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戦傷病者などの妻への給付金

ひとり親家庭の巡回就業相談

勤労者生活安定資金

不妊治療費を助成

戦傷病者などの妻に特別給付金
を支給します。申請方法など詳し
くはお問い合わせください。
対象 次の２つの要件のいずれか
に該当する人
①平成 15 年４月２日以降に戦傷
病者などと婚姻した妻、または
同日以降重傷で第５款症以上の
戦傷病者などになった人の妻で、
かつ平成 23 年４月１日に戦傷
病者などである夫が第５款症以
上の増加恩給などを受けている
人
②「第 18 回特別給付金」または
「第 20 回特別給付金」の受給
権を取得した妻であり、かつ戦
傷病者などで夫が平成 15 年４
月１日から平成 18 年９月 30
日までの間に公務傷病以外の原
因で死亡した人
申請期限 平成 26 年９月 30 日㊋

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
付けます。
とき 11 月 10 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

市が提供している無担保の低金
利ローンです。いざというときの
頼れる融資制度です。ぜひご活用
ください。
対象 市内在住の勤労者
使途 生活の安定と福祉の向上
限度額 １人につき 150 万円以内
貸付利率（８月１日現在）
３年以内…年利 1.6%
３年以上５年以内…年利 1.8%

市では年度当たり、１回 10 万
円を限度に不妊治療費を助成して
います。本年度中に申請する場合
は、12 月 27 日㊋までに連絡して
ください。
助成 一夫婦につき年度内１回
※県の助成が優先されます

社会福祉課☎内線 182

木造住宅の耐震診断、耐震
改修工事を支援

都市整備課☎内線 255

①耐震診断（一般診断）
…個人負担＝ 3,000 円
②補強プラン（一般診断）
…個人負担＝ 3,000 円
③耐震改修助成
…補助限度額＝ 600,000 円
対象建物 昭和 56 年５月以前に
建てられた地上３階以下の木造
住宅
申込期限 平成 24 年２月 24 日㊎

チャリティーバザー

小浜市連合婦人会

とき 12 月４日㊐９時 30 分〜
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
出品物 日用品、野菜、米
問い合わせ 同会会長の宮脇さん
☎ 090・1639・9989
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社会福祉課☎内線 186

古い電話帳を回収します

タウンページセンタ☎ 0120・506・309

ＮＴＴでは、地球環境や地域資
源保護の立場から、古い電話帳の
回収を推進しています。資源のリ
サイクル運動にご協力をお願いし
ます。
回収期間 11 月１日㊋〜 30 日㊌
回収方法 配達員が新しい電話帳
をお届けに伺ったときに、不要
になった電話帳があれば渡して
ください。渡すことができな
かった場合は、タウンページセ
ンタに連絡してください。あら
ためて回収に伺います

「きれいな川と暮らそう」基金

（公）日本河川協会☎ 03・3238・9771

「きれいな川・親しめる川」を
保全するために、川や水辺で活動
を行っている市民団体などに活動
資金を支給します。
対 象 学 校、 市 民 団 体（NPO、
NGO、サークルなど）
対象活動 水資源確保、河川美化
清掃、水質保全などの水環境保
全活動
助成額 １団体につき 100 万円
以内
申請期限 11 月 30 日㊌
※申請方法など詳しくはお問い合
わせください

商工振興課☎内線 225

拉致・特定失踪者問題の早
期解決を願う集会
総務課☎内線 356

拉致・特定失踪者問題の風化防
止を図るため、｢拉致・特定失踪
者問題の早期解決を願う集会｣ を
開催します。多くの市民の皆さん
の参加をお願いします。
とき 11 月５日㊏ 13 時 30 分
〜 16 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
内容 パネルディスカッション
「拉致・特定失踪者問題の解決
に向けて」▶特定失踪者家族の
訴え▶予備役ブルーリボンの会
による実演

女性の人権ホットライン

福井地方法務局☎ 0776・22・5090

「女性の人権ホットライン」は、
男女差別やセクハラ、ＤＶなどで
悩む女性が、気軽に相談できる専
用の電話相談窓口です。
福井地方法務局では、11 月 14
日㊊〜 20 日㊐の強化週間中、時
間を延長して相談に応じます。ひ
とりで悩まず、ご相談ください。
受付時間 14 日㊊〜 18 日㊎は
8 時 30 分〜 19 時、19 日㊏・
20 日㊐は 10 時〜 17 時
専用電話 ☎ 0570・070・810

健康管理センター☎ 52・2222

おとなの無料歯科健診

（社）福井県歯科医師会☎ 0776・21・5511

県歯科医師会では、20 歳以上
を対象に、無料歯科健診を行って
います。予約時に「おとなの無料
歯科健診の予約です」と伝えてく
ださい。
受診期限 平成 24 年３月 31 日㊏
ところ 県内の無料健診協力歯科
医院（予約時に無料健診をして
いるか確認してください）

お知らせ
法人会の公開講演会

( 社 ) 小浜法人会☎ 52・1040

テレビでおなじみの武田邦彦さ
ん（中部大学総合工学研究所教授）
を招き、環境問題について考えま
す。
とき 11 月 10 日㊍ 18 時〜 19
時 30 分
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
演題 環境問題のウソと本当の話
受講料 無料（申込不要）

｢福井県士業等団体友好協議
会｣ 無料相談会
福井県士業等団体友好協議会☎ 0776・23・5255

とき 11 月 16 日㊌ 13 時〜
19 時
ところ アオッサ（福井市手寄一
丁目）
相談内容 法律、会計、税務、登記、
年金、各種許認可、不動産など

健康・福祉
生活習慣病 女性限定検診

健康管理センター☎ 52・2222

とき 11 月 30 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・子宮）
、
Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、骨
検診
※定員がありますので、お早めに
お申し込みください

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 12 月９日㊎、12 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・前立腺・
乳・子宮）
、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイ
ルス検査、骨検診
※定員がありますので、お早めに
お申し込みください
※１月〜３月は検診がありません

子ども手当支給

社会福祉課☎内線 189

０歳から中学生を対象に、10
月分〜平成 24 年３月分の子ども
手当を支給します。９月分まで支
給を受けていた人も改めて申請が
必要になります。対象者には、10
月末に通知をします。
※ 10 月分から支給額が次のとお
り変更になりました（９月分ま
での支給額は 13,000 円）
【支給額（月額）】
０〜３歳未満（一律） 15,000 円
３歳〜小学校修了前（第１子・
第２子） 10,000 円
３歳〜小学校修了前（第３子以
降）15,000 円
中学生（一律） 10,000 円
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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】
（10 月１日現在）
31,642 人
（前月比
-21 人）
（前年同月比
-364 人）
男性
15,454 人
女性
16,188 人
●異動
転入
41 人
転出
55 人
出生
16 人
死亡
24 人
●世帯数
11,984 世帯
●人口
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募

集

子ども料理教室

おばま観光局☎ 56・3366

勤労感謝の日にちなんで、日ご
ろ働くお父さん、お母さんのため
に、子どもたちが料理を作ります。
とき 11 月 23 日㊌ 9 時 30 分
〜 13 時
ところ 四季菜館
対象 小学生（高学年）と保護者
内容 野菜収穫体験、子ども料理
体験教室（地野菜を使ったグラ
タン、スープ、デザートなど）
定員 先着 10 家族（要申込）
参加費 各 700 円
■ e-mail
info@obamakankokyoku.com
■専用ホームページ
http://obamakankokyoku.com/

成人式実行委員

生涯学習スポーツ課☎内線 432

市では、成人式の企画運営に参
加できる実行委員を募集していま
す。20 歳の門出、成人式を自分
自身のアイデアで盛り上げてみま
せんか。
対象 平成３年４月２日〜同５年
４月１日生まれの人（平成 24・
25 年成人式対象者）
活動期間 ４、５回程度（主に平
日の夜に会議を開催）
※当日のステージ補助をしてくれ
る人も大歓迎です

仕事、
家庭の両立支援セミナー
ユー・アイふくい☎ 0776・41・4202

とき 12 月３日㊏ 13 時 30 分
〜 15 時 30 分
ところ 若狭図書学習センター
対象 県内在住または在勤の人
定員 先着 20 人（要申込）
参加費 無料
申込期限 11 月 30 日㊌
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｢関西文化の日｣ 事業

交通安全運転者講習会

児童虐待防止推進月間

｢関西文化の日｣ 事業が 11 月
19 日㊏、20 日㊐に開催されます。
この２日間は、関西の文化を身近
に知ってもらうために、美術館・
博物館などの常設展が無料で開放
されます。
市では、山川登美子記念館（千
種一丁目）と町並み保存資料館（小
浜鹿島）の２施設がこの事業に参
加し、２日間無料で開放します。
※町並み保存資料館は通常時も無
料、山川登美子記念館は通常時
は観覧料が必要です

車両を運転する際のルールやマ
ナーを再確認し、交通事故を防止
することを目的に、交通安全運転
者講習会を開催します。
とき 11 月２日㊌
① 13 時 30 分〜 15 時（昼の部）
② 19 時〜 20 時 30 分（夜の部）
ところ 中央公民館
参加費 無料
※「安全運転講習証」または「交
通安全協会会員証」を持参して
ください

11 月は児童虐待防止推進月間
です。児童虐待はどの家庭でも起
こる可能性があります。虐待かも
しれないと思ったら、ご連絡くだ
さい。あなたが気づいて行動する
ことが、子どもの命を救います。
相談先 県総合福祉相談所 24 時
間ダイヤル☎ 0776・24・3654
※相談は無料で、秘密は固く守ら
れます

文化課☎内線 445

市営駐車場パスカード発行

生活安全課☎内線 475

12 月分と平成 24 年 1 月分のパ
スカードを発行します。
とき 11 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

食改さんおススメ！レシピ集

健康管理センター☎ 52・2222

食生活改善推進員連絡協議会で
は、｢チャンネル O｣ で過去に紹
介された健康料理のレシピ集（１
冊 200 円）を販売しています。購
入希望者は、健康管理センター
またはお近くの食生活改善推進員
（食改）までお問い合わせくださ
い。

最低賃金の改定

福井労働局☎ 0776・22・2691

10 月１日から、福井県の最低
賃金の時間額が 684 円に改定され
ました。
※最低賃金は常用、臨時などの雇
用形態を問わず、すべての労働
者と使用者に適用されます

生活安全課☎内線 474

次世代（省エネ）自動車充
電設備の導入を補助
県環境政策課☎ 0776・20・0302

県では、電気自動車などの充電
設備（200V）を設置する事業者
に補助金を交付します。申請方法
など詳しくはお問い合わせくださ
い。
対象 次のすべての要件を満たす
事業者
①県内に事業所を有する（自動車
ディーラーなどを除く）
②県税を滞納していない
③次世代自動車を使用する人に、
無料で補助対象設備を使用させ
ることができる
④充電設備の設置場所に、県が作
製する充電設備普及看板などを
設置できる
⑤国の補助金を重複して申請して
いない
対象設備 単相 200V コンセン
トを利用する次世代自動車用普
通充電設備で、コンセントの形
状が新型コンセントであること
対象経費 機器本体と付属品の購
入費、工事費
補助限度額 10 万円
補助予定数 30 基程度
申請期限 平成 24 年１月末

社会福祉課☎内線 187

はまかぜ寄席

〜 11 月定席〜

家屋を新増築、取り壊した
場合は税務課まで
税務課☎内線 134

固定資産税、都市計画税は、毎
年１月１日の土地、家屋、償却資
産の所有者に課税されます。家屋
を新増築、取り壊した場合は税務
課まで連絡してください。
【新増築】 税務課職員が家屋評価
に伺いますのでご協力をお願い
します
【取り壊し】 翌年度に税金がかか
らないように家屋滅失申告書を
提出してください

文化会館☎内線 612

とき 11 月 27 日㊐ 14 時〜
ところ はまかぜプラザ
せいきょう つゆ まこと
出演 笑福亭生 喬、露の眞
観覧料 1,500 円
チケット、問い合わせ
はまかぜプラザ☎ 52・6259

労働トラブル無料相談

福井県司法書士会☎ 0776・30・0001

福井県司法書士会では、賃金未
払いやサービス残業などの労働ト
ラブルの無料相談を開催します。
とき 11 月 19 日㊏ 10 時〜 15 時
ところ 福井県司法書士会（福井
市大手三丁目）
相談料 無料（要申込）
申し込み、問い合わせ
福井県司法書士会 総合相談セ
ンター☎ 0776・30・0771

講演会「認知症の医療と対応」
（社）認知症の人と家族の会☎ 53・3359

松村奈穂美先生（敦賀温泉病院
看護師）を講師に招き、認知症に
関する講演会が開催されます。
と き 11 月 12 日 ㊏ 13 時 30
分〜 16 時
ところ 小浜市社会福祉協議会
（サンサンホーム内）
参加費 無料

サポステふくい出前相談会

商工振興課☎内線 225

ふくい若者サポートステーショ
ンでは、働くまでの過程でつまず
いたり、人との接し方で悩んだり
している人が、問題を解決できる
ように、出前相談会を開催します。
とき 11 月 15 日㊋ 13 時〜 17 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
対象 15 歳〜 40 歳くらいの若
年無業者とその家族
相談料 無料（申込不要）

「かぜの結」コンサート

文化会館☎内線 612

税を考える週間

小浜地区税務協議会☎ 52・6506

11 月 11 日㊎から 17 日㊍まで
は「税を考える週間」です。この
週間に合わせて、「無料税務相談
会」と中高生の作文入賞作品や税
に関するパネルを展示した「税金
展」が開催されます。
【無料税務相談】
とき 11 月 15 日㊋ 10 時〜 16 時
ところ 若狭図書学習センター
相談料 無料
【税金展】
とき 11 月 11 日㊎〜 17 日㊍
ところ 若狭図書学習センター

秋の文化展

小浜市郷土研究会事務局の村上さん☎ 59・0197

小浜市郷土研究会では、恒例の
秋の文化展を開催します。今年の
テーマは、写真で見る今昔「市
制 60 周年」です。小浜市が誕生
した昭和 26 年・同 56 年・現在の
３時代の写真 30 組を展示します。
市民の皆さんの多数の来場をお待
ちしています。
とき 11 月４日㊎〜７日㊊
10 時〜 17 時（入場は 16 時 30
分まで）
ところ 市立図書館（４階）

映画「くまのプーさん」の日本
語版サントラを歌う Yae さんを
中心とした、ネイティブフルート
とギターのコンサートが開催され
ます。
とき 11 月 19 日㊏ 19 時〜
ところ 明通寺（門前）
入場料 3,000 円
出演 Yae、越田太郎丸、真砂秀
朗、遠藤晶美
チケット、問い合わせ 文化会館

動物ふれあい祭り in わかさ

久須夜交流センター☎ 53・2724

幼児・小学生が、動物の接し
方・命の大切さを学ぶことを目的
に、動物ふれあい祭りが開催され
ます。ご家族そろってお越しくだ
さい。
とき 11 月６日㊐ 10 時〜 15 時
ところ 内外海小学校グラウンド
内容 モルモット、ウサギ抱っこ
体験▶ポニーややぎにえさをあ
げよう▶獣医の先生になんでも
聞こう▶動物のお医者さん体験
▶ 犬のしつけ教室▶警察犬の
模範演技
※来場者には、犬・猫の首輪用迷
子札（電話番号刻印つき）と犬
のバンダナを無料配布します
広報おばま

平成 23.

11

⓴

伝統的工芸品 月間イベント開催 !!
11 月は伝統工芸品月間です。それに合わせて、御食国若狭おばま食文化館では、伝統工
芸職人集団「若狭工房」の職人の作品をとりあげ、
「若狭塗・若狭和紙」ができるまでを紹
介する展示を行います。写真や作品を展示するとともに、若狭塗・若狭和紙ができるまで
に職人がどんな点に気をつけているかを紹介します。
また、小中学生を対象に伝統工芸（若狭塗・若狭和紙・若狭めのう細工）無料体験イベ
ントも開催します。伝統的な工芸品の製作体験を通じて、ふるさと小浜の地に伝わる伝統
的工芸品の魅力にふれてみませんか？

示

展

若狭工房の

職人が語る
！

｢若狭塗・若狭和紙」
ができるまで
【展示期間】

募集

（午後の部）13 時 30 分〜

小・中学生

【展示場所】

御食国若狭おばま食文化館

【参加費】

無料

【内容】

若狭塗・若狭和紙・若狭めのう

【定員】

各体験ごとに 40 人（午前・午後各 20 人）

【申し込み、問い合わせ】 若狭工房事務所☎ 53・9705

☎ 53・1000

市制 60 周年特別企画
〜小浜市の 60 年を振り返る（５）〜

とき 11 月 23 日㊌９時 30 分〜
コース 国富小学校→宮川小学校
→国富小学校

とき 12 月４日㊐ 11 時 30 分〜
ところ JA 若狭本店
定員 先着 70 人
参加費 1,000 円
申し込み 11 月９日㊌の９時か
ら健康管理センター窓口でチ
ケット販売します。チケットは
１人２枚まで。同 10 時からは
電話でも予約を受け付けます

とき 11 月８日㊋ 10 時 15 分
〜 11 時 30 分
ところ 小浜幼稚園
対象 未入園児と保護者
定員 25 組（要電話予約）
内容 園児と一緒にミュージック
ケア
参加費 50 円（保険料）

地デジ化

季節の調理体験

〜 11 月編〜

とき 11 月７日㊊、12 日㊏、
25 日㊎ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 ツナ入り里芋ごはん、サバ
のみそ煮、 鶏ささみの白和え、
キノコたっぷりみそ汁、でっち
ようかん
定員 各 30 人（要電話申込）
参加費 各 700 円
申込期限 実施日の３日前

スポーツ
第 37 回スポーツ少年団
バドミントン交歓大会

市民体育館☎ 53・0064

とき 11 月 20 日㊐ ９時〜
ところ 市民体育館

お済みですか

つぶつぶクッキング

自衛隊敦賀地域事務所☎ 0770・23・2026

募集 高等工科学生（推薦・一般）
受験資格 中卒（見込含）で 17
歳未満の人（推薦は中学校長の
推薦書が必要）
受付期間 【推薦】＝ 11 月１日㊋
〜 12 月 16 日㊎、【一般】＝
11 月１日㊋〜平成 24 年１月
６日㊎
※申込方法など詳しくはお問い合
わせください

石綿で健康被害を受けた

広報おばま

方のご遺族の皆さんへ

労災保険法では、業務上死亡

した労働者に係る遺族補償給付

金などの請求権は、５年で時効

消滅しますが、石綿救済法の特

27

自衛官（高等工科学生）

例では、石綿健康被害を原因に

34

長谷川政明さん（日本雑穀協会
認定 ｢雑穀エキスパート｣）と ｢も
ちあわ｣、｢もちきび｣ などの雑穀
の特徴を生かした料理を作ります。
とき 11 月 27 日㊐ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
参加費 700 円
定員 先着 30 人（要電話予約）

業務上死亡した労働者に係る遺

族請求は、平成 年３月 日を

（平日：9時〜21時／土日祝：９時〜18時）

期限として、５年以上経過して

デジサポ福井
☎ 0776・31・0101

22

・０７４５

■地デジ相談窓口

いても特別遺族給付金の請求が

さい。

できます。

地デジ相談窓口までご相談くだ

詳しくはお問い合わせくださ

化がまだの人で、お困りの人は、

い。

送に完全移行しました。地デジ

■問い合わせ

７ 月 24 日 に 地 上 デ ジ タ ル 放

小浜幼稚園☎ 52・3768

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

敦賀労働基準監督署

12

ウオーキングやジョギングなど
軽く汗ばむ程度で、時間をかけて
行う運動を「有酸素運動」といい
ます。
有酸素運動は脂肪を燃焼させる
ことから、脂質異常症や高血圧、
糖尿病などの生活習慣病予防に効
果があります。また、善玉コレス
テロール（ＨＤＬ）値の上昇や基
礎代謝量が増加、ストレスの解消
などの効果が期待でき、筋肉や脳
の老化防止にも効果があるといわ
れています。
市民体育館では、冬でも安心・
快適に運動ができるトレーニング
ルームを設けています。生活習慣
病を予防し、冬季の健康づくりに
ぜひご利用ください。
【利用料金】
会員 １カ月 2,500 円、３カ月
6,000 円、６カ月 10,000 円
非会員 １回 300 円
回数券 ６回 1,500 円

健康管理センター☎ 52・2222

☎０７７０・

３

年〜 年の主な出来事

年】

３

平成

【平成

内外海小学校開校

【平成４年】

年】

５

働く婦人の家完成

【平成

マーメイドテラス完成

福井県立大学小浜キャンパス開校

「つばき回廊」完成

【平成７年】

市総合運動場完成

ＪＲ小浜線電化着工記念式典（平成 12 年）
林野庁の「水源の森百選」に「上根来

水源の森」が選ばれる

【平成８年】

交流ターミナルセンター完成

若狭小浜が「日本の渚百選」に選ばれる

【平成９年】

ロシアタンカー重油流出事故

ケーブルテレビ若狭小浜（チャンネル

年】

10

Ｏ）全面開局

【平成

県立嶺南西養護学校完成

年】

11

若狭小浜とらふぐ王国開国

【平成

11

西街道（上野ー神宮寺）開通

平成 23.

市民サービスコーナーオープン

広報おばま
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年】

市クリーンセンター完成

ＪＲ小浜線電化着工

㉓

【平成

小浜市は今年、市制施行 60 周年を迎えます。
今月は、平成３年から平成 12 年までの 10 年間を振
り返ります。
平成３年に、阿納尻・堅海・矢代小学校が閉校とな
り、内外海小学校が新たに開校されました。
また、平成９年には、ロシアタンカー「ナホトカ」
号の重油流出事故が発生。小浜湾内にも重油が漂着し、
全国各地から物資や義援金などが届けられました。

小浜幼稚園半日開放デー

市民体育館☎ 53・0064

伝統工芸無料体験

【ところ】 御食国若狭おばま食文化館

【問い合わせ】 御食国若狭おばま食文化館

健やかふるさと料理の会

有酸素運動で生活習慣病予防

			
【対象】

第 60 回小浜市駅伝競走大会
市民体育館☎ 53・0064

【とき】 11 月 20 日㊐ （午前の部）10 時〜

11 月 12 日㊏〜 20 日㊐

くらしの情報●小浜市役所

平成 23.
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㉒

