文化・スポーツ
分野
生涯学習

制度・相談等
生涯学習の相談

内容等

実施機関・問い合わせ先

生涯学習についての相談

ユー・アイ ふくい（福井県生活学習館）

自ら学ぶためのグループの紹介

電話：0776-41-4200

講座・講演会開催のための講師など
の紹介
生涯学習リーダーバンク

自然科学・人間社会・教育関係分野

への登録

などの指導者で、市町生涯学習センタ

（講師紹介）

ーで推薦され、適当と認められた人を
リーダーバンクに登録

福井ライフ・アカデミー

講演・講座・セミナー等様々な学習機

ユー・アイ ふくい（福井県生活学習館）

（講座の紹介）

会を提供

福井ライフ・アカデミー本部

※福井県内に居住または勤務してい

電話：0776-41-4200

る方ならだれでも入学可
福井県映像ライブラリー

１６ミリ映画フィルムやビデオなどの視

ユー・アイ ふくい（福井県生活学習館）

（教材の貸出）

聴覚教材を、学校や公民館などの教

電話：0776-41-4200

育機関や社会教育を目的とする団体
などに貸出し
※フィルムの貸出しについては、福井
県教育委員会発行の１６ミリ映写機操
作免許証所有者に限定
体験学習など

児童科学館の体験学習

科学的探究心を育む展示エリア、クラ

県 児童科学館

フトルームでの創作・体験活動、スペ

電話：0776-51-8000

ー ス シ ア ター で の プ ラネ タリウ ム 投
影、天体望遠鏡を使った星空観望会
などを開催

こども家族館の体験学習

クッキング工房での料理や、ものづく

県 こども家族館

り工房でのものづくり、わくわくショップ

電話：0770-77-3211

での販売などの体験
県立歴史博物館の

企画展などに関連して各種ワークショ

県立歴史博物館

学習教室

ップ（体験会）の開催や、学校をはじめ

電話：0776-22-4675

とする子どもたちの団体対応などを実
施
県立美術館の実技研修

基礎講座と専門講座があり、両講座と

県立美術館

も日本画、洋画、素描・水彩画の３講

電話：0776-25-0452

座
※受講生の募集：専門講座は５月、基
礎講座は３月に実施
文化

芸術文化活動団体の

県内に活動の本拠がある芸術文化活

県 文化振興課

支援

動団体の先駆的・創造的な事業や、

電話：0776-20-0582

次世代による事業などを支援

分野
文化財

制度・相談等

内容等

埋蔵文化財を発見したと

現状をそのままにして、各市町教育委

きの届出

員会を経由し、県教育委員会に届け
出

実施機関・問い合わせ先
各市町 教育委員会
県 生涯学習・文化財課
電話：0776-20-0579

埋蔵文化財のある土地で

土木工事などで埋蔵文化財（貝塚、古

の工事の届出

墳など）を包蔵する土地を発掘する場
合は、着手しようとする日の６０日前ま
でに、市町教育委員会を経由して、県
教育委員会に届け出

文化財の修理・売渡しな

・国および県指定文化財の所有者や

県 生涯学習・文化財課

どの届出等

所在場所の変更、あるいはこれらの

電話：0776-20-0579

文化財が滅失・き損したとき、または
修理しようとするときの届け出
・国および県指定文化財の現状を変
更しようとするときの許可
・重要文化財を売渡そうとするときの、
国への売渡しの申し出
銃、刀剣

古 式 銃砲 や刀剣類 の発

銃砲刀剣類を発見した場合、最寄り

見

の警察署に発見届が必要

各 警察署
県 警察本部 生活環境課

所持したくない銃砲刀剣類について

電話：0776-22-2880（代）

は、警察署が引き取り
県 生涯学習・文化財課
電話：0776-20-0579
銃砲刀剣類所持者に関

周囲にいる猟銃・空気銃等の銃や刀

する申出制度について

剣類の所持者について

各 警察署

・人に危害を加えるおそれがある

県 警察本部 生活環境課

・公共の安全を害するおそれがある

電話：0776-22-2880（代）

・自殺のおそれがある
と思ったときの申出制度

分野
銃、刀剣

制度・相談等
所持・所有者変更

内容等

実施機関・問い合わせ先

（所持）

県 生涯学習・文化財課

県教育委員会から銃砲刀剣類登録審

電話：0776-20-0579

査会について案内。審査で、美術品と
して価値が認められた場合に、銃砲
刀剣類登録証を交付
※用意するもの（発見した銃砲刀剣
類、刀剣類発見届出済証、印鑑、手
数料 6,300 円（県証紙）、身分を証明
するもの）
（所有者変更）
古式銃砲や刀剣類の所有者を変更し
た場合に必要な届出。新たに所有者
となった場合には、２０日以内に、登
録先の都道府県教育委員会に、所有
者変更届出書を提出

銃 砲 刀剣 類登録証 の紛

銃砲刀剣類登録証の再交付のため、

失

県教育委員会に登録証再交付申請
書の提出が必要
※用意するもの（再交付を受ける銃砲
刀剣類、印鑑、手数料 3,500 円（県
証紙））

福井県の歴

福井県史について

史

「福井県史」全２３巻（通史編６巻、資

県 文書館

料編１７巻）

電話：0776-33-8890

「図説・福井県史」および「年表」「索
引・県史編さん記録」あり
スポーツ

健康づくりのための

健康増進のための運動に関する相談

各市町役場

運動相談

や指導

・市町 HP へのリンク
県民健康センター
電話：0776-98-8000
県 健康増進課
電話：0776-20-0352

ニュースポーツ・トレーニ

ニュースポーツの紹介・トレーニング

県 福井運動公園事務所指導普及課

ング相談、体力相談

相談や体力相談

電話：0776-36-1544

分野
スポーツ

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

福井県広域スポーツセン

スポーツクラブ、指導者、スポーツ情

県 広域スポーツセンター

ター スポーツ情報ネット

報など

電話：0776-36-1544

ワーク
（広域スポーツセンター）
地域に根ざした自主運営型・複合型
スポーツクラブ（統合型地域スポーツ
クラブ）の育成を支援
スポーツ少年団

個人で加入したい場合や近くにあるス

（公財）福井県体育協会

ポーツ少年団などの紹介

電話：0776-34-2719
福井市福町 3－20

レクリエーション

・レクリエーション指導を受けたいと

福井県レクリエーション協会

指導・資格

き、指導者を派遣してほしい場合の相

電話：0776-35-5509

談

福井市花堂北 2-17-3

・レクリエーション・インストラクターや
コーディネーター等の資格取得のため
の講習会の開催など
スポーツの安全保険

５名以上のスポーツ団体でのスポー

（公財）福井県体育協会

ツ 活 動 、 文 化 活 動 、 ボラ ン テ ィ ア 活

電話：0776-34-2719

動、地域活動、指導活動等の団体活

福井市福町 3－20

動に最適な保険。その活動中に生じ
た事故等によって傷害を被った場合
等に、この保険制度を活用して救済
措置
県民スポーツ祭

各市町体育協会が推薦する選手が参
加するスポーツの大会
（競技性の高い「市町対抗の部」・特に
参加資格を定めず楽しみながら参加
できる「交流の部」あり）

