
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

毎月第4日曜発行予定
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）

「広報広聴課 福井県からのお知らせ」係

HP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

福井県広報広聴課 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

今月は土砂災害防止月間。梅雨の季節を前に、非常時の対応や日ごろの備えを確認しましょう。

災害時には「警戒レベル」を確認しましょう
大雨や土砂災害の危険性が直感的に理解しやす
くなるよう、市町などが発令する避難に関する情
報に「警戒レベル（1～5）」が付与されます。
最新の情報を常に確認し、各警戒レベルに応じた
適切な避難行動をとりましょう。
□問 危機対策・防災課 TEL：0776（20）0308  FAX：0776（22）7617

日ごろからの準備が大切
危険箇所などを記した地図「ハザードマップ」で避難場所や避難
経路を確認しましょう。ハザードマップは各市町のホームページか
ら入手できます。大雨のときは、最新の気象情報をチェック。
☆防災情報については
☆大雨などの際に水害や土砂災害の危険情報を携帯サイトや
　メルマガで配信中　登録は
□問 砂防防災課 TEL：0776（20）0494  FAX：0776（20）0676

ふくい合同就職面接会
日時／ 6月8日（土）11：00～15：00

場所／県産業会館（福井市下六条町）

対象／令和2年3月に大学などを卒業予定の方や

　　　卒業後3年以内の方

※県外からの無料バス・交通費助成あり（要申込）

詳しくは

□問 定住交流課 TEL：0776（20）0387  FAX：0776（20）0644

企業の皆様へ

スーパーマーケット・トレードショー出展者募集●申○￥

国内最大規模の食品展示会に出展して、全国への

販路拡大を目指しませんか。

日程／令和2年2月12日（水）～14日（金）

場所／幕張メッセ（千葉県千葉市）

出展料／ 5万円（昨年度出展者は10万円）

申込締切／ 6月7日（金）

□問（公財）ふくい産業支援センター TEL：0776（67）7407  FAX：0776（67）7419

工業統計調査にご協力を
出荷額や従業者数など、製造業の実態を明らかにするために

行う調査です。統計調査員が訪問するか、国から郵送で調査

票が届きます。インターネットでの回答は6月7日（金）まで。

□問 統計情報課 TEL：0776（20）0272  FAX：0776（20）0630

子育て・教育

中国浙江省の中学生と交流しよう●申○￥

中国浙江省でのホームステイやスポーツなどを通

して現地の中学生と交流できます。

滞在期間／ 8月5日（月）～9日（金）

対象／県内の中学生　定員／ 10人程度

参加費／ 6万円程度（渡航費用の半額）

　　　　※パスポート申請手数料を除く

申込締切／ 6月21日（金）

□問 国際経済課 TEL：0776（20）0752  FAX：0776（20）0652

水害や土砂災害に備えよう

秋元さくら氏（東京で活躍するオーナーシェフ）と五十嵐裕子
氏（福井商業高校チアリーダー部JETS顧問）による記念講
演などを行う「ふくいきらめきフェスティバル」を開催します。
日時／ 6月29日（土）10：00～16：00
場所／県生活学習館（福井市下六条町）

□問（公財）ふくい女性財団 TEL：0776（41）4254  FAX：0776（41）4260

※上記のほか、県内各地で啓発ポスター展やキャンペーンを行います。

男女ともに活躍できる社会を目指そう～男女共同参画月間～

警戒
レベル とるべき行動避難に関する情報

レベル5 命を守るための最善の行動災害発生情報

レベル4 避難所などへ避難（全員）避難指示（緊急）、避難勧告

レベル3
避難準備

高齢者などは避難開始
避難準備・

高齢者等避難開始

レベル2 避難に備える大雨注意報 など

レベル1 災害への心構えを高める早期注意情報

ご案内

不法投棄は重大な犯罪です
6月5日（水）までは「全国ごみ不法投棄監視ウイー

ク」。廃棄物の不法投棄や野焼きは法律で禁止さ

れています。発見した場合は、不法投棄110番

（TEL：0776（20）0584）または、各健康福祉セ

ンター、各市町、警察署まで通報を。

□問 循環社会推進課 TEL：0776（20）0318  FAX：0776（20）0679

結婚をご希望の方へ●申

地域の縁結びさんによる結婚相談会を行います。

日時／ 6月9日（日）13：30～15：00

場所／県生活学習館（福井市下六条町）

定員／先着10人程度　申込締切／ 6月6日（木）

□問 県民活躍課 TEL：0776（20）0362  FAX：0776（20）0632

観光おもてなし認定講習●申○￥

観光や接遇の基礎知識を学べます。受講すると、「観光お

もてなし認定試験」（9月開催）の受験資格を得られます。

日時・場所／※いずれも14：30～17：15

①7月2日（火） 福井県教育センター（福井市大手）

②7月7日（日） パレア若狭（若狭町市場）

テキスト代／ 500円  定員／先着100人

申込締切／ 6月21日（金）

□問 観光誘客課 TEL：0776（20）0380  FAX：0776（20）0381

福井県認定観光ガイド養成講座●申○￥

観光客のニーズに応じた観光案内や周遊観光ルートの提

案など、広域的な案内に必要となるスキルを学びます。

受講期間／ 7月18日（木）～令和2年2月（全7回）

場所／県国際交流会館（福井市宝永）など

受講料／ 7,000円　申込締切／ 6月20日（木）

□問 観光誘客課 TEL：0776（20）0380  FAX：0776（20）0381

福祉就職フェア
社会福祉施設の採用担当者との個別面談や福祉

の資格などについての相談ができます。

日時・場所・□問

①6月9日（日）13：00～16：00 県産業会館（福井市下六条町）

　（福）福井県社会福祉協議会

　TEL：0776（21）2294  FAX：0776（24）4187

②6月16日（日）13：30～15：30 敦賀市福祉総合センター（敦賀市東洋町）

　（福）福井県社会福祉協議会 嶺南支所

　TEL：0770（52）7833  FAX：0770（52）7834

働く

警察官（大学卒）採用試験（令和2年度採用）●申
採用予定人数／男性38人、女性10人

1次試験日／ 7月14日（日）

会場／県立大学（永平寺町松岡兼定島）、明治大学（東京都中野区）

申込期間／ 6月4日（火）～25日（火）

詳しくは

□問 県人事委員会事務局 TEL：0776（20）0593  FAX：0776（20）0673

企業の皆様へ

五十嵐 裕子氏秋元 さくら氏

土砂災害の様子

「知事公室」の設置

県庁全体の「徹底現場主義」を進めるエンジンとして、県民と庁内の各部

局をつなぐ架け橋の役割を担います。

・県民と県政をつなぐ広報・広聴機能を一元化した「広報広聴課」を設置

します。

・知事の政策スタッフとして、様々な意見を整理・分析し、各部局の政策

立案を支援する職員を配置します。

・各部局は、自らも現場に出向き、県民の意見を聴くとともに、知事公室か

らの情報を合わせ、様々な課題解決に向けた政策を企画立案します。

平成から令和へ新しい時代の幕が開け、福井県の未来を拓くステージが始まります。県民・企業・団体・市町と力を合わせ、「チームふくい」一丸となって、新たな県政を力強く進めます。

「県民主役」の県政にチェンジするため、本日付けで組織改正・人事異動を行います。

県民主役の県政にチェンジ！～組織改正・人事異動～

福井県  河川・砂防総合情報 検索

i-ameメール 検索

特別版

女性管理職割合 過去最高の14.7％

新たに12人の女性職員を管理職に登用し、女性管理職数は過去最多

の62人になりました（これまでの最多 平成30年度：52人）。

・部長級に12年ぶり2人目となる女性を登用。

・「チームふくい」の要となる「市町協働」・「県民活躍」を担当する副部長

に女性を登用。

本庁部長8人のうち、新任者は5人

本庁部長の新任者数は、過去10年において平成25年度と同じく最多

人数となりました。

・部長級への昇任平均年齢は1.5歳の若返り。

・「交流文化部」、「健康福祉部」の部長には55歳の若手2人を登用。

・長期ビジョンなどの「未来戦略」担当副部長に、52歳の若手を登用。

「地域戦略部」の設置

「総合政策部」を「地域戦略部」に改め、県民の皆さんと福井県の将来像を

共有する「長期ビジョン」の策定と、地域の課題解決に向け市町や団体・

若者などとの協働を推進します。

・長期ビジョンの策定・人口減少対策や他県との連携による「県境フロン

ティア」政策を推進するため、「未来戦略課」を設置します。

・地域政策を市町や地域団体などと協働して進めるため、市町行政を支

援する「市町協働課」を設置します。

・女性や若者など、県民の活躍を応援する「県民活躍課」を設置します。

「交流文化部」の設置

「観光営業部」を「交流文化部」に改め、観光誘客や移住定住、国体・障

スポレガシーを生かしたスポーツ振興などによる交流人口の拡大や歴史・

文化を生かした政策を推進します。

・スポーツによる地域振興を進めるため、専任の「スポーツ推進幹」を配置

します。

・全国大会開催やプロスポーツイベントの誘致、障がいの有無を問わず

スポーツによる交流の拡大を図る「スポーツ課」を設置します。

・北陸新幹線福井・敦賀開業に向けたPRを促進するため、「新幹線開業

課」を設置します。

・福井の歴史・文化を意識し、「文化とデザインの力」で地域経済・産業な

どの様々な分野の可能性を拡げる「文化課」を設置します。

嶺南振興局の機能強化

・嶺南地域の様々な課題の解決に向け、嶺南振興局において判断・決

定できるよう、局長に本庁部長経験者を登用するとともに、局長の判断

で執行できる枠予算を6月補正に向け検討します。

・観光資源の磨き上げなど、嶺南地域のニーズに合わせて迅速に事業化

するため、局内に「嶺南プロジェクト推進室」を設置します。

女性活躍をさらに推進します

嶺南地域の更なる発展に向けて

「徹底現場主義」による県政推進観光や移住、文化、スポーツの
様々な交流拡大を実現

重要ポストに若手を積極登用

福井の将来像共有・協働による
地域課題の解決を実現

職員の行動規範（クレド）の策

定に向け、若手職員による検討

チームを立ち上げました。今後、

会合を重ね、来月実施する職員

アンケートの結果を反映した上

で、8月の施行を目指します。

県職員の意識改革

■地域戦略部組織図（一部）

地域戦略部長 副部長

副部長（未来戦略） 未来戦略課

副部長（市町協働） 市町協働課

副部長（県民活躍） 県民活躍課

※未来戦略課長取扱

※市町協働課長取扱

※県民活躍課長取扱

■交流文化部組織図（一部）

交流文化部長 副部長

副部長（新幹線開業） 新幹線開業課

文化課

スポーツ推進幹 スポーツ課

※新幹線開業課長取扱

県のホームページ上に「知事への

おたより」コーナーを設けています。

皆さんからの積極的なご意見・ご

提案をお待ちしています。

右のQRコード

から入力ページに

アクセスできます

□問 広報広聴課 TEL：0776（20）0221  FAX：0776（20）0622

県政に関するご意見・ご提案をお待ちしています

杉本 達治 知事

福井県職員採用 検索

働くなら、福井！ 検索

6月1日号 （毎月1日と15日に掲載）


