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一般会計当初予算　１兆７，３２５億円

福岡県知事

小川　洋

　平成３０年度当初予算では、九州北部豪雨災害の被災地の復旧・復興と地方創生の実現に
向け、「地域経済の活性化と魅力ある雇用の創出」、「若い世代の夢と希望をかなえる社会」、
「安全・安心、災害に強い福岡県」、「誰もが活躍できる社会」の４つの柱に基づき、施策を展開
してまいります。
　これらを進める中で、健康の増進、青少年の健全育成、国際交流の推進などさまざまな分
野で地域の活性化につながるスポーツの力によって、県民生活をより豊かにし、より元気に
する「スポーツ立県」を目指します。
　これからも、「県民幸福度日本一」を目指し、生活者の視点を重視しながら、温かみのある
行政により一層力を入れ、福岡県をもっともっと元気にしてまいります。

歳出
◆社会保障費は、子ども・子育て支援の
　充実などにより22億円(0.7%)の増
◆豪雨災害復旧・復興対策の増などに
　より公共事業費は68億円(3.4％)の
　増、災害復旧費は210億円の増
◆市町村交付金等は、税源移譲により
　個人県民税所得割交付金が減となっ
　たことなどから164億円(5.1％)の減

　豪雨災害復旧・復興対策、国の補正予算対応に
より、28年度末に比べ、373億円の増
（豪雨災害分と国補正分を除くと、289億円の減）

地方消費税増収分（平成３０年度約４０１億円）は社会保障施策の充実・安定化に活用されています
【充当した施策の主なもの】
●子ども・子育て分野
 ・保育所定員の拡大に伴う保育所運営費の増額
 ・一時預かり事業、延長保育事業、放課後児童クラ
　ブの運営などへの支援

●医療・介護分野
 ・国民健康保険などにおける低所得者の方々に対
　する保険料軽減措置の拡充
 ・難病対策における医療費助成の対象疾病の拡大

〇33年度末通常債残高を28年
　度末に比べ、780億円程度圧縮

〇通常債の発行額及び残高を
　毎年度確実に減少させる

28年度末に比べ
229億円の減

前年度に比べ
発行額及び残高
の減少

〇29年度から33年度までの
　計画期間中に黒字化

〇予期しない税収減や災害発
　生による支出増などへの対
　応に必要な残高を確保する

　発行額は82億円の増、残高は28億円の減
（豪雨災害分を除くと、それぞれ25億円の減と
135億円の減）

　豪雨災害復旧・復興対策により、58億円の赤字

　空港ビル株式売却収入65億円を含め386億円

５億円の赤字

30年度見込目　　標
30年度当初予算

財政改革プラン

プライマリーバランス

通常債残高

財政調整等三基金 369億円

歳入
◆県税等は、税源移譲による個人県民
　税の減があるものの、法人二税や地
　方消費税が堅調であることから16億
　円(0.2%)の増
◆国庫支出金は、災害復旧費の増によ
　り110億円(6.3％)の増
◆通常債は、豪雨災害復旧・復興対策に
　より県債を発行することから82億円
　(6.6%)の増
◆収支均衡を図るため、財政調整基金
　等三基金から5億円を繰り入れ

歳出歳入

平成30年度　福岡県予算平成30年度　福岡県予算

県税
6,173

（35.6%）

県税
6,173

（35.6%）

自主財源
56.7%
自主財源
56.7%

諸収入
1,343
（7.8%）

諸収入
1,343
（7.8%）

繰入金152（0.9%）繰入金152（0.9%）使用料手数料
178（1.0%）
使用料手数料
178（1.0%）

地方譲与税
886（5.1%）
地方譲与税
886（5.1%）

地方特例交付金18（0.1%）地方特例交付金18（0.1%）
交通安全対策特別交付金

16（0.1%）
交通安全対策特別交付金

16（0.1%）

その他
103（0.6%）
その他

103（0.6%）

依存財源
43.3%
依存財源
43.3%

義務的経費
54.0%
義務的経費
54.0%

投資的経費
13.2%
投資的経費
13.2%

地方交付税
2,466

（14.2%）

地方交付税
2,466

（14.2%） 地方消費税
清算金
1,869

（10.8%）

地方消費税
清算金
1,869

（10.8%）国庫支出金
1,863

（10.8%）

国庫支出金
1,863

（10.8%）

県債
2,259

（13.0%）

県債
2,259

（13.0%）通常債
1,334
（7.7%）

通常債
1,334
（7.7%）

臨時財政
対策債

925（5.3%）

臨時財政
対策債

925（5.3%）

人件費
3,891

（22.5%）

人件費
3,891

（22.5%）

社会保障費
3,271

（18.9%）

社会保障費
3,271

（18.9%）

公債費
2,201

（12.7%）

公債費
2,201

（12.7%）
公共事業費
2,057

（11.9%）

公共事業費
2,057

（11.9%）

災害復旧費
224

（1.3%）

災害復旧費
224

（1.3%）

行政施策費
2,469

（14.3%）

行政施策費
2,469

（14.3%）

市町村交付金等
3,075

（17.7%）

市町村交付金等
3,075

（17.7%）

その他138（0.8%）その他138（0.8%）

その他
32.8%
その他
32.8%

〈単位：億円  （　）は構成比〉
※表示未満四捨五入の関係で、
　積上げと合計が一致しない箇所がある財政改革プランの目標達成状況
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■中小企業の支援
●中小企業向け制度融資を充実　融資総枠６，８８４億円
　を確保（うち新規融資枠３，２８５億円）

●中小企業の事業承継を促進・・・・・・・・・・・・・・・・１０２万円○新

●中小企業の支援体制を強化・・・・・・・・・・・・・・・・６５５万円○新

●大川家具のブランド力を強化・・・・・・・・・・・・・・４７４万円○新

●地域商品券による地域経済の活性化を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４億１,７８８万円

■先端成長産業の振興
●北部九州自動車産業
　アジア先進拠点プロジェクトを
　推進・・・・・・・・・・・・・・・・９，８００万円

●バイオ・メディカル産業の
　拠点化を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，５８５万円

●水素エネルギー分野への参入を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３５万円○新

●ＩｏＴを活用した製品・サービスの開発を支援　
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７，４０５万円

●航空機産業への参入を促進・・・・・・・・・・・・・・・９７９万円

■農林水産業の競争力強化
●農林水産物の販売・消費を拡大
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３億５，５００万円

●水田農業の競争力を強化・・・・・・・・・２億４，４０５万円

●活力ある高収益型
　園芸産地を育成
　・・・・・・・・・・・・・・・・１４億７，０５２万円

●畜産業の競争力を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億３，８０７万円

●県産木材・製材品の
　供給力を強化・・・・・・８，６３４万円

●水産資源づくりを推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・２，２４７万円

●農業就業者の確保・育成
　対策を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・３，７９０万円

■本県の魅力発信と観光の振興

●「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の
　保存活用を推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４，９９５万円

●「明治１５０年」を契機に世界遺産等の魅力を発信
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４，１４３万円

●地域資源を活用した観光プロモーションを強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４億９１２万円

●外国人観光客の受入環境を整備
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，５７６万円

●伝統工芸の魅力を国内外に発信
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６，００５万円○新

●芸術文化活動を推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，４３９万円○新

●福岡総領事館開設を契機としてタイ王国との
　交流を推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，６８４万円○新

■将来の発展基盤の整備
●福岡・北九州空港を整備
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７億８，２５７万円

●北九州空港の利用を促進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５億５，８７１万円

地域経済の活性化と魅力ある雇用の創出地域経済の活性化と魅力ある雇用の創出

○新は新しく取り組む事業です。予算額は万円未満四捨五入です。

沖ノ島沖ノ島 三池港三池港

アサリアサリ

北九州空港北九州空港

博多織博多織
▲バイオ関連展示商談会

▲県工業技術センターインテリア研究所の支援による家具の
　製品化例

▲「ご来福」しよう　
　ロゴマーク

▲実りつくし　
　統一ロゴマーク
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■働き方改革の推進
●企業における働き方改革を推進・・・・・・・１，８８３万円
●学校における働き方改革を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億５，４４７万円○新

■子ども・子育て支援の充実
●保育所・認定こども園等の運営を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０億２，０７３万円
●保育の担い手を確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９，６６５万円

■就職・仕事の支援
●若者サポートステーションによる就職を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，７４０万円
●がんの治療・介護と仕事の両立を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，７２５万円○新

■ふくおか未来人財の育成
●小・中・高校における英語教育を充実
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，７２８万円○新
●良好な教育環境を確保・・・・・・・・９３億７，７８２万円
●若者自立相談窓口（仮称）を設置
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，３４７万円○新

■子どもの貧困対策
●生活困窮者の自立支援を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２億１８９万円
●ひとり親世帯の所得向上を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８，２８１万円
●児童生徒を取り巻く生活環境を改善
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８，４５６万円

若い世代の夢と希望をかなえる社会若い世代の夢と希望をかなえる社会

■豪雨災害復旧・復興対策
●被災者の住宅確保を支援・・・・・・・・１１億１，０２３万円○新

●被災した道路や河川、施設等の復旧を加速化するととも
　に災害の再発防止対策を推進・・・２２６億９，２９１万円

●土砂災害情報の市町村、住民への配信強化により、
　迅速な避難行動を支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９，０００万円○新

■地域防災力の向上
●緊急輸送道路等を整備・・・・・・・・・１９４億２，５３２万円
●ため池等の安全対策を推進・・・・・４９億７，５１０万円
●防災情報の伝達を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，１０７万円○新
●大気環境観測体制を強化・・・・・・・・・・・・・・・・２，１９７万円○新

■徹底した治安の確保
●暴力団からの危害防止と暴力団員の
　離脱就労支援を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億７０８万円

●飲酒運転撲滅対策を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７５万円○新
●性犯罪対策を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，５３９万円
●「ニセ電話詐欺」対策を強化・・・・・・・・・・・・・２，３２９万円

■暮らしの安全・安心の確保
●地域における生活交通を確保・・・・３億４，３０１万円
●自転車の安全利用・活用を推進・・・・・・・・１，０２８万円○新
●空き家対策を充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，９０７万円
●産業廃棄物の監視指導を強化・・・・・・・・・・１，０１６万円○新
●荒廃森林の整備や県民参加の森林づくりを推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４億５３９万円

安全・安心、災害に強い福岡県安全・安心、災害に強い福岡県

○新 は新しく取り組む事業です。予算額は万円未満四捨五入です。

も り

働き方改革推進大会働き方改革推進大会

子ども支援オフィス子ども支援オフィス

砂防ダム砂防ダム

県民参加の森林づくり活動県民参加の森林づくり活動
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●ラグビーワールドカップ２０１９の福岡開催を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８，１４９万円
●ラグビーワールドカップ２０１９に向けた
　プロモーションを実施・・・・・・・・・・・・・・・・４，２８８万円○新
●キャンプ地誘致等を推進・・・・・・・・・・・・・５，５８８万円

●トップアスリートの育成を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４，７２１万円
●障がい者スポーツを推進・・・・・・・・・・・１，７１６万円
●スポーツや運動の機会を創出
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４４万円○新

■女性、高齢者、障がいのある人の活躍推進
●企業や地域における女性の活躍を応援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４，０２４万円

●女性医師のキャリア形成を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３０万円

●７０歳現役社会づくりを推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１億５，８１７万円

●発達障がいのある人の支援を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８，８８６万円

●医療的ケア児者の支援を強化
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１５万円○新

●農業における障がいのある人
　の雇用を支援・・・・・・３８６万円○新

■県民の健康づくりの推進
●健康づくり県民運動を推進
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，９１６万円○新

●大切な人へのメッセージカードにより
　がん検診受診を勧奨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８６万円○新

■医療提供体制の確保
●介護医療院等への転換を支援
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９億７，８１９万円

●国民健康保険事業の運営を強化
　［国民健康保険特別会計］・・・・・・・・・・・・５，３５５万円○新

誰もが活躍できる社会誰もが活躍できる社会

問い合わせ： 財政課　☎ ０９２-６４３-３０５４　ファクス ０９２-６４３-３０５９

７０歳現役社会づくり７０歳現役社会づくり

ブラインドサッカーブラインドサッカー

▲まごころ製品ロゴマーク

▲まごころ製品大規模販売会 ▲福岡国際女性シンポジウム

福岡県がん検診受診率向上イメージキャラクター
「検診くん」

▲ラグビーワールドカップ
　２０１９開催都市マーク

▲事前キャンプ実施に係る
　基本合意書調印式

「スポーツ立県」を目指します
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　那珂川町には、「裂田溝」と呼ばれ、日本書紀にも登
場する古代水路があるのをご存じですか？日本書紀の
記述によると、神功皇后が造るよう命じたもので、名前
の由来は、水路を掘り進める工事が大きな岩に当たっ
て中断した際、神功皇后が竹内宿禰に命じて「無事に
水を通させ給え」と神に祈らせたところ、雷が鳴り響い
て岩が裂けて溝ができたことからだといわれています。
　この話の真偽は不明ですが、日本書紀の記述から、
那珂川の水を引くための一の井出を取水口とする全
長約５．５キロメートルの農業用水路が、少なくとも
約１３００年前に存在していたと考えられています。
さらに、１４世紀前半のものとされる杭が見つかるな

ど、土木遺産とし
ての価値も非常に
高いことが分かっ
ています。那珂川
町教育委員会の
佐藤昭則さんは、
「那珂川町の皆さ
んが大切に守って

きた古代水路を、町の宝として受け継いでいきたい」
と話します。
　現在は、木製の遊歩道が整備され、神功皇后を祭る
裂田神社や裂田溝公園を巡る散策コースとしても親
しまれています。また、毎年１１月第３土曜日には、地
域住民や町内の小中学生が作った灯篭に明かりをと
もすライトアップも行われます。歴史浪漫あふれる
「裂田溝」に足を運んでみてはいかがですか？ 

場所 : 那珂川町山田～安徳

問い合わせ : 那珂川町　地域整備部地域づくり課
　 　　　　　観光・まちづくり担当
☎０９２-９５３-２２１１　ファクス０９２-９５３-４５６３

新 生 活 を 始 め た あ な た へ新 生 活 を 始 め た あ な た へ
　県内の性犯罪認知件数は、年間５００件前後と全国的に見ても高い水準で推移しています。被害の状況を見
ると、１０～２０歳代の被害が全体の約７割を占め、発生場所は、道路上や住宅が多くなっています。また、最近
では、SNSを通じた被害も増加しています。
　新生活を始めた人も多いこの時期、性犯罪から身を守るために、正しい防犯知識を身に付けましょう。

●エレベーターの中では、
　周囲を見回せて、非常
　ボタンがすぐに押せる
　場所に立つ
●玄関ドアを開ける前に
　一度周囲を確認する

●室内に犯人が入ってきたときには、目の前にあ
　る物を使って窓ガラスを割るなど、大きな物音
　を立てて抵抗する

●SNSでのやり取りしか
　したことのない相手は、
　危険な人かもしれない
●IDは個人情報と同じ。
　掲示板などには掲載し
　ない
●トラブルや心配事があ
　る場合は、すぐに警察
　や知人に相談する

●遠回りでも明るく人通りの
　多い道を選ぶ
●スマホを扱いながら、音楽を
　聴きながらなどの「ながら歩
　き」をしない
●時々振り返るなど、周囲への
　警戒をアピール
　する

●通り道のコンビニの場所をあ
　らかじめ確認し、危険を感じ
　たときには、すぐに駆け込む

道路上編 住宅編 ＳＮＳ編
女性の夜道の一人歩きは危険がたくさん 玄関ドアを開けた瞬間を犯人は狙っています あなたの携帯の中にいる人は本当に信用できる人？

性犯罪被害を防ぐためのポイント

もしも被害に遭ったときは

福岡県警察
防犯アプリ

「みまもっち」も
好評配信中！

性犯罪被害を防ぐためのポイントを「ふくおかインターネットテレビ（http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/）」でも動画で紹介しています。
問い合わせ： 生活安全課　☎ ０９２-６４３-３１２４　ファクス ０９２-６４３-３１６９

性暴力被害者支援センター・ふくおか
《相談専用電話》 ０９２-７６２-０７９９　　
《相談時間》 ２４時間・３６５日（年中無休）

《ホームページ》

悪いのはあくまでも加害者です。
一人で悩まず、お話しできることからご相談ください。

平成１８年に農林水産省が選定した日本疎水百選にも選ばれた「裂田溝」。
遊歩道が整備され、初夏の風を感じるサイクリングにも最適

安徳地区に残る「裂田溝」。
そばには木製の遊歩道が整備されている

そすい

たけうちのすくね

さとう あきのり

とうろう

性暴力　ふくおか 検索

秘密厳守

vol.8

Do you know Fukuoka?
知ってる？ 福岡県 さ く た の う な でさ く た の う な で

『日本書紀』にも登場する

古代水路「裂田溝」
『日本書紀』にも登場する

古代水路「裂田溝」
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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
（http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/）」で動画を配信しています。

林業振興課
☎０９２-６４３-３５３６　ファクス０９２-６４３-３５４１

問

　３月１１日、国の重要無形民俗文化財に指定され
ている京築地域の神楽の魅力を地域内外の方々へ
伝えるとともに、九州北部豪雨被災地の復興応援
を目的とした「京築神楽チャリティ公演」が吉富町
で開催されました。
　６回目を迎えた
今回は、９つの神
楽団体による多彩
な演目が披露され、
その勇壮で華麗
な舞は多くの観客
を魅了しました。

広域地域振興課
☎０９２-６４３-３１７８　ファクス０９２-６４３-３１６４

問

　３月１８日、県民の防災意識の向上と自主防災組
織の設立促進・活性化を目的とした「地域防災シンポ
ジウム」が北九州市で開催され、九州北部豪雨の課
題と今後の対応などに関する講演や討論会が行わ
れました。参加者からは「防災について考えるきっ
かけとなった」
「地域での助け
合いや支え合
いが大切だと
分かった」など
の声が聞かれま
した。

消防防災指導課
☎０９２-６４３-３１１３　ファクス０９２-６４３-３１１７

問

　県では、県産木材の利用拡大に取り組んでいます。
　１月３０日、３１日、東京都内で国内最大級の木
材製品展示会である「ＷＯＯＤコレクション（モクコ
レ）２０１８」が開催され、本県および県内木材関連
企業が初めて出展しました。会場では、県産木材を
活用した家具や
木製品などを展
示し、首都圏にお
ける県産木材の
さらなる利用拡
大に向けたＰＲを
行いました。

問

　３月、洪水被害の軽減や河川環境の保全、水道用水の安定的な供給などを目的に進めていた２つのダム建設
が完了しました。これを記念して、３月４日にみやこ町で「伊良原ダム」、１１日には那珂川町で「五ケ山ダム」の竣
工式がそれぞれ行われました。
　「伊良原ダム」は、古くから度重なる
洪水被害や渇水被害に見舞われた地
元にとって、待望のダムとなりました。
また、県内最大の４０２０万立方メート
ルもの総貯水容量を誇る「五ケ山ダ
ム」は、福岡都市圏への水の供給を見
込んでいます。両ダムいずれも、併せて
整備される周辺施設とともに、新たな
観光拠点としても期待されています。

スポーツ振興課
☎０９２-６４３-３407　ファクス０９２-６４３-３408

問

　県では、スポーツに参加する機会を県民に広く提供
することを目的に「福岡県民体育大会」を開催してお
り、第６０回を記念し、平成２９年度から障がい者の部
を新設しました。
　３月１８日、同部門の競技の一つである、「車いすテ
ニス競技」が飯塚市で行われ、白熱したプレーが繰り
広げられました。
　今後も障がいの
有無に関わらず、ス
ポーツに親しむこ
とができる社会づ
くりに取り組みます。

河川管理課　☎０９２-６４３-３６67　ファクス０９２-６４３-３６69

◀

伊良原ダム

◀

五ケ山ダム

県政フラッシュ県政フラッシュ
「モクコレ」で県産木材をＰＲ！

京築神楽で被災地を応援

地域防災シンポジウム

県内に２つのダムが竣工

県民体育大会で車いすテニス競技を開催
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情報のひろば情報のひろば

福岡県海外慰霊巡拝団員
〈対象〉下記の地域における本県出身
の戦没者の遺族〔配偶者、父母、子、兄
弟姉妹、孫、おい・めい〕
〈巡拝予定地域・時期〉
①中国（東北部地域）　
７月２０日（金）～２６日（木）
②フィリピン（南部地域）　　　　
平成３１年２月中旬頃
〈募集人数〉①、②ともに１５人
〈申込締切〉
①５月３１日（木）②１１月２０日（火）
※応募資格、参加費用など詳しくは
お問い合わせください
〈申し込み・問い合わせ〉　
一般財団法人福岡県遺族連合会
☎０９２‐７６１‐００１２Ⓕ０９２‐７８１‐２０５６
または最寄りの各郡市区遺族会

厚生労働省慰霊巡拝団員
〈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、おい・めい〕で実
施時期において原則８０歳以下の人
※実施時期、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
〈巡拝予定地域〉
［旧ソ連］アルタイ地方、ケメロボ州、
ノボシビルスク州、ハバロフスク地方、
イルクーツク州、沿海地方
[中国]東北地方
[南方]東部ニューギニア、北ボルネオ、
ビスマーク諸島、ミャンマー、パラオ
諸島、フィリピン、硫黄島
〈申し込み〉
お住まいの市町村の援護担当課
〈問い合わせ〉保護・援護課
☎０９２‐６４３‐３３０１Ⓕ０９２‐６４３‐３３０６

募　集募　集

◀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。 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/県HP

慰霊巡拝団員
県HP

戦没者追悼式参列者
県HP

戦没者追悼式に参列する遺族を募
集します。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。

福岡県戦没者追悼式
〈日程〉８月１５日（水）
〈会場〉福岡武道館
（福岡市中央区大濠）
〈募集人数〉９００人 ※参加無料
※参列遺族全員の献花を予定して
います
〈申込締切〉６月７日（木）
〈申し込み〉
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（火）～１５日（水）
〈会場〉日本武道館
（東京都千代田区北の丸公園）
〈募集人数〉１０７人
〈申込締切〉６月１日（金）
〈申し込み〉
[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
〈問い合わせ〉保護・援護課
☎０９２‐６４３‐３３０１Ⓕ０９２‐６４３‐３３０６

〈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）
〈募集人数〉４００人
〈応募資格〉県内在住の１８歳以上
（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、平成２８・２９年度県政
モニター経験者を除く）
〈任期〉委嘱する日から平成３１年３
月末まで
〈謝礼〉活動実績に応じて
クオカード（上限３０００円）を進呈
〈応募方法〉
県ホームページまたは電子メール
〈応募締切〉５月３１日（木）
〈問い合わせ〉県民情報広報課
☎０９２‐６４３‐３１０３Ⓕ０９２‐６４３‐３１０７

平成３０年度県政モニター
県HP

検索福岡県 ３０年度県政モニター 

〈職種〉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月上旬頃にお知らせします
〈受験資格〉平成元年４月２日から
平成９年４月１日までに生まれた人
※職種によっては資格・免許が必要です
〈試験日〉６月２４日（日）
〈受付期間〉５月１４日（月）～２５日
（金）消印有効（インターネットでの
申し込みは５月２２日（火）まで）
〈試験地〉福岡市、東京都
〈問い合わせ〉人事委員会事務局任用課
☎０９２‐６４３‐３９５６Ⓕ０９２‐６４３‐３９６０
テレホンサービス（自動音声案内）
☎０９２‐６４３‐３６５０

試　験試　験
県職員採用大学卒業程度

（ Ⅰ 類）試験 県HP

県営住宅入居者（抽選方式）

募集団地や募集戸数については５月
３１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〉５月３１日（木）～
６月８日（金）消印有効
〈募集案内書配布場所〉市区町村役
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、県営住宅課、各地区県民情報
コーナー
〈問い合わせ〉福岡県住宅供給公社
☎０９２‐７８１‐８０２９Ⓕ０９２‐７２２‐１１８１
　　http://www.lsf.jpHP

☎電話番号　○Fファクス番号　　  電子メール　　　ホームページHP

ラグビーワールドカップ
２０１９TM大会ボランティア

〈対象〉１８歳以上（平成３１年３月
３１日時点）でインターネットの利
用ができる人
〈活動内容〉大会運営の補助、観戦客
の案内・誘導など
〈受付期間〉４月２３日（月）正午～７月
１８日（水）正午 ※要件、申込方法な
ど詳しくはラグビーワールドカップ
公式ホームページをご覧ください
〈問い合わせ〉ラグビーワールドカップ
２０１９TM大会組織委員会ボランティア
プログラム問い合わせ窓口 
☎03‐4405‐6225
　　info_vot@japanrugby2019.or.jp
　　https://www.rugbyworldcup.com/
volunteers
HP

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！

飲酒運転撲滅
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【あて先】〒812-8577（住所不要）県民情報広報課広聴係  【ファクス】092-643-3107  【インターネット】左記ホームページ
※各種募集などで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、ご提案を受け付けています。

県政提案メール

お知らせお知らせ

人権・同和対策局調整課
ヒューマン博士

みんなで築こう　人権の世紀

自動車税は、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、パソコン、
スマホなどの専用サイトから、
クレジットカードによる納付も可能
です。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ください。
必ず納期限までに納付をお済ませく
ださい。
〈問い合わせ〉
最寄りの県税事務所または税務課
☎０９２‐６４３‐３０６７Ⓕ０９２‐６４３‐３０５１

自動車税の納期限は
５月３１日（木）です 県HP

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。
〈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（土）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
※民生委員制度は、平成２９年に創
設１００周年を迎えた、歴史と実績を
有する制度です
〈問い合わせ〉福祉総務課
☎０９２‐６４３‐３２４３Ⓕ０９２‐６４３‐３２４５

ご存じですか？
民生委員・児童委員 県HP

県では、難病患者とその家族に対し、
よりきめ細かな相談支援を行うた
め、４月１日から、北九州市、福岡市
と共同で難病相談支援センターを
運営しています。お気軽にご相談く
ださい。
＜福岡県難病相談支援センター＞
福岡センター（九州大学病院内）
☎０９２‐６４３‐８２９２Ⓕ０９２‐６４３‐１３８９
北九州センター
（北九州市総合保健福祉センター内）
☎０９３‐５２２‐８７６１Ⓕ０９３‐５３３‐６３５６
〈問い合わせ〉
がん感染症疾病対策課
☎０９２‐６４３‐３３１７Ⓕ０９２‐６４３‐３３３１

県難病相談支援センター
（北九州センター）を
新たに開設しました 県HP

土砂災害に備えましょう

６月は土砂災害防止月間です。県砂
防課では、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。
〈問い合わせ〉砂防課
☎０９２‐６４３‐３６７８Ⓕ０９２‐６４３‐３６８９
　　http://www.sabo.pref.fukuoka.
lg.jp/
HP

山での遭難に注意しましょう

山での遭難や事故が増加しています。
登山をするときは、遭難や事故を防
止するため、力量に応じた無理のな
い登山計画を立てることや緊急時
の連絡手段の確保、最新の気象状況
の確認、必要な装備品の用意など、
事前準備を十分に行うことが大切
です。県警察のホームページでは、
県内の山岳遭難発生状況や、山岳遭
難防止に関する情報を掲載してい
ます。
〈問い合わせ〉県警察本部地域課
☎０９２‐６４１‐４１４１
　　http://www.police.pref.fukuoka.jpHP

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てい
ます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
各戸配布広報紙「福岡県だより」
（年６回発行予定）
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
※専用機器が必要です
「グラフふくおか」
点字版（年４回発行予定）
〈申し込み・問い合わせ〉
県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０２Ⓕ０９２-６３２-５３３１

視覚障がい者向け
広報のご案内 県HP

６月１０日（日）は「春の環境美化の日」
です。県内各地で市町村やボランティ
ア団体による一斉清掃などの行事が
実施されます。ぜひご参加ください。
〈問い合わせ〉廃棄物対策課
☎０９２-６４３-３363Ⓕ０９２-６43-3365

春の環境美化の日
県HP

妊婦（特に妊娠初期）が風しんにかか
ると、赤ちゃんが先天性風しん症候群
にかかる恐れがあります。県では、妊
娠を希望する女性や妊婦の配偶者な
どを対象に、風しんに対する免疫があ
るかを調べる検査を無料で実施して
います。実施医療機関など詳しくは県
ホームページをご覧ください。
〈問い合わせ〉がん感染症疾病対策課
☎０９２‐６４３‐３２６８Ⓕ０９２‐６４３‐３３３１

風しん抗体検査を
実施しています 県HP

若者サポートステーション（サポス
テ）では、就労の悩みを抱える１５～
３９歳（福岡サポステのみ４４歳まで）
の人とその家族を対象に、就労に向
けたさまざまな支援を実施しています。
〈相談・問い合わせ〉
福岡サポステ
☎０９２‐７３９‐３４０５Ⓕ０９２‐７３９‐３４０８
北九州サポステ
☎０９３‐５１２‐１８７１Ⓕ０９３‐５１２‐１８７２
筑後サポステ
☎/Ⓕ０９４２‐３０‐００８７
筑豊サポステ
☎０９４８‐２６‐６７１１Ⓕ０９４８‐２６‐６７１２

就労について悩みを抱える人
の自立を支援 県HP

人権が尊重される
心豊かな社会の
実現に向けて
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催　し催　し

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。 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/県HP

保健･環境フェア２０１８

福岡県の美しい景観やまちづくりに
ついて、「見て・聞いて・体験して」一緒
に考えてみませんか。
〈日時〉５月１９日(土)１０時～１６時
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央区天神）
〈内容〉美しい景観選、屋外広告景観賞、
まちづくり建築賞の表彰、学生および
団体の発表、体験型イベントなど
※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉都市計画課
☎０９２‐６４３‐３７１２Ⓕ０９２‐６４３‐３７１６

主に児童を対象とした健康や環境に
ついて学ぶ体験型イベントです。簡単
な実験やゲームで健康や環境につい
て学んでみませんか。
※参加無料、申込不要
〈日時〉６月９日（土）１０時～１６時
〈場所〉県保健環境研究所
（太宰府市向佐野)
〈問い合わせ〉県保健環境研究所
☎０９２‐９２１‐９９４１Ⓕ０９２‐９２８‐１２０３
　　http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/HP

第１２回福岡県景観大会
県HP

福岡県は酒米づくりが盛んで、全国有
数の酒蔵数を誇る酒どころです。イベ
ント会場では、県内５５の酒蔵の酒と
人気飲食店の限定メニューがお楽し
みいただけます。
本県自慢の酒と食を、ぜひお楽しみく
ださい！
〈日時〉５月２６日(土)１１時～１８時
５月２７日（日）１１時～１７時
〈場所〉福岡国際センター
（福岡市博多区築港本町）
〈料金〉２３００円（前売り１８００円）
〈問い合わせ〉
＆SAKE FUKUOKA実行委員会事務局
☎０９２‐６５１‐４５９１Ⓕ０９２‐６３３‐６７２２
　　http://andsake-fukuoka.com/

福岡史上最大の酒イベント「＆SAKE
FUKUOKA（アンド サケ フクオカ）」

「久留米アリーナ」が
６月に開館します 県HP

九州歴史資料館　特別展
「大宰府への道－古代都市と交通－」
大宰府史跡の５０年にわたる調査研
究の最新成果を紹介するとともに、
都市としての大宰府および飛鳥、
奈良の都城、各地の国府の姿と、これ
らを結ぶ交通に焦点を当てた展示
を行います。
〈開催期間・時間〉４月２４日(火)～
６月１７日（日）、９時３０分～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）
〈観覧料〉大人２００円、高大生１５０円、
中学生以下・６５歳以上・障がいの
ある人と介助者１人は無料
〈問い合わせ〉九州歴史資料館
☎０９４２‐７５‐９５７５Ⓕ０９４２‐７５‐７８３４ 
　　http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/kyureki/HP

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

住宅宿泊（民泊）事業に関する
ポータルサイト、コール
センターを新設

国が、民泊事業に関する制度の内容
や届け出方法に関する情報を掲載し
た「民泊制度ポータルサイト」と、問い
合わせや苦情相談などに対応する
「民泊制度コールセンター」を開設し
ています。
[民泊制度ポータルサイト]
　　http://www.mlit.go.jp/kankocho/
minpaku/
※届け出もできます
[民泊制度コールセンター]
☎０５７０‐０４１‐３８９（ヨイミンパク）
※全国共通ナビダイヤル（通話料は
発信者負担）
※受付日時は、土・日・祝日を含む
毎日９時～２２時

県HP

県HP
カネミ油症患者の皆さんへ

健康実態調査
カネミ油症認定患者を対象とした健
康実態調査を実施しています。
県から調査に関する通知が届いてい
ない認定患者で、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
の同居家族の人で、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。
〈問い合わせ〉生活衛生課
☎０９２‐６４３‐３２８０Ⓕ０９２‐６４３‐３２８２

県南地域の新たなスポーツ振興の
拠点となる「久留米アリーナ」が開館
します。３千人分の観客席を備えた
メインアリーナなど、多くの人がス
ポーツを楽しむことができる施設です。

開館記念イベント
〈日時〉６月３日（日）１０時～１６時
〈場所〉久留米アリーナ
（久留米市東櫛原町）
〈内容〉メダリストによるトークイベ
ント、ライジングゼファー福岡バス
ケットボール教室、九州男児新鮮組
ダンスパフォーマンス、館内スタン
プラリーなど　
※参加無料、一部要申込（申込多数
の場合は抽選）
※詳細はホームページをご覧ください

開館記念柔道大会
（厚生労働大臣杯争奪第６８回
全日本実業柔道団体対抗大会）

〈日時〉６月９日（土）９時３０分～終日、
１０日（日）９時～１４時３０分
〈場所〉久留米アリーナ
（久留米市東櫛原町）
〈内容〉各社の名誉を懸け、日本柔道
界を代表する一流選手が実業柔道
団体日本一を目指します
※入場無料、申込不要
※詳しくは全日本実業柔道連盟の
ホームページをご覧ください
　　http://www.jitsujuren.jp
〈問い合わせ〉体育スポーツ健康課
☎０９２‐６４３‐３９２１Ⓕ０９２‐６４３‐３９２６

HP

HP

☎電話番号　○Fファクス番号　　  電子メール　　　ホームページHP

検索福岡県警　ニセ電話

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

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

10 FUKUOKA   PR EFEC T UR E  NEWS



１

２

３

アンケート
　　「福岡県だより５月号」で最も関心を持たれた記事を一つお答えください。
　　今後取り上げてほしい県政情報（福岡県総合計画で取り組む１０の柱に
　　沿った項目）の中から一つ選び以下の番号でお答えください。
　　①産業・雇用②子育て支援③教育・青少年育成④女性の活躍⑤生きがい
　　づくり（高齢者・障がい者）⑥医療・健康⑦協働・NPO⑧文化・国際交流
　　⑨防災・防犯⑩エネルギー・環境⑪その他（具体的に）
　　感想

ふくおか電子申請  福岡県だより 検索

福岡の八女茶
（玉露・煎茶のセット×５人）

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」。香り豊かでうま味の
ある高級茶です。
提供：県農林水産物ブランド化推進協議会

応募方法
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号と次のアンケート3問に対する回答を
ご記入の上、平成３０年５月３１日までに下のいずれかの方法でご応募ください。

●テレビ番組
TVQ「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
RKB「福岡県庁知らせた課」
　毎週日曜日放送 16時54分～17時

●ラジオ番組
FM福岡「福岡県だより」
　毎週月・木曜日放送 9時35分～9時40分

●福岡県ホームページ
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

●ふくおかインターネットテレビ
http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/
県政ニュースや観光情報などを動画で配信！

●新聞「福岡県からのお知らせ」
偶数月の第3日曜日の新聞に掲載

●広報誌「グラフふくおか」
3・6・9・12月のそれぞれ20日発行

●LINE@（ラインアット）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザーID…@pref_fukuoka

●Twitter（ツイッター）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka
https://twitter.com/Pref_Fukuoka

●広報紙配信アプリ「マチイロ」
「福岡県だより」をスマホで！
ダウンロードはこちらから▶

は が き

ファクス
電子申請
電子メール

：〒812-8577（住所の記入は不要です）（平成３０年５月3１日（消印有効））
 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
：ふくおか電子申請サービス
：kouhou@pref.fukuoka.lg.jp 携帯版はこちらから▶

福岡県の広報活動

プレゼントコーナープレゼントコーナー

【あて先】〒812-8577（住所不要）県民情報広報課広聴係  【ファクス】092-643-3107  【インターネット】左記ホームページ
※各種募集などで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、ご提案を受け付けています。

※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。

県政提案メール

※写真はイメージです※写真はイメージです
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豪華絢爛な装飾を施した神輿と山笠が、勇壮に彦山川
を渡る様子は圧巻。写真コンテストも行います。
田川市魚町付近
田川市たがわ魅力向上課
☎0947-85-7147　ファクス0947-46-0124

●県庁代表 ☎092-651-1111　●県民情報広報課 ☎092-643-3102　ファクス092-632-5331

検索福岡県の広報活動

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
（http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/）」で動画を配信しています。

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」は県ホームページでも閲覧できます。

場
問

田川市
1 風治八幡宮川渡り神幸祭

5月19日(土)～20日(日)

第20回の節目を迎えるボート競技大会。さまざまな部
門ごとに熱戦が繰り広げられます。
遠賀川漕艇場（遠賀町島津339-１）
遠賀町教育委員会生涯学習課
☎093-293-1234　ファクス093-293-0806

場
問

おんがレガッタ
5月19日(土)～20日(日)

約1万本の白や紫のハナショウブが会場一面に咲き誇
ります。特産品販売やステージイベントなども行います。
豊津花菖蒲公園(みやこ町国分1240-2)
みやこ町観光まちづくり課
☎0930-32-2512　ファクス0930-32-4563 

場
問

東峰村
6

みやこ町花しょうぶまつり
6月9日(土)～10日(日)

夏山シーズンの始まりを告げる山開き。祈願祭では、山頂
と英彦山神宮奉幣殿で記念手ぬぐいを配布します。
英彦山山頂・英彦山神宮奉幣殿（添田町英彦山1）
添田町まちづくり課
☎0947-82-1236　ファクス0947-82-2869

場
問

英彦山山開き
5月27日(日)（予定）

3000発の花火が原鶴の夜空を彩り、筑後川の川面に
美しく映り輝きます。
原鶴温泉（朝倉市杷木志波）
原鶴温泉旅館協同組合
☎0946-62-0001　ファクス0946-62-2789

場
問

原鶴温泉花火大会
5月24日(木)

ゲンジボタルが飛び交う叙情的な風景が観賞できます。
会場ではホタルの発生状況も案内しています。
ほたると石橋の館（八女市上陽町北川内589-2）
ホタルと銘茶まつり実行委員会
☎0943-54-2219　ファクス0943-54-2809

場
問

八女上陽ホタルと銘茶まつり
5月下旬～6月上旬

「フルーツ王国うきは」で育った、甘酸っぱくてみずみず
しいブルーベリーを味わってみませんか。
うきは市内の観光農園
うきは市観光協会
☎0943-77-5611　ファクス0943-77-5687

場
問

ブルーベリー狩り
7月上旬～8月下旬

福岡県だより 通巻125号

2
遠賀町遠賀町

4
添田町添田町

5
八女市八女市

3
朝倉市朝倉市

旧国鉄油須原線の廃線跡を利用したトロッコに乗車
できます。自然豊かな赤村の風景をお楽しみください。
平成筑豊鉄道赤駅（赤村内田1166-2）
赤村政策推進室
☎0947-62-3000　ファクス0947-62-3007

場
問

あかむらトロッコ油須原線
6月10日(日）、7月8日(日)

8
赤村赤村

9
豊前市豊前市

11
うきは市うきは市うきは市うきは市

ひ こ さ ん じ ん ぐう ほ う へ い で ん

江戸時代から続く、子どもの水難よけを願う安全祈願
祭です。当日は、砂浜に神殿が作られます。
二丈深江海岸（糸島市二丈深江）
糸島市観光協会
☎092-322-2098　ファクス092-332-7508

場
問

深江の川祭り
7月1日(日)

10
糸島市糸島市

雨の季節に約1万5千株のアジサイが色鮮やかな傘の
ように咲き並びます。写真展や特産品販売も行います。
枝川内アジサイランド（豊前市岩屋枝川内）
岩屋活性化センター
☎/ファクス0979-88-2002

場
問

枝川内あじさい祭り
6月16日(土)～17日(日)

7
みやこ町みやこ町

ゆ す ば る

えだがわうち

ふう　じ　はちまんぐう かわわた    じんこうさい た け た な だ

ひ こ さ ん

❷おんがレガッタ（遠賀町）❷おんがレガッタ（遠賀町）

1

2

4

5

7
8

6

9

3

10

11

無数の明かりが棚田の水面に反射して作り上げる幻想
的な風景は必見。懐中電灯を持ってお越しください。
竹地区棚田交流館周辺（東峰村宝珠山竹）
東峰村農林観光課
☎0946-72-2313　ファクス0946-72-2370

場
問

竹棚田の火祭り 
6月9日(土)

❸原鶴温泉花火大会（朝倉市）❸原鶴温泉花火大会（朝倉市）

ごうかけんらん みこし

そうていじょう

※イベントは天候などにより変更や中止になる
　場合がありますので、確認の上、おでかけください。

　　 場所　  問い合わせ場 問
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