教育
分野
教育一般

制度・相談等
教育相談

内容等

実施機関・問い合わせ先

いじめや学校生活、友人関係や不登

２４時間電話相談

校、子育て、家庭教育に関する悩みな

電話：0776‐51-0511

どに関する相談
県 教育総合研究所 教育相談センター
電話：0776‐58-2180 ※平日（8：30～17：15）
県 嶺南教育事務所 教育相談室
電話：0770-56-1310 ※平日（8：30～17：15）
障がい児

障がい児の教育相談、教

発達に気がかりな面のある子の養育

県 特別支援教育センター

育指導（巡回指導）

や教育についての相談

電話：0776-53-6574
県 嶺南教育事務所 特別支援教育課
電話：0770-56-1095

障がい児の就学

特別支援学校、特別支援学級などの
特別支援教育を希望される方の相談

県 特別支援教育センター
電話：0776-53-6574
県 嶺南教育事務所 特別支援教育課
電話：0770-56-1095
県 高校教育課
電話：0776-20-0571
または
各市町教育委員会
・市町 HP へのリンク

生涯学習

生涯学習の相談

生涯学習についての相談

ユー・アイ ふくい（福井県生活学習館）

自ら学ぶためのグループの紹介

電話：0776-41-4200

講座・講演会開催のための講師など
の紹介
生涯学習リーダーバンク

自然科学・人間社会・教育関係分野

への登録

などの指導者で、市町生涯学習センタ

（講師紹介）

ーで推薦され、適当と認められた人を
リーダーバンクに登録

福井ライフ・アカデミー

講演・講座・セミナー等様々な学習機

ユー・アイ ふくい（福井県生活学習館）

（講座の紹介）

会を提供

福井ライフ・アカデミー本部

※福井県内に居住または勤務してい

電話：0776-41-4200

る方ならだれでも受講可
福井県映像ライブラリー

１６ミリ映画フィルムやビデオなどの視

ユー・アイ ふくい（福井県生活学習館）

（教材の貸出）

聴覚教材を、学校や公民館などの教

電話：0776-41-4200

育機関や社会教育を目的とする団体
などに貸出し
※フィルムの貸出しについては、福井
県教育委員会発行の１６ミリ映写機操
作免許証所有者に限定

分野
体験学習など

制度・相談等
児童科学館の体験学習

内容等

実施機関・問い合わせ先

科学的探究心を育む展示エリア、クラ

県 児童科学館

フトルームでの創作・体験活動、スペ

電話：0776-51-8000

ー ス シ ア ター で の プ ラネ タリ ウ ム 投
影、天体望遠鏡を使った星空観望会
などを開催
こども家族館の体験学習

クッキング工房での料理や、ものづく

県 こども家族館

り工房でのものづくり、わくわくショップ

電話：0770-77-3211

での販売などの体験
県立歴史博物館の

企画展などに関連して各種ワークショ

県立歴史博物館

学習教室

ップ（体験会）の開催や、学校をはじめ

電話：0776-22-4675

とする子どもたちの団体対応などを実
施
県立美術館の実技研修

基礎講座と専門講座があり、両講座と

県立美術館

も日本画、洋画、素描・水彩画の３講

電話：0776-25-0452

座
※受講生の募集：専門講座は６～７
月、基礎講座は３月に実施
奨学金など

福井県奨学金制度

学力・人物に優れ、経済的理由により
修学が困難な学生・生徒を対象に、奨

申込先 各高等学校等(高校在学)
各中学校(高校予約)

学金の貸付けを実施
県 高校教育課
対象：高校在学中の方、来年高校へ

電話：0776-20-0568

進学後の奨学金を希望される方
福 井 県高 校生奨学 給付

平成２６年４月以降高校に入学した生

金

徒で、保護者、親権者が福井県に居

申込先 各高等学校等

住し、住民税（所得割額）が非課税の

県 大学私学課 （私立高校）

世帯への給付金を支給

電話：0776-20-0248
県 高校教育課

（県立高校）

電話：0776-20-0568
保健師、看護師、准看護

看護師・准看護師などの養成所に在

県 地域医療課

師になるための修学資金

学し、卒業後県内の医療機関などに

電話：0776-20-0345

貸与

勤務しようとする人に、修学資金を貸
与

介護福祉士、社会福祉士

介護福祉士または社会福祉士の養成

福井県社会福祉協議会

になるための修学資金貸

施設に在学している福井県出身者

電話：0776-24-4987

与

に、修学資金を貸与
県 地域福祉課
電話：0776-20-0326

保育士就職準備金の貸

県内保育所等に再就職を希望する保

福井県社会福祉協議会

付

育士資格を有する方に対し、就職時

電話：0776-21-2294

に必要な費用を貸付
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341

分野
奨学金など

制度・相談等
保育士修学資金の貸付

内容等

実施機関・問い合わせ先

県内保育所等に就職を希望する保育

福井県社会福祉協議会

士養成施設在学中の方に対し、最大

電話：0776-21-2294

２年間学費の貸付
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341
交通災害等遺児への

生計を同一にしていた父・母または後

就学支度金

見人を交通災害などにより失った遺
児の保護者への支度金制度

各市町 児童福祉担当課
各 県健康福祉センター 福祉課
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0341

母 子 父子 寡婦福祉 資金

ひとり親家庭の父母等が、児童の就

貸付金

学などで資金が必要となったときに、
修学資金等の貸付けを実施

各 県健康福祉センター
母子・父子自立支援員
（町にお住まいの方）
各市福祉事務所
母子・父子自立支援員
（市にお住まいの方）
県 子ども家庭課
電話：0776-20-0343

授業料

高 等 学校 等就学支 援金

保護者等の「道府県民税所得割額」と

支援

制度

「市町村民税所得割額」の合算額が５

現在通学している県立高等学校

０万７，０００円未満の世帯に、授業料
に相当する就学支援金が支給される

県 学校振興課

制度

電話：0776-20-0564

※就学支援金は、直接学校の授業料
に充当
授業料

県 立 高等 学校の授 業料

就学支援金受給資格のない方の世帯

減免

減免

で失職などの家計急変による経済的

現在通学している県立高等学校

理由から授業料の納入が困難と認め
られる生徒を対象とした、授業料の減

県 学校振興課

額・免除

電話：0776-20-0564

私立高等学校および高等

保 護 者等 の「 都道府県民 税 所得割

各私立高等学校

課程を有する私立専修学

額」と「市町村民税所得割額」の合算

高等課程を有する私立専修学校

校に対する授業料等の減

額が５０万７，０００円未満の世帯の生

免補助

徒を対象とした、授業料等の減額・免

県 大学私学課

除

電話：0776-20-0248
各高等学校

定時制、

夜間定時制高等学校

平成２２年度入学生から、すべての定

通信制

（道守高校）

時制・通信制高等学校で、単位制、２

昼間定時制高等学校
（丸岡、大野、鯖江、武
生、敦賀、若狭、道守の
各高校）
通信制高等学校
（道守高校）

学期制を導入

県 高校教育課

平成２９年度入学生から、道守以外の

電話：0776-20-0549

夜間定時制高校を昼間制として募集

