
【縄地ヶ鼻公園が完成しました】
　8年をかけて整備を行ってきた縄地ヶ鼻公園が 3月に完成しました。周防灘に突き出た半
島に位置し，豊かな自然に囲まれた園内には 12 種 2万本のスイセンが植えられています。
また芝生広場やバーベキュー施設も整備されました。春の休日のひとときをご家族連れで過
ごされてみてはいかがでしょうか。　【問い合せ先】都市計画課（☎ 82-1162）
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４月８日㈰は県議会議員一般選挙の投票日です

○投票日　４月８日㈰
　午前７時～午後８時　市内２７投票所
　午前７時～午後６時　市内　４投票所
※松ケ瀬，森広，湯の峠，福田投票所においては，
投票所閉鎖時刻が他の投票区より２時間早くな
ります。当日 18時までに投票所に行けない人
は，期日前投票ができます。
○開　票　４月８日㈰
　午後９時３０分から　市民館体育ホール
○選挙区および定数
　山陽小野田市選挙区　定員２人
○期日前投票
　投票日に用事や旅行などで投票所に行けない人
　は，期日前投票ができます。市内３か所どこで
　も投票できます。

市役所１階ロビー
3月31日㈯～4月7日㈯
8:30～20:00保健センター１階

（山陽総合事務所裏）

埴生支所 4月2日㈪～6日㈮
8:30～17:00

■問い合せ先
　選挙管理委員会事務局（☎ 82-1183）

▲

投票所へは入場券を持って行きましょう。
　（届いている人のみ）
　入場券が届いていても，当日選挙権が無い人は
投票できません。

▲

津布田投票区（永安台，平松小正寺，生田，植木，
宮の台団地，五反口，西生田，東郷，西里，串，
旧沖部，中塚，森本，大河内自治会）の皆様へ

　４月８日の投票所は次のとおり変更されていま
すのでお間違えのないようお願いします。

　　　（旧）津布田小学校体育館
→（新）津布田会館集会室　　　

市立図書館と山口東京理科大学図書館で
相互利用が可能になります（５月１日から）
市民に理科大図書館が身近に

市内に住所登録をしている人や市内で働く人など（高校生
以上）は，理科大図書館で本（和書のみ）を閲覧したり，
借りたりすることができるようになります（利用者登録が
必要）。また，市立図書館で理科大図書館の本を借りたり
返したりすることもできます。

理科大生や教職員に市立図書館が身近に
理科大の学生や教職員は，市立図書館の図書を理科大で借
りたり返したりできます（図書のみ）。

▲ 3 月 19 日㈪，相互利用に関する覚書の調印式
が行われ，山口東京理科大学菊地図書館長（左）
と江澤教育長（右）が調印し，握手を交わしま
した。

中央図書館
（栄町 9番 13 号　☎ 83-2870）
開館時間
　火～金曜日　9:30～18:00
　土・日曜日　9:30～17:00
厚狭図書館
（鴨庄 109　☎ 72-0323）
開館時間
　火～日曜日　9:00～17:00
休館日　月曜日，祝日，年末年始ほか
蔵書検索　市立図書館ホームページ
（http://library.city.sanyo-onoda.lg.jp/）

山口東京理科大学図書館（大学通一丁目 1番 1号　5号館 2階 ☎ 88-4512）

開館時間
　平　日　9:00 ～ 20:00
　土　曜　9:30 ～ 17:00
休館日
　日曜，祝日
　夏季・冬季休業期間ほか

蔵書検索
　大学図書館ホームページ
（http://www.ed.yama.tus.ac.jp/%7Elib/）

この選挙は県議会へ
山陽小野田市の代表を
送る大切な選挙です。
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労働会館・竜王山公園オートキャンプ場

　公の施設の管理に民間の能力を活用することにより，多
様化する市民ニーズに効果的，効率的に対応するとともに，
経費の節減を目指すもので，既に平成１８年４月から１９
施設について導入されています。
　今年は，「労働会館」と「竜王山公園オートキャンプ場」
について，１０月から導入する予定です。

◆応募資格
　応募時点で年齢が 20 歳以上の市民（ただし，市職員，
　市議会議員及び指定管理者応募団体の関係者は除く。）
◆募集人員
　労働会館　３人　竜王山公園オートキャンプ場　３人
　（応募できるのはどちらか一方だけです）
◆応募方法
　専用の応募用紙に必要事項を記入し，市役所 2階行政
　改革課へ提出してください。郵送・FAX・E-mail でも
　構いません。応募用紙は，市役所 2階行政改革課，総
　合事務所地域行政課にあります。
※応募用紙は，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）

◆募集期限
　４月２０日㈮（当日必着）
◆決定
　応募多数の場合は応募理由等を勘案のうえ選考によ
　り決定し，本人に通知します。
◆その他
　提出書類は返却しません。個人情報については，山
　陽小野田市個人情報保護条例第 7条の規定により，
　適正に取り扱います。
【問い合せ・申込先】
　〒 756-8601　山陽小野田市行政改革課
　☎ 82-1135　FAX83-2604
　E-mail:gyokaku@city.sanyo-onoda.lg.jp

指定管理者選定委員を募集します
労働会館，竜王山公園オートキャンプ場指定管理者の選定を行う指定管理者選定委員を募集します。

■労働会館
○施　設　名　山陽小野田市労働会館
○所　在　地　山陽小野田市北竜王町９番４５号
○指定期間　平成 19 年 10 月 1 日～平成 22 年 3月 31 日
○業務内容　施設の運営（使用許可等）および施設・設
　　　　　　備の維持管理
○募集期間　４月２日㈪～５月１日㈫
○応募資格　募集要項に定める要件を満たす市内の法
　　　　　　人その他の団体（募集要項は，商工労働
　　　　　　課にあります）
○選定方法　指定管理者選定委員会において，選定基
　　　　　　準に沿って審査し，決定します
○問合せ先　商工労働課（☎ 82-1150）

■竜王山公園オートキャンプ場
○施　設　名　竜王山公園オートキャンプ場
○所　在　地　山陽小野田市大字小野田字梶ケ迫 841
○指定期間　平成 19 年 10 月 1 日～平成 23 年 3月 31 日
○業務内容　施設の運営（使用許可等）および施設・設
　　　　　　備の維持管理
○募集期間　４月２日㈪～５月１日㈫
○応募資格　募集要項に定める要件を満たす市内の法
　　　　　　人その他の団体（募集要項は，都市計画
　　　　　　課にあります）
○選定方法　指定管理者選定委員会において，選定基
　　　　　　準に沿って審査し，決定します
○問合せ先　都市計画課（☎ 82-1162）

の指定管理者を募集します

募集概要
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予算編成にあたっての

【平成19年度は「崖っぷち予算」】　
　ただいま上程されました平成19年度山陽小野田市
一般会計予算ほか諸案件の説明に入るに先立ち，平
成 19 年度の施政方針並びに予算編成について，所
信を述べたいと思います。
  山陽小野田市は，この 3月で誕生 2周年を迎えます
が，残念ながらもともと基礎体力のない自治体同士
の合併であったため，標準財政規模に照らし，不良
債務も多額なら，実質公債費比率も県下で最悪の状
態で，財政状況はまさに破綻寸前というほかありま
せん。本市を赤字再建団体に転落させないためには，
今こそ市民が一丸となり，忍び難きを忍び，耐え難
きを耐える以外に，第二の夕張から逃れるすべはあ
りません。山陽小野田市の平成 19年度予算案は，こ
のような状況下で，山陽小野田市が第二の夕張にな
らずに生き延びるための，まさに「崖っぷち予算」
となりました。従来の市民サービスもかなり低下せ
ざるを得なくなりました。大変心苦しく思っており
ますが，赤字再建団体への転落回避のため，議会を
はじめ市民の皆さまのご理解とご協力を賜りますよ
う，宜しくお願い申し上げます。私も，耐え忍び続
けたあとに訪れるであろう曙の時代を強く信じて，

針市 長 施 政 方
全身全霊をこめて山陽小野田市のまちづくりに向け邁
進する決意でおります。

【仮称「自治基本条例」制定に着手します】　
　さきほども触れましたが，山陽小野田市が誕生して，
来月ではや 3年目を迎えようとしています。この間，
合併 1周年の記念行事「市民ふれあいの集い」や市章，
市の木・市の花の決定，「山陽小野田市民まつり」の
開催など，市民の一体感の醸成に努めてまいりました。
また，私の基本姿勢であります「公平・公正・公明正
大」のもと，「対話の日」や「市政説明会」，「まちづ
くり市民会議」などを開催する中で，「市民参加によ
る市民本位のまちづくり」にも努めてまいりました。
　また，市の基本計画や条例案の策定に際しては，昨
年 10 月から「市民意見公募（パブリックコメント）」
の手続きを義務付け，市民への情報公開と市民参加に
よるまちづくりをより一層推進していくこととしてお
ります。
　更に本年度は，県内の他の自治体に先駆けて自治体
の憲法とも言われる仮称「自治基本条例」の制定に着
手することとし，早々に「自治基本条例をつくる会」
を立ち上げ，条例制定への気運の醸成を図りながら，
遅くとも平成 21 年 4月の施行を視野に策定に取り組

19 年度　主な新規事業
○地域総合整備資金貸付事業（6億円）
市の経済発展と雇用拡大効果が見込まれ，地域振興につなが

る商業施設整備事業に対して，市が6億円を地方債で借入れ，

これを全額事業者に融資します。6億円の元金に対して市の

負担はありませんが，利子分については市で一部負担する事

業です。

○山口県総合防災情報ネットワークシステム構築事業（4,013 万円）
災害発生時または災害発生防止等に対し迅速確実な連絡対応

を可能にするため，山口県・市町・消防の三者を全国ネット

の衛星通信でつなぐ防災専用ネットワークを構築します。

▲万が一の災害に備え，防災情報ネットワークシステム
を構築します。（写真は 17 年度完成の消防緊急通信
指令システム）
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んでまいります。

【行財政改革に職員一丸となって努力します】
　行財政改革につきましては，市長就任後「行財政改
革推進本部」を立ち上げ，短期的，中・長期的改革事
項を研究・検討してまいりました。それと並行して，
ご承知のように昨年 3月には総務省の指導のもと「集
中改革プラン」を作成したところですが，一方では，
合併後の行政改革の基本理念や目標を掲げる新市の
「行政改革大綱」がなかったため，昨年 9月，市役所
内に「行政改革大綱策定本部」を立ち上げ，本年 9月
の公表に向け現在専門部会を中心に職員の総力をあげ
て鋭意，取り組んでいるところであります。また，議
会からも昨年 11 月に「行財政改革検討特別委員会最
終報告書」として行財政改革に関し提言をいただいた
ところですので，その内容を今後，大綱の中に十分に
反映してまいりたいと考えております。本年度も引き
続き，全庁的な行財政改革に取り組むこととし，今で
きる改革，改善は間を置くことなく対応し，この難局
を乗り切るため行政改革大綱実行計画（アクションプ
ラン）の策定と実現に向けて職員一丸となって努力を
してまいります。
　また，本年秋には，平成 20 年度からスタートする
新たなまちづくりの羅針盤，第 1次山陽小野田市総合
計画を議会に提案させていただきます。現在，多くの
市民の方の参加を得て作成した素案を基本構想審議会

で議論していただいております。間もなく基本構想案，
基本計画案として市民意見公募制度により意見募集を
行うこととなりますが，空想的な未来を描くのではな
く，また，決して背伸びをせず，現実的で実現可能な
計画となるよう現在策定に努めているところでありま
す ｡

【公債費負担の適正化に取り組みます】　
　破綻寸前の財政危機を乗り越えるため，平成 19 年
度の予算はこれを「崖っぷち予算」と位置づけ，第二
の夕張にならないように，歳出においては公共施設の
管理経費等について極限まで絞り込み，職員給与につ
いては定員管理や給与水準の適正化を図りながら，引
き続き 5％の減額を継続し，かつ時間外手当を大幅に
削減するなど，徹底して義務的経費を抑制しておりま
す。また，普通建設事業については，緊急性や投資的
効果を踏まえ，継続事業を中心に厳選し，その財源を
地方債に頼ることなく，計画的に公債費負担の適正化
を図ることとしております。また，歳入についても，
引き続き知恵と工夫を活かし，自主財源の確保に全力
で取り組んでまいります。
　今後も，財政の破綻を回避しながら，適正な費用対
効果に基づく行政サービスの充実，最小の経費で最大
の効果が上がる行財政運営に努めてまいりますので，
議会をはじめ，市民の皆さまのご理解とご協力を宜し
くお願い申し上げます。

（2月定例議会の演説より抜粋）

○ハザードマップ作成事業（500万円）
厚狭川洪水ハザードマップと西沖高潮ハザードマップを作成

します。

○都市計画マスタープラン策定事業（1,723 万円）
新市における土地利用の方向性や道路・公園・下水道など施

設整備の考え方を明らかにするため，都市計画に関する基本

的な方針を策定します。

○柿の木坂南公園整備事業（200万円）
平原地区のまちづくり事業に伴い，市営平原団地内に公園を

整備します。

○市道平原団地線道路改良事業（5,000 万円）
柿の木坂南公園整備と同様に団地内道路を整備します。

▲厚狭川洪水，西沖高潮のハザードマップを作成します。
（写真は 18年度作成の小野田地区高潮避難地図）
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会計名 予算額 対前年度
増減率

一 般 会 計 ２５5億  ３, ６００万  　　円 △０.0％

特別
会計

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 ３, １７２万  ７千円 △ 8.3％
土 地 取 得 　３３２万  ６千円 △ 44.2％
駐 車 場 事 業 5, ６２３万  ２千円 16.8％
国 民 健 康 保 険 ７３億  ６, ０１９万  ６千円 6.6％
介 護 保 険 ４１億  ２, ３３３万  ６千円 5.1％
老 人 医 療 ８５億  ３, ４０１万  ２千円 △ 0.9％
地 方 卸 売 市 場 事 業 １, １１１万  ５千円 △ 25.1％
下 水 道 事 業 ３１億  ５, ８６６万  ４千円 △ 13.5％
農 業 集 落 排 水 事 業 ８, ４８８万  ５千円 △ 3.2％
小 型自動車競走事業 １２６億  ４, ７３７万  ３千円 △ 3.9％
特 別 会 計 の 計 ３６０億  １, ０８６万  ６千円 △ 1.2％

公営
企業
会計

水 道 事 業 ２３億  ３, １３９万  ２千円 2.4％
工 業 用 水 道 事 業 ３億  ７, ４１０万  　　円 △ 8.6％
病 院 事 業 ５５億  ４, ４７８万  ３千円 △ 1.0％
公 営 企 業 会 計 の 計 ８２億  ５, ０２７万  ５千円 △ 0.5％

総 予 算 額 ６９７億  ９, ７１４万  １千円 △ 0.7％

平成19年度

予 算 崖
がけ

っぷち
　山陽小野田市の平成 19 年度の予算が決まりました
ので，お知らせします。　
　今年度は総額で 697 億 9,714 万 1 千円となり，うち
一般会計は前年度比 0.04％減の 255 億 3,600 万円とな
りました。本年度も昨年に引き続き，厳しい財政状況
となったため，「崖っぷち予算」と名付け，思いきっ
た事務事業の見直しを行いました。「崖っぷち」にま
で追い込まれた主な要因として下記のようなことがあ
げられます。
○歳入
・一般財源（自由に使えるお金）の減少
⇒市税の伸び悩みや，国による地方交付税総額の抑制

○歳出
・義務的経費（人件費，扶助費，公債費）の増加
⇒（人件費）団塊世代の大量退職による退職金の増
（扶助費）児童手当等の増
（公債費）施設や道路の整備事業のため借入れ

た市債の返済額がピークを迎える

○敬老祝金（85万円 ⇒ 0万円）
○米寿記念品の贈呈（119万円 ⇒ 0万円）

祝金と記念品に代えて，お祝いの気持ちをお
届けする方法を考えます。

○中学生の海外派遣事業（158万円⇒0万円）
海外派遣は英語暗唱大会の入賞者への副賞で
した。今年の暗唱大会は主催者（国際交流協
会）と協議のうえ実施します。副賞は趣旨に
沿うものを今後検討します。

○図書購入事業（1,428万円⇒122万円）
市民から図書の寄贈を頂きたく，受入体制を
整えます。

○イルミネーションコンサート事業
（254万円⇒0万円）

入場料で賄えるイベントとして実施できない
か，検討します。

　このような状況の中，19 年度の予算編成作業に入りま
したが，歳入に対し歳出が上回り大幅な財源不足となり
ました。職員給与や議員報酬等は昨年度と同様に減額し，
事業も１つずつ見直し，予算を削減する作業を何度も繰
り返しました。補助金等も昨年度と同様に削減し，また
今年度から新たに削減したものもあります。さらには各
施設の清掃委託料や，電算等の保守料等，施設の維持管
理費や行政運営に必要なものまで削減しました（8ページ
参照）。それでも財源不足となったため，市民サービスに
影響を及ぼすことが想定される図書館の図書購入費の削
減などを行いました（下記参照）。このような状況となっ
たことについて，大変申し訳なく思っていますが，現下
の極めて厳しい財政状況を乗り切るため，知恵と工夫と
意識改革により，財政の健全化を目指したコスト削減等
を図ってまいりますので，市民のみなさんのご理解とご
協力をお願い致します。

【問い合せ先】　財政課（☎82-1131）

平成19年度　各会計予算額縮小された主な事業
（　）内は（18年度⇒ 19年度予算額）

予算
～知恵と工夫と意識改革により，財政健全化を目指します～
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平成19年度　一般会計予算額（255億3,600万円）の内訳

【１人当たりの基金の残高見込】
平成 19年度末見込額 約９00円

平成 19 年度末における山陽小野田市一般会計の基金の残高見込を
人口67,787人（3月1日現在）で割った１人当たりの使用可能額です。

【１人当たりの地方債の残高見込】
平成 19年度末見込額 429,600 円

平成 19 年度末における山陽小野田市一般会計の地方債の残高見
込を人口67,787人 (3月1日現在)で割った１人当たりの額です。

山陽小野田市の平成19年度の一般会計予算を

ご家庭の家計簿に例えてみると・・・？
　昨年と同様，山陽小野田市の平成 19 年度の一般会計予算額を月収３０万円の山陽小野田さんの家庭
に例えてみます。平成18年度に比べ，山陽小野田さんの生活状況はどのように変わったのでしょうか？

収　
　

入

19 年度 18年度
給料 159,000 円 53％ 150,000 円【市税など自主財源】

配偶者の内職 6,000 円 2％ 8,000 円【使用料，手数料，財産収入など】

実家からの援助 102,000 円 34％ 110,000 円【地方交付税，国・県支出金など】

借金 30,000 円 10％ 30,000 円【市債】

貯金取り崩し 3,000 円 １％ 2,000 円【繰入金】
合計 300,000 円 300,000 円

19 年度 18年度

支　
　

出

食費，税金 66,000 円 22% 63,000 円【人件費】

教育費，医療費，介護費用 54,000 円 18% 52,000 円【扶助費】

ローンの返済 42,000 円 14% 40,000 円【公債費】

光熱水費 30,000 円 10% 31,000 円【物件費】

家・車の修繕費 1,000 円 0% 1,000 円【維持補修費】

お祝い金，慶弔など 18,000 円 6% 24,000 円【補助費，投資及び出資金】

子どもへの仕送り 36,000 円 12% 38,000 円【他会計への繰出金】

家の増築，車の購入 27,000 円 9% 32,000 円【投資的経費】

その他 26,000 円 9% 19,000 円

合計 300,000 円 300,000 円

ご家庭の家計簿
「山陽小野田家」の
家族構成と生活状況

山陽小野田太郎さんは，奥さんと
大学生の一郎さんを含む子ども３
人の５人家族。太郎さんの給料は
上がってきましたが，実家からの
援助は少なくなってきています。
そのため今年，貯金のほとんどを
取り崩す予定です。当然，借金は
今までのようにしないよう心がけ
ています。一方で太郎さんは生活
費の見直しを行い，いろいろと節
約を考えています。例えば，家の
増改築の一部のとりやめや延期，
または大学生の一郎さんへの仕送
りを減らすなど工夫しています。

歳入 歳出
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1 議員報酬等の削減 4,000万円

2 特別職給与の削減 800万円

3 行政委員報酬の削減 300万円

4 その他委員報酬の削減 600万円

5 職員給与等の削減 2億2,600万円

6（新）時間外勤務手当の削減 6,600万円

7（新）補助金・負担金の見直し 7,500万円

8（新）委託料等の見直し １億7,100万円
合　　計 5億9,500万円

平成19年度における
事務事業等見直し効果額

公債費負担適正化計画を策定しました
【計画期間　平成18年度～ 24年度（７か年）】

　この計画は財政規模に対する公債費等（借金返済とそれに準じた費用）の割合が高くなっている自治体が
自主的に策定するもので，今後の地方債の発行を抑制し，実質公債費比率を計画期間内に１８％未満に引き
下げていくものです。市の財政運営上，１８％未満が青信号，１８％～２５％未満が黄信号，２５％以上に
なると赤信号とされ，赤信号が点灯すると財政再建団体として扱われることになります。今後は，この計画
に基づいて各年度の発行額を平均１８～２０億円程度に抑制し，実質公債費比率を段階的に下げていきます。

17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

実質公債費比率 (%) 23.7 23.3 22.3 21.5 21.2 20.0 18.9 17.6
※平成 18年度以降は見込額　※実質公債費比率は３か年平均

地方債発行額を下げても，すぐに実質公債費比率が
大幅に下がるわけではありません。それは，地方債
の償還期間が１０年，２０年と長いため，これま
での地方債の償還がまだしばらく続くためです。ま
た実質公債費比率には，一般会計で借入する地方債
以外にも，特別会計や公営企業会計に対する繰出金
等も影響します。その結果，実質公債費比率（３か
年平均）は計画最終年度の平成 24 年度でようやく
17.6％となり，目標値の 18.0％を下回ることになり
ます。来年度以降，この計画をもとに予算編成を行い，
計画どおりに進んでいるかを確認しながら，財政の
健全化に努めてまいります。

1議員報酬等の削減
市議会議員の報酬を年収ベースで 25％減額

2特別職給与の削減
市長・助役・教育長の給料を年収ベースで 20％減額

3行政委員報酬の削減
教育委員，農業委員，選挙管理委員等の報酬を 15％減額

4その他委員報酬の削減
従来 5,300 円だった手当を 1,000 円に減額

5職員給与等の削減
職員給与の 5％削減および管理職員手当等の削減

6時間外勤務手当の削減
職員の時間外勤務手当総額を給料総額の 6.7％から 4.0％に抑制

7補助金・負担金の見直し（37件）
18 年度より拡大して削減
（社会福祉協議会運営補助金 , 自治会事務費補助金等）
8委託料等の見直し
施設維持管理委託料，図書購入費の削減
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市長から
市民のみなさんへ

再度　平成19年度予算について
　4ページから平成 19年度予算についての記事を
掲載していますが，このコラムで若干，補足説明を
させていただきます。
　6ページに代表例をあげていますが，市民サービ
スに直接影響を及ぼす事態となったことについて，
新聞報道等でその内容を耳にされた市民のみなさ
ん，各種団体の方から数多くのご意見，ご不満の声
をすでにいただいています。何年も続いた事業にま
で切り込んで縮小，削減を行ったため，それらを当
てにされていた方にとっては当然の思いであると受
け止めています。ご迷惑をおかけして申し訳ござい
ませんと，再度，お詫び申しあげます。
　しかし，市民のみなさんには，市長から今一度「こ
の２～３年の間は辛抱をお願いします」ともお伝
えしておきたいのです。おそらく平成 20年度も今
年度同様の非常に厳しい予算編成となることでしょ
う。しかしながら，8ページの実質公債費比率の表
にありますように，その先は徐々にではありますが，
黄信号から青信号が点灯し始めるようになり，数値
的にも財政危機を脱するという見込みは得られてい
ます。今しばらくの間，市民のみなさんに耐えてい
ただけるなら，今，「崖っぷち」で踏みとどまって
いる山陽小野田市の財政再建は必ず実現することが
できるのです。もちろん市役所内部においても“待っ

46

たなしの改革” に乗り出し，一刻も早い難局の打開
に向け，取り組む決意に変わりはありません。
　先ほどからお話ししているとおり，このような事
態はこの先ずっと続くわけではありません。「今しば
らく辛抱してください」と市民のみなさんにご理解，
ご協力を改めてお願いする次第です。

山陽総合事務所の 2,3 階を
市民のみなさんに開放します

　13ページ記事にありますように，現在，ほとんど
使われていない山陽総合事務所の２，３階の空き室を
市民のみなさんにお貸しすることにしました。
　もとより，公共施設は市民のものであるという考
えを持っていましたので，市民サービスの向上につ
ながるアイデアが何かないだろうか職員同士で知恵
を絞った結果，今回の “市民開放” となりました。
　わずかですが料金をいただきますし，職員の常駐
する時間帯のみの使用に限らさせていただきます。
また，財政的にも苦しいので，あわせて部屋の模様
替えなども行いません。お世辞にもきれいとは言え
ませんが，会合，会議などにお気軽にご利用いただ
ければと思います。なお，山陽総合事務所の建物の
耐震については，昨年の調査で，想定される震度４
レベルの地震では倒壊の危険性はないという診断を
受けています。使用にあたって，ご心配はいりませ
んと最後に付け加えておきます。

対話の日※いずれの会場も19:00から　

4月11日(水) 厚狭平原公会堂
4月26日(木) 高 畑 公 会 堂
5月10日(木) 梶沖開作自治会館

　平成 19 年度の機構改革として，4月 1日付けで，債
権特別対策室を設置しました。
　これは，行政改革の一環として，公金の滞納整理を
すすめ，収納率の向上を図るとともに，公金負担の公
平性を確保することを目的としています。
　現在，本市は大変厳しい財政状況にあり，適正な歳
入確保が課題にもかかわらず，市税，国民健康保険料
および下水道使用料など公金の未収金は，平成17年

債 権 特 別 対 策 室 を設置しました
～公金未収金 11億５千万円の収納対策を強化します～　

度末で約11億5,100万円となっています。
　債権特別対策室では，滞納整理事務のアドバイザー
として県税事務所OB，威圧・暴力行為対策として警察
OBを嘱託職員として採用し，一定期間，一定金額以上
の滞納者や複数の公金を滞納している重複滞納者に対
し，預貯金，生命保険，不動産など財産調査を実施して，
差押さえや公売等法的措置を積極的に行います。

【問い合せ先】行政改革課（☎ 82-1135）
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【募集人員】　3人程度

【応募要件】　20歳以上の市民（国・地方公共団体

の議員・職員を除く。）

【任期】　市長が委嘱してから市に答申する日まで

【応募方法】　小野田市民病院・山陽市民病院に備

え付けの申込書に必要事項を記入し，作文（「新

病院構想について」：800 字程度）を添えて提

出してください。郵便，FAX，E-mail でもかま

いません。申込書等は市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/）

【提出期限】　4月 27日㈮（当日消印有効）

【問い合せ・提出先】

　〒756-0094　山陽小野田市大字東高泊1863-1

•小野田市民病院（☎ 83-2355 FAX 84-3043）

　〒 757-0001　山陽小野田市大字厚狭503

•山陽市民病院（☎ 72-1121 FAX 73-2824）

　E-mail：med-soumu@city.sanyo-onoda.lg.jp

　現在，本市には二つの市民病院があります

が，両病院とも老朽化が著しく，このまま存

続することは大変困難な状況です。この委員

会は，今後の市民病院のあり方を検討し，新

病院構想に対する幅広いご意見をいただき，

市に答申するものです。

山陽小野田市民憲章

みんなのちかい
私たちは，先人のこころを受けとめ，

住みよいまちをめざして，

ここにちかいをたてます。

一　このまちの未来のために自ら考えます。

一　このまちの未来のために汗を流します。

そして，このまちを愛します。

市民憲章を制定しました
　山陽小野田市民憲章起草協議会から提出さ

れた市民憲章の案に基づき，3月 21 日「山

陽小野田市民憲章」を右のとおり制定しまし

た。また，同日開催した「市民ふれあいの集い」

で発表し，会場で初の唱和を行いました。

▲「市民ふれあいの集い」では，山陽小野田
市民憲章起草協議会の代表者に白井市長か
ら感謝状が手渡されました。

市 民 病 院 を 語 る 会
新病院建設構想検討委員会の公募委員を募集します

問総務課（☎82-1121）
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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。

１歳６か月児健康診査
（母子健康手帳・問診票持参）
■保健センター
○とき　5月  2日㈬　13:15～ 14:15
■小野田保健センター
○とき　4月 13日㈮　13:15～ 14:15

３ 歳 児 健 康 診 査
（母子健康手帳・問診票持参）
◇とき　4月 27日㈮　13:15～ 14:15
◇ところ　小野田保健センター

◇対象　0 歳～ 1歳 3か月児の母親
◇とき　4月19日㈭　10:00～ 11:30
◇ところ　小野田保健センター
◇内容　こいのぼり

すくすくベビーサークル

保健センター ☎ 71-1814
小野田保健センター ☎ 84-1220

■保健センター
○とき　4月 17日㈫　9:45～ 11:30
○内容　ストレッチ体操
■小野田保健センター
○とき　5月  1 日㈫　9:45 ～ 11:30
○内容　筋力アップ体操
■赤崎福祉会館
○とき　4月 11日㈬　9:30～ 11:00
○内容　ストレッチ・リズム体操ほか
■本山福祉会館
○とき　4月 24日㈫　9:30～ 11:00
○内容　ストレッチ・リズム体操ほか
■有帆福祉会館
○とき　5月  7 日㈪　9:30 ～ 11:00
○内容　ストレッチ・リズム体操ほか
■津布田会館
○とき　4月 23日㈪　9:30～ 11:00
○内容　ストレッチ・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。

体すっきり！はつらつ健康体操

す く す く 相 談
（母子健康手帳持参）
◇対象　乳幼児
◇内容　乳幼児の身体計測，育児
相談，栄養相談

■保健センター
○とき　4月 12日㈭　9:00～ 11:00
■小野田保健センター
○とき　4月 19日㈭　9:00～ 11:00
■須恵福祉会館
○とき　5月  1 日㈫　9:30 ～ 11:00

◇対象　妊婦とその夫（8日）
　　　　妊婦（11 日・18 日・20 日）
◇とき　4月  8日㈰ 9：30～ 11：30
　　　　4月11日㈬ 9：30～ 13：30
　　　　4月18日㈬ 9：30～ 11：30
　　　　4月20日㈮ 13：30～ 15：30
◇ところ　小野田保健センター
※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

【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせは広報広聴課（☎ 82-1133）まで。お得な割引制度もあります。詳しくは裏面をご覧ください。

　日ごろの介護についての悩み，疑
問など一緒に話しあってみませんか。
（送迎についてはご相談ください。）
◇とき　4月16日㈪　13：30～ 15：00
◇ところ　中央福祉センター

（☎ 83-9526）

介 護 者 の 集 い

「日本一健康なまちづくり市民アンケート」に
ご協力いただきありがとうございました

　健康づくりプラン作成に向けて，市民アンケートを実施し，3,254

通の回答をいただきました。今後はみなさんから寄せられたご意見・

ご要望をもとに，健康づくりプランを作成していきます。

●問い合せ先　健康づくり推進協議会（保健センター内　☎ 71-1814）

情報ひろば

（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

◇申込先　保健センター
※ 2回で 1コースです。
■第1回
○とき　4月20日㈮　13:30～ 15:30
○ところ　小野田保健センター
■第2回
○とき　5月 18日㈮　13:30～ 15:30
○ところ　保健センター

育 児 学 級
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情報ひろば情報ひろば

お知らせ募集・試験

◇とき　6 月 17 日㈰
◇種類　甲種・乙種（全類）・丙種
◇受付期間　4 月 9 日㈪～ 20 日㈮
◇問い合せ・受付先
　消防本部予防課（☎ 83-3556）

危 険 物 取 扱 者 試 験

自衛隊幹部候補生募集

国 民 生 活 基 礎 調 査
　厚生労働省では，6月 7日現在で
平成 19 年国民生活基礎調査を実施
します。この調査は，国民の保健，
医療，福祉，年金，所得等の状況
を世帯面から総合的に把握し，今
後の厚生労働行政の企画及び立案
のための基礎資料を得る極めて重
要な調査です。4月中旬から，調査
員証を携行した統計調査員が該当
する調査対象地域の世帯をお訪ね
しますので，ご協力をお願いします。
◇調査対象地域　千崎西，ひばり
が丘，沖中川，第二日の出，上市
各自治会の一部

◇問い合せ先
　宇部健康福祉センター
　保健福祉企画室（☎ 31-3200）

◇参加資格　60 歳以上（昭和 23 年
4月 1日以前生まれ）の人

◇とき　6月 15 日㈮～ 18 日㈪
◇ところ　防府市地域交流センター
◇募集作品　日本画，洋画，彫刻，
工芸，書，写真

◇募集期間　4月2日㈪～ 5月2日㈬
◇申込方法
　高齢障害課に備え付けの出品票
に必要事項を記入し提出

◇問い合せ・申込先
　高齢障害課（☎ 82-1171）

山口県健康福祉祭美術展

イベント

第７回みぎわ会定期演奏会
◇とき
　4月 29 日㈷　14:00 開演
※小野田グリークラブも出演します。
◇ところ　市民館
◇入場料
　500 円（高校生以下無料）
◇入場券販売所
　小野田サンパーク
◇問い合せ先
　みぎわ会事務局（☎ 84-0758）

【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせは広報広聴課（☎ 82-1133）まで。お得な割引制度もあります。詳しくは裏面をご覧ください。

江 汐 公 園 つ つ じ ま つ り
◇とき　4月15日㈰　10:00～15:00
◇ところ　江汐公園
◇内容　寝太郎太鼓，木戸刈屋盆
　歌，宝さがし，バザーほか
※雨天時はバザーのみ行います。

▼ 小野田駅から江汐公園までのバ
スが増便されます。

○小野田駅発
　  9:32　10:00　11:00　12:00
　13:12　13:50　15:20
○江汐公園口発
　10:40　11:40　13:30　14:30
　15:00　16:00
※雨天時は下線のみ（通常通り）
の運行です。

◇問い合せ先　江汐公園振興会
　（商工労働課内　☎ 82-1151）
※まつり当日は，江汐公園管理棟
　（☎ 83-5378）

◇募集職種
　一般・技術・歯科・薬剤科
◇受付期間
　4 月 1 日㈰～ 5月 11 日㈮（必着）
※対象者，試験日等の詳細はお問
い合わせください。

◇問い合せ先
　自衛隊山口地方協力本部
　宇部地域事務所（☎ 31-4355）

◇対象　未就学児，小学生，中学
生およびその父母

◇とき　4月～来年 3月の土曜日
※ 7・8 月は日曜日も行います。詳
しくはお問い合わせください。

◇ところ　山口東京理科大学グラ
ウンド・体育館，市民プール

◇費用　8,000 円
　（スポーツ保険を含む）
◇問い合せ先
　市民体育館（☎ 84-2430）

親と子のスポーツ科学教室
生 徒 募 集
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山陽総合事務所の
空き室をお貸しします

水道局からのお知らせ ○問い合せ先　水道局（☎ 83-4111）

平成 19・20年度水道局指定修繕業者が決まりました
○修繕業務期間　平成 19年 4月 1日～平成 21年 3月 31 日
○指定業者一覧（五十音順）
㈱エム・ビー・オーシステム，㈱オーパーツ，沖本綜合設備㈱
㈲梶原工務店，かわさき㈱，共同設備工業㈱，㈲久保水道，㈱寿建設
㈲山陽水道工業所，嶋田工業㈱，㈲シャシキ，㈲進光住設，㈱セイブ設備
㈲関野工務店，太陽産業㈱，滝建設㈱，中国技建㈲，㈱長尾設備
ヘキムラ興業㈱，豊進建設㈱，㈲松村組，㈱ミドリ，㈲山本管業
㈲ユー工業，㈱吉田興産

指定給水装置工事事業者
指定のお知らせ

　平成 19 年 3 月 6 日付で下記の
業者を水道局指定給水装置工事事
業者に指定しました。
○今川産商　株式会社
　（防府市今市町 5番 1号

☎ 0835-22-3636）

市税等の口座振替ご利用の皆様へ
　地方自治法の一部改正により，4月 1日から収入役制度が廃止され，
助役が行っていた収入役の事務を会計管理者が行います。
　これに伴う金融機関から引き落とされる 4月分以降の市税や各種使用
料等の口座振替についての変更手続きは必要ありません。
　金融機関において引き続き引き落としの処理をいたしますので，ご了
承ください。

▼郵便局の口座振替をご利用の皆様へ
　引き続き口座振替（自動払込）を行うにあたり，自動払込利用申込書
の中の「加入者名」を下記のとおり読み替えます。本件読替処理につい
て異議申し立てのある方は，4月 20 日㈮までにお知らせください。
※引き続き口座振替（自動払込）をご利用の方のご連絡は不要です。

■問い合せ先　出納室（☎ 82-1181）

◇とき　6 月 14 日㈭
　 開場：18:00 　開演：18:30
◇ところ　文化会館
◇前売券（全席指定）
　Ｓ席 4,500 円　Ａ席 3,000 円
※当日券は 500 円増し
　（前売りでの完売の場合，当日券
の販売はありません。）

◇発売開始日　4月 13 日㈮
◇発売場所　社会教育課，総合事
務所，文化会館 ，各支所･出張
所，公民館，市民館，厚狭図書
館，きらら交流館，喫茶エリーゼ，
佐々木書店，平中スポーツ，み
どりや，村谷茶店，小野田サン
パークほか

◇問い合せ先
　社会教育課（☎ 82-1204）

松 竹　 特 別 公 演
『 怪 談　 牡

ぼ

丹
たん

燈
どう

籠
ろう

』

　山陽総合事務所の市が使用し
ていない２, ３階の部屋を市民の
みなさんにお貸しします。
　なお，使用に関しては「貸室
使用要領」がありますので，お
気軽にご相談ください。
●貸出開始日　5 月 1日㈫～
●貸出日　総合事務所開庁日の
9:00 ～ 17:00

●問い合せ・申込先
　総合事務所地域行政課
　（☎ 71-1602）

【変更前】 【変更後】
山陽小野田市助役
01530-9-960066 →

山陽小野田市会計管理者
01530-9-960066

変更開始：平成 19年 5月 1日引き落とし分から

3階個室 旧議事堂

●貸出場所・使用料等

貸室 面積 部屋数 使用
単位 使用料 貸出対象

2階東   42 ㎡ 7 区画 半日    100 円 市内在住，在勤または在学す
る者で構成し，20 歳以上の責
任者を置く，5人以上の団体

旧議事堂 230 ㎡ 1 室 半日 1,000 円

3階個室   42 ㎡ 4 室 1か月 3,000 円 市内の非営利で公共的な団体

※ 2階東を一括で利用される場合の使用料はお問い合わせください。
※予約は 1か月前から受付を開始します。（2階東の個別使用は 6日前から）
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「きらら交流館って
どんなとこ？」

　山陽小野田市の南部に位置し，
周防灘に面した焼野海岸にありま
す。「日本の夕陽百選」に選ばれた
名勝地であり，背後に竜王山公園
を控えています。1階に大小研修室・
調理実習室・展示ホール・レスト
ラン，2階には準天然トロン温泉・
トロンサウナ・露天風呂・無料休
憩室，宿泊室があります。

　いよいよ春本番です。お花見，
ハイキングの後にきらら交流館で
お風呂につかってみるのはいかが
でしょうか。▲

ふれあい・交流，研修にきらら
　交流館を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）

【休館日】毎週月曜日

きらら交流館
☎88-0200

情報ひろば情報ひろば

人のうごき（3月１日現在）

世帯 27,688 世帯 （＋   4）
人口 67,787 人 （－ 22）
男 31,968 人 （－ 15）
女 35,819 人 （－   7）

※（　）内は前月との比較

ゴ ミ を 出 す と き の
ワンポイントアドバイス
■問い合せ先　環境課（☎82-1143）

■消火器のリサイクル
　消火器については，市では処理ができないた
め引き取りません。消火器エコサイクル事務局
によるエコサイクルシステムをご利用ください。

○料　金　2,310 円程度（1本あたり）
○申込先　エコサイクルセンター

（☎ 0120-822-306）

【休館日】毎週月・火曜日
　　　　　5/2 ㈬・13㈰・16㈬

きららガラス未来館
☎88-0064

◎「吹きガラス体験教室」
4月～ 6月体験者募集！

○対象　小学生以上
　（大人も楽しめます）
※ 5 月 5 日㈷は小・中学生を対象
とし，自分だけのオリジナル作
品を作ります。

○日にち
4 月 15日㈰・29日㈷
5月 4日㈷　母の日プレゼント作り
5月 5 日㈷　子供の日スペシャル
5月 20日㈰・6月 3日㈰
6月 10日㈰　父の日プレゼント作り

※体験の作品はお渡しに一週間か
かります。

○時間
　午前：  9:00 ～ 12:00
　午後：13:30 ～ 16:30
○定員
　午前・午後各 5名ずつ
○料金
　2,550 ～ 3,550 円
○申込方法
　電話で申し込んでください。
【母の日・父の日プレゼント作り】
　5 月 4 日，6 月 10 日に体験され
た方には，メッセージカードを付
けてプレゼント用にラッピングし
てお渡しします。ガラスを吹いて，
お母さん・お父さんに手作りのガ
ラス作品をプレゼントしてみませ
んか？（大人の方も体験できます。）

◎「ガラス特別体験教室」開催！
○対象　4 歳以上
　( 大人も楽しめます。グループで
の参加大歓迎。）

○とき　5 月 3 日㈷，27 日㈰
　受付：9:00～ 11:00，13:30～ 15:30
※先着順（10 人以上のグループで
参加の場合は，事前にご連絡く
ださい。）

○料金
•サンドブラスト　1,050 円
•エナメル絵付け　1,250 円

◎「吹きガラス講座生作品展」
　吹きガラス講座受講生の作品を，
3 月 31日㈯～ 5月 6日㈰まで展示
しています。個性あふれる色とり
どりの作品をお楽しみください。▲

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/
glass/mnj_glass.htm)

吹きガラス体験

エナメル絵付け
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NPO法人山陽小野田市手をつなぐ育成会
小規模福祉作業所「かに工房」

ボランティア通信 9

山陽小野田市で活動されているＮＰＯ・ボラ
ンティア団体等を紹介するコーナーです。

　昨年 10 月に NPO法人として認可を受けた私た

ち「山陽小野田市手をつなぐ育成会」は，小規模福

祉作業所「かに工房」を運営し，障害者の地域での

自立を支援しています。

　現在，３名の指導員とボランティアスタッフが指

導・運営にあたり，利用者は車部品のバリ取り作業

を中心にアルミ缶の回収や一般家庭の草取りなどの

軽作業を行っています。私たちは，この工房が利用

者にとって労働の喜びを実感できる場となるととも

に，社会との交流の窓口になればと考え，日々の軽

作業以外にも緑地公園の清掃といったボランティア

活動やスポーツ大会を行うなど，地域や仲間との交

流を深める活動にも積極的に取り組んでいます。

　また , これらの活動に加え，障害者の地域生活を

▲「かに工房」での作業風景：自動車部品のバリ取り作
業を行っています。

サポートするため様々な相談にも応じていますので，

障害を持つ方やその保護者のみなさん，私たちの活

動に興味をお持ちの方は，お気軽に「かに工房」を

お訪ねください。

●問い合せ先

　山陽小野田市日の出三丁目 14-5

　NPO法人山陽小野田市手をつなぐ育成会事務局

　（☎ 83-5304）

　春らしい日差しが降り注ぐ 3月 2日，本山小
学校で伝統行事「ゆずり葉集会」が開かれました。
新しい葉が成長するのを見届けてから古い葉が落
ちる「ゆずり葉」という植物にちなみ名付けられ
たこの行事には，卒業を迎える6年生がたくまし
く成長した在校生に，同校の伝統や歴史を託し巣
立っていくという意味が込められています。
　長門本山駅の清掃や竜王山に自生するモリアザ
ミの保護など地域の景観や自然を守る活動を行っ
てきた「緑の少年隊」，運動会や地域の行事で力
強く披露してきた「本山太鼓」など，これまで6
年生が中心となっていた活動の 5年生への引継
ぎ式が行われ，在校生からは各学年ごとに卒業す
る6年生への感謝の気持ちを込めた歌やメッセー
ジ，花の種が送られました。
　昨年 11月に行われた 30人 31脚全国大会に
山口県代表として出場，熱い気持ちと強い絆で見
事ベスト 4に輝いた 6年生 49 人。代々引き継
がれてきた本山小学校の伝統と歴史を在校生に託
し，4月，新たな一歩を踏み出します。

▲6年生のみなさん（下級生からのメッセージの入った垂れ幕の前で）

本山小学校　ゆずり葉集会

▲「緑の少年隊」（左）と「本山太鼓」（右）の引継ぎ式
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問広報広聴課（☎ 82-1133）昨年度まで月に 2回実施して

休日応急医

4月の各種相談

広報広聴課 ☎82-1133 山陽総合福祉センター ☎72-1813 埴生公民館 ☎76-0066 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 児童家庭係 ☎82-1175
小野田警察署 ☎84-0110  総合事務所（市民・消費相談）☎71-1602 商工労働課 ☎82-1150 保健センター ☎71-1814
小野田保健センター ☎84-1220 きらら交流館 ☎88-0200 宇部健康福祉センター ☎31-3200

ところ とき

▲

法律相談 広報広聴課 23日㈪ 13：00～16：30
※12：30から受付（8人：定員を超える場合は抽選）

▲

行政相談 広報広聴課 18日㈬ 10：00～12：00

▲

人権・
　登記相談

広報広聴課 10日㈫   9：30～12：00

▲

行政・　

人権相談

山陽総合
福祉センター 11日㈬   9：30～12：00

埴生公民館 18日㈬   9:30～12:00

▲

人権相談
中央
福祉センター 17日㈫   9：30～12：00

▲
心配ごと

相談

赤崎公民館
高千帆福祉会館

  5日㈭・25日㈬ 
　　　　 9：00～12：00

山陽総合
福祉センター

  4日㈬・11日㈬・25日㈬
　　　　 9：00～12：00

埴生公民館 18日㈬   9:00～12:00

▲

年金相談

市役所1階
第 4会議室 18日㈬   9：30～15：00

山陽総合
福祉センター

山陽総合福祉センターでの年金相談は18年
度をもって終了しました。

▲

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

▲

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 5月7日㈪  10：00～12：00

ところ とき

▲

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

19日㈭   9：00～11：30 ※尿検査あり
保健指導・栄養指導
※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

12日㈭   9：00～11：30 ※尿検査あり
保健指導・栄養指導
※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）

きらら交流館

19日㈭ 13：30～15：00 
保健指導・栄養指導
※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

  3日㈫13:30～15:30
17日㈫13:30～14:30，17:00～19:00
※予約が必要です

※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。

▲

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。

4 月から法律相談は月に 1回の実施となります

▲

休日にお子さん
4 4 4 4

の体の具合が悪くなったら，小児科休日急患診療所へ（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

▲

  4/  8㈰
はたもとクリニック 山口労災病院 河村医院
日の出三丁目　☎83-5114 南中川町　☎83-2881 寝太郎町二　☎72-0270

▲

  4/15㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 吉武医院

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 千町一　☎72-1110

▲

  4/22㈰
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 寝太郎町一　☎72-4970

▲

  4/29㈷
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 埴生内科外科医院

須恵東　☎88-0221 須恵東　☎88-0221 東側　☎76-0151

▲

  4/30㉁
小野田市民病院 小野田市民病院 あいべ内科クリニック

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 宇部市船木茶屋　☎69-2678

▲

  5/  3㈷
中島医院 山口労災病院 あさひクリニック
日の出三丁目　☎83-3910 南中川町　☎83-2881 殿町三　☎71-0148

▲

  5/  4㈷
村重医院 森田病院 かわむら内科

須恵一丁目　☎83-3706 赤崎二丁目　☎88-0137 渡場　☎78-1433

▲

  5/  5㈷
小野田赤十字病院 小野田赤十字病院 くどうクリニック

須恵東　☎88-0221 須恵東　☎88-0221 宇部市万倉芦河内　☎67-0903

▲

  5/  6㈰
小野田市民病院 小野田市民病院 てらい内科クリニック

旭町　☎83-2355 旭町　☎83-2355 末益　☎71-0022

問広報広聴課（☎ 82-1133）
昨年度まで月に2回実施してきた法律相談は，4月から月に
1回の実施となります。
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44月のカレンダー

【合併2周年記念 市民ふれあいの集い】　3月 21日，昨年に引き続き2回目となる「市民ふれあいの集い」
が文化会館で行われました。会場では，この日制定された山陽小野田市民憲章が発表（10ページ参照）されたほか，各
種団体による様々なアトラクション（写真：龍王伝説）が催され，合併2周年のお祝いに花を添えました。

：山陽オート開催日 ：場外発売外

2 月 外

3 火 外

4 水 外

5 木
6 金

7 土 若山公園さくらまつり
11:00 ～／若山公園野外ステージ 外

8 日 山口県議会議員一般選挙　7:00 ～
刈屋漁港漁業祭　10:30 ～／刈屋漁港

外

9 月 外

10 火 第 2回「健康講座」　14:00 ～／山陽市民病院 外

11 水 対話の日　19:00 ～／厚狭平原公会堂

12 木 外

13 金 外

14 土 外

15 日
日曜朝市 3周年記念イベント

7:00 ～／梶漁港魚市場周辺
江汐公園つつじまつり　10:00 ～／江汐公園

外

16 月
17 火
18 水

19 木 子持ち御前祭り　10:00 ～／子持御前（竜王山） 外

20 金 外

21 土 外

22 日 外

23 月
24 火
25 水
26 木 対話の日　19:00 ～／高畑公会堂 外

27 金 外

28 土 外

29 祝 寝太郎まつり　10:00 ～／厚狭駅前商店街 外

30 休 外

5/1 火
2 水 外

3 祝 外

4 祝 外

献血 4日 ㈬ 9:30 ～ 11:30 総合事務所
13:30 ～ 16:00 不二輸送機工業㈱

26日 ㈭ 10:00 ～ 16:00 西部石油㈱
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消防こちら

119

～平成１８年度学位記授与式～

25理 大 つ う し ん
http://www.yama.tus.ac.jp

　３月１８日㈰，本学で
平成１８年度学位記授与
式が挙行され，基礎工学
部電子・情報工学科 92 名，
物質・環境工学科 63 名，
大学院基礎工学研究科 16
名に対し，学位記が授与
されました。塚

つかもと

本桓
たけ よ

世学長は，式辞で「常に良心あるエ
ンジニア，科学者として物事に取り組み，努力を怠らな
いようにお願いしたい。サイエンスという素晴らしい
広がりのある言葉を冠し，またその理念を掲げる本学
で学び，過ごしたことを誇りにしながら，皆さんにとっ
てのよりよきサイエンスを追求していただきたい。」と
述べ，祝福の言葉を贈りました。
　また，卒業生を代表し，電子・情報工学科の神山祥
太郎さんは「本学で充実した学生生活を送ることがで
きたのは皆様方の支えがあったお蔭で，感謝の念に耐
えません。この四年間の学生生活で学んだことを糧に，
険しい壁を乗り越え，その壁の向こうにある未来へと
歩んでいく所存です。」と謝辞を述べました。
　最後に出席者全員で校歌を斉唱し，卒業生の新たな
門出を祝福しました。盛大な拍手とともに見送られた
卒業生たちは，皆誇らしげに笑みを浮かべ，新たな世
界へと力強く旅立っていきました。

　山陽小野田市消防団は，市内全域を管轄するため

消防分団を各小学校区に配備しており，消防団員が

『自らの地域は自らが守る』という郷土愛の精神の

もとに，地域に根ざした消防団活動を実施しています。

　現在，消防団は『きらりと光る魅力ある消防団』

として再編するため，消防団員の入団募集を行って

います。

　みなさんが住んでいる山陽小野田市が，『明るく

安全で住み良い街』となるには，若いあなたの力が

必要です。あなたのボランティア精神をぜひ消防団

活動に役立ててみませんか？

消防団員の入団を
募集しています

■入団資格について
　○郷土愛に満ちあふれ，地域防災に熱意を持っ
　　ている人
　○１８歳以上４０歳以下で健康な人
　○市内に居住している人
■問い合せ先
　〒756-0815　山陽小野田市高栄一丁目６番１号
　消防本部総務課（☎83-2037）

こ こ ろ ７

「消さないで　命という名の　希望の灯
ひ

」

　上記の標語は，昨年度の山陽小野田市人権教育啓発作

品コンクール標語の部で，最優秀賞に選出された作品（吉

岡知里さんの作品）です。

　この標語には，「『命』は『希望の灯』です。だからそ

の『灯』を消さないで」という強い願いが込められてい

ます。

　『希望』とは，こうなってほしい，また，こうありた

いと願い望むことです。この願いは，私たちが，将来に

向かって生きていくうえで，エネルギーの一つとなるも

のだと思います。

　『灯』とは，人々に明るさや温かさを与えてくれますが，

繊細なものでもあります。少しの風が吹けば揺らぎ，つ

いには消えてしまうのです。そこで，私たちは，この灯

りを消さないために，風をさえぎる工夫をします。

　この『希望の灯』が，周囲の人の心ない言動や，差別

や偏見による人権侵害によって，危機にさらされている

現状はないでしょうか。今，まさに，一人ひとりの『希

望の灯』を囲んでいる人たちが，手を取り合って風よけ

になることが必要ではないかと思います。人権問題を正

しく理解し，人権感覚を磨き，一人ひとりの『希望の灯』

が，空に向かって力強く光輝くことができる地域社会に

なっていくことを期待します。　　　　（社会教育課）

えがお まちの
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市 政 Ｑ Ａ＆
　市政に対するご質問などを郵便，FAX，メールで受け付けています。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。
■申込先　〒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

えがお が いちばん!!
編集室の
ひとりごと

山
や ま だ

田　千
ち な つ

夏ちゃん（3歳）
『お絵かきが大好きで，アンパンマンが上手に描け
るようになりました。』（小野山）

質 問

お答えします

担当課　高齢障害課介護保険係（☎82-1172）

「介護保険料について」

　先日６５歳になり，介護保険証が送られてきま

したが，介護保険料はどうなりますか。

（６５歳　男性）

　介護保険料については，４０歳から６４歳まで

の人は，加入している医療保険の保険料の一部と

して納めてもらっていますが，６５歳になると，

第１号被保険者となり，６５歳になった月（１日

が誕生日の方は前月）から，医療保険の保険料の

一部としてではなく，直接市に納めていただくよ

うになります。医療保険の介護保険料は，６５歳

になる前の月（１日が誕生日の場合は前々月）の

分までの計算になっていますので二重払いになる

ことはありません。

　６５歳になった月もしくは，その翌月に保険料

のお知らせと納付書等を介護保険係から送付しま

す。詳しくは，高齢障害課介護保険係へお問い合

わせください。

お子さんの写真 募集中 !!
詳しくは広報広聴課まで（☎ 82-1133）

よくある質問にお答えします

介護保険の住宅改修は，どんなことができるの
ですか

Ｑ

A要介護または要支援の認定を受けた人が，在宅
での生活に支障がないように以下の①～⑥に該当す
る住宅改修を行う場合，利用できます。

　①手すりの取り付け
　②段差の解消
　③滑りの防止，移動の円滑化のための床材または
　　通路面の材料の変更
　④引き戸などへの扉の取り替え
　⑤洋式便所などへの便器の取り替え
　⑥①～⑤の改修に伴って必要となる工事

　また，住宅改修費の２０万円以内（１割は自己負
担）でその費用が支給されます。
　ただし，支給を受けるには，工事着工前に事前申
請することが必要になります。
　詳しくは，高齢障害課介護保険係へお問い合わせ
ください。

　「山路を登りながら，こう考えた。智に働けば角が立つ，情に
棹
さお

させば流される・・・」は漱石の「草枕」の冒頭ですが，先日，
生まれてはじめて本格的な？山登りというものに挑戦しました。
元来，出不精でアウトドアとは程遠い生活を送っているくせに，
軽く考えていたのが間違いのもと・・・登山道の入口にたどりつ
く頃にはすでにひとり置いてきぼり

4 4 4 4 4 4

に・・・約1時間の山路を
一人で歩く破目になり「あ～音楽プレイヤーでも持ってくればよ
かった」と最初は後悔していたのですが・・・そのうち自分の靴音，
木立を駆け抜けていく風の音，鳥のさえずりくらいしか聞こえな
い静けさの中にいることに気付くと，不思議なもので悲鳴をあげ
る下半身とは対照的に頭の中はどんどんクリアになってきて・・・
偉大なる文豪とまではいきませんが，山路を登りながらあれこれ

4 4 4 4

と頭を転がしているうちに，いつの間にか山頂に・・・「山登り
は一人に限るね」と強がりつつも，次から次へと目先の仕事をこ
なすだけで，物事を深く考えるという作業を怠っていた自分には，
貴重な時間となりました。「なぜ登るのか？そこに山があるから」
の境地には到達できませんが，山中でひとり，ふと立ち止まった
自分の背後に何か大切なものが隠れていたようです。（くろ）



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

今月のおすすめ料理
材料（４人分）

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

「豚肉とキャベツの黒酢炒め」
～短時間で作れる一品です～

■保健センター監修
■山陽小野田市食生活改善推進協議会

（埴生校区担当）

【1人分栄養価】エネルギー209kcal ／たんぱく質12.0g／脂質11.8g／塩分1.7g

作り方
❶豚肉は細かく切り，Aを加えもみこむ。
❷しょうが，にんにくはみじん切り，たかの
つめは種をとって2～ 3個輪切りにする。

❸キャベツは 3センチ角に切る。きくらげは
水で戻して食べやすく切る。たけのこは茹

ゆ

でたものを 3から 4センチの長さで短冊切
りにする。赤ピーマンは2センチ角に切る。

❹ Bはよく混ぜ合わせておく。
❺サラダ油を熱し，強火で❷を炒め，香りが
でてきたら豚肉を加える。肉の色がかわっ
たら，❸を加えてさらに炒める。

❻❺にBを加えて調味し，水溶き片栗粉を鍋
はだから回し入れてとろみをつける。

豚薄切り肉 200g

　酒 大さじ½

　しょうゆ 大さじ½

　片栗粉 大さじ½

しょうが 20g

にんにく 6g

たかのつめ 1本

キャベツ 200g

きくらげ 8g

たけのこ 160g

A

赤ピーマン 40g

　黒酢 大さじ3

　しょうゆ 大さじ2

　砂糖 大さじ1

　こしょう 少々

サラダ油 大さじ2

　片栗粉 大さじ½

　水 大さじ2

B

広告掲載料の長期割引をはじめました
広報紙・ホームページの

広報紙，ホームページに年間で３回以上（ホームページは 3か月以上）の広告掲載をまとめて契約いただいた
場合，掲載料の割引をいたします。定期的な掲載をご希望の方など，ぜひお得な割引制度をご利用ください。

【広報紙】… 1段（61㎜× 182㎜）・半段（61㎜× 88㎜）
●年間3回掲載の場合（5%割引）

非営利 営利
1段 57,000円 114,000円
半段 28,500円 57,000円
●年間6回掲載の場合（10%割引）

非営利 営利
1段 108,000円 216,000円
半段 54,000円 108,000円

【ホームページ】
●年間12回掲載の場合（15%割引）

非営利 営利
1段 204,000円 408,000円
半段 102,000円 204,000円
●年間24回掲載の場合（20%割引）

非営利 営利
1段 384,000円 768,000円
半段 192,000円 384,000円

▲

詳しくはお問い合わせください。
【問い合せ先】
広報広聴課（☎82-1133）

●3か月掲載の場合（5%割引）
●6か月掲載の場合（10%割引）

3か月掲載 6か月掲載
1枠 57,000円 108,000円

▼広告掲載・割引制度について詳しくは市ホームページでもご覧いただけます。（http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/）

山陽小野田市合併3周年記念

「行くよ！後輩　ほいきた！先輩」の
公開録画を観覧しませんか

●と　き　5月 27日㈰　開演 15:30 ～
　（開場 14:45　終演予定 18:00）
●ところ　文化会館
●出　演　柳沢慎吾（司会）/海原はるか・かなた（ゲスト）
/地元の先輩・後輩ペア（3～ 4組）ほか

　市はNHK山口放送局とともに，衛星第 2テレビの新番組
「行くよ！後輩　ほいきた！先輩」の公開録画を行います。
入場をご希望の方は右の要領で申し込んでください。たくさ
んのご応募をお待ちしています。

▼ 6 月 23日㈯　午後6時～午後6時53分（衛星第2テレビ /全国放送）放送予定です 。

●応募方法　往復はがきに代表者の住所，氏名，電話番号，
希望人数（２名様まで）を明記して申し込んでください。（返
信はがきにも住所，氏名，郵便番号をお書きください。）
※応募多数の場合は抽選のうえ入場整理券（１枚につき２名
様まで入場可能）をお送りします。
※お子様も入場整理券が必要です。
●申込先　〒 756-8601　山陽小野田市日の出一丁目 1-1
　教育委員会「行くよ！後輩　ほいきた！先輩」係
●締め切り　5月 10 日㈭（必着）
●問い合せ先（詳しくはホームページでもご覧いただけます）
•教育委員会「行くよ！後輩　ほいきた！先輩」係
　（☎ 82-1204　受付時間：平日 8:30 ～ 17:15）
　http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
• NHK山口放送局「行くよ！後輩　ほいきた！先輩」係
　（☎ 083-921-3733　受付時間：平日 9:00 ～ 18:00）
　http://www.nhk.or.jp/yamaguchi/

NHK
テレビ新番組

ご応募の際にいただいた情報は，抽選結果のご連絡に使用させていただ
くほか，NHKでは受信料のお願いに使用させていただくことがあります。


