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市営駐車場パスカード発行

おばま観光局☎ 56・3366

12 月、１月の２カ月分のパス
カードを発行します。
販売開始 11 月 25 日㊐から
販売時間 ９時〜 18 時
ところ 道の駅（物産館）
【広峰駐車場】 160 枚（先着順）
【駅前駐車場】 50 枚（先着順）
料金 各 10,500 円（２カ月分）

募

集

平成 25 年度小浜市奨学生

教育総務課☎内線 424

対象 高校・高専・専修学校 ･ 短
大 ･ 大学へ進学を希望する市内
在住の人で、貸付要件を満たす人
奨学資金（月額） 高校・高専＝
１万円、専修学校＝２万円、短
大・大学＝３万円
返済期間 修業から６年以内（無
利子、無担保）
申込用紙 各中学校・高校にあり
ます
申込期限 平成 25 年２月 15 日㊎
※貸付要件など詳しくはお問い合
わせください

市政ブレーン講演会

特設人権相談

市では、地域ブランドで小浜を
活性化するために、専門家を招い
て講演会を開催します。
とき 12 月５日㊌ 13 時 30 分〜
ところ JA 若狭本店（遠敷）
けんじ
講師 山本謙治さん（農政・食生
活ジャーナリスト）
演題 マーケティングからみる６
次産業化の可能性
参加費 無料

12 月４日〜 10 日の人権週間に
合わせて、特設人権相談所を開設
します。毎日の生活の中で、人権
問題について悩んでいる人は気軽
にご相談ください。
とき 12 月６日㊍、７日㊎いず
れも 14 時〜 18 時
ところ 働く婦人の家（大手町）
相談料 無料（申込不要）

企画課☎内線 344

「日本の第九」演奏会

文化会館☎ 53・9700

今年で 20 回目になる日本語で
歌う第九演奏会を開催します。
とき 12 月９日㊐ 15 時〜
ところ 文化会館（大手町）
こたに
指揮 古谷誠一
演奏 セントラル愛知交響楽団
曲目 ベートーヴェン交響曲第９
番（合唱付）、小浜讃歌〜人魚
の子守歌〜ほか
入場料 一般前売り＝2,000円
（当
日は 2,500 円）
、学生＝ 1,000 円

小浜男女共同参画のつどい

総務課☎内線 353

児童クラブの冬休み会員

社会福祉課☎内線 189

期間 12 月 25 日㊋〜 28 日㊎、
平成 25 年１月４日㊎、７日㊊
ところ 雲浜・西津・宮川・遠敷・
今富・口名田の各児童クラブ（小
浜・内外海児童クラブは定員に
達しているため新規募集はしま
せん）
※定員を超える場合、低学年を優
先します
※両親の勤務証明書が必要です
対象 小学１〜６年生
定員 各クラブ５〜 10 人程度
料金 3,000 円
申込期限 12 月７日㊎
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とき 12 月８日㊏ 13 時〜 15 時
30 分
ところ 働く婦人の家（大手町）
内容 講演会「守ろう命」、抽選会、
防災グッズの販売など
かずと
講師 松森和人さん（敦賀市「ま
ちの防災研究会」代表）
参加費 無料

チャリティーバザー

生涯学習スポーツ課☎内線 433

市連合婦人会では、恒例のチャ
リティーバザーを開催します。
とき 12 月２日㊐９時 30 分〜
ところ 働く婦人の家（大手町）
出品物 日用品、野菜、米など

生涯学習スポーツ課☎内線 432

不法投棄等防止啓発強化月間

環境衛生課☎内線 144

12 月は不法投棄等防止啓発強化
月間です。山林などの人目につき
にくい場所へのごみの不法投棄が
発生しています。みだりに廃棄物
を捨てた場合は、５年以下の懲役
もしくは 1,000 万円以下の罰金に
処せられます。
家庭で不要になったテレビや冷
蔵庫などは家電小売店に引き取っ
てもらうなど、家電リサイクル法
に基づき適正に処分しましょう。
私たちの郷土である美しい小浜
の自然と環境を守るために、市民
ひとりひとりが監視役となり、廃
棄物の不法投棄を防ぎましょう。

浄化槽の検査を受けましょう

上下水道課☎内線 236

浄化槽を設置している人は、年
１回の定期検査が法律（浄化槽法
第 11 条）で義務づけられています。
河川などの水質保全のため、日
常の使用では野菜くずや油を流さ
ないことを心がけるとともに、適
正な維持管理をお願いします。
検査内容 浄化槽からきれいな水
が放流されているかの確認
おでい
※保守点検や清掃（汚泥のくみ取
りなど）とは別の検査です
申し込み （財）北陸公衆衛生研究
所☎ 0776・22・0491

お知らせ
西街道通行止め解除

都市整備課☎内線 245

昨年５月の台風２号により被災
した若狭西街道（市道西街道線）
の災害復旧工事の完了に伴い、通
行止めを解除します。
この通行止め解除で、西街道は
全線通行可能となります。
工事期間中はご不便をおかけし
ましたが、ご協力をいただきあり
がとうございました。
解除日時 12 月 25 日㊋ 15 時〜
解除区間 谷田部〜勢浜間（大型
車両）、勢浜〜法海間

冬の備えは大丈夫ですか？

都市整備課☎内線 246

12 月３日〜７日は雪に備える
週間です。快適な冬は、ひとりひ
とりの協力から始まります。冬を
迎えるにあたってのルールやマ
ナーについて、みんなで話し合い、
協力して雪対策を進めましょう。

工業統計調査にご協力下さい

市民協働課☎内線 374

平成 24 年の工業統計調査を行
います。対象となる事業所には調
査員が 12 月〜１月にかけて伺い
ますのでご協力をお願いします。
調査基準日 12 月 31 日
※調査内容など秘密は固く守られ
ます

生活習慣病検診

くらしの
情報

健康管理センター☎ 52・2222

とき 12 月 18 日㊋
ところ 健康管理センター（南川町）
検診内容 特定（基本）健診、が
ん検診（肺・胃・大腸・乳・子
宮・前立腺）
、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイ
ルス検査、骨検診
申込期限 定員がありますので、
早めにお申し込みください

12 月

健康・福祉
特定健診受診率向上事業

健康管理センター☎ 52・2222

巡回養育費相談

社会福祉課☎内線 186

ひとり親家庭を対象に、養育費
に関する相談会を実施します。養
育費のことで悩んでいる人は、ご
相談ください。
とき 12 月 18 日㊋ 13 時〜 16 時
ところ 若狭健康福祉センター
（四
谷町）
※相談は無料で、秘密は固く守ら
れます
※電話相談も受け付けています
☎ 52・1300

本年度まだ特定健診を受けてい
ない人は、かかりつけの医療機関
から検査データを直接提出しても
らうと、特定健診を受けたことに
なります。
対象 次の要件を満たす人
①市国民健康保険加入の 40 歳〜
74 歳の人
②定期的に医療機関にかかってい
る人（８月〜９月診療分）
※対象の人には 12 月上旬に届出
用紙を送付します。署名のうえ、
医療機関に提出してください

売上アップで経営改善

さんへ

経営者の皆

コストカットには十分手を打ち、経営の再建には売上アッ
プしかないとお考えの経営者の方は、県が支援する再生のた
めの専門家派遣事業をご活用ください。
最初の相談が企業再建の第一歩です。
ステップ

１

窓口相談
経営上の問題や具体的な課題を見つけます
※相談は無料で、秘密は固く守られます

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

生涯学習スポーツ課☎内線 432

12 月 10 日〜 16 日は北朝鮮人権
侵害問題啓発週間です。拉致問題
その他北朝鮮当局による人権侵害
問題に対する認識を深めましょう。
■拉致問題対策本部ホームページ
http://rachi.go.jp/

ステップ

２

再生支援のための専門家の派遣
外部の専門家が経営改善計画の策定支援や
フォローアップを行います
※外部専門家の派遣にかかる費用を県が負
担します（上限 50 万円）
■問い合わせ

小浜商工会議所☎ 52・1040
広報おばま
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年末年始の業務ガイド
施設

12 月

○…平常業務

１月

×…休館・休業

問い合わせ・備考

28 ㊎ 29 ㊏ 30 ㊐ 31 ㊊ １㊋ ２㊌ ３㊍ ４㊎

総務課☎内線 355
● 12 月 29 日〜１月３日の出生、死亡など
の「戸籍の届け出」「火葬の予約」は、宿
日直の職員が受け付けします

市役所

○

×

×

×

×

×

×

○

市立図書館

×

×

×

×

×

×

×

× ●１月５日から平常業務

子育て支援センター

○

×

×

×

×

×

×

○ ☎ 56・3386

☎ 52・1042

☎ 53・1000
○※ ○※ ○※ ※１月２〜５日は９時〜 16 時まで
（１月６日以降は９時〜 17 時まで）

御食国若狭おばま
食文化館

×

道の駅
「若狭おばま」

○

○

○

×

×

○※

○

○ ※１月２日は 12 時〜 17 時までで物販施設の

あいあいバス

○

×

×

×

×

×

×

○ 企画課☎内線 345

ごみの収集

○

×

×

×

×

×

×

○ 環境衛生課☎内線 143

×

×

×

×

☎ 56・3000

み営業（フード部門は休み）

心あたたまる手紙

簡単おせち＆鍋料理講座

季節の調理体験

12 月４日〜 10 日の人権週間に
合わせて、「心あたたまる手紙」
を募集します。
応募資格 市民なら誰でも
内容 人とのふれあいの中で体験
した、ほのぼのとした温かいエ
ピソードや、うれしかったこと、
感謝の気持ちなどを短い手紙の
形で紹介してください
応募方法 所定の応募用紙（また
は原稿用紙で 200 字以内）に
住所、氏名を記入の上、郵送ま
たは持参で提出
※応募用紙は生涯学習スポーツ課、
中央公民館、各地区公民館まで
応募期限 平成 25 年１月 11 日㊎

お正月メニューのおせちと鍋を
作る料理講座です。
とき 12 月 15 日㊏９時 30 分〜
12 時
ところ 働く婦人の家（大手町）
参加費 1,200 円
持ち物 エプロン、三角巾
申込期限 12 月７日㊎

とき 12 月７日㊎、10 日㊊、17
日㊊いずれも 10 時〜
ところ 食文化館（川崎３丁目）
内容 炊き込みごはん、中華風茶
わん蒸し、冬野菜のみそ汁、でっ
ちようかんなど
定員 各 30 人（先着順）
参加費 各 700 円
申込期限 実施日の３日前

生涯学習スポーツ課☎内線 439

日本語教室

NPO 法人ティームス☎ 53・3088

クリーンセンター

リサイクルプラザ

温水プール

○

○

○※

○※

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

☎ 53・5550
※ 12 月 29 日の持ち込みは９時〜 16 時まで

○

☎ 59・9000
●事業所でリサイクル可能な資源ごみを持ち
込む場合は 12 月 28 日までに環境衛生課の
承認を受けてください。個人は不要です
※ 12 月 29 日の持ち込みは９時〜 16 時まで
☎ 53・0450
●１月５日から平常業務

12 月 26 日㊌〜１月 4 日㊎は休館
中央公民館

し尿のくみ取り

年末はたいへん込み合いますので、12 月７日㊎
若狭総合環境センター☎ 52・1185
までに予約してください
小浜
商工会議所

市営大手第一駐車場の出入り口が変わります

生活安全課☎内線 475

⓯
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現出入口

市営大手
第一駐車場

新出入口

■問い合わせ

市役所→

中日新聞
小浜通信局

市営大手第一駐車場
（大手町）の機器更新に
合わせて、駐車場の出
入り口を変更します。
工事は年内を予定し
ていますが、工事期間
中も駐車場は利用でき
ます。

働く婦人の家
（咲楽館）

国有財産の売却のお知らせ
市内の国有財産（土地）を
売却します。
所在地 小浜市小浜貴船９番
土地実測数量 68.92㎡
公示日 平成 25 年１月４日㊎
入札受付日 平成 25 年１月 24
日㊍〜２月５日㊋ 17 時 15 分
まで
※公示日より入札案内書を配布
します
北陸財務局☎ 076・292・7875

若狭地域在住の外国人を対象に
日本語教室を行っています。
とき 毎週火曜・金曜日いずれも
14 時〜 15 時
ところ NPO 法人ティームス事
務所（南川町 7-7 ニュータウン
南川 101 号室）
受講料 無料
定員 10 人
※問い合わせは、毎週金曜日の 10
時〜 16 時にお願いします

働く婦人の家☎ 52・7002

生花で迎春アレンジ講座

働く婦人の家☎ 52・7002

とき 12 月 27 日㊍ 19 時 30 分
〜 21 時 30 分
ところ 働く婦人の家（大手町）
内容 お正月用のフラワーアレン
ジメント作り
定員 20 人
参加費 2,500 円
持ち物 花きりばさみ、持ち帰り
用袋
申込期限 12 月 21 日㊎

〜 12 月編〜

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

高血圧予防調理体験

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき 12 月８日㊏ 10 時〜
ところ 食文化館（川崎３丁目）
内容 タンドリーチキン風、焼き
油揚げとハクサイの煮物、ニン
ジンのはちみつレモンなど
対象 高校生以上
定員 30 人（先着順）
参加費 700 円
申込期限 12 月４日㊋

きもの de 初釜体験講座

おせち作り

とき 平成 25 年１月６日㊐ 13 時
〜 15 時
ところ 働く婦人の家（大手町）
内容 初心者でも楽しめる年始め
のお茶席体験
参加費 600 円
持ち物 着物一式（着付けあり）
申込期限 12 月 21 日㊎

とき 12 月 15 日㊏ 10 時〜 13 時
ところ 食文化館（川崎３丁目）
内容 イタリア、中華、欧風など
おせち 10 品を作り、持ち帰っ
ていただきます
定員 30 人（先着順）
参加費 1,500 円
申込期限 実施日の３日前

親子ショートテニス教室

放送大学４月入学生

パーティー料理を作ろう

とき 平成 25 年１月 12 日㊏〜
３月２日㊏の毎週土曜日９時 30
分〜 11 時
ところ 市民体育館（後瀬町）
対象 小学１〜４年生とその親
定員 20 人（先着順）
受講料 700 円
申込期間 12 月７日㊎〜 26 日㊌

放送大学は入学試験のない、文
部科学省、総務省所管の正規の通
信制大学です。自宅のテレビなど
を使ってマイペースで学ぶことが
できるので、生涯学習、キャリア
アップ、資格取得に最適です。
願 書 受 付 期 限 平 成 25 年 ２月
28 日㊍

とき 12 月 18 日㊋ 10 時〜
ところ 食文化館（川崎３丁目）
内容 ブッシュ・ド・ノエル、リー
スピラフ、フライドチキンなど
対象 高校生以上
定員 30 人（先着順）
参加費 1,000 円
申込期限 12 月 14 日㊎

スポーツ
市民体育館☎ 53・0064

働く婦人の家☎ 52・7002

放送大学福井学習センター☎ 0776･22･6361

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000
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多くの県内企業が集まり、会社情報、採用計画
など最新情報をいち早く入手できますので、就職
活動を控えた学生の皆さんはぜひご参加下さい。
県内会場

「ふくい企業魅力発見フェア」
と き 平成 25 年１月４日㊎ 11 時〜 17 時
ところ サンドーム福井（越前市瓜生町）
参加予定企業 約 210 社
対 象 大学、短大、高専、専修学校の学生（年齢は問いません）
※参加は無料で、申し込みは不要です
問い合わせ 県労働政策課☎ 0776・20・0390

ところ

東京会場

名古屋会場

１月 27 日㊐

２月３日㊐

２月 10 日㊐

２月 11 日㊊

石川県地場産業振
OMM ビル
興センター

会 場

参加予定企業

45 社

60 社

東京都立産業貿易 愛知県産業労働セ
センター浜松町館 ンター
45 社

45 社

②税額の通知（５月中旬）

Q１
連絡会設立の目的は？

災害があった場合に、ボラン
ティアをスムーズに受け入れる
とともに、被災地との連絡を密
にし、迅速できめ細かい対応を
とれるようにすることが目的で
す。

A１

20

広報おばま

災害ボランティアセンター連絡会発足

日に市社会福祉

法 人・ WAC
NPO

27

10

月 日に初研修開催

９月

協 議 会、

お ば ま、 若 狭 青 年 会 議 所、

日に

20

小浜市が中心となって「災

月

10

害ボランティアセンター連

絡会」を設立。

は、設立後初めてとなる研

修会が開催されました。

A２

今 後、 災 害 へ の 備 え や、

平成 24.12

A３

Q２
連絡会の役割は？

広報おばま

社会奉仕作業や防災訓練で使用する一輪車や
総会で使用するワイヤレスアンプ、会議テー
ブルなどを整備しました

Q３

災害が発生した場合の防災

⓱

青井区自治会】

今後の取り組みは？

冬季の除雪で学童・老人世帯・地区民の安全
を協働で守るための除雪機を整備しました

【事業主体

センターを立ち上げ、主にボ
ランティアの受け入れや、被災
地への派遣のコーディネートを
行います。また、平常時の団体
間の連携や交流、人材育成も担
います。

中名田地区区長会】

連絡会主催の研修会を実施
し、人員の受け入れから被災地
派遣までの流れをシミュレー
ションし、災害に備えます。

【事業主体

20

力向上が期待されます。

10

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で、
平成 24 年度は次の２団体が事業を実施しました。

①給与支払報告書の提出
（１月 31 日まで）

⑤納税（翌月 10 日まで）

■問い合わせ

市民協働課☎内線 372

④給与天引き

市民協働課☎内線３７２

コ

ミュニティ助成事業で地域活性化

■問い合わせ

税務課☎内線 134

事務負担 従業員ごとの税額は、市で計算して毎月中
旬にお知らせします。その計算結果を基に、毎月給
与天引きし、
事業所ごとに納付していただきます
その他 従業員にとっては、納税のために金融機関な
どに行く手間が省け、納め忘れもなくなります。ま
た、納付書は通常４回払いですが、特別徴収ですと
年 12 回（６月〜翌年５月の給与天引き）となり、一
回当たりの負担額も少なくなります

③税額の通知

▶研修会でセンターの運営シ
ミュレーションを体験する参加
者（ 働 く 婦 人 の 家・ 月 日 ）

開催時間 13 時〜 17 時（金沢会場のみ 16 時 45 分まで） ※受付開始 12 時 30 分から
対象 平成 26 年３月新規大学等（大卒、短大、高専、専修学校）卒業予定者
福井への U・I ターン就職を希望する社会人
※参加は無料です。なるべく事前の登録をお願いします
問い合わせ 県ふるさと営業課☎ 0776・20・0286

対象 原則として所得税の源泉徴収義務のある
事業者

■問い合わせ

小浜市

き

大阪会場

従業員の個人住民税（市県民税）は、事業者
が毎月給与から天引きして、市に納めることに
なっています
（特別徴収 地方税法第 321 条の３）
。
特別徴収をしていない、また詳しい話が聞き
たい事業者は、税務課までご連絡ください。

事業者

県 外

と

金沢会場

事

業者の皆さんへ 個人住民税に関するお願い

従業員

「ふくいで決めよう U ターン就職フェア」

地元で就職したい！

ふくい合同企業説明会

平成 24.12

⓰

