その他
分野

制度・相談等

内容等

電子 申請・施

「電子申請・施設予約サ

県や市町への手続の申請・届出、行

県 統計情報課

設予約サービ

ービス」に関すること

事参加申込、公共施設の予約や空き

電話：0776-20-0270

ス

実施機関・問い合わせ先

情報の確認
「電子申請・施設予約サ
ービス」

県民相談

県民相談

県民の皆様からの 県政に関 する相

県 知事公室広報広聴課

談・意見・要望等の対応

電話：0776-20-0221（直通）

（来室、手紙、電話など）

FAX：0776-20-0622

相談時間

県 会計局会計課福井会計室

月～金 8:30～17:15

所在地：福井市松本 3-16-10

（祝日、年末・年始を除く）

（福井合同庁舎 1 階）
電話：0776-63-5081（直通）
県 会計局会計課坂井会計室
所在地：坂井市三国町水居 17-45
（坂井合同庁舎 1 階）
電話：0776-81-3179（直通）
県 会計局会計課奥越会計室
所在地：大野市友江 11-10
（奥越合同庁舎 1 階）
電話：0779-65-1281（直通）
県 会計局会計課丹南会計室
所在地：越前市上太田町 41-5
（南越合同庁舎 1 階）
電話：0778-23-4544（直通）
嶺南振興局二州企画振興室
所在地：敦賀市中央町 1-7-42
（敦賀合同庁舎 1 階）
電話：0770-22-0002（直通）
嶺南振興局若狭企画振興室
所在地：小浜市遠敷 1-101
（若狭合同庁舎 2 階）
電話：0770-56-2216（直通）

分野
広報

制度・相談等
新聞によるお知らせ

内容等
「福井県からのお知らせ」
福井新聞、日刊県民福井、中日新
聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新
聞、産経新聞
毎月１、１５日掲載
「福井県からのお知らせ（特別版）」
福井新聞、日刊県民福井 随時

刊行物

福井県広報誌「ＮＥＷＳふくい」
年１２回発行 A４版 ８、１２ページ
アプリ「マチイロ」による配信
ふれあい県政だより
年１２回 発行
（広報誌「県政広報ふくい」や新聞「県
政だより」等の点字・音声版）

テレビ

おはようふくいセブン 福井放送
毎週日曜日 7:00～7:30（３０分）
ほっとふくい 福井テレビ
毎月第１・３土曜日
17:00～17:15（１５分）
まちかど県政
福井テレビ 毎週日曜日
11:45～11:50（５分）
福井放送 毎週日曜日
16:55～17:00（５分）
ＮＨＫ地上デジタルのデータ放送
県からのお知らせ情報等を随時提
供

ラジオ

ふくいチャレンジ通信
福井放送ラジオ
毎週月・水・金曜日
10:20～10:30 頃（１０分）
毎月第３・５土曜日
10:35～10:40 頃（５分）
ＦＭ県政スポット
エフエム福井放送
毎週金曜日
8:45～8:53 頃（８分）

実施機関・問い合わせ先
県 知事公室広報広聴課
電話：0776-20-0220

分野
広報

制度・相談等
フェイスブック

内容等
ほやほや福井（福井県広報広聴課）
ＳＮＳにより、県政のトピックスや県

実施機関・問い合わせ先
県 知事公室広報広聴課
電話：0776-20-0220

立施設のイベント情報を紹介
インターネット放送局

県政情報をはじめとする本県のさまざ
まな情報を動画と音声を交えて、イン
ターネットにより紹介

携帯電話用ホームページ

携帯電話のインターネットを活用し、
県からのお知らせや観光情報等を紹
介

原子力

原子力発電の情報

原子力の正しい知識と正確な情報、

県 原子力安全対策課

原子力発電所に関する資料を公開

電話：0776-20-0314

（現在、県内の原子力発電所数は１５

福井原子力センター

基）

（原子力の科学館「あっとほうむ」）
電話：0120-69-1710(フリーダイヤル)
電話：0770-23-1710(代表)

周辺環境の安全確認

原子力発電所の周辺環境の安全を確

原子力環境監視センター

認するため、環境放射線量を２４時間

電話：0770-25-6110

休みなく監視（環境放射線モニタリン
グ）
証紙

福井県収入証紙

福井県収入証紙で納める手数料の例
・旅券（パスポート）発給手数料
・県立高校入学審査料、同入学料
・建築確認手数料

福井県収入証紙売りさば

・運転免許交付手数料

き場所

・車庫証明手数料
福井県収入証紙の購入場所
県が指定した金融機関等（売りさば
き人）
福井県収入証紙の返還・交換
証紙の購入を誤った場合、収入証
紙代金の還付、または他の収入証
紙との交換を実施

県 会計局審査指導課
電話：0776-20-0491

分野
県議会

制度・相談等
県議会の傍聴

内容等

実施機関・問い合わせ先

＜本会議の傍聴＞

県 議会局議事調査課

受付場所：本会議場傍聴受付（議事

電話：0776-20-0609

堂２階）
受付時間：本会議開始３０分前から
※予約は不要
＜委員会の傍聴＞
常任委員会、特別委員会、議会運営
委員会
申し込み期限：傍聴を希望する委員
会の開催日の３日（県の休日の日数
は、算入しない）前の正午
申し込み先：議事調査課
（ＦＡＸ・インターネット可）
※本会議、委員会それぞれ定員あり

県議会への請願・陳情

県の仕事に対する県民の意見や要望
を議会審議に反映させようとする制度
（請願）
所定の様式で請願書を作成し、１名以
上の県議会議員の紹介のもとに、県
議会へ提出
（陳情）
紹介議員を必要としないことを除い
て、手続は請願と同じ

行政資料

福井県の統計情報

・統計年鑑、社会指標などの図書、福

県 統計情報課

井県の工業や商業などの報告書、人

電話：0776-20-0271

口や消費者物価指数などの月報（印
刷物）の提供
・インターネットによる統計情報の提供
・統計に関する相談

行政資料の利用

・ご案内
・検索

人口や産業などの統計資料や県の刊

県政情報センター（県庁舎 1 階）

行物などの行政資料を整備

若狭地区県政情報コーナー（若狭合同庁舎内）

※自由に利用でき、閲覧、貸出に応じ

県 情報公開・法制課

るほかコピー（有料）も可能

電話：0776-20-0249

分野
行政資料

制度・相談等
福井県文書館

内容等

実施機関・問い合わせ先

・福井県の歴史に関し貴重な公文書

県 文書館

や古文書を収集保存、公開

電話：0776-33-8890

・歴史に関する講演会や古文書の解
読講座などの開催
・ホームページで所蔵資料の目録、絵
図等の画像、刊行物や催事等の情報
を提供
県報

発行日：原則毎週火曜日と金曜日

県 情報公開・法制課

（県の条例、規則、告示、

閲覧 ：県庁舎１階の県政情報センタ

電話：0776-20-0246

公告などを掲載した県の

ーおよび若狭合同庁舎内の若狭地区

機関紙）

県政情報コーナー（ホームページでも
閲覧可能）
定期購読を希望する場合は、１ヵ月
1,890 円で販売

条例・規則

県の条例、規則の検索

条例、規則、訓令、告示等を約 1,150

県 情報公開・法制課

「福井県条例規則集」

件掲載しており、用語検索機能により

電話：0776-20-0246

条例等を検索
※最新の条例等の改正については、
福井県報に掲載
情報公開

公文書の公開

県が管理している公文書の閲覧や写

県 情報公開・法制課

しの交付が可能

電話：0776-20-0249

（受付）

県 警察本部総務課

県政情報センター（県庁舎１階）、各地

電話：0776-22-2880（代）

区県政情報コーナー（各合同庁舎お
よび丹南農林総合事務所丹生分庁舎
内）および警察本部総務課（県警察本
部庁舎１階）
個人情報

県が保有する個人情報の

・自己の個人情報が記録された県の

県 情報公開・法制課

保護

開示等

公文書の閲覧や写しの交付が可能

電話：0776-20-0249

・事実と異なる個人情報の訂正や、条

県 警察本部総務課

例に違反して取り扱われている個人

電話：0776-22-2880（代）

情報の利用停止等を求めることが可
能
（受付）
県政情報センター（県庁舎１階）、各地
区県政情報コーナー（各合同庁舎お
よび丹南農林総合事務所丹生分庁舎
内）および警察本部総務課（県警察本
部庁舎１階）

分野
公益法人

制度・相談等
公益法人に関すること

内容等

実施機関・問い合わせ先

公益法人の認定および指導・監督に

県 情報公開・法制課

関することなどの相談

電話：0776-20-0246
公益法人が実施しようとする事業を
所管している各担当課（室）

政治団体

政治団体に関すること

政治資金規正法に基づく政治団体の

選挙管理委員会事務局（市町協働課内）

設立届、収支報告書の提出などに関

電話：0776-20-0357

することの相談
同嶺南出張所（嶺南振興局内）
若狭 電話：0770-56-2212
二州 電話：0770-22-0162
宗教法人

宗教法人に関すること

宗教法人の設立、合併、解散および

県 情報公開・法制課

「宗教法人Ｑ＆Ａ」

規則の変更の際の知事の認証に関

電話：0776-20-0246

することなどの相談
観光・物産

観光情報、物産情報

県内観光情報の発信
（公社）福井県観光連盟

・ふくいドットコム HP
（観光総合サイト）

（公社）福井県観光連盟
電話：0776-23-3677
福井市松本 3-16-10

県内物産情報の発信
（一社）福井県物産協会

（一社）福井県物産協会
電話：0776-41-3357
福井市下六条町 103
福井県産業会館内
県 観光誘客課
電話：0776-20-0380

税務相談

国税に関する相談

所得税、法人税、相続税など国税の

各税務署

課税・納税相談
国税庁 HP タックスアンサー
市町村税に関する相談

県税に関する相談

固定資産税、個人住民税など市税・

各市役所・町役場 税務担当課

町税に関する課税・納税相談

・市町 HP へのリンク

自動車税、自動車取得税、不動産取

県 税務課

得税など県税の課税・納税相談

電話：0776-20-0257
または
福井県税事務所、嶺南振興局税務部、
各県税相談室

分野
県税の減免

制度・相談等
障がい者などの減免

制度など

内容等

実施機関・問い合わせ先

一定の要件に該当する身体障がい

県 福井県税事務所

者、戦傷病者、知的障がい者および

課税第二課 自動車税グループ

精神障がい者の方が日常生活を営む

電話：0776-21-8274

上で不可欠な自動車について、自動
車税・自動車取得税を減免

または
嶺南振興局税務部課税課
電話：0770-56-2223

納期限延長、猶予

災害などにより納期限までに納税でき

県 税務課

ない場合の、納期限の延長・猶予

電話：0776-20-0257
または
福井県税事務所、嶺南振興局税務部、
各県税相談室

ふるさと納税

ふるさと納税制度

ふるさと納税（寄付金）の紹介・受付

県 定住交流課
電話：0776-20-0665

