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【市の木・市の花が決定しました】
　１月２３日から２月９日まで行われた投票の結果，山陽小野田市の「市の木」・「市の花」が「クロ
ガネモチ」と「ツツジ」に決定しました。投票されたみなさん，ご協力ありがとうございました。
　なお，地域で自慢の「クロガネモチ」の情報を集めています。情報をお持ちの方は，市都市計画課
（☎ 82-1162）までご連絡ください。

【クロガネモチ】
関東以西の温かい地方に適し，常緑高木で縁起
の良い木とされ，雌

め ぎ

木には直径３～５ミリの赤
い球形の実がつきます。庭木として多く植えら
れていますが，市内の街路樹や公共施設にも植
えてあります。

【ツツジ】
日本各地に自生し，種類も多く，広く植栽され，
観賞されています。江汐公園など市内の公園や
道沿いに植えられ，市民のみなさんに親しまれ
ています。
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　平成１５年６月の本山郵便局（旧小野田）でのサービス開始に続き，２か所目となります。
　なお，取り扱う内容は次のとおりです。

◆新しい住所は，町名と街区符号と住居番号で
表示します。例えば，住所が「山陽小野田市
大字小野田○○○○番地の○○」の人は「山
陽小野田市千代町二丁目○番○号」のように
変更されます。

◆本籍や不動産は，土地に付けられる番号（地
番）で表されていますので，原則として地番
は変わらず町名だけが変更されます。例えば，
本籍が「山陽小野田市大字小野田○○○○番
地○○」の人は「山陽小野田市千代町二丁目
○○○○番地○○」のように変更されます。

◆住民票や印鑑登録などの台帳は，市で変更し
ますが，各種の許認可証や運転免許証，年金
証書などは各自で住所変更の手続きをされる
ようお願いします。また，郵便物などのあて
先も新しい住所で表示してください。

　住居表示制度は，住所（居所）の表示方法を今までの土地の表示（大字と番地）から
建物の表示（新町名と街区符号）へと変更することにより，住所をわかりやすく表示し，
市民生活の利便性を高めることを目的としています。５月２２日から大字小野田の一部
が「千代町二丁目」となります。

千代町二丁目

千代町一丁目

国
道
１
９
０
号

新しい
住居表示 千代町二丁目 ５月２２日㈪

から実施

■問い合せ先
　市民課　自治振興係（☎ 82-1142）

６月１日から
小野田本通南郵便局（セメント町６番１２号）で

住民票が受け取れます！

◎戸籍謄本・戸籍抄本または戸籍記載事項証明書の交付（当該戸籍に記載されている

人に対するものに限る。）の請求の受付および引渡し

◎外国人登録記載事項証明書の交付の請求の受付および引渡し

◎住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の交付（自己または自己と同一の世帯に

属する人に対するものに限る。）の請求の受付および引渡し

◎戸籍の附票の写しの交付（当該戸籍に記載されている人に対するものに限る。）の

請求の受付および引渡し

◎印鑑登録証明書の交付（当該印鑑登録証明書に記載されている人に対するものに限

る。）の請求の受付および引渡し

■問い合せ先
　市民課　戸籍住民係

（☎ 82-1140）

街区割図
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　昨年 10月に行いました「山陽小野田市のバス路線に関するアンケート」にご協力いただ
いたみなさん，ありがとうございました。
　アンケートは「65歳以上のすべての方」と「15歳から 64歳までの方」に分けて実施し，
世代別にバスの利用状況や要望等を調査しました。それぞれの結果の主な内容は次ページを
ご覧ください。
　２つのアンケート結果からバスの利用者は高齢者が多く，特に高齢者のバスに対する要望
が多岐に渡っていることが分かりました。みなさんの意見を即座に現在のバス路線に反映さ
せることは難しいですが，実行できるものからバス事業者と協議していき，既存バス路線の
利便性の向上と経費の節減に努めていきたいと思います。
　市では，今後もアンケート結果の分析を進め，アンケート用紙にこめられた市民の「声」
をもらさず聞き取り，山陽小野田市の公共交通をより便利にするため取り組んでいきたいと
思います。（８ページ「市長から市民のみなさんへ」もあわせてご覧ください。）
（市のホームページにすべてのアンケート結果を掲載しておりますのでご覧ください。）

「山陽小野田市のバス路線に関するアンケート」
の結果をお知らせします。

対象者 対象者数 回答者数 回収率

65歳以上の方 11,632 人 7,476 人 64.3％

15歳～64歳の方
（小野田地区）
（山陽地区）

2,000 人
（1,000人）
（1,000人）

1,012 人
（491人）
（505人）

50.6％
（49.1％）
（50.5％）

■問い合せ先　商工労働課（☎82-1150）

埴生地区と厚狭地区を結ぶ「いとね号」
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●４割の人が主に通院や買い物の足としてバスを利用している。
●６割の人が普段からバスを利用しておらず，車や自転車などが運転できるためバスを必要としない人が大半。
●バスの改善については，コミュニティバスや乗合タクシーといった安価で便利な交通機関を希望する声が多い。
●多額の補助金で維持しているバス路線の将来については，補助金が高くてもバス路線を維持してほしいという
意見と減便や廃止はしかたがないという意見に分かれた。

のすべての高齢者の方を対象にしたアンケート結果

◆普段の主な交通手段は，
「自分が運転する車」が
37.8％と最も多くなって
います。

◆「バス」と答えた人は
33.1％と「自分が運転す
る車」に次いで 2 番目
に高い数値を示してい
ます。

主な交通手段（複数回答）

◆その他の理由として，「足が悪い」「乗り降りが
つらい」といった理由が多く上げられました。

バスの利用頻度

バスの利用目的（複数回答）

バスをどのように改善すればよいか（複数回答）

バスがなくなったらどう思いますか

バス路線の将来についての意見

徒歩 1,913人 25.6%
自転車 1,858人 24.9%
自分が運転する車 2,825人 37.8%
家族等が運転する車 2,162人 28.9%
タクシー 1,848人 24.7%
バス 2,477人 33.1%
鉄道 707人 9.5%
その他 168人 2.2%

【バスを利用しない理由】
（4,430人：２つまで回答）

車・自転車があり，バスを利用
しなくてもよいから 3,273 人 73.9%

近くにバス停がないから 631 人 14.2%

利用したい時間帯にバスが運
行していないから 462 人 10.4%

行きたい場所に運行するバス
がないから 459 人 10.4%

運賃が高いから 194 人 4.4%

その他 393 人 8.9%

通勤 129人 4.6%
通院 1,819人 65.5%
買い物 1,623人 58.4%
公共施設 452人 16.3%
趣味・学習の場 399人 14.4%
親戚・知人宅 432人 15.6%
その他 184人 6.6%

ほぼ毎日（2.6％）

週に１～３回（15.9％）

月に１～２回（18.7％）ほとんど利用して
いない（59.2％）

不明（3.6％）

非常に困る（36.6％）

自分は困らないが，困る人
はいると思う（48.0％）

別に困らない
（4.2％）

特に何も思わ
ない（1.7％）

その他（2.1％） 不明（7.4％）

0 500 1000 1500 2000 2500
その他

わからない
現行のままでよい

乗り降りのしやすいノンステップバスを増やす
コミュニティバスや乗合タクシーの運行

運賃を安くする
便数を増やす
路線を増やす

利用者が少ないバス路線については路線の廃
止や減便もしかたがないと思う 1,831人 24.5％

市の補助金が多額でも，引き続き現在のバス
路線を維持してほしい 1,683人 22.5％

市の補助金以外に，自治会や地域がそれなり
の負担をしてでも現在のバス路線を維持して
ほしい

410人 5.5％

路線バスを廃止して経費の安い他の交通手段
にかえた方が良いと思う 1,813人 24.2％

わからない 670人 9.0％
その他 461人 6.2％
不明 608人 8.1％

848
1,221

1,135
2,185

1,413
1,234

977
658

６５歳以上

（人）
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バスについて感じていること（複数回答）

0 100 200 300 400 500 600
その他

利用していないためわからない
特に問題はない
バス停が遠い
乗り心地が悪い

乗り降りしにくい
行きたい場所に運行していない

運行経路が分かりにくい
運賃が高い

時間通りに来ない
日中の本数が少ない
朝夕の本数が少ない

バス路線見直しに対する意見

バスをどのように改善すればよいか（複数回答）

0 100 200 300 400 500 600
その他

わからない
現行のままでよい

乗り降りのしやすいノンステップバスを増やす
コミュニティバスや乗合タクシーの運行

高齢者等交通弱者のニーズに合わせたバス路線を設定する
運賃を安くする
便数を増やす
路線を増やす

●年齢，性別，職業ともにバランスの良い回答が得られ，広い世代の幅広い意見が得られた。
●約１割の人しかバスを利用しておらず，ほとんどの人が車や自転車などがあるためバスを必要としていない。
●バスについて感じていることは，利用していないからわからないという回答が大半。
●バスの改善については，高齢者等のニーズに合わせるべきという回答が大半。

の方を対象にしたアンケート結果】

◆普段の主な交通手段は，「自分が運転する車」と答えた人が
76.7％と最も多く，大半の人が自家用車で移動しています。

◆「バス」と回答した人は，11.1％と低い数値となっています。

主な交通手段（複数回答）

徒歩 165 人 16.3%

自転車 234 人 23.1%
自分が
運転する車 776 人 76.7%

家族等が
運転する車 214 人 21.1%

バスの利用頻度

原付・バイク 27人 2.7%

タクシー 64人 6.3%

バス 112 人 11.1%

鉄道 114 人 11.3%

その他 3人 0.3%

【バスを利用しない理由（889人）】
車・バイク・自転車があり，バス
を利用しなくてもよいから 840人 94.5%

近くにバス停がないから 40人 4.5%
利用したい時間帯にバスが運行し
ていないから 54人 6.1%

行きたい場所に運行するバスがな
いから 29人 3.3%

運賃が高いから 24人 2.7%
その他 15人 1.7%

ほとんど利用して
いない（87.8％）

ほぼ毎日（2.0％） 週に 1～ 3回（3.5％）

月に 1～ 2回（6.7％）

バス路線の廃止や減便をするべきではない 226人 22.3％
バス路線の全面的な見直しをするべきである 203人 20.1％
ある程度のバス路線の廃止や減便はしかたが
ない 291人 28.7％

他の方法で補助金の削減をするべきである 94人 9.3％
わからない 140人 13.8％
その他 32人 3.2％
不明 26人 2.6％

144
191

68
101
89

64
11
2

73
80

533
48

38
115
133

540
360

89
28

97
81

１５歳から６４歳

（人） （人）

（人）
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どのように選ばれるの
1民生委員･児童委員は，市に設置された民生
委員推薦会により選考が行われ，県に推薦さ
れます。

2県知事は，県に設置された地方社会福祉審議
会に意見を聴いた後，推薦された候補者を厚
生労働大臣に推薦します。

3厚生労働大臣が委嘱します。

　民生委員は，民生委員法に基づいて厚生労働大臣が
委嘱し，地域に配置されています。また同時に，民生
委員は児童福祉法の規定によって児童委員も兼任して
います。
　現在，山陽小野田市では，149 名の民生委員・児童
委員と児童福祉に関する事項を専門的に担当する 9名
の主任児童委員が，本市を 4つの地区に分けてそれぞ
れの地域で活動を続けています。
　生活に困っている人や，高齢者，障害のある人，児
童･母子などの相談に応じたり，福祉サービスを適切に
利用するために必要な情報を提供するなど様々な活動
を行っています。

社会調査活動
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把
握します。

相談活動
住民が抱える問題について，相手の立場に立ち，親
身になって相談にのります。

情報提供活動
社会福祉の制度やサービスについて，その内容や情
報を住民に的確に提供します。

連絡通報活動
住民が個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスを受
けられるように関係行政機関，施設･団体等に連絡し，
必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。

調整活動
住民の福祉需要に対応し，適切なサービスの提供が
図られるよう支援します。

生活支援活動
住民の求める生活支援活動を自ら行い，支援体制を
作っていきます。

意見具申活動
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまと
め，必要に応じて民生児童委員協議会を通して関係
機関などに意見を提起します。

生委員・児童委員とは民

生委員・児童委員のはたらき民

民生委員･児童委員さんは，それぞれ担当地区が

あります。地区の民生委員･児童委員さんがわから

ない等の不明な点はお問い合せください。

■問い合せ先
　社会福祉課地域福祉係（☎ 82-1174）

　E-mail：shakai@city.sanyo-onoda.lg.jp

秘密の厳守
　民生委員･児童委員には，法律により守秘義務
があり第三者へプライバシーを漏らすことはあ
りません。安心してご相談ください。

５月１２日は民生委員･児童委員の日
　5月 12日は「民生委員・児童委員の日」です。
これは，大正 6年 5月 12 日に，現在の民生委
員制度の前身である岡山県済世顧問制度設置規
定が公布されたことに由来します。
　 民生委員・児童委員は，毎年5月 12日から
始まる 1週間を活動強化週間とし，地域住民に対
するPR活動などの取り組みを展開しています。

ご存知ですか？地域における福祉の担い手

生 委員員・ 童委民 児

民生委員・児童委員のマーク
　幸せの芽生えを象徴する四つ葉の
クローバーをバックに，民生委員の
「み」の文字と児童委員を示す双葉を

組み合わせ，平和のシンボルの鳩をかたどって，
愛情と奉仕をあらわしています。
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地区 氏　名 担当地区

厚狭

嶋
しまた

田マサエ
随光，奥の浴，宗末，森広，高の巣，稲倉，
松ヶ瀬，平沼田，籾の木，福正寺，沓山田，
湯の峠，野田，陽光台，西山，鋳物師屋

石川光子
不動寺原（西・東・南），今市，厚狭緑ヶ丘，
緑ヶ原団地，成松（一・二），石束，
加藤（上・北・中・南）

有田扶美子 貴船町（東・西），大谷，末益，広瀬（一・二），
野中，殿町（一・二・三・四・五），日化殿町社宅

深井久子 杣尻，杣尻一，杣尻県営住宅，
本町（四・五），西善寺，赤川，柳瀬

佐々木和子 鴨庄（西・上・下）

蓮
はすなか

中ヒサエ 常盤町，千町五

楢
ならさき

崎洋子 寝太郎町（一・二・三・四），西寄

田邉小夜子 天満町（一・二・三），千町一（東・西），
千町（二・三・四），本町（一・二・三）

金重清子 迫山，東下津，西下津（一・二），火薬町

出合

村
むらおさ

長辰江 松岳畑，山川，下村東

矢田治子 南山川，別府

伊藤洋子 浴（一・二），石丸（一・二），一丁田，下村西

河野真理子 栗田，柏原，厚狭平原，柳町

村田由美子 南萩原団地，萩原住宅，東萩原

小松勝子 七日町，長友（中・東・西），保戸，
片尾畑（上・下）

高木美津江 山野井（上・南・北・東・中），大道畑

厚陽

赤間美智子 鳥越（一・二），石鞘，日化山開作社宅

川上哲子 渡場

藤田久美子 赤石

古本政子 吉部田，新沖部，沖部，厚陽団地

佐古幸恵 沖開作（上・下），古開作（東・上・下）

長谷川八重子 梶（上・下・中），大河

埴生

河口まゆみ 東郷，西生田，五反口，宮の台団地，植木，
生田，平松小正寺，永安台，西里

河村壽枝 串，旧沖部，森本，中塚，大河内

石田文子 上市，上中，大喜園，みゆき

吉武ちずえ 中市，下市，本町（表・裏），（東・中・西）浜崎

森本和子 西側，前場団地

槐
えずはら

原袵
きぬ こ

子 （上・下）福田，畑田，大持

黒岩美保子 東側

河村佳子 吉田地，坂本，角野，正寺

篠原孝子 小埴生，（西・東）糸根，西大木，大木，
江尻，江尻南，糸根ヶ丘

地区  氏名 担当地区

本山

吉田由美子 松浜，本山町，大須恵

沓
くつぬぎ

脱弘美 南松浜，松浜団地，本山団地，田の尻

黒瀬桂子 浜河内，夏目，あさひが丘

赤崎

真
さなだ

田順子 大浜，刈屋(西条・中村・上条)，
木戸(大鼻・中の町・新町)，水神町，新沖

松尾嘉子 西が迫，須恵西，上の台，湯布田

原田喜久美 須田の木，東須田の木，笹尾(東・西)，
須恵東，松角

坂本貴美子 波瀬の崎，西の浜(第一・第二・東区)

須恵

伊東由紀子 古開作，南古開作，古開作県住，桜が丘，
叶松(第一・第二・第三・第四)

渡邊和子 北竜王，港町，セメント町(第一・第二・
第三)，(東・西)公園通，大正町

折
おりた

田美晴 野来見，古開作団地，第二古開作，
南竜王，えびす町

山西清子 丸河内(第一・第二・第三)，
（南・北・奥）若山

泉本美恵子 幸町，若生町，昭和通，(西・東)住吉町，
小野山

小野田

岡崎由美子 本町，千代町，労災病院，自由ヶ丘，
望見ヶ丘

泰
たい

和子 稲荷町(南・北)，沖中川，六十番，高砂町，
光栄町，高栄東 

伯野千津枝 日産（第一・第二），（南・北）中川町，
北中川町一丁目，（南・北）栄町，硫酸町

内田康子
桜山，桜山団地，目出，
目出（新町・湖畔町・文化町・緑町・幸町），
亀の甲，旦（西・東）

高泊
川上秀子 浜，烏帽子岩，烏帽子岩前，青葉台，

大塚，神帆町，緑が丘

国本和子 郷，西の郷，上の郷，南高泊，高浜，
後潟(上・下)，船越

高千帆

有間百合子 旭町，横土手，市立病院，
新生町（第一・第二），高須

託見私恵 （第一・第二）日の出，下木屋

北山千恵子 上木屋，石井手(第一･第二)，浜田町，
挺楴山団地，挺楴山東

米村由美子
挺楴山中，江の内団地，高千帆台，
東高千帆台，若草町，千崎（西・東），
小松尾

明
あけやま

山奈津子
南平原，ひばりが丘，
柿の木坂（三丁目・南・団地），平和町，
平生町，挺楴山西

有  帆
藤井悦子

（南・北）真土郷，彼岸田，梅田，東町，
中村，仁保の上，中里，大休，大休団地，
有帆（上町・新町）

幡
はたぶ

生淑子 共和町，共和台，杵築，南平台，湯泉台，
片山，角石，有帆団地，萩森，高畑

【小野田地区】 【山陽地区】

母子保健推進委員が決まりました

■問い合せ先　保健センター（☎ 71-1814）

　この度，市内の各地域で 56 人の母子保健推進委員が決まりました。保健師と密に連絡をとりながら子育ての
相談役となって，母子保健事業のために活動します。活動内容は，幼児検診や育児学級などのお手伝い，家庭訪
問（１歳児お誕生訪問，赤ちゃんや妊婦さんの訪問など），子育て輪作りサークル活動，児童館や公民館でのサー
クル活動などです。お気軽にご相談ください。

～赤ちゃんとお母さんの相談役～
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市長から
市民のみなさんへ

　5・6月の
対話の日対話の日

5月25日(木) 鳥越福祉会館
6月22日(木) 南平原自治会館
※19:00から　1時間30分程度です

市政説明会
 5月の

5月14日(日)　本山公民館
※19:00から　1時間30分程度です

5月 28日「百ます計算」でおなじみの
隂山先生の講演会がおこなわれます

　今年度の本市の教育行政に関しては，「山口東京理
科大連携プロジェクト」，「国民文化祭　子ども主役プ
ロジェクト」など”7つのプロジェクト” を掲げ，取
組みを行うことにしています。そして，7つの中でも
大きな柱の 1つである「生活改善・学力向上プロジェ
クト」については，いよいよ新学期からその取組みが
スタートしたところです。
　これは，小学校において「読み・書き・計算」など
の基礎的な反復学習を続けていくことで脳機能を活性
化させ，” 集中力” を高めることを目的としています。
そして，その土台となるのが”健康な体” であり，そ
のためには「早寝早起き朝ご飯」といった規則正し
い生活が不可欠となってくるとしています。このプロ
ジェクトを通して，学力向上はもちろんのこと，子ど
もたちの「自信」と「生きる力」が高まることが期待
されますが，そのためには保護者のみなさんのご理解
ご協力なしには実現しない，いわば学校現場と家庭と
が一体となって取り組む市をあげての大事業とも言え
るかもしれません。
　今回，このプロジェクトを導入するに当たって，全
面的な協力・連携をしていただくのが「百ます計算」
でおなじみの隂

かげやま
山英男先生です。ご存知の方もいらっ

しゃるでしょうが，先生は広島県尾道市の小学校でこ
のようなトレーニングを実践し，児童の読解力，暗記
力など学力全体を向上させ，大きな成果をあげられま
した。本市ではその中でも最も効果的な授業システム
を採り入れます。すでに学校では先生方が，この新し
い挑戦に果敢に取り組んでおられます。子どもたちの
ために，是非，先生方を応援していただきたいと思い
ます。
　その隂山先生の講演会が 5月 28日，文化会館で行
われることが決定しました。（詳しくは最終ページを
ご覧ください）。先ほどもお話ししましたように，今
回の”生活改善・学力向上プロジェクト” は，ご家庭
での協力なしには実現しないものです。是非，多くの
保護者の方にご来場いただき，先生の実践例，その成
果とともに，本市のこの取組みについて，ご理解をし
ていただく場となれば幸せに思います。

路線バスについてのアンケート
ご協力ありがとうございました

　昨年秋に実施した路線バスのアンケートの結果につ
いて，その簡単な概要を3ページから掲載しています。
ご協力いただいたみなさん，ありがとうございました。
65歳以上の全世帯対象におこなったものについては，
64％という高い回収率となりました。多岐にわたる
質問に真面目に取り組んでいただいたことに厚くお礼
申し上げます。
　今回のアンケートは，市からのバス運行会社への多
額の助成にもかかわらず，利用者が少ない路線バスの
現状について，実際に市民のみなさんはどのようにバ
スを利用し，また，どのような考えをおもちか直接，
市民のみなさんの声をおうかがいし，データ化するこ
とを目的に実施したものです。
　今回のアンケート結果から，「バスに期待していな
い」という高齢者の割合が多かったことについては，
正直なところ意外でした。一方で，買い物や病院への
通院でバスに頼らざるをえない方も多数いらっしゃる
こともわかりました。
　今回の結果をふまえ，まずは既存のバス路線の経路，
本数について見直す作業から着手します。その内容は，
バス会社に伝えることになりますが，仮に現在のバス
の本数が減り，生活に不便をおかけする地域が生じた
場合は，代わりとなる方策を，経費面をふまえながら
検討を行うつもりです。その際，今回のアンケートの
結果を再度分析するとともに，他の自治体での先例な
ども研究し，何らかの形で”交通弱者” のみなさんの
足の確保は行うつもりでいます。
　平成 17年度は約１億２千万円のバス会社への補助
金のうち，国からの交付税で措置されるものなどを除
いた 2,200 万円あまりが市の負担となりました。今
後も，この負担を少しでも減らし，現状よりも交通機
関が便利になるような方策を慎重に検討していく方向
で取り組んでいきたいと考えています。

24
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◇とき　5月14日㈰　9：30～ 11：30
　　　　5月17日㈬　9：30～ 11：30
　　　　5月24日㈬　9：30～ 13：00
◇ところ　小野田保健センター
◇対象　妊婦とその夫（14日），
　　　　妊婦（17日・24日）
◇内容　講話，体験実習，調理実習など
◇持参するもの　母子健康手帳，筆
記用具，エプロン（24日）

※１週間前までに保健センターに
申し込んでください。

マタニティスクール

健康だより

乳 児 健 康 診 査
（母子健康手帳・乳児健康診査票持参）
◇対象　生後１・３・７か月児
※各医療機関にお問い合わせのうえ，
受診してください。
あさひクリニック
☎ 71-0148（要予約）

水・土曜日
14：00～15：00

砂川小児科医院
☎ 83-8185

月～土曜日
10：30～11：00
火 14：00～16：00

たかはし小児科医院
☎ 81-5181

火曜日
14：00～15：00

野原小児科医院
☎ 83-4854（要予約）

月・火・木曜日
14：00～15：00

山口労災病院小児科
☎ 83-2881

火・木曜日
13：30～14：00

吉武医院
☎ 72-1110（要予約）

火・木曜日
11：00～12：00

吉武内科クリニック
☎ 73-0095（要予約）

月・火・水・金曜日
16：00～17：00

小野田市民病院小児科
☎ 83-2355

木曜日
13：30～15：00

１歳６か月児健康診査
（母子健康手帳・問診票持参）
◇対象　平成 16 年 11 月生まれの
幼児と未診査児

■保健センター
○とき　5月10日㈬　13：00～14：20
■小野田保健センター
○とき　5月12日㈮　13：30～14：30
※歯をきれいにしておきましょう。

３ 歳 児 健 康 診 査
（母子健康手帳・問診票持参）
◇対象　平成 15 年 5 月生まれの幼
児と未診査児

◇とき　5月26日㈮　13：00～14：30
◇ところ　小野田保健センター
※歯をきれいにしておきましょう。
尿検査もあります。目と耳の検査
は家庭で行ってきてください。

（母子健康手帳持参）
◇対象　生後 3か月～6か月の乳児
と保護者

◇とき　5月19日㈮　13：00～16：00
◇内容　講話「子どもの病気とそ
の予防」，離乳食講話・試食

◇ところ
　小野田保健センター
◇申込先
　保健センター

◇対象　0歳～ 1歳 3か月児の母親
■保健センター
○とき　5月11日㈭　10：00～11：30
○内容　かわいい箱づくり
■小野田保健センター
○とき　5月18日㈭　10：00～11：30
○内容　キューブパズル

（母子健康手帳持参）
◇対象　乳幼児
■保健センター
○とき　5月11日㈭　9:00～11:00
■小野田保健センター
○とき　5月18日㈭　9:00～11:00
◇内容　乳幼児の身体計測，育児
相談・栄養相談

育 児 学 級

すくすくベビーサークル

す く す く 相 談

■保健センター
○とき　5月16日㈫
■小野田保健センター
○とき　5月2日㈫・6月6日㈫
◇時間　10:00 ～ 11:30
◇内容　5月　ダンベル体操
　　　　6月　リズム体操
※健康手帳，運動可能な服装をご
用意ください。

健 康 体 操

体すっきり！ニコニコ体操
◇日程（9：30～11：00）
5 月 10 日㈬ 赤崎福祉会館

5月 22 日㈪ 高泊福祉会館

5月 23 日㈫ 本山福祉会館

6月  5 日㈪ 有帆福祉会館
◇内容　血圧・体脂肪測定，転倒
予防体操，リズム体操ほか

※健康手帳，運動可能な服装をご
用意ください。

　日ごろの介護についての悩み，疑
問などを一緒に話し合ってみません
か。（介護を受ける方ご本人の参加・
送迎希望の場合は，事前連絡を）
◇とき　5月16日㈫　13:30～15:30
◇ところ・問い合せ先
　山陽総合福祉センター（☎ 72-1813）

認知症老人を支える家族の集い

　参加者同士が親睦を図り，交流を
深めています。ぜひご参加ください。
◇とき　5月11日㈭　13：30～15:00
◇ところ　小野田保健センター
◇内容　健康講話，体操
◇問い合せ先　保健センター

ゆりの会（脳血管障害者の会）

保健センター ☎ 71-1814
小野田保健センター ☎ 84-1220

療 育 相 談
　言葉が遅れていたり，歩かないな
ど，お子さんの発達で気がかりなこと
はありませんか。お気軽にご相談く
ださい。（電話での予約が必要です。）
◇対象　乳幼児とその保護者
◇とき　5月16日㈫　13：00～
◇ところ　小野田保健センター
◇申込先　保健センター

先輩ママと話してみませんか
◇対象　妊婦
◇とき　5月19日㈮　14：30～15：30
◇ところ　小野田保健センター
◇内容　赤ちゃんのお世話体験
　　　　先輩ママとの情報交換
◇申込先　保健センター

保健センターの名称が変わりました。
・山陽保健センター　➡　保健センター
・保健センター　➡　小野田保健センター

情報ひろば
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情報ひろば

募集・試験

県営住宅入居者募集

■行政事務，機械，土木，農業，
農業土木，林業

　昭和 60 年 4月 2日～
平成元年 4月 1日生まれの人

■税務
　昭和 61 年 4月 2日～

平成元年 4月 1日生まれの人
◇受付期間
　6月 20 日㈫～ 6月 27 日㈫
◇試験日
　第１次　9月 3日㈰
　第２次　10 月 12 日㈭～ 19 日㈭
※詳しくはお問い合わせください。
◇問い合せ先
　人事院中国事務局（☎ 082-228-1183）

国家公務員Ⅲ種採用試験

胃 が ん 集 団 検 診
◇対象
　市内在住の 40 歳以上の人（胃の
病気で治療中，経過観察中の人
は除く）で，職場等で検診のな
い人

◇日程（受付：7:30～ 8:30）

5 月 26 日㈮
赤崎公民館

本山公民館 ※

5 月 29 日㈪ 須恵公民館

5月 30 日㈫ 小野田保健センター

5月 31 日㈬ 有帆公民館

6月  1 日㈭

保健センター6月  2 日㈮

6月  5 日㈪

6月  6 日㈫ 埴生公民館

6月  7 日㈬ 津布田公民館

6月  8 日㈭ 厚陽公民館

6月  9 日㈮ 出合公民館

※ただし，5月 26 日㈮本山公民館
の受付時間は 9:00 ～ 10:00

◇内容　問診・胃部エックス線撮影
◇料金　1,200円
※老人医療受給者・生活保護受給
者・国民健康保険加入者（資格
証明書交付対象者は除く）は無
料ですので，当日は保険証をお
持ちください。

◇注意事項
　前日の夜 9 時以降の飲食，喫煙
はしないでください。

◇問い合せ・申込先　保健センター

乳 が ん 集 団 検 診
◇対象
　市内在住の 40 歳以上の人 ( 治療
中，経過観察中の人は除く）で，
職場等で検診のない人のうち，昨
年乳がん検診を受けていない人

◇日程（受付：13:30 ～ 14:30）

6 月 2 日㈮ 保健センター

6月 5 日㈪ 保健センター

6月 6 日㈫ 埴生公民館

◇内容　問診・視診・触診
　　　　乳房エックス線検査
◇料金　2,000円
※老人医療受給者・生活保護受給
者・国民健康保険加入者（資格
証明書交付対象者は除く）は無
料ですので，当日は保険証をお
持ちください。

◇問い合せ・申込先　保健センター

子 宮 が ん 集 団 検 診
◇対象
　市内在住の 20 歳以上の人 (治療
中，経過観察中の人は除く）で，
職場等で検診のない人のうち，昨
年子宮がん検診を受けていない人

◇日程（受付：13:30 ～ 14:30）

6 月 2 日㈮ 保健センター

6月 5 日㈪ 保健センター

6月 6 日㈫ 埴生公民館

6月 10 日㈯ 小野田保健センター

6月 12 日㈪
赤崎公民館

須恵公民館 ※

※ただし，6 月 12 日㈪須恵公民館
の受付時間は 14:45 ～ 15:45

◇内容
　問診,視診,内診，子宮頚部細胞診
◇料金　1,000円
※老人医療受給者・生活保護受給
者・国民健康保険加入者（資格
証明書交付対象者は除く）は無
料ですので，当日は保険証をお
持ちください。

◇問い合せ・申込先　保健センター

◇募集戸数等

団地名 一般枠 優先枠 間取り

古開作 1戸 ― ３ＤＫ

平原 1戸 ― ３ＤＫ

叶松 1戸 ― ３ＬＤＫ

本山 1戸 1戸 ３ＤＫ

第二古開作 1戸 1戸 ３ＬＤＫ

萩原 1戸 ― ３ＤＫ

杣尻 1戸 1戸 ３ＬＤＫ

※優先枠は，高齢者，障害者，母
子家庭の人で，一定の要件を満た
す人が対象です。
◇構造　中層耐火構造
◇家賃　月額 13,300 円～ 47,300 円
◇駐車場使用料
　月額 400 円～ 800 円
◇入居申込書の郵送期間
　5月20日㈯～31日㈬（消印有効）
◇問い合せ・入居申込書の送付先
　〒755-0033
　宇部市琴芝町一丁目1-50
　（山口県宇部総合庁舎2階）
　山口県住宅供給公社宇部支所
　　　　　　　　　　（☎37-0878）

　今年度から，医療機関で行う基
本健康診査およびがん検診につい
ては，事前に調査票 (申込用紙 ) に
よる申し込みが必要となりました。
　4月下旬に 40 歳以上の人に調査
票 (申込用紙）を送付しましたので，
ふだん検診を受ける機会のない人
はぜひご利用ください。
◇問い合せ先　保健センター

基本健康診査およびがん検診の
申し込みについて（お知らせ）
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◇対象　市内在住の人
◇内容　市内の小学校，松原分校
小学部での算数科の指導（計算），
家庭科の指導（裁縫，調理），書
写の指導（硬筆，毛筆），学校図
書館業務の補助，特別支援教育
の生活補助など

◇申込期限　5月 31 日㈬
◇申込先　学校教育課・市内各小
学校・各公民館に備え付けの申
込用紙に必要事項を記入し提出

◇問い合せ先
　学校教育課（☎ 82-1201）

学習支援ボランティア募集
エンジョイスポーツ参加者募集

■開催日　6 月 1 日㈭～ 11 月 16 日㈭　毎週木曜日
開催日 種目 会場

 6 月 1・8・15・22日 ビーチバレーボール 市民体育館他

 6 月 29日
 7 月 6・13・20日

ニュースポーツ
(詳細は未定）

市民体育館他

 7 月 27日
 8 月 3・10・24日

水泳・アーチェリー 市民プール他

 8 月 31日
 9 月 7・14・21日

インディアカ
ラージボール卓球

市民体育館

 9 月 28日
10月5・12・19日

グラウンドゴルフ 小野田運動広場他

11月2・9・16・23日 バドミントン 市民体育館

■対象　市内在住の家庭婦人および 60 歳以上の男性
■参加料　全種目を通じて 3,500 円（スポーツ傷害保険料を含む）
■定員　50 人
※定員になり次第締め切ります。
■問い合せ・申込先　体育振興課 (市民体育館内　☎ 84-2430）

　県税事務所では，昼間に納税ま
たは納税相談ができない事情のあ
る方のために，「夜間の納税（相談）
窓口」を開設します。ぜひご利用
ください。
◇とき
　5月 29日㈪～31日㈬　20:00まで
◇ところ・問い合せ先
　宇部市琴芝町一丁目１－５０
　宇部県税事務所（☎ 21-2111）

お知らせ

県税の「夜間納税（相談）窓口」

くらしの相談員が決まりました
　平成 18 年度山口県くらしの相談
員は次の方々です。県民が健全な
消費生活を営むことができるよう，
消費者からの苦情・相談の窓口と
して活動されます。
■くらしの相談員
　白石　貴美子さん（浜　☎ 83-6202）
　茶屋　由子さん（梅田　☎ 83-5837）
◇問い合せ先
　商工労働課商工労働係

　(☎ 82-1150）

市立学校適正規模適正配置
検討委員会の委員を公募します
　教育委員会の諮問に応じ，市内
小・中学校の適正規模および適正
配置に関する事項を調査・審議し，
答申する審議会です。
【募集人員】　3人（応募多数の
場合は抽選）
【応募要件】　20 歳以上の市民
（本市の他の審議会委員，まち
づくり市民会議等の委員，市職
員および市議会議員は除く。）
【任期】　平成 18年６月から答
申をする日まで（約 5か月・5
回程度開催予定）
【応募方法】　専用の応募用紙に
必要事項を記入し，期日までに
提出してください。郵便，FAX，
E-mail でも構いません。なお，
応募用紙は市民活動推進課，教
育総務課，南支所，公園通出張
所，総合事務所地域行政課，埴生
支所，厚陽出張所にあります。ま
た，市のホームページからもダウ
ンロードできます。
(http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp)
【募集期間】　5 月 15日㈪まで
（郵送の場合は，当日消印有効）
【その他】　
提出書類は返却しません。
【問い合せ・提出先】
〒 756-8601　　教育総務課
（☎82-1200　FAX 84-8691）
E-mail：k-soumu@city.sanyo-onoda.lg.jp

　児童手当の支給対象年齢が，小
学校 3年生から小学校 6年生まで
に拡大され，併せて所得制限が引
き上げられます。受給には手続き
が必要です。(公務員は勤務先）
■これまで所得制限により児童手
当を受給していない保護者の方

　所得制限の引き上げにより新た
に児童手当を受給できる場合が
ありますので，保護者の方は認
定請求の手続きが必要です。

■平成 18 年度に小学 4年生の児
童がいる保護者の方

　これまで児童手当を受給してい
た保護者の方は，特段の手続き
をする必要はありません。

■平成18年度に小学5年生または
6年生の児童がいる保護者の方

　児童手当を受給していない保護
者の方は認定請求，児童手当を
受給中の保護者の方は額改定請
求の手続きが必要です。

◇請求窓口　児童福祉課・総合事
務所市民窓口課社会福祉係・南
支所・埴生支所・公園通出張所

※詳しくはお問い合わせください
◇問い合せ先
　児童福祉課児童家庭係(☎82-1175）

児 童 手 当 制 度 改 正



花いっぱい運動
　山陽小野田市では花づくりを通した，ふれあいとうるお
いに満ちたあたたかいまちづくりを目指して「花いっぱい
運動」を展開しています。

～　秋の花壇コンクール参加者募集　～
■参加資格 (花壇の広さ）　
　花壇面積が 6.6 ㎡ (2 坪）以上の個人，団体
※申込者には，6月中旬に厚陽公民館でサルビア
とマリーゴールドの花の苗をお渡しします。（栽
培方法の説明もあります。）

■申込期限　5月 25 日㈭
■申込先　社会教育課，総合事務所地域行政課，各公民館
■問い合せ先　社会教育課 (☎ 82-1203）

危険業務従事者叙勲
● 瑞宝双光章
　池之上　忠史　（防衛功労・元二等海尉）

　岡村　敏雄　　（警察功労・元警視正）
● 瑞宝単光章
 岩崎　光夫　　（防衛功労・元三等海尉）

　種田　勇　　　（警察功労・元県警部補）

　宮崎　登          （消防功労・元山陽地区消防組合消防司令補）

　山本　正男　　（警察功労・元県警部）
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情報ひろば

イベント

◇とき　5月 30 日㈫
◇ところ　山陽国際ゴルフクラブ
◇対象　市内在住または在職の人
◇費用　10,000 円（参加料を含む）
※団体戦参加チームは，別途 1,000
円が必要です。

◇申込方法　4人 1組でゴルフ場に
申し込んでください。3人以下で
の申込みの場合は，組合せをゴ
ルフ場に一任してください。

◇申込期限　5 月 23 日㈫
◇申込先　山陽国際ゴルフクラブ

( ☎ 76-2031 FAX76-1677）
◇問い合せ先
　山陽国際ゴルフクラブ
　山陽小野田市ゴルフ協会実行委員会

( ☎ 84-2430 市民体育館内）

市 民 ゴ ル フ 大 会

花いっぱい運動
　山陽小野田市では花づくりを通した，ふれあいとうるお
いに満ちたあたたかいまちづくりを目指して「花いっぱい
運動」を展開しています。

～　秋の花壇コンクール参加者募集　～
■参加資格 (花壇の広さ）　
　花壇面積が 6.6 ㎡ (2 坪）以上の個人，団体
※申込者には，6月中旬に厚陽公民館でサルビア
とマリーゴールドの花の苗をお渡しします。（栽
培方法の説明もあります。）

■申込期限　5月 25 日㈭
■申込先　社会教育課，総合事務所地域行政課，各公民館
■問い合せ先　社会教育課 (☎ 82-1203）

古着を求めています
　知的障害者授産施設「まつば園」で
は，古着を利用してウエス（油雑巾）
に加工しています。ご家庭で不用に
なった毛糸類以外の衣類やカーテン，
シーツ，タオル類を下記の日程で常時
回収していますので，ご連絡ください。
■月・水・金曜日
　本山・赤崎・須恵・小野田校区
■火・木曜日
　高千帆・高泊・有帆校区
※持ち込みは地区・曜日を問いません。
◇問い合せ先
　まつば園（☎ 83-2059）

5 月 12 日は看護の日
　5月 12 日の看護の日を記念して，
看護師等による健康チェックを行
います。ぜひご利用ください。
◇とき　5 月 16 日㈫ 10:00 ～ 12:00
◇ところ　市役所玄関ロビー
◇内容　血圧測定，体脂肪測定，
骨密度測定，泌尿器科関係相談，
子育て相談，健康相談など

◇問い合せ先
　小野田市民病院 (☎ 83-2355）

　山陽小野田市のホームページは，月間約２万件のアクセスがあります。
企業や商品のＰＲにいかがでしょうか。
■掲載期間　1か月単位で掲載。（更新は可）
■規格　サイズは縦 60ピクセル，横 160ピクセル
■広告掲載料　月額２万円（1枠）▲

掲載基準など詳しくは市ホームページをご覧ください。
(http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/ad/ad_hp.htm)
■問い合せ・申込先

　広報広聴課（☎82-1133）

市 の ホ ー ム ペ ー ジ に 広 告 を 掲 載 し て み ま せ ん か

受章おめでとうございます
（敬称略，順不同）
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竜王山公園オートキャンプ場
☎89-0055  

【休館日】毎週月・火曜日・5/3 ㈷・5/4 ㉁

きららガラス未来館
☎88-0064

●吹きガラス体験
■Aコース（2,550 円）
　10 種類のサンプルの中から好き
　な形を選んで作ります。
■Ｂコース（3,550 円）
　自分でデザインしたオリジナル
　のグラスなどを作ります。
◇定員　5人（小学生以上）
●エナメル絵付け体験
　ガラスのお皿などにエナメル絵
の具で自由に絵を描き，電気炉で
焼き付けします。
◇体験料金　1,250円
◇定員　25人（4歳以上）

【休館日】毎週月曜日

きらら交流館
☎88-0200

　瀬戸内海を一望でき，豊かな
自然に囲まれた竜王山公園オート
キャンプ場で，のんびりとしたひ
とときを過ごしてみませんか。
◆施設紹介
　場内には，キャンプセンター・
個別サイト・広場サイトの３ゾー
ンがあります。
■キャンプセンター（管理棟）
　オートキャンプ場の入口に位置
し，サイト利用受付や備品貸出を
行っています。
■個別サイト
　花の名前がついた８つのゾーン
で構成され，57 サイトの個別サイ
トと 3 サイトのトレーラーハウス
があり，全部で 60 サイトからなり
ます。

●準天然トロン温泉
　きらら交流館のお風呂は，準天
然トロン温泉です。無料休憩室（40
畳）もあります。
◇浴室使用料
　大人（中学生以上）　1人 500 円
　小人（小学生）　　　1人 250 円
※お得な 12 枚綴りの回数券もあり
ます。

●サンドブラスト体験
　ガラスの表面に高圧の砂を吹き
つけてすりガラスの絵模様を彫刻
します。
◇体験料金　1,050円
◇定員　25人（小学生以上）

▲

詳しくは，電話またはホームペー
ジをご覧ください。

(http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
glass/mnj_glass.htm)

●宿泊
　竜王山や焼野海岸の散策，ガラ
ス工房の見学など，研修目的があ
ればどなたでも宿泊できます。
●会議や研修
　大研修室，研修室，調理実習室
がありますので，会議や研修にぜ
ひご利用ください。▲

詳しくは電話またはホームペー
ジをご覧ください。

（http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
kouryu/mnj_kouryu.htm）

◆利用時間
1泊利用 デイ利用

チェックイン
15:00～
18:00

9:00～

チェックアウト
翌日

13:00まで
16:00まで

◆予約について
・ 当月を含めて 3 か月後 ( 電話予
約の場合は 4 か月後）まで予約
できます。

・ 予約は電話またはホームページ
で受け付けております。▲

詳しくは電話またはホームペー
ジをご覧ください。

(http://camp.city.sanyo-onoda.lg.jp/)

■広場サイト
　竜の遊具がある広場を中心に，デ
イキャンプや宿泊の出来るサイトが
40 サイトあり，１日中遊ぶのに適
しています。

◆利用料金
1 泊利用 デイ利用

個別サイト 4,000 円 2,000 円
トレーラー

ハウス
10,000 円 5,000 円

広場サイト 2,000 円 1,000 円
※いずれも車1台，6人まで利用可能
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春の行楽期を火災のない楽しいものにするために

▲

たばこは灰皿のあるところで吸うか，携帯灰

皿を携行し，吸殻の火を必ず消して持ち帰っ

てください。

▲
車からのポイ捨てをよく見かけますが，環境

にもよくありません。投げ捨てなどは絶対に

しないで，吸殻はきちんと灰皿の中にいれて

ください。

情報ひろば

消防こちら

119
？ 消 費 生 活 相 談 ！

人のうごき（4月 1日現在）

世帯 27,478 世帯 （0）
人口 67,855 人 （-118）
男 31,986 人 （-97）
女 35,869 人 （-21）

※（　）内は前月との比較
広告

たばこの
ポイ捨て防止

消防本部（☎ 83-0119） 引越ｻｰﾋﾞｽによるトラブルにあったときは・・・

「標準引越運送約款」にて事業主の責任を明記
　引越業者は一般貨物自動車運送事業者として国土交
通省の認可を受け，ほとんどの業者が一般家庭との引
越運送契約の基本ルールとして定められた「標準引越
運送約款」により営業しています。
　標準約款では，引越業者の責任で生じた損害賠償に
ついて，①荷物その他 (家屋等を含む）の滅失や毀

きそん
損

により直接生じた責任を賠償する (賠償額は時価で評
価）②見積書に記載した受取日時または引渡日に遅
延したことにより，直接生じた財産上の損害を運賃等
の合計額の範囲内で賠償することなどを規定していま
す。
トラブルを未然に防ぐために
　標準約款では，引越業者の賠償責任は，荷物の引渡
しを受けてから 3か月以内に通知しなければ消滅しま
す。引越しが終わったら，できるだけ早く荷物や家の
柱，床の傷の有無などを確認し，何かあったらすぐに
引越業者に連絡しましょう。また，荷物の受取り・引
渡し時には，数量，内容などについて引越業者とよく
確認しておくことが大切です。

ワンポイント
4 4 4 4

講座

　まず，引越業者の相談窓口に連絡してください。双方
で荷物を確認して冷静に話し合い , それでもトラブルが
解決しない場合には，㈳山口県トラック協会に相談して
ください。（☎ 083-922-0978）

■問い合せ先
　商工労働課内消費生活相談窓口（☎82-1150）
　総合事務所地域行政課内消費生活相談窓口　　　
　　　　　　　　　　　　　　（☎ 71-1612）

【相談】
　引越サービスを頼んで，荷物を運んでもらったところ，
なくなったり，傷がついていたりしました。引越業者に連
絡しても何の連絡もありません。どうすればよいでしょうか。

　まず，引越業者の相談窓口に連絡してください。双方
で荷物を確認して冷静に話し合い , それでもトラブルが
解決しない場合には，㈳山口県トラック協会に相談して
ください。（☎ 083-922-0978）

　春を迎え，行楽シーズンが到来すると，キャンプや
レクリエーションで人が山に入る機会が増えるもので
す。この時期は，降水量が少なく，空気が乾燥する上
に強風が吹くなど，ちょっとしたことで山火事が発生
しやすくなります。
　山の木は，一度火災などで失われると，その重要な
機能が回復するまでには何十年という長い年月がかか
り，復旧には多大な経費も必要となります。
　山火事の発生原因の第１位は「たき火」で，次いで「た
ばこ」の順となっており，火気の取り扱いの不注意や
不始末によるものが多いのが特徴です。
　私たち一人ひとりが火の取り扱いに注意することに
よって，山火事を未然に防ぎましょう。

【相談】
　引越サービスを頼んで，荷物を運んでもらったところ，
なくなったり，傷がついていたりしました。引越業者に連
絡しても何の連絡もありません。どうすればよいでしょうか。
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契約済区画
（4月24日現在）
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小野田駅
高泊小

市立病院

有帆川

市役所

190号線

4-11

を

青葉台 好評分譲中

■分譲を希望する人は，土地開発公社指定の申込

書を市役所２階の土地開発公社（管財課内）に

持参または郵送してください。

■区画面積，分譲価格等については土地開発公社

にお問い合わせください。▲

土地開発公社のホームページにも掲載しています。
　（http://www.pub.cty-so.jp/ldpc/index.htm）
■問い合せ先

　〒 756-8601

　山陽小野田市日の出一丁目１番１号

　山陽小野田市土地開発公社（☎ 82・1128）

市税の「夜間・休日　納税（相談）窓口」
を開設します　市民サービスの向上を図るため，夜間・休日納税（相談）窓口を開

設します。この機会に，ぜひご利用ください。

■とき
　【夜間窓口】　5 月 22日㈪～ 26日㈮ ,  29 日㈪～ 31日㈬　17:15 ～ 20:00
　【休日窓口】　5 月 27日㈯～ 28日㈰　  8:30 ～ 17:15
■ところ　　　市役所税務課収納係，総合事務所市民窓口課税務係
■問い合せ先　市役所税務課収納係（☎ 82-1126）
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11「であい」の和　出合のふるさとづくり

中高生のための地球環境セミナー
　本学では毎年，文部科学省が実施する科学技術週間（平
成 18年度は 4月 17日～ 23日）にちなんで，青少年向け
の科学事業を行っています。本年度は，｢中高生のための
地球環境セミナーＩＮ山口東京理科大学 ｣を開催いたし
ますので，みなさん是非ともご参加ください。
　今，私たちの地球には様々な異変が起こっています。希
少生物の絶滅，地球の砂漠化，ＣＯ２問題など解決しなけ
ればならない課題がたくさんあります。
　これからの地球環境を守るために，私たちはいったい何
をすればよいのでしょうか？一緒に考えてみましょう！

13理 大 つ う し ん
http://www.yama.tus.ac.jp

こ こ ろ

　「出合ふるさとづくり協議会」は，校区のみなさん
のふるさとを愛する心と，一致協力によって，昨年 8
月に設立しました。他の校区では既に積極的な活動が
展開されており，残るは出合校区だけとなっていまし
たので，関係のみなさんにとっても，待望の設立だっ
たのではないでしょうか。
　出合校区は厚狭地区の西部に位置しほぼ東西にＪＲ
山陽本線，国道２号が通っています。山野井工業団地
やゴルフ場に囲まれ，校区のほぼ中央に協議会事務局
の出合公民館があり，自然とまちの活力が調和した緑
あふれる潤いのある地域です。
　出合ふるさとづくり協議会の事業は，平成 17年度
については約５か月が経過した時点で設立したため，
主要事業である『運動会』や『盆踊り大会』は終了し
ていましたが，１０月に取り組んだ『出合ふれあいま
つり 2005』は盛大に開催しました。

　平成 17年度には地域コミュニティ助成事業による
イベント用品 (放送用具，はっぴ，調理用品，テント等 )
の整備を行い，各種活動に活用していきます。
　今後も，各種奉仕活動や緑化活動，校区保安パト
ロールなど住民の自主性，主体性を基本とした，心ふ
れあう明るい住み良いまちづくりを目標に掲げ，事業
を行っていきます。

▲出合ふれあいまつり

出合校区

「規則正しい生活は朝食から」

　咲き並ぶ桜の中を元気いっぱいの子どもたちが学校
へ通いはじめて約１か月が過ぎました。ちょうど学校
にも慣れ始めた頃ですが，特に緊張感いっぱいで張り
つめた気持ちで登校していた新入生の中には，ゴール
デンウィークが始まると，体と一緒に心も一休みになっ
てしまう子がいます。
　次のステップに進むためによいスタートを切ること
が大切です。そのためには食事と睡眠が重要なことだ
と考えます。朝・昼・夕の規則正しい食事，家族団ら
んの中で会話の弾む食事は身体も心も満足させる最高
のメニューでしょう。また長い休みがあると，どうし
ても生活リズムが不規則になってしまうものです。例
えば夜遅くまでテレビを見たり，ゲームをしたりして
夜更かしをする，その結果朝起きられない，だから朝
食もなかなかとれないという悪いパターンの繰り返し
になります。家にばかりいてお日様を十分浴びていな
い，体が疲れていない，だからあまり眠たくない等，
脳が受ける様々な指令が体の各分野に伝えられます。

脳科学の分野でも盛んに，この
食事と睡眠との関係が議論され
ていますが，十分睡眠をとり，目
覚めの良い朝を迎え，朝食をきち
んととって新しい朝を迎えても
らいたいものです。（学校教育課）

きょういく掲示板

［第１部］科学講義（13:10～ 14:10）
　テーマ：今，地球環境に起こっている問題とは？
　講　師：物資・環境工学科　菊地正　教授
［第２部］工場見学（14:30～ 15:30）
　テーマ：環境に配慮した火力発電所
　見学先：中国電力株式会社新小野田発電所
■と　　き　５月２７日㈯ 13:00 ～ 16:00
■と こ ろ　山口東京理科大学
　　　　　　※科学講義の後，工場見学を行います。
■対　　象　中学生以上
■参 加 費　無料（先着 30 人）
■申込方法　5月 22 日㈪までに電話，FAXまたは E-mail

で申し込んでください。
■申 込 先　山口東京理科大学庶務課
　　　　　　（☎ 88-4504　FAX 88-3400）
　　　　　　E-mail：yshomu@admin.tus.ac.jp 
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さんようおのだ　まるごとウォッチング

▲見事なスピーチを披露した 3人の入賞者。（左から，
流田さん，江澤さん，村上さん）

中学生英語暗唱大会
　3月 26日，中央図書館で「第 11回中学生英語暗唱大

会」が開催され，中学生 34人が挑みました。審査の結果，

江澤那
な や

耶さん（慶進中 2年）が優勝したほか，準優勝に

流
りゅうだ

田祥
よしふみ

史さん（厚狭中 3年），3位には村上綾菜さん（小

野田中 3年）が選ばれました。なお，入賞者と，大会参

加者の中から抽選で選ばれた 6人には，姉妹都市レッド

クリフ市でのホームステイ体験がプレゼントされました。

▲全国大会出場を果たした「山陽リトルシニア」の選手
たち

山陽リトルシニア
　4月 7日，「全日本リトルシニア野球全国選抜大会」に

出場した中学生の硬式野球チーム「山陽リトルシニア」の

メンバーが，試合結果報告のため市役所を訪れました。「山

陽リトルシニア」は中国支部大会を全勝で制し，結成4年

目にして初の全国大会出場を果たしましが，各地の強豪が

揃った全国大会では2回戦で惜しくも破れました。次なる

目標はもちろん "全国制覇 "。健闘をお祈りします。

▲緊急時には地図情報や車両情報を表示するなど，的確
な指令発信をサポートする指令台。

▲正面に大型パネルを配置し，様々な情報を管理する通
信指令室のようす。

消防緊急通信指令システム運用開始式
　4月 3日，市消防本部に新たに導入された「消防緊急

通信指令システム」の運用開始式が行われ，最新の技術

を駆使した新システムが本格稼働しました。このシステ

ムは，119 番通報を受けると，通報に用いられた電話の

契約者氏名・住所といった通報者の発信地情報や，その

情報を元に検索された災害地点の地図情報を瞬時に表示

する機能を持ち，緊急時の出動に要する時間の大幅な短

縮を可能にしました。また，消防車両の運用状況から気

象状況に至るまで様々な情報を管理でき，光回線で結ば

れた小野田署，山陽署，埴生出張所の３つの拠点へと的

確な指令・情報を発信することで，救急・消防活動も支

援します。その他にも様々な機能を搭載した新システム

の導入は，合併により拡大した市域の安全確保に大きな

力を発揮することでしょう。
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休日応急医 ▲

休日に体の具合が悪くなったら，下記記載の病院で受診できます。

●休日にお子さん
4 4 4 4

の体の具合が悪くなったら，休日急患診療所へ（小野田保健センター内 9:00 ～12:00，13:00～17:00　☎84-3632）
小野田市医師会 厚狭郡医師会

内科 外科

▲

 5/  3㈷
しおん内科外科クリニック しおん内科外科クリニック 厚狭セントヒル泌尿器科
日の出三丁目　☎83-1331　 日の出三丁目　☎83-1331　 今市　☎71-2111　

▲

 5/  4㉁
小野田市民病院 小野田市民病院 久保整形外科医院

旭町　☎83-2355　 旭町　☎83-2355　 常盤町　☎72-1711　

▲

 5/  5㈷
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 吉武内科クリニック

須恵東　☎88-0221　 須恵東　☎88-0221　 加藤上　☎73-0095　

▲

 5/  7㈰
山口労災病院 山口労災病院 田中としろう眼科

南中川町　☎83-2881　 南中川町　☎83-2881　 加藤上　☎71-1046　

▲

 5/14㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 中野医院

旭町　☎83-2355　 旭町　☎83-2355　 宇部市船木下田　☎67-0381　

▲

 5/21㈰
山口労災病院 山口労災病院 たみたに内科循環器科

南中川町　☎83-2881　 南中川町　☎83-2881　 寝太郎一　☎72-4970　

▲

 5/28㈰
村重医院 森田病院 小児科内科溝部医院

須恵一丁目　☎83-3706　 赤崎二丁目　☎88-0137　 寝太郎二　☎73-0375　

▲

 6/  4㈰
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院

未定
須恵東　☎88-0221　 須恵東　☎88-0221　

▲

 6/11㈰
小野田市民病院 小野田市民病院

未定旭町　☎83-2355　 旭町　☎83-2355　

5月の各種相談

広報広聴課 ☎82-1133 中央福祉センター ☎83-2050 赤崎公民館 ☎88-0162 高千帆福祉会館 ☎84-6200
健康増進課（年金相談） ☎82-1179 小野田保健センター ☎84-1220 児童家庭係 ☎82-1175 小野田警察署 ☎84-0110
商工労働課 ☎82-1150 宇部健康福祉センター ☎31-3200 山陽総合福祉センター ☎72-1813 埴生公民館 ☎76-0066
保健センター ☎71-1814 総合事務所（市民・消費相談）☎71-1602 厚陽公民館　　　　　 ☎74-8400

ところ とき

▲

法律相談 広報広聴課   8㈪・22㈪ 13：00～16：00
※8：30から受付（先着8人）

▲

行政相談
広報広聴課 17㈬ 10：00～12：00

埴生公民館 17㈬   9：30～12：00

▲

人権・
　登記相談

広報広聴課   9㈫   9：30～12：00

中央
福祉センター 16㈫   9：30～12：00

赤崎公民館 23㈫   9：30～12：00

▲

行政・
　人権・
　登記相談

山陽総合
福祉センター 10㈬   9：30～12：00

厚陽公民館 31㈬   9：30～12：00
▲

心配ごと
相談

赤崎公民館
高千帆福祉会館   8㈪・25㈭   9：00～12：00

山陽総合
福祉センター 10㈬・24㈬   9：00～12：00

埴生公民館 17㈬   9：00～12：00

厚陽公民館 31㈬   9：00～12：00

▲

年金相談

市役所1階
第 4会議室   9㈫・23㈫   9：30～15：00

山陽総合
福祉センター 11㈭   9：30～15：00

▲

児童問題
の相談

児童福祉課
児童家庭係

毎週月～金曜   8：30～17：15
※平日夜間・土・日・祝日は中央児童相談
　所（☎083-922-7511）で受付

ところ とき

▲

交通事故相談 小野田警察署 毎週月～金曜   8：30～17：00

▲

税の相談
山陽総合
福祉センター 6/5㈪   10：00～12：00

▲

市民相談
広報広聴課

毎週月～金曜   8：30～17：15
（祝日を除く）

総合事務所
地域行政課

▲

消費相談
商工労働課

総合事務所
地域行政課

▲

福祉相談

中央
福祉センター
山陽総合
福祉センター

▲

健康相談

保健センター

18㈭   9：00～11：30
保健指導・栄養指導
※尿検査あり
※希望者には血圧・体脂肪測定，塩分濃度
測定（みそ汁またはスープを盃１杯程度お
持ちください）

小野田
保健センター

11㈭・25㈭   9：00～11：30
保健指導・栄養指導
※11日は尿検査あり
※希望者には血圧・体脂肪測定，塩分濃度
測定（みそ汁またはスープを盃１杯程度お
持ちください）

▲

エイズ検査
宇部健康
福祉センター

  2日㈫13:00～14:30
16日㈫13:00～14:30，17:00～19:00

※各種相談は，お住まいの地区にかかわらず，どの会場でも受けられます。
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55月のカレンダー

献血

：山陽オート開催日 ：場外発売外

【入学式】 　4月 10日，厚狭中学校で入学式が行われました。式では，142人の新入生を代表し藤
ふじはま

濱朋
ともや

哉くんが決
意表明。「夢と希望を胸に中学校の門をくぐってきました。悔いのない中学校生活を送れるよう学業・スポー
ツに全力を尽くします。」と宣誓し，新生活への第一歩を踏み出しました。

1 月
2 火
3 祝 外

４ 休 外

5 祝 国際助産師の日イベント　10：00 ～／小野田サンパーク  外

6 土 外

7 日
8 月 外

9 火 外

10 水 外

11 木 まちづくり市民会議「総合計画」部会（第 3回）
　　　　　　　　　19:00～/市役所3階大会議室

12 金
13 土 外

14 日

有帆市まつり　8：30 ～／有帆公民館
市民運動会　  9：00 ～／厚狭・出合・厚陽・埴生小学校
山陽小野田市民俳句大会　10：00 ～／文化会館
市政説明会　19：00 ～／本山公民館

外

15 月 外

16 火 外

17 水 外

18 木
19 金
20 土 外

21 日 外

22 月 外

23 火
24 水
25 木 対話の日　19：00 ～／鳥越福祉会館

26 金
27 土 外

28 日 漲陰山英男講演会　14：00 ～／文化会館大ホール 外

29 月 外

30 火 第 5回市民ゴルフ大会　山陽国際ゴルフクラブ 外

31 水 外

6/1 木
2 金
3 土 寝太郎の里ほたる祭り　15:00 ～／ゆめ広場 外

4 日 かんきょうフェスタ　10:00 ～／小野田サンパーク 外

7日 ㈰ 10:00 ～ 16:00 小野田サンパーク
22日 ㈪ 9:00 ～ 11:30 太平洋セメント㈱

13:30 ～ 16:00 長州産業㈱
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勝負強さは柔道仕込み
　　　　土俵の上でも一本勝ち！

金メダルを手にする二人のちびっこ力士

深野翔太くん（本山小5年）
海上征久くん（有帆小４年）

（左から）

　４月３日，「第 22 回わんぱく相撲全国大会地区予選」が下
関市で開かれ，本市から出場した深野翔太くん（本山小 5年）
と海上征

ゆきひさ

久くん（有帆小 4年）がそれぞれ 5年生，4年生の部
で見事優勝，全国大会への切符を手にしました。
　二人は市内の少年柔道教室に通う柔道仲間。大会には，相撲
のための特別な練習を積むことなく，無欲で挑戦したところ，
あ
・ ・ ・ ・ ・ ・

れよあれよの快進撃でつかんだ栄冠でしたが，県内の強豪相
撲クラブに所属する選手を倒しての今回の結果は，二人にとっ
て大きな喜びと自信になったようです。得意のはたき込みで「ま
ずは一勝を」と全国大会に向け堅実な目標をたてるのは深野く
ん。一方の海上くんは上手投げが得意技。全国大会でも「優勝
したい」と大胆な？意気込みを語ってくれました。
　海上くんの祖父で，監督として地区予選に参加した海上哲男
さんは，期待以上の好成績に驚きながらも，「柔道で培った勝
負強さが土俵でも発揮されたのでしょう。全国大会が子どもた
ちの良い思い出になれば。」とうれしそうに語ってくれました。
実は監督の海上さん，かつては相撲で国体に出場した実績を持
つ本格派。今後は，全国大会に向け指導にも一層熱が入ること
でしょう。
　全国大会は 7月 30 日㈰に両国国技館で開催されます。柔道
仕込みの勝負強さで，両国の土俵の上でもぜひ一本勝ちをおさ
めてもらいたいものですね。

　目の前に青々とした瀬戸内海を見渡せる高台に立つ埴生小学校
に，今年の春，36名の元気いっぱいの子どもたちが入学してきま
した。始まったばかりの小学校生活の様子をのぞかせてもらおうと，
体育館をのぞいてみると，そこには，たくさんの児童書が並べられ
ていました。
　なぜ本が図書館ではなく，体育館にあるの？という疑問に答えて
くれたのは 1年 1組を担任する野村京子先生。「このように，テー
マもジャンルも様々なたくさんの本を集め，この中から子どもたち
が本当に読んでみたいという本を選んでもらう授業なんですよ。」
児童一人ひとりに，読んでみたいと思う本に投票してもらい，図書
室で新しい本を買う際に参考にするそうです。動物や乗り物の本を
前に，本を選ぶ子どもたちの目は真剣そのもの。「これがいい」「こ
れも面白いよ」という声があちらこちらから聞こえてきました。
　今回，子どもたちが選んだ本が図書室に入るのは夏の予定。みん
なで選んだ本が届くころには，夏の暑さにも負けないくらい，心も
体もひとまわり大きくなっていることでしょうね。

▲たくさんの本の中からお気に入りの一冊を選ぶ
児童たち。

▲読んでみたい本に紙（投票用紙）を挟みます。

埴生小学校　1年 1組　選書会
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えがお が いちばん!!

　市政に対するご意見やご提案を郵便，FAX，メールで受付けています。また，市
内各公民館などに「提言箱」を設置していますので，そちらもご利用ください。なお，
直接回答が必要な場合は，住所，氏名，連絡先を必ず明記してください。
■申し込み先　〒756-8601山陽小野田市役所　広報広聴課
　　　　　　　（FAX）83-9336（E-mail）mail@city.sanyo-onoda.lg.jp

お子さんの写真を募集します
■対象　赤ちゃんから小学校入学前のお子さん
■申込方法
　写真（フィルム・デジタルどちらでも可）を市役所広報広聴課にご持
参ください。ただし，携帯電話で撮影したものはお断りさせていただき
ます。
■掲載　広報「さんようおのだ」毎月１日号
　　　※申込多数の場合は掲載が遅れる場合があります
■問い合せ・申込先　広報広聴課（☎82-1133）

編集室の
ひとりごと

　それは，桜の花もちらほらと咲きはじめ，
また新しい年度が始まるなぁと穏やかな気持
ちで過ごしていた3月末のことでした・・・「広
報編集室への異動を命ず」・・・まさに春雷
に打たれたような衝撃が私の身体に走り，一
瞬の間に春の眠りから目覚めた私は，一週間
後には編集室の巨大な画面とにらめっこをは
じめることに・・・でも，今まで触ったこと
もないリンゴマークのパソコンはスイッチ
の入れ方さえもわからない・・・あまりの環
境の変化に戸惑い，かかってくる電話一本に
も緊張し，すっかり足手まといになっている
のではと思いつつも，優しく？偉大（に見え
る）編集室の先輩の方々が色々と教えてくれ
るのですが，飛び出す専門用語の数々で頭の
中には？？？？？が渦巻いて・・・そんな私
がいようといまいと，やってくるのは広報発
行日・・・何が何だかわからないうちにこう
して 5月 1日号を迎えているというのが正直
なところです。来年の春には桜を愛

め

でる余裕
がもてるくらい成長してたらいいなぁと希望
的観測をかすかにもちつつ今はただ一生懸命，
奮闘するしかないとがんばっている毎日です。
不似合いなカメラを抱えた年頃の？小娘

4 4

を見
かけた時は，ご遠慮なく声をかけてください
ね。これからよろしくお願いします。（じゃり）

市 政 Ｑ Ａ＆

質 問

お答えします

担当課　税務課固定資産税係（☎82-1127）

「住宅の耐震改修工事について」

西
にしじま

嶋　千
ち か

賀ちゃん（６か月）
『明るく元気な笑顔の素敵な女の子に
なってね』（新生一丁目）

　住宅の耐震改修工事をすると，固定資産税が安く
なる制度があると聞きましたが，本当でしょうか。

　（52歳　男性）

　昭和 57 年 1 月 1 日以前に建築された住宅が，
平成 18年 1月 1日から平成 27年 12月 31 日ま
での間に，新耐震基準に適合する工事費 30 万円
以上の耐震改修をした場合，改修した住宅の床面
積 120㎡について，固定資産税を２分の１減額す
る制度が設けられました。この減額措置ついては，
改修後３か月以内に市に申請する必要があります。
　なお，減額期間については，改修年により異な
りますのでご注意ください。

○減額期間
　平成 18年から平成 21年までの改修　→　３年間
　平成 22年から平成 24年までの改修　→　２年間
　平成 25年から平成 27年までの改修　→　１年間
○減額対象床面積
　１戸当り 120 ㎡相当分まで

○減額期間
　平成 18年から平成 21年までの改修　→　３年間
　平成 22年から平成 24年までの改修　→　２年間
　平成 25年から平成 27年までの改修　→　１年間
○減額対象床面積
　１戸当り 120 ㎡相当分まで



☎８４－２０００ youngtel@city.sanyo-onoda.lg.jp

「たけのこの鶏つくね」
～シャキシャキたけのこを薄味で～

■保健センター監修
■山陽小野田市食生活改善推進協議会

（有帆校区担当）

今月のおすすめ料理 【1人分栄養価】エネルギー 182kcal ／たんぱく質 16.9g ／脂質 3.1g ／塩分 2.3g

作り方
❶グリンピースは塩茹

ゆ

でする。たけのこは，穂先
の 6～ 7cm は八つ割りにし，残りは粗みじん
に切る。

❷白ねぎ，しょうがはみじん切りにする。
❸ボウルに鶏ひき肉，粗みじんに切ったたけのこ，
Ａを入れてよく混ぜ合わせる。

❹にんじんは 3mm厚さの花形に切る。しめじは
石づきを取る。

❺鍋にＢを入れて煮立て，2本のスプーンを使っ
て③を大きめの団子状にすくい落とす。たけの
この穂先，にんじん，しめじを加えて蓋

ふた

をし，
弱火で15分煮る。

❻⑤に①のグリンピースを加えて一煮し，水溶き
片栗粉を加えてトロミをつける。

材料（４人分）
グリンピース 50ｇ
茹でたけのこ 280ｇ
鶏ひき肉 240ｇ
にんじん 60ｇ
しめじ ½袋
　白ねぎ 1本
　しょうが 20ｇ
　みそ 25ｇ
　片栗粉 小さじ2
　だし汁 カップ3
　酒 大さじ3
　薄口しょうゆ 大さじ1½
　みりん 大さじ3
　塩 小さじ⅓
　片栗粉 大さじ1
　水 大さじ2

ひとりで悩まずに，気軽に相談してください（いじめ，不登校，友人関係，家族関係，性の悩み，異性問題，子育て等）
受付日時　毎週㈪～㈮8：30～ 17：00（土・日・祝日は留守番電話対応）

ヤングテレホン
さんようおのだ

A

B

隂 山 英 男隂 山 英 男
「百ます計算」でおなじみの

講 演 会

講師プロフィール
1980 年岡山大学法学部卒業後，89
年より兵庫県朝来町立山口小学校教
諭として，着任直後より生活習慣の
改善と「読み書き計算」の反復練習
を２本の柱として学力向上に取り組
む。2003 年に広島県尾道市立土堂
小学校の校長に公募で選ばれ，カリ
キュラム編成から学校づくりに取組
み，著しい成果をみせた。2005 年
から中央教育審議会義務教育特別部
会委員。2006 年 4 月から立命館大
学教育開発支援センター教授（立命
館小学校副校長を兼務）をつとめる。

　5月28日㈰　14:00 ～

文化会館（大ホール）

山陽小野田市では，「生活改善・学力向上プロジェクト」
の取り組みが，本年度から市内全小学校で始まっています。
以前と比べ，今の子どもたちは勉強への意欲が低く，自信も

持てず，将来への希望が見えてきません。また学力だけでなく，
基礎体力の不足や様々な健康問題も指摘されています。

こうした子どもたちが抱える問
題の多くが，社会の急激な変化（生
活の夜型化や有害メディアの影響
など）への対応の遅れによるもの
であり，こうした環境から子ども
たちを守り，同時に脳機能を活性

化させることで，「学習に意欲と自信をもつ子」さらには本
市が目標とする「自分の将来に明るい希望を持つ，元気な子
どもを育てる」の実現を図ろうとするものです。
今回，「百ます計算」を用いた指導法で，児童・生徒の学
力を引き上げ，有名となった隂山英
男さんに，その指導法の考え方や学
力の新ルール，また現在の状況を生
み出した時代背景や学校・家庭・社
会の問題など，様々な角度からお話
ししていただきます。是非，ご聴講
ください。

　■問い合せ先　教育政策室☎82-1208

入場
無料

【演 題】 
「学力づくりの
これまでとこれから」


