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地域ぐるみで除雪活動を

市では、狭い市道や区道などの生活道路を住民自らが除雪を行えるよう、区が除雪機械などを購入す

る際の補助および除雪に要する経費の補助を行っています。補助制度を活用し、地域ぐるみの除雪活動

推進に、ぜひご協力ください。

■問合せ 建設課　整備管理Ｇ　☎73-8031

補助の概要

１　ショベルなどの除雪適応機械の購入　　補助率 50％　(150万円限度)

２　小型ロータリー除雪機の購入　　　　　補助率 30％　( 50万円限度)

３　農業機械アタッチメントの購入　　　　補助率 30％　( 50万円限度)

４　道路の除雪に要する経費　　　　　　　補助額＝単価(注1)×道路延長×除雪回数

(注1) 市道 37円/ｍ・区道 18円/ｍ

※ 単価は、年度によって異なります。

消防水利確保にご協力を
消火栓や防火水槽などの消防水利は、火災が発生したときに使用する大切な施設です。消

防署では、常時使用できるように除雪を行っていますが、大雪の時には除雪が遅れることも

ありますので、自宅の除雪に合わせて付近の消防水利の除雪も行っていただくようお願いい

たします。

消火栓や防火水槽に雪を積み上げると、火災発生時の消火の妨げとなりますので、絶対に

しないでださい。

■問合せ 嶺北金津消防署　☎73-0119 嶺北芦原消防署　☎78-4119

高齢者世帯等除雪支援事業について

市では、屋根の雪下ろしや住宅前の除雪に

かかった費用の２分の１を助成する事業を実

施します（限度額あり）。申請書には、領収

書などの添付が必要です。詳しい内容は、お

問い合わせください。

■条件 屋根雪下ろしは60��以上、住宅前除

雪は30��以上の積雪があった場合

■対象世帯 次のすべてに該当する世帯

・65歳以上または身体障害者3級

以上などのみで構成されている

・世帯員全員が市県民税非課税

・自力で除雪などができない

・近隣に除雪などをしてくれる親

族などがいない

■問合せ・申請先

健康長寿課　高齢福祉G ☎73-8022
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冬本番を前にĀ雪への備えāは万全ですか？

市では、12月から3月までの冬期間、除雪計画に基づき、市民の足の早期確保に努めてい

きます。

気象情報などで積雪が予想されるときは除雪待機に入り、積雪が確認されたときは、市の

除雪車６台(うち業者貸付３台)と委託業者の除雪車が、幹線道路を中心に緊急度の高い路線

から、順次除雪を行います。

安全かつ効率よく除雪が行なえるよう、皆さまのご協力をお願いします。また、除雪車が

通行した後には、玄関先などに雪の固まりが残ることがありますが、ご了承ください。

除雪作業のためのお願い

■自動車の路上放置は除雪作業の妨げに

路上に放置された車両があると、除雪作業が

できません。

自動車の路上放置は、絶対におやめください。

■屋根雪下ろしは一斉に

屋根雪下ろしは、区や班で申し合わせて、一

斉に行なってください。また、道路には投雪し

ないでください。

■こんなところは各区で除雪を

万一の火災に備え、消火栓や防火水槽付近

は、各区で除雪してください。また、歩道や

ごみ収集場所も各区での除雪をお願いします。

■赤い旗で目印を

危険物や工作物のあるところやごみ収集場所

などには、赤い旗などの目印を立ててください。

■樹木の管理は適切に

道路ぎわの竹や木が積雪で路上に倒れると、

交通や除雪作業の妨げとなります。降雪前の

伐採や補強など、適切な処置をしてください。

■積雪時はマイカー自粛を

積雪時は、交通渋滞を避けるためにも、でき

るだけ公共交通機関を利用してください。また、

除雪車による事故防止のため、前後の歩行や走

行には、十分ご注意ください。

■スノーポールの設置にご協力を

より良い除雪作業を行うため、やむを得ず個

人の敷地内に赤白の「スノーポール」を設置さ

せていただく場合があります。ご理解とご協力

をお願いします。

■臨時駐車禁止区間を設定

次の区間は、21年３月31日まで、24時間の

駐車禁止となっています。ご注意ください。

・主要地方道芦原丸岡線

（田中温泉薬師神社〜二面交差点間 1.3��）

・県道芦原湯町停車場線

（あわら湯のまち駅前通り 0.1��）

路面状況などの情報を提供しています

みち情報ネットふくいアドレス

パソコン

����://��	�.���	.	����.�/�����/����/

ＮＴＴドコモ（�−����）

����://��	�.���	.	����.�/�����/����/�/

ａｕ（E����）

����://��	�.���	.	����.�/�����/����/��/

S�	�B���（�����!ケータイ）

����://��	�.���	.	����.�/�����/����/�/
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平成20年

（2008年）を

振り返る

今年もいろいろなことが
ありました。

あわら市10大ニュース

第１位

新市建設計画の修正案可決

中学校２校存続に関する新市建

設計画の修正案が可決され、芦原

中学校については大規模改修、金

津中学校については改修の整備方

針が決まりました。今後は、基本

計画や実施計画などの手続きを経

て、両中学校の１日も早い整備の

実現に努めます。 （２月）

第２位

ふるさとあわら

サポートプロジェクト始動

「ふるさとあわらサポーター」

「ふるさとあわらサポート基金」

「ふるさと情報ネットワーク」の３

つの施策で構成するプロジェクト

が始動しました。特にふるさと納

税と連動する「ふるさとサポート

基金」には、市内外の皆さんから

多額の寄附をいただいています。

（４月）

第３位

あわら市５選手世界へ

カナダで開催された第８回世界

カヌーポロ選手権大会の日本代表

に、あわら市からシニアとジュニ

アの２チームあわせて過去最多の

５人が選抜されました。大会では、

それぞれの持ち味を生かしてチー

ムのために貢献しました。 （７月）

第４位

市役所機構改革

より効率的な行政運営にあたる

ため、市長室を廃止して、財政部

を設置するなどの機構改革を行い

ました。財政部には、新たに収納

推進課を設置し、市税等の徴収強

化をしましたが、このことが、結

果的に入湯税問題の解明へとつな

がりました。 （４月）

第５位

屋台村・湯けむり横丁

グランドオープン

昨年12月にあわら湯のまち駅前

多目的広場の一角にオープンした

屋台村「湯けむり横丁」。オープン

当初は５店舗でしたが、新たにパ

スタや焼き鳥店などが加わって、

合計９店舗でグランドオープンし

ました。湯のまちあわらを一層元

気にする頼もしい仲間の誕生で

す。 （５月）

第６位

中国招興市と

友好都市締結25周年

中国紹興市との友好都市締結25

周年を記念して第5次友好訪中団を

派遣しました。記念事業としては、

藤野厳九郎胸像の除幕式や中国語

版Ā魯迅と藤野先生ā贈呈、金津高校

と魯迅高級中学との友好校締結を

行いました。今後の更なる交流拡

大が期待されます。（９月）

第７位

金津雲雀ヶ丘寮に

指定管理者導入

金津雲雀ヶ丘寮の民営化を６月定

例議会において決定し、９月定例議

会では指定管理者に社会福祉法人あ

わら市社会福祉協議会を指定する議

案が可決されました。来年４月から、

金津雲雀ヶ丘寮は市社会福祉協議会

が運営することになります （９月）

第８位

産業団地

Ā古屋石塚テクノパークā造成

産業の活性化や雇用機会の拡大を

目指して、企業の進出を促進するた

めに、昨年から進めていた産業団地

の造成工事がスタートしました。完

成は来年３月を予定しており、分譲

地の予約販売を行っています。

（６月）

第９位

あわら市のホームページ

リニューアル

市のホームページをリニューアル。

デザインやシステムを一新することに

より、検索機能の向上を図るととも

に、ビジュアル的な要素も加味し、

見ていて楽しいものに仕上がりまし

た。今後も、情報の質、量ともに一

層の充実を図り、市政に関する情報

をわかりやすくお知らせします。

（12月）

第10位

あわら温泉

イメージソング完成

あわら温泉の地産地唱ソングが完

成しました。舞妓のひさ乃さんが歌

うのは「あわら��� ��
��ララバイ」

と「あわら温泉数え唄」の２曲。プ

ロモーションビデオなどの販売グッ

ズとともに、あわら温泉のイメージ

アップを図っていきます。 （12月）
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シルバー会員奉仕作業
◆10月18日　芦原温泉駅ほか

シルバー人材センターでは、普及啓発月間である10月の第３

土曜日をĀシルバーの日āと定め、事業の社会的意義を地域社会

に広く周知する目的で、毎年全国一斉ボランティア活動を実施

しています。今年は、会員らが10月18日に芦原温泉駅でガラス

ふきや駅構内清掃、ふれあい公園の草取りやごみ拾い、29日に

は、金津雲雀ヶ丘寮でふすま、障子の張り替えを行いました。

蓮如の里植樹会
◆11月７日　吉崎御山

吉崎御山の緑を守ろうと、吉崎地区が緑の募金事業交付金の

支援を受け、植樹を行いました。この日は、吉崎幼稚園児や吉

崎小学校児童、保護者や地元住民ら約80人が参加。ソメイヨシ

ノやモミジなどの21本の植樹を行いました。子どもたちはショ

ベルで大きく育って欲しいと願いを込めながら土をかけていま

した。

剱岳かりんて祭
◆11月23日　剱岳公民館前広場　

第27回剱岳かりんて祭が行われ、名物Āかりんて鍋āが来場者

らに振る舞われました。皆、自然の恵みに感謝しながら具だく

さんの熱々の汁に舌鼓を打っていました。

市長コラム

第18話「他策ナカリシヲ信ゼント欲ス」

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!
中学校整備問題が基本的に決着しました。

私は芦原中を改築し金津中を改修して両校

を存続させることを目指していましたので、

昨年の１２月議会にそのような内容の議案を

提出しましたが、認めてもらうことができま

せんでした。続く２月臨時議会では、芦原中

を大改修、金津中を改修して両校を存続させ

るとする議会の修正案が決定されました。

そこで、この際両校ともできるだけの改修

をしたいと考えていましたが、議会との協議

の結果、両校合わせて２５億円程度の改修を

前提とした基本計画設計料を予算化し、それ

が先の１１月臨時議会で認められた次第です。

・両校を存続させるという教育論として本質

的なことは認められたこと。

・この機を逃せば着工が１年遅れることから、

子どもたちを早く安全で良好な環境で学ばせ

るべきという思い。

以上の２点が私の決断の大きな理由でした。

「他策ナカリシヲ信ゼント欲ス」。まさにそ

んな思いです。
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人事行政の状況をお知らせします

１　職員数の状況 (1) 職員定数の適正化への取り組み

市では、行政のスリム化と人件費削減のため、22年度当初までに、17年度

当初の職員数366人の約15％に当たる55人を削減する計画を進めてきました

が、20年度当初にはこれを達成しました。また、20年４月１日付けで、合併

後初めて７人の職員を採用しました。今後も計画的な職員採用を行いながら、

適正な職員数の維持に努めることにしています。

区　分

部　門

一般行政部門

職　員　数

公営企業等会計部門 37

89

240

特別行政部門

合　　計

37

366

△685

H17

203

H19

343

35

75

H18

221

313

0

△17

増減

（対H19）

△11

歳出決算額(A)

11,565,305千円

人件費(B) 人件費率(B/A)

2,358,228千円 20.4％

H20

192

69

35

296

「あわら市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」の規定により、平成19年度の市職員の給与や

勤務時間、その他の勤務条件など、市の人事行政のあらましを公表します。この公表は、地方公務員法の規

定により、職員数や給与、職員の勤務条件、服務の状況などを市民の皆さんにお知らせするものです。

また、市のホームページには、さらに詳しい内容を掲載しています。

区　分

職　種

一　般　職

福　祉　職

２

保　育　士

技能労務職

２

H19.4.1〜20.3.30

12

H20.3.31

２

６

７

合　　計 ４ 20 ７

H20.4.1

採用者数退　職　者　数

(2) 採用者数および退職者数の状況

（19年度中の退職者数および20年4月1日採用者数の状況　単位：人）

(3) 部門別職員数の状況

（各年度4月1日現在　単位：人）

２　職員の給与の状況

(1) 人件費の状況（19年度普通会計決算）

【注】人件費には、市長や議員などの特別職に支給さ

れた給料や報酬なども含みます。

注】特別行政部門は、教育委員会の職員数です。公営企業等会計部門は、上

下水道事業や国民健康保険事業、介護保険事業などの職員数です。

7

区　分

あわら市

平均給与月額
（国ベース）

国

374,311円

387,506円

平均年齢

45.8歳

41.1歳

平均給料月額

345,325円

325,113円

区　分

１級

５級

３級

課長補佐

合　　　計

７級

２級

４級

標準的な職務内容

主事、技師

40人

主任、主査

６級

部長、理事

課長、参事

構成比職員数

主事、技師

主査

14人

39人

24人

30人

10人

11人

168人

8.3％

6.0％

23.8％

23.2％

14.3％

17.9％

6.5％

100.0％

給　料 職員手当

給　　与　　費

1,065,073千円 1,614,536千円

区　分

あわら市

大学卒

国

172,200円

I種　181,200円

II種　172,200円
140,100円

140,100円

高校卒

112,080千円 437,383千円 5,936千円

計
１人当たり

期末勤勉手当

(2) 職員給与費の状況（19年度普通会計決算）

【注】職員手当には、退職手当を含みません。

(3) 一般行政職職員の平均年齢、平均給料月額などの状況

(20年４月１日現在)

【注】平均給与月額（国ベース）は、給料月額に毎月支

払われる扶養手当や住居手当などを加えるなど、

国と同じ条件で再計算した額です。

(4) 一般行政職職員の初任給の状況
（20年４月１日現在)

（5) 一般行政職の級別職員数の状況
（20年４月１日現在)
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（6) 職員手当の状況

❶ 扶養手当など (20年４月１日現在)

区　分

１　配偶者　13,000円/月

内　　　　　容

３　16歳から22歳までの子１人につき　　 5,000円/月を加算

１　自宅の場合（新築又は購入後５年間） 2,500円/月

１　交通機関の利用者　　定期券相当額（最高55,000円/月）

２　借家の場合（月額12,000円超える家賃を支払っている職員） 最高27,000円/月

住居

手当

２　乗用車の利用者　　　通勤距離に応じ、2,000円〜24,500円

通勤

手当

扶養

手当
２　配偶者以外の扶養親族　6,500円/月

区　分

12月期

６月期

合計

あわら市

期末手当

0.775月

3.00月

1.40月

1.60月

勤勉手当

1.50月

0.725月

計

2.125月

2.375月

4.50月

区　分

勤続25年

勤続20年

勤続35年

あわら市

自己都合

41.34月分

47.50月分

23.50月分

33.50月分

勧奨ă定年

59.28月分

30.55月分

最高限度額 59.28月分 59.28月分

【注】支給月数は、国の制度と同じです。

区　分

副市長

市　長

議　長

期末手当
（19年度支給割合）

給料又は
報酬月額

440,000円

534,000円

665,000円

370,000円

06月期　1.6月

12月期　1.7月　　計3.3月

350,000円

副議長

議　員

【注】23年4月まで、市長は40％、副市長は

５％を減額しています。減額前の給料月

額は、それぞれ89万円、70万円です。

区　分

18年度

17年度

19年度

支給額

25,586千円

26,865千円

25,890千円

83,173円

86,013円

94,066円

職員１人当たり

の平均支給額

【注】支給月数は、国の支給制度と同じです。

❷ 期末・勤勉手当　　　(19年度支給割合) ❸ 退職手当

❹ 時間外勤務手当

(7) 特別職の給料、報酬などの状況 (20年４月１日現在)

【注】各手当とも国の支給制度と同じです。

処分の内容

処分者数

降　給 休　職 降　任 免　職

０人 ６人 ０人 ０人

勤務時間

休憩時間

08:30〜17:30

休息時間

12:00〜13:00

廃止

区　分

年次休暇

内　　　　　　　容

特別休暇

育児休業

負傷や疾病のため勤務できない場合、医師の証明で認められる休暇です。

１年につき最高20日間で、20日以内で残日数を翌年に繰り越せます。

病気休暇

介護休暇

休
暇 結婚や忌引、出産などの特別な事由により、認められる休暇です。

家族などを介護をする必要がある場合に認められる休暇(無給)です。

子が３歳に達する日までの期間を限度として休業(無給)できる制度です。

３　職員の勤務条件および服務の状況

(1) 勤務時間の状況

(2) 休暇ă休業の概要

４　職員の分限および懲戒処分の状況

(1) 分限処分の状況

分限処分は、職員が心身の故障などにより、その職責を十分に果たすことができな

い場合に、本人の意に反して行う不利益処分のことです。

(2) 懲戒処分の状況

懲戒処分は、職務上の義務違反など、公務員としてふさわしくない非行がある場合

に行う制裁措置のことです。

５　職員の研修および勤務成績の評定の状況

(1) 研修の状況

19年度の職員の研修は、福井県自治研修所での階層別研修や専門研修に延べ33人を、

全国市町村国際文化研究所での専門研修に２人を派遣しました。また、市独自の職員

研修として、男女共同参加に関連したディベート研修を実施しました。

(2) 勤務成績の評定の状況

市では、合併後の勤務評価制度として、合併前の旧両町の評価制度や先進市の事例

などを参考にした新たなシステムを17年度に構築し、18年度から実施しています。

６　職員の福祉および利益保護の状況

(1) 福利厚生制度の状況

生活習慣病予防検診やがん検診のほか、人間ドックなどの健康管理事業を実施して

います。このほか、職員で組織するĀあわら市職員互助会āが市から助成を受けて市の福

利厚生事業を代行したり、各種スポーツ大会などへの参加助成、職員からの会費で冠

婚葬祭に際しての給付などを行っています。

(2) 公務災害補償制度の状況

職員の公務上の災害に対する補償は、地方公務員災害補償基金福井県支部に加入し、

実施しています。19年度は、公務上のケガによる災害の認定申請はありませんでした。

■問合せ 総務課　人事G ☎73-8002

処分の内容

処分者数

戒　告 減　給 停　職 免　職

０人 0人 ０人 ０人

9

【注】19年の年次休暇の平均取得日数は、８.１日でした。
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

12月７日(日)に中央公民館で「第５回あわら男女共同参画のつどい」を

開催しました。今回は「あなたとわたし　感謝で結ぶ　女
ひと

と男
ひと

〜ひろ

げよう思いやりの輪」をテーマに「ゆ〜み〜トライアングル」による寸

劇、樋口恵子さんによる講演を行いました。

寸劇では「渡る世間は苦労ばかり!?」と題して、日常生活の中でよく見

られる家庭の場面から男女共同参画を呼びかけました。

また、樋口氏は「これからの女
ひと

と男
ひと

のいい関係」と題し、今後の男女

のかかわり方や高齢者問題、介護のことなどユーモアを交えながら話を

され、会場は終始なごやかな雰囲気でしたが、その内容は考えさせられ

るものでした。

なお、当日は男女共同参画に関する入賞作品の表彰も行いました。入

賞された皆さんは次のとおりです。（敬称略）

男女共同参画のつどい

「感謝状」作品入賞者

最優秀賞

岸名　孝明

（北潟西　金津高1年）

優 秀 賞 島川　奈菜　（上八日　金津高3年）

阪藤美千代　（山　室）

奨 励 賞 黒川　智加　（西温泉　芦原中3年）

麻田　優衣　（馬　場　金津中3年）

高宮　由衣　（ 沢　　金津中2年）

小木喜美代　（角　屋）

青木　　充　（河　間　金津高1年）

松井　瑞珠　（河水苑　金津高2年）

青 祐美　（春江町　金津高3年）

横山　幸子　（北稲越　金津高3年）

三浦　悠維　（ 新　　金津高3年）

立田三智子　（舟　津）

「図画」作品入賞者

最優秀賞

木戸　瑞希

（金津東小5年）

優 秀 賞 坂田　汐里　（金津小5年）

東出　尚也　（新郷小6年）

奨 励 賞 佐孝　拓海　（北潟小5年）

篠æ� 美咲　（金津小5年）

矢野　瑞季　（金津小5年）

中崎　　翔　（細呂木小5年）

山口　貴大　（細呂木小6年）

新道まみな　（伊井小5年）

竹原　佳奈　（金津東小5年）
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ご紹介するのは、
最近入った本の一部です。

＜一般書　文学＞

●土井徹先生の診療事件簿（五十嵐貴久）

●火の島 （石原慎太郎）

●伴天連の呪い （逢坂　　剛）

●イノセント・ゲリラの祝祭（海堂　　尊）

●天才絵師と幻の生首 （佐藤　雅美）

●おいしい水 （原田　マハ）

●まず石を投げよ （久坂部　羊）

●雪 （高橋　　治）

●見知らぬ町 （坂東眞砂子）

●主婦たちのオーレ！ （遥　　洋子）

●神様のいない日本シリーズ（田中慎弥）

●軍師の門　上・下 （火坂　雅志）

●２９歳 （山崎　ナオコーラ）

●彼女について （よしもと　ばなな）

●仮面の大富豪（フィリップ・ブルマン）

＜一般書　その他＞

●かーかん、はあい （俵　　万智）

●竹中式マトリクス勉強法（竹中　平蔵）

●忘れかけていた人生の名言・名句

（森村　誠一）

●孫をめぐるおとなの作法（毛利　子来）

●CIA秘録　上・下 （ティム・ワイナー）

●一年中楽しい手作りカード（鈴木　孝美）

●頭痛をなんとかしたい！解消＆予防

（五十嵐久佳）

●デブでズボラがエベレストに登れた理由

（三浦雄一郎）

●ブックカバーを作る （えかた　けい）

●京大芸人 （菅　　広文）

●つくってみたい！かわいいミニ盆栽

（小室　妙子）

●言葉のチカラ （香山　リカ）

●男の掃除 （佐光　紀子）

＜児童書＞

●あした選挙へ行くまえに（池上　　彰）

●いえでででんしゃはがんばります

（あさの　あつこ）

●からくり夢時計 （川口　雅幸）

●はたらくじどう車図鑑 （いのうえ　こーいち）

●時間をまきもどせ！

（ナンシー・エチメンディ）

●前略、がんばっているみんなへ（北島　康介）

●そいつの名前はエメラルド （竹下　文子）

●おめでとう、ブルーカンガルー

（エマ・チチェスター）

●くものがっこう （みらい　なな）

●山田守くんはたぬきです（市川　宣子）

●十二支のはやくちことばえほん（高畠　　純）

●にげだしたてじなのたね（田中友佳子）

●は芦原図書館にあります。

●は金津図書館にあります。

●は両館にあります。

〜 毎月15日は「青少年育成の日」 毎月第３日曜日は「家庭の日」〜

最優秀賞「いけないと　叱ってくれる　思いやり」

金津中学校　２年　端　大輝さん

優 秀 賞 「言う前に　相手の気持ち　考えよう」

芦原中学校　２年　吉村　春菜さん

平成20年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作

第28回年賀はがきデザインコンクール作品募集

湯のまち公民館では「年賀はがきデザインコンクール」（市文化協

議会後援）を行います。

世界でただ一つのăăă あなただけの作品をお待ちしています！

■応募資格 市内に住所のある人または市内に勤務している人

■応募方法 はがき大の用紙に自作の作品を描き、湯のまち公民館へ郵

送するか、市内各公民館へ持参してください。住所・氏

名・年齢（学年）を必ずご記入ください。

■応募期間 12月15日(月)〜１月９日(金) 当日消印有効

■表　　彰 金賞5人　銀賞15人　佳作50人

■問 合 せ 〒910-4103 あわら市二面32-16

湯のまち公民館　☎78-6350

放送大学４月入学生募集

放送大学は、文部科学省と総務省所管の「通信制」の大学で、入学

試験もなく、自宅のテレビやラジオで学べます。

大学卒業資格取得やキャリアアップ、生涯学習に最適です。

■募集締切 ２月28日(日)

■問 合 せ 資料請求や詳しい内容は、放送大学福井学習センター

（☎22-6361）へお問い合わせください。

URL://���.������.�-���.��.�/!	����/

フットサルリーグ参加チーム募集

■期　間 １月〜３月　金・土曜日　19:30〜21:30

■ところ トリムパークかなづ

■内　容 Ａリーグ　16歳以上

Bリーグ 30歳以上で常時40歳以上が３人出場していること

試合時間20分

■対象者 市内に住所のある人または市内に勤務している人

■参加料 2,000円

■申込み チーム名、連絡先、参加希望リーグを12月25日までに（☎

090-9442-1225:住田・FAX73-5672:トリムパークかなづ）へ

お申し込みください。
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子育て支援センターだより子育て支援センターだより
◆電話相談・育児相談 月〜金曜日　8：30〜17：00 ☎73-5540

◆みにルーム＆わいわいルーム開放 月〜金曜日　8：30〜17：00

◆親子で遊ぼう
と　き １月15日(木) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 親子でふれあって楽しく遊びましょう

講　師 子育てマイスター　宮越 英代さん

◆第２回リズムで遊ぼう
リズムにあわせて楽しく体を動かしましょう！

と　き １月21日(水) 11:00〜11:40

ところ 子育て支援センター

内　容 リズム体操

指導者 スポーツ専門指導員　堀 鈴子さん

◆お楽しみ会
と　き １月28日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

内　容 １月生まれのお友達をお祝いしたり、

みんなで楽しく遊んだりしましょう

〈断乳について〉

子どもが１歳近くになると「そろそろ断乳を・・・」と考えているお母さんも多いかと思い

ます。最近では、卒乳という言葉も聞かれます。一般的には、断乳は母親側からおっぱいをや

めることで、卒乳は子ども側からおっぱいをやめることです。以前は、１歳をめどに断乳する

というお母さんが多かったのですが、子どもの発達に応じてスキンシップを大切にするため、

１歳よりももっと長く母乳育児を続けたり、卒乳するまでおっぱいをあげ続けるというお母さ

んも増えています。断乳も卒乳もそれぞれメリットがあり、どちらが良い悪いと決めることは

できません。しかし、虫歯予防の観点からは、乳歯が多く生える前に断乳・卒乳することが望

ましいです。断乳・卒乳後は、水分補給に気をつける必要があります。飲ませるのは、麦茶や

番茶などがよいでしょう。また、子どもに安心感を与え、精神的に満たしてあげるためにも、

たくさん抱っこしたり、温かい言葉を語りかけてあげることも大切ですね。

健康長寿課　保健師

子

育て

ワ

ンポ
イン
トアドバイス

保育所（園）ă幼児園開放デー

保育所(園)・幼児園に入園前のお子さんと保護

者の方、市内の保育所(園)・幼児園の様子を見た

り、園児たちと遊んでみませんか？

１月　８日(木) 金津保育所ă細呂木保育所

９日(金) 伊井保育所

１３日(火) 芦原南幼児園・金津東保育所

白藤保育園・北潟幼児園

１６日(金) 芦原保育所・善久寺保育園

２０日(火) 本荘幼児園・妙安寺保育園

【開放デーについてのお願い】

・ 開放時間は9:30から11:00までです。時間内であ

れば出入り自由です。

・ 申し込みは不要です。直接、保育所(園)・幼児

園へお越しください。

・　危険のないよう、必ず親子で遊んでください。
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創　　 作 の 森 通 信 ���.153

展 覧 会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金津創作の森財団事務局 〒919-0806 あわら市宮谷57-2-19 TEL73-7800   ����://���.������.�/  ※ 月曜休館、祝日の場合は翌日

金津創作の森 開館10周年をむかえて・第9回

■と　き 12月19日(金)〜１月９日(金) 10:00〜17:00

月曜休館（祝日の場合は翌日）、年末年始休館

■ところ アートコアギャラリー　■観覧料 無料

グラスワークショップ 2009

受講生募集！

テーマは「おもてなし〜ごはんのじかん」。

地元あわら・福井の食材を生かした料理と、ガラスの

器やオブジェを制作し、食の時間と空間を創作します。

ガラスという素材と生活との関わり方を探りĀ作るāとĀ使

うāの両方を感じる短期集中のガラス講座です。

■と　き ２月25日(水)〜３月３日(火)

■ところ ガラス工房・創作工房

■受講料 50,000円（その他実費あり）

■問合せ エズラグラススタジオ　☎73-7801

「金津創作の森創立10周年をむかえて」

10年前、旧金津町の依頼を受け、東京ガラス工芸研究所講師職と５年間運

営した山梨県大月市のガラス工房を離れ、福井県初の本格的なガラス工房を

開きました。

ガラス工芸講座を通じた福井県の文化芸術活動の発展、あわら市（旧金津

町）主催のグラスワークショップのコーディネートという国内外との文化交

流、自分自身のガラス工芸作品の制作という創作の森からの文化発信を促す

事を主な柱に10年間この森で活動してきました。これからも、素晴らしい自

然環境を持つこの森を拠点に、おかげさまの気持ちを忘れず自分の納得のい

く作家人生を歩むために頑張りたと思います。

創作の森入居作家 ガラス工芸家

山野　宏さん

ガラス制作
経験不問

森の作家のちいさな展覧会

北欧の生活デザインと文化展

■と　き １月17日(土)〜３月8日(日)

10:00〜17:00 ※ 最終入場は16:30

月曜休館（祝日の場合は翌日）

■ところ アートコアミュージアム-１、ギャラリー

■観覧料 一般500円　高校生以下無料

機能的でシンプルでありなが

らも、温もりを感じさせるデザ

インとして世界中で愛されてい

る北欧の日用品、家具、照明、

食器類などを展示。北欧の文化

や風土などの側面も合わせてご

紹介します。

創作の森

入居作家
染画家　加藤すみ子 陶芸家　松井勝彦　 画家　I.M.H������

陶芸家　大森正人 釜師　木村肇次郎 竹工芸師　山田信雄 ガラス工芸家　山野宏

金津創作の森は、年末年始12/29〜1/3が休館となります。レストラン＆ショップĀアンビションāは12/27〜1/5がお休みとなります。

これから展示替期間中は、ギャラリーにお
いて創作の森の入居作家の紹介コーナーなど、
無料でご観覧いただけるスペースを設けます。

陶芸・ガラス・絵画・茶釜・油彩画など、
計７人の作家の作品を展示、それぞれの活動
などをも紹介します。
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年末・年始の業務ご案内

12月27日(土)から１月4日(日)までの9日間、市の

窓口業務をはじめとする各業務を休ませていただき

ます。

住民票の写しや各種証明書が必要な人は、早めに

ご請求ください。また、生活関連施設などの業務は、

次のとおりとさせていただきます。

セントピアあわら
年末ă年始は、次のとおり営業時間が変更にな

ります。

12月31日(水) 12:00〜18:00

１月１日(木) 13:00〜21:00

２日(金) 13:00〜21:00

※ 12月31日から1月2日まで、喫茶と売店は休み

ます。

■問合せ セントピアあわら　☎78-4126

粗大ごみなどの受け入れ
12月30日(火) 17:00まで

12月31日(水)から１月4日(日)まで休みます。

１月５日(月) 通常どおり。

■問合せ 広域圏清掃センター　☎74-1314

し尿のくみ取り

12月29日(月) 16:00まで受け入れます。

１月５日(月) 10:00から受け入れます。

■問合せ 坂井地区環境衛生組合　☎72-2200

葬斎場（代官山斎苑）
１月１日(木)から３日(土)まで休みます。

■問合せ 市民生活課　生活環境Ｇ　☎73-8018

ごみの収集
12月31日(水)から１月4日(日)まで休みます。

■問合せ 市民生活課　生活環境Ｇ　☎73-8018

コミュニティバス運休
12月31日(水)から１月２日(金)まで、全ルート運

休します。

■問合せ 市民生活課　生活環境Ｇ　☎73-8017

芦原図書館休館のお知らせ

芦原図書館は、１月20日(火)と21日(水)の２日間、

蔵書点検のため休館いたします。

金津図書館は通常どおり開館いたします。

子ども映画会開催

冬休みビデオ上映を行います。

■と　き 12月24日(水)〜26日(金) 13:30〜

■ところ 芦原図書館

■内　容 赤毛のアン、みつばちマーヤの冒険、

母をたずねて三千里など

■その他 参加申込みは不要です。

■問合せ 芦原図書館　☎78-7246

年末・年始開館情報

12月27日(土)・28日(日)および１月４日(日)は、

通常どおり10:00〜18:30まで開館します。

図書館からのお知らせ

自動交付機
12月29日(月)から１月３日(土)まで休止します。

■問合せ 市民生活課　窓口ă年金Ｇ　☎73-8014

お知らせ
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人権擁護委員のご紹介（敬称略）

人権擁護委員は、国民に保証されている基本的人

権を擁護し、それが侵犯されることがないように監

視しています。

もし、これが侵がいされる場合には、その救済の

ため速やかな適切な処置をとるとともに、常に自由

人権思想の普及高揚に努める使命があります。

月１回、セントピアあわらと金津社会福祉センタ

ーで、相談所を開設していますので、お気軽にご相

談ください。（相談日は広報くらしのカレンダーに

記載してあります。）

県内人権相談所を紹介します

・常設相談 福井地方法務局人権擁護課　☎22-5090

・女性の人権ホットライン 福井地方法務局人権擁護課　☎0570-070-810

・子どもの人権110番 福井地方法務局人権擁護課　☎0120-007-110

氏　名 住　所

谷口　行昭 指中

北川　賀文 温泉５丁目

古畑　昭正 中川

網　　宗法 北潟

藤井さち江 中番

有馬ひとみ 花乃杜一丁目

税の滞納処分を強化

市では、税負担の公平性を保つため、高額滞納者

等に対し預貯金、動産、不動産等の差し押えや家宅

捜索等の滞納処分を積極的に実施しています。

４月から11月までの処分状況は次のとおりです。

※ 福井県との共同徴収チームの実績を含む

■問合せ 収納推進課　☎73-8013

消防出初式のお知らせ

嶺北消防組合の出初式が、次のとおり開催されま

す。ぜひ、ご観覧ください。

■と　き　１月10日(土)

屋内式典　9:30〜10:30

屋外式典 10:30〜12:00

■ところ　坂井市丸岡町霞町

丸岡体育館、ふれあい広場周辺

■問合せ 嶺北消防組合本部　☎51-0119

製造事業所の皆さまへ

統計調査にご協力ください
経済産業省・福井県

平成20年工業統計調査を、12月31日現在で行い

ます。

12月下旬から1月にかけて、調査員がお伺いしま

す。

調査票に記入された内容は、統計法により秘密が

厳守されますので、正確な記入をお願いします。

■問合せ 政策課　企画Ｇ　☎73-8006

児童館節分豆まき会

■と　き １月31日(土) 10:00〜

■ところ 金津社会福祉センター ３階大ホール

■内　容 鬼のお面づくり、豆まきなど

■対　象 小学生以下（幼児は保護者同伴）

■その他 予約が必要です。１月29日(木)までに

電話でお申し込みください。

■問合せ 中央児童館　☎73-1571

内　容　 件　数

預貯金差押 １０

動産差押 ９

不動産差押 １

給与差押 ５

債権差押 ７

家宅捜索 １９

合　計 ５１

お知らせ

YONETSU−KANささおか

高温水配管布設替え工事を行う予定のため休館し

ています。営業再開日は未定です。

■問合せ 広域圏清掃センター　☎74-1314
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合同企業説明会
ふるさと企業魅力発見フェア

県内企業の魅力を多くの人に知ってもらう「ふる

さと企業魅力発見フェア」を開催します。

■と　　き １月４日(日) 11:15〜17:00

（受付10:45〜）

■と こ ろ サンドーム福井（越前市瓜生町5-1-1）

■参加企業 200社

■対 象 者 ・大学、短大、高専、専門学校などの

学生(学年問わず)とその家族

・大学関係者やUターンを考えている

若者

■そ の 他　　参加無料。事前登録は不要。

参加企業の詳しい内容などは

ホームページ Ā働くなら、福井！ā 若者就職ナビ

����://��	�.���	.	����.�/������/������������/

■問合せ 県産業労働部　労働政策課　雇用対策Ｇ

☎20-0390

第60回　全国植樹祭2009ふくい

大きくなりました！苗木のスクールステイ

平成18年度から全国植樹祭に使用する苗木のスクールステイ事業を実施しています。

スクールステイ対象校に選ばれたのは、金津東小学校、波松小学校、長畝小学校の３校です。

児童たちが野山に入り、クヌギやコナラの種を拾い集めてきたものをポットに植え、水やりなどをして大

切に育ててきました。

育った苗木をメイン会場に約300本、残りを地域会場（たけくらべ広場・龍ė鼻ダム周辺）に移植して、

ドングリの里づくりを目指します。

植樹祭については、今後も順次お知らせします。

■問合せ 農林水産課　☎73-8026

苗木の様子▲

中小・小規模企業を全力を上げて
応援します！

● 緊急保証の対象業種を618業種に拡大しました。

対象業種の人は、一般保証８千万円に加えて、

別枠で８千万円（担保がある場合は、一般保証２

億円に加えて、別枠で２億円）までの保証を利用

できます。

※対象業種については、

ホームページ（����://���.������.����.
�.�）

でご確認ください。

● セーフティネット貸付は、業種を問わず利用可

能です。

全業種の人が、４億８千万円（中小企業の場合）、

４千８百万円（小規模企業の場合）まで利用でき

ます。

■問合せ

経済産業省近畿経済産業局　産業部中小企業課

☎06-6966-6024

パブリックコメントを募集します

あわら市の市民憲章と花、木、鳥のシンボルを定めることに関して、市民の皆さんの

ご意見を広く募集します。

■案 件 名 あわら市民憲章およびあわら市の花、木、鳥の案

■内　　容 あわら市のイメージアップと市民の皆さんのまちづくりに対する参加意欲の促進などを目的に、

市民憲章と市のシンボルとなる花、木、鳥を定めます。

■募集期間 12月22日(月)〜１月９日(金)

■閲覧方法 募集期間内に市ホームページまたは次の場所で閲覧することができます。

・政策課、市民生活課窓口、市民生活課芦原分室

■提出方法 募集期間内に、直接持参、郵送（〒919-0692 あわら市市姫三丁目１−１）、ファックスまたは

Ｅメールで、ご意見をお寄せください。その際、住所、氏名および連絡先を明記してください。

■担 当 課 政策課　 ☎73-8005 FAX73-1350

E-���� �������@����.�����.	����.�

パブリック
コメント

パブリック
コメント

　　　 募
集

　　　 募
集

お知らせ
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平成21ă22年度入札参加資格と物品
納入などの申請を受け付けます

市が発注する請負（建設工事・業務委託）、物品

納入（事務用品・食料品・リースなど）、その他す

べての取引（見積依頼や随意契約を含む）に参加を

希望する場合には、「競争入札参加資格審査申請書」

または「物品等納入に係る申請書」（50万円未満の

小規模取引）を提出し、参加資格者名簿に登録をす

ることが必要です。

すでに、申請書（19・20年度）を提出していて

も、21年ă22年度分は、改めて申請が必要となりま

すので、受付期間内に所定の書類を提出してくださ

い。

■受付期間 １月13日(火)〜１月30日(金)

９:00〜17:00

（ただし、土・日曜日、祝日を除く）

■有効期限 21年４月１日〜23年３月31日

■提出方法 持参または郵送（期間内必着）

■申請様式

１　建設工事 《市指定建設工事様式》

２　測量・調査、建設コンサルタント業務

《市指定測量等様式》

３　上記以外の業種

物品、製造、印刷、リースなど

《市指定物品購入等様式》

４　50万円未満のすべての小規模取引（見積依頼

を含む）を希望する場合は「物品等納入に係

る申請書」を提出してください。ただし、市

内の事業所・営業所、個人事業者に限ります。

※ 入札参加資格審査申請要領と様式は、監理課

の窓口にあります。また、市ホームページから

ダウンロードすることもできます。

■問 合 せ 監理課　☎73-8009・73-8010

12月は、不法投棄等防止啓発月間です

最近、粗大ごみなどの様々な廃棄物を河川や山林など人目につきにくい場所へ不法投棄したり、建設

廃材を不法投棄する事例が見受けられます。また、「野外焼却」（いわゆる野焼き）も廃棄物処理法で禁

止されていますが、いっこうに後を絶ちません。

廃棄物の不法投棄や野焼きを見つけたとき、軽油密造や硫酸ピッチに関する情報を得たときは、通報

してください。

廃棄物処理法の規定では、次のような場合、５年以下の懲役、１,０００万円以下の罰金に処せられることがあります。

1 みだりに廃棄物を捨てた場合

2 法令で定められた方法や公益上・社会の慣習上やむをえない場合（たき火やどんど焼きなど）を除いて、廃棄物

を焼却した場合

3 法令で定められた方法によらず、指定有害廃棄物「硫酸ピッチ」を保管や収集、運搬、処分した場合

■連絡先 県廃棄物対策課　☎20-0584 坂井健康福祉センター　☎73-0600

あわら警察署　　☎73-0110 市民生活課　☎73-8018

県不妊専門相談窓口をご利用ください

県では不妊に関する相談を無料で行っています。

ぜひ、ご利用ください。

■相談内容 不妊に関する医学的・心理的相談

治療費助成医療機関情報提供

面接相談の予約（医師、助産師）など

○電話相談　☎54-0080

■相談時間 月・水曜日　13:30〜16:30

金曜日　10:00〜15:00

第２土曜日　10:00〜15:00

○面接相談

■相談時間

火曜日　14:00〜16:00

福井大学医学部附属病院婦人科外来

火曜日　12:00〜13:00

国立病院機構福井病院婦人科外来

水曜日　13:30〜16:30

福井県看護協会会館（福井市西開発3-306）

■問合せ 社団法人　福井県看護協会　☎54-7103

要介護認定者の障害者控除について

介護保険の認定を受けている人は、障害者手帳の

交付を受けていなくても、市が障害者控除対象者に

認定することで、税法上の障害者となります。

ただし、この制度は、要介護の認定を受けている

人を一律に認定するものではありません。申請に基

づき個々の状態を審査し、対象者に該当するかどう

かを判定します。認定された人には、障害者控除対

象者認定書を交付します。詳しい内容については、

お問い合せください。

■対象者 要介護認定（要介護１〜５）を受けてい

る人で、障害者手帳を持っていない人

■申込み 健康長寿課　高齢福祉Ｇ　☎73-8022

お知らせ
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１月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

一般利用日

一般利用日

クラブ活動日

金津

伊井ă南稲越ă池口ă

河原井手ă菅野ă矢地ă

清間

桑原・古屋石塚

細呂木ă橋屋ă蓮ヶ浦ă

坂口ă樋山ă滝ă駅前ă青

ノ木・宮谷ă吉崎★

東田中・南疋田・

北疋田ă次郎丸ă瓜生ă

中川ă北野ă北ă前谷ă

御簾尾ă上野ă剱岳

笹岡・熊坂・下金屋ă

名泉郷・牛ノ谷・畝

市野々

クラブ活動日

指中ă沢ă柿原ă山西方

寺ă嫁威ă日の出ă清王ă

山十楽★

一般利用日

百　寿　苑

５月 一般利用日

06 火 北潟ă浜坂

07 水 新郷

8 木 一般利用日

９金 山方ă里方ă温泉★

13 火 一般利用日

14 水 波松

15 木 一般利用日

16 金 本荘全地区★

19 月 北潟ă浜坂

20 火 一般利用日

21 水 山方ă里方・温泉

22 木 一般利用日

23 金 新郷★

26 月 波松

27 火 一般利用日

28 水 本荘全地区

29 木 一般利用日

30 金 北潟ă浜坂★

★は通所事業です。

クラブ活動日は入浴できません。

19年11月１日から20年10月31日までの住民基本台帳の閲覧状況は、次のとおりです。

三国競艇パートタイマー従業員募集

■募集人数 若干名

■応募資格　20〜55歳（20年4月1日現在）学歴不問

市内または坂井市に居住し、自分で通勤可能な人

（学生および他の企業に在籍している人は除く）

■業務内容 入場業務

■勤務時間　 9:00〜17:00（基本勤務時間）

13:00〜21:00（場外ナイター発売日）

その他勤務時間変更あり

■勤務期間 20年度三国競艇レース開催日（場外発売日を含む）

※パートタイマー登録し、１年ごとに更新する

■給　　与 時給 850円

■保　　険 労働災害保険・雇用保険

■交 通 費 規定による

■試　　験 筆記試験・面接

■申 込 先 三国競艇場業務課　12月31日(水)までに履歴書送付

■問 合 せ　〒913-8533 坂井市三国町池上80-1

三国競艇場業務課 ☎77-3132

女性消防団員募集

嶺北消防組合あわら消防団では女性消防団員を募集していま

す。

■募集人員 10人程度（地域別　芦原地区５人、金津地区５人）

■募集資格 市内に居住している18歳以上50歳未満の健康で

活発な女性

■募集締切 １月30日(金)

■活動内容 年間７、８回程度の活動となります。

・火災予防の普及、防火広報活動

・救急応急手当の指導

・地域の防災訓練、行事などへの参加

・災害現場での後方支援活動

■問 合 せ 嶺北消防本部職員課　☎51-8434（直通）

NO 請 求 機 関 名 請 求 事 由 期　日 範　囲

1 福井県総務部県民サービス室 福井の暮らしをよりよくするためのアンケート H19.11.5 20代男女、120人

2 国立大学法人　東京学芸大学 家族生活に関する調査 Ｈ19.11.19 30歳〜59歳以下の男女、20人

3 内閣府生活統括官 高齢者の健康に関する意識調査 Ｈ20.1.28 55歳以上の男女、14人

4 内閣府生活統括官 自殺対策に関する意識調査 Ｈ20.1.28 20歳以上の男女、15人

5 朝日新聞社 2008年新聞読者基本調査 Ｈ20.3.13 15歳以上の男女、19人

6 （株）時事通信社　大阪支社 くらしと環境に関する世論調査 Ｈ20.8.29 20歳以上の男女、75人

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の公表 ■問合せ　市民生活課　☎73-8014

お知らせ
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出かけてみませんか？となりまちへ

加賀市

新春山中座舞台開き

舞初め鑑賞会

新春を祝う山中座舞台開きです。「山

中座」をはじめ、お正月ならではのご

祝儀や山名温泉にちなんだ曲と舞で演

じます。山中芸妓らの優雅な舞をお楽

しみください。

と　き １月２日(金)

13:00〜（開場12:30）

ところ 加賀市山中温泉「山中座」

入場料 前売り券　1,200円

当日券　　1,500円

問合せ 山中座　☎0761-78-5523

剱岳地区で行われる

収穫感謝祭Āかりんて

祭āで振る舞われるかりんて鍋

は圧巻である。直径2.5ｍの大

鍋に豚肉や地元でとれた野菜

を入れ、みそ味で仕立てられ

る。いろいろな具材から出る

その味もまた格別で、汁をす

すれば体もぽかぽかに温まる。

収穫を喜び、自然に感謝す

るこの祭は一年を締めくくる

にふさわしい祭である。素朴

だがずっと続けて欲しい祭で

ある。（利）

H20.11.１〜11.30 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さんăお母さん 行政区

生誕ービベ

三国競艇開催日

谷口　樂奈
ら な

女 誠 千佳 御　鷹

田中璃緒菜
り お な

女 裕ır 歩 新　用

笹原　律輝
り つ き

男 修之 人都 水　口

中川　　柊
しゅう

男 幸生 敦子 中　川

中山　拓哉
た く や

男 弥 幸代 山　室

松野　二子
に こ

女 充彰 妃左代 稲荷山

坪川　祐人
ゆ う と

男 茂人 弘子 桜ケ丘

北出陽一郎
よういちろう

男 伸明 亜希子 田中温泉

中道　亮太
りょうた

男 和也 陽子 中　浜

坪川　華妃
か の ん

女 元也 秋 国　影

高橋　怜奈
れ な

女 敏樹 沙織 河原井手

１ /１ (木) 〜１/ ６(火) 

１/ ９ (金) 〜１/12(月)

１/15(木) 〜１/18(日)

１/28(水) 〜１/31(土)

「声の広報」のテープをご希望の人は、あわら市社会福祉協議会☎73-2253まで

あわら温泉屋台村
一周年記念イベント開催中
■と　き １月31日まで

■ところ あわら温泉屋台村

湯けむり横丁

■その他 屋台村全ての屋台で飲食

してスタンプを集めると

その場でスピードくじに

挑戦できます。

ぜひ、チャレンジしてみてくだ

さい。

■問合せ おしえる座あ

(あわら湯のまち駅舎内）

☎77-1877

《ゆずります》

パイプベッド

ペダルカー

《ゆずってください》

ロックミシン

リサイクルバンクの流れ

１ ゆずりたい人（情報提供者）またはゆ

ずってほしい人（希望者）は、その内容

を市へ申し込む。（電話可）

２ 市は、ゆずりたい品物またはゆずって

ほしい品物を広報あわらに掲載する。

３ 広報で紹介された品物に該当がある場

合は、市へ連絡する。

４ 市は、希望者に情報提供者の連絡先を

お知らせする。

５ 希望者は情報提供者へ直接交渉し、そ

の交渉結果を市へ連絡する。

■問合せ

市民生活課　生活環境Ｇ ☎73-8017

お知らせ



1月 くらしのカレンダー

かなか
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土金木水火月日

■■内 西 岡 医 院(あわら) 77-2138

■■内キンダークリニックきかわ (春江) 58-0033

外■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

■内国立あわら病院(あわら) 79-1211

■■内木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外 荒川整形外科ă胃腸科(丸岡) 66-0012

休
日
当
番
医

■■内 金津産婦人科クリニック(あわら) 73-3800

■内近藤小児科医院(丸岡) 66-0217

■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

休
日
当
番
医

●休日当番医の診察時間は、９:00から17 :00 までです。

●当番医が変更されている場合がありますので、消防署（☎ 51-0119 ) にお問い合せのうえ

受診されるようお願いします。時間外の急患は、消防署にご連絡ください。

●休日当番医は、坂井地区医師会ホームページ ( ���� : //���.����� -���.���)で確認

することができます。

あわら市の広報

●広　　報　　紙 広報あわら　毎月15日発行

（15日が休日の場合は直前の平日）

●行政チャンネル チャンネルあわら29（ケーブルテレビ29 ��）

●ホームページ ����://���.����.�����.	����.�/

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

ひとり親家庭巡回就業相談
13:30〜15:30 市役所
３歳児健診
13:00〜14:15 保健センター

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

おはなし会
11:00〜11:30 芦原図書館
おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市
15:00〜　セントピアあわら

結婚相談
13:30〜16:00 市姫荘

70歳教室
10:00〜11:30 保健センター
ＢＣＧ接種
13:00〜13:45 保健センター

お楽しみ会
10:30〜11:45 子育て支援センター
心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

節分豆まき会
10:00〜　金津社会福祉センター
おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市
15:00〜　セントピアあわら

1月の納期限は

26日です。

市・県民税 （第4期）

国民健康保険税 （第7期）

下水道受益者負担金（第4期）

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

１ ２ ３

４ ５ ６ ７燃やせないごみ収集日 ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21燃やせないごみ収集日 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

粗大ごみ休日持ち込み日
8:30〜16:30 広域圏清掃センター 74-1314

行政・人権相談
13:30〜16:00 金津社会福祉センター
教育相談・親の会
19:30〜21:00 中央公民館

もぐもぐ教室
9:40〜12:00 保健センター
心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

親子で遊ぼう
10:30〜11:30 子育て支援センター
農地法に基づく許可申請締切日

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市
15:00〜　セントピアあわら

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

第２回リズムで遊ぼう
11:00〜11:40 子育て支援センター
心配ごと・無料法律相談
13:00〜16:00 市姫荘
社会保険相談 13:30〜16:00 市役所

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市
15:00〜　セントピアあわら

あわら市の人口

31,3０３人 (−3４)

20年 12月１日現在　

男 1 4 , 7 9 7 人 (−16 )

女 1 6 , 5 0 6 人 (−18 )

世帯数 1 0 , 2 5 6 世帯 (− 2 )

( )は前月比

資源ごみ収集日（空き缶ă空きビ
ンăペットボトルăスプレー缶）12 成人の日

資源ごみ収集日（空き缶ă空きビ
ンăペットボトルăスプレー缶）

１ 元日

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

行政・人権相談
13:30〜16:00 セントピアあわら
結婚相談 13:30〜16:00 市姫荘

■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

■内国立あわら病院(あわら) 79-1211

内

■外木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

■内木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外国立あわら病院(あわら) 79-1211

休
日
当
番
医

■内宮 崎 病 院(三国) 82-1002

■外加納外科病院(あわら) 73-0259

休
日
当
番
医

■■内 藤 田 医 院(あわら) 78-7133

■内本多耳鼻科クリニック(丸岡) 68-1233

外■外木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

官 公 庁 年 始 休 業 期 間 （ 詳 細 は 1 4 ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い ）

官 公 庁 年 始 休 業 期 間

蔵 書 点 検 の た め 、 芦 原 図 書 館 休 館

セントピアあわらは、

元日13:00から営業いたします。

芦原温泉芸妓協同組合による

新春舞踊は、13:30から行います。

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所
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