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【市民憲章】

　私たちの小浜市は、日本では
じめて象が来たまちです。水と
魚や野菜が一番うまいまちです。
京や奈良の都へ文化を伝えたま
ちです。時代の先覚者をたくさ
ん生み出したまちです。これを
誇りとし、ここに市民憲章を制
定します。

１．歴史と文化財を生かし、豊
　かな心をはぐくみ、文化の創
　造につとめます。
１．豊かな自然を守り、食文化
　のまちづくりを進め、健康と
　もてなしの心を大切にします。
１．学問を愛し、勤労を喜び、
　国際社会にはばたける人間を
　めざします。

【人の動き】

（12 月１日現在）
●人口　　　　　　  32,138 人 

　　　　（前月比　  　 -19 人）
　　　（前年同月比　　-127 人）
　　　　　　男性　  15,593 人
　　　　　　女性　  16,545 人
●異動　　　転入　　　  59 人
　　　　　　転出　　　  64 人
　　　　　　出生　　　  19 人
　　　　　　死亡　　　  33 人
●世帯数　　　　  11,936 世帯

�生　活� �健康・福祉�

結核（ＢＣＧ）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 21 年９月生まれ ( 通
　知します）と、同８月以前の生
　まれで６カ月未満の未接種のお
　子さん（要申込）
とき　１月８日㊎
ところ　健康管理センター
受け付け　12 時 50 分 〜 13 時
　15 分

　２月、３月分のパスカードを発
行します。
とき　１月 25 日㊊８時 30 分〜
ところ　生活安全課
【広峰駐車場】

　枚数 160 枚（先着順）
【駅前駐車場】

　枚数　40 枚（先着順）
料金　それぞれ 10,500 円

市営駐車場パスカード発行
生活安全課☎内線 475

「落書き」は犯罪です
福井地方法務局小浜支局☎ 52・0238

　落書きは器物破損などの犯罪行
為です。特定の人や地域に向けら
れたいわれもない悪口や、人格さ
えも否定するような落書きは「差
別落書き」という人権侵害になり
ます。このような落書きを発見し
たら法務局へ連絡してください。

肺炎を予防しよう
健康管理センター☎ 52・2222

　高齢者がインフルエンザにかか
ると、肺炎などを併発して重症化
することがあります。肺炎の予防
と重症化を抑えるには、手洗い、
うがい、歯磨き、禁煙など口内の
細菌を減らすことが効果的です。
　また、肺炎球菌ワクチンの接種
で、肺炎を予防できる場合があり
ます。接種については、主治医と
相談してください。

　生活保護世帯、市民税非課税世
帯の新型インフルエンザワクチン
優先接種者には、接種費用を助成
します。個人通知はしませんの
で、該当される人は申請してくだ
さい。
申請窓口　保険健康課（市役所）
助成額　１回目 3,600 円、２回
　目 2,550 円（上限 6,150 円）
持ち物　印鑑、身分証明証
※既に接種された人は領収書、接
　種証明書、請求者の口座番号が
　わかるものをお持ちください

新型インフルエンザ
ワクチン接種について

健康管理センター☎ 52・2222

交通事故にあわれたら
（社）日本損害保険協会北陸支部

　交通事故にあわれた人の相談に
専門家が無料で応じます。
とき　月〜金曜日（祝日を除くの
　９時〜 12 時、13 時〜 17 時
問い合わせ　（社）日本損害保険
　協会北陸支部　福井自動車保険
　請求相談センター
　☎ 0776・22・3282

農地の賃借料情報について
■問い合わせ　農業委員会☎内線 283

　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。

●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 9,000 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、
　「畑」は、取引数が少なく、客観的な値が得られない
　ため、今回は「田」の平坦地域のみ情報提供
※金銭による賃借取引データ 114 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）

2010年世界農林業センサス
情報課☎内線 372

　２月１日現在で「2010 年世界
農林業センサス」を実施します。
　１月中旬から、農林業を営む皆
さんのお宅に調査員が調査に伺い
ます。法律により調査内容など秘
密は厳守されますので、ご協力を
お願いします。

●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

【参考】従来定めていた小作料の標準額 (10㌃当たり）
農地の区分 小作料の標準額

田　平坦地域 8,000 円
　　中間地域 7,000 円
　　山間地域 4,000 円

　畑 標準額の定めなし

ふるさと納税にご協力を
企画課☎内線 342

　ふるさと納税は、ふるさとへの
寄付です。里帰りした親戚や知人
にぜひふるさと納税の呼びかけを
お願いします。
※申請用紙は企画課、市公式ホー
　ムページにあります

福井県特定最低賃金の改定
福井労働局☎ 0776・22・2691

　平成 21 年 12 月 24 日から、時
間額が改正されました。
◆繊維製造業（略称）714 円
◆機械器具製造業（略称）777 円
◆電気機械器具製造業（略称）　
　737 円
◆各種商品小売業　740 円

住宅手当などを支援します
社会福祉課☎内線 183

　２年以内に離職した就労能力、
就労意欲のある人のうち、１カ月
以内に住宅を喪失した人、または
今後喪失するおそれがある人に、
一時宿泊、住宅手当など支援しま
す。
　支援を受けるには条件がありま
すので、詳しくは社会福祉課へ問
い合わせてください。

償却資産の申告
税務課☎内線 133

　事務用の機械や備品などの償却
資産（価格が 20 万円以上で耐用
年数が１年以上のもの）は固定資
産税がかかります。該当する資産
の持つ事業所（個人を含む）は、
必ず申告してください。
申告期限　２月１日㊊

⓭ 広報おばま　平成 22. 1 広報おばま　平成 22. 1 ⓬

　給油タンクや配管の破損による
油漏れや、暖房器具などへの給油
中の油漏れが増えています。
●燃料機器や配管は定期的に点検
　する
●給油中はその場を離れない
●油を側溝や河川などに捨てない
などに注意してください。油が流
出した場合、その処理費用は油を
流した人の負担になります。

油の流出による水質事故を
なくしましょう

環境衛生課☎内線 144
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⓯ 広報おばま　平成 22. 1 広報おばま　平成 22. 1 ⓮

�募　集�

地 デ ジ 視聴ガイド

■地デジ相談窓口

　【地上デジタル放送に関して】
　　地デジコールセンター
　　☎ 0570・07・0101

　【ケーブルテレビに関して】
　　（株）ケーブルテレビ
　　若狭小浜《チャンネルＯ》
　　☎ 52・7200

簡易チューナー給付などを支援します

アナログ放送終了まで 576日（12 月 25 日現在）

　総務省では、経済的な理由などで
地上デジタル放送を見ることができ
ない世帯を対象に、簡易なチュー
ナーを無償給付するなどの支援をし
ています。支援は現物給付で、個人
が購入したものを精算することはで
きません。

対象世帯　生活保護などの公的扶助
　を受けている、または障害者のい
　る市民税非課税世帯で、ＮＨＫ受
　信料を全額免除されている世帯
申込書　市社会福祉課窓口に設置
問い合わせ　総務省　地デジチュー
　ナー支援実施センター
　☎0570・033840

�スポーツ�
とき　１月８日㊎、19 日㊋
　10 時〜
ところ　食文化館
内容　もちピザ、即席大根キムチ、
　がんも、チンゲン菜のミルク煮、
　くずぜんざい
定員　各 30 人
参加費　1,000 円程度

季節の調理体験　〜睦月編〜
食文化館☎ 53・1000

とき　２月１日㊊〜３月３日㊌の
　毎週月・水曜日
　19 時〜 20 時 30 分
ところ　市民体育館
定員　先着 20 人
参加費　700 円
申込期間　１月６日㊌〜 27 日㊌

小学生卓球教室
体育課☎ 53・0064

　放送大学は正規の通信制大学
で、入学試験はありません。全国
で８万人、県内は 600 人以上の
社会人が生涯学習やキャリアアッ
プ、資格取得を目指して自宅で学
んでいます。詳しい資料を無料で
送付しますので、お気軽にお問い
合わせください。
願書受付期限　２月 28 日㊐
※ 詳 細 は http://www.u-air.ac.jp
　でも確認できます

放送大学４月入学生
放送大学福井大学センター☎ 0776・22・6361

　現在、県立道守高校の通信制で
は多くの中高年の人が学んでいま
す。月に２回程度日曜日に登校し、
レポートを提出して学ぶコースで
す。関心のある人は、個別相談会
に電話予約して参加してくださ
い。指定の日に来校できない場合
などの相談も受け付けています。
個別相談会　２月７日㊐、14 日㊐、
　21 日㊐、３月７日㊐
出願期間　３月17日㊌〜19日㊎、
　25 日㊍、26 日㊎

県立道守高校通信制生徒
県立道守高校☎ 0776・36・1184

子育てサロン「ベビーキッチン」
子育て支援センター☎ 56・3386

とき　２月 18 日㊍
　９時 30 分〜 11 時 30 分
ところ　食文化館
対象　２歳以上の未入園児とその
　保護者先着 25 組
持ち物　損害保険料、エプロン、
　三角巾、子どもの上履き
申し込み　２月８日㊊以降に電話
　で

市立図書館嘱託職員
市立図書館☎ 52・1042

対象　司書免許を持つパソコン操
　作ができる人
雇用期間　４月１日〜平成 24 年
　3 月 31 日
勤務時間　８時 30 分〜 19 時 30
　分のうち８時間
報酬　月額 15 万円
募集　２人
試験日　２月 20 日㊏
申し込み　申込用紙を１月 25 日㊊
　までに市立図書館へ

伝統民家のある風景写真
( 社 ) 福井県建築士会☎ 0776・24・8781

　福井県内の伝統的民家が造るふ
るさと景観をとらえた写真を募集
します。
応募規定　県内で撮影された町屋、
　商家、農家、農作業小屋、蔵（神
　社仏閣、城、洋風建築物は対象外）
応募方法　文化遺産活用課や各公
　民館にある応募用紙で郵送
応募先　〒 910-0854　福井市御
　幸３丁目 10-15　( 社 ) 福井県
　建築士会事務局
応募期限　９月 30 日㊍

よさこい踊り子
若狭踊り屋　祭わ衆事務局☎ 52・5828

　御食国若狭おばまYOSAKOI 祭
４年連続「大賞」受賞チームでいっ
しょに踊りませんか。初心者大歓
迎です。
とき　毎週水曜日　20 時〜
ところ　小浜小学校体育館
対象　小学生以上
定員　先着 10 人

　明倫学舎は、東京の吉祥寺にあ
る福井県出身の男子学生寮です。
４月から東京の大学に進学される
人は、ぜひご検討ください。
募集　約 14 人
※入校選考などの詳細は http://
　www.meiringakusha.com を ご
　覧ください

明倫学舎への入寮生
（財）輔仁会明倫学舎☎ 0422・22・2305

とき　１月 17 日㊐９時〜
ところ　市民体育館
※駐車場は健康管理センター横を       
　ご利用ください

地区対抗バドミントン大会
体育課☎ 53・0064

　元旦をジョギングでスタートし
ませんか。誰でも自由に参加でき、
完走後には温かいぜんざいの振る
舞いがあります。
とき　１月１日㊎７時〜
ところ　小浜ロッジ前集合▶ファ
　ミリーコース（人魚の像折り返
　し）約１㌔▶普通コース（小浜
　津島折り返し）約３㌔

元旦走ろう会
体育課☎ 53・0064

　手作り和菓子であなたの気持ち
を届けてみませんか。
とき　１月 28 日㊍ 13 時 30 分〜
ところ　食文化館
講師　上田藤夫さん（伊勢屋店主）
定員　30 人
参加費　600 円

和菓子でバレンタイン
食文化館☎ 53・1000 　健康食品として注目されている

雑穀を使った料理講習会です。
とき　１月 23 日㊏ 10 時〜
ところ　食文化館
講師　長谷川政明さん（食の達人）
参加費　1,000 円程度

長寿穀 (雑穀）料理講習会
食文化館☎ 53・1000

いっしょにつくろっ！
〜鬼をやっつけろ〜

食文化館☎ 53・1000

　節分に合わせたメニューを親子
で楽しく作りませんか。
とき　１月 30 日㊏ 10 時〜
ところ　食文化館
内容　豆ごはん、イワシのかば焼
　きなど
定員　年中以上とその保護者先着
　15 組
参加費　１組 1,300 円
持ち物　子どものエプロン、三角
　巾、上履き

　調理して食べるだけでなく、身
近な食の知識を学びます（３回シ
リーズの３回目）。女性や男女、
親子ペアでも参加できます。
とき　１月 24 日㊐ 10 時〜 13 時
ところ　働く婦人の家
内容　カロリー計算について
定員　15 人
受講料　500 円（材料代）
申込期限　１月 21 日㊍

男性料理講座
働く婦人の家☎ 52・7002

　パブリックコメント制度は、計
画などの策定や条例を制定・改廃
する場合、素案を公表して市民の
皆さんから意見を募集するもので
す。次の計画について意見をお聞
かせください。
件名　小浜市地域防災計画（案）
募集期間　１月 25 日㊊〜
　２月 15 日㊊　
意見提出方法　郵送、電子メール、
　FAX、直接書面提出など
提出先、問い合わせ　生活安全課
素案公表場所　企画課、生活安全
　課、各公民館、市民サービスコー
　ナー
※市公式ホームページでも掲載

パブリックコメント
企画課☎内線 345

　保護者の失職など、経済的理由
で就学が困難な児童・生徒に対し、
下記のとおり就学援助を行ってい
ます。
▶新入学用品費▶学用品費▶通学
用品費▶修学旅行費▶校外活動費
▶給食費▶学校病医療費
※同一生計家族の収入額によって
　判定します

経済的に就学困難な児童・
生徒に就学援助

教育総務課☎内線 424

海難事故防止に心掛けて
小浜海上保安署☎ 52・0494

　海難事故の未然防止や発生した
場合の早期救助ために、次のこと
に気を付けてください。
●救命胴衣を常に着用する
●携帯電話を防水バックに入れる
　など、防水処理をする
●家族に行き先、同乗者、帰港時
　間などの行動予定を伝え、定期
　的に連絡を取り合う
●天気予報を確認する
●異変があれば 118 番へ連絡する


