
【レッドクリフ市（オーストラリア）高校生訪問団来市】
　10月 1日，姉妹都市のレッドクリフ市（オーストラリア）から，レッドクリフ高校の生徒 23人が来市
しました。午前中は竜王山やきららビーチなど市内の名所を訪れ，午後からは小野田高等学校で授業や部活
動（剣道・茶道・吹奏楽・英会話）にも参加。剣道部（上写真）では，部員に混じって打ち込みの稽古に挑
戦するなど，本市での異文化体験と交流を楽しみました。
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●地域芸能発表会
龍舞や太鼓演奏など地域の踊
りや歌などが発表されます。

【時間】10:00 ～ 13:00
●江汐よさこいカーニバル
県内のグループによる“よ
さこい”が披露されます。

【時間】13:00 ～ 14:30
●キャラクターショー
「獣拳戦隊ゲキレンジャー」
のショーとサイン会が行わ
れます。

○第1部　11:00 ～ 11:20
○第2部　14:30 ～ 14:50

10月 28日㈰ 　江汐公園

●江汐アートファクトリー
地域の芸術家の展覧会が行
われます。

●山陽小野田特産市
山陽小野田市の特産品の販
売およびナルトビエイの試
食が行われます。

●パフォーマンス広場

プロのパフォーマーによる
ジャグリング , パントマイ
ム , マジックショーが開催
されます。

●M-1
（マルチパフォーマンス対戦型）

一般の方々の特技（演奏 ,
踊り , 漫才など）を披露し
て対戦します。

【時間】11:40 ～ 16:00
●青空レストラン
青空のもと , 焼きそばや焼
き鳥などさまざまなバザー
が行われます。

●日本一長い「横断幕」
市内小・中学校の児童・生
徒が日本一長い横断幕づく
りにチャレンジします。

●日本一広範囲の宝探し
日本一広範囲での宝探しで ,
豪華景品が当たります。

※当日参加者を募集します。
【時間】
　11:00 ～ 16:00
【料金】
100円（1回につき）

【受付場所】
グリーン広場中央受付会場

❶ ❹

10：00～ 16：00 ※第二駐車場または臨時駐車場 , 無料シャトルバス
をご利用ださい。

第２回　山陽小野田市民まつり

グリーン広場

【問い合せ先】　市民まつりプロジェクト委員会事務局（商工労働課内　☎82-1151）
【当日連絡先】　江汐公園管理棟（☎83-5378）

管理棟前特設ステージ

❷ 江汐公園管理棟 ❸ 管理棟南側

※雨天中止

●

１
グリーン広場

４
管理棟前特設
ステージ

５
第一駐車場

６
小野田・楠
企業団地

３

管理棟南側

バス
乗り場

２

至宇部市

臨時駐車場

第二駐車場

P

P

※駐車できません

江汐公園入口
※一般車両は進入できません

江汐公園管理棟
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山陽オート P

P青年の家

埴生漁港

会　場

至厚狭

至下関

至小野田

糸根神社

埴生バス停
（ジョイフル前）

埴生バス停
（山口銀行前）

国道2号

国道190号

第10回

お祝い夢花火

●福祉の市
福祉団体のバザーや献血
コーナーが設けられます。

●セーフティーマンコーナー
自衛隊 , 警察 , 消防が参加
し , 白バイのドリル走行
ショー , はしご車乗車体験 ,
自衛隊ジープ展示などが行
われます。

●山陽オートコーナー
山陽オートのバイク展示や選
手のサイン会が行われます。

●アニメ「学の夏休み」観賞会
日本青年会議所制作のアニ
メ「学の夏休み」が上映さ
れます。（鑑賞無料）

●ヘリコプター遊覧
ヘリコプターでの遊覧飛行
が行われます。山陽小野田
市を上空から眺めてみませ
んか？

○第1部
10:00 ～ 12:00

○第2部
13:00 ～ 16:00

【料金】
　3分 3,000円（1人につき）
【定員】
　150人（事前申込み優先）
【申込先】
市民まつりプロジェクト委
員会事務局　（☎82-1151）

※事前申込みが定員に達しな
い場合は , 当日の申込みも
受け付けます。

※ヘリコプターは3人乗りです。

10月 27日㈯　埴生漁港

■問い合せ先
　山陽商工会議所（☎73-2525）

●子ども広場
各種企業のブースでバッテ
リーカーやストラックアウ
トなどの子ども向けのゲー
ムが行われます。

○三輪車レース参加者募集中
レースに参加して豪華賞品を
ゲットしよう！（参加無料）

【対象】
幼児から小学生まで

※電話で申し込んでください。
【申込先】
　市民まつりプロジェクト委
員会事務局　（☎82-1151）

※当日参加（受付 10:00 ～）
も歓迎します。

❺ 小野田・楠企業団地

　17：30～　開会式
　17：50～　「からもも」オープニングライブ
　18：30～ 20：30　花火
※協賛行事として,小学生相撲大会が開催されます。
　（13：00～ 15：00　糸根神社境内）

●無料シャトルバスを運行します
　会場への車での乗り入れはできません。
　無料シャトルバスが巡回しますので , 山陽オートレー
ス場または青年の家の駐車場をご利用ください。

【始発】15：30（山陽オートレース場）,15：45（青年の家）
　　※以後 ,15 分ごとに運行します。
　　※いずれも埴生バス停で降車となります。
【最終】21:20（埴生バス停　ジョイフル前）

17：30～ ※雨天の場合２９日㈪
前夜祭

　JR小野田駅～江汐公園内バス乗り場

　第二駐車場・臨時駐車場～江汐公園内バス乗り場

　JR厚狭駅　～江汐公園内バス乗り場

● 9：00～ 17：00まで 1時間ごとに運行

● 9：00～ 16：30まで 10分ごとに運行

第一駐車場

無料シャトルバスを運行します

❻
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●10月29日㈪　市役所3階大会議室
（有帆・高千帆・高泊校区 対象）

●10月30日㈫　市民館
（小野田・須恵校区 対象）

●11月　1日㈭　埴生公民館
（埴生・津布田校区 対象）

●11月　5日㈪　赤崎公民館
（赤崎・本山校区 対象）

●11月　6日㈫　総合事務所（保健センター）
（厚狭・出合校区 対象）

●11月13日㈫　厚陽公民館
（厚陽校区 対象）

●11月15日㈭　市役所3階大会議室
（全校区 対象）

　右の日程で，「市立学校適正規模・適正

配置に関する基本方針（案）」について，教

育委員会の考えをご説明する「市民公聴会」

を開催します。市民のみなさんのご意見を

ぜひお聴かせください。

　なお，各会場とも該当校区にお住まいの

方が対象です。都合の悪い方は，最終日の

11月 15日にご参加ください。

【問い合せ先】

　教育委員会総務課（☎ 82-1200）

市民のみなさんとともに描く　10年後のまちの設計図

●協働　多様な組織や市民
との協働によるまちづくり
●地域資源の活用　物的（自
然や歴史），人的資源など
を活かしたまちづくり
●ネットワーク　広域的な
視野によるまちづくり（地
域・都市連携）

「協働」+「地域資源の活用」+「ネットワーク」＝ 住み良さ

総合計画「基本構想」
を策定しました

山陽小野田市

住み良さ

協 働

ネットワーク地域資源の
活用

市民の安全・安心の確保
まち全体の活力

【日程】※いずれも 19時から（1時間 30分程度）

※お子様が区域外通学をされている方は，通
学されている学校区の会場にお越しくだ
さっても結構です。

　総合計画とは，市の計画の最上位計画であり，

新たなまちづくりの指針となるものです。本市

では，合併以降，多くの市民のみなさんにご意見

をいただきながら計画づくりをすすめてきました

が，本年 9月市議会での議決を経て，この度，総

合計画「基本構想」が策定されました。

　詳しくは，市ホームページでご覧いただけます。

（http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/）

【問い合せ先】　企画課（☎ 82-1130）

人と出会い　支え合い　自然とふれあう　活力ある

住み良さ創造都市

総合計画が目指すまちの将来像

「市立学校適正規模・適正配置
に関する基本方針（案）」

をテーマに市民公聴会 を開催します
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指定管理者選定委員を募集します

小野田斎場 山陽斎場

　「指定管理者制度」とは，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，本
市では既に２１施設について導入されています。
　来年４月からは更に「小野田斎場」「山陽斎場」の２つの施設についても制度の導入を
予定しており，この度，その指定管理者を募集します。

◆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　
　３人（委員全 7人中）
◆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
　11 月 5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

■山陽斎場
○施　設　名　山陽小野田市山陽斎場
○所　在　地　山陽小野田市大字厚狭 26 番地の 5
○指定期間　平成 20年 4月 1日～平成 23年 3月 31日
○業務内容　斎場の使用の申込受付，火葬，施設・

設備の維持管理
○募集期間　10 月 15 日㈪～ 11 月 14 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，環
境課で配布します。）

○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　環境課（☎ 82-1143）

募集概要
■小野田斎場
○施　設　名　山陽小野田市小野田斎場
○所　在　地　山陽小野田市大字小野田 7140 番地
○指定期間　平成 20年 4月 1日～平成 23年 3月 31日
○業務内容　斎場の使用の申込受付，火葬，施設・

設備の維持管理
○募集期間　10 月 15 日㈪～ 11 月 14 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，環
境課で配布します。）

○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　環境課（☎ 82-1143）

小野田斎場・山陽斎場の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。

　「指定管理者制度」とは，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，本
市では既に２１施設について導入されています。
　来年４月からは更に「小野田斎場」「山陽斎場」の２つの施設についても制度の導入を
予定しており，この度，その指定管理者を募集します。

小野田斎場・山陽斎場
の指定管理者を募集します
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行政改革大綱＆アクションプラン（行動計画）

パブリック
コメント市民意見公募制度

○意見を提出できる人
①市内在住の人
②市内に事務所又は事業所を有する個人・法人・団体
③市内の事務所又は事業所に勤務する人
④市内の学校に通学する人

○計画の閲覧
行政改革課，総合事務所地域行政課，南支所，埴
生支所，公園通出張所，厚陽出張所で閲覧できます。
※市ホームページにも掲載しています。
（http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/）
○意見の提出方法
郵送，ＦＡＸ，持参または E-mail で提出してくだ
さい。（口頭および電話での受付はいたしません。）
また，書面の様式は任意としますが，住所，氏名（ふ
りがな）または団体の名称，代表者氏名，事務所

他の       自治体に比べ，大幅な財源不足にある本市において，「行政改革」への早期
の取り組みは合併以来，急務の課題の一つです。

行政改革大綱＆
アクションプランとは・・・

募集期間
　10月 15日㈪

～ 11月 14日㈬

しかし「行政改革に積極的に取り組み
ます」と言うだけでなく，「具

体的に何をするのか。その結果，どうなるのか」
という部分については，多くの市民に理解しても
らう必要があります。

そこで，あらかじめ取り組む上での理
念を「行政改革大綱」で定め，

具体的な内容，時期等を「アクションプラン」で
示し，市民のみなさんに公表することにしました。

内部の事務事業について，市役所では「慣
行・慣例」「従来どおり」を踏襲した

事務をこなす傾向があったことは否めません。今
回，市民のみなさんにこの計画を公表することに
より，市民に対する “責任” と確実に実行してい
く “義務” が明確になります。

市役所にとって，抵抗のある項目も「ア
クションプラン」には盛り込ん

だつもりです。（次ページに具体例を掲載してい
ます。）新たな挑戦，変革の第一歩となるこの計
画について，市民のみなさんからの意見を募集し
ます。

の所在地および電話番号を明記して提出してくだ
さい。（住所・氏名等が公表されることはありませ
ん。）

○意見等の公表
いただいた意見等については，内容を検討し，意見
等に対する市としての考え方を示したうえで公表し
ます。ただし，賛否のみを記した意見，該当計画等
に内容が合致しない意見，住所，氏名等の記してい
ない意見などは，公表しないものとします。なお，
類似の意見は，まとめて公表することがあります。
また，意見等に対する個別の回答はいたしません。

○問い合せ・意見の提出先
〒 756-8601　山陽小野田市日の出一丁目１番１号
行政改革課（☎ 82-1135 ／ FAX83-2604）

E-mail：gyokaku@city.sanyo-onoda.lg.jp
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アクションプラン（行動計画）【一部抜粋】

項目 あるべき姿
（目標） 現状 取組内容

取組年度
H19 H20 H21 H22

窓口サー
ビ ス の
向 上

市民の利便性向上の
ため，行政サービス
全般に係る窓口業務
を１ヶ所で簡素に行
う。併せて，取扱曜
日の追加や時間帯の
延長を実施する。

行政サービスに係る各
種申請や手続事務につ
いて，関係各課でそれぞ
れ実施している。取扱時
間は，原則として平日の
通常開庁時間である。た
だし，特例として，市税
の収納強化月間などに夜
間納付窓口を設置するほ
か，住民異動の関係課に
おいて，年度替り前後の
日曜日に開庁している。

総合窓口の設置を検討し，転入・
転出の届出及びこれに伴う各種申
請手続きや，住民票，戸籍謄抄本
の交付及び各種証明書の発行等
をワンフロアーで対応し，ワンス
トップサービスの実現について模
索する。併せて，各種申請につい
ても，一枚の申請書で複数の手続
きが行えるよう見直す。また，近
年の生活スタイルの変化に対応
し，窓口業務の時間延長や土曜日，
日曜日等の取扱いについても，市
民ニーズを考慮しながら検討して
いく。

一　
部　
実　
施

検　
討

→

行 政 評
価システ
ムによる
施策・事
業 評 価
の 公 表

市が行った仕事がど
の程度の成果を上げ
たのか，今後どのよ
うに期待できるのか
等をわかりやすい指
標等を用いて評価し
た結果を公表する。
これにより，行政の
透明性を確保して，
市民に対する説明責
任を果たし，評価の
各段階における市民
の積極的な参画を促
進する。併せて，市
民と行政が課題を
共有するパートナー
シップを築いてい
く。

行政の目標の設定や達
成率などを図るシステ
ムが確立されていないこ
とから，市民にとって行
政運営が見えにくい状況
が生じている。このこと
が，市民の行政に対する
関心度を低下させる一因
となっている。現在の行
政評価方法は，行政内部
での判断評価となってお
り，第三者の的確かつ厳
しい評価が十分になされ
ていない。また，国，県
の補助事業について，公
共事業を中心に事前評価
を行っているが，市民に
公表はしていない。

様々な立場の市民が，それぞれ
の視点に立って行政の仕事を判断
し，情報を共有するため，行政評
価の結果を速やかに公表する必要
がある。そのため，ホームページ・
広報紙などを通し，単なる数字・
表の羅列ではなく，わかりやすく
親しみやすい形態で施策評価，事
務事業評価のすべての結果を公表
していく。また，行政評価につい
て，総合計画の体系と関連づけ，
事務事業が総合計画の目的に沿っ
て行われているか，成果があげ
られているかを相対的に評価する
ものであると位置づけ，その結果
をわかりやすく市民に公表してい
く。その内容としては，市民が知
りたい施策，事務事業評価の結果
に簡単にたどり着くことができる
ように工夫する。

準　
備

　
実　
施　

継　
続

継　
続

予算編成
過程・事
業 進 捗
過 程 等
の 公 表

予算編成の状況や事
業進捗の状況等をで
きるだけ頻繁に公表
することで，開かれ
た行政を実現する。

予算編成過程における状
況は公表しておらず，予
算確定後に記者発表して
いる。平成 19年度当初
予算については，確定後，
広報紙に特集記事を掲載
した。

予算編成過程において節目に経過
を公表することで，財源の状況や
施策・事業の取捨選択の動向につ
いて，市民に新鮮な情報を提供す
る。それにより，市民の意見と
協力が反映できる予算作りに努め
る。また，継続事業等における進
捗状況についても，事業の再評価
も含めて毎年度公表することで，
市民の理解と協力を仰いでいく。

実　
施

継　
続

継　
続

継　
続
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市長から
市民のみなさんへ

第２回「山陽小野田市民まつり」が
開催されます。

　２，３ページにありますように，いよいよ，第２回

「山陽小野田市民まつり」が間近に迫ってきました。

10月27日に，前号の広報で特集した埴生漁港での「お

祝い夢花火」で開幕し，翌日の本祭は，会場を江汐公

園に移しての開催となります。

　市の行事に関心が薄くなりがちな若者層が多く参

加し，活気のあるお祭りになるような “仕掛け” を期

待して，数々のイベントを成功させている，両商工会

議所青年部，小野田青年会議所に企画，運営をお願い

しました。協賛金，寄付金を募らず，市の助成金のみ

の予算の中で，市内小・中学生の全クラス参加による

「日本一の横断幕」づくり，広い園内を利用しての「日

本一の宝探し」など，趣向をこらした盛りだくさんの

イベントを用意していただきました。「まつりに参加

したい」「まつりを盛り上げたい」という多くの方々

の積極的な参加により，市民の一体感の醸成も図る場

にもなるのではと，今から祭り当日が楽しみでなりま

せん。多くの方のご来場をお待ちしています。

市営住宅への暴力団員の入居を
制限する条例ができました。

　今年に入って，暴力団関係者による凶悪事件が連

続して発生し，国をあげての暴力団排除に向けた取

り組みがはじまりました。公営住宅を管理する国土

交通省からは，公営住宅における暴力団員の入居を

制限するようにとの通達があり，いち早く，県では

８月から暴力団員の入居の制限を実施しています。

県営住宅と市営住宅が混在する地区が多くある本市

59

においても，県の対応に遅れることなく，入居者の

不安を早く取り除く必要があると考え，９月議会で

関連の議案を上程し，議会の承認をいただいたとこ

ろです。　

　今回の条例は，県下の他の自治体に先駆けての制

定となりました。「安全，安心のまちづくり」の一環

として，“暴力団との共存はありえない” という市と

しての姿勢を対外的に強くアピールすることも出来

たのではないかと思います。

行政改革大綱・アクションプラン
について意見をお寄せください。

　スリムで効率的な行政運営の実現を目指し，1年

がかりで取り組んできた「行政改革大綱・アクショ

ンプラン」の原案が完成し，市民のみなさんから意

見をおうかがいする段階となりました。

　しかしながら，市民のみなさんにはまだまだなじ

みの薄いものではないかと思われたので，実際にど

のようなものか，その一部を 7ページに具体例をあ

げて掲載しています。（全文は市内の各施設，あるい

はホームページからご覧になれます。）特に，とかく

“マンネリ化” に陥りやすい市役所の業務について，

70 項目にわけて，見直しを行い，期限を決めて明

文化した「アクションプラン」はこれから市役所が，

全庁あげて改革に取り組んでいく上での “行動目標”

を定めた，たいへん重要な計画です。興味のある方

は，ぜひとも，ご覧になって，ご意見をお寄せいた

だきたいと思います。

対話の日【いずれの会場も19:00から】

10月23日(火) 叶松第一自治会館
11月14日(水) 杣 尻 公 会 堂
11月29日(木) 梅田自治会館
※山陽地区は河合病院事業管理者が同席します。
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保育園名 0歳児 1歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 所在地 電話番号
焼野保育園 9 若干名 若干名 － 若干名 － 松浜 88-0514
須恵保育園 5 若干名 若干名 10 若干名 － 須恵西 88-0250
さくら保育園 3 3 3 6 8 － 赤崎二丁目 88-0388
伸宏保育園 若干名 － 若干名 若干名 － － 港町 83-3139
姫井保育園 若干名 － － － － － 旦西 83-2371
西福寺保育園 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 郷 84-4578
石井手保育園 6 6 2 若干名 若干名 － 石井手第二 83-8375
貞源寺保育園 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 殿町二 72-0479
真珠保育園 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 加藤北 73-0188
桃太郎保育園 3 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 西側 76-0157
あおい保育園 2 3 2 3 5 1 下市 76-1550
日の出保育園 5 12 3 8 4 － 日の出二丁目 83-2712
厚陽保育園 1 3 3 3 3 3 古開作上 74-8411
下津保育園 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 西下津二 72-0340
津布田保育園 2 2 4 6 9 6 東郷 76-0332
出合保育園 5 5 7 6 5 10 栗田 73-1332
乳児保育園（※） 11 7 11 － － － 鴨庄西 72-0606

幼稚園名 満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 所在地 電話番号
るんびに幼稚園 若干名 25 40 若干名 千代町一丁目 83-2360
第二るんびに幼稚園 若干名 20 50 若干名 高千帆一丁目 84-3344
小野田小百合幼稚園 若干名 80 80 若干名 北若山 83-2101
高千帆小百合幼稚園 若干名 30 40 随時 楴挺山一丁目 84-1958
小野田めぐみ幼稚園 若干名 20 20 10 稲荷町 83-3236
真珠幼稚園 若干名 30 10 若干名 加藤北 73-1523
埴生幼稚園 － 20 18 14 西側 76-0330

●募集人数（問い合せ・申込先：各幼稚園）

保育園入園児の募集

●募集人数（問い合せ・申込先：各保育園）

●受付期間　11 月 1日㈭～来年 1月 4日㈮
●申込方法　申込書等を各保育園に提出してください。
※申込書は，各保育園，児童福祉課および総合事務所市民窓
口課に備え付けてあります。

●受付期間　11 月 1日㈭から随時受け付けます。
●申込方法　申込書等を各幼稚園に提出してください。
※申込書は，各幼稚園でのみ

4 4 4 4 4 4 4

取り扱います。ご注意ください。

平成20年度幼稚園入園児の募集

平成20年度

※乳児保育園は平成 21年度から民営化の予定ですが，私立保育園となって引き続き保育いたします。
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情報ひろば

10月2日から

10月 31日㈬は，市県民税第3期の納期限です

募集・試験

お知らせ

人権擁護委員候補者募集
◇概要　
　地域の中で人権思想を広め，人権
侵害が起きないように見守り，人
権を擁護していくことを目的と
する委員です。

◇対象　20 歳以上 65 歳以下の市民
◇定員　4 人（委員全 10人中。応募
多数の場合は抽選）

◇任期　
　平成 20年 4月 1日から 3年間：3人
　平成 20年 7月 1日から 3年間：1人
◇応募期限　
　11 月 14 日㈬（当日消印有効）
◇選考結果　直接本人に通知
◇応募方法　
　人事課，市民活動推進課，総合事
務所地域行政課，南支所，埴生支
所に備え付けの応募用紙に必要
事項を記入し，作文（私の考える
人権問題：400 字程度にまとめた
もの）を添えて人事課に提出し
てください。郵便，FAX，E-mail
でも構いません。応募用紙は，市
ホームページからもダウンロー
ドできます。（提出書類は返却し
ません）

◇問い合せ・申込先　
　〒 756-8601
　山陽小野田市日の出一丁目1番1号
　山陽小野田市人事課

(☎ 82-1124　FAX 83-2604）
　E-mail :jinji@city.sanyo-onoda.lg.jp
　http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

◇日程および内容
■1泊2日コース （19,800円　4食付）
A 秋吉石灰岩コンビナートを巡る
　（11 月 6日㈫・7日㈬）
　秋吉台エコツアー，企業専用道路等
B 粘土と向き合う 1500 年
　（11 月 8日㈭・9日㈮）
　セメント工場，菓子工場等
C 水を治め，水を求め・・・
　（11 月 12 日㈪・13 日㈫）
　水が支える美味しい「食」等
D 石炭産業の命脈を辿る
　（11 月 27 日㈫・28 日㈬）
　企業ショールーム，産業遺産等
■日帰りコース （4,980円　昼食付）
E 塩変じて薬となる（11 月 15 日㈭）
　塩に関係する化学工場等
F 受け継がれるリサイクルのDNA
　（11 月 19 日㈪）
　食料品・鉄等のリサイクル工場
G 今，エネルギーについて考える
　（11 月 20 日㈫）
　火力発電所，石油精製施設等
H 大理石文化の息づくまちへ
　（11 月 26 日㈪）
　建材用大理石の国内唯一の丁場等
◇定員　各回とも 20 人（先着順）
◇申込方法　コースA，G，Hは㈱
船鉄観光旅行社，その他は宇部市
交通局へそれぞれ申し込み

※詳しくは，各公民館等に備え付け
のパンフレットをご覧ください。

◇問い合せ・申込先　
　㈱船鉄観光旅行社（☎ 67-0011）
　宇部市交通局（☎ 31-1133）

産業観光モニターツアー
参 加 者 募 集 　市では，封筒裏面とリーフレット

に広告主を募集しています。
■国民健康保険証送付用封筒
○スペース　封筒の裏面 2枠
（1枠の大きさは縦 5cm×横 9cm）
○広告料　1 枠あたり 30,000 円
○問い合せ・申込先　
　健康増進課（☎ 82-1179）
■リーフレット「家庭ごみの出し方」
○スペース　リーフレット下段 4枠
（1枠の大きさは縦 6cm×横 8cm）
○広告料　1 枠あたり 80,000 円
○問い合せ・申込先　
　環境課（☎ 82-1143）
◇募集期限　10 月 31 日㈬
※市の広告掲載要綱によって，掲
載できない場合があります。

※詳細については各申込先および
下記までお問い合わせください。

◇問い合せ先　
　行政改革課（☎ 82-1135）

広 告 主 募 集

◇◆市営住宅への暴力団員の入居を制限しています
　国の提唱する「公営住宅における暴力団員排除に
ついて」の基本方針を踏まえ，本市においても市営
住宅への申込者，同居または同居しようとする親族
が暴力団員である場合については，入居決定しない
こと，また，既に入居されている方については，暴
力団員であることが判明した場合は，退去を命ずる
ことができることとしました。

　このため，市営住宅への申込
者には，暴力団員でないことを
誓約いただくとともに，入居者
資格の審査の際には，暴力団員
に該当するか否かについて，一
定の調査を行うこととしました。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

問い合せ先　建築住宅課（☎ 82-1166）

◇とき　11月20日㈫　10:00～15:00
◇ところ　高千帆福祉会館
◇内容　療育手帳相談，保健相談等
◇持参するもの　
　療育手帳，身体障害者手帳等
◇申込期限　11 月 9 日㈮
◇問い合せ・申込先
高齢障害課（☎ 82-1170）

山 口 県 知 的 障 害 者
更生相談所巡回相談
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ご み を 出 す と き の
ワンポイントアドバイス
～環境課からのお知らせです～

■新しい「家庭ごみの出し方」説明会
　市では，来年 1月からごみの分別区分を改め「家

庭ごみの出し方」を変更する予定です。

　今後，広報等を通じて新しい分別区分をお知らせ

しますが，個別に自治会・団体等で説明会の開催を

希望される場合は，環境課までお申し込みください。

日の出市場の出店者を募集します

◇場　　所　日の出三丁目１番 28号
◇面　　積　１区画 15.32 ㎡（全３区画）
◇使　用　料　月額 15,750 円（消費税込み）
◇応募資格　市内に住民票があり，事業に関する具体的な

計画を有していること，市税等の滞納がない
ことなど

◇使用期間　 1 年間（3年間まで延長可能）

小型ボイラー取扱業務特別教育
◇とき・ところ
○ 10 月 29 日㈪　9:00 ～ 17:00
　山口県社会福祉会館2階第4会議室
○ 10 月 30 日㈫　9:00 ～ 13:10
　第一産業㈱（防府市　三田尻）
※ 2日続けて受講してください。
◇受講料　
　会員：10,000円　非会員：12,000円
※別途テキスト代 700 円が必要。
◇申込方法　
　申込用紙に記入のうえ，受講料を
添えて郵送または持参

◇申込期限　10 月 22 日㈪（必着）
◇問い合せ・申込先　
　〒 745-0034
　周南市御幸通り一丁目 5番地

（住友生命ビル 3階）
　㈳日本ボイラ協会山口支部
　（☎0834-32-2942  FAX 0834-32-2952）

　11月 21日現在で，平成 19年全国
物価統計調査が行われます。
　これは，消費者が購入する主な商品
の販売価格やサービス料金など，価格
決定に関する様々な要素を幅広く調査
するもので，調査結果は物価政策をは
じめ，各種行政施策を立案する際の重
要な資料として活用されます。調査は，
全国約13万の小売店舗と，約4万の
飲食店・サービス事業所等を対象とし
ます。ご協力をお願いします。
◇問い合せ先　
　企画課（☎ 82-1130 ）

全 国 物 価 統 計 調 査

問い合せ・申込先　商工労働課（☎ 82-1150）

起業家支援センター

　自分のお店を持ちたい人，新しく事業を起こしたい人の申し
込みをお待ちしています。

住 ま い と 防 災 講 座
　新潟中越沖地震の発生など，地震
大国といわれるわが国での「耐震」
への注目は増す一方です。また，火
災による被害のほとんどが住宅での
被災であることから，住宅用火災警
報器設置の法改正も行われました。
これらについて，実際の耐震診断・
改修についての映像と，講師を招い
ての講演会を開催します。
◇とき　11 月 7 日㈬　18:30 ～
◇ところ　
　中央図書館 2階　視聴覚室
◇問い合せ先　
　㈳山口県建築士会小野田支部

　(建築住宅課内　☎ 82-1167）

　中小企業で働いている未組織の
勤労者の福祉の向上を目的とする
共済制度です。
◇概要
•加入できる人は，県内に住所また
は勤務先がある中小企業の勤労者

•死亡・障害・入院・住宅災害等の
不測の事態に対してセットで保障
し，また，結婚，出産等にも給付

※入院は，5日以上入院した時に，1
日目から給付金をお支払いします。

◇月額掛金 
１型   450 円　２型   900 円
３型 1,500 円　４型 2,000 円

　高齢者型 　　450 円
　ファミリー型 500 円
※事業所が従業員のために共済掛
金を負担した場合，損金または
必要経費として算入できます。

◇問い合せ先
商工労働課（☎ 82-1151）

中小企業勤労者共済制度
働く人のハートピア共済

多 重 債 務 相 談
　相談日と会場が変更になりました。
◇相談日　毎日曜日
　（10:00 ～ 12:00，14:00 ～ 16:00）
　毎木曜日（19:00 ～ 21:00）
※都合により実施しない日がありま
す。事前にお問い合わせください。

◇ところ　
　小野田勤労青少年ホーム　音楽室
◇問い合せ先　NPO法人ほっとの会
　担当 :中村 (☎ 090-7546-0898）
　消費生活相談窓口

(商工労働課内　☎ 82-1150）

第 10回市民ゴルフ大会
◇対象　市内在住または在職の人
◇とき　11 月 18日㈰
◇費用　
　13,500 円（諸経費，参加費を含む）
※セルフは 11,500 円です。
※団体戦参加チームは，別途 1,000
円が必要です。チームの人数が 3
人未満の場合は申し込めません。

◇申込期限　11 月 12 日㈪
◇申込方法　市民体育館に備え付け
の申込書に 4人 1組で記入し，ゴ
ルフ場に持参するか，FAXにて申
し込んでください。個人戦に 3人
以下での申し込みの場合は，組合
せをゴルフ場に一任してください。

◇ところ・申込先
　プレジデントカントリー倶楽部山陽

(☎ 72-1611　FAX 72-1615）
◇問い合せ先
　山陽小野田市ゴルフ協会運営委員会

(市民体育館内　☎ 84-2430）

○問い合せ先　環境課（☎82-1143）
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情報ひろば

　10月になり，もう今年度の折り返しに差しかかりまし
た。この時期，お子さんの心身の成長や発達，就学に関

して次のような不安をお持ちの人はいらっしゃいません

か？松原分校では，広くお子さんの教育相談をお受けし

ています。お子さんの様子や保護者のみなさんの思いを

お聞きしながら，ご家庭や園，学校での支援をいっしょ

に考えていきましょう。

○落ち着きがなくいつも動き回っているんだけど・・
○会話がうまくいかず，言葉の発達が気がかり・・
○みんなといっしょの授業や学習についていけなくて・・
○集団行動が苦手で，友達とのトラブルばかり・・
○小学校や中学校での生活や学習になじめるだろうか・・

松原分校はこんなところです
○知的障害のある小学 1年生～中学 3年生までの子ども
たちが通っています。和気あいあいとした環境で勉強
に励んでいます。

○市内全域から通学が可能ですので，お気軽にご相談く
ださい。

○一人ひとりに応じた支援（指導）計画を立てて，学習
を進めています。

○子どもたち一人ひとりが学校生活の主役です。自分ら
しく生き生きと生活しています。

　ご相談の内容について，個人情報は保護されていますの
で，ご安心ください。費用はかかりません。まずはご連絡

ください。

赤崎小学校
竜王中学校

松原分校　教育相談部

〒 756-0887　
　山陽小野田市松角（☎ 88-1075　FAX 88-1228）
　E-mail:matsubara@city.sanyo-onoda.lg.jp

【問い合せ先】

◇◆松原分校教育（発達・就学）相談のご案内

孫の写真コンテスト
　下記のとおり，「第 11回孫の写真
コンテスト」を開催します。
◇応募資格　県内居住者
◇展示期間　
　来年 1月 12 日㈯～ 20 日㈰
◇展示場所　
　サンパークあじす 2階　研修室
◇テーマ　孫を題材としたもの
◇応募方法
　最寄りのフジカラー取扱店または
山口県生涯現役推進センターへ
送付（応募作品は返却しません）

※応募要領等，詳しくはお問い合
わせください。

◇応募期間　
　11 月 15 日㈭（当日消印有効）
◇問い合せ先　
　〒 753-0072
　山口市大手町 9-6　
　山口県社会福祉会館内
　㈳山口県社会福祉協議会
　（山口県生涯現役推進センター）
　(☎083-928-2385　FAX 083-928-2387）

イベント

　澤和樹とドイツの仲間たち「ヘ
ンシェル弦楽四重奏団を迎えて」
◇とき　11 月 15 日㈭　19:00 開演
◇ところ　文化会館
◇演奏曲目
•ハイドン：
　弦楽四重奏曲 ト短調 Op.74-3「騎士」
•モーツァルト：
　弦楽五重奏曲 ト短調 K.516
•ブラームス：
　ピアノ五重奏曲 ヘ短調 Op.34
◇前売券（全席指定）
　S 席：4,500 円
　A 席：3,000 円
　B 席：2,000 円
※当日券は各 500 円増しです。
◇前売券販売所　
　文化会館，市民館，社会教育課，
市民活動推進課，総合事務所，
各公民館，厚狭図書館，きらら
交流館，南支所，埴生支所，公
園通出張所他

※その他の販売所については，広
報 10 月 1日号をご覧ください。

◇問い合せ先　
　社会教育課 (☎ 82-1204）

ヘンシェル弦楽四重奏団
コ ン サ ー ト

　やまぐち県民活動支援センター職
員が，NPO 法人の申請相談，団体運
営の悩み，助成金の紹介など，県民
活動に関する相談をお受けします。
※NPO 法人の申請相談は，事前に
申し込みが必要です。

◇とき　11月 7日㈬　15:00～ 17:00
◇ところ　広報広聴課　相談室
◇問い合せ・申込先
　やまぐち県民活動支援センター

(☎ 083-934-4666）

やまぐち県民活動支援センター
お で か け 相 談 会

悪質商法トラブル 110 番
　近年，高齢者をねらった悪質商法
などの被害相談が急増しています。
被害の未然防止，拡大防止のために，
弁護士，警察官，県消費生活センター
相談員等が，合同で悪質商法トラブ
ルに関する相談に応じます。
◇とき　11月 2日㈮　10:00～ 16:00
◇ところ　市民館
◇相談方法　
　面接および電話（☎ 83-0090）
※電話は当日以外利用できません。
◇問い合せ先　
　消費生活相談窓口

(商工労働課内　☎ 82-1150）
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秋の駅前ふれあい祭り
◇とき　11月 2日㈮　18:00～ 21:00
◇ところ　小野田駅前広場
◇内容　舞踊ショー，カラオケ，ジャ
ンケン大会，遊・食のコーナー等

◇問い合せ先　
　小野田駅前商店連盟　担当：金清

(☎ 82-2837）

　10月 28 日に徳山大学で開催される山口県男女
共同参画フォーラムにおいて，第 8回特別賞の高
校生作品「“男だったらそれくらい”“女だったら
それくらい”ふと感じる“それ”の疑問」が，分
科会のテーマとして使用されます。
　何気ない言葉の中に感じた“疑問”をさらりと
詠んだ詩が共感を呼び，“それ”の意味の奥深いこ
とに気づかされた作品です。さまざまな場面で感
じる“疑問”について，意識して考えてみませんか。

○保護者欄ママの名書けば母子家庭？

○“男だったら”“女だったら”　きめつけの言葉
　なくそうよ　身も心もバリアフリー

○やって当然　やれば尊敬　主婦と主夫

○パパがすれば「えらい」とほめられ
ママがするのは「当り前」ってこれなぁに？

　　
○ベビーシート　男子トイレになぜないの？

生涯現役社会づくりフェア
◇とき　11月 4日㈰　10:00～ 15:30
◇ところ　市民館
◇内容　やまぐち生涯現役社会づく
り章の表章，作家・落合恵子さん
を講師に迎えての記念講演，健康
づくりコーナー（体力測定等），相
談コーナー（福祉なんでも相談等），
いきいき活動スタートセミナー等

◇問い合せ先　
　県長寿社会課（☎ 083-933-2788）

市 民 文 化 講 演 会
◇とき　11月 25日㈰　13:30～
◇ところ　市民館
◇講師　ピーター・フランクル
◇聴講料　
　1,000 円（全席自由）
※聴講券販売所については，広報
10 月 1日号をご覧ください。

◇問い合せ先　
　社会教育課（☎ 82-1204）

きらら交流館の催し物
　今年も立派な作品が仕上がりま
した。ぜひ，ご観覧ください。
■菊づくり教室写真展
○とき　10月 30日㈫～11月 4日㈰
■菊づくり教室作品発表会
○とき　11月 6日㈫～11日㈰
◇問い合せ先　
　きらら交流館（☎ 88-0200）

◆◇訂正とお詫び◇◆

　10 月 1日号でお知らせした内
容に誤りがありましたので，下
記のとおり訂正してお詫びしま
す。

◆P10
　国体出場おめでとうございま
す！！

　誤）　森田　智　さん
　　　　↓
　正）　守田　智　さん

◆P12
　休日応急医　11/3㈷
　誤）　森田病院
　　　　↓
　正）　しおん内科外科クリニック
　　　 日の出三丁目

　　　（☎83-1331）

山陽道ウォーキング
～寝太郎の里ウォーキング～第2回

■開催日　　11 月 11日㈰
■定　員　　50 人（先着順）
■参加費　　一般：1,600 円
　　　　　　観光協会会員：1,000 円
　　　　　＜昼食代を含みます＞
■その他　　当日は運動しやすい服装で

ご参加ください

◆問い合せ・申込先　
　山陽小野田観光協会事務局

　（商工労働課内 ☎ 82-1151）

総合事務所
9:00 スタート

→ 祢太郎塚
（祢太郎荒神社）

→

千町ヶ原 → 七日町 →

山野井八幡宮 → 駕籠立場 →

猿田彦大御神 → 福田八幡宮 →

石柱 →→
バス

昼食（帆万里）
12:00 ～ 13:00

→→
バス

西見ヶ峠 → 鴨神社 →

厚狭毛利家 → 旧枝村家 →

鴨橋 15:00（解散）

◇◆ 当日の行程 ◆◇



中央図書館 ■赤崎分館／公民館併設 ■高千帆分館／公民館併設 厚狭図書館
☎83-2870 ☎ 88-0162㈹ ☎ 83-3113㈹ ☎ 72-0323

火 -金 9：30～18：00 火 - 金 13：00～17：00 火 - 金 13：00～17：00 火 - 日 9：00～17：00土・日 9：30～17：00 土・日 9：30～17：00 土・日 9：30～17：00
休館日 毎週月曜日・11月1日㈭・3日㈷・23日㈷ 毎週月曜日・10月31日㈬・11月23日㈷

紙芝居・本の読みあい

図書・ビデオの紹介（抜粋）

「ミステリーに関する本の展示」

▲

と　　き　10月31日㈬まで

▲

ところ　中央図書館1階展示ホール

高千帆もみの木広場（対象／幼児・小学生）

11 月 28 日㈬　14：30 ～
高千帆児童館

もみの木広場（対象／幼児・小学生）

11 月 17 日㈯　14：00 ～
中央図書館 1階おはなしの森

すえおはなしの会（対象／幼児・小学生）

11 月 19 日㈪　14：30 ～
須恵児童館

有帆もみの木広場（対象／幼児・小学生）

11 月 14 日㈬　14：30 ～
有帆児童館

すみれお話の会（対象／幼児・小学生）

11 月 28 日㈬　15：00 ～
本山児童館

赤崎おはなしの会（対象／幼児・小学生）

11 月 21 日㈬　15：00 ～
赤崎児童館

おはなしのじかん（対象／4歳以上）

10 月 27日㈯　14：00～
厚狭図書館

キララクラブ（対象／乳幼児）

10 月 26 日㈮　10：00～
埴生公民館１階和室メルヘンサークル

図書館
つうしん

三分間で語れるお話 （マーガレット・リード・マクドナルド　著）
寡黙なる巨人 （多田　富雄　著）
予定日はジミー・ペイジ （角

か く た

田　光代　著）

11月の映画

展示の案内

Vol.12
◎小野田市民病院（☎ 83-2355）
◎山陽市民病院　　（☎72-1121）

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/hospital/mnj_hosp.htm

市 民 院病 ニュース

▲

と　　き　11月16日㈮　13:30～

▲

ところ　厚狭図書館

▲

内　容　「雨の朝パリに死す」

図書館文化展

無料

▲

と　　き　11月10日㈯・11日㈰

▲

ところ　厚狭図書館　2階

▲

問い合せ先　厚狭図書館

　小野田市民病院産婦人科病棟の改修が終わり，
リニューアルされた特別室，個室が早速，患者様
に好評をいただいています。この改修は，産前・
産後，妊婦さんに快適な環境で過ごしていただけ
るように行ってきたものですが，今までの“古い”
“暗い”というイメージが一新されるよう，白に統
一された室内は，面会者にもくつろぎのひととき
を過ごしていただけるものと思います。また，陣
痛室の改修もあわせて行い，こちらもリラックス
してお産に臨んでいただけるように施設面での充
実を図りました。
　明るく，機能的に生まれ変わった小野田市民病
院産婦人科を，ぜひ，ご利用ください。

小野田市民病院（☎83-2355）

小野田市民病院

産婦人科病棟特別室

この人と結婚するかも （中
なかじま
島　たい子　著）

追伸 （真
しんぽ
保　裕一　著）

おさるのまねっこ （いとう　ひろし　絵）

を改装しました

▲改装ですっかり明るくなった室内のようす

▲産前・産後を快適に過ごしていただけます


