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元気なお返事できたよ！　金津小学校入学式　４月６日
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昨年１年間のあわら市の観光についてまとめました

平成20年あわら市観光白書平成20年あわら市観光白書

平成20年１月から12月までの１年間にあわら

市を訪れた観光客数は1,367,400人で、前年と比

較し、40,000人余り、率にして2.8％の減となり

ました。

観光客数を日程別にみると、宿泊客数が

857,900人、日帰り客が509,500人となっており、

宿泊客のほとんどが、芦原温泉への観光客で占め

られています。

観光地別では、芦原温泉の856,200人が最も多

く、次にゴルフ場の132,900人、金津創作の森の

112,400人、北潟湖畔の98,900人などとなって

います。

また、観光客を地域別にみると、県内客が

631,100人、県外客が736,300人と、県外からの

観光客が県内の観光客を上回っています。

前年との比較においても、県外客が800人の減

であるのに対し、県内客が39,200人の減となっ

ており、特に福井県内の観光客の落ち込み幅が大

きくなっています。

県外からの観光客をさらに詳しく見ると、関西

方面からの観光客が300,300人と最も多く、次い

で中京方面の185,700人、石川・富山両県の

105,000人、関東方面の65,400人と、関西や中

京方面からの観光客が県外客全体の66.0％を占め

ています。

各方面とも多くが前年割れをしていますが、唯

一、関東方面については、対前年比8,200人、率

にして14.4％の増となっています。

関東方面については、今後の北陸新幹線の整備

とともに、さらに市場の開発が期待されるところ

です。

観光都市・あわらの顔でもある芦原温泉の宿泊

客数は838,200人で、前年と比較し1.6％の減少

となりました。

近年、観光や余暇活動に対する志向の多様化と

ともに、旅行の形態も細分化し、観光客の温泉地

や宿泊施設などに対するニーズも多種多様となっ

ています。さらに、昨年後半からの世界的な不況

の波はいつ収まるとも予測すらつかない状況で

す。

こうした状況を打破し、環境の変化に柔軟に対

応してこれをプラスに転じていくためには、新し

い観光資源の発掘や人材を生かした魅力ある観光

地づくりを一層強力に推し進めていくことが必要

です。

あわら湯けむり創生塾の「屋台村・湯けむり横

丁」や「湯めぐり手形」、観光協会などが実施し

ている「芦原芸妓の芸にふれる旅」といった企画

のほか、北潟湖畔花菖蒲まつり、あわら湯かけま

つり、北潟湖畔観月の夕べなどのイベントも、多

くの皆さんに喜ばれています。

ただ、一つ一つの企画やイベントが成功を収め

ているにもかかわらず、それらが互いに連携する

には至っていませんでした。

このため、本年度は、あわら市の観光施策の推

進体制の見直しなども行い、市を含めた複数の関

係団体が、あわら市全体の観光振興という同じベ

クトルで活動し、企画やイベントを有機的に連携

できる土壌づくりを行っていくことにしていま

す。

そして、近隣市町とも連携した広域的な視点に

よる施策の展開を図るとともに、あわら市単独に

おいても、関西・中京からの観光客のみならず、

多くの可能性を秘める関東圏の観光客をも呼び込

むための施策を強力に推し進めていきます。

あわら市観光協会は、観光商工課内に地域密着

型観光の推進拠点「あわらツアーデザインセンタ

ー」の準備室を新設しました。

室長には、近畿日本ツーリスト(株)に約35年間

勤務した西 文雄さんが就任。

旅行代理店のノウハウを生かし、お客さまのニ

ーズに合ったツアー商品のコーディネートと、市

民も観光客もみんなが楽しめるまちづくりを目指

します。

来年度には、えちぜん鉄道あわら湯のまち駅舎

内に事務所を設置し、本格スタートする予定です。

■問合せ 観光商工課　観光Ｇ　☎73-8029
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温泉気持ちよかったよ〜！
◆４月６日　芦原温泉 美松

郷土の観光資源である「温泉」に親しみ、郷土愛をはぐくん

でもらおうと、市内の新入学児童と保護者を対象に「思い出体

験入浴」が行われました。入学式を終え訪れた親子たちは仲良

く温泉につかり、心ゆくまで満喫していました。

あわらăワクワクăプレミアム商品券販売
◆３月15日　市商工会本所・芦原支所

２割増しの特典が付いたĀあわらăワクワクăプレミアム商品

券」。商工会前には、買い求める人で販売時間前から長蛇の列が

できていました。用意した１万５千セットは２日で完売しました。

● 食の自立支援事業

（配食サービス）

■内　容 民生委員が月４回、昼食弁当を配り、

その際に体調に異常がないかなどを確

認します。

■対象者 調理が困難な、おおむね65歳以上のみ

で構成されている世帯（ただし、市内

に１親等内の親族が住んでいる場合は

対象外です。）

■負担金 市県民税課税世帯は400円/食、非課税

世帯は200円/食

● 家族介護慰労金

■内　容 対象者に年額10万円を支給します。

■対象者 要介護４ă５相当で過去１年間介護サー

ビスを受けなかった高齢者を、現に介

護している市県民税非課税世帯

● 緊急通報体制整備事業

（緊急通報装置レンタル、緊急時の訪問など）

■内　容 体調不良などの緊急時に、市が委託す

る警備会社に簡単に通報でき、また相

互に会話することができる装置などを

貸与します。

■対象者 65歳以上で構成されていて、かつ世帯

員の１人以上が病弱な世帯

■負担金 １カ月490円

● 介護用品支給事業

（紙おむつなどの支給）

■内　容 紙おむつや防水シーツなどを現物支給

します。

■対象者 おおむね65歳以上の在宅高齢者で、要

支援ă要介護認定を持っている人および

それ相当の身体状況と認められる人

■負担金 市県民税課税世帯は、費用の３分の１、

非課税世帯は無料

■問合せ 健康長寿課　高齢福祉Ｇ ☎73-8022

● 在宅介護支援事業

（宿泊サービス）

■内　容 金津雲雀ヶ丘寮デイサービスセンター

で宿泊することができます。（介護保険

外の事業。１人年間12泊まで。）

■対象者 要支援ă要介護認定を持っている人

■負担金 1,000円＋食費＋居住費など

■問合せ 担当のケアマネジャー

● 家族介護者交流事業

（介護者のつどい）

■内　容 ２カ月に１回、介護者同士の交流や介

護教室などを行います。

■対象者 要支援ă要介護者を介護している人

■負担金 飲食を伴う場合、その費用

■問合せ 社会福祉協議会 ☎73-2253

要支援・要介護者や高齢者世帯に関する支援制度をご存じですか

高齢者、介護者家族支援制度

市では、要支援・要介護者や高齢者に対し各種支援を行っています。
利用するには、あらかじめ申請する必要があります。なお、申請は随時受け付けています。
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初心者大歓迎「やってみねの〜」

公民館定期教室 <５月開講>

◆ 受講を希望する人は、４月28日(火)までに、各公民館へ直接また
は電話でお申し込みください。

※ 複数の教室へのお申し込みも可能です。

◆ 受講料は、１教室 年額5,000円（11回の教室は2,500円）です。
※ 材料代が別に必要な講座があります。

勤労青少年ホーム定期講座　<５月開講>
※ 勤労青少年ホーム教室に受講希望の人は、中央公民館（☎73-2000）へお申し込みください。

施 設 名
（申込み先） 開 講 数 開 講 数 定 員 曜 日 時　間 備　考

勤労青少年ホーム

初心者対象生け花 12 15人 第３火曜日 19:30〜
受講料１回 750円(花材代含む）

12月は２回実施

料理 22 15人 月２回 19:30〜

公民館名

（申込み先）
教 室 名 回　数 定 員 曜 日 時 間 備 　 考

中　　央

☎73-2000

着付けとマナー 22 10人 木曜日（連続） 19:30〜 ５〜10月

初心者対象アコースティックギター 22 ６人 第２金曜・第４水曜 18:30〜

伊　　井

☎73-4511

民 　 踊 22 20人 第１・３水曜日 9:30〜

おとこの料理 11 15人 第４水曜日 9:30〜

絵 手 紙 11 20人 第４木曜日 10:00〜

四季の生け花 11 15人 第２金曜日 9:30〜

坪　　江

☎74-2096

ガラスとんぼ玉教室 22 10人 第２・４火曜日 13:30〜

リフォーム洋裁 22 10人 第２・４水曜日 9:30〜

絵画スケッチ 22 15人 第２・４水曜日 19:00〜 初心者限定

剱　　岳

☎74-1849

ソーイング 22 10人 第１・３水曜日 13:00〜

大正琴 22 15人 第２・４水曜日 19:30〜

細 呂 木

☎73-2151

絵手紙・切り絵 22 10人 第２・４月曜日 13:30〜

ヨガ＆ピラティス 22 15人 第２・４木曜日 19:30〜

初心者パソコン 11 10人 月３回（連続） 13:30〜

料理 11 10人 月１回（連続） 10:00〜 男性歓迎

吉　　崎

☎75-1205

パソコン 22 15人 第２・３木曜日 19:30〜

実用書道 22 10人 第２・４水曜日 19:30〜

湯のまち

☎78-6350

着付け 22 10人 火曜日（連続） 19:30〜 ５〜10月

ポーセラーツ 11 15人 第２金曜日 19:30〜

簡単！楽しむ園芸 11 20人 第１土曜日 13:30〜

本　　荘

☎78-5874

簡単貯筋体操 22 10人 第１・３月曜日 13:30〜

絵手紙 11 10人 第２木曜日 10:00〜

パッチワーク 22 10人 第１・３金曜日 13:30〜

北　　潟

☎79-1100

フラワーアレンジメント 11 20人 第２水曜日 13:30〜 浜坂区民館

太 鼓 11 10人 第３木曜日 19:30〜

実 用 書 道 11 15人 第２・４金曜日 19:30〜 ５〜10月

市
民
の
ま
な
び
の
広
場

受
講
生
募
集
！
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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＞

●日本風景論 （池内　　紀）

●三匹のおっさん （有川　　浩）

●眩暈 （東　　直己）

●恋文の技術 （森見登美彦）

●佐保姫伝説 （阿刀田　高）

●何もかも憂鬱な夜に （中村　文則）

●あれから （矢口　敦子）

●ニホンブンレツ （山田　悠介）

●剣豪将軍義輝　上・下 （宮本　昌孝）

●人生、捨てたもんやない（俵　　萠子）

●くじら組 （山本　一力）

●ロロ・ジョングランの歌声（松村　美香）

●そろそろ最後の恋がしたい（唯川　　恵）

●幸田文台所帖 （幸田　　文）

●津軽百年食堂 （森沢　明夫）

＜一般書　その他＞

●偉人たちの脳 （茂木健一郎）

●ボケない食べ方 （伊藤　晴夫）

●皇族に嫁いだ女性たち （小田部雄次）

●せいぞろいへんないきもの（早川いくを）

●職場の法律は小説より奇なり（小嶌　典明）

●米村傳治郎のおもしろ科学ライブラリー

（大沢　幸子）

●１６才のための暮らしワークブック

（工藤　　啓）

●「調味料」オドロキの使いこなし術

（青木　敦子）

●北京陳情村 （田中　奈美）

●ベランダ野菜 （エコ楽編集部）

●庭の時間 （辰巳　芳子）

●四字熟語の五体字典 （矢島　峰月）

●三毛猫ホームズとオペラに行こう！

（赤川　次郎）

＜児童書＞

●ランドセルのはるやすみ（村上しいこ）

●本当の友だちってどんな友だちだろう

（藤原　和博）

●ばけばけばけばけばけたくん （岩田　明子）

●オオカミのおうさま

（田島　征三・絵　きむらゆういち・文）

●赤いポストとはいしゃさん（薫　くみこ）

●なんじゃもんじゃはかせのおべんとう

（長　　新太）

●ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん

（末吉　暁子）

●もっと！ほんとのおおきさ動物園

（松橋　利光）

●魔法のしろくま （タオ・ニュウ）

●だれもが使えるものづくり（くごうえり）

●おいしいみず （片山　　健）

●ありがたいなら芋虫くじら （ながたみか

こ）

●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」〜

佳作『 捨てましょう　「イジメ」の心

持ちましょう　「思いやり」の心』

芦原中２年（受賞時） 鈴木　佑弥さん

『 「ありがとう」と「ごめんね」でつながる　その絆

芦原中１年（受賞時） 北島　弓絵さん

平成20年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

古雑誌販売

保存期間の過ぎた雑誌を販売します。無くなり次第終了しますので、

お早めにどうぞ。

■と　き 4月24日(金)〜５月10日(日)

■ところ 金津図書館・芦原図書館

■問合せ 金津図書館☎73-1011 芦原図書館☎78-7246

福井ライフ・アカデミー共催、大学開放講座Ā人づくりăまちづくり講座ā共催

あわら市民大学講座がはじまりますあわら市民大学講座がはじまります

21年度は次の講座を行います。お誘い合わせのうえご参加ください。

❶ ５月29日(金) 19:30〜21:00 湯のまち公民館　＜開講式＞

『生きぬく覚悟』 棟岳寺住職　宗 清志さん

❷ ６月20日(土) 14:00〜15:30 湯のまち公民館

『笑いの力』 はやおき亭貞九郎さん

❸ ７月２日(木) 19:30〜21:00 中央公民館

『健康をつくるには』 福井大学名誉教授　松澤 甚三郎さん

❹ ８月29日(土) 13:30〜15:00 金津創作の森

『ピアノ演奏をきいて心リフレッシュ』 福井大学教授 高木 裕美さん

❺ ９月30日(水) 19:30〜21:00 中央公民館　＜閉講式＞

『食事は笑顔と元気の源』ＨＩＲＯヘルスプランニング 砂 博子さん

※ 全５回の受講者には、閉講式で修了証を授与します。

■問合せ 文化学習課　☎73-8041

本荘子ども茶道教室
■と　き ５月２日(土)〜12月５日(土)（年間10回）

毎月第１土曜日　9:00〜11:00

８月の夏休み中は４日(火)、11日(火)、18日(火)に実施

■ところ 本荘公民館

■定　員 小中学生　20人

■申込み ４月30日(木)まで

■問合せ 本荘公民館　☎73-5874

中嶋光子　　☎77-3322
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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

◆遊び場開放 月〜金曜日　8：30〜17：00◆育児教室 「乳幼児教室」

と　き ５月13日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 健康や発育発達についての講演

身長・体重測定

講　師 子育てマイスター 藤田由美さん (看護師）

◆ふれあい広場 「親子遠足」
トリムパークかなづに出かけ、公園で元気に遊ん

で、みんなで一緒においしいお弁当を食べましょう。

と　き ５月19日(火) 10:30〜12:00  ※雨天中止

ところ トリムパークかなづ（現地集合）

持ち物 お弁当、水筒、おやつ、おしぼり、敷物、

ベビーカー（必要な人）など

※ ５月８日(金)までに、子育て支援センターへ

お申し込みください。（☎73-5540）

＜お父さんの育児参加＞

お父さんの中には、赤ちゃんにさわるのはなんだか不安だなと思っている人も多いのではな

いでしょうか。おむつ替えが少々下手でも、抱っこがぎこちなくても少しもかまいません。か

わいいなという気持ちで赤ちゃんと触れ合ううちに、すぐに信頼関係が生まれます。語りかけ

て抱っこしているだけでも、赤ちゃんとっては、楽しい遊びのひとときです。

これからは暖かくてとても気持ちがよい季節です。さわやかな日ざしの中、抱っこしたり、

ベビーカーにのせて外の空気を吸わせてあげ、いろいろなものを見せてあげましょう。

あんよができるようになったら、公園など安全な場所で体を動かしてたっぷりあそばせてあげ

るといいですね。

毎日、仕事で帰りの遅いお父さん。連休の多いこれからは、子どもと触れ合う絶好のチャン

スですよ。

ワ
ンポ

イントアドバイス

※ ５月の幼児園・保育所(園)開放デーはありません。

◆お楽しみ会

と　き 5月27日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

内　容 ５月生まれのおともだちをお祝いしたり、

みんなで楽しく遊んだりしましょう。

保育所(園)・幼児園入園前のお子さんと保護者の方、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。

市長コラム

第22話「若き起業家たちと」

金津高校１年生ご一行様14人が市長室を訪

ねてくれました。彼らは、あるＮＰＯ法人の

指導で、起業家的センスであわら市を研究し、

いろいろな企画・提案の勉強をしているグル

ープです。

若い人たちと話すのは実に楽しいものです。

あわら市の観光・農産物資源を見直しての新

商品企画、まちのキャラクター作りやブラン

ド発信力の提言など、大人がびっくりするア

イディアがいっぱいでした。

彼ら自身は気づいていなかったと思います

が、この勉強を通じて市場や消費者ニーズ、

あるいは消費マインドというものを考えたの

だと思います。言い方を替えると、人の立場

でものごとを考える訓練をしたのです。

最後に私は彼らにそのことを指摘し、そし

てこう続けました。相手の立場でものごとを

考えるという訓練をした皆さんのような生徒

ばかりだったら、たぶん、いじめなどはなく

なるでしょうねと。そこのところは、皆、目

からウロコという表情で聞いてくれました。

よもやま!?

ありのまま!!

気まま？
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

男女共同参画に関する
アンケート調査結果

市では、17年4月に策定された「あわら男女共同参画プラン」

の趣旨をふまえ、現状を調査・把握し、具体的施策見直しの基

礎資料とするためにアンケート調査を行いました。そのうち市

民の皆さんを対象としたアンケート結果の一部をご紹介します。

■問合せ　男女共同参画推進室　☎73-8003

対象者 ăăă 市内に居住する満20歳以上80歳未満の男女2,000人

（住民基本台帳から年齢毎に無作為抽出）

回答数 ăăă 753人（37.7％）

あなたは、次にあげるよう
な分野で男女の地位は平等
になっていると思いますかÿ

学校教育の場では「平等」と答え
た人の割合が男女とも半数を超えて
います。しかし、他の分野において
は「男性優位」と答えた人の割合が
高くなっています。特に、法律制度
に対しては、半数を超える男性が

「平等」と答えているのに対し、女性
は3割弱となっており、男女で考え方
がかなり違うことがわかります。

あなたは、女性が職業をも
つことについてどのように
お考えですか。

今回のアンケートでは「結婚・出
産に関わらず職業を継続するほうが
よい」とする人が、男女とも一番割
合が多くなりました。３年前と比べ
て、結婚出産しても、仕事を続ける
ほうがよいと考えている人が増えて
きました。

※ここに掲載した表は、簡略化したものとなっています。

このほかの調査項目等につきましては、市のホームページに全て掲載してありますので、そち

らをご覧ください。

Q

Q

◆功労賞（敬称略、順不同）

武川　博一（坂井市）

吉崎小学校長、芦原中学校長を歴任する

など、学校教育の振興に尽力され、市の教

育の発展に大きく寄与されました。

加納　範子（ 古 ）

33年間の永きにわたり、市内の小中学校

の教諭として、学校教育の振興に尽力され、

市の教育の発展に大きく寄与されました。

平成20年度あわら市教育委員会表彰
３月19日に、市役所で20年度あわ

ら市教育委員会表彰式を行いました。
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創　　 作 の 森 通 信 ���.57

■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

■観覧料 一般 300円・高校生以下無料

本展では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します。山中漆器、金沢桐工芸、

高岡漆器、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。

関連イベント『乙女の金沢』展
■と　き ４月18日(土)〜５月17日(日)

10:00〜17:00 (最終入場16:30)

月曜休館 (祝日の場合は翌日)

■ところ　アートコアギャラリー

今人気の旅の本Ā乙女の金沢āで

おなじみの金沢生まれのかわいい

品々が勢揃い！雑貨や器から伝統

工芸の小物や和菓子、お酒まで揃

う期間限定ショップOPEN！

プロムナードコンサート♪

〜作曲家達の見た春〜

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

ック音楽の音色とともに

お楽しみください。

■と　き　４月26日(日) 開場13:30 開演14:00

■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・全席自由）

■曲　目　ヴイヴァルディ作曲Ā四季āよりĀ春āほか

第９回森のアートフェスタ
クラフト、アート、食など全国から約130店が参加！
アートとショッピングを楽しむ２日間。

■と　き　５月９日(土)〜５月10日(日) 10:00〜17:00

■ところ　水辺の広場ほか（野外）

コロッケ・味噌カツ・
エビフライのミックス。
サラダ・味噌汁・ライ
ス・香の物・コーヒー付
き。ビジネスランチにも
最適。その他にも多彩な
メニューでお客様のお越
しをお待ちしています。

創作の森のレストランメニュー
〜今月のおすすめ・ミックス定食〜

あわら・わくわく・プレミアム商品券取り扱い中！

※一日体験や展覧会、レストランなどで使用できます。

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

ご予約ă問合せ ☎73-4141

●同時開催
❶吹きガラス体験
■10:00〜Ă11:00〜Ă13:30〜Ă14:30〜Ă15:30〜
■定員各10人　■料金2,500円　■予約優先
■予約　ガラス工房（73-7801）

❷竹で昆虫を作ってみよう！

❸藍でハンカチを染めよう！

❹素焼きのデコフレーム
を作ろう！

■11:00〜16:00
■創作工房にて随時受付
■料金各1,000円

❺カップや茶碗を作ろう！
■10:00〜Ă11:15〜Ă13:00〜Ă14:15〜Ă15:30〜
■創作工房にて各回随時受付　■料金1,000円

入居作家アトリエギャラリー公開
■11:00〜16:00
■大森正人/加藤すみ子/山田信雄/松井勝彦

ハナミズキ苗木180名様にプレゼント！
９日11:00〜(先着順)創作工房前にて配布いたします。

▼❹サンプル

素焼きのフレームに絵の具
で彩色、キラキラで飾りつ
けします！



あわら市人事異動（21年４月１日付け）

【部長級】

▼総務部長(議会事務局長)圓道信雄▼財政部長(総務課長)田中利幸

▼市民福祉部長(健康長寿課長)山岸利紀▼土木部長(市民福祉部理

事)長谷川忠典▼教育部長(税務課長)藤崎恒美▼議会事務局長(スポ

ーツ課長)柴田　昇▼市民福祉部理事(観光商工課長)辻　邦雄▼市

民福祉部付け理事・社会福祉協議会(市民福祉部理事・金津雲雀ヶ

丘寮長)摩垣淨心▼会計管理者(上下水道課長)佐孝博司▼土木部理

事(福井県)佐々木　賢

【課長級】

▼総務課長(財政課長)田崎正實▼総務部付け課長・広域市町村圏事

務組合(政策課参事)坂東雅実▼財政課長(教育総務課長)佐藤雅美▼

税務課長(健康長寿課付け課長・社会福祉協議会)奥野隆一▼福祉課

長(福祉課参事)志田尚一▼健康長寿課長(福祉課子育て支援室長)村

上和惠▼観光商工課長(建設課参事)嶋屋昭則▼上下水道課長(上下

水道課参事)細川秀己▼教育総務課長(文化学習課長)長谷部泰司▼

文化学習課長(中央公民館長)高橋瑞峰▼中央公民館長(税務課参事)

岡崎雅一▼スポーツ課長(福祉課長)五十嵐　治

【参事級】

▼市民生活課参事(市民生活課長補佐)三上　進▼福祉課子育て支援

室長(健康長寿課参事)長谷川まゆみ▼健康長寿課付け参事・社会福

祉協議会(金津雲雀ヶ丘寮長補佐)塚田倫一▼観光商工課参事(観光

商工課長補佐)川西範康▼文化学習課参事・埋蔵文化財センター所

長(文化学習課長補佐・埋蔵文化財センター所長)木下哲夫

【課長補佐級】

▼総務課長補佐(観光商工課主任)杉本季佳▼総務課長補佐(総務課

主任)後藤幸子▼総務課付け課長補佐・広域市町村圏事務組合(市民

生活課長補佐)牧野喜夫▼政策課長補佐(監理課長補佐)内田由一▼

監理課長補佐(農林水産課主任)龍田雅人▼税務課長補佐(税務課主

任)山崎憲雄▼市民生活課長補佐(市民生活課主任)武田正彦▼福祉

課長補佐(農林水産課長補佐)波多野和博▼健康長寿課長補佐(総務

課付け主任・介護保険広域連合)坪田惠子▼農林水産課長補佐(農林

水産課主任)岩田利和▼農林水産課長補佐・坂井北部丘陵地営農推

進協議会(農林水産課主任・坂井北部丘陵地営農推進協議会)能美雅

一▼建設課長補佐(上下水道課主任)松永都美▼上下水道課長補佐

(文化学習課主任)青池憲恭▼教育総務課長補佐(建設課主任)西川佳

男▼スポーツ課長補佐(建設課主任)林　明美▼議会事務局次長(総

務課長補佐)山口　徹▼監査委員事務局次長(議会事務局次長)中林

敬雄

【主任級】

▼総務課付け主任・広域市町村圏事務組合(財政課主査)笹木幹哲▼

総務課付け主任・広域市町村圏事務組合(教育総務課主任)小坂洋子

▼税務課主任(監理課主任)中嶋英一▼福祉課子育て支援室主任(政

策課主任)宮川利秀▼健康長寿課付け主任・介護保険広域連合(スポ

ーツ課主任)小嶋佳枝▼健康長寿課付け主任・社会福祉協議会(金津

雲雀ヶ丘寮主任)辻川清美▼観光商工課主任(観光商工課主査)岡崎

東風惠▼観光商工課主任(建設課主任)吉川雅弘▼建設課主任(総務

課付け主任・広域市町村圏事務組合)田中美紀惠▼上下水道課主任

(上下水道課主査)川崎直樹

【主査、主事等】

▼総務課主査(金津雲雀ヶ丘寮技師)小出誠司▼総務課付け主査・福

井県下水道公社(観光商工課主査)小林和夫

▼監理課主査(教育総務課主査)井口　諭▼財政課主査(福祉課主査)

村中直子▼収納推進課主査(健康長寿課主査)小嶋裕子▼健康長寿課

付け主査・社会福祉協議会(金津雲雀ヶ丘寮主査)澤崎理恵▼健康長

寿課付け主査・社会福祉協議会(金津雲雀ヶ丘寮主査)角出博生▼健

康長寿課付け主査・社会福祉協議会(金津雲雀ヶ丘寮主査)畑中幹子

▼健康長寿課付け主査・社会福祉協議会(金津雲雀ヶ丘寮主査)藤田

里美▼健康長寿課付け主査・社会福祉協議会(金津雲雀ヶ丘寮主査)

中嶋智壽子▼建設課主査(総務課付け主査・福井県下水道公社）竹

山佳克▼観光商工課主査(総務課付け主査・広域市町村圏事務組合)

近馬重朋▼農林水産課主査(市民生活課主査)大南一幸▼上下水道課

主査(建設課主査)中嶋浩和▼文化学習課主査(建設課主査)林　大作

▼中央公民館主査(金津雲雀ヶ丘寮主査)角山恵子▼湯のまち公民館

主査(学校給食センター主査)道官眞由美▼金津図書館主査(中央公

民館主査)藏野幾夫▼監査委員事務局主査(税務課主査)嶋川登美枝

▼税務課主事(総務課主事)正山裕貴▼市民生活課主事(市民生活課

事務員)土橋友美▼福祉課子育て支援室主事(文化学習課主事)中田

裕美▼健康長寿課付け技師・社会福祉協議会(金津雲雀ヶ丘寮技師)

永田清美▼健康長寿課付け技師・社会福祉協議会(金津雲雀ヶ丘寮

技師)大久保美穂▼健康長寿課付け技師・社会福祉協議会(金津雲雀

ヶ丘寮技師)今田直美▼建設課主事(観光商工課事務員)松川ひとみ

▼建設課主事(福祉課子育て支援室主事)高橋啓介▼教育総務課主事

(教育総務課事務員)龍田文惠▼学校給食センター技師(福祉課子育

て支援室技師)近馬文枝▼中央公民館主事(中央公民館事務員)山内

恵子▼スポーツ課主事(湯のまち公民館事務員)土田佳美▼政策課主

事(新採用)八木　恵▼政策課主事(新採用)長谷川博祥▼財政課主事

(新採用)齊藤大樹▼市民生活課主事(新採用)青木郁未▼市民生活課

主事(新採用)笠川正泰▼健康長寿課主事(新採用)山本浩太▼農林水

産課主事(新採用)西田浩也▼観光商工課主事(新採用)岡田祐果▼建

設課主事(新採用)星田泰裕▼教育総務課主事(新採用)小林拓巨▼教

育総務課主事(新採用)見澤香織

【幼児園・保育所関係】

▼芦原北幼児園長(芦原北幼児園長補佐)川嵜富美子▼芦原北幼児園

長補佐(金津保育所長補佐)北嶋まり子▼金津保育所長補佐(芦原北

幼児園長補佐)伊藤泰代▼芦原南幼児園保育士(芦原北幼児園保育

士)廣部あゆみ▼芦原北幼児園保育士(芦原南幼児園保育士)伊藤典

子▼芦原北幼児園保育士(金津保育所保育士)田中祥美▼金津保育所

保育士(本荘幼稚園教諭・本荘幼児園)坪田都代子▼金津保育所保育

士(北潟幼稚園教諭・北潟幼児園)北島美恵子▼金津保育所保育士

(政策課主事)大黒真由美▼金津保育所保育士(芦原南幼児園保育士)

松井幸代▼芦原北幼児園調理員(金津雲雀ヶ丘寮調理員)松井まり子

▼金津保育所用務員(芦原北幼児園用務員)門前美代子

【学校関係】

▼金津幼稚園教諭(細呂木幼稚園教諭)大久保有貴代▼金津幼稚園教

諭(伊井幼稚園教諭)安田恵子▼細呂木幼稚園教諭(金津幼稚園教諭)

大廻晴美▼伊井幼稚園教諭(金津東幼稚園教諭)江戸晶子▼北潟幼稚

園教諭・北潟幼児園(北潟幼児園保育士)赤神敏江▼本荘幼稚園教

諭・本荘幼児園(金津保育所保育士)野尻都希子▼金津小学校調理員

(金津雲雀ヶ丘寮調理員)武曽めぐみ▼学校給食センター調理員(金

津雲雀ヶ丘寮調理員)多賀好子

【併任解除】（３月31日付け）

▼福井県(土木部理事)田中房一

【退職】（３月31日付け）

神尾秋雄(総務部長) 長谷川賢治(財政部長) 川島清一(市民福祉部

長) 山口志代冶(土木部長) 出店　学(教育部長) 山口博行(会計

管理者) 高田俊克(総務課付け課長・広域市町村圏事務組合) 北

嶋香(スポーツ課長補佐) 古谷香代子(福祉課子育て支援室主任)

神尾一枝(金津雲雀ヶ丘寮相談員) 八木悦子(金津雲雀ヶ丘寮看護

士) 森　道枝(金津雲雀ヶ丘寮介護士) 杉本吉江(金津雲雀ヶ丘寮

介護士) 木村あゆ(金津雲雀ヶ丘寮介護士) 笹岡順子(芦原北幼児

園長) 牧田英美子(芦原北幼児園保育士) 毛利久美子(金津保育所

保育士) 嶋屋裕子(金津保育所保育士) 見澤政雄(総務課運転手)

小玉好信(芦原小学校用務員)

（ ）内は前職

9
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滞納処分の流れ

市税の滞納を放置しておくことは、納期限内にきちんと納付している大部分の善良な納

税者との公平性を欠くことになります。

また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。

このことから、市では納付できる資力がありながら納付しない滞納者に対し、差押え

などの滞納処分を強化しています。

地方税法ではĀ納税者が督促状を受け、指定された期日までに完納しない場合は、市町

村徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならないāと定めています。

滞納状態を放置すると滞納者の意図に関係なく、本税以外に督促手数料・延滞金（年

利14.6％）を含めた滞納税額を強制徴収されることになります。この結果、滞納者は経

済的な不利益と社会的信用を失い、市としても本来必要としない滞納処分に伴う経費や

時間を費やすことになります。市が平成20年度に財産を差し押えた件数は98件です。

病気や失業、事業の不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を各納期内に納付す

ることが困難な人については、生活状況などを聞かせていただいたうえで、徴収の猶予

などをすることができますので、ご相談ください。

滞納処分の流れ

督促状発付

財産調査

配　　当

換　　価

完　　納

財産差押

納期限までに市税が完納されない場合は、督促状を発付します。

滞納処分のため必要があるときは、滞納者、官公庁、金融機関、取引先、滞納者

の財産を占有する第三者などに対し、質問や検査、捜索をします。

督促状を発した日から10日を経過した日までに、納税者が滞納となっている市税

などを完納しないときは、その納税者の財産を差押えすることになります。

差し押さえた金銭債権は取り立てを行います。不動産などは公売を行います。

換価代金を滞納となっている市税に配当します。

■問合せ　収納推進課　☎73-8013

市税の納め忘れはありませんか？

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。

○北潟西区の一部　○赤尾区の一部　○波松区の一部　○坂口区の一部　○細呂木駅前区

の一部　○日の出区の一部　○古屋石塚区の一部　○御簾尾区の一部　○千束区の一部

○北区の一部　○中川区の一部　○東田中区の一部　○前谷区の一部　○沢区の一部

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

どの排水は半年以内に、くみ取り便所は３年以内に下水道へ接続することが義務付けられています。

奨励金ă融資あっせんについて

上記の期間内に下水道に接続し、市の完成検査を受けた人に対して、水洗便所改造奨励金として２万円を

交付します。工事費の一部を融資する制度もありますのでご利用ください。

■問合せ 上下水道課　下水道Ｇ　☎73-8037



11

お知らせ

平成21年度 母子保健事業 （対象者には通知が届きます）

もぐもぐ教室
（離乳食教室です。）

実　施　日 対象児童

４月はありません

５月７日 20年 11月生まれ

６月４日 〃 12月生まれ

７月１日 21年 １月生まれ

８月５日 〃 ２月生まれ

９月２日 〃　 ３月生まれ

10月７日 〃　 ４月生まれ

11月５日 〃　 ５月生まれ

12月２日 〃　 ６月生まれ

22年１月６日 〃 ７月生まれ

２月３日 〃 ８月生まれ

３月３日 〃 ９月生まれ

３歳児健康診査
実　施　日 対　象　児　童

５月14日 18年３月13日〜５月14日生まれ

７月16日 〃 ５月15日〜７月16日生まれ

９月10日 〃 ７月17日〜９月10日生まれ

11月12日 〃 ９月11日〜11月12日生まれ

22年１月14日 〃11月13日〜19年1月14日生まれ

３月18日 19年３月15日〜３月18日生まれ

BCG接種(1回／月）

ポリオ（春） ４月14日・15日・16日・５月13日 16年５月13日〜20年11月14日生まれ

ポリオ（秋） 9月15日・16日・17日・10月14日 16年10月14日〜21年４月15日生まれ

対 象 児 童 対 象 児 童

三種混合（初回） ＢＣＧ接種後、４週間目から 17年４月２日生まれ〜（BCG接種の際に案内を渡します）

三種混合（追加） 三種混合初回終了から約１年後 15年12月１日〜20年８月31日生まれ

ＭＲ（麻疹・風疹）（１期） 4月７日〜22年3月31日 １歳の誕生月の翌月に案内を送ります。

ＭＲ（麻疹・風疹）（２期） 4月７日〜22年3月31日 15年４月２日〜16年４月１日生まれ

実 施 日 対 象 児 童

予防接種（集団接種）保健センターで行います。

予防接種（個別接種）市内の指定医療機関で行います。

１歳6カ月児健康診査
実　施　日 対　象　児　童

４月23日 19年８月13日〜10月９日生まれ

６月18日 〃 10月10日〜12月18日生まれ

８月20日 〃 12月19日〜20年２月20日生まれ

10月８日 20年２月21日〜４月８日生まれ

12月10日 〃 ４月９日〜６月10日生まれ

21年２月18日 〃 ６月11日〜８月18日生まれ

※　日本脳炎予防接種は、ご案内を中止しています。接種希望の人はご連絡ください。

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

４月21日

５月26日

６月30日

７月28日

８月25日

９月29日

実 施 日

20年10月22日〜21年１月21日生まれ 10月27日 21年４月28日〜７月27日生まれ

実 施 日

〃 11月27日〜 〃 ２月26日生まれ

〃 12月31日〜 〃 ３月30日生まれ

21年１月29日〜４月28日生まれ

〃 ２月26日〜５月25日生まれ

〃 ３月30日〜６月29日生まれ

11月25日

12月15日

22年１月26日

〃 ５月26日〜８月25日生まれ

〃 ６月16日〜９月15日生まれ

〃 ７月27日〜10月26日生まれ

〃 ８月24日〜11月23日生まれ

〃 10月１日〜12月30日生まれ

実 施 日 対 象 児 童

２月23日

３月30日

はっぴー教室
（歯の話と親子遊びの教室です。）

実　施　日 対象児童

４月はありません

６月17日 20年 11月生まれ

８月19日 12月・21年 １月生まれ

10月21日 21年 ２月ă３月生まれ

12月16日 〃　 ４月ă５月生まれ

22年２月17日 〃 ６月ă７月生まれ
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〜今年の目玉事業〜

市民健康診査市民健康診査

スピード特定健診とは？

受診者が集中し、待ち時間が発生することを抑制するため、時間を予約制にし、待ち時間を短縮する健

診です。申込時に予約時間をお知らせください。

《健診内容》

※　40歳〜74歳で国民健康保険や長寿医療保険以外の保険に加入している人へ（扶養家族含む）

昨年からĀ特定健診āが始まり、右ページの日程とは別に医療保険者（勤務先）が健診を行っています。

詳しくは、勤務先の健康保険担当者へお尋ねいただくか、５月号広報をご覧ください。

なお、Āがん検診ā Āその他の健診āは、市民健診をぜひご利用ください。

４月20日(月) 申込み受付開始

①　約30分で健診終了。スピード特定健診の導入（64歳以下限定）

②　血液検査に尿酸の検査項目を追加。

◎一般健診・特定健診（40歳〜74歳の国民健康保険加入者を対象とした健診）検査内容は同じです。

検

査

項

目

料

金

身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、尿（糖・蛋白）、血圧、心電図、血液検査（中性脂肪・

ＨＤＬ・ＬＤＬ・ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ-ＧＴＰ・ＨｂＡ１ｃ・ヘマトクリット・血色素・赤血球

数・クレアチニン・ 尿酸）、内科診察

※ 医師が必要と判断した場合のみ、眼底検査が追加されます。

20歳〜64歳 1,300円

65歳〜74歳（75歳の誕生日前日まで・長寿医療保険加入者除く） 500円

75歳以上（65〜74歳の長寿医療保険加入者を含む） 無料

◎がん検診

肺（レントゲン検査） 200円　　　100円

肺（痰
たん

の検査） 500円　　　200円

胃（バリウム検査） 900円　　　400円

大腸（便潜血検査） 500円　　　200円

前立腺　（ＰＳＡ検査） 600円　　　300円

50歳以上男性が対象

子宮（集団） 600円　　　300円

子宮（個別） 1,700円　　　800円

20歳以上女性が対象（内診・細胞診）

乳（集団） 1,200円　　　600円

乳（個別） 1,700円　　　800円

40歳以上女性が対象

（視触診・マンモグラフィ検査）

◎その他の健診

歯科　　　　　　　　　　　200円　　　100円

骨密度検査　　　　　　　　500円　　　200円

肝炎ウイルス検査　　　　　 無料　　　 無料

今までに検査を受けたことがない人が対象

介護予防健診　　　　　　　 無料　　　 無料

65歳以上（加齢による身体の変化を検査）が対象

新規

69歳以下　　70歳以上 69歳以下　　70歳以上

年齢は22年3月31日現在の年齢です。

※　 前立腺がん、肝炎ウイルス検査、介護予防

健診は一般健診日に行います。

※※　 痰
たん

の検査、大腸がん検査の容器は健診当日

および健康長寿課窓口でお渡しします。

※※

※※

※

※

※

《健診内容》 ①または②からお選びください。

①集団健診（日程は右ページをご覧ください。）

②個別健診 特定健診 《実施期間》 ６月１日(月)〜22年２月27日(土)

《医療機関》 奥村医院　金津産婦人科クリニック　坂井内科クリニック

木村病院　加納外科病院　坂井医院（温泉５丁目）

汐見医院　西岡医院　柴田医院　藤田医院

子宮ă乳がん検診 《実施期間》 ５月11日(月)〜12月18日(金)

県内指定医療機関で受診できます（健康長寿課へお問い合せください。）
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■申込みă問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023市民健診は、ホームページでもご案内しています。

健診カレンダー ■ 土曜・日曜健診 ■ スピード健診

実 施 日 実 施 日 会　　場
一般健診

特定健診
肺がん 胃がん 子宮がん 乳がん 歯科 骨密度

６月３日(水) ８:30〜10:00 吉崎公民館 ● ● ●

６月８日(月)
８:30〜10:00

北潟公民館
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ●

６月10日(水) 13:00〜14:15 さくらセンター ● ● ●

６月11日(木) 13:00〜14:15 浜坂区民館 ● ●

６月15日(月)
８:00〜10:00

中央公民館
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ● ●

６月20日(土)
８:00〜10:00

保健センター
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ● ●

６月20日(土) 13:00〜14:15 新郷小学校 ● ●

６月26日(金)
８:30〜10:00

剱岳公民館
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ●

６月29日(月) ８:00〜10:00 中央公民館 ● ● ●

７月７日(火)
８:00〜10:00

本荘公民館
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ●

７月12日(日) ８:00〜10:00 保健センター ● ● ● ●

７月27日(月)
８:00〜10:00

保健センター
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ● ●

８月３日(月) 13:00〜14:15 保健センター ● ●

８月３日(月) 18:00〜19:30 保健センター ● ●

８月５日(水) 13:00〜14:15 坪江公民館 ● ● ●

８月29日(土)
８:00〜10:00

中央公民館
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ● ●

９月８日(火)
８:00〜10:00

保健センター
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ● ●

９月11日(金) 13:00〜14:15 名泉郷会館 ● ●

10月６日(火) ８:30〜10:00 伊井公民館 ● ● ●

10月13日(火) ８:00〜10:00 保健センター ● ● ●

11月４日(水)
８:30〜10:00

細呂木公民館
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ●

11月５日(木) 13:00〜14:15 波松集落センター ● ●

11月８日(日) ８:00〜10:00 中央公民館 ● ● ● ● ●

11月11日(水) 16:00〜18:00 保健センター ● ●

11月20日(金) 13:00〜14:15 保健センター ● ● ●

11月30日(月)
８:00〜10:00

中央公民館
● ● ●

13:00〜14:15 ● ● ●

12月17日(木)
８:00〜10:00

保健センター
● ● ●

13:00〜14:15 ● ●



14

お知らせ

■対象者 70歳になる人。

（毎月下旬に開催。当月２日〜翌月１日誕生

の人に通知します。）

■内　容 高齢受給者証（国民健康保険の人）や健康

手帳の交付。高齢者医療についての説明、

血圧測定や認知症予防についての説明、簡

単な運動。

■会　場 保健センター

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

リフレッシュ７０歳教室

保健センター

４月 28日(火) 10月 22日(木)

５月 26日(火) 11月 27日(金)

６月 23日(火) 12月 22日(火)

７月 23日(木) 22年１月 21日(木)

８月 25日(火) ２月 23日(火)

９月 25日(金) ３月 24日(水)

10:00〜11:30

伊井公民館

いきいき健康予防教室日程表

中央公民館

６月 11日(木) 25日(木)

７月 16日(木) 30日(木)

８月 27日(木)

９月 10日(木) 24日(木)

10月 15日(木)

湯のまち公民館

６月 ４日(木) 18日(木)

７月 ２日(木) 23日(木)

８月 ６日(木)

９月 ３日(木) 17日(木)

10月 ８日(木)

北潟公民館

５月 29日(金) 

６月 12日(金) 26日(金)

７月 10日(金) 31日(金)

８月 21日(金)

９月 11日(金) 25日(金)

本荘公民館

６月 ３日(水) 17(水)

７月 １日(水) 15(水)

８月 ５日(水)

９月 ２日(水)

10月 ７日(水)

11月 ４日(水)

細呂木公民館

６月 ２日(火) 16日(火)

７月 ７日(火) 28日(火)

８月 ４日(火)

９月 １日(火) 15日(火)

10月 ６日(火)

坪江公民館

６月 26日(金)

７月 10日(金) 24日(金)

８月 ７日(金) 28日(金)

９月 11日(金)

25日(金)

10月 16日(金)

吉崎公民館

６月 ５日(金) 19日(金)

７月 ３日(金) 17日(金)

８月 ７日(金) 28日(金)

９月 ４日(金)

18日(金)

9:30〜11:30 13:30〜15:309:30〜11:30

9:30〜11:30 9:30〜11:30 9:30〜11;30

9:30〜11:30 13:30〜15:30

頭やからだを使わない生活は認知症や寝たきりを招きます。いきいきと毎日を過ごせるよう、運動や食事

など身近なところから介護予防を心がけていただくための教室を開催します。この機会に、ぜひお申し込み

ください。

■対 象 者 65歳以上で介護サービスを利用していない人。運動制限のない人

■内　　容 転倒予防や尿失禁予防体操、栄養の話と簡単な調理実習など。

■申込期間 4月24日(金)〜５月15日(金)

■定　　員 各会場とも20人程度（先着順）

■申込み・問合せ　健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

いきいき健康教室を開催します

６月 ４日(木) 18日(木)

７月 ２日(木) 16日(木)

８月 ６日(木)

９月 ３日(木) 1７日(木)

10月 ８日(木)

無理のない体操が
良かったです。

・教室で新しい友達ができました。

・自分に自信がでてきました。

一人暮らしなのでみんなと
一緒に話ができてうれしい

■日程等

参加者の声

※ 教室当日に地区の公民館で、お手伝いをしてくださる人を募集（各会場２人程度）します。
健康長寿課へお申し込みください。
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■申込み・問合せ　

健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

脳活クラブ開催 (認知症を予防しよう)

■対 象 者 65歳以上で介護保険サービスを利用し

ていない人。

■内　　容 認知症予防の話や指体操、頭の体操、

絵手紙、ちぎり絵、習字、ストレッチ

体操など（どちらのコースも同じ内容

です。）

■定　　員　各コースとも20人程度（どちらか希望

のコースを選んでください。）

■申込期限 ５月15日(金)まで

保健センター

４月 24日(金) 10月 ９日(金) 23日(金)

５月 ８日(金) 22日(金) 11月 ６日(金) 20日(金)

６月 ５日(金) 19日(金) 12月 ４日(金) 18日(金)

７月 ３日(金) 17日(金) 22年１月 ８日(金) 22日(金)

８月 ７日(金) 21日(金) ２月 ５日(金) 19日(金)

９月 ４日(金) 18日(金) ３月 ５日(金) 19日(金)

9:30〜11:30

保健センター

４月 27日(月） 10月 13日(火）26日(月）

５月 11日(月）25日(月） 11月 ９日(月）24日(火）

６月 ８日(月）22日(月） 12月 ７日(月）21日(月）

７月 ６日(月）21日(火）22年１月 12日(火）25日(月）

８月 10日(月）24日(月） ２月 8日(月）22日(月）

９月 ７日(月）28日(月） ３月 8日(月）23日(火)

9:30〜11:30

◎金曜日コース

◎月曜日コース

あわら市教育委員会スポーツ教室参加者募集

○ ヨガ教室

■と　き 5月28日(木)〜7月16日(木)

毎週木曜日　全８回　19:30〜20:30

■ところ トリムパークかなづ

■指導者 ヨガインストラクター

■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（８回分）

■定　員 40人

■締　切 5月25日(月)

○ 前期チャレンジ・ザ・ニュースポーツ

■種　目 ファミリーバドミントン、ショートテニ

ス、ソフトバレーボール、ラージボール

卓球、キンボールなど

■と　き 5月27日(水)〜7月15日(水)

毎週水曜日　全8回 19:30〜21:00

■ところ トリムパークかなづ(5/27〜6/17)

農業者トレーニングセンター(6/24〜7/15)

■指導者 市体育指導委員

■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

■定　員 なし

※　参加希望の人は、スポーツ課（☎73-8043）へ

お申し込みください。

市ゴルフ協会21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。

■募集期限 5月31日(日)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

市テニス協会主催　初心・初級者対象
硬式テニス教室受講生募集！

■日　時　５月８日〜９月25日 (８月14日除く)

毎週金曜日　19:30〜21:30

■場　所 トリムパークかなづ　テニスコート

■受講料 年間2,000円　

■申込み 市テニス協会事務局　菅安　☎73-1567

（17:00までに連絡してください）

やすらぎ清間 利用者募集

やすらぎ清間は、県医療生協が介護予防拠点施設

として設立したもので、引きこもりをなくす各種生

活支援を行っています。どうぞご利用ください。

■と　き 毎週木曜日　10:00〜15:00

■ところ やすらぎ清間３-22

■利用料 600円（昼食代含む）

■内　容 ・健康チェック（血圧ă体脂肪ă血管年齢ă

骨密度など）や転倒防止の体操など

■問合せ 清間3-22 広部静夫　☎73-1599

健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023
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国民健康保険 人間ドックの申し込みについて

■対 象 者 20歳以上74歳以下の国民健康保険加入者（国民健康保険税滞納者は除く。）

■受診期間 ６月〜22年２月（後日、病院から日程調整の連絡があります。）

■受診医療機関と受診費用 市の助成額は各ドック費用額の７割で、25,000円を限度とします。

金額　上段：個人負担　下段：（ ）総ドック料金

■定　　員　全コース合計200人

■申込期間 ５月11日(月)〜15日(金) 8:30〜17:00

■申込方法 健康長寿課の窓口または、電話（☎73-8023）でお申し込みください。お申し込みの際に、希望

のコースや医療機関のほか、国保番号をお聞きしますので、保険証を準備してください。定員

になり次第、締め切ります。

■そ の 他　昨年から40歳〜74歳の人を対象に、メタボリックシンドロームに着目したĀ特定健診āとĀ特定保

健指導āが始まりました。この年齢の人で、人間ドックの結果、生活習慣病になるおそれが高い

と判断された人は、各医療機関で特定保健指導を受けてください。（個人負担1,000円別途必要）

国民健康保険からのお知らせ

春は転入や転出、就職や退職など、異動の多い季

節です。それに伴い、健康保険の手続きも必要とな

ります。ご家族に異動があった場合は、14日以内に

必ず届け出ましょう！

【国民健康保険に加入するとき】

○転入したとき

（職場の健康保険などに加入していない場合）

→転出証明書、印かん、保険証

○職場を辞め、健康保険から外れたとき

→健康保険から外れた証明書、印かん、保険

証、年金証書（年金受給者のみ）

※職場で加入していた社会保険を２年間継続できるĀ任意継続

保険の制度āがあります。詳しくはお勤めの会社にお問い合

わせください。

○職場の健康保険の被扶養者から外れたとき

→被扶養者から外れた証明書、印かん、保険証、

年金証書（年金受給者のみ）

○子どもが生まれたとき →保険証、印かん

※保険証は、原則として世帯に１枚の発行になります。同じ

世帯で、すでに国民健康保険証に加入している人がいる場

合は、発行済みの保険証に、新たな加入者の名前を記載し

ます。

【国民健康保険から脱退するとき】

○転出するとき →保険証、印かん

○職場の健康保険に加入したとき

→保険証、印かん、新たに加入した保険証

○職場の健康保険の被扶養者になったとき

→保険証、印かん、新たに加入した保険証

○加入者が死亡したとき →保険証、印かん

【その他】

○住所、世帯主、氏名などが変わったとき

→保険証、印かん

○就学のため、他の市区町村に住むとき

→在学証明書、保険証、印かん

○保険証を無くしたり、汚して使えなくなったとき

→身分証明証、使えなくなった保険証、印かん

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

木村病院
光陽生協

クリニック

福井厚生

病院
春江病院 福井総合病院 済生会病院

❶ １日ドック

男 12,800円

（37,800円）

8,100円

（27,000円）
14,900円

（39,900円）

18,000円

（43,300円）

男 11,000円

（36,000円）
男 18,050円

（43,050円）

女 21,400円
（46,400円）

9,450円

（31,500円）
女 13,500円

（38,500円）
女 24,870円

（49,870円）

❷ 脳ドック　（一般健診（特定健診）も含まれます。） 9,000円

（30,000円）

9,000円

（30,000円）

17,000円

（42,000円）

❸ 1日ドック・脳ドック 33,000円

（58,000円）

男 41,000円

（66,000円）
男 54,800円

（79,800円）

女 43,500円

（68,500円）
女 61,620円

（86,620円）

❹ 1日ドック・胸部ＣＴ検査・ＰＥＴ検査（薬剤を投与してがん細胞の有無を判別する検査）

男 104,050円

（129,050円）

女 110,870円

（135,870円）
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太陽光発電の導入支援補助金が
創設されました

国が本年１月から一般住宅向けの太陽光発電補助

制度を復活させたことにあわせ、県と市でも４月か

ら太陽光発電補助制度を始めました。それぞれの補

助額などは次のとおりです。

■補助額

国）70Ă000円／�W（10�W未満のシステムを対象）

県）36Ă000円／�W（上限４�W）

市）12Ă000円／�W（上限４�W）

■対象者

自ら居住する住宅に対象システムを設置する市民

で、電灯契約をしている人

■対象システム

・太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を

上回ること

・一定の品質・性能が確保され、設置後のサポー

トなどがメーカーなどによって確保されている

こと

・システム価格が70万円（税抜き）/�W以下であ

ること

■問合せ・申請窓口

〒910-0859 福井市日之出２丁目2-16

福井県地球温暖化防止活動推進センター

（エコプランふくい）

☎30-0092 FAX-21-1261

URL ����://�������	.���/�����/

木造住宅の耐震診断を一部補助します

■補助内容 個人負担6,000円

■対象家屋 昭和56年５月31日以前に着工された在

来軸組工法または枠組壁工法による３

階建てまでの一戸建木造住宅（併用住

宅の場合は、延床面積の２分の１以上

が住宅の用途であること）

■対 象 者　市内に対象となる一戸建て木造住宅を

所有している人で、市税を滞納してい

ない人

■受付期限 ４月30日(木)まで

■選定方法 10件（応募者多数の場合は抽選）

※ 募集件数に達しない場合は、随時申

し込みを受け付けます。

■問 合 せ 建設課　整備管理Ｇ　☎73-8031

木造住宅の耐震改修を一部補助します

■対象住宅 昭和56年５月31日以前に着工された３

階建てまでの在来軸組工法または枠組

壁工法による一戸建ての木造住宅で、

17年度から20年度までに耐震診断を受

け、その結果倒壊する可能性があると

判定された住宅（併用住宅の場合は、

延床面積の２分の１以上が住宅の用途

であること。）

■対 象 者 17年度から20年度までに、市が実施し

ている木造住宅の耐震診断を受けた人

で、市税を滞納していない人

■対象工事 ・耐震化向上のための改修工事

・県木造住宅耐震診断士が補強計画を

作成し、監理をする工事

・県木造住宅耐震促進協議会が認める

耐震性能が向上する工事

■募集期限　４月30日(木)まで

■募集件数　３件（応募多数の場合は抽選）

※ 募集件数に達しない場合は、随時

申し込みを受付します。

■補助金額 対象工事費の３分の２（60万円上限）

■問 合 せ 建設課　整備管理G ☎73-8031

市営住宅入居者募集！
■募集住宅

❶馬場第二団地第１棟（嶺北金津消防署東側）

中層耐火構造４階建 (３ＤＫ) …２戸（２ă３階）

❷田中々団地（芦原小学校南側）

準耐火構造２階建 (２ＤＫ) …２戸

※ 単身入居希望の人は、３ＤＫの住宅には応

募できません。

■家　　賃

❶馬場第二団地第１棟

⇒10,000円から15,200円までの範囲で、世帯の

所得に応じて定める額

❷田中々団地

⇒12,100円から18,300円までの範囲で、世帯の

所得に応じて定める額

■募集期限 ４月30日(木) 17:30まで（土・日曜日

を除く。）

■問 合 せ 建設課　整備管理Ｇ　☎73-8031

家電リサイクル法の対象品目が
追加されます

4月1日から、従来の対象機器であるエアコン、ブ

ラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機に加え液

晶テレビ・プラズマテレビと衣類乾燥機が新たに家

電リサイクル法の対象機器となります。

■問合せ 市民生活課　生活環境Ｇ　☎73-8017
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５月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

一般利用日

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

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

金津

クラブ活動日

桑原ă古屋石塚★

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★

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

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

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

01 金 一波松★

07 木 新郷

08 金 山方ă里方ă温泉

★

11 月 北潟・浜坂

12 火 一般利用日

13 水 波松

14 木 一般利用日

15 金 本荘全地区★

18 月 山方ă里方ă温泉

19 火 一般利用日

20 水 北潟ă浜坂

21 木 休館日

22 金 新郷★

25 月 波松

26 火 一般利用日

27 水 本荘全地区

28 木 一般利用日

29 金 北潟ă浜坂★

★は通所事業です。

クラブ活動日は入浴できません。

市有地を売却します

市ではĂ市有地の売却をしますÿ次の要領でお申し込みくださいÿ

■申込期間 ４月20日(月)〜５月15日(金)

9:00〜17:30（土・日曜日、祝日を除く）

■申込方法 監理課にある申込書に記入のうえ、住所地の市町

村が発行する身分証明書、納税証明書、住民票謄

本（法人の場合は、国税の納税証明書と登記事項

証明書）を添付して申し込んでください。

■申込保証金 申し込みと同時に、申込保証金として50万円を納

入してください。

■決定方法 申し込み期間中、２人以上の申し込みがあった場

合は、公開抽選により決定します。購入者の申し

込みがなかった場合は、賃貸でも対応したいと考

えていますので、ご相談ください。

■物　　件　二面35字19番２、20番２、20番３

〔旧市勤労福祉会館跡地〕

（面積）432.85�2 （地目）宅地

（金額）24,672,000円（用途地域）商業地域

（売却条件）建物付き〔無償で譲渡します。〕

（建物概要）昭和53年３月竣工し、平成21年３月ま

で勤労福祉会館として使用。鉄筋コン

クリート造地上３階建て。上下水道完

備、空調設備完備（３階は使用不可）。

延べ床面積336.00�2。

■問 合 せ 監理課　☎73-8009

坂井北部丘陵地の園芸農業を応援します

坂井北部丘陵地の畑作地帯で、新たに農業生産法人を設立し、

企業的経営に取り組む農業経営体を応援しています。

一定の要件を満たせば、次のことについて助成します。

❶ 経営能力の向上を目的とした研修や調査経費

❷ 栽培施設・農業機械の導入経費

■応募方法 経営計画や経営目標などを記載した事業計画書を

市へ提出してください。21年度の事業採択予定数

は１件です。

■募集締切 ６月10日(水)

■相 談 会 ５月14日(木) 13:30〜　坂井合同庁舎

■問 合 せ 県農林水産部農畜産課　☎20-0433
坂井農林総合事務所技術経営支援課 ☎82-2800 内線543

〜 国民健康保険高齢受給者証について 〜

70〜74歳（現役並み所得者以外）の人の自己負担割合が、４月から２割になる予定でしたが、22年３

月まで１割に据え置かれることになりました。現在お持ちの高齢受給者証の一部負担金割合は「２割(平

成21年3月31日までは1割)」と表示されていましたので、３月に４月からの新しい高齢受給者証を送付

しました。医療機関受診の際は、必ず保険証と新高齢受給者証を一緒に窓口で提示してください。

なお、有効期限は21年７月31日となっていますが、高齢受給者証は毎年８月１日が更新です。21年度

の住民税課税所得判定による新しい高齢受給者証を7月下旬にお送りします。

※　75歳になると長寿医療制度（後期高齢者医療制度）で医療を受けることになりますので、高齢受給者証の有効

期限は75歳の誕生日の前日になっています。

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

お知らせ
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お知らせ

出かけてみませんか？となりまちへ

山中温泉

「医王寺甘茶まつり」

お釈迦さまの誕生日「花まつ

り」、仏像に甘茶を注ぎかけ、そ

れを飲めば年中無病息災で過ごせ

ると言われています。このまつり

では、薬草の葉を大釜で煎じた甘

茶が振る舞われます。

と　き ５月４日(月ă祝)

５日(火ă祝)

9:00〜15:00

ところ 国分山医王寺（山中温泉）

問合せ ＫＡGＡă旅まちネット

☎0761-72-6678

春といえば桜。市内

には山室地区の桜並木や

北潟湖畔の桜など誰もが知る桜

の名所がいくつかあります。

先日、継体体大王即位1500

周年記念植樹で金津創作の森に

60本の桜を植樹しました。何年

後かには、金津創作の森も桜の

名所になることでしょう。

ところで、あわら市の木は先

月号でお知らせしたように「梅」

です。お忘れなく！（利）

H21.３.１〜３.31 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さんăお母さん 行政区

佐藤　詩華
し い か

女 文雄 友希代 高　塚

石川　結斗
ゆ い と

男 龍二 敏恵 中　央　

渡邉　　尊
たける

男 昌昭 菜々絵 新　用

長家　鈴斗
り ん と

男 紀裕 美鈴 千　束

圓道　愛佳
ま な か

女 幸久 麻紀 榛ノ木原

赤神　太輝
た い き

男 貴幸 美絵 北潟西

赤神　佑眞
ゆ う ま

男 貴幸 美絵 北潟西

土田　侑未
ゆ う み

女 佳史 文代 翠　明

遠藤　陽菜
は る な

女 克之 文代 桜ヶ丘

篠崎　桃歌
も も か

女 大輔 香織 西温泉

角谷　樹希
い つ き

女 光昭 明日香 古

高橋　亜美華
あ み か

女 登 美加代 青ノ木

下田　吏虎
り と ら

男 晃裕 由香里 田中温泉

櫻井　亮太
りょうた

男 善規 愛 馬　場

堀江　圭祐
けいすけ

男 佳孝 智子 中　番

高橋　愛珠
あんじゅ

女 悟 昭子 波　松

内藤　琉仁
りゅうじん

男 潤 香おり 桜ヶ丘

城戸　桃花
も も か

女 秀輝 裕子 中　川

墨谷　光藍
ら ら

女 大介 麻枝 中　央

北島　大河
た い が

男 栄治 美穂 瓜　生

倉田　独歩
ど っ ぽ

男 力 直美 中　番

麻王　夢芽
ゆ め

女 俊和 典子 轟　木

高木　琉心
りゅうしん

男 新吾 さおり 新　用

生誕ービベ

《ゆずります》

チャイルドシート

《ゆずってください》

自転車

大人用３輪車

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

４/25(土)〜４/29(水)

５ /２(土) 〜５/７ (木)

５/19(火)〜５/24(日)

「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までご連絡ください。

嶺北ă嶺南の交流イベント

音楽の交差点Ｖ�ｌ.１
ｉ� あわら

若狭塗り箸の研ぎ出し体験やア

コースティックギターライブなど

をお楽しみください。

■と　き ４月29日(水・祝)

13:00〜

■ところ セントピアあわら

野外ステージと館内

※雨天時
館内２Ｆステージ

■問合せ 音泉組　東

☎(090)-2343-1115

余熱館の休館延長について

現在、余熱館は高温水配管布設工事のため休館しています。

この工事は、６月末までに完了の予定でしたが、工事の都合上、

休館を10月末まで延長することになりました。

皆さまには大変なご迷惑をお掛けすることになり、深くお詫び申

し上げます。

■問合せ 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 清掃センター

☎74-1314
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土金木水火月日

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

※ もぐもぐ教室
10:00〜11:30 保健センター
心の健康相談（予約制）
14:00〜16:00 坂井健康福祉センター

脳活クラブ
9:30〜11:30 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

エイズ、ＢăＣ型肝炎検査
9:00〜11:00 坂井健康福祉センター
脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

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

お楽しみ会
10:30〜11:45 子育て支援センター
心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑
あわらスリムクラブ
13:30〜15:00 子トリムパークかなづ
社会保険相談 13:30〜16:00 市役所

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館

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 ２

３ ４ ５ ６ 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

31

エイズ、ＢăＣ型肝炎検査
9:00〜11:00 坂井健康福祉センター
脳活クラブ 9:30〜11:30 保健センター
人権相談
13:30〜16:00 北潟公民館
結婚相談
13:30〜16:00 市姫荘

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
13:00〜13:30 保健センター
心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

３歳児健診
13:00〜14:15 保健センター

農地法に基づく許可申請締切日 おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館

ふれあい広場 Āお散歩ツアーā
10:30〜12:00 トリムパークかなづ

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘
無料法律相談
13:00〜16:00 市姫荘

心の健康相談（予約制）
14:00〜16:00 坂井健康福祉センター

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

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

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 ����://���.����.�����.	����.�/

行政相談員とは
総務大臣から委嘱され、定例相談や巡回相談などにより国の行政全

般に対する苦情やその他相談などを受け付ける相談員です。

※ 市では、芦原地区と金津地区に分かれて相談の定例相談会を設け

ています。どうぞ、ご利用ください。

※ 開催日は、くらしのカレンダーに記載しています。

■問合せ 総務課　行政Ｇ　☎73-8004

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

４ みどりの日 ５ こどもの日 ６ 振替休日

内 ■内藤田神経内科病院 (丸岡) 67-1120

■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

休
日
当
番
医

内 ■内春 江 病 院(春江) 51-0029

■外木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

内 ■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

内■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

■内坂 井 医 院(あわら) 77-3060

■内松井クリニック(丸岡) 66-8380

■外春 江 病 院(春江) 51-0029

休
日
当
番
医

■内坂井内科クリニック(あわら) 77-1070

■内 鈴木クリニック(丸岡) 66-2624

■外伊藤クリニック(丸岡) 66-1251

休
日
当
番
医

■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■内春 江 病 院(春江) 51-0029

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

■内 柴 田 医 院(あわら) 78-6263

■内つちだ小児科 (丸岡) 67-8306

外■外ささはら整形外科(丸岡) 68-1211

休
日
当
番
医

あわら市の人口

31,165人 (−79)

21年 ４月１日現在　

男 1 4 , 7 1 5 人 (− 53 )

女 1 6 , 4 5 0 人 (− 26 )

世帯数 1 0 , 2 5 5 世帯 (− 1 )

( )は前月比

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）

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

※　可燃ごみ収集を行います。

５月の納期限は

2５日です。

固定資産税

（ 第１期 ）
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