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特 集 福岡が誇る伝統的工芸品
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平成３０年７月豪雨により被災された皆さまへ
　今回の豪雨災害により、西日本を中心に甚大な被害が発生し、多くの方が
犠牲となられました。 犠牲となられた方のご冥福を心からお祈り申し上げ、
被災された全ての皆さまにお見舞いを申し上げます。
　県では、国、市町村、関係機関と連携して、一日も早い復旧・復興を目指し、
全力を尽くしてまいります。

福岡県知事

小川　洋

〈九州ロゴマーク〉

「九州の連携」を
象徴し、「九州は
ひとつ」を表現し
ています
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福岡県の国指定伝統的工芸品

小石原の“伝統”と“感謝”を伝えたい

経済産業大臣によって定められた要件（主として日常生活で使用、主要工程
が手作り、100年以上前から続く技術や技法など）を満たした工芸品

　古くから海外諸国との交流窓口としての役割を果たしてきた福岡県。 そのような地理や風土、歴史的背景
から、県内には７つの国指定の伝統的工芸品をはじめとして、多彩な工芸品が数多くあります。
　今年は、博多織伝来から７７７年、久留米絣考案者（井上伝）の没後１５０年という節目の年。 福岡県では、
全国の伝統的工芸品が一堂に集まる「伝統的工芸品月間国民会議全国大会（KOUGEI ＥＸＰＯ）」を開催
し、国内外に日本の伝統文化や工芸品の魅力を広く発信します。

　小石原焼は原材料の土をはじめ、うわぐすりとなる木灰や
わら灰が農村の暮らしの中で採れることから約３５０年
絶やさずに築いてきた歴史があります。平成２９年７月九州
北部豪雨で被災しましたが、東峰村と４４軒の窯元が団結し
て１０月と５月の民陶祭で元気な姿を発信しました。
　近年は福島県の相馬焼との相互支援なども行い、「培ってきた伝統技術で全国とつ
ながり、日本を元気にしたい」と語るのは、カネハ窯の３代目陶芸家であり小石原焼陶
器協同組合の理事を務める熊谷裕介さんです。１１月の全国大会では普段使いの和食
器はもちろん、グラフィックアーティスト・WOK２２の感性を融合させた作品を発表す
ることで、感謝の気持ちを伝えたいと意気込んでいます！

　その伝来から今年まで777年もの歴史を持つ博多織。
多くの経糸に、緯糸を強く打ちこむことで厚く、張りのあ
る生地に織り上がるのが大きな特徴で、昔から和服や浴
衣の帯として愛され続けてきた。江戸時代には、幕府へ
の献上品にも選ばれた特別な織物。

福岡が誇る伝統的工芸品

博多織
　1600年に筑前福岡藩の藩主に集められた職人によ
る素焼き人形がルーツ。本物の着物のように見える彩色、
人形の顔に生命を吹き込む面相といった、高い技術から
生まれる繊細さと優雅さ。どこかほっとする和みの表情
にも癒される逸品。

博多人形

　江戸時代初期の茶人・小堀遠州が作らせた茶道具を
焼いた全国７カ所の窯「遠州七窯」に数えられる茶陶の
一つで、当時の茶人たちに大変好まれたという歴史が
残っている。特徴は薄作りで軽いことと、多彩なうわぐ
すりを用いる点。色彩豊かで独特な風合いも魅力的。

上野焼
　イギリスの陶芸家バーナード・リーチに「用の美」と称
賛された民陶・小石原焼。独特の文様、土の温かみを感じ
られる素朴さが現代のライフスタイルになじむこともあ
り、全国的にファンが多い焼き物の一つ。

小石原焼

よこ

こ ぼりえんしゅう

えん なながま

あがの

しゅう

たて

熊谷  裕介さん
ゆう すけくま がえ

小石原焼カネハ窯

高度なろくろ技術の一つでもある
“飛び鉋”。自然への恩恵と作品への
情熱が、指先から伝わる瞬間

とびかんな

ウォック

（生産地：福岡市ほか） （生産地：福岡市ほか）

（生産地：福智町） （生産地：東峰村）
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福岡県知事指定特産民工芸品

　伝統工芸品などの常設展示や触って学べるコーナー
に加え、企画展やイベントも随時開催しています。同じフ
ロアには、大川インテリアに触れてくつろげるラウンジ
やカフェを併設しています。

KOUGEI EXPO 検索

【日　　程】 １１月１日（木）～４日（日） ※１日（木）は関係者を対象とした記念式典を開催
【メイン会場】 マリンメッセ福岡（福岡市博多区）
【内　　容】・伝統的工芸品の展示、販売、実演、体験
　　　　　・県知事指定特産民工芸品の展示
　　　　　・伝統的工芸品と県内大学のコラボ展
このほか、県内伝統的工芸品産地市町村でさまざまなイベントを開催
詳しくは

所在地：
福岡市博多区東公園７-７
福岡県庁１１階
利用可能時間：
平日８時３０分～１７時１５分
（年末年始を除く）
問い合わせ：
☎０９２-６４５-１８３５　ファクス０９２-６４５-１８３６

問い合わせ：観光政策課　☎０９２-６４３-３４５４  ファクス０９２-６４３-３４３１

　県の伝統的工芸品と県知事指定特産民工芸品を常設
で展示。週替わりで県内の民工芸作家による作品展を開
催し、匠による手仕事の魅力を紹介しています。

所在地：
福岡市中央区天神１-１-１
アクロス福岡２階
利用可能時間：
１０時～１８時
（年末年始を除く）
問い合わせ：
☎０９２-７２５-９１００　ファクス０９２-７２５-９１０２

　２００年以上にわたり受け継がれてきた綿織物。かす
れ、にじみと呼ばれる柄のズレが特徴で、先染め織物だ
からこそ生まれる優しい風合い、温かみを感じられる。
元々、農家などの仕事着に使用されてきた久留米絣は、
着心地が良く、機能的。

　福岡県で製造される郷土色が豊かで、一定の伝統
性を有する工芸品・民芸品。現在３４品目が指定され、
県内のみならず、日本中の人々に愛されています。

久留米絣
　八女地方の竹や、澄んだ水から生まれた和紙、絹など
を素材にして誕生した八女提灯。お盆や祭りの風物詩
であるだけでなく、文化の粋を集めた逸品でもある。

八女提灯

　荘厳華麗な仏壇で、漆塗り、隅々まで使用された金箔、
手作りで行われる精巧な技法を継承した金具工程など、
伝統的な格調高い金仏壇。６部門に分かれた熟練の職
人がそれぞれの技術を駆使す
ることでできあがる仏壇は、
職人技が結集した総合芸術。

八女福島仏壇

八朔の馬（芦屋町） 福岡積層工芸ガラス（福津市）

※写真は昨年開催された東京大会の様子

第35回伝統的工芸品月間国民会議全国大会福岡大会 －ＫＯＵＧＥＩ ＥＸＰＯ－

福岡よかもんひろば アクロス福岡・匠ギャラリー

（生産地：久留米市、筑後市、広川町ほか）（生産地：八女市ほか）

（生産地：八女市ほか）
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平成３０年７月豪雨により被災された皆さまへ

県・市町村などが行っている主な支援策

… 一日も早い復旧・復興のために、皆さまの温かいご支援とご協力をお願いします …

　平成30年7月豪雨により犠牲になられた方々のご冥福を心からお祈りし、被災された皆さまにお見舞い
申し上げます。 県では現在、全力を挙げて復旧・復興に取り組んでいます。

　住宅が全壊または大規模半壊するなどの被害を受けた世帯に、住宅の被害程度や再建方法に応じた
支援金が支給されます。また、ご遺族や重度の障がいを受けた方に、災害弔慰金や災害障害見舞金が支
給されます。併せて、負傷または住居、家財に被害を受けた方に、災害援護資金の貸し付けもあります。
※所得制限あり。支給や貸し付けの手続きは、各市町村で行います。
〈問い合わせ〉 福祉総務課　☎092-643-3246　Ⓕ092-643-3245

被災者生活再建支援金・災害弔慰金などの支給、災害援護資金の貸し付けなどの資金援助

　入居可能な県営住宅の情報提供などを行います。
〈問い合わせ〉県営住宅課　☎092-643-3739　Ⓕ092-643-3753

被災された方に対する住宅支援

　被害の程度に応じ、個人事業税や自動車税など県税の一定割合が軽減されます。その他、申請により、
申告の期限の延長などが認められます。
〈問い合わせ〉 最寄りの県税事務所または税務課　☎092-643-3063　Ⓕ092-643-3069

被災された方に対する県税の軽減措置など

　無利子融資のほか、被災したハウス施設や農業用機械、森林作業道などの復旧に向けた補助事業が
利用できます。また、被害を受けた、農作物の種苗・資材や家畜用飼料などの経費を助成します。
〈問い合わせ〉農林水産政策課　☎092-643-3468　Ⓕ092-643-3470

被災された農林水産業者への支援

　福岡県社会福祉協議会ホームページおよび福岡県NPO・ボランティアセンターホームページで、災害ボラン
ティアの受け付けを行っている市町村の情報などを提供しています。

災害ボランティア情報

被災地支援のための寄附

義援金箱の設置

　保証料を免除した、「緊急特別融資枠」による低利融資を利用できます。
〈問い合わせ〉 中小企業振興課　☎092-643-3424　Ⓕ092-643-3427

　　　　　　　　　　　　で検索してください。

被災された中小企業への金融支援

福岡県社会福祉協議会ホームページ

支援の最新情報は、県ホームページから

【個人の方向け】【事業者の方向け】

平成30年７月豪雨  支援

http://www.fuku-shakyo.jp/kouhou/H30saigai.html
福岡県ＮＰＯ・ボランティアセンターホームページ
https://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/news/detail/250 
〈問い合わせ〉 県ＮＰＯ・ボランティアセンター
　　　　　　  ☎092-631-4416　Ⓕ092-631-4413

〈問い合わせ〉 福岡県社会福祉協議会
　　　　　　  ☎092-584-3377　Ⓕ092-584-3369

　平成30年7月豪雨により被害を受けた市町村では、民間ポータルサイトを利用して、災害支援寄附金の受け
付けを行っています。県でも「ふるさとチョイス」内に災害支援寄附受付サイトを開設しています。

※上記サイトで受け付けた寄附金については、ふるさと寄附金として税額控除などの対象となりますが、寄附金の性質を
　考慮し、返礼品の送付は行いません。
※対象市町村は、７月３１日時点に上記サイトで災害支援寄附金を受け付けている市町村です。上記市町村の他にも被災地支援の
　ための寄附金を受け付けている市町村があります。

　福岡県庁１階ロビー、県内１３カ所の保健福祉（環境）事務所に義援金箱を設置しています。
〈問い合わせ〉 福祉総務課　☎092-643-3243　Ⓕ092-643-3245

民間ポータルサイト「ふるさとチョイス」
https://www.furusato-tax.jp/saigai/
【対象】北九州市、久留米市、田川市、小郡市、赤村

民間ポータルサイト「さとふる」
https://www.satofull.jp/static/oenkifu/oenkifu_
201807.php　【対象】筑前町、赤村　　　　　　　 

〈問い合わせ〉 税務課　☎092-643-3062　Ⓕ092-643-3069

〈問い合わせ〉 県民情報広報課　
                   ☎092-643-3102　
                   Ⓕ092-632-5331
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ポイントポイント

　ひとり親家庭など（母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦）を対象として、就業や生活に関する相談を県内
５カ所の窓口で受け付けています。まずは、お近くの相談窓口にお問い合わせください。

この電話番号以外から電話をかけることはありません。

生年月日や家族構成などの個人情報を収集することはありません。

通帳やキャッシュカードの暗証番号などを尋ねることはありません。

平成３１年３月２２日（金）まで
※土曜日・日曜日・祝日、年末年始などを除く

９時から１７時

口座が不正に利用されています！

早急に保護する必要があります！

警察官から連絡があります。

口座を凍結します！
暗証番号が必要です。
手続きをして使えなくなった“古い”
キャッシュカードを預かります。

見知らぬ人に、暗証番号を教えたり
キャッシュカードを渡してはいけません！
※金融庁職員や警察官が暗証番号などを
　尋ねることはありません。

　相談員が家庭の状況や適性、就業経験などに応
じて適切なアドバイスを行います。

　就職準備のため、無料のパソコン講座や資格取
得講座を開催しています。

　「請求の方法が分からない」「離婚後でも請求で
きるのか」といった養育費に関する相談に対し、情
報提供やアドバイスを行います。

　養育費や生活上の問題に関して、弁護士による
無料法律相談を実施しています。
※事前予約が必要です。

　県警察では、６月２６日からニセ電話詐欺被害防
止コールセンターを開設し、電話オペレーターから
県民の皆さまに電話をかけ、多発している手口やそ
の対処方法についてお知らせしています。ご理解と
ご協力をお願いします。

養育費１１０番（弁護士による集中電話相談）
１０月、１２月、平成３１年２月に集中電話相談会
を開催します。

弁護士相談クーポン
お近くの法律相談センターで利用できる１時間無
料相談クーポンを発行しています（北九州市、福
岡市、久留米市以外にお住まいの人が対象）。

ひとり親サポートセンター
 ・春　日　☎０９２-５８４-３９３１　ファクス０９２-５８４-３９２３
 ・飯　塚　☎０９４８-２１-０３９０　ファクス０９４８-２１-０３９１
 ・久留米　☎／ファクス０９４２-３２-１１４０
  ※北九州市・福岡市にお住まいの人は、各市が設置する窓口に
　  ご相談ください。

親とこどもたち一人一人のための
「こどもの成長支援プロジェクト」
ロゴマーク

詐欺かも詐欺かも

福岡県警　ニセ電話 検索

ひとり親サポートセンター 検索

188件188件188件188件

０１２０-８９-１１０１０１２０-８９-１１０１０１２０-８９-１１０１０１２０-８９-１１０１

2億2875万円2億2875万円2億2875万円2億2875万円

１ １ ０ 番 ！は や く

注意！注意！

問い合わせ：県警察本部生活安全総務課　☎０９２-６４１-４１４１（内線３０２３、３０２５）　ファクス０９２-６４３-２１６３

電話でお金はすべて詐欺！すぐに相談・１１０番！電話でお金はすべて詐欺！すぐに相談・１１０番！

ひとり親家庭からの相談を受け付けています！ひとり親家庭からの相談を受け付けています！

養育費相談がより身近になります！養育費相談がより身近になります！

ニセ電話詐欺被害状況（平成３０年６月末現在）

今年は金融庁職員や警察官を名乗る
ニセ電話詐欺が多発！

ニセ電話詐欺被害防止
コールセンターを開設！

コールセンターからの電話で
通知される発信者番号

警察官を名乗る者

金融庁職員を名乗る者

認知件数 被害額

期 間

時 間

〇就業相談 〇就業支援講習会

〇養育費相談 〇弁護士無料法律相談

問い合わせ：児童家庭課　☎０９２-６４３-３２５７　ファクス０９２-６４３-３２６０

キャッシュ
カードを

だまし取ら
れる被害！キャッシュ
カードを

だまし取ら
れる被害！キャッシュ
カードを

だまし取ら
れる被害！キャッシュ
カードを

だまし取ら
れる被害！

生活安全課　☎０９２-６４３-３１２４　ファクス０９２-６４３-３１６９
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　県では、県内１９カ所の医療機関に、がんに関する相談窓口「がん相談支援センター」を設置しています。
国立がん研究センターでの研修を修了した相談員が配置され、患者さんやご家族のほかどなたでも無料で
利用できます。

九州がんセンター
九州大学病院
九州医療センター
済生会福岡総合病院
福岡大学病院
浜の町病院
福岡東医療センター
福岡大学筑紫病院
朝倉医師会病院
久留米大学病院
聖マリア病院
公立八女総合病院

大牟田市立病院　　
飯塚病院　　　　　　
社会保険田川病院
北九州市立医療センター
JCHO九州病院
産業医科大学病院
戸畑共立病院

１０月１３日（土）　１３時～１６時

エルガーラ８階大ホール（福岡市中央区天神）

★知事表彰
★優良事業所・市町村による
　事例発表　など

タレント 向井亜紀さん
によるトークショーもあります！

【がん相談支援センターでは】
　・がんについて「知りたい」とき
　・療養生活について「聞きたい」とき
　・心の悩みを「誰かに聞いてほしい」とき
　・その他がんに関する質問や相談に対応
　※お問い合わせは、お近くの「がん相談支援センター」設置の医療機関にお願いします。

【上記の相談に加えて九州がんセンターでは】
　・がんに罹患した人が、治療しながら働き続けれるよう、
    社会保険労務士が、がん患者などからの就労に関する相談に対応 
　・九州がんセンター以外のがん相談支援センターへ出張相談も実施

（就労相談に関する問い合わせ)
　国立病院機構九州がんセンター　がん相談支援センター
　☎０９２-５１１-２７７０（就労相談専用）

検索福岡県　働く世代　受診促進大会詳しくは

－「がん相談支援センター」設置の医療機関－

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」

むか

大会公式マスコット「レンジー」

い

り かん

あ き

日 時

場 所

がんに関する相談窓口「がん相談支援センター」がんに関する相談窓口「がん相談支援センター」

問い合わせ：がん感染症疾病対策課　☎０９２-６４３-３３１７  ファクス０９２-６４３-３３３１

働く世代をがんから守るがん検診受診促進大会を開催！

●PRイベントの実施
　9月24日(月・祝)～27日(木)まで、チケット
　ID登録ブースの設置などを行います。

ラグビーワールドカップ　チケット 検索

イタリア V 敗者復活予選
優勝チーム

TM © RWCL 1986

公式チケットサイト 今すぐ公式チケットサイトからチケットIDを登録しよう！

フランス アメリカ

サモア

V

アイルランド V

●ポップアップミュージアム
　9月28日(金)～30日(日) まで、大会の優勝トロフィーである「ウェブ・エリス・カップ」
　やラグビーワールドカップにまつわる貴重な品の展示などを行います。

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会

2019年9月26日（木）16時45分キックオフ

申込期間：2018年9月19日（水）～11月12日（月）
抽選結果発表日：11月26日（月）

tickets.rugbyworldcup.com

2019年10月2日（水）16時45分キックオフ

2019年10月12日（土）19時45分キックオフ

福岡会場・東平尾公園博多の森球技場での
試合スケジュール

チケットの一般抽選販売

間もなくチケットの一般抽選販売が開始されます！

問い合わせ：ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会事務局  ☎０９２-６４３-７６１３  ファクス０９２-６３２-２０１１

JR博多駅1階展示スペースにて大会開催1年前を記念したイベントを実施！

一生に一度が福岡に！
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薬務課
☎０９２-６４３-３２８７　ファクス０９２-６43-３３０５

問

　６月２０日から７月１９日までの「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動および６月２６日の「国際麻薬乱用撲滅
デー」に併せて、６月３０日、福岡市で街頭キャン
ペーンを実施しました。
　キャンペーンでは、麻薬探知犬によるデモンスト
レーションや福岡県警音楽隊による演奏などが行わ
れました。また、薬物
乱用防止啓発ＶＲ体
験コーナーも設置さ
れ、訪れた人々は薬
物の恐ろしさを擬似
的に体験しました。

スポーツ振興課
☎092-643-3405　ファクス092-643-3408

問

　６月８日、貝塚幼稚園の園児の皆さんが、知事と
一緒にアサガオの苗の植え付けを行い、建物内の温
度上昇を抑制するために、県庁舎の正面玄関にグ
リーンカーテンを設置しました。県では、無駄な電気
を消したり、冷房温度を適切に管理するなど、健康に
留意しながら無
理のない範囲で
の省エネ・節電
へのご協力を県
民の皆さんに呼
びかけています。

環境保全課
☎092-643-3359　ファクス092-643-3357

問

　北九州空港において、６月５日から北九州－沖縄
定期貨物便が新規就航しました。
　九州唯一の２４時間空港の特長を生かした深夜
発の運行で、那覇空港を経由して早朝にはアジア主
要６都市（上海、香港、台北、ソウル、バンコク、シンガ
ポール）へ到着する物流ルートを実現しました。これ
により、部品の迅速な安定供給による製造業のさ
らなる振興や
農林水産物の
輸出促進につ
ながることが
期待されます。

空港整備課
☎０９２-６４３-３１７３　ファクス０９２-６４３-３１７４

問

　５月２９日、ユニバーサルデザインの街づくりおよ
び心のバリアフリーの取り組みを実施する「共生社
会ホストタウン」に、飯塚市と田川市が県内で初めて
登録されました。これは、パラリンピアンとの交流を
きっかけとして共生社会の実現を目指すものです。
　７月５日には南アフリカ共和国オリンピック委員会
との２０２０年東京
パラリンピック競技
大会事前キャンプ実
施に係る基本合意書
調印式が飯塚市で行
われました。

国際政策課
☎０９２-６４３-３214　ファクス０９２-６４３-３224

世界遺産室
☎０９２-６４３-３１６２　ファクス０９２-６４３-３１６3

問

　「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産
登録１周年を記念して、６月１６日、１７日に福岡市で博
多座マルシェ宗像編を開催しました。
　宗像とその周辺地域の人気店が出店したほか、大型
デジタルサイネージ「博
多座グランドビジョン」
を使い、遺産群の映像が
放映されました。

※今後開催さ
　れる１周年イ
　ベント情報は
　こちらから

問

　７月１日から６日まで、ラグビーワールドカップ２０１９
の開催に向け、九州各県と経済界の代表がフランスを
訪問し、合同でプロモーション活動を実施しました。
　観光セミナーやレセプションを開催したほか、
Japan Expo 2018への出展などを行い、フランス
政府やラグビー
の関係者、旅行
業者などに伝統
文化や観光資源
などの九州の魅
力をＰＲしました。

http://www.okinoshima-
heritage.jp/events/

省エネ・節電にご協力をお願いします

北九州－沖縄定期貨物便が就航しました

薬物乱用を許さない社会を形成するために

世界遺産登録１周年！ 博多座でイベント開催

九州合同プロモーション in France

県政フラッシュ
共生社会の実現を目指して
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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

お知らせお知らせ

地域の子育てを応援したい高齢者
の人（６０歳以上）を対象に、子育て
支援に関する研修会を開催します。
〈場所・日程〉
①イイヅカコミュニティセンター
（飯塚市飯塚）
９月１１日（火）、１２日（水）、１３日
（木）、１８日（火）、２５日（火）、２７日
（木）、２８日（金）
②コムシティ（北九州市八幡西区黒崎）
１０月４日（木）、９日（火）、１１日
（木）、１２日（金）、１７日（水）、２４日
（水）、３０日（火）
③えーるピア久留米（久留米市諏訪野町）
１１月１日（木）、８日（木）、９日（金）、
１４日（水）、２８日（水）、２９日（木）、
１２月４日（火）
④ももちパレス（福岡市早良区百道）
１２月１１日（火）、１４日（金）、１８日
（火）、１９日（水）、２６日（水）、平成３１
年１月８日（火）、１０日（木）
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県７０歳現役応援センター内
「ふくおか子育てマイスター」コーナー
☎０９２‐４８１‐１３１２Ⓕ０９２‐６２３‐５６７７
　　http://fukuoka-kosodate.com/

ふくおか子育てマイスター
認定研修受講者

〈受験資格〉高等学校卒業者（来春卒
業見込み者を含む）または同等以上
の学力があると認められる人
〈試験日〉
【推薦入学】１０月１９日（金）
【一般入学】（Ａ日程）１２月７日（金）、
（Ｂ日程）平成３１年３月１４日（木）
※Ｂ日程は、募集定員に達しない場
合に実施
〈コース（定員）〉野菜（２０人）、花き
（５人）、果樹（５人）、水田経営（５人）、
畜産（５人）、総合（１０人）※総合
コースは一般入学試験のみ実施
〈修業年限〉２年
〈会場〉農業大学校（筑紫野市吉木）
〈受付期間〉
【推薦入学】９月１４日（金）～２８日（金）
【一般入学】（Ａ日程）１１月９日（金）～
２２日（木）
（Ｂ日程）平成３１年２月１３日（水）～
２７日（水）
〈願書配布場所〉農業大学校、各普及
指導センター、後継人材育成室
〈問い合わせ〉農業大学校
☎０９２‐９２５‐９１２９Ⓕ０９２‐９２５‐２４１１
　　http://fuknodai.jp/

試　験試　験
福岡県農業大学校
養成科入学試験

〈募集科目〉①機械ＣＡＤ科②プログ
ラム設計科③商業デザイン科④ＯＡ
事務科⑤建築設計科⑥流通ビジネ
ス科（音声パソコンコース）⑦総合実
務科
〈訓練期間〉１年間（②のみ２年間)
〈訓練定員〉各２０人（⑥のみ３０人、
うち５人は音声パソコンコース）
〈募集期間〉８月１日（水）～９月２８
日（金）
〈入校日〉平成３１年４月１１日（木）
※申し込み方法など詳しくはお問い
合わせください
〈問い合わせ〉
福岡障害者職業能力開発校、または
お近くのハローワーク
☎０９３-７４１-５４３１Ⓕ０９３-７４１-１３４０
　　http://www.fukuoka-kunren.net/

福岡障害者職業能力開発校
訓練生（障がいのある人）

県HP

☎電話番号　○Fファクス番号　　  ホームページHP情報のひろば情報のひろば
福岡県介護に関する
入門的研修 県HP

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

違いを認め合う
　　 心を育てよう

HP

HP HP

介護に対する不安を払拭し、介護に
関する基本的な知識を学ぶことがで
きます。
〈日時〉８月～平成３１年３月の土日
【基礎講座（１日間）のみの場合】
１３時～１６時３０分
【基礎・入門講座（５日間）の場合】
１０時～※終了時間は日程によって
異なります。
詳しい日時は下記までお問い合わ
せください。
〈会場〉各地区で開催
クローバープラザ（春日市原町）、大
牟田文化会館（大牟田市不知火町）、
久留米市総合福祉会館（久留米市長
門石）、ウィズゆくはし（行橋市中津
熊）、八幡西生涯学習総合センター
（北九州市八幡西区黒崎）、田川青少
年文化ホール（田川市平松町）、庄内
保健福祉総合センターハーモニー
（飯塚市網分）
※参加無料
〈申し込み・問い合わせ〉
社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
福岡県福祉人材センター
☎０９２‐５８４‐３３１０Ⓕ０９２‐５８４‐３３１９

ふっしょく

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！

鹿児島県からのお知らせ

「かごしま明治維新博」展開中！

検索かごしま明治維新博 

今年は、明治維新から１５０年目
の節目の年。鹿児島（薩摩藩）は、
明治維新において重要な役割を
果たし、そのゆかりの地が、県内
各地に数多く残されています。
そのような鹿児島ならではの魅
力を広く発信する各種イベント
などを「かごしま明治維新博」と
して県内各地で展開中。ぜひ鹿児
島にお越しいただき、時空を超え
て明治維新を体感してください。
詳しくは、「かごしま明治維新博」
公式ホームページまたはフェイ
スブックをご覧ください。
〈問い合わせ〉
鹿児島県明治維新１５０周年推進室
☎０９９‐２８６‐３０５７Ⓕ０９９‐２８６‐５５２３

育休女性の
スキル再起動セミナー

育児休業中の女性の円滑な職場復
帰を支援するためのセミナーです。
保育所見学や参加者同士の交流会
もあります。
〈対象〉育児休業中の女性
〈開催期間〉９月～１０月
〈会場〉県内６カ所
〈定員〉各会場１０人※参加無料、要
申込（先着順）
※詳しくは県ホームページをご確認
ください。
〈問い合わせ〉女性活躍推進室
☎０９２‐６４３‐３３９９Ⓕ０９２‐６４３‐３３９２

県HP
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この調査は、わが国の住宅や土地の
現状を明らかにする最も基本的で重
要な統計調査で、全国の約３７０万世
帯を対象に５年に一度実施されます。
対象となった世帯には、県知事が任
命した調査員が調査書類を持ってお
伺いしますので、調査の趣旨をご理
解いただき、ご回答をお願いします。
なお、調査内容を統計の作成以外の
目的に使用することは一切ありません。
〈調査基準日〉１０月１日（月）
〈調査書類配布期間〉９月１５日（土）
～３０日（日）
〈調査票提出期間〉１０月１日（月）～
８日（月・祝）
〈問い合わせ〉市区町村住宅・土地統
計調査担当課または県調査統計課
☎０９２‐６４３‐３１９１Ⓕ０９２‐６４３‐３１９２
　　http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/
h30campaign/index.html

【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

耐震診断アドバイザー派遣制度
昭和５６年５月以前に建築された２
階建て以下の木造戸建て住宅を対
象に専門家を派遣します。目視によ
る簡易診断（自己負担３０００円）ま
たは床下・小屋裏進入調査（同６００
０円）により、耐震性の有無を確認で
きます。詳しくはホームページをご覧
ください。
〈問い合わせ〉一般財団法人福岡県
建築住宅センター
☎０９２‐７８１‐５１６９Ⓕ０９２‐715‐５２３０
　　http://fkjc.or.jp/kikaku/tad.html

耐震改修補助金
昭和５６年５月以前に建築された木
造戸建て住宅の耐震改修工事や耐
震シェルター・防災ベッドの設置に
要する費用の一部を、市町村を通じ
て補助します。詳しくはお住まいの
市町村にお問い合わせください。
〈問い合わせ〉住宅計画課
☎０９２‐６４３‐３７３２Ⓕ０９２‐６４３‐３７３７

難病に関する相談会や講演会、暮ら
しに役立つ情報などをより身近にお
届けするため、メールマガジンの配
信を開始しました。配信を希望され
る人は、下記ホームページから登録
をお願いします。
〈配信日〉毎月１日
〈問い合わせ〉福岡県難病相談支援セ
ンター／福岡市難病相談支援センター
☎０９２-６４３-８２９２Ⓕ０９２-６４３-１３８９
　　http://www.fnanbyou-c.org/
mail_magazine/

難病相談支援センター
メールマガジンを始めました

県HP

木造戸建て住宅の
耐震化を支援します

平成３１年１月から新たに始まる収
入保険は、農業者の経営努力では避
けられない自然災害や農産物の価
格の低下などで売り上げが減少した
場合に、その減少分の一部を補償す
る保険です。青色申告の実績が１年
分ある人が、加入できます。
〈問い合わせ〉ＮＯＳＡＩ福岡
☎０９２‐７２１‐５５２１Ⓕ０９２‐７２１‐１０５６
　　http://nosai-fukuoka.or.jp/

１０月から収入保険の
加入申請の受付が始まります

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ていま
す。詳しくは県ホームページに掲載し
ています。受診することができる医療
機関などをご確認のうえ受診してく
ださい。
〈問い合わせ〉
がん感染症疾病対策課
☎０９２‐６４３‐３２６７Ⓕ０９２‐６４３‐３３３１

被爆者二世の健康診断
県HP

県HP

住宅・土地統計調査が
実施されます

６月に大阪府北部を震源とする地震
において、ブロック塀の倒壊による
人的被害が発生しました。所有して
いるブロック塀について、ひび割れ
や倒れがないか、基準に合った構造
になっているか、この機会に点検し
ましょう。また、予期せぬ事故を未然
に防ぐためにも、日頃から適正な維
持管理に努めましょう。
ブロック塀に関する自己点検方法
や各種相談窓口は、「福岡県ブロッ
ク塀等安全対策推進協議会」のホー
ムページでも確認できます。
〈問い合わせ〉
建築指導課
☎０９２‐６４３‐３７２２Ⓕ０９２‐６４３‐３７５４

ブロック塀を点検しましょう
県HP

県HP

〈日時〉１０月２０日(土)１０時３０分～
１６時３０分、２１日（日）１１時～１６時
〈場所〉天神中央公園（福岡市中央区天神）
〈内容〉福岡の各町村自慢の特産品・
工芸品・加工品の販売、郷土芸能の
ステージイベントなど
※入場無料、申込不要
〈問い合わせ〉福岡県町村会
☎０９２‐６５１‐１１２１Ⓕ０９２‐６５１‐４２８７
または広域地域振興課
☎０９２‐６４３‐３１８０Ⓕ０９２‐６４３‐３１６４

第１１回ふくおか町村フェア

第５回市民公開講座
「知っておきたい！肝臓病と糖尿病」

〈日時〉１０月１３日(土)１３時３０分
～１７時
〈場所〉えーるピア久留米（久留米市
諏訪野町）
〈内容〉Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎・肝がんの
治療や肝臓病と糖尿病との関係に
関する講座、肝臓病に関するシンポ
ジウム、個人相談会
〈定員〉２５０人（先着順）
〈申込締切〉９月３０日（日）必着
〈問い合わせ〉
福岡県肝疾患相談支援センター
☎０９４２‐３１‐７９６８Ⓕ０９４２‐３９‐６４７６
　　http://www.fukuoka-kanshikkan.com/

障害者雇用促進面談会

就職を希望する障がいのある人が
企業の人事担当者と直接面談でき
ます。※参加無料、履歴書持参
〈場所・日時〉①福岡国際会議場
（福岡市博多区石城町）
９月２０日(木)１２時３０分～１６時
②久留米リサーチセンタービル
（久留米市百年公園）
９月２１日(金)１２時３０分～１６時
③西日本総合展示場新館ＡＩＭビル
（北九州市小倉北区浅野）
１０月１８日(木)１２時２０分～１６時
④のがみプレジデントホテル
（飯塚市新立岩）
１０月１９日(金)１３時～１６時
〈問い合わせ〉最寄りのハローワーク
または新雇用開発課
☎０９２‐６４３‐３５９４Ⓕ０９２‐６４３‐３６１９

催　し催　し

県HP

県HP

HP

HP

HP

HP HP
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認知症をテーマに、これからの介護
やまちづくりについて考えてみませ
んか。
〈日時〉１１月１１日(日)１３時～１６時
３０分
〈場所〉パピヨン２４ガスホール
（福岡市博多区千代）
〈内容〉加藤忠相さん（株式会社あお
いけあ代表取締役）による講演「あ
おいけあ流 介護の世界 ～“あなた
らしさ”はここにある～」、コンサー
ト、展示・販売コーナー
〈定員〉５００人（先着順）※入場無料、
要申込
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県高齢者グループホーム協議会
☎０７０‐７５８６‐０６４０Ⓕ０９４４‐５９‐１０３１
　　http://fukuokagh.sakura.ne.jp/
hp/index.html

か　とう ただ すけ

〈日時〉１０月２６日（金）、２７日（土）
いずれも９時３０分～１６時
※参加無料、申込不要
〈場所〉福岡県青少年科学館（久留米
市東櫛原町)
〈内容〉オリジナル商品の販売、体験
教室、ファッションショー、ものづく
り活動や実習などの作品展示
〈問い合わせ〉
福岡県立八女工業高等学校（事務局校）
☎０９４２‐５３‐２０４４Ⓕ０９４２‐５２‐０３３８

２０１８ふくおか県
障がい児者美術展

第２６回ふくおか県民文化祭
２０１８記念式典福岡県高校生産業教育フェア

書、陶芸などの作品が展示される文
芸美術展や舞踊、合唱などの芸能が
披露される「福岡Ⅱブロック芸術の
祭典in太宰府」と合同で、県民文化祭
の記念式典を行います。
〈日時〉１０月２１日(日)１３時２０分
～１４時２０分
※福岡Ⅱブロック芸術の祭典in太宰
府は１０時３０分～１６時
〈場所〉プラム・カルコア太宰府（太宰
府市観世音寺）
〈定員〉６０６人※参加無料
〈問い合わせ〉文化振興課
☎０９２‐６４３‐３３４６Ⓕ０９２‐６４３‐３３４７
　　http://www.kenbunsai-fukuoka.jp/

HP

HP

応募された作品の中から入賞およ
び佳作作品を決定し、入賞作品につ
いては、表彰を行います。美術展では、
一部の会場を除き、応募された全て
の作品を展示する予定です。

表彰式
〈日程〉
１０月２１日（日）※第２６回ふくおか
県民文化祭２０１８記念式典におい
て表彰
〈場所〉
プラム・カルコア太宰府（太宰府市観
世音寺）

作品展示（県内計５カ所）
〈日程・場所〉
①１０月１５日（月）～２６日（金）
福岡県庁（福岡市博多区東公園）
②１０月２０日（土）～２１日（日）
プラム・カルコア太宰府（太宰府市観
世音寺）※ただし入賞および佳作作
品のみ展示
③１０月３０日（火）～１１月４日（日）
北九州市立美術館黒崎市民ギャラ
リー（北九州市八幡西区黒崎）
④１１月６日（火）～１１日（日）
田川市美術館（田川市新町）
⑤１１月１３日（火）～１６日（金）
九州芸文館（筑後市津島）
〈問い合わせ〉文化振興課
☎０９２‐６４３‐３３４６Ⓕ０９２‐６４３‐３３４７
　　http://www.kenbunsai-fukuoka.jp/

“介護の日”のつどい
認知症あったかホームコンサート

２０１８

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

☎電話番号　○Fファクス番号　　  ホームページHP

県HP

世界遺産「明治日本の産業革命遺
産」の福岡県内の構成資産などを巡
るスタンプラリーを開催します。素敵
なプレゼントも用意しています。開催
場所など、詳しくは県ホームページ
をご覧ください。
〈期間〉７月２１日（土）～１１月１１日（日）
〈問い合わせ〉スタンプラリー事務局
（ＲＫＢミューズ株式会社）
☎０９２‐８５２‐６５５６Ⓕ０９２‐８５２‐６５7７

明治日本の産業革命遺産
スタンプラリー 県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

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

ふくおか介護フェスタ２０１８

介護技術の競技やタレント・西川
ヘレンさんの講演など、介護への
理解が深まるイベントです。
〈日時〉１０月２８日(日)１１時～１６時
３０分
〈場所〉ＦＦＧホール（福岡市中央区天神）
〈定員〉６００人（先着順）※入場無料
〈申込締切〉１０月１２日（金）必着
〈申し込み・問い合わせ〉
公益社団法人福岡県介護福祉士会
☎０９２‐４７４‐７０１５Ⓕ０９２‐４３６‐５２３４
　　http://www.f-kaigo.jp/

県HP

HP

２０１８福岡県民
さわやかマラソン大会

〈日時〉１１月２５日（日）１０時
〈場所〉海の中道海浜公園（福岡市東
区西戸崎）
〈種目〉①小学１～３年生（１ｋｍ）
②小学４～６年生（２ｋｍ）
③中学生以上（２ｋｍ、５ｋｍ）
④高校生以上（１０ｋｍ）
⑤家族ペア（小学生未満：０.５ｋｍ、１
ｋｍ。小学生：１ｋｍ、２ｋｍ）
〈ゲストランナー〉
元九州電力キューデンヴォルテクス
（ラグビー）佐藤孝樹さん、 小野田
寛文さん、 有馬昌宏さん
〈参加料〉一般：３５００円、高校生以
下：１２００円、家族ペア：３０００円
（０．５ｋｍは２５００円）
〈応募締切〉１０月８日（月・祝）必着
〈問い合わせ〉福岡県民さわやかマラ
ソン大会事務局
☎０９２‐６４３‐６００１Ⓕ０９２‐６４３‐６００３
　　http://www.fayd.jpHP

さ　とう こう　き お の だ

ひろ ふみ あり　ま まさ ひろ
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１

２

３

アンケート
　　「福岡県だより９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

秋 王
秋王1箱（３.５kg）を５人にプレゼントします

県が開発した、種がほとんどない甘
柿の新品種「秋王」。糖度が高くサ
クサクとした食感が特長です。
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９月３０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９月３０日（消印有効））
 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
：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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６
３００年以上続く芦屋町の伝統行事。長男誕生時にわら馬
を、長女誕生時に団子雛を飾り、健やかな成長を願います。
芦屋町中央公民館（芦屋町中ノ浜4‐4）他
だごびーなとわら馬まつり実行委員会（芦屋町観光協会）
☎093-221-1001　ファクス093-221-1002

●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。

「福岡県だより」の録音版・点字版の送付をご希望される人は県民情報広報課までご連絡ください。

場
問

芦屋町
1

1

2

3

4 ６

７

５

8

9

10

11

芦屋の八朔行事（だごびーなとわら馬まつり）
9月1日（土）～23日（日）

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の施設をはじめ、
近代化遺産を一斉公開。無料シャトルバス運行。
三池炭鉱  宮原坑（大牟田市宮原町1-86-3）他
大牟田市世界遺産・文化財室
☎0944-41-2515　ファクス0944-41-2552

場
問

７

炭鉱（やま）の祭典
11月3日（土・祝）

菅原道真公ゆかりの天拝山周辺で秋の名月を眺めま
せんか。演芸やバザーなどの催しもあります。
天拝公園（筑紫野市武蔵629‐1）周辺
二日市温泉と天拝山観月会実行委員会（筑紫野市商工会）
☎092-922-2361　ファクス092-921-1029

場
問

二日市温泉と天拝山観月会
9月24日(月・祝)

全国の未完成の鉄道と触れ合えます。トロッコやミニ
SLなどの楽しいアトラクションもあります。
平成筑豊鉄道赤駅(赤村内田１１６６－１)他
赤村政策推進室
☎0947-62-3000　ファクス0947-62-3007

場
問

赤村

５

全国未成線サミットin赤村
10月27日(土)～28日(日)

こだわりの「新そば」でおもてなし。地元の野菜や果物、
パン、餅なども販売します。
逆瀬ゴットン館(広川町水原2777‐1）
逆瀬ゴットン館
☎/ファクス0943-32-6525

場
問

広川町
3 スローフードフェスタ 新そば祭り

10月14日（日）

全国の菊花愛好者が精魂込めた作品の花々は、荘厳
な中にも品格があり、見る者を圧倒します。
宗像ユリックス（宗像市久原400）
宗像市文化スポーツ課
☎0940-36-1540　ファクス0940-36-0270

場
問

8

全日本菊花連盟全国大会宗像大会
11月10日(土)～11日(日)

国の特別史跡「王塚古墳」の特別公開。装飾古墳の石
室を見学できます。古墳まつりも同時開催。
王塚古墳 （桂川町寿命３１１）
王塚装飾古墳館
☎0948-65-2900　ファクス0948-65-3313

場
問

桂川町
4 王塚古墳秋季特別公開

10月20日（土）～21日（日）　

裂田溝流域沿いに灯籠を設置し、アート作品のライト
アップなどで幻想的な景観を演出します。
山田区（伏見神社）～安徳区（カワセミ公園）
ミリカローデン那珂川
☎092-954-2211　ファクス092-954-3399

場
問

市制施行記念事業  裂田溝ライトアップ
11月17日（土）

町をゆっくりとさるき（歩き）ながら、郷土を学んだり、
地元料理を味わうことができる楽しいイベントです。
大木町地域創業･交流支援センターWAKKA(大木町横溝177)
大木町企画課
☎0944-32-1036　ファクス0944-32-1054

場
問

大木町
おおきさるこいフェスタ
10月28日(日)

無病息災と五穀豊穣祈願の祭りとして５００年以上続
く神幸祭です。
美奈宜神社（朝倉市林田210）
美奈宜神社
☎0946-22-5358

場
問

10蜷城くんち
10月21日（日）

多彩なステージイベントや農林産物の品評会展示、
オークションなども行います。
みやこ町犀川支所前広場(みやこ町犀川本庄646）
みやこ町観光まちづくり課
☎0930-32-2512　ファクス0930-32-4563

場
問

朝倉市

11 みやこ町産業祭
11月17日(土)～18日(日)

福岡県だより 通巻127号

2

9

那珂川町那珂川町

だごびいな

さくたのうなでひなしろ

はっさく みせいせん

❷二日市温泉と天拝山観月会（筑紫野市）❷二日市温泉と天拝山観月会（筑紫野市）

※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

筑紫野市筑紫野市

大牟田市大牟田市

みやこ町みやこ町

❶芦屋の八朔行事（だごびーなとわら馬まつり）（芦屋町）❶芦屋の八朔行事（だごびーなとわら馬まつり）（芦屋町）

宗像市

お
ク
で
リ
か
ッ
け
プ
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