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新型コロナウイルス感染症予防のためのお知らせ
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【表紙の説明】　１月 16 日、旧明倫小学校屋内運動場に親子
の遊び場「あそぼー舎（あそぼーや）」がオープンしました。
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　新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、令和
３年春卒業の高校生の就職活動への影響が懸念されて
いました。このような中、地元就職を応援するため、
地元就職された生徒に激励金を交付します。

■対象となる生徒（①・②ともに該当する方）
①令和２年度（３年春）に高等学校を卒業する、萩市
内に所在する高等学校に通学、または市内の中学校を
卒業して市外にある高等学校に通学している方
②令和３年度の新規採用の正社員として、原則市内に
本店等がある事業者に内定し、萩市に居住すること
■激励金額　５万円（激励会で目録をお渡しします）

■手続方法　３月 31 日㊌までに、商工振興課へ所定
の申請書兼請求書を提出
※３月１日㊊以降の場合は、激励会での
交付に間に合わない場合があります。

◎激励会　
■とき　３月８日㊊　10:00 ～正午　
■ところ　総合福祉センター大会議室
※ 10:30 からは新卒高校生向けの
研修会（講師：JAL スカイ九州予定）
を開催しますので、ご参加ください。

商工振興課　☎︎ 25-3108

がんばろう萩！新卒高校生市内就職激励金

　強い冬型の気圧配置による今年一番の強い寒気が流
れ込んだことにより、１月７日から９日にかけて市内
全域で気温が低下しました。萩地域では、８日に最低
気温が氷点下 4.0 度、最高気温が氷点下 0.1 度となり、
９日には６センチの積雪がありました。

　この寒波の影響で、水道管等が凍結し破損したこと
により、多くの漏水が発生しました。その漏水により
配水池の水位が低下し、福栄地域では１月 11 日から
727 戸で断水を余儀なくされましたが、紫福地区か
ら福川地区と徐々に解消され、１月 15 日にはすべて
の地区で解消されました。

◎寒波による水道料金等の減額
　１月７日からの寒波による給水装置（水道管・給湯
器等）の破損に伴う漏水により、使用水量が増加した
場合は、水道料金・下水道使用料を減額しますのでお
知らせください。

上下水道局総務課料金係　☎︎ 25-2398
　各総合事務所産業振興部門

今年一番の寒波と積雪　各地の水道管に被害も！

水道管の凍結にご注意を！
　気温が氷点下になると、防寒の不十分な水道管は水
が凍ったり、破損したりします。凍結により給水装置
が破損した場合にかかる修理費用は、所有者の負担と
なります。
○防寒の方法
①屋外の水道管等は、保温材や毛布等を巻くなどする
と凍結予防に効果的です。
②給湯器は「電源プラグ」を抜かずに運転スイッチを
切り、お湯側の蛇口から糸を引く程度の水を流してく
ださい。詳しくは、給湯器の取り扱い説明書をご確認
ください。 水道管

メーターボックス

○凍結した場合
　自然に溶けるのを待ちましょう。熱湯などをかける
と、水道管やメーターが破損することがあります。
○破損した場合
　メーターボックスの中のバルブを右にまわして水を
止めるか、破損部分に布などを巻き、針金やヒモで固

▲貯水タンクへの給水

▲給水袋配布

定してください。
応急処置を済ませたら、
市指定の給水装置工事事
業者または水道工務課、
各総合事務所産業振興部
門へ連絡してください。
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緊急事態宣言が、下記の 11 都府県を対象区域として２月７日㊐まで発出されています。

　また、緊急事態宣言が発出された以外の区域においても、全国的に感染者数が増加しており、医療
提供体制の維持が厳しい状況になっています。

新型コロナウイルス感染症予防のためのお知らせ

栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県

〇緊急事態宣言の対象区域や感染が増加している地域への不要不急の往来は控えてください。やむを
得ず、これらの地域へ行かれる場合には、移動先において感染リスクが高まる「５つの場面」を避け
るなど、万全の感染防止対策をお願いします。

〇また、これらの地域から戻られた方や来訪された方は、２週間は体調管理に努め、体調がすぐれず、
発熱や咳など感染が疑われる症状が出た場合は、かかりつけ医や県の受診・相談センターに連絡し、
医療機関で受診してください。

市民の皆さまへ

感染リクスが高まる「５つの場面」に注意しましょう特に

■発熱などの症状のある方の相談窓口
・かかりつけ医のある方　⇒　まずは、かかりつけ医に電話で相談　※受診前に必ず電話を。
・かかりつけ医のない方、相談する医療機関に迷われる方　⇒　山口県新型コロナウイルス感染
症相談窓口「受診・相談センター」☎ 083-902-2510（専用ダイヤル：毎日 24 時間対応）

発熱などの症状がある場合には、すぐに「かかりつけ医」などに電話でご相談を！

コロナワクチン接種に向けた組織体制の整備

〇日常生活において、手洗いの励行、「３つの密」を避ける、
人と人との距離をとるなど、感染拡大を予防する「新しい生活
様式」等を活用した感染防止対策を徹底してください。特に飲
食時は、普段一緒の人と少人数で、席は斜め向かい、会話時は
マスク着用などにより感染リスクを下げてください。

参考　内閣官房新型コロナウイルス対策推進室

　迅速かつ適切にワクチン接種を開始できるように、市の担当組織と
して「予防・ワクチン接種班」を新たに設置（令和 3 年 1 月 18 日）

（令和３年1月22日現在）
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■市長
〇萩医療圏では医師の不足と高齢化が著しく、救急患
者の受入等、医療体制が崩壊寸前で危機的な状況。
〇限られた医療資源を有効活用し、地域に必要な医療
を提供し続けるには、既存の急性期医療を担う病院同
士の統合が最も有効な手段。
〇地域の核となる病院ができることで、医師等を確保
しやすい環境が整い、診療科が維持される等、市民に
とって安心・安全な暮らしやすいまちになると考える。
■市民病院米澤院長
〇中核病院で二次救急を断らずに受け入れるために
は、早い段階で１つの病院に集約する必要がある。一
方で、統合を円滑に行うためには組織融合への配慮も
必要。
■都志見病院亀田院長
〇萩医療圏の二次救急や診療科の維持は危機に直面し
ている。医療従事者を確保するためには、中核病院に
よる新たな医療体制の構築が必要。
　
参加者からの主な意見
〇中核病院づくりを進め、医療の充実を図ってほしい。
市外の病院で手術をしても、術後の治療は中核病院で
受けられるようにしてほしい。
⇒高度な治療が必要な場合、市内に専門医がいないた
め、山口大学等と連携を取り、治療してもらっている。
治療後は両病院でも継続治療を行っており、中核病院
でも引き続き医療連携を図っていきたい。
〇在宅につなげるための地域包括ケアや緩和ケア、リ
ハビリテーション機能を設けてほしい。また、放射線
治療が萩で受けられるようにしてほしい。
⇒専門医の確保や採算性等課題は多いが、需要も増え

てきており、検討したい。
〇地方独立行政法人のトップとなる人が決まらなけれ
ば、具体的な話が前に進まないのでは。
⇒できるだけ早く決めたい。
〇感染症対策や災害拠点病院について検討してほしい。
⇒感染症対策は県等の関係者と議論し、しっかりと考
えていきたい。災害拠点病院についても、より一層機
能の充実を図りたい。
〇多額の経費がかかる病院経営を地方独立行政法人と
いう運営形態で支えられるのか。税金が高くなり、住
みにくくなるのではないか。
⇒多額の経費がかかるからこそ、地方独立行政法人に
よる効率的な経営が必要と考える。
〇地方独立行政法人化後も、経営に無駄がないか検証
してほしい。
⇒地方独立行政法人になれば、より経営的な発想が持
ち込まれる。法人として、しっかり検証を行う。
〇３月に市長選があるが、市長が交代した場合、中核
病院の計画はなくなってしまうのか。
⇒市長が交代した場合、新しい市長の判断に委ねられ
ることになるが、この中核病院の問題は一刻の猶予も
なく、議論を進めなければ萩市の医療崩壊につながり
かねない事態である。
〇特定健診等の予防医療をもっと充実させるべき。
⇒「中核病院の基本的な方向性」の中にも予防医療を
掲げており、その実現に向けて取り組んでいきたい。
〇専門外来を含め、小児科を維持してほしい。
⇒特殊な分野の専門医は県内でも少ないが、萩医療圏
に必要であるため、引き続き維持していきたい。

中核病院形成推進室　☎ 21-3120

　１月 11 日、「市長との意見交換会」を萩市総合福祉センター多目的ホールで開催し、
市民約 40 人の参加がありました。市長と市民病院・都志見病院の両病院長が萩の医療の
現状や課題、中核病院づくりについて説明を行った後、意見交換を行いました。

市長との意見交換会「～市長と話そう！
萩の医療のこと、中核病院のこと～」を開催シリーズ
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　新型コロナウイルスの感染
拡大が始まってから約１年。
　まずは、年末年始のお休み
も返上して感染症にかかる対
応に従事された医療機関や介
護福祉施設をはじめとする関
係者の皆様、そして、感染防
止対策に取り組んでいただい
ている市民の皆様に、心から

ご慰労と感謝を申し上げたい。
　ご承知のとおり、感染急拡大により、現在、首都圏
に加え、お隣の福岡県を含めた 11 都府県を対象に緊
急事態宣言が発出されている。引き続き、感染防止対
策の徹底にご理解とご協力をお願いしたい。
　さて、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によ
り、都市部への過度な人口集中によるリスクが再認識
され、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る。
　国が、東京圏在住の 20 ～ 50 代の１万人を対象に、
昨年実施した調査では、約５割の人が「地方暮らし」
に関心を持っていると回答するなど、全体的に若者が
関心を持っている。
　萩市においても、萩暮らし応援センターへの移住相
談件数、移住件数ともに、４月以降、昨年と比較して
約２倍に増加しており、過密を避け、自然の中で心豊
かに暮らすことができる地方での暮らしへの関心の高
まりを実感している。
　そこでこの機をとらえ、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た事業として、新

市長コラム 新たな取組「萩フレンド保険」発進！萩の魅力を発信！
たに「萩フレンド保険」事業を展開していくこととし、
先の議会でお認めいただいた。
　「萩フレンド保険」は、県外在住者を対象に加入者
を 100 人程度募集し、加入者が被災した際に、萩市
内での宿泊場所を提供することにより、一時避難先と
して萩で安心して過ごしていただこうというもので、
災害等もしもの事態に備えていただくという点から、
保険の名称を用いている。
　加入された皆様には、萩市の特産品送付や市内宿泊
施設の宿泊助成、萩体験ツアーへの招待等の加入特典
を最大限に利用することにより、萩市とのつながりを
つくっていただくことができる。
　「萩フレンド」には、この事業をきっかけとして、
萩市から離れた地に住む方が、萩市と継続的に関わり
たい、萩市を定期的に訪れたい、萩市の地域課題の解
決に向けたお手伝いをしたいといった気持ちから萩市
との関係を築いていただき、萩市と「友人」のように
つながっていただきたいという思いを込めている。
　全国的にも珍しく、山口県において初めての取組と
なるこの「萩フレンド保険」の加入者募集を２月１日
から開始する。
　２月には、県内自治体としては初となる 8K による超
高画質で撮影した観光 PR 動画の配信も予定している。
　コロナ禍にあっても、さらなる移住定住の促進とと
もに、コロナ収束後の観光需要の取り込みに備える必
要がある。そのため、市長として自ら先頭に立ち、本
市の施策や取組、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、豊かな自然をはじめとする萩の
魅力を積極的に発信してまいりたい。

子どもも大人も！「あそぼー舎」であそぼーや！
■開館時間　平日 13:00～ 18:00（金曜日は 21:00ま
で）、土曜 10:00～ 21:00、日・祝日 10:00～ 18:00
■休館日　毎週火曜日　
■入館料　100 円（高校生までは無料）

萩市児童館 ☎︎ 25-1025

低学年優先エリアは、跳んだり回ったり、
自由に遊びと運動ができます。

未就学児専用エリアは、軽くて適度な弾力がある
大きなブロックで、自由に遊ぶことができます。
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　市民の皆さんと一緒に、これからのまちづくりについて、意見交換などを行う「萩まちづくりセッショ
ン」を小学校区ごとに各地域で開催してきました。市民の皆さんからご意見をいただきましたので、その
一部を紹介します。（※いただいた意見と回答については、市 HP に順次掲載していきます。）

萩まちづくりセッション 秘書広報課　☎︎ 25-3178

意見　
　田万川温泉周辺ですが、雑草の丈が伸びて管理がされていません。そのためご
みのポイ捨ても多発していますので対応をお願いします。
回答
　田万川温泉周辺の除草とごみの不法投棄ですが、現地を確認して対応します。
草が生えていると人目につかないので、ポイ捨てなど悪循環が発生しますので、
除草等の管理を徹底したいと思います。　

11 月 5 日㊍（多磨小学校区）

意見　
　外国では新型コロナウイルスの予防接種がすでに始まって、国会でもワクチン
が議論されています。市として予防接種が開始されたら、接種の順番はどのよう
になりますか。また、市民への周知はどのような方法でされますか。
回答
　ワクチン接種の順番については、国が示している順番に沿って市も進めていく
予定です。最初に医療従事者等の方、次に高齢者の方、そして基礎疾患のある方
と高齢者施設等で従事されている方、その後に一般の方という順番となります。
　予防接種について、いつからどこで受けられるかなど個人個人にお知らせして
いきたいと思います。

1 月 20 日㊌（須佐地区）

意見　
　マイナンバーカードの申請は総合事務所の出張受付で行うことができますが、
マイナポイントの申込みは市役所に出向かないとできません。また、カード申請
時にマイナポイント制度についても説明してもらいたい。
回答
　マイナンバーカードの出張受付と同様に、マイナポイントの申込みについても
地域で行えるよう検討いたします。また、マイナポイント制度の仕組みについて、
わかりやすい資料を作成し、マンナンバーカードの手続き時等に配布を行います。

1 月 14 日㊍（小川小学校区）

意見　
　弥富地区には萩ジオパークのジオサイトが数ヶ所ありますが、トイレがないの
が問題だと思います。また「畳ヶ淵」には落とし込み式の簡易トイレがあります
が、できれば水道施設を延長して水洗トイレにしてほしい。
回答
　現在、「畳ヶ淵」は簡易トイレということで、ご利用される方に大変ご不便を
お掛けしています。ご意見のように、水道を畳ヶ淵まで引っ張る方法や井戸を掘
削し地下水を利用する方法など、今後様々な方法を検討していきたいと思います。

1 月 21 日㊍（弥富地区）

令和２年度の萩まちづくりセッションは終了しました。昨年 7 月から市内 19 カ所で開催し、
約 900 名の方の参加がありました。ありがとうございました。
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　「萩まちじゅう博物館構想」を昨年 10 月に改定
し、構想の基本理念や基本方針に沿った、具体的な
取組を定める「萩まちじゅう博物館 基本計画・行
動計画」についても改定を行います。
　改定案について、市民の皆さんからのご意見を募
集します。
■期間　2 月８日㊊～ 3 月 10 日㊌

本庁市政情報公開コーナー、まちじゅう博物館推
進課、各総合事務所地域振興部門、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、メールまたはま
ちじゅう博物館推進課、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 萩市まちじゅう博物館推
進課　FAX 25-3142、メール machihaku_jimu@
city.hagi.lg.jp

まちじゅう博物館推進課　☎︎ 25-3290

　市では、都市部から移住して地域活性化に取り
組んでいただける方を「萩市地域おこし協力隊」
として平成 27 年度から採用し、現在 19 人の隊
員が市内各地で精力的に活動を行っています。
　この度、地域おこし協力隊の活動を地域住民の
皆さんに知っていただくための、活動報告会を開
催します。

2 月 23 日㊋㊗　9:00 ～ 17:00
萩・明倫学舎　多目的復元教室

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、開催
延期の場合有り。
■内容　地域おこし協力隊員による活動資料展示
■参加費　無料

おいでませ、豊かな暮らし応援課定住対策係　
　☎︎ 25-3360

萩まちじゅう博物館
基本計画・行動計画（改定案）

萩市地域おこし協力隊活動報告会
パブリックコメント 募集！
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ごみ処理量の推移

環境報告 萩市のごみ処理量の推移令和元年度

ごみの状況
○燃やせるごみ
　前年度より1457ｔ減
　（約10.2％減）
・収集ごみ⇒33ｔ増加
・直接搬入量⇒1490ｔ
減少
○資源ごみ
　前年度より16ｔ減

○燃やせないごみ
　前年度より98ｔ増
　（約7.4％増）
・収集ごみは20ｔ増
・直接搬入量は78ｔ増
○その他
・大型ごみ⇒18ｔ増
・有害ごみ⇒3ｔ増

★水切りを心がけましょう！
　生ごみの約 8 割が水分と言われています。
水を絞って、ごみをだす「水切り」は、ごみ減
量に効果大です。ぜひ、ご協力をお願いします。

　「みんなのメダルプロジェクト」が目標を達成し終了したことに伴い小
型家電回収ボックスを廃止します。ご協力ありがとうございました。

ご注意
ください！

○小型家電回収ボックスを 3 月末に廃止します。

　資源ごみはリサイクルや売却により、市民の皆さ
んへ還元できる資源です。正しいごみの分別は環境
の為だけでなく、皆さんの生活へ還元されます。

リサイクル率は
24.2％ ○前年度より2.4ポイント増

　市では「日本一ごみのないまち・萩」を目標に掲げ、
ごみの減量と地域美化を進めています。
　令和元年度ごみの総量は 16,396 ｔ、市民１人１日
あたりのごみの排出量は 976 ｇです。1 人あたり約
牛乳パック 1 つ分の重さの量を排出しています。昨
年度より 1 人 1 日あたり 57 ｇも減少できました。

環境衛生課　☎︎25-3146

Facebook
でも随時活動
内容公開中
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所得税、市・県民税など 税申告の手続きはお早めに

所得税および復興特別所得税の確定申告

　市・県民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高
齢者医療保険料の申告書と記載説明書を広報はぎ２月
号と一緒に各世帯に配布しています。申告が必要な方
は、早めの申告をお願いします。

▽事業をしている方
▽不動産所得がある方（地代、家賃など）
▽令和２年中の所得の合計金額から、基礎控除、配偶
者控除、その他の該当する所得控除の合計額を差し引
き、その金額を基として計算した税額が、「配当控除額」
等の合計額を超える方
▽給与所得者で、次に該当する方
・給与の収入金額が 2,000 万円を超える方
・給与所得や退職所得以外の所得が 20 万円を超える
方
・給与を２か所以上から受け、年末調整されなかった
給与の収入額と給与所得や退職所得以外の各種所得額
の合計が 20 万円を超える方
・勤務先で年末調整をしていない方

◎申告が必要な方

◎申告すれば税金が戻る方
　確定申告をする必要がない方でも、申告すると給与
や公的年金から源泉徴収された所得税等が戻る場合が
あります。
▽年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
▽多額の医療費を支払った方
▽災害や盗難にあった方
▽住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増
改築した方
▽特定の寄付をした方

※公的年金等の収入金額が 400 万円以下、かつ、年
金所得以外の他の所得金額が 20 万円以下の方は所得
税等の確定申告は不要ですが、医療費控除等の所得税
等の還付を受ける場合は、申告が必要です。

市・県民税の申告
◎申告が必要な方
　令和３年１月１日現在萩市に住所のある方で、令和
２年中に収入のあった方
◎申告が不要な方
▽所得税等の確定申告をした方
▽勤務先などから給与支払報告書が市に提出されてい
る方
▽昨年１年間無収入の方
※児童扶養手当や公営住宅入居等の申請で、所得証明
書や課税証明書等が必要な方は、全く収入がなくても
申告が必要です。

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢
者医療保険料の申告

★ご注意ください！
　申告がない世帯は、前年所得が軽減基準以下であっ
ても保険料の軽減を受けることができません。
　また、高額療養費などの自己負担額や、入院時の食
事代の区分が市民税課税世帯の扱いとなります。
◎申告が必要な方
▽国民健康保険に加入している方で、平成 14 年４月
　１日以前に生まれた方
▽介護保険第１号被保険者（昭和 32 年４月１日以前
　に生まれた方）およびそのご家族
▽後期高齢者医療制度に加入している方およびそのご
　家族

■主に次の方は申告が必要です
・非課税収入（失業保険給付・傷病手当等）、非課税
年金（障害年金・遺族年金・公務扶助料等）を受給さ
れている方
・収入が全くない方（家事従事・失業・病人・学生等）
・仕送り、貯蓄で生活されている方
・令和３年１月２日以降に萩市に転入された方

◎申告が不要な方
▽所得税等の確定申告、市・県民税の申告をした方
▽勤務先などから給与支払報告書が市に提出されてい
　る方
▽昨年１年間無収入の方のうち、税法上の被扶養者
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受付
期間 ２月16日㊋～３月15日㊊

申告受付相談・事前相談日程表 市役所本庁の申告会場は、市民館小ホールです
行政区別に申告受付相談・事前相談を行います。

忘れずに持参してください！
　申告の受付相談・事前相談を受けら
れるときには、次の書類などが必要で
す。
・申告書、印鑑
・個人番号カードまたは通知カー
ドおよび本人確認書類（運転免許
証など）
・令和２年中の収入、支出の分か
るもの（給与や公的年金などの源
泉徴収票、給与明細書、収支計算
書、現金出納帳、営農取引通知書、
領収書など）
・各種控除に必要なもの（国民健
康保険料、国民年金保険料、生命
保険や地震保険等の支払証明書、
医療費通知など）
・その他申告に必要と思われる書
類

地域 地区 とき（㊏・㊐・㊡を除く） ところ

全地域 萩市全地区 2月16日㊋～3月15日㊊ 市民館小ホール
（8:30～17:00）

萩

見島 2月３日㊌、４日㊍ 見島ふれあい交流センター
相島 2月８日㊊ 相島小中学校
木間 2月９日㊋ 旧木間小中学校
大井 2月24日㊌～2月26日㊎ 大井公民館
三見 3月３日㊌～５日㊎ 三見公民館
大島 3月８日㊊、９日㊋ 大島公民館

川上
旭

川上 2月16日㊋～22日㊊ 川上総合事務所
明木 2月24日㊌～3月4日㊍ 旭マルチメディアセンター

佐々並 3月５日㊎～12日㊎ 旭活性化センター

田万川
須佐

弥富 2月16日㊋～18日㊍ 弥富交流促進センター
小川 2月19日㊎～25日㊍ 小川交流センター
須佐 2月26日㊎～3月5日㊎ 須佐総合事務所
江崎 3月８日㊊～3月12日㊎ 田万川総合事務所

むつみ
福栄

紫福 2月16日㊋～19日㊎ 福栄老人福祉センター
高俣 ２月22日㊊～26日㊎ むつみコミュニティセンター
福川 ３月１日㊊～５日㊎ 福栄コミュニティセンター
吉部 ３月８日㊊～12日㊎ むつみ農村環境改善センター

所得税および
復興特別所得税

・消費税

萩税務署　☎︎22-0900
音声ガイダンスに従って案内
番号２を選択してください

市・県民税 課税課市民税係　☎︎ 25-3136
各総合事務所市民窓口部門

国民健康保険料・
介護保険料

課税課市民税係　☎︎ 25-3781
各総合事務所市民窓口部門

後期高齢者医療
保険料

市民課保険年金係
☎︎ 25-3239
各総合事務所市民窓口部門

■税務署からのお知らせ

■問い合わせ

※新型コロナウイルス感染症対策のため、会場での
マスク着用や検温にご協力をお願いします。

市 HP
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☆山口県消防協会長表彰
○功績章　河

か わ ず
津克

かつひこ
彦（明倫第３）、田中真一（椿東第２）、

赤木忠博（川上第１）、伊東博樹（川上第３）、吉田幸
良（田万川第１）、藤井幹雄（田万川第４）、尼

あまさき
﨑信子

（田万川第８）、吉村素
もとゆき

行（むつみ第２）、中村誠一（須
佐第７）、内田誠一郎（明木第２）、野上英昭（明木自
動車）、山根辰彦（福栄第４）、山根進（消防本部）
○勤続章　▽ 40 年表彰　中原朗

あきら
（中央方面団本部）、

安森利
としあき

昌、河津克彦（以上、明倫第３）、阿部吉郎 （越ヶ
浜）、木村清次（三見第２）、藤本俊幸（大井第１）、
坂本正人、中野政康（以上、相島分団）、藤山邦良（川
上第１）、高津聡（田万川第１）、有福和夫（須佐方面
団本部）
▽ 30 年表彰　矢次勝己（明倫第２）、今本勲（明倫
第３）、松田一志、藤田栄作（以上、椿）、吉山慎哉（山
田第１）、宮﨑豊（山田第２）、濱村文典、刀禰照宣（以

上、大島）、菊屋富夫（見島）、横山和彦、溝部隆生（以上、
川上方面団本部）、湯

ゆ あ さ
浅勝博（川上第１）、須子泰

やすひろ
敬、

田村広巳（以上、田万川方面団本部）、梅地崇
たかし

（むつ
み方面団本部）、植田進（むつみ第２）、吉松弘、永安
純三（以上、むつみ第３）、内田令子（むつみ第５）、
豊田博光（須佐第１）、齊藤政夫（須佐第３）、結城俊
博（須佐第６）、林壯

そうすけ
助（佐々並第１）、植村義男（明

木第１）
▽ 20 年表彰　31 人　▽ 10 年表彰　32 人　
○退職者感謝状　31 人

☆萩市長表彰
○功績章　19 人　○退職者感謝状 43 人

☆萩市消防長表彰
○功績章　30 人

受章おめでとうございます
　消防業務の功績等が顕著な消防団員・消防職員等が表彰されました。

　若い方の地元就職選択肢を増やすべく 2015 年
より取り組んできた IT 関連企業のサテライトオ
フィス誘致の取り組みも 5 年が経過しました。
　萩のこれからを考えるシンポジウムを開催します。

２月 26 日㊎　18:00 からオンライン配信

◉基調講演　
　「国内外の IT と、地方 IT の『これから』（仮）」
■講師　星野晃

こういちろう
一郎（㈱ダンクソフト代表取締役社長）

■プロフィール　山口県サテライトオフィス誘致協
議会アドバイザー。2014 年に経産省「ダイバーシ
ティ経営企業 100 選」に選定されるなど、国内第
一線で、企業のテレワーク・ペーパーレスを牽引。
■事業報告　「行政の取り組み経緯と『これから』」
■参加費　無料
■参加方法　ＱＲコードへ

◉パネルディスカッション
　「進出したＩＴ関連企業の今と『これから』」
■パネリスト
・金子竜二（㈱ネットケアサービス代表取締役社長）
・松田忠浩（BOLSTER ㈱代表取締役社長）
・石原洋介（㈱ PHONE APPLI 代表取締役社長）
■コーディネーター　田

た ご
子みどり・萩ふるさと大使（㈱

コスモピア代表取締役社長）
　このシンポジウムは、感染症対策、およびデジタル
推進の観点から、完全オンラインでの開催となります。
スマートフォンさえあれば、配信日以降好きな時間・
場所でご視聴いただけます（YouTube による配信）。
※ 1 月 12 日付で、萩サテライトオフィスプロジェク
トのプロモーションサイトを大幅リニューアルしてい
ます。「HAGi_（ハギアンダーバー）」にかける思いを、
冒頭のイメージ動画に込めておりますので、是非ご覧
ください（左記 QR コードから確認できます）。
■主催　萩グローバル
IT 人材育成協議会
　https:/www.hagi-
society5.org/

企業誘致推進課　
　☎︎ 25-3811

萩サテライトオフィスプロジェクトオンラインシンポジウム

星野晃一郎さん 田子みどりさん
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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
マイナンバーカードの保険証利用
　３月からオンライン資格確認制度
が始まり、マイナポータルで初回登
録をすることでマイナンバーカード
を保険証の代わりに使うことができ
ます※。服薬情報の病院間での共有
でより適切な医療を受けられるよう
になるほか、限度額認定証がなくて
も高額医療制度における限度額を超
える支払いが不要になります。
※従来の健康保険証は今まで通り、
使用可能。また、オンライン資格確
認等システムを導入している医療機
関に限る。

内閣府マイナンバー総合フリーダ
イヤル　☎︎ 0120-95-0178
◎受付時間
平日　9:30 ～ 20:00
土日祝　9:30 ～ 17:30
　　　（年末年始を除く）

固定資産税（土地）に係る
住宅用地の届出
　固定資産税は、賦課期日（毎年１
月１日）現在の状況により課税され

◎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、端午の飾り、
自転車（ママチャリ、スポーツタイ
プ）、電動ベット、石油ストーブ、ファ
ンヒーター、学習机、萩焼の湯飲み
など
■おゆずりください
補聴器、プロジェクター
※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。
◎布ぞうり講座

３月７日㊐　10:00 ～ 15:00
古布で布ぞうりを作る（ぞうり・

スリッパタイプ、子ども用も可）

10 人程度
100 円（材料費別）
２月 13 日㊏～ 21 日㊐ 16:00

◎令和３年度古布の小物作り講座
（旧パッチワーク講座）
　４月から１年間を通して参加でき
る方を募集します。

月２回（第２・４㊎）
　10:00 ～ 15:00

15 人程度　※パッチワーク講座
を一度も受講されていない方優先

月 500 円（キット代・材料費別）
２月１日㊊～ 28 日㊐（必着）ま

でに、住所、氏名、電話番号、今ま
での受講の有無を往復はがきに記入

エコプラザ・萩情報 ☎ 24-5300

し郵送。
※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

２月14 日㊐～28 日㊐
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間　２月14日㊐～21日㊐
12:00まで
■抽選日　２月 21 日㊐ 13:00 ～

※２月のエコプラザ・萩春まつりは
中止です。

ます。
　次の場合には課税課、または各総
合事務所市民窓口部門へ届出をお願
いします。
・住宅の新築、増築、解体
・店舗または事務所から住宅、住宅
から店舗または事務所などへの家屋
の用途変更

課税課固定資産税係
　☎︎ 25-3485

医療費の適正化にご協力を！
　１人当たりの年間医療費は、医療
の高度化や高齢化により増加してい
ます。
　医療費の増加は、保険料の増額に
もつながりますので、適正な受診に
よる医療費の節減にご協力をお願い
します。
・同じ診療科目、処置、投薬等を複
数の機関で受けるのはやめましょう
・薬のもらい過ぎに注意しましょう
・ジェネリック医薬品を利用しま
しょう

市民課保険年金係
　☎︎ 25-3147

交通災害共済
　令和３年度の加入申込を３月１日
から受け付けます。加入申込書は広
報はぎ３月号と一緒に配布します。
※詳細は、申込書に記載

市民活動推進課　☎︎ 25-3601

萩図書館 休館日のお知らせ
　特別整理期間のため、休館します。

２月１日㊊～３日㊌
萩図書館　☎︎ 25-6355

指定給水装置工事事業者の
指定更新
　水道法の一部改正により、給水装
置工事事業者の指定の有効期間が、
従来の無期限から５年ごとの更新制
となりました。令和２年に指定更新
を行った事業者については一覧表を
市 HP に掲載しています。

水道工務課　☎︎ 25-2398
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指定給水装置工事事業者の廃止
■事業者名　㈲上田電機
※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

競争入札参加資格審査の
追加申請
　令和３・４年度の競争入札に参加
するための参加資格審査の追加申請
を受け付けます。競争入札に参加を
希望される方は、必ず申請をしてく
ださい。
■申請区分　①建設工事　②業務委
託　③物品調達等
■申請要領・様式　市 HP からダウ
ンロード
■提出方法　郵送または持参
■申請期間　２月１日㊊～令和４年
11 月 30 日㊌（必着）
※追加申請の場合は、令和３年５月
１日以降の登録。

契約監理課　☎︎ 25-3474

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

西日本旅客鉄道株式会社お客様セ
ンター　☎︎ 0570-00-2486

あなたの書いた遺言書を
法務局でお預かりします
　「自筆証書遺言書」は、遺言者本
人の死亡後、相続人などに発見され

なかったり、改ざんされたりするお
それがあるなど、問題点が指摘され
ています。
　これらの問題点を解消し、速やか
な相続手続きを可能とするため、令
和２年７月 10 日から「自筆証書遺
言書保管制度」が始まり、法務局に
おいて手続きを行っています（※予
約制）。
　制度の詳細については、法務省
HP をご覧ください。

山口地方法務局萩支局
　☎︎ 22-0478

鶴江の渡し船の運休
　鶴江～浜崎間で運航している渡し
船を、船体の補修のため運休します。

２月１日㊊～ 12 日㊎
土木課　☎︎ 25-3544

阿武風力発電事業　
環境影響評価方法書の縦覧
　日立サステナブルエナジー㈱が阿
武町で建設を計画している「（仮称）
阿武風力発電事業」に係る環境影響
評価方法書の縦覧を実施するのでお
知らせします。
■縦覧期間　
　１月 29 日～３月１日
■縦覧場所　市役所本庁市政情報公
開コーナー、須佐総合事務所、弥富
支所、紫福支所
■意見書受付期間 
　～３月 15 日（当日消印有効）

環境衛生課　☎︎ 25-3341
日立サステナブルエナジー㈱　事業
開発第二グループ
☎︎ 0294-55-7808

ふるさと寄付お礼の品説明会
　令和３年度のふるさと寄付お礼の
品を募集するにあたり、出品を希望
する市内事業者を対象にした説明会
を開催します。

２月 18 日㊍、19 日㊎　9:30 ～、
13:30 ～（いずれかに参加）

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

市役所大会議室
市内で製造、加工、販売等を行っ

ている事業者
産業戦略室　☎︎ 25-3351

寄付
○あいおいニッセイ同和損害保険株
式会社から現金 10 万円
○萩交通安全協会婦人部会から現金
３万円

萩市奨学金（給付型）新規申請
■募集期間　２月 12 日㊎まで
※詳細は、広報はぎ１月号または市
HP をご覧ください。

▽４月に高等学校、大学等に進学
予定の方　▽高等学校、大学等に在
学中で新規に申請される方
※高等学校進学奨学金対象者につい
ては、市内に住所を有し、市内高等
学校（萩高等学校奈古分校、大津緑
洋高等学校海洋技術科・海洋科学科
を含む）へ通学すること。

企画政策課
　☎︎ 25-3102

消費生活モニター
■任期　４月１日
　　　　～令和４年３月 31日
■応募資格　20 歳以上の市民の方

消費者としての意見の提出、アン
ケート等の協力、研修会等への参加

萩地域：３人
川上・むつみ・旭・福栄地域：各１人
■活動費　年額 1 万円

２月18 日㊍までに、ハガキに住
所・氏名・年齢・電話番号・応募動機
を記入し、〒758-8555　萩市消費
生活センター（☎︎25-0999）に郵送

募　集

お知らせ
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納期のお知らせ
・固定資産税（４期）
・国民健康保険料（9 期）
・介護保険料（9 期）
・後期高齢者医療保険料（8 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　３月１日㊊

収納課　☎︎ 25-3575

市民体育館売店出店者
■募集期間　２月１日㊊～26 日㊎
■売店面積　12.5㎡

来場者への軽食等の提供
市民体育館備え付けの用紙を提出
スポーツ振興課　☎︎25-7311

花と緑の応援隊
　市では、公共地の花と緑の管理を
実践する市民や事業者を対象に、「花
と緑の応援隊」を募集し、支援を行っ
ています。
■活動内容　公道沿線や河川沿いな
どの花木や草花の植栽活動、公共施
設等の花と緑の管理の実践
■市の支援内容　剪

せんてい
定技術などの指

導や器具等の貸出、資材の提供
観光課備え付けの登録申請書（市

HP にも掲載）を提出　〒758-8555　
萩市観光課（☎︎25-3160）

街路灯のスポンサー
　市では、街路灯にスポンサー看板
を設置し、持管理費等の一部を支援
していただくスポンサーを市内外か
ら広く募集します。
　なお、今後市 HP 等でもスポンサ

ー名を公表する予定です。
■スポンサー料　街路灯1 本あたり
　月額1,200 円～2,100 円
　※広告看板は無料で製作し、街路
灯に設置。
■看板の規格等 縦90cm×横45cm
　※掲載内容やデザイン等について
は事前相談。

商工振興課へ電話連絡の上、申請
書を提出。

商工振興課　☎︎ 25-3108

中小企業の事業主の皆さんへ
「ハートピア共済」
　中小企業で働く勤労者の生活の安
定と福祉の向上を目的とした事業所
向けの共済制度です。
　少ない掛金で、死亡･ 障がい・入院･
住宅災害等の事態に対して幅広い内
容で保障するほか、結婚、出産、銀婚、
小・中・高校入学祝金も給付します。

商工振興課　☎︎ 25-3108

市営住宅入居者
■募集団地　堀内城南・金谷・今古
萩・玉江・平安古南・無田ヶ原口・
大島第３・大沢・おそ吹原・三明・
安附・平草第３・鈴倉・本町上・山

根丁東・山根丁東第２・弥富・弥富
第２・中津第１・すもうば・佐々並
■入居可能時期　4 月中旬以降
■応募資格　詳細は募集要項に記載
■受付期間　２月１日㊊～８日㊊　
　8:30 ～ 17:15( ㊏㊐㊗除く )
■申込方法　建築課および各総合事
務所産業振興部門備え付けの入居申
請書を提出
※詳細は市 HP 等
　をご覧ください。

建築課　☎︎ 25-2314、各総合事
務所産業振興部門

　市では、小・中学生のお子さんが
安心して勉学できるように、ご家庭
の経済的事情に応じて支援する「就
学援助制度」を設けています。「新
入学児童生徒学用品費」（ランドセ
ルや制服等入学に必要なものを購入
する費用）については、入学前の３
月に支給しますので、ご希望の方は
申請ください。
■支給額
小学校　51,060 円
中学校　60,000 円
■対象者
４月に市内の小学校・中学校に入学

する予定の児童生徒の保護者で、次
のいずれかに該当する方
○障がい者・老齢者・寡夫または寡
婦世帯のうち、令和２年度市民税非
課税世帯の方
○児童扶養手当を受給されている方

（支給制限を受けている場合、認定
されないことがあります。）
○世帯の収入が萩市教育委員会の定
めた基準額を下回る方
■申請方法
２月１日㊊～ 26 日㊎までに申請書
を教育委員会・各総合事務所または
入学される小中学校まで提出。

■支給方法
３月下旬に保護者の口座に振込
※入学時までに萩市外へ転出された
方、萩市内の小・中学校に入学され
ない方が支給を受けた場合は返還し
ていただくことになります。
■その他
○申請書は教育委員会、各小中学校、
各地域事務所にあります。（市 HP
からもダウンロード可）。
○３月１日～４月 30 日に
申請の場合は審査後、
随時振込となります。

学校教育課　☎︎ 25-3141

新入学児童生徒学用品費の支給
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県営住宅入居者募集
■募集団地　無田ヶ原・中津江・第
二無田ヶ原・金谷
■受付期間　２月20日㊏～28日㊐ 
(消印有効)
■入居可能時期　４月下旬頃
■応募資格　詳細は申込書に記載

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

山口県施設管理財団山口支所　
　☎︎ 083-934-2004

山口県健康福祉祭「美術展」
　金賞受賞作品は、SNS（動画）で
紹介されます。令和３年度の金賞受
賞作品は、県内選考までとし、全国
健康福祉祭ぎふ大会「美術展」へは、
令和２年度金賞受賞作品が出展され
ます。

60 歳以上（昭和37 年４月１日
生まで）のアマチュアの方
※一人一点。未発表作品に限る。
■募集作品　日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真

２月 10 日㊌～３月 24 日㊌に、
高齢者支援課、各総合事務所、社会
福祉協議会備え付けの申込書を提出

高齢者支援課　☎︎ 25-3137、各
総合事務所市民窓口部門

萩ユネスコ協会新春の集い
文化講演会

２月６日㊏　13:30 ～ 14:30
市民館小ホール

「萩の歴史遺産が世界遺産登録さ
れたのは何

なにゆえ
故か」

野村興兒（学校法人菅原学園　至
誠館大学学長）

20 人( 先着順)
２月１日㊊から文化 ･ 生涯学習課

へ　☎︎ 26-5636

暮らしに役立つ図書館講座
２月 10 日㊌　10:30 ～ 11:30
萩図書館２階

「おいしい野菜がたくさんとれる
土作り」

長谷川貴
たかひろ

央（（社）農山漁村文化
協会職員）

20人（先着順、申し込み不要）
萩図書館　☎︎ 25-6355

観光ガイド養成セミナー
２月 21 日㊐　9:30 ～ 15:00
萩博物館
ガイドの楽しさ、コミュニケーシ

ョン、接遇の基本に加え、世界遺産
の基礎知識及び最新情報などを身に
付ける研修会。

これからガイドを始めたい人、現
在ガイドとして活動している人、萩
の歴史・文化・営みに興味がある人

①「観光・世界遺産の最新情報を
知ろう」（座学）
②「ガイドの心がけやガイド技術な
どを学ぼう」（座学）
③「萩市の観光ガイドの取組」
④「維新の里を歩こう」（現地）

①萩博物館　学芸員
②梅林秀

ひでゆき
行（まいまい京都ガイド）

③④ NPO 萩観光ガイド協会
弁当、筆記用具
2 月 12 日㊎までに、

　観光課へ　☎︎ 25-3139

アート盆栽教室
２月 22 日㊊　13:30 ～ 16:00
渡辺蒿蔵旧宅（江向）
10人（先着順）
岡野芳

よ し こ
子（日本手工芸指導協会師

範）
1,000 円
２月 15 日㊊までに、まちじゅう

博物館推進課へ　☎︎ 25-3290
※当日は、はさみとものさしをご持
参ください。

「星の会」特別編　
幸福と長寿を祈る星
カノープスを見よう

２月 26 日㊎　19:30 ～ 21:30
萩博物館天体観望室（集合）
南の空の地平線近くにひときわ赤

く輝く幸福と長寿の星“カノープス”
を田床山に移動して観望します。
※曇天・雨天の場合は、博物館内で
通常の星の会を行います。
※防寒対策をしっかりとしてきてく
ださい。移動は各自の車でお願いし
ます。

20 人
萩博物館　☎︎ 25-6447

初心者のための菊づくり教室
３月～ 12 月の木曜日（月あたり

１～４回）　9:00～（１時間程度）
旧田中別邸駐車場 ( 平安古町 )
懸崖菊、大菊３本仕立て、福助菊、

ダルマ菊づくり
原則、毎回の教室に参加できる方
年間 2,000 円程度

※作業ができる服装で、手袋持参
観光課　☎︎ 25-3160

歯あわせ健口の集い～健康な歯
と口腔を保ちましょう～
　合唱と歯科の専門家が健康長寿の
秘訣をお話します。

３月６日㊏　13:00 ～ 15:30
総合福祉センター
口腔ケア用品の紹介、高齢者向け

食事の展示、講演会
「くちびるに歌を♪声を出して健

康（健口）になろう！」（13:30～）
有
ありとみ

冨美
よ し こ

子（合唱指揮者）
「口腔癌を理解する～診断・治療・

予防について～」（14:40～）
仁
に ほ

保俊
としあき

昭（仁保歯科医院副院長）
150人（※先着順）
3 月 3 日㊌までに、萩市地域包

括支援センターへ　☎︎ 25-3521

講演・講座

募　集
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萩図書館開館 10 周年記念行事
「春のわくわくおはなし会」

３月６日㊏
　① 13:30 ～ 14:00
　② 14:30 ～ 16:00
①おはなし会

読み聞かせ、ストーリーテリング、
パネルシアターなど

未就学児とその保護者
20 人　※要申込（市民限定）

②手袋人形づくりのワークショップ
キットを使用した手袋人形作り等
中学生以上（小学生以下は保護者

同伴）
500円（材料代）
針、糸、はさみ
20人（30組）※要申込（市民限定）

【共通事項】
萩図書館　２階
金
こ ん の

野実
み か え

加枝（声楽家・語り手）
萩図書館　☎︎ 25-6355

萩まちじゅう博物館
おたから総会
　各地域から推薦されたおたから候
補を、市民の皆さんが「萩のおたか
ら」として認定します。

３月５日㊎　15:00 ～ 16:30
萩博物館講座室

○関連展示「萩のおたから紹介ブー
ス」
　これまで認定された各地域のおた
からをパネルで紹介。期間中は「萩
のおたからしっちょる？クイズ」も
実施します。

３月５日㊎～ 19 日㊎
萩博物館エントランスホールほか

　（無料ゾーン）
NPO 萩まちじゅう博物館

　☎︎ 25-3177

講演・講座
自衛官候補生（任期制自衛官）
　令和２年度「自衛官候補生（任期
制自衛官）」の募集を行っています。
■受付期間　年間を通じて受付
■受験資格　日本国籍を有し、18
歳以上 33 歳未満の者（現在 32 歳
の方はお問い合わせください。）
■試験期日　２月試験: ２月13 日
㊏、３月試験: ３月６日㊏

自衛隊萩地域事務所
　☎︎ 22-2409

手話（意思疎通支援者）
登録試験

３月 13 日㊏　9:30 ～ 12:00
総合福祉センター

■受験資格　①～③の全てに該当
し、手話通訳活動のできる方
①萩市在住または勤務の方
②手話奉仕員証保持者
③１年以上聴覚障がい者と交流経験
のある方

２月15日㊊～3月8日㊊までに、
萩市障害者生活支援センターへ
☎︎ 24-5858

人権・行政・公証相談
２月９日㊋　10:00 ～ 12:00

※事前予約制（前日まで）。
市役所本庁
市民活動推進課　☎︎ 25-3373

消費生活無料法律相談
（借金相談を含む）

２月 12 日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁

■弁護士　山口正
まさのぶ

之
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

試　験

相　談

無料法律相談
２月 24 日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁

■弁護士　山口正
まさのぶ

之
市民（先着 12 人、１人 20 分）
※事前予約制（2/1 から受付開始）。
市民活動推進課　☎︎ 25-3373

萩健康福祉センター行事
〇３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
〇10日㊌ 13:30～骨髄ドナー登録
会
〇 16 日 ㊋ 13:00 ～心の健康相談
〇 24 日㊌ 13:00 ～お酒に関する
困りごと相談
※いずれも予約制。

県萩健康福祉センター
　☎︎ 25-2667

高齢者・障がい者のための
弁護士電話法律相談

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

高齢者のための
司法書士無料電話相談

２月 27 日㊏　10:00 ～ 16:00
成年後見、空き家問題、遺言の方

法、借金問題、相続手続き等にかか
る相談
■相談受付　☎︎ 0120-003-821

山口県司法書士会事務局
　☎︎ 083-924-5220　
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ツインシネマ
○異端の鳥　　　　　～ 2/19
○鬼滅の刃　　　　　～ 3/5
○スタンドバイミー
　ドラえもん２　2/6 ～ 2/26
○めぐみへの誓い
　　　　　　　 2/19 ～ 3/11
○新解釈　三国志
　　　　　　　 2/27 ～ 3/26

萩ツインシネマ　
　☎︎ 21-5510

健康増進課　☎︎ 26-0500２月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
２日・16日㊋ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00～
４日㊍ 椿東健康づくり教室/椿東小地域ふれあいセ
/13:30～
10日㊌ 白水健康教室/白水会館/10:00～、越ヶ浜グッド
ヘルス/越ヶ浜介護予防セ/13:30～
12日㊎ 健康づくり応援隊研修会 / 総合福祉セ /10:00 ～
15日㊊ 御許町健康教室/御許町公会堂/13:30～
18日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30
～、堀内健康教室/堀内公会堂/13:30～
19日㊎ 健康・栄養相談 / 市役所ロビー /12:00 ～
25日㊍ こころの相談日（※）/萩市保健セ/13:30～、大井
グッドヘルス/大井公民館 /13:30～
26日㊎ 健康づくり応援隊体操 / 総合福祉セ /10:30 ～、
後小畑健康教室 / 後小畑公会堂 /13:30 ～

◉田万川・須佐地域
１日㊊ 平山台体操/田万川農村婦人の家/11:00～

５日㊎ 元気もりもり体操会/須佐保健セ/9:30～、エアロ
ビクス教室/小川交流セ/10:00～
９日㊋ 萩市健康体操教室/田万川コミュニティセ/10:00～
10日㊌ 弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30～
16日㊋ すくすく相談会/須佐保健セ/10:00～
18日㊍ みんなの健康運動教室 / 須佐保健セ /13:30 ～
19日㊎ エアロビクス教室/田万川コミュニティセ/10:00～
21日㊐ 新・健康ちょ筋教室/田万川体育館/9:00～

◉旭・川上地域
９日㊋ 川上健康教室/川上保健セ/10:00～
25日㊋ あさひ減るしー教室（※）/旭マルチメディアセ
/10:00～

◉むつみ・福栄地域
３日㊌ むつみ楽しく体を動かす会/むつみ農村環境改善セ
/13:30～
４日㊍ 福栄楽しく体を動かす会/ふくえ～る /13:30～

身体障がい者巡回相談
( 整形外科）

３月 18 日㊍
　13:30 ～ 14:30（要予約）

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　

３月４日㊍までに、福祉支援課障
がい福祉係へ　☎︎ 25-3523

萩市民ソフトバレーボール大会
３月 14 日㊐　9:00 ～
萩武道館

■種目　女性１～４部（女性のみ）、
混合１～４部（男女混合）、職域の
部（男女混合）
■チーム編成　４～８人以内の選手
で編成、混合の部は女性２人以上

スポーツ

雪景色の萩城下町
と萩城跡

■出場資格　市内在住、在勤、もし
くは活動の本拠が萩市内で 18 歳以
上の方

２月 28 日㊐までに市民体育館備
え付けの申込用紙を提出

スポーツ振興課　☎︎ 25-7311

相　談
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人の動き 人口／45,508人（前月比-57）　男／21,044人（前月比-21） 　女／24,464人（前月比-36）
世帯数／23,100世帯（前月比-17） 　出生／13人　死亡／69人　（令和２年12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12月16日～令和３年１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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２
1月

●冬期企画展「世界遺産・城下町のひみつ」（～3/30）/萩博物館/9:00～
●萩図書館休館（～３日）
●育英小学校の先生がおくる この本、読んで！（～3日）/須佐図書館/9:30～
●人権相談/むつみ農村環境改善センター/13:00～

外科
内科

めづき（22-2248）
柳井（22-0748）

2火
●おもちゃ図書館開館日（2日、9日、16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

都志見（22-2811）
ふじわら（22-0781）

3水

●萩城下の古き雛たち（～4/3）/市内16カ所
●萩人形展（～4/3）/伊藤博文別邸
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/9:30～

外科
内科

玉木（22-0030）
みやうち（25-2500）

4木
●未来を切り拓くひとづくりセミナー/市民館大ホール/14:00～
●ピヨピヨ「体を動かそう」/児童館/10:30～

外科
内科

萩市民（25-1200）
萩慈生（25-6622）

5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～

外科
内科
小児科

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

6土
●萩往還梅林園まつり（～3/7の土・日・祝）/萩往還梅林園/9:00～
●おはなし会おひさま（毎週土曜日）/子ども図書館/14:30～

外科
内科

兼田（22-1113）
中嶋（22-2206）

7日 ●萩観光シーズン開き
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/弥富

（08387-8-2311）

8月
外科
内科

大藤（21-0002）
わたぬき（25-2020）

9火
●心配ごと相談/須佐保健センター/9:30～
●行政相談/川上公民館/13:30～

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全真会（22-4106）
花宮（25-8738）

10水

●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00～
●暮らしに役立つ図書館講座/萩図書館/10:30～
●おはなし・あそびの会/明木図書館/15:30～

外科
内科

都志見（22-2811）
柳井（22-0748）

11木 ●萩・椿まつり（～3/20）/笠山椿群生林/10:00～【※オープニングイベントは11:00～】
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）

12金

●イラスト教室（26日）/明木図書館/15:30～
●だんすダンス（26日）/児童館/19:00～
●行政相談/福栄農業担い手育成センター/9:00～、旭活性化センター/10:00～

外科
内科

萩市民（25-1200）
萩慈生（25-6622）

13土 ●卓球教室（27日）/児童館/10:00～ 外科
内科

田町（24-1234）
市原（22-0184）

14日
●I love クッキング/児童館/10:00～
●めざせゲームマスター（28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）

15月
外科
内科

かわかみ（21-7538）
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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16火

●市・県民税等の申告受付（～3/15）/市民館小ホール外/8:30～
●愉しい音読会/萩図書館/11:00～
●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

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

17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）
みやうち（25-2500）

18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）

19金
外科
内科

兼田（22-1113）
中嶋（22-2206）

20土
●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～

外科
内科
小児科

萩市民（25-1200）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

21日 ●プラバン工作/児童館/13:30～
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

22月
外科
内科

田町（24-1234）
ふじわら（22-0781）

23火

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

24水
外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

25木 ●子育て相談/児童館/10:30～
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
市原（22-0184）
花宮（25-8738）

26金
外科
内科

都志見（22-2811）
萩慈生（25-6622）

27土 ●みんなでミュージック/児童館/13:30～ 外科
内科

大藤（21-0002）
みやうち（25-2500）

28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）

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、16 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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【第 10 回】輪島市のおすすめイベント
　輪島市門前町には、曹洞宗の大本山があります。

「曹洞宗大本山總
そ う じ じ

持寺祖
そ い ん

院」は、もとは行
ぎょうき

基の
創建と伝えられる「諸

もろおか
岳観

かんのんどう
音堂」を 1321 年

（元
げんこう

享元年）に開祖・瑩
けいざん

山禅
ぜ ん じ

師が「曹洞宗總持寺」
として開山しました。曹洞宗の教えは全国に広め
られ、越前（福井県）の永

え い へ い じ
平寺と能登の總持寺は、

1615 年（元
げ ん な

和元年）に江戸幕府から本
ほんざん

山法
は っ と

度を
下され、両寺院ともに本山として認定されました。
　その後、總持寺は明治期の大火により、横浜
鶴
つ る み

見に移転しましたが、大正、昭和にかけて祖院
として再興されました。現在は、幽玄なる大本山
の面影を偲ばせる輪島市の重要な観光資源の一つ
となっています。
　今年は曹洞宗大本山總持寺が開

かいそう
創 700 年を迎

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？

　稚児舞や人形感謝祭等の催し、吊
るし飾り「うめもん」でおもてなし。

２月 21 日㊐～３月７日㊐
防府天満宮

　☎︎ 0835-23-7700、
　防府市まちの駅うめてらす
　☎︎ 0835-28-0500

防 府

　やまぐち新進アーティスト大賞の
最終選考ノミネート作品を展示。

２月７日㊐まで　 9:00 ～ 17:00
クリエイティブ・スペース

　赤れんが ホールⅠ
山口市文化交流課

　☎︎ 083-934-2717

山 口

　この先も「この土地とともに生き
る」ために必要な「目」とは。

２月 14 日㊐～ 23 日㊋㊗
　10:00 ～ 17:00

秋吉台国際芸術村
　☎︎ 0837-63-0020

美 祢

　ロマンチックな曲をお届け。
２月 14 日㊐　14:00 ～
渡辺翁記念会館
３歳以上 3,800 円、ペアチケッ

ト 6,800 円（全席指定）
宇部市文化創造財団

　☎︎ 0836-35-3355

宇 部

　年に１度、県指定有形文化財「木
造千手観音菩薩立像」など、７躯の
仏像を一般公開。

２月18 日㊍　9:00 ～ 16:00
岩
が ん き じ

崎寺
山陽小野田市社会教育課

　☎︎ 0836-82-1204

　家族に宛てた手紙や自筆の日記な
どを展示。

２月 28 日㊐まで
　9:00 ～ 17:00（月曜休館）

一般 600 円、中高生 400 円、小
学生 250 円

森鷗外記念館 ☎︎ 0856-72-3210

津和野

山口県指定有形文化
財仏像の一般公開

やまぐち新進アーティスト
大賞ノミネート作品展

森鷗外記念館
企画展「守る、鷗外」

梅まつり

展覧会「この土地とと
もに生きる」

音楽の絵本
～バレンタイン～

石川県輪島市姉妹都市提携 30 年記念 シリーズ 輪島を知ろう

え、記念行事が創建の地である同祖院を中心に門
前町で行われます。また、関連イベントとして、「禅
の里花火大会」や總持寺祖院山門に投影するデジ
タルアート「ぜんのきらめき」などを
予定しています。

曹洞宗大本山總持寺祖院

禅の里 HP ⇒
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　毎年開催していた「萩往還ワンデーウォーク」が中
止のため、代替大会として市内の各世界遺産を巡る 

「コロナに負けるな がんばろう萩！萩ワンデーウォー
ク」を開催します。

３月 13 日㊏　8:30 ～ 9:00（受付）
※雨天中止、受付終了後随時スタート。

萩中央公園（受付）
山口県内在住者　200 人（中学生以上）

※申込多数の場合は抽選になります。
■コース　萩中央公園～松陰神社～恵比寿ヶ鼻造船所
跡～萩反射炉～萩城下町～中央公園（約 10㎞）

水筒、雨具、帽子、タオル、マスク、その他必要な
もの

500 円（当日ご持参ください）
■駐車場　萩総合庁舎前駐車場、萩総合庁舎職員駐車
場

■申込方法　２月 18 日㊍までに、市 HP から「参加
申込書」をダウンロードし、郵送または FAX
■申込先　〒 758-0061　萩市椿 3395-1 萩市民体
育館内　萩ワンデーウォーク実行委員会事務局
■その他
・参加者にはイベント開催２週間前からの「体調管理
チェックシート」を記入していただきます。
※後日、参加者の方へ郵送します。
・参加者は以下の厚生労働省が公式提供する、新型コ
ロナウイルス陽性登録した人との接触をお知らせする
アプリ（cocoa）のダウンロードをお願いします。
■主催　萩ワンデーウォーク実行委員会

スポーツ振興課　☎ 25-7311

萩ワンデーウォーク開催！
～「明治維新胎動の地」を巡りませんか～

コロナに負けるな　がんばろう萩！

　萩市の食の情報が満載のポータルサイト「萩 
GoChi はぎのごちそう」を開設しました。美味しい
情報をお届けします。
◎サイト名：萩 GoChi はぎのごちそう
　U R L ：https://www.hagi-gochi.jp

ポータルサイト「萩 GoChi はぎのごちそう」開設！
萩市の食の情報が満載！

App Store

■特徴
・萩市の食材がどこで食べられるかを検索できます。
・萩市の食に係る特集記事を掲載しています。 
・市内の生産者を紹介しています。
・食に係る体験を紹介しています。

◎登録店舗・食に関する体験を募集！
　登録ページより様式をダウンロードのうえ、産業戦
略室に提出。
https://hagi-gochi.jp/news/2020-11-30 
※掲載料は無料。 

産業戦略室　☎ 25-3351 

3/13
（土）

Google Play
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　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できます。

2 月 20 日㊏　11:00 ～ 15:00
※毎月第３土曜日開催。

中央公園
※当日限り、出店店舗で使える
ギフト券をプレゼント。

農政課　☎ 25-4192
　メール nousei@city.hagi.lg.jp　萩の自然や歴史、文化などを楽しく学べる萩

検定。第 2 回から上級コースを実施。県内外
から多くの方が受検されました。
　結果等は、萩検定 HP からご確認ください。
◆初級コースは、申込不要で「いつでも・誰で
も・無料」で受検できるので、ぜひ気軽にチャ
レンジしてみてください。

まちじゅう博物館推進課
　☎ 25-3290

第 2 回 萩検定

萩城下の古き雛たち

はぎマルシェ

　萩で大切に受け継がれてきたお雛様、約 1,200 
体を市内 16 カ所の文化財施設などで展示しま
す。小萩人形もご覧いただけます。

2 月 3 日㊌～４月 3 日㊏
旧久保田家住宅、菊屋家住宅、青木周

しゅうすけ
弼旧宅、

口羽家住宅、旧山中家住宅、旧山村家住宅、旧小
池家土蔵、中村家、旧田中別邸、旧湯川家屋敷、
桂太郎旧宅、渡辺蒿蔵旧宅、田町商店街、萩・明
倫学舎、旧小林家住宅、茶寮花

は な な り
南理の庭

萩城下の古き雛たち実行委員会（観光課内）
　☎ 25-3139

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

　萩の自然、文化、歴史をテーマに生まれた手作
りの日本人形「萩人形」約 100 体を展示します。

2 月 3 日㊌～ 4 月 3 日㊏
伊藤博文別邸
100 円
観光課　☎ 25-3139

　13 種類、約 350 本の紅梅、白梅、しだれ梅
の花の香りがお迎えします。

２月６日～３月７日の土・日曜日、祝日
　９:00 ～ 16:00

萩往還梅林園
萩市観光協会　☎ 25-1750

萩人形展

萩往還梅林園まつり

萩検定 HP

Facebook
でご確認
ください。
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　萩往還梅林園まつり（2 月 6 日㊏～ 3 月 7 日㊐）、萩・椿まつり（２月 11 日㊍
㊗～ 3 月 20 日㊏㊗）の開催期間中に、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。
●観光周遊バスの運行（萩の花めぐりコース）
Ａコース：河津桜と椿を楽しむ　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（運行日　2 月 11 日～ 3 月 20 日の土・日曜日、祝日）
Ｂコース：梅を楽しむ　萩・明倫学舎⇔ JA 山口県 南萩支所⇔萩往還梅林園（運
行日　2 月 6 日～ 3 月 7 日の土・日曜日、祝日）

《2 月開始の普通展示》　2 月２日㊋から
浮世絵　豊

とよはらくにちか
原国周の美人画

◆作品解説
◦学芸員による解説（いずれも 11:00 ～）
　中国やきもの入門（華南編）　2/13 ㊏
　豊原国周の美人画　2/27 ㊏
※要事前予約。申込方法は HP または電話でご確認く
ださい。

《YouTube 動画紹介》
●萩美祭 2020 ～窯元をたずねていける～
　金子凛

りんそう
草氏 ( いけばな草月流 ) が山口県の陶芸家を

訪ね、作家の器に花をいける様子を公開中。HP から
または萩美祭 2020 で検索。

■休館日（２月）
１日㊊、８日㊊、22日㊍
■開館時間
　9:00 ～ 17:00
 （入場は 16:30 まで）

300円　70歳以上
18歳以下無料ほか

山口県立萩美術館・浦上記念館

萩博物館 HP

☎ 24-2400

　2 月 25 日㊍から今年度修復を終えた県下最大級の城下町絵図を公開します！
◎関連イベント「萩城下町体感ツアー」※予約受付中。

3 月 6 日㊏、13 日㊏、20 日㊏㊗　事前予約制・詳細や応募方法は萩博物館 HP へ

■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】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

　萩市内の特色ある地域の一つとして「三見」に焦
点をあて、三見橋（国有形登録文化財、通称眼鏡橋）
などの地域に伝わる「おたから」を紹介します。
◎展示協力：萩まちじゅう博物館文化遺産活用事
業実行委員会

6 月 20 日㊐まで

併催中
「ふゆのいきもの大捜索」
　冬の生き物にまつわるミッショ
ンを実施中！クリアした人には
“ タカラガイ ” をプレゼント！

< 探 Q はぎ博 >併催中

「萩によりくるクジラたち」
　クジラ絵画コンテスト実施中！
入賞者にはクジラ缶バッジをプレ
ゼント！

（無料ゾーン）

萩の花めぐり観光周遊バス 料金無料！

観光課　☎ 25-3139

萩往還梅林園

豊原国周
「開花人情鏡　納涼」

地域特集展示
「クローズアップ三見 
― 萩市の魅力再発見 ―」

< 人と自然の
展示室 >
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萩・椿まつり

■土・日曜・祝日は随時運行
　往路9:30 ～15:30、復路10:00 ～16:00
の間、乗客が集まり次第、出発します。

越ヶ浜市営駐車場発 笠山椿群生林発
9:15 10:35
11:25 12:10
13:05 13:20
14:20 14:40
15:10 15:30
16:00 16:25

■平日無料シャトルバス（１日６便）

　椿の花が最盛期を迎える２月中旬から３月中旬の
約１カ月間、萩・椿まつりを開催します。約 25,000
本のヤブツバキが、色鮮やかな花を咲かせます。

２月11日㊍㊗～３月20日㊏㊗期間

場所 笠山椿群生林

萩の花めぐり
観光周遊バス

　期間中の土・日曜・祝日
は、萩・明倫学舎から１日
４便運行します。
　詳しくはこちら⇒

郷土芸能披露など

オープニング
イベント

とき ２月11日㊍㊗ 
11:00～

とき
■椿見どころ案内人の無料ガイド
■萩椿小町によるおもてなし
■特産品販売、飲食店
■萩椿クイズラリー
■萩・椿×資生堂 TSUBAKI
　お楽しみキャンペーン
■その他の詳細
　情報はこちら⇒

10:00～15:30

無料シャトルバス運行
　越ヶ浜市営駐車場から椿群生林までのバ
スを運行します。
※防長交通路線バス（有料）に接続します。

土・日・祝日の
イベント

フォト
コンテスト

椿まつりや笠山椿群生林を全国
に紹介するための写真を募集！

募集期間 ２月 11 日㊍㊗
　～３月 31 日㊌

対象 ２月１日～３月20 日
に撮影したもの

観光課  ☎25-3139

駐車場
　期間中の土・日・祝
日は、椿群生林周辺
の駐車場が有料（300
円）になります。

平日は無料

※土・日曜日、祝日のイベントは10:00～15:30

最新の情報を随時お届けします！
公式 Facebook「山口県萩市」

笠山
ジオアドベンチャー
とき ２月21日㊐、３月7日㊐

10:30～12:00

参加費無料

10 人
萩ジオパーク推進協議会

　☎ 21-7765

２月11日㊍㊗
２月14日㊐
３月20日㊏㊗
10:00 ～ 15:00

抹茶席

数量無くなり次第終了
一服 300 円

とき

2020 椿まつりフォトコンテスト最優秀賞

萩観光シーズン開き
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、萩城跡指月
公園での行事は中止し、関係者による神事のみを実施させて
いただくことになりました。 萩市観光協会　☎︎ 25-1750

２月７日㊐


