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就職出前相談会

商工振興課☎内線 225

福井県求職者支援センターで
は、離職を余儀なくされた人の再
就職を支援するための相談会を開
催します。
とき ７月 21 日㊍ 13 時〜 16 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
※専門相談員が応じます

看護職就職相談会

（社）福井県看護協会☎ 0776・52・1857

とき ６月 25 日㊏
12 時 30 分〜 15 時
ところ 敦賀市男女共同参画セン
ター（敦賀市三島町）
対象 看護職有資格者、看護学生
参加費 無料（申込不要）
※求人担当者から個別に説明を受
け、相談することができます

狩猟免許試験

農林水産課☎内線 285

狩猟免許試験が実施されます。
受験希望者は、農林水産課までご
連絡ください。申請書を送付しま
す。
【第１回】
とき ７月３日㊐
ところ 三方公民館（若狭町中央）
申請期限 ６月 10 日㊎
【第２回】
とき ７月 31 日㊐
ところ 県立大学福井キャンパス
（永平寺町松岡兼定島）
申請期限 ７月８日㊎
※狩猟免許試験の準備講習会も実
施されます。この講習会に係る
費用を助成する制度がありま
す。詳しくはお問い合わせくだ
さい

平成 23 年度
国民年金保険料・年金

市民課☎内線 166

４月から国民年金保険料納付
額・年金支給額が次のように改定
されました。
●国民年金保険料【月額】
15,020 円
（平成 22 年度 15,100 円）
●老齢基礎年金【年額】
788,900 円
（平成 22 年度 792,100 円）
●障害基礎年金【年額】
１級 986,100 円
（平成 22 年度 990,100 円）
２級 788,900 円
（平成 22 年度 792,100 円）
●遺族基礎年金【年額】
788,900 円
（平成 22 年度 792,100 円）

東日本大震災で小浜市に避難されている皆さんへ
■問い合わせ

生活安全課☎内線 473

東日本大震災で多くの皆さんが全国各地に避難されています。
避難される前に住んでいた県や市町村では、現在、避難されている皆さんの情報把握が必要と
なっています。
そのため、国では「全国避難者情報システム」が作られました。これは、避難されている皆さ
んから避難先の市町村へ避難先などに関する情報を提供していただくことで、避難前に住んでい
た県や市町村から行政サービスに関するさまざまなお知らせをお届けできるようにするものです。
避難されている皆さんからのご連絡をお待ちしています。

全国避難者情報システム

・税や保険料の減免・猶予・期限延長の通知など

❾
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避難前に住んでいた県・市町村

②お知らせ
・見舞金などの各種給付の連絡
・国民健康保険証の再発行

福井県

・避難先（避難所、個人宅など）の情報

小浜市

避難されている皆さん

①提供していただく情報
・氏名、生年月日、性別
・避難前の住所

歯のゼミナール

健康管理センター☎ 52・2222

県歯科医師会若狭支部では、歯
のゼミナールを開催します。申し
込みは不要で、無料です。
とき ６月４日㊏ 10 時〜 15 時
（受付は 14 時 30 分まで）
ところ 健康管理センター
内容 歯の検診・相談、フッ素塗
こうごう
布、ブラッシング指導、咬合力
測定など

エイズ・肝炎の夜間相談・
検査

健康・福祉
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 28 日㊋＝中
名田公民館、７月６日㊌＝加斗
公民館
検診内容 特定（基本）健診、が
ん検診（肺・胃・大腸・前立腺）、
Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、骨
検診
申込期限 検診日の 10 日前

若狭健康福祉センター☎ 52・1300

６月の HIV 検査普及週間に合
わせて夜間の相談・検査を実施し
ます。
とき ６月６日㊊
17 時 30 分〜 19 時 30 分
ところ 若狭健康福祉センター
検査料 無料（予約不要）
※匿名で検査できます

お知らせ
あなたのお薦めロケ地

生活習慣病 ｢土・日曜｣ 検診

労災保険制度

敦賀労働基準監督署☎ 0770・22・0745

労災保険（治療や投薬、遺族年
金などの給付）は、労働者が就業
中に、業務が原因で負傷した場合
だけでなく、地震、津波による建
物の崩壊などで被災した場合にも
適用されます。詳しくはお近くの
監督署にお問い合わせください。

６

月

情 報

健康管理センター☎ 52・2222

平日に受診できない人は、この
機会にぜひ受診してください。
とき ６月 19 日㊐、７月９日㊏
ところ 健康管理センター
検診内容 特定（基本）健診、が
ん検診（肺・胃・大腸・乳・前
立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス
検査、骨検診
※６月 19 日㊐は子宮がん検診あり
申込期限 検診日の 10 日前

観光交流課☎内線 267

「若狭おばまフィルム・コミッ
ション」では、市内で映画やドラ
マの舞台になりそうなロケ地を探
しています。山や川などの自然か
ら田園や古民家などの懐かしい風
景、現代的な雰囲気の場所など、
お薦めのロケ地を教えてください。

く

ら しの

歯周病検診

健康管理センター☎ 52・2222

対象 本年度に 40 歳、50 歳にな
る人
受診期限 10 月 29 日㊏
ところ 指定歯科医療機関
費用 300 円
申し込み 健康管理センター

【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】
（５月１日現在）
31,735 人
（前月比
-11 人）
（前年同月比
-269 人）
男性
15,507 人
女性
16,228 人
●異動
転入
121 人
転出
125 人
出生
27 人
死亡
34 人
●世帯数
12,010 世帯

●人口

子ども手当の支給

社会福祉課☎内線 188

０歳から中学校卒業までの子ど
もを対象に、９月分までは、これ
までどおり月額 13,000 円の「子
ども手当」が支給されます。現在
支給されている人は、手続きの必
要はありません。
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若狭消防組合職員

若狭消防組合総務課☎ 53・5212

職種、採用人員
消防吏員Ⅰ種（大学卒業程度）
＝２人程度、消防吏員Ⅱ種（短
大卒業程度）＝２人程度、事務
職員Ⅰ種（大学卒業程度）＝１人
採用日 平成 24 年４月１日
受付期間 ６月６日㊊〜 20 日㊊
受験資格
【消防吏員Ⅰ種・事務職員Ⅰ種】
＝次のいずれかに該当する人
①昭和 59 年４月２日から平成２
年４月１日までに生まれた人
②平成２年４月２日以降に生まれ
た人で、学校教育法による大学
を卒業した人または平成 24 年
３月 31 日までに卒業見込み人
【消防吏員Ⅱ種】＝昭和 61 年４
月２日から平成４年４月１日ま
でに生まれた人
試験日、試験内容
【一次試験】 ７月 24 日㊐
●消防吏員Ⅰ種、Ⅱ種＝消防適正
検査・教養試験・論文試験・体
力試験・口述試験
●事務職員Ⅰ種＝教養試験・事務
適正検査・小論文試験・専門試験
【二次試験】 ９月上旬（予定）
※申込書は、若狭消防組合総務課
または若狭消防組合管内の各分
署にあります
※消防吏員Ⅲ種（高校卒業程度で
９月 18 日１次試験）は、後日
募集します

放送大学第２学期入学生

放送大学福井学習センター☎ 0776･22･6361

放送大学は入学試験のない、文
部科学省、総務省所管の正規の通
信制大学です。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、資格取得に最適です。
願書受付期限 ８月 31 日㊌

⓫
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国家公務員Ⅲ種（税務）職員
税務課☎内線 137

受験資格 平成２年４月２日〜同
６年４月１日に生まれた人
受付期間 ６月 21 ㊋〜 28 日㊋
試験日、試験内容
【一次試験】 ９月４日㊐
（教養・適正・作文試験）
【二次試験】 10 月中旬（予定）
（人物試験・身体検査）
申し込み、問い合わせ
小浜税務署☎ 52・1008

季節の調理体験

〜６月編〜

食文化館☎ 53・1000

とき ６月 13 日㊊、18 日㊏、
28 日㊋ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 梅おにぎり、豚肉と青菜の
冷しゃぶ、ポテトサラダ、オニ
オンスープ、豆乳くずプリン
定員 30 人
参加費 各 700 円

美術展の出品作品
小浜市美術展実行委員会

市では、７月 22 日から 24 日ま
で開催する「第 31 回小浜市美術
展」の出品作品を募集します。
応募資格 小浜市、若狭町、おお
い町、高浜町、美浜町に在住ま
たは通勤・通学する高校生以上
の人
部門、作品規格
●美術部門
（S50 号、高さ 150㌢以内）
●書道部門
（横 60㌢×縦 240㌢以内）
応募点数 １人あたり書道部門１
点、美術部門 2 点まで
出品料 １点につき 1,000 円（高
校生は 500 円）
応募期限 ６月 30 日㊍
応募先、問い合わせ
文化会館☎内線 611

医食同源 ｢歯と健康｣

食文化館☎ 53・1000

歯科月間に合わせて｢歯｣をテー
マに、食と健康を考える講演会と
調理体験を開催します。
とき ６月 25 日㊏ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
定員 先着 30 人
参加費 1,000 円（学生 800 円）
【講演】
こうくう
内容 ｢正しい口腔ケアと食事」
講師 土井田誠さん（杉田玄白記
念公立小浜病院 歯科口腔外科
主任医長）
【調理体験】
内容 ｢たくさんかんで味わうお
いしいお弁当｣
講師 小谷清美さん（あばん亭）

協働のまちづくり市民会議
公募委員

市民協働課☎内線 374

市では、地域力を結集した協働
のまちづくりを推進するため、協
働のまちづくり市民会議を設置し
ます。市民の代表として、市民、
団体、事業者、行政の協働のあり
方や進め方などについて、広く意
見を述べていただける人を募集し
ます。
応募資格 次の要件をすべて満た
す人
①市内在住で、満 18 歳以上（平
成 23 年４月１日現在）の人
②市民参画、市民活動に関心があ
る人
③平日開催の会議に出席可能な人
募集人員 ３人程度
応募方法 住所、氏名、性別、年
齢、職業、電話番号、応募理由（協
働のまちづくりへの意見・提言）
を 200 〜 400 字程度にまとめ、
郵送、FAX、メール、持参のい
ずれかで提出（様式自由）
応募期限 ６月 17 日㊎

情報公開・個人情報保護制度

市民協働課☎内線 372

【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 22 年度は 25 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 14 件
●非公開
11 件
●不服申し立て
2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 22 年度の個人情報の開
示請求は１件でした。

募

クリーンアップふくい大作戦

とき ７月９日㊏
13 時 30 分〜 16 時
ところ ＪＡわかさ本店
対象 来年３月に大学、短大、高
校、高専、専修学校卒業予定の
学生とその保護者など
内容 企業と保護者、学生との面
談▶コンピューターによる適職
診断▶ハローワーク職業相談
参加企業 35 社（予定）
その他 企業情報誌 ｢2012 企業
ガイドブック若狭｣（企業 50 社
を掲載予定）を配布します

６月５日㊐に、市内全域で「ク
リーンアップふくい大作戦」を実
施します。当日は、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。
受入時間 ８時 30 分〜 12 時
受入場所
▶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受け
入れできません。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しないので
ご注意ください

商工振興課☎内線 225

福祉サービス苦情相談窓口

福井県運営適正化委員会☎ 0776・24・2347

集

短歌大会ボランティア

文化課☎内線 442

市では、７月 31 日㊐に開催す
る「第 15 回山川登美子記念短歌
大会」のボランティアを募集しま
す。
募集期限 ７月 30 日㊏
業務内容 ①運営に関すること
②短歌など作品のパソコンへの
入力
③短歌大会の会場設営
募集人員 20 人程度

統計調査員

サマー求人企業説明会

市民協働課☎内線 374

市では、統計調査員を募集して
います。
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（ただし、20 歳未満
の人、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）
登録期間 ２年間
申込期限 ６月 30 日㊍

福祉サービスを利用して「いや
な思いやけがをした」、「サービス
内容に不満がある」、「職員の対応
が悪い」など不満に思っているこ
とがありましたらお気軽にご相談
ください。
相談時間 月曜〜金曜日
９時〜 17 時
（祝日・年末年始は除きます）
相談方法 電話、FAX、e-mail で
電話 0776・24・2347
FAX 0776・24・8942
e-mail kujyo@f-shakyo.or.jp
※匿名可能で、秘密は固く守られ
ます

不動産無料相談会

福井県宅地建物取引業協会☎ 0776・24・0680

不動産に関するさまざまな事柄
について、専門の相談員が無料で
相談に応じます。
とき ７月５日㊋ 13 時〜 16 時
ところ 小浜商工会館（大手町）

環境衛生課☎内線 144

住宅用太陽光発電に補助金

環境衛生課☎内線 144

一般住宅に太陽光発電設備を設
置した場合、費用の一部を補助し
ます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
【対象】
次の２点を満たす個人または法人
①国から補助を受けて対象システ
ムを設置すること
②市の交付要件を満たすこと
【補助額（１ｷﾛﾜｯﾄあたり）】
●国 48,000 円（上限 10 ｷﾛﾜｯﾄ）
●県 36,000 円（上限４ｷﾛﾜｯﾄ）
●市 12,000 円（上限４ｷﾛﾜｯﾄ）

ひとり親家庭の巡回就業相談

社会福祉課☎内線 186

母子家庭の母などの、就労相談、
職業能力の適性、技能訓練のアド
バイスなどを行う巡回就業相談を
実施します。電話での相談も受け
付けています。
とき ６月９日㊍ 13 時〜 15 時
ところ 若狭健康福祉センター
☎ 52・1300
※相談は無料で、秘密は固く守ら
れます
広報おばま
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庁舎食堂のテナント

くらしの情報●小浜市役所

■問い合わせ 財政課☎内線 335

【募集期間】
６月１日㊌〜 15 日㊌
【申込方法】
「庁舎食堂入居申込書」に関係書類を添え
て申し込み
【入居資格】
次の要件をすべて満たす個人または法人
①平成 23 年４月１日現在、小浜市に住所を
有していること
②食堂を経営あるいは過去に経営経験がある
こと
③市税を完納していること
【使用料】
１カ月 34,000 円
【営業可能時間】
９時〜 22 時（11 時〜 14 時ごろまでの営
業は必須）
※土・日曜日、祝日、年末年始は休業可能

【営業品目】
和洋食、喫茶
【選考方法】
市の入居者選考基準に基づき、入居者選
考委員会で決定
【その他】
保証金、経費の支払い、保険など詳しく
はお問い合わせください

■問い合わせ

語り合うことで市政への理解を深めていただくことを目的とした「出
前講座」。注文に応じて市職員が伺います。
【対象】市内在住のおおむね 10 人以上で構成する団体、グループ
【時間】原則 10 時から 21 時で、１講座 90 分以内
【会場】申込者で準備してください
【申し込み】 出前講座希望日の１カ月前までに、所定の申込書を市
民協働課へ提出
※申込書は市役所（市民協働課）、中央公民館、各地区公民館にあります。
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

《出前講座メニュー》
庁舎１階食堂（広さ約 150㎡）

市民
限
定

〜小浜の歴史を学んでみませんか〜
■問い合わせ 文化課☎内線 445

◆観光・産業・まちづくり

◆健康・福祉
担当課

福祉医療を紹介し
社会福祉課
ます

中心市街地活性化

保育園の現状と子
社会福祉課
育て支援の話

有害鳥獣のはなし 農林水産課

みんなで支える国
市民課
民年金のはなし

テーマ

（割引対象外）価格 500 円

※郵送で購入する場合、別途手数料がかかります

担当課
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割引価格 9,100 円（通常価格 13,000 円）

割引価格 1,400 円（通常価格 2,000 円）

テーマ

担当課

ごみのはなし

環境衛生課

防災のはなし

生活安全課

悪徳商法にご用心 生活安全課
交通安全のはなし 生活安全課

小浜の偉人

文化課

市税のしくみ

税務課

歴史と文化財から
文化課
学ぶ

選挙のしくみ

総務課

学校はいま

◆市政

教育総務課

スポーツしません 生涯学習
か？
スポーツ課

わかさ小浜の文化財ー図録ー

◆環境・くらし

町並み保存を考え
文化課
る

男女共同参画って
総務課
何？

小浜市史〜絵図地図編〜（一部）

商工振興課
都市整備課

日本赤十字社福井県支部小浜市
地区では、「赤十字水上安全法救
助員養成講習会」の受講生を募集
します。水の事故を防ぎ、命を守
るために、プールや海での留意点、
水中からの救助法や応急手当など
を学びます。
と き ６ 月 25 日 ㊏、26 日 ㊐ ＝
13 時〜 21 時、27 日㊊＝９時
〜 17 時
ところ 若狭総合公園温水プール
受講料 2,100 円（教本、保険代）
その他 筆記用具、昼食を持参の
上、水泳と運動のできる服装で
参加してください
申込期限 ６月 20 日㊊

スポーツ
温水プールの開館時間変更

温水プール☎ 53・0450

若狭地区中学校夏季総合競技大
会（水泳競技）のため、７月９日
㊏の開館時間が 13 時〜 18 時（通
常 10 時〜 18 時）に変更になりま
すのでご注意ください。

地区対抗ソフトボール大会

市民体育館☎ 53・0064

◆教育・文化

ー世界遺産をめざすー御食国若狭小浜

担当課

若狭おばまの観光 観光交流課

みんなで支える国
市民課
保のはなし

《割引対象図書》
●小浜市史（諸家文書編・藩政史料編・通史編・絵図地図編など）

テーマ

障害者のための障
社会福祉課
害福祉サービス

介護保険って何？ 健康長寿課

市では、｢小浜市史｣、｢わかさ小浜の文化財−図録−｣、｢若狭
国太良荘史料集成｣ などの文化財関係の図書を市民の皆さんに割
り引きして販売しています。今年は市制 60 周年を迎えます。こ
の機会に、小浜の歴史を振り返ってみませんか。

広報おばま

市民協働課☎内線 373

【料金】無料

文化財図書の割引販売

⓭

社会福祉課☎内線 183

市政の現状を市民の皆さんにわかりやすく説明し、ひざを交えて

テーマ

●小浜市史紀要（西津漁業協同組合文書など）
●若狭国太良荘史料集成（太良荘の古文書）
●わかさ小浜の文化財ー図録ー
（市内の国・県指定文化財を全点カラーで紹介）

水上安全法救助員養成講習

★「出前講座」をご利用ください★

市では、庁舎１階の食堂（広さ約 150㎡）で営業していただくテナントを募集します。

とき ６月 10 日㊎＝ 19 時〜、
11 日 ㊏ ＝ 9 時 〜、12 日 ㊐ ＝
19 時〜 （雨天中止）
ところ 総合運動場

地区対抗バレーボール大会

市民体育館☎ 53・0064

テーマ

おばま市の台所

担当課

財政課

とき ６月 26 日㊐８時 30 分〜
ところ 市民体育館

情報公開って何？ 市民協働課

※メニューは他にも多数ご用意しています。詳しくはお問い合わせください

広報おばま
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