申
中国浙江省での研修を希望される方へ●

5月1日号（毎月1日と15日に掲載）

住宅の購入・リフォームを支援します
子育て世帯や移住者の方へ
県内に住む子育て世帯や県外からの移住者が、
ふくい空き家情報バンク
（空き家の有効活用
などのために県と市町が作成したウェブサイト）
に登録された一戸建て住宅を購入・リフォー
検索
ムする場合、
最大５０万円ずつを補助します。
詳しくは 子育て世帯と移住者への住まい

空き家をお持ちの方へ
「ふくい空き家情報バンク」
に登録する物件について、品質や性能をチェックするた
めの空き家診断を実施する場合、費用の一部を最大35,000円補助します。

新たに同居・近居するために住宅のリフォームや取得を行う場合、費用の一部を補助します。
補助額
（上限）
／同居のためのリフォーム ９０万円
近居のための住宅取得 新築：３０万円、
中古：５０万円
検索
詳しくは 多世帯同居・近居住まい

木造住宅の耐震化をお考えの方へ
耐震診断や補強プランの作成、耐震改修のための費用の一部を補助
します。
対象／昭和56年５月３１日以前に着工された一戸建て木造住宅
検索
詳しくは 福井県 木造住宅耐震化
※補助の実施状況と内容は市町により異なります。
問 建築住宅課 TEL：0776
（20）
0506 FAX：0776
（20）
0693
□

申
U・Iターン者の奨学金返還を応援●

福井県の企業などに就職する若者の奨学金返還
を応援します。
対象業種／建設業、製造業、情報通信業、
農林水産業、医療・福祉 など
申請期限／６月２９日
（金） 助成額／最大１００万円
検索
詳細は 福井県 U・Iターン奨学金
問 地域交流推進課 TEL：0776
（20）0759 FAX：0776（20）0644
□

IC・クレジット決済端末機導入支援
電子マネー・クレジットカードなどの決済端末機の
購入費を補助します。
対象業種／小売業者や宿泊業者、
飲食店、
タクシー業など
※常時雇用従業員50人以下
補助額／ 1事業者最大８万円
問 産業政策課 TEL：0776
（20）0369 FAX：0776（20）0645
□

申
観光アカデミー公開講座●

（株）JTBの田川博己会長が福井におけるツーリ
ズム産業の果たすべき役割について講演します。
日時／５月１８日
（金）
１３：0０～１4：3０
場所／福井市フェニックス・プラザ（福井市田原）
定員／１５０人 申込締切／５月15日
（火）
問 観光振興課 TEL：0776
（20）0380 FAX：0776（20）0381
□
申○
￥
観光おもてなし認定講習開催●

親との同居・近居をお考えの方へ

ご案内

福井県と友好提携している浙江省の大学などで、
中国語などを学びたい方を募集します。
期間／９月～平成31年２月
（６か月間）
対象者／１８～４０歳までの福井県民の方
申込締切／５月２１日
（月）
必着
応募方法／応募書類を県国際交流協会HPからダ
ウンロードし、県国際交流協会または同嶺南セン
ターに郵送もしくは持参。
問（公財）
福井県国際交流協会
□
TEL：0776（28）8800 FAX：0776（28）8818

不正大麻・けし撲滅運動（～６/３０）
大麻を許可なく栽培することは法律で禁止されて
います。
また、
けしには植えてはいけないものがあ
り、注意が必要です。不正に栽培されている大麻・
けしを発見した場合は、医薬食品・衛生課や各健康
福祉センター、警察署にお知らせください。
問 医薬食品・衛生課 TEL：0776（20）0347 FAX：0776（20）0640
□
申
地域の縁結びさん定例相談会●

結婚についてのアドバイスやお相手紹介を行う
「地域の縁結びさん」
による結婚相談会を開催。託
児も無料で利用可能。
（事前申込）
５月の定例相談会
日時／５月１３日
（日）
１３：３０～１５：００
場所／県生活学習館３階 ふくい縁結び交流室
対象／県内での結婚を希望する独身の方
定員／先着１０人（下記問い合わせ先に申込）
申込締切／５月１０日
（木）
問 女性活躍推進課 TEL：0776
（20）0362 FAX：0776（20）0632
□

観光や接遇の基礎知識を学べます。受講すると、
7月に開催する
「観光おもてなし認定試験」
の受験
資格を得られます。
日時・場所／※いずれも13：30～16：30
5月29日
（火）県産業会館（福井市下六条町）
6月 6日
（水）パレア若狭（若狭町市場）
テキスト代／ 500円 定員／先着１００人
申込締切／ 5月18日
（金）
問 観光振興課 TEL：0776
（20）0380 FAX：0776（20）0381
□
企業の皆様へ

国体・障スポの開・閉会式の観覧者を募集

高齢者や女性など多様な人材が活躍できる職場づ
くりや県外からの人材確保を支援する相談窓口が
オープンしました。
所在地／福井商工会議所ビル1階（福井市西木田）
開所日・時間／月～金曜日
（祝日休み）９：００～１７：００
問 人材確保支援センター
□
TEL：0776（32）4560 FAX：0776（32）4555
働く

日

幕末明治福井150年博の期間中、福井の先人を紹介するシリーズ企画を掲載します。
ま な べ

シリーズ

あき か つ

福井の先人① 間部詮勝
い い なおすけ

幕末の鯖江藩主であった詮勝は、幕府老中として、大老井伊直弼
の命を受け安政の大獄を指揮。尊王攘夷派から直弼は赤鬼、詮勝
は青鬼と呼ばれていました。詮勝は頭脳と人柄を直弼に高く評価さ
れ、厚い信頼を得ていました。
しかし、志士の処分をめぐって厳罰主
義の直弼と意見を異にし、
１８５９年に老中職を罷免されます。
「嚮陽渓（きょうようけい）」
（現在の西山公
園）
を造り、庶民に解放したことでも知られ
ています。
鯖江市まなべの館で「間部詮勝と幕末維新の軌跡」開催中

申
インターンシップ参加者募集●

県内企業でインターンシップに参加する大学生な
どを募集中です。
申込は在学中の学校で受け付け
ています。県外大学などに在学中のお子様にもお
伝えください。
対象／ 2020年３月に卒業予定の学生
参加県内企業／ 241社
インターンシップ期間／８～９月の１～２週間
詳細・申込は ふくいインターンシップ 検索
問 県経営者協会
□
TEL：0776（63）6201 FAX：0776（63）6202

申
教員採用選考試験説明会●

平成３１年度採用選考試験の日程や内容を説明します。
日時・場所／
①５月１９日
（土）県生活学習館（福井市下六条町）
②５月２１日
（月）都道府県会館（東京都千代田区）
③５月２３日
（水）金山研修センター（名古屋市中区）
④５月２5日
（金）たかつガーデン（大阪市天王寺区）
※①は10：00～11：30、
②～④は18：30～20：00
申込締切／５月１１日
（金）福井県 教員採用試験 検索
問 学校振興課 TEL：0776
（20）0565 FAX：0776（20）0670
□

151

50年ぶりの国体・障スポ式典を観覧して、全国から集まる選
手に大きな声援を送って盛り上げましょう。
申込方法／①国体・障スポのホームページ ②申込用紙を郵送
申込用紙は県内市町窓口や県庁、各合同庁舎、
県内郵便局などに設置。
申込締切／６月１１日（月）
国体 総合開会式 9月29日（土） 総合閉会式 10月9日（火）
障スポ 開会式 10月13日（土） 閉会式 10月15日（月）
入場料金／国体総合開会式のみ有料（大人1,000円、小人500円）
定員／各開・閉会式 ５，
５００人 ※申込多数の場合は抽選。 福井国体・障スポ 検索
問「福井しあわせ元気」
□
国体・障害者スポーツ大会実行委員会事務局お問い合わせデスク
TEL：0776（20）2010 FAX：0776（20）0664

〈幕末明治福井150年博〉県下13施設で開催中！ 幕末明治福井

人材確保支援センターがオープン

福井国体・障スポまで

あと

おはようふくいセブン
FBCテレビ／日曜7：00～7：30

テ ほっとふくい
レ
ビ 福井テレビ／第1・第３土曜17：00～17：15
まちかど県政
福井テレビ／日曜11：45～11：50
FBCテレビ／日曜16：55～17：00

検索

画像提供／鯖江市まなべの館

気をつけよう！

連休中の海外旅行では感染症に注意！
海外へ渡航するときは、事前に現地の流行状
況などを確認し手洗いを徹底するほか、蚊・動
物との接触を避けるなど、基本的な衛生対策を
検索
行いましょう。福井県 海外旅行 感染症
冬眠明けのクマに注意
身近な里山に出かけるときでも
鈴やラジオを携行し、
音でクマに
人の存在を知らせる対策を。
広報誌

毎月第4日曜発行

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

フェイスブック

福井の情報がまる分かり

ほやほや！
ふくい
新聞

いますぐページに

〒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
「広報課 福井県からのお知らせ」係
からの
ジ
お知らせ ホームページでも閲覧できます 福井県広報課
オ ＦＭ県政スポット FM福井 金曜 8：45ごろ
問 へお問い合わせください
行事などの詳細は□

を！

ご意見は

のマークがあるものは、事前申込みが必要です

検索

のマークがあるものは有料、
それ以外は無料です

