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�健康・福祉�

�イベント �

つきイチ『バラエティー』

ふくいきらめき
フェスティバル 2016

文化会館☎ 53・9700

市民協働課

と　き　5 月 27 日㊎
　　　　12 時 20 分〜13 時
ところ　庁舎市民ホール（大手町）
内　容　童謡を歌う会赤いくつと
　　　　女声合唱コーロ・おばま
　　　　による「新緑コンサート」
料　金　無料

と　き　6 月 5 日㊐
　　　　10 時〜15 時 30 分
ところ　働く婦人の家（大手町）
内　容　瀬

せ ち や ま

地山角
かく

さん（東京大学
　　　　教授）による講演やワー
　　　　クショップ、講座など
料　金　無料（講座により必要な
　　　　場合あり）
申し込み　先着順。フェスティバル
　　　　実行委員会（ふくい女性
　　　　財団内）☎ 0776・41・
　　　　4254

くらしの
情報
5 月

しりつとしょかん おはなしかい
と　き　5 月 14 日㊏
　　　　① 10 時 30 分〜
　　　　② 11 時〜
　　　　③ 14 時 30 分〜
内　容　① 0〜2 歳向け
　　　　②③ 3 歳以上向け

おはなし会 - 春だよ！おでかけどこにする？-

と　き　5 月 7 日㊏ 11 時〜

おばま児童文学会「風
ふ う む

夢」のおはなし会
と　き　5 月 28 日㊏ 11 時〜

■問い合わせ　市立図書館☎ 52・1042

市立図書館　今月のイベント

※場所はいずれも市立図書館（白鬚）

登録しよう！防災メール

　市では、メールで災害や
避難の情報を知らせていま
す。ウェブサイト（http://
bousaiobama.mail-dpt.
jp/）か、下 記 のＱＲコード
を携帯電話で
読み取り、手
続 き を 行 っ
てください。

�お知らせ�

歯のゼミナール
健康管理センター☎ 52・2222

　若狭地区歯科医師会では、歯の
ゼミナールを開催します。
と　き　6 月 4 日㊏
　　　　13 時 30 分〜16 時 30 分
　　　　※受付は 16 時 20 分まで
ところ　健康管理センター（南川町）
内　容　歯の検診・相談、フッ素
　　　　塗布、咬

こうごうりょく

合力測定など
※申し込み不要。参加費無料

予防接種医療機関の変更
健康管理センター☎ 52・2222

　予防接種実施医療機関の一部が
変更になりました。
しんたにクリニック（駅前町）
すべての予防接種が受けられます
※予約不要
しんたに医院（千種一丁目）
予防接種を実施しません

高齢者の肺炎球菌感染症
定期予防接種

健康管理センター☎ 52・2222

と　き　5 月 16 日㊊〜平成 29 年
　　　　3 月 31 日㊎
対　象　①国で定める指定年齢の人
　　　　②年齢が 60 歳以上 65 歳
　　　　　未満で、心臓・腎臓も
　　　　　しくは呼吸器の機能ま
　　　　　たはヒト免疫不全ウイ
　　　　　ルスなど、重い病気のあ
　　　　　る人（身体障害者手帳
　　　　　の内部障害 1 級程度）
　　　　※①は 5 月中旬に通知
　　　　　②は本人の申込が必要
負担金　3,300 円
　　　　（生活保護受給者は無料）
　　　　※ただし、市外の医療機
　　　　　関で接種の場合、別途
　　　　　費用がかかる場合有
※医療機関への事前予約が必要です
※過去に接種した人は対象外です

すこやか食育教室

電話のかけ間違いに注意

健康管理センター☎ 52・2222

健康管理センター

　子育て中のお父さん、お母さん
を対象にした食育教室に参加して
みませんか？
対　象　小学生以下の子どもがい
　　　　る親の所属する団体（参
　　　　加可能人数は10〜30人）
内　容　食事についての学習や調
　　　　理実習、試食
参加費　1 人 100 〜 300 円（参加
　　　　人数によって変わります）
申込期限　5 月 27 日㊎
※とき、ところは、申込者の希望
　を聞いて調整

　健康管理センターへ電話の際
に、電話番号を間違えて、別の場
所にかかってしまうことが増えて
います。電話番号を確かめて、かけ
間違いのないようお願いします。
電話番号　52・2222
受付時間　平日8時30分〜17時15分 後期高齢者医療制度加入者

の個別検診（無料）

集会所トイレ洋式化に補助

年金生活者等支援臨時
福祉給付金（高齢者向け）

家族介護者交流事業

健康管理センター☎ 52・2222

高齢・障がい者元気支援課☎内線 175

市民福祉課☎ 64・6011

地域包括支援センター☎ 64・6015

　5 月 2 日㊊から指定の医療機関
で個別検診が受けられます。
内　容　基本健診、がん検診（肺・
　　　　胃・大腸・子宮頸・乳）
※健康管理センターで発行する受
　診券を持って、医療機関で受診

　市では、高齢者の生きがい活動
や介護予防活動を促進するため、
集会所のトイレを洋式化する区
へ、工事費の一部を補助します。
補助率　補助対象経費の 20％
限度額　10 万円
申請方法　9月30日㊎までに、高齢・
　　　　障がい者元気支援課へ申
　　　　請書（同課に設置）を提出

　国の一億総活躍社会の実現に向
け、賃金引き上げの恩恵が及びに
くい高齢者を支援するため、給付
金を支給します。
対　象　平成 27 年度臨時福祉給付
　　　　金の対象者のうち、28 年
　　　　度中に 65 歳以上（昭和
　　　　27 年 4 月 1 日以前生ま
　　　　れ）になる人
支給額　1 人 3 万円
申請期間　5 月 9 日㊊〜8 月 31 日㊌
※対象者には 5 月初旬に案内と申
　請書を送付。支給には申請から
　1 カ月程度が必要

　市では、介護に関する悩みを共
有し、相談や情報交換を行う交流
事業の参加者を募集します。
対　象　在宅で要介護 1〜5 の高
　　　　齢者を常時介護している
　　　　介護者
申込先　担当ケアマネージャーま
　　　　たは包括支援センター
申請期限　5 月 20 日㊎
※年 4 回実施。一部負担あり
※とき、ところは、申込者に通知

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

と　き　5 月 25 日㊌、27 日㊎、
　　　　6 月 6 日㊊、10 日㊎
　　　　※ 25 日、27 日は 40 歳
　　　　　〜 74 歳までの国民健
　　　　　康保険加入者が対象
ところ　健康管理センター（南川町）
　　　　※10 日㊎は中名田公民
　　　　　館（下田）
内　容　特定（基本）健診、がん検
　　　　診（肺・胃・大腸・子宮頸・
　　　　乳・前立腺）、C・B 型肝
　　　　炎ウィルス検査、骨検診
　　　　※ 5 月 27 日、6 月 10 日
　　　　　は子宮頸がん・乳がん
　　　　　検診なし
※検診日の 7 日前までに申し込ん
　でください（定員有）
※特定健診は、加入の健康保険者
　が発行した受診券が必要です

クリーンアップふくい大作戦

　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）
などを受け入れます。
受入時間　6 月 5 日㊐
　　　　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）
※雨天の場合も受け入れは実施
その他　家庭や事業所からのごみ
　　　　は受け入れできません

環境衛生課☎内線 143

木造住宅の耐震診断と耐震
改修工事の支援

都市整備課☎内線 257

小浜市住まい支援事業
都市整備課☎内線 257

①耐震診断・補強プラン
　個人負担　10,000 円
②耐震改修助成
　補助限度額　800,000 円
対　象　昭和 56 年 5 月以前に建
　　　　てられた地上 3 階以下の
　　　　木造住宅
申込期限　5 月 2 日㊊〜12 月 28 日㊌
申込先　都市整備課（窓口・電話）
※選定方法は先着順となります

①多世帯同居支援型（リフォーム）
　対　象　多世帯同居を行う住宅
　　　　　の所有者
　補助額　対象費用の 2 分の 1
　　　　　（上限 80 万円）
②多世帯近居支援型（住宅取得）
　対　象　新たに直系親族と近居
　　　　　する人
　補助額　対象費用の 2 分の 1
　　　　　（上限 50 万円）
③U・I ターン者支援型
　対　象　空き家の購入または改
　　　　　修を行う U・I ターン者
　補助額　対象費用の 3 分の 1
　　　　　（上限 50 万円）
申込期限　5 月 2 日㊊〜12 月 28 日㊌
※選定方法は先着順となります
※詳しくは、都市整備課まで問い
　合わせてください



広報おばま　平成 28. 5 ⓮⓯ 広報おばま　平成 28. 5

�スポーツ�

�募集�

と　き　5 月 14 日㊏、16 日㊊、
　　　　17 日㊋
　　　　いずれも 10 時〜13 時
ところ　食文化館（川崎三丁目）
内　容　野菜のサンドイッチ、ふ
　　　　わふわチーズオムレツ、
　　　　卵とみそのパウンドケー
　　　　キ、アボカドのスープ
定　員　各先着 30 人
参加費　700 円
申込期限　実施日の 3 日前

　市では、独身男女の結婚活動を
支援する〝強い味方〟を募集しま
す。
対　象　誠実に結婚活動支援に取
　　　　り組んでくれる人
※詳しくは、子ども未来課まで問
　い合わせてください

　福井しあわせ元気国体・軟式
野球競技会場の市営野球場は、
スポーツ振興くじ助成金を受け
て改修しました。
整備箇所　バックネット、フェンス
　　　　カバー、スコアボード、
　　　　グラウンド整備、バック
　　　　スクリーン、放送設備

季節の調理体験〜5 月編〜

しあわせ請負隊（仮称）隊員

市営野球場の改修工事完了

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

子ども未来課☎内線 184

生涯学習スポーツ課☎内線 249

春の一緒に登りませんか
生涯学習スポーツ課

　小浜山の会では、恒例の「一緒
に登りませんか」の参加者を募集
しています。今回は、中央分水嶺
に位置する「湖北・武

ぶ な が だ け

奈ケ嶽」に
登ります。
と　き　6 月 12 日㊐　
ところ　武奈ケ嶽（滋賀県高島市
　　　　865㍍）
集　合　8 時に熊川道の駅駐車場
　　　　※集合後、各人の車で石
　　　　　田川ダムまで移動
対　象　小学生以上
定　員　先着 40 人
参加費　500 円
申し込み　6 月 5 日㊐までにボラン
　　　　ティア市民活動交流セン
　　　　ター☎ 52・7837 まで

内　容　河川の状況報告（月 1 回）
期　間　7 月 1 日〜平成 29 年 6 月
　　　　30 日までの 1 年間
資　格　20 歳以上で、北川・遠敷
　　　　川からおおむね 5㌔以内
　　　　に住んでいる人。または
　　　　通勤・通学などでそれに
　　　　準ずる環境にある人
報　酬　月額 4,580 円（予定）
申込期限　6 月 2 日㊍
※詳しくは、福井河川国道事務所
　のホームページを確認するか、
　問い合わせてください

河川愛護モニター
福井河川国道事務所☎ 0776・35・2661

と　き　大型特殊（限定なし）、
（前期）　けん引（農耕限定）
　　　　5 月 31 日㊋〜 6 月14 日㊋
　　　　大型特殊（農耕限定）
　　　　7 月 1 日㊎〜6 日㊌
　　　　※中期・後期の日程は問
　　　　　い合わせてください
ところ　ふくい園芸カレッジ
　　　　（あわら市井江葭）
受講料　大型特殊（限定なし）、
　　　　けん引（農耕限定）
　　　　50,000 円
　　　　大型特殊（農耕限定）
　　　　25,000 円
申込期限　5 月 10 日㊋
　　　　※先着順で定員になり次
　　　　　第締め切り。定員に満た
　　　　　ない場合でも、各研修開
　　　　　始の 3 週前に締め切り
※申し込み、問い合わせは、（公
　社）ふくい農林水産支援センター
　☎ 0776・21・8315

農・林業機械
オペレーター養成研修

農林水産課

御食国大使からの特別企画

プロ野球観戦バスツアー

　御
みけつくに

食国大使（丸善食品株式会社取締役社長 大
おおさわ

澤昭
しょうじ

二さ
ん）からプロ野球（オリックスＶＳ日本ハム戦）観戦の
招待状が届きました。昼食弁当付きの観戦です。たくさ
んの応募をお待ちしています。
と　き　6 月 26 日㊐ 9 時市役所前集合（試合開始 13 時）

ところ　京セラドーム大阪（大阪市西区）

募集人数　40 人（ペア 20 組）　※応募者多数の場合は抽選

対　象　小浜市民（高校生以下の場合は保護者同伴）

参加費　無料

応募方法　ペアで申し込み（応募は 1 人 1 回限り）

　　　　往復はがきに 2 人の住所、氏名、年齢、連絡先を

　　　　記入（返信用には代表者の住所、氏名を記入）

応募期間　5 月 1 日㊐〜20 日㊎ 17 時必着

応募先　〒917-0081 小浜市川崎 3 丁目 4 番食文化館内

　　　　食のまちづくり課　野球観戦ツアー係　宛

　市では、市内で新たに創業する人のチャレンジ
を応援します。創業時に、必要な資金の一部を 2
年間に渡って支援する制度を制定中です。
　応募方法など詳細が決まりしだい、市ホーム
ページやチャンネル O などで情報を掲載します。

募集予定期間
5 月〜 6 月中を予定

※平成 28 年 4 月 1 日以降に創業開始した人が対

　象。採択の決定前に要した経費は補助対象外

※応募後に、外部専門家による選考を実施し、補

　助金採択の可否を決定します

補助対象経費
建物取得費、店舗改装費、店舗賃借料、販売開拓

費、広告宣伝費

特設人権相談

国民生活基礎調査

福井地方法務局小浜支局☎ 52・0238

若狭健康福祉センター☎ 52・1300

　6 月 1 日は人権擁護委員の日で
す。人権擁護委員による特設人権
相談を行います。
と　き　6 月 1 日㊌ 10 時〜18 時
ところ　働く婦人の家（大手町）
※相談無料、秘密厳守

　厚生労働省では、保健、医療、
福祉など、厚生労働行政の企画・
立案に必要な基礎資料を得るた
め、国民生活基礎調査を実施しま
す。
調査日　6 月 2 日㊍ 現在
調査方法　対象となった人の家に、
　　　　調査員が直接伺います

乾燥肥料の無料配布
衛生管理所☎ 52・1522

　し尿などを処理した後にできる
「乾燥肥料」を無料配布します。1
人 30 袋までで、なくなりしだい
終了します。
と　き　5 月 8 日㊐
　　　　8 時 30 分〜12 時
ところ　衛生管理所（荒木）
その他　開封後は早めに散布し、
　　　　必ず覆

ふくど

土してください

くらしの情報●小浜市役所

毎年申請が必要です

軽自動車税減免申請

対　象　①障がい者（身体、知的、精神）

　　　　が使う軽自動車、②障がい者と

　　　　生計を共にする家族が、障がい

　　　　者のために使う軽自動車（要

　　　　通院証明書）

持ち物　①身体障害者手帳、療育手帳、

　　　　精神障害者保健福祉手帳のい

　　　　ずれか、②運転免許証、③車

　　　　検証、④印鑑、⑤通院証明書

　　　　（家族が運転する場合）

申請期限　5 月 31 日㊋
※障がいの等級や車の名義によっては

　減免を受けられないことがあります

※自動車税（普通自動車）の減免や福祉

　タクシーと重ねては受けられません

■問い合わせ　税務課☎内線 135■問い合わせ　食のまちづくり課☎ 53・1000

■問い合わせ　商工観光課☎ 53・9705

創業チャレンジ事業補助金

起業したい人を応援します！

補助限度額
1 年目の限度額（補助率 2 分の 1）

右記以外
40 歳未満

または女性

空き店舗を活
用し、3 人以
上の新規雇用

中心市街地 50 万円 60 万円 100 万円

その他の地域 40 万円 50 万円 80 万円

2 年目の限度額（補助率 2 分の 1）20 万円

創業者
属性

創業地


