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初当選！田中 文夫 氏が

岡崎 隆志氏と 氏が森田 宗和 初当選！

萩市長選挙・萩市議会議員補欠選挙結果

　３月 21 日に萩市長選挙の投開票が行われ、新人
の田中文夫氏（72 歳）が初当選しました。
　 当 日 有 権 者 数 は、 ３ 万 9,784 人、 投 票 率 は
66.66％（前回 62.34％）でした。

　同日、萩市議会議員補欠選挙の投開票が行わ
れ、新人の岡崎隆

た か し
志氏と森田宗

むねかず
和氏が初当選し

ました。
　当日有権者数は、３万 9,784 人、投票率は
66.60％でした。

当日有権者数（人）投票者数（人）投票率（％）
男 18,222 11,822 64.88

女 21,562 14,698 68.17

計 39,784 26,520 66.66

届出順序 候補者名 得票数（票）
1 田中　文夫 　13,399　　
2 ふじみち　健二 12,899　　
ー 無効投票等 　　222　　
計   26,520　　

届出順序 候補者名 得票数（票）
1 岡崎　隆志 8,154
2 水津　かずお 5,831
3 森田　むねかず 7,091
4 斉藤　ただひこ 3,247
ー 無効投票等 2,172
計 26,495

■開票結果

■開票結果

■投票結果

萩 市 選長 挙

萩 員市 補会 選議 欠議 挙

新 市 長 の プ ロ フ ィ ー ル

【住　　所】
【最終学歴】
【略　　歴】

萩市細工町
玉川大学教育学科卒業
山口県議会議員
（平成７年４月〜令和２年11月）

田
たな か

中　文
ふみお

夫（72歳）
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問い合わせ 観光課　☎ 25-3139

　市内宿泊事業者を応援するとともに、市民または市民を代表とする市外の方も含めた団体（５人
まで）に、萩のおもてなしを味わっていただくための宿泊費を助成します。　
■事業内容　市民が市内宿泊施設に宿泊した場合、宿泊費の一部を助成します。
　　　　　　１泊２食付き宿泊　5,000 円／泊
　　　　　　１泊１食付き宿泊　4,000 円／泊
　　　　　　素泊まり　3,000 円／泊
■助成期間　令和４年２月 28 日㊊まで
■対象施設　萩市観光協会 HP でご確認ください。

市内宿泊施設利用助成事業

　市内宿泊施設の宿泊者に対し、感染症対策に取り組む市内観光施
設・飲食店・土産物店等で利用できる 2,000 円相当分のクーポン券
を配布します。
■配布枚数　19万枚（1,000円×２枚×95,000人）
■利用期間　９月 30 日㊍まで
■申請手続　観光課または総合事務所産業振興部門に申請書を提出
※登録済みの宿泊施設と観光関連施設は継続して配布できます。

安心安全観光地づくり（萩にゃん。ク〜ポン）事業

がんばろう萩！新型コロナウイルス対策
４月から利用できる観光支援事業

市民を代表とする団体の場合、市外の方（４人まで）も利用する
ことができるようになりました！

クーポン券を配布する宿泊施設と、クーポンが利用できる
観光関連施設を募集しています。

　市内貸切バスや観光タクシーを利用する団体旅行や市内周遊観光の経費を支援することで市内周
遊を促進します。
■補助率・１台あたり上限額
　〇貸切バス　10/10、10 万円（１台あたり乗客が 10 人以上であり、学校行事は対象外です。）
　〇観光タクシー　1/2、ジャンボタクシー１万円、タクシー 5,000 円
■利用期間　令和４年２月 28 日㊊まで
■申請手続　直接バス会社やタクシー会社に連絡するか、旅行代理店にお申し込みください。

貸切バス・観光タクシー利用助成事業
市内の貸切バスをお得に利用しよう！

※感染症の状況次第で、上記の事業内容を変更する場合があります。
※詳しくは、萩市観光協会 HP でご確認ください。

△このシールの貼ってあ
るお店で利用できます

萩市観光協会
HP
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問い合わせ 商工振興課　☎ 25-3108

　EC サイトによる販路拡大や、副業などの新しい働き方の推進を支援します。
■対象経費・補助額等
▷販路拡大のための EC サイトの導入（委託料、初期登録料など）　上限 10 万円（補助率 2/3）
▷専門人材などを活用する兼業や副業などの新しい働き方の導入（マッチングサイトの利用料や情報掲
載料、規則等の作成委託料など）上限 20 万円（補助率 2/3）

【①・②共通事項】
■対象者　市内の中小企業者等
■申請期間　４月１日㊍～令和４年２月28日㊊
※パソコンなど汎用性のあるもの、人件費や経常的に必要となる経費などは対象外です。

②中小企業者等アフターコロナ対応支援補助金

　「新しい日常」やインボイス制度に対応した、デジタル化に向けた取り組みを支援します。
■対象経費　
▷労働生産性の向上のための業務改善や効率化に資するITツールの導入（会計、販売支援ソフトウェアなど）
▷「新しい日常」に対応した取組に資するITツールの導入（遠隔地とのやりとりに使うWebカメラなど）
■補助額等　上限 30 万円（補助率 2/3）

①中小企業者等デジタル化促進補助金

　東京圏以外の県外から移住し、市内の登録された事業所に就職する際に支援を行います。
■対象経費　移住等に係る経費
■補助額等　上限 30 万円（単身世帯は 15 万円）補助率 2/3

④移住就業支援補助金

○事業承継・事業引継ぎ支援補助金
　事業承継を行う場合に必要な経費を支援します。
■対象経費　手続き経費、施設改修費、備品購入費
■補助額等　上限 100 万円（補助率 2/3）第二創業と認められる場合は最大で 100 万円を加算
○空き事業所活用創業支援補助金
　新型コロナの影響で廃業した空き店舗等を活用し、新たに事業を行う場合に必要な経費を支援します。
■対象経費　店舗購入費、施設改修費、備品購入費等
■補助額等　上限 100 万円（補助率 2/3）

③事業承継・事業引継ぎ支援事業

がんばろう萩！新型コロナウイルス対策
商工関連の新たな支援事業

　４月１日から、市民の皆さんが飲食店（テイクアウト含む）をめぐって食事を楽しみな
がら、お店を支援できるクーポン券が利用できます。
■使用期限　12 月 28 日㊋

【 利 用 方 法 】　①異なる３つの参加飲食店で、それぞれ1,000 円（消費税別）以上利用し、
クーポン券にスタンプを押してもらう　②3店舗分のスタンプがたまる　③4店舗目で
2,000円分、または４店舗と５店舗目で、それぞれ1,000円分の割引クーポン券として利用
できます（消費税別、おつりは出ません）。
※クーポン券は１店舗目で 1,000 円以上飲食された場合に店舗で発行します。

市民のみんなで萩の「おいしい」お店をめぐって、食べて応援しよう！
キャンペーン〜萩ぐるめぐりクーポンを利用しましょう
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財政課　☎ 25-3349

令和３年度予算が決定！
人件費人件費

（19.5％）（19.5％）
58.2億円58.2億円

扶助費扶助費
（14.9％）（14.9％）
44.6億円44.6億円

公債費公債費
（11.2％）（11.2％）
33.5億円33.5億円普通建設事業費普通建設事業費

（9.9％）（9.9％）
29.5億円29.5億円

その他その他
（0.7％）（0.7％）
2.2億円2.2億円

物件費物件費
（12.7％）（12.7％）
37.8億円37.8億円

補助費等補助費等
（14.1％）（14.1％）
42.3億円42.3億円

繰出金繰出金
（10.7％）（10.7％）
32.0億円32.0億円

その他その他
（6.3％）（6.3％）
18.7億円18.7億円

義務的義務的
経費経費

（45.6％）（45.6％）
136.3億円136.3億円

投資的投資的
経費経費

（10.6％）（10.6％）
31.7億円31.7億円

その他その他
の経費の経費

（43.8％）（43.8％）
130.8億円130.8億円

市税市税
（16.8％）（16.8％）
50.3億円50.3億円

繰入金繰入金
（6.5％）（6.5％）
19.4億円19.4億円

諸収入諸収入
（3.0％）（3.0％）
8.8億円8.8億円

その他その他
（3.5％）（3.5％）
10.6億円10.6億円

地方交付税地方交付税
（37.7％）（37.7％）
112.5億円112.5億円

国庫国庫
支出金支出金

（9.4％）（9.4％）
28.1億円28.1億円

県支出金県支出金
（8.0％）（8.0％）
24.0億円24.0億円

市債市債
（10.5％）（10.5％）
31.4億円31.4億円

その他その他
（4.6％）（4.6％）
13.7億円13.7億円

自主財源自主財源
  （29.8％）  （29.8％）
　89.1億円　89.1億円

依存財源依存財源
（70.2％）（70.2％）
209.7億円209.7億円

歳出総額
298.8億円

歳入総額
298.8億円

主な事業　令和 3 年度の当初予算は、3 月に市長選挙を控え
ていたことから、市民生活に直結する扶助費などの義
務的経費や一般行政経費を主体として、投資的経費等
は原則として継続事業を中心に新年度予算（骨格予算）
を編成しました。新規事業や政策的な経費は、今後の
補正予算により対応することとしていますが、国の新
制度創設等により住民生活に直接影響を与える事業等
については当初予算に計上しています。
　市では、これまで新しい産業の創出や道路網整備、
交通網の充実、移住・定住の促進、出産・子育て環境
の整備、医療体制の整備や教育機会の充実などに取り
組んできました。
　令和 3 年度の当初予算では、これら「萩市基本ビジョ
ン」に基づく継続事業等を計上し、引き続き基本的な
行政サービスの提供と市勢の発展に取り組む予算とし
ています。
　また、新型コロナウイルス感染症対策については、
特別会計において、発熱外来・検査センターの運営に
係る経費を当初予算に計上したほか、引き続き、状況
の変化に応じた的確な対策を補正予算により対応する
こととしています。

　だれもが生きいきと暮らせるまちづくり
大島複合施設整備事業　　　　　    ２億 9,310 万円
　老朽化した大島公民館・出張所および診療所の建て
替えに併せ、介護予防センターを一体的に整備するこ
とで、住民が安心して生活できるサービスの提供体制
を整えます。
＜新規＞ひきこもり支援推進事業　　　　  337 万円
　「ひきこもり」の問題を抱える当事者およびその家
族への支援のため、「ひきこもり」専用の相談窓口の
運営や様々なひきこもり支援に繋げていく「ひきこも
りサポーター」を派遣します。また、青少年の居場所、
活動支援として「萩ユースふれあいスペース」を運営
します。

　子育ての幸せが実感できるまちづくり
乳幼児・子ども医療費助成事業　    １億 2,472 万円
　子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、助成対象
者を高校生等（18 歳に到達した日以後の最初の３月
31 日までの者）までとし、医療費自己負担額（保険
適用分）を助成します。
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浜崎伝建地区空き家等活用プロジェクト事業　
3,200 万円

　市が抱える「まちなみ保全」「空き家活用」「移住定住」
の課題を解決し、今後の伝建地区におけるまちなみの
保存と活用に向けたモデルとなる事業として、令和２
年度に地域住民や民間事業者等とともに検討し策定し
た、遊休不動産活用によるまちづくり将来ビジョンに
基づき、寄附を受けた伝統的建造物の改修を行うとと
もに、浜崎地区のみならず市全体における空き家活用
を展開する仕組みづくり、まちづくりを目指します。

　生活基盤の充実した住みよいまちづくり
新防災行政無線整備事業　　　  　  ２億 3,137 万円
　大雨、地震、津波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、防災行政無線を整備しま
す。
木間地区ヘリポート整備事業　　　    　 5,107 万円
　高齢化率が高く、道路網もぜい弱・狭あいである木
間地区に、救急活動などで使用できるヘリポートを整
備します。
がんばろう萩！光ファイバー整備事業

　３億 7,093 万円
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、在宅
勤務やオンライン授業等新たな生活様式への対応が必
要となっているため、光ファイバー未整備エリアにお
いて、高速・大容量の情報通信を可能とする光回線を
整備します。
まぁーるバス実証運行事業　　　  　　　1,314 万円
　まぁーるバスの運行ルートは、市民アンケートや地
域意見交換会等で様々な要望が出ていることから、令
和２年度に運行ルートの調査・分析を行い、ルートの
見直し案を作成しています。令和３年度は、この見直
し案による実証運行を実施し、効果検証します。

　未来を担うひとを育むまちづくり
小中学校 LED 照明設置事業　　　   　１億 334 万円
　小中学校施設の照明設備を LED 照明へ交換するこ
とにより、省エネルギー化するとともに、長寿命化に
よるメンテナンス費用の削減を図ります。
萩グローバルＩＴ人材確保・育成事業　  　400 万円
　ＩＴ関連企業のサテライトオフィス誘致に係る人材
確保のため、ＩＴ企業や行政、教育機関、経済団体等
で構成する「萩グローバルＩＴ人材育成協議会」の運
営により、高校生等のＩＴ関連企業への就業に必要な
学習カリキュラムの提供や学習環境を整備します。

　産業活力があふれるまちづくり
旧明倫小学校３・４号棟整備事業　
　　　　　　　　　　　　　　　　 ４億 1,175 万円
　「産業・ひとづくり・交流」をコンセプトとした拠点
施設として整備し、起業・創業や企業誘致の推進、若
者を中心とした雇用機会の創出、萩の未来を支えるひ
とづくり、交流人口拡大による賑わいの創出を図ります。

森・職・人づくり事業　　　  　　　　　3,525 万円
　森林所有者と林業経営体をつなぎ適正な経営管理を
図るため、所有者の意向を踏まえた森林整備等を行い
ます。

　魅力ある歴史・文化・自然をいかしたまちづくり
萩田万川温泉センター改修事業　　    ３億 940 万円
　地域の方や観光客に憩いの場等として親しまれてい
る「萩田万川温泉センター」は、開業後 20 年以上が
経過しており、施設の老朽化による機器等の故障や不
具合が生じていることから、施設の全面リニューアル
を実施するとともに、近年のアウトドアブームにより、
利用者が年々増加している隣接するキャンプ場との関
連施設として屋外テラスを整備します。

令和３年度当初予算　主な事業
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都市部からの交流人口増加による地域活性化を図るた
め、ダム湖への進入路を整備します。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進事業

　1,898 万円
　東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催
の年となり、５月には聖火リレーが予定されています。
これを契機に、市民の一人ひとりがスポーツに興味を
持ち、スポーツ活動に結びつくようスポーツ振興を図
ります。
　また、阿武川特設カヌー競技場が、オリンピックの
キャンプ地になるよう誘致活動に努めるとともに、カ
ヌーの普及を図り、交流人口の拡大や地域の活性化を
目指します。

特別会計の概要
　６会計を合計した予算規模は、前年度に比べて、５億 1,630 万円減額（△ 3.3％）
し、149 億 3,790 万円となっています。

区分（特別会計名） 当初予算額 対前年度比 増減率
土地取得事業 100万円 △40万円 △ 28.6％
国民健康保険事業（事業勘定） 69億5,500万円 △5,200万円 △ 0.7％
国民健康保険事業（直診勘定） 7億2,370万円 △5,770万円 △ 7.4％
休日急患診療事業 1億790万円 220万円 2.1％
後期高齢者医療事業 9億8,050万円 610万円 0.6％
介護保険事業 61億6,980万円 △4億1,450万円 △ 6.3％

合計 149億3,790万円 △5億1,630万円 △ 3.3％

公営企業会計の概要
区分 当初予算額 対前年度比 増減率

水
道
事
業

収益的収入 11 億 1,100 万円 △ 3,400 万円 △3.0％
収益的支出 11 億 2,600 万円 △ 3,600 万円 △3.1％
資本的収入 ５億 7,041 万円 6,204 万円 12.2％
資本的支出 ８億 4,405 万円 9,819 万円 13.2％

下
水
道
事
業

収益的収入 21 億 600 万円 △ 5,330 万円 △2.5％
収益的支出 21 億 600 万円 △ 5,330 万円 △2.5％
資本的収入 13 億 7,600 万円 2 億 536 万円 17.5％
資本的支出 18 億 7,400 万円 1 億 9,113 万円 11.4％

病
院
事
業

収益的収入 27 億 1,192 万円 △ 624 万円 △0.2％
収益的支出 28 億 8,267 万円 3,565 万円 1.3％
資本的収入 ４億 4,877 万円 1 億 4,392 万円 47.2％
資本的支出 ５億 6,820 万円 8,914 万円 18.6％

　独立採算による特定の事業
を経理する会計のこと。

公営企業会計とは？

▼

　生活用水の安定給水を図る
ため、老朽施設の更新事業を
継続的に推進し、経営の健全
化に取り組みます。

▼

　生活環境の向上と公共用水
域の水質保全を図るため、水
洗化の促進に努めます。

　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
上に努めます。

▼

　一般会計とは別に設けられ
た会計のこと。一般会計と区
分して経理することにより、
特定の事業や資金運用の状況
を明確にします。

特別会計とは？

▼
　高齢者人口の減少と介護度
が軽度化傾向にあることに伴
い、介護給付費が減少するこ
とから、減額となっています。

介護保険事業特別会計

　だれからも愛されるまち、求められるまちづくり
シティプロモーション事業　　　　　　　  750 万円
　市の魅力ある地域資源などを広く発信するため、

「萩・魅力ＰＲ大使」や「萩ふるさと大使」等を活用
したプロモーション活動を行います。また、コロナ禍
により地方移住への関心が高まる中、将来的な移住定
住につながるよう、新たな仕組みとして「萩フレンド
保険」に取り組み、関係人口の創出・拡大に向けて、
県外居住者と本市とのつながりを構築します。
阿武川ダム湖活用地域活性化事業　　　  2,262 万円
　川上地域の地域資源である阿武川ダム湖を釣りやカ
ヌーなどのアクアレジャーフィールドとして開放し、
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新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
　ワクチン接種は、市からクーポン券（接種券）を郵送しお知らせします。ワクチン
は徐々に供給量が増える見込みです。少しお待ちいただく可能性がありますが、希望
されるすべての方が順次接種を受けられるように準備を進めています。

　接種を受けることは強制ではありません。接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方に
ついて理解した上で同意がある場合に限り、受けていただきます。病気で治療中の方や体調に不安の
ある方は、かかりつけ医等とご相談の上、接種を受けるかどうかをお考えください。
　職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることのない
ようお願いします。

同意された方に接種

※１ 基礎疾患を有する方とは（出典：厚生労働省 HP）
（１）以下の病気や状態の方で、通院／入院している方
1. 慢性の呼吸器の病気　2. 慢性の心臓病（高血圧を含む）　3. 慢性の腎臓病　4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）5. イン
スリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病　6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）　
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）　8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受け
ている　9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患　10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態

（呼吸障害等）11. 染色体異常　12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）13. 睡眠時
無呼吸症候群　

（２）基準（BMI 30 以上）を満たす肥満の方　ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
（BMI 30 の目安：身長 170cm で体重 87kg、身長 160cm で体重 77kg）
※２ 入所高齢者と同施設で同時の接種可

接種順位

接種順位と区分 接種時期（予定）
１ 高齢者 （昭和32年４月１日以前に生まれた方） ５月 10 日㊊～

２
高齢者以外で基礎疾患を有する方（※1） ７月上旬以降
高齢者施設等の従事者 ７月上旬以降（※ 2）

３ 上記以外の方 ７月下旬以降

←詳細は
こちらから

16 歳以上の市民の方が対象です

※３月 17 日時点の情報であり、変更になる場合があります。

接種費用

（全額公費）

無 料

ワクチンの有効性と副反応について

〇 新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められています。

〇 どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。

　２回の接種によって、95％の有効性で、発熱やせきなどの症状が出ること（発症）を防ぐ効果が認
められています。（インフルエンザワクチンの有効性は約 40 ～ 60％）

　接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が
残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。（予防接種による健康被害は救
済制度の対象です。）２回接種後に、接種部位の痛みは約 80％に、37.5 度以上の発熱が約 33％、疲労・
倦怠感が約 60％の方に認められています。急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーの発生頻度
は、市販後米国で 100 万人に５人程度と報告されています。日本での接種では、ワクチン接種後 15
～ 30 分経過を見て、万が一アナフィラキシーが起きても医療従事者が必要な対応を行います。

出典：首相官邸 HP から抜粋
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市が発送したクーポン券
（接種券）を受け取る

希望の会場で接種を受ける

集団接種（原則日曜日）

接種方法

問い合わせ・相談窓口

お届け時期：高齢者の方（３月下旬）、
高齢者以外の方（５月下旬以降）を予定

持参物：①クーポン券、②本人確認書類（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等）、③健康保険証
（万一、副反応があった場合のため）、④予診票（各１枚、事前記入）、⑤お薬手帳（お持ちの方のみ）
接種回数：２回、間隔は３週間（ファイザー社のワクチンの場合）

対象地域：萩地域（離島を除く）
実施場所：市民館、市民体育館、総合福祉センター
５月30日㊐以降、１日に１～２カ所で実施予定
予約方法：市開設のコールセンターへ連絡
　　　　　４月26日㊊から受付
◎萩地域以外と離島
⇒実情に合わせ萩市立診療所等で実施予定
　萩地域の各会場で受けることもできます。

１

個別接種（月〜土曜日）
実施場所：市内医療機関
予約方法：直接医療機関へ申込み
　　　　　４月 12 日㊊から受付

２ ２

いずれかを予約

予約当日

※クーポン券は、ご自分の接種時まで大切に保管してください。

■萩市新型コロナワクチン コールセンター（４月１日開設予定）
〇接種時期・場所、接種方法に関すること　　　　　☎ 21-5672　毎日 9:00 ～ 17:00
〇集団接種の予約に関すること　　　　　　　　
■萩市新型コロナウイルス対策室 予防・ワクチン接種班
〇萩市のワクチン接種全般に関すること　　　　　　☎ 21-5925　平日 8:30 ～ 17:15

■厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター　　☎ 0120-761770
〇ワクチン全般に関すること　　　　　　　　　　 　毎日 9:00 ～ 21:00
■山口県ワクチン接種専門相談センター 　 　 　　　 ☎ 083-902-2277
〇ワクチンの副反応等に関する相談　　　　　　　 　毎日 8:30 ～ 17:30
〇副反応発生時の受診に関するアドバイス
〇ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供
〇ワクチン接種の可否に関する相談

３

萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ

ワクチンや副反応に関する専門的なお問い合わせ

〇住民票がある場所（住所地）以外での接種
・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方⇒医療機関や施設へ相談
・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方⇒医療機関で相談
・その他やむを得ない事情で、住民票所在地以外に長期間滞在されている方
⇒実際に住んでいる市町村の相談窓口に問い合わせ

個別接種、集団接種の詳
細はクーポン券と一緒に
送ります。

※肩を出しやすい服装でお越しください。
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○永年勤続功労章（３月10日付）

　永年勤続し、その勤務成績が優秀かつ
他の模範となる者に消防庁長官が授与。
◦礒部 誠

まこと
（消防本部消防司令）

◦小林 正
ま さ し

史（新川分団長）
◦石橋 滿

み つ と
人（田万川方面団長）

◦海
え び た に

老谷 勉
つとむ

（田万川第６分団長）
◦倉

くらまし
増 忠

ただよし
吉（むつみ第４分団長）

◦淺野 二
じ ろ う

郎（須佐第６分団長）
◦羽鳥 常

つ ね お
男（福栄方面団副団長）

◦原田 知
と も み

美（福栄第４分団長）

受章おめでとうございます

　昭和 57 年 4 月 萩交通安
全協会見島婦人部会設立から
現在まで、婦人を中心に家庭
ぐるみの交通安全活動を推進
し、交通事故のない明るい社
会づくりに貢献。

全国大会出場おめでとう

【前列左から】水津優
ゆ う り

里、上田桜
ほ の か

香、松屋海
み お ん

音、小
林ゆり、内海美

み お
桜、大田賢

け ん た ろ う
太郎、上領洸

こ う た
太

【後列左から】関美
み し ん

心、村木虹
こ ゆ き

雪、仕
し た て

立蒼
あ お い

依、金子
歩
あ ゆ み

実、上田響
ひ び き

希（12 人、全員２年）

【左から】　増田喜
き か

伽、吉田圭
け い き

希（自由組演武の部、
２年）、石光奈

な お
央（自由単独演武の部、２年）、岡㟢

遥
は る と

仁（規定単独演武の部、１年）

高屋  那
な ほ

帆

藤田  小
こ は る

春

交通栄誉章 ○緑十字銀章
　交通安全功労者令和２年度消防庁長官表彰

（79 歳 見島）山内 雪
せ つ こ

子

声楽アンサンブルコンテスト全国大会全国高等学校少林寺拳法選抜大会

萩高等学校合唱部萩商工高等学校少林寺拳法部

萩高等学校

（自由単独演武の部、1年）

（椿西小学校 5 年）

全国ホープス選抜卓球大会
3 月 27 日～ 28 日　徳島県鳴門市

3 月 26 日～ 28 日　香川県善通寺市 3 月 18 日～ 21 日　福島県福島市
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新しい農業委員・農地利用最適化推進委員が決定！
　任期満了に伴い、新しい農業委員・農地利用最適
化推進委員が決まりました。任期は令和３年３月８
日から令和６年３月７日までです。
　農地に関することは、農業委員会にご相談くださ
い。
■問い合わせ　農業委員会　☎︎ 25-3405

地域 氏　名

萩

岡﨑　弘
ひ ろ あ き

明
中野　恵子
金子　哲

て つ や

也
片岡　兼

か ね

雄
お

原川　久美子
横山　喜

き い ち ろ う

一郎
草
く さ の

野　隆
た か し

司
鈴川　肇

はじめ

長
な が ど み

富　繁
し げ

美
み

川上 烏田　茂夫

田万川 尾
お ぎ

木　武夫
品川　民

た み お

雄

むつみ 矢次　利
と し

典
の り

松田　由美子
須佐 田村　廣

ひろし

旭 守永　正
ま さ の り

範
大石　博

ひ ろ の り

則

福栄 藤田　芳
よ し

昭
あ き

原田　知
と も み

美

■農業委員

地域 担当地区 氏　名

萩

川内・椿 中原　豊
椿東 小野村　壽

す

美
み お

夫
山田 阿

あ

嶋
じ ま

　忠
た だ

治
は る

三見 田村　秀
ひ で し

施
大井 佐

さ え き

伯　利
としみつ

満
大島 刀

と ね

祢　健
たけし

相島 中野　良
よ し

保
や す

見島 河
こ う ち

内　俊
と し お

男
川上 川上 藤

ふ じ は ら

原　正
ま さ み

己

田万川
江崎 中村　博

ひろし

小川 上杉　重
し げ お

男
高
た か つ

津　府
あ つ の り

制

むつみ
吉部 末

す え な り

成　農
あ つ

実
み

佐々木　藤
ふ じ か ず

一

高俣 倉
く ら ま し

増　隆
た か し

資
松
ま つ な か

中　邦
く に お

夫

須佐
須佐 福島　盛

も り

雄
お

弥富 下瀬　一
か ず

馬
ま

旭
明木 大

お お と う

峠　昭
あ き お

夫

佐々並 能美　寿
と し み

三
吉本　紀

き よ

與志
し

福栄
福川 藤田　幸

ゆ き

久
ひ さ

藤原　悟
さとる

紫福 佐々木　康
や す

典
の り

野原　明子

■農地利用最適化推進委員

　「萩市ごみ収集早見表（2021 年３月作成）」を広
報はぎ３月号で配布しましたが、電話番号の記載に
誤りがありましたので、お詫びして訂正します。

■訂正
　家電リサイクル品目の処分方法
　指定引取場所
　中国名鉄運輸㈱萩営業所（椿東 2918-3）
　（正）　☎︎ 22-0707

環境衛生課　☎︎ 25-3520

ごみ収集早見表の訂正
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旧明倫小学校３・４号棟の
入居希望者見学会を開催

　「産業・ひとづくり・交流」をコンセプトに市民
のチャレンジを支援する施設として活用するため、
令和４年春の供用開始を目指して耐震化や外観の修
景などの整備工事を行っています。
　この度、旧明倫小学校３・４号棟の入居に関心の
ある事業者等を対象に現地見学会を行います。

５月１日㊏　13:00 ～ 17:00
※都合がつかない方は、ご相談ください。

旧明倫小学校３・４号棟
入居に関心のある個人・事業者・団体　
４月 28 日㊌までに、産業戦略室に電話または

メールでお申し込みください。
※集合場所などは、個別にお知らせします。

産業戦略室　☎︎ 25-3351
　メール sangyou@city.hagi.lg.jp　
※詳細は、市 HP をご覧ください。

　IT 関連企業「㈱バリューアップ ジャパン（本社：
東京新宿区）」が、萩田町商店街の空き店舗を改装し、
サテライトオフィスを開設することが決定し、山口
県の立会いのもと同社と萩市との間で進出協定を締
結しました。
　同社では、事業所の ISO 等取得支援や、大手外
資系企業の提供するクラウドサービス・システムの
導入・開発・運用支援を主な事業としています。ま
た、進出にあたり、「地方における高度 IT 人材の育
成」も目的としていることから、萩のオフィスは、
人の集まりやすいカフェスタイルとし、本社業務に
加え、一般市民・学生向けの IT 関連セミナーを開
催する予定です。
　将来的に５人の地元雇用を予定しており、採用者
は、一定期間の研修を受けた後、萩のオフィスに着
任します。

【進出概要】
■協定締結日　３月 10 日
■企業名　株式会社バリューアップ ジャパン

IT 関連企業が萩田町商店街にサテライトオフィス進出！地元雇用に期待！！

株式会社バリューアップジャパンと進出協定を締結

■代表者　小林 達
た つ じ

司（代表取締役社長）
■所在地　東京都新宿区四谷
■設立　平成 15 年９月
■従業員数　13 人
■資本金　1,000 万円
■事業　○本社業務
　　　　○地域 IT 人材育成事業
■将来雇用規模　５人（開設当初２人）
■開所日　５月（予定）

企業誘致推進課　☎︎ 25-3811

バリューアップ
ジャパン HP

萩市総合福祉センターに
音声付触知図案内板を設置

　市では、すべての市民にやさしいまちづくりを推
進するため、総合福祉センターの正面入口に音声付
触
し ょ く ち ず

知図案内板を設置しました。
　この案内板は、触知記号や点字文字で図示した案
内図板面を触ることにより総合福祉センター内の各
課、各利用施設の配置がわかり、押しボタンにより
各施設の利用についての音声案内も行います。
　また、すでに総合福祉センターに導入している聴
覚障がい者向けの緊急情報システムと連動している
ため、視覚障がい者・聴覚障がい者・高齢者の方等
が安心して利用できま
す。
※整備費用は 638 万
円。うち 630 万円は
自治総合センターの宝
くじ助成金を活用。

福祉政策課　
　☎︎ 25-3585
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　市では、子育てと仕事の両立を支援するため、各種子育て
サービスを実施しています。詳細は、お問い合わせください。子育て支援サービス

応援します！あなたの子育て
子育て支援課

　☎︎25-3536

 
○日の丸保育園　7:00～20:00（２時間延長）
○椿東・住の江・春日保育園　7:00～19:00（１時間延長）

保育短時間認定の方は、１日につき400円　

　市内の保育所等に通園中のおおむね１歳以上の児童ま
たは小学１～３年生の児童で、保護者が夜間に就労等の
ため保育できない児童を保育。
※年度ごとの登録、勤務先の証明が必要。

日の丸保育園
18:00 ～ 22:00（月～金曜日）

　18:00 ～翌朝 9:30（月～金曜日のうち週３日）
　※利用される前週の月曜日までに要予約。

利用１回につき　　※寝具・食事等は持参。
◦22:00まで800円　◦24:00まで1,200円
◦3:00まで1,500円　◦9:30まで2,000円

　保育所等に入所していない児童の保護者が病気や冠婚
葬祭等で一時的に家庭での保育ができない児童を保育。

椿東・山田・川上・田万川・田万川小川分園・むつみ・
須佐・あさひ・福川・紫福・日の丸保育園

8:30～17:00
 （給食代含む）１日 1,800円　４時間以内1,000円

　保育所等に通園中の児童で日曜日・祝日に保護者が、
仕事で家庭での保育ができない児童を保育。※年度ごと
の登録、勤務先の証明が必要。

住の江保育園　 8:30～17:30
保育短時間認定の16:30以降の利用、１日400円

※弁当持参。

　通園中の児童または、小学１～６年生の児童が、病気等
で集団保育が困難な期間、一時的に預かります。
○いわたにこどもクリニック病児保育室

いるかのママ(いわたにこどもクリニック横)
　☎︎21-5788

１日1,500円　※弁当持参。
○こどもデイサービスセンターすさ

弥富診療センター内　☎︎08387-8-2311
１日2,000円（給食代含む）

※年度ごとの登録必要。利用料の減免制度あり。

保育
延長保育

24 時間保育

一時預かり保育

休日保育

病児保育

　新生児１人につき２万円を上限に助成します。
■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、保護者名義の振込先口座が分かるもの。
※市内の業者で、１歳の誕生日の前日までに購入した
ものに限る。商品券等で購入したものは対象外。
■申請期限　新生児が１歳半に到達するまでの間

　出生が平成28年４月１日以降の乳幼児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・上限額あり。
■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、保護者名義の振込先口座が分かるもの。
※市内の業者で購入したものに限る。商品券等で購入
したものは対象外。
■上限額　チャイルドシート１万5,000円、ベビー
カー１万円、ベビーベッド8,000円　　
■申請期限　購入後半年以内

　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（依頼会員）が、地域で育児を助け合う相
互援助の会員組織。両会員を募集中!!
■主な業務
・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受付など

はぎファミリー・サポート・センター（総合福祉セン
ター内)　☎︎24-0530

育児
はぎファミリー・サポート・センター

助成
新生児おむつ購入費助成

チャイルドシート・ベビーカー・
ベビーベッド購入費助成

子育て支援課（総合福祉センター２階）
　各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所
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住宅の資金を助成します 詳細は、お問い合わせください。
・ 建築課　☎︎25-3693

倒壊の危険性のあるブロック塀等の
撤去費用の補助

○暮らしの安全助成事業
■補助対象　
①高さが60cm以上であるもの
②道路（通学路等）に面したもの
③点検の結果、危険性の高いもの
■補助率　費用の2/3以内（上限15万円※）
　　　　　※１ｍにつき、9,000円が上限
■募集件数　10件程度（先着順）
■募集期間　４月１日㊍～12月17日㊎

地震に強い家を応援します
○無料耐震診断員派遣

昭和 56 年５月 31 日以前に着工された戸建ての
　木造住宅の所有者
■募集戸数　10 戸（先着順）
■募集期間　４月１日㊍～12月17日㊎
○耐震改修費補助
　耐震改修費の一部を補助します。

昭和 56 年５月 31 日以前に着工された戸建ての
　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（居住要件あり）
■補助率　費用の 80％以内（上限 100 万円）
■募集戸数　２戸（先着順）
■募集期間　４月１日㊍～ 10 月 29 日㊎

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
■対象住宅
①市内にある老朽危険空き家
②木造・軽量鉄骨造
③市の定める基準に該当
④交付決定日において、除却工事に着手していない
⑤申請年度の２月末日までに除却工事が完了し、実
　績報告書の提出が可能なもの
■対象者
①補助対象住宅の所有者、または相続人とそれらの
　同意を得た者
②世帯の総所得金額の合計が500万円未満である
③市税を滞納していない
④暴力団の関係者でない
■対象工事
①市内に事業所等がある業者に発注する除却工事
②住宅のすべてを除却する工事
■補助金額　対象経費の2/3以内、上限100万円
■申請受付期間
　４月１日㊍～12月10日㊎

アスベスト含有調査に関する補助
○民間建築物アスベスト対策事業
■補助対象　建築物石綿含有建材調査者による調査
■補助上限額　１棟あたり 25 万円
■募集件数　２件（先着順）
■募集期間
　４月１日㊍～ 12 月 17 日㊎

土砂災害特別警戒区域※内にある
住宅等の移転、改修の補助

○土砂災害対策改修事業
■補助対象
１．土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物
２．建築物の所有者
３．土砂災害特別警戒区域指定前から土砂災害に対
　　する構造基準を満足していない建築物
■補助率　土砂災害対策改修費用に23％を乗じた
　額（限度額 75 万 9,000 円 / 棟）
■募集戸数　１戸（先着順）

※土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）とは、
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊
が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生
じる恐れのある区域として指定されたもの。

○がけ地近接等危険住宅移転事業
■補助対象
１．土砂災害特別警戒区域内の住宅
２．住宅の所有者
３．土砂災害特別警戒区域指定前から土砂災害に対
　　する構造基準を満足していない、または特定行
　　政庁が是正勧告等をおこなった住宅
■補助金額　住宅の除却などに要する費用で撤去 
　費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等（限度
　額 97 万 5,000 円 / 戸）
■募集戸数　１戸（先着順）
■募集期間　４月１日㊍～12月17日㊎
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萩の環境づくりは下水道等への接続から

事　業 地　域 令和２年度の整備区域 令和３年度の整備区域

公共下水道事業
萩

椿東・椿地区の一部
（川内は整備済み） 椿東・椿地区（継続）

漁業集落排水事業 大井地区の一部 大井地区の一部(継続)

整備状況と計画 　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。

受益者負担金・分担金の納付

市の融資 あっせん制度

浄化槽設置補助制度

下水道等へ接続して生活環境を改善！

整備済み区域

萩 川内、椿東の一部、椿の一部、山田の一部、
大井の一部、三見、三見明石、大島

川上 山田、三徳

田万川 江崎、江崎尾浦、下田万、下田万湊、下小川
鍋山

むつみ 吉部、吉部東、後井、高佐、片俣
須佐 須佐
旭 明木市、佐々並市

福栄 福川、紫福

　供用開始（下水道等へ接続できる状態）になった
区域内の家屋では、供用開始の日から３年以内に下
水道等へ接続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。

　下水道等への接続と同時にトイレを水洗化され
る方に、融資をあっせんしています。
■対象地域　公共下水道事業および集落排水事業
の供用開始区域
■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
◦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
◦連帯保証人１人を有すること
■融資あっせん額　５万円～ 200 万円
■融資条件
▷無利子（利子は市負担）
▷分割回数は最長 60 回（５カ年）以内

排水設備と同時に申請してください

　新築および、既設住宅に浄化槽を設置する個人に
対して、設置費用の一部を補助します。
※借家、集合住宅を除く。
■補助対象地域　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
■補助金額　設置される浄化槽の人槽により、補助
金額を決定します。

　下水道等の整備により、生活環境の改善、土地
利用価値の上昇等の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、下水道等の整備を促進し
ています。　
　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。

上下水道局総務課　☎︎ 25-2398５人槽 332,000 円

７人槽 414,000円

10人槽 548,000円

浄化槽工事業者へ申し出てください
　※設置後の維持管理費・法定検査料は個人負担

下水道建設課　☎ 25-4651
　各総合事務所産業振興部門
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　令和３年度萩市職員採用試験を次のとおり実施予定です。各職種の募集人数や試験科目等の詳細は、募集要項を
ご覧ください。なお、募集要項は募集期間の初日から市HP からダウンロード、または請求により郵送します。

※満年齢は令和４年４月１日現在の年齢です。
※萩市内に居住できる方（市民病院は特別な事情がある場合を除く）。
※学歴資格要件は令和４年３月末までに卒業または資格取得見込みの方を含みます。
※令和３年４月１日時点の予定であり、今後変更する場合もありますので、各職種の募集
要項を必ずご確認ください。
※市民病院看護師・薬剤師（有資格者のみ）は、随時募集しています。

萩市職員採用試験実施計画令和３年度

人事課　☎︎25-1239

萩市職員採用
試験実施計画

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

第１次 第２次

上級
（大学卒）

事務職 若干名
平成６年４月２日以降に生まれた方（27歳以下） ６月１日㊋

～ 14 日㊊
７月

11日㊐
８月
下旬

令和４年
４月１日㊎

土木
技術職 若干名

初級
（高校・ 
短大卒）

事務職 若干名
平成12年４月２日以降に生まれた方（21歳以下）

７月１日㊍ 
～

８月 16 日
㊊

９月
19日
㊐

10 月
下旬

土木
技術職 若干名

社会人
経験者

事務職 若干名 ・昭和57年４月２日以降に生まれた方（39歳以下）
・民間企業等での職務経験が５年以上ある方

土木
技術職 若干名 ・昭和51年４月２日以降に生まれた方（45歳以下）

・民間企業等での職務経験が５年以上ある方

電気技術職 １人
程度 昭和51年４月２日以降に生まれた方（45歳以下）

初級消防
（高校卒以上）
※大学卒も可

若干名 平成８年４月２日以降に生まれた方（25歳以下）

保育士 若干名 平成６年４月２日以降に生まれた方（27歳以下）

保育園調理員 １人
程度 昭和57年４月２日以降に生まれた方（39歳以下）

文化財専門職
（建築士） １人 ・昭和57年４月２日以降に生まれた方（39歳以下）

・１級または２級建築士の資格を有する方

文化財専門職
（発掘調査および
文化財保護業務）

１人

・昭和57年４月２日以降に生まれた方（39歳以下）
・４年制大学を卒業または大学院を修了した方で、
考古学、歴史学、文化財学その他これに準ずる専門
課程のいずれかを履修した方
・埋蔵文化財発掘調査の実務経験を３年以上有す
る方

市民病院看護師 10人
程度

・昭和46年４月２日以降に生まれた方（50歳以下）
・看護師の資格を有する方、または資格取得見込
みの方 ６月１日㊋ 

～14日㊊
７月

11日㊐
市民病院薬剤師 １人

程度
・昭和56年４月２日以降に生まれた方（40歳以下）
・薬剤師の資格を有する方、または資格取得見込
みの方
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田万川診療所の診察日
　４月から、田万川診療所は金曜日も診療します。
■診療日　火・木・金曜日（週３回）
■時間　（午前）8:30 ～ 12:00
　　　　（午後）13:00 ～ 17:15

　３月 13 日、「萩往還ワンデーウォーク」の代
替大会として開催されました。
　県内在住の 200 人が参加し、市内の各世界遺
産を巡りました。

スポーツ振興課　☎︎ 25-7311

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

　キャッシュレス決済の推進による市内事業者の事
業の成長と消費者の利便性の向上およびインバウン
ドの促進を図るため、キャシュレス決済事業者に支
払った決済手数料の一部を補助します。
■補助対象　令和２年７月１日～令和３年３月 31
日の間のクレジット決済に伴う決済手数料
■申請期間　４月１日㊍～８月 31 日㊋（予定）
■補助金額　最大 10 万円
※キャシュレス決済事業者に支払った決済手数料の
1/3 の額
※決済手数料率 3.25％分の 1/3 を上限とします
■対象事業者　　
・市内に主たる事業所（本社等）のある、中小企業
基本法第 2 条第 1 項、5 項に準じる中小企業者・
小規模事業者（個人事業主含む）
・中小企業団体、社団法人、財団法人、NPO 法人
・補助を受けた後も引き続きキャッシュレス決済を
実施する者
■申請方法　所定の申請様式に①キャッシュレス決
済に係る契約内容の分かる書類、②補助対象経費の
分かる書類、③滞納のない証明を添えて商工振興課
へ提出
※様式は市 HP からもダウンロードが可能です。

商工振興課　☎︎ 25-3108

キャッシュレス決済に伴う手数料
の一部を補助します！

健康増進課　☎︎ 26-0500４月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
8日・22日㊍ こころの相談日（※）/萩市保健セ/13:30～
９日㊎ 三見ソナタ/三見公民館/13:30～
９日・23日㊎ 健康づくり応援隊体操 / 中央公園（雨天時：
総合福祉セ）/10:30 ～
13日・27日㊋ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00～
14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～
15日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30～
19日㊊ 御許町健康教室/御許町公会堂/13:30～

◉田万川・須佐地域
２日㊎ エアロビクス教室/小川交流セ/10:00～
５日㊊ 平山台体操/平山台駐車場/11:00～
７日㊌ 弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30～

８日㊍ みんなの健康運動教室 / 須佐保健セ /13:30 ～
９日㊎ 元気もりもり体操会/須佐保健セ/9:30～
15日㊍ エアロビクス教室/田万川体育館/10:00～
20日㊋ すくすく相談会/須佐保健セ/10:00～
27日㊋ 新・健康ちょ筋教室/田万川体育館/9:30～

◉旭・川上地域
13日㊋ 川上健康教室/川上保健セ/9:30～
21日㊌ 乳幼児相談（※）/川上保健セ/10:00～
27日㊋ あさひ健康運動教室/旭活性化セ/10:00～

◉むつみ・福栄地域
８日㊍ 福栄楽しく体を動かす会/ふくえ～る /13:30～
21日㊌ 乳幼児相談（※）/むつみ農村環境改善セ/10:00～
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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
申請はお済みですか？
　申請をはじめとするマイナンバー
カードに関する手続きとして、臨時
窓口を開設します。

【臨時窓口開設日】
４月 25 日㊐、５月 23 日㊐、６月
27 日㊐　9:00 ～ 12:00

電話で事前予約
【申請】

・本人確認書類（運転免許証など）
・写真（当日無料撮影）
【受取】
・届いたハガキ
・本人確認書類（運転免許証など）
・通知カード
・住民基本台帳カード（持っている
方のみ）

市民課
　☎︎ 25-3493

◎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
萩焼（湯呑等）、学習机、柔道着Ｓ
サイズ、七段飾りひな人形、子ども
用自転車（24 インチ）、カーオーディ
オスピーカー、ステアリングホイー
ル、16 インチテレビ、インスタン
トカメラ、電動自転車、明倫小の制
服等、電動ベッド、両開き冷蔵庫
■おゆずりください
プロジェクター、CD プレイヤー、
公立小学校制服、体操服（男児）
※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。

◎簡単小物作り講座
５月２日㊐　10:00 ～ 12:00
古布で花のアクセサリーを作る
10 人程度
100 円（材料費別）
随時受付、定員になり次第修了。

　子どもも簡単にできます。
◎雑貨の販売について

４月11 日㊐～25 日㊐
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選
■応募期間　４月11日㊐～18日㊐
12:00まで
■抽選日　４月 18 日㊐ 13:00 ～
　インスタグラムも
　随時更新しています！

エコプラザ・萩情報
☎ 24-5300

納期のお知らせ
　令和３年度の市税の納期は、
５月からです。
※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。

収納課　☎︎ 25-3575

国民健康保険の
加入・脱退の届出
　国民健康保険に加入、脱退等する
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。

市民課　☎︎ 25-3147
各総合事務所市民窓口
部門、支所・出張所

児童扶養手当が変わります
　障害基礎年金等を受給しているひ
とり親のご家庭は、障害基礎年金等
の額が児童扶養手当の額を上回る場
合、 児童扶養手当を受給できません
でしたが、令和３年３月分の手当以
降は、児童扶養手当の額が障害年金
の子の加算部分の額を上回る場合、
その差額を児童扶養手当として受給
できるようになりました。

６月 30 日㊌までに、
　子育て支援課へ
　☎︎ 25-3259

春の全国交通安全運動
　4 月６日㊋～ 15 日㊍は、春の全
国交通安全運動が行われます。
　期間中は、市内各所で交通事故撲
滅をめざす各種行事が開催されま
す。

市民活動推進課　☎︎ 25-3601

指定ごみ袋の無料配布
　各町内会等へのごみ袋の配送は、
４月中旬～５月下旬です。

※交換はできますが、今年度配布し
た枚数が上限です。

環境衛生課　☎︎ 25-3146
　各総合事務所市民窓口部門

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

世帯人数 燃やせる
ごみ（大）

プラスチック
製容器包装

１～２人 20枚 10枚
３～４人 40枚 10枚
５人以上 40枚 20枚

区間 益田～東萩駅

運休日 4/20～23

運休
時間帯

概ね8:30以降
から16:30まで

椿東 4703-49
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若年層の性暴力被害予防月間
　４月は、進学・就職等に伴い、若
年層が被害に遭うリスクが高まる時
期です。被害にあった時は、相談し
てください。
■萩市女性相談窓口（秘密厳守）
◎専用ダイヤル　☎︎ 25-3366

市民活動推進課　☎︎ 25-3227

訂正とお詫び
　広報はぎ３月号、P15「萩市子ど
も栄光賞」の受賞者のお名前に誤り
がありましたので、お詫びして訂正
します。

【萩市こども栄誉の記録】
○体育・スポーツ奨励部門
松浦　優汰（越ヶ浜中３年）

寄付
○鈴木隆

たかあき
昭さん（三見）から古写真

６件
○明治安田生命保険（相）山口支社か
ら現金20万円
○増

ま し の
野良

よ し と
人さん（山口市）から火薬袋

○山口県 LP ガス協会萩支部から低
圧 LP ガス発電機
○上野旅行を楽しむ会から現金 4

　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 11 コース
を巡回しています。どうぞお気軽
にご利用ください。
　巡回スケジュール等詳細は、図
書館 HP をご覧ください。

萩図書館
　☎︎ 25-6355
　須佐図書館
　☎︎ 08387-6-5500

移動図書館

側溝清掃（萩地域）にご協力を！
市では側溝汚泥を下記の表のとおり収集します。

環境衛生課　☎︎ 25-3661
収集日 収集地区

４月12日㊊～16日㊎ 新川西・南区、前小畑２区、後小畑、玉江浦２区
４月19日㊊～23日㊎ 城東南・中・北区、恵美須町、樽屋町、今魚店町
４月26日㊊～30日㊎ 霧口

５月10日㊊～14日㊎
土原１区、江向全区、堀内、東田町東区、西田
町、古萩町、今古萩町、倉江、無田ヶ原口の１・
２、越ヶ浜全区

５月17日㊊～21日㊎
土原３区、御許町、河添、中津江全区、上野の
１・２、船津、目代、無田ヶ原、県住無田ヶ原団
地、県住第２無田ヶ原団地、県住東萩団地、中
小畑

５月24日㊊～28日㊎ 浜崎１区、沖原、大屋、椿、濁淵、雑式町、桜江、
玉江３区、三見浦全区、三見蔵本

万 5,629 円
○ NPO 萩みんなの図書館から児童
図書・一般図書・DVD 等 108 点

山口県食の安心モニター
　食品表示などをモニタリングする
モニターを募集します。
■応募資格　県内在住の 18 歳以上
■任期　委嘱日～令和４年３月 31 日
■募集人数　１人

4 月 6 日㊋までに、市消費生活
センターへ　☎︎ 25-0999

「春の花いっぱい運動」参加者
　一年を通じて花にあふれた萩のま
ちづくりと、花による市民の緑化意
識の高揚を目指して実施します。
■応募種類　個人の部、地域・職域
団体の部、学校の部

４月９日㊎までに、観光課、各総
合事務所備え付けの応募用紙かハガ
キに、住所、氏名、電話番号、応
募種類を記入し、郵送または持参

（FAX 不可）
観光課　☎︎ 25-3160

初心者向け萩人形教室参加者
４月 19 日以降毎月第３月曜日、

13:30 ～ 16:00（全 12 回予定）
渡辺蒿

こうぞう
蔵旧宅（江向）

15人（先着順）
針金を中心に綿や布を使って、愛

らしい萩人形を作ってみませんか。
岡野芳

よ し こ
子（日本手工芸指導協会師

範）
初回のみ1,000 円、２回目からは

300 円
４月１日㊍から 12 日㊊までに、

まちじゅう博物館推進課　☎︎ 25-
3290

奇兵隊パレード参加者
　明治維新の原動力であった奇兵隊
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

　※集合場所等は別途連絡。
20人程度（先着順）
黒色の靴、ベルト
４月 21 日㊌
観光課　☎︎ 25-3139

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用や参加者
同士の間隔をあけるなど、対策を行ってください。

募　集
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ペットは愛情と責任をもって飼いましょう！！
　ペットを飼うということは、責任
をもってその一生の面倒を見ること
です。今一度飼い方のマナーについ
て考えて見ましょう。
■犬の飼い方
・散歩のときは必ずリードを付ける。
また、人や他のペットに危害を加え
るおそれのある犬には「口輪」をす
る。
・フンは必ず持ち帰る。
・散歩に行く前に自宅で排泄するよ
うしつける。
・適度に運動させ、無駄吠えをさせ

ないようにする。
・住所や飼い主の変更、死亡のとき
は、市への届け出が必要。
・迷い犬を防ぐためにも、首輪に鑑
札を付ける。
◎登録と狂犬病予防注射
生後 91 日以上になったら、登録（生
涯一回）と狂犬病予防注射（毎年一
回）の接種が必要。
■猫の飼い方
・近隣住民の財産への危害防止、病
気の感染防止や不慮の事故から猫を
守るため、屋内飼育に努める。

・不妊・去勢手術などの繁殖制限を
する。
・迷い猫を防ぐためにも首輪や名札
（飼い主の氏名・連絡先）を付ける。
◎無責任な餌やりはやめましょう。
野良ねこに餌を与えることは、猫の
増加につながり「フン尿」等で地域
の方に迷惑をかけることになりま
す。飼う自覚がない無責任な餌やり
はやめましょう。

環境衛生課
　☎︎ 25-3661

地域防災リーダー養成研修会
年５回開催（予定）
お住まいの地区や町内会等で活動

する防災リーダーの育成
市内在住で、各地区・各町内会等

の防災活動に協力できる方。これま
でに地域防災リーダー研修会に参加
されたことのない防災士や消防団員
の方。

４月 26 日㊊までに、
　防災危機管理課へメール
　☎︎ 25-3808
　メール bousai@city.hagi.lg.jp

林業即戦力短期育成塾
６月７日～ 11月５日（内 60日間）
県林業指導センター（山口市）ほか
基礎知識、木材生産に必要な資格、

チェーンソーや高性能林業機械基本
操作習得、派遣研修など

山林での作業が可能な原則18 歳
以上45 歳未満（４月１日現在）の
方で、研修終了後、県内の林業認定事
業体などに就業すること。

10人（書類審査、面接等）
４月 28 日㊌（必着）までに、県

森林企画課へ　☎︎ 083-933-3460

スポーツ安全保険に
加入しませんか
　スポーツ安全保険は、誰もが安心
してスポーツや文化などの団体・グ
ループ活動ができるよう、傷害保険・
賠償責任保険・突然死葬祭費用保険
の３つの補償を完備した、４名以上
からご加入いただける保険です。

公益財団法人山口県体育協会内
スポーツ安全協会山口県支部
☎︎ 083-921-6185

外国人のための
日本語講座（春期）

４月 14 日～７月７日
　毎週水曜日　19:00 ～ 21:00
　※５月５日は祝日のため休み。

オンライン
※初回のみ総合福祉センター１階多
目的ホール。

1,000円（テキスト代別途）
市民ボランティア

※市民ボランティアも募集中です。
日本語クラブ萩（中嶋）

　☎︎ 090-7778-5759

講演・講座

手形・足形キーホルダー作り
　子どもの成長をキーホルダーにし
て残しておきませんか？

４月 29 日㊍㊗
① 10:00 ～　② 11:00 ～
③ 13:00 ～　④ 14:00 ～
※要予約・各時間５組ずつ

４月３日㊏ 9:30 ～電話受付開始
萩・明倫学舎　多目的復元教室
０歳～３歳の子どもと保護者
１個 1,000円（材料・郵送代）

※作品は後日郵送します。
NPO 萩明倫学舎　☎︎ 21-0304

熱中小学校萩明倫館
第３期オープンスクール
　産業界で活躍されている２人の講
師をお呼びし、授業や交流を行いま
す。

４月 17 日㊏　13:00 ～ 16:30
萩・明倫学舎 展示映像室
倉
くらさきけん

崎憲（NHKディレクター）
　久

く め の ぶ ゆ き
米信行（久米繊維工業㈱取締役

　会長）
30 人程度（先着順）
無料
４月 14 日㊌までに、産業戦略室

に電話またはメール。

募　集
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教育と IT
　政府の G

ギ ガ
IGA スクール構想によ

り、本年度内に義務教育段階の子ど
も達に一人一台のタブレット PC 等
の端末が整備され、山口県では独自
に県立高校等の生徒にも整備されま
す。これらの端末はプログラミング
や情報教育に留まらず、全ての教科
で活用されることが期待されていま
す。そのためには、全校種・教科の
先生の ICT 活用力向上が必要です
し、授業の方法や考え方も変化する
ことになります。
　教育における ICT 活用例として、
個人の習熟度に応じた課題提示や自

動採点、学習状況管理などが知られ
ていますが、協働学習での活用も注
目すべき点です。情報を収集整理し
て自分の考えをまとめ、周りと共有
するという「協働的な学び」と ICT
との親和性は高く、これからの学校
での学びの基盤となります。
　ICT を上手に活用した教育で育っ
た子ども達は，場所や時間に縛られ
にくい新しいライフスタイルを身に
つけていきます。このことは地方創
生を実現する上でも欠くことは出来
ません。しかし、ICT を活用した教
育には、機器トラブル対応など様々

な問題の解決への支援が必須であ
り、ICT 支援員として地域の企業や
専門家にお手伝い頂く「地域人材の
活用」が現実的な方法となります。
　ICT 活用は産業のみならず教育に
とっても必須です。日本の学校教育
現場の ICT 活用は遅れているとい
う指摘がありますが、地域の企業、
教育機関、自治体、そして一般家庭
が連携することで、お互いに成長し
ていくことが可能です。

企業誘致推進課
　☎︎ 25-3811

産業戦略室　☎︎ 25-3351
　メール sangyou@city.hagi.lg.jp

萩セミナーハウス行事
○ Let’s ウォーキング春～寺町・
浜崎 春の出会い～

４月 10 日㊏　9:00 ～ 15:00
20人（先着順）

　※小学生は保護者同伴。
1,000円（保険代、資料代ほか）

○笑いヨガ教室【前期】
①土曜教室　毎月第 1 土曜日

　　10:00 ～ 11:30
　②日曜教室　毎月第 1 日曜日
　　10:00 ～ 11:30
※どちらかを選んで申込。

長
ながたに

谷英
ひではる

治（笑いヨガティーチャー）
各 15 人
3,000円（６カ月分）

○絵手紙教室【前期】
毎月第３土曜日  10:00 ～ 12:00
吉村孝

たかし
（雑工房・道楽）

20 人
3,000円（６カ月分）

【共通事項】
萩セミナーハウス
萩セミナーハウス　☎︎ 21-7501

ホンシャクナゲ群生地の観察会

５月８日㊏、９日㊐
　8:00 ～ 16:00
※集合：中央公園駐車場（8:00）
　　　　川上公民館前（8:20）

江舟岳
永井要

ようめい
明（自然観察指導員）

弁当、水筒、カメラ、雨具、杖等
北浦自然観察会（永井）へ　

　☎︎ 090-8240-9785

至誠館大学地域公開講座（前期）
○第１回

５月 14 日㊎　10:30 ～ 12:00
「ノルディックウォーキングで健

康寿命を延ばそう！」
國
く に き

木孝
たかはる

治講師
○第２回

５月 28 日㊎　10:30 ～ 12:00
「子育て･教育と体罰問題 」
山口季

き お と
音准教授

【共通事項】
萩・明倫学舎
至誠館大学

　☎︎ 24-4000

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」

　（椿2398-1）

面接授業、添削指導（通信講座）
介護福祉士の取得に意欲がある方
30 人
４月30 日㊎までに、萩市社会福

祉事業団「かがやき」へ☎︎24-4111

消費生活無料法律相談
（借金相談を含む）

４月９日㊎　10:00 ～ 12:00
市役所本庁

■弁護士　小林 亨
とおる

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
４月 13 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

相　談

萩グローバル IT
人材育成協議会 HP ⇒

通信 Vol. ９
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どのおもしろ自転車があります。
土・日曜日、祝日 (月曜日除く）

　※閉館日　月曜日・年末年始
山口県交通安全学習館（山口市）
30 分 100 円
山口県交通安全学習館

　☎︎083-973-1900

会場 講座名 日程 受講料
（別途要実費）

公民館教室

楽しく作るパン教室(昼・夜） ５月19日㊌～ 年5,000円
郷土料理教室 ５月13日㊍～ 年5,000円
薬膳料理教室（５回） ５月28日㊎～ 2,500円
英会話教室（夜） ５月27日㊍～ 年5,000円
歴史講座（講義・現地研修） ５月21日㊎～ 年3,000円
ヨーガ教室（５回） ５月25日㊋～ 2,500円

あおあお教室
※おおむね
60歳以上

ゆうゆうセミナー 年500円
書道講座 ６月７日㊊～ 年1,000円
書道講座補修（墨友会） 11月１日㊊～ 3,500円
老化防止教室 ４月26日㊊～ 年5,000円
園芸講座 ７月６日㊋～ 年1,000円
俳句倶楽部 ４月21日㊌～ 年6,000円
歌謡倶楽部 ４月10日㊏～ 年3,500円
絵手紙倶楽部（はがき絵） ４月19日㊊～ 年6,000円
絵手紙倶楽部（布絵） ４月20日㊋～ 年6,000円

募集 令和３年度中央公民館講座受講生
　公民館では講座を開催し、生涯学習を支援しています。

４月１日㊍～ 19 日㊊までに、電話または直接申込。
　※応募多数の講座は、抽選または回数変更あり。

中央公民館　☎︎ 25-3590

無料法律相談
４月 28 日㊌　10:00 ～ 15:00
市役所本庁

■弁護士　馬
う ま や は ら

屋原達矢
市民（先着 12人、１人 20分）

※事前予約制（4/1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
〇14 日㊌ 13:30 ～骨髄ドナー登
録会
〇20 日㊋ 13:00 ～心の健康相談
〇21 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
〇28 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

４月13日・27日、5月11日・25日、
６月８日・22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

身体障がい者巡回相談
(整形外科）

５月 20 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　

５月６日㊍までに、福祉支援課へ　
　☎︎ 25-3523

イベント ツインシネマ
○鬼滅の刃　　　　　　　～ 4/11
○痛くない死に方　　　　～ 4/9
○けったいな町医者　4/3 ～ 4/23
○花束みたいな恋をした　4/17 ～
○夏時間　　　　　　　　4/24 ～
○横浜メリー　　　　　　5/1 ～
○あなたは貴族　　　　　5/8 ～
○めぐみへの誓い　　　　～上映中
○えんとつ町のプぺル　　～上映中

萩ツインシネマ　☎︎ 21-5510

相　談

萩クライネルコール定期演奏会
４月18日㊐　14:00～16:00
市民館大ホール
500 円
萩クライネルコール（有田）

　☎︎090-1019-9662

春の水彩展
4月23日㊎～28日㊌
サンライフ萩ロビー
水彩画教室受講生による作品展
サンライフ萩　☎︎ 26-1333

おもしろい自転車に
乗ってみよう！
　交通安全学習館には、飛び跳ねて
進む自転車やペダルのない自転車な
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人の動き 人口／45,374人（前月比-58）　男／20,984人（前月比-20） 　女／24,390人（前月比-38）
世帯数／23,075世帯（前月比-17） 　出生／15人　死亡／72人　（令和３年２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　
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４
1木

●萩八景遊覧船運航（～11/30）/指月橋そば/9:00～
●萩城下の古き雛たち（～3日）/市内14カ所
●萩人形展（～3日）/伊藤博文別邸
●心を届けるわくわく筆文字展（～5/23）/明木図書館/9:00～
●新一年生から新一年生へ（～5/16）/須佐図書館/9:30～
●樹木医 草野さんと名木散歩（須佐編）（～5/30）/須佐図書館/9:30～
●「○○になるには」～救急救命士になるには編～（～5/30）/須佐図書館/9:30～

外科
内科

萩市民（25-1200）
わたぬき（25-2020）

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

萩むらた（25-
9170）
柳井（22-0748）

3土

●入園式/日の丸・住の江・春日保育園
●春期企画展「水の都・萩」（～6/20）/萩博物館/9:00～
●流し雛/旧湯川家屋敷・藍場川/10：00～
●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
小児科

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

4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）

5月
外科
内科

めづき（22-2248）
市原（22-0184）

6火

●入園式/越ヶ浜・椿・三見・椿東・山田・川上・須佐・あさひ・大島保育園
●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

玉木（22-0030）
ふじわら（22-0781）

7水
●入園式/越ヶ浜保育園大井分園
●ちっちゃなおはなし会（毎週水曜日）/明木図書館/10:30～

外科
内科

都志見（22-2811）
中嶋（22-2206）

8木
●市内小・中学校入学式/各学校
●入園式/見島保育園

外科
内科

兼田（22-1113）
萩慈生（25-6622）

9金

●入学式/椿東・越ヶ浜小学校
●入園式/萩光塩学院幼稚園
●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～

外科
内科

萩市民（25-1200）
わたぬき（25-2020）

10土
外科
内科

大藤（21-0002）
みやうち（25-2500）

11日
●むつみ菜の花まつり/むつみ物産販売交流施設/10:00～
●めざせゲームマスター（25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/福賀

（08388-5-0863）

12月 ●入園式/萩幼稚園 外科
内科

かわかみ（21-7538）
ふじわら（22-0781）

13火
●心配ごと相談/萩市社協旭事務所/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）

14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

萩むらた（25-9170）
柳井（22-0748）

15木 ●ピヨピヨ「はじめましてピヨピヨ」/児童館/10:30～ 外科
内科

都志見（22-2811）
市原（22-0184）

16金

外科
内科
小児科

田町（24-1234）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

月 情報カレンダー 夜間・休日当番医　●イベント　●図書館・児童館　●相談
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17土 ●はぎマルシェ/中央公園/11:00～ 外科
内科

萩市民（25-1200）
萩慈生（25-6622）

18日

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

19月
外科
内科

めづき（22-2248）
中嶋（22-2206）

20火

●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

かわかみ（21-7538）
みやうち（25-2500）

21水 ●元気な時にかかる医者/児童館/10:30～ 外科
内科

玉木（22-0030）
わたぬき（25-2020）

22木 ●子育て相談/児童館/10:30～ 外科
内科

兼田（22-1113）
柳井（22-0748）

23金

●こどもの読書週間特別行事「クイズ～こたえは本の中にあるよ～」（～5/12）
　/子ども図書館/9:00～
●イラスト教室/明木図書館/15:30～

外科
内科

都志見（22-2811）
ふじわら（22-0781）

24土
●図書館きてねの日/須佐図書館/10:00～
●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）
市原（22-0184）
花宮（25-8738）

25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/弥富

（08387-8-2311）

26月
外科
内科

大藤（21-0002）
萩慈生（25-6622）

27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）
全真会（22-4106）

28水
外科
内科

めづき（22-2248）
中嶋（22-2206）

29木
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）

30金
外科
内科

萩むらた（25-9170）
みやうち（25-2500）

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、17 ページに掲載しています。

※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。

※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。

受付時間　21:30 まで
診療時間　22:00 まで
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30 萩市地域おこし協力隊活動紹介
市では、19人（４月１日現在）の隊員が萩市ならではの魅力を生かし、活動しています。
地域振興や魅力づくりに向け活動している隊員をシリーズで紹介します。

31

岡
おかもと

本　薫
かおる

西
にしじま

島　拓
たく

■着任日　令和２年３月
■前住所地　山口市
■配属先　佐々並支所
■現在行っている活動
　農業の観光化事業や IT の普及
活動、佐々並地域の魅力を発信す
る「でんけん通信」の運営

■着任日　令和２年１月
■前住所地　東京都墨田区
■配属先　産業戦略室
■現在行っている活動
　市内事業者のふるさと納税返礼
品の開発支援や首都圏での PR イ
ベント企画による販路開拓支援

おいでませ、豊かな暮らし応援課　
☎ 25-3360

■活動の内容　直近では５月 30 日㊐に東京都足立区
にある約 30 軒の銭湯で「夏みかん湯」を実施します。
　銭湯を訪れたお客さんに夏みかんを通じて、萩を
PR するとともに、萩産品の販売も計画しています。
販売を希望される方は西島までご連絡ください。
　今後もこのように、大消費地の人々に向けて萩を
PR する活動を続けていきたいと思います。

■活動の内容　佐々並と明木の両地域で、農業や自然
を資源とした観光化事業に取り組んでいます。
　都市部に住んでいる農業未経験の方を対象に、農作
業や収穫した作物で料理を楽しめる体験型事業です。
　IT の普及活動は、公民館でパソコン教室を開催し、
パソコン・スマホのトラブルやインターネットの利用
相談など、地域の方々から幅広い相談を受けています。

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？

　防府天満宮の大石段に地元の農業
大学校や中学校で育てられた花々を
並べて花文字を表現します。

４月 14 日㊌～５月 15 日㊏
防府天満宮

　☎︎ 0835-23-7700

防 府

　ホー・ツーニェンによる VR とアニ
メーションによる新作の映像インス
タレーションを発表する展覧会です。

４月３日㊏～ 7 月４日㊐
　10:00 ～ 19:00

山口情報芸術センター
　☎︎ 083-901-2222

山 口

　市役所横を流れる厚狭川の両岸に
咲く、約 150 本の桜をお楽しみく
ださい。

３月下旬～４月初旬
美祢市商工労働課

　☎︎ 0837-52-5224

美 祢

　ときわ公園内で夜桜のライトアッ
プを行います。昼間とは違う幻想的
な世界に癒やされてみませんか？

４月４日㊐まで  18:30 ～ 22:00
宇部市ときわ公園課

　☎︎ 0836-54-0551

宇 部

　市の花「ツツジ」が見頃を迎えます。
江汐公園では、約５万本のコバノミツ
バツツジをはじめ各種ツツジが、園内
を色鮮やかに彩ります。

４月中旬～下旬
江汐公園管理事務所

　☎︎ 0836-83-5378

　第 1 期展は、絹地に岩絵具や金
箔などで美麗に着彩された代表作

「繪
え ほ ん

本　平家物語」を展示します。
６月９日㊌まで 　9:00 ～ 17:00
安野光雅美術館

　☎︎ 0856-72-4155

津和野

江
え じ お

汐公園のツツジ ホー・ツーニェン：ヴォイス・
オブ・ヴォイド－虚無の声

安
あ ん の

野 光
みつまさ

雅　追悼展

防府天満宮
大石段花回廊

厚狭川河川敷桜並木夜桜ライトアップ
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春のおでかけ春のおでかけ情報情報

菜の花まつりむつみ
癒しの場須佐

「流し雛」萩城下の古き雛たち
　子どもの健やかな成長と無病息災を願って開催。

４月３日㊏　10:00 ～ 11:00　※雨天中止。

　手ぶらで釣りを楽しめ、休息もできる癒しの場です。　今年も 670 万本の菜の花が咲く予定です（見頃は
３月下旬～４月中旬）。

４月 11 日㊐ 10:00 ～ 14:00
むつみ物産販売交流施設（高佐下ひまわりロードそ

ば、萩・むつみの恵 前）
菜の花スケッチ体験、各種軽食・物産販売など
むつみ産業振興部門　☎ 08388-6-0211

“萩のおいしいもの大集合！”

　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。

４月 17 日㊏　11:00 ～ 15:00
　※毎月第 3 土曜日開催。

中央公園
農政課　☎ 25-4192

萩
　約 600 本のソメイヨシノの夜桜をお楽しみください。

4 月上旬まで（桜の開花状況による）
　18:00 ～ 22:00

　橋本川土手の桜並木を眺めるコースを特別運航。
4月上旬まで（桜の開花状況による）9:00～ 16:00

※天候等により、運休の場合あり。
■発着場所　指月橋そば（堀内）
■所要時間　約 50 分（通常より 10分程度延長）

大人 1,200 円
小学生以下 600 円
３歳未満無料

萩八景遊覧船　
　☎ 21-7708

萩地域の桜の見所 開花状況

「はぎマルシェ」

市民は無料（市外の方は
8:00～18:30までは入場料
が必要）

観光課　☎ 25-3139　　

旧湯川家屋敷・藍場川
折り紙製のお雛様を桟

さんだわら
俵に乗

せて藍場川に流します。
※来場者用のお雛様も用意あ
り。持ち込みも可。

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拡大防止のため、急遽中止または延期になる可能性があります。

「はぎマルシェ」
公式 Facebook

「須佐湾フィッシングパーク」

４月 29 日㊍㊗～５月５日㊌㊗、７月～９月の土日・
祝日、８月 13 日㊎～ 16 日㊊　　8:30 ～ 16:30

釣り竿のレンタルができるほか、海上の東屋でのん
びりと休息もできます。

須佐おもてなし
協会 HP

利用料無料
※竿のレンタル等は有料。

須佐7248-10
須佐産業振興部門

　☎ 08387-6-2219

萩萩城跡指月公園
夜桜ライトアップ

萩 萩



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545828

ゴールデンウィークおでかけゴールデンウィークおでかけ情報情報

　三角州上に形作られた萩城下町は、水に恵まれた「水の都」と呼べる「まち」です。「水の都・萩」の歴史を振り返り、
水辺の景勝地など水に親しんできた文化を紹介します。

４月３日㊏～６月 20 日㊐

萩両大川辺・奈古屋島辺之図（毛利博物館蔵）

■休館日　毎週水曜日、６月９日㊌～11日㊎
春期企画展

萩博物館HP

萩博物館　☎ 25-6447

萩・石見空港
メールマガジンに登録しよう！

空港利用に役立つ情報をお届けします。
運行情報、各種運賃助成

金、空港圏域のイベント情報
のほか、登録者限定でお得な 

お得
情報

スポット助成情報
を配信します。

江戸時代末期頃に描かれた玉江浦地区
伝統の和船競漕「おしくらごう」◎関連イベント「水の都」体感ツアー

５月１日㊏、８日㊏　運河と水辺の景勝地体感コース
　５月15日㊏、22日㊏　溝川と萩三角州の低湿地体感コース
　※要事前申込。詳細・申込方法は萩博物館HPへ

萩阿武川温泉公園まつり
５月１日㊏　10:00 ～ 14:00
萩阿武川温泉公園
特産品即売、各種出店、公演、

お楽しみ抽選会など
川上産業振興部門

　☎ 54-2121

川上

４月17日㊏、29日㊍・㊗　各回 13:30 より 40 分程度
萩博物館　高杉晋作資料室　※予約不要

一坂太郎特別学芸員
ギャラリートーク 「久坂玄瑞の生涯 (3)」

　特色ある地域の１つとして三見
の魅力を考古資料や江戸～明治期
の資料を交えて紹介します。

併催中
地域特集展示 「クローズアップ三見」

　暖かくなって「いきもの」たちが目覚める季節にな
りました。４月からは“あの”春らしいいきものを
生体展示します。

親子で萩の自然を
探求・探究するルーム「探Ｑはぎ博」

６月 20 日㊐まで
■協力：萩まちじゅう博物館文化遺産活用事業実行委員会

萩・大茶会
５月３日㊊㊗～４日㊋㊗　10:00～ 15:00
萩城跡指月公園、旧厚

あ さ
狭毛利家萩屋敷長屋、

旧久保田家住宅、松陰神社立志殿
献茶式（3 日、9:30 ～志

し づ き
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（松陰神社立志殿）など

■前売券　四席券1,900円、二席券1,100円
■当日券　一席券600円

萩

■販売場所　観光課、萩市観光協会、萩商工会
議所、萩温泉旅館協同組合

萩・大茶会実行委員会（観光課内）☎25-3139

茶券販売中

「水の都・萩」萩博物館
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山口県立萩美術館・浦上記念館 ☎︎ 24-2400

萩まちじゅう博物館　春の特別企画

地図や写真、ガイドさんの説明からヒントをもらい、住民の方も知らない「へぇ～」というおたから探しです。
古地図を片手に、萩のおたから探し！

■日時・コース　※集合・スタートはいずれのコースも 13:30

市内在住の方　　 各回 15 人（先着順）
大人 500 円、子ども 300 円（保険料、資料代等）
マスク、歩きやすい服装、帽子、雨具、飲み物

４月１日㊍から申し込みフォームまたは電話
萩まちじゅう博物館　☎ 25-3177

城下町萩・堀内散策
　堀内の各観光スポットで住民から説明を受けながら、各自のペース
でゴールを目指します。

５月３日㊊㊗　9:00 ～ 16:00
　※雨天時は４日㊋㊗に延期

堀内地区　※受付は萩博物館隣の
素水園および天樹院

文化財保護課　☎ 25-3238

城下町
\ 親子参加大歓迎 /

ルイス・カンフォート・ティファニー
《孔雀文花器》1898年以前
ブダペスト国立工芸美術館蔵

《特別展示》
○第 44 回山口伝統工芸展

４月 10 日㊏～４月 18 日㊐
一般 300 円ほか

○ブダペスト国立工芸美術館名品展
　ジャポニスムからアール・ヌーヴォーへ
　－日本を夢見たヨーロッパ工芸

４月 24 日㊏～６月 20 日㊐ 
一般1,500 円ほか

　※普通展示も観覧可
ジャポニスムとアール・ ヌーヴォーをテーマに、ガレ、ドーム兄弟、

ティファニーやハンガリーを代表するジョルナイ陶磁器製造所などの
作品群約 170 点を紹介。

萩
城下町

萩

○茶室　和田 的
あきら

「CONTRASTー光と陰ー」
４月３日㊏～

※以下については４月中展示。
○東洋陶磁
　やきもの装飾　刻む・彫る・印す・刳る
○陶芸１　ーオブジェ陶造形の潜勢力Ⅳ
○陶芸２　十三代 三輪休雪の茶陶

300円、70歳以上18歳以下無料
《学芸員による作品解説・東洋陶磁》

４月10日㊏　11:00～

《４月の普通展示》
○浮世絵
　雪月花－花－

４月18日㊐まで
　橋口五

ご

葉
よ う

４月20日㊋～
橋口五葉《髪梳ける女》
多色摺木版、1920年

萩美術館・浦上記念館HP

■休館日（4月）　12日㊊、19日㊊、26日㊊
■開館時間　9:00～17:00（入場は16:30まで）
■作品解説　要事前予約

《学芸員による作品解説》
４月25日、５月２日・16日、6月６日・20日　11:00～12:00

萩城下町を歩こう！

◎集合場所　萩・明倫センター駐車場　◎所用時間　約２時間
４月24日㊏　「歴史ある商店街で食べ歩き！お殿様が通った御成道」

◎集合場所　指月第一駐車場　◎所用時間　約２時間
５月１日㊏　「萩藩主の居城・萩城の歴史を感じるお城さんぽ」

◎集合場所　萩博物館　◎所用時間　約 1.5 時間
５月８日㊏　「土塀と夏みかんの謎解きウォーク」

　港町として栄えた「浜崎」や寺院が集まる
「寺町」のほか、萩往還の宿場町「佐々並」、
永代家老益田家の本領地であった「須佐」な
どで「まち歩き」を楽しめます。
　申込方法などの詳細は、HPからご確認く

萩城下町のほかにも
通年で「まち歩き」を楽しめます

　メールアドレスの登録だけでご利用できます。
30分×10回/１日　 観光課　☎25-3139

萩城下町で無料 Wi-Fi が使えます4月
から

ださい。

萩まちじゅう
博物館HP



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545830 最新の情報を随時お届けします！
公式 Facebook「山口県萩市」

東京 2020 オリンピック聖火リレー東京 2020 オリンピック聖火リレー
「ミニセレブレーション」「ミニセレブレーション」

〒758-0064　萩市椿3395番地1　聖火リレー萩市
実行委員会事務局（スポーツ振興課内）☎ 25-7311

５月 14 日㊎開催
観覧者募集！

■通報方法　※緊急の対応が必要な場合はお電話ください。

■追加される通報分野
◎観光・文化財施設（公園、公衆トイレ、文化財施設）
◎公共施設（市役所庁舎、福祉施設、スポーツ・文化施設）
◎農林水産施設等（農道、林道、漁港施設、有害鳥獣出没）

５月14日㊎　19時02分～19時19分　 市民体育館
■募集概要　

市内在住・在勤・在学者　 50 人程度
ハガキに「ミニセレブレーション観覧希望」と明記のうえ、

郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、事務局へ郵送。
※観覧希望者全員の氏名を記入してください。

４月１日㊍～ 15 日㊍　※当日消印有効
■注意事項
・事前申込をされた方以外は観覧できません。
・電話やその他での受付はできません。
・応募はお一人様 1 回限りとなります。
※当選発表やその他注意事項は市HPをご確認ください。

　３月１日から、道路施設の不具合や損傷をスマートフォンで
気軽に通報・連絡できるアプリを運用しています。
　４月からは、道路施設に加え、新たに市の観光・文化財施設、公
共施設、農林水産施設等に関する通報分野を追加します。

　東京2020 オリンピック聖火リレーは、３月25日に
福島県をスタートし、萩市へ５月14日に聖火が到着す
る予定です。聖火を皆さんで迎え入れましょう！

友だち募集！
■アプリ登録方法　QRコードを読み取る、または
LINEの友達追加から「LINE ID」で検索

※アプリの利用には、LINEのダウンロードが必要です。
◎アカウント名：萩市　◎LINE ID：＠hagicity

　「市民の皆さまとの総合行政ツール」について、
市民の方から分かりやすく、親しみやすい愛称を募
集します。なお、愛称が採用された方には萩市特産
品を贈呈します。
※同じ愛称が複数の場合は抽選で決定します。
■応募方法　官製ハガキ、任意の様式で、郵送または
メールにて、下記事項を記入のうえ、ご応募ください。
※お一人何点でもご応募いただけます。
① 愛称　　　② 愛称の趣旨　③ 住所
④ 氏名　　　⑤ 生年月日　　⑥ 連絡先（電話番号）

■応募・問い合わせ先
〒758-8555　萩市秘書広報課広報係
◎電　話　25-3178　　◎FAX　26-5458
◎メール　kouhou@city.hagi.lg.jp

愛称募集

■応募期間
４月１日㊍～16日㊎必着　※当日消印消印有効

「市民の皆さまとの総合行政ツール」
スマートフォンを活用した

４月から本格運用

萩中央公園ゴール
予定時刻19時59分

萩市民体育館スタート
予定時刻19時19分

【注意】ＬＩＮＥ株式会社における個人情報の取り扱いの不備に関する報道がありました。萩市のシステムでは、
個人情報を収集しておらず、市民の方から提供していただいた情報は、市が委託した別の国内サーバーで管理し
ているため、この通報・連絡システムの停止は行いません。ＬＩＮＥを使うことが不安な方は、このシステムに
よらず、これまでどおりで直接お電話等で公共施設等の不具合をお知らせください。


