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マイナポータルへのログインをはじめ、オン
ラインで転出届、転入予約を行えたり
（令和４年度中開始予定）、児童手
当等のオンライン申請などもで
きるようになる予定です。

マイナンバーカードのメリットって何？

お問い合わせ　若狭町税務住民課 ☎0770-45-9106　上中サービス室 ☎0770-62-2700

※１　マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。
マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第１弾の未申込者も含みます。
※２　マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込が必要です。申し込みは、マイナポータルやセブン銀行のＡＴＭ、医療機
関・薬局の顔認証付きカードリーダーでできます。（令和４年６月中に手続き開始予定です。）
※３　公金登録口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を１人につき１口座、デジタル庁に
登録する制度です。マイナポータルから登録ができます。（令和４年６月中に手続き開始予定です。）

マイナポイントがもらえる!

マイナンバーカードで

最
大 円分の

今なら最大２０,０００円分のマイナポイントがもらえます!
まだマイナンバーカードを作成していない方は、これを機に作ってみませんか！？

公金受取口座の
登録で

マイナンバーカードの
新規取得等で

※１
５,０００円分

健康保険証としての
利用申し込みで

※2
７,５００円分

※3
７,５００円分＋ ＋

ご不明な点がありましたら、
三方庁舎  税務住民課、 上中庁舎  上中サービス室
までお気軽にお越しください。

マイナンバーの提示が必要な様々な場面
で、マイナンバーを証明する書類とし
て利用できます。

マイナンバーを
証明する書類として1 2各種行政手続の

オンライン申請等に

マイナンバーの提示と本人確認が同時に必
要な場面では、これ１枚で済む唯一のカー
ドです。金融機関における口座開設・パス
ポートの新規発給など、様々な場面で利用
できます。

全国のコンビニで年中無休６：３０～２３：００ま
で住民票、印鑑登録証明書が取得でき、役
場へ行く手間が省けます。

3 4本人確認の際の
身分証明書として

コンビニなどで
各種証明書の取得に

申請の方法は？

❶スマホで顔写真を撮影
❷スマホで交付申請書の
ＱＲコードを読み取る。

❸申請用ＷＥＢサイトでメー
ルアドレスを登録。

❹申請者専用ＷＥＢサイト
のＵＲＬが届いたら、顔写
真を登録、必要事項を入
力して申請完了。

自分で申請
申請者５名以上の集まりに、
若狭町職員が出張し、申請
受付を行います。
●若狭町内に事業所を
　置く企業
●町内会
●地域づくり協議会
●女性の会　●サロン
●イベント　 ●サークル
●その他任意団体

皆で申請
若狭町役場で簡単に申請
ができます。（無料）
●交付申請書がない場合
●申請方法が分からない
場合
●スマホ操作が難しい場合
●写真を撮ってほしい場合
●役場に立ち寄ったついで
など

平日のほか、第３日曜日
を除く日曜日の９：００～
１２：００に三方・上中両
庁舎で窓口を開けてい
ます。（予約制）

若狭町役場で申請

マイナポイントを受け取るには、マイナンバーカードを使って、
マイナポイントの申込みを行う必要があります。
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DOKI!情報局ドキ!

【募集人数および役柄】
❶トラップ大佐 
　男性　２０代以上
❷シスター・ソフィア 
　女性　高校生以上
❸シスター・ベルテ 
　女性　高校生以上
❹トラップ大佐の子ども 
　男女問わず　小学生～中学生 ６名
❺長女リーズル 
　女性　高校生～２０代
❻ロルフ 
　男性　高校生～２０代
❼ヘルツェラー少佐（演技のみ） 
　男性　高校生以上
❽修道長 
　女性　高校生以上
ただし該当者がない場合、主催者側で演奏者
（出演者）を依頼します

【応募条件】
❶オーディション及び練習日、
　公演日（前日リハ含む）に参加可能であること
❷チラシやポスター、パレア若狭のＳＮＳに
　写真掲載が可能であること

【申込方法および受付】
❶６月３０日（木）必着
❷申込用紙に必要事項を記入し、メールもしくはパ
レア文化課へ持参
※申込用紙はパレア若狭ＨＰから
ダウンロードできます

　Ｍａｉｌ：ｐａｒｅａ＠ｔｏｗｎ．ｆｕｋｕｉ－ｗａｋａｓａ．ｌｇ．ｊｐ

【練習日】
８月から月２回程度
※直前練習は週２回
※詳しい練習日程はパレア若狭ＨＰをご覧ください

【その他】
❶練習日、公演日（前日リハ）への参加については
イベント保険に加入します
❷応募者多数の場合は書類選考の上、
　オーディションを行います
❸オーディション結果は後日通知します

■福井県男女共同参画月間記念イベントとし
て、本県出身の作家で翻訳家の谷崎由依氏に
よる記念講演を開
催します。また、こ
の他にも最新の男
性育休事情を学ぶ
講座や梅ジュース
作り、チェアーヨガ
等のワークショッ
プ、おいしいもの
販売等、多数ご用
意しています。

ふくいきらめき
フェスティバル２０２２

ふくいきらめきフェスティバル実行委員会
Tel:０７７6-41-4254

6月18日（土）開催日／
時間／ 12：15～17：00
対象／一般県民
受講料／無料
申込締切／５月３１日

©Kikuko Usuyama

パレア若狭ミュージカル出演者募集!

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.22

向山１号墳の円筒埴輪

図書館からのオススメ本
『ミチルさんの たのしく お洗たく』
読書工房/文

にじいろのおはなし会

6月25日（土）開催日／

■図書館リブラ
館こどもひろばに
て、毎月第４土曜
日14時に紙芝居
をします。参加無
料で、赤ちゃんか
ら参加できます。

時間／14：00～
場所／図書館リブラ館　こどもひろば
内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居
料金／無料

向山１号墳は、下吉田～堤の丘陵上に位置す
る前方後円墳です。過去の発掘調査で、本古
墳も墳丘上に円筒埴輪が巡っていたことが明
らかとなっています。その円筒埴輪は、若狭
の地から遠く離れた尾張地域で製作された尾
張型埴輪と呼ばれています。硬質な仕上がり
で、バケツのような形をしているのが特徴で
す。向山１号墳の被葬者は、東日本と関係を
もっていたことを示す貴重な資料です。

音楽ホール

できるだけ文字を減らし、イラストや写真を多
用して情報を伝えるＬＬブック。
知的障害や発達障害のある人が自立生活に必
要なスキルを学べるよう、家事などの基本を
わかりやすく解説しています。
主人公のミチルさんと同居人のぼくもさんが
お洗濯するお話を読んでいくうちに、お洗濯
のしかたがわかります。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

出演／渡辺美里
演奏／鈴木織衛（ピアノ）、オーケストラ・アンサンブル金沢（弦楽四重奏）
町民優先発売日／4月9日（土）窓口販売 9：00～　電話予約 13：00～
一般発売日・ネット発売日／4月16日（土） 9：00～

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

宝くじの助成金で実施します

渡辺美里 
ｗｉｔｈ ＯＥＫ室内楽コンサート 好評につき完売しました

残り車椅子席のみ販売中

みんなのギャラリー展
■町内外から出展いただいたいろんな
ジャンルの美術作品展を開催します。絵
画、陶芸作品、切り絵、工作などみなさ
んの力作を展示します。創作活動の成果
をぜひご覧下さい。

時間／9：00~20：00　※火曜休館
展示品／絵画、陶芸作品、
　　　　切り絵、工作　など

６月１８日（土）～２６日（日）
展示期間／

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

㈱創楽堂　Tel:０７７０-５２-１３１３

■日頃のレッスンの成果披露と意欲の向上を
目的として、未就学児から成人までの受講者
全員が、ソロや仲間とともに演奏します。エレ
クトーンを演奏する楽しさをぜひ体感してくだ
さい。

ヤマハエレクトーン
フェスティバル
～福井県嶺南地区予選～

6月12日（日）開催日／
開演／ 13：00　開場／ 12：30

入場無料

■今年もウクレレサークルの新規部員を募集し
ます。初めての方でも大丈夫 !友だちや家族で
ウクレレを楽しんでみませんか？

ウクレレサークル
～子どもから大人まで
　　みんなで一緒に楽しもう♪～

■ギャラリーでは、写真部、新聞部、美術部の
作品展示やかるた部の部活動紹介を設けま
す。音楽ホールでは、合唱部、吹奏楽部のコ
ンサートが行われますが、新型コロナウイル
ス感染症対策のため、観客は事前に申請いた
だいた部員の関係者のみとさせていただきま
す。ご了承ください。
美方高校文化部の活動の成果をぜひご覧くだ
さい。

第２０回

美方高等学校総合文化展
～ＬＡ  ＢＥＬＬＡ  ＰＩＡＺＺＡ～

福井県立美方高等学校　Tel:０７７０-45-0793

時間／ 9：00～20：00　
　　　※最終日は15：00まで
休館日／ 6月7日(火）

6月4日(土)～13日(月)
開催日／

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

練習日／ 6月～10月：月1回土曜日
　　　　（6月18日、7月2日、8月20日、
　　　　 9月3日、10月1日）
※11月～3月は昨年度からの継続コース
（木曜19：30～21：00）に合流します。
詳細はお問い合わせください。
時間／ 13：30～15：30
場所／パレア若狭音楽スタジオ
料金／ 6月～10月／月額1,000円
対象／小学生以上
　　　（小学生は保護者同伴でお願いします）
定員／6名（楽器所有者はご持参ください）
講師／早川義純
主催／福井県、若狭町、
　　　（公財）福井県文化振興事業団
協力／㈱ヤマハミュージックジャパン

【募集内容】はじめてコース

音楽ホール

ラ ベ ラ ピ ア ッ ツ ァ

主催／若狭町
協賛／（公財）げんでんふれあい福井財団

パレア若狭ＨＰ▶

プログラム
１部  弦楽四重奏＆ピアノ
・シューマン：ピアノ五重奏曲変ホ長調  ｏp.44
　　　　　  第１楽章　アレグロ・ブリランテ
　　　　　  第２楽章　イン・モード・ドゥナ・マルチャ、ウン・ポーコ・ラルガメンテ
　　　　　  第３楽章　スケルツォ　モルト・ヴィヴァーチェ
　　　　　  第４楽章　アレグロ・マ・ノン・トロッポ
２部  渡辺美里＆弦楽四重奏＆ピアノ
・My Revolution　　　　　　　
・サマータイム・ブルース　　
・いつかきっと　ほか

■圧倒的な歌唱力!
渡辺美里がＯＥＫカルテット
と贈る名曲コンサート

6月5日（日）開催日／ 開演／ 15：00
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等のワークショッ
プ、おいしいもの
販売等、多数ご用
意しています。

ふくいきらめき
フェスティバル２０２２

ふくいきらめきフェスティバル実行委員会
Tel:０７７6-41-4254

6月18日（土）開催日／
時間／ 12：15～17：00
対象／一般県民
受講料／無料
申込締切／５月３１日

©Kikuko Usuyama

パレア若狭ミュージカル出演者募集!

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.22

向山１号墳の円筒埴輪

図書館からのオススメ本
『ミチルさんの たのしく お洗たく』
読書工房/文

にじいろのおはなし会

6月25日（土）開催日／

■図書館リブラ
館こどもひろばに
て、毎月第４土曜
日14時に紙芝居
をします。参加無
料で、赤ちゃんか
ら参加できます。

時間／14：00～
場所／図書館リブラ館　こどもひろば
内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居
料金／無料

向山１号墳は、下吉田～堤の丘陵上に位置す
る前方後円墳です。過去の発掘調査で、本古
墳も墳丘上に円筒埴輪が巡っていたことが明
らかとなっています。その円筒埴輪は、若狭
の地から遠く離れた尾張地域で製作された尾
張型埴輪と呼ばれています。硬質な仕上がり
で、バケツのような形をしているのが特徴で
す。向山１号墳の被葬者は、東日本と関係を
もっていたことを示す貴重な資料です。

音楽ホール

できるだけ文字を減らし、イラストや写真を多
用して情報を伝えるＬＬブック。
知的障害や発達障害のある人が自立生活に必
要なスキルを学べるよう、家事などの基本を
わかりやすく解説しています。
主人公のミチルさんと同居人のぼくもさんが
お洗濯するお話を読んでいくうちに、お洗濯
のしかたがわかります。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

出演／渡辺美里
演奏／鈴木織衛（ピアノ）、オーケストラ・アンサンブル金沢（弦楽四重奏）
町民優先発売日／4月9日（土）窓口販売 9：00～　電話予約 13：00～
一般発売日・ネット発売日／4月16日（土） 9：00～

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

宝くじの助成金で実施します

渡辺美里 
ｗｉｔｈ ＯＥＫ室内楽コンサート 好評につき完売しました

残り車椅子席のみ販売中

みんなのギャラリー展
■町内外から出展いただいたいろんな
ジャンルの美術作品展を開催します。絵
画、陶芸作品、切り絵、工作などみなさ
んの力作を展示します。創作活動の成果
をぜひご覧下さい。

時間／9：00~20：00　※火曜休館
展示品／絵画、陶芸作品、
　　　　切り絵、工作　など

６月１８日（土）～２６日（日）
展示期間／

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

㈱創楽堂　Tel:０７７０-５２-１３１３

■日頃のレッスンの成果披露と意欲の向上を
目的として、未就学児から成人までの受講者
全員が、ソロや仲間とともに演奏します。エレ
クトーンを演奏する楽しさをぜひ体感してくだ
さい。

ヤマハエレクトーン
フェスティバル
～福井県嶺南地区予選～

6月12日（日）開催日／
開演／ 13：00　開場／ 12：30

入場無料

■今年もウクレレサークルの新規部員を募集し
ます。初めての方でも大丈夫 !友だちや家族で
ウクレレを楽しんでみませんか？

ウクレレサークル
～子どもから大人まで
　　みんなで一緒に楽しもう♪～

■ギャラリーでは、写真部、新聞部、美術部の
作品展示やかるた部の部活動紹介を設けま
す。音楽ホールでは、合唱部、吹奏楽部のコ
ンサートが行われますが、新型コロナウイル
ス感染症対策のため、観客は事前に申請いた
だいた部員の関係者のみとさせていただきま
す。ご了承ください。
美方高校文化部の活動の成果をぜひご覧くだ
さい。

第２０回

美方高等学校総合文化展
～ＬＡ  ＢＥＬＬＡ  ＰＩＡＺＺＡ～

福井県立美方高等学校　Tel:０７７０-45-0793

時間／ 9：00～20：00　
　　　※最終日は15：00まで
休館日／ 6月7日(火）

6月4日(土)～13日(月)
開催日／

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

練習日／ 6月～10月：月1回土曜日
　　　　（6月18日、7月2日、8月20日、
　　　　 9月3日、10月1日）
※11月～3月は昨年度からの継続コース
（木曜19：30～21：00）に合流します。
詳細はお問い合わせください。

時間／ 13：30～15：30
場所／パレア若狭音楽スタジオ
料金／ 6月～10月／月額1,000円
対象／小学生以上
　　　（小学生は保護者同伴でお願いします）
定員／6名（楽器所有者はご持参ください）
講師／早川義純
主催／福井県、若狭町、
　　　（公財）福井県文化振興事業団
協力／㈱ヤマハミュージックジャパン

【募集内容】はじめてコース

音楽ホール

ラ ベ ラ ピ ア ッ ツ ァ

主催／若狭町
協賛／（公財）げんでんふれあい福井財団

パレア若狭ＨＰ▶

プログラム
１部  弦楽四重奏＆ピアノ
・シューマン：ピアノ五重奏曲変ホ長調  ｏp.44
　　　　　  第１楽章　アレグロ・ブリランテ
　　　　　  第２楽章　イン・モード・ドゥナ・マルチャ、ウン・ポーコ・ラルガメンテ
　　　　　  第３楽章　スケルツォ　モルト・ヴィヴァーチェ
　　　　　  第４楽章　アレグロ・マ・ノン・トロッポ
２部  渡辺美里＆弦楽四重奏＆ピアノ
・My Revolution　　　　　　　
・サマータイム・ブルース　　
・いつかきっと　ほか

■圧倒的な歌唱力!
渡辺美里がＯＥＫカルテット
と贈る名曲コンサート

6月5日（日）開催日／ 開演／ 15：00

5広報わかさ　2022年 6月号4 広報わかさ　2022年 6月号 掲載のイベントは新型コロナウイルス感染症対策のため中止・変更になることがあります。



情報 BOX
I N F O R M A T I O N  B O X暮らしに役立つ情報をお届けします

　フードドライブとは、家庭で余っている未利用食品を寄付してもらい、福祉施設や団体に提供する活動です。
　若狭町では、本年度もハーツ三方五湖と連携し、下記のとおり、フードドライブを開催します。身近にできるＳＤＧｓの活
動として食品ロスの削減にもつながりますので、皆様のご協力をお願いいたします。
■場　所：ハーツ三方五湖　
　　　　　6月10日（金）～ 6月12日（日）　※営業時間内
　　　　　三方庁舎（環境安全課）、上中庁舎（上中サービス室）　
　　　　　6月13日（月）～ 6月17日（金）　※9時～17時
＜寄付いただきたい食品＞　　　　　　　       　
　〇お米（白米、玄米、アルファ米） 〇パスタ、素麺などの乾麺　           　
　〇缶詰、レトルト、インスタント食品 〇粉ミルク、離乳食、お菓子
　〇海苔、お茶漬け、ふりかけ 〇飲料（アルコールは除く）    など
＜受付できない食品＞
　×賞味期限が1ヵ月を切っているもの ×開封されているもの
　×常温保存できないもの ×生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜）
　×アルコール ×事業所から出されたもの　　など

　歯を失う原因のひとつである「歯周病」。成人の約７割
に歯周病があると言われます。こんな症状ありませんか？

　上記のうち４つ以上当てはまる場合、歯周病が進行し
ている可能性が高く、特に、❹、❺、❻のどれかに当ては
まる場合、早めに歯科を受診することが勧められます。
参考：（２０２１.４ＮＨＫテキストきょうの健康より）

成人歯周病検診を無料で受けられる日程はこちら。
必ず予約が必要です。健康医療課までお電話ください。

問い合わせ 健康医療課　☎0770-62-2721

　移動手段の確保が困難な要介護老人や障害者等のための支援策としてタクシー利用料金の助成を行い、
生活の利便性と社会活動を支援することを目的とします。
■助成内容：１枚５００円のタクシー割引券を年間４８枚（２４,０００円分）交付
■対 象 者：町内に住所を有し、在宅で生活している次のいずれかに該当する方

　▶要介護老人等（「おでかけ応援タクシーチケット事業」対象者）
　　　①介護保険制度の要支援、要介護に認定されている方
　　　※町民税非課税世帯に限ります。
　　　②人工透析が必要な慢性腎不全により「特定疾病療養受療証」をお持ちの方
　▶障害者（「重度身体障害者等タクシー料金助成事業」対象者）
　　　③身体障害者手帳１級、または、下肢・体幹・視覚障害で２級の方
　　　④療育手帳の交付を受けている方　
　　　⑤精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

　　　　　　　　※障害者で、自動車税の減免を受けている場合は、対象になりません。
■利用内容：福井県タクシー協会に加盟するタクシー事業者で利用できます。
　　　　　　また、町内の介護タクシー事業者で利用できます。
　　　　　　※デマンドタクシーには使用できません。
■申請窓口：資格が確認できるもの（介護保険被保険者証、障害者手帳等）をお持ちの上、役場福祉課まで

“ 若狭町タクシー利用料金助成事業 ”

問い合わせ 福祉課　☎0770-62-2703

“ 児童に対する手当についてご案内 ”
●児童手当
◇支給対象
　中学校卒業まで（１５歳に達した最初の３月３１日まで）の児童
を養育している方に支給されます（公務員は勤務先から支給
されます）。
◇支給額（１人当たり月額）
　３歳未満　　　　　　　１５,０００円
　３歳以上小学校修了前　１０,０００円（第３子以降は、１５,０００円）
　中学生　　　　　　  　１０,０００円
※所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律５,０００円
となります。

◇支給時期
　毎年６月、１０月、２月（それぞれの前月分までの手当を支給）

●児童扶養手当
◇支給対象
　父または母と生計を同じくしていない児童を養育している場合
（ひとり親など）や、父または母が心身に障がいのある場合に、
その児童を養育している父または母（または養育者）に対して
支給されます。
　児童が１８歳に達した最初の３月３１日までが手当支給の対象と
なります。ただし、所得制限があります。
◇支給額
　全部支給　月額　４３,070円　
　※所得に応じて変動あり。2子以降は加算あり。
◇支給時期
　毎年奇数月（それぞれの前月分までの手当を支給）

●特別児童扶養手当
◇支給対象
　精神、知的または身体障害（内部障害を含む）等があり、政令
で定める程度の障がいを有する児童を監護している父または
母、もしくは父母にかわって児童を養育している人に手当が支
給されます。
　児童が２０歳に達するまで支給されます。ただし、所得制限が
あります。
◇支給額
　障がいの程度が重度の場合　月額　５２,4００円
　障がいの程度が中度の場合　月額　３４,９0０円
　※支給額は、毎年、物価により改定されます。
◇支給時期
　毎年４月、８月、１２月（それぞれの前月分までの手当を支給）

※各手当とも受給要件などを満たしているか確認のための届が
必要です。期日が来ましたら提出の依頼をいたしますので期
日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合、
受給できなくなります。

問い合わせ
児童手当・児童扶養手当
　若狭町子育て支援課　☎0770-62-2704
特別児童扶養手当
　若狭町福祉課　☎0770-62-2703

　ＨＰＶワクチンの接種を個別にお勧めする取組みが差
し控えられていた間に、接種機会を逃した方に対して公
平な接種機会を確保する観点から、あらためて接種の
機会をご提供しています。
■対象者
平成９年４月２日～平成１８年４月１日生まれの女性で、
過去にＨＰＶワクチンの接種を合計３回受けていない方

■接種可能期間：令和４年４月～令和７年３月までの３年間
■接種費用：無料
　ＨＰＶワクチンは合計３回接種します。１回のみ接種し
た場合や２回のみ接種した場合も残りの回数を公費で接
種を受けることができます。
　任意接種として自費で接種を受けた方には費用の助
成を行いますので、健康医療課へご相談ください。

問い合わせ 福井県県民安全課　　
☎0776-20-0745　Fax 0776-20-0633

問い合わせ 健康医療課　☎0770-62-2721

“ HPVワクチンの接種を逃した方の
          キャッチアップ接種について ”

　福井県では、自転車の交通事故防止や事故の被害軽
減、被害者の救済を目的とした「福井県自転車の安全で
適正な利用に関する条例」を昨年12月に制定しました。
　7月1日より施行され、以下の義務等が課されます。
■義　　務：自転車損害賠償責任保険等の加入
■努力義務：自転車の安全利用（ヘルメットの着用など）
　　　　　　自転車の定期的な点検整備等

福井県 HP
福井県自転車条例

“ 福井県自転車条例が7月1日より施行されます ”

“ いただきます 人生100年 歯と共に ”

問い合わせ 環境安全課　☎0770-45-9126

“ フードドライブに参加してみよう！ ”

詳しくは
福井県　自転車条例

リブラ若狭
リブラ若狭
歴史文化館

13:００ ～ 15:００
13:００ ～ 15:００
  ９:００ ～ 11:００

月　日 時　間 場　所
  ８月２７日㈯
１１月  ５日㈯
１２月１８日㈰

厚生労働省案内
「ＨＰＶワクチンの接種を逃した方に
接種の機会をご提供します」

●❶歯肉に赤く腫れている部分がある
●❷歯磨きをすると血が出る
●❸歯肉に触ると痛いところがある
●❹歯が長くなったように見える
●❺噛むと歯が揺れる感じがある
●❻歯と歯の隙間が目立ってきた
●❼口のにおいが気になる

ー 6月4日～6月10日は歯と口の健康週間ですー
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情報 BOX
I N F O R M A T I O N  B O X暮らしに役立つ情報をお届けします

　フードドライブとは、家庭で余っている未利用食品を寄付してもらい、福祉施設や団体に提供する活動です。
　若狭町では、本年度もハーツ三方五湖と連携し、下記のとおり、フードドライブを開催します。身近にできるＳＤＧｓの活
動として食品ロスの削減にもつながりますので、皆様のご協力をお願いいたします。
■場　所：ハーツ三方五湖　
　　　　　6月10日（金）～ 6月12日（日）　※営業時間内
　　　　　三方庁舎（環境安全課）、上中庁舎（上中サービス室）　
　　　　　6月13日（月）～ 6月17日（金）　※9時～17時
＜寄付いただきたい食品＞　　　　　　　       　
　〇お米（白米、玄米、アルファ米） 〇パスタ、素麺などの乾麺　           　
　〇缶詰、レトルト、インスタント食品 〇粉ミルク、離乳食、お菓子
　〇海苔、お茶漬け、ふりかけ 〇飲料（アルコールは除く）    など
＜受付できない食品＞
　×賞味期限が1ヵ月を切っているもの ×開封されているもの
　×常温保存できないもの ×生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜）
　×アルコール ×事業所から出されたもの　　など

　歯を失う原因のひとつである「歯周病」。成人の約７割
に歯周病があると言われます。こんな症状ありませんか？

　上記のうち４つ以上当てはまる場合、歯周病が進行し
ている可能性が高く、特に、❹、❺、❻のどれかに当ては
まる場合、早めに歯科を受診することが勧められます。
参考：（２０２１.４ＮＨＫテキストきょうの健康より）

成人歯周病検診を無料で受けられる日程はこちら。
必ず予約が必要です。健康医療課までお電話ください。

問い合わせ 健康医療課　☎0770-62-2721

　移動手段の確保が困難な要介護老人や障害者等のための支援策としてタクシー利用料金の助成を行い、
生活の利便性と社会活動を支援することを目的とします。
■助成内容：１枚５００円のタクシー割引券を年間４８枚（２４,０００円分）交付
■対 象 者：町内に住所を有し、在宅で生活している次のいずれかに該当する方

　▶要介護老人等（「おでかけ応援タクシーチケット事業」対象者）
　　　①介護保険制度の要支援、要介護に認定されている方
　　　※町民税非課税世帯に限ります。
　　　②人工透析が必要な慢性腎不全により「特定疾病療養受療証」をお持ちの方
　▶障害者（「重度身体障害者等タクシー料金助成事業」対象者）
　　　③身体障害者手帳１級、または、下肢・体幹・視覚障害で２級の方
　　　④療育手帳の交付を受けている方　
　　　⑤精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

　　　　　　　　※障害者で、自動車税の減免を受けている場合は、対象になりません。
■利用内容：福井県タクシー協会に加盟するタクシー事業者で利用できます。
　　　　　　また、町内の介護タクシー事業者で利用できます。
　　　　　　※デマンドタクシーには使用できません。
■申請窓口：資格が確認できるもの（介護保険被保険者証、障害者手帳等）をお持ちの上、役場福祉課まで

“ 若狭町タクシー利用料金助成事業 ”

問い合わせ 福祉課　☎0770-62-2703

“ 児童に対する手当についてご案内 ”
●児童手当
◇支給対象
　中学校卒業まで（１５歳に達した最初の３月３１日まで）の児童
を養育している方に支給されます（公務員は勤務先から支給
されます）。
◇支給額（１人当たり月額）
　３歳未満　　　　　　　１５,０００円
　３歳以上小学校修了前　１０,０００円（第３子以降は、１５,０００円）
　中学生　　　　　　  　１０,０００円
※所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律５,０００円
となります。

◇支給時期
　毎年６月、１０月、２月（それぞれの前月分までの手当を支給）

●児童扶養手当
◇支給対象
　父または母と生計を同じくしていない児童を養育している場合
（ひとり親など）や、父または母が心身に障がいのある場合に、
その児童を養育している父または母（または養育者）に対して
支給されます。
　児童が１８歳に達した最初の３月３１日までが手当支給の対象と
なります。ただし、所得制限があります。
◇支給額
　全部支給　月額　４３,070円　
　※所得に応じて変動あり。2子以降は加算あり。
◇支給時期
　毎年奇数月（それぞれの前月分までの手当を支給）

●特別児童扶養手当
◇支給対象
　精神、知的または身体障害（内部障害を含む）等があり、政令
で定める程度の障がいを有する児童を監護している父または
母、もしくは父母にかわって児童を養育している人に手当が支
給されます。
　児童が２０歳に達するまで支給されます。ただし、所得制限が
あります。
◇支給額
　障がいの程度が重度の場合　月額　５２,4００円
　障がいの程度が中度の場合　月額　３４,９0０円
　※支給額は、毎年、物価により改定されます。
◇支給時期
　毎年４月、８月、１２月（それぞれの前月分までの手当を支給）

※各手当とも受給要件などを満たしているか確認のための届が
必要です。期日が来ましたら提出の依頼をいたしますので期
日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合、
受給できなくなります。

問い合わせ
児童手当・児童扶養手当
　若狭町子育て支援課　☎0770-62-2704
特別児童扶養手当
　若狭町福祉課　☎0770-62-2703

　ＨＰＶワクチンの接種を個別にお勧めする取組みが差
し控えられていた間に、接種機会を逃した方に対して公
平な接種機会を確保する観点から、あらためて接種の
機会をご提供しています。
■対象者
平成９年４月２日～平成１８年４月１日生まれの女性で、
過去にＨＰＶワクチンの接種を合計３回受けていない方

■接種可能期間：令和４年４月～令和７年３月までの３年間
■接種費用：無料
　ＨＰＶワクチンは合計３回接種します。１回のみ接種し
た場合や２回のみ接種した場合も残りの回数を公費で接
種を受けることができます。
　任意接種として自費で接種を受けた方には費用の助
成を行いますので、健康医療課へご相談ください。

問い合わせ 福井県県民安全課　　
☎0776-20-0745　Fax 0776-20-0633

問い合わせ 健康医療課　☎0770-62-2721

“ HPVワクチンの接種を逃した方の
          キャッチアップ接種について ”

　福井県では、自転車の交通事故防止や事故の被害軽
減、被害者の救済を目的とした「福井県自転車の安全で
適正な利用に関する条例」を昨年12月に制定しました。
　7月1日より施行され、以下の義務等が課されます。
■義　　務：自転車損害賠償責任保険等の加入
■努力義務：自転車の安全利用（ヘルメットの着用など）
　　　　　　自転車の定期的な点検整備等

福井県 HP
福井県自転車条例

“ 福井県自転車条例が7月1日より施行されます ”

“ いただきます 人生100年 歯と共に ”

問い合わせ 環境安全課　☎0770-45-9126

“ フードドライブに参加してみよう！ ”

詳しくは
福井県　自転車条例

リブラ若狭
リブラ若狭
歴史文化館

13:００ ～ 15:００
13:００ ～ 15:００
  ９:００ ～ 11:００

月　日 時　間 場　所
  ８月２７日㈯
１１月  ５日㈯
１２月１８日㈰

厚生労働省案内
「ＨＰＶワクチンの接種を逃した方に
接種の機会をご提供します」

●❶歯肉に赤く腫れている部分がある
●❷歯磨きをすると血が出る
●❸歯肉に触ると痛いところがある
●❹歯が長くなったように見える
●❺噛むと歯が揺れる感じがある
●❻歯と歯の隙間が目立ってきた
●❼口のにおいが気になる

ー 6月4日～6月10日は歯と口の健康週間ですー
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