働く
申
福井県職員、警察官等採用試験（令和2年度採用）●

8月15日号（毎月1日と15日に掲載）

UIターン就職を支援しています！
移住や就職活動にかかる費用を補助するなど、県外の方のUIターンを支
援しています。
県外にお子さんやご友人がいる方は、
ぜひお呼びかけを。
申
移住支援金最大100万円をサポート●
対象者／以下の3つの要件すべてに該当する方
①東京23区に在住または通勤している方
（直近5年以上）
②2019年4月1日以降に対象市町へ転入した方
③
「移住支援金対象」
の企業に新規就業した方
移住支援金／世帯100万円、
単身60万円
申請先／移住先の市町
申
就職活動の交通費をサポート●
対象者／県内での就職を希望し、
以下のいずれかに該当する方
①県外の大学などに在籍している方
②県外在住で大学などを卒業してから3年以内の方
対象活動／県内で開催する以下の就職活動
①県などが主催・協力する就職関連イベントなど
②県内企業が実施する採用面接など
補助金額／お住まいの都道府県からの定額（同一年度内に1人2回まで）
検索
詳しくは ふくい移住ナビ
問定住交流課 TEL：0776
（20）
0638 FAX：0776
（20）
0644

ふるさと納税で福井を応援しよう！
8月は
「ふるさと納税普及啓発月間」
。
ふるさと納税は、人々の
「ふるさと」への想いを寄付と税制により実現させる仕組みとし
て福井県が提唱し、
平成20年に創設されました。
これまで教育支援など、
地域活性化のために寄付金を活用。
県内に帰省中のご家族やご友人の方に、
ぜひお呼びかけを！
申
ふるさと応援メッセージコンクール●
「ふるさとにありがとう 私とふるさと納税」
をテーマに、
ふるさとへの想いをつづったメッセージを募集しています。
応募方法／メールや郵送、
Twitter投稿
検索
応募締切／ 9月20日
（金） 詳しくは ふるさと応援メッセージ
問定住交流課 TEL：0776
（20）
0665 FAX：0776
（20）
0644
保健・福祉

特別児童扶養手当所得状況届の提出はお早めに
所得状況届の提出が遅れると、提出されるまで手
当の支給が停止されます。未提出の方は、早めに
各市町窓口に提出してください。
提出締切／ 9月11日
（水）
問各市町障害福祉担当課

申
新幹線の開業効果を高めるアイデアを募集しています！●

職種／・
Ⅰ種 行政
（特別枠、移住・定住促進枠）
・Ⅱ種 一般事務、土木
（総合）
・小・中学校事務
・障害者対象（一般事務、警察事務、小・中学校事務）
・警察官（高卒程度、武道指導）
申込締切／ 9月3日（火） 詳しくは 福井県職員採用 検索
問人事委員会事務局 TEL：0776（20）0593 FAX：0776（20）0673

行政に取り組んでほしいアイデアや民間団体などが自ら取り組みたいプランを募集しています。
テーマ／①自然や歴史・伝統文化などを活用した魅力向上 ②福井の知名度向上や誘客拡大
③おもてなしや観光客の利便性向上

“ワクワク”
アイデア部門
行政に取り組んでほしいアイデア
応募資格／制限なし
表彰件数／最優秀賞1件
（賞金10万円＋副賞）
優秀賞2件
（賞金5万円＋副賞）
入賞5件
（賞金1万円＋副賞）

申
お子さんの就労を応援します●

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／ 8月17日
（土）保護者セミナー 10：00～12：00
出張相談会 12：00～16：00
場所／江留上コミュニティセンター（坂井市春江町江留上大和）
対象／働くことに悩みを抱える若者とその家族
問ふくい若者サポートステーション TEL：0776（21）0311 FAX：0776（21）0313

応募締切／１０月10日
（木） 詳しくは 福井県 新幹線開業課 検索
問新幹線開業課 TEL：0776（20）0546 FAX：0776（20）
0381

子育て・教育

認知症の人への対応をロールプレイを通して実践
的に学び、地域での活躍を目指します。
日時／ 8月31日
（土）13：30～16：00
場所／県生活学習館（福井市下六条町）
対象／認知症サポーター講座を受講済みの方
定員／先着100人程度
問長寿福祉課
TEL：0776（20）0330 FAX：0776（20）0642

福井空港スカイフェス2019において、小型機・ヘ
リコプターの体験搭乗イベントを行います。
日時／ 9月29日
（日）
9：00～17：00
場所／福井空港（坂井市春江町江留中）
対象／小学生以上
（小学生は保護者の承諾必要）
参加料／ 1,000円 申込締切／ 8月26日
（月）
問福井空港事務所
TEL：0776（51）4066 FAX：0776（51）4102

県内の農ある暮らしや文化など、心に響く農村風
景をとらえた作品を募集します。入賞者には、
賞金・
賞品を贈呈。
ぜひご応募ください。
応募対象作品／県内で応募者本人が撮影した
未発表の作品
応募方法／四つ切、A4のいずれかを郵送
デジタルデータをメールまたCDなどで郵送
応募締切／令和2年1月31日
（金）
詳しくは ふくいの農ある風景フォトコンテスト 検索
問農村振興課
TEL：0776（20）0453 FAX：0776（20）0656

申
職場のトラブル解決、
夜間相談会●

個人事業税の納期限は9月2日
（月）

労働委員会委員
（弁護士など）
が、
解雇や賃金など、
職場でのトラブル解決のお手伝いをします。
日時／ 8月20日
（火）
18：30～20：00
場所／県庁内会議室（福井市大手）
対象／県内の労働者および使用者の方
（ご家族・ご友人からの相談も受け付けます）
申込締切／ 8月19日
（月）
17：00
問労働委員会事務局 TEL：0776（20）0597 FAX：0776（20）0599

事業者の方は忘れずに納付しましょう。便利な口座
振替での納付がおすすめです。
また、消費税軽減
税率制度の準備もお忘れなく。
問福井県税事務所 TEL：0776（21）8271 FAX：0776（21）8260
嶺南振興局税務部 TEL：0770（56）2223 FAX：0770（56）2385

申○
￥
小型機・ヘリコプターに乗ってみよう●

里親制度説明会
さまざまな事情により親元で暮らすことができないお子さ
んがいます。里親に関心がある方は、ぜひお越しください。
日時・場所／いずれも18：30～20：00
①8月29日
（木）
小浜市文化会館（小浜市大手町）
②9月13日
（金）
敦賀市総合福祉センター
あいあいプラザ（敦賀市東洋町）
問敦賀児童相談所 TEL：0770（22）0858 FAX：0770（22）0860
申
中学校卒業程度認定試験●

申○
￥
県立大学の授業を受けてみませんか●

申
認知症サポーターステップアップ講座●

申
ふくいの農ある風景フォトコンテスト●

ご案内

試験日／ 10月24日
（木） 試験会場／県庁（福井市大手）
出願期間／ 8月19日
（月）
～9月6日
（金）
願書提出先／文部科学省
問高校教育課 TEL：0776（20）0568 FAX：0776（20）0669

寄付金により高校内に整備した自習ブース

“ドキドキ”プラン部門
民間団体などが自ら取り組みたいプラン
応募資格／県内の民間団体またはグループ
表彰件数／最優秀賞1件、
優秀賞2件、
入賞5件程度
補助上限額／ 500万円/年（補助率2/3）
補助期間／令和２年度～６年度
（最大5年間）

学生と一緒に授業を受ける聴講生を募集します。
聴講期間／ 10月～令和2年1月※1科目当たり15回開催
聴講料／ 1科目5,000円 申込締切／ 9月5日
（木）
場所・問福井県立大学永平寺キャンパス
TEL：0776（61）6000 FAX：0776（61）6012

土砂の有効活用にご協力ください
県の工事で発生する土砂の受け入れ先を募集して
います。
田んぼのかさ上げや盛土にご活用ください。
問各土木事務所、
各農林総合事務所

申
結婚をご希望の方へ●

結婚についてのアドバイスやお相手紹介をする
「地域の縁結びさん」
による相談会を行います。
日時／①8月25日（日） ②9月8日（日）いずれも13：30～15：00
場所／県生活学習館（福井市下六条町） 定員／各10人程度
申込締切／①8月19日
（月） ②9月2日
（月）
問県民活躍課 TEL：0776（20）0362 FAX：0776（20）0632

企業の皆様へ

企業の皆様へ

申
アンテナショップ情報交換会●

運営方針や売れ筋商品紹介のほか、
商談会を行います。
日時・場所／
①9月5日（木）13：30～16：30 プラザ萬象（敦賀市東洋町）
②9月6日（金）10：00～16：00 県生活学習館（福井市下六条町）
申込締切／ 8月31日
（土）
問産業政策課 TEL：0776（20）0369 FAX：0776（20）0645
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