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く
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情 報
【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】

（４月１日現在）
●人口　　　　　　  32,309 人 
　　　　（前月比　　　 -117 人）
　　　（前年同月比　　-203 人）
　　　　　　男性　  15,674 人
　　　　　　女性　  16,635 人
●異動　　　転入　　　174 人
　　　　　　転出　　　281 人
　　　　　　出生　　　  17 人
　　　　　　死亡　　　  27 人
●世帯数　　　　  11,768 世帯

健康・福祉

結核（BCG）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 19 年 12 月、同 20 年
　１月生まれ（通知します）
とき　５月２日㊎
ところ　健康管理センター
受付　12 時 50 分〜 13 時 15 分　

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

　年に一度の健康チェックをお忘
れなく。　
とき　５月 30 日㊎
ところ　健康管理センター
検診内容　基本健診、がん検診　
　（胃・大腸・肺・子宮・前立腺）、
　Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、骨
　検診
申込期限　５月 20 日㊋
※本年度から、40 歳〜 74 歳の
方の基本健診には、各医療保険者
が発行する特定健診受診券が必要
となりました

生活習慣病　日曜検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき　６月８日㊐
ところ　健康管理センター
検診内容　基本健診、がん検診　
　（胃・大腸・肺・乳・子宮・前
　立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス
　検査、骨検診
申込期限　５月 29 日㊍

第４期麻しん風しん混合
予防接種の医療機関が追加

健康管理センター☎ 52・2222

　４月１日から始まっている「第
４期麻しん風しん混合予防接種」
の医療機関が追加になりました。
●杉田玄白記念公立小浜病院
※予約が必要（☎ 52・0990）

マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき　５月 14 日㊌
内容　音楽療法〜体と心をリラッ
　クス〜
とき　５月 28 日㊌
内容　助産師さんと話そう、妊婦
　体操
ところ　健康管理センター
受付　13 時 15 分〜 13 時 30 分

生　　活

情報公開・個人情報保護制度
企画調整課☎内線 345

【情報公開制度】
　市では、開かれた市政を推進す
るため公文書を公開しています。
平成 19 年度は 37 件の公開請求が
あり、次のように公開しました。
●公開および一部公開　　31 件
●非公開　　　　　　　　６件
●不服申し立て　　　　　１件

【個人情報保護制度】
　市では、個人情報を適正に取り
扱い、プライバシーの保護に努め
ています。個人情報を取り扱う事
務として 320 件を登録しています
が、平成 19 年度は個人情報の開
示、訂正などについての請求はあ
りませんでした。

事務事業評価の結果を公表
企画調整課☎内線 343

　事務事業評価とは、市が行って
いる事業について「必要性・有効
性・効率性」を評価し、各事業の
改善や見直しをする手法です。
　評価結果については、企画調整
課と市民サービスコーナーで公表
しています。

【平成 19 年度評価対象事業数】
　＝ 247 事業

一時預かり保育を実施
社会福祉課☎内線 188

　保護者の急な用事、病気、冠婚
葬祭などで子どもを保育できない
ときにご利用ください。　
対象　市内在住の小学３年生以下
料金　０歳児　　　350 円／時間
　　　１〜６歳児　300 円／時間
　　　７〜９歳児　150 円／時間
※児童が３人以上いる世帯の第３
子以降３歳未満の児童は無料
● NPO 法人わくわくくらぶ

　生守☎ 56・4880
●あそびの家はーとぽっぽ
　つばき回廊商業棟☎ 52・7667

●三びきのこぶた保育園
　遠敷八丁目☎ 56・3833

申し込み　各施設へ

市営駐車場パスカード発行
総合防災課☎内線 475

　６月、７月分のパスカードを発
行します。　
とき　５月 26 日㊊　８時 30 分〜
ところ　１階臨時窓口（９時 30
　分以降は総合防災課）

【大手第二駐車場】
　枚数　35 枚（先着順）

【広峰駐車場】
　枚数　160 枚（先着順）

【駅前駐車場】
　枚数　40 枚（先着順）
料金　それぞれ 10,500 円

手数料などの徴収事務を委託
各担当課

　市では、政令に基づいて、次の
とおり手数料・使用料などの徴収
事務を委託しました。
●サイクリングセンター自転車使
　用料＝杉本幸隆さん、小川秀雄
　さん　　　　   観光交流課☎内線 265

●濱の湯入浴料＝イワシタ商事（株）
食文化館☎ 53・1000

児童手当を受給するには
申請が必要です

社会福祉課☎内線 188

　児童手当は、小学校修了までの
児童を養育している人で、前年の
所得が一定額未満の人に支給され
ます。

【現在受給している人】
　６月中旬に現況届を送付します
ので、同 30 日までに提出してく
ださい

【現在受給していない人】
　平成 19 年中の所得によっては
受給できる場合があります。５月
中に申請手続きをしてください

軽自動車税の減免申請
税務課☎内線 136

　軽自動車税の減免申請は毎年必
要です。　
対象　①身体障害者が使う軽自動
　車　②身体障害者や知的障害者
　らと生計を共にする家族が、障
　害者のために使う軽自動車（通
　院証明書などが必要）
その他　障害の等級によっては減
　免を受けられないことがありま
　す。また、自動車税（普通自動
　車）の減免や福祉タクシー券と
　重ねて受けることはできません
持参品　①身体障害者手帳、療育
　手帳、精神障害者保健福祉手帳
　のいずれか　②運転免許証　③
　車検証　④印鑑
申請期限　５月 26 日㊊

浄化槽設置者の四大義務
上下水道課☎内線 235

　浄化槽設置者には、次のことが
義務付けられています。
●法定検査（有料、年１回）
●保守点検（有料、４カ月に１回）
●清掃（有料、年１回）
●日常の管理

戸籍・住民票の請求範囲が
限定されます

市民生活課☎内線 153

　本人になりすまし、虚偽の届け
出や各種証明書を不正請求する事
件が全国的に多発しています。こ
のため市では、５月１日から窓口
で「本人確認」をさせていただく
ことになりました（広報おばま４
月号に掲載）。
　また、戸籍謄本、住民票の写し
などの請求につきましては、個人
情報保護に十分留意した制度を再
構築するため、請求できる範囲は
下記のとおり、一定要件に該当す
る場合のみに限られます。

【戸籍謄本などの請求範囲】
①戸籍に記載されている者、その
　配偶者、直系親族
②国、地方公共団体の手続きに必
　要な場合など、正当な理由があ
　るとき

【住民票の写しなどの請求範囲】
①本人または本人と同一世帯に属
　する者
②国、地方公共団体の機関
③住民票の記載事項を確認するに
　ついて正当な理由がある者

人権擁護委員の委嘱
総務課☎内線 353

　４月１日付けで法務大臣から、
次の方に人権擁護委員の委嘱があ
りました（敬称略）。　
●田村由美子
　（水取四丁目　☎ 53・0676）
※毎月第三水曜日に開設している
特設人権相談は、５月から「働く
婦人の家」に変更となります。子
どものいじめ、DVなど、気軽に
相談してください
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河川に汚濁水を流さないで
農林水産課☎内線 288

　最近、農作業などによる汚濁水
が河川へ流れ込んでいます。水の
濁りは、河川の保全やアユなど魚
類のそ上に悪影響を及ぼしますの
で、汚濁水が流れ込まないよう細
心の注意を払って作業をしてくだ
さい。

海での緊急電話は118番へ
総合防災課☎内線 475

　テロリストなどの不法入国、爆
発物などの密輸入を未然に防止す
るため、沿岸周辺海域の監視警戒
活動強化に取り組んでいます。次
のようなときは、緊急電話「118
番」へお願いします。
●海での事件、事故を発見したと
　き
●見慣れない船や無灯火の不審な
　船を発見したとき
●不審な事象を発見したとき

乾燥肥料のプレゼント
衛生管理所☎ 52・1522

　し尿を処理したあとに出来る
「乾燥肥料（果樹や野菜の栽培に

最適）」を無料で配布します。１
人 20 袋までで、なくなりしだい
終了します。
※開封後はできるだけ早く散布
し、必ず覆土してください
とき　５月 11 日㊐　
　　　　８時 30 分〜 14 時
ところ　衛生管理所（荒木）

赤十字事業にご協力を
社会福祉課☎内線 182

　日本赤十字社は、支援を必要と
する人に広く愛の手を差し伸べる
ためさまざまな活動を行っていま
す。その活動は、皆さんから寄せ
られる支援金に支えられていま
す。温かいご支援、ご協力をお願
いします。　
受付期限　９月 30 日㊋

募　　集

庁舎食堂の入居者
財政課☎内線 332

　庁舎１階の食堂（約 150㎡）で
営業していただく方を募集しま
す。

【入居資格】
　４月１日現在、小浜市に住所を
有しており、食堂を経営している
か経営経験のある法人または個人

【営業可能時間】
　９時〜 22 時

【営業品目】
　めん類、丼物、弁当などの和洋
食、喫茶類

【その他】
　保証金、使用料、経費など詳し
くは財政課へお尋ねください

【申込期間】
　５月１日㊍〜 23 日㊎

郷土の偉人顕彰会会員
世界遺産推進室☎内線 442

　市では、郷土の偉人の業績をた
たえ顕彰する中で、その人となり
を学び、ふるさと文化の向上と誇
りの持てるまちづくりを推進する
ため、「小浜市郷土の偉人顕彰会」
を設立しています。郷土の偉人に
ついて学びたい人、興味のある人
はぜひご加入ください。顕彰祭な
どの案内をさせていただきます。
年会費　法人会員＝ 10,000 円
　　　　個人会員＝ 1,000 円

短期講座「源氏物語をよむ」
働く婦人の家☎ 52・7002

第１回　５月 27 日㊋「桐壺」
第２回　６月 10 日㊋「若紫」
第３回　６月 24 日㊋「明石の君」
　各回 14 時〜 15 時 30 分
ところ　働く婦人の家
定員　各 10 人
受講料　無料
申込期限　５月 25 日㊐
※お子さんを預かります

仕事と子育て両立支援セミナー
働く婦人の家☎ 52・7002

とき　６月４日㊌
　13 時 30 分〜 15 時 30 分
ところ　働く婦人の家
定員　15 人
受講料　無料
申込期限　５月 31 日㊏
※お子さんを預かります

河川愛護モニター
福井河川国道事務所北川出張所☎ 56・1764

活動内容　河川の状況報告（月１
　回）、モニター会議への参加（年
　１回）など
委嘱期間　７月１日から１年間
応募資格　20 歳以上で、北川か
　らおおむね５㌔以内に住んでい
　る人
報酬　月額 4,580 円
応募期限　５月 31 日㊏

鯖街道体験ウオーキング
鯖街道体験ウオーキング実行委員会

とき　５月 24 日㊏〜 25 日㊐
コース　いづみ町〜根来坂〜小入
　谷〜久多（宿泊）〜オグロ坂〜
　花脊峠〜京都出町柳
定員　30 人
参加費　20,000 円
申し込み　事務局の杉谷長昭さん
　☎ 52・0906 へ

クリーンアップふくい大作戦
環境衛生課☎内線 143

　市内全域で「クリーンアップふ
くい大作戦」を実施します。　
とき　６月１日㊐　※雨天決行
その他　当日、不法投棄のごみ、
　草刈りで刈った草木をごみ処理
　場で受け入れます。持ち込み時
　間は、８時 30 分から 12 時まで
　です
▶燃やすごみ→クリーンセンター
▶不燃物ごみ→リサイクルプラザ
※家庭・事業所からのごみは持ち
込めません。また、荒天などで清
掃活動を中止した区を対象とした
振替開放は実施しません

緑の募金にご協力を
農林水産課内市緑化推進委員会☎内線 288

　市緑化推進委員会では「緑の募
金運動」を行っています。寄せら
れた募金は、地域の緑化や子ども
たちの体験学習などに役立てられ
ます。
受付期限　６月 30 日㊊
※各区長を通じて集めさせていた
だきます

冬眠明けのクマに注意
農林水産課☎内線 288

　クマは４月上旬ごろ冬眠から覚
め、食べ物を求めて活発に活動し
ます。市内の山はクマの生息地で
あるため、クマに遭遇しないよう
次のことに注意してください。
●クマが出てきそうな場所には近
　づかない
●朝と夕方は元気に動くので、特
　に注意する
●山では鈴などを鳴らしながら歩
　く
●子グマを見たらそっと離れる

★差し押さえ物件を公売します★
　次の土地と家屋を一括で公売します。購入希望者（法人可）は、
入札保証金 120 万円を持参して入札してください。見積価額以上の
最高価額入札者が買受人となります。詳細は、市公式ホームページ
をご覧ください。

【土地】　　　　　　　　　　　　　　【家屋】
　所在地番…水取二丁目 106 番９　　　床面積…67.01㎡
　地積…329㎡　　　　　　　　　　　  構造…木造瓦葺平屋建
●入札日時　５月 14 日㊌　10 時〜 10 時 20 分
●入札場所　市役所４階入札室
●見積価額　1,193 万円

※家屋には、平成 22 年８月 19 日まで定期賃借権（賃貸契約の更新
なし）があり、買受人は契約終了時に 25 万円の敷金返還債務を負
いますが、毎月 68,000 円の家賃収入があります。また、賃借期間
後は買受人が物件を自由に使用できます。
★５月から、差し押さえ物件のネットオークションを開始します★
■問い合わせ　税務課　☎内線 138

成人識別たばこ自販機導入
税務課☎内線 137

　未成年者の喫煙防止を徹底する
ため、福井県では６月から、すべ
てのたばこ自動販売機が「成人識
別たばこ自動販売機」に変わりま
す。自動販売機でたばこを購入す
るときは、専用のＩＣカード（タ
スポ）が必要になります。
※タスポの発行手数料、年会費な
どは無料です
問い合わせ　タスポ運営センター
　☎ 0120（222）180

小浜城復元市民の会会員
世界遺産推進室☎内線 445

　同会では、近世の文化財である
小浜城跡への天守閣の復元を目指
し、講演会を開催するなど広報活
動を行っています。平成 19 年度
はこのほか、酒井忠勝公歴史漫画
パンフレット、小浜城天守閣復元
イラスト図クリアホルダーを会員
の皆さんに配布しました。
　本年度も引き続き会員を募集し
ています。ぜひご加入ください。
年会費　一般＝ 1,000 円
　　　　賛助会員＝ 10,000 円以上

エスペラント語講習会
福井エスペラント会

　世界共通語エスペラントを学び
ませんか。英語より易しく、世界
中の人々と心を通わすことのでき
る、平和のためのことばです。
とき　５月 14 日㊌〜６月 18 日㊌
　の毎週水曜日　19 時 30 分〜 21
　時
ところ　中央公民館
受講料　2,000 円
申し込み　講師の北川昭二さん
　☎ 56・0189 へ

梅田雲浜先生顕彰祭

（昨年６月 25 日・働く婦人の家）
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「季節の調理体験  〜皐月編〜」

　食文化館では、１人でも参加できる料理講習会
を開催しています。

　◆とき　５月 12日㊊、16 日㊎　10 時〜
　　　　　15日㊍　14 時〜　　　　　
　◆内容　エンドウ豆ごはん、サバの黄金焼き、
　　　　　ワカメと青ジソのしょうゆ和え、
　　　　　おからコーンスープ、梅ゼリー
　◆定員　各 30人　◆参加費　600円

食文化館ガイド 食文化館
　☎ 53・1000

鉄道新線・公共交通課
　☎内線 279公 共 交 通  だより

小浜線臨時列車を運転します
　ＪＲでは、「ちりとてちん」放映に合わせて昨
年 10月から臨時列車を運転してきましたが、引
き続き下記の期間、継続して運転します。

【６月１日㊐までの土・日・祝日】

●敦賀 10 時 00 分発 → 小浜 10 時 52 分着 → 東舞鶴 11 時 42 分着
●東舞鶴 12 時 15 分発 → 小浜 12 時 52 分着
●小浜 10 時 54 分発 → 敦賀 12 時 01 分着

春季市民グラウンドゴルフ大会
体育課☎ 53・0064

とき　５月 17 日㊏　９時 30 分〜
ところ　総合運動場
定員　先着 64 人
参加費　無料
申込期限　５月 14 日㊌

スポーツ

食文化館「ゴールデン・ウイークのイベント」
　●絵本を食べよう（絵本の読み聞かせとおやつ作り）
　　とき　５月４日㊗　10 時 30 分〜
　　対象　保育園（幼稚園）年中児以上
　　定員　20 人
　　参加費　300 円
　○チャリンコ紙芝居やさん
　　とき　５月４日㊗　14 時〜
　●親子で「かしわ餅」づくり
　　とき　５月５日㊗　10 時 30 分〜
　　講師　都菓子舗の寺井藤一朗さん
　　対象　保育園（幼稚園）年長児以上と保護者
　　定員　15 組 30 人
　　参加費　１組 800 円
　○「はたらく乗り物」大集合
　　とき　５月５日㊗　13 時〜 14 時 30 分
　　内容　警察車両、消防車両、海上保安庁の巡視艇　ほか

　●は申し込みが必要です。食文化館☎ 53・1000 へ　　

市民山のぼり大会
体育課☎ 53・0064

とき　５月 25 日㊐　
　８時 30 分〜 15 時
行き先　小栗山頂（下根来）
対象　小学５年生以上
定員　50 人
集合　旧下根来小学校
申込期限　５月 19 日㊊

女性バドミントン教室
体育課☎ 53・0064

とき　６月６日㊎〜８月８日㊎の
　毎週金曜日　19 時 30 分〜 21 時
ところ　市民体育館
定員　先着 20 人
受講料　1,500 円
申込期限　５月 30 日㊎

ラージボール卓球教室
体育課☎ 53・0064

とき　５月 29 日㊍〜７月１日㊋
　の毎週火・木曜日　19 時〜 21 時
ところ　市民体育館
定員　先着 15 人
受講料　1,500 円
申込期限　５月 23 日㊎

たのしいあそびうた
中央公民館☎ 53・1326

　昔の遊び、わらべうたなどを楽
しみませんか。
とき　５月〜 10 月の毎月第４日
　曜日　10 時〜 12 時
ところ　働く婦人の家ほか
対象　小学１〜３年生
参加費　200 円
申込期限　５月 16 日㊎

平成 20 年度　キッズ・キッチン「拡大編 」
と　　き 時　　間 テーマ 受け付け 献　　立

６月 15日㊐ 10時〜 12時 郷土料理
（御食国のごちそう）

５月 26日〜
６月６日

浜焼きサバのちらし寿司、レンコダイの吸
い物、若狭ワカメとキュウリの酢の物、
くずまんじゅう、釜いり茶

８月 10日㊐ 10時〜 12時 体に優しいおやつ ７月 22日〜
７月 31日

米粉のチヂミ、米粉のドラ焼き、
２色のゼリー、釜いり茶

９月７日㊐ 10時〜 12時 お魚大好き ８月15日〜
８月 25日

かまど炊きごはん、浜焼きサバ汁、
お魚の蒲焼き、越のルビーのサラダ、
釜いり茶

10月４日㊏ 10時〜 12時 イカの秘密 ９月12日〜
９月 22日

イカごはん、イカハンバーグ、きのこソテー、
エンペラと小松菜のみそ汁、釜いり茶

11月 24日㊗ 10時〜 12時 栄養バランスの
よい食事（弁当）

11月４日〜
11月 14日

雑穀ごはん、手作りふりかけ、豆腐つくね、
きのこのソテー、おひたし、釜いり茶

12月 14日㊐
10時〜 12時 行事食

（おせち料理）
11月 25日〜
12月５日

小浜のお雑煮、サツマイモのきんとん、
煮しめ、紅白なます、大福茶14時〜 16時

　平成21年
２月 15日㊐ 10時〜 12時 豆のパワー １月26日〜

２月６日
黒豆ごはん、手作り豆腐、おからコロッケ、
白玉きな粉だんご、みそ汁、釜いり茶

　平成 21年
３月８日㊐ 10時〜 12時 お箸のマナー ２月17日〜

２月 27日
菜飯、そうめんの吸い物、ビーンズサラダ、
レンコダイの塩焼き、釜いり茶

【対象】
　保育園（幼稚園）の年中・年長児、
小学１年生

【定員】
　各回 20 人

【申込方法】
　往復はがきに「参加する子どもの
氏名、年齢、住所、電話番号、通っ
ている保育園（幼稚園）または小学
校名、利き手、アレルギーの有無、
保護者氏名、参加希望日時」を記入
し、申込期間中必着で下記へ。申し
込みが定員を超えた場合は抽選とな
ります
　〒 917-8585　
　小浜市大手町６番３号　
　食のまちづくり課
※献立は変更する場合があります

食育サポーター募集
　食育サポーターは、主に幼児の料理教室「キッ
ズ・キッチン」、小学生の料理教室「ジュニア・
キッチン」の企画・運営を行っています。食育
事業をますます発展させていくため、いっしょ
に活動していただける方を募集しています。

【対象】
　市が推進する食育事業に熱意を持ってかかわ
ることのできる人

【ところ】
　食文化館キッチンスタジオ

【報酬】
　有り

【申し込み】
　食のまちづくり課へ履歴書を提出してくださ
い。５月 20 日㊋必着


