
計画（案）へのご意見を募集します
募集内容・□問

募集締切／ 3月8日（木）  

女性の健康をサポート
３月1日（木）～８日（木）の「女性の健康週間」に

合わせ、鍼灸マッサージ体験やお肌の健康チェッ

ク、カルシウム・鉄分たっぷりメニューの試食が

できる「女性の健康応援フェア」を開催します。

※参加無料です

日時／ 3月3日（土）10：00～15：00

場所／ハピリン1階ハピテラス（福井市中央）

□問 健康増進課

　TEL：0776（20）0352  FAX：0776（20）0643

保健・福祉

定期予防接種を忘れずに
お子さんの入園・入学・進学を前に、定期予防接種

を受けているか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月1日（木）～7日（水）は子ども予防接種週間

土日も予防接種を実施します。

実施病院など詳しくは

□問 健康増進課

　TEL：0776（20）0351  FAX：0776（20）0643

3月1日号 （毎月1日と15日に掲載）

廃炉業務で使える製品を募集中●申
原子力発電所での廃炉業務に活用が見込まれる

県内企業の製品を募集します。

申込締切／ 3月16日（金）

□問 原子力安全対策課 TEL：0776（20）0315  FAX：0776（21）6875

子育て・教育

専門学校への進学をお考えの方へ
デザイン、理美容、調理、医療福祉などの資格取

得を目指す方に、専門学校の授業内容や魅力を

伝えるほか、学校別の相談に応じます。

日時／ 3月10日（土）13：00～15：30

場所／アオッサ8階（福井市手寄）

□問 大学・私学振興課

　TEL：0776（20）0248  FAX：0776（26）1171

　県専修学校各種学校連合会

　TEL：0776（27）2024  FAX：0776（27）4752

県内大学への進学をアドバイス
高校1、2年生とその保護者を対象に、代々木ゼミナール

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17日（土）10：30～12：00、13：00～14：30

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

ご案内

職場での悩みごと無料相談会
弁護士など労働問題の専門家が解雇や賃金など

労使関係の悩みごとに応えます。

日時・場所／※いずれも13：30～16：30

3月4日（日） 敦賀市生涯学習センター（敦賀市東洋町）

3月17日（土） アオッサ6階（福井市手寄）　

対象／労働者、企業経営者　※家族や友人も可

□問 労働委員会事務局 TEL：0776（20）0597  FAX：0776（20）0599

UIターン者交流会●申
福井の暮らしで感じたことをみんなで話しませんか。

日時／ 3月11日（日）10：00～12：00

場所／ホテルうみんぴあ（おおい町成海）

定員／ 30人　申込締切／ 3月6日（火）

□問 福井Uターンセンター TEL：0776（43）6295  FAX：0776（43）6296

確定申告はお早めに
確定申告の際にはマイナンバー（12桁）の記載と本

人確認書類の提出または写しの添付が必要です。

申告・納期限／

所得税、贈与税、個人事業税、個人住民税・・3月15日（木）

消費税、地方消費税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4月2日（月）

※各税務署における確定申告会場は3月15日（木）まで開設

□問 各税務署、福井県税事務所、嶺南振興局税務部、
　各市町住民税担当課

企業の皆様へ

技術開発補助金説明会
県や国の補助金制度など支援施策に関する説明会

や、企業の技術開発を発表する成果展を行います。

日時／

支援施策説明会

3月5日（月）14：00～16：00

研究開発成果展

3月4日（日）、5日（月）10：00～17：00

場所／福井ものづくりキャンパス（サンドーム福井内）

申込締切／ 3月2日（金）

□問 地域産業・技術振興課

　TEL：0776（20）0374  FAX：0776（20）0646

アンテナショップ情報交換会●申
県のアンテナショップの現状や東京での売れ筋

商品について紹介するほか、商談会を行います。

日時・場所／

3月6日（火）13：30～16：00 プラザ萬象（敦賀市東洋町）

3月7日（水）10：30～16：30 県生活学習館（福井市下六条町）

申込締切／ 3月5日（月）

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

JAXAタウンミーティング●申
JAXA（宇宙航空研究開発機構）の職員と将来

の宇宙開発などについて語り合えます。

日時／ 3月11日（日）13：40～15：00

場所／県工業技術センター（福井市川合鷲塚町）

□問 新産業創出課 TEL：0776（20）0538  FAX：0776（20）0678 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

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

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

元号が明治に改められてから今年で150年。3月24日（土）から

11月30日（金）まで行われる「幕末明治福井150年博」では、幕

末明治期に活躍した先人たちの功績や生き方などを紹介します。

メイン会場となる福井県立歴史博物館と福井市立郷土歴史博物

館、各市町の文化施設などで展示会を行うほか、様々なイベントを開催。幕末明治の福井の歴

史や先人の功績・魅力を楽しく学ぶことができます。

□問 文化振興課 TEL：0776（20）0580  FAX：0776（20）0661

NHK公開セミナー幕末明治150年「大河ドラマ西郷どん」トークショー
大河ドラマ「西郷（せご）どん」で福井藩士・橋本左内を演じる風間俊介さんが出演します。

日時／ 3月25日（日）14：00～15：30 ※開場は13：30～

場所／フェニックス・プラザ（福井市田原）

申込締切／ 3月12日（月）※応募多数の場合は抽選

申込先／ NHK福井放送局「NHK公開セミナー」観覧担当　

TEL・FAX：0776（28）8850

申込方法など詳しくは
□問ブランド営業課 TEL：0776（20）0762  FAX：0776（20）0513

3月２４日開幕！幕末明治福井150年博

東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー

福井国体・

障スポまで あと 日212

オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが、両

大会やスポーツのすばらしさを広めるアンバサダー

とともに全国を巡回する「東京2020オリンピック・

パラリンピック フラッグツアー」。3月6日（火）から福

井県内を巡回し、各市町にて展示を行います。

展示スケジュールなど 詳しくは

フラッグ歓迎イベント
フラッグの引継ぎ式や、アンバサダーの中垣内祐一さんによるトークショーなどを行います。

日時／ 3月6日（火）12：25～13：00　場所／福井県庁（福井市大手）

□問スポーツ保健課 TEL：0776（20）0384  FAX：0776（20）0672

脱皮してすぐの越前がに（オスのズワイガニ）である「水がに」

の漁が3月20日（火）まで行われます。甘くてみずみずしい

水がには県内の宿泊施設や飲食店で提供中。

水がにを食べに福井に来ていただけるよう、県外の家族や

友人にもお声かけをお願いします。

□問 水産課 TEL：0776（20）0436  FAX：0776（20）0653

到来！水がにシーズン

橋本 左内 

（福井市立郷土歴史博物館蔵）

①国土強靭化地域計画（案）政策推進課

TEL：0776（20）0225

FAX：0776（20）0623

③県民社会貢献活動

　推進計画（案）

女性活躍推進課

TEL：0776（20）0237

FAX：0776（20）0632

④環境基本計画（案）

環境政策課

TEL：0776（20）0301

FAX：0776（20）0734

⑤老人福祉・介護保険

　事業支援計画（案）
長寿福祉課

TEL：0776（20）0331

FAX：0776（20）0642⑥医療費適正化計画（案）

②若狭湾エリア地域構想（案）

⑦障害者福祉計画（案）

障害福祉課

TEL：0776（20）0338

FAX：0776（20）0639

⑧ひとり親家庭

　自立支援計画（案）

子ども家庭課

TEL：0776（20）0343

FAX：0776（20）0640

⑨医療計画（案）

地域医療課

TEL：0776（20）0397

FAX：0776（20）0642

⑩元気な福井の

　健康づくり応援計画（案）
健康増進課

TEL：0776（20）0352

FAX：0776（20）0643⑪がん対策推進計画（案）

オリンピックフラッグ パラリンピックフラッグ

橋本左内トークショー 検索

福井県  廃炉業務 検索

フラッグツアー 検索

福井県  予防接種週間 検索

福井県  県民パブリック 検索


