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　平成 31 年度は、本市のまちづくりの指針「萩市基本
ビジョン」に定めた、めざすまちの姿「暮らしの豊かさ
を実感できるまち」の実現に向けて本格的に踏み出しま
す。
　なかでも人口減少、少子化問題は、本市最大の課題で
あり、出生数の増加を目指した安心して子どもを産み育
てやすい環境づくりや、地域資源の活用、創業・就業・
経済交流・ビジネスサポートなど産業・経済を活性化さ
せ、雇用を創出することにより若者等の移住・定住を促
進させる重要課題に力強く取り組みます。

平成31年度予算が決定
～勇気とチャレンジ・「改革本番」予算～

　また、学生や産業人材の育成など、未来を担う「ひと」
を育むまちづくりを進めます。
　小中学校の空調整備については、児童生徒の健康被害が
ないよう少しでも早く設置するため、国の財源を確保し、
平成 30 年度の補正予算に前倒して計上しました。
　本年竣工する新総合福祉センターにおいては、新たに高
齢者支援として権利擁護支援センター、障がい者支援とし
て基幹相談支援センターを設置するとともに、子育て支援
センター機能の拡充を図るなど、各種施策を充実させた予
算としています。

一般会計は 292 億 7,000 万円

主な事業
　萩市基本ビジョンで定めた「めざすまちづくり（基本方針）」の７つの柱
に沿った事業を展開していきます。

① だれもが生きいきと暮らせるまちづくり

拡 ：拡充事業新 ：新規事業

当初予算額 前年比増減額 増減率
292億7,000万円 △8億7,000万円 △2.9％

歳入
292.7億円

歳出
292.7億円

市税
 17.8％

　52.0億円

繰入金
7.4％

21.6億円
諸収入
2.2％

6.5億円

その他
3.6％

10.6億円地方交付税
39.4％

115.4億円

国庫支出金
9.2％

26.8億円

県支出金
8.2％

24.1億円

市債
7.7％

22.6億円

その他
4.5％
13.1
億円

依存財源
69.0％

202.0億円

自主財源
31.0％

    90.7億円 義務的
　  経費

    47.6％
   139.2
　     億円

   その他の
　 経費
　42.8％
 125.4
　　億円

投資的経費
9.6％

28.1億円

人件費
20.1％
58.9億円

扶助費
15.8％

46.2億円

公債費
11.7％

34.1億円
普通建設
事業費
8.9％

26.0億円

その他
0.7％

2.1億円

  物件費
14.8％
43.4億円

補助費等
12.9％

37.9億円

繰出金
11.1％

32.6億円

その他
4.0％
11.5
億円

財政課　☎ 25-3469

新萩市総合福祉センター整備事業 １億1,682万円
　福祉のボランティア活動や生きがいづくり・健康づくりの場として、また
福祉関係団体の拠点施設の機能強化や萩市の福祉関係機関を集約したワンス
トップ窓口の整備を図るため、萩市総合福祉センターを移転整備します。

（福祉政策課）

権利擁護支援センター運営事業 2,832 万円新
　認知症高齢者や身寄りのない高齢者などが、引き続き住み慣れた地域で安
心して生活することができるよう、その方の権利や財産を守るための支援や
総合相談を行う権利擁護支援センターを設置します。

（高齢者支援課）

新
　大島公民館・出張所・診療所の建て替えに併せ、デイサービス施設を一体
的に整備し、住民が安心して生活できるサービスの提供体制を整えます。

大島複合施設整備事業 2,385万円（文化・生涯学習課、地域医療推進課）

建設中の新萩市総合福祉センター

現在の大島出張所・公民館
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平成 31 年度当初予算が決定
須佐地域に「いかマルシェ」がオープン
見島航路に「ゆりや」が就航
旧明倫小学校３・４号棟の方針決定
浜崎地区に萩市インキュベーションセンターが完成
新総合福祉センターの予約開始
子育て支援サービスの紹介
受章・受賞、全国大会出場　おめでとうございます
イージス・アショアへの対応
情報案内板
慶弔だより
おでかけ情報

表紙

目次
③ 未来を担うひとを育むまちづくり

② 子育ての幸せが実感できるまちづくり
新

　園児の安心安全な保育環境を整えるため、市内の保育園および
認定こども園が実施する乳児室の増改築や老朽化による施設改修
にかかる工事費用の一部を支援します。

保育所等施設整備費補助事業
１億 5,120 万円

（子育て支援課）

拡 不妊症・不育症治療費助成事業
　妊娠を希望して不妊症・不育症治療を受けられる夫婦に対し、
経済的な負担軽減を図るために治療費の一部を助成します。

483 万円（健康増進課）

風しん対策事業
　出生児の先天性風しん症候群の発生を防止するため、予防接種
を推進し、風しんの感染拡大防止を図ります。

1,926 万円新 （健康増進課）

新
　起業や創業、社会貢献など多様な分野で活躍でき、地域の担い
手となる人材の輩出を目指します。

産業人材育成塾開催事業 261 万円（産業戦略室）

新
　世界大学ランキング上位50 校に進学する市内高校卒業生に対して
奨学金を給付し、グローバルに活躍できる人材の育成を目指します。

萩市グローバル50奨学金事業 90 万円（教育政策課）

新
　全国から小・中学生を受け入れることにより、児童生徒の確保
と交流人口の増加による島の活性化を図るため、受入体制の整備
等に取り組みます。

萩の島で学ぶ海留学推進事業 35 万円（教育政策課）

受入を行う大島小中学校

拡 病児保育事業 1,139 万円
　保育園児や小学校３年生までの児童が病気等で集団保育等が困
難な場合に、一定期間専用施設で預かり保育をします。

（子育て支援課）

いわたにこどもクリニック病児保育室“いるかのママ”

◎萩市の提案が規制緩和に向け検討される !!
　国では、「地域の実情に合わなくなった」、「取り組み
を行う上で支障となっている」などの国の制度に対し、
自治体から制度改善等の提案を募集しています。
　平成 30 年度に全国の自治体から提案があった 319
件の中から、萩市が提案した「住民に身近な薬局の存続
に向け、へき地の薬局の管理薬剤師の兼務許可について
の提案」が、他団体からの提案の模範となる取り組みと
して、この度「地方分権改革推進ＭＶＰ」を受賞しました。
　現在、薬局の管理薬剤師は、複数の薬局での兼務が原
則認められていません。田万川地域の民間薬局では、診
療所の週２日の診療日にあわせた開局だと採算が取れ
ず、別の日は管理薬剤師が他の薬局で兼務できないと撤
退に追い込まれるため、住民に身近な薬局が存続できる
よう規制緩和を提案しました。
　なお、３月に東京都で
開催された「地方分権改
革シンポジウム」で、藤
道市長が取組事例を紹介
しました。

萩市の提案が、「地方分権改革
推進ＭＶＰ」を受賞

　テレビアニメ「BAKUMATSU」公式コスプレイヤーの
N

の め ひ
omehi さん（表紙左）と樹

じゅりあな
理穴 d

で ぃ す こ
is 子さん（表紙右）をお

迎えし、総勢 50 人のコスプレイヤーの皆さんが賑やかに

「BAKUMATSU」×萩市コラボ企画

BAKUMATSU カフェ

商店街をパレード。
　萩・明倫学舎のカフェ
では、公式コスプレイ
ヤーのお二人が皆さんを
おもてなし。一緒に写真
を撮ったり、黄色い歓声
が上がったりしました。

３月16日オープニングイベント開催！
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新

　農林水産業の担い手の確保・育成・定着を図るため、一次産業への新規の
就業を応援します。

農林漁業スタートアップ応援事業
④ 産業活力があふれるまちづくり

1,331 万円

新
　市有林の人工林を活用した主伐・再造林の一貫作業をモデル的に実施し、
手法の検証を行います。

主伐・再造林モデル実証事業 1,327 万円

新

　中小企業の売上向上を図るため、経営の具体的な課題解決に
向け、伴走しながらサポートする事業に取り組みます。

ビジネスチャレンジサポート事業
1,795 万円

新
　集客力や収益向上を図るため、地元の人等が気軽に飲食でき
る料理の提供等を屋外で行える施設を整備します。

つつじ屋外販売所整備事業 402万円

（農林振興課・水産課）

（農林振興課）

（商工振興課） （商工振興課）

新
　釣りやカヌーなどのアクアレジャーフィールドとして開放し、都市部から
の交流人口増加による地域活性化を図るため、必要な施設整備を実施します。

阿武川ダム湖活用地域活性化事業
⑦ だれからも愛されるまち、求められるまちづくり

496 万円

　新たな福栄コミュニティセンターおよび福栄総合事務所の平成 32 年３月
の供用開始に向け、既存の福栄保健センターの増築・改築工事を実施します。

福栄コミュニティセンター整備事業
3 億 6,877 万円

（地域づくり推進課）

（文化・生涯学習課）

　「萩・明治維新 150 年祭」の最終年において、「新しい萩と
時代を切り拓こう」をテーマに、未来につながる事業を実施し
ます。

明治維新 150 年記念事業
⑤ 魅力ある歴史・文化・自然をいかしたまちづくり

1,950 万円

新
　旧萩藩の藩校「明倫館」が創建して 300 年の節目の年に、全国から旧藩
主の子孫の方々が一堂に会する「全国藩校サミット」を開催します。

全国藩校サミット萩大会開催事業 300 万円

新
　世界文化遺産の構成資産「萩城下町」の要素のひとつである「お成り道」
等の無電柱化を推進します。

弘法寺堀内線他無電柱化事業 400 万円

（企画政策課）

（萩・明倫学舎推進課）

（土木課）

　地域 DMO である萩市観光協会の滞在型観光・インバウン
ド等の取組を支援することで、旅行消費額や宿泊客数の増加、
来訪者満足度・再訪意欲の向上を図ります。

萩版 DMO 推進事業 5,047 万円（観光課）

　大雨、地震等の自然災害やテロ、国民保護等の緊急情報を配信するため、
年次的に各地域の防災行政無線機器のデジタル化への更新を行います。

新防災行政無線整備事業
⑥ 生活基盤の充実した住みよいまちづくり

１億 3,038 万円

　会話が不自由な聴覚・言語に障がいのある方が、スマートフォン等を利用
して、音声によらない緊急通報を行うことができるシステムを導入します。

258 万円

（防災危機管理課）

新 Net119 システム整備事業（消防本部総務課）

現在の福栄保健センター

Net119 システムのイメージ

昨年舞鶴市で行われた全国藩校サミットでの開催宣言
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特別会計の概要
　６会計を合計した予算規模は、前年度に比べて、１億 5,460 万円（1.0％）増額し、154 億 8,850 万円となっています。
　介護保険事業特別会計は、介護職員の処遇改善等に伴う介護報酬のプラス改定や権利擁護支援センターの設置などにより、
前年度と比べて増額となっています。

区分（特別会計名） 当初予算額
（万円）

前年比増減額
（万円）

増減率
（％）

特別会計（全体） 154億8,850 1億5,460 1.0
土地取得事業 190 0 0

国民健康保険事業（事業勘定） 70億8,870 6,590 0.9
国民健康保険事業（直診勘定） 7億6,320 540 0.7

休日急患診療事業 1億870 760 7.5
後期高齢者医療事業 9億3,390 △3,080 △3.2

介護保険事業 65億9,210 1億650 1.6

公営企業会計の概要 区　分 当初予算額
（万円）

前年比増減額
（万円）

増減率
（％）

水
道
事
業

収益的収入 11億5,800 △1,200 △1.0
収益的支出 11億7,300 △1,200 △1.0
資本的収入 4億1,338 △9,435 △18.6
資本的支出 6億3,412 △1億8,546 △22.6

下
水
道
事
業

収益的収入 21億4,540 △8,510 △3.8
収益的支出 21億4,540 △8,510 △3.8
資本的収入 12億3,480 △2,224 △1.8
資本的支出 17億3,665 △2,650 △1.5

病
院
事
業

収益的収入 29億4,451 1億3,112 4.7
収益的支出 30億1,583 1億1,876 4.1
資本的収入 2億456 △3,348 △14.1
資本的支出 3億6,760 △5,862 △13.8

　水需要の減少傾向が続く中、安定的な事業運営を図るため、
適正な料金収入の確保と経費の抑制に努めます。
　また、中長期的な「水道事業計画」の策定を進めるとともに、
漏水防止と安定給水を図るため、災害に強い施設の構築と老
朽化した水道管および水道施設の更新事業等を引き続き進め
ていきます。

水道事業

　生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、未普
及地域の整備と水洗化の促進に努めるとともに、適正な経費
負担と維持管理に努めます。
　また、椿東、椿、山田、大井地区への下水道管の布設と平
成 32 年３月完成に向け堀内雨水ポンプ場の整備を進めるほ
か、計画的・効率的な維持管理と改築を推進するためのストッ
クマネジメント計画の策定や農業集落排水処理施設の機能診
断に取り組みます。

下水道事業

　病院事業は、急性期医療に求められる病院の役割を果たし、
病院機能の維持・強化、医療の質の向上に努めるとともに、
経営安定のための収入確保および施設・設備の計画的な維持
管理等による経費削減に努め、経営の改善に取り組みます。
　また、萩市民病院事業新改革プランに基づき、地域医療構
想との整合性を図りながら、地域の実情に即した医療提供体
制を維持していくための再編・ネットワーク化や安定運営を
図るための経営形態の見直しなどについて検討します。

病院事業
堀内雨水ポンプ場完成予定図

急性期医療の役割を担う市民病院

休日の急な病気やケガの診療を担う「休日急患診療センター」
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　児童生徒等に健康被害を及ぼさないよう熱中症対策として、全
ての公立小中学校の普通教室等に空調設備を設置します。

学校施設空調設備整備事業（教育政策課）

３月議会で決まった補正予算
一般会計の主な事業

新 プレミアム付商品券事業 465 万円
　消費税・地方消費税率の 10％への引上げが低所得者および子
育て世帯（３歳未満の子がいる世帯）の消費に与える影響を緩和
し、地域における消費を喚起するため、プレミアム付商品券の販
売に向けた準備をします。

（福祉政策課）

財政課　☎ 25-3469

内　容
平成 31 年 10 月実施
5,000 円の商品券を 4,000 円で販売
※最大 2 万 5,000 円分の商品券を購入可能

対象者
◦住民税非課税者（住民税課税者と生計同一
　の配偶者・扶養親族等を除く。）
◦３歳未満の子が属する世帯の世帯主
　※商品券購入は３歳未満の子の人数分可能

5億343万円

萩市出身の故 小原實夫さんから４億円の寄付
　東京都内で航空機のエンジン修理業を営んでいた萩市
出身の故 小

こ は ら じ つ お
原實夫さんから、2005 年の合併後最高額

となる約４億円の寄付がありました。
　故 小原實夫さんは、昭和９年生まれで、萩高校卒業後、
東京都内の大学に進学。都内で航空機のエンジン修理の
会社を創業し、社長を務めていました。昨年３月に 84

歳で亡くなりましたが、生前から「生まれ育った萩市に
寄付をしたい」との意向があり、今年１月に遺言執行者
から寄付の申し出がありました。
　寄付金は、「萩市の発展に寄与する建物の建設資金に
充ててほしい」という故人の意向を踏まえ、当面、基金
に積み立て、活用方法を検討します。

企画政策課　
☎ 25-3342

萩まちづくりセッション
　萩市では、市民の皆さんの声をしっかりと聴き、市民の皆
さんの目線で物事を考え、市民の皆さんのために何ができ
るかを考える「市民ファースト」の姿勢で施策を進めてい
ます。まちづくりセッションの中で市民の皆さんからいた
だいたご意見の一部をご紹介します。〔総合事務所管内分〕

皆さんからいただいたご意見と回答

　直売所は地域の活性化につながる事業なので、小郡萩道
路ができて通過点にならないようにしてほしい。
　　（商工振興課、地域づくり推進課）
　地域の特性をいかし、持続可能な事業になるよう支援し
ていきます。今年度、旭地域の夢プランで新たな取り組みが
検討され、平成31 年度には屋外販売所の整備も行います。

（詳細は 4 ページを参照）

意見　直売所つつじの運営について

回答

※いただいたご意見と回答については、市
ホームページに順次掲載していきます。

広報課　☎ 25-3178

　地域のタクシーがなくなるので、高齢者の交通手段を確
保してほしい。
　　（商工振興課）
　当面、ぐるっとバスの運行方法を見直して、住民の移動
手段の確保をしていきます。現在、平成 31 年中の公共交
通網形成計画の策定に取り組んでおり、より地域に密着し
た公共交通体系を作っていきます。

意見　地域交通の確保について

回答

　防災無線が入りにくく、聞き取りにくいのでどうにかな
りませんか。
　　（防災危機管理課）　
　市町村合併前に設置した防災無線機はアナログ式で老朽
化しているため、順次デジタル式のものに更新しています。

（詳細は 4 ページを参照）

意見　防災無線について

回答

　住宅のリフォームに対する助成はないでしょうか。
　　（建築課）
　市では、平成 30 年度から一般的な住宅について、リフ
ォームの助成事業を行っています。（詳細は 15 ページを
参照）

意見　住宅のリフォームについて

回答
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見島航路に待望の新高速船「ゆりや」が就航見島地区

須佐総合事務所産業振興部門
　☎ 08387-6-2219

農林水産物直売所「いかマルシェ」オープン!!
4月20日㊏、21日㊐  記念イベント開催

　JR 須佐駅前に「須佐男
み

命
こと

いか」や鮮魚、イカ一夜干し
などの加工品や野菜など地域の農林水産物を販売する「い
かマルシェ」が４月１日にオープンします。
　これまで「須佐男命いか」の販売は、７月から９月の土
日のみでしたが、この施設の完成により、年間を通してイ
カを購入することができるようになります。
　周辺には「須佐男命いか認定店」や「須佐湾遊覧船」の
発着場もあり、JR 須佐駅の待合機能や観光情報発信機能

４月 20 日㊏、21 日㊐　10:00 ～ 14:00
オープン記念１日須佐駅長、１日店長（小学生・

20 日のみ）、お楽しみ抽選、もちまきなど
（一社）須佐おもてなし協会　いかマルシェ（JR

須佐駅前）　☎ 08387-6-3380

オープニング記念イベント

を含め、須佐を訪
れた方の拠点とな
る施設となってい
ます。

【事業期間】
平成29～30年度

【総事業費】
1 億 4,561 万円

「須佐男命いか」の水槽展示スペース

須佐地域

萩海運有限会社　☎ 25-2040

　萩海運有限会社 ( 代表取締役　藤道健二 ) は、平成 10
年に就航した高速船「おにようず」の老朽化に伴い、昨年
４月から新船の建造を進めてきました。
　今年３月に完成し、４月１日から、新たな高速船「ゆり
や」が就航します。

①旅客の快適性の向上
　◦イス席は、すべてリクライニング仕様
　◦フロアー席は、クッション性を高め、横になりや
　　すい
　◦展望席は拡張し、三方を囲むような形で、荒天時
　　の波しぶきの侵入を防御
　◦一般席兼ペット同伴席を設置
②高齢者などに優しい設備の充実
　◦船内の通路、客室、トイレは、バリアフリー対応
　◦身体の不自由な方に配慮し、車イスでの利用も　
　　可能な専用トイレを設置
　◦急患にも対応可能なソファーベットを設置
③航海の安全性の向上
　◦「おにようず」より、エンジンの馬力を向上させ、
　　余裕のある安全航海が可能
　◦船体の強度をより強くするとともに、新型プロ　
　　ペラの採用により振動を軽減

◎「ゆりや」の特徴

　船名は、山口市在住の前
ま え の

野哲
て つ お

夫さんが応募された
「ゆりや」に決定しました。
　この名称には、日本国内でも珍しい緑色の貝「ユ
リヤガイ」も生息している貴重な自然や文化が残っ
ている見島を全国に発信できたらとの思いが込めら
れています。

◎「ゆりや」の名称

◎「ゆりや」の概要
総トン数：273 トン　　　長さ・幅：46m・8m
速力：23 ノット　　　　  旅客定員：200 人
貨物積載能力：20トン　　建造費：16億7,400万円
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 旧明倫小学校３号棟・４号棟のあり方 について方針決定 !!
　市では、昨年の 6 月以降、未活用の旧明倫小学校 3・４号棟について、
市民の皆さんからの意見・提案の募集などを通じて活用方法を検討し、
５つの活用案としてとりまとめました。
　そして、市の方針を決定するため、建物活用や跡地活用など５つの

「活用案」を示し、1 月 15 日～ 2 月 8 日の期間、市民の皆さんから
3,000 名を無作為に抽出したアンケート調査を実施しました。
　このたび、アンケート結果をふまえ総合的に判断し、５つの選択肢か
ら案②の「1 棟を建物活用、1 棟を現状保存」とする方針に決定
しました。今後はスケジュールに沿って計画的に事業を進めていきます。

これまでの経緯

平成
30 年

6 月 孔子廟の移設とは切り離
し個別に検討

7～8月 意見募集
9 月 中間報告
12 月 5 つの活用案の提示

平成
31 年

1～2月 市民アンケート
3 月 方針の決定

アンケートについて
アンケートの内容
調査内容　旧明倫小学校３号棟・４号棟のあり方（活用案）について
実施期間　1月15日㊋～2月8日㊎
調査対象　萩市住民基本台帳から18歳以上の方3,000人を地域別、
　　　　　年代別の人口割合に応じて無作為抽出
調査方法　郵送配付・郵送回収
設問方式　５つの活用案からひとつを選択する方式

配布・回収状況
配布数　　　3,000件
有効配布数　2,988件　※配布数から未着分（12件）を除いたもの
有効回答数　1,209件　※無効数（36件）を除いたもの
有効回答率　40.5％（有効回答数／有効配布数）

活用案
案① 案② 案③ 案④ 案⑤

建物活用 建物活用
現状保存 現状保存 跡地活用

（発掘あり）
跡地活用

（発掘なし
更地活用）

件　数 202 268 228 112 399
割　合 17％ 22％ 19％ 9％ 33％

アンケートの結果
※「地域別・年代
別」の集計につい
ては、市公式ホー
ムページおよび市
役所本庁舎（各総
合事務所）で閲覧
できます。

判断に至った理由・プロセス

案②を方針とする。なお、整備費や維持管理費用についてはその抑制を念頭に置き、
補助金等の調整やふるさと寄付の募集により市の負担の軽減に努める。

※運営方法、市場性、整備・運営にかかるコスト、
実現可能性などの調査を行いました。

総合的に判断し、

◎ 建物を活用・保存する案（案①～③）が６割近くあり、跡地を活用する２つの案（案④・⑤）の合計より多かった。
◎ 建物を活用・保存する案のなかでは、１棟を建物活用し、１棟を現状保存する案②が最も多かった。
◎ ５つの案のなかでは、発掘せずに、跡地を更地活用する案⑤を選択された方が最も多く、３割強であったが、１つ
　の案で過半数を超えるような圧倒的な案は無かった。
◎ 建物を活用する案①②を選択された方は、コンセプトに沿った活用やプランの内容を選択理由とした方が多かった。
◎ 現状保存の案③を選択された方は、「将来の維持管理費用」を心配しつつも、まずは建物を残して欲しい。活用に関
　しては少し時間をかけて検討するなどの意見が多かった。
◎ 跡地を活用する案を選択された方は、「初期費用にかかる市の負担」や「将来の維持管理費用がかかる」などの意見
　が多かった。
◎ 維持管理費用による次世代の負担を心配される60代以上の方々の意見が多かったが、萩の未来を担う世代の若
　者たちからは前向きに建物活用するべきだという意見も多くあった。
◎ 整備費や維持管理費用の面から、最初から２棟活用でなく、残す方針のもとで、民間の活用要望を聞いたほうが良
　いという意見もあった。
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 旧明倫小学校３号棟・４号棟のあり方 について
産業戦略室　☎ 25-3351

「１棟を建物活用、１棟を現状保存」
案 ②「建物活用／現状保存」の紹介

◦１棟を「産業・ひとづくり・交流」としてゾーニングし、それぞれのゾーニングに合わせた機能・
　効果を持たせた活用方法。（活用プランを直営・民営の活用と分けて、民営の活用については利
　用事業者等を公募）
◦１棟は保存に必要な修繕（外観・耐震化など）のみ行う。今後、民間事業者の投資や提案があれば、
　随時、可否や条件等を交渉し検討する。

案 ②のポイント

◦市の「基本ビジョン」に掲げた基本方針についての活用が可能。
◦本市の雇用など経済面、ひとづくりなど人材育成面での投資効果も相当程度期待できる。
◦１・２号棟と合わせた 4 棟の木造校舎が現状のまま残る。

案 ②のイメージ図
１棟を建物活用

今後のスケジュール（予定）

寄付金の募集
補助金の調整 ▶ 市内事業者からの

事前相談・提案受付
財源の
確保

事業案の提出
議会の予算審査

利用者公募開始
整備工事着手

供用開始
整備工事完了▶ ▶ ▶ ▶

平成 31 年 4 月～ 平成 33 年 4 月以降

「現状保存」部分については、市内外事業者からの投資・活用提案があれば調整する
※財源や建設の工期などによりスケジュール通りにならない場合もあります。

※「現状保存」部分については、民間事業者との条件が合えば積極的に活用する。

暮らしの豊かさを実感できるまち
「基本ビジョン」（将来像）

産業振興による活力と賑わいがあふれるまちづくり！ 新しい時代を切り拓くひとづくり！
「構想」（基本理念）

相互連携

産業活力みなぎる
まちづくりを支える場

コンセプト
子どもから大人まで学び

体験できるひとづくりの場

コンセプト
市内外の人がつながる

交流・協働の場

コンセプト

ひとづくりゾーン産業ゾーン 交流ゾーン

○中小企業支援機能
  ・相談支援
  ・６次産業化支援
  ・コワーキングスペース

○Fab施設（DIYスタジオ）※1
  ・ものづくり機能
  ・作品販売スペース
○学習ルーム

○ IJU（移住）応援センター
  ・相談機能＆交流スペース
○キッズルーム
○貸会議室

○貸事務所
  （オフィス、倉庫など）
○貸店舗
  （ショップ、レストラン、
  カフェなど）

○貸教室
  （専門学校・学習塾、研修
  施設、サテライトスクール、
  テーマ性のあるライブラリー、
  文化伝統の体験教室など）

○貸スペース
  （宿泊施設、カフェ、スタン   
  ドバー、ギャラリーなど）
○マルシェ（３号棟と４号棟
  の中庭などで定期的に開催）

プラン（例） プラン（例） プラン（例）直
営
（
委
託
）
民
営
（
公
募
） ▼ ▼ ▼

▶地域の賑わいを取り戻す
　　　　　　 地場産業の再生 
▶起業・創業と企業誘致の推進
▶若者を中心とした
　　　　　　  雇用機会の創出

▶萩の未来を支える人材育成
▶「志」を立て、
　　　　　行動を起こす教育
▶萩の「おたから」を次代に継承

１棟を現状保存

効果 効果
▶ＩＪＵターンの促進、
　　　　　　交流人口の拡大
▶世代・地域・人種を
　　　　　　　超えた繋がり
▶ふれあいと賑わいの創出

効果

保存に必要な修繕（外観維
持・耐震化など）のみ行う。
※外からの見学など可能。

必須条件
外観を維持
すること！

随時、事業者
から提案募集！

民間事業者からの投資や
提案があれば、随時、条件
などを交渉・調整する。

外観の維持および
必要な修繕

事業者等の経費負担
による活用

※市に負担がかからないな
ど、条件が合えば、積極的に
活用する。

※ 1　アナログ・デジタル工作機器が利用可能な施設のこと
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　元気な地域・地区を再生することを目的に、地域・地
区の夢（将来像）を設定し、地域・地区の特性や資源を
活用した持続可能な住民主体の活動計画を定める地域振
興計画「夢プラン」を４地域１地区で策定しました。
　各地域・地区の夢（将来像）の内容は次のとおりです。
■川上地域
◦「萩阿武川温泉」とその周辺に賑わいを創出し、シニ
ア世代が元気に働く地域を創造する。
■田万川地域
◦「道の駅ゆとりパークたまがわ」を中心にイベント・
企画を実施し、地域の交流人口を増やしたい。
◦世代間交流、教育、農業体験を通じて、将来的に地域
で農業の担い手となる若者・子どもを育てたい。
◦異なる機能を持った施設を複数創出し、地域全体で
サービスを提供する仕組みを創る。
■須佐地域
◦「弥富そば」を「須佐男

み こ と
命いか」と並ぶ、須佐地域（弥

富地区）のブランドとして定着させたい。
◦地域内の空き家等を活用し、地域交流や経済活動を通
じて賑わいと活力を創出したい。

◦イベントを開催し、須佐地域の新たなファンづくりを
したい。
◦「ふれあいステーション須佐（現いかマルシェ）」を
核として、須佐駅前を中心に経済を活性化したい。
■旭地域
◦「道の駅」や「農産物加工販売所」に賑わいを創出する。
◦萩往還を生かし旭地域のファンを増加させる。
◦「道の駅あさひ」と「重要伝統的建造物群保存地区佐々
並市」に賑わいを創出する。
■大島地区
◦大島ブランドの普及と、来島者を増やし賑わいを創出
する。
　今後、各地域・地区でこれらのプランに基づき、皆さ
んと一緒にまちづくりの取り組みを進めていきます。
　また、本年度は２地域４地区で「夢プラン」の策定を
予定しています。
※詳細については、市ホームページや
情報公開コーナーでご覧いただけます。

地域づくり推進課　☎ 25-3356

地域振興計画「夢プラン」を４地域１地区で策定しました

　萩市での起業・創業を目指す方や起業された方を支援
するためのシェア・オフィスの機能を持つ「萩市インキュ
ベーションセンター（立ち上げ支援の施設）」と、山口
大学が萩市をフィールドとした教育・研究活動を行う「山
口大学サテライトラボ萩」が完成し、４月下旬から利用
が始まります。
　これは、浜崎伝統的建造物群保存地区にあった旧山口銀
行萩支店浜崎出張所を市が借り受けて改修したもので、浜
崎地区で地元の方や起業者、大学生との交流によって、新
たな発想や活力などが生まれる場所として期待されます。
■施設内容
○シェアオフィス（2 階）
　各約 8㎡の半個室（3 室、専用鍵有）、wi-fi 環境有
○サテライトラボ（1 階）　
　山口大学の研究活動を支援する多目的ルーム
○付帯設備　共用会議室（利用者予約制）、共用給湯室、
トイレ、駐車場（シェアオフィス用３台）

◎入居について
■入居条件　概ね３カ月以内に起業される個人・団体、
または起業後１年未満の個人・団体
■契約料金　月額３万円（光熱水費を含む）
■入居期間　原則、４月１日～翌年３月 31 日までの 1

浜崎地区に起業支援と山口大学の活動拠点が完成

年間（初年度は利用開始日から、４月 26 日予定）
必要と認められた場合は、最長１年間の延長更新が可能。
※退去時の原状回復に係る経費は各自負担。

◎施設の管理運営者を募集します！
　施設の管理運営や各種支援だけでなく、同施設で地域
課題の解決や地域を活性化する「コミュニティビジネス」
の手法によって、地域課題の解決を図る事業を自らの生
業として実施する事業者を募集します。
■運営期間　４月 26 日～平成 32 年３月 31 日
※いずれも詳細は、お問い合わせください。

商工振興課　☎ 25-3108

施設の入口（左） シェアオフィスの内観
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　市民館レストラン空きスペースでは、３月に実施し
た調査を踏まえ、出店を希望される個人・事業者を
公募します。また、事前の現地説明会を開催します。
◎現地説明会

４月 15 日㊊　14:00 ～ 15:00（要事前申込）
飲食関連サービスや飲食物の販売を含む小売関連

サービス
所定の様式を４月 15 日㊊～ 26 日㊎に提出
文化・生涯学習課　☎ 25-3511

市民館レストラン
空きスペース

出店者
募集

　新総合福祉センターは、4 月 16 日から予約を開
始します。
■予約期間　7 月 16 日㊋～ 31 日㊌
※８月分の予約は、5 月 7 日㊋から予約開始。
■利用時間　8:30 ～ 22:00
■予約受付　月～金曜日（祝日を除く） 8:30～17:30
※現在の総合福祉センターの利用は、7 月 12 日㊎まで。

萩市社会福祉協議会　☎ 22-3803

新総合福祉センターの予約開始

　出産予定日または出産日が属する月の前月から４
カ月間の国民年金保険料が免除されます。
　なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産
日が属する月の３カ月前から６カ月間の国民年金保
険料が免除されます。
　産前産後期間として認められた期間は保険料を納
付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映さ
れます。
※妊娠 85 日（４カ月）以上の出産が対象となりま
す（死産、流産、早産された方を含みます）。

「国民年金第１号被保険者」で、出産日が平成
31 年２月１日以降の方。
■届出時期　出産予定日の６カ月前から届出可能。
平成 31 年４月から受付を開始します。
■届出先　市役所本庁市民総合窓口、
各総合事務所市民窓口部門、
各支所・出張所

市民課保険年金係　☎ 25-3239
　萩年金事務所　☎ 24-2158

４月から産前産後期間の
国民年金保険料を免除します

４月から楽々園の機能移転と
指定管理者の変更

◎楽々園
変更前 変更後

デイサービスセンター
楽々園 ➡ デイサービスセンター「おとず

れ」等に引き継ぐ
こどもデイサービス

センター楽々園 ➡ いわたにこどもクリニック併設
の「いるかのママ」に引き継ぐ

在宅介護支援センター
楽々園 ➡

在宅介護支援センター「おとず
れ」に事務所移転しますが、担
当地区に変更なし（新総合福祉
センター完成後に移転）

◎生きがいと健康の村（萩焼の館、工芸の館、芸能・芸術の館）

指定管理者
変更

変更前 変更後
萩市社会福祉
事業団

㈱太陽コミュニケーションズ　
☎ 25-5656

高齢者支援課　☎ 25-3137

７月オープン予定

　国民健康保険に加入、脱退等されるときは、事由が生
じた時から必ず 14 日以内に届出を行ってください。
　特に国民健康保険に加入される場合は、14 日を過ぎ
て届出をされると届出日前の期間中にかかった医療費が
全額自己負担となる場合があります。
　また、保険料については加入の届出日ではなく、被保
険者の資格を取得した日にさかのぼって納めなくてはな
りません。
※保険料通知等の文書は世帯主宛に送付します
ので、必ず開封して内容確認をお願いします。

市民課保険年金係　☎ 25-3147
　各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所

国民健康保険の加入・脱退のお届けは
お忘れなく！ ～届出は 14 日以内に～

　首都圏と市内の社会人・学生を対象に、世界で活躍す
る人材育成を推進する久野塾がワークショップ等を開催。

5 月 18 日㊏・19 日㊐
松陰神社ほか
【18 日】松陰神社の上田名誉宮司による講話、ワー

クショップ、【19 日】市内企業訪問・意見交換
市内在住の社会人、学生
40 人（定員に達し次第締切り）

■セミナー参加料　8,640 円（事前振込）、
１万円（当日現金払い）

企画政策課 ☎ 25-3342、久野塾 ☎ 03-6869-3560

リーダーシップの旅 to 萩

申込サイトへ

市 HP へ
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　子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するた
め、４月１日から、特定不妊治療・不育症治療を受け
られたご夫婦に対して、特定不妊治療費（男性不妊
治療費を含む）や不育症治療費の助成を開始します。
◎特定不妊治療費助成（県の助成制度の上乗せ）
　治療１回につき、初回 20 万円以内（治療の内容に
より５万円以内の場合あり）、２回目以降５万円以内
◎男性不妊治療費助成（県の助成制度の上乗せ）
　治療１回につき、15 万円以内
◎不育症治療費助成
　１年度当たり 20 万円以内（通算５回まで）
※いずれも、４月１日以降に治療を開始したものが
対象となります。

健康増進課　☎ 26-0500

不妊治療費助成制度を拡充 風しん予防接種費用の助成
　妊婦が、風しんに感染することで発生する危険性のあ
る先天性風しん症候群を予防し、安心して出産を迎えて
いただくために、萩市では風しん予防接種費用の助成を
4 月から開始します。
■対象　①妊娠を希望する女性およびその配偶者等、②
妊婦の配偶者等、③妊婦の同居者で妊婦が十分な免疫を
保有していない場合
※風しん抗体検査の結果、抗体価が低く、予防接種を受
けた場合に限ります。
■助成　風しんワクチン、または麻しん風しん混合ワク
チンのいずれかの接種費用（1人1回限り）
■申請書類　風しん予防接種費用助成金交付申請書、風
しん抗体検査結果（コピー可）、予防接種の領収書

健康増進課　☎ 26-0500

◆保険料の賦課割合の変更（図１）
　萩市の保険料の賦課方式は、4 方式（所得割・資産割・
均等割・平等割）となっています。平成 30 年 4 月に国保
制度改革が施行され、資産割を除く3 方式による山口県内
保険料水準の統一に向けて、段階的に賦課割合と保険料率
を変更します。
　平成 31年度では、将来的な資産割の廃止に向けて資産
割の 50％程度を平等割に移行します。

◆保険料の賦課限度額を引き上げ（図２）
　国保の保険料の負担は、所得が高い方でも、上限が
賦課限度額までとなっているため、所得に応じた保険
料となるように本年度の保険料から賦課限度額が引き
上げられます。

◆保険料軽減措置の拡充（図３）
　世帯の前年中の所得が、決められた所得基準を下
回っている場合は、保険料の均等割額と平等割額が所
得に応じて７割・５割・２割軽減されます。この軽減
の基準となる所得額が引き上げられ、保険料を軽減さ
れる方が拡大されます。

◆旧被扶養者減免の減免期間見直し（図４）
　後期高齢者医療制度に移行された方の被扶養者で
あった方が、国民健康保険の被保険者となり、新たに
保険料を負担することに対する激変緩和措置として、
その資格取得日の属する月から当分の間、保険料軽減
措置を実施していました。本年度から、均等割と平等
割の保険料軽減期間が見直されます。
　なお、既に資格取得日から２年を経過している方は、
激変緩和措置が終了し保険料の軽減がなくなります。

区分 医療分 後期分 介護分 合計

賦課限度額 58 万円 
➡ 61 万円 19 万円 16 万円 93 万円 

➡ 96 万円

（図２） 賦課限度額を引き上げ

軽減区分 軽減基準総所得額
７割 33万円以下

５割 33万円＋（27万5,000円×被保険者数）以下
➡ 33万円＋（28万円×被保険者数）以下

２割 33万円＋（50万円×被保険者数）以下
➡33万円＋（51万円×被保険者数）以下

（図３） 保険料軽減措置の拡充 

※基準総所得額は、いずれも同一世帯内の被保険者および世帯主
の前年の所得の合計額

区分 保険料軽減期間
所得割 引き続き、資格取得日の属する月から当分の間、

保険料軽減措置を実施資産割

均等割 資格取得日の属する月から当分の間、保険料軽減
措置を実施
➡ 資格取得日に属する月以後２年を経過する月ま
での間に限り保険料軽減措置を実施平等割

（図４） 旧被扶養者減免の減免期間見直し

国民健康保険にご加入の方へ 保険料の見直し 課税課市民税係　☎ 25-3781

（図１） 賦課割合の変更 

➡

変更前 変更後

平成 31 年度の保険料は、平成 30 年中の所得が確定し保険料率の
決定があった後にお知らせします。（6 月上旬頃）

均等割

平等割

所得割 均等割

平等割

所得割

資産割資産割
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■注意事項
◦コンビニ収納用バーコードが印字された納付書、口座
振替不能通知書、督促状で 30 万円以下（ただし、LINE 
Pay は、水道料金、下水道受益者負担金および分担金に
ついては５万円未満の場合のみ）の場合に利用できます。
◦納付書ごとに手続きをしてください。
◦納期限を過ぎた納付書や、金額を訂正した納付書はス
マホ決済ではお支払いできません。
◦納付者の手数料負担はありません。

　スマホ決済の場合は、納付書の「軽自動車税納税証明
書（継続検査用）」はお使いいただけません。
　納税証明書が必要な場合は、市の窓口で納税証明書を
発行します。ただし、市が納付確認できるまで１～２週
間かかる場合がありますので、お急ぎの場合は、納付書
裏面記載の金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で
お支払いください。

収納課　☎ 25-3575

◎軽自動車の納税証明書（車検用）

４月から市税・保険料等をスマートフォン（スマホ）決済で便利に
～「いつでも」「どこでも」「かんたんに」自宅等にいながら納付できますので、ぜひご利用ください～

　４月１日から、市税や保険料等の納付書に印字されて
いる、コンビニ収納用バーコードをスマートフォン用の
アプリで読み取ることで、納付者が指定した銀行口座等
から即時に納付ができる「スマホ決済」を始めます。
■スマホ決済の種類

※納付手続きや注意事項等は各ホームページでご確認く
ださい。
■対象種目　市・県民税（普通徴収）、固定資産税、軽
自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介
護保険料、水道料金（下水道使用料を含む）、住宅使用料、
総合情報施設使用料（施設維持手数料を含む）、保育料、
普通財産貸付料（土地・建物）、行政財産貸付料（土地・
建物）、下水道受益者負担金および分担金

PayB LINE Pay 楽天銀行

　適正な管理を促進するために、老朽化した危険な空き
家の除却に係る経費の一部に補助します。
■補助対象住宅　①市内にある老朽危険空き家であるも
の、②木造または軽量鉄骨造であるもの、③市の定める
基準に該当するもの、④交付決定日において、除却工事
に着手していないもの、⑤申請年度の２月末日までに除
却工事の完了が見込まれるもの
■補助対象者　①補助対象住宅の所有者またはその相続
人とそれらの同意を得た者、②世帯の総所得金額の合計
が 500 万円未満であること、③市税を滞納していない

こと、④暴力団の構成員でないこと
■補助対象工事
①市内に事業所等がある業者に発注する除却工事
②住宅のすべてを除却する工事
※門・塀・地下埋設物（基礎を除く）、その他これらに
類するもの、樹木の除却工事と家財道具、機械、車両等
の移転もしくは処分を除く。
■補助金額　補助対象経費の 2/3 以内、上限 100 万円
■申請受付期間　４月１日㊊～ 12 月 13 日㊎（土・日
曜日、祝日は除く）
※補助金交付決定まで時間を要する場合があります。

建築課　☎ 25-2314

危険な空き家の除却費用を助成します
老朽危険空き家除却促進事業

◎スマホ決済とは

　4 月 1 日から、萩市国民健康保険田万川診療所に新しく
河
か わ の

野輝
てるあき

昭医師が着任され、月・水・金曜日の診療を担当
します。
　また、民間医療機関の閉院により無医地区となっていた
田万川地域において、無医地区の解消のため開院時から
萩市東部の地域医療にご尽力いただいた河井裕

ひろゆき
幸医師が

４月末で退職されます。

　これに伴い、4 月からは、次のとおり診療日を変更し
ます。

※診療時間は変更ありません。ただし、4 月 1 日は
13:00 から診療を開始。

地域医療推進課　☎ 21-3120

田万川診療所の医師の交代と
診療日の変更

診療日
4 月 月・火・水・金

5 月から 月・水・金
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■実施場所・延長時間
○日の丸保育園　7:00 ～ 20:00（２時間延長）
○椿東・住の江・春日保育園　7:00 ～ 19:00（１時間
延長）
■利用料　保育短時間認定の方が利用する場合は、１日
につき 400 円

　市内の保育所等に通園中の概ね１歳以上の児童または
小学１年生から３年生の児童で、保護者が夜間に就労等
のため保育ができない児童を保育。
■実施場所・時間
○日の丸保育園　毎週火・水・金曜日、18:00 ～翌朝９:30
■利用料（利用１回につき）
◦ 22:00 まで 800 円　 ◦ 24:00 まで 1,200 円
◦ 3:00 まで 1,500 円　◦ 9:30 まで 2,000 円
※寝具・食事等は持参。
※年度ごとに登録、勤務先の証明が必要。

　保育所等に入所していない児童の保護者が、病気や冠
婚葬祭等で一時的に家庭での保育ができない児童を保育。
■実施場所　椿東・山田・川上・田万川・田万川小川分園・
むつみ・須佐・あさひ・あさひ佐々並分園・福川・紫福・
日の丸保育園
■時間　8:30 ～ 17:00
■利用料（給食代含む）　１日 1,800 円、４時間以内
1,000 円

　保育所等に通園中の児童で、日曜日・祝日に保護者が
仕事のため家庭での保育ができない児童を保育。
■実施場所・時間
　住の江保育園　8:30 ～ 17:30
■利用料　保育短時間認定の方が、16:30 以降も利用す
る場合は、１日につき 400 円
■持参品　弁当・水筒
※年度ごとに登録、勤務先の証明が必要。

　保育所等に通園中の児童または小学１～３年生の児童
が、病気やけがのため集団保育が困難な期間、一時的に
預かります。
○いわたにこどもクリニック病児保育室
■実施場所　いるかのママ（いわたにこどもクリニック）

☎ 21-5788
■利用料　1,500 円（減免制度あり）
■持参品　弁当・箸・スプーン等・水筒・着替え２組程度・
オムツ・ハンドタオル
○こどもデイサービスセンターすさ
■実施場所　弥富診療センター内　☎ 08387-8-2311
■利用料　2,000 円（給食代含む。減免制度あり）
※年度ごとに登録が必要。

　育児の援助を提供する方（援助会員）と育児の援助を
受けたい方（依頼会員）が、育児を助け合う相互援助の
会員組織。両会員を募集中 !!
■主な業務　
◦会員間の育児に関する相互援助活動の支援。
◦会員の交流や情報交換のための交流会等の開催
◦育児に関する情報提供や相談受付など

はぎファミリー・サポート・センター（総合福祉セン
ター内）☎ 24-0530

　新生児１人につき２万円を上限に助成します。
※ただし、市税等に滞納がない世帯に限ります。
■必要書類等　購入した物品名、業者名と金額がわかる
レシートなど、印鑑、保護者名義の振込先口座のわかる
もの（市内の業者で、１歳の誕生日の前日までに購入し
たものに限る）
■申請期限　新生児が１歳の誕生日に達した日から半年
以内に申請
■申請先　市役所市民総合窓口子育て支援コーナー、各
総合事務所市民窓口部門、支所・出張所

　新生児１人につき各品目１台ずつの購入費の半額を助
成します（100 円未満切り捨て、上限額あり）。
※ただし、市税等に滞納がない世帯に限ります。
■上限額　チャイルドシート＝１万 5,000 円、ベビー
カー＝１万円、ベビーベッド＝ 8,000 円
■必要書類等　購入した物品名、業者名と金額がわかる
レシートなど、印鑑、保護者名義の振込先口座のわかる
もの（市内の業者で購入したものに限る）
■申請期限　購入後半年以内
■申請先　市役所市民総合窓口子育て支援コーナー、各
総合事務所市民窓口部門、支所・出張所

子育て支援サービス応援します！あなたの子育て
市では、子育てと仕事の両立を支援するため、各種子育てサービスを実施しています。

延長保育

24 時間保育
はぎファミリー・サポート・センター

新生児おむつ購入費助成

チャイルドシート・ベビーカー・
ベビーベッド購入費助成

一時預かり保育

休日保育

こどもデイサービスセンター

子育て支援課　☎ 25-3536
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○無料耐震診断員派遣
　建築士を派遣し、無料で耐震診断を行います。
■対象　昭和 56 年５月 31 日以前に着工された戸
建ての木造住宅（居住要件なし）
■募集戸数　10 戸（先着順）
■募集期間　４月１日㊊～ 12 月 13 日㊎
○耐震改修費補助
　耐震改修費の一部を補助します。
■対象　昭和 56 年５月 31 日以前に着工された戸
建ての木造住宅で、耐震診断の結果、倒壊の危険性
があるとされるもの（居住要件あり）
■補助率　費用の 80％以内（上限 100 万円）
■募集戸数　２戸（先着順）
■募集期間　４月１日㊊～ 10 月 31 日㊍

地震に強い家を応援します 土砂災害特別警戒区域内にある
住宅等の移転、改修の補助

　土砂災害特別警戒区域内で建築（新築・改築・増築）
を行う場合には、建築物の構造が土砂災害を防止・
軽減するための基準を満たす必要があるため、その
費用の一部を補助します。
○土砂災害対策改修事業
■補助率　土砂災害対策改修費用に 23％を乗じた
額（限度額 75 万 9,000 円 / 棟）
■募集戸数　１戸（先着順）
○がけ地近接等危険住宅移転事業
■補助金額　住宅の除却などに要する費用で撤去
費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等（限度額
97 万 5,000 円 / 戸）
■募集戸数　１戸（先着順）
■募集期間　４月１日㊊～
11 月 29 日㊎

○暮らしの安全助成事業
　昨年発生した大阪北部地震により、既存ブロック塀
の倒壊による被害が発生しました。このような被害を
未然に防ぐため、道路（通学路等）に面した倒壊の恐
れのあるブロック塀等の撤去を行う場合に、その費用
の一部を補助します。
■補助率　費用の 2/3 以内（上限 15 万円※）
　※１ｍにつき、9,000 円を上限
■募集件数　10 件程度（先着順）
■募集期間　４月１日㊊～ 12 月 13 日㊎

倒壊の危険性のあるブロック
塀等の撤去費用の補助

アスベスト含有調査に関する補助
○民間建築物アスベスト対策事業
　飛散性アスベストによる今後の健康被害を防ぎ、
安全、安心なまちづくりを目指すため、アスベスト
の含有調査を行う場合に、その費用の一部を補助し
ます。
■補助上限額　１棟あたり 25 万円
■募集件数　２件（先着順）
■募集期間　４月１日㊊～ 12 月 13 日㊎

　市内で自らが所有または取得し居住する方で、市
内施工業者を利用し、萩地域木材を利用した新築・
既存住宅のリフォームを行う場合に予算の範囲内
で、その経費の一部を助成します（先着順）。
　また、子育て世帯や新たに三世代同居・近居、居
住するため、空き家リフォーム行う場合は助成額等
の加算を行います。
■申請受付期間
　4 月 1 日㊊～ 9 月 30 日㊊

住まいの資金助成
　 助成額 加算

新築タイプ １棟あたり
30万円

子育て世帯、新たに三世代同居・
近居に該当する場合＋20万円

リフォーム
タイプ

工事に要した
経費（消費税
別）の10％、か
つ上限10万円

子育て世帯、新たに三世代同居・
近居に該当する場合+10％（上
限20万円）、空き家のリフォーム
+10％（上限20万円）、ただし、加
算後の上限は30％、30万円
仕上げ等に地域の木材を10㎡
以上使用する場合（上限５万円）

（※）

■補助金の額

※地域木材を使用する部分の費用に対し、10％の補助率とする。

住まいの資金を助成します ・ 建築課　☎25-3693
詳細は、お問い合わせください。
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萩の環境づくりは水洗化から

　供用開始（水洗化できる状態）になった区域内の
家庭では、供用開始の日から３年以内に汲み取り便
所を水洗化しなければなりません。
　また、浄化槽については、速やかに
下水道に切り替えなければなりません。

水洗化で街をきれいに 受益者負担金・分担金の納付

　市では、美しい自然と市民の快適な生活環境を守り、豊かな自然環境を次世代に伝える
ために、下水道事業を計画的に進めています。

　市では、汲み取り便所、単独浄化槽を水洗便所に改
修する際、改修する資金の融資をあっせんしています。
■融資あっせん条件
◦供用開始区域となった日から３年以内に行う改造
工事であること
◦市税、下水道事業受益者負担金（分担金）、下水
道使用料を滞納していないこと
◦市内に居住する連帯保証人１人を有すること
■対象工事　水洗便所改修工事（便器やその取り付
けのための最小限度内の内装・給水工事）、排水設
備に伴う配管工事（新築、増改築等は含まない）で
現状復旧までのもの
■融資あっせん額　５万円～ 200 万円
■融資条件　▷無利子（利子は萩市負担）、
▷償還回数は最長 60 回（５カ年）以内

市の融資 あっせん制度

　浄化槽を設置する専用住宅を新築する場合、また
は既存の専用住宅に浄化槽を設置する場合、設置者

（個人に限る、借家、集合住宅を除く）に設置費用の
一部を予算の範囲内で補助します。
■補助対象地域　次の区域を除く市内全域
①公共下水道の事業認可を受けた区域、②集落排水
処理施設による処理予定区域
■申請方法　浄化槽工事業者へ
申し出てください。

浄化槽設置補助制度

区　分 対　象 地　域 30年度の整備区域 31年度の整備区域

集
合
処
理
方
式

①公共下水道事業 市街地 萩 山田・椿東・椿地区
（管きょ布設工事）

山田・椿東・椿地区
（継続）

②特定環境保全
　公共下水道事業

都市計画区域外の
小規模な公共下水道 須佐 整備済み

③漁業集落排水事業 漁業集落 萩・田万川 ◦大井地区の一部
◦椿地区の一部
※萩地域以外は整備
　済み

◦大井地区の一部
（継続）
◦椿地区の一部（完了）④農業集落排水事業 農業集落 　萩・川上・田万川・

　むつみ・旭・福栄

⑤林業集落排水事業 林業集落 田万川

整備済み個
別
処
理
方
式

⑥特定地域
　生活排水事業

集合処理方式の下水
道事業の計画外 萩・旭

⑦個別排水事業 集合処理方式の下水
道事業の周辺地域 田万川・むつみ

⑧浄化槽設置整備事業 浄化槽を設置する個人に対して補助金を交付します。（維持管理費用は個人負担）

処理開始・水洗化のできる地域

萩
川内、山田の一部、椿の一部、椿東（新川、無
田ヶ原、後小畑の一部、越ヶ浜）、大井湊、大
井浦（浦、後地、貞平、馬場上の一部、馬場
下）、三見、三見明石、大島

川上 山田、三徳
田万川 江崎、江崎尾浦、下田万、下田万湊、下小川

鍋山
むつみ 吉部、吉部東、後井、高佐、片俣
須佐 須佐
旭 明木市、佐々並市
福栄 福川、紫福

整備状況と計画

　下水道が整備されると生活環境が良くなり、土地
の資産価値が増加します。公共下水道整備により利
益を受ける方々に、整備に要する建設費の一部を負
担いただき、市民全体の負担の公平を図りつつ、公
共下水道の整備を促進しています。　
　原則、下水道本管の工事を行った翌年度から５年
間でお支払いただきます。該当する受益者（土地所
有者）の方には説明会や戸別訪問等で事前にご説明
しますのでご理解とご協力をお願いします。

上下水道局総務課　☎ 25-2398

下水道建設課　☎ 25-4651
　各総合事務所産業振興部門

もっときれいな環境、もっと快適な暮らし
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○消防団等地域活動表彰（2 月 10 日付。消防団
活動へ深い理解、協力した功績に対して）　
　ジェムカ株式会社（福井上）
○功労章（3月6日付。防災思想の普及、災害防ぎょ
に関する普及等永年の功績に対して）
　山根勝

かつよし
美（萩市消防団総括団長）

○永年勤続功労章（3 月 6 日付）
　野

の は ら
原和

かずまさ
正（萩市消防長）、横山俊

と し き
樹（川上方面

団本部長）、土
つ ち だ

田龍
た つ お

夫（川上第２分団長）、山根
範
のりゆき

幸（田万川第４分団長）、横田行
ゆきまさ

正（田万川第
５分団長）、田村喜

よ し お
男（むつみ第４分団長）、村田

博
ひろのぶ

延（須佐第４分団長）、大津博
ひ ろ と

人（佐々並第１
分団長）、能

の う み
美寿

と し み
三（佐々並第２分団長）

全国大会出場
おめでとうございます

　市では、県より阿武川（松本川・橋本川）、明木川、
蔵目喜川、玉江川の 4 河川の想定し得る最大規模の降
雨を前提に、浸水するおそれのある区域（浸水想定区域）
が新たに指定・公表されたことから、洪水ハザードマッ
プの更新を行いました。

河川洪水ハザードマップを
配布します

受章おめでとうございます

（３月20日 ・21日　東京都）
全国高等学校柔道選手権大会

（萩高校３年） （萩高校２年）
藤井 聖

ひ ろ と
翔

［男子個人60㎏級］
薬
やくまる

丸 武
たけのり

則
［男子個人60㎏級］

（３月23日 ～25日　香川県）
全国高等学校少林寺拳法選抜大会

（萩商工高校３年）

（萩商工高校２年） （萩商工高校２年）

末武 広
こうだい

大

亀
か め や

屋 萌
も え か

佳 蒔
ま き た

田 愛
ま な み

美

（萩商工高校３年）

（萩商工高校２年）

矢
や つ ぎ

次 飛
つ ば さ

翔

亀屋 結
ゆ う か

佳

［男子自由組演武の部］

［女子自由組演武の部］ ［女子自由単独演武の部］

［男子自由組演武の部］

［女子自由組演武の部］

総務省消防庁長官表彰

■配布対象区域　萩地域
（川内、椿、越ヶ浜地区以外
の椿東、木間地区以外の山
田）、川上地域、旭地域（明
木）、むつみ地域
※市役所本庁市政情報コー
ナー、配布対象区域の総合
事務所、支所に設置してい
ます。

防災危機管理課
　☎ 25-3808

　３月 11 日～ 14 日、むつみ演習場で電波実測調査の
現地説明会が開催されました。陸自対空レーダーを用い
て行われ、実測した値とシミュレーションの値とを比較
して、シミュレーションの妥当性を実証するものです。
　測定は演習場の敷地内３か所のほか、地域住民から要
望のあった５か所で行われました。

イージス・アショアへの対応

総務課　☎ 25-3439

◎現地説明会（電波実測調査）を開催
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田
万
川

火
（月2回）

ぬくもり
10:30～10:45

小川交流センター
11:10～11:25

小川分園
12:40～12:55

小川小学校
13:00～13:40

阿北苑
13:50～14:05

八幡集会所
14:20～14:35

田万川保育園
14:50～15:05

弥
富

木
（月2回）

多磨小学校
10:10～10:30

田万川コミュニ
ティセンター

10:45～10:55
育英小学校

12:55～13:30
森林組合
須佐支所

14:10～14:30
弥富公民館

14:40～14:55
鈴野川

健康増進施設
15:20～15:35

るーらる
SHOP315

16:15～16:30
須
佐

金
（月2回）

すさ苑
10:30～10:45

寿
10:50～11:10

須佐保育園
12:45～13:05

須佐中学校
13:10～13:40

しんわ苑
14:00～14:15

みやこ編物
14:30～14:40

県漁協須佐支店
14:55～15:05

育英元気っ子
15:20～15:40

　移動図書館は、図書館から遠い地域の方にも気軽に利用していただくために、市内全域 12 コースを巡回しています。

館移 動 図 書４月〜９月前 期 萩図書館　☎25-6355
 須佐図書館  ☎08387-6-5500巡回予定表

コース 曜日 ステーション・時間

1 木
（第1・3）

山田保育園
9:30～10:00

萩幼稚園
10:50～11:30

三見小・中学校
12:45～13:15

三見市仁王会館
13:25～13:45

さんみ苑
13:55～14:20

三見保育園
14:25～14:40

2 金
（第1・3）

萩光塩学院
幼稚園

9:30～9:50
華房堀内

10:00～10:30
県漁協玉江浦支店

裏駐車場
10:45～10:55

春日保育園
11:05～11:30

椿西小学校
13:00～13:35

3 木
（第2・4）

大井分園
10:00～10:15

オアシスはぎ園
10:20～10:45

県漁協
大井湊支店

10:55～11:20

県漁協
大井浦支店

11:30～11:50
大井小・中学校
13:00～13:25

越ケ浜小学校
13:40～14:00

4 金
（第2・4）

住の江保育園
9:30～9:55

萩総合支援学校
10:10～10:40

日の丸保育園
11:00～11:40

椿東小学校
13:00～13:40

椿の郷
14:30～15:00

越ケ浜保育園
15:20～15:35

越ケ浜せり場
15:40～16:00

越ケ浜中学校
16:10～16:25

5 火
（第1・3）

佐々並小学校
10:20～10:35

佐々並分園
10:45～11:15

むつみ中学校
13:00～13:35

6 水
（第1・3）

あさひ保育園
9:30～10:00

白水小学校
10:20～10:40

川上保育園
12:55～13:25

川上中学校
13:30～13:55

かわかみ苑
14:05～14:35

川上小学校
14:45～15:25

川上公民館
15:35～15:50

7 火
（第2・4）

椿東保育園
9:30～10:15

むつみ保育園
11:00～11:20

ちはるえん
13:40～14:10

椿保育園
14:30～15:00

つばき
15:10～15:50

8 水
（第2・4）

むつみ小学校
10:00～10:25

紫福園
10:45～11:10

華房福栄
11:30～11:55

福栄小・中学校
13:10～13:30

紫福支所
13:45～14:00

紫福保育園
14:10～14:25

福川保育園
14:40～15:10

9 月
（第3）※

大島渡船場
11:30～11:50

大島小・中学校
12:00～12:15

大島保育園
12:15～12:40

ま
な
ぼ
う
号（
須
佐・田
万
川
地
域
）

わ
く
わ
く
号
（
萩
・
川
上
・
む
つ
み
・
旭
・
福
栄
地
域
） ※７・９月は第２

「萩市地域おこし協力隊」新たに３人着任！
　萩市では、都市住民など地域外の人材を「地域おこし協力隊」（非常勤特別職）として委嘱し、萩の地域資
源を生かした活動や農山村地域での地域づくり活動に従事しています。
　３月１日に委嘱状交付式が市役所で行われ、新隊員３人に委嘱状が手渡されました。
　それぞれ配属された地域で、新たな視点での地域振興や魅力づくりに向けて、活動を行っていきます。

■前住所地
　愛知県大治町

園
そ の だ

田 滉
こ う き

樹

第 ４ 期 生

■活動内容　林業振興・森林資源の
利活用に関する活動
■今後の抱負　
　一日も早く地域の皆様のお役に立
てるように、まずは地域に慣れるこ
とから努力していこうと思いますの
でよろしくお願いします。　

■活動内容　観光振興に関する活動
■今後の抱負　
　地域へ積極的に入り、多くの方と
触れ合うことで萩の歴史や文化を学
び、これからの活動に繋げていきま
す。　

■前住所地
　宇部市

古
ふるとみ

冨 竜
た つ や

也
■配属先
　川上地域
  （川上総合事務所）

■配属先
　萩地域
  （観光課）

地域づくり推進課　☎25-3360

■前住所地
　福岡県北九州市

花田 康
やすあき

章

■活動内容　見島ウシ保存に関する活動
■今後の抱負
　耕作放棄地を活用して、島内で飼料自
給率 100％を目指し、飼料価格に影響
されない安定した見島ウシの飼育に取り
組みます。

■配属先
　見島地区
  （見島支所）
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ゴールデンウィーク中の市役所業務・ごみ収集
〇本庁、総合事務所、支所・出張所は、４月 27 日㊏～５月６日㊊㊡は休
　業します。
　※ 5 月 1 日の改元によるコンピューター改修のため、証明書の発行や
　　住民異動等は受付できません。
〇各種証明書コンビニ交付は、通常通り稼働します。
　※４月 30 日㊋㊡～５月２日㊍㊡は、メンテナンスのため休止。
〇火葬許可証の発行、死亡・出生届・その他の緊急用務は、本庁東口、各
　総合事務所、支所・出張所の宿直室（佐々並地区は佐々並分遣所）で受
　付けます。

施　設　名 休　館　日

萩市民病院　　
４月27日㊏～５月６日㊊㊡、外
来診療は休診
※ただし、救急・急患を除く

萩市民館

休みなし 
萩・明倫学舎
萩博物館
萩図書館

須佐図書館
４月29日㊊㊗～５月６日㊊㊡
※貸出カード㊒の方は、無人開
放部分のみ利用可

明木図書館 ４月29日㊊㊗～５月６日㊊㊡
児童館、わくわく
子ども図書館 ４月30日㊋㊡

萩セミナーハウス
休みなし　
※臨時休館があるため、直接お
問い合わせください。
☎21-7501

サンライフ萩 休みなし

萩市民体育館 ４月28日㊐～５月６日㊊㊡、萩
焼まつりのため全館利用不可

萩市テニスコート
休みなし　
※４月30日㊋㊡、受付（児童館）
は休館

◆診療所業務

◆各施設の休館日

　萩阿武川温泉ふれあい会館、田万川温泉憩いの湯、萩アクティビティパー
　ク ナチュラサーキット、萩やすらぎ苑斎場、田万川火葬場、須佐火葬場、
　見島火葬場は、いずれも休みなし。

◆窓口業務

◆ごみ収集業務
　通常通り収集を行います（ごみ収集カレンダーをご確認ください）。
◆直接持ち込みの場合

施　設　名 診　療　日

休日急患診療
センター　　　

4月28日㊐～29日㊊㊗、５月３日㊎㊗～６日㊊㊡
医科  9：00～12：00、13：00～16：00、17:00～翌日8:00
歯科  9:00～12:00、13:00～15:00

見島・むつみ診療所 ５月１日㊌㊗　8:30～12:00、13:00～17:15
川上診療所 ４月27日㊏　8:30～12:00
◆その他の公共施設

５月１日㊌の新天皇の即位・改元による祝日化に伴い、市役所の業務は、４月 27 日㊏から５月６日㊊㊡まで休みです。

施　設　名 電話番号 ごみの種類 休館日
萩・長門清掃工場 26-8716 燃やせるごみ ４月 28 日㊐、５月５日㊐㊗
大井不燃物埋立処分場 28-1308 燃やせないごみ ４月27日㊏・28日㊐、５月４日㊏㊗・５日㊐㊗
萩第ニリサイクルセンター

（休日ごみ集積所） 24-5300 プラスチック製容器包装、資源ごみ 休みなし

田万川リサイクルセンター 08387-
2-0340

燃やせないごみ、プラスチック製容
器包装、資源ごみ ４月27日㊏～５月６日㊊㊡

山口ゆめ花博「維新体験館」
のＶＲが萩・明倫学舎に登場！
　 山口ゆめ花博で好評だった「維新体験館」のＶＲ（バーチャル
リアリティ）設備を、萩・明倫学舎２号館（有料）に「幕末維新ＶＲ
コーナー」として新たに設置しました。
　 山口ゆめ花博での公開映像に、松下村塾での講義のシーンを
追加し、より充実した内容になっていますので、ぜひご来場くだ
さい。

萩・明倫学舎２号館東側　世界遺産ビジターセンター１階
最新のＶＲ映像により、幕末

の長州へタイムスリップし、幕
末維新の名シーン(松下村塾、功
山寺挙兵、長州ファイブ)を体感
することができます。

100円（別途、2号館入館料
300円が必要）
※来館し希望時間を予約してく
ださい。

萩・明倫学舎　☎21-0304

専用フォームから申し込み
（右記のＱＲコードを読み込
んでください。）

企業誘致推進課
☎ 25-3811

R
リ シ ン ク

ethink C
ク リ エ イ タ ー

reator P
プ ロ ジ ェ ク ト

roject
　「デザインと情報編集の考え方」を地域ならではの題材で
ワークショップを取り入れながら楽しく学ぶことができま
す。身近な魅力を発見しそれを簡単にデザインで表すまで

視点を変えて考え、デザインで発信するためのセミナー

参加者募集

が一度に学べるセミナーです。
　デザインの経験がない方も気軽に参加し
ていただけます。

４月13日㊏　14:00 ～ 16:00
萩・明倫学舎 復元教室
40 人
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申請書における性別欄の
見直しを行いました
　市では、ＬＧＢＴなど性的少数者
の方への配慮として、申請書の性
別欄の見直しを行いました。確認
の結果、123 のうち、34 の申請書
で性別欄の廃止が可能でした。対
応可能な申請書については、適宜
廃止を進めていきます。
　なお、法令上必要なものや国の
統一様式等については、これまで
どおり性別欄への記載が必要です。

男女共同参画推進室
☎25-3227

児童扶養手当・特別児童扶養
手当等の手当額が変わります
　毎年の消費者物価指数の変動に応じ
て手当額を改定します。平成31 年度の
各手当額は、1.0％引き上げとなり、表
のとおりに変更となります。

改元後の証明書等の取扱いに
ついて
　５月１日から新たな元号となりま
す。市から交付された証明書等のう
ち、現在お手持ちの国民健康保険証な
どで、有効期限に「平成」と記載され
ているものについても、引き続き、有
効な証明としてご使用いただけます。

（例）有効期限に「平成 31 年６月１
日まで」の記載があるもの
⇒新元号の元年６月１日まで有効。
※改元に伴う差替えの手続等は不要。

総務課行政係　☎ 25-3439

４月１日から、生活困窮者自
立支援相談窓口が変わります

［変更前］萩市福祉事務所内
⇒［変更後］萩市社会福祉協議会内
専門相談員が問題解決に向けて支援を
行いますので、ご相談ください。

市内にお住まいで、経済的な理由な
どで生活にお困りの方（※生活保護を
受けている方を除く。）

萩市社会福祉協議会　☎ 25-3620

情報案内板 ※ の記載がないものは参加無料
講師
場所

演題
内容日時

対象
参加料
持参品 問い合わせ

申し込み定員
締切

お知らせ 児童扶養手当：子育て支援課
　☎ 25-3259
　その他手当：福祉支援課  
　☎ 25-3523

相続登記はお済みですか？
　不動産（土地・建物）の登記名義人
がお亡くなりになったときは、不動
産の所在地を管轄する法務局に相
続登記（名義変更）の申請が必要で
す。詳しくは、法務局HP（http://www.
houmukyoku.moj.go.jp）をご覧＜ださ
い。

山口地方法務局萩支局
☎ 22-0478

萩・明倫学舎の休館日
　平成 31 年度より機材等メンテナン
スのため休館日を設けます。休館日は、
隣接する旧萩藩校明倫館の有備館も休
館となり、内部の見学はできません。
■休館日　毎年２月の第１火曜日およ
びその翌日

萩・明倫学舎　☎ 21-0304

ふるさと寄付
　２月１日～ 28 日で、102 件 197
万 3,200 円の寄付がありました。あ
りがとうございました。（平成 30 年
度累計3,265件、8,524万6,833円）

寄付
○あいおいニッセイ同和損害保険

（株）から 10 万円
○匿名の方から市民病院へ５万円
○下関市立しものせき水族館「海響
館」から日本海沿岸魚類標本 238点
○児玉正

まさゆき
之さん（熊本県）から、児

玉一家過去帳ほか４件
○体感型動物園 i

イ ズ ー
Zoo から動物標本

資料 11点

長州路おもてなし清掃物語
４月 13 日㊏ 9:00 ～ 10:20

■ 8:15 に市役所前集合（バスで送迎）
美祢市（小郡萩道路周辺）

○不用品活用銀行
■おゆずりします　萩光塩学院高校
女子制服、電子レンジ、学習机、ベンチ
プレス、萩市小学校男子制服（帽子付）
■おゆずりください　原付スクーター
※登録は３カ月間。登録者と直接
交渉。交渉成立や登録取消の場合
は、ご連絡ください。
◎リサイクル講座
○一貫張り講座

５月 12 日㊐　10:00 ～ 15:00
ザルや籠に和紙を張り、柿渋を塗る。

20 人程度
100 円（材料費別）
４月５日㊎　9:00 ～ 16:30

○リサイクル洋裁講座
５月21日㊋・28日㊋ 10:00～15:00
古布を使って春の帽子を作る
20 人程度（両日参加可能な方）
500 円（２回分、材料費別）
４月４日㊍　9:00 ～ 16:30

※両講座とも応募多数の場合抽選。

エコプラザ・萩情報
☎２４- ５３００

◎休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日

手当（月額） ４月から

児童扶養
手当

全部支給 42,910 円

一部支給
10,120 円
42,900 円

特別児童
扶養手当

１級 52,200 円
２級 34,770 円

特別障がい者手当 27,200 円
障がい児福祉手当 14,790 円

～

◎犬猫譲渡会
４月 28 日㊐　11:00 ～ 14:00

※毎月　第４日曜日開催
エコプラザ・萩
わんにゃんＨＡＧＩ

メールwannyan201611@gmail.com

募　集
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「みどりの妖精たちⅣ」
４月 21 日㊐　9:30 ～ 14:30
萩セミナーハウス（堀内）ほか
ネイチャーゲーム、夏みかんの収穫、

お菓子づくり体験
20 人（先着順）
1,500 円（材料費・昼食代など）

４月18日までに萩セミナーハウスへ
☎ 21-7501、FAX21-7666

奇兵隊パレード参加者
５月５日㊐㊗　10:30 ～ 12:00
萩城城下町

※集合場所等は参加者に別途連絡。
奇兵隊士になって城下町を行進
20 人程度（先着順）
黒色の靴、ベルト
４月 19 日までに観光課へ

☎ 25-3139

萩の和船大競漕参加チーム
６月２日㊐　9:00 ～
玉江浦（橋本川下流域）
中学生以上の男女（※中学生以下は

保護者の同意が必要。）
中学生の部 16 チーム、一般の部

16 チーム（先着順）
※１チーム６人（漕ぎ手５人、舵取り１人）。

中学生は無料、一般は１人 200 円
４月 19 日までに、水産課備え付け

の申請書および同意書（中学生以下）
を郵送、FAX または持参

水産課 ☎25-4195、FAX25-3770

田床山散策と山の幸を味わう会
４月 20 日㊏　9:30 ～ 13:30
田床山中央広場

（雨天の場合は田床山センターハウス）
田床山の散策と山野草の天ぷら作り
30 人
300 円
４月 12 日までに、農林振興課へ

☎ 25-4194

林業の即戦力短期育成塾
５月～ 10 月（うち 60 日間）
山口県林業指導センター（山口市）ほか
木材生産に必要な資格の取得など、

林業就業のための５カ月間の研修。研
修期間中は給付金を支給。

18 歳から 45 歳未満で、山林での
作業が可能な方

10 人
４月12 日までに、申請書類に必要事

項を記入し、山口県森林企画課へ提出
山口県森林企画課

事業体支援班
☎ 083-933-3460

大型連休前に美祢市の皆さんと小郡
萩道路周辺の清掃活動を実施

20 人
４月８日までに、環境衛生課へ

☎ 25-3520

「春の花いっぱい運動」
　一年を通じて花にあふれた萩のまち
づくりと、花による市民の緑化意識の
高揚を目指して実施します。
■応募種類　①個人の部、②地域、職
域団体の部、③学校の部
■条件　誰もが自由に観賞できる場所
に花を植栽している花壇等（※学校の
部を除く。）
■審査日　４月 19 日㊎
※島しょ部および萩地域以外の学校
は、４月 16 日～ 18 日に事前審査。
■審査基準　管理状態、花壇（ポット）
の美しさ、育成状況、花壇づくりの創意
工夫など

４月 11 日までに、観光課および各
総合事務所地域振興部門備え付けの
応募用紙、またはハガキに住所、氏
名、電話番号、応募種類を記入し、
〒 758-8555 萩市観光課へ郵送また
は持参（FAX 不可）
※自薦他薦は不問（他薦の場合は、所
有者の承諾を得てください）。

観光課　☎ 25-3160

萩セミナーハウス自然体験

収集日 収集地区
４月15日㊊

～19日㊎
新川西・南区、前小畑２
区、後小畑

４月22日㊊
～26日㊎

平安古、城東中・北区、恵
美須町、樽屋町、今魚店
町、米屋町

５月13日㊊
　～17日㊎

土原１区、江向全区、堀
内、城東南、東田町東区、
今古萩町、倉江、無田ヶ原
口の１・２、越ヶ浜全区

５月20日㊊
～24日㊎

御許町、中津江全区、上野
の２、目代、無田ヶ原、県
住無田ヶ原団地、県住東
萩団地、中小畑、河添

５月27日㊊
～31日㊎

沖原、大屋、濁淵、雑式町、
金谷、三見浦全区、三見
蔵本

【お願い】
○側溝清掃は、汚泥収集計画表の収集
日直前の土曜日または日曜日に、町内
会単位で行ってください。
○清掃実施日は、事前に町内会に確認
してください。
○高齢や病弱な方等、清掃が困難な方
には、町内会でご配慮をお願いします。
○汚泥以外のごみは収集できません。
○汚泥が堆積している場所がないか確
認をお願いします。
○汚泥は交通の支障にならない場所に
まとめ、集積場所を環境衛生課にご連
絡ください。

○収集車が入れない所や、見えにくい
所では収集が困難ですので、必ず広い
道路・通路まで出してください。
○環境衛生課窓口にて、土のう袋を配
布しますので、土のう袋での収集にご
協力ください。
○溝蓋を上げるためのバール、蓋上げ
器等の貸し出しを行っています。利用
を希望される場合は、事前に環境衛生
課へご連絡ください。（※蓋上げ器等
は、数に限りがあります。）

側溝清掃【萩地域】にご協力を！
■汚泥収集計画表　市では側溝汚泥を右表のとおり収集します。

環境衛生課　☎ 25-3661
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介護福祉士実務者研修
６月１日㊏～ 11 月 30 日㊏
福祉複合施設つばき
面接授業、添削指導（通信講座）

※面接授業は７月～８月（うち９日間）
介護福祉士の資格取得に向けて意欲

がある方
30 人
４月 30 日までに、萩市社会福祉事

業団かがやき備え付けの申込書を提出
萩市社会福祉事業団かがやき

☎ 24-4111

山口県
食の安心モニター
■任期　委嘱日～平成32年３月31日

日常の購買活動を通じた食品表示や
衛生管理等のモニタリング、研修会等へ
の参加、地域住民からの相談等の県窓口
への取り次ぎ、活動状況の定期報告等

県内在住 18 歳以上
１人

４月 10 日までに、所定の応募申込
書に記入のうえ、市民活動推進課へ

市民活動推進課　☎ 25-3373

萩市男女共同参画推進
審議会委員
■任期　９月１日～平成33年８月31日

男女共同参画に関する施策等につい
て審議、建議する。

市内在住 18 歳以上
若干名（選考により決定）
４月 26 日までに、応募用紙に必要

事項を記入し、男女共同参画推進室ま
たは各総合事務所地域振興部門へ

男女共同参画推進室　☎ 25-3227

外国人のための日本語講座
（春期・初級クラス）

４月 10 日～７月３日の毎週水曜日
19:00 ～ 21:00

市民館
外国の方が円滑に生活できるよう、

基礎的な日本語と日本文化を学ぶ。
市民ボランティア
1,000 円（テキスト代別途）

■外国人に日本語を教える講師・アシ
スタントの方を募集中。（※資格・経
験は不問）

日本語クラブ萩（中嶋）
☎090-7778-5759（※当日申込可。）

音訳ボランティア体験講座
４月 20 日㊏ 10:00 ～ 12:00
萩図書館
視覚障がい者のために、本や広報誌

などを声に出して読む技術（音訳）の
習得・体験。

小学生～一般の方
筆記用具
４月13 日までに、音訳サークル

ゆう（津室）☎ 090-8360-5134、ま
たは福祉支援課障がい福祉係へ    ☎
25-3523

初心者向け萩人形教室
４月15 日㊊～毎月第３月曜日

募　集

公民館では下記講座を開催し、皆さんの生涯学習を支援しています。
４月１日～ 19 日の間に、電話申込または公民館に直接申込。

※応募多数の場合は、抽選により決定。定員は変更の可能性あり。
※受講料のほかに、別途材料代等が必要な講座もあります。

中央公民館講座 受講生募集
文化・生涯学習課　☎25-3590

講演・講座

講座名 講　師 期間・曜日 時　間 受講料 回数 定員
パンとお菓子づくり教室(昼) 内山健太 ～翌年１月・㊊ 13:30～15:30

5,000円 10回 20人　　　　　　〃　　　　(夜) 18:30～20:30
郷土料理教室 三浦康代 ～翌年１月・㊍

9:30～12:00
25人

欧風家庭料理教室 小野正
ま さ し

嗣 ～９月・㊌
3,000円

６回
20人

薬膳料理教室 水津真澄 ～翌年1月・㊎
時短料理教室(夜) 槌屋幸

ゆ き こ

子 ～８月・㊌ 18:30～20:30 500円/回
英会話教室（※期間・曜日・時間は予定） A

ア ナ
nna K

ケ イ ト
ate ～翌年２月・㊋ 19:00～20:30 9,000円 18回

歴史講座 － ～翌年３月・㊎
10:00～11:30

3,000円 ８回 50人程度
ピラティス入門講座 平井 健

たけし
～７月・㊌ 2,500円 ５回 20人

講座名 講　師 期間・曜日 時　間 受講料 回数 定員
ゆうゆうセミナー － ６月～12月・ ㊌㊎  9:30～11:00 500円 ５回程度

－書道講座 河村竹
ちくてい

貞 ６月～11月・第１㊊   9:30～11:30 1,000円 ５回
書道講座補習（墨友会） 11月～翌年５月 3,500円 7回
老化防止教室 健康運動士 ５月～翌年３月・第４㊊ 10:15～11:45 5,000円 10回 35人
園芸講座 石田正明 ８月～12月・第１㊋   9:30～11:30 1,000円 ５回

－俳句倶楽部 － 通年・第３㊌
13:30～15:30

6,000円 ―
歌謡倶楽部 金子敏子 通年・㊏（月２回） 3,500円 ―
絵手紙倶楽部（はがき絵） 中田光代 通年・第３㊋ 6,000円 12回 25人
絵手紙倶楽部（布絵） 通年・第３㊊ 10:00～12:00 15人

○公民館教室（５月開講）

○萩高齢者教室（対象：60 歳以上）
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　13:30 ～16:00
渡辺蒿蔵旧宅（江向）
15 人（先着順）
針金を中心に、綿や布を使って愛ら

しい萩人形を制作
岡野芳

よ し こ
子（日本手工芸指導協会師範）

初回のみ1,000 円、２回目～300
円
■４月１日～12 日までに、まちじゅ
う博物館推進課へ　☎25-3290

江
え ふ ね だ け

舟岳のホンシャクナゲ群生
地の観察会

５月11日㊏、12日㊐   8:00～15:00
■ 8:00 に中央公園駐車場集合、また
は、8:20 に川上公民館前集合。

江舟岳山頂付近
永井要

よ う め い
明（自然観察指導員）

駐車場～山頂までの高低差（330ｍ）
があるため、ある程度体力がある方

弁当、水筒、カメラ、雨具、杖など
５月８日までに、北浦自然観察会

（永井）☎ 090-8240-9785 へ

平成 31 年度　自衛官
○幹部候補生（一般、歯科・薬剤科）
■募集期間　５月１日㊌㊗まで（必着）
■１次試験日　５月11 日㊏・12 日
㊐（※12 日は飛行要員のみ。）
○一般曹候補生（第１回目）
■募集期間　５月 15 日㊌まで（必着）
■試験期日　５月 25 日㊏
※年間を通じて自衛官候補生の受付を
行っています。

自衛隊萩地域事務所　☎ 22-2409

人権・行政・公証相談
４月９日㊋　10:00 ～ 12:00
市役所本庁

■相談員　人権擁護委員、行政相談委

員、公証人
人権相談、行政相談、公証相談

※事前予約制（前日まで）。
市民活動推進課　☎ 25-3373

消費生活無料法律相談
４月 12 日㊎　10:00 ～ 12:00
総合福祉センター

■弁護士　小林　亨
とおる

市内在住の方（先着４人、１人30分）
※事前予約制（当日受付可）。

萩市消費生活センター ☎25-0999

無料法律相談
４月 24 日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁

■弁護士　馬
うまやはら

屋原　達矢
市内在住の方（先着12人、1人20分）

※事前予約制（4/1 から受付開始）。
市民活動推進課　☎ 25-3373

結婚相談所
　独身男女の相談を受け、登録された
方同士を紹介します。

４月２日㊋、６日㊏、12 日㊎、
16 日㊋、20 日㊏、21 日㊐、26 日㊎
9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00

市役所第２庁舎２階
市内在住で 20 歳以上の独身者

※事前に電話で相談日を予約。
結婚相談所　☎ 25-3421

就職および起業の支援について
　市では未内定の新卒者・既卒者の皆

　市では、世帯人数に応じて指定ごみ
袋の無料配布を行っています。
　世帯人数の確定は、４月５日時点の
住民基本台帳に基づいて行うため、各
町内会等へのごみ袋の配送は、４月中
旬～５月下旬になります。
※今年度無料配布した指定ごみ袋を、
ほかのごみ袋や収集券へ交換する場合
は、環境衛生課、各総合事務所市民窓
口部門、支所・出張所までご持参くだ
さい。

環境衛生課　☎ 25-3146
　各総合事務所市民窓口部門

指定ごみ袋の無料配布

相　談

さんの就職や市内での起業について支
援を行っています。就職活動の進め方
や起業に対する支援など、お気軽にお
問い合わせください。

商工振興課　☎ 25-3108
   ハローワーク萩　☎ 22-0714

４月は「ＡＶ出演強要・『ＪＫビ
ジネス』等被害防止月間」
　モデルやアイドルなどの勧誘、高収
入アルバイトの応募をきっかけに、若
い女性が性的な被害を受ける問題が発
生しています。被害にあった時は、警
察や相談機関に相談してください。
■萩市女性相談窓口…配偶者や交際相
手からの暴力、男女共同参画に関する
相談等も受付。秘密厳守。
専用ダイヤル　☎ 25-3366

市民活動推進課
☎ 25-3227

身体障がい者巡回相談
（整形外科）

５月 16 日㊍ 13:30 ～ 14:30
萩市地域医療連携支援センター

　（平安古町）
補装具交付の要否判定、処方および

適合判定
身体障害者手帳所持者等

■相談員　山口県身体障害者更生相談
所の指定医

４月 26 日までに、
福祉支援課障がい福祉係へ
☎ 25-3523

■無料配布枚数

世帯人数 燃やせる
ごみ（大）

プラスチック
製容器包装

１～２人 20枚 10枚
３～４人 40枚 10枚
５人以上 40枚 20枚

交換可能なごみ袋等
燃やせるごみ（大）
燃やせるごみ（小）
プラスチック製容器包装
燃やせないごみ
収集券
※交換は、無料配布した枚数が上限。

試　験
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躍動会（藤﨑）☎ 26-0605

サンライフ萩の水彩画教室展・春
４月 26 日㊎～５月１日㊌㊗

　10:00 ～ 17:00
サンライフ萩ロビー
水彩画教室受講生による作品展
サンライフ萩　☎ 26-1333

第 65 回山口県母親大会
５月 12 日㊐ 10:00 ～ 16:00
市民館、萩総合福祉センター
「生命を生み出す母親は、生命を育

て生命を守ることをのぞみます。」をス
ローガンに開催

記念講演　熊
くままる

丸みつ子(幼児教育専門家)
無料（別途、資料代 500 円）

※託児あり(おやつ代200円が必要)。

スポーツ振興課　☎ 25-7311

スポーツ少年団 団員募集
　スポーツによる青少年の健全育成を
目的に活動しています。

４月１日現在 満３歳以上（※各団
により異なる。）
■種目　軟式野球、サッカー、バレー
ボール、バスケットボール、陸上競技、
卓球、ソフトテニス、ラグビー、柔道、
剣道、空手、少林寺拳法、合気道

スポーツ振興課　☎ 25-7311

第 42 回山口伝統工芸展および
巡回展
○伝統工芸展

４月６日㊏～ 14 日㊐
※㊏㊐の14:00～会員による作品解説。

山口県立萩美術館・浦上記念館
一般・学生 300 円、18 歳以下・

70 歳以上は無料
○巡回展

５月９日㊍～14日㊋　 下関大丸
日本工芸会山口支部事務局

☎ 083-933-4650

躍
やくどう

動会（絵画展）
４月 24 日㊌～ 28 日㊐

10:00～17:00（最終日は16:00まで）
市民館小ホール
約 45 点の作品を展示

高齢者・障がい者のための弁
護士電話法律相談

４月９日㊋・23 日㊋、５月 14 日
㊋・28 日㊋、6 月 11 日㊋・25 日
㊋ 10:00 ～ 12:00

消費者被害、遺言・相続、成年後見、
財産管理、介護、虐待などの相談
※高齢者・障がい者ご本人、ご家族、
支援者からのご相談にも応じます。
■相談受付　☎ 083-920-8730

山口県弁護士会　
☎ 083-922-0087

４月の萩健康福祉センター行事
○10日㊌13:30～ 骨髄ドナー登録会
○16日㊋13:00～ 心の健康相談
○17日㊌13:00～ HTLV-1抗体検
査、Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検査、風し
ん抗体検査、14:00～エイズ即日検査
○24日㊌13:00～ お酒に関する困り
ごと相談
※いずれも予約制。

県萩健康福祉センター  ☎25-2667

萩市長杯争奪市内高等学校
硬式野球大会

４月７日㊐ 8:30 ～（開会式）
萩スタジアム
萩高校　対　萩商工高校

イベント

ツインシネマ
○僕の彼女は魔法使い　　　～ 4/4
○日々是好日　　　　　　　～ 4/5
○妖怪ウォッチ　　　　　　～ 4/11
○ボヘミアン・ラプソディ    ～ 5/10
○アリータ  バトルエンジェル（２D字幕）
　　　　　　　　　　　　　～ 5/10
○マスカレードホテル　　　4/12 ～
○マイブックショップ（字幕）4/26 ～
○ドラえもん　　　　　　　4/27 ～

萩ツインシネマ　☎ 26-6705
　【24 時間上映案内】☎ 26-6706

３月９日から、上映を再開しました！

就学援助制度をご利用ください
◆新入学児童生徒学用品費
■申請方法　４月 26 日までに学校また
は教育委員会へ申請
■支給方法　原則、保護者の口座に振込
※入学時までに市外へ転出された方、市
内の小・中学校に入学されない場合は返
還となります。
◆学用品費、修学旅行費、学校給食費、
校外活動費等
■申請方法　４月 26 日までに学校また
は教育委員会へ申請
※年度途中に受給の必要が生じた場合
は、随時受付。
■支給方法　原則、保護者の口座に振込

（※ただし、学校給食費は除く。）

　市では、小・中学生のお子さんが安心して勉学できるように、ご家庭の
経済的事情に応じて、就学援助費を支給しています。

【共通事項】
市の区域内の小・中学校に就学する

児童生徒 ( 新入学児童生徒学用品費は
就学予定の方 ) の保護者で、次のいず
れかに該当する方
○障がい者・老齢者・寡夫または寡婦
世帯のうち、市民税非課税世帯の方
○児童扶養手当を受給されている方
※支給制限を受けている場合は、否認
定の可能性あり。
○経済的理由により、学用品費や学校
給食費等の支払いにお困りの方

学校教育課　☎ 25-3141
　各教育委員会地域事務所または、
　各小・中学校

スポーツ

相　談

区分 小学校 中学校
学用品費 11,420 円 22,320 円

通学用品費
（第１学年を除く） 2,230 円 2,230 円

新入学児童
生徒学用品費等 40,600 円 47,400 円

校外活動費 交通費および見学料の実費
修学旅行費 実費

体育
実技

用具費

柔道 － 7,510円
（限度額）

剣道 － 51,940円
（限度額）

スキー 26,020円
（限度額）

37,340円
（限度額）

通学費 公共交通機関利用料の実費

医療費 学校から治療の指示が
あったものの治療費実費

学校給食費 実費

◆就学援助費支給額

萩地区母親大会実行委員会 ☎22-8690
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１. Ａのにらは小口切りにする。ボウルに鶏ひき肉とＡ
    を入れて、もやしを折りながら手でよく練り混ぜる。
　 ひとり２～３つになるように小判型にまとめる。
２. フライパンに油を熱し、１．を並べてふたをし、表面を焼
　 く。上下を返したら、石突を除いたしめじを隙間に加え、
　 再びふたをして中まで火が通るように蒸し焼きにする。
３. Ｂと水大さじ 1/2 を合わせてフライパン
　 に加え、煮絡める。

香味野菜をミンチに混ぜてついつい振っちゃう塩をカット！
安価なもやしでがっつりかさ増しにも成功！

もやしつくね

1人当たりエネルギー288kcal　　食塩相当量1.3g
※通常のつくねの食塩相当量は約1.6gです。

その拾四

クックパッドにレシピ掲載中   https://
cookpad.com/ kitchen/16520661

◎１日の食塩摂取目標量は、男性８g 未満、女性７g 未満 です
塩の摂取源、地域で違いがある！？（その２）

６月の集団健診時に実施した“塩分チェックシート”を使った塩分摂取調査の結果です。

【材料】４人分
鶏ひき肉･･････････ 400g
Ａ 細もやし ････････ 200g
Ａ にら ･････････････ 20g
Ａ 卵 ･････････････ 小１コ
Ａ 片栗粉 ･･･････ 大さじ 3
Ａ おろししょうが ･･･ 20g
Ａ こしょう ･････････ 適宜
サラダ油 ････････ 小さじ 2
Ｂ しょうゆ、酒、砂糖･大さじ2
ぶなしめじ ･･････････ 50g

★食卓でしょうゆやソースなどをかける頻度

４月 保健ガイド
健康増進課　☎ 26-0500

★ 麺類の汁をどのくらい飲むか？

★食事の量は他の人比べてどうか？ ★家庭の味付けは外食と比べてどうか？

特に田万川・須佐地域で“塩を多く摂ってしまう食行動”をしている人が多いようです。

◉萩地域
２日㊋・16 日㊋ こころの相談日（要予約）/10:00～/萩市保健センター
４日㊍  栄養相談日・健康相談日(要予約)/9:00～/萩市保健センター
10 日㊌ 白水健康教室 /10:00 ～ / 白水会館
10 日㊌ 越ヶ浜グッドヘルス /13:30 ～ / 越ヶ浜介護予防センター
11 日㊍ 椿東健康づくり教室/13:30～/椿東小地域ふれあいセンター
11 日㊍・25 日㊍ こころの相談日（要予約）/13:30～/萩市保健センター
12 日㊎ 三見ソナタ /13:30 ～ / 三見公民館
12 日㊎ ・26 日㊎ 健康づくり応援隊体操 /10:30 ～ / 中央公園
18 日㊍ 浜崎タマちゃん体操会 /13:30 ～ / 浜崎みんなの家
19 日㊎ 雑式町健康運動教室 /13:30 ～ / 雑式町公会堂
25 日㊍ 堀内健康教室 /13:30 ～ / 堀内公会堂

◉川上・旭地域
８日㊊ 川上運動教室 /9:30 ～ / 身近な運動広場（川上）
17 日㊌ 乳幼児相談 /10:00 ～ / 川上保健センター
23日㊋ あさひ健康運動教室/10:00～/旭マルチメディアセンター

◉田万川・須佐地域
１日㊊ 平山台体操 /11:00 ～ / 平山台駐車場
５日㊎・19 日㊎ 元気もりもり体操会 /9:30 ～ / 須佐保健センター
５日㊎ エアロビクス教室 /10:00 ～ / 小川交流センター
９日㊋ 萩市健康体操教室 /10:00 ～ / 小川交流センター
10 日㊌ 弥富元気クラブ /9:30 ～ / 弥富公民館
15 日㊊ まちの保健室健康相談 /10:00 ～ / 須佐郵便局
16 日㊋ すくすく相談会 /10:00 ～ / 田万川保健センター
19 日㊎ エアロビクス教室 /10:00 ～ / 田万川保健センター
22 日㊊ 弥富ウエルネス教室 /9:30 ～ / 弥富公民館
23 日㊋ 新・健康ちょ筋教室 /9:30 ～ / 田万川体育館
25 日㊍ みんなの健康運動教室 /13:30 ～ / 須佐保健センター

◉むつみ・福栄地域
11 日㊍ 福栄楽しく体を動かす会 /13:30 ～ / 旧福川小学校
18 日㊍ 乳幼児相談（要予約）10:00～/むつみ農村環境改善センター

健康増進課　☎ 26-0500
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

市民の方で、今年度中に65 歳、70 
歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 
歳、100 歳となる方。
※４ 月上旬頃にハガキで通知。
※過去に高齢者肺炎球菌ワクチン予防
接種を受けた方は対象となりません。

４月～９月実施の場合　　2,770 円
　10 月～ ３月実施の場合　2,820 円
※生活保護受給者は免除。（医療依頼
証を必ず提示）

山口県内と益田市の契約医療機関
必ず契約医療機関に予約し、ハガキ

を提出

休日急患診療センター　☎ 26-1397
休日急患診療センター休診のお知らせ

　祝日法改正等に伴い、休日急患診療センター
が休診となります。この間の一次救急は、在宅
当番医で対応します。詳細は、広報はぎ４月号・
５月号の「情報カレンダー」をご覧ください。
※一次救急：外来で対処できる軽症の方の救急。

【休診日】４月30 日㊋㊡、５月１日㊌㊗、２日㊍㊡
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「広報はぎ」に対するご意見・ご感想をお寄せください。お寄せいただいたご意見・ご感想は、今後の広報紙づくりの参考にさせていただきます。 
●問い合わせ / 広報課 ☎ 25-3178　FAX 26-5458　メール kouhou@city.hagi.lg.jp　

　

します。スコリア丘の山頂は水はけが良く、どのスコリア丘も
江戸時代は茅

かや
場として使われていました。そのため、見晴らし

がよく、多くの人が訪れる場所でした。その後、伏馬山は植林
が進み、現在、山頂は公園やキャンプ場など市民の憩いの場と
して整備されています。
■アクセス
伏馬山山頂までは、
むつみ総合事務所
から約5.8km

◆ジオサイト紹介⑥ 萩ジオパーク推進協議会
（事務局：ジオパーク推進課  ☎21-7765）

「ジオサイト＝地球の活動がわかる地質や地形
がある場所」をシリーズで紹介します。

慶 弔 だ よ り

今の萩をつくったマグマの胎動の記憶「阿武火山群」伏
ふ す ま や ま

馬山

伏馬山▶

　むつみ地域の伏馬山は阿武火山群の火山の一つで、お椀を伏
せたような形をしています。笠山の中央の丸い部分と同様に、
マグマがしぶきを上げる噴火をして、空中で冷え固まったもの
が降り積もった小山です。空中で冷え固まる際、マグマの中の
ガスが抜けた後は穴となり、黒色もしくは赤褐色の軽石のよう
になります。この石をスコリアと呼び、降り積もってできた小
山をスコリア丘

きゅう
と呼びます。形がよく分かり、山頂まで自動車

で容易に登ることができます。
　阿武火山群の火山には、伏馬山をはじめ、笠山、伊

い ら お
良尾山、

紫
し う ん

雲山などのスコリア丘があります。スコリア丘の下には溶岩
台地が広がっています。スコリア丘と溶岩台地の境、溶岩台地
と噴火前の大地との境からは、火山に降り注いだ雨水が湧き出

人口／47,432人（前月比-81）　男／21,886人（前月比-23） 　女／25,546人（前月比-58）
世帯数／23,437世帯（前月比-23） 　出生／８人　死亡／83人　（平成31年２月末日）人の動き
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山口ゆめ回廊
山口県央連携都市圏域となった7市町の多彩な情報を紹介します。
市内のイベントと合わせて、お出かけしませんか？

　防府天満宮の大石段に 600 鉢以上のプ
ランターで花文字を表現した花回廊。期間
中は撮影スポットとして賑わいます。

４月 20 日㊏ ～ ５ 月６日㊊㊡
防府天満宮
防府天満宮大石段花回廊実行委員会

　☎ 0835-22-4352

防府
　「うべ狐の嫁入り行列」、市内のクリエイ
ターなどによる「星★町マルシェ」など、
イベントが盛りだくさん。

５月３日㊎㊗～５日㊐㊗（５日がメイン）
常盤通り

※５日は国道 190 号線で交通規制あり。
新川市まつり実行委員会

　☎ 0836-31-0251

防府天満宮
大石段花回廊

津和野
　６日夜の白狐姿のたいまつ行列や７日の
パレードなど、さまざまなイベントを開催。

４月６日㊏　10:00 ～ 20:00
　　　７日㊐　10:00 ～ 15:45

井上公園、県道 204 号周辺
湯田温泉白狐まつり実行委員会

　☎ 083-941-5379

山口
　人馬一体となる勇壮な流鏑馬の迫力は
必見です。

４月14 日㊐  11:10頃～、14:10頃～
鷲原八幡宮
津和野町観光協会

　☎ 0856-72-1771

鷲
わしばら

原八幡宮流
や ぶ さ め

鏑馬神事

宇部

湯田温泉白狐まつり

　もちまき、バザー、フリーマーケット、
スタンプラリー、山野草展、人力車乗車体
験ほか、多数イベントを開催します。

４月 21 日㊐   10:00 ～ 15:00（小雨
決行） 江汐公園

江汐公園振興会事務局（市民生活課内）　
　☎ 0836-82-1134

山陽小野田

　お祭りと花見を一緒に楽しむことがで
き、夜には桜のライトアップと竹灯篭の光
が会場を彩ります。

４月６ 日㊏　11:00 ～ 19:30
美祢市役所駐車場ほか
みね桜まつり実行委員会 

　☎ 0837-52-0434

みね桜まつり美祢

◀山口ゆめ回廊のロゴマークが決定しました！

コース
番号

訪問地
テーマ 実施日・出発地・出発時間 見所 内容

1 宇部・防府
「お茶に
親しむ」

５月４日㊏㊗
 7:30東萩駅発
→8:30美東センター発

県産茶の９割を生産する
大茶園を訪問。防府天満宮
では抹茶体験やボランテ
ィアガイドと参道を巡り、
天神様の魅力を再発見。

藤河内茶園（大茶園見学・試飲・茶摘体験）→潮彩市場
防府→防府天満宮（ガイド案内１時間）→防府天満宮
芳松庵（抹茶体験)→まちの駅うめてらす→帰途
①17:00美東センター着→18:00東萩駅着
②16:40新山口駅南口着→18:30津和野駅着2

５月６日㊊㊡
 7:10津和野駅発
→9:00新山口駅南口発

3 防府・山口
「パワー
スポット

巡り」

５月１日㊌㊗
7:00東萩駅発
→8:00美東センター発

ユニークな体験ができる
防府の２つのお寺を訪
問。大内・毛利の時代から
続く「風水」の思想が息づ
く山口をボランティアガ
イドと一緒に町歩き。

周防国分寺(お守りづくり体験)→阿弥陀寺(かわら
け投げ体験)→山口市菜香亭(昼食)→「風水のまち
山口」町歩き(ガイド案内２時間・２km）→八坂神社
→龍福寺→十朋亭維新館→山口ふるさと伝承総合
センター→帰途
①17:00美東センター着→18:00東萩駅着
②16:40新山口駅南口着→18:30津和野駅着

4
５月２日㊍㊡
7:00津和野駅発
→8:50新山口駅南口発

5 山陽小野田
・宇部

「ものづくり
探訪」

４月27日㊏
7:00東萩駅発
→8:00美祢市役所発

「窯業のまち」山陽小野田
でガラス工芸体験。宇部
では船木宿散策と、守り
続けられている伝統産業
の工房を訪問。

きららガラス未来館（サンドブラスト体験）→花の
海(昼食・石釜ピッツァ作り体験)→船木宿散策（30
分・0.7㎞、大木森住吉宮→岡崎八幡宮）→赤間硯の
里(見学)→楠こもれびの郷→帰途
①16:30美祢市役所着→17:30東萩駅着　
②16:40新山口駅南口着→18:30津和野駅着

6
５月１日㊌㊗
6:30津和野駅発
→8:20新山口駅南口発

山口県央連携都市圏域７市町の魅力を発見するモニターツアーを開催します。

モニターアンケートにご協力いただける方
各コース30人（※１グループ５人まで。抽選制。各市町から均等にアンケートを集約するため、地域バランスを考慮させていただきます。）
1,000 円　　■集合時間　各出発時間の 10 分前
４月 12 日㊎までに、山口観光コンベンション協会へ FAX またはメールにて資料請求。問い合わせ時に、氏名、住所、希望コース番号、

代表者の電話番号をお知らせください。（※資料に同封の申込書の提出をもって、受付となります。）

「山口ゆめ回廊」モニターツアー 山口観光コンベンション協会　☎083-933-0088
　FAX083-933-0089、メールinfo@yamaguchi-city.jp

江
えじお
汐公園つつじまつり 新川市まつり

募集！
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1月

ＢＡＫＵＭＡＴＳＵ×萩市コラボレーション（～14日）/萩・明倫学舎ほか/9:00～
●萩城下の古き雛たち（～3日)/旧久保田家住宅ほか/9:00～
●萩人形展（～3日）/伊藤博文別邸/9:00～
●日本ジオパーク認定記念特別展 描かれた萩の大地（ジオ）～絵図にかくされた大地と人の物語
～（～5/12）/萩博物館/9:00～
●「図書館でこんなことしたよ！」写真展（～5/15）/明木図書館/9:00～
●学校の先生がおすすめする本たち～育英小学校の先生編～（～7日）/須佐図書館/9:30～
●おはなしの森（毎週月・金）/子ども図書館/11:00～　

外科
内科

萩市民（25-1200）
市原（22-0184）

2火
●入園式/春日保育園
●心配ごと相談（16日）/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

都志見（22-2811）
藤原（22-0781）

3水

●流し雛/藍場川、旧湯川家屋敷前/10:00～
●子育てアドバイス（毎週水・木・土）/児童館/9:30～
●おりがみであそぼう/明木図書館/10:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
全真会（22-4106）

4木
●入園式/日の丸・住の江・大島保育園
●読書会/萩図書館/13:30～

外科
内科

花宮（25-8738）
波多野（25-2788）

5金

●入園式/越ヶ浜・椿・三見・椿東・山田・須佐保育園
●ちっちゃなおはなし会（毎週金）/明木図書館/10:30～
●だんすダンス（26日）/児童館/19:00～

外科
内科
小児科

萩むらた（25-9170）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

6土

●山口県議会議員一般選挙投開票日（大島・相島・見島）/各選挙会場/7:00～
●入園式/あさひ保育園、越ヶ浜保育園大井分園、萩光塩学院幼稚園
●おはなし会おひさま（毎週土）/子ども図書館/14:30～

外科
内科

かわかみ（21-7538） 
柳井（22-0748）

7日 ●山口県議会議員一般選挙投開票日/各選挙会場/7:00～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

8月
●市内小・中学校、高等学校入学式/各学校
●入園式/見島保育園

外科
内科

めづき（22-2248）
萩慈生（25-6622）

9火

●おもちゃ図書館開館日（16日、23日）/からふる/10:00～
●心配ごと相談/萩市社協旭事務所/9:30～
●人権・行政・公証相談/市役所/10:00～
●行政相談/川上公民館/13:30～

外科
内科

大藤（21-0002）
中嶋（22-2206）

10水

●入園式/萩幼稚園
●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00～
●およぐこいのぼりをつくろう/明木図書館/15:30～

外科
内科

都志見（22-2811）
市原（22-0184）

11木
外科
内科

都志見（22-2811）
中坪（22-5430）

12金

●イラスト教室（26日）/明木図書館/15:30～
●行政相談/福栄農業担い手センター/9:00～
●人権・行政相談/旭活性化センター/10:00～
●消費生活無料法律相談/総合福祉センター/10:00～

外科
内科

萩市民（25-1200）
わたぬき（25-2020）

13土

●萩博物館「描かれた萩の大地」長門峡探訪会/長門峡/9:00～
●卓球教室（要申込）（27日）/児童館/10:00～
●みんなでミュージック/児童館/13:30～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
みやうち（25-2500）

14日 ●むつみ菜の花まつり/むつみ物産販売交流施設/10:00～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/福賀

（08388-5-0863）

15月
外科
内科

兼田（22-1113）
波多野（25-2788）

4 月 情報カレンダー 夜間・休日当番医明治維新150年祭関連イベント　●イベント　●図書館・児童館　●相談



広報はぎ 平成31年４月号 29

16火

●新一年生から新一年生へ～須佐中学校の新一年生が読んであげたい絵本～（～5/12）/須佐図書
館/9:30～
●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/からふる/11:00～

外科
内科

田町（24-1234）
藤原（22-0781）

17水
●元気な時にかかる医者/児童館/10:30～
●としょかん通信をつくろう/明木図書館/15:30～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

18木 ●ピヨピヨ「はじめましてピヨピヨ」/児童館/10:30～
外科
内科
小児科

都志見（22-2811）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

19金
外科
内科

玉木（22-0030）
中坪（22-5430）

20土

●カヌースラローム日本代表選手最終選考会（～21日）/阿武川特設カヌー競技場/8:30～
●バードウォッチング2019in見島（～21日）/本村地区水田周辺など
●萩博物館「描かれた萩の大地」奈古探訪会/阿武町/9:00～
●フィンランド陶芸 芸術家たちのユートピア（～6/30)/県立萩美術館・浦上記念館/9:00～

外科
内科

萩市民（25-1200）
中嶋（22-2206）

21日 ●プラバン工作/児童館/13:30～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

22月 第77期名人戦第２局萩対局（～23日）/松陰神社立志殿 外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

23火
●こどもの読書週間特別行事「絵本でしりとり」（～5/12）/子ども図書館/9:30～　
●心配ごと相談/むつみ地域世代交流拠点施設/13:30～

外科
内科

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

24水
●こどもの読書週間特別行事「草の芽」のおはなしシアター/明木図書館/15:30～
●無料法律相談/市役所/10:00～

外科
内科

花宮（25-8738）
市原（22-0184）

25木 ●子育て相談/児童館/10:30～ 外科
内科

兼田（22-1113）
全真会（22-4106）

26金
●国際交流員の大人向け英語で読み聞かせ/萩図書館/10:30～
●国際交流員の英語で読み聞かせ/わくわく子ども図書館/15:30～

外科
内科

都志見（22-2811）
波多野（25-2788）

27土 ●阿武川温泉公園まつり/萩阿武川温泉公園周辺/10:00～ 外科
内科

玉木（22-0030）
萩慈生（25-6622）

28日

●須佐湾遊覧船運航（～10/31）/須佐漁港発着/10:00～
●島びらきまつり/子ども広場周辺（見島）/10:20～
●こどもの読書週間特別行事「占いの部屋」/子ども図書館/14:00～　

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/弥富

（08387-8-2311）

29月

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/須佐

（08387-6-2540）

30火

外科
内科
眼科
歯科

田町（24-1234）
山本（26-0077）
永見（22-0720）
高雄歯科クリニック

（22-1548）9:00～12:00
阿北地区/齋藤

（08388-2-2838）

夜間・休日当番医       明治維新150年祭関連イベント　●イベント　●図書館・児童館　●相談

※月～金曜の夜間当番は、17:00～翌朝8:00、土曜の当番は、12:00～翌朝8:00、日曜・
祝日の当番（休日急患診療センター）は、9:00～12:00、13:00～16:00、17:00～翌朝
8:00、歯科は9:00～12:00、13:00～15:00、阿北（萩地域以外）は、8:30～17:30
※小児科は、５日、18日以外内科で対応します。
※日曜日・祝日の外科は休日急患診療センターで対応します。
※救急医療は急患のためのものです。

夜間・休日当番医の診療時間

■当番医が緊急やむを得ず変わった場合　消防テレホンサービス（☎ 25・7474）、
萩・阿武健康ダイヤル24で確認してください。

（受付時間19:00〜翌朝8:00）

＃８０００電話相談
小児救急医療
にかかる前に

萩・阿武
24時間年中無休・無料
☎ 0120・506・322へ

急病時の相談や、医療・健
康に関することは、

★保健ガイドは、25 ページに掲載しています。

【休日急患診療センター休診日】
4月30日㊋、5月1日㊌、5月2日㊍

【救急時の歯科医院】
４月30日㊋　高雄歯科クリニック
５月１日㊌　村上歯科医院
５月２日㊍　ありた歯科
※診療時間は、9:00～12:00
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萩のおでかけ情報

　見島の野鳥観察会に参加してみませんか。見島では、毎年
珍しい種類の鳥をたくさん観察できます。

４月20日㊏　10:30～16:00、21日㊐　7:00～13:00
※ 20 日は 10:30 までに見島小中学校グラウンドに集合。

本村地区水田周辺、宇津地区の大峠、北灯台周辺など
日本野鳥の会会員を講師に招き、各グループに分かれて

ウォッチングコースを散策。初心者でも安心して楽しめます。
40 人程度
1,000 円（保険料、テキスト代）
双眼鏡など
４月 12 日までに、参加者の氏名、住所、電話番号を見島

観光協会へ　

見島
地区 見島観光協会　☎23-3311　FAX23-3313

「描かれた萩の大
ジ オ

地
－絵図にかくされた大地と人の物

ストーリー
語－」  

現地探訪会
　現在開催中の特別展「描かれた萩の大地－絵図にかくされた
大地と人の物語－」の現地探訪会として、新緑の長門峡を楽しむ
ウォーキング、奈古沖の奇勝を巡るクルージングを開催します。
〇長門峡探訪会
　先人たちが愛でた渓谷美～１億年の軌跡を追う！～

４月13日㊏　9:00～15:30（雨天の場合は４月14日㊐に順延）
展示観覧、現地探訪（出

であいぶち
合淵・鈴

す ず が ち ゃ や
ヶ茶屋・龍

りゅうぐうぶち
宮淵）

※５㎞程度歩きます。
20人（先着順）

〇奈古探訪会
　藩主船遊びの海岸美～１億年前の地球の記憶と出会う！～

４月20日㊏　9:00～15:30（雨天の場合は４月27日㊏に順延）
展示観覧、現地探訪（奈古沖クルージング、造り酒屋見学等）
20人（先着順）

【共通事項】
1,000円
萩博物館　

☎25-6447
※萩博物館に集合
し、現地まではバ
スで移動。

萩博物館　日本ジオパーク認定記念特別展

菜の花まつり

　今年も 3.5ha に 500 万本の菜の花が咲きそろう予定で
す（見頃は４月上～中旬）。ぜひ見にきてください。

４月 14 日㊐ 10:00 ～ 14:00
むつみ物産販売交流施設（高佐下ひまわりロードそば、萩・

むつみの恵 前）
菜の花スケッチ体験、各種軽食・物産販売など

むつみ
地域 むつみ総合事務所産業振興部門　☎08388-6-0211

「流し雛」

　市内 16 カ所で開催中の「萩城下の古
き雛たち」の最終日に、子どもたちの健
やかな成長と無病息災を願って、流し雛
を行います。

４月３日㊌　10:00 ～ 11:00（流し
びな作りは 9:30 ～、雨天中止）

旧湯川家屋敷（受付）・藍場川
流しびな作り、来場者用のひなも用意。

ひなの持ち込みでの参加もできます。

萩
地域 萩城下の古き雛たち実行委員会（観光課内）　

☎25-3139

萩城下の古き雛たち

モドロ岬

「フィンランド陶芸
  芸術家たちのユートピア」
　フィンランド陶芸の黎

れい
明
めい

期から黄金時代と呼ばれる1950～

県立萩美術館・浦上記念館　☎ 24-2400

4 月 20 日㊏～ 6 月 30 日㊐

　フィンランドを代表するテキ
スタイルブランド、マリメッコ
を担う3人のデザイナーの代表
作などを紹介。

※普通展示（浮世絵、東洋陶磁、陶芸）は、４月2日㊋から開館。

マイヤ・ロウエカリ「桜の花の雨」
2017年 マリメッコ・スピリッツ展

「マリメッコ・スピリッツ　
フィンランド・ミーツ・ジャパン」

60年代までを中心として体系的
に紹介する画期的な展覧会。

同時開催
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萩焼まつり萩
地域

　今年は逸
い っ ぴ ん

品展「特別な日の器～祝新元号記念～」を開
催し、各作家自慢の器を展示販売します。

５月１日㊌㊗～５日㊐㊗　9:00 ～ 17:30
市民体育館
萩焼展示即売、萩焼ろくろ体験、器と花のコラボレー

ション、テーブルコーディネート展、逸品展、萩特産品
販売、スクラッチ抽選、えびね蘭展示販売、カフェコー
ナーなど

萩焼まつり実行委員会（萩商工会議所内） ☎25-3333

約 50 軒の萩焼窯元や販売店が集結

萩焼まつりホームページ

萩・大茶会

５月３日㊎㊗～４日㊏㊗　10:00 ～ 15:00
萩城跡指月公園、旧厚狭毛利家萩屋敷長屋、旧久保田家

住宅、萩博物館
献茶式（3 日、9:30 ～志

し づ き
都岐山神社）薄茶四席の接待、

琴・尺八の演奏（指月公園）、生け花展（萩博物館）など
■茶券　[前売券]四席券1,900円、二席券1,100円、[当

萩
地域 　萩・大茶会実行委員会（観光課内）　☎25-3139

茶券販売中！

日券 ] 一席
券 600 円
■販売所　
観光課、萩
市 観 光 協
会、萩商工
会議所、萩
温泉旅館協
同組合

須佐湾遊覧船
春の定時運航開始

須佐
地域

4 月 28 日㊐～ 5 月 5 日㊐㊗　10:00 ～ 15:00　
須佐漁港（発着場）
ホルンフェルスや屏

びょうぶいわ
風岩など、須佐湾に点在する絶景

を漁船で巡る。自然の雄大さや日本海の絶景を現役漁師
とボランティアガイドが案内します。

須佐おもてなし協会 つわぶきの館 　☎08387-6-2266

赤瓦の町並みと熟練の技が生みだした
工芸品が人と人の出会いを結ぶ　

5 月 3 日㊎㊗・4 日㊏㊗　10:00 ～ 16:00
萩往還交流施設「乳母の茶屋」と周辺民家（明木市）
萩市および県内外の伝統工芸品等の展示販売、特産品

の販売、本場ネパール・インドカレーなど飲食コーナー、
オカリナ演奏、明木市の歴史案内など、約 80 店の出店

旭
地域

萩往還工芸まつり実行委員会（内村）　☎ 55-0817

萩往還まつり「技・明木展」

島びらきまつり

ＧＷは新高速船「ゆりや」（４月１日就航）に乗って見島へ！
４月 28 日㊐　10:20 ～ 14:00
子ども広場周辺 ( 見島本村定期船乗場隣 )
特産品販売、味自慢コーナー

見島
地区 見島観光協会　☎23-3311

平成 31 年度
萩博物館
年間展示案内
■企画展「萩の夏みかん物語りⅠ」
　世界遺産「萩城下町」を支えた夏みかんに関わるさまざまな
物語を紹介し、関連の行事を開催します。

５月18日㊏～６月11日㊋
■特別展「危険生物大迷宮」
　危険生物の剥製・標本・写真100点以上を大公開！迷宮の
ような展示室を探検する、夏休みのファミリー向け展示です。

６月29日㊏～９月１日㊐
■企画展「萩の鉄道物語り」
　観光立市の契機となった鉄道に関わる物語を紹介し、関連
の行事を開催します。

９月14日㊏～10月20日㊐
■特別展「長州藩校　明倫館―武士たちの学び舎―」
　今年で創建300年を迎えた明倫館は、多数の人材を輩出し
ました。その歴史を資料を通して紹介します。

11月９日㊏～平成32年１月５日㊐
■企画展「萩の夏みかん物語りⅡ」
　萩の夏みかんに関わるさまざまな物語を紹介する展示の第
２弾です。

平成32年１月18日㊏～３月31日㊋　
※常設展示改変のため１カ月程度臨時休館予定。

萩博物館　☎ 25-6447

阿武川温泉公園まつり

４月 27 日㊏　10:00 ～ 14:00
萩阿武川温泉公園周辺
特産品即売、各種出店、公演、お楽しみ抽選会など

川上
地域 川上産業振興部門　☎54-2121
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　市内のソメイヨシノが見頃を迎えています。約 600 本のソメ
イヨシノが咲く萩城跡指月公園では、観桜灯を設置し、夜桜ラ
イトアップを行っています。また、萩八景遊覧船では通常より
10 分程度延長して橋本川土手の桜並木を眺める「桜観賞コース」
の特別運航をしています。

萩城跡指月公園夜桜ライトアップ
4 月上旬まで（桜の開花状況による）18:00 ～ 23:00
8:00 ～18:30は大人 210 円、小・中学生100 円（市民無料）
観光課　☎25-3139

　阿武川ダム湖で運航しておりました萩・長門峡観光遊覧船は、
平成 31 年度から休止します。　　 観光課　☎ 25-3139

お知らせ

4 月上旬まで（桜の開花状況による）受付は９:00 ～16:00
※天候等により、運休となる場合があります。
■発着場所　指月橋そば（堀内）
■所要時間　約 50 分

大人1,200 円 小学生以下 600 円　３歳未満無料（通常料金）
萩八景遊覧船　☎ 21-7708

萩八景遊覧船　桜観賞コース

お花見に行こう！萩の桜の見どころ情報

最新の情報を随時お届けします！
公式 Facebook「山口県萩市」

「広報 はぎ」をスマホに配信中！

４月22日㊊、23日㊋
　いずれも９:00 ～

松陰神社立志殿
※対局場の一般観戦はできません。

佐藤天彦名人

対局

前夜祭
４月21日㊐　18:00 ～
萩の宿　常茂恵
8,000 円（記念扇子付）

　高校生以下　3,500 円（要同伴者）
100 人（先着順）

プロ棋士が、萩対局を実況解説します。

大盤解説会

指導対局

４月23日㊋　10:00 ～
市民館大ホール
1,000 円

４月22日㊊10:00 ～12:00
市民館　 無料
20 人（先着順）

※前夜祭、大盤解説会（指導対局）は、参加申込
が必要。
　参加申込書は、企画政策課備付けのチラシまた
は市ホームページからダウンロードできます。

萩・明治維新１５０年記念事業実行委員会
企画政策課内　☎ 25-3102

　将棋界の８大タイトル戦で最も伝統ある名人戦が初めて萩市
で開催されます。
　第 77 期名人戦では、佐藤天

あまひこ
彦名人に豊

とよしま
島将

まさゆき
之二冠が挑戦者

として対局します。前夜祭・大盤解説会も開催されますので、
この機会に将棋の最高峰にふれてみませんか。

▽萩地域の桜の見所は
　こちら

▽開花状況はこちら

吉田松陰殉節 160 年記念事業　
「第 77 期名人戦 萩対局」前夜祭・大盤解説会・指導対局

参加者募集

対局者：豊島将之二冠


