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Ⅰ  令 和 ２年 度 県 民 情 報 広 報 課 の概 要  

  



 



１ 県民情報広報課のあゆみ 

 

 

昭和２４年 ４月 総務部文書課に広報係を設置 

昭和２４年１２月 課名が広報文書課と改められる 

昭和２６年 ４月 知事室の設置に伴い知事室広報文書課となる 

昭和２９年 ４月 同課に県民室を設置。陳情、苦情等の処理、県庁案内を行う 

昭和３０年１１月 課名が知事室総務課と改められる 

昭和３２年 １月 知事室が廃止され総務課となる 

昭和３５年 ６月 業務拡充のため広報、公聴の２係からなる広報室を総務部に新設 

昭和３６年 ７月  庶務係を増設 

昭和４７年１１月 各部に広報公聴主幹を配置 

昭和４８年 ５月 報道関係との連携強化のため、広報第２係を増設 

昭和５６年１１月 県民相談室・総合案内を設置し、相談・苦情等の処理及び県庁案内を行う 

昭和６３年 ４月 広報室が広報課と改められる 

会計事務の集中化に伴い庶務係と広報２係が統合され、報道係、広報１係

が広報係となる 

平成 ３年 ４月 各部の広報公聴主幹を廃止し、企画広報監を配置 

平成 ８年 ４月 県行政に関する情報提供機能の強化と県民サービスの向上を図るため、 

広報課と県政情報課の情報公開係、個人情報保護係が統合され、県民情 

報広報課となる 

平成 ９年 ４月 公聴係が広聴係と改められる 

平成１０年 ４月 地区県民情報コーナーで県民相談業務を開始 

平成１４年 ９月 保健福祉環境事務所の総合相談窓口（１３か所）で県民相談業務を開始 

平成１４年１２月 上記の相談業務の開始に伴い、筑後・筑豊・京築の県民情報コーナーで 

の県民相談業務を終了 

平成１５年 ４月 情報公開と個人情報保護の連携強化のため、情報公開係と個人情報保護 

係が統合され、情報公開係となる 

 平成２１年１０月 保健福祉環境事務所の再編統合により、総合相談窓口が９か所となる。 

平成２２年 ４月 企画主幹を配置 

令和 ２年 ４月 企画広報主幹を配置（企画主幹を廃止） 

         企画係を新設 



２　県民情報広報課の組織と業務（令和２年度体制：現員３３人）

報道係 （現員６人）

・庶務、会計

・報道機関への発表（知事会見・記者レク・資料提供）

・週間・月間行事予定表の作成

・庁内放送

・広報車の管理

企画係 （現員６人）

・県行政に係る広報の総合企画、調整及び重点的な広報の実施

・広報担当監会議の企画、運営

・インターネット広報（県ホームページ、動画配信、SNSによる情報発信等）

広報係 （現員６人）

・印刷広報の企画、編集、発行

定期刊行物：福岡県だより、グラフふくおか、点字ふくおか、

　　 福岡県だより点字版

新聞紙面の購入：福岡県からのお知らせ

・視聴覚広報の企画

テレビ番組：ＴＶＱ

ラジオ番組：ＦＭ福岡

インターネット動画：定期配信分

定期刊行物：福岡県だより録音版・音声コード版

・字幕放送（１番組）

広聴係 （現員４人）

・知事のふるさと訪問

・県政モニター制度

・県政提案メール、県民相談

・総合案内の運営、県庁見学の案内

・県民の声データベースシステム事業

・ふくおか県政出前講座

情報公開係 （現員６人）

・福岡県情報公開条例に基づく事務の指導等

・福岡県個人情報保護条例に基づく事務の指導等

・知事及び副知事の資産等報告書等の閲覧

・県民情報センター及び地区県民情報コーナーでの情報提供

県
政
情
報
監

県
民
情
報
広
報
課
長

課
長
補
佐

企
画
広
報
監

企
画
広
報
主
幹



３ 令和２年度県民情報広報課当初予算 

 

 

（イ）パブリシティ関係予算             ６，９５４千円 

   ①報道機関への発表 

    ・記者会見、資料提供による情報提供、県政記事の保存 

・県政記者室の管理 

②広報体制推進事業 

    ・広報担当監会議の企画・運営 

    ・広報広聴連絡員研修会の実施 

 

（ロ）広報関係予算               ４６３，４３０千円 

－印刷広報－ 

①各戸配布広報紙「福岡県だより」の発行 

    ・広報紙を県内の各世帯に配布することにより開かれた県政を推進するとともに

県民の理解を深める。 

奇数月、１回あたり約２１６万部 

     Ａ４判、１２ページカラー 

   ②各戸配布広報紙「福岡県だより」点字版の発行 

    ・視覚障がいのある人に対して県政情報などを点字広報紙でお知らせする。 

     奇数月、１回あたり約６００部 

③「グラフふくおか」の発行 

    ・県政の動き、県の魅力などを、写真を主体に分かりやすく県民に伝える。 

     年４回（季刊）、１回あたり２万９千部 

     Ａ４判、３２ページカラー 

④「点字ふくおか」の発行（「グラフふくおか」の点字版） 

・視覚障がいのある人に対して県政の動き、県の魅力などを点字広報紙でお知らせ

する。 

     年４回（季刊）、１回あたり７００部 

     Ｂ５判、５２ページ 

⑤新聞紙面購入 

    ・偶数月第３日曜日 全５段６回 

     掲載紙：朝日、毎日、読売、西日本 

    ・不定期の広告出稿による特別広報の実施 

－視聴覚広報－ 

① テレビ・ラジオ広報番組 

    ・テレビ年間 ５２本（ＴＶＱ） 

    ・ラジオ年間１０４本（ＦＭ福岡）など 

②視覚障がい者用広報紙録音版・音声コード版 

    ・視覚障がいのある人に対して県の重点施策や地域の話題などを、音声により提供

する。 

奇数月、１回あたり録音版６５０本（カセットテープ３８０本、CD（デイジー）



版２７０本）・音声コード版３５０部 

－九州ロゴマークの活用・周知－ 

・九州の連携する姿を国内外にＰＲする「九州ロゴマーク」を積極的に活用するとと

もに、広く周知し、九州の魅力、活力、一体感をアピールし、九州のブランド力と

知名度の向上を図る。 

－その他－ 

・特別広報（各種媒体を活用した県政重要テーマの機動的広報等） 

   ・インターネット広報（インターネット動画配信、ＳＮＳによる情報発信等） 

   ・県庁ロビーの活用推進 

   ・県庁見学や各種会議用パンフレット等の発行 

・広報に関する市町村との連絡・調整 

・広報車による広報 

 

（ハ）広聴関係予算                 ２７，７９７千円 

①知事のふるさと訪問～福岡県の未来を語ろう～ 

・知事が県内各地に出向いて、県民の活動にふれ、生の声をお聴きしたり、特定の

テーマに関し、直接県民と意見交換を行う。 

     年１０回実施 

    ②県政モニター制度 

・県政に関する県民の意見や要望などを組織的、継続的に聴くことにより県民 

の意識を的確に把握し、県政運営の参考に役立てる。 

モニター数４００人 

③県民相談事業 

・県民相談（県民相談室、北九州県民情報コーナー：毎日（土、日、祝を除く） 

          ８：３０～１７：１５） 

・無料法律相談（県民相談室：月２回、北九州県民情報コーナー、筑後県民情報 

コーナー、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所及び京築保健福祉環境事務所：月１回） 

④県政提案メール、県庁見学等 

⑤ふくおか県政出前講座 

⑥県民の声データベースシステム 

・広聴事業に寄せられた県民の意見等とそれに対する回答を集積し、情報を職 

員が共有することで、政策形成に活用するとともに、県ホームページに掲載し 

県民への情報提供を行う。 

 

（ニ）情報公開制度関係予算                         ２，７７７千円 

①情報公開に関する事務の総括 

② 情報公開審査会の運営 

 

（ホ）個人情報保護制度関係予算             ２，５２４千円 

①個人情報保護に関する事務の総括 

②個人情報保護審議会の運営 

 

（ヘ）情報提供関係予算                １８，３６５千円 



・県民情報センター・各地区県民情報コーナーの運営 

・行政資料の有償頒布・閲覧等 

 

 

                                                    計 ５２１，８４７千円 

 

【備考】 

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、補正予算において増額・減額を行いま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Ⅱ  令 和 元 年 度 広 報 実 績  

  



 

 



１　パブリシティ活動
（１）令和元年度記者レク・資料提供の状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

秘書室 知事会見 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 10

・ 記者レク 1 1 4 1 0 2 0 2 0 0 2 2 15

総務部 資料提供 13 15 13 57 49 16 18 9 12 4 11 18 235

知事会見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

企画・地域 記者レク 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2 9

　　　振興部 資料提供 8 28 14 28 29 25 24 36 19 22 14 5 252

知事会見 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 5

人づくり・ 記者レク 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 1 0 9

県民生活部 資料提供 18 13 17 34 31 39 36 39 35 19 22 16 319

知事会見 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5

保健医療 記者レク 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 9

介護部 資料提供 13 11 14 26 18 23 26 36 27 37 32 37 300

知事会見 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4

福祉労働部 記者レク 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 6

資料提供 7 6 12 13 11 10 29 20 7 11 15 7 148

知事会見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

環境部 記者レク 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3

資料提供 8 15 7 8 6 11 14 7 4 8 8 3 99

知事会見 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

商工部 記者レク 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3

資料提供 12 11 5 13 8 15 15 8 13 18 11 9 138

知事会見 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

農林水産部 記者レク 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5

資料提供 8 11 10 22 8 15 16 16 8 27 20 5 166

知事会見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

県土整備部 記者レク 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 8

資料提供 4 5 6 6 7 4 7 8 0 3 2 7 59

知事会見 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

建築都市部 記者レク 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 5

資料提供 8 1 4 7 4 1 10 6 2 2 4 8 57

知事会見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会計局 記者レク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資料提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

知事会見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

議会・委員会 記者レク 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

資料提供 15 6 16 20 6 11 4 3 2 1 1 7 92

知事会見 1 2 2 2 1 4 1 3 2 2 3 5 28

計 記者レク 1 6 15 4 4 9 1 6 2 1 13 11 73

（延べ件数） 資料提供 110 119 114 234 176 164 196 186 126 150 136 118 1,829

112 127 131 240 181 177 198 195 130 153 152 134 1,930

124 172 144 262 193 157 219 192 120 160 143 178 2,064

　　（＊記者レクにはブリーフィング含む） 　　（＊教育庁除く）

　　（＊変更・追加・訂正等は除く）

　　（＊複数の部・課連名による提供は、発表項目1件としてカウント。各部提供数と合計は一致しない）

合　計

30年度同月



秘書室

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/9 2019/4/12 資料提供 小川知事初登庁について 秘書室

2019/4/24 2019/5/3 資料提供 「博多どんたく港まつり」のどんたく隊が知事公舎を表敬します 秘書室

2019/4/24 2019/5/1 知事会見
本年５月１日の御即位をお祝いする記帳所を設置します！
～平成の行幸啓、行啓の写真も展示～

秘書室

2019/4/26 資料提供 天皇陛下御即位にあたっての福岡県知事謹話 秘書室

2019/4/26 資料提供 御即位にあたっての福岡県知事謹話 秘書室

2019/9/11 資料提供 内閣改造に関する知事コメント 秘書室

2019/12/25 2019/12/27 資料提供 仕事納めと仕事始めの知事行事について 秘書室

2020/3/31 2020/5/3 資料提供 博多どんたく港まつり知事公舎演舞台中止のお知らせ 秘書室

総務部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/9 2019/4/11 資料提供 エコトンが“ラガーマン”に大変身！ラグビーワールドカップ２０１９日本大会を全力応援します！ 県民情報広報課

2019/4/12 2019/4/23 資料提供 知事部局人事異動に伴う資料提供について 人事課

2019/4/15 2019/4/18 記者レク 平成３０年度包括外部監査結果報告について 人事課

2019/4/18 資料提供 福岡県が２０１８年度キャピタル・アイ・アワードを受賞 財政課

2019/4/19 2019/4/22 資料提供 改元記念ロビー展を開催します！ 県民情報広報課

2019/4/22 2019/4/23 資料提供 平成３１年度定期人事異動（４月２３日付） 人事課

2019/4/22 2019/5/8 資料提供 平成３１年度自動車税キャンペーンキャラクターHKT４８が知事を表敬訪問します！ 税務課

2019/4/23 資料提供
香春町が「全国広報コンクール」で読売新聞社賞受賞！
～平成３１年全国広報コンクールにおける県内市町村の入賞結果～

県民情報広報課

2019/4/24 2019/5/1 資料提供 ５月１日から夏の軽装（ノーネクタイ等）を実施 行政経営企画課

2019/4/24 資料提供 平成３１年度当初予算要求について 財政課

2019/4/24 2019/5/1 知事会見
本年５月１日の御即位をお祝いする記帳所を設置します！
～平成の行幸啓、行啓の写真も展示～

県民情報広報課

2019/5/7 資料提供 ２０１９年春の叙勲・褒章受章者名簿の配付について 行政経営企画課

2019/5/7 資料提供 公共工事に係る低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の設定範囲の引き上げについて 財産活用課

2019/5/9 2019/5/13 資料提供 職員倫理に関する幹部研修会を実施します 人事課

2019/5/13 資料提供 令和元年春の褒章受章者名簿（令和元年５月２１日付け発令） 行政経営企画課

2019/5/15 資料提供 令和元年春の叙勲受章者名簿（令和元年５月２１日付け発令） 行政経営企画課

2019/5/15 資料提供 第３２回危険業務従事者叙勲受章者の決定
防災危機管理局
消防防災指導課

2019/5/17 2019/5/22 資料提供 令和元年春の叙勲伝達式を開催します 行政経営企画課

2019/5/17 2019/5/23 資料提供 知事とＨＫＴ４８が天神で実施する自動車税の納期内納付促進街頭キャンペーンに参加します！ 税務課

2019/5/17 2019/5/21 資料提供 防災関係機関意見交換会（トップ会談）を開催します
防災危機管理局
防災企画課

2019/5/20 2019/5/23 資料提供 令和元年度「地方税収対策福岡県連絡会議」を開催！ 税務課

2019/5/21 2019/5/24 資料提供
「自動車税納期内納付促進街頭キャンペーン」を実施
～新規採用職員１００名と税務職員が合同で納税を呼びかけます～

税務課

2019/5/22 2019/5/24 資料提供 第４０期　宝くじ「幸運の女神」の７名が服部副知事を表敬訪問します！ 財政課

2019/5/22 2019/5/22 資料提供 『福岡県安全・安心防災フェア』を開催します
防災危機管理局
防災企画課

2019/5/24 2019/5/31 資料提供 「福岡県職員倫理審査会」を開催します 人事課

2019/5/24 2019/5/29 資料提供 令和元年度南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会を開催します
防災危機管理局
防災企画課

（２）令和元年度記者発表事項一覧



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/5/28 2019/6/2 ブリーフィング 令和元年度福岡県総合防災訓練を実施します
防災危機管理局
防災企画課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 行政経営企画課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 財政課

2019/6/3 2019/6/7 資料提供
民間企業が初めて「九州ロゴマーク」を活用！！
～官民一体となった九州のブランド力向上～

県民情報広報課

2019/6/3 2019/6/6 資料提供 令和元年春の消防関係叙勲　福岡県伝達式を開催
防災危機管理局
消防防災指導課

2019/6/6 知事会見 副知事の選任について（令和元年６月議会提案） 人事課

2019/6/6 知事会見 令和元年度当初予算の概要 財政課

2019/6/7 資料提供 平成３０年度行政評価の公表について 行政経営企画課

2019/6/7 資料提供 令和元年度当初予算編成における事務事業の見直し結果について 財政課

2019/6/7 資料提供 引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費について 財政課

2019/6/7 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/6/7 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の廃止について 防災危機管理局

2019/6/7 資料提供 ６月７日の大雨に関する情報（最終報） 防災危機管理局

2019/6/7 2019/6/11 資料提供
第６回平成２９年７月九州北部豪雨、第４回平成３０年７月豪雨福岡県災害復旧・復興推進本部会議
の開催について

防災危機管理局

2019/6/13 2019/6/13 資料提供 排除措置状況書 財産活用課

2019/6/18 記者レク 職員の処分について 内部統制室

2019/6/25 2019/7/1 ブリーフィング 県庁舎（行政棟）及び知事部局各出先機関庁舎において敷地内禁煙を実施します。 人事課

2019/6/25 2019/7/1 ブリーフィング 県庁舎（行政棟）及び知事部局各出先機関庁舎において敷地内禁煙を実施します。 財産活用課

2019/6/26 資料提供 令和元年度の自動車税納期内納付率「８１．３％」１０年連続で過去最高を更新！！ 税務課

2019/6/27 2019/6/28 資料提供 令和元年６月期の期末・勤勉手当の支給について 人事課

2019/6/28 2019/7/8 資料提供 知事及び副知事の資産公開について 県民情報広報課

2019/7/1 2019/7/5 資料提供 朝倉市・東峰村の平成２９年７月九州北部豪雨災害追悼式に知事が出席します
防災危機管理局
防災企画課

2019/7/2 資料提供 指定管理者を公募します 人事課

2019/7/3 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/7/3 資料提供 ７月３日の大雨に関する情報（第１報） 防災危機管理局

2019/7/3 資料提供 ７月３日の大雨に関する情報（第２報） 防災危機管理局

2019/7/3 資料提供 ７月３日の大雨に関する情報（第３報） 防災危機管理局

2019/7/3 資料提供 ７月３日の大雨に関する情報（第４報） 防災危機管理局

2019/7/3 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の廃止について 防災危機管理局

2019/7/4 資料提供 ７月３日からの大雨に関する情報（第５報・最終報） 防災危機管理局

2019/7/5 2019/7/23 資料提供 福岡共同公文書館企画展「学校給食ヒストリー」を開催します 行政経営企画課

2019/7/8 2019/7/11 資料提供
令和元年度安全功労者総務大臣表彰受賞者の決定
～福岡県関係者６名が受賞！～

防災危機管理局
消防防災指導課

2019/7/10 2019/7/11 資料提供 福岡県辞令（令和元年７月１１日付） 人事課

2019/7/10 2019/8/1 資料提供
小学生のための体験プログラム（４６コース）を県庁で開催！
「福岡県庁まるごと体験隊２０１９」体験企画の参加申込受付を開始しました

県民情報広報課

2019/7/12 2019/7/12 資料提供 監査委員の選任について 人事課

2019/7/16 資料提供 副知事の選任について 人事課

2019/7/18 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/7/18 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/7/18 2019/7/18 資料提供 ７月１８日の大雨に関する情報（第１報） 防災危機管理局



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/7/19 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の一部廃止について 防災危機管理局

2019/7/19 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の廃止について 防災危機管理局

2019/7/19 資料提供 ７月１８日の大雨に関する情報（第２報・最終報） 防災危機管理局

2019/7/21 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/7/21 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/7/21 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/7/21 資料提供 ７月２１日の大雨に関する情報（第１報） 防災危機管理局

2019/7/21 資料提供 ７月２１日の大雨に関する情報（第２報） 防災危機管理局

2019/7/21 資料提供 ７月２１日の大雨に関する情報（第３報） 防災危機管理局

2019/7/21 資料提供 ７月２１日の大雨に関する情報（第４報） 防災危機管理局

2019/7/21 資料提供 ７月２１日の大雨に関する情報（第５報） 防災危機管理局

2019/7/22 資料提供 福岡県庁舎地下食堂運営事業者の企画提案公募の実施について 総務事務厚生課

2019/7/22 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の一部廃止について 防災危機管理局

2019/7/22 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第６報） 防災危機管理局

2019/7/22 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第７報） 防災危機管理局

2019/7/22 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第８報） 防災危機管理局

2019/7/22 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第９報） 防災危機管理局

2019/7/22 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の一部廃止について 防災危機管理局

2019/7/22 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の廃止について 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 平成３０年度普通会計決算見込みについて 財政課

2019/7/23 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の一部廃止について 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第１０報） 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第１１報） 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第１２報） 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の一部廃止について 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第１３報） 防災危機管理局

2019/7/23 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の廃止について 防災危機管理局

2019/7/24 2019/8/1 資料提供
「福岡県戦時資料展」を開催します
～万世特攻平和祈念館等からお借りした資料を初展示します～

行政経営企画課

2019/7/24 ブリーフィング 平成３０年度普通会計決算見込みの概要 財政課

2019/7/24 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第１４報） 防災危機管理局

2019/7/25 資料提供 宿泊税について総務大臣に協議の申出を行いました 税務課

2019/7/25 資料提供 排除措置状況書 財産活用課

2019/7/25 資料提供 ７月２１日からの大雨に関する情報（第１５報・最終報） 防災危機管理局

2019/7/26 2019/8/1 資料提供
自動車税納税コールセンターを設置し、８月１日から滞納者約５万人に納税を呼びかけます！
－夕方や休日も納税を呼びかけます－

税務課

2019/7/29 2019/8/1 資料提供
職員から飲酒運転を絶対に出さない！！
職員を対象とした「飲酒運転撲滅及び交通事故防止等研修会」を開催
～一本松すずかけ病院　看護師　古田　和弘　氏に御講演いただきます～

内部統制室



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/7/31 2019/8/1 資料提供 人事委員会委員の選任について 人事課

2019/7/31 2019/9/3 資料提供
「福岡県防災講演会～災害ボランティアセミナー～」を開催します！
-８月３０日から９月５日は防災週間です-

防災危機管理局
消防防災指導課

2019/8/5 資料提供 台風第８号への対応について
防災危機管理局
防災企画課

2019/8/6 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/8/6 資料提供 台風第８号に関する情報（第１報） 防災危機管理局

2019/8/6 資料提供 台風第８号に関する情報（第２報） 防災危機管理局

2019/8/6 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の廃止について 防災危機管理局

2019/8/6 資料提供 台風第８号に関する情報（第３報・最終報） 防災危機管理局

2019/8/7 資料提供 北九州市長の宿泊税導入方針の表明に対する福岡県知事コメント 税務課

2019/8/8 2019/8/9 資料提供 福岡県庁１階ロビーで和太鼓の演奏を披露！ 県民情報広報課

2019/8/8 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/8/8 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の廃止について 防災危機管理局

2019/8/8 資料提供 ８月８日の大雨に関する情報（第１報・最終報） 防災危機管理局

2019/8/13 資料提供 台風第１０号への対応について
防災危機管理局
防災企画課

2019/8/15 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/8/15 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/8/15 資料提供 台風第１０号に関する情報（第１報） 防災危機管理局

2019/8/15 資料提供 福岡県災害警戒地方本部の一部廃止について 防災危機管理局

2019/8/15 資料提供 台風第１０号に関する情報（第２報） 防災危機管理局

2019/8/15 資料提供 台風第１０号に関する情報（第３報・最終報） 防災危機管理局

2019/8/15 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の廃止について 防災危機管理局

2019/8/19 2019/8/21 資料提供 令和元年度第１回福岡県行政改革審議会の開催について 行政経営企画課

2019/8/21 資料提供 排除措置状況書 財産活用課

2019/8/23 資料提供 福岡県東総合庁舎敷地有効活用事業の優先交渉権者の決定について 財産活用課

2019/8/23 2019/8/25 資料提供
第４回福岡県女性消防操法大会を開催します
～防災イベントも同時開催～

防災危機管理局
消防防災指導課

2019/8/27 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/8/27 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/8/27 資料提供 福岡県災害警戒本部及び福岡県災害警戒地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/8/27 資料提供 ８月２７日の大雨に関する情報（第１報） 防災危機管理局

2019/8/28 知事会見 福岡県災害対策本部及び地方本部の設置について 防災危機管理局

2019/8/28 2019/8/28 資料提供 第１回福岡県災害対策本部会議の開催について 防災危機管理局

2019/8/28 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第２報） 防災危機管理局

2019/8/28 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第３報） 防災危機管理局

2019/8/28 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第４報） 防災危機管理局

2019/8/28 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（臨時報第１報） 防災危機管理局

2019/8/28 2019/8/28 資料提供 第２回福岡県災害対策本部会議の開催について 防災危機管理局

2019/8/28 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第５報） 防災危機管理局

2019/8/28 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第６報） 防災危機管理局

2019/8/28 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第７報） 防災危機管理局



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/8/29 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第８報） 防災危機管理局

2019/8/29 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第９報） 防災危機管理局

2019/8/29 資料提供 第３回福岡県災害対策本部会議の開催について 防災危機管理局

2019/8/29 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第１０報） 防災危機管理局

2019/8/29 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第１１報） 防災危機管理局

2019/8/29 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第１２報） 防災危機管理局

2019/8/30 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第１３報） 防災危機管理局

2019/8/30 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第１４報） 防災危機管理局

2019/8/30 2019/8/30 資料提供 第４回福岡県災害対策本部会議の開催について 防災危機管理局

2019/8/30 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第１５報） 防災危機管理局

2019/8/30 資料提供 福岡県災害対策本部の災害復旧・復興推進本部への移行について 防災危機管理局

2019/8/30 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第１６報） 防災危機管理局

2019/9/2 2019/9/2 資料提供 令和元年防災功労者”防災担当大臣表彰”について
防災危機管理局
消防防災指導課

2019/9/3 知事会見 令和元年九月第三回定例会福岡県議会当初提出予算議案 財政課

2019/9/5 2019/9/10 資料提供 令和元年度第２回福岡県行政改革審議会の開催について 行政経営企画課

2019/9/5 知事会見 副知事の選任について（令和元年９月議会提案） 人事課

2019/9/6 2019/9/7 資料提供 ８月２７日からの豪雨災害に係る佐賀県への支援のため、オイル吸着マットを送ります
防災危機管理局
防災企画課

2019/9/10 2019/9/13 資料提供
イオン九州株式会社による「九州ロゴマーク」活用　第２弾！！
～官民一体となった九州のブランド力向上～

県民情報広報課

2019/9/11 2019/9/13 資料提供 ８月２７日からの大雨による被害状況等の視察について
防災危機管理局
防災企画課

2019/9/11 2019/9/13 資料提供 令和元年９月福岡県災害復旧・復興推進本部会議の開催について 防災危機管理局

2019/9/13 資料提供 ８月２７日からの大雨に関する情報（第１７報） 防災危機管理局

2019/9/18 ブリーフィング 令和元年九月第三回定例会福岡県議会追加提出予算議案 財政課

2019/9/18 資料提供 令和元年防災功労者”内閣総理大臣表彰”について
防災危機管理局
消防防災指導課

2019/9/19 2019/9/30 資料提供 知事の資産公開について 県民情報広報課

2019/9/20 資料提供
「九州ロゴマーク」を活用したインバウンド向け交通広告を開始！
～ラグビーワールドカップを契機に、県内の空港、バスターミナル、駅で～

県民情報広報課

2019/9/20 2019/9/20 資料提供
ラグビーワールドカップ２０１９大会期間中は県庁ロビーがラグビー場に！
～ゴールポスト、巨大ボール、フォトパネルが出現～

県民情報広報課

2019/9/20 資料提供 「外国人旅行者のための防災リーフレット」を作成しました！
防災危機管理局
防災企画課

2019/9/22 資料提供 福岡県災害警戒本部の設置について 防災危機管理局

2019/9/23 資料提供 台風第１７号に関する情報（第１報） 防災危機管理局

2019/9/23 資料提供 福岡県災害警戒本部の廃止について 防災危機管理局

2019/9/24 資料提供 台風第１７号に関する情報（第２報・最終報） 防災危機管理局

2019/10/1 資料提供 福岡県広報誌「グラフふくおか」電子書籍版がスタート 県民情報広報課

2019/10/3 2019/10/4 資料提供 宿泊税について総務大臣に変更協議の申出を行います 税務課

2019/10/4 2019/11/30 資料提供 令和元年度福岡県原子力防災訓練の実施について
防災危機管理局
防災企画課

2019/10/9 2019/10/16 資料提供 軽油引取税に係る全国一斉路上抜取調査の実施について 税務課

2019/10/9 2019/10/12 資料提供 第３３回危険業務従事者叙勲受章者の決定
防災危機管理局
消防防災指導課

2019/10/11 2019/10/12 資料提供 副知事の選任について 人事課

2019/10/11 資料提供 令和元年８月の前線に伴う大雨の激甚災害指定について（知事コメント）
防災危機管理局
消防防災指導課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/10/16 2019/10/17 資料提供 教育委員会委員の任命について 人事課

2019/10/18 2019/10/23 資料提供 令和元年度第３回福岡県行政改革審議会の開催について 行政経営企画課

2019/10/21 資料提供 令和元年秋の褒章受章者名簿（令和元年１１月３日付け発令） 行政経営企画課

2019/10/21 2019/10/23 資料提供 「九州ロゴマーク」を掲載した宝くじが初めて販売されます！！ 県民情報広報課

2019/10/21 2019/10/22 資料提供
小田急百貨店と「九州ロゴマーク」がコラボレーション
～小田急百貨店新宿店の「九州・沖縄物産展」に九州ロゴマークが登場～

県民情報広報課

2019/10/23 2019/10/25 資料提供 「地域防災力充実強化大会in福岡２０１９」を開催します！
防災危機管理局
消防防災指導課

2019/10/24 資料提供 令和２年度当初予算要求について 財政課

2019/10/25 2019/10/31 資料提供 令和元年佐賀豪雨災害の復旧・復興に係る佐賀県多久市への長期派遣の辞令交付式を行います 人事課

2019/10/25 2019/11/26 資料提供
県下一斉に徴収対策を強力に推し進めます
１１月と１２月は「STOP滞納！！県下一斉徴収強化月間」です

税務課

2019/10/28 資料提供
令和元年秋の叙勲　受章者名簿
（令和元年１１月３日付け発令）

行政経営企画課

2019/10/30 2019/11/5 資料提供 福岡県緊急初動班参集訓練を実施します
防災危機管理局
防災企画課

2019/11/1 2019/11/8 資料提供 令和元年秋の叙勲伝達式を開催します 行政経営企画課

2019/11/5 2019/11/6 資料提供 第２４回全国女性消防操法大会出場者が大曲副知事を表敬します
防災危機管理局
消防防災指導課

2019/11/8 2019/11/12 資料提供 福岡県庁舎行政棟消防訓練を実施します 財産活用課

2019/11/12 2019/11/19 資料提供
九州・沖縄８県が連携し、一斉に軽油抜取調査を実施します
「軽油引取税九州一斉高速道路路上抜取調査」
－福岡県は国土交通省と合同実施・福岡県石油商業組合も参加－

税務課

2019/11/15 2019/11/19 資料提供 本日、宿泊税について総務大臣の同意を得ました 税務課

2019/11/15 2020/3/21 資料提供 令和元年度福岡県防災賞（県知事表彰）候補者を募集します
防災危機管理局
消防防災指導課

2019/11/18 2019/11/25 資料提供 合同公売会in福岡県庁 差押物品の『全品せり売り』を３日間連続で開催します！！ 税務課

2019/11/21 知事会見 令和元年十二月第４回定例会　福岡県議会当初提出予定議案 財政課

2019/11/21 2019/11/25 資料提供 福岡県災害復旧・復興推進本部会議の開催について 防災危機管理局

2019/11/21 2019/11/30 ブリーフィング 令和元年度福岡県原子力防災訓練について（概要）
防災危機管理局
防災企画課

2019/11/29 資料提供 福岡県産業廃棄物税条例の検証結果について 税務課

2019/12/4 2019/12/4 資料提供 排除措置状況書 財産活用課

2019/12/4 2019/12/4 資料提供 排除措置状況書 財産活用課

2019/12/9 2019/12/10 資料提供 令和元年１２月期の期末・勤勉手当の支給について 人事課

2019/12/12 2019/12/12 資料提供 排除措置状況書 財産活用課

2019/12/16 2019/12/24 資料提供 副知事の資産公開について 県民情報広報課

2019/12/17 2019/12/23 資料提供 令和元年秋の消防関係叙勲・褒章福岡県伝達式を開催
防災危機管理局
消防防災指導課

2019/12/20 2019/12/25 資料提供 令和元年度第１回知事のふるさと訪問を実施します 県民情報広報課

2019/12/23 2019/12/26 資料提供
令和元年台風第１９号による災害の復旧・復興に係る宮城県等への中長期派遣の辞令交付式を行
います

人事課

2019/12/25 知事会見 平成３１年・令和元年県政１０大ニュース 県民情報広報課

2019/12/25 2020/2/6 資料提供 令和元年度福岡県国民保護共同図上訓練の実施について
防災危機管理局
防災企画課

2019/12/26 資料提供 排除措置状況書 財産活用課

2019/12/26 2019/12/27 資料提供
令和で迎える初めてのお正月
～県庁ロビーで新春を迎える準備を行います！～

県民情報広報課

2020/1/9 2020/2/4 資料提供
福岡共同公文書館　企画展
「ふくおか　スポーツの軌跡」を開催します

行政経営企画課

2020/1/16 2020/1/22 資料提供 第１６回福岡県不正軽油防止対策会議幹事会の開催について 税務課

2020/1/21 2020/1/24 資料提供 令和元年第２回知事のふるさと訪問を実施します 県民情報広報課

2020/1/24 2020/1/31 資料提供
令和元年度災害対策専門研修「トップフォーラムin福岡」を開催します
～県内の市町村長を対象とした大規模災害時の対応等に関する研修を行います～

防災危機管理局
消防防災指導課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/2/4 2020/2/4 資料提供 排除措置状況書 財産活用課

2020/2/4 2020/2/6 資料提供
令和２年北方領土返還促進福岡県民集会が開催されます
～２月７日は「北方領土の日」～

県民情報広報課

2020/2/10 2020/2/17 資料提供 令和元年度県庁活性化フォーラムを開催します 行政経営企画課

2020/2/13 2020/2/19 資料提供 福岡県災害復旧・復興推進本部会議の開催について 防災危機管理局

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 財政課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 行政経営企画課

2020/2/18 2020/2/21 資料提供 限定販売！「東京2020協賛ジャンボ」PRのため宝くじ「幸運の女神」が小川知事を表敬訪問します 財政課

2020/2/19 知事会見 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 財政課

2020/2/20 資料提供 令和元年度行政評価の公表について 行政経営企画課

2020/2/20 資料提供 引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費について 財政課

2020/2/20 資料提供 令和２年度当初予算編成における事務事業の見直し結果について 財政課

2020/2/20 2020/3/26 資料提供 令和元年度幼少年及び婦人防火クラブ等に係る県知事表彰の受賞者が決定しました！
防災危機管理局
消防防災指導課

2020/2/25 資料提供 「正しい手洗いの仕方・咳エチケット」の方法を紹介する動画を作成しました 県民情報広報課

2020/2/26 2020/2/28 資料提供 新型コロナウイルス感染症の感染防止のための「時差通勤」の拡大について 人事課

2020/3/3 ブリーフィング 令和二年二月第５回定例会　福岡県議会追加提出予定議案 財政課

2020/3/4 資料提供 令和元年度福岡県防災賞（知事表彰）の受賞者が決定しました！
防災危機管理局
消防防災指導課

2020/3/12 ブリーフィング 令和二年二月第五回定例会　福岡県議会追加提出予定議案 財政課

2020/3/13 知事会見 令和二年二月第五回定例会　福岡県議会追加提出予定議案 財政課

2020/3/13 2020/3/18 資料提供 「税に関する絵はがきコンクール」県知事賞の表彰 税務課

2020/3/13 2020/3/23 資料提供 副知事の資産公開について 県民情報広報課

2020/3/16 資料提供 福岡県ホームページで「キッズコーナー」情報発信中！（新型コロナウイルス感染症拡大防止関連） 県民情報広報課

2020/3/23 資料提供 令和２年度定期異動等概数（令和２年３月２３日現在推計） 人事課

2020/3/24 資料提供 福岡県障がい者活躍推進計画を策定しました 人事課

2020/3/25 2020/3/27 資料提供
平成２９年７月九州北部豪雨災害の復旧・復興に係る本県への応援職員の任期終了に係る辞令交
付式を行います

人事課

2020/3/25 2020/3/27 資料提供
平成２９年７月九州北部豪雨、東日本大震災等の災害復旧・復興に係る被災団体への長期派遣の
辞令交付式を行います

人事課

2020/3/25 2020/4/1 資料提供 九州初！県庁１階に「けんちょう保育園」が開園します！ 総務事務厚生課

2020/3/27 2020/4/1 資料提供 令和２年度福岡県新規採用職員辞令交付式について 人事課

2020/3/29 資料提供 福岡県辞令 人事課

2020/3/30 資料提供 福岡県辞令（朝倉市等出向） 人事課

2020/3/30 資料提供 令和元年度退職者の状況（令和２年３月３１日付） 人事課

2020/3/30 資料提供 令和２年度　定期人事異動（４月１日付） 人事課

2020/3/30 資料提供
防災意識の向上に取り組みます①
～【小学生向け】防災教育副読本「命を守る!!ガイドブック」～

防災危機管理局
防災企画課

2020/3/30 資料提供
防災意識の向上に取り組みます②
～【高齢者向け】防災意識啓発パンフレット「シニア世代の防災の手引き」～

防災危機管理局
防災企画課

2020/3/31 資料提供 監査委員の選任について 人事課

企画・地域振興部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/2 2019/4/16 資料提供
～宗像・糟屋北部地域広域連携プロジェクト推進会議～
＜チーム対抗型ウォーキングイベント＞「しこふむ地域　歩く王決定戦」表彰式を開催！

広域地域振興課

2019/4/5 2019/4/27 資料提供
「飯塚国際車いすテニス大会観戦バスツアー」を開催します！～飯塚市・嘉麻市・桂川町で「スポー
ツ」「自然」を体験しよう～

広域地域振興課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/16 2019/4/19 資料提供 駐福岡ベトナム総領事が離任挨拶のため知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/4/17 2019/4/23 資料提供 「日田彦山線復旧会議」の開催について 交通政策課

2019/4/18 2019/4/23 資料提供 アジアの若者に日本語や日本文化を教える“日本語パートナーズ”が江口副知事を表敬訪問します 国際局　国際政策課

2019/4/22 2019/4/25 資料提供
ペルー日本人移住１２０周年記念式典及びペルー福岡県人会創立６０周年記念式典参加訪問団を
派遣します

国際局　国際政策課

2019/4/26 2019/5/7 資料提供 自転車月間ロビー展を開催します！ 交通政策課

2019/4/26 資料提供 エアプサン　北九州－大邱（テグ）線の就航決定について 空港対策局　空港事業課

2019/5/8 2019/5/10 資料提供 第１３６回福岡県市長会総会・研修会が筑後市で開催されます 市町村支援課

2019/5/9 2019/5/11 資料提供
～糸島地域広域連携プロジェクト推進会議～
耕作放棄地再生プロジェクトを実施します
～中村学園大学・中村学園大学短期大学部と連携して、糸島市の耕作放棄地を再生～

広域地域振興課

2019/5/10 2019/5/17 資料提供 令和元年度「京築連帯アメニティ都市圏推進会議」総会の開催について 広域地域振興課

2019/5/10 2019/5/17 資料提供 「京築北九州東部振興会議総会」の開催について 広域地域振興課

2019/5/10 2019/5/15 資料提供 平成３１年度福岡県移住者子弟留学生が副知事を表敬訪問します 国際局　国際政策課

2019/5/10 2019/5/16 資料提供 Ｇ２０福岡開催機運醸成に向けた高校生向け金融経済特別授業を開催します 国際局　国際政策課

2019/5/10 2019/5/14 資料提供 駐福岡ベトナム総領事が着任挨拶のため知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/5/13 2019/5/20 資料提供 令和元年度　県南総合開発促進会議　総会を開催します 広域地域振興課

2019/5/13 2019/5/20 資料提供 令和元年度　筑後田園都市推進評議会　総会の開催について 広域地域振興課

2019/5/13 2019/7/31 資料提供
青少年海外派遣プログラム（バンコク）、参加者募集！！
～県内高校生をタイ・バンコクに派遣～

国際局　地域課

2019/5/14 2019/5/17 資料提供
体験交流型プログラム「嘉飯物語【夏季】」の結団式を開催します！
『おもてなし隊と紡ぐ　ふくおか県のおへその話　～第１０話～』

広域地域振興課

2019/5/17 2019/5/21 資料提供 知事と北九州市長との意見交換会について 総合政策課

2019/5/20 2019/5/23 資料提供 令和元年度「地方税収対策福岡県連絡会議」を開催！ 市町村支援課

2019/5/21 2019/9/21 資料提供 関門海峡ミュージアムが令和元年９月２１日リニューアルオープン！ 広域地域振興課

2019/5/21 2019/5/22 資料提供 第４回　Ｇ２０福岡財務大臣・中央銀行総裁会議推進協力委員会に知事が出席します 国際局　国際政策課

2019/5/23 2019/5/27 資料提供 駐日サモア独立国特命全権大使が小川知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/5/24 2019/5/24 資料提供 知事と福岡市長とのトップ会談について 総合政策課

2019/5/24 2019/5/24 ブリーフィング 知事と福岡市長とのトップ会談について 総合政策課

2019/5/24 2019/5/29 資料提供
第１０回海外福岡県人会世界大会実行委員会を設立します
～１１月６日開催「第１０回海外福岡県人会世界大会」に向け総会を開催～

国際局　国際政策課

2019/5/24 2019/5/28 資料提供 オイスカ「子供の森」計画　子ども親善大使が県庁を訪問します 国際局　国際政策課

2019/5/24 2019/5/29 資料提供 タイ・バンコク都青少年交流団が県庁を訪問します！ 国際局　地域課

2019/5/28 2019/7/23 資料提供 全国知事会議の開催について 分権改革推進室

2019/5/28 2019/6/4 資料提供 第１５３回九州地方知事会及び第３５回九州地域戦略会議の開催について 分権改革推進室

2019/5/28 2019/5/29 資料提供 ベラルーシ訪問団が知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/5/29 2019/6/1 資料提供 中国・江蘇省の友好代表団が福岡県を訪問します 国際局　地域課

2019/5/30 2019/6/1 資料提供 片山まち・ひと・しごと創生担当大臣が福岡県を訪問されます 国際局　国際政策課

2019/5/30 資料提供
バンコクでタイの学生と共同映像制作！参加者を募集します！
～令和元年度デジタルコンテンツ分野での青少年交流・育成事業～

国際局　地域課

2019/5/31 2019/6/4 資料提供 タイ王国キングモンクット工科大学の学生が江口副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/5/31 2019/6/5 資料提供 福岡県外国人材受入対策協議会を設立します 国際局　国際政策課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 総合政策課

2019/6/3 資料提供
「ちくご子どもキャンパス」参加者募集！！
令和元年６月～１０月開催の全４７プログラムが出揃いました！！

広域地域振興課

2019/6/4 2019/6/9 資料提供
京築神楽定期公演
～６月公演を開催！「子ども神楽」、「京築神楽紙芝居」も披露！～

広域地域振興課

2019/6/10 2019/6/12 資料提供
（公財）日本国際連合協会主催　第６５回「国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール」の
特賞受賞者が江口副知事を表敬訪問します

国際局　国際政策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/6/11 資料提供 「令和元年地方分権改革に関する提案募集」に係る九州地方知事会の提案について 分権改革推進室

2019/6/12 資料提供
夏休みの自由研究にピッタリ！！
第６７回福岡県統計グラフコンクール作品募集を開始します

調査統計課

2019/6/13 資料提供 県内経済の動向（令和元年５月） 調査統計課

2019/6/14 2019/6/18 資料提供
第１０回海外福岡県人会世界大会開催記念
「海外移住パネル展」を開催します！

国際局　国際政策課

2019/6/21 2019/7/13 資料提供
体験交流型プログラム「嘉飯物語【夏季】を開催します！
『おもてなし隊と紡ぐ　ふくおか県のおへその話　～第１０話～』

広域地域振興課

2019/6/25 2019/7/2 資料提供 第８回九州・沖縄地方産業競争力協議会を開催します 総合政策課

2019/6/25 2019/7/4 資料提供 タイ・エアアジアX　福岡－バンコク線　就航記念セレモニーの開催について 空港対策局　空港事業課

2019/6/25 2019/6/27 資料提供 外務省国際交流プログラムに参加する米国高校生が小川知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/6/28 資料提供
福岡県県民経済計算四半期別速報（試算）[２０１９年１－３月期]
～統計分析手法による県内総生産（支出側）の四半期別早期推計～

調査統計課

2019/6/28 2019/11/27 資料提供
「ハワイアン航空」「福岡－ホノルル線」が就航します
～２０１９年１１月より、直行便週４便を運航～

空港対策局　空港事業課

2019/6/28 2019/7/3 資料提供 駐日ホンジュラス大使が江口副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/7/1 2019/9/8 資料提供
JA糸島青年部花卉専門部が指導！
お花好き　糸島に集まれ！糸島市でお花の体験講座を開催します！

広域地域振興課

2019/7/1 2019/8/24 資料提供
糸島農業振興プロジェクト
生徒とともに学ぶ「糸農（いとのう）講座」開催します！
～糸島農業高校の生徒が講師となり、全８講座を教えます～

広域地域振興課

2019/7/5 2019/7/23 資料提供 全国知事会議の開催について 分権改革推進室

2019/7/8 2019/7/15 資料提供 「ちょっくらふれ旅in北九州」を開催します！ 広域地域振興課

2019/7/8 2019/7/10 資料提供 JICA海外協力隊の皆さんが江口副知事を表敬訪問します 国際局　国際政策課

2019/7/9 2019/7/11 資料提供
令和元年度福岡アジア留学生里親奨学金交付式を開催します
～福岡で学ぶアジアの留学生と支援者をつなぐ「顔の見える奨学金」～

国際局　国際政策課

2019/7/10 2019/7/12 資料提供
海外から福岡にルーツをもつ小学生が来福にあわせ県庁を表敬します
～海外移住者の子孫が”ふるさと”でルーツを探る旅～

国際局　国際政策課

2019/7/11 2019/9/24 資料提供
「ことこと列車」スペシャルツアーを実施します
～生演奏のコンサートで至福のときを～

交通政策課

2019/7/12 2019/7/15 資料提供 日本人ボリビア移住１２０周年記念式典参加訪問団を派遣します 国際局　国際政策課

2019/7/16 2019/8/2 資料提供
～福岡県庁まるごと探検隊２０１９～
『けいちくデイ』

広域地域振興課

2019/7/17 2019/7/19 資料提供 ＨＡＷＡＩＩＡＮ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ　ＩＮ　ＦＵＫＵＯＫＡ　２０１９関係者が服部副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/7/18 2019/7/23 資料提供 全国知事会議の開催について 分権改革推進室

2019/7/18 2019/7/23 資料提供
ふくおかよかとこ移住相談センター
開設４年目突入記念！
テレビ電話を活用した起業相談スタート！

広域地域振興課

2019/7/18 2019/8/5 資料提供
体験交流型プログラム
第１４回「ちょっくらふれ旅」を開催します！

広域地域振興課

2019/7/18 2019/7/22 資料提供
鉄道企画展「列車で行こう！福岡の旅」を開催します！
～好奇心ときめく福岡県のローカル鉄道～

交通政策課

2019/7/18 2019/7/22 資料提供 ジョージ・アリヨシ元ハワイ州知事が小川知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/7/18 2019/7/22 資料提供
県内高校生がタイ・バンコクを訪問し、現地の高校生と交流！
～出発を前に江口副知事を表敬訪問します～

国際局　地域課

2019/7/19 2019/7/22 資料提供
令和元年度普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額（市町村分）の決定に係る会見を実施しま
す

市町村支援課

2019/7/19 2019/7/16 資料提供
知事のボリビア訪問について
～日本人ボリビア移住１２０周年記念式典に参加～

国際局　国際政策課

2019/7/22 2019/8/6 資料提供 ８月に「筑後七国観光フェスタ」＆「筑後七国応援ウィーク」を開催します！ 広域地域振興課

2019/7/22 記者レク 令和元年度普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額の決定について（市町村分） 市町村支援課

2019/7/22 資料提供 知事がブラジル・サンパウロを訪問しました 国際局　国際政策課

2019/7/23 2019/7/29 資料提供 令和元年度北九州空港利用促進協議会総会の開催について 空港対策局　空港事業課

2019/7/26 2019/7/31 資料提供 国の施策・制度・予算に対する関係省庁への提言・要望活動の実施について 総合政策課

2019/7/26 2019/7/30 資料提供 道雪会が江口副知事を表敬訪問します！ 広域地域振興課

2019/7/29 2019/7/31 資料提供 福岡県外国人相談センターを開設します 国際局　国際政策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/7/30 2019/8/7 資料提供 九州地域戦略会議「第１６回夏季セミナー」の開催について 分権改革推進室

2019/7/30 2019/8/1 資料提供 福岡県オーストラリア訪問団を派遣します 国際局　国際政策課

2019/7/31 2019/8/1 資料提供
～福岡ローカル鉄道＆福岡よかもんひろば～
「列車で行こう！福岡の旅」スタンプラリーを開催します！

交通政策課

2019/8/1 資料提供 国の施策・制度・予算に対する関係省庁への提言・要望書について 総合政策課

2019/8/1 2019/8/5 資料提供
夏休みの自由研究は県庁で！～福岡県庁まるごと体験隊２０１９～
田川まるごと博物館プロジェクト『田川に行こうよ「ひたひこ」で～”夏”写真展～』を開催します！

広域地域振興課

2019/8/1 2019/8/20 資料提供
～宗像・糟屋北部地域広域連携プロジェクト推進会議～
「地域政策担い手育成キックオフイベント」参加者募集！！

広域地域振興課

2019/8/2 2019/8/7 資料提供
糸島農業振興プロジェクト
出張糸農講座in福岡県庁
「糸農高生とつくるカラーサンドのグリーンインテリア」を初開催します

広域地域振興課

2019/8/2 資料提供
「京築神楽フォトコンテスト２０１９」の作品を募集します！
～”神々に捧げられる時間”をレンズでとらえてみませんか？～

広域地域振興課

2019/8/5 2019/8/9 資料提供 田川地域の中学２年生を対象とした田川飛翔塾（第８回）を開催します！ 広域地域振興課

2019/8/7 2019/9/7 資料提供
九州国立博物館に福岡・大分・宮崎３県の神楽が集う
東九州神楽人の祭展

広域地域振興課

2019/8/8 2019/8/20 資料提供 第２４回福岡県地域エネルギー政策研究会を開催します エネルギー政策室

2019/8/8 資料提供 令和元年度学校基本調査結果速報について 調査統計課

2019/8/9 2019/8/17 資料提供 中国東方航空　北九州－大連線就航記念セレモニーの開催について 空港対策局　空港事業課

2019/8/9 2019/9/1 資料提供
令和元年度青少年海外派遣プログラム（バンコク）
～参加高校生による体験報告会～

国際局　地域課

2019/8/16 資料提供 第１２回「ふくおか地域づくり活動賞」募集開始！ 広域地域振興課

2019/8/19 2019/9/21 資料提供
離島８島婚活イベント
「ふくおか島コン２０１９」参加者募集します！

広域地域振興課

2019/8/19 2019/8/23 資料提供
本県学生をタイ王国バンコク都へ派遣！
映像の共同制作を通じて世界で活躍する青少年を育成します。
～デジタルコンテンツ分野でバンコク都の学生との交流事業を実施～

国際局　地域課

2019/8/21 2019/8/29 資料提供
体験型観光プログラム「京築めぐり　２０１９　秋」
～９月２日（月）参加者募集開始～

広域地域振興課

2019/8/21 2019/8/24 資料提供 令和コスタ行橋駅（新駅）開業式典の開催について 交通政策課

2019/8/22 2019/8/31 資料提供
「水辺のくに博覧会　見つかる。感じる。好きになる。」
８月２３日（金曜日）から参加者募集を開始！！

広域地域振興課

2019/8/26 2019/9/2 資料提供 「福岡県海外駐在員活動報告会」を開催します 国際局　国際政策課

2019/8/26 2019/8/29 資料提供 在福岡ベトナム総領事館創立１０周年記念行事を開催します 国際局　地域課

2019/8/27 2019/9/4 資料提供 Shikofumu（しこふむ）×Ritou（離島） Fair 2019を開催します 広域地域振興課

2019/8/28 2019/9/4 資料提供
東京海上日動火災保険株式会社と県は地方創生に関する包括連携協定を締結します！
～福岡県の地方創生に連携して取り組みます～

総合政策課

2019/8/28 2019/9/4 資料提供
県庁ロビー企画展
よかとこ福岡！地域フェア２０１９
～来て、見て、感じて、地域の魅力～

広域地域振興課

2019/8/28 2019/8/28 資料提供 ８月２７日からの大雨に伴い福岡県災害時多言語支援センターを設置しました 国際局　国際政策課

2019/8/28 2019/8/30 資料提供 在福岡米国領事館首席領事が小川知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/8/30 2019/9/3 資料提供 全国知事会議の開催について 分権改革推進室

2019/8/30 資料提供
初開催！京築へ奉納神楽を見に行こう！
～「京築神楽　奉納神楽ガイド」＆「神楽カード」完成！～

広域地域振興課

2019/8/30 2019/9/2 資料提供 国連ハビタット事務局次長が小川知事を表敬訪問します 国際局　国際政策課

2019/8/30 2019/8/30 資料提供 福岡県災害時多言語支援センターの閉鎖について 国際局　国際政策課

2019/8/30 2019/9/4 資料提供 駐日中華人民共和国大使が小川知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/9/2 2019/9/5 資料提供 令和元年度第１回福岡県総合計画審議会の開催について 総合政策課

2019/9/3 2019/9/28 資料提供
筑豊の魅力が天神に集結！
「筑豊フェア２０１９～おどりと食の祭典～」を開催します！

広域地域振興課

2019/9/3 2019/9/13 資料提供
～福岡よかもんひろば　列車で行こう！福岡の旅　開催記念～
「福岡鉄道遺産ものがたり講演会」を開催します！

交通政策課

2019/9/5 2019/9/6 資料提供 令和元年８月の前線に伴う大雨災害対策に関する要望活動の実施について 総合政策課

2019/9/5 2019/9/12 資料提供
～糸島地域広域連携プロジェクト推進会議～
「未来のいとしま学チャレンジ教室」開催！

広域地域振興課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/9/6 2019/9/14 資料提供
糸島農業振興プロジェクト
初開催！！「いとしま直売所スタンプラリー」を開催します！

広域地域振興課

2019/9/10 2019/9/18 資料提供
県庁ロビー企画展
筑豊フェアin県庁ロビー

広域地域振興課

2019/9/11 記者レク 令和元年度福岡県地価調査の概要 総合政策課

2019/9/11 資料提供 県内経済の動向（令和元年８月） 調査統計課

2019/9/12 資料提供
「ちくご子どもキャンパス」参加者募集　開始！
令和元年１０月～令和２年６月開催、とっておきの３８プログラム♪

広域地域振興課

2019/9/13 2019/9/21 資料提供 関門海峡ミュージアムリニューアルオープン記念式典を開催します！ 広域地域振興課

2019/9/17 2019/9/24 資料提供
県庁ロビー展「よかとこ福岡！地域フェア２０１９」
「ちくご・あさくら」よかもんマルシェin県庁開催！

広域地域振興課

2019/9/17 資料提供 福岡サイクルステーションの登録を開始します。 交通政策課

2019/9/18 2019/10/1 資料提供
よかとこ福岡！地域フェア２０１９～来て、見て、感じて、地域の魅力～
『けいちくマルシェin県庁』～京築の食が県庁ロビーに集う！～

広域地域振興課

2019/9/18 2019/9/28 資料提供
～糸島地域広域連携プロジェクト推進会議～
耕作放棄地再生プロジェクト活動中！
～中村学園大学・中村学園大学短期大学部と連携し、糸島地域の農業をPR～

広域地域振興課

2019/9/19 2019/9/26 資料提供
体験交流型プログラム
「嘉飯物語【秋季】」を開催します！
『おもてなし隊と紡ぐ　ふくおか県のおへその話　～第１１話～』

広域地域振興課

2019/9/19 2019/9/24 資料提供 駐日イタリア大使が小川知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/9/24 2019/9/27 資料提供
よかとこ福岡！地域フェア２０１９～来て、見て、感じて、地域の魅力～
遠賀・中間いいものフェスタin県庁ロビー

広域地域振興課

2019/9/25 2019/9/30 資料提供
平成３０年度福岡県市町村普通会計決算及び健全化判断比率等の概要（速報）（政令市を除く）等に
ついて

市町村支援課

2019/9/26 資料提供 「令和元年度県政概要」の発行について 総合政策課

2019/9/27 2019/10/1 資料提供 （公社）経済同友会地方創生委員会と小川知事の意見交換会を開催します 総合政策課

2019/9/27 2019/10/1 資料提供
「あまぎぐるりんフリーきっぷ」をリニューアル販売します！
～ローカル鉄道で味わう「ぶらり旅」～

交通政策課

2019/9/27 2019/10/1 資料提供 ハワイ州カウアイ郡訪問団が江口副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/9/30 2019/10/9 資料提供
「エコテクノ２０１９～地球環境ソリューション展／エネルギー先端技術展～」を開催します！
～九州・山口大産業展の一環として開催～

エネルギー政策室

2019/9/30 記者レク
平成３０年度県内市町村普通会計決算及び健全化判断比率の概要（速報）
（政令市を除く５８市町村の状況）

市町村支援課

2019/9/30 記者レク 平成３０年度福岡県市町村地方公営企業会計決算（速報）について（政令市を除く） 市町村支援課

2019/9/30 資料提供
福岡県県民経済計算四半期別速報（試算）[２０１９年４－６月期]
～統計分析手法による県内総生産（支出側）の四半期別早期推計～

調査統計課

2019/9/30 資料提供 平成３０年福岡県鉱工業指数年報（平成２７年基準） 調査統計課

2019/10/1 2019/11/25 資料提供 「自転車通勤推進企業応援セミナー」参加者を募集します！ 交通政策課

2019/10/3 2019/10/13 資料提供
～文化・芸術がテーマのまちづくりについて学びませんか？～
地域づくりネットワーク福岡県協議会 福岡ブロック会議参加者募集中！！

広域地域振興課

2019/10/10 資料提供
福岡県移住支援事業をスタートします！
～移住支援金を活用し、福岡県で働きませんか？～

広域地域振興課

2019/10/10 資料提供
ハロウィンバスで楽しくお出かけしよう！
～JR九州バスで期間限定のハロウィンバスが登場！～

交通政策課

2019/10/10 2019/11/2 資料提供
天神にタイの魅力が集結！
「タイフェスティバル福岡２０１９」を開催します！

国際局　地域課

2019/10/11 2019/10/15 資料提供
第１０回海外福岡県人会世界大会　第２回実行委員会を開催します。
～１１月６日開催「第１０回海外福岡県人会世界大会」に向けて～

国際局　国際政策課

2019/10/13 資料提供
福岡ソフトバンクホークス　クライマックスシリーズ優勝にかかる福岡県知事コメント
～日本一の経済波及効果は３１９億円～

調査統計課

2019/10/15 2019/11/1 資料提供
体験交流型プログラム「ちょっくらふれ旅」
後期プログラムの申込み受付を開始します！

広域地域振興課

2019/10/15 2019/11/9 資料提供
五穀豊穣、恵みに感謝　想いを込めて、神楽舞う
京築神楽の里フェスティバル

広域地域振興課

2019/10/15 資料提供
誰もが乗り降りしやすいタクシーを増やします！
～ユニバーサルデザインタクシー等の導入助成制度を創設～

交通政策課

2019/10/16 2019/10/28 資料提供 フランス経済・財務大臣へ「柳川さげもん」を贈呈します 国際局　国際政策課

2019/10/17 2019/10/23 資料提供 令和元年度　第１回福岡県交通対策協議会の開催について 交通政策課

2019/10/17 2019/11/7 資料提供
第１０回海外福岡県人会世界大会
「アジアビジネスセミナー＆ビジネス交流会」開催！

国際局　国際政策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/10/18 2019/10/19 資料提供 西村経済財政政策担当大臣と小川知事が懇談を行います 総合政策課

2019/10/21 2019/10/24 資料提供 「JCI　Japan少年少女国連大使」研修参加の中学生が服部副知事を表敬訪問します 広域地域振興課

2019/10/23 2019/10/24 資料提供 福岡経済同友会筑豊地域委員会から小川知事へ意見書が提出されます 総合政策課

2019/10/23 資料提供 福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ優勝にかかる福岡県知事コメント 調査統計課

2019/10/24 2019/11/14 資料提供
令和元年度「第２回コージェネレーション導入セミナー」参加者募集！！
～医療施設等での省エネ・省CO２、災害対応力強化に向けて、九州ホスピタルショウ２０１９内で開催

～
エネルギー政策室

2019/10/25 2019/10/29 資料提供 令和元年度京築ブロック会議を開催します！ 広域地域振興課

2019/10/25 2019/10/27 資料提供 「ちょっくらふれ旅in宮若ふるさと祭２０１９」 体験交流型プログラムのPRイベントを開催！ 広域地域振興課

2019/10/28 2019/10/29 資料提供 国連ハビタット福岡本部協力委員会総会・懇談会が開催されます 国際局　国際政策課

2019/10/30 2019/11/5 資料提供 第１５４回九州地方知事会議及び第３６回九州地域戦略会議の開催について 分権改革推進室

2019/10/30 2019/11/9 資料提供
第１２回ふくおか町村フェア
福岡の各町村自慢の特産品・農産物・加工品が一堂に大集合！

広域地域振興課

2019/10/31 2019/11/2 資料提供 「タイフェスティバル福岡２０１９」のオープニングセレモニーを実施します！ 国際局　地域課

2019/11/1 2019/11/22 資料提供
第６７回統計グラフコンクール入賞作品が決定しました
～全国コンクール第１部で最高位の文部科学大臣賞を受賞！！～

調査統計課

2019/11/1 2019/11/6 資料提供
海外福岡県人会の各代表者が知事を表敬します
～第１０回海外福岡県人会世界大会開催～

国際局　国際政策課

2019/11/1 2019/11/6 資料提供
ルーツは福岡　夢は世界へ～集う我ら　広がる絆
第１０回海外福岡県人会世界大会が開催！

国際局　国際政策課

2019/11/1 2019/11/6 資料提供 ベトナム地方指導者訪問団が服部副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/11/5 2019/11/25 資料提供
北九州空港のさらなる貨物拠点化へ！！
シンポジウム「北九州空港航空貨物利活用促進セミナー」を開催します。

空港対策局　空港事業課

2019/11/6 2019/11/14 資料提供
令和元年度「第２回コージェネレーション導入セミナー」参加者募集！！
～医療施設等での省エネ・省CO２、災害対応力強化に向けて、九州ホスピタルショウ２０１９内で開催

～
エネルギー政策室

2019/11/6 2019/11/13 資料提供
映像制作を通じ世界で活躍を目指す学生が県庁を訪問します
～デジタルコンテンツ分野でバンコク都の学生と交流事業を開催～

国際局　地域課

2019/11/7 2019/11/12 資料提供 令和２年度甘木・朝倉広域市町村圏振興施策に関する提言活動について 広域地域振興課

2019/11/8 2019/11/30 資料提供 九州自然歩道を歩く！紅葉トレッキングツアーを実施します。 広域地域振興課

2019/11/8 2019/11/22 資料提供 「令和元年度福岡県統計功績者表彰式」を開催します！ 調査統計課

2019/11/11 2019/11/27 資料提供 ハワイアン航空　福岡－ホノルル線　就航記念イベントの開催について 空港対策局　空港事業課

2019/11/12 2019/11/20 資料提供 「いわて花巻－福岡線PRキャラバン隊」による江口副知事表敬訪問について 空港対策局　空港事業課

2019/11/13 2019/11/15 資料提供
「新たなモビリティサービス」に関する研修会を開催します
～利便性・効率性の高い公共交通を目指して～

交通政策課

2019/11/14 2019/11/19 資料提供
～ふく電協フェア～「情報システム実機体験研修会」を開催します
先進自治体の情報システムや、近年注目を集めているAI、RPAを使った最新のシステムを体験し、自
治体の業務効率の改善について考えます

情報政策課

2019/11/15 2019/11/21 資料提供 「地方選出国会議員との懇談会」及び「関係省庁等への提言・要望」の実施について 総合政策課

2019/11/15 2019/11/19 資料提供 知事・県幹部と県町村会理事との協議会について 市町村支援課

2019/11/15 資料提供 外国人相談に関する多言語対応の出張相談を始めます 国際局　国際政策課

2019/11/15 2019/11/16 資料提供 福岡県にルーツを持つ留学生が着物の着付や茶道を体験します！ 国際局　国際政策課

2019/11/18 2019/11/24 資料提供 ベトナム・ハノイ市において福岡魅力発信イベント「アジアンビート秋祭り２０１９」を開催します！ 国際局　国際政策課

2019/11/19 2020/2/16 資料提供
「福岡県国際協力リーダー育成プログラム」参加者募集！
～未来で活躍する国際協力リーダーに～

国際局　国際政策課

2019/11/20 資料提供
県内経済の動向（令和元年１１月）
－福岡県の景気は、海外経済減速の影響がみられるものの、基調としては緩やかに拡大している－

調査統計課

2019/11/20 2019/11/25 資料提供
中国・江蘇省の大学生等５０名が福岡県を訪問します
～中国大学生友好交流訪日団～

国際局　地域課

2019/11/21 2019/11/30 資料提供
大韓航空北九州－韓国・仁川国際貨物定期便が新たに就航します！
～初荷式の開催について～

空港対策局　空港事業課

2019/11/21 2019/11/25 資料提供 駐京都フランス総領事が大曲副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/11/21 2019/11/25 資料提供 駐日チェコ大使が大曲副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/11/22 2019/11/21 資料提供
地元選出国会議員との懇談会資料及び国の施策・制度・予算に対する関係省庁への提言・要望書に
ついて

総合政策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/11/22 2019/11/29 資料提供 久留米広域市町村圏事務組合による提言活動 広域地域振興課

2019/11/22 2019/11/25 資料提供 JICA海外協力隊の皆さんが江口副知事を表敬訪問します 国際局　国際政策課

2019/11/23 資料提供 県情報システムの障害発生について（第１報） 情報政策課

2019/11/23 資料提供 県情報システムの障害発生について（第２報） 情報政策課

2019/11/24 資料提供 県情報システムの障害発生について（最終報） 情報政策課

2019/11/25 2019/11/28 資料提供 令和元年度第２回福岡県総合計画審議会の開催について 総合政策課

2019/11/28 2019/10/25 資料提供 いとしま学体験プログラム糸島クラフト体験を実施しています。 広域地域振興課

2019/11/28 2019/12/1 資料提供
バスで行く！あなたのオススメ投稿しよう！
＃筑紫ぐるり旅２０１９
～乗って、シェアして、「いいね！」して～

交通政策課

2019/11/29 2019/12/13 資料提供
福岡県国際交流センター創立３０周年・日本国際問題研究所創立６０周年記念講演『激動する世界と
日本』を開催します！

国際局　国際政策課

2019/11/29 2019/12/3 資料提供 駐日スウェーデン大使が知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2019/12/3 2020/2/20 資料提供 海外福岡県人会青年派遣プログラムコロンビア派遣　参加者募集！！ 国際局　国際政策課

2019/12/6 2020/1/19 資料提供 京築神楽フォトコンテスト２０１９入賞作品が決定しました！！ 広域地域振興課

2019/12/10 2020/2/22 資料提供
京築神楽アクロス福岡公演
～鑑賞申込開始のお知らせ～

広域地域振興課

2019/12/12 2019/12/14 資料提供
～糸島地域広域連携プロジェクト推進会議～甘夏スイーツの試作品販売会を行います
～中村学園大学・同短期大学部と連携し、糸島地域の農業をＰＲ～

広域地域振興課

2019/12/12 2019/12/21 資料提供 第２８回日韓海峡沿岸県市道交流知事会議を開催します 国際局　地域課

2019/12/13 2020/1/19 資料提供
令和元年台風１９号災害復興応援チャリティ公演
京築神楽定期公演

広域地域振興課

2019/12/16 2019/12/20 資料提供 知事と北九州市との意見交換会について 総合政策課

2019/12/16 2020/2/12 資料提供
～宗像・糟屋北部地域広域連携プロジェクト推進会議～「福岡県外国人観光客おもてなしセミナー」
「自転車等を活用した地域誘客促進セミナー」参加者募集！！

広域地域振興課

2019/12/16 2019/12/23 資料提供
福岡県知事と在福岡総領事・首席領事等とのインダストリアルツアー（産業観光）兼意見交換会を実
施します

国際局　国際政策課

2019/12/18 資料提供
クリスマスバスで楽しくお出かけしよう！
～ＪＲ九州バスで期間限定のクリスマスバスが登場～

交通政策課

2019/12/19 資料提供 「福岡サイクルステーション」が始まります！ 交通政策課

2019/12/20 資料提供 令和２年度予算政府案に係る福岡県知事コメント 総合政策課

2019/12/20 2019/12/20 資料提供
神楽カードを集めて応募！
京築神楽オリジナル景品プレゼント企画第２弾を実施します！

広域地域振興課

2019/12/21 資料提供 第２８回日韓海峡沿岸県市道交流知事会議の開催結果について 国際局　地域課

2019/12/24 資料提供 令和２年度予算政府案等に係る福岡県対応方針について 総合政策課

2019/12/24 資料提供 福岡県内市町村のラスパイレス指数等について（平成３１年４月１日現在） 市町村支援課

2019/12/25 資料提供
筑後田園都市推進評議会～スポーツを活用した地域振興プロジェクト～
モバイルラリー「もっと走りとーなる！キャンペーン」２０２０年１月スタート！！
筑後のマラソン・駅伝・ウォーキング大会に参加して、素敵な賞品をゲットしよう♪

広域地域振興課

2019/12/27 資料提供
福岡県県民経済計算四半期別速報［２０１９年７－９月期］
～統計分析手法による県内総生産（支出側）の四半期別早期推計～

調査統計課

2019/12/27 2020/1/4 資料提供
全国屈指の外国人相談環境を目指して！
～外国人相談に関する電話番号を九州で初めてフリーダイヤル化します～

国際局　国際政策課

2020/1/6 2020/1/6 資料提供
福岡県内で活躍する地域おこし協力隊の魅力を発信！
福岡県地域おこし協力隊の活動紹介動画を公開しました！

市町村支援課

2020/1/6 2020/1/8 資料提供 駐大阪英国総領事が大曲副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2020/1/8 2020/1/13 資料提供
～ふるさとで暮らす、ふくおかで暮らす～
「第２回福岡県スマイルライフフェア」を開催します！！
～自分にあった理想の『ふくおか暮らし』を探しましょう！～

広域地域振興課

2020/1/9 2020/1/25 資料提供
令和元年度ふくおか地域づくりフォーラム開催！
～「ふくおか地域づくり活動賞」のグランプリが決定します～

広域地域振興課

2020/1/16 2020/1/20 資料提供
タイ・バンコク都での介護予防活動に福岡県が貢献
～知事が現地を視察します～

国際局　地域課

2020/1/17 2020/1/21 資料提供 駐日オーストラリア大使が大曲副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2020/1/21 2020/3/1 資料提供
体験型観光プログラム「京築めぐり２０２０春」開催！
～２月３日（月）参加者募集開始～

広域地域振興課

2020/1/21 2020/1/28 資料提供
令和２年国税調査福岡県実地本部の設置について
～知事による看板掲出式を実施～

調査統計課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/1/21 2020/1/24 資料提供 知事と福岡国際空港株式会社社長とのトップ会談の開催について 空港対策局　空港政策課

2020/1/21 2020/1/29 資料提供
国内初締結！！ボルガ・ドニエプル航空と福岡県・北九州市による北九州空港利用促進に係るMOU
締結及び共同記者会見の開催について

空港対策局　空港事業課

2020/1/21 2020/1/22 資料提供
Work in Kyushuシンポジウム２０２０開催
～九州で働きたい留学生はそこにいる！～

国際局　国際政策課

2020/1/22 2020/1/24 資料提供
～故・中村哲医師追悼～
ペシャワール会支援募金箱を設置します

国際局　地域課

2020/1/24 2020/1/29 資料提供 令和元年度地域おこし協力隊OB・OG交流会を開催します！ 市町村支援課

2020/1/24 資料提供 福岡市・北九州市の消費者物価指数（令和元年（平成３１年を含む）平均） 調査統計課

2020/1/24 2020/1/28 資料提供 駐日ベトナム社会主義共和国特命全権大使が小川知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2020/1/27 2020/2/15 資料提供
令和元年度筑豊ブロック会議開催！
～つながって活動を広げるきっかけをつくろう～

広域地域振興課

2020/1/28 2020/3/8 資料提供 「あさくらサイクルフェスティバルVol.３」を開催します！ 交通政策課

2020/1/28 2020/1/31 資料提供 北九州空港にサイクルステーションが設置されます！ 空港対策局　空港事業課

2020/1/28 2020/1/30 資料提供 オーストラリアにおける森林災害被害に対する支援について 国際局　国際政策課

2020/1/30 2020/2/3 資料提供 太陽光発電事業の適正化に向けた取組に関するセミナーを開催します エネルギー政策室

2020/1/30 2020/2/5 資料提供
「地域公共交通」に関する研修会を開催します
～地域公共交通の活性化を目指して～

交通政策課

2020/1/31 2020/2/7 資料提供 第２５回福岡県地域エネルギー政策研究会を開催します エネルギー政策室

2020/2/3 2020/2/7 資料提供 福岡県知事と福岡都市圏広域行政推進協議会との懇談会を開催します 広域地域振興課

2020/2/4 資料提供 第１２回「ふくおか地域づくり活動賞」グランプリ団体決定！ 広域地域振興課

2020/2/6 2020/2/12 資料提供 「日田彦山線復旧会議」の開催について 交通政策課

2020/2/6 2020/2/8 資料提供 アクロス福岡にて中村哲医師追悼イベントを行います 国際局　地域課

2020/2/7 2020/2/10 資料提供
「福岡県国際協力リーダー育成プログラム」の参加者が江口副知事を表敬訪問します
～２月１６日からのミャンマー現地研修を前に抱負を宣言～

国際局　国際政策課

2020/2/10 2020/2/16 資料提供
福岡県子ども会育成連合会　京築ブロック連絡協議会等主催　「新年カルタ大会」開催！
－京築地域の宝を読み札にした「京築かるた」を活用！－

広域地域振興課

2020/2/12 資料提供 令和元年度学校保健統計調査結果速報について 調査統計課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 総合政策課

2020/2/14 2020/2/27 資料提供
全国初！！自治体と大手自動車メーカーがタッグを組み、
ユニバーサルデザインタクシー講習会を実施します！
～令和元年度は１１０台のユニバーサルデザインタクシー等を導入～

交通政策課

2020/2/14 2020/2/17 資料提供
県内の青年をコロンビアに派遣します
～出発を前に、派遣者が江口副知事を表敬訪問します～

国際局　国際政策課

2020/2/17 資料提供
県内経済の動向（令和２年２月）
－福岡県の景気は、海外経済減速の影響がみられるものの、基調としては緩やかに拡大している－

調査統計課

2020/2/17 2020/2/19 資料提供 パラグアイ共和国ミシオネス県知事らが江口副知事を表敬訪問します 国際局　地域課

2020/2/19 2020/2/22 資料提供
アクロス福岡に京築地域７市町の神楽が集う
京築神楽アクロス福岡公演

広域地域振興課

2020/2/21 2020/3/3 資料提供 柳川雛祭りさげもんめぐり　第２４回ふるさとイベント大賞「優秀賞」受賞！ 広域地域振興課

2020/2/28 2020/3/4 資料提供
「京築神楽チャリティ公演」
義援金贈呈式の開催について

広域地域振興課

2020/3/11 2020/3/11 記者レク 令和２年地価公示の概要（実施：国土交通省土地鑑定委員会） 総合政策課

2020/3/24 2020/3/25 資料提供 中国・江蘇省からマスク５万枚を寄贈いただきます 国際局　地域課

2020/3/25 ブリーフィング
令和元年本県推計人口が調査開始以降前年比で初めて減少しました
～令和元年福岡県の人口と世帯年報（平成３０年１０月～令和元年９月）～

調査統計課

2020/3/27 資料提供 令和元年工業統計速報（福岡県分） 調査統計課

2020/3/30 資料提供 第２期福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略の策定について 総合政策課

2020/3/30 令和元年県人口推計公表にかかる福岡県知事コメント 調査統計課

2020/3/31 資料提供
福岡県県民経済計算四半期別速報　[２０１９年１０月-１２月期]
～統計分析手法による県内総生産（支出側）の四半期別早期推計～

調査統計課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/3/31 国土交通省の来年度当初予算箇所公表についての福岡県知事コメント 空港対策局　空港政策課

人づくり・県民生活部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/2 2019/4/21 資料提供
エフエム福岡×ラグビーワールドカップ２０１９福岡開催推進委員会　コラボ企画
ラグビー女子セブンズ「ふくおかラグビー応援団」を募集します！

スポーツ振興課

2019/4/5 資料提供
ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会RugbyWorldCup2019メディア・アクレディテーション申請受付
開始について

スポーツ振興課

2019/4/8 2019/4/10 資料提供 飲酒運転撲滅活動推進委員委嘱状交付式を実施します！ 生活安全課

2019/4/9 2019/5/13 資料提供
平成31年度福岡県「女性のための災害対応力向上講座」の受講者を募集します～誰もが安心できる
避難所運営を目指して～

男女共同参画推進課

2019/4/10 2019/4/15 資料提供 横断歩道マナーアップ運動の街頭啓発活動を実施します！ 生活安全課

2019/4/11 資料提供
「福岡県共助社会づくり基金ニュース」を作成しました！
～皆さんからの寄附を活用したNPOが協働で取り組む社会貢献活動をご紹介～

社会活動推進課

2019/4/11 2019/4/16 資料提供
コロンビアが北九州市でオリンピック事前キャンプを実施します！
～２０２０年東京大会事前キャンプ実施に係る覚書締結式を実施～

スポーツ振興課

2019/4/12 2019/4/15 資料提供 福岡県出身のラグビー女子セブンズ日本代表の選手とコーチが表敬訪問します！ スポーツ振興課

2019/4/12 2019/4/16 資料提供
オーストラリアのラグビー名門校　ＫＮＯＸ　ＧＲＡＭＭＡＲ　ＳＣＨＯＯＬが大曲副知事を表敬訪問しま
す！

スポーツ振興課

2019/4/19 2019/4/26 資料提供 明光学園高等学校が全国高等学校ハンドボール選抜大会優勝を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/4/19 2019/4/26 資料提供 希望が丘高等学校が全国高等学校少林寺拳法選抜大会優勝を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/4/22 2019/4/25 資料提供 「ラグビーワールドカップ２０１９福岡開催推進委員会」平成３１年度総会の開催について スポーツ振興課

2019/4/22 2019/4/26 資料提供
福岡県グローバル青年の翼（Global　Wings　ｏｆ　Ｆｕｋｕｏｋａ　Ｙｏｕｔｈ　２０１９）参加者募集から国際的
な視野を持ち、地域で活躍する人材を目指す！～

私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/4/24 2019/4/25 資料提供 博多駅博多口・新天町商店街において飲酒運転撲滅啓発活動を行います！ 生活安全課

2019/4/25 2019/4/28 資料提供
天皇杯・皇后杯　第３５回飯塚国際車いすテニス大会の表彰式に知事が出席し、天皇杯を授与しま
す！

スポーツ振興課

2019/4/25 2019/5/2 資料提供
第５７回福岡県身体障がい者体育大会を開催します
～障がい者スポーツの普及・復興を目指して～

スポーツ振興課

2019/4/25 2019/5/12 資料提供 「サポカーパーク　in　マリノアシティ」を開催します！ 生活安全課

2019/4/26 資料提供
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックホストタウンとして田川市が、ベラルーシのホストタウンに追
加登録されました！

スポーツ振興課

2019/5/7 資料提供 平成３１年度ふくおか地域貢献活動サポート事業（災害支援枠）採択事業決定！ 社会活動推進課

2019/5/7 2019/5/10 資料提供 「春の交通安全フェアin中央」を開催します！ 生活安全課

2019/5/10 2019/5/14 資料提供
令和元年度福岡県青少年インターネット適正利用推進協議会を開催します
～青少年のネット適正利用に向けて官民が連携～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/5/14 2019/5/15 資料提供 「第３９回全国少年柔道大会」に初出場で初優勝のチームが小川知事を表敬訪問します！ スポーツ振興課

2019/5/14 2019/5/20 知事会見
ラグビーワールドカップまであと４か月！
～県庁ロビーで展示を実施、２０日はカーン・ヘスケス選手も登場～

スポーツ振興課

2019/5/15 資料提供 「平成３１年度ふくおか地域貢献活動サポート事業」（自由提案型）採択決定！ 社会活動推進課

2019/5/16 2019/5/18 資料提供
九州芸文館　美術展覧会　「県立美術館コレクション展　Ｗｏｒｌｄ　Ｌａｎｄｓｃａｐｅ－風景で巡る世界」を
開催します

文化振興課

2019/5/17 2019/5/21 資料提供
「令和元年度福岡県女性の活躍応援協議会」を開催します！
～「福岡の女性活躍行動宣言」に基づき官民一体で女性活躍先進県を目指す～

女性活躍推進室

2019/5/23 資料提供
令和元年度「ふくおか共助社会づくり表彰」募集！
－ＮＰＯ・ボランティア団体の優れた協働の取組を募集します－

社会活動推進課

2019/5/23 2019/5/25 資料提供
「道の駅うきは」で飲酒運転撲滅啓発活動を行います！
～「飲酒運転撲滅教育用ＶＲ」「飲酒体験ゴーグル」による飲酒状態疑似体験等を実施～

生活安全課

2019/5/23 2019/5/24 資料提供
飲酒運転事故の増加に伴い、緊急対策を実施します。
～県、市町村、民間がスクラムを組んで、飲酒運転ゼロを目指します～

生活安全課

2019/5/29 2019/6/12 資料提供
今日より明日へ継ぐ
第２３回『女性伝統工芸士展～作家とともに～』開催！

文化振興課

2019/5/31 ブリーフィング 東京２０２０オリンピック聖火リレーの福岡県のルートが決定しました スポーツ振興課

2019/5/31 資料提供 東京２０２０オリンピック聖火リレー　福岡県ルート概要 スポーツ振興課

2019/5/31 資料提供
東京２０２０オリンピック聖火リレールート概要の発表に対する東京２０２０聖火リレー福岡県実行委員
会会長コメント

スポーツ振興課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 社会活動推進課

2019/6/4 2019/6/15 資料提供 「ラグビーサマーフェス２０１９～みんなで体験！ラグビーパーク♪」を開催します！ スポーツ振興課

2019/6/6 2019/6/10 資料提供
株式会社トーホーから福岡県の子どもたちへのホークス年間指定席チケット贈呈及び知事感謝状贈
呈式を行います！

スポーツ振興課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/6/7 2019/6/12 資料提供 ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会１００日前コンサートを開催します！ スポーツ振興課

2019/6/7 資料提供 引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費について
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/6/10 2019/6/14 資料提供
イオン九州株式会社及びマックスバリュ九州株式会社から「福岡県共助社会づくり基金」への寄附金
贈呈式を行います。

社会活動推進課

2019/6/10 2019/6/12 資料提供
事前キャンプで受入れる海外アスリートのコンディショニングを全力サポート！
学校法人三幸学園理事長が知事を表敬訪問します！

スポーツ振興課

2019/6/10 資料提供 「ヌヌコ日和」コラボのぼり旗で飲酒運転撲滅を訴えます！ 生活安全課

2019/6/12 2019/8/22 資料提供
経営的視点を持った女性リーダー育成講座を開講します
～「あすばるキャリアアップ・カレッジ」受講生募集！～

女性活躍推進室

2019/6/12 2019/6/14 資料提供 横断歩道マナーアップ運動の街頭啓発活動を実施します！ 生活安全課

2019/6/12 2019/6/14 資料提供
”社会を明るくする運動”強調月間　知事による激励式を開催！
～７月の強調月間に先立ち、知事が関係者を激励～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/6/14 2019/7/15 資料提供
「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
「海の日　世界遺産めぐり」を初開催します！

世界遺産室

2019/6/14 2019/6/17 資料提供
「交通安全」をテーマにした絵画コンテストの開催結果とラッピングカー走行開始を知事に報告します
～「移動美術Car」絵画コンテスト～

生活安全課

2019/6/18 ブリーフィング 東京２０２０オリンピック聖火リレー聖火ランナーの公募を実施します スポーツ振興課

2019/6/20 資料提供
福岡県民を「第１０３回日本陸上競技選手権大会」に無料招待！
～６月２２日から受付。先着４００人をご招待～

スポーツ振興課

2019/6/24 2019/6/25 資料提供
イオン穂波ショッピングセンターで飲酒運転撲滅啓発活動を行います
～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！～

生活安全課

2019/6/26 2019/7/1 資料提供 博多祇園山笠に「ラグビーワールドカップ山笠」が登場します！ スポーツ振興課

2019/6/26 記者レク 第１６回「日本の次世代リーダー養成塾」の開催について会見を行います
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/6/28 資料提供
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックホストタウンとして北九州市が、英国とコロンビアのホストタ
ウンに追加登録されました！

スポーツ振興課

2019/6/28 2019/8/18 資料提供
「第２１回福岡県青少年囲碁大会」参加者を募集します
～来たれ、未来の名人！初心者も大歓迎！！～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/7/1 2019/7/4 資料提供 日本オープンゴルフ選手権開催のため、日本ゴルフ協会常務理事が知事を表敬訪問します！ スポーツ振興課

2019/7/3 2019/7/5 資料提供 親不孝通りで、飲酒運転撲滅キャンペーンを実施します！ 生活安全課

2019/7/3 2019/8/3 資料提供 公立大学法人三大学オープンキャンパスを開催します！
私学振興・青少年育成局
政策課

2019/7/5 2019/7/20 資料提供 「明治日本の産業革命遺産」スタンプラリーを開催します！ 世界遺産室

2019/7/5 資料提供
世界遺産「新原・奴山古墳群」の古代の姿をAR（拡張現実）を使って見ることができるようになりまし
た！

世界遺産室

2019/7/5 2019/7/10 資料提供 ジョージア柔道連盟会長・前会長が知事を表敬訪問します スポーツ振興課

2019/7/5 2019/7/10 資料提供
「第２９回全日本実業団ベンチプレス選手権大会」の優勝選手及び準優勝選手が小川知事を表敬訪
問します

スポーツ振興課

2019/7/5 資料提供 夏の交通安全県民運動を実施します！ 生活安全課

2019/7/5 2019/7/10 資料提供 「第５７回こどもの交通安全大会」を開催します！ 生活安全課

2019/7/10 2019/7/26 資料提供 企業等における女性活躍推進事業の一環として、セミナー「人手不足下の経営改革」を開催します！ 女性活躍推進室

2019/7/11 2019/7/14 資料提供
スウェーデン・ノルウェーナショナルチームがやってくる！
事前キャンプ実施中の両国が、県内の子どもたちと交流します！

スポーツ振興課

2019/7/11 2019/7/13 資料提供
飲酒運転撲滅キャンペーン開始イベントを開催します！
～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！～

生活安全課

2019/7/16 資料提供 「自画撮り被害」の防止に向けて、県内の全中高生に啓発カードを配付します！
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/7/17 2019/7/21 資料提供
スポーツ・フォー・トゥモロー認定プログラム　アジア太平洋こども会議・イン福岡「タグラグビー教室」
を開催します！

スポーツ振興課

2019/7/17 2019/9/7 資料提供 「福岡国際女性シンポジウム」を開催します！ 女性活躍推進室

2019/7/17 2019/7/19 資料提供 令和元年度「交通事故をなくす福岡県県民運動本部」総会の開催について 生活安全課

2019/7/18 2019/7/22 資料提供
「スポーツって、楽しい！」「スポーツって、感動する！」
～ホストタウンのこども達と海外のこども達によるスポーツこども国際会議を開催！スポーツこども宣
言を行います！～

スポーツ振興課

2019/7/18 資料提供
高利回りをうたった出資事業や仮想通貨への投資に関する相談が増加！
架空請求に関する相談も依然として多数！
～平成３０年度　福岡県消費生活センターにおける消費生活相談の概要～

生活安全課

2019/7/18 2019/7/28 資料提供 「親子のための防犯教室」を開催します！ 生活安全課

2019/7/18 2019/7/21 資料提供 横断歩道マナーアップサマーキャンペーン２０１９を実施します！ 生活安全課

2019/7/19 2019/7/27 資料提供 「リポビタンDチャレンジカップ２０１９パブリックビューイング」を開催します！ スポーツ振興課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/7/19 2019/9/30 資料提供 「地域のリーダーを目指す女性応援研修」の参加者を募集します！ 男女共同参画推進課

2019/7/22 2019/7/24 資料提供 第１回福岡県性暴力対策検討会議を開催します 生活安全課

2019/7/23 2019/7/26 資料提供
第１６回「日本の次世代リーダー養成塾」を開塾します
～一生の仲間と出会う自分史上最高の夏へ～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/7/24 2019/7/26 資料提供 令和元年度第２回「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会を開催します！ 世界遺産室

2019/7/24 2019/7/26 資料提供 駐日アイルランド大使が小川知事を表敬訪問します スポーツ振興課

2019/7/24 2019/7/25 資料提供
「ＪＦＡバーモントカップ第２９回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会」に出場する板付ウィングＳＣが
小川知事を表敬訪問します！

スポーツ振興課

2019/7/25 2019/8/3 資料提供 九州芸文館　美術展覧会「奇才　ダリの版画展」 文化振興課

2019/7/25 2019/7/30 資料提供
令和元年度アンビシャス外国留学奨学生が決定！
～小川知事から決定証を交付します～

私学振興・青少年育成局
政策課

2019/7/26 2019/7/29 資料提供
「高円宮賜杯第３９回全日本学童野球大会　マクドナルド・トーナメント」に出場する長尾ファイターズ
が小川知事を表敬訪問します！

スポーツ振興課

2019/7/26 2019/11/24 資料提供
「２０１９福岡県民さわやかマラソン大会」参加者募集！
～ジャパンラグビートップリーグ　コカ・コーラレッドスパークス　築城　昌拓さん、藤原　博之さんがゲ
スト参加～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/7/29 2019/8/1 資料提供 お得な「ミュージアム周遊パス」で福岡県や九州・沖縄各県にある１３２の美術館・博物館をめぐろう！ 文化振興課

2019/7/29 2019/7/31 資料提供
ドイツ車いすバスケットボール女子代表チームが北九州市でパラリンピック事前キャンプを実施しま
す！
～東京２０２０パラリンピック競技大会事前キャンプ実施に係る覚書締結式を実施～

スポーツ振興課

2019/7/30 2019/8/1 資料提供 筑陽学園高校硬式野球部が甲子園出場を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/8/1 2019/8/10 資料提供 ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭトロフィーツアーin福岡を開催します！ スポーツ振興課

2019/8/5 2019/8/8 資料提供 『世界遺産「明治日本の産業革命遺産」福岡県パネル展』を開催します！ 世界遺産室

2019/8/5 2019/8/10 資料提供 「ワールドラグビーパシフィック・ネーションズカップ２０１９パブリックビューイング」を開催します！ スポーツ振興課

2019/8/5 2019/8/7 資料提供
福岡県性暴力対策検討会議
「第１回教育・被害者支援部会」を開催します

生活安全課

2019/8/5 2019/8/9 資料提供
日本生命財団贈呈式が実施されます！
～児童・少年の健全育成活動、生き生きシニア活動を行う１５団体に助成決定～

私学振興・青少年育成局
政策課

2019/8/6 2019/8/8 資料提供
ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会
福岡開催試合会場への「交通アクセスページ」を開設します！
～パーク＆ライドの予約受付も開始～

スポーツ振興課

2019/8/7 2019/9/28 資料提供
ラグビーワールドカップ２０１９レガシープログラム「Ｉｍｐａｃｔ　Ｂｅｙｏｎｄ２０１９」「第２回アジアラグビー
交流フェスタ」を開催します！

スポーツ振興課

2019/8/9 2019/8/23 資料提供
東京２０２０大会を契機とした新しい形の国際交流！
～オセアニア諸国を相手国とする県内ホストタウンとグアムのこども達による遠隔交流授業を実施し
ます～

スポーツ振興課

2019/8/9 2019/8/25 資料提供
福岡県飲食運転撲滅県民大会の参加者を募集します！
～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！～

生活安全課

2019/8/13 2019/8/31 資料提供
「ＰＯＷＥＲ　ＯＦ　ＳＰＯＲＴＳ，ＰＯＷＥＲ　ＵＰ　ＦＵＫＵＯＫＡ！」を開催！
～ＡＬＬ　ＦＵＫＵＯＫＡ　スポーツフェスタ２０１９～

スポーツ振興課

2019/8/13 2019/8/16 資料提供
「第２８回暴力追放福岡県民大会」「北九州市『暴力追放・安全安心まちづくり』市民大会」が開催され
ます

生活安全課

2019/8/13 2019/8/19 資料提供
「子どもお仕事参観デー２０１９」を実施します！
～県職員の子どもたちが親の職場を訪問～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/8/14 2019/8/16 記者レク いじめによる重大事態に関する再調査報告書手交式及び記者会見の開催について
私学振興・青少年育成局
政策課

2019/8/14 2019/8/18 資料提供
「第２１回福岡県青少年囲碁大会」を開催します！
～囲碁を通じた青少年の健全育成～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/8/15 2019/8/18 資料提供
令和元年度スポーツフェスタ・ふくおか
「第６２回福岡県民体育大会」夏季大会（水泳競技）を開催！

スポーツ振興課

2019/8/19 2019/8/21 資料提供
飲酒運転撲滅キャンペーン街頭啓発を実施します！
～８月２５日から３１日は飲酒運転撲滅週間です～

生活安全課

2019/8/20 2019/8/23 資料提供
スポーツこども国際会議において、「スポーツこども宣言」を発表した子どもたちが知事を表敬訪問し
ます

スポーツ振興課

2019/8/21 2019/8/26 資料提供 オセアニアオリンピック委員会事務総長が福岡県を表敬訪問します スポーツ振興課

2019/8/21 2019/8/23 資料提供
福岡県性暴力対策検討会議
「第１回加害者対策部会」を開催します

生活安全課

2019/8/22 2019/8/22 資料提供
ジョージアオリンピック委員会と福岡県及び大牟田市が東京２０２０オリンピックの事前キャンプに関
する覚書調印式を実施します

スポーツ振興課

2019/8/22 2019/8/26 資料提供 ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ福岡開催1ヶ月前キャンペーンを実施します！ スポーツ振興課

2019/8/22 2019/9/6 資料提供 「リポビタンＤチャレンジカップ２０１９パブリックビューイング」を開催します！ スポーツ振興課

2019/8/22 2019/8/25 資料提供
福岡県飲酒運転撲滅県民大会を開催します！
～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！～

生活安全課

2019/8/23 2019/8/26 資料提供
ラグビーワールドカップ２０１９福岡開催を応援ポロシャツで盛り上げます！
～８月２６日の庁議において出席者全員が応援ポロシャツを着用～

スポーツ振興課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/8/26 2019/8/27 資料提供
「第１０回全国中学生ラグビーフットボール大会」に出場するかしいヤングラガーズが小川知事を表敬
訪問します！

スポーツ振興課

2019/8/27 2019/8/29 資料提供 福岡県消費者安全確保地域協議会を開催します 生活安全課

2019/8/29 2019/9/5 資料提供
日本郵便（株）との間で、包括提携協定を締結します
～企業の強みを活かし、観光振興、県産品の販売拡大や県政情報の発信等の取組みを展開～

社会活動推進課

2019/8/29 2019/9/20 資料提供 ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭファンゾーンin福岡を開催します！ スポーツ振興課

2019/8/29 2019/9/5 資料提供 損害賠償請求訴訟再提訴費用助成制度がスタートします！ 生活安全課

2019/8/30 2019/9/3 資料提供 ハイネケン・キリン(株)代表取締役社長が小川知事を表敬訪問します スポーツ振興課

2019/8/30 資料提供
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックホストタウンとして大牟田市が、ジョージアのホストタウンに
登録されました！

スポーツ振興課

2019/8/30 資料提供 アンビシャス通信（８４号）について
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/9/2 資料提供
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック共生社会ホストタウンとして北九州市及び築上町が登録さ
れました！

スポーツ振興課

2019/9/2 2019/9/9 資料提供
ベラルーシ車いすフェンシングチームが田川市でパラリンピック事前キャンプを実施します！
～東京２０２０パラリンピック競技大会事前キャンプ実施に係る協定書調印式を実施～

スポーツ振興課

2019/9/3 2019/9/6 資料提供
学生防犯ボランティア育成・体験講座（福岡地区）を開催します！
～学生防犯団体と地域防犯団体との合同による防犯パトロール活動等を実施～

生活安全課

2019/9/3 2019/9/5 資料提供 柳川高等学校ダンス部が「日本高校ダンス部選手権」優勝を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/9/4 2019/9/5 資料提供 ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会期間中に関するおもてなし１２団体共同での記者説明会の
開催について

スポーツ振興課

2019/9/5 知事会見 ラグビー日本代表「ラグビーワールドカップ２０１９」最終登録メンバー福岡県ゆかりの選手について スポーツ振興課

2019/9/6 2019/9/20 資料提供
『NPOの事務健康診断セミナー』参加者募集中！
～NPO法人の事務にも年に１度の健康診断を～

社会活動推進課

2019/9/6 2019/9/10 資料提供 明光学園高等学校ハンドボール部がインターハイ優勝を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/9/6 2019/9/10 資料提供 沖学園中学校・高等学校ゴルフ部が全国大会優勝を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/9/9 2019/9/12 資料提供 公益財団法人日本相撲協会役員が小川知事を表敬訪問します！ スポーツ振興課

2019/9/9 資料提供 令和元年８月の前線に伴う大雨による被災生徒への授業料軽減補助金の適用について
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/9/9 2019/9/12 資料提供 福岡第一高校及び中村学園女子高校が「玉竜旗高校剣道大会」優勝を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/9/9 2019/9/12 資料提供 福岡第一高校バスケットボール部及びボウリング部が全国大会優勝を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/9/10 2019/9/13 資料提供
オセアニアパラリンピック委員会が築上町でパラリンピック事前キャンプ及び交流を実施します！
～東京２０２０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調印式を実施～

スポーツ振興課

2019/9/10 2019/9/12 資料提供 福岡県性暴力対策検討会議「第２回教育・被害者支援部会」を開催します 生活安全課

2019/9/12 2019/9/15 資料提供
第３９回ときめきスポーツ大会を開催します
～スポーツを通じて障がいのある方の自立と社会参加、県民の理解促進を図ります～

スポーツ振興課

2019/9/13 2019/9/23 資料提供 日韓のダンサーが交流して作り上げたダンス作品を筑後市で市民とともに上演します！ 文化振興課

2019/9/13 2019/9/20 資料提供 ラグビーワールドカップ２０１９TMのパブリックビューイングを開催します！ スポーツ振興課

2019/9/13 2019/9/28 資料提供
「自転車安全利用講習会」の参加者を募集します！
～参加した小学生とその家族にはヘルメットをプレゼント！～

生活安全課

2019/9/17 2019/9/20 資料提供
「秋の交通安全フェアin北九州」を開催します！
～９月２１日から３０日は、秋の交通安全県民運動期間です～

生活安全課

2019/9/17 2019/9/21 資料提供
高校生が議論！提言！
「高校生ICT Conference 2019 in 福岡」を開催します

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/9/18 2019/9/21 資料提供
スポーツフェスタ・ふくおか「第６２回福岡県民体育大会」秋季大会を開催！
今年度は、障がい者の部が４競技増え、１２競技になります！

スポーツ振興課

2019/9/19 2019/9/25 資料提供 ラグビーイタリア代表チームが福岡市立席田小学校と交流します！ スポーツ振興課

2019/9/19 2019/9/25 資料提供
福岡自動車運転免許試験場で「償いのメッセージ展」を開催します！
～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！～

生活安全課

2019/9/20 2019/9/20 資料提供
ラグビーワールドカップ２０１９大会期間中は県庁ロビーがラグビー場に！
～ゴールポスト、巨大ボール、フォトパネルが出現～

スポーツ振興課

2019/9/20 資料提供 高等教育の修学支援新制度の対象となる県立大学及び私立専門学校の公表について
私学振興・青少年育成局
政策課

2019/9/20 資料提供 高等教育の修学支援新制度の対象となる県立大学及び私立専門学校の公表について
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/9/24 2019/10/1 資料提供
ドラマ「ノーサイド・ゲーム」にも出演した元ラグビー日本代表の廣瀬俊朗氏がラグビーワールドカップ
を観戦する県内の中学生と交流します！

スポーツ振興課

2019/9/25 2019/10/5 資料提供
国内初！国際カイトボード協会（IKA）公認大会
「玄海灘カイトボードチャンピオンシップ２０１９」が開催されます！

世界遺産室

2019/9/25 2019/9/30 資料提供
福岡県性暴力対策検討会議
「第２回加害者対策部会」を開催します

生活安全課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/9/25 2019/9/28 資料提供 横断歩道マナーアップキャンペーン２０１９を開催します！ 生活安全課

2019/9/25 2019/9/29 資料提供
令和元年度「青少年アンビシャスの翼」修了式を開催します！
～ベトナムでの国際ワークキャンプを経験した高校生たちの報告会～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/9/26 2019/9/29 資料提供
ラグビーアメリカ代表チームが福岡市博物館特別展「侍～もののふの美の系譜～The Exhibition of
SAMURAI」を観覧します！

スポーツ振興課

2019/9/26 2019/11/16 資料提供
子どもたちを犯罪から守るワークショップの参加者を募集します！
－今年度１回目の「福岡県防犯リーダー養成講座」を開催－

生活安全課

2019/9/27 資料提供 令和元年１０月１日から「あすばる相談」をリニューアルします 男女共同参画推進課

2019/9/27 2019/9/28 資料提供 第１９回全国障害者スポーツ大会へ派遣する福岡県選手団の結団式を実施します。 スポーツ振興課

2019/9/27 2019/10/2 資料提供 ラグビーワールドカップを鈴木スポーツ庁長官が視察します。 スポーツ振興課

2019/9/27 2019/9/28 資料提供 古賀市でラグビーワールドカップ２０１９TM日本代表戦のパブリックビューイングが開催されます！ スポーツ振興課

2019/9/30 資料提供 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群”守り伝える活動”を募集します！ 世界遺産室

2019/9/30 2019/10/5 資料提供
福岡県民が地域の安全・安心について考えます。
～つながり、広がる、安全・安心の輪。「安全・安心まちづくり県民の集い　ふくおか」を開催！～

生活安全課

2019/10/1 2019/11/10 資料提供
「第２７回ふくおか県民文化祭２０１９」を開催します！
－障がいのある方もない方も、共に文化芸術活動を行う文化祭－

文化振興課

2019/10/1 2019/10/4 資料提供 「自転車安全教育指導者講習会」を開催します！ 生活安全課

2019/10/3 2019/11/30 資料提供 第１９回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭２０１９福岡県シニア美術展の受賞者が決定しました！ スポーツ振興課

2019/10/3 2019/11/24 資料提供
「２０１９福岡県民さわやかマラソン大会」参加者募集！
～０．５ｋｍから１０ｋｍまで２８種目、家族みんなで参加できます～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/10/4 2019/10/8 資料提供
「第１０回全国中学生ラグビーフットボール大会」で優勝したかしいヤングラガーズが小川知事を表敬
訪問します！

スポーツ振興課

2019/10/4 2019/10/12 資料提供 １０／１２・１０／１３のラグビーワールドカップ２０１９TM予選プール戦のパブリックビューイング会場を
追加します！

スポーツ振興課

2019/10/7 2019/10/8 資料提供 日本イザイ協会が世界初出版した楽譜の贈呈式を行います！ 文化振興課

2019/10/7 2019/10/8 資料提供
ラグビーサモア代表チームが福岡市博物館特別展「侍～もののふの美の系譜～
The Exhibition of SAMURAI」を観覧します！

スポーツ振興課

2019/10/11 2019/10/14 資料提供
スウェーデンパラリンピック委員会が福岡市でパラリンピック事前キャンプを実施します！
～東京２０２０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を実施～

スポーツ振興課

2019/10/11 2019/11/8 資料提供
「あすばるキャリアアップ・カレッジ２０１９」公開講座を開催します！
人材が集まる『働き方改革』～人を育てる・活かす組織づくり～

女性活躍推進室

2019/10/13 資料提供
福岡ソフトバンクホークス　クライマックスシリーズ優勝にかかる福岡県知事コメント
～日本一の経済波及効果は３１９億円～

スポーツ振興課

2019/10/15 2019/10/17 資料提供 第１回アジアフルコンタクト空手道選手権大会の優勝者が優勝報告のため知事を表敬訪問します！ スポーツ振興課

2019/10/15 2019/10/18 資料提供 福岡県性暴力対策検討会議「第３回教育・被害者支援部会」を開催します 生活安全課

2019/10/15 2019/10/21 資料提供 福岡県性暴力対策検討会議「第３回加害者対策部会」を開催します 生活安全課

2019/10/16 2019/10/19 資料提供
住民が中心となり、心のバリアフリーについて考えます！
～誰もが社会参加できるまちを目指して～

社会活動推進課

2019/10/16 2019/10/20 資料提供
共生社会ホストタウンサミットin飯塚が開催されます！
～小川知事と東京オリンピック・パラリンピック担当　橋本大臣が会談します～

スポーツ振興課

2019/10/17 2019/10/20 資料提供 １０月２０日のラグビーワールドカップ２０１９TM準々決勝のパブリックビューイング会場を追加します！ スポーツ振興課

2019/10/20 資料提供 ラグビー日本代表の準々決勝後の福岡県知事コメント スポーツ振興課

2019/10/21 2019/10/24 資料提供 「２０１９UCIトラックジュニア世界選手権（自転車競技）」の優勝選手等が小川知事を表敬訪問します スポーツ振興課

2019/10/21 2019/10/23 資料提供
「生命（いのち）のメッセージ展」を開催します！
～飲酒運転という罪の重さと生命の大切さを考えます～

生活安全課

2019/10/23 資料提供 新・福岡県立美術館建設地選定委員会の設置について 文化振興課

2019/10/23 2019/10/23 資料提供 小川知事が日本シリーズのパブリックビューイングに参加します。 スポーツ振興課

2019/10/23 資料提供 福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ優勝にかかる福岡県知事コメント スポーツ振興課

2019/10/23 2019/10/28 資料提供 「暴力団追放！地域決起会議（北九州地区）」を芦屋町で開催します！ 生活安全課

2019/10/23 2019/10/28 資料提供 令和元年度（第１１４回）福岡県青少年問題協議会の開催について
私学振興・青少年育成局
政策課

2019/10/25 2019/11/24 資料提供 世界遺産バスツアーの参加者を募集します！ 世界遺産室

2019/10/25 2019/10/29 資料提供 大相撲九州場所の開催に先がけて、横綱・大関が副知事を表敬訪問します！ スポーツ振興課

2019/10/28 2019/11/10 資料提供
第２７回ふくおか県民文化祭２０１９
『２０１９ふくおか県障がい児者美術展』の受賞者を表彰します。

文化振興課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/10/29 2019/10/31 資料提供 ２０１９年世界柔道選手権東京大会・素根輝選手の優勝報告会を行います！ スポーツ振興課

2019/10/29 2019/11/5 資料提供 はじめよう！「ながら防犯」県庁ロビー展を開催します！ 生活安全課

2019/10/30 2019/11/2 資料提供 日比谷花壇プロデュース花あふれる海の道むなかた館を開催します！ 世界遺産室

2019/10/30 2019/11/2 資料提供 ラグビーワールドカップ２０１９TM決勝戦のパブリックビューイングを開催します！ スポーツ振興課

2019/10/30 2019/11/5 資料提供 第３５回福岡県交通安全県民大会を開催します 生活安全課

2019/10/30 2019/10/31 資料提供 第１回福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例　見直し検討委員会を開催します 生活安全課

2019/10/30 2019/11/1 資料提供
学生防犯ボランティア育成・体験講座（筑後地区）を開催します！
～学生防犯団体と地域防犯団体との合同による防犯パトロール活動等を実施～

生活安全課

2019/10/31 資料提供
東京２０２０オリンピック・パラリンピックホストタウンとして北九州が、ドイツ連邦共和国のホストタウン
に追加登録されました！

スポーツ振興課

2019/11/1 2019/11/10 資料提供 令和元年度福岡県地域文化功労者表彰　受章者が決定しました 文化振興課

2019/11/1 2019/11/16 資料提供 炭都・三池～「明治日本の産業革命遺産」企画展２～を開催します！ 世界遺産室

2019/11/1 2019/11/11 資料提供 福岡県消費生活審議会を開催します 生活安全課

2019/11/1 2019/11/6 資料提供
学生防犯ボランティア育成・体験講座（北九州地区）を開催します！
～学生防犯団体と地域防犯団体との合同による防犯パトロール活動等を実施～

生活安全課

2019/11/5 2019/11/8 資料提供
第３２回全国健康福祉祭和歌山大会（ねんりんピック紀の国わかやま２０１９）福岡県選手団結団式を
開催します！

スポーツ振興課

2019/11/5 2019/11/8 資料提供 スーパーラグビー”地方発開催”の報告にサンウルブズヘッドコーチが小川知事を表敬訪問します スポーツ振興課

2019/11/5 2019/11/12 資料提供
女性に対する暴力の根絶を目指して　ＤＶ防止キャンペーンを実施します
－１１月１２日から１１月２５日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です－

男女共同参画推進課

2019/11/6 2019/11/11 資料提供 「NPO・ボランティアと企業、行政との協働実践会議」開催 社会活動推進課

2019/11/6 2019/11/7 資料提供 沖縄県首里城火災に対する再建応援募金にご協力をお願いします 文化振興課

2019/11/7 2019/11/11 資料提供
「文部科学大臣杯第６２回小学生・中学生全国空手道選手権大会」及び「日本空手協会第２回アジア
オセアニア空手道選手権大会」優勝者が小川知事を表敬訪問します！

スポーツ振興課

2019/11/7 2019/11/11 資料提供 １１月１１日～１５日に多重債務者無料相談ウィークを実施します 生活安全課

2019/11/8 2019/11/11 資料提供 ラグビーワールドカップ２０１９日本大会に出場した本県ゆかりの選手に知事感謝状を贈呈します スポーツ振興課

2019/11/8 2019/11/16 資料提供 子どもたちを犯罪から守るワークショップを開催します！ 生活安全課

2019/11/11 2019/11/17 資料提供
スポーツの総合祭典　第６回市町村対抗「福岡駅伝」開催
～県内６０市町村の代表選手が郷土の誇りを胸に激走します～

スポーツ振興課

2019/11/11 2019/11/23 資料提供
第１８回福岡県男女共同参画表彰受賞者を決定しました！
～１１月２３日「あすばる男女共同参画フォーラム２０１９」で表彰します～

男女共同参画推進課

2019/11/12 2019/11/24 資料提供 「ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会福岡開催記念イベント～そして、次なる感動へ。～」を開
催します！

スポーツ振興課

2019/11/12 2019/11/15 資料提供 福岡県性暴力対策検討会議　「第４回加害者対策部会」を開催します 生活安全課

2019/11/13 2019/11/30 資料提供 「女性の仕事と暮らし応援講座”キッカフェ”」の参加者を募集します！ 男女共同参画推進課

2019/11/13 2019/11/18 資料提供 学校関係者を対象とした「福岡県性犯罪防止ネットワーク研修会」を開催します！！ 生活安全課

2019/11/15 2019/11/21 資料提供
令和元年度「子供と家族・若者応援団表彰」内閣総理大臣表彰及び内閣府特命担当大臣表彰の受
賞並びにチャイルド・ユースサポート章の受賞！

私学振興・青少年育成局
政策課

2019/11/15 2019/11/24 資料提供
「２０１９福岡県民さわやかマラソン大会」を開催します！
～個人参加者１，４９４人・家族ペア参加者４２５組総勢２，３４４人のランナーが海の中道海浜公園を
走ります～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/11/18 2019/11/30 資料提供 日中文化交流協定締結４０周年記念事業「中国展」 文化振興課

2019/11/20 2019/11/25 資料提供 令和元年度福岡県総合教育会議の開催について
私学振興・青少年育成局
政策課

2019/11/21 2019/11/25 資料提供 公益財団法人日本相撲協会役員が知事を表敬訪問します！ スポーツ振興課

2019/11/22 2020/8/13 資料提供 東京２０２０パラリンピック聖火リレーに係る「聖火フェスティバル」を実施します！ スポーツ振興課

2019/11/22 2019/11/30 資料提供
令和元年度福岡県スポーツ功労表彰４名、２団体が決定しました！
～第１９回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭の中で表彰式を実施します～

スポーツ振興課

2019/11/22 2019/11/26 資料提供
ラグビーワールドカップ２０１９日本大会における取組みの報告に三菱地所株式会社の杉山会長が小
川知事を表敬訪問します

スポーツ振興課

2019/11/22 2019/11/24 資料提供 日本一を達成した「福岡ソフトバンクホークス」を表彰します！ スポーツ振興課

2019/11/22 資料提供 アンビシャス通信（８５号）について
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/11/24 資料提供 2019福岡県民さわやかマラソン大会結果
私学振興・青少年育成局
青少年育成課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/11/25 2019/11/30 資料提供
学生防犯ボランティア育成・体験講座（筑豊地区）を開催します！
～学生防犯団体と地域防犯団体との合同による防犯パトロール活動等を実施～

生活安全課

2019/11/25 2019/11/25 資料提供
ニセ電話詐欺被害防止啓発動画を制作し、インターネット広告や街頭ビジョン等で動画を放映しま
す！

生活安全課

2019/11/26 2019/11/28 資料提供 福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例見直し検討委員会（第２回）を開催します 生活安全課

2019/11/27 2019/11/30 資料提供 「第１９回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭」メインイベントを開催します！ スポーツ振興課

2019/11/27 2019/11/29 資料提供 ルーマニア柔道連盟副会長が知事を表敬します！ スポーツ振興課

2019/11/27 2019/12/1 資料提供 第７３回福岡国際マラソンの表彰式・レセプションに知事が出席します！ スポーツ振興課

2019/11/27 記者レク
台所換気扇フィルター等の訪問販売事業者に対する業務停止命令、業務禁止命令及び指示につい
て

生活安全課

2019/11/28 2019/12/2 資料提供 令和元年度悪質商法撲滅キャンペーンを実施します！ 生活安全課

2019/11/28 2019/12/3 資料提供 １２月３日（火）大濠公園能楽堂にて「子ども狂言教室」を開催します！ 文化振興課

2019/11/29 2019/12/6 資料提供 障がいのある方による展示会の出品作品制作者が議長を訪問します 文化振興課

2019/12/2 2019/12/2 資料提供
県庁１１階「福岡よかもんひろば」企画展「もっと知りたい　わたしの街のオーケストラ・九州交響楽団」
を開催します！

文化振興課

2019/12/2 2019/12/8 資料提供
世界遺産「明治日本の産業革命遺産」企画展２　関連イベント　『お話と歌「炭都・三池　校歌散歩」』
を開催します！

世界遺産室

2019/12/3 2019/12/8 資料提供
「多様な人々によるアート普及イベント～なんだかよくわからないけど気になるアート～」を開催しま
す！

文化振興課

2019/12/4 資料提供 中村哲さんの御逝去にかかる福岡県知事コメント 文化振興課

2019/12/4 2019/12/10 資料提供 性暴力根絶に関する授業を県立高校（協力校）で実施します！ 生活安全課

2019/12/5 2019/12/8 資料提供
「第５５回福岡県スポーツ推進委員研修大会」を開催します！
～長年にわたり活動されたスポーツ推進委員の方々に感謝状を贈呈します～

スポーツ振興課

2019/12/5 2019/12/12 資料提供
ドイツ車いすバスケットボール男子代表チームが北九州市でパラリンピック事前キャンプを実施しま
す！
～東京２０２０パラリンピック競技大会事前キャンプ実施に係る覚書締結式を実施～

スポーツ振興課

2019/12/6 2019/12/11 資料提供 年末の交通安全県民運動を実施します 生活安全課

2019/12/9 2019/12/13 資料提供 ＪＯＣオリンピック教室が開催されます！ スポーツ振興課

2019/12/9 2019/12/14 資料提供 ２０１９オリンピックデーラン久留米大会を開催します！ スポーツ振興課

2019/12/10 資料提供 「第２８回ふくおか県民文化祭２０２０」の開催テーマを募集します！ 文化振興課

2019/12/11 2019/12/16 資料提供 福岡県性暴力対策検討会議「第１回性暴力対策調査・研究部会」を開催します 生活安全課

2019/12/11 2019/12/16 資料提供
令和元年度「子供と家族・若者応援団表彰」の受賞（章）団体・個人が江口副知事に受賞（章）を報告
します！

私学振興・青少年育成局
政策課

2019/12/11 2019/12/16 資料提供
自由ヶ丘高校、大牟田高校、筑紫女学園高校が「全国高等学校駅伝競走大会」出場を江口副知事に
報告

私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/12/11 2019/12/17 資料提供 東福岡高校ラグビー部が全国大会出場を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/12/11 2019/12/17 資料提供 東福岡高校及び誠修高校が「春の高校バレー」出場を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/12/12 2019/12/14 資料提供
九州芸文館美術展覧会 ちくごアートファーム計画２０１９
「ココロに効くアート～美はどこから来るのか」開催！！

文化振興課

2019/12/12 2019/12/17 資料提供 東海大学付属福岡高校女子サッカー部及び女子バスケットボール部が全国大会出場を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/12/12 2019/12/18 資料提供 明光学園高校ハンドボール部が三冠達成を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/12/13 2019/12/14 資料提供 リニューアル１周年！「海の道むなかた館」に行こう！キャンペーンを開催します。 世界遺産室

2019/12/13 2020/1/12 資料提供
世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」特別研究事業
国際検討会「古代東アジアにおける地域間交流と信仰・祭祀」

世界遺産室

2019/12/13 2019/12/16 資料提供 福岡ソフトバンクホークス株式会社が大曲副知事を表敬訪問します！ スポーツ振興課

2019/12/13 ブリーフィング 聖火ランナー及び聖火リレー詳細ルートを公表します！ スポーツ振興課

2019/12/16 2019/12/17 資料提供
「移動美術Ｃａｒ」絵画コンテストの作品募集ＰＲ隊とその作品をラッピングしたトラックが県庁にやって
来ます！！

生活安全課

2019/12/17 2020/2/8 資料提供
子どもたちを犯罪から守るワークショップの参加者を募集します！
－今年度２回目の「福岡県防犯リーダー養成講座」を開催－

生活安全課

2019/12/18 2019/12/25 資料提供 筑陽学園高校サッカー部が全国大会出場を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2019/12/18 2019/12/20 資料提供 「福岡県グローバル青年の翼（２０１９）」の団員が江口副知事を表敬訪問します！
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/12/20 2020/2/1 資料提供
地方初開催！！スーパーラグビー２０２０「ヒト・コミュニケーションズサンウルブズ」開幕戦に御招
待！！
～「県民ペア観戦招待」＆「小学生ラグビー体験＆親子観戦招待」～

スポーツ振興課
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2019/12/20 2019/12/21 資料提供 高齢ドライバーによる事故を減らすためのシンポジウムを開催します！ 生活安全課

2019/12/20 2019/12/24 資料提供
「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」見直しの提言取りまとめを行います
～条例見直し検討委員会（第３回）開催～

生活安全課

2019/12/23 2019/12/24 資料提供
西日本総合展示場２階ガレリアで 「償いのメッセージ展」を開催します！
～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！～

生活安全課

2019/12/23 2019/12/26 資料提供 年末の交通安全県民運動の一環として飲酒運転撲滅キャンペーンを実施します！ 生活安全課

2019/12/25 2020/5/12 資料提供 本県の聖火ランナーとして女優の黒木瞳氏が走行します！ スポーツ振興課

2019/12/25 2020/2/9 資料提供 青少年アンビシャス運動フォーラムの参加者募集中！
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2019/12/26 2020/1/9 資料提供
九州朝日放送株式会社から「福岡県共助社会づくり基金」への寄附金贈呈式を行います！
～九州北部豪雨の被災地支援のために寄せられた募金を県に寄附～

社会活動推進課

2019/12/26 2019/1/6 資料提供 全国都道府県対抗駅伝競走大会に出場する福岡県選手団が副知事を表敬訪問します！ スポーツ振興課

2019/12/27 2020/1/24 知事会見 故・中村哲さんに県民栄誉賞を贈呈 文化振興課

2020/1/6 2020/1/12 資料提供 「ヒト・コミュニケーションズ　サンウルブズ」の選手によるサイン会・トークショーを開催します！ スポーツ振興課

2020/1/7 2020/1/11 資料提供
「中高生ICTサミット in 福岡」を開催します
～安全・安心で健全なネット利用に向けて～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2020/1/8 2020/1/11 資料提供 九州芸文館　来館者数６０万人を突破！ 文化振興課

2020/1/9 2020/1/12 資料提供 小川知事が「全国都道府県対抗女子駅伝」を現地で応援します！ スポーツ振興課

2020/1/9 2020/1/16 資料提供 県内の小学校で「ラグビー体験授業」を実施します！ スポーツ振興課

2020/1/10 資料提供 公立大学法人九州歯科大学及び公立大学法人福岡県立大学の次期理事長（学長）の決定
私学振興・青少年育成局
政策課

2020/1/14 2020/1/25 資料提供
エフエム福岡×ラグビーワールドカップ２０１９福岡開催推進委員会　新春コラボ企画
「ふくおかラグビー応援団」を募集します！

スポーツ振興課

2020/1/15 2020/2/1 資料提供 九州国立博物館で手話通訳付きバックヤードツアーを実施します！ 文化振興課

2020/1/15 2020/1/16 記者レク 新・福岡県立美術館建設地選定委員会報告書手交式及び記者会見の開催について 文化振興課

2020/1/16 2020/3/21 知事会見
第２７回福岡県文化賞受賞者を決定！
～文化賞贈呈式＆記念イベントを３月に開催します～

文化振興課

2020/1/16 2020/1/18 資料提供 「暴力団追放！地域決起会議（筑後地区）」を柳川市で開催します！ 生活安全課

2020/1/16 資料提供 アンビシャス通信（８６号）について
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2020/1/20 2020/1/23 資料提供 県庁１階ロビー待合スペースで「ランチタイム能楽公演」を開催します！ 文化振興課

2020/1/22 2020/1/28 資料提供 性暴力根絶に関する授業を県立中学校（協力校）で実施します！ 生活安全課

2020/1/27 知事会見 新・福岡県立美術館の建設地の決定について 文化振興課

2020/1/27 2020/1/31 資料提供 東京２０２０オリンピック聖火リレー１００日前カウントダウンセレモニーを開催します！ スポーツ振興課

2020/1/27 2020/1/30 資料提供 福岡第一高校バスケットボール部がウインターカップ優勝を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2020/1/29 2020/2/2 資料提供
毎年恒例の人気イベント！我が国を代表する伝統芸能「能楽」を楽しく体験・鑑賞！！
２月２日（日）大濠公園能楽堂にて「能楽入門講座」を開催します！

文化振興課

2020/1/30 2020/2/6 資料提供
令和元年度「ふくおか共助社会づくり表彰」受賞取組み決定！
～NPO・ボランティアと多様な主体が知恵や力を持ち寄った取組みを表彰します～

社会活動推進課

2020/1/30 2020/2/1 資料提供 九州芸文館特別展「筑後の文芸作家展」が開催されます！ 文化振興課

2020/1/30 2020/2/3 資料提供 「家庭の日」「オアシス運動」作品展を県庁ロビーで開催します！
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2020/1/31 2020/2/6 資料提供 精華女子高校吹奏楽部が全日本マーチングコンテスト金賞受賞を知事に報告
私学振興・青少年育成局
私学振興課

2020/2/3 2020/2/8 資料提供 子どもたちを犯罪から守るワークショップを開催します！ 生活安全課

2020/2/3 2020/2/9 資料提供
第１７回青少年アンビシャス運動参加団体等表彰の受賞者を決定しました！
―「青少年アンビシャス運動フォーラム」にて表彰式を実施します―

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2020/2/4 2020/2/5 資料提供
KPMGカップブラインドサッカークラブチーム選手権２０２０に西日本ブロックの代表として出場する
チームが知事を表敬訪問します！

スポーツ振興課

2020/2/5 2020/2/7 資料提供
天皇陛下御即位記念第３４回国民文化祭・にいがた２０１９、第１９回全国障害者芸術・文化祭にいが
た大会「小倉百人一首競技かるた全国大会」で優勝した福岡県チームが大曲副知事を表敬訪問しま
す

文化振興課

2020/2/5 2020/8/13 資料提供 東京２０２０パラリンピック聖火リレーに係る聖火フェスティバルの詳細を発表します！ スポーツ振興課

2020/2/6 2020/2/8 資料提供 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　初の公式ガイドブックができました！！ 世界遺産室

2020/2/7 2020/2/13 資料提供
福岡県青少年健全育成対策推進本部長（知事）顕彰団体を決定
～２月１３日（木）に顕彰式を開催～

私学振興・青少年育成局
政策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/2/10 2020/2/12 資料提供
「第２５回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会」で優勝した福岡県代表選手が小川知事を表敬訪
問します！

スポーツ振興課

2020/2/12 2020/2/18 資料提供
非行等の問題を抱える青少年の立ち直り支援に取り組む企業・団体を表彰します！
～第５回表彰として４団体が決定～

私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 社会活動推進課

2020/2/14 2020/2/19 資料提供 アビスパ福岡の監督・選手が２０２０年のシーズンを前に知事を表敬訪問します！ スポーツ振興課

2020/2/14 2020/2/29 資料提供 「地域のリーダーを目指す女性応援研修」報告会を開催します 男女共同参画推進課

2020/2/14 2020/2/19 資料提供 福岡県性暴力対策検討会議「第５回加害者対策部会」を開催します 生活安全課

2020/2/14 2020/2/20 資料提供 福岡県性暴力対策検討会議「第４回教育・被害者支援部会」を開催します 生活安全課

2020/2/14 2020/2/25 資料提供 福岡県性暴力対策検討会議「第２回性暴力対策調査・研究部会」を開催します 生活安全課

2020/2/17 2020/2/20 資料提供 第１２回全世界空手道選手権大会優勝者による表敬訪問 スポーツ振興課

2020/2/17 資料提供
進学や就職により転居が増える新年度に向け、共同住宅での性犯罪被害防止リーフレットを配布し
ます！
－新生活を始める女性と共同住宅の管理者に計50,000部を配布－

生活安全課

2020/2/17 2020/2/19 資料提供 いじめによる重大事態に係る答申手交式及び記者会見の開催について
私学振興・青少年育成局
政策課

2020/2/19 2020/2/21 資料提供
筑後自動車免許試験場で「償いのメッセージ展」を開催します！
～飲酒運転事故の加害者による反省・後悔・決意を込めたメッセージの書かれたパネルを展示～

生活安全課

2020/2/21 2020/2/27 資料提供
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との間で、包括提携協定を締結します
～企業の強みを活かし、防災・災害時の協力や地域の安全・安心等の取組みを展開～

社会活動推進課

2020/2/21 2020/2/25 資料提供 在コロンビア特命全権大使・森下 敬一郎氏が表敬訪問を行います スポーツ振興課

2020/2/26 2020/2/28 資料提供 「ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会」令和元年度第２回総会の開催について スポーツ振興課

2020/2/26 資料提供 いじめ防止対策推進法に基づく私立高等学校の重大事態について
私学振興・青少年育成局
政策課

2020/3/5 2020/3/6 資料提供
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業中の防犯活動について
～子どもたちの安全を守る地域の活動を紹介します～

生活安全課

2020/3/5 2020/3/12 資料提供 福岡県が設立している公立大学法人の令和元年度卒業式について
私学振興・青少年育成局
政策課

2020/3/6 2020/3/3 資料提供
県庁１階ロビーで「NPO法人はぁとスペース」の飲酒運転撲滅活動等の取組を紹介するパネル展を実
施！～「NPO法人はぁとスペース」創立１０周年～

生活安全課

2020/3/10 2020/3/12 資料提供 第２回福岡県性暴力対策検討会議を開催します 生活安全課

2020/3/12 2020/3/14 資料提供
女性と子どもの安全・安心防犯フェア
―県内ホームセンター・家電量販店等に防犯用品の特設コーナーを設置―

生活安全課

2020/3/12 2020/3/16 資料提供 性暴力対策アドバイザー養成講座を実施します 生活安全課

2020/3/16 2020/3/19 資料提供 「山村塾」、「たんがく」、「改革プロジェクト」を認定NPO法人として認定します！ 社会活動推進課

2020/3/18 資料提供
世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
外国人観光客向けプロモーション映像「神秘の世界遺産」ができました！！

世界遺産室

2020/3/23 2020/3/24 資料提供
道の駅勧遊舎ひこさんで「償いのメッセージ展」を開催します
～飲酒運転事故の加害者による反省・後悔・決意を込めたメッセージの書かれたパネルを展示～

生活安全課

2020/3/23 2020/4/2 資料提供 県立三大学の令和２年度入学式について
私学振興・青少年育成局
政策課

2020/3/25 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会延期に係る知事コメント スポーツ振興課

2020/3/27 2020/3/30 資料提供
令和２年度「ふくおか地域貢献活動サポート事業」企画案募集開始！
～民間からの寄附を活用してNPO等の社会貢献活動を支援～

社会活動推進課

2020/3/27 2020/4/1 資料提供
公立大学法人九州歯科大学理事長（学長）及び公立大学法人福岡県立大学理事長（学長）の辞令交
付式について

私学振興・青少年育成局
政策課

2020/3/27 資料提供 アンビシャス通信（８７号）について
私学振興・青少年育成局
青少年育成課

2020/3/30 2020/4/1 資料提供
令和２年度「ふくおか共助社会づくり表彰」募集！
－NPO・ボランティア団体の優れた協働の取組を募集します－

社会活動推進課

2020/3/31 2020/4/1 資料提供
第１９回　福岡県男女共同参画表彰候補者を募集します！！
－男女共同参画の推進について、実践的・先駆的に取り組まれている県民や団体、企業を表彰しま
す－

男女共同参画推進課

2020/3/31 資料提供 世界遺産スマホガイド「みちびき沖ノ島」ができました！！ 文化振興課

保健医療介護部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/4 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/4/5 資料提供 「福岡県歯科口腔保健推進計画（第２次）」を策定しました 健康増進課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/5 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
平成３１年第１３週（平成３１年３月２５日～平成３１年３月３１日）

がん感染症疾病対策課

2019/4/8 資料提供 保育施設における感染性胃腸炎の集団発生について がん感染症疾病対策課

2019/4/9 資料提供 麻しん患者の発生について がん感染症疾病対策課

2019/4/12 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
平成３１年第１４週（平成３１年４月１日～平成３１年４月７日）

がん感染症疾病対策課

2019/4/19 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
平成３１年第１５週（平成３１年４月８日～平成３１年４月１４日）

がん感染症疾病対策課

2019/4/22 資料提供 ４月２７日から５月６日までの１０連休における福岡県内の急患診療体制について 医療指導課

2019/4/22 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（４月２２日）Ｎｏ．５３
（平成３０年９月３日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/4/23 2019/5/11 資料提供
「看護の日のつどい」を開催します
―５月１２日は看護の日　看護の心をみんなの心に―

医療指導課

2019/4/24 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（４月２４日）Ｎｏ．５４
（平成３０年９月３日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/4/25 2019/4/26 資料提供
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について、専用ダイヤルを設置
します。

健康増進課

2019/4/26 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
平成３１年第１６週（平成３１年４月１５日～平成３１年４月２１日）

がん感染症疾病対策課

2019/5/9 2019/6/1 資料提供
福岡県歯科口腔保健啓発週間（歯と口の健康週間）中にイベントを開催します。
～６月４日から６月１０日は福岡県歯科口腔保健啓発週間です～

健康増進課

2019/5/9 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
平成３１年第１７週（平成３１年４月２２日～平成３１年４月２８日）

がん感染症疾病対策課

2019/5/13 2019/5/15 資料提供
全国初！！災害時の健康管理支援活動に関する協定を締結します！
～県内の検診機関の協力を得て、被災者に対する健康管理支援の体制を充実～

健康増進課

2019/5/13 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
平成３１年第１８週（平成３１年４月２９日～令和元年５月５日）

がん感染症疾病対策課

2019/5/14 2019/5/21 資料提供 第６６回福岡県公衆衛生学会を開催します 健康増進課

2019/5/17 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第１９週（令和元年５月６日～令和元年５月１２日）

がん感染症疾病対策課

2019/5/20 2019/10/5 資料提供
電話相談ボランティアになりませんか？
～いのちの電話ボランティア養成講座の受講者を募集～

こころの健康づくり推進室

2019/5/24 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２０週（令和元年５月１３日～令和元年５月１９日）

がん感染症疾病対策課

2019/5/27 資料提供
６月１日から７日は「ＨＩＶ検査普及週間」です
～ＨＩＶ・性感染症検査の受検促進のための取り組みを実施します～

がん感染症疾病対策課

2019/5/28 資料提供 食中毒が発生したので発表します 生活衛生課

2019/5/31 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２１週（令和元年５月２０日～令和元年５月２６日）

がん感染症疾病対策課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 保健医療介護総務課

2019/6/4 資料提供 食中毒（疑い）が発生したので発表します 生活衛生課

2019/6/6 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について（6月6日Ｏ157） がん感染症疾病対策課

2019/6/7 資料提供 引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費について 保健医療介護総務課

2019/6/7 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２２週（令和元年５月２７日～令和元年６月２日）

がん感染症疾病対策課

2019/6/12 2019/6/13 資料提供
ヘルシーメニュー　Ｄｅ　食育キャンペーンを実施します！
～テーマ「野菜たっぷり・減塩で健康生活！」～

健康増進課

2019/6/13 2019/6/14 資料提供
特定危険薬物の新規指定について
～２物質を特定危険薬物に指定～

薬務課

2019/6/14 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２３週（令和元年６月３日～令和元年６月９日）

がん感染症疾病対策課

2019/6/14 2019/7/31 資料提供
医療機器の実用化を支援します！
～PMDA薬事戦略出張相談・医療機器関連セミナー開催～

薬務課

2019/6/19 2019/6/29 資料提供
令和元年度福岡県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
６月２９日、「６・２６ヤング街頭キャンペーン」を行います。

薬務課

2019/6/21 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２４週（令和元年６月１０日～令和元年６月１６日）

がん感染症疾病対策課

2019/6/26 2019/7/2 資料提供
大学生等に対する薬物乱用防止講演会を開催します！
～「夜回り先生」水谷修（みずたに　おさむ）氏を講師に迎えます～

薬務課

2019/6/27 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/6/28 2019/7/12 資料提供
県内４会場で「メンタルヘルス対策セミナー」を開催します
～事業所におけるメンタルヘルス対策の推進のため～

こころの健康づくり推進室

2019/6/28 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２５週（令和元年６月１７日～令和元年６月２３日）

がん感染症疾病対策課

2019/7/5 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２６週（令和元年６月２４日～令和元年６月３０日）

がん感染症疾病対策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/7/8 2019/8/7 資料提供 令和元年度カネミ油症一斉検診を実施します 生活衛生課

2019/7/8 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/7/10 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/7/11 2019/7/18 資料提供 令和元年第１回福岡県食品安全・安心委員会を開催します 生活衛生課

2019/7/12 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２７週（令和元年７月１日～令和元年７月７日）

がん感染症疾病対策課

2019/7/12 資料提供 ハンセン病家族訴訟判決を受けた安倍首相談話に対する福岡県知事のコメント がん感染症疾病対策課

2019/7/12 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/7/12 2019/7/20 資料提供 令和元年度若年性認知症交流会を開催します！ 高齢者地域包括ケア推進課

2019/7/13 資料提供 食中毒（疑い）が発生したので発表します 生活衛生課

2019/7/16 資料提供
「チャレンジ！レシピコンクール」を新たに開催します
テーマは「野菜もう一皿、塩分ひかえめで！」

健康増進課

2019/7/18 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/7/18 資料提供
地域猫活動ガイドライン
～人と猫が共生できる地域を目指して～
福岡県地域猫活動ガイドラインを作成しました！

生活衛生課

2019/7/19 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２８週（令和元年７月８日～令和元年７月１４日）

がん感染症疾病対策課

2019/7/22 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/7/23 2019/7/29 資料提供 令和元年度福岡県薬物乱用対策推進本部幹事会の開催について 薬務課

2019/7/24 資料提供 食中毒（疑い）が発生したので発表します。 生活衛生課

2019/7/25 2019/8/1 資料提供
８月は「福岡県食品衛生月間」です
～食中毒予防のための様々な取り組みを実施します～

生活衛生課

2019/7/25 資料提供 食中毒（疑い）が発生したので発表します。 生活衛生課

2019/7/26 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第２９週（令和元年７月１５日～令和元年７月２１日）

がん感染症疾病対策課

2019/7/26 2019/8/1 知事会見
九州初！小児・ＡＹＡ世代のがん患者の「妊よう性温存治療」を支援！
～生殖機能を温存し、希望を持ってがんの治療を～

がん感染症疾病対策課

2019/7/26 資料提供 平成３０年度毒物劇物取扱者試験の不適正問題について 薬務課

2019/7/28 資料提供 食中毒（疑い）として資料提供した件について、その後の情報を提供します。 生活衛生課

2019/7/29 2019/8/2 資料提供
令和元年度複十字シール運動開始に際し、福岡県結核予防会及び福岡県結核予防婦人会が大曲
副知事を表敬訪問します

がん感染症疾病対策課

2019/7/29 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/7/29 資料提供 ７月２４日（水）に食中毒（疑い）として資料提供した件について、その後の情報を提供します。 生活衛生課

2019/7/30 2019/8/2 資料提供 第１回福岡県介護人材確保・定着促進協議会の開催について 高齢者地域包括ケア推進課

2019/8/2 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第３０週（令和元年７月２２日～令和元年７月２８日）

がん感染症疾病対策課

2019/8/6 2019/8/9 資料提供
「明治安田生命保険相互会社」と「アビスパ福岡」が知事を表敬訪問します！
～県民の健康増進を目的とした「Ｊリーグウォーキングin福岡」の開催を決定～

健康増進課

2019/8/9 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第３１週（令和元年７月２９日～令和元年８月４日）

がん感染症疾病対策課

2019/8/9 資料提供 ～日本脳炎の感染に注意しましょう～ がん感染症疾病対策課

2019/8/15 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/8/16 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第３２週（令和元年８月５日～令和元年８月１１日）

がん感染症疾病対策課

2019/8/16 2019/8/23 資料提供 福岡県生活衛生営業審議会の開催について 生活衛生課

2019/8/20 2019/8/23 資料提供 福岡県ジェネリック医薬品使用促進協議会を開催します 薬務課

2019/8/20 資料提供 医薬品成分を含有する製品の服用による健康被害（疑い）の発生について 薬務課

2019/8/23 資料提供 福岡県感染症発生動向調査感染症週報 がん感染症疾病対策課

2019/8/26 2019/8/31 資料提供 安定ヨウ素剤の事前配布について 薬務課

2019/8/27 2019/8/30 資料提供 第１回外国人介護人材受入支援協議会の開催について 高齢者地域包括ケア推進課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/8/29 2019/8/30 資料提供
特定危険薬物の新規指定について
～３物質を特定危険薬物に指定～

薬務課

2019/8/30 2019/9/10 資料提供
自殺予防に係る街頭啓発を実施します
～９月１０日から１６日は自殺予防週間です～

こころの健康づくり推進室

2019/8/30 資料提供 若者の自殺防止に向け、インターネット広告による相談窓口の広報を開始します こころの健康づくり推進室

2019/8/30 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第３４週（令和元年８月１９日～令和元年８月２５日）

がん感染症疾病対策課

2019/8/30 2019/9/7 資料提供
「リレー・フォー・ライフ・ジャパン　２０１９　福岡」を開催します
－『Shake hands～つなごう命～愛と笑顔で』－

がん感染症疾病対策課

2019/8/30 2019/9/7 資料提供 令和元年度大規模地震時医療活動訓練（内閣府主催）における広域医療搬送訓練の実施について 医療指導課

2019/9/3 2019/9/9 資料提供
県庁ロビー展「いきいき健康づくり展」を開催します
～健康寿命をのばそう～

健康増進課

2019/9/3 2019/9/8 資料提供
「福岡県救急の日のつどい２０１９」を開催します
～９月８日から９月１４日は救急医療週間です～

医療指導課

2019/9/4 2019/9/6 資料提供 福岡県医薬品適正使用促進連絡協議会を開催します 薬務課

2019/9/4 2019/9/6 資料提供 「ポリファーマシー研修会～現状と展望～」を開催します 薬務課

2019/9/6 2019/9/14 資料提供
「令和元年度がん征圧の集い＆健康マルシェ２０１９」を開催します
－「行って良かったがん検診」あなたとわたしの合言葉－

がん感染症疾病対策課

2019/9/6 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第３５週（令和元年８月２６日～令和元年９月１日）

がん感染症疾病対策課

2019/9/11 2019/9/15 資料提供 令和元年度老人の日・老人週間に際し、小川知事が新１００歳の方を訪問し、祝状等を贈呈します。 高齢者地域包括ケア推進課

2019/9/13 2019/10/6 資料提供
第１８回健康２１世紀福岡県大会を開催します！
～県民一人ひとりに「健康づくり」をお届けします～

健康増進課

2019/9/13 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第３６週（令和元年９月２日～令和元年９月８日）

がん感染症疾病対策課

2019/9/13 2019/9/16 資料提供 小川知事が世界最高齢の方を訪問し、ご長寿をお祝いします。 高齢者地域包括ケア推進課

2019/9/17  資料提供
介護と仕事の両立支援に関する従業員向け「出前講座・相談」事業をスタート
～介護をしながら仕事を続けるために～

高齢者地域包括ケア推進課

2019/9/20 2019/9/24 資料提供 ９月２４日から９月３０日は「結核予防週間」です がん感染症疾病対策課

2019/9/20 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第３７週（令和元年９月９日～令和元年９月１５日）

がん感染症疾病対策課

2019/9/25 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（９月２５日）No.１
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/9/25 2019/10/1 資料提供 位置情報を活用して大麻乱用防止の動画広告を配信します！ 薬務課

2019/9/26 2019/10/23 資料提供
受動喫煙防止対策説明会を開催します！
～喫煙はマナーからルールへ～

健康増進課

2019/9/26 2019/10/5 資料提供
「２０１９動物愛護フェスティバルふくおか」を開催します
９月２０日から２６日は動物愛護週間

生活衛生課

2019/9/27 資料提供 「依存症専門医療機関」を選定しました！ こころの健康づくり推進室

2019/9/27 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第３８週（令和元年９月１６日～令和元年９月２２日）

がん感染症疾病対策課

2019/9/27 2019/10/1 資料提供 普通公衆浴場の入浴料金の指定について 生活衛生課

2019/9/28 資料提供 食中毒（疑い）が発生したので発表します 生活衛生課

2019/9/30 資料提供
令和元（平成３１）年上半期における福岡県内のHIV感染者・エイズ患者報告数等について
（令和元年９月３０日現在、速報値）

がん感染症疾病対策課

2019/9/30 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（９月３０日）No.２
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/2 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月２日）No.３
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/3 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月３日）No.４
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/4 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第３９週（令和元年９月２３日～令和元年９月２９日）

がん感染症疾病対策課

2019/10/4 2019/11/25 資料提供
医療機器の実用化を支援します！
～PMDA薬事戦略出張相談、医療機器・対外診断用医薬品関連セミナー開催～

薬務課

2019/10/7 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月７日）No.５
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/8 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月８日）No.６
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/9 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月９日）No.７
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/10 2019/10/27 資料提供
「ふくおか介護フェスタ２０１９」を開催します
～介護経験がある方も無い方も介護について楽しく学びませんか～

介護保険課

2019/10/11 2019/11/6 資料提供
令和元年度こころの健康づくり大会を開催します
～こころの健康について考えてみませんか？～

こころの健康づくり推進室

2019/10/11 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４０週（令和元年９月３０日～令和元年１０月６日）

がん感染症疾病対策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/10/15 2019/10/17 資料提供 令和元年度福岡県薬事功労者知事表彰の実施について 薬務課

2019/10/18 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４１週（令和元年１０月７日～令和元年１０月１３日）

がん感染症疾病対策課

2019/10/18 2019/11/16 資料提供
令和元年度福岡県働く世代をがんから守るがん検診受診促進大会
「がん検診、受けて守ろう　家族の笑顔」参加者募集！！

がん感染症疾病対策課

2019/10/18 2019/10/22 資料提供 「くすりと健康フェア２０１９」を開催します 薬務課

2019/10/23 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月２３日）No.８
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/24 2019/10/31 資料提供
令和元年度「健やか親子フォーラム」を開催します！！
～家族で親子の健康について考えてみませんか～

健康増進課

2019/10/24 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月２４日）No．９
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/25 2019/10/1 資料提供
「いいな、いい歯。」週間に歯や口の健康について考えよう！
～１１月７日から１１月１３日は福岡県歯科口腔保健啓発週間です～

健康増進課

2019/10/25 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４２週（令和元年１０月１４日～令和元年１０月２０日）

がん感染症疾病対策課

2019/10/25 2019/10/30 資料提供 第２回外国人介護人材受入支援協議会の開催について 高齢者地域包括ケア推進課

2019/10/28 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月２８日）Ｎｏ．１０
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/29 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月２９日）Ｎｏ．１１
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/30 2019/11/2 資料提供
世界糖尿病デー２０１９「ブルーライトアップFUKUOKA」
～１１月２日、１４日、１６日に県内４ブロックで様々なイベントを行います。～

健康増進課

2019/10/30 2019/11/5 資料提供
「令和元年度献血功労者表彰式」を開催します
～広げよう、命をつなぐ献血の輪！～

薬務課

2019/10/31 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１０月３１日）No.１２
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/10/31 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/11/1 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４３週（令和元年１０月２１日～令和元年１０月２７日）

がん感染症疾病対策課

2019/11/5 2019/11/8 資料提供
アルコール関連問題啓発週間　１０月１０日（日）～１６日（土）
～ＪＲ博多駅で街頭啓発を実施します～

こころの健康づくり推進室

2019/11/5 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月５日）Ｎｏ．１３
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/6 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月６日）Ｎｏ．１４
（令和元年９月２日以降に学級等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/6 2019/11/8 資料提供 「医薬品等贈呈式」を開催します 薬務課

2019/11/6 2019/12/3 資料提供
外国人介護人材の円滑な就労・定着を支援する研修を新たに実施！
～外国人介護人材を対象とした集合研修の参加名者を募集します～

高齢者地域包括ケア推進課

2019/11/7 2019/11/10 資料提供 「チャレンジ！レシピコンクール」の最終審査を実施します 健康増進課

2019/11/8 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４４週（令和元年１０月２８日～令和元年１１月３日）

がん感染症疾病対策課

2019/11/11 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月１１日）No.１５
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/12 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月１２日）No.１６
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/13 2019/11/20 資料提供 福岡県国民健康保険運営協議会の開催について 医療保険課

2019/11/13 2019/11/13 資料提供
ヘルシーメニューDe食育キャンペーンを実施します！
～テーマ「野菜たっぷり・減塩で健康生活！」～

健康増進課

2019/11/13 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月１３日）No.１７
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/13 資料提供 食中毒（疑い）が発生したので発表します 生活衛生課

2019/11/13 2019/11/24 資料提供 「認知症あったかホームコンサート２０１９」を開催します 介護保険課

2019/11/14 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月１４日）No.１８
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/14 2019/11/14 資料提供
特定危険薬物の新規指定について
～３物質を特定危険薬物に指定～

薬務課

2019/11/15 2019/11/21 資料提供
一類感染症にかかる対応訓練について
～エボラ出血熱の発生を想定した対応訓練を実施します～

がん感染症疾病対策課

2019/11/15 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４５週（令和元年１１月４日～令和元年１１月１０日）

がん感染症疾病対策課

2019/11/15 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月１５日）No.１９
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/17 資料提供 食中毒（疑い）として資料提供した件について、その後の情報を提供します。 生活衛生課

2019/11/18 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月１８日）No.２０
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/19 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の集団発生について がん感染症疾病対策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/11/19 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月１９日）Ｎｏ．２１
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等にあったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/20 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月２０日）Ｎｏ．２２
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/21 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月２１日）No.２３
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/22 2019/12/1 資料提供
１２月１日は「世界エイズデー」です
～正しい知識の普及・啓発や検査受検促進の取り組みを実施します～

がん感染症疾病対策課

2019/11/22 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４６週（令和元年１１月１１日～令和元年１１月１７日）

がん感染症疾病対策課

2019/11/22 資料提供 保育施設における嘔吐下痢症の集団発生について がん感染症疾病対策課

2019/11/22 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の入院事例について がん感染症疾病対策課

2019/11/25 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月２５日）No.２４
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/26 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月２６日）No.２５
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/28 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月２８日）No.２６
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/11/29 資料提供 ～福岡県難病診療連携拠点病院に九州大学病院を指定～ がん感染症疾病対策課

2019/11/29 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４７週（令和元年１１月１８日～令和元年１１月２４日）

がん感染症疾病対策課

2019/11/29 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１１月２９日）Ｎｏ．２７
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/2 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月２日）Ｎｏ．２８
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/3 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月３日）Ｎｏ．２９
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/4 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月４日）Ｎｏ．３０
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/5 2019/12/12 資料提供
新型インフルエンザ等対策実地訓練を行います！
～宗像医師会病院・福岡赤十字病院との連携による実施～

がん感染症疾病対策課

2019/12/5 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月５日）Ｎｏ．３１
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/6 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４８週（令和元年１１月２５日～令和元年１２月１日）

がん感染症疾病対策課

2019/12/6 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月６日）Ｎｏ．３２
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/9 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月９日）Ｎｏ．３３
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/10 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月１０日）Ｎｏ．３４
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/11 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月１１日）Ｎｏ．３５
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/12 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月１２日）Ｎｏ．３６
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/13 2019/12/22 資料提供
オーラルフレイルの予防啓発イベントを初開催！
～歯と口の健康を守り、いつまでも健康的な生活を～

健康増進課

2019/12/13 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月１３日）Ｎｏ．３７
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/13 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第４９週（令和元年１２月２日～令和元年１２月８日）

がん感染症疾病対策課

2019/12/13 資料提供 平成３０年度の高齢者虐待の状況について 高齢者地域包括ケア推進課

2019/12/13 資料提供 平成３０年度の高齢者虐待の状況について 介護保険課

2019/12/16 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月１６日）Ｎｏ．３８
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/17 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月１７日）Ｎｏ．３９
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/17 2019/12/18 資料提供
特定危険薬物の新規指定について
～３物質を特定危険薬物に指定～

薬務課

2019/12/18 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月１８日）Ｎｏ．４０
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/18 資料提供 健康食品買上げ検査の結果について 薬務課

2019/12/19 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月１９日）Ｎｏ．４１
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/20 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月２０日）Ｎｏ．４２
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/20 資料提供 インフルエンザ注意報を発表します がん感染症疾病対策課

2019/12/20 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第５０週（令和元年１２月９日～令和元年１２月１５日）

がん感染症疾病対策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/12/23 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１２月２３日）Ｎｏ．４３
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2019/12/25 資料提供 令和元年度年末年始の急患診療体制について 医療指導課

2019/12/27 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第５１週（令和元年１２月１６日～令和元年１２月２２日）

がん感染症疾病対策課

2020/1/10 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和元年第５２週（令和元年１２月２３日～令和元年１２月２９日）

がん感染症疾病対策課

2020/1/10 資料提供 保育施設における感染性胃腸炎の集団発生について がん感染症疾病対策課

2020/1/14 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月１４日）No.４４
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/14 2020/1/25 資料提供
令和元年度福岡県「ワンヘルス連携シンポジウム」を開催します。
～知っていますか？人と動物と環境の健康は一つ”ワンヘルス”～

生活衛生課

2020/1/15 2020/1/20 資料提供 第１回福岡県ギャンブル等依存症対策推進計画策定委員会を開催します こころの健康づくり推進室

2020/1/15 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第１週（令和元年１２月３０日～令和２年１月５日）

がん感染症疾病対策課

2020/1/15 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月１５日）No.４５
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/16 2020/1/20 資料提供
タイ・バンコク都での介護予防活動に福岡県が貢献
～知事が現地を視察します～

保健医療介護総務課

2020/1/16 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月１６日）No.４６
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/16 2020/1/21 資料提供
全日本美容技術選手権大会の優勝者が大曲副知事を表敬訪問します
～２部門で福岡県から初のW優勝の快挙！～

生活衛生課

2020/1/17 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月１７日）No.４７
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/20 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第２週（令和２年１月６日～令和２年１月１２日）

がん感染症疾病対策課

2020/1/20 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月２０日）No.４８
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/20 2020/1/24 資料提供 令和元年度福岡県薬事審議会の開催について 薬務課

2020/1/21 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月２１日）No.４９
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/22 2020/2/3 資料提供 若者のストレスコントロール講演会を開催します こころの健康づくり推進室

2020/1/22 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月２２日）No.５０
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/22 2020/1/29 資料提供 福岡県国民健康保険運営協議会の開催及び答申について 医療保険課

2020/1/23 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月２３日）No.５１
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/24 2020/1/31 資料提供
『食と健康推進フォーラム』を開催します
～第６７回福岡県公衆衛生大会・令和元年度福岡県食生活改善大会～

健康増進課

2020/1/24 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第３週（令和２年１月１３日～令和２年１月１９日）

がん感染症疾病対策課

2020/1/24 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月２４日）No.５２
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/24 2020/2/23 資料提供 若年性認知症講演会を開催します！ 高齢者地域包括ケア推進課

2020/1/27 2020/1/27 資料提供
「福岡県感染症指定医療機関連絡会議」において、新型コロナウイルス感染症対策について協議し
ます。

がん感染症疾病対策課

2020/1/27 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月２７日）No.５３
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/28 2020/1/29 資料提供 新型コロナウイルス感染症に関する危機管理対策委員会を開催します がん感染症疾病対策課

2020/1/28 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月２８日）No.５４
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/28 資料提供
IoTを活用した高齢者等見守り機器・サービス導入検証モニター事業を開始します
～住み慣れた地域で安心して在宅生活を続けていただくために～

高齢者地域包括ケア推進課

2020/1/28 2020/2/4 資料提供 第３回外国人介護人材受入支援協議会の開催について 高齢者地域包括ケア推進課

2020/1/29 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月２９日）No.５５
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/29 2020/1/30 資料提供 福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部の設置及び第１回本部会議の開催について がん感染症疾病対策課

2020/1/30 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月３０日）No.５６
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/31 2020/2/7 資料提供
令和元年度ふくおか健康づくり県民会議総会を開催します！
～レシピコンクール表彰、スロージョギングの紹介など、いよいよ本格化！～

健康増進課

2020/1/31 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（１月３１日）No.５７
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/1/31 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第４週（令和２年１月２０日～令和２年１月２６日）

がん感染症疾病対策課

2020/1/31 2020/3/10 資料提供
医療機器の実用化を支援します！
～PMDA薬事戦略出張相談、医療機器関連セミナー開催～

薬務課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/1/31 2020/2/5 資料提供 令和元年度福岡県ひとり暮らし高齢者等見守り活動知事表彰の被表彰者が決定！ 高齢者地域包括ケア推進課

2020/2/3 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月３日）No.５８
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/4 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月４日）No.５９
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/5 知事会見
ふくおか健康ポイントアプリを配信開始！
～健康アプリで、楽しく健康づくり～

健康増進課

2020/2/5 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月５日）No.６０
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/5 2020/2/10 資料提供
「小児がん啓発県庁ロビー展」を開催
～あなたの理解が小児がんの子どもたちの闘病と成長を支えます～

がん感染症疾病対策課

2020/2/6 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月６日）No.６１
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/7 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第５週（令和２年１月２７日～令和２年２月２日）

がん感染症疾病対策課

2020/2/7 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月７日）No.６２
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/7 資料提供 食中毒（疑い）が発生したので発表します 生活衛生課

2020/2/10 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月１０日）Ｎｏ．６３
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/10 2020/2/14 資料提供 第２回福岡県介護人材確保・定着促進協議会の開催について 高齢者地域包括ケア推進課

2020/2/12 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月１２日）No.６４
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/12 2020/2/17 資料提供 福岡県医薬品適正使用促進連絡協議会を開催します 薬務課

2020/2/12 2020/2/18 資料提供 福岡県ジェネリック医薬品使用促進協議会を開催します 薬務課

2020/2/13 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月１３日）No.６５
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 保健医療介護総務課

2020/2/14 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第６週（令和２年２月３日～令和２年２月９日）

がん感染症疾病対策課

2020/2/14 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月１４日）No.６６
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/17 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月１７日）No.６７
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/18 2020/2/19 資料提供 第２回福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催について がん感染症疾病対策課

2020/2/18 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月１８日）No.６８
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/20 知事会見 福岡県内における新型コロナウイルス感染症の発生について がん感染症疾病対策課

2020/2/20 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月２０日）No.６９
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/21 資料提供 新型コロナウイルス感染症の感染とその拡大防止のための県主催イベントの対応方針について 保健医療介護総務課

2020/2/21 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第７週（令和２年２月１０日～令和２年２月１６日）

がん感染症疾病対策課

2020/2/25 資料提供 クルーズ船「ダイアモンド・プリンセス号」の下船者に対する健康観察について がん感染症疾病対策課

2020/2/25 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月２５日）No７０
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/26 資料提供
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（２月２６日）No７１
（令和元年９月２日以降に学級閉鎖等があったもの）

がん感染症疾病対策課

2020/2/27 2020/2/28 資料提供 新型コロナウイルス感染症の感染とその拡大防止のための県有施設の臨時休館等について 保健医療介護総務課

2020/2/28 資料提供 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業について 保健医療介護総務課

2020/2/28 2020/2/28 資料提供 第３回福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催について がん感染症疾病対策課

2020/2/28 資料提供
平成３１（令和元）年における福岡県内のHIV感染者・エイズ患者報告数等について
（令和２年２月２８日現在、速報値）

がん感染症疾病対策課

2020/2/28 2020/3/1 資料提供
３月１日～７日は「子ども予防接種週間」です
～県内の協力医療機関で土・日・平日夜間に予防接種を受けられます～

がん感染症疾病対策課

2020/2/28 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第８週（令和２年２月１７日～令和２年２月２３日）

がん感染症疾病対策課

2020/2/28 2020/2/29 資料提供
特定危険薬物の新規指定について
～４物質を特定危険薬物に指定～

薬務課

2020/3/2 資料提供 食中毒（疑い）が発生したので発表します 生活衛生課

2020/3/4 資料提供
福岡県内における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
「医療機関向け相談窓口の新設」及び「検査体制の強化」を行います

がん感染症疾病対策課

2020/3/5 資料提供 令和２年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について 医療保険課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/3/6 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第９週（令和２年２月２４日～令和２年３月１日）

がん感染症疾病対策課

2020/3/7 資料提供 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の下船者に対する健康観察の終了について がん感染症疾病対策課

2020/3/9 資料提供 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の保険適用について がん感染症疾病対策課

2020/3/10 資料提供 食中毒（疑い）が発生したので発表します 生活衛生課

2020/3/13 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第１０週（令和２年３月２日～令和２年３月８日）

がん感染症疾病対策課

2020/3/13 資料提供 食中毒（疑い）として資料提供した件について、その後の情報を提供します。 生活衛生課

2020/3/13 資料提供 カネミ油症に係る患者の認定等について 生活衛生課

2020/3/17 2020/3/17 資料提供
新型コロナウイルス感染症対策として、医療機関向けマスク及び手指消毒用エタノールの配布を開
始します

保健医療介護総務課

2020/3/19 資料提供
新型コロナウイルス感染症の感染とその拡大防止のための県主催イベント及び県有施設の３月２１
日以降の対応について

保健医療介護総務課

2020/3/19 資料提供 新型コロナウイルス感染症対策としてのマスクの確保状況 保健医療介護総務課

2020/3/19 資料提供 アリババ創業者の馬雲（ジャック・マー）氏からマスクの寄贈を受けました 保健医療介護総務課

2020/3/19 知事会見 福岡県内における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について がん感染症疾病対策課

2020/3/19 2020/3/19 資料提供 第４回福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催について がん感染症疾病対策課

2020/3/20 資料提供 福岡県内における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について（第２報） がん感染症疾病対策課

2020/3/21 2020/3/22 資料提供
大分県で発生した新型コロナウイルス感染症患者に関連したPCR検査を福岡県保健環境研究所で
実施します

がん感染症疾病対策課

2020/3/23 資料提供 腸管出血性大腸菌感染症の集団発生について がん感染症疾病対策課

2020/3/23 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第１１週（令和２年３月９日～令和２年３月１５日）

がん感染症疾病対策課

2020/3/24 2020/3/25 資料提供 中国・江蘇省からマスク５万枚を寄贈いただきます 保健医療介護総務課

2020/3/24 記者レク 福岡県内における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について がん感染症疾病対策課

2020/3/25 ブリーフィング ２４日に確認された新型コロナウイルス感染症の患者について（第２報） がん感染症疾病対策課

2020/3/25 資料提供 福岡県アレルギー疾患対策推進計画の策定について がん感染症疾病対策課

2020/3/25 ブリーフィング 福岡県医師確保計画及び福岡県外来医療計画の策定について 医師看護職員確保対策室

2020/3/25 ブリーフィング 福岡県医師確保計画及び福岡県外来医療計画の策定について 医療指導課

2020/3/26 2020/3/26 資料提供 新型コロナウイルス感染症対策として、医療機関等にマスクを配布します 保健医療介護総務課

2020/3/26 記者レク 福岡県内における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について がん感染症疾病対策課

2020/3/26 2020/3/26 資料提供
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部の設置に
ついて

がん感染症疾病対策課

2020/3/26 資料提供 ２４日に確認された新型コロナウイルス感染症の患者について（第３報） がん感染症疾病対策課

2020/3/27 資料提供
新型コロナウイルス感染症の感染とその拡大の防止のための県主催イベント及び県有施設の対応
について

保健医療介護総務課

2020/3/27 2020/3/27 資料提供 第５回福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催について がん感染症疾病対策課

2020/3/27 記者レク 福岡県内における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について（新型コロナ１３例目） がん感染症疾病対策課

2020/3/27 資料提供 ２６日に確認された新型コロナウイルス感染症の患者について（第２報） がん感染症疾病対策課

2020/3/27 資料提供 ２４日に確認された新型コロナウイルス感染症の患者について（第４報） がん感染症疾病対策課

2020/3/27 資料提供 LINE公式アカウントによる新型コロナウイルスに関するパーソナルサポートを本日から開催します がん感染症疾病対策課

2020/3/27 資料提供 新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として健康観察を行っている方の人数について がん感染症疾病対策課

2020/3/27 資料提供
福岡県感染症発生動向調査感染症週報
令和２年第１２週（令和２年３月１６日～令和２年３月２２日）

がん感染症疾病対策課

2020/3/27 2020/3/27 資料提供 新型コロナウイルス感染症対策として、高齢者施設等へ手指消毒液を配布します。 薬務課

2020/3/27 2020/3/30 資料提供 新型コロナウイルス感染症対策として、介護保険施設等へマスクの配布を開始します 介護保険課

2020/3/27 2020/3/30 資料提供 新型コロナウイルス感染症対策として、介護保険施設等へマスクの配布を開始します 高齢者地域包括ケア推進課

2020/3/28 知事会見
福岡県内における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について（新型コロナ２１例目，外出自粛
要請）

がん感染症疾病対策課

2020/3/29 資料提供 ２８日に確認された新型コロナウイルス感染症の患者の発生について（第２報） がん感染症疾病対策課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/3/29 記者レク 福岡県内における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について（新型コロナ２６例目） がん感染症疾病対策課

2020/3/31 記者レク 福岡県内における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について（新型コロナ３５、３６例目） がん感染症疾病対策課

2020/3/31 2020/3/31 資料提供 福岡県新型コロナウイルス感染症調整本部の設置について がん感染症疾病対策課

2020/3/31 資料提供 【部局会見追加資料】新型コロナウイルス感染症の患者発生について がん感染症疾病対策課

2020/3/31 2020/4/2 資料提供 株式会社愛しとーとが知事にアルコールハンドジェルを贈呈します 高齢者地域包括ケア推進課

福祉労働部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/10 2019/4/15 資料提供
県北部地区に県内２箇所目となる発達障がい児等療育支援事業所(医療連携型)を開設します～発
達障がい児（者）への療育支援の体制が強化されました～

障がい福祉課

2019/4/12 2019/6/8 資料提供
第４１回アビリンピック福岡２０１９の参加選手を募集します！
～障がいのある方が職場等で培った技能を競う舞台です！～

労働局
職業能力開発課

2019/4/16 2019/4/20 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第１回）を開催します！
～弁護士集中電話相談のお知らせ～

児童家庭課

2019/4/23 2019/4/27 資料提供 第９０回メーデーにおける知事・副知事の対応について
労働局
労働政策課

2019/4/24 資料提供
九州・山口共同インターンシップ参加者募集中
～九州・山口のリアルな”暮らし””仕事”を体感しませんか？～

労働局
労働政策課

2019/4/26 2019/5/8 資料提供
２０１９年度「児童福祉週間」期間中に啓発活動を実施します
～５月５日から５月１１日は児童福祉週間です～

子育て支援課

2019/4/26 資料提供 「ホームレスの実態に関する全国調査（福岡県分）」の概要について 保護・援護課

2019/5/10 2019/5/15 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第２回）を開催します！
～弁護士集中電話相談のお知らせ～

児童家庭課

2019/5/14 2019/5/17 資料提供 「高校教員と地元企業の交流会」を開催します
労働局
労働政策課

2019/5/16 資料提供 平成２９年７月九州北部豪雨災害にかかる義援金の第７次配分について 福祉総務課

2019/5/21 2019/5/24 資料提供
「福岡県７０歳現役社会推進協議会」開催
～高齢者が能力・知識・経験を活かして活躍できる「７０歳現役社会」の実現に向けて～

労働局
新雇用開発課

2019/5/28 2019/6/2 ブリーフィング 小川知事の被災地視察について 福祉総務課

2019/5/28 知事会見
７分野の合理的配慮ガイドブックを作成しました！
ふくおかバリアフリーマップを作成しました！

障がい福祉課

2019/5/31 2019/6/6 資料提供 民生委員・児童委員に対する厚生労働大臣特別表彰　伝達式について 福祉総務課

2019/5/31 2019/6/8 資料提供 第４１回アビリンピック福岡２０１９（福岡県障害者技能競技大会）を開催します！
労働局
職業能力開発課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 福祉総務課

2019/6/7 資料提供 引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費について 子育て支援課

2019/6/7 資料提供 引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費について 児童家庭課

2019/6/11 2019/6/14 資料提供
「シニアのためのおしごと無料相談デー」を開催します。
～福岡県・北九州市共催で初開催！！～

労働局
新雇用開発課

2019/6/11 2019/6/15 資料提供
「いきいきシニア就業相談会」を開催します。
～飯塚市本町商店街”１００縁市”と同日開催！！～

労働局
新雇用開発課

2019/6/17 2019/6/30 資料提供
「日曜労働相談会」を開催します
－日曜日に電話・来所で相談をお受けします！－

労働局
労働政策課

2019/6/17 資料提供 平成３０年度労働相談の状況について
労働局
労働政策課

2019/6/17 2019/6/20 資料提供 高齢者のためのしごと・ボランティア合同説明会を開催します。
労働局
新雇用開発課

2019/6/20 2019/6/27 資料提供
「合同会社説明会」を開催します
～令和２年３月大学等卒業予定者、３年以内既卒者及び４０代前半までの求職者が対象です～

労働局
労働政策課

2019/6/25 2019/7/1 資料提供
７月は「同和問題啓発強調月間」です！
～各種の啓発行事を実施します～

人権・同和対策局
調整課

2019/6/26 2019/7/1 資料提供 暑さを吹き飛ばす！「まごころ製品」販売会を開催します 障がい福祉課

2019/6/26 2019/11/15 資料提供 第３９回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）福岡県代表選手を募集します！！
労働局
職業能力開発課

2019/6/28 2019/7/1 資料提供
理容室アクセス　オオホリが知事に義援金を贈呈します
～平成２９年７月九州北部豪雨災害の被災地の復旧・復興を願って～

福祉総務課

2019/6/28 2019/7/3 資料提供 ２０１９年福岡県保育士等キャリアアップ研修（前期日程）を実施します 子育て支援課

2019/7/3 2019/7/4 資料提供
内浜保育園の皆さんが知事に義援金を贈呈します
～平成２９年７月九州北部豪雨災害の被災地の復旧・復興を願って～

福祉総務課

2019/7/5 2019/7/12 資料提供 障がいのある人を対象とした就職相談会を開催します
労働局
新雇用開発課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/7/10 資料提供
テレワークを活用した障がい者雇用に意欲がある企業を募集します！
～導入準備から職場定着までを専門家がサポート。モデル企業の実現に向けて～

労働局
新雇用開発課

2019/7/12 2019/7/17 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第４回）を開催します！
～弁護士集中電話相談のお知らせ～

児童家庭課

2019/7/16 2019/9/26 資料提供
♪子育ての頼れる味方、マイスター♪
「令和元年度ふくおか子育てマイスター認定研修会」の受講者を募集します！

子育て支援課

2019/7/17 2019/7/24 資料提供
第１４回若年者ものづくり競技大会福岡県選手団壮行会を開催します！
～福岡県の若者が日本一へ挑戦～

労働局
職業能力開発課

2019/7/23 資料提供 最低賃金の引上げ等に関する意見書を提出しました
労働局
労働政策課

2019/7/24 2019/8/9 資料提供 連合福岡から「２０１９年度　政策・制度要求」に対する申入れが行われます
労働局
労働政策課

2019/7/24 2019/9/4 資料提供
「テレワークによる障がい者雇用促進セミナー」参加者募集！！
～テレワーク導入で障がいのある人の働く機会拡大を～

労働局
新雇用開発課

2019/7/25 2019/7/30 資料提供 令和元年度福岡県児童福祉施設球技大会を開催！！ 児童家庭課

2019/7/26 知事会見 応急仮設住宅の供与期限について 福祉総務課

2019/7/26 2019/8/3 資料提供
九州最大規模！！福祉のしごと１６９事業所がお待ちしています！
～「福祉のしごと就職フェア２０１９ in FUKUOKA」を開催します～

福祉総務課

2019/7/26 2019/7/31 資料提供
第１４回若年者ものづくり競技大会が福岡県で初開催されます！
～全国から集結した総勢４４３名が技を競います～

労働局
職業能力開発課

2019/7/30 2019/8/1 資料提供
令和元年度「福岡障害者職業能力開発校」訓練生を募集します
～障害者校で、就職に向けた技能習得を～

労働局
職業能力開発課

2019/8/5 2019/8/10 資料提供 今年度も「出会い応援ステップアップセミナー」を開催します！ 子育て支援課

2019/8/8 2019/8/14 資料提供 全国戦没者追悼式及び福岡県戦没者追悼式について 保護・援護課

2019/8/9 2019/10/1 資料提供
地域の子育て支援を担う人材育成のため、「子育て支援員研修」を開催します！！
～受講生募集！！～

子育て支援課

2019/8/15 2019/8/19 資料提供 第６５回九州地区児童福祉施設球技大会を開催します！ 児童家庭課

2019/8/15 2019/8/22 資料提供
「おしごとフェスタin福岡２０１９」を開催します！
～技能の素晴らしさやものづくりの楽しさを伝えます！～

労働局
職業能力開発課

2019/8/21 2019/8/24 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第５回）を開催します！
～弁護士集中電話相談のお知らせ～

児童家庭課

2019/8/23 2019/8/30 資料提供 「ＵＩＪターン就職支援合同会社説明会」を開催します！ 労働局 労働政策課

2019/8/26 2019/9/4 資料提供
「テレワークによる障がい者雇用促進セミナー」を開催します！！
～テレワーク導入で障がいのある人の働く機会拡大を～

労働局
新雇用開発課

2019/8/27 2019/9/11 資料提供
「職場のハラスメント集中相談会」を開催します
－ひとりで悩まず、まずは相談を！相談は無料です－

労働局
労働政策課

2019/8/28 2019/9/1 資料提供
第２８回博多食文化の会ボランティア「美味しいものを食べて元気を出そう！」が開催されます
～児童福祉施設の子どもたちを料理人の皆さんがおもてなし～

児童家庭課

2019/8/28 資料提供
「令和元年度テレワークによる障がい者雇用促進サポートモデル事業」におけるモデル企業を決定し
ました！

労働局
新雇用開発課

2019/9/4 2019/10/16 資料提供
九州・山口キャリアCafѐ＠梅田～インターンシップ成果報告会～
参加者募集中！業界研究の方法を学べる就活ノウハウ講座も実施！

労働局
労働政策課

2019/9/6 2019/9/10 ブリーフィング
「福岡県立ち直りサポートセンター」を開設します
～再犯防止のため、福祉的支援が必要な起訴猶予者等への支援を開始します～

福祉総務課

2019/9/9 2019/10/19 資料提供
九州・山口キャリアCafé@銀座参加者募集中！
～インターンシップ生と社会人が語るリアルな九州・山口～

労働局
労働政策課

2019/9/9 2019/10/25 ブリーフィング
ふくおか人権ホットラインを開設します
～弁護士が無料で法律相談に応じます～

人権・同和対策局
調整課

2019/9/10 2019/9/17 資料提供
「福岡県外国人材受入企業相談窓口」を開設します
～外国人労働者を受け入れる企業のための個別相談や講習会を実施～

労働局
労働政策課

2019/9/11 2019/9/19 資料提供 高齢者のためのしごと・ボランティア合同説明会を開催します。
労働局
新雇用開発課

2019/9/11 2019/9/25 資料提供 障がいのある人を対象とした就職相談会を開催します
労働局
新雇用開発課

2019/9/12 資料提供
「福岡県働き方改革・地域活性化促進プロジェクト」がスタート！
～県内戦略産業分野の中小企業における働き方改革を進めます～

労働局
労働政策課

2019/9/13 2019/9/18 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第６回）を開催します！
～弁護士集中電話相談のお知らせ～

児童家庭課

2019/9/17 ブリーフィング
今年度から新たに、生活困窮世帯の子どもが大学進学を実現するための相談支援を開始
～家庭訪問等を通じ、進学実現に向けた助言や教材の提供を実施～

保護・援護課

2019/9/18 2019/10/5 資料提供
学習支援ボランティア研修会の参加者を募集します！
～ひとり親家庭のための学習支援ボランティア事業～

児童家庭課

2019/9/20 2019/10/3 資料提供 「働き方改革関連法説明会＆ハラスメント防止研修会」を開催します！
労働局
新雇用開発課

2019/9/25 2019/10/17 資料提供 あなたの”働き方”、見直しませんか？
労働局
労働政策課

2019/10/2 2019/10/9 資料提供
「大学等合同会社説明会」を開催します！
～地元企業１００社が集まる企業説明会です！～

労働局
労働政策課

2019/10/3 資料提供
♪地域の子育ての味方、ふくおか子育てマイスター♪
「ふくおか子育てマイスター活用の手引き」完成！

子育て支援課
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2019/10/7 資料提供 「～企業がはじめる～結婚応援ガイドブック」を作成！ 子育て支援課

2019/10/7 2019/10/30 資料提供 高齢者のためのしごと・ボランティア合同説明会を開催します。
労働局
新雇用開発課

2019/10/7 2019/11/21 資料提供
「九州・山口業界研究Meeting」参加者募集中
～講座＆社員との交流で業界＆九州・山口を知ろう！＠渋谷～

労働局
労働政策課

2019/10/9 2019/11/13 資料提供
「障がいのある人のための就職合同会社説明会」参加者募集！！
新しい働き方で就職しよう！～テレワークで働く、在宅就労～

労働局
新雇用開発課

2019/10/11 2019/10/11 資料提供
内閣総理大臣表彰受彰決定！
～令和元年度「安全安心なまちづくり関係功労者表彰」～

福祉総務課

2019/10/15 資料提供 「労働ふくおか」１０月号（２０１９No.４４６）について
労働局
労働政策課

2019/10/16 2019/10/16 資料提供 令和元年台風１９号災害義援金に御協力をお願いします 福祉総務課

2019/10/16 2019/10/19 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第７回）を開催します！
～弁護士集中電話相談のお知らせ～

児童家庭課

2019/10/16 2019/10/24 資料提供 令和元年度　障がい者雇用優良事業所・優秀勤労障がい者知事表彰の受賞者を決定しました！
労働局
新雇用開発課

2019/10/16 2019/10/31 資料提供
子育て女性応援企業と直接「会って」「聞いて」就職を目指しませんか？
－「子育て女性のための合同会社説明会＆就職支援セミナーin飯塚」を開催します－

労働局
新雇用開発課

2019/10/17 2019/10/17 資料提供
令和元年８月の前線に伴う大雨により被災した佐賀県並びに台風１５号により被災した千葉県及び
東京都への災害見舞金の贈呈について

福祉総務課

2019/10/18 2019/10/23 資料提供 児童相談所と警察が児童虐待防止のための合同研修を行います。 児童家庭課

2019/10/21 2019/10/27 資料提供 中国帰国者と地域の方々との「ふれあい交流事業」を実施します！ 保護・援護課

2019/10/21 資料提供
「話す（話しかける）」ことから始めよう！
「Talk　WLB」をキーワードにワーク・ライフ・バランス推進動画等を作成しました
～九州・山口ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーン～

労働局
新雇用開発課

2019/10/23 2019/10/26 資料提供
「久留米児童相談所一時保護所」を増築しました。
～施設見学会を開催します～

児童家庭課

2019/10/23 2019/10/29 資料提供
職業訓練受講生・一般求職者を対象とした「合同会社説明会」を開催します！
～地元企業２５社が集まる会社説明会です！～

労働局
労働政策課

2019/10/23 2019/11/15 知事会見
子育て応援宣言企業が７０００社を突破！
～宣言企業の育児休業取得も着実に向上～

労働局
新雇用開発課

2019/10/24 資料提供
１１月は「ふくおか・みんなで家族月間」！
－家族っていいね！子育てって楽しいね！－

子育て支援課

2019/10/24 2019/11/1 資料提供 ２０１９年度福岡県保育士等キャリアアップ研修（後期日程）を実施します 子育て支援課

2019/10/24 2019/10/31 資料提供
「大学等と地元企業の就職情報交換会」を開催します！
～県内・県外大学等と地元企業の出会いの場～

労働局
労働政策課

2019/10/25 2019/10/30 資料提供
令和元年福岡県社会福祉大会の開催について
～社会福祉功労者に対する県知事表敬を実施します～

福祉総務課

2019/10/25 2019/10/31 資料提供
令和元年度「安全安心なまちづくり関係功労者表彰」内閣総理大臣表彰受賞団体『NPO法人サンシャ
イン・ネットワーク』が知事に受賞報告を行います！

福祉総務課

2019/10/25 2019/10/30 資料提供 木下サーカス（株）による福岡公演福祉招待券の贈呈について 福祉総務課

2019/10/25 2019/10/31 資料提供
ひのグループが知事に義援金を贈呈します
～平成２９年７月九州北部豪雨災害の被災地の復旧・復興を願って～

福祉総務課

2019/10/25 2019/10/30 資料提供
～全国大会へ出場する県代表選手３１名を知事が激励～
技能五輪・アビリンピック２０１９福岡県選手団壮行会を開催します！

労働局
職業能力開発課

2019/10/28 2019/11/2 資料提供 令和元年度「拉致問題を考えるみんなの集い」を開催します 保護・援護課

2019/10/29 資料提供 平成３０年７月豪雨災害にかかる義援金の最終配分について 福祉総務課

2019/10/30 2019/11/7 資料提供 「高年齢者雇用管理セミナー」の参加者を募集します！
労働局
新雇用開発課

2019/11/1 2019/11/11 資料提供
令和元年度海外戦没者慰霊巡拝
福岡県ミャンマー戦没者慰霊巡拝団が出発します

保護・援護課

2019/11/1 2019/11/17 資料提供
「就活準備セミナー」参加者を募集中！
～人事担当者のホンネを聞こう～

労働局
労働政策課

2019/11/1 2019/11/6 資料提供 「新規高卒者就職面談会」を開催します
労働局
労働政策課

2019/11/1 2019/11/11 資料提供
「現代の名工」に本県から３名が選ばれました。
～令和元年度『卓越した技能者』の表彰対象者が決定～

労働局
職業能力開発課

2019/11/5 2019/11/21 資料提供
子育て女性応援企業と直接「会って」「聞いて」就職を目指しませんか？
－「子育て女性のための合同会社説明会＆就職支援セミナーin久留米」を開催します－

労働局
新雇用開発課

2019/11/7 2019/11/10 資料提供
令和元年度福岡県母子寡婦福祉大会が開催されます
－つなごう人の輪、守ろう地域の輪－

児童家庭課

2019/11/8 資料提供
♪子育ての頼れる味方、マイスター♪
「令和元年度ふくおか子育てマイスター認定研修会」の受講者を募集します！

子育て支援課

2019/11/8 2019/11/10 資料提供
「日曜労働相談会」を開催します
－日曜日に電話・来所で相談をお受けします！－

労働局
労働政策課

2019/11/11 2019/11/14 資料提供
男声合唱団ジョイフル・スーベニールが知事に義援金を贈呈します
～平成２９年７月九州北部豪雨災害被災地の復旧・復興を願って～

福祉総務課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/11/14 2019/11/28 資料提供
生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム
≪高年齢者雇用管理セミナー≫の参加者を募集します！

労働局
新雇用開発課

2019/11/14 2019/11/21 資料提供
福岡県版「現代の名工」（優秀技能者）を表彰します！
～福岡県職業能力開発促進大会を開催～

労働局
職業能力開発課

2019/11/15 2019/11/22 資料提供
援護功労者への県知事表彰及び感謝状の贈呈を行います
－令和改元記念第６８回福岡県戦没者遺族大会内で実施－

保護・援護課

2019/11/15 2019/11/20 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第８回）を開催します！
～弁護士集中電話相談のお知らせ～

児童家庭課

2019/11/15 2019/11/20 資料提供 令和元年度福岡県勤労者知事表彰式について
労働局
労働政策課

2019/11/26 2019/11/26 資料提供 第４２期福岡県労働委員会委員の任命について
労働局
労働政策課

2019/11/27 2019/12/4 資料提供 令和元年度「人権週間」行事を実施します
人権・同和対策局
調整課

2019/11/28 2019/12/2 資料提供 令和元年度民生委員・児童委員厚生労働大臣委嘱状伝達式について 福祉総務課

2019/11/29 2019/12/9 資料提供 障がいのある人への合理的配慮に関する事業者向け研修を始めます！ 障がい福祉課

2019/11/29 2019/12/2 資料提供
「まごころ製品」販売会を開催
－１２月３日から９日は障害者週間です－

障がい福祉課

2019/11/29 2019/12/2 資料提供 就職氷河期世代支援「ふくおかプラットフォーム」第１回会議を開催します
労働局
労働政策課

2019/12/2 2019/12/7 資料提供
「農福連携マルシェ２０１９」を開催！
～障がいのある方がつくった新鮮な野菜や農産加工品などが県内各地から大集合！～

障がい福祉課

2019/12/2 2020/1/24 資料提供
特別支援学校「技能見学会」及び企業と教職員との「交流会」を開催します
～職業技能を企業の皆様の前で披露！～

労働局
新雇用開発課

2019/12/2 資料提供 令和２年度「福岡県立高等技術専門校」入校生募集！
労働局
職業能力開発課

2019/12/16 2019/12/16 資料提供 「子育て応援パスポートアプリ」の配信をスタートします！ 子育て支援課

2019/12/18 2019/12/21 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第９回）を開催します！
～弁護士集中電話相談のお知らせ～

児童家庭課

2019/12/20 資料提供 令和元年台風１９号により被災した都県への災害見舞金の贈呈について 福祉総務課

2019/12/24 資料提供 技能五輪・アビリンピック２０１９において福岡県代表選手が５名入賞！！！
労働局
職業能力開発課

2020/1/9 2020/1/15 資料提供
第７回福岡県「まごころ製品」大規模販売会を開催します！！
～約１，３００種類、６０，０００点を超える「まごころ製品」が大集合～

障がい福祉課

2020/1/9 2020/1/15 資料提供 福岡県障がい者差別解消推進功績者表彰の受賞者が決定しました 障がい福祉課

2020/1/9 2020/1/16 資料提供 令和元年度福岡県沖縄地域戦没者慰霊巡拝団が出発します。 保護・援護課

2020/1/10 2020/1/15 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第１０回）を開催します！
～弁護士集中相談のお知らせ～

児童家庭課

2020/1/14 資料提供 「労働ふくおか」１月号（２０２０No.４４７）について
労働局
労働政策課

2020/1/14 2020/2/11 資料提供
「九州・山口しごとフェスタ～業界研究会～」参加者募集中
東京で九州・山口各県を代表する企業約１３０社と会える特別な１日！

労働局
労働政策課

2020/1/15 2020/1/30 資料提供
７０歳現役社会の実現を目指すシンポジウム～戦略的な視点で考えるシニア人材の積極活用～を開
催します！

労働局
新雇用開発課

2020/1/16 2020/2/4 資料提供 ウーマンワークカフェ北九州　女性の「はたらく」応援フェスタ　開催！
労働局
新雇用開発課

2020/1/21 2020/1/23 資料提供
～西洋料理の舞台の最高峰に本県出身のシェフが出場～
世界料理オリンピック出場シェフが知事に出場報告を行います！

労働局
職業能力開発課

2020/1/23 2020/1/30 資料提供 一般社団法人生命保険協会　福岡協会から筑後地区の児童福祉施設へ物品を寄贈します！ 児童家庭課

2020/1/23 2020/2/5 資料提供 あなたの”働き方”、見直しませんか？
労働局
労働政策課

2020/2/3 2020/2/8 資料提供
九州最大規模！！福祉のしごと１６８事業所がお待ちしています！
～「福祉のしごと就職フェア２０２０ in FUKUOKA」を開催します～

福祉総務課

2020/2/4 2020/2/20 資料提供 高齢者のためのしごと・ボランティア合同説明会を開催します。
労働局
新雇用開発課

2020/2/6 2020/2/13 資料提供
令和元年度　第１回福岡県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 児童虐待事例等検証部会を開催
します

児童家庭課

2020/2/6 資料提供 令和２年度「福岡県立高等技術専門校」入校生募集！
労働局
職業能力開発課

2020/2/7 2020/2/16 資料提供 令和元年度「ふくおか”きずな”フェスティバル」の開催について 福祉総務課

2020/2/7 2020/2/10 資料提供 こくみん共済coopによるなわとび・長なわとびの贈呈について 子育て支援課

2020/2/7 2020/4/5 資料提供
４月２日は世界自閉症啓発デー　４月２日から８日は発達障害啓発週間です
～４月５日の発達障がい啓発講演会参加者募集中～

障がい福祉課

2020/2/7 2020/2/14 資料提供
令和元年度海外戦没者慰霊巡拝
福岡県グァム・サイパン戦没者慰霊巡拝団が出発します

保護・援護課

2020/2/10 2020/2/19 資料提供 令和元年度民生委員児童委員セミナーの開催について 福祉総務課

2020/2/12 2020/2/21 資料提供
子育て女性応援企業と直接「会って」「聞いて」就職を目指しませんか？
－「子育て女性のための合同会社説明会＆就職支援セミナーin福岡」を開催します－

労働局
新雇用開発課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/2/13 2020/2/15 資料提供
養育費・ひとり親１１０番（第１１回）を開催します！
～弁護士集中電話相談のお知らせ～

児童家庭課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 福祉総務課

2020/2/14 2020/2/18 資料提供 優良民間社会福祉事業団体・施設に対する天皇誕生日に際しての御下賜金の伝達について 福祉総務課

2020/2/18 2020/2/21 資料提供
十日恵比須神社が知事に義援金を贈呈します
～平成２９年７月九州北部豪雨災害の被災地の復旧・復興を願って～

福祉総務課

2020/2/18 2020/2/19 資料提供
「解雇・雇止め集中相談会」を開催します
－相談無料、予約不要、秘密厳守、弁護士と連携－

労働局
労働政策課

2020/2/28 2020/2/28 資料提供 新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口の開設について
労働局
労働政策課

2020/3/13 2020/3/18 資料提供 養育費・ひとり親１１０番（第１２回）を開催します！～弁護士集中電話相談のお知らせ～ 児童家庭課

2020/3/17 2020/3/17 資料提供
新型コロナウイルス感染症対策として、医療機関向けマスク及び手指消毒用エタノールの配布を開
始します

障がい福祉課

2020/3/19 資料提供 新型コロナウイルス感染症対策としてのマスクの確保状況 福祉総務課

2020/3/19 2020/3/23 資料提供
新型コロナウイルス感染症対策として、届出保育施設、児童養護施設、障がい者施設等にマスクを
配付します。

福祉総務課

2020/3/19 資料提供 平成２９年７月九州北部豪雨災害義援金の募集期間を延長します 福祉総務課

2020/3/19 2020/3/23 資料提供
新型コロナウイルス感染症対策として、生活福祉資金の特例貸付を開始
～３月２３日（月）から、各市町村社会福祉協議会で受付を開始します～

保護・援護課

2020/3/30 知事会見
増加する児童虐待に対応するため、県内６児童相談所の体制を強化
～４月１日から児童福祉司等の３０名増員とともに、組織を見直し～

児童家庭課

2020/3/30 資料提供
令和元年（２０１９年）労働組合基礎調査（福岡県内）の結果について
―労働組合組織率１７．３％　前年に比べ０．１ポイント上昇―

労働局
労働政策課

環境部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/4 2019/4/11 資料提供
イオン店舗におけるフードドライブを開始！キックオフイベントを開催します！～フードドライブに参加
して「もったいない」を「ありがとう」に変えませんか？～

循環型社会推進課

2019/4/5 資料提供 安定型最終処分場における定期転削調査の結果について 監視指導課

2019/4/9 2019/4/17 資料提供 （株）カステラ本家福砂屋から(一社)福岡県フードバンク協議会へ寄付金を贈呈します！ 循環型社会推進課

2019/4/11 資料提供
ベトナムにおけるJICA草の根技術協力事業の採択について
―ハノイ市に続きベトナム・フエ省で「福岡方式処分場」の整備を支援―

環境政策課

2019/4/11 2019/4/17 資料提供
福岡県から１団体が環境大臣賞を受賞しました！
～平成３１年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰～

自然環境課

2019/4/15 2019/4/18 資料提供 平成２９年７月九州北部豪雨に伴う災害廃棄物処理に係る知事感謝状の贈呈について 廃棄物対策課

2019/4/19 2019/4/25 資料提供
福岡県地球温暖化防止活動推進員の委嘱状交付式
～地球温暖化防止に向けた家庭・地域での取組みをサポート！～

環境保全課

2019/4/26 2019/5/11 資料提供
バードウォッチングを体験しませんか
～５月１０日から５月１６日は「愛鳥週間」です～

自然環境課

2019/5/7 2019/5/12 資料提供
福岡県から２名が環境大臣賞を受賞しました！
～２０１９年度愛鳥週間野生生物保護功労者表彰～

自然環境課

2019/5/10 2019/5/18 資料提供
九州地域循環共生圏シンポジウムが開催されます
～豊かで活力あふれる地域主導の脱炭素化・ＳＤＧｓ構想～

環境政策課

2019/5/23 資料提供 光化学オキシダント注意報発令(５月２３日) 環境保全課

2019/5/23 資料提供 光化学オキシダント注意報の全部解除(５月２３日) 環境保全課

2019/5/24 2019/6/3 資料提供
６月は環境月間です！！
エルガーラ・パサージュ広場でキックオフイベントを開催します！

環境政策課

2019/5/24 2019/6/5 資料提供 「環境月間ロビー展」を開催します！！ 環境政策課

2019/5/24 資料提供 光化学オキシダント注意報発令（５月２４日１２時１５分） 環境保全課

2019/5/24 資料提供 光化学オキシダント注意報を発令しました。（５月２４日１３時１５分） 環境保全課

2019/5/24 資料提供 光化学オキシダント注意報を発令しました。（５月２４日１４時１５分） 環境保全課

2019/5/24 資料提供 光化学オキシダント注意報発令（５月２４日１５時１５分） 環境保全課

2019/5/24 資料提供 光化学オキシダント注意報を全部解除しました。（５月２４日１９時１５分） 環境保全課

2019/5/27 2019/6/25 資料提供
令和元年度　福岡県リサイクル総合研究事業化センター研究成果発表会を開催します！
～「未来　Innovation in 九州 2019」とタイアップ！！研究成果のブース展示も行います～

循環型社会推進課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/5/30 2019/6/6 資料提供
令和元年度「環境保全功労者知事表彰」及び「循環型社会形成推進功労者知事表彰」の表彰式を開
催します！

環境政策課

2019/5/30 2019/6/6 資料提供
令和元年度「環境保全功労者知事表彰」及び「循環型社会形成推進功労者知事表彰」の表彰式を開
催します！

循環型社会推進課

2019/5/30 2019/6/12 資料提供
産業廃棄物の不法投棄を空から監視！
～ヘリコプターによる「スカイパトロール」を実施します～

監視指導課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 環境政策課

2019/6/4 2019/6/12 資料提供
福岡県の４件が環境大臣賞を受賞！
～令和元年度「地域環境保全功労者」及び「地域環境美化功績者」表彰～

環境政策課

2019/6/4 2019/6/11 資料提供
福岡県庁舎にグリーンカーテンを設置します
～６月１１日（火）にグリーンカーテン設置セレモニーを行います～

環境保全課

2019/6/7 2019/6/15 資料提供
「保健・環境フェア２０１９」を開催します！！
～健康と快適な環境を守るために～

環境政策課

2019/6/10 2019/6/10 資料提供 産業廃棄物処分業者に対する行政処分について 監視指導課

2019/6/10 2019/6/28 資料提供 「エコアクション２１導入セミナー」を開催します 環境保全課

2019/6/12 資料提供 令和元年度海水浴場水質及び放射能調査結果（遊泳期間前）について 環境保全課

2019/6/26 2019/8/1 資料提供
「夏休み親子リサイクル探検隊」隊員募集中！
～児童の皆さん！夏休みに３Rを考えてみませんか～

循環型社会推進課

2019/7/16 2019/7/27 資料提供
「夏休み子ども自然観察会in千石峡」を開催します！
～身近な自然を探検して、ワクワクを見つけよう！～

環境政策課

2019/7/16 2019/8/1 資料提供
「京築生きもの探検隊２０１９」を開催します！
～体感！川と海が育む多様ないのちとふしぎを学ぼう！～

環境政策課

2019/7/17 2019/7/24 資料提供 令和元年度第１回福岡県環境審議会を開催します 環境政策課

2019/7/19 2019/8/8 資料提供
「省エネ経営フォーラム」を開催します
～省エネ経営で収益力アップ！～

環境保全課

2019/7/19 2019/7/25 資料提供 「県産認定リサイクル製品（愛称：ふくくる）」　第８回認定申請の受付を開始します！！ 循環型社会推進課

2019/7/25 2019/8/7 資料提供
産業廃棄物の不法投棄を空から監視！
～ヘリコプターによる「スカイパトロール」を実施します～

監視指導課

2019/7/26 2019/8/3 資料提供
令和元年度「星空の街・あおぞらの街」全国協議会表彰
～県内では３年ぶりに「リフレスおおむた」が受賞～

環境保全課

2019/7/31 2019/10/1 資料提供
マイバッグキャンペーン参加店舗を募集します！
～マイバッグの持参をＰＲして、レジ袋の削減を推進～

循環型社会推進課

2019/8/1 2019/8/7 資料提供 「福岡県気候変動適応センター」を新たに設置します 環境保全課

2019/8/16 2019/8/23 資料提供
「環境保全団体交流会」を開催します！
～生物多様性を守るために、一人ひとりにできること～

環境政策課

2019/8/16 2019/8/30 資料提供
（一社）福岡県フードバンク協議会「設立記念シンポジウム」が開催されます！
～設立記念シンポジウムの参加者を募集します～

循環型社会推進課

2019/8/22 資料提供 令和元年度地下水概況調査の結果について 環境保全課

2019/8/23 2019/9/12 資料提供
「省エネ補助金セミナー」の参加者を募集します！！
～運輸・工場　部門別に開催～

環境保全課

2019/8/29 2019/9/4 資料提供
令和元年度
第１回福岡県気候変動適応推進協議会を開催します

環境保全課

2019/9/9 資料提供 佐賀県内で発生した災害廃棄物の受入れ決定について 廃棄物対策課

2019/9/11 2019/9/19 資料提供 令和元年度福岡県・福岡市産業廃棄物排出事業者講習会を開催します 監視指導課

2019/9/13 資料提供 容器包装リサイクル法に基づく「福岡県第９期分別収集促進計画」を策定しました！ 循環型社会推進課

2019/9/13 資料提供 佐賀県内で発生した災害廃棄物の受入れ決定について 廃棄物対策課

2019/9/18 資料提供
令和元年度循環型社会形成推進功労者等
環境大臣表彰の福岡県受賞者について

廃棄物対策課

2019/9/24 2019/10/27 資料提供
「スポGOMI　福岡生の松原海岸大会」開催！
～海岸の清掃活動イベントへの参加を募集します～

廃棄物対策課

2019/9/24 2019/9/28 資料提供
福岡県から１名が環境大臣賞を受賞！
～令和元年度自然公園関係功労者環境大臣表彰～

自然環境課

2019/9/25 2019/10/8 資料提供
産業廃棄物の不法投棄を空から監視！
～ヘリコプターによる「スカイパトロール」を実施します～

監視指導課

2019/9/27 資料提供
福岡県認定リサイクル製品が４２８製品になりました！
～福岡県リサイクル製品認定制度　第２７回の製品認定～

循環型社会推進課

2019/9/27 2019/10/1 資料提供
～プラスチックごみ削減に向けて、２，７０７店が参加～
１０月はマイバッグキャンペーン強化月間！！

循環型社会推進課

2019/9/30 2019/10/16 資料提供
今年から１０月は「食品ロス削減月間」・１０月３０日は「食品ロス削減の日」
～１０月は食品ロス削減に取り組んでみましょう！～

循環型社会推進課

2019/10/2 2019/10/11 資料提供
「省エネセミナーinエコテクノ」の参加者を募集します！
～エコテクノ２０１９内で開催～

環境保全課

2019/10/7 資料提供 産業廃棄物処分業者に対する行政処分について 監視指導課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/10/9 2019/10/16 資料提供
福岡県食品ロス削減推進協議会・フードバンク活動普及促進分科会合同会議を開催します
－食品ロス削減に向け県民運動を推進しています－

循環型社会推進課

2019/10/16 資料提供
福岡広域都市計画道路１・４・１－３号　都市高速道路３号線延伸事業に係る
環境影響評価準備書に対する福岡県知事の意見について

自然環境課

2019/10/18 2019/10/26 資料提供 「こどもエコ体験＆自然かんさつ塾」を開催します！ 環境政策課

2019/10/18 資料提供
県産認定リサイクル製品「ふくくる」に新たに１５製品を認定しました！
～福岡県県産リサイクル製品認定制度　第８回の製品認定～

循環型社会推進課

2019/10/18 2019/11/9 資料提供
「初心者向け！親子ハイク」の参加者を募集します！
～親子で豊かな自然にふれあい、心身ともにリフレッシュしませんか～

自然環境課

2019/10/24 2019/10/30 資料提供 大学生、子ども達とハロウィンを模したフードドライブイベントを実施します！ 循環型社会推進課

2019/10/25 2019/11/1 資料提供 イオン九州株式会社による「福岡県環境保全基金」への寄附金贈呈式を実施します！ 環境政策課

2019/10/25 2019/11/15 資料提供
「企業向け省エネ補助金相談会」を開催します！！
～補助制度申請における悩み・問題を解決～

環境保全課

2019/10/25 2019/10/28 資料提供 県庁内で使い捨てプラスチック使用削減に向けた取組み開始！ 循環型社会推進課

2019/10/28 2019/10/29 資料提供 令和元年度循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰を福岡県の団体が受賞しました 循環型社会推進課

2019/10/29 2019/11/20 資料提供 令和元年度環境美化推進功労者等知事表彰受賞者について 廃棄物対策課

2019/10/30 資料提供 安定型最終処分場における定期掘削調査の結果について 監視指導課

2019/11/1 2019/11/8 資料提供 令和元年度第２回福岡県環境審議会を開催します 環境政策課

2019/11/1 資料提供 「県産認定リサイクル製品（愛称：ふくくる）」第９回認定申請の受付を開始します！！ 循環型社会推進課

2019/11/12 2019/11/15 資料提供
㈱西日本シティ銀行から（一社）福岡県フードバンク協議会へ寄付金を贈呈します！
～子ども食堂を応援する企業から私募債の一部を寄付していただきます～

循環型社会推進課

2019/11/15 2019/11/18 資料提供
福岡県「食品ロス削減」ポスターコンテスト入賞者が決定しました！
～１１月１８日から県庁ロビーなどで入賞作品の展示を開始します～

循環型社会推進課

2019/11/19 2019/11/26 資料提供 不法投棄防止啓発パトロール出発式について 監視指導課

2019/11/20 ブリーフィング 産業廃棄物処分業者に対する行政処分について 監視指導課

2019/11/22 2019/12/5 資料提供
「企業向け省エネ・節電講座」の参加者を募集します！
～主要エネルギー使用設備の省エネ手法～

環境保全課

2019/11/29 資料提供 福岡県産業廃棄物税条例の検証結果について 循環型社会推進課

2019/12/3 資料提供 「食べもの余らせん隊」の登録に関する株式会社インフォマートの協力が始まりました！ 循環型社会推進課

2019/12/13 資料提供
第２０回環境美化教育優良校等表彰について
～田川市立伊田小学校が優秀校として協会会長賞を受賞～

廃棄物対策課

2019/12/16 資料提供 令和元年版環境白書ができました！ 環境政策課

2019/12/17 資料提供
県職員へのレジ袋の原則配布廃止等により１１月の１ヶ月間でレジ袋約４万枚相当の使い捨てプラス
チック削減！

循環型社会推進課

2020/1/7 2020/1/17 資料提供
「企業向け省エネ・節電セミナー」の参加者を募集します！
～エネルギー政策の最新動向と省エネ実践セミナー～

環境保全課

2020/1/10 2020/1/20 資料提供 省エネ・省資源に取り組む「エコファミリー」・「エコ事業所」を表彰します 環境保全課

2020/1/14 2020/1/17 資料提供
産学官民連携のプラットフォーム「ふくおか３Rメンバーズ」を設立！
～３Rに関する新規事業の創出、共同研究やビジネスパートナー探しを支援します～

循環型社会推進課

2020/1/15 資料提供
マイバッグキャンペーン　１０月の１ヶ月間で過去最高のレジ袋約３，７７５万枚削減
～県民ひとり当たり７．３６枚のレジ袋削減！～

循環型社会推進課

2020/1/15 2020/2/7 資料提供
「令和元年度浄化槽シンポジウム福岡」を開催します
～人口減少時代に向けた持続可能な生活排水処理計画について～

廃棄物対策課

2020/1/17 2020/1/24 資料提供 令和元年度第３回福岡県環境審議会を開催します 環境政策課

2020/1/22 2020/3/28 資料提供
福岡県「食品ロス削減」親子クッキング教室参加者募集！
～普段捨てている食材の部位を活用したレシピを使って、家庭でできる食品ロス削減を親子で体験
～

循環型社会推進課

2020/1/30 2020/2/6 資料提供
医療系廃棄物の適正処理を！
～令和元年度（２０２０年）福岡県産業廃棄物排出事業者講習会を開催します～

監視指導課

2020/2/5 2020/2/12 資料提供 福岡県公害審査会会議の開催について 自然環境課

2020/2/7 資料提供 安定型最終処分場における定期掘削調査の結果について 監視指導課

2020/2/12 資料提供
県産認定リサイクル製品「ふくくる」に新たに１６製品を認定しました！
～福岡県県産リサイクル製品認定制度　第９回の製品認定～

循環型社会推進課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 環境政策課

2020/2/14 2020/2/21 資料提供 令和元年度第２回福岡県気候変動適応推進協議会を開催します 環境保全課

2020/2/21 2020/2/24 資料提供
家庭向けの食品ロス削減啓発ＣＭを制作しました！
－食品ロス削減推進のため家庭向けの啓発ＣＭを小売店で放映します－

循環型社会推進課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/2/21 2020/2/28 資料提供
福岡県食品ロス削減推進協議会を開催します！
－食品ロス削減に向け県民運動を推進しています－

循環型社会推進課

2020/2/28 2020/3/1 資料提供
ふくおかエコファミリー応援アプリ「エコふぁみ」配信開始します！
～地球にやさしいこと　楽しみながら　みんなで　始めよう～

環境保全課

2020/2/28 資料提供
福岡県認定リサイクル製品が４２６製品になりました！
～福岡県リサイクル製品認定制度　第２８回の製品認定～

循環型社会推進課

2020/3/18 2020/3/25 資料提供 ～第１回災害廃棄物処理計画専門委員会を開催します～ 廃棄物対策課

2020/3/23 2020/3/30 資料提供
マックスバリュ九州株式会社及び株式会社レッドキャベツによるこどもエコクラブへの寄贈品贈呈式を
開催します
～イオン　幸せの黄色いレシートキャンペーンによる寄贈～

環境政策課

2020/3/30 2020/4/27 資料提供
新規事業！使用済みプラスチックの高度なリサイクル施設を整備する事業を募集します！
～令和２年度福岡県使用済みプラスチックリサイクル施設整備費補助事業～

循環型社会推進課

商工部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/1 資料提供
中小企業が行う新たなサービスの開発・提供につながる取り組みを支援します！～平成３１年度「福
岡県中小企業経営革新サービス開発等支援補助金」の募集を開始！～

新事業支援課

2019/4/1 資料提供
ものづくり中小企業の新技術・新製品の試作開発を助成します～平成３１年度福岡県ものづくり中小
企業新製品開発支援補助事業の募集を開始します！～

中小企業技術振興課

2019/4/5 2019/4/8 資料提供 平成３１年４月２７日から５月６日までの１０連休に係る中小企業金融相談窓口を開設します 中小企業振興課

2019/4/11 2019/4/15 資料提供
九州大学発ベンチャー「メドメイン(株)」が小川知事を表敬訪問します！
～「起業家万博」で最高賞である総務大臣賞を獲得～

新産業振興課

2019/4/11 2019/4/12 資料提供 福岡県観光WEBサイト「クロスロードふくおか」フォトギャラリーを刷新！ 観光局　観光振興課

2019/4/12 資料提供
平成３０年７月豪雨に係る「セーフティーネット保証４号（突発的災害（自然災害等））」の地域指定が
延長されます。

中小企業振興課

2019/4/16 2019/4/18 資料提供
Ｒｕｂｙ技術者による最大級の国際会議「ＲｕｂｙＫａｉｇｉ２０１９」がいよいよ始まります！
～初日の１８日（木）には小川知事が登壇、歓迎挨拶を行います～

新産業振興課

2019/4/18 2019/4/19 資料提供
スバル３６０レストア車　お披露目！
～全国を周遊しているスバル３６０レストア車が県庁訪問～

自動車産業振興室

2019/4/24 2019/4/26 資料提供
平成３０年度重点事業　家具ブランド力高度化支援事業にて開発した新製品の家具の発表会を行い
ます！～(株)丸仙工業、(株)辻製作所の新製品が完成～

中小企業技術振興課

2019/4/25 資料提供 消費税の転嫁拒否、転嫁阻害行為等に関する「情報受付窓口」をお知らせします。 中小企業振興課

2019/4/26 2019/5/16 資料提供
北部九州自動車産業アジア先進拠点推進フォーラム開催！！
～開発・設計から生産までを担える拠点として、さらなる成長を目指して～

自動車産業振興室

2019/4/26 2019/5/10 資料提供
「ＮＩＰＰＯＮ　ＯＭＩＹＡＧＥ　ＡＷＡＲＤ」で福岡県の商品が初めて最高賞に輝きました！
「有限会社　奈良漬さろん安部」が知事を表敬訪問します

観光局　観光政策課

2019/5/8 資料提供
県南地域初の水素ステーション整備が決定！
～さらなるＦＣＶの普及へ～

自動車産業振興室

2019/5/8 2019/5/22 資料提供 takagi presents TGC KITAKYUSHU 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION記者発表会について 観光局　観光振興課

2019/5/10 2019/5/13 資料提供 福岡よかもんひろばで新元号「令和」を記念して「令和モチーフの工芸品等」を展示します！ 観光局　観光政策課

2019/5/10 2019/5/20 資料提供
県庁１１階「福岡よかもんひろば」令和元年度企画展第１弾
「花あふれるふくおか展」を開催します！
～ふくおかの花を見て、触れて、体験して、癒されよう！～

観光局　観光政策課

2019/5/14 2019/5/20 資料提供 令和元年度福岡県ベンチャービジネス支援協議会総会・福岡ベンチャークラブ総会を開催します 新事業支援課

2019/5/21 資料提供
４年連続で全国１位！
～「福岡県よろず支援拠点」の平成３０年度の来訪相談者数が、４年連続で全国１位～

中小企業振興課

2019/5/21 2019/5/22 資料提供
タイＴｏＰＣＡＴＳ（トップケッツ）参加者代表が小川知事を表敬訪問します！
～タイの主要企業経営者層約１００名が福岡へ！～

新事業支援課

2019/5/21 2019/5/24 資料提供
工業技術センターインテリア研究所に「家具試作、評価支援ラボ」を開設！
－県内中小企業の木工製品（家具関係）の試作開発、評価を支援します－
－５月２４日、開設式典および開設記念講演を開催－

中小企業技術新興課

2019/5/27 2019/6/3 資料提供 「福岡水素エネルギー戦略会議　総会・講演会」を開催します！ 新産業振興課

2019/5/29 2019/6/12 資料提供
今日より明日へ継ぐ
第２３回『女性伝統工芸士展～作家とともに～』開催！

観光局　観光政策課

2019/5/31 2019/6/7 資料提供
福岡県産業デザイン協議会
総会・特別講演を開催します！！

新事業支援課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 商工政策課

2019/6/7 2019/6/12 資料提供
株式会社安川電機が３回目のグリーンアジア国際戦略総合特区指定法人に！
６月１２日（水）に法人指定書交付式を行います。
～総合特区制度を活用した設備投資額は３，０７０億円に～

産業特区推進室

2019/6/7 2019/6/13 資料提供 福岡県知事指定特産工芸品「籃胎漆器」が東京２０２０公式ライセンス商品として販売開始！ 観光局　観光政策課

2019/6/13 2019/6/21 資料提供
総務省「統一QR「JPQR」普及事業」を実施！
～６月２１日から県内２７会場で店舗向け説明会を開催します～

商工政策課

2019/6/26 2019/7/4 資料提供
愛宕神社が夏の縁起物「ほおずき」を知事に贈呈します
～愛宕神社の巫女がほおずきちゃんとともに訪問～

観光局　観光振興課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/6/28 2019/7/4 資料提供
わっしょい百万夏まつり振興会が服部副知事を表敬訪問します
～北九州看板娘が「わっしょい百万夏まつり」をＰＲ～

観光局　観光振興課

2019/7/2 2019/7/9 資料提供 福岡県工業技術センタークラブ　「２０１９年度先端技術シンポジウム」を開催 中小企業技術振興課

2019/7/5 2019/7/10 資料提供 博多祇園山笠千代流が県庁にやってきます！ 観光局　観光振興課

2019/7/8 資料提供
ものづくり中小企業の新技術・新製品の試作開発を助成します
～令和元年度福岡県ものづくり中小企業新製品開発支援補助事業（２次募集）の募集を開始しま
す！～

中小企業技術振興課

2019/7/10 資料提供 株式会社ＴＭＪの新拠点開設について 企業立地課

2019/7/18 2019/7/22 資料提供
鉄道企画展「列車で行こう！福岡の旅」を開催します！
～好奇心ときめく福岡県のローカル鉄道～

観光局　観光政策課

2019/7/22 2019/7/29 資料提供 「福岡県航空機産業振興会議」総会・講演会を開催します！！ 企業立地課

2019/7/23 2019/8/2 資料提供
「２０１９年度福岡県バイオ産業拠点推進会議総会」を開催します
～細胞を透明化する技術で世界的に注目されている上田先生の特別講演も開催～

新産業振興課

2019/7/23 2019/7/30 資料提供
ノーベル物理学賞受賞　天野教授ご登壇！！！
福岡県ロボット・システム産業振興会議
令和元年度定期総会・講演会・交流会を開催

新産業振興課

2019/7/23 2019/9/22 資料提供
「キッズエンジニアin九州」～クルマの技術を体験しよう～
９月２２日（日）に福岡で初開催！参加する親子を募集します！

自動車産業振興室

2019/7/25 2019/8/1 資料提供 「ふくおか観光地域リーダー共創塾」開講に伴うキックオフセミナーを開催します！ 観光局　観光政策課

2019/7/26 2019/8/3 資料提供 総務省「統一ＱＲ「ＪＰＱＲ」普及事業」キックオフイベントを開催！ 商工政策課

2019/7/31 資料提供 プレミアム付き地域商品券の予約受付開始（８月分）について 中小企業振興課

2019/7/31 2019/8/1 資料提供
～福岡ローカル鉄道＆福岡よかもんひろば～
「列車で行こう！福岡の旅」スタンプラリーを開催します！

観光局　観光政策課

2019/8/1 資料提供 「福岡よかとこビジネスプランコンテスト２０１９」募集開始のお知らせ 新事業支援課

2019/8/1 2019/8/9 資料提供
「福岡の味のポテトチップス」第３弾が発売されます！
～カルビー株式会社が服部副知事に新商品を贈呈～

観光局　観光政策課

2019/8/6 2019/8/8 資料提供
福岡モーターショー２０１９開催決定へ！
～モーターショー実行委員会が発足～

自動車産業振興室

2019/8/6 2019/8/26 資料提供 ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会
福岡開催直前インバウンドセミナーの開催について

観光局　観光振興課

2019/8/7 資料提供 北九州市長の宿泊税導入方針の表明に対する福岡県知事コメント 観光局　観光政策課

2019/8/15 2019/8/16 ブリーフィング 知事と北九州市長とのトップ会談について 観光局　観光政策課

2019/8/28 資料提供
令和元年８月２７日からの大雨で被災された中小企業の皆様へ
～「令和元年８月２７日からの大雨に係る金融相談窓口」を設置しました～

中小企業振興課

2019/8/30 資料提供 プレミアム付き地域商品券の予約受付及び販売の開始（９月分）について 中小企業振興課

2019/9/2 2019/9/4 資料提供
「全国都道府県対抗eスポーツ選手権２０１９　IBARAKI」の福岡県代表選手団が小川知事を表敬訪
問します！

新産業振興課

2019/9/3 2019/9/13 資料提供
～福岡よかもんひろば　列車で行こう！福岡の旅　開催記念～
「福岡鉄道遺産ものがたり講演会」を開催します！

観光局　観光政策課

2019/9/4 2019/9/25 資料提供 第２３８回フクオカベンチャーマーケット（環境特集）を開催します！ 新事業支援課

2019/9/5 知事会見
全国初！生産性向上のため企業診断から設備導入まで一貫支援
～推進拠点「福岡県中小企業生産性向上支援センター」を開設！～

中小企業技術振興課

2019/9/10 2019/9/14 資料提供
県内伝統工芸品が全て集まる！
第４３回『福岡県伝統的工芸品展』開催！

観光局　観光政策課

2019/9/12 2019/9/18 資料提供
太平洋工業株式会社をグリーンアジア国際戦略総合特区指定法人に！
９月１８日（水）に法人指定書交付式を行います。
～総合特区制度を活用し、自動車用アルミプレス部品を生産する設備を導入～

産業特区推進室

2019/9/12 2019/9/15 資料提供 KIMONOプロジェクト新作グアムのKIMONOお披露目会を開催！ 観光局　観光政策課

2019/9/12 資料提供
欧米豪から多くの誘客実績を誇る日本の旅行体験販売サイト「Voyagin（ボヤジン）」と連携
～外国人観光客向け体験型プログラムの開発・販売を行います～

観光局　観光政策課

2019/9/17 資料提供 福岡サイクルステーションの登録を開始します。 観光局　観光政策課

2019/9/17 2019/9/25 資料提供 DOCOREふくおか商工会ショップでの「福岡県の伝統的工芸品販売会」開催のお知らせ 観光局　観光政策課

2019/9/20 2019/9/30 資料提供
今年度も「九州・山口大産業展」を開催します！
～九州・山口地域の強み、多彩な魅力を骨太に発信～

商工政策課

2019/9/26 2019/10/1 資料提供 福岡よかもんひろばで「ふくおか里山の恵み　魅力発見！中山間地域」を開催！ 観光局　観光政策課

2019/9/26 2019/9/28 資料提供 小川知事が「祭りアイランド九州　祭り集結」に参加します 観光局　観光振興課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/9/30 2019/10/1 資料提供 プレミアム付き地域商品券の予約受付及び販売の開始（１０月分）について 中小企業振興課

2019/9/30 資料提供
「平成２９年７月九州北部豪雨」及び「平成３０年７月豪雨」で被災した中小企業を支援するため、県制
度融資「緊急特別融資枠」の受付期間を令和２年３月３１日まで延長します。

中小企業振興課

2019/9/30 2019/10/3 資料提供 「第７０回大川木工まつり」キャンペーン隊が知事を表敬訪問します 観光局　観光政策課

2019/10/1 2019/10/5 資料提供 takagi presents TGC KITAKYUSHU 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催について 観光局　観光振興課

2019/10/2 2019/10/7 資料提供 「第５回九州・山口ベンチャーマーケット（KVM）」を開催します！ 新事業支援課

2019/10/3 2019/10/4 資料提供
一般社団法人イマジンワンワールド高倉慶応氏が知事を表敬訪問します
～東京オリンピック・パラリンピックに向けて「KIMONOプロジェクト」を推進！～

観光局　観光政策課

2019/10/3 2019/11/1 資料提供 ANAを連携して欧米豪からのインバウンド誘致を促進します！ 観光局　観光振興課

2019/10/7 2019/10/17 資料提供
福岡県工業技術センター令和元年度研究成果発表会を開催！
～ものづくり中小企業の技術開発を支援します～

中小企業技術振興課

2019/10/7 2019/10/12 資料提供 インテリアのまち・大川市最大のイベント 「第７０回大川木工まつり」が開催されます！ 観光局　観光政策課

2019/10/9 2019/10/16 資料提供
IoTの動向や活用の最新事例がわかる！！！
「IoTビジネスフォーラム福岡」を開催

新産業振興課

2019/10/11 2019/10/18 資料提供
生鮮肉類で全国初！「はかた地どり」が機能性表示食品に！！
農事組合法人福栄組合が小川知事を表敬します

新産業振興課

2019/10/17 2019/10/15 資料提供 福岡県温泉地周遊促進キャンペーンを実施！！ 観光局　観光振興課

2019/10/21 2019/10/25 資料提供
第２１回「福岡デザインアワード」について会見を行います
～１次審査を通過したノミネート商品５０点が勢ぞろい！～

新事業支援課

2019/10/21 2019/10/23 資料提供
日本航空株式会社とのタイアップ事業「新JAPAN PROJECT福岡県（筑豊）」共同記者会見の実施に
ついて

観光局　観光振興課

2019/10/23 2019/10/28 資料提供 日本耐酸壜工業株式会社九州工場の「緑化優良工場等表彰」の受賞について 企業立地課

2019/10/25 2019/11/12 資料提供
第２１回「福岡デザインアワードを開催します
～選りすぐりのデザインの商品を表彰・展示します～

新事業支援課

2019/10/25 2019/10/30 資料提供
２０１９年度FIBA知事公舎イベントを開催
～国内外のビジネスパーソンによるネットワーキングイベントを実施～

企業立地課

2019/10/31 資料提供 プレミアム付き地域商品券の販売開始（１１月分）について 中小企業振興課

2019/11/5 2019/11/8 資料提供
スタートアップ企業等の成長支援を行うフィンランド企業と県内企業による相互協力に向けた覚書（Ｍ
ＯＵ）締結について

企業立地課

2019/11/6 2019/11/20 資料提供 第２４０回フクオカベンチャーマーケット（ヘルスケア特集）を開催します！ 新事業支援課

2019/11/6 2019/11/25 資料提供
「福岡シェアリングサミット２０１９」を開催
～シェアリングエコノミーの現状と未来や、活用事例が分かる！～

新産業振興課

2019/11/8 2019/11/12 資料提供
令和元年度福岡県観光功労者表彰式
～観光振興に功績のある個人・団体を小川知事が表彰します～

観光局　観光振興課

2019/11/11 2019/11/27 資料提供
県内１１か所でインバウンドセミナーを開催します！
－第１回は、八女市で開催＜参加者募集中＞－

観光局　観光振興課

2019/11/21 2019/11/25 資料提供 応用電機株式会社の新拠点開設について 企業立地課

2019/11/25 知事会見
伝統的工芸品のニュースタイル第一弾！
～久留米絣とビームスとのコラボによる新ブランド「CATHRI」誕生～

観光局　観光政策課

2019/11/28 2019/12/2 資料提供 中小企業に対する年末金融相談窓口を開設します 中小企業振興課

2019/11/29 2019/12/6 資料提供 プレミアム付き地域商品券の販売開始（１２月分）について 中小企業振興課

2019/12/2 2019/12/5 資料提供
「アイシン精機株式会社」の新開発拠点設置について
～１２月５日、県庁で立地協定締結式を行います～

企業立地課

2019/12/2 2019/12/2 資料提供
県庁１１階「福岡よかもんひろば」企画展「もっと知りたい　わたしの街のオーケストラ・九州交響楽団」
を開催します！

観光局　観光政策課

2019/12/3 2019/12/20 資料提供
福岡モーターショー２０１９　いよいよ開幕！
～北部九州の自動車産業の拠点性を広くアピール～

自動車産業振興室

2019/12/5 2019/12/11 資料提供
福岡発の技術で、宇宙に挑戦！！(株)ＱＰＳ研究所による超小型レーダー衛星「イザナギ」打ち上げ
県庁パブリックビューイングを開催します！

新産業振興課

2019/12/10 2019/12/17 資料提供
１滴の尿でがんリスクを判定！線虫を用いたがん早期発見技術（Ｎ－ＮＯＳＥ）が遂に事業化！！
ＨＩＲＯＴＳＵバイオサイエンスが小川知事を表敬します

新産業振興課

2019/12/12 2019/12/20 資料提供
福岡モーターショー２０１９特別企画
「自動車産業フォーラム」参加者募集

自動車産業振興室

2019/12/16 2019/12/19 資料提供 「第２１回商工会青年部全国大会主張発表大会」の最優秀賞受賞者が知事を表敬訪問します 中小企業振興課

2019/12/17 資料提供 世界的に有名な米国人Youtuberが福岡県の「食」の魅力を発信！ 観光局　観光振興課

2019/12/19 資料提供 「福岡サイクルステーション」が始まります！ 観光局　観光政策課

2019/12/24 2019/12/27 資料提供
住吉神社から「えびす大熊手」を小川知事に贈呈
～福岡県民に幸運を授けるため「ふく娘」が来庁♪～

観光局　観光振興課

2019/12/26 資料提供
～福岡発のＩｏＴ関連製品をアピール～
「福岡県ＩｏＴ認定製品」認定第一弾を発表！

新産業振興課

2019/12/27 2020/1/1 資料提供 プレミアム付き地域商品券の販売開始（１月分）について 中小企業振興課
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2019/12/27 資料提供 「フクオカベンチャーマーケット大賞２０２０」受賞企業を決定 新事業支援課

2020/1/6 2020/1/9 資料提供
県内各地の隠れた逸品が県庁ロビーに集結！！
～出張DOCORE＆遠賀の逸品 in 県庁ロビー２０２０開催～

中小企業振興課

2020/1/10 2020/1/16 資料提供 フクオカベンチャーマーケット～Bio　Night～を開催します！ 新事業支援課

2020/1/10 2020/2/3 資料提供
「福岡県企業立地セミナー in 東京」開催！
～首都圏の企業に向けて本県のポテンシャルをPRします～

企業立地課

2020/1/16 2020/1/24 資料提供
福岡県・久留米市　地方創生事業成果報告会
「福岡発！地方創生の成果と新たな構想！！～福岡県・久留米市から健康長寿社会への挑戦～」を
開催します

新産業振興課

2020/1/21 2020/1/24 資料提供
東長寺の皆さんによる県庁豆まき♪
～日本文化に親しむ外国人留学生の皆さんも一緒に”福”をお届けします！～

観光局　観光振興課

2020/1/21 2020/1/23 資料提供
柳川雛祭り実行委員会が知事を表敬訪問します
～１月２４日（金）からの「柳川雛祭り　さげもんめぐり」をPR！～

観光局　観光振興課

2020/1/22 2020/1/29 資料提供 「九州水素・燃料電池フォーラム＆水素先端世界フォーラム２０２０」開催 新産業振興課

2020/1/22 2020/1/27 資料提供
「ふくおか発　機能性食品・ヘルスケア商品　展示商談会」を開催！
～健康の維持や増進に役立つ商品、素材が一堂に集結～

新産業振興課

2020/1/22 2020/1/27 資料提供 福岡よかもんひろばで「福岡の木と暮らす大川、京築　家具・木工展」を開催！ 観光局　観光政策課

2020/1/23 2020/1/27 資料提供
台湾経済界のリーダー候補生達の企業研修を行います！
－県内企業で日本の仕事の進め方や企業文化を学びます－

商工政策課

2020/1/23 2020/1/27 資料提供
福岡県発・今年度No.１コンテンツを決定！！「福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞２０２０」公開審査
会開催
～本選出場を勝ち取った１３組によるプレゼンと審査員による公開審査は必見です！～

新産業振興課

2020/1/24 2020/1/28 資料提供 東京２０２０公式ライセンス商品として経済産業大臣指定伝統的工芸品「八女提灯」が発売開始！ 観光局　観光政策課

2020/1/24 2020/1/24 資料提供
旅行体験販売サイト「Voyagin」内に本県の特集ページを新設
～外国人観光客向け体験型プログラムの販売を開始しします～

観光局　観光政策課

2020/1/28 2020/1/31 資料提供
「福岡県サイクルツーリズム推進協議会」の総会を開催します。
～新たに５つの広域モデルルートを決定～

観光局　観光政策課

2020/1/30 資料提供
「中小企業の動向及び平成３０年度中小企業振興施策の実施状況」
～福岡県中小企業振興基本計画年次報告～を作成しました

商工政策課

2020/1/30 2020/1/30 資料提供 新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として経営相談窓口を開設しました 中小企業振興課

2020/1/30 2020/1/30 資料提供 新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として経営相談窓口を開設しました 新事業支援課

2020/1/30 資料提供
福岡県が東京２０２０大会記念品プロジェクトに参画しました
～４つの伝統的工芸品が大会記念品に決定！～

観光局　観光政策課

2020/1/31 2020/2/7 資料提供
「ふくおか観光地域リーダー共創塾プロジェクト発表会」を開催
～新たな観光地域づくりプロジェクトスタート～

観光局　観光政策課

2020/2/4 資料提供 ２０１９年上期の経済産業省実施「工場立地動向調査」の結果公表について 企業立地課

2020/2/4 2020/3/6 資料提供
福岡アジアファッション拠点推進会議
ファッションマンス福岡アジア２０２０

観光局　観光振興課

2020/2/5 2020/2/14 資料提供
令和元年度「自動車電動化部品研究会」を開催します！
～今後大きな需要が見込まれる電動車分野への参入を促進～

自動車産業振興室

2020/2/5 2020/2/6 資料提供
第１２回フクオカRuby大賞および第８回フクオカビジネス・デジタル・コンテンツ賞大賞（福岡県知事
賞）受賞者を決定！
～今年のNo.1 Ruby企業とデジタルコンテンツ企業を表彰します！～

新産業振興課

2020/2/10 2020/2/22 資料提供
「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」公開審査会・表彰式開催
～福岡を元気にするビジネスプランを発表します～

新事業支援課

2020/2/12 2020/2/14 資料提供
海外向けプロモーション“とんこつラーメンを食べて、福岡に行こう！”キャンペーン当選者を福岡へ招
待します！

観光局　観光振興課

2020/2/12 2020/2/15 資料提供 「ぞっこん北九州・京築フェア２０２０」を開催します♪ 観光局　観光振興課

2020/2/13 2020/2/15 資料提供
福岡県×静岡県観光物産PRイベントを愛知県（名古屋市）で開催！！
旅して福岡静岡～「海の神」「山の神」を巡る旅～

観光局　観光振興課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 商工政策課

2020/2/26 2020/2/15 資料提供
第２１回 福岡デザインアワードの開催結果について
～monaca stool シリーズ（大川市）が大賞受賞！～
博多阪急・東急ハンズ博多店にて期間限定販売会実施！

新事業支援課

2020/2/26 2020/2/27 資料提供 東京2020公式ライセンス商品として経済産業大臣指定伝統的工芸品「小石原焼」が販売開始！ 観光局　観光政策課

2020/2/28 2020/3/2 資料提供
新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証４号」の対象事業者に対する県制度融資の
保証料をゼロにします！

中小企業振興課

2020/3/4 2020/3/6 資料提供
国の「セーフティネット保証５号」の対象業種の追加指定に伴い県制度融資の対象業種を拡大しま
す！

中小企業振興課

2020/3/12 資料提供
国の「セーフティネット保証５号」の対象業種の追加指定に伴い県制度融資の対象業種を拡大しま
す！

中小企業振興課

2020/3/12 資料提供
新型コロナウイルス感染症に係る「危機関連保証」の対象事業者に対する県制度融資の保証料をゼ
ロにし、中小企業者への資金繰り支援をさらに強化します！

中小企業振興課

2020/3/12 2020/3/16 資料提供 県南地域初の水素ステーションがオープン！ 自動車産業振興室

2020/3/13 2020/3/14 知事会見
新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援のための経営相談に土日・祝日も対応し
ます

中小企業振興課

2020/3/13 資料提供 「福岡よかとこビジネスプランコンテスト２０１９」受賞者について 新事業支援課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/3/27 資料提供 ２０１９年通期の経済産業省実施「工場立地動向調査」の結果公表について 企業立地課

2020/3/31 資料提供
国の「セーフティネット保証５号」の対象業種の追加指定に伴い県制度融資の対象業種をさらに拡大
します！

中小企業振興課

2020/3/31 2020/4/1 資料提供 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口に「フリーダイヤル経営相談窓口」を開設します 中小企業振興課

2020/3/31 資料提供 「第二次福岡県観光振興指針」を策定しました～福岡県を持続可能な観光先進県へ～ 観光局　観光政策課

農林水産部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/2 2019/4/5 資料提供 「福岡県八女茶手もみ競技大会」が開催されます！～新茶のシーズン到来～ 園芸振興課

2019/4/3 2019/4/9 資料提供
生まれ変わった「オリエンタルホテル福岡　博多ステーション」において福岡県食材をふんだんに使用
した料理を提供！～４月９日にリブランドオープン～

福岡の食販売促進課

2019/4/8 2019/4/10 資料提供 平成３１年度福岡県農業大学校入学式を開催します 後継人材育成室

2019/4/11 2019/5/1 資料提供 リーガロイヤルホテル小倉で八女抹茶フェアが開催されます！ 福岡の食販売促進課

2019/4/17 2019/4/17 資料提供 岐阜県の豚コレラ防疫措置に係る獣医師職員の派遣について 畜産課

2019/4/18 資料提供 なし新品種「玉水」を開発～甘さトップクラス！期待のなし誕生～ 農林水産政策課

2019/4/24 2019/5/2 資料提供
「第５６回献茶祭」が開催されます！
～「福岡の八女茶」の発展を霊巌寺で祈願～

園芸振興課

2019/4/26 2019/5/1 資料提供 「福岡うまかもんフェア」に続き、リーガロイヤルホテル（大阪）で八女茶フェアが開催されます！ 福岡の食販売促進課

2019/5/9 2019/5/14 資料提供 令和元年度福岡県農業士感謝状授与・認定証交付式を開催します 後継人材育成室

2019/5/10 2019/5/20 資料提供
県庁１１階「福岡よかもんひろば」令和元年度企画展第１弾
「花あふれるふくおか展」を開催します！
～ふくおかの花を見て、触れて、体験して、癒されよう！～

園芸振興課

2019/5/13 2019/5/19 資料提供 ”グリーンフェスティバル２０１９”を開催します 林業振興課

2019/5/14 2019/6/2 資料提供 森林づくり活動安全講習会の受講者を募集します 林業振興課

2019/5/15 2019/10/9 資料提供
Ｆｏｏｄ　ＥＸＰＯ　Ｋｙｕｓｈｕ２０１９募集開始
九州の食を世界に発信。販路拡大を強力にバックアップする「食」の大イベント！！

福岡の食販売促進課

2019/5/16 2019/5/20 資料提供 春が旬の地魚を食べに来て♪『ふくおかの魚フェア　春のフェア』を開催します！！ 水産局　水産振興課

2019/5/21 2019/5/25 資料提供
今年も「＆SAKE FUKUOKA」を開催！
～県内の酒蔵５６蔵と人気飲食店３１店舗が一堂に会する福岡史上最大の酒イベント～

福岡の食販売促進課

2019/5/28 資料提供
「ラー麦」が販売開始１０周年を迎えます！
～１０周年記念商品の第一弾としてマルタイ「ラー麦」皿うどんが登場～

水田農業振興課

2019/5/29 2019/6/1 資料提供 新横浜プリンスホテルにおいて県産食材を使用した「ばり美味かっ！！福岡フェア」が開催 福岡の食販売促進課

2019/5/30 2019/6/3 資料提供 福岡県と大分県のアンテナレストランが連携し東京で日本酒・焼酎フェアを開催します 福岡の食販売促進課

2019/5/30 2019/6/5 資料提供 「令和元年度第１回福岡県森林環境税検討委員会」を開催します 林業振興課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 農林水産政策課

2019/6/4 2019/6/6 資料提供 東京の飲食店「あえん」で豊前海産ハモが期間限定で提供されます！ 福岡の食販売促進課

2019/6/4 2019/6/7 資料提供
小川知事にバラ生産者が直接、県産のバラを贈呈します
～父の日にバラを贈りましょう～

園芸振興課

2019/6/5 資料提供 岐阜県の豚コレラ防疫措置に係る獣医師職員の派遣について 畜産課

2019/6/6 2019/6/15 資料提供
第７０回福岡県植樹祭を開催します
～大会テーマ「１つぶの　種が未来の　緑へと」～

林業振興課

2019/6/7 2019/6/10 資料提供 東京の飲食店「もつ福」で県産食材を使った福岡フェアを初開催！ 福岡の食販売促進課

2019/6/17 2019/6/19 資料提供
自動草刈機等の実演会を開催
～果樹産地におけるスマート農業機械の導入をすすめます～

経営技術支援課

2019/6/21 2019/7/10 資料提供
「げんかい」が「シップ・オブ・ザ・イヤー２０１８」漁船・作業船部門賞受賞！！
～漁業調査取締船「げんかい」の取材会を実施します～

水産局　漁業管理課

2019/6/26 2019/7/1 資料提供
夏が旬の地魚を食べに来て♪
『ふくおかの魚フェア　夏のフェア』を開催します！！

水産局　水産振興課

2019/6/27 2019/7/13 資料提供 福岡県農業大学校のオープンキャンパスを開催します！ 後継人材育成室



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/6/28 2019/7/1 資料提供 県産木材の利用拡大に向けて、「木造・木質化アドバイザー」を派遣します！ 林業振興課

2019/7/3 2019/7/8 資料提供
魅力あふれる６次化商品のPR・販売会を開催！
～福岡県の農林水産物を使った多彩な６次化商品が出展～

園芸振興課

2019/7/3 2019/7/8 資料提供 「FAR夢（ファーム）プラン」を開催します 後継人材育成室

2019/7/3 2019/8/4 資料提供
木造建築物の見学会を開催
～高さ７ｍのCLTパネルを活用した大空間建築物の紹介～

林業振興課

2019/7/4 2019/7/11 資料提供
福岡県茶共進会の受賞者が「福岡の八女茶」とともに知事を表敬訪問します
～本年最高品質の八女茶を贈呈～

園芸振興課

2019/7/4 資料提供 岐阜県の豚コレラ防疫措置に係る獣医師職員の派遣について 畜産課

2019/7/8 2019/7/8 資料提供
香港で九州・山口県産の農林水産物販売促進フェアを開催します！
～「イオンストアーズ香港」との初めての連携～

輸出促進課

2019/7/9 2019/7/12 資料提供 第６０回九州・沖縄ブロック家畜保健衛生業績発表会を開催します 畜産課

2019/7/10 資料提供
令和元年度「福岡県６次化商品コンクール」の募集開始！
～魅力あふれる６次化商品を募集します～

園芸振興課

2019/7/11 2019/7/14 資料提供
「ラー麦」販売開始１０周年企画第二弾！
～西鉄ストアが「ラー麦餃子」を本格発売＆キャンペーンを実施します～

水田農業振興課

2019/7/12 2019/9/10 資料提供
「ふくおか農業経営アカデミー」受講生の募集を開始！
～農業経営の確立・発展を目指す方を募集します～

経営技術支援課

2019/7/17 2019/7/22 資料提供 福岡県と宮崎県のアンテナレストランが初めて連携し東京で日本酒・焼酎フェアを開催します 福岡の食販売促進課

2019/7/22 2019/7/29 資料提供 県庁１階ロビーで、「福岡の八女茶」PR・販売会を開催！ 園芸振興課

2019/7/22 2019/7/30 資料提供 朝倉地域の女性農業者が自慢の農林産品・加工品を県庁で販売します！ 経営技術支援課

2019/7/23 2019/7/28 資料提供
第三回全国高校生花いけバトル福岡大会
～即興で花をいける。その時間はわずか５分の勝負～

園芸振興課

2019/7/26 2019/8/19 資料提供 福岡県森林審議会及び森林保全部会を開催します 林業振興課

2019/7/26 2019/8/1 資料提供
第８回ふくおか木材フォーラムを開催します
～木の良さを活かした建築物を紹介～

林業振興課

2019/7/26 2019/7/26 資料提供 三重県の豚コレラ防疫措置に係る獣医師職員の派遣について 畜産課

2019/7/29 資料提供
令和元年７月２１日からの大雨災害（農林水産業関係）の被災者の皆様へ
～災害支援制度（農業・林業・水産業）～

農林水産政策課

2019/7/29 2019/8/1 資料提供
本年も福岡県産イチジク「とよみつひめ」を使った旬のタルトを発売！
～高級スイーツショップ「キル　フェ　ボン」で４年連続商品化！!

福岡の食販売促進課

2019/7/29 2019/8/18 資料提供
ミシュランガイドにも掲載されている「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」のオーナーシェフ　落合　務　氏が産地
視察を行います！！

福岡の食販売促進課

2019/7/30 2019/8/1 資料提供
「資生堂パーラー銀座本店」の”シェフおすすめコース”で福岡県産の岩牡蠣を使用した料理が提供さ
れます！

福岡の食販売促進課

2019/7/30 ブリーフィング
「あまおう」の販売単価が１５年連続日本一となりました
～販売単価、販売総額ともに過去最高を更新～

園芸振興課

2019/7/30 2019/8/1 資料提供 「第６回福岡県木造・木質化建築賞」表彰建築物を募集します 林業振興課

2019/8/5 2019/8/7 資料提供
福岡空港内のロイヤルスイーツで県産のキウイ「甘うぃ」とイチゴの「あまおう」を使った新商品「福岡
発　果実ゼリーのロールケーキ」が発売されます！

福岡の食販売促進課

2019/8/5 2019/8/10 資料提供
農林漁業への就業説明会を開催します
～福岡の農林漁業法人等で働いてみませんか～

後継人材育成室

2019/8/8 ブリーフィング
農林水産業の一日も早い復旧・復興のための支援を実施！
～令和元年７月２１日からの大雨で被災された農林漁業者の経営再開を後押しします～

農林水産政策課

2019/8/9 2019/9/2 資料提供 アンテナレストラン「福扇華」で初の自治体ＰＲイベント「柳川フェアin福扇華」開催！ 福岡の食販売促進課

2019/8/13 2019/10/6 資料提供 森林づくり活動安全講習会（後期）の受講者を募集します 林業振興課

2019/8/20 2019/8/26 資料提供
関西圏で「福岡の食」のプロモーションイベントを開催します！
～外食事業者約２５社に県産食材の魅力をＰＲ～

福岡の食販売促進課

2019/8/27 2019/9/4 資料提供
岩田屋イタリア展で「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」落合シェフが県産食材をＰＲ！
～ラ・ベットラ・ダ・オチアイ×岩田屋×料理王国×福岡県～

福岡の食販売促進課

2019/8/28 2019/8/30 資料提供 令和元年度福岡県農林水産公共事業評価委員会の開催について 農山漁村振興課

2019/8/30 資料提供
令和元年８月２７日からの大雨災害（農林水産業関係）の被災者の皆様へ
～災害支援制度（農業・林業・水産業）～

農林水産政策課

2019/9/2 2019/9/9 資料提供
有名料理人で組織する全国芽生会連合会の全国大会が福岡で開催！
～大会内行事や市民公開シンポジウムで「福岡の食」の魅力をPR～

福岡の食販売促進課

2019/9/5 2019/9/12 資料提供 「第８回福岡県酒類鑑評会」の表彰式を開催！ 福岡の食販売促進課

2019/9/13 2019/9/18 資料提供 春日市内の小学校で「ラー麦」１０周年記念授業を実施します！ 水田農業振興課

2019/9/17 2019/9/17 資料提供 福岡県豚コレラ緊急防疫対策会議の開催について 畜産課

2019/9/18 資料提供
「わたしの・わが家の地産地消」アイディア募集！
～ひろげよう！地産地消の輪～

食の安全・地産地消課

2019/9/24 資料提供 岐阜県の豚コレラ防疫措置に係る獣医師職員の派遣について 畜産課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/9/24 2019/10/25 資料提供
令和元年度福岡県伐倒技能選手権を開催します！
～労働安全意識と伐倒技術の向上を目指して～

林業振興課

2019/9/25 2019/10/3 資料提供 今年度から新たに県産水産物を使用した調理実習を県内２６の中学校で実施します！ 水産局　水産振興課

2019/9/25 2019/10/9 資料提供
Food　EXPO　Kyushu　２０１９を開催！
九州の食を世界に発信。販路拡大を強力にバックアップする「食」の大イベント！！

福岡の食販売促進課

2019/9/25 2019/10/2 資料提供 令和元年度福岡県豚コレラ防疫演習を開催します 畜産課

2019/9/26 2019/10/1 資料提供 福岡よかもんひろばで「ふくおか里山の恵み　魅力発見！中山間地域」を開催！ 農山漁村振興課

2019/9/26 2019/9/26 資料提供
台風被害の梨を県庁ロビー販売
～梨を買って応援しよう～

食の安全・地産地消課

2019/9/26 2019/9/26 資料提供
台風被害の梨を県庁ロビー販売
～梨を買って応援しよう～

園芸振興課

2019/9/26 2019/10/1 資料提供
秋が旬の地魚を食べに来て♪
『ふくおかの魚フェア秋のフェア』を開催します！！

水産局　水産振興課

2019/9/30 2019/10/1 資料提供 東京の飲食店「和食　えん」「和食賛美　あやの」ではかた地どりを使ったメニューが提供されます！ 福岡の食販売促進課

2019/10/3 2019/10/9 資料提供
九州・山口さんのフルーツがコラボした新商品を発表！
～Food　EXPO　Kyushu２０１９に出展～

園芸振興課

2019/10/7 2019/10/12 資料提供 「ウッドフェスタ２０１９福岡」を開催します 林業振興課

2019/10/8 2019/11/10 資料提供
１１月第２日曜日は「九州森林の日」！
「福岡県みんなの森林づくり」イベントの参加者を募集します！

林業振興課

2019/10/9 2019/10/19 資料提供
「新規就農相談会in福岡」を開催
～集まれ！未来の農業人！～

後継人材育成室

2019/10/10 2019/10/12 資料提供
農林漁業法人等による合同会社説明会in北九州を開催します
～北九州、筑豊、京築地域の農林漁業法人で働いてみませんか？～

経営技術支援課

2019/10/11 資料提供 東京のフランス料理店「アルジェント」で福岡フェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2019/10/16 2019/11/1 資料提供 リーガロイヤルホテル小倉で「あまおう」の特別なケーキが発売！ 福岡の食販売促進課

2019/10/16 2019/10/24 資料提供
第２７回日韓海峡沿岸水産関係交流会議を開催！
～トラフグ種苗を日韓共同で放流します～

水産局　漁業管理課

2019/10/17 ブリーフィング
農林水産業の一日も早い復旧・復興のための支援を実施！
～台風第１７号で被災された農業者の経営再開を後押しします～

農林水産政策課

2019/10/17 2019/10/19 資料提供 福岡県産のかき（柿）が米国に輸出されます！ 輸出促進課

2019/10/21 2019/10/25 資料提供
県産甘柿「秋王」のケーキが４年連続でカフェコムサから販売されます！
～小川知事もケーキを試食します～

福岡の食販売促進課

2019/10/23 2019/10/28 資料提供 「秋王」トップセールスを開催！！ 園芸振興課

2019/10/25 2019/11/2 資料提供
１１月は「いただきます！福岡のおいしい幸せ食育・地産地消フェア」を開催！
～飲食店・量販店で福岡のおいしいものを買って、食べて、味わおう～

食の安全・地産地消課

2019/10/25 2019/11/23 資料提供
木造建築物の見学会を開催します！
～地域の木材を活用した木造建築物の紹介～

林業振興課

2019/10/25 2019/11/15 資料提供 福岡県森林審議会を開催します 林業振興課

2019/10/28 2019/11/1 資料提供
博多和牛フェア２０１９を開催
～博多和牛の絶品料理に舌づつみ！農林水産まつりにも出店～

畜産課

2019/10/31 2019/11/1 資料提供 「資生堂パーラー銀座本店」で「博多和牛」を使った料理が提供されます！ 福岡の食販売促進課

2019/11/1 2019/11/10 資料提供
香港の１つ星レストランで福岡フェアを開催！
～香港の１つ星シェフと大阪の２つ星シェフがコラボ～

輸出促進課

2019/11/1 2019/11/4 資料提供 県産キウイフルーツ「甘うぃ」のケーキが２年連続でカフェコムサから販売されます！ 福岡の食販売促進課

2019/11/5 2019/11/13 資料提供
日本最大級の住宅・建築関連展示会「ジャパンホームショー」に福岡県産木材家具を出展！
～東京五輪等を契約とする新たな需要の開拓に向けて～

林業振興課

2019/11/6 2019/11/13 資料提供 「かごの屋」で４か月間の福岡フェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2019/11/6 2019/11/9 資料提供
「ラー麦」販売開始１０周年企画第三弾！
～「ありがとうラー麦１０周年スタンプラリー」を実施します！～

水田農業振興課

2019/11/8 2019/11/16 資料提供
第２２回福岡県農林水産まつりを開催します！
～同時開催「農福連携マルシェ２０１９」～

園芸振興課

2019/11/11 2019/11/16 資料提供 福岡県農業大学校秋まつり２０１９を開催します！ 後継人材育成室

2019/11/12 2019/11/21 知事会見
アンテナレストラン「福扇華」開設一周年！
～来店者２万人突破、福岡の食や文化の魅力をさらに発信～

福岡の食販売促進課

2019/11/14 2019/11/23 資料提供
福岡県の農林水産研究施設を一般公開します！
～ふれてみよう「森」と「農」！もっと知ろう「海」と「川」～

農林水産政策課

2019/11/18 2019/11/18 資料提供 「令和２年度福岡県森林づくり活動公募事業」の企画を募集します 林業振興課

2019/11/20 2019/11/27 資料提供
知事と一緒に食べる新米「元気つくし」給食
～１１月２７日、糸島市立長糸小学校で実施～

食の安全・地産地消課

2019/11/21 2019/11/25 資料提供 大学・企業の食堂で、県産農林水産物を活用した地産地消メニューが提供されます！ 食の安全・地産地消課

2019/11/22 2019/12/9 資料提供 シンガポールの料理教室で九州・山口県産の農林水産物をPRします！ 輸出促進課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/11/22 2019/11/28 資料提供 日韓海峡沿岸水産関係交流事業「漁業者親睦交流会議」の開催について 水産局　漁業管理課

2019/11/28 2019/12/3 資料提供 福岡県椎茸品評会展示販売会が開催されます！ 農山漁村振興課

2019/11/28 2019/12/1 資料提供
冬が旬の地魚を食べにきて♪
『ふくおかの魚フェア　冬のフェア』を開催します！！

水産局　水産振興課

2019/11/29 2019/12/2 資料提供 東京のレストラン「ドローイングハウスオブヒビヤ」で福岡県産食材を使ったフェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2019/12/2 2019/12/9 資料提供 （公財）福岡県水源の森基金が「令和元年度水源の森原画コンクール展」を開催します 林業振興課

2019/12/12 2019/12/17 資料提供
魅力あふれる６次化商品のPR・販売会を開催！
～福岡県の農林水産物を使った多彩な６次化商品が出展～

園芸振興課

2019/12/12 2019/12/19 資料提供
日本一の「八女伝統本玉露」を知事にＰＲ
～第７３回全国茶品評会の受賞結果を報告～

園芸振興課

2019/12/13 2019/12/15 資料提供 東京・池袋にオープンする飲食店で「はかた地どり」と県産酒をメインに提供！ 福岡の食販売促進課

2019/12/19 2020/1/11 資料提供 京都センチュリーホテルで「あまおう」を使用した『いちごフェア』が開催 福岡の食販売促進課

2019/12/23 2020/1/5 資料提供
「ふくおか森林漁業新規就業セミナー・就業相談会」を開催
～福岡県で農林漁業を始めませんか～

後継人材育成室

2019/12/23 2020/1/16 資料提供
香港のミシュランガイド掲載レストランで県産食材を使ったイベントを開催！
～香港と名古屋のシェフがコラボレーション～

輸出促進課

2019/12/25 2020/1/4 資料提供 ANAクラウンプラザホテル福岡で県産品を使った「福岡ランチ＆ディナービュッフェ」開催！ 福岡の食販売促進課

2020/1/6 2020/1/9 資料提供 「庭のホテル　東京」で福岡県産食材を使ったフェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2020/1/7 2020/1/14 資料提供 東京の和食レストラン「大地の贈り物」において５年連続で「あまおうフェア」が開催！ 福岡の食販売促進課

2020/1/7 2020/1/12 資料提供
首都圏等の高級レストランで「福岡県レストランキャンペーン」を開催！
～福岡県産の多彩な食材とシェフ達とのコラボレーション～

福岡の食販売促進課

2020/1/8 2020/1/8 資料提供 福岡県CSF（豚コレラ）緊急防疫対策会議の開催について 畜産課

2020/1/10 2020/1/18 資料提供
「ふくおか鍋マルシェ」を開催！
～福岡県産のおいしい食材をたっぷり使った鍋料理をご堪能ください！～

園芸振興課

2020/1/10 2020/1/15 資料提供 令和元年度九州地区農業大学校プロジェクト・意見発表会を開催します 後継人材育成室

2020/1/10 2020/1/10 資料提供 沖縄県のCSF防疫措置に係る獣医師職員の派遣について 畜産課

2020/1/14 資料提供 沖縄県のCSF防疫措置に係る獣医師職員の派遣について 畜産課

2020/1/15 2020/1/16 資料提供 全国の「カフェコムサ」で「あまおうフェア」が開催！ 福岡の食販売促進課

2020/1/15 2020/1/16 資料提供 東京のレストラン「ENEKO　Tokyo」で福岡県産食材を使ったフェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2020/1/16 2020/1/31 資料提供 「第７回ふくおかジビエフェア」を開催！ 農山漁村振興課

2020/1/16 2020/1/23 資料提供
都内のフランス料理店「アルジェント」で「福岡の食」をプロモーション！
～首都圏のシェフ等にPR～

福岡の食販売促進課

2020/1/17 2020/1/17 資料提供 沖縄県のCSF防疫措置に係る獣医師職員の派遣について 畜産課

2020/1/21 2020/1/27 資料提供
福岡県６次化商品コンクール入賞商品が決定！
～受賞商品はDOCOREにてPR・販売を実施～

園芸振興課

2020/1/22 2020/1/23 資料提供 東京のレストラン「CROSS　TOKYO」で福岡県産食材を使ったフェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2020/1/22 2020/1/27 資料提供 福岡よかもんひろばで「福岡の木と暮らす大川、京築　家具・木工展」を開催！ 林業振興課

2020/1/27 2020/2/10 資料提供
令和元年度「食育・地産地消県民大会」の参加者募集！
～「人生を変える自炊・農業体験のススメ」～

食の安全・地産地消課

2020/1/27 2020/2/1 資料提供 東京の「ビタースイーツ・ビュッフェ」で「福岡うまかもんフェア」を開催 福岡の食販売促進課

2020/1/27 2020/2/1 資料提供 「ラ・メゾン　アンソレイユターブル」で県産食材を使用した「福岡マルシェ」を開催 福岡の食販売促進課

2020/1/27 2020/2/1 資料提供
「ふくおかフラワーフェア」を開催！
～ふくおかの花であふれる２日間！～

園芸振興課

2020/1/27 2020/2/7 資料提供
「ふくおか女性農林漁業者の活躍推進大会」を開催します
～ふくおか女性起業ネットワーク交流会も同時開催！！～

経営技術支援課

2020/1/28 資料提供 「第６回福岡県木造・木質化建築賞」受賞建築物が決定しました！ 林業振興課

2020/1/30 2020/2/6 資料提供 「福岡の八女茶」ロゴマークを初披露します！ 園芸振興課

2020/1/30 2020/2/5 資料提供
福岡の鶏「はかた一番どり」が誕生して２０年！
～はかた一番どり推進協議会が小川知事を表敬訪問～

畜産課

2020/1/31 2020/2/1 資料提供 関西圏の飲食店１３店舗で県産食材を使った「福岡フェア」を開催！ 福岡の食販売促進課

2020/1/31 2020/2/1 資料提供 ウェスティンホテル大阪で「鐘崎天然とらふく」を使った「福岡の地酒と河豚鍋コース」提供！ 福岡の食販売促進課

2020/1/31 2020/2/9 資料提供 「令和元年度森林の仕事ガイダンス」を開催します 林業振興課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/2/3 2020/2/5 資料提供 ビアレストラン「キリンシティ」全国３８店舗で県産食材を使用したメニューを提供 福岡の食販売促進課

2020/2/3 2020/2/3 資料提供 沖縄県のCSF防疫措置に係る獣医師職員の派遣について 畜産課

2020/2/10 2020/2/13 資料提供 東武百貨店船橋店のレストラン街＆カフェテリアで「福岡フェア」を開催！ 福岡の食販売促進課

2020/2/12 2020/2/12 資料提供 東京のレストラン「Restaurant TOYO Tokyo」で福岡県産食材を使ったフェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2020/2/13 2020/2/15 資料提供 全国展開する天丼てんやで「博多蕾菜」を使ったメニューを提供 福岡の食販売促進課

2020/2/13 2020/2/17 資料提供 「東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート」で「博多あまおう食べ放題フェア」を開催 福岡の食販売促進課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 農林水産政策課

2020/2/17 2020/2/18 資料提供 東京の和食料理店「大和屋　三玄」で福岡県産食材を使ったフェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2020/2/17 2020/2/18 資料提供 福岡県と大分県のアンテナレストランが連携しフェアを開催します！ 福岡の食販売促進課

2020/2/17 2020/2/25 資料提供
「ラー麦」販売開始10周年企画（第四弾）
～（株）マルタイから「ラー麦坦々まぜそば」＆「ラー麦冷やし中華」が登場！！～

水田農業振興課

2020/2/18 2020/2/20 資料提供
高品質スーパーマーケット紀ノ国屋５店舗で「あまおうフェア」開催
～紀ノ国屋インターナショナル（青山店）で「中国料理 美虎」五十嵐シェフが県産食材をPR～

福岡の食販売促進課

2020/2/19 2020/2/21 資料提供
米国へ福岡県産みかんを輸出
販売促進フェアを実施します！

輸出促進課

2020/2/21 2020/2/29 資料提供
福岡県×中村学園大学×ＪＡ全農ふくれん×イオン
福岡県産食材を使ったヘルシーピザを共同開発！

食の安全・地産地消課

2020/2/21 2020/2/21 資料提供 東京のフランス料理店「アルジェント」で二度目の福岡フェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2020/2/25 2020/3/2 資料提供 リーガロイヤルホテル小倉で「あまおう」を贅沢に使用したアフタヌーンティーが提供されます！ 福岡の食販売促進課

2020/2/28 2020/3/1 資料提供
福岡県発注工事における令和２年度の「公共工事設計労務単価」と「設計業務委託等技術者単価」
を令和２年３月１日から適用します

農山漁村振興課

2020/2/28 資料提供 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について 農山漁村振興課

2020/2/28 2020/2/29 資料提供 スイスホテル南海大阪で「あまおう＆八女茶ストロベリースイーツブッフェ」開催！ 福岡の食販売促進課

2020/2/28 2020/3/1 資料提供 東京の和食料理店「しち十二候」で福岡県産食材を使ったフェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2020/2/28 2020/3/2 資料提供 アンテナレストラン「福扇華」で「福津フェア」を開催！ 福岡の食販売促進課

2020/2/28 2020/3/2 資料提供 JAバンク福岡が（公財）福岡県水源の森基金に「緑の募金」を贈呈 林業振興課

2020/3/9 2020/3/11 資料提供 東京のレストラン「サンシャインクルーズ・クルーズ」で福岡県産食材を使ったフェアを開催！ 福岡の食販売促進課

2020/3/11 資料提供 新型コロナウイルスに関する農林漁業者の相談窓口の開設について 農林水産政策課

2020/3/17 2020/3/22 資料提供 沖縄県の予防的豚熱ワクチン接種に係る獣医師職員の派遣について 畜産課

2020/3/18 2020/3/18 資料提供 大丸福岡天神店でイチゴの「あまおう」を使った新商品が期間限定販売！ 福岡の食販売促進課

2020/3/30 2020/3/31 資料提供 アンテナレストラン「福扇華」を一時休業いたします 福岡の食販売促進課

県土整備部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/10 2019/4/10 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2019/4/12 2019/4/15 資料提供 国会議員による下関北九州道路についての野党合同ヒアリングに福岡県知事が参加します。 道路建設課

2019/4/16 資料提供 福岡県水道ビジョンを策定しました！ 水道整備室

2019/4/19 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2019/5/17 2019/5/22 資料提供
『風水害から自らの命を守るためのロビー展』の開催
～自助行動のすすめ～

砂防課

2019/5/21 2019/5/23 資料提供 防災ヘリコプター「はるかぜ号」による出水期前の合同点検を国土交通省、東峰村と実施します。 河川管理課

2019/5/27 2019/5/29 資料提供 防災ヘリコプター「はるかぜ号」による出水期前の合同点検を国土交通省、朝倉市と実施します。 河川管理課

2019/5/28 ブリーフィング
住民の適切な避難判断を支援するため、ソフト対策の充実を図ります。
～福岡県管理河川の水門やダムなどの情報を公開します～

河川管理課

2019/5/28 ブリーフィング
＜平成30年7月豪雨関連＞梅雨前に向けて治水安全度の向上を図るため、浸水被害が発生した河
川の土砂掘削や樹木伐採を実施。今年度から山ノ井川・庄内川における浸水対策重点地域緊急事
業を実施。

河川整備課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/5/29 資料提供 指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報への警戒レベル相当情報の追記について 河川管理課

2019/5/29 資料提供 指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報への警戒レベル相当情報の追記について 砂防課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 県土整備総務課

2019/6/3 資料提供
＜平成３０年７月豪雨関連＞
久留米市街地周辺の河川に対して、関係機関が緊急的な浸水対策を実施

河川管理課

2019/6/3 資料提供
＜平成３０年７月豪雨関連＞
久留米市街地周辺の河川に対して、関係機関が緊急的な浸水対策を実施

河川整備課

2019/6/4 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2019/6/4 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2019/6/25 2019/6/26 資料提供 福岡県渇水対策本部を設置します 水資源対策課

2019/6/25 資料提供 筑後川水系に係る渇水調整について 水資源対策課

2019/7/11 2019/8/23 資料提供 「下関北九州道路　整備促進大会」を開催します 道路建設課

2019/7/12 2019/7/30 資料提供 子どもを対象とした「ふくおか水辺の安全講座」を開催します！ 河川整備課

2019/7/18 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2019/7/25 資料提供 ７月２１日の大雨などによる主要ダム貯水率について 水資源対策課

2019/7/30 2019/8/2 資料提供
『点検支援技術活用及び溝橋定期点検講習会』を開催します
～道路橋点検支援技術『ポール打検機』を実演～

道路維持課

2019/7/30 2019/8/1 資料提供 第４３回「水の日」及び「水の週間」節水ＰＲ街頭キャンペーンの実施について 水資源対策課

2019/8/7 2019/8/9 資料提供 「東九州自動車道建設促進地方大会」の開催について 道路建設課

2019/8/13 2019/8/16 資料提供 第４１回「全日本中学生水の作文コンクール」内閣総理大臣賞受賞者が知事に受賞報告をします 水資源対策課

2019/8/20 資料提供 福岡県渇水対策本部の解散について 水資源対策課

2019/8/26 2019/9/6 資料提供 下関北九州道路に係る中央要望を行います 道路建設課

2019/8/27 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2019/8/27 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2019/8/30 2019/9/4 ブリーフィング 北九州広域都市計画道路事業（日明渡船場線）に係る行政代執行の実施について 用地課

2019/8/30 2019/9/6 資料提供
県道猪国豊前桝田停車場線のバイパスが開通します！
（田川市大字猪国～田川郡川崎町大字安眞木）

道路建設課

2019/9/4 資料提供
東九州自動車道が高速道路の４車線化に向けた計画（案）に盛り込まれたことについて
福岡知事コメント

道路建設課

2019/9/5 ブリーフィング
西鉄柳川駅前が水郷・柳川らしいにぎわいのある空間に！
～掘割を駅前まで引き込み、にぎわい交流施設を整備します～

河川整備課

2019/9/6 2019/11/17 資料提供 県道　直方北九州自転車道線　犬鳴川渡河橋が開通します！（直方市植木） 道路維持課

2019/9/6 2019/11/17 資料提供 県道　直方北九州自転車道線　犬鳴川渡河橋が開通します！（直方市植木） 道路建設課

2019/9/11 資料提供 北九州広域都市計画道路事業（日明渡船場線）に係る行政代執行の終了について 用地課

2019/10/8 2019/10/15 資料提供 令和元年度福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会（第１回）を開催します 企画課

2019/10/9 2019/10/15 資料提供 「令和元年度九州地方治水大会福岡大会」を開催します！ 河川整備課

2019/10/15 2019/11/7 資料提供
国道３２２号八丁峠道路（八丁トンネル）及び千手バイパスが同時に開通します！
（嘉麻市嘉穂才田～朝倉市秋月野鳥）

道路建設課

2019/10/21 2019/10/21 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2019/10/21 2019/10/30 資料提供 西九州自動車道建設促進大会（東京大会）および国への要望について 道路建設課

2019/10/25 2019/10/29 資料提供 令和元年度苅田港保安対策（テロ対策）総合訓練を実施します 港湾課

2019/10/31 2019/11/6 資料提供
東九州自動車道の早期全線開通に向け「東九州自動車道建設促進中央大会及び提言活動」を実施
します！

道路建設課

2019/11/5 2019/11/12 資料提供 令和元年度福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会（第２回）を開催します 企画課

2019/11/7 2019/11/11 資料提供 「土木の日パネル展」を開催します！ 企画課

2019/11/7 2019/11/16 資料提供 北九州開港１３０周年記念式典に小川福岡県知事が出席します 港湾課

2019/11/11 2019/11/17 資料提供
県道　直方北九州自転車道線の開通式典を行います！
（直方市殿町）

道路維持課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/11/11 2019/11/17 資料提供
県道　直方北九州自転車道線の開通式典を行います！
（直方市殿町）

道路建設課

2019/11/12 2019/11/18 資料提供
地元小学生が砂防工事を体験！
～みやま市の九折川（つづらがわ）砂防事業現場体験を開催～

砂防課

2019/11/26 2019/11/26 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2019/11/26 2019/11/28 資料提供
『令和元年度　第１回福岡県道路メンテナンス会議』及び『令和元年度第１回福岡県道路鉄道連絡会
議』を開催します

道路維持課

2019/11/29 2019/12/8 資料提供
「第１６回ふくおか水もり自慢！in英彦山」を開催します！
～県内各地で水環境の保全・啓発等に取り組む４０団体（約２００人）が添田町に集結～

河川整備課

2019/12/24 ブリーフィング
豊前豊後沿岸・有明海沿岸高潮浸水想定区域の指定・公表について
～大規模災害発生時においても、「人的被害ゼロ」を目指す～

港湾課

2020/1/22 2020/1/29 資料提供
甘木吉井線の一般車両の通行が可能となります。
（宮園～平榎地区）

道路維持課

2020/1/23 2020/1/28 資料提供 地元小学生が土木工事現場を見学！県道八女瀬高線（宝満橋）現場見学会を開催します 道路維持課

2020/1/29 2020/1/29 資料提供 一般競争入札の実施について 道路維持課

2020/2/4 2020/2/10 ブリーフィング 不法係留船に対する行政代執行実施について 河川管理課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 県土整備総務課

2020/2/28 2020/3/1 資料提供
福岡県発注工事における令和２年度の「公共工事設計労務単価」と「設計業務委託等技術者単価」
を令和２年３月１日から適用します

技術調査室

2020/2/28 資料提供 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について 企画課

2020/3/18 資料提供
建設業の働き方改革推進に向け九州・沖縄の新たな目標を設定しました
～工事関係書類の統一化、ICT土工と週休２日の証明書発行など～

企画課

2020/3/25 2020/3/27 資料提供 下関北九州道路に係る中央要望を行います 道路建設課

2020/3/25 資料提供 高尾川地下河川トンネルの運用を令和２年６月に開始～高尾川流域の浸水被害軽減のために～ 河川整備課

2020/3/31 国土交通省の来年度当初予算箇所公表についての福岡県知事コメント 道路建設課

2020/3/31 国土交通省の来年度当初予算箇所公表についての福岡県知事コメント 河川整備課

2020/3/31 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2020/3/31 資料提供 指名停止措置状況書 企画課

2020/3/31 資料提供
〈平成３０年７月豪雨関連〉筑後川水系金丸川・池町川、下弓削川、江川、遠賀川水系庄司川におい
て総合内水対策計画を策定しました。
～国県市が連携し、浸水被害の軽減を図ります。～

河川整備課

2020/3/31 資料提供
〈平成３０年７月豪雨関連〉筑後川水系金丸川・池町川、下弓削川、江川、遠賀川水系庄司川におい
て総合内水対策計画を策定しました。
～国県市が連携し、浸水被害の軽減を図ります。～

河川管理課

2020/3/31 資料提供
〈平成３０年７月豪雨関連〉筑後川水系金丸川・池町川、下弓削川、遠賀川水系庄司川において浸水
対策重点地域緊急事業を実施します。

河川整備課

建築都市部

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/9 2019/4/18 資料提供
「福岡県御笠川浄化センター下水汚泥固形燃料化施設」の供用開始について
-「完成披露式」のお知らせ-

下水道課

2019/4/18 資料提供 指名停止措置状況書 建築都市総務課

2019/4/18 資料提供 指名停止措置状況書 建築都市総務課

2019/4/23 資料提供 指名停止措置状況書 建築都市総務課

2019/4/24 資料提供 仮設住宅入居被災者の再建の状況 住宅計画課

2019/4/25 資料提供 大濠公園南側エリアにおける和風カフェの飲食店事業者の公募を開始します！ 公園街路課

2019/4/25 2019/5/15 資料提供 朝倉市が災害公営住宅等の部屋、駐車場決め抽選会及び契約説明会を開催します。 県営住宅課

2019/4/26 資料提供 県営天神中央公園　西中洲エリア再整備における飲食店のテナントが決定しました！ 公園街路課

2019/5/24 2019/5/28 資料提供 環境緑化事業実施に係る要望について 公園街路課

2019/6/3 ブリーフィング 令和元年度当初予算の概要 建築都市総務課

2019/6/3 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2019/6/12 資料提供 セントラルパーク基本計画の策定について 公園街路課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/6/28 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2019/6/28 2019/7/11 資料提供 朝倉市及び東峰村の災害公営住宅等の完成に伴う引渡し等についてのお知らせ 県営住宅課

2019/7/4 資料提供 第３２回福岡県美しいまちづくり建築賞を募集します 住宅計画課

2019/7/9 2019/7/15 資料提供
第１３回福岡県景観大会を開催します！
～今まで知らなかった福岡県の魅力を発見してみませんか？～

都市計画課

2019/7/12 ブリーフィング 平成２９年九州北部豪雨に係る応急仮設住宅等入居者の再建状況について 住宅計画課

2019/7/12 ブリーフィング 平成２９年九州北部豪雨に係る応急仮設住宅等入居者の再建状況について 県営住宅課

2019/7/26 2019/8/9 資料提供
県営天神中央公園西中洲エリアをリニューアルオープンします！
～西中洲に新たな憩い・賑わいの場が誕生～

公園街路課

2019/7/26 知事会見 応急仮設住宅の供与期限について 住宅計画課

2019/7/26 知事会見 応急仮設住宅の供与期限について 県営住宅課

2019/7/30 2019/7/31 資料提供 大規模盛土造成地マップの公表について 都市計画課

2019/7/30 2019/7/30 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2019/7/30 2019/7/30 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2019/7/30 2019/7/30 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2019/8/6 資料提供
市町村居住支援体制のモデル事業の提案募集を開始します
～令和元年度新規事業「市町村居住支援体制整備促進事業」～

住宅計画課

2019/8/23 資料提供 大濠公園飲食店等整備事業における設置等予定者を決定しました！ 公園街路課

2019/8/23 2019/8/30 資料提供
旧福岡県公会堂貴賓館プロジェクションマッピングを行います！
～天神中央公園西中洲エリアリニューアルオープン記念～

公園街路課

2019/8/30 2019/9/8 資料提供
『２０１９下水道展』を開催します！！
～９月１０日は下水道の日～

下水道課

2019/9/30 2019/10/1 資料提供
天神中央公園　旧福岡県公会堂貴賓館の期間限定ライトアップを実施します
～１０月は都市緑化月間・グリーンリボンデー・ハロウィンがテーマ！～

公園街路課

2019/10/8 2019/10/15 資料提供 令和元年度福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会（第１回）を開催します 建築都市総務課

2019/10/10 2019/10/16 資料提供 令和元年度違反建築防止週間県内一斉建築パトロールを実施します 建築指導課

2019/10/11 2019/10/19 資料提供
住まいるフェア福岡２０１９の開催
～今年は「VR地震体験コーナー」を開設～

住宅計画課

2019/10/11 2019/11/1 資料提供
市町村居住支援体制のモデル事業を採択しました
～令和元年度新規事業「市町村居住支援体制整備促進事業」～

住宅計画課

2019/10/11 2019/10/15 資料提供 「第１２８回福岡県県営住宅管理審議会」の開催について 県営住宅課

2019/10/16 資料提供 令和元年度違反建築防止週間　県内一斉建築パトロールの実施結果について 建築指導課

2019/10/23 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2019/10/23 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2019/10/23 2019/10/23 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2019/10/25 2019/10/29 資料提供 ２０１９年度福岡県建設業構造改善推進大会の開催について 建築指導課

2019/11/5 2019/11/12 資料提供 令和元年度福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会（第２回）を開催します 建築都市総務課

2019/11/8 2019/11/8 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2019/11/13 2019/12/21 資料提供 都市計画道路鯰田中線（川島～幸袋）が開通します 公園街路課

2019/11/15 2019/11/26 資料提供 第２３５回福岡県都市計画審議会について 都市計画課

2019/11/15 ブリーフィング 西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）連続立体交差事業計画検証委員会の設置について 公園街路課

2019/11/28 2019/12/2 資料提供
天神中央公園　旧福岡県公会堂貴賓館の期間限定ライトアップを実施します
～１２月はクリスマスがテーマ！～

公園街路課

2019/11/29 資料提供 指名停止措置状況書 建築都市総務課

2019/12/18 2019/12/20 資料提供 西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）連続立体交差事業計画検証委員会（第２回）を開催します 公園街路課

2019/12/27 2019/12/27 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2020/1/23 2020/1/28 資料提供 西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）連続立体交差事業計画検証委員会（第３回）を開催します 公園街路課

2020/1/23 2020/3/18 資料提供 第３２回福岡県美しいまちづくり建築賞受賞作品決定 住宅計画課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2020/2/12 2020/2/13 資料提供
天神中央公園　旧福岡県公会堂貴賓館の期間限定ライトアップを実施します
～２月はバレンタインがテーマ！～

公園街路課

2020/2/13 2020/2/21 ブリーフィング
遊休公共不動産を活用したい県内自治体と民間事業者をマッチング！
「公共空間逆プロポーザルin福岡」を開催

都市計画課

2020/2/14 ブリーフィング 令和２年度当初予算 令和元年度２月補正予算（１４か月予算）の概要 建築都市総務課

2020/2/19 2020/2/26 資料提供 西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）連続立体交差事業計画検証委員会（第４回）を開催します 公園街路課

2020/2/28 2020/3/1 資料提供
福岡県発注工事における令和２年度の「公共工事設計労務単価」と「設計業務委託等技術者単価」
を令和２年３月１日から適用します

営繕設備課

2020/2/28 資料提供 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について 契約室

2020/3/6 資料提供 指名停止措置状況書 建築指導課

2020/3/12 資料提供 県営公園における花見時期の宴会の自粛をお願いします 公園街路課

2020/3/17 2020/3/23 資料提供
「第２３回福岡県美しい景観選」受賞作品が決定しました
～受賞作品を県庁ロビー、アクロス福岡で展示します～

都市計画課

2020/3/17 2020/5/30 資料提供
「福岡県屋外広告景観賞」受賞作品を決定しました
～最優秀賞は、お茶の歴史や楽しみ方に興味を抱かせるシンプルな屋外広告！～

公園街路課

2020/3/25 2020/3/31 資料提供 西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）連続立体交差事業計画検証委員会（第５回）を開催します 公園街路課

2020/3/25 2020/3/26 資料提供
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方への県営住宅の家賃の減免及び徴
収猶予並びに住居を失った方への県営住宅等の一時提供について

県営住宅課

2020/3/26 2020/3/27 資料提供 大規模盛土造成地マップの公表について 都市計画課

2020/3/30 2020/3/31 資料提供 耐震診断を義務付けした防災拠点建築物の耐震診断結果の公表について 建築指導課

議会・委員会等

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/19 2019/4/26 資料提供 平成３１年度福岡県職員採用「座談会」について
人事委員会事務局
任用課

2019/4/24 資料提供 平成３１年度福岡県職員採用試験の実施について
人事委員会事務局
任用課

2019/5/9 2019/5/9 資料提供 議会棟における夏季の服装について 議会事務局　総務課

2019/5/15 2019/5/16 資料提供 県議会正副議長就任記者会見について 議会事務局　総務課

2019/5/28 2019/6/4 資料提供 九州各県議会議長会議の開催について 議会事務局　調査課

2019/6/4 2019/8/25 資料提供 令和元年度福岡県職員民間企業等職務経験者採用試験を実施します
人事委員会事務局
任用課

2019/6/5 資料提供 令和元年度福岡県職員採用（Ⅰ類・Ⅱ類農業）試験の第１次試験に係る報道機関の取材について
人事委員会事務局
任用課

2019/6/5 資料提供
令和元年度福岡県職員採用大学卒業程度（Ⅰ類）・短大卒業程度（Ⅱ類）農業試験　受験申込受付
結果

人事委員会事務局
任用課

2019/6/7 資料提供 ６月定例会における夏季の服装について 議会事務局　総務課

2019/6/25 資料提供 藏内勇夫公益社団法人日本獣意医師会会長声明 議会事務局　総務課

2019/6/28 2019/7/8 資料提供 資産等公開条例に基づく報告書の閲覧開始について 議会事務局　総務課

2019/7/1 2019/9/29 資料提供 令和元年度福岡県職員採用短大卒業程度（Ⅱ類）・高校卒業程度（III類）試験の実施について
人事委員会事務局
任用課

2019/7/12 ブリーフィング 福岡県企業局と北九州市上下水道局との間における応援給水協定の締結について 企業局　管理課

2019/8/19 資料提供 令和元年度福岡県職員民間企業等職務経験者採用試験の受験申込受付結果について
人事委員会事務局
任用課

2019/8/19 2019/8/25 資料提供
令和元年度福岡県職員民間企業等職務経験者採用試験の第１次試験に係る報道機関の取材につ
いて

人事委員会事務局
任用課

2019/8/21 2019/9/20 資料提供
「労使関係セミナーｉｎ福岡」の参加者を募集しています！
「人生１００年時代　これからの働き方　～誰もがいきいきと働ける社会へ～」

労働委員会事務局
調整課

2019/8/22 2019/10/27 資料提供 令和元年度障がい者を対象とする福岡県職員採用選考試験の実施について
人事委員会事務局
任用課

2019/8/29 2019/8/30 資料提供 タイ王国教育省私学局長訪問団の知事及び議長表敬について 議会事務局　総務課

2019/9/9 資料提供 夏季の服装について 議会事務局　総務課

2019/9/10 2019/9/10 資料提供 令和元年８月の前線に伴う大雨災害に関する要請活動の実施について 議会事務局　調査課

2019/9/10 資料提供 令和元年度福岡県職員採用II類（短大卒業程度）・III類（高校卒業程度）試験　受験申込受付結果
人事委員会事務局
任用課

2019/9/10 資料提供 令和元年度福岡県職員採用（II類・III類）試験の第１次試験に係る報道機関の取材について
人事委員会事務局
任用課



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/9/13 資料提供 死亡のお知らせ 議会事務局　総務課

2019/9/20 2019/9/25 資料提供 令和元年給与勧告について
人事委員会事務局
給与公平課

2019/9/25 資料提供 令和元年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要
人事委員会事務局
給与公平課

2019/9/27 2019/10/7 資料提供 資産等公開条例に基づく資産等報告書の閲覧開始について 議会事務局　総務課

2019/9/27 資料提供 死亡のお知らせ 議会事務局　総務課

2019/10/4 資料提供 死亡のお知らせ 議会事務局　総務課

2019/10/7 2019/11/10 資料提供 令和元年度福岡県職員採用選考試験（後期）の実施について
人事委員会事務局
任用課

2019/10/7 2019/10/27 資料提供 令和元年度障がい者を対象とする福岡県職員採用選考試験受験申込受付結果
人事委員会事務局
任用課

2019/11/8 2019/11/11 資料提供 九州各県議会議長会の提言活動の実施について
議会事務局
調査課

2019/11/26 資料提供 第４２期福岡県労働委員会会長の選任について
労働委員会事務局
調整課

2019/12/2 資料提供 死亡のお知らせ 議会事務局　総務課

2020/1/10 2020/1/13 資料提供 福岡県議会　ハワイ州議会友好訪問団の派遣について 議会事務局　総務課

2020/2/18 2020/2/21 資料提供 「福岡県職員採用座談会」及び「女性のためのジョブトーク」を開催！
人事委員会事務局
任用課

2020/3/4 資料提供 死亡のお知らせ 議会事務局　総務課

2020/3/6 2020/3/8 資料提供 九州の自立を考える会が日田彦山線復旧に関する現地視察を行います 議会事務局　調査課

2020/3/11 2020/3/12 資料提供 JR九州との意見交換会について（案内） 議会事務局　調査課

2020/3/12 資料提供 【追加資料】日田彦山線復旧問題対策協議会（仮称）設置要綱（案） 議会事務局　調査課

2020/3/13 2020/3/13 資料提供 日田彦山線復旧の問題に伴う地域振興策に係る代表者会議（非公開）を開催します 議会事務局　議事課

選挙管理委員会

発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/4/1 資料提供
選挙第２５号　福岡県知事選挙における期日前投票者数に関する調
（選挙期日　平成３１年４月７日）

選挙管理委員会

2019/4/2 2019/4/4 資料提供
選挙第２６号　平成３１年４月７日執行　福岡県知事選挙及び福岡県議会議員一般選挙
投・開票速報最終予行演習及び投・開票当日の電話番号等について

選挙管理委員会

2019/4/5 2019/4/10 資料提供
選挙第２７号　福岡県知事選挙における選挙会について
（選挙期日　平成３１年４月７日（日））

選挙管理委員会

2019/4/5 資料提供 選挙第２８号　委員長談話（投票日） 選挙管理委員会

2019/4/5 資料提供 選挙第２９号　繰上投票が行われた投票区に係る投票速報 選挙管理委員会

2019/4/6 資料提供 選挙第３０号　福岡県知事選挙における期日前投票者数に関する調 選挙管理委員会

2019/4/7 資料提供 福岡県議会議員一般選挙　開票速報 選挙管理委員会

2019/4/10 資料提供 福岡県知事選挙候補者届出事項の告示誤りについて（報告） 選挙管理委員会

2019/4/12 資料提供 平成３１年統一地方選挙にかかる記者提供資料 選挙管理委員会

2019/4/21 資料提供 平成３１年４月２１日執行　市町選挙　立候補届出状況（党派別当選者数） 選挙管理委員会

2019/4/21 資料提供 開票結果速報（候補者得票調） 選挙管理委員会

2019/4/21 資料提供 投票速報（結了） 選挙管理委員会

2019/4/21 資料提供 平成３１年４月２１日執行　市町選挙　投票速報（仲間）（１３時現在） 選挙管理委員会

2019/5/29 2019/6/12 資料提供 第２５回参議院議員通常選挙に係る立候補予定者説明会 選挙管理委員会

2019/6/7 2019/6/14 資料提供 第２５回参議院議員通常選挙における投・開票速報に関する基本的事項等の記者レクについて 選挙管理委員会

2019/6/14 資料提供 令和元年６月登録日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数等について 選挙管理委員会

2019/6/14 2019/6/28 資料提供 第２５回参議院議員通常選挙における投・開票速報に関する基本的事項等 選挙管理委員会

2019/6/14 2019/7/21 資料提供 投・開票結了時刻及び開票所所在地に関する調 選挙管理委員会



発表日 実施日 資料提供 記者発表事項 担当課

2019/6/14 資料提供 第２５回参議院議員通常選挙　投・開票速報発表資料（見本） 選挙管理委員会

2019/6/19 2019/6/26 資料提供 第２５回参議院議員通常選挙選挙投票用紙等関係物資の発送 選挙管理委員会

2019/6/20 2019/6/26 資料提供 第２５回参議院議員通常選挙　主要事務日程（案） 選挙管理委員会

2019/6/21 2019/6/27 資料提供 選挙啓発イベント「選挙にリンク！」を開催します 選挙管理委員会

2019/6/24 資料提供
第２５回参議院議員通常選挙
投・開票速報の報道機関への発表方法及び予行演習について
（配布資料）投・開票速報における報道機関への発表について

選挙管理委員会

2019/6/28 2019/7/3 資料提供 参議院福岡県選出議員選挙立候補受付リハーサル 選挙管理委員会

2019/7/3 資料提供 委員長談話（公示日） 選挙管理委員会

2019/7/3 資料提供 令和元年７月３日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数等について 選挙管理委員会

2019/7/3 資料提供 選挙をきれいにする国民運動福岡県本部声明 選挙管理委員会

2019/7/3 2019/7/4 資料提供 第２５回参議院議員通常選挙に係る臨時啓発事業を実施します 選挙管理委員会

2019/7/4 資料提供 参議院福岡県選出議員選挙立候補届出状況　９：００現在 選挙管理委員会

2019/7/4 資料提供 参議院福岡県選出議員選挙立候補届出状況　１７：００現在確定 選挙管理委員会

2019/7/4 資料提供 第２５回参議院銀通常選挙における期日前投票所について 選挙管理委員会

2019/7/5 資料提供
第２５回参議院議員通常選挙における投票区の数、繰上投票区及び投票所開閉時刻を変更する投
票区

選挙管理委員会

2019/7/5 資料提供 参議院福岡県選出議員選挙の政見放送の日時及び各候補者の放送の順序 選挙管理委員会

2019/7/8 2019/7/10 資料提供
投・開票速報事務等担当者説明会
（第２５回参議院議員通常選挙　投・開票事務及び速報事務に関する説明会）

選挙管理委員会

2019/7/8 資料提供 参議院福岡県選出議員選挙における期日前投票者数に関する調（第１回） 選挙管理委員会

2019/7/10 2019/7/12 資料提供 第２５回参議院議員通常選挙に係る若年層向け啓発事業を実施します 選挙管理委員会

2019/7/11 2019/7/18 資料提供
第２５回参議院議員通常選挙
投・開票速報最終予行演習及び投・開票当日の電話番号等について

選挙管理委員会

2019/7/15 資料提供 参議院福岡県選出議員選挙における期日前投票数に関する調（第２回） 選挙管理委員会

2019/7/19 資料提供 委員長談話（投票日） 選挙管理委員会

2019/7/19 資料提供
（選挙期日　令和元年７月２１日）
繰上投票が行われた投票区に係る投票速報
（配布資料）繰上投票が行われた投票区に係る投票速報（結了）

選挙管理委員会

2019/7/20 資料提供 参議院福岡県選出議員選挙における期日前投票数に関する調（第３回） 選挙管理委員会

2019/7/20 2019/7/24 資料提供
第２５回参議院銀通常選挙における選挙会等について
（選挙期日　令和元年７月２１日（日））

選挙管理委員会

2019/7/21 資料提供
第２５回参議院議員通常選挙における投票所の開く時刻を変更する投票区
（選挙期日　令和元年７月２１日（日））

選挙管理委員会

2019/8/6 資料提供 福岡県知事選挙における年齢別投票状況 選挙管理委員会

2019/9/10 資料提供 第２５回参議院議員通常選挙における年齢別投票状況 選挙管理委員会

2019/10/1 資料提供 令和元年９月登録日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数等について 選挙管理委員会

2019/11/8 2019/11/29 資料提供 政治資金収支報告書の要旨の公表について 選挙管理委員会

2019/11/22 2019/11/29 ブリーフィング 政治資金収支報告書の要旨の公表 選挙管理委員会

2019/12/23 資料提供 令和元年１２月登録日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数等について 選挙管理委員会

2020/3/13 2020/3/17 資料提供 政治資金収支報告書の要旨の公表（令和元年度第２回） 選挙管理委員会

2020/3/26 資料提供 令和２年３月登録日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数等について 選挙管理委員会



 

２ 県の広報活動 

    県の広報活動は、県と県民を結ぶ重要な役割を担っています。 

  印刷物やテレビ・ラジオ、インターネットなど、広報の目的や対象により適切な手段を選択し広報

を行いました。 

 

（１）自主媒体による広報 

イ 印刷物 

   ① 福岡県だより 

     内 容：県政の動き（特集、県政フラッシュ）、お知らせ（情報のひろば）などで構成した世帯

向け広報紙。 

   規 格：Ａ４判、１２ページ、オールカラー 

   発 行：奇数月の１日発行、約２１４万部 

   配布先：県内各世帯、県出先機関、市町村、その他 

 

  ② グラフふくおか 

   内 容：県政の動き（特集、県政フラッシュ）、知事のふるさと訪問、市町村紹介、県議会だよ

りなどを写真を主体に県民に分かりやすく編集したグラフ誌。 

   規 格：Ａ４判、３２ページ、オールカラー 

   発 行：季刊（年４回、６月、９月、１２月、３月発行）、２万９千部 

   配布先：県内病院、診療所、理・美容院、学校、銀行、農漁協、公民館、図書館、 

       ボランティア団体、県出先機関、市町村、都道府県、その他 

 

  ③  福岡県からのお知らせ（新聞定期広告） 

     内 容：県の重要施策やお知らせ、イベント情報などを主体に「朝日新聞」「毎日新聞」「読売新

聞」「西日本新聞」に同一内容の記事を掲載。 

   規 格：５段 

   発 行：偶数月第３日曜日（年６回） 

 

  ④  点字ふくおか 

   内 容：グラフふくおかの記事や県からのお知らせなどを主体に編集した点字による広報紙。 

   規 格：Ｂ５判、５２ページ 

   発 行：季刊（年４回）、７００部 

   配布先：視覚障がいのある人 

 

  ⑤ 福岡県だより点字版 

   内 容：福岡県だよりの内容を点訳した広報紙。 

   規 格：Ｂ５判 

   発 行：奇数月の１５日発行、６００部 

   配布先：視覚障がいのある人 

 



 

ロ 視聴覚広報 

①  テレビ・ラジオ 

番組名 放送局名 放送日 内      容 

飛び出せ！サークル 

“ふくおか研” 

㈱TVQ 九州放送 毎週土曜日 

20:54～21:00 

大学生リポーターが県政の動き

や郷土の話題などをお伝えしま

す（字幕放送） 

福岡県庁知らせた課 RKB 毎日放送株式

会社 

毎週日曜日 

16:54～17:00 

タレント高田課長とアイドルグル

ープＬｉｎＱが、県政の動きや郷

土の話題などをお伝えします

（字幕放送） 

飛び出せ！サークル 

“ふくおか研” 

㈱ジェイコム九州 毎週土曜日 

7：55～8：00 

大学生リポーターが県政の動き

や郷土の話題などをお伝えしま

す（地上波の放送を再放送） 

飛び出せ！サークル 

“ふくおか研” 

㈱CRCCメディア 毎週金・土曜日 

金 17：50～17：55 

土 7：20～7：25 

大学生リポーターが県政の動き

や郷土の話題などをお伝えしま

す（地上波の放送を再放送） 

福岡県だより ㈱エフエム福岡 毎週月・木曜日 

9:35～9:40 

県からのお知らせ 

 

  ②  福岡県だより録音版 

   内 容：福岡県だよりの全内容を録音したテープ・ＣＤ（デイジー版）による広報。 

   発 行：奇数月発行 テープ４８０本、ＣＤ２５０本 

   配布先：視覚障がいのある人 

 

  ③ 福岡県だより音声コード版 

     内 容：福岡県だよりの全内容の文字情報を記録した音声コードによる広報。 

     発 行：奇数月発行 ３５０部 

     配布先：視覚障がいのある人 活字文書読み上げ装置設置県出先機関・市町 

     ※「音声コード」とは、文字情報を記録したコードを印刷したはがき用紙で、専用の活字文書読み上げ装置などで

読み取ることで、情報を音声で聞くことができるもの。 

 

ハ インターネット広報 

  ① インターネット動画配信「ふくおかインターネットテレビ」 

    内 容：県の動きや見どころを紹介する動画サイト。知事記者会見、県政ニュース、観光・物産、

農林水産などの動画を制作配信。テレビ放送後に広報番組も配信。 

 

  ② 外国語専用ホームページ 

    内 容：福岡県独自の取組みや県が関わる国際的なイベントなどを英語、中国語、韓国語、タイ

語、ベトナム語で発信。 

 



 

  ③  「福岡県庁」Twitter（ツイッター） 

    内  容：県政情報、イベント情報などタイムリーに発信。災害時には緊急情報も発信。 

 

④  「福岡県庁」LINE（ライン） 

    内  容：魅力的な観光・イベント・県政・県民生活に関わる情報など、耳寄りの最新情報を発信。 

 

 

（２）自主媒体以外の広報 

特別広報 

内 容：多様なメディアを活用した機動的な広報を図ることを目的に下記の広報を実施。 

１）新聞・雑誌不定期広告  ２８回 

２）ラジオ・テレビ等広告   ２回 



コーナー名 ５月号 ７月号 ９月号 １１月号 １月号 ３月号

表紙 福岡空港・北九州空港 復旧が進む被災地等
ラグビーワールドカップ２０
１９日本大会

福岡を訪れた海外福岡県人会
の皆さん

谷口亮さんと小川知事
中村哲氏への福岡県民栄誉賞
贈呈

特集
アジアとつながり、発展しつ
づける～福岡空港・北九州空
港～

もっと元気に！福岡県 一生に一度が福岡に！
ルーツは福岡　夢は世界へ
海外福岡県人会

谷口亮さんと小川知事の対談
楽しみながら健康づくりを！
～ふくおか健康づくり県民運
動～

安全で快適に楽しく自転車を
活用しよう

いま、災害への備えを－「も
しも」のときのために

高齢ドライバーの皆さん、運
転に不安を感じていません
か？～事故を防ぐためにでき
ることを始めましょう～

歯と口の健康を守り、いつま
でも健康的な生活を

令和２年４月１日から宿泊税
を課税します

あなたも「消防団」に入って
みませんか？

自動車税の納期限は５月３１
日（金）です

小児・ＡＹＡ世代のがん患者
に対し妊よう性温存治療に要
する費用の一部助成を開始！

中小企業の生産性向上を支援
します

「子育て応援パスポートアプ
リ」の配信がスタート！

「福岡サイクルステーショ
ン」がスタート！

始めよう！「ふくくる」があ
る暮らし

１０月１日から幼児教育・保
育の無償化が始まります

関門海峡ミュージアムがリ
ニューアルオープン！

高齢者の皆さんの「活躍した
い」を応援します！

ふくおか相談窓口

みんなで歩こう！九州自然歩
道

ふくおかの食 耳納北麓のジェラート
ケーキ屋さんが作ったジン
ジャーシロップ

山肌栽培のブランド梨「赤池
梨」

おかげさまで１０周年！福岡
県産小麦「ラー麦」

最高のおもてなし「鶏すき」 －

知ってる？福岡県
（地元の人しか知ら
ない福岡の話題）

短い！ゆっくり！門司港レト
ロ観光列車「潮風号」

悪人の行く手を阻む「袖摺
岩」

１００人一緒に楽しめる「世
界最長のブランコ」

「駅伝」の名付け親・武田 千
代三郎～「スポーツマンシッ
プ」を追求し、スポーツの振
興に尽力した偉人～

合格祈願の新スポット　落ち
ない岩

－

情報のひろば
（お知らせ）

県政モニター
県営住宅入居者（ポイント方
式）
県職員採用大学卒業程度（Ⅰ
類）試験
ご存じですか？民生委員・児
童委員
土砂災害に備えましょう
福岡県迷惑行為防止条例が改
正されました
カネミ油症患者の皆さんへ
「福岡県産しいたけロゴマー
ク」を作成しました！
福岡最大の酒イベント「＆
SAKE FUKUOKA（アンド サケ
フクオカ）」
など24件

８月は北方領土返還運動全国
強調月間です
７月は青少年の非行・被害防
止全国強調月間です
８月１日から水の日、８月１
から７日は水の週間です
旧優生保護法による優生手術
などに係る一時金の支給につ
いて
７月は熱中症予防月間です
介護と仕事の両立「休日街か
ど相談」
消費税率（国・地方）の引き
上げについて
プレミアム付商品券について
７月は同和問題啓発強調月間
です
など22件

ふくおか子育てマイスター認
定研修
育休女性の職場復帰準備セミ
ナー
性犯罪にご注意ください
１０月は臓器移植普及月間、
骨髄バンク推進月間です
警戒レベル４で全員避難！！
被爆者二世の健康診断
関門海峡ミュージアムがリ
ニューアルオープンします
筑豊フェア２０１９～おどり
と食の祭典～
安全・安心まちづくり県民の
集い
２０１９ふくおか県障がい児
者美術展
など26件

１１月は児童虐待防止推進月
間です
ＳＴＯＰ滞納！！県下一斉徴
収強化月間～忘れていません
か「納税」を～
福岡県最低賃金が改正されま
した
自主夜間学級をご存じです
か？
ミュージアム周遊パスで九
州・沖縄の美術館や博物館を
巡ろう！
１１月は「ふくおか・みんな
で家族月間」です
いとしま直売所スタンプラ
リー２０１９
福岡モーターショー２０１９
１２月４日から１０日は人権
週間です
など25件

マイナンバーを扱う事務につ
いての意見募集
第２８回ふくおか県民文化祭
２０２０開催テーマ募集
会計年度任用職員の登録希望
者募集
まっ太フォンでニセ電話詐欺
を防止！
ヒートショックにご用心
水道管にも冬支度を！
贈らない！求めない！受け取
らない！
飲酒運転を撲滅しましょう
ふくおか鍋マルシェ
ふくおかフラワーフェア
福祉のしごと就職フェア２０
２０ in FUKUOKA
九州・山口しごとフェスタ～
業界研究イベント～
など27件

福岡障害者職業能力開発校職
業訓練生（追加募集）
令和２年度「緑の教室」
都市高速道路モニター
県営住宅入居者（抽選方式）
子どもの学習支援ボランティ
ア
ハンセン病元患者のご家族に
対する補償金支給制度
教員免許状の更新
福岡県安全・安心まちづくり
アドバイザー派遣
養育費・ひとり親１１０番
大牟田市保健所業務が県に移
管されます
県営住宅の連帯保証人の廃止
フィッシング詐欺にご注意！
東京２０２０オリンピック聖
火リレー
など27件

プレゼント 福岡の八女茶（5人） パンナコッタ（5人） 秋王（5人）
はかた地どり 水炊きセット
（5人）

博多甘熟娘（5人） 福岡有明のり（5人）

県政フラッシュ

女性の「はたらく」を応援！
株式会社資生堂との立地協定
締結式を行いました
知っていますか？小児がんの
こと
食を食を支える農林水産業に
ついて考える
９月開催！ラグビーワールド
カップに向けて
災害対策本部が新しくなりま
した

福岡空港の運営の民間委託が
開始されました
福岡県の地魚情報を発信！
ホームページ「じざかなび福
岡」
筑後七国のおいしい地酒を味
わう
フードドライブへのご協力を
お願いします
小川県政３期目突入！
本県出身選手も活躍！ワール
ドラグビー女子セブンズ

全国初！災害時の健康管理支
援活動に関する協定締結
「籃胎漆器」が東京２０２０
公式ライセンス商品に！
７０歳現役社会の実現を目指
して
第１０３回日本陸上競技選手
権大会が開催されました！
薬物から身を守ろう！薬物乱
用は「ダメ。ゼッタイ。」
「神宿る島」に思いをはせる

若い力よ、世界へ羽ばたけ！
「あまおう」の販売単価が１
５年連続で日本一に！
福祉のしごと就職フェア２０
１９ ｉｎ ＦＵＫＵＯＫＡ
令和で全国初の新駅！「令和
コスタ行橋駅」が誕生しまし
た
飲酒運転「ゼロ」の福岡県へ
東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会まで
あと１年！

天皇陛下の御即位をお祝いし
ました
地元企業１００社が参加！大
学等合同会社説明会
「はかた地どり（胸肉）」が
機能性表示食品に！
直方市から芦屋町までをつな
ぐサイクリングコース開通！
感動をありがとう！～ラグ
ビーワールドカップ２０１９™
日本大会～

福岡の魅力をさらに発信！～
アンテナレストラン「福扇
華」１周年～
久留米絣とビームスとのコラ
ボによる新ブランド
「CATHRI」誕生
女性の仕事と暮らし応援講座
「キッカフェ」を開催！
第７３回福岡国際マラソン選
手権大会が開催されました
超小型レーダー衛星「イザナ
ギ」、宇宙へ飛び立つ
今年も大盛況！「まごころ製
品」大規模販売会

おでかけクリップ
（地域のイベント）

春日神社神幸祭
など11件

みやま納涼花火大会
など11件

神幸祭大祭
など11件

日本一の大門松祭り
など11件

いいづか雛のまつり
など11件

筑前中間さくら祭
など11件

令和元年度　福岡県だより実績

小特集



夏号(６/２０発行) 秋号(９/２０発行) 冬号(１２/２０発行) 春号(３/１９発行)

表紙
サイクルフクオカ
（グラフふくおか夏号特別ルート上の景色）

サイクルフクオカ
（グラフふくおか秋号特別ルート上の景色）

サイクルフクオカ
（グラフふくおか冬号特別ルート上の景色）

サイクルフクオカ
（グラフふくおか春号特別ルート上の景色）

特集 小川知事、若者たちと新しい時代を大いに語る
一生に一度が福岡に！
ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会

第１０回海外福岡県人会世界大会 東京２０２０オリンピック聖火リレー

小特集
・みんなに快適な自転車ライフを
・「令和」のふるさと福岡県

・「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
・天神中央公園西中洲エリアリニューアルオープ
ン

・ふくおか発　トップアスリート
・わたしらしく、福岡でくらす

ー

サイクルフクオカ
（令和元年度企画）

里山に和み、海に癒される
福岡から糸島の70km
（グラフふくおか夏号特別ルート）

川の流れをたどって修験の山へ
直方～小石原～英彦山を巡る１００ｋｍ
 （グラフふくおか秋号特別ルート）

風景に音を重ねてカルストの山へ
八幡～香春～築上～平尾台 １１１㎞
 （グラフふくおか冬号特別ルート）

新茶の里から耳納山地を越える
久留米～八女～星野～うきは周遊１０５㎞
 （グラフふくおか春号特別ルート）

きらめきマイタウン
（市町村紹介）

小竹町 志免町 大川市 岡垣町

商店街日和
（令和元年度企画）

商店街の力を結集　久留米ほとめき通り商店街 小倉の活力　旦過市場商店街 まちの元気は商店街がつくる　飯塚中心商店街 １４０年以上の歴史を誇る　川端通商店街

知事のふるさと訪問 ー ー ー
・直方市
・北九州市

世界で頑張る！
「フクオカ人」

ハワイの福岡県人会 ブラジルの福岡県人会 ー ー

お知らせ 同和問題啓発強調月間講演会 第１９回 福岡県ねんりんスポーツ・文化祭 第７回 福岡県「まごころ製品」大規模販売会 ー

県政フラッシュ
・開幕せまる！ラグビーワールドカップ２０１９™
日本大会
・福岡自慢の酒が一挙大集結！

・「籃胎漆器」が東京２０２０公式ライセンス商品
として発売されました！
・香港で九州・山口県産農林水産物販売促進フェ
アを開催しました！
・福岡とホノルルを結ぶ直行便が１１月に就航し
ます！

・感動をありがとう！～ラグビーワールドカップ
２０１９™日本大会～

福岡県政の動き　２０１９－２０２０

県議会だより

・県議会の一年
・県議会案内
・新議員の紹介
・５月臨時会

・代表者会議
・議会運営委員会
・常任委員会
・県議会の動き

・常任委員会
・県議会の動き

・調査特別委員会
・県議会の動き

令和元年度　グラフふくおか実績



新聞紙面購入（福岡県からのお知らせ） 

 

掲載紙：朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、西日本新聞 

掲載日 段 数 お知らせ掲載数 

４月２１日 ５段 １７ 

６月１６日 ５段 １８ 

８月１８日 ５段 ２２ 

１０月２０日 ５段 ２０ 

１２月１５日 ５段 １８ 

２月１６日 ５段 １９ 

計  １１４ 

 

 



YOMIAD
タイプライターテキスト
福岡県からのお知らせ４月号　モノクロ全５段

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト



YOMIAD
タイプライターテキスト
福岡県からのお知らせ６月号　モノクロ全５段

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト



YOMIAD
タイプライターテキスト
福岡県からのお知らせ８月号　モノクロ全５段

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト

YOMIAD
タイプライターテキスト









№215（4/１０日発行） №216（7/１０日発行） №217（10/１０日発行） №218（1/１０日発行）

特集 体感する福岡　文化集う「福扇華」 特集 小川知事、若者たちと新しい時代を大いに語る
一生に一度が福岡に！
ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会

第１０回海外福岡県人会世界大会

小特集
・「グリーンアジア国際戦略総合特区」に注目！
・子育て応援ふくおか！

小特集
・みんなに快適な自転車ライフを
・「令和」のふるさと福岡県

・「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
・天神中央公園西中洲エリアリニューアルオープ
ン

・ふくおか発　トップアスリート
・わたしらしく、福岡でくらす

トップアスリートの流儀
（平成３１年度企画）

フェンシング高嶋理紗選手
　　×フェンシング向江彩伽選手

サイクルフクオカ
（令和元年度企画）

里山に和み、海に癒される
福岡から糸島の70km
（グラフふくおか夏号特別ルート）

川の流れをたどって修験の山へ
直方～小石原～英彦山を巡る１００ｋｍ
 （グラフふくおか秋号特別ルート）

風景に音を重ねてカルストの山へ
八幡～香春～築上～平尾台 １１１㎞
 （グラフふくおか冬号特別ルート）

列車でふくおかさんぽ
（平成３１年度企画）

１２０年の歴史を乗せて新たに走り出す
～第４回　平成筑豊鉄道～

きらめきマイタウン
（市町村紹介）

小竹町 志免町 大川市

きらめきマイタウン
（市町村紹介）

大牟田市
商店街日和

（令和元年度企画）
商店街の力を結集　久留米ほとめき通り商店街 小倉の活力　旦過市場商店街 まちの元気は商店街がつくる　飯塚中心商店街

知事のふるさと訪問 春日市 知事のふるさと訪問 ー ー ー

県政フラッシュ 平成３０年度福岡県政の動き
世界で頑張る！
「フクオカ人」

ハワイの福岡県人会・ ブラジルの福岡県人会 ー

福岡県からのお知らせ 福岡県だよりの点字版配布について 県政フラッシュ
・開幕せまる！ラグビーワールドカップ2019™
日本大会
・福岡自慢の酒が一挙大集結！

・「籃胎漆器」が東京２０２０公式ライセンス商品と
して発売されました！
・香港で九州・山口県産農林水産物販売促進フェ
アを開催しました！
・福岡とホノルルを結ぶ直行便が１１月に就航し
ます！

・感動をありがとう！～ラグビーワールドカップ
２０１９™日本大会～

福岡県からのお知らせ

・令和元年度福岡県職員採用短大卒業程度（Ⅱ
類）・高校卒業程度（Ⅲ類）試験での点字試験実施
のお知らせ
・福岡県だよりの点字版配布について

福岡県だよりの点字版配布について
・納税通知書の内容を点字でお知らせします
・福岡県だよりの点字版配布について

令和元年度　点字ふくおか実績



令和元年度　ＴＶＱ「飛び出せ！サークル“ふくおか研”」＜毎週土曜日２０：５４～２１：００＞

放送日 テーマ

保育士の「働きたい」を応援！　～保育士就職支援センター～

（お知らせ）　福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例の改正

みんなで地域の課題を解決！　～ふくおか共助社会づくり～

（お知らせ）　ドリームジャンボ宝くじ

ゆっくり・おいしい・楽しい列車　～ことこと列車～

（お知らせ）　福岡県青少年科学館 春の特別展『もぐもぐ探検隊～「くち」から「おしり」まで～』

走って！歩いて！筑後の魅力を体感　～走りとーなる筑後。～

（お知らせ）　平成31年度自動車税納期内納付促進

緑に囲まれリラックス　～福岡県緑化センター～

（お知らせ）　グリーンフェスティバル

県民の皆さんへ　～小川知事が語る～

（お知らせ）　なし

可能性を伸ばして応援　～非行からの立ち直り支援～

（お知らせ）　男女共同参画表彰

日の丸を背負って戦う！　～女子セブンズ日本代表～

（お知らせ）　自動車税納期内納付促進

身近なものから始めるエコロジー　～福岡県県産認定リサイクル製品「ふくくる」～

（お知らせ）　G20福岡交通総量抑制

ゆったりとした時間が流れる島　～福岡の離島 馬島～

（お知らせ）　土砂災害防止月間

高校ラグビー世界一を目指して　～ワールドラグビーユース交流大会～

（お知らせ）　ＲＷＣチケット販売

中小・ベンチャー企業の挑戦をサポート  　～フクオカベンチャーマーケット  ～

（お知らせ）　ニセ電話詐欺

いざという時に備えて 　～総合防災訓練～

（お知らせ）　同和問題啓発強調月間

後世に残し伝える 　～東峰村災害伝承館 ～

（お知らせ）　日本語パートナーズ

受け継がれる太鼓の音色！　～小倉祇園太鼓～

（お知らせ）　ひとり親110番

みんなで盛り上げよう！ラグビーW杯2019福岡開催　～ラグビーサマーフェス2019～

（お知らせ）　参議院議員通常選挙

春夏秋冬味わえる！福岡の地魚　～じざかなび福岡～

（お知らせ）　日本肝炎デー

中小企業のお悩み解決します　～地域中小企業支援協議会による支援～

（お知らせ）　福岡県庁まるごと体験隊

7月20日

7月27日

8月3日

6月29日

7月6日

7月13日

6月8日

6月15日

6月22日

5月18日

5月25日

6月1日

4月24日

5月4日

5月11日

4月6日

4月13日

4月20日



令和元年度　ＴＶＱ「飛び出せ！サークル“ふくおか研”」＜毎週土曜日２０：５４～２１：００＞

放送日 テーマ

教科書は「まち」！楽しく体験し学ぼう　～ちくご子どもキャンパス～

（お知らせ）　明治日本の産業革命遺産スタンプラリー

人と環境にやさしい　～ふくおかエコ農産物～

（お知らせ）　九州芸文館美術展「奇才 ダリの版画展」

みんなで守り育てる　～福岡県森林づくり活動公募事業～

（お知らせ）　全国家計構造調査

世界最高峰の試合を福岡で観戦　～ラグビーワールドカップ２０１９（ＴＭ）開催まで約３週間！～

（お知らせ）　幼児教育・保育の無償化

一人で抱え込まず、話してみませんか？　～北九州いのちの電話～

（お知らせ）　中高一貫教育校学校説明会等

いよいよ開幕！　～ラグビーワールドカップ２０１９™～

（お知らせ）　ＲＷＣ２０１９福岡開催交通規制

お財布いらずでお買いもの！　～キャッシュレス決済～

（お知らせ）　筑豊フェア

もっと快適に、もっと楽しく　～天神中央公園西中洲エリアがリニューアルオープン！～

（お知らせ）　福岡県青少年科学館「小・中学生理科研究コンクール」

環境を守るために、いまできることを　～１０月はマイバッグキャンペーン強化月間です～

（お知らせ）　住まいるフェア

不安や悩みを分かち合いませんか？　～若年性認知症交流会～

（お知らせ）　土木の日ファミリーフェスタ

誰もが住みやすい街に　～共生社会ホストタウン～

（お知らせ）　ふくおか介護フェスタ

関門海峡をまるごと楽しむ体験型博物館　～関門海峡ミュージアム～

（お知らせ）　ちょっくらふれ旅

生まれも育ちも福岡！ラーメン用小麦「ラー麦」　～販売開始から１０周年～

（お知らせ）　福岡町村フェア

個性や才能を表現する　～障がいのある人の芸術文化活動～

（お知らせ）　福岡県農林業総合試験場ふれあいフェスタ

糸島の農産物の魅力を高校生がレクチャー　～生徒とともに学ぶ「糸農講座」～

（お知らせ）　介護の日のつどい

ますます魅力あふれる！　～小倉城リニューアル～

（お知らせ）　宮地嶽自然歩道トレッキング

食べ物の「もったいない」を「ありがとう」へ　～フードドライブ活動～

（お知らせ）　九州歴史資料館特別展「久留米－その歴史と文化ー」

気軽に歩いてみませんか？　～九州自然歩道～

（お知らせ）　養育費・ひとり親110番

11月23日

11月30日

12月7日

11月2日

11月4日

11月16日

10月12日

10月19日

10月26日

9月21日

9月28日

10月5日

8月31日

9月7日

9月14日

8月10日

8月17日

8月24日



令和元年度　ＴＶＱ「飛び出せ！サークル“ふくおか研”」＜毎週土曜日２０：５４～２１：００＞

放送日 テーマ

絶対しない！させない！許さない！そして、見逃さない！　～飲酒運転撲滅キャンペーン～

（お知らせ）　若者自立相談窓口

食から始める健康づくり　～チャレンジ！レシピコンクール～

（お知らせ）　年末年始における特別警戒

高校生が作った地域の新商品！　～福岡農業高校「ゆずらん梅」～

（お知らせ）　京築神楽　アクロス福岡公演

新年のごあいさつ　～小川知事が２０２０年の抱負を語る～

（お知らせ）　なし

ものづくりにデザインの力を！　～福岡デザインアワード～

（お知らせ）　まごころ製品大規模販売会

世界遺産を未来へ　～“守り伝える活動”認定制度～

（お知らせ）　ふくおかフラワーフェア

オリンピアンとスポーツを楽しもう！　～オリンピックデーラン～

（お知らせ）　観光客おもてなしセミナー

子育て応援社会の実現を目指して　～子育て応援宣言企業～

（お知らせ）　アクロス福岡ランチタイムコンサート

地域交流の新しい拠点！　～地域交流型シェアオフィス「そらや」～

（お知らせ）　高齢者のためのしごと・ボランティア説明会

九州のさらなるブランド力向上を目指して　～九州ロゴマーク～

（お知らせ）　フラワーピクニック

知事のふるさと訪問　～北九州市～

（お知らせ）　なし

サイクリングがもっと楽しくなる！　～福岡サイクルステーション～

（お知らせ）　発達障がい者支援センター啓発

部落差別の解消を目指して　

（お知らせ）　コロナウイルス感染症注意喚起

あなたのチカラが地域を守る　～消防団活動～

（お知らせ）　コロナウイルス感染症注意喚起

子育て世帯へより暮らしやすい住宅を　

（お知らせ）　コロナウイルス感染症注意喚起

マナーからルールへ　～なくそう！望まない受動喫煙～

（お知らせ）　コロナウイルス感染症注意喚起
3月28日

3月7日

3月14日

3月21日

2月15日

2月22日

2月29日

1月25日

2月1日

2月8日

1月4日

1月11日

1月18日

12月14日

12月21日

12月25日



令和元年度　ＲＫＢ「福岡県庁知らせた課」＜毎週日曜日１６：５４～１７：００＞

放送日 テーマ

まちの安全・安心は社会全体で守ろう　～女性と子どもの安全みまもり企業～

（お知らせ）　福岡県知事選挙

ラグビーをもっと知って楽しもう！　

（お知らせ）　県政モニター募集

自転車に乗って、すてきな旅を　～サイクルツーリズム～

（お知らせ）　第２次福岡県中小企業振興基本計画

バードウォッチングを楽しもう　～愛鳥週間～

（お知らせ）　愛鳥週間

災害について考えましょう　～福岡県防災賞～

（お知らせ）　福岡県グローバル青年の翼

県民の皆さんへ　～小川知事が語る～

（お知らせ）　なし

技術開発の頼れるパートナー　～福岡県工業技術センター～

（お知らせ）　＆ SAKE FUKUOKA

もっと分かる！楽しめる！　～「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群～

（お知らせ）　G20福岡交通総量抑制

女性の「働きたい」をサポート　～ウーマンワークカフェ北九州～

（お知らせ）　上毛町パスポート窓口開設

暮らしに寄り添うボランティア　～民生委員・児童委員～

（お知らせ）　養育費・ひとり親110番

飼い主も一緒に学ぼう！犬のしつけ方教室　～福岡県動物愛護センター～

（お知らせ）　海の祭典

都会から気軽に自然を楽しもう！　～九州オルレ福岡・新宮コース～

（お知らせ）　日曜労働相談会

九州北部豪雨から２年　～被災地のいま～

（お知らせ）　エコファミリー応援事業

若い力で福岡県の農業をもっと元気に　～農業大学校とＪＡ連携協定～

（お知らせ）　県介護に関する入門的研修

遠賀川流域を巡る旅　～観光ガイドブック「遠賀川物語」～

（お知らせ）　アクロス・夏休み子ども企画

「姫さまのお酢っぴん」で地域を元気に　～県立朝倉光陽高校生の挑戦～

（お知らせ）　青少年科学館の広報

ヘルシーメニューで健康づくり！　～ふくおか食の健康サポート店～

（お知らせ）　福岡県アンビシャス外国留学奨学生募集

みんなの安全を守るために　～ブロック塀安全対策～

（お知らせ）　宗像・糟屋北部地域広域連携プロジェクト

4月7日

4月14日

4月21日

4月28日

5月5日

5月12日

5月19日

5月26日

6月2日

6月9日

6月16日

6月23日

6月30日

7月7日

7月14日

7月21日

7月28日

8月4日



令和元年度　ＲＫＢ「福岡県庁知らせた課」＜毎週日曜日１６：５４～１７：００＞

放送日 テーマ

アウトドアライフを満喫！　～五ケ山クロス～

（お知らせ）　ふくおか子育てマイスター認定研修会

まごころ製品を利用しよう　～障がいのある人の自立支援を～

（お知らせ）　薬物乱用防止啓発ポスター募集

地域で取り組む学習支援　～大学生による学習ボランティア活動～

（お知らせ）　県立大学オープンキャンパス

誰もがいきいきと活躍できる社会に　～女性の活躍を応援します～

（お知らせ）　救急の日のつどい

久留米地域のたからものを体験　～久留米まち旅博覧会～

（お知らせ）　ミュージアム周遊パス

新たなビジネスで地域に貢献！　～福岡よかとこビジネスプランコンテスト～

（お知らせ）　関門海峡ミュージアムリニューアルオープン

誰もが快適に過ごせるまちに  　～ふくおかバリアフリーマップ  ～

（お知らせ）　新規就農相談会

ＡＩロボットで来校者案内　～福岡工業高校生が開発～

（お知らせ）　安全・安心まちづくり県民のつどい

テレワークによる障がい者雇用の実現に向けて　～誰もがいきいきと働ける社会を～

（お知らせ）　ハロウィンジャンボ宝くじ

戦乱の世に生まれたヒーロー＆ヒロイン　～立花宗茂と誾千代～

（お知らせ）　県道直方北九州自転車道線犬鳴川渡河橋開通記念イベント

海外福岡県人会世界大会を開催！　～ルーツは福岡　夢は世界へ～

（お知らせ）　いとしま直売所スタンプラリー

子育ての頼れる味方　～ふくおか子育てマイスター～

（お知らせ）　明治日本の産業革命遺産バスツアー

フッ化物洗口でむし歯予防！　～歯の健康のための取り組み～

（お知らせ）　テレワークで働く、住宅就労

事故が起きるその前に　～高齢ドライバー事故防止対策～

（お知らせ）　あすばる男女共同参画フォーラム

地域のリーダーを目指す女性を応援　～女性がいきいきと働き活躍できる社会に～

（お知らせ）　日中文化交流協定締結４０周年記念事業「中国展」

世界のトップを目指して　～トップアスリート育成強化事業～

（お知らせ）　農福連携マルシェ2019

７０歳現役社会の実現に向けて　～高齢者の皆さんの活躍を応援～

（お知らせ）　中高一貫教育校学校説明会等（募集要項・願書の配布）

安全・安心でおいしい牛肉　～博多和牛～

（お知らせ）　農林漁業新規就業セミナー

8月11日

8月18日

8月25日

9月1日

9月8日

9月15日

9月22日

9月29日

10月6日

10月13日

10月20日

10月27日

11月3日

11月10日

11月17日

11月24日

12月1日

12月8日



令和元年度　ＲＫＢ「福岡県庁知らせた課」＜毎週日曜日１６：５４～１７：００＞

放送日 テーマ

スポーツを通じた生きがいづくり　～福岡県ねんりんスポーツ・文化祭交流大会～

（お知らせ）　福岡モーターショー

誰でもできる！今すぐできる！　～スロージョギング～

（お知らせ）　県民手帳の発売

新年のごあいさつ　～小川知事が２０２０年の抱負を語る～

（お知らせ）　なし

ふくおかのおさかなについて学ぶ！　～おさかな講座と県産水産物を使用した調理実習～

（お知らせ）　九州・山口しごとフェスタ

子育て家庭を応援！　～子育て応援パスポートアプリ～

（お知らせ）　食品ロス削減

知事のふるさと訪問　～直方市～

（お知らせ）　なし

思いを込め、舞う　～京築神楽～

（お知らせ）　福岡県青少年科学館

県内企業の優れたＩｏＴ関連製品・サービスの普及に向けて　～福岡県ＩｏＴ認定制度～

（お知らせ）　宿泊税

京築のヒノキと暮らすプロジェクト　～ちくらす～

（お知らせ）　食品ロス削減

循環型社会の構築を目指して　～福岡リサイクル総合研究事業化センター～

（お知らせ）　東京2020協賛ジャンボ宝くじ

世界の舞台で光輝け！　～自転車競技のトップアスリートへ～

（お知らせ）　ツナガルアートフェスティバル

簡便・安価・高精度　～線虫でがんリスクを判定～

（お知らせ）　コロナウイルス感染症注意喚起

ＫＩＭＯＮＯプロジェクトで世界をひとつに　～福岡の伝統的工芸品を活用～

（お知らせ）　コロナウイルス感染症注意喚起

「うまい」だけじゃないんです！　～はかた地どりが認知機能をサポート～

（お知らせ）　コロナウイルス感染症注意喚起

ロボット競技大会で日本一！　～八女工業高校生が快挙～

（お知らせ）　コロナウイルス感染症注意喚起

誰もが移動しやすいバリアフリー交通の実現に向けて　～ユニバーサルデザインタクシーの

普及へ～ （お知らせ）　なし（最終回告知）

12月15日

12月22日

1月1日

1月5日

1月12日

1月19日

1月26日

2月2日

2月9日

2月16日

2月23日

3月1日

3月29日

3月8日

3月15日

3月22日



項目 内　　　　　　容 配信日

知事記者会見 23本（臨時会見含む） 原則会見翌日配信

知事講演録 福岡県のさらなる発展　～時代の変化への対応～ 2019/8/8

県政ニュース 小川県政３期目がスタート 2019/4/16

「もったいない」を「ありがとう」に変えませんか？ ～「フードドライブ」を始めました～ 2019/6/11

飲酒運転撲滅 2019/8/21

令和のふるさと福岡県 2019/8/27

小川知事被災地視察 2019/10/16

第16回　日本の次世代リーダー養成塾 2019/12/3

素根輝選手　世界柔道選手権東京大会78kg超級優勝報告 2019/12/9

第22回福岡県農林水産まつり 2019/12/16

第10回海外福岡県人会世界大会
（日本語）2019/12/16
（外国語）2020/1/30

QPS研究所による超小型衛星「イザナギ」打ち上げ県庁パブリックビューイング 2019/12/24

株式会社HIROTSU バイオサイエンスによる表敬訪問 2020/1/14

第７回「まごころ製品」大規模販売会を開催しました！ 2020/2/5

平成31年・令和元年 県政10大ニュース 2020/2/19

コロナウイルスお知らせ（記者会見再編集） 2020/2/21

【感染症対策】正しい手洗いの仕方・咳エチケットについて
（日本語）2020/2/22
（外国語）2020/3/5

【感染症対策】正しい咳エチケットについて 2020/2/22

【感染症対策】正しい手洗いの仕方について 2020/2/22

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会福岡開催記念イベント 2020/2/26

「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しました 2020/3/16

福岡で就農してみませんか？産地見学ツアー 2020/3/16

立花宗茂と誾千代〜関ヶ原の戦いに敗れながら旧領再封した唯一の大名 2020/3/31

一人で悩まないで！あなたに寄り添う「福岡県外国人相談センター」
（日本語）2020/3/31
（外国語）2020/3/31

お知らせ動画 【福岡県庁からのお知らせ】県政モニターを募集しています!! 2019/4/25

（県政ニュース）「福岡県庁まるごと体験隊2019」開催！ 2019/7/17

【福岡県庁からのお知らせ】「よかとこ福岡！地域フェア２０１９～来て、見て、
感じて、地域の魅力～」開催！

2019/9/3

【福岡県庁からのお知らせ】一生に一度が福岡に！RWC２０１９福岡大会のポータル
サイトがオープン！！

2019/9/11

【福岡県庁からのお知らせ】「ふくおかよかとこ移住相談センター」は、あなたの
福岡県への移住を全力でサポートいたします！

2019/10/25

【福岡県庁からのお知らせ】２年に１度の農林水産まつり、開催します！ 2019/11/14

【福岡県庁からのお知らせ】１１月は「ふくおか・みんなで家族月間」！ 2019/11/22

【福岡県庁からのお知らせ】ほいく福岡で保育の求人情報とマッチング！ 2019/12/4

【福岡県庁からのお知らせ】福岡県庁１階ロビーで衛星打上パブリックビューイン
グ実施！

2019/12/9

【福岡県庁からのお知らせ】福岡モーターショー2019開催！ 2019/12/18

【福岡県庁からのお知らせ】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。

2019/12/30

【福岡県庁からのお知らせ】出張ＤＯＣＯＲＥ＆遠賀の逸品 in県庁ロビー2020 2020/1/7

【福岡県庁からのお知らせ】第７回「まごころ製品」大規模販売会を開催します！ 2020/1/10

「正しい手洗い・咳エチケット」を心がけましょう！！ 2020/2/25

動画資料館 SAFETY RIDE「サイクル兄ぃが手ほどき！自転車交通ルール＆マナー」（WHITE SIDE） 2019/4/22

SAFETY RIDE「もしも、あの時・・・と後悔する前に　自転車事故＆保険」（RED
SIDE）

2019/4/22

FUKUOKA+（廣東話 short ver.） 2019/6/20

FUKUOKA+（廣東話 long ver.） 2019/6/20

九州自然歩道動画（宝満山） 2019/7/26

ラグビーワールドカップ２０１９日本大会 日本代表選手からのメッセージ 2019/9/4

Fukuoka's Yame Tea 八女茶紹介動画（英語） 2019/9/24

Yame-Tee aus Fukuoka 八女茶紹介動画（ドイツ語） 2019/9/24

福扇華ＰＲ動画　店舗 2019/10/3

福扇華ＰＲ動画　料理 2019/10/3

福扇華ＰＲ動画　おもてなし 2019/10/3

FUKUOKA+（タイ語 short ver.） 2019/10/7

FUKUOKA+（タイ語 long ver.） 2019/10/7

薬物乱用防止啓発動画 2019/10/28

動画配信「ふくおかインターネットテレビ」　配信状況　令和元年度



項目 内　　　　　　容 配信日

動画配信「ふくおかインターネットテレビ」　配信状況　令和元年度

地域おこし協力隊　ダイジェスト 2020/1/6

地域おこし協力隊　豊前 2020/1/6

地域おこし協力隊　添田 2020/1/6

地域おこし協力隊　宗像 2020/1/6

地域おこし協力隊　上毛 2020/1/6

地域おこし協力隊　香春 2020/1/6

地域おこし協力隊　うきは 2020/1/6

障がい者雇用の促進に向けて～誰もがいきいきと働ける社会を目指して～ 2020/2/19

誰でもできる！今すぐできる！スロージョギング 2020/2/19

国保税（料）収納促進 2020/2/19

ジェネリック医薬品の普及促進 2020/2/19

特定健診の受診促進 2020/2/19

ニセ電話詐欺被害防止啓発動画 「受け子にならない」篇　15秒バージョン 2020/2/21

ニセ電話詐欺被害防止啓発動画 「受け子にならない」篇　30秒バージョン 2020/2/21

「ニセ電話詐欺被害防止啓発動画架空請求・オレオレ詐欺」篇　15秒バージョン 2020/2/21

「ニセ電話詐欺被害防止啓発動画架空請求・オレオレ詐欺」篇　30秒バージョン 2020/2/21

ニセ電話詐欺被害防止啓発動画 「キャッシュカードすり替え」篇　15秒バージョン 2020/2/21

ニセ電話詐欺被害防止啓発動画 「キャッシュカードすり替え」篇　30秒バージョン 2020/2/21

食品ロスは家計ロス！～食品ロスの削減にご協力ください～ 2020/2/21

福岡県職員採用動画～県の魅力紹介 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・行政１ 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・行政２ 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・教育行政 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・警察行政 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・児童福祉 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・土木 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・建築 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・機械 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・電気 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・化学 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・農業 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・農業土木 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・畜産 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・林業 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・水産 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・研究職員 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・獣医師 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・薬剤師 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・保健師 2020/2/21

福岡県職員採用動画～仕事紹介・看護師 2020/2/21

福岡県職員採用動画～職員からのメッセージ 2020/2/21

福岡県職員採用動画（ダイジェスト版） 2020/2/21

福岡県職員採用動画（全体版） 2020/2/21

福岡県　働き方改革取組紹介動画『株式会社岩田屋三越の取り組み』 2020/3/19

福岡県　働き方改革取組紹介動画『グリーンライフ産業株式会社の取り組み』 2020/3/19

福岡県　働き方改革取組紹介動画『第一交通産業株式会社の取り組み』 2020/3/19

福岡県　働き方改革取組紹介動画『曽根ひかり幼稚園の取り組み』 2020/3/19

福岡県　働き方改革取組紹介動画『株式会社セイブの取り組み』 2020/3/19

観光 海の日　世界遺産めぐり
（日本語）2019/10/4
（外国語）2019/10/23

広報ＴＶ番組 ＴＶＱ「飛び出せ！サークル”ふくおか研”」　（毎週土曜日放送）  　 毎週配信

ＲＫＢ「福岡県庁知らせた課」　（毎週日曜日放送）　　　　　　　　 毎週配信



令和元年度　外国語専用ホームページ掲載状況

ふくおかニュース

掲載月 日付 タイトル

７月 31日 福岡県外国人相談センターが開設されました

9日 天神中央公園西中洲エリアがリニューアルオープンしました！

【予告】福岡モーターショー２０１９が開催されます！

９月 20日 外国人旅行者のための防災リーフレットを作成しました

30日 国内外のビジネスパーソンによるネットワーキングイベントを実施しました

「はかた地どり（胸肉）」が機能性表示食品に認定されました

25日 福岡の伝統的工芸品「久留米絣」とビームスとのコラボによる新ブランド「CATHRI」誕生！

27日 ハワイアン航空福岡－ホノルル線が就航しました

8日 世界的に有名なYoutuberが福岡県の「食」の魅力を発信！

11日 超小型レーダー衛星「イザナギ」、宇宙へ飛び立つ

22日 Work in Kyushuシンポジウム・交流会を開催しました

24日 旅行体験販売サイト「Voyagin」で福岡でしかできない体験を！

30日 Coronavirus disease (COVID-19) advice fo the public　※英語のみで掲載

２月 第21回福岡デザインアワードの受賞商品の販売会を実施しました

８日 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群のプロモーション動画ができました

ホストタウン交流特派員を募集しています（2020.7.23まで）

海外からのお客様

掲載月 日付 タイトル（役職）

22日 元ハワイ州知事

26日 駐日アイルランド大使

26日 オセアニアオリンピック委員会事務総長

30日 タイ王国教育省私学局訪問団

30日 在福岡アメリカ領事館首席領事

2日 国連ハビタット事務局長

4日 駐日中華人民共和国大使

24日 駐日イタリア大使

25日 駐日チェコ共和国大使

29日 ルーマニア柔道連盟副会長

3日 駐日スウェーデン大使

19日 ロシア・ウリヤノフスク州知事

21日 駐日オーストラリア大使

28日 駐日ベトナム大使

１２月

１１月

１０月

８月

8月

1月

12月

１月

３月

7月

9月

11月



 

 

 

 

 

Ⅲ  令 和 元 年 度 広 聴 実 績  

  



 

 



 

１ 広聴事業概要 

 

広聴活動は、県民の意見や要望・県民ニーズを把握し、それを行政施策に反映させるものですが、

加えて行政への県民の参加を促進する手段でもあります。 

さらに、行政相談や苦情の処理などは、県民の権利・利益を守るとともに、行政制度の改善を図る

ことにもなります。 

また、知事のふるさと訪問など対話による広聴活動は、単に県民の意見や要望を直接把握するだけ

でなく、行政が持っている情報を県民に提供する広報の場でもあります。 

このようなことから、県民情報広報課では次のとおり各種の広聴事業を行いました。 

 

 

事  業  名 内        容 
回 数 等 

（令和元年度実績） 

知事のふるさと訪問 

～福岡県の未来を語ろう～ 

知事が各市町村に出向き、地域の皆さんとの対話や、設定し

たテーマに関する分野で活躍されている団体、県民と意見交

換を行う。 

２回 

県 民 相 談 

行
政
相
談 

県民相談室（県庁）や各地の相談窓口（１０か所）で、県民相

談員等が県政に関する意見、要望、苦情やくらしに関する相

談に応じる。 

月曜～金曜 

8:30～17:15 

（祝日、年末

年始除く） 

法
律
相
談 

専門的な法律知識を必要とする民事相談のため、弁護士によ

る無料相談を行う（要予約）。 

県民相談室（県庁） 

：第１・第 3 金曜日 

その他４地区 

：毎月１回 

県 政 提 案 メ ー ル 
インターネット、ファクス、手紙・はがき等により県民からの

県政に対する自由な意見や提案を聴く。 
随 時 

総合案内・県庁見学 
来庁者のための総合案内及び小学生の社会科見学や一般県民

の見学希望者に対する庁舎案内等を行う。 
随 時 

県政モニター制度 
県政に対する自由な意見や提案を随時に提出してもらうとと

もに、アンケート調査等を行う。 

モニター数 

４００人 

アンケート 

全６回 

（２６テー

マ） 

ふくおか県政出前講座 
県の職員が県民が実施する集会などに出向き、県政の課題な

ど、希望のテーマについて説明を行う。 
２４４回 

 

県民の声データベース 

 

広聴事業で寄せられた県民からの意見等とそれに対する回答

を、県民の声データベースに集積し、情報を共有することで、

政策形成に活用する。また、これらの情報を県ホームページに

掲載し、県民への情報提供を行う。 

随 時 

夏休み子ども企画・ 

県庁ロビー展 

小学生が福岡県について学ぶ「福岡県庁まるごと体験隊２０

１９」を開催。県の取組みに関する計４６種類の体験企画と、

パネル展示を併せて実施。 

年１回 

8 月 1 日～２３日 

 



 

２ 広聴事業実績 

 （１）知事のふるさと訪問～福岡県の未来を語ろう～ 

日   程 
市町村 

（テーマ） 

対 話 相 手 
視 察 施 設 

対 話 場 所 

第１回 

Ｒ１．１２．２５ 
直方市 

筑前のおがた高取焼大茶会実行委員

長、遠賀川ポタリングラバーズ代表、車

いす陸上選手、バー&レンタルスペース

「Bouton」経営者、コミュニティ FM局「ち

ょっくらじお」代表 

・高校生レストラン「たくみのたまご」 

・汽車倶楽部 

・株式会社石橋製作所 

・直方北九州自転車道 

・遠賀川水辺館 

遠賀川水辺館 

第２回 

Ｒ２．１．２４ 
北九州市 

豊前海区かき養殖研究会長、株式会社

サンアンドホープ代表取締役、小倉南

区自治総連合会長、平尾町内自治会

長、合馬校区自治連合会長、北九州市

立大学地域創生学群学生 

・恒見 焼き喰い処 

・株式会社サンアンドホープ 

・ネジチョコラボラトリー 

・北九州市立総合療育センター 

北九州市立小倉南図書館 

 



（２）県民相談（昭和５６年１１月から実施） 

   県民相談室（県庁）及び北九州県民情報コーナー（小倉総合庁舎）では、県民相談

員を配置し、県政に対する意見・要望、苦情、照会やくらしに関する相談等を受ける

県民相談業務を行っています。 

   県民相談室では、令和元年度に１，７２３件の相談等を受け付けており、その内  

訳は、県行政に関する内容が５５１件、金銭貸借、相続問題、離婚、近隣住民とのト

ラブルなどの民事上の問題等に関する内容が９６９件、国・市町村に関する内容が２

０３件でした。 

   また、北九州県民情報コーナーでは、８８２件の相談等を受け付けており、その内

訳は、県行政に関する内容が３４３件、民事上の問題等に関する内容が４５２件、国

・市町村に関する内容が８７件でした。 

   そのほか、総合相談窓口（県内９か所の保健福祉（環境）事務所に設置）では９７

０件の相談等を受け付けました。その内訳は、県行政に関する内容が６７６件、民事

上の問題等に関する内容が２６２件、国・市町村に関する内容が３２件でした。 

   これらの相談のうち、県行政に関するものは、所管の部局の紹介や相談内容を所管  

部局に伝える等の対応を行いました。民事上の問題で専門的知識を必要とする事案に  

ついては、弁護士による法律相談（県民相談室、北九州県民情報コーナー、筑後県民

情報コーナー、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所及び京築保健福祉環境事務所）などで

対応しました。 

 

   令和元年度 県民相談の内訳 

                                   （件）  
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令和元年度 県民相談部局別件数  

                                                                  （件）  

 県民相談室 北九州県民情報ｺｰﾅ

ｰ 

総合相談窓口 計 

秘書室 7 1 0 8 
総務部 66 92 10 168 
企画・地域振興部 20 3 3 26 
人づくり・県民生活部 67 7 0 74 
保健医療介護部 106 3 569 678 
福祉労働部 69 2 31 102 
環境部 11 1 50 62 
商工部 16 0 0 16 
農林水産部 11 1 7 19 
県土整備部 42 1 3 46 
建築都市部 42 5 1 48 
教育委員会 33 206 1 240 
警察本部 51 2 1 54 
各種委員会・議会・公社 10 19 0 29 
国・市町村 203 87 32 322 
法律・不動産 644 217 241 1,102 
その他 325 235 21 581 

計 1,723 882 970 3,575 
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ア 法律相談（昭和５７年 1 月から実施） 

   県民相談室、北九州県民情報コーナー、筑後県民情報コーナー及び保健福祉環境事

務所（嘉穂・鞍手、京築）において弁護士による法律相談を実施し、２８０件の相談

に対応しました。 

    

 

  法律相談の実施日時 

 

相 談 名 

 

実 施 場 所 

 

実   施   日   時 

法 律 相 談      

県民相談室 毎月第１・３金曜日13:30～16:30 

北九州県民情報コーナー 毎月第４金曜日13:30～16:30 

筑後県民情報コーナー 毎月第４金曜日13:30～16:30 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 毎月第４木曜日13:30～15:30  

京築保健福祉環境事務所 毎月第４金曜日13:30～16:30 

 

 

 令和元年度法律相談の内訳                       

（件）   
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 イ その他（九州管区行政評価局による行政相談への参加） 

   九州管区行政評価局が岩田屋（福岡市中央区天神）に常設する「総合行政相談所」  

に隔月第２火曜日に職員を派遣するとともに、行政相談週間の行事として行政評価局  

が開催する一日合同行政相談所（北九州市、福岡市で開設）において県政に対する相  

談を受けました。 

 

 

（３）県政提案メール（平成９年４月から実施） 

   県政に対する意見・提案などを電子メール、ファクス、手紙・はがきなどにより受

け付けました。 

 

   令和元年度県政提案メールの経路別内訳                 （単位：件） 

電子メール・ 

提案フォーム 
ファクス 手紙・はがき 合  計 

 

１，４２３ １５ ２２ １，４６０ 

 

 

 県政提案メールの内訳（令和元年度分） 

（単位：件） 

 

※提案フォームは、インターネットを利用した提案方法。  

 

 

電子

メール

提案

フォーム
ファクス

手紙・

はがき

意見

要望
苦情 その他

総務部・秘書室 9 62 3 4 78 71 3 4 78

企画・地域振興部 0 39 1 1 41 41 0 0 41

人づくり・県民生活部 23 59 2 1 85 84 1 0 85

保健医療介護部 11 99 3 5 118 113 2 3 118

福祉労働部 3 26 3 4 36 35 1 0 36

環境部 2 5 0 0 7 7 0 0 7

商工部 0 11 1 0 12 12 0 0 12

農林水産部 0 811 0 0 811 811 0 0 811

県土整備部 9 31 0 4 44 41 3 0 44

建築都市部 15 7 0 1 23 23 0 0 23

教育委員会 1 126 0 2 129 129 0 0 129

警察本部 8 50 2 0 60 59 1 0 60

議会・委員会・公社 0 4 0 0 4 4 0 0 4

その他 0 12 0 0 12 12 0 0 12

計 81 1,342 15 22 1,460 1,442 11 7 1,460

経路別 種類別

計計

組織別



 

（４）総合案内・県庁見学（昭和５６年１１月から実施） 

 

    内訳              

月別 

案内 県庁見学 

行政棟 
議会棟 

警察棟 
県庁外 その他 計 団体数 人数 

H３１年４月 761 33 69 673 1,536 2  90 

Ｒ１年５月 530 33 53 580 1,196 2 59 

６月 448 32 44 505 1,029 7 169 

７月 517 40 53 620 1,230 4 141 

８月 429 24 33 543 1,029 9 199 

９月 477 25 44 552 1,098 9 224 

１０月 735 49 68 727 1,579 6 250 

１１月 801 47 88 812 1,748 13 561 

１２月 672 50 80 747 1,549 8 301 

Ｒ２年１月 833 0 91 818 1,742 3 62 

２月 653 43 58 566 1,320 2 35 

３月 691 43 44 618 1,396 0 0 

合計 7,547  419  725  7,761  16,452 65 2,091 

 



（５）県政モニター制度（昭和６２年１０月から実施） 

ア 目的 

    県政に関する県民の意見・要望等を組織的かつ継続的に聴き、県民の関心および意

向の把握に努めるとともに、行政効果を点検し、もって県政の効率的かつ合理的運営

を図るもの。 

イ 定数 

   ４００名 

ウ 任期 

約１年（県政モニターを委嘱した日から当該年度末まで） 

エ 資格 

   １８歳以上の県民（国及び地方公共団体の議会の議員、常勤の公務員、県政モニタ

ー経験後２年以内の者を除く） 

オ 選定 

   県内４地域のバランス、年齢、性別等を考慮して選定 

カ 応募状況 

   県内全域から１，０９９名の応募 

 

 

令和元年度県政モニター年代・地区・性別構成  （男性１５７名・女性２４３名） 
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キ アンケート 

県政モニター４００人に対し、テーマ別にアンケート調査を行い、回答をいただき

ました。令和元年度は令和元年７月から令和元年１２月にかけて全６回実施しました。 

 

調査実施時期・テーマ等 

 

 

  

回 実施時期 テ ー マ 回収率 

１ 
令和元年7月29日 

～8月9日 

男女共同参画の推進について 

自転車保険に関する県民の意識について 

福岡県の環境について 

高等技術専門校について 

生涯学習について 

92.75% 

２ 
令和元年8月22日 

～9月6日 

飲酒運転の撲滅に対する県民の意識について 

食品ロスについて 

青少年アンビシャス運動について 

県の広報活動について① 

89.75% 

３ 
令和元年9月19日 

～9月30日 

福岡県内の世界遺産について 

救急電話相談について 

GAP（農業生産工程管理）について 

災害時の備蓄について 

90.50% 

４ 
令和元年10月17日

～10月28日 

障がいを理由とする差別の解消について 

気候変動への適応に関するアンケート 

ユニバーサルデザインについて 

警察活動について 

90.25% 

５ 
令和元年11月13日

～11月27日 

食育・地産地消の推進について 

在宅医療の推進について 

障がいのある方が作る「まごころ製品」の認知度等について 

県で育成した果樹品種について 

89.50% 

６ 
令和元年12月9日 

～12月23日 

県産農林水産物の認知度について 

セルフメディケーションについて 

ペットや飼い主のいない猫の過剰繁殖等の対策について 

自然との共生について 

県の広報活動について② 

88.00% 



ク モニター提案 

   県政モニターから、県の施策や事業のあり方などについて、意見や提案などを随時

に提出いただきました。 

   令和元年度県政モニターからは、全３件の意見が寄せられました。 

 

令和元年度モニター提案件数 

                                                                         (件） 

 
 

 

ケ 県政モニター報告書 

   アンケートの結果、モニター提案で出された意見などのモニター活動の内容をまと

めた報告書を県のホームページ上で公表しました。 

 

公表年月 内  容 

令和２年３月 

・ 県政モニター制度とは 

・ 第１回県政モニターアンケート集計結果 

・ 第２回県政モニターアンケート集計結果 

・ 第３回県政モニターアンケート集計結果 

・ 第４回県政モニターアンケート集計結果 

・ 第５回県政モニターアンケート集計結果 

・ 第６回県政モニターアンケート集計結果 

 

0 1 2 3

秘書室・総務部

企画・地域振興部
人づくり・県民生活部

保健医療介護部
福祉労働部

環境部
商工部

農林水産部
県土整備部
建築都市部

会計局
企業局

各種委員会

警察本部
議会

国・市町村

部別提案件数



 

（６）ふくおか県政出前講座（平成１５年７月から実施） 

ア 目的 

県の施策や事業などについて県民に理解を深めてもらうとともに、県民の県政につ

いてより詳しく知りたいという要請に応えるために、県職員が県内各地に出向いて説

明を行うもの。  

イ テーマ 

福岡県の総合計画で策定されている１０項目に、「行政一般」を加えた１１のカテ

ゴリーに分類し、１８６のテーマを用意。原則実施希望日の１か月前までに申込。  

ウ 対象 

おおむね２０人以上の県民が実施する集会など（営利・宗教・政治活動、苦情・陳

情を目的とするものは除く）  

エ 日時 

年末年始を除き、土・日・祝日を含む午前１０時から午後８時までの間  

 

 令和元年度実施状況（前年度受付分を含む） 

  （カテゴリー別） 

カテゴリー 開催件数 受講者数（人） 

活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇

用の創出  
２６ １，０５８ 

安心して子育てができること  ６ ２１１ 

子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばた

けること  
１１ ２，２２１  

女性がいきいきと働き活躍できること  ９ ６４４ 

高齢者や障がいのある人が安心してはつらつと

生活できること  
１７ ５６３ 

誰もが元気で健康に暮らせること  ２２ ６７４ 

心のぬくもりと絆を実感できる社会であること    

豊かな文化・スポーツを楽しみ、幅広い分野の国

際交流を実感できること 
３６ １，４５１  

災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせ

ること 
８６ ４，２７９  

環境と調和し、快適に暮らせること  ２４ １，０９６  

行政一般  ７ ５１３ 

計 ２４４ １２，７１０ 

 

 

 

 

 



 

（所管別） 

部名 開催件数 受講者数（人） 

 総務部 ３６ １，９１０ 

 企画・地域振興部  １１ ５８７ 

 人づくり・県民生活部 ４１ ２，０６９ 

 保健医療介護部  ３５ ９７１ 

 福祉労働部 ２０ ７６１ 

 環境部 ２１ ９６７ 

 商工部 １ ３２ 

 農林水産部 １１ ４１０ 

 県土整備部 ６ ３７４ 

 建築都市部 ４ ７４ 

 教育庁 １５ ５５４ 

 会計管理局   

 選挙管理委員会  ７ ２，０８５ 

 人事委員会事務局     

 監査委員事務局    

 労働委員会事務局    

 警察本部 ３６ １，９１６ 

計 ２４４ １２，７１０ 

 



 

 

（７）県民の声データベース（平成１５年７月から実施） 

県民相談、県政提案メール、県政モニター提案などの各種広聴事業に寄せられた県民の

意見等とそれに対する回答を、県民の声データベースとして集積し、これらの情報を職員

が共有することで政策形成に活用しています。 

また、これらの情報を体系的に整理し、県ホームページに掲載することで県民への情報

提供を行っています（平成１６年４月から実施）。 

 

【 目 的 】 

① 組織横断的な政策形成の基礎資料として活用。 

② 県民に対する迅速かつ均質的な対応を支援。 

③ 県政の透明化及び県民の県政参加意識の向上を図る。 

 

【事務の流れ】 

① 県民が、電話、面談、インターネット、ファクス、手紙・はがき等により、県政に関

する意見や要望等を、県民情報広報課に送付。 

② 県民情報広報課が、各種広聴事業に寄せられた県民の意見を県民の声データベースに

登録し、各担当課に回答を依頼。 

③ 各担当課は、回答を県民情報広報課に送付。 

④ 県民情報広報課は、回答を県民の声データベースに登録後、県民に回答を送り、意見

と回答を職員に公開。 

（意見を受け付けてから、１０日以内を回答の目安としている。） 

⑤  県民情報広報課は、意見と回答を県ホームページで公開（前月２１日から当該月２０

日までに④の処理が行われたものを、翌月初日に、翌々年度末まで掲載）。 

 

令和元年度 県民の声の内訳（事業別・月別） 

 

  

種別

月
一般相談 法律相談 小 計

電 子
メ ー ル

フ ァ ク ス 手 紙 等 小 計

４月 291 29 320 111 2 4 117 437

５月 366 18 384 118 1 0 119 503

６月 325 28 353 117 1 2 120 473

７月 369 26 395 134 2 2 138 2 535

８月 403 21 424 107 0 0 107 531

９月 262 27 289 105 0 3 108 1 398

10月 249 25 274 116 0 2 118 392

11月 222 26 248 115 3 1 119 367

12月 269 22 291 94 1 1 96 1 388

１月 226 13 239 104 0 2 106 345

２月 296 26 322 132 2 1 135 1 458

３月 297 19 316 170 3 4 177 493

計 3,575 280 3,855 1,423 15 22 1,460 3 2 5,320

県  民  相  談 県 政 提 案 メ ー ル

そ の 他 計
モニター

提案



 

 

令和元年度 アクセス件数 

月 声の閲覧 （庁内システム） 声の広場  （ホームページ） 

4 月 1,236 3,005 

5 月 969 3,166 

6 月 927 3,303 

7 月 1,059 3,593 

8 月 834 3,056 

9 月 648 3,015 

10 月 1,242 3,481 

11 月 779 3,144 

12 月 1,358 2,684 

1 月 1,356 2,655 

2 月 884 2,871 

3 月 1,084 3,186 

計 12,376 37,159 

 



 

 

（８）夏休み子ども企画・県庁ロビー展（平成２６年度から実施） 

小学生の皆さんが福岡県のことを楽しく学べる「福岡県庁まるごと体験隊２０１９」

を令和元年８月に開催しました。期間中、県庁へ来てくれた小学生の皆さんには「福岡

県庁自由研究ノート」や「オリジナル缶バッチ」をプレゼントしました。 

知事室見学、補助犬とのふれあい、県営ダムの見学、防犯ブザーのデコレーションな

ど計４６種類の体験企画とパネル展示を実施しました。 

 

ア 期間  

令和元年８月１日（木）～２３日（金）（土曜日、日曜日、祝日は除く） 

イ 場所  

県庁１階県民ホール、１１階「福岡よかもんひろば」他周辺施設 

ウ 内容 

（ア）体験企画 

   県庁１階ロビーの「体験学習ひろば」や１１階の「福岡よかもんひろば」、東公園な

どで子どもたちの自由研究に役立つワークショップなどを実施。 

 

【体験企画一覧】 

 

体験企画名

1 福岡県警察音楽隊　オープニングコンサート

2 知事室見学

3 貯金箱を作ろう

4 お金のことを学ぼう

5 ラグビーワールドカップ公式マスコット「レンジ―」を作ろう！

6 折り紙建築を作ろう！

7 けいちくデイ　～「京築神楽」特別公演・京築のおいしい味覚販売会・苔テラリウム作り～

8 県営ダムの見学

9 防犯シミュレーションで楽しく学ぼう！！

10 青少年アンビシャス運動を知ろう！

11 田川にいこう「鉄道」で　～”夏”写真展と物販～

12 もっと知ろう！「補助犬」

13 暗くなるとＬＥＤがピカピカ光る！ソーラーランタンをつくってみよう

14 太陽電池搭載のイノシシ型ロボット「ロボシシ」をつくってみよう！

15 ミニチュアインテリアをつくってみよう「ミニチュアフード」、「ミニチュアジオラマ」をつくろう！

16 燃料電池自動車（ＦＣＶ）に乗ってみよう！

17 サイバークイズにチャレンジ！全問正解できるかな？

18 理科実験教室　空気で遊んでみよう！身の回りのものを使った5つの実験で、空気の力を体感しよう！

19 東公園にいる生きものを観察しよう！～落ち葉を利用したしおり作りも体験～

20 移動博物館車に乗ってアジアの楽器を鳴らしてみよう！

21 ぷにぷにとした葉っぱ！福岡県産の多肉植物を寄せ植えしよう

22 糸農高生と作るカラーサンドのグリーンインテリア

23 手回し発電機で発電してみよう！

24 クイズで学ぼう！環境のこと



 

 

【体験企画一覧】 

 

 

（イ）パネル展示 

   福岡県の歴史、農林水産業、文化・スポーツ、国際協力など１５のテーマに分けて、

パネルや実物で福岡県のすがた、県政情報を展示。 

   展示内容 

①福岡県のすがた ②福岡県の歴史 ③福岡県庁って？ ④福岡県の交通 

⑤福岡県の災害への取組み ⑥まごころ製品 ⑦福岡県のものづくり 

⑧福岡県の文化・スポーツ ⑨福岡県の世界遺産 ⑩福岡県の農林水産業 

⑪青少年アンビシャス運動 ⑫福岡県の伝統工芸・観光 ⑬福岡県の国際協力 

⑭福岡県の自然・生きもの ⑮福岡県の環境・エネルギー 

  

エ 参加者数  

延べ５，１４８名 

体験企画名

25 フクロウの形をした「モマ笛」の絵付けを体験しよう

26 ふわふわの羊毛でフェルトシートをつくろう！

27 博多人形のラガードールに絵付けをしよう

28 パラスポーツを体験しよう！

29 警察棟を見学しよう～通信指令室や交通管制センター～

30 警察官の制服を着てみよう！

31 安全運転できるかな？自転車運転シミュレーターでチャレンジ！

32 福岡県のおいしい農林水産物をみてみよう！食べてみよう！

33 福岡県の歴史を学ぼう！～縄文時代から奈良時代～

34 古代体験！土器や鬼瓦のパズルを組み立てよう！

35 おいしいお茶をいれてみよう！～夏休み八女茶研究室～

36 ユニバーサルデザインを探そう！

37 折り紙ユニットで立体をつくろう

38 ふくおかの花でフラワーアレンジメントをつくろう！

39 武将「立花 宗茂」に変身！　ダンボール甲冑を着て写真撮影をしよう♪

40 防犯ブザーをデコレーションしてみよう！

41 作ろう！！科学工作☆彡

42 模型飛行機をつくろう！

43 きれいな景色を描いてみよう！

44 お米博士になろう！～県産米について学び、オリジナルブレンド雑穀を作ろう！～

45 身の回りの「ドボクのおしごと」について知ろう！

46 オリジナルの万華鏡をつくろう！



 

 

 

 

 

Ⅳ  県 政 の動 き  

  



 



 

  

 

１  平 成 ３ １ 年 ・ 令 和 元 年  県 政 １ ０ 大 ニ ュ ー ス 

 

順位 ニ ュ ー ス 

１ 
ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会開催、大盛況の４４日間 

～本県ゆかりの４選手も大活躍、欧米豪を中心に多くの外国人が来県～ 

２ 
平成２９年以来３年連続で災害発生 

～被災地の復旧・復興、防災・減災対策に全力～ 

３ 
資生堂、アイシン精機の進出決定、ＱＰＳ研究所の超小型レーダー衛星打上げ成功 

～地方創生の要、働く場の創出～ 

４ 
福岡空港の民間委託開始、下関北九州道路が国直轄で調査開始 

～県民生活と経済活動を支えるインフラの整備が大きく前進～ 

５ 
小川洋知事が３度目の当選 

～「令和」の時代、福岡県のさらなる発展にまい進～ 

６ 
宿泊税の導入決定 

～両政令市長とのトップ会談を経て、県・市それぞれ来年４月から～ 

７ 
福岡の「食」「伝統工芸品」が国内外から高い評価 

～Ｇ２０などの場でアピール、アンテナレストラン「福
ふく

扇
お

華
か

」早くも２万人突破～ 

８ 
福岡県部落差別解消推進条例を全国の都道府県に先駆けて制定 

～差別のない社会を目指し基本理念と県の責務を明確化～ 

９ 
ことこと列車運行開始、天神中央公園西中洲エリアと関門海峡ミュージアムの 

リニューアル ～福岡県の新たな魅力が誕生～ 

10 
工藤會総本部事務所の解体、性暴力根絶の条例制定、児童相談所の機能拡充 

～県民の暮らしのより一層の安心の確保～ 

 

（番外） 

 「第２８回日韓海峡沿岸県市道交流知事会議」開催 

～日韓両国政府の関係が難しい中、地域間交流の重要性を再確認～ 

 



平成３１年・令和元年県政１０大ニュース 

 

 

１ ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会開催、大盛況の４４日間 

～本県ゆかりの４選手も大活躍、欧米豪を中心に多くの外国人が来県～ 

 

９月から１１月、アジア初のラグビーワールドカップ２０１９™日本大会が開催さ

れ、日本代表チームの活躍で、日本中が「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」になりました。 

県では、本県ゆかりの福岡、流、トゥポウ、ムーアの４選手の活躍と貢献に対し、

感謝状を贈呈しているところです。全国１２会場の１つ博多の森球技場はもとより、

ＪＲ博多駅前のファンゾーンなどのパブリックビューイングは大盛況でした。また、

国内外から多くの方が来県しました。 

ウェールズ代表のキャンプ地、北九州市では、ミクニワールドスタジアム北九州

を埋め尽くした市民１万５千人がウェールズ国歌を合唱し、お互いの地元新聞に謝

意を掲載し合うなど、心温まる交流も行われました。 

この大会を一過性のものとせず、今大会で得られた経験とノウハウを、ラグビー

の振興はもとより、今後のスポーツを含む国際イベントの誘致、実施に生かしてい

きます。 

  来年の東京オリンピック・パラリンピックでも、開催地東京都に次ぐ全国２番目

に多い２８の国・地域が県内で事前キャンプを行う予定です。 

  県では、「スポーツ立県福岡」を目指し、誰もがスポーツに参加できる環境の整備、

選手の育成、国際交流に力を入れています。県民一人一人の健康寿命を延ばす「ふ

くおか健康づくり県民運動」とあわせて、その相乗効果で県民の皆様を元気にして

いきます。 

 

 

２ 平成２９年以来３年連続で災害発生 

～被災地の復旧・復興、防災・減災対策に全力～ 

 

近年、大雨、台風による災害が全国各地で発生しています。 

  本県では、７月から９月にかけて、家屋や道路、河川などに大きな被害が発生し、

３年連続の災害となりました。特に被害の大きかった県南地域では、尊い命も失わ

れました。 

県では、公共土木施設の復旧、被災者の生活再建、被災された商工業者や農林水

産業者の事業継続支援など、被災地の復旧・復興に全力を挙げています。 

なお、同じく被害が発生した佐賀県、長崎県と連携して国に働きかけを行い、  

いち早く激甚災害の指定を受けました。また、できる限り他県の被災地にも支援を

行うべく、佐賀県多久市に県職員３名を派遣しています。 

災害は、「とき」「ところ」「ひと」を選びません。県では、被災箇所の改良復旧を

はじめ防災・減災対策を加速させ、災害に強い福岡県づくりを進めていきます。 

 

 

 

 



３ 資生堂、アイシン精機の進出決定、ＱＰＳ研究所の超小型レーダー衛星打上げ成功 

～地方創生の要、働く場の創出～ 

 

２月、（株）資生堂が「久留米・うきは工業団地」に九州初の生産工場建設を、   

１２月には、アイシン精機（株）が福岡市内に九州初のＡＩに特化した開発拠点の

設置を決定するなど企業立地は順調に進みました。 

県内の自動車関連企業は５７６社に増加。地元調達率は新型車を中心に６５％ま

で上昇し、昨年度の北部九州の自動車生産台数は、過去最高の１４３万６千台とな

りました。 

グリーンアジア国際戦略総合特区は、設備投資額が３，１９０億円を突破、   

約１，７７０人の雇用が生まれて、活用企業の約５割を中小企業が占め、２年連続、

７つの特区の中で最高評価を受けています。 

１２月、九大発宇宙ベンチャーの（株）ＱＰＳ研究所が世界最高レベルの性能を

持つ超小型レーダー衛星「イザナギ」の打ち上げに成功しました。衛星のハード部

分は、県内の中小ものづくり企業１６社が力を結集して開発・製造し、管理システ

ムには、本県発のプログラミング言語「ｍｒｕｂｙ」が採用され、まさに今回の成

功は、福岡県が誇るハード・ソフト技術の結晶と言えます。 

県では、宇宙関連ビジネスの可能性を拡大していくための方策について検討を進

めていきます。 

 

 

４ 福岡空港の民間委託開始、下関北九州道路が国直轄で調査開始 

～県民生活と経済活動を支えるインフラの整備が大きく前進～ 

 

４月、福岡空港の民間委託が始まり、県では、地域の意向を踏まえた空港運営が

行われるよう、運営会社の福岡国際空港（株）に出資し、役員派遣を行いました。 

  民間の経験やノウハウと地域の戦略やニーズとの相乗効果が発揮され、さらなる

路線の誘致や利用者サービスの向上が実現するよう、運営会社と連携、協力してい

きます。 

  北九州空港は、昨年度、空港利用者数が約１８０万人、うち外国人入国者数は約  

１５万人と、それぞれ過去最高を更新しました。今年度から３年間を「ネットワー

ク充実強化期間」と位置付け、引き続き、アジアをはじめとする新規路線の誘致と

既存路線の定着を進めていきます。 

  また、国に強く要望し、道路整備も着実に進展しました。 

  下関北九州道路は、いよいよ今年度から国が直轄調査を開始し、実現に向けて一

歩前進しました。２車線のため事故や災害などで長時間の通行止めが発生していた

国道２０１号八木山バイパスと東九州自動車道は、４車線化の事業が着手されまし

た。 

  １１月には、国道３２２号八丁トンネルが開通し、交通の難所が解消され、安全

で円滑な交通が確保されました。 

  このように、県民生活と経済活動を支えるインフラの整備が大きく前進しました。 

 

 

 



５ 小川洋知事が３度目の当選 

～「令和」の時代、福岡県のさらなる発展にまい進～ 

 

４月、統一地方選挙が行われ、１２９万票を獲得した小川洋知事が３度目の当選

を果たしました。 

５月、お代替わりがあり、「令和」という新しい時代が始まりました。 

小川知事のもと、この新しい時代に、県民の皆様、県内の各産業、各地域を元気

にし、福岡県をさらに前進、発展させていくため、全力投球しているところです。 

 

 

６ 宿泊税の導入決定 

～両政令市長とのトップ会談を経て、県・市それぞれ来年４月から～ 

 

 昨年７月以来、県が進めてきた宿泊税については、福岡、北九州両政令市長とト

ップ会談を行うなど積極的に調整を図り、総務大臣の同意を経て、令和２年４月  

１日から導入することとしました。 

東京オリンピック・パラリンピックも開催されます。皆様からいただいた貴重な

宿泊税を大事に使い、観光資源を磨き上げ、受入環境を充実させることによって、

県全体の観光の底上げを図り、国内外からの誘客を増やしていきます。 

また、９月、戸畑祇園大山笠、博多祗園山笠など本県の５つを含む九州・山口自

慢の３７の祭りが熊本に集結した「祭りアイランド九州」のように、九州ロゴマー

クを活用しつつ九州一体となった取組みを充実させていきます。 

 

 

７ 福岡の「食」「伝統工芸品」が国内外から高い評価 

 ～Ｇ２０などの場でアピール、アンテナレストラン「福
ふく

扇
お

華
か

」早くも２万人突破～ 

 

  ６月、Ｇ２０財務大臣・中央銀行総裁会議が本県で開催されました。１１月には、

海外福岡県人会第１０回世界大会を６年ぶりに本県で開催し、海外に３９ある県人

会から過去最多となる３５０名の方にご参加いただき、互いの絆と連携をさらに深

めました。 

  こうした機会に、１５年連続販売単価日本一の「あまおう」、認知症予防の効果が

期待できる機能性表示食品として認められた出荷羽数九州一の「はかた地どり」、全

国茶品評会（玉露の部）において農林水産大臣賞を６年連続で受賞した「福岡の八

女茶」など様々な県産農林水産物を振る舞い、好評を博しています。 

  １１月、福岡県が誇る食や伝統工芸品などを首都圏でＰＲするアンテナレストラ

ン「福扇華」が開設１周年を迎えました。想定よりも早く来店者数２万人を突破し、

お越しになられた皆様から「天然マダイをはじめ福岡の旬のお魚が非常においしい」

「上品な雰囲気の内装がとてもよい」と高い評価をいただいています。 

 

 

 

 

 



８ 福岡県部落差別解消推進条例を全国の都道府県に先駆けて制定 

～差別のない社会を目指し基本理念と県の責務を明確化～ 

 

県では、平成７年、「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を制定し、

結婚や就職の際の部落差別事象の発生の防止をはじめ同和問題の解決に努めてきま

したが、差別発言や差別落書きに加え、インターネット上での差別書込みや電子版

「部落地名総鑑」の問題など新たな部落差別事象が発生しています。 

２月、全国の都道府県に先駆けて「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」

を制定しました。 

条例は、現在もなお部落差別が存在すること、部落差別は許されないものである

こと、これを解消することが重要な課題であることを明記し、基本理念を定め、相

談体制の充実や教育・啓発などの施策に取り組み、部落差別のない社会を実現する

ことを目的としています。 

県では、引き続き、人権が尊重される心豊かな社会の実現を目指し、同和問題を

はじめ、女性、子ども、障がいのある人、性的少数者など様々な人権問題の解決に

向けた取組みを進めていきます。 

 

 

９ ことこと列車運行開始、天神中央公園西中洲エリアと関門海峡ミュージアムの 

リニューアル ～福岡県の新たな魅力が誕生～ 

 

今年、県内各地に新たな魅力が誕生し、観光をはじめ地域に大きな活力をもたら

しています。 

３月、県が出資する第三セクターの平成筑豊鉄道では、沿線の食材をふんだんに

用いた料理、ＪＲ九州の「ななつ星」や「或る列車」を手掛けた水戸岡鋭治さんの

デザインによる上質な空間、自然豊かな風景などを楽しめる観光列車「ことこと列

車」の運行を開始しました。 

８月、旧福岡県公会堂貴賓館の歴史的景観、那珂川の水の景観、公園の緑の景観

を眺めながらくつろげる空間の創出を目指し、天神中央公園西中洲エリアをリニュ

ーアル。 

９月には、「関門海峡ミュージアム」が「関門海峡をまるごと楽しむ体験型博物館」

をコンセプトとしてリニューアルオープンし、子どもから大人まで何度来ても楽し

める素晴らしい施設に生まれ変わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 工藤會総本部事務所の解体、性暴力根絶の条例制定、児童相談所の機能拡充 

 ～県民の暮らしのより一層の安心の確保～ 

 

１０月から１２月にかけて、傷害事件の被疑者として工藤會関係者計１３人を逮

捕、１１月には、工藤會総本部事務所の解体が開始され、暴力団撲滅は着実に前進

しています。 

２月、「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」を

制定し、会議で具体的方策を検討しています。 

年々増加する児童虐待に対応するため、児童相談所における児童福祉司の増員、

警察官や弁護士の配置に取り組んでいます。また、１月に宗像児童相談所を新築、

１０月には久留米児童相談所の一時保護所を増築し、機能を拡充しました。 

田川市で発生した事件については、学識経験者、弁護士、医師などで構成する「児

童虐待事例等検証部会」で、事実の把握、発生原因等の分析を行い、必要な再発防

止策を検討していきます。 

このほか、飲酒運転やニセ電話詐欺被害防止など、暮らしの安全・安心の確保に努

めていきます。 

 

 

（番外） 

「第２８回日韓海峡沿岸県市道交流知事会議」開催 

  ～日韓両国政府の関係が難しい中、地域間交流の重要性を再確認～ 

 

１２月２１日、日韓８つの自治体（福岡県、佐賀県、長崎県、山口県、釜山広域

市、全羅南道、慶尚南道、済州特別自治道）による「第２８回日韓海峡沿岸県市道

交流知事会議」が長崎県長崎市で開催されました。 

日韓の政府間関係が難しい状況にある時こそ、地域間交流を継続して積み重ねて

いくことが両国の友好関係の基礎となることを再確認し合いました。 

このことは大変意義深く、県では、引き続き、韓国との人的交流、地域間交流を

進めてまいります。 

 



福岡空港の民間委託がスタート

小川洋知事が３度目の当選

福岡県御笠川浄化センター下水汚泥固形燃料化施設の供用を開始

コロンビアが２０２０年東京オリンピック競技大会の事前キャンプ地を北九州市に決定

県が２０１８年度キャピタル・アイ・アワードを受賞

なし新品種「玉水」を開発

全国初の災害時健康管理支援活動に関する協定を締結

全国初の九州地域循環共生圏シンポジウムを開催

工業技術センターインテリア研究所に「家具試作、評価支援ラボ」を開設

障がいのある人への合理的配慮ガイドブック、ふくおかバリアフリーマップを作成

「ラー麦」販売開始１０周年記念商品が販売される

エアプサン　北九州－大邱線が就航

福岡県外国人材受入対策協議会を設立

福岡県渇水対策本部を設置

タイ・エアアジアX　福岡－バンコク線が就航

漁業調査取締船「げんかい」が「シップ・オブ・ザ・イヤー２０１８」漁船・作業船部門賞を受賞

日本人ボリビア移住１２０周年記念大会参加訪問団を派遣

平成２９年以降３年連続で災害発生。家屋や道路、河川などに大きな被害

福岡県性暴力対策検討会議を初開催

宿泊税の導入を決定

九州初。小児・AYA世代のがん患者の「妊よう性温存治療」を支援

ドイツ車いすバスケットボール女子代表チームが東京２０２０パラリンピック競技大会の事前キャンプ地を北九州市に決定

福岡県外国人相談センターを開設

４月

５月

６月

７月

２ 令和元年度県政をめぐる主な出来事



県営天神中央公園西中洲エリアをリニューアルオープン

中国東方航空　北九州－大連線が就航

平成筑豊鉄道が「令和コスタ行橋駅」を新設

在福岡ベトナム総領事館創立１０周年。記念事業が開催される

東九州自動車道が高速道路の４車線化に向けた計画（案）に盛り込まれる

県道猪国豊前桝田停車場線のバイパスが開通

ベラルーシ車いすフェンシングチームが東京２０２０パラリンピック競技大会の事前キャンプ地を田川市に決定

福岡県立ち直りサポートセンターを開設

福岡県中小企業生産性向上支援センターを開設

福岡県外国人材受入企業相談窓口を開設

日本中が「ＯＮＥ　ＴＥＡＭ」に！ラクビーワールドカップ2019　TM日本大会

関門海峡ミュージアムをリニューアルオープン

オセアニアパラリンピック委員会が東京２０２０パラリンピック競技大会事前キャンプ地を築上町に決定

スウェーデンパラリンピック委員会が東京２０２０パラリンピック競技大会の事前キャンプ地を福岡市に決定

ユニバーサルデザインタクシー等の導入助成制度を創設

国内初の国際カイトボード協会（IKA）公認大会が開催

共生社会ホストタウンサミットin飯塚を開催

福岡ソフトバンクホークスが３年連続で日本シリーズ優勝

子育て応援宣言企業が７０００社を突破

ふくおか人権ホットラインを開設

久留米児童相談所の一時保護所を増築

素根輝選手が世界柔道選手権東京大会優勝を報告

第１０回海外福岡県人会世界大会開催

国道３２２号八丁峠道路（八丁トンネル）及び千手バイパスが開通

アンテナレストラン「福扇華」開設一周年。来店者２万人突破

県道　直方北九州自転車道線　犬鳴川渡河橋が開通

伝統的工芸品のニュースタイル、久留米絣とビームスとのコラボによる新ブランド「CATHRI」誕生

ハワイアン航空　福岡－ホノルル線が就航

大韓航空　北九州－韓国・仁川国際貨物定期便が就航

工藤會総本部事務所の解体始まる

８月

９月

１０月

１１月



就職氷河期世代支援「ふくおかプラットフォーム」開始

アイシン精機㈱が九州初のAIに特化した開発拠点を設置

㈱QPS研究所の超小型レーダー衛星「イザナギ」打ち上げ成功

ドイツ車いすバスケットボール男子代表チームが東京２０２０パラリンピック競技大会の事前キャンプ地に北九州市を決定

線虫を用いたがん早期発見技術（N-NOSE)が事業化

福岡サイクルステーション開始

「第２８回日韓海峡沿岸県市道交流知事会議」開催

都市計画道路　鯰田中線（川島～幸袋）が開通

九州芸文館　来館者数６０万人を突破

マイバッグキャンペーン　１０月の１ヶ月間で過去最高のレジ袋約３，７７５万枚削減

新・福岡県立美術館の建設地決定

故・中村哲さんに県民栄誉賞を贈呈

福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部設置

ふくおか健康ポイントアプリを配信開始

「福岡の八女茶」ロゴマークを初披露

県内初の新型コロナウイルス感染症患者を確認

家庭向けの食品ロス削減啓発ＣＭを制作

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県有施設を臨時休館

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部を設置

令和元年本県推計人口が調査開始以降、前年比で初めて減少

３月

１２月

１月

２月



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  福岡県総務部県民情報広報課 

 〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７－７ 

  （ＴＥＬ） 

  報道係   ０９２－６４３－３１０１ 

  企画係   ０９２－６４３－３１７２ 

  広報係   ０９２－６４３－３１０２ 

  広聴係    ０９２－６４３－３１０３ 

  情報公開係  ０９２－６４３－３１０４ 

  （ＦＡＸ） 

    報道係・企画係・広報係  ０９２－６３２－５３３１ 

  広聴係・情報公開係    ０９２－６４３－３１０７ 
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所属コード ０２０２５５４ 

分類記号 ＣＩ 

登録年度 ０２ 

登録番号 ０１０５ 


