覧ください。

ふくおかジビエの店

県庁11階

問い合わせ：水産振興課
☎092-643-3563　ファクス092-643-3567

問い合わせ：農山漁村振興課 
☎092-643-3560　ファクス092-64２-4605

新設！

　　福岡の旬はここで食べて！！

よかもんカフェ

よかもん弁当　※数量限定
（汁物・甘味・お茶付）
800円（税込）

これが

目印!
これが

目印!

これが

目印!

休
営8：30～17：15
土曜、日曜、祝日、年末年始
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空き家の活用や処分のこと、何でもご相談ください！

ご
相
談
の
流
れ

売買

相続
家財
整理

　人、動物、環境は相互につながっており、人の健康を守るた
めには動物も環境も同様に健康であることが大切です。これ
らを「ひとつの健康」と捉え、関係者が連携して問題解決に当
たる考え方を「ワンヘルス」といいます。近年、狂犬病や鳥イン
フルエンザなどの人と動物の共通感染症や、抗菌薬が効かな
くなる薬剤耐性などの問題に対し、「ワンヘルス」の考えに基
づく取り組みが世界的に広まってきています。

　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を踏まえ、各分野の関係者で課題を共有し、世界に発信する
場として、「福岡県ワンヘルス国際フォーラム」を令和３年1月に福岡市で開催します。講演などの映像
はウェブで公開する予定です。詳細は決まり次第、県のホームページなどでお知らせします。

ステップ１

福岡県　ワンヘルス　　検索詳しくは

福岡県空き家活用サポートセンター　　検索詳しくは

　空き家や将来空き家になりそうな住宅の利活用、処分、相続などのあらゆる
疑問や悩みに対し、経験豊富な専門相談員がワンストップで支援する「空き家活
用サポートセンター『イエカツ』」を開設します。

空き家の売買や賃貸の流れ、
税金などあらゆる疑問や悩み
にお答えします。

　電話、窓口相談だけでなく、ウェブ電話による相談も可能！県内各地で
出張相談会も行います。詳しくはホームページをご確認ください。

０９２-７２６-６２１０
９時～１７時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く） 
福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡３階
（一般財団法人福岡県建築住宅センター内）

一般相談

ステップ２

売却価格や必要な経費などを
無料でシミュレーション。

活用・処分方法の提案

ステップ３

活用・処分方法に合った
専門事業者をご紹介します。

事業者とのマッチング

相談
無料

　現在、全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスは、人と動物の両方に感染するといわれてい
ます。このような人と動物の共通感染症の対策を進める上で重要な「ワンヘルス」という考え方について
ご紹介します。

所 在 地

開所時間
☎

福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」 
１０月２

０日オ
ープン

！

人の健康

環境の保全 動物の健康

One Health

「ワンヘルス（One Health）」について知っていますか？

福岡県ワンヘルス国際フォーラム

「ワンヘルス（One Health）」とは

問い合わせ：生活衛生課　☎092-643-3281　ファクス092-643-3282

問い合わせ：住宅計画課　☎092-643-3732　ファクス 092-643-3737
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若者のお悩み、ＬＩＮＥで気軽にご相談ください

大濠公園で福岡の魅力をおいしく楽しく、感じよう！

ラ  イ  ン

※相談者や相談内容に関する秘密は
　守られます。

１１月２４日（火）～１２月７日（月）
月曜日～金曜日：１７時～２１時
土曜日：１４時～２１時

開設期間

他にも

１０時～１９時
（日曜、祝日、年末年始を除く）
大野城市白木原３－５－２５
（県筑紫総合庁舎１階）
info@wakamado.net

来所や電話、訪問での
相談も受け付けています。
保護者からの相談もOK！

☎・ファクス 092-710-0544

若まど　　検索詳しくは友だち追加は若まどホームページから

　八女茶をテーマとした飲食施設「大濠テラス 八女茶と日本庭園と。」が大濠公園南側エリアにオープン
しました！県産品を使用した多彩な料理やスイーツが楽しめる他、レンタル着物を着て公園内を散策する
こともできます。ますます魅力的になった大濠公園にぜひお越しください！

　食事や八女茶を自分で淹れて味わう体験メニュー
に加え、県産品を使ったお菓子や地酒などの販売も
行っています。

大濠テラス 検索詳しくは

　「福岡県若者自立相談窓口（若まど）」は、高校中退後に進路が定まっていない人など、悩みを抱えている
若者の自立を応援する窓口です。専門のスタッフが悩みや将来の希望を伺い、必要な情報の提供や支援機
関への同行など、次の一歩をお手伝いします。
　このたび、より相談しやすい環境を整えるため、期間限定でLINE相談窓口を開設します。

どんなことでもご相談ください
相談内容に応じて、適切な
支援機関をご案内します

９時～２０時（定休日：月曜日）
福岡市中央区大濠公園１－９
（県営大濠公園 日本庭園西側）
●地下鉄「大濠公園」下車 徒歩１０分
●バス「大濠公園」下車 徒歩１０分
●バス「ＮＨＫ放送センター入口」
　下車 徒歩３分

　着物を着て日本庭園や大濠公園内を散策でき、
気軽に日本文化の魅力を体験できます。

テイクアウトで
も

気軽に八女茶
を

堪能！
テイクアウトで

も

気軽に八女茶
を

堪能！

相談
無料

LINE 相談＠福岡県若者自立相談窓口

カフェ 「&LOCALS 大濠公園」
アンドローカルズ

レンタル着物
「YAMATO Tsunagari gallery 大濠公園」

ヤマト ツナガリ ギャラリー

い

所 在 地

所 在 地

開館時間

アクセス

メ ー ル

開所時間

将来について

仕事
家族

友だち

学校

福岡県若者自立相談窓口

問い合わせ：公園街路課　☎０９２-６４３-３７５７　ファクス０９２-６４３-３７５２

問い合わせ：青少年育成課　 ☎０９２-６４３-３３８８　ファクス０９２-６４３-３３８９
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　８月２５日、県保健環境研究所とバイオベンチャー企業
である株式会社ボナックは、共同研究している新型コロ
ナウイルス感染症治療薬の候補薬について、細胞レベル
での明確な効果が確認できたことを発表しました。
　今後、ボナック社は当初計画を半年前倒しして動物実験
に移行し、来年度中には安全性を確認する非臨床試験や
ヒトでの臨床試験を行う
予定としており、実用化に
向けた動きがさらに加速
することが期待されます。

子育て支援課
☎０９２-６４３-３３１１　ファクス０９２-６４３-３２６０

問

問

問

　７月１日、職場や業種の枠を超えた独身者の出会いの
場の創出に取り組むため、新たに「企業・団体間マッチン
グ支援センター」を設置しました。センターでは、企業・団
体の要望に応じて、異業種間の交流や体験型イベントな
どの開催をお手伝いします。イベントは、オンラインを活
用した開催も可能です。
独身者の出会いや結
婚を応援したいと考え
ている企業・団体の皆
さまは、ぜひセンター
をご活用ください。

福岡県が従業員の皆さんの出会い・結婚を応援！

保健医療介護総務課
☎０９２-６４３-３２３８　ファクス０９２-６４３-３２４１
新産業振興課
☎０９２-６４３-３４４８　ファクス０９２-６４３-３４２１

県と株式会社ボナックによる治療薬開発が進展

道路建設課
☎０９２-６４３-３６６１　ファクス０９２-６４３-３６６４

　７月１９日、一般国道３２２号香春大任バイパス（延長
１０．５キロメートル）が開通しました。
　一般国道３２２号は、北九州市と久留米市を結ぶ幹線
道路ですが、田川市街地を通過する現道は朝夕を中心
に慢性的な交通混雑が発生していました。本バイパスの
開通により、安全で円
滑な交通が確保され
る他、観光や農業と
いったさまざまな産業
の発展など地域の活
性化が期待されます。

一般国道３２２号香春大任バイパス開通

問新雇用開発課
☎０９２-６４３-３５９４　ファクス０９２-６４３-３６１９

　９月１日、共同利用型障がい者テレワークオフィス「こ
といろ」を福岡市博多区に開設しました。オフィスでは、
障がい者雇用を考える企業に対し、テレワークに適した
業務の選定から採用支援まで専門家が幅広くサポート
するとともに、雇用後は常駐の支援員が利用者の障が
いの特性に合わせ
た支援を行います。
これにより、テレ
ワークを活用した
障がい者雇用の促
進につなげていき
ます。

全国初！障がい者テレワークオフィス「こといろ」を開設

問生活安全課
☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９

　県では、飲酒運転撲滅条例に基づき、飲酒運転の撲滅
に取り組んでいます。
　今年６月、議員提案により飲酒運転撲滅条例が改正さ
れ、飲酒運転を見掛けた場合の１１０番通報が県民の義
務になりました。飲酒運転撲滅の日である８月２５日に
は、飲酒運転「ゼロ」を誓う黙とうをオンラインで実施す
るとともに、知事および県
議会議長のメッセージ動
画を配信しました。今後も、
県民の皆さんと一丸と
なって飲酒運転の撲滅に
取り組んでいきます。

飲酒運転「ゼロ」の福岡県へ

問公園街路課
☎０９２-６４３-３７５７　ファクス０９２-６４３-３７５２

　１０月１８日、「豊かさを体感できる公園」をメインテー
マに整備を行ってきた筑後広域公園にフィットネスエリ
ア（みやま市）の一部が新たにオープンします。
　エリアには、球技場やスケートボード場といったスポー
ツ施設を備え、より多くの人がスポーツを楽しめるように
なります。今後も、屋根
付き広場や芝生広場が
整備され、近隣のホーク
スベースボールパーク
筑後などと併せて、にぎ
わいの創出につながる
ことが期待されます。

筑後広域公園にフィットネスエリアがオープン！

おおとうかわら

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」
で動画を配信しています。
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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。

４００年の伝統と藩窯の誇り
　上野焼は約４００年前、小倉藩主・細川忠興に献上する特別な茶道
具を焼くための藩窯として福智山の麓、上野に築かれたのが始まり
です。その特徴は技法や表現の多様性にあり、これは茶道に精通した
忠興の理想を追求し、さまざまな趣向を凝らして作られたことに由
来するとの説があります。
　毎年、福智町上野では春の陶器祭り
と秋の窯開きが開催され、多くの人で
にぎわいますが、今年はどちらも中止
となり、窯元の売り上げは例年の約半
分にまで落ち込んでいます。

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。

新たな上野焼に挑み続ける
　「福岡県ウェブ物産展」では、上野焼協同組合の窯
元の作品を販売しています。守窯の熊谷守さんが作
る「釉泥彩の角皿」は、繊細な下絵とたくさんの種類
の釉薬によって生み出される趣ある色合いが魅力の
一品です。
　「人がやっていないことをやりたい」と、日々さまざ
まな技法で作品を作り続ける熊谷さん。今では、娘の
眞春さんが熊谷さんの技術を受け継ぎながら、SNSで販路を広げ
るなど若い人の関心も集めています。
　使ってこそ美しい上野焼。ぜひ、お気に入りの一品を見つけて、食
卓に新たな彩りを添えませんか。

JA全農ふくれん 
☎092-762-4720

【おすすめ商品】

上野焼

問

クーポン利用で最大３割引き！
第５弾キャンペーン開催期間
１０月２３日（金）～１１月１６日（月）
第６弾キャンペーンは１２月１日（火）から開催します！
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！ 工芸品、加工食品がお得！

◀釉泥彩の角皿
（１１.５×１４.５ｃｍ）
通常価格
１４７００円（税込）
↓クーポン利用で
特別価格
１０２９０円（税込）

̶̶̶̶
̶̶̶̶ 上野焼で食卓を元気に！

上野焼で食卓を元気に！

上野焼で食卓を元気に！

上野焼で食卓を元気に！

守窯の熊谷守さんと娘の眞春さん

何種類もの釉薬
を巧みに使って
色付けを施す

あ が の や き

くまがえ まもる

まはる

ゆうでいさい

ゆうやく

ほそかわ ただおき

まもるがま

はんよう ふもと

◀

上野焼の
　商品一覧

〈12月２８日（月）までは１２の窯元で「あがのやきde家食・家飲みキャンペーン」と題し、各月ごとに決めたテーマに合わせた商品を販売中！〉

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

県HP

　令和３年度に新たに筑後地区に
開校する県立のフレックス型単位制
高校の説明会を実施します。

※要申込
※感染症対策の上、実施しますが、状
況により日程などが変更になる場合
があります
　筑後地区定時制単位制高校設立準備室
（県立大牟田北高等学校内）
☎０９４４-５８-００１１Ⓕ０９４４-５８-７３６１

　児童虐待は、社会全体で解決すべ
き問題です。あなたの１本の電話で救
われる子どもがいます。児童虐待か
もと思ったらすぐにお電話ください。

※連絡者や連絡内容に関する秘密
は守られます
　児童家庭課
☎０９２-６４３-３２５６Ⓕ０９２-６４３-３２６０

〈金額〉１時間８４２円
〈効力発生日〉令和２年１０月１日（木）
　お近くの労働基準監督署または
福岡労働局
☎０９２-４１１-４５７８Ⓕ０９２-４１１-４８７５

　食物アレルギーや気管支ぜん息、
花粉症などアレルギーに関する不安
や悩み、医学的疑問に対して、適切
な情報提供や助言を行います。
　自己管理や日常生活の留意点、治
療に関することなど、アレルギーに
ついてお気軽にご相談ください。

〈対象者〉
県内にお住まいの人および県内に
お勤めの人
〈相談日〉
電話：毎週水曜日１０時～１２時
　　 毎週木曜日１３時～１５時
　　 （祝日、お盆、年末年始を除く）
メール・ファクス：常時
　がん感染症疾病対策課
☎０９２-６４３-３５７６Ⓕ０９２-６４３-３３３１

〈志願資格〉令和３年３月に小学校を
卒業する見込みの人などで、志願者
および保護者が４月以降に県内に居
住している人
〈検査日〉令和３年１月１０日（日）
〈会場〉育徳館中学校（みやこ町豊津）、
門司学園中学校（北九州市門司区猿
喰）、宗像中学校（宗像市東郷）、嘉穂高
等学校附属中学校（飯塚市潤野）、輝翔
館中等教育学校（八女市黒木町桑原）
〈願書配布期間〉１０月１日（木）～
１２月９日（水）
〈願書受付期間〉１１月２６日（木）～
１２月９日（水）※消印有効
〈願書配布場所〉高校教育課、各教育
事務所、上記５会場
※願書の郵送を希望される場合は、
問い合わせ先へご連絡ください
　高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４Ⓕ０９２-６４３-３９０６

県HP

県HP

お知らせお知らせ
福岡県アレルギー相談窓口を

開設しました

１１月は児童虐待防止
推進月間です

フレックス型単位制高校
学校説明会（筑後地区）

問
問

　里親とは、さまざまな事情で家族
と暮らせない子どもを自分の家庭に
迎え入れ、温かい愛情と正しい理解
で子どもの成長をサポートする人の
ことです。
　里親に関心がある人は、お近くの
児童相談所にお問い合わせください。

　各児童相談所または児童家庭課
☎０９２-６４３-３２５６Ⓕ０９２-６４３-３２６０

里親になりませんか？

問

　家庭や地域社会の皆さんで教育
について考えていただくため、県で
は毎年１１月を「ふくおか教育月間」
としています。
　今年、第１回の記念イベントを開催
しますので、ぜひお越しください。
〈日時〉１１月２３日（月・祝）１３時～
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央区
天神）
※要申込
※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
　教育庁総務企画課
☎０９２-６４３-３８８２Ⓕ０９２-６３２-５０６４

１１月はふくおか教育月間です

問

問

県HP

福岡県最低賃金が
改定されました

問

福岡県　最低賃金 検索

大牟田北高校 検索福岡病院　アレルギーセンター 検索

問

福岡県アレルギー相談窓口
☎/Ⓕ０92ｰ565ｰ8798

　  603-Allergies@mail.hosp.go.jp

児童相談所相談専用ダイヤル
０５７０ｰ７８３ｰ１８９

※お近くの児童相談所につながります

児童相談所虐待対応ダイヤル
１８９

※お近くの児童相談所につながります

いち はや く

１１月１９日（木）
１８時３０分～
１９時３０分

柳川総合保健福祉
センター水の郷
（柳川市上宮永町）

１１月２０日（金）
１８時３０分～
１９時３０分

筑後市北部交流
センターチクロス
（筑後市蔵数）

１１月２１日（土）
１４時３０分～
１５時３０分

県立大牟田北高等
学校（大牟田市吉野）

１１月２５日（水）
１８時３０分～
１９時３０分

大牟田文化会館
（大牟田市不知火町）

１１月２７日（金）
１８時３０分～
１９時３０分

まいピア高田
（みやま市高田町濃施）

１１月２９日（日）
１４時３０分～
１５時３０分

久留米シティプラザ
（久留米市六ツ門町）

日　時 場　所

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

県立中高一貫教育校
入学志願者
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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/

県HP

県HP

　県では市町村と連携し、１１月と１２
月を「ＳＴＯＰ滞納!!県下一斉徴収強
化月間」として、税金の滞納に対する
処分の強化など、さまざまな徴収対
策に取り組みます。
　この機会に納め忘れの税金がない
か確認し、納め忘れがあれば早期に
納めましょう。
　税務課
☎０９２-６４３-３０４９Ⓕ０９２-６４３-３０６９

ＳＴＯＰ滞納!!
県下一斉徴収強化月間

　世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ
島と関連遺産群」に関する最新の研
究成果を公開する、県内５カ所の博
物館・資料館が連携した初めての展
覧会を開催します。５館周遊のクイ
ズラリーも同時開催します。
〈場所〉宗像大社神宝館（宗像市田島）、
九州国立博物館（太宰府市石坂）、
海の道むなかた館（宗像市深田）、
福津市複合文化センター歴史資料館
（福津市津屋崎）、九州歴史資料館
（小郡市三沢）
※各館の開催期間・日時など詳しく
はホームページをご確認ください
　世界遺産室
☎０９２-６４３-３１６２Ⓕ０９２-６４３-３１６３

５館連携展覧会
「ムナカタ‒祈り・暮らし・交わり‒」

催　し催　し

福岡県　交通安全 検索

宗像・沖ノ島　５館連携展覧会 検索

福岡県立美術館　吉田博展 検索

福岡県　県民の声 検索

問

　日暮れが早くなる秋から冬にかけ
ては、高齢者をはじめ、歩行者の交通
事故が増加する傾向にあります。
　歩行者は、自分の身を守るために
「明るい色の服装」や「反射材の着
用」を心掛けましょう。
　ドライバーは、自分と歩行者の安
全のために「早めのライト点灯」と「ハ
イビームの活用」を徹底しましょう。
　県警察本部交通企画課
☎０９２-６４１-４１４１

夕暮れ時は
交通事故に気を付けて！

問

問

　福岡県で生まれ、世界を魅了した
画家・吉田博の没後７０年の節目に、
木版画約２００点を一挙に公開します。
〈期間〉１０月１６日（金）～１２月１３日（日）
〈場所〉福岡県立美術館（福岡市中央
区天神）
〈入場料〉一般１２００円、高大生８００
円、小中生５００円
※満６５歳以上は１０００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
没後７０年  吉田博展

問

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。

　目や耳、言語の障がい、内部障が
いや難病、知的障がい、精神障がい、
認知症など、外見から分からなくて
ても援助や配慮を必要としている人
が、周囲の人に配慮を必要としてい
ることを知らせるためのマークです。
　ヘルプマークやヘルプカードを身
に付けた人が困っているように感じ
たら、声を掛けるなど、思いやりのあ
る行動をお願いします。
※入手方法など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
　障がい福祉課
☎０９２-６４３-３２６４
Ⓕ０９２-６４３-３３０４

ご存じですか？
ヘルプマーク・ヘルプカード

問

　アフガニスタンの復興に尽力され、
今年１月に県民栄誉賞を受賞した
中村哲医師の一周忌に当たり、PMS＊・
ペシャワール会の協力を得て、その功
績を写真で紹介します。
〈日時〉
１１月３０日（月）～１２月６日（日）
１０時～１８時
〈場所〉
アクロス福岡（福岡市中央区天神）
※参加無料、申込不要
※会場にPMS・ペシャワール会活動
支援募金箱を設置しています
　地域課
☎０９２-６４３-３２１９Ⓕ０９２-６４３-３２２４
＊Peace(Japan) Medical Servicesの略

中村哲医師一周忌
現地活動写真展

問

人権・同和対策局調整課

新型コロナウイルス感染症に
関して、不当な差別、偏見、いじめ
などがあってはなりません。
偏見や差別的な言動は許される
ことではなく、そのような
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。

ヒューマン博士

県HP

　国際連合で｢世界人権宣言｣が採
択された１２月１０日を最終日とする
１週間を、わが国では毎年、｢人権週
間｣としています。この機会に皆さん
も人権について考えてみませんか。

人権週間講演会
〈日時〉１２月５日（土）１３時３０分～１５時
〈場所〉クローバープラザ（春日市原町）
〈内容〉｢災害と人権－伝えたい あの
日 と いま－｣（講師：ジャーナリスト
森健さん）
※入場無料、申込不要、要約筆記・手
話通訳あり､無料託児あり（要予約）
※新型コロナウイルスの感染状況に
より、動画配信による講演になる場
合があります。詳しくはホームページ
でお知らせします
　公益財団法人福岡県人権啓発情
報センター
☎０９２-５８４-１２７１Ⓕ０９２-５８４-１２７３

問

福岡県　人権週間 検索

１２月４日から１０日は
人権週間です

もり けん

なか むらてつ

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

ヘルプマークヘルプカード

よしだ ひろし

09FUKUOKA  PREFECTURE  NEWS



　県では、新型コロナウイルス感染拡大の防止と地域経済や県民生活の回復を図るため、「医療提供体制の強化
と感染防止対策の徹底」「雇用対策の強化と生活困窮者の支援」「『新しい生活様式』を踏まえた地域経済の活性
化」に取り組みます。(予算規模４１９億円） 

令和２年度９月補正予算（９月３０日議決分）における新型コロナウイルス関連事業

●医療提供体制の強化（７３.６億円）
　・県保健所に抗原定量検査機器を導入し、検査能力を拡大（１日３００件→１８００件（約６倍））
　・かかりつけ医などの身近な医療機関における抗原簡易キット検査やPCR検査にか
　 かる費用の保険適用後の自己負担分を県が全額負担
　・高齢者などのインフルエンザワクチンの予防接種を無償化
●感染防止対策の徹底（１００．６億円）
　・業種別ガイドラインに従って、マスク、消毒液などの感染防止対策を講じた飲食店に
　 対し助成
　・業種別ガイドラインに従って、ウイルス対応空気清浄機などの感染防止対策を講じ
　 た接待を伴う飲食店などに対し助成
　・飲食店紹介サイトにおいて感染防止対策を講じている店舗を紹介
　・県立学校における給食調理時の衛生環境向上のため自動手洗消毒器などの設備を導入

医療提供体制の強化と感染防止対策の徹底　

●雇用対策の強化（４．４億円） 
　・人材不足分野への転職支援強化、UIJターンの推進、テレワークの活用を促進 
●生活困窮者の支援（１８８．６億円） 
　・生活福祉資金（総合支援資金）の貸付上限を増額（60万円→120万円）

雇用対策の強化と生活困窮者の支援

●中小企業の支援（１５億円）
　・DX（デジタルトランスフォーメーション※）の推進、「新しい生活様式」を踏まえた販路拡大
　 などを支援 ※デジタル技術を活用して、経営改革や新たなビジネス・価値の創出を図ること
●観光振興・消費喚起による地域経済の活性化（１億円）
　・県内を巡る修学旅行を実施する学校へバス代の一部を助成
●農林水産業の振興（１４．６億円） 
　・スマート技術を活用した農業機械・設備の導入を支援
●公共交通、文化芸術の支援（１１億円） 
●新たな暮らしのスタイルの確立（２．７億円）
　・「出会い応援団体」が実施する出会いイベントにおける感染防止対策やオンラインを
　 活用した出会いイベントの開催を支援

「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化　

感染拡大の防止と地域経済や県民生活の回復を目指します！

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

「新しい生活様式」の
動画を発信中！

動画視聴はこちら⬇
（ふくおかインターネットテレビ）

給食調理場の手洗い設備

抗原定量検査機器
（画像提供：富士レビオ株式会社）

テレワークの様子

スマート技術を活用した
無人除草ロボット
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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

　地どりならではのかみ応え、
かむごとに増すうま味に加え、
きめ細やかな肉質、サクッとし
た歯切れの良さが特長です。
提供：福岡県農林水産物ブランド
化推進協議会

　糖度が８度以上ある大変甘
い「フルーツトマト」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！

１１月３０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１１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：（株）アクアファームくるめ生産者：（株）アクアファームくるめ

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

A Bはかた地どり  水炊きセット （３～４人前）×５人 ミニトマト（ふくおかエコ農産物） ２ｋｇ×１０人

締切
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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

　このアプリを利用することでプライバシーを
確保しつつ、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。

　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。

「感染防止宣言ステッカー」
を掲示している事業者に感
染防止対策に係る経費を助
成します。

福岡県

北九州市

福岡市

電話番号窓口

０５７０‐７８３‐０１９（２４時間対応）

０５７０‐０９３‐５６７

０９２‐７１１‐４１２６（２４時間対応）

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 コロナ　福岡県庁 検索詳しくは COCOA　コロナ　アプリ 検索

※９月３０日時点の情報に基づき作成しています

厚生労働省HP

福岡県　ステッカー　　検索

　県では、新型コロナウイルスの感染防止ガイド
ラインに沿った対策を実施している事業者の皆
さまに「感染防止宣言ステッカー」の掲示をお願
いしています。
　お出掛けの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店舗を選びましょう。ぜひ
この取り組みにご協力ください。

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　☎0570-783-019　ファクス092-643-3697

　助成金コールセンター
☎0１２０-１１０-１９３

「感染防止宣言ステッカー」を貼って、利用者の皆さまに安心をPR！！

ステッカー掲示店舗の検索は

詳しくはこちら▶

飲食店事業者の皆さまへ

コ コ ア
新型コロナウイルス感染症一般相談窓口

問
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