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あわら市民憲章

（前文）雄大な海と優しい湖　美しき山に清らかな川

豊かな実りをもたらす大地　そしていやしの温泉
ゆ

先人が築き上げてきた歴史と文化が息づくまち　あわら市

私たちは　このまちの市民であることに誇りと責任を持ち

活力に満ちた魅力的なまちをつくるためにこの憲章を定めます

一　守ります　美しい自然を

一　創ります　豊かな文化を

一　育てます　学びの心を

一　鍛えます　健やかな身体を

一　伝えます　働く喜びを

一　広げます　助け合いの輪を

一　愛します　わたしたちのふるさとを

あわら市誕生５周年記念

あわら市の花・木・鳥あわら市の花・木・鳥

2 白鷺写真提供：竹田貞夫さん(北潟)

花菖蒲 梅 白鷺花菖蒲 梅 白鷺
し ら さ ぎ

私たち、あわら市民のまちづくりの目標ともいえる市民憲

章は、前文と７つの項目から構成されています。

また、あわら市をイメージするシンボルとして、市の花に

花菖蒲、市の木に梅、市の鳥に白鷺が、それぞれ定められま

した。

この市民憲章とシンボルを定めるに当たり、市民の皆様か

らキーワードや案をご提案いただきました。寄せられた多く

の案の取りまとめを行ったのが「自治基本条例を考えるあわ

ら市民会議」の皆さんです。

パブリックコメント手続きを経た案は、２月13日に招集さ

れた市議会において可決され、３月１日に観光会館で開催し

た「あわら市誕生５周年記念式典」で発表いたしました。

あわら市民憲章には、あわら市出身で、国立東京藝術

大学作曲科をご卒業後、同大学の大学院に在籍しながら、

東京で活躍されている作曲家の堀田庸元さんから、曲を

付けていただきました。

現在、全国には1,781の市町村があり、その約９割の

自治体で、市民憲章や町民憲章が制定されているといわ

れていますが、その中でも曲の付いているものは、わず

かに２市で確認できるのみで、きわめて珍しいものです。

式典では、堀田さん自らピアノを伴奏し、市内女

性合唱団「アマーレかなづ」のメンバーが市民憲章

を歌い上げました。

私たち一人一人が、この市民憲章を胸に、まちづ

くりに取り組んでいけば、あわら市は、ますます暮

らしやすく、活気あふれるまちになることでしょう。

このほか、まちづくりや地域の課題解決のためのアイディアなどを募集した「ふるさとあわら地域力コン

テスト」最終審査と表彰式を行いました。

応募総数45件の中から最終審査に残った６団体の取り組みが発表され、二面温泉区自主防災会が大賞に輝

きました。

あわら市では、
誕生５周年を記
念して、市民憲
章と、市のシン
ボルとなる花、
木、鳥を定めま
した。

ふるさとあわら地域力コンテスト審査結果

●ふるさとあわら地域力大賞

二面温泉区自主防災会

●ふるさとあわら地域力賞

名作童話を読む母の会

名泉郷すみよい街を創る会

北　区

音泉組

吉崎神楽保存会

●ふるさとあわら地域力奨励賞

笹岡子供会

特定非営利活動法人グリーンウェル

中浜子ども会

西温泉長寿会

特定非営利活動法人

加越たたら研究会

滝区〔越前雨乞い太鼓保存会〕

ぶなの森の会

湖畔の夕べ実行委員会

田中々区

菅野区
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健全な財政運営　 財政部

❶ 健全な財政運営の推進

目　標１ 大型事業について、年次計画および事業規模の見直しを行います。

進ちょく状況 10月現在における税収などの今後の歳入見通しを基に、大型事業の年次計

画および事業規模の見直しを実施しました。

目　標２ 各種公共料金の適正化に向けた検討を行います。

進ちょく状況 主要な公共料金の適正化に向け現状を調査しました。その結果を踏

まえ、22年度以降の負担(公共料金)を検討しています。

❷ 各種財政情報の公表

目　標１ 各種の財政情報（バランスシート、財政指標、借入金・積立金など）を９月中に公表します。

進ちょく状況 財政健全化法に基づくあわら市の健全化判断比率、バランスシート、借入金・積立金などの状

況を、市の９月号・11月号広報紙およびホームページで公表しました。

目　標２ 各種行政サービスについて、コストを踏まえた住民負担に関する情報を公表します。

進ちょく状況 ごみ処理手数料、保育料、上下水道使用料の現状を市の9月号広報紙およびホームページで公表

しました。

❸ 市税などの収納促進

目　　標 市税などの収納を強力に推進し、市税の現年度分収納率97％以上を目指すとともに、財産の差

押え等の滞納処分を積極的に実施します。

進ちょく状況 滞納者に納付の催告を行い、不履行者への財産(給与、動産、預金など）の差押えと取立を積極

的に実施しています。１月末現在、差押え件数は63件、市税の現年度収納率は82.3％（前年度

同期82.1％）となっています。

健やかに生きる、元気なまち 市民福祉部

❶ 循環型社会づくりの推進

目　　標 市民一人一日100ｇ（市全体で1,100ｔ/年）のごみの減量化と

資源の有効利用を推進します。

進ちょく状況 １月末現在のごみの総排出量は8,478ｔで、対前年同月比540ｔを

減量しました。進ちょく率は49％です。

❷ 公共交通機関の利用促進

目　　標 鉄道、バスの利用促進を図るとともに、コミュニティバス運行を９月までに見直します。

進ちょく状況 路線バスを含めたコミュニティバスの見直しについては、関係機関と調整を行っています。ま

た、乗車実績の少ないコミュニティーバスの一部路線については、減便または日曜日の運休を

検討しています。

❸ 多様な幼児教育・保育環境づくりの推進

目　　標 旧両町で異なる形態で行われている保育の今後のあり方について方向性を決定します。

進ちょく状況 家庭や地域を取り巻く環境の変化と幼児教育・保育に対するニーズの多様化に対応するため、

庁内検討委員会でさらに継続して検討をしてまいります。

❹ 元気で長生き、豊かな健康生活づくり

目　標１ 健診受診率20％以上、保健指導の実施率25％以上を目指します。

進ちょく状況 ２月末現在の受診者数は1,081人で受診率は19.8％です。また、保健指導は、健診受診者の結果

から、指導対象者は110人で指導実施者は30人です。実施率は27.3％です。

目　標２ 生活習慣病などの発症と重症化の予防を目指し、特定健診・特定保健指導の実施および啓蒙活

動、モデル地区における健康づくり事業の支援を強化します。

進ちょく状況 ケーブルテレビでの自主番組放映のほか、７月から浜坂区をモデル地区に決定し、区が中心と

なって計画した健康づくり事業を支援しました。

財政部長　長谷川賢治

市民福祉部長　川島清一
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安全で安心なまちづくり 総務部

❶ 安全で安心なまちづくりの推進

目　標１ 防災無線の整備について本年度は調査設計を行います。

進ちょく状況 7月に入札を実施し、設計業務をほぼ完了しました。

進ちょく率は95％です。

目　標２ 10組織の自主防災組織設立を目指します。

進ちょく状況 ２月末日現在、9組織が設立されました。進ちょく率は90％です。

目　標３ 芦原、金津両消防署の統合計画を含めて改築の基本方針を決定します。

進ちょく状況 １署２分所方式とする市および嶺北消防本部の方針を議会に示し、本署の建設候補地を絞り

込み、現在交渉中です。進ちょく率は95％です。

❷ 公共施設の有効利用

目　　標 旧芦原庁舎の有効活用の方針を本年度の早い時期に決定します。

進ちょく状況 統合幼児園を核とした市の活用案を議会に示し、現在、旧庁舎の耐震診断を実施中です。

進ちょく率は90％です。

❸ 入札制度の改革

目　標１ 一般競争入札の範囲拡大を図り、競争性をさらに高めます。

進ちょく状況 対象を７千万円以上から３千５百万円に引き下げて、５件の入札を実施しました。平均落札

率は83.8％で、進ちょく率は100％です。

目　標２ 電子入札システムの導入に向け準備を進めます。

進ちょく状況 県のシステムを利用することで県との調整を終え、３月に模擬入札を実施する見込みです。

進ちょく率は85％です。

広報5月号で各部が取り組むべき重点目標を掲載し、10月号でその中間報

告を掲載いたしましたが、今回2月末時点の最終報告をお知らせします。

重点目標は、目標数値を示せるものと示せないものが混在しているため、

必ずしも進ちょく率を数字で表せないものもあります。

また、歳入については最終的には5月末までの収入が決算となりますので、

最終報告とはならない部分もありますが、年度末に向けてさらに努力してま

いりますので、ご理解くださるようお願いいたします。

市の重点目標 最終報告

〜各部重点目標の進ちょく状況をお知らせします〜

総務部長　神尾秋雄
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活気あふれる産業の育成 経済産業部

❶ 農業・農村の再生と食の安全

目　標１ 担い手を育成し、水田経営安定対策（品目横断）への加入促進を

図ります。特に、水稲は加入率60％を目標とします。

進ちょく状況 新規の認定農業者が５人（法人）、集落営農組織の法人化は２集落

で行われました。水稲の加入率は55％となりました。

目　標２ ５年間で北部丘陵地の遊休農地10��の解消を目指します。また、

果樹の廃園防止対策を推進します。

進ちょく状況 5.6ｈ�の耕作放棄地を再生し、営農を再開しました。柿やナシ園の荒廃抑制では、関係集落

による法人設立や生産協働隊の組織化を進めました。

目　標３ 農地・水・環境保全向上対策を促進します。営農活動支援集落の取り組みを８集落まで増や

します。

進ちょく状況 農地・水・環境保全向上対策への参画促進は、おおむね達成しました。営農活動支援への取

り組みは６集落となりました。

❷ 観光の振興

目　　標 近隣市町と連携を取りながら、広域観光を推進します。

進ちょく状況 あわら三国広域観光推進協議会による東尋坊夕陽ハートカクテルの開催や、越前すいせん号、

京福バスの永平寺・朝倉号を運行しました。永平寺・朝倉号は、あわら湯のまち駅が始発と

なったこともあり、乗客数が大幅に増加しました。

❸ 企業誘致と定住の促進

目　標１ 古屋石塚区に産業団地を整備します。

進ちょく状況 古屋石塚テクノパーク（５��）の整備工事は完了しました。このうちA区画（2.8��）は、新

道繊維(株)へ売却しました。

目　標２ 市内企業や関連機関との連携強化により、勤労者の定住を促進します。

進ちょく状況 誘致企業による新規雇用と定住化が進みました。しかし、急激な景気の後退により雇用情勢

が悪化しており、市内でも予断を許さない状況にあります。

経済産業部長　坪田清孝

市長コラム

第21話「責任取れる？」

職員との間で次のような話し合いをしたこ

とがあります。

かなりの予算を使いながらも、市民の皆さ

んの利用が少ない事業があります。そこで、

事業縮小も含めて検討を指示しました。する

とその職員は、事業目的自体はよいものなの

で、縮小はせずさらに利用者数を増やす努力

をしたいと言うのです。

この職員の主張は正論だと思います。しか

し、それに費やす予算が大きいだけに、努力

したにも関わらず利用者数が増えなかった場

合、責任が取れるかと笑顔で聞き返しました。

こんな返事が返ってくるとは思わなかった

のでしょう。彼は目を白黒させて言葉を詰ま

らせました。民間企業ならば当然のことでも、

公的サービスは採算を考えるべきでない場合

がありますから、彼が驚いたのも当然なので

す。

ただ、私は、公務員といえどもどこかに原

価意識をもった経営感覚を備える時代ではな

いかと思うのです。責任の取りようが難しい

公務員だからこそ、なおさらその資質が求め

られる気がします。

市民の皆さんはどうお考えになるでしょうか。

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!

6

快適な住環境 土木部

❶ 北陸新幹線延伸に対応したまちづくりの推進

目　標１ 福井の北の玄関口にふさわしい駅周辺の整備を進めます。

進ちょく状況 用地補償と移転補償契約が終了しました。現在、市道105号線と西口駐

車場の本年度分工事を発注し、来年度完成を目指し工事を進めています。

目　標２ 住吉公園・新公園・新用公園の３公園の整備を進めます。

進ちょく状況 ３つの公園について、ワークショップを開きながら公園整備の設計

を行い、年度内の完成を目指し工事を進めています。

目　標３ 景観に配慮したまちづくりを推進するため、市民と年6回以上のワークショップを開催しま

す。

進ちょく状況 ２月末までに駅周辺整備で２回、公園整備で３回開催し、市民と協働するまちづくりを推進

しました。

❷ 安心な住まいづくりの推進

目　標１ 住居の耐震診断と補強プランを合わせて20件以上実施します。

進ちょく状況 耐震診断9件、補強プラン11件の計20件を実施済みまたは実施中です。進ちょく率は100％で

す。

目　標２ 市民の自主的な住宅耐震改修工事を６戸推進します。

進ちょく状況 ３戸が実施済みまたは実施中です。進ちょく率は50％です。

❸ 下水道整備計画の見直し

目　標１ 認可区域の変更など整備計画を見直します。

進ちょく状況 下水道区域の変更について検討区域との協議を進めており、進ちょく率は90％です。

目　標２ 下水道整備を行い下水道処理人口普及率75％を目指します。

進ちょく状況 ２月末現在の普及率は75.3％で目標を達成しています。

教育環境の整備　　　　　　　 教育委員会

❶ 中学校整備と小学校耐震化事業

目　標１ 芦原・金津両中学校の整備方針を決定します。

進ちょく状況 両中学校を同時に耐震補強およびリニューアル改修することで整備方針

を決定し、年度内に基本設計を完了します。現在、新年度での実施設計

および工事発注に向けた諸準備を進めています。

目　標２ 各小学校の体育館の耐震補強および校舎の補強計画と実施設計を行

います。

進ちょく状況 体育館の耐震補強工事は８月末に完成し、校舎の耐震補強計画と実施設計も年度内に完了し

ます。また、校舎については、耐震補強と併せて一部関連改修を行うこととし、現在、実施

設計を行っています。

❷ 「金津創作の森」の情報発信

目　　標 平成19年度より5,000人の来場者増を目指します。

進ちょく状況 JR芦原温泉駅での情報発信ボックスの設置やケーブルテレビで番組を放映するなどの情報提

供を行うとともに、各種のタイアップ事業を拡大しました。現在、来場者数は、前年２月比

で1,504人の増となっています。

❸ 総合型地域スポーツクラブの設立

目　　標 平成21年度のクラブ設立に向け準備を進めます。

進ちょく状況 スポーツ関係者に対し、クラブの必要性について研修会を開催しました。現在、スポーツな

どに関する調査結果を分析し、その方向性を整えています。進ちょく率は55％です。

教育部長　出店　学

土木部長　山口志代治

7
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農業委員会だより
農地の売買・貸借については農業委員会にご相談ください。

〜農業委員会は出し手と受け手を結びつける仲介・相談役です〜

きちんと作ってくれ

る人に農地を貸した

い（売りたい）

農地を買ってくれる人（借

りてくれる人）が決まった

けれど、どうしたらいい？

◎農地法による売買・貸借

農地を耕作する目的で所有権の移転、賃貸借権な

どの設定をする場合は、農地法による農業委員会ま

たは県知事の許可が必要です。（ただし、農業経営

基盤強化促進法による場合は許可不要です。）

◎農業経営基盤許可促進法よる売買・貸借

（農用地利用集積計画による権利設定・移転）

貸した農地は期限がくれば返ってきます。期間満

了前に、貸し手と借り手に通知します。貸借を継続

することもできます。

取引相手を見つける

合　意

審　査
農 業 委 員 会

許　可

農 業 委 員 会

または県知事

売買・貸借の成立

交　渉

申　請

貸し手・借り手

審　査・決　定

農 業 委 員 会

期間満了により返還

市（農林水産課）
農用地利用集積計画の作成

農用地利用集積計画の公告

売買・貸借の成立

申し出

■問合せ・申込み 農業委員会事務局　☎73-8024

◎ 老後の生活費は、夫婦2人で月額約23 万円が必要といわれています。

◎ 老後の生活に備えて一人一人が、自分の年金を計画的に準備することが大切です。

◎ 国民年金の年金額は、保険料を40年間納付された場合、夫婦2人で月額約13万円です。国民年金だけでは

月額10万円が不足します。農業者の老後の生活費を補うためには、国民年金に上乗せすることが必要で

す。

農業者のための公的年金 農業者年金に加入ください

〜しっかり積み立て、安心で豊かな老後を〜

❶ 農業に従事されている人は誰でも加入できます

国民年金第１号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人はだれでも加入できます。配

偶者や後継者など、家族農業従事者も加入できます。

＜家族一人一人の年金を　今、後継者や女性の新規加入者が増えています＞

❷ 少子高齢化時代に強い年金です

自ら積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取る年金額が決まる「積立方式」の年金です。自

分が必要とする年金額の目標に向けて保険料を自由に決められ（月額２万円から最高６万７千円まで千円

単位で選択）、経営の状況などに応じていつでも金額の変更ができます。また、脱退は自由で、支払った

保険料は、将来年金として受け取れます。

＜平成14年の新制度発足以降の６年間の運用実績の平均は年2.04％です＞

❸ 終身年金で80歳までの保証があります

年金は原則65歳から生涯受け取ることができます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなっても、80

歳までに受け取れるはずであった年金が死亡一時金として遺族に支給されます。

❹ 公的年金ならではの税制上の優遇措置があります

● 支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象（民間の個人年金の場合、控除額の上限は５万円）

になり、所得や住民税の節税（支払った保険料の15％〜30％）につながります。

● 保険料を農業者年金基金が運用して得られる運用益は非課税です。

● 将来受け取る年金は公的年金等控除の対象となり、65歳以上の人は公的年金の合計が120万円までは非

課税となります。

＜入り口から出口まで税制上の優遇措置があります＞

❺ 認定農業者などの担い手には、保険料の国庫助成があります

認定農業者で青色申告をしている人やその人と家族協定を結

んだ配偶者や後継者など、一定の要件を満たす人には、最大

50％の助成（ただし、保険料は一律2万円で、最大1万円の助成）

を受けることができます。

＜農業の担い手への特別な支援です＞

農業者年金の特徴

農業経営の規を大きく

するために、農地を借

りたい（買いたい）

申請書の提出期限は毎月15日です。（15日が土・日、祝日の場合はその前日の平日）

◎農地保有合理化事業（農地売買などについての支援）

売り手と買い手、貸し手と借り手の間に入り、スムーズに売買などが行われる調整します。

譲渡所得についての控除などのメリットがあります。ご利用の際はご相談ください。

国民年金の上乗せ年金として、農業者が加入できる農業者年金制度があります。農業者年金には公的な支

援も行われるなど、たくさんのメリットがあります。農業者年金に加入して、ゆとりある老後に備えましょ

う。

市では、坂井北部丘陵地畑の利活用を進める一環

として、初心者向けの体験農場を開設します。

季節の移ろいを感じながら、野菜作りや収穫の喜

びを味わってみませんか。

ご家族、友人お誘いのうえ、ぜひご参加ください。

■体 験 日 ５月10日Ă６月７日Ă８月２日ă30日Ă11月

８日(都合により日程を変更することがあ

ります。)

６月〜10月は体験日以外にも、参加可能

な人を中心に除草や芽かきなどの作業を

随時行います。

■作業時間 9:00〜14:00（変更することがあります。）

■場　　所 フルーツライン・国道305号交差点（二

面口交差点）付近の畑

■予定作物 サツマイモ・ナス・トマト・トウモロ

コシなど10〜15種類程度

■参加資格 あわら市に在住または勤務する人

■参 加 料 １人5,000円、１グループ（４人以内ま

たは１家族）10,000円

■募集定員 20グループ、50人〜60人程度

■受付期間 ３月23日(月)から４月６日(月)までの間

に電話でお申込みください。

■受付時間 8:30〜17:30（土・日曜日を除く。）

■申 込 先 農林水産課　農政Ｇ　☎73-8024

市民向け体験農場　参加者募集　〜みんなで協力して野菜を育てましょう〜
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創　　 作 の 森 通 信 ���.156

展 覧 会　イ ベ ン ト　　　　　　　　　　

金津創作の森財団事務局 〒919-0806 あわら市宮谷57-2-19 TEL73-7800   ����://���.������.�/  ※ 月曜休館、祝日の場合は翌日

金津創作の森 開館10周年をむかえて・第12回（最終回）

■と　き ３月21日(土)〜29日(日)

10:00〜17:00（最終入場は16:30）

月曜休館（祝日の場合は翌日）

■ところ アートコアミュージアム-１、ギャラリー

■観覧料 無料

日本は戦後の復興において、高度成長を経て経済大国として全力で駆け抜けて来た一方で、芸術や

文化への関心が置き去りにされ、「心の豊かさ」の意味が問われる時代へと変化してきました。このよ

うな中、暮らしに潤いやゆとりを見出すことのできる環境を作るためにも、里山の自然を活かしなが

ら、地域の芸術や文化の向上を図ることを目的に、旧金津町議会の皆さんや町民の皆さんと何十回も

会議を開き、検討を重ねながら「金津創作の森」は作られました。

早、開館から１０年目を迎え、来館者も１００万人を超え、県内外から多くの人がお見えになる素

晴らしい施設へと成長いたしましたが、これも美術評論家連盟の会長をされていた針生一郎氏に創作

の森館長をお引き受けいただいたおかげかと思っています。これからも市民の皆さんをはじめ一人で

も多くの人々に、あわら市における文化の発展や充実に目を向けてもらいたいと願っています。

また新たな一歩として、これからは特に次の世代を担う子どもたちや若い世代の皆さんに関心や親

しみを持ってもらえるような環境を入居作家の皆さんや地域の皆さんと共に作っていって欲しいと思

います。また市議会の皆さんや市役所の職員の皆さんが率先して、創作の森を盛りたて、観光と結び

付けながら県内外と言わず、世界に広くＰＲしていって欲しいものです。

市民の皆さんの中には、まだ創作の森に行ったことが無いという人もおられるかもしれませんが、

創作の森は第一義的には市民の皆さんの遊び場であり、学校です。森林浴や散歩、陶芸やガラスの体

験、イベントに参加したり、展示を見たりと使い方も様々です。これからも遊び、学ぶことで「心の

豊かさ」を感じる場所であって欲しいと思います。

まなびの森
〜陶ăガラスă染め講座生展〜

陶芸、ガラス、ろうけつ染めの各講

座生の作品を一堂に集め、森を通して

育まれた創作の力をご紹介します。

Ā新しいライフスタイルの追求āをテーマにデザイン

の優れたクラフト作品を紹介する展覧会。輪島塗、金

沢水引、高岡鋳物、九谷焼、越前和紙など北陸のクラ

フト作家約60人の作品を展示・販売します。

■と　き ４月18日(土)〜６月14日(日)

10:00〜17:00（最終入場は16:30）

月曜休館（祝日の場合は翌日）

■ところ アートコアミュージアム-１、ギャラリー

■観覧料　一般 300円・高校生以下無料

■問合せ 財団事務局　☎73-7800

①創作体験（体験料/各1,000円）

●と　き 3/21(土)ă22(日)ă28(土)ă29(日) 10:00〜16:00

●ところ 創作工房ă創作学習室

●内　容 染　め: 小色紙にろうけつ染め画

陶　芸: 手びねり体験

ガラス: 板ガラスで

アクセサリー作り！

②チャリティー楽市

■問合せ 創作工房　☎73-7802

森々
もりもり

イベント

21年度メセナ会ă友の会会員募集

初心者の人も大歓迎。年齢は問いま

せん。お気軽にお問い合わせくださ

い。

■期　間 ４月〜３月

■受講料 19,400円（１年/10講座分）

■問合せ 創作工房　☎73-7802

陶芸教室生募集

招待券や情報誌の送付など、うれしい特典が

いっぱいです！

■問合せ 財団事務局　☎73-7800

プロを目指すあわら市出身の若手音楽家によるク

ラシックコンサート。お昼のひとときをクラシック

の音色とともにお楽しみください。

■と　き ４月26日(日) 開場13:00 開演13:30〜

■ところ アートコアミュージアム-２

■入場料　無料　■定員 100人（先着順ă全席自由）

■曲　名 ヴィヴァルディ作曲 Ā四季āよりĀ春ā ほか

■問合せ 財団事務局　☎73-7800

プロムナードコンサート♪

金津創作の森 顧問

川瀬　宏さん
このコーナーでは、1年間に

わたって、創作の森ゆかりの

方々に、創作の森に対する思

いを伺ってきました。

最終回を迎える今回は、開館

当時の金津町長で、創立にあ

たってご尽力いただいた川瀬

宏さんにお話を伺いました。

〜作曲家達の見た春〜
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ご紹介するのは、
最近入った本の一部です。

＜一般書　文学＞

●待ってる （あさのあつこ）

●宮島・伝説の愛と死 （西村京太郎）

●少女 （湊　かなえ）

●手 （山崎ナオコーラ）

●ポトスライムの舟 （津村記久子）

●血の代償 （広山　義慶）

●大きな約束 （椎名　　誠）

●おはぐろとんぼ （宇江佐真理）

●ミレニアム上・下

（スティーグ・ラーソン）

●五月の独房にて （岩井志麻子）

●架空の球を追う （森　　絵都）

●ぼくたちはきっとすごい大人になる

（有吉　玉青）

●鳥かごのうた （北　　重人）

●シカゴファイル2012 （中村　靖彦）

●灰色猫のフイルム （天埜　裕文）

＜一般書　その他＞

●「言い方ひとつ」成功する人失敗する人

（渋谷　昌三）

●だから、男と女はすれ違う（奥村　康一）

●ギネス世界記録検定

（ギネス・ワールド・レコーズ編）

●住田裕子の老後安心相談所（住田　裕子）

●おいしい農園レストラン （ヒカリコ）

●日本の城 （中井　　均）

●ぼくが教えてもらった「仕事で大切なこと」

（福島雄一郎）

●池上彰の「世界が変わる！」（池上　　彰）

●オバマ　ホワイトハウスへの道

（阿部　直子ほか訳）

●お子様おけいこごと事情（杉山由美子）

●人を惹きつける「ことば戦略」（東　照二）

●サプリメントまるわかり大事典（桑原　弘樹）

●塾に行かずに東大に受かる勉強法（和田　秀樹）

＜児童書＞

●いろがみびりびり （まつながあき）

●ドラキュラ・キューラあらしにほえる！?

（山口　　理）

●小さな島のちっちゃな学校（沢田　俊子）

●ロンド国物語3 （エミリー・ロッダ）

●椿先生、出番です！ （花形みつる）

●オオカミの森 （小菅　正夫）

●はたらくくるまめいろ （千塚　鉄也）

●とねりこ屋のコラル （柏葉　幸子）

●くれよんぐるぐる （まつながあき）

●忍者サノスケじいさんわくわく旅日記15

（なすだみのる）

●めしもり山のまねっこ木（椎名　　誠）

●ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき

（さとうわきこ）

●アキンボとクロコダイル

（アレグザンダー・マコール・スミス）

●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」〜

優秀賞「あいさつからはじまる　心のキャッチボール」

「いつも君と　キャッチボールしているネ」

金津中１年　淺野　峻祐さん・利江さん

優秀賞「悪い事　注意し合える　お友達」

「地域の子　我が子と同じ　叱る親」

金津小４年　坂内　勇紀さん・稔彦さん

平成20年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

■日　時 ４月26日(日) 7:30〜12:00（小雨決行）

■コース 金津小学校〜大鳥神社・雨夜塚〜多賀

谷左近の墓〜照厳寺（休憩）〜嫁威〜

湖東会館（休憩）〜細呂木関所跡〜吉

崎御山(解散) 約1１ｋｍ

■集　合 金津小学校グラウンド　7:00〜7:15

■参加費 500円（飲み物代、保険料など）

■定　員 150人（定員になり次第締め切ります）

■持ち物 雨具、水筒など

■服装等 歩くのに適した服装や履物（厚底のもの）

■その他 小学生以下は、保護者同伴とします。

吉崎で解散となりますので、帰路は各自コミュニティバス

などをご利用ください。

■申込み ３月25日(水)〜４月15日(水)までに文化学習課へ住所、氏名、

年齢、電話番号をお知らせください。

■問合せ　文化学習課　☎73-8041（土・日曜日を除く）FAX73-1350

E���� �����@����.�����.	����.�

ゆうゆうと輝く市民の会主催

蓮如の里・ふるさとの道を歩く会
参加者募集

ふるさとの史跡を訪ねながら、吉崎御山まで歩いてみませんか。

今年は、新たな史跡も訪ねます。皆さんのご参加をお待ちしています。

新入学思い出づくり〜親子で体験入浴〜

市では、新１年生の皆さんに、自然の恵みである温泉に親しみ、お

父さんやお母さん、お友達と一緒にお風呂に入った思い出や愛郷心を

育んでもらおうと、各旅館の協力により小学校入学式の日に、思い出

づくり体験入浴を行っています。

ゆっくり温泉につかり、親子の楽しい思い出づくりに、ぜひ、お役

立てください。

■と　き ４月６日(月) 13:00〜15:00

■その他 入学式の後、入浴券をお渡し

します。入浴券に記載された

旅館をご利用ください。

■問合せ 教育総務課　☎73-8039
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

☆対象者

市内に居住または勤務しているか、市内の団体に所属している20歳以上の人で、環境や子育て

（育児）、まちづくりなど、さまざまな分野に関心のある人または専門的知識や技能を有している人

☆登録方法

・郵送、持参する場合ăăăăăăăăăă総務課男女共同参画推進室に備え付けの「あわら市女性人材リスト

登録票」に必要事項を記入のうえ、提出してください。

・メールで登録する場合ăăăăăăă登録票をダウンロードし、必要事項を記入のうえ送信してください。

Ｅ-���� �����@����.�����.	����.�

女性人材リストに登録しませんか

市では、男女が互いに協力して、お互いの人権を尊重し、責任を分

かち合い、その個性を十分に発揮することができる社会の実現を目指

しています。

女性の審議会や委員会など、市の政策や方針の立案・決定の場への

参画を進めるため、女性の人材リストを作成し、人材情報として活用

しています。自薦他薦は問いません。随時受け付けていますので、積

極的な登録をお待ちしています。

感謝状作品集 第3集

〜ありがとうを届けよう〜を発刊しました

20年度の男女共同参画に関する「感謝状」の入

賞作品と応募作品の一部を掲載した作品集です。

市内公共施設などに置いてありますので、ぜひ、

ご覧ください。

登録した個人情報は「あわら市個人情報保護条例」に基づき適

正に管理し、市の組織内に限り活用します。

■問合せ・提出先

総務課 男女共同参画推進室

〒919-0692

あわら市市姫三丁目１−１

☎73-8003 FAX73-1350

３月１日香美
� ' � �

市と姉妹都市締結

1973年芦原温泉駅と高知県の土佐山田駅が姉妹駅になったこと

が縁で旧金津、芦原、三国の３町と旧土佐山田、香北町、物部村

が姉妹都市となり交流を続けてきました。

その後、合併に伴い姉妹都市の枠組みが崩れ、交流も途絶えて

いましたが、今回あらためてあわら市と香美市両市の特徴を生か

した市民、行政間の友好と交流促進を誓い姉妹都市の締結を行い

ました。

また、地震などの大規模災害が発生した時に、被災市へ応援を

行うことなどを内容とする災害時相互協定も締結しました。
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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

◆乳幼児教室
と　き ４月15日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 ・身長・体重測定

・発育や発達・離乳など保健師が相談

に応じます。

◆お楽しみ会
と　き ４月22日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

内　容 ４月生まれのお友達をお祝いしたり、み

んなで楽しく遊んだりしましょう。

◆ふれあい広場
「お散歩ツアー」

子育て支援センターからクレヨンランドまで、み

んなで散歩しましょう。小さいお子さんはベビーカ

ーに乗って一緒に行きましょう。

と　き ４月28日(火) 10:30〜11:45

※雨天中止

ところ クレヨンランド

（集合は子育て支援センター）

持ち物 水筒、着替え

ベビーカー（必要な人）

＜一緒に遊びましょう＞

子どもが小さい時は、どう遊んでいいの

かわからないという声が聞かれます。

小さい時は、まだおもちゃで遊んだりは

できませんが、身近にあるどんなもので

も、大人が言葉をかけたり、動かしてみ

たり、遊んだりすると、子どもも興味を

示して楽しい遊びになります。

子どもを遊んであげるのではなく、子ど

もと一緒に楽しむという気持ちで遊んでみ

るといいですね。

子
育て

ワ
ンポ
イン
トアドバイス

保育所(園)ă幼児園入園前のお子さんと
子育て支援センターに遊びに来ませんか？

子育て支援センターでは、毎日遊び場

を開放しています。お子さんと一緒に遊

びながらほかのお母さんやおばあちゃん

達と育児の話もできますよ。

毎日、手遊びや絵本の読み聞かせの時

間もあります。

どうぞ、お気軽にご利用ください。

※３〜５月の幼児園・保育所 (園)開放デ

ーはありません。

第60回　全国植樹祭2009ふくい

吉崎Āお山āから切り出された松でĀ龍āのチェーンソーアート作品
第60回全国植樹祭の坂井会場（丸岡町：たけくらべ広場）では、Ā龍āの

“チェーンソーアート”作品をメインシンボルとして会場中央に展示します。

これは、吉崎御坊のĀお山āから切り出された松を、チェーンソーアートの元

世界チャンピオンが２日がかりで造り上げた作品です。直径１ｍ高さ約７ｍ

のシンボルアートをぜひご覧ください。

■問合せ 農林水産課　農村整備Ｇ　☎73-8026
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お知らせ

国民年金からのお知らせ

◎国民年金保険料は前納がお得

４月からの保険料は、月額14,660円（４月〜22年３月）です。

国民年金保険料の割引額は、次のとおりです。

※ 口座振替の申し込みや変更については、３月31日までに、社会保険事務所で登録が完了している必

要があります。希望する人はお早めに！

◎学生の皆さまへ　学生納付特例制度をご存知ですか？

学生で、保険料を納付することが困難な場合は、住所登録地の市町村で申請し承認を受けると、その期

間の保険料の納付が猶予されます。

また、承認を受けた期間の保険料は、申し出により後払い（10年以内）できますが、３年度目以降に納

付の場合、当時の保険料に加算額が付きます。

この届出は、毎年度更新する必要があります。

なお、前回から、前年度に学生納付特例の承認を受け引き続き在学予定の人には、社会保険庁からハガ

キによる申請書が送られることになりました。

※　対象となる学生　　　大学や大学院、短大、専門学校など(修業年限が１年以上)に在学する20歳以上

の学生で、前年所得が118万円以下の人

※　申請に必要なもの　　印かん、学生証の写しまたは在学証明書

◎社会保険相談所開設

福井社会保険事務所で行っているすべての業務に関する相談を受け付けます。

■場　　所 市役所

■時　　間 13:30〜16:00

■内　　容 厚生年金や国民年金請求に関する各種届出や相談

社会保険(健康保険など)に関する各種届出や相談

■必要な物 年金手帳または基礎年金番号通知書、印かん、代理の場合は委任状

開催日程（いずれも水曜日）

※　開催日時は、広報あわら最終面の「くらしのカレンダー」に掲載します。

■問合せ 福井社会保険事務所　☎23-4516

市民生活課 ☎73-8014

口座振替

現金払い

１年前納 ６カ月前納 毎月納付(当月振替) 毎月納付(翌月振替)

割引額　3,690円

4月〜22年3月分172,230

円を4月末日に振り替え

ます。

割引額　3,120円

納付書で、172,800円を4

月末日までに納めてくだ

さい。

割引額　半年で1,000円

4月〜9月分を4月末日に、

10月〜22年3月分を10月

末日に振り替えます。

割引額　半年で710円

4月〜9月分を4月末に、

10月〜22年3月分を10月

末までに納めてください。

割引額　毎月50円

各月の保険料を当月末日

に振り替えます。

−

割引額　なし

各月の保険料を翌月末日

に振り替えます。

−

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

22日 27日 24日 22日 26日 30日 28日 25日 16日 27日 24日 24日
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狂犬病予防集合注射のお知らせ

狂犬病予防注射は、飼い犬に年1回、必ず行わなければならないものです。（違反者は20万円以下の罰金）

市では、次の日程で集合注射を行います。最寄りの会場で注射を受けさせてください。なお、集合注射を受

けられない場合は、お近くの動物病院で受けてください。

会場では、飼い犬の登録も出来ます。登録が済んでいない飼い犬は、必ず登録

してください。

また、既に飼い犬が死亡している場合などは、市民生活課へご連絡ください。

4月21日(火) 9:30〜10:15 JA花咲ふくい新郷支店前

10:50〜11:30 本荘公民館前

13:15〜15:00 湯のまち公民館前

4月22日(水) 9:30〜10:30 市民生活課芦原分室前駐車場

11:10〜11:25 吉崎公民館前

11:35〜11:50 浜坂区民館前

13:15〜13:50 北潟公民館前

14:20〜15:00 波松区民館前

4月23日(木) 10:00〜11:30 B&Gプール駐車場

13:15〜15:00 坂井健康福祉センター前

4月24日(金) 10:00〜10:20 細呂木公民館前

10:50〜11:30 名泉郷会館前

13:15〜13:30 剱岳公民館前

13:50〜14:20 坪江公民館前 ■問合せ 市民生活課　生活ă環境Ｇ

14:40〜15:00 伊井公民館前 ☎73-8018

集合注射の費用（１頭当たり）

・狂犬病予防注射　　　　2,850円

・登録手数料（未登録犬のみ）

3,000円

※ 印かん(認印)を持参してください。

自衛官募集

■募集種目等

○予備自衛官補

・応募資格 一般 18歳以上34歳未満の人。

技能 18歳以上55歳未満で国家資格

などを有する人

・試 験 日　４月18日〜20日で指定された日

（筆記ă口述ă身体検査ă適性検査）

・受　　付 ４月13日(月)まで

○自衛隊幹部候補生

・区　 分　陸上ă海上ă航空自衛隊

・応募資格 22年４月１日現在、22歳以上26歳未

満の人、または大学院課程で修士学

位取得者（取得見込みを含む。）は28

歳未満の人

・試 験 日　１次　５月16日(土)（筆記）

５月17日(日）（適性検査）

・受　 付 ４月１日(水)〜５月12日(火)

○一般曹候補生

・応募資格 22年４月１日現在、18歳以上27歳未

満の人（高校生を除く。）

・試 験 日　５月23日(土)（筆記ă適性検査）

・受　 付 ４月１日(水)〜５月12日(火)

■問 合 せ 自衛隊福井募集案内所　☎24-3702

電気通信サービスモニター募集

■対　　象

電気通信サービスに関心がある20歳以上の人。

ただし、総務省または電気通信事業者に勤務経験

のある人やその家族は除きます。

■活動内容　１ アンケート調査（年2回）

２ モニター会議（年1回）

■委嘱期間 ６月1日〜22年3月31日までの10カ月間

■募集人員 北陸３県で60人

■募集期間 ４月３日(金)まで（当日消印有効）

■謝　　金　アンケート調査に協力いただいた人と

モニター会議に出席された人に、謝礼

をお支払いします。

■応募方法

ハガキまたはFAX用紙に、郵便番号、住所、氏名

（フリガナ）、電話番号、年齢、性別、職業、メー

ルアドレス（任意、携帯電話のメールアドレスを

除く。）、応募の動機を記入の上、郵送または送信

してください。

〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 北陸総合通信局　

電気通信事業課「モニター希望」

■問 合 せ 総務省北陸総合通信局電気通信事業課

☎076-233-4422

����://���.��������-��.
�.�/

お知らせ
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●水洗化のすすめ

快適な生活環境づくりのための下水道の管路が完備されても、これを皆さ

んが利用しなければせっかくの施設も無用の長物になってしまいます。

また、隣近所が水洗化しても一部にくみ取り便所があると、その地域の環境

衛生は向上しません。

水洗化にあたっては、地区・隣近所などで話し合い、地域ぐるみで普及を図

っていただくことが大切です。

●下水道への早期接続のお願い

公共下水道が整備され供用開始された区域では、下記の期間内に下水道に接続することが下水道法で義務

付けられています。

◆台所や風呂場など汚水・浄化槽使用の便所については、供用開始から６カ月以内

◆くみ取り便所は、供用開始から３年以内

（注 くみ取り便所のみ３年、その他水周りは６カ月以内）

※　浄化槽使用の便所については浄化槽を撤去し、直接下水道管に流してください。

※　あわら市の下水道は分流式です。雨水は側溝等へ流してください。

●工事の申し込み

水洗便所を含む排水設備の申し込みは、必ず市指定の指定工事店で行ってください。（指定工事店につい

ては、あわら市ホームページをご覧ください。）

◆工事手続きなどは、皆さんの依頼により指定工事店が行います。皆さんは、申請書類などに必要事項を

ご記入のうえ、お渡しください。

◆排水設備は皆さんの財産です。工事中に排水経路などを確認し、十分納得できる工事をしてもらいまし

ょう。

◆工事完成後に市の検査を行います。（雨水の流入の有無や排水管の傾斜などを検査します。）

■問合せ 上下水道課　下水道Ｇ　☎73-8037

水洗化で豊かな暮らしを

少年少女ヨット教室参加者募集

■主　催 三国競艇運営協議会 少年少女ヨット教室

■会　場 三国競艇場　水面

■参加費 無料

■対象者 小学校３年生〜中学校３年生（保護者同伴）

※　定員になり次第、締め切ります。

■開講日 ４月12日Ă５月10日ă17日Ă６月20日ă21日Ă

７月25日ă26日Ă９月13日Ă10月10日ă11日

※　参加は１日だけでも結構です。

■時　間 9:30〜16:00

■準備物 運動のできる服装と靴Ă着替えĂ雨具Ă弁当

■申込みă問合せ

電話またはハガキに住所ă氏名(保護者名

も記入)ă年令(学年)ă電話番号を記入のう

えお申し込みください。

〒913-0001 坂井市三国町池上69-8

(社)福井県モーターボート競走会

「ヨット教室募集係」 ☎77-3140

新社会人の祭典

今春、新卒であわら市と坂井市内の事業所へ就職

する人を対象にしたĀ新社会人の祭典āを開催します。

これは、新社会人となる皆さんの人生の門出を地

域を挙げて祝福するとともに、事業所における新入

社員研修の一環として位置付け、社会人としての責

任と自覚を深めることを目的としています。ぜひ、

ご参加ください。

就職先の事業所を通じて、ハローワーク三国へお

申し込みください。

■と　き ４月３日(金) 14:00〜16:30

■ところ 三国観光ホテル

坂井市三国町緑ヶ丘4-4-8 ☎81-3111

■内　容 第１部　式典

第２部　研修（社会人デビューセミナー）

■問合せ ハローワーク三国　☎81-3262

お知らせ
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市社会人サッカーナイターリーグ
参加チーム募集

■開催期間 ４月中旬から10月下旬

■開催場所 金津中学校グラウンド

■受付期間 ３月16日(月)〜31日(火)

■募集チーム 10チーム

■参 加 料 10,000円（保険料は含みません）

■申 込 み 市サッカー協会　山下 ☎73-8009

弓道教室開講

本年度からは、年１回開催になります。

（昨年度までは春、秋２回）

■と　き 土曜の部　毎週土曜日と夏休み

10:00〜12:00

４月４日(土)開講　全20回

■ところ トリムパークかなづ　弓道場

■対　象 中学生から高齢者まで、どなたでも参加

できます。初心者・経験者ともに大歓迎

です。

■指導者 あわら市・坂井市の弓道連合会会員

■受講料 3,000円（学生2,000円）

■申込み トリムパークかなづ

☎73-7272

または吉田

☎090-1315-5250

※　昼コース（火・木曜日）、

夜コース（水・金曜日）は

５月連休明けに開始します。

❷トリム教室

■内　容 有酸素運動で、メタボ解消してみません

か。軽い運動を主とした教室です。男女

を問わず歓迎します。

■と　き ４月〜９月　毎週火曜日　20:00〜21:00

■ところ トリムパークかなづ

■登録料 2,000円

■指導者 スポーツ指導員　山田 清美さん

■服　装 運動のできる服装とズック

■申込み・問合せ

❶❷教室とも住所、氏名、性別、電話番号、

年齢をスポーツ課（☎73-8043）へご連絡

ください。

❶出前教室

■内　容 毎日の健康づくりを楽しく続けていける

ように、応援とアドバイスをしていくク

ラブです。レクリエーション・スポーツ

や健康体操を行いながら、リフレッシュ

しましょう。体験してみたい人や、初め

ての人の参加をお待ちしています。

■とき・ところ

次の日程で、10:00〜11:00頃まで

（４〜６月、10月〜12月、１月〜３月に

分けて、年間３回の予定です。）

湯のまち公民館　4/10、10/9、1/8

本荘公民館　　　4/17、1/15

北潟公民館　　　5/8、11/6、2/5

吉崎公民館　　　5/15、11/13、2/12

細呂木公民館　　5/22、11/20、2/19

伊井公民館　　　6/5、12/ 4、3/5

坪江公民館　　　6/12、12/11、3/12

剱岳公民館　　　6/19、12/18、3/19

■登録料 年間500円（初回時）

■指導者 スポーツ指導員　山田 清美さん　

■服　装 動けるような服装

21年度トリムパークかなづ
健康づくり教室登録募集

前期（4月〜9月）の教室を紹介します。

◎健康体操

バランス良い身体づくりのための教室です。

■と　き ４月６日(月)から　14:00〜15:00

※ 毎週月曜日

◎シェイプアップエアロ

軽快に身体を動かした後、体を引き締める教室です。

■と　き ４月９日(木)から　14:00〜15:00

※ 毎週木曜日

◎ヨガ

柔軟性・筋力を安定させ、心身ともにさわやかに

する教室です。

■と　き ４月10日(金)から　14:00〜15:00

※ 毎週金曜日

■ところ トリムパークかなづ

■登録料 各教室とも2,000円

■申込み　４月１日からトリムパークかなづ窓口で

受け付けます。

■問合せ トリムパークかなづ　

担当　堀　☎73-7272

地域クラブ案内

お知らせ
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４月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

東田中ă南疋田ă北疋

田ă次郎丸ă瓜生ă中川ă

北野ă北ă前谷ă御簾尾ă

上野ă剱岳

伊井ă南稲越ă池口ă河

原井手ă菅野ă矢地ă清

間

クラブ活動日

桑原ă古屋石塚★

指中ă沢ă柿原ă山西方

寺ă嫁威ă日の出ă清王ă

山十楽

細呂木ă橋屋ă蓮ヶ浦ă

坂口ă樋山ă滝ă駅前ă青

ノ木ă宮谷ă吉崎

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

東田中ă南疋田ă北疋

田ă次郎丸ă瓜生ă中川ă

北野ă北ă前谷ă御簾尾ă

上野ă剱岳★

金津

クラブ活動日

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

★

伊井ă南稲越ă池口ă河

原井手ă菅野ă矢地ă清

間

指中ă沢ă柿原ă山西方

寺ă嫁威ă日の出ă清王ă

山十楽

細呂木ă橋屋ă蓮ヶ浦ă

坂口ă樋山ă滝ă駅前ă青

ノ木ă宮谷ă吉崎★

百　寿　苑

１水 一般利用日

02 木 北潟ă浜坂

03 金 山方ă里方ă温泉★

06 月 新郷

07 火 一般利用日

8 水 波松

9 木 一般利用日

10 金 本荘全地区★

13 月 北潟ă浜坂

14 火 一般利用日

15 水 山方ă里方ă温泉

16 木 一般利用日

17 金 新郷★

20 月 本荘全地区

21 火 一般利用日

22 水 波松

23 木 一般利用日

24 金 北潟ă浜坂★

27 月 山方ă里方ă温泉

28 火 一般利用日

30 木 一般利用日

★は通所事業です。

クラブ活動日は入浴できません。

お知らせ

消防からのお知らせ

第６回あわら市トリムマラソン参加者募集！

あなたも、新緑の市街を元気よく駆け抜けてみませんか？

■と　き ５月17日(日) 雨天決行

■主会場 金津中学校グラウンド（開会式・ゴール）

■資　格 小学校４年生以上の健康な人。ただし、車いすでの

参加はできません。親子の部の子どもは小学校３年

生以下とし、親１人に子ども２人以上でも可としま

す。

※ 18歳未満の参加者は、保護者の同意が必要です。

■種　目 1.5��…親子１年生以下、親子２ă３年生

２��…小学生男女

３��…中学生女子・一般男女

５��…中学生男子・一般男女

10��…一般男女　

ジョギング３��…先着150人(当日受付可)

■参加料 小ă中ă高校生 500円

親子(１組) 1,500円 一般　　　1,500円

ジョギング　 500円　記録集　　 300円

■申込み 申込書に必要事項を記入のうえ、郵便振込でお申し

込みください。現金納付をご希望の人は、直接、ス

ポーツ課へご持参ください。なお、申込書は、市役

所のほか、トリムパークかなづと農業者トレーニン

グセンターに備え付けてあります。

※ 参加者１人（組）につき１枚の振込用紙をご使

用ください。

※ 申し込み後の返金や参加種目の変更はできません。

■締切り ４月10日(金) 当日領収印有効

■問合せ スポーツ課内　トリムマラソン事務局 ☎73-8043

土地家屋調査士無料登記相談

■と　き ４月１日(水) 10:00〜16:00

■ところ いねす(坂井市地域交流センター）☎72-7600

■内　容 無料登記相談

・土地境界問題や地目変更、分筆登記など

・建物の新築、取り壊しの登記など

■問合せ 福井県土地家屋調査士会事務局　川口 ☎33-2770
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お知らせ

出かけてみませんか？となりまちへ

坂井市　丸岡町

丸岡城桜まつり

今年のテーマはĀ丸岡城の桜にふれ

ながら、のびのびと遊び楽しめる空

間づくりā〜城と桜と子どもたち〜

期　　間 ４月１日(水)〜20日(月)

と こ ろ 丸岡城・霞ヶ城公園

問 合 せ 坂井市産業経済部観光課

☎(0776)50-3152

ふるさとあわら地

域力コンテスト。各

地区の課題をもとに実

践されている取り組みや少し

でもまちを良くしたい、地域

の良さを引き出したいと思い

活動されている団体のすばら

しい取り組みで一杯でした。

大賞を受賞した二面温泉区自

主防災会の取り組みは、市は

もとより、県内各地区のお手

本となるような事例であった

ように思いました。（利）

三国競艇開催日

３/26(木) 〜３/29(日)

４ /２(木) 〜４/ 5 (日)  

４/14(火) 〜４/19(日)

H21.2.１〜2.28 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さんăお母さん 行政区

大塚　　優
ゆう

女 直人 一美 布　目

野尻　絢乃
あ や の

女 和弘 美鈴 春　日

竹内　　雪
ゆき

女 健 麦野 古

宮川　弥子
み こ

女 修治 千乃 東

嶋津　伶菜
れ い な

女 正隆 春香 坂ノ下

高橋　睦空
り く

男 啓太 智美 東温泉

岩崎　建志
け ん し

男 慎一 美保 滝

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

【お詫びと訂正】
２月号の記事P19「パソコン入門講座」

において、誤りがありました。お詫びし
て訂正いたします。

（誤）島崎 忠良（正）嶋崎 忠良　

《ゆずります》

学習机　２台

ペダルカー

《ゆずってください》

自転車

ミシン

リサイクルバンクの流れ

１ ゆずりたい人（情報提供者）またはゆ

ずってほしい人（希望者）は、その内容

を市へ申し込む。（電話可）

２ 市は、ゆずりたい品物またはゆずって

ほしい品物を広報あわらに掲載する。

３ 広報で紹介された品物に該当がある場

合は、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直接交渉し、そ

の交渉結果を市へ連絡する。

■問合せ

市民生活課　生活環境Ｇ ☎73-8017

市青壮年団体連絡協議会

親善ボウリング大会

団体の部

優勝 稲荷山区青壮年団

次勝 笹岡八幡会

三位 脇出区青壮年団

２月15日(日) 福井空港ボール

個人の部 〈敬称略〉

優勝 石水　正春（稲荷山区）

次勝 中川　宏一（稲荷山区）

三位 糸戸井　正則（脇出区）

スポーツの結果

あわら・ワクワク・プレミアム商品券発売！

市商工会では、景気回復を願いプレミアム商品券を販売します。

地元での消費拡大にご協力をお願いします。

■商品券名 あわらăワクワクăプレミアム商品券

■内　　容 10,000円で12,000円の商品券を１セット（1,000円/枚×

12枚入）で販売します。

■販 売 数 15,000セット

■購入限度 １人３セットまで購入できます。

■販売期間 ３月15日(日)から完売するまで

■販売場所 市商工会本所および芦原支所

■販売時間 10:00〜16:00（土・日曜日、祝日は10:00〜13:00）

■利用期間 ３月15日〜６月14日

■利用できる事業所

市内商工会会員事業所（約900事業所）および参加登録

事業所

■問 合 せ 市商工会　本所　　 ☎73-0240

芦原支所　☎78-6311

あなたの固定資産を
ご確認ください

21年度分の土地および家屋価格等

縦覧帳簿の閲覧期間は、次のとおり

です。

この機会に、土地や建物など、あ

なたの固定資産や課税の状況をお確

かめください。

■縦覧及び閲覧期間

４月１日(水)〜５月25日(月)

8:30〜17:30（休日を除く）

■縦覧および閲覧場所 税務課

■問合せ 税務課 資産税G

☎73-8012



４月 くらしのカレンダー

かなか

発行／あわら市　編集／総務部政策課 〒919-0692福井県あわら市市姫三丁目１番１号　☎0776-73-1221 (代) FAX 0776-73-1350 E-��� �  �� �����@����.�����.	����.�

土金木水火月日

■内宮 崎 病 院(三国) 82-1002

■■内野 村 医 院(坂井) 72-1839

■外木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

■内鷲 田 医 院(三国) 82-1230

■内ともだクリニック(坂井) 66-6161

■外 荒川整形外科ă胃腸科(丸岡) 66-0012

休
日
当
番
医

■内まつもと耳鼻咽喉科クリニック(三国) 81-8733

■内木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外加納外科病院(あわら) 73-0259

休
日
当
番
医

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

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

普通救命講習
9:00〜12:00 嶺北芦原消防署

78-4119

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘
結構相談
13:30〜16:00 市姫荘

７０歳教室
10:00〜11:30 保健センター
ふれあい広場「お散歩ツアー」
10:30〜11:45 クレヨンランド

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

１ 燃やせないごみ収集日 ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 燃やせないごみ収集日 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 燃やせないごみ収集日 30

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘
人権相談
13:30〜16:00セントピアあわら
結構相談
13:30〜16:00 市姫荘

ポリオ予防接種
13:00〜14:15 保健センター
人権相談
13:30〜16:00 金津社会福祉センター

乳幼児教室
10:30〜11:30 子育て支援センター
ポリオ予防接種
13:00〜14:15 保健センター

ポリオ予防接種
13:00〜14:15 保健センター

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館

心配ごと・無料法律相談
13:00〜16:00 百寿苑

ＢＣＧ接種
13:00〜13:45 保健センター

お楽しみ会
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

１歳６カ月児健診
13:00〜14:15 保健センター

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館

29 昭和の日

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

■内大 嶋 医 院 (三国) 82-6677

内 ■内藤田神経内科病院 (丸岡) 67-1120

外■外東 外 科 病 院(丸岡) 66-2228

休
日
当
番
医

■内国立あわら病院(あわら) 79-1211

■内森瀬クリニック(坂井) 72-3737

外■外キムクリニック(丸岡) 67-3000

休
日
当
番
医

資源ごみ収集日（空き缶ă空きビ
ンăペットボトルăスプレー缶）

資源ごみ収集日（空き缶ă空きビ
ンăペットボトルăスプレー缶）

●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 ( ���� : //���.����� -���.���)で確認

することができます。

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

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

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 ��）

●ホームページ ����://���.����.�����.	����.�/

あわら市の人口

31,244人 (−35)

21年 3月１日現在　

男 1 4 , 7 6 8 人 (− 9 )

女 1 6 , 4 7 6 人 (− 26 )

世帯数 1 0 , 2 5 6 世帯 (− 6 )

( )は前月比

普通救命講習を消防で随時実施しています

消防署では、市民の皆さんや事業所などを対象にAED

の使用方法や心肺蘇生法、止血法などを学んでいただく

普通救命講習を行っています。

■問合せ 嶺北消防本部　☎51-8436

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所
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