
　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 20 日㊏
ところ　健康管理センター（南川町）
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
　　　　炎ウィルス検査、骨検診
申込期限　6 月 11 日（木）まで
※特定健診は、加入の健康保険者
　が発行した受診券が必要です

広報おばま　平成 27.6 ⓮
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6 月

�健康・福祉��お知らせ�

�イベント �

成人大学講座「まちづくり
の進め方と始め方」

生涯学習スポーツ課☎内線 433

　まちづくりを始めたい人、既に
されている人、興味のある人に向
けた講座です（無料）。
と　き　6 月 13 日㊏
　　　　13 時 30 分〜15 時
ところ　文化会館（大手町）
講　師　田

た な か

中志
ゆきたか

敬さん（福井大学
　　　　教育地域科学部助教）

つきイチ『バラエティー』
文化会館☎ 53・9700

　お昼休みのひととき、お誘い合
わせのうえ気軽にお越しください。
と　き　6 月 10 日㊌〜 12 日㊎
　　　　いずれも 9 時〜17 時
　　　 （12 日は 15 時まで）
ところ　庁舎市民ホール（大手町）
内　容　市華道連合会の「初夏
　　　　 のよそおい」を展示（無料）

児童手当「現況届」の提出を
社会福祉課☎内線 189

　児童手当を受けている人は、年
１回の「現況届」の提出が義務付
けられています。
内　容　現受給者が 6 月分以降も
　　　　引き続き受給要件を満た
　　　　しているかを確認するた
　　　　め、前年所得や養育状況
　　　　などを確認します
提出期限　6 月 30 日㊋※現況届は
　　   　6 月 中旬に送付します
※現況届を提出しないと 6 月分以
　降の児童手当の支給ができなく
　なります。詳細は現況届に同封の
　リーフレットを参照してください

生活習慣病検診

と　き　6 月 12 日㊎、17 日㊌、
　　　　23 日㊋、30 日㊋
　　　　※ 30 日は女性限定
ところ　健康管理センター（南川町）
　　　　※ 17 日は宮川公民館、
　　　　 　 23 日は松永公民館
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
　　　 　炎ウィルス検査、骨検診
　　　　※17 日、23 日は骨・
　 　 　 　子宮・乳の検診なし、
　　　　　30 日は前立線の検診
　　　　　なし
申込期限　検診日の７日前まで
※特定健診は、加入の健康保険者
　が発行した受診券が必要です

認知症サポーター養成講座
地域包括支援センター☎ 64・6015

　「認知症サポーター」とは認知症
について正しく理解し、認知症の
人やその家族を見守る応援者です。
認知症サポーターになって、地域
での支え合いの輪を広げましょう。
と　き　6 月 19 日㊎　
　　　　10 時〜 11 時 30 分
ところ　健康管理センター（南川町）
内　容　認知症の症状、予防法、
　　　　接し方、寸劇
申込先　地域包括支援センター
※市民どなたでも参加できます

と　き　6 月 4 日㊍ 
　　　　17 時 30 分〜19 時 30 分
ところ　若狭健康福祉センター
　　　　（四谷町）
内　容　相談、血液検査
※予約不要。感染した疑いのある
　日から 3 カ月以上たってから
　受けてください
※無料・匿名で受けられます

夜間エイズ・肝炎検査
若狭健康福祉センター☎ 52・1300

木造住宅の耐震診断と耐震
改修工事の支援

都市整備課☎内線 257

①耐震診断（一般診断）
　個人負担　3,085 円
②補強プラン（一般診断）
　個人負担　3,085 円
③耐震改修助成
　補助限度額　1,100,000 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
締　切　12 月 28 日㊊
申込先　都市整備課（窓口・電話）
※選定方法は先着順となります

福井県住宅診断制度

　中古住宅（空き家）の品質や性
能に関する不安を解消するため、
エキスパートによる診断を受けま
せんか。診断にあわせて各階平面
図を作成してもらえます。
※「ふくい空き家情報バンク」に
　登録する場合は、診断料の一部
　35,000 円が返金されます

福井県建築住宅課☎ 0776・20・0506

古文書に親しむ講座（全6回）
働く婦人の家☎ 52・7002

　若狭地区に残る文書を教材に、
「変体がな」や「くずし字」など
を学び古文書に親しむ講座です。
と　き　6 月 20 日㊏、7 月 18 日
　　　　 ㊏ほか  13 時 30 分〜15 時
ところ　働く婦人の家（大手町）
内　容　「雲浜八景」を読む　など
講　師　中

な か じ ま

島嘉
よ し ふ み

文さん（県史編纂
　　　　担当）、山

や ま な

名暢
とおる

さん（県
　　　　史編纂担当）
料　金　1,000 円（資料代）　

歯周病検診
健康管理センター☎ 52・2222

対　象　本年度 40 歳、50 歳に
　　　　なる人　
期　間 　5 月 1 日㊎〜10 月 31 日㊏
ところ　 指定歯科医療機関
費　用　 300 円
※申し込みは健康管理センターへ

健康管理センター☎ 52・2222

がん検診無料クーポン券送付のお知らせ

　がん検診が無料になるクーポン
券を対象者に送付しています。
対象者　平成 26 年 4 月 2 日〜
　　　　27 年 4 月１日に下記の
　　　　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 歳になった女性
［子宮頸がん］20 歳になった女性
※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
　関へ申し込んでください

健康管理センター☎ 52・2222

第 2 回 薬草に親しむ会

　中
なかがわ

川淳
じゅんあん

庵を顕彰する薬草園が
オープンして 2年になりました。
園内には 80 種類の薬草が育って
います。薬草の解説と薬草茶「解
体新茶」を楽しむ催しが開催され
ますので、多数ご参加ください。
と　き　6 月 6 日㊏　
　　　　14 時〜 15 時 30 分
ところ　中川淳庵顕彰薬草園
　　　  （杉田玄白記念公立小浜
　　　　病院東玄関前）
※問い合わせは杉田玄白記念公立
　小浜病院総務課☎ 52・0990　
　まで

杉田玄白記念公立小浜病院☎ 52・0990

蛇口のパッキン無料取替

　6月 1 日からの水道週間にちな
み、蛇口のパッキンの無料取替
サービスを行います。
　蛇口から水がポタポタ漏れる場
合は、連絡してください。ただ
し、水と湯が同時に出る混合栓な
ど、取り替えできない場合があり
ます。申し込みの際に蛇口の種類
を知らせてください。
　また、自分で交換する人には、
無料でパッキンを渡します（1人
5個まで）。
※数に限りがあります。去年申し
　込んだ人はご遠慮ください
申込期限　6 月 5 日㊎
取替予定　6 月中旬

上下水道課☎内線 233

平成 27 年度狩猟免許試験
農林水産課☎ 64・6024

　狩猟をしようとする人に向け、
狩猟免許試験が実施されます。
受　付　5 月 7 日㊍〜 6 月 26 日㊎
　　　　嶺南振興局 林業・木材活
　　　　用課または小浜市役所
　　      農林水産課
試験日　7 月 26 日㊐
試験会場　若狭町中央公民館（若狭町中央）

平成 26 年度ふるさと納税
寄付状況

人口増未来創造課☎内線 343

　平成 26 年度は、465 件、6,878,
000 円の寄付をいただきました。
いただいた寄付金は、「いいとこ
小浜づくり協働推進事業」、「鳥獣
害の防止に関する事業」、「御食国
若狭おばま食の教育推進事業」な
どに使用させていただきました。
　多数の人からご支援をいただ
き、誠にありがとうございました。
　なお、寄付をいただいた人の氏
名などは、市公式ホームページに
て公表させていただきます。 　母子家庭の母または父子家庭の

父および寡婦を対象に介護職員初
任者研修の受講者を募集します。
と　き　8 月 22 日㊏〜12 月 13 日㊐
　　　　の土曜日、日曜日、祝日
ところ　講義：若狭町歴史文化館
　　　　　　　（若狭町市場）
　　　　実技：若狭医療福祉専門
　　　　　　　学校（美浜町大藪）
定　員　20 人
受講料　7,000 円（テキスト代）
募集期間　  6 月 1 日㊊〜 7 月 31 日㊎
申込先　市母子寡婦福祉連合会
　　　　会長の小

こ す み

角さん☎ 52・
　　　　6651 または社会福祉課

介護職員初任者研修受講者
社会福祉課☎内線 185

家族介護者交流事業
地域包括支援センター☎ 64・6015

　在宅で要介護 1〜 5の高齢者を
介護している介護者が対象です。
日頃の悩みなどを共有し、相談や
情報交換を行うなど、心身のリフ
レッシュを図ることが目的の交流
事業の参加者を募集します。
料　金　一部負担の場合あり
申込先　地域包括支援センターま
　　　　たは担当ケアマネージャー
申込期限　6 月 19 日㊎
※年 4 回程度開催予定です
※開催日時や場所は、申込者に対
　して随時お知らせします

生活習慣病検診（土曜）
健康管理センター☎ 52・2222



若狭マリンピアで
花火をあげてみませんか

　若狭マリンピアでは、「市民の花火」として皆さんに花火の購入
をお願いしています。協力いただいた人は、新聞折り込みチラシ
と当日打ち上げ前の案内放送にて、メッセージを付けてご案内し
ます。お祝いや、同窓会などの記念のメッセージを花火に託して
ください。皆さんの参加をお待ちしています。

金　額　5,000 円〜
申込方法　実行委員会窓口（商工観光課）まで、メッセージと一緒
　　　　にお持ちください
受付期限　6 月 24 日㊌
※お問い合せは商工観光課☎内線 264 まで

若狭マリンピア花火大会
と　き　8 月 1 日㊏　20 時 20 分開始（予定）
ところ　白鳥海岸一帯

広報おばま　平成 27.6 ⓰
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　放課後、仕事などで保護者が
家庭にいない小学生を対象に、
定員に余裕のある児童クラブで
夏休み会員を募集します。
対　象　今富・内外海・宮川・遠敷・
　　　　口名田の各児童クラブ
期　間　7 月 21 日㊋〜
　　　　8 月 31 日㊊
開設日　毎週月曜日〜金曜日
　　　　（8月13日〜15日を除く）
定　員　各 3 〜 10 人程度
料　金　16,000 円
締　切　 6 月 30 日㊋
※校区外も受け付けます
※各児童クラブの受け入れ人数
　に限りがあるため、全員の要
　望に応えられない場合があり
　ます

児童クラブ夏休み会員
社会福祉課☎ 64・6013

　食文化館の運営ボランティア
「かけはしサポーター」は、おも
てなしの心をモットーに、若狭お
ばまの食文化の伝承や研究、イベ
ントの企画運営などを中心に活動
しています。
　一緒に楽しくにぎやかに活動でき
るメンバーを募集しています。問い
合わせは食のまちづくり課まで。

かけはしサポーター
食のまちづくり課☎内線 375

自分達で出来る景観作り活動
都市整備課☎内線 257

　市民の皆さんの手による景観づ
くりの「新たな試み（提案）」を
募り、ユニークで優れた提案を選
定し、その実現に対し材料費等の
経費を支援します（上限 10 万円）。
申込方法　都市整備課窓口配布の提
　　　　案用紙で申し込み
　　　　（後日審査あり）
申込期限　7 月 31 日㊎

　労働保険（労災保険・雇用保
険）に係る平成 26 年度分の確
定保険料と 27 年度分の概算保
険料の申告・納付手続きを行う
時期になりました。
と　き　 6 月 19 日㊎、7 月 2 日㊍
ところ　働く婦人の家（大手町）
その他　5 月 30 日㊏に郵送する
　　　　「労働保険の年度更新申
　　　　告書」を記入のうえ申告・
　　　　納付を行ってください
※ 6 月 1 日 ㊊〜7 月 10 日 ㊎ の
　期間中は、福井労働局（福井市
　春山）や敦賀労働基準監督署（敦
　賀市鉄輪町）などで申告・納付
　手続きが行えます

事業主の皆さんへ
労働保険の年度更新はお早めに

福井労働局☎ 0776・22・0112

と　き　6 月 14 日㊐、15 日㊊、
　　　　22 日㊊
　　　　いずれも 10 時〜 13 時
ところ　食文化館（川崎 3 丁目）
内　容　アスパラのポタージュ、
　　　　ミネストローネ、和風
　　　　スープ、豆腐のクルミパ
　　　　ンほか
定　員　各先着 30 人
参加費　 700 円
申込期限　実施日の 3 日前

季節の調理体験〜 6月編〜
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

OBAMA多子世帯等応援商品券を交付します
　多子世帯などに対し経済的支援・生活支援を行うとともに、地
域の消費を喚起するため、対象者に商品券を交付します。
対象者　平成 27 年 4 月 1 日に本市に住所を有する
            ①多子世帯（同一世帯に児童が２人以上いる世帯）
　　　　②ひとり親世帯、③特別児童扶養手当受給世帯

区分 世帯児童数 額

ひとり親世帯以外
2 子 5,000 円
3 子以上 10,000 円

ひとり親世帯
1 子 5,000 円
2 子 10,000 円
3 子以上 15,000 円

特別児童扶養手当
受給世帯加算額 対象児童 1 子につき 5,000 円

使用期間　6 月 1 日㊊〜 11 月 30 日㊊
※小浜商工会議所が発行する OBAMA プレミアム商品券と同様の
　商店で使用できます。対象の商店は、小浜商工会議所のホーム
　ページで確認できます（www.obamacci.or.jp）
※対象世帯には、5 月末に引換券を郵送します。6 月中に社会福祉
　課で商品券と交換してください。対象と思われる世帯で引換券
　が届かない場合は、社会福祉課へ問い合わせてください　
※就学等を事由に保護者と児童が住所を別にしている場合など、
　特別な事情がある場合は社会福祉課に問い合わせてください

　　　　　　　　　　  ■問い合わせ先　社会福祉課☎ 64・6013

�募集� 子どもの人権110番相談

　いじめや心配ごとなど、一人で
悩まず、相談してください。
と　き　6 月 22 日㊊〜 26 日㊎
　　　　いずれも 8 時 30 分 〜
　　　　19 時
　　　　6 月 27 日㊏〜 28 日㊐
　　　　いずれも 10 時〜 17 時
電話番号　0120・007・110（無料）

特設人権相談
地方法務局小浜支局☎ 52・0238

　6月 1 日は人権擁護委員の日で
す。人権擁護委員による特設人権
相談を行います。
と　き　6 月 2 日㊋ 10 時〜18 時
ところ　働く婦人の家（大手町）
※相談無料、秘密厳守

●クラウドサービス入門
と　き　6 月 9 日㊋、10 日㊌
　　　　13 時 30 分〜 16 時 30 分
受講料　8,000 円
● Illustrator 基礎
と　き　6 月 11 日㊍、12 日㊎
　　　　10 時〜 17 時
受講料　10,000 円
● MS-Excel2013 応用
と　き　6 月 24 日㊌、25 日㊍
　　　　10 時〜 17 時
受講料　12,160 円
※いずれも会場は県産業情報セ　
ンター嶺南支所（白鬚）
申込方法　電話か電子メールまた
　　　　はホームページからの
　　　　ダウンロードで申込書
　　　　を取り寄せ、必要事項
　　　　を記入し、ファックス
　　　　にて提出 
　　　 　FAX：52・1510                  
　　　　メール：reinan@fisc.jp

各種 IT研修（パソコン教室）
福井県産業情報センター嶺南支所☎ 52・1500

　市内小中学校の給食調理員とし
て働いてみませんか。
募集人数　2 人
勤務場所　市内小中学校
勤務時間　8 時 45 分〜 16 時
資　格　 不問
　　　　（調理師免許があればなお可）
選考方法　面接　
※詳しくは問い合わせてください

学校給食調理の非常勤職員
教育総務課☎内線 424

行政相談委員の再委嘱

　市の行政相談員に、平成 27
年 4 月 1 日付けで総務大臣から
高
たかはし

橋敏
とし え

恵さん（66 歳・谷田部）、
山
やまうち

内良
よしひろ

弘さん（63 歳・青井）が
再委嘱されました。
　行政相談委員は、国の仕事や
サービス、各種制度の手続きに
ついて、住民と行政の間に立ち、
問題解決のお手伝いをします。
※定例行政相談は、毎月第 3 火曜
　日に市役所で開催しています
※相談は無料で、秘密は堅く守ら
　れますので、気軽に相談してく
　ださい　

市民協働課☎内線 373 地方法務局人権擁護課☎ 0776・22・4210

国有財産売却予定

公示予定　6 月 15 日㊊　　　　
受付期間　7 月 9 日㊍〜 23 日㊍
所在地等  遠敷 10 丁目 801 番外 1 筆
　　　　＝ 1,264.28㎡　
※気軽に問い合せてください
※入札案内書の配布希望の受付は
　随時可能です

外国人のための法律相談会

　県内在住外国人およびその関係
者からの労働、在留、税金、教育、
住居、婚姻などの相談に、弁護
士または行政書士が応じます。
と　き     随時（要申し込み）
ところ　福井県国際交流嶺南セ
　　　   ンター（敦賀市神楽町）
費　用　 無料
※通訳が必要（英語、中国語、
　ポルトガル語など）な人は、
　事前に申し込んでください

北陸財務局☎ 076・292・7875

福井県国際交流嶺南センター☎ 0770・21・3455



広報おばま　平成 27.6 ⓲⓳ 広報おばま　平成 27. 6

【補助対象者】
●市内に事業所を開設する会社または個人
●個人の場合は、市内に住所を有する（もしくは
　その予定の）者であること

【補助内容】
以下の経費の2分の1を補助（千円未満切り捨て）
改装費補助▶空き店舗・空き工場などの改装費
　　　　　　に対する補助
賃借料補助▶期間 1 年（12 カ月）にわたり支払
　　　　　　われた賃借料に対する補助

　市では、市内の空き店舗、空き工場などを活
用した新規事業所開設に対して補助します。

業種 対象地域 新規
雇用者数

補助金限度額
改装費 賃借料

製造業
中心市街地

３人以上 150 万円 60 万円
２人以上 50 万円 30 万円

その他の区域 ３人以上 150 万円 60 万円
その他
の業種

中心市街地 ２人以上 50 万円 30 万円
その他の区域 ３人以上 50 万円 30 万円

【補助限度額】

【補助要件】
● 2 カ月以上前から空いている市内の空き店舗・
　空き工場などを利用すること
●ほかの補助対象になっていないこと
●業種および対象地域の区分に応じ、左表の基
　準以上の新規雇用者を確保すること
●新規事業所を賃貸する場合、賃貸借人の間に
　特別な利害関係がないこと
　個人▶ 3 等親以内の親族の場合など 
　法人▶関連会社同士の場合など
※飲食店のうち「スナック」など、一部の業種
　で補助対象とならない場合があります

【申請方法】
新規事業所開設 1 カ月前までに市へ認定申請書
を提出

※県などでも中小企業を対象とした融資制度や
　補助制度を用意しています。詳細は下記まで
　県商業振興・金融課☎ 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

　市では、企業立地に適当な遊休地など（空き事務所、空き工場、
空き倉庫など）の情報を収集・登録しています。

　登録した情報は、市内への立地を検討する
企業に紹介します。さらに、現在使用中の土
地や建物であっても、今後、ほかの方の使用
が可能なところがあれば、その情報も収集し
ています。
　市では、地域の活性化と雇用の拡大を目指し
て、企業誘致へ積極的に取り組んでいます。右
記の要件を満たす遊休地などがあれば、ぜひ、
お知らせください。
　市民の皆さんのご協力をお願いします。

【要件・面積】
・遊休地
　1 区画が 2,000㎡以上
・空き事務所・工場・倉庫
　1 棟の延べ床面積がおおむね 300㎡以上

【その他】
入手した個人情報の取り扱いについては、市個人
情報保護条例に基づき、適正に処理します。

【問い合わせ】
商工観光課☎ 53・9705

募集中
企業誘致で
活性化と雇用拡大

遊休地を探してます

まちなか等活力支援事業補助金

空き店舗活用に補助

小
浜

を盛
り上げる

地域おこし
協力隊
が行く！

VOL.2「はじめまして」

　はじめまして。東京都からやってきました地域

おこし協力隊員のハラと申します。「アイザワが

行く！」が人気だったことを聞いているので、自

分が投稿して大丈夫かと緊張しておりますが、

精いっぱい頑張っていきます！

　小浜市にきて約 2 カ月が経ちますが、驚きの毎

日を送っています。まず驚いたのは、トンビが町な

かを飛んでいること。猛きん類が町に溶け込んでい

る景色は東京には無く、とても新鮮です。漁港が近

く、おいしい魚がたくさん獲れるので、小浜に住み

問商工観光課
　☎内線 220

�スポーツ�

　4 月 19 日に開催した若狭マラ
ソン大会は、雨天ではありました
が、3,077 人のランナーに参加い
ただきました。皆さんのご協力・
ご声援ありがとうございました。

第 35回OBAMA若狭
マラソン大会のお礼

市民体育館☎ 53・0064

くらしの情報●小浜市役所

統計調査員

　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、忠実で責任
　　　　 感のある人（未成年者、警
　　　　 察官、選挙または税務事務
　　　　 に直接関係のある人は除く）
登録期間　調査員として登録後2年間
申込期限　6 月 19 日㊎
※今年は5年に1度の国勢調査があります。
　調査員希望者は問い合せてください

市民協働課☎内線 374

　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。水中からの救助法や応
急手当などを学びます。
と　き　6 月 13 日㊏、14 日㊐
　　　  の 13 時〜 21 時、 
　　　  15 日㊊ の 9 時〜 17 時
ところ　若狭総合公園温水プール
　　　　（北塩屋）
対　象　15 歳以上で一定の泳力
　　　　のある人
受講料　2,200 円（教本・保険代）
申込期限　6 月 8 日㊊
その他　筆記用具、昼食（夕食）
　　　　を持参のうえ、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

　放送大学は文部科学省と総務
省が設置した通信制大学です。
「いつでも、どこでも、だれでも」
学ぶことができ、さまざまな世
代や職業の方が学んでいます。
募集期間　6 月 15 日㊊〜 9 月 20 日㊐

放送大学2学期学生
放送大学福井学習センター☎ 0776・22・6361

ユネスコ世界記憶遺産登録の結果発表直前
候補資料の特別企画展を開催

　いよいよユネスコ世界記憶遺産の登録の可
否が決定する５月〜８月（予定）が迫ってき
ました。現在、舞鶴市の赤れんがパークで開
催中の引揚記念館特別展では、申請資料を紹
介する特別企画展示を開催しています。
　ぜひ、ご来場ください。

と　き　9 月 27 日（日）まで ※現在開催中
　　　　9 時〜 17 時
ところ　赤れんが 3 号棟 1 階企画展示室
　　　　（舞鶴市字北吸 1039 番地 12）
内　容　展示資料 31 点のほか、候補資料 570 点
　　　　をデータで紹介
その他　入館料（300 円）が必要
※詳しくは、引揚記念館☎0773・68・0836 へ

舞鶴市からのお知らせ

着いているのでしょうか。

　これから、自分の感じたこと

を市内外の皆さんに伝えていけ

たらな、と思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

スポーツ振興くじ助成事業


