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市立図書館の休館日を
「火曜日」に変更します

市立図書館☎ 52・1042

４月１日から、市立図書館の休
館日を火曜日に変更します。
今まで月曜日を休館日としてい
ましたが、若狭図書学習センター
の休館日と重なっていることか
ら、市民サービス向上のために変
更させていただきます。
ご理解をお願いします。

特別企画展「茅野雅子」

山川登美子記念館☎ 52・3221

山川登美子記念館では、開館二
周年と登美子没後百年を記念した
特別企画展「茅野（増田）雅子」
を開催します。
とき ４月 15 日㊌〜５月 18 日㊊
９時〜 17 時
観覧料 大人＝ 300 円
高校・大学生＝ 200 円
中学生以下＝無料

365 ギャラリーが終了

文化文芸振興室☎ 52・2222

昨年８月 30 日から開催してき
た「365 ギャラリー」ですが、つ
ばき回廊商業棟解体工事に伴い、
市民ギャラリーが使用できなく
なったため、３月 31 日で終了さ
せていただきました。
多くのご来場ありがとうござい
ました。

成人式を「午後開催」に

母子家庭等自立支援制度

社会福祉課☎内線 186

【母子家庭等教育訓練給付金制度】
母子家庭の母や父子家庭の父
が、雇用保険制度などで定める教
育訓練講座を受講したとき、講座
修了後に受講料の４割を支給
＊
【高等技能訓練促進費制度】
母子家庭の母が、看護師などの
資格を取得するするために２年以
上養成機関などで修業する場合、
修業期間の最後の２分の１に相当
する期間、高等技能訓練促進費を
支給（上限 18 カ月）。また、修
業期間修了後、入学支援修了一時
金を支給
＊
【母子家庭看護師等就労応援事業
給付金】
母子家庭の母が、母子寡婦福祉
資金（生活資金）の貸し付けを利
用し、養成機関などで２年以上修
業し取得した資格を生かして就職
した場合、貸付総額の２分の１を
支給
※上記制度には所得制限などがありま
す。事前に相談してください

土地家屋調査士無料登記相談

福井県土地家屋調査士会☎ 0776（33）2770

とき ４月１日㊌ 10 時〜 16 時
ところ 小浜商工会議所
内容 土地境界問題、地目変更、
分筆登記、建物の新築・取り壊
しの登記など

文化生涯学習課☎内線 439

市民からの成人式開催時間変更
要望を受け、新成人にアンケート
調査を実施したところ、回答者の
うち約８割が午後開催を希望する
結果となりました。このため、平
成 22 年以降の成人式は、13 時か
ら開催することになりました。
ご理解ご協力をお願いします。

⓳

広報おばま

平成 21.

4

外来魚を川などに放さないで

農林水産課☎内線 287

もともと日本にはいないブラッ
クバスやブルーギルが、県内の川
やため池で確認されています。こ
れら外来魚は、生態系や漁業に影
響をもたらしますので、川に放す
ことはやめましょう。

健康・福祉
ポリオ予防接種

健康管理センター☎ 52・2222

対象 平成 20 年１月１日〜 12
月 31 日生まれ（通知します）と、
７歳６カ月までの２回接種未完
了のお子さん（要申込）
とき ４月３日㊎、７日㊋、８日㊌
ところ 健康管理センター
受け付け 13 時〜 14 時 10 分
（８日は 13 時 20 分まで）

生

活

固定資産税の閲覧・縦覧

国民健康保険加入者の皆さん
● 70 〜 74 歳の医療機関での受診負担割合＝１割に据え置き
医療機関などでの窓口負担について、本来は平成 20 年４
月から２割負担になるところを１割負担に据え置いてきまし
たが、同 22 年３月まで据え置き期間を延長します。
新しい高齢受給者証を３月中に郵送しますので、４月１日
から医療機関などで提示してください。
【対象者】
70 〜 74 歳で、医療機関などでの受診負担割合が１割の人
【受給者証の色】
薄紫色
【有効期間】
４月１日㊌〜７月 31 日㊎

く

ら しの

４

月

情 報

※３割負担の上位所得者、長寿医療制度の対象
となる障害認定を受けた人を除きます

税務課☎内線 132

平成 21 年度固定資産税の閲覧・
縦覧を行います。平成 20 年中に
家屋の新築や増築、土地の売買を
された人はもちろん、異動のな
かった人も、自分の資産を確かめ
てみてはいかがですか。
◇閲覧 資産の所有者（納税義務
者）は、固定資産課税台帳（名
寄帳）で所有する土地や家屋、
償却資産の評価額などを見るこ
とができます。借地人や借家人
も一定の条件の下で見ることが
できます
◇縦覧 納税者は、土地・家屋価
格等縦覧帳簿で、ほかの土地や
家屋の評価額などを見ることが
できます
閲覧期間 ４月１日㊌から通年
縦覧期間 ４月１日㊌〜 30 日㊍
ところ 税務課
その他 納税者であることを確認
するため、納税通知書・課税証
明書・運転免許証などをお持ち
ください。所有者以外の人が閲
覧する場合は委任状が必要です

●人間ドック受診に助成します
【対象者】
40 〜 74 歳（国民健康保険税未納世帯の人を除く）
【種類、料金】
種 類

料 金

自己負担額（４割）

国保助成額（６割）

１日ドック（男）

43,050 円

17,220 円

25,830 円

１日ドック（女）

46,200 円

18,480 円

27,720 円

脳ドック（男女）

42,000 円

16,800 円

25,200 円

【受診医療機関】
杉田玄白記念公立小浜病院
【定員】
１日ドック、脳ドックとも 30 人
※申し込みが 30 人を超えた場合は抽選

【申込期間】
４月６日㊊〜 24 日㊎

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】

●温水プールの利用料金を助成
【対象者】
60 歳以上の市民

（３月１日現在）
32,230 人
（前月比
-23 人）
（前年同月比
-196 人）
男性
15,634 人
女性
16,596 人
●異動
転入
53 人
転出
62 人
出生
16 人
死亡
30 人
●世帯数
11,835 世帯
●人口

【助成額】
140 円（利用料金 280 円のうち半額助成）
【助成枚数】
１カ月４枚
■問い合わせ 健康長寿課

【市民憲章】

☎内線 168
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母子家庭の就業支援講習会

食生活改善推進員（すこやか会）
は、正しい食生活の普及推進のた
めに活動しています。推進員にな
るための講習会を開催します。
対象 市民ならどなたでも
定員 30 人
講習会 ６月〜平成 22 年２月に
10 回開催
申込期限 ４月 30 日㊍

内容 訪問介護員養成研修（２級）
とき ６月６日〜８月 23 日の
土・日曜日（講義＝計 17 回）、
９月〜 10 月（実習＝４日間）
ところ パレア若狭（若狭町）
対象 母子家庭の母、寡婦
定員 20 人
受講料 無料（テキスト代が必要）
申込期限 ５月１日㊎

健康管理センター☎ 52・2222

社会福祉課☎内線 186

よさこい踊り子

外国人に日本語を教えてみませ
んか。日本語を教える教授法の基
礎や指導方法のポイントを効率よ
く学ぶことができます。
とき ５月〜 12 月の金曜日、月
２回程度。13 時 45 分〜
ところ 若狭図書学習センター
受講料 基礎Ⅰ・Ⅱ各 2,500 円
（ほかにテキスト代が必要）

チーム名を湧昇会から「若狭踊
り屋 祭わ衆」に改め、心機一転
活動します。いっしょによさこい
を踊りませんか。親子、初心者大
歓迎です。
練習日 毎週水曜日 20 時〜
ところ 小浜小体育館
対象 小学生以上
定員 20 人

国際交流協会嶺南センター☎ 0770（21）3455

若狭踊り屋 祭わ衆事務局☎ 52・5828

●中央公民館「自主サークル受講生」●
平成 21 年度の「自主サークル受講生」を募集しています。
受講期間 ５月〜平成 22 年４月
申込期限 ４月 21 日㊋
問文化生涯学習課☎内線 432

サークル名

開講曜日

時間

ダンス教室

第１・３木曜

20 時〜

太極拳教室

毎週火曜

ヨガ教室

毎週金曜

英会話サークル
油絵サークル
書道教室

第２・４火曜

19 時 30 分〜

水墨画教室

第２・４土曜

吟舞教室

受講料
月額

30 人

19 時 30 分〜

年額 12,000 円

30 人

10 時 30 分〜

月額

2,000 円

20 人

毎週火曜

19 時 30 分〜

月額

2,000 円

20 人

第２・４日曜

９時 30 分〜

年額

3,000 円

30 人

年額 12,000 円

20 人

13 時〜

月額

1,000 円

12 人

毎週木曜

19 時 30 分〜

月額

1,000 円

15 人

俳句教室

第１・３木曜

13 時〜

年額

9,000 円

20 人

川柳教室

第４水曜

13 時〜

月額

500 円

10 人

デッサン教室

第１・３土曜

13 時 30 分〜

月額

2,000 円

15 人

囲碁サークル

第１・３土曜

13 時〜

月額

300 円

40 人

※受講料のほかに、教材費・材料費が必要なサークルがあります
※車で来館される場合は、市営駐車場（有料）をご利用ください
※４月中は、各サークルとも開催日に自由に見学できます



定員

1,000 円
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納期

納期限

税目・期別

小浜市の歴史・文化を市民全体
で保護継承、活用していくため、
歴史文化系の市民団体を統合し、
小浜市の歴史と文化を守る市民の
会が発足しました。
歴史と文化に興味のある人はぜ
ひご入会ください。
年会費 団体会員＝ 10,000 円
個人会員＝ 1,000 円

４月

４月 30 日

固定資産税・都市計画税 第１期

５月

６月１日

軽自動車税

第１期

６月

６月 30 日

市・県民税

第１期

７月

７月 31 日

固定資産税・都市計画税 第２期
国民健康保険税
第１期

８月

８月 31 日

市・県民税
国民健康保険税

第２期
第２期

９月

９月 30 日

国民健康保険税

第３期

山本智子コンサート

10 月

11 月２日

市・県民税
国民健康保険税

第３期
第４期

デビュー 10 周年を迎える演歌
歌手、山本智子（コロムビアレコー
ド所属）。「若狭恋唄」の発売を記
念して、特別コンサートが開催さ
れます。
とき ４月 18 日㊏ 14 時〜
ところ 食文化館マリンデッキ
入場料 無料

11 月 11 月 30 日

世界遺産推進室☎内線 445

観光交流課☎内線 266

季節の調理体験

〜卯月編〜

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき ４月 23 日㊍、24 日㊎
10 時〜
ところ 食文化館
内容 菜の花ごはん、サバのスパ
イス焼き、キャベツの梅蒸し煮、
ワカメスープ、うぐいすもち
定員 各 30 人
参加費 700 円

映画「おくりびと」

小浜女性ネットワーク☎ 52・2775

とき ４月 18 日㊏
① 10 時〜 12 時 20 分
② 14 時〜 16 時 20 分
③ 18 時 30 分〜 20 時 50 分
ところ 文化会館
料金 高校生以上＝ 1,000 円
小・中学生＝ 500 円

◆平成 21 年度保育料◆

●平成 21 年度納税カレンダー●

固定資産税・都市計画税 第３期
国民健康保険税
第５期

12 月 12 月 28 日

国民健康保険税

第６期

１月

２月１日

市・県民税
国民健康保険税

第４期
第７期

３月１日

固定資産税・都市計画税 第４期
国民健康保険税
第８期

２月

統計調査員

企画調整課☎内線 346

対象 市内在住で、統計調査業務
に関心があり、忠実かつ責任感
のある人（20 歳未満、警察官、
選挙または税務事務に直接関係
のある人は除きます）
期間 調査員として登録後２年間
募集 ２人
申込期限 ４月 20 日㊊

ポストカードを作ろう

募

平成 21 年度の保育料は前年度と変わりあり
ません。

問社会福祉課☎内線 187

世帯の課税状況

保育料（月額）
３歳未満

生活保護を受けている世帯
20

３歳以上

0円

0円

0円

0円

5,600 円

4,000 円

均等割のみ課税された世帯 12,700 円

9,800 円

非課税で、母子父子世帯ま
たは在宅障害者のいる世帯
上記を除く非課税世帯

所得割が課税された世帯

17,000 円 13,900 円

〜 19,999 円

20,800 円 17,800 円

20,000 円〜 39,999 円

29,000 円 26,400 円

40,000 円〜 72,999 円

39,000 円 30,700 円

73,000 円〜 102,999 円

44,500 円 31,000 円

103,000 円〜 412,999 円

50,000 円 31,600 円

413,000 円〜

51,200 円 32,000 円

20

年分所得税

日本語指導ボランティア養成講座

小浜市の歴史と文化を守る
市民の会会員

年度分市民税

食生活改善推進員養成講習会

集

内外海児童クラブの会員

社会福祉課☎内線 187

期間 ５月〜平成 22 年３月の授
業期間中
時間 放課後 18 時まで
対象 内外海小の１〜３年生
定員 10 人程度
会費 月額 8,000 円（ひとり親
家庭 6,500 円）
申込期限 ４月 17 日㊎

家電リサイクル法が改正

環境衛生課☎内線 143

家電リサイクル法が改正され、
４月１日から、これまでの対象品
目に「液晶・プラズマテレビ」と
「衣類乾燥機」が追加されました。
対象品目を廃棄する場合は、家電
販売店などに相談してください。
◇家電リサイクル法の対象品目◇
エアコン
テレビ（ブラウン管、液晶・プ
ラズマ）

働く婦人の家☎ 52・7002

わたしからあなたへ。日ごろの
感謝を込めてポストカードを作
り、母の日（５月 10 日）に送り
ませんか。
とき ５月６日㊌ 13 時 30 分〜
材料費 700 円
定員 15 人

温水プールのチャレンジャー

若狭総合公園温水プール☎ 53・0450

「体力作り」「ダイエット」など
理由は問いません。目標を決めて
１年間頑張ってみませんか。
対象 利用者ならどなたでも
申込期限 ４月 30 日㊍

冷蔵庫・冷凍庫
洗濯機
衣類乾燥機
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定額給付金 の申請をしてください
３月 16 日、定額給付金の申請書を各世帯主に送
付しました。給付金を受給するには申請（窓口また
は郵送）が必要です。できるだけ早く申請していた
だきますようお願いします。
問総務課☎内線 497
【給付対象者】
２月１日（以下「基準日」）現在、小浜市の住民
基本台帳に記録されている人。または、外国人登録
原票に登録されている人
【給付額】
１人＝ 12,000 円。ただし、基準日に 65 歳以上（昭
和 19 年 2 月 2 日以前に生まれた人）と 18 歳以下（平
成 2 年 2 月 2 日以降に生まれた人）は 20,000 円
【給付方法】
原則、金融機関口座へ振り込み
【給付】
３月 30 日㊊から順次行いますが、申請から振り
込みまでは多少時間がかかります

【申請期間】
3 月 17 日㊋〜 9 月 17 日㊍
【申請窓口】
●ところ＝４月 10 日㊎までは市役所 1 階ロビー
４月 13 日㊊以降は総務課
●受付時間＝㊊〜㊍は８時 30 分〜 17 時 30 分
㊎は８時 30 分〜 18 時 30 分
※３月 29 日は、各地区公民館に臨時窓口を開設し
ます。開設時間は９時〜 16 時です。
（小浜地区は市ボランティア・市民活動交流セン
ター、西津地区は西津保育園、今富地区は今富第
一保育園）
◆提出書類など詳しくは、送付した「お知らせ」を
ご覧ください
◆定額給付金を装った
にご注意
ください
◆定額給付金は
などに使って
ください

「振り込め詐欺」

「市内での買い物」

「観光拠点や市民広場」 に

つばき回廊商業棟跡地を

平成 21 年度中に解体する予定のつばき回廊商業
棟。その跡地利用の方法を検討する委員会が、１月
27 日、２月 20 日、３月５日と開催され、基本方針
がまとまりました。報告書は３月 23 日、同委員会
から松崎市長に提出されました。
【基本方針】
観光局や特産品販売所などが入り、観光拠点とな
る低層の建物
野外コンサートやフリーマーケットなどが開催で
きる屋根付き広場
多目的に使える駐車スペース
の３つのゾーンに整備することを提示しています。
また、同跡地を中心に、重要伝統的建造物群保存
地区や食文化館、各商店街、海岸などを結ぶ動線を
作ることが重要としています。
今後は、報告内容の基本方針に沿って「にぎわい」
「憩い」を創出するよう、整備を進めていきます。
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〜「にぎわい」「憩い」の創出〜

一般弓道教室

・通常は駐車場
・イベントや祭りの広場
・防災避難場所 など

体育課☎ 53・0064

とき ５月 13 日㊌〜７月 15 日㊌
の毎週㊌ 19 時〜 20 時 30 分
ところ 市民体育館
対象 小学３年生以上
定員 先着 20 人
受講料 700 円
申込期間 ４月９日㊍〜 30 日㊍

スポーツ安全保険

シェイプアップエアロビ教室

保険期間 ４月１日〜平成 22 年
３月 31 日（４月１日以降加入
の場合は加入日の翌日から）
掛金 年額 600 円〜
対象 スポーツ少年団、子ども会、
老人クラブなど、スポーツ活動
や地域活動を行う５人以上のア
マチュア団体

とき ５月 11 日㊊〜７月 13 日
㊊の毎週㊊
13 時 30 分〜 14 時 30 分
ところ 市民体育館
定員 先着 20 人
受講料 1,500 円
申込期間 ４月 13 日㊊〜５月７
日㊍

体育課☎ 53・0064

体育課☎ 53・0064

【平成 21 年度のスポーツ大会】

体育課☎ 53・0064

６月５日㊎〜７日㊐

▶地区対抗ソフトボール大会

７月 18 日㊏〜 20 日㊗

▶第 40 回小浜市学童野球大会

10 月 18 日㊐

▶小浜市民体育祭

６月 28 日㊐

８月 29 日㊏、30 日㊐
11 月８日㊐

▶地区対抗バレーボール大会

▶地区対抗バスケットボール大会
▶第 55 回嶺南駅伝競走大会

11 月 23 日㊗

▶第 58 回小浜市駅伝競走大会

２月 11 日㊗

▶第 42 回小浜市少年柔剣道大会

１月 17 日㊐

スポーツ

小学生バレーボール教室

とき ５月 11 日㊊〜６月 11 日㊍
の毎週㊊㊍ 19 時〜 21 時
ところ 市弓道場
定員 先着 10 人
受講料 1,500 円
申込期間 ４月 13 日㊊〜５月１
日㊎

２月 14 日㊐

多目的広場

体育課☎ 53・0064

▶地区対抗バドミントン大会

▶第 41 回スポ少・地区対抗卓球大会

観光拠点

いっしょに登りませんか

小浜山の会事務局

北国街道の宿場町、今庄の里山
を周回するコースを歩きます。
とき ４月 26 日㊐
集合 ８時 30 分にＪＲ今庄駅
行き先 鍋倉山（516㍍）〜藤倉
山（644㍍）
対象 小学生以上
定員 40 人
参加費 500 円
申し込み ４月 21 日㊋までに、
市ボランティア・市民活動交流
センター ☎ 52・7837

ジュニアサッカースクール

小浜市サッカー協会

対象 ①小学１、２年生
②小学３〜６年生
とき ４月 11 日㊏〜平成 22 年
３月 13 日㊏
①月２回、１時間程度
②週１回、２時間程度
ところ 総合運動場ほか
年会費 ① 5,000 円 ② 7,000 円
その他 入校説明会を４月４日㊏
10 時から、総合運動場で開催
します
申し込み 事務局の藤本さん
☎ 58・0480

第 29 回若狭マラソン大会

・観光局 ・観光案内所
・特産品販売所
・土産物センター
・伝統工芸体験
・寄席小屋 など

４月 19 日㊐開催

商業棟跡地

◇８時 30 分「開会式」
●交通規制区間・時間●

市民広場
・一部屋根付き施設
・子ども、家族の遊び場
・野外コンサート
・緑地整備 など

問中心市街地活性化推進室☎内線 224

①市民体育館〜市役所〜大手通り〜はまかぜ
通り〜つばき回廊〜海岸通り〜小浜郵便局
【９時 20 分〜 10 時 30 分ごろ】
②福井新聞小浜支社前〜若狭高校〜竹原橋〜
丸山橋〜北川堤防〜検当橋〜若狭町上野木
交差点〜同町兼田

◆９時 25 分「ハーフ」
◆９時 30 分「３㌔」
◆９時 35 分「小学生」
◆９時 40 分「ファミリー」
◆９時 45 分「10㌔」
◆９時 50 分「５㌔」
◇表彰は随時行います

【９時 20 分〜 12 時ごろ】
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