
3月15日号 （毎月1日と15日に掲載）

つらい気持ちを一人で抱え込まないで
3月は自殺対策強化月間。さまざまな相談窓口があ

りますので、一人で抱え込まずご相談ください。

電話相談のほか、LINEやチャットでも相談できます。

詳しくは

□問 障害福祉課 TEL：0776（20）0634  FAX：0776（20）0639

花粉の飛散情報を提供しています
スギ、ヒノキの花粉の飛散状況や予報などを確認

できます。花粉症対策にお役立てください。

詳しくは

□問 衛生環境研究センター

　TEL：0776（54）5630  FAX：0776（54）6739

働く

ふくい園芸カレッジ研修生を募集●申○￥
農産物直売所向け品目の栽培技術を学べます。

研修期間／ 4月～11月（全12回・土曜日開催）

　　　　　※初回は4月13日（土）

研修場所／ふくい園芸カレッジ（あわら市井江葭）

対象／直売所に野菜などを出荷したい方

　　　（すでに直売所に出荷している農家の方も可）

料金／計12,000円（1回あたり1,000円）

□問 地域農業課 TEL：0776（20）0433  FAX：0776（20）0651

ふくい林業カレッジ研修生を募集●申
林業機械の運転資格の取得や伐採技術の習得な

ど、実践的な研修を実施。一定の要件を満たす方

には、研修期間中、給付金を支給します。

研修期間／ 4月から1年間

研修場所／県総合グリーンセンター（坂井市丸岡町）、

　　　　　県内の林業現場など

申込締切／ 3月29日（金）

□問 県産材活用課 TEL：0776（20）0448  FAX：0776（20）0654

ものづくり人材育成修学資金●申
県内のものづくり企業への就職を希望する大学院

生に、修学資金をお貸しします。

対象者／ 2019年4月時点で理工系大学院に在学する方

貸与額／月6万円 ※県内企業に7年勤務で返還免除

募集数／ 15人程度　申込締切／ 4月19日（金）

□問 ふくい産業支援センター

　TEL：0776（67）7424  FAX：0776（67）7429

企業の皆様へ

県内企業の首都圏での活動を支援●申○￥
県のアンテナショップ「ふくい南青山291」（東京都

港区）にある貸しブース（約1坪）に5月から入居す

る企業を募集中です。

利用期間／ 1年（3年まで更新可）　募集数／ 3社

月額料金／ 26,000円　申込締切／ 3月29日（金）

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

モノづくり現場の基礎知識を学ぼう●申○￥
生産現場に求められる基礎的知識のほか、社会人

としての基本ルールなどを学べます。

日時／ 4月9日（火）9：30～16：30

対象／技術系・製造系部門の新入社員　定員／先着25人

受講料／ 18,036円　申込締切／ 4月2日（火）

場所・□問 中小企業産業大学校（福井市下六条町）

　TEL：0776（41）3775  FAX：0776（41）3729

ご案内

意見募集の結果を公表中
①青少年愛護条例の一部改正（案）

②主要農作物の品種の開発および種子の生産に

　関する条例（仮称）の骨子案

※資料は県ホームページや県庁、各合同庁舎などでご覧いただけます。

詳しくは

□問 ①県民安全課 　TEL：0776（20）0745  FAX：0776（20）0633

　②福井米戦略課 TEL：0776（20）0425  FAX：0776（20）0649

ふるさと納税で甲子園出場校を応援しよう
北信越大会決勝で延長再試合の接戦の末、準優勝を果たした

啓新高校野球部が春夏通じて初めて甲子園に出場します。創

部7年目でセンバツ大会に初出場する啓新高校野球部を応援

しましょう。ふるさと納税によるご支援も受け付けています。

詳しくは

□問 地域交流推進課 TEL：0776（20）0665  FAX：0776（20）0644
保健・福祉

DV、一人で悩まないで
DVは犯罪行為をも含む重大な人権侵害です。

配偶者などからの暴力に一人で悩まないでご相談

ください。※相談無料

相談窓口／県生活学習館（ユー・アイふくい）

　　　　　TEL：0776（41）7111または7112

相談時間／9：00～16：45（毎週月曜、第３日曜除く）

※最寄りの健康福祉センターや警察署でも相談に応じます。

子育て・教育

県内大学への進学をアドバイス
大手予備校の講師が大学入試の情報や県内大学

の特色を説明します。

日時／ 3月23日（土）13：00～14：30

対象／県内高校生（1 ～ 2年生）および保護者

　　　※保護者のみの参加も可

場所・□問アオッサ7階大学連携センター（福井市手寄）

　TEL：0776（97）6820  FAX：0776（97）6819

火災に備えよう
3月20日（水）から26日（火）まで、春の火災予防運動

を行います。この機会に火災に対する備えの確認を。

・寝たばこは絶対しない

・ガスコンロなどのそばから離れる時は火を消す

・住宅用火災警報器を設置し、定期的に作動確認を行う

・寝具やカーテンなどには防炎品を使用する

・住宅用消火器などを設置する

・お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の

協力体制を作る

□問 危機対策・防災課

　TEL：0776（20）0310  FAX：0776（22）7617

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

勝山の化石や火山、自然、文化・歴史をまるごと体験できる
「ジオパークフェスタ2019」を開催します。イベントは無料
（一部を除く）ですので、ぜひお越しください。
日時／ 3月23日（土）13：00～13：30　オープニングイベント
　　　　　　　　　13：30～16：00　各種体験イベント
場所／勝山市教育会館（勝山市元町）

内容／ジオパークに関する体験イベントを楽しめるほか、
タップダンサーの浦上雄次氏がパフォーマンスを
披露します。また、県公式恐竜キャラクター「ラプト」が
登場！ 一緒に記念写真も撮れます。

□問 恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク推進協議会
　TEL：0779（88）8126  FAX：0779（88）1119

みんなで行こう！ ジオパークフェスタ2019

気をつけよう

食中毒注意報発令中！ ノロウイルスに注意を

・調理の前はよく手を洗いましょう

・調理器具を洗浄・消毒しましょう

・食品は中心まで十分に加熱しましょう

詳しい対策方法は

冬眠明けのクマに注意！

春はクマが冬眠から目覚め、食べ

物を求めて活発に活動します。

山に出かけるときは、鈴やラジオなどで自分の

存在を知らせるなど、対策をとりましょう。

出没状況は 福井クマ情報 検索

福井県  県民パブリック 検索

ふるさと福井応援サイト 検索

福井県  食中毒 検索

4月7日（日）は福井県知事・福井県議会議員選挙の投票に行きましょう。選挙の主役は有権者
一人ひとりです。当日、投票に行けない方は、期日前投票を利用しましょう。

開設場所／・各市町の公共施設（市役所や町役場、公民館）
　　　　　・量販店（西武福井店やアル・プラザ鯖江など）
　　　　　・大学（県立大学永平寺キャンパス、福井大学、福井工業大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など、県内約50か所
詳しくは
□問 福井県選挙管理委員会 TEL：0776（20）0357  FAX：0776（20）0631

『スマホ置き、投票紙持ち、まず一票。』

3月は公共交通機関利用促進強化月間。地域の大切な移動手段を将来にわたって残すため、また
健康づくりのため、入社や入学を機に、電車やバス、自転車での通勤・通学を始めてみませんか？
毎週金曜日は「カー・セーブデー」
普段はクルマ通勤の方も、週に一度は可能な限り電車やバスを利用しましょう。
個人の方・・・・金曜日限定の運賃割引チケットが利用できます。
企業・団体・・・社員に参加証を発行。これを提示することで、
 金曜日のバス運賃が最大半額に割引！
 （企業・団体ごとに要申請）
詳しくは
パーク＆ライド、パーク＆サイクルライドで通勤しよう

※最寄り駅の駐車場の有無、お得な定期券情報については、福井鉄道、えちぜん鉄道のHPで確認できます。
□問 交通まちづくり課 TEL：0776（20）0291  FAX：0776（20）0729

通勤・通学には電車やバスを利用しよう

パーク＆ライド

最寄り駅まで車で移動し、

そこから電車で会社の最寄り駅へ。

パーク＆サイクルライド

郊外の公共施設（県立図書館など ※要申請）

まで車で移動し、そこから自転車で会社へ。

めいすいサウルス

期日前投票所開設期間
県 知 事 選 挙／ 3月22日（金）～ 4月6日（土）　8：30～20：00
県議会議員選挙／ 3月30日（土）～ 4月6日（土）　8：30～20：00

福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　　　 を！

広報誌

県政広報
ふくい

おはようふくいセブン
 FBCテレビ／
 日曜7：00～7：30

ほっとふくい
 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

新聞

福井県
からの
お知らせ

テ
レ
ビ

次号は3月24日（日）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

〒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

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

フェイスブック

ほやほや！
ふくい

福井県広報課 検索

ご意見は

みんなで投票

行こっさ！

み けつ くに

けん こう

みんなを会場で

待ってるじゅら！

福井県  花粉情報 検索

福井県  障害福祉課 検索

福井県選挙管理委員会 検索

福井県  カー・セーブデー 検索

お絵かき恐竜クッキーを作っている様子


