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　市では、「尾道市第 3 次障害者保健福祉計画（平成24
年から 6 年間）」及び「第 3 期障害福祉計画（平成24年
から 3 年間）」を新たに策定するために、次のとおりパ
ブリックコメントを募集します。
公表期間・意見募集期間　 1 月10日（火）〜 2 月 8 日（水）
公表場所　市ホームページ、市役所 1 階ロビー、社会

福祉課、因島総合支所因島福祉課、御調保健福祉セ
ンター、向島支所住民福祉課、瀬戸田支所住民福祉
課、市内各図書館

〒722−8501　尾道市久保一丁目15−1　社会福祉課
　　（☎0848−25−7124　 0848−37−7260）

s-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp

　市では、昨年実施した「男女共同参画に関する市民
意識調査」の結果等を踏まえ、「尾道市男女共同参画
プラン（第 2 次）」を策定するため、パブリックコメン
トを募集します。
公表期間・意見募集期間　 1 月10日（火）〜 2 月 8 日（水）
公表場所　市ホームページ、市役所 1 階ロビー、尾道

市人権文化センター、因島人権文化センター、因島

総合支所市民生活課、御調支所住民課、向島支所住
民福祉課、瀬戸田支所住民福祉課、市内各図書館

〒722−0041　尾道市防地町26−24
　　尾道市人権文化センター内　人権推進課人権推進係
　　（☎0848−37−2631　 0848−37−6631）

jinken@city.onomichi.hiroshima.jp

尾道市第3次障害者保健福祉計画及び第3期尾道市障害福祉計画（案）のパブリックコメント募集

パブリックコメント募集パブリックコメント募集 〜ご意見を募集しています〜

● 市内に住所を有する人　　　　　　　　　　● 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
● 市内の事務所または事業所に勤務する人　　● 市内の学校に在学する人
● 市に対して納税義務を有するもの　　　　　● パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

意見を提出できる人

尾道市男女共同参画プラン（第2次）（案）のパブリックコメント募集

　市では、平成24年度からの 3 年間における介護保
険事業を含む高齢者福祉施策の考え方や事業内容を明
らかにするための「尾道市高齢者福祉計画及び第 5 期
介護保険事業計画」を策定するため、次のとおりパブ
リックコメントを募集します。
公表期間・意見募集期間　 1 月10日（火）〜 2 月 8 日（水）
公表場所　市ホームページ、市役所 1 階ロビー、高齢

者福祉課、因島総合支所因島福祉課、御調保健福祉
センター、向島支所住民福祉課、瀬戸田支所住民福
祉課、市内各図書館

〒722−8501　尾道市久保一丁目15−1　
　　高齢者福祉課（☎0848−25−7440　 0848−37−7260）

 k-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp

尾道市高齢者福祉計画及び第5期介護保険事業計画（案）のパブリックコメント募集

● 意見書の書式は自由（住所・名前は必須）、参考書式は市のホームページよりダウンロード可
意見書の書式

● 持参か郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで提出（※持参の場合は公表場所で受理）
意見書提出方法
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（　0848-37-2409）月～金曜日（祝日除く）9:00～12:00 13:00～16:00

（　0845-22-1545）月～金曜日（祝日除く）9:00～12:00 13:00～16:00

行　事　名 日　　　時 定員 申込 内容・対象など

相　

談

こどもとママのリフレッシュ 2／ 2 (木）・16(木）
 9：30～11：00、11：00～12：30 若干名 受付中 子育ての悩みを一人で抱え込んでいませんか。夫婦・家族間、身近な

人間関係についての相談ができます。（初回優先・原則3回まで・無料）

栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～ 2／21（火）10：00～11：00 なし 不要 食事（離乳食、授乳含む）についての相談や情報交換ができます。身

長、体重測定もできます。

子育て応援相談
～子どものこんなこと気になっていませんか～

日程は相談のうえ決定
（月3 ～ 4回程度） 若干名 受付中 日常生活の中でお子さんのようすが気になる家族の相談、あそび方

や関わり方の紹介など

子
育
て
支
援
講
座

スポット ① 2 ／ 1 （水）　② 2 ／13（月）
③ 2 ／28（火）  10：00～10：30 なし 不要 ①ミュージック・ケア　②おやこあそび　③わらべうたあそび

（※9：50までにお越しください。）

赤ちゃんと離乳食 2／ 7（火）10：00～12：00 先着12組 1／31
13：30～

焼魚を取り分けて離乳食にする簡単な方法の調理実習です。（一家族
150円程度）　※託児はありませんが、お子さんを連れての参加可

はいはいランド 2／10（金）13：30～15：00 先着25組 2／2
13：30～

風邪の対処法、寒い日などの衣服の調節や鼻血、切り傷などのケガ
の対処法についての話。
講師：三浦好美（尾道市立市民病院・助産師）対象：子育て中の人
※託児はありませんが、お子さんを連れての参加可

赤ちゃんとさわりっこ 2／17（金）10：00～11：30 先着18組 2／10
13：30～

タッチケアと親子遊び ｢さわりっこ｣ をたくさんしましょう。お茶
タイムをしながら、育児の話もしましょう。 
対象：概ね1歳までのお子さんとその家族かタッチケアに興味のあ
る人　※バスタオル2枚、マイコップ持参

※毎日、子育てについての相談を受け付けています。（電話・来所・個別可）
※上記以外でも支援講座を開催しています。支援センター通信等をご覧のうえ、お申し込みください。

（　0848-37-2409）月～金曜日（祝日除く）9:00～12:00 13:00～16:00

（　0845-22-1545）月～金曜日（祝日除く）9:00～12:00 13:00～16:00
行　事　名 日　　　時 定員 申込 内容・対象など

相
談気がかり相談  2／20（月）10：00～11：30 先着 1 組 受付中 未就学のお子さんの保護者。一人で悩んでいませんか。子育て以外

の悩みも相談できます。相談員：遠藤優子さん（臨床心理士）

子
育
て
支
援
講
座

今、食について考えてみよう！  2／ 7 （火）10：00～11：30 先着15組 1／24～ 未就園のお子さんと保護者。食卓にのぼる色々な食品。その安心・安
全について一緒に学びませんか？講師：山崎高弘さん（管理食養士）

ママといっしょに音楽を楽しもう！  2／15（水）10：00～11：30 先着15組 2／1～ 1 ～ 2歳になるまでのお子さんと保護者。親子の心をつむぐ親子遊
び（ミュージックケア）講師：北川宜子さん

みかんちゃんとリトミック  2／17（金）10：00～10：30 なし 不要 1歳半までのお子さんと保護者。親子でリズム遊びを楽しみましょ
う！講師：村上清美さん

わくわくふれあい遊び  2／27（月）10：45～11：15 なし 不要 未就園のお子さんと保護者。親子でふれあえる手遊びなどを予定し
ています。

せとだ de 支援センター  2／29（水）  9：30～11：30 なし 不要 未就学のお子さんと保護者。いんのしま子育て支援センターが瀬戸
田へ出張します。場所：瀬戸田福祉保健センター 2階

　平成23年10月から子ども手当の制
度が変わりました。10月分以降の手当
を受けるためには手続きが必要です。

　まだ手続きが済んでいない人は、至急手続きをし
てください。
受付期限　 1 月23日（月）（※郵送の場合は必着）
※最終締切は平成24年 3 月30日ですが、上記期限

を過ぎると支払いが遅れます。
※子どもを養育しなくなった場合（離婚、離婚協議

中で子どもと別居、子どもが児童福祉施設等に入

所など）は、至急ご連絡ください。

　出生（転入）日から必ず15日以内に申請窓口で手
続きをしてください。
必要なもの　印鑑、保護者の通帳、健康保険証

　転出する人も、申請書を提出してください。
※公務員は職場で手続きをしてください。
※離婚協議中で両親が別居している場合、子どもと

同居し養育している人が優先して手当を受けるこ
とができるようになりました。詳しくはお問い合
わせください。
申請窓口　子育て支援課、各支所

子育て支援課児童福祉係（☎0848−25−7113）

1 9月以前に子ども手当を受けていた人

2 新たに子どもが生まれた人、転入した人

3 転出する人

お急ぎください！
子ども手当
お急ぎください！
子ども手当
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　尾道観光協会では、尾道の魅力を広くＰＲする観
光アシスタント「ミス尾道」を募集します。
募集人員　 2 人
仕事内容　市内外で開催するイベント・キャンペー

ンやテレビ・ラジオ等での活動・尾道の観光に関
すること
任　　期　平成24年尾道みなと祭（ 4 月28日・29日）

から平成26年尾道みなと祭までの 2 年間
応募資格
○ 4 月 1 日現在で18歳以上の女性（高校生を除く）

で、尾道市内在住か勤務・在学している人
○平日も含む年間30回程度の仕事に従事でき、勤

務・学業に支障のない人（就業者は必ず勤務先の
了承を得てください。）

○モデル等の専属契約をしていない人。また、他のミ
スやキャンペーンレディとして活動していない人
待　　遇
○制服（帽子、スーツ、靴等）を支給
○ 1 回（ 1 日）の仕事につき、8,000円の報酬を支給
○任期終了後、謝礼として30万円相当の商品券等を進呈

○記念品（尾道市・尾道市
議会・尾道商工会議所・
㈳尾道観光協会の各賞）
を進呈
応募方法　 2 月29日（水）ま

でに、所定の応募用紙
に必要事項を記入し、
写真を添付して持参か郵送で応募（必着）

※応募用紙は市内観光案内所、観光課・各支所、商
工会議所にあります。尾道観光協会ホームページ
からダウンロードも可
選　　考
　一次選考　 3 月 2 日（金）／書類選考
　二次選考　 3 月18日（日）／平服による面接（非公開）
そ の 他
○二次選考会出席者と、選任されたミス尾道の推薦

者に記念品を進呈します。
○書類記載内容に偽りがあった場合は、選任後でも

決定を取り消す場合があります。
○提出された個人情報は、本事業の目的以外では使

用しません。
〒722−0046　尾道市長江一丁目3−3

　　尾道観光協会ミス尾道募集係（☎0848−37−9736）

　都市計画道路「尾道駅前福地線」「尾道駅前東手崎海
岸線」の変更について、都市計画の変更案を説明します。
日時　 1 月16日（月）19：00〜
場所　しまなみ交流館 2 階大会議室

まちづくり推進課（☎0848−25−7222）

縦覧内容　備後圏都市計画区域区分の変更について
　　　　　（変更：尾道市分は 9 箇所）
縦覧期間　 1 月12日（木）〜26日（木）
縦覧時間　 8：30〜17：15（土・日曜を除く）
縦覧場所　広島県都市政策課（県庁北館 5 階）
　　　　　まちづくり推進課（市役所 3 階）
　　　　　関係市（福山市、三原市、府中市）
■意見書の提出
　縦覧期間中において、変更案に関する意見書を提出
することができます。広島県知事宛に「住所、名前、
連絡先、意見」を記入のうえ、書面で提出してください。

【広島県】〒730−8511　広島市中区基町10−52
　　　　　　   都市政策課（☎082−513−4117）

 【尾道市】まちづくり推進課（☎0848−25−7222）

縦覧内容　①備後圏都市計画用途地域の変更について
　　　　　　（変更：10箇所）

②備後圏都市計画地区計画の決定について
　（名称：丁卯新涯地区地区計画）

【①②共通事項】
縦覧期間　 1 月12日（木）〜26日（木）
縦覧時間　 8：30〜17：15（土・日曜を除く）
縦覧場所　まちづくり推進課（市役所 3 階）
※①は向島支所しまおこし課（支所 1 階）でも縦覧可
■意見書の提出
　縦覧期間中において、変更案および決定案に関する意
見書を提出することができます。尾道市長宛に「住所、名前、
連絡先、意見」を記入のうえ、書面で提出してください。

〒722−8501　尾道市久保一丁目15−1
　　まちづくり推進課（☎0848−25−7222）

備後圏都市計画道路の変更説明会

備後圏都市計画区域区分（市街化区域及び市街
化調整区域）の変更案について縦覧を行います

「備後圏都市計画用途地域の変更案」「備後圏都市
計画地区計画の決定案」について縦覧を行います

ミス尾道募集ミス尾道募集
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高齢者をねらう趣味（短歌等）の
広告掲載への電話勧誘

≪相談内容≫
　私は趣味の短歌を同人誌に発表している。最近「あ
なたの作品を掲載させてください。」と新聞広告に掲
載するよう電話があり、無料であることを念押しして
契約することにした。送られてきた内容確認書の余白
には「掲載料不要」と書かれていた。しかし、掲載先
の会社から契約金額の入った契約書が送られてきたの
で、それはそのまま返送し、断るために内容証明郵便
も送った。それでよいのだろうか。（70代、男性）
≪アドバイス≫
　これは高齢者の自尊心をねらった商法（ほめほめ商
法などとも呼ばれている）です。一度契約すると、多く
の他の業者からも勧誘されることになります。
　事業者の「掲載料無料」などの説明をうのみにしな
いで、掲載新聞（雑誌）名、掲載時期、「本当に無料なのか」
等、掲載の条件を書面でよく確認してください。しつ

こい勧誘は「契約しません」とキッパリ断りましょう。
　電話勧誘販売の場合、消費者が断っているのに、事
業者が引き続き勧誘することは法律で禁止されていま
す。勝手に掲載されたり、承諾していないのに請求書
が届いた場合は契約は成立していないので、支払う必
要はありません。また電話勧誘販売の場合、契約書を
受け取った日から 8 日間は、クーリング・オフで契約
解除が可能です。「短歌」「俳句」の他にも、「絵画」「書道」

「写真」等で同様の手口による相談が見られますので、
注意してください。

■消費生活に関するトラブル等について、気軽にご相談ください。
相談時間　 9：00〜12：00、13：00〜17：00
　　　　 　（土・日・祝日、年末年始を除く）

尾道市消費生活センター
　（市役所分庁舎 2 階　商工課内　☎0848−37−4848）

　従業員数100人以下の事業主にも、これまで適用猶
予されていた「①短時間勤務制度②所定外労働の免
除③介護休暇の規定」が義務化されます。これらの
制度について、就業規則等の見直しが必要です。
　次のとおり説明会を開催しますので、事業主・人
事労務担当者の皆さんはご参加いただき、規定の整
備について早めの準備をお願いします。
■因島会場
日時　 2 月16日（木）13：30〜15：00
場所　因島市民会館
■尾道会場
日時　 2 月21日（火）13：30〜15：00
場所　総合福祉センター
申込方法　「①参加会場②事業所名③参加者名前④連

絡先」を記入のうえＦＡＸ等で申込
広島労働局雇用均等室

　　（☎082−221−9247　 082−221−2356）
商工課（☎0848−25−7182）

改正育児・介護休業法説明会

従業員数100人以下の事業主の皆さんへ
平成24年7月1日から改正育児・介護休業法
が全面施行されます！

就職応援します

1／17・24・31
2／7（火）
12：30〜16：30

◆一日若者しごと館
場　所　ハローワーク尾道会議室
対　象　仕事や就職に関して不安や悩みを持つ若者
内　容　キャリア・コンサルティングや職業適性診断など
※予約してからの来所をお勧めします。

商工課（☎0848−25−7182）

①1／17、24、2／7（火）
　18：00〜19：50
　（尾道）
②1／25（水）
　17：40〜19：30
　（因島）

◆尾道しごと館（夜間相談）
対　象　仕事をお探しの人、働き方に不安を持つ人（年齢不問）
内　容　キャリア相談や職業適性診断など
①場所　市役所分庁舎（本庁舎向かい）

商工課（☎0848−25−7182）
②場所　因島総合支所

因島総合支所しまおこし課（☎0845−26−6212）

月〜金曜日
8：30〜17：15
（祝日を除く）

◆求人情報コーナー
場　所　因島総合支所 3 階ロビー
内　容　求人情報誌の配布・閲覧、求人情報の閲覧
　　　　（ハローワークインターネットサービス）など
※便利にご利用いただくために、ハローワークでの求職登録をお勧めします。

因島総合支所しまおこし課（☎0845−26−6212）
　　商工課（☎0848−25−7182）

1／25（水）
10：00〜15：00

◆因島一日職業相談会
場　所　因島総合支所 4 階大会議室
内　容　ハローワーク職員による職業相談と職業紹介

ハローワーク尾道（☎0848−23−8609）

開催日時など
詳しくはお問
い合わせくだ
さい。

◆就職支援セミナー
場　所　①ハローワーク尾道（月 3 回）
　　　　②因島総合支所（月 1 回）
内　容　求職活動スタートコース、応募書類作成
　　　　コース、面接対策・実践コースなど

ハローワーク尾道（☎0848−23−8609）
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（　0848-20-0400）

（　0845-27-0800）

（　0848-20-1218）

（　0848-20-7831）

（　0845-27-3800）

（　0848-76-2888）

（　0848-23-2281）

（　0845-24-3715）

時　間
休館日

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日は開館）

時　間
休館日

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）

時　間
休館日

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

時　間
休館日

10：00～18：00
火・水曜日（祝日は開館）

時　間
休館日

9：00～17：30（入館は17：00まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）

時　間
休館日

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

時　間
休館日

10：00～18：00
木曜日

■中札内美術村・小泉淳作美術館コレクション  小泉淳作展
◇開催中、1月29日（日）まで  
観覧料　大人700円、高校・大学生500円、中学生以下無料
■第8回尾道大学美術学科卒業制作展
◇2月10日（金）～19日（日）　観覧料　無料
●美術学科卒業生ギャラリートーク　◇2月11日（祝）11：00～

■常設展Ⅲ
◇開催中、3月31日（土）まで
観覧料　大人 400円、高校生 300円、中学生以下と市内在住の
　　　　70歳以上（※年齢を証明できるものを提示）は無料

■冬の展示「日本の美を中心に」
◇開催中、3月19日（月）まで　
観覧料　一般 700円、高校・大学生 400円、小・中学生 200円（市内小・中学生無料）

■尾道大学大学院美術研究科第6回修了制作展
◇2月10日（金）～19日（日）　　観覧料　無料
●美術研究科修了生ギャラリートーク　◇2月12日（日）14：00～

■「安達春汀　刻字展」
◇開催中、4月8日（日）まで
観覧料　一般700円、中学・高校生500円、小学生以下無料

■2011年度 冬季企画展「龍と宝船」
◇開催中、3月11日（日）まで
観覧料　大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料

■本因坊秀策囲碁記念館の出張展示（囲碁まつり第1回女流秀策杯を記念して）
◇1月13日（金）～2月1日（水）
観覧料　無料
●物産市（広場）◇土曜10：00～14：00（休みの場合もあります。）

時　間
休館日

10：00～17：00（入館は16：30まで）
火曜日（祝日は開館）

■呉清源先生ゆかりの碁盤展示中
観覧料　大人 300円、中学生以下無料

（　0848-37-6555）
時　間
休館日

10：00～18：00（入館は17：30まで）
火曜日（祝日の場合は翌日）

■所蔵品展Ⅱ　
◇開催中、1月29日（日）まで
観覧料　一般200円、共通500円（映画資料館も観覧可）、中学生以下無料

週末のひとときを大画面の映画でお楽しみください

みつぎ映画まつり
上映作品　男はつらいよ 

寅次郎ハイビスカスの花
上 映 日　 1 月21日（土）
上映時間　①10：30〜②13：30〜
場　　所　御調文化会館大ホール
料　　金　一人1,000円（大人・子ども同額）
文化施設課（☎0848−25−4073）
　御調支所住民課（☎0848−76−2111）

日　時　 1月22日（日）
　　　　14：00〜（13：30開場）
場　所　しまなみ交流館
入場料　大人　1,000円
　　　　18歳以下・学生等　500円
出　演　市内の小中学生
　　　　劇団ミラクルワーカーズ
チケット発売所　しまなみ交流館、ベル・カントホー
ル、向島・御調支所、因島市民会館、マスハラ楽
器、大沢レコード、おのみちバス駅前バスセンター、
啓文社福屋ブックセンター・新浜店
しまなみ交流館（☎0848−25−4073）

しまなみ交流館育成事業

ミュージカル
「かよみの島（岩屋物語）」

日　時　 1月23日（月）19：00〜
場　所　しまなみ交流館
　　　　市民ギャラリー
　　　　（入場無料）
演奏者　岡田明子さん［箏］
　　　　占部三竜さん［尺八］
プログラム
　日本のしらべ、鶴の巣籠り
　小さな春、春の海ほか
しまなみ交流館
　（☎0848−25−4073）

市民ギャラリーコンサート

邦楽の夕べ
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弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は1月17日から。先着順）

1日（水）
6日（月）
9日（木）
17日（金）

向島支所
尾道市役所（13：00～15：00）
因島総合支所
尾道市役所（13：00～15：00）

行政相談
国や特殊法人に対する意見、要望
2日（木）
10日（金）
13日（月）
14日（火）

因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所
みつぎいこい会館

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記
8日（水） 因島総合支所

※行政相談委員が対応

※法務局職員が対応

司法書士相談（要予約）
土地・建物の登記（相続、贈与、売買など）、
会社の登記ほか

14日（火）
15日（水）
16日（木）
20日（月）

向島支所
因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所

秘書広報課広報広聴係
（☎0848－25－7395）

申問

人権相談
いじめや体罰、差別、家庭内の問題、
近隣のもめごとなどの人権問題
8日（水）
14日（火）
20日（月）
27日（月）
28日（火）

因島総合支所
みつぎいこい会館
向島支所
尾道市役所
瀬戸田支所

※人権擁護委員が対応

尾道市内の交通事故（12月18日現在）
星キラリ　自転車ピカリ　帰り道

件数 死者 負傷者

平成23年 652 5 796

昨　　 年 652 5 765

県下一斉警戒日 23日（木）

東部ブロック警戒日 27日（月）

2月の交通事故統計情報
（尾道・因島警察署管内）

今月の納税等
納期限＝ 1 ／31（火）

市 　 県 　 民 　 税
国 民 健 康 保 険 料
介　護　保　険　料
後期高齢者医療保険料

場所　本庁市民課、因島総合支所市民生活課
業務　戸籍・住民票・印鑑証明書の発行、

パスポート受取等（※住所変更・パス
ポートの申請等はできません。）

市民課（☎0848−25−7102）
　因島総合支所市民生活課（☎0845−26−6208）

毎週金曜日午後7時まで
戸籍・住民票・印鑑証明書を発行しています

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

尾道大学美術学科
デザインコース4年
上田球乃

あけまして おめでとう ございます

また　新しい年が　やってきました♪

今年も　みなさんにとって

良い年に　なりますように!!

あなたの力を尾道市消防団で
地域のためにいかしてみませんか
　安全で安心して暮らせる、かけがえの
ない私たちのまちづくりに、あなたの参
加を待っています。
消防局警防課消防係（☎0848−55−9122）


