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生活習慣病検診（年度最終）
健康管理センター☎ 52・2222

とき　１月 18 日㊎
ところ　健康管理センター（南川町）
検診内容　特定（基本）健診、がん
　検診（肺・大腸・乳・子宮・前立
　腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査
申込期限　定員がありますので、
　早めにお申し込みください

くらしの
情報

 １月

出張年金相談 受付時間変更
市民課☎内線 166

　毎週木曜日に文化会館で開催し
ている出張年金相談の受付時間を
１月から変更します。
変更前　10 時〜 15 時 30 分
変更後　10 時〜 15 時

　寒い日が続くと、水道管や蛇口
が凍結しやすくなります。特にマイ
ナス３℃以下になると、水道管が
凍結して水が出なくなり、破裂す
る恐れがあります。ご家庭の水道管
は皆さんの財産です。冬支度をし
て寒さから水道管を守りましょう。
●凍結しやすいところは…
　屋外にある蛇口や露出した水道
管です。特に、日の当たらない場
所や風当たりの強い場所にある水
道管には注意が必要です
●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
●凍結してしまったら…
　蛇口が凍結した場合は、上から
タオルなどをかぶせて、ゆっくり
ぬるま湯をかけてください。あわ
てて熱湯をかけると、水道管が破
裂することがあります
●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☎内線 232

　毎月１日〜６日までは水道メー
タ検針期間です。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。
　水道メータ付近の除雪にご協力
　ください
�水道メータボックスの上に物や
　車を置かないでください
�犬は出入り口や水道メータから
　離してつないでおいてください

　現住所の住民票に、アパート名
などの方

かたがき

書（部屋番号など）を載
せることができます。希望する人
は市民課までご連絡ください。

水道メータ検針にご協力を
上下水道課☎内線 232

住民票に方書が入れられます
市民課☎内線 155

償却資産の申告
税務課☎内線 134

給与支払報告書の提出
税務課☎内線 135

競争入札参加資格審査申請
総務課☎内線 493

　固定資産税は土地や家屋のほか
に償却資産も課税の対象となりま
す。事業用の器具や機械、備品な
どの償却資産（価格が 20 万円以
上で耐用年数が３年以上のもの）
を所有している事業所や個人は、
必ず申告してください。
申告期限　１月 31 日㊍ 　給与の支払者は、受給者の平成

24年１月１日〜 12月 31日までの
給与支払報告書を作成して、受給
者の所在地（平成 25年１月１日現
在）の市町村に提出してください。
提出期限　１月 31 日㊍
※生命保険料控除の改正により、
　様式が変更されています。生命
　保険料控除の各種支払い金額内
　訳が記載されていない場合は、
　市・県民税（住民税）の課税に
　反映されない場合があるので、
　ご注意ください

　市の建設工事、測量・設計、物
品購入、役務の提供業務などの競
争入札に参加するには、競争入札
参加資格審査の申請により、あら
かじめ登録をする必要があります。
受付期間　１月４日㊎〜３月 11
　日㊊
登録有効年度　平成 25・26 年度
　（平成 25 年４月１日〜 27 年３
　月 31 日）
※平成 23・24 年度に申請した有
　資格者も新たに申請が必要です
※申請書は市総務課契約検査グル
　ープもしくは、市ホームページ
　からも取得できます

　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

■問い合わせ　農業委員会☎内線 290

●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 10,000 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
　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、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 241 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

【参考】
◆平成 23年分の実勢賃借料（10㌃当たり）

農地の区分 平均額 最高額 最低額
田　平坦地域 9,800 円 13,000 円 4,000 円

※データ数 290 件

◆平成 22年分の実勢賃借料（10㌃当たり）
農地の区分 平均額 最高額 最低額

田　平坦地域 11,900 円 15,000 円 4,000 円
※データ数 188 件

　２月、３月の２カ月分のパス
カードを発行します。
販売開始　１月 25 日㊎から
販売時間　９時〜 18 時
ところ　道の駅物産館（和久里）
【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）

市営駐車場パスカード発行
おばま観光局☎ 56・3366

とき　１月５日㊏ 13 時 20 分〜
　16 時（受付は 12 時 50 分〜）
ところ　JA 若狭本店（遠敷）
内容　企業ごとの個別面談など
対象　次のうちいずれかに該当す
　る人①平成26年３月大学、短大、
　高専、専修学校卒業予定者およ
　びその保護者、②平成 25 年３月
　新規学校卒業予定就職未内定者
　およびその保護者、③ハローワ
　ークおばまに登録している若年
　求職者（U・I ターン含む）
参加予定企業　約 30 社

ふるさと就職フェア in 若狭
小浜公共職業安定所☎ 52・1260

プレパパ＆プレママ講座
健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容　①１月９日㊌栄養編
　「妊娠中からの体づくり」、② 16
　日㊌妊娠編「胎児との絆

きずな

をつく
　ろう」いずれも 13 時 30 分〜
　15 時 30 分
ところ、申し込み　健康管理セン
　ター（南川町）
参加費　無料

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、
インフルエンザウイルスが活発に
活動するシーズンです。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
●帰宅時に手洗いとうがいをする

がん検診無料クーポン券使用期限のお知らせ

■問い合わせ　健康管理センター☎ 52・2222

　６月に対象年齢となる人に送付しました
がん検診（大腸・子宮・乳）が無料になる
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。

※クーポン券見本

【利用方法】
　クーポン券裏面の案内文を参照に指定医
療機関まで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
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季節の調理体験  〜１月編〜

心のサポーター養成研修会

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

心のサポーター事務局☎ 0776・25・0864

とき　１月 11 日㊎、14 日㊊、25
　日㊎いずれも 10 時〜
ところ　食文化館（川崎３丁目）
内容　コンニャクとニラのチヂミ、
　サトイモとコーンの和え物、コ
　ーヒーゼリーほか
定員　各 30 人（先着順）
参加費　各 700 円
申込期限　実施日の３日前

　県では、自殺防止のため深刻な
事態になる前に声を掛け合い、必
要な支援を行う「心のサポーター」
を養成する研修会を開催します。
とき　１月９日㊌ 13 時 30 分〜
　16 時 30 分
ところ　働く婦人の家（大手町）
定員　25 人（先着順・要予約）

気功＆健康太極拳講座

歴史講座「山川登美子の生涯」

「かるた開き」観覧者

働く婦人の家☎ 52・7002

働く婦人の家☎ 52・7002

市かるた協会「沖の石」事務局☎ 52・0611

　心身のバランスを回復して、エ
ネルギーアップできる講座です。
とき　２月９日㊏、23 日㊏いず
　れも 14 時〜 16 時
ところ　働く婦人の家（大手町）
講師　渋

し ぶ や み か

谷美香さん
参加費　1,000 円（２回分）
持ち物　動きやすい服装
申込期限　２月１日㊎

　明治の歌人・山川登美子の生涯
について学べる講座です。
とき　１月 19 日㊏ 13 時 30 分
　〜 15 時
ところ　働く婦人の家（大手町）
講師　下

したなかたかひろ

仲隆浩（市文化課主査）
参加費　無料
申込期限　１月 16 日㊌

　市かるた協会「沖の石」では、新
年のかるた開きを開催します。会
員が着物とはかまで競技を行いま
すので、ぜひご観覧ください。
とき　１月３日㊍ 13 時 30 分〜
　14 時 30 分
ところ　食文化館（川崎３丁目）
観覧料　無料

小学生卓球教室

子どもスキー教室

市民体育館☎ 53・0064

小浜市スキー連盟事務局☎ 52・3429

とき　１月 28 日㊊〜３月４日㊊
　の毎週月曜・水曜日 19 時〜 20
　時 30 分
ところ　市民体育館（後瀬町）
対象　小学１〜６年生
定員　20 人（先着順）
受講料　700 円
申込期間　１月７日㊊〜 25 日㊎

とき　２月３日㊐９時 45 分〜 15
　時 30 分（現地集合・解散）
ところ　今庄 365 スキー場（南越
　前町板取）
対象　若狭管内在住の小学１年生
　以上（中高生・一般の参加も可）
定員　30 人（先着順）
受講料　500 円（保険代込み）
申込期限　１月 23 日㊌
※詳しくはお問い合わせください

�スポーツ�

　講正学舎（所在地：東京都世田
谷区松原）は、福井県出身者を対
象としたワンルームマンション形
式の男子学生寮です。
募集　４月の新入寮生 10 人
※詳しくはホームページ（http://
　www5.ocn.ne.jp/~unpin）をご
　覧いただくか、お問い合わせく
　ださい

　明倫学舎（所在地：東京都武蔵
野市吉祥寺東町）は、福井県出身
者を対象とした個室タイプの男子
学生寮です。
募集　４月の新入寮生　前期：10
　人、後期：15 人
申込期間　前期：１月24日㊍まで、
　後期：２月７日㊍〜３月 14 日㊍
※詳しくはホームページ（http://
　www.meiringakusha.com）をご
　覧いただくか、お問い合わせく
　ださい

東京・講正学舎入寮生
（公）雲浜奨学会講正学舎☎ 03・3327・7800

東京・明倫学舎入寮生
（公）輔人会明倫学舎☎ 0422・22・2305

　地域の縁結びさんになって、県
内の若者の出会いや結婚を応援し
ませんか。県では、地域ボランティ
アとして自発的に結婚支援活動を
行う人を「地域の縁結びさん」と
して登録して、支援しています。
対象　県内在住で縁結び活動を活
　発に行える人（仕事として仲介
　などを行っている人は除く）
支援内容
①名刺および登録証を渡します
②結婚応援ポータルサイト「ふく
　い婚活カフェ」で紹介します
③地域の縁結びさん同士の交流会
　を開催します
※詳しくはお問い合わせください

地域の縁結びさん
県子ども家庭課☎ 0776・20・0341

�募　集�

と　き　１月 13 日㊐ 13 時 30 分〜（13 時〜受付）
ところ　文化会館（大手町）
対　象　平成４年４月２日〜５年４月１日生まれの人
※当日は受付カード、写真撮影券を忘れずにお持ちください
※市外に住所があり、事前に申し込みをしていない人も参加で
　きます。会場で当日受付をしてください
※家族・市民の方も気軽にお越しください

■協議会への問い合わせ
企画課☎内線 345

2013今津ザゼンソウまつり
　３月 10 日㊐
　今津町弘川地先 群生地
　今津まちづくり情報センター
　☎ 0740・33・7155

高
島時

場

問

雪合戦奥伊吹バトル＆かま
くら祭り 2013
　２月２日㊏〜３日㊐
　甲津原交流広場
　米原市商工観光課
　☎ 0749・58・2227

時

場

問

米
原

長浜盆梅展
　１月 19 日㊏〜３月 10 日㊐
　慶雲館
　長浜市観光振興課
　☎ 0749・62・4111

時

場

問

長
浜 水中綱引き

　１月 20 日㊐
　日向地区
　美浜町観光協会
　☎ 0770・32・0222

美
浜時

場

問

小
浜
お水送り
　３月２日㊏
　神宮寺〜鵜の瀬
　若狭おばま観光案内所
　☎ 52・2082

時

場

問

高
浜
若狭高浜ひなまつり
　２月 15 日㊎〜３月３日㊐
　本町商店街周辺
　高浜町まちづくり課
　☎ 0770・72・7705

時

場

問

敦賀西町の綱引き
　１月 20 日㊐
　相生町西町通り
　敦賀市文化振興課
　☎ 0770・22・8152

時

場

問

敦
賀

介護認定訪問調査員（嘱託）
健康長寿課☎内線163

職務　介護認定訪問調査事務（家
　庭訪問して心身の状態や医療に
　関する項目についての聞き取り
　調査など）
対象　普通自動車免許を有し、か
　つ、次のいずれかに該当する人
①介護支援専門員、保健師、看護
　師、社会福祉士、介護福祉士のい
　ずれかの資格を有する人
②福祉関係の実務経験が３年以上
　ある人
雇用期間　平成 25 年４月１日〜
　平成 26 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（36 時間 45 分）
報酬　月額 17 万円（予定）
募集　２人
試験日　２月９日㊏
試験内容　書類審査、作文、面接
申し込み　１月 28 日㊊までに健
　康長寿課へ履歴書を提出

介護認定審査事務（嘱託）
健康長寿課☎内線163

文書収受発送職員（嘱託）
総務課☎内線353

保健師・看護師（嘱託）
健康管理センター☎52・2222

職務　介護認定審査事務
対象　パソコン操作が得意な人で
　次のいずれかに該当する人
①介護支援専門員、保健師、看護
　師、社会福祉士、介護福祉士の
　いずれかの資格を有する人
②福祉関係の実務経験が３年以上
　ある人
雇用期間　平成 25 年４月１日〜
　平成 26 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（37 時間 30 分）
報酬　月額 15 万円（予定）
募集　１人
試験日　２月９日㊏
試験内容　書類審査、作文、面接
申し込み　１月 28 日㊊までに健
　康長寿課へ履歴書を提出

職務　文書の収受および発送
対象　普通運転免許を有する人
雇用期間　平成 25 年４月１日〜
　平成 26 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（30 時間）
報酬　月額 12 万円（予定）
募集　１人
試験日　１月下旬
試験内容　書類審査、面接
申し込み　１月 15 日㊋までに総
　務課へ履歴書を提出

職務　各種健診、相談、指導など
　保健業務全般および事務
対象　保健師か看護師いずれかの
　資格を有する人
雇用期間　平成 25 年４月１日〜
　平成 26 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（33 時間 45 分
　〜 37 時間 30 分）
報酬　月額14万円〜20万円（予定）
募集　４人
試験日　２月１日㊎
試験内容　書類審査、面接
申し込み　１月 24 日㊍までに健
　康管理センターへ履歴書を提出

成人式

福滋県境交流促進協議会
会員市町イベント予定

■申し込み・問い合わせ
　生涯学習スポーツ課☎内線 433



運行ダイヤ
小浜駅 京都駅

 ８時 40 分 11 時 45 分
11 時 00 分 14 時 05 分
13 時 10 分 16 時 25 分
18 時 20 分 21 時 35 分
11 時 13 分 ８時 00 分
16 時 13 分 13 時 00 分
18 時 05 分 15 時 00 分
21 時 05 分 18 時 00 分

⓳ 広報おばま　平成 25. 1 広報おばま　平成 25. 1 ⓲

20 歳になったら

国民年金
　日本国内に住所がある 20 歳以上 60 歳未満
の人は国民年金に加入する義務があります。
年金は、やがて訪れる老後や生活の安定を損
なうような事態に備え、保険料を出し合い、
お互いを支え合う制度です。20 歳になった
ら忘れずに国民年金に加入しましょう。

国民年金の手続き

　　　大学・専門学校など在学中の人や所得が
　　　少なく保険料を納めることが困難な人は、
　　　「学生納付特例制度」や「若年者納付猶予
　　　制度」、「免除制度」を利用できます。手続
　　　きは、市民課２番窓口か年金事務所まで。
①学生で、本人の所得が一定以下の人
　◆学生納付特例制度
　　※在学証明書の原本または学生証の写し（在学
　　　予定期間が記されているもの）が必要です
②①以外の人
　◆若年者納付猶予制度（30 歳未満）
　　※本人と配偶者の所得で審査されます
　◆免除制度

保険料の支払いが難しい場合は？

　　　特例・猶予制度などを受けた期間は、本来
　　　25 年以上必要である保険料支払い期間（受
　　　給資格期間）に含まれますが、将来受け取
　　　る年金額には反映されません。その期間分
　　　の年金を将来受け取るには、追納制度を利
　　　用して、あとから保険料を支払うことが必
　　　要です。

　　追納制度とは…
　　　⃝特例・猶予期間の保険料は 10 年以内で
　　　　あれば、古い期間から順に納付できます
　　　⃝追納する保険料額は、特例・猶予などの
　　　　承認を受けた期間の翌年度から起算して、
　　　　３年度目以降に追納する場合は、経過期
　　　　間に応じた加算額が上乗せされます

特例・猶予期間の年金はどうなるの？
A ６

Ｑ５

A ５

Ｑ６

Ｑ１

　　　20 歳になる前月に日本年金機構から「国       
　　　民年金加入手続きのご案内」という書類
　　　が送付されます。この中にある「国民年
　　　金被保険者資格取得届」に記入・押印のう
　　　え、市民課２番窓口に提出してください。

加入の手続きは？
A １

　　　月額　14,980 円（平成 24 年度）です。

保険料はいくら？Ｑ２

A ２

　　　納付書での現金払いのほか、口座振替な
　　　どで支払うことができます。
◆現金払いを希望する場合
　→日本年金機構から届く納付書により指定さ
　　れた金融機関またはコンビニエンスストア
　　でお支払いください
◆口座振替を希望する場合
　→口座振替納付申出書を金融機関に提出して
　　ください
　　※口座振替は、納付書より割引率が高くなり
　　　お得です

どうやって支払うの？Ｑ３

A ３

　　　⃝老後に年金が受給できない
　　　⃝けがや病気で障がいが残った場合、受給       
　　　　できるはずの障害年金が受給できない
　　　などの問題が発生します。

加入の手続きをしなかったり、保険
料が未納になったりすると…？

Ｑ４

A ４

■問い合わせ　市民課☎内線 169

　12 月 20 日から、西日本 JRバス㈱と京都交通㈱の２社が、
小浜駅〜京都駅間を、舞鶴若狭自動車道、京都縦貫自動車道
経由で走る高速バスの共同運行をスタートしました。

JR 小浜駅〜 JR 京都駅 間の
高速バスが運行されます

えっ！
京都までバスで行けるの！？

バス名　若狭舞鶴エクスプレス京都号
路線名　京都〜舞鶴・小浜線
運　賃　小浜駅〜京都駅　片道 3,000 円
所要時間　３時間５分〜３時間 15 分
※座席は予約指定制です。乗車券は若狭おばま観光案内所で発売
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■問い合わせ　京都交通高速バス予約センター☎0773・76・8800（８時30分〜19時）

年金ってどうすれば加入できるの？ 冬の節電 にご協力を！
　今夏に引き続き、今年の冬も、電力需給がひっ迫すること
が予測されています。電力不足による停電の発生を回避する
ために、無理のない範囲で自主的な節電にご協力ください。

取組例
節電効果（削減率）

エ ア コ ン を
使用する家庭

ガス・石油ストー
ブを使用する家庭

エアコン 重ね着などをして室温 20℃を心がける
（設定温度を２℃下げた場合） ７％ ー
厚手のカーテンなど部屋の暖気を外に逃さない １％

照明 不要な照明をできるだけ消す ４％ ６％
テレビ 画面の輝度を下げる（標準→省エネモードに設定し、

使用時間を 2/3 に減らした場合） ２％ ３％
必要な時以外は消す

冷蔵庫 設定を弱にする
１％ ２％扉の開閉時間を減らす

食品を詰め込み過ぎないようにする
炊飯器 タイマー機能で早朝に１日分をまとめて炊く １％ ２％保温機能は使用せず、よく冷ましてから冷蔵庫に保存する
温水洗浄便座 便座保温、温水の設定温度を下げる １％未満 １％不使用時はふたを閉める
待機電力 リモコンではなく、本体の主電源を切る

使わない機器はプラグを抜いておく １％ ２％

〜家庭での主な節電対策〜

※「エアコンを使用する家庭」は夕方ピーク時の消費電力（約 1400W）に対する削減率の目安、「ガス・石油ストー
　ブを使用する家庭」は夕方ピーク時の消費電力（約 1000W）に対する削減率の目安

（資源エネルギー庁推計）

■問い合わせ　環境衛生課☎内線 144

特に、家庭での消費電力
が多くなる 18時〜 21 時
の節電が効果的だよ


