
高等学校卒業程度認定試験●申○￥
試験日／ 11月11日（土）、12（日）

試験会場／県生活学習館（福井市下六条町）

対象／平成30年3月末までに満16歳以上になる方

試験科目／国語、数学、英語など8～10科目

受験料／ 4,500円～8,500円

出願期限／ 9月14日（木）※消印有効

□問 生涯学習・文化財課 TEL：0776（20）0558  FAX：0776（20）0672

悩みごと総合相談会●申
9月10日（日）～16日（土）は「自殺予防週間」。

つらい気持ちやストレスを一人で抱え込まずに

専門家に相談しましょう。

日時・場所／
9月2日（土） 9：00～12：00 二州健康福祉センター（敦賀市開町）

9月9日（土） 13：00～16：00 若狭健康福祉センター（小浜市四谷町）

9月23日（土・祝） 13：00～16：00 坂井健康福祉センター（あわら市春宮）

9月23日（土・祝） 13：00～17：00 丹南健康福祉センター（鯖江市水落町）

9月24日（日） 13：00～16：00 奥越健康福祉センター（大野市天神町）

9月30日（土） 13：30～16：30 福井健康福祉センター（福井市西木田）

□問 各健康福祉センター

特別児童扶養手当の手続きはお早めに●申
20歳未満の精神または身体に障害のある子どもをお

持ちの親、養育者に支給されます。すでに受給中の方

は所得状況届を各市町の窓口に提出してください。

提出締切／ 9月10日（日）　□問 各市町担当課

屋外広告物のルールを守ろう
9月1日（金）～10日（日）は屋外広告物適正化旬間。

美しい景観づくりのため、設置基準を守りましょう。

・屋外広告物を設置するときは、事前に許可が必要

・設置場所や高さなど、条例で定める基準を順守

屋外広告物等講習会●申○￥

日時／ 9月25日（月）、26日（火）10：00～17：00

場所／県庁6階大会議室

対象／屋外広告物の業者、管理者など

受講料／3,500円（テキスト代7,000円別途必要）

定員／ 50人　申込締切／ 9月15日（金）

□問 都市計画課 TEL：0776（20）0497  FAX：0776（20）0693

今月は高齢者交通安全推進月間
ドライバーの方へ

早めのライト点灯を心がけ、高齢歩行者を見かけ

たら、減速・徐行・一時停止など思いやり運転を。

高齢者の方へ

夜間に外出するときは、反射材を身につけよう。

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

農産物直売所交流フェア
今月10日（日）まで、県内の直売所において、ふるさと

知事ネットワーク参加県の農産物などを販売します。

開催日・場所など詳しくは

□問 食料産業振興課 TEL：0776（20）0421  FAX：0776（20）0649

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／ 9月10日（日）13：30～15：00

場所／県生活学習館縁結び交流室（福井市下六条町）

定員／ 10人程度　申込締切／ 9月7日（木）

□問 女性活躍推進課 TEL：0776（20）0362  FAX：0776（20）0632

目指せ！高校生食育王●申
全国高校生食育王選手権大会の参加チームを募

集中です。同じ高校の3人1組で参加できます。

WEB予選日時／ 9月13日（水）、15日（金）16：00～18：00

予選のエントリーは

□問 食料産業振興課 TEL：0776（20）0417  FAX：0776（20）0649

フェイスブック「ほやほや！ふくい」意見募集
抽選で素敵な賞品が当たるアンケートキャン

ぺーンを実施中！ 回答はホームページで。

回答期限／ 9月20日（水）

□問 広報課 TEL：0776（20）0220  FAX：0776（20）0621

県内企業の魅力を伝えます～おしごとザウルス～
職業体験や企業の方との交流などができます。

日時・場所／ 9月16日（土）

10：00～16：00 ハピリン1階ハピテラス（福井市中央）

10：00～17：00 サンドーム福井（越前市瓜生町）

対象／小学5、６年生、中学生、高校生

□問 福井県商工会議所青年部連合会（大野会議所内）

　TEL：0779（66）1230  FAX：0779（65）6110

看護職就職支援相談会
看護職の方を対象に、ナースセンターの相談員

による就業相談会を行います。

日時・場所／※いずれも13：30～16：00

9月8日（金）  ハローワーク敦賀（敦賀市鉄輪町）

9月11日（月）ハローワーク武生（越前市中央）

9月13日（水）ハローワーク福井（福井市開発）

9月21日（木）ハローワーク小浜（小浜市後瀬町）

9月22日（金）ハローワーク大野（大野市城町）

9月27日（水）ハローワーク三国（坂井市三国町）

□問（公社）県看護協会 TEL：0776（52）1857  FAX：0776（52）1858

県庁の仕事を紹介します●申
職種ごとの仕事紹介や若手職員との交流会を行います。

日時／行政職　9月15日（金）、10月10日（火）

　　　農林、水産職　9月22日（金）

　　　土木、電気、機械・金属職　9月26日（火）

　　　※いずれも17：45～19：15

対象／大学生、大学院生など　申込締切／各開催日の1週間前

場所・□問 Fスクエア・キャリアナビセンター（福井市手寄）

　　　  TEL：0776（97）6820  FAX：0776（97）6819

9月1日号 （毎月1日と15日に掲載）

・こまめに水分と塩分を補給する

・外出時には帽子や日傘を使用する

・エアコンや扇風機を適度に使用する

熱中症に気をつけよう！

食料産業振興課 検索

第11回食育王 検索

福井県広報課 検索

Welcome国体・障スポ‼開催1年前イベント
国体・障スポへのみなさんの関心を高めることや、健常者と

障害者とが交流を通して理解を深めることなどを目的とした

イベントを開催します。

1.車いすバスケット体験交流会
リオデジャネイロパラリンピック車いすバスケットボール日本

代表 宮島徹也選手による講演会や車いすバスケットボールの

デモンストレーションゲーム、体験教室を行います。

日時／ 9月9日（土）9：00～12：00　場所／福井市ちもり体育館（福井市渕）

2.福井国体陸上競技プレ大会（陸上インカレ）応援イベント
2017年世界陸上競技選手権男子400ｍリレー銅メダリスト、飯塚翔太

選手と藤光謙司選手のほか、オリンピックや世界陸上での歴代メダリス

トによるトークショーなどを行います。

日時／ 9月9日（土）12：00～16：00

場所／ハピリン1階ハピテラス（福井市中央）

3.はぴりゅうフェスタ
福井駅前で行われる「まちフェス」と連携したイベントを開催。

ライフル射撃や車いすスラロームなど国体・障スポ競技の体験スタンプラリーや、国体・障ス

ポを応援するステージプログラムのほか、はぴりゅうグッズの販売なども行います。

日時／ 9月10日（日）10：00～16：00  ※イベントの一部は9日（土）に実施

場所／ハピテラス・駅前電車通り・中央大通り・西武福井店（福井市中央）

　　　　　　　　  □問 大会推進課 TEL：0776（20）0769 FAX：0776（20）0664

車のナンバープレートの背景に描かれるデザインを募集中。

福井県のイメージアップにつながるようなデザインをお待ちして

います。

採用された方には賞金10万円を贈呈！

申込締切／ 9月20日（水）※必着

応募方法など詳しくは

□問ブランド営業課 TEL：0776（20）0762  FAX：0776（20）0513

図柄入りナンバープレートのデザイン募集中

イメージ（筑波山）

ハピテラスの大型ビジョンでは、福井陸上競技場（福井市福町）で行われている陸上

競技プレ大会を観戦できます。

男子100ｍには2017年世界陸上競技選手権男子400ｍリレーで銅メダルを獲得し

た桐生祥秀選手と多田修平選手も出場予定。※男子100m決勝は15：00～

みんなで観戦！ 陸上競技プレ大会

福井国体 障スポ 検索

障害者に対する理解を深め、働きやすい環境を整えて、障害者雇用を進めましょう。

障害者雇用推進セミナー●申

企業の人事担当者などを対象に、障害者雇用を積極的に行う

企業の事例紹介や座談会などを行います。

日時／9月21日（木）13：00～16：00

場所／県生活学習館（福井市下六条町）

□問労働政策課 TEL：0776（20）0390  FAX：0776（20）0648

今月は障害者雇用支援月間

福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　　　 を！

9/3   守ろう！ 地域の安全

9/3   県立病院探検隊

9/2   正しく理解しよう！ 認知症

9/10 みんなの力を1つに！ 国体・障スポ⑥

9/10 ストップ！ 人口減少
　　　  ※福井テレビの放送時間は9/9 17：00～17：05

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・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

毎月第4日曜発行
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

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

国体・障スポ国体・障スポ国体・障スポ に向けて
福井国体・障スポまで

あと 日393

飯塚選手 藤光選手
写真提供：陸上競技マガジン

福井県 図柄入りナンバープレート 検索


