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�健康・福祉�

�イベント �

つきイチ『バラエティー』

春の企画展「登美子と亮Ⅱ」 ふくいに移住してきた女性
が集まる「おしゃべり Cafe」

福滋県境交流促進協議会
広域的イベント情報

文化会館☎ 53・9700

山川登美子記念館☎ 52・3221

人口増未来創造課

福滋県境交流促進協議会☎ 0770・22・8111

と　き　3 月 23 日㊌
　　　　12 時 20 分〜13 時
ところ　庁舎市民ホール（大手町）
内　容　若狭ギターアンサンブル
　　　　による「ソナタのしらべ
　　　　を春風にのせて」
料　金　無料

と　き　3 月 21 日㊊㊗まで
　　　　いずれも 9 時〜17 時
　　　　※入館は 16 時 30 分まで
　　　　※毎週火曜日は休館
ところ　山川登美子記念館（千種一丁目）
内　容　山

やまかわ

川登
と み こ

美子と弟・亮
りょう

が関
　　　　わった文学者との関係を
　　　　紹介。プロレタリア文学
　　　　者でもあった亮の生原稿
　　　　も初展示
入館料　大人 300 円、高校・大学生
　　　　200 円、中学生以下無料

　「話し相手がほしい」「頼れる人
がいない」など、移住後に抱える
悩みを相談したり、移住者同士が
気軽に話せる集まりです。
と　き　3 月 12 日㊏ 10 時〜12 時
ところ　ハーツわかさ店（遠敷九
　　　　丁目）
対　象　福井に移住しておおむね
　　　　5 年以内の女性
定　員　先着 20 人
※託児は会場内のハーツわくわく
　くらぶが利用できます
　（有料。要申込。先着 10 人）
※申し込み・問い合わせは、県若者・
　定住支援課☎ 0776・20・0638

【長浜市】長浜盆梅展
と　き　3 月 13 日㊐まで
ところ　慶雲館（長浜市港町）
問長浜観光協会☎0749・65・6521

【高島市】今津ザゼンソウまつり
と　き　3 月 6 日㊐
ところ　高島市今津町弘川地先
問高島市今津支所☎ 0740・22・2551

【米原市】鴨の里盆梅展と幸福を呼ぶおもと展
と　き　3 月 10 日㊍まで
ところ　グリーンパーク山東（米原市池下）
問グリーンパーク山東☎ 0749・55・3751

【敦賀市】GREEN PICNIC
と　き　3 月 5 日㊏
ところ　きらめきみなと館（敦賀市桜町）
問敦賀市環境・廃棄物対策課
　☎ 0770・22・8121

【若狭町】第 18 回梅まつり
と　き　3 月 12 日㊏、13 日㊐
ところ　梅の里会館（若狭町成出）
問梅の里会館☎ 0770・46・1501

【小浜市】日本遺産シンポジウム
と　き　3 月 19 日㊏
ところ　食文化館（川崎三丁目）
問市人口増未来創造課☎ 64・6008

【高浜町】若狭たかはま ひなまつり
と　き　3 月 10 日㊍まで
ところ　本町商店街周辺（高浜町本町）
問実行委員会事務局☎ 0770・72・2740

子ども予防接種週間

乳がん患者さんのための
ヨーガセラピー（無料）

がん患者サロン　3月 1 日㊋〜7日㊊は「子ども
予防接種週間」です。未接種の予
防接種がある場合、この期間を利
用して接種しましょう。
※協力医療機関の中には、診療時
　間外に特別に予防接種を実施し
　ているところもあります
※医療機関一覧は県ホームページ
　http://www.pref.fukui.lg.jp/
　doc/kenkou/kodomo-yobou
　sessyu.html まで

と　き　3 月 27 日㊐
　　　　10 時〜11 時 30 分
ところ　福井赤十字病院（福井市）
講　師　齊

さいとう

藤素
も と こ

子さん（同院医師）
内　容　ヨーガセラピー、患者同
　　　　士のおしゃべり会
定　員　40 人（要申込、先着順）
持ち物　敷物（バスタオルなど）、
　　　　動きやすい服装、飲み物
申し込み　福井赤十字病院がん診療
　　　　センター☎ 0776・36・
　　　　3673

　がん患者やその家族の相談、交
流のためのサロンを開催します。
日頃の悩みや不安について、仲間
と気軽に話せます。
と　き　3 月 11 日㊎
　　　　13 時 30 分〜15 時 30 分
ところ　福井県看護協会（福井市）
対　象　がん患者とその家族
内　容　ハンドトリートメントなど
参加費　無料（申込不要）
※詳しくは、県看護協会☎ 0776・
　54・8620

健康管理センター☎ 52・2222

健康管理センター

健康管理センター

くらしの
情報
3 月

しりつとしょかん おはなしかい
と　き　3 月 12 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　3 月 26 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）

旭座開館記念プレ公演 落語会
文化会館☎ 53・9700

「DV 被害者と貧困家庭」
支援の講演会

総務課

認知症予防学習会
認知症の人と家族の会

女性のための話
健康管理センター

ひとり親家庭の皆さんへ
社会福祉課

と　き　3 月 19 日㊏ 開演 14 時
　　　　（開場 13 時 30 分）
ところ　サンホテルやまね（白鬚）
出　演　柳

やなぎや

家喬
きょうたろう

太郎、笑
しょうふくてい

福亭三
さんきょう

喬
料　金　前売 2,500 円
　　　　当日 3,000 円
※前売り券は文化会館で販売　

　DV被害者支援民間団体・すずら
んの会では、「DV被害者と貧困
家庭」支援の講演会を開催します。
と　き　3 月 19 日㊏ 14 時〜 16時
ところ　働く婦人の家（大手町）
講　師　高

たかはし

橋実
み お

生さん（サバイバー
　　　　支援グループ「ファース
　　　　ト・ステップ」代表）
参加費　無料
※問い合わせは、すずらんの会の
　会長・清

し み ず

水さん☎ 090・6275・
　1782

と　き　3 月 19 日㊏
　　　　13 時 30 分〜16 時
ところ　中央公民館（大手町）
内　容　市保健師による講演「認
　　　　知症予防の ABC」など
※料金無料で申込不要
※問い合わせは、家族の会世話人の
　森

もり

さん☎ 090・4213・9446

と　き　3 月 5 日㊏
　　　　13 時 30 分〜15 時 45 分
ところ　福井新聞社風の森ホール
　　　　（福井市）
内　容　女性産婦人科医が語る健
　　　　康の秘訣。女性が知って
　　　　おきたい子宮脱ほか
定　員　先着 150 人（要申込）
※申し込みは福井大学医学部産婦
　人科学教室☎ 0776・61・8392

　市母子寡婦福祉連合会では、今
年小学校に入学する児童と、3月
に中学校を卒業する生徒にお祝い
をしています。対象となる人は下
記まで申し込んでください。
申込先　会長の小

こ す み

角さん☎52・6651
申込期限　3 月 10 日㊍

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。

　本年度まだ特定健診を受診して
いない 40 歳〜74 歳の国民健康保
険加入者は、指定医療機関で個別
に受診することができます。
申し込み　県内の指定医療機関（詳
　　　　しくは健康管理センター）
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
※受診券を紛失した人は再発行で
　きますので、健康管理センター
　まで問い合わせてください

国保加入者の個別特定健診
健康管理センター☎ 52・2222

　宝くじの普及広報事業と
して、（一財）自治総合セン
ターの助成を受け、平成 27
年度は、次の 2団体が備品
などを整備しました。

今富まちづくり協議会
除雪機やコミュニティ活動に
使う印刷機などを整備しました

下田区
太鼓や神楽堂など、神楽を伝承
するための備品を整備しました

コミュニティ助成事業
で整備しました

■問い合わせ  市民協働課☎ 64・6009



広報おばま　平成 28. 3 ❿

くらしの情報●小浜市役所

⓫ 広報おばま　平成 28. 3

�募集�

健康長寿課非常勤職員
地域包括支援センター☎ 64・6015

職　務　介護予防支援業務の給付
　　　　管理に関すること。ほか
　　　　の業務に伴う事務処理
対　象　パソコン操作が可能で、普
　　　　通自動車免許を有する人
報　酬　月額 131,500 円
雇用期間　4 月 1 日〜平成 29 年 3 月
　　　　31 日（更新する場合あり）
勤務時間　週5日（週33時間45分）
勤務先　地域包括支援センター（南川町）
募　集　1 人
試験日　3 月中旬
選考方法　書類審査、面接
申し込み　3 月 10 日㊍までに地域
　　　　包括支援センターへ履歴
　　　　書と作文を提出

農業集落排水処理施設使用料
人員割変動届の提出

上下水道課お客様センター☎ 64・6028

　農業集落排水処理施設の使用料
は人員割制です。家族の人員数に
変更があった場合は、組合長また
は区長の承認印をもらい、「使用料人
員割変動届」を提出してください。
※ 4 月は進学など変動が多い時期
　です。早めの提出をお願いします
※変動届は、上下水道課と各組合
　長宅に設置。市公式ホームペー
　ジからもダウンロード可

と　き　3 月 11 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　桜色黒豆寿司、だし巻き、
　　　　エビの黄金焼き、菜の花
　　　　酢味噌和え、桜餅ほか
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〜3 月編〜
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

下水道の「分離ます」
月 1 回は清掃しましょう

■問い合わせ　上下水道課☎内線 236

　家庭の敷地内に設置されている「分
離ます」には、野菜くずなどのゴミを
除去する機能と、料理や洗い物で流れ
る油脂分などを分離する機能がありま
す。しかし、清掃を怠ると下水道管を
詰まらせる原因になることがあります。
　「分離ます」は、月 1 回程度の定期的
な清掃をお願いします。

分離ます

交通災害共済加入受付中
生活安全課☎ 64・6007

お水送り 交通規制・バス運行
商工観光課☎ 64・6020

　市では、平成 28 年度の交通災害
共済の加入受付をしています。交
通災害共済は、交通事故で被害に
遭ったとき、傷害の程度により見
舞金が支払われる制度です。万一
に備えて、ぜひ加入してください。
受付期間　随時（土日祝日を除く）
共済期間　4 月 1 日〜平成 29 年 3 月
　　　　31 日※ 4 月 1 日以降に
　　　　加入した場合、加入日翌日
　　　　から平成 29 年 3 月 31 日
共済掛金　1人年額500円（日割なし）
加入資格　申込時に、市に住民登録
　　　　をしている人
加入方法　生活安全課か福井銀行の
　　　　県内各支店に、申込書と
　　　　共済掛金を提出

【交通規制】
と　き　3 月 2 日㊌ 19 時〜 21 時 30 分
規制区間　神宮寺交差点〜鵜の瀬橋

【シャトルバス】
と　き　小浜駅発 17 時 45 分
　　　　竜前臨時駐車場発 17 時
　　　　〜18時50分（随時運行）
料　金　小浜駅・神宮寺間は片道
　　　　800 円（往復 1,500 円）
　　　　竜前臨時駐車場・神宮寺
　　　　間は片道 200 円
※帰りの便は神事終了後に鵜の瀬
　ポケットパークから出発

　機器更新対応のため、下記期間
は市民サービスコーナーでの戸籍
に関する諸証明発行ができなくな
ります。
期　間　3 月 26 日㊏、27 日㊐
※住民票、印鑑証明、税証明につ
　いては通常どおり発行可能

　県人事委員会では、県職員や警
察官の業務内容や採用試験制度に
関する説明会を開催します。
と　き　3 月 16 日㊌
　　　　9 時〜警察官志望者対象
　　　　13 時〜県職員志望者対象
ところ　県庁（福井市大手三丁目）
内　容　業務内容の説明や職員と
　　　　のフリートークなど
申込期限　3 月 4 日㊎
※申込方法など詳しくは問い合わ
　せてください

出願期間　3 月 16 日㊌〜18 日㊎、
　　　　25 日㊎、28 日㊊
　　　　いずれも 9 時〜 16 時
※個別相談会は 3 月 13 日㊐開催
※申込方法など詳しくは問い合わ
　せてください

と　き　3 月 6 日㊐ 13 時〜16 時
ところ　若狭健康福祉センター（四谷町）
内　容　法律、心の健康、子育て、
　　　　介護、仕事に関すること
　　　　などの相談に専門家が個
　　　　別で応じます
※相談無料。要事前予約

　市の防災行政無線「戸別受信機」
には、停電時でも緊急放送などが
聞こえるように、乾電池が装填さ
れています。乾電池は、自然放電
などで消耗しますので、定期的な
交換をお願いします。
目　安　電源ランプが、赤色と緑
　　　　色に交互点滅したとき
注意点　乾電池の交換は、電源ス
　　　　イッチを切ってから行っ
　　　　てください
※戸別受信機の放送が聞き取りに
　くい場合は生活安全課まで

市民サービスコーナー 一部休業

県職員・警察官説明会

県立道守高校通信制生徒

悩みごと何でも相談会

戸別受信機乾電池の定期交換を

市民課☎ 64・6017

県人事委員会事務局☎ 0776・20・0593

県立道守高等学校☎ 0776・36・1184

若狭健康福祉センター☎ 52・1300

生活安全課☎ 64・6006

�お知らせ�

電源ランプの赤緑
交互点滅が電池交
換のサインです

受講料　1 万 2 千円（年間 20 回分。講座により教材費などは別途必要）
申込期限　3 月 31 日㊍（人数によっては開講できない場合あり）
※希望があれば託児をします（夜の部を除く）

【講座発表会】

働く婦人の家（咲
さく ら

楽館）では、
本年度の講座発表会を開催し
ます。1 年間の学習の成果を
ぜひご覧ください。
と　き　3 月 13 日㊐
　　　　10 時〜15 時

ところ　働く婦人の家（大手町）

入場料　無料

　　　　※ただし、お茶席の

　　　　　お茶券は 350 円

　　　　　（前売りのみ）

内　容　各講座の展示・体験・

　　　　発表・お茶席など

■問い合わせ　働く婦人の家☎ 52・7002

時間帯 講座名 実施日 内容
午前の部
10 時〜12 時

料理 第 1・3 木曜 季節の食材を使う料理講座です
パッチワーク 第 2・4 土曜 基礎から学び、パッチワークを作ります

午後の部
13 時 30 分
〜15 時 30 分

絵手紙 第 1・3 火曜 水彩画の楽しさ、描画の基本を学びます
和裁 第 1・3 土曜 一針一針縫う楽しみを味わえる着物作りです
ハワイアンキルト

第 2・4 土曜
アップリケが中心のキルティングを学びます

気功＆太極拳 健やかに安らかに心身の活力を高めます

夜の部
19 時 30 分
〜21 時 30 分

ストレッチ 第 1・3 火曜 体をのばして心身ともリラックスできます
楽しいコーラス

第 1・3 水曜
腹式呼吸で楽しく歌ってストレス解消できます

やさしいヨーガ 無理のない動きと呼吸法で心と体を整えます
初級韓国語 第 1・3 木曜 基礎から学ぶやさしい韓国語講座です
着物着付 第 2・4 木曜 着付の基礎を学びます
茶道 第 2・4 金曜 茶道を通じて和の礼儀作法を学びます

働く婦人の家  平成 28 年度年間講座受講生募集！

　日頃より家庭や職場におい
て、ごみの減量化などにご協
力をいただき、ありがとうご
ざいます。
　県では、「おいしいふくい食
べきり運動」を実施し、食べ
残しや期限切れで廃棄される
食品の削減を推進しています。
　市内でも、複数の飲食店が
持ち帰り用パックを提供した
り、お得なサービスデーを実
施したりしています。
　食べきりによる食品ロスの
減量化を目指し、皆さんのご
協力をお願いします。

おいしいふくい食べきり運動

■問い合わせ  環境衛生課☎ 64・6016
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【申請方法】
市民課2番窓口に、以下の①②を持参のうえ、
窓口に備え付けの申請書を提出

①必要書類
　有効期限が確認できる学生証のコピー（両面）

　または、申請年度に発行された在学証明書（原本）

②印鑑（認印）
※前年に仕事をしていて所得がある場合、離
　職票などが必要になることがあります

　国民年金に未加入の人や、学生納付特例な
どの手続きをせず、保険料が未納のままの
人は、万が一病気やけがなどで障がいが残っ
た場合に、障害年金が受けられないことがあ
ります。学生で、保険料を納めることが困難
な人は、必ず申請をしてください。

　日本国内に住んでいる20歳以上 60歳未満の人
は、学生を含めて、すべて国民年金に加入しなけ
ればなりません（厚生年金加入中の人を除く）。
ただし、学生は、「学生納付特例」の申請をして、
承認されれば、国民年金保険料の納付が猶予され
ます。学生納付特例の期間は受給資格期間には含
まれますが、将来受け取る年金額には反映されま
せん。10年以内に納付（追納）することで、この
期間の老齢基礎年金を受け取ることができます。
申請は年度ごとに必要なので注意してください。

国民年金保険料学生納付特例について

■問い合わせ　市民課☎ 64・6018

■平成 28 年度も引き続き学生の場合
　前年度に申請した場合も、改めて申請が必要です。
　4 月以降に申請をお願いします。
　ただし、4 月以降に日本年金機構から送付される
　ハガキ形式の申請書を提出した場合には、改めて
　市役所窓口に申請する必要はありません。

■さかのぼって申請できるようになりました
　平成 26 年 4 月から、保険料の納付期限から 2 年を
　経過していない期間（申請時点の 2 年 1 カ月前）に
　ついて、さかのぼって申請できるようになりました。
　※納付済み期間の申請はできません

　東部地区 4小学校が統合し、平成 31 年 4 月に
開校する新しい小学校の名称が決定しました。
　東部 4地区住民や児童から応募のあった 189 件
の名称から、統合推進委員会や地区のふるさとま
つりで選考された最終 14 候補を、市総合教育会
議にはかり、新しい学校の名称を決定しました。

　行政相談は、公正・中立の立場から、行政な
どへの苦情や意見、要望を受け付け、その解決
や実現を促進するとともに、行政への制度や運
営の改善に生かす仕組みです。専門の相談員に
無料で相談でき、秘密は固く守られます。

【こんなときは、行政相談をご利用ください】

　●どこに相談したらよいか分からない
　●市役所の窓口には行きにくい
　●公共施設が壊れていて危険　など

　※今月の行政相談の日時は、P19を参照

行政相談をご利用ください 新しい学校の名称が決まりました

■問い合わせ　市民協働課☎ 64・6009 ■問い合わせ　教育総務課☎ 64・6031

小浜美郷小学校の完成イメージ図
行政相談についての小学校出前教室（左／遠敷
小学校・2 月 16 日、右／加斗小学校・2 月 17 日）

「小浜市立　小浜美
み さ と

郷小学校」

【決定理由】「小浜の美しい郷
ふるさと

土」として、東
部 4 地区の田園風景がイメージできる。自
分たちが住む郷土に誇りを持って子どもたち
に学んでほしいとの思いが込められている。

　税制改正により、平成 28 年度から次の車種の
税額が引き上げられます。

軽自動車税の税率改正について

■問い合わせ　税務課☎ 64・6004

【軽自動車税のグリーン化特例（軽課）について】
　平成 27年度中に新規登録した三輪以上の車両で排出ガ

ス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに

対し、性能に応じて28年度の軽自動車税が軽減されます。

※初度検査年月は自動車検査証に記載

①電気自動車・天然ガス自動車　②乗用：平成 32 年度燃費基準

＋ 20％達成車、貨物：27 年度燃費基準＋ 35％達成者　③乗用：

32 年度燃費基準達成車、貨物：27 年度燃費基準＋ 15％達成車

※②③はガソリン・ハイブリッド車であり、平成 17 年輩出

　ガス基準 75％低減達成車（★★★★）に限る

※各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載

【三輪、四輪の軽自動車】
　平成 27 年 4 月 1 日以降に新規登録する車両（初

めて車両番号の指定を受けた車両）から新税率が適

用されます。

　同年 3 月 31 日までに新規登録した車両は、登録

後 13 年まで現行税率のままです。

　初めて車両番号の指定を受けた月（初度検査年月）

から 13 年を経過した車両（電気軽自動車などを除

く）は 28 年度から次の表の経年重課の税率が適用

されます。28 年度は初度検査年月が平成 14 年以

前の車両が対象です。

車種区分 税率（年額）
右記以外の車両 75％軽減① 50％軽減② 25％軽減③

三輪 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

四輪
乗用

自家用 10,800 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円
営業用 6,900 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円

四輪
貨物

自家用 5,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円
営業用 3,800 円 1,000 円 1,900 円 2,900 円

車種区分
税率（年額）

平成27年 3月 31日
までに新規登録した車両

平成 27年 4月 1日
以降に新規登録する車両

登録後 13年超
（経年重課）

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四輪
乗用

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

四輪
貨物

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

【原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車】

車種区分
税率（年額）

改正前
（27年度まで）

改正後
（28年度以降）

原動機付

自転車

排気量 50cc 以下 1,000 円 2,000 円
50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円
90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円
ミニカー（50cc 以下） 2,500 円 3,700 円

二輪車
軽自動車

（125cc 超 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円

小型自動車（250cc 超） 4,000 円 6,000 円

小型特殊

自動車

農耕作業用 1,000 円 2,000 円
その他

（フォークリフトなど） 5,000 円 5,000 円
（30 年度以降 5,800 円）

決
定

相
談

　地上デジタル放送やインターネット、スマート
フォンなどの普及に伴い、いつでも手軽に天気情
報が確認できるようになりました。
　このことにより、チャンネルO自主放送（092ch）
で放送中の「お天気チャンネル」は、平成 28 年 3
月31日㊍をもって放送を終了させていただきます。
　長年、視聴いただきありがとうございました。
　現在使っているテレビで、データ放送により引
き続き天気情報が確認できます。

チャンネル O お天気チャンネル
放送終了のお知らせ

■問い合わせ　(株)ケーブルテレビ若狭小浜☎ 52・7200

【データ放送の見方】

NHK や民放各局のデータ放送では、天気予報を
はじめ、番組情報やニュースなどさまざまな情報
を受け取ることができます。

※データ放送は、テレビをつけてリモコンの「d ボタ
　ン」（リモコンによって異なります）を押せば、視聴
　することができます

データ放送画面（見本）

リモコンに
付いている
d ボタンで
視聴が可能

各
種
の
お
知
ら
せ


