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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】

（６月１日現在）
●人口　　　　　　  32,133 人 

　　　　（前月比　  　 14 人）
　　　（前年同月比　　-153 人）
　　　　　　男性　  15,603 人
　　　　　　女性　  16,530 人
●異動　　　転入　　　  88 人
　　　　　　転出　　　  68 人
　　　　　　出生　　　  23 人
　　　　　　死亡　　　  29 人
●世帯数　　　　  11,884 世帯
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�生　活�

�健康・福祉�

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 247

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耐震診断・補強プラン（伝統的

　構法：筋かいのないもの）

　…個人負担＝ 20,000 円
④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　９月 30 日㊌

結核（ＢＣＧ）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 21 年３月生まれ ( 通
　知します）と、　同２月以前の
　生まれで６カ月未満の未接種の
　お子さん（要申込）
とき　７月３日㊎
ところ　健康管理センター
受け付け　12 時 50 分 〜 13 時
　15 分

　年に一度の健康チェックをお忘
れなく。　
とき、ところ　７月 13 日㊊＝サ
　ン・サンホーム小浜、７月 17
　日㊎＝加斗公民館、７月 24 日
　㊎＝宮川公民館
検診内容　特定（基本）健診、が
　ん検診（肺・胃・大腸・子宮・
　前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイル
　ス検査、骨検診
　※サン・サンホーム小浜のみ乳
　がん検診があります
申込期限　検診日の 10 日前

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

�募　集�

市営駐車場パスカード発行
生活安全課☎内線 475

　８月、９月分のパスカードを発
行します。
とき　７月 24 日㊎８時 30 分〜
ところ　１階臨時窓口（９時以降
　は４階生活安全課）
【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

くらしなんでも相談
県労働者福祉協議会☎ 0776・21・5929

  法律問題をはじめ、暮らしで
困っていることに、弁護士や金融
の専門家が相談に応じます。
とき　８月１日㊏ 10 時〜 13 時
ところ　勤労福祉会館
相談料　無料

社会保険事務所の出張相談
は勤労福祉会館へ
福井社会保険事務局敦賀事務所☎ 0770･22･9904

　平成 21 年４月から、つばき回
廊業務棟にあった社会保険事務所
の出張相談所が移転しました。
相談日　毎週火、金曜日
　10 時〜 16 時
　（受け付けは 15 時 30 分まで）
ところ　勤労福祉会館２階
※駐車スペースが狭いため、市役
所前などの駐車場を利用してくだ
さい

　国の勧告を受け、ワクチンの安
全性が確立されるまで接種するこ
とを見合わせていますが、強く接
種を希望される人、流行地域に行
く人は接種することができます。
対象者　
　１期＝３歳〜７歳６カ月未満　
　２期＝９歳〜 13 歳未満
　（１期完了者のみ）
※要電話予約

日本脳炎予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

とき　７月 18 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・子宮・
　前立腺・乳）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウ
　イルス検査、骨検診
申込期限　７月 10 日㊎

生活習慣病　土曜検診
健康管理センター☎ 52・2222

山川登美子生誕130年
文化遺産活用課☎内線 442

　山川登美子生誕 130 年を記念し
て、歌碑の除幕式と特別企画展が
山川登美子記念館で行われます。
【山川登美子歌碑除幕式】

とき　７月 19 日㊐ 10 時〜
【特別企画展「与謝野晶子展」】
　〜古典によって育まれた彼女の
　作品たち〜
とき　７月 19 日㊐〜９月 28 日㊊
※特別企画展は観覧料が必要です

（大人＝ 300 円、高校生・大学生
＝ 200 円、中学生以下＝無料）

成人式実行委員
生涯学習課（文化会館）☎内線 612

　市では、成人式の企画運営に参
加していただく実行委員を募集し
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 22 年成人式対象者お
　よび平成 23 年成人式対象者　
　（平成元年４月２日〜平成３年
　４月１日生まれの人）
活動期間　８月以降に５回程度　
　（主に平日の夜に会議を開催）

　７月 26 日は、市内一斉の社会
奉仕デー。当日は、不法投棄のご
みや草刈りで刈った草木などに限
り、ごみ処理場で受け入れます。
燃やすごみはクリーンセンター、
不燃物ごみや資源ごみはリサイク
ルプラザへ持ち込んでください。
とき　７月 26 日㊐
　８時 30 分〜 12 時
※家庭のごみや粗大ごみ（不法投
棄分は除く）は持ち込めません。
また、社会奉仕を中止した地区を
対象とした振替開放は行いません

７月26日は社会奉仕デー
環境衛生課☎内線 143

３R推進メッセージ
福井県リサイクル推進室☎ 0776・20・0382

　ごみの減量化やリサイクルの促
進に関する絵手紙、標語を募集し
ています。
●絵手紙部門…絵と文字の組み合
　わせで文字数は 31 字以内。は
　がきまたは同サイズの用紙
●標語部門…文字数は 31 字以内。
　川柳なども可能
応募資格　県内に在住、または通
　勤、通学している人
応募期限　９月７日㊊
表彰　各部門の小学生の部、中学
　生・高校生の部、一般の部ごと
応募先　〒 910 ｰ 8580 福井県循
　環社会推進課リサイクル推進室

マナーを守って海水浴を
観光交流課☎内線 267

　市内の海水浴場で浜開きが行わ
れます。各海水浴場でのルールと
マナーを守りましょう。
浜開き日　

　７月１日㊌＝犬熊・矢代・人魚
　の浜、２日㊍＝志積、３日㊎＝
　田烏、５日㊐＝勢浜、６日㊊＝
　西小川、７日㊋＝鯉川シーサイ
　ドパーク、８日㊌＝阿納　　
禁止事項　砂浜でのペットの散歩
　と遊泳、魚釣り、バーベキュー
　（鯉川シーサイドパークでは海
　水浴場両端の指定した場所では
　バーベキューが可能）
※各海水浴場ごとに注意事項が異
なりますので、看板などで確認し
てください

　母子家庭の母、寡婦を対象に就
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５日㊏〜 11 月 28 日
　㊏の毎週土曜日 10 時〜 17 時

【エクセルコース】
とき　９月 27 日㊐〜 12 月 6 日
　㊐の毎週日曜日 10 時〜 17 時
ところ　いずれも敦賀短期大学
定員　各 15 人
費用　テキスト代各 7,000 円
申込期限　８月１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

　知事と話したり、いっしょに木
工作品を作ってみませんか。
とき　７月 29 日㊌
　９時 45 分〜 15 時 30 分
ところ　学びの里「めいりん」（大
　野市）
対象　県内のひとり親家庭の児童
　（小学４〜６年生）
申込期限　７月６日㊊
申し込み　市母子寡婦福祉連合会
　会長の山本さん☎ 56・2809　

子どもと知事のつどい
県母子寡婦福祉連合会
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�スポーツ�
とき　７月 13 日㊊、14 日㊋
　10 時〜
内容　イカめし、焼きナスのサバ
　みそ田楽、イカゲソの酢の物、
　トマトのかきたま汁、くずまん
　じゅう
定員　各 30 人
参加費　各 700 円

季節の調理体験　〜文月編〜
食文化館☎ 53・1000

平成22年４月採用市職員
総務課☎内線 354

募集　事務＝若干名、保育士＝若
　干名、保健師＝若干名
受験資格　

【事務】＝昭和 54 年４月２日〜
　平成４年４月１日生まれの人

【保育士】＝昭和 51 年４月２日
　以降の生まれで保育士資格を有
　する人、または平成 22 年３月
　31 日までに保育士資格取得見込
　みの人　

【保健師】＝昭和 51 年４月２日
　以降の生まれで保健師免許を有
　する人、または平成 22 年３月
　31 日までに保健師免許取得見
　込みの人
※いずれも性別、学歴、国籍は問
いません
受付期間　７月 27 日㊊〜８月　
　10 日㊊
第一次試験　９月 20 日㊐
　●教養試験　●適性検査
　●専門試験（保育士、保健師）
第二次試験　10 月下旬実施予定
　●作文試験　●面接試験
申込書交付開始日　７月１日㊌
受験手続き　申込書は市役所総合
　窓口（１階）、総務課にあります。
　必要書類を添えて期間内に提出
　してください。郵送、インター
　ネット（ふく e ｰねっと）でも
　受験手続きができます

対象者　40 〜 74 歳までの国民
　健康保険加入者（国民健康保険
　税滞納世帯は除く）
種類、料金　
　脳ドック＝ 42,000 円
　（うち 25,200 円助成）
　１日ドック ( 男 ) ＝ 43,050 円
　（うち 25,830 円助成）
　１日ドック ( 女 ) ＝ 46,200 円
　（うち 27,720 円助成）
定員　脳ドック＝先着６人
　　　１日ドック＝先着８人　
受診医療機関　杉田玄白記念公立
　小浜病院

人間ドック受診を助成
保険健康課☎内線 168

とき　８月６日㊍
　10 時〜 11 時 30 分
ところ　若狭総合公園温水プール
対象　未入園児　30 人
持ち物　損害保険料、水着、タオ
　ル、お茶
申込期間　７月 21 日㊋〜 31 日㊎

のびのび広場
「プールであそぼう」

子育て支援センター☎ 56・3386

とき　８月２日㊐　９時〜
ところ　若狭総合公園温水プール
【学童泳力テスト大会】　

対象　市内の小学生
【市民水泳競技大会】

対象　市民ならどなたでも
申し込み　当日会場で
※同大会開催のため、８月２日の
一般開放はありません

学童泳力テスト大会
市民水泳競技大会

市水泳協会の鍋島さん☎ 52・1559

期間　７月 21 日㊋〜８月 31 日㊊
　８時〜 18 時（土・日曜日と８
　月 14 日〜 16 日は休み）
ところ　雲浜・西津・内外海・宮川・
　遠敷・口名田児童クラブ
対象　小学１〜３年生
定員　各５〜 10 人程度（雲浜は
　若干名）
料金　16,000 円
申込期限　７月 10 日㊎
※申し込みが定員を超えた場合は
ひとり親家庭を優先します

児童クラブ夏休み会員
社会福祉課☎内線 187

とき　７月 18 日㊏、19 日㊐
ところ　県立大学小浜キャンパス
　グラウンドほか

第40回学童野球大会
体育課☎ 53・0064

　県では、地域の歴史や文化に培
われてきた伝統的民家を継承して
いくため、伝統的民家認定制度に
基づき、県内に残る地域固有の伝
統的な民家を募集しています。
応募期限　平成 22 年１月 29 日㊎
※認定されると、保存・活用など
の情報が受けられます

ふくいの伝統的民家
県土木部営繕課☎ 0776・20・0510

　勤労家庭のサポートとして「夏
休みイキイキ体験講座」を開催し
ます。
とき　７月 24 日㊎、28 日㊋〜
　30 日㊍、８月４日㊋〜６日㊍、
　20 日㊍、21 日㊎９時〜 17 時
ところ　働く婦人の家
対象　市内の小学１〜３年生
内容　座禅、点字、昆虫採集など
定員　先着 15 人
参加費　3,000 円（ほかに実費が
　必要な場合があります）
申込期限　７月 20 日㊊

おいでよ！働く婦人の家へ
働く婦人の家☎ 52・7002

　家庭での介護について、心軽や
かになるよう学びます。
とき　７月 25 日㊏ 13 時 30 分〜
ところ　働く婦人の家
内容、講師　テーマ①「いつまで
　も元気に！まずは介護予防で」
　早川初美さん（若狭ハイツ介護
　支援専門員）
　テーマ②「すぐに役立つ福祉用
　具の上手な使い方」
　加藤典子さん（嶺南地域福祉相
　談・介護実習普及センター）
受講料　無料
申込期限　７月 23 日㊍
※この講座は年４回実施予定

仕事両立介護講座
働く婦人の家☎ 52・7002

雇用期間　７月 13 日㊊〜平成 22
　年３月 31 日㊌
勤務時間　月〜金曜日の 13 時〜
　18 時（夏休み期間中は８時〜
　18 時のうち８時間）
勤務場所　市内の児童クラブ
募集人数　女性 2 人
報酬　月額 94,000 円（通勤手当、
　夏休み期間は加算あり）
申込期限　７月６日㊊

児童クラブ保育指導員
社会福祉課☎内線 187

小浜幼稚園半日開放デー
小浜幼稚園☎ 52・3768

とき　７月８日㊌
　９時 30 分〜 11 時
ところ　小浜幼稚園
対象　２歳児と保護者
定員　先着 25 組（要電話予約）
参加費　50 円（保険料）
持ち物　着替え、タオル、お茶

明るい選挙啓発ポスター、
標語

市選挙管理委員会☎内線 353

　「大切な一票は自分の意思で。
明るくきれいな選挙を進めよ
う！」をテーマに、ポスター、標
語を作ってみませんか。
応募資格　ポスター＝県内の小学
　生〜高校生　
　標語＝県内在住の人
応募期限　９月 11 日㊎
※応募方法、用紙などの詳細につ
いては県、市選挙管理委員会の窓
口でお渡しします。小浜市PRポスターデザイン

観光協会事務局☎内線 267

　若狭おばま観光協会では、「小
浜市」をテーマにしたポスターの
デザインを募集しています。
作品規格　Adobe  Illustrator 形
　式もしくは Adobe Phoshop　
　形式で B １縦長
応募期限　７月 10 日㊎
応募方法　観光協会ホームページ
　（http://www.wakasa-obama.
　jp/) を参照してください　

後期高齢者医療制度のお知らせ
■問い合わせ　保険健康課☎内線 169　

８月１日から保険証が変わります
　７月中旬に、新しい保険証が後期高齢者医療広域連合から簡易書留で
送付されます。８月１日からは新しく届いた保険証で受診してください。

保険料額決定通知書を７月中旬に発送します
　平成 21 年度の後期高齢者医療保険料が決定しました。算定方法と軽減制度は次のとおりです。
　　　　　　保険料　＝　均等割《43,700円》＋所得割《（平成20年中の所得−33万円）×7.9％》
【均等割の軽減】

後期高齢者医療制度の被保険者全員
と世帯主の所得金額の合計額

軽減
割合

軽減後の
均等割額

① 33万円以下の世帯 8.5割 6,555 円

② ①のうち被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない世帯 ９割 4,370 円

③ 33万円＋（24.5 万円 ×被保険者数（世帯主は除く））以下の世帯 ５割 21,850 円

④ 33万円＋（35万円 ×被保険者数）以下の世帯 ２割 34,960 円

保険証は「カード型」
から「二つ折り」に変わります

【所得割の軽減】
被保険者 軽減

割合
所得金額が 58万円以下
(年金収入のみ場合 211
　万円以下）

５割




