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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　　　　　　  32,145 人 

　　　　（前月比　  　 12 人）
　　　（前年同月比　　-128 人）
　　　　　　男性　  15,608 人
　　　　　　女性　  16,537 人
●異動　　　転入　　　  68 人
　　　　　　転出　　　  53 人
　　　　　　出生　　　  20 人
　　　　　　死亡　　　  23 人
●世帯数　　　　  11,904 世帯

納　期 納期限 保険料種別・期別

７月 ７月 31 日 介護第１期、後期高齢者第１期

８月 ８月 31 日 後期高齢者第２期

９月 ９月 30 日 介護第２期、後期高齢者第３期

10 月 11 月２日 介護第３期、後期高齢者第４期

11 月 11 月 30 日 後期高齢者第５期

12 月 12 月 28 日 介護第４期、後期高齢者第６期

平成 22 年１月 平成 22 年２月１日 後期高齢者第７期

平成 22 年２月 平成 22 年３月１日 後期高齢者第８期

●平成 21 年度　保険料納付カレンダー●

　※年金天引きではなく、納付書で納めていただく人が対象です。
　●介護＝介護保険料　●後期高齢者＝後期高齢者医療保険料
　■問い合わせ　介護長寿課☎内線 161　　保険健康課☎内線 169

広報おばま　平成 21. 8❿⓫ 広報おばま　平成 21. 8

�生　活� �健康・福祉�
結核（ＢＣＧ）の予防接種

健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 21 年４月生まれ ( 通
　知します）と、　同３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　８月７日㊎
ところ　健康管理センター
受け付け　12 時 50 分〜 13 時
　15分

マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき　８月５日㊌
内容　音楽療法〜体と心をリラッ
　クス
とき　８月 26日㊌
内容　助産師さんと話そう、妊婦
　体操
ところ　健康管理センター
受け付け　13 時 15 分〜 13 時
　30分

　年に一度の健康チェックをお忘
れなく。　
とき、ところ　８月25日㊋＝交
　流ターミナルセンター、31 日
　㊊＝健康管理センター、９月２
　日㊌＝久須夜交流センター
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
※久須夜交流センターでは乳がん
検診はありません
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�

【児童扶養手当】

支給対象…父と生計を共にしてい
　ない児童の母、または母に代
　わってその児童を養育している
　人（父が一定の障害の状態にあ
　る場合も支給されます）
該当児童…18 歳の誕生日を迎え
　た後の最初の３月 31日までの
　間にある児童、または 20歳未
　満で法に定める程度の障害があ
　る児童
手当…前年の所得に応じて算定さ
　れます
手続き…請求手続きと毎年８月中
　に現況届が必要です

＊

【特別児童扶養手当】

支給対象…精神または身体に障害
　がある児童を監護する父または
　母、もしくは父母に代わってそ
　の児童を養育している人
該当児童…20 歳未満で１級また
　は２級の障害がある児童（所定
　の診断書が必要。障害年金受給
　者と施設入所者は対象外）
手当…
　１級障害児＝ 50,750 円（月額）
　２級障害児＝ 33,800 円（月額）
手続き…請求手続きと毎年８月中
　に現況届が必要です

＊

※児童扶養手当、特別児童扶養手
当とも所得制限があります。手当
を受給しようとする人（同居して
いる配偶者や扶養義務者も対象）
の前年所得が一定額以上ある場合
は、支給額の一部または全額が停
止となります

児童扶養手当、特別児童扶
養手当をご存じですか

社会福祉課☎内線 185

　市立図書館は、電算システムの
入れ替えと全蔵書点検のため、９
月７日から 30 日まで臨時休館し
ます。それに伴い、貸出冊数、貸
出期間が変更になりますのでご注
意ください。
貸出冊数、期間変更期間　
　８月 20日㊍〜９月６日㊐
貸出冊数　10 冊→ 20冊
貸出期間　２週間→４週間

市立図書館の臨時休館に伴
う貸出冊数、期間の変更

市立図書館☎ 52・1042

　総務省統計局では、９月から
11 月までの３カ月間「平成 21 年
全国消費実態調査」を実施します。
７月下旬から調査員が調査区域の
お宅をすべて訪問し、世帯主の氏
名などを尋ねますので、ご協力を
お願いします。
調査区域　雲浜、国富、遠敷の一
　部の区域

全国消費実態調査にご協力を
情報課☎内線 374

　市内の小学校体育館８棟の耐震
化工事が始まります。工事期間中
は工事車両が出入りしますのでご
注意下さい。また、その期間中は
体育館の使用ができません。
●国富、宮川、松永、口名田、中
　名田、加斗＝７月〜９月頃まで
●雲浜、今富（第１体育館）＝７
　月〜 12月頃まで

　総務省では、経済的な理由など
で地上デジタル放送が見られない
世帯に、地上デジタルチューナー
を給付します。　
対象世帯　ＮＨＫ受信料が全額免
　除世帯で、生活保護世帯、障害
　者がいる住民税非課税世帯、社
　会福祉事業施設入所者
給付開始時期　秋以降
申込方法　準備中のため後日お知
　らせします
問い合わせ　総務省地上デジコー
　ルセンター☎0570・07・0101
※すでに購入したチューナー、ア
ンテナなどの費用の精算はできま
せん

地上デジタルチューナーを
給付します

社会福祉課☎内線 183

耐震化工事で小学校の体育
館が使用できません

教育総務課☎内線 422

職種、採用予定人員

　臨床工学技士＝２人、視能訓練
　士＝１人、看護師＝ 20人
採用日　平成 22年４月１日
試験日　９月中旬
受付期限　８月 24日㊊
合格発表　10 月予定
※受験資格など詳しくは杉田玄白
記念公立小浜病院総務課へ

公立小浜病院組合職員
杉田玄白記念公立小浜病院☎ 52・0990

　貝谷八百子記念貝谷バレエ団小
浜研究所によるバレエコンサート
が開催されます。
とき　８月 29日㊏　15時開場
ところ　文化会館
入場料　500 円

バレエコンサート
文化会館☎内線 611

公立若狭高等看護学院の
専任教員

公立若狭高等看護学院☎ 52・0162

受付期限　10 月 30日㊎
応募資格　
●看護師養成所の専任教員の研修
　を修了した人
●保健師、助産師または看護師と
　して５年以上業務に従事し、専
　任教員の研修に参加する意志が
　ある人
●保健師、助産師または看護師と
　して指定された専門領域のうち
　に１つの業務に３年以上従事　
　し、大学において教育に関する
　科目を履修して卒業した人
応募方法　履歴書を持って杉田玄
　白記念公立小浜病院総務課へ



「ふるさと小浜」への

「ふるさと納税（応援）」を呼びかけてください
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�スポーツ�

とき　８月３日㊊、22日㊏10時〜
内容　ひき肉入りごまみそつけそ
うめん、ヘルシー春巻き、ふのか
らし和え、あんみつ
定員　各 30人
参加費　各 700円
※お子さんが参加される場合はエ
プロン、三角巾、上履きが必要で
す

季節の調理体験　〜葉月編〜
食文化館☎ 53・1000

試験日　10 月 25日㊐　10時〜
ところ　福井県立大学福井キャン
　パス（予定）
受験料　7,000 円
申込期間　７月 27日㊊〜８月７
　日㊎　
申し込み　福井県社会福祉協議会
　福祉の人づくり支援課
　0776・21・2294
※申込書は、若狭健康福祉セン
ター、市社会福祉協議会、介護長
寿課にあります

介護支援専門員試験
介護長寿課☎内線 163

とき　９月６日㊐９時〜 15時
コース　矢代→阿納尻（約９㌔）
持ち物　弁当、水筒、雨具、敷物、
　タオルなど
参加費　50 円（保険料）
定員　先着 100人
集合場所　若狭総合公園駐車場
申込期間　８月３日㊊〜 31日㊊

林道ウオーク in 小浜
嶺南振興局林業事業課☎ 56・2211　多機能になった携帯電話を使い

こなせていますか。有料サービス
を安く使い、楽しむ方法を学びま
せんか（全３回）。
とき　９月３日㊍、17日㊍、10月
　１日㊍13時30分〜15時30分
ところ　働く婦人の家
定員　15人
講師　携帯インストラクター
※お子さんを預かります

携帯電話エコ使いこなし講座
働く婦人の家☎ 52・7002

とき　８月20日㊍〜９月14日㊊
　の毎週月・木曜日
　９時 30分〜 11時 30分
ところ　総合運動場
定員　20 人
受講料　1,500 円
申込期限　８月 17日㊊

初級マレットゴルフ教室
体育課☎ 53・0064

とき　８月 29日㊏ 19 時〜、
　30 日㊐９時〜
ところ　小浜第二中学校体育館

地区対抗バスケットボール大会
体育課☎ 53・0064

職種　消防吏員
採用人員　５人程度
採用日　平成 22年４月１日
受験資格　昭和 57年４月２日〜
　平成４年４月１日生まれの人
一次試験日　９月 20日㊐
二次試験日　11 月上旬予定
受付期間　８月３日㊊〜 21日㊎
※申込書は、若狭消防組合総務課
または若狭消防組合管内の各分署
にあります

若狭消防組合職員
若狭消防組合総務課☎ 53・5212

　マラニックとは、マラソンとピ
クニックの合成語で、マラソンの
ように速さを競うスポーツではあ
りません。美しい景色を眺めなが
ら楽しく走りませんか。
とき　９月６日㊐　８時スタート
コース　若狭総合公園→若狭幹線
　林道→若狭総合公園（約 20㌔）
参加費　1,000 円（保険料ほか）
申込期限　８月 20日㊍
申し込み　市民体育館にある申込
　書を記入し、同会事務局の北村
　勇次さんへ郵送かファックスし
　てください（ファックス番号は
　電話番号と同じです）
　〒917ー0027　生守４ー７ー１

第 11 回 内外海マラニック
小浜走友会事務局の北村さん☎ 56・2070

【推薦入学試験・社会人入学試験】

受付期間　９月７日㊊〜 10月２
　日㊎
試験日　10 月 19日㊊
結果発表　11 月２日㊊
※社会人入学試験は、昭和 50年
４月２日以降に生まれた人
【一般（前期）入学試験】

受付期間　11月４日㊌〜27日㊎
試験日　12 月 10日㊍
結果発表　12 月 25日㊎
【一般（後期）入学試験】

受付期間　平成 22年１月４日㊊
　〜 15日㊎
試験日　同 22年１月 25日㊊
結果発表　同 22年２月８日㊊

公立若狭高等看護学院生
公立若狭高等看護学院☎ 52・0162

　若狭工房では、小浜の伝統工芸
（若狭塗、若狭和紙、若狭めのう
細工、若狭粘土瓦）が無料で体験
できる「夏休み子ども自由研究相
談室」を開催します。
とき　８月 25日㊋　
　10時〜、13時 30分〜
ところ　食文化館
対象　小・中学生
募集　午前の部、午後の部とも業
　種ごとに各 20人（要予約）
参加費　無料

伝統工芸を体験しよう
商工振興課☎内線 225

　訪問介護に必要な家事援助や医
療の基礎知識など、ホームヘル
パーとして必要な技能や知識を学
びます。
とき　９月３日㊍〜11月30日㊊
　13 時〜 17 時（土、日、祝日
　を除く約 30日間）
ところ　青池調理師専門学校
対象　就職を希望する60歳代の人
定員　先着 20人
受講料　無料
申し込み　ハローワーク小浜
　☎ 52・1260

高年齢者介護講習受講者
県シルバー人材センター連合☎ 0776・29・1195

要約筆記講習会
社会福祉課☎内線 185

　聴覚障害者のコミュニケーショ
ン支援のため、「要約筆記講習会」
を開催します。
とき　８月７日㊎〜12月18日㊎
　19 時〜 21 時（毎月第１・３
　金曜日　全 10回）
ところ　中央公民館
費用　1,200 円（テキスト代）
申込期限　８月３日㊊

下水道いろいろコンクール
上下水道課☎内線 236

　下水道いろいろコンクールに出
品していただく作品を募集してい
ます。
●ポスター部門

　小・中学生に限る。Ｂ４〜Ａ
２判で、「９月 10日下水道の日」
の文字を入れること
●作文部門

　小・中学生に限る。400 字詰
原稿用紙（低学年３枚以内、高学
年４枚以内、中学生５枚以内）に
自筆で
●新聞部門

　小・中学生に限る。Ｂ４〜模造
紙大に自由に表現してください
応募期限　９月４日㊎
作品展示　10 月上旬〜下旬

●ふるさと小浜寄付申請書は、市の公式ホーム　
　ベージ (http://www.city.obama.fukui.jp/) の
　右側のバナーからダウンロードできます
●福井県のふるさと納税の振込用紙でも小浜市へ
　の寄付ができます

　福井県が提唱して、平成 20 年５月にス

タートした「ふるさと納税制度」。同 20 年

度は、24 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。

　ふるさと納税は、ふるさとへの寄付です。

里帰りした親戚や小浜市を愛する人に、ぜ

ひふるさと納税の呼びかけをお願いしま

す。
※ふるさと納税は 5,000 円からで、１万円以

　上の寄付をいただいた人には、小浜の特産

　品を進呈します

ベビースイミング教室
交流ターミナルセンター☎ 52・9080

　お子さんといっしょにプールで
遊びませんか。
とき　９月 10日㊍、30日㊌、
　10月８日㊍、28日㊌、
　11月 12日㊍、25日㊌　
　10時 30分〜 11時 30分
ところ　若狭総合公園温水プール
対象　乳幼児（１〜３歳）とその
　保護者（女性に限る）
定員　先着 30組
参加費　一組 3,000 円（プール
　利用料、保険を含む）　
申込期間　８月18日㊋〜21日㊎
申込方法　参加費を持って交流　
　ターミナルセンターへ

①ふるさと小浜寄　付申請書を提出 ②ふるさと納税の
　振込用紙を送付

③振込用紙で納付
④寄付金受領証
　明書を送付

⑤確定申告

■問い合わせ　企画課☎内線 342

ふるさと納税者 小浜市

ふるさと納税の手続きの流れ




