健康・福祉

はじめよう！
ママ・ファースト運動

社会福祉課☎内線 188

11 月は「ママ・ファースト運動」
強化月間です。子育てにやさしい
社会を実現するため、妊婦や小さ
な子どもを連れた人を見かけた
ら、席を譲るなど協力をお願いし
ます。また、すまいる F カード（対
象は 18 歳未満の子どもが３人以
上いる家庭）の申し込みも随時受
け付けています。

生活習慣病検診

健康管理センター☎ 52・2222

とき、ところ 11 月 24 日㊋＝健
康管理センター、12 月２日㊌
＝中央公民館
検診内容 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
イルス検査、骨検診
※中央公民館では、乳がん検診は
ありません
申込期限 検診日の 10 日前

国民健康保険加入者の
出産育児一時金

保険健康課☎内線 168

10 月１日から、国民健康保険
加入者の出産育児一時金の支給額
が４万円引き上げられ、医療機関
などへの直接支払制度が始まりま
した。
●支給額…39 万円（産科医療補
償制度に加入の医療機関などでの
出産は 42 万円）
●直接支払制度…医療機関などの
窓口で、出産費用を支払う負担を
軽減するため、出産育児一時金を
医療機関などへ直接支払う制度
・出産費用が一時金を超えた場合
出産育児一時金を超えた金額を
医療機関などへお支払いください
・出産費用が一時金より少ない場合
39 万円（42 万円）から出産費用
を引いた差額を支給します。保険健
康課までお問い合わせください
※国民健康保険加入者以外は加入
の保険者にお問い合わせください

新型インフルエンザ

ワクチン接種

■問い合わせ 健康管理センター☎ 52・2222
優先接種者のワクチン接種が始まります。対象者はスケジュールに従っ
て事前に医療機関へ予約し、接種してください（個人通知はしません）

●ワクチン接種スケジュール
①医療従事者
②妊婦（11 月下旬には保存剤が添加されていないワクチンが接種できます）
③基礎疾患を有する人
④小児（１歳〜小学校低学年）
⑤１歳未満の小児の保護者
⑥小 ( 高学年 ) 中高生、高齢者
10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

接種時に必要な証明証など
②母子手帳
③かかりつけ医作成の証明書
④⑤母子手帳、健康被保険者証、住民票など
⑥健康被保険者証、学生証、住民票、運転免許証など
●費用 １回目 3,600 円、２回目 2,550 円
※優先接種者で、生活保護世帯、市民税非課税世帯は全額助成
がありますので、接種する前にお問い合わせください
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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】
（10 月１日現在）
32,148 人
（前月比
+8 人）
（前年同月比
-134 人）
男性
15,602 人
女性
16,546 人
●異動
転入
51 人
転出
42 人
出生
23 人
死亡
24 人
●世帯数
11,915 世帯
●人口
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人権擁護委員の委嘱

成人式はふるさとで

マタニティーひろば

10 月１日付けで、法務大臣か
ら次の方に人権擁護委員の委嘱が
ありました（敬称略）。
●中嶋昭義
（生守 ☎ 56・0014）
●上島史生
（遠敷二丁目 ☎ 56・0184）

市では、成人式の参加者を募集
しています。11 月１日時点で市
内に住民登録をしている人は申し
込みの必要がありませんが、市外
に住民登録している人は電話で申
し込みをしてください。
とき 平成 22 年１月 10 日㊐
13 時〜
ところ 文化会館
対象 平成元年４月２日〜
平成２年４月１日生まれの人
申込期限 12 月 18 日㊎

とき 11 月 11 日㊌
内容 音楽療法〜体と心をリラッ
クス
とき 11 月 25 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

生涯学習課☎内線 432

小浜市友好・姉妹都市
児童生徒作品展

教育総務課☎内線 424

とき 11 月 14 日㊏〜 18 日㊌
９時〜 17 時
（18 日は 15 時まで）
ところ 若狭図書学習センター
作品 小浜市、友好・姉妹都市の
児童、生徒、園児の図画、習字
入場料 無料

市営駐車場パスカード発行

生活安全課☎内線 475

12 月、平成 22 年 1 月分のパス
カードを発行します。
とき 11 月 25 日㊌８時 30 分〜
ところ 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

巡回養育費相談

社会福祉課☎内線 186

子どもの生活を守り育てるため
必要な費用である養育費は、子ど
もの権利です。養育費のことで悩
んでいる人は養育費相談員に相談
してください。電話の相談も受け
付けています。
とき 11 月 17 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
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文化会館☎内線 612

健康管理センター☎ 52・2222

結核（ＢＣＧ）の予防接種

健康管理センター☎ 52・2222

とき 11 月 22 日㊐９時 30 分〜
ところ 働く婦人の家
出品物 日用品、野菜、米
問い合わせ 同会会長の宮脇さん
☎ 090・1639・9989

対象 平成 21 年６月、７月生ま
れ ( 通知します）と、 同５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 11 月６日㊎
ところ 健康管理センター
受 け 付 け 12 時 50 分 〜 13 時
15 分

無料税務相談会

不妊治療費を助成

とき 11 月 12 日㊍ 10 時〜 16 時
ところ 市役所１階ロビー
内容 税金について全般
問い合わせ 吉田善人税理士事務
所 ☎ 52・2555

市では、年度当たり１回、10
万円を限度に不妊治療費を助成し
ています。本年度中に申請される
場合は、12 月 25 日㊎までに連絡
をお願いします。
助成 一夫婦につき２回まで
※県の助成が優先されます

チャリティーバザー

小浜市連合婦人会

北陸税理士会小浜支部

最低賃金の改定

福井労働局☎ 0776・22・2691

10 月１日から、福井県の最低
賃金の時間額が改定されました。
時間額 671 円

健康管理センター☎ 52・2222

生

活

平成 21 年度「小浜市表彰式」
総務課☎内線 353

御食国若狭おばま
YOSAKOI 祭 2009

御食国若狭おばま YOSAKOI 祭 2009 実行委員会

嶺南各地や県外のチームが自慢
の演舞を披露します。
とき 11 月 22 日㊐ 13 時〜
ところ 文化会館
問い合わせ 観光交流課

第 50 回小浜市総合文化祭の開
幕式で、小浜市表彰式を開催しま
す。
とき 11 月３日㊗９時 50 分〜
ところ 文化会館
表彰者 市長表彰…４個人､ ２団体
奨励賞…４団体
文化奨励賞…３個人、１団体

募

集

バイキングを楽しもう

社会福祉課☎内線 186

ひとり親家庭の皆さん、おやつ
作りやバイキングを楽しみません
か。
とき 11 月 22 日㊐８時〜 17 時
ところ 舞鶴ふるる FARM
（舞鶴市瀬崎）
参加費 大人＝ 1,500 円、子ど
も（小学生以下）＝ 600 円
申込期限 11 月５日㊍
申し込み 小浜市母子寡婦福祉連
合会会長の山本さんまで
☎ 56・2809

フレンドリーアート号

県教育庁文化課☎ 0776・20・0580

県では、嶺南地域から県の文化
施設に来場する人の交通費を軽減
するため、県立音楽堂、美術館、
恐竜博物館行きの無料送迎バスを
運行しています。ぜひご利用くだ
さい。
※チケットは別途購入するする必
要があります
運行日、催し事
【県立音楽堂】
11 月５日㊍＝リヨン歌劇場管
弦楽団、平成 22 年１月 11 日
㊗＝ウィーン・ヨハン・シュト
ラウス管弦楽団
※同年３月９日㊋＝中村紘子デ
ビュー 50 周年・ショパン生誕
200 周年メモリアルコンサー
ト（12 月 22 日㊋受付開始）
【県立美術館】
平成 22 年３月 21 日㊐＝疾走
する日本車
【県立恐竜博物館】
同年３月 21 日㊐＝常設展
乗り場 県若狭合同庁舎
定員 先着 50 人

暮らしの便利帳を配布

情報課☎内線 373

官民協働で作成した「いきいき
暮らしの便利帳」を 10 月 26 日㊊
に発刊します。（株）サイネック
スが全戸配布しますが、配布期限
（11 月 15 日㊐）を過ぎてもお手
元に届かない場合はご連絡くださ
い。

労働トラブル無料相談

福井県司法書士会☎ 0776・30・0001

福井県司法書士会では、賃金未
払いやサービス残業などの労働ト
ラブルの無料相談を開催します。
とき 11 月 23 日㊗ 10 時〜 15 時
ところ 福井県司法書士会（福井
市大手三丁目）
相談料 無料（事前予約が必要）
申し込み、問い合わせ
福井県司法書士会 総合相談セ
ンター☎ 0776・30・0771

街頭募金のお礼

社会福祉課☎内線 183

小浜市赤十字奉仕団は、９月５
日に市内５カ所で、台風９号で被
害を受けた岡山県、兵庫県の災害
義援金の街頭募金を行いました。
集まった義援金は日赤福井県支
部を通じて、兵庫県支部、岡山県
支部にそれぞれ送金しました。
皆さんの温かいご支援ありがと
うございました。
義援金 66,032 円

リーダーズシアター発表会

文化会館☎内線 612

小学生が道具を使わずに表現す
る朗読劇を発表します。
とき、ところ 11 月 15 日㊐ 13 時
〜 13 時 15 分＝中名田小学校、
11 月 21 日 ㊏ 13 時 30 分 〜
13 時 45 分＝宮川小学校
入場料 無料

「税を考える週間」の展示

小浜地区税務協議会☎ 52・6506

11 月 11 日から 17 日までは「税
を考える週間」です。今年のテー
マは「ＩＴ化・国際化と税」です。
税の仕組みや目的を理解し、より
深く税について考えてみませんか。
小浜地区税務協議会では、これ
にあわせて税金展を開催します。
中学生の作文入賞作品展示のほ
か、税に関するパネル展示などを
行います。
とき 11 月 11 日㊌〜 17 日㊋
ところ 市役所１階ロビー

拉致問題の全面解決への
国民大集会・福井大会

拉致被害者・家族支援室☎内線 356

拉致問題の全面解決を図るた
め、国民大集会が開催されます。
市民の皆さんのご参加をお願いし
ます。
とき 11 月７日㊏ 14 時〜 16 時
ところ 鯖江市文化センター
（鯖江市東鯖江３丁目）
※小浜市から送迎バスを運行しま
す。希望される人は事前に申し込
んでください

合同無料相談会

福井県士業等団体友好協議会

福井県士業等団体友好協議会の
加盟９団体が、合同で無料相談会
を開催します。各専門家が皆さん
の悩みの相談に応じます。
とき 11 月 25 日㊌ 13 時〜 19 時
ところ ＡＯＳＳＡ６階（福井市
手寄一丁目）
相談内容 法律、会計、税務、登記、
年金、各種許認可、不動産など
問い合わせ （社）福井県宅地建物
取引業協会☎ 0776・24・0680
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講正学舎への入寮生

（財）雲浜奨学会講正学舎☎ 03・3327・7800

講正学舎（※）では、平成 22
年４月からの入寮生を募集してい
ます。東京の大学に進学される皆
さん、ぜひご検討ください。
募集 ７人
（※）講正学舎…社会に有為な人
材 を 育 成 す る た め、 明 治 33 年
11 月に旧小浜藩主酒井忠道公が
設立。主に、嶺南地域出身者が東
京で学ぶためのワンルームマン
ション形式の男子学生寮です

法人会講演会

( 社 ) 小浜法人会☎ 52・1040

職場や日常生活でのストレスを
やる気に変える方法を学びます。
とき 11 月 16 日㊊
14 時〜 15 時 30 分
ところ ホテルアーバンポート
講師 田中ウルヴェ京さん（メン
タルトレーナー・ソウル五輪シ
ンクロ銅メダリスト）
演題 ストレスをやる気に変える
受講料 無料

男性料理講座

働く婦人の家☎ 52・7002

調理して食べるだけでなく、身
近な食の知識を学びます（３回シ
リーズの２回目）。女性や男女、
親子ペアでも参加できます。
とき 11 月 29 日㊐ 10 時〜 13 時
ところ 働く婦人の家
講師 県食品安全衛生課職員、
吉見妙子さん（食の達人）
定員 15 名
受講料 600 円（材料代）
申込期限 11 月 25 日㊌

⓫
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健やかふるさと料理の会

平成 22 年度文芸おばま事業

とき 12 月６日㊐ 11 時 30 分〜
ところ 四季菜館（和久里）
定員 先着 70 人
参加費 1,000 円
申し込み 11 月 10 日㊋の９時
から健康管理センター窓口でチ
ケット販売します。チケットは
１人２枚まで。同 10 時からは
電話でも予約を受け付けします

とき 11 月 19 日㊍
９時 30 分〜 11 時 30 分
ところ 今富第一保育園
対象 未入園児とその保護者 60 組
持ち物 損害保険料、お茶など
申込日 11 月９日㊊〜
（電話申し込み）

市では、文化事業の企画を募集
しています。次の事業の中で、呼
んでみたいアーティスト、運営し
てみたい企画などありましたらお
知らせください。
平成 22 年度事業として採択さ
れますと、提案者を中心に企画運
営を行う「文芸おばま事業」とし
て取り組んでいきます。
①音楽（クラシック、ポップス、
オペラ、民俗音楽、演歌など）
②演劇（現代演劇、児童演劇、
ミュージカル、人形劇など）
③映画（商業映画、映画祭、イン
ディーズ映画など）
④芸能（伝統芸能、お笑いライブ、
落語など）
⑤その他（クラシックバレエ、現
代舞踊、講演会など）
申込期限 12 月 15 日㊋

子育てサロン「ベビーキッチン」

パブリックコメント

健康管理センター☎ 52・2222

のびのび広場
「焼きイモほくほく」

子育て支援センター☎ 56・3386

子育て支援センター☎ 56・3386

とき 11 月 12 日㊍
９時 30 分〜 11 時 30 分
ところ 食文化館
対象 未入園児とその保護者 25 組
持ち物 損害保険料、エプロン、
三角巾、上ばき
申込日 11 月２日㊊〜
（電話申し込み）

歴史探訪の参加者

若狭の語り部☎ 090・2030・1379

若狭の語り部と歴史探訪してみ
ませんか。
とき 11 月 14 日㊏ 13 時〜 17 時
行き先 国吉城跡歴史資料館（美
浜町佐柿）、若狭町歴史資料館
（若狭町市場）など
参加費 無料
定員 30 人
申込期限 11 月 10 日㊋

文化会館☎内線 612

企画課☎内線 345

パブリックコメント制度は、計
画などの策定や条例を制定・改廃
する場合、素案を公表して市民の
皆さんから意見を募集するもので
す。次の計画について意見をお聞
かせください。
件名 小浜市次世代育成支援行動
計画（案）
募集期間 11 月 13 日㊎〜
12 月４日㊎（予定）
意見提出方法 郵送、電子メール、
FAX、直接書面提出など
提出先、問い合わせ 社会福祉課
素案公表場所 企画課、社会福祉
課、各公民館、市民サービスコー
ナー
※市公式ホームページでも掲載
※ 12 月に「小浜市地域防災計画」
（生活安全課）のパブリックコメ
ントの募集を予定しています

中高年体力づくり教室

仕事両立介護講座

洋風おせち料理講座

体力の衰えが気になる人やメタ
ボ解消にいかがですか。トレーニ
ングルームの有酸素器具、スト
レッチなどを中心に運動します。
とき 11 月９日㊊〜 30 日㊊
毎週月、木曜日
13 時 30 分〜 14 時 30 分
ところ 市民体育館
定員 中高年の男女各６人
受講料 1,500 円
申込期間 11 月１日㊐〜７日㊏

家庭での介護について、心軽や
かになるよう学びます（４回シ
リーズの４回目）。
とき 11 月 21 日㊏ 13 時 30 分〜
ところ 働く婦人の家
内容 「いきいき生きよう講座」
〜こころと体のリメイクを！〜
講師 安倍 浩之さん（ふらむはぁ
とリハビリねっと代表取締役）
受講料 無料
定員 20 人
申込期限 11 月 18 日㊌
※お子さんを預かります

今年のおせち料理は華やかにし
てみませんか。
とき 12 月 13 日㊐ 10 時〜 13 時
ところ 働く婦人の家
内容 カキのオーブン焼き、ひき
肉を使ったフラワーロールなど
全４品
講師 吉見妙子さん（食の達人）
受講料 1,300 円（材料費込み）
定員 先着 20 人
※お子さんを預かります

体育課☎ 53・0064

第 55 回嶺南駅伝競走大会

体育課☎ 53・0064

とき 11 月８日㊐ ９時〜
コース 敦賀運動公園陸上競技場
をスタート、小浜市役所横ゴー
ル（９区間、48.3㌔）
その他 コース上（梅街道→北川
堤防沿い道路→若狭高前→市役
所）では、一部交通規制が行わ
れます。ご協力をお願いします。
また、沿道やゴール付近での
ご声援もお願いします

第 35 回スポーツ少年団
バトミントン交歓大会

体育課☎ 53・0064

とき 11 月 22 日㊐９時〜
ところ 市民体育館

働く婦人の家☎ 52・7002

スポーツ
第 58 回小浜市駅伝競走大会
体育課☎ 53・0064

とき 11 月 23 日㊗９時 30 分〜
コース 嶺南西養護学校→宮川小
学校→嶺南西養護学校

第 13 回新体操演技会

季節の調理体験

〜霜月編〜

食文化館☎ 53・1000

とき 11 月 10 日㊋、16 日㊊
10 時〜
ところ 食文化館
内容 キノコごはん、サンマの利
休焼き、小松菜のからしじょう
ゆ、豆腐の茶碗蒸し、でっちよ
うかん
定員 各 30 人
参加費 各 700 円

小浜新体操クラブ

とき 11 月 29 日㊐ 14 時〜
ところ 市民体育館
内容 個人演技、集団演技の発表
入場料 無料
問い合わせ 同クラブ代表の地村
さん☎ 56・0806

地 デ ジ 視聴ガイド

小浜幼稚園半日開放デー

小浜幼稚園☎ 52・3768

とき 11 月 4 日㊌
９時 30 分〜 11 時
ところ 小浜幼稚園
対象 未入園児 25 人程度
参加費 50 円（保険料）

アナログ放送終了まで 639 日（10 月 23 日現在）

お宅のテレビで地デジ放送を視聴していますか？
地デジ放送を見るためには、地デ

はもちろん、操作（リモコン）がで

ジ対応のテレビや STB の設置（チャ

きないと、せっかくのテレビや STB

ンネル O 加入者）などが必要なのは

でもアナログ放送しか映りません。

もうご存じですね。

自宅のテレビで地デジ放送を視聴し

しかし、対応テレビを買ったり、

働く婦人の家☎ 52・7002

ているか、今一度確認してください。

STB を設置したりするだけでは地

わからないときは、右記窓口か購入

デジを見ることはできません。設定

された電気店などにご相談ください。

■地デジ相談窓口
【地上デジタル放送に関して】
地デジコールセンター
☎ 0570・07・0101
【ケーブルテレビに関して】
（株）ケーブルテレビ
若狭小浜《チャンネルＯ》
☎ 52・7200
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【遠敷五丁目、遠敷六丁目の一部】

JR 東

小浜駅

快適な暮らしは

指定工事店

供用開始済み区域

「下水道」から
供用開始区域
台所やトイレなどを下水道に接続
する排水設備工事は、専門的な知識

一五〇万円（供用開始

年 一・五 ％（ 連 帯 保 証 人
五年以内

☎内線２３６

号

27

国道

十月十五日から「遠敷五丁目、遠
敷六丁目の各一部」が、公共下水道

と技術を持った「指定工事店」で必

低利な融資制度

ず実施してください。

の供用開始区域となります（区域は
下図のとおり）
。
供用開始になると台所や浴室など
の雑排水は一年以内に、トイレは三
年以内に下水道に接続していただか

公共下水道区内で、くみ取り便所

なければなりません。
川や海をきれいにするために、ま

な ど か ら 水 洗 便 所 に 改 造 す る 場 合、

償還期間

をつけた場合）

貸付利率

一〇〇万円）

から三年以上経過した区域は

融資限度額

ています。ぜひご利用ください。

貸付制度」による低利の融資を行っ

「 ア メ ニ テ ィ（ 水 洗 便 所 改 造 ） 資 金

た、 清 潔 で 快 適 な 暮 ら し の た め に、
一日でも早く排水設備工事をお願い
します。

公共下水道使用料
排水設備工事・宅内検査が完了す
ると、下水道使用料を払っていただ
くことになります。
下水道使用料は、汚れた水をきれ

■問い合わせ
上下水道課

平成 21.11
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いにするための処理費や下水管の維
持補修費にあてられます。

10 月 15 日から供用開始となった区域

