申○
￥
産業用ロボットを活用した生産性向上セミナー●

ロボットシステムを導入する際の手順やコストを、
中小企業の実情に沿って紹介します。
日時／ 12月13日
（木）9：30～16：30
場所／県工業技術センター（福井市川合鷲塚町）
定員／ 20人 受講料／ 15,000円
申込締切／ 12月6日
（木）
問 中小企業産業大学校
□
TEL：0776（41）3775 FAX：0776（41）3729

12月1日号（毎月1日と15日に掲載）
就活・移住応援シリーズ企画

福井で働こう

福井に住もう

申
北陸3県ＵＩ
Ｊターンフェス●

北陸3県の企業約120社が参加する就職イベントを開催。企業の採用担当者が、県内業界・
企業の説明を行います。冬のインターンシップの説明も聞くことができ、その場で申込可能。
当日参加もできますので、
県外にお住まいのお子さんや知人にお伝えください。
日時／
12月2日
（日） 名古屋サンスカイルーム（名古屋市中区）
12月9日
（日） 立命館いばらきフューチャープラザ（大阪府茨木市）
12月15日
（土） JOB HUB SQUARE（東京都千代田区）
※いずれも13：00～16：30
対象／大学・短大・高専・専修学校の学生
（全学年）
参加企業・申込は 働くなら、福井！ 検索
昨年のUIJターンフェスの様子

申
しごとカフェ IT業界研究●
IT業界の採用事情を説明するほか、
実際にIT企業で働く若手社員と交流できます。
日時／ 12月6日
（木）
17：30～19：30 場所／アオッサ7階Ｆスクエア（福井市手寄）
対象／ IT業界・プログラミングに興味のある学生
（大学・短大など） 定員／ 15人
申込方法／ Fスクエア
（キャリアナビセンター）
のＨＰからお申し込みください。

働く
申
お子さんの就労に関するセミナー●

お子さんの就労意欲を高めるため、接し方や家族
関係の築き方などを学びませんか。
日時／ 12月15日
（土）10：00～12：00
場所／県社会福祉センター（福井市光陽）
問 ふくい若者サポートステーション
□
TEL：0776（21）0311 FAX：0776（21）0313

看護職就職支援相談会
看護職の方を対象に、
ナースセンターの相談員に
よる相談会を行います。
日時／ 12月14日
（金）13：30～16：00
場所／ハローワーク福井（福井市開発）
問（公社）県看護協会 TEL：0776（52）1857 FAX：0776（52）1858
□

県内の就職・移住情報は・・
・
登録無料！

働くなら、
福井！
最新イベント情報な
ど、
就 活に役 立 つ 情
報を発信しています。

ふくい移住ナビ
移 住 イベントや
支援制度を掲載
しています。

問 若者・定住支援課 TEL：0776
（20）0387 FAX：0776
（20）
0644
□

保健・福祉

がんでお悩みの方を支援
がんについて気軽に相談できる窓口を設置。
患者
同士が交流できる出張サロンも開催します。
日時／ 12月14日
（金）相 談 10：00～12：00
サロン 13：00～15：00
場所／アイアイ鯖江（鯖江市水落町）
問（公社）
□
県看護協会 TEL：0776（54）8620 FAX：0776（54）8474

申
最新の陽子線治療を知ろう●

陽子線治療の現状や将来性に関する講演のほか、
がんへの向き合い方について講演します。
日時／ 12月22日
（土）13：00～16：10
場所／福井フェニックスプラザ（福井市田原）
定員／先着300人
問 県立病院 TEL：0776
（54）5151 FAX：0776（57）2945
□
企業の皆様へ

障害者手帳について

育児・介護との両立を目指す企業を応援

住所や氏名が変わった場合、お住まいの市町で変更手
続きをしてください。身体障害者手帳、精神障害者保健
福祉手帳は、マイナンバーを利用した情報連携が可能。
マイナンバーで個人情報の照会ができるため、市役所
などでの手続きの際に、手帳のコピーなどの提出が不
要になります。
問 各市町障害福祉担当課
□

育児・介護による離職者を再雇用する制度や育
児・介護休業法の規定を上回る支援制度を導入
し、利用実績のある企業に奨励金を支給します。
支給額（1事業者1回あたり）／
育児・介護による離職者を再雇用・
・
・40万円
（2回まで）
育児・介護休業法を上回る制度利用・
・
・10万円
（2回まで）
問 労働政策課 TEL：0776
□
（20）0389 FAX：0776（20）0648

ご案内

天皇杯・皇后杯を見に行こう！
国体で獲得した天皇杯・皇后杯を県内施設で展示し
ています。
観覧は無料ですので、
ぜひご覧ください。
期間・場所／
12月13日(木)まで
若狭歴史博物館（小浜市遠敷）
12月19日（水）～1月14日（月・祝） こども歴史文化館（福井市城東）
問 大会推進課 TEL：0776
□
（20）0726 FAX：0776（20）0539

不法投棄は重大な犯罪です
12月は不法投棄等防止啓発強調月間。廃棄物の
不法投棄や野焼きは法律で禁止されています。発
見し た 場 合 は、不 法 投 棄110番（☎0776（20）
0584）
または、各健康福祉センター、市町、最寄り
の警察署に通報してください。
問 循環社会推進課 TEL：0776
（20）0318 FAX：0776（20）0679
□
申
農用地の借受け希望者を募集します●

農地の規模を拡大したい方などに、農用地をお貸しします。
募集対象／農地所有適格法人、認定農業者 など
募集期間／ 12月17日
（月）
～1月15日
（火）
応募方法／ホームページより申請書をダウンロードし、
市町農政担当者へ提出
詳しくは ふくい農林水産支援センター 検索
問（公社）
ふくい農林水産支援センター
□
TEL：0776（21）8313 FAX：0776（23）0931

「プロジェクト応援型」ふるさと納税を推進中！
「プロジェクト応援型」
ふるさと納税は、母校応援や県内大学の魅力向上応援、高校生の長期
留学応援など、
ご自身が応援したいプロジェクトを選択できる仕組みです。
ふるさとの自治体
に寄付すると、2,000円を除いた寄付額が個人住民税や所得税から差し引かれます（所得に
検索
応じた上限あり）。詳しくは ふるさと福井応援サイト

JETSのニューヨーク公演を応援しよう！
全米チアダンス選手権大会において輝かしい成績を残し、
映画やドラマのモデルとなった福井商業高校チアリーダー
部「JETS」。今年度新たに各高校があらかじめ使途を示す
「プロジェクト型母校応援」
を追加。その第１弾としてJETS
のニューヨーク・カーネギー・ホールでの公演を応援してい
ます。寄付した方には、JETSからのお礼状と公演レポートを
進呈。
また、県外在住の方には、寄付金額に応じて、JETS公式グッズを贈ります。
県外にお住まいのご家族、
ご友人にも呼びかけてください。
募集期間／ 12月15日
（土）
まで
詳しくは右の
問
□地域交流推進課 TEL：0776（20）0665 FAX：0776（20）0644 QRコードから
申
住宅ローンの利子を助成●

申
住宅地の購入希望者を募集しています●

県内で住宅を新築・購入、増改築する場合、
ローン
の利子を一部助成します。
助成率／利子の2分の1（上限 年2.0％）
助成期間／ 5年間
対象限度額／新築・購入 400万円
増改築
200万円
要件／所得金額350万円以下、
住宅延床面積165ｍ²以下 など
申込先／北陸労働金庫各支店
検索
詳しくは 福井県住宅資金利子補給
問 労働政策課
□
TEL：0776（20）0389 FAX：0776（20）0648

県が所有する住宅地を販売しています。上下水道負担金は不要です。
場所／あわら市花乃杜ハイツ（あわら市花乃杜）
申込締切／ 1月18日
（金）※先着順
検索
詳しくは 花乃杜ハイツ
問 建築住宅課 TEL：0776
（20）0505 FAX：0776（20）0693
□
申
ふくいワインカレッジ公開講座●

日本のワイン産地とワイナリーについて学ぶことができます。
日時／ 12月4日
（火）13：00～15：00
場所／ふくい農業ビジネスセンター（越前市安養寺町）
講師／石井もと子氏 申込締切／ 12月3日
（月）
問 地域農業課 TEL：0776
（20）0446 FAX：0776（20）0651
□

気をつけよう

年末年始の海外旅行では感染症にご注意を！
海外へ渡航するときは、
事前に現地の流行状況や最新の情報などを確認し、
蚊・動物との接触を避ける。
麻しん、風しんに気をつけよう
海外では麻しん、国内では風しんが流行中。予防接種はお早めに。 福井県 感染症

問 各健康福祉センター
□

検索

12月11日
（火）
～20日
（木）
は年末の交通安全県民運動実施期間
・ドライバーの方へ…早めのライト点灯とハイビームを心がける
・歩行者の方へ…夜間の外出時には、反射材を身につける
おはようふくいセブン

広報誌

毎月第４日曜発行予定

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 ほっとふくい
レ 福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15
ビ
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

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

