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８月１日〜７日は「水の週間」

若狭消防組合職員

水は限りある貴重な資源です。
大切に使いましょう。
●少しの工夫でこんなに節水
歯磨き 流しっぱなしにせずコッ
プにくんで使うと、朝晩一日で
11 リットル
洗濯 ためすすぎにすると１回の
洗濯で 55 リットル
風呂 残り湯を洗濯、掃除などに
利用すれば、半分再利用しても
100 リットル

職種 消防吏員
採用人員 ７人程度
採用日 平成 23 年４月１日
受験資格 昭和 58 年４月２日〜
平成５年４月１日生まれの人
一次試験日 ９月 19 日㊐
二次試験日 11 月上旬予定
受付期間 ８月２日㊊〜 16 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

都市整備課☎内線 255

若狭消防組合総務課☎ 53・5212

男女共同参画社会を目指して
〜男女の地位は平等ですか〜
■問い合わせ

総務課☎内線 353

平成 21 年度に市内の男女各 500 人に男女共同参画の意識
調査をしました。その中の一つで、
「男女の地位は平等です
か」という項目では次のような結果が出ました。
家庭

22.6

職場

17.8

地域

25.7

学校教育

51.0

政治

15.9

習慣、しきたり

12.6

法律、制度

35.1

社会全体

15.0

0%

58.4
63.3
54.5

3.2

15.7

3.4

62.7
67.7
37.3

26.3
20.4

2.3

17.4
22.9

3.3

60%

17.7

1.0

4.7

63.6

40%

14.1

2.1
19.3

20%

4.9

80%

…平等

…男性優遇

…女性優遇

…わからない

18.1

100%

学校教育の場では「平等」が 50％を越えましたが、その他
の分野では、
「男性優遇」が高い結果になりました。
市では、どの分野でも、男女の地位が平等になるよう男女
共同参画社会を推進しています。皆さんも性別にとらわられ
ることなく、お互いの個性と能力が発揮できる社会の実現を
目指しましょう。
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お知らせ
公立小浜病院組合職員

杉田玄白記念公立小浜病院☎ 52・0990

職種、採用予定人員
薬剤師＝１人、臨床工学技士＝
２人、看護師＝ 20 人、看護補
助員＝２人
採用日 平成 23 年４月１日
試験日 ９月上旬〜中旬
受付期限 ８月 20 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

つばき回廊業務棟の
利用者専用駐車場を設置

商工振興課☎内線 224

つばき回廊業務棟の利用者のた
め、つばき回廊商業棟跡地の利用
方法が決まるまでの期間、一部を
業務棟利用者の駐車場として開放
します。業務棟にお越しのときは
ご利用ください。
とき ７月 28 日㊋〜
わからない
開放時間 業務棟の開館時間
女性 25 台
台数

健康・福祉

対象 平成 22 年４月生まれ（通
知します）
とき ８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

児童扶養手当、特別児童扶
養手当をご存じですか

健康管理センター☎ 52・2222

プレパパ & プレママ講座

健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容 ８月 21 日㊏
13 時 30 分〜 15 時 30 分
出産編「赤ちゃんとの共同作業」
とき、内容 ８月 25 日㊌
10 時〜 12 時
育児編「音楽療法と産後ママと
の交流」
ところ、申し込み 健康管理セン
ター

生活習慣病検診

健康管理センター☎ 52・2222

男性

働く婦人の家の愛称が決定
平等

結核（ＢＣＧ）の予防接種

働く婦人の家☎ 52・7002

３月に募集した働く婦人の家の
愛称は、市内外から 50 点の応募
がありました。
その中から、毎年近くの公園の
桜が利用者を歓迎するように咲く
ことから、講座などの活動が、桜
のつぼみが膨らみ、満開になるよ
うに活気付けられ、利用者がお互
い笑顔で楽しいひとときを共有で
さくらかん
きればとの思いから「咲楽館」に
決定しました。
※応募者の中から抽選で３人に、
粗品を進呈します。当選者には
後日通知します

年に一度の検診をお忘れなく。
とき、ところ ８月 25 日㊌＝水
取センター（午前）、交流ター
ミナルセンター（午後）、30 日
㊊＝健康管理センター、９月１
日㊌＝久須夜交流センター、９
月８日㊌＝梅千代会館（谷田部
区）
（午前）、口名田公民館（午後）
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
※場所によって一部のがん検診や
骨検診を実施していない場合が
ありますので、申込時に確認し
てください
申込期限 検診日の 10 日前

社会福祉課☎内線 185

【児童扶養手当】
支給対象…ひとり親家庭の親、ま
たは親に代わって児童を養育し
ている人（親が一定の障害の状
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

く

ら しの

８

月

情 報
【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）
31,965 人
（前月比
0 人）
（前年同月比
-180 人）
男性
15,570 人
女性
16,395 人
●異動
転入
77 人
転出
65 人
出生
24 人
死亡
36 人
●世帯数
11,968 世帯
●人口
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第３回「ちりとてん」杯
ふくい女性落語大会出場者

県ブランド営業課☎ 0776・20・0227

とき ９月 25 日㊏（予選）、
26 日㊐（決勝）
いずれも 13 時 30 分〜
ところ 中央公民館、商工会議所、
働く婦人の家
対象 日本語が話せる女性
参加料 無料
申込期限 ８月 23 日㊊
※演技録画したビデオや DVD な
どが必要です。申込方法など詳
しくは県ブランド営業課へ問い
合わせてください

高年齢者の介護ヘルパー
フォローアップ受講者

母子家庭の就業支援講習会

社会福祉課☎内線 186

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 12 日㊐〜 12 月 12 日
㊐の毎週日曜日 10 時〜 17 時
【エクセルコース】
とき ９月 11 日㊏〜 12 月 11 日
㊏の毎週土曜日 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 31 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

公立若狭高等看護学院生

公立若狭高等看護学院☎ 52・0162

【推薦入学試験・社会人入学試験】
受付期間 ９月６日㊊〜
10 月１日㊎
試験日 10 月 18 日㊊
結果発表 11 月１日㊊
※社会人入学試験は、昭和 51 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２日㊋〜 26 日㊎
試験日 12 月９日㊍
結果発表 12 月 24 日㊎
【一般（後期）入学試験】
受付期間 平成 23 年１月４日㊋
〜 14 日㊎
試験日 同 23 年１月 24 日㊊
結果発表 同 23 年２月７日㊊

県シルバー人材センター連合☎ 0776・29・1195

ホームヘルパーの資格を持つ仕
事に就いていない人を対象に、実
践的な知識、技術を習得する講習
です。
とき ９月１日㊌〜９日㊍
９時〜 16 時（土、日を除く）
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 15 人
受講料 無料
申し込み ハローワーク小浜
☎ 52・1260

小浜子ども将棋教室

日本将棋連盟指導棋士の田中さん

文化庁委託事業「伝統文化子ど
も教室」の「将棋」を学んでみま
せんか。
とき 第１〜３土曜日の月３回
13 時〜 15 時
ところ 遠敷公民館
対象 小、中学生（初心者対象）
費用 入会金 1,000 円、月 1,000 円
問い合わせ、申し込み
日本将棋連盟指導棋士の田中さ
ん☎ 090・9765・2491

⓭
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３R 推進メッセージ

小浜城復元募金のお礼

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６日㊊
表彰 各部門の小学生の部、中学
生、一般の部ごと
応募先 〒 910 ｰ 8580 福井市
大手３丁目 17 番１号
福井県循環社会推進課

小浜市の歴史と文化を守る市民
の会では、食文化館と市立図書館
に小浜城天守閣復元に向けた募金
箱を設置しています。これまでに
133,608 円の募金が集まり、市の
小浜城復元寄付金に積み立てまし
た。ご協力ありがとうございまし
た。

県循環社会推進課☎ 0776・20・0317

手話奉仕員養成講習会

社会福祉課☎内線 186

とき ８月 27 日㊎〜 10 月 29 日㊎
19 時〜 21 時（毎週金曜日全
10 回）
ところ 文化会館
申込期限 ８月 16 日㊊

文化遺産活用課☎内線 445

募

小浜駅前駐輪場の改修工事

貸金業法が大きく改正

22 時以降の花火は禁止

小浜駅前駐輪場が老朽したた
め、９月 10 日㊎まで改修工事を
行っています。工事期間中は駐輪
場に自転車を止めることができま
せんので、市営駅前駐車場に設置
した臨時駐輪場をご利用ください。

借りすぎ、貸しすぎなどを防ぐ
ため、貸金業法が改正されました
のでご注意ください。
主な改正点
●貸金業者からの借り入れが年収
の３分の１を越える場合、新規
の借り入れができない
●借り入れの場合、年収を証明す
る書類（源泉徴収票、確定申告
書など）が必要
●専業主夫、主婦は、配偶者の同
意書、住民票などが必要

市内の公園や海岸など公共の場
で、22 時以降の花火を禁止して
います。周辺住民の皆さんが安心
して生活ができるよう、花火をす
るときはルールとマナーを守って
楽しみましょう。
禁止する時間 22 時〜翌６時
禁止する場所 公共の場所（道路、
公園、広場、河川、海岸など）
禁止する花火 大きな音の出るも
の、飛しょうするもの、回転す
るもの、走行するものなど
※市が特に指定する「深夜花火禁
止区域」（塩竃海岸〜小浜海浜
小公園までの海岸）で違反する
と、過料を科す場合があります

生活安全課☎内線 475

インクカートリッジ回収
ボックスが設置されました

環境衛生課☎内線 143

インクジェットプリンタメー
カー６社（ブラザー、キヤノン、
デル、エプソン、日本 HP、レッ
クスマーク）は、使用済みのイン
クカートリッジの回収活動を行っ
ています。
カートリッジはリサイクルがで
きる資源で、回収率を向上させる
ため、小浜郵便局に新たな回収
ボックスが設置されました。
使用済みのインクカートリッジ
は、ゴミとして廃棄せず、回収ボッ
クスに入れていただきますようお
願いします。

生活安全課☎内線 474

ひきこもり家族教室

若狭健康福祉センター☎ 52・1300

ひきこもりで悩んでいる家族を
対象に、専門家からアドバイスを
受けたり、同じ悩みを持つ人と交
流したりする教室です。
とき ８月 24 日㊋、11 月 30 日㊋
平成 23 年２月 22 日㊋
いずれも 14 時〜 16 時
ところ 若狭健康福祉センター
参加料 無料（要予約）
※秘密は守られます

◆平成 22 年度 保険料納付カレンダー◆

環境衛生課☎内線 144

郷土史、町史を探しています

食文化館☎ 53・1000

食文化館は、食の歴史などを調
査するため、小浜市の郷土史、町
史を探しています。
ご自宅にいらなくなった郷土
史、町史がございましたら、食文
化館までご連絡ください。

多重債務で悩んでいませんか

生活安全課☎内線 474

集

おもしろふしぎクッキング

食文化館☎ 53・1000

とき ８月 21 日㊏ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 簡単にできる玉ネギ料理を
作り、使った玉ネギの皮で染め
物に挑戦する「実験・調理体験」
対象 小学生以上
定員 先着 30 人
参加費 500 円

納 期

納期限

保険料種別・期別

７月

８月２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１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 23 年１月 平成 23 年１月 31 日

後期高齢者第７期

平成 23 年２月 平成 23 年２月 28 日

後期高齢者第８期

※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 163

保険健康課☎内線 169

借金返済などのため、複数の金
融業者から借金をしてしまう「多
重債務」に悩んでいませんか。
金利が利息制限法の 15 〜 20％
を越え、出資法の 29.2％以下の部
分は「グレーゾーン」と呼ばれ、
支払う必要もなく、場合によって
は払いすぎたお金が返ってくるこ
ともあります。
お金がなく、弁護士や司法書士
に相談できない人でも、ひとりで
悩まず、まずは消費生活相談を利
用してください。
相談窓口 小浜市消費生活相談室
☎ 53・1140
広報おばま
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市民マレットゴルフ大会

少年少女合唱団コンサート

とき ９月 14 日㊋９時〜
ところ 総合運動場
参加料 500 円
申し込み ８月 31 日㊋までに市
民体育館設置の申込用紙で
問い合わせ 小浜市マレットゴル
フ協会の水口さん☎ 58・0806

姉妹都市などの奈良や川越、小
樽と小浜の少年少女合唱団が一同
に会して、コンサートを開催しま
す。澄んだハーモニーをご堪能し
てください。
とき ８月８日㊐ 14 時〜
ところ 文化会館
入場料 無料

小浜市マレットゴルフ協会

第 12 回 内外海マラニック

催し物

文化会館☎内線 613

市立図書館夏休みイベント

市立図書館☎ 52・1042

とき、内容 ８月７日㊏
13 時 30 分〜 15 時
牛乳パックでおもちゃをつくろう
とき、内容 ８月８日㊐
13 時 30 分〜 15 時
キャラクターおりがみに挑戦
※無料で事前申込不要

山川登美子記念館特別企画展

文化遺産活用課☎内線 442

与謝野鉄幹と与謝野晶子、山川
登美子が出会った明治 33 年の三
人の心の動きを感じてもらう作品
展です。
特別企画展（〜 10 月４日㊊）
一人は在りて一人天翔る

消費生活講座

スポーツ

とき ８月 20 日㊎ 13 時〜 15 時
ところ 福井県嶺南消費生活セン
ター（つばき回廊業務棟３階）
内容 薬とサプリメントの上手な
使い方
講師 内田博友さん（杉田玄白記
念公立小浜病院薬剤部長）
参加費 無料

体育課☎ 53・0064

とき ８月 28 日㊏ 19 時〜、
29 日㊐９時〜
ところ 市民体育館

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 小浜市若狭町歴史文化基本
構想（案）
募集期限 ８月 16 日㊊
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
文化遺産活用課
素案公表場所 文化遺産活用課、
企画課、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

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８日㊌
作品展示 10 月上旬〜下旬

上下水道課☎内線 236

要約筆記講習会

季節の調理体験

聴覚障がい者のコミュニケー
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６日㊎〜 12 月 17 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 1,050 円（テキスト代）
申込期限 ８月３日㊋

と き ８ 月 ６ 日 ㊎、18 日 ㊌、
22 日㊐ いずれも 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内 容 鶏肉のスタミナソースが
け、夏野菜のラタトゥイユ、野
菜の酸っぱいスープ、フルーツ
ポンチ
定員 各 30 人
参加費 各 700 円

社会福祉課☎内線 185

福井県嶺南消費生活センター☎ 52・7830

地区対抗バスケットボール大会

下水道いろいろコンクール

企画課☎内線 345

小浜走友会事務局の北村さん☎ 56・2070

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５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 19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

パブリックコメント

〜葉月編〜

食文化館☎ 53・1000

元気で長生きニュース （第３号）
健康は食から

食 文 化 館 で は、 年 間 を 通 じ て さ ま

ざ ま な 食 育 事 業 を 開 催 し て い ま す。

旬の食材を使った「季節の調理体験」
、

キ
･ッ

サバずしやくずまんじゅうなどを作

る「加工体験」のほか、「キッズ

チン」
、
「 ジ ュ ニ ア・ キ ッ チ ン 」
、
「男

性 料 理 教 室 」 な ど、 人 気 の 教 室 が た

くさんあります。

これらは、単に料理のコツや手順、

技 術 を 教 え、 体 験 し て も ら う だ け で

な く、 生 活 習 慣 病 の 予 防 な ど、 健 康

に留意した食生活についてのアドバ

イスにも重点をおいています。

昨年からは、
「医食同源」をテーマ

に、 調 理 体 験 と 医 師 の 講 義 を セ ッ ト

で 開 催 し て い ま す。 シ リ ー ズ と し て

開 催 し、 よ り 効 果 的 に「 健 康 的 な 食

生活」を学ぶことができます。

「何を、どのくらい、どのように食

べ る の が 健 康 に い い の か 」 は、 生 活
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た講座や相談も受け付けています（要

食文化館☎ ・１０００

⓯

予約）
。お気軽にお問い合せください。

■問い合わせ
53

地 デ ジ 視聴ガイド

伝統工芸を体験しよう

商工振興課☎内線 225

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 24 日㊋
午前の部 10 時〜
午後の部 13 時 30 分〜
ところ 食文化館
対象 小・中学生
定員 午前の部、午後の部とも業
種ごとに各 20 人（要予約）
※若狭粘土瓦のみ各 10 人
参加費 無料

ありがとうメッセージ

小浜男女共同参画ネットワーク☎ 52・7003

口には出せないけれども、心の
中で思っている感謝の気持ち「あ
りがとうメッセージ」を募集して
います。家庭や学校、職場などで、
男女が支え合う様子など男女共同
参画社会を表現したものを 50 字
以内のメッセージとして応募して
ください。
応募資格 市内在住の小学生以上
応募期限 10 月５日㊋
応募先 〒 917-0078 小浜市大
手町 4-1 働く婦人の家内
小浜男女共同参画ネットワーク
事務局

アナログ放送終了まで 366 日（７月 23 日現在）

地上デジタル放送相談会を開催します
地上デジタル放送に関する相談会を次の日程で開催します。わからないこと
があれば、ぜひこの機会にご相談ください。
ところ（とき）
箸のふるさと館（８月４日㊌10時〜18時）
市役所１階ロビー（８月９日㊊・23日㊊
いずれも10時〜15時）
問い合わせ 福井県テレビ受信者支援センター

■地デジ相談窓口
【地上デジタル放送に関して】
総務省福井県テレビ受信者
支援センター
☎ 0776・31・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

広報おばま
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10 月１日から

小浜市大手町
52・0990
小浜市遠敷十

千葉医院

62・2000
若狭町北前川

関根医院

○

0770･45･0022

レイクヒルズ
美方病院

若狭町気山

○

おおい町本郷

○

○

○

77・2753
高浜町宮崎

社会保険高浜病院

72・0880

○

○

○

受診料（円）

1,000

500

500

○

○

○

1,000 1,000

※子宮がん検診は 20 歳以上、乳がん検診は 40 歳以上（それぞれ
平成 23 年 3 月 31 日時点で偶数の年齢の人）が受診対象

52

・２２２２

○

0770･45･1131

なごみ診療所

31

○

健康 管 理 セ ン タ ー ☎

若狭町井ノ口

■問い合わせ

○

日㊊まで

52・0028

○

①健康管理センターに申し込み（電話申込可）をして
「がん個別検診受診 券 」 を 受 け 取 る

○

53・2471
小浜市小浜塩竃

年１月

小浜市四谷町

23

②希望する医療機関に 予 約 す る

○

56・5588

吉井医院

○

③受診券、受診料、医療保険証を持って受診する

小浜市多田

藤村クリニック

○
○

56・5353

中山クリニック

乳
がん

平成

田中病院

子宮
がん

がん個別検診ができます

大腸
がん

受診手順

電話番号

杉田玄白記念
公立小浜病院

肺
がん

受診期限

医療機関

胃
がん

集団検診と同じ内容のがん検診が医療機関で受診できるように

住所

なりました。がん検診は定期的に受診し ま し ょ う 。

◆がん個別検診実施医療機関◆

子どもの医療費助成を拡大します
■問い合わせ

市では、子育てにかかる経済的負担を軽減するため、小学校就学前
までの乳幼児の医療費を助成しています（乳幼児医療費助成事業）
。さ
らに子どもの健康増進のため、10 月１日から対象者を小学生全員と中
学生の一部にまで拡大します（
「子ども医療費助成事業」に改称）
。手
続きは子どもの年齢によって異なりますのでご注意ください。

０歳〜６歳（小学校就学前）
対象

全員

手続き

不要（８月中旬に「子ども医療費受給者証」を送付します）

助成額

医療機関などでの窓口負担額（自費分は除く）全額

７歳〜 12 歳（小学生）

「道の駅」
名称募集
■問い合わせ

（仮称）の区間が平成 23 年夏に供用開始することから、市と県は共同で、和

やスローファーストフー

交通と観光の拠点とし
て期待されるこの「道の
駅」に、わかりやすく簡
潔で、地域を代表する道
の駅としてふさわしい名
称を募集します。

⓱
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手続き

８月上旬に送付する「子ども医療費受給者証交付申請書」
を社会福祉課へ提出（提出期限８月 31 日㊋）

助成額

医療機関などでの窓口負担額（自費分は除く）が次の金額
を越えた場合、越えた金額を助成
入院：１日 500 円（１カ月 4,000 円）
外来：医療機関ごとに１カ月 500 円（総合病院の場合は
１診療科ごと）※薬局（院外処方）は全額助成

世帯主の市県民税が非課税、もしくは均等割のみ課税され
ている世帯の中学生

対象

※市県民税が均等割のみの税額は、年額 4,000 円

ここでは、道路の利用者などに休憩の場を提供するだけでなく、地場産品

います。

全員

13 歳〜 15 歳（中学生）

四季菜館横）に「道の駅」を整備しています。
手続き

ドの販売なども計画して

対象

都市整備課☎内線 252

舞鶴若狭自動車道の小浜西インターチェンジから小浜インターチェンジ
久里区（わかさ国府の郷

社会福祉課☎内線 189

（個人通知はありません）

募集要項
募集期限

８月９日㊊ 17 時 30 分必着

応募方法

所定の応募用紙での郵便、FAX（53・1401）
、

該当する世帯主が８月２日㊊以降に社会福祉課へ申請
※申請には認め印、口座番号がわかるものが必要です

助成額

７歳〜 12 歳（小学生）と同じ

E メール（toshiseibi@ht.city.obama.fukui.jp）
応募先

〒 917-8585
小浜市役所

小浜市大手町６番３号

都市整備課 「道の駅名称募集」係

※応募用紙は都市整備課窓口、市公式ホームページにあります

※助成金は診療月の約２カ月後に指定の口座に振り込みします
※父子、母子、障がい（身障１級〜３級）の医療助成を受けている人は、それらの制度が優先
されるため、今回の子ども医療費助成事業の対象になりません
※医療保険の高額療養費などの対象になる場合は、その額を控除した金額を助成します
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