
　

　　まちづくりの活動を支援します
　　市では、ふるさと納税の一部を活用して、市民の自主的活動を
　促進し、市民参画によるワクワクできるまちづくりを進めるため、
　「いいとこ小浜づくり活動支援事業」を立ち上げました。
　　皆さんの個性的、魅力的な活動の提案をお待ちしています。

　■応募、問い合わせ

　　所定の計画書を企画課へ　☎内線 343

【提案できる】

　市内に在住または勤務してい
る個人や団体
【提案対象事業】

　公益的または地域貢献的まち
づくり活動事業で提案者がみず
から実施するもの

【選考】

　書類審査、ヒアリングを実施
【経費負担】

　１事業、経費の 2分の１以内
とし、50万円を上限とします
【応募期限】

　５月 29日㊎

５月
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【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　　　　　　  32,155 人 
　　　　（前月比　　　 -75 人）
　　　（前年同月比　　-154 人）
　　　　　　男性　  15,605 人
　　　　　　女性　  16,550 人
●異動　　　転入　　　179 人
　　　　　　転出　　　246 人
　　　　　　出生　　　  19 人
　　　　　　死亡　　　  27 人
●世帯数　　　　  11,819 世帯
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�生　活�

�健康・福祉�

６月１日は自動車税の納期限
嶺南振興局税務部☎ 56・2223

　自動車税の納期限は６月１日㊊
です。納期限までに納めましょう。
嶺南振興局税務部のほか、コンビ
ニでも納めることができます。納
税通知書は、５月上旬に送付させ
ていただきます。

子育て応援特別手当
社会福祉課☎内線 188

　平成 20 年度の国の緊急措置と
して、子育て応援特別手当が支給
されることになりました。対象世
帯に申請書を送付しましたので、
できるだけ早く申請をしてくださ
い。
対象　平成14年４月２日〜同17
　年４月１日生まれで、第２子以
　降の子ども
手当額　１人当たり 36,000 円
申請期限　９月 17日㊍

【おわびと訂正】４月号 21 ページ「日本語指導ボランティア養成講座」の問い合わせ先が間違っていました。
　おわびして訂正します。正しくは、（財）福井県国際交流協会嶺南センター　☎ 0770（21）3455 です。

市営駐車場パスカード発行
生活安全課☎内線 475

　６月、７月分のパスカードを発
行します。
とき　５月 25 日㊊８時 30 分〜
ところ　１階臨時窓口（９時以降
　は４階生活安全課）
【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

　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 20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

児童手当の受給には申請が
必要です

社会福祉課☎内線 188

軽自動車税の減免申請
税務課☎内線 135

　軽自動車税の減免申請は毎年必
要です。
対象　①障害者（身体、知的、精神）
　が使う軽自動車　②障害者と生
　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・リ
　フトタクシーと重ねて受けるこ
　とはできません。
持参物　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 25日㊊　

結核（ＢＣＧ）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 20年 12月、同 21
　年１月生まれ（通知します）と、
　同 20 年 11 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　５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

マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき　５月 13日㊌
内容　音楽療法〜体と心をリラッ
　クス〜
とき　５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

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　６月３日㊌＝若狭
　ふれあいセンター、　６月８日
　㊊＝漁業協同組合田烏支所
検診内容　特定（基本）健診、が
　ん検診（肺・胃・大腸・子宮・
　前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイル
　ス検査、骨検診
　※６月８日は乳がん検診あり
申込期限　検診日の 10日前
　※国民健康保険加入者　（小浜
市）の特定健診が５月 19日㊋か
ら始まります。郵送された受診券
に同封の日程表で確認してくださ
い。

情報公開・個人情報保護制度
総務課☎内線 356

【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 20 年度は 29 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　　27 件
●非公開　　　　　　　　２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 20 年度の個人情報の開
示請求は１件でした。

行政評価の結果を公表
企画課☎内線 344

　市が行っている施策や事務事業
について、進ちょく状況や必要性、
有効性、効率性を検証、評価しま
した。
　評価結果については企画課と市
民サービスコーナーで公表してい
ます。
【平成 20 年度評価対象施策数】
　＝ 154 施策
【平成 20 年度評価対象事業数】
　＝ 274 事業

手数料などの徴収事務を委託
観光交流課☎内線 268

　市では、政令に基づいて、次の
とおり使用料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

　保護者の失職など、経済的理由
で就学が困難な児童・生徒に対し、
下記のとおり就学援助を行ってい
ます。
▶新入学用品費▶学用品費▶通学
用品費▶修学旅行費▶校外活動費
▶給食費▶学校病医療費
※同一生計家族の収入額によって
　判定します

経済的に就学困難な児童・
生徒に就学援助

教育総務課☎内線 424

平成 20 年度ふるさと納税
ありがとうございました

高谷信好様【神奈川県】（1万円）
仲塚英一様【埼玉県】（6万円）
中西節子様【沖縄県】（5万円）
仲野健二様【兵庫県】（10万円）
宮川芳光様【京都府】（1万円）
仲野雅俊様【愛知県】、韓国料理
テナム（曹甲蓮）様【東京都】、
中村カホル様、藤本麻子様、山崎
義信様、匿名希望 14 人の計 24
人から 626,000 円の寄付をいた
だきました。これらの寄付は「い
いとこ小浜づくり活動支援事業」
に利用させていただきます。
※市外在住の親戚、知人をご紹介
　ください。チラシを送付します
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�募　集�

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㊐

�スポーツ�

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
　㊍の毎週木曜日　13 時 30 分
　〜 15時 30分
ところ　中央公民館
受講料　無料（教材費 1,000 円）
申し込み　講師の北川昭二さん
　☎ 56・0189

季節の調理体験　〜皐月編〜
食文化館☎ 53・1000

とき　５月 11日㊊、12日㊋
　10時〜
内容　タケノコの混ぜごはん、エ
　ンドウ豆のオープンオムレツ、
　アラメとあげの煮物、モヤシの
　ゴマみそ汁、ニンジンケーキ
定員　各 30人
参加費　各 700円

市民山のぼり大会
体育課☎ 53・0064

とき　５月24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
参加料　無料
申込期限　５月 20日㊌

女性バドミントン教室
体育課☎ 53・0064

とき　６月５日㊎〜８月７日㊎
　の毎週金曜日　19時 30分〜
　21時
ところ　市民体育館
受講料　1,500 円　
定員　先着 20人
申込期限　５月 29日㊎

一般テニス教室
体育課☎ 53・0064

とき　５月16日㊏〜７月４日㊏
　の毎週土曜日　9時 30分〜
　11時
ところ　総合運動場
対象　高校生以上
受講料　2,000 円　
定員　先着 20人
申込期間　５月１日㊎〜11日㊊

小中学生テニス教室
体育課☎ 53・0064

とき　５月16日㊏〜７月４日㊏
　の毎週土曜日　9時 30分〜
　11時
ところ　総合運動場
対象　小学３年生以上
受講料　1,000 円　
定員　先着 20人
申込期間　５月１日㊎〜11日㊊

子育てサロン「ベビーキッチン」
子育て支援センター☎ 56・3386

とき　６月 11日㊍
　９時 30分〜 11時 30分
ところ　食文化館
対象　２歳以上の未入園児とその
　保護者 25組
持ち物　損害保険料、エプロン、
　三角巾
申込期間　５月 25 日㊊〜６月 5
　日㊎（電話申し込み）

とき　５月16日㊏　９時〜
ところ　総合運動場
定員　先着 64人
参加料　300円
申込期限　５月 11日㊊

春季市民グランドゴルフ大会
体育課☎ 53・0064

乾燥肥料をプレゼント
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 17日㊐　８時 30分
　〜14時
ところ　衛生管理所（荒木）

22時以降の花火は禁止
環境衛生課☎内線 143

　市内の公園や海岸など公共の場
で、22 時以降の花火が禁止にな
りました。周辺住民の皆さんが安
心して生活ができるようご協力く
ださい。
禁止する時間　22 時〜翌６時
禁止する場所　公共の場所（道路、
　公園、広場、河川、海岸など）
禁止する花火　大きな音の出るも
　の、飛しょうするもの、回転す
　るもの、走行するものなど
※市が特に指定する「深夜花火禁
止区域」で違反すると、過料が科
せられる場合があります（区域は
後日お知らせします）

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７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

赤十字事業にご協力を
社会福祉課☎内線 183

　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㊌

緑の募金にご協力を
農林水産課内緑化推進委員会☎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

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）。
�野村親史
　（甲ヶ崎　☎ 52・1925）
�田井和美
　（水取二丁目　☎ 53・0647）
�岡陽子
　（小浜今宮　☎ 52・1809）

　いろいろな詐欺の手口と防止法
を金融機関の職員から学びます。
日時　６月３日㊌ 13 時 30 分〜
　15時
ところ　働く婦人の家
講師　牧岡智恵子さん（小浜信金）
参加費　無料
申込期限　５月 31日㊐
　※お子さんを預かります

詐欺にあわないための心得
を学ぼう

働く婦人の家☎ 52・7002

活動内容　食べることについての
　学習、調理実習、試食、座談会
対象　小学６年生以下のお子さん
　がいるお父さんお母さんの団体
　（参加人数 15〜 30人）
参加費　100 円〜 300 円（参加
　人数によって変わります）
申込期限　５月 29日㊎

お父さんお母さんのための
すこやか食育教室

健康管理センター☎ 52・2222

プロ野球観戦バスツアー in京セラドーム大阪

　御食国大使からプロ野球（オリックス−楽天戦）観戦の招待状
が届きました。ドーム内の野球観戦レストランで昼食付きの観戦
です。たくさんの応募お待ちしています。

と　き　　６月 27日㊏　９時 30分市役所出発（試合開始 14時）
ところ　　京セラドーム大阪（大阪市）
募集人数　38人（ペア 19組）　※応募者多数の場合は抽選
対　象　　小浜市民（高校生以下の場合は保護者同伴で）
参加費　　無料
応募方法　ペアで申し込み（応募は１人１回限り）
　　　　　往復はがきに 2人の住所、氏名、年齢、連絡先を記入
　　　　　（返信用には代表者の住所、氏名を記入）
応募期限　５月 20日㊌必着
応募先　　〒 917-8585　小浜市大手町 6番 3号
　　　　　小浜市食のまちづくり課　野球観戦ツアー係

御食国大使からの特別企画　小浜の歴史に興味のある人、民
話や伝説を次世代に残したい人、
観光客と交流したい人など大歓迎
です。若狭の語り部として、いっ
しょに活動しませんか。
活動　郷土史講座、　現地学習
　観光ガイド、先進地視察　ほか
申し込み　岡尾正雄さん
　☎ 56・3273

若狭の語り部の会員
若狭の語り部事務局


