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おはよう ! からはじめる
家族時間

社会福祉課☎内線 187

県では、毎日仕事や家事に忙し
い親が、子どもとふれあう時間を
増やし、充実させていこうとする
県民運動を推進しています。毎日
の生活に少しだけ工夫を加えて、
できるところから親子のふれあい
を増やしていきましょう。
【実践例】
親子でいっしょに朝ごはんを食
べる
通勤、通学時に時間を合わせて
親子でいっしょに出かける
家族みんなで家事をする

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。県内の金融機関のほか、コン
ビニでも納めることができます。

市営駐車場パスカード発行

おばま観光局☎ 56・3366

６月、７月の２カ月分のパス
カードを発行します。４月より申
込受付が道の駅になりました。
とき ５月 25 日㊎より受付開始
９時〜 16 時
ところ 道の駅（物産館）
【広峰駐車場】 先着 160 枚
【駅前駐車場】 先着 50 枚
料金 各 10,500 円
※使用済みのパスカードがある人
はお持ちください

乾燥肥料の無料配布

衛生管理所☎内線 52・1522

し尿を処理した後にできる「乾
燥肥料」を無料配布します。１人
20 袋まで。なくなりしだい終了。
とき ５月 13 日㊐ ８時 30 分〜
ところ 衛生管理所（荒木）
その他 開封後はできるだけ早く
ふくど
散布し、必ず覆土してください

御食国大使からの特別企画

プロ野球観戦バスツアー in 京セラドーム
御食国大使からプロ野球（オリックスＶＳ中日戦）観戦の
招待状が届きました。ドーム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
ところ
募集人数
対 象
参加費
応募方法

応募期限
応募先
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６月 16 日㊏ ９時市役所前集合
（試合開始 14 時）
京セラドーム大阪（大阪市）
30 人（ペア 15 組） ※応募者多数の場合は抽選
小浜市民（高校生以下の場合は保護者同伴で）
無料
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）
５月 22 日㊋ 17 時必着
〒 917-0081 小浜市川崎３番４号 食文化館内
食のまちづくり課 野球観戦ツアー係
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小浜市都市計画マスタープ
ランが改訂されました

都市整備課☎内線 253

平成 13 年に策定した「小浜市
都市計画マスタープラン」を改訂
しました。中心市街地周辺のまち
づくりや舞若道小浜 IC 周辺の土
地利用など、小浜市が今後取り組
むべき「まちづくりの方針」を示
しています。
ダイジェスト版を全戸配布しま
すので、ぜひご覧ください。本編
は市役所や公民館で閲覧できま
す。

軽自動車税の減免申請

税務課☎内線 135

軽自動車税の減免を受けるに
は、毎年申請が必要です。
対象 次のいずれかに該当する人
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 身体障がい者手帳・療育
手帳・精神障がい者保健福祉手
帳のいずれか、運転免許証、車
検証、印鑑
申請期限 ５月 22 日㊋

OBAMA で愛（出会い）応援
事業
社会福祉課☎内線 189

市では独身男女の婚活支援のた
め５月から毎月１回のセミナーの
開催やイベントを企画していま
す。詳細については、お問い合わ
せください。

お知らせ

健康・福祉

議会報告会を開催します

生活習慣病検診

市議会では、議会の活動状況を
報告するとともに、市民の皆さん
の意見をお聴きし、市政へ反映さ
せることを目的に「議会報告会」
を開催します。
とき、ところ
５月 26 日㊏ 19 時〜 21 時
雲浜公民館
５月 27 日㊐ 19 時〜 21 時
今富公民館
内容 ３月定例会の報告、「議会
改革の取り組み」や「安全・安
心のまちづくり」などの説明、
意見交換など

とき、ところ ５月 23 日㊌、29
日㊋、６月８日㊎＝健康管理セ
ンター、６月１日㊎＝田烏漁協
組合
※５月 23 日㊌、29 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・子宮・
乳・前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウ
イルス検査、骨検診
※特定健診はご加入の健康保険者
が発行した受診券が必要です。
６月１日㊎、８日㊎は子宮がん、
乳がん検診なし
申込期限 定員がありますので、
お早めにお申し込みください

議会事務局☎内線 512

集会所トイレ洋式化に補助

健康長寿課☎内線 174

高齢者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 29 日㊎

高齢者無料電話相談

福井弁護士会☎ 0776・23・5255

高齢者（満 65 歳以上）を対象
に、遺言、相続、土地、建物、金
銭、成年後見、虐待など、法律に
関することについて、弁護士が無
料で電話相談に応じます。
【相談日時】
平成 25 年３月 25 日㊊までの
毎週月曜日（祝日および 12 月
31 日 を 除 く ） 15 時 30 分 〜
17 時
【相談電話番号】
0776・23・5288
0776・29・7180

健康管理センター☎ 52・2222

後期高齢者医療制度加入者
の個別検診

健康管理センター☎ 52・2222

５月１日から指定の医療機関で
個別検診が受けられます。
検診内容 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

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。

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２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

ら しの

【人の動き】
（４月１日現在）
31,501 人
（前月比
-84 人）
（前年同月比
-245 人）
男性
15,379 人
女性
16,122 人
●異動
転入
150 人
転出
222 人
出生
20 人
死亡
32 人
●世帯数
11,966 世帯
●人口
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一般弓道教室

市民体育館☎ 53・0064

とき ５月 14 日㊊〜６月 14 日㊍
の毎週月・木曜日 19 時〜 21 時
ところ 市弓道場（総合運動場内）
定員 先着 20 人
受講料 1,000 円
申込期間 ４月 26 日㊍〜５月８
日㊋

市民山のぼり大会

市民体育館☎ 53・0064

とき ５月 13 日㊐ ８時 30 分
〜 14 時 30 分
行き先 八ヶ峰（標高 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）
参加費 無料
申込期限 ５月７日㊊

女性バドミントン教室

市民体育館☎ 53・0064

とき ５月 18 日㊎〜８月３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１日㊋〜 15 日㊋

バレトン教室

市民体育館☎ 53・0064

フィットネス、バレエ、ヨガの
要素を融合した、誰にでもできる
裸足で行うエクササイズです。
とき ５月 21 日㊊〜７月 30 日㊊
の毎週月曜日 14 時 00 分〜 1
5 時 00 分
ところ 市民体育館
定員 先着 20 人（初心者対象）
受講料 1,500 円
申込期限 ５月７日㊊〜５月 16
日㊌

⓱
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市民農園「大地の恵み」

おばま観光局☎ 56・3366

道の駅に隣接する市民農園の利
用者を追加募集します。
とき ６月１日㊎〜平成 25 年３
月 31 日㊐
使用料 １区画 2,625 円（10 カ
月分）
定員 ４区画（先着順）
申込期限 ５月１日㊋〜５月 25
日㊎
その他 申込用紙はおばま観光局
にあります。詳細はお問い合わ
せください

ワード基礎・HP 入門講座

福井県産業情報センター☎ 52・1500

福井県産業情報センター嶺南支
所では、マイクロソフト「ワード」
の基礎講座およびホームページ制
作入門講座（１回目）を開催しま
す。
【ワード基礎講座】
とき ６月 12 日㊋〜 14 日㊍
13 時〜 17 時
受講料 11,100 円（テキスト代
込）
【ホームページ制作入門講座】
とき ６月７日㊍ 10 時〜 17 時
受講料 7,659 円（テキスト代込）
ところ それぞれ福井県産業情報
センター嶺南支所（白鬚）
定員 各８人
申込期限 各受講日の２週間前

スポーツ
春季市民グラウンドゴルフ大会

市民体育館☎ 53・0064

とき ５月 18 日㊎ ９時〜
ところ 総合運動場
定員 先着 64 人
参加費 300 円
申込期限 ５月７日㊊

食達デリ〜食の達人のこだ
わり晩のおかず作り〜

食文化館☎ 53・1000

市認定の食の達人である川口義
弘氏を講師に迎え、簡単でおいし
い、こだわりの絶品豆腐料理を作
ります。調理した料理は、試食後
にお持ち帰りいただけます。
とき ５月 13 日㊐ 14 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 豆腐と卵蒸しあんかけ（２
種類）、揚げの具だくさん巾着
定員 30 人
参加費 700 円
持ち物 持ち帰り用の容器（汁が
こぼれにくいもの）3 個
申込期限 実施日の３日前

季節の調理体験〜５月編〜

食文化館☎ 53・1000

とき ５月 18 日㊎、20 日㊐、
28 日㊊、いずれも 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 ウメの香寿司、牛肉とアス
パラ巻き、竹の子と空マメのう
ぐいす煮、 おぼろすまし汁、
ミルクカン
定員 各 30 人
参加費 各 700 円
申込期限 実施日の３日前

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
にした食育教室を行います。
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 10 〜 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㊍

夢づくり市民活動支援事業

小浜市美術展出品作品

サテライト機能の充実

市では、第５次総合計画の協働
のまちづくりの理念に基づき、Ｎ
ＰＯやボランティアなど市民団体
の自主的な社会貢献活動を支援す
るため、現物支給を行います。
支給する現物 活動に必要とする
材料、消耗品等
上限額 １件３万円
回数 年１回
対象 次のいずれかに該当する団
体
①市または市社会福祉協議会にボ
ランティア登録をしている団体
②社会貢献活動を行っている市民
団体
期間 ５月１日㊋〜５月 31 日㊍
その他 申込用紙は市民協働課に
あるほか、市公式ホームページ
からもダウンロードできます

市では、７月 20 日から 22 日ま
で開催する「第 32 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、
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 90㌢×縦 240㌢以内）
応募点数 一人あたり美術部門２
点、書道部門１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㊏

若者の就労に向けた相談窓口で
ある「ふくい若者サポートステー
ション」のサテライト（相談窓口）
が、平成 24 年度から機能を充実
して新たにスタートしました。
予約制ですので、まずは電話で
お問い合わせください。
ところ 若狭ものづくり美学舎内
（ＪＲ小浜線大鳥羽駅舎内）
とき 毎週火曜日 ９時〜 17 時
（祝日除く）
内容 来所相談、カウンセリング
のほか、希望に応じた自立支援
プログラム（グループワークな
ど）を行います

市民協働課☎内線 372

河川愛護モニター

福井河川国道事務所☎ 0776・35・2661

国土交通省では、北川・遠敷川の
河川愛護モニターを募集します。
内容 河川の状況報告（月１回）や、
モニター会議への参加（年１回）
など
とき ７月１日㊐〜平成 25 年６月
30 日㊐
資格 20 歳以上で、次のいずれ
かに該当する人
①北川・遠敷川からおおむね５㌔
以内に住んでいる人
②通勤、通学などで①に準ずる環
境にある人
報酬 月額 4,580 円（予定）
申込期限 ５月 31 日㊍
※詳細は福井河川国道事務所河川
占用調整課までお問い合わせい
ただくか、ホームページ（http:
//www.kkr.mlit.go.jp/fukui/）
をご覧ください

文化会館☎ 53・9700

庁舎食堂テナント

財政課☎内線 335

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。
募集期間 ５月１日㊋〜 25 日㊎
申込方法 庁舎食堂入居申込書に
関係書類を添えて
資格 次の要件をすべて満たす個
人または法人
①申し込み時点で、小浜市に住所
を有していること
②飲食業を経営または、従事した
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 32,000 円
光熱水費等は入居者実費負担
保証金 使用料の３ヶ月分
保険 入居者で加入
営業可能時間 ９時〜 21 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
その他 保証人、経費、設備など
詳しくはお問い合わせください

商工観光課☎内線 225

看護職就職相談会

（公社）福井県看護協会☎ 0776・52・1857

とき ５月 26 日㊏ 12 時 30 分
〜 15 時（受付 14 時 30 分まで）
ところ プラザ萬象（敦賀市）
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

募

集

若狭小浜 ｢日本の第九｣ 演奏
会 合唱団員

文化会館☎ 53・9700

対象 中学生以上
会費 一般 5,000 円、学生 2,000
円（練習用 CD 代、楽譜代など
が別途必要です）
申込期限 ５月 27 日㊐
練習 ６月５日㊋からの毎週火曜
日 19 時 30 分〜 21 時に文化
会館で
演奏会 12 月９日㊐（予定）
その他 ７月８日㊐開催の「小浜
市社会福祉協議会創立 45 周年
記念大会」にも参加します
広報おばま
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平成 24 年度アイデア事業募集

資・補助制度のご案内

■問い合わせ 商工観光課☎内線 225

市民提案で「いいとこ小浜づくり」

市では、市内の中小企業者の経営の安定や近代化、労働者の生活の
安定などへのお手伝いのため、融資制度や補助制度を設けています。

市では、ふるさと納税を活用して、市民の自主的活動を促進し、市民協働
によるまちづくりを進めるため、平成 21 年度から「いいとこ小浜づくり活動
支援事業」を実施しています。本年度も個性的で魅力的な活動の提案をお待
ちしています。
■申し込み、問い合わせ 市民協働課☎内線 372

※利率は平成 24 年４月現在（変動する場合があります）

名称

対象
「お店を改装したい」など
事業運営のための資金が
必要なとき

中小企業
融資制度

条件

融資額（利率）
・補助額

●市内で事業を６ヶ月以上営
んでいる
●市税を完納している
●償還能力がある

1,000 万円
県信用保証協会の
保証あり 〜 1.50％
保証なし 〜 1.90％

●２ヶ月以上営業行為を行う ◇運転資金 500 万円
市内商店街の閉店後３ヶ月
●市内に６ヶ月以上在住
３年以内 〜 1.75％
以上経過した店舗で事業を
●市税を完納している
◇設備資金 1,000 万円
始めるとき
●償還能力がある
７年以内 〜 1.90％

空店舗
対策資金

●市内に住んでいる
勤労者 ･ 就業者 「車を買い換えたい」
「旅行 ●償還能力がある
生活安定資金 に行きたい」などのとき
●現在の職場に１年以上勤務
している
未組織労働者
保証料給付金
※補助

県労働者信用基金協会から ●市内に住んでいる
債務保証を受けて、労働金 ●労働組合に加入していない
庫から融資を受けるとき
労働者

150 万円
３年以内 〜 1.60％
５年以内 〜 1.80％
◇生活資金 150 万円
◇福祉資金 300 万円
◇住宅資金 500 万円
いずれも保証料の２分の１

※県でも中小企業などを対象とした融資制度や補助制度を用意しています。詳細は、県商業振興・金融
（0776・20・0373）
、ふくい産業支援センター（0776・67・7400）
、小浜商工会議所（52・1040）まで

人

魚の浜「東・西駐車場」利用スタート

■問い合わせ 商工観光課☎内線 266

市では、人魚の浜を訪れる海水浴客や小浜西組周辺を散策する観光

【対象の事業】

【選考】

公益的、地域貢献型まちづくり活動で、提案

者自

審査委員会で提案者からのプレゼンテー

らが実施し、年度内に終了する事業

ションをもとに選考。提案件数が多いと第１

【提案者】

次審査として書類審査を行う場合があります
【助成額】

市内に在住または在学、勤務している個人。
または、市内で活動している団体

事業費の４分の３以内（上限 50 万円）

【応募方法】

【募集期間】

５月１日㊋〜 28 日㊊

活動支援事業計画書を市民協働課に提出

平成 23 年度採用

いいとこ小浜づくり活動支援事業

小浜っ子体験塾

谷川俊太郎さんと絵本・詩を楽しもう

□内

子ども科学・自然体験教室

□内

□提案者

容

WAC おばま

□提案者

おばま児童文学会風夢

□助成額

32 万５千円

□助成額

45 万５千円

にしよりせいさい

容

詩の朗読と対談会

西依成斎顕彰書道展

子ども鉄道歴史教室の開催

□内

□内

容

小浜市と玉名市の書道家

容

リニア鉄道館の研修

による書道展
にしよりせいさい

□提案者

西依成斎研究会

□助成額

35 万円

給水塔の写生大会および

□提案者

小浜線鉄道遺産を守る会

□助成額

25 万円

『鎧武者』
『武者隊』による観光ＰＲプロジェクト
□内

容

鎧着用による観光案内サービス

□提案者

若狭一領具足武者の会

□助成額

46 万円

子ども鉄道歴史教室
給水塔の写生大会

客等の駐車場確保を目的に、４月１日から「人魚の浜東駐車場」と「人
魚の浜西駐車場」の供用を開始しました。

平成 23 年度ふるさと納税

39 人から 416 万７千円の寄付をいただきました

◆人魚の浜東駐車場
収容台数：普通車 88 台、大型車４台

東駐車場

駐車場面積：2,680㎡

➡

◆人魚の浜西駐車場
収容台数：普通車 18 台、大型車２台
駐車場面積：1,011㎡

終日開放
（７月上旬～８月下旬は７時～ 19 時。夜間閉鎖）
【利用料金】
海水浴場および両駐車場の維持管理にかかる費用
として、夏季のみ清掃協力金が必要。額は今後決定

⓳

広報おばま

平成 24.

Ｐ

西駐車場

➡

【利用時間】

5

ありがとうございました

Ｐ

Ｐ

小浜公園

マーメイドテラス

翼のテラス
ふれあいセンター

寄付者のご意志にそって公表させていただきます
◇高谷信好 様（神奈川県）１万円
◇宮川芳光 様（京都府）１万円 ◇川口専造 様（大阪府） １万円
◇橋本嘉之 様（東京都）10 万円
◇仲塚英一 様（大阪府）３万円 ◇北野史子 様（京都府） １万円
◇森下民子 様（奈良県）１万円
◇宇野文男 様（福井県）５万円 ◇田中孝造 様（大阪府） １万円
◇吉本伊久夫 様（奈良県）１万５千円 ◇高島 賢 様（東京都）５万円 ◇田村暉昭 様（東京都） ５万円
◇金本好正 様（東京都）３万円
◇北原典子 様（福井県）１万円 ◇清水康夫 様（大阪府） 15 万円
◇松崎哲也 様（兵庫県）１万円
◇岩見春美 様（大阪府）１万円
◇田中喜吉 様（大阪府） ◇荒木操夫 様（大阪府） ◇出口源太 様（大阪府） ◇田端浩之 様（東京都）
◇渡辺陽子 様 ５千円
◇山崎義信 様
◇蓬田典子 様
◇中野清次 様
◇匿名希望 14 人
※皆さまからいただきました寄付は、「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
東日本大震災で被災した自治体への納税もできます。詳細は県ふるさと営業課（0776・20・0286）まで
広報おばま

平成 24.
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