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【市民憲章】

　私たちの小浜市は、日本では
じめて象が来たまちです。水と
魚や野菜が一番うまいまちです。
京や奈良の都へ文化を伝えたま
ちです。時代の先覚者をたくさ
ん生み出したまちです。これを
誇りとし、ここに市民憲章を制
定します。

１．歴史と文化財を生かし、豊
　かな心をはぐくみ、文化の創
　造につとめます。
１．豊かな自然を守り、食文化
　のまちづくりを進め、健康と
　もてなしの心を大切にします。
１．学問を愛し、勤労を喜び、
　国際社会にはばたける人間を
　めざします。

【人の動き】

（１月１日現在）
●人口　　　　　　  31,615 人 

　　　　（前月比　　  　-1 人）
　　　（前年同月比　　-300 人）
　　　　　　男性　  15,433 人
　　　　　　女性　  16,182 人
●異動　　　転入　　     65 人
　　　　　　転出  　　   49 人
　　　　　　出生　　　  22 人
　　　　　　死亡　　　  39 人
●世帯数　　　　  11,979 世帯

�健康・福祉�
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75 歳以上の個別基本健診
健康管理センター☎ 52・2222

　本年度まだ基本健診を受診して
いない人は、指定医療機関で個別
に受診することができます。
受診券申し込み　健康管理センター
受診期限　３月 31 日㊏
※受診時に受診券と健康保険証を
　持参してください

プレパパ & プレママ講座
健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容　２月 18 日㊏　13
　時 30 分〜 15 時 30 分　
　出産編「赤ちゃんとの共同作業」
とき、内容　２月 22 日㊌　13
　時 30 分〜 15 時 30 分　
　育児編「音楽療法と産後ママと
　の交流」
ところ、申し込み　健康管理セン
　ター

がん検診を受けましょう
健康管理センター☎ 52・2222

とき　２月 14 日㊋
ところ　健康管理センター
検診内容　がん検診（乳・子宮・
　大腸）
※定員がありますので、早めに申
　し込んでください

　働く婦人の家開館 20 周年を記
念して、「さくら館まつり」が開
かれます。各種体験、展示、お茶
席などたくさんのイベントがあり
ます。ぜひご来場ください。
とき　３月４日㊐　９時〜 16 時
　30 分
ところ　働く婦人の家（咲楽館）
入場料　無料
内容　各種講座（ヨガ・ストレッ
　チ・和裁・絵手紙・ペン習字か
　な・パッチワーク・ハワイアン
　キルト・着物着付け・コーラス
　など）展示コーナー、お茶席 &
　お茶体験コーナーほか

さくら館まつり
働く婦人の家☎ 52・7002

男女共同参画講演会
総務課☎内線 353

とき　２月 26 日㊐ 13 時 15 分〜
ところ　働く婦人の家（咲楽館）
講師　笑福亭松枝さん（落語家）
内容　「男女共同で△じゃない○
　い世の中」（講演と落語）

くらしなんでも相談
福井県労働者福祉協議会☎ 0776・21・5929

  法律問題をはじめ、日ごろ暮ら
しで困っていることに、弁護士や
金融の専門家が相談に応じます。
とき　２月 25 日㊏９時〜 12 時
ところ　勤労福祉会館
相談料　無料（予約不要）

　ひとり暮らし高齢者や高齢者世
帯、障がい者などの要援護者で、
自宅などの屋根の雪下ろしを希望
する人は、各地区の民生委員に相
談してください。市を通じて小浜
市建設業会が、屋根雪下ろし作業
を実施します。
作業料金　１時間あたり 2,000 円

要援護者の屋根雪下ろし援助
健康長寿課☎内線 174

　毎月１日〜５日までは水道メー
タ検針期間です。この期間中は、
検針がスムーズにできるよう、次
の点にご協力をお願いします。
�水道メータ付近に雪があると、
　検針ができない場合があります。
　水道メータ付近の除雪にご協力
　ください
�水道メータボックスの上に物や
　車を置かないでください
�犬は出入り口や水道メータから
　離してつないでおいてください

水道メータ検針にご協力を !
上下水道課☎内線 232

　県では、生計を共にした父や
母、未成年後見人を交通事故など
で亡くした子どもが、小・中学校
に入学するときに、その保護者に
就学支度金を支給します（市民税
の所得割が課税されていない世帯
のみ）。該当者は社会福祉課まで
申請してください。
申込期限　２月 13 日㊊

交通災害等遺児就学支度金
社会福祉課☎内線 186

職場の悩みごと無料相談会
福井県労働委員会事務局☎ 0776・20・0597

　福井県労働委員会では、解雇や
賃金など労使関係で悩んでいる人
を対象に、無料相談会を開催します。
とき　３月４日㊐　13 時 30 分
　〜 16 時 30 分
ところ　敦賀市男女共同参画セン
　ター（敦賀市三島町二丁目）
※予約不要で、秘密は固く守られ
　ます　

認知症について語るつどい
認知症の人と家族の会☎ 53・3359

　認知症に関わる心配・悩みごと
を抱えている人や、認知症につい
て学びたい人は、ご参加ください。
とき　２月４日㊏　13 時 30 分
　〜 15 時 30 分
ところ　ボランティア・市民活動
　交流センター（中央公民館内）
参加費　無料

ジェネリック医薬品へ変更時の差額をお知らせします
〜国民健康保険加入者の方へ〜

　小浜市国民健康保険では、診療時に処方され
ている薬（先発医薬品）を、ジェネリック医薬
品に切り替えた場合に、薬代の自己負担額がど
れくらい安くなるかの差額をお知らせします。

【対象】　次のすべてに該当する人　
①小浜市国民健康保険に加入している人
②生活習慣病に関わる薬などを服用して
　いる人
③一定以上の削減効果が見込まれる人

【通知】　２月から年６回程度、自宅へ送
　付します

《今回のお知らせについて》

　ジェネリック医薬品とは、先に開発された薬

（先発医薬品）の特許が切れたあとにつくられ

た医薬品です。先発医薬品と効き目や安全性が

同等であると厚生労働省から承認された上で製

造・販売されており、開発期間が短く済む上、

特許料が不要なため、価格が安くなっています。

　普段飲んでいる薬を、ジェネリック医薬品に

変更することで、薬代の個人負担が軽減できる

だけでなく、医療保険財政の改善にもつながり

ます。

　ジェネリック医薬品を希望する場合は、かか

りつけの医師や薬剤師にご相談ください。

※薬の種類によってはジェネリック医薬品がな

　い場合もあります

◆ジェネリック医薬品とは…

■問い合わせ　市民課☎内線 168

特別永住者証明書
市民課☎内線 157

　７月９日に在留管理制度が変更
されるのに伴い、「特別永住者証
明書」の交付事前申請ができます。
希望する人は、市民課で手続きを
してください。

【申請時に持参するもの】
　証明写真１枚（縦４㌢、横３㌢）、
　パスポート、外国人登録証明書

　今年はサキソフォン奏者「池田
篤」さんを迎え、温かい音色と熱
いフレーズのサキソフォンが響き
渡ります。
とき　２月 26 日㊐　14 時〜
ところ　文化会館
曲目　第１部：シンフォニックス
　テージ「陽はまた昇る」、市制
　60 周年記念事業「この風を感
　じて」ほか▶第２部：ポップス
　ステージ「ど演歌えきすぷれす」
　ほか▶第３部：それいけ音楽会
　特別ステージ「サキソフォン奏
　者・池田篤氏によるステージ」
入場料　無料

若狭ウインドアンサンブル
第 14 回定期演奏会

文化会館☎内線 612
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とき　２月 14 日㊋、17 日㊎、　
　21 日㊋　10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　炊飯器であったかちらしず
　し、カレイの煮付け、冬野菜の
　味噌汁、ニンジン・厚揚げ・切
　り昆布の煮物、小豆鹿の子寒天風
定員　各 30 人（要電話申込）
参加費　各 700 円
申込期限　実施日の３日前

季節の調理体験  〜２月編〜
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

介護保険窓口相談員（嘱託）
健康長寿課☎内線 163

職務　介護保険窓口相談事務
対象　次のいずれかに該当する人
①介護支援専門員、保健師、看護
　師、社会福祉士、介護福祉士の
　いずれかの資格を有する人
②福祉関係の実務経験が３年以上
　ある人
雇用期間　４月１日〜平成 25 年
　３月 31 日
※平成 27 年３月末まで更新可能
勤務時間　週５日（35 時間）
報酬　月額 131,500 円（予定）
募集　２人
試験日　２月 18 日㊏
試験内容　書類審査、作文、面接
申し込み　２月 13 日㊊までに健
　康長寿課へ履歴書を提出してく
　ださい

職務　介護予防ケアプランの作成
　など
対象　次の２要件を満たす人
①普通自動車免許を有する人
②介護支援専門員、保健師、社会
　福祉士、看護師のいずれかの資
　格を有する人
雇用期間　４月１日〜平成 25 年
　３月 31 日
※平成 27 年３月末まで更新可能
勤務時間　週５日（38 時間）
報酬　月額 18 万円（予定）
募集　１人
試験日　２月 18 日㊏
試験内容　書類審査、作文、面接
申し込み　２月 13 日㊊までに健
　康長寿課へ履歴書を提出してく
　ださい

地域包括支援センター
介護支援専門員（嘱託）

健康長寿課☎内線 174

介護認定訪問調査員（嘱託）
健康長寿課☎内線 163

職務　介護認定訪問調査事務
　（家庭訪問して心身の状態や医
　療に関する項目についての聞き
　取り調査など）
対象　普通自動車免許を有し、か
　つ、次のいずれかに該当する人
①介護支援専門員、保健師、看護
　師、社会福祉士、介護福祉士のい
　ずれかの資格を有する人
②福祉関係の実務経験が３年以上
　ある人
雇用期間　４月１日〜平成 25 年
　３月 31 日
※平成 27 年３月末まで更新可能
勤務時間　週５日（38 時間）
報酬　月額 17 万円（予定）
募集　１人
試験日　２月 18 日㊏（予定）
試験内容　書類審査、作文、面接
申し込み　２月 13 日㊊までに健
　康長寿課へ履歴書を提出してく
　ださい

対象　次の２要件を満たす人
①普通自動車免許を有する人
②簡単なパソコン操作ができる人
雇用期間　４月１日〜平成 25 年
　３月 31 日
※平成 26 年３月末まで更新可能
勤務時間　９時〜 17 時 30 分（時
　差出勤有り）
報酬　月額 141,000 円
募集　２人
試験日　２月 18 日㊏９時 30 分〜
試験内容　小論文、面接
申込期限　２月 13 日㊊
申込方法　所定の申込用紙に必要
　事項を記入し、生活安全課に提
　出してください
※申込用紙は生活安全課、ハロー
　ワークにあります。市公式ホー
　ムページからダウンロードする
　こともできます

小浜市女性交通指導員兼消
費生活相談員（嘱託）

生活安全課☎内線 474

「働く婦人の家」嘱託職員
商工振興課☎内線 226

職務　働く婦人の家利用者の一時
　預かり保育、一般事務
対象　次の２要件を満たす人
①簡単なパソコン操作ができる人
②保育士資格を有する人または平
　成 24 年３月末日までに資格取
　得見込みの人
雇用期間　４月１日〜平成 25 年
　3 月 31 日（更新可能）
勤務日　毎週火〜日曜日のうち５
　日間（８時 30 分〜 17 時 30 分）
報酬　月額 150,000 円
募集　１人
試験日　３月 11 日㊐
試験内容　作文、面接
申し込み　２月 20 日㊊までに商
　工振興課へ履歴書と保育士証の
　写しを提出してください

　市では、小浜商工会議所と共催
で、「得するまちのゼミナール」
を開催します。お店が講師となり、
プロの技術や知識を教えてくれる
少人数制の教室です。ぜひご参加
ください。
開催期間　２月 15 日㊌〜３月   
　18 日㊐
※開催期間中、市内各地でさまざ
　まな講座を予定しています
講座内容　詳しくは、市または小
　浜商工会議所のホームページを
　ご覧ください　
受講料　無料（講座により材料費
　などが必要な場合があります）
その他　各講座の受講生募集用チ
　ラシを２月８日㊌前後の朝刊に
　折り込む予定です

得するまちのゼミナール
商工振興課☎内線 224

�募　集�

募集期間：２月 10 日㊎〜 29 日㊌

　意見を募集する案件《担当課》

パブリックコメント

　パブリックコメントは、計画や条例などを作
るときに、事前に広く市民の皆さんから意見な
どをお聴きし、その結果を反映させることで、
よりよい行政を目指すものです。皆さんからの
幅広いご意見をお待ちしています。

【素案公表場所】
　市公式ホームページ、市民協働課・各担当
課の窓口、各公民館、市役所東側（裏側）の
当直室前（土・日・祝日のみ）

【意見提出方法】　
　素案公表場所備え付けの意見書または自由
な様式に意見を書き、住所、氏名を明記の上、
郵送、FAX、電子メールでお送りください　

【提出先】
　各担当課

■問い合わせ　市民協働課☎内線 373

皆さんからのご意見を募集します皆さんからのご意見を募集します

　　　　

　明倫学舎（所在地：東京都武蔵
野市吉祥寺東町）は、福井県出身
者を対象とした男子学生寮です。
募集　21 人
舎費（年額）　288,000〜312,000円
入舎料・保証金　80,000 円
※詳細はホームページ（http://
　www.meiringakusha.com）をご
　覧ください

東京・明倫学舎入寮生
（公）輔仁会明倫学舎☎ 0422・22・2305

●小浜市協働のまちづくり基本指針《市民協働課》

●小浜市元気食育推進計画《食のまちづくり課》

●小浜市地域福祉計画《社会福祉課》

●小浜市環境基本計画《環境衛生課》

●小浜市都市計画マスタープラン《都市整備課》

※「小浜市老人福祉計画および第５期介護保険事業

　計画《健康長寿課》」については、現在、意見を募

　集しています（募集期限：１月 31 日㊋）

とき　２月５日㊐　９時〜 15 時
ところ　文化会館
内容　心あたたまる手紙の表彰式、
　島田洋七さんの講演会「がばい
　ばあちゃんの笑顔でいきんしゃ
　い」、アトラクション、お楽し
　み抽選、販売コーナー（炊き込
　みごはん、大相撲若狭小浜場所
　チケットなど）ほか
※先着 400 人に昼食弁当をプレ
　ゼントします

婦人のつどい
生涯学習スポーツ課☎内線 433

　前菜からデザートまですべての
メニューに麹

こうじ

を使う調理体験です。
とき　２月 26 日㊐ 10 時〜 13 時
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　タンドリーチキンほか
定員　30 人
参加費　700 円

医食同源「麹 de フルコース」
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき　２月 24 日㊎〜 26 日㊐
　９時〜 17 時
ところ　若狭ふれあいセンター
内容　救急法基礎講習、救急法救
　急員養成講習
受講料　新規の人 3,000 円、復
　習する人 400 円、資格継続が
　必要な人 1,000 円
その他　昼食を持参し、運動がで
　きる服装で参加してください。
　新規参加者は、基礎講習と養成
　講習の受講になります
申込期限　２月 17 日㊎

赤十字救急法救急員
養成講習会の受講生

社会福祉課☎内線 183
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�スポーツ�
室内グラウンドゴルフ大会

市民体育館☎ 53・0064

とき　３月２日㊎　９時〜
ところ　市民体育館
定員　先着 50 人
参加費　300 円
申込期間　２月１日㊌〜 21 日㊋

とき　２月 20 日㊊〜３月９日㊎
　の毎週月、金曜日　① 10 時〜
　11 時　② 15 時〜 16 時
ところ　市民体育館
対象　①は 20 歳以上 59 歳以下
　の女性、②は 60 歳以上の中高
　年（①②ともトレーニングマシ
　ンを使用できる人）
定員　①②の時間帯各５人
受講料　1,500 円
申込期間　２月７日㊋〜 16 日㊍

体力づくり教室
市民体育館☎ 53・0064

とき　２月 12 日㊐　９時〜
ところ　市民体育館

市少年柔剣道大会
市民体育館☎ 53・0064

とき　２月 11 日㊏　９時〜
ところ　柔道＝市営武道館、剣道      
　＝市民体育館

スポ少・地区対抗卓球大会
市民体育館☎ 53・0064

　

■問い合わせ　市民体育館内　若狭マラソン大会事務局　☎ 53・0064

第32回　若狭マラソン大会
　今年で 32 回目を迎える「若狭マラソン大会」
の参加者を募集しています。今回もハーフ、10㌔、
５㌔、３㌔の４種目、19 部門で実施します。
　浜風に乗って春の若狭路を走りませんか。

と　き　　4 月 15 日㊐
コース　　日本陸連公認コース
参加費　　小・中・高校生　…1,000 円　　
　　　　　一般　………………2,500 円
　　　　　ファミリー　………3,000 円
申込方法　所定の専用振替払込用紙に必要事項
　　　　　を記入し、ゆうちょ銀行で払い込む
　　　　　か市民体育館へ持参してください
※専用振替払込用紙は、市民体育館、市役所、公民館、
　観光案内所、食文化館、スポーツ店などにあります
※ランネット加入者は、インターネットで申し込む
　こともできます（アドレスは http：//runnet.jp/）

申込期限　３月８日㊍
　

ハーフマラソン 10㌔

　39 歳以下　一般男子 　39 歳以下　高校・一般男子

　40 歳以上男子 　40 歳以上男子

　一般女子 　高校・一般女子

５㌔ ３㌔

　中学生男子 　小学生男子（５年生以上）

　高校・一般女子 　小学生女子（５年生以上）

　29 歳以下　高校・一般男子 　中学生女子

　30 歳代男子 　高校・一般女子

　40 歳代男子 　一般男子

　50 歳以上男子 　60 歳以上男子

　ファミリー（ペア）

はお早めに !

受付日 受付場所（ＪＡわかさ）
２月 16 日（木）   内外海出張所
２月 17 日（金）   本店（松永地区の人が対象）
２月 20 日（月）   本店（小浜、雲浜、西津、国富               

           地区の人が対象）２月 21 日（火）
２月 22 日（水）   本店（遠敷地区の人が対象）
２月 23 日（木）   本店（今富地区の人が対象）
２月 24 日（金）   本店（宮川地区の人が対象）
２月 28 日（火）   本店（口名田・中名田地区の人      

           が対象）３月 １ 日（木）
３月 ２ 日（金）   加斗出張所

受付期間 対象地区・区

２月 16 日㊍
　～

　 22 日㊌
　

小浜地区（清滝 / 津島 / 多賀 / 鈴鹿 / 塩竃
/ 生玉）、西津地区（小湊 / 大湊 / 北塩屋 /
西長町 / 北長町 / 福谷）、内外海地区（仏
谷 / 堅海 / 泊 / 田烏を除く）、国富地区、
宮川地区

２月 23 日㊍
　～
29 日㊌

小浜地区（玉前 / 今宮 / 広峰 / 白鬚 / 酒
井 / 駅前町 / 川崎）、雲浜地区（南川町
/ 後瀬町 / 上竹原 / 関）、松永地区、遠敷
地区、今富地区

３月１日㊍
　～
　７日㊌

小浜地区（竜田 / 住吉 / 日吉 / 神田 / 大
宮 / 男山）、雲浜地区（千種 / 大手町 /
四谷町 / 一番町）、内外海地区（仏谷 /
堅海 / 泊 / 田烏）、口名田地区、中名田
地区、加斗地区

３月８日㊍
　～
  15 日㊍

小浜地区（鹿島 / 白鳥 / 貴船 / 浅間 / 大
原 / 香取 / 飛鳥 / 青井）、雲浜地区（城
内 / 雲浜 / 山手 / 水取）、西津地区（堀
屋敷 / 板屋町 / 新小松原 / 下竹原 / 小松
原川東 / 小松原川西）

　平成 24 年度の市県民税、平成 23 年分所得税の確定申告の受け付けが始まります。
必ず期限内の申告をお願いします。

【受付期間】2 月 16 日㊍〜３月 15 日㊍　９時〜 12 時、13 時〜 16 時
【受付場所】市役所４階大会議室、ＪＡわかさ本店・各出張所など
※営業所得、事業所得、農業所得のある方については、「収支内訳書」を事前に作成
　してからお越しください
※医療費の控除に必要な領収書は個人ごと、医療機関ごとに小計しておいてください
■問い合わせ　【市県民税】　税務課　☎内線 132 〜 135
　　　　　　　【所得税】　　小浜税務署　☎ 52・1008

市県民税で住宅ローン控除
　平成 11 年から同 25 年までに入居し、所得税
の住宅ローン控除の適用を受けた人について
は、所得税から控除しきれなかった額を翌年度
分の個人住民税から控除できます。この制度の
適用を受けるためには、確定申告または年末調
整（初年度については確定申告）が必要になり
ます。

社会保険料控除

　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介
護保険料を社会保険料控除として算入する場
合、支払額を証明する書類の提示が必要です。
領収書などが手元にない人については、支払額
をお知らせしますので、運転免許証などの身分
証明書と印鑑を持って税務課（国民健康保険
税）、市民課（後期高齢者医療保険科）、健康長
寿課（介護保険料）へお越しください。
※年金天引きされている人は、年金の源泉徴収
　票で確認してください
■問い合わせ
　【国民健康保険税】税務課☎内線 134
　【後期高齢者医療保険料】市民課　☎内線 169
　【介護保険料】健康長寿課　☎内線 164

　国民年金保険料を社会保険料控除として算入
する場合、国民年金保険料の「控除証明書」ま
たは「領収書」の添付が必要です。控除証明書は、
平成 23 年 11 月上旬に対象者に送付されていま
す。同 10 月１日以降 12 月 31 日までに、その
年初めて納めた人については、２月上旬に送付
される予定です。
※市役所で証明書の発行はできません
■問い合わせ　

　控除証明書専用ダイヤル☎ 0570・070・117
　日本年金機構敦賀年金事務所☎ 0770・23・9902

　65 歳以上で、要介護度１以上の要介護度認
定を受けていると、確定申告で障害者控除を受
けられることがあります。また、おむつ代が医
療費控除の対象となる場合があります。
　該当する人には、障害者控除対象者認定書ま
たはおむつ使用確認書を発行しますので、印鑑
を持って健康長寿課へお越しください。
■問い合わせ　健康長寿課　☎内線 174

介護認定者に障害者控除対象者認定書、
  おむつ使用確認書を発行

確 定 申 告

※混雑を避けるため、できるだけ指定された期間・期日
　にお越しください

　市が発注する学校、公民館、保
育園などの小規模な修繕契約を希
望する業者は、「小規模修繕等契
約希望者登録」の申請手続きをし
てください。
登録有効期間　平成 24・25 年度
受付期間　２月１日㊌〜３月 12
　日㊊

小規模修繕等の契約希望業者
総務課☎内線 492


