申○
￥
国際ビジネスの力を磨こう●

6月15日号（毎月1日と15日に掲載）

河内川ダム供用開始！新しいダムカードを配布しています
若狭町・小浜市の治水・利水を目的とした河内川ダム（若狭町
熊川）が完成しました。6月9日の竣工に伴い、新しく作成し
たダムカードを配布しています。令和になり、全国で最初に
竣工した河内川ダムにぜひお越しください。
ダムを
配布時間／9：00～16：00
見に来てじゅら！
配布場所／河内川ダム監視所（若狭町熊川）
※郵送による配布は行いません。
検索
詳しくは 河内川ダム
©FUKUI/psp
問 河内川ダム建設事務所
□
TEL：0770（62）1760 FAX：0770（62）1761

働く

新しいダムカード

申
ふるさと納税で新規プロジェクトを応援●

主な特長

昨年度認定事業（越前焼の腕時計開発）

○寄付者の負担が少ないふるさと納税を活用するため、寄付が集まりやすい！
○起業や新分野への事業展開には奨励金20万円を上乗せ！
○クラウドファンディングサイトにより発信。全国のファンを獲得！

支援件数／10件程度（うち「地域おこし協力隊特別枠」2件程度）
寄付目標額／50～100万円（プロジェクト実行者が任意に設定） 募集締切／6月28日（金）
検索
詳しくは 福井県 定住交流課
問 定住交流課 TEL
：0776（20）0665 FAX：0776（20）0644
□
とも

企業の皆様へ

経済センサス‐基礎調査にご協力を
すべての事業所・企業を対象とした経済活動に関す
る調査。
調査員が外観などにより調査するほか、
新た
に把握した事業所などには調査票を配布します。
問 統計情報課 TEL：0776
（20）0272 FAX：0776（20）0630
□

か

業務内容／遺跡の発掘調査や遺物整理、調査書の作成など
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）
採用予定人数／ 1人 申込締切／ 6月26日
（水）
問 生涯学習・文化財課 TEL：0776（20）0556 FAX：0776（20）0672
□
申
県立病院の職員募集●

①産休・育休代替看護職員 採用人数／ 8人
②看護補助職員
採用人数／ 30人
面接場所／県立病院（福井市四ツ井）
検索
詳しくは 福井県立病院
問 県立病院 TEL：0776
（54）5151 FAX：0776（57）2945
□
申
看護学生インターンシップ●

看護の仕事を実習生として体験してみませんか。
対象／県内外の看護学生 場所／県内25病院
日程／ 8月中
（各病院の指定する1～3日間）
申込締切／ 6月21日
（金）
問（公社）福井県看護協会 TEL：0776（52）1857 FAX：0776（52）1858
□
申
「看護職への道」
講演会・看護体験会●

じゅう

企業の皆様へ

今年4月、県内4駅舎（芦原温泉、福井、南越（仮称）、敦賀）
の外観や内装の詳細なデザインが決定しました。天井や
柱、照明などに県産スギ材や笏谷石、越前和紙が使われる
など、地 域の特 色を反 映したデザインとなっています。
また、先月31日には敦賀・新大阪間の大まかな駅の位置と
ルートが公表されました。今後4年程度をかけて、環境への
影響を事前に予測し評価する環境アセスメントを行い、
駅の位置やルートを絞り込んでいくことになります。

申
令和2年度県職員募集（文化財調査員）●

「完成！河内川ダム」
6月16日
（日） 福井テレビ 11：45～11：50
FBCテレビ 16：55～17：00
竣工式当日の様子やダムの役割について紹介します。
検索
詳しくは 福井県 広報広聴課

び

駅舎のデザイン、
新大阪までの大まかな駅の位置やルートが決まりました

福井駅のホーム
（提供：鉄道・運輸機構）

県内4駅舎の模型を展示します

河内川ダム竣工式の様子を広報番組
「まちかど県政」で放送

新商品開発やイベント開催などの新たなプロジェクトにチャレンジす
る方をクラウドファンディング型ふるさと納税により応援します。昨年
度は認定した6事業全てが目標金額を達成。
今年度から「地域おこし協力隊特別枠」を創設し、地域おこし協力隊
経験者が「微住」
（週末居住などの短期滞在）
して取り組む地域活動
にも対象を拡大しました。

アメリカ・オハイオ州で、英語によるビジネスコミュ
ニケーションや世界の経済、
ビジネスの動向などを
学ぶ研修を行います。
研修期間／ 11月4日
（月・休）
～15日
（金）
対象／県内企業で働く概ね40歳未満の方
英語で基本的なコミュニケーションが可能な方など
定員／ 10人
（企業の推薦が必要です）
申込締切／ 7月31日
（水）
※企業負担金などについては別途お問い合わせください
問（公財）県国際交流協会 TEL：0776（28）8800 FAX：0776（28）8818
□

看護に関する講演会や一日看護体験を行います。
日程／ 7月22日
（月）
～8月5日
（月）
場所／講演会など…県内の看護学校など
看護体験会…県内病院
対象／県内の高校生や社会人 申込締切／ 6月18日（火）
問（公社）
□
福井県看護協会
TEL：0776（52）1857 FAX：0776（52）1858

学術

じ

申
「共家事」イベント・事業の実施者を募集●

夫婦・家族で共に家事を楽しむ
「共家事」
を促すイ
ベント・事業の実施者に対し、奨励金を支給します。
対象／県内に事業所を置く企業、
県内で活動する団体
奨励金額／ 10万円 募集件数／ 10件
申込締切／ 7月12日
（金）
問 県民活躍課 TEL：0776
（20）0319 FAX：0776（20）0632
□

申
福井県ミニ・ノーベル賞を募集●

物理、化学、生物、医学・生理学、経済の5分野で県
の発展に貢献した個人・グループを
「福井県科学学
術大賞」
として表彰します。大賞受賞者には賞金
100万円を贈呈します。
申込締切／ 6月28日
（金）
問 大学私学課
□
TEL：0776（20）0248 FAX：0776（26）1171

展示する駅舎模型
（敦賀駅）

日時／ 6月17日
（月）
～21日
（金）各日8：30～17：15
（21日
（金）
のみ 16：00まで）
場所／県庁1階ホール（福井市大手）
問 新幹線建設推進課 TEL：0776
□
（20）0298 FAX：0776（20）0729

保健・福祉

ご案内

薬物乱用は
「ダメ。
ゼッタイ。
」

申
住宅をお探しの方へ●

6月20日
（木）
～7月19日
（金）
は
「ダメ。
ゼッタイ。」
普及運動実施期間。違法薬物を乱用すると、意識
障害や死亡などに至るおそれがあります。
また、
最近
では大麻乱用者の低年齢化が懸念されています。
違法薬物には絶対に手を出してはいけません。
問 医薬食品・衛生課 TEL：0776（20）0347 FAX：0776（20）0640
□
各県健康福祉センター

県営住宅の入居者を募集しています。
○清水グリーンハイツ（福井市グリーンハイツ）
○下荒井団地（福井市下荒井町）
○杉の木台団地（福井市三十八社町）
○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。
検索
詳しくは 福井県営住宅
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

申
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ●

優生手術を受けた方に一時金を支給します。
対象者／
・昭和23年9月11日～平成8年9月25日までの間
に、
旧法に基づき優生手術を受けた方
・上記期間に生殖を不能にする手術または放射線
の照射を受けた方
詳しくは 福井県 子ども家庭課 検索
問 子ども家庭課
□
TEL：0776（20）0341 FAX：0776（20）0640

おはよう
ふくいセブン
FBCテレビ／
日曜7：00～7：30

テ
レ ほっとふくい
ビ 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
問 へお問い合わせください
行事などの詳細は□

気をつけよう

蚊は様々な感染症の原因となります
蚊の発生を防ぐために、屋
外の空き缶や植木鉢の皿に
溜まった水を捨てましょう。
山や畑に出かける際には虫
除け剤の使用を忘れずに。

ラ
ジ
オ

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
次号は6月23日
（日）
発行予定

福井県
広報誌

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！
ふくい
新聞

福井県からの
お知らせ

いますぐページに

を！

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 福井県広報広聴課 検索

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

