保健・福祉

4月1日号（毎月1日と15日に掲載）

大雪被害に対する支援について
今回の大雪により、施設の損壊や売り上げの減少など被
害を受けた方に対して支援を行います。

4月2日
（月）
の世界自閉症啓発デーに合わせ、
自
閉症など発達障害に対する理解を深めるための
講演会を行います。
日時／ 4月7日
（土）
10：30～16：30
場所／県立図書館（福井市下馬町） 定員／ 150人
問 福井県発達障害児者支援センター
□
TEL：0776（22）0370 FAX：0776（22）0371

がんでお悩みの方を支援

農業者の方へ
倒壊した園芸ハウスの再整備および撤去に要する費用の
一部を補助します。
また、経営再建のために必要な資金の
借り入れに対して支援します。
園芸ハウスの被害の様子
・耐雪型園芸施設等支援事業
（国・市町の補助事業との併用可）
県補助率／３分の1または4分の1（築年数・農業共済の加入状況により異なる）
申込締切／ 4月13日
（金） 申込先／各市町農政担当課
・農業経営支援資金
融資額／最大500万円 ※無利子・無保証でお貸しします 融資期間／ 5年以内
申込締切／ 5月31日
（木） 申込先／県内のJA
・農業緊急資金
（500万円を超える被害を受けた方へ）
融資額／最大3,000万円 融資期間／ 10年以内
融資利率／ 1.1％※支払利子のうち、当初5年間分のみ県が補給し、保証料は全期間、県が全額補給します
申込締切／ 8月31日
（金） 申込先／県内のJA、一部金融機関
問 生産振興課 TEL：0776
□
（20）
0427 FAX：0776
（20）
0650、
各県農林総合事務所

中小企業の方へ
被災したことにより必要となる設備・運転資金や借り入れた運転・設備資金の借り換え資金に対して支援します。
融資額／最大1億円 融資期間／ 10年以内 融資利率／原則として保証協会付1％以下
※支払利子のうち、当初5年間分のみ年1％を上限に県が補給し、保証料は全期間、県が全額補給します
問 産業政策課 TEL：0776
□
（20）
0373 FAX：0776
（20）
0645

県税の軽減措置などについて
資金の借り入れに使用する納税証明書の交付手数料を免除します。
また、
不動産取得税、
自動車税、
自動
車取得税について、
被災者の申請により期限の延長、
納税の猶予、
税の減免などを受けることができます。
問 福井県税事務所
□
TEL：0776
（21）
0020 FAX：0776
（21）8260
嶺南振興局税務部 TEL：0770
（56）
2222 FAX：0770
（56）
2385

ふくいワインカレッジ研修生を募集中

イメージ図

申
自閉症へのご理解を●

醸造や栽培実習などを通して、
ワイン用ぶどう栽培や、
ワイナ
リーを開業するための知識・技術を学べる
「ふくいワインカ
レッジ」
。
今月の開校に向け、研修生を募集中です。
研修期間／ワインぶどう栽培コース…1年間
ワイナリー開業コース……3年間
※ワイナリー開業コースは1年ごとに3万円の受講料が必要になります
研修場所／ふくい農業ビジネスセンター（越前市安養寺町）
定員／各コース10人 申込締切／ 4月13日
（金）
問 地域農業課 TEL：0776
□
（20）
0446 FAX：0776
（20）
0651

がん患者やご家族が、
がんについて気軽に相談
できる窓口を設置しています。
日時／毎月第１火曜日10：30～15：00
問（公社）
場所・□
県看護協会（福井市北四ツ居）
TEL：0776（54）8620 FAX：0776（54）8474

不妊検査は夫婦そろって受けましょう
夫婦そろって不妊検査を受けた場合、
またその
後一般不妊治療を受けた場合に、費用の一部を
助成します。
問 子ども家庭課 TEL：0776
□
（20）0341 FAX：0776（20）0640
働く

障害のある人もない人も共に生きる社会に向けて
すべての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、共生する社会を実現するため
に制定された「障害のある人もない人も幸せに暮らせる福井県共生社会条例」。
障害者の自立および社会参加の支援、障害者への差別解消を推進するため、その実施をめ
ざす各施策や県民への普及啓発を行います。
共生社会の実現に向けた主な取り組み
・点字や手話などによる意思疎通および情報取得のための手段の確保
・建物のバリアフリー化や公共交通事業者などへの理解促進による移動手段の確保
・障害者雇用の促進や障害者が生産する物品などへの受注機会の増大
・障害者スポーツや文化芸術活動への参加機会の提供に努め、障害のある人とない人の相互理解を促進
問 障害福祉課 TEL
□
：0776（20）0338 FAX：0776（20）0639

福井の魅力を発信！文化プログラム
国体・障スポで全国から訪れる方々に、スポーツのす
ばらしさや感動を広めるほか、芸術や文化活動を通し
て福井ならではの魅力を発信する「文化プログラム」。
幕末明治150年関連事業など本県の文化・芸術を紹
介する事業を12月末まで県内各地で開催します。
開催スケジュールなど詳しくは 福井国体文化プログラム 検索
問 大会推進課 TEL：0776
□
（20）0768 FAX：0776（20）0664

福井国体・障スポまで

あと

181

日

申
調理師・製菓衛生師試験●

ミニジョブカフェの移転

申
結婚を希望される方へ●

日時／ 6月10日
（日）
13：00～15：00
場所／県立大学（永平寺町、小浜市）
申込期間／ 4月9日
（月）
～20日
（金）
※願書は県健康福祉センターおよび県ホーム
ページで入手できます
問 医薬食品・衛生課 TEL：0776
□
（20）0354 FAX：0776（20）0640
各健康福祉センター

若者の就職支援を行う
「ミニジョブカフェ」
が今月
移転し、
開所時間が変更になります。
開所日・場所・連絡先／
①月・水・金曜9：00～17：00
敦賀産業技術専門学院内（敦賀市道口19-2-1）
TEL：0770（23）5416 FAX：0770（22）0164
②水・木・金・土曜9：00～17：00
小浜市働く婦人の家内（小浜市大手町4-1）
TEL・FAX：0770（52）
3542
問 労働政策課 TEL：0776
□
（20）0390 FAX：0776（20）0648

地域の縁結びさんによる結婚相談会を毎月第2
日曜日に開催しています。
託児も無料で利用できます。
（事前申込）
日時／ 4月8日
（日）
13：30～15：00
場所／県生活学習館ふくい縁結び交流室（福井市下六条町）
定員／ 10人程度 申込締切／ 4月5日
（木）
問 女性活躍推進課
□
TEL：0776（20）0362 FAX：0776（20）0632

申
ものづくり人材育成修学資金●

県内ものづくり企業への就職を希望する理工系
の大学院生に修学資金をお貸しします。卒業後、
県内ものづくり企業に7年間就業すると、全額返
還を免除します。
貸与額／月6万円 申込締切／ 4月20日
（金）
問（公財）
□
ふくい産業支援センター
TEL：0776（67）7424 FAX：0776（67）7419
ご案内

福井県暴力団排除条例が一部改正されます

申
福井城址の写真を募集中●

春を感じる風景をテーマに、福井城址の写真を撮影し
応募してください。応募作品は県庁などで展示します。
申込締切／ 4月19日
（木）
問 財産活用推進課 TEL：0776
□
（20）0252 FAX：0776（20）0628

山火事に気をつけよう
春先は空気が乾燥し、山火事が起こりやすい季
節です。貴重な森林資源を守るためにも、
たばこ
の吸い殻は持ち帰り、
ポイ捨てしないなど気をつ
けましょう。
問 森づくり課
□
TEL：0776（20）0443 FAX：0776（20）0655

おはようふくいセブン

広報誌

毎月第4日曜発行

FBCテレビ／
日曜7：00～7：30

県政広報
ふくい

公共施設、道の駅、
コンビニなどで配布
広報誌のスマートフォン版アプリ
「マチイロ」
登録は右のコードから

テ
レ まちかど県政
ビ 福井テレビ／

日曜11：45～11：50
FBCテレビ／
日曜16：55～17：00

フェイスブック

ほやほや！
ふくい

福井の情報がまる分かり

いますぐページに
を！
暴力団事務所のない安全・安心な社会の実現に向け、福
井県暴力団排除条例を一部改正し、本日から施行します。
ご意見は
新聞
〒910-8580（住所不要）
ラ ふくい元気通信 FBCラジオ 月・水・金曜 10：20ごろ 第3・5土曜 10：35ごろ 福井県
詳しくは 福井県警 暴力団排除条例 検索
「広報課 福井県からのお知らせ」係
からの
ジ
問
□県警察本部組織犯罪対策課
お知らせ ホームページでも閲覧できます 福井県広報課 検索
オ ＦＭ県政スポット FM福井 金曜 8：45ごろ
TEL：0776（22）2880 FAX：0776（21）4618
問
行事などの詳細は□へお問い合わせください
のマークがあるものは、事前申込みが必要です
のマークがあるものは有料、
それ以外は無料です

