保健・福祉

不妊治療の助成申請を忘れずに

3月1日号（毎月1日と15日に掲載）
みんなで知って、守って、防ごう！

新型コロナウイルス感染症予防

最新情報

全国各地において、
新型コロナウイルスによる肺炎の発生が報告されています。
インフルエンザと同様に、
咳エチケットや手洗いなどの感染対策を行いましょう。
検索
新型コロナウイルスに関する最新情報は 福井 新型コロナ

このような方はご相談ください
・強いだるさ
（倦怠感）や息苦しさ
・37.5度以上の発熱が続く

左の症状に当てはまらない場合でも、
発熱
や呼吸器症状があり、
かかりつけ医を受診
する際は、
事前にかかりつけ医に電話でご
相談ください。

紹介された
医療機関を受診

☎お近くの保健所の相談窓口に電話
〇福井市保健所
（福井市西木田）TEL：0776
（33）
5184
〇福井保健所
（福井市西木田） TEL：0776
（36）
3429
〇坂井保健所
（あわら市春宮） TEL：0776
（73）
0600
〇奥越保健所
（大野市天神町） TEL：0779
（66）
2076
〇丹南保健所
（鯖江市水落町） TEL：0778
（51）
0034
〇二州保健所
（敦賀市開町）
TEL：0770
（22）
3747
〇若狭保健所
（小浜市四谷町） TEL：0770
（52）
1300

受診時は必ず
マスクを着用！

問保健予防課 TEL：0776（20）0351 FAX：0776（20）0643

新入学生に県職員住宅を貸し出します
今春、県内の大学や専修学校に進学し、自宅からの通学が困難
な本県出身の学生に対し、県職員住宅をお貸しします。

対
象
物
件

建物名

間取り

日光職員住宅 A 棟
日光職員住宅 B 棟
板垣職員住宅

3DK
3DK
3DK

貸し出し 貸付額の目安
可能室数 （共益費・光熱水費別途）
3室程度 26,340円／月
2室程度 26,340円／月
7室程度 16,980円／月

入居期間／4月1日（水）から原則2年間

日光職員住宅（福井市日光）

医療保険が適用されない特定不妊治療
（体外受精
や顕微授精）
の治療費の一部を助成しています。
治療が終了した年度内に、
忘れずに申請してください。
申請期限／ 3月31日
（火）
詳しくは 福井県 特定不妊治療 検索 問各健康福祉センター
暮らし

「いま」考えよう、空き家のこと
空き家を放置すると急速に劣化し、周辺にも迷惑が
かかることがあります。定期的な換気や掃除、雨漏
りのチェックなどの管理を行いましょう。
ふくい空き家情報バンク
使う予定のない空き家を登録しませ
んか
（登録無料）。空き家情報バンク
が売買・賃貸のお手伝いをします。
問建築住宅課 TEL：0776（20）0506 FAX：0776（20）0693

住まいをお探しの方へ
県営住宅の入居者を募集しています。
〇清水グリーンハイツ（福井市グリーンハイツ）
〇下荒井団地（福井市下荒井町）
〇杉の木台団地（福井市三十八社町）
〇北日野団地（越前市矢放町）
※入居には、一定の基準があります。
詳しくは 福井県営住宅 検索
問福井県営住宅南部地域管理センター
TEL：0776（33）2500 FAX：0776（34）3602

冬眠明けのクマに注意しましょう
春は、
クマが冬眠から覚め、活発に活動します。山菜
採りなどで山に入る場合は、
クマに遭わないよう、
次のことに気をつけましょう。
〇鈴やラジオなどで自分の存在を知らせる
〇足跡やフンなどを見つけたら引き返す
〇子グマを見かけても近づかず、
その場を立ち去る
〇クマが餌付かないように、
ゴミは必ず持ち帰る
問自然環境課 TEL：0776（20）0306 FAX：0776（20）0635

申
県職員住宅を見学しませんか？●

令和2年度に大学や専修学校に進学する本県出身の学生や保護者を対象に見学会を行います。
日時／①3月8日
（日） ②3月15日
（日） ※いずれも12：00～15：00
板垣職員住宅（福井市板垣）
場所／日光職員住宅（福井市日光）、
申込締切／①3月4日
（水） ②3月11日
（水）

問大学私学課 TEL：0776（20）0248 FAX：0776（26）1171

暮らし

朝だよ！ハピネスふくい
テ
レ
ビ

FBCテレビ／日曜7：00～7：30

この度、
“ワクワク・ドキドキ”新幹線開業アイデアコンテ
ストの入賞プロジェクトが決定。最優秀賞には、駅とその
周辺でのおもてなし強化につなげるアイデアと福井なら
ではの総菜に独自の名前を付けてブランド化するプラン
が選出されました。
県では、
アイデア部門については可能なものから事業化。
プラン部門の受賞者に対しては、
プランの実現を支援します。
検索
福井県
新幹線開業課
詳しくは
問新幹線開業課
TEL：0776
（20）
0546 FAX：0776
（20）
0381

学ぶ

学 ぶ

GO!ゴー！ふくい

「お幸ざい」
ブランディング事業

採択プランは
こちらから！

ご案内

申
ふくい園芸カレッジ●

高校生の進路に関するアンケート

野菜の種まきから収穫、販売までを実践し、就農
に必要な栽培技術を学べます。一定の条件を満
たす方には、研修期間中、給付金を支給します。
期間／ 4月から2年間
※研修開始時期は相談に応じます。
場所／ふくい園芸カレッジ（あわら市井江葭）
定員／ 30人 申込締切／ 3月19日（木）
問園芸振興課
TEL：0776（20）0433 FAX：0776（20）0650

若者の県内定着促進など、今後取り
組むべき施策を検討するため、
ウェブ
アンケートにご協力ください。
期間／ 4月20日
（月）
まで
対象／令和2年3月卒業予定の
高校生とその保護者 ※回答は1人一回です。
（3,000円分）
プレゼント！
抽選で100人に図書カード
問大学私学課
TEL：0776（20）0245 FAX：0776（26）1171

申
ふくい林業カレッジ●

マイボトル専用コーナー設置中

林業への就職を目指す方を対象に、
林業の知識や技
術を習得するための研修を行います。
一定の条件を
満たす方には、
研修期間中、
給付金を支給します。
期間／ 4月から1年間
場所／県総合グリーンセンター（坂井市丸岡町）
県内の林業現場など
定員／ 10人 申込締切／ 3月27日（金）
問県産材活用課
TEL：0776（20）0448 FAX：0776（20）0654

県内のショッピングセンターなどでマ
イボトル専用の売り場を設置していま
す。使い捨てプラスチックを削減する
ため、水筒やタンブラーなどのマイボ
トルを活用しましょう。
期間／ 3月12日
（木）
まで
詳しくは 福井県 マイボトル運動 検索
問循環社会推進課
TEL：0776（20）0317 FAX：0776（20）0679

産業観光で人を呼び込む

広報誌

NEWSふくい
Facebook

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

3/8

開業効果を高めるアイデア・プランを採択！

3/1、
8 みんなで知って防ごう！新型コロナウイルス感染症

ほやほや福井
Facebook Instagram

おいでよ！ふくい

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

県民くらしナビ
問 へお問い合わせください
行事などの詳細は□

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

福井の情報を毎日配信！
福井の魅力を発信♪
明智光秀シリーズスタート！
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

