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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　　　　　　  31,944 人 

　　　　（前月比　　 -26 人）
　　　（前年同月比　　-194 人）
　　　　　　男性　  15,572 人
　　　　　　女性　  16,372 人
●異動　　　転入　　     52 人
　　　　　　転出  　　   63 人
　　　　　　出生　　　  22 人
　　　　　　死亡　　　  37 人
●世帯数　　　　  12,002 世帯

�健康・福祉�
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�お知らせ�

結核（ＢＣＧ）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 22 年９月生まれ
　（通知します）
とき　１月７日㊎
ところ　健康管理センター
受け付け　12時50分〜13時15分

プレパパ & プレママ講座
健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容　１月 15 日㊏
　13 時 30 分〜 15 時 30 分　
　妊娠編「胎児との絆を作ろう」
とき、内容　１月 26 日㊌
　13 時〜 15 時　
　栄養編「妊娠中からの体づくり」
ところ、申し込み　健康管理セン
　ター

　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㊋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

　家庭や学校、職場などの悩みご
とを一人で抱え込んでいません
か？経験豊かな臨床心理士が無料
で相談に応じます。
とき　１月 30 日㊐９時〜 17 時
相談電話　福井県臨床心理士会
　☎ 0778・27・2290

こころの健康電話相談
仁愛大学人間学部心理学科☎ 0778･27･2010

窓口での本人確認
市民課☎内線 157

　住民基本台帳カードの交付時
に、なりすましなどの不正取得を
防止するため、住民基本台帳事務
取扱要領が改正されました。カー
ドの交付申請をする場合は、運転
免許証以外にも健康保険証など、
もう一点本人確認できる書類が必
要となりました。ご注意ください。

　インターネットで確定申告する
e-Tax の利用には電子証明書が必
要です。電子証明書の有効期限は、
発行日から３年間です。電子証明
書をお持ちの人は有効期限を確認
してください。
　有効期限が切れている人や期限
切れ間近の人は、市役所市民課で
更新の手続きをお願いします。
持ち物　電子証明書付き住民基本
　台帳カード（写真がない場合は、
　運転免許証など、写真付きの本
　人確認ができるものも必要）

電子証明書の有効期限
小浜税務署☎ 52・1008

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 11,900 円 15,000 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 188 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】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

　冬は灯油などを使用する機会が
増えるため、油の流出事故が多発
します。
　油流出事故防止のため、次のこ
とに注意してください。
●燃料機器や配管を定期的に点検
　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
●油が流出した場合は、布などで
　ふき取り、水路などへ流さない
※油が流出した場合、早期の対応
　が重要です。すぐに環境衛生課
　へ連絡してください。また、そ
　の処理費用は油を流した人の負
　担になります

償却資産の申告
税務課☎内線 135

　事務用の器具や機械、備品など
の償却資産（価格が 20 万円以上
で耐用年数が１年以上のもの）に
は固定資産税がかかります。該当
する資産を持つ事業所や個人は、
必ず申告してください。
申告期限　１月 31 日㊊

油流出事故をなくしましょう
環境衛生課☎内線 144

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
•人込みを避ける
•外出後は手洗いとうがいをする

福井県特定最低賃金の改定
福井労働局☎ 0776・22・2691

　平成 22 年 12 月 24 日から、時
間額が改定されました。
◆紡績業、化学繊維、織物、染色
　整理業　717 円
◆繊維機械、金属加工機械製造業
　784 円
◆電気機械器具製造業（略称）
　745 円
◆各種商品小売業　747 円

　市議会では、開かれた議会を目
指し、議会報告会（市民と語る会）
を開催します。
とき、ところ　１月 23 日㊐ 13 時
　30 分〜 15 時 30 分＝働く婦人
　の家、19 時〜 21 時＝サン・
　サンホーム小浜
内容　「議会の仕組み」「議会改革
　の取り組み」の説明。定例会の
　報告。意見交換など

議会報告会
議会事務局☎内線 513

　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 23、24 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 21、22 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４日㊋〜３月 10 日㊍
登録有効年度　平成 23、24 年度
　（４月１日〜平成25年３月31日）

競争入札参加資格審査の申請
総務課☎内線 493
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対象　18 歳から 50 歳までで、泳
　力、体力があり、プール施設管
　理に興味がある人。また、エク
　セルやワードなどのパソコン操
　作ができ、一般行政事務補助も
　できる人
期間　４月１日〜平成 24 年３月
　31 日
勤務日時　12時45分〜21時15分
　（時差出勤あり）
　週５日（土、日、祝日勤務あり）
募集　２人
報酬　月額 120,000 円
試験日　２月 14 日㊊
申込期間　１月５日㊌〜 28 日㊎

温水プール非常勤嘱託職員
温水プール☎ 53・0450

とき　１月 21 日㊎、25 日㊋
　いずれも 10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　打ち豆ごはん、イワシのか
　ば焼き、若菜のゴマあえ、根菜
　のみそ汁、きなこんころ
定員　各 30 人
参加費　各 700 円

季節の調理体験  〜睦月編〜
食文化館☎ 53・1000

　「食の達人」川口義弘さんから、
豆腐作りを学んでみませんか。
とき　１月 16 日㊐ 10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
定員　先着 20 人
参加費　700 円
※小学生以下は保護者同伴

「食の達人」に学ぶ豆腐教室
食文化館☎ 53・1000

　江戸時代の料理本『豆腐百珍』
をもとに、江戸時代の豆腐料理を
再現した調理体験を実施します。
豆腐とは思えない料理をお楽しみ
ください。
とき　１月 30 日㊐ 10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
定員　先着 20 人
参加費　700 円
※小学生以下は保護者同伴

江戸時代の豆腐料理
食文化館☎ 53・1000

　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
で約８万人、県内では約 660 人
の学生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.ouj.ac.jp で  
　も確認できます

放送大学４月入学生
放送大学福井学習センター☎ 0776・22・6361

音楽の贈り物
椿トリオ

　ヴァイオリン、チェロ、フルー
ト、ピアノによる「椿トリオコン
サート」を開催します。親子で楽
しめるコンサートです。
とき　１月 12 日㊌
　15 時 30 分〜 16 時 20 分
ところ　今富そらのとり保育園
内容　さんぽ（となりのトトロ）、
　アンパンマンマーチほか
入場料　無料
問い合わせ　今富そらのとり保育園
　☎ 56・5677

　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 20 人

明倫学舎への入寮生
（財）輔仁会明倫学舎☎ 0422・22・2305

とき　１月 31 日㊊〜３月２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５日㊌〜 26 日㊌

小学生卓球教室
体育課☎ 53・0064

とき　１月 16 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

市立図書館嘱託職員
市立図書館☎ 52・1042

対象　司書免許を持ち、パソコン
　操作ができる人
雇用期間　３月１日〜平成 24 年
　3 月 31 日
勤務時間　８時 30 分〜 19 時 15
　分のうち８時間
報酬　月額 15 万円
募集　１人
試験日　１月 29 日㊏
申し込み　１月 20 日㊍までに市
　立図書館へ

　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 24 年３月
　31 日の授業期間中の月〜金曜日
　（祝日を含む）放課後 18 時まで
クラブ　小浜・雲浜・西津・内外
　海・宮川・遠敷・今富・口名田
　の各クラブ
対象　小浜・雲浜・西津・内外海・
　国富・宮川・遠敷・今富・口名
　田小の１〜３年生（場合により
　高学年も可）
定員　各クラブ 10 〜 30 人程度
会費　月額 8,000 円
　（ひとり親家庭は 6,500 円）
申込期間　１月４日㊋〜 28 日㊎

平成 23 年度児童クラブ会員
社会福祉課☎内線 189

　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　御食国若狭おばま食文化
　館前集合▶ファミリーコース
　（小浜津島六月祓神社折り返し）
　約１㌔▶普通コース（人魚の像
　〜小浜津島六月祓神社折り返し）
　約３㌔

元旦走ろう会
体育課☎ 53・0064 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 29 日㊏ 10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　節分巻きずし　ほか
対象　年中児以上とその保護者
定員　先着 15 組（２人１組）
参加費　１組 1,200 円
持ち物　子どもの上履き

　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）。
地域福祉向上のため、さまざまな支援を行いますの
で、福祉に関することで困っている人はお気軽にご
相談ください。新しい委員は次の方々です（敬称略）。
（　）内は担当区。　

地域福祉のサポート役「民生委員」が決まりました
社会福祉課☎内線 182

■小浜地区
▶本城亜紀雄（清滝、生玉）▶中村令子（津島、多賀）
▶松見光江（鈴鹿、塩竃、川崎）▶村宮三惠子（玉前、
今宮）▶木村幸嗣（広峰、白鬚）▶松原美智子（酒井、
竜田）▶古谷眞智子（駅前町）▶玉井絢子（住吉、日吉）
▶鳥羽秀一（神田、大宮、男山）▶武田幸子（鹿島、白鳥）
▶滝野春栄（貴船、浅間）▶河野直子（大原、香取、飛鳥）
▶山本喜和（青井）
■雲浜地区
▶岩田順子（南川町）▶小堂富枝（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）▶寺
田雅文（四谷町）▶大上昭夫（一番町）▶夛邉千惠子（城
内）▶青山祐子（雲浜、山手１）▶的場タマヱ（山手３）
▶今井幸子（山手２）▶松岡弘子（水取１、２）▶水野
正尚（水取３，４）
■西津地区
▶北山典男（堀屋敷、板屋町）▶藤井満孝（山王前）▶
松見靖子（松ヶ崎）▶濱詰純子（大湊、北塩屋）▶森田
經子（小松原川西、川東）▶本城久美子（福谷）▶川渕
彰（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）▶高鳥森治（加尾、西小川、宇久）
▶廣田猛（阿納、犬熊、志積、矢代）▶野村才治（田烏）
■国富地区
▶岩﨑秀子（丸山、江古川）▶吉村郁子（羽賀、奈胡）
▶飛永健（熊野、次吉、栗田）▶豊永裕美子（高塚）▶
宮谷和夫（太良庄）▶西村里見（北川）
■宮川地区

▶権野権太夫（大戸、加茂）▶中尾和美（本保、大谷）
▶冨永宏（竹長、新保）
■松永地区
▶山田治（東市場）▶横田佳美枝（太興寺、平野）▶深
谷嘉勝（上野）▶奥原正子（四分一、三分一）▶山鼻猛
夫（門前、池河内）
■遠敷地区
▶竹内清美（検見坂、池田）▶溝口呆雄（市場、島、中村《下
記以外》）▶赤崎惠美子（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）▶上前雅義（下根来、中の畑、上根来）▶幸池淳
子（遠敷１〜４）▶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》）▶前田雄次（和久里《国道 27 号から南側》）
▶赤尾裕子（木崎、多田《国道 27 号〜鉄道》）▶河野睦
郎（多田《ミニストップ横〜多田川》）▶武田慶一（多田

《上記以外》）▶中嶋昭義（生守《生野尾線〜南川》）▶水
口收身（生守《上記以外》）▶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）▶上窪尚雄（西相生）▶小林保夫（上
中井）▶大澤岩彦（下中井、滝谷）▶大塩カズ江（口田縄、
奥田縄）▶藤本晴雄（新滝、須縄）▶的場俊雄（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）▶多福俊一（深谷）
■加斗地区
▶堀光博（東勢、西勢）▶岡本泰徳（荒木）▶橋本信行（黒
駒、法海）▶井上満律（下加斗、上加斗）▶福田弘志（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）▶古谷
久野（西津地区）▶古川素美（内外海、国富地区）▶川
畑潤子（宮川、松永地区）▶村上郁子（今富地区）▶大
道由紀子（口名田、中名田地区）▶栗原千尋（加斗地区）

�募　集�

とき　１月３日㊊ 13 時 30 分〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　会員が着物と袴を着用して
　行う「競技かるた」の観覧と一
　般参加の「ちらしかるた」
問い合わせ　同会会長の宇田川さん
　☎ 090・3292・5094

かるた開き
小浜市かるた協会「沖の石」


