申
県立病院の看護師を募集●

①産休・育児休業代替職員 採用人数／ 18人
②看護補助者
採用人数／ 7人
面接場所／県立病院（福井市四ツ井） 詳しくは 福井県立病院 検索
問 県立病院 TEL：0776
□
（54）5151 FAX：0776（57）2945

12月15日号（毎月1日と15日に掲載）
就活・移住応援シリーズ企画

申
障害者を対象とした福井県職員採用試験（特別募集）●

福井で働こう

職種・採用人数／警察事務 3人程度
1次試験日／ 1月20日
（日）
場所／県社会福祉センター（福井市光陽）
申込締切／ 1月7日
（月）
検索
詳しくは 福井県職員採用
問
□人事委員会事務局 TEL：0776（20）0593 FAX：0776（20）0673

えん

福井に住もう

申
FINAL●

縁job 2018
学生と県内企業の若手社員との交流イベントを開催。仕事の内容や就職活動の進め方を気
軽に相談できます。
さまざまな業界・職種の企業を知る機会です
ので、
大学などに通うお子さんにぜひお知らせください。
日時／ 12月29日（土）13：00～18：00 場所／県産業会館（福井市下六条町）
対象／県内外の大学・短大・専門学校・高等専門学校生など
申込締切／ 12月21日
（金）
（当日参加可） 詳しくは 働くなら、福井！ 検索
申
昨年の縁jobの様子
○無料Uターンバスを運行します●
日程／ 12月26日
（水） ※出発時間の15分前に集合してください
東京駅 10：00 出発

名古屋駅 15：00 出発

新大阪駅 13：30 出発

京都駅 14：30 出発

敦賀駅
17：00 頃 到着

福井駅
18：15 頃 到着

定員／両コースとも先着40人 申込締切／ 12月24日
（月・休）12：00まで
申
○交通費を助成します●
対象／東京圏・名古屋圏・関西圏以外からの縁job参加者 ※Uターンバスとの併用可
助成金額／交通費の2分の1（上限14,000円） 定員／先着20人 申込締切／ 12月25日（火）
問 若者・定住支援課 TEL：0776
□
（20）0387 FAX：0776
（20）
0644

原子力災害制圧道路が初めて開通！
万が一、原発事故が発生した場合、迅速な事故への対応を行うた 今回開通区間
約620m
め、
県では原子力災害制圧道路の整備を進めてきました。
このたび、
平成25年度から整備を進めてきた県道 竹波立石縄間線
（敦賀市立石～明神町）
が12月22日
（土）
14：00に開通します。
これま
で見通しの悪かった区間がトンネル整備により、
地域住民の方が快適
で安全に通行できるようになり、
日常生活の面でも便利になります。
問 敦賀土木事務所 TEL：0770
□
（22）
4662 FAX：0770
（22）6516

N

★
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年末ジャンボ宝くじを購入しよう
1等・前後賞あわせて最高10億円！県内
で宝くじを購入すると、
売上の一部が県
の収入になり、
少子化対策など、
みなさん
の身近な生活に役立てられています。
販売期間／ 12月21日
（金）
まで
抽せん日／ 12月31日
（月） 価格／ 1枚300円
気をつけよう

インフルエンザ流行中！
・外から帰ったら、
石けんで手洗い
・室内では加湿器などで適切な湿度を
・栄養と休養を十分にとり、
健康管理に注意
・せきやくしゃみなどの症状がある場合はマスクを着用

敦賀
半島

敦賀市

働く

企業の皆様へ

給与支払報告書の提出を
給与支払報告書は住民税の計算のために必要です。
アルバイトやパート、
退職者を含め、
すべての従業員
の給与支払報告書を、
従業員の所在市町に提出して
ください。
また、
従業員3人以上の事業主の方は住民
税の特別徴収
（給与引き去り）
をお願いします。
提出期限／ 1月31日
（木）
問 税務課 TEL：0776
（20）0257 FAX：0776（20）0629
□
各市町住民税担当課

パスポートの申請はお早めに
12月29日
（土）
～1月3日
（木）
はパスポートの窓口
をお休みします。年内にパスポートを受け取りたい
方は、次の期日までに申請を。
・福井窓口（県国際交流会館旅券室）→12月21日
（金）
・奥越・丹南・二州・若狭窓口
（各合同庁舎）
→12月18日
（火）
問 国際経済課
□
TEL：0776（28）8820 FAX：0776（28）8828

満タン&灯油プラス1缶運動にご協力を
あらかじめ大雪が見込まれる際は、
・前もってマイカーの燃料を満タンに
・暖房用灯油は、
1缶余分に買い置くこと
満タン＆灯油プラス1缶運動

申
公立学校の教育相談業務担当者を募集●

①スクールソーシャルワーカー 採用人数／ 8人程度
②スクールカウンセラー 採用人数／ 95人程度
③24時間電話相談員
採用人数／ 12人
応募資格／
①社会福祉士、精神保健福祉士 など
②公認心理師、
臨床心理士、
精神科医、
大学教員 など
③元学校教育関係、教育相談業務経験者 など
勤務期間／ 4月1日から1年間 申込締切／ 1月8日（火）
問 義務教育課 TEL：0776
□
（20）0574 FAX：0776（20）0671
高校教育課 TEL：0776（20）0569 FAX：0776（20）0669

検索

TEL：0776（20）0370 FAX：0776（20）0646

恐竜博物館は年末年始に特別開館します

申
生活資金を低利で融資●

12月31日
（月）
、
1月1日
（火・祝）
を除いて開館します。
帰省されるご家族、
ご友人と一緒にぜひお越しください。
問 県立恐竜博物館
（勝山市村岡町）
場所・□
TEL：0779
（88）
0001 FAX：0779
（88）
8700

勤労者の生活の安定と福祉の向上のため、生活資
金を低金利でお貸しします。
勤労者生活安定資金
対象／医療、
教育、冠婚葬祭などの資金
利率／ 3年まで…年1.3％ 3～5年…年1.6％
貸付限度額／ 150万円
育児・介護休業生活資金
対象／育児または介護休業中の生活に要する資金
利率／年1.1％ 貸付限度額／ 100万円
申込先／北陸労働金庫各支店
問 労働政策課 TEL：0776
（20）0389 FAX：0776（20）0648
□

「第４回ジャパン・ツーリズム・アワード」で大賞を受賞し
た（一社）雪国観光圏の井口智裕代表理事が講演します。
日時／ 1月21日
（月）
13：30～15：00
場所／県国際交流会館（福井市宝永）
定員／ 150人 申込締切／ 1月16日
（水）
問 観光振興課 TEL：0776
（20）0380 FAX：0776（20）0381
□

マイナンバーカードの交付申請をしよう
マイナンバーの提示と本人確認ができる身分証とし
て使える
「マイナンバーカード」
。
コンビニで住民票
の写しなど行政上の各種証明書が取得できるなど、
みなさんの暮らしがより便利になります。
※お住まい
の市町によって受けられるサービスが異なります。
通知カードとともに郵送されている交付申請書を
郵送する他、パソコンなどでも申請ができます。
問 市町振興課 TEL：0776
（20）0260 FAX：0776（20）0631
□
各市町マイナンバーカード担当課

保健・福祉
申
大腸がんのことをもっと知ろう●

大腸がんの予防と最新の治療、
がんと分かったときか
ら始める緩和ケアについて、
わかりやすく説明します。
日時／ 1月19日（土）13：30～16：00 ※開場13：00
場所／福井フェニックス・プラザ（福井市田原）
定員／ 450人 申込締切／ 1月15日
（火）
問 県立病院
□
TEL：0776（54）5151 FAX：0776（57）2945

ほっとふくい

12/15 部活に燃える！ティーンエイジャー

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
FM県政スポット FM福井 金曜 8：45ごろ
広報誌
次号は12月23日
（日・祝）
発行予定
公共施設、道の駅、
コンビニなどで配布
県政広報
広報誌のスマートフォン版アプリ
「マチイロ」
ふくい
登録は右のコードから

福井テレビ／
第１・３土曜17：00～17：15

県内には元気な高校生がいっぱい！
新たな手法で日本画を描く美術部と、全国大会常連の吹奏楽部を訪ねます。

ほやほや！ふくい

おはよう
ふくいセブン
FBCテレビ／
日曜7：00～7：30
テ
レ
ビ

たくさんの応援とご協力により、大いに盛り上がった国体・障スポ。感謝の気持ちをこめて、
「はぴりゅうフェスタ」
を開催します。
来場者には、
はぴりゅうグッズをプレゼント
（※数量限定）。
楽しい企画が盛りだくさんですので、
ご家族やご友人とぜひお越しください。
日時／ 12月16日
（日）10：00～17：00 場所／サンドーム福井（越前市瓜生町）
○「はぴねスポーツ」体験会（10：00～17：00）
国体・障スポの約30競技にチャレンジできます。
体験スタンプを集めて、
はぴりゅうグッズをゲットしよう！はぴりゅうぬいぐるみが当たる！かも？
○福井国体・障スポ 感謝セレモニー
（13：00～14：30）
国体・障スポの入賞競技紹介やハイライト映像上映の他、両大会を
天皇杯・皇后杯も展示！
彩った式典演技を披露します。
○ご当地キャラリンピック2018（15：30～16：10）
県内最大のご当地キャラフェス！県内市町代表16キャラクターと
Dinoはぴねすが参加する大運動会を開催します。
みんなで応援しよう。 詳しくは右の
QRコードから
※他にも、国体・障スポ競技写真のパネル展示などがあります。
問 大会推進課 TEL：0776
□
（20）0769 FAX：0776
（20）0539

申
観光アカデミー公開講座●

ご案内

問 地域産業・技術振興課
□

ありがとう！国体・障スポ あの感動をもう一度

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

12/16 いちほまれに合う逸品～おかずクラブの美味しいグルメ巡り～
お笑い芸人・おかずクラブが、最近オープンしたお店を巡り、いちほまれに合う
“おかず”
を探します！

12/23 県政この1年 国体・障スポなど、今年の県政の出来事を振り返ります。

12/16 あなたもチャレンジ！手話ミニ講座
視聴者も覚えられる簡単手話を紹介！みんなで挑戦しよう。

12/23 国体・障スポ大成功！～みんなに感謝～
問 へお問い合わせください
行事などの詳細は□

ラ
ジ
オ

フェイスブック

新聞

福井県からの
お知らせ

福井の情報がまる分かり
いますぐページに
を！

ご意見は

〒910-8580（住所不要）

「広報課 福井県からのお知らせ」
係
ホームページでも閲覧できます

のマークがあるものは、事前申込みが必要です

福井県広報課

検索

のマークがあるものは有料、
それ以外は無料です

