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就任のごあいさつ

あわら市長　橋 本　達 也

このたびの市長選挙におきまして、市民の皆さまのご支援を賜り、市長に

就任することができました。今さらながら、その責任の重さを痛感し、身の

引き締まる思いでございます。

さて、今回の市長選挙は「中学校の統合か」あるいは「２校の存続か」を

問う、極めて異例の選挙でありましたが、私は、選挙という形はとられたも

のの、これは、中学校問題に対する「住民投票」であったと理解しており、

二つの中学校を残すという結果を得たことが、今回の選挙の最大の成果で

あったと考えております。

しかし、今後の市政や財政に不安を抱かれる方が、数多くおいでであろう

ことも理解いたしております。これからの円滑な市政運営を考えたとき、反

対の意見にも耳を傾けながら、まずは、市民の融和を図っていくことが、最

も重要な条件整備であると思います。さらに、二つの中学校を存続させると

いうことを前提とした財政シミュレーションを行い、その結果を市民の皆さ

まにお示しし、皆さまの不安を早期に払しょくできるよう努めてまいります。

また、統合中学校に理解を示されている市議会議員の皆さまとも、十分に

意見を交わしながら、２校存続に対する議会のご理解を得ることにも、最大

限の努力を傾けてまいりたいと考えております。

「権力の源泉は市民にある」との認識に立ち、市民の目線での行政運営に

努めてまいりますが、中学校建設以外のことにつ

きましては、市民の皆さまへの説明に意を尽くし

てはおりません。当面は、従来の路線に沿いなが

ら進めてまいりたいと考えておりますので、皆さ

まのご支援とご理解を賜りますようお願いを申し

上げ、就任のごあいさつといたします。
初登庁する橋本市長　4/23
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「へしこ!!」＆楽衆玄達
◆４月14日　観光会館

福井出身の映画監督小鶴さんが制作した「へしこ!!」の上映会

とその主題歌を歌う楽衆玄達
がくしげんたつ

のライブが行われました。観客は、

和・洋楽器が織りなす音楽と心温まる映画を楽しでいました。

湯のまち夕市オープン
◆４月14日　多目的広場

今年もあわら湯のまち駅前多目的広場に、湯のまち夕市がオ

ープンしました。新鮮な野菜や加工食品などが売り出され、広

場は活気にあふれていました。

遊び展
◆４月15日　藤野厳九郎記念

今年で４回目を迎えた遊び展が、藤野厳九郎記念館で開かれま

した。訪れた人たちは、展示された作品をゆっくりと鑑賞してい

ました。今回は二胡の演奏も行われ、会場には、ゆったりとした

時間が流れていました。

無事故を祈ります！
◆４月20日　刈安山　

バードウォッチングが楽しめる山として、市内外の人に親し

まれている刈安山で、山開きが行われました。神事では、参列

者らが神前に玉ぐしをささげ、シーズン中の観光客などの安全

を祈願していました。

食べてもいいのかな？
◆４月26日　あわら海岸

北潟小学校の１･２年生が北潟の海岸でこうなご漁に参加しま

した。あいにくの高波で、網を引くことはできませんでしたが、

児童たちは、釜揚げされたばかりのこうなごを、興味深く見て

いました。

温泉街で春まつり
◆４月29日　あわら温泉街

芸妓さんたちの踊りの奉納で、あわら温泉春まつりの幕が開

きました。勇壮な武者人形の本山や桜を飾りつけた花山、太鼓

山、子どもみこしなどが温泉街を練り歩き、終日たくさんの人

でにぎわっていました。

旧北陸道を歩く
◆４月30日　金津小〜吉崎御山　

汗ばむほどの陽気の中「蓮如の里・ふるさとの道を歩く会」

が行われました。約180人の参加者は、道中にある文化財など

や史跡に立ち寄りながら、蓮如忌でにぎわう吉崎御山までの約

12ｋｍを歩きました。



目的別

民生費

土木費 17億 4,863万円

公債費 13億 6,646万円

教育費 11億 6,855万円

総務費 10億 6,743万円

衛生費 10億 5,128万円

消防費 5億 2,171万円

農林水産業費 4億 9,178万円

商工費 3億 2,607万円

議会費 1億 8,453万円

労働費 8,736万円

その他 1,892万円

54

19年度の一般会計予算の総額は111億7,000万円で、18年度当初予算と比べ、4.2％の減となりました。

また、国民健康保険特別会計を含む５つの特別会計や本年度から公営企業会計に移行した公共下水道事業

会計を含む３つの企業会計、芦原温泉上水道財産区水道事業会計を合わせた、あわら市の全会計の総計は

247億7,426万円で、1.4％の増となりました。

歳入では、市税が、所得税からの税源移譲および定率減税の廃止などによって４億9,915万円の伸びを見

込んでいるものの、所得譲与税の廃止を含む地方譲与税２億6,000万円の減、地方交付税３億7,200万円の減、

地方特例交付金8,330万円の減をそれぞれ見込んでおり、４億9,000万円の減額となっています。

一方、歳出では、職員の新規採用を合併時から抑制してきたことにより、人件費で１億6,525万円の減、

国営総合農地開発事業償還金補助金の終了などにより、普通建設事業が２億3,066万円の減、また、今回、

公共下水道事業を公営企業化したことにより、支出項目が繰出金から補助費へと変更され、それぞれの項目

で約９億円の増減が生じていますが、これを除いた補助費では実質３億684万円の減とするなど、極力、歳

出を抑制してはいるものの、児童手当や各種医療費などの扶助費の伸びが１億3,105万円、起債の償還金が

2,146万円の増となっています。今後も、総合振興計画で予定された大規模事業が控えており、引き続き、

財政運営は厳しい状況が続くものと予想しています。

一般会計予算 111億7,000万円

平成19年度当初予算

特別会計・公営企業会計予算額

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 29 億 630 万円

老 人 保 健 特 別 会 計 35 億 600 万円

金 津 雲 雀 ヶ 丘 寮 特 別 会 計 4 億1,110 万円

農業集落排水事業特別会計 6,800 万円

モータボート競走特別会計 26 億9,300 万円

公 共 下 水 道 事 業 会 計 25 億4,310 万円

水 道 事 業 会 計 12 億3,366 万円

工 業 用 水 道 事 業 会 計 1,793 万円

芦原温泉上水道財産区水道事業会計 2 億2,518 万円

主　な　事　業

行政評価システム構築業務委託料 ………………………… 368 万円

参議院議員選挙など各種選挙経費 …………………………2,734 万円

路線価区域標準宅地評価業務委託料 ………………………1,715 万円

コミュニティバス運行事業 ……………………………… 5,534 万円

廃棄物等収集委託料 …………………………………………6,842 万円

重度心身障害者（児）医療費助成費 ……………… 1 億3,500 万円

障害者自立支援給付事業 …………………………… 3 億 913 万円

地域生活支援事業 ………………………………………… 1,969 万円

乳幼児医療費助成費 ……………………………………… 4,428 万円

放課後児童健全育成事業（幼稚園児、小学生）………… 3,099 万円

児童手当支給費 ……………………………………… 2 億1,869 万円

土地改良事業償還金補助金 ………………………… 1 億1,295 万円

農地・水・環境保全向上活動支援事業 ………………… 3,322 万円

地域再生マネージャー事業委託料 ……………………… 1,487 万円

地方道路交付金事業【雪寒】（十日・嫁威線）………… 1,500 万円

地方道路交付金事業（滝・高塚線）……………………… 4,000 万円

地方道路交付金事業（金津・三国線） …………… 1 億　150 万円

特定交通安全施設等整備事業（上新橋線）……………… 2,500 万円

まちづくり交付金事業（芦原温泉駅周辺整備） … 2 億 3,300 万円

まちづくり交付金事業（都市公園整備）………………… 1,200 万円

建築物耐震改修促進計画策定委託料 ……………………… 340 万円

各小学校AED（自動体外式除細動器）配備 ……………… 269 万円

税　金

168,182円

分担金･負担金

12,546円

使用料･手数料

41,864円

福　祉

89,006円

医　療

220,505円

環境・清掃

23,178円

教　育

37,136円

上下水道

78,854円

産業･観光

24,806円

土　木

34,592円

借金返済

86,740円

消　防

16,580円

市民１人当たりの負担と費用

31億 3,728万円

■問合せ 財政課　☎73-8008
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子育て支援センターだより子育て支援センターだより
◆電話相談・育児相談 月〜金曜日　8：30〜17：00 ☎73-5540

◆みにルーム＆わいわいルーム開放 月〜金曜日　8：30〜17：00

◆お楽しみ会

と　き ５月30日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

◆ふれあい広場
「自然に親しもう」
すがすがしい新緑の中で、森林浴を楽しみませんか？

と　き 6月6日(水) 10:30〜12:00 ※雨天中止

ところ 金津創作の森 水辺の広場（現地集合）

内　容　草花を見たり、森の散策を楽しむ

持ち物 お弁当、水筒、おやつ、おしぼり、

着替え、敷物

※ ５月30日(水)までに、子育て支援センターへ電話

でお申し込みください。

◆育児講座　「絵本について」
パパとママに贈る絵本のガイド

と き 6月13日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

内　容　絵本を通して親子のふれあいを

講　師 谷出 千代子さん（仁愛女子短期大学教授）

◆育児教室「 親子スキンシップあそび」

と　き 6月20日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

内　容 ママとスキンシップ

講　師 子育てマイスター　竹腰 三枝子さん

赤ちゃんは、うれしいことがあれば体全体で表し、嫌なことは大声で泣いて伝えます。この

感情をしっかりと受け止めてあげましょう。赤ちゃんが喜んでいるときは一緒に喜び、不安が

っているときは心からやさしく包みこんであげます。抱いて欲しくてひざを求めてきたときは、

しっかりと抱いて甘えを受け止めてあげることが大切です。

ママがいっぱいの愛情で包んでくれるからこそ、赤ちゃんは自信を持って新しいことに挑戦

したり、頑張ったり、我慢したりできるようになっていくのです。

スキンシップや語りかけをいっぱい受けた赤ちゃんは、安心して外の世界に飛び出すことが

できるでしょう。

ワ
ンポ
イントアドバイス

幼児園・保育所(園)開放デー

親子であわら市内の幼児園・保育所(園)の様子

を見たり、園児たちと遊んでみませんか？

６月　５日(火) 北潟幼児園

７日(木) 金津保育所

８日(金) 伊井保育所

１１日(月) 金津東保育所

１２日(火) 芦原南幼児園・白藤保育園

１４日(木) 細呂木保育所

１５日(金) 芦原保育所

１９日(火) 本荘幼児園・妙安寺保育園

２０日(水) 善久寺保育園

２８日(木) 芦原北幼児園

【開放デーについてのお願い】

・開放時間は9:30から11:00までです。時間内であれ

ば出入り自由です。

・申し込みは不要です。直接、幼児園・保育所(園)

へお出かけください。

・危険のないよう、必ず親子で遊んでください。
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

ゆうゆうと

女
ひと

と男
ひと

が

共に輝く「あわら」をめざして
〜シリーズ あわら男女共同参画プラン9〜

重点目標9 男女が共に思いやる健康づくり

◆現状は 「産む性」である女性は、妊娠・出産の機能を有していることから、男性とは異なる

健康上の問題に直面するため、生涯を通した健康支援が求められています。また、男性は前

立腺がんが増加してきているなど、女性も男性もリプロダクティブ・ヘルス（※1）の重要性

が認識されるようになってきています。

◆目指すのは

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（※2）の視点に立って、年齢や健康状況に応じて、的

確に自己管理ができるよう、健康教育や相談体制を整備し、男女がお互いの心身を尊重し合う

意識の醸成を進めます。

◆あわら市では

・生涯を通じた男女の健康づくりの推進を図ります。

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識の浸透を図ります。

・健康をおびやかす問題についての対策の推進を図ります。

※1【リプロダクティブ・ヘルスとは】

安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つこと、男女とも安全で満足のいく性生活を営むことがで

き、生涯を通じて身体的、精神的、社会的に良好な状態であることをいいます。

※2【リプロダクティブ・ライツとは】

子どもを産むかどうか、いつ、何人産むかについて選択できる自由を含むリプロダクティブ・ヘルスを

享受する権利のことをいいます。

■問合せ 総務課　男女共同参画推進室　☎73-8007
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■と　　き 6月17日(日) 8:30〜15:30

※雨天の場合はバスで山中温泉へ行き、

街中を散策したり、温泉に入ります。

■受　　付 旧芦原庁舎駐車場　　　　 7:45〜8:15

市役所駐車場　　　　　　　8:00〜8:30

坪江コミュニティセンター　8:15〜8:45

■コ ー ス ○往路（→はバス、〜は徒歩）

旧芦原庁舎→市役所→坪江コミュニティセンター→水車小屋〜風谷峠〜風谷町〜

〜栢野大杉(昼食)〜山中温泉・ゆーゆー館（入浴）

○復路（バス）

ゆーゆー館→坪江コミュニティセンター→市役所→旧芦原庁舎

■募集人数 100人（定員になり次第締め切ります）

■参 加 費 大人1,500円　小学生以下800円

参加費には往復バス代、入浴料、団子・飲み物代を含みます。

(プール利用には、別途利用料が必要です）

■持 ち 物 弁当、お茶、雨具、着替え、敷物、タオルなど（プール利用者は、水着・キャップ）

■服 装 長袖、長ズボン、はき慣れた靴（厚底）、リュック、軍手など

■参加資格 健康な人（標高が500ｍあります）※小学生以下は保護者同伴

■申 込 先 文化学習課　生涯学習Ｇ　☎73-8041

氏名、年齢（学年）、住所、連絡先を電話でお知らせください。

■申込機関 ５月28日(月)〜6月7日(木) （土・日曜日を除く）

ゆうゆうと輝く市民の会主催

風谷峠ファミリー登山
初夏のひとときをふるさとの自然にふれながら、昔の

人々が通った古道「風谷峠」を歩いてみませんか。

花菖蒲まつり

■と　き 6月10日(日)〜25日(月)

■ところ あわら北潟湖畔花菖蒲園

■内　容

●10日(日)・17日(日)

北潟古謡や太鼓などの郷土芸能披露のほか、多彩な

イベントが開催されます。

●10日(日)（雨天の場合は17日）

２人の舞妓とモデルによる観光写真コンテストモデル

撮影会が開催されます

●開催中は湖上遊覧や地元特産物の販売もあります。

■問合せ 観光商工課　☎73-8029



9

ご紹介するのは、
最近入った本の一部です。

＜一般書　文学＞

●西遊記上 （平岩　弓枝）

●男と女 （村松　友視）

●回転木馬 （柴田よしき）

●発明マニア （米原　万里）

●覚悟の人 （佐藤　雅美）

●にっぽん入門 （柴門　ふみ）

●青い光が見えたから （高橋絵里香）

●青嵐 （諸田　玲子）

●五瓶劇場 （芦辺　　拓）

●ロマノフの血脈上・下

（スティーブ・ベリー）

●千年樹 （荻原　　浩）

●幻炎 （島田　真祐）

●八日目の蝉 （角田　光代）

●桐畑家の縁談 （中島　京子）

＜一般書　その他＞

●京の古寺あるき最新版

（メディアユニオン編）

●手づくりのある暮し　 （桐島かれん）

●老後が危ない！ （畠中　雅子）

●プロフェッショナルな修理 （足立　紀尚）

● 24時間の使い方で人生は決まる

（舞田　竜宣）

●オバサンになりたくない！ （南　美希子）

●あの日、あの味 (月刊「望星」編集部)

●松坂大輔 （江尻　良文）

●感動する脳 （茂木健一郎）

●近衛文麿「黙」して死す （鳥居　民）

●大人のためのお稽古ごと入門

（杉山由美子）

●聴こえてますか小さな悲鳴

（吉野　啓一）

●言えなかったありがとう（村上　信夫）

＜児童書＞

●忍たま乱太郎ドクタケのしょうりの段

（尼子騒兵衛）

●おさるのかくれんぼ （いとうひろし）

●フェアリー・レルム8

（エミリー・ロッダ）

●まさかサカサマ回文ゲーム

（ながたみかこ）

●ロボット大図鑑 （門田　和雄）

●パイレーツ・オブ・カリビアン6

（ロブ･キッド）

●まめうしのももいろのはる

（あきやまただし）

●きみだれ？ （松橋　利光）

●きょうからはじめる食育の絵本1〜5

（服部栄養料理研究会）

●ガフールの勇者たち3

（キャスリン・ラスキー）

●は芦原図書館にあります。

●は金津図書館にあります。

●は両館にあります。

〜 毎月15日は「青少年育成の日」毎月第３日曜日は「家庭の日」〜

「 ありがとう　みんなをつなぐ　こころの手 」

「『気をつけて』 いつもの言葉に　母の愛 」

細呂木小学校　久保田しおりさん　みち子さん親子

平成18年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

福井ライフ・アカデミー共催

あわら市民大学講座　
ゆうゆうセミナー　〜お誘い合わせのうえ、ご参加ください。〜

「創る！遊ぶ！愉しむ！自立と持続のまちづくりをめざして」

■日　時 6月7日(木) 19:30〜21:00

■場　所 中央公民館

■講　師 Ａwarartの会事務局　鈴木 奈緒子さん

■問合せ 文化学習課　☎73-8041

田んぼ塾生大募集！

■研修時期 ６月〜20年3月

■研修回数 計6回（日曜日に開催予定）

■研修場所 坂井合同庁舎および水田など

■研修内容 水稲栽培の基礎、病害虫診断、先進農家の視察、座

学、実習、実践農家の視察など

■募集人数 30人程度

■募集締切 5月31日(木) 必着

■受 講 料 6,000円

■問 合 せ 〒913-8511

坂井市三国町水居17-45 坂井合同庁舎内

坂井農林総合事務所農業経営支援部

☎82-2800 FAX81-2769

電話または直接、申込書を持参する場合は、平日

の8:30から17:00までの間、FAXは24時間受信可能。

緑の森のコンサート
〜ほっとひと息　こころ豊かなひとときを〜

■と　き 6月17日(日) 開場13:00 開演14:00

■ところ 金津創作の森・アートコア ミュージアムー２

■入場料 1,000円

■チケット 中央公民館、湯のまち公民館、セントピアあわら、

あわら楽友協会事務局、楽友協会役員

■主　催 あわら楽友協会

■問合せ　　あわら楽友協会事務局 大井　☎77-7287
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Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ（コラボレーション）

土の魅力・擬態する土

観照（Ｍｅｄｉｔａｔｉｏｎ）心想の世界

■と　き 6月12日(火)〜7月1日(日)

10:00〜17:00（最終入場は16:30）

■ところ アートコア ミュージアム−１

■観覧料 一般　300円（20人以上は200円）高校生以下無料

あわら市出身で金沢美術工芸大学

教授の久世 建二氏と、韓国伝統文化学

校の崔
チェ

成在
ソンジェ

氏を招待しての作品展と

ワークショップを開催します。

また、陶芸ワークショップでは、

両氏を講師に、陶芸愛好家から受講

者を募ります。ぜひ、ご参加くださ

い。

10

イ ベ ン ト

創　　 作 の 森 通 信 vol.134

(財)金津創作の森財団事務局・アートコア
〒919-0806 あわら市宮谷57-2-19
☎73-7800 FAX 73-7805
E-mail sousaku@city.awara.fukui.jp
http://www.city.awara.fukui.jp/sousaku/

ガラス工房 あわら市青ノ木44-10-37
☎73-7801 FAX 73-7803

創作工房 あわら市青ノ木44-10-29
☎73-7802 FAX 73-7804

レストラン＆ショップ　アンビション
☎73-4141 FAX 73-4141

※　月曜休館　祝日の場合は翌日

展　覧　会

関連イベント　　受講者募集

「日韓陶芸ワークショップ」
■と　き 6月26日(火)〜7月1日(日)

10:00〜16:00

■ところ 創作工房

■定　員 30人（予定）

■受講料 12,000円（材料費込み）

■問合せ 創作工房

アートに触れてみて！

〜北陸の作家６人展〜　開催中

■と　き 5月27日(日)まで 10:00〜17:00（最終入場16：30）

■ところ アートコア　ミュージアム−１

■観覧料：一般500円　高校生以下無料

第８回
フレンチ・トーストピクニック2007

新緑の一日を、ピクニック気分で楽しめる手作りの車イベント。

旧車の展示やタイムレースなど、楽しい企画が満載。車好きな人たちと楽しい時間を過ごしてみませんか。

ゲストは新世代のバラエティ自動車評論家小沢コージ氏です。

■と　き 5月27日(日) 10:00〜17:00（入場無料)

■ところ アートコア ミュージアム−２、第１駐車場付近など　

イベントスケジュール

10:00 ピクニックラリースタート

14:00〜15:00 トークショー(アートコア ミュージアム−２)

10:00〜16:00 ちょっと旧い車たち、パーツマーケット

画家 今村幸治郎個展・サイン会

※今村幸治郎展は5月19日(土)から27日(日)まで、ギャラリーで開催

久世 建二　ワークショップでこのような作品を制作予定

★ガラス工房では、６月30日(土)まで

《今だけガラス絵付けキャンペーン！》開催中

期間中、吹きガラス講座10回コースをお申し込みの人に、

自分で吹いたガラス作品に上絵付けが出来る特別講座をプ

レゼント！！ガラスづくりに、ぜひ挑戦してください！！

崔 成在 LoteAutumn2001年 土

個性的な車たちがいっぱい（昨年の様子）

〈お知らせ〉アンビション　5月22日(火)・23日(水) 臨時休業
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お知らせ

あなたの住民税が大きく変わります。

Ｑ　どう変わるの？

Ａ　住民税所得割の税率が10％に統一されます。

住民税所得割の税率は、これまでは3段階（5％、10％、13％）の累進税率（※1）でした。

これを所得の多い・少ないに関わらず一律10％の比例税率（※2）に変更することになりました。

この住民税所得割の税率を改めたことによる増額分は、所得税の税率を4段階から6段階に変更する

ことで調整されます。所得税と住民税を合わせた税負担の合計は同じです。

※１ 累進税率とは・・・所得が高くなるにつれて、高い税率が適用されていく仕組み

※２ 比例税率とは・・・所得の多い・少ないに関わらず、税率を一律で課税する仕組み

住民税の税率

平成18年度まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成19年度から

一律 10％

0〜　　　 200万円〜　 700万円〜

※ 税率は、県民税と市民税を合わせたものです。

○課税所得（※３）200万円までは5％ ☆課税所得にかかわらず、一律10％

○課税所得200万円超〜700万円は10％ （例）課税所得が300万円の場合

○課税所得700万円超は13％ 300万円×10％＝30万円

（例）課税所得が300万円の場合 実際の税額は、この他に人的控除の差

200万円×5％＋(300万円−200万円)×10％＝20万円 に対応した減額措置が講じられます。

※３ 課税所得とは？・・・給与や事業収入などは税法上「収入」と呼ばれるものです。この「収入」から給与所得控除や基

礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの諸控除を差し引いた残りの金額です。

Ｑ　いつから？

Ａ　所得税と個人住民税の納付方法によって、実施時期に違いがあります。

例えば、サラリーマンなど毎月の給料から天引きされている人は、所得税の減少が今年の1月分給

料から、住民税の増加は６月分給料から実施されますので所得税の減額が先行します。

一方、事業者は、住民税の増加が6月から、所得税の減少は、平成20年2〜3月の確定申告から実施

されますので、住民税の増額が先行します。

Ｑ　税負担は増えますか？

Ａ　住民税は増えますが、所得税の税率を変えることで所得税額を減らして調整するため、

両税を合わせた税負担に、変わりはありません。

ただし、景気回復のための定率減税措置が無くなることや納税者の収入の増減などにより、実際の

負担額は変動します。

■問合せ 税務課　市民税Ｇ　☎73-8011

（県民税4％ 市民税6％）

13％10％
5％

年金所得者

事業所得者
(農業・営業など)

19年1月支給の給料分から適用

個人住民税の税率改正

19年2月支給の年金分から適用19年6月に課税される住民

税から適用

給与所得者

所得税の税率改正

20年2〜3月に行う確定申告から適用
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市民バドミントン大会参加者募集

■と　き 6月10日(日)

■場　所 農業者トレーニングセンター

■対象者 市民（小学4年生以上）および市内勤務

者または協会登録メンバー

■参加費 1ペア　500円

■内　容 男女ダブルス戦

■申込み 参加を希望する人は、5月25日(金)までに

事務局へご連絡ください。

■問合せ 市バドミントン協会事務局　楠

☎73-4127 ☎090-4683-7505

６月１日は商業統計調査

全国一斉に商業統計調査が行われます。商業統計

調査は、すべての卸売や小売業の事業所が調査の対

象となる「商業の国勢調査」ともいえる重要なもの

です。

５月下旬から、調査員がお伺いしますので、ご協

力をお願いします。

■問合せ 政策推進課　企画調整Ｇ ☎73-8000

し尿くみ取り料金が変わります

6月1日(金)から、し尿くみ取り料金が次のとおり

改定されます。

新料金　160円（し尿18リットル当たり：税込）

※冬期間（12月15日〜3月14日）の特別加算金が廃

止されました。

■問合せ 坂井地区環境衛生組合　☎72-2200

国民健康保険税の課税限度額改正

■内　容 19年度から基礎課税額（医療分）の課税

限度額を改正しました。

限度額　530,000円→560,000円

■問合せ 税務課　市民税Ｇ　☎73-8011

自動車税の納期限は５月31日(木)
納期限までに納めましょう！！

自動車税の「納税証明書」は車検証と一緒に大切

に保管しましょう！！

車検を受けるときは、自動車税納税証明書が必要

です。自動車税領収証書に付いている「納税証明書

（継続検査用）」をお使いください。

また、身体に障害のある人が所有する自動車につ

いては、自動車税が減免されることがありますので、

5月31日までに手続きを済ませてください。

休日、夜間相談窓口を設けます

■と　き 5月27日(日) 8:30〜17:00

5月30日(水)・31日(木)   〜20:00

■ところ 各県税事務所

■と　き 5月27日(日) 10:00〜17:00

■ところ アル・プラザ　アミ

（県内各地のショッピングセンター）

■問合せ 坂井県税事務所

☎82-2800

住宅のバリアフリー改修に伴う固定
資産税の減額措置

22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改

修を行った住宅に対して、翌年度分に限り、税額の

３分の１を減額します。

（100ｍ2分までを限度）

＜要件＞

・次のいずれかの人が居住する既存の住宅（賃貸住

宅は除く）

❶65歳以上の人　❷要介護認定または要支援認定

を受けている人　❸障害者

・次の工事で、補助金などを除く自己負担額が30万

円以上のもの

❶廊下の拡幅　❷手すりの取付け　❸階段の勾配

の緩和　❹床の段差の解消　❺浴室の改良　❻引

き戸への取替え　❼便所の改良　❽床表面の滑り

止め化

＜確認の手続＞

改修後3ヵ月以内に、工事明細書や写真などの

関係書類を添付し、税務課に申告してください。

工事内容を書類で確認するとともに、必要に応

じて現地確認を行います。

■問合せ 税務課　資産税G ☎73-8012

介護予防教室開催

要介護状態にならないように予防するするための

教室を開催します。

■対　象 65歳以上で介護保険サービスを利用され

ていない人

■内　容 介護予防についての話、転倒予防体操、

口腔ケアの話や実践など

■会　場 保健センター、本荘公民館、北潟公民館、

伊井公民館、さくらセンター

（6月から11月末にかけて、月2回実施）

■問合せ 健康長寿課　☎73-8023

お知らせ



13

お知らせ

第4回市テニス協会長杯ダブルス大会
参加者募集

■と　き 6月10日(日) 8:30〜

■場　所 トリムパークかなづ

■対象者 市民および市テニス協会加盟者または会

長が出場を認めるペア

■参加費 １ペア　2,000円

■種　目 男子ダブルス・女子ダブルス

■問合せ トリムパークかなづ　吉崎 ☎73-7272

ジュニアスイミングスクール開講

■会　場 金津Ｂ＆Ｇ海洋センタープール　

☎73-3160

■教　室 （火曜日か木曜日のいずれか）

☆火曜教室

○日時　毎週火曜日・19:00〜20:00

○日程　6月12日(火)（開講式18:45）〜8月21日(火)

【全10回】

☆木曜教室

○日時　毎週木曜日・19:00〜20:00

○日程　6月14日(木) （開講式18:45）〜8月23日(木)

【全10回】

■対象者 市内に在学する小学1年から6年までの健

康な児童

■参加料 1,000円

■定　員 各教室50人（各学年15人程度）

■申込み 5月28日(月)〜6月1日(金)の間に、保護者

が受講料を添えてトリムパークかなづへ

申込んでください。期間前の受付はいた

しません。

■問合せ トリムパークかなづ　☎73-7272

あわら市教育委員会
スポーツ教室受講生募集！

申込書は、農業者トレーニングセンターとトリム

パークかなづに備え付けてあります。必要事項を記

入のうえ、スポーツ課（☎73-8044）へお申し込み

ください。

○ アスレチック教室

■指導者 日本体育協会公認インストラクター 北田延子さん

■定　員 20人

■日　時 5月28日(月)〜7月9日(月)

毎週月曜日　全7回　19:30〜21:00

■場　所 トリムパークかなづ　トレーニング室

■服　装 運動のできる服装、内ズック

■参加料 2,000円

■締　切 5月25日(金)

○ 初心者エアロビック教室

■指導者 エアロビックインストラクター 小西幸栄 さん

■日　時 5月31日(木)〜7月19日(木)

毎週木曜日　全８回　19:30〜20:30

■場　所 農業者トレーニングセンター

■服　装 運動のできる服装、内ズック（バスタオ

ルをご用意ください）

■参加料 2,000円

○ 前期チャレンジ・ザ・ニュースポーツ

■種　目 ショートテニス、ソフトバレーボール、

ラージボール卓球、ドッヂビー、キンボ

ール（新種目）

■指導者 市体育指導委員

■日　時 5月23日(水)〜7月11日(水)

毎週水曜日　全8回 19:30〜21:00

■場　所 トリムパークかなづ(〜6/13)

農業者トレーニングセンター(6/20〜)

■服　装 運動のできる服装、内ズック

■参加料 １人500円　または　１家族1,000円

あわら市水泳協会
一般スイミングスクール生募集

■会　場 YONETSU-KAN ささおかプール

☎74-2221

■教　室

☆初級コース

○日時　毎週土曜日　10:30〜11:30

○内容　クロールと背泳ぎ中心

☆中級コース

○日時　毎週土曜日　11:35〜12:30

○内容　平泳ぎとバタフライに挑戦

■日　程 5月26日(土)〜6月30日(土)（全6回）

■参加料 受講費　全６回分3,000円（一括支払い）

※入館料別

■申込み 5月21日(月)

■定　員 各コース定員10人

■問合せ トリムパークかなづ　山田　☎73-7272
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三国競艇パートタイマー従業員募集

■募集人数 若干名

■応募資格 20〜55歳（4月1日現在）学歴不問

市内、または坂井市に居住し、自分で通勤可能な人

■業務内容 入場券および発売業務

■勤務時間 9:00〜17:00（基本勤務時間）

13:00〜21:00（場外ナイター発売日）

■給　　与 時給 850円

■保　　険 労働災害保険・雇用保険

■交 通 費 施行組合の規定による

■試　　験 筆記試験・面接

■申 込 先 三国競艇場業務課　5月31日(木)までに履歴書送付

■問 合 せ　〒913-8533 坂井市三国町池上80-1

三国競艇場業務課 ☎77-3132

6月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

吉崎

クラブ活動日

伊井･南稲越･池口･河

原井手･菅野･矢地･清

間★

東田中･南疋田･北疋

田･次郎丸･瓜生･中川･

北野･北･前谷･御簾尾･

上野･剱岳

桑原・古屋石塚★

笹岡･熊坂･下金屋･名

泉郷･牛ノ谷･畝市野々

細呂木･橋屋･蓮ヶ浦･

坂口･樋山･滝･駅前･青

ノ木･宮谷

クラブ活動日

東田中･南疋田･北疋

田･次郎丸･瓜生･中川･

北野･北･前谷･御簾尾

上野･剱岳★

指中･沢･柿原･山西方

寺･嫁威･日の出･清王･

山十楽

金津

笹岡･熊坂･下金屋･名

泉郷･牛ノ谷･畝市野々

★

伊井･南稲越･池口･河

原井手･菅野･矢地･清

間

細呂木･橋屋･蓮ヶ浦･

坂口･樋山･滝･駅前･青

ノ木･宮谷･吉崎

百　寿　苑

01 金 本荘★

04 月 山方･里方･温泉

05 火 一般利用日

06 水 北潟･浜坂

07 木 一般利用日

8 金 新郷★

11 月 波松

12 火 一般利用日

13 水 本荘

14 木 一般利用日

15 金 北潟･浜坂★

18 月 山方･里方･温泉

19 火 一般利用日

20 水 新郷

21 木 一般利用日

22 金 波松★

25 月 北潟･浜坂

26 火 一般利用日

27 水 本荘

28 木 一般利用日

29 金 山方･里方･温泉★

★は通所事業です。

クラブ活動日は入浴できません。

計量器（はかり）の定期検査を実施します

計量法第19条による計量器の定期検査を次のとおり実施しま

す。取引や証明のために使用する計量器は、もれなく検査を受

けてください。

■とき・ところ

6月19日(火) 10:00〜15:00 市役所（西側車庫内）

6月20日(水) 10:00〜12:00 市役所（西側車庫内）

6月21日(木) 10:00〜15:00 市保健センター

6月22日(金) 10:00〜12:00 市保健センター

※定期検査には手数料が必要です。

※所在場所検査（出張検査）を希望する人は、企業誘致室

までご連絡ください

■問合せ 観光商工課　企業誘致室 ☎73−8030

中小企業労働相談所の設置
労働相談員の配置

県では、労働に関する窓口を設けています。

育児・介護休業などの労働条件や雇用、職業能力開発に関す

ることなど、労働問題で分からないことやお困りのことがあり

ましたら、気軽にご相談ください。

●福井県中小企業労働相談所

福井県産業労働部労働政策課内　☎20-0389

●労働相談員

福井合同庁舎(嶺北地域) ☎21-0010 (内線280)

●受付時間　月〜金曜日(祝日を除く) 9:00〜17:00

●そ の 他 相談は無料で、手紙や電話での相談もお受けしす。

お知らせ
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《ゆずります》
編み機
PC用机
洗濯機
冷蔵庫

《ゆずってください》

編み機

婦人用自転車

コーヒーメーカー

ル・クルーゼ製の鍋

TV用室内アンテナ

リサイクルバンクの流れ

１ ゆずりたい人・ゆずってほしい人（情

報提供者）は、市へ申し込む。（電話可）

２　品名を広報あわらに掲載する。

３ 広報で紹介された品物をゆずりたい

人・ゆずってほしい人（希望者）は、市

へ連絡する。

４ 市は、希望者に情報提供者の連絡先を

お知らせする。

５ 希望者は情報提供者へ連絡し、直接交

渉する。

６ 希望者は交渉結果を市へ連絡する。

■問合せ

生活環境課 環境衛生Ｇ ☎73-8018

お知らせ

出かけてみませんか？となりまちへ

古九谷修祭

色鮮やかな古九谷の名品展

や地元作家による現代陶芸展

など、興味深い催しが行われ

ます。

と　き ６月23日(土)

６月24日(日)

ところ 山中芭蕉の館

問合せ 山中温泉観光協会

☎0761-78-0330

今まで何気なく読ん

でいた広報あわら、い

ざ製作となると、その大変さを

実感しました。写真一枚を撮る

にも四苦八苦。

カメラを持って現場へ向かい、

どう撮ればいいのかなどと考え

ていると、絶好のタイミングを

逃してしまい･･･。それなら何で

もかんでも撮ってしまえ！と、

撮りまくり。役所にもどりいざ

ＰＣで画像を確認すると、使え

そうな写真は1・2枚程度。デジ

カメで良かったと自己嫌悪に陥

った初取材でした。

広報担当１年生、今後ともよ

ろしくお願いします（利）

H19.４.１〜４.30 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さん･お母さん 行政区

田中　美優
み ゆ

女 一聖 美咲 二面温泉

宮川　明維
め い

女 良治 友紀子 古

中山　芽依
め い

女 之弘 敦子 柿　原

矢野　広翔
ひ ろ と

男 智祐 早苗 名泉郷

立田　早悠季
さ ゆ き

女 良祐 陽子 宮　王

鷲田　遥仁
はるひと

男 慎二朗 奈保美 細呂木

田畑　結衣
ゆ い

女 公善 惠子 中　浜

吉田しずく 女 喜彦 眞代 北潟東

山田　隼大
は や た

男 章弘 梨絵子 田中温泉

堂前　　駆
かける

男 秋晴 香織 権世市野々

渡辺　翔唯
か い

男 丞治 恵美子 東　山

南野　朱帆
し ゅ ほ

女 秀敏 由佳 二　面

藤永　彩花
あ や か

女 信治 仁美 向ケ丘

藤山奈乃羽
な の は

女 康司 真由 若葉台

木下　駿汰
しゅんた

男 幸信 久美子 名泉郷

笹原　華生
か い

男 正広 智代 光　明

熊谷　　駿
しゅん

男 直久 直香 熊　坂

橋本　莉緒
り お

女 直勝 まゆみ 古

番場　そら 女 知明 純 二　面

番場　　蒼
あおい

男 知明 純 二　面

松田　伽南
か な ん

女 尊成 博美 二　面

西前　碧人
あ お と

男 勇人 里絵 嫁　威

笹原　理仁
り ひ と

男 真人 和代 上　番

生誕ービベ

「声の広報」のテープをご希望の人は、あわら市社会福祉協議会☎73-2253まで

三国競艇開催のご案内

６月07日(木)〜12日(火) 蒲郡周年　【場外】

６月13日(水)〜17日(日) オール女子戦

６月19日(火)〜21日(木) 丸亀周年【場外】

６月20日(水)〜24日(日) Ｖチャンネル杯

６月26日(火)〜30日(土)0 第17回グランドチャンピオン決定戦【場外】

レース結果・配当金
0180-997788（２連勝）
0180-997722（３連勝）
http://www.mikuni.gr.jp/

カニ坊

気軽にご相談ください

障害者が、自立した日常生活や社会生活を営むことができる

よう、必要な情報の提供や専門機関との連携、権利擁護のため

の必要な援助を行います。利用は無料です。市では、相談支援

事業を次の相談支援事業所へ委託しています。

●『相談支援事業所　サポートセンターかすみ』

坂井市丸岡町女形谷58-16 ☎66-0930

（社会福祉法人　かすみが丘学園内）

●『相談支援事業所　さかい』

あわら市高塚41-13 ☎73-2800

（社会福祉法人　悠々福祉会）
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■内 坂 井 医 院(あわら) 77-3060

■内 友 影 医 院 (丸岡) 66-0213

■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

休
日
当
番
医

■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■内 木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

■内 坂井内科クリニック(あわら) 77-1070

■内ヒガシ内科医院 (丸岡) 66-1054

■外 国立あわら病院(あわら) 79-1211

休
日
当
番
医

■内 宮 崎 病 院(三国) 82-1002

■内 川崎皮膚科クリニック(丸岡) 67-3555

■外 木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

●休日当番医の診察時間は、９:00から17 :00 までです。

●当番医が変更されている場合がありますので、消防署（☎ 51-0119 ) にお問い合せのうえ

受診されるようお願いします。時間外の急患は、消防署にご連絡ください。

●休日当番医は、坂井地区医師会ホームページ ( http : //www.sakai -med.com)で確認

することができます。

あわら市の広報

●広　　報　　紙 広報あわら　毎月15日発行

（15日が休日の場合は直前の平日）

●行政チャンネル チャンネルあわら29（ケーブルテレビ29 ch）

●ホ ー ム ペ ー ジ http://www.city.awara.fukui.jp/

■内 国立あわら病院(あわら) 79-1211

■内 春 江 病 院(春江) 51-0029

■外 加納外科病院(あわら) 73-0259

休
日
当
番
医

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

資源ごみ収集日（空き缶･空きビ
ン）（ペットボトル・スプレー缶）

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

資源ごみ収集日（空き缶･空きビ
ン）（ペットボトル・スプレー缶）

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

あわら市の人口

31,430人　

5月１日現在　

男 1 4 , 8 2 2 人

女 1 6 , 6 0 8 人

世帯数 1 0 , 1 1 9 世帯

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

介護予防教室
9:30〜11:30 さくらセンター
市民健診（基本・肺がん）
13:15〜14:45 浜坂区民館
教育相談・親の会
19:30〜　湯のまち公民館

介護予防教室
9:30〜11:30 本荘公民館

ふれあい広場「自然に親しもう」
10:30〜12:00 創作の森
介護予防教室
13:30〜15:30 北潟公民館

第２回市民大学講座
19:30〜　中央公民館

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター
市民健診（基本・肺がん）
13:15〜14:45 さくらセンター

おはなし会
11:00〜11:30 芦原図書館
おはなしホイホイ
14:00〜14;30 金津図書館
セントピア夕市 15:00〜セントピア広場
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

粗大ごみ休日持ち込み日
8:30〜16:30 広域圏清掃センター

☎74-1314

心配ごと相談 13:00〜16:00 百寿苑
無料法律相談 13:00〜16:00 百寿苑
結婚相談 13:30〜16:00 市姫荘
行政相談 13:30〜16:00 セントピアあわら

介護予防教室
9:30〜11:30 伊井公民館
市民健診（基本・肺がん・骨密度）
13:15〜14:45 北潟公民館
行政相談
13:30〜16:00 社会福祉センター

市民健診　保健センター
（基本･肺がん･胃がん） 8:30〜10:00
（基本･肺がん･歯･骨密度）13:15〜14:45
（子宮がん･乳がん） 13:15〜14:15
絵本について
10:30〜11:45 子育て支援センター

介護予防教室
9:30〜11:30 保健センター

1歳6ヵ月児健診
13:00〜14:15 保健センター

農地法に基づく許可申請締切日
朝のあいさつ運動
7:00〜 あわら湯のまち駅・芦原温泉駅

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市 15:00〜セントピア広場
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

風谷峠ファミリー登山
第４回市民ソフトボール大会
8:00〜　トリムパークかなづ

市民健診（基本・肺がん・胃がん）
8:30〜10:00 中央公民館

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

介護予防教室
9:30〜11:30 さくらセンター

介護予防教室 9:30〜11:30 本荘公民館
もぐもぐ教室 9:40〜　保健センター
親子スキンシップ遊び
10:30〜11:45 子育て支援センター
介護予防教室
13:30〜15:30 北潟公民館

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

市民健診（基本・肺がん・骨密度）
13:15〜14:45 剱岳公民館

おはなし会
11:00〜11:30 芦原図書館
おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市 15:00〜 セントピア広場
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

70歳教室 10:00〜11:30 保健センター
心配ごと相談 13:00〜16:00 百寿苑
結婚相談 13:30〜16:00 市姫荘

介護予防教室 9:30〜11:30 伊井公民館
ＢＣＧ接種 13:00〜13:45 保健センター

おたのしみ会
10:30〜11:45 子育て支援センター
社会保険相談
13:30〜16:00 市役所

介護予防教室
9:30〜11:30 保健センター

七夕飾りを作ろう 10:00〜12:00 中央児館
こどものつどい（人形劇）
13:30〜　芦原図書館
おはなしホイホイ14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市 15:00〜セントピア広場
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

市民健診（基本・肺がん）
13:15〜14:45 新郷小学校
人権相談
13:30〜16:00 社会福祉センター

セントピアあわら

スポーツ少年団交流大会
9:00〜　トリムパークかなづほか
おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市 15:00〜セントピア広場
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

6月の納期限は

25日です。

市・県民税（第1期）

下水道受益者負担金（ 第１期 ）

第27回 伊井さつきまつり
■と　き　6月3日(日) 12:00〜
■ところ　伊井公民館
■内　容　さつき盆栽品評会・

芸能発表会・作品展示
コーナー・模擬店・
抹茶席・バルーンアート
実演体験

■問合せ
伊井さつきまつり実行委員会

☎73-4511

あわら北潟湖畔花菖蒲まつり

■期　間　6月10日㈰〜25日㈪

■会　場　北潟湖畔花菖蒲園

2人の舞妓とモデルによる観光写真

コンテストや各種イベントあり。
■問合せ　観光商工課

☎73-8029

1 2

3 4 5 6 燃やせないごみ収集日 7 8 9

10 11 12 13 1４ 15 16

17 18 19 20 燃やせないごみ収集日 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30


