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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　　　　　　  31,616 人 
　　　　（前月比　　  　-13 人）
　　　（前年同月比　　-328 人）
　　　　　　男性　  15,429 人
　　　　　　女性　  16,187 人
●異動　　　転入　　     59 人
　　　　　　転出  　　   68 人
　　　　　　出生　　　  28 人
　　　　　　死亡　　　  32 人
●世帯数　　　　  11,978 世帯

�健康・福祉�
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はまかぜ寄席  〜１月定席〜
文化会館☎内線 612

とき　１月 22 日㊐　14 時〜
ところ　はまかぜプラザ
出演　桂こごろうほか
観覧料　大人 1,500 円、小中学
　生 500 円　
チケット、問い合わせ

　はまかぜプラザ☎ 52・6259

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。
　これに伴い、住基カードの交付
申請をする場合には、運転免許証
など写真付証明書以外にも健康保
険証など、もう一点本人確認でき
る書類が必要です。

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

　本年度最後の検診です。まだの
人は、ぜひ受診してください。
とき　１月 27 日㊎
ところ　健康管理センター
検診内容　特定（基本）健診、が
　ん検診（肺・大腸・前立腺・乳・
　子宮）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス
　検査
※定員がありますので、早めに申
　し込んでください

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 11 日㊌
　13 時 30 分〜 15 時 30 分　
　栄養編「妊娠中からの体づくり」
とき、内容　１月 21 日㊏
　13 時 30 分〜 15 時 30 分　
　妊娠編「胎児との絆

きずな

をつくろう」
ところ、申し込み　健康管理セン
　ター

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

平成 24 年成人式
生涯学習スポーツ課☎内線 433

　市では、平成 24 年の成人式を
開催します。一般席も用意してい
ますので、保護者や市民の皆さん
も、気軽に参加してください。
対象　平成３年４月２日〜平成４
　年４月１日生まれの人で、次の
　いずれかに該当する人
　①市内に住民票がある人
　②市外在住で、成人式参加を希
　望する人
とき　１月８日㊐ 13 時 30 分〜
　（受付は 13 時〜）
ところ　文化会館ホール

　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

■問い合わせ　農業委員会☎内線 290

　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 9,800 円 13,000 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 290 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

農地の賃借料情報

◆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

◆平成 21 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 9,000 円 14,000 円 4,000 円

※データ数 114 件

【参考】

看護職就職相談会
（社）福井県看護協会☎ 0776・52・1857

とき　１月 16 日㊊〜 27 日㊎　
　（土・日曜日は除く）10 時〜   
　16 時
ところ　福井県看護協会（福井市
　北四ツ居町）
対象　看護職有資格者
相談料　無料（要申込）
※福井県看護協会の職員が相談に
　応じます

　福井県司法書士会では、２月を
「相続登記はお済みですか月間」
と定め、無料相談を実施します。
とき　２月１日㊌〜 29 日㊌
ところ　市内各司法書士事務所
相談料　無料
※詳しくはお問い合わせください

相続に関する無料相談
福井県司法書士会☎ 0776・30・0001

歩行型除雪機の事故防止
（社）除雪機安全協議会☎ 03・3433・0415

　毎年雪のシーズンになると、歩
行型除雪機による事故が多発して
います。歩行型除雪機を使うとき
は、次のことに注意してください。
�除雪作業中はまわりに人を近づ
　けない
�雪詰まりを取り除く時は、エン
　ジンを停止し、必ず雪かき棒を
　使う
�作業の時以外は、必ずエンジン
　を停止する
�後進する時は、足元や後方の障
　がい物に気をつける

福井県特定最低賃金の改定
福井労働局☎ 0776・22・2691

　12 月 24 日から、時間額が改定
されます。
◆紡績業 , 化学繊維、織物、染色
　整理業　718 円
◆繊維機械、金属加工機械製造業
　789 円
◆電気機械器具製造業（略称）
　749 円
◆各種商品小売業　750 円

　中小企業（個人事業主を含む）
間の取引に関するさまざまな法律
問題について、弁護士が無料で相
談に応じます。
とき　１月 11 日㊌ 13 時〜 16 時
ところ　総合福祉センター（遠敷）
申込期限　１月６日㊎
申し込み　（財）ふくい産業支援セ
　ンター☎ 0776・67・7426　
※秘密は固く守られます

無料法律相談会
商工振興課☎内線 225
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労働保険の加入
小浜公共職業安定所☎ 52・1260

　小浜公共職業安定所では、労働
保険に加入していない事業所に対
し、労働保険への早期加入を推進
しています。
　労働保険（労災・雇用）は、労
働者をひとりでも雇用している事
業主すべてが加入しなければなり
ません。現在加入していない事業
主は、速やかに加入手続きを行っ
てください。
※「労働保険事務組合」に加入事
　務処理手続きを委託することも
　できます。詳しくはお問い合わ
　せください

償却資産の申告
税務課☎内線 134

　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３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㊋

　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が必要）

電子証明書の有効期限
小浜税務署☎ 52・1008

経済センサスにご協力を！
市民協働課☎内線 374

　２月１日現在で「平成 24 年経
済センサスｰ活動調査」を実施し
ます。ご協力をお願いします。
対象　全事業所
調査方法　支社などのない事業所
　には、１月末までに、調査員が
　直接伺い、調査票をお配りしま     
　す。支社などを有する企業など
　には、国、県、市が民間事業者
　を通じて郵送で調査します
※ご提出いただいた内容は、統計
　作成以外の目的には使用しません

　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…
　水道メーター付近にある元栓

（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

水道管の凍結にご注意を
上下水道課☎内線 233

とき　１月８日㊐、20 日㊎、　
　24 日㊋　10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　水煮大豆とコンニャクのハ
　ンバーグ、うの花汁、ホウレン
　草とツナのノリ酢和え、ポン菓
　子で作る鬼の金棒
定員　各 30 人（要電話申込）
参加費　各 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

学校給食調理嘱託職員
教育総務課☎内線 423

雇用期間　４月１日〜平成 25 年
　3 月 31 日
勤務時間　８時 45 分〜 16 時
報酬　月額 13 万円
募集　10 人程度
試験日　１月 28 日㊏
試験内容　面接
申込期間　１月 10 日㊋〜
　１月 20 日㊎
申込先　教育総務課、ハローワーク

ブリリアントコンサート
文化会館☎内線 612

　小林彰
あきひで

英さん（声楽家）を迎え、
第 12 回ブリリアントコンサート
を開催します。透明感ある声質が
ホール全体に響き渡る躍動感あふ
れる舞台をお楽しみください。
とき　１月 22 日㊐ 14 時〜
　（開場は 13 時 30 分〜）
ところ　文化会館
内容　地元演奏家によるコンサー
　ト（第１部）、小林彰英ゲスト
　演奏（第２部）
入場料　一般 1000 円、高校生以
　下 500 円
チケット、問い合わせ　文化会館

　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３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
合の相談も受け付けています。
個別相談会　１月 29 日㊐、２月
　５日㊐、19 日㊐、26 日㊐、３
　月４日㊐
出願期間　３月14日㊌〜16日㊎、
　22 日㊍、23 日㊎

県立道守高校通信制生徒
県立道守高校通信制☎ 0776・36・1184

　平成 24 年度分（有効期間＝平
成 24 年４月〜 12 月）の「市営住
宅空き家入居」の申し込みを受け
付けます。
　現在申し込みをしてある人も同
24 年３月で有効期限が切れます
ので、改めて申し込みが必要です。
対象住宅　市営住宅の空き家全戸
申込書配布　４月２日㊊から
配布場所　都市整備課窓口
申込期間　４月２日㊊〜
　５月２日㊌（期限厳守）
抽選　６月１日㊎
その他　抽選日以降も受け付けし
　ますが、次期抽選の対象になり
　ます

市営住宅空き家入居
都市整備課☎内線 247

　近年、河川への油の流出事故が
多く発生しています。油流出事故
防止のため、次のことに注意して
ください。
�油を河川や水路、側溝に捨てない
�給油中はその場を離れない
�燃料機器や配管を定期的に点検
　する
�油が流出した場合は、速やかに
　環境衛生課に連絡する（流出し
　た油の処理費用は油を流した人
　の負担になります）

油流出事故を防ぎましょう
環境衛生課☎内線 144

　第３回狩猟免許試験が実施され
ます。受験資格や申請方法など詳
しくはお問い合わせください。
とき　３月４日㊐
ところ　県立大学福井キャンパス
　（永平寺町松岡兼定島）
申請期間　１月６日㊎〜 27 日㊎
※狩猟免許試験の準備講習会も実
　施されます。この講習会に係る
　費用を助成する制度がありま
　す

狩猟免許試験
農林水産課☎内線 285

福井県消費生活モニター
生活安全課☎内線 474

　県では、県民の消費者行政に対
する意見・要望を、今後の行政運
営に反映させるため、消費生活モ
ニターを募集します。詳しくは市
公式ホームページをご覧くださ
い。
対象　20 歳以上の市民
任期　４月１日〜平成 25 年３月
　31 日
募集　２人
内容　過大景品、不当表示などの
　情報収集・連絡、アンケートへ
　の回答、意見・要望の提出
申込期限　１月 16 日㊊

国の教育ローン
日本政策金融公庫武生支店☎ 0778・23・1133

　日本政策金融公庫では、｢教育
ローン｣ を受け付けています。５
月 23 日から融資制度を拡充し、
震災で被害を受けた人に対する
｢災害特例措置｣ を開始しました。
詳しくはお問い合わせください。
対象　高校、短大、大学、専門学
　校などの各種学校に進学予定、
　または在学中の子を持つ家庭
　（利用者の世帯の合計所得に制
　限があります）
融資額　学生１人につき 300 万
　円以内
利率 2.55％（12 月 12 日現在）
※災害特例措置の場合は 2.15％
　（12 月 12 日現在）
返済期間　15 年以内（災害特例
　措置の場合は 18 年以内）
問い合わせ

　「国の教育ローン」コールセン
　ター☎ 0570・008656（ナビ
　ダイヤル）または日本政策金融
　公庫武生支店

　福井県産業情報センター嶺南支
所では、マイクロソフト「アクセ
ス 2010 応用講座｣ を開催します。
「アクセス」はデータベースを作
成するためのソフトで、データ管
理に便利です。ぜひご受講くださ
い。
とき　２月 23 日㊍、24 日㊎　
　10 時〜 17 時
ところ　福井県産業情報センター
　嶺南支所（白鬚）
受講料　11,100 円（教本代含む）
定員　８人（要電話申込）
申込期限　２月９日㊍

アクセス応用講座
福井県産業情報センター嶺南支所☎ 52・1500

れいなん福祉就職フェア
（福）敦賀市社会福祉協議会☎ 0770・22・3133

　福祉・介護分野への就職希望者
を対象に、福祉就職フェアを開催
します。
とき　２月 19 日㊐　13 時 30 分
　〜 15 時 30 分
ところ　あいあいプラザ（敦賀市
　東洋町）
内容　個別面談▶福祉の仕事・資
　格に関する相談▶ハローワーク
　コーナー
参加費　無料（申込不要）
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とき　１月 30 日㊊〜２月 29 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４日㊌〜 25 日㊌

小学生卓球教室
市民体育館☎ 53・0064

とき　１月 15 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
市民体育館☎ 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〜
集合　小浜公園
コース　①ファミリーコース（人
　魚の像折り返し）…約１㌔②普
　通コース（小浜津島折り返し）
　…約３㌔

元旦走ろう会
市民体育館☎ 53・0064

20 歳になったら　国民年金
■問い合わせ　市民課　☎内線 166

　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。

成人おめでとうございます！

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・押印の上、
　　　市民課に提出してください。

国民年金の手続き
加入の手続きは？

　　　月額　15,020 円（平成 23 年度）です。

保険料はいくら？

　　　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
　　※振替方法によっては、納付書より割引率
　　　が高くなりお得です
　　※未納のまま２年が過ぎると、時効のため、
　　　あとから支払うことができません

どうやって支払うの？

　　　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「納付猶予制度」、
　　　「免除制度」を利用できます。
①学生で、本人の所得が一定以下の人

　→学生納付特例制度
　　※在学証明書または学生証の写しが必要で
　　　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のみで審査されます
　　⃝免除制度

保険料の支払いが難しい場合は？

　　　⃝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…？

　　　保険料免除・猶予制度を受けた期間は、　
　　　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…
　　　⃝免除・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、免除・猶予の承認
　　　　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
　　　　に応じた加算金が上乗せされます

免除・猶予期間の年金はどうなるの？ �その他�
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　県では、福井県の重要施策など
の情報を「ふくい“見ぇるマガ”」
として定期的に配信しています。
２月 29 日㊌までのキャンペーン
期間中、新規登録すると、抽選で
70 人に、若狭ふぐやコシヒカリ
など、福井県の特産品が当たりま
す。
※詳しくは県のホームページ（福
　井県広報課で検索）をご覧くだ
　さい

｢ふくい “ 見ぇるマガ ”｣ に
登録して若狭ふぐを当てよう

県広報課☎ 0776・20・0220

�スポーツ�

Q A

　12 月号 17 ページ「内方工務店」
の広告欄の電話番号に誤りがあり
ました。正しくは次のとおりです。
おわびして訂正します。　

住まいのことなら
何でもおまかせ!!
　　　　内方工務店
本　　社　〒 917-0027 小浜市生守 9-39

　　　　　    ☎ (0770)56-5082　

   下田支社　〒 917-0355 小浜市下田 12-3

　　　　　    ☎ (0770)59-0381

株式

会社

&

県立盲学校幼児・生徒
県立盲学校☎ 0776・54・5280

　県立盲学校では、病気や事故で
の失明や、視覚障がいなどで悩ん
でいる人が、あん摩マッサージ指
圧師、はり師、きゅう師など、国
家資格の受験資格を取得できる学
科を設けています。受験資格など
詳しくはお問い合わせください。
募集　幼稚部、高等部本科普通科・
　本科保健理療科・専攻科理療科
身体的条件　次のいずれかに該当
　する人
①両目の矯正視力がおおむね 0.3
　未満の人
②視力以外の視機能障がいが高度
　な人のうち、拡大鏡などを使用
　しても通常の文字や図形を認識
　することが不可能または著しく
　困難な人
願書受付期間　１月 16 日㊊〜　
　30 日㊊（土・日曜日を除く）

　放課後、仕事などで保護者が家
庭にいない小学生を対象に、児童
クラブの会員を募集します。
期間　４月１日〜平成 25 年３月
　31 日の月〜金曜日（祝日を含む）
　※８月 14 〜 16 日、12 月 29 日
　〜１月３日を除く
ところ　小浜・雲浜・西津・内外
　海・宮川・遠敷・今富・口名田
　の各児童クラブ
対象　小学１〜６年生
定員　各クラブ 10 〜 35 人程度
料金　月額 8,000 円（ひとり親
　家庭は 6,500 円）
申込期限　１月 31 日㊋
※申し込みが定員を超えた場合
　は、低学年、ひとり親家庭を優
　先します

平成 24 年度児童クラブ会員
社会福祉課☎内線 189

　１月 24 日㊋までのキャンペー
ン期間中に、JR 小浜線各駅で普
通乗車券・割引切符を購入し、小
浜線を利用すると、抽選で賞品が
当たります。
対象　JR 小浜線を利用した嶺南
　地域の人（定期券・回数券除く）
賞品　北陸温泉宿ペア宿泊（７万
　円分）＝７組、京都お食事付き
　ペア旅行（２万円分）＝ 12 組、
　JR 乗車券（１万円分）＝ 24 人
応募方法　新聞折り込みまたは駅
　備え付けの応募ハガキに、指定
　駅で乗車確認スタンプを押印し
　てもらい、必要事項を記入して
　送付
応募先　〒 917-8585　小浜市大
　手町６番３号　企画課内「小浜
　線利用促進協議会」事務局

JR 小浜線マナーアップ・
利用促進キャンペーン

企画課☎内線 346


