企業の皆様へ

企業の皆様へ

申
社員ファースト企業を認定します●

10月1日号（毎月1日と15日に掲載）

本日から消費税および自動車税などの税制度が改正されます
消費税率の引き上げと軽減税率制度

10%（標準税率）

8%（軽減税率）

消費税率が8％から10％に引き上げられます。
これにあ
わせて、
負担を和らげるため、
「軽減税率制度」
が始まり
ます。飲食料品（酒類や外食は対象外）
と定期購読して
いる新聞の税率は、
8％に据え置かれます。
検索
詳しくは 国税庁 軽減税率
問消費税軽減税率電話相談センター TEL：0120（205）553

自動車税などの変更点

9月30日まで

10月1日から

自動車税
自動車取得税が廃止され、
自動車税 自動車取得税
廃止
に
「種 別 割」
、
「環 境 性 能 割」
が導 入
種別割
環境性能割
自動車税
されます。本年10月1日以降に新車
登録された自家用乗用車は、
「種別
※環境性能割は、令和2年9月末まで税率を軽減
割」
の税率が引き下げられます。
種別割………排気量に応じた税率で、4月1日現在の所有者に毎年課税
環境性能割…新車・中古車を購入する際に燃費性能などに応じて課税

地方消費税および自動車税は県の重要な財源です。適切な申告および納税をお願いします。

問税務課 TEL：0776（20）0257 FAX：0776（20）0629

幼児教育・保育の無償化が始まります
本日から、
幼稚園・保育所・認定こども園の利用料などが無料になります。
対象／・3～5歳児クラスのお子さん ・0～2歳児クラスのお子さん
（住民税非課税世帯のみ）
※市町の「保育の必要性の認定」を受けた場合は、認可外保育施設などを利用するお子さんも対象になります。
問市町の子育て支援窓口

福井県保育人材センターを開設します
保育士不足を解消するため、
「福井県保育人材センター」
を10月４日
（金）
に開設します。
保育士資格をもつ求職者への就労支援のほか、
現役保育
士の悩みごと相談への対応などを行います。
気軽にご利用ください。
場所／県社会福祉センター内（福井市光陽）
問県保育人材センター TEL：0776（21）2294 FAX：0776（24）4187

社員を大切にし、仕事とプライベートの両立ができ
る職場づくりを進めている企業を
「社員ファースト
企業」
として認定します。
積極的な働き方改革などを行っている企業は、
ぜひご応募ください。
受付締切／ 10月11日
（金） 応募方法／郵送、
メール
問労働政策課
TEL：0776（20）0389 FAX：0776（20）0648
働く

長期ビジョン

申
福井の未来を一緒に考えるセミナー●

県民の皆さんと一緒に福井県の将来像を考えるた
め、特別セミナーを開催します。
申込締切／①②のセミナーともに開催日前日
詳しくは 福井県長期ビジョン 検索
問未来戦略課
TEL：0776（20）0759 FAX：0776（20）0623

①「SDGsによる新たな価値の創造」
日時／ 10月3日
（木）15：00～16：30
場所／ニューサンピア敦賀（敦賀市呉羽町）
講師／慶應義塾大学大学院 蟹江 憲史氏
②「人生100年時代の安心ライフ」
日時／ 10月4日
（金）15：30～17：00
場所／福井県庁（福井市大手）
講師／国立社会保障・人口問題研究所 遠藤 久夫氏

け

つ く に

御食国・和食の祭典in若狭路2019②
10月26日
（土）
・27日
（日）、御食国・和食の祭典in若狭路2019を開催！古くから食材の宝
庫といわれた若狭路の食のイベントと連携して、御食国の食の魅力を伝えます。
〇おおいうみんぴあフェスタ 日時／ 10月5日
（土）
、
6日
（日） 場所／うみんぴあ大飯（おおい町成海）
〇熊川いっぷく時代村
日時／ 10月6日
（日）
場所／鯖街道熊川宿（若狭町熊川）
〇OBAMA食のまつり 日時／ 10月26日
（土）、27日
（日） 場所／御食国若狭おばま食文化館（小浜市川崎）

学ぼう！京都へと続く
「鯖街道」
江戸時代の史料には、18世紀半ば以降、若狭で大量の鯖が獲れた
ことが記されています。
「一汐（塩をふる）」
し、
「鯖街道」
を通り一昼
夜かけて京に運ばれた鯖や若狭ぐじなどは、絶妙な塩梅（あんばい）
に仕上がり、ハレの日のご馳走「若狭もん」
として珍重されました。
問ブランド課 TEL：0776（20）0762 FAX：0776（20）0513

申
縁job2019秋●

県内企業の若手社員との交流イベントを開催します。
日時／ 10月12日
（土）
13：30～16：00
場所／アオッサ7階Fスクエア・キャリアナビ
センター（福井市手寄）
定員／先着50人 対象／県内外の大学生、短大生など
※県外の学生は、
交通費補助を利用できます。
検索
詳しくは 働くなら、福井！
同時開催！保護者向け就職対策セミナー
お子さんの就職活動に役立つ情報を入手できます。
日時／ 10月12日
（土）
13：30～15：00
場所／アオッサ7階706・707研修室（福井市手寄）
問定住交流課
TEL：0776（20）0638 FAX：0776（20）0644
申
看護職再就業講習会●

基礎知識を学ぶ講義のほか、採血・吸引などの実
技演習を行います。
嶺南：日時／ 10月8日
（火）
10：00～14：00
場所／二州健康福祉センター（敦賀市開町）
申込締切／ 10月4日
（金）
嶺北：日時／ 10月21日
（月）
、30日
（水）
、
11月6日
（水）、
13日
（水）
いずれも10：00～15：00
場所／（公社）福井県看護協会（福井市北四ツ居町）
申込締切／ 10月17日
（木）
問（公社）福井県看護協会
TEL：0776（52）1857 FAX：0776（52）1858
申
職場での悩みごと無料相談会●

長期ビジョン

み

労働委員会委員（弁護士など）
が、解雇や賃金な
ど、職場でのトラブル解決のお手伝いをします。
日時・場所／※いずれも13：30～16：30
10月6日
（日） アオッサ（福井市手寄）
10月20日
（日）越前市文化センター（越前市高瀬）
対象／県内の労働者および使用者の方
（ご家族・ご友人からの相談も受け付けます）
申込締切／開催日前の金曜日（当日会場での受付も可）
問労働委員会事務局
TEL：0776（20）0597 FAX：0776（20）0599

保健・福祉

ご案内

申
最新の陽子線治療を知ろう●

エコ・グリーンツーリズムを楽しもう

陽子線がん治療の現状や将来性に関する講演な
どを行います。
日時／ 10月13日（日）13：30～16：00 ※開場13：00
場所／県立図書館（福井市下馬町）定員／ 200人
申込締切／ 10月7日
（月）
問県立病院
TEL：0776（54）5151 FAX：0776（57）2945

10月の「ふくいエコ・グリーンツーリズム月間」
にあわ
せ、
自然や食、農作業などの体験イベントを行います。
日時／ 10月12日
（土）
10：30～19：00
（勝山市郡町）
場所／勝山市福祉健康センター「すこやか」
このほか、県内20か所でも多彩なイベントを開催。
問（公社）ふくい農林水産支援センター TEL：0778（29）2131 FAX：0778（29）2133

学園祭でHIV抗体検査・エイズ相談
専門の医師・看護師が対応し、
無料で検査できます。
エイズについての相談も受け付けます。
日時／ 10月14日（月・祝）10：00～13：00（受付時間）
場所／福井大学医学部（永平寺町松岡下合月）
問福井大学医学部付属病院 TEL：0776（61）8444
保健予防課 TEL：0776（20）0351 FAX：0776（20）0643

薬物乱用は
「ダメ。
ゼッタイ。
」
10月1日
（火）
～11月30日
（土）
は
「麻薬・覚醒剤乱
用防止運動」
の実施期間。
違法薬物は本人の健康を害するだけでなく、家庭
を崩壊させるなど、
周囲にも悪い影響を与えます。
絶対に買ったり使ったりしてはいけません。
問医薬食品・衛生課
TEL：0776（20）0347 FAX：0776（20）0640
朝だよ！
ハピネスふくい

福井県出身の鉄道写真家・南正時さんと一緒に、
越美北線の鉄道撮影や車庫の見学ができます。
日時／ 10月20日
（日）12：50～16：45
（大野市城町）
集合場所／学びの里「めいりん」
定員／先着30人 申込締切／ 10月17日
（木）
検索
詳しくは 福井県 秋の鉄道イベント
問地域鉄道課 TEL：0776（20）0723 FAX：0776（20）0729

「しあわせになるラジオ」
公開録音
パトリック・ハーランさんとゲストが、福井での思い
出や県外から見た福井の魅力を語ります。
日時／ 10月12日
（土）15：00～17：00
場所／ FBC本社（福井市大和田）
ゲスト／エレクトーン奏者 826ASKAさん（15：00～）
元AKBチーム8 長 久玲奈さん（16：00～）
問ブランド課 TEL：0776（20）0762 FAX：0776（20）0513
広報誌

NEWS
ふくい

FBCテレビ／日曜7：00～7：30

テ
レ 輝け！ふくいチャレンジャー
ビ 福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15

毎月第4日曜日発行予定
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

フェイスブック

福井の情報がまる分かり

ほやほや福井
おいでよ！ふくい

GO!ゴー！ふくい
福井テレビ／日曜11：45～11：50
FBCテレビ／日曜16：55～17：00

ラ ふくいチャレンジ通信
ジ
オ ＦＭ県政スポット

申
鉄道撮影＆車庫見学ツアー●

新聞

いますぐページに

を！

ご意見は 〒910-8580（住所不要）

FBCラジオ 月・水・金曜 10：20ごろ 第3・5土曜 10：35ごろ 福井県からの 「広報広聴課 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 福井県広報広聴課 検索
お知らせ
FM福井 金曜 8：45ごろ

問 へお問い合わせください
行事などの詳細は□

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

