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公立保育園の保育士（嘱託）

償却資産を申告してください

社会福祉課☎内線 187

対象 保育士資格を有する人
（取得見込み可）
雇用期間 ４月１日から１年間
勤務時間 ８時 30 分〜 17 時 15 分
（時差出勤あり）、週５日
報酬 月額 15 万円
募集 20 人程度
試験日 １月 24 日㊏ ９時〜
試験 作文、面接
申し込み １月 16 日㊎までに社
会福祉課へ履歴書を提出してく
ださい

児童クラブの保育指導員
社会福祉課☎内線 187

雇用期間 ４月１日〜平成 22 年
３月 31 日
勤務時間 毎週月〜金曜日で、授
業日が 13 時〜 18 時、夏休みな
どは８時〜 18 時のうち８時間
勤務場所 各児童クラブ
報酬 月額 94,000 円
（夏休みなどは加算）
募集 20 歳〜 50 歳くらいの女性
３人
申込期限 １月 30 日㊎

成人式はふるさとで
中央公民館☎ 53・1326

市では、成人式の参加者を募集
しています。平成 20 年 11 月１日
時点で市内に住民登録をしている
人は申し込みの必要がありません
が、市外に住民登録している人は
電話で申し込みをしてください。
申し込みをしていなくても当日参
加できますが、名簿作成のためご
協力をお願いします。
とき １月 11 日㊐ 10 時 30 分〜
受け付け 10 時〜
ところ 文化会館
対象 昭和 63 年４月２日〜平成
元年４月１日生まれの人
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税務課☎内線 133

事務用の機械や備品などの償却
資産には固定資産税がかかるた
め、申告していただく必要があり
ます。価格が 20 万円以上、耐用
年数１年以上のものなどが対象と
なります。
該当する資産をお持ちの方（事
業所含む）は、申告をお忘れなく。
申告期限 ２月２日㊊

税金の納付は口座振替で
税務課☎内線 137

指定の口座から自動的に引き落
としさせていただく「口座振替」。
納め忘れがなく、たいへん便利で
す。ぜひ、ご利用ください。

募

集

平成 21 年度児童クラブ会員
社会福祉課☎内線 187

放課後、仕事などで保護者が家
庭にいない小学校低学年の学童を
対象に、児童クラブの会員を募集
します。
期間 ４月１日〜平成 22 年３月
31 日の授業期間中（土、日、祝
日を除く）の放課後 18 時まで
クラブ 小浜・雲浜・西津・宮川・
遠敷・今富の各クラブ
対象 小浜・雲浜・西津・国富・
宮川・遠敷・今富小の１〜３年生
定員 10 〜 30 人程度
会費 月額 8,000 円
（ひとり親家庭 6,500 円）
申込期間 １月７日㊌〜 28 日㊌

国保税と後期高齢者医療保
険料の口座振替について
税務課・健康長寿課

国民健康保険税と後期高齢者医
療保険料を年金天引きで納付され
ている人は、申請により口座振替
で納付することができます。
１月中に手続きが完了すると、
年金の４月支給分から天引きが中
止されます。
※市税などに滞納があると、口座
振替にできない場合があります
口座名義人 国民健康保険税、後
期高齢者医療保険料とも、どな
たの口座からでも振替納付する
ことができます
※後期高齢者医療保険料について、
平成 20 年４月２日から同 10 月
１日の間に 75 歳になった人も、
４月から原則年金天引きになり
ます（現在、口座振替で納付さ
れている人を含む）。口座振替
を希望される場合は、申請をし
てください
問い合わせ
•国民健康保険税について
税務課☎内線 138
•後期高齢者医療保険料について
健康長寿課☎内線 169

中小企業を応援します
経済産業省近畿経済産業局
☎ 06（6966）6024

【緊急保証の対象業種を拡大】
対象業種を 698 業種に拡大しま
した。一般保証 8,000 万円に加え
て、別枠で 8,000 万円までの保証
が利用できます
※担保がある方は一般保証２億円
に加えて、別枠で２億円
【セーフティネット貸し付け】
《限度額》
●中小企業＝４億 8,000 万円
●小規模企業＝ 4,800 万円

水道管の凍結にご注意！
上下水道課☎内線 234

水道管の冬支度はできています
か。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
裂するおそれもあります。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のでご注意
ください
•万が一破裂してしまったら…
水道メーターのそばにある元栓
（止水栓）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

福井県の特定最低賃金の改正
福井労働局☎ 0776（22）2691

平成 20 年 12 月 24 日から、時
間額が改正されました。
◆繊維製造業 713 円
◆機械器具製造業 776 円
◆電気機械器具製造業 734 円
◆各種商品小売業 738 円
※ 平 成 20 年 10 月 22 日 か ら 福
井県の地域別最低賃金は 670
円に改正されています

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 20 年９月生まれ（通
知します）と同 20 年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９日㊎
ところ 健康管理センター
受け付け 12 時 50 分〜 13 時 15 分

インフルエンザ予防
健康管理センター☎ 52・2222

寒くて空気の乾燥する冬は、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
りが注意してインフルエンザを予
防しましょう。
予防のポイント
•十分な栄養と休養
•室内を乾燥させない
•人込みをを避ける
•外出後は手洗いとうがいをする

生

活

工業統計調査を実施します
企画調整課☎内線 343

経済産業省では、工業統計調査
を平成 20 年 12 月 31 日現在で実
施します。
この調査は、製造業を営むすべ
ての事業所を対象に、１年間の生
産活動に伴う製造品の出荷額、原
材料使用額などを調査して、製造
業の実態を明らかにすることを目
的としています。調査結果は、国
や地方公共団体の行政施策の重要
な基礎資料などに利用されます。
統計法に基づき、調査内容の秘
密は厳守されますので、正確な記
入をお願いします。

く

ら しの

１

月

情 報
【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）
32,284 人
（前月比
-8 人）
（前年同月比
-199 人）
男性
15,666 人
女性
16,618 人
●異動
転入
47 人
転出
47 人
出生
25 人
死亡
33 人
●世帯数
11,859 世帯
●人口
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「３６５ギャラリー開催中」市立図書館四階

県立道守高校通信制生徒
県立道守高校☎ 0776（36）1184

●

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１日㊐、８日㊐、
22 日㊐、３月１日㊐
出願期間 ３月 13 日㊎〜 27 日㊎

月

１

スポーツ

日〜

11

日「福墨会」（書道） ●

23

月

１

日〜２月

25

日「玄朋社」（書道）

６

小学生卓球教室
体育課☎ 53・0064

とき ２月２日㊊〜３月９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
申し込み １月６日㊋〜 30 日㊎

地区対抗バドミントン大会
体育課☎ 53・0064

とき １月 18 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

元旦走ろう会
市陸上競技協会

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
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成人大学講座の講演会
中央公民館☎ 53・1326

市の成人大学講座では、通常の
講座とは別に年１回著名人による
講演会を開催しています。
とき １月 31 日㊏
14 時〜 15 時 30 分
講師 ジェフ・バーグランドさん
（京都外国語大学教授）
演題 世界まるごと 21 世紀「日
本の常識 世界の常識」
ところ 中央公民館
受講料 無料

トレンドメーキャップ教室
働く婦人の家☎ 52・7002

今春の新しいメーキャップを、
美容インストラクターが教えま
す。春に向けての基礎化粧方法や
流行の色などを楽しめます。
とき ２月７日㊏
13 時 30 分〜 16 時
ところ 働く婦人の家
定員 15 人
参加費 無料
申込期限 １月 31 日㊏
※お子さんを預かります

厚生労働行政モニター
県健康福祉部☎ 0776（20）0325

厚生労働省では、福祉、医療、
年金、働く環境の整備、職業の安
定など、生活に密着している厚生
労働行政について、意見などを寄
せていただく「厚生労働行政モニ
ター」を募集します。
内容 厚生労働省の政策や行政課
題についての意見や提言などの
報告、アンケート調査の回答な
ど
期間 ４月１日から１年間
応募期間 １月５日㊊〜 16 日㊎
その他 応募方法や謝礼など詳し
くは県健康福祉部政策推進グ
ループへ

競争入札参加資格審査の申請
契約検査課☎内線 492

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
かじめ登録をしていただく必要が
あります。
平成 21、22 年分を受け付けま
すので、登録希望の業者の方は手
続きをしてください。
※平成 19、20 年度に申請された
有資格者の方も、新たに申請が
必要です
受付期間 １月５日㊊〜３月 10 日㊋
登録有効年度 平成 21、22 年度
（４月１日〜平成23年３月31日）
申請、問い合わせ 契約検査課

季節の調理体験

〜睦月編〜

食文化館☎ 53・1000

とき １月 16 日㊎、19 日㊊
10 時〜
ところ 食文化館
内 容 小 豆 ご は ん、 の っ ぺ い、
鯖 の ぬ た、 白 菜 の 即 席 漬 け、
みそケーキ
定員 各 30 人
参加費 各 600 円

ひな人形を貸してください
小浜商工会議所女性会☎ 52・1040

同会では、商店の店先などにひ
な人形やひな飾りを展示して、観
光客や市民の皆さんに街中を歩い
て見ていただけるようなひな祭り
を企画しています。
そこで展示用に貸してしていた
だけるひな人形などがありました
ら、ご連絡ください。古いものな
ど、どのようなものでもかまいま
せん。
展示期間 ２月中旬〜３月３日㊋
募集期限 １月 30 日㊎

地域包括支援センター
介護支援専門員（嘱託）
健康長寿課☎内線 174

職務 介護予防ケアプランの作成
など
対象 介護支援専門員または保健
師、看護師の資格を有する人
雇用期間 ４月１日から１年間
※平成 24 年３月末まで更新可能
勤務時間 週５日（38 時間）
報酬 月額 18 万円（予定）
募集 １人
試験日 ２月７日㊏（予定）
試験 書類審査、作文、面接
申し込み １月 23 日㊎までに健
康長寿課へ履歴書を提出してく
ださい

介護保険窓口相談員（嘱託）
健康長寿課☎内線 161

職務 介護保険窓口相談事務
対象 介護支援専門員、保健師、
看護師、介護福祉士などの資格
を有する人。または、福祉関係
の実務経験が３年以上ある人
雇用期間 ４月１日から１年間
※平成 24 年３月末まで更新可能
勤務時間 週５日（35 時間）
報酬 月額 131,500 円（予定）
募集 ２人
試験日 ２月７日㊏（予定）
試験 書類審査、作文、面接
申し込み １月 23 日㊎までに健
康長寿課へ履歴書を提出してく
ださい

市営駐車場パスカード発行
総合防災課☎内線 475

２月、３月分のパスカードを発
行します。
とき １月 26 日㊊ ８時 30 分〜
ところ １階臨時窓口（９時 30
分以降は総合防災課）
【大手第二駐車場】
枚数 35 枚（先着順）
【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

４月入学の看護学院生
（社会人・二次募集）
公立若狭高等看護学院☎ 52・0162

受付期間 １月５日㊊ 〜 15 日㊍
試験日 １月 23 日㊎
試験 小論文、面接
結果発表 ２月２日㊊
試験会場 公立若狭高等看護学院
その他 申込方法など詳しくは公
立若狭高等看護学院へ

介護認定訪問調査員（嘱託）
健康長寿課☎内線 161

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 介護支援専門員、保健師、
看護師、介護福祉士などの資格
を有する人。または、福祉関係
の実務経験が３年以上ある人
雇用期間 ４月１日から１年間
※平成 24 年３月末まで更新可能
勤務時間 週５日（38 時間）
報酬 月額 17 万円（予定）
募集 ３人
試験日 ２月７日㊏（予定）
試験 書類審査、作文、面接
申し込み １月 23 日㊎までに健
康長寿課へ履歴書を提出してく
ださい

体育課スポーツ指導員（嘱託）
体育課☎ 53・0064

木造住宅の耐震診断、耐震
改修工事を支援
都市整備課☎内線 247

①耐震診断（一般診断）
…個人負担＝ 3,000 円
②補強プラン（一般診断）
…個人負担＝ 3,000 円
③耐震診断・補強プラン（伝統的
構法：筋かいのないもの）
…個人負担＝ 20,000 円
④耐震改修助成
…補助限度額＝ 600,000 円
対象建物 昭和 56 年５月以前に
建てられた地上３階以下の木造
住宅
申込期限 １月 30 日㊎

職務 スポーツ少年団の育成指導
や市主催大会の企画運営と協力、
備品の管理など
対象 普通自動車免許（オートマ
限定を除く）を有して、パソコ
ン操作ができる人。スポーツ指
導に関する知識、経験があれば
なお可
雇用期間 ４月１日から１年間
（更新可能）
勤務時間 ８時 30 分〜 17 時 30 分
週５日
報酬 月額 17 万円
募集 １人
試験日
２月中旬
試験 面接、
小論文
申し込み
１月 31 日㊏までに体育課へ履
歴書を提出してください
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