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健全な財政運営 財政部

財政部では、健全な財政運営を目指して「入りを図り、出を制する」という財政

運営の基本方針のもと、歳入・歳出の見直しを行うとともに、市税などの収納を推

進します。

財政部長　長谷川賢治

❶ 健全な財政運営の推進

・事業計画の見直し 小中学校の整備事業、北陸新幹線関連事業、公共下水道整備事業および生活

道路整備事業など、多くの大型事業を実施する必要があります。これらの事業に

ついて、11月をめどに年次計画および事業規模の見直しを行います。

・受益者負担の適正化　ごみ処理手数料、保育料、上下水道使用料、公共施設使用料など各種公共料金の

適正化に向けた検討をします。

❷各種財政情報の公表

・財政情報の公表 市民の皆さまに財政状況を理解していただけるよう、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。

・住民負担情報の公表　市が実施している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８月中に公表します。

❸ 市税・使用料等の収納促進

・「租税負担の公平」という観点から、市税等の収納を強力に推進し、市税の現年度分収納率97％以上を

目指します。また、滞納者に対する対策として、財産の差押えなどの滞納処分を積極的に実施します。

安全で安心なまちづくり 総務部

総務部では、防災無線の整備や自主防災組織の育成など安全で安心なまちづくりを

推進するとともに、旧芦原庁舎の利活用方針の決定や入札制度改善に向けた取り組み

を推進します。

総務部長　神尾秋雄

❶ 安全で安心なまちづくりの推進

・防災無線の整備 合併時からの懸案である市内全域での整備を進めるため、本年度は、調査設計を

行います。

・自主防災組織の育成　災害時における初期活動の重要性を踏まえ、自治会等を単位とした組織の設置を

促進します。本年度は補助要綱の整備を行い、10組織の設立を目指します。

・消防署建設計画 嶺北金津消防署の老朽化に伴い、嶺北芦原消防署との統合計画を含めて改築の基

本方針を決定します。

❷ 公共施設の有効活用

・庁舎統合により空き施設となっている旧芦原庁舎の有効活用を本年度の早い時期に方針を決定します。

❸ 入札制度の改革

・一般競争入札の対象範囲を段階的に拡大し、入札の競争性をさらに高めます。

・21年度から本稼動予定の電子入札システムの導入に向けた準備を進めます。

健やかに生きる、元気なまち 市民福祉部

市民福祉部では、乳幼児からお年寄りまで、元気で健やかな生活を営むことができ

る、快適な環境づくりに取り組みます。

市民福祉部長　川島清一

❶ 循環型社会づくりの推進

・「大量に作り、大量に使い、大量に捨てる」生活様式から、市民一人一日100ｇ（市全体で1,100トン/

年）のごみの減量化と資源の有効利用を推進します。

❷ 公共交通機関の利用促進

・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。

❸ 多様な幼児教育・保育環境づくりの推進

・旧芦原地区は幼児園、旧金津地区は保育所と幼稚園という異なる形態で保育が行われていますが、今後

のあり方についてその方向性を決定します。

❹元気で長生き、豊かな健康生活づくり

・特定健診の受診率および特定保健指導の利用率の向上を目指し、本年度は健診受診率を20%以上、保健

指導の実施率を25%以上とすることを目標に、生活習慣病の予防に努めます。

・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。

私の選挙公約のひとつに「市民感覚で透明な行政運営」があります。その内

容としては、事業評価制度の導入や正確で分かりやすい情報公開などがあげら

れます。

そこで、本年度は、部ごとの重点目標を各部長から発表してもらうことにし

ました。

ここに掲げられた重点目標は、市長としてその実施を市民の皆さんにお約束する

ものですから、各部長にはその実現に向けて責任を持って取り組んでもらいます。

重点目標には、目標数値のあるものとないものが混在していますが、本年度中においてそれぞれの進ちょ

く率をなんらかの形で発表したいと考えています。

なお、今回のものは政策協定ではありませんので、ここに掲げる施策や事務事業はあくまでも重点的な目

標です。これら以外の施策をなおざりにしているわけではありませんので、この点はご理解をお願いいたし

ます。

〜平成20年度はこんなことをします〜

市長　橋本 達也

市の重点目標を定めました
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快適な住環境 土木部

土木部では、快適な住環境を目指して交通ネットワークやライフラインなど生活

基盤の整備を進めます。

土木部長　山口志代治

❶ 北陸新幹線延伸に対応したまちづくりの推進

・将来の北陸新幹線芦原温泉駅設置を踏まえ、福井の北の玄関口にふさわしい駅周辺整備を進めます。

・未整備となっている金津南部土地区画整理区域内の３公園のうち、住吉公園から順次整備に着手し、憩

いと潤いに満ちた住みやすい環境の整備を進めます。

・市民活動団体と連携し、景観に配慮したまちづくりを進めるため、年６回以上のワークショップを開催

します。

❷ 安心な住まいづくりの推進

・耐震診断と具体的な補強プランの作成を合わせて20件以上実施し、耐震改修工事についての意識向上を

図ることにより、木造住宅の耐震化を促進します。

・国や県の施策と連携しながら、住宅所有者が自主的に耐震改修工事を進められるよう必要な施策を講じ、

６戸の耐震改修工事を推進します。

❸ 下水道整備計画の見直し

・22年度の九頭竜川流域下水道事業の変更認可に合わせ、認可区域への編入など整備計画の見直しを行い

ます。

・整備計画に基づき下水道整備を行い、下水道処理人口普及率75％を目指します。

※　下水道処理人口普及率＝下水道処理人口 / 住民基本台帳人口

教育環境の整備　　　　　　　 教育委員会

教育委員会では、中学校の整備と小学校の耐震補強工事を行うなど、子どもたち

が安心して学校生活を送れるよう施設整備に努めるとともに、金津創作の森の情報

発信や総合型地域スポーツクラブの設立に向けた取り組みを推進します。

教育部長　出店　学

❶ 中学校整備と小学校耐震化事業

・中学校整備事業 耐震診断の結果に基づき、整備基本方針を整えます。芦原中学校は23年度まで、金

津中学校は25年度までの耐震補強および改修工事を目指します。

・小学校耐震化事業　耐震性が特に劣ると診断された７小学校13棟の学校施設については、各体育館の耐

震補強工事を20年度中に行うとともに、各校舎については22年度末までの耐震補

強工事完了を目指し、20年度にその実施設計を行います。

❷「金津創作の森」の情報発信

・10周年を迎える金津創作の森は、あわら市の芸術文化の拠点施設です。市民の皆さまに親しまれる展覧

会の開催と利用しやすい工房運営を行い、昨年度より5,000人の来場者増を目指します。

❸ 統合型地域スポーツクラブの設立

・21年度のクラブ設立を目標に準備を進め、あらゆる人が健康で潤いのある生活を送るため、生涯にわたり

スポーツに親しむことができる環境を整えていきます。

活気あふれる産業の育成 経済産業部

経済産業部では、みんなで参加する農地・水・環境保全対策と集落営農を活用し

た「農村集落の再生」や積極的な企業誘致に取り組み、経済基盤の安定化を図りま

す。また、観光面では、農業とタイアップした「地産地消」を取り入れた食の魅力

アップを図るなど、競争力の高い観光地づくりを目指します。

❶ 農業・農村の再生と食の安全

・担い手の確保と集落営農　認定農業者および集落営農の担い手を育成し、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、水稲については加入率60%を目標とします。

・北部丘陵地の畑作再生 企業的経営体の育成などにより、５年間で遊休農地10ヘクタールの解消を目

指します。また、果樹の廃園に対応した事前防止策など、新たな施策を推進

します。

・農村環境の保全 農地・水・環境保全向上対策の促進により、環境に優しい農業を進めます。

特に、営農活動支援集落の取り組みを８集落まで増やします。

❷ 観光の振興

・滞在型観光の推進 あわら温泉に滞在しながら、県内各地の観光が楽しめるよう近隣市町と連携

を取りながら、広域観光を推進します。

❸ 企業誘致と定住の促進

・企業誘致 地域産業の活性化と雇用機会の拡大を目指して、積極的な企業誘致を進めて

おり、本年度は古屋石塚区に産業団地を整備します。

・定住促進 ＩターンやＵターンの促進など、雇用労働力の増大を図るため、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。

市長コラム

第11話「七福神」

平成19年度は職員数313人でのスタートで

した。今年度は市になって初めて７人の職員

を採用しましたが、それでも296人です。私

の目から見てもかなりハードなようですが、

少数精鋭、とにかく与えられた条件のなかで

職員には頑張ってもらいます。

新採用職員も徐々に公務員としての自覚を

持ち始めているようで、頼もしいかぎりです。

ところで、この新採用７人（うち１人が女

性）を指して、ある部長が、彼らはあわら市

役所の七福神だとにこやかに表現しました。

弁財天がだれかはわかりますが、残りの６人

はだれが大黒天やら恵比寿さまやら。いずれ

にせよ、福をもたらすありがたい神さまでは

あります。

彼らが市民の皆さんに接することがありま

したら、当分の間だけは、ぜひ優しいご指導

をお願いいたします。それこそ、将来のあわ

ら市の七福神になるやもしれぬ面々ですの

でăăă。

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!

4 5

経済産業部長　坪田清孝
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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28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４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28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。

◆育児教室 「乳幼児の歯について」

と き 6月11日(水) 11:00〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容　虫歯予防について・歯についての相談

講　師 子育てマイスター 澤井 昭博さん

（歯科医師）

◆育児教室「 親子スキンシップあそび」

と　き 6月18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

＜外で遊ぼう＞

首が据わって、たて抱きができるようになったら、気分転換を兼ねて、ちょっと外に出てみ

るのもいいでしょう。お座りができるようになると、外遊びが楽しめるようになります。公園

の道すがら、花を見たり、小鳥のさえずりを聞いたりするのは楽しいものです。公園についた

ら、遊具で遊んだり、芝生の上にシートを敷いてお座りして遊んだりして、外の空気を味わっ

たりするのもいいですね。はいはいが楽しいころなら、芝生の上で思いっきりはわせるのもい

いでしょう。自宅ではぐずぐず言い出す子が多いですが、外では機嫌よく過ごせますよ。

外遊びで気をつけたいのは、遊び場での危険です。遊具でけがをしないよう、たばこの吸い

殻、ごみなど落ちているものを口にしないよう十分気をつけて遊びましょうね。

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(木) 金津保育所

６日(金) 伊井保育所

９日(月) 金津東保育所

１０日(火) 芦原南幼児園・北潟幼児園

白藤保育園(ミニ運動会）

１２日(木) 細呂木保育所

１７日(火) 妙安寺保育園（人形劇）

本荘幼児園

２０日(金) 善久寺保育園・芦原保育所

２６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

あなたの周りでは？ 〜 その5 〜

女性と男性には、生殖機能やホルモンバランスなどに大きな違いがあります。

とりわけ、女性は妊娠や出産をするため、生涯を通じて男性とは異なる健康上の問題に直面します。

このため、女性が自らの身体について正しい情報を入手し、自分で判断し、健康を享受できるようにして

いく必要があります。

また、男性についても、前立腺ガンなど男性特有の病気があることなどから同じことがいえます。

福井県は全国的に見て平均寿命が男女とも全国上位となっています。

あわら市は70歳以上の人の割合が２割弱となっているなど、県内でも高齢化が進んでおり、生涯を通じて、

心身ともに健康で活力に満ちた生活を営むことがさらに重要になってきます。

これからの長寿社会の中では、長くなった人生を男女が共に生きていくために、お互いの身体の特徴を十

分に理解し、思いやりを持って行動するように心がけていきましょう。

■問合せ 総務課　男女共同参画推進室　☎73-8003

「感謝状作品集 第２集 〜ありがとうを届けよう〜」

を発刊しました！

19年度の男女共同参画に関する「感謝状」の入賞作品13点と応募作品の中

から26作品を掲載した作品集です。7〜73歳までの人の心温まる作品が掲載さ

れています。

各図書館および公民館に置いてありますので、ぜひ、ご覧ください。

養育費相談のお知らせ

― 別れて暮らす親と子の絆のために ー

養育費のことで悩んでいる人に、養育相談員が相

談に応じます。

■日　時 ６月10日(火)  13:30〜15:30

■場　所 市役所 第２相談室（子育て支援室前）

相談日には、電話相談も受け付けます。

■問合せ 福祉課　子育て支援室　☎73-8021

児童手当のお知らせ

児童手当は、6月から翌年5月まで1年分として認

定・支給していますが、対象児童（小学6年生（12歳）

以下）がいる人で昨年分が未請求や所得制限オーバー

などにより支給されていない人でも、所得が減少した

り扶養親族が増えたりした場合などは、支給の対象と

なることがあります。該当すると思われる人は、5月

中に改めて認定請求を行ってください。

■問合せ 福祉課　子育て支援室　☎73-8021



福井ライフ・アカデミー共催

あわら市民大学講座　
〜お誘い合わせのうえ、ご参加ください〜

「自分の健康を自分でつくるために」

■と　き 6月27日(金) 19:30〜21:00

■ところ 湯のまち公民館

■講　師 仁愛女子短期大学教授　清水 瑠美子さん

■問合せ 文化学習課　☎73-8041

8

◆と　　き 6月15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 市役所駐車場　8:00〜8:30

◆コ ー ス ○往路（→はバス、〜は徒歩）

市役所→水車小屋〜風谷峠〜風谷町〜栢野
か や の

大杉(昼食)〜山中温泉・ゆーゆー館（入浴）

○復路（バス）

ゆーゆー館→市役所

◆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、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）

※　回送するバスに荷物を置いておくことはできません。

◆服 装 長袖、長ズボン、はき慣れた靴（厚底）、リュック、軍手、つえなど

◆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

■申込期間 ５月19日(月)〜6月５日(木) （土・日曜日を除く。）

■申 込 先 文化学習課　☎73-8041

氏名、年齢（学年）、住所、電話番号をお知らせください。

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、昔の人々が通った古道「風谷峠」を歩

いてみませんか。

ビーズアクセサリーづくり

■と　き ６月21日(土) 10:00〜

■ところ 金津社会福祉センター２階 和室

■対　象 小学生（２年生以下は保護者同伴）

■定　員 30人

■申込み・問合せ 中央児童館　☎73-1571

ふくい田んぼ塾生募集

水稲栽培技術や農業機械整備の講義、先進

地視察など6回シリーズで田んぼ塾を開催し

ます。

■研修回数 ６回（６月〜21年２月の日曜日）

■研修場所 ＪA花咲ふくい本店

坂井農場ほか

■受 講 料 6,000円

■締　 切 ５月30日(金)

■問 合 せ 県坂井農林総合事務所

農業経営支援部 ☎82-2800

（内線522）
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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＞

●疾走 （東　　直己）

●相棒 （司城　志朗）

●ペギー・スー９（セルジュ・ブリュソロ）

●石田衣良の白黒つけます!!（石田　衣良）

●そのノブは心の扉 （劇団ひとり）

●大阪ばかぼんど （黒川　博行）

●みにくいあひる （谷村　志穂）

●そろそろ旅に （松井今朝子）

●風の牧場 （有吉　玉青）

●COLORS (藤田　宜永)

＜一般書　その他＞

●学校裏サイト （下田　博次）

●絆 （島田　洋七）

●中高年のための「体を動かす」簡単運動メニュー

（松葉　育郎）

●絶景ドライブガイド （学研）

●はじめての雑穀レシピ （舘野　鏡子）

●ぬか床づくり （下田　敏子）

●はじめてのおさいほうBOOK

(木所　未貴監修)

●ト部日記・富田メモで読む人間・昭和天皇

（半藤　一利）

●そのカタカナ語、意味言えますか

（カタカナ探偵団）

●サーベイ東京 （昭文社）

＜児童書＞

●赤い酋長の身代金 （オー・ヘンリー）

●ランプの精リトル・ジーニー８

（ミランダ・ジョーンズ）

●ことば遊びネタのタネ３（しばはらち）

●こねこにこにこねどこでねころぶ

（石津ちひろ）

●どこ？ （山形　明美）

●ヤクーバとライオン１

（テイエリー・デデュー）

●くらべてわかる食品図鑑６

（家庭科教育研究者連盟）

●決戦！妖怪島 （斎藤　　洋）

●おれたちの子ブタ戦争 （竹野　　栄）

●ウマソウのピョンピョンピョーン

（みやにしたつや）

●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」〜

「 見ていてよ　ぼくらの心の　ＳＯＳ 」

「見ているよ 聞いているよ　あなたの心 」

金津小６年（受賞時） 青野一馬さん　峰子さん親子

平成19年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

みんな来てね！

芦原図書館の

新刊の絵本、児童書が見やすくなりました！

前図書館協議会委員の土橋隆史さんが、書架を作製してくだ

さいました。小さいお子さんも、表紙を見て好きな絵本を選べ

るようになりました。

雑誌の紹介

＜購入雑誌＞

・旅の手帖（月刊） ・山と渓谷（月刊）

・特選術（月刊） ・小説新潮（月刊）

・文藝春秋（月刊） ・婦人公論（月刊）

・ロードショー（月刊） ・N�����（月刊）

・ひよこクラブ（月刊） ・たまごクラブ（月刊）

・MORE（月刊） ・LEE（月刊）

・ESSE（月刊） ・新しい住まいの設計（月刊）

・きょうの料理（月刊） ・きょうの健康（月刊）

・おしゃれ工房（月刊） ・趣味の園芸（月刊）

・ちいさなかがくのとも（月刊）

・プレジデント（月２） ・サライ（月２）

・オレンジページ（月２） ・���-��(月２)

・暮らしの手帖（季刊年４）

・住まい自分流DIY入門（隔月偶数月）

・週刊文春（週刊）

＜寄贈雑誌＞

・福楽（季刊年４） ・週刊朝日（週刊）

・週刊ベースボール（週刊） ・N����� (隔週)

・URALA(月刊) ・イエヒト（季刊）

・W���A
�W���� (季刊)

最新号の雑誌は貸し出しできません。館内でご覧ください。

バックナンバーの雑誌は、１人10冊まで貸し出しできます。

金津図書館の雑誌は、６月に紹介します。
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イ ベ ン ト

創　　 作 の 森 通 信 ���.146

第9回フレンチ・トーストピクニック（ＦＴＰ）
新緑の中、ピクニック気分で楽しめるクラシックカーのイベントです。

フランス車を中心とした旧車の展示やパーツマーケット、タイムレースやトーク

ショーなど、車に詳しくなくても十分に楽しめるイベントです。

■と　き 5月25日(日) 10:00〜16:00（入場無料　雨天決行)

■ところ アートコア ミュージアム−２、第１・２駐車場付近、ホワイエなど

● 今村 幸治郎イラスト展を、５月17日(土)〜25日(日)までアートコア、ホワイエで開催。

25日(日)にはサイン会を行います。

イベントスケジュール

ピクニックラリー　　　　　10:00スタート

パーツマーケット　　　　　10:00〜16:00

ちょっと旧い車たち　　　　13:00〜14:00

雑誌「オールドタイマー」編集部

甲賀精英樹
コ ウ ガ マ サ キ

トークショー　　14:00〜15:00

(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-���� �������@����.�����.	����.�

����://���.������.�/
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

Q.開館以来の創作の森・企画委員として、10年を振り返っていかがですか？

「この10年間、創作の森が開館したことで、あわら市のPRの機会が格段に増

えたと感じます。県内外の新聞や全国版の美術誌などに、1カ月に何度かは、

必ずイベントや展覧会がとりあげられます。このように全国的に発信できる

施設は、福井県の中でも数えるほどです。このようなPR効果は温泉地として

だけでなく、あわら市への集客や経済効果に少なからずつながっていると感

じます。」

Q.市民の方へのPRをお願いします。

「創作の森は、美術館としてや体験のイメージが強いのですが、"森"として考

えると、様々な日常的な使い方もできます。散歩やピクニックはもちろん、

森や広場を使って、子供向けの体験学習も企画できます。私も、フレンチト

ーストピクニックといった車のイベントを企画していますが、環境の良さや

参加型であるということも加わって、主催者側も参加者側もみんなで楽しん

でイベントを作りあげています。市民の皆さんも、“豊かな自然＋アート”の

場をもっと活用していただくことで、創作の森をより身近に感じ、様々な一

面を発見してもらえればと思います。ある施設はもっと使いこなしていきた

いですね。」

創作の森 企画委員

(FTP実行委員長）

伊藤憲治さん

（あわら市春宮在住）

インドネシアの伝統的染色技法バティックに挑戦してみませんか？

インドネシアの歴史や文化に触れながらろうけつ染めの基本

を学び、ハンカチをはじめ、オリジナルのストールやのれん、

パラソルなど、自分の作りたい素材を自由に選んで制作します。

講座後は、道具を持ち帰り初心者でも気軽にろうけつ染めを楽

しむことができます。

■日　程 全４回

●基礎編　６月７日(土) 13:30〜16:30 ８日(日) 9:30〜16:30

●応用編　６月21日(土) 13:30〜16:30 22日(日) 9:30〜16:30

■定　員 10人（最小施行人数５人）／ 初心者対象

■受講料 10,000円（ハンカチ・道具代・消費税込）

※　応用編で制作する布代は別途負担

（制作物により値段は異なります）

■申込み・問合せ 財団事務局　☎73-7800

「楽しいろうけつ染め」

受講生募集中！

金津創作の森ろうけつ染め集中講座

指導　加藤すみ子

（金津創作の森　染画家・入居作家）

金津創作の森 開館10周年記念をむかえて・第２回
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社会人の祭典
◆４月４日　市内旅館

新社会人の祭典が市内旅館で行われました。新入社員約180

人を代表して金津技研の伊藤勇さんが「１日も早く社会に貢献

できるよう頑張りたい」と決意を述べました。式典の後セミナ

ーが開かれ、新社会人たちはメモをとりながら、熱心に話に耳

を傾けていました。

新入学児童体験入浴
◆４月7日　市内各旅館

市内の新１年生児童を対象に、地元の観光資源である温泉に

親しんでもらおうと「思い出づくり体験入浴」を行いました。

児童らはお父さんやお母さん、友達と楽しそうにお湯につかり、

心ゆくまで温泉を満喫していました。

国道８号線で交通安全茶屋
◆４月19日　熊坂検門所

熊坂検問所でお年寄りの交通事故抑止対策として、交通安全

茶屋が実施されました。参加したお年寄りたちは、国道８号線

を通るドライバーにチラシや鉢植え用の花を手渡して交通安全

を呼びかけました。引き続きトレーナーにより道路の安全な渡

り方などの訓練が行われました。

金津雲雀ヶ丘寮増築棟完成
◆４月22日　金津雲雀ヶ丘寮

金津雲雀ヶ丘寮の増築棟が完成し、竣工式を行いました。

完成した建物は鉄骨２階建てで特別養護老人ホーム部分として

40床を増床し、ショートステイは12床を整備しました。特別養

護老人ホーム部分はゆったりとした個室で、車椅子でも対応で

きるトイレなど、各種設備を充実させました。

下水道の処理区域が広がりました

４月１日から、次の区域で下水道が使えるようになりました。

今後も区域を計画的に拡大しますので、ご理解とご協力をお願いします。

○北潟西区の一部　○北潟東区の一部　○赤尾区の一部　○波松区の一部　○牛山区の一部　○橋屋

区の一部　○樋山区の一部　○細呂木区の一部　○坂口区の一部　○細呂木駅前区の一部　○清王区

の一部　○北区の一部　○中川区の一部　○東田中区の一部

水洗化のお願い

新たに下水道の処理区域となった区域では、法令によりトイレの汚水はもちろんのこと、台所や風

呂場などの排水も下水道へ接続することが義務付けられています。一日も早く、衛生的でさわやかな

水洗便所に改造してください。

■問 合 せ 上下水道課　下水道Ｇ　☎73-8037
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お知らせ

■応募できる団体

・市内の行政区

・市内で活動するグループや団体（ＮＰＯ法人、ＰＴＡ、子ども会、青壮年会、婦人会、老人会など）

■対象となる活動・取り組み（例）

(1) 地域福祉の推進に関する活動

高齢者と子どもの交流事業、高齢者等の見守り事業、子育て支援活動など

(2) 環境の保全に関する活動

リサイクル活動、不法投棄監視活動、公共空間のクリーン活動、コミュニティガーデンづくりなど

(3) 安全安心なまちづくりに関する活動

地域が主体となった除雪活動、子どもの見守り活動、自主防災組織づくり、危険箇所パトロールなど　

(4) 地域の活力の増進に関する事業

空き家・空き店舗の活用、あいさつ運動、地域資源を活用した取り組みなど

(5) 行政区運営の活性化、合理化等に関する活動

冠婚葬祭簡素化運動、集落内の助けあい活動、特色ある地区イベントの開催など

■募集期限 12月26日(金)

■応募方法 所定の応募用紙に必要な事項を記入の上、添付書類を添えてお申し込みください。

■表彰区分 ふるさとあわら地域力大賞　１団体　　（副賞10万円）

ふるさとあわら地域力賞　　５団体以内（副賞５万円）

地域力アイデア賞　　　　 10団体以内（副賞３万円）

詳しい要項などは、ホームページをご覧いただくか、政策課企画グループ(☎73-8005）

までお問い合わせください。

お知恵拝借！　町のアイデア・むらの自慢

ふるさとあわら地域力コンテスト

わたしたちは、テレビやラジオ、インターネットなどを通して、さまざまな情報に接

し、また、携帯電話などを使って、いつでもだれとでも情報の交換ができるようになり

ました。ところが、こうして手軽に情報を入手できるようになった反面、生活様式の変

化なども加わって、これまでコミュニケーションの中心的役割を担ってきた「ご近所づ

きあい」や「地域のつながり」がだんだん希薄になってきています。

市では、こうした人と人とのつながりや交わりこそ、地域を元気にする原動力ととら

え、地域が本来持つ力を再生し、十分に発揮させることを目的に「ふるさとあわら地域

力コンテスト」を開催します。

このコンテストは、市内の行政区や市民活動団体などの皆さんから、これまで実践し

てきたまちづくりや課題解決のためのアイデアなどを募集し、その情報を市民みんなで

共有することにより、地域力を再生し、市の元気増進を図ろうというものです。

ご応募いただいた団体のうち、他のモデルとなる活動を行っている団体は、来年３月

に開催する「あわら市誕生５周年記念式典」において表彰することとしています。

皆さんがお持ちのアイデアやノウハウをぜひ教えてください。ご応募をお待ちしてい

ます。
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お知らせ

あわら市教育委員会
スポーツ教室参加者募集

○ 初心者ヨガ教室

■指導者 ジャパンボディチーフインストラクター

今井 かほるさん

■日　時 5月29日(木)〜7月17日(木)

毎週木曜日　全８回　19:30〜20:30

■場　所 トリムパークかなづ

■服　装 運動のできる服装

■持ち物 ヨガマットまたはバスタオル

■参加料 2,000円

■定　員 20人

■締　切 5月26日(月)

○ 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、ファミリーバドミン

トンなど

■指導者 市体育指導委員

■日　時 5月21日(水)〜7月９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(〜6/11)

農業者トレーニングセンター(6/18〜)

■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

※　両教室とも、参加希望の人は、スポーツ課（☎

73-8043）へ申し込んでください。

市民バドミントン大会参加者募集

■と　き 6月8日(日) 受付8:15 開会8:45 

■ところ 農業者トレーニングセンター

■対象者 小学4年生以上の市民または市内勤務者

■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28日(水)までに

次のいずれかにご連絡ください。

西出　☎73-4410

武田　Ｅ-���� �
����268@�����.��.�

申込書は、市バドミントン協会ホームペ

ージからもダウンロードできます。

■問合せ 市バドミントン協会事務局　楠

☎090-4683-7505

市ゴルフ協会20年度会員募集

ゴルフ協会では、生涯スポーツとしてゴルフの普

及拡大や技術向上、市民の交流を図るため、ゴルフ

教室と各種ゴルフ大会を開催しています。ぜひ、こ

の機会にご加入ください。

■募集期限 ６月10日(火)まで

■会　　費 年額 2,000円

■会員資格 市内在住または市内勤務の人

■申 込 み 最寄りの郵便局で、あわら市ゴルフ協

会口座へ会費を振り込んでください。

●振込口座（郵便振替）

００７２０−５−１３５８０

あわら市ゴルフ協会

●振込用紙には、申込者の住所、氏名、

連絡先電話番号を「通信欄」にご記入

ください。

■問 合 せ 市ゴルフ協会事務局会計 佐孝

☎090-2124-6081

カヌー体験教室

■開催日 5月25日(日)・7月6日(日)・9月23日(火:祝)

■時　間 9:00〜11:30

■場　所 カヌー艇庫前（北潟公民館横）

■服装等 濡れてもよい衣服、サンダル、着替え

■指導者 市カヌー協会員

■参加料 一般　　 1,000円

高校生以下　500円

■対　象 初心者、カヌーに興味のある人

■申込み・問合せ

スポーツ課　 ☎73-8043

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

■教　室 （木曜日か火曜日のいずれか）

☆木曜教室

○日時　毎週木曜日　19:00〜20:00

○日程　6月12日(木)から【全10回】

☆火曜教室

○日時　毎週火曜日　19:00〜20:00

○日程　6月17日(火)から【全10回】

■対象者 市内の小学生で健康な児童

■参加料 1,500円

■定　員 各教室50人（各学年15人程度）

■申込み 5月26日(月)〜５月30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

へ申し込んでください。期間前の受け付

けはいたしません。

■問合せ トリムパークかなづ　☎73-7272
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6月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

クラブ活動日

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★

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

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★

金津

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

クラブ活動日

伊井ă南稲越ă池口ă河

原井手ă菅野ă矢地ă清

間★

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

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

桑原ă古屋石塚★

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

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

百　寿　苑

02 金 北潟ă浜坂

03 火 一般利用日

04 水 波松

05 木 一般利用日

06 金 新郷★

9 月 山方ă里方ă温泉

10 火 一般利用日

11 水 本荘全地区

12 木 一般利用日

13 金 北潟ă浜坂★

16 月 新郷

17 火 一般利用日

18 水 本荘全地区

19 木 一般利用日

20 金 波松★

23 月 北潟ă浜坂

24 火 一般利用日

25 水 新郷

26 木 一般利用日

27 金 山方ă里方ă温泉★

30 月 本荘全地区

★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

市営住宅入居者募集

■募集住宅

❶旭団地第１棟（JR芦原温泉駅東側）

中層耐火構造４階建（３ＤＫ）…１戸（２階）

❷稲越団地（金津中学校南東側）

中層耐火構造４階建（３ＤＫ）…２戸（２・４階）

高齢者向住宅　　　（２ＤＫ）…１戸（１階）

※ 単身入居希望の人は、３ＤＫの住宅には応募できません。

※ 高齢者向住宅は、60歳以上の単身または世帯のみ申し

込みできます。

■家　　賃

❶旭団地第１棟

⇒13,200円〜21,900円までの範囲で、世帯の所得に応じて定

める額

❷稲越団地

⇒12,500円〜20,700円までの範囲で、世帯の所得に応じて定

める額

■募集期限 ５月30日(金) 8:30〜17:30

（土・日曜日を除く）

■問 合 せ 建設課　整備管理Ｇ　☎73-8031

ＪＲ芦原温泉駅前周辺まちづくり先進地視察

ＪＲ芦原温泉駅前周辺まちづくりでは、昨年から美しい景観形

成による魅力ある空間づくり、まちづくりを進めています。

この度、緑豊かなＪＲ守山駅前と水と緑と歴史を生かした景観

のまちづくりに取り組んでいる近江八幡の先進地視察を行います

ので、興味のある人はどうぞご参加ください。

■と　き ６月７日(土) 8:30〜17:30

■ところ 滋賀県　ＪＲ守山駅前、近江八幡

■対　象 市内在住の18歳以上の人

■定　員 25人

■参加料 1,000円（食事代）

■申込み ５月30日(金)までに電話でお申し込みください。

■問合せ 建設課　計画Ｇ　☎73-8033

病児・病後児保育の利用手続きが
変わりました　〜病児・病後児保育事業〜

20年度から、利用登録を金津産婦人科クリニック病児・病後

児保育室で行えるようになりました。

■対象児童

市内在住の生後６カ月〜小学校３年生の児童

■登録・申し込み先

金津産婦人科クリニック内 病児・病後児保育室

■問合せ

金津産婦人科クリニック内 病児・病後児保育室

☎080-1967-9660（直通） ☎73-3800（代表）

福祉課　子育て支援室　☎73-8021

消防署からのお知らせ
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お知らせ

先日、芦原街道の

芦原橋南側ポケット

パークに、下番区のボランティ

アグループ「のびのび会」のメ

ンバーらが行った花の苗植えの

取材に行きました。約50ｍ　の

面積にマリーゴールドやサルビア

など数種類の苗を植えていまし

た。皆さんとても楽しそうに、花

に負けないくらいの笑顔で作業

をされていたのが印象的でした。

植えられた花は、通行するド

ライバーの目に止まり、運転疲

れを癒してくれることでしょう。

（利）

H20.４.１〜４.30 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さんăお母さん 行政区

小林　大悟
だ い ご

男 徳恭 千恵美 中　川

川崎菜々子
な な こ

女 芳範 由加里 堀江十楽

川崎萌々子
も も こ

女 芳範 由加里 堀江十楽

小番場和紅
わ く

女 保弘 淑恵 二　面

増田 悠紀
ゆ う き

男 秀紀 知里 下　番

坪田　朱莉
あ か り

女 達徳 香織 千　束

上出　大雅
た い が

男 義和 美喜 山十楽

吉田　季世
き よ

女 恭久 陽子 西温泉

北野　莉愛
り あ

女 哲也 浩子 新　成

見澤　朋花
と も か

女 誠 由紀子 北潟東

笠川穂成実
ほ な み

女 重安 知美 若葉台

笹田　怜雅
りょうが

男 康司 智子 向ヶ丘

近藤　将希
ま さ き

男 智彦 夏恵 二　面

見澤　一花
い ち か

女 倫寛 久美子 北潟東

佐々川美桜
み お

女 憲一 恵子 馬　場

陶山　知希
と も き

男 美津夫 純子 桜ヶ丘

竹嶋　成助
じょうすけ

男 友樹 麻由美 北潟東

山岸　生旺
い お

男 一樹 恵子 春　日

マクドナルド真理愛
ま り あ

女 二　面

藤井　悠
はる

生
き

男 省吾 由紀 仏徳寺

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

《ゆずります》
熱帯魚用飼育水槽

チャイルドシート

学習机いす付 ２セット

ベビーカー

《ゆずってください》

掃除機

スクーター

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

三国競艇開催日

５ /２(金) 〜５/７ (水)

５/13(火)〜５/18(日)

５/23(金)〜５/26(月)

５/30(金)〜６/２ (月)

【お詫びと訂正】
４月号の記事「ベビー誕生」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）長岡優翔　男　和宏　寿子　中央

（正）永岡優翔　男　和宏　寿子　中央

今月号で掲載予定であった20年

度当初予算の概要は、（紙面の都

合上）来月に掲載します。

出かけてみませんか？となりまちへ

片山津温泉

「菖蒲湯まつり」

住む人訪れる人の魔よけ、厄

よけ、無病息災、温泉繁栄を祈

願して、お薬師（愛染寺）で祈

願法要を執り行います。この日

は、各旅館や総湯では浴槽に菖

蒲が浮かべられ、香り高い菖蒲

湯がお楽しみいただけます。

と　き ６月４日(水)

ところ 片山津温街

問合せ 片山津温泉観光協会

☎(0761) 74-1123

父）マクドナルド ウィリアム

母）ウイーラー ブロンウエン

2

財務行政懇話会開催

■と　き ５月26日(月)

13:30〜15:00

■ところ 市役所 ３階 正庁

■講　師 北陸財務局長

大森 通伸さん

■演　題 わが国財政の現状と課題

■申込み・問合せ

北陸財務局

福井財務事務所　総務課

☎25-8230 FAX22-7053

Ｅ-���� �����@��3.������.��.�
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土金木水火月日

■内 国立あわら病院(あわら) 79-1211

■■内 野 村 医 院(坂井) 72-1839

■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

休
日
当
番
医

■内向坂内科医院(三国) 81-2255

■内 木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外 国立あわら病院(あわら) 79-1211

休
日
当
番
医

■内 藤 井 医 院(三国) 82-1113

■内 ともだクリニック(丸岡) 66-6161

■■外 木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

■内 西 野 医 院(三国) 82-1392

■内森瀬クリニック(坂井) 72-3737

■外 荒川整形外科ă胃腸科(丸岡) 66-0012

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(����://���.�����-���.���)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 ��）

●ホ ー ム ペ ー ジ ����://���.����.�����.	����.�/

■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

あわら市の人口

31,383人 (−27)

20年 5月１日現在　

男 14 ,8１8 人 (−19)

女 16 ,5６5 人 (− 8)

世帯数 10 ,2３0 世帯 (− 4)

( )は前月比

市民健診（基本ă肺ă胃）
8:00〜10:00 中央公民館

粗大ゴミ休日持込日 8:30〜16:30 ă清掃センター

エイズ、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎検査
9:00〜11:00 坂井健康福祉センター

行政相談
13:30〜16:00 セントピアあわら
心配ごと相談
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 金津社会福祉センター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 細呂木公民館

13:30〜15:30 吉崎公民館
育児教室「乳幼児の歯について」
11:00〜11:30 子育て支援センター
市民健診（基本ă肺）
13:00〜14:15 浜坂区民館

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 湯のまち公民館

さくらセンター
１歳６カ月健診
13:00〜14:15 保健センター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 坪江公民館

農地法に基づく許可申請締切日

市民健診
（基本ă肺ă胃） 8:00〜10:00  保健センター
（子宮ă乳ă骨ă歯）13:00〜14:15  保健センター
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

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

市民健診（基本ă肺ă骨）
13:00〜14:15 北潟公民館

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 本荘公民館

13:30〜15:30 北潟公民館
もぐもぐ教室
9:40〜12:00 保健センター

育児教室「親子スキンシップあそび」
10:30〜11:45 子育て支援センター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 中央公民館、伊井公民館

心の健康相談
14:00〜16:00 坂井健康福祉センター

脳活クラブ（星コース）
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
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

エイズ、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎検査
9:00〜11:00 坂井健康福祉センター

脳活クラブ（桜コース）
9:30〜11:30 保健センター

心配ごとă無料法律相談
13:00〜16:00 百寿苑
結婚相談 13:30〜16:00 市姫荘

７０歳教室
10:00〜11:30 保健センター
ＢＣＧ接種
13:00〜13:45 保健センター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 細呂木公民館

13:30〜15:30 吉崎公民館
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

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 湯のまち公民館

さくらセンター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 坪江公民館

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ă肺ă胃）
8:30〜10:00 剱岳公民館

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

全国統一人権相談
13:30〜　中央公民館　セントピアあわら

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

市民健診（基本ă肺ă骨）
8:00〜10:00 さくらセンター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 本荘公民館

13:30〜15:30 北潟公民館
ふれあい広場「自然に親しもう」
10:30〜12:00 創作の森 水辺の広場

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 中央公民館、伊井公民館

心の健康相談
14:00〜16:00 坂井健康福祉センター

脳活クラブ（星コース）
9:30〜11:30 保健センター

市民健診（基本ă肺）
13:00〜14:15 新郷小学校

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 ）

1 2 ３ ４燃やせないごみ収集日 ５ ６ ７

8 ９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18燃やせないごみ収集日 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

■内 荒 井 医 院(三国) 82-7703

■内 つちだ小児科医院(丸岡) 67-8306

■外 春 江 病 院(春江) 51-0029

休
日
当
番
医

資源ごみ収集日（空き缶ă空きビ
ン）（ペットボトル・スプレー缶）

資源ごみ収集日（空き缶ă空きビ
ン）（ペットボトル・スプレー缶）

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

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

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所 あわら北潟湖畔花菖蒲まつり

■期　間　6月14日(土)〜22日(日)

■会　場　北潟湖畔花菖蒲園

舞妓とモデルによる観光写真コンテ

ストモデル撮影会や各種イベントあ

り。

■問合せ　観光商工課

☎73-8029

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所
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