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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】

（２月１日現在）
●人口　　　　　　  31,862 人 

　　　　（前月比　　 -53 人）
　　　（前年同月比　　-206 人）
　　　　　　男性　  15,548 人
　　　　　　女性　  16,314 人
●異動　　　転入　　     39 人
　　　　　　転出  　　   61 人
　　　　　　出生　　　  25 人
　　　　　　死亡　　　  56 人
●世帯数　　　　  11,986 世帯

�健康・福祉�
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�お知らせ�

結核（ＢＣＧ）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 22年 11月生まれ
　（通知します）
とき　３月４日㊎
ところ　健康管理センター
受け付け　12 時 50分〜
　13時 15分

　同制度は、高齢者や障がい者な
ど、自力での避難が困難な人が、
地域の中で避難誘導や情報提供な
どの支援を受けられるようにする
制度です。支援を希望する人は申
請してください。
申請先　介護長寿課または社会
　福祉課

災害時の要援護者支援制度
生活安全課☎内線 472

　４月から新たに中学生となる児
童がいる世帯で、次に該当する場
合は子ども医療費助成の対象とな
ります。対象世帯の人は、社会福
祉課へ申請してください。
対象　世帯主の市民税が非課税、
　または均等割額のみの課税世帯

中学生の医療費助成
社会福祉課☎内線 189

　府県域にとらわれず、求職者に
とって通勤可能な圏内にある企業
が参加する「合同就職面接会」を
開催します。
とき　３月４日㊎ 13 時〜 16時
ところ　舞鶴市商工観光センター
　　　　（舞鶴市字浜）
対象　今春卒業予定の大学、短大、
　専修学校などの学生。または、
　35歳未満の求職者など
参加企業　ハローワーク小浜とハ
　ローワーク舞鶴の企業

北近畿･若狭広域就職面接会
ハローワーク小浜☎ 52・1260

　解雇や賃金など、労使関係の悩
みごと相談に、弁護士や労働組合
役員、会社役員などの労働問題の
専門家が無料で応じます。予約は
不要で、秘密は厳守します。
とき　３月６日㊐ 13 時 30 分〜
　16時 30分
ところ　越前市福祉健康センター
　　　　（越前市府中１丁目）

職場での悩みごと無料相談会
福井県労働委員会☎ 0776・20・0597

一般事業主行動計画
福井労働局雇用均等室☎ 0776・22・3947

　次世代育成支援対策推進法の改
正により、４月１日から「一般事
業主行動計画の策定、届け出、公
表と労働者への周知」の対象が拡
大されます。該当する事業主は、
早めに届けてください。
対象　労働者数が 101 人以上の
　事業主
　（現在は 301人以上の事業主）

　平成 23 年度交通災害共済の加
入申し込みを受け付けます。交通
災害共済は、交通事故で被害を受
けたとき、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、ぜひご加入を。
受付期間　３月１日㊋から随時
共済期間　４月１日〜平成 24年
　３月 31日
※４月１日以降に加入した場合
　は、加入日の翌日から平成 24
　年３月 31日
共済掛金　１人　年額 500円
加入資格　申し込み時に、市内に
　住民登録または外国人登録をし
　ている人
加入方法　申込書と共済掛金を各
　区長か生活安全課、または福井
　銀行の県内各支店へ持参してく
　ださい

家族みんなで交通災害共済
生活安全課☎内線 475

　農業集落排水処理施設の使用料
は人員割制となっています。進学
や就職などで家族人員の変更があ
りましたら、早めに「使用料人員
割変動届」を提出してください。
　変動届は、上下水道課と各組合
長宅にあります。また市公式ホー
ムページからダウンロードするこ
ともできます。
※変動届には、組合長または区長
　の承認印が必要です

農業集落排水処理施設使用料
人員割変動届の提出を

上下水道課☎内線 236

　税理士資格のない人が、有償、
無償を問わず納税者の確定申告や
納税について相談を受けたり、書
類を作成したりすることは法律で
禁じられています。
　税理士の名をかたる無資格者
は、不当な料金を請求したり、納
税者の税金を使い込んだりするこ
とがありますので、注意してくだ
さい。

偽税理士行為にご注意
税務課☎内線 137

　４月・５月の２カ月分のパス
カードを発行します。
とき　３月 25 日㊎８時 30 分〜
ところ　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

市営駐車場パスカード発行
生活安全課☎内線 475

　所得が少なく保険料を納めるの
が困難な 20 歳以上の学生には、
「学生納付特例制度」という保険
料の納付が猶予される制度があり
ます。国民年金に未加入だったり、
保険料が未納だったりすると、万
が一障がい者になっても障害年金
が受給できない場合があります。
　学生で、保険料を納めることが
困難な人は、必ず保険健康課で申
請してください。
所得限度　所得118万円＋扶養親
　族の数× 38万円で計算した額
提出物　学生証のコピー（有効期
　限内）または在学証明書（申請
　年度発行のもの）。所得がある
　場合、離職票が必要になること
　があります
申請期限　４月 28日㊍
　　　　　（平成 22年度分）
※申請は毎年度必要です。
　平成 23年度分は４月１日㊎以
　降に申請してください
●学生納付特例の承認を受けた期
　間は、障害基礎年金や遺族基礎
　年金、老齢基礎年金の受給資格
　期間に入ります。しかし、学生
　納付特例の申請をせず、「未納」
　の場合、受給資格期間には入り
　ませんのでご注意ください

国民年金の学生納付特例
保険健康課☎内線 166

　市では、公の施設の指定管理者
を次のとおり指定しました。
【小浜市町並みと食の館】

　（小浜飛鳥 108番地）
　（有）ホテルアーバンポート　
　４月１日〜平成28年３月31日
【小浜市農産物加工施設】

　（南川町４番 30号）
　若狭農業協同組合　４月１日〜
　平成 28年３月 31日
【道の駅若狭おばま】

　（和久里 24号 45番２）
　（株）まちづくり小浜
　３月１日〜平成26年３月31日

指定管理者を指定
財政課☎内線 335

�募　集�

　市では、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、下記のとおり就学支援
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・
生徒に就学支援

教育総務課☎内線 424内容　毎月１〜５日の間で指定し
　た区域の水道メーター検針
募集　１人
申し込み　３月 10日㊍までに履
　歴書を持って上下水道課へ。後
　日面接を行います
※検針区域、手当などについては
　お問い合わせください　

水道メーター検針員
上下水道課☎内線 232

　小学校へ入学される児童、中学
校を卒業される生徒のお祝い会を
開催します。
とき　３月 20日㊐
　　　11 時〜 14時 30分
ところ　ホテルアーバンポート
内容　かるたとり、読み聞かせ、
　食事会
対象　市内のひとり親家庭の子ど
　もと保護者
参加費　無料
申し込み　３月６日㊐までに同会
　会長の小角さん☎52・6651へ

入学・卒業お祝い会
市母子寡婦福祉連合会
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高齢者の状況と介護予防

　小浜市の総人口は年々減少していますが、高齢者人口は
増加傾向となっています。平成 22 年 10 月１日現在の高
齢化率（総人口のうち 65歳以上の人口の占める割合）は
27.1％で、同 17年と比較して 1.7％の増加、同 26年の推
定高齢化率は 29.8％になると予想しています。
　介護の認定率でみると、平成 22年９月現在が 17.9％で、
同 17年と比較して 1.7％の増加、同 26年の推計認定率は
19.2％と、介護を受ける高齢者の割合も増加傾向です。
　平均寿命の延伸に伴い、「高齢期の期間が年々延びてい
る」「高齢者の介護予防の推進」「健康寿命の延伸」という
観点から、活動的な 85歳を目指した取り組みが必要です。
要支援、要介護状態となることなく健康を維持するため、
老人クラブや地域ふれあいサロンなどへ積極的に参加し人
と交流すること、また、疾病の予防や早期発見はもちろん、
継続した運動や健康づくりに関する正しい知識と意識を高
めることが重要です。

■問い合わせ　介護長寿課☎内線 174
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元気で長生きニュース（第 11 号）
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　植物のビーズ「じゅずだま」で、
お手玉を作ってみませんか。
とき　３月６日㊐ 10 時〜 12 時
　の間で随時開催
ところ　御食国若狭おばま食文化館
対象　小学生以上
　　　（小学生は保護者同伴で）
定員　先着 20人
参加費　無料

お手玉を作ろう
食文化館☎ 53・1000

●山八神事（見学不可）【下根来八幡宮】　11 時〜　
●修二会（見学不可）、弓打ち神事【神宮寺】13 時〜
●達陀（だったん）【神宮寺】18 時 30 分
●大護摩【神宮寺】　19 時ごろ
●たいまつ行列【神宮寺〜鵜の瀬】19 時 30 分ごろ
●送水神事【鵜の瀬】　20 時 30 分ごろ
ー車両通行止めー
　県道久坂中の畑小浜線【神宮寺参道入り口〜鵜の
　瀬橋】　19時〜 21時 30 分
ー路上駐車禁止ー
　県道久坂中の畑小浜線【竜前企業団地〜鵜の瀬橋】
　若狭西街道【松永トンネル〜遠敷トンネル】

ー臨時駐車場ー
　竜前企業団地
ーシャトルバス（行き）ー
•小浜駅→神宮寺　料金 500 円
　17時 30 分から満員になりしだい随時出発。
　18時発が最終便
•竜前臨時駐車場→神宮寺　料金 100 円
　17時から 15分ごとに出発。19時発が最終便
ーシャトルバス（帰り）ー
•鵜の瀬→小浜駅　料金 500 円
　通行規制解除後出発
•鵜の瀬→竜前臨時駐車場　料金 100 円
　通行規制解除後出発

３月２日は「お水送り」 　　　　観光交流課☎内線 267　

●午前の部（10 時〜 12 時）

講座名 実施日 内　　容
料理 第２・４金曜日 季節の食材を使う料理講座
フラワー
アレンジメント 第１・３木曜日 個性を生かしたアレンジで生け花を学ぶ

●午後の部（13 時 30 分〜 15 時 30 分）

講座名 実施日 内　　容
絵手紙 第１・３火曜日 水彩画の楽しさ、描画の基本を学ぶ
パッチワーク 第２・４土曜日 基礎から学び、自分だけのパッチワークを作る
和裁 第１・３土曜日 和裁を基礎から学ぶ
茶道 第２・４日曜日 初心者のための茶道講座
ヒップホップ 第２・４日曜日 リズムを体感して楽しく踊る
フレッシュ体操 第２・４土曜日 音楽に合わせて、簡単な動きで血行をよくする

●夜の部（19 時 30 分〜 21 時 30 分）

講座名 実施日 内　　容
ストレッチ 第１・３火曜日 体を伸ばし、心身ともリラックスさせる
コーラス・声楽 第１・３水曜日 体を使っての発声と歌う楽しさを実感
やさしいヨガ 第１・３水曜日 無理のない動きと呼吸法で心と体をととのえる
ペン習字・かな 第１・３水曜日 読みやすい字や贈答用語を書く
着物、着付け 第２・４木曜日 着物の基礎を学び、日本文化を楽しむ
ハワイアンキルト 第２・４土曜日 アップリケが中心のキルティングを学ぶ

受講料　12,000 円（年間 20回分、初回に必要）※教材費は別途必要
申し込み　３月 25日㊎までに働く婦人の家へ
その他　10人未満の場合は、開講できない場合があります。　受講中は、
　　　　希望があればお子さんをお預かりします（夜間は除く）

働く婦人の家　年間講座生
働く婦人の家☎ 52・7002

　江戸時代の料理本『名飯部類』
をもとに、江戸時代の混ぜごはん
を再現する調理体験です。
とき　３月 20日㊐ 10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　タコを使った「桜飯」など
　の混ぜごはん
対象　小学生以上
　　　（小学生は保護者同伴で）
定員　先着 20人
参加費　1,000 円

江戸時代の混ぜごはん
食文化館☎ 53・1000

職種、採用予定人員

　薬剤師＝１人、臨床検査技士＝
　１人
採用日　４月以降予定
受付期限　３月 11日㊎
※受験資格や試験日など、詳しく
　は同病院総務課へ

公立小浜病院組合職員
杉田玄白記念公立小浜病院☎ 52・0990

　自分だけの春を色紙に描いてみ
ませんか（２回で完成）。
とき　３月 12日㊏、19日㊏
　　　13 時 30分〜 15時 30分
ところ　働く婦人の家（咲楽館）
材料費　200 円
定員　先着 20人

「春の絵手紙」講座
働く婦人の家☎ 52・7002

　今年で 11 回目を迎えるブリリ
アントコンサート。今年は、力強
く透明感あふれる「マリンバ演奏
家による演奏会」と毎年観客に感
動を与える「市民ミュージカル」
の２本立てです。
とき　３月 13日㊐　14 時開演
ところ　文化会館
内容　１部　ソロ演奏
　２部　ミュージカル「マリア」
料金　一般　1,000 円
　　　高校生以下　500円

ブリリアントコンサート
文化会館☎内線 612

犬猫の里親になりませんか
若狭健康福祉センター☎ 52・1300

　保健所で収容された犬、猫の譲
渡会が開催されます。新たに犬、
猫を飼いたい人は、ご検討くださ
い。
とき　３月 22日㊋ 14 時〜
ところ　若狭健康福祉センター
参加費　無料
※譲渡できる犬猫がいない場合、
　譲渡会は開催されませんので、
　事前にお問い合わせくださいおばま落語まつり

おばま落語祭り実行委員会

　おばま落語祭り実行委員会で
は、市制施行 60 周年記念協賛事
業として「おばま落語まつり」を
実施します。
【前夜祭（アマチュアナイト）】

とき　３月18日㊎ 19時〜
ところ　はまかぜプラザ
出演　ふくい女性落語大会の受賞
　者など６人
入場料　無料
【桂文華、文三　二人会】

とき　３月19日㊏ 14時〜
ところ　はまかぜプラザ
出演　桂文華・文三・華紋
入場料　前売り　1,500 円
　　　　当　日　2,000 円
【笑福亭三喬　独演会】

とき　３月20日㊐ 14時〜
ところ　はまかぜプラザ
出演　笑福亭三喬・生喬・生寿
入場料　前売り　1,500 円
　　　　当　日　2,000 円
【１００回記念　落語会】

とき　３月21日㊊ 13時〜
ところ　働く婦人の家（咲楽館）
出演　林家染二・花丸・染吉、
　桂こごろう・三扇・福丸
入場料　前売り　2,000 円
　　　　当　日　2,500 円
チケット、問い合わせ　文化会館
　☎内線 612

とき　３月11日㊎、15日㊋
　10時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　ふわふわ卵のオムライス、
　ホットサラダ、具だくさんスー
　プ、おからのカップケーキ
定員　各 30人
参加費　各 700円

季節の調理体験　〜弥生編〜
食文化館☎ 53・1000


