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く
らしの

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】

（７月１日現在）
●人口　　　　　　  32,273 人 
　　　　（前月比　　　 -13 人）
　　　（前年同月比　　-203 人）
　　　　　　男性　  15,665 人
　　　　　　女性　  16,608 人
●異動　　　転入　　　  58 人
　　　　　　転出　　　  61 人
　　　　　　出生　　　  18 人
　　　　　　死亡　　　  28 人
●世帯数　　　　  11,786 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 20 年４月生まれ（通
　知します）と同 20 年３月以前
　の生まれで６カ月未満の未接種
　のお子さん（要申込）
とき　８月１日㊎
ところ　健康管理センター
受け付け　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、ところ　８月 19 日㊋＝宮
　川公民館、26 日㊋＝交流ター
　ミナルセンター、９月５日㊎＝
　口名田公民館、８日㊊＝サン・
　サンホーム小浜
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。26 日は乳がん検診あり。
　９月５日はがん検診のうち肺・
　前立腺検診はありません　
申込期限　検診日の 10 日前
※ 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です

生活習慣病　土曜検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき、ところ　８月 30 日㊏＝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　８月 20 日㊌

木造住宅の耐震診断、耐震
改修工事を支援

都市整備課☎内線 247

①耐震診断（一般診断）
　…個人負担＝ 3,000 円
②補強プラン（一般診断）
　…個人負担＝ 3,000 円
③耐震診断・補強プラン（伝統的
　構法：筋かいのないもの）
　…個人負担＝ 20,000 円
④耐震改修助成
　…補助限度額＝ 600,000 円
対象建物　昭和 56 年５月以前に
　建てられた地上３階以下の木造
　住宅
申込期間　８月 11 日㊊〜９月 29
　日㊊

県立移動美術館　小浜展
福井県立美術館☎ 0776（25）0452

とき　８月６日㊌〜 17 日㊐
　　　　９時〜 17 時
ところ　若狭歴史民俗資料館
内容　新収蔵品の紹介、福井の洋
　画家
料金　一般・大学生＝ 100 円、高
　校生以下・70 歳以上・障害者
　手帳などを持っている人＝無料

児童扶養手当、特別児童扶
養手当をご存じですか

社会福祉課☎内線 185

【児童扶養手当】
支給対象…父と生計を共にしてい
　ない児童の母、または母に代
　わってその児童を養育している
　人（父が一定の障害の状態にあ
　る場合も支給されます）
該当児童…18 歳の誕生日を迎え
　た後の最初の３月 31 日までの
　間にある児童、または 20 歳未
　満で法に定める程度の障害があ
　る児童
手当…前年の所得に応じて算定さ
　れます
手続き…請求手続きと毎年８月中
　に現況届が必要です

＊
【特別児童扶養手当】
支給対象…精神または身体に障害
　がある児童を監護する父または
　母、もしくは父母に代わってそ
　の児童を養育している人
該当児童…20 歳未満で１級また
　は２級の障害がある児童（所定
　の診断書が必要。障害年金受給
　者と施設入所者は対象外）
手当…
　１級障害児＝ 50,750 円（月額）
　２級障害児＝ 33,800 円（月額）
手続き…請求手続きと毎年８月中
　に現況届が必要です

＊
※児童扶養手当、特別児童扶養手
当とも所得制限があります。手当
を受給しようとする人（同居して
いる配偶者や扶養義務者も対象）
の前年所得が一定額以上ある場合
は、支給額の一部または全額が停
止となります

生　　活

募　　集

マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき　８月６日㊌
内容　音楽療法〜体と心をリラッ
　クス〜
とき　８月 27 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
受け付け　13時15分〜13時30分

人権擁護委員を委嘱
総務課☎内線 353

　法務大臣から７月１日付けで、
次の方に人権擁護委員の委嘱があ
りました（敬称略）。
仲
なかつか

塚文
ふ み お

雄（口田縄）☎ 58・0159

労使間のトラブル解決を支援
福井労働局☎ 0776（22）3363

　解雇、退職勧奨、懲戒、出向、
配置転換、人事考課、労働条件の
引き下げ、セクハラ、嫌がらせな
ど、職場のトラブルで悩んでいま
せんか。福井労働局が解決のお手
伝いをします。

植物の名前を調べる会
市立図書館☎ 52・1042

とき　８月 23日㊏　10時〜 16時
ところ　市立図書館
対象　小・中学生
持ち物　植物の標本、筆記用具

若狭食品衛生フェア
若狭食品衛生協会☎ 52・1300

とき　８月１日㊎　10 時〜
ところ　食文化館
内容　親子料理教室、紙芝居、食
　品衛生クイズ、アトラクション
　（YOSAKOI、太鼓演奏、歌）

納　期 納期限 保険料種別・期別

７月 ７月 31 日 介護第１期、後期高齢者第１期

８月 ９月１日 後期高齢者第２期

９月 ９月 30 日 介護第２期、後期高齢者第３期

10 月 10 月 31 日 介護第３期、後期高齢者第４期

11 月 12 月１日 後期高齢者第５期

12 月 平成 21 年１月５日 介護第４期、後期高齢者第６期

平成 21 年１月 平成 21 年２月２日 後期高齢者第７期

平成 21 年２月 平成 21 年３月２日 後期高齢者第８期

●平成20年度　保険料カレンダー●

　※年金天引きではなく、納付書で納めていただく人が対象です。
　●介護＝介護保険料　●後期高齢者＝後期高齢者医療保険料

親子で楽しむ　夏休みまち
なかウオーキング

世界遺産推進室☎内線 442

とき　８月２日㊏　９時〜 12 時
コース　雲浜公民館（交流ターミ
　ナルセンター）→小浜城跡→梅
　田雲浜生誕地→雲城水→梅田雲
　浜墓前→雲浜公民館（約６㌔）
対象　小学４年生以上の児童と保
　護者 30 組
参加費　無料
申し込み　世界遺産推進室　

子ども携帯電話安全教室
働く婦人の家☎ 52・7002

とき　９月４日㊍　19 時 30 分〜
　21 時
ところ　働く婦人の家
内容　子どもを有害情報から守る
　ため、携帯電話のフィルタリン
　グサービス、時間帯制限サービ
　スなどを学ぶ
定員　15 人
講師　携帯電話インストラクター
申込期限　８月 31 日㊐



公立若狭高等看護学院の入試
公立若狭高等看護学院☎ 52・0162

【推薦入学試験・社会人入学試験】
受付期間　９月８日㊊〜 10 月３
　日㊎
試験日　10 月 20 日㊊
結果発表　10 月 31 日㊎
※社会人入学試験は、昭和 49年
　４月２日以降に生まれた人

【一般（前期）入学試験】
受付期間　11 月４日㊋〜 28 日㊎
試験日　12 月 11 日㊍、12 日㊎
結果発表　12 月 26 日㊎

【一般（後期）入学試験】
受付期間　平成 21 年１月５日㊊
　〜 15 日㊍
試験日　同 21 年１月 23 日㊎
結果発表　同 21 年２月２日㊊

やさしい数学教室
教育総務課☎内線 424

　教育委員会では、やさしい数学
教室を開催しています。元教員が
わかりやすく指導します。
とき　毎週日曜日　９時〜 11 時
　　　（第三日曜日は休み）
ところ　中央公民館
対象　中学１年生
参加費　無料
持ち物　筆記用具、ノート

介護支援専門員試験
健康長寿課☎内線 161

試験日　10 月 19 日㊐　10 時〜
ところ　福井大学文京キャンパス
受験料　7,000 円
申込期間　７月 28 日㊊〜８月８
　日㊎　
申し込み　福井県社会福祉協議会
　福祉の人づくり支援課
　0776（21）2294
※申込書は、若狭健康福祉セン
ター、市社会福祉協議会、健康長
寿課にあります
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下水道いろいろコンクール
上下水道課☎内線 236

　市では、下水道いろいろコン
クールに出品していただく作品を
募集しています。
●ポスター部門
　小・中学生に限る。Ｂ４〜Ａ２
判で、「９月 10 日下水道の日」の
文字を入れること
●作文部門
　小・中学生に限る。400 字詰原
稿用紙（低学年３枚以内、高学年
４枚以内、中学生５枚以内）に自
筆で
●標語部門
　応募資格なし。官製はがきまた
はＥメールで
jyougesuidou@ht.city.obama.fukui.jp
●新聞部門
　小・中学生に限る。Ｂ４〜模造
紙大に自由に表現してください
応募期限　９月５日㊎
作品展示　10 月上旬〜下旬

母子家庭の就業支援講習会
社会福祉課☎内線 186

　NPO 法人就業支援ネットワー
ク福井支部では、母子家庭の母や
寡婦を対象に、就業支援講習会（パ
ソコン講習）を開催します。

【ワードコース】
とき　９月 21 日㊐〜 12 月７日㊐
　の日曜日　10 時〜 17 時
　（全 10 回）

【エクセルコース】
とき　９月 20 日㊏〜 12 月６日㊏
　の土曜日　10 時〜 17 時
　（全 10 回）
ところ　いずれも敦賀短期大学
定員　各 15 人
費用　各5,000円（テキスト代のみ）
申込期限　いずれも９月８日㊊
申し込み　NPO法人就業支援　
　ネットワーク福井支部
　☎ 0776（68）1643

初球マレットゴルフ教室
体育課☎ 53・0064

とき　８月 21 日㊍〜９月 18 日㊍
　の毎週月・木曜日
　９時 30 分〜 11 時 30 分　
ところ　総合運動場
定員　20 人
受講料　1,500 円
申込期限　８月 18 日㊊

姉妹都市交流親善少年野球大会
体育課☎ 53・0064

　奈良市、韓国慶州市、小浜市か
ら１チームずつ参加します。
とき　８月 23 日㊏
ところ　総合運動場

地区対抗バスケットボール大会
体育課☎ 53・0064

とき　８月 30 日㊏、31 日㊐　
ところ　市民体育館

「季節の調理体験  〜葉月編〜」

　食文化館では、１人でも参加できる料理講習会
を毎月開催しています。

【とき】　８月７日㊍、11 日㊊　10 時〜
【内容】　麦ごはん、豚肉とナスの煮込み、
　　　　キュウリとトマトのカレーマリネ、　　
　　　　米粉すいとん、クズきり
【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

あいあいバス　お盆は運休します
●運休期間：８月12日㊋〜16日㊏
　ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願
いします。

　毎月第２・第４金曜日は「カー・セーブ
デー」。環境に優しい公共交通機関を利用
しましょう。

スポーツ

命のかたち展　絵画作品
文化生涯学習課☎内線 433

　市が推進する食のまちづくり関
連企画ですが、趣旨に沿っていれ
ば食には限定しません。画材、表
現方法は自由です。創意あふれた
作品をお寄せください。

【一般の部】
　１人１点。50 号Ｓ（116.7㌢×
　116.7㌢）以内

【小・中学生の部】
　１人１点。四つ切り画用紙
出展料　無料
応募期限　10 月 31 日㊎
作品の搬入　11 月７日㊎〜 14 日
　㊎にヤマト運輸（株）小浜木崎
　宅急便センター　☎ 56・2160

次世代育成支援行動計画
の策定委員

社会福祉課☎内線 188

　市では、現在子育てをされてい
る、または今後子育てをされる予
定の皆さんを支援する「次世代育
成支援行動計画」の策定委員を募
集しています。
募集　市内在住で、現在子育て中
　の男性、女性各１人
応募期限　８月 27 日㊌

伝統工芸を体験しよう
商工振興課☎内線 225

　若狭工房では、小浜の伝統工芸
（若狭塗、若狭和紙、若狭めのう
細工、若狭粘土瓦）が無料で体験
できる「夏休み子ども自由研究相
談室」を開催します。
とき　８月 19 日㊋　
　　　　10 時〜／ 13 時 30 分〜
ところ　食文化館
対象　小・中学生
募集　午前の部、午後の部とも業
　種ごとに各 20 人
参加費　無料

手話奉仕員養成講習会
社会福祉課☎内線 186

とき　８月 21 日㊍〜 10 月 23 日
　㊍の毎週木曜日　19 時〜 21 時
　（全 10 回）
ところ　文化会館
受講料　無料

第10回　内外海マラニック
小浜走友会事務局の北村さん☎ 56・2070

　マラニックは、マラソンとピク
ニックの合成語で、マラソンのよ
うに速さを競うスポーツではあり
ません。美しい景色を眺めながら
楽しく走りませんか。
とき　９月７日㊐　８時スタート
コース　若狭総合公園→若狭幹線
　林道→若狭総合公園（約 20㌔）
参加費　1,000 円（保険料ほか）
申込期限　８月 20 日㊌
申し込み　市民体育館にある申込
　書を記入し、同会事務局の北村
　勇次さんへ
　〒 917ー 0027　生守４ノ７ノ１

海上保安学生、大学生
小浜海上保安署☎ 52・0494

《海上保安大学校》
受験資格　昭和 63 年４月２日以
　降生まれの人
試験日　11 月１日㊏、２日㊐
受付期間　８月 28 日㊍〜９月９
　日㊋

《海上保安学校》
受験資格　昭和 60 年４月２日以
　降生まれの人
試験日　９月 28 日㊐
受付期間　７月 22 日㊍〜８月５
　日㊋
※受験申込用紙は、小浜海上保安
署（川崎一丁目）にあります

林道ウオーク in 小浜
嶺南振興局林業事業課☎ 56・2211

とき　９月７日㊐　９時 45 分ス
　タート
コース　矢代→阿納尻（約９㌔）
持ち物　弁当、水筒、雨具、敷物、
　タオルなど
参加費　300 円（保険料ほか）
定員　先着 100 人
集合場所　若狭総合公園駐車場
申込期間　８月４日㊊〜 18 日㊊

放送大学10月入学生
放送大学福井学習センター☎ 0776（22）6361

　放送大学は、文科省、総務省所
管の正規の通信制大学で、入学試
験はありません。自宅のテレビや
ラジオを使ってマイペースで学ぶ
ことができるので、生涯学習、キャ
リアアップに最適です。
願書受付期限　８月 29 日㊎

北川水系河川整備計画
（原案）に関する説明会

福井県河川課☎ 0776（20）0481

とき　８月 19 日㊋　19 時〜
ところ　働く婦人の家
内容　北川水系で、今後計画的に
　取り組む整備内容を定めた河川
　整備計画（原案）について説明
　を行い、皆さんから意見をお聞
　きします


