
【今月の表紙】萩市民病院は、地域とともに歩み、
心のかよう医療を提供します。
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　萩医療圏の急性期病院（救急医療や重症の患者へ手術などを行う病院）は中・小
規模で、複数の病院に専門医療が分散している状況です。
　また、人口減少により、１病院あたりの症例数や治療実績が減少しており、萩医
療圏の病院は、さまざまな症例や医療技術の経験を積みたい若い医師や看護師等に
とって魅力的な環境ではなくなっています。

〇萩医療圏の病院の実情
▶︎１病院あたりの症例数や治療実績が少ない
▶︎１病院、１診療科目あたりの医師数が少ないため、若い医師を指導・研修できる
　十分な体制がとれない

　都市部への医師の集中や診療科目による医師の偏りなど、全国の地方都市での医師不足が社
会問題化する中、萩の医療においても、まさに医師の不足、高齢化が深刻な問題となっており、
萩医療圏の医療体制は危機的な状況に陥っています。
　現在は、地域の医療機関、関係者の懸命なご努力で、なんとか私たち市民は身近な医療サー
ビスを受けることができていますが、このままの状況が続けば、今まで市内で受けることので
きた医療が、市外でなければ受けることができなくなります。
　将来にわたり、市民の方々が地域において安心して医療を受けられる体制を維持していくた
めには、医師や看護師等の確保が必要不可欠です。

◎特に医師の高齢化と不足が最も深刻な医療圏
県内で、医師の平均年齢が最も高く、医師が最も少ない区域。
▶︎萩医療圏域の医師は 91 人、平均年齢は 56.2 歳（平成 28 年度厚生労働省調査）

特集

　医師の平均年齢は、全国で医師の平均年齢が最も高い山口県にあって、更に最も
高くなっています。約６人に１人が 70 歳以上の医師です。
▶︎人口あたりの医師の数も山口県で最少（医師少数区域に指定）

◎医師等の確保が困難な現状

◆萩医療圏は、看護師や薬剤師、理学・作業療法士などの医療従事者も確保が困難
・中小規模の病院やへき地、在宅医療分野等を中心に看護師の確保が困難
・薬剤師や理学・作業療法士、検査技師なども確保が困難、特に病院勤務の薬剤師の不足が顕著
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例えば
◦救急医療の当番体制への影響
　当直回数が増え、医師の負担が増大
　　⇒救急医療体制が崩壊してしまう恐れがある

◦診療科の休診、閉鎖
　専門医が不在になり、診療科が休診・閉鎖
　　⇒休診・閉鎖により市外の病院へ受診・入院
　　　しなければならなくなる

　現状のままでは医師が減少し、萩医療圏の医療体制が崩壊する恐れがあります。
萩医療圏で持続可能な医療を提供していくために、医師を確保することは喫緊の課
題です。
　また、医師数の確保と同時に、萩医療圏で必要な診療科を維持するための専門医
の確保が必要です。

①医師数の確保

　若い医師が研修先や勤務先として選ぶ基準の一つである、症例数や指導体制が充
実した、医師を確保しやすい病院を整備する必要があります。

②専門医の確保

　産科や小児科などの専門医の絶対数が少ない診療科目においては、萩医療圏の病
院が独自に医師を確保することは非常に困難です。地域に必要な診療科を維持して
いくためには、地域の核となる病院に専門医を派遣してもらえるよう大学病院等へ
依頼する必要があります。

◎医師を確保するために萩医療圏に必要な病院
▶︎症例数や治療実績が多く、指導体制が確保できる病院
▶︎地域の核となり、地域医療を担なう病院　

　人口が減少し、医師や看護師等の医療従事者が不足している萩医療圏域で、単一
の病院で症例数を増やすことや、医療従事者の指導体制を整えた中核を担う病院を
整備することは困難です。
　そこで、萩医療圏で症例数の多い萩市民病院と都志見病院の２つの病院を統合す
ることにより、２つの病院の医療従事者と症例数を集約し、萩医療圏域の中核を担
う病院を整備することについて、現在、中核病院形成検討委員会で検討しています。

◎病院統合は有効な手段の一つ

中核病院は地域の医療連携の中心になる病院のことで、一般的にクリニックや医院
と呼ばれる施設で行うことが難しい専門的な検査（MRI や CT 等）や、地域内の他
の医療機関では提供することが困難な医療を提供します。さらに高度な医療が必要
な場合は大学病院等に受診することになります。

中核病院とは

⇒萩医療圏に地域の中核となる病院が必要

萩市中核病院形成推進室　☎ 21-3120　
※詳細は同時配布されたパンフレット「今、なぜ中核病院が必要なのか」をご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症
一人ひとりができる対策を

外出自粛については、県の方針を考慮し、市民や事
業者等に呼びかけていきます

１

・不要不急の外出を控えてください

感染拡大のみられる地域や県外・市外との往来を極力
防いでいきます

２

・感染拡大のみられる地域への不要不急の移動を控えてください
・感染拡大のみられる地域からの市内への帰省や来訪等を考えられて
　いる場合は、自粛を働きかけてください

人と人との接触をできる限り少なくし、クラスター
（感染者集団）が発生することを防いでいきます

３

・密閉空間、密集場所、密接場面の３つの密を避けてください
・こまめな手洗いや咳エチケットを心がけてください
・市の施設については、できる限り可能なものは休館、または、
　使用制限等を行っています。ご理解・ご協力をお願いします

国の「緊急事態宣言」全国拡大を受け、萩市としても
感染拡大の防止に取り組んでまいります。

感染の拡大を防ぐ大変重要な時期ですので，皆さま
お一人おひとりのご協力をお願いいたします。
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職員の人事異動と組織・機構の改編

　４月１日付け人事異動の規模は、部長級９人、部次
長級 16 人、課長級 42 人、課長補佐級 51 人、係長
級 84 人、主任以下 96 人の合計 298 人です。（採用・
退職・教職員除く）

どのくらい人が動いたの？

市民病院・診療所・
消防職員を除いた

職員数

全職員数
（再任用職員

を除く）
令和２年 566人 822人

平成31年 568人 831人
平成17年

（合併時） 809人 1,036人

※いずれも４月１日現在

人事課　☎ 25-1239

２つの課を新設しました！

職員数の増減
～合併時及び前年度との比較～

～市民の声を届きやすく、
移住・定住を受け入れやすく～

　地域づくり推進課定住対策係を、「おいでませ、豊
かな暮らし応援課」として昇格させました。移住・定
住対策をさらに推進し、基本ビジョンに掲げる社会増
減のマイナスを 2027 年にゼロとすることを目指し
ます。

「秘書広報課」（総務課秘書室と広報課を統合）

「おいでませ、豊かな暮らし応援課」（定住対策部門）

　総務課秘書室と広報課を統合して、新たに秘書広報
課を設置しました。広報広聴機能と秘書機能を同じ課
に設け、市長の意思決定を迅速かつ効果的に広報活動
につなげるとともに、市民の声をより政策へ反映しや
すくします。

第２弾

　売上げが著しく減少している中小企業者に対し、
経営安定化に必要な資金の融資制度（利子補給・保
証料の補助）の返済期間を延長しています。また、
日本政策金融公庫の特別融資制度を補完する融資制
度を新設しています。
■対象：日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス
感染症特別貸付」に「特別利子補給制度」を併用し、
国民生活事業で３,000 万円以上融資を
受けた事業者等。

商工振興課　☎ 25-3108

　新型コロナウイルス感染症の影響により、観光業を
はじめ、飲食サービス業、小売業、製造業などで売り
上げや受注の急減、生産活動の停滞といった状況が確
認されています。
　地域経済への影響の拡大、危機的状況が
懸念されるため、雇用の維持と事業の継続
を最優先とする緊急支援対策を行います。

新型コロナウイルス感染症に伴う萩市経済対策

がんばろう萩！地域経済活性化支援対策

中小企業経営安定資金融資制度の
拡充・新設

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
市民活動推進課　☎ 25-3373

　ふるさと納税サイトを活用した販路確保の支援、
「萩市ふるさと寄付お礼の品登録事業者」の臨時募
集を行っています。
　また、地元生産者・中小卸小売事業者と量販店等
とのマッチングのご相談を受け付けています。

産業戦略室　☎ 25-3351

事業者のマーケティング（販路拡大）支援

　事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の
維持を図るため、国の制度を活用して支給した休業
手当に対し、市が上乗せして助成を行います。

商工振興課　☎ 25-3108

国の雇用調整助成金への上乗せ助成

　市税等を一時に納付・納入できない場合、市税等
の徴収猶予制度・国民健康保険料等の減免制度の適
用を受けることができます。

市民活動推進課　☎ 25-3373

市税等徴収猶予制度・国民健康保険料等
の減免制度の適用
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市外にお住まいの方への
お知らせにご協力を
お願いします！

ふるさと寄付
4,549件

　市では、より魅力あるまちづくり
を推進するため、「萩市ふるさと寄
付」に取り組んでいます。いただい
た寄付金は、市内小中学校や保育所
の遊具等幅広く活用しています。

（お礼の品の例）
○のどぐろの一夜干し
○見蘭牛ロースステーキ
○真ふぐの刺身
○蒲鉾詰合せ
○萩焼 茶碗
○１泊２食付ペア宿泊券

萩市の魅力あふれるお
礼の品でふるさと寄付
を推進していきます

選べるお礼の品は約 350 種類！

見蘭牛ロースステーキ

寄付の申込方法

産業戦略室　☎ 25-3351

　「萩市ふるさと寄付特設サイト」、ふるさ
と納税ポータルサイト「ふるさとチョイ
ス」、「ふるなび」「楽天ふるさと納税」へ
アクセスしてお申し込みください。電話、
メール、FAX からのお申込みも可能です。

ふるなび

ふるさと
チョイス

萩市ふるさと
寄付特設サイト

令和元年度

楽天ふるさと
納税 蒲鉾詰合せ

「萩市ふるさと寄付お礼の品登録事業者」の臨時募集しています！

H27年度（大河ド
ラマ・世界遺産）
に次ぐ寄付額！

　新型コロナウィルスが猛威
を振るっています。このため
国は 4 月７日に緊急事態宣
言を発出いたしました。当初
は東京、大阪、福岡など７都
府県だった対象地域は同月
16 日全国に拡大されました。
対象地域以外でも、感染は深

刻なところが多く、今後の感染爆発への危機感から総
理大臣が決断したものです。その他の県についても人
の移動による感染拡大がみられ、「GW 中の人の移動
を最小化する対応が急務」だと、対象拡大の理由を説
明しています。
　今後は山口県においても法的根拠に基づいて、実効
性のある具体策が講じられることとなります。
　現在のところ萩市では感染は確認されていません
が、いつどこでクラスター（集団感染）が発生しても
不思議ではなく、予断を許さない状況です。
　これまで県内で発生している 31 例（４月 21 日現
在）のうちの多くが、出張で東京や大阪などの大都
市圏に行かれた方を起点とした感染であることから、
ウィルスを県内や市内に持ち込まない、いわゆる「水
際対策」が今は重要であると考えます。
　そこで萩市では、①市の施設については可能な限
り休館するか、使用を制限します（５月 10 日まで）。
②「宿泊施設の利用助成」は対象を市民の方に限定し
たばかりですが、４月 18 日から新規受付は中止とい
たしました。③市民の皆様は不要不急の外出を控えて

市長コラム 新型コロナウィルス感染防止について
ください。感染拡大地域への不要不急の移動も控えて
ください。感染拡大地域から、市内への帰省や来訪等
を考えられている方へは、自粛を働きかけてください。
④そして感染拡大地域から、帰省された方などは、２
週間程度、外出の自粛をお願いします。
⑤日常生活において、密閉空間、密集場所、密接場面
の３つの密を避けてください。そして、こまめな手洗
いや咳エチケットを心がけてください。なお、37 度
５分以上の発熱、咳などの風邪の症状が４日以上続く
方や、強いだるさや息苦しさがある方は、保健所に連
絡してその指示に従ってください。それ以外の方は、
ご不安でしょうが、ご自宅で療養をお願いします。
　日々刻々と局面は変わっています。今は市民の皆様
の健康と命を守ることが優先されるべき局面です。そ
のためには萩市から新型コロナウィルスの感染者を出
さないことが重要です。
　終わりに、医師・歯科医師、看護師をはじめ医療関
係者の皆様におかれては、感染リスクにもかかわらず、
使命感から治療が必要な患者さんに誠心誠意対応され
ておられ、それにより萩市民の健康と命が守られてい
るといっても過言ではありません。また食料品など生
活物資を取り扱う事業者ならびに従業員の方々におか
れても、市民の生活を守ることに大きく貢献されてい
らっしゃいます。この場を借りて感謝申し上げます。
　私どもも関係機関と連携して全力を尽くしてまいり
ますので、市民の皆様とワンチームとなって『がんば
ろう萩！』を合言葉に、この難局を乗り切ってまいり
ましょう。

1億1,216万2,000円
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　「ふくえ〜る」は、福栄保健センターに福栄総合事
務所と福栄コミュニティセンターを増築整備した複合
施設です。福栄地域の行政、公民館や保健センターと
しての機能を集約し、地域コミュニティ活動の拠点施
設として、利便性と機能性を高めた施設です。
　施設の名称は、公募により「福栄にエールを送る」、

「福を得る」の意味を持った「ふくえ〜る」に決定。

【建物概要】
○総事業費　約 4 億 4,900 万円
○事業期間　平成 29 年度〜令和元年度
○延床面積　1490.85㎡

ふくえ〜る　☎ 52-0121

　川内地区では、局地的な集中豪雨やダム放流で橋本
川や松本川の水位が上昇し、雨水が排出できないため
浸水被害が発生していました。この度、浸水対策とし
て平成 27 年度に事業着手した、堀内雨水ポンプ場が
完成しました。
　豪雨の際にも強制的な雨水排除が可能となり、川内
地区の浸水被害を軽減・解消します。

【施設概要】
○総事業費　13 億 7,215 万円
○事業期間　平成 27 年度〜令和２年度
○排水面積　84.2ha

下水道建設課　☎ 25-3148

　IT 関連企業サテライトオフィスは、若者の就
業先や地元事業所と連携し、デジタルを活用した
事業拡大・地域経済の活性が期待されます。
　IT 産業の発展を市全体で推し進めるため、産
学官連携のもと協議会を発足しました。
■具体的取り組み
○ IT の基礎知識や基礎技術、ビジネスマナーを
　習得できるセミナーの定期開催
○個人の習熟度に合わせて学ぶ E ラーニングの
　提供
○市内年間イベントに体験ブースを出展
○関連情報の市内外への発信

企業誘致推進課
　☎ 25-3811

福栄地域の新たなコミュニティ拠点

堀内雨水ポンプ場が完成！
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●福栄小中学校

●福井郵便局

道の駅
ハピネスふくえ

福栄グラウンド●

福川診療所
●

●

ふくえ～る
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定住対策・定住支援
の取り組み

　萩暮らし応援センターでは、これまで多くの空き家
を移住者に紹介し、利用されています。空き家をお持
ちの方、これから空き家になる予定の家屋をお持ちの
方はご相談ください。
○萩市空き家情報バンク登録件数：516 件
　（うち 306 件成約、R2.3 月末累計）

空き家をお持ちの方

おいでませ、豊かな暮らし応援課　☎ 25-3360

萩市空き家
情報バンク HP

　萩暮らし応援センターでは、これまでに 290 世帯
528 人（３月末現在）の移住のお手伝いをしてきました。 
　また、空き家情報バンク制度の運営とともに、移住支
援員・地域移住サポーターを配置するなど、市への移住
を希望される方に、きめ細かな相談対応を行っています。

萩暮らし応援センター
☎ 25-3819

現在の住まいは萩市外である

萩暮らし応援センターに移住の相談

土地・家を買いたい

萩市空き家情報バンク制度を利用

家を借りたい

民間賃貸住宅を利用

• 18歳以下の子どもを有する方または世帯主の年齢が
55歳以下のUJI ターン者
•5年以上定住する意思のある方
※他にも要件あり

• 配偶者のない JI ターン者であって、
18歳以上 44歳以下の方
（やむを得ない理由により、親族の所有
する家屋に入居できないUターン者含む）
•3年以上定住する意思のある方
※他にも要件あり

萩 LOVE女子応援事業（家賃補助金）
○補助率 1/2、上限 2万円 /月
○最長 1年

萩 LOVE女子応援事業（引越し補助金）
○補助率 2/3、上限 5万円
○1回限り

市内事業所に就業した場合

萩市空き家情報バンク制度、
民間賃貸住宅の両方利用可

萩暮らし応援事業
（改修費補助金）
《売買の場合》
○補助率 1/2 ～ 2/3、
上限 200万円
《賃貸の場合》
○補助率 1/2 ～ 2/3、
上限 50万円

がんばるリノベ
応援事業補助金
《売買・賃貸》
○補助率 1/2、
上限 30万円

萩暮らし応援事業
（家賃）補助金
○補助率 1/2、
上限 2万円 /月
○最長 2年

市内事業所に改修工事
を委託する方

物件の改修を自ら
行う方（DIY)

⬇

⬇

⬇

⬇ ⬇

⬇

⬇

⬇

⬇
⬇
⬇

空き家情報バンクに登録しませんか？
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■対　象　者　市内在住の 20 歳以上で独身の方
　　　　　　　（市外在住者であっても、結婚後、市内に定住する意思のある方は対象）
■登　録　料　年間 2,000 円
　　　　　　　※ただし、令和２年度は４月１日㊌〜９月 30 日㊌まで無料
　　　　　　　　10 月１日㊍〜令和３年３月 31 日㊌までは 1,000 円
■相　談　料　無料
■開　設　日　毎月の相談日を市 HP 上に掲載
　　　　　　　※予約制、相談を希望する３日前までに電話予約（30 分単位で予約）
■登録の流れ　①開設日に都合の良い日時を予約
　　　　　　　②結婚相談員から概要説明
　　　　　　　③結婚相談申込書、紹介カードを記入のうえ、必要書類等を提出
■必 要 書 類　①独身証明書１通
　　　　　　　②本人確認ができるもの（運転免許証等）
　　　　　　　③写真２枚（１カ月以内に撮影したもの）

結婚を希望する独身の男女を応援するため結婚相談所を開設しています。
令和２年度から新たに、婚活に役立つ情報をメールで配信するサービスを始めます。

■対象者
　市内に事業所等がある企業・団体（実行委員会等
　の任意団体を含む）、個人事業主等
　※企業や団体の内部組織単位でも登録可
■登録方法
　企画政策課備え付けの登録申込書・誓約書（市
　HP からダウンロード可）を郵送または持参
■募集期間　随時受付

「はぎ縁結び応援団」に登録しませんか？

「結婚相談所」へ登録しませんか？

■登録によって受けられる支援
　・婚活イベントを実施する場合、補助金を交付
　・市の HP 等で応援企業（団体）を紹介、結婚
　　応援に関する取り組み、事業等を PR

お相手の紹介や結婚相談員への相談を希望される方

婚活に役立つ知識や婚活イベント等のメールマガジン配信を希望される方

「はぎ縁結び応援団」
制度について

　結婚を希望する独身男女をさまざまな形で応援する「はぎ縁結び応援団」を募集しています。

「結婚相談所」
について

■申 込 資 格　配信を希望されるすべての方（ご家族や市外在住の方でも登録可）
■申 込 方 法　「メールマガジン配信希望」と件名に明記のうえ、
　　　　　　　hagicity.kekkonsoudan@gmail.com へ送信
　　　　　　　※結婚相談所への登録不要

登録者
募集！

結婚成立件数
40 件

企画政策課　☎ 25-3102

新規
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令和元年度
下半期 財政状況の公表

　上半期と下半期の年２回、予算の執行状況など財政
状況を公表しています。今回の数値は３月末現在のも
のであり、出納整理期間（４月～５月）の執行状況を
含んでいないため、決算額とは異なります。

一般会計・
特別会計の
執行状況

　一般会計予算額は、当初予算に 292 億 7,000 万円を計上し、その後の７回の予算補正（18 億
6,022 万円）と平成 30 年度からの繰越明許費（14 億 2,244 万円）を加え、３月末現在で総額 325
億 5,266 万円となりました。
　特別会計とは、国民健康保険事業など特定の目的をもって事業を行う場合に、その収支を明確にする
ための独立した会計をいいます。企業会計の病院事業と水道事業および下水道事業を除く６つの特別会
計の当初予算総額は 154 億 8,850 万円で、その後の予算補正（３億 3,473 万円）を加え、３月末現
在で総額 158 億 2,323 万円となりました。

　行政目的に使用していない財産について、維持管理経費
の削減と財源確保の観点から積極的に処分または貸付を行
っています。
※水道事業会計、下水道事業会計および病院事業会計に属する
財産は含んでいません。

市有財産の
状況

一時借入金
の状況

区分 面積・金額
土地 487 万㎡
建物 41 万㎡
山林 １億 3,847 万㎡
有価証券 9,070 万円
出資による権利 ５億 5,408 万円
債権 ９億 8,214 万円

基金
現金 144 億 1,201 万円
土地 １億 9,061 万円
現物 50 万円

　市債とは、道路や公民館など公共施設の建設の際に、一時的に多くの資金を必要とする場合に認めら
れる長期借入金のことです。世代間の住民負担を公平にする役割を果たしています。

市債残高の
状況

会計名 予算現額 収入率 支出率 市債残高
一般会計 325 億 5,266 万円 82.0％ 73.3％ 222 億 615 万円
土地取得事業 190 万円 58.2％ 48.0％ ー
国民健康保険事業（事業勘定） 72 億 3,102 万円 85.1％ 90.2％ ー
国民健康保険事業（直診勘定） ７億 6,215 万円 46.8％ 78.4％ １億 3,565 万円
休日急患診療事業 １億 472 万円 35.6％ 71.8％ ー
後期高齢者医療事業 ９億 4,919 万円 90.5％ 82.8％ ー
介護保険事業 67 億 7,425 万円 74.5％ 83.5％ ー

合　計 483 億 7,589 万円 80.9％ 77.5％ 223 億 4,180 万円

財政課　☎ 25-3469、財産管理課　☎ 25-3143

萩市水道事業ビジョン（案）パブリックコメント募集

水道工務課　☎ 25-3392

　今後 10 年間に取り組むべき施策をまとめた「萩市水道事業ビジョン」の策定を進
めています。市民の皆さんからのご意見を募集します。

５月 27 日㊌〜６月 26 日㊎
本庁市政情報コーナー、水道工務課、各総合事務所産業振興部門、

　各支所・出張所、萩市 HP
■提出方法　閲覧場所に備え付けの様式（萩市 HP からダウンロード可）を
　　　　　　郵送、FAX、メール、または水道工務課、各総合事務所産業振興部門、
　　　　　　各支所・出張所へ持参。
■提出先　　〒 758-8555　萩市水道工務課
　　　　　　FAX：26-3260　メール：suikou@city.hagi.lg.jp

 　一時借入金とは、一時的に資金が不足する場合に短期間
借入するものです。令和元年度の一時借入金はありません。
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HAGICAバス乗車証 HAGICA回数券

対象者は？
70歳以上の市民の方 離島に住民登録のある70歳以上の方
※既に70歳以上の方へは送付済みですが、今後70歳になる方は、誕生月から対象です。

どんな時に
利用できる？

市内発着の路線バス（高速バス・特急バスは除く）
を利用し、市内で乗車または降車する場合です。

【利用例】明木⇔湯田温泉、萩バスセンター⇔吉部
※萩市内各地域間の移動も利用可能です。
※高速バス・スーパーはぎ号は除きます。

住民登録のある島の航路に限り、利用できます。
※他の割引制度との併用はできません。

利用方法は？ バスを降りる際に、「HAGICAバス乗車証」を提示
してください。

萩港の切符売場で「HAGICA回数券」を提出して
ください。乗船券と引き換えることができます。

有効期限は？ 令和 5年 3月 31日まで 24枚つづりで、制限はありません。
使い切った場合は、新しい券をお渡しします。

注意事項は？ ○他の割引制度との併用はできません。　○紛失された場合はご相談ください。
○1乗車100円は現金でお支払いください。　

【第 1 回】輪島市って
どんな市？
　輪島市は、能登半島の
北西部に位置し、美しい
自然景観をはじめ、伝
統工芸の「輪島塗」や
日本三大朝市「輪島朝
市 」、 来 年 開 創 700 年
を迎える「曹

そうとうしゅう
洞宗大本

山總
そ う じ じ そ い ん

持寺祖院」、勇壮な
「御

ご じ ん じ ょ だ い こ
陣乗太鼓」などで知られています。

　輪島市と萩市とは、「輪島塗」と「萩焼」と
いう伝統工芸を受け継ぎ、また、共に日本海側
に位置し、漁業や観光が主要産業であるなど類
似点が多いことから、平成２年（1990）に姉
妹都市提携を結びました。

イージス・アショアへの対応

総務課　25-3439

　第２回有識者会議は、３月 30 日に開催する
予定で委員との調整を行っていましたが、新型
コロナウイルス感染症対策のため、開催は見送
りました。
　このため、第１回有識者会議（1/27 開催）
における委員の質問・意見に対する防衛省の回
答を、書面で委員に確認いただくことで、有識
者会議の開催に代えることとしました。
　第２回会議（書面）の資料については、市 HP、
本庁市政情報コーナー、各総合事
務所、各支所・出張所で閲覧でき
ます。

「HAGICA（はぎか）」始まりました！
　通院や買い物など外出を支援するため、4 月から路線バスの運賃と離島航路の
船賃の助成「H

は ぎ か
AGICA」が始まりました。

高齢者支援課
　☎ 25-3137

路 線 バ ス 離 島 航 路

第２回萩市イージス・アショア配備計画
適地調査等検証有識者会議（書面）の開催

70 歳以上の高齢者の方を対象高齢者移動支援助成事業

富山県

岐阜県
福井県

石川県

輪島市
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萩市職員採用試験実施計画
　令和２年度萩市職員採用試験を次のとおり実施予定です。各職種の募集人数や試験科目等の詳細は、募集要項
をご覧ください。なお、募集要項は募集期間の初日から市 HP からダウンロード、または請求により郵送します。

※上記以外に、市民病院看護師・薬剤師（有資格者のみ）は、随時募集しています。
※満年齢は令和３年４月１日現在の年齢です。
※受験資格に特記している以外は萩市内に居住できる方。

令和２年度

人事課　☎ 25-1239

募集職種 募集人員 受験資格（すべての条件を満たすこと） 募集期間 第１次試験 第２次試験 採用日

社会人経験者 若干名
昭和56年４月２日以降に生まれた方

（39歳以下）で、民間企業等での職務経験
が１つの会社で５年以上ある方

６月１日㊊
〜

15 日㊊
7月12日㊐ ８月上旬

令和２年
９月１日以降
勤務可能な日

社会人経験者
（観光分野） １人程度

昭和50年４月２日から昭和56年４月１
日までに生まれた方（40歳から45歳ま
で）で、民間企業等での職務経験が１つの
会社で５年以上ある方※将来の課長級候
補者 ６月１日㊊ 

〜
15 日㊊

7月12日㊐

８月上旬
令和２年

10 月１日㊍

上級事務
（大学卒） ５人程度 平成５年４月２日以降に生まれた方

（27歳以下）

令和３年
４月１日㊍

見島限定 
看護師

准看護師
１人程度 昭和55年４月２日以降に生まれた方

（40歳以下）　※見島居住（住宅あり）

初級
事務・土木

（高校・短大卒）
若干名 平成11年４月２日以降に生まれた方

（21歳以下）

７月１日㊌
〜

８月 13 日㊍
9 月 20 日㊐ 10 月下旬

社会人経験者
（事務職・
土木技術職）

若干名
昭和56年４月２日以降に生まれた方

（39歳以下）で、民間企業等での職務経験
が１つの会社で５年以上ある方

保育士 若干名 平成５年４月２日以降に生まれた方
（27歳以下）

管理栄養士 １人程度 平成５年４月２日以降に生まれた方
（27 歳以下）

市民病院
看護師
薬剤師

（新卒のみ）

看護師
10人程度

・
薬剤師

１人程度

看護師：昭和45年４月２日以降に生まれ
た方（50歳以下）
薬剤師：昭和55年４月２日以降に生まれ
た方（40歳以下）

６月１日㊊ 
〜

15日㊊
7月12日㊐

市民病院
理学療法士

（新卒・中途）
若干名

•昭和52年４月２日以降に生まれた方 
（43歳以下）
•理学療法士免許を有する方または令和
３年２月実施の理学療法士国家試験に合
格し当該免許を取得する見込みの方
•萩市内に居住できる方（特別な事情があ
る場合を除く）

新卒：
令和３年

４月１日㊍

中途：
相談の上

決定

萩市職員採用
試験実施計画
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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
戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金

令和２年４月１日において、遺族
年金等を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、次の優先
順位のご遺族お一人に支給します。
　具体的には、戦没者等の死亡当時
のご遺族で
１．弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者等の子（胎児を含む）
３．戦没者等の①父母②孫③祖父母
④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係等
の要件により順位が変わります。
４．前記以外の三親等以内親族
※戦没者等の死亡まで引き続き１年
以上生計関係を有していた方に限り
ます。
■支給内容　25 万円、
　　　　　　５年償還記名国債

令和５年３月 31 日㊎
福祉政策課　☎ 25-3550

または各総合事務所、
支所・出張所

軽自動車税種別割（市税）の納
期と減免申請
　口座振替の方で、車検用納税証明
書が必要な方は、収納課へご連絡く
ださい。
　身体障がい者等の方で軽自動車税

（種別割）の減免を申請される場合
は、５月 25 日㊊までに課税課固定
資産税係、各総合事務所、支所・出
張所で手続きをしてください。
■納期限　６月１日㊊

課税課　☎ 25-3485
　収納課　☎ 25-3575

自動車税種別割（県税）の納期
　今年４月１日現在で自動車を所有
されている方は、納期限までに納め
ましょう。
　金融機関、コンビニのほか、クレ
ジットカードや PayB でも納付でき
ます。
※「自動車税」は「自動車税種別割」
に名称が変更されました。
■納期限　６月１日㊊

萩県税事務所　☎ 25-9873

☎２４- ５３００
◎休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日

○不用品活用銀行
■おゆずりします
赤ちゃん用バウンサー、貯米缶（250
ℓ）、冷蔵庫（500ℓ）、冷蔵庫、ベ
ビー布団、天体望遠鏡、ベット（ス
チール）
■おゆずりください
車いす、リヤカー、物置き、三輪自
転車、三輪電動自転車、家庭菜園用
耕運機、ミシン、バスケットゴール

※登録は３カ月間。登録者と直接交
渉。希望者はご連絡ください。

◎リサイクル講座
○草木染め講座

６月 14 日㊐　10:00 〜 12:00
古布を季節の草花で染める
10 人程度
100 円（材料費別）
５月 29 日㊎　9:00 〜

※応募多数の場合抽選。
講座は中止になる場合があります。
詳しくはエコプラザ・萩までお尋ね
ください。

エコプラザ・萩情報
【5/10 まで休館】 ☎ 24-5300

萩市消費生活モニター
　消費生活に関する情報提供等の活
動を行っていきます。
■モニター　馬場麻

ま き
希（椿東）、田

村弘
ひ ろ み

美（三見）、福
ふ く べ

部俊
としひで

英（三見）、
松尾幸

さ ち え
恵（大井）、髙橋美

み は る
晴（川上）、

原川郁
い く こ

子（下田万）、高橋知
と も こ

子（吉
部下）、藤山直

な お み
美（須佐）、上

かみじま
島華

か よ
代

（佐々並）、柴田眞
ま ゆ み

弓（福井下）
■任期　４月１日〜令和３年３月末

消費生活センター　☎ 25-0999

年に１度は、身体のメンテナンスを
　市では、病気の早期発見・早期治
療につなげるため、住民検診を行い
ます。例年は 5 月から予約開始し
ておりましたが、今年度の実施につ
いては、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、開始時期を検討中
です。
　予約開始については、受診券が届
いた時点からとなります。

がん検診 : 健康増進課
　☎ 26-0500、各総合事務所
　特定健診・健康診査：
　市民課　☎ 25-3147

工業統計調査にご協力を
　製造業を営む事業所を対象に、６
月１日現在で工業統計調査を実施し
ます。
　５月中旬から統計調査員が、従業
員数や事業所名等の確認に伺いま
す。従業員４人以上の事業所には、
調査票を配布します。
※インターネット、郵送による回答
をお願いします。

企画政策課　☎ 25-3431
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市営住宅入居者
募集 募集

期間
５月１日㊎

〜15日㊎

■入居時期　７月上旬以降
■応募資格　次の要件をすべて満たし
ている方　①住宅困窮者、②同居親族

がある（住宅によっては、高齢者など
一定の要件を備えている場合、単身入
居も可）、③収入基準に該当している、
④市税を完納している、⑤申込者、同
居しようとする親族が暴力団員でない

５月１日㊎〜15日㊎　8:30〜17:15
（土・日曜日、祝日は除く）

※期間中に応募のなかった住宅につい
ては、６月末まで先着順で受付。
※多数回落選者優遇制度は窓口まで。

建築課・各総合事務所産業振興部門
備え付けの入居申請書を提出

建築課　☎ 25-2314
　各総合事務所産業振興部門

地域 市営住宅名 住宅種別 募集
戸数

単身
入居 入居階 構造 間取り 家賃（円） 駐車場

使用料（円）

萩

船津 公営 1 〇 2 階 耐火２階 3K 10,800 〜 16,100 無料
今古萩 公営 1 × 2 階 耐火４階 3DK 20,800 〜 31,100 ー
玉江 シルバー 1 〇 2 階 耐火３階 2DK 18,900 〜 28,100

1,000平安古南 公営 1 ○ 2 階 耐火 3 階 2DK 19,100 〜 28,400
無田ヶ原口 シルバー 1 ○ 2 階 耐火 4 階 2DK 18,300 〜 27,300
大島第３ 特公賃 1 × 2 階 木造 3DK 45,000 無料

田万川 おそ吹原 特公賃 2 〇 入口 1 階 木造 2 階 2DK 45,000 1,0001 × 入口 1 階 木造 2 階 3DK 50,000

むつみ
安附 公営 2 × 入口 1 階 木造 3DK 11,400 〜 18,000

無料平草第３団地 特公賃 2 × 入口 1 階 木造 2 階 3LDK 48,000
鈴倉 一般 1 × 入口 1 階 木造 2 階 3DK 45,000

須佐

本町上
公営 6 × 入口 1 階 木造 2 階 3DK 16,900 〜 27,700

1,000

公営 1 ○ 入口 1 階 木造 2 階 2DK 13,400 〜 19,900
公営 1 × 入口 1 階 木造 2 階 3LDK 18,500 〜 27,500

山根丁東 公営 2 ○ 入口 1 階 木造 1 階 2LDK 13,800 〜 20,600
山根丁東第２ 公営 4 ○ 入口 1 階 木造 2 階 2LDK 19,400 〜 28,900

入江 一般 1 × 入口 1 階 耐火 2 階 3DK 25,000
弥富 公営 1 × 1 階 木造 3DK 15,300 〜 22,800

弥富第２ 公営 1 ○ 1 階 木造 3K 13,300 〜 19,900
公営 1 ○ 入口 1 階 準耐 2 階 3K 14,700 〜 21,900

旭 すもうば 特公賃 1 × 入口 1 階 木造 2 階 3DK 43,000 無料佐々並 一般 1 × 2 階 耐火 2 階 3DK 18,000

※公営＝政令月収 15 万 8,000 円以下、特公賃＝政令月収 15 万 8,000 円以上、一般＝所得制限なし

松くい虫防除のための薬剤散布
５月 12 日㊋〜 15 日㊎

　（天候により変更あり）
市役所前庭、萩・明倫学舎、指月

小浜、松陰神社前広場、指月公園、
野田家

動力噴霧器、スプリンクラー等に
よる松くい虫防除の薬剤散布を実施
します。
■使用薬剤　エコワン３フロアブル

林政課　☎ 25-4194

就職活動中の皆さんへ
　ハローワークでは、新卒者・既卒

者の皆さんの相談を受け付けていま
す。お気軽にお問い合わせください。

ハローワーク萩（学卒担当）
　☎ 22-0714

市役所でクールビズを実施
　市では、地球温暖化対策のために

「萩市環境実行計画」に取り組んで
います。
　その一環として、５月 12 日㊋〜
10 月 31 日㊏まで「ノーネクタイ・
ノー上着運動」を実施します。

納期のお知らせ
・軽自動車税（種別割）
・固定資産税
※納期を過ぎると督促手数料や
延滞金がかかる場合があります
のでご注意ください。
※コンビニ収納やスマートフォ
ン決済もご利用ください。
※便利で確実な口座振替をぜひ
ご利用ください。
■納期限　６月１日㊊

収納課　☎ 25-3575

※イベント等は、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、中止または延期となる可能性があります。
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寄付
〇マックスバリュ西日本（株）から
40 万 7,932 円
〇尾

お ぎ
木誠

まこと
さん(阿武町)から刀剣一振

〇萩商工高等学校から木製ベンチ３
台
〇萩ビルメンテナンス㈲と、㈱岡
田商事合同でサージカルマスク
6,000 枚

県営住宅入居者募集
■募集団地　無田ヶ原・中津江・第二
無田ヶ原・金谷
■入居可能時期　７月下旬頃
■応募資格　詳細は申込書に記載
■ 受 付 期 間　５月 20日㊌〜 31日
㊐（消印有効）

山口県施設管理財団山口支所、萩
立寄所（萩総合庁舎２階）、市建築
課備え付けの申込書を郵送

山口県施設管理財団山口支所
☎ 083-934-2004

夏みかん果樹の販売
　萩かんきつ公園で栽培された夏み
かん・甘夏を販売します。

５月中旬
萩かんきつ公園
市内事業者

■販売数量　夏みかん約 300㎏、
甘夏約 500㎏（10㎏単位）
■入札方法　一般競争入札（詳しく
は農政課へ）

５月８日㊎までに、農政課へ
　☎ 25-4192

花の苗のあっせん
６月 12 日㊎　10:00 〜 14:00

※必ず当日に受取り。
旧福祉センター跡地（市民館裏）

※各総合事務所管内での販売日は、
別途連絡。

※申込多数の場合は、数の調整あり。
１本 50 円
苗の入れ物
５月 22 日㊎までに、観光課、各

総合事務所地域振興部門備え付けの
申込用紙またはハガキに住所、氏名、
電話番号、苗の種類と本数を記入し、

郵送、または持参（FAX 不可）
〒 758-8555　萩市観光課

観光課　☎ 25-3160

ジオパーク活動補助金
　市では、地域の発展を目指しつつ、
大地の遺産を守り、学び、生かすた
めの主体的で特徴のあるジオパーク
活動に対し、補助金を交付します。

市民活動団体、地域住民組織（町
内会・自治会等）
■対象事業　ジオサイトの保全、活
用等のための活動（令和３年３月
20 日㊏までに完了すること）
■補助上限額　25 万円

５月 22 日㊎
ジオパーク推進課備え

付けの申請書類等に記載
の上、提出（市 HP掲載）

☎ 21-7765

環境保全型農業直接支払交付金
農業者団体、一定の要件を満たす

農業者等
■対象取組　①緑肥等 + 化学肥料・
化学合成農薬を原則５割以上低減、
②有機農業
■交付単価　800 円〜 1 万 4,000
円 /10a

６月 30 日㊋までに、農政課備え
付けの申請書を提出 

農政課　☎ 25-4192

種　類
サルビア、マリーゴールド、日々草、
アゲラタム、ペチュニア、コリウス、
インパチェンス、ポーチュラカ、
トレニア、メランポディウム、
ベゴニア、ブルーサルビア、百日草

募　集

　20 歳になったら公的年金に加入
しなければなりません。厚生年金に
加入していない方は、国民年金に加
入してください。
■学生納付特例制度
　学生で保険料の納付が困難な方
は、申請して承認されれば、在学期
間中の納付が猶予されます。
　すでに承認を受けている方で、引
き続き在学期間がある方は、日本年

金機構から送付される申請書（ハガ
キ）の返送で手続きが完了します。

大学・大学院・短大・高等学校・
高等専門学校・専修学校・各種学校

（１年以上の課程に在籍している方
に限る）、その他の教育施設（夜間・
定時制課程や通信制課程も含む）に
在学し、学生本人の所得が一定額以
下である方

萩年金事務所、市役所本庁市民総

合窓口、各総合事務所市民窓口部門、
支所・出張所

年金手帳、学生証の写し、または
在学証明書（原本）、印鑑、マイナ
ンバーがわかる書類など
※本人以外の方が申請される場合
は、申請者の身分証明
が必要。

萩年金事務所　☎ 24-2158　
　市民課保険年金係　☎ 25-3239

国民年金の学生納付特例制度をご存知ですか？

お知らせ
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ブックレットシリーズ
「萩ものがたり」春の新刊
吉田松陰生誕 190 年記念出版

「吉田松陰とその弟子たち・十話」
○上巻（65 号）660 円（税込）
○下巻（66 号）550 円（税込）　
■作者　海

うみはらとおる
原徹（京都大学名誉教授）

吉田松陰と弟子たちに関して、こ
れまで真正面から取り上げられたこ
とのない、見過ごされてきた事柄か
ら 10 項目のテーマ
を設定

一般社団法人
　萩ものがたり
　☎ 25-3233

藩政時代を読む会
６月〜翌年３月（８月は除く）ま

での毎月第１〜第３㊋（10:00 〜
12:00）　第１回目は、６月９日㊋

萩博物館講座室
萩藩の「お触れ書」などを読み、

萩城下の社会・生活・文化などの実
態に迫る。

資料代 500 円と萩博物館の年間
パスポート 1,570 円

70 人
６月８日㊊までに、萩博物館へ

　☎ 25-6447

自然体験「みどりの妖精たちⅤ」
５月 23 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、昼食づくり
15 人（先着順）
１人 1,600 円（昼食代込み）
５月 19 日㊋までに、萩セミナー

ハウスへ　☎ 21-7501

手話奉仕員養成講座
５月 23 日㊏〜令和３年２月まで

の㊍ 18:30 〜 20:00（月２回程度）、
㊏ 9:30 〜 12:30（月２回程度）

講演・講座

　現在、山陰道「須子〜田万川間」
のうち「小浜〜田万川間」の対応方
針 ( 案 ) について、第３回アンケー
ト調査を実施中です。皆さんのご意
見をお聞かせください。

５月 11 日㊊まで
国土交通省

中国地方整備局　
浜田河川国道事務所　調査設計課
☎ 0855-22-2480

アンケート調査に
ご協力を！

総合福祉センター
手話学習初心者の方
20 人
無料（テキスト代別途）
萩市障害者生活支援センターほっ

とすぺーす
☎ 24-5858、FAX 24-5511

松陰を学ぶ会
５月 26 日〜令和３年３月の毎月

最終㊋（全 11 回）19:00 〜 21:00
総合福祉センター
30 人程度（当日受付有り）
1,000 円（年間資料代）
松陰を学ぶ会（阿武）

　☎ 25-0399

消費生活無料法律相談
（借金相談を含む）

５月８日㊎　10:00 〜 12:00
総合福祉センター

■弁護士　馬
う ま や は ら た つ や

屋原達矢
市民（先着４人、１人 30分）

※事前予約制（当日受付可）
消費生活センター☎ 25-0999

人権・行政・公証相談
　５月の相談会は、電話相談のみの
受付です。
○電話相談連絡先
■人権相談　平日 8:30〜 17:15
　みんなの人権 110番
　☎ 0570-003-110
■行政相談　平日 8:30〜 17:15
　山口行政監視行政相談センター
　☎ 083-932-1100
■公証相談　平日 9:00〜 17:00
　萩公証役場　☎ 22-5517

相　談

無料法律相談
５月 27 日㊌　10:00 〜 15:00
市役所本庁

■弁護士　長
ながたに

谷義
よしあき

明
市民（先着 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（5/1 から受付開始）。
市民活動推進課　☎ 25-3373

山口県よろず支援拠点の
出張相談会
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、Web 会議、電話、メー
ルによる随時対応としています。詳
細は直接お問い合わせ下さい。

経営全般、創業、経営革新、資金
調達、販路開拓等

公益財団法人やまぐち産業振興財
団内山口県よろず支援拠点
☎ 083-922-3700

健康福祉センター相談
〇13日㊌ 13:30〜骨髄ドナー登録会
〇26 日㊋ 13:00 〜心の健康相談
〇27 日㊌ 13:00 〜お酒に関する
困りごと相談
〇28 日㊍ 13:30 〜暮らしと心身
の総合相談会　※いずれも予約制

県萩健康福祉センター
　☎ 25-2667
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、派遣
生徒の健康と安全が確保できない状況のため、今
年度の長州ファイブジュニア英国語学研修は中止
します。

教育政策課　☎ 25-3141

令和２年度長州ファイブジュニア
英国語学研修の中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影響により「東京
２０２０大会」の開催延期が決定し、５月 15 日
開催予定の「聖火リレ－」も延期となりました。

聖火リレー萩市実行委員会事務局
　☎ 25-7311

東京 2020 オリンピック
聖火リレーの延期

ツインシネマ
○パラサイト 半地下の家族
○この世界の片隅に
○ヲタクに恋は難しい
○犬鳴村
○サイゴンクチュール
○ 1917 命をかけた伝令

○スマホを落としただけなのに２

○ソソランの響き
○三島由紀夫 VS 東大全共闘 50
年目の真実
○ LED（R15）

萩ツインシネマ　 ☎ 21-5510

上映中
〜 5/15
〜 5/15
〜 5/15
〜 5/15

5/2 〜 5/22

5/16 〜
5/16 〜

5/23 〜
5/30 〜

イベント

さつき展
５月 30 日㊏〜 31 日㊐

　9:00 〜 16:00
市民館ロビー、第 3 会議室
萩園芸友の会さつき部会（椙本）

　☎ 25-5831

吉田栄作ライブ
８月 22 日㊏　18:00 〜 20:00
萩ツインシネマ
全席自由席　前売 5,500 円

　（当日 6,050 円）

５月 保健ガイド 健康増進課　☎ 26-0500セ…センター　※…要予約

◉萩地域
７日・21日㊍ こころの相談日（※）/萩市保健セ/13:30〜
12日・26日㊋ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00〜

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地域の健
康教室等の開催を中止します。今後の予定については、
決まり次第、広報誌等でお知らせします。

150 人
■プレイガイド　アトラス萩店、サ
ンリブ萩、萩ツインシネマ、チケッ
トぴあ

吉田栄作ライブ実行委員会事務局
（吉野）☎ 090-6405-3756
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人の動き 人口／46,015人（前月比-289）　男／21,268人（前月比-118） 　女／24,747人（前月比-171）
世帯数／23,190世帯（前月比-58） 　出生／13人　死亡／80人　（令和２年３月末日）

　「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 / 秘書広報課 ☎ 25-3178　FAX 26-5458　メール kouhou@city.hagi.lg.jp　

慶 弔 だ よ り
お誕生おめでとう

ご結婚おめでとう

お悔やみ申し上げます

※令和２年３月16日〜令和２年４月15日
　広報はぎ慶弔欄記載申込書に記入された
内容で、掲載しています。
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５
1金

外科
内科

萩むらた（25-9170）
ふじわら（22-0781）

2土
外科
内科

花宮（25-8738）
萩慈生（25-6622）

3日 外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

4月

5火

外科
内科
歯科
眼科
耳鼻科

休日急患診療センター
（26-1397）
森（26-8880）
堀（22-4133）

6水

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

7木
外科
内科

玉木（22-0030）
中坪（22-5430）

8金
外科
内科

萩市民（25-1200）
みやうち（25-2500）

9土
外科
内科

萩むらた（25-9170）
市原（22-0184）

10日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

11月
●世界遺産登録５周年記念企画展「世界遺産を守った夏みかん」（～6/9）/萩博物館/9:00～
●おはなしの森（毎週月・金曜日）/子ども図書館/11：00〜

外科
内科

めづき（22-2248）
ふじわら（22-0781）

12火

●特別展示「小原古邨と明治の花鳥画」（～6/21）/山口県立萩美術館・浦上記念館/9:00～
●「新一年生から新一年生へ」〜この絵本、読んであげたい〜（〜15日）須佐図書館/9：30〜
●心配ごと相談 / 弥富公民館 /9:30 〜（要予約）

外科
内科

大藤（21-0002）
中嶋（22-2206）

13水

●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/9:30〜
●ベビーマッサージ/児童館/10：00〜
●国際交流員の英語で読み聞かせ/子ども図書館/16:00〜

外科
内科

かわかみ（21-7538）
全真会（22-4106）

14木
外科
内科

都志見（22-2811）
萩慈生（25-6622）

15金

外科
内科
小児科

玉木（22-0030）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

月 情報カレンダー 夜間・休日当番医　●イベント　●図書館・児童館　●相談

※新型コロナウイルス感染症防止対策により、急遽中止・延期になる場合があります。
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16土 ●おはなし会おひさま（23日）/子ども図書館/14:30〜 外科
内科

萩市民（25-1200）
柳井（22-0748）

17日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

18月
外科
内科

田町（24-1234）
わたぬき（25-2020）

19火
●明木図書館蔵出し展示「コドモノクニの世界」（〜6/30）/明木図書館/9：00〜
●心配ごと相談 / 総合福祉センター /13:30 〜（要予約）

外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

20水 ●元気な時にかかる医者/児童館/11:00〜 外科
内科

花宮（25-8738）
中嶋（22-2206）

21木
外科
内科

めづき（22-2248）
中坪（22-5430）

22金
外科
内科

都志見（22-2811）
市原（22-0184）

23土

外科
内科
小児科

玉木（22-0030）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

24日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

25月
外科
内科

かわかみ（21-7538）
萩慈生（25-6622）

26火 ●心配ごと相談 / 川上公民館 /13:30 〜（要予約） 外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

27水
外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

28木 ●子育て相談/児童館/10:30〜 外科
内科

大藤（21-0002）
柳井（22-0748）

29金
外科
内科

萩むらた（25-9170）
中嶋（22-2206）

30土
●さつき展（～ 31 日）/ 市民館ロビー、第 3 会議室 /9:00 ～
●至誠館大学学生「ぴーかーぶー」の読み聞かせ/子ども図書館/14：30〜

外科
内科

都志見（22-2811）
わたぬき（25-2020）

31日 ●和の音 Concert 萩・明倫学舎 in 初夏 / 萩・明倫学舎本館 /11:00 ～、13:30 ～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

夜間・休日当番医

※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、15日、23日以外は内科で対応します。
※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

★保健ガイドは、18 ページに
　掲載しています。

●イベント　●図書館・児童館　●相談

●外科・内科・小児科　５月３日㊐～５月６日㊌㊗　8：00～翌日8：00
●眼科・耳鼻科　５月５日㊋㊗　9：00～12：00

【連休中の診療時間について（萩地区）】

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、

（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

■当番医が変わった場合　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。
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美祢市美祢市

山陽
小野田市
山陽
小野田市

萩市萩市

津和野町津和野町

山口市山口市

防府市防府市宇部市宇部市

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。

■着任日　平成 30 年９月
■前住所地　山口市
■配属先　三見公民館
■現在行っている活動　狩猟免許
を活用した有害鳥獣被害対策等

■着任日　平成 30 年５月
■前住所地　岡山県岡山市
■配属先　旭産業振興部門
■現在行っている活動　食の PR や
観光客誘致、料理教室、商品開発等

■今後の展望
　市にジビエ肉の解体処理場を建設することを最終目
標とし、有害鳥獣被害対策のため萩地域の猟友会の
方々と山へ出猟し罠の設置方法を学び、ジビエ肉を活
用したお店の出店を考えています。
　解体処理場の整備を行い、萩地域の猟師さんのモチ
ベーションの向上や、新しく狩猟をする人を増やして
いきたいです。

■今後の展望
　萩の食材の魅力を広め、交流を図る「パエリャ巡礼」
は多くの方から反響をいただき、パエリャのレシピ本の
作成や動画配信をしました。

　５月上旬から中旬にかけて約 10
万株のツツジが見頃を迎えます。
　晴天時には、標高 631.3 ｍの山
頂から瀬戸内海の島々をはじめ、遠
く九州や国東半島まで見渡すことが
できます。

防府市都市計画課　
　☎ 0835-25-2159

防 府

　国の天然記念物に指定されている
一の坂川流域のゲンジボタルの乱舞
を鑑賞できます。橋の上から眺めれ
ば、天の川のような幻想的な世界が
広がります。

山口市観光交流課　
　☎ 083-934-2810

山 口

　約 15 種類の自然植物が群生し、
カキツバタやジュンサイ、オオミズ
ゴケなどがよく発達しています。
　特にカキツバタ群落は、５月中旬
から６月上旬にかけて、紫や白の美
しい花を咲かせます。

美祢市観光協会
　☎ 0837-62-0115

美 祢

　ヒラドツツジ約 10,000 株が植
栽されています。正面入口から白鳥
湖に向かう園路の両側を美しいツツ
ジが彩り、来園者を出迎えます。

宇部市ときわ公園課
　☎ 0836-54-0551

宇 部

　竜王山は国内でも有数のヒメボタ
ルの生息地です。５月中旬から６月
上旬にかけて、幻想的なヒメボタル
の乱舞を観ることができます。

山陽小野田市都市計画課　
　☎ 0836-82-1162

　この地域では周辺の光に配慮して
おり、ゲンジボタルの光が幻想的に
浮かび上がります。橋の上や川沿い
では、ホタルに触れられるほど間近
で見ることができます。

津和野町観光協会
　☎ 0856-72-1771

津和野

竜
りゅうおうざん
王山公園 一の坂川

畑
はたがさこ
迫地区

大
おおひらやま

平山山頂公園

ときわ公園（ツツジ） 二
に た ん だ
反田溜池
カキツバタ群生地

　また、旭地域に飲食店を開業し「萩の
食材生産者さんたちの代表」として、来
訪者に萩の良さを実感していただき、移
住者の誘致に繋げたいと思います。

パエリャレシピ本
「萩出汁の旅」

市では、14 人（５月１日現在）の隊員が萩市ならではの魅力を生かし、活動しています。
地域振興や魅力づくりに向け活動している隊員をシリーズで紹介します。

23 おいでませ、豊かな暮らし応援課 
☎ 25-3360
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開催日 イベント 場所 問い合わせ

５月１日㊎～５日㊋ 萩焼まつり 市民体育館 萩焼まつり実行委員会
☎ 25-3333

５月２日㊏
阿武川温泉公園まつり 阿武川温泉公園 川上総合事務所　☎ 54-2121
見島　島びらきまつり 見島子ども広場周辺 見島観光協会　☎ 23-3311

５月３日㊐ 世界遺産登録５周年記念
　城下町萩・堀内散策 堀内地区 文化財保護課　☎ 25-3238

５月３日㊐～４日㊊

萩・大茶会 萩城跡指月公園他 観光課内実行委員会
☎ 25-3139

萩往還まつり「技・明木展」萩往還交流施設「乳母の
茶屋」および周辺民家

萩往還工芸まつり実行委員会
☎ 55-0817

須佐焼ふれあい祭り 須佐大橋コミュニティ広
場

須佐総合事務所産業振興部門
☎ 08387-6-2219

５月５日㊋

親子で楽しもう！
　エコキャン祭り

須佐湾エコロジーキャン
プ場

須佐おもてなし協会つわぶきの
館　☎ 08387-6-2266

つつじまつり 道の駅「ゆとりパークた
まがわ」

道の駅「ゆとりパークたまがわ」　
☎ 08387-2-1150

こどもの日オールレンタル
Day 萩アクティビティパーク 萩アクティビティパーク

☎ 56-0100

５月９日㊏～10日㊐ 萩・夏みかんまつり かんきつ公園旧田中別邸 観光課内実行委員会
☎ 25-3139

５月17日㊐ 浜崎伝建おたから博物館 浜崎本庁筋 文化財保護課　☎ 25-3238

主要観光イベントの中止のお知らせ

科目 自然、文化、歴史、幕末維新
※１科目のみでも受検できます。

受検資格 どなたでも

受検方法

5 月 1 日㊎から各自パソコンやスマー
トフォンにより受検。
※期間制限はありません。
※パソコン等がない場合は、問題用紙
の郵送により受検可。返信用封筒（140
円切手を貼付、住所・氏名を記入）を
事務局まで送付してください。

出題形式 各科目択一式 50 問

ＧＷはおうち時間を楽しもう！ スマホで誰でも・気軽に受検！ 萩検定HP

　新型コロナウイルス感染症による外出自粛要請を
受け、自宅で受験できる初級コースを 5 月から開始。
申込不要、無料で受検できるので、気軽にチャレンジ
して、萩の魅力を楽しく学びませんか。

【初級コース】

萩第 回２ 検定
【中級・上級コース】

12 月６日㊐（実施予定）
※会場等の詳細が決まり次第お知らせします。

５月 1 日㊎開始

※詳細は萩検定ＨＰをご覧ください。

■購入方法　Amazon またはまちじゅう博
物館推進課ほか市内各所
※萩ものしり博士問題集改訂版および萩・
幕末維新検定問題集改訂版をお持ちの方は、
HP に掲載の「増補版」で検定に対応できます。

萩市まちじゅう博物館推進課内萩検定実行
委員会事務局　☎ 25-3290、FAX24-0505

萩検定公式テキストブックの販売
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　「萩城下町」の形が大きく変わらなかった
理由の一つに、特産品「夏みかん」の栽培が
あります。夏みかんの親が分かるかもしれな
い、という最新の研究成果を含む、世界遺産
と夏みかんのかかわりについて紹介します。

世界遺産登録５周年記念企画展

山口県立萩美術館・浦上記念館
特別展示

前期 5 月 12 日㊋〜 24 日㊐
後期 5 月 27 日㊌〜 6 月 21 日㊐
　9:00 〜 17:00 

《5 月開始の普通展示》
■東洋陶磁　「白と黒　モノクローム
のやきもの」5 月 19 日㊋〜

「小
お は ら

原古
こ そ ん

邨と明治の花鳥画」

☎ 24-2400

小原古邨　〈紫陽花に雀〉
中外産業株式会社

　原
はら

安
やすさぶろう

三郎コレクション

萩博物館
開館時間 9:00 ～ 17:00（入館は 16:30 まで） 大人 520 円／高校・大学生 310 円／小・中学生 100 円観覧料

☎ 25-6447

和の音 Concert
萩・明倫学舎 in 初夏

5/31㊐ ①11:00〜
②13：30〜

■ところ　萩・明倫学舎本館
　インフォメーションセンター
■問い合わせ　NPO 萩明倫学舎
　☎ 21-0304

　「ストゥリングス」による箏二重奏
と箏・十七絃三重奏、「くによはな」
による長唄三味線を演奏します。

６/９㊋
まで

　新型コロナウイルス感染症が拡大し
ている状況から、5 月 11 日㊊まで普
通展示を含め、休館します。

（4 月 16 日現在）
　今後の状況に応じて、休館延長やイ
ベントを中止する場合が
ありますので、HP また
は電話で最新の情報を
ご確認ください。

＜萩博物館公式 YouTube 開設＞
【リニューアル展示お披露目動画】　公開中！

※コロナウイルス感染症対策により
５月 10 日㊐まで臨時休館

※新型コロナウイルス感染症防止対策によ
り、急遽中止・延期になる場合があります。 最新の情報を随時お届けします！

公式Facebook「山口県萩市」


