
3月1日号 （毎月1日と15日に掲載）

働く

福祉の仕事をお探しの方へ
社会福祉施設などの採用担当者から直接説明を受け

ることができる「福祉就職フェア」を開催します。福祉の

仕事や資格などについての相談コーナーもあります。

日時／ 3月3日（日）13：00～15：30

場所／敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」（敦賀市東洋町）

□問 嶺南福祉人材バンク

　TEL：0770（22）3133  FAX：0770（22）3785

ふくいワインカレッジ研修生を募集●申○￥
醸造や栽培実習を通して、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・技術を学べます。

研修期間／ワインぶどう栽培コース：1年間（受講料無料）

　　　　　ワイナリー開業コース：3年間（受講料3万円／年）

定員／各コース10人　申込締切／ 4月12日（金）

□問 地域農業課 TEL：0776（20）0446  FAX：0776（20）0651

企業の皆様へ

ふくい女性活躍推進企業を募集●申
3月8日（金）は1975年に国連が定めた「国際女性

の日」。女性が働きやすい企業を目指し、経営戦略

として女性の活躍を進めませんか。

登録企業限定の表彰制度や補助金、

合同企業説明会での企業PRなど、

登録のメリットも充実しています。

対象／県内に本社または事業所を置く企業・団体

　　　※事業規模や法人、個人の別は問いません

□問 女性活躍推進課 TEL：0776（20）0319  FAX：0776（20）0632

アンテナショップ情報交換会参加企業募集●申
県のアンテナショップ（ふくい南青山291、食の國 福井

館）の運営方針に関する説明のほか、商談会を行います。

日時・場所／

3月11日（月）13：30～

敦賀商工会館（敦賀市神楽町）

3月12日（火）10：00～

県立図書館（福井市下馬町）

申込締切／ 3月6日（水）

□問 産業政策課 TEL：0776（20）0369  FAX：0776（20）0645

ご案内

海外の青年と交流しよう●申○￥
中国や韓国、オランダなど数か国で開催される

内閣府青年国際交流事業に参加し、国際的視野と

リーダーシップを身につけませんか。

提出書類／申込書、作文、健康診断書　など

経費／ 7～30万円程度　申込締切／ 3月20日（水）

詳しくは

□問 国際経済課 TEL：0776（28）8820  FAX：0776（28）8828

住宅をお探しの方へ●申
県営住宅の入居者を募集しています。

○清水グリーンハイツ（福井市グリーンハイツ）

○下荒井団地（福井市下荒井町）

○杉の木台団地（福井市三十八社町）

○北日野団地（越前市矢放町）

※入居には、一定の基準があります。

詳しくは

□問 福井県営住宅南部地域管理センター

　TEL：0776（33）2500  FAX：0776（34）3602

自動車の名義変更などは確実に
・自動車を譲渡したら名義変更。廃車したら抹消登録。

※手続きをしていないと、自動車税が引き続き課税されます。

・住所を変更したら変更登録。

※電子申請での変更もできます。

　 電子申請は

□問 福井県税事務所

　TEL：0776（21）8274  FAX：0776（21）8260

　嶺南振興局税務部

　TEL：0770（56）2223  FAX：0770（56）2385

結婚を希望される方へ●申
地域の縁結びさんによる結婚相談会を開催します。

日時／ 3月10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）

対象／県内で結婚を希望する独身者  ※相談無料

定員／先着10人程度　申込締切／ 3月7日（木）

□問 女性活躍推進課

　TEL：0776（20）0319  FAX：0776（20）0632

腎臓病について学ぼう
3月14日（木）は世界腎臓デー。早期発見や治療の

重要性を知りましょう。

日時／ 3月3日（日）

　　　12：00～14：30 健康相談、血圧測定、尿検査など

　　　15：00～15：30 県民公開講座

場所／エルパ2階（福井市大和田）

詳しくは

□問 健康増進課 TEL：0776（20）0352  FAX：0776（20）0643

定期予防接種を忘れずに
お子さんの入園・入学・進級の前に、定期予防接種を受けてい

るかを母子手帳などで確認しましょう。まだの方はお早めに。

種類／4種混合、2種混合、麻しん風しん、BCG、

　　　日本脳炎、ヒブ、小児の肺炎球菌、水痘、B型肝炎

3/1～3/7は子ども予防接種週間

土日も予防接種を受けられます。

実施病院など詳しくは

□問 各市町の予防接種担当課

保健・福

かかりつけ医を学ぶ市民講座
なんでも相談できて頼りになる、かかりつけ医の大切さを学べます。

日時／①3月2日（土）14：00～15：30

　　　②3月16日（土）14：00～15：30

場所／①ニューサンピア敦賀（敦賀市呉羽町）

　　　②武生医師会館（越前市中央）

定員／①②ともに先着150人

□問 福井県医師会 TEL：0776（24）0387  FAX：0776（21）6641

がんで身近な人を亡くした方を支援
がんで身近な人を亡くした遺族の方同士が交流で

きるサロンを開催します。

日時／ 3月19日（火）13：00～15：00

内容／フリートーク、ハンドトリートメントなど

場所・□問（公社）県看護協会（福井市四ツ居）

　TEL：0776（54）8620  FAX：0776（54）8474

福井健康福祉センターの窓口が変わります
福井市の中核市移行に伴い、4月1日に福井市保

健所が設置され、福井健康福祉センターの業務が

引き継がれます。福井市民の皆さんは、同センター

内に設置される新たな窓口をご利用ください。

永平寺町民の皆さんは、引き続き現在の窓口で

手続きできます。

□問 福井健康福祉センター TEL：0776（36）1117  FAX：0776（34）7215

　地域福祉課 TEL：0776（20）0326  FAX：0776（20）0637

福井県証紙を購入するときは
証紙の金額誤りや収入印紙との購入誤りに注意してください。

証紙…パスポート申請や車庫証明申請などに使用

印紙…契約書や国への各種申請などに使用

証紙の交換・還付については

□問 会計課 TEL：0776（20）0491  FAX：0776（20）0519

福井県  予防接種週間 検索 福井県  青年国際交流事業 検索

福井県営住宅 検索

福井県証紙 検索

ふくe－ねっと 検索

おはようふくいセブン
 FBCテレビ／日曜7：00～7：30

まちかど県政
 福井テレビ／
 日曜11：50～11：55
 FBCテレビ／
 日曜16：55～17：00

テ
レ
ビ

広報誌

県政広報
ふくい

毎月第4日曜発行予定
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

ふくい元気通信

ＦＭ県政スポット

ラ
ジ
オ

FBCラジオ  月・水・金曜 10：20ごろ
　　　　　  第3・5土曜 10：35ごろ

FM福井  金曜 8：45ごろ

福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　　　 を！

フェイスブック
ほやほや！
ふくい

ホームページでも閲覧できます

新聞

福井県
からの
お知らせ

〒910-8580（住所不要）

「広報課  福井県からのお知らせ」係
福井県広報課 検索

ご意見は

行事などの詳細は□問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

ふくい社会人Uターンセミナー・相談会
福井県のＵターン就職の現状やＵ・Ｉターンの支援制度など
に関するセミナーのほか、専門相談員が個別に対応します。
県外にお住まいのお子さんなどにＵターンしてほしいと考
えているご家族の方は、ぜひお越しください。
日時／ 3月9日（土）　セミナー 14：00～14：45
　　　　　　　　　 個別相談会 14：45～16：30
場所／アオッサ6階（福井市手寄）　詳しくは

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

ふくい移住ナビ 検索

福井で働こう　 福井に住もう

相談会のイメージ

就活・移住応援シリーズ企画

4月7日（日）は

福井県知事・
福井県議会議員選挙
選挙の主役は、有権者一人ひとりです。

「スマホ置き、投票紙持ち、まず一票。」

選挙の仕組みや最新情報は

選挙のイロハ

問題：投票日に旅行などで県外に行くことに

なった場合、投票することはできる？できない？

めいすいサウルス

福井県共生社会条例施行1周年記念イベント「バリトレ
（バリアフリー・トレーニングの略）」を開催します。バリト
レでは、身近な日常の事例を題材にして、障害のある方と
ない方が一緒に共生社会について学ぶことができます。
参加者には「いちほまれ300ｇ」をプレゼント！
日時／ 3月17日（日）13：30～16：30（13：00開場）
場所／フェニックス・プラザ（福井市田原）

定員／先着80人  申込締切／ 3月6日（水）
□問 障害福祉課 TEL：0776（20）0338  FAX：0776（20）0639

“バリトレ”で共生社会について学ぼう！●申

万が一、原発事故が発生した場合、迅速な事故への
対応を行うため、県では原子力災害制圧道路の整備
を進めています。この度、高浜町と美浜町において
新しく道路が開通します。これまで土砂崩れなどの
危険があった区間をトンネルなどによりほぼ直線に整備。
日常生活の面でも、地域住民の方が走りやすく安心し
て通行できるようになります。
①一般県道　音海中津海線（高浜町音海～小黒飯）

　開通日時／ 3月10日（日）16：00 □問 小浜土木事務所 TEL：0770（56）5913  FAX：0770（56）1886
②主要地方道　佐田竹波敦賀線（美浜町佐田～菅浜）

　開通日時／ 3月17日（日）16：00 □問 敦賀土木事務所 TEL：0770（22）4662  FAX：0770（22）6516

順次開通！ 原子力災害制圧道路

昨年12月に開通した原子力災害制圧道路

答え：できる。告示（公示）日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票が可能。

グループワークの様子

おと  み  なか  つ  み おと  み お  ぐる  い

さ   た  たけ なみつる  が

ふくい南青山291

福井県  腎臓デー 検索

福井県選挙管理委員会 検索


