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“ 情報公開・個人情報保護制度 ”

平成29年度の情報公開・個人情報開示の実施状況を

公表します。

≪行政文書公開請求≫ 町長部局 0件
※その他の実施機関である教育委員会、選挙管理委員会、監
査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会に対
しては、請求がありませんでした。

≪個人情報開示請求≫ ０件

障害のある方へ

“ 心身障害者医療費助成
についてのお知らせ

”

下記に該当される方は、町へ申請を行うことにより心
身障害者医療費助成を受けることができます。
（※所得
制限があります）
所得超過により、心身障害者医療費助成制度の受給
資格が消滅した方は、平成29年1月～12月の所得（平
成30年度住民税算定基礎所得額）が基準内であれば再
度申請することができます。詳しくは担当課までお問い
合わせください。
●対象者
◇身体障害者手帳…1級・2級・3級・4級の方
◇療育手帳…判定時に当該制度の認定を受けた方
（手帳内の、
「判定の記録」のページに記載があります）
◇精神障害者保健福祉手帳
…１級･２級の方で、自立支援医療（精神通院）
受給者証をお持ちの方

問い合わせ

総務課 ☎0770-45-9109

問い合わせ

福祉課 ☎0770-62-2703

“ 不妊治療費助成交付事業について ”

新しい家族誕生のため、不妊治療中のご夫婦を応援する事業です。
●対象者

次の□の要件をすべて満たす方
□１年以上若狭町に住民登録がある方
□国民健康保険法や健康保険法、その他の法律の規定
による被保険者及びその被扶養者
□治療開始日における妻の年齢が４３歳未満の方
□町税を完納している方
□県の指定医療機関（人工授精は県内の医療機関も含
む）で不妊症に関する治療を行っている方
□夫婦の所得の合計額が７３０万円未満である方
※ただし、次に掲げる不妊治療は、助成の対象としない。
（１）夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供
を受けた不妊治療（２）代理母による不妊治療（３）借
り腹による不妊治療
●助成対象治療費
平成30年1月1日から平成30年12月31日の間の日に
終了した不妊治療費のうち、医療保険適用外の費用
※福井県特定不妊治療費助成事業の助成を受けられた
場合は、その助成額を控除した額に対して助成します。
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●助成限度額
助成対象治療費の２分の１（限度額３０万円）
●申請
申請には領収書の原本が必要となりますので、大切に
保管してください。
平成30年1月1日から平成30年12月31日にかかった
費用を合算して申請してください。
（申請回数は年１回です）
申請書の提出期限は、平成31年3月29日（金）です。
申請される方は、平成30年12月28日までに必ずご連
絡ください。
申請書様式は、保健医療課にお問い合わせいただくか、
町のホームページからもダウンロードできます。
問い合わせ

保健医療課 ☎0770-62-2721

I N F O R M A T I O N

“ 第68回社会を明るくする運動 ”

7月1日 ～ 31日は、社会を明るくする運動強調月間

です。期間中は、町内各地でさまざまな取り組みが行わ
れますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」
☆行動目標
①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための
取組を進めよう

“ 動物に関する相談・苦情の窓口が
変わりました

B O X

”

4月1日より福井県動物管理指導センター嶺南支所が
開所しました。動物愛護に関する相談・苦情については
福井県動物管理指導センター嶺南支所へお問い合わせ
ください。
なお、犬に咬まれた、動物取扱業、特定（危険）動物
等に関する相談は、これまでどおり三方地域は二州健康
福祉センター、上中地域は若狭健康福祉センターにお
問い合わせください。

②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

問い合わせ
《動物愛護に関する相談》
動物管理指導センター嶺南支所

問い合わせ

福祉課 ☎0770-62-2703

“ HIV・肝炎相談検査のお知らせ ”
■場

所：二州健康福祉センター

■日

時：検査

■内

容：HIV・肝炎に関する相談やウイルス検査

相談
■参加費：無料

毎月第1・3水曜日
月～金

8：30～17：00

要予約

匿名

■検査結果：HIV検査…当日

肝炎検査…1週間後

■場

所：若狭健康福祉センター

■日

時：検査
相談

■内

毎月第1・3月曜日
月～金

9：00～10：30

9：00～10：30

8：30～17：00

容：HIV・肝炎に関する相談やウイルス検査
予約不要

《狂犬病予防法・動物愛護法に関する相談》
◇上中地域 若狭健康福祉センター ☎0770-52-1300
◇三方地域 二州健康福祉センター ☎0770-22-3747

“ 平成30・31年度障害者福祉相談員 ”
障害者の更生援護の相談に応じ必要な指導を行うととも

に、福祉事務所などの関係機関の業務に対する協力や地
域活動の中核となって、援護思想の普及に努めています。

■身体障害者福祉相談員
池上

茂雄

若狭町井崎

☎45-0388

松村

いさ子

若狭町鳥浜

☎45-0675

勝見

誓司

若狭町井ノ口

☎62-0033

井上

綾子

若狭町下タ中

☎62-1253

中村

俊幸

若狭町下タ中

☎62-0555

■知的障害者福祉相談員

匿名

お気軽に
ご相談下さい

■参加費：無料

■検査結果：1週間後

問い合わせ

二州健康福祉センター ☎0770-22-3747
若狭健康福祉センター ☎0770-52-1300

☎0770-22-3747

問い合わせ

福祉課 ☎0770-62-2703
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市町村振興宝くじ

“ サマージャンボは県内の市町で購入を ”
市町村振興宝くじサマージャンボの収益金は、市や町

の明るく住みよいまちづくりに使われます。県内の市町

にある宝くじ売り場で購入をお願いします。
●サマージャンボ
1等・前後賞合わせて7億円
（1等5億円・前後賞各1億円）

●サマージャンボミニ
1等・前後賞合わせて7千万円
（1等5千万円・前後賞各1千万円）

“ 福祉サービスの苦情解決をお手伝い ”
福祉サービスを
利用して

◎ いやな思いをした
◎ サービス内容に不満がある
◎ 職員の対応が悪い など

事業所に直接話しにくい場合や、事業所との話し合い
で解決できなかった場合などお気軽にご相談ください。
秘密は必ず守ります（匿名でもかまいません）。
【相談時間】 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時
（祝日・年末年始は除きます。）

●発売期間（同時発売）
7月9日㈪から8月3日㈮まで

問い合わせ

問い合わせ

（公財）福井県市町振興協会 ☎0776-57-1633

福井県運営適正化委員会 ☎0776-24-2347
〒910-8516 福井市光陽2丁目3-22 福井県社会福祉協議会内
Fax 0776-24-8942 / E-mail kujyo@f-shakyo.or.jp

“ 放送大学入学生募集 ”

“ 近畿管区行政評価局地域総括評価官感謝状 ”

を楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い世代の方が学

て、若狭町の行政相談委員の大野邦夫さんに感謝状が

放送大学はテレビ・ラジオ・インターネットで授業を行う

通信制の大学です。働きながら大学を卒業したい、学び

んでいます。
ただいま2018年10月入学生を募集しています。詳し
い資料を送付致しますので、お気軽にお問合せください。
■募集学生の種類
ｰ教養学部ｰ

５月２４日に開催された平成３０年度行政相談委員全体

会議において、行政相談委員業務に特に尽力されたとし
贈られました。
■行政相談は、公正中立の立場から、行政などへの苦
情や意見を受け、解決や実現を推進し、行政の制度

や運営の改善に生かす仕組みです。行政相談日は、
くらしのカレンダーに掲載しています。

科目履修生(６ヶ月在学し、希望する科目を履修）
選科履修生(1年間在学し、希望する科目を履修）
全科履修生(4年以上在学し、卒業を目指す）
ｰ大学院ｰ
修士科目生(６ヶ月在学し、希望する科目を履修）
修士選科生(1年間在学し、希望する科目を履修）
■出願期間
2018年6月15日～8月31日、9月1日～9月20日
（インターネット出願も受け付けております）

資料請求（無料）
・問い合わせ
放送大学福井学習センター ☎0776-22-6361
〒910-0858 福井市手寄1-4-1 アオッサ7階
放送大学ホームページ http://www.ouj.ac.jp
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問い合わせ

行政監視行政相談課 ☎0776-24-0403

I N F O R M A T I O N

B O X

“ 「サマー求人企業説明会」開催のお知らせ ”
ハローワークでは、来春卒業される高校生の保護者や、大学生

等を対象にした「サマー求人企業説明会」を開催します。

地元企業の各ブースで、人事担当者から企業の説明を受けたり、
面談を受けたりすることができます。
是非ご参加ください。
【敦賀会場】
■日
時：平成30年7月7日
（土）
午後1時30分～午後4時30分
（受付：午後1時）
■場
所：きらめきみなと館 イベントホール
（敦賀市桜町1-1）
■参加対象：平成31年3月卒業予定の高校生の保護者
■参加企業：平成31年3月新規学校卒業者を採用予定の求人事業所
（80社）
予定
問い合わせ

ハローワーク敦賀 ☎0770-22-4220

【小浜会場】
■日
時：平成30年7月14日
（土）
午後1時30分～午後4時
（受付：午後1時）
■場
所：ＪＡ若狭会館3階 大ホール
（小浜市遠敷8-8-1）
■参加対象：①平成31年3月卒業予定の高校生の保護者 ②平成31年3月大学等卒業
予定者 ③3年以内既卒者 ④一般若年U・Iターン就職希望者
■参加企業：平成31年3月新規学校卒業者、一般若年U・Iターン就職希望者等を採用予定の求人事業所
（40社）
を予定
問い合わせ

“ 生活困窮者自立支援制度の周知について ”

働きたくても仕事が決まらない、生活が苦しい、就職

がうまくいかず家にひきこもっている、電気・ガスが止ま

りそう、借金があり家計の管理ができないなど、
「暮ら
し」や「仕事」でお困りの方、不安のある方のご相談をお
受けし、
「生活の立て直し」のお手伝いをします。
ご家族など周りの人からの相談も受け付けています。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

ハローワーク小浜 ☎0770-52-1260

“ 学習教室ボランティア募集について ”
さまざまな事情を抱える家庭の小中学生を対象とした

学習教室で、勉強を教えてくださる方を募集します。
■時

間：土日または平日夕方以降の2時間程度

■対 象 者：教 員OB、大 学 生 等
（教員免許の有無は問いません）
■そ の 他：謝礼として1回2,000円支給（旅費別途）
都合がつく日時、場所だけでの参加も可能

問い合わせ

問い合わせ

三方地域 二州健康福祉センター福祉課 ☎0770-22-3747
上中地域 若狭健康福祉センター福祉課 ☎0770-52-1300

三方地域 二州健康福祉センター福祉課 ☎0770-22-3747
上中地域 若狭健康福祉センター福祉課 ☎0770-52-1300
広報わかさ

2018年 7月号

11

INFORMATION

人のうごき
人

口

世帯数

Populat i o n

（6月1日現在）

15,061人（前月 －15）
（前年 －300）
［ 男 7,228人

女 7,833人 ］

5,000世帯（前月 －5）
（前年 －40）

赤ちゃん

Bab y

（5月届出）

お な ま え
み やけ

三宅
む とう

武藤
はし もと

橋本
なか にし

中西
にし の

西野
さわ

性 別

そら

昊 ちゃん
り

む

れ

お

里夢 ちゃん
怜於 ちゃん
かん た

貫太 ちゃん
み

ゆ

美結 ちゃん
にじ か

澤

虹花 ちゃん

おか もと

岡本
なか うえ

かい り

櫂利 ちゃん
ゆう ご

仲上

侑吾 ちゃん

わた なべ

えい た

渡辺
つち あき

瑛大 ちゃん
さ

や

土明

咲彩 ちゃん

たに ぐち

さつ き

谷口

颯紀 ちゃん

保 護 者

集 落

納付のお知らせ（7月）
項

目

第2期

7月31日（火）

国民健康保険税

第1期

7月31日（火）

7月の口座振替日

7月25日（水）

7月の口座再振替日

8月15日（水）

★納期限までに納めましょう。

★集落集金の方は、区の集金日となります。

弘樹 さん （田名）

男

隆

男

響基 さん （瓜生）

男

俊介 さん （常神）

今月の表紙

女

仁敏 さん （新道）

女

信也 さん（グリーンハイツ）

若狭・三方五湖
ツーデーマーチ

男

知也 さん （安賀里）

男

周吾 さん （上瀬）

男

尚樹 さん （井崎）

女

弘人 さん （天徳寺）

女

幸広 さん

ご 結婚

納 期 限

固定資産税

女

さん

期 別

★口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

（高岸）

前日の雨も上がり、すっきり
と晴れた早朝、40kmコースの
出発です。
ツーデーマーチの旗を先頭
に、期待を胸に少し誇らしげに
行進です。
〈5月20日 三方グラウンド横〉

（苧）

W eddi n g

（5月届出）

竹下

侑佑 さん │ 田邉

優佳 さん （新道）

小堀

翔太 さん │ 山口

茜 さん （館川）

島津

智範 さん │ 山本喜美香 さん （小原）

「広報わかさ」へ
ご意見・ご感想を
お聞かせください！
「広報わかさ」を町民のみなさま一人ひとりに
育てていただくため、広くご意見・ご感想を募集
します。下記宛てに郵便・メール・Fax等でお寄せ
下さい。

ありがとう

Thanks

ふ る さ と 納 税（ 5 月 ）

大川 和義 様
小森谷 亮 様

武部
篤様
佐藤 一恵 様
匿名5 4 名
合計 750,000円
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〒919-1393 若狭町中央1-1
若狭町役場 総務課広報係まで
TEL 0770-45-9109

FAX 0770-45-1115

E-mail : soumu@town.fukui-wakasa.lg.jp

ンダー
くらしのカレ
1
2
3

7月

■ 子育てのこと ■ 相談ごと ■ 健康のこと

日
月
火

4

水

5

木

6

金

7
8

土

9

月

日

10 火
11 水
12 木
13 金
14 土
15 日
16 月
17 火
18 水
19 木
20 金

子どもの育ちの相談日【要予約】13：00〜16：00 リブラ又は上中庁舎

健康体操教室 13：30〜15：00 歴史文化館

あそびにきてね 9：30〜11：30 梅の里保育園

楽々健康体操教室 10：00〜11：30 三方保健センター

にこにこ交流会（手作り布おもちゃ講座）9：30〜11：30 西田公民館
瓜生ミニすく 10：00〜12：00 瓜生公民館

健康体操教室 10：00〜11：30 三方保健センター
断酒グループ
（AA）19：00〜20：00 パレア若狭 和室
特定健診・がん検診〈肺・結核・胃・大腸〉
・肝炎検査
受付8：30〜10：00 パレア若狭
がん検診〈大腸・乳・子宮頸〉
受付13：00〜13：30 パレア若狭

すくすく広場（七夕）
【要予約】10：00〜12：00 リブラ若狭和室
4か月児育児教室 受付9：30〜9：40 パレア若狭
おひさま広場 9：30〜11：30 明倫保育園
1歳6か月児健診 受付13：00〜13：20 三方保健センター

健康体操教室 13：30〜15：00 歴史文化館
特定健診・がん検診〈肺・結核・胃・大腸〉
・肝炎検査・骨密度測定
受付8：30〜11：00 三方保健センター
がん検診〈大腸・乳・子宮頸〉
受付13：00〜13：30 三方保健センター
楽々健康体操教室 10：00〜11：30 上中庁舎
心配ごと相談 9：00〜12：00 パレア若狭
8・9か月さんあつまれ 10：30〜11：30 リブラ若狭ぴよぴよルーム
法律相談 13：00〜16：00 パレア若狭
いきいき広場 9：00〜11：00 わかば、みそみ保育所
行政相談 9：00〜12：00 三宅公民館
こころの悩み相談室 13：30〜15：00 三方保健センター
いきいき広場 9：00〜11：00 三宅、気山保育所
認知症カフェ 10：00〜12：00 歴史文化館
みそみミニすく 10：00〜12：00 三十三公民館
人権相談 9：00〜12：00 歴史文化館
いきいき広場 9：00〜11：00 とばっ子、ののはな、中央保育所
バランスボール教室 13：30〜14：30 歴史文化館
2歳児歯科健診・食の教室 受付9：00〜9：15 三方保健センター
赤ちゃん広場（ベビーマッサージ）
【自由参加】
健康体操教室 10：00〜11：30 三方保健センター
10：00〜12：00 パレア若狭キッズルーム
断酒グループ
（AA）19：00〜20：00 パレア若狭 和室
にこにこ交流会（ベビーダンス）9：30〜11：30 西田公民館
結婚相談 9：30〜12：00 パレア若狭

はじめまして（子育て支援センター紹介等）
10：30〜11：30 リブラ若狭ぴよぴよルーム
にこにこ広場（手作りおやつ）9：30〜12：30 岬保育所
（野木ミニすく）9：30〜11：30 野木公民館
ママカフェ
10か月児育児教室 受付9：30〜9：40 三方保健センター
おひさま広場 9：30〜11：30 明倫保育園
三方ミニすく 10：00〜12：00 三方保健センター
にこにこ交流会（助産師さんのお話と計測）9：30〜11：30 西田公民館

21 土
22 日
23 月

12か月児育児教室 受付9：30〜9：40 三方保健センター

24 火

あそびにきてね 9：30〜12：30 岬保育所
いきいき広場 9：00〜11：00 わかば、みそみ保育所

25 水

いきいき広場 9：00〜11：00 三宅、気山保育所

26 木

いきいき広場 9：00〜11：00 とばっ子、ののはな、中央保育所
7か月児育児教室 受付9：30〜9：40 パレア若狭
すくすく広場（消防士さんのお話）
【要予約】10：00〜12：00 パレア若狭キッズルーム
にこにこ交流会（絵本の読み聞かせ）9：30〜11：30 西田公民館
上瀬ミニすく 10：00〜12：00 上瀬ふるさとセンター

27 金
28 土
29 日
30 月
31 火

行政相談 9：00〜12：00 地域福祉センター 泉

レディース健診
（女性限定）特定健診・がん検診〈肺・結核・大腸・乳・
子宮頸〉
・肝炎検査・骨密度測定 受付12：45〜13：30 パレア若狭
健康体操教室 10：00〜11：30 三方保健センター
断酒グループ
（AA）19：00〜20：00 パレア若狭 和室

健康体操教室 13：30〜15：00 歴史文化館

こころの悩み相談室 13：30〜15：00 三方保健センター
楽々健康体操教室 10：00〜11：30 三方保健センター
特定健診・がん検診〈肺・結核・大腸〉
・肝炎検査
受付8：30〜10：00 熊川公民館
認知症カフェ 10：00〜12：00 歴史文化館
特定健診・がん検診〈肺・結核・胃・大腸〉
・肝炎検査
受付8：30〜10：00 みそみ公民館
がん検診〈大腸・乳・子宮頸〉
受付13：00〜13：30 みそみ公民館
バランスボール教室 13：30〜14：30 歴史文化館
健康体操教室 10：00〜11：30 三方保健センター
断酒グループ
（AA）19：00〜20：00 パレア若狭 和室

健康体操教室 13：30〜15：00 歴史文化館
楽々健康体操教室 10：00〜11：30 上中庁舎
※ストレス・心の相談は随時受付（お問い合わせは 子ども・若者支援室 ☎0770ｰ62ｰ2704 まで）
広報わかさ
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多くの町民が住み慣れた自宅で 1日でも
長く元気で過ごすために「わがまち健康
プロジェクト」を始めます。

なお、6月より下記の日程で地区公民館に
おいて塩分測定を実施します。我が家の料
理の味付けがどうか確認してみませんか？

毎月17日は減塩の日「いーな（17）減塩」
町民の方が減塩を意識し、高血圧症の方が少なく
なるよう、町内の食料品を扱うお店を中心に減塩
を呼びかけるのぼり旗を配りました。

実施時間：毎回午前10時～11時30分

◎ ６月１５日（金）
◎ ７月１７日（火）
◎ ８月１７日（金）
◎ ９月１４日（金）
◎１０月１７日（水）

三宅公民館
みそみ公民館
鳥羽公民館
中央公民館
気山公民館
熊川公民館
西田公民館
瓜生公民館
野木公民館

◎１１月１６日（金）
◎１２月１７日（月）
◎ １月１７日（木）
◎ ２月２０日（水）※

のぼり旗掲揚に
ご協力いただける
店舗があればぜひ
ご連絡下さい。

※野木ママカフェと同日開催です

お申込み・お問合せは…

保健医療課

☎0770-62-2721

文 芸 ひろ ば

松岡喜代治（若王子）

源流つくし句会

草餅のかほり丸めて妻の味

通代（末野）

古川貴美子（市場）

下島

泰石 （せせらぎ）

夏畑に男結びの残る杭

何急ぐ何故に急きたる蟻の列

古川

絹子（井崎）

若狭膳俳句会

山葵田の流れは清し音絶えづ

由里

かをり歌会

三十三山写す早苗田
爽やかな五月の風が山嶺揺らす

鈴子（田上）

竹内八重子（脇袋）

前田

久恵（三宅）

山懸けて山藤咲きつぐ高速道
つつじ真盛り鯖江を目指す

主治医より画像の説明ききおれば
症状軽くも不安増しくる

岡本

初美（三宅）

上中短歌会

発表会おどりの途中におおあくび
曾孫の動画に大笑いする

前田

ほっと川柳

しがらみを脱げず背負い古希の坂

中塚よしゑ（脇袋）

2018年 7月号

雨上がり脱いだ雨具置き忘れ

登（南）

若狭町冠句の会

岩谷

道子（相田）

聞き手上手が和を保つ

手前味噌

百田
広報わかさ
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企画

シリーズ

vol.3

わが村

自慢

K U R A M I

倉見

歴史と自然があふれる村
世帯数：50世帯

DATA

人口：128人

三十三間山の山すそに位置し、山の恵みをたくさんい
ただいています。山から湧き出る冷たいきれいな水に
より、おいしい米や野菜づくりにはげんでいます。ま
た、みんなで取り組んでいく行事を少しでも残してい
（平成30年区長 大野直利さん）
きたいと頑張っています。

行事紹介

倉見
若狭町

（８月 日前後の土曜日）

風神大明神例祭

住吉神社夏祭

（左記例祭の翌日 8月20日前後の日曜日）

20

代表が三十三間山山頂付近にある風神大明神の石碑に
参拝し、風水害の安全を祈願します。夕方永正院の境
内にある金比羅堂の前で住職の安全祈願の読経のあと
囃子が奉納されます。

三十三間山 山開き

朝宮司(闇見神社：成願寺)により祭礼儀式が区民参列
し営まれます。正午ごろ儀式が済むと区公会堂で直会
があります。その後、子供神輿が区内を練り歩き、夕
方闇見神社で囃子が奉納されます。

大晦日のそば打ち

（12月31日）

（4月29日）

春の行楽シーズンを前に三十三
間山登山口駐車場にて町関係者
と町民らが参加し、登山の安全
を祈願して山開きが行われま
す。その後参加者が祈念登山を
します。今年は約200名の参加
があり「倉見ふるまう会」のた
けのこご飯のふるまいなどでも
てなしました。老人会も事前に
駐車場やトイレの掃除に携わ
り、区民あげて歓迎しました。

3年前より12月31日の大晦日に、区民有
志がそば打ちをし、子供も加わり区民多
数で年越しを賑やかに過ごしています。
（写真提供：大野孫右エ門さん）

この「わが村自慢」で集落の紹介をしませんか？ お問い合せは、総務課広報係まで ☎0770-45-9109

広報わかさ
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