皆様のご意見をお聞かせください
（県民パブリックコメント）

企業の皆様へ
企業の皆様へ

研究開発成果展・支援説明会

2月15日号（毎月1日と15日に掲載）

県内企業による技術開発の成果展のほか、県や国
の補助金制度説明会を開催します。
日時／成果展
2月28日
（金）10：00～17：00
2月29日
（土）
10：00～16：00
申 2月28日
（金）13：00～16：00
説明会●
場所／アオッサ（福井市手寄）
説明会の申込締切／ 2月25日
（火）
問産業技術課
TEL：0776（20）0374 FAX：0776（20）0646

スタート就活！地元就職を応援します
県内外において、
県内企業による説明会を開催します。

ふるさと企業魅力発見キャリアフェア
262社が集い、
企業の魅力や採用情報などを説明します。
日時／ 3月4日
（水）
12：00～17：00
場所／サンドーム福井（越前市瓜生町）
対象／大学・短大・高専・専修学校などの学生、
保護者
県外の学生は、最大14,000円の交通費を補助します！ 詳しくは

福井県 交通費補助

看護職就職フェアinふくい2020
県内の病院など約50施設が集結する、
県内最大の
「看護職のための合同就職説明会」
を開催します。
（福井市西木田）
日時／ 3月7日
（土）
12：30～16：00 場所／福井商工会議所
対象／県内外の看護学生、
看護職の資格をお持ちの方
問（公社）
福井県看護協会 TEL：0776（52）
1857 FAX：0776
（52）
1858

新型コロナウイルスに関する相談窓口
中小企業者向け経営相談窓口
県庁内に、資金繰りなどの相談を受け付ける
窓口を設置しています。
受付時間／平日8：30～17：15
相談先／産業政策課 TEL：0776（20）0373
新型コロナウイルスの影響により売上が減少した
中小企業者は、経営安定資金（制度融資）
の対象と
なります。 詳しくは 福井県金融制度 検索

申
聖火リレーのボランティア募集！●

県内各市町で走行路の観客誘導・警備補助などの
活動を行います。活動したい市町を選んで参加で
きますので、
ぜひご応募ください。
申込締切／ 2月29日
（土）
検索
福井県
スポーツ課
申込方法などは
問スポーツ課
TEL：0776（20）0747 FAX：0776（20）0664

確定申告と納税はお早めに
各税務署窓口では、2月17日
（月）
から相談・申告書
の受付を行います。
申告・納期限／
所得税・贈与税・個人事業税・個人住民税・
・3月16日（月）
消費税・地方消費税（個人事業者）・
・
・
・
・
・
・
・
・
・3月31日（火）
問各税務署

野鳥との接し方には気をつけよう
野鳥に触った場合は手洗いとうが
いを忘れずに。
また、
死亡した野鳥
には素手で触れないでください。
た
くさんの死亡した鳥を発見したら、
県や市町役場にご連絡ください。
問自然環境課
TEL：0776（20）0306 FAX：0776（20）0635
朝だよ！ハピネスふくい

働く

学 ぶ

申
県立大学の授業を聴講しませんか？●

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月～7月 ※1科目あたり15回開催
聴講料／ 1科目5,000円 申込締切／ 2月26日
（水）
問福井県立大学 TEL：0776（61）6000 FAX：0776（61）6012

⑧第3次福井県子どもの読書活動推進計画（案）

水産資源の持続的利用と水産業の振興に関する計画
水産課
TEL：0776（20）0484

②ふくいの森林・林業基本計画
（案）

申○
￥
ふくい園芸カレッジ（地産地消コース）●

さまざまな園芸品目の栽培技術を学べます。
期間／ 4月～11月
場所／ふくい園芸カレッジ（あわら市井江葭）
対象／直売所に野菜などを出荷したい方など
料金／ 1回あたり1,000円 申込締切／ 3月31日（火）
問園芸振興課 TEL：0776（20）0433 FAX：0776（20）0650

FBCテレビ／日曜7：00～7：30
テ
レ
ビ

③嶺南Eコースト計画（案）

福井テレビ／ 日曜11：45～11：50
FBCテレビ／ 日曜16：55～17：00

魅力ある福井の文化財を継承するための方針
生涯学習・文化財課 TEL：0776（20）0579

⑩福井県子ども・子育て支援計画（案）

エネルギーを活用した地域経済の活性化等に関する計画
電源地域振興課 TEL：0776（20）0230

⑤福井県自転車活用推進計画
（案）

結婚や子育ての応援に関する計画
子ども家庭課
TEL：0776（20）0341

⑪福井県社会的養育推進計画（案）
子どもの健やかな成長の社会的支援に関する計画
子ども家庭課
TEL：0776（20）0343

⑫福井県医師確保計画
（案）

自転車の活用推進のための施策に関する計画
交通まちづくり課 TEL：0776（20）0774

⑥福井県スポーツ推進計画改定（案）
県民がスポーツに親しめる環境整備に関する計画
スポーツ課
TEL：0776（20）0746

⑦福井県教育振興基本計画
（案）

医師の確保と外来医療の提供に関する計画
地域医療課
TEL：0776（20）0345

⑬ふくい観光ビジョン
（案）
今後5年間の観光振興に関するビジョン
観光誘客課
TEL：0776（20）0380

⑭FIRST291～北陸新幹線開業プラン～
（案）

今後5年間の教育施策に関する基本的な計画
教育政策課
TEL：0776（20）0295

首都圏等からの誘客PRや県内での受入準備に関するプラン
新幹線開業課
TEL：0776（20）0546

募集期間／①② 2月17日（月）
～3月2日（月） ③～⑨ 2月18日（火）
～3月2日（月）
⑩～⑫ 2月19日（水）
～3月4日（水） ⑬⑭ 2月20日（木）
～3月4日（水）

小説「2.43」
とのコラボ企画を公開中！
大注目の青春小説『2.43 清陰高校男子バレー部』
（集英
社文庫刊）
と物語の舞台である福井県とのコラボが実現！
著者・壁井ユカコ先生書き下ろしのスペシャルショートス
トーリーを特設ウェブサイトで公開中。バレーコートを離れ
た主人公たちの日常が描かれ、県内の観光地や食がたく
さん登場！
ぜひこの機会に、原作と合わせて福井の魅力
がたくさん詰まったショートストーリーをお楽
しみください。
問ブランド課 TEL：0776（20）0762 FAX：0776
（20）0513

優秀な人材を確保するためには？

2/23 ふるさと教育で福井の魅力再発見

輝け！ふくいチャレンジャー 2/15 広げよう！スポーツの輪④ゆる～く気軽にスポーツを！
福井テレビ／第１・３土曜17：00～17：15
GO!ゴー！ふくい

ラ
ジ
オ

2/16

子どもが本に親しむ環境づくりに関する計画
生涯学習・文化財課 TEL：0776（20）0559

⑨福井県文化財保存活用大綱
（案）

森林・林業・木材産業の今後の方向性に関する計画
県産材活用課
TEL：0776（20）0448

嶺南地域の公共交通施策に関する計画
交通まちづくり課 TEL：0776（20）0774

検索

県内企業が参加する業界研究会を開催します。
日時・場所／ 2月25日
（火）11：00～16：30 京都テルサ（京都府京都市）
2月28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）
対象／大学・短大・高専・専修学校などの学生
問定住交流課 TEL：0776（20）
0638 FAX：0776
（20）
0644 詳しくは 働くなら、福井！ 検索

湖 北 省・浙 江 省 に 滞 在 歴 があり、せきや
発熱などの症状がある方などの相談窓口
「帰国者・接触者相談センター」
を各保健所
に設置しています。
医療機関を受診する前に、
必ず電話で最寄り
の相談センターへご連絡ください。
受付時間／平日8：30～17：15

①ふくいの水産業基本計画（案）

④嶺南地域公共交通網形成計画（案）
ご案内

ふくいで決めよう！Uターン就職フェア

帰国者・接触者相談センター

県が策定する計画などについて、県民の皆様からご意見を広く求めます。資料は県ホームページや県庁、
各合同庁舎などでご覧いただけます。 詳しくは 福井県 県民パブリック 検索

2/16

福井のものづくりを応援します

2/23

始めよう！福井で就活

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□

広報誌

NEWSふくい
フェイスブック

ほやほや福井
おいでよ！ふくい

県民くらしナビ

©壁井ユカコ／山川あいじ／集英社
遊びに来ての！福井県×2.43

検索

2月23日
（日・祝）
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！
暮らしに関わる制度や相談窓口をご案内します！
詳しくは右のＱＲコードから

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

