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　市民の皆様におかれましては、新年を健やかに迎え
られたことを心からお慶び申し上げます。また平素よ
り、市政に対し深いご理解とご支援、ご協力に対し、
厚くお礼申し上げます。

● 新型コロナウイルス感染症について
　昨年は、これまでとは全く異なる一年となりました。
新型コロナウイルスの感染拡大が、市民生活や社会・
経済活動に与えた影響は大変深刻なものでした。市で
は、市民生活を第一に考え、経済基盤が失われること
なく感染症防止対策と経済・雇用が両立できるよう、
それぞれの対策を適切に実施してまいりました。ウイ
ルスとの闘いは長期化が必至の情勢ですが、今後も気
を緩めることなく、市民の皆さまの生命と健康、そし
て生活を守るため、万全を期してまいります。
　新型コロナウイルスワクチンについては、国が本年
の前半までに全国民に提供できる数量の確保を目指し
ています。市では、接種が可能になり次第、全市民に
速やかに接種できるよう準備を進めてまいります。

● だれもが生き生きと暮らせるまちづくり
　「人生 100 年時代」と言われるなか、団塊の世代が
75 歳以上となる社会が目前に迫っています。住み慣
れた地域で暮らし続けることができるよう、ささえあ
いと見守りの地域づくりに取り組んでいくとともに、
必要な医療や介護が切れ目なく一体的に提供できるよ
う、医療・介護関係者の連携強化を図るなど、地域全
体で高齢者を支える地域包括ケアシステムの構築を取
り組んでまいります。
　また、障がいのある方が暮らしやすい共生社会の実
現に向け、「ユニバーサルデザイン（注１）」を推進し、
だれもが参加しやすく、暮らしやすい社会の実現に努
めてまいります。
　地域で安心して暮らしていくためには、医療体制の
確保が不可欠です。萩保健医療圏は、「医師や看護師

等の医療従事者の高齢化・不足が重大な問題」となっ
ており、現状のままでは、救急、周産期・小児、へき
地医療など地域に必要な医療提供が困難となります。
特に、救急体制については、このままでは救急患者を
市内の医療機関で受け入れることができなくなる危機
的状況です。そのため、将来にわたり必要な医療を安
心して受けられるよう、地域の医療連携の核となる中
核病院づくりに取り組んでまいります。

● 子育ての幸せが実感できるまちづくり
　子育て支援にあたっては、「妊娠・出産・子育て環
境の充実」、「子どもたちの笑顔があふれる居場所づく
り」、「仕事と子育ての両立支援」が重要となります。
　医療費の助成やお母さん方の産後うつへの対応な
ど、その場面、場面に応じたきめ細かい支援を切れ目
なく行い、コロナ禍にあっても安心して幅広く子育て
支援が受けられる仕組みづくりを進めるとともに、乳
幼児・子ども医療費や小児予防接種費用、不妊症・不
育症治療費などの経済的支援を継続してまいります。
　なお、今月１６日には、各方面からの多くの要望に
お応えした、「親子の遊び場　あそぼー舎」の供用開
始を予定しており、オープン後は、多くの方々に利用
していただけるよう運営してまいります。

令和３年（2021）

（注１）ユニバーサルデザイン：年齢や障害の有無、
性別、国籍などを問わずに誰でもわかりやすく、使
いやすい物を作るための設計

● 未来を担うひとを育むまちづくり
　「萩市ひとづくり構想」の目指す方向性と、より具
体的な施策を示す「萩市ひとづくり推進計画」を昨年
３月に策定し、事業の推進を図っているところです。
本計画を推進するため、全ての小中学校において、学
校施設照明のＬＥＤ化など教育環境の改善を図るとと
もに、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、本年３月

あそぼー舎のボルダリング施設あそぼー舎のボルダリング施設

あけまして
おめでとうございます
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末までに整備される児童生徒 1 人 1 台のタブレット
端末を活用した教育を積極的に取組み、これからの新
しい時代に必要となる資質や能力の育成と子どもたち
の学力向上を図ってまいります。
　また、グローバル人材の育成にあたり、英語への関
心や意欲を高める取組として、英語検定受験の勧奨と
その受験に向けた英語教室の開催などを行ない、英語
能力の向上を図ってまいります。
　「萩の子どもは萩で育てる」ことを目的に、高校生
が事業の企画段階からまちづくりへ参画し、地元への
愛着や地域の魅力を知る機会を得るようにするなど、
市内高校の魅力化を支援してまいります。また、遠距
離から市内高校へ進学しやすい環境を整えるため、高
校生寮の整備について検討を進めてまいります。

● 産業活力があふれるまちづくり
　持続可能な地域経済の実現のためには，企業の稼ぐ
力を掘り起こすことが重要です。商品開発、販路開拓
など新しい産業支援の体制を構築するため、山口県初
となる伴走型の相談所「萩市ビジネスチャレンジサ
ポートセンター（はぎビズ）」を昨年２月に開設しま
した。これまで 500 件以上の経営相談などに対応し、
リピーターの相談は７割を超えるなど伴走型の支援が
定着し、多くの成果事例が報告されてきています。

る「特定地域づくり事業協同組合」の設立を支援して
いきます。
　林業では、市域の８割を占める豊かな森林資源の活
用に向け、地域商社を核とした林業６次産業化を推進
しており、地元関係者と連携しながら萩市産材のブラ
ンド化をはじめ、木材生産から加工販売まで完結した
森・まち・人づくりを目指してまいります。
　水産業では、引き続き関係機関と連携して、水産資
源の回復、魚価の安定、担い手の確保・育成、漁村の
活性化等に取り組んでまいります。

● 魅力ある歴史・文化・自然をいかしたまちづくり
　昨年 11 月に、「萩まちじゅう博物館構想」を改定
しました。本市には、歴史的まちなみや豊かな自然景
観、伝統ある地場産業、四季折々の花や旬の味覚など、
地域や暮らしの中で大切に育まれてきた数多くの「お
たから」があります。これまでの取組を継承しつつ、
市民・事業者・行政の連携を一層深め、新たな基本理
念として掲げる「萩の“おたから”を活かした協働に
よるまちづくり・観光地づくり」に努めてまいります。
　また、ウイズコロナ時代の安心安全な観光地づくり、
新たな萩観光の形を創るべく、国の重点支援 DMO
に選定された萩市観光協会と連携し、『屋根のない萩
ミュージアム満喫キャンペーン「日本の志がここにあ
る。」』を展開し、「おたから」を活かした、安心安全
な滞在型観光の仕組みづくりに取り組んでまいりま
す。
　そのほか市全域を対象とした良好な景観形成のた
め、貴重な歴史的景観を守る姿勢はそのままに、賑わ
いの創出によるまちの活力向上に資する景観形成を市
民の皆様のご理解のもと進めてまいります。

● 生活基盤の充実した住みよいまちづくり
　高齢者の通院や買い物などの外出支援として、昨年
４月からスタートした１００円バス「ＨＡＧＩＣＡ」
は、コロナ禍においても利用者が２～３割増えるなど、
多くの方の外出などで利用していただいています。さ
らに本年は、どこに住んでいてもご自宅から目的地ま
で移動できるよう、市民の暮らしを支える利用しやす

市長新年のあいさつ放送日程
萩テレビ、萩市総合情報施設
121ch　1月1日㊎㊗  ６:00、９:00、12:00、18:00
　　　　21:00（5回）、4日㊊ 6:00
FM萩 1月1日㊎㊗  9:00、2日㊏19:00、3日㊐16:00

　市では、「地域産業振興構想」に基づき、地域の雇
用の場の確保や経済活力を維持していくための市民や
企業のチャレンジを支援するとともに、次代を担う若
者の育成や多様な働き方を支えるための環境づくりに
取り組みます。
　旧明倫小学校３・４号棟校舎については、萩市基本
ビジョンを実現する拠点のひとつとして、「産業・ひ
とづくり・交流」をコンセプトに、雇用や賑わいの創
出を目指してまいります。
　農林水産業においては、持続可能な産業として発展・
確立させるためには、いかに所得向上を図っていくか
が重要となります。
　農業では、担い手の確保と事業承継に取り組み、繁
忙期の人手不足解消と通年雇用による人材の定住を図

はぎビズはぎビズ
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ります。
　離島では、見島において生活店舗の支援についてご
要望いただいておりました「島のよろずやポプラ見島
店」が昨年４月にオープンいたしました。大島では、
出張所・公民館・診療所・介護予防センターを兼ね備
えた複合施設を、本年秋の供用開始に向け工事に着手
いたしました。相島では、本年６月の新船就航に向け
て、新船の建造と漁港施設の整備を進めています。引
き続き、今後も安心して暮らし続けることができる島
づくりに取り組んでまいります。
　新型コロナウイルス感染症の拡大によって、都市部
への過度な人口集中に伴うリスクが再認識されるとと
もに、リモートワーク導入の進展等により地方移住へ
の関心が高まるなど、人々の意識や行動に大きな変化
が生じています。

い公共交通の実現に向け取り組んでまいります。
　また、「萩循環まぁーるバス」については、コロナ
ウイルスの影響により協議が遅れていましたが、令和
３年度中に利便性の高い新たなルートで運行が開始で
きるよう準備を進めてまいります。

（注２）萩産品の送付や市内での宿泊助成等さまざ
まな加入特典により萩市とのつながりをつくり、
加入者が被災した際には市内の宿泊施設等に一時
避難できる制度

　市内の「道の駅」が変貌しています。「ゆとりパーク 
たまがわ」近隣の田万川温泉はお客様から要望の声が
多かったサウナを併設して全面リニューアルします。

「道の駅 あさひ」、「農産物加工直売所 つつじ」は店舗
も刷新され来客数も増加しています。そして「道の駅 
あさひ」は地元住民の生活支援のため、今春コンビニを
導入し、地域の拠点化施設として生まれ変わります。
　山陰道（益田～萩間）については、関係市町および
商工会議所等が一体となって取り組んできた要望活動
が実を結び、現在 ｢大井～萩間」は、都市計画決定の
手続きが進められています。「小浜～田万川間」は、
中国地方小委員会において、｢別線バイパスで結ぶ対
応方針（案）｣ が妥当であるとの結論が出され、新規
事業化に向けて大きく前進するものであり、引き続き、
早期全線開通を目指し全力で取り組んでまいります。
　一方、市民の皆様の生命・財産を守るため、防災・
減災や国土強靭化については、絶え間なく取り組みを
進めてまいります。
　また、新型コロナウイルスの感染拡大により、テレ
ワークやオンラインによる社会経済活動など「新たな
生活様式」への対応が急務となっています。光ファイ
バー通信が未整備の地域においては、高速・大容量の
情報通信を可能とする光回線の整備を進め、また、市
内事業者の生産性向上に資するＩＴ導入などデジタル
化に向けた取組を支援し、新しい時代に合った生活基
盤の充実に努めてまいります。

● だれからも愛されるまち、求められるまちづくり
　元気な地域を再生することを目的として、各地域で
住民の皆様と一緒に地域振興計画「夢プラン」を策定
しています。それぞれの地域では、住民主体となって
様々な事業に取り組まれ、体験型観光により交流人口
を増やす取組も始まりました。今後もプランの実現に
向けた取組をサポートし、地域の活性化を図ってまい

　市の「萩暮らし応援センター」への移住相談件数が、
４月以降、昨年と比較して約２倍に増加しています。
このように萩に興味がある人やこれから関わりたいと
考える人などとのご縁を大切にして、関係人口の増加
から移住・定住の促進を図ってまいります。
　また、これまで市民の皆様とともに守り育んできた
歴史や文化、豊かな自然などに加え、萩市が「安心・
安全なまち」であることを前面に発信し、将来的に移
住定住につながるよう関係人口の創出や拡大に向け、

「萩フレンド保険（注２）」事業を展開してまいります。

　終わりに、新型コロナウイルス感染症は、未だ先が
見えない状況でありますが、感染症対策を最優先に取
り組み、市民の皆様の声をしっかり政策に反映させ、

「暮らしの豊かさが実感できるまち」の実現を目指し
て、全力で取り組んでまいります。
　市民の皆様におかれましては、ご健勝でご多幸の多
い年となることをご祈念申し上げ、年頭のごあいさつ
といたします。

「HAGICA』でバス利用「HAGICA』でバス利用

相島フェリー（イメージ図）相島フェリー（イメージ図）
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萩まちづくりセッション総合事務所管内の開催日程
　開催が延期となっていました、萩まちづくり
セッションの開催日程をお知らせします。
　なお、開始時間を午後６時に変更しています。
　また、小川小学校区の開催場所は、「小川交流
センター」に変更しています。

秘書広報課　☎ 25-3178

小学校区 期　日 会　場
小川 １月 14 日㊍ 小川交流センター
育英 １月 20 日㊌ 須佐文化センター
弥富 １月 21 日㊍ 弥富交流促進センター

■開催日時　18:00 〜 19:30

　若者の市内での就業機会の拡大と市内事業者の人
材確保を支援するため、萩市主催の合同企業説明会
を開催します。市内企業の魅力を知ってもらい、就
職希望者と企業とのマッチングを図るため、実際に
企業と面談できる場を設けます。
■とき　１月 20 日㊌　14:15 ～ 17:25
■ところ　市民館小ホール
■対象　令和４年新規学卒者（高校、大学、短大、
高専等）、卒業後概ね５年以内の方、UJI ターンを
考えられている方、保護者等
■参加料　無料
■その他　参加された方には、市内の企業情報等を
掲載した「企業ガイドブック」を配付します。
■申し込み　HP 予約フォームから申込
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場時
に検温と氏名・連絡先等個人情報の記載をお願いし
ます。予約なしでの参加も可能ですが、参加者多数
となる場合は予約の方を優先し、参加をお断りする
場合がありますのでご了承ください。

商工振興課　☎ 25-3638

　新型コロナウイルス感染症の影響により、萩循環
まぁーるバスの利用者が減少していることから、利
用促進のため、お得に利用できるプレミアム回数券
を期間限定で販売します。400 円で 600 円相当分

（100 円券×６枚）の回数券が購入できます。
■販売・利用期間　１月４日㊊～３月 31 日㊌
■取扱場所　萩バスセンター、防長交通萩営業所、
萩循環まぁーるバス車内、新山口駅バス案内所、萩
市観光協会、東萩駅観光案内所、市民病院、市役所
総合案内、萩・明倫学舎、各総合事務所
■注意事項　萩循環まぁーるバス以外の路線バス等
では利用できません。利用期間を過ぎると回数券は
無効です。

防長交通㈱萩営業所　☎ 22-3811

萩ふるさと合同企業説明会
参加者募集！

がんばろう萩！萩循環まぁーる
バスプレミアム回数券販売

年末年始（12月29日〜１月３日）の間、発熱などの症状がある方や不安な
方は、県の受診・相談センターか、市の相談窓口へご相談ください。

山口県全域：年末年始特別相談窓口（24 時間対応）

萩市・阿武町：年末年始特別相談窓口

受診・相談センター（＃７７００）
※ IP 電話など＃７７００を利用できない場合は、☎ 083-902-2510

萩・阿武健康ダイヤル 24　☎ 0120-506-322（24 時間対応）
萩市休日急患診療センター　☎0838-26-1397（12/30〜1/3　9:00〜17:00）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
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12 月萩市議会で決まった補正予算概要 がんばろう萩！新型コロナウイルス対策

受付期間 １月６日㊌〜３月 31 日㊌

申請方法
申請書と請求書および必要書類を準備の
うえ農政課、水産課、各総合事務所産業振
興部門、漁協各支店へ提出

一次産業事業者事業継続支援金（エール支援金）

問い合わせ 農政課　☎ 25-4192
水産課　☎ 25-4195

農業者：令和元年中の売上が 200 万円以上
漁業者：令和元年中の売上（水揚）が 150 万円以上対象事業者は？

①令和２年 1 月以降のいずれかの１カ月の売上が前年同月比 5％以上減少
②市の「ハイブリッド型給付金・応援給付金」を受給していないこと

給付要件は？

10 万円（定額）給付額は？

　新型コロナウイルス感染症の影響をはじめ、台風やトビイロウンカなど様々な被害により売
上が減少した一次産業事業者に対し、事業継続を図るため支援金を給付します。

　令和２年９月 30 日までに、新型コロナウイ
ルス関連の融資制度により融資を融資を受けた
一次産業事業者へ給付金（借入額の 10％、最
大 50 万円）を給付しています。
　３月 31 日㊌までに申請してください。

「がんばろう萩！一次産業事業者事業
継続給付金（ハイブリッド型給付金）」
の申請はお済みですか？

受付期間 １月６日㊌〜３月 31 日㊌

申請方法 申請書兼請求書を商工振興課へ提出

小規模事業者事業継続支援金（エール支援金）

問い合わせ 商工振興課　☎ 25-3108

①萩市内に本社登記された法人または住所を置く個人事業主

②従業員数が以下の事業者
○製造業その他の業種（政令で定める宿泊業）　20 人以下
○商業（卸売業・小売業（飲食サービス業））・サービス業　5 人以下
※中小企業団体（事業協同組合、企業組合、商工組合等）は上記に準じる。

対象事業者は？

①市の「萩市中小企業者等事業継続給付金（ハイブリッド型給付金）」、「萩市中小企
業者応援給付金」を受給していない
②令和２年３月以降のいずれかの１カ月の売上が前年同月比 5％以上減少

給付要件は？

10 万円（給付額が 10 万円未満の
場合は差額を支給）給付額は？

　新型コロナウイルス感染症が収束しない状況の中で、とりわけ小規模な事業者は、売上の減
少など引き続き厳しい状況が続いているため、これまで市の給付金等の支援を受けずに事業活
動を行っている小規模事業者を応援する「エール支援金」で事業の継続を支援します。

　新型コロナウイルス感染症の影響により離職
を余儀なくされた方に対し、再就職を支援する
ための給付金（上限：正社員 10 万円、パート
従業員等５万円）を支給しています。すでに再
就職されている方も対象となります。
　３月 31 日㊌までに申請をしてください。

「がんばろう萩！離職者応援給付金」
の申請はお済みですか？

※多数の申請が予想されるため、１月６日㊌〜
８日㊎、１月 12 日㊋〜 16 日㊏の間は市役所
本庁ロビーに特設の申請ブースを設置します。
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がんばろう萩！新型コロナウイルス対策
ひとり親世帯臨時特別給付金

問い合わせ 子育て支援課　☎ 25-3259

①公的年金等を受給していることにより、令和２年６月分の児童扶養手当の
支給を受けていない方
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児
童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
③令和２年７月分以降の児童扶養手当受給者の方

支給対象者は？

令和３年２月 26 日㊎までに、子育て支援課または
総合事務所市民窓口部門に備え付けの申請書を提出申し込みは？

１世帯当たり５万円、第２子以降１人につき３万円
上記①、②の方は再支給分と併せて申請できます

給付額は？

　ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を再支給します。まだお手続きをされていない方はお
早めにお申し込みください。また、７月以降の児童扶養手当受給者も今回新たに対象となります。

　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種につい
て、円滑な接種を実施するために必要な体制を確保
します。

健康増進課　☎ 26-0500

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保事業

　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を図る
ため、小・中学校の手洗い場やトイレ等の蛇口をレバー
式に交換します。

学校教育課　☎ 25-3558

小中学校施設蛇口改修事業

　　新型コロナウイルス感染症が収束しない状況の
中、廃業等により空き物件となった土地・建物を活用
して新たな事業を開始し、雇用を生む事業者に対し、
施設整備等に係る費用の一部を支援します。

企業誘致推進課　☎ 25-3811

施設再生まちづくり促進事業
　新型コロナウイルス感染症の影響により新しい生活
様式が求められる中、児童生徒に 1 人１台のタブレッ
ト端末の整備に合わせて、非来館・非接触型図書館
のサービスとして、電子図書館の充実を図ります。

萩図書館　☎ 25-6355

電子図書館充実事業

　観光需要の回復に向けて、市内事業者の貸切バス
を利用した団体旅行や、観光タクシーを利用した旅
行等に対し支援します。
○補助額　貸切バス１台 10 万円、ジャンボタク
シー１台 1 万円、観光タクシー１台 5,000 円
○運行期間　１月 12 日㊋〜３月 20 日㊏㊗（予定）

観光課　☎ 25-3139

観光バス・観光タクシー等
利用促進事業

　２月から３月にかけて見頃を迎える花を楽しんで
いただくため、萩往還梅林園まつりと萩・椿まつり
の開催期間中、市内の観光施設、花の見所スポット
を巡り、周遊観光するバスの運行を支援します。

観光課　☎ 25-3139

萩の花めぐり観光周遊バス運行
支援事業

※すでに基本給付の支給を受けている方には、12 月 25 日㊎に
　支給していますので手続きは不要です。 詳しくは

QR コードから



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-54588

　１月 16 日に、旧明倫小学校屋内運動場が親子の遊
び場「あそぼー舎（あそぼーや）」としてリニューア
ルオープンします。
　体全体を使ってアクティブに遊べる屋内運動場で、
ビック・ブロックや屋内運動マット、ボルダリングエ
リア、バスケットボールエリアなどがあります。
　施設の名称は 118 件の公募から、以前この施設が

「世界遺産ビジターセンター学び舎（まなびーや）」と
して活用されていたことにちなみ、「あそぼー舎（あ
そぼーや）」に決定しました。
■開館時間　平日　13:00 ～ 18:00
　　　　　　土曜　10:00 ～ 21:00
　　　　　　日曜・祝日　10:00 ～ 18:00
※金曜日は 21:00 まで
※小・中学生のみの利用は 18:00 まで
■休館日　毎週火曜日（夏季休業中は除く）
　　　　　盆、年末年始　
■入館料　100 円（高校生までは無料）
※未就学児１人につき付き添い１人は無料。

◉オープニングイベント「ボルダリング教室」
　デモンストレーションと講座を開催します。
■とき　１月16日㊏　10:30～12:00、13:30～15:00
■対象者　小学３年生以上の方
■定員　午前・午後各 15 人（申込多数の場合は抽選）
■講師　古

こばやし
林 喜

よしあき
明（山口県山岳・スポーツクライミ

ング連盟　理事長）
■申し込み　１月 13 日㊌までに、電話またはメール
　児童館　☎ 25-1025　
　メール asobito_kodomo@yahoo.co.jp
※上記イベント時間中は、ボルダリングの利用は不可。

１月 16日㊏
オープン！

芸術・文化・スポーツ功労
浜崎しっちょる会

（小
こ が や

茅 稔
みのる

会長、会員数：60 人）
　平成 10 年に会を結成して以
来、重要伝統的建造物群保存地区
である浜崎地区のまちづくりに尽
力。

教育功労
藤家　幸

ゆ き こ

子
（佐々並）

　平成 22 年に萩市連合婦人会
長、平成 29 年には山口県連合婦
人会長に就任し、広く社会教育や
男女共同参画社会の振興に寄与。

産業功労
㈱三見シーマザーズ

（三浦康
や す よ

代代表）
　平成 18 年漁協女性部の有志で
起業、地元の食材で手作りの料理
を提供、スタッフも地元の方を雇
用し、地域福祉・地域活性に貢献。

受賞おめでとうございます山口県選奨

親子の遊び場
「あそぼー舎
（あそぼーや）」
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　鼻水が付着したマスクやティッ
シュなどを捨てるときは、①～③
のことを心がけましょう。
　ご家族だけでなく、皆さんが出
したごみを扱う収集作業員にとっ
ても、新型コロナウイルスなどの感
染症対策として有効です。収集作
業員の感染リスクを減らし、ごみの
収集を安全に継続して行えますよ
う、ご協力をお願いいたします。

ごみの出し方のお願い 環境衛生課　☎ 25-3520

　市では、どのような災害が発生しようとも人命
の保護が最大限図られ、市民の財産等に係る被害
が最小限にとどめられるようなまちづくりを行う
ための指針として「萩市国土強靱化地域計画」の
策定を進めています。
■期間　1 月 20 日㊌～ 2 月 19 日㊎

本庁市政情報コーナー、防災危機管理課、各総合
事務所地域振興部門、各支所・出張所、市HP
■提出方法　閲覧場所に備え付けの様式（市 HP
からダウンロード可）を郵送、FAX、メールまた
は防災危機管理課、各総合事務所地域振興部門、
各支所・出張所へ持参。
■提出先　〒 758-8555　萩市防災危機管理課
FAX21-3501　メール bousai@city.hagi.lg.jp

防災危機管理課　☎ 25-3808

　山陰道や小郡萩道路の整備効果をまちづくりに
発揮させるために「インターチェンジ周辺のまち
づくりプラン」を検討しています。
■期間　１月 22 日㊎まで

本庁市政情報コーナー、地域づくり推進課、各総
合事務所地域振興部門、各支所・出張所、市HP
■提出方法　閲覧場所に備え付けの様式（市 HP
からダウンロード可）を郵送、FAX、メールまた
は地域づくり推進課、各総合事務所地域振興部門、
各支所・出張所へ持参。
■提出先　〒 758-8555　萩市地域づくり推進
課　FAX26-3803
メール：tiiki@city.hagi.lg.jp

地域づくり推進課　☎ 25-3356

　保健福祉を総合的かつ一体的に推進しいていく
ため、平成 26 年度に策定した「萩市健康福祉計
画」の見直しを検討しています。
■期間　1 月 5 日㊋～ 2 月４日㊍

本庁市政情報コーナー、福祉政策課、各総合事
務所市民窓口部門、各支所・出張所、市 HP
■提出方法　閲覧場所に備え付けの様式（市 HP
からダウンロード可）を郵送、FAX、メールまた
は福祉政策課、各総合事務所市民窓口部門、各支
所・出張所へ持参。
■提出先　〒 758-8555　萩市福祉政策課
FAX25-3232　メール fukusisei
saku@city.hagi.lg.jp

福祉政策課　☎ 25-3585

　萩市のごみの排出抑制および再資源化の取り組
みや廃棄物の適正な処理を行うため「萩市一般廃
棄物処理基本計画」の策定を進めています。
■期間　1 月 20 日㊌～ 2 月 19 日㊎

本庁市政情報コーナー、環境衛生課、各総合事
務所市民窓口部門、各支所・出張所、市ＨＰ
■提出方法　閲覧場所に備え付けの様式（市ＨＰ
からダウンロード可）を、郵送、FAX、メールま
たは環境衛生課、各総合事務所市民窓口部門、各
支所・出張所へ持参。
■提出先　〒 758-8555　萩市環境衛生課
FAX 25-3591
メール：kankyou@city.hagi.lg.jp

環境衛生課　☎ 25-3146

萩市国土強
きょうじんか

靱化地域計画（案）

インターチェンジ周辺のまちづくりプラン（案）

萩市健康福祉計画（案）

萩市一般廃棄物処理基本計画（案）

市民の皆さんからのご意見を募集します。パブリックコメント 募 集！
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　～市長と話そう！
　　　萩の医療のこと、中核病院のこと～
■と　き　１月 11 日㊊㊗
　13:30 ～ 15:00（事前申込制）
■ところ　総合福祉センター多目的ホール
■申込方法　１月６日㊌までに、中核病院形成推
進室へ電話・FAX・メールのいずれかで氏名・住
所または所属団体・電話番号を連絡

中核病院形成推進室　☎ 21-3120　FAX25-
1520　メール tyuukaku@city.hagi.lg.jp

①検討スケジュールの見直しについて
　前回の委員会での、「十分に時間をかけて関係者間
で議論を尽くすべき」との委員意見を踏まえ、検討ス
ケジュールの見直しを行いました。協議の結果、検討
委員会の報告書取りまとめの時期は「令和３年８月」
を目途とし、中核病院の開設時期は「令和５年４月」
を目標とすることを確認しました。

②診療科目・医療機能について　
　国民健康保険と後期高齢者医療のレセプトデータの
分析結果から、市民の疾病別の医療機関の受診動向や、
今後見込まれる医療需要等について説明しました。
　また、両病院の医師配置の現状と今後の見込み、ワー
キンググループでの協議内容、市民等から寄せられた
意見について報告しました。

③病床規模について
　両病院の入院患者実績や将来推計入院患者数等によ
り仮試算した必要病床数案について、説明しました。

④２病院の機能分化・施設の活用方針について
　中核病院の基本的な方向性を踏まえ、今後の両病院
の連携パターンを整理しました。

シリーズ

　11 月 20 日、第４回中核病院形成検討委員会を開催しました。今回は、検討スケジュー
ルの見直しを行った後、前回に引き続き、診療科目・医療機能・病床規模の検討を行いました。

第４回 中核病院形成検討委員会を開催

★会議の議事概要、資料は
市ＨＰに掲載しています

市長との意見交換会を開催

日程 内容
第１回 R2.1.31 ・基本的な方向性、経営形態の検討

第２回 R2.7.7
・基本的な方向性、経営形態の確認
・２病院の機能の比較
・診療科目・医療機能・病床規模の検討

第３回 R2.8.27 ・診療科目・医療機能・病床規模の検討

第４回 R2.11.20・診療科目・医療機能・病床規模の検討
・２病院の機能分化、施設の活用方針の検討

第５回 R3.２月
・診療科目・医療機能・病床規模の仮決定
・２病院の機能分化、施設の活用方針の検討
・経営シミュレーションの検討

第６回 R3.５月
・診療科目・医療機能・病床規模の調整
・２病院の機能分化、施設の活用方針の仮決定
・経営シミュレーション・報告書案の検討

第７回 R3.７月
・経営シミュレーションの確認
・報告書（最終案）の決定
・継続検討課題と検討組織体制の整備の確認

第８回 R3.８月 ・報告書まとめ

協議事項

・完結率や流出率という数値だけでなく、どのよう
な病院を目指すのかといった方向性を含め、しっか
り考える必要がある。
・人口が減ってくるとさまざまな機能を維持するの
が難しくなり、医師の確保も困難になってくる。萩
圏域だけで全て完結するのは無理であり、他圏域と
の連携を考えていかなくてはならない。
・地域医療を守る条例を制定しているところも多い。
将来を見据え、市全体で医師を確保するという機運
を高めてもらいたい。
・疾病によっては、市外の病院で治療しても術後の
経過を萩で診る等、医療連携により市外流出患者を
呼び戻せる可能性がある。受入が見込まれる病床数
を加えてもよいのでは。
・高齢化が進む萩市では、急性期は脱しても、在宅
までの治療が必要な患者等の増加が見込まれるた
め、中核病院にはそのような患者を受け入れられる
地域包括ケア病棟が必要。
・医療機能を考える上で財政面も重要。市民から意
見のあった高度な医療の提供等に対しては、試算を
行い、具体的に数字を提示できれば、市民に理解し
てもらえるのでは。

委員からの主な意見
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萩市民病院：健康ガイド ☎ 25-1200

足首の捻挫で困ったことはありませんか？
　令和２年 10 月から萩市民病院に赴任した小笠と申
します。前勤務地の山口大学医学部附属病院ではス
ポーツ医学を守備範囲の一つとして診療してきまし
た。様々な競技種目の現場でも働いてきましたが、主
な現場サポートは卓球、アメリカンフットボール、サッ
カーです。特に卓球競技では多くの日本トップレベル
の選手の診療に関わっています。山口県内ではトップ
アスリートの診療に関わることは少ないですが、萩市
内でも多くの学生が競技スポーツで全国大会を目指し
て頑張っているので、萩市民の皆様にスポーツ医とし
て少しでもお役に立てれば幸いです。
　ところで皆さんは“スポーツ医”という言葉にどの
ような印象をお持ちでしょうか。スポーツによる怪我
や故障を治すといったマイナスをゼロに戻すイメージ
かもしれませんが、スポーツを健康増進に活用する医
師、競技スポーツの強化に関わる医師など、スポーツ
医学をプラス効果に結び付ける仕事もしています。し
かし、病院ではスポーツ傷害の治療が中心になります。
傷害とは外傷（怪我）と障害（故障）を合わせた言葉
ですが、怪我を完全になくすことはできませんよね。
ただし、少し知識があれば、怪我の状態を治しやすい
方向にもっていくことができます。

　今回はスポーツ傷害の中で最も頻度の高い足首の捻
挫（足関節捻挫）の話をします。日常生活でもちょっ
とした段差で足首を捻って怪我をするのはよくあるこ
とです。捻挫と聞くと骨折より軽症だと思われる方が
多いのではないでしょうか。ここが落とし穴です。た
しかに軽い捻挫は多いのですが、骨折よりも治りが悪
い捻挫もたくさんあります。足関節捻挫は足首を捻っ
て怪我をしたという受傷機転を表す病名で、その実態
は靭帯損傷です。いわゆる足首の捻挫の大半は、足首
を内側に捻った結果、足首の外側に痛みを生じる足関
節外側靭帯損傷です。足関節外側靭帯は三つの靭帯か
ら構成され、その中で外側のくるぶしから前方の距骨
という骨に向かう前距腓靭帯という靭帯の損傷が最
も多いです。靭帯損傷の重症度は一般的に I 度から III
度に分類され、I 度は靭帯が伸ばされたもの、II 度は
靭帯の一部が断裂したもの、III 度は靭帯が完全に断
裂したものとされています。病院で治療するものは II
度から III 度が多くなってきます。重症度によって症
状は違ってきますが、足関節外側の疼痛と腫脹、局所

の圧痛が特徴的で、出血が関節内に及ぶと足関節全体
が腫れます。歩行に支障をきたしますが、足をつけな
くなるような状態は少ないです。
　受傷直後の現場での応急処置が重要で、基本は
RICE 療法を行います。RICE 療法とはアルファベット
で R,I,C,E と書きます。R は Rest 安静、I は Ice 冷却、
C は Compression 圧迫、E は Elevation 挙上の頭文
字をとった言葉で、患部の局所安静を保ち、冷却し、
適度に圧迫を加えて挙上するというスポーツ外傷に対
する基本的な応急処置です。これを受傷直後から適切
に行うことで、損傷部の出血や、それに続く浮腫を減
らすことにつながり、足首の腫れを最小限に抑えるこ
とが可能です。初期対応で損傷部位を腫れさせないこ
とが最も重要と考えています。
　腫れや痛みがある場合には損傷の重症度を評価する
ことが必要です。画像検査として単純 X 線検査があ
りますが、これでは骨折を否定できても靭帯損傷を否
定できないため、ストレス X 線検査を行って、関節
不安定性の程度を評価します。また、骨の成熟が不十
分な小児では、靭帯が断裂するよりも骨が裂離し、裂離
した骨片を単純 X 線だけでは見逃している場合も多
いので、近年は超音波（エコー）を使用して靭帯そのも
のの損傷評価や骨軟骨骨折の有無を検査し、足関節の
不安定性を直接評価することが多くなってきました。

　今回は治療法について述べていませんが、皆さんへ
のメッセージを最後に書かせてもらいます。

　足関節の捻挫を軽視しないでください。足関節捻挫
は重症度の評価が大切で、正しい診断と適切な治療が
行われなければ、不安定性が残存したり軟骨障害が見
落とされたりして、将来的に変形性足関節症への進展
が危惧されます。日常生活動作の中でも起こる一般的
な怪我ですが、軽く考えないでしっかりと治療しま
しょう。

副院長：小
お が さ

笠 博
ひろよし

義
専門：整形外科
リハビリテーション科
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萩市奨学金制度
　市では、次代を担う人材の育成やふるさと萩における人材確保に資するため、また、経済的な理由により、
進学や資格取得を諦めることがないよう、給付型の奨学金制度を設けています。
　令和２年は、53 件の新規申請に対して、33 人に奨学金を給付しました。

募集期間 １月 12 日㊋〜２月 12 日㊎

対象者
■４月に高等学校・大学等に進学予定で、新規に申請される方
■高等学校・大学等に在学中で新規に申請される方

奨学金名
高等学校

進学奨学金
（給付）

至誠館大学
進学奨学金
（給付）

守永洋
よ う こ

子・石川幸
さ ち こ

子
大学等奨学金

（給付）

三輪休
きゅうわ

和・壽
じゅせつ

雪
芸術文化奨学金

（給付）
大谷重

しげとも
友大学

進学奨学金（給付）

対象者 市内高校生 至誠館大学生 至誠館大学以外の
学生

芸術大学・音楽大学
等の学生

大学生
（入学時限定）

給付要件

保護者が市内に住所を有していること
保護者が市内に引き続き 5 年以上住所を有していること

　    ※市内高校（注）出身者を優先。市内に住所を有し、
市内高校（注）へ
通学すること

萩市の他の奨学金の給付を受けていないこと

募集人数 14 人 10 人 ８人 ２人 ３人

給付年額
全日制　12 万円

30 万円 30 万円 15 万円 30 万円定時制・通信制
９万円

奨学金名 守永洋子・石川幸子大学等奨学金（給付）

対象者 山口県立萩看護学生 萩准看護学院生 介護福祉士学生 山口県立農業大学校生

募集人数 ３人 ４人 ２人 ３人

給付年額 30 万円 30 万円
福祉系高校　15 万円

30 万円
養成施設　30 万円

給付条件

■免許取得後、市内医療機関に引き続き３年以上
　勤務すること等

■免許取得後、市内福祉
　サービス事業所に引き
　続き３年以上勤務する
　こと等

■卒業後、市内に住所を
　定め、引き続き３年以
　上就農すること

農政課 
　☎ 25-4192

※「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」（子育て支援課が担当）の受給
者は対象外。

（注）萩高校奈古分校、大津緑洋高校海洋技術科・海洋科学科を含む。

企画政策課　☎ 25-3102
　　各総合事務所地域振興部門

※現在受給中の方の継続申請については、４月に募集します。
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■保証人が１人必要です（保護者可）。
■ご家族の経済状況等を勘案し、給付を決定します。

その他

支給方法・時期

■進学予定の方
　進学にかかる経済的負担を考慮し、３月（進学予定
学校の合格通知提出後）に支給します。
■在学中の方
　進級後の在学証明書提出後の４月に支給予定。

奨学金の併給

提出書類（申請時）

① 奨学金給付申請書

② 生計を一つにするすべての方の住民票
または住民票記載事項証明書の写し

③
生計を一つにするすべての方の所得証明書

（令和元年中）、令和２年中の収入がわかる書類
※中学生以下の提出は不要。

　申請方法や提出書類等の詳細については、企画政

提出書類（申請後）

進学予定の方 進学予定学校の合格通知

在学中の方 進級後（４月以降）の在学証明書

　世界大学ランキング 50 位以内の大学へ進学する
方を対象にした奨学金制度です。
■給付年額　130 万円（予定額）
■入学準備金　30 万円

３月 26 日㊎
教育政策課　☎ 25-3141

グローバル50奨学金  奨学生募集中！

策課または各総合事務所、支所・出張所に
備え付けの「萩市奨学生のしおり」でご確認
ください。  （※市HPにも掲載しています。）

　萩市奨学金については、他の奨学金（日本学生支援
機構の奨学金等）との併給ができるようになりまし
た！
○メリット１　経済的負担が軽減されます。
　萩市以外の奨学金と併給が可能になったことによ
り、経済的負担を軽減することができます。
○メリット２　申請しやすくなりました。
　萩市以外の奨学金と併給が可能になったことによ
り、申請時に「萩市奨学金に申請したいけれど、もう
ひとつ申請したい奨学金がある。どっちを申請したら
よいの？」と悩む必要がなくなりました。
※萩市奨学金同士を同年度に併給することはできませ
ん。
※グローバル 50 奨学金については、併給のできない
奨学金があります。詳細は教育政策課までお問い合わ
せください。

　市では、高齢者の集いの場の開催や困りごと支援
等を行う団体の活動を支援するため、公用車両を各
地域に配備しています。
　11 月 13 日、市内で９台目となる車両が木間地
区に配備され、お披露目式が開催されました。
　今後、この車両は、木間福祉協議会が行う高齢者
の集いの場「農家の休日」の参加者送迎等で活用さ
れます。

高齢者支援課　☎ 25-3137

　1 月 26 日は、「文化財防火デー」です。市では、
文化財を災害から守るため、文化財所有者や関係機
関をはじめ周辺地域住民との連携・協力により、消
防訓練を実施します。
■とき　1 月 23 日㊏　11:00 ～ 12:00
■ところ　東光寺
■内容　初期消火訓練、火災防ぎょ訓練等
※今回は新型コロナウイルス感染症防止のため、関
係者のみで実施します。

文化財保護課　
　☎ 25-3835
　消防本部警防課
　☎ 25-2784

木間地区の活動支援車両をお披露目文化財防火デー行事の開催
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方面団 ところ 時刻
中央 玉江河川公園 10:30

川上 川上学校水泳プール前 10:30

田万川 道の駅「ゆとりパークたまがわ」
屋外ステージ 11:15

むつみ B ＆ G 海洋センター 11:00

須佐 育英小学校グラウンド 11:00

旭（明木） 旭総合事務所前 11:00

旭（佐々並）旭活性化センター 11:15
福栄 紫福山村広場 11:00

萩市消防出初式

船名募集！
令和３年６月
相島航路に新船・フェリー就航！

新船のイメージ図新船のイメージ図

　平成２年に就航した相島航路の船舶「つばき２」の
老朽化に伴い、離島航路の利便性向上と安全で安定的
な運航を確保するため、６月の就航を予定し、新船建
造を進めています。
　この度、新船の船名を募集しますので、多くの皆さ
んの応募をお待ちしています。
■応募資格
　市内外の居住地を問わず、どなたでも応募できます。
■応募規定
◦日本語を基本とし、漢字やローマ字などには必ずふ
りがなを付してください。
・採用した船名に関する一切の権利は萩海運㈲に帰属
するものとします。
※現在の各航路の船名　見島航路＝ゆりや、大島航路
＝はぎおおしま、相島航路＝つばき２
■募集期間　1 月 1 日㊎～ 25 日㊊
■応募方法　郵送（ハガキ）、メールまたは持参（様
式任意）にて萩海運㈲へ提出
■記載事項　①船名（応募者１人につき１名称）、②船
名の趣旨、③住所、④氏名、⑤生年月日、⑥電話番号

■審査・発表　2 月上旬に選考委員会で決定したのち、
採用者へ通知
■船名採用者特典　船名採用者１人の方に、萩市特産
品を贈呈します。
※同じ船名の応募が複数ある場合は抽選とします。
※４月９日㊎の進水式で船名を発表予定。
■申し込み　〒 758-0024　萩市大字東浜崎町 139
番地１　萩海運㈲
メール：hagikaiun@hagikaiun.co.jp

萩海運　☎ 25-2040

【新船の概要】　総トン数:196トン、全長:35.9ｍ、　
全幅:7.2ｍ、航海速力:15ノット、旅客定員:130名

○式典
■と　き　１月 10 日㊐　9:00 ～
■ところ　市民館大ホール
※式典は各方面団一同により行いますが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、一般の方の入場は
できません。
◎当日、萩・田万川・福栄地域および消防団器庫の
非常サイレンを午前７時から 1 分間鳴らしますが、
火災とお間違えないようご注意ください。

消防本部　☎ 25-2772

　消防職団員の士気高揚と火災予防思想の普及啓蒙
を目的として、萩市消防出初式を開催します。災害
の一線で活躍する消防車両の分列行進や迫力ある一
斉放水をぜひご観覧ください。

○各方面団観閲式・分列行進・一斉放水等

※島嶼部については各島で実施。
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〒 758-8555　萩市人事課
　　☎ 25-1239

萩市会計年度任用職員希望者登録
募集

登録受付期間 １月 15 日㊎まで
名簿登録期間 ４月１日〜令和４年３月 31 日

●名簿への登録により、雇用が約束されるものではあ
りません。書類選考・面接を実施し、採用を決定します。
●名簿登録順に採用するものではありません。成績上
位の人から順に採用を行います。
●業務の必要に応じて採用を行うため、採用時期・任
用期間等は異なる場合があります。
●地方公務員法の規定に基づき、採用後１カ月間は条
件付き採用期間とします。採用後１カ月を良好な成績
で勤務した場合、正式採用となります。

市税等の滞納がない方
（滞納がある場合は、３カ月以内の完納が見込める方）

応募資格

注意事項応募方法
　１月 15 日㊎までに、下記の提出書類を人事課へ郵
送（必着）または持参。郵送の場合は、封筒に「会計
年度任用職員名簿登録申込」と朱書きしてください。

令和３年度の会計年度任用職員採用候補者名簿の登録者を募集します。
この名簿の登録者の中から、選考の上、採用者を決定します。

令和３年度

勤務場所 本庁・各総合事務所、支所・出張所、各小・中学校、保育園　等

勤務時間 〔基本〕8:30 ～ 17:15 のうち、７時間以内　
※職種や勤務場所により異なります。

任用期間

４月１日～令和４年３月 31 日のうち、必要な期間
※職種により異なります。
※採用から１カ月間は条件付き採用期間です。
※勤務成績が良好な場合、翌年度も採用を行うことがあります。ただし、当該年度の
　市の予算成立後に決定するものであり、あらかじめ約束するものではありません。

業務内容 一般事務補助、バス運転手、施設清掃作業員　等
※詳細は募集案内をご覧ください。

給与・報酬 職種により異なるため、詳細は募集案内をご覧ください。

諸手当 給与関係の条例・規則等の定めにより、対象者には通勤手当・期末手当等を支給

休日 〔原則〕土・日曜日、祝日、年末年始　等
※職種により異なります。業務内容によっては出勤日になる場合あり。

社会保険等 勤務条件により健康保険、厚生年金保険、雇用保険を適用

勤務条件

①市販の履歴書（写真貼付）
　※希望する職種を必ず記入してください。
②同意書（人事課備え付け、または市 HP からダウン
　ロード可）
③資格・免許の写し（資格等が必要な職種のみ）

提出書類

◀募集案内・同意書は
　こちらから

人事課、各総合事務所、支所・出張所
※市 HP からもダウンロードできます。

「募集案内」設置場所

相島航路に新船・フェリー就航！
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情報案内板 ※ の記載がないものは参加無料
講師
場所

演題
内容日時

対象
参加料
持参品 問い合わせ

申し込み定員
締切

お知らせ
償却資産の申告をお忘れなく
　固定資産税に係る償却資産の申
告書を送付していますので、必ず
期限内に提出してください。また、
2020 年中に新規に事業を開始する
など、新たに申告が必要な方で申告
書が届いていない場合は、ご連絡く
ださい。

２月１日㊊
課税課固定資産税係

　☎ 25-3485

マイナンバーカードの申請は
お済みですか？
　未申請の方に、QR コード付き交
付申請書が再送付されます。この機
会にぜひオンライン申請してみませ
んか。ただし、次の方には申請書は
送付されません。
① 75 歳以上の方（被保険者証の更
新時に同封予定）
②乳児や海外からの転入で令和２年
中に申請書の送付を受けた方
③在留期間の定めのある外国人住民等
※申請書は 個人宛に届きます。

◎休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日

○不用品活用銀行
■おゆずりします
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 38 巻、
明倫小制服（低学年）、剣道の道具
一式と道着、和服のショール、敷毛
布、男児用お宮参りの着物、端午の
飾り、自転車（ママチャリ、スポー
ツタイプ）、端午の飾り、石油ストー
ブ、ファンヒーター、電動ベッド
■おゆずりください
テーブル、ベビーカー、補聴器、
※登録は３カ月間。登録者と直接交
渉。希望者はご連絡ください。

◎ミニ布団作り講座
2 月7 日㊐　10:00 ～15:00
猫・小型犬・人形用の布団を作る
10 人程度
100 円（材料費別）
1月16日㊏～24日㊐ 16:00まで

◎令和３年度パッチワーク基礎講座
　４月からの１年間を通して参加で
きる方を募集します。

偶数月に月 2 回（第２・４㊋）
　10:00 ～ 15:00

パッチワークの基礎を習う
15 人程度（一度も受講したこと

のない方優先）

エコプラザ・萩情報
☎ 24-5300 月 500 円（材料費別）

住所、氏名、電話番号を往復はが
きに記入し郵送。
■申込期間　1 月４日㊊
　　　　　　　～ 29 日㊎（必着）
※両講座とも応募多数の場合抽選。
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。
◎雑貨の販売について

1 月10 日㊐～24 日㊐
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間　1月 10日㊐～ 17日㊐
12:00まで
■抽選日　1 月 17 日㊐ 13:00 ～
※２月のエコプラザ・萩春まつりは
中止します。

※オンライン申請の方法は、同封の
パンフレットまたは HP をご覧くだ
さい。

マイナンバーカード
臨時窓口を開設

１月 24 日㊐、２月 28 日㊐、３
月 27 日㊏　9:00 ～ 12:00

マイナンバーカードを申請される方
・本人確認書類（運転免許証など）

・写真（当日無料撮影）
市民課登録係　☎ 25-3493

20歳になったら国民年金
　20 歳になったらどなたも公的年
金に加入しなければなりません。
　公的年金のうち、厚生年金や共済
組合等に加入していない方は、国民
年金に加入することになります。
◎未納の場合
　未納のままにしておくと将来受給
する年金額が減るだけでなく、障害
年金や遺族年金が受給できなくなり
ます。
◎保険料の納付が困難な場合
　申請により保険料の納付が猶予・
免除となる制度があります。また、

学生の方にも猶予制度があります。
▽学生納付特例制度
　将来年金を受け取ることができな
くなることを防止するため、本人の
申請により保険料の納付が猶予され
る制度です。
　猶予・免除を希望される方は、市
または萩年金事務所へ申請してくだ
さい。
◉年金手帳は大切に保管を

市民課保険年金係　☎ 25-3239
　萩年金事務所　☎ 24-2158

指定給水装置工事事業者の
追加および廃止

【追加】
○㈱ 都

と わ
和（山口市）

【廃止】
○㈲あけぼの電気
※水道工事等を行う時は、必ず市の
指定業者（工事店）へ申し込んでく
ださい。

水道工務課　☎ 25-2398

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
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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

山口県特定（産業別）最低賃金の
改正（令和２年12月15日～）

山口労働局労働基準部賃金室　
　☎ 083-995-0372

宝くじ助成金の活用
　（一財）自治総合センターでは、
宝くじの受託事業収入を財源にコ
ミュニティ助成事業を行っていま
す。今年度は次の団体が助成を受け、
コミュニティ活動に必要な備品等を
整備しました。今後、地域行事等で
の活用を予定しています。
■団体　①福栄コミュニティ協議会、
②須佐地域ふるさとづくり協議会

区間 益田～東萩駅 東萩～長門市駅

運休日 2/16～19
2/24～26

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

業種 時間額
鉄鋼業、非鉄金属製造業 967 円

電気機械器具製造業 893 円
輸送用機械器具製造業 937 円
百貨店、総合スーパー 859 円

■設備　①テント、椅子、テーブル、
ポータブルワイヤレスアンプ、増設
チューナーユニット、マイク、液晶プ
ロジェクター、スクリーン、プレゼン
ポインター、②テント、テーブル

市民活動推進課　☎ 25-3373

大学入学共通テスト　臨時バス
　１月 16 日㊏、17 日㊐は大学入
学共通テストです。至誠館大学試験
場への自動車・バイク等での乗り入
れや送迎のための入口付近の駐停車
は全面禁止です。臨時路線バスをご
利用ください。なお、JR（臨時便
含む）も運行します。
　時刻表は、至誠館大学 HP をご確
認ください。
■運賃（片道） 玉江駅前～ 530 円、
天樹院入口～ 460 円、東萩駅～
290 円

至誠館大学学務課
（入試担当）☎ 24-4012

寄付
○ JA 山口県萩統括本部から太陽電
池式ソーシャルクロック一式
○㈱ヒロ・コーポレーションから不
織布マスク２万枚
○一般社団法人日本道路建設業協会
中国支部から小型発電機、投光器各
２台

○鈴木隆
たかあき

昭さん（三見）から当時英
雄取組之図１件　
○金

かなおり
折裕

ゆ う じ
司さん（山口市）から高島

北海色紙１件
○シースター㈱から災害対策用避難
生活セット 100 セット、次亜塩素
酸水生成器 100 台、非接触式体温
計５台、パルスオキシメータ５台、
レトルト食品 140 食
○㈱大松商会から乾パン７箱、長期
保存飲料水 11 箱
○国際ソロプチミスト萩から児童図
書 22 冊

　新たに入会される方、現在入会中
で継続を希望される方、どちらも手
続きが必要です。

仕事などで放課後に保育出来る方
がいない家庭の小学生
■対象校　明倫、椿東、椿西、白水、
越ヶ浜、大井、三見、川上、多磨、
小川、むつみ、育英、明木、佐々並、
福栄の各小学校、萩総合支援学校
■開設時間　月～金曜日は放課後～
18:30、土曜日と学校の長期休業
期間は 8:00 ～ 18:30（日曜日、祝

日、盆、年末年始は休み）※萩総合
支援学校は、月～金曜日は放課後～
18:00、土曜日と学校の長期休業期
間は 8:00 ～ 18:00
■負担金　通年利用 :月額 3,500円
長期休業利用 : 春休み（４月）1,800
円、夏休み 9,000 円、冬休み 2,100
円、春休み（３月）1,500 円
※前年度以前の負担金に滞納がある
場合は、入会決定を行いません。

１月 15 日㊎～ 29 日㊎に、各児
童クラブ、各対象校、保育園、認定

子ども園、子育て支援課、各総合事
務所、支所・出張所備え付けの申込
書に雇用証明書等（保育園の申し込
みで提出された方は省略可）を添え
て提出
※長期休業のみ利用の方も申し込み
が必要。
※定員を超える場合は選考。

子育て支援課　☎ 25-3259、各
総合事務所市民窓口部門、支所・出
張所

令和３年度　児童クラブ入会募集

萩市議会　議会報告会
（田万川地域・川上地域）
　開催を延期していました議会報
告会の日程が決定しました。皆さ
んのご参加をお待ちしています。

【田万川地域】
１月 18 日㊊　18:30 ～
小川交流センター

【川上地域】
１月 19 日㊋　18:30 ～
川上公民館
①議会活動などの報告

　②市政に関する意見交換等
議会事務局　☎ 25-3144
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資金の種類 貸付対象・資金内容 貸付限度額 利率

事業開始資金 事業の開始に必要な設備費、機械・材料
等の購入費 2,930,000円 ※１

事業継続資金 現在営んでいる事業の継続に必要な商
品等の購入等運転資金 1,470,000円 ※１

修学資金 高等学校・大学・大学院・短大・高等専門
学校・専修学校での修学に必要な経費

月額27,000円
〜183,000円 無利子

技能習得資金 自ら事業を開始、または就職するために
必要な授業料･材料費等 月額68,000円 ※１

修業資金 事業の開始、または就職するために必要
な知識技能習得の経費 月額68,000円 無利子

就職支度資金 就職に必要な経費 100,000円 ※ 2

医療介護資金 医療・介護を受けるために必要な経費 医療340,000円
介護500,000円 ※１

生活資金 生活の安定、維持に必要な経費 月額105,000円 ※１
住宅資金 住宅の建設・購入、補修・改築、増築に必

要な経費 1,500,000円 ※１
転宅資金 住宅の移転に必要な経費 260,000円 ※１

就学支度資金 入学または修業施設への入所に必要な
経費

64,300円
〜590,000円 無利子

結婚資金 母子・父子家庭の母・父が扶養する児童・
寡婦が扶養する子の婚姻に必要な経費 300,000円 ※ 1

　母子・父子・寡婦家庭の経済的
自立の援助や扶養している子ども
の福祉のため、12 種類の資金貸
付を行っています。

子育て支援課　☎ 25-3259

図書館協議会委員
　萩図書館では、利用者のニーズに
対応した運営を行うため、提言や助
言をいただく協議会委員を募集して
います。
■募集人数　１人
■応募要件　市内在住で満 20 歳以
上の方（４月１日現在）
■任期　４月１日～令和５年３月
31 日（２年間）
■申込方法　１月 29 日㊎までに、
萩市立図書館（萩・須佐・明木）、
各総合事務所地域振興部門備え付け
の用紙（市 HP からダウンロード可）
に住所、氏名、年齢、電話番号を記
入し、作文「図書館を利用して感じ
たこと」（800 字程度）を添付して
郵送、FAX、メール、持参

〒 758-0041　萩市江向 552-2　
萩図書館　☎ 25-6355、FAX 25-
5224、メール hagi_library@city.
hagi.lg.jp

募　集 萩ふるさとごはんプロジェクト
　冬の萩食材（魚介類や野菜）を使っ
た萩の郷土料理を、割烹千代の河村
さんから、オンラインで、萩の食文
化をおいしく学ぶためのクッキング
イベントです。

１月 24 日㊐　17:00 ～ 19:30
1,500 円（1 人分材料代相当、送

料別途）
10 組（先着）
河
かわむら

村剛
こ う た ろ う

太郎（割烹千代）
１月１日㊎より申込フォームにて

受付開始
萩元気食の会事務局 ☎ 25-3139

メール hagi furusatogohan@
gmail.com

みなさんの「おもひでごはん」
～あなたの思い出の味を萩の食
材で作ろう・食べよう～

「おもひでごはん」のルール
①個人的な思い出の味・エピソード
のある味で、家庭で作れるもの・再
現できるもの
②萩の食材をメインもしくはサブで
使うこと

③２人分で基本 1,000 円以下の材
料費で作れること

１月 31 日㊐までに、応募用紙（観
光課に設置）、応募フォームに必要
事項を記入の上、萩元気食の会事務
局　☎ 25-3139 へ
※応募いただいた内容は、萩ふるさ
とごはん HP 等で紹介
させていただくことが
あります。

母子父子寡婦福祉資金

※ 1 連帯保証人を立てる場合は無
利子、連帯保証人を立てない場合は
年 1.0％
※ ２母・父が扶養する児童に係る
貸付の場合および連帯保証人を立て
る場合は無利子、連帯保証人を立て
ない場合は年 1.0％

納期のお知らせ
・市県民税（４期）
・国民健康保険料（８期）
・介護保険料（８期）
・後期高齢者医療保険料（７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　２月１日㊊

収納課　☎ 25-3575
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やまぐち農業
新規就業ガイダンス

１月 27 日㊌　
　13:00 ～ 16:00（受付 12：30 ～）

山口県立農業大学校（防府市）
就業希望者、UJI ターン希望者、

農大生・高校生とその家族など
要事前申込、詳細は HP へ。
やまぐち農林振興公社

　☎ 083-902-6696

令和３年度国有林モニター
■任期　４月１日 
　　　　～ 令和４年３月 31 日

県内にお住まいで、森林・林業、
国有林に関心のある成人の方。

２月１日㊊
※詳細は、近畿中国森林管理局 HP
をご覧ください。

近畿中国森林管理局 総務企画部 
企画調整課 林政推進係
☎ 06-6881-3401（直通）

山口県観光フレンズ
　観光キャンペーンの各種イベント
で紹介、宣伝をしていただきます。

１月 15 日㊎
　（当日消印有効）
※詳細は、QR コード
から確認。

おいでませ山口観光キャンペーン
推進協議会「山口県観光フレンズ」
募集係　☎ 083-924-0462

事業者向けセミナー
１月 21 日㊍　13:00 ～ 15:00
萩商工会議所
With コロナ次代の宿泊業とは！～

GOTO の先を見越した経営戦略～
重
しげまつ

松正
ま さ や

弥（旅館総合研究所所長・
温泉ソムリエ）

10 人
１月 18 日㊊までに、萩市ビジネ

■受付期間　２月 26日㊎まで
　　　　　　（リフォームタイプ）　
※令和３年３月 26 日㊎までに完
了する工事に限ります。

建築課備え付けの申請用紙（市
HP からダウンロード可）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。
　補助対象等の詳細については、
広報はぎ４月号または、建築課
HP をご覧ください。

建築課　☎ 25-3693

講演・講座

スチャレンジサポートセンター「は
ぎビズ」へ　☎ 090-7130-4520

市民活動推進講演会
2 月 6 日㊏　13:30 ～ 15:00
総合福祉センター多目的ホール

「萩のまちづくりwithコロナ～
今、私たちができることを考える～」

藻
も た に

谷浩
こうすけ

介（㈱日本総合研究所調査
部主席研究員）

市民の方 100 人（申込順）
※ ZOOM での参加可能（要申込）

市民活動センター「結
ゆい

」
　☎ 24-0161

萩ものしり博士の会
手作り講座

2 月７日㊐　13:00 ～ 16:00
市民館小ホール

「松陰の墓を建立した塾生達のそ
の後の生き様」

「雲谷等顔 東アジアの水墨画を広く
理解した絵師」

「明治日本を背負った男 児玉源太
郎」

20 人（先着順）
300 円（資料と茶菓子代）
１月 22 日㊎までに、まちじゅう

博物館推進課内萩ものしり博士の会
事務局　☎ 25-3290 へ　

外国人のための
日本語講座（冬期）

１月 13 日～３月 24 日
　毎週水曜日　19:00 ～ 21:00

オンライン（初級コースは市民館）
外国人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
ぶための日本語講座
※当日参加も可能です。
※日本語教育ボランティアを募集し
ています。

日本語クラブ萩（中嶋）
　☎ 090-7778-5759

コロナ禍における
観光客受入対策講座
　専門家による感染対策・予防や、
市内で積極的に対策を取り組む事業
所の事例を紹介します。

1 月 27 日㊌　14:00 ～ 15:40
市民館小ホール
①「コロナ禍における感染対策・

予防について」
②「コロナ禍の飲食店としての対策」

①田
た な べ

邉剛
つよし

（山口大学医学部医学科
教授）
②福

ふくしま
島淳

じゅんや
也（口福の馳走屋梅乃葉店

長）
100 人（先着順）
1 月20 日㊌
萩おもてなし推進協議会事務局

（観光課）　☎ 25-3139

住まいの資金助成金（先着順）
募集
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萩グローバル IT 人材育成協議会通信 Vol. ８ 地場産業× IT
　萩市では、人口減少に伴い、地場
産業を支える、生産者世代の減少が
進んでいることから、地域経済規模
の縮小や人手不足の深刻化などが課
題となっています。
　それに対し、「業務省力化・効率化」

「成果の高付加価値化」といった観
点から、ICT を導入することにより、
①雇用の質の向上、②地域企業の商
圏拡大、③交流人口の拡大、④新た
なワークスタイルの実現によって

「労働者 1 人当たりの生産性」を向

上させることが、解決策として注目
されています。
　特に、「消費者サービスの向上」
の分野では、EC サイトによる「新
たな販売チャネルの獲得」や、HP
開設による情報発信」等、既存人材
で高パフォーマンスの創出が期待で
きます。
　IT の可能性は無限大です。地場
産業者は最新の正しい情報を取得
し、「どう IT を活用するか」を産学
官と連携して考えていく必要があり

ます。
　協議会に参画する萩商工会議所で
は、IT セミナーの開催や、専門家
派遣による支援など、地場産業のデ
ジタル化に寄り添ってまいります。
どうぞお気軽にご相談ください。

詳細はこちら⇒

萩グローバル IT 人材育成協議会
（企業誘致推進課内）　☎ 25-3811

「高齢者活躍人材確保育成事業」
剪定講習

１月 28 日㊍　13:00 ～ 16:00
29 日㊎　10:00 ～ 16:00（2 日間）

萩セミナーハウス、萩浄化セン
ター

シルバー人材センターで就業を希
望する萩市・阿武町・長門市在住の
60 歳以上の方。職種転換を希望、
または１年間就業していないシル
バー会員の方。

剪
せんてい

定の基礎を講義と実技で学ぶ
15 人
１月18 日㊊
（公社）山口県シルバー人材セン

ター連合会　☎ 083-921-6070

萩市子育て支援センター行事
「お店やさんごっこ」

1 月 20 日㊌　11:00 ～
日の丸保育園
１歳以上の未就園児とその保護者

　（先着 15 人）
１月 14 日㊍までに日の丸保育園

へ　☎ 25-4488

予備自衛官補
■受付期間　１月６日㊌～４月９日㊎
■受験資格　①一般公募 : 日本国籍
を有し、18 歳以上 34 歳未満の者
②技能公募 : 日本国籍を有し、18
歳以上で国家免許資格等を有する者

（保有資格により年齢上限が 53 歳
未満～ 55 歳未満となります。）
■年齢基準日　令和３年７月１日
■試験期日　４月 17 日㊏～ 21 日
㊌の間のいずれか１日を指定
※新型コロナウイルス感染症のため
変更の場合は、受験者に連絡します。

自衛隊萩地域事務所
　☎ 22-2409

消費生活無料法律相談
（借金相談を含む）

１月８日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁

■弁護士　馬
う ま や は ら

屋原達
た つ や

矢
市民（先着４人、１人 30 分）

※事前予約制（当日受付可）。
消費生活センター　☎ 25-0999

人権・行政・公証相談
１月 12 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

無料法律相談
１月 27 日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁

■弁護士　長谷義明
市民（先着 12 人、１人 20 分）

※事前予約制（1/4 から受付開始）。
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

1 月12 日・26 日、2 月9 日、3 月
9 日・23 日（いずれも火曜日）
10:00 ～ 12:00
■相談受付　☎ 083-920-8730

山口県弁護士会
　☎ 083-922-0087

萩健康福祉センター行事
〇６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 ～エイズ即
日検査
〇13日㊌ 13:30～骨髄ドナー登録会
〇 26 日 ㊋ 13:00 ～心の健康相談

講演・講座 試　験

相　談
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〇 27 日㊌ 13:00 ～お酒に関する
困りごと相談
〇 28 日㊍ 13:30 ～暮らしと心身
の総合相談
※いずれも予約制。

県萩健康福祉センター
　☎ 25-2667

萩市子ども会たこあげ大会
　自分で作ったたこを大空に揚げて
みませんか。「お楽しみ抽選会」も
開催します。

１月９日㊏　13:30 ～ 15:30
※雨天の場合は 16 日㊏に延期、実
施の可否は当日の 11:00 に決定。

萩ウェルネスパーク
幼児（保護者同伴）、小・中学生

※参加申込は不要。
文化・生涯学習課　☎ 25-3590

アート盆栽展
1 月 15 日㊎～ 2 月 28 日㊐

　9:00 ～ 17:00

健康増進課　☎ 26-0500１月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
６日㊌ 城東タマちゃん体操/城東会館/13:30～
７日・21日㊍ こころの相談日（※）/萩市保健セ/13:30～
８日・22日㊎ 健康づくり応援隊体操 / 総合福祉セ
/10:30 ～
12日・26日㊋ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00～
13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～
14日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30～
15日㊎ 健康・栄養相談日/市役所ロビー/12:00～
18日㊊ 倉江健康教室/倉江公会堂/10:00～
21日㊍ 大井グッドヘルス/大井公民館 /13:30～
22日㊎ 今古萩タマちゃん体操会 /今古萩老人憩の家
/13：30～
26日㊋ 江向体操教室/江向１区公会堂 /13:30～
29日㊎ 三見ソナタ/三見公民館/13:30～

◉田万川・須佐地域
８日㊎ 元気もりもり体操会/須佐保健セ/9:30～

12日㊋ 萩市健康体操教室/田万川コミュニティセ/10:00～
13日㊌ 弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30～
14日㊍ みんなの健康運動教室 / 須佐保健セ /13:30 ～
15日㊎ エアロビクス教室 / 田万川コミュニティセ /10:00
～
18日㊊ 平山台体操/田万川農村婦人の家/11:00～
19日㊋ すくすく相談会/田万川保健セ/10:00～
26日㊋ 新・健康ちょ筋教室/田万川コミュニティセ
/9:30～

◉旭・川上地域
12日㊋ 川上健康教室/川上保健セ/10:00～
21日㊍ 乳幼児相談（※）/旭マルチメディアセ /10:00～
26日㊋ あさひ減るしー教室（※）/旭活性化セ /10:00～

◉むつみ・福栄地域
14日㊍ 乳幼児相談（※）/ふくえ～る/10：00～、福栄楽し
く体を動かす会/ふくえ～る /13:30～

ツインシネマ
○ミッドナイト・スワン　～ 1/1
○スペシャルズ　　　　　～ 1/3
○浅田家　　　　　　　　～ 1/8
○星の子　　　　　　　　1/9 ～
○クレヨンしんちゃん　　～ 1/11
激突ラクガキングダムと
ほぼ四人の勇者
○きみの瞳が問いかけている 
　　　　　　　　　　　　～ 1/8
○異端の鳥　　　　　　　1/23 ～

萩ツインシネマ　　☎ 21-5510

イベント

交通規制にご協力を
下水道建設課　☎ 25-3148

■下水道工事（椿地区）
■規制内容　車両通行止め
　（自転車通行可）
■期間　１月中旬～
　　　　　　　３月下旬（予定）
■時間　8:30 ～ 17:00

渡辺蒿
こうぞう

蔵旧宅（江向）
■作者　岡野芳

よ し こ
子（日本手工芸指導

協会師範）
まちじゅう博物館推進課

　☎ 25-3290

手作りたこの展示
1 月 16 日㊏～ 31 日㊐

　9:00 ～ 17:00
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

■製作者　久保田勝
かついち

一
まちじゅう博物館推進課　

　☎ 25-3290
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１
1金

●ふれあいステーション須佐イルミネーション（〜3日）/JR須佐駅周辺/17:00〜
●イルミネフェスタ2020（〜5日）/JR萩駅周辺/17:30〜
●本の福袋2021（～15日）/萩図書館/9:00～
●先生のおすすめの本たち～小川小学校編～（～19日）/田万川中学校図書館/9:00～

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

2土
●冬期企画展「世界遺産・城下町のひみつ」（〜3/30）/萩博物館/9:00〜
●和の音 Concert 萩・明倫学舎in初春/萩・明倫学舎/11:00〜、13:30〜

外科
内科
歯科

眼科
耳鼻科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/弥富

（08387-8-2311）
森（26-8880）
堀（22-4133）

3日

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月
外科
内科

大藤（21-0002）
ふじわら（22-0781）

5火
●おもちゃ図書館開館日（毎週火曜日）/からふる/10:00～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

6水
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/9:30～
●育英小学校の先生がおくる この本、読んで！（～2/3）/須佐図書館/9:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

7木

外科
内科
小児科

田町（24-1234）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

8金

●ちっちゃなおはなし会（毎週金曜日）/明木図書館/10:30～
●おはなしの森（毎週月・金曜日）/子ども図書館/11:00～
●だんすダンス（22日）/児童館/19:00～
●行政相談/ふくえ～る/9:00～

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
山本（26-0077）
花宮（25-8738）

9土
●卓球教室（23日）/児童館/10:00～
●お正月会/萩図書館/14:00～

外科
内科

都志見（22-2811）
柳井（22-0748）

10日
●レコードコンサート新春90分スペシャル/萩・明倫学舎/14:00〜
●めざせゲームマスター（24日）/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）

11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）

12火

●手作りおもちゃの会（ぱくぱく人形）/からふる/10:30～、13:00～
●心配ごと相談/旭マルチメディアセンター/9:30～
●行政相談/田万川総合事務所/10:00～、川上公民館/13:30～

外科
内科

萩むらた（25-9170）
わたぬき（25-2020）

13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）
市原（22-0184）

14木
外科
内科

大藤（21-0002）
萩慈生（25-6622）

15金
●人権・行政相談/須佐総合事務所・旭マルチメディアセンター/10:00～
●人権相談/小川交流センター/10:00～

外科
内科

兼田（22-1113）
みやうち（25-2500）

16土

●伊藤博文旧宅 保存修理工事現場見学会/伊藤博文旧宅/10：00〜
●はぎマルシェ/中央公園/11:00〜
●熱中小学校萩明倫館/総合福祉センター/13:00〜
●おはなし会おひさま（23日、30日）/子ども図書館/14:30～

外科
内科

めづき（22-2248）
ふじわら（22-0781）

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日 ●うどん作り/児童館/10:00～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

18月

外科
内科
小児科

田町（24-1234）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

19火
●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/からふる/11:00～
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30～

外科
内科

萩市民（25-1200）
中嶋（22-2206）

20水 ●元気な時にかかる医者/児童館/10:30～ 外科
内科

萩むらた（25-9170）
わたぬき（25-2020）

21木 ●子育て応援講座/児童館/10:30～ 外科
内科

都志見（22-2811）
柳井（22-0748）

22金 ●イラスト教室/明木図書館/15:30～ 外科
内科

兼田（22-1113）
市原（22-0184）

23土 ●みんなでミュージック/児童館/13:30～
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
萩慈生（25-6622）
花宮（25-8738）

24日 ●リサイクル雑誌/萩図書館/9:00～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/福賀

（08388-5-0863）

25月
外科
内科

大藤（21-0002）
ふじわら（22-0781）

26火 ●心配ごと相談/むつみ地域世代交流拠点施設/13:30～ 外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

27水
外科
内科

萩市民（25-1200）
中嶋（22-2206）

28木 ●子育て相談/児童館/10:30～ 外科
内科

都志見（22-2811）
全真会（22-4106）

29金
外科
内科

田町（24-1234）
市原（22-0184）

30土
外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

31日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

夜間・休日当番医●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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人の動き 人口／45,565人（前月比-37）　男／21,065人（前月比-19） 　女／24,500人（前月比-18）
世帯数／23,117世帯（前月比-5） 　出生／13人　死亡／55人　（令和２年11月末日）

　「広報はぎ」に対するご意見・ご感想をお寄せください。お寄せいただいたご意見・ご感想は、今後の
広報紙づくりの参考にさせていただきます。
 ●問い合わせ / 秘書広報課 ☎ 25-3178　FAX 26-5458　メール kouhou@city.hagi.lg.jp　

慶 弔 だ よ り
お誕生おめでとう

ご結婚おめでとう

お悔やみ申し上げます

※令和２年11月16日～12月15日
　広報はぎ慶弔欄記載申込書に記入された
内容で、掲載しています。
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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？

　「正月飾り」ほか、福を招く吉祥
の意匠が描かれた絵画や工芸品な
ど、毛利家伝来のめでたい品々を展
示します。

１月１日㊎㊗～ 24 日㊐
　9:00 ～ 17:00

毛利博物館 ☎ 0835-22-0001

防 府

　国語の教科書に掲載された中也の
詩を中心に、中也の詩の魅力や豊か
さに迫ります。

２月 14 日㊐まで
　9:00 ～ 17:00

中原中也記念館
　　☎ 083-932-6430

山 口

　美祢のええもん発信隊「L
リ ン ク
inQ」

や「Y
ヤ マ カ ツ
amakatsu」「H

ハ ウ ハ イ
AUHAI」が来

場。
2 月 14 日㊐～
秋芳洞及び秋芳洞ふれあい広場

（ 一社）美祢市観光協会
　☎ 0837-62-0115

美 祢

　イタリアの病院屋上から祈りの演
奏を届け、世界で注目を浴びた横山
令奈の来日公演。

１月 23 日㊏　15:00 ～　
宇部市渡辺翁記念会館
宇部市文化創造財団

　☎ 0836-35-3355

宇 部

　県内の名産品の販売や屋台グルメ
など約 50 店舗が出店。

1月9 日㊏～ 11日㊊㊗
　9:30 ～ 18:00

おのだサンパーク
山陽小野田市 名産品推進協議会

　0836-82-1313

　鷗外自筆の扁額や、津和野が生ん
だ劇作家・中村吉蔵自筆の扁額を展
示。

4 月 4 日㊐まで　9:00 ～ 17:00
森鷗外記念館

　　☎ 0856-72-3210

津和野

教科書で読んだ中也の詩
　　　　―思い出の一篇

森鷗外記念館
コレクション特別展

2021出張萌えサミット
in秋芳洞

横山令奈 Lena Yokoyama
ヴァイオリン・リサイタル

毛利博物館企画展
「正月飾り」 名産品フェア

地域おこし協力隊員（7 期生）
　市では、少子高齢化と人口減少が進み、地域再生が課題となっています。地域外の人材を活用し地
域力の維持・強化を促進するとともに、その人材の定住・定着を図るため、地域おこし協力隊を募集
します。

地域 募集
人数 活動内容

萩

1人
ジオパーク「萩なぜ
うま物語」プロジェ
クト広報活動等

2人 高校魅力化支援活動
等

１人 文化財施設の活用促
進等

弥富 １人 観光振興、地域活性
化等

■対象者　応募時点で３
大都市圏など都市地域等
に住民票を有する、また
は他地域で地域おこし協
力隊員として２年以上活
動し任務を終えてから１
年以内の方で、採用後に
市に住民票を異動して居
住でき、雇用期間終了後も市に定住し、就業・起業する
意欲がある方。
※その他、普通自動車運転免許や、パソコンの操作が可
能なことなど
■求められる経験・人材等
　詳しくは、移住スカウトサービス「S

ス マ ウ ト
MOUT」をご覧

ください。
■募集人員　５人

■任期　４月１日～令和４年３月 31 日（着任日は採
用決定後相談。取り組みや成果等で最長３年まで延長
可。）
※令和 3 年度の採用となるため、3 月議会終了後の
採用決定となります。
■勤務条件等
○雇用形態　萩市会計年度任用職員（パートタイム）
○勤務時間　７時間 45 分、週４日勤務（土・日曜日、
祝日勤務あり）
○報酬　詳細は市 HP をご覧ください。
○福利厚生等　社会保険等に加入。原則、住居（家賃
上限あり）や業務上必要な物品等は市が用意。
■申込方法　１月 22 日㊎（必着）までにおいでませ、
豊かな暮らし応援課備え付けの申込書（市 HP からダ
ウンロード可）、市販の履歴書等を郵送、持参。
※詳しくは、市 HP をご覧ください。

おいでませ、豊かな暮らし
応援課　☎ 25-3360
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 石川県輪島市姉妹都市提携 30 年記念　シリーズ輪島市を知ろう！

【第９回】輪島市の有名人

　輪島市の有名人に日本漫画界の巨匠　永
な が い

井豪
ごう

先生
がいます。
　豪先生は、幼少期を輪島市で過ごし、手

て づ か
塚治

お さ む
虫先

生の漫画「ロストワールド」に出会い、漫画家を目
指しました。1967 年に漫画家デビューし、1968
年に「ハレンチ学園」が大ヒット。社会現象になる
など漫画界の常識を塗り替えました。その後は、「デ
ビルマン」や「キューティーハニー」がアニメ化さ
れ、「マジンガー Z」がロボット漫画の新境地を開
くなど、数々のヒット作品を生み出し、その人気は
海外にまで広がりました。
　そんな巨匠が名誉館長を務める「永井豪記念館」
が輪島朝市通りにあります。同記念館は、高さ２ｍ
のマジンガー Z や、普段見ることのできない原画

の展示、また、輪島ならではの永井豪作品が描かれ
た塗パネルを販売しています。
　館内の壁には、豪先生直筆の「キューティーハ

永井豪記念館 HP 永井豪記念館

お出かけ情報お出かけ情報

　萩博物館内ミュージアムショップとレストラ
ンは、１月２日から営業します。

ショップで 1,000 円以上お買い上げの方に
は、もれなく萩博オリジナル缶バッチをプレゼ
ントします。（毎日 30 人限定）
■NPO 会員募集中！
　あなたもまちじゅう博物館づくりに参加しま
せんか。

NPO 萩まちじゅう博物館　☎ 25-3177

NPO まち博
年始のおもてなし

◎和の音 Concert 萩・明倫学舎 in 初春
　箏・十七絃三重奏、長唄三味線・地唄を演奏
します。

1 月 2 日㊏　① 11:00 ～、② 13:30 ～
萩・明倫学舎インフォメーションセンター

■出演者　ストゥリングス、杵
き ね や

屋邦
く に よ

世さん、
下
しもむら

村邦
く に こ

子さん

◎レコードコンサート新春 90 分スペシャル
　いつもより時間を拡大して、お客様からのリ
クエスト曲をお届けします。
　今回は、真空管アンプの音を
お楽しみいただきます。

１月 10 日㊐　14:00 ～
萩・明倫学舎インフォメーションセンター

■リクエスト受付時間　13:30 ～
　（会場のレコードからお選びください。）
※レコードを持参される方は事前にお問合せく
ださい。

ニー」や「マジンガー
Z」が描かれています。
作品に親しんでこられ
た方も、初めての方も
永井豪ワールドをぜひ
体感してみてくださ
い。

NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

◎萩にゃん。缶バッチプレゼント！
　１月１日㊎㊗～３日㊐お正月に萩・明倫学舎
2 号館（有料）に入館された方に特製「萩にゃん。
缶バッチ」プレゼントします。各日先着 50 人。

NPO 萩明倫学舎
年始のおもてなし

　萩・明倫学舎は１月１日から開館します。
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はぎマルシェ
　農家さんオススメの季節
野菜はもちろん、萩産農水
産物を使った料理を購入することができます。

１月 16 日㊏　11:00 ～ 15:00
中央公園

※当日、出店店舗で使えるギフト券をプレゼン
ト。詳しくは、公式 Facebook をご確認くだ
さい。

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

伊藤博文旧宅
保存修理工事現場見学会

　伊藤博文旧宅は、昭和 49 年度に解体修理工
事を行い、40 年以上が経過し、茅葺き屋根の
傷みやシロアリによる被害が深刻になってきた
ことから、令和２年１月から保存修理工事を
行っています。
　現在、茅葺き屋根の工事を進めており、建物
の構造や特徴がよくわかる機会です。ぜひ保存
修理の見学会にご参加ください。

１月 16 日㊏　10:00 ～ 12:00
伊藤博文旧宅

※申込不要。マスクの着用、動きやすい服装、
靴でお越しください。車の方は伊藤博文別邸南
側・松陰神社前の駐車場をご利用ください。

文化財保護課　☎ 25-3835

山口県立萩美術館・浦上記念館 ☎ 24-2400

吉 田 博「 瀬 戸 内 海
集　光る海」大正 15

（1926）年

《１月開始の普通展示》　１月２日㊏～
浮世絵　吉田博

ひろし
の風景版画

東洋陶磁　中国やきもの入門 ( 華南編 )
陶芸２　はなやぎのかたち
■学芸員による解説 ( いずれも 11:00 ～ )
・はなやぎのかたち　１月９日㊏
・吉田博の風景版画　１月 23 日㊏
※要事前予約。申込方法は HP または電話。

《イベント》お正月は美術館に行こう
１月２日㊏

■迫力の和太鼓演奏と疫病退散祈願の神楽公演
美術館広場（屋外）

○大板山たたら太鼓同好会の演奏
① 10:30 ～、② 13:15 ～
○むつみ神楽保存会による公演
　「鐘

しょうき
馗」　11:30 ～

■休館日　１月１日㊎㊗、12日㊋、18日㊊、25日㊊
■開館時間　9:00 ～ 17:00( 入場は 16:30 まで )
■料金　300 円　70 歳以上 18 歳以下無料ほか

・展覧会鑑賞者先着100人
　にオリジナルポチ袋にお
　みくじとお年玉グッズを
　入れてプレゼント
・令和３年の新成人は展覧
　会が無料
・アート年賀状2021作品
　展示（１月31日㊐まで）
・HPでポチ袋とマスクケー
　スの型紙をプレゼント
　（１月31日㊐まで）

はぎビズ１周年
記念セミナー

2 月 2 日㊋　13:30 ～ 15:00（13:15 開場）
総合福祉センター
「ニューノーマル時代の企業経営　強みを活

かして売上 UP ！～ビズモデルによる中小企業
支援の必要性～」

小
こ い で

出宗
むねあき

昭（小出宗昭事務所、㈱イドム代表）、
　獅

し し の
子野美沙子（はぎビズセンター長）

100 人
１月 22 日㊎までに、商工振興課へ

　☎ 25-3108

※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。
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　今年度修復を終えた県下最大級の城下町絵図をはじめとした多数の絵図資料を展示し
ます。なぜ「萩城下町」がこれまで大きく改変されなかったのか、その謎を「低湿地」・

「夏みかん」・「鉄道」・「災い」・「ダム」の５つのキーワードから解き明かしていきます。

■開館時間　9:00 〜 17:00（入館 16:30 まで）　
■観覧料　大人 520 円 / 高校・大学生 310 円 / 小・中学生 100 円

【休館日変更】１月１日㊎㊗、27 日㊌〜 29 日㊎、毎週水曜日

冬期企画展 「世界遺産・萩城下町のひみつ」3/30㊋
まで 萩博物館　☎ 25-6447

「ふゆのいきもの大捜索」
　冬の萩のいきものの生体や剥製を
展示しています。タカラガイが貰え
る探 Q ミッションを実施中。

「萩城下町体感ツアー」
　萩城下町のひみつを体感するまち歩きツ
アーを開催します。 

3 月 6 日㊏、13 日㊏、20 日㊏㊗
※日程は変更となることがあります。事前予
約制、詳細や応募方法は萩博物館 HP へ

< 関連イベント > <探Qはぎ博>

　皆さまのご参加をお待ちしております。
２月４日㊍　14:00 〜 15:30
「私の分岐点」
市民館大ホール（場合によっては、会場の変更あり）
１月 20 日㊌（必着）までに、市民館、各総合事務

所・公民館に備え付けの申込用紙に必要事項を明記の
うえ、各窓口に提出（FAX 可）。または、①住所、②
氏名、③電話番号を明記のうえ、〒 758-8555　萩
市文化・生涯学習課「未来を切り拓くひとづくりセミ
ナー」係へ郵送。（はがき、封書問わず）
■その他　未就学児の入場不可（託児有）、手話通訳、
要約筆記、磁気ループ席有

未来を切り拓く
ひとづくりセミナー

　1973 年、アメリカ生ま
れ。1999 年 エベレスト
の登頂に成功し、25 歳で
７大陸最高峰世界最年少記
録を樹立。

アルピニスト 野口　健

萩・椿まつり

観光課　☎ 25-3139

併催中

「萩によりくるクジラたち」
　萩でのクジラの話題を展示で紹介
しています。入賞すると缶バッジが
貰える絵画コンテストを実施中。

講師

文化・生涯学習課　☎ 25-3590、FAX25-3149

「萩市成人式」延期について
　１月２日㊏開催予定の萩市成人式は、新型コロ
ナウイルス感染症の全国的な感染拡大を受け、延
期することになりました。
　延期の日程は、改めてお知らせします。　

文化・生涯学習課　☎ 25-3590

期間
場所

２月 11 日㊍㊗〜３月 20 日㊏㊗
笠山椿群生林

■オープニングイベントほか
■その他イベント等詳細は、萩市観光協会 HP（上
記 QR）ご覧ください。

萩の花めぐり観光周遊バスの運行

萩観光シーズン開き
２月７日㊐　9:00 〜
萩城跡指月公園
萩市観光協会　☎ 25-1750

　萩の自然を楽しんでいただくため、市内観光施
設・花の見所スポットを巡り、周遊する観光バス
を運行します。

萩・明倫学舎⇔道の駅「萩しーまーと」
⇔越ヶ浜駐車場⇔笠山椿群生林他１コース

期間 萩・椿まつり開催期間の土・日・祝日
コース

（無料ゾーン）

最新の情報を随時お届けします！
公式 Facebook「山口県萩市」


