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くらしの
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1 月

�健康・福祉�

�イベント �

つきイチ『バラエティー』
文化会館☎ 53・9700

　お昼休みのひととき、皆さん誘
い合わせて気軽に来てください。
と　き　1 月 13 日㊌
　　　　12 時 20 分〜13 時
ところ　庁舎市民ホール（大手町）
内　容　若狭尺八都山会と特別
　　　　ゲストのフルートによ
　　　　る和洋楽器の競演
料　金　無料

休日レディースがん検診

　土曜日にがん検診を特別開催
します。ぜひ受診してください。
と　き　1 月 23 日㊏ 1 3 時〜 14 時
ところ　ハーツわかさ店（遠敷
　　　　九丁目）
内　容　子宮頸がん検診（20 歳
　　　　以上）、乳がん検診（40
　　　　歳以上）
対　象　昨年度、今年度に子宮頸
　　　　がん、乳がん検診を受け
　　　　ていない女性
料　金　1,000 円
申込先　若狭健康福祉センター
　　　　☎ 52・1300
※定員になり次第受付終了
※市発行の無料クーポン券を使
　用できます

健康管理センター☎ 52・2222

�お知らせ�

しりつとしょかん おはなしかい
と　き　1 月 9 日㊏
　　　　① 10 時 30 分〜
　　　　② 11 時〜
　　　　③ 14 時 30 分〜
内　容　① 0〜2 歳向け
　　　　②③ 3 歳以上向け

おばま児童文学会「風
ふ う む

夢」
のおはなし会

と　き　1 月 23 日㊏
　　　　11 時〜

■問い合わせ　市立図書館☎ 52・1042

市立図書館　今月のイベント

※場所はいずれも
　市立図書館（白鬚）

がん検診無料クーポン券

　5月に送付した、今年度対象
年齢となる人の「がん検診無料
クーポン券」の使用期限は、1
月 31 日㊐です。
　まだ検診を受けていない人は、
この機会にぜひ受けてください。
利用方法　クーポン券裏面の案内
　　　　文を参照し、指定医療
　　　　機関まで申し込み　
※券を紛失した場合は、健康管理セ
　ンターまで問い合わせてください

健康管理センター☎ 52・2222
水道メーター検針にご協力を

上下水道課☎ 64・6028

　毎月 1日〜 5日は市の水道メー
ター検針期間です。期間中は、検
針がスムーズにできるように、次
の点にご協力をお願いします。
・水道メーター付近の除雪
・水道メーターボックスの上に　
　物や車を置かない　
・犬を出入口や水道メーターか　
　ら離してつなぐ
※上記の理由などで検針できない
　場合は、前三カ月の平均使用水
　量で料金を計算します。実際の
　使用水量との差は翌月で加算・
　減算します。

個人番号（マイナンバー）の
通知カードについて

　個人番号の通知カードをまだ受
け取っていない人は、市役所に返
戻されている場合があります。
　心当たりのある人は、市民課ま
で問い合わせてください。
　1 月から利用開始となる個人
番号カードの取得は義務ではあ
りませんが、公的個人認証の手
段として利用できるので、希望
する人は申請してください。
※その他、不明な点や詳しいこと
　は、市公式ホームページ、また
　はマイナンバーコールセンター
　☎ 0570・783・578 へ問い合
　わせてください

市民課☎ 64・6017

はまかぜ寄席
文化会館☎ 53・9700

と　き　1 月 24 日㊐ 14 時〜
ところ　はまかぜプラザ（酒井）
出　演　桂

かつら

文
ぶ ん か

華さん、桂
かつら

二
にじょう

乗さん
料　金　1,500円（小中学生500円）
※前売り券は文化会館で販売　

P-1 歴代入賞プリン限定販売
商工観光課☎ 53・9705

　これまで 3 回開催された、
P-1 グランプリの歴代入賞プリ
ンを市内で限定販売します。
　また、今年度の第 3回大会で
行われた「私のプリン自慢コン
テスト」入賞作品の試食会（先
着順）も同時開催します。
　ぜひプリンを食べに足を運ん
でください。
と　き　1 月 30 日㊏ 
　　　　13 時〜15 時
ところ　道の駅「若狭おばま」
　　　　（和久里）
参加費　無料

マイナンバー制度に便乗した
勧誘や個人情報の取得にご注意を！

登録しよう！防災メール

　市では、メールで災害や
避難の情報を知らせていま
す。ウェブサイト（http://
bousaiobama.mail-dpt.
jp/）か、下 記 のＱＲコード
を携帯電話で
読み取り、手
続 き を 行 っ
てください。

臨時福祉給付金の申請を

　平成 27 年度臨時福祉給付金
の申請受付を行っています。
　対象者には、あらかじめ申請
書を送付していますが、まだ申
請していない人は、2月 29 日㊊
までに申請してください。
※給付金制度の詳細は、市公式
　ホームページまたは平成 27 年
　広報 8 月号に掲載しています
※最近、厚生労働省職員をかた
　る者から、不審なメールや電
　話により口座情報をだましと
　ろうとする事案が発生してい
　ます。厚生労働省や市の職員
　がそのような行為をすること
　はありませんので、注意して
　ください

社会福祉課☎ 64・6011

インフルエンザ予防

　気温が低く、空気が乾燥する
冬は、インフルエンザウイルス
が活発に活動するシーズンです。
一人一人が注意してインフルエ
ンザを予防しましょう。

【予防のポイント】
●十分な栄養と休養
●室内を乾燥させない
●人込みを避ける
●外出後は手洗いとうがいをする

健康管理センター☎ 52・2222

　最近、マイナンバー制度に便乗した不審な

電話などに関する相談が増加しています。

　マイナンバーの手続きなどで、国や自治体

の職員が家族構成、資金の状況、口座番号な

どを電話で聞くことはありません。不審な電

話はすぐに切ってください。　

　また、マイナンバーに関連することをかたっ

たメールが送られてきても、安易に開封した

り、サイトにアクセスしたりしないように注

意してください。

　固定資産税は、土地や家屋のほ
かに償却資産（事業用資産）につ
いても課税の対象となります。
　1月 1 日時点で償却資産を所有
している事業者や個人は、必ず申
告してください。
対　象　事業用の器具や機械、備
　　　　品などの償却資産（取得
　　　　価格が 20 万円以上で耐
　　　　用年数が 3 年以上のもの）
申告期限　2 月 1 日㊊

償却資産の申告
税務課☎ 64・6004

水道管の凍結にご注意を
上下水道課☎ 64・6028

　これからの季節、水道管や蛇
口が凍結しやすくなります。冬
支度をして寒さから水道管を守
りましょう。
●凍結させないためには…
露出している水道管や蛇口に、防
寒材や布などを巻き、ビニール
テープやガムテープで巻き付けて
防寒してください
●凍結してしまったら…
上からタオルなどをかぶせて、
ゆっくりとぬるま湯をかけてくだ
さい。あわてて熱湯をかけると水
道管が破裂することがあります
●万が一破裂してしまったら…
水道メーター付近にある元栓を閉
めて、市指定の水道業者または上
下水道課へ連絡してください

成人式に伴う道路通行制限

　成人式の開催に伴い、文化会館
前の道路が一方通行となります。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
と　き　1 月 10 日㊐
　　　　12 時 30 分〜 13 時 30 分
対　象　文化会館前の道路

生涯学習スポーツ課☎ 64・6033

　不審なメール、郵便物が届いたとき、少しでも不安を感じること

がある場合は、気軽に市消費生活相談室（市生活安全課内）☎ 53・

1140 に相談してください。
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�募集�

と　き　1 月 9 日㊏、12 日㊋、
　　　　14 日㊍
　　　　いずれも 10 時〜13 時
ところ　食文化館（川崎三丁目）
内　容　ダイコンおろしのすいと
　　　　ん、ブリダイコン、ダイ
　　　　コンの薄揚げ包み、ダイ
　　　　コンもちなど
定　員　各先着 30 人
参加費　700 円
申込期限　実施日の 3 日前

季節の調理体験〜 1 月編〜
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

　県では、生計をともにした父や
母、未成年後見人を交通事故など
で亡くした子どもが、小学校・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ています。
対　象　市民税の所得割が課税さ
　　　　れていない世帯
申請期限　2 月 8 日㊊

交通災害等遺児就学支度金
社会福祉課☎ 64・6012

　県では、県民の意見・要望を
消費者行政に反映させるため、
消費者モニターを募集します。
内　容　消費生活に関する苦情の
　　　　収集、過大景品・不当表
　　　　示の情報収集など
対　象　20 歳以上の市民
任　期　平成 28 年 4 月 1 日〜
　　　　平成 30 年 3 月 31 日
募集人数　2 人
申込期限　1 月 20 日㊌
※申し込みは生活安全課まで

福井県消費生活モニター
生活安全課☎ 64・6007

　市雪室協議会では、雪で作る
天然の貯蔵庫「雪室」の中に貯
蔵する食材を募集しています。
　雪室を使った食材の熟成を試
してみたい事業者・団体は、気
軽に相談してください。
募集期間　1 月 29 日㊎
※相談・問い合わせは、環境衛
　生課まで

雪室貯蔵食材
環境衛生課☎ 64・6016

　県では、狩猟をしようとする人に
向けて、狩猟免許試験を実施します。
と　き　2 月 21 日㊐
ところ　福井県立大学福井キャン
　　　　パス（永平寺町松岡兼定
　　　　島 4-1-1）
受付期限　1 月 15 日㊎
※申し込み、問い合わせは農林水
　産課まで

第 3 回狩猟免許試験
農林水産課☎ 64・6024

御食国若狭おばま食文化館　非常勤職員および臨時職員募集

　平成 28 年度の文芸おばま事業
を募集します。音楽・演劇・芸
能・舞踏・講演会などジャンル
は問いません。楽しい企画を提
案・運営してみませんか。
募集期限　1 月 22 日㊎
※先着順ではありませんが、予
　算枠には限りがあります
※個人ではなく実行委員会単位
　での応募となります
※申請書類が必要ですので、応
　募する際は文化会館に問い合
　わせてください

文芸おばま事業
文化会館☎ 53・9700

「福井しあわせ元気国体」の
競技別会期が決まりました！

と　き　2 月 12 日㊎〜 14 日㊐
　　　　いずれも 9 時〜17 時
ところ　若狭ふれあいセンター
　　　  （日吉）
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：3,200 円
　　　  復習の人：342 円
　　　  資格継続が必要な人：800 円
申込期限　2 月 5 日㊎
※申し込みは社会福祉課まで
※昼食を持参し、運動のできる
　服装で参加してください
※新規の人は、基礎講習および
　養成講習となります

赤十字救急法救急員
養成講習会　受講生

社会福祉課☎ 64・6011

　市では、小浜平野地下水調査
業務の結果をもとに、地下水の
利活用策や保全策を検討する委
員会の市民委員を公募します。
対　象　地下水の利活用や保全に
　　　　関心のある市民
募集人数　5 人程度
内　容　検討委員会（年数回）へ
　　　　出席し、地下水の利活用
　　　　策などについて協議、検討
任　期　平成 31 年 3 月 31 日まで
募集期限　2 月 12 日㊎
※環境衛生課窓口または市公式
　ホームページで配布している
　応募様式に必要事項を記載し
　て、環境衛生課まで提出
※応募多数の場合は、選考する
　場合があります

市地下水利活用・保全
検討委員会　市民委員

環境衛生課☎ 64・6016

【学芸員（非常勤職員）】
資　格　学芸員
採用人数　2 人
内　容　館内の案内、イベン
　　　  トなどの企画・運営、
　　　　食文化の調査研究など
勤務時間　9 時〜 17 時 30 分

【調理担当（非常勤職員）】
資　格　栄養士または調理師
採用人数　1 人
内　容　キッチンスタジオの
　　　　運営、調理体験の指
　　　　導など
勤務時間　9 時〜 17 時 30 分

【インフォメーション（臨時職員）】
採用人数　1 人
内　容　食文化館の総合案内、
　　　　一般事務の補助
勤務時間　9 時〜 17 時 45 分

雇用期間　非常勤職員は、平成
　　　　28 年 4 月 1 日 〜 29
　　　　年 3 月 31 日
　　　　臨時職員は、平成 28
　　　　年 4 月 1 日〜 28 年 9
　　　　月 30 日
　　　　※非常勤・臨時職員と
　　　　　もに更新する場合あり
勤務先　食文化館（川崎三丁目）
受付期間　1 月 4 日㊊〜 18 日㊊
試験日　2 月 6 日㊏ 13 時 30 分
選考方法　書類審査（非常勤職員
　　　　は課題作文あり）、面接

　司法書士会小浜支部では、相続登
記や、遺言、遺産分割協議など相続
に関する相談に無料で応じます。
と　き　1 月 20 日㊌　
　　　　13 時〜 16 時
ところ　商工会議所（大手町）

司法書士　相続無料相談会
福井県司法書士会小浜支部☎ 53・0081

　平成 27 年 12 月 10 日㊍に開催された日本体育協会国民体育大
会委員会において、福井しあわせ元気国体の競技別会期が決定し
ましたので、お知らせします（小浜市開催競技のみ）。

　市の地域 SNS「OBAMA な
う！」は、1月29日㊎17時をもっ
てサイトの閉鎖およびすべての
サービスを終了します。
　当サイトを利用の際に登録さ
れた個人情報は、サイト閉鎖と
ともにすべて消去します。
※サイト上の日記など個人で記録
　されたデータもすべて消去され
　ます。必要な場合は、期限まで
　にデータ（文字データ、写真デー
　タなど）の保存をお願いします。

地域 SNS「OBAMA なう！」閉鎖
市民協働課☎ 64・6009

■問い合わせ　
　食のまちづくり課☎ 53・1000

速報！

・ビーチバレー（若狭鯉川シーサイドパーク）
　平成 30年 9月 9日㊐〜 11日㊋

・ラグビーフットボール（市総合運動場）
　平成 30年 9月 30日㊐〜 10月 4日㊍

・軟式野球（市営野球場）
　平成 30年 10月 5日㊎〜 7日㊐

・ウエイトリフティング（市民体育館）
　平成 30年 10月 4日㊍〜 8日㊊

■問い合わせ　国体・障害者スポーツ大会推進課☎ 64・6071

健康長寿課 非常勤職員
健康長寿課

【保健師・看護師】
採用人数　2 人（各資格 1 人）
勤務先　健康管理センター
【介護支援専門員・看護師】
採用人数　2 人（各資格 1 人）
勤務地　地域包括支援センター　
　　　　（健康管理センター内）
【介護認定訪問調査員】
資　格　介護・福祉系有資格者または
　　　　  福祉関係の実務経験 3 年以上
　　　　  および要普通自動車免許
採用人数　1 人
勤務先　市庁舎 1 階健康長寿課
【介護保険窓口相談員】
資　格　介護・福祉系有資格者または
　　　　  福祉関係の実務経験 3 年以上
採用人数　1 人
勤務先　市庁舎 1 階健康長寿課

雇用期間　いずれも平成 28 年 4 月
　　　　 1 日〜平成 29 年 3 月 31 日
試験日　いずれも 2 月上旬
※申し込みは、1 月 26 日㊋までに
　それぞれの勤務先へ履歴書を提出
※対象資格や雇用条件などの詳
　細は健康長寿課☎ 64・6014
　へ問い合わせてください
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物件
番号 所在地

用途地域 面積
（㎡）

最低売却価格
（千円）

備考
地目 建ぺい率／容積率

❶ 平野 20-4-5 ほか 3 筆
用途指定なし

2,432 16,268
雑種地 60 ／ 200

❷ 高塚 8-1-14  A 区画
用途指定なし

158.74 3,262 分筆負担有
宅地 60 ／ 100

❸ 高塚 8-1-14  B 区画
用途指定なし

303.64 6,239 分筆負担有
宅地 60 ／ 100

❹ 水取四丁目 401-11
第一種住居地域

1,349.48 29,981 電柱有
宅地 60 ／ 200

【対象物件一覧】
公有地を売却します

■問い合わせ　財政課☎ 64・6010

　市では、右記の公有地を一般競争
入札により売却します。購入を希望
する人は、財政課管財グループまで
問い合わせてください。
　なお、落札されなかった物件は、
先着順で売却します。

❶平野 20-4-5 ほか 3筆 ❷❸高塚 8-1-14 Ａ、Ｂ区画 ❹水取四丁目 401-11

市役所の一部の手続きに
マイナンバーの記入
が必要になります

　平成 27年 10月から、社会保障・税番号制度（マイナ
ンバー制度）の個人番号（マイナンバー）が住民の皆さん
に通知されました。
　平成 28 年 1 月からは、市役所の一部の手続きに、12
桁の個人番号（法人は 13 桁の法人番号）を記入いただ
くことになりました。

※その他の手続きにも
　記入が必要な場合が
　あります。詳しくは
　各課へ問い合わせて
　ください

20 歳になったら

■問い合わせ　市民課☎ 64・6018

　日本国内に住所がある 20 歳以上 60 歳未満
の人は国民年金に加入する義務があります。
　年金は、やがて訪れる長い老後や、生活の
安定を損なう〝万が一〟の事態に備えて、保
険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。
　20 歳になったら、忘れずに国民年金に加
入しましょう。

１

民年金国

加入の手続きは？

20 歳の誕生月の前月に、「国民年金被保険
者資格取得届」が送られてきます。必要事

項に、記入・押印のうえ、市民課 2番窓口（市
役所 1階）に提出してください。

２
保険料はいくら？　支払う方法は？

保険料額は、月額15,590円（平成27年度）
です。支払いは、現金払い（納付書）のほか、
口座振替で支払うこともできます。口座振

替は、現金払い（納付書）に比べて割引率
が高くなるためお得です。

３
加入の手続きをしなかったり、保険料が未納になったりすると…？

４
保険料の支払いが難しい場合は？

20 歳になり、所得が少なく保険料を納め
ることが困難な人は、若年者納付猶予制度
や学生納付特例制度などの保険料免除制度
を利用することができます。手続きは、市

民課2番窓口か年金事務所で行ってください。
※学生納付特例制度の申請には、在学証明書
　の原本または学生証の両面の写し（在学予
　定期間が記載されているもの）が必要です。

５

特例・猶予期間の年金はどうなるの？

特例・猶予制度を受けた期間は、本来 25
年以上必要である保険料支払い期間（受給
資格期間）に含まれますが、将来もらう年
金額の計算には含まれません。
その期間分の年金を将来もらうには、追納
制度を利用して、後から保険料を支払うこ
とになります。

◆追納制度とは…
特例・猶予期間の保険料は、10 年以内で
あれば、古い期間から順に納付できます。
追納する保険料額は、特例・猶予などの承
認を受けた期間の翌年度から起算して、3
年度目以降に追納する場合は、経過期間に
応じた加算額が上乗せされます。

ケガや病気などで障がいが残った場合、受
給できるはずの障害年金がもらえなかった
り、受給資格期間が足りないため老後に年
金がもらえなかったりする問題が発生しま

す。20 歳になった時だけではなく、仕事
をやめた場合や、配偶者の扶養から外れた
場合なども、忘れずに国民年金への加入手
続きを行ってください。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

記入が必要となる手続き（例）

内容 手続き 問い合わせ

税関係 税に関する申請、届出ほか
（確定申告書、住民税申告書は平成 29 年 1 月以降）

税務課
☎ 64・6004

国民健康保険 資格取得・喪失の届出、高額療養費・療養費の支給
申請ほか 市民課

☎ 64・6018後期高齢者医療 再交付の申請、高額療養費の支給申請、限度額適用・
標準負担額認定申請ほか

障がい福祉 身体障害者手帳交付申請、重度障がい者（児）医療
費助成ほか 社会福祉課

☎ 64・6012母子福祉 母子家庭等医療費助成の申請ほか

児童福祉 子ども医療費助成の申請、認定子ども園・保育園入
園申込、児童手当や児童扶養手当の認定請求ほか

社会福祉課
☎ 64・6013

生活保護 生活保護の申請
社会福祉課
☎ 64・6011

介護保険 要介護認定等の申請、被保険者証再交付申請、負担
限度額認定申請、高額介護サービス費支給申請ほか

健康長寿課
☎ 64・6014

母子保健 養育医療給付の申請
健康管理センター
☎ 52・2222
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