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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】

（３月１日現在）
●人口　　　　　　  32,068 人 

　　　　（前月比　  　 -24 人）
　　　（前年同月比　　-162 人）
　　　　　　男性　  15,591 人
　　　　　　女性　  16,477 人
●異動　　　転入　　 　 45 人
　　　　　　転出　　　  61 人
　　　　　　出生　　　  24 人
　　　　　　死亡　　　  32 人
●世帯数　　　　  11,895 世帯

�生　活�

�健康・福祉�

❾ 広報おばま　平成 22. 4 広報おばま　平成 22. 4 ❽

みどりの教室
県総合グリーンセンター☎ 0776・67・0002

　木と花の知識を深めるため、身
近な緑づくり教室を開催します。
とき、内容　４月 25 日㊐＝夏を
　楽しむ花壇造り、５月９日㊐＝
　庭木のせんていに挑戦
　13 時 30 分〜 15 時 30 分
ところ　若狭図書学習センター
参加料　無料（事前申込不要）

ものづくり就職奨励金
商工振興課☎内線 225

　市内の製造業に就職し、下記の
要件を満たす人に奨励金（月額
１万円）を交付します。
対象　①中学校、高等学校、大学
　などを卒業してから１年以内に
　就職した人（新規学卒者）　
　②小浜市出身で、市に再転入し
　てから１年以内に就職した 35
　歳未満の人（Ｕターン者）　
　③小浜市外出身で、市に転入
　してから１年以内に就職した
　35 歳未満の人（Ｉターン者）
支給期間

　①中・高等学校卒業…６カ月間、
　　大学などを卒業…12 カ月間
　②Ｕターン者…12 カ月間
　③Ｉターン者…24 カ月間

　小浜市を舞台にした連続テレビ
小説「ちりとてちん」が、深夜に
ＮＨＫハイビジョン（BS-hi）で
再放送されます。
とき　４月５日㊊〜９月 20 日㊊
　毎週月曜日の
　１時 10 分〜２時 40 分

「ちりとてちん」が再放送
観光交流課☎内線 267

児童家庭支援センター白梅
が移転します

児童家庭支援センター白梅☎ 52・2360

　児童や家庭の悩み相談や子育て
支援などをする「児童家庭支援セ
ンター白梅」が、４月中旬につば
き回廊業務棟２階から木崎へ移転
します。
移転先　小浜市木崎 14-1-1（現
　在の今富第１保育園２階）
相談日　９時〜 18 時
相談料　無料
※電話番号は移転後に変わる予定
　ですが、現在の番号をかけると
　新しい番号が案内されます

結核（ＢＣＧ）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 21 年生まれ ( 通知し
　ます）と、７歳６カ月未満の２
　回接種未完了のお子さん（要申
　込）
とき　４月５日㊊、６日㊋、９日㊎
ところ　健康管理センター
受け付け　12 時 45 分 〜 14 時
　10 分（９日㊎のみ 13 時 20 分
　まで）

　市では、健康づくりや体力づく
りのために若狭総合公園温水プー
ルの助成券を交付しています。
対象　60 歳以上の市民
助成額　140 円（利用料金 280
　円のうち半額助成）
助成回数　１カ月４回
受け付け　４月１日㊍〜

温水プールで健康づくり
保険健康課☎内線 168

　国民は必ず何らかの医療保険に
加入しなければなりません（国民
皆保険制度）。
　国民健康保険（国保）は、公的
医療保険（健康保険、共済、後期
高齢者医療制度など）に加入して
いない場合に加入していただく医
療保険です。
　離職や退職で職場の公的医療保
険の資格を喪失した場合は、国保
の加入の手続きをしてください。
また、国保加入者が公的医療保険
に加入した場合も、国保を脱退す
る手続きをしてください。
※資格異動日の 14 日以内に保険
　健康課窓口で手続きをしてくだ
　さい

国民健康保険の手続きを
お忘れなく

保険健康課☎内線 168

医療機関などでの
自己負担割合が据え置き

保険健康課☎内線 168

　70 〜 74 歳の医療機関などでの
自己負担割合は、４月から２割負
担になるところ、引き続き平成
23 年３月まで１割負担で受診で
きるようになりました。
　国民健康保険加入者には新しい
高齢受給者証を３月中に郵送しま
すので、４月から医療機関などで
提示してください。
対象　70 〜 74 歳の国民健康保
　険加入者で、医療機関などでの
　自己負担割合が１割の人
受給者証の色　薄草色
有効期限　４月１日㊍〜
　７月 31 日㊏
※３割負担の現役並所得者の変更
　はありません

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の

人間ドック受診に助成します
                             ■問い合わせ　保険健康課☎内線 168

【対象者】
　40 〜 74 歳の国民健康保険加入者（国民健康保険税滞納世帯の人を除く）
　後期高齢者医療制度加入者（後期高齢者医療保険料未納の人を除く）

【種類、料金】

種　類 料　金 自己負担額（４割） 助成額（６割）

１日ドック（男） 43,050 円 17,220 円 25,830 円

１日ドック（女） 46,200 円 18,480 円 27,720 円

脳ドック（男女） 42,000 円 16,800 円 25,200 円

【受診医療機関】
　杉田玄白記念公立小浜病院

【定員】
　１日ドック 40 人、脳ドック 35 人（申し込みが定員を超えた場合は抽選）

【申込期間】
　４月５日㊊〜 23 日㊎

【申込方法】
　被保険者証、印鑑を持って保険健康課窓口で申し込みをしてください

固定資産税の閲覧・縦覧
税務課☎内線 133

　平成 22 年度固定資産税の閲覧・
縦覧ができます。平成 21 年中に
家屋の新築や増築、土地の売買を
された人はもちろん、異動のな
かった人も、自分の資産を確かめ
てみてはいかがですか。
◇閲覧　資産の所有者（納税義務
　者）は、固定資産課税台帳で所
　有する土地や家屋、　償却資産
　の評価額などを見ることができ
　ます。借地人や借家人も一定の
　条件の下で見ることができます
◇縦覧　納税者は、土地・家屋価
　格等縦覧帳簿でほかの土地や家
　屋の評価額などを見ることがで
　きます
閲覧期間　４月１日㊍から通年
縦覧期間　４月１日㊍〜 30 日㊎
ところ　税務課
その他　納税者であることを確認
　するため、納税通知書・課税明
　細書・運転免許証などをお持ち
　ください。所有者以外の人が閲
　覧する場合は委任状が必要です
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とき　４月 19 日㊊、27 日㊋
　10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　ビビンバ、ニラと桜エビの
　チヂミ、ワカメスープ、イチゴ
　ヨーグルトかん
定員　各 30 人
参加費　各 700 円

季節の調理体験　〜卯月編〜
食文化館☎ 53・1000

　平成 22 年度の「自主サークル受講生」を募集しています。
受講期間　５月〜平成 23 年４月
申込期限　４月 20 日㊋

■問い合わせ　生涯学習課（文化会館）☎内線 611

サークル名 開講曜日 時間 受講料 定員
ダンス教室 第１・３木曜 20 時〜 月額    1,000 円 20 人
太極拳教室 毎週火曜 19 時 30 分〜 年額  12,000 円 30 人
ヨガ教室 毎週金曜 10 時 30 分〜 月額    2,000 円 20 人
英会話サークル 毎週火曜 19 時 30 分〜 月額    2,000 円 20 人
油絵サークル 第２・４日曜 ９時 30 分〜 年額    3,000 円 30 人
書道教室 第２・４火曜 19 時 30 分〜 年額  12,000 円 20 人
吟舞教室 第１・３・４水曜 19 時 30 分〜 月額    1,000 円 15 人
俳句教室 第１・３木曜 13 時〜 年額    6,000 円 20 人
川柳教室 第４水曜 13 時〜 月額      500 円 10 人
デッサン教室 第１・３土曜 13 時 30 分〜 月額    2,000 円 15 人
囲碁サークル 第１・３土曜 13 時〜 月額      300 円 40 人

※受講料のほかに、教材費・材料費が必要なサークルがあります
※車で来館される場合は、市営駐車場（有料）をご利用ください
※４月中は、各サークルとも開催日に自由に見学できます

●中央公民館「自主サークル受講生」●

　歌人山川登美子の短歌創作に関
わりがあったとされる人物、また
登美子の歌を後世に伝えようとす
る人物を探り、その業績を登美子
との縁とともに紹介します。
テーマ　「Yamakawa Tomiko 縁

えにし

」
　〜ふるさと小浜の人々〜
とき　４月 10 日㊏〜５月 17 日㊊
ところ　山川登美子記念館
観覧料　大人 300 円、高校生・
　大学生 200 円、中学生以下無料
※４月 10 日㊏、11 日㊐は山川
　登美子の短歌と歌のイメージに
　合わせたフラワーアレジメント
　展を開催します

山川登美子記念館企画展
文化遺産活用課☎内線 442

小浜市母子寡婦福祉連合会
創立60周年記念講演会

社会福祉課☎内線 186

とき　４月 25 日㊐ 13 時 30 分〜
ところ　文化会館
講師　荒井敦子さん（若狭おばま
　御食国大使、音楽療法士）
演題　「心のゆたかさを求めて」
料金　一般　800 円
　　　高校生以下　400 円
問い合わせ　小浜市母子寡婦福祉
　連合会の山本さん☎ 56・2809

　平成 22 年度の保育料は前年度と変わりあり
ません。

■問い合わせ　社会福祉課☎内線 187

世帯の課税状況
保育料（月額）

３歳未満 ３歳以上

生活保護を受けている世帯 0 円 0 円

21
年
度
分
市
民
税

非課税で、母子父子世帯ま
たは在宅障害者のいる世帯

0 円 0 円

上記を除く非課税世帯 5,600 円 4,000 円

均等割のみ課税された世帯 12,700 円 9,800 円

所得割が課税された世帯 17,000 円 13,900 円

21
年
分
所
得
税

                      〜 19,999 円 20,800 円 17,800 円

    20,000 円〜   39,999 円 29,000 円 26,400 円

    40,000 円〜   72,999 円 39,000 円 30,700 円

    73,000 円〜 102,999 円 44,500 円 31,000 円

  103,000 円〜 412,999 円 50,000 円 31,600 円

  413,000 円〜 51,200 円 32,000 円

◆平成22年度保育料◆●平成22年度納税カレンダー●
納期 納期限 税目・期別

４ 月 ４月 30 日 固定資産税・都市計画税　第１期

５ 月 ５月 31 日 軽自動車税　　　　　　　第１期

６ 月 ６月 30 日 市・県民税　　　　　　　第１期

７ 月 ８月２日
固定資産税・都市計画税　第２期
国民健康保険税　　　　　第１期

８ 月 ８月 31 日
市・県民税　　　　　　　第２期
国民健康保険税　　　　　第２期

９ 月 ９月 30 日 国民健康保険税　　　　　第３期

10 月 11 月１日
市・県民税　　　　　　　第３期
国民健康保険税　　　　　第４期

11 月 11 月 30 日
固定資産税・都市計画税　第３期
国民健康保険税　　　　　第５期

12 月 12 月 28 日 国民健康保険税　　　　　第６期

１ 月 １月 31 日
市・県民税　　　　　　　第４期
国民健康保険税　　　　　第７期

２ 月 ２月 28 日
固定資産税・都市計画税　第４期
国民健康保険税　　　　　第８期

河川に汚濁水を流さないで
農林水産課☎内線 288

　毎年、春になると農作業などに
よる河川の汚れが目立ちます。
　水の濁りは河川の保全だけでな
く、アユのそ上などにも影響しま
す。濁った水をすぐに流さないで、
沈殿させてから流すなど、注意し
て農作業するようお願いします。

男女共同参画プラン
策定委員会の市民委員

男女共同参画室☎内線 356

　第２次男女共同参画プランを策
定する市民を募集します。
対象　平日の昼間の会議に出席で
　きる二十歳以上（４月１日現在）
　の市民２人
任期　６月〜平成23年３月（予定）
申込期限　４月 20 日㊋
申込方法　指定の応募用紙で男女
　共同参画室まで
※応募用紙は市公式ホームページ
　からダウンロードできます

�募　集�

水道ビジョンを作成しました
上下水道課☎内線 215

　小浜市の水道の将来計画となる
「小浜市水道ビジョン」を作成し
ました。市の公式ホームページ、
市民サービスコーナー、各公民館
でご覧ください。
とき　４月１日㊍〜

佐久間艇長像のライトアップ
小浜市の歴史と文化を守る市民の会

　小浜市の郷土の偉人佐久間艇長
の没後 100 年を記念して、小浜公
園内の佐久間艇長像をライトアッ
プします。
とき　４月 10 日㊏〜 11 日㊐
　　　19 時〜 21 時
問い合わせ　文化遺産活用課
※今年の顕彰祭は若狭町と合同で、
　15 日㊍９時 10 分から佐久間
　艇長記念交流会館（若狭町北前
　川）の顕彰碑前で開催します

　市が実施している事務事業につ
いて、成果や公共性、効率性など
を自ら評価し、事業内容の改善に
取り組んでいます。評価した結果
を公表しますで、財政課窓口でご
覧ください。
とき　４月１日㊍〜
※市の公式ホームページにも掲載

事務事業評価を公表します
財政課☎内線 337

地 デ ジ 視聴ガイド

■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》
　　☎ 0120・960721

チューナーを買い足そうとお考えの場合は…

アナログ放送終了まで 486日（３月 25 日現在）

　現在お使いのアナログテレビにデ
ジタルチューナーを付ける場合、
データ放送が見られない機種（リモ
コンにデータ放送を見るためのＤボ
タンが付いていないもの）が販売さ
れていますので、ご注意ください。
　現在、チャンネルＯ（11チャンネ
ル)でお知らせしている市の情報など

は、2011年７月のアナログ放送終
了と同時に、すべて９チャンネルの
データ放送に移行します。
※データ放送が見られない機種では、
　行政情報を見ることができなくな
　ります
問い合わせ　情報課　☎内線373

ＣＧキャラクター
観光交流課☎内線 267

　平成 23 年度ＮＨＫ大河ドラマ
「江」を記念して、小浜市ゆかり
の人物「お初」、「京極高次」をモ
デルにしたＣＧ（コンピューター
グラフィックス）を募集します。
応募期限　５月６日㊍
最優秀賞　賞金 30 万円
応募先　観光交流課
※応募方法など詳しくは観光案内
　所、観光交流課まで

ミニジョブカフェ小浜が移転
ミニジョブカフェ小浜☎ 52・3542

　福井県若者就職支援センター
（ミニカフェジョブ小浜）が３月
31 日㊌に働く婦人の家へ移転し
ます。引き続き、専門のアドバイ
ザーが就職や仕事に関する疑問や
悩みの相談などに応じますので、
学生や求職活動の人は気軽にお越
しください。
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若狭マラソン大会
　　記念大会の新種目「健康ウオーキング」など今年もイベントが盛

　りだくさん。沿道での応援や交通規制にご協力お願いします。
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スポーツ安全保険
体育課☎ 53・0064

保険期間　４月１日〜平成 23 年
　３月 31 日（４月１日以降加入
　の場合、手続きした日の翌日から）
掛金　年額 600 円〜
対象　スポーツ少年団、子ども会、
　老人クラブなど、スポーツ活動
　や地域活動を行う社会教育関係
　の５人以上のアマチュア団体

●交通規制区間・時間●

①市民体育館前
【７時 30 分〜 12 時ごろ】

②中央グラウンド前〜市役所〜大手通り
　〜はまかぜ通り〜市立図書館前〜
　海岸通り〜小浜郵便局〜廣嶺神社前

　【９時 20 分〜 10 時 30 分ごろ】

③福井新聞小浜支社前〜若狭高校〜
　竹原橋〜丸山橋〜北川堤防〜検当橋〜
　若狭町上野木交差点〜同町兼田　

【９時 20 分〜 12 時ごろ】

◇８時 30 分「開会式」
◆９時 00 分「健康ウオーキング」
◆９時 25 分「ハーフ」
◆９時 30 分「３㌔（中学生以上）」
◆９時 35 分「３㌔（小学生）」
◆９時 40 分「３㌔（ファミリー）」
◆９時 45 分「10㌔」
◆９時 50 分「５㌔」
◇表彰は 10 時から随時行います

とき 種目
５月 15日㊏ 春季グラウンドゴルフ大会
５月 23日㊐ 市民山登り大会 (八ヶ峰）
６月５日㊏〜６日㊐ 地区対抗ソフトボール大会
６月 27日㊐ 地区対抗バレーボール大会
７月 24日㊏〜 25日㊐、31 日㊏ 第 41回小浜市学童野球大会
８月１日㊐ 学童泳力テスト大会・市民水泳競技大会
８月 28日㊏、29日㊐ 地区対抗バスケットボール大会
10月２日㊏ 秋季グラウンドゴルフ大会
10月 17日㊐　 小浜市民体育祭
11月 14日㊐ 第 56回嶺南駅伝競走大会
11月 23日㊗　 第 59回小浜市駅伝競走大会
１月 16日㊐　 地区対抗バドミントン大会
２月 11日㊗ 第 43回小浜市少年柔剣道大会
２月 13日㊐ 第 42回スポ少・地区対抗卓球大会
３月１日㊋ 室内グラウンドゴルフ大会

「コミュニティ助成事業」で整備
■問い合わせ　企画課☎内線 344　

　宝くじの普及広報事業として、財団法人自治総合センターか

らの助成により平成 21 年度は次の５事業を実施しました。

●事業主体：口名田むらづくり推進委員会

　コミュニティ活動に使用する会議用備品、視
聴覚機器などを整備しました

●事業主体：国富地区区長会

　コミュニティ活動に使用する会議用備品、テ
ントなどを整備しました

●事業主体：雲浜地区区長会

　コミュニティ活動に使用するテント、会議用
備品、視聴覚機器などを整備しました

●事業主体：生玉区自治会

　生玉区の山車「蛭
え び す や ま

子山」の屋根補修、修理を
行いました

●事業主体：生守区自治会

　生守区いきいきまつりに使用する太鼓を整備
しました

ベリービクス教室
体育課☎ 53・0064

　ベリーダンスとフィットネス要
素を融合した教室です。楽しくメ
リハリボディを作りましょう。
とき　５月 10 日㊊〜７月 12 日㊊
　の毎週月曜日
　13 時 30 分〜 14 時 30 分
ところ　市民体育館
定員　先着 20 人
受講料　1,500 円
申込期間　４月 12 日㊊〜
　５月６日㊍

内容　ラグビー、タグラグビー、
　ビーチフットボールなど
対象　小学１〜６年生
練習日　４月〜 12 月までの
　月３回（主に日曜日）
ところ　総合運動場（口田縄）
年会費　5,000 円
申し込み　ラグビー協会の高田さ
　ん☎ 56・1729

少年少女ラグビースクール
小浜市ラグビー協会

●平成22年度のスポーツ大会●

�スポーツ�

小学生バレーボール教室
体育課☎ 53・0064

とき　５月 12 日㊌〜７月 14 日㊌
　の毎週水曜日
　19 時〜 20 時 30 分
ところ　市民体育館
対象　小学３年生以上
定員　先着 20 人
受講料　700 円
申込期間　４月８日㊍〜 28 日㊌

小浜少年剣道教室
小浜市剣道協会

対象　市内在住の小学１年生以上
練習日　火、木曜日の 19 時〜
　20 時 30 分、
　土曜日の 13 時 30 分〜 16 時
ところ　小浜市武道館（後瀬町）
会費　月 1,700 円（その他に防具
　賃借料月 300 円、スポーツ保険
　年 600 円が必要）
申し込み　剣道協会の新谷さん
　☎ 090・5178・7646

４月18日号　砲

温水プールのチャレンジャー
若狭総合公園温水プール☎ 53・0450

　「体力作り」「ダイエット」など
理由は問いません。目標を決めて
１年間頑張ってみませんか。
対象　利用者ならどなたでも
申込期限　４月 30 日㊎


