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平成30年度予算が決定

問い合わせ 財政課（25-3469）

「明治維新 150 年、萩市の再生に向けてスタートする予算」
今年は、萩市にとって大きな節目となる明治維新 150
年の年です。
「明治維新胎動の地」として近代日本の扉を

化の支援など新たな施策の展開により地場産業の振興に取
り組みます。子育て支援、高齢者支援等の様々な課題に対

て、次代を担う人材育成に積極的に取り組みます。
また、地域産業の再生・活性化による雇用の場の創出等
により若年層の定住を促進し人口減少の抑制を図るため、

厳しい財政状況にはありますが、今後も計画的な財政運営
により、基本的な行政サービスの提供と市勢発展のための
施策に確実に取り組みます。

開いた先達の偉業を再認識し、維新の精神を風化させるこ
となく未来につなげるため様々な記念事業を実施するとと
もに、近代日本の礎となった多くの人材を育てたまちとし

中小企業融資制度の拡充や新商品開発、販路拡大及び起業

一般会計は 301 億 4,000 万円

５つの重点施策

新 ：新規事業

しても積極的に対応した予算としています。
市の財政状況は、市税の減少、合併特例措置の縮減等に
よる普通交付税の減少など一般財源の減少が続いており、

当初予算額
前年度予算額
増減額
増減率
301億4,000万円 299億9,000万円 1億5,000万円 0.5％

拡 ：拡充事業

① 明治維新 150 年と未来を担うひとづくり

日本の歴史の大きな転換点
「明治維新」
から 150 年の記念すべき節目の年。
市民の皆さんとともに記念事業を実施します。また、次代を担う人材育成に
積極的に取り組みます。

拡 明治維新 150 年記念事業

6,250 万円

「明治維新150 年」
の節目の年に、
「明治維新胎動の地」
として、
「幕末・維新

の萩物語」
を語り広め、
次の世代に語り継ぐための記念事業を実施します。

拡 市民大学教養講座開催事業

440 万円

明治維新 150 年オープニングイベントの様子

市民の教養を高め、次代を担う子どもたちが将来の夢や希望を持つことが

できるよう、世界で活躍する講師を萩に招きます。

新 小学校英語授業拡大事業

136 万円

新 グローバル人材育成事業

388 万円

新学習指導要領で求められる英語の授業時間数を先行して実施し、英語力
の向上を図ります。

英検の検定料補助や夏休み英語教室の開催など英語教育の強化を推進し、
英語力の向上を図ります。
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小学校での英語授業の様子

② 産業振興による活力と賑わいあふれるまちづくり
地域産業の再生・活性化により雇用の場を創出するため、市の基幹産業である
１次産業の振興や、地元企業の新商品開発・広告宣伝・販路開拓等の取組、新た
に起業する方を支援します。

新 販売促進等チャレンジ
農家応援事業

400 万円

先月萩市立木間小・中学校が 135 年
の歴史に幕を閉じた。小学校は玉江小学

４人を含め、総勢小学校 1,085 人、中
学校 485 人の卒業生が巣立った。
小学校・中学校の校訓は一緒で、

萩市産農産物の加工品イメージ

新 ビジネスプランコンテスト実施事業

463 万円

萩での起業を促し、萩の産業振興、活性化および移住定住や雇用の促進を図
るため、
「ビジネスプランコンテスト」を実施します。

新 萩市産品開発販路拡大事業
1,915 万円

地域資源を活用し、
「萩ブランド」
として再構築するとともに、
販路を
拡大するための仕組みづくりを構
築します。また、萩の新たなお土産
品の開発や中小企業の販路拡大等
に必要な経費の一部を助成し、
事業
の持続化や成長促進を支援します。

■市長コラム № 11

校木間分校として明治 15 年に、中学校
は萩市立木間中学校として昭和 23 年に
開設されて以来、今年最後の児童・生徒

市内で生産される農産物の新た
な販路拡大・販売促進に向けた取組

や萩市産農産物を利用した特産品
の開発に向けた取組を支援します。

市民ファースト

東京のアンテナショップの様子

③ 子育てしやすいキラリと輝くまちづくり

子育て世代に対してきめ細やかな支援を行い、安心して子どもを産み育て
ることができる「子育てしやすいまち」を目指します。また、2020 年東
京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて交流事業を実施します。

拡 乳幼児・子ども医療費助成事業

1 億 3,363 万円

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、
８月から対象者を拡大し、
高校生等
〔詳細は９ページに掲載〕
までの医療費自己負担額（保険適用分）
を助成します。

新 萩地域病児保育施設整備費補助事業

「自主」
：自分の考えをはっきりと伝え、
進んで学ぶ子
「敬愛」
：思いやりをもち奉仕できる子
「剛健」
：最後までがんばりぬく子
に育つよう、先生方が９年間手塩にかけ
て育ててきた。
彼ら４人とはこの１年、
秋の運動会や

今回の閉校式でしか触れ合う機会がな
かったが、
接する時間は僅かでも、
彼らは
校訓が目指す子供の姿に育っていること
は実感できる。
校長先生をはじめ、
教職員
や地域の方々に深く敬意を表したい。
萩市では少子化が進み、小中学校のク
ラスの児童・生徒数は数人となったとこ
ろも多い。しかし、物は考えようだ。少
人数学級は、先生方のきめ細かな指導が
行き届き、また地域コミュニティの核と
なりうる。
同校の長い歴史は終わるが、これから
は、旧校舎や屋内運動場は、地域コミュ
ニティ活動の拠点として活用される。こ
こから木間地区の新たな歴史が始まるこ
とを期待している。

3,278 万円

こどもデイサービスセンター楽々園（山田）
の機能移転先として、
平成31
年４月からの事業開始に向け、
施設整備を実施する医療機関を支援します。

新 保育士就労支援事業

86 万円

市内の幼児教育・保育に携わる人材の継続的かつ安定的な確保を図るため、
勤務経験がないなどの理由で就業していない潜在保育士の掘り起こしに取り
組みます。
〔詳細は９ページに掲載〕

新 住まいの資金助成事業

800 万円

市内の施工業者を利用して、住宅の新築やリフォームを行う場合に経費の
一部を支援し、市内経済の活性化はもとより、子育て世帯の住宅新築等を支
援します。

〔詳細は 10 ページに掲載〕

現在のこどもデイサービスセンター楽々園
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④ 誇るべき歴史と自然をいかしたまちづくり

歴史、文化、豊かな自然をいかし、ジオパーク活動の推進、世界遺産と文化
財の保全と活用を図ります。また、萩版 DMO の取組を推進し、旅行消費額
の増加や来訪者の満足度向上を図ります。

ジオパーク推進事業

3,108 万円

拡 萩版ＤＭＯ推進事業

7,022 万円

地質遺産を守り、学び、いかしたまちづくりを推進するとともに、日本ジオ
パークネットワーク加盟認定を目指します。
ふれあいステーション須佐のイメージ図

「住みたくなる萩、
訪れたくなる萩」
を目指し、
萩版ＤＭＯ法人である萩市観光
協会とともに旅行消費額の増加や来訪者の満足度向上を図る取組を推進します。

ふれあいステーション須佐整備事業

1 億 3,365 万円

地域の産業活性化を推進するため、
須佐男命いかや地域の特産品等を販売する
施設をＪＲ須佐駅前のふれあいステーション須佐を改修・増築して整備します。

新 大板山たたら製鉄遺跡保存整備事業

大板山たたら製鉄遺跡

1,279 万円

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である史跡大板山たた
ら製鉄遺跡を、平成 28・29 年度に策定した修復・公開活用計画にもとづき、
遺構等の確実な保全と史跡の理解増進を図る整備を進めます。

⑤ だれもが健やかで住み続けたいまちづくり

福祉の充実、納税等の利便性向上に取り組みます。また、防災対策、空き家
対策等に取り組み、市民の生活環境の保全を図ります。

新防災行政無線整備事業

4 億 1,456 万円

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、平
成 30 年度から各地域の防災行政無線機器のデジタル化への更新等を行いま
す。

福栄コミュニティセンター整備事業

1 億 55 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４月の
供用開始に向け、福栄保健センター増築・改修工事を実施します。

新萩市総合福祉センター整備事業

11 億 6,544 万円

広く市民が集い、
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の移転整備を行います。

拡 老朽危険空き家対策事業

整備予定の防災行政無線機器

1,253 万円

所有者等への適正な管理および活用を促進するとともに、老朽化した空き家
には新たに除却に対する支援を行うなど、住み良い生活環境の保全と安全安心
なまちづくりを推進します。

各種証明書コンビニ交付事業
市税等コンビニ収納事業
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〔詳細は 11 ページに掲載〕

805 万円

〔詳細は 12 ページに掲載〕

375 万円

〔詳細は 12 ページに掲載〕
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新福祉センターのイメージ図

特別会計の概要

当初予算額 前年度予算額
増減額
増減率
（万円）
（万円）
（万円） （％）
特別会計（全体）
153億3,390 172億7,490 △19億4,100 △11.2
土地取得事業
190
200
△10 △5.0
国民健康保険事業（事業勘定） 70億2,280 79億3,020 △9億740 △11.4
国民健康保険事業（直診勘定） 7億5,780
7億6,910
△1,130 △1.5
休日急患診療事業
1億110
9,740
370
3.8
後期高齢者医療事業
9億6,470
9億4,330
2,140
2.3
介護保険事業
64億8,560 64億7,210
1,350
0.2
農業集落排水事業
－
6億2,430 △6億2,430
皆減
漁業集落排水事業
－
3億6,960 △3億6,960
皆減
林業集落排水事業
－
210
△210
皆減
特定地域生活排水事業
－
4,700
△4,700
皆減
個別排水事業
－
960
△960
皆減
駐車場事業
－
820
△820
皆減
区分（特別会計名）

特別会計を構成する会計数は、農業集落
排水事業特別会計、漁業集落排水事業特別

会計、林業集落排水事業特別会計、特定地
域生活排水事業特別会計および個別排水事
業特別会計の企業会計への移行、駐車場事
業特別会計の廃止により平成 30 年度から
６会計減少し６会計となります。それに伴
い予算規模も大幅に減少しています。

また、国民健康保険事業（事業勘定）特
別会計は、国民健康保険の制度改革により
財政の責任主体が山口県となるため、歳入

および歳出の一部について県の特別会計に
予算計上されることなどから、全体予算額
は前年度と比較して減少しています。

公営企業会計の概要

４月１日、経営基盤の強化および財政マネジメントの向上等を図るた
め、農漁林業集落排水事業、特定地域生活排水事業および個別排水事業
に公営企業法を適用し、公営企業会計に移行しました。
これにより、前年度に移行した公共下水道事業・特定環境保全公共下
水道事業と合わせ、下水道事業にかかるすべての会計が下水道事業会計
として一つの公営企業会計となりました。
前年度と比較すると、下水道事業会計予算は農漁林業集落排水事業等
の特別会計予算を引き継いだため、増加しています。

収益的収入

当初予算額 前年度予算額
（万円）
（万円）
11億7,000 12億1,100

収益的支出

11億8,500 11億7,900

区
水
道
事
業
下
水
道
事
業
病
院
事
業

分

増減額
増減率
（万円） （％）
△4,100 △3.4
600

0.5

資本的収入

5億773

3億1,201

1億9,572

62.7

資本的支出

8億1,958

5億3,048

2億8,910

54.5

収益的収入

22億3,050 12億5,300

9億7,750

78.0

収益的支出

22億3,050 12億5,200

9億7,850

78.2

資本的収入

12億5,704

9億8,069

2億7,635

28.2

資本的支出

17億6,315 12億2,812

5億3,503

43.6

収益的収入

28億1,339 27億6,192

5,147

1.9

収益的支出

28億9,707 28億5,452

4,255

1.5

資本的収入

2億3,804

2億261

3,543

17.5

資本的支出

4億2,622

4億917

1,705

4.2

水道事業

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、老朽化した水道管の布設替えや耐用年数
を超えた水道施設の更新事業を計画的に進めると
ともに、上野配水池の耐震化に取り組み、漏水事
故の未然防止と安定給水に努めます。

下水道事業

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、未普及地域（椿東、椿、山田、大井地区）
の整備や堀内雨水ポンプ場の整備を引き続き計画
的に進めるほか、下水道施設全体を一体的に捉え
た計画的・効率的な維持管理および改築を推進す
るためのストックマネジメント計画の策定に取り
組みます。

病院事業

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
水道週間の活動の様子

急性期医療の機能を果たす萩市民病院

形態の見直しなどについて検討します。
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参加者募集！

萩市民号２０１８

～山尾庸三が造船を学んだ地・グラスゴーを訪ねて～
７月 22 日日～ 28 日土

萩市民号は、萩ゆかりの地を訪問し、先人の足跡を辿
り、偉業に触れ、学ぶことで、偉大な功績を広く情報発
信することを目的としています。
今年は、英国、特に、山尾庸三が造船業を学んだグラ
スゴーを中心にスコットランドを巡る予定です。
■と き ７月22日
（日）
～28日
（土）
５泊７日
■参加料 35万円程度
（５泊とも２人１室利用、
食事付）
■募集定員 25 人程度（応募多数の場合は抽選）
■参加資格 市内在住の方
（①高校生以下は保護者同伴、
②海外渡航のため健康に自信のある方）
■募集期間 ４月20日
（金）
〜5月15日
（火）
まで
■申し込み ㈱ツーリスト山口 本社アトラス営業所
（26-6412、FAX26-6417）
※詳細は、旅行会社にお問い合わせください。
訪問予定先
○グラスゴー：産業都市として栄えたスコットランド最大
の都市。
山尾庸三が造船技術を学ぶために1866 年から２
年間滞在した。
・リバーサイド・ミュージアム
2011 年にオープンした新しい博物館。
22 あるギャラ
リーの中には、
グラスゴーの繁栄を担ってきた輸送や造船
に関するものが展示されている。

第73期本因坊戦 第１局 萩対局
前夜祭・大盤解説会・指導碁の参加者募集
囲碁界の七大タイトル戦で最も伝統ある本

因坊戦が初めて萩市で開催されます。
第 73 期本因坊戦では、今年２月に国民栄
ゆうた
誉賞を受賞された井山裕太九段が、本因坊
もんゆう
文裕として、挑戦者と対局します。
前夜祭・大盤解説会も開催されますので、
この
機会に囲碁の最高峰にふれてみませんか。

対局
とき
ところ

５月15日 9：00～、16日 9：00～
萩・明倫学舎２階天井裏見学室

※対局場の一般観戦はできません。

前夜祭
とき
ところ
参加料
定員
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５月14日 18：00〜
萩本陣

8,000 円（記念扇子付）
100 人（先着順）

明治維新150周年 10月23日
まで あと6カ月！

グラスゴー市庁舎前広場
・グラスゴー大学

500 年以上の歴史がある大学。
ゴシック様式の美しい校舎

が並び、
敷地内の博物館や美術館は一般にも公開されている。
とけん
として、
山尾庸三が創立した工部省工学寮の初代都検（教頭）
日本の技術教育に貢献した英国人工学者ヘンリー・ダイアー
は同大学卒業。
○エディンバラ：スコットランドの首都。
吉田松陰の伝記を
世界で最初に発表したスティーヴンソンゆかりの地。
○アバディーン：スコットランド第３の都市。アバディー
ン海洋博物館には長州藩が発注した船の設計図が収蔵され
ている。
問い合わせ 企画政策課（25-3342）

５月15日火～16日水

大盤解説会
プロ棋士が、
萩対局を実況解説します。

とき

ところ
参加料

定員

５月15日 14：00〜18：00（予
定）、16日 10：00～終局まで
市民館小ホール
一般 1,000 円（２日券は 1,5
00 円）、指導碁の参加料を含
む、高校生以下無料

80 人（先着順）

※５月15 日 9：00 ～12：00 に指導碁
を実施。
※前夜祭、大盤解説会（指導碁）は、参加

申込が必要。申込書は企画政策課備え付
けのチラシまたは萩市ホームページか
らダウンロードできます。
問い合わせ

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

萩・明治維新 150年記念事業実行委員会
（企画政策課内 25-3102）

あきかず

中村彰利教育長が就任
３月16 日、市議会の同
意を得て、４月1 日に就任

しました。
任期は３年間と
なります。
中村教育長は山陽小野田
市出身で60 歳。
昭和59 年
から山口県の高校教諭と県
教育委員会に勤務。
平成27

中村教育長

年から３年間、
長門市の大
りょくよう
津 緑 洋 高校で校長を務め
ていました。

萩市指月第１駐車場を
４月から無料化
指月公園などが利用しやすくなります

４月から萩市指月第１駐車場（堀内、
旧厚狭毛利家
萩屋敷長屋前）
の一般駐車料金を無料化します。
また、
普通自動車の定期駐車が可能になりましたの
で新たに募集します（月額4,320 円）
。
※萩市新堀駐車場および大照院前駐車場、
越ヶ浜駐車場
の駐車料金は変更ありません。

萩市子ども栄誉の記録
平成 29 年度（追加分）

「文化」
「体育・スポーツ」およびその他「教育諸活動」の各分
野において県１位等の記録を残した児童生徒を紹介します。
■文化奨励部門（10 人）
はると
ひなた
［小学校］南川遙杜、宮内陽向（以上大井小中学校小学部３年）
ゆい
かえで
けいご
ゆ な
、梶山佳吾、武安優奈、田
濱﨑唯、藤川花楓（以上明倫小５年）
せいいちろう
中誠一朗（以上明倫小６年）
ま り か
ゆ り
、福田柚理（萩西中２年）
、
〔中学校〕志賀舞俐香（須佐中１年）
ゆうき
中原こはる（須佐中２年）
、松本悠輝（須佐中３年）

東部地域定住促進住宅
「うみかぜ須佐住宅」
が完成

平成 25 年７月 28 日の集中豪雨災害により、甚大な被害を受け
た萩市東部地域
（須佐・田万川地域）
の地域活力の再生に向け、少子

化・定住対策として整備を進めていた、市外在住者を対象とした子
育て世帯向けの定住促進住宅
「うみかぜ須佐住宅」
が完成しました。
４月から４世帯 14 人の方が市外から入居され、地域の活性化が
期待されます。
【整備内容】建設戸数４戸（木造２
階建、３ＬＤＫ、敷地面積約 264㎡）
【総事業費】8,641 万円
■須佐総合事務所災害復興部門
（8387-6-2219）
４月から入居が始まる
定住促進住宅

問い合わせ 商工振興課（25-3108）

４月から市の組織改編により庁舎内の配置が変わります
４月から次のように組織改編を行います。これに伴
い庁舎内の配置の一部が変更となります。また、本庁２
階は、
総務課が総務課と人事課に分かれます。

本庁１階

組織改編の主なものは、産業活性化のため組織横断

的に産業政策の立案や調整を行う「産業戦略部」の新
設です。
また、各総合事務所・支所・出張所と連携し、地域の皆
さんとともに元気なコミュニティづくりを推進するた
め、地域政策部を設置します。
観光政策部では、世界遺産をはじめとする文化遺産の

保存と活用の取り組みを一層進め「萩まちじゅう博物
館構想」の新しい展開も図ります。
教育委員会では、
地域と一体となった「ひとづくり」
を行
うため、
学校教育だけでなく、
文化振興、
社会教育、
スポーツ
振興に関する業務を行います。
上下水道部は、公営企業化に伴い「上下水道局」に名
称を変更します。

問い合わせ 人事課（25-1239)
※変更がある部署のみ記載。
広報はぎ 平成30年４月1日号
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応援します！あなたの子育て！

子 育 て 支 援 サ ー ビ ス
市では、子育てと仕事の両立を支
援するため、各種子育て支援サービ
スを実施しています。

延長保育

■利用料（給食代含む） １日 1,800

○こどもデイサービスセンターすさ

円、４時間以内 1,000 円

▽実施場所

弥富診療センター内

（０８３８７- ８- ２３１１）

休日保育

■利用料

市内の保育所等に通園中の児童で、

１日 2,000 円（給食代含

む）

日曜日・祝日に保護者が仕事で家庭

※利用料の減免制度あり。

■実施場所・延長時間

での保育ができない児童を保育。

※年度ごとに登録が必要。

○日の丸保育園

■実施場所

保育時間を延長して保育。
午前７時〜午後８

時（２時間延長）

■時間

○土原・椿東・住の江・春日保育園

30 分

午前７時〜午後７時（１時間延長）
○大井保育園

午前７時 30 分〜午後

住の江保育園

午前８時 30 分〜午後５時

■持参品

弁当・水筒

■利用料

保育短時間認定の方が、

はぎファミリー・
サポート・センター
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

７時（30 分延長）

午後４時 30 分以降も利用する場合

頼会員）が、地域で育児を助け合う

■利用料

は、１日につき 400 円

相互援助の会員組織で、両会員を募

※年度ごとの登録、勤務先の証明が

集しています。

必要。

■主な業務

保育短時間認定の方が利

用する場合は、１日につき 400 円

24 時間保育
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１〜３年生

子育て支援センター
未就園児とその保護者を対象に、

▽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

の児童で、保護者が夜間に就労等の

育児相談や育児情報の提供、各種行

受付など

ため保育できない児童を保育。

事を実施。

■問い合わせ

■実施場所

○児童館（２５- １０２５）

はぎファミリー・サポート・センター

■時間

日の丸保育園

毎週火・水・金曜日、午後

○萩市子育て支援センター

６時〜翌朝９時 30 分

▽実施場所

■利用料（利用１回につき）

４４８８）

◦午後 10 時まで 800 円

▽時間

日の丸保育園内（２５-

（総合福祉センター内２４-０５３０）

未就園児への施設開放
■園庭開放

午前９時〜午後４時

日午後、日曜日、祝日

◦午前０時まで 1,200 円

月〜金曜日

市内各保育所等

土曜

◦午前３時まで 1,500 円

○元気子育て支援センター

■園庭・園舎開放

◦午前９時 30 分まで 2,000 円

▽実施場所

大井・川上・田万川・

○萩幼稚園ひよこ組（２２-０７７５）

※寝具・食事等は持参。

田万川小川分園・むつみ・須佐・あ

５月から月１〜２回火曜日、午前９

※年度ごとの登録、勤務先の証明が

さひ、あさひ佐々並分園・福川・紫

時 30 分〜 11 時 30 分

必要。

福保育園内

○萩光塩学院幼稚園てんし組（２２-

※実施する曜日・時間は各園に問い

２０１９）

合わせ。

５月から月１〜２回水曜日、午前 10

一時預かり保育
保育所等に入所していない児童で、
保護者が病気や冠婚葬祭などで一時
的に家庭での保育ができない児童を
保育。

こどもデイサービスセンター
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

■実施場所

■おもちゃ図書館地域開館日
子ども発達支援センターからふる
（２２- ２８７７）

のため集団保育が困難な期間、一時

毎週火曜日、午前 10 時〜午後３時（祝

万川・田万川小川分園・むつみ・須

的に預かります。

日は休館）

佐・あさひ、あさひ佐々並分園・福川・

○こどもデイサービスセンター楽々園

※日程は各施設へ問い合わせ。

紫福・日の丸保育園

▽実施場所

■時間

４８２０）
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椿東・山田・川上・田

時〜 11 時 30 分

午前８時 30 分〜午後５時

楽 々 園 ２ 階（ ２ ４-

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

新生児おむつ購入費助成
事業
新生児１人につき２万円を上限に
助成します。
※市税等に滞納がない世帯に限る。
■必要書類等

購入した物品名、金

額、業者名が分かるレシートなど、
印鑑、保護者名義の振込先口座の分
かるもの
※萩市内の業者で、１歳の誕生日ま
でに購入した物に限ります。
■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

８月
開始

乳幼児・子ども医療を拡充

〜対象者が大幅拡大。中学生までは所得制限なし〜
小学校卒業までを対象とした現行制度を大幅に見直し、８月から、高
校生等までを対象とします。また、中学生以下の所得制限を廃止するな
ど制度の拡充を行い、子育て世代の経済的負担の軽減を図ります。
■申請方法

対象者には６月中旬頃にご案内します。詳細は、市報６

月１日号でお知らせします。
現行制度との比較
所得制限
乳幼児医療費
一部負担金

市役所市民総合窓口子育

対象年齢

て支援コーナー、各総合事務所市民

子ども医療費 所得制限

■申請先

窓口部門、支所・出張所

チ ャ イ ル ド シ ー ト・ ベ
ビーカー・ベビーベッド
購入費助成事業
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
円未満切捨て・上限額あり）。
※市税等に滞納がない世帯に限る。
■上限額

チャイルドシート＝

15,000 円、
ベビーカー＝ 10,000 円、
ベビーベッド＝ 8,000 円
■必要書類等

購入した物品名、金

額、業者名が分かるレシートなど、
印鑑、保護者名義の振込先口座の分
かるもの
※萩市内の業者で購入した物に限る。
■申請期限
■申請先

購入後半年以内
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
問い合わせ
子育て支援課（２５- ３５３６）

一部負担金

現行制度
あり（※）
なし
小学校6年生
まで
あり（※）
あり

平成30年８月〜
なし
なし

拡充
○

高校生等まで

○

小・中学生：なし
○
高校生等：あり（※）
あり

※所得制限：父母合算の税額控除前市民税所得割額が 136,700 円以下の世帯。

■問い合わせ

子育て支援課児童環境係（２５- ３２５９）

保育園で働いてみませんか？

保育士トライアル制度をスタート
「保育士資格・幼稚園教諭免許は持っているけれど、
保育に関わった経
験がない」
「保育現場から離れてからブランクがあり就労するには不安が
ある」
といった方が、
保育園で臨時保育士として短時間、
短期間、
働いてみ
ることで、
就労への不安を取り除き、
安心して保育士として就業できるよ
うサポートします。
■勤務期間と日数
■勤務時間

開所時間内で３時間程度

■お試し勤務場所
■賃金

１カ月間・10 日程度
市内公立保育園

市内公立保育園臨時保育士と同

額（時給960 円）
■資格要件

保育士資格または保育士資

格および幼稚園教諭免許
■申込方法

履歴書と資格証・免許状の

写しを子育て支援課まで持参
※この制度の活用は、年間１人３回までと
し、市内の保育園・認定こども園・事業所
内保育所への就業をサポートします。
■問い合わせ

子育て支援課（２５-３５３６）
広報はぎ 平成30年４月1日号
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新規

住まいの資金を助成します
住 ま い の 資 金 助 成 事 業

市内で自らが所有または取得し居住するもので、市
内施工業者を利用し萩地域木材を利用して新築また
は、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。
また、子育て世帯や三世代同居・近居、居住のため
の空き家リフォームを行う場合は助成額等の加算を行
います。

○新築タイプ補助額
単位
上限額
地域木材を利用した新築 1 棟あたり 10万円
子育て世帯
1 棟あたり ＋20万円
三
世
代
同
居
・近
居
加算
に該当するもの
（萩 1 棟あたり ＋20万円
市内に限る）
加算後の上限
ー
50万円

補助対象者
市の住民基本台帳に記録、または登録予定で、次のす
べてに該当する方

①住宅の所有者または取得者で、その住宅に現に居住、
新築もしくは空き家にあっては、１年以内に居住する方
②住宅の所有者および同一世帯に属する方全員が市税を

滞納していないこと
③世帯の総所得金額の合計が 1,000 万円未満であること
④住宅の所有者および同一世帯に属する方全員が暴力団
員の構成員でないこと

補助対象工事
①市内で自らが建築主として居住するため萩地域木材
（柱材等）を10㎥以上使用する住宅の新築、または自らが
所有もしくは取得し居住するための既存住宅のリフォー
ム
②市内に主たる営業所を有し、市税を滞納していない施
工業者によるもの
③リフォームにあっては工事に要する経費が 10 万円以
上（消費税を除く）の工事
④補助金交付決定前に着手していない工事
⑤市が実施する他の補助等と重複していない工事（昭和
56 年５月以前に建てられた耐震改修工事は除く）
⑥平成 31 年３月 15 日までに完了する工事
※詳細は、お問合せください。

申請受付期間

申請方法

一般的なリフォーム
子育て世帯
三世代同居・近居に該
当するもの（萩市内に ＋10％
加算 限る）
空き家のリフォーム ＋10％
地域木材を 10㎡以上
使用する部分（※）
加算後の上限
30％

上限額
10万円
＋20万円
＋20万円
＋10万円
＋5万円
30万円

※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。

地震に強い家を応援します
◆無料耐震診断員派遣
住宅の耐震化を促進するため、建築士を
派遣して無料で耐震診断を行います。
■対象建築物

昭和 56 年５月 31 日以前

に着工された一戸建ての木造住宅
■募集戸数

10 戸（先着順）

■募集期間

４月２日〜 12 月 14 日

◆耐震改修費補助
■対象建築物

ウンロード可）に記入し、必要書類（金額や工事内容が証
明できるものの写し、工事前の写真等）を添えて提出

昭和 56 年５月 31 日以前

に着工された一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
■補助率

建築課に備え付けの申請用紙（萩市ホームページからダ
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補助率
10％
＋10％

耐震改修費の一部を補助します。

４月２日
（月）
〜８月31日
（金）
（土・日曜日、
祝日は除く）
※先着順（受付期間終了後、予算の範囲内で再募集する
場合もあります）
。

問い合わせ

○リフォームタイプ補助額

費用の 23％以内（上限 80 万円）

■募集戸数

２戸（先着順）

■募集期間

４月２日〜 10 月 31 日

申し込み

建築課（２５- ３６９３）

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

建築課（２５- ３６９３）

土砂災害特別警戒区域内での住宅等の移転、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ります。安全な構造とするための費用、住宅を除却する費用等に対して、費用
の一部を補助します。

◎土砂災害対策改修事業

◎がけ地近接等危険住宅移転事業

■対象建築物

■対象建築物

▷土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物

▷土砂災害特別警戒区域内の住宅であること

であること

▷住宅の所有者であること

▷建築物の所有者であること

▷土砂災害特別警戒区域の指定前から、土砂災害

▷土砂災害特別警戒区域の指定前から、土砂災害

に対する構造基準を満たしていない、または特定

に対する構造基準を満たしていないこと

行政庁が是正勧告等を行ったもの

■補助率

■補助金額

土砂災害対策改修費用に 23％を乗じた額（限

住 宅 の 除 却 な ど に 要 す る 費 用 で 撤 去 費、 動

度額 759,000 円 / 棟）

産 移 転 費、 仮 住 居 費、 跡 地 整 備 費 等（ 限 度 額

■募集戸数

１戸

802,000 円 / 戸）

■募集期間

４月２日〜 11 月 30 日

■募集戸数

１戸

■募集期間

４月２日〜 11 月 30 日

※他にも対象要件がありますので、事前にお問い合わせください。
申し込み

建築課（２５- ３６９３）

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
老朽化した危険な空き家を放
置 す る と、 防 災・ 防 犯・ 衛 生・
景観等の観点から、市民の生活
環境に深刻な影響を及ぼす場合
があります。
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
に係る経費の一部を補助します。
◎補助対象住宅
▷市内にある老朽危険空き家で
あるもの
▷木造または軽量鉄骨造であるもの

▷市の定める基準に該当するもの
▷交付決定日において、除却工
事に着手していないもの
▷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
次のいずれにも該当する方
▷補助対象住宅の所有者または
その相続人およびそれらの同意

を得た者
▷世帯の総所得金額の合計が

500 万円未満であること
▷本市の市税を滞納していないこと
▷暴力団の構成員でないこと
◎補助対象工事

▷市内に事業所等がある業者に
発注する除却工事

問い合わせ

建築課（２５- ２３１４）
分は除く。
◎補助金額
補助対象経費の３分の２以内
の額（上限 100 万円、10 件程度）
◎申請受付期間
４月２日（月）〜 12 月 14 日

（金）（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。
※詳細は、お問い合わせください。

▷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、
もしくは樹木の除却工事または
家財道具、機械、車両等の移転・処

広報はぎ 平成30年４月1日号

11

４月からコンビニ納付、コンビニ交付開始で便利に

コンビニ納付とは

（詳細は市報３月15日号５ページに掲載しています）

４月からバーコードが印字されている税金や保険料など
の納付書をコンビニエンスストア（以下「コンビニ」
）で

さい。全期の納付書は廃止になりました（下水道受益者負
担金および分担金を除きます）
。１年分を１回で納めたい

で納付書をホッチキスで綴じないでください。
納付の際は、
記載されている納期や納期限をよく確かめて納付してくだ

問い合わせ 収納課（25-3575）

納付することができます。
コンビニで納付するために納付書が１枚ごとの単票
（ホッチキスで綴られていない状態）になります。ご自分

コンビニ交付とは

場合は、１年分全ての納付書をレジに出してください。納
付期限またはコンビニ使用期限が過ぎても市の窓口や金融
機関で納付することは可能です。

（詳細は市報１月15日号11ページに掲載しています）

４月から、
マイナンバー（個人番号）カードを利用して、

全国のコンビニに設置されているキオスク端末（マルチコ
ピー機）で各種証明書が取得できるコンビニ交付サービス

を開始します。
■利用のために必要なもの
マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号
（数字４桁）
、手数料（窓口交付手数料と同額です）
■取得できる証明書 住民票の写し、
住民票記載事項証明
書、
印鑑登録証明書、
戸籍全部・個人事項証明書（戸籍謄抄
本）
、
戸籍の附票の写し、
所得証明書、
所得・課税証明書

※証明書は、
いずれも現在のものに限ります。所得証明書、
所得・課税証明書は、現年度課税分に限ります。詳しくは、
お問い合わせください。
■利用時間 午前６時 30 分から午後 11 時（年末年始お
よびシステム休止日を除く）
、ただし、戸籍全部・個人事
項証明書（戸籍謄抄本）
、戸籍の附票の写しは、午前９時
から午後５時（土・日曜日、祝日、年末年始およびシステ
ム休止日を除く）
問い合わせ 市民課（25-3493）

４月から市報が変わります

発行回数や誌面のつくりが変わります
発行回数・発行日を変更し、毎月１回、１日に発行

これまでの行政推進員集会等でのご意見（配布の負担軽
減の要望）や平成 29 年９月に行った「広報についてのア
ンケート調査」の結果をもとに、市報・広報のあり方を全
般的に検討し、市報の発行を月１回にします。

（開き方が逆になります）
文字や市報を見やすくします

①電話番号やメールアドレスなど、読みやすさを考慮し、
記事を横書きにしました
②横書きにあわせ、
読みやすいように左開きに変えました
③イベントの情報は早めに掲載します
④情報が減らないよう月 30 ページ程度の誌面にします

「広報についてのアンケート調査」の結果
平成 29 年９月に 1,000 人（無作為抽出）にアンケー
トを送付し、492 人から回答がありました。ご協力あり
がとうございました。

国土交通省からの重要なお知らせ

アンケート結果の詳細については、ホームページに掲載
します。
問い合わせ 広報課（25-3178）
・スマホ・タブレット用アプリ

タカタ製エアバッグのリコール未改修車は、５月から車検が通ら
なくなります！ ―早急にリコール作業を受けてください！―
◎まずは検索システムで措置対象かどうかを確認！

・検索システムパソコン用ＵＲＬ
リコール情報検索アプリ

検索 ⇦

https://www.jaspa.or.jp/user/mycar/application/
recallsearch.html
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◎未改修の場合は、早急に販売店でリコール改修を実施し
てください！
国土交通省タカタ専用ダイヤル ☎03-5539-0452、
エアバッグリコール特設ホームページ http://www.mlit.
go.jp/jidosha/carinf/rcl/recallinfo_003.html

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

みんなでつくろう！ 萩ジオパーク構想
日本ジオパーク認定にむけて

平成 30 年度の申請を議決

今後のスケジュール

萩ジオパーク構想推進協議会では、
平成28 年、
日本ジオ
パーク認定申請を行ない、
見送りとなりました。
その後、
平成

４月17 日までに申請書を提出、
５月19 日に審査機関で
ある日本ジオパーク委員会でプレゼンテーションを行いま

成講座、
出前講座など裾野を拡げる取り組みを行ってきまし
た。
構想実現に向けて取り組むべきことが明確となった今、
３月26 日に臨時総会を開催し、平成30 年度の日本ジオ

地域の構想地域の各所での活動状況をお見せし、
現場で質
問に応えること
になります。萩

29 年12 月に基本計画および実行計画を定め、
地球の視点
で「萩らしさ」
が“見える”
“伝わる”
まちをめざして活動し
ていくこととし、
萩ジオマスター講座や萩ジオプランナー養

パーク認定申請を行うこととしました。
萩は大地と人が
共に歩んだ歴史を
体感できる「維新
とマグマの胎動の
地」
として、
日本ジ
オパークネット
ワーク正会員加盟
認定を目指しま
す。

す。
その日のうちに、
現地審査を行うかどうかが決まり、
８月
頃の現地審査を経て９月には認定の可否が決定します。
現地審査では、
会長をはじめとする協議会の関係者や事
務局からの聞き取り調査のほか、
萩市、
阿武町、
山口市阿東

ジオマスター、
萩ジオプラン
ナーに加え、多
くの市民のみな
さんのご理解と
お力添えをお願
いします。

問い合わせ

３月に開催したジオモニターツアーの様子

萩ジオパーク構想推進協議会
（事務局：ジオパーク推進課 21-7765）

前回
（平成29年11月)の臨時総会の様子

国民健康保険
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

こんなときには必ず14日以内に届出を！
こんなとき
他の市区町村から転入した

転出証明書

国保に 職場の健康保険を脱退した※ 職場の健康保険の資格喪失証明書
入るとき 子どもが生まれた
保険証
生活保護を受けなくなった※ 保護廃止決定通知書
他の市区町村へ転出する※

国保を
やめる
とき

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
その他
各総合事務所市民窓口部門、支所・
出張所

手続きに必要なもの

保険証

職場の健康保険に加入した・ 国保の保険証と職場の健康保険の保険
証 ( 未交付の場合は資格取得証明書）
被扶養者になった
被保険者が死亡した
生活保護を受け始めた※
学生用の保険証の交付を受け
ていたが卒業した（引き続き
市外に住所を有する方）
市内で住所が変わった
世帯主や氏名が変わった
就学のため、子どもが他の市
区町村に住む
保険証を紛失した、あるいは
汚して使えなくなった

保険証
保険証・保護決定通知書
保険証・卒業証明書など卒業が確
認できるもの
保険証
保険証
保険証・在学証明書
運転免許証など本人確認書類

※必要書類が整っていれば 14 日前から手続きが可能です。
（すべての届出について、世帯主・対象被保険者の個人番号通知カード、印鑑、
窓口に来られる方の本人確認書類が必要です）
広報はぎ 平成30年４月1日号
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平成30〜32年度
（第７期）
の
介護保険料が決まりました！
介護保険料は、利用する介護サービスの費用を基に
算出される仕組みです。65 歳以上の方（第１号被保

険者）の介護保険料は３年に一度見直され、平成 30
年度がその年にあたります。
高齢化に伴う介護保険の利用者の増加や介護報酬の

改定などにより各種介護サービスにかかる費用の増加
が見込まれ、第 1 号被保険者の保険給付費に対する

負担割合が 22％から 23％になるなどの要因により、
65 歳以上の方の介護保険料の基準額が月額 131 円引
き上げられます。

介護保険料は、世帯構成や市民税の課税状況に応じて
段階を設定し、基準額に段階ごとの係数を乗じて決定し

保険料段階について

ています。被保険者の負担能力に応じた、きめ細かい保険料負担をさらに進めるた
め、第６期（平成 27 〜 29 年度）の第 12 段階を細分化し第 13 段階としました。

65歳以上の方
（第1号被保険者）の介護保険料（平成30〜32年度）
保険料
段階
第１

第２
第３

対

象

者

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で市民税
非課税世帯の方
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金
収入額の合計が 80 万円以下の方
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金
収入額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下の
方
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金
収入額の合計が 120 万円を超える方

基準額に 年間保険料率
対する割合（参考月額）
×0.45

28,026円
（2,336円）

×0.75

46,710円
（3,893円）

合計所得金額と課税年金収入
額の合計が 80 万円以下の方

×0.9

合計所得金額と課税年金収入
額の合計が 80 万円を超える方

基準額

第６

合計所得金額が 120 万円未満
の方

×1.2

第７

合計所得金額が 120 万円以上
200 万円未満の方

×1.3

第８

合計所得金額が 200 万円以上
300 万円未満の方

×1.5

第４
第５

第９
第10

本人は市民税非
課 税 で、世 帯 の
誰かが市民税課
税の方

合計所得金額が 300 万円以上
本人が市民税課 400 万円未満の方
税の方
合計所得金額が 400 万円以上
600 万円未満の方

×1.7
×1.75

第11

合計所得金額が 600 万円以上
800 万円未満の方

×2.0

第12

合計所得金額が 800 万円以上
1,000 万円未満の方

×2.25

第13

合計所得金額が 1,000 万円以
上の方

×2.5

56,052円
（4,671円）
62,280円
（5,190円）
74,736円
（6,228円）
80,964円
（6,747円）
93,420円
（7,785円）
105,876円
（8,823円）
108,990円
（9,083円）
124,560円
（10,380円）
140,130円
（11,678円）
155,700円
（12,975円）

※第７期における各段階の判定に用いる合計所得金額は、長期譲渡所得および短期
譲渡所得に係る特別控除額を控除した額です。
ただし、第１段階から第５段階までの
判定の基準となる合計所得金額は、当該控除した額から更に公的年金等に係る雑所
得を控除した額です。

保険料決定の時期

介護保険料は、６月に確定する市民税の課税・非課税お

よび合計所得金額等に基づいて、個人ごとに決まります。
保険料の決定通知は６月中旬に送付する予定です。
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65 歳以上の方の
介護保険料が
変わります

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

介護保険の財源
介護保険は保険料と国・県・
市の負担金で運営されており、

保険料は大切な財源です。
◆保険料：50％
【被保険者の負担割合】

◦第１号被保険者
第６期 22％ → 第７期 23％
◦第２号被保険者
第６期 28％ → 第７期 27％
第1号被保険者
（65歳以上）
の保険料
２3％
国・県・市の
負担金
公費
５０％

保険料

第2号被保険者
（40〜64歳）
の
保険料
２7％

特別徴収（年金からの
引き落とし）の仮徴収
介護保険料の決定が６月とな
るため、特別徴収の方の４月、６
月の介護保険料は、今年の２月
と同額が年金から引き落とさ
れ、８月以降の介護保険料で調
整されます。また、４月から新た
に特別徴収の対象となる方の４
月、６月の保険料は、平成29 年
度の年間保険料を６で割った金
額（100 円未満切り捨て）を仮
徴収として年金から引き落とし
ます。

問い合わせ

課税課市民税係
（２５- ３７８１）

国民健康保険にご加入の方へ

■問い合わせ
課税課市民税係（２５- ３７８１）

◆保険料の軽減措置等の見直しについて
（図１）保険料の賦課限度額の見直し

保険料の賦課限度額を引き上げ
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平成 30 年度から
賦課限度額が引き上げられます。これにより中
間所得層の被保険者に配慮した保険料設定とな
ります。
（図１）

保険料軽減措置の拡充
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。
（図２）

医療分
後期分
58万円
平成30年度から （+4万円） 19万円
平成29年度まで 54万円
19万円

介護分

合計

16万円

93万円

16万円

89万円

（図２）保険料軽減措置
（軽減対象となる基準額が引き上げられました）
○5割軽減の拡大
平成30年度 基準額33万円+（27.5万円×被保険者数）以下
から
平成29年度 基準額33万円+（27万円×被保険者数）以下
まで
○2割軽減の拡大
平成30年度 基準額33万円+（50万円×被保険者数）以下
から
平成29年度 基準額33万円+（49万円×被保険者数）以下
まで
※所得基準額は、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

国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方へ
市民課保険年金係（２５- ３１４７）

申し込み

入院時食事
代の見直し

入院時の食事代（自己負担分）が、平成 30 年４月から引き上げられます。
食材費相当額に加え、
調理費相当額の負担が段階的に引き上げられるものです。
※市民税非課税世帯の食事代は、変更ありません。

○ 1 食あたりの標準負担額

平成 29 年度まで

平成 30 年度から

360 円
210 円
160 円
100 円

460 円（※）
210 円
160 円
100 円

住民税課税世帯
過去 12 か月の入院日数が 90 日までの入院
住民税非課税世帯 過去 12 か月の入院日数が 90 日を超える入院
70 歳以上で低所得Ⅰの方
※ただし、難病患者等は 260 円のまま据え置きとなります。
※低所得Ⅰとは、住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない方。

入院時生活療養
費の見直し
65 歳以上の医療療養病床に
入院する患者の生活療養標準負
担額のうち、居住費にかかる部

▽入院時生活療養費について

平成 29 年度まで
65歳以上
負担額
医療療養病床
医療区分Ⅰ
370円/日
（Ⅱ、Ⅲ以外の方）
医療区分Ⅱ、Ⅲ（※1）
（医療の必要性の高い方）200円/日
難病患者（※ 2） 0円/日

分について見直しされます。
これは、介護保険施設や在宅

平成 30 年度から
負担額
370円/日
0円/日

※1：健康保険法施行規則第62 条の3 第4 号の規定に基づき厚生労働大臣

との負担の公平化を図る観点か

が定める方。

ら、光熱水費相当額の負担を求

※2：難病の患者に対する医療等に関する法律第5 条第1 項に規定する指

めるものです。

定難病の患者。
広報はぎ 平成30年４月1日号
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萩 市 議 会議員一般
萩市の明日を託す人を選ぶ大切な選挙です。必ず投票しましょう！
□投票時間
午前７時から午後７時まで

た の 支 持 す る 候 補 者 を 書 き ま す。
投票に関する秘密は堅く守られま

オアシスはぎ園、福祉複合施設
つばき、萩・福祉複合施設かがや

□投票できる方
平成 12 年４月 23 日以前に生ま
れた日本国民で、萩市に住民票が

きますのでお申し出ください。
□ご利用ください
今回の選挙より「コミュニケー

◆仕事等で市外に滞在中の場合
郵便等で宣誓書を添え、萩市選
挙管理委員会に投票用紙を請求す

※木間・三見第３・川上・田万川・
むつみ・須佐・弥富・旭・福栄の
全投票区は午後６時まで。

あり、平成 30 年１月 14 日（転入
届出日）以前から引き続き萩市に
住んでいる方

□投票所の確認を
投票は、決められた投票所で行
うことになっています。郵送され
た「投票所入場券」で自分の投票
所を確かめておきましょう。また、
４月９日以降に市内で転居届をさ
れた方は、前住所地の投票所で投
票することになります。
□入場券を忘れずに
入場券がなくても投票はできま
すが、投票所での受付を円滑にす
るため、入場券を忘れずにご持参
く だ さ い。 入 場 券 を な く し た り、
忘れたり、届かなかったときは投
票所で再発行します。受付の係員
に申し出てください。
転居等された場合、郵便局へ転
居届けをされないと、入場券が届
かない場合がありますのでご注意
ください。
□投票の方法

す。
◆点字投票
目の不自由な方は点字投票がで

ションボード」を各投票所に置い
ています。
※コミュケニーションボードと

は、文字や話し言葉によるコミュ
ニケーションが難しい方からの「よ
くある質問や依頼等」をイラスト
でまとめた指さし板のことです。
その他に、記載台用滑り止めシー
ト や 老 眼 鏡 も 備 え て い ま す の で、
必要に応じて、ご利用ください。
□投票所に入ることができる子ど
もの範囲が拡大されています。
公 職 選 挙 法 の 一 部 改 正 が あ り、
選挙人の同伴する子どもは、幼児、
児童、生徒その他の 18 歳未満の者
に拡大されています。
ただし、選挙人が同伴される子
どもが投票所に入ることにより生
ずる混雑、けん騒その他これらに
類する状況から、投票所の秩序を
保持することができなくなるおそ
れがあるときは入場をお断わりす
ることもあります。
□不在者投票

投票用紙には、候補者の氏名を
一人書いて投票してください。漢
字、ひらがな、カタカナでもかま
いませんが、候補者の氏名がはっ

◆入院中の場合
指定病院や指定施設に入院・入
所している場合は、病院長や管理
者に申し出をすれば、不在者投票

◆代理投票
投票は自分で書くのが原則です
が、体の不自由な方や字が書けな

○指定病院
萩市民病院、玉木病院、全眞会
病 院、 都 志 見 病 院、 萩 慈 生 病 院、

きり正しく書かれていないと無効
になる場合がありますので注意し
てください。

い方は投票所で申し出てください。
補助者が、あなたに代わってあな

16

をすることができます。市内の指
定病院と指定施設は次のとおりで
す。

萩病院、萩むらた病院
○指定施設

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

き、ひまわりの苑、徳寿園、阿北
苑、むつみ園、すさ苑、ちはるえん、
紫福園、かわかみ苑

ると、滞在地の選挙管理委員会で
投票できます。
◆郵便等でできる場合

身体障害者手帳、戦傷病者手帳
を 持 ち、 一 定 要 件 に 該 当 す る 方、
介護保険において要介護５と認定
さ れ た 方 で「 郵 便 等 投 票 証 明 書 」
をお持ちの方は、自宅で投票用紙
に記載して郵便等で投票すること
ができます。
また、郵便等投票ができる方で
「ご自身で投票の記載ができない」
と法的に定められた方が、代理人
に投票に関する記載をしてもらう
制度もあります。
郵便等投票証明書の交付申請を
される方や有効期限の過ぎた方は
早めに手続きをしてください。
投票用紙の請求は郵便等投票証
明書を添えて４月 18 日までに萩市
選挙管理委員会へ請求してくださ
い。
◆船員の場合
船員で選挙人登録証明書をお持

ちの方は、指定港の市町村選挙管
理委員会で、選挙人名簿登録証明
書および船員手帳を提示して不在
者投票をすることができます。
□開票
午後８時 30 分から萩市民体育館
で行います。

選挙

4月22日㊐が投票日です！
大島・相島・見島投票区は 21 日㊏

□こんなときは期日前投票を

期 日 前 投 票 の 場 所・期 間 等

期日前投票は、投票日に投票できない方
に前もって投票できるよう便宜を図る制度

期日前投票所

です。
投票日に仕事や旅行、出産予定等の事情
で投票所へ行けない方は、必ず期日前投票
しましょう。投票できる期間、時間、場所
は右の表のとおりです。
大島、相島、見島投票区（前日繰上投票

の地区）の方の期日前投票は４月 20 日（金）
までとなります。

期日前投票の宣誓書がご自宅で
記入できます
スムーズに投票ができるように、投票所入場
券の裏面に宣誓書を印刷しています。
また、様式を萩市ホームページからもダウン
ロードできます（期日前投票所にも備え付けて
います）
。

萩市役所

場

所

期 間

萩市役所玄関ロビー

三見

三見出張所

大井

大井出張所

時

間

8：30～20：00
4/16㈪〜21㈯

8：30～17：00
8：30～17：00

大島

大島公民館

見島

見島ふれあい交流
センター

4/16㈪〜19㈭
4/20㈮
4/16㈪〜19㈭
4/20㈮

8：30～16：30
8：30～12：00
8：30～17：00
8：30～12：00

4/19㈭〜21㈯

9：00～17：00

越ヶ浜

越ヶ浜介護予防
センター

川上

川上総合事務所

8：30～19：00

田万川

田万川総合事務所

8：30～19：00

小川

小川交流センター

8：30～17：00

むつみ

むつみ総合事務所

8：30～19：00

高俣

高俣支所

8：30～17：00

須佐

須佐総合事務所

弥富

弥富支所

旭

4/16㈪〜21㈯

8：30～19：00
8：30～17：00

旭総合事務所

8：30～19：00

佐々並支所

8：30～19：00

福栄

福栄総合事務所

8：30～19：00

紫福

紫福支所

8：30～17：00

佐々並

あなたの投票所
※投票日時は４月22日（日）午前７時〜午後７時まで【大島・相島・見島投票区は４月21日（土）】
木間、
三見第３、
川上全、
田万川全、
むつみ全、
須佐全、
弥富全、
旭全、
福栄全投票区は午後６時まで。
投票所名

場

所

区

域

旧萩第１

土原保育園遊戯室

川島全区、土原全区

旧萩第２

萩市役所玄関ロビー

橋本町、御許町、唐樋町、江向全区

旧萩第３

萩市保健センター

河添、平安古全区

旧萩第４

萩西中学校音楽室

旧萩第５

日の丸保育園保育室

旧萩第６

今古萩老人憩の家

堀内全区、城東全区、今魚店町、樽屋町
北古萩１区、細工町、塩屋町、恵美須町、瓦町、米屋町、東田町、西田町、
津守町、上五間町
下五間町、吉田町、古萩町、今古萩町、熊谷町

旧萩第７

浜崎介護予防センター

北古萩２区、浜崎新町全区、浜崎町全区、東浜崎町全区

椿東第１

中津江団地集会所

目代、中津江

椿東第２

旧椿東保育園

上野、椎原、船津

椿東第３

椿東小学校地域ふれあいセンター

中ノ倉、松本市、無田ヶ原、長山

椿東第４

新川会館

無田ヶ原口、
新川全区、
香川津、
鶴江全区、
前小畑１区、
前小畑２区の１

椿東第５

漁村コミュニティ施設中小畑恵比須会館

前小畑２区の２・３、中小畑、後小畑

越ヶ浜

越ヶ浜介護予防センター

越ヶ浜全区

椿

萩市民体育館ロビー

霧口、沖原、大屋、笠屋、河内、椿、濁淵、金谷、椿町、雑式町、桜江、
青海
広報はぎ 平成30年４月1日号
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あなたの投票所
投票所名

所

選挙管理委員会 ２５・２９１２
区

域

木間

木間地域活性化センター

東木間、西木間、北木間

山田第１

白水小学校コミュニティルーム

山田全区、玉江１区、玉江２区の２、玉江３区

山田第２

山田保育園遊戯室

玉江２区の１、玉江浦全区、倉江、小原

三見第１

三見市仁王会館

中山、市、手水川、床並、吉広

三見第２

三見公民館講義室

畦田、石丸、河内、駅通り、蔵本、明石、浦全区

三見第３

三見飯井公民館

飯井

大井第１

大井公民館研修室

七重、市場、庄屋、円光寺、馬場上、馬場下、貞平、門前、本郷、羽賀、
坂本

大井第２

大井保育園遊戯室

土井、港全区、港浜全区

大井第３

大井浦蛭子会館

浦全区、後地

大島

大島公民館講義室

大島全区

相島

相島文化センター集会室

相島、櫃島

見島第１

見島ふれあい交流センター

本村全区

見島第２

見島診療所宇津分室待合室

宇津全区

川上第１

川上総合事務所

佐古、川上山田、長谷、三徳、共栄、遠谷、堂河内

川上第２

川上立野集会所

立野、白上、椿瀬、川上横坂

川上第３

旧笹尾分校

笹尾、杣木谷

川上第４

江舟集会所

江舟、野戸呂

田万川第１

田万川農村婦人の家

小川４区～ 11 区

田万川第２

小川交流センター

小川１区～３区、小川 12 区～ 14 区、小川 24 区、25 区

田万川第３

下小川ふれあいセンター

小川 15 区～ 23 区

田万川第４

田万川保健センター

田万川第５

江崎ふるさとセンター

むつみ第１

高俣支所

むつみ第２
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場

問い合わせ

（旧）
高佐下ふれあいセンター

瀬尻、上組、丸山、中組、大久保、八幡、松崎、稗田、市味、湊、須佐地、
江崎
平原、上本郷、下本郷、下郷、わらび台、大沢、要一、要二
上本町、本町、土居、弁天、上中町、下中町、戎一、戎二、江津、尾浦
中郷、宮廻、辻山、高佐横坂、羽月、岸高、中央、御舟子、小国、中橋、
金谷、
高佐上市、札の奥、領家、安附
下領、影畑、花見、後井、伏馬

むつみ第３

吉部市公会堂

むつみ第４

むつみ総合事務所

むつみ第５

広瀬公会堂

須佐第１

須佐総合事務所

須佐第２

須佐三原農事集会所

佐波木、朝鳥、宇立、市上、市下、岡田、江良、菅谷、毛木山
尾の坂、湯の口、毛木、鈴倉、野田、大光寺、吉部殿川、平ヶ重、天坪、
深谷、二反田、千石台全区
麻生、三戸原、鍛冶屋、志和田、広瀬下、広瀬上、吉部長尾、柳、鱒谷
松原、
本町上、
本町中、
本町下、
河原丁、
山根丁西、
山根丁東、
横屋丁、
中津、
浦
西、
浦中、
浦東、
入江、
水海、
青葉台、
まてかた、
金井、
押谷、
中畑、
前地
上三原、堀田、帆柱、下三原上、下三原下、北谷、野頭

須佐第３

高山公民館

高山、沖浦

弥富第１

弥富支所

弥富１区、弥富５区～ 13 区

弥富第２

鈴野川農林漁業者等健康増進施設

弥富２区～４区

旭第１

旭活性化センター

長瀬、大下、佐々並市、成川、深瀬、黒ヶ谷、久年、パークタウン

旭第２

長高公民館

高津、長小野

旭第３

舞谷公民館

舞谷

旭第４

旭マルチメディアセンター

古戦場、同前、矢代、上横瀬、下横瀬、小野山、角力場、すもうば団地、
サンウッドビレッジ、釿切、菅蓋、牛地、見定下切、惣田、笛吹、明木上市、
下市、蔵屋、原、沖ノ原団地、中央団地

福栄第１

福栄コミュニティセンター

生野、東宗、西宗、鎌浦、榎屋、別所、押原、仁保谷

福栄第２

半田集会所

鶴ヶ谷、平蕨台、麦谷、半田

福栄第３

山崎集会所

文捨、山崎、堂ヶ迫、入屋、平蕨

福栄第４

扇町公会堂

桜、金峯、扇町、上莚野、下莚野、黒川、吉田

福栄第５

高蕪集会所

蕪根、高坂

福栄第６

市自治会集会所

堀越、栗原、小西見、紫福市、田中、小野田、奥畑

福栄第７

農事組合法人ふくえ会議室

中山、永田沖、永井、畑、紫福殿川、紫福長尾、杉原、堂ヶ市

福栄第８

京場集会所

奥畑、紫福平原、横貝、京場、壇今木、紫福山田、向山

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

前 期

４月〜９月

わくわく号
（むつみ保育園）

まなぼう号
（須佐保育園）

移 動 図 書 館

巡回予定表
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 13 コースを巡回しています。コース、時間帯等を前
年度から変更しているステーションがありますので、ご注意ください。
※ 9 コース（大島）は第３月曜日に変更（祝日の場合は第２月曜日）。

コース 曜日
わ
く
わ
く
号
︵
萩
・
川
上
・
む
つ
み
・
旭
・
福
栄
地
域
︶
ま
な
ぼ
う
号
︵
須
佐
・
田
万
川
地
域
︶

1

木
（第1・3）

金
2
（第1・3）
3

木
（第2・4）

4

金
（第2・4）

5

火
（第1・3）

6

水
（第1・3）

山田保育園

萩幼稚園

9:30～10:00
萩光塩学院
幼稚園
9:30〜9:50
大井保育園

10:50〜11:30
土原保育園

9:50～10:15
住の江保育園
９:30～9:55
佐々並小学校

10:20～10:35
あさひ保育園

火
7
（第2・4）

9:30～9:50
椿東保育園

ステーション・時

三見
小・中学校
12:45～13:15
山口県漁協玉江浦
支店裏駐車場
10:45～11:05
山口県漁協
大井湊支店
10:55～11:20
日の丸保育園

10:00～10:30
オアシス
はぎ園
10:20～10:45
萩総合支援
学校
10:10～10:40 11:00～11:40
あさひ保育園 ちはるえん
佐々並分園
10:45～11:15 13:40～14:10
白水小学校
川上保育園

問い合わせ
萩図書館（25・6355）
須佐図書館（08387・6・5500）
間

三見市
さんみ苑
三見保育園
仁王会館
13:25～13:45 13:55～14:20 14:35～14:55
椿西小学校 （新）
華房堀内 春日保育園

13:00～13:35 13:50～14:20 14:30～14:55
山口県漁協 大井小・中学校 越ケ浜小学校 越ケ浜せり場
大井浦支店
11:30～11:50 13:00～13:30 13：50～14:10 14:20～15:05
椿東小学校
椿の郷
越ケ浜保育園 越ケ浜中学校
13:00～13:40 14:30～15:00 15:20～15:50
椿保育園
福祉複合施設
つばき
14:30～15:00 15:10～15:50
川上中学校
かわかみ苑
川上小学校

10:20～10:40 12:55～13:25 13:30～13:55 14:05～14:35
むつみ保育園
むつみ園
むつみ中学校
華房福栄

14:45～15:15
福川保育園

16:10～16:25

川上公民館
15:25～15:40

9:30～10:00 11:00～11:20
紫福園
むつみ小学校

8

水
（第2・4）

9

月
（第3）

10:10～10:35
大島渡船場

11:30〜11:50
田
介護サービス
火
万
ぬくもり
（月2回）
10:30〜10:45
川
須
すさ苑
佐 毎週水
10:30〜10:45
Ａ
多磨小学校
弥
毎週木
富
10:10〜10:30

11:25〜11：45 13:00～13:35 14:05～14:30 14:40～15:10
福栄
萩市役所
紫福保育園
小・中学校
紫福支所
11：00～11:25 13:10～13:30 13:45～14:00 14:10～14:35
大島
大島保育園
小・中学校
12:00〜12:15 12:15〜12:40
小川交流
田万川保育園 小川小学校
阿北苑
田万川保育園 八幡集会所
センター
小川分園
11:10〜11:25 12:40〜12:55 13:00〜13:40 13:50〜14:05 14:25〜14:35 14:45〜15:00
生活支援
須佐保育園
須佐中学校
みやこ編物 育英元気っ子
ハウス寿
10:50〜11:10 12:45〜13:05 13:10〜13:40 13:55〜14:10 14:25〜14:40
田万川コミュニ 弥富小学校
森林組合
弥富公民館
鈴野川
るーらる
ティセンター
須佐支所
健康増進施設 SHOP315
10:45〜11:00 13:00〜13:20 13:25〜13:40 13:45〜14:00 14:15〜14:25 14:40〜14:50

須
しんわ苑
育英小学校
山口県漁協
佐 毎週金
須佐支店
10:30〜10:45 12:30〜12:45 12:55〜13:30
Ｂ

第２次「萩市子ども読書活動推進計画」を策定

すべての子どもが読書に親しめる環境を整備するため、平
成 25 年 3 月に「萩市子ども読書活動推進計画」を策定しま
した。社会情勢の変化を踏まえ、平成 30 年度〜 34 年度ま
での 5 年間に実施する第 2 次計画を策定しました。
■概要 子どもの読書活動を推進するうえでの図書館の役割
と、家庭や地域、学校や保育所、市民による活動を行政はど
のように支援するのか方向性をまとめ、具体的な施策を掲げ
ています。

ハローブックセットを配布します
〜早い時期から子どもに読書への関心を〜
ハローブックセットとは、「お母さんになる方へのお
すすめ本リスト」「0・1 歳におすすめの絵本リスト」等

のセットで、母子健康手帳の交付時にお渡ししています。
また、１歳の誕生日までに図書館の貸出カードを作る
と、
「読書通帳」
「図書館バッグ」をプレゼントしています。

問い合わせ

萩図書館
（２５・６３５５）
広報はぎ 平成30年４月1日号
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萩の環境づくりは水洗化から
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。

整 備 状 況 と 計 画
区

分

対

象

地

域

市街地

萩

集 ②特定環境保全
合 公共下水道事業
処
理 ③漁業集落排水事業
方
式 ④農業集落排水事業

都市計画区域外の規模
の小さな公共下水道

須佐

漁業集落

萩・田万川

⑤林業集落排水事業

林業集落

個 ⑥特定地域
別 生活排水事業
処
理 ⑦個別排水事業
方
式 ⑧浄化槽設置整備事業

集合処理方式の下水
道事業の計画外
集合処理方式下水道
の周辺地域

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。

集合処理方式下水道の供用
開始区域（平成 29 年度末）
処理開始・水洗化のできる地域
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

萩

川上

山田、
三徳

田万川

下田万、
下小川鍋山、江崎、江
崎尾浦、
下田万湊

須佐

旭

佐々並市、
明木市

福栄

紫福、
福川

整備済み

・椿地区の一部（継続）
・大井地区の一部
・大井地区の一部（継
※萩地域以外は整備
萩・川上・田万川・
続）
済み
むつみ・旭・福栄
田万川
萩・旭

整備済み

田万川・むつみ

受益者負担金・分担金の納付

５カ年の無利子融資

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

市の融資 あっせん制度

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。
■問い合わせ
上下水道局総務課
（２５・２３９８）

むつみ 吉部、
片俣、
高佐、後井、吉部東
須佐

山田、
椿東、
椿地区
（継
続）

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）。

水洗化で街をきれいに

■問い合わせ
下水道建設課（２５・４６５１）
各総合事務所産業振興部門

20

山田、椿東地区
（管きょ布設工事）

①公共下水道事業

農業集落

29 年度の整備区域 30 年度の整備区域

浄化槽設置
補助制度
■補助対象地域

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の改造資金の融資を
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

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）に設置費用の一部を予算の範囲内で補助します。
※借家、集合住宅を除く。

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。

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

「排水設備指定工事店」の指定の更新および追加
家庭などから出る汚水を、下水道に流すために設ける
排水管やマスなどを、排水設備と言います。萩市ではこ
の排水設備の工事が適正に行われるように、指定工事店
制度を設けています。

４月１日に指定を更新した工事店と新規に指定した工
事店をお知らせします。

問い合わせ

下水道建設課
（２５・４６５１）

（指定番号順）
所在地
商号または名称
萩市 豊田鋼機
萩市水道事業企業組合
協和建設工業
服部産業
渡部水道工事店
松村建設
田中建設
指月建設
佐々木設備
長松工務店
萩土建
波多野建設
西日本設備サービス
水建
小橋組
西日本工業
北浦建設
西岡設備
栄工業
金子設備
植木設備
フクマ空調設備
波多野住建
清弘設備
竹下設備
刀祢設備
花田設備
サンワ
波多野設備
桑原ミシン電機商会
中村設備
光成設備
長井設備工業
ヤマザキ
藤原設備
竹重工業
ふれあいらんどなかの
サカモト石油
梅津電機住設
金子建設
大興土木
吉田工務店
木原建設
吉田建設
隅野工務店
豊田建設
波田建設
山村設備
山根設備
砂川工業

電話番号
22-0881
22-2717
22-0928
25-3456
22-7435
22-1260
22-1394
22-0286
22-1621
22-1154
25-3434
22-1313
25-2424
22-1268
22-1451
26-0240
25-2715
26-0854
22-8982
22-1551
22-1339
25-9282
25-2525
26-6255
25-7489
25-3092
25-2677
08387-2-0279
25-7164
22-1184
27-0451
26-5995
25-7833
55-0016
26-2343
08388-6-0746
08387-6-2380
08387-2-0121
08387-6-2351
53-0055
53-0455
08387-6-2157
56-0749
08387-6-2407
08387-4-0063
08387-8-2216
08387-6-2355
21-4664
08387-6-3273
24-5366

所在地
商号または名称
萩市 萩総合設備
横山建設
イワタニ山陽 萩営業所
藤山建築
狩又建築
西日本液化ガス 萩支店
ナガヨシ技建 むつみ営業所
三戸設備
ケイテクト (K-TECT)
椿設備工業
田嶋総合設備
田辺設備
沖田設備
長門市 田村ビルズ
太陽商会
安藤建設
安田建材
おきた
ホームセンター岡
いいだ住宅設備
油谷住建
森永水道
ジオパワーシステム 長門
営業所
大輝設備
阿武町 水津設備
山口市 ノムラトータルサービス
池田建設工業
三戸建設
山口家庭風呂センター
工和建設
積和建設中国 山口支店
岡部
福永配管所
白上水道
中国興産
防府市 藤本工業
ファーストホーム
シンエイ
髙村住宅設備
矢吹商店（※）
宇部市 プラマー工業
山陽小 モトヤマ
野田市 吉田興産
下関市 内藤電気店
岩国市 藤本設備
マサ・エンジニアリング（※）
（※）
は指定の追加

有効期限

電話番号
21-7015
54-2244
25-3600
08387-6-2609
08387-6-2487
22-2220
08388-8-0748
52-0747
22-8284
25-6700
26-1720
22-4559
08387-6-3239
0837-22-2036
0837-22-3339
0837-22-4067
0837-32-1217
0837-32-1034
0837-43-2411
0837-37-5015
0837-32-0133
0837-43-0552
0837-22-3511
0837-23-6260
08388-2-2769
083-929-1888
083-957-0321
083-954-0126
083-922-4486
083-973-5688
083-976-2730
083-924-6333
083-922-3867
083-922-2044
083-921-1470
0835-22-3910
0835-26-4123
0835-25-4105
0835-29-2656
0835-24-6513
0836-31-0833
0836-84-0987
0836-83-8500
083-783-0015
0827-32-6858
0827-41-3112

平成 35 年 3 月 31 日
広報はぎ 平成30年４月1日号
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健康ガイド

一次救急についてお話します
に対する医療のことです。
病気の重さの程度に応じて「一
次」から「三次」に分けられます。

ているが症状が変わらない」と受診さ
れる方がありますが、その先生に詳し
くお話なさってください。
「一次救急」
では経過を診ながら治療することがで
きないのです。

が必要な救急、
「三次救急」は、二
次救急病院では手におえない高度
な救急医療のことをいいます。

すが、できる検査が限られているので
ご要望にお答えできません。
病院の予約を希望される方、これも
できません。休日や夜間には病院の窓
口は閉まっています。

救急医療とは、突然の病気・けが・
中毒など、
「急を要する」患者さん

「一次救急」は、入院が要らない、
外来で対処できる軽症の方の救急
です。
「二次救急」は、入院や手術

詳しい検査を希望される方がありま

●重症か軽症か

●市報に載っています
市報の「情報カレンダー」のペー
ジに「夜間・休日当番医」と「阿
北地区休日当番医」が載っていま
す。これは「一次救急」を担当す
る医療機関です。休日急患診療セ
ンターも「一次救急」を担当して
います。

医療の専門家でない皆さんが「重
症か軽症か」、「急ぎかそうでない
か」などを判断するのは難しいと
思います。市報の「情報カレンダー」
に載っている「萩・阿武健康ダイ
ヤル 24」に電話して相談してみて
ください。
休日急患診療センターに電話さ
れた際、症状を聞いて「救急車を
呼んでください」と言うことがあ
ります。それは、電話の内容から「入

●「応急処置」
しかできません
「何日も前からある」症状の場合は、

センター長

医師：佐久間 暢夫
院が必要」、つまり「当センターで
診療してから病院に紹介したので

は間に合わないかもしれない」と
判断した場合です。すぐに救急車
を呼んでください。
例えば、
「自力で立てなくなった。
急に手足が動きにくくなった（脳
卒中）」、「たくさん血が出ている」、
「意識が変だ」、「転落した」、「息苦
しい」、「急に胸が痛くなった（心
筋梗塞）」などの時です。

●阿北地区休日当番医
休日に、阿北地区の皆さんが当
センターを受診しようと思われた
時には、その日の阿北地区の休日
当番医がどの診療所か、市報や新
聞でご確認ください。当番医がお
近くの診療所の時には、当センター
までの距離や待ち時間などを考え
ると、そちらを受診される方が良

休日や夜間ではなく通常の外来を受診
しましょう。
「専門の先生に診てもらっ

新総合福祉センター
本体工事にご協力ください。

萩市休日急患診療センター

いように思います。

問い合わせ

財産管理課（25-3143）
福祉政策課（25-3585）
萩・明倫学舎●

【期間】～平成３１年３月下旬
市役所本庁舎の東側にありました第３庁舎と周辺建物
の解体工事が完了し、引き続き、新総合福祉センターの
本体整備工事を行います。
これに伴い、来年３月下旬まで市役所東側からの出入
ができなくなります。また、市役所第２駐車場も使用で
きなくなります。
工事期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力を
お願いします。
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市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

●萩市民館
通行不可
萩市役所●

●JAあぶらんど萩

第3庁舎
●

第2駐車場
●
第2庁舎

出入不可

情報案内板
お知らせ
マダニ類による感染症に注意
しましょう
病気を媒介することがあるマダニ類
の活動時期は、
春から秋にかけてです。
マダニ類は、家庭内に生息するダニと
は違い、１～４㎜の大型のダニで、主
に森林や草地などの野外に生息し、人
やペットなどに付着します。野山に出
かけるときは気をつけましょう。
健康増進課 ☎︎ 26-0500

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をはじ
め、男女共同参画に関するあらゆる相
談を受けています。一人で悩まず、ま
ずは相談してください。秘密は厳守し
ます（女性相談員が対応）
。
萩市女性相談窓口専用ダイヤル
☎︎ 25-3366
DV ホットライン（緊急用）
☎︎ 0120-238-122
市民活動推進課 ☎︎ 25-3227

エコプラザ・萩情報
☎︎２４・５３００

○不用品活用銀行

■おゆずりします
学習机 2 台、ひな人形、陶器、多磨

小学校制服・体操服、チャイルドシー
ト、オムツ、餅つき機、東中男子制服
（冬用）
、
東中男子陸上部ユニフォーム・
ウィンドブレーカー、ガス給湯器

■おゆずりください
日焼け止めクリーム、ジブリグッズ、
マネキン人形、防除電柵、ミシン、原
付スクーター、
萩商工男子制服・ジャー
ジ
◆登録は３カ月間。登録者と直接交渉

日時
場所
内容
定員
対象
講師
演題
締切
※ の記載がないものは参加無料

春の全国交通安全運動
4 月 6 日～ 15 日

参加料
持参品

申し込み
問い合わせ

◦萩交通安全協会婦人部キャンペーン
/12 日㊍ 14:00 〜 15:00/ 大 井 大 渡

期間中は、学校や職場等で交通事故
撲滅をめざす各種行事を開催。

パーキング（国道 191 号）
◦福栄地域交通安全キャンペーン「マ
スコット大作戦」 /13 日 ㊎ 9:00 ～

①子どもと高齢者の安全な通行の確保
と恒例運転者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進

道の駅「ゆとりパークたまがわ」先（国
道 191 号）
市民活動推進課 ☎︎ 25-3601

○運動の基本
子どもと高齢者の交通事故防止
○運動の重点目標

③すべての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶

⑤スピードダウンの推進
⑥反射材・ハイビームの活用促進
○期間中の主な行事
◦「ゆっくり走ろう萩の道」キャンペー
ン /6 日㊎ 10:00 ～ 11:00/ 道の駅
「萩
往還」パーキング
◦シルバー安全運転コンテスト /7 日㊏
9:00 ～ 12:00/ 萩自動車学校
◦川上交通安全キャンペーン
「マスコット
大作戦」
/9日㊊/7:00～8:00/川上京床
◦むつみ地域交通安全キャンペーン
/10 日㊋ 7:15 ～ 7:45/ 鍛冶屋交差点
◦交通安全グラウンドゴルフ大会 /11
日㊌ 9:00 ～ 12:00/ 阿武川河川公園
白上球技場

◦やまびこキャンペーン /12 日㊍ 7:20
～ 8:00/ むつみＢ＆Ｇ海洋センター前
（県道 13 号）

していただきます。希望者は、エコプ
ラザ ･ 萩へご連絡ください。成立した
場合や登録を取り消される場合もご連
絡ください。
◎リサイクル講座

○バーナーワーク講座
５月 13 日㊐ 10:00 ～ 12:00
ガラス棒を溶かし、
トンボ玉を作る。
10 人程度
100 円（材料費別）
○リサイクル洋裁講座①
５月 15 日㊋、５月 29 日㊋
10:00 ～ 15:00
兵児帯を使ってベストを作る（両日
参加可能な方）
。

10:00/JA あぶらんど阿中支所駐車場
◦ルート 191 セーフティーロードキャ
ン ペ ーン /13 日㊎ 14:00 ～ 15:00/

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
て手当額を改定しています。平成 30

年度の各手当額は、0.5％の引き上げ
となり、表のとおり変更となります。
手当（月額）
児童扶養
手当

4月から

全部支給

42,500円

一部支給

10,030円～
42,490円

特別児童 １級
扶養手当 ２級

51,700円
34,430円

特別障がい者手当

14,650円

障がい児福祉手当

26,940円

経過的福祉手当

14,650円

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

20 人程度（応募多数の場合は抽選）
500 円（材料費別）
※参加受付は両講座とも４月２日の

9:00 からです。
〒 758-0011 萩 市 椿 東 470349 エコプラザ・萩
◎犬猫譲渡会
４月 22 日㊐ 10:00 ～ 13:00

※毎月第４日曜日開催。
エコプラザ・萩
わんにゃんＨＡＧＩ
☎︎ 090-1352-0038
猫の預かり先募集中！

広報はぎ 平成30年４月1日号
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お知らせ
巨樹・古木の調査にご協力を
市では、
「萩市花と緑のまちづくり条
例」
により、
保存樹木の指定を行ってい

ます。この度、保存樹木の調査を実施
しますので、
情報提供をお願いします。
次のいずれかに該当し、樹木の姿が
景観上優れ、文化財指定（国、県、市
の天然記念物）されていない樹木
①地上 1.5 ｍの位置での幹周が 1 ｍ
以上、②樹高が 10 ｍ以上、ツツジな
ど、株立ち樹木は樹高 2 ｍ以上、③
フジなど、つる性の樹木等は枝葉が
20㎡以上、④前述の基準に該当しな

い樹木でも稀有な大きさのもの
樹種、大きさ、所在地、樹木の所有
者・情報提供者の連絡先を記入し、郵
送またはＦＡＸ
〒 758-8555 萩市観光課
☎︎ 25-3160、FAX26-0716

指定ごみ袋の無料配布は
４月中旬から
市では、指定ごみ袋の無料配布を世
帯人数に応じて行っています。
世帯人数の確定は、４月６日時点の
住民基本台帳に基づき行うため、各町
内会等へのごみ袋の配送は４月中旬か
ら５月下旬にかけて順次行います。
■無料配布枚数
世帯人数
1〜2人

燃やせる プラスチック製
ごみ（青色）容器包装（黒色）

年金事務所では、年金相談の予約相
談が始まっています。
平日と第２土曜日は 8:30 〜 16:30、
週初めの開所日は 17:00 まで
○年金出張相談
月に一度行われている須佐総合事務
所、田万川総合事務所における年金出

張相談も要予約となりました。
※予約の受付は予約相談希望日の１カ
月前から前日まで。
萩年金事務所 ☎︎ 24-2158、ねん
きんダイヤル ☎︎ 0570-05-1165
萩年金事務所 ☎︎ 24-2158

高齢者肺炎球菌ワクチン予防
接種

10枚

3〜4人

40枚

10枚

平成 30 年度の市税納期

5人以上

40枚

20枚

■固定資産税および都市計画税
第 1 期 5 月 16 日～ 31 日

交換可能な
ごみ袋等
燃やせるごみ
（小）
燃やせるごみ プラスチック製容器包装
（大）
燃やせないごみ
収集券
燃やせるごみ
（大）
（小）
プラスチック 燃やせるごみ
製容器包装 燃やせないごみ
収集券
※無料配布した指定ごみ袋を他のごみ
袋、収集券等へ交換を希望される場合
は、環境衛生課・各総合事務所市民窓
口部門・支所・出張所まで持参。
環境衛生課 ☎︎ 25-3146
各総合事務所市民窓口部門

◎４月１日より、全国のコンビニエン
スストアで 24 時間いつでも支払いが
できます。

※ただし、バーコードが記載されてい
る納付書に限ります。
※一部、対象外のコンビニエンススト
アがあります。

※納付期限またはコンビニ使用期限が
過ぎている納付書ではお支払いできま
せん（市の窓口や金融機関ではお支払
いできます）
。
◎ の記載のある納付書は、中国５

県内のゆうちょ銀行・郵便局の窓口で
お支払いができます。
◎便利で確実な口座振替をぜひご利用
ください。
通帳、通帳の印鑑、納税通知書
■手続場所 金融機関、収納課、各総

市民の方で、今年度中に 65 歳、 合事務所市民窓口部門、支所・出張所
収納課 ☎︎ 25-3575
70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、
95 歳、
100 歳となる方。対象者には、
ふるさと寄付
4 月上旬頃にハガキで通知します。
2 月 1 日～ 28 日で、68 件 1,365,
※全額自己負担で接種を受けた場合を
000 円の寄付がありました。ありが
含め、過去に高齢者肺炎球菌ワクチン
とうございました。
予防接種を受けた方は対象となりませ
（平成 29 年度累計 4,249 件、65,80
んので、ご注意ください。
2,790 円
7,889 円）
ひろあき
※生活保護受給者は免除（医療依頼証 【10 万円】岩本裕昭（福岡県）
を必ず提示）
。
山口県内と益田市の契約医療機関
訂正とお詫び
必ず契約医療機関に直接予約し、お
市報３月15 日号「全国大会出場お
知らせの通知のハガキを提出。
めでとう！」
（４ページ）
のうち、
名前に
健康増進課 ☎︎ 26-0500
誤りがありましたので、
訂正してお詫

20枚

無料配布した
指定ごみ袋
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年金関係の相談は事前予約を

第 2 期 7 月 16 日～ 31 日
第 3 期 12 月 16 日～ 1 月４日
第 4 期 2 月 16 日～ 28 日
■市県民税
第 1 期 6 月 16 日～７月２日
第 2 期 8 月 16 日～ 31 日
第 3 期 10 月 16 日～ 31 日
第 4 期 1 月 16 日～ 31 日
■軽自動車税
全期 5 月 16 日～ 31 日

※納付書が届き次第、早めに納めるこ
とができますが、納期を過ぎると督促

料や延滞金がかかる場合があります。

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

びします。
ななほ
（正）重安七穂さん

募

集

萩セミナーハウス
自然体験「みどりの妖精たちⅢ」
4 月 22 日㊐ 9:30 ～ 14:00
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人 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

ホンシャクナゲ群生地の観察会

５月 12 日㊏、13 日㊐
９:00 ～ 16:00
江舟岳山頂付近
※中央公園駐車場に 9:00、川上公民

館前に 9:20 集合（駐車場から山頂ま
での高低差が 330m あり、ある程度
の体力を必要とします）
。
ようめい
永井要明（自然観察指導員）
弁当、水筒、カメラ、雨具、杖など
開催日の３日前までに、北浦自然観
察会 永井へ ☎︎ 090-8240-9785

春の花いっぱい運動
一年を通じて花にあふれたまちづく
りと、市民の緑化意識の高揚を目指し
て実施します。
①個人部門、②地域・職域団体部門
③学校部門

※自薦他薦は問いません（他薦の場合
は、所有者の承諾を得てください）
。
〒 758-8555 萩市観光課
観光課 ☎︎ 25-3160

観光パンフレット等への
掲載事業所
市内の観光事業所等の情報を観光パ
ンフレット等に記載するため、掲載希
望の事業所を募集します。受付は随時
行いますが、初回分については、期限
までに提出してください。
○観光パンフレット等
①観光パンフレット（観光事業所等
一覧表）/ 掲載料無料

②観光マップ / 掲載料有料
○掲載事業所（例） 宿泊施設、
飲食
施設、
物産販売施設、
萩焼販売・ギャラ

※学校部門以外は、誰もが自由に観賞
リー、
見学・体験施設、交通サービス等
４月 20 日までに、観光課備え付け
できる場所に花を植栽している花壇等
■審査基準 管理状態、
花壇（ポット） の申込書に必要事項を記入のうえ提出
観光課 ☎︎ 25-3139
の美しさ、育成状況、花壇づくりの創
意工夫など
田床山散策と山の幸を味わう会
■審査日 ４月 20 日㊎
４月 21 日㊏ 9:30 ～ 13:30
※島しょ部、萩地域以外の学校は４月
（受付 9:15 ～）
17 日～ 19 日に事前審査。
４月 12 日までに、観光課、各総合
田床山中央広場
田床山散策、山野草の天ぷらづくり
事務所地域振興部門備え付けの応募用
※雨天の場合、田床山センターハウス
紙、またはハガキに住所、氏名、電話
にて調理のみ実施。
番号、応募種類を記入し、郵送または
30 人程度
持参（FAX 不可）

側溝清掃（萩地域）にご協力を！
側溝清掃にご協力をお願いしま
す。市では側溝から出た汚泥を表
のとおり収集します。
【お願い】
○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。
○実施日が変更される場合がある
ため、事前に町内会にご確認くだ
さい。
○高齢の方や病弱な方など清掃作
業が困難な方には、町内会で配慮
をお願いします。
○汚泥以外のごみは収集できません。
○長期間清掃せず汚泥が堆積して
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。
○交通事故等がないよう十分注意
して実施してください。
○環境衛生課の窓口で土のう袋を
配布しています。土のう袋での収
集にご協力ください（ビニール袋、
段ボール箱等でも可）。バール、蓋
上げ器等の利用を希望される場合
は、事前に環境衛生課にご連絡く
ださい。
環境衛生課 ☎︎ 25-3661

弁当（おにぎり程度）
、飲み物
※山歩きのできる服装で参加。
200 円（材料費）
４月 13 日までに、農林振興課へ
☎ 25-4194
ト ワ イ ラ イ ト

エ ク ス プ レ ス

みずかぜ

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」
こども駅長
ＪＲ西日本の豪華寝台列車「ＴＷＩ
ＬＩＧＨＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 瑞風」を歓

迎し、
「こども駅長」によるおもてな
しを行っています。５月、
６月分の
「こ
ども駅長」を募集します。
５月 13 日㊐、６月 10 日㊐
各日とも 11:30 ～ 12:30
ＪＲ萩駅（現地集合）
①市内観光を終えた乗客のお出迎え
②ＪＲの制服で「瑞風」の出発合図
小学生（要保護者同伴）
各日２人
ハガキに、①参加希望者の氏名（ふ
りがな）
、学校名、学年、性別、身長、
②同伴する保護者の氏名、③連絡先
（郵便番号、住所、保護者の電話番号）
、
④参加希望日（第１希望・第２希望）
、
メッセージ（あれば）を明記し郵送
４月 20 日㊎（当日消印有効）
※当選者には４月 27 日までに連絡し
ます。
〒 758-8555 萩市観光課「瑞風
こども駅長」募集担当 ☎︎ 25-3139

■汚泥収集計画表
収集日

収集地区

４月16日㊊ 新川西・南区、前小畑2区、
〜20日㊎ 後小畑、玉江浦2区

平安古、城東北区、恵美須
４月23日㊊
町、樽屋町、今魚店町、瓦
～27日㊎
町、上五間町、霧口
土原1区、江向全区、堀内、
5月14日㊊
城東南区、東田町東区、西
～
田町、古萩町、今古萩町、
18日㊎
倉江、無田ヶ原口の1・2
川島、土原3区、橋本町、御
許町、中津江全区、上野の
５月21日㊊ 1・2、船津、目代、無田ヶ
原、県住無田ヶ原団地、県
～
25日㊎ 住第2無田ヶ原団地、県
住東萩団地、香川津、中小
畑、越ヶ浜全区
浜崎1・2区、沖原、大屋、濁
５月28日㊊
淵、椿町、金谷、桜江、玉江
～
3区、三見浦全区、三見蔵
6月1日㊎
本
広報はぎ 平成30年４月1日号
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募

集

奇兵隊パレード参加者
奇兵隊士になって、萩の城下町を行
進しませんか。
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。
20 人程度（先着順）
黒色の靴・ベルト
※その他の衣装は用意します。
４月 23 日
観光課 ☎︎ 25-3139

講演・講座

初心者のための菊づくり教室
５月～ 12 月の月３～４回程度
9:00 ～ 10:00
旧田中別邸駐車場（平安古町）
けんがい
花と緑のアドバイザーによる懸崖
ふくすけ
菊、大菊３本仕立て・福助菊づくり
原則、全講義に参加できる方
2,000 円程度（材料代）
※作業ができる服装で、手袋を持参。
観光課 ☎ 25-3160

春の山野草料理教室

萩・椿スクール受講生

「竹筒炊飯」
や
「葉ワサビの醤油漬け」
の作り方を学ぶ教室です。
４月 15 日㊐ 9:00 ～ 16:00
十種ヶ峰オートキャンプ場
（山口市）
※中央公園駐車場に各自自家用車等で
8:00 集合。
ようめい
永井要明（自然観察指導員）
2,000 円
北浦自然観察会 永井
☎ 090-8240-9785

４月～平成 31 年３月の間の 11 回
講座（原則、休日夜間を予定）
萩市樹木医による講座（椿の歴史、
文化）
、繁殖技術実習、現地研修など
市民、萩市に通勤する方、未経験で
もツバキや植物に興味のある方、ある
程度の歩行に耐えられる健康な方、
（原
則、極力講義に参加できる方）
※４回の講座はオープンスクール。
25 人
観光課 ☎︎ 25-3160

アコースティックギター入門
者・初級者向け講座
初めての方、経験のある方も学べる
ギター教室です。
５月～ 11 月 19:00 ～ 21:00

（第２、４金曜日）全 14 回
サンライフ萩
しょうた
中野翔太 ( アコースティックギター
奏者・萩市地域おこし協力隊）
中学生～一般の方
10 人（先着順）
毎月 6,000 円
（２レッスン、
４時間）
※ギターを持っていない方は、早めに
ご相談ください。
４月 30 日までに、サンライフ萩へ
☎︎ 26-1333

初心者向け萩人形教室参加者
４月 16 日からの毎月第３月曜日
13:30 ～ 16:00
こうぞう
渡辺蒿蔵旧宅（江向）
15 人（先着順）
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初回のみ 1,000 円
2 回目からは 200 円
４月２日〜 13 日までにまちじゅう
博物館推進課へ ☎︎ 25-3290

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）

※面接授業の期間は 7 月 1 日～ 8 月
26 日の内 9 日間
介護福祉士の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 ☎︎ 24-4111

外国人のための日本語講座
（春期）
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ため
の講座です。
４月 18 日～７月４日の毎週水曜日
19:00 ～ 21:00（全 12 回）
市民館
初級クラス

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

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しています。
（資
格・経験不問）
。
日本語クラブ萩 中嶋
☎︎ 090-7778-5759（当日申込可）

手話奉仕員養成講座
手話学習初心者を対象とし、修了者
に「萩市手話奉仕員証」を発行します。
5 月 19 日～平成 31 年 1 月まで
の第 2・4 土曜日の 9:30 ～ 12:00、

第 2・4 木曜日の 18:30 ～ 20:00
総合福祉センターほか
1 回 1 ～ 2 講座（講義 6 講座、実
技 40 講座）厚生労働省手話通訳者養

成カリキュラムによる
※テキスト代は別途。
20 人（先着順）
萩市障害者生活支援センターほっと
すぺーす ☎︎24-5858、
FAX24-5511

音訳講習会の受講者
開講式 /5 月 10 日 /10:00 〜、
講習日 /5 月～ 12 月（ 毎月 2 ～ 3
回の講習会で木曜日）8 月は休講 /
10:00 〜 12:00
総合福祉センター他
音訳についての基礎知識と応用
未経験の方で活動に興味のある方
4 月末日
福祉支援課☎︎ 25-3523、萩市社会

福祉協議会 河村 ☎︎ 22-2289

相

談

司法書士による無料電話相談会
４月７日㊏ 10:00 ～ 16:00
クレジット・キャッシング等の多重

債務、相続登記などの相続問題、空屋
問題（空屋の管理処分、近所の空屋の
放置による被害・迷惑）など
相談受付電話 ☎︎ 0120-003-821
山口県青年司法書士協議会
☎ 083-227-3297

人権・行政・公証相談
４月 10 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

身体障がい者巡回相談
人権相談
（家庭内・近隣間のもめごと、 （整形外科）

不当な差別・要求、その他人権に関わ

る相談）
、
行政相談（国の仕事や手続き、
サービスに関すること）
、公証相談（遺
言書など公正証書に関すること）
※事前予約制（前日まで）
。
市民活動推進課 ☎︎ 25-3373

高齢者・障がい者のための弁
護士電話法律相談
４月 10 日、
24 日、
５月 8 日、
22 日、
６月 12 日、26 日（いずれも火曜日）

５月 17 日㊍ 13:30 ～ 14:30
萩市地域医療連携支援センター
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
５月１日までに、福祉支援課障がい
福祉係へ ☎︎ 25-3523

イベント

10:00 〜 12:00
き ね や くにとし
消費者被害、遺言、相続、成年後見、 杵屋邦寿三味線ライブ
①５月 19 日㊏ 15:00 ～ 16:30
財産管理、介護、虐待など
相談受付電話 ☎︎ 083-920-8730 （14:30 開場）
山口県弁護士会
②５月 20 日㊐ 13:00 ～ 14:30
☎︎ 083-922-0087
（12:30 開場）
①山口萩ビール「タルタル 21」
（マ
たいねいじ
消費生活無料法律相談
リーナ萩内）
、②大寧寺本堂（長門市）
４月 13 日㊎ 10:00 〜 12:00
長唄三味線１人ライブ
市役所本庁
3,000 円
くによ
市内在住の方
杵屋邦世 ☎︎ 080-5283-4409
（先着４人、１人 30 分）
萩創美会展
※事前予約制（当日受付可）
。
萩市消費生活センター
４月 19 日㊍～ 22 日㊐ 10:00 〜
☎︎ 25-0999
17:00
※初日は午後１時開場、最終日は午後
無料法律相談
４時まで。
４月 25 日㊌ 10:00 〜 15:00
市民館小ホール
市役所本庁
萩創美会員と一般公募作品（油彩、
市内在住の方
水墨画、陶芸作品等）35 点の展示
萩創美会 和田 ☎︎ 0837-22-3006
（先着 12 人、1 人 20 分）
※事前予約制（4/2 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３日㊋、６日㊎、７日㊏、10
日㊋、13 日㊎、17 日㊋、20 日㊎、
21 日㊏、22 日㊐、24 日㊋、27 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

はぎキッズパーク２０１８
子どもから大人まで楽しめるイベン

トです。
４月 29 日㊐㊗ 10:30 ～ 15:30

※児童館の開館は 11:00 〜 18:00
までです。
児童館、萩わんぱーく、中央公園
▽児童館：シーバルク、絵本の読み

聞かせ、▽屋外：チャンバラ合戦（要
申込）
、フードコート（有料）
、ステー

ジイベント、ふれあい動物体験など
※雨天の場合は、チャンバラ合戦を
JA 萩本所３階農協会館で行うほか、
内容を一部変更して行います。

児童館 ☎︎ 25-1025

萩市国際交流員によるイベント
①英語で読み聞かせ
４月〜平成 31 年３月の毎月第２水
曜日、16:00 〜 16:45

②英語であそぼ
４月〜平成 31 年３月の毎月第４水
曜日、16:00 〜 16:45（12 月休み）
▽①・②の共通事項
わくわく子ども図書館
小学生以下
20 人程度（申込不要）
③中高生向けフリートーキング

中学生、高校生の皆さん、英国や英
語について自由に話して見ませんか。
４月〜平成 31 年３月の毎月第２・
４水曜日、17:00 〜 19:00

④大人向け英国文化講座
英国文化について分かりやすく紹介
するとともに、英語で読み聞かせもし
ます。
４月〜平成 31 年３月の毎月第４水
曜日、10:00 〜 11:00（12 月休み）
▽③・④の共通事項
萩図書館
20 人程度（申込不要）
⑤大人向け英語講座「英語で話そう」
〜英語で萩案内〜（全 11 回）
５月〜平成 31 年３月の毎月第 2
水曜日、入門コース＝午前、初級コー
ス＝午後、詳細は受講決定の際にお知
らせします。
萩図書館
入門コース＝全く英語に自信のない
方、初級コース＝少し英語を話せる方
各コース５〜 10 人程度（要申込）
▽①〜⑤の共通事項
萩図書館 ☎︎ 25-6355
企画政策課 ☎︎ 25-3342

ツインシネマ
○グレイテスト・ショーマン 上映中
○妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王
の復活 4/8 まで

○８年越しの花嫁 奇跡の実話 4/20
まで
萩ツインシネマ ☎︎ 26-6705
24 時間上映案内 ☎︎ 26-6706
広報はぎ 平成30年４月1日号
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月 情報カレンダー
日

月

火

●相談・健診・保健

木

7

土

●萩城下の古き雛たち
「流し雛」
/旧湯川家屋敷周辺の藍場川/10:00〜 ●こころの相談日/萩市
保健センター
（要予約）
/10:00〜 ●心配ごと相談所/総合福祉センター/13:30〜

●栄養相談日・健康相談日
（要予約）
/萩市保健センター/9:00〜
日）
/児童館/10:00〜14:00 ●萩読書会/萩図書館/13:30〜

外科/大藤（21-0002）
内科/藤原（22-0781）

●子育てアドバイス（毎週木曜

外科/田町（24-1234）
内科/市原（22-0184）

●元気もりもり体操会/須佐保健センター/9:30〜 ●エアロビクス教室/小川交流センター
外科/花宮（25-8738）
/10:00〜 ●健康づくり応援隊体操
（萩だいだい体操）/中央公園/10:30〜 ●三見ソナタ/三見 内科/山本（26-0077）
公民館/13:30〜 ●まなぼう館でレッツチャレンジ！（毎週金曜日）/須佐図書館/16:30〜
（24-2100）
小児科/いわたに
●おはなし会おひさま
（毎週土曜日、
4/28除く）/子ども図書館/14:30〜
外科/都志見
（22-2811）
内科/萩慈生
（25-6622）

●川上運動教室/川上保健センター/9:30〜

●行政相談/川上公民館/13:30〜

月

11 水

内科・外科・歯科
休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/齊藤
（08388-2-2838）

外科/かわかみ
（21-7538）
内科/全真会
（22-4106）

日

10 火

夜間・休日当番医

●１歳児あつまれ教室
（H29.4月生）
/萩市保健センター/10:00〜 ●おはなしの森（毎週月・金曜
外科/めづき
（22-2248）
日）
/子ども図書館/11:00〜 ●平山台体操/平山台駐車場/11:00〜
内科/波多野
（25-2788）

水

金

9

●図書館・児童館

●子育てアドバイス
（毎週水・土曜日）
/児童館/10:00〜17:00

6

8

●イベント

●市役所の窓口開設/市役所/8:30〜12:00 ●萩市長杯争奪市内高等学校硬式野球大会/萩スタ
ジアム/8:30〜 ●高齢者写真教室
「シャッターチャンスほほえみ」春季写真展/市民館小ホール
/9:00〜 ●「図書館でこんなことしたよ！」
〜5月15日/明木図書館/9:00〜

内科・外科・歯科/
休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区含
外科/萩市民
（25-1200）
内科/みやうち（25-2500）

●萩市健康体操教室/小川交流センター/9:30〜 ●心配ごと相談所/小川交流センター/9：30〜
●人権・行政・公証相談/市役所/10:00〜 ●おもちゃ図書館開館日/子ども発達支援センターか 外科/大藤（21-0002）
内科/中嶋（22-2206）
らふる/10:00〜
●弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30〜 ●ベビーマッサージ/児童館/10:00〜 ●越ヶ浜グッ
ドヘルス/越ヶ浜介護予防センター/13:30〜 ●絵本カバーで読書通帳入れをつくろう/明木図
書館/15:30〜 ●国際交流員の英語で読み聞かせ/子ども図書館/16:00〜

外科/めづき
（22-2248）
内科/中坪（22-5430）

12 木

●健康づくり応援隊交流ウォーキング
（川島・藍場川地区）/藍場川駐車場/10:00〜 ●こころの
相談日
（要予約）
/萩市保健センター/13:30〜 ●椿東健康づくり教室/椿東小地域ふれあいセン
ター/13:30〜 ●福栄楽しく体を動かす会/福栄保健センター/13:30〜 ●みんなの健康運動
教室/須佐保健センター/13:30〜

13 金

●第41回山口伝統工芸展〜22日/県立萩美術館・浦上記念館/9:00〜 ●行政相談/福栄農業担い
手育成センター/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〜 ●まちの保健室健康相談/須佐郵便局/10:00〜 ●健康づく 外科/兼田（22-1113）
り応援隊体操
（萩だいだい体操）
/中央公園/10:30〜 ●おはなし会 あかちゃんといっしょ！/須 内科/わたぬき
（25-2020）
佐図書館/10:30〜 ●ちっちゃなおはなし会
（毎週金曜日）/明木図書館/11:00〜 ●イラスト
教室/明木図書館/15:30〜 ●だんすダンス/児童館/19:00〜

14 土

●萩博・美のイッピン！〜6月3日/萩博物館/9:00〜

●みんなでミュージック/児童館/13:30〜

外科/萩むらた（25-9170）
内科/藤原（22-0781）
内科・外科・歯科
休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区含

15 日
萩・阿武

急病時の相談や、
医療・
健康に関することは、
24時間年中無休・無料
☎ 0120・506・322へ

電話相談

＃８０００

小児救急医療
にかかる前に （受付時間 19:00 〜翌朝 8:00）
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外科/玉木（22-0030）
内科/柳井（22-0748）

夜間・休日当番医の診療時間

※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、
9:00〜16:00、
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、
6日、
25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。
■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。

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

●イベント

16 月
17 火
18 水
19 木
20 金
21 土
22 日
23 月

24 火
25 水
26 木
27 金
28 土
29 日
30 月

●弥富ウエルネス教室/弥富公民館/9:30〜

●図書館・児童館

●相談・健診・保健

●御許町健康教室/御許町公会堂/10:30〜

●おもちゃ図書館開館日/子ども発達支援センターからふる/10:00〜 ●こころの相談日（要予
約）
/萩市保健センター/10:00〜 ●すくすく相談会/田万川保健センター/10:00〜 ●心の健
康相談
（要予約）
/萩健康福祉センター/13:00〜 ●３歳児健康診査/萩市保健センター/13:00〜
●心配ごと相談所/総合福祉センター/13:30〜
●乳幼児相談
（要予約）
/川上保健センター、
むつみ農村環境改善センター/10:00〜 ●元気な時
にかかる医者/児童館/10:30〜 ●C型肝炎・B型肝炎ウイルス検査、HTLV-1抗体検査（要予約）/
萩健康福祉センター/13:00〜 ●エイズ検査
（予約）/萩健康福祉センター/14:00〜 ●としょ
かん通信をつくろう/明木図書館/15:30〜
●10か月児相談/萩市保健センター/9:30〜 ●行政相談/むつみコミュニティセンター/10:00
〜 ●ピヨピヨ
「はじめましてピヨピヨ」
/児童館/10:30〜 ●行政相談/むつみ農村環境改善セ
ンター/13:00〜 ●浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30〜 ●大井グッドヘルス/大
井公民館/13:30〜

夜間・休日当番医
外科/田町（24-1234）
内科/全真会
（22-4106）
外科/萩市民
（25-1200）
内科/波多野
（25-2788）
外科/萩むらた
（25-9170）
内科/市原（22-0184）
外科/花宮（25-8738）
内科/萩慈生
（25-6622）

●こどもの読書週間特別展示
「しかけ絵本を楽しもう」〜5月31日/明木図書館/9:00〜 ●元気
もりもり体操会/須佐保健センター/9:30〜 ●萩創美会展〜22日/市民館小ホール/10:00〜
外科/玉木（22-0030）
●エアロビクス教室/田万川保健センター/10:00〜 ●健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操） 内科/中嶋（22-2206）
/中央公園/10:30〜
●萩市議会議員一般選挙 繰上げ投票日/見島・大島・相島各投票所/7:00〜 ●萩・長門峡観光遊
覧船 運航開始〜6月3日/明神島運動公園/9:00〜 ●こどもの読書週間特別展示「さわってあそ 外科/かわかみ
（21-7538）
ぼ！布のおもちゃ・絵本展」
〜5月13日/須佐図書館/9:30〜
内科/中坪（22-5430）
●萩市議会議員一般選挙 投開票日/投票 7:00〜、開票 20:30〜
田松陰』
」
公演/市民館大ホール/14:00〜

●吹奏楽による「音楽組曲『吉

内科・外科・歯科
休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/福賀
（08388-5-0863）
外科/都志見
（22-2811）
内科/わたぬき（25-2020）
●心配ごと相談所/福栄総合事務所/9：30〜 ●おもちゃ図書館開館日/子ども発達支援センター 外科/めづき
（22-2248）
からふる/10:00〜 ●あさひ健康運動教室/旭マルチメディアセンター/10:00〜
内科/柳井（22-0748）
●無料法律相談 / 市役所 /10:00 〜 ●新・健康ちょきん教室ピチピチ / 田万川体育館 /10:00
外科/萩市民
（25-1200）
〜 ●１歳６か月児健康診査 / 萩市保健センター /13:00 〜 ●アルコール相談（要予約）/萩健
内科/全真会
（22-4106）
康福祉センター/13:00〜 ●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
（24-2100）
小児科/いわたに
木図書館 /15:30 〜 ●国際交流員の英語であそぼ / 子ども図書館 /16:00 〜
●５か月児相談/萩市保健センター/9:30〜 ●子育て相談/児童館/10:30〜 ●こころの相談
日
（要予約）
/萩市保健センター/13:30〜 ●堀内健康教室/堀内公会堂/13:30〜 ●みんなの健 外科/大藤（21-0002）
内科/波多野
（25-2788）
康運動教室/須佐保健センター/13:30〜
●躍動展
（絵画）〜30日/市民館小ホール/10:00〜 ●健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）/ 外科/田町（24-1234）
中央公園/10:30〜 ●イラスト教室/明木図書館/15:30〜 ●だんすダンス/児童館/19:00〜
内科/市原（22-0184）
●こどもの読書週間特別行事
「体験キッズライブラリアン」、
「どくしょビンゴ」/萩図書館/10:00 外科/兼田（22-1113）
〜、
14:00〜
内科/みやうち（25-2500）
●萩市民春季ソフトボール大会/萩スポーツ広場/8:30〜 ●須佐湾遊覧船 運航開始〜10月31
内科・外科・歯科
日/須佐漁港発着/10:00〜 ●はぎキッズパーク2018/児童館/10:30〜
休日急患診療センター
（26-1397）阿北地区含
（30日のみ）
阿北地区/弥富
（08387-8-2311）

慶 弔 だ よ り

広報はぎ 平成30年４月1日号
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山口ゆめ回廊
愛称決定

本号から、
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？

「山口ゆめ回廊」
は、
圏域の愛称として応募いただいた総数328 点の中から
選ばれた愛称で、
圏域の明るい未来を願ってつけられています。

美祢市 みね桜まつり
市役所横にある厚狭川河川敷の桜並
木では，お祭りと花見を一緒に楽しむ

ことができます。
着物の着付け体験
（有
料）もあります。
とき 4 月 7 日㊏ 11:00 ～ 19:00
（6 日㊎、８日㊐竹灯篭や出店あり）
ところ 美祢市役所駐車場、美祢さく
ら公園ほか
みね桜まつり実行委員会
（0837-52-0434）

防府市 春の幸せますフェスタ
県外からも多くの参加がある「お
とぎょ
。今回、みこし
んなみこし連合渡御」
120 基の参加を目指し、
「最大の連続
した神輿パレード」でギネス世界記録
町おこしニッポン！に挑戦します。
とき 4 月 29 日㊐㊗ 10:00 ～
ところ 防府駅～防府天満宮（防府市
松崎町 14-1）
幸せますフェスタ実行委員会
（ 0835-22-4352）

維新の郷 湯田温泉

山口市 ～白狐まつり～

レトロ車や音楽隊が歩く白狐パレー
ド、夜は白狐姿のたいまつ行列。ぐる

ステージイベント、もちまき、バ
ザー、フリーマーケット、スタンプラ

とき 4 月７日㊏・８日㊐
10:00 ～ 20:00
（8 日は 15:30 まで）
ところ 井上公園（湯田温泉 2-5）
、

10:00 ～ 15:00（小雨決行）
ところ 江汐公園（山陽小野田市大字
高畑字西山根 401-1）

め街道トラック屋台や内湯入浴券の販
売などさまざまなイベントを行いま
す。

県道 204 号線周辺
湯田温泉白狐まつり実行委員会
（083-941-5379）

リー、バードウォッチング、写真展示、
人力車乗車体験など
とき 4 月 15 日㊐

江汐公園振興会事務局
（市民生活課内 0836-82-1134）

宇部市 八十八夜お茶まつり

津和野町 津和野藩主亀井家と永明寺

茶 摘 み 体 験（10:30 〜 14:00）
、
お茶の入れ方教室、茶香炉の部屋、製
茶体験、新茶・地元野菜や特産品の販
売、バザーなどが行われます。
とき ５月３日㊍㊗10:00 〜14:30
ところ アクトビレッジおの（大字小
野 7025）
、藤河内茶園（小野藤河内）
参加料 茶摘み体験 500 円、中学生
以下無料（新茶 30g 付き）
宇部市農林振興課
（0836-67-2819）

津和野藩主亀井家墓所の国史跡指定
答申を記念して、永明寺（亀井家の菩
提寺）が所蔵する貴重な歴史資料や美
術品などを公開します。
とき 5 月 14 日㊊まで（火曜休館）
8:30 ～ 17:00
ところ 津和野町郷土館
入館料 大人 400 円、中高生 300
円、小学生 150 円
津和野町郷土館
（0856-72-0300）

その八
調味料、何からできている？

◎１日の食塩摂取目標量は、男性８g 未満、女性７g 未満 です
みなさんは“表示”を見て買い物をされますか？
＜原材料表示とは＞
・原材料名は使用した原材料をすべて、重量順に表示
・食品添加物はそれ以外の原材料と分けて記載
・原材料名欄にアレルギー、遺伝子組換え、原料原産地に関する
表示を含む と決められています。
実は、
調味料にもきちんと原材
料表示がされています。
料理酒を例に見てみましょう（下表）
。
清酒は米と米こうじで出来ていますよね。
料理酒はどうでしょうか。
なんと！食塩が含まれている
（例１） 名称：料理酒
ことがわかります。また、水あめ 原材料名：米、米こうじ、食塩
などの糖が含まれているものも
あります。
思いもよらないところ （例２） 名称：料理酒
に“塩”
は入っているんですね。 原材料名：醸造調味料（米、ア
ルコール、食塩、米こうじ）アル
これを機に、
さまざまな調味料
コール、
水あめ、
食塩/ クエン酸
に興味を持って、
表示を確認しな
がら“ムダに摂っている塩”
を知り、
減らしていきましょう。

30

山陽小野田市 江汐公園つつじまつり

ジャムきんぴら

ジャムの酸味と甘みが減塩を補う
変化球レシピ
【材料】４人分
ごぼう ･･･１本
えのき ･･小１袋
いんげん ･･･80g
油 ･･･ 小さじ２
かつお節 ･小１袋

A いちごジャム
････ 大さじ 2
Aしょうゆ･小さじ１
A 酒 ･･ 大さじ 1
好みで一味唐辛子少々

１人当たり エネルギー 71kcal 食塩相当量 0.2g
※通常のきんぴらごぼうの食塩相当量は 1.1g です。
１．ごぼうはささがき、えのきは石突を除き半分の長さ
に切る。いんげんは筋があれば除いて斜めに薄切りに
する。
２．
フライパンにサラダ油を熱しごぼうを炒める。
しんな
りしたらえのきとＡを加えてふたをし中火で火を通す。
３．いんげんを加えて水分を飛ばし、かつお
節と好みで一味唐辛子を混ぜ合わせる。
クックパッドにレシピ掲載中 https://cookpad.com/kitchen/16520661

市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-5458

萩・大茶会

萩・明治維新150年祭 みんなの150年プロジェクト

今年は、指月公園のほか松陰神社立志殿などでも開催。
とき ５月３日（木・祝）、４日（金・祝）10：00〜15：00

「長州ファイブ」をテーマにしたぬりえを作
成し、市内の保育園・幼稚園、児童クラブの子
どもたちが自由に色を塗った作品を展示。

ところ 萩城跡指月公園、旧厚狭毛利家萩屋敷長屋、花月楼、
内容

松陰神社立志殿
献茶式
（３日、9：30 〜志都岐山神社）、薄茶四席の接待、
琴・尺八の演奏（指月公園）、生け花展（立志殿）など

茶券 【前売券】セット券＝ 2,000 円（薄茶四席）、1,100 円（薄

茶二席）
、
【当日券】一席券 600 円
萩市観光協会、
萩商工会議所、
萩温泉旅館協同組合
販売所 観光課、

長州ファイブぬりえ展

展示期間 ４月14日（土）まで
展示場所 萩・明倫学舎２号館
※観覧料が必要。
展示作品 442 点
問い合わせ

◆明治維新１５０年記念特別企画の参加者募集
明治維新 150 年を記念し、普段あがることのできない世
界遺産
「松下村塾」
で講話を聴き、お抹茶をいただく特別企画。
※天候等により内容に変更が生じる場合があります。

とき

萩・長門峡観光遊覧船運航
運航期間 【春】４月21日〜６月３日

【秋】10月13日〜11月25日

５月３日
（木・祝）11：00〜、11：30〜、13：00〜
13：30〜、14：00〜

ところ 松下村塾
定員 各回８人
参加料 3,000 円（会場までの交通費等は参加者負担）
申込方法 ４月20 日（当日消印有効）までに、ハガキに、参加
希望者すべての氏名、ふりがな、郵便番号、住所、電話
番号、年齢、参加希望時間（第２希望まで）を記入し、
郵送（１枚で２人まで）
※４月 27 日までに当選者にのみ連絡。

申し込み

〒 758-8555 萩市観光課内 萩・大茶会
実行委員会（２５- ３１３９）

県立萩美術館・浦上記念館（２４- ２４００）
山口伝統工芸展・巡回展
とき 【伝統工芸展】４月13日（金）〜22日（日）
【巡回展】
５月16日（水）
〜21日（月）

ところ 【伝統工芸展】山口県立萩美術館・浦上記念館
【巡回展】
下関大丸

観覧料 一般・学生300 円、70 歳以上・18 歳以下は無料

※巡回展は観覧料無料。萩美術館会場では、会員が土・
日曜日の14：00 から解説します。

主催・問い合わせ 日本工芸会山口支部
（０８３-９３３-４６５０）

浮世絵最強列伝 サンタフェ リー・ダークスコレクション
リー・ダークスさんの浮世絵コレクションを紹介する展覧会。
浮

世絵版画の初期から幕末までの代表的な絵師による作品を展示。
とき ４月28日（土）〜５月27日（日）
※５月14日（月）は休館。会期中展示替えがあります。

観覧料 一般1,000 円、
70 歳以上・学生800 円、
18 歳以下は無料

山口日英協会萩支部
（０９０-４５７２-４３１６）

受付：9：00〜15：00
※湖面の水位や天候で運休あり。

コース 【佐々連コース（約 50 分）】

大人 1,200 円、小人 600 円
【重塀岩コース（約 90 分）】
大人 2,000 円、小人 600 円
※団体割引（20 人以上）あり。

申し込み
萩八景遊覧船（２１- ７７０８）
萩・長門峡観光遊覧船
（０９０- ４１０４- ４９２４）

島びらきまつり
とき ５月３日（木・祝）10：20 〜14：00
ところ 子ども広場周辺（見島本村港定
内容
主催

期船のりば隣）

特産品即売、味自慢コーナー
見島島おこし会

問い合わせ
見島支所内 見島観光協会
（２３- ３３１１、
ＦＡＸ２３- ３３１３）
◆記念講演会「リー・ダークス浮世絵コレクシ
ョン展のみどころ - 風景画を中心に -」

とき
講師

４月28日（土）13：30〜15：00
大久保純一（国立歴史民俗博物館
研究部教授）

ところ 本館講座室（84 席）

※聴講無料。申込不要。
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菜の花のみごろは、４月上〜中旬

２回目となる菜の花まつり。今

４月上旬終了予定

年は、昨年に比べ５倍の3.5ha に （桜の開花状況による）
500 万本の菜の花が咲きそろう。
■ところ

むつみ物産販売交流施

設「萩・むつみの恵」前（高佐下
ひまわりロード）
■内容

菜の花スケッチ体験、各

種軽食・物産販売など
■主催

むつみひまわり咲かせ隊

■問い合わせ

むつみ総合事務所産業振興部門
むつみ菜の花まつり （０８３８８-６-０２１１）

４月15日
（日）
午前10時〜午後３時

萩八景遊覧船
桜観賞コース運航
受付 午前９時〜午後４時
河添や江向地区の川土手に咲くソ

佐々並市伝建地区

メイヨシノ、八重桜など約270 本が楽しめます。

萩往還おもてなし茶屋１周年イベント

■発着場所

指月橋そば（堀内）

■所要時間

約 45 分

４月15日
（日）
午前10時〜午後２時
■ところ
■内容

■料金

大人1,200 円、小学生以下600 円、３歳未満無料

■問い合わせ

萩八景遊覧船（２１-７７０８）

佐々並2524 番地1
もちまき、甘粥接待、特産品販売、豆乳プリ

ン販売、
コンサート、町並みクイズラリーなど

新規

夏みかん・甘夏収穫体験

※駐車場は、
佐々並支所駐車場をご利用ください。

要事前
申込

５月１日
（火）
〜31日
（木）
午前10時〜午後３時

（ゴールデンウィーク期間
以外は土・日曜日のみ）

萩往還おもてなし茶屋（旧小林家住宅）
■問い合わせ 萩往還おもてなし茶屋
（５６-００３３）

萩 博 物 館

■ところ かんきつ公園
（平安古）
■参加料 １人500 円（果実
の状況等により変更あり）
■申し込み

萩耐久社（２２-２４７４）

（２５- ６４４７）
４月14日（土）〜６月３日（日）午前９時〜午後

萩博 美のイッピン！５時（入館は午後４時30分まで）会期中無休。
開館14 年目を迎える萩博物館は多くの方々から寄贈・寄託いただいた膨大
な資料を収めるため、このたび新収蔵庫を建設しました。これを記念し、収蔵さ
れてきた資料の中から「美」をテーマに、さまざまなイッピンを紹介します。
■観覧料

大人 510 円、高・大学生 310 円、小・中学生 100 円

▽平成 30 年度展示案内
会期
６月23日
（土）
〜９月２日
（日）

展示
特別展
「深海魚大行進」
明治維新150年特別展
「手塚治虫が描いた
９月15日
（土）
〜10月14日
（日）
明治維新」
明治維新150年特別展
「長州ファイブー幕
10月27日
（土）
〜11月25日
（日）
末・海外留学生の軌跡ー」
12月８日
（土）
〜平成31年３月３日
（日）「萩博 美のイッピン！
（第2期）
」
ジ オ

平成31年３月16日
（土）
〜５月12日
（日） 特別展
「描かれた萩の大地」
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