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高齢者の運転免許自主返納

人権擁護委員の委嘱

市では、高齢者の交通事故を防
止するため、高齢者の運転免許自
主返納（有効期限内に運転免許証
を警察へ返納すること）を勧めて
います。自主返納した人には、住
民基本カード（身分証明に使えま
す）や交通機関の利用券などを交
付しますので、ご協力をお願いし
ます。
対象者 運転免許を自主返納した
満 65 歳以上の市民
支援内容
◆住民基本カードの無料交付
◆コミュニティバス乗車回数券、
タクシー利用券、ＪＲオレン
ジカードのいずれか１点
（１万 円相当分）
手続き
①小浜警察署または嶺南運転者教
育センターへ運転免許の全部取
消申請し、免許証を返納
②返納したときに発行される運転
免許取消通知書（写し）、返納
した運転免許証のコピー、印鑑
を持って生活安全課に申請

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）

生活安全課☎内線 474

公共下水道

お知らせ

生涯学習スポーツ課☎内線 432

集会所トイレ洋式化に補助

健康長寿課☎内線 174

高齢者等の生きがい活動や介護
予防活動を促進するため、集会所
のトイレを洋式化する区に工事費
の一部を補助します。
補助率 補助対象経費の 20％
限度額 10 万円
申請期限 ６月 30 日㊍

NHK 大河ドラマ
「江」巡回展

観光交流課☎内線 267

NHK 大河ドラマ「江」の巡回
展が開催されます。
とき ４月 29 日㊎〜５月８日㊐
９時〜 18 時
ところ 食文化館、道の駅「若狭
おばま」
入場料 無料

高齢者悩みごとなんでも相談

健康長寿課☎内線 176

小浜市地域包括支援センター職
員が介護、福祉サービスや認知症
など高齢者の悩みごとの個別相談
に応じます（前日までに要予約）。
とき ５月 18 日㊌
13 時 30 分〜 16 時 30 分
ところ 文化会館
※６月以降、毎月第３水曜日に相
談所を開設します

妊婦健診の追加検査

健康管理センター☎ 52・2222

妊婦健診で性器クラミジア検
査が無料で受けられるようになり
ました。４月１日以降に自己負担
で検査を受けた人も対象になりま
す。詳しくはお問い合わせください。

５月 31 日は自動車税納期

嶺南振興局税務部☎ 56・2222

自動車税の納期限は５月 31 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。

10 月使用分から

使用料金を改定します

■問い合わせ 上下水道課☎内線 236

市では、10 月使用分から公共下水道使用料金を次のように改定します。
■改定表
料金区分
基本料金

排水量等
現行料金
改定料金
８㎥まで
1,250 円
1,250 円
９〜 10㎥
25 円
140 円
11 〜 30㎥
155 円
165 円
31 〜 50㎥
165 円
177 円
超過料金（１㎥につき）
51 〜 100㎥
175 円
188 円
101㎥〜
195 円
210 円
※下水道使用料は、基本料金と超過料金の合計額に消費税率５％を加算した額となります。
■使用例（一般家庭用）
10㎥使用した場合 … （現行）1,365 円 → （改定後）1,606 円

30㎥使用した場合 … （現行）4,620 円 → （改定後）5,071 円

⓭

広報おばま

平成 23.

5

生活習慣病検診

健康管理センター☎ 52・2222

とき、ところ ５月 17 日㊋、18
日㊌、23 日㊊＝健康管理セン
ター、５月 27 日㊎＝田烏漁協
組合、６月８日㊌＝サン・サン
ホーム小浜
※５月 17 日㊋、18 日㊌、23 日
㊊は 40 〜 74 歳までの国民健
康保険加入者が対象
検診内容 特定（基本）健診、が
ん検診（肺・胃・大腸・前立腺
・乳・子宮）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウ
イルス検査、骨検診
※５月 27 日㊎は乳がん、子宮が
ん検診なし
申込期限 検診日の 10 日前

福祉サービスの利用相談

健康長寿課☎内線 176

小浜市社会福祉協議会では、認
知症高齢者、知的障がい者、精神
障がい者など判断能力の不十分な
人が自立して生活できるよう支援
を行っています。
「福祉サービスの手続方法がわ
からない」、｢日常の金銭管理が心
配｣ など、不安に思っていること
がありましたらご相談ください。
相談日時 月曜日〜金曜日 ９時
〜 17 時（祝日、年末年始は除く）
相談窓口 小浜市社会福祉協議会
☎ 56・5800
※相談無料・秘密厳守

献血できる年齢層が拡大

福井県赤十字血液センター☎ 0776・36・0221

４月１日から男性に限り、400
㎖全血可能な人の下限年齢が、18
歳から 17 歳に、血小板成分献血
が可能な人の上限年齢が、54 歳
から 69 歳に拡大されました。
※ 65 歳 か ら 69 歳 ま で の 人 は、
60 歳から 64 歳までの間に献
血経験がある人に限ります

健康・福祉
国民健康保険一部負担金の
支払猶予・減免制度

市民課☎内線 168

国民健康保険加入者（被保険
者）がいる世帯の世帯主が、災害
や失業など特別な理由で生活が困
窮し、医療費の支払いが困難な場
合は、入院療養費の一部負担金の
支払いの猶予、減免を受けること
ができます。詳しくはお問い合わ
せください。
減免の対象世帯
次のいずれにも該当する世帯
①被保険者が入院療養を受けるとき
②世帯主および被保険者の収入額
の合計額が生活保護基準以下
③世帯主および被保険者の預貯金
の額の合計額が生活保護基準の
３カ月分以下

プレパパ & プレママ講座

健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容 ５月 21 日㊏
13 時 30 分〜 15 時 30 分
出産編「赤ちゃんとの共同作業」
とき、内容 ５月 25 日㊌
13 時 30 分〜 15 時 30 分
育児編「ミュージックケアでリ
フレッシュ」
申し込み 健康管理センター

後期高齢者医療制度加入者
の個別健診

健康管理センター☎ 52・2222

５月２日から一部の医療機関で
個別健診が受けられます。
健診内容 基本健診、がん検診
（肺・胃・大腸・子宮・乳）
料金 無料
受診方法 健康管理センターで発
行する受診券を持って、医療機
関で受診

く

ら しの

5

月

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）
31,746 人
（前月比
-70 人）
（前年同月比
-235 人）
男性
15,509 人
女性
16,237 人
●異動
転入
172 人
転出
230 人
出生
27 人
死亡
39 人
●世帯数
11,990 世帯

●人口
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女性バドミントン教室

市民体育館☎ 53・0064

とき ６月３日㊎〜８月５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（初心者対象）
申込期限 ５月９日㊊〜 30 日㊊

一般テニス教室

市民体育館☎ 53・0064

とき ５月 14 日㊏〜７月２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（初心者対象）
申込期間 ４月 28 日㊍〜
５月９日㊊

少年少女ラグビースクール

小浜市ラグビー協会

内容 ラグビー、タグラグビー、
ビーチフットボールなど
対象 小学１〜６年生
練習日 主に日曜日（12 月まで
毎月３回程度）
ところ 総合運動場
年会費 5,000 円
申し込み ラグビー協会の高田さ
ん☎ 56・1729

春の山に登りませんか

小浜山の会

とき ６月 12 日㊐ ９時〜
ところ 蛇谷ヶ峰（滋賀県高島市）
集合場所 朽木いきものふれあい
センター（滋賀県高島市）
対象 小学生以上
参加費 500 円
申込期限 ６月９日㊍
申し込み ボランティア・市民活
動交流センター☎ 52・7837

⓯
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スポーツ
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集

小中学生テニス教室

母子家庭の就業支援講習会

とき ５月 14 日㊏〜７月２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（初心者対象）
申込期間 ４月 28 日㊍〜
５月９日㊊

母子家庭の母、寡婦を対象に訪
問介護員養成研修（２級課程）の
受講生を募集します。
とき ◆講義＝６月５日㊐〜８月
７日㊐の土、日曜日（計 16 回）
◆実習＝８〜９月の平日（４日
間）
ところ 福祉総合センターあいあ
いプラザ（敦賀市東洋町）
定員 20 人
受講料 無料（テキスト代 7,000
円は自己負担）
申込期限 ５月 6 日㊎
申し込み、問い合わせ
社会福祉課☎内線 186

市民体育館☎ 53・0064

市民山のぼり大会

市民体育館☎ 53・0064

とき ５月 22 日㊐
８時 30 分〜 14 時 30 分
行き先 八ヶ峰（800㍍）
対象 小学５年生以上
定員 先着 50 人
集合 八ヶ峰家族旅行村（おおい
町名田庄染ヶ谷）
参加料 無料
申込期限 ５月 16 日㊊

春季市民グランドゴルフ大会

市民体育館☎ 53・0064

とき ５月 14 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９日㊊

小浜剣道教室

小浜市剣道連盟

対象 市内在住の年中以上
練習日 火、木曜日の 19 時〜 20
時 30 分、土曜日の 13 時 30 分
〜 16 時
ところ 小浜市武道館（後瀬町）
会費 月 1,700 円（その他に防具
賃借料月 300 円、スポーツ保険
年 600 円が必要）
申し込み 剣道連盟の新谷さん
☎ 090・5178・7646

福井県母子寡婦福祉連合会

季節の調理体験

軽自動車税の減免申請

行政相談委員の委嘱

軽自動車税の減免申請は毎年必
要です。
対象 ①障がい者（身体、知的、
精神）が使う軽自動車②障がい
者と生計を共にする家族が、障
がい者のために使う軽自動車
（通院証明書などが必要）
その他 障がいの等級によっては
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
持ち物 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、運転免許証、車検証、
印鑑
申請期限 ５月 24 日㊋

４月１日付けで総務大臣から、
次の方に行政相談委員の委嘱があ
りました（敬称略）。
●居関謹一（国分）
●高橋敏惠（谷田部）
※行政相談は毎月第３火曜日に市
役所で行います

税務課☎内線 135

〜 5 月編〜

食文化館☎ 53・1000

とき ５月 15 日㊐、16 日㊊、
17 日㊋ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
メニュー ゴボウ入りさつま揚げ、
旬野菜の具だくさんみそ汁、新
玉ネギとキュウリの梅肉和え、
かしわもち、白ごはん
定員 各 30 人
参加費 各 700 円

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

若いお父さん、お母さんを対象
にした食育教室を実施します。
活動内容 食べることについての
学習や調理実習、試食
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所属
する団体（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 31 日㊋

市民協働課☎内線 372

小浜城跡の石垣見学会

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 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

文化課☎内線 443

小浜城跡の石垣見学会と学習会
が開催されます。
とき ５月 22 日㊐
９時 30 分〜 11 時 30 分
ところ 小浜城跡現地
講師 東信男さん（丸亀市学芸員）
申込方法 小浜神社（城内一丁目
７番 55 号）へハガキで申し込み
申込期限 ５月 12 日㊍（必着）
問い合わせ
小浜神社☎ 52・1920

市指定文化財
■問い合わせ

乾燥肥料の無料配布

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 15 日㊐ ８時 30 分〜
ところ 衛生管理所（荒木）

新たに３件追加

文化課

☎内線 443

４月 18 日付けで次の３点を有形文化財に指定しました。これで、市指定文化財は 103 件になりました。
けんぽんちゃくしょくてんだいたいしぞう

絹本著色天台大師像
【種別】
有形文化財（絵画）
【所有】
極楽寺（小浜白鳥）
【年代】
室町時代
【作者】
不明
【概要】

けんぽんちゃくしょくじゅうさんぶつず

絹本著色十三仏図
【種別】
有形文化財（絵画）
【所有】
極楽寺（小浜白鳥）
【年代】
室町時代
【作者】
不明
【概要】

しほんぼくしょしんせいしょうにんろくじみょうごう

紙本墨書真盛上人六字名号
【種別】
有形文化財（書跡）
【所有】
極楽寺（小浜白鳥）
【年代】
室町時代
【作者】
不明
【概要】

中国天台宗の実質的な開祖「智

法要に本尊として

者大師」
（高祖）を描いたもので、

掛けられる仏画で、岩座に座る

「南無阿弥陀仏」と書した真筆

当初の鮮明な色彩が残り、保存

仏像、背景の雲や波など当時と

で、若狭では信仰が少なかった

状態が非常によい画像です

天台真盛宗を開いた真盛上人が

しては珍しい背景図柄を採用し

天台真盛宗の広まりを知るうえ

ている貴重な文化財です

で重要な歴史史料です
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