
デジカメ撮影テクニック入門●申○￥
写真撮影の基礎知識を学ぶほか、商品写真や人物

写真の撮影テクニックを習得できます。

日時／ 5月30日（木）10：00～17：00　定員／ 12人

受講料／ 10,692円（テキスト料込）　申込締切／ 5月23日（木）

場所・□問 県産業情報センター（坂井市丸岡町熊堂）

　TEL：0776（67）7411  FAX：0776（67）7439

ＩｏＴ・ＡＩ・ロボット等導入補助金●申
IoT・AI・ロボット導入で生産性向上を図る企業を支援します。

対象／県内の中小企業

補助上限額／ IoT  200万円、AI・ロボット  1,000万円

応募締切／ 6月28日（金） 

詳しくは

□問 新産業創出課 TEL：0776（20）0537  FAX：0776（20）0678

保健・福祉

HIV検査を受けましょう
6月1日（土）～7日（金）はHIV検査普及週間。エイズ

に関する相談や検査を受け付けています。

日時・場所／

6月1日（土）9：00～11：30 奥越健康福祉センター

6月3日（月）17：00～19：00 福井健康福祉センター●申

 17：00～19：00 坂井健康福祉センター

 17：15～19：15 若狭健康福祉センター

6月4日（火）18：00～20：00 二州健康福祉センター●申

 17：00～19：00 丹南健康福祉センター（武生）

6月6日（木） 17：00～19：00 丹南健康福祉センター（鯖江）

□問 健康増進課 TEL：0776（20）0351  FAX：0776（20）0643

　各県健康福祉センター

働く

北陸3県インターンシップフェス●申
県内企業の採用担当者から、夏季休暇中のイン

ターンシップに関する説明を聞くことができます。

日時・場所／※いずれも13：00～16：30

5月25日（土） JOB HUB SQUARE（東京都千代田区）

6月2日（日） 愛知学院大学名城公園キャンパス（名古屋市北区）

6月16日（日） 立命館大学いばらきフューチャープラザ（大阪府茨木市）

対象／大学・短大・高専・専修学校の学生（全学年）

参加企業・申込は

□問 若者・定住支援課 TEL：0776（20）0387  FAX：0776（20）0644

ご案内

自動車税の納期限は5月31日（金）
スマホ・パソコンからの納税が便利です。なお、身体障害

者手帳などをお持ちの方は減免される場合があります。

詳しくは

□問 福井県税事務所 TEL：0776（21）8274  FAX：0776（21）8260

　嶺南振興局税務部 TEL：0770（56）2223  FAX：0770（56）2385

企業の皆様へ

建設技術フェア出展者募集●申○￥
建設分野（土木・建築）における建設技術・製品・

工法などを一堂に紹介するフェアを開催します。

日時／ 9月4日（水）10：00～17：00

　　　 9月5日（木）10：00～16：00

場所／県産業会館（福井市下六条町）　定員／ 80社程度

出展料／ 50,000円～　申込締切／ 6月14日（金）

□問（公財）県建設技術公社

　TEL：0776（20）0391  FAX：0776（21）3934

子育て・教育

子育て支援員研修の受講生を募集●申
一時預かり保育などに従事する人材を養成する

「子育て支援員研修」を開催します。

①地域保育コース　　　　　定員／ 30人

②地域子育て支援コース　　定員／ 10人

研修期間／ 7～9月（ほか実習あり）

場所／仁愛大学（越前市大手町） 申込締切／ 5月29日（水）

□問 子ども家庭課

　TEL：0776（20）0342  FAX：0776（20）0640

クールビズを推進しています
地球温暖化を防止するため、クールビズにご協力を。

○適正温度（室温28℃）の冷房運転

○軽装（ノー上着、ノーネクタイ）での勤務

□問 環境政策課 TEL：0776（20）0302  FAX：0776（20）0734

各種試験の実施について●申
①毒物劇物取扱者試験

　日時／ 8月7日（水）13：00 ～ 15：00

　場所／県立大学（永平寺町松岡兼定島）

　申込期間／ 6月10日（月）～ 14日（金）

②登録販売者試験

　日時／ 8月25日（日）10：30 ～ 16：00

　場所／福井大学松岡キャンパス（永平寺町松岡下合月）

　　　　福井大学文京キャンパス（福井市文京）

　申込期間／ 6月3日（月）～ 14日（金）

□問 医薬食品・衛生課 TEL：0776（20）0347  FAX：0776（20）0640

　各県健康福祉センター

観光アカデミー受講生募集●申○￥
まちづくりや観光産業をマネジメントできる人材の育成

を目指し、実践的な能力を身につける研修を行います。

受講期間／ 7月18日（木）～令和2年2月

場所／アオッサ（福井市手寄）

　　　県国際交流会館（福井市宝永）など

定員／先着30人　受講料／ 1万円

申込締切／ 6月14日（金）

□問 観光振興課 TEL：0776（20）0380  FAX：0776（20）0381

狩猟免許試験●申
日時／①7月15日（月・祝） 9：30～16：30

　　　②8月11日（日・祝） 9：30～16：30

場所／①県立大学（永平寺町松岡兼定島）

　　　②リブラ若狭（若狭町中央）

申込締切／①6月14日（金）  ②6月28日（金）

□問 自然環境課 TEL：0776（20）0306  FAX：0776（20）0635

　各農林総合事務所、嶺南振興局

5月15日号 （毎月1日と15日に掲載）

企業の皆様へ

幸福度日本一の福井県。県職員として明るく幸せな福井の未
来を自分たちの手で築いていきませんか。

募集職種および採用予定人数／

第1次試験日／ 6月23日（日）　
試験会場／県立大学（永平寺町松岡兼定島）、中央大学後楽園キャンパス（東京都文京区）

申込締切／ 6月3日（月）　詳しくは
□問 県人事委員会事務局 TEL：0776（20）0593  FAX：0776（20）0673

令和2年度採用の県職員を募集します●申

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・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

次号は5月26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

〒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

日本人の2人に1人がかかる病気「がん」。がん治療には早期発
見が効果的ですので、定期的ながん検診を受けましょう。各市町
では、今年度のがん検診がスタートしています。市町発行の受診
券を利用すれば、3,000円以内で受診できます。

費用／無料～3,000円（がんの種類やお住まいの市町、年齢によって異なります。）
市町の集団検診や実施医療機関については
□問 健康増進課 TEL：0776（20）0349  FAX：0776（20）0643

早期発見が大切！ がん検診を受けましょう●申○￥

特別枠（スポーツなど）や移住・定住促進枠の試験も実施予定。詳しくはHPをご覧ください。

 行政 45人 福祉・心理 12人

 電気 2人 土木（総合） 10人

 建築 4人 化学 3人

Ⅰ種 農林業 18人 水産 4人

 栄養士 1人 薬剤師 6人

 司書 2人 警察事務 6人

 情報処理（警察） 1人 生物（警察） 1人

がん検診車

肺がん 大腸がん 胃がん 子宮頸がん乳がん

受診間隔 毎　年 2年に1回

年　　齢 40歳以上 50歳以上 20歳以上40歳以上

子育て世帯や移住者の方へ
県内に住む子育て世帯や県外から移住された方が、★ふくい空き家情報バンクに登録された
一戸建て住宅を購入・リフォームする場合、最大50万円ずつを補助します。
★空き家の有効活用などのために県と市町が運用しているウェブサイト

詳しくは

親との同居・近居をお考えの方へ
新たに同居・近居するために住宅のリフォームや購入を行う場合、費用の一部を補助します。
補助上限額／同居のためのリフォーム 90万円
　　　　　　近居のための住宅購入 新築：30万円、中古：50万円
詳しくは

木造住宅の耐震化をお考えの方へ
耐震診断や補強プランの作成、耐震改修のための費用の一部を補助します。
対象／昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅
詳しくは

※補助額などは市町によって異なる場合があります。

□問 建築住宅課 TEL：0776（20）0506  FAX：0776（20）0693

住宅の購入・リフォームをお考えの方へ

「ふくい空き家情報バンク」に登録する物件を募集しています。
また、空き家診断（劣化や不具合の有無などを専門家が
診断）にかかる費用の一部を最大35,000円補助します。

空き家をお持ちの方へ

平成30年度採用 行政（Ⅰ種）職員

福井県職員採用 検索

がんネットふくい 検索

福井県  IoT  AI 検索

働くなら、福井！ 検索

福井県  クレジット納税 検索

子育て世帯と移住者への住まい 検索

多世帯同居・近居住まい 検索

福井県  木造住宅耐震化 検索


