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〈九州ロゴマーク〉
九州・山口各県と経済
界で定めた「九州」の
マークです



これまで県と久留米市が連携し、久留米地域を中
心に推進してきたバイオ関連企業などの集積を目指
す「福岡バイオバレープロジェクト」の取り組みが評価
され、今年６月、内閣府から「地域バイオコミュニティ」
の第1号として認定されました。
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福岡の未来を 支える成長産業福岡の未来を 支える成長産業

バイオ（バイオテクノロジー）は、生物の働きを利用して
人々の暮らしに役立てる技術で、味噌などの「発酵」や野菜
などの「品種改良」もバイオの１つです。
近年ではiPS細胞などの再生医療や微生物を使ったバ

イオ燃料、また、機能性表示食品の開発など、医療・環境・
食品と、さまざまな分野に活用されています。
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イオ燃料、また、機能性表示食品の開発など、医療・環境・
食品と、さまざまな分野に活用されています。

バイオってどんなもの？ 福岡から宇宙へ！ 宇宙ビジネスへの挑戦
九州大学発の宇宙ベンチャー企業（株）ＱＰＳ研究所が、
県内17社のものづくり企業と協力して世界最高レベル
の小型レーダー衛星を開発。令和元年12月には初号機
「イザナギ」がインドで、令和３年１月には二号機「イザナ
ミ」が米国で打ち上げられました。
宇宙ビジネスは、十数年後には国内市場規模が現在の

２倍の約2.4兆円に膨らむと期待されています。
県では、今後も宇宙機器開発に挑戦する中小企業の
支援に取り組んでいきます。

九州大学発の宇宙ベンチャー企業（株）ＱＰＳ研究所が、
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２倍の約2.4兆円に膨らむと期待されています。
県では、今後も宇宙機器開発に挑戦する中小企業の
支援に取り組んでいきます。

線虫ががん患者の尿に近づく習性を利用して、がんの
リスクを判定する技術「N-NOSE」を（株）HIROTSUバイオ
サイエンスが開発。簡便、安価、高精度（判定精度約85％）
が特徴で、がん検診の受診率向上やがんの早期発見・早
期治療が進み、健康寿命の延伸が期待されています。

一滴の尿でがんリスクを判定！

今年４月、久留米市にオープンした福岡バイオイノベーションセンター今年４月、久留米市にオープンした福岡バイオイノベーションセンター 米国からSpaceXのロケットで打ち上げられた「イザナミ」米国からSpaceXのロケットで打ち上げられた「イザナミ」

　将来、市場規模の拡大が見込まれ る成長産業。福岡県は従来から大学な
どの高度な研究機関と優れた技術を 持つものづくり企業が多く、バイオ産
業や宇宙産業などの分野に大きな優 位性があります。このため、県内の成
長産業分野への企業の参入と集積に 力を注いでいます。

特  集

全国初

本県にはロボット、IoT、AI、軽量Rubyなど、宇宙
ビジネスに参入し得る優れた技術を持つハード・ソ
フト企業が集積。こうした県の強みと宇宙ビジネス
振興の取り組みが高く評価され、令和２年９月、国
（内閣府、経済産業省）から「宇宙ビジネス創出推進
自治体」に選定されました。
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宇宙ビジネス創出推進自治体に選定地域バイオコミュニティ地域バイオコミュニティに認定

宇宙から届くデータを活用して、無限の可能性に挑戦宇宙から届くデータを活用して、無限の可能性に挑戦

県は、（株）ボナックと共同して、次世代の薬として注目さ
れる「核酸医薬」の技術を用いた新型コロナ治療薬の開発
を行っています。今年、国の事業に採択され、今後３年半で
５０億円の支援を受けることとなりました。現在、来年度の
治験開始を目指して研究が進められています。

新型コロナ治療薬の開発に着手

新産業振興課　〔バイオについて〕　☎092-643-3448　ファクス092-643-3421問 新産業振興課　〔宇宙について〕　☎092-643-3453　ファクス092-643-3421問

（株）QPS研究所では、令和７年を目標に計３６機の衛星の打ち上げを行い、天候や昼夜を問わず１０分ごとに世界中
どこでも観測できる「準リアルタイムマップ」の実現を目指しています。
衛星データを活用した、県民の皆さまの生活がより便利になる新たなビジネスがこれから動き出します。

衛星開発に参画した県内企業衛星開発に参画した県内企業

認定を受け、
久留米市と
共同で記者
会見を実施！

認定を受け、
久留米市と
共同で記者
会見を実施！

バイオ産業がより身近な存在にバイオ産業がより身近な存在に

バイオバイオバイオ 宇 宙宇 宙宇 宙
九州初

県産ブランド「はか
た地どり」の胸肉が
生鮮肉類では全国で
初めて機能性表示食
品に認定。認知機能
の一部をサポートす
る効果があることが
報告されています。

エヌ　   ノーズ

提供：（株）QPS研究所
衛星データの活用例

打ち上げられた衛星からは、天候や
昼夜問わず地上の詳細な様子がわ
かるデータの取得が可能に！

◆災害時、寸断された道路などの被
災状況を迅速に確認！
◆道路や線路などの数ミリ単位の変
化を察知して事前の点検や修理が
可能に！

これにより

衛星から取得した東京都内上空の画像
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西日本総合展示場新館
（北九州市小倉北区浅野3-8-1）
個人   ロープ、ボール、フープ、クラブ、リボンの

手具のうち、指定された４種類を演技する
団体   ５人１チームで全員同じ手具を使う演技と、

２つの手具を組み合わる演技の２つで競う

世界新体操
１０/２７（水）～３１（日）
会 場

種 目

北九州市立総合体育館
（北九州市八幡東区八王寺町4-1）
「団体総合」「個人総合」「種目別」それぞれで競う
男子   ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
女子   跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆか

● 難しい技をいかにミスなくできているかに
注目！

● 勝負が競ってきた場合には、着地が大きな
ポイントに！

世界体操
１０/１８（月）～２４（日）

問 スポーツ企画課　☎092-643-3349　ファクス092-643-3408

 検索世界体操・新体操 2021詳しくは

　10月、北九州市で体操・新体操の世界選手権が開催されます。東京オリンピック後初となる注目の国際スポー
ツ大会です。ぜひ会場やテレビで、北九州市から始まる感動の瞬間を見届けましょう！

◆ 体操・新体操の世界選手権が同時期に同一都
市で開催されるのは史上初！

◆ 新体操「フェアリー・ジャパン」は、前回2019
年大会で史上初の金メダルを獲得！

◆ 今大会も日本選手のメダル獲得が期待されます！

２０２１世界体操・新体操選手権北九州大会がいよいよ開幕！

会 場

種 目

日 時
場 所
内 容

２０２１世界体操 ・新体操選手権北九州大会　1カ月前イベント
　大会前に、体操・新体操の魅力や観戦の見どころをより多くの
人に知っていただくため、1カ月前イベントを開催します！

９月１８日（土）・１９日（日）
イオンモール福岡（粕屋町酒殿字老ノ木192-1）
● 白井 健三さん、田中 琴乃さんによるトークショー
● 器具の実物展示
● 地元体操・新体操クラブによる演技披露　などを予定

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止・変更になる場合があります

Photo by AFLO SPORT Photo by AFLO SPORT

元体操日本代表

白
しら

井
い

 健
けん

三
ぞう

さん

Ⓒ日本体育大学
元新体操日本代表
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大会トピックス

どころ
見

どころ
見 ● 柔軟性の高さや音楽に合わせた世界観の

表現に注目！
● 団体競技のスピーディーな手具の交換と

一体感のある演技は見逃せない！
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　新型コロナウイルス感染拡大に伴う飲食店の時短営業やイベントの中止などによって、厳しい状況にある酒蔵
を支援するため、秋以降に対象の飲食店で「地酒・焼酎フェア」の開催を予定しています。

　県が配信している「ふくおか健康ポイントアプリ」には、楽しく健康づくりに取り組めるコンテンツが盛りだくさん。
　元気に健康で過ごすためには、コロナ禍の生活でも適度な運動が必要です。密を避け、熱中症に気を付けながら、
ウォーキングに取り組みませんか。

県内酒蔵・県産酒を応援！

コロナ禍の生活で運動不足になっていませんか？

問 福岡の食販売促進課　☎092-643-3514　ファクス092-643-3531

問 健康増進課　☎092-643-3269　ファクス092-643-3271

 検索福岡の地酒・焼酎ナビ詳しくは

地酒・焼酎フェア 「福岡の地酒・焼酎公式アプリ」で
お得なクーポン（期間限定）を配信

◆ 期間ごとに、県内４地域の県産酒を「福岡の地酒・
焼酎応援の店」にて無料で試飲できます！ 

（１回の来店につき１人１杯まで）

◆ フェアイメージ

筑後地域の地酒・焼酎

筑豊地域の地酒・焼酎

北九州地域の地酒・焼酎

福岡地域の地酒・焼酎

※ 「地酒・焼酎フェア」の詳細は、「福岡の地酒・焼酎公式アプリ」
またはホームページ「福岡の地酒・焼酎ナビ」でお知らせし
ます

◆ ウォーキングの歩数や健（検）診の
受診などによってポイントをゲット

◆ 貯まったポイントを使って「特典協
力店」でお得なサービスが受けら
れます 

◆  「地酒・焼酎フェア」参加店舗をチェック
◆ 酒蔵や酒造りの情報をゲット
◆ 酒蔵開きなど、イベント情報をゲット

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止・変更になる場合があります

市町村対抗ウォーキングラリー開催！

９月１日（水）～１０月１０日（日）
平均歩数部門と登録者数部門（人口千
人あたりの登録者数）の2部門で競いま
す。期間中にたくさん歩いて、お住まい
の市町村の上位入賞を目指しましょう！

歩数に合わせて、県内のスポット写真を
表示。遠くにお出掛けできなくても、見
どころを巡れます。

バランスの良い食事ができているか、
イラストで簡単にチェック！ 食生活の見直
しに役立ち
ます。

バーチャルウォーキング

食事バランスチェック

県産酒が一杯
500円オフに！

ふくおか
健康ポイントアプリ

アプリの
ダウンロード
はこちら

iOS Android

iOS Android

アプリの
ダウンロード
はこちら

他にも！

おすすめコンテンツご紹介

期 間

第 1 弾

第 2 弾

第 3 弾

第 4 弾
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　７月２日、県と公益財団法人日本財団との間で、障が
いのある人の就労機会拡大と工賃向上を目指した連携
協定を締結しました。企業から障がい者施設への受注
の拡大を図るとともに、受注する障がい者施設間での
連携を強化す
るなど、県と日
本財団双方の
強みを生かし
た取り組みを
協働で実施し
ていきます。

　近年浸水被害が頻発していることから、その対策とし
て、県では昨年６月、「排水ポンプ車」を1台導入し、今年
６月には新たに５台を追加配備しました。大雨による浸
水被害の発
生 時 に は、
速やかに現
場に出動し
て排水作業
を行うこと
で、被 害 の
軽減を図り
ます。

問 障がい福祉課
☎092-643-3264　ファクス092-643-3304

問 河川整備課
☎092-643-3671　ファクス092-643-3687

「働く障がいのある人への支援のための連携協定」を締結

排水ポンプ車を配備しました！

　県では、伝統的工芸品の生産者と、県内外に幅広い
販路を有する企業などがコラボレーションした新商
品の開発を支援し
ています。7月2日、
知事は、婦人向け
雑誌「家庭画報」の
クリエイター３人と
博多織、小石原焼、
高取焼の職人との
コラボレーションに
より完成した新商
品を視察しました。

　今年度から新たに、現地での農林漁業体験に加え、
パソコンやスマートフォンで生産者との交流や調理実
習などを行う、コロナ禍に対応した体験オンラインツア
ーを開催しています。今後のツアー内容は、県ホームペ
ージでお知らせします。

問 観光政策課
☎092-643-3454　ファクス092-643-3431

問 食の安全・地産地消課
☎092-643-3575　ファクス092-643-3573

みやま市・みかん
栽培方法の紹介
ブランドみかん試食

伝統的工芸品の新商品を知事が視察しました！ 

「ふくおか農林漁業体験オンラインツアー」を初開催！ 

　県では、６月７日から７月３１日まで、福岡県立大学
（田川市）と保健医療経営大学（みやま市）の２箇所に
「福岡県新型コロナウイルスワクチン広域接種センタ

ー」を 設 置
し、市 町 村
が実施する
６５歳 以 上
の高齢者へ
のワクチン
接種の支援
を行いまし
た。

新型コロナワクチン広域接種センターを設置しました

問 ワクチン接種推進室
☎092-643-3564　ファクス092-643-3698

　６月２５日、県と特定非営利活動法人日本レスキュー
協会との間で、「災害時における災害救助犬の出動及
び捜索活動に関する協定」を締結しました。これにより、
今まで以上に速や
かに被 災 地 へ 災
害救助犬チームを
派遣してもらうこ
とができ、一人で
も多くの人の命を
救うことにつなが
ります。

日本レスキュー協会と災害時協力協定を締結！

問 防災企画課
☎092-643-3112　ファクス092-643-3117

※ 各産地やオンラインショップ「ひとことめ
ぐり商店」で購入可

 検索ひとことめぐり商店

 検索福岡のおいしい幸せ

第５回ツアーのご案内
10月23日（土）

県政 フラッシュ 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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❸犬鳴川河川公園のヒガンバナ

糟屋地区で公募した美術作品を展示します。作品は、日
本画、洋画、陶芸、工芸彫刻、書、写真の６部門です。

糟屋地区美術展
11月11日(木)～16(火)�※休館日：月曜日

2
新宮町

場 そぴあしんぐう（糟屋郡新宮町新宮東4-1-1）
問 新宮町文化協会 
　�☎080-2713-8100　ファクス092-963-3805

約25万球のヒガンバナが一斉に咲き誇ります。夜にはラ
イトアップも予定しています。

犬鳴川河川公園のヒガンバナ
９月下旬～１０月上旬

3
宮若市

場 犬鳴川河川公園（宮若市本城６５番地１）
問 宮若市ヒガンバナまつり実行委員会事務局  
　 ☎0949-32-0773　ファクス0949-32-9430

県内外の参加パン屋で密を避けながら楽しめるスタン
プラリーを開催します。

かわさきパン博
10月24日（日）～11月21日（日）

4
川崎町

場 県内外の参加パン屋 ※対象店舗は川崎町ホームページをご確認ください
問 かわさきパン博実行委員会事務局  
　 ☎0947-72-3000　ファクス0947-72-3416

日中は海辺のグランピングテントを基地に海遊びやBBQ
を楽しみ、夜は旅館に泊まってくつろぐことができます。
場 波

は

津
つ

海水浴場と周辺の宿泊施設
問 岡垣町観光協会  
　 ☎093-281-5050　ファクス093-281-5055

「リョカンピング」開催中
10月10日（日）まで

1
岡垣町

　　
　
　
　　

　全国各地で栽培されているぶどうの王様「巨峰」。
実は、その栽培に全国で初めて成功したのは、久留米
市田主丸町であることをご存じですか？
　巨峰は、民間のぶどう学者大

おお

井
いの

上
うえ

康
やすし

氏が静岡県で
開発し、その門下生だった越

お

智
ち

通
みち

重
しげ

氏が田主丸の土
壌に適性を見いだし、１９５７年から栽培を始めました。
しかし、開植当初は、運搬中に実が落ちやすく、傷み
やすいため、市場から相手にされず販路を広げるのに
苦労しました。
　「もぎたてを食べたら感動するのに・・・」。そこで
思い付いたのが、試食をし、巨峰をお土産として持ち

帰る「ぶどう狩り」。人々は
粒の大きさと甘さに驚き、
連日観光客が押し寄せ、田
主丸は全国有数の巨峰の
名産地となりました。
　現在、田主丸では３８の園
でぶどう狩りができます。入
場無料、試食ありなど当初

のルールを続けている農家が
多く、摘み取った分は購入し、
持ち帰りできます。ぶどう狩り
のシーズンになると「子どもの
頃にもぎたての巨峰を食べた
感動が忘れられない」と毎年笑
顔で訪れる家族連れの姿も。
　「耳

み

納
のう

連山の雄大な風景の中で、ぶどう狩りはもち
ろん巨峰ラムネや
巨峰ソルベなども
楽しんでください
ね」と語るのは、田
主丸巨峰会会長の
倉富さん。近年は、
新鮮なまま直送す
る通販も人気です。 巨峰の成長を見守る田主丸巨峰会会長の

倉富政信（くらとみまさのぶ）さん

開植から６０余年、田主丸の
希望をつないだ巨峰

巨峰ワイナリーの一角に建つ
「越智先生頌

しょう

徳
とく

碑
ひ

」

問 ぶどう狩り案内所（８月１０日～９月下旬）
☎・ファクス0943-72-1208

ぶどうの王様
「巨峰」開

か い

植
しょ く※の地・田主丸 

　　　　　　　　　　　　　※開植…栽培が始まること　

※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

32

4

1

場 ＝場所　
問 ＝問い合わせ

おでかけ
クリップ

知ってる
福岡県

Do you know Fukuoka

?
vol.17
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日 程（予定）
９月１０日（金）～１０月１４日（木）
　傍聴を希望される人は下記まで
お問い合わせください。
　県議会ホームページでは、本会
議や委員会の日程の他、議会中継
や会議録などをご覧いただけま
す。

 検索福岡県議会

問  議会事務局総務課
☎092-643-3823 Ⓕ092-643-3825

職 種　行政、教育行政、
　　　　　警察行政
受験資格　 平成４年４月２日から平

成１６年４月１日までに
生まれた人で、次のい
ずれかの交付を受けて
いる人 
①身体障害者手帳１級
から６級 
②療育手帳 
③精神障害者保健福祉
手帳

試 験 日　１０月３１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６日（月）～ 

２４日（金）
※消印有効（インターネットでの申
し込みは９月２１日（火）まで）

 検索福岡県職員採用

問  人事委員会事務局任用課
☎092-643-3956 Ⓕ092-643-3960

　緊急事態措置などに伴う飲食店
の休業・時短営業や外出自粛の影
響を受け、売上が減少した事業者
に支援金を給付します。
給付対象

（１）令和３年７月の月間売上が、
前年（または前々年）同月比
で３０％以上５０％未満減
少した中小法人・個人事業
者（北九州市・福岡市を除く）

（２）以下の条件を満たす酒類販売
事業者（北九州市を除く）
①酒類の提供を停止する飲

食店と取引があること
②令和３年５月・６月の売上

にかかる国の月次支援金
の給付対象であること

③前年（または前々年）同月
比で（ア）５０％以上７０
％未満減少、または（イ）
７０％以上減少している
こと

※北九州市・福岡市の事業者は、
各市のホームページから申請が可
能です
給 付 額

（１）法人…上限10万円／月
個人…上限  ５万円／月

（２）（ア） 法人…上限20万円／月
個人…上限10万円／月

（イ） 法人…上限40万円／月
個人…上限20万円／月

申請期限　９月３０日（木）
申請方法　 県ホームページから手続
※原則ウェブ申請です。郵送申請
をご希望の場合は下記へお問い合
わせください

 検索福岡県　月次支援金

問  福岡県中小企業者等月次支援金
コールセンター（平日９時～１７時）
☎0120-876-866

　毎年１度「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。

 検索福岡県　特定健診がん検診

問  特定健診：健康増進課
☎092-643-3269 Ⓕ092-643-3271
※実施場所や時期は、ご加入の保
険者にお問い合わせください
問  がん検診：がん感染症疾病対
策課
☎092-643-3317 Ⓕ092-643-3331
※実施場所や時期は、お勤めの事
業所または各市区町村の担当窓口
へお問い合わせください

　正社員での就職を目指す人と、
人材不足に悩む県内企業とのマッ
チングを支援します。
支援内容　 派遣前研修（１か月）お

よび派遣就労（２か月）
を通じて正社員就職を
サポート

※派遣前研修および派遣就労期間
は有給です
実施期間　①１０月１日（金）～

１２月２８日（火）
②１１月１日（月）～

令和４年２月２日（水）
【応募対象】

求 職 者　 正社員就職を目指す求
職中の人

企 業　 福祉・介護、運輸、農
林水産、販売などの分
野の企業

 検索ふくおか正社員チャレンジプログラム

申 問
アソウ・ヒューマニーセンター
事業開発部（受託事業者）
☎092-733-8293 Ⓕ092-725-3622

県 議 会

９月定例会

試験・研修

障がい者を対象とする
県職員採用選考試験

お知らせ

福岡県中小企業者等
月次支援金

９月は特定健診・がん検診の
受診促進月間です

ふくおか正社員
チャレンジプログラム

※7月30日時点の情報に基づき作成しています
☎＝電話番号　　Ⓕ＝ファクス番号
申＝申し込み　　問＝問い合わせ情報のひろば

Information　　　　　open�space
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　スマートフォンやタブレットで
ふくおか地産地消応援の店や直売
所、観光農園の来店ポイントを貯
めると、抽選で県産食材が当たり
ます。詳しくはホームページをご
確認ください。
実施期間　１０月上旬～
　　　　　令和４年2月

 検索福岡のおいしい幸せ

問  ふくおか地産地消キャンペーン事務局
☎092-260-1026 Ⓕ092-402-0821

　生配信中にチャットで企業に質
問できます（後日の質問も可）。
　また、見逃し配信もあります。
日 程

時 間　１０時～１５時（予定）
参加企業　１地区２０社程度
※参加無料、要事前申込（当日まで申込可）

 検索福岡県女性 Web 合説

申・問  マンパワーグループ株式会社（受託業者）
☎092-741-9531 Ⓕ092-751-1069

　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。実施医療機関の一覧は県ホー
ムページをご確認ください。
実施期間　１０月１日（金）～
　　　　　 令和４年２月２８日（月）

 検索福岡県　被爆者二世健康診断

問  がん感染症疾病対策課
☎092-643-3267 Ⓕ092-643-3331

　就農希望者からのご相談に農業
大学校や県内のＪＡの職員がお応
えします。
日 時　１０月９日（土）

１２時～１６時３０分
場 所　ＪＡ福岡県会館

（福岡市中央区天神）
※要申込、参加無料

 検索農業せんね！福岡で

申・問  後継人材育成室
☎092-643-3495 Ⓕ092-643-3516

　あなたの行動で救える命があり
ます。臓器提供に関する意思表示、
骨髄バンクへの登録にご協力をお
願いします。

 検索骨髄バンク

問  がん感染症疾病対策課
☎092-643-3576 Ⓕ092-643-3331

　県と市町村が連携し、「緊急短期
雇用創出事業」を行っています。
　短期の雇用情報は県ホームペー
ジをご確認ください。

 検索福岡県　緊急短期雇用

問  労働政策課
☎092-643-3585 Ⓕ092-643-3588

保育士の資格届出制度
　届出いただいた人に、保育の
最新情報や復職サポート情報を
提供します。（対象：保育士資格
をお持ちのすべての人）

保育人材の相談窓口
　保育施設で働く人の相談を匿
名で受け付けます。職場の人間
関係や職場環境のお悩みなどお
気軽にご相談ください。

子育て支援員の就職支援
　潜在保育士に加え、子育て支
援員の就職支援を行います。

 検索ほいく福岡

問  福岡県保育士・保育所支援セ
ンター（愛称：ほいく福岡）
☎092-582-7955 Ⓕ092-582-7956

助成対象　
居住用に県内で一定の基準を満た
す木造住宅を新築・購入する人
主な助成基準　
一戸建ての木造軸組構造で長期優
良住宅の認定を受けていること
助 成 額　
３０万円（省エネ設備などに応じて
最大３０万円上乗せ）
申請期限　
１２月２８日（火）
※着工前に申請してください
※予算枠に達した時点で終了し
ます

 検索ふくおか県産材家づくり

申 問 住宅計画課
☎092-643-3731 Ⓕ092-643-3737

ふくおか地産地消来れば来るほど！
来店ポイントキャンペーン

女性のための
WEB合同会社説明会

筑豊 １０月６日（水）～８日（金）
筑後 １０月２７日（水）～２９日（金）
福岡 １１月１０日（水）～１２日（金）

北九州 １１月１５日（月）～１７日（水）

被爆者二世の健康診断

新規就農相談会in福岡

１０月は臓器移植普及月間、
骨髄バンク推進月間です

【事業主の皆さまへ】
　骨髄ドナーの人は、事前の健
康診断や骨髄などの提供のた
めに、数日の通院または入院が
必要となります。
　従業員が安心して骨髄など
の提供ができるよう、「骨髄ド
ナー休暇」の導入にご協力をお
願いします。

新型コロナの影響により
働く場を失った皆さまへ

「ほいく福岡」で
新サービスを開始しました

県産木材を使用した
木造住宅の新築・購入に
対し助成します

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】�  検索福岡県　県民の声 　【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
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　県民の皆さまから応募があった
作品のうち、入選・入賞作品など
を展示します。
期　　間
◎彫刻・写真
　９月７日（火）～１２日（日）
◎日本画・工芸・デザイン
　９月１４日（火）～２０日（月・祝）
◎洋画
　９月２２日（水）～２６日（日）
◎書
　９月２８日（火）～１０月３日（日）
場 所　 福岡県立美術館 

（福岡市中央区天神）
開館時間　１０時～１８時

入場は１７時３０分まで
観 覧 料　 一般３００円、 

高大生２００円、 
小中生１００円

 検索福岡県美術展覧会

問  福岡県立美術館
☎092-715-3551 Ⓕ092-715-3552

期 間　９月１１日（土）～
１０月１０日（日）

時 間　１０時～１７時
場 所　 九州芸文館 

（筑後市津島）
観 覧 料　 一般６００円、 

高大生４００円、 
小中生２００円、 
６５歳以上は４００円

休 館 日　 月曜日（祝日・休日の
場合は翌日）

 検索九州芸文館

問  文化振興課
☎092-643-3383 Ⓕ092-643-3347

　筑豊地域自慢のグルメや特産品
が大集合。踊りや歌などのステー
ジイベントも行います。来て、見
て、食べて、筑豊の魅力を堪能し
てみませんか。
日 時　９月２５日(土)

１１時～１６時
場 所　天神中央公園

(福岡市中央区天神)
 検索筑豊フェア

問  広域地域振興課
☎092-643-3180 Ⓕ092-643-3164

　県内の小・中学生が夏休みに一
生懸命取り組んだ、理科自由研究
作品を展示します。
期 間　１０月２日（土）～

２４日（日）
場 所　福岡県青少年科学館

（久留米市東櫛原町）
入 館 料　大人４１０円、児童・生

徒２１０円
※土曜日は高校生以下無料
※入館には、インターネットから
の事前予約が必要です

 検索福岡県青少年科学館

問  福岡県青少年科学館
☎0942-37-5566 Ⓕ0942-37-3770

　一次審査を通過したデザイン性
の高い選りすぐりの商品５０点を一
般公開。この日の最終審査で今年
の受賞作品が決まります。
　また、前後の期間に県庁１１階
「福岡よかもんひろば」でも商品を
展示します。
日 時　１０月２７日（水）

１３時～１６時
※１５時からは表彰式

場 所　福岡県庁３階講堂
 検索福岡デザインアワード

問  福岡県産業デザイン協議会事
務局（新事業支援課内）
☎092-643-3449 Ⓕ092-643-3226

　住まいや住生活の楽しさを身近
に感じられるモノを見て、体験し
て、学べるイベントです。
日 時　１１月１３日(土)

１０時～１７時
場 所　ソラリアプラザ

（福岡市中央区天神）
内 容　住生活セミナー、漆喰

でつくる泥だんご体
験、ＤＩＹ体験、クイズ
ラリー

※一部事前予約可（先着順）
※参加無料（ＤＩＹ体験は有料）

 検索住まいるフェア福岡 2021

問  住宅計画課
☎092-643-3732 Ⓕ092-643-3737

催　し

福岡県美術展覧会（県展）

九州芸文館　写真展
オードリー・ヘプバーン

筑豊フェア2021
～おどりと食の祭典～

小・中学生理科研究コンクール
～小さな科学者たちの作品展～

福岡デザインアワード２０２１

住まいるフェア福岡２０２１

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！

※催しは変更や中止になる場合があります
ので、確認の上、適切な感染対策を行って
お出掛けください

中 止

情報のひろば
Information　　　　　open space

※7月30日時点の情報に基づき作成しています
☎＝電話番号　　Ⓕ＝ファクス番号
申＝申し込み　　問＝問い合わせ
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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

県政ニュースや観光情報などを動画で配信！
●福岡県庁公式アカウント

など

※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

締切 令和３年9月30日（木） ※郵送の場合は当日消印有効

　 福 岡 県 が 育 成し
た、種がほとんどな
い甘柿の「秋王（あき
おう）」。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

　奥八女星野村で丁寧に
育てられた八女茶３袋セッ
トです。山のお茶特有の
香りとうま味をお楽しみく
ださい。
提供： ふくおかエコ農産物販

売拡大協議会
生産者：高木茶園

秋王（5玉程度／箱）×５人 八女茶（３袋セット）×１０人

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！

※当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます

： 〒812-8577（住所不要）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　電子メール：kouhou@pref.fukuoka.lg.jp
： ふくおか電子申請サービス

は が き
ファク ス
電子申請

A B

応 募 方 法

応 募 先

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。

 検索ふくおか電子申請  プレゼントコーナー

※写真はイメージです

PRESENT
プレゼントコーナー
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新型コロナワクチン接種が本格的にスタートしました
ワクチン接種による効果と副反応のリスクの双方を正しく理解した上で、接種を検討しましょう。

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（※）

0570-072972☎
（24時間対応）

※接種予約に関するダイヤルではありません。
　副反応以外のお問い合わせはお住まいの市町村窓口まで

● 主な副反応

　体質や持病などさまざまな理由により、ワクチン
を接種することができない人、望まない人もいます。
ワクチン接種は強制ではなく、本人の意思で受ける
ものです。ワクチンを接種していない人への差別、い
じめ、職場や学校における不利益な扱いは決して許
されません。

　新型コロナ感染拡大に伴う８月１日からの営業時
間短縮の要請にご協力いただいた飲食店などの皆さ
まに協力金を給付します。
　申請方法など、詳しくはコールセンターまでお問い
合わせいただくか、県ホームページをご確認ください。

発現割合 ファイザー社 武田/モデルナ社

50％以上 接種部位の痛み、
疲労、頭痛

接種部位の痛み、疲労、
頭痛、筋肉痛

10～50％

筋肉痛、悪寒、
関節痛、下痢、
発熱、接種部位の
腫れ

悪寒、関節痛、吐き気、
嘔吐、リンパ節症、発熱、
接種部位の腫れ、発赤、
紅班

1～10％ 吐き気、嘔吐
接種後7日目以降の接
種部位の痛みや腫れ、
紅班

□ 接種直後よりも翌日に痛みを感じる人が多いです。
□ これらの症状の大部分は、接種後、数日以内に
回復しています。

□ 疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の
ほうが頻度が高くなる症状もあります。

□ 接種後、まれにアナフィラキシー（急性アレルギー反応）
が起こることがありますが、接種会場や医療機関では、
すぐに対応できるよう、医薬品の準備をしています。

□ テーブルや座席の配置により利用者同士の間隔
を確保しましょう。

□ こまめに換気を行いましょう。
□ 飲食時以外のマスクの着用、大声を出さないなど
利用者に感染防止対策を呼び掛けましょう。

□ 飲食時以外はマスクを着用し、大声での会話は避
けましょう。

□ 長時間（２時間を超える）の会食は控えましょう。
□ 感染防止対策に取り組む店舗を選び、店舗の感染
防止対策に協力しましょう。

ふくおか人権
ホットライン

☎092-724-2644
毎月第4金曜日15:00～18：00
（弁護士による無料電話法律相談）

☎0570-003-110
平日8：30～17：15
（最寄りの（地方）法務局につながります）

みんなの人権
110番

飲食店の感染防止対策と利用する皆さんの行動で、新型コロナの感染拡大を防ぎましょう！

　飲食店の感染防止対策を調査員が
確認し、40項目の基準すべてを満た
す店舗を「感染防止認証店」として認
証します。
　外食の際は、この認証マークを掲示
している飲食店を利用しましょう。

※7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

感染防止認証マーク

このマークを目印に！

効 果 リスク

ワクチン差別NO!NO!

﹇ 
人
権
相
談
窓
口 

﹈

● 有効性
ファイザー社製、武田/モデルナ社製ともに高い発症予
防効果が確認されています。また、重症化を予防する
効果が期待されています。

2回目の接種から1～2週間程度とされています。
しかし、ワクチン接種後、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。接種後も引き続きマスク
の着用や三密の回避などの感染防止
対策を継続しましょう。

● 免疫がつくまでの期間

飲食店の
感染防止
対策

利用する
皆さんの
行動

飲食店の皆さまへ
「福岡県感染拡大防止協力金」

福岡県感染拡大防止協力金コールセンター
☎０１２０-５６７-９１８ （平日、土、日、祝日  ９時～１７時）

県ホームページ
協力金に関するお問い合わせ

 検索福岡県感染拡大防止協力金
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「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。  検索福岡県の広報活動

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）

見やすいユニバーサル
デザインフォントを採用
しています。


