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【表紙の説明】10 月８日・９日「萩・竹灯路物語」が萩城下
町周辺で開催されました。情緒あふれる歴史の町並みが幻想
的な竹あかりに包まれ、多くの人たちを楽しませていました。
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農林水産業の振興 
　萩市は、県内有数の農林水産業が盛んな地域です。基幹産業である農林水産業を持続的で力強いも
のとするため、継続的に担い手の確保・育成、生産振興、販路拡大など各種施策に取り組んでいます。

担い手確保のため、就業支援を重点的に取り組んでいます
◆農林漁業スタートアップ応援事業（1,599 万円） 
　◦新規就業者の初期経営を支援　◦賃貸住宅の家賃の一部を支援　◦就業準備金の支給
◆セカンドキャリア就農支援事業（192 万円 ) 　農業経営等を開始する方（55 ～ 64 歳）を支援
◆新規就農総合支援事業（3,839 万円 )　新規就農・法人就業の確保と定着を支援
◆新規漁業就業者定着促進事業（1,099 万円）　新規漁業就業者の就業と定着を支援

　農林水産業の事業の拡大、生産力の強化等を目的として、生産・加工施設・設備、機械等の新増設等を行う
事業者に奨励金を交付します。 
◆生産施設等整備促進奨励金
○主な要件　◦固定資産投資額が 2,500 万円以上　◦新規雇用従業員３人以上（雇用期間１年以上）
○奨励金額（市内事業者の場合）　新設・増設：固定資産投資額の 10％（上限 5,000 万円）
　改築：固定資産投資額の 10％×2/3（上限 2,500 万円） 
◆雇用奨励金
○要件　生産施設等整備促進奨励金の対象事業者
〇奨励金額　新規雇用従業員１人あたり　正社員 50 万円、正社員以外 10 万円 （上限 5,000 万円） 

New 全国的にも先進的な支援策!!　 「農林水産業施設等整備促進奨励金制度」を創設

農業 儲かる農業の実現にむけて

◆担い手の確保・育成・定着に向けた取り組みを一貫して行うとともに、「事業承継」を支援
◆「儲かる農業」を推進するため、生産拡大や販路拡大に取り組む農業者を支援
◆農業者の収益力を向上させるため、区画整備等により生産基盤を強化し、持続可能な農業を実現

（1）儲かる農業の推進
◆儲かる農業経営体モデル確立支援事業（850 万円）
　生産性や付加価値の向上に必要な機械施設整備や販路拡大、新品種の導入などを支援 
◆空きハウス等農業資源フル活用事業（200 万円）
　新規就農者の初期費用軽減のため、中古ビニールハウスや空き樹園地の再整備経費などを支援

（２）地産地消の推進
◆はぎマルシェ推進事業（30 万円）　農産物等の販売イベント「はぎマルシェ」の開催を支援

（3）基盤整備の充実
◆農業振興県工事負担金事業（8,410 万円）
◦広域営農団地農道整備事業（須佐地域 ）　◦ふるさと農道緊急整備事業（田万川・須佐地域）
◦農村地域防災減災事業（萩地域）　　　　 ◦農業競争力強化基盤整備事業（田万川・福栄地域）
◦農地耕作条件改善事業（田万川地域）　　 ◦農業水路等長寿命化・防災減災事業（福栄地域）

◎農業施策の方針

◎主な事業

ほ場整備はぎマルシェ

（　）は令和３年度予算額
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（３）生産基盤の充実
◆漁港建設県工事負担金事業（4,410 万円）　萩、見島、江崎漁港
◆萩市管理漁港整備事業（１億 1,659 万 9,000 円）　大島、相島、玉江、大井、三見、須佐漁港
　漁港施設の老朽化対策、利用者の利便性向上を図るため施設の保全・整備事業を実施

林業

水産業

次世代まで幸せになる林業を目指して

力強い水産業の振興

◆豊かな森林資源を活用し、循環型林業を推進しながら適切な森林経営管理を支援
◆林業の担い手確保・育成・定着を図るため、林業経営体や新規林業就業者を応援
◆萩市産木材の利用促進に向け、林業６次産業化を継続して実施
◆森林の多面的機能の維持・発揮や安心・安全な市民生活のために必要な森林整備事業や治山事業を実施

◆新規就業者の確保に向け、募集から研修・就業・定着まで一貫して支援
◆魚価の向上と消費拡大を図るため、ブランド魚の PR 活動や加工品の開発、販路拡大の取組
◆水産資源の保護・回復の取り組みおよび漁港の機能強化などにより、生産基盤の充実を推進

（1）循環型林業の推進、林業経営体の育成
◆森・職・人づくり事業（5,481 万 4,000 円）
　主伐・再造林等の森林作業を促進するため、森林施業地の集約化を推進
　◦森林所有者に対し、森林管理に関する意向の確認を実施
　◦森林団地内の森林整備・作業道開設等に係る補助
　林業の担い手確保・定着のため、林業経営体が実施する人材育成・確保対策等を支援

（1）水産資源の適正管理・生産力向上
◆単独漁場改良造成事業（642 万 6,000 円）　アカアマダイやアワビの放流などを支援
◆離島漁業再生支援交付金事業（3,107 万円）
　離島の漁業集落における漁場の生産力向上・再生等の取り組みを支援

（2）萩市産木材の利用促進
◆地域産木材利用促進事業（375 万円）
　住宅建築等で、市内の建築主・建築事業者が萩市産木材を使用した場合、使用量に応じて補助

(2) 魚価の向上と消費拡大の促進
◆萩の魚販売促進等支援事業（132 万 9,000 円）
　萩産水産物を活用した新商品の開発や販路拡大等に取り組む団体を支援
◆萩の魚ブランド化推進事業（50 万円）
　萩の魚の PR イベント開催および消費拡大の推進

（3）安心・安全な市民生活のための治山事業
◆小規模治山事業（4,484 万 9,000 円）
　大雨等により被災または被災のおそれがある人家に隣接する山林で、
　被害の防止・軽減を図るための工事を実施 

◎林業施策の方針

◎水産業施策の方針

◎主な事業

◎主な事業

農政課　☎ 25-4192、林政課　☎ 25-4194、水産課　☎ 25-4195

アカアマダイの放流

魚礁の設置

林業の担い手の育成

林業用機械による主伐作業
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がんばろう萩！市民生活応援事業
萩市内共通商品券をお届けします
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、市民の皆さんに少しでも元
気になっていただくとともに、市民生活を応援するため、市民一人あたり１万円相当
分の萩市内共通商品券をお届けします。

応援品 萩市内共通商品券１万円（1,000 円券× 10 枚）

対象者 令和３年９月 29 日時点で、萩市の住民基本台帳に登録がある方

問い合わせ 福祉政策課　☎ 25-3550

発送方法 世帯主の方に全世帯員分をまとめて、10 月下旬から 11 月中旬にかけて書留によ
りお届けします。11月末までに届かない場合には、福祉政策課までご連絡ください。

申請
不要

受取辞退・
返還

商品券発送後、また商品券の受取後でも受取辞退・返還ができます。
受取辞退・返還される場合は、受給辞退届出書（任意様式でも可）を福祉政策課ま
たは各総合事務所・支所・出張所まで商品券と一緒に提出してください。
ご不明な点がありましたら、福祉政策課までお問い合わせください。

萩市内共通商品券加盟の加入促進キャンペーン！
　萩市共通商品券協同組合では、「がんばろう萩！市民生活応援事業」で市民の皆さんにお届けす
る「萩市内共通商品券」が多くの店舗で利用できるよう、加入促進キャンペーンを実施しています。

実施中

市内に事業所を有する小売業、卸売業、サービス業、製造業、設備工事業、道路旅客運送
業、飲食業、宿泊業および病院・薬局・福祉事業所加入できる事業者

萩市共通商品券協同組合（萩商工会議所内）　☎ 25-3333問い合わせ

◦「萩市共通商品券協同組合加入申込書」と「萩山口信用金庫預金口座振替依頼書」を組
合に提出（萩山口信用金庫の口座が必要）
◦加入時に「出資金（200㎡未満１万円など）」と「運営協力金（200㎡未満 3,000 円な
ど）」を支払い（出資金は退会時に返還）
　別途、利用された商品券の３％の手数料が必要（年１回、最低 3,000 円）

申込手続

加入促進のため、支払った運営協力金の相当額の萩市内共通商品券が組合から支給されます。
○対象期間　令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日の間の新規加入店舗

加入促進
キャンペーン

通常は萩山口信用金庫本店・支店の窓口での手続きが必要ですが、山口銀行、JA 山口県
萩統括本部のご協力により、下記の支店等で商品券の送達支援を行います。
○受付支店・事業所　山口銀行江崎支店、JA 佐々並支所、JA 阿中支所、JA 阿北支所、
JA 小川支所、JA 見島事業所（JA は月 1 回、各月 25 日まで）
○送達方法　指定の封筒でお預かりし、萩山口信用金庫まで送達（換金は信用金庫）
○支援期間　令和４年 3 月 31 日㊍まで
○送金支援の問い合わせ　商工振興課　☎ 25-3108

換金手続きの支援

◎新規加盟店舗（令和３年６月１日～ 10 月 20 日、順不同）　
むらやカフェ（浜崎町）／道の駅「萩・さんさん三見」（三見）／さるのこしかけ（熊谷町）／佐々木酒店（む
つみ）／美容室ブルス（熊谷町）／ CutHouse 華 hana（小畑）／美志満屋（須佐）／忠小兵衛蒲鉾本店（椿）
／柚子屋本店（越ケ浜）／いかマルシェ（須佐）/ いそ萬（越ケ浜）/ 引地商店（見島）/ 石﨑酒販店（旭）/ ハー
トフルショップおおはし（須佐）/48Kshop（東田町）　※ JA 移動販売車でも利用できます。

萩市共通商品券
協同組合HP
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「一日市長室」を開設します！
　市民の皆さんと行政が一体となったまちづくりを推進するため、市長が市
民と対面形式で地域振興やまちづくりへのご意見やご提案などを直接お聴き
する「一日市長室」を総合事務所、支所、出張所等で順次開設していきます。

■開設日程
※ご意見の内容に応じて午後から現地確認を
　予定しています。
※いただいたご意見等は十分協議のうえ、 
　対応を判断します。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、
　延期となる場合があります。

地　域 月　日 時　間 会　場
三　見 11月2日㊋

9：00〜

三見出張所
大　井 11月4日㊍ 大井出張所
佐々並 11月17日㊌ 佐々並支所
紫　福 11月18日㊍ 紫福支所
木　間 11月24日㊌ 旧木間小中学校

■受付人数
　１日あたり10人程度（１人につき15分以内）
　※申込みが多い場合は、状況に応じて日程を調整
　※団体・グループでの申込可（参加人数は３人以内）
　※事前予約制（先着順）で申込を受け付けます。
■申込事項
　住所、氏名、参加人数、電話番号

【8/19 ㊍　見島支所】
○避難所の見島体育館が夏場は暑いので、窓を網戸にして大型の扇風機を配備してほしい。　○コミュニティー
無線の入りが悪い家がたくさんあるので原因を調査してほしい。　○遊歩道、ウォーキングコースを整備して
ほしい。　○家屋などの解体処分費について、本土と離島の費用格差がなくなるよう支援してほしい。

【8/27 ㊎　相島小中学校】　
○新船を期待していたので残念だ、今度は実績のある業者に依頼して早期の新船就航をしてほしい。　○船着
場の古い係船柱の撤去と水たまりができるので補修をしてほしい。　○生活道が狭いので拡幅してほしい。　
○見島定期船がドック入りした時、相島航路の便数が減便され困っているので改善してほしい。

【8/31 ㊋　大島出張所】
○高校で部活をするため通学ができないので、市内に学生寮を整備してほしい。　○地域おこし協力隊を配置
して、島を活性化してほしい。　○雄

お あ く せ
阿久瀬の用水路の石組みが崩落しているので補修をしてほしい。　

○公民館・診療所・保育園の跡地に駐車場を整備してほしい。

一日市長室でいただいたご意見

しっかり
聴きます！

　※申込時にご意見の内容を確認します。
■申し込み先
　開設日の３日前までに総合事務所、支所・出張所、
　または秘書広報課まで電話、FAX、メール
■問い合わせ
　秘書広報課　☎25-3178、FAX 26-5458
　　　　　　　メールkouhou@city.hagi.lg.jp

市長コラム 　新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで多くのイベントや行事
が中止や延期を余儀なくされていますが、第５波が収束していることから、
10 月１日から「着物ウィーク in 萩」、８日からは「萩・竹灯路物語」が城
下町周辺で行われました。以前のような賑わいはまだ戻りませんが、多くの
方にお越しいただきました。これまでも感染拡大と収束を繰り返し、今後第
６波の到来も懸念されますが、引き続き、感染防止対策を徹底し社会経済活
動との両立を図ってまいります。
　さて、市民の皆様一人あたり１万円相当の市内共通商品券を支給する「市
民生活応援事業」については、各世帯への郵送が始まりました。商品券が届
きましたら、ぜひ生活の一助としてお早めにご利用いただきまして、地域の
消費を盛り上げていただきたいと思います。
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新型コロナウイルスワクチン接種について　

☎ 0838-21-5925（平日 8:30 ～ 17:15）　　hagi-reserve@city.hagi.lg.jp

■新型コロナウイルス対策室 市民生活係　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　☎ 0838-21-5925　平日　8:30 〜 17:15

萩市のワクチン接種に関するお問い合わせ

■山口県ワクチン接種専門相談センター　☎ 083-902-2277　毎日 24 時間対応
　〇ワクチンの副反応等に関する相談　　　　　　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

接種後の副反応に関するお問い合わせ

　10 月末時点で、希望されている方の２回目のワクチン接種はおおむね完了しました。
　10 月 19 日時点の接種率は、84.82％です。
　ワクチン接種を今後希望される方や、萩市からクーポン券（接種券）が届いた12歳になる方のワクチ
ン接種の新規予約は、萩市予防・ワクチン接種班（下記）に電話またはメールでお申し込みください。
★追加接種（３回目接種）の予約ではありません。

↑詳細は
こちらへ

◎接種券番号が必要となりますので、手元にクーポン券をご用意のうえ、予約してください。
◎メール予約の際には、①氏名、②住所、③生年月日、④接種券番号、⑤予約希望の曜日・時間帯※、
　⑥日中に連絡が取れる電話番号、を必ずご記入ください。
※月〜金曜日は 9:00 〜 17:00、土曜日は 9:00 〜 12:00 のうち、ご希望の曜日・時間
帯を第 3 希望まで記入してください。日程ごとの予約数に満たないときは、余った
ワクチンの廃棄を避けるため再調整となり、ご希望に添えない場合があります。
★各医療機関では直接予約を受け付けておりません。

　現在、市内の飲食店等で実施しております「がんばろう萩！飲食店応援・利用促進事業（萩ぐる
めぐりクーポン）」については、多くの市民の皆さんにご協力いただいています。
　市の配布枚数が上限に達したため、既にクーポン券の配布を終了している店舗もありますので、
下記の点にご注意ください。
○クーポン券の配布状況につきましては、事前に登録店舗へご確認をお願いいたします。
○クーポン券の配布が終了している店舗でも、２店舗目以降のスタンプ押印は行っています。
○クーポン券としての利用（３店舗分のスタンプ押印）は 12 月 28 日㊋までのため、お早めのご
　利用をお願いします。

「萩ぐるめぐりクーポン」利用のお知らせ

集団接種の終了に伴い、新型コロナワクチンコールセンターは 10 月 31 日をもちまして
終了しました。ワクチン接種に関する問い合わせおよび新規予約は下記までお願いします。

新型コロナワクチンの追加接種（3回目接種）について
　新型コロナワクチンの追加接種（3 回目接種）の実施についての方針が国から示されました。
今後の予定につきましては、接種体制・時期等が決まり次第改めてお知らせします。

商工振興課　☎ 25-3108



広報はぎ 令和３年11月号 7

第３回 中核病院協議会を開催しました10
７

　市民病院と都志見病院が統合した場合の病院運営費に係る市の継続的な財政負担（ランニング
コスト）について、協議を行いました。

２病院統合にかかるランニングコスト（概算）　

◆病院事業に係る市からの繰出金の見込み
　繰出金とは、公的病院が担う救急医療やへき地医療
等の不採算医療に対し、国の基準に沿って市が病院に
支出するものです。繰出金は、病院の収支が赤字・黒
字に関わらず基準に沿って支出するもので、国からの
交付税措置があります。市民病院に赤字補てんのため
の繰出金を支出したことはありません。
　市の実質負担として、経営統合後は約 9,000 万円
の増加、１施設に集約以降はイニシャルコスト（初期
投資費用）分も含め約１億 5,000 万円の増加が見込
まれます。
※１ 経営統合以降の繰出金については、診療科目や医療
機能等がどのようになるかにより、上記の額と別に１億
円程度変動する可能性があります。
※２ 施設集約のパターンによってイニシャルコスト分が
変動します。詳しくは第３回協議会資料をご覧ください。
※３ イニシャルコストの詳細は、広報はぎ 10 月号 12
ページもしくは第２回協議会資料をご覧ください。

★協議会資料は市 HP に
掲載しています→

≪繰出金の増加イメージ≫※１

約 5.9 億円

約 9.2 億円
約 8.1 億円

実質
負担
4.0億円

実質
負担

実質
負担

➡ ➡
現在

（Ｒ元年度実績）
経営統合後

２つの病院で運営
（Ｒ5～Ｒ9）

１施設に集約以降
（Ｒ10～）
パターン①

 市民病院を増築
 する場合※２■交付税措置　　■運営費等実質負担　

■イニシャルコスト分（実質負担）※ 3

◆統合後の病院の収支見込み
　人口推計による将来の患者数等の医療需要を試算し、見込まれる診療報酬や必要となる費用等を算定しまし
た。「医療機能の強化を図る場合」と「現状維持の場合」の２つのケース、「既存施設への集約」と「新病院へ
の集約」の２つの施設集約パターンのそれぞれについて、純損益とキャッシュ・フロー（現金の流れ）の将来
の見通しを確認しました。

中核病院形成推進室　☎ 21-3120

◦将来人口の減少に伴い、患者数も減少する。病院の収入が減るのでは。
 ⇒（回答）人口推計についても、前提条件として収支を見込んでいる。
◦病院の経営を考えれば、市外へ流出している患者の受入強化を図ることは必要だが、単に２病院が統
　合しただけでは強化できない。医師会との協力体制が不可欠。
◦医師会としてもしっかりとタッグを組み、この地域により良い地域完結型の医療をつくっていきたい。
◦二次救急は、ぎりぎりの状態で回っていることが分かった。どうすべきか結論は出ているのでは。
◦財政面の負担はあるが、二次救急は命に関わる問題である。市民が安心して暮らせるように、市民病
　院と都志見病院が統合して中核病院をつくってほしい。
◦ 2 病院統合以外の手法があるのかという議論はもう為されたのではないか。今後は行政が中心となっ
　て、専門家や議会等でしっかり議論し、最終決定を私たち市民に説明してほしい。
◦（議長）大多数の委員がこの地域に中核病院が必要だという意見。中核病院をつくる手法として、市
　民病院と都志見病院の統合以外に案が無ければ、これまでの意見をとりまとめ、次回、協議会として
　の報告書案を確認し、この協議会は終了としたい。

◎委員からの主な意見

2.5億円

3.4億円

3.4億円

5.8億円

1.1億円

2.9億円

4.1億円
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　昨年度の全国児童虐待件数は、20 万 5,029 件
にのぼり、年々増加傾向にあります。虐待の内容
別で最も多かったのは、暴言をはいたり、子ど
もの目の前で家族に暴力を振るう「心理的虐待」
12 万 1,325 件（全体の 59.2％）、次いで「身体
的虐待」5 万 33 件（24.4％）となっています。
　市の昨年度虐待対応件数は 12 件ですが、潜在
している可能性もあります。子育てに悩んだとき
は、ひとりで抱え込まず、相談してください。

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

　児童面前の DV は、児童への心理的虐待です。
　この事案で、警察から児童相談所への通告が増
加しています。また、DV が起きている家庭では、
子どもに対する暴力が同時に行われ、加害者への
恐怖心から子どもを守ることができないことがあ
ります。

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

11月は児童虐待防止推進月間です

女性に対する暴力をなくす運動

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

◆萩市家庭児童相談室
　（子育て支援課内）　☎ 25-3536

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

【11月12日㊎～25日㊍】

運動期間の取り組み

「虐待かな」と思ったら…

◆児童相談所
　虐待対応ダイヤル

※通報者の秘密は守られます。

「１
いちはやく

８９」
※ 24 時間対応、通話料無料

「児童虐待防止推進月間」のオレンジ色

「女性に対する暴力をなくす運動」のパープル色

〈いずれも女性相談員が対応、秘密厳守（相談無料）〉

◆DV ホットライン（緊急用）
　☎ 0120-238-122

※面接相談の予約は、メール（市 HP）でも可
※予約があれば休日や時間外でも相談可

相談窓口

◆萩児童相談所　☎ 22-1150

相談窓口

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

市民活動推進課　☎ 25-3227

◆子育て世代包括支援センター HAGU（はぐ )　
　☎ 25-2022

妊娠から出産・子育ての悩み相談や質問は

○オレンジ＆パープルライトアップ
11 月１日㊊〜30 日㊋　22:00 まで
総合福祉センター正面

○オレンジ＆パープルリボンツリーの設置
11 月１日㊊〜30 日㊋
児童館

詳しくは
こちらへ→

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

公
立

椿東 7:00〜19:00 ○ ○

○

○

越ヶ浜

7:30〜18:30

越ヶ浜大井分園
椿
三見
山田 ○
川上 ○
田万川 ○
田万川小川分園 ○
むつみ ○
須佐 ○
あさひ ○
福川 ○
紫福 ○
見島 8:30〜16:30

私
立

日の丸 7:00〜20:00 ○ ○

○

○
住の江 7:00〜19:00 ○ ○
大島 7:30〜18:30
春日 7:00〜19:00 ○

認定
こども園

萩幼稚園 7:30〜18:30萩光塩学院幼稚園
事業所内
保育所 くすのき保育園 7:30〜18:30

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

（日曜日、祝日、12 月 29 日〜１月３日は休み）
■給食　昼食、おやつ（乳児には離乳食とミルク）
■保育料
①３〜５歳児クラス⇒ 無償
②０〜２歳児クラス⇒８月分までの保育料は令和３年
度の世帯の市民税額、９月分以降の保育料は令和４年
度の世帯の市民税額により決定。ただし、市民税非課
税世帯は無償
■副食費
①３〜５歳児クラス⇒保護者負担。
※年収 360 万円未満相当世帯の場合は無償
②０〜２歳児クラス⇒市民税非課税世帯の場合は無償。

■申請方法
　 子育て支援課、各総合事務所市民窓口部門、各支所・
出張所に備え付けの申請書に必要書類を添えて提出。
※申請書等は HP からもダウンロード可。ただし、提
出は窓口に直接提出とする。
■その他
○出生前でも申込可。令和４年度中の入所を希望され
る方は必ず申し込みをしてください。
○申請内容と就労証明書（自営業含む）の内容が、事
実と異なっている場合、入園決定を取り消します。ま
た職場に就労状況を確認することがあります。
○保育料を滞納している場合や、同居の親族が保育で
きる場合等は、利用優先度を調整する場合があります。
○勤務時間等によって保育必要量（利用時間）が異な
ります。
○令和４年４月１日時点で、64 歳以下の同居の祖父
母がいる場合、祖父母の「保育を必要とする事由」が
必要となります。

子育て支援課　☎25-3536
　各総合事務所市民窓口部門

＜市内保育園一覧＞

令和４年度 保育園新入園児募集 申請書配布・受付期間
11月15日㊊～12月17日㊎

※休日保育、24 時間保育
の利用は、市内の保育園等
に通園中の児童が対象
※くすのき保育園（都志見
病院）は、０〜２歳児クラ
スのみ対象
※見島保育園は原則２歳児
クラスからの入所です。
※認定こども園の「教育認
定（１号）」を希望する方は、
各園にお問い合わせくださ
い。

↑詳しくは
こちらへ



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545810

　民法改正により、2022 年 4 月から成年年齢が 20
歳から 18 歳に引き下げられます。2022 年 4 月 1 日
に 18 歳、19 歳に達している方は、その日から新成
人となります。

◆成年に達すると何が変わる？
　成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意
志で様々な契約ができるようになります。一方で、飲
酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20 歳
にならないとできません。

◆成年に達して契約する際に注意することは？
　契約にはさまざまなルールがあり、そうした知識が
ないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込ま
れる可能性があります。
　また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困った
ことが起きてしまった場合の相談窓口として、萩市消
費生活センターが設置されています。困ったとき、お
かしいなと思ったときにはしっかり相談ができること
も大事です。

萩市消費生活センター　☎ 25-0999

2022年4月1日から成年年齢が18歳になります

18 歳になったらできること
○親の同意がなくても契約できる
　・携帯電話の契約
　・ローンを組む
　・クレジットカードをつくる
　・一人暮らしの部屋を借りる　など
○ 10 年有効のパスポートを取得する
○公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免
　許などの国家資格を取る
○結婚　女性の結婚可能年齢が 16 歳から 18 歳
　に引き上げられ、男女とも 18 歳に
○性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判
　を受けられる
※普通自動車免許の取得は従来と同様「18 歳以
　上」で取得可能

20 歳にならないとできないこと
○飲酒をする
○喫煙をする
○競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権
　（馬券など）を買う
○養子を迎える
○大型・中型自動車運転免許の取得

■成年になってできること・できないこと

パブリックコメント募集

　市では、男女共同参画社会の実現を目指して平成
19 年に「萩市男女共同参画プラン」を策定、平成
29 年に改定をしています。社会情勢の変化や男女共
同参画に関する市民意識調査の結果等を踏まえたプラ
ン（案）について、市民の皆様のご意見を募集します。
■募集期間　11 月 10 日㊌〜 12 月 10 日㊎
■閲覧場所　市役所本庁市政情報コーナー、各総合事
　務所地域振興部門、支所、出張所、市民活動推進課、
　市 HP
■提出方法　各総合事務所地域振興部門、支所、出張
　所、市民活動推進課備え付けのご意見記入用紙（市
　HP からダウンロード可）を郵送、FAX、メール、
　持参
※提出された意見および意見に対する市の考え方は、
市 HP で公表します。

市民活動推進課　☎ 25-3227　FAX 25-6623
　メール danjo@city.hagi.lg.jp

市男女共同参画プラン
第3次改定版（案）

　現在、運行中の萩循環まぁーるバスの運行ルートの
見直しを行うため、11 月から 12 月の２カ月間、新
たな運行ルート案で実証運行を行います。
　実証運行のバスをご利用いただき、ご意見をお聞か
せください。
■実証運行期間
　西回りの新ルート案 ⇒ 11 月 1 日〜 30 日
　東回りの新ルート案 ⇒ 12 月 1 日〜 31 日
■現在運行中のまぁーるバス　実証運行期間中、現在
運行中のまぁーるバスは通常どおり運行します。実証
運行のバスのみが停車するバス停もあります。
■アンケート　車内配置のアンケート用紙、または
　QR コードから読み取りご意見をお願いします。　
■提出先　車内の意見箱、市役所総合案内（平日のみ）

商工振興課　☎ 25-3583
【訂正】広報はぎ 11 月号と同時配布の「実証運行チ
ラシ」の東回りの地図に E15 が 2 カ所表示されてい
ますが、向かって右側の表示は誤りです。

萩循環まぁーるバス
新たなルート案で
実証運行 時刻表･

ルート図
WEB
アンケート
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氏名 性別 年齢 住所 氏名 性別 年齢 住所
松浦　ユキエ 女 105 大井 戸田　ユミヱ 女 100 御許町
村上　フミ子 女 105 椿 久保田　静子 女 100 椿東
來島　コメ 女 104 椿 藤山　マスヱ 女 100 紫福
湯浅　潔春 男 104 川上 豊田　豊 男 100 椿東
齊藤　道子 女 103 大井 田中　早稲 女 100 椿東
藤田　靜子 女 103 椿東 阿武　ハルコ 女 100 明木
吉屋　アサコ 女 103 大井 長谷　ミチコ 女 100 福井下
安達　ハル 女 102 下小川 梅田　キクヨ 女 99 川上
平松　トメ子 女 102 土原 齋藤　二枝子 女 99 土原
口羽　理子 女 102 椿東 林　　シヅコ 女 99 椿
伊藤　佐和子 女 102 明木 伊藤　政子 女 99 黒川
松浦　ナミ 女 102 大井 岡　　綾子 女 99 椿
土居　ヨシ子 女 101 江崎 秋枝　房子 女 99 椿東
倉益　亀一 男 101 中小川 津田　クメ子 女 99 堀内
中村　四郎 男 101 土原 中原　冨士江 女 99 弥富上
池田　石代 女 101 紫福 木村　匡子 女 99 平安古町
倉重　マチエ 女 101 土原 石戸　オキク 女 99 見島
森田　益吉 男 101 椿東 尾中　喜美子 女 99 御許町
中野　芳太郎 男 101 川島 藤井　ヒサヨ 女 99 椿東
東郷　フミ子 女 101 堀内 河内　フサ子 女 99 福井下
有田　ちゑ子 女 101 上田万 岡本　ヨシ 女 99 山田
藤村　ハツイ 女 101 椿 藤田　定代 女 99 紫福
佐々木　シヅコ 女 101 上小川 萬屋　八重子 女 99 山田
福田　ナツ子 女 101 吉部上 出羽　マツ代 女 99 瓦町
大友　サダ子 女 101 江向 吉田　榮子 女 99 上小川
鈴木　實 男 101 紫福 山根　壽代 女 99 吉田町
吉村　久末子 女 101 塩屋町 長安　久子 女 99 大井
阿武 アキコ 女 100 大井

祝
敬 老

高齢化率は
44.1％

　9 月 20 日の敬老の日にあわせ、9 月 27 日に田中市
長が長寿のお祝いにお宅を訪問しました。
　市では敬老のお祝いとして、令和４年 3 月 31 日ま
でに、80 歳（傘

さんじゅ
寿）、88 歳（米

べいじゅ
寿）、90 歳（卒

そつじゅ
寿）、

100 歳以上になられる方に対して、祝品等を贈呈しま
した。市内で 100 歳以上となられる方は 58 人です。

（９月 20 日現在）

高齢者支援課　☎ 25-3137

中村　四
しろう
郎さん 長

ながやす
安　久

ひさこ
子さん

　健康の秘訣は歩くこと。ジョギン
グとラジオ体操が日課です。百人一
首を作者の名前まで全て覚えること
が目標です。

　毎日の体操と猫のお世話、人との
会話が健康の秘訣です。周りの方々
に支えられて幸せな人生を送ってい
ます。

（101歳、土原） （99歳、大井）

令和4年3月31日までに100歳以上となられる方、年齢は9月20日現在、敬称略。

※了承をいただいた方のみ掲載しています。

　萩市の65歳以上の人口は９月30日現在、19,728人で、人口に占める高齢者の割合（高
齢化率）は、44.1％です。また、80歳以上の人口は7,093人（15.8％）、90歳以上の人口は
1,624人（3.6％）となっています。
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萩市美術展
　市民館で「第 17 回萩市美術展」を開催しました。
　高校生・一般の部は平面、立体、書、写真の４部門に
96 点、小・中学生の部は絵画、書の２部門に 764 点
の応募があり、9 月 29 日の審査会で、206 点（高校生・
一般 33 点、小中学生 173 点）の入賞作品が決まりま
した（出品総数は、招待作家の 31 点を加えた 891 点）。

■地域巡回展示開催
高校生・一般の部
市長賞・議長賞・教育長賞・美術協会長賞作品
○須佐公民館
　11 月１日㊊〜５日㊎　9:00 〜 16:00
○旭活性化センター（佐々並公民館）
　11 月 18 日㊍〜 21 日㊐　9:00 〜 15:00
※２会場とも最終日の開催時間は正午まで。

高校生・一般の部
　　  市長賞

小・中学生の部
　　市長賞

「わぁ！雪みたいだよ！」
髙木　敦

あ つ し
志

（江向）
「明治維新」
宮内　若

わ か な
奈

（萩西中２年）

【金賞】白水会館・
　　　しらみずクラブ（山田）

◆地域・職域団体の部（応募11件）
【金賞】萩市教育委員会

秋の花いっぱい運動受賞者決定

「萩市地域おこし協力隊」
新たに２人着任！

　市では、都市住民など地域外の人材を「地域おこし
協力隊」（会計年度任用職員）として採用し、萩の地
域資源を活かした活動や農山漁村地域での地域づくり
活動に従事してもらっています。
　このたび、田万川温泉施設・周辺地域の振興に関す
る活動を行う２人の隊員が着任しました。

林　倫
りん

さん

■配属先　
　田万川総合事務所
　（９月 1 日着任）
■今後の抱負
　地域の皆さんの声をよく聞
いて、田万川地域が多くの人
の目的地となるような、魅力
的な地域づくりを目指してい
きたいと思っています。 龍

りゅう
　竜

りょうま
馬さん

■配属先
　田万川総合事務所
　（10 月 1 日着任）
■今後の抱負　
　温泉・キャンプ場・道の駅
の利用促進を通して、萩・田
万川を「また来たくなる、住
みたくなる」地域にしたいと
思います。

おいでませ、豊かな暮らし応援課　
☎ 25-3360

◆学校の部（応募22件）
【金賞】明木小学校・旭中学校

◆個人の部（応募８件）
【金賞】柴田静江（須佐）

カラー写真は
こちらへ→

カラー写真は
こちらへ→
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　福岡県北九州市に本社を置くプラントメイク RISE ㈱が、旧明倫小学校４号棟２階テナントにサテライト
オフィスを開設することが決定しました。10 月 20 日に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、「明治日本の産業革命遺産」の１つである「八幡製鉄所」を始め、国内外の産業プラントの設
計等を主な事業とし、測定に使う高精度 3D スキャナー、およびその 3D データ活用のノウハウを活かした
観光産業支援事業の展開を計画しています。
　10 月 1 日から開催された、オンライン萩焼まつりでは、萩焼を 3D データ化して掲載し、利用者に好評
を得るなど、今後の、地域産業振興への貢献が期待できます。

■応募資格　①無資格可（ただし採用後、直近の介
護職員初任者研修の受講必須※萩市助成制度あり）、
②介護福祉士取得を目指す方、③自動車免許（AT
可）、④パソコンの簡単な入力操作
■雇用形態　正規職員（ただし臨時職員として３カ
月間の試用期間あり）
■就業場所　かがやき・つばき
　　　　　　おとずれ・なごみ　ほか
■年齢・学歴　概ね 25 歳まで、学歴不問
■勤務条件　夜勤を含む交代勤務が可能な方
■採用日　令和 4 年 4 月 1 日までの随時
■提出書類
　履歴書、作文（テーマ「あなたが、介護・福祉の
仕事を選んだ理由は何ですか。またどのような介護
職員になりたいですか。」、400 字原稿用紙２枚以
内程度）

12 月 10 日㊎
■試験　１次試験：書類審査
　　　　２次試験：面接（12 月 23 日㊍ 10:00 〜 )

３人程度
萩市社会福祉事業団

　☎ 24-4111

プラント設計、3D データ活用企業が、地方人材を求めて進出

【進出概要】
■企業名　プラントメイク RISE 株式会社
■代表　米

よねざわ
澤 誠

せ い じ
治

■所在地　福岡県北九州市
■事業内容　○設計業務（本社業務をリモートで行います）
　　　　　　○ 3D データを活用した業務
■将来雇用規模　10 人 ( 開設当初２人 )
■協定締結日　令和３年 10 月 20 日

○電話リレーサービスとは？
　きこえない人（聴覚や発話に困難がある方）など
電話の使用が困難な人と、きこえる人とのコミュニ
ケーションを支援するサービスです。
○どうやって利用するの？
　きこえない人等の場合は、スマートフォン等から
の映像を介してオペレータが「手話や文字」を「音
声」に。きこえる人がきこえない人等に連絡する際
はオペレータが「音声」から「手話や文字」に通訳
します。誰でも、いつでも利用可能です。
○利用方法は？
　（一財）日本財団電話リレーサービスの HP から
利用登録をしてください。

福祉支援課　☎25-3523
　総務大臣電話リレーサービス提供機関
　（一財）日本財団電話リレーサービス
　☎03-6275-0910、FAX03-6275-0915

きこえない人ときこえる人を
「電話」でつなぐ電話リレーサービス

萩市社会福祉事業団　介護職員募集

プラントメイク R
ラ イ ズ

ISE 株式会社と進出協定を締結

画像提供：日本財団電話リレーサービス HP

企業誘致推進課　☎ 25-3811

採用情報はこちら
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令和２年度
決算状況

財政課　☎ 25-3349

予算がどのように使われたか、財政状況がどうなっているかをお知らせします。

　一般会計決算額は、歳入が 351 億 8,665
万円、歳出が 342 億 5,610 万円でした。
歳入歳出差引額の９億 3,055 万円のうち、
３億 5,104 万円を繰越財源とし、実質収
支は５億 7,951 万円の黒字となりました。

一般会計の決算概要
◎前年度と比べ決算額が増加
　した主な理由

・特別定額給付金等の新型コロナ
ウイルス感染症対策事業の実施に
よる増加

■歳入 ■歳出
区分 主な内容 決算額 構成比

自
主
財
源

市税 市民税など 51億255万円 14.5％
分担金
および負担金

受益者負担金
など 2億6,032万円 0.7％

使用料
および手数料

施設使用料
など 4億6,497万円 1.3％

繰入金 基金からの繰入 2億9,014万円 0.8％
諸収入ほか 預金利子など 19億9,739万円 5.8％

小　　計 81億1,537万円 23.1％

依
存
財
源

地方交付税 国からの交付金 120億4,653万円 34.2％

国・県支出金 国・県からの負担
金、補助金など 110億6,753万円 31.5％

市債 市の借入金 23億9,590万円 6.8％
地方譲与税
ほか

自動車重量贈与
税など 15億6,132万円 4.4％

小　　計 270億7,128万円 76.9％
合　　計 351億8,665万円 100.0％

区分 主な使い道 決算額 構成比
総務費 税金の管理、支所の運

営など 88億4,883万円 25.9％

民生費 子育て支援、高齢者医
療の充実など 88億1,039万円 25.7％

衛生費 健康づくり、ごみ処理
など 25億3,353万円 7.4％

農林水産業費 農林水産業の振興、
基盤整備など 20億2,158万円 5.9％

商工費 商工業、観光の振興
など 25億6,720万円 7.5％

土木費 道路、住宅の整備など 15億8,007万円 4.6％
消防費 救急、消防活動 13億8,018万円 4.0％
教育費 小中学校の運営など 28億1,809万円 8.2％
災害復旧費 災害復旧など 2億4,800万円 0.7％
公債費 市債の元金、利子の

償還 32億5,667万円 9.5％
議会費ほか 1億9,156万円 0.6％

合　　計 342億5,610万円 100.0％

市債・基金残高の状況 会計名 市債現在高 基金現在高
一般会計 244億5,693万円 117億5,024万円
土地取得事業 ー　円 12億9,311万円
国民健康保険事業

（事業勘定） ー　円 8億7,174万円

国民健康保険事業
（直診勘定） 1億4,542万円 ー　円

介護保険事業 ー　円 5億1,795万円
合　計 246億235万円 144億3,304万円

　市債残高の合計額は、令和２年度末で 246 億
235 万円となり、前年度に比べ約７億円減少して
います。
　一方、全会計の基金残高（現物含む）は、令和２
年度末で 144 億 3,304 万円となり、平成 16 年度
末に比べ約 33 億円増加しています。

特別会計の決算状況
会計名 歳入決算額 歳出決算額うち一般会計繰入金

土地取得事業 81万円 0万円 81万円
国民健康保険事業

（事業勘定） 68億5,190万円 6億558万円 67億5,348万円

国民健康保険事業
（直診勘定） 6億5,010万円 1億5,178万円 6億5,006万円

休日急患診療事業 9,525万円 6,675万円 9,525万円
後期高齢者医療事業 9億3,805万円 2億9,622万円 9億2,265万円
介護保険事業 61億6,649万円 11億2,356万円 60億2,181万円

合　計 147億260万円 22億4,389万円 144億4,406万円

　６つの特別会計の収支は、いず
れも「０」または黒字となりまし
た。
　各特別会計においては、事業実
施に必要な経費を主に保険料や使
用料等の収入でまかなって住民
サービスを提供するものですが、
収入不足などのため、一般会計か
ら多額の繰入れを行っています。

令和３年５月 31 日現在
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主な実施事業
がんばろう萩！新型コロナウイルス対策事業
　新型コロナウイルス感染症の影響に対応するた
め、市民生活や市内経済へのさまざまな対策を実施
しました。

高齢者移動支援助成事業
　70 歳以上の高齢者に対して負担の大きい路線バ
スの運賃を、市内発着で一乗車 100 円にしました。
また、離島に住民登録のある 70 歳以上の高齢者に
対し、離島航路の復路運賃を全額補助し、日常的に
公共交通機関を利用しやすい環境を整備しました。

大島複合施設整備事業
　大島公民館・出張所・診療所の建て替えにあわせ、
介護予防拠点施設を一体的に整備し、住民が安心し
て生活できるサービスを提供できる体制を構築する
事業です。

健全化判断比率 比率の説明 R3年度 R2年度 R元年度 H30年度 早期健全化
基準

財政再生
基準

①実質赤字比率 一般会計の赤字の割合
（赤字の場合に表示） ― ― ― ― 12.62%以上 20.00%以上

②連結実質赤字比率 すべての会計を合わせた赤字の
割合（赤字の場合に表示） ― ― ― ― 17.62%以上 30.00%以上

③実質公債費比率 借入金返済額の大きさの財政規
模に対する割合 5.7% 6.3% 7.1% 7.6% 25.0%以上 35.0%以上

④将来負担比率 借入金など現在の負債規模の財
政規模に対する割合 1.8% ― ― ― 350.0%以上

親子の遊び場整備事業
　旧明倫小学校屋内運動場
を、体全体を使ってアク
ティブに遊べる「親子の遊
び場」として整備しました。

旧明倫小学校３・４号棟整備事業
　「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する事業です。

浜崎伝統的建造物群保存地区駐車場整備事業
　浜崎伝健地区内（浜崎
丸久跡地）に、観光客等
が利用できる駐車場を整
備しました。

交通ネットワーク再構築事業
　木間地区、須佐・田万川地域内、むつみ地域内の
路線バスの廃止に伴い、各地区・地域での代替の公
共交通手段を確保しました。

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

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

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



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545816

令和２年度
決算状況
（企業会計）

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

令和２年度の
主な事業

・今魚店町地区等で配水管等の整備・改良工事
・田万川、むつみ、福栄地域の
　機械・監視設備等の更新
・むつみ地域千石台の取水施設整備工事

収
入

水道料金 6億9,973万円 61.3%
他会計負担金等 2億3,557万円 20.6%
その他 2億660万円 18.1%

収入合計 11億4,190万円 100.0%

支
出

施設維持管理費等 5億2,788万円 50.4%
支払利息 5,991万円 5.7%
減価償却費 4億5,977万円 43.9%

支出合計 10億4,756万円 100.0%
収支 9,434万円

■収益的収支 ■資本的収支

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

※消費税等の影響額を除いた純利益は 6,859 万円。

収
入

企業債 2 億 5,100 万円 65.8%
県支出金等 1,504 万円 3.9%
出資金等 1 億 1,551 万円 30.3%

収入合計 3 億 8,155 万円 100.0%
支
出

建設改良費 2 億 8,840 万円 48.0%
企業債償還金 3 億 1,217 万円 52.0%

支出合計 6 億 57 万円 100.0%
収支 ▲ 2 億 1,902 万円

※不足額は損益勘定留保資金等で補塡。

令和２年度の
主な事業

・管きょ布設工事（椿東、椿地区）
・堀内雨水ポンプ場建設工事（令和２年５月供用開始）
・小郡萩道路整備に伴う排水管路移設工事
・排水管路布設工事（大井浦地区）

■収益的収支 ■資本的収支

収
入

下水道使用料 5億6,014万円 27.4%
国庫支出金 250万円 0.1%
県支出金 2,901万円 1.4%
他会計負担金等 7億5,498万円 37.0%
その他 6億9,698万円 34.1%

収入合計 20億4,361万円 100.0%

支
出

施設維持管理費等 6億9,882万円 34.8%
支払利息 1億5,161万円 7.6%
減価償却費 11億5,734万円 57.6%

支出合計 20億777万円 100.0%
収支 3,584万円

※消費税等の影響額を除いた純損益の計上はありません。

収
入

企業債 4億2,470万円 39.9%
国庫支出金 2億9,349万円 27.6%
県支出金 6,331万円 6.0%
他会計出資金等 2億7,319万円 25.7%
受益者負担金等 880万円 0.8%

収入合計 10億6,349万円 100.0%
支
出

建設改良費 7億8,697万円 50.3%
企業債償還金 7億7,772万円 49.7%

支出合計 15億6,469万円 100.0%
収支 ▲5億120万円

※不足額は損益勘定留保資金等で補塡。

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

令和２年度の
主な事業

・入院患者数　　２万 7,814 人（対前年度比 1,814 人減）
・外来患者数　　５万 153 人（対前年度比 4,317 人減）
・救急車による搬送患者数　983 人（対前年度比 120 人増）
・生化学自動分析装置、S

シ ナ プ ス

YNAPSE サーバ（医用画像情報システム）
　などの更新

収
入

診療収入等 18億4,875万円 71.6％
補助金・負担金 6億5,418万円 25.3％
その他 7,906万円 3.1％
　　収入合計 25億8,199万円 100.0％

支
出

診療材料・機器等 24億5,604万円 92.7％
支払利息 4,068万円 1.5％
減価償却費 1億5,300万円 5.8％
　　支出合計 26億4,972万円 100.0％

収　　　支 ▲6,773万円

■収益的収支

■資本的収支
収
入

企業債 1億5,020万円 57.3％
出資金等 1億1,179万円 42.7％
　　収入合計 2億6,199万円 100.0％

支
出

企業債償還金 2億7,857万円 63.9％
建設改良費 1億5,748万円 36.1％
　　支出合計 4億3,605万円 100.0％
収　　　支 ▲1億7,406万円

※消費税等の影響額を除いた純損失は 6,918 万円。 ※不足額は損益勘定留保資金等で補填。

千石台取水施設千石台取水施設

堀内雨水ポンプ場堀内雨水ポンプ場

生化学自動分析装置生化学自動分析装置
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令和３年度　上半期
財政状況の公表

財政課　☎ 25-3349

　市では、毎年度、上半期と下半期の年２回、予算の
執行状況など財政状況を公表しています。

一般会計の執行状況 特別会計の執行状況
　一般会計予算額は、当初予算に 298 億 8,000 万
円を計上し、その後の６回の予算補正（12 億 66
万円）と令和２年度からの繰越明許費（34 億 5,803
万円）を加えると、９月末現在で総額 345 億 3,869
万円となっています。
　９月末現在における収支状況は、収入済額 203
億 9,650 万円で執行率 41.0％、支出済額 184 億
178 万円で執行率 37.0％です。

　国民健康保険事業など特定の目的をもって事業を
行う場合に、その収支を明確にするための独立した
会計のこと。

　６の特別会計の当初予算総額は 149 億 3,790 万
円で、その後の予算補正（２億 6,374 万円）と令和
２年度からの繰越明許費（2,400 万円）を加えると、
９月末現在で総額152億2,564万円となっています。

◎特別会計とは…？

会計名 予算現額 歳入 歳出
収入済額 収入率 支出済額 支出率

一般会計 345億3,869万円 149億3,546万円 43.2 ％ 125億8,179万円 36.4 ％
土地取得事業 100万円 62万円 61.9 ％ 43万円 42.7 ％
国民健康保険事業（事業勘定） 70億5,342万円 25億6,585万円 36.4 ％ 26億4,719万円 37.5 ％
国民健康保険事業（直診勘定） 7億5,019万円 1億2,019万円 16.0 ％ 2億8,403万円 37.9 ％
休日急患診療事業 1億790万円 1,613万円 15.0 ％ 3,875万円 35.9 ％
後期高齢者医療事業 9億9,590万円 3億1,132万円 31.3 ％ 3億518万円 30.6 ％
介護保険事業 63億1,723万円 24億4,693万円 38.7 ％ 25億4,441万円 40.3 ％

合　　　　　計 497億6,433万円 203億9,650万円 41.0 ％ 184億178万円 37.0 ％

市債の状況
　市債とは、道路や公民館など公共施設の建設の際、一
時的に多くの資金を必要とする場合に認められる長期借
入金のことです。その借入金を元利償還という形で長期
間（１〜 40 年）にわたって返済することにより、世代
間の住民負担を公平にする役割を果たしています。

会　　計　　名 現在高 構成比
一般会計 228億7,988万円 99.4%
国民健康保険事業

（直診勘定） 1億3,813万円 0.6%

合　　　　　計 230億1,801万円 100.0%

市有財産の状況
　市では遊休財産のうち不要となった財産について、維持管
理経費の削減と財源確保の観点から積極的に処分または貸付
を行っています。
※水道事業会計、下水道事業会計および病院事業会計に属す
る財産は含んでいません。

一時借入金の状況
一時借入金とは、一時的に資金が不足する場合に短期間借入
するものです。令和３年９月末現在、一時借入金はありませ
ん。

区　　分 面積・金額
土　地 4,873,249㎡
建　物 413,032㎡
山　林 138,421,958㎡
有価証券 8,870万円
出資による権利 5億5,438万円
債　権 8億6,121万円

基　金
現金 142億4,737万円
土地 1億9,062万円
現物 72万円
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　公害防止と生活環境保全を目的
に、阿武川・佐々連川・田万川にお
いて水質調査を行いましたので、結
果をお知らせいたします。
◎阿武川（５地点　明木川合流点下
流・立野川合流点下流・目代水源地
上流・萩橋・玉江橋）
　水質調査　年２回（５月・10 月）
　底質調査　年１回（10 月）
◎佐々連川（蕪根川合流点）
　水質調査　年１回（10 月）
◎田万川（８地点）
　水質調査　年１回（８月）

◆水質調査
生活環境の保全に関する項目

【水素イオン濃度・生物化学的酸素
要求量・浮遊物質量・溶存酸素量・
大腸菌群数】
　明木川合流点下流・立野川合流点
下流・目代水源地上流点・萩橋・玉
江橋の大腸菌群数が基準超過してい
ました。
　それ以外の項目はすべての地点で
環境基準に適合しています。
　また、過去５年間において阿武川、
佐々連川では、河川水質の代表的な
汚濁指標である生物化学的酸素要求
量は、基準値に適合しています。

人の健康の保護に関する項目
【カドミウム・砒素・ふっ素他 24
項目】（阿武川・佐々連川で実施）
　全調査地点で環境基準に適合して
いました。
◆阿武川底質調査
土壌汚染の保全項目
　全ての項目において基準値以下で
した。
※調査結果については、環境衛生課、
田万川総合事務所、市 HP でご覧い
ただけます。

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

令和２年度
河川水質調査結果

　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２年度ごみの総量は 15,655 ｔ、市民１人１日あたりのごみの排出量は 951 ｇ（およそ１ℓ牛乳パック１個
分の重さ）です。昨年度より 1 人 1 日あたり 21 ｇ減少できたことになります。
　減少の主な原因としては、市民のみなさん一人ひとりの減量化への努力はもちろんですが、その他、人口および
世帯数の減少、コロナ禍による事業系ごみ排出量の減少が考えられます。

　家庭ごみの燃やせるごみは、「生ごみ」が多くを占
めています。３切り運動でごみ減量に繋げましょう。

　前年度より 0.5 ポイント減少しました。
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
境のためだけでなく、皆さんの生活へ還元されま
す。

■ごみ処理量の推移

萩市のごみ処理量の推移
環境衛生課　☎ 25-3146

令和２年度
環境報告

■３切り運動にご協力を！

食べ物を大切に、残さず食べ
きろう！
保存したり、アレンジして、
食べ切ろう！

②「使い切り」

③「水切り」
■リサイクル率は 23.7％

①「食べ切り」

必要な食材を購入しよう！
食材は、無駄なく使い切ろう！

生ごみの約 8 割が水分です。
捨てる時は、水分を切りましょ
う！
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イベント 問い合わせ
かわかみふるさとまつり 川上総合事務所　☎ 54-2121

むつみふるさとまつり むつみ総合事務所
☎ 08388-6-0211

福栄ふるさとまつり 福栄総合事務所　☎ 52-0121
大井ふるさとまつり 大井公民館　☎ 28-0213

開催日 イベント 問い合わせ

11/18㊍〜21㊐ ささなみ文化祭（作品展）佐々並公民館 
☎ 56-0008

11/20㊏・21㊐ 明木地区文化作品展　 明木公民館
☎ 55-0001

■イベント中止

■イベント開催

秋の地域イベント情報

※「明木地区農業文化祭」、「ささなみおいでん祭」は中止
　飲食や物販、ステージイベントは実施しません。

萩暮らし案内所
DIY ワークショップ

　萩市に移住・定住を希望する方の総合的な相談に
加え、萩と関わりたい人と地域をつなぐ、新たな拠
点「萩暮らし案内所」を旧明倫小学校４号棟に整備
します（令和４年４月開設予定）。
　この新たに誕生する拠点の整備に
関わっていただける方を募集します。
■募集定員　各回 10 人程度
■応募条件　継続的に萩市を応援して
　いただける方

右記 QR から
　※申込多数の場合は選考

　関係人口について理解を深めるため、
講演会を開催します。

「関係人口ってナニ？」
田中 輝

て る み
美（ローカルジャーナリスト）

11 月７日㊐　10:00 〜 12:00
　※オンライン配信

右記 QR から

参加者
募集！

　萩阿武川温泉から長門峡竜宮淵までの間で
無料シャトル便を運行します。
※萩阿武川温泉までは、路線バスをご利用く
ださい。
■運行日　11 月３日〜 23 日の㊏㊐㊗
※大雨等の荒天時は運休

川上産業振興部門　☎ 54-2121

紅葉シーズン到来！

長門峡への
無料シャトル便を運行！

萩阿武川
温泉

阿武川民俗
資料館

長門峡温泉
（休業）

長門峡
竜宮淵

行
き

9:50
⇒

9:54
⇒

10:15
⇒

10:20
14:00 14:04 14:25 14:30

帰
り

11:10
⇐

11:06
⇐

10:45
⇐

10:40
15:50 15:46 15:25 15:20

◆弦楽コンサート
11 月７日㊐　10:30 〜

■出演　萩弦楽オーケストラ
■曲目　エンターテイナー、アシタカせっ記、
眠れる森の美女等
◆ストリートピアノ

11 月14 日㊐
① 10:00 〜 12:00、② 13:00 〜 15:00
■出演　神

か み き
木 涼

りょう
（ピアニスト）

■曲目　炎 /LiSA、大正浪漫 /YOASOBI
　　　　月の光 / ドビュッシー　等
◆レコードコンサート

11 月21 日㊐　14:00 〜
■曲目　ドライブで聞きたい
　曲特集
◆二

に こ
胡とピアノコンサート

11 月28 日㊐
　① 10:30 〜 11:30
　② 13:30 〜 14:30
■出演　王

おう
 丹
たん

（二胡奏者）
　大橋 希

のぞみ
（ピアニスト）

※すべて入場無料

NPO 萩明倫学舎　☎ 21-0304

萩・明倫学舎　秋の音楽祭

11/23

11/27

12/11

オンライン
申込

おいでませ、豊かな暮らし応援課　
☎ 25-3360



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545820

個人住民税は特別徴収で納めま
しょう

 特別徴収とは、事業所が従業員の
毎月の給与から住民税を徴収して市
に納める方法で、所得税の源泉徴収
の手続きとは違い、事業所（給与支
払者）の税額計算は不要です（税額
計算は市が行います）。手続き方法
は、市 HP よりご確認いただけます。
※令和元年度から住民税の特別徴収
が義務化されています。

課税課　☎ 25-3781

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
成人式の出席案内

令和４年１月２日㊐　13:30 〜
※受付 12:30 〜

市民館・大ホール
■対象者・案内状の送付
平成 13 年４月２日〜平成 14 年４
月１日生まれの方で、次のいずれか
に該当する方
①９月１日現在で萩市の住民基本台
帳に登録されている方は、登録され
ている住所に送付
②市内の中学校を卒業し、就学や就
職などで住民登録を萩市以外に移し
ている方は、転出先の住所に送付
※ 11 月中旬までに案内状が届かな
い方はご連絡ください。
※新型コロナウイルスの状況で、開
催方法・場所等が変わる場合もある
ため、随時、市HPをご確認ください。

文化・生涯学習課
　☎ 25-3511

新しい民生委員・児童委員
　担当者が不在であった地区の民生
委員・児童委員が決まりました。
■任期　令和４年 11 月末まで

福祉政策課　☎ 25-3550

レノファ山口萩市サンクスデー
ギラヴァンツ北九州戦

11月13日㊏ ※キックオフ 14:00〜
維新みらいふスタジアム（山口市）

■チケット販売　前売料金（当日よ
り500円割引）で、11月4日㊍から市
民体育館で販売（BA席、MB席のみ）

スポーツ振興課　☎ 25-7311

無料歯科健康診断・歯科相談

　11 月８日㊊から14 日㊐は、「歯・
口腔の健康づくり推進週間」です。
山口県歯科医師会所属の歯科医院で
無料の歯科健康診断が行われます。

11 月８日㊊〜 13 日㊏
山口県歯科医師会所属の歯科医院

※各歯科医院へ事前申込が必要
萩市歯科医師会事務局 ☎22-2385

　阿武歯科医師会事務局（細田歯科
　医院内）　☎08388-8-0677

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書の発行

　令和３年１月１日から９月30 日
までに国民年金保険料を納付された
方には、11 月上旬に日本年金機構
から「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されます。年末調
整や確定申告時にご使用ください。

萩年金事務所　☎ 24-2158

令和４年版山口県民手帳販売中
■価格　600 円 ( 税込 )
■色　ダークブルー
■販売所　企画政策課、各総合事務
所地域振興部門、支所・出張所

企画政策課　☎ 25-3431

納期のお知らせ
　納期限までに忘れず納めましょう
・国民健康保険料（６期）
・介護保険料（６期）
・後期高齢者医療保険料（５期）
※納期を過ぎると督促手数料や延滞
金がかかる場合がありますのでご注
意ください。
※コンビニ収納やスマートフォン決
済もご利用ください。
※便利で確実な口座振替をぜひご利
用ください。
■納期限　11 月 30 日㊋

収納課　☎ 25-3575

担当地区 名前

三見市・吉広 三
みつもと

元 孝
こ う し

之

扇町・仁保谷・
上莚野・下莚野 石川 智

ち よ こ
世子

◎不用品活用銀行
■おゆずりします
　夏用座布団、アルミ洗車台、毛糸、
体重計（針タイプ）、家具調こたつ
の座卓、ロータイプのソファー、レ
コード 20 枚、藤スリッパラック、
ビーズ玉のれん、傘立て、精米機、
パソコンテキスト
■おゆずりください
　バイク250㏄、原付バイク二種、電
動ミシン、溶接機一式
※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。

◎手作り講座
12 月５日㊐　10:00 〜 15:00
古布で来年の干支を作る
15人　 100円（材料費別）

■受付 11月８日㊊〜21日㊐16時まで
※応募多数の場合、11 月 22 日㊊
10 時から公開抽選。参加される方は
事前にご連絡ください。
◎雑貨の販売

11 月 14 日㊐〜 28 日㊐
◎家具・自転車・人気の雑貨の抽選

11月14日㊐〜21日㊐ 12:00まで
■抽選日  11月21日㊐　13:00〜

エコプラザ・萩情報
椿東 4703-49　☎ 24-5300
休館日　毎週水曜日、毎月第２木曜日

インスタグラムとFacebook で
最新情報を掲載しています！
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防災行政無線の一部放送変更

■変更日　12 月１日㊌から
■対象地域　川上・須佐・福栄地域
■変更内容
朝と昼の時報を萩市民の歌「萩のよ
ろこび」へ変更

防災危機管理課　☎ 25-3808

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間
　山口地方法務局および山口県人権
擁護委員連合会では、夫やパート
ナーからの暴力、職場等での各種ハ
ラスメント、ストーカー行為など女
性をめぐる様々な人権問題に関する
相談に応じる専用相談電話を設置し
ています。強化期間中は、受付時間
を拡大します。
■強化期間　11月12日㊎〜18日㊍
平日　8:30 〜 19:00
土曜・日曜日　10:00 〜 17:00
※通常　平日 8:30 〜 17:15
■専用相談電話
☎ 0570-070-810

山口地方法務局
☎ 083-922-2295

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、必要
な備品等を整備しました。
■団体と設備
①金谷町内会（エアコン）
②旭地域コミュニティ協議会（液晶
プロジェクター、三脚スタンド式ス

　市内では、今年９月末までに27件の火災が発生し、最も多い出火原因は火入れ（枯草焼き）で７件発生しています。
◎住宅防火　いのちを守る　10 のポイント 消防本部予防課　☎ 25-2798
４つの習慣！
１.寝たばこは、絶対にしない、させない
２.ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
３.こんろを使うときは、火のそばを離れない
４.コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

(11月９日～15日) 火気の取扱いに十分注意しましょう！秋季全国火災予防運動

６つの対策！
１.火災発生を防ぐためには、ストーブやこんろ等は、安全 
　装置の付いた機器を使用する。
２.火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に
　点検し、10年を目安に交換する。
３.火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類
　およびカーテンは防炎品を使用する。

◎住宅用火災警報器の取付支援
　住宅用火災警報器を購入したが、
取付け・取換えが困難な方に対して、
消防職員がご自宅に伺い、無償で取
付け・取換えを支援します。

４.火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、
　使い方を確認しておく。
５.お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法
　を常に確保し、備えておく。
６.防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐ
　るみの防火対策を行う。

※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・延期等に変更になる場合があります。

臨時窓口を開設します（事前予約制）
　是非、この機会にマイナンバーカードを作ってみませんか。

萩市に住民票のある方　　　 希望場所に電話
日時 場所・電話 内容

11 月 16 日㊋　13:00 〜 16:00 小川支所　☎ 08387-4-0211 申請
11 月 17 日㊌　13:00 〜 16:00 三見出張所　☎ 27-0001 申請
11 月 24 日㊌　13:00 〜 16:00 高俣支所　☎ 08388-8-0211 申請
11 月 28 日㊐　  9:00 〜 12:00 市民課　☎ 25-3493 申請・受取
11 月 30 日㊋　13:00 〜 16:00 弥富支所　☎ 08387-8-2211 申請
12 月   1 日㊌　13:00 〜 16:00 大井出張所　☎ 28-0211 申請
12 月   7 日㊋　13:00 〜 16:00 佐々並支所　☎ 56-0211 申請
12 月　8 日㊌　13:00 〜 16:00 紫福支所　☎ 53-0211 申請
12 月 26 日㊐　  9:00 〜 12:00 市民課　☎ 25-3493 申請・受取

【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】交付通知書（届いたはがき）、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（お持ちの方のみ）

クリーン、パワーポインター）
③大井浦町内会防災部（消防用ホー
ス、ヘルメット（ヘッドライト付）、
ヘルメット、防火服、ハンドメガホ
ン、ポール担架、強力ライト、ブルー
シート、リヤカー、発電機、消火バ
ケツ、車椅子）

市民活動推進課　☎ 25-3373
　防災危機管理課　☎ 25-3808

マイナンバーカード取得
促進キャンペーン！



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545822

2022 年 新年写真コンテスト

　優秀作品は、令和４年１月１日付
サンデー山口（山口版）等に掲載
■テーマ　山口県央都市圏域（山口
市、宇部市、萩市、防府市、美祢市、山
陽小野田市、津和野町）での撮影写真

12 月４日㊏
〒 753-0064 山口市神田町 8-1 

サンデー山口「2022 年新年写真コ
ンテスト」係へ郵送か、メール
photo@sunday-yamaguchi.co.jp

サンデー山口編集部
　☎ 083-925-7912

県営住宅入居者

■募集団地　無田ヶ原、中津江、第
二無田ヶ原、東萩、金谷
※申込者が募集戸数を下回った団地
には再募集を予定。詳しくは財団
HP をご覧ください。

■入居可能時期
　令和４年１月下旬頃
■応募資格　詳細は申込書に記載
　次の要件をすべて満たしている方
①住宅困窮者
②同居親族がある（住宅によっては、
高齢者など一定の要件を備えている
場合、単身入居も可）
③収入基準に該当している
④申込者、同居しようとする親族が
暴力団員でない
■受付期間　
　11月20日㊏〜30日㊋(消印有効)

山口県施設管理財団山口支所、萩
立寄所(萩総合庁舎2階)、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

還付金詐欺に注意！

　市役所職員等のふりをして、「介
護保険料の還付がある」などと言い、
ATM へ誘導し、振り込みをさせる

「還付金詐欺」に関する相談が急増
しています。「〇月〇日に通知をし
たが連絡がないので電話した」など
作り話をしてくることもあります。
　還付金が ATM で支払われること
は決してありません。不審な電話が
あれば、消費生活センターまでご連
絡ください。

消費生活センター　☎ 25-0999

寄付
○マックスバリュ西日本(株)から企
業版ふるさと納税として現金47万
9,660円
○明治安田生命保険相互会社山口支
社から現金 53 万 500 円

萩都市計画下水道の変更（案）
の縦覧

　縦覧期間は案に対して市に意見書
を提出することができます。

11 月１日㊊〜 15 日㊊
　8:30 〜 17:15（土日祝日は除く）

都市計画課窓口（市 HP にも掲載）
萩市公共下水道排水区域の縮小、

椿東汚水中継ポンプ場の廃止
都市計画課

　☎ 25-3104

NPO 萩観光ガイド協会会員
若干名
文化財施設の管理・ガイド、施設

の清掃、料金徴収等
市内文化財施設

■謝金　4,000 円 / 日
11 月１日㊊〜 30 日㊋まで
NPO 萩観光ガイド協会 ☎ 25-3527

募　集

市営住宅入居者
募集 期間 11月１日㊊〜８日㊊

■募集団地　【萩地域】玉江浦 (1 戸 )、
金谷 (1 戸 )、雑式町 (1 戸 )、今古萩 (3
戸 )、平安古南 (1 戸 )、無田ヶ原口 (1
戸 )【田万川地域】おそ吹原 (4 戸 )、
三明 (1 戸 )【むつみ地域】安附 (2 戸 )、
平草第 3(2 戸 )、鈴倉 (1 戸 )【須佐地
域】本町上 (8 戸 )、山根丁東 (2 戸 )、
山根丁東第 2(3 戸 )、中津第 1(1 戸 )、
弥富第2（2戸）【旭地域】沖ノ原(2戸)、
すもうば (1 戸 )、佐々並 (3 戸 )
※間取り等詳細は、申込時に案内
■入居可能時期　令和 4 年 1 月上旬以降
■応募資格
　次の要件をすべて満たしている方
①住宅困窮者
②同居親族がある（住宅によっては、
高齢者など一定の要件を備えている場
合、単身入居も可）

③収入基準に該当している
④市税を完納している
⑤申込者、同居しようとする親族が
暴力団員でない
■受付期間・時間
　11 月１日㊊〜８日㊊　8:30 〜
17:15( 土・日曜日、祝日は除く )
※募集期間中に応募のなかった住宅
は、12 月末まで日毎の先着順で受
付けます。また、地域の実状に応じ
て、単身での入居が可能になること
がありますので、ご相談ください。
※多数回落選者については窓口でお
尋ねください。
※公営・シルバー＝政令月収15万
8,000円以下、特公賃＝政令月収15
万8,000円以上、一般＝所得制限なし

建築課および各総合事務所産業振
興部門備え付けの入居申請書を提出

建築課　☎ 25-2314、
各総合事務所産業振興部門

お知らせ
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登録統計調査員

　国が実施する国勢調査等、各種統
計調査の調査員を随時募集していま
す。（登録された方に毎回調査をお願
いするとは限りません。）
■報酬　２〜５万円程度
※調査区数等により異なります。
■従事期間　２〜３カ月程度
■応募資格
①市内在住で年齢 20 歳以上
②税務、警察、選挙、興信所等の業
務に直接従事していない
③調査時に知り得た秘密の保護に信
頼のおける方で、調査期間中、責任
を持って調査事務を遂行できる
④暴力団や暴力団員と関係がない

電話等でご連絡いただいた方へ必
要書類を送付（申請書提出後に面接
等による選考）

企画政策課　☎ 25-3431

ブックレットシリーズ「萩もの
がたり」秋の新刊

○ 71 号「絵図で見る萩の街道 弐　
―天才地理図師　有

あ り ま
馬 喜

き そ う た
惣太―」

山田 稔(県立山口博物館学芸専門監)
定価 660 円（税込）A5 版 62 Ｐ
江戸時代、生涯を絵図作りに捧げた
有馬 喜惣太の人物と作品、萩藩の
絵図の特色と魅力を紹介する。
○ 72 号「萩の歴史的町並み　上巻　
誕生から現在まで」
大槻 洋二（萩博物館長・萩まちじゅ
う博物館長）
定価　660 円（税込）A5 版 74 Ｐ
萩の町並みがいかに造られ育まれた
か、なぜ歴史的町並みが現在まで受
け継がれてきたかを解説する。
（一社）萩ものがたり  ☎ 25-3233

交通事故被害者の方への支援

○萩市交通遺児等支援金
10 月１日現在、市内に住所があ

り、今年度末で 19 歳未満の交通遺
児等を看護する保護者
■支給額　年額 5,000 円（対象児
童１人につき）

11 月 30 日㊋までに、子育て支
援課、各総合事務所市民窓口部門備
え付けの申請書を提出 ( 重度後遺障
がいとなられた方は要証明書 )

子育て支援課　☎ 25-3259

○自動車事故対策機構が行う交通遺
児等育成資金の貸付・重度後遺障害
者介護料の支給
■交通遺児等育成資金の貸付 

■重度後遺障害者介護料の支給

自動車事故対策機構山口支所
　☎ 083-924-5419

萩往還語り部 新人研修
12 月 10 日㊎　13:30 〜 17:00
山口観光コンベンション協会（JR

山口駅２階）
若干名
11 月 30 日㊋
やまぐち萩往還語り部の会

　☎ 083-920-3323

がんばろう萩！「結・エール事
業」マスクケース作り講座

11 月７日㊐　13:30 〜 15:00
市民活動センター「結」
15 人（先着順・要申込）
裁縫道具・お気に入りの布（横

30㎝×縦 16㎝を２枚）
市民活動センター「結」 ☎24-0161

至誠館大学 公開講座
「パパと一緒に製作運動遊び」

11月23日㊋㊗　10:30〜11:30
市内在住のパパとそのお子様（3

〜 5 歳児）※ママは見学可
親子で一緒におもちゃを製作して

おもちゃで運動遊びを行います。
井
い が わ

川 貴
たかひろ

裕 助教
至誠館大学体育館
15 組（要申込・先着順）
右記QRから
至誠館大学　☎ 24-4000

暮らしに役立つ図書館講座
① 11 月 24 日㊌　映画「ニュー

ヨーク公共図書館」上映会
前編 10:00 〜（約 109 分）
後編 13:00 〜（約 96 分）
②12月１日㊌　ライブラリーセッ
ション〜図書館について話そう〜
10:30〜11:30

萩図書館２階
各 20 人（要申込・先着順）
萩図書館　☎ 25-6355

萩市消費者セミナー（オンライン）
11 月 25 日㊍　13:30 〜 15:00
総合福祉センター
若さを保つ食生活 〜発酵食品と

アンチエイジング〜
中西 載

これよし
慶(東京農業大学名誉教授)

40 人程度（要申込）
11 月 19 日㊎までに、消費生活

センターへ☎ 25-0999

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

貸付額

初回一時金15万5,000円、
毎月１万円または２万円

（選択制）、入学支度金４万
4,000 円（ 対 象 児 童 1 人
につき）

貸付
期間

貸付決定月から中学校卒業
月まで

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

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

講演・講座
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人権・行政・公証相談

11 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

高齢者・障がい者のための
弁護士電話法律相談

11 月９日・12 月 14 日・28 日、
１月 11 日・25 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

消費生活無料法律相談（借金相
談含む）

11 月 12 日㊎　10:00 〜 12:00
市役所本庁

■弁護士　長
ながたに

谷 義
よしあき

明
市民（先着４人、１人 30 分）

※事前予約制（当日受付可）
消費生活センター　☎ 25-0999

萩商工会議所のナンデモ相談会
　創業や経営に関する無料相談会。

11 月 18 日㊍　10:00 〜 16:00
萩商工会議所
融資、法律、不動産・登記、経営

計画・改善・ものづくり補助金等
※専門家による個別面談方式で事前
に予約が必要。

萩商工会議所　☎ 25-3333

無料法律相談
11 月 24 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（11/１から受付開始）
市民活動推進課　☎ 25-3373

「認知症になっても安心して暮ら
せるまち萩をめざして」

砂川 博史先生（萩市医師会認知
症部会長）
○ワークショップ・体験ブース
　歯科医師による口腔ケア相談・転
倒予防のための運動・正しいウォー
キング姿勢指導・介護用ロボット等

120 人程度
11 月４日㊍から 19 日㊎（土日

を除く）までに地域包括支援セン
ターへ☎ 25-3521

男女共同参画セミナー
11 月 30 日㊋　13:30 〜 15:00
総合福祉センター
「大切なひとを守るための防災〜

災害時における多様性を考える〜」
坂本 京子（気象予報士・防災士）
40 人程度（先着順）
市民活動推進課　☎ 25-3227

楽しく１UP 講座 ～大人のクラ
フト☆クリスマスを楽しむ～

12 月１日㊌　18:00 〜 20:30
萩セミナーハウス
オーナメントやグッズを作成
高校生以上
15 人 ( 先着順 )
1,600 円（夕食代込）
萩セミナーハウス　☎21-7501

めざせ！「全国手話検定試験」
５級合格！

12 月１日㊌から令和４年３月ま
での毎週水曜日　18:30 〜 20:00

総合福祉センター
簡単なあいさつ、日常会話程度の

手話を学びます。
市内在住の手話に興味のある方、

手話初心者の方
20 人（先着順）
1,650 円（テキスト代）
11 月 17 日㊌
福祉支援課

　☎ 25-3523、FAX 25-5103

至誠館大学地域公開講座 2021
（後期）
◎第４回

11 月24 日㊌　10:00 〜11:30
「コロナ禍での健康づくり」
井
い が わ

川 貴
たかひろ

裕 助教
◎第５回

12 月 10 日㊎　10:30 〜 12:00
「高齢化がもたらす福祉課題と安

心した生活」
梅
う め き

木 幹
も と し

司教授
◎第６回

12 月 13 日㊊　10:30 〜 12:00
「AI」って何でしょう
金子 壽

としかず
一准教授

すべて萩・明倫学舎
至誠館大学　☎ 24-4000

ひとづくり体験事業
「自然× IT 新人財育成」

11 月 27 日㊏〜 28 日㊐
　両日とも 9:00 〜 13:00
※ 2 日間の連続講座です

萩セミナーハウス
20 人
1,000 円 (2 日間の昼食・保険料 )
プログラミング講習と外遊び体験
文化・生涯学習課　☎ 25-3511

介護予防市民講座
「こころも体も歯

は

っぴいまつり」

　高齢になっても、「自分の足で歩
く、おいしく食べる、自分で判断で
きる、地域で活動できる」ことを目
標に講座を開催します。

11 月 28 日㊐　11:00 〜 16:00
総合福祉センター

○講演会
「口の中はふしぎがいっぱい」
岡崎 好

よしひで
秀先生（国立モンゴル医

科大学歯学部 客員教授）

相　談講演・講座
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萩市駅伝競走大会

令和4年1月16日㊐10:00スタート
市民体育館前スタート・ゴール

■種目
中学男子の部、高校男子の部、女子
の部、一般の部
※一般の部は県内在住者のみで先着
60 チーム（市内枠 50 チーム、市
外枠 10 チーム）

1チーム 5,000 円(高校生以下無料)
11 月４日㊍から 12 月３日㊎ま

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

スポーツ振興課　☎ 25-7311

秋季おもと展示会
11 月１日㊊〜２日㊋　9:00 〜

16:00
市民館小ホール
日本固有の植物「おもと」を展示
萩おもと同好会　☎ 28-1351

奇兵隊パレード
11 月７日㊐　10:30 〜 12:00

■ルート　江戸屋横町〜晋作広場〜
菊屋横町　約 1.3㎞

菊屋横町など城下町を奇兵隊士が
パレードします。途中、休憩所にて
奇兵隊士や萩にゃん。と一緒に写真
撮影ができます。（休憩所 : 萩博物
館 11:00 頃、晋作広場 11:45 頃）

観光課　☎ 25-3139

あったかマルシェ
11 月 12 日㊎　10:30 〜 13:30
総合福祉センター　多目的ホール
市内の障がいのある方や利用施設

で作られた野菜等を販売。
萩市社会福祉協議会 

　☎ 22-2289

萩健康福祉センター行事

○10日㊌13:30〜骨髄ドナー登録会
○17日㊌13:00〜風しん抗体検査、
13:30〜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
○ 24 日㊌ 13:00 〜お酒に関する
困りごと相談
○ 25 日㊍ 13:30 〜暮らしと心身
の総合相談会
○ 30 日㊋ 13:00 〜心の健康相談

（担当：三隅病院公認心理士）
※いずれも予約制

県萩健康福祉センター　☎25-2667

陸上自衛隊高等工科学校生徒
○推薦
■応募資格
15 歳以上 17 歳未満の男子で中学
校卒業（見込含）または中等教育学
校前期課程修了者（見込含）で成績
優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績
を修め、学校長が推薦できる者
■受付期間
11 月１日㊊〜 12 月３日㊎
■試験期日
令和４年１月８日㊏から 11 日㊋の
内いずれか１日を指定
○一般
■応募資格
15 歳以上 17 歳未満の男子で中学
校卒業（見込含）または中等教育学
校前期課程修了者（見込含）
■受付期間
11月 1日㊊〜令和 4年 1月 14日㊎
■試験期日
１次試験　令和４年１月 22 日㊏か
ら 23 日㊐のいずれか１日
２次試験　令和４年２月３日㊍から
６日㊐のいずれか１日

自衛隊萩地域事務所
　☎ 22-2409

イベント

試　験

スポーツ 通行規制にご協力を

■配水管布設替工事（倉江）
車両通行止（歩行者・自転車通行可）
11月中旬〜令和4年2月下旬（予定）

８:30〜17:00
※夜間、工事休止日は開放

水道工務課　☎ 25-2398

常
盤
大
橋

橋本川倉江
●倉江公会堂

玉江山
陰
本
線

玉江浦
街区公園
玉江浦
街区公園

●

車両通行止

out萩図書館開館10 年Re スタート
古本市

11 月 14 日㊐　10:00 〜 14:00
萩図書館
古本、雑誌、雑誌付録などを販売。

雑誌付録を購入される方は、事前に
整理券（1 枚 100 円）の購入が必要。
■雑誌付録販売時間
10:30 〜（整理券販売 10:00 〜）
13:30 〜（整理券販売 13:00 〜）

萩図書館　☎ 25-6355

中央公民館 合同作品発表会
萩中央高齢者教室作品展

11 月 19 日㊎〜 21 日㊐
9:00 〜 17:00（最終日 16:00）

市民館小ホール
中央公民館で活動する社会教育関

係団体・高齢者教室が合同で行う手
作り作品の発表会

中央公民館　☎ 25-3590

なつかしい「萩」写真展 Part２
11月25日㊍〜12月14日㊋（土

日祝を除く）
市役所本庁ロビー
NPO 萩まちじゅう博物館・萩博

物館　☎ 25-6447
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健康増進課　☎ 26-050011月 保健ガイド セ…センター　※…要予約

◉萩地域
４日・25日㊍ こころの相談日（※）/萩市保健セ/13:30〜
４日㊍ 大井グッドヘルス/大井公民館/13:30〜
８日㊊ 倉江健康教室/倉江公会堂/10:00〜
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・26日㊎ 健康づくり応援隊体操（萩だいだい体操）/中央
公園/10:30〜
12日㊎ 健康・栄養相談/総合福祉セ/10:30〜、三見ソナタ
/三見公民館/13:30〜
16日・30日㊋ こころの相談日（※）/萩市保健セ/10:00〜
17日㊌ 城東タマちゃん体操会/城東会館/13:30〜
18日㊍ 浜崎タマちゃん体操会/浜崎みんなの家/13:30〜
24日㊌ 江向健康教室/江向１区公会堂/13：30〜
26日㊎ 今古萩タマちゃん体操会/今古萩老人憩いの家
/13:30〜 

◉田万川・須佐地域
１日㊊ 平山台体操/平山台駐車場/11:00〜
２日㊋ 弥富元気クラブ（※）/弥富公民館/9:30〜

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〜
16日㊋ 応援隊ウォーキング/田万川体育館/9:00〜、
すくすく相談会（※）/須佐保健セ/10:00〜
19日㊎ エアロビクス教室/田万川体育館/10:00〜
24日㊌ 新・健康ちょ筋教室/田万川グラウンド/9:30〜
26日㊎ みんなの健康運動教室（※）/須佐保健セ
/13:30〜

◉旭・川上地域
９日㊋ 川上健康運動教室/川上保健セ/9:30〜
18日㊍ 乳幼児相談（※）/旭マルチメディアセ/10:00〜
30日㊋ あさひ健康運動教室/旭活性化セ/10:00〜

◉むつみ・福栄地域
10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〜
11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〜

萩ツインシネマと若手クリエーターがつくる

　10 月に市内での撮影が行われ、萩ツインシネマで完成披露試写
会が 12 月に行われます。
　血のつながらない３人の家族が、萩の町でひたむきに生きる姿を、
それぞれの角度から描き、祈りと赦

ゆる
し、国籍、性別、老若男女の壁

をこえ、教会を舞台に心の居場所が描かれます。

※上映スケジュールや内容は変更する場合があります。
萩ツインシネマ

　☎21-5510

全編 萩市ロケ　家族の物語映画 ○宇宙の方－エロ―ヒム編－　〜 11/4
○竜とそばかすの姫　　〜 11/5
○緑の牢獄　　　　　　〜 11/12
○陶王子　　　　　　　〜 11/19
○ロボット修理人　　　11/6 〜 11/19
○ブータン山の教室　　11/13 〜 12/3

上映スケジュール

※詳細は萩ツインシネマ HP をご確認ください。

完成披露試写会
令和３年12月５日㊐ 14:00〜
萩ツインシネマ

全国公開（予定）
◎先行ロードショー

令和４年８月
萩ツインシネマ

◎全国ロードショー
令和４年 10 月〜

※東京から順次公開

制作クルー
◎プロデューサー　柴田 寿

す み こ
美子

◎企画・主演　　　遠
とおやま

山 雄
ゆう

◎監督・主演　　　渡
わたなべ

邊 将
しょう

◎女優　　　　      あやかんぬ
◎脚本・撮影監督    林 純也

主な撮影場所
浜崎・堀内周辺、萩図書館、
萩高校、萩カトリック教会など

田中市長へ表敬訪問された制作クルーの皆さん
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人の動き 人口／44,773人（前月比-66）　男／20,749人（前月比-39） 　女／24,024人（前月比-27）
世帯数／23,040世帯（前月比-26） 　出生／19人　死亡／88人　（令和3年９月末日）

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

慶 弔 だ よ り
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11
1月

●秋期特別展「旅と人と萩と」（～12/26）/萩博物館/9:00～
●特別展「海を渡った古伊万里～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～」（～23日）/
　山口県立萩美術館・浦上記念館/9:00～
●萩八景遊覧船運航（～30日）/指月橋そば/9:00～
●萩・世界遺産カードラリー2021（～12/24）/萩・明倫学舎、世界遺産構成資産5箇所
　/9：00～
●ぶらりぶらいんどぶっくまーけっと（〜12/25）/萩図書館/9:00〜
●ものづくりを楽しもう－図書館の本を参考にして－ 作品展示（〜19日）/萩図書館
　/9:00〜
●おはなしの森（毎週月・金曜日）/子ども図書館/11:00〜

外科
内科

都志見（22-2811）
市原（22-0184）

2火

●くすっと笑える筆文字展（〜30日）/明木図書館/9：00〜
●図鑑から広がる世界 大人が読んでもハマる！図鑑クイズ2021（〜９日）/明木図
　書館/9：30〜
●図書館きてねWeek 秋/須佐図書館/9:30〜
●絵本『ねこざかな』シリーズと須佐保育園（絵画展）（〜30日）/須佐図書館/9:30〜
●保育士になるには（〜30日）/須佐図書館/9:30〜
●おもちゃ図書館開館日（９日、16日、30日）/からふる/10:00〜
●心配ごと相談/弥富公民館/9:30〜

外科
内科

玉木（22-0030）
中嶋（22-2206）

3水 ●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/9:30〜
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/齋藤

（08388-2-2838）

4木 ●ピヨピヨ「秋のお散歩」/児童館/10:30〜
外科
内科
小児科

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

5金 ●人権相談/福栄農業担い手育成センター/10:00〜
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
山本（26-0077）
花宮（25-8738）

6土
●ザ・卓球（13日、20日、27日）/児童館/10:30〜
●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）
柳井（22-0748）

7日
●奇兵隊パレード/萩城城下町/10：30～
●プラバン工作（13日)/児童館/13:30〜

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

8月
外科
内科

大藤（21-0002）
ふじわら（22-0781）

9火

●未就園児への園舎開放日「ひよこぐみ」/萩幼稚園/10:00〜
●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30〜
●行政相談/川上公民館/13:30〜、小川交流センター/14:00〜

外科
内科

都志見（22-2811）
市原（22-0184）

10水

●萩市役所ロビーコンサート/市役所ロビー/12:10～
●未就園児への園舎開放日「てんしぐみ」/萩光塩学院幼稚園/10:00〜
●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00〜
●ちっちゃなおはなし会（毎週水曜日）/明木図書館/10:30〜
●おはなし・あそびの会/明木図書館/15:30〜

外科
内科

めづき（22-2248）
みやうち（25-2500）

11木 ●行政相談/むつみコミュニティセンター/10:00〜 外科
内科

萩市民（25-1200）
萩慈生（25-6622）

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/福栄コミュニティセンター/9:00〜、旭マルチメディアセンター/10:00〜

外科
内科

萩むらた（25-9170）
中嶋（22-2206）

13土
外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

14日

●がんばろう萩！Re：スタート萩ふるさとまつり2021～アフターコロナ！産業再生・
　活性化を目指して～/市役所・総合福祉センター前/10:00～
●萩図書館開館10年Reスタート 古本市/萩図書館/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）

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

※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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15月 ●人権相談/田万川保健センター/10:00〜 外科
内科

兼田（22-1113）
柳井（22-0748）

16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/川上総合事務所/13:30〜

外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
全真会（22-4106）
花宮（25-8738）

17水 ●元気なときにかかる医者/児童館/10:30〜 外科
内科

都志見（22-2811）
ふじわら（22-0781）

18木 ●子育て応援講座/児童館/10:30〜 外科
内科

めづき（22-2248）
萩慈生（25-6622）

19金
●人権相談/弥富公民館/10:00〜
●行政相談/弥富公民館/10:00〜

外科
内科

萩市民（25-1200）
わたぬき（25-2020）

20土

●はぎマルシェ/中央公園/11:00～
●読書週間行事「明木図書館 古本市」（〜21日）/旭マルチメディアセンター/9：00〜
●読書週間行事「ふろく釣り」（〜21日）/明木図書館/9：00〜
●アロマキャンドルプレート作り/児童館/13:30〜

外科
内科

大藤（21-0002）
市原（22-0184）

21日

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）

22月
外科
内科

田町（24-1234）
みやうち（25-2500）

23火

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

24水
●暮らしに役立つ図書館講座　映画『ニューヨーク公共図書館』上映会/萩図書館/
　前編10：00〜、後編13：00〜

外科
内科

玉木（22-0030）
ふじわら（22-0781）

25木 ●子育て相談/児童館/10:30〜 外科
内科

都志見（22-2811）
柳井（22-0748）

26金
外科
内科

かわかみ（21-7538）
中嶋（22-2206）

27土 ●みんなでミュージック/児童館/13:30〜
外科
内科
小児科

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

28日
●古地図を片手に、はぎびんご！/萩博物館周辺/13:30～
●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）

29月
外科
内科

めづき（22-2248）
萩慈生（25-6622）

30火 ●心配ごと相談/総合福祉センター/13:30〜
外科
内科
小児科

花宮（25-8738）
みやうち（25-2500）
花宮（25-8738）

※萩図書館行事については、人数制限等ある場合があります。詳細は、萩図書館（25-6355）までお問い合わせください。

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、26 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。

受付時間　21:30 まで
診療時間　22:00 まで
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萩市地域おこし協力隊活動紹介
市では、20 人（11 月１日現在）の隊員が萩市ならではの魅力をいかし、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。

37

原
は ら だ

田　透
とおる

おいでませ、豊かな暮らし応援課　
　☎ 25-3360

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 山 口

　防災や大地の成り立ちなどを楽し
みながら学ぶジオパークイベント。

11 月 13 日㊏　10:00 〜 16:00
Mine 秋吉台ジオパークセンター

カルスター
世界ジオパーク推進課

　☎0837-63-0055

美 祢

　遊園地の乗り物が1,000円で乗り
放題！（一部機種は対象外）

11 月７日㊐　10:00 〜 17:00
ときわ遊園地（ときわ公園内）
先着 800 枚
ときわ公園企画課

　☎ 0836-54-0551

宇 部

　小倉百人一首“恋の歌”限定のかる
たを、袴姿で体験してみませんか？

11月20日㊏、12月5日㊐13:00〜16:00
妙徳寺
4,000円（袴レンタル料・着付料込）

※開催日の10日前までに要予約
文化スポーツ推進課 ☎0836-82-1115

津和野

大人の恋にあふれる小倉
百人一首で「恋すてふかるた」

セラム
クリクラボ―移動する教室

日本遺産ガイドと歩く
秋の津和野路散策

特別展「国宝」

ジオフェスときわ遊園地
『ぶちのりパスポート』

■着任日　令和３年４月
■前住所地　福岡県福岡市
■配属先　文化財保護課
■現在行っている活動
　文化財施設の活用を目的に様々な

◉今後の展望
　文化財施設へ作家を招いたワークショップや、地域で
の制作発表などを通して、地域での文化交流を促してき
ました。また、文化・芸術への知見を深めてもらうため、
市内の作家による萩高生徒への授業や地域のリサイクル
材料を使った作品展、コンサートイベントの配信企画を
開催しました。今後も時代にあった方法を模索し、多く
の方に地域の魅力を伝える活動をしていきたいです。

吉
よ し ず

津　宏
ひ ろ き

樹
■着任日　令和３年４月
■前住所地　下関市
■配属先　川上総合事務所
■現在行っている活動
　萩阿武川温泉公園周辺の観光振興。

◉今後の展望
　川上地域を訪れる最初のきっかけが温泉やキャンプだと
しても「ここに度々訪れたい、長期滞在してみたい」と思
わせるような新しい流れと受け皿づくりが目標です。その
ために、地域住民や関係団体と協働・連携し、対話を心掛
けながら活性化に取り組みたいと思います。自然を満喫で
きる観光スポットとして中長期滞在の拠点とした環境を整
えていきたいです。

カヌー体験や社会福祉協議会イベント、地域事業懇話会に
自ら参加し、体験から得た魅力溢れる情報を収集、広報活動
としてHPを作成し、情報発信。

企画を提案。地域連携でのワークショップなどのイベン
トを開催し、より多くの方に萩市の文化財を知ってもら
い、地域の魅力を発信。

　雪舟筆「四
し き さ ん す い ず

季山水図」をはじめと
する国宝や重要文化財など、毛利家
伝来の逸品を一堂に公開します。

10 月 30 日㊏〜 12 月 5 日㊐
　9:00 〜 17:00（入館 16:30 まで）

大人1,000円、小中学生500円
毛利博物館  ☎0835-22-0001

　秋の津和野路を日本遺産センター
ガイドとともに楽しむ町歩きツアー。
津和野の歴史に触れてみませんか？

11月27日㊏　13:00〜15:00
2,000円（1週間前までに要予約）
津和野町日本遺産センター

　☎0856-72-1901

　インドネシアのジャカルタを拠点
に活動するアーティスト・コレク
ティブ、セラムによる展覧会です。

10月30日㊏〜令和４年２月27日㊐　
　10:00〜19:00

山口情報芸術センター[YCAM]　
　☎083-901-2222
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　まちじゅうが屋根のない博物館のような萩のまち
で、子どもも大人も楽しめる「はぎびんご」に挑戦！

11 月28 日㊐　13:30 集合・スタート
①堀内コース（約 1.5 時間）

「土塀と夏みかんの謎解きウォーク」
②萩城コース（約 2 時間）

「萩藩主の居城・萩城の歴史を感じるお城さんぽ」
■集合場所　①萩博物館、②指月第一駐車場

①大人 1,000 円、子ども 750 円
　②大人 1,200 円、子ども 850 円

各コース 10 人（先着順）
11月５日㊎から１週間前までに、申し込みフォー

ム、または電話で申し込み。
※詳細は市 HP へ

NPO 萩まちじゅう博物館
　☎ 25-3177

　世界遺産構成資産の周遊促進を目的とした、
カードラリーを実施します。
■実施期間　12 月 24 日㊎まで
　（第２期）11 月１日㊊〜 11 月 30 日㊋
　（第３期）12 月１日㊌〜 12 月 24 日㊎
■参加方法
　①萩・明倫学舎で「萩にゃん。カード」を入手
　します。
　②各資産５カ所に向かい、「萩にゃん。カード」
　を提示すると、「世界遺産カード」がもらえます。
　③６カ所分のカードを集めて、萩市観光協会ま
　たは萩・明倫学舎へ持参すると、記念品をプレ
　ゼントします。

■カードの種類
　各構成資産３種類あり、期間ごとに図柄が変わ
　ります。１図柄につき 300 枚限定。
■配布場所
　萩・明倫学舎、萩反射炉、恵美須ヶ鼻造船所跡、
　大板山たたら製鉄遺跡、萩城下町（萩城跡指月
　公園料金所）、松下村塾（松陰神社宝物殿 至誠
　館）
■配布時間
　9:00 〜 16:30

文化財保護課世界文化遺産室
　☎ 25-3835

申込フォーム⇒

萩まちじゅう博物館　秋の特別企画
古地図を片手に、はぎびんご！

市内の世界遺産をめぐり、
「世界遺産カード」を集めよう！
萩・世界遺産カードラリー 2021

福栄おたから再発見ツアー
　萩市を題材とした絵本をもとに、福栄のおたから
を再発見し、親子で料理をし味わうツアーを開催し
ます。

11月21日㊐　9:30〜15:10
　※送迎はありません。

ふくえ〜る調理室
小学１〜６年生とその保護者
10 組 20 人程度
大人 1,500 円、子ども 1,000 円（材料代等）
エプロン、三角巾、マスク、買い物袋
11 月１日㊊から 12 日㊎までに、申し込みフォー

ムから申し込み（萩まちじゅう博物館文化遺産活用
事業実行委員会）

萩のおたから絵本
「ベルとテトのおたん
じょうびパーティー」

萩まちじゅう博物館
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萩博物館　秋期特別展「旅と人と萩と」

開催中〜 12 月 26 日㊐
※ 11 月２日、25 日、26 日は展示替えのため、観
覧できません。（他の展示はご覧になれます）

萩博物館　企画展示室

310 年前に創始された「長門三十三所巡礼」
の歴史を伝える奉納額「長門三十三観音霊場扁
額」〈宝永 2 年（1705）〉南明寺蔵　

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

11 月上旬〜運航予定
　（桜の紅葉状況次第）
　9:00 〜 15:30（受付）

指月橋そば（堀内）
■所要時間　
　約 50 分（通常より 10 分程度延長）

大人 1,200 円、小学生以下 600 円、3 歳
未満無料

萩八景遊覧船　☎ 21-7708

萩八景遊覧船
桜紅葉観賞コース

　宝永８年（1711）、長門国（萩市を含む山口県の一部）に「長門三十三所巡礼」という聖地巡礼の旅
がつくられました。「長門三十三所巡礼」は一番札所・南明寺（萩市沖原）をスタートに、萩市内から阿
武町や宇部市、下関市、長門市などの観音を祀る寺院 33 ヵ所を巡る旅です。
　本展では 310 年の歴史を誇る「長門三十三所巡礼」にまつわる資料を展示しています。江戸時代の「祈
りの旅」をぜひご覧ください。

開催中！

萩博物館 HP ⇒

■開館時間　9:00〜17:00（入館は16:30まで）
大人／520(410)円　高校・大学生／310(250)円　小・中学生／100(80)円　

(　)内は割引料金　※団体割引20名以上20%引、障がい者割引20%引

特別展記念講演
12 月18 日㊏　13:30 〜15:00
「西国巡礼の信仰習俗―それぞれの旅と祈りと―」
蘇
そ り

理 剛
た け し

志氏
　( 和歌山県立紀伊風土記の丘主査学芸員 )

萩博物館　講座室 ( 無料ゾーン )
先着40人（HPより要事前予約、定員に達し次第締切）

萩市オリジナル
年賀はがきを発売！

■発売日　11 月 10 日㊌
※予約受付は行いません。
■枚数　１万 5,000 枚（無くなり次第終了）
■価格　１枚 63 円
■販売所　観光課、各総合事務所地域振興部門、
支所・出張所、萩市観光協会
◎デザインデータを
ダウンロードして、
ご自身で印刷もできます。

観光課
　☎ 25-3139

ダウンロードは
こちらから
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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食べ物を購入できます。

11 月20 日㊏　11:00 〜15:00
　※毎月第３土曜日開催

中央公園
※出店店舗や内容等、詳しくは公式Facebook・
Instagramをご覧ください。

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

はぎマルシェ
テーマ“食とアート”テーマ“食とアート”

< 特別展示 >
海を渡った古伊万里
～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～

11月23日㊋㊗まで
一般1,500円、学生1,300円、70歳以上1,200

円、18 歳以下無料　※普通展示も観覧可
< イベント >
○教育・文化週間　 11 月１日㊊〜７日㊐
期間中は普通展示を無料で公開します。

「名品からの挑戦状！浮世絵まちがいさがし」も
開催。
正解者にはオリジナルポストカードをプレゼント
※観覧者対象、なくなり次第終了
■休館日（11月）8日㊊、15日㊊、22日㊊、
　　　　　　　　24日㊌〜26日㊎、29日㊊
■開館時間　9:00〜17:00（入場は16:30まで）

山口県立萩美術館・浦上記念館
☎ 24-2400

Facebook

Instagram

公式 HP ⇒
公式 Twitter
最新情報配信中⇒

※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。

地球を食べる食堂
「龍が通った道と弥富そば」
　食を切り口に“大地と人のつながり”に触れ、
大地と向き合うことの大切さを学びます。

11月25日㊍　9:30〜13:00
弥富公民館集合
①生産地見学、②畳ヶ淵見学

　③調理体験・食事・交流
市民の方
15 人　 2,000 円
歩きやすい服装、エプロン
11月18日㊍までに、

萩ジオパーク推進協議会に電話
※定員になり次第〆切

萩ジオパーク推進協議会
　☎ 21-7765

重伝建選定佐々並市10周年、浜
崎20周年、堀内・平安古45周年
記念シンポジウム

11月23日㊋㊗　13:00〜16:00
総合福祉センター 多目的ホール

■内容
①基調講演　 出

で お
尾 宏

こ う じ
二

②４地区の紹介
③パネルディスカッション
「萩のまちなみ これまで、そしてこれから」
事前の申し込みが必要。詳しくは、文化財保

護課 HP またはチラシを
ご覧ください。
※入場無料
※当日はライブ配信も
実施します。

文化財保護課
　☎ 25-3238

文化財保護課 HP



市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎0838-25-3131 fax0838-26-545834

令和４年２月９日㊌
　14：00〜15：30（13：30開場）
「フツーの会社員だった僕が、青山学院大学を箱根

駅伝優勝に導いた47の言葉」
市民館大ホール
12月15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、④託児の要・不
要を明記のうえ、〒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）
※応募者多数の場合は抽選
■その他　未就学児の入場不可（託児は事前申込必
要）、手話通訳、要約筆記、磁気ループ席有

青山学院大学　
地球社会共生学部教授
陸上競技部長距離ブロック
監督　
■経歴

　コロナ禍における飲食事業者・小売事業者・農林
水産業者（加工事業者を含む）を応援するため、そ
して新たな産業祭として「がんばろう萩！ Re: ス
タート萩ふるさとまつり」を開催します。
　当日は約 30 店が出店し、農林水産物や特産品、
飲食料品などを販売します。

　～アフターコロナ！！

11 月14 日㊐　10:00 〜15:00
市役所・総合福祉センター前

※来場には広報はぎ 11 月号の折込チラシの来場申
込用紙が必要です。
※感染防止対策のため、ステージイベントは行いま
せん。
※入場者は市民限定とします。

商工振興課　☎ 25-3108

　身近に音楽に触れる機会の創出や、文化芸術の振
興と市民の皆様から親しまれる市役所を目指し、原
則毎月１回（第１水曜日）、市役所ロビーにおいて、
ロビーコンサートを開催しますので、ぜひご鑑賞く
ださい。
◎第１回ロビーコンサート

11月10日㊌　12:10〜12:50
市役所ロビー
オープニングセレモニー、ピアノ演奏会

萩市役所ロビーコンサートがんばろう萩！
Re：スタート萩ふるさとまつり2021　

産業再生・活性化を目指して～
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未来を切り拓くひとづくりセミナー未来を切り拓くひとづくりセミナー

文化・生涯学習課　☎ 25-3511

　演奏者を募集しますので、ご希望の方は随時お
申し込みをお願いします。

■演奏者 長岡 あゆみ さん
■経歴
萩市出身。４才からピアノを始
める。２００４年よりロシア国
家芸術家ウラディーミル・オフ・
チニコフ氏の下で研鑽を積み、
現在ソロを中心に室内楽など
様々な音楽の形に挑戦し、各地
で積極的に活動している。

最新の情報を随時お届けします！
公式Facebook「山口県萩市」

○ロビーコンサート　今後の予定
12 月１日㊌ 12:15 〜 12:45 予定

1967 年広島県三原市生まれ。世羅高校、中京大学
を卒業後、中国電力入社（陸上競技部創設に参加）。
2004 年に青山学院大学・陸上競技部監督に就任、
2015 年には青山学院大学史上初となる箱根駅伝総合
優勝へと導く。その後も箱根駅伝・総合 4 連覇達成
などの偉業を達成。
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