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【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】

（７月１日現在）
●人口　　　　　　  31,436 人 

　　　　（前月比　　  　-8 人）
　　　（前年同月比　　-271 人）
　　　　　　男性　  15,357 人
　　　　　　女性　  16,079 人
●異動　　　転入　　     54 人
　　　　　　転出  　　   47 人
　　　　　　出生　　　  18 人
　　　　　　死亡　　　  33 人
●世帯数　　　　  12,001 世帯
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在宅ケア講演会
健康長寿課☎内線 165

　医師による在宅医療の講演や、
看護師による訪問看護サービスの
紹介、在宅ケア事例の紹介など、
在宅ケアについて考えます。住み
慣れたわが家で最期まで自分らし
く過ごすにはどうすればよいのか
を一緒に考えてみませんか。
とき　８月 18 日㊏ 16 時〜 18 時
ところ　サンサンホーム小浜（遠敷）
講師　田中経

つ ね お

雄さん（田中病院長）
定員　100 人（申し込み不要）
参加費　無料

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき、ところ　８月 21 日㊋＝雲
　浜公民館（城内２丁目）、28 日
　㊋＝健康管理センター（南川町）、
　９月４日㊋＝小浜公民館（日吉）、
　10 日㊊＝若狭総合公園温水プ
　ール（北塩屋）
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
※８月 28 日㊋は胃がん検診があ
　りません。９月４日㊋は乳がん・
　子宮がん検診がありません
申込期限　検診日の 10 日前

　「小浜市の歴史と文化を守る市
民の会」では、食文化館と市立図
書館に小浜城復元に向けた募金箱
を設置しています。
　昨年は、58,891 円の寄付金が募
金箱などで集まり、市の小浜城復
元寄付金に積み立てています。ご
協力ありがとうございました。
　今後も小浜城復元に向けた募金
にご協力をお願いします。
寄付積立金額（平成24年6月現在）

　10,546,884 円

小浜城復元募金のお礼
文化課☎内線 445

情報公開・個人情報保護制度
市民協働課☎内線 390

【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 23 年度は 42 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　41 件
●非公開　　　　　　     1 件
●不服申し立て　　　     0 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 23 年度の個人情報の開
示請求は 0件でした。

サポステふくい出前相談会
商工観光課☎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、出張相談会を開催します。
とき　８月８日㊌　12 時〜 16 時
ところ　働く婦人の家（大手町）
対象　15 歳から 39 歳までの就職
　を希望する無職の若者およびそ
　の家族
相談料　無料
申し込み　サポステふくい☎ 077
　6・21・0311（事前に予約する
　とスムーズに相談できます）

　国では、やむを得ない事情で就
学を猶予、免除された人などを対
象に、中学校卒業程度の学力があ
るかどうかを認定する「中学校卒
業程度認定試験」を実施します。
とき　11 月１日㊍　
ところ　福井県庁（福井市大手）
申込期間　８月 17 日㊎〜９月４
　日㊋
※申込方法など詳しくはお問い合
　わせください

中学校卒業程度認定試験
教育総務課☎内線 424

　食文化館の運営ボランティア
「かけはしサポーター」が、地蔵
盆の飾りつけを行います。
期間　８月 11 日㊏〜 23 日㊍
ところ　食文化館（川崎）

食文化館の地蔵盆
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

　プロの上方落語家を招いての落
語会です。
とき　８月 26 日㊐　16 時〜
ところ　はまかぜプラザ（酒井）
出演　桂

かつら

坊
ぼ う し

枝　ほか
料金　一般 1,500 円、小中学生 5
　00 円
チケット・問い合わせ　はまかぜ
　プラザ☎ 52・6259

はまかぜ寄席
文化会館☎ 53・9700

　県歯科医師会では、健康な歯と
歯ぐき作りへの意識を高めること
を目的に、「高齢者よい歯のコン
クール」の参加者、「健康な歯づくり
に関する標語」を募集しています。
対象　【コンクール】＝県在住で、
　次のすべてに該当する人
① 80 歳以上（４月１日時点）の人
②歯が 24 本以上残っている人
③審査会場（近隣の歯科医院）まで
　来場可能である人

【標語】＝県在住の人
応募期限　９月 20 日㊍
※応募方法など詳しくはお問い合
　わせください

高齢者　歯のコンクール
( 社 ) 福井県歯科医師会☎ 0776・21・5511

国の教育ローン
日本政策金融公庫武生支店☎ 0778・23・1133

　｢国の教育ローン｣ は、高校、
大学などへの入学・在学にかかる
費用を対象とした公的な融資制度
です。大規模災害で被害を受けた
人に対する ｢災害特例措置｣ もあ
ります。詳しくはお問い合わせく
ださい。
対象　高校、短大、大学、専門学
　校などの各種学校に進学予定、
　または在学中の子を持つ家庭
　（利用者の世帯の合計所得に制
　限があります）
融資額　学生１人につき 300 万
　円以内
利率　年 2.65％（６月 13 日現在）
※母子家庭の場合は年 2.25％（６
　月 13 日現在）
返済期間　15 年以内（交通遺児家
　庭または母子家庭の場合は 18
　年以内）
問い合わせ　「国の教育ローン」コ
　ールセンター☎ 0570・008656
　（ナビダイヤル）

プレパパ & プレママ講座
健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容　８月８日㊌　13 時
　30分〜15時30分　育児編「音
　楽療法と育児について」
とき、内容　８月 22 日㊌　13 時
　30分〜15時30分　出産編「赤
　ちゃんとの共同作業」
ところ、申し込み　健康管理セン
　ター（南川町）
参加費　無料

健康ミニ大学「お医者さん
に聞いてみよう！」

健康管理センター☎ 52・2222

とき　８月 25 日㊏　13 時 30 分
　〜 15 時（13 時開場）
ところ　健康管理センター（南川
　町）
講師　長尾光

みつしろ

城さん（川崎医療福
　祉大学教授）
参加費　無料
申し込み　健康管理センター
※事前申し込みの人にプレゼント
　があります（先着 50 人）

期間　８月 15 日㊌〜 17 日㊎
ところ　市役所１階市民ホール
　（大手町）
料金　無料
問い合わせ　新日本婦人の会の松
　本さん☎ 52・2952 まで

「原爆と人間」パネル展
新日本婦人の会小浜支部

　法律問題をはじめ、くらしの中
で困っていることに対して、弁護
士や金融の専門家などが応えます。
とき　８月 18 日㊏　9 時〜 12 時
ところ　勤労福祉会館（後瀬町）
相談料　無料
問い合わせ　ライフサポートセン
　ター福井☎ 0120・629・417

くらしなんでも相談
福井県労働者福祉協議会☎ 0776・21・5929

�募　集�
成人大学講座受講生

生涯学習スポーツ課☎内線 433

　市成人大学講座では、「地域社
会を愛するひとづくりをめざし
て」と題して、年間を通じて生活
や文化、社会に関するさまざまな
講座を開講しています。
とき　８月 25 日㊏　10 時〜 11
　時 30 分
ところ　働く婦人の家（大手町）
内容　男女共同参画講演会
講師　陽

みなみのぶたか

信孝さん（「八重子のハ
　ミング」著者）
受講料　無料
※以降３月まで講座を開催予定で
　す。詳細はお問い合わせくださ
　い
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自衛官候補生
自衛隊敦賀地域事務所☎ 0770・23・2026

募集　①自衛官候補生（男子）、②
　自衛官候補生（女子）、③一般曹
　候補生、④航空学生、⑤看護学生
受験資格　①〜③ 18 歳以上 27 歳
　未満の人、④高卒（見込み含む）
　で 21 歳未満の人、⑤高卒（見
　込み含む）で 24 歳未満の人
※いずれも日本国籍を有する人に
　限ります
受付期間　①年間を通じて、②〜
　④８月１日㊌〜９月７日㊎、⑤
　９月３日㊊〜 10 月１日㊊
※申込方法など詳しくはお問い合
　わせください

初級マレットゴルフ教室
市民体育館☎ 53・0064

とき　８月 27 日㊊〜９月 13 日㊍
　の毎週月、木曜日　９時 30 分
　〜 11 時 30 分
ところ　総合運動場（口田縄）
定員　20 人
受講料　1,200円（開講日に支払う）
申込期限　８月 17 日㊎
申込方法　市民体育館窓口にある
　申込用紙で提出
問い合わせ　同協会事務局の清井
　さん☎ 52・2452

夏休み子ども自由研究室
商工観光課☎内線 225

　若狭工房では、小浜の伝統工芸
が無料で体験できる子ども自由研
究相談室を開催します。
とき　８月 22 日㊌　【午前の部】
　10 時〜 12 時、【午後の部】13
　時 30 分〜 15 時 30 分
ところ　食文化館（川崎）
内容　①若狭塗箸の研ぎ出し、②
　若狭和紙すき、③若狭めのう磨き
対象　小・中学生
参加費　無料
定員　各コース午前、午後の部と
　も 20 人ずつ（先着順）
※申込方法など詳しくはお問い合
　わせください

季節の調理体験  〜８月編〜
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき　８月 10 日㊎、17 日㊎、25
　日㊏　いずれも 10 時〜
ところ　食文化館（川崎）
内容　冷やし中華、からあげカレ
　ー風味、切り干し大根のトマト
　ソース和え、うめゼリー
定員　各 30 人
参加費　各 700 円
申込期限　実施日の３日前

おもしろふしぎクッキング
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき　８月６日㊊　10 時〜
ところ　食文化館（川崎）
対象　小学生
内容　海水から塩をとり、調理を
　行います
定員　30 人
参加費　300 円
申込期限　８月３日㊎

メンズキッチン
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき　８月 26 日㊐ 　15 時〜
ところ　食文化館（川崎）
対象　18 歳以上の男性
内容　五目あんかけ焼きそば、ス
　ルメの天ぷら、焼きサバの南蛮
　漬け
定員　20 人
参加費　1,000 円
申込期限　８月 23 日㊍

�スポーツ�

市民マレットゴルフ大会
市民体育館☎ 53・0064

とき　９月 11 日㊋　８時 30 分
　〜受付
ところ　総合運動場（口田縄）
定員　108 人
受講料　500 円　
申込期限　８月 30 日㊍
申込方法　市民体育館窓口にある
　申込用紙で提出
問い合わせ　同協会事務局の清井
　さん☎ 52・2452

　母子家庭の母、寡
か ふ

婦を対象に就
業支援講習会（パソコン演習）を
開催します。

【ワードコース】　
とき　９月２日㊐〜 11 月 25 日㊐
　の日曜日 10 回　10 時〜 17 時

【エクセルコース】
とき　９月１日㊏〜 11 月 24 日㊏
　の土曜日 10 回　10 時〜 17 時
ところ　いずれも敦賀市男女共同
　参画センター（敦賀市三島町）
定員　各 15 人（先着順）
受講料　テキスト代各 5,000 円
申込期限　８月 10 日㊎
申し込み　NPO 法人就業支援ネ
　ットワーク福井支部　☎ 0776
　・68・1643

母子家庭の就業支援講習会
社会福祉課☎内線 186

下水道コンクール
上下水道課☎内線 236

　日常生活の中で、下水道に関す
る事柄について、自由に発想、表
現したポスター作品を募集します。
対象　小・中学生
規定　Ｂ４〜Ａ２判で、「９月 10
　日下水道の日」の文字を入れる
　こと
表彰　入賞者に賞状と副賞、応募
　者全員に参加賞を贈呈
応募期限　９月 11 日㊋必着
※応募作品は市の作品展（10 月予
　定）で展示後、すべて全国コン
　クールに出品します

林道フォトコンテスト
農林水産課☎内線 289

　林道で「フォット」するひとと
きを表現した写真を募集します。
規定　カラー四ツ切りまたは四ツ
　切りワイドで、「林道若狭幹線」
　から撮影した写真
応募期限　11 月 22 日㊍消印有効
応募・問い合わせ先　県森づくり
　課「林道フォトコンテスト係」
　〒 910 ー 8580 福井市大手３丁
　目 17 ー１　☎ 0776・20・04
　43　ホームページ http://mido
　ritohana.pref.fukui.jp

若狭消防組合職員
若狭消防組合企画課☎ 53・5212

募集　消防吏員Ⅱ種（短大卒業程
　度）＝２人程度、　消防吏員Ⅲ
　種（高校卒業程度）＝３人程度
採用日　平成 25 年４月１日
受験資格　

【Ⅱ種】昭和 62 年４月２日〜平成
　5 年４月１日生まれの人

【Ⅲ種】平成元年４月２日〜平成
　７年４月１日生まれの人
受付期間　７月 27 日㊎〜８月 10
　日㊎
試験日、試験内容

【一次試験】　９月 16 日㊐
　●適正・教養・作文・口述試験
　●体力検査

【二次試験】　10 月下旬〜 11 月
　上旬実施予定
※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
※Ⅰ種試験を受験した人は、受験
　できません

平成 25 年成人式実行委員
生涯学習スポーツ課☎内線 433

　成人式の企画運営に参加する実
行委員を募集します。　
対象　平成４年４月２日〜平成６
　年４月１日生まれの人（平成 25
　・26 年成人式対象者）
活動期間　10 月下旬〜 12 月まで
　の平日夜に４〜５回程度会議
※当日スタッフも募集しています
申し込み　生涯学習スポーツ課

みやがわフォトコンテスト
生涯学習スポーツ課☎内線 432

　宮川地区では、「花の里みやが
わ」を盛り上げ、広くアピールす
るため、写真を募集します。
撮影期間　８月 10 日㊎〜９月 30
　日㊐
規定　カラー四ツ切りまたは A ４
　カラープリント光沢紙で、「宮
　川地区の花のある風景」を撮影
　した写真
応募期限　10 月５日㊎必着
応募・問い合わせ先　宮川公民館
　☎ 57・1201

手話奉仕員養成講習会
社会福祉課☎内線 185

とき　８月 28 日㊋〜 10 月 30 日
　㊋の毎週火曜日　13 時 30 分〜
　15 時 30 分
ところ　中央公民館ほか
定員　20 人（先着順）
受講料　1,200 円（テキスト代）
申込期限　８月 21 日㊋

全国女性落語大会出場者
文化会館☎ 53・9700

とき　【予選】９月 22 日㊏ 14 時
　〜、【決勝】23 日㊐ 13 時〜
ところ　常高寺（浅間）、料亭た
　る井（香取）
資格　日本語が話せる女性であれ
　ば、年齢、国籍、経歴など一切
　問いません
演目　古典落語、創作落語を問い
　ません。予選会と決勝大会が別
　の演目でも構いません
参加費　無料
申込期限　８月 20 日㊊消印有効
※お茶子（落語会のお手伝いをする
　女性）も募集。申込方法など詳
　しくはお問い合わせください

とき　11 月 14 日㊌ 　10 時〜
ところ　フェニックスプラザ（福
　井市田原）
受験料　5,000 円
申込期限　８月 31 日㊎
申し込み　上下水道課
※希望者を対象に 10 月 10 日㊌
　にフェニックスプラザで受験講
　習会（受講料 2,000 円）を開催
　します
※試験は２年に１度の実施のため、
　次回は平成 26 年度に実施予定

排水設備工事責任技術者試験
上下水道課☎内線 236

要約筆記講習会
社会福祉課☎内線 186

とき　８月 16 日㊍〜 12 月 20 日
　㊍の月２回（８月は 16、30 日。
　９月以降は第１・３木曜日）　
　19 時〜 21 時　前期 10 回
ところ　中央公民館（大手町）
受講料　1,200 円（テキスト代）
申込期限　８月２日㊍

成人式はふるさとで
生涯学習スポーツ課☎内線 433

　市では、成人式の参加者を募集
します。市外に住んでいる人も、
ぜひふるさと小浜の成人式へご参
加ください。住民票が市にない人
は事前の申し込みをお願いします。
とき　平成 25 年１月 13 日㊐　13
　時 30 分〜
ところ　文化会館（大手町）
定員　平成４年４月２日〜平成５
　年４月１日生まれの人
申込期限　12 月 17 日㊊
※市に住所登録をしている人は、
　申し込みは不要です
※期限を過ぎてから参加を希望す
　る人は当日受け付けてください
申し込み　生涯学習スポーツ課



　８月１日㊌〜７日㊋は第36回水の週間です。
　貴重な資源「水」を大切にしましょう。
　水の週間を機に、全国各地で「一斉打ち水
大作戦」が行われます。冷房の使用機会を減
らし、水をまくことで体感温度を下げるなど、
水を賢く使う先人の知恵を実感しましょう。

【実施規則】

　ルール①

　打ち水に水道水は使わない
　お風呂の残り水など再利用
　ルール②

　お金をかけない
　冷房を極力切るなど節電
　ルール③

　涼しげな服装で
　通気性の良い衣服の着用　　

⓯ 広報おばま　平成 24. 8

　平成 23 年５月 29 日・30 日の台風２号に伴う大

雨により被災した、若狭西街道（市道西街道線）

の法海地係の復旧工事については、災害復旧工事

の手続きを経て、12 月に工事を発注しました。し

かし、今年１月から３月の大雪による影響で工事

が遅れ、雪解けによる施工区間の土質への影響も

あったため、当初予定していた８月中旬に完成す

ることが見込めなくなり、工事期間を４カ月延長

することになりました。

■問い合わせ　都市整備課☎内線 258西 街道災害復旧工事 期間延長のお知らせ

広報おばま　平成 24. 8 ⓮

※亀裂が入った道路沿いの擁
ようへき

壁（高さ７m 以上）が崩壊しないよう、

　擁壁を押さえるために、道路上に盛土をして施工しています

■若狭西街道　災害復旧工事の工期と通行規制状況（平成 24 年６月末現在）

　【完成区間】   東勢地係　平成 24 年３月完成

　　　　　　　　　　　　  谷田部から勢浜間の通行止を解除（大型車は通行止）

　【工期の変更】法海地係　平成 24 年８月中旬完成予定→ 12 月末完成予定

　現在、工事は、のり面上部の安定を図るための保

護工事を実施しています。残された工事について

は、複数の作業班による施工を行い、工期の短縮

に努めますが、安全施工を確保しつつ、不安定な

土質や梅雨・台風期の天候による影響を考慮して

12 月末まで工期を延長します。

　市民の皆さんには、引き続きご不便をおかけす

ることになりますが、１日も早い復旧に努めます

ので、ご理解・ご協力をお願いします。

法海平面図

復旧延長 L ＝ 110m

■問い合わせ　市民協働課☎内線 372い いとこ小浜づくり活動支援事業決定！

■問い合わせ　都市整備課☎内線 243

８月１日〜７日は「水の週間」

　東日本大震災で避難してきた児童が、「放射能がうつる」
といった中傷を受けるなどの事案が報じられています。
　根拠のない思い込みや偏見で差別することは人権侵害
につながります。
　相手の気持ちを考え、やさしさを忘れず、みんなでこ
の困難を乗り越えていきましょう。

【常設人権相談所 0570-003-110 ( ナビダイヤル ) 】
法務省・全国人権擁護委員連合会・人権啓発活動ネット
ワーク・福井地方法務局・福井県人権擁護委員連合会

　ふるさと納税は、ふるさとへの寄付です。昨
年度は、39 人から寄付（ふるさと納税）をい
ただき、「いいとこ小浜づくり活動支援事業」
などに利用しています。
　里帰りした親戚や小浜を愛する人に、ぜひふ
るさと納税の呼びかけをお願いします。

平成 24年度ふるさと納税のお願い

ふるさと納税の手順

①ふるさと小浜寄付申出書を企画課へ提出する
※申出書は市企画課窓口または市ホームページ
　にあります
②企画課から送付する振込用紙で寄付金を振り
　込む
※県のふるさと納税の振込用紙でも市への寄付
　ができます
③振り込み後に送付する寄付金受領書を保管し、
　確定申告時に減税を受ける
※減税額には上限があります

　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が 10 件集

まり、審査の結果、次の６件が採択となりました。

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

人KENあゆみちゃん

いま　助け合わなければ

ならないときに　なぜ ･･･

いいとこ小浜づくり活動支援事業とは？

　公益的、地域貢献型まちづくり活動で、提案
者（市内の個人または団体）みずからが実施す
る事業へ、事業費の４分の３以内（上限 50 万円）
の助成を行う補助事業です。

ふるさと納税は５千円からになります。

１万円以上の寄付をされた人には、市の

特産品を進呈します

　内　容　子供向け自然体験教室およびピコ（超小
　　　　　型）水力発電機を使った応用実験を実施
　提案者　ＷＡＣおばま
　助成額　39 万円

自然エネルギーを学ぼう

　内　容　なつかしの写真展および小浜線を活用し
　　　　　た鉄道遺産親子体験ツアーなどを開催
　提案者　小浜線鉄道遺産を守る会
　助成額　16 万６千円

小浜線開業 90 周年記念事業

　内　容　若狭の偉人の業績や書を理解し、郷土愛
　　　　　を持つ児童育成のための書道展を開催
　提案者　若狭書道連盟
　助成額　24 万３千円

第２回若狭偉人顕彰書道展

　内　容　各地区の見どころ散策マップを作成し、
　　　　　芸能などの分野に関する発表会を開催
　提案者　ぎょうさんええもんおおきんね実行委員会
　助成額　27 万円

ぎょうさん ええもん おおきんね事業

　内　容　全長 290㍍の阿納坂トンネル内に、海
　　　　　の生物、地域の歴史などの壁画を作成
　提案者　「海夢トンネル」実行委員会
　助成額　40 万円

「海
か い む

夢トンネル」壁画制作プロジェクト

　内　容　現在途絶えつつある伝統工芸・若狭粘土
　　　　　瓦の研修や施設整備を行なう
　提案者　若狭瓦の里保存会
　助成額　38 万１千円

若狭瓦の里保存整備活動


