
◇対象者はどんな人？　　　　　　　　　　　　　　　

　平成 23 年４月２日〜平成 24 年４月１日
　に下記年齢になった人
　大腸がん

　▶ 40、45、50、55、60 歳になった男女
　乳がん

　▶ 40、45、50、55、60 歳になった女性
　子宮頸がん

　▶ 20、25、30、35、40 歳になった女性

６月

く
らしの

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】

（５月１日現在）
●人口　　　　　　  31,469 人 
　　　　（前月比　　  　-32 人）
　　　（前年同月比　　-266 人）
　　　　　　男性　  15,369 人
　　　　　　女性　  16,100 人
●異動　　　転入　　   128 人
　　　　　　転出  　　 151 人
　　　　　　出生　　　  26 人
　　　　　　死亡　　　  35 人
●世帯数　　　　  11,995 世帯
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木造住宅の耐震診断と耐震改
修工事を支援します

都市整備課☎内線 255

①耐震診断　個人負担 3,000 円
②補強プラン　個人負担 3,000 円
③耐震改修助成　補助限度額 60
　0,000 円
対象　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
申込方法　都市整備課窓口か電話
　にてお問い合わせください
選定方法　先着順
申込期限　平成 25 年２月 28 日㊍

　７月 22 日執行予定の小浜市長
選挙にかかる立候補予定者説明会
を開催します。
とき　６月 15 日㊎　14 時〜
ところ　文化会館
その他　参加する人は、筆記用具
　をお持ちください

市長選挙立候補予定者説明会

　市では、結婚を望む人を対象に、
毎月第１・３木曜日に結婚相談日
を開設しています。
　６月より新たに休日相談日を開
設しますので、平日相談日に来ら
れない人はぜひご利用ください。
【休日相談日】

とき　偶数月の第４土曜日　13 時
　30 分〜 15 時 30 分
ところ　文化会館
※結婚を望む本人の相談だけを受
　け付けします

結婚相談　休日相談日の開設
社会福祉課☎内線 183

蛇口のパッキン無料取替
上下水道課☎内線 233

　市では蛇口のパッキンの無料取
り換えサービスと無料配布（一人
５個まで）を行います。
　蛇口を閉めても水がポタポタ漏
れる場合はご連絡ください。ただ
し、水と湯が同時に出る混合栓な
ど、取り換えできない場合があり
ます。申し込みのときに蛇口の種
類をお知らせください。
※数に限りがあります。昨年申し
　込んだ人はご遠慮ください
申込期限　６月８日㊎
取り換え日　６月下旬

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 28 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

　４月１日付けで法務大臣から、
次の人に人権擁護委員の委嘱があ
りました（敬称略）。
●荒木明美（新任）
　小浜多賀 97 ー２
●田井和美（再任）
　水取二丁目８ー 20
●野村親

ち か し

史（再任）
　甲ヶ崎 23 ー 35

人権擁護委員の委嘱

総務課☎内線 356

　６月３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、側溝汚泥（ヘ
ドロのみ）などをごみ処理場で受
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
※雨天の場合でも開放します
その他　家庭や事業所からのごみ
　は受け入れできません

クリーンアップふくい大作戦
環境衛生課☎内線 143

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき、ところ　６月 12 日㊋＝中
　名田公民館、18 日㊊＝サン・
　サンホーム小浜、７月４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
※６月 18 日は乳がん検診、子宮
　がん検診、骨検診があります
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

生活習慣病　女性限定検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき　６月 26 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（胃・大腸・肺・乳・子
　宮）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、
　骨検診
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

生活習慣病　日曜検診
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　７月８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（胃・大腸・肺・乳・子
　宮・前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウ
　イルス検査、骨検診
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

歯周病検診
健康管理センター☎ 52・2222

対象　本年度 40、50 歳になる人
受診期限　10 月 31 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

生涯学習スポーツ課☎内線 432

出前講座をご利用ください
市民協働課☎内線 373

　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
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 時の間
　で、１講座 90 分以内
料金　無料
会場　申込者で準備
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、講座メニューなどは市
　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

　７月１日から建築確認申請書の
提出が、市都市整備課から県小浜土
木事務所建築課へ変更になります。

建築確認申請書窓口の変更
県小浜土木事務所建築課☎ 56・5914

　がんに関する正しい知識の普及と検診受診のきっかけとして、対
象となる人に、がん検診（大腸・乳・子宮）が無料になるクーポン券
を送付しています。がんは早期発見・早期治療ができる病気なので、
定期的にがん検診を受けることが最も有効です。肝炎検査無料クー
ポン券も対象者に送付しています。この機会にぜひ受けてください。

小児がんピアカウンセリン
グ交流会

若狭健康福祉センター☎ 52・1300

とき　７月１日㊐　13 時 30 分
　〜 16 時
ところ　商工会議所
参加費　無料
内容　現在、治療中の人の経済的
　な不安の悩み、経験者ご本人や
　家族の悩みなどご相談ください

がん検診無料クーポン券送付のお知らせ

◇クーポン券はどうやって利用するの？

　券裏面の日程表を参照に、健康管理センターか指定医療機関まで
　お申し込みください

■問い合わせ　健康管理センター☎ 52・2222

※クーポン券見本
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　市文化協会穂
ほすい

水流国民吟詠会で
は、詩吟に親しむための講座を開
催します。受講希望者は直接会場
へお越しください。
とき　毎月 12 日と第４土曜日
ところ　仏国寺（伏原）
受講料　無料
内容　梅田雲浜や山川登美子らの
　詩歌の朗詠、お祝いの詩など

吟詠講座
文化会館☎ 53・9700

　日本赤十字社福井県支部小浜市
地区では、「水上安全法救助員養
成講習会」の受講生を募集します。
とき　６月９日㊏、10 日㊐の 13
　時〜 21 時、11 日㊊の９時〜
　17 時
ところ　若狭総合公園温水プール
対象　18 歳以上
受講料　教本・保険代 2,100 円
申込期限　６月４日㊊
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

水上安全法救助員養成講習会
社会福祉課☎内線 183

児童クラブ夏休み会員
社会福祉課☎内線 189

　市では、仕事などで保護者が家
庭にいない小学生を対象に、児童
クラブ夏休み会員を募集します。
期間　７月 23 日㊊〜８月 31 日㊎
　８時〜 18 時（土・日曜日と８
　月 15 日㊌、16 日㊍は休み）
ところ　雲浜・宮川・遠敷・口名
　田児童クラブ
対象　小学１〜６年生
定員　各５〜 10 人程度
料金　16,000 円
申込期限　６月 29 日㊎
※状況に応じて校区外の児童も利
　用できます。申し込みが定員を
　超えた場合は低学年、ひとり親
　家庭を優先します

　茶席の入り方やお茶の点て方な
ど初心者向け茶道短期講座です。
とき　３カ月コース　７月６日㊎、
　20 日㊎、８月 17 日㊎、31 日㊎、
　９月７日㊎、21 日㊎　19 時 30
　分〜 21 時 30 分
ところ　働く婦人の家（咲楽館）
定員　５人
受講料　6,600 円
申込期限　６月 30 日㊏

はじめての茶道
働く婦人の家☎ 52・7002

職種、採用人員　消防吏員Ⅰ種（大
　学卒業程度）＝２人程度
採用日　平成 25 年４月１日
受付期間　６月４日㊊〜 18 日㊊
受験資格　次のいずれかに該当す
　る人
①昭和 60 年４月２日から平成３
　年４月１日までに生まれた人
②平成３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 25 年３
　月 31 日までに卒業見込みの人
試験日、試験内容

【一次試験】　７月 22 日㊐
　消防適正検査・教養試験・論文
　試験・体力試験・口述試験

【二次試験】　９月上旬（予定）
※申込書は、若狭消防組合企画課
　または若狭消防組合管内の各分
　署にあります
※９月 16 日に一次試験予定の消
　防吏員Ⅱ種（短期大学卒業程度）
　およびⅢ種（高校卒業程度）は、
　後日募集します

若狭消防組合職員
若狭消防組合企画課☎ 53・5212

季節の調理体験〜６月編〜
食文化館☎ 53・1000

とき　６月４日㊊、15 日㊎、23
　日㊏、いずれも 10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　白ごはん、コロッケ、ほう
　れん草ののり巻き、レタスとか
　にかまスープ、フルーツポンチ
定員　各 30 人
参加費　各 700 円
申込期限　実施日の３日前

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相談
に専門の相談員が無料で応じます。
とき　７月３日㊋　13 時〜 16 時
　（受付は 15 時 30 分まで）
ところ　商工会議所

　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。自宅のテレビやパ
ソコンを利用してマイスペースで
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㊎

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

HP・エクセル基礎講座
福井県産業情報センター☎ 52・1500

　県産業情報センター嶺南支所で
は、ホームページ制作基礎講座お
よびマイクロソフト「エクセル」
基礎講座を開催します。

【ホームページ制作基礎講座】
とき　６月 21 日㊍〜 22 日㊎
　10 時〜 17 時
受講料　12,520円（テキスト代込）

【エクセル基礎講座】
とき　６月 26 日㊋〜 28 日㊍
　13 時〜 17 時
受講料　11,100円（テキスト代込）
ところ　それぞれ県産業情報セン
　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

　羊毛を使っていろいろな形のス
トラップを作る短期講座です。
とき　７月 22 日㊐　① 10 時 30
　分〜 12 時 30 分　② 13 時 30
　分〜 15 時 30 分
ところ　働く婦人の家（咲楽館）
定員　各 20 人
受講料　1,000 円
申込期限　７月 15 日㊐

羊毛ストラップ作り
働く婦人の家☎ 52・7002

　市営駐車場の使用済みパスカー
ドをお持ちいただいた人に、道の
駅若狭おばまで利用できる商品割
引券（１枚につき 100 円）をプレ
ゼントします。
受付場所　道の駅（物産館）

市営駐車場の使用済みパス
カードを回収します

おばま観光局☎ 56・3366 　購入希望者（法人可）は、次の
とおり入札の申し込みをしてくだ
さい。最低売却価格以上で最高価
格入札者が落札者となります。
参加資格　市に住民登録のある個
　人、または事業所のある法人（い
　ずれも市税の滞納がないこと）
申込期間　６月４日㊊〜８日㊎
参加申込書　環境衛生課で配布
入札日　６月 11 日㊊９時
ところ　市役所４階入札室
車両名　いすゞフォワード（４ｔ
　ダンプ）
初度登録　平成４年 10 月
走行距離　29,840㌔
車検満了日　平成 24 年４月 13 日
　（要車検）
最低売却価格　550,000 円（税
　抜き）
その他　一時末梢登録済み。土砂
　等運搬禁止車両

公用車を売却します
環境衛生課☎内線 142

区分 超過水量 現行料金 改定料金
第１区分 ９㎥〜 10㎥まで 20 円　　　 110 円
第２区分 11㎥〜 30㎥まで 120 円　　　

改定なし第３区分 31㎥〜 100㎥まで 130 円　　　
第４区分 101㎥以上 140 円　　　

※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

■超過料金表（１㎥につき）

市では、10 月使用分から上水道料金を次のように改定します。

■計算例（消費税込）　　　　

　口径 13㍉で 10㎥使用した場合 …（現行）　 882 円　→　（改定後）1,071 円（＋ 189 円）
　口径 13㍉で 30㎥使用した場合 …（現行）3,402 円　→　（改定後）3,591 円（＋ 189 円）

口径 基本水量 現行料金 改定料金
13㍉

水量８㎥まで

800 円　　　

改定なし

20㍉ 1,100 円　　　
25㍉ 1,400 円　　　
40㍉ 2,700 円　　　
50㍉ 3,700 円　　　
75㍉ 7,800 円　　　

■基本料金表

上水道料金改定のお知らせ
■問い合わせ　上下水道課☎内線 232

対象　市内在住で、統計調査に関
　心があり、責任感のある人（未
　成年者、警察官、選挙または税
　務事務に関係のある人は除く）
登録期間　２年間
申込期限　６月 29 日㊎

統計調査員
市民協働課☎内線 374

　分かりやすく、面白く、ために
なる悪質商法対策のお話です。
とき　６月 23 日㊏　13 時 30 分
　〜 15 時
ところ　働く婦人の家（咲楽館）
料金　無料
内容　悪質商法とその対処法を落
　語で楽しく講演
講師　林

はやしや

家染
そ め じ

二

消費生活講演会を開催します
生活安全課☎内線 474

食文化館臨時休館日
食文化館☎ 53・1000

休館日　６月 25 日㊊〜 29 日㊎


