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病後児保育をご利用ください
社会福祉課

　病気回復期の児童をやむを得ない
事由により家庭で育児を行うことが
困難な期間、一時的にお預かりします。
ところ　小浜市病後児保育所
　　　　「とまと」（後瀬町）
対　象　小学 3 年生以下の児童
　　　　（市内在住）
料　金　1日1,000円（半日500円）
申し込み　事前登録と利用票の提出
　　　　が必要
問い合わせ　詳しくは病後児保育所　
　　　　「とまと」☎ 52・0440
　　　　へお問い合わせください

と　き　2 月 2 日㊐
　　　　11 時〜 14 時 30 分
ところ　食文化館（川崎 3 丁目）
内　容　食文化館運営ボランティ
　　　　ア「かけはしサポーター」
　　　　とペーパークラフトで鬼
　　　　の面と升

ます

を作ります
その他　無料。予約不要

ペーパークラフトで鬼の面
と升を作ろう！！

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

インフルエンザ予防
健康管理センター☎ 52・2222

　気温が低く空気が乾燥する冬
は、インフルエンザウィルスが活
発になるシーズンです。ひとりひ
とりが注意して予防しましょう。
予防のポイント
◎十分な栄養と休養をとる
◎室内を乾燥させない
◎人込みを避ける
◎外出後は手洗いとうがいをする

プレパパ&プレママ講座
健康管理センター☎ 52・2222

①と　き　1 月 15 日㊌ 10 時〜 12 時
　ところ　健康管理センター（南川町）
　内　容　栄養編「妊娠中からの
　　　　　からだづくり」
②と　き　1 月 18 日㊏ 10 時〜 12 時
　ところ　働く婦人の家（大手町）
　内　容　妊娠・出産編「胎児と
　　　　　の絆

きずな

をつくり、産む力
　　　　　を身につけよう」
③と　き　1 月 29 日㊌ 10 時〜 12 時
　ところ　健康管理センター（南川町）
　内　容　育児編「ミュージック
　　　　　ケアでリフレッシュ、
　　　　　育児を楽しむには」
申し込み　健康管理センター

がん検診無料クーポン券使用
期限のお知らせ

健康管理センター☎ 52・2222

　5月に今年度対象年齢となる人
に送付したがん検診無料クーポン
券の使用期限は 1月 31 日㊎です。
　まだ検診を受けていない人は、
この機会にぜひ受けてください。
利用方法　クーポン券裏面に記載さ
　　　　れた指定医療機関に直接
　　　　申し込んでください
※券を紛失した場合は、健康管理セ
　ンターまでお問い合わせください

　2 月・3月の 2カ月分のパスカー
ドを発行します。
と　き　1 月 25 日㊏ から
　　　　9 時〜 18 時
ところ　道の駅「若狭おばま」物産館（和
　　　　　久里）※進入路から一番奥の建物
【広峰駐車場】　160 枚（先着順）
【駅前駐車場】　  50 枚（先着順）
料　金　各 10,500 円（2 カ月分）
※学生割引があります

市営駐車場パスカード発行
おばま観光局☎ 56・3366

障がい者雇用促進セミナー
社会福祉課☎ 64・6012

　障がい者雇用に関する講演会を
開催します。
と　き　1 月 26 日㊐ 
　　　　14 時〜 16 時
ところ　総合福祉センター（遠敷）
講　師　山

やま

田
だ

美
み

智
ち

子
こ

さん（株式会
　　　　社アクス取締役工場長）
その他　入場無料。申込不要

ひとりで悩んでいませんか
総務課

　市では、DV（配偶者や交際相
手などからの身体的暴力・精神的
暴力など）の相談に応じるDV専
用電話を設置しています。不安や
悩みを感じたら、我慢せずに相談
してください。
専用電話　53・1755（月曜〜金曜
　　　　の 9 時〜 17 時）

償却資産の申告
税務課☎ 64・6004

　固定資産税は、土地や家屋のほか
に償却資産も課税対象となります。
　償却資産を所有している事業所や
個人は、必ず申告してください。
対　象　事業用の器具や機械、備
　　　　品などの償却資産（取得
　　　　価格 20 万円以上で耐用
　　　　年数 3 年以上のもの）
申告期限　1 月 31 日㊎

記帳説明会の開催について
小浜税務署☎ 52・6508

　平成 26 年 1 月から事業所得な
どがあるすべての人について記帳
と帳簿書類の保存が必要となりま
す。記帳方法などが分からない人
は、ぜひ出席してください。
と　き　1月21日㊋10時〜12時
ところ　働く婦人の家（大手町）
講　師　北陸税理士会小浜支部所
　　　　属税理士

風水害などで被災された方へ
小浜税務署☎ 52・6508

　風水害や火災などの災害により住
宅や家財などに損害を受けた人で一
定の要件を満たす人は、確定申告に
より所得税を軽減（雑損控除）でき
ます。相談を希望する人は、あらか
じめ連絡のうえお越しください。
と　き　2 月 4 日㊋〜 7 日㊎ 
　　　　9時〜12時、13時〜16時
ところ　小浜税務署（一番町）

　これからの季節、水道管や蛇口
が凍結しやすくなります。
　冬支度をして寒さから水道管を
守りましょう。
●凍結させないためには…
　露出している水道管や蛇口に、
防寒材や布などを巻き、ビニール
テープやガムテープを巻き付けて
防寒してください
●万が一破裂してしまったら…
　水道メーター付近にある元栓を
閉めて、市指定の水道業者または
上下水道課へ連絡してください

水道管の凍結にご注意を
上下水道課☎ 64・6028

農業委員会委員選挙人名簿
農業委員会事務局☎ 64・6022

　選挙管理委員会と農業委員会で
は、農業委員会委員選挙人名簿を１
月１日現在で農家の皆さんからの申
請に基づいて作成します。同名簿に
載っていないと農業委員会委員選挙
で投票することなどができませんの
で、選挙権のある人は申請漏れのな
いようにしてください。
選挙権の要件
　市内に住所があり、次のいずれ
かに該当する 20 歳以上（平成６
年４月１日以前生まれ）の人
①　10 アール以上耕作している人
②　①に該当する人の「同居親族」
　　または「配偶者」で、年間 60
　　日以上耕作に従事している人
③　10 アール以上耕作している
　　農業生産法人の構成員で、年
　　間 60 日以上耕作している人
申請方法
　郵送で申請書が届いた人（選挙
管理委員会で把握している世帯）
は申請書に記入し、各区の区長ま
たは農業委員会事務局に提出して
ください。
　詳しくは農林水産課内農業委員
会事務局へお問い合せください。

ブリリアントコンサート
文化会館☎ 53・9700

と　き　1 月 26 日㊐ 14 時〜
ところ　働く婦人の家（大手町）
内　容　福井サクソフォン研究会を
　　　　 ゲストに迎え、季節の歌唱
　　　　   「早

そう

春
しゅん

賦
ふ

」の演奏など
料　金　一般 1,000 円、高校生
　　　　以下 500 円

児童扶養手当・特別児童扶養
手当をご存じですか？

社会福祉課☎ 64・6012

◎児童扶養手当
支給対象　ひとり親家庭の親、また
　　　　は親に代わって児童を養
　　　　育している人（親が一定
　　　　の障がいの状態にある場
　　　　合も対象）
該当児童　満 18 歳を迎えた年度末
　　　　まで（一定の障がいの状
　　　　態にある場合は 20 歳ま
　　　　で）
手　当　前年の所得に応じて算定
◎特別児童扶養手当
支給対象　障がいのある児童を監護
　　　　する親、もしくは親に代わ
　　　　って児童を養育している人
該当児童　20 歳未満で 1 級または
　　　　2 級の障がいのある児童
手　当　1 級 50,050 円（月額）
　　　　2 級 33,330 円（月額）
※各手当とも所得制限があります
　詳細についてはお問い合わせく
　ださい

　毎月１日〜 5日までは水道メー
ター検針期間です。この期間中は、
検針がスムーズにできるよう、次
の点にご協力をお願いします。
●水道メーター付近に雪があると、
　検針ができない場合があります。
　水道メーター付近の除雪にご協
　力ください
●水道メーターボックスの上に物
　や車を置かないでください
●犬は出入口や水道メーターから
　離してつないでおいてください
※上記の理由などにより検針でき
　ない場合は、前 3 カ月の平均
　使用水量で料金計算します。
　実際の使用水量との差は翌月に
　加（減）算します。
【例：1月が積雪で検針できなかった場合】
　実際の使用水量が 30㎥（3,591
円）でも、前 3 カ月の平均使用水量
が 21㎥であれば、21㎥（2,457 円）
が 1 月の水道料金になります。この
場合、翌月 2 月の実際の使用水量が
30㎥でも、1 月の差 9㎥分を加算し、
39㎥（4、819 円）で計算します。
※下水道使用料における井戸メータ
　ー・控除メーターの場合も同様です。

水道メーター検針にご協力を
上下水道課☎ 64・6028
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�募　集�

職　務　幼稚園教諭
対　象　幼稚園教諭免許を有する人
雇用期間　4 月 1 日〜平成 27 年 3
　　　　月 31 日※雇用期間は更
　　　　  新する場合あり
勤務時間　週5日（週37時間30分）
勤務先　浜っ子こども園（短時間部）
報　酬　月額 15 万 6 千円
募　集　1 人
試験日　1 月 30 日㊍（予定 )
選考方法　面接
申し込み　1 月 6 日㊊〜 17 日㊎の間
　　　　 にハローワーク小浜（後
　　　　 瀬町）または教育総務課へ

幼稚園教諭（嘱託）
教育総務課☎ 64・6031

職　務　給食調理（ない日は校務）
対　象　特になし（調理師免許が
　　　　あればなお可）
雇用期間　4 月 1 日〜平成 27 年 3
　　　　月 31 日※雇用期間は更
　　　　  新する場合あり
勤務時間　週5日（週31時間15分）
勤務先　市内小中学校
報　酬　月額 13 万円（8 月の出
　　　　勤日は日額により支給）
募　集　若干名
試験日　1 月 28 日㊋（予定 )
選考方法　面接
申し込み　1 月 6 日㊊〜 17 日㊎の間
　　　　 にハローワーク小浜（後
　　　　 瀬町）または教育総務課へ

学校給食調理員（嘱託）
教育総務課☎ 64・6031

職　務　司書（窓口業務など図書
　　　　館運営業務全般）
対　象　司書免許を有し、パソコ
　　　　ン操作、土日出勤ができ
　　　　る人
雇用期間　4 月 1 日〜平成 27 年 3
　　　　月 31 日※雇用期間は更
　　　　新する場合あり
勤務時間　週5日（週37時間30分）
　　　　※早出・遅出の時差出勤
　　　　　による変則勤務
勤務先　市立図書館（白鬚）
報　酬　月額 15 万円（保険など
　　　　の加入あり、諸手当なし）
募　集　2 人
試験日　2 月 22 日㊏ 13 時〜
　　　　市立図書館にて
選考方法　小論文、面接
申し込み　1 月 6 日㊊〜 23 日㊍
※詳しくはお問い合わせください

図書館職員（嘱託）
市立図書館☎ 52・1042

職　務　学芸員（館内の案内、イ
　　　　ベントおよび展示物など
　　　　の企画・運営、食文化な
　　　　どの調査・研究、機関誌
　　　　作成など）
対　象　学芸員資格を有する人
雇用期間　4 月 1 日〜平成 27 年 3
　　　　月 31 日※雇用期間は更
            新する場合あり
勤務時間　週5日（週37時間30分）
勤務先　食文化館（川崎3丁目）
報　酬　月額 21 万円
募　集　1 人
試験日　2 月 15 日㊏
選考方法　作文（提出）、書類審査、
　　　　面接（試験）
申し込み　1 月 8 日㊌〜 21 日㊋
※詳しくはお問い合わせください

食文化館学芸員（嘱託）
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

　県では、県民の意見・要望など
を消費者行政に反映させるため、
消費者モニターを募集します。
内　容　過大景品、不当表示にかか
　　　     る情報の収集と連絡など
対　象　20 歳以上の市民
任　期　4 月 1 日〜平成 27 年 3
　　　　月 31 日
募　集　2 人
申し込み　1 月 17 日㊎までに生活
　　　　安全課へ　

消費生活モニター
生活安全課☎ 64・6007

　初心者のための初釜体験です。
着物を着て初釜を楽しみましょう。
と　き　1 月 12 日㊐ 1 席目 13 時
　　　　 〜、2 席目 13 時 50 分〜
ところ　働く婦人の家（大手町）
料　金　600 円（お茶券）
持ち物　着物一式（着付けあり）
申込期限　1 月 9 日㊍

きものde初釜体験講座
働く婦人の家☎ 52・7002

と　き　1 月 14 日㊋、16 日㊍、
　　　　18 日㊏　10 時〜 13 時
ところ　食文化館（川崎 3 丁目）
内　容　赤飯、かぶと鶏肉のとろ
　　　　り煮、けんちん汁ほか
定　員　各先着 30 人
参加費　700 円
申込期限　実施日の 3 日前

季節の調理体験〜1月編〜
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

地域福祉のサポート役「民生委員」が決まりました
　県では、大学・短大・高専・専
修学校の学生などを対象に合同企
業説明会を開催します。
と　き　1 月 4 日㊏ 11 時〜 17
　　　　時（受付 10 時 30 分〜）
ところ　サンドーム福井（越前市
　　　　瓜生町）
参加企業　県内企業 200 社（予定）
※事前申込不要。詳しくはお問い
　合わせください

ふるさと企業魅力発見フェア
福井県労働政策課☎ 0776・20・0390

■小浜地区
▶豊田理子（清滝、生玉）▶藤本靖子（津島、多賀）▶
前川壽（鈴鹿、塩竃、川崎）▶村宮美惠子（玉前、今宮）
▶前田興一郎（広峰、白鬚）▶松原美智子（酒井、竜田）
▶古谷眞知子（駅前町）▶能世純江（住吉、日吉）▶水
本彰（神田、大宮、男山）▶吉村征一（鹿島、白鳥）▶
畠中喜代美（貴船、浅間）▶上原史子（大原、香取、飛鳥）
▶松吉政忠（青井）
■雲浜地区
▶岩田順子（南川町）▶吉田務（後瀬町）▶須田喜代司

（上竹原、関、千種２）▶谷頭敏廣（千種１、大手町）▶
岩本喜美子（四谷町）▶大上昭夫（一番町）▶夛邉千惠
子（城内 1、2）▶高岸典子（山手３）▶田村和子（山手２）
▶松井久二（水取１、２）▶田村操（水取３，４）
■西津地区
▶北山典男（堀屋敷、板屋町）▶村古勝代志（山王前 1、
2）▶松崎眞理（松ヶ崎 1、2）▶本村操（大湊、北塩屋）
▶森田經子（小松原川西、川東）▶本城久美子（西津福
谷）▶伊勢秀安（新小松原）▶西脇幸司（北長町、西長町、
下竹原）
■内外海地区
▶藤田美和枝（甲ヶ崎）▶泉本弘子（阿納尻、若狭、仏谷）
▶領家亮一（堅海、泊）▶中島一男（加尾、西小川、宇久）
▶山下惣一（阿納、犬熊、志積、矢代）▶野村才治（田烏）
■国富地区
▶岩崎礼子（丸山、江古川）▶藤田清男（羽賀、奈胡）
▶門初枝（熊野、次吉、栗田）▶豊永裕美子（高塚）▶
山田弘（太良庄）▶西村里見（北川）
■宮川地区
▶杉村宗保（大戸、加茂）▶河原きみ子（本保、大谷）

▶清水則男（竹長、新保）
■松永地区
▶須田孝治（東市場）▶清水利春（太興寺、平野）▶山
本美智子（上野）▶小畑志津子（四分一、三分一）▶池
野俊晴（門前、池河内）
■遠敷地区
▶平井敬三（検見坂、池田）▶藤原久雄（市場、島、中
村※後記以外）▶中川榮子（国分、中村※遠敷川〜国分側）
▶竹内壽代（金屋、中の宮）▶宮崎建雄（竜前、神宮寺、
忠野）▶上野かおり（下根来、中の畑、上根来）▶増田
逸郎（遠敷１〜４）▶幸池美智子（遠敷 5、6）▶赤崎
雅博（遠敷７〜 10）
■今富地区
▶北川賢治（府中）▶岩本富枝（和久里※国道 27 号か
ら北側）▶武田美紀子（和久里※国道 27 号から南側）
▶那須孝司（木崎、多田※国道 27 号〜鉄道）▶瀧忠（多
田※ミニストップ横〜多田川）▶石田雅彦（多田※前記
以外）▶人見健一（生守※生野尾線〜南川）▶松宮誠一（生
守※前記以外）▶米村正雄（生守団地）▶田中健一（野代、
尾崎）▶岡本昭彦（湯岡、伏原）
■口名田地区
▶四方好和（東相生）▶柚木孝昭（西相生）▶紙谷久詔（上
中井）▶大澤岩彦（下中井、滝谷）▶緩詰典子（口田縄、
奥田縄）▶藤本晴雄（新滝、須縄）▶笠島千代江（谷田部）
■中名田地区
▶廣瀬はるみ（小屋）▶生木谷芳子（上田）▶山崎正博（下田）
▶松岡俊雄（和多田）▶中野繁（深野）▶永谷伸比古（深谷）
■加斗地区
▶田中靖（東勢、西勢）▶久保義治（荒木）▶地村初男（黒
駒、法海）▶西尾稔（下加斗、上加斗）▶霜中美智代（岡
津、鯉川）
◎主任児童委員
▶吉岡恒子（小浜地区）▶木谷敬子（雲浜地区）▶吉川昌子（西
津地区）▶大森とみ代（内外海、国富地区）▶川畑潤子（宮川、
松永地区）▶髙鳥恭子（遠敷地区）▶山田弘子（今富地区）
▶古谷弥恵子（口名田、中名田地区）▶遠藤花子（加斗地区）

　厚生労働大臣の委嘱を受けて、新しい民生委員児童
委員、主任児童委員が決まりました（任期３年）。
　新しい委員は次の方々です（敬称略）。
　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は担当区

■問い合わせ
　社会福祉課☎ 64・6011

　改正農地法が平成21年 12月 15日に施行され、これまで
農地の賃借料の目安として定めていた標準小作料が廃止さ
れました。代わって、過去１年間の実勢賃借料の情報を提
供しますので、今後の賃借料の参考にしてください。

農地の賃借料情報

●過去１年間の実勢賃借料（10㌃当たり）
農地の区分 平均額 最高額 最低額

田　平坦地域 8,900 円 14,000 円 4,000 円
※農地区分のうち、「田」の中間地域、「田」の山間地域お
　よび「畑」は、取引数が少なく、客観的な値が得られ
　ないため、「田」の平坦地域のみ情報提供
※金銭による賃借取引データ 52 件を集計（物納や無償
　の使用貸借、平均額から大きくかい離している取り引
　きは含まない）

●各地区の農地区分

地区名 農地の区分
小浜 平坦地域（青井は中間）
雲浜 平坦地域
西津 平坦地域
内外海 山間地域（甲ヶ崎は平坦、堅海は中間）
国富 平坦地域
宮川 平坦地域
松永 平坦地域（門前、池河内は山間）
遠敷 平坦地域（下根来、中の畑、上根来は山間）
今富 平坦地域
口名田 中間地域（口田縄、奥田縄、須縄は山間）
中名田 山間地域
加斗 中間地域

　■問い合わせ
　農林水産課☎ 64・6022


