企業の皆様へ

11月1日号（毎月1日と15日に掲載）

遭わない！起こさない！交通死亡事故
10月から12月は、
交通死亡事故が多発する時期です。
昨年の交通事故死者
（41人）
のうち、
半数
以上
（21人）
の方が10月から12月に亡くなられています。
特に、
17時から19時の夕暮れ時間帯に
集中しており、
亡くなられた方の多くは高齢者です。
外出する際は、
以下のポイントを守りましょう。

この時期に注意するポイント！
その2
その1
夕方からの外出は、 早めのライト点灯
夜間はハイビーム
明るい服装と
が基本
反射材を着用

その3
シートベルトは
必ず全席着用

申
「食の國ふくい」こだわり商品展示商談会●

地域を盛り上げる県民の公開プレゼン！

申
IoT・AIに関する講演会●

女性と若者が、福井を盛り上げるた
めのプランを発表します。ぜひ来場
して応援したいプランに投票しま
しょう！
日時／女性部門 11月17日
（日）
10：00～
若者部門 11月24日
（日）10：00～
場所／県国際交流会館（福井市宝永）
問県民活躍課
TEL：0776（20）0319 FAX：0776（20）0632

専門家による導入効果の紹介やAI導入企業の成功
事例を紹介します。
日時／ 11月11日
（月）13：30～16：30
場所／県産業情報センター（坂井市丸岡町熊堂）
問新産業創出課
TEL：0776（20）0537 FAX：0776（20）0678

50を越える食品事業者がこだわりの逸品を提案します。
日時／ 11月12日
（火）
11：00～16：00
場所／福井商工会議所ビル（福井市西木田）
対象／・食品業界関係者
・県産食品の販路拡大、
情報発信ができる方
申込締切／ 11月6日
（水）
問
（公財）
ふくい産業支援センター
TEL：0776（67）7407 FAX：0776（67）7419

申
公開講座「越前打刃物、海外への挑戦」●

申
禁煙に取り組む事業所を応援します●

越前打刃物の海外進出を題材に、
新たな商品開発の
秘訣や、
若手人材の育成に関する講演を行います。
日時／ 11月11日
（月）13：30～15：00
場所／福井産業技術専門学院（福井市林藤島町）
定員／先着100人
申込締切／ 11月4日
（月・休）
問中小企業産業大学校
TEL：0776（41）3775 FAX：0776（41）3729

従 業員の禁 煙 治 療を応 援し、
たばこの煙のない
職場環境づくりに取り組む事業所に対し、奨励金を
支給します。
対象／県内に本社を有する事業所
支給額／ 10万円 ※1事業所1回限り
検索
支給要件などは 福井県 保健予防課
問保健予防課
TEL：0776（20）0349 FAX：0776（20）0643

税を考える週間（11/11～17）
税金は教育や福祉などの身近な行政サービスに
生かされています。
はぴりゅうと学ぼう消費税！ クイズ大会
日時／ 11月9日
（土）14：00～14：30
場所／アピタ福井大和田店2階
（福井市大和田）

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

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

地方税共通納税システムをご利用ください

県民衛星の名称が決定！
！
2020年度上半期の打ち上げを目指す超小型人工衛星「県民衛星」。県民の皆さんから募った
県民衛星の名称の発表会を行います。
また、
宇宙と科学に親しむイベントも同時開催！
県民衛星プロジェクトDAY～福井から宇宙へ～
日時／ 11月10日
（日）
10：00～16：30
※名称発表会13：00～13：30
場所／県児童科学館（坂井市春江町東太郎丸）
内容／宇宙に関する工作ワークショップのほか、
県民衛星の
応援フラッグの作成、
宇宙技術の展示などを楽しめます。
問新産業創出課 TEL：0776
（20）
0538 FAX：0776
（20）0678
保健・福祉

みんなで防ごう！児童虐待
11月は
「児童虐待防止推進月間」
です。
虐待かもしれないと思ったら、
ためらわ
ずにお電話ください。電話した方の秘
密は守られます。
あなたが気づいて行動することで
子どもの命が救われます。
検索
詳しくは オレンジリボン
問児童相談所全国共通ダイヤル TEL：189（いちはやく）

金融機関の窓口に出向くことなく、職場のパソコン
から法人事業税などが納税できるようになりました。
検索
詳しくは エルタックス
問税務課
TEL：0776（20）0256 FAX：0776（20）0629

長野県への災害支援寄付を募集

冬眠前のクマに注意しましょう！

台風19号により甚大な被害を受けた長野県に
対し、
ふるさと納税による災害支援寄付を受け
付けています。寄付のうち、手数料などを差し
引いた金額を長野県に送ります。
詳しくは ふるさと福井応援サイト 検索

今年は人身被害が多発しています。
クマによる被害
に遭わないために、
次のことに気を付けましょう。
〇クマの出没情報を確認する
〇集落内の柿などの実は収穫する
〇暗い時間帯に柿の木に近づかない、
山に入らない
〇クマよけの鈴などを身につける

寄付はこちらから

クマの出没情報は
コチラ！

福井産 食べて当てよう！キャンペーン

提供：
（株）
アクセルスペース

かかりつけ医を学ぶ市民講座
どんなことでも相談できる
「かかりつけ医」
を持つ
ことの大切さについて学べます。
日時・場所／
11月2日
（土）14：00～15：30
勝山市福祉健康センターすこやか（勝山市郡町）
11月23日
（土・祝）14：00～15：30
福井県医師会館（福井市大願寺）
定員／各先着150人
問福井県医師会
TEL：0776（24）0387 FAX：0776（21）6641

農林水産物などのパッケージについている福井県
産を示すマークやラベルを集めて応募しよう。
抽選で100人に福井県の特産品をプレゼント！
期間／ 11月1日
（金）
～30日
（土）
検索
詳しくは 福井産 食べて当てよう！キャンペーン
問流通販売課
TEL：0776（20）0417 FAX：0776（20）0649
朝だよ！ハピネスふくい
FBCテレビ／日曜7：00～7：30
テ
レ
ビ

出没情報は、市役所や町役場、警察署にご連絡を！

問定住交流課
TEL：0776（20）0665 FAX：0776（20）0644

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

11/3 みんなで応援！ふくいの子育て
広報誌

11/10 ふるさとの味を丸かじり！②～小浜市・若狭町～

NEWSふくい

輝け！ふくいチャレンジャー 11/2 地球に優しい社会をつくろう
福井テレビ／第１
・
３土曜17：00～17：15

フェイスブック

GO!ゴー！ふくい

ほやほや福井
おいでよ！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
ジ
オ

※今回の災害支援寄付は、
「ふるさと納税代行受付による災害
相互応援制度」
に基づき、代行受付を実施するものです。

11/3

魅力ある福井の食を発信

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

福井の情報がまる分かり
いますぐページに
を！

11/10 北陸新幹線NOW②越前市に根づく匠の技法
（わざ）
～前編～
新聞

ふくいチャレンジ通信

FBCラジオ 月・水・金曜 10：20ごろ 第3・5土曜 10：35ごろ

FM県政スポット

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□

福井県からの
お知らせ

ご意見は

〒910-8580（住所不要）

「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

のマークがあるものは、
事前申込みが必要です

福井県広報課

検索

のマークがあるものは有料、
それ以外は無料です

