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　全国の平成 30 年度の児童虐待の件数は 15
万 9,850 件にのぼり、年々増加傾向にありま
す。市での令和元年度虐待対応件数は５件です
が、潜在している可能性もあります。
　また、新型コロナウイルス感染症により家庭
の生活環境が変化する中、虐待リスクの高まり
が懸念されています。
　子育てに悩んだときは、ひとりで抱え込まず、
相談してください。

　夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、
セクハラ、ストーカー行為等女性に対する暴力
は、女性の人権を著しく侵害するものです。
　また、新型コロナウイルス感染症に伴い、配
偶者等からの暴力の増加や深刻化が懸念されて
います。不安を感じたら、ひとりで悩まず相談
してください。

　子どもへの体罰は法律で禁止されています。
　また、子どもの前での夫婦間暴力（面前 DV）は
子どもへの心理的虐待にあたります。
　そして、DV が起きている家庭では、子どもに対
する暴力が同時に行われている場合があり、DV 被
害を受けている人は、加害者に対する恐怖心などか
ら、子どもに対する暴力を制止できなくなる場合も
あります。

　女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼び
かけ、被害者に対し、「ひとりで悩まず、まず
は相談してください。」というメッセージが込
められています。

11 月は児童虐待防止推進月間です

女性に対する暴力をなくす運動

　オレンジ色は、「子どもたちの明るい未来」、
オレンジリボンのシンボルマークは、「子ども
への虐待をなくしたい」というメッセージが込
められています。

◆萩市家庭児童相談室
　（子育て支援課内）　☎ 25-3536

◆萩市女性相談窓口専用ダイヤル　☎ 25-3366　
　時間：平日 8:30 ～ 17:15

〔11月12日㊍～25日㊌〕

運動期間の取り組み

「虐待かな」と思ったら…

◆児童相談所
　虐待対応ダイヤル

※通報者の秘密は守られます。

「１
いちはやく

８９」
※ 24 時間対応、通話料無料

「児童虐待防止推進月間」のオレンジ色

「女性に対する暴力をなくす運動」のパープル色
※いずれも女性相談員が対応
※秘密厳守（相談無料）

◆DV ホットライン（緊急用）
　☎ 0120-238-122

※面接相談の予約は、メール（市 HP）でも可。

相談窓口

◆萩児童相談所　☎ 22-1150

相談窓口

　出前講座
　DV、デート DV、ハラスメント、LGBT 等に
ついて、講師の派遣を行っています。

市民活動推進課　☎ 25-3227

◆子育て世代包括支援センター HAGU（はぐ )　
　☎ 25-2022

妊娠から出産・子育ての悩み相談や質問は

○オレンジ＆パープルライトアップ
総合福祉センター正面
11 月２日㊊～30 日㊊　22:00 まで

○オレンジ＆パープルリボンツリーの設置
11 月２日㊊～30 日㊊
児童館

子ども虐待防止
オレンジリボン運動
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施設名 開所時間 保育サービス
延長 一時 乳児 障がい 休日 24時間

公
立
保
育
園

椿東 7:00～19:00 ○ ○

○ ○

越ヶ浜

7:30～18:30

越ヶ浜大井分園
椿
三見
山田 ○
川上 ○
田万川 ○
田万川小川分園 ○
むつみ ○
須佐 ○
あさひ ○
福川 ○
紫福 ○

私
立
保
育
園

日の丸 7:00～20:00 ○ ○ ○
住の江 7:00～19:00 ○ ○
大島 7:30～18:30
春日 7:00～19:00 ○

認定
こども園

萩幼稚園 7:30～18:30萩光塩学院幼稚園
事業所内
保育所

くすのき保育園
　（都志見病院） 7:30～18:30

■入園対象となる児童
　０歳（概ね６か月）から小学校就学前までの児童で、
次のいずれかの事由に該当する場合。
①就労（月48時間以上）、②妊娠・出産（出産の前後各２
か月間）、③保護者の疾病・障がい、④介護・看護、⑤災
害復旧、⑥求職活動（年度３か月間）、⑦就学、⑧虐待や
DV、⑨育児休業取得時（既に保育園を利用している子
どもがいて継続利用が必要であること）

■保育時間　月～土曜日
（日曜日、祝日、12月29日～１月３日は休み）

■給食　昼食、おやつ（乳児には離乳食とミルク）

■保育料
①３～５歳児クラス⇒ 無償。
②０～２歳児クラス⇒８月分までの保育料は令和2年
度の世帯の市民税額、９月分以降の保育料は令和3年
度の世帯の市民税額により決定。ただし、市民税非課税
世帯は無償。

■副食費
①３～５歳児クラス⇒保護者負担。

※年収360万円未満相当世帯の場合無償。
②０～２歳児クラス⇒市民税非課税世帯の場合無償。

■申請方法
　 子育て支援課、各総合事務所市民窓口部門、各支所・
出張所に備え付けの申請書に必要書類を添えて提出。
※今年度は新型コロナウイルス感染予防のため、申請
書等はHPからもダウンロード可。
　ただし、提出は窓口に直接提出とする。

■その他
○出生前でも申込可。令和3年度の入所を希望される
方は必ず申し込みをしてください。
○申請内容と就労証明書（自営業含む）の内容が、事実
と異なっている場合、入園決定を取り消します。また職
場に就労状況を確認する場合があります。
○保育料を滞納している場合や、同居の親族が保育で
きる場合等は、利用優先度を調整する場合があります。
○保育必要量に応じ利用区分（利用時間）が異なりま
す。
○令和３年４月１日時点で、64歳以下の同居の祖父母
がいる場合、祖父母の「保育を必要とする事由」が必要
となります。 子育て支援課　☎25-3536

　各総合事務所市民窓口部門＜市内保育園一覧＞

令和３年度 保育園新入園児募集
申請期間 ＜厳守＞
11月24日㊋～12月21日㊊

※休日保育、24 時間保育
の利用は、市内の保育園等
に通園中の児童が対象。
※くすのき保育園（都志見
病院）は、０～２歳児のみ
対象。

※認定こども園教育認定の
募集については、各園にお
問い合わせください。
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萩市美術展
　市民館で「第 16 回萩市美術展」を開催しました。
高校生・一般の部は平面、立体、書、写真の４部門に
97 点、小・中学生の部は絵画、書の２部門に 700 点
の応募があり、9 月 30 日の審査会で、176 点の入賞
作品が決まりました（出品総数は、招待作家の 30 点
を加えた 827 点）。

地域巡回展示開催
高校生・一般の部
市長賞・議長賞・教育長賞・美術協会長賞作品
○須佐公民館
11 月１日㊐～５日㊍　9:00 ～ 16:00
○旭活性化センター（佐々並公民館）
11 月 19 日㊍～ 22 日㊐　9:00 ～ 17:00

（最終日は 14:00 まで）

高校生・一般の部
　　  市長賞

小・中学生の部
　　市長賞

「奄美の風　2020」
増野 妙

た え こ
子

「弟と川遊びをしたよ」
西村 勇

ゆ う と
人（椿東小５年）

全国大会出場おめでとう！

堀　眞
まさのり

紀
（75 歳、川島）

今田　信
の ぶ お

夫
（75 歳、塩屋町）

受賞作品
「井

い ど が た
戸形茶

ちゃわん
碗」

受賞作品
「早

そうちょうから
朝～」

◆学校の部（応募 22 件）
【金賞】明木小学校・旭中学校
◆地域・職域団体の部（応募 11 件）

【金賞】白水会館・しらみずクラブ（山田）
◆個人の部（応募７件）

【最高金賞】柴田静江（須佐）

【工芸の部】 【写真の部】

全国健康福祉祭ぎふ大会「ねんりんピック岐阜 2021」
（令和３年 10 月 30 日㊏～ 11 月２日㊋　岐阜県）

観光課　☎ 25-3160

※今年度の全国大会は新型コロナウイルス感染症に伴い
１年延期。

秋の花いっぱい運動、まちの緑賞受賞者決定

明木小・旭中学校 白水会館・しらみずクラブ 柴田静江邸

北野正一邸 神崎昭夫邸

秋の花いっぱい運動受賞者

まちの緑賞受賞者
・北野正一（堀内）オオイタビとラカンマキの生垣
・神崎昭夫（堀内）ブロック塀をオオイタビで被覆
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　去る８月 15 日に、94 歳で逝去されました萩市名誉市民　浦上敏朗先生のご功績をたたえ、「萩市葬」
を執り行います。

　浦上敏朗先生は大正 15 年に橋
本町に生まれ、萩市明倫尋常高等
小学校、山口県立萩中学校、山口
経済専門学校（現山口大学経済学
部）を卒業。　

萩市名誉市民　浦上敏朗先生　「萩市葬」

11 月 18 日㊌　13:00 ～（受付　12:00 ～）
市民館大ホール
人事課　☎ 25-1239

※当日は、新型コロナウイルス感染症対策のため、
会場（大ホール）に入れない場合も想定されます。
市民館ロビー内に別途祭壇と献花台をご用意してお
りますので、ご理解をお願いします。なお、勝手な
がらご供花ご供物などは堅くご辞退申し上げます。

　昭和 48 年からは株式会社ジャパンアートコンサル
タンツ社長として、美術界において幅広く活躍される
とともに、日本浮世絵商協同組合理事長等の要職に就
任され、わが国の芸術文化の発展に大きく貢献されて
います。
　また、郷土の活性化と文化的貢献を願い、平成５年
には心血を注いで収集してこられた数多くの浮世絵版
画、中国・朝鮮の古陶磁など約 2,280 点以上の美術
品を山口県に寄贈され、これを契機に萩市に県立萩美
術館・浦上記念館が建設されました。
　これらの美術品は、世界に誇れる極めて貴重なもの
であり、県立萩美術館・浦上記念館は、萩市の芸術・
文化振興の拠点となっており、市では、それらの功績
を称え顕彰するとともに、敬愛と感謝の意を捧げるた
め、平成６年に萩市名誉市民に推挙いたしました。

浦上敏朗先生　経歴

　世界遺産登録５周年を記念するとともに、世界遺産、萩ジオパークおよびカヌー競技の魅力を再認識し
ていただくことを目的として、７月１日から原付第一種（50cc 以下）のオリジナルナンバープレートの
交付を開始しました。

　このたび、萩山口信用金庫から交換の申し込みをい
ただき、市内全支店の営業用車両 18 台にオリジナル
ナンバープレートを取り付けていただきました。
　このオリジナルナンバープレートは、松下村塾や須
佐ホルンフェルス、萩にゃんを取り入れたデザインで、
500 枚限定です。
　現在、92 台のバイクがプレートをつけて萩の街を
走っており、萩の魅力発信に一役買ってもらっていま
す。
　また、新規登録だけでなく、既存のプレートとの交
換も可能で、費用も無料となっています。
　今後も、市民の皆さん、事業所の皆さんからの申し
込みをお待ちしています。

オリジナルナンバープレートの
詳細はこちらから⇒

課税課固定資産税係　☎ 25-3485

オリジナルナンバープレートをつけて、
萩の街を走ってみませんか？
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萩まちづくりセッション 秘書広報課　☎ 25-3178

　市民の皆さんと一緒に、これからのまちづくりについて、意見交換などを行う「萩まちづくりセッショ
ン」を７月上旬から小学校区ごとに各地域で開催しています。市民の皆さんからご意見をいただきました
ので、その一部を紹介します。（※いただいた意見と回答については、市 HP に順次掲載していきます。）

総合事務所管内の開催日程
19:00 ～ 20:30
小学校区ごとに各地域で開催

■市民の皆さんからのご意見を募集します
　当日参加できない方、会場で発言しにくい方な
どは、事前にご意見をお寄せいただければ回答い
たします。また、会場に来られる方も、前もってご
質問をお受けします。
■提出方法　窓口備え付けの用紙（市 HP からダ
ウンロード可）を郵送、FAX、メール、持参
※開催日の１週間前までにご提出ください。

小学校区 期　日 会　場
多磨 11 月５日㊍ 田万川コミュニティセンター
小川 11 月 17 日㊋ 小川小学校体育館
育英 11 月 19 日㊍ 須佐文化センター
弥富 11 月 25 日㊌ 弥富交流促進センター

■提出先　〒758-8555　萩市秘書広報課広報係
☎ 25-3178、FAX26-5458
メール kouhou@city.hagi.lg.jp
■開催日程

意見　
　萩ウエルネスパークの公園まで子供を連れて行きたいが交通手段がないという
意見をよく聞きます。まぁーるバスのルートを延長してもらえないでしょうか。
回答
　まぁーるバス運行ルートの延長については、様々な地区から要望をいただいて
います。運行エリア内において交通空白地の解消や、ルートを延長することによ
る乗車時間の延長など、様々な角度から見直しを検討しています。

８月 19 日 ㊌（椿西小学校区）

８月 28 日 ㊎（明倫小学校区）
意見　
　市指定ごみ袋が他市と比較して高いような気がします。他市においては企業の広
告などをいれて、ごみ袋の値段を下げているところもあります。
回答
　市ではごみ減量化の取組の一環として指定ごみ袋の無料配布を行っており、この
考えに基づき料金を設定しています。今年度、子育て支援のため、新生児を対象に
無料配布を追加しましたが、本日の提案についても、こうした制度の見直しの中で
検討を行います。

10 月２日 ㊎（川上小学校区）
意見　
　キャンプブームによって萩阿武川温泉公園のキャンプサイトも大勢の方が利用
されています。野菜やバーベキューセットなど直売所で販売していますが、売上
増につながるような良い考えはありませんか。
回答
　例えば、集客の多い土・日曜日などには屋外での商品販売など、キャンプ等に
来られた方にキャンプ用品や食材をアピールできるような販売方法など、直売所
の皆さんと一緒に検討していきたいと思います。
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市長コラム

　皆さんは「関係人口」と
いう言葉を聞かれたことが
あるだろうか？「関係人口」
とは移住した「定住人口」
ではなく、観光目的で来た

「交流人口」でもなく、地
域と多様に関わる人たちを

指す用語である。
　先月に再開した熱中小学校萩明倫館の講義で、本
校の鈴木寛校長（慶應義塾大学教授）は、これから
は、従来の「企業誘致・工業振興→雇用増→定住人
口増」という流れから「新たな幸福感に基づく関係
人口増→消費増→地域産品・地域サービス業振興→
雇用増→定住人口増」の流れへと地方都市への人口
流入のシナリオは変容するという。例えば G

グ ー グ ル
oogle

は誘致することはできなくても、萩に Google の
社員を連れてきて働かせることはできる。
　現在萩市の代表的な「関係人口」は新

あ ら い
井達

た つ お
夫さん。

鎌倉市でレストランやウェディングなどの事業を手
掛ける事業家だが、萩市ではぎ地域資産（株）を立
上げ、地域の若者を雇用して、飲食店を開業してお
り、現在は浜崎伝建地区の空き家を活用する事業を
次々に展開されている。
　また、林

はやし
杏
あ ん な

奈さんは東京を拠点に活動しながら、
月に１回１週間程度萩に滞在し、２拠点で活動する
フリーランスの美容師である。高齢者施設でカット
などを行う訪問美容というスタイルで、美容と福祉

をつなぐ活動を行っている。更に、萩をロケーショ
ンに市民をモデルに写真に収め、萩市の情報発信を
されている。
　そして、和田幸

さ ち こ
子さんは東京都新宿区所在の会社

代表。山口県内の生産者と食材を紹介する冊子など
の編集活動を行い、地方創生に関心のある東京大学
生のフィールドワークの場として萩市で活動できる
よう支援されている。
　「関係人口」にも様々なスタイルがある。その他
にも萩・魅力 PR 大使、都市部での萩市のイベント
に参加される方、萩の魅力に惹かれ何度も来萩され
る方、萩市のイベントを都会で広報される方などた
くさんいる。
　こうした萩の魅力を感じて萩と関わりを持ってい
ただいた方ばかりでなく、一次産業に関心を寄せる
若者、IT 技術者、芸術家、研究者など精神的に豊
かな暮らしを萩で送りたいと考える人、そしてコロ
ナ禍で都会での生活に嫌気し、生活費や住居負担が
多く、可処分所得や可処分時間を増やしたい中高年
の U ターン希望者、更には自然の中で子供をのび
のび育てたい家庭や、家族の心身の健康を回復させ
たい家庭にも寄り添いたい。
　そのために先ずは「関係人口」づくりを進めるた
めに、都会と萩との２拠点居住の流れを創りたい。
この取り組みが奏功すれば、前述のシナリオどおり、

「定住人口」の増加に繋がっていくものと確信して
いる。

「新型コロナウイルスと関係人口」

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、発熱や咳等の症状で医療機関を受診される際は、必ず事前
に医療機関に電話をしてから受診してください。

休日急患診療センターからのお知らせ
※休日急患診療センターでは、発熱や咳等の症状のある患者（発熱患者）と、それ以外
の救急患者の接触による感染リスクを避けるため、当分の間、発熱患者の診療時間を別
に設けましたので、下記の時間に受診していただきますよう、ご協力をお願いします。

発熱以外の救急患者 9:00～22:00（受付は21:30まで）
※通常通り

発熱患者 11:00～12:00、15:00～16:00

■診療時間（日曜、休日、年末年始）

発熱や咳等の症状で医療機関を受診される方へ
地域医療推進課　☎ 25-2182

休日急患診療センター　☎ 26-1397
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シリーズ

■これまでの経緯
　今年１月に１回目の中核病院形成検討委員会を開催
し、市民病院と都志見病院の統合による中核病院づく
りに向けた協議が始まりました。新型コロナウイルス
の感染拡大の影響等により一時中断しましたが、これ
までに３回開催、「基本的な方向性」、「経営形態」に
ついて確認し、現在は、「診療科目・医療機能・病床
規模」について検討を進めているところです。
　診療科目等は、中核病院の最も重要な部分であるこ
とから、関係者と十分に時間をかけ、しっかり議論を
行います。検討委員会の専門部会やワーキンググルー
プで議論を重ね、また、市民の皆さんと意見交換を行
い、中核病院づくりへの意見や要望を伺っています。

中核病院づくりに向け、
検討を進めています。

中核病院形成検討委員会
　萩市長（委員長）、萩市医師会長（副委員長）ほか、
山口大学医学部附属病院長などの学識経験者、萩市社
会福祉協議会長などの市民代表の委員で構成。萩医療
圏にふさわしい中核病院として担うべき医療や中核病
院のあり方について検討します。　

専門部会
　両病院の院長等の役職員で構成。検討委員会での協
議を円滑に進めるために、事前に検討項目の内容を協
議、調整します。

ワーキンググループ
　分野ごとに、両病院の医師・看護師等の医療従事者
や、医師会等の関係者を交え、中核病院で担うべき医
療について専門的な立場から協議します。

■検討スケジュールの見直し
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により、協
議が中断し、当初の予定より遅れたため、また、協議
の時間を十分に確保し、中核病院のあるべき姿につい
て議論が尽くせるよう、検討期間の延長を含めた検討
スケジュールの見直しを行います。
　また、目標としていた令和４年４月の中核病院開設
時期についても、見直すことも含め、現在検討を行っ
ています。

　地域や団体の集まりなどで、中核病院づくりに
ついて説明し、意見を伺う「中核病院なんでもト
ーク」を随時行っています。ご要望がありました
ら、中核病院形成推進室までお知らせください。

これまでに開催した
検討委員会の概要はこちら⇒

中核病院形成推進室　☎ 21-3120

中核病院なんでもトーク

中核病院形成検討委員会

事務局案

専門部会

再検討

各 WG の意見、協議内容

ワーキンググループ（WG）

 救急
（災害）

小 児・
周産期

地域包
括ケア

へき地 がん 透析 健診

【検討項目】
○診療科目、医療機能
　現在の２病院の診療科目や医療機能を基に、市外へ
流出している患者のデータ分析結果等を踏まえ、中核
病院でどのような医療を担っていくのか検討。
○病床規模
　将来の患者数や医療需要の推移を踏まえ、中核病院
で担う医療を行うためにはどの程度の病床数が必要か
検討。
○２病院の機能分化、施設の活用方針
　統合時に２病院でどのような診療を行い、各施設を
どう活用するのか検討。

萩市民病院 都志見病院

≪次回の開催予定≫
〇第４回中核病院形成検討委員会（予定）

11 月20 日㊎　14:00 ～16:00
市役所大会議室　

※会議の傍聴は、11 月13 日㊎までに電話申し込み
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秋季火災予防運動 11 月９日㊊～ 15 日㊐
　市内では、今年９月末までに 23 件の火災が発生しました。（建物火災 14 件、林野火災１件、車
両火災２件、その他火災６件）
　出火原因で最も多いものは火入れ（枯草焼き）によるもので３件発生しています。

◎住宅火災を防ぐ７つのポイント
３つの習慣

・寝たばこは、絶対にやめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用
する。
・ガスこんろなどのそばを離れる時は、必ず火を消す。

４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置す
る。
・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を
設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所
の協力体制をつくる。

◎住宅用火災警報器を設置
しましょう！
○住宅用火災警報器の設置
は義務です。
　全ての寝室と２階以上に
寝室がある住宅は、階段に
も「煙式」の警報器の設置
が必要です。
○１年に２回、点検を実施しましょう。
　内部にホコリが入ると誤作動することがあります。
電池切れになると火災時に作動しません。点検ボタン
または引きヒモで作動点検を実施しましょう。
○警報器には寿命があります。
　「自動試験機能付」または「交換期間」の表示があり、
故障により警報が鳴動した場合、または交換期間が経
過した警報器は交換してください（約 10 年が目安）。

消防本部予防課　☎ 25-2798

○住宅用火災警報器の取り付け支援を行っています！
　住宅用火災警報器を購入したが、取付け・取換えが困難な方に対して、消防職員がご自宅に伺い、無
償で取付け・取換えを行います。

①ラベルやキャップは
必ず外してください。

③資源ごみの日の緑の回
収容器に入れてくださ
い。

②ボトルの中は軽く洗っ
てください。

※はずしたラベルやキャップ
は、プラスチック製容器包装
で出してください

　いつも、ごみの分別にご協力いただきありがとうございます。

◎ペットボトルは、　ペットボトルマークが目印です。

ペットボトルの出し方のお願い 環境衛生課　☎ 25-3520
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令和元年度
決算状況

財政課　☎ 25-3349

予算がどのように使われたか、財政状況がどうなっているかをお知らせします。

一般会計の決算概要
　一般会計決算額は、歳入が 297 億 4,741
万 円、 歳 出 が 289 億 1,278 万 円 で し た。
歳入歳出差引額の８億 3,463 万円のうち、
２億 8,485 万円を繰越財源とし、実質収支
は５億 4,978 万円の黒字となりました。

・国庫支出金、地方債の増加
・福栄コミュニティセンターや新萩市総
合福祉センター整備事業、学校施設空調
設備整備事業等の普通建設事業の増加

前年度と比べ決算額が増加
した主な理由

■歳入
区　　分 主な内容 決算額 構成比

自
主
財
源

市税 市民税など 52億2,703万円 17.6％
分担金
および負担金

受益者負担金
など ２億7,965万円 0.9％

使用料
および手数料 施設使用料など ５億1,709万円 1.7％

繰入金 基金からの繰入 ９億4,765万円 3.2％
諸収入ほか 預金利子など 15億5,542万円 5.3％

小　計 85億2,684万円 28.7％

依
存
財
源

地方交付税 国からの交付金 120億4,779万円 40.5％

国・県支出金 国・県からの負担
金、補助金など 47億8,123万円 16.1％

市債 市の借入金 29億8,390万円 10.0％
地方譲与税
ほか

自動車重量譲与
税など 14億765万円 4.7％

小　計 212億2,057万円 71.3％
合　　計 297億4,741万円 100.0％

■歳出
区分 主な使い道 決算額 構成比

総務費 税金の管理、支所
の運営など 42億2,572万円 14.6％

民生費 子育て支援、高齢
者医療の充実など 97億849万円 33.6％

衛生費 健康づくり、ごみ
処理など 23億8,850万円 8.3％

農林水産業費 農林水産業の振
興、基盤整備など 17億7,876万円 6.1％

商工費 商工業、観光の振
興など 13億7,552万円 4.8％

土木費 道路、住宅の整備
など 15億6,649万円 5.4％

消防費 救急、消防活動 12億5,984万円 4.4％
教育費 小中学校の運営な

ど 29億811万円 10.1％
災害復旧費 災害復旧など 9,877万円 0.3％
公債費 市債の元金、利子

の償還 33億9,770万円 11.7％
議会費ほか 2億488万円 0.7％

合計 289億1,278万円 100.0％

市債・基金残高の状況
　市債残高の合計額は、令和元年度末で 253 億 4,010 万
円となり、前年度に比べ約３億円減少しています。
　一方、全会計の基金残高（現物含む。）は、令和元年度
末で 140 億 6,355 万円となり、平成 16 年度末に比べ約
29 億円増加しています。

特別会計の決算状況

会計名 現在高 基金現在高
一般会計 251億9,005万円 115億1,482万円
土地取得事業 ー円 12億9,230万円
国民健康保険事業

（事業勘定） ー円 8億1,521万円

国民健康保険事業
（直診勘定） 1億5,005万円 ー円

介護保険事業 ー円 4億4,122万円
合　計 253億4,010万円 140億6,355万円

　　６つの特別会計の収支は、
いずれも「０」または黒字とな
りました。
　各特別会計においては、事業
実施に必要な経費を主に保険料
や使用料等の収入でまかなって
住民サービスを提供するもので
すが、収入不足などのため、一
般会計から多額の繰入れを行っ
ています。

令和２年５月 31 日現在

会計名 歳入決算額 歳出決算額
うち一般会計繰入金

土地取得事業 111万円 0万円 111万円
国民健康保険事業（事業勘定）70億2,288万円 6億1,302万円 69億6,624万円
国民健康保険事業（直診勘定） 6億4,610万円 1億3,420万円 6億4,610万円
休日急患診療事業 9,576万円 5,509万円 9,576万円
後期高齢者医療事業 9億619万円 2億8,948万円 8億9,247万円
介護保険事業 62億3,630万円 10億9,535万円 60億8,591万円

合　計 149億834万円 21億8,714万円146億8,759万円
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主な実施事業
新萩市総合福祉センター整備事業
　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

財政の健全化に関する比率の公表
　いずれの数値とも早期健全化基準を下回っています。
また、公営企業の各会計とも資金不足は生じていません。

■詳細は、市役所本庁の市政情報コーナー、各総合事務所
地域振興部門または萩市HPで見ることができます。

健全化判断比率 比率の説明 R2 年度 R 元年度 30 年度 29 年度 早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率 一般会計の赤字の割合
（赤字の場合に表示） ― ― ― ― 12.63%

以上
20.00%

以上

連結実質赤字比率 すべての会計を合わせた赤字の割合
（赤字の場合に表示） ― ― ― ― 17.63%

以上
30.00%

以上

実質公債費比率 借入金返済額の大きさの財政規模に対
する割合 6.3% 7.1% 7.6% 8.3% 25.0%

以上
35.0%
以上

将来負担比率 借入金など現在の負債規模の財政規模
に対する割合 ― ― ― 5.2% 350.0%

以上

※各年度の比率は、公表年度の前年度決算に基づく数値。
※「―」は赤字、または将来負担額がないことを示します。

大島複合施設整備事業
　大島公民館・出張所・診
療所の建て替えにあわせ、
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を提供
できる施設を整備する事業
です。

保育所等施設整備費補助事業
　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した。

はぎビズ運営事業

全国藩校サミット萩大会開催事業
　旧萩藩の藩校「明倫館」創建
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
開催しました。

新防災行政無線整備事業
　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
への更新を行う事業です。

福栄コミュニティセンター
整備事業
　福栄コミュニティセン
ターおよび福栄総合事務所
を既存の福栄保健センター
に増築整備しました。

学校施設空調設備整備事業
　児童生徒等の健康被害を防止
するため、熱中症対策として、
全ての公立小中学校の普通教室
等に空調設備を整備しました。

るため、総合福祉センターを移転整備しました。

イメージ図

　中小企業や起業を目指す方の相
談所として「萩市ビジネスチャレ
ンジサポートセンター Hagi-Biz」
を県内初の伴走型中小企業相談窓
口として開設しました。
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令和元年度
決算状況
（企業会計）

水道事業会計
水道は、私たちの暮らしに欠くことのできない大切
な施設です。　 上下水道局総務課　☎25-3390

・樽屋町地区等で配水管等の整備・改良工事
・むつみ、川上地域の水道施設監視設備等の更新
・須佐水道統合整備事業等、施設の改良工事など

令和元年度の
主な事業

■収益的収支

収入
水道料金 7億670万円 61.5%
他会計負担金等 2億2,864万円 19.9%
その他 2億1,371万円 18.6%

収入合計 11億4,905万円 100.0%

支出
施設維持管理費等 5億6,650万円 52.2%
支払利息 6,441万円 5.9%
減価償却費 4億5,530万円 41.9%

支出合計 10億8,621万円 100.0%
収　支 6,284万円

※消費税等の影響額を除いた純利益は 3,494 万円。

■資本的収支

収入
企業債 2億2,900万円 62.1%
県支出金等 4,150万円 11.2%
出資金等 9,798万円 26.7%

収入合計 3億6,848万円 100.0%

支出
建設改良費 3億4,878万円 56.2%
企業債償還金 2億7,135万円 43.8%

支出合計 6億2,013万円 100.0%
収　支 ▲2億5,165万円
※不足額は損益勘定留保資金等で補塡。

下水道事業会計
生活環境の向上と公共用水域の水質保全に資するため、各施設の維持管理と
施設整備を行います。　　 上下水道局総務課　☎25-3152

令和元年度の
主な事業

・管きょ布設工事（椿東・椿・山田地区）
・小郡萩道路整備および佐々並大橋耐震補強に伴う排水管路移設工事
・排水管路布設工事（大井浦地区）
・堀内雨水ポンプ場建設工事など

収入

下水道使用料 5億5,457万円 26.8%
国庫支出金 3,036万円 1.5%
県支出金 900万円 0.4%
他会計負担金等 7億5,506万円 36.5%
その他 7億2,116万円 34.8%

収入合計 20億7,015万円 100.0%

支出
施設維持管理費等 7億972万円 35.0%
支払利息 1億6,442万円 8.1%
減価償却費 11億5,233万円 56.9%

支出合計 20億2,647万円 100.0%
収　支 4,368万円

■収益的収支
■資本的収支

※消費税等の影響額を除いた純損益の計上はありません。

収入

企業債 5億9,210万円 45.5%
国庫支出金 4億1,437万円 31.9%
県支出金 4,339万円 3.3%
他会計出資金等 2億3,630万円 18.2%
受益者負担金等 1,445万円 1.1%

収入合計 13億61万円 100.0%

支出
建設改良費 10億2,391万円 56.8%
企業債償還金 7億7,739万円 43.2%

支出合計 18億130万円 100.0%
収　支 ▲5億69万円

※不足額は損益勘定留保資金等で補塡。

病院事業会計
山口県の日本海側唯一の公立病院として地域の
健康を守ります。 萩市民病院　☎ 25-1200

令和元年度の
主な事業

・入院患者数　２万 9,628 人（対前年度比 1,935 人増）
・外来患者数　５万 4,470 人（対前年度比 278 人減）
・救急車による搬送患者数　863 人（対前年度比９人増）
・一般 X 線撮影装置、KADA システム（動画サーバ）などの更新

■収益的収支
■資本的収支収入

診療収入等 20億97万円 79.1％
補助金・負担金 ４億8,463万円 19.1％
その他 4,521万円 1.8％
　　収入合計 25億3,081万円 100.0％

支出
診療材料・機器等 24億8,382万円 92.1％
支払利息 4,450万円 1.7％
減価償却費 １億6,853万円 6.2％
　　支出合計 26億9,685万円 100.0％

収　支 ▲１億6,604万円
※消費税等の影響額を除いた純損失は１億 6,792 万円。 ※不足額は損益勘定留保資金等で補填。

収入
企業債 １億720万円 50.1％
出資金等 １億684万円 49.9％
　　収入合計 ２億1,404万円 100.0％

支出
企業債償還金 ２億6,534万円 70.5％
建設改良費 １億1,088万円 29.5％
　　支出合計 ３億7,622万円 100.0％

収　支 ▲１億6,218万円

堀内雨水ポンプ場堀内雨水ポンプ場
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令和２年度　上半期
財政状況の公表 　市では、毎年度、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。
財政課　☎ 25-3349

一般会計の執行状況 特別会計の執行状況
　一般会計予算額は、当初予算に 293 億 8,000 万
円を計上し、その後の９回の予算補正（86 億 5,478
万円）と令和元年度からの繰越明許費（12 億 4,782
万円）を加えると、９月末現在で総額 392 億 8,260
万円となっています。
　９月末現在における収支状況は、収入済額 251
億8，691万円で執行率45.8％、支出済額217億5，
094 万円で執行率 39.5％です。

　６の特別会計の当初予算総額は 154 億 5,420 万
円で、その後の予算補正（２億 6,957 万円）を加
えると、９月末現在で総額157億2,377万円となっ
ています。

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
会計のこと。

会　　計　　名 予算現額 歳入 歳出
収入済額 収入率 支出済額 支出率

一般会計 392億8,260万円 195億9,933万円 49.9％ 159億7,694万円 40.7％
土地取得事業 140万円 75万円 53.3％ 56万円 39.6％
国民健康保険事業（事業勘定） 70億7,261万円 25億9,158万円 36.6％ 26億9,715万円 38.1％
国民健康保険事業（直診勘定） 7億8,345万円 1億1,804万円 15.1％ 2億7,426万円 33.6％
休日急患診療事業 1億4,325万円 1,163万円 8.1％ 3,601万円 25.1％
後期高齢者医療事業 9億8,812万円 2億8,772万円 29.1％ 2億7,426万円 27.8％
介護保険事業 67億3,494万円 25億7,786万円 38.3％ 25億274万円 37.2％

合　　　　　計 550億637万円 251億8,691万円 45.8％ 217億5,094万円 39.5％

市債の状況
　市債とは、道路や公民館など公共施設の建設の際、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。その借入金を元利償還という形で長期
間（１～ 40 年）にわたって返済することにより、世代
間の住民負担を公平にする役割を果たしています。

会計名 現在高 構成比
一般会計 236億266万円 99.5%
国民健康保険事業

（直診勘定） 1億2,946万円 0.5%

合　計 237億3,212万円 100.0%

市有財産の状況
　市では遊休財産のうち不要となった財産について、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。

区分 面積・金額
土地 4,868,555㎡
建物 414,379㎡
山林 138,472,002㎡
有価証券 9,070万円
出資による権利 5億5,408万円
債権 9億4,058万円

基金
現金 138億7,934万円
土地 1億9,062円
現物 63万円

一時借入金の状況
　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２年９月末現在、一時借
入金はありません。
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第６期生
「萩市地域おこし協力隊」
新たに４人着任！

　市では、都市住民など地域外の人材を「地域おこし
協力隊」（会計年度任用職員）として採用し、萩の地
域資源を活かした活動や農山村地域での地域づくり活
動に従事してもらっています。
　10 月 1 日に、新隊員４人が配属しました。

上
う え だ

田 晃
こ う じ

司 さん
■配属先　おいでませ、
豊かな暮らし応援課
■活動内容　地域の関わ
り見える化プロジェクト
活動等
■今後の抱負
　情報を発信し、心と心
でつながる「萩ファン」
を増やしていけるよう努
力して参りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

尾
お だ

田 一
か ず き

樹 さん
■配属先　須佐総合事務
所
■活動内容　エコロジー
キャンプ場の施設運営等
■今後の抱負
　地域の魅力、自然の豊
かさを伝えていければと
考えています。どうぞよ
ろしくお願いします。

徐
じょう

　睦
む つ み

実 さん
■配属先　おいでませ、
豊かな暮らし応援課
■活動内容　地域の関わ
り見える化プロジェクト
活動等
■今後の抱負
　地域の情報を集めて発
信する仕事をします。来
たばかりなのでおススメ
の場所があったら教えて
ください！

竹
たけもり

森 れい さん
■配属先　産業戦略室
■活動内容　萩ブランド
の維持・管理と地域を担
う人材育成の支援等
■今後の抱負
　念願の萩市地域おこし
協力隊の一員になれてと
ても嬉しいです。精一杯
頑張ります。よろしくお
願いします。

おいでませ、豊かな暮らし応援課　☎ 25-3360

　旧明倫小学校４号棟の活用について、一部教室の貸付を予定しています。
　そこで、この度、教室の貸付にかかるミーティングの参加者を募集します。下記事業にご関心のある方、ご検
討されている方はぜひ、この機会にお申し込みください。

■対象者　市内外の事業者・団体、個人
■対象事業　カフェ事業、ものづくり体験事業
■募集期間　令和３年１月 29 日㊎まで
■実施期間　参加事業者と調整の上、随時実施
■内容　事業に係る具体的な企画・提案、活用にあたっ
ての意向をヒアリング。
◆メリット　提案内容が、基本ビジョンの達成、およ
び活用コンセプトなどに有益と判断した場合、公募選
考の際、加点を行います。
※事業者の公募、および決定は令和３年夏頃予定
※旧明倫小学校４号棟の活用方針、
スケジュール、貸教室の概要等の詳細は
市 HP をご覧下さい。

産業戦略室　☎ 25-3351

旧明倫小学校活用にかかる
プロポーザルミーティング開催！

参加者
募集中

　3D プリンタやレーザーカッターなどデジタル
工作機器を使用し、こどもから大人まで「ものづ
くり」の体験や萩焼を通じた体験、魅力発信等を
おこなうもの。

ものづくり体験事業とは…
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募集職種 募集
人員 受験資格 募集期間 試験日 第１次試験内容 採用

予定日

社会人
経験者

（情報職）
１名

①昭和45年４月２日以降に生ま
れた方（50歳以下）
②民間企業等の情報処理部門で
の職務経験が５年以上あり、最
終合格発表後に全ての職歴の在
職証明書等の提出ができる方

11月13日㊎
まで

11月28日㊏
市役所

教養試験
作文試験
職場適応性検査
事務適正検査
個人面接

令和３年
１月１日

初級消防 若干名

①平成７年４月２日以降に生ま
れた方（25歳以下）
②高等学校以上を卒業した方、
または、令和３年３月までに卒
業見込の方
③普通自動車以上の運転免許を
取得している方、または、令和３
年３月までに取得見込の方

【第1次試験】
11月28日㊏
市役所ほか

【第2次試験】
12月下旬
市役所
個人面接

教養試験
消防適性検査
体力測定

令和３年
４月１日

技術職
電気 １名

①昭和60年4月2日以降に生ま
れた方（35歳以下）
②高等学校卒業以上又は令和３
年３月までに卒業見込の方

【第1次試験】
11月28日㊏
市役所

専門試験
作文試験
職場適応性検査
事務適性検査
個人面接

管理
栄養士 １名

①昭和56年４月２日以降に生ま
れた方（39歳以下）
②管理栄養士免許を有する方、
または令和３年２月実施予定の
管理栄養士国家試験に合格し、
当該免許を取得見込の方

【第1次試験】
11月28日㊏
市役所

【第2次試験】
12月下旬
市役所
個人面接

専門試験
作文試験
職場適応性検査
事務適性検査

市では、将来の萩市を担うチャレンジ精神旺盛な職員を募集します。

※市内に居住できる方に限ります。
※年齢は令和３年４月１日現在の年齢です。

　上記に関する提出書類・申込方法は、市 HP
や募集要項をご確認いただくか、人事課まで直
接お問い合わせください。

○「かたり調査」にご注意
　国勢調査では、年金の有無、預貯金の額などお金
に関することをお聞きすることはありません。
　国勢調査を装った不審な電話・メールなどにご注
意ください。不審に思ったときには、速やかに企画
政策課統計係までお知らせください。
○個人情報の保護
　国勢調査は、統計法によって、厳格な個人情報保
護が定められています。
　国勢調査指導員には、守秘義務があり、調査内容
の秘密は保護されます。

企画政策課統計係　☎ 25-3431

　10 月下旬以降、市では提出された調査票の記入
内容を確認します。
　記入漏れ等があった場合には、国勢調査指導員
が、下記の電話番号から各世帯に電話で確認します
ので、ご協力をお願いします。
■電話番号　25-0002、25-0005、25-3690

萩 市 職 員 募 集令和２年度 
人事課　☎︎25-1239

職員募集・採用試験に関する問い合わせ

国勢調査調査票の審査を行います

表紙に登場した
　　　　「ささラブ」とは？

　佐々並小の全校児童の発案で生まれた「ささラ
ブ」が、学校と地域を繋ぐきっかけとなり、多く
の人に佐々並の良いところを知って欲しいという
願いが込められています。
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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

○不用品活用銀行
■おゆずりします
　萩商工制服等、七段かざりひな人
形、電動マッサージチェア、世界大百
科事典、明倫小制服（低学年用）、プリ
ンターとインク、まき火用風呂釜
■おゆずりください
　テーブル、明倫小体操服（中・高
学年用）、萩高体操半ズボン、小学
生学ラン、車いす、掃除機
◆登録は３カ月間。登録者と直接交
渉。希望者は、エコプラザ ･ 萩へご

連絡ください。
◎リサイクル講座
○手作り講座

12 月 6 日㊐　10:00 ～ 15:00
古布で来年の干支を作る
20 人程度
100 円（材料費別）
11 月 23 日㊊㊗９:00 ～ 16:00

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

◎休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日エコプラザ・萩情報 ☎ 24-5300
◎雑貨の販売について

11 月 8 日㊐～ 22 日㊐
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間　11 月 8 日㊐～ 15 日
㊐　12:00 まで
■抽選日　11 月 15 日㊐ 13:00 ～

　エコプラザ・萩は、
インスタグラムと
Facebook で最新
情報を掲載してい
ます。

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書の発行
　令和 2 年１月１日～９月 30 日ま
でに国民年金保険料を納付された方
には、11 月上旬に日本年金機構か
ら「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されます。
　年末調整や確定申告の際は、必ず
添付してください。

萩年金事務所　☎ 24-2158

航空自衛隊見島分屯基地
開庁記念行事
　今年の開庁記念行事は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止を考慮し中
止となりました。

航空自衛隊見島分屯基地
　☎ 23-2011

無料歯科健康診断・歯科相談
11 月８日㊐～ 14 日㊏（㊐除く）
山口県歯科医師会所属の歯科医院

※各歯科医院へ申し込みが必要。
萩市歯科医師会事務局 ☎ 22-2385

阿武歯科医師会事務局（細田歯科医
院内）☎ 08388-8-0677

お知らせ 令和３年版山口県民手帳販売中
■価格　500 円（税込）
■色　ダークグリーン
■販売所　企画政策課、各総合事務
所地域振興部門、支所・出張所

企画政策課　☎ 25-3431

JR山陰線工事に伴う運休と代行輸送
　線路改良工事のため、昼間の一部
列車を運休します。
　それに伴い、バス等による代行輸
送を実施します。

西日本旅客鉄道株式会社お客様セ
ンター　☎ 0570-00-2486

労働保険適用促進強化期間
　労働保険は、労働者（パート・ア
ルバイトを含む）を一人でも雇用す
る事業所は、加入手続を行い、労働保
険料を納付しなければなりません。
　今月は、集中的な適用促進活動を
展開しています。

萩労働基準監督署　☎ 22-0750
　ハローワーク萩　☎ 22-0714

寄付
○萩・阿武の６酒蔵（阿武の鶴酒
造、中村酒造、岡崎酒造場、澄川酒
造場、中村酒造、八千代酒造）から
現金 36 万 6,500 円
○マックスバリュ西日本㈱から現金
44 万 3,891 円
○㈱大松商会「サンバード」のお客
さまから現金 2 万 4,933 円
○倉田喜久雄さん（東京都）から「ナ
ショナルジオグラフィック」日本版
288 冊

萩ふるさとごはんプロジェクト
　採れたて野菜でチャチャっとラン
チ！

11 月８日㊐　9:00 ～ 15:00
梅さんの農園（阿武町）
浅
あ さ い ろ う た

井朗太（L
ラ セ イ バ
aCeiba シェフ）

大人 10 人、子ども 10 人
1,000円（小学生以下500円）

※小学生以下は保護者同伴。
11 月 4 日㊌までに、

申込フォーム（QR コード）
から申し込み

区間 益田～東萩駅 東萩～長門市駅

運休日
12/7～11
12/21～25
2/16～19
2/24～26

11/24～27
12/1～4
2/2～5
2/9、10、12

運休
時間帯

概ね8:40以降
から18:10まで

概ね9:10以降
から17:10まで

募　集
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交通事故被害者の方への支援
○萩市交通遺児等支援金

10 月 1 日現在、市内に住所があ
り、今年度末で 19 歳未満の交通遺
児等を看護する保護者
■支給額　年額 5,000 円（対象児
童 1 人につき）　

11 月 30 日㊊までに、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備え付けの
申請書を提出
※重度後遺障がいとなられた方は要
証明書

子育て支援課　☎ 25-3259
○自動車事故対策機構が行う交通遺
児等育成資金の貸付・重度後遺障害
者介護料の支給

自動車事故対策機構山口支所
☎ 083-924-5419

県営住宅入居者
■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　令和３年 1 月下
旬頃
■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、

◆交通遺児等生活資金貸付

内容
自動車事故により死亡や重
度後遺障がいを持つ親の児
童（中学生まで）に対し、
無利子貸付

貸付額
一時金15万5,000円、毎月
１万円または2万円（選択
制）、入学支度金4万4,000円

（対象児童1人につき）

貸付期間貸付決定月から中学校卒業
月まで

◆重度後遺障害者介護料の支給

対象者
自動車事故により、頭部、
脊髄などを損傷し、重度の
後遺障がいが残り、介護が
必要な方

介護料 月額３万 6,500 円～ 21 万
1,530 円　※介護度による

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申込者、同居しようとする親族が
暴力団員でない
■受付期間　11 月 20 日㊎～ 30
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）、萩市建
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

萩往還語り部
　萩往還を歩く方に同行して沿線の
史跡の案内などを行う（研修有）

歴史・文化・自然に興味のある人
若干名
11 月 27 日㊎までに、山口萩往

還語り部の会へ
　☎ 083-920-3323

市営住宅入居者募集
募集
期間

11月２日㊊
〜10日㊋

■募集団地　金谷、雑式町、今古萩、
雑式町第２、無田ケ原口、大島第３、
おそ吹原、三

み あ け
明、安

あんつけ
附、平草第３、

鈴倉、本町上、山根丁東、山根丁東
第２、中津第１、入江、弥富、弥富
第２、すもうば、佐々並
■入居可能時期　令和３年 1 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
■受付期間・時間　11 月 2 日㊊～
10 日 ㊋　8:30 ～ 17:15（ 土・ 日
曜日、祝日は除く）
※募集期間中に応募のなかった住宅
については、12 月末まで日毎の先
着順で受付けます。また、地域の実
状に応じて、単身での入居が可能に
なることがありますので、ご相談く
ださい。
※令和元年度 5 月より、多数回落
選者への優遇制度を開始しました。
※公営・シルバー＝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

建築課および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

2021 年新年写真コンテスト
　優秀作品は、令和 3 年 1 月 1 日
付サンデー山口（山口版）に掲載さ
れます。
■テーマ　山口県央都市圏域（萩市、
山口市、宇部市、防府市、美祢市、
山陽小野田市、津和野町）で撮影し
た写真

12 月 5 日㊏
〒 753-0064 山口県神田町 8-1 

サンデー山口「2021 年新年写真
コンテスト」係に郵送か、メール
photo@sunday-yamaguchi.co.jp

サンデー山口編集部　
　☎ 083-925-7912
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○人の健康の保護に関する項目
【カドミウム・砒

ひ そ
素・ふっ素他 24

項目】（阿武川・佐々連川で実施）
　全調査地点で環境基準に適合して
いました。
◆阿武川底質調査
○土壌汚染の保全項目
　全ての項目で基準値以下でした。
※調査結果は、環境衛生課、田万川
総合事務所、市 HP でご覧いただけ
ます。

環境衛生課 ☎ 25-3341
田万川市民窓口部門
☎ 08387-2-0300

新型コロナウイルス観光客受入
対策講座
　コロナ禍における受入対策につい
て、観光施設・宿泊施設・飲食店が

　市では、公害防止と生活環境保全
を目的に、阿武川・佐

さ ざ れ
々連川・田万

川の水質調査を行いました。
◎阿武川（５地点　明木川合流点下
流・立野川合流点下流・目代水源地
上流・萩橋・玉江橋）
▽水質調査　年２回（６月・10 月）
▽底質調査　年１回（10 月）
◎佐々連川（蕪

か ぶ ね
根川合流点）

水質調査　年１回（11 月）
◎田万川（８地点）水質調査　年１
回（８月）

◆水質調査
○生活環境の保全に関する項目

【水素イオン濃度・生物化学的酸素
要求量・浮遊物質量・溶存酸素量・
大腸菌群数】
　明木川合流点下流・立野川合流点
下流・目代水源地上流点・萩橋の大
腸菌群数が基準を超過していまし
た。それ以外の地点では環境基準に
適合していました。
　阿武川および佐々連川は、河川水
質の代表的な汚濁指標である生物化
学的酸素要求量は、過去５年間とも
基準値に適合していました。

令和元年度
河川水質調査結果

ブックレットシリーズ
「萩ものがたり」秋の新刊
○ 67 号「萩・海のいきもの博物誌」
堀成夫（萩博物館総括研究員）
定価 660 円（税込）A5 版 P64
　リュウグウノツカイ、ダイオウイ
カ、ユリヤガイなど 40 種類以上を
写真で紹介。
○ 68 号「須佐に住んだ武士―永代
家老益田家と家臣たち―」
重田麻紀（萩市須佐歴史民俗資料館
特別学芸員）
定価 660 円（税込）A5 版 P68　
　須佐地域の近世の歴史を、益田家
が移封した理由、幕末期の動乱への
対峙などの視点から紹介。
（一社）萩ものがたり　☎25-3233

実践している先進的な取り組み事例
を紹介します。

萩おもてなし推進
協議会事務局（観光課）へ　
☎ 25-3139

たこづくり教室
　令和３年１月９日開催の「子ども
会たこあげ大会」に向けて、オリジ
ナルのたこを作ってみませんか。

11 月 28 日㊏　13:30 ～ 16:30
萩セミナーハウス
市内在住の幼児（保護者同伴）、小・

中学生
50 人（先着順）
11 月 18 日㊌までに、文化・生

涯学習課へ　☎ 25-3590

萩セミナーハウス主催事業
自然体験～いろはパズルの森でⅢ～

11 月 29 日㊐　9:30 ～ 14:30
萩セミナーハウスほか
ネイチャーゲームとレクリエー

ション
どなたでも　
15 人（先着順）
1 人 1,600 円（昼食代込み）
11月26日㊍までに、萩セミナーハ

ウスへ　☎21-7501、FAX21-7666
みんなの知恵袋　楽しく１ＵＰ講座

「続・大人のクラフト～クリスマス

を楽しむために～」
12 月 9 日㊌　18:00 ～ 20:30
萩セミナーハウス
松かさや流木などを使って、クリ

スマス小物を作る。
高校生以上　
15 人（先着順）
1 人 1,600 円（夕食代など）
萩セミナーハウス　☎ 21-7501

　FAX21-7666

男女共同参画セミナー
12 月 10 日㊍　13:30 ～ 15:00
総合福祉センター
男女共同参画の推進のために、セ

ミナーを開催します。
「コロナ禍におけるワーク・ライ

フ・バランス」
田中マキ子（山口県立大学副学長）
40 人程度（先着順）
市民活動推進課　☎ 25-3227

至誠館大学地域公開講座（後期）
○第 5 回

12 月 10 日㊍　13:30 ～ 15:00
福祉の視点で「地域の活性化」を

考える
横山順

じゅんいち
一准教授

○第６回
12 月 16 日㊌　10:30 ～ 12:00
韓国伝統のタルチュム（仮面踊り）

講演・講座

募　集
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納期のお知らせ
・国民健康保険料（６期）
・介護保険料（６期）
・後期高齢者医療保険料（５期）
※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　11 月 30 日㊊

収納課　☎ 25-3575

萩グローバル IT 人材育成協議会通信 Vol. ６ ＩｏＴって何？
　IoT（Internet of Things）とは、
コンピュータなどの情報・通信機器
だけでなく、さまざまな物体に通信
機能を持たせ、インターネットに接
続し、自動認識や自動制御、遠隔計
測などを行うものです。
　例えば、家の温度計とエアコンの
リモコンを IoT 化することで、家
にいなくても温度管理ができ、玄関
や照明に IoT センサーを付けるこ

とで、遠方にいても入居者の安否確
認が可能です。また、人の声を認識・
判断するマイクを、インターネット
に繋げ、マイクにしゃべりかけるだ
けで、テレビ、エアコン、掃除機等
の IoT 家電の操作ができます。
　参画企業の㈱ G

グ ラ ビ テ ィ
ravity は、市内の

古民家を改修し、IoT 家電を多数設
置した「IoT 住宅」を整備していま
す。家庭に取り入れる際は、どれを

選んでいいか分かりにくいので、利
用者の希望に寄り添う形で、アドバ
イスをしています。
　事業者向けにも、IoT 導入による
業務の見える化などを通じた生産向
上の取組支援を行っています

企業誘致推進課
　☎ 25-3811

に見られる庶民の喜怒哀楽
李
イ ム ン サ ン

文相教授
【共通事項】

萩・明倫学舎
至誠館大学　☎ 24-4000

人権・行政・公証相談
11 月10 日㊋　10:00 ～12:00

※事前予約制（前日まで）。
市役所本庁
市民活動推進課　☎ 25-3373

消費生活無料法律相談
（借金相談を含む）

11 月13 日㊎　10:00 ～12:00
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

無料法律相談
11 月25 日㊌　10:00 ～15:00
市役所本庁

■弁護士　小林 亨
とおる

市民（先着 12 人、１人 20 分）
※事前予約制（11/2から受付開始）。

市民活動推進課　☎ 25-3373

萩健康福祉センター行事
〇４日 13:00～風しん抗体検査、
HTLV-1抗体検査、C型・B型肝炎ウ

イルス検査、14:00～、17:00～エイ
ズ即日検査
〇11日 13:30～骨髄ドナー登録会
〇24日 13:00～心の健康相談
〇25日 13:00～お酒に関する困り
ごと相談
〇26日 13:30～暮らしと心身の総
合相談会
※いずれも予約制。

山口県萩健康福祉センター
　☎ 25-2667

萩商工会議所のナンデモ相談会
―新型コロナウイルス対応のための
経営相談体制強化事業―

11 月 19 日㊍　10:00 ～ 16:00
萩商工会議所

■相談内容　融資、法律、不動産・
登記、経営計画・改善等
※専門家による個別面談方式で予約
が必要。

萩商工会議所　☎ 25-3333　　

司法書士無料電話相談会
　多重債務、相続登記、空家問題に
かかる相談

11 月 7 日㊏　10:00 ～ 15:00
■相談受付電話番号
　☎ 0120-003-821

山口県青年司法書士協議会
　☎ 083-976-8720　

高齢者・障がい者のための弁護
士電話法律相談

11月10日・24日、12月8日・22
日、令和３年1月12日・26日いずれ
も㊋　10:00 ～ 12:00
■相談受付　☎ 083-920-8730

山口県弁護士会
　☎ 083-922-0087

無料電話相談「全国ファクタリ
ング被害ホットライン」
　給与の債権を売れば金銭を受け取
れるなどと宣伝する「給与ファクタ
リング」を利用し、被害を受けた消
費者・事業者対象の相談（弁護士対
応）です。

11 月 11 日㊌　10:00 ～ 16:00
■相談受付　☎ 0570-073-890（当
日のみ）

山口県弁護士会 ☎ 083-922-0087

相　談

詳細はこちらに→
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ツインシネマ
○夜明けを信じて　
○糸　
○映画ドラえもん
のび太の新恐竜
○マイルス デービス
クールの誕生
○たぬきがいた
○思い思われふりふられ　

○テロルンとルンルン
○アルプススタンドの
はしのほう
○ジャズ喫茶ベイシー

萩ツインシネマ　 ☎ 21-5510

～ 11/12
～ 11/20

～ 11/27

～ 11/27
11/7 ～
　
11/21 ～
11/21 ～

11/21 ～
11/21 ～

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間
　夫やパートナーからの暴力、職場
等における各種ハラスメント、ス
トーカー行為など女性をめぐるさま
ざまな人権問題に関する相談に応じ
ています。強化週間では、受付時間
を拡大して相談を受け付けます。

11 月 12 日㊍～ 18 日㊌
　平日　8:30 ～ 19:00
　土・日　10:00 ～ 17:00
■ ホ ッ ト ラ イ ン　 ☎ 0570-070-
810（全国共通ダイヤル）

山口地方法務局人権擁護課
　☎ 083-922-2295

ジュニア バドミントン教室
12 月 5 日㊏・19 日㊏

　9:30 ～ 11:30
市民体育館
市内の小中学生　 30 人
11 月 27 日㊎までに、市民体育

館備え付けの申込用紙をスポーツ振
興課へ　☎ 25-7311

コロナに負けるな　がんばろう
萩！萩市駅伝競走大会

令和 3 年 1 月 17 日㊐
　10:00 スタート

市民体育館前スタート・ゴール
（19.4㎞）
■種目　中学男子の部、高校男子の
部、女子の部、一般の部（一般の部
は市内在住・在勤・在学のみ）

一般の部は先着 50 チーム
1 チーム 5,000 円（高校生以下

は無料）
11 月 9 日㊊～ 12 月 10 日㊍ま

でに、市民体育館備え付けの申込用
紙（市 HP からダウンロード可）に
参加料を添えてスポーツ振興課へ　

☎ 25-7311

萩おもと秋季展示会
　日本固有の植物「おもと」を展示
します。また、両日 10:30 から「お
もと植え替え教室」を開催します。

11 月７日㊏　10:00 ～ 16:00
　11 月８日㊐　9:00 ～ 15:00

市民館小ホール
萩おもと同好会　☎ 28-1351

萩図書館開館 10 周年記念
○古本市

11 月 21 日㊏　10:00 ～ 14:00
萩図書館公園側入口付近
古本、雑誌、CD や雑誌付録など

を販売します。雑誌付録については、
整理券を配布します。
■雑誌付録の販売時間
◦ 10:30 ～（整理券配布 10:00 ～）
◦ 13:30 ～（整理券配布 13:00 ～）

萩図書館　☎ 25-6355

なつかしい「萩」写真展
　昔なつかしい萩の産業とまちのに
ぎわいの写真展

11 月 17 日㊋～ 12 月 15 日㊋
市役所ロビー
ＮＰＯ萩まちじゅう博物館・萩博

物館　☎ 25-6447

萩・明倫学舎
第６回レコードコサート

11 月 22 日㊐　14:00 ～ 15:00
萩・明倫学舎本館インフォメー

ションセンター内
懐かしいあの曲をレコードで聴い

てみませんか。歌謡曲、ポップス、
クラシック等（入場無料）

NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

○中央公民館 合同作品発表会
○萩中央高齢者教室作品展

11 月 27 日㊎～ 29 日㊐

スポーツ
　9:00 ～ 17:00（最終日 16:00）

市民館小ホール
中央公民館で活動する社会教育関

係団体・高齢者教室が合同で行う手
作り作品の発表会
▽社会教育関係団体：書画、写真、
パッチワーク、ちぎり絵、ステンシ
ル、人形、編物、川柳など
▽高齢者教室：園芸、書道

中央公民館　☎ 25-3590

映画『たぬきがいた』
11 月 7 日㊏から上映開始
萩ツインシネマ
東京都多摩市に引っ越してきた子

どもと、団地で１人暮らしの老人が
偶然出会う…。多摩市在住の榊祐人
監督と、多摩市民の皆さんが協力し
て制作したご当地映画。
　ジャニーズ入所前の Snow Man
ラウールも出演。

萩ツインシネマ　
　☎ 21-5510

イベント
相　談
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慶 弔 だ よ り
お誕生おめでとう

お悔やみ申し上げます

人の動き 人口／45,694人（前月比-61）　男／21,119人（前月比-38） 　女／24,575人（前月比-23）
世帯数／23,158世帯（前月比-16） 　出生／14人　死亡／51人　（令和２年９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　

※令和２年９月16日～10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。

健康増進課　☎ 26-050011月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
４日㊌ 城東タマちゃん体操会/城東会館/13:30～
５日・19日㊍ こころの相談日（※）/萩市保健セ/13:30～
９日㊊ 倉江健康教室/倉江公会堂/10:00～
10日・24日㊋ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00～
11日㊌ 白水健康教室/白水会館/10:00～、越ヶ浜グッドヘル
ス／越ヶ浜介護予防セ／13:30～
12日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30～
13日㊎ 健康づくり応援隊体操／中央公園（雨天時：総合福祉セ）／10:30～
20日㊎ 健康・栄養相談/市役所ロビー/12:00～
24日㊋ 江向健康教室／江向1区公会堂／13:30～
27日㊎ 健康づくり応援隊研修会（※）／総合福祉セ／10:00～、
今古萩タマちゃん体操会/今古萩老人憩いの家/13:30～
◉田万川・須佐地域
２日㊊ 平山台体操/田万川農村婦人の家/11:00～
６日㊎ 元気もりもり体操会（※）/須佐保健セ/9:30～、エアロ

ビクス教室/小川交流セ/10：00～
10日㊋ 萩市健康体操教室/田万川体育館/10：00～
11日㊌ 弥富元気クラブ（※）/弥富公民館/9:30～、すくすく相
談会（※）／田万川保健セ／10:00～
12日㊍ みんなの健康運動教室（※）/須佐保健セ/13:30～
20日㊎ エアロビクス教室/田万川体育館/10:00～
24日㊋ 新・健康ちょ筋教室/田万川グラウンド/9:30～
◉旭・川上地域
10日㊋ 川上健康教室/川上保健セ/10:00～
24日㊋ あさひ減るしー教室/旭活性化セ/9:30～
◉むつみ・福栄地域
４日㊌ むつみ楽しく体を動かす会/むつみ農村環境改善セ/13:30～
５日㊍ 福栄楽しく体を動かす会/ふくえ～る/13:30～
12日㊍ 乳幼児相談／ふくえ～る／10:00～
25日㊌ 健康づくり教室／ふくえ～る／13:30～ 

《がん検診について》須佐・田万川地域は 11 月に集団健診を実施します。完全
予約制となりますので、各地域で配布されているチラシをご確認ください。
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11

1日

●世界遺産登録５周年記念特別展「萩の世界遺産―幕末、サムライたちの挑戦！―」
　（～29日）/萩博物館/9:00～
●特別展示「三輪龍氣生展 ―行け、熱き陶の想いよ」（～12/20）/山口県立萩美術館・
　浦上記念館/9:00～
●萩・明倫学舎の中庭を歩こう（～11/23までの土日祝）/萩・明倫学舎/10:00～
●読書週間関連企画展「ぶらりぶらいんどぶっくまーけっと（～12/25）/萩図書館
　/9:00～
●作品展示「ものづくりを楽しもう～図書館の本を参考にして」（～19日）/萩図書館
　/9:00～
●●●になるには～看護師になったら編～（～25日）/須佐図書館/9:30～
●読書週間特別行事「秋の占い館2020」（～8日）/明木図書館/10:00～

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）

2月 ●おはなしの森（毎週月・金曜日）/子ども図書館/11:00～ 外科
内科

兼田（22-1113）
萩慈生（25-6622）

3火

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）

4水 ●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/9:30～ 外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

5木
●ピヨピヨ「秋のお散歩」/児童館/10:30～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

田町（24-1234）
市原（22-0184）

6金
●ちっちゃなおはなし会（毎週金曜日）/明木図書館/10:30～
●人権相談/福栄農業担い手育成センター/10:00～

外科
内科
小児科

都志見（22-2811）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

7土 ●おはなし会おひさま（毎週土曜日）/子ども図書館/14:30～ 外科
内科

めづき（22-2248）
わたぬき（25-2020）

8日 ●めざせゲームマスター/児童館/13:30～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/齋藤

（08388-2-2838）

9月
外科
内科

大藤（21-0002）
全真会（22-4106）

10火

●手作りおもちゃの会（ぐらぐら亀タワー）/からふる/10:30～
●おもちゃ図書館開館日（17日・24日）/からふる/10:00～
●行政相談/小川交流センター/10:00～、川上公民館/13:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

11水
●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00～
●おはなし・あそびの会/明木図書館/15:30～

外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

12木 ●心配ごと相談/川上総合事務所/13:30～ 外科
内科

花宮（25-8738）
萩慈生（25-6622）

13金

●だんすダンス（27日）/児童館/19:00～
●イラスト教室（27日）/明木図書館/15:30～
●人権相談/田万川保健センター/10:00～
●行政相談/ふくえ～る/9:00～

外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

14土 ●おはなし・あそびの会/明木図書館/15:30～ 外科
内科

都志見（22-2811）
ふじわら（22-0781）

15日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

16月
外科
内科

萩市民（25-1200）
市原（22-0184）

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
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17火 ●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

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

18水 ●元気な時にかかる医者/児童館/10:30～
外科
内科
小児科

めづき（22-2248）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

19木
●子育て応援講座/児童館/10:30～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

田町（24-1234）
柳井（22-0748）

20金 ●人権・行政相談/弥富公民館/10:00～ 外科
内科

花宮（25-8738）
中嶋（22-2206）

21土

●がんばる街を応援！世界遺産ご当地フェア（～30日）/萩・明倫学舎/9:00～
●はぎマルシェ/中央公園/11:00～
●読書週間特別行事「明木図書館 古本市」（～23日）/旭マルチメディアセンター
　/9:00～
●萩図書館開館10周年記念古本市/萩図書館公園側入口付近/10:00～
●アロマキャンドルプレート作り/児童館/13:30～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
萩慈生（25-6622）

22日

●読書週間特別行事「ふろく釣り」/明木図書館/9:00～
●リサイクル雑誌/萩図書館/9:00～
●めざせゲームマスター/児童館/13:30～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

23月 ●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）
阿北地区/福賀

（08388-5-0863）

24火
外科
内科

萩市民（25-1200）
みやうち（25-2500）

25水
外科
内科

萩むらた（25-9170）
ふじわら（22-0781）

26木
●子育て相談/児童館/10:30～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

兼田（22-1113）
市原（22-0184）

27金 ●行政相談/旭マルチメディアセンター/10:00～ 外科
内科

田町（24-1234）
中嶋（22-2206）

28土 ●みんなでミュージック/児童館/13:30～ 外科
内科

かわかみ（21-7538）
柳井（22-0748）

29日 ●HAGI・浜崎朝市/㈱萩浜崎卸売魚市場/8:00～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

30月

外科
内科
小児科

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

夜間・休日当番医●イベント　●図書館・児童館　●相談

★保健ガイドは、21 ページに掲載しています。

※月～金曜　18:00～22:00、土曜の当番は、12:00～22:00、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、17:00～22:00、歯
科は9:00～12:00、13:00～15:00、阿北（萩地域以外）は、8:30～17:30
※掲載日以外の小児科は、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

（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、

■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。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、急遽中止・延期になる場合があります。

受付時間　21:30 まで
診療時間　22:00 まで
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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？

12 月 21 日㊊まで
　9:00 ～ 17:00

11月20日までは、国宝の伝雲谷等顔
筆「四季山水図」、11月21日～ 12月21日
は国宝の雪舟筆「四季山水図」を展示。

毛利博物館
　☎ 0835-22-0001

防 府

12 月６日㊐まで
　12:00 ～ 17:00

ＹＣＡＭサテライトＡ
坂本龍一氏・高谷史郎氏が当セン

ターとともに製作した作品を展示。
山口情報芸術センター

　☎ 083-901-2222

山 口

毎日開催、①9:00 ～ 12:30
　②13:00 ～16:30

各時間 2 ～ 7 人
秋吉台の未公開洞窟の探検です。

実績豊富なガイドがご案内。
秋吉台アドベンチャーツアーズ

☎ 080-4555-4264

美 祢

11月23日㊊まで  18:00 ～ 22:00
UBEビエンナーレ彫刻の丘
第 28 回展の野外彫刻 15 点と、

宇部のシンボル「蟻の城」ほか、会
場内の作品をライトアップします。

宇部市 UBE ビエンナーレ推進課
　☎ 0836-51-7282

宇 部

11 月15 日㊐、12 月6 日㊐
　13:00 ～ 16:00

不二輸送機ホール
“恋の歌” 限定の競技かるたを体

験してみませんか。
山陽小野田市文化スポーツ推進課

　☎ 0836-82-1115

11 月 30 日㊊まで
　9:00 ～ 16:30

ナース服がどんな歴史をたどって
今の形になったのか。ナース服の展
示と合わせて、紐解いていきます。

旧畑迫病院
　☎ 0856-72-0338

津和野

恋すてふかるた 山口情報芸術センター特別
企画展「 water state 1」

ナース服の変遷に見る
看護の歴史

雪舟生誕６００年記念
特別展「国宝」

秋吉台の地下で
未踏の大洞窟探検ツアー

UBE ビエンナーレ
彫刻の丘ライトアップ

　輪島市は、文化遺産や歴史などが多く残る地域であ
り、特にユネスコ無形文化遺産の「奥能登のあえのこ
と」（2009 年登録）や「能登のアマメハギ」（2018
年登録）は伝統行事として受け継がれています。
　「奥能登のあえのこと」は、田んぼの豊作祈願をす
る伝統行事です。「あえ」はおもてなし、「こと」は祭
りを意味し、田んぼから田の神様を自宅に招き、風呂
や食事でおもてなし、再び田んぼへ送り出します。そ
の際、あたかもそこに田の神様がいるかのように、声

をかけて接待します。
　「能登のアマメハギ」は、正月や小正月などの晩に、
仮面をつけた来訪者（神様）が家を訪れ、災厄を祓

はら
い

幸福をもたらすというものです。名前の由来「アマメ」
とは、いろりに長く座っているとできるタコを指し、
それをはぎ取るという意味から「アマメハギ」と呼ば
れます。
　その他にも、室町時代から後世に受け継がれた輪島
塗や、世界農業遺産「能登の里山里海」で育まれた豊
かな食文化、伝統文化を地域の宝として継承保存し、
守り続けていきます。

石川県輪島市姉妹都市提携 30 年記念 シリーズ 輪島を知ろう

【第６回】輪島市の伝統文化

田の神様に料理を振る舞う家主
（奥能登のあえのこと）

　輪島市の美味しいお菓子や日本三大魚醤と言われる
「いしる」等、輪島市の特産品を販売します。
会場：▽道の駅萩・さんさん三見（11 月８日㊐～ 30 日㊊）、
▽道の駅ゆとりパークたまがわ（11 月６日㊎～ 30 日㊊）、
▽萩・明倫学舎（11 月６日㊎～ 15 日㊐）

萩市・輪島市姉妹都市締結 30 年記念物産展開催！
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イベント 問い合わせ
かわかみふるさとまつり 川上総合事務所　☎ 54-2121
須佐地域元気もりもり祭り 須佐公民館　☎ 08387-6-2310
三見公民館まつり 三見公民館　☎ 27-0004
むつみふるさとまつり むつみ総合事務所　☎ 08388-6-0211
福栄ふるさとまつり ふくえ～る　☎ 52-0121
大井ふるさとまつり 大井公民館　☎ 28-0213

開催日 イベント 問い合わせ
11/21 ㊏～ 23 ㊊㊗ 明木地区文化作品展　 明木公民館　☎ 55-0001
11/19 ㊍～ 22 ㊐ ささなみ文化祭（作品展） 佐々並公民館　☎ 56-0008

■例年開催する下記のイベントは中止となりました

■イベント開催

秋の地域イベント（ふるさとまつり）情報

　10 月 15 日に、むつみ中学校学校林で恒例の
マツタケ狩りがありました。今年は豊作のようで
74 本約５㎏の収穫がありました。

　世界文化遺産登録から５年を記念し、帆船「み
らいへ」（230 トン）が 10 月 10 日・11 日に萩
漁港に寄港し、体験イベントが行われました。

　10 月１日～ 11 日まで、「着物ウィーク in 萩」
が開催されました。着物姿の観光客など町歩きを
楽しんでいました。

　10 月 17 日・18 日、世界文化遺産登録５周年
を記念して中央公園で、空から城下町を眺める熱
気球の搭乗体験イベントが行われました。

※「明木地区農業文化祭」、「ささなみおいでん祭」は中止です。
　新型コロナウイルス感染防止対策として、飲食や物販、ステージイベントは実施しません。

新型コロナウイルス感染症対応について、イベント・行事等の開催制限が段階的に緩和されています。
ガイドラインを市 HP 等に掲載しておりますので、地域でのイベントの際にはご参照ください。
ご不明な点などは市役所、各総合事務所・支所・出張所までご相談ください。
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萩の地魚グルメ
キャンペーン

　河添や江向地区の川土手に咲く、ソメイヨシノ
や八重桜などの紅葉が楽しめる「桜紅葉観賞コー
ス」を運航します。

10 月下旬～ 11 月上旬運航予定（桜の紅葉状
況次第）9:00 ～ 15:30（受付）
■発着所　指月橋そば（堀内）
■所要時間　約 50 分（通常より 10 分程度延長）

大人 1,200 円、小学生以下 600 円、3 歳未満
無料

萩八景遊覧船　☎ 21-7708

萩八景遊覧船
桜紅葉観賞コース

がんばる街を応援！
「世界遺産ご当地フェア」

　世界遺産登録５周年を記念して、世界遺産ビジ
ターセンターがある萩・明倫学舎で、「明治日本の
産業革命遺産」を構成する８県 11 市の特産品の「ご
当地フェア」を開催します。

11 月 21 日㊏～ 11 月 30 日㊊　9:00 ～ 17:00
萩・明倫学舎本館　復元校長室ほか

■特産品　
（鹿児島市）さつま焼酎
（釜石市）日本酒仕込の仙人カレー
（静岡県伊豆の国市）伊豆のクラフトビール
（佐賀市）さが錦
（長崎市）長崎ちゃんぽん
（福岡県大牟田市）からし高菜漬
（熊本県荒尾市）世界遺産登録 5 周年記念ワイン
（熊本県宇城市）れんこんチップ
（北九州市）焼うどん
（福岡県中間市）中間の珈琲
（萩市）夏みかん丸漬け
　その他、ご当地お勧めの多数の特産品あり
※ 2 号館に入館された方は、ガラポン大抽選会に
参加できます！（入館料：大人 300 円、高校生
200 円、小中学生 100 円）数に限りがあります。

NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

　萩・魚まつりの中止に伴う代替イベントとして、
萩のブランド魚をはじめとする、旬の地魚の消費拡
大と魚食普及を目的としたキャンペーンを実施して
います。詳しくは、市 HP をご覧ください。

11 月 15 日㊐まで
市内飲食店、萩魚（JA店）、

道の駅萩しーまーと
水産課　☎ 25-4195

11 月 29 日㊐　8:00 ～ 12:00
㈱萩浜崎卸売魚市場
市近郊の農家の栽培した野菜や、海産物の加工品

を販売
浜崎しっちょる会　☎ 22-0133

HAGI・浜崎朝市

11 月 16 日㊊
※予約受付は行いません。
■枚数　２万枚限定
■価格　１枚 63 円
※デザインは、後日発表します。
※はがきはインクジェット紙で、なくなり次第
販売を終了します。
■販売所　観光課、各総合事務所地域振興部門、
支所・出張所、萩市観光協会

観光課　25-3139

萩市オリジナル年賀はがき発売！
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　14:00 ～ 15:30
・学芸員による解説（いずれも 11:00 ～）
｢三輪龍氣生展　―行け、熱き陶の想いよ。｣ 11/8 ㊐

「街道絵の世界」　11/14 ㊏
「月岡芳年 新

しんけいさんじゅうろっかいせん
形三十六怪撰」　11/28 ㊏

※いずれも要事前予約。申込方法は HP・電話で
　ご確認ください。
◆「おもてなしキャンペーン」～11/15㊐、22㊐

はぎマルシェ
11 月 21 日㊏ 11:00 ～ 15:00
中央公園
市内で生産された農林水産物とその加工品の販売

※ 11 月以降の出店者と実行委員を随時募集。詳
しくは市 HP、はぎマルシェ facebook をご覧く
ださい。

農政課　☎ 25-4192
　メール nousei@city.hagi.lg.jp

12 月 20 日㊐まで
一般 1,300 円、学生 1,100 円

70 歳以上 1,000 円（18歳以下無料）
※普通展示もご覧いただけます。

《イベント》
◆作品解説
• 三輪龍氣生氏による解説 11/21 ㊏

三輪龍氣生展 ー行け、熱き陶の想いよ。

「戴冠」 2020年
撮影 伊藤晃

特別展示

・11/1㊐～7㊏、教育・文化週間は普通展示が無料。
・11/1㊐・3㊋㊗・7㊏、浮世絵ポストカードをつくる
　スタンプラリー（予約不要）
・11/22 ㊐、いい夫婦の日はご夫婦での鑑賞に美術
　館グッズ進呈。
・その他、期間中は特別な企画を実施。
◆親子見学会　特別展示の解説付き鑑賞と萩焼アマビ
エ様絵付け体験のセットプログラム

11/23 ㊊㊗　10:00 ～、14:00 ～
山口県内在住の小学生と保護者のペア（各回 4 組）
止
とめはら

原 理
さ と み

美（陶芸家）
2,000 円（1 組）
要事前予約　☎ 24-2400

山口県立萩美術館・浦上記念館
　☎ 24-2400

11 月 7 日㊏、11 月 15 日㊐
　各回とも 13:30 ～（40 分程度）

萩博物館高杉晋作資料室
今年は、久坂玄瑞が萩城下平安古に誕生して

180 年です。これを記念して、一坂太郎特別学
芸員によるギャラリートーク

大人 520（410）円、高校・大学生 310（250）
円、小・中学生 100（80）円

萩博物館　☎ 25-6447

ギャラリートーク
「久坂玄瑞の生涯」

り ゅ う き し ょ う

※イベント等は、新型コロナウイルス感染症対策のため、急遽中止または延期となる可能性があります。

　福栄地域の冬の特産品シクラメンが多数販売さ
れます。
※花をご購入の方に花苗のプレゼントあり。

11 月 21 日㊏・22 日㊐・28 日㊏・29 日㊐
　12 月 5 日㊏・6 日㊐　9:00 ～ 15:00
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、日程
は分散して開催します。

道の駅「ハピネスふくえ」
シクラメン、花苗の販売新鮮野菜販売
道の駅「ハピネスふくえ」☎ 52-0356

シクラメンフェア
「stayhome」ご協力感謝
キャンペーン

■休館日（11月）9日㊊、16日㊊、24日㊋、30日㊊
■開館時間　9:00～17:00 （入場は16:30まで）
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最新の情報を随時お届けします！
公式 Facebook「山口県萩市」

　萩・石見空港の 2020 年の冬季ダイヤ（～令和３年
３月 27 日）が発表されました。既存ダイヤよりも 30
分早くなっています。 　２人以上で一緒に東京線を１往復すると、

１人につき 5,000 円を助成します。
【対象路線】東京線（往復利用）
【対象期間】12 月１日㊋～令和３年２月 28
日㊐搭乗分

【申請期限】令和３年３月 22 日㊊
　　　　　（当日消印有効）

　25 歳以下の方１人につき同行者２人まで
片道 5,000 円、往復１万円を助成します。

【対象路線】東京線（片道利用から）
【対象期間】12 月１日㊋～令和３年３月 31
日㊌搭乗分

【申請期限】令和３年４月 20 日㊋
　　　　　（当日消印有効）

今だけいっしょに旅

Ｕ 25　25 歳以下の方、
同行者も２人まで助成

令和２年度下期ダイヤ改正
＆秋冬キャンペーン萩・石見空港

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

萩の世界遺産  ― 幕末、サムライ達の挑戦！」開催中！
　萩反射炉をはじめ、萩市にある５つの構成資産が、
西洋諸国の脅威に直面した 1850 年代、長州藩（萩
藩）の工業化に向けた試行錯誤の中で誕生した背景
を初公開の資料も交えて展示しています。

萩博物館公式
YouTube
チャンネル

YouTube 動画で紹介！

オリジナル缶バッチをもらおう！

学芸員ギャラリートーク！
　この展示内容を萩博物館公式 YouTube チャンネ
ルで、担当学芸員がポイントを凝縮して解説してい
ます。ぜひ動画をご覧のうえ、萩博物館へお出でく
ださい。

　来館してアンケートに答えると、長州萩ゆかりの
人物オリジナル家紋缶バッチが抽選で当たります。

　展示を担当した学芸員が会場で、新型コロナ感染
症対策を徹底して生解説を行います。
■とき　11 月 14 日㊏　14:00 ～ 14:40（予定）
■ところ　萩博物館企画展示室
■参加料　無料（ただし展示観覧料は必要）
※事前予約制（博物館 HP より）

長州萩ゆかりの人物家紋缶バッチ（一部）

【東京羽田発】 【萩・石見着】
ANA725便   8:05 ⇒   9:45
ANA727便 15:50 ⇒ 17:25

【萩・石見発】 【東京羽田着】
ANA726便 10:25 ⇒ 11:55
ANA728便 18:15 ⇒ 19:55

※コロナウイルス感染症の影響により、減便となる場合
もありますので、運行状況は萩・石見空港ＨＰでご確認
ください。）
■問い合わせ　萩・石見空港利用拡大促進協議会
　☎ 0856-23-0990

世界遺産登録 5 周年記念特別展


