
2月15日号 （毎月1日と15日に掲載）

働く

県立病院の医療従事者を募集●申

①看護師産休・育児休業代替職員 採用人数／ 15人

②看護補助者 採用人数／ 12人

③医師事務作業補助者（クラーク） 採用人数／   8人

面接場所／県立病院（福井市四ツ井）

□問 県立病院 TEL：0776（54）5151  FAX：0776（57）2945

企業の皆様へ

支援施策説明会・研究開発成果展
県や国が実施している補助金制度の説明会と、県

内企業のAI・IoTやロボットなどの技術開発成果を

発表する成果展を開催します。

日時・場所／

支援施策説明会●申 2月22日（金）14：00～16：00

 　アオッサ8階（福井市手寄）

研究開発成果展 2月22日（金）10：00～17：00

 2月23日（土）10：00～16：00

 　アオッサ1階（福井市手寄）

説明会の申込締切／ 2月19日（火）

□問 地域産業・技術振興課 TEL：0776（20）0374  FAX：0776（20）0646

ご案内

計画（案）へのご意見を募集します
募集内容・□問

募集期限／ 2月28日（木） 詳しくは

職場での悩みごと夜間相談会●申

労働委員会委員（弁護士など）が、解雇や賃金など

労使関係の悩みごと相談をお受けします。

日時／ 2月26日（火）18：30～20：00

場所／県庁内会議室（福井市大手）  申込締切／ 2月25日（月）17：00

対象／県内の労働者および使用者の方など

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

子育て・教育

交通災害等遺児就学支度金●申

交通事故などにより保護者を失った遺児が、小学校、

中学校、高校に入学するとき、支度金を支給します。

詳しくは

□問 子ども家庭課 TEL：0776（20）0341  FAX：0776（20）0640

県立大学の授業を受けてみませんか●申

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／ 4～7月　※1科目当たり15回開催

聴講料／1科目5,000円　申込締切／2月28日（木）

場所・□問 県立大学（永平寺町松岡兼定島）

　TEL：0776（61）6000  FAX：0776（61）6012

県立看護専門学校オープンキャンパス●申

看護技術体験や模擬授業、在校生との交流会など

を行います。

日時／ 3月25日（月）9：00～12：00

対象／高校生、保護者など

申込期間／ 2月18日（月）～3月7日（木）

場所・□問 県立看護専門学校（福井市四ツ井）

　TEL：0776（54）5166  FAX：0776（54）8114

特定不妊治療助成申請はお早めに●申

医療保険が適用されない体外受精や顕微授精の特定

不妊治療。高額になる治療費の一部を助成します。治

療が終了した年度内に、忘れずに申請してください。

申込期限／ 3月29日（金） □問 各健康福祉センター

保健・福祉

悩みごと総合相談会●申

3月は自殺対策強化月間。つらい気持ち・ストレス

を一人で抱え込まず、専門家に相談しましょう。

日時・場所／

2月24日（日）9：30～12：30 越前市福祉健康センター

3月2日（土）9：00～12：00 二州健康福祉センター

3月3日（日）13：00～16：00 勝山市福祉健康センター

3月9日（土）13：00～16：30 福井健康福祉センター

3月16日（土）13：00～16：00 坂井健康福祉センター

3月21日（木・祝）13：00～16：00 若狭健康福祉センター

□問 各開催地の県健康福祉センター

①配偶者暴力防止および被害者

　保護等のための福井県基本

　計画（第3次改定版）（案）

女性活躍推進課

TEL：0776（20）0319

FAX：0776（20）0632

②第2次消費者
　教育推進計画（案）

県民安全課

TEL：0776（20）0287

FAX：0776（20）0633

③地域福祉支援計画（案）

地域福祉課

TEL：0776（20）0326

FAX：0776（20）0637

④再犯防止推進計画（案）

地域福祉課 人権室

TEL：0776（20）0328

FAX：0776（20）0637

⑤自殺対策計画（案）

障害福祉課

TEL：0776（20）0634

FAX：0776（20）0639

⑥新ふくいの農業基本計画（案）

農林水産部政策推進グループ

TEL：0776（20）0416

FAX：0776（20）0649

⑦第3次ふくいの食育・

　地産地消推進計画（案）

食料産業振興課

TEL：0776（20）0417

FAX：0776（20）0649

おはようふくいセブン
 FBCテレビ／日曜7：00～7：30

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

テ
レ
ビ

広報誌

県政広報
ふくい

次号は2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

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

福井の情報がまる分かり

いますぐページに　　　　　 を！

フェイスブック

ほやほや！
ふくい

ホームページでも閲覧できます

新聞

福井県
からの
お知らせ

〒910-8580（住所不要）

「広報課  福井県からのお知らせ」係

福井県広報課 検索

ご意見は

天皇陛下は、本年、御在位三十年を迎えられました。
内閣主催の記念式典にあわせ、記帳所の設置などを行います。

記帳所

日時／ 2月24日（日）、25日（月）9：00 ～ 17：00
場所／県庁1階、若狭合同庁舎1階、敦賀合同庁舎1階
※市町でも庁舎などで記帳所を設置します。詳しくは、
　各市町にお問い合わせください。

写真展

日程／ 2月24日（日）～3月1日（金）　場所／県庁1階ホール

県立施設の無料観覧

日程／ 2月24日（日）
場所／恐竜博物館、県立歴史博物館、県立美術館、若狭歴史博物館、一乗谷朝倉氏遺跡資料館、
　　　陶芸館、越前古窯博物館、年縞博物館、児童科学館、こども家族館
　　　※福井市、大野市、あわら市、坂井市、越前町、若狭町の施設でも無料観覧を行います。
　　　　詳しくは各市町にお問い合わせください。
□問 県民サービス室 TEL：0776（20）0216  FAX：0776（20）0620

国体総合開会式に御臨席の天皇・皇后両陛下

　　天皇陛下御在位三十年

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

ほっとふくい
 福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15

スタート就活！ 地元就職を応援します
3月1日（金）から解禁される就職活動。県内外において、県内企
業による説明会を行います。ぜひお越しください。
ふるさと企業魅力発見キャリアフェア
276社が集う、県内最大規模の合同企業説明会を開催。
人事担当者が企業の魅力や採用情報などについて説明します。
日時／ 3月3日（日）11：00～17：00（受付10：30～）
場所／サンドーム福井（越前市瓜生町）

対象／大学・短大・専修学校などの学生、Uターン希望の若者、学生の保護者など

ふくいで決めよう！ Ｕターン就職フェア
京都、東京、名古屋、大阪で、県内企業が参加する業界研究会および合同企業説明会を開催します。
日時・場所／ 2月18日（月）11：00～16：30  京都市勧業館みやこめっせ（京都市左京区）

　　　　　  2月22日（金）11：00～16：30  東京都立産業貿易センター台東館（東京都台東区）

　　　　　  2月23日（土）11：00～16：30  吹上ホール（名古屋市千種区）

　　　　　  3月17日（日）11：00～17：00  ＯＭＭビル（大阪市中央区）

対象／ 2020年3月に大学・短大・専修学校などを卒業予定の学生
□問 若者・定住支援課 TEL：0776（20）0387  FAX：0776（20）0644

①無料Uターンバスを運行（往路のみ）●申

　2月28日（木）

　3月  3日（日）

　対象／上記の説明会に参加する学生　定員／全コースとも先着40人　申込締切／ 2月26日（火）12：00
②交通費の一部を助成●申

　Uターンバス発着地の近隣（愛知県、岐阜県、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県）以外の
　大学に在籍するか、現住所のある方は、最大14,000円の交通費（往復の1/2）を助成します。
①②の詳細については

県外から参加を希望される方へ

敦賀駅

17：00 頃 到着

福井駅

18：15 頃 到着

名古屋駅 15：00 出発

新大阪駅 13：30 出発 京都駅 14：30 出発

新大阪駅  8：00 出発 サンドーム福井 12：00 頃 到着京都駅   9：00 出発

福井で働こう　 福井に住もう

ふるさと企業魅力発見キャリアフェアの様子

就活・移住応援シリーズ企画

奉祝

4月7日（日）は投票に行こう！

福井県知事・
福井県議会議員選挙

選挙制度の仕組みや最新情報は

※投票日に用事のある方は、期日前投票ができます。

福井県選挙管理委員会 検索 めいすいサウルス

気をつけよう

インフルエンザ警報発令中！

・外から帰ったら、石けんで手洗い

・せきやくしゃみなどの症状がある場合はマスクを着用

・室内では加湿器などで適切な湿度を

・栄養と休養を十分にとり、健康管理に注意

ノロウイルスに注意！

・流水・石けんによる正しい手洗いを

・調理の際は、中まで十分な加熱を

・おう吐物や便の処理には、

  塩素系薬剤を使いましょう

働くなら、福井！ 検索

福井県 県民パブリック 検索

福井県  就学支度金 検索


