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休日肝炎・エイズ検査

と　き　6 月 1 日㊏　9 時〜 12 時
ところ　若狭健康福祉センター（四谷町）
内　容　相談、血液検査
※肝炎検査とエイズ検査の同時開
　催ですので、どちらの検査に来
　られたかは誰にもわかりません
※無料、匿名で受けられます
※予約は不要です
※結果は 1 週間後に面接でお伝え
　します
※感染した疑いのある日から 3 カ月
　以上経ってから受けてください
　（3 カ月以内の場合、正しい結果
　が出ないことがあります）　

若狭健康福祉センター☎ 52・1300

ひとり親家庭の巡回就業相談

　母子家庭の母などの就労相談、
職業能力の適性、技能訓練のアド
バイスなどを行う巡回就業相談を
実施します。電話での相談も受け
付けています。
と　き　6月27日㊍　13時〜15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。

社会福祉課☎内線 186

同行援護従業者の養成研修

　ガイドヘルパーに代わり、同行
援護事業が始まりました。視覚障
がい者の方を安心安全に移動介護
する従業者の養成研修受講者を募
集します。ガイドヘルパー資格を
持っている人も、ぜひ受講してく
ださい。
と　き　7 月 21 日㊐・28 日㊐
　　　　8 月 10 日㊏・11 日㊐
ところ　ホットラインサポートセ
　　　　ンターつみき（後瀬町）
申し込み　つみきハウス
　　　　☎ 52・0836

社会福祉課☎内線 184

クリーンアップふくい大作戦

　6月2日㊐に市内全域で「クリー
ンアップふくい大作戦」を実施し
ます。当日は不法投棄のごみ、草
刈りで刈った草木、側溝汚

お

泥
でい

（ヘ
ドロのみ）などを下記のとおり受
け入れます。
受入時間　8 時 30 分〜 12 時
受入場所　
●燃やすごみ▶クリーンセンター（谷田部）
●不燃物ごみ▶リサイクルプラザ（深谷）
　※雨天の場合も開放します
その他　家庭や事業所からのごみ
            は受け入れできません

6 月分以降の児童手当を受
給するには現況届の提出を

　「児童手当」とは、父母等（保
護者）が子育てについての責任を
有するという認識の下、中学校修
了前の児童を養育する保護者に手
当を支給し、次代の社会を担う児
童の健やかな成長に資することを
目的とする制度です。
　児童手当を受けている人には、
毎年 6月に現況届の提出が義務付
けられています。これは、前年所
得やお子さんの養育状況、年金加
入状況などを確認し、再審査させ
ていただくためのものです。
※現況届は対象家庭に 6 月中旬
　に書類を送付しますので、6 月
　末日までに社会福祉課へ提出し
　てください

社会福祉課☎内線 188

歯周病検診

対　象　本年度 40・50 歳になる人
受診期限　10 月 31 日㊍
ところ　指定歯科医療機関
費　用　300 円
申し込み　健康管理センター

健康管理センター☎ 52・2222
生活習慣病検診　女性限定検診

と　き　6 月 19 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・子
　　　　宮・乳）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウィ
　　　　ルス検査、骨検診
申込期限　定員がありますので、お早
             めにお申し込みください

健康管理センター☎ 52・2222

生活習慣病検診　日曜検診

と　き　6 月 30 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・子
　　　　宮・乳・前立腺）、Ｃ・
　　　　Ｂ型肝炎ウィルス検査、
　　　　骨検診
申込期限　定員がありますので、お 早
　　　　  めにお申し込みください

健康管理センター☎ 52・2222

とき・ところ　6 月  7  日㊎　健康管理センター（南川町）
　　　　　　　6 月 12 日㊌　中名田公民館（下田）　
　　　　　　　6 月 17 日㊊　サン・サンホーム小浜（遠敷）
　　　　　　　6 月 26 日㊌　松永公民館（上野）
　　　　　　　7 月  3  日㊌　加斗公民館（上加斗）
　　　　　　　7 月  5  日㊎　宮川公民館（加茂）
　　　　　　　7 月  9  日㊋　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・子宮、
　　　　　　　乳・前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウィルス検査、骨検診
　　　　　　　　※特定健診は、ご加入の健康保険者が発行した受
                           診券が必要です
　　　　　　　　※ 6 月 12 日㊌、26 日㊌、7 月 3 日㊌、5 日㊎は、
　　　　　　　　　子宮がん、乳がん、骨検診がありません
申 込 期 限　　定員がありますので、お早めにお申し込みください

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

がん検診無料クーポン券送付

　がんに関する正しい知識の普及
と検診受診のきっかけとして、対
象となる人に、がん検診（大腸・乳・
子宮）が無料になるクーポン券を
送付しています。がんは、早期発
見・早期治療ができる病気なので、
定期的にがん検診を受けることが
最も有効です。肝炎検査無料クー
ポン券も対象者に送付しています。
　この機会にぜひ受けてください。
対象者　平成 24 年 4 月 2 日〜　
　　　　25 年 4 月 1 日に下記の
　　　　年齢になった人
　大腸がん▶ 40・45・50・55・
　　　　　　60 歳になった男女
　乳 が ん▶ 40・45・50・55・
　　　　　　60 歳になった女性
　子宮頸がん▶ 20・25・30・35・
　　　　　　40 歳になった女性
利用方法　券裏面の日程表を参照に
　　　　健康管理センターか指定
　　　　医療機関へお申し込みく
　　　　ださい
※クーポン券見本

健康管理センター☎ 52・2222

環境衛生課☎内線 143

認知症を知ろう　みんなで語
り合おう　小浜地区のつどい

と　き　6月22日㊏　13時30分〜
ところ　ボランティアセンター
　　　　（大手町・中央公民館1階）
テーマ　「介護体験から認知症に
　　　　ついて学ぼう」
講　師　認知症の人と家族の会世
　　　　話人（認知症介護専門職）

認知症の人と家族の会福井県支部☎ 53・3359

福祉サービスに関する苦情相
談窓口

　福祉サービスを利用して、嫌な
思いや、けがをした、サービス内
容に不満がある、職員の対応が悪
いなど、事業所に直接話しにく
かったり、事業所との話し合いで
解決できなかった場合などお気軽
にご相談ください。秘密は必ず守
ります（匿名でもかまいません）。
と　き　月曜日〜金曜日　9時〜17時
　　　　（祝日、年末年始を除く）
相談機関　福井県運営適正化委員会
　　　　（福井市光陽　福井県社
　　　　会福祉協議会内）

福井県運営適正化委員会☎ 0776・24・2347

交通災害共済

◎加入手続き方法
加入資格　加入申込時に市に住民
　　　　　登録のある人
共済掛金　1人年額500円（途中加
　　　　　　入での日割り計算なし）
共済期間　3 月 31 日までに申し
　　　　　込みの場合▶平成 25
　　　　　年 4 月 1 日〜 26 年 3
　　　　　月 31 日
　　　　　4 月 1 日以降に申し込
　　　　　みの場合▶受付日の翌
　　　　　  日〜平成 26 年 3 月 31 日
加入方法　①県内の福井銀行での
　　　　　振込み（10 月末まで）
　　　　　②市役所生活安全課で
　　　　　 の申し込み（共済期間中）
◎災害見舞金
　災害を受けた日から2年以内であれ
ば、見舞金を請求できます
◎対象
　国内での次の交通機関の運行に
伴う接触、衝突、転落その他の事
故による人の死傷が対象です
◆自動車、バイク、自転車
◆電車、旅客船、旅客機など
◆身体障がい者用の車いす（道路
　上で使用中の事故）
※申込用紙は、各家庭に配布済み
　ですが、無くした人には再発行
　します

生活安全課☎内線 474

保護者向け就職セミナー

　これから就職活動を迎える平成
27 年 3 月卒業予定の大学・短大・
専修学校などの学生の保護者を対
象に、県ではＵターン就職支援に
ついての講演会を開催します。
と　き　6 月 16 日㊐
　　　　13 時 30 分〜 15 時 30 分
　　　　（受付 13 時〜）
ところ　小浜商工会議所（大手町）
その他　参加無料、事前申し込み不要

福井県ふるさと営業課☎ 0776・20・0286
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●ホームページ制作入門
　と　き　6 月 6 日㊍　10 時〜 17 時
　受講料　9,659 円（テキスト代込み）
　対象者　初めてホームページを
　　　　　作成する人
● MS ー Excel2010 基礎
　と　き　6 月 18 日㊋〜 6 月 19 日㊌
　　　　　　 　10 時〜 17 時　
　受講料　12,100円（テキスト代込み）
　対象者　エクセルの基本操作を
　　　　　習得したい人
※会場は、いずれも福井県産業情
　報センター嶺南支所（白鬚）

各種 IT研修
福井県産業情報センター嶺南支所☎ 52・1500

「子どもの人権110番」
強化週間

　いじめ、体罰、虐待など子ども
の人権問題をキャッチし、解決す
るための電話相談を受け付けます。
　ひとりで悩ます、相談してください。
と　き　6 月 24 日㊊〜 28 日㊎
　　　　8 時 30 分〜 19 時
　　　　6 月 29 日㊏、30 日㊐
　　　　10 時〜 17 時
相談先　福井地方法務局・福井県
　　　　人権擁護委員連合会
　　　　☎ 0120 ー 007 ー 110

生涯学習スポーツ課☎内線 432

小浜市地産地消をすすめる
店／食の達人・食の語り部

 小浜市地産地消をすすめる店　
　小浜市内、若狭地域で生産され
　る農林水産物、その加工品を積
　極的に取り扱う食料品店、飲食
　店などを「小浜市地産地消をす
　すめる店」として募集します
食の達人・食の語り部
　食に関する優れた技術や知識の
　普及、後継者の育成を図ること
　を目的として、「食の達人」「食
   の語り部」を募集します。
申込方法　所定の申請書に必要事項
　　　　を記入の上、食のまちづ
　　　　くり課（食文化館）まで
　　　　提出してください
募集期間　6 月 1 日㊏〜 30 日㊐
その他　申請書は、食文化館、各地
　　　　 区公民館にあります。市公
　　　　 式ホームページからダウン
　　　　 ロードもできます

食のまちづくり課☎内線 375

季節の調理体験〜６月編〜

と　き　6 月 10 日㊊、13 日㊍、
　　　　17 日㊊　
　　　　いずれも 10 時〜 13 時
ところ　食文化館（川崎 3 丁目）
内　容　そら豆リゾット、野菜と
　　　　チーズの手作り春巻、オ
　　　　ニオンスープ、甘酒のフ
　　　　レンチトースト
参加費　700 円
定　員　各 30 人（先着順）
申込期限　実施日の 3 日前

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

放送大学10月入学生

　放送大学は、入学試験のない文
科省・総務省所管の正規の通信制
大学です。テレビ、インターネッ
トなどで学べ、生涯学習、キャリ
アアップに最適です。
入学願書受付期間　6 月 15 日㊏〜
　　　　　　　　8 月 31 日㊏

放送大学福井学習センター☎ 0776・22・6361

遊休地や空き倉庫などを探しています

　市では、地域の活性化と雇用の拡大を目指して、企業誘致に積極
的に取り組んでいます。
　その一環として、企業立地に適当な遊休地等（遊休地、空き事務
所、空き工場、空き倉庫）の情報を収集し、登録しています。
　登録した情報は、市内への立地を考えている企業に紹介します。
　現在使用中の土地や建物であっても、今後、他の人が使用するこ
とが可能なところがあれば、その情報も収集しています。
　次の要件を満たす遊休地等があれば、お知らせください。
要　　件　遊休地▶ 1 区画がおおむね 1,000㎡以上
　　　　　空き事務所、空き工場、空き倉庫
　　　　　▶ 1 棟の延床面積がおおむね 100㎡以上
そ の 他　入手した個人情報の取扱いについては、市個人情報保護
　　　　　条例に基づき、適正に処理します　
問い合わせ　商工観光課　企業誘致・雇用推進グループ
　　　　　☎ 53・9705

「世界を知ろう！アイルランド」

と　き　6 月 27 日㊍　
　　　　18 時 30 分〜 20 時
ところ　福井県国際交流嶺南セン
　　　　ター（敦賀市神楽町）
ゲスト　ナイジェル・オマホニーさん
　　　　（美浜中学校講師）
対　象　異文化に興味のある人
定　員　15 人（要申込み）
参加費　500 円

福井県国際交流嶺南センター☎ 0770・21・3455

統計調査員

対　象　市内在住で、統計調査に
　　　　関心があり、責任感のあ
　　　　る人（未成年者、警察官、
　　　　選挙または税務事務に直
　　　　接関係のある人は除く）
登録期間　2 年間
申込期限　6 月 28 日㊎

市民協働課☎内線 374

児童クラブ夏休み会員

　放課後、仕事などで保護者が家
庭にいない小学生を対象に、児童
クラブ夏休み会員を募集します。
期　間　7 月 22 日㊊〜 8 月 30 日㊎
開設日　毎週月曜日から金曜日
　　　　※ 8 月 14 日㊌〜 16 日㊎を除く
ところ　雲浜、内外海、宮川、遠
　　　　敷の各児童クラブ
　　　　※校区外のクラブへも申
　　　　　し込みできます
定　員　各 5 〜 10 人程度
　　　　※クラブごとに受け入れで
　　　　　 きる人数に限りがあるた
　　　　　 め、全員の要望に応えら
　　　　　  れない場合があります
料　金　16,000 円
申込期限　6 月 28 日㊎

社会福祉課☎内線 189

いっしょにつくろっ！

と　き　6 月 15 日㊏　
　　　　14 時〜 16 時
ところ　食文化館（川崎 3 丁目）
内　容　プルーンと豆腐の焼き菓
　　　　子、高野豆腐のフレンチ
　　　　トースト風、ツナの米粉
　　　　パンケーキ
対　象　小学生と保護者
参加費　1 組 600 円
定　員　先着 20 組
申し込み　食文化館に 3 日前までに
　　　　お電話ください
※内容が変更する場合もあります
　ので、ご了承ください

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

サイクリングセンター自転
車使用料の徴収事務を委託

　市では、政令に基づいて、サイ
クリングセンター自転車使用料の
徴収事務を杉

すぎ

本
もと

幸
ゆき

隆
たか

さんと小
お

川
がわ

秀
ひで

雄
お

さんに委託しました。
委託期間　平成 25 年 4 月 1 日〜
　　　　　26 年 3 月 31 日

商工観光課☎内線 268

農業集落排水使用料の一部
改定

　7 月から下記の農業集落排水処
理施設の使用料を一部値上げしま
す。施設の安定運営のため、ご理
解とご協力をお願いします。
対象施設　口名田（東相生、西相
　　　　　生、上中井、下中井、
　　　　　滝谷、口田縄）
　　　　　中名田

上下水道課☎内線 235

蛇口のパッキン無料取替

　6 月 1 日からの水道週間にちな
んで、蛇口のパッキンの無料取替
サービスを行います。
　蛇口から水がポタポタ漏れる場
合は、ご連絡ください。ただし、
水と湯が同時に出る混合栓など、
取り替えできない場合がありま
す。申し込みの時に蛇口の種類を
お知らせください。
　また、ご自分で交換される人に
は、無料でパッキンをお渡ししま
す（1人 5個まで）。
※数に限りがあります。昨年申し
　込んだ人はご遠慮ください
申込期限　6 月 7 日㊎
取替予定　6 月中旬

上下水道課☎内線 233

と　き　6 月 30 日㊐　
 　　　 10 時〜 16 時
ところ　常高寺（浅間）
内　容　お初コンテスト
　　　　古武術演武など
問い合わせ　実行委員長の大

おお

橋
はし

剣
けん

　　　　心
しん

さん
　　　　 ☎ 090・2037・5874

お初戦国浪漫フェア

　昨年６月、敦賀までの工事認可を受け、県内で新幹線工事が始まりました。
　今こそ若狭ルートを強く訴え、昭和 48年に閣議決定された整備計画どおり、若狭に新幹線が走る時代を
つくっていかなければなりません。その決意を示すため、嶺南 6市町の住民一丸となった総決起大会を開
きます。市民の皆さんの参加をお願いします。

基調講演　【演題】「国土 強
きょう

靭
じん

化のための高速交通インフラ整備」（仮題）　
　　　　　【講師】藤井聡氏（京都大学大学院工学研究科教授、第 2 次安倍内閣内閣官房参与）
　　　　　　　　 近い将来に想定される平成関東大震災、東海・南海・東南海地震に備えた「地方分散化」や「国土強靭化」を主張。

　　　　　　　　　　 著書には、「救国のレジリエンス」「公共事業が日本を救う」 「列島強靭化論日本復活 5 カ年計画」などがある。

内　　容　嶺南 6 市町の首長、議長、県知事、県議会議員、地元選出国会議員、経済界、各種団体をはじ
　　　　　め住民の皆さんに参加いただき、嶺南地域から若狭ルート建設促進のアピールを行います。

北陸新幹線若狭ルート建設促進総決起大会
　とき　6月 23日㊐ 16 時〜 17時 40 分　ところ　文化会館大ホール


