令 和 2 年（ 2 0 2 0 ）

10

No.1069

特集

尾道を愛した作家
林 芙美子

祝ご長寿

10 月号
もくじ
特集
尾道を愛した作家

林芙美子

今年度100歳に到達する２人を
訪問しました。

今年度に市内で100歳以上に
なるのは、9月1日現在で182人
（男性20人、女性162人）
です。
皆さん、おめでとうございます。

3

金永ナラヱさん
＝御調町＝

尾道市の財政状況をお知らせします--------     6

御調町生まれで、38歳のときにご
主人を亡くされてからはお勤めや農
業をしながら、
５人の子を育てました。
元気の秘訣は「明るく朗らかに生
きること」で、
「家族の支えがあっ
て元気に暮らしています。」と、自分
の言葉でしっかりとお話されていま
した。

くらしの窓---------------------------------------------------------- 10

証明発行手数料のキャッシュレス決済開始 他

健康・福祉-------------------------------------------------------- 14
65歳以上の人へインフルエンザ予防接種開始 他

子育て------------------------------------------------------------------ 17

妊婦支援金の申請をお忘れなく／消防車写生大会 他

スポーツ-------------------------------------------------------------- 19

サンフレッチェ広島ファミリーサッカー教室 他

芸術・文化-------------------------------------------------------- 20
和作忌協賛街頭展／尾道の美展 2020 他

情報アラカルト----------------------------------------------- 22
令和3年尾道成人式／駐車場指定管理者募集 他

相談----------------------------------------------------------------------- 30

人の動き［ 9 月29日現在］

※
（ ）
内は前月比。

世帯
64,741世帯 （－47）
人口 男性 65,327人 （－80）
女性 69,421人 （－53）
計

［ 9月29日現在］

令和 2 年広島県
交通安全年間スローガン
あおるより
ゆずるあなたが かっこいい

123件（－53）
147人（－63）
2人 （＋2）
※
（ ）
内は前年比。

今月の表紙

代表電話

尾道市役所
因島総合支所
御調支所
向島支所
瀬戸田支所

2

トピックス－Topics－

今月の納期限

11/2 ㈪

市 県 民 税 ③
国民健康保険料④
介護保険料④
後期高齢者医療保険料④

秋晴れの日曜日、かき氷
が人気の喫茶店に向かって
歩くお2人の傍らに佇む石
碑は、作家・林芙美子がか
つて住んだ場所であること
を伝えています。約100年
前、ここ尾道で過ごした足
跡が身近に残っているもの
の、意外と知らない林芙美
子について、今月の特集で
ご紹介します。

0848-38-9111
0845-22-1311
0848-76-2111
0848-44-0110
0845-27-2211

向東町に生まれ、若い
頃は福 井県で仕事をし
ていましたが、約10年前
に向島に戻り、現在は息
子さん夫婦と同居してい
ます。現在も教会で牧師
をしており、「真面目で
ある」ということを大切
に、日々新しいことを学ぶことに喜びを感じておられるそうです。

134,748人（－133）

市内の交通事故

件 数
負傷者
死 者

岩本正二さん
＝向島町＝

百島支所
浦崎支所
消  防  局
尾道市立市民病院
公立みつぎ総合病院

広報おのみち・令和 2 年10月

0848-73-2701
0848-73-2001
0848-55-9120
0848-47-1155
0848-76-1111

因島総合支所

グランドオープン

因島総合支所庁舎整備事
業がすべて終了し、9月1日、
グランドオープンしました。
昨 年9月から新庁 舎で業
務を開始していましたが、そ
の後も旧庁舎解体、来庁者
駐車場、芝生広場などの整
備を行っていました。
新しく整備した庁舎では、海に面した屋外休憩所や芝生広場など、来
庁した人がゆったりと過ごすことができるようになっています。

■支援事業、新型コロナウイルスに関する情報等に
ついては、市ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ（関連情報まとめ）

■広報おのみち10月号に掲載の行事については、新型コロナウイルス
感染症拡大の状況により、縮小・中止の可能性があります。
事前に主催者にお問い合わせの上、ご参加ください。

36

東京へ、そして流行作家に

尾道では、尾道第二尋常小学校（現在の土堂小学校）に２年遅れで
編入し、卒業後は周囲の支援もあり、尾道高等女学校（現在の尾道東
高等学校）に進学しました。この時期、読書に熱中し、また地元新聞
などに投稿するなど、後の作家としての礎を築いていきました。

5

女学校を卒業した芙美子は、作家か画家になりたいという夢を持ち
一人、尾道から東京に向かいました。様々な職業につきながら貧しく
もたくましく 執 筆 を続け、１９３０（昭 和 ）
年 に 刊 行 し た『 放 浪 記 』が 大 ベス ト セ ラ ー と
なり、一躍流行作家となりました。その後も、
『 浮雲』など数々のヒット作を世に送り出しま
したが、１９５１（昭和 ）年、心臓麻痺のた
めわずか 歳で生涯を閉じました。死の数時
間前まで取材をしており、最後まで作家とし
て駆け抜けた人生でした。
47

26

5

特 集 尾道を愛した作家

林 芙美子

尾道ゆかりの作家、林芙美子にまつわる品々を展示する「おのみち
林芙美子記念館」が、今年 月 日、尾道本通り商店街にリニューア
ルオープンしました。記念館では、自筆原稿や実際に使っていた日用
品、文豪との書簡など、芙美子の息遣いを感じることのできる貴重な
資料が展示されています。
今月の特集では、流行作家として明治・大正・昭和を駆け抜けた
芙美子と、尾道との関わりについて、展示内容を通して紹介します。

文化振興課（☎０８４８ ―２０ ―７５１４）

20

林 芙 美 子は、１９０３（明 治 ）年、九 州の門 司で生まれました。
幼 少 の 頃 か ら 両 親 と 共 に 各 地 を 渡 り 歩 き な が ら 、１９１６（大 正 ）
年、 歳の時に一家で辿り着いた港町尾道に落ち着きました。

放浪と文学の人生

9

多感な少女時代を過ごした尾道

13

3
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「 海が見えた
海が見える
五年振りに見る
尾道の海はなつかしい」

現在、尾道本通り商店街入口に
ある芙美子像にも書かれている
一節は、芙美子の代表作『放浪記』
のものです。
1930（昭和 5）年に刊行された
この作品は、尾道高等女学校を
卒業後に上京し、カフェーの女給
など様々な職業に就きながら執
筆をしていた頃に綴った「歌日記」
を原型とした、芙美子の自叙伝的
小説です。

『放 浪 記 』より

代表作『放浪記 』
に込めた
尾道への
思い

自身の放浪の人生を重ね合わせたとされるこの作品。上の代表的な
一節は、主人公が東京から尾道へ５年振りに帰郷した場面です。汽車の
中で尾道の海へ差し掛かったとき、千光寺の塔や海の向こうのドックの
船などの景色を見て、その懐かしさに思わず涙します。この作品から、芙
美子にとって尾道とは、思い入れのある場所だったことが伺えます。
人気作家となった後も、少女時
代を過ごした尾道へ芙美子はた
びたび帰郷していました。
写真は1931（昭和６）年 4月に
母校の尾道高等女学校で恩師や
旧友と一緒に校門前で撮影した
ものです。
（前列中央が芙美子）

資料からたどる芙美子の足跡
華々しい文化人との交流

▲ 井伏鱒二から芙美子に宛てた手紙。

出版社主催の講演会で仙台に行くので一緒にどうか
という内容で、親しさが伺える。

作家のほかに
画家の道も？
尾道第二尋常小学校時代の恩
師から、作文のほかに図画の才
能も見出されていた芙美子。
1926（大正15）年に描かれた
油彩画『裸婦』などの絵画作品
も残されています。
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日本人初のノーベル文学賞を受賞
した文豪・川端康成とは、手紙のや
りとりや、芙美子が亡くなった時の
葬儀委員長を務めるなど、親しい交
流がありました。
また、福山市出身の作家・井伏鱒
二と頻繁に手紙のやり取りをしてい
たほか、多くの文化人との交流があ
りました。
川端康成と芙美子▶
講演会で訪れた長崎にて。

唯一残る幼少期の旧居
約６年間住んだ尾
道では、芙美子一家
は何度も間借先を変
えていました。市 内
に現存する旧居とし
ては唯一、尋常小学
校・高等女学校在学時に住んでいた建物が「おの
みち林芙美子記念館」奥に残っているほか、うず
しお小路の角には石碑も残されています。

今も息づく芙美子の息吹
あじさいき

おのみち林芙美子顕彰会

命日の 6月28日近くに、芙美子をしのんで開催される
「あじさいき」。30回目を迎える今年は、感染拡大防止の
ため献花だけの開催となりましたが、例年は芙美子の後
輩にあたる土堂小学校の児童・尾道東高等学校の生徒
などによる合唱や『放浪記』の朗読、あじさいの一斉献
花などがにぎやかに行われています。

今年 5月20日、林芙
美子の功績をたたえる
ため、本通り一番街商
店 街 の関 係 者と有 識
者によって設立された
「おのみち林芙美子顕
彰会」。
今年３月に市の文学記念室が閉鎖しましたが、芙美子
にまつわる品々を多くの人に見ていただきたいとの思い
から、そこで展示されていた品々に新たな資料を加え、
リニューアルオープンした「おのみち林芙美子記念館」
での展示・運営の支援を行っています。
これからは、散逸している資料を集めるとともに、新
宿・北九州の芙美子に関する資料館とも連携しながら
研究も進めていく予定です。

VOICE
おのみち林芙美子
顕彰会

山口真一さん

およそ100年前、幼少期を過ごしたここ尾道に、夫の緑敏さん
や姪の福江さんから寄贈いただいた晩年の遺品や自筆原稿など
を展示できて、芙美子さんも喜んでくれると良いなと思います。
青春時代を過ごした尾道という地は、全国の芙美子ファンの
間では垂涎の的です。尾道に住んでいる皆さんや訪れた皆さん
に芙美子さんのことをもっと知ってもらえるよう、多くの人にご
覧になって頂きたいです。

「すべて本物」をコンセプトに、9月20日にリニュー
アルオープンしました。
夫の緑敏さんや姪の福江さんから寄贈いただいた
晩年の遺品や、今回初公開の自筆原稿など、約130点
を展示しています。

施設概要

▶今回、初公開の『九州の思ひ出 』。
幼少期を振り返る作品で、９歳から
貸本屋で本を借りて読んでいたエピ
ソードなど、文筆家としてのベース
が読みとれる。

おのみち
林芙美子記念館

土・日・祝日  13：00～17：00
※新型コロナ対策のため、当面
は入館者数を制限してご案内
します。
おのみち林芙美子記念館
（土堂一丁目11- 2）
一番街商店街、藤原茶舗
（ 0848 -22 - 4815）
入館料は無料ですが、
運営を存 続するため、
樽募 金の協力を
お願いしています。

▲自筆原稿と一緒に初版本も展
示。装丁なども楽しめます。

広報おのみち・令和 2 年10月
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尾 道 市の財政 状 況をお 知らせします
令 和元 年度 決 算（ 見 込 み）

財政課（ 0848 -38 -9323）

※表示未満の端数を四捨五入しているため、金額・構成比は合計値に合致しない場合があります。

一 般 会計 決算（見 込み）
歳入

688億 9987万円 －

歳入

地方譲与税、交付金
（5.0％）
34億6003万円

自主財源
36.1％

使用料、手数料
（1.6％）
11億3543万円

歳出
県支出金
（6.5％）
44億7235万円

市債
（16.7％）
115億2410万円
依存財源
63.9％

地方交付税
（21.4％）
147億6241万円

その他
（5.5％）
37億6732万円

680億 8428万円 ＝

国庫支出金
（14.2％）
97億8508万円

分担金、負担金、財産収入、
寄附金、繰入金、繰越金

歳入は、市税や財産収入は減少しましたが、国県支出
金や合併特例債など地方債の増加の影響もあり、前年度
と比較して61億9969万円増加しています。
自主財源の柱となる市税収入は181億1286万円で、固
定資産税や個人市民税の増加はありましたが、法人市民
税などの減少により、4億3697万円減少しています。

市民の負担とサービスの状況
市民1人当たりの
市税負担額

133,639円
（△1,909円）

市民1人当たりの
サービス額

502,334円
（＋54,160円）

市税のほかに国や県からの補助金などを活用して、行政サービスを実施
しました。
※（
）内は、前年度比。
※令和2年3月末住民基本台帳人口135,536人で計算。
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商工費（2.9％）
19億4981万円

差引

8億1558万円

（前年度比

△5億5159万円）

農林水産業費
（1.6％）
11億1259万円

議会費・労働費・諸支出金
（1.1％）
7億2488万円

災害復旧費（2.9％）
19億8328万円

児童、高齢者、
障害者福祉
などのための経費

消防費（3.8％）
25億5809万円

市税
（26.3％）
181億1286万円
諸収入
（2.7％）
18億8029万円

歳出

福祉や教育、道路整備など市民生活に
直接関係する事業を行う会計です。

民生費
（33.6％）
228億7351万円

土木費（6.5％）
44億3236万円
教育費（8.3％）
56億4493万円
衛生費
（10.4％）
70億9961万円
保健、医療、
環境、ごみの
収集処理などに
使う経費

公債費
（10.5％）
71億7979万円

総務費
（18.4％）
125億2543万円

庁舎管理、防災対策、
交通安全、戸籍、選挙
などの市の事務に
使う経費

事業を行うために
借りたお金の
返済の経費

歳出は、尾道市クリーンセンター整備事業や向東認定
こども園整備事業の減少はありますが、庁舎整備事業な
どの普通建設費が増加したことなどにより、前年度と比
較して 67億 5128万円増加しています。

歳出を性質別に見てみると…
維持補修費、積立金、
貸付金（4.3％）
29億561万円
補助費等（7.5％）
50億7307万円
繰出金
（9.3％）
63億2225万円
物件費
（13.1％）
88億9332万円

扶助費（18.9％）
128億7644万円
その他の
義務的経費
経費
（34.1％） （43.4％）
投資的経費
（22.5％）

普通建設事業費、災害復旧費
（22.5％）153億757万円

人件費
（14.0％）
95億2608万円

公債費
（10.5％）
71億7995万円

令和元年度の予算は主にこのようなことに使われました

新本庁舎整備事業
令和元年度事業費

尾道市クリーンセンター整備事業

53億412万円

令和元年度事業費

高規格救急自動車整備事業（2台）

14億7905万円

令和元年度事業費

私たちのまち"尾道"の財政状況を見てみましょう
基金残高の推移
未償還元金
その他特定目的基金
156.3
減債基金
（118.3）
財政調整基金

（億円）
180.0
160.0
140.0

126.1

100.0

117.8

57.3

60.0
40.0
20.0
0.0

38.0

141.2
（105.2）

750.0
700.0

36.0

48.8

43.4

17.6

17.6

17.6

18.2

51.2

49.1

51.9

53.2

48.2

H27

H28

H29

H30

R元 （年度）

令和元年度末現在

39.3
17.6

市税と地方交付税の推移

190
185
180

地方交付税など

市税
185.5

186.3

185.1
181.1

500.0

H27

H28

H30

令和元年度末現在

R元

（年度）

市債残高 782億503万円

災害復旧事業、庁舎整備事業や尾道市クリーンセンター整備
事業などの事業のための借入により市債残高は前年度より48億
4447万円増加しています。

経常収支比率の推移

（％）
100

95.8

95.5

95.5

H28

H29

H30

97.2

91.4

90

170

168.8

165

167.3

168.5

164.2

160

85
80

155
150

H29

661.5

550.0

95

175

733.6

600.0

181.1

180.9

679.1

716.3

650.0

基金残高 141億1710万円

市は災害や市税収入の減少などに備えて基金を積み立ててい
ます。基金残高は、前年度より11億6402万円減少しています。
※地域振興基金（40億円）のうち、38億円は合併特例債の借入
により積み立てているため、未償還元金を除いた額を実質的
な基金残高として表示しています。
（億円）

782.1

800.0
152.8
（114.8）

51.1

80.0

※普通会計の数値で作成しています。

市債（借入金）残高の推移

（億円）

実質的な基金残金

120.0

38.0

6750万円

H27

令和元年度

H28

H29

市税
地方交付税など

H30

R元 （年度）

181億1286万円
164億1801万円

市税収入は、法人市民税などの減により減少し、地方交付税な
ど（実質的な地方交付税として臨時財政対策債を加えたもの）も
減少しました。

75

H27

令和元年度

R元（年度）

経常収支比率 97.2％

家計でいえば、毎月得られる給料などのうち、食費・光熱水費・
ローンの返済など毎月決まって支払う生活費が占める割合のこと
です。数値が高いほど財政にゆとりがなく硬直化していることを
表します。令和元年度は97.2％で、前年度より1.7ポイント増加し
ました。

用語の説明
普 通 会 計
市
税
地方交付税
臨時財政対策債
市
債

他市との財政比較を行うための統計上の会計。尾道市では、一般会計に港湾事業特別会計、夜間救急診療所事業特別会計を合わせたもの。
市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
自治体の財政状況に応じて交付される国からの財源
国税収入が減少し、普通交付税を配分する財源が不足した場合、その不足分を補うために発行する市債
事業を行うために国や金融機関から借り入れたお金
広報おのみち・令和 2 年10月
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都市計画事業に要する経費と都市計画税

（単位：千円、％）

都市計画
事業費

地方債
償還額

充当一般
財源A

都市計画税は、都市計画事業（街路、公園、下水道、区画整 年度
計
理など）の費用に充てるために負担していただく税金です。
令和元年度は、街路、下水道などの事業と都市計画事業の H29 802,989 595,893 1,398,882
ために借り入れた地方債の償還に充てられました。
H30 851,729 500,194 1,351,923
事業に充当された一般財源に占める都市計画税の割合は、
R 元 989,402 327,181 1,316,583
99.2％となっています。

特別会計 決算（見 込み）
区

うち都市
計画税B

充当率
B／A

1,291,672 1,179,280 91.3
1,186,814 1,150,330 96.9
1,165,404 1,156,642 99.2

特定の事業を行うために一般会計とは別に独立して経理が
行われる会計です。尾道市には10の特別会計があります。

分

歳入額

港湾事業

歳出額

差引額

2億841万円

1億8946万円

1895万円

国民健康保険事業

159億6808万円

158億4245万円

1億2563万円

千光寺山索道事業

4157万円

4157万円

0円

1億3149万円

1億3149万円

0円

6760万円

6760万円

0円

166億7115万円

164億6639万円

2億476万円

介護保険事業（介護サービス事業勘定）

2004万円

2004万円

0円

漁業集落排水事業

2037万円

2037万円

0円

農業集落排水事業

3352万円

3352万円

0円

渡船事業

4562万円

4562万円

0円

23億1151万円

22億6312万円

4839万円

355億1936万円

351億2163万円

3億9773万円

駐車場事業
夜間救急診療所事業
介護保険事業（保険事業勘定）

後期高齢者医療事業
合

計

財政の 健 全 度
健全化判断比率

令和元年度決算に基づく各比率は、
すべて国の基準を下回っており、尾道市の財政はおおむね健全です。

家計に例えると・
・
・
実質赤字比率

世帯主の年間収入に対する
赤字額の割合
世帯主の年間収入に対する

連結実質赤字比率 世帯員全員の赤字額の割合

赤字無し

（赤字無し）

赤字無し

（赤字無し）

6.4%

世帯主の年間収入に対する

実質公債費比率 ローン返済額の割合

(6.4%)

世帯主の年間収入に対する債務

(34.7%)

ているローン残高など）の割合

※●⇒尾道市

標

説

標準財政規模（※1）に対する一般会計等（※2）の赤字の割合

連結実質赤字比率

標準財政規模に対する全会計の赤字の割合

実質公債費比率

標準財政規模に対する公債費（※3）の割合

将 来 負 担 比 率

標準財政規模に対する市が将来負担すべき負債の割合

広報おのみち・令和 2 年10月

［注意］

［危険］

11.61%

20.00%

16.61%

30.00%

25.0%

35.0%

※将来負担比率には財政再生基準はありません。

※
（ ）内は平成30年度

実 質 赤 字 比 率

資金不足比率
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解

財政再生基準

350.0％

34.5%

将来負担比率 （将来的に負担することが決まっ

指

［安全］

早期健全化基準

※1

地方公共団体が標準的な行政サービスを提供す
るために必要な一般財源（使い道の決まってい
ない財源）の大きさ。
※2 一般会計に港湾事業・夜間救急診療所事業特別
会計を加えたもの。
※3 地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金。

公営企業ごとの収入に対する赤字額の割合です。尾道市は、
すべての公営企業で、赤字は発生していません。
今後も、引き続き持続可能な財政運営に努めていきます。

企業会計 決算（見 込み）
水道事業
上下水道局庶務課（

事業で得られる収入で支出をまかなう会計です。
水道・下水道・病院の3つの会計があります。

下水道事業

0848 - 37- 8701）

上下水道局庶務課（

【収益的収支】
事業収益では、平成30年度の豪雨災害に起因した給水収益の大幅な
減少から、幾分回復がみられたことなどにより、718万 3 千円（0.2％）の
増収となりました。一方、事業費用では、人件費及び受水費の増加がある
ものの、災害による特別損失の皆減などにより、587万4千円（0.2％）
の費用減となり、収支差引2億6705万 7千円の純利益を計上しました。
【主な建設改良事業】
老朽化した管・施設の更新により耐震化を行い、持続可能で健全な
水道事業経営に努めました。
今後、給水収益の増加を期待することが難しい状況にありますが、
尾道市水道事業ビジョンやアセットマネジメントを基軸として、中長期
的展望を視野に入れた持続可能な水道事業の構築を図りつつ、安全
で良質な水の安定供給に努めていきます。
損益計算書 H31.4.1〜R2.3.31
費用の部
科目
金額
職員 給与費
458,718
物
件
費
569,291
受
水
費
1,500,911
支 払 利 息
86,019
そ
の
他
981,546
特 別 損 失
130
当年度 純利益
267,057
合 計
3,863,672
貸借対照表 R2.3.31現在
借方（資産の部）
科目
金額
有形固定 資 産
24,594,378
無形固定資産
2,571
流 動 資 産
3,457,942

合

計

28,054,891

病院事業

（単位：千円）

収益の部

科目
水道料金収 入
受託工事収益
受託管理収益
そ
の
他
特 別 利 益
合

計

金額
3,337,250
3,121
125,685
397,610
6

3,863,672
（単位：千円）

貸方（負債資本の部）
科目
金額
固 定 負 債
4,991,452
流 動 負 債
764,384
繰 延 収 益
4,863,090
資
本
金
11,943,906
資本剰余 金
632,971
利益剰余金
4,859,088
減債積立金
860,000
建設改良積立金
3,420,000
当年度未処分
579,088
利益剰余金
合 計
28,054,891

市民病院経営企画課（

0848 - 37- 8701）

【収益的収支】
収支差引は 2 億231万 8 千円の純損失を計上しました。これは、地
方公営企業法の適用初年度のため、退職給付引当金などの特別損失
が主な要因であり、次年度以降は利益を見込んでいます。
【主な建設改良事業】
汚水処理構想や公共下水道事業経営戦略に沿い、管渠築造工事や
浸水対策として、高西東新涯ポンプ場建設工事などを行いました。
今後は、管渠整備による普及地区の拡大が期待できるものの人口減
少に伴う使用料収益の確保が厳しい状況の中、老朽化した施設や管
渠の更新による資金需要の増大が見込まれます。
持続可能で強靭な下水道事業の構築を図るため、水洗化率の向上
により収益の確保を図るとともに、投資事業の平準化・合理化など
計画的な施設更新に向けたストックマネジメントによる計画策定に
取り組むなど、コスト意識を持ちながら、効率的な経営に努めていき
ます。
損益計算書 H31.4.1〜R2.3.31
費用の部
科目
金額
職員 給与費
84,786
物
件
費
510,737
支 払 利 息
143,285
そ
の
他
954,104
特 別 損 失
219,215
当年度 純利益
△ 202,318
合 計
1,709,809
貸借対照表 R2.3.31現在
借方（資産の部）
科目
金額
有形固定 資 産
27,203,037
無形固定資産
2,780
流 動 資 産
971,107

合

計

28,176,924

（単位：千円）

収益の部

科目
下水道料金収入
雨水処理負担金
受託事業収益
そ
の
他
特 別 利 益
合

計

1,709,809
（単位：千円）

貸方（負債資本の部）
科目
金額
固 定 負 債
10,091,790
流 動 負 債
1,519,142
繰 延 収 益
14,007,611
資
本
金
924,351
資本剰余 金
1,836,348
利益剰余金
△ 202,318
当年度未処分
△ 202,318
利益剰余金
合 計
28,176,924

0848 - 47-1155 ㈹）
、公立みつぎ総合病院経営企画課（

損益計算書 H31.4.1〜R2.3.31
【収益的収支】
市民病院は、
その他特別利益を含め事業収益71億4,144万2千円に対し、
費用の部
科目
金額
事業費用71億4,916万 7千円で、差引772万4千円の損失が生じました。
職員 給与費
8,266,026
公立みつぎ総合病院は、事業収益 64億1,779万2千円に対し、事業費
物
件
費
1,960,671
用65億1,758万1千円で、9,978万９千円の損失が生じました。
支 払 利 息
68,104
【主な建設改良事業】
そ
の
他
3,354,898
市民病院：最新鋭の３次元画像処理用ワークステーションの導入、フルハ
特 別 損 失
17,048
イビジョン内視鏡システムや全自動血液凝固分析装置等の各種医療機
当年度
純利益
107,513
△
器や検査機器の充実
合 計
13,559,234
公立みつぎ総合病院：病院空調・熱源設備他改修工事、CT装置やMRI
装置などの各種医療機器や検査機器の充実
貸借対照表 R2.3.31現在
この他にも、市民病院では地域の医療機関と連携し、医師を中心とし
借方（資産の部）
た多職種協働によるチーム医療を実践し、安全で質の高い医療の提供に
科目
金額
努めました。瀬戸田診療所では、これまで同様に地域で求められる医療
有形固定 資 産
12,740,395
の提供に努めました。また、災害への備えとして受水槽の設置工事を行い
無形固定資産
1,970
ました。
投
資
298,371
公立みつぎ総合病院では、地域包括ケアシステムの構築により、救急
流 動 資 産
6,512,022
医療や疾病の治療から地域住民の健康づくり、介護予防、リハビリテー
ション、在宅ケア、さらに介護・福祉までのシームレスなサービスを提供し
てきました。
地域における新たな役割が求められる中で、平成29年３月に策定した
新公立病院改革プランを基本としながら、医療提供体制の充実と経営の
効率化を図るとともに、引き続き医師確保に努め、地域に必要な医療を
合 計
19,552,758
安定的かつ継続的に提供できるよう取り組んでまいります。

金額
358,859
263,245
199,679
888,026
0

0848 -76 -1111㈹）
（単位：千円）

収益の部

科目
入 院 収 益
外 来 収 益
その他医業収益
そ
の
他
特 別 利 益
合

計

金額
7,198,668
2,536,136
3,056,501
762,769
5,160

13,559,234
（単位：千円）

貸方（負債資本の部）
科目
金額
固 定 負 債
7,270,928
流 動 負 債
2,395,936
繰 延 収 益
1,495,206
資
本
金
8,399,181
資本剰余 金
212,465
利益剰余金
△ 220,958
減債積立金
438,000
建設改良積立金
100,000
当年度未処分
利益剰余金
合

計

△ 758,958
19,552,758

広報おのみち・令和 2 年10月
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くらしの窓
「チーム尾道がんばろう応援
商品券」をお届けしています

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

8月28日時点で尾道市の住民基本
台帳に登録されている人を対象に、
9月24日から順次、ゆうパックで世帯
主の住所あてに世帯人数分の商品券
をお届けしています。
お受け取りの際には配達証に印鑑
かサインが必要ですので、配達時に不
在の場合は、不在票を投函しています。
対象の人で10月15日を過ぎても不
在票や商品券が届かない場合はお問
い合わせください。
専用ホームページでは、使用店舗
の情報を日々更新しています。
おのみち地域振興商品券市民向け
専用ダイヤル（ 0120 - 056 -178
／平日10：00〜17：00）
https：//team-onomichi.jp

市からのお知らせ

市役所本庁舎
新しい駐車場が完成しました
本庁舎西側に新たに平面駐車場が完成しました。市役所やその周辺に
お越しの際は、地下駐車場とあわせてご利用ください。
また、久保駐車場（立体駐車場）は、9月末をもって閉鎖しました。跡地は
平面駐車場として今年度末までに整備する計画です。
名

称

市庁舎駐車場（平面）

営業時間

24時間

8：15〜21：30

収容台数

87台

56台

料

入庫から30分まで･････････････････無料
30分から1時間30分まで･････････210円
その後20分ごと･･･････････････････70円
24時間の最大料金･････････････････2,510円

金

ଡ଼
লোઠ

子どもの看護・介護休暇が時間
単位で取得できるようになります
育児・介護休業法施行規則等が改
正され、令和３年１月１日から、就学
前の子どもの看護・親の介護のため
仕事を休む際、休暇を時間単位で取
得できるようになりました。
広島労働局雇用環境・均等室
（ 082-221-9247）

国勢調査の回答は
お済みですか

持参物
締切
電子メール
ホームページ

10月１日から調査員が、皆さんのお
宅にお配りした調査票の回収に伺っ
ています。国勢調査は、少子高齢化
社会にある日本の未来を描く上で欠
くことのできないデータを得るもので
す。回答がお済みでない場
合は、回答をお願いしま
す。また、調査票が届いて
いない場 合は、市までお
問い合わせください。

10

国勢調査員を装った不審な訪問者や、
不審な電話・電子メールなどにご注意
ください。国勢調査員は、
「国勢調査員
証」
・
「腕章」を身につけています。不審
に思った場合には、回答しないで、市
までお問い合わせください。

政策企画課（ 0848 -38 -9194）
広報おのみち・令和 2 年10月

地下駐車場
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▲ 本庁舎から見た平面駐車場
（写真奥が旧久保駐車場）

総務課（ 0848 -38 -9332）

証明発行手数料のキャッシュレス決済が
始まりました
10月１日から、市民課と収納
課でキャッシュレス決済を開始
しました。住民票や戸籍謄本、
その他税証明等の発行に係る
手数料の支払いに利用できま
す。
（税金や保険料は納付でき
ません。
）
素早く支払いが完了し、新型
コロナウイルス感染 症 拡大防
止対策にも効果的です。
※現在、VISA、MASTER、銀
聯、電子マネー（QUICPayを
除く）が利用可能です。その他
の決済は順次拡大予定です。
収納課
（ 0848 -38 - 9172）

▲ 対応する決済一覧

日曜にも受け取れますマイナンバーカード

金曜は午後7時まで市民課
関係窓口を時間延長します

マイナンバーカード（個人番号カード）の交付案内が届いた人
10月25日 ㈰ 8：30〜12：00  ※次回は11月29日㈰です。
本庁市民課のみ ※市民課以外の各支
所が交付場所になっている人は、10月
21日㈬までにご連絡ください。
・マイナンバーカード交付通知書兼照会書（交付案内に同封）
・本人確認書類（交付案内参照）・通知カード（回収します）
・住民基本台帳カード（回収します・お持ちの人のみ）
市民課（ 0848 -38 - 9102）

本庁市民課、因島総合支所市民生活課
戸籍、住民票、印鑑・所得証明書の発行、パスポートの受け取りなど
※住所変更、パスポートの申請はできません。
市民課（ 0848 -38 -9102）
因島総合支所市民生活課（ 0845 -26 - 6208）
※所得に関する証明については、事前に担当課へご確認ください。
収納課（ 0848 -38 -9172）
因島瀬戸田市民税係（ 0845 -26 - 6227）

新型コロナの影響により収入が減少した人の保険料を減免します

御調清掃センター

8：30〜11：00

尾道市クリーンセンター

25日㈰

南部清掃事務所

8：30〜12：00

11月3日「文化の日」のごみ収集

スポーツ

24日㈯

尾道市クリーンセンター （☎0848-48-2900）
衛生施設センター【持込】
・清掃事務所【収集】
南部清掃事務所
（☎0845-24-0432）
南部清掃事務所瀬戸田分所 （☎0845-27-0454）

子育て

10月の「休日」のごみ持込受付 ※対象は家庭ごみ。

健康・福祉

【尾 道・御 調・向 島 地 区】
〜10月30日は
「食品ロス削減の日」です〜 【因島地区（原・洲江含む）】
【 瀬 戸 田 地 区】

くらしの窓

新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維持 ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以
外の令和元（平成31）年の所得の合計額が400万円
者が次の要件を満たす場合、保険料（国民健康保険料・
以下であること。
介護保険料・後期高齢者医療保険料）を免除・一部減
・国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の減免は、
免します。該当と思われる人はお問い合わせください。
令和元（平成31）年の合計所得金額が1000万円以下
①死亡、重篤な疾病を負った人
②収入が減少し、次のすべてに該当する人
であること。
・令 和２年の事業収入等（事業収入・不動産収入・山 ※新型コロナの影響でない転職・退職による収入減や、
林収入か給与収入）のいずれかの減少額（保険金、
非自発的失業者に該当する場合（国保のみ）
は対象外。
損害賠償等により補填されるべき金額を控除した
市ホームページ掲載の減免申請書類に記入し、原則
額）が令和元（平成31）年の当該事業収入等の額の
郵送で提出
10分の３以上であること。
市民税課（ 0848 -38 - 9145）

火・金曜が「もやせるごみの収集地域」のみ
収集します。
※もやせるごみ以外の収集はお休みです。

芸術・文化

瀬戸田名荷埋立処分地
※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは休日の持込受付
はありません。

休日のごみ持込が大変混雑しています

イスの布カバー張り替え教室
100円

1人

イス・布・スポンジ

10／21㈬
EMボカシ・EM活性液講習会
13：30〜14：30
2人
米のとぎ汁（活性液）
11／ 5㈭
ダンボールコンポスト講習会
13：30〜15：00
600円
2人
ダンボール2個

11月の出張販売

11／11 ㈬ 10：30〜14：00 瀬戸田市民会館前駐車場
11／13 ㈮ 10：00〜14：00 道の駅クロスロードみつぎ
11／14 ㈯ 10：00〜14：00 市民センターむかいしま

談

10／18㈰
13：30〜

（ 0848 - 48 - 2212）
10：00〜16：30／月・祝日休館

相

環境資源リサイクルセンター

情報アラカルト

・平日に持込できる人は、平日にお願いします。
・事前に分別をし、車から下ろしやすい状態にして持ち込んで
ください。

https：//www.facebook.com/onomichi.recycle

広報おのみち・令和 2 年10月
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10月は

浄化槽月間です
浄 化 槽 ま め 知 識

公共下水道

（集落排水等含む）

合併処理
浄化槽

単独処理
浄化槽

汲み取り便槽

あなたのおうちはどれ？

トイレから流れ出た汚水を処理する方法として、公共下水道、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽、汲み取り

便槽の４つの方法があります。お宅の処理方法がどれにあたるかご存知ですか？

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

… し尿

… 生活雑排水（台所やお風呂、洗濯などで使用した汚水）

浄化槽とは

汚れた水を微生物の
働きによって浄 化し
消 毒して、きれい な
水を川や海に放流す
るための装置です。

河川などの公共用水域

環境にやさしい「合併処理浄化槽」への転換が未来の地球環境を守ることになります。
市では、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する人のために「補助金制度」を設けています。
条件により異なりますが、例えば単独処理浄化槽からの転換の場合には582,000円〜が補助されます。この機会に
自宅の排水処理の方法を調べてみましょう。
※補助金制度は様々な条件がありますので、詳しくはご相談ください。

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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浄化槽の維持管理
浄化槽は生き物です。浄化槽の中に住む微生物の働きを守るため、定期的な維持管理が必要になります。
きれいな水を川や海に還すためにも、維持管理を正しく行いましょう。
保守点検 … 浄化槽の点検、調整や修理、消毒剤の補充のことです。
法律で定められた必要な回数を実施しなくてはいけません。
（一般家庭だと少なくとも年３回以上です。回数は浄化槽の種類によって異なります。）
清

掃 … 浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機械類の清掃のことです。
（一般家庭だと少なくとも年1回以上です。回数は浄化槽の種類によって異なります。）

法定検査 … 保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。保守点検が適正に行われ、
浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査で、毎年1回受けなければいけません。
法定検査は県知事が指定した検査機関が実施しています。
①外観検査 ②水質検査 ③書類審査

浄化槽を使用される皆さんには、浄化槽を正常に機能させるために「保守点検」
・
「清掃」
・
「法定検査」の3つが義務付けられています。地域の水環境を守るため維持管理を正しく行いましょう。
上下水道局下水道課（ 0848 -29 -7010）
広報おのみち・令和 2 年10月

令和元年度

個人情報保護と情報公開の運用状況
個人情報保護制度

情報公開制度

この制度は、個人情報を適正に取り扱い、個人情報
を保護することによって、基本的人権を守ることを目的
として運用しています｡

この制度は、市民の皆さんの公文書の閲覧などを請
求する権利を保障することによって、情報の共有化を図
り、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市
民参加による公正で民主的な市政を一層推進すること
を目的としています｡

個人情報ファイル届出の状況

尾道市個人情報保護条例では、実施機関が個
人情報の保管に当たり、新たに個人情報ファイル
を作成又は変更しようとするときは、市長に届け
出ることとしています｡

実施機関 件 数 実施機関 件 数 実施機関 件 数
1,620 公平委員会

教育委員会

監査委員

362 農業委員会

66

固定資産評価
審査委員会

1

3 水道事業

47

32

488

消防長

83

議会

13

公立大学法人
尾道市立大学

61

合計

2,778

令和2年3月31日現在

外部提供

304

67

単位：件

7

不存在

取下げ

却下

4

0

0

訂正・削除 ･ 中止の請求はありませんでした。

34
288
25
263

区分
非公開
不存在
存否応答拒否
取下げ

0
2
0
0

0
0
0
0

情報コーナー

市庁舎1階ロビーに情報コーナーを設けていま
す。尾道市例規集、市議会の本会議会議録・委
員会会議録、予算書・決算書、市の総合計画な
どの各種計画書、統計おのみち等の統計資料、
パンフレット等の市政に関する資料を備え、閲覧
テーブルで自由に閲覧できます。
総務課（☎0848 -38 - 9333）
広報おのみち・令和 2 年10月

13

談

54

21
143
132
9

単位：件

公開請求
公開申出
（義務的公開） （任意的公開）

相

単位：件

請求件数
公文書件数
公開
部分公開

公開請求
公開申出
（義務的公開） （任意的公開）

情報アラカルト

尾道市個人情報保護条例では、市民の皆さん
に、自分に関する情報の流れをコントロールする
権利を保障するため、自分に関する情報の「開
示･訂正･削除･中止」の請求権を定めています｡
また、個人情報の取扱いに関する苦情の申出や
請求に係る決定に対する不服申立ての権利を保
障しています｡
65

公開請求等と決定の状況
区分

開示請求と決定の状況

請求件数 全部開示 一部開示

公文書は公開を原則としていますが、①法令等
により公開できないもの②個人情報③法人等情
報④公共の安全の確保等に関する情報⑤意思形
成過程等にある情報⑥事務事業の執行に著しい
支障が生じるおそれのある情報⑦国等に関する
情報で事務事業の執行に著しい支障が生じるお
それのある情報などが記録されている公文書は
公開できないことがあります。

芸術・文化

目的外利用

公開できない情報

スポーツ

尾道市個人情報保護条例では、実施機関が保
有個人情報を本来の目的以外に利用すること（目
的外利用）及び実施機関以外に提供すること（外
部提供）を原則的に禁止しています。ただし、本人
の同意がある場合、法令の定めがある場合や公
務執行上の理由により審議会の意見を聴いて市
長が定めた場合は、行うことができることとして
います｡

公開の請求は、閲覧等したい公文書を保有し
ている課の窓口で請求書を提出していただく
ことにより行います。

子育て

目的外利用等の状況

請求の手続

健康・福祉

選挙管理
委員会

2 病院事業

①市内に住所がある人
②市内に事務所などがある法人や団体
③市内にある事務所などに勤務する人
④市内にある学校に通学する人
⑤市に対して納税義務のある人
⑥市が行う事務事業に利害関係のある人
（利害関係事項に関する公文書に限ります。）

くらしの窓

市長

公開の請求ができる人

健康・福祉
自死遺族の分かち合いの集い

元気はつらつ!!
健康づくりセミナー

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

脂質異常症の予防・改善のコツを
大切な人を自死で亡くされた人が、
普段は言えないことを話せる、分かち お伝えします。
合いの集いです。
【運動編】
※秘密は厳守します。
11月16日㈪ 13：30〜15：30
※治療や指導は行いません。
みつぎいきいきセンター
10月25日㈰ 14：00〜16：00
医師の講義と、健康運動指導士に
antenna Coffee House
よる運動実技
（東土堂町11- 3）
筆記用具、飲み物、屋内用シュー
ご家族・親戚を自死で亡くした人
ズ、運動のできる服装
300円
【栄養・歯科編】
antenna Coffee House
12月２日㈬ 10：00〜12：30
（ 0848 -22-2080）
御調保健福祉センター
調理実習・講義
調理実習代（300円）
、エプロン、三
尾道市献血推進協議会
献血 （☎0848 -24 -1177）
角巾、お米1合
日 時
場 所
市内在住で概ね40歳以上の人
10／ 21㈬ 9：30〜12：45
10人 ※なるべく２回とも参加できる人。
瀬戸田体育館
14：00〜18：00
11月９日㈪
※骨髄バンクドナー登録会も開催。複数回献血クラブ
御調保健福祉センター
「ラブラッド」会員に限り、予約受付します。
（
0848 -76 -2235）
https：//www.kenketsu.jp/Login

シルバーリハビリ体操2級指導士
（22期生）養成講習会受講者募集
11月17日㈫・19日㈭・24日㈫・
27日㈮、12月1日㈫・4日㈮
10：00〜16：00（6日間）
御調町市公民館
次のすべての項目に該当する人
①尾道市民で概ね60歳以上の人
②常勤の職についていない人
③体操指導士として地域でボランティ
ア活動ができる人
20人
講師 医師、理学療法士、シルバー
リハビリ体操１級指導士 ほか
筆記用具、昼食
高齢者福祉課、健康推進課、各支
所などにある申込書を持参か郵送、
FAXで
10月30日㈮
高齢者福祉課
（ 0848- 38- 9137・
0848- 37- 7260）

健康相談など

持参物
締切
電子メール
ホームページ

■因島総合支所
11月19日㈭ 13：00〜16：00
健診結果説明、健康相談
（保健師）
、 担当 精神保健福祉士
栄養相談（栄養士）など
因島総合支所健康推進課
■三庄公民館
（ 0845-22-0123）
10月23日㈮ 13：30〜14：30
●こころの相談
■中庄公民館
（前日までに申込／ 2人）
11月 ５ 日㈭ 13：30〜14：30
こころの悩みのある人かその家族
因島総合支所健康推進課
■御調保健福祉センター
（ 0845 -22-0123）
10月28日㈬ 13：30〜15：30
担当 公認心理師、保健師
こころの相談
御調保健福祉センター
●こころの健康・ひきこもり相談
（ 0848- 76- 2235）
（前日までに申込／ 2人）
こころの悩みのある人か家族、また
成人集団健診（追加実施）
は概ね18歳以上のひきこもり状態
にある人か家族（治療中でない人）
日 時
場 所
申込締切
■総合福祉センター
中国労働衛生協会
12／21㈪
10月29日㈭ 13：30〜16：30
尾道検診所
11 ／6 ㈮
・22㈫
11月10日㈫ 13：00〜16：00
（平原3 -1-1）
担当 臨床心理士・心理士
健康推進課（ 0848 -24 -1962）
健康推進課（ 0848-24-1962）
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成人健康相談

広報おのみち・令和 2 年10月

東部保健所での相談（要申込）

●アレルギー疾患相談
10月20日㈫・11月17日㈫
13：30〜15：30
生活・栄養相談（子どもの相談は
母子健康手帳持参）
●精神保健福祉相談（精神科医師
による相談）
10月21日㈬ 13：30〜15：30  
広島県尾道庁舎
11月18日㈬ 13：30〜15：30  
世羅保健福祉センター
●B型・C型肝炎ウイルス検査
※要予約。
11月５日㈭
10月30日㈮
●HIV抗原抗体検査・梅毒検査
11月５日㈭  ※匿名予約可。
広島県東部保健所保健課
（ 0848 -25 -2011）

接種期間

インフルエンザ予防接種
接種時期のお願い

65歳以上の人へ

10/1〜1/31

インフルエンザ予防接種が
始まります

インフルエンザ予防接種を希望する
人は、なるべく次の時期に接種を受け
てください。
■ 65歳以上、60〜6 4歳で 慢性高度
心・腎・呼 吸 器 機 能 不全 者 等 の人
→10月1日から、お早めに接種を受け
てください。
■それ以外の人→10月26日以降に接種
を受けるようご協力をお願いします。
健康推進課（ 0848 -24 -1961）

１人１回1,500円で接種を受けられます。医療機関へ直接予約し、接種
を受けてください。
尾道市に住民票がある、65歳以上の人 ※60〜64歳の人でも、心臓・腎臓・
呼吸器・免疫機能に障害があり、医師の証明がある人は接種できます。
実施場所 市内の医療機関
1,500円（１人１回のみ）
※市外・県外で接種を希望する人は、事前に連絡してください。
市民税非課税世帯・生活保護世帯の人は無料で接種が受けられます。
事前に窓口で申請し、無料券の交付を受けてください。
  ※郵送での交付
も受け付けます。詳しくはお問い合わせください。
（電話での申請は不可）
印鑑、本人確認できるもの、委任状（同一世帯以外の人が申請の場合のみ）
健康推進課、因島総合支所健康推進課、瀬戸田福祉保健センター、御調
保健福祉センター、各支所（御調を除く）
、市役所本庁 1階（10 〜11月
8：30〜12：00、13：00〜17：15）
※
「被保護者証明書」
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定
証」
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの人は申請不要です。各認
定証を医療機関の窓口に提示すれば、無料で接種が受けられます。

くすりの副作用が出たら
お知らせください
ピー エム ディー エー

ウォーキングで体脂肪燃焼効果が

子育て

87 出やすい速度にチャレンジ！

健康・福祉

健康推進課（ 0848 -24 -1961）

くらしの窓

（独）医薬品医療機器総合機構
（PMDA）
では、患者やその家族から、医薬品副作
用の報告を受け付けています。
医薬品による副作用が疑われる症例
についての情報を、医薬品の安全対策
に活用しています。
くすりの副作用が出たらPMDAにお
知らせください。
PMDA薬相談窓口
（ 03 -3506 - 9457）

❶「ややきつい」ペース（笑顔が保てるペース）

最大心拍数の40〜60％ペース

芸術・文化

❷

スポーツ

「ややきついペース」にチャレンジするには・・・
歩幅を普段より１足広めにし、肘を後ろに意識して振る
きつくなったら、ゆっくり歩き、また楽になったら、ややきついペースでチャレンジ

心拍数（脈拍数）の測り方
手首内側の親指側に、人差し指・中指・薬指の3本を軽く当て
１分間の脈拍数を数える

あなたの

②目標心拍数を求める
目標心拍数

＝ 最大心拍数 × 0.4〜0.6

60歳の私の場合
はどうなる？

情報アラカルト

①最大心拍数を求める
目標
（もうこれ以上強い運動はできない限界の脈拍数）
心拍数は？
最大心拍数
220
年 齢
−
＝

最大心拍数220−60 ＝160
目標心拍数160×0.6＝96
答１分間に96回

相

効果を出すには1日30 〜40分がお勧めです。

※持病のある人は主治医にご相談ください
※個人差がありますので、無理せず、少しずつ取り組んでください

談

細切れに歩いても一定の効果が期待できます。
10分を3回に分けて歩いても、まとめて30分歩くのと同じ効果が期待できます。
まずは10分からチャレンジしてみてください。

健康推進課（ 0848 -24 -1962）
広報おのみち・令和 2 年10月
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17 禁煙をしてみませんか？

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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市民病院では、毎週水曜の午後、予約制で禁煙外来を
行っています。
禁煙治療は2006年からは保険適用の対象にもなって
おり、禁煙外来では「ニコチン依存症」治療として、禁煙
治療に精通した医師や専任の看護師が担当しています。
喫煙は肺気腫、肺がんなど呼吸器疾患のリスクを高
め、脳梗塞、心筋梗塞、動脈硬化などの誘因になり、また
メタボリックシンドローム、歯周病などと関連していると
されているだけでなく、2020年４月１日からは、健康増
進法の一部改正によって多くの施設で屋内が原則禁煙と
なり、喫煙の防止に対する社会の要望がより一層高まっ
ています。今回は、市民病院で行っている禁煙治療につ
いて紹介します。

■禁煙外来にかかる期間

健康保険を使った禁煙治療では、12週間（約３カ月）で
計５回の治療を行います。

■保険診療の条件

初回の診察で、次の4つの条件にすべてあてはまれば、
健康保険を使って禁煙治療が受けられます。

医師会
だより #24

地

■必要な費用

治療には貼り薬（ニコチネルTTS）
、飲み薬（チャンピッ
クス）の２種類のうち、いずれかを使います。
５回分の診療費の目安は、概ね次の通りです。
（禁煙外
来の診察代・処方箋代・処方薬代を含む）
貼り薬

（ニコチネルTTS）

飲み薬

（チャンピックス）

３割負担

１割負担

自費（全額負担）

約13,000円

約4,300円

約43,000円

約19,000円

約6,300円

約63,000円

■禁煙支援

禁煙を達成するまで、3カ月間にわたり
禁煙支援を行います。ゴールは禁煙を達
成した証に、
「卒煙証」をお渡しします。
尾道市立市民病院（

0848- 47-1155㈹）

尾道の地域医療に
力を貸していただけませんか

域医療とは、地域住民が安心して暮らすこと
ができるよう、地域住民の健康を支える医療体制の
ことです。高齢化社会をむかえて、現在も、そして
これからも尾道は医療介護を必要とする人は年々増
え続けていきます。これからもどんどん地域医療を
充実させていく必要がありますが、医療介護体制を
充実させるには人手がいります。そこで、その地域
医療体制を支える担い手の一人として、参加してくだ
さる人を求めています。
尾道には尾道准看護学院があります
尾道准看護学院は大正6 年創立。100年以上の歴
史を誇る尾道市医師会立の学校です。今までも多く
の准看護師を輩出してきました。そして尾道の地域
医療に貢献してくださいました。准看護師が看護職
として果たす役割は大きく、特に尾道のような地方に
おいては准看護師なくしては地域医療を支えること
はできないとも言えます。この学校で、2年間勉強し
て准看護師の資格を取りませんか。そして尾道の医
療機関や施設などで働きませんか。ここ数年、尾道

広報おのみち・令和 2 年10月

①ただちに禁煙しようと考えている。
②ニコチン依存症のスクリーニングテストが５点以上。
③ブリンクマン指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が200以上。
④ 禁煙治療を受けることを文書により同意していること。

准看護学院はいったん社会に出て他の仕事をしてか
らの入学生が増えています。昨年は67歳で卒業され
た人がおられます。つまり65歳で入学されたのです。
いくつになっても新しいことにチャレンジし、かつそ
のことで周りの人の役に立てる。そして周囲の人も自
分自身も元気になることが出来ます。さらに経済的
な安定も得られます。
今、新型コロナの影響で、いろんなことが見通しが
難しくなっています。しかし今後も少子高齢化はどん
どん進む可能性があります。これからは年代にかか
わらず、お互いにできることをし合い、支えあって生
活していかなくてはなりません。年齢、性別に関係な
く、やる気と奉仕の心を持った人、尾道准看護学院
で待ってます。2 年間がんばりましょう。資格を取っ
て、ぜひ私たちと一緒に働きましょう。よろしくお願い
します。
得本医院

吉田真里先生

■次回は広報おのみち6月号に掲載予定です。

子育て
妊婦支援金の
申請をお忘れなく

満１歳〜小学６年生のお子さんへ

新型コロナウイルス感染症予防対
策に留意して過ごしている妊娠中の人
への応援支援金の申請期限が近づき
ました。個別にご案内した人で、申請
がまだの人は、申請書を至急ご提出
ください。
10月31日㈯  ※消印有効。
※窓口提出は、10月30日㈮まで。
健康推進課（ 0848 -24 -1960）

子どもインフルエンザ予防接種費用助成に係る委任状兼報告書、差額
の接種料金、母子健康手帳、保険証など本人確認書類
令和３年１月31日㈰
健康推進課（ 0848 -24 -1960）

所

総合福祉センター

日

健康推進課
（
因島総合支所健康推進課（
御調保健福祉センター （

健診名

程

10月21日㈬・22日㈭
3歳児健診

瀬戸田福祉保健センター 10月30日㈮
11月11日㈬・12日㈭

因島総合福祉保健センター 10月22日㈭
瀬戸田福祉保健センター 10月30日㈮

場

所

日

程

御調保健福祉センター 11月 ５ 日㈭
瀬戸田福祉保健センター 10月30日㈮

※対象者には個別通知します。健診日の1週間前までに通知が届
かない場合は、ご連絡ください。なるべく住所地区のセンターで
受診してください。年間日程・対象者については市ホームページ
をご覧ください。

子育て

御調保健福祉センター 11月 ５ 日㈭

0848-24-1960
0848-24-1966）
0845-22-0123）
0848-76-2235）

場

所

13：20〜15：30

いんのしま
子育て支援センター

10月29日㈭

9 ：45〜10：30

瀬戸田
福祉保健センター

11月12日㈭

9 ：10〜 9 ：30

10月20日㈫

13：10〜13：20
（14：10まで）

10月20日㈫
27日㈫
11月10日㈫
17日㈫

13：30〜
14：30〜
15：30〜

総合福祉センター
※電話相談へ変更の
可能性あり

総合福祉センター
因島総合福祉
保健センター

母子健康手帳
総合福祉センター
の交付（要予約）

13：00〜
12月２日㈬
10月25日㈰

9 ：00〜12：00

考

0〜12カ月の児

概ね1歳までの児

12月１日㈫

備

身体計測、育児・栄養相談、
ふれあい遊び
母子健康手帳、バスタオ
ル

乳児の家族
８人程度

離乳食の進め方の話、
デモンストレーション
母子健康手帳、筆記用具、
マスク

市内在住の妊婦か、出産後概ね
１年６カ月までの人
3人 ※個別相談。
※相談利用は１人２回まで。

母乳や卒乳についての相談
母子健康手帳、タオル 2～
3枚、ミルクや哺乳びんな
ど赤ちゃんに必要なもの

平成28年3月〜４月１日生まれ
で発達など気になることがあ
10／30㈮
る児
平成28年2月〜４月１日生まれ
で発達など気になることがあ
10／30㈮
る児
母子健康手帳交付対象者

通っている市 内 保 育 所・
幼稚園（市内保育所等に
通っていない人は健康推
進課へ）

談

5歳児相談
（要予約）

因島総合福祉
保健センター

象

相

11月16日㈪

対

情報アラカルト

母乳相談
（要予約）

受付時間

芸術・文化

離乳食講習会
（要予約）

程

9 ：20〜11
：30

総合福祉センター
乳児健康相談
（要予約）

日

10月19日㈪

スポーツ

相談・講習会
行事名

健康・福祉

場

総合福祉センター
1歳6カ月児健診

助 成 額 1人1,000円（２回まで）
実施場所 尾道市・松永沼隈地区（一部）の医療機関

くらしの窓

4カ月児健診

接種費用を助成します。窓口・ホームページにある「委任状兼報告書」を
持参し、医療機関で接種を受けてください。10月26日以降に接種を受ける
よう、ご協力をお願いします。
接種日に尾道市に住民票がある、満１歳〜小学６年生までの子ども

【尾道地域（向島を含む）】
【 因 島・瀬 戸 田 地 域 】
【 御
調
地
域 】

乳幼児健診
健診名

インフルエンザ予防接種費用を助成します

妊娠届出書、本人確認でき
るもの

広報おのみち・令和 2 年10月
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おのみち

子育て支援センター

人権文化センター2階
月～金曜9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

☎0848-37-2409

タッチケア
赤ちゃんに触れながら絆を深めよう
11月10日（火）
10：00〜11：30
概ね2〜6カ月の子と保護者
10組
講師 沖村暁美さん
11／4（水）
13：30〜

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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親子であそぼう
てくてくクラブ
11月6日（金）
10：00〜11：30

概ね1歳半〜3歳の子と保護者
10組
10／30（金）
13：30〜

親子であそぼう
はいはいクラブ
11月19日（木）
10：00〜11：30
概ね7カ月〜1歳半の子と
保護者
10組
11／12（木）
13：30〜

リトミック
音をつかってあそぼう
11月26日（木）
10：00〜11：30

子育て支援センター
「はっぴぃ」

旧東生口幼稚園
月・火・水・金・第3土曜9：00～16：00
（第 3 土曜前日の金曜、祝日、年末年始を除く）

☎0845-28-1345

助産師さんの子育て相談
11月16日（月）10：00〜11：30

妊婦・未就学児の保護者
5組程度
講師 吉葊朱美さん（助産師）
10／17（土）〜

向島

子育て支援センター
「はぐ」

旧向東支所内
火・水・金・第3土曜9：00～16：00
（第 3 土曜前日の金曜、祝日、年末年始を除く）

☎0848-45-1305

赤ちゃんからのわらべうた
11月13日（金）
10：30〜11：30

2カ月〜ハイハイ期の子と保護者
講師 前田和子さん（おのみち
わらべ）
5組
10／30（金）〜

秋みつけのお散歩へいこう！
東生口公民館のグラウンドに行きます。
11月2日（月）10：30〜11：30
※予備日4日（水）
未就学児と保護者
6組程度
10／17（土）〜

ベビーヨガ のびのび
11月30日（月）
10：00〜11：00

2カ月〜ハイハイ期の子と保護者
5組程度
講師 田中友紀さん
10／17（土）〜

親子ビクス

11月10日（火）①9：30〜10：10
① ハイハイ期からの子と保護者
②10：30〜11：10
② 歩ける時期からの子と保護者
講師 嶋田萌菜さん
飲み物、動きやすい服装
各回5組
10／23（金）〜

パパママ講座
美味しい珈琲の淹れ方伝授
11月21日（土）
10：30〜11：30

未就学児の保護者（できればペア）
講師 須山祥平さん（珈琲豆まし
ろ店主）
5組
11／6（金）〜

令和３年度尾道市立幼稚園・保育所
（園）
・認定こども園入園児募集
【幼稚園】
受付期間 11月10日㈫〜30日㈪
教育委員会庶務課
（ 0848 -20 -7238）
【保育所（園）
・認定こども園】
受付予定期間 11月10日㈫〜12月15日㈫
子育て支援課
（ 0848 -38 - 9114）
※詳しくは広報おのみち11月号でお知らせします。
広報おのみち・令和 2 年10月

子育て支援センター

芸予文化情報センター3階
月～金曜9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

☎0845-22-1545

キラキラ親子体操
11月10日（火）
10：00〜11：00
1歳半以上の子と保護者
10組
講師 田中悦子さん
10／27（火）
13：30〜

産後ママのヨガストレッチ
11月24日（火）
10：00〜11：00

歩き始め〜未就園児と保護者
『キッズ Ｗeb☆尾道 』
10組
講師 宮本孝子さん
（音楽療法士） ビデオ通話アプリを使った、オンラ
インでの子育て相談や親子遊び
11／19（木）
13：30〜

生口島

いんのしま

ハイハイ期までの子と保護者
10組
講師 嶋田萌菜さん
11／10（火）
13：30〜

東尾道

子育て支援センター

ベイタウン尾道組合会館内
月～金曜9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

☎0848-47-5585

リトミック 親子で音楽に
合わせて体を動かして楽しもう
11月19日（木）10：30〜11：15
1歳未満の子と保護者
5組
講師 村尾きみかさん
11／12（木）
13：30〜

みつぎ

子育て支援センター
「みっけ」

御調文化会館1階
月・火・水・金曜9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

☎0848-76-0888

わかばタイム
あかちゃんとママのゆったり時間
11月18日（水）
14：00〜15：00
2〜10カ月の乳児と保護者
5組程度
11／2（月）〜

ベビーヨーガと子育て相談
11月6日（金）
10：00〜11：30

ハイハイ期までの子と保護者、
妊婦
10組
講師 吉葊朱美さん（助産師）
10／23（金）〜

みかんちゃんとリトミック
11月18日（水）
①10：00〜②10：45〜
未就園児と保護者
各5組
講師 村上清美さん
11／4（水）〜

作って飾ろう！
クリスマスグッズ
11月26日（木）
①9：00〜②10：30〜
未就園児と保護者
各5組
11／12（木）〜

離乳食 離乳食期から摂りたい
こうじとお野菜のレシピ
11月16日（月）10：30〜11：30
1歳未満の子と保護者
5組
講師 石井友梨さん
11／9（月）
13：30〜

親子でクリスマス飾りを
つくろう
11月30日（月）
10：30〜11：30
1歳半〜未就園児と保護者
5組
11／20（金）
13：30〜

どんなおもちゃを
選んだらいいのかな
11月13日（金）
10：30〜11：45
未就園児の保護者
5組程度
10／26（月）〜

ベビーマッサージ「ハハコ」
11月27日（金）
10：30〜11：45

2カ月〜ハイハイ期の子と保護者
講師 前有里恵さん（保育士）
5組程度
11／2（月）〜

第47回消防車写生大会
11月15日㈰ 9：00〜12：00 ※雨天等の場合中止。
尾道駅前港湾緑地
幼児・園児・児童などで市内在住か市内保育所・幼稚
園・小学校などに通園・通学する人
画板、絵具道具、クレパス
【表彰式】
11月29日㈰ 10：00〜
尾道市防災センター
消防局予防課
（ 0848 - 55 - 9123）

スポーツ
アラ還ピック2020 尾道市スポーツ交流大会
テニス「硬式」

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

健康・福祉

行事案内

11月15日㈰ 9：00〜
向島運動公園
市内在住の人
1人600円
所定の申込用紙に記入
（市体協ホームページか
らダウンロード可）
10月21日㈬ 必着
（一社）尾道市体育協会
（ 0848 - 44 - 6700
0848 - 44 - 6010）
http://www.onomichishitaikyo.org/

10月17日㈯ 広島トップアスリートどんぐり北広島ソフトテニス講座 び
第11回尾道市オープンラージボール卓球大会 び
兼広島県開催全国大会予選会
第67回尾道市中学校駅伝競走大会
び
18日㈰ U-13プログレスリーグ中国2020（サッカー）び
（10／25・11／1）
第18回広島県学童軟式野球大会県決勝大会 び
びんご地区社会人サッカーリーグ（10／25・11／1・8）び
長・び
第36回福山市長杯シングルステニス大会
22日㈭ 尾道グラウンドゴルフ菊花大会
び
23日㈮ スポーツ全社大会支部予選（日東電工）
（10／30）び
広島県シニアテニス連盟備後地区親睦交流会 び
24日㈯ 令和2年度広島県高等学校新人剣道大会（団体戦）び
第23回中国高等学校新人剣道大会広島県予選会
高円宮杯U-15プログレスリーグ2020（サッカー）び
しまなみカップ団体対抗戦（ソフトテニス） び
御ソ
高校選抜広島県大会（～10／25）
広島県サッカーリーグＨｉＦＡユースリーグ（11／3、8）向
25日㈰ 第26回尾道ライフソフトバレーボール大会 び
2021年度日本リトルシニア関西連盟中国支部 び
秋季大会（野球）
第36回福山市長杯シングルス大会（テニス（2日目）び
尾三地区バレーボールリーグ戦（男子の部） 御体
29日㈭ 第55回栗原地区老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会 び
31日㈯ 広島県高校生記録会（陸上）
び
2020HiFAユースリーグ高円宮杯サッカーリーグU-13 び
第16回福山南ライオンズ旗争奪小学生バレー び
ボール大会（〜11／1）
第73回広島県高等学校テニス新人大会団体戦（〜11／1）び

子育て

11月  1日㈰ 尾三フェニックスSANBA FC交流大会（サッカー）
（11／3） び
第43回西日本軟式野球大会東部地区予選会 び
（1日目）
（2日目11／8）
3日㈷ 全関西中学生バスケットボール交歓会尾三地区予選会 び
第44回全日本Ｕ-12サッカー選手権大会兼決勝大会 び
尾道少年野球卒団記念大会
び
第34回中学区対抗ソフトテニス交歓大会団体戦 び
4日㈬ 尾道グラウンドゴルフ霜月大会
び
6日㈮ 広島県厚生連尾道看護専門学校秋季体育大会 び
7日㈯ 広島県高等学校新人バドミントン大会（～11／8）び
第13回広島県クラブユースサッカー選手権Ｕ－14（11／14）び
第18回中四国ゴールデンカップ（サッカー）び
日比崎竜王少年野球クラブ65周年大会
び
第67回広島県高等学校ソフトテニス新人選 び
手権大会兼全日本選抜大会広島県予選兼
広島県高等学校インドア選手権大会予選兼
H.S.Japan cupシングルス予選（～11／8）
8日㈰ ラグビーオーバー40才交流試合広島惑染クラブ び
VS 楽惑芦屋クラブ尾道ラグビースクール
2020ＨiＦＡユースリーグ高円宮杯サッカー び
リーグＵ18
尾道ママさんバレーボール大会 下期リーグ戦 御体／向
10日㈫ 第34回尾道びんご会グラウンドゴルフ交流大会個人戦 び
11日㈬ シトラスカップ in びんご（～11／13）
び
12日㈭ でんゆうＧＧ東部地区グラウンドゴルフ月例大会 び
14日㈯ 広島県一年生大会（野球）
（1回戦）
（準決勝11／15）び
第13回フレッシュびんご中学生ソフトテニス び
研修大会団体戦
向
第11回尾道ジュニアバレーボール交歓会
15日㈰
2020フルーツカップ中四国女子6人制バレーボール大会
び
び；県立びんご運動公園
（☎ 0848 48 5446）
広島県シニア大会0-40、0-50、0-60（サッカー）び
http://bingo-sportspark.com/
長；長者原スポーツセンター （☎ 0848 -48 -5677）
おのみち100歳ダブルステニス大会
び
向；向島運動公園
（☎ 0848 -44 -6700）
向
第44回小林和作ソフトテニス大会
因；因島運動公園
（☎ 0845 -24 -3216）
御体；御調体育センター
（☎ 0848 -76 -2111）
御ソ；御調ソフトボール球場 （☎ 0848 -76 -2111）

スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

相
談

広報おのみち・令和 2 年10月

くらしの窓

11月3日㈷ 8：30〜
向島運動公園
ペア２人の年齢の合計が12月31日現在で120歳・140歳を超えた人（それ
ぞれの年齢は「アラ還」を逸脱しない範囲とします。）
6 ゲームマッチ  ノーアドバンテージ方式
【男子】120歳  オープン、120歳  エンジョイ（Dクラス以下）
140歳  オープン、140歳  エンジョイ（Dクラス以下）
【女子】120歳  オープン、120歳  エンジョイ（Dクラス以下）
1人1,000円
所定の申込用紙に記入（ホームページからのダウンロード可）
※参加料は当日会場にて徴収いたします。
10月17日㈯
（一社）尾道市体育協会（ 0848 - 44 - 6700・ 0848 - 44 - 6010）
http://www.onomichishitaikyo.org/

令和２年度尾道市
スポーツフェスティバル
第19回市民グラウンド・ゴルフ
親善大会
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■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

サンフレッチェ広島
ファミリーサッカー教室

びんご運動公園ヨガ教室
参加者募集

サンフレッチェ広 島
アカデミーコーチによる
サッカー講座です。
元気な小学生集まれ！
！
家族と一緒にサッカーを
楽しもう！未経験者、女
子も参加できます。
11月22日㈰ 10：00〜12：00
県立びんご運動公園陸上競技場
小学１〜４年生の親子
基本練習とミニゲーム等
80人 講師 サンフレッチェ広島アカデミーコーチ
1,000円（２人１組） 着替え・飲み物等
健康スポーツセンター受付で（電話受付可）
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）

正しい姿勢と呼吸を意識しなが
ら心身の緊張をほぐしましょう。体
の内側からあなたの健康・キレイを
サポートします。
①水曜  19：00〜20：00（１時間）
②金曜  19：30〜20：30（日程表による）
県立びんご運動公園
高校生以上
25人
※感染拡大予防対策へのご協力をお願いします。
講師 専任プロインストラクター
１回920円（定期申込あり）
ヨガマット（貸出あり／100円）
健康スポーツセンター受付で
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）

芸術・文化
図書館の催し
■中央図書館（☎︎0848 -37- 4946）
●上映会「火曜名画座」
10月27日㈫・11月10日㈫
18：00〜
各回約40人
●巡回展「続・天保の飢饉 御調は
耐えてしのぶ。
」古文書展
11月1日㈰〜29日㈰
半田堅二さん著「続・天保の飢饉
御調は耐えてしのぶ。」出版記念展
示。内海家文書24点を紐解く

●住吉義介水彩画展「山陽山陰の原
風景」
11月3日㈷〜29日㈰
「生口橋」
「尾道城」
「広島城」
「備中
国分寺」など2021年カレンダーの
原画13点の展示
■瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）
●特別整理のため休館します
11月10日㈫〜13日㈮
●布絵本展「きえているのはなあに？」
10月24日㈯〜11月22日㈰
手芸サークル「布絵本の時間」によ
る季節の行事をテーマにした作品展

■みつぎ子ども図書館（☎0848 -76 -3111） ■向島子ども図書館（☎0848 - 44- 0114）
●町内園児作品展
開催中〜10月20日㈫
御調町内の保育所、幼稚園児の作
品を展示

持参物
締切
電子メール
ホームページ

■因島図書館（☎0845 -22- 8660）
●島の映画館 因島座
10月17日㈯・24日㈯ 10：30〜
各回50人
●折紙教室「つばきを折ってみましょう」
11月1日㈰ 10：30〜12：00
児童以上
15人
講師 坂田笑子さん（日本折紙協会
講師）
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●わくわくおはなしフェスタ
10月31日㈯ 14：00〜14：30
うたあそびや大型絵本・大型紙芝
居などが楽しめるおはなし会
10人
出演 潮風おはなしクラブ

第45回和作忌
協賛街頭展
名誉市民小林和作画伯ゆかりの地
元作家の絵画を、尾道本通り商店街
の店頭に展示します。
11月1日㈰〜10日㈫
尾道本通り商店街
和作忌協賛会
（ 0848 - 44 -2049（竹森）
）

尾道の美展2020
尾道市文化協会会員による、絵画、
書、陶芸、彫刻、生け花、写真などの
作品を展示しますので、お気軽にお越
しください。
※お茶席と囲碁大会は中止します。
作品展示 11月11日㈬〜15日㈰
９：00〜18：00（最終日は16：00
まで）
市民センターむかいしま
文化振興課（ 0848 -20 -7514）

ボリビアでの留学体験

河原 清美

尾道商業高校３年

くらしの窓

私は、令和元年の８月からボリビアに10カ
月間のAFSの長期留学しました。
私がボリビアを選んだ理由は、ウユニ塩湖
や、アマゾンなど美しい自然が多くあることと
スペイン語を話す国であることでした。
私は、ボリビアのスクレと言う街に派遣されました。スクレは真っ白
な壁の建物で統一されているのでとても神秘的だと感じました。
そこで私は、ドレス職人の方の家にホームステイさせてもらいました。
ホストファミリーは皆さん、実の家族と同じように接してくれました。
この長期留学で一番印象に残っていることは、ラパスへの国内旅行です。ラパスでは、チチカカ湖と太陽の
島に行きました。冬に行ったので、チチカカ湖はとても冷たかったのですが、北方から来た人は湖に入ったり、
泳いだりしていたので北方ではこの温度が普通なのかなと思いました。
私はボリビアで、ボリビアの伝統的なダンス、フォルクローレを習いました。JPOPやヒップホップとは全く
違うリズムのとり方に慣れるまで時間がかかりましたが、同じスクールの友達に教えて貰えたので、楽しく踊る
ことが出来ました。
本来は、今年の７月まで留学の予定でしたが、コロナの影響で早期帰国になってしまいホストファミリーたち
と早い別れになってしまいましたが、この長期留学はとても楽しくて貴重な体験でした。

健康・福祉

尾道市国際交流推進協議会事務局（秘書広報課内☎︎0848 - 38 - 9395）

■特別展「圓鍔勝三  積み重ねの跡」

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は翌日）

開催中〜11月15日㈰
大人800円、高校・大学生550円、中学生
以下と70歳以上（要年齢確認）は無料

☎0848-23-2281

開催中〜12月6日㈰
大人420円、高校生310円、中学生以下
と70歳以上（要年齢確認）は無料

☎0848-76-2888

■所蔵作品展

大学買い上げ作品や、退任教員の作品を紹介
します。

11月３日㈷〜12月６日㈰

☎0848-20-7831

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

☎0845-27-3800

  （潮見町） 耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

■コレクションプラス『絵画のなかの風景』

■館蔵品展

9：00～17：30（入館は17：00まで）
月曜休館（祝日は翌日）

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

開催中〜令和３年2月21日㈰
一般800円、中学・高校・大学生300円
（市内学生無料）

☎0848-20-1218

茶道具の美

開催中〜12月6日㈰
大人1,400円、大学生1,000円、高校生
800円、65歳以上1,200円、中学生以下
無料（耕三寺見学込）

情報アラカルト

10：00～18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

開催中〜12月4日㈮
一般 920円、高校・大学生410円、
小・中学生210円（市内小・中学生無料）

☎0845-27-0800

■本因坊秀策の遺品など展示中

10：00～18：00
木曜休館（祝日は開館）

10：00～17：00（入館は16：30まで）
火曜休館（祝日は翌日）

10月30日㈮〜11月11日㈬

☎0848-20-0400

大人310円、中学生以下無料

☎0845-24-3715

■常設展

開催中
一般520円、団体 420円、中学生以下
無料

談

■尾道市立美術館 出張展示 小林和作の秋色

尾道市の名誉市民であり、江戸時代の天才
棋士「本因坊秀策」が記した棋譜などを展示
しています。

開催中〜10月28日㈬

相

尾道商業会議所記念館（土堂一丁目） 本因坊秀策囲碁記念館（因島外浦町） おのみち映画資料館（久保一丁目）
■第38回企画展示  尾道マッチ今昔物語

10：00～18：00（入館は17：30まで）
火曜休館（祝日は翌日）

☎0848-37-8141

広報おのみち・令和 2 年10月

芸術・文化

尾道市立大学美術館（久保三丁目） なかた美術館

■「松 尾芭 蕉・平山 郁夫と旅 する奥の
細道・中尊寺」

スポーツ

■ 特別展「日本のアニメーション美術の
創造者 山本二三展」

子育て

尾道市立美術館 （西土堂町） 圓鍔勝三彫刻美術館（御調町高尾） 平山郁夫美術館（瀬戸田町沢）
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情報アラカルト
お知らせ
建設工事等入札参加資格審
査申請受付（令和3・4 年度）

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

■電子申請
受付期間 11月2日㈪～20日㈮
９：00～17：00  ※土・日・祝日を除く。
※添付書類は契約課、県建設産業課へ
11月30日㈪までに提出。
■書面申請
受付期間 12月1日㈫～4日㈮
９：00～12：00、13：00～17：00
受付場所 契約課
契約課（ 0848 -38 - 9282）

物品購入等入札参加資格認
定期間を延長します
次のとおり物品購入等入札参加資格
の認定期間を１年延長します。
●現在の認定期間：認定の日から令和
３年3月31日まで
●延長後の認定期間：認定の日から令
和４年３月31日まで
既に提出された「申請様式３ 委任状」
は、読み替えますので再提出は不要です。
1年延長による追加申請の受付日程
については、お問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。
財政課（ 0848 -38 - 9324）

一定年数規模を超える屋外
広告物には有資格者による
安全点検が必要です

持参物
締切
電子メール
ホームページ

近 年、看板 等
の屋外広告物の
落下事故が全国
各地で発 生して
います。危険な事
故を未然に防ぐ
ため、10月1日から市の屋外広告物条例
等を一部改正しました。
屋外広告物を継続設置する場合、有資
格者による安全点検が必要になります。
■対象   次のいずれにも該当する広告
塔、屋上広告、壁面広告、突出看板、
平看板など
・表示や設置の日から5 年を経過した
もの
・広告物自体の高さが 4 mか表示面積
が10㎡を超えるもの
■点検時期   初回は設置後5年経過後
でその後は3 年毎
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令和3年
令和3年

尾道市成人式

1月10 日㈰ 13：30～

びんご運動公園健康スポーツセンター（メインアリーナ）
平成12年（2000年）4月2日から平成13年（2001年）4月1日までに生まれた人
式典、記念行事（アトラクション）
■開催案内
対象者には11月下旬に案内はがきを郵送します（市内に住民登録のある
人のみ）
。このはがきが入場券になりますので、当日お持ちください。
※市内に住民登録がない人で、参加を希望する場合は、生年月日の確認で
きるもの（免許証等）をお持ちになり、当日受付に申し出てください。
■因島・瀬戸田地区 送迎バス
【因 島 地 域】芸予文化情報センター 12：00 発
【瀬戸田地域】瀬戸田市民会館 12：00 発
※帰りは式典終了から30分後に発車します。
因島・瀬戸田地域の人には、案内はがきと一緒に送迎バス利用の有無に
ついての調査票を送付します。必要事項を記入のうえ、返送してください。
12月18日㈮必着
〒722- 8501 久保一丁目15 -1
生涯学習課（ 0848 -20 -7444・ 0848 -37- 0233）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp
まちづくり推進課
（ 0848- 38- 9223）
因島総合支所施設管理課
（ 0845- 26- 6202）
瀬戸田支所しまおこし課
（ 0845- 27- 2213）

ハロウィンジャンボ宝くじ・
ハロウィンジャンボミニ発売中
発売期間 10月20日㈫まで
この宝くじの収益金は市町の明るく
住みよいまちづくりに使われます。お近
くの宝くじ売り場や宝くじ公式サイトで
お買い求めください。
（公財）広島県市町村振興協会
（ 082 -223 - 6545）

骨髄バンクに
ご協力ください
白血病など血液疾患の治療には、善
意の骨髄提供者（ドナー）の存在が不
可欠です。
市では、ドナーと、ドナーを雇用する
事業所に対し、助成金制度を行ってい
ます。
詳しくはお問い合わせください。
健康推進課（☎0848 -24 -1961）

雇用のトラブル
まずは相談を
広島県労働委員会では、公益委員、
労働者委員、使用者委員の三者構成に
よる「あっせん」で、話し合いにより事
業主と労働組合・労働者個人との紛争
の円滑な解決をお手伝いします。
（秘密
厳守）
広島県労働委員会事務局
（ 082 - 513 - 5162）

暴力やストーカーなどでお悩
みの人へ「女性の人権ホット
ライン」にご相談ください
夫・パートナーからの暴力やストー
カーなど、女性をめぐる様々な人権問題
の解決を図るため、11月12～18日まで
を全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間の取組とし、常時開設してい
る専用相談電話の回線を増設・相談時
間を延長して対応します。
電話番号  0570 - 070 - 810
実施期間  11月12日㈭～18日㈬
8：30 ～19：00（土・日曜は、10：00
～17：00）
人権男女共同参画課
（ 0848 -37-2631）

備後圏都市計画道路の
変更案の縦覧

グリーンスローモビリティの有償運行が
始まりました

催し

相

毎年11月に開催している尾道市立大

談

11月1日㈰に開催を予定しておりま
した「第30回にこぴんしゃん祭り」は、
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り今年度は中止します。
向島イベント実行委員会（尾道しま
なみ商工会 0848 - 44 -3005）

尾道市立大学大学祭の
中止について
すい ごう さい

学の大学祭『翠 郷 祭 』は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により今年度は
中止します。
尾道市立大学翠郷祭実行委員会
（ 0848 -22 - 8382）
広報おのみち・令和 2 年10月

情報アラカルト

にこぴんしゃん祭りの
中止ついて

向東町では、これからの向東町のま
ちづくりについて、昨年度から多様な団
体や小学生を含む多世代が集まり意見
を出し合い考えてきました。発表を聞い
て、まちづくりについて一緒に考えてみ
ませんか。地域を問わず参加できます。
多数の参加をお待ちしています。
11月1日㈰ 10：00～
サンボル向東体育館
100人程度
講師 内海慎一さん（コミュニティデザ
イナー）
政策企画課（ 0848- 38- 9435）
中央公民館（ 0848- 38- 1243）

芸術・文化

市内小・中学生が非核平和問題につ
いて学習し、核兵器の恐ろしさや平和
の大切さを思い、描いた図画・ポスター
の展示をします。
10月26日㈪～11月25日㈬
8：30～17：15（日曜・祝日は休所）
※土曜の時間はお問い合わせください。
人権文化センター
人権男女共同参画課
（ 0848 -37-2631）

まちづくり発表会開催

スポーツ

第29回非核平和・図画
ポスター展

子育て

安全・確実・有利な中小企業のため
の国の退職金制度です。
■「中退共」の退職金制度
・掛金の一部を国が助成
・掛金は全額非課税、手数料も不要
・社外積立だから管理が簡単
・パートタイマーや家族従業員も加入
可
※詳しくはホームページ（中退共で検
索）をご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
（独）勤労者退職金共済機構中小企
業退職金共済事業本部
（ 03 - 6907-1234）
■「建退共」の退職金制度
・事業主が変わっても退職金は企業間
を通算して計算
・新たに加入した労働者の掛金の一部
を国が補助
・掛金は全額非課税
・公共工事入札参加の経営事項審査
で加点評価の対象
※詳しくはホームページ（建退共で検
索）をご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
（独）勤労者退職金共済機構建設業
退職金共済広島県支部
（ 082 -221- 0138）

【運行】毎週金・土・日・祝日  10：00～15：50
【料金】大人200円  小人・障がい者 各100円  ※未就学児は無料。
【便数】１日16便（８往復）
／２車両による交互運行
※天候やイベント等により運休となる場合があります。
※ホームページから走行位置や乗車状況を確認できます。
政策企画課（ 0848 -38 - 9316）
https://www.ononavi.jp/onomichi_gsm/

健康・福祉

事業主の皆さん 退職金共済
制度をご活用ください

くらしの窓

縦覧内容 備後圏都市計画道路（新浜
美ノ郷線）の変更案
グリーンスローモビリティ実証事業で、10月から公共交通としての事業化
縦覧期間 10月15日㈭～29日㈭
に向けた検証のため、有償での運行を開始しました。
8：30～17：15  ※土・日曜を除く。
市民の皆さんの新たな移動手段としてのニーズを把握するため、ご利用
縦覧場所 広島県都市計画課、広島県
の際にはアンケートへのご協力をお願いします。
東部建設事務所三原支所工務第一
※この実証事業は、令和３年度まで実施します。
課、尾道市まちづくり推進課
東高前
意見書の提出 縦覧期間中に、広島県
西國寺下
知事宛に意見書（住所、名前、連絡
浄土寺
先、意見）を記入の上、書面で提出
千光寺山ロープウェイ前
問い合わせ先
新開
【県】〒730 - 8511 広島市中区基町10 -52  
都市計画課
市役所前
（ 082- 513- 4117）
商工会議所前
〒723 - 0015 三原市円一町二丁目4 -1  
渡場通り
工務第一課
おのみち海辺の美術館前
（ 0848- 64- 4274）
【市】〒722- 8501 久保一丁目15 -1
尾道駅
まちづくり推進課
【期間】令和3 年 1月17日㈰まで
（ 0848- 38- 9223）
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しまなみサイクリングフェス2020
サイクルロゲイニングinしまなみ・ゆめしま海道開催

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

しまなみエリアで初となる「長期型サイクルロゲイニング
（自転車によるオリエンテーリング）
」を開催します。
コロナ禍で「３密」を避けてしまなみ・ゆめしまサイクリン
グを楽しめるイベントとして、スタートやゴールなどの受付
会場を設定せず、期間中いつでもどなたでも無料で自由に
参加できます。
合計獲得ポイント上位の人への賞や飛び賞など、さまざま
な賞を用意する予定です。詳しくは大会公式ホームページ
をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により内容の変更や中
止の可能性があります。
開催期間 10月24日㈯ 8：00～11月23日㈷ 17：00まで
尾道市、愛媛県今治市・上島町
参加方法 スマホアプリ「Getterz（ゲッターズ）
」をダウン
ロードして参加
（一社）しまなみジャパン
（ 0848 -22- 4073／8：30～17：15）
https://shimanami.getterz.net/

第４回せとだレモン祭

～秋のレモン収穫祭～
レモン生産量日本一の生口島にて開催する、
体感レモンイベントです。レモンを使った楽しい
競技やグッズ販売、音楽祭も開催します。
※今回はコロナ対策のため、飲食店の出店はあ
りません。
11月１日㈰ 10：00～14：00
瀬戸田市民会館前広場、ベル・カントホール、
しおまち商店街エリア
物産市、フリーマーケット、レモンスライス丸かじり、レモンタワー、レモン
担ぎ等、各世界選手権大会を開催
せとだレモン祭実行委員会（
（一社）尾道観光協会内
0848 -36 - 5495）

持参物
締切
電子メール
ホームページ

24

広報おのみち・令和 2 年10月

びんごはぴねす花笑
Autumnマルシェ
11月15日㈰ 10：00〜16：00
県立びんご運動公園健康スポーツ
センターレストラン前（雨天時：陸
上競技場軒下）
パンや雑貨等の販売、グルメブー
ス、グリーンワークショップなど。第
37回全国都市緑化ひろしまフェア
「ひろしま はなのわ 2020」の協賛
イベントです。
県立びんご運動公園
（ 0848 - 48 - 5446）

etc…

募集

県営住宅入居者募集

消防団員募集

駐車場の指定管理者を
募集します

募集住宅 新たに空家が生じた住宅
災害時の動員力や即時対応力という
受付期間 10月20日㈫～22日㈭
消防団の特性を発揮するには、地域の
指定期間 令和 3 年 4月1日～ 令和 8 ※詳しくは、10月13日㈫から配布する 事情に精通した消防団員が必要です。
「申込みのしおり」と「募集一覧」を あなたの住んでいる街のために、あな
年3月31日までの５年間
ご覧ください。
たのチカラをかしてくれませんか。
対象施設
年齢18歳以上60歳未満で、市内在住
堀田・誠和共同企業体住宅管理
・新尾道駅北駐車場（栗原町9429番地1）
か、
勤務している人であれば入団できま
センター
（
0848
24
2277）
・新尾道駅北第二駐車場（栗原町9429
す。
最近では、
女性団員も増えています。
番地４）
地元消防団、
消防局警防課
・新尾道駅南駐車場（栗原町9350番地10）
（ 0848 55 9122）
・東尾道駅駐車場（高須町4748番地8）
募集期間 10月29日㈭まで
募集資格 市内に事務所等を有する団
体、現在の本駐車場指定管理者
※今回選定する指定管理者には、対象
施設を一括管理していただきます。
市役所での手続きや毎日の暮らしに役立つ地域
総務課（ 0848 - 38 - 9332・
の情報を掲載した情報誌「暮らしのガイドブック
0848 37 2740）

「暮らしのガイドブック」広告主を
募集しています

姉 妹 都 市

写真展「日本海賊会議」
中世海賊に関わる遺跡や品々を
紹介する写真展です。10月11日の
「日本遺産フェスティバル in 今治」で
行われた、各地の海賊研究者が日本
の「海賊」について語り合うシンポ
ジウム「日本海賊会議」にちなんで
開催しています。
開催中〜11月1日㈰（月曜休館）
村上海賊ミュージアム（今治市宮窪町宮窪1285番地）
村上海賊ミュージアム（ 0897-74 -1065）

スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

科目 ［１年課程］機械システム科、電
気設備科、建築科、溶接加工科
［２年課程］自動車整備科
募集期間 募集中～10月30日㈮
試 験 日 11月17日㈫
県立福山高等技術専門校
（ 084 - 951- 0260）

子育て

県立福山高等技術専門校
４月入校生募集

今治市情報

健康・福祉

受付期間 11月18日㈬～12月8日㈫
試 験 日 12月22日㈫
※一般（後期）
・社会人特別入試の日程
や受験資格等、詳しくはホームページ
をご覧ください。
広島県立農業技術大学校
（ 0824 -72- 0094）

くらしの窓

（A4版）
」を市と㈱サイネックスが協働で製作するこ
とになりました。
広島県立農業技術大学校
無料で市内全家庭と市役所窓口で転入者に配布
学生募集
するこの冊子の広告主を募集しています。興味のあ
学科 園芸課程（野菜・花きコース、落葉
る方はぜひご検討ください。
果樹コース）、畜産課程（肉用牛コース） 発行時期 令和3 年2月
申込期限 10月末日
40人程度
㈱サイネックス山陽支店（ 084 - 982 - 5557）
■一般入試（前期）
▲ 写真は前回のものです。
秘書広報課（ 0848 -38 - 9377）

相
談

広報おのみち・令和 2 年10月
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教室・講座

etc…

国際理解講座
トークイベント「駐妻として
メキシコに住んでみたら!?」

知らない間に人間がイノシシを呼
び寄せている場合があります。６月号
で紹介した防護柵設置と合わせて、イ
ノシシが出没する理由を理 解し、要
因を取り除くことも大切な対策になり
ます。

あや み

市営住宅入居者募集

●餌付けしていないのに餌付け？
収穫されない果実や、畑などに放置
された生ごみは格好の餌になってしま
います。また、お墓のお供えやペットに
与えたつもりの餌が、イノシシを呼ぶ
原因になることもあります。食べた形
跡があれば注意が必要です。

10月21日㈬〜 23日㈮
11月 6日㈮

農林水産課（

0848 - 38 - 9473）

市営住宅管理センター（

間取り

単身
可能

三美園 No.1
（美ノ郷町三成）

2

2DK

○

8,300円〜15,000円

福地浜
（福地町）

1

3DK

○

9,900円〜14,100円

東新涯 No.3
（高須町）

1

3LDK

× 27,100円〜53,200円

岩井堂
（御調町市）

1

3LDK

○

27,000円〜53,100円

岩井堂
（御調町市）

1

2LDK

○

21,000円〜41,200円

土井ノ内
（御調町市）

2

3DK

○

17,300円〜34,000円

天女が浜 No.2
（向東町）

2

3DK

× 14,300円〜28,100円

向浜 A-1
（因島三庄町）

1

3LDK

× 17,600円〜34,500円

家

住宅名（所在地）

戸数

間取り

単身
可能

向浜 B-2
（因島三庄町）

1

3LDK

× 19,100円〜37,600円

向浜 C
（因島三庄町）

1

3LDK

× 27,900円〜54,800円

坂本 No.2
（因島三庄町）

1

3DK

× 18,300円〜36,000円

林 No.2
（瀬戸田町林）

1

2DK

○

16,500円〜32,400円

新高山 No.1
（新高山二丁目）

1

3DK

○

11,700円〜15,400円

北久保南 No.3
（防地町）

1

2DK

○

18,500円〜24,500円

特定公共
賃貸住宅

戸数

0848 -21-1266）

改良住宅

住宅名（所在地）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
広報おのみち・令和 2 年10月

個別に農地を管理するだけではなく、
出前講座などを通じて、地域ぐるみでイノ
シシ被害の対策を学習し、地域全体で
イノシシを近づけさせない環境づくりに
取り組むことが大きな効果に繋がります。

※市営住宅管理センター、まちづくり推進課、各支所で配布しておりますが、希望者に
は郵便でお送りしますので、ご連絡ください。

才の奥
（御調町市）

1

3LDK

× 44,000円〜62,000円

本西
（御調町本）

2

3LDK

× 44,000円〜62,000円

賃

※「東新涯 No.3」「岩井堂」「向浜 C」はエレベーター設備あり
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●隠れ場所をなくす
警戒心が強いイノシシは草むらやヤ
ブが大好きです。耕作放棄地は絶好の
隠れ場所になるため、農地の適正な管
理も大切な予防策です。また田畑や住宅
地の周りの不要な草木は、刈りはらって
見通しを良くすることでイノシシを警戒
させる効果があります。

※
「申込のしおり（市営住宅入居者募集案内）
」やホームページをご確認のうえ、
お申込ください。
（入居の資格あり。）

公 営 住 宅

公 営 住 宅

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

講師 橘 礼后さん
「名前、電話番号」を電話かメールで
10月30日㈮
生涯学習課（ 0848 -20 -7444）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

申込期間
抽 選 日

4

対策は複合的に

11月7日㈯ 10：30～11：30
みつぎいこい会館
夫の海外赴任に伴い、家族でメキシ
コに居住した経験や現地での生活な
どについて話を聞きます。
30人
たちばな

不定期
連載

みんなで取り組もう！
イノシシ の近づき
にくい 環境づくり

家

賃

やさしさが
つながる

Series

65

困っている学生に「やさしさ」をお届け

帰省自粛の学生に
ふるさと尾道の味を
尾道学生応援箱

子育て
スポーツ

≪学生応援箱の申込期間を延長しています≫
学生応援箱の申込締切を延長し、引き続き申し込みを
受け付けています。
お知り合いの人がいらっしゃいましたら、お声がけを
お願いします。

芸術・文化

尾道学生応援箱
政策企画課（ 0848 -38 - 9314）

情報アラカルト

尾道学生応援箱の内容は、帆布製のマスクやラーメン、
ふりかけ、お菓子等と一緒に無償提供していただいたバラ
エティ豊かな品が入っています。
企業からは、
「今は耐えることを学ぶチャンスと捉えてみ
んなで頑張って成長できたらいいですね」「このコロナ禍
時だから、研究に向き合うことができたとか、就活に必要
な技術や知識が必要だと思ったとか、今だからこそ、世の
中の変化に早く対応してほしいです。」
「我々大人でも先は
読めず、困ったりしますが、明けない夜はないと信じて、お
互い頑張りましょう！」
といった心温まる応援
メッセージをいただい
ています。メッセージ
は、応援の品とともに
学生に届けました。

多くの人からの支援は、学生にとって、ふるさと尾道の温
かさを再認識する機会となったのではないでしょうか。
困っている学生を助けたいという皆さんからの「やさし
さ」は、学生の皆さんの「いつか恩返しがしたい」という想
いを生み、これからも地域とふるさとを離れた学生をつな
いでいくでしょう。
また、こうした想いを胸に帰郷した学生は、地域のために
力を発揮してくれるものと思います。

健康・福祉

たくさんの人たちが応援しています

学生の皆さんからは、懐かしい尾道の品をみて、たくさん
の感謝のコメントをいただいています。
・たくさんの人に「一人じゃないけえの！」と背中をさ
すってもらえたような気持ちがして少し涙が出ました。
・箱を開けた瞬間懐かしい尾道の風景を想い出しまし
た。常に支えて下さる方々が周囲にたくさんおられまし
た。この支援箱に込められた皆さんの思いをしっかり受
け止め、大学でも日々精進していきたいと思います。
・帰省ができず、おばあちゃんや両親に会えないのは、
寂しさと不安で押しつぶされそうになりますが、今回
の返礼品に勇気をもらい、故郷の味を噛み締めて、こ
の夏を乗り切ろうとおもいます。
・学生応援箱を知ったのは、母が教えてくれたものでし
た。寄付してくださった方にも、母にも本当に感謝の気
持ちでいっぱいです。

くらしの窓

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、尾道への帰省
自粛やアルバイト収入の減少などにより生活が困難となっ
ている尾道出身の県外在住学生の皆さんを元気づけるた
め、尾道学生応援箱をお届けする取組を行っています。
今年５月以降、ふるさと納税の思いやり型返礼品の活用
や尾道各流華道協会様からの寄贈により取組を行ってき
ました。
7月からは、市が用意した物資に加え、複数の企業から無
償で提供いただいた自社製品を詰め合わせた尾道学生応
援箱をお届けしており、これまで、約700人の学生の皆さん
に支援をしてきました。

いつか恩返しを

相
談

広報おのみち・令和 2 年10月
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あなたの登録がみんなを守る力になる

感染拡大防止ツールの利用にご協力を

新型コロナ感染が確認された際に、追跡調査を行うことで、市中感染の拡大やクラスター発生を
防止することができます。感染拡大防止のため、次のツールの利用にご協力をお願いします。

健康推進課（ 0848- 24- 1961）

■利用方法

広島コロナ
お知らせQRサービス
■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

QRコードを活用し、
感染者と接触した可能
性のあることをお知らせ
し、PCR検査を受けて
いただくようサポートす
るサービスです。
施設・イベント会場で
上のステッカーを見かけたときには、登録にご協
力をお願いします。

■事業者の皆さん、店舗の登録にご協力を
広島県HPでQRコードを発行申請
した後、発行されるQRコードを施設・
店舗内に掲示していただきます。
申請は広島県HPから▶

広島コロナお知らせQRサポートセンター（ 082- 513- 2845）

新型コロナウイルス接触確認アプリ
（通称：COCOA）
ブルートゥース

利用者本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（Bluetooth）を
利用して、お互いにわからないようプライバシーを保護して、新型コロナウイルス
感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができるアプリ
です。
利用者は、陽性者と接触した可能性がわかることで、検査の受診など保健所
のサポートを早く受けることができます。

■インストールは
ＱＲコードから
iPhone

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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施設・イベント会場に設置されているQRコードを読み
取り、表示されるメールアドレスを登録
▼
感染が確認される
▼
同じ施設で感染が確認されたことをメールで通知。
PCR検査申込フォームなどを紹介。

広報おのみち・令和 2 年10月

Android

※画面イメージ

生きづらさを感じている方々へ
新型コロナウイルス感染症の影響もあって、今後の生活について不安を感じて
おられる方も多いのではないかと思います。
どうかひとりで悩みを抱え込まずに、まずはご家族やご友人、職場の同僚な
ど、身近な人や相談窓口にあなたの不安やつらい気持ちを伝えてください。
もし、身近な人には相談しづらい、あるいは相談できる人が周りにいないと
いうときは、次の相談窓口へ、あなたの不安やつらい気持ちを伝えてください。
あなたからの相談を待っています。
くらしの窓

支えにつながるその一歩を、どうか踏み出してください。

〇 生活でお困りの方
●尾道市福祉まるごと相談窓口（ 0848 -22-3499／平日9：00～17：00）

健康・福祉

●くらしサポートセンター尾道（ 0848 -21- 0322／平日9：00～16：00）

〇 生きていることがつらい、しんどいという方
●広島県こころの健康相談ダイヤル
（ 082 - 892 - 9090／月・水・金 9：00〜12：00、13：00〜16：30）

子育て

●尾道市健康推進課元気づくり係（ 0848 -24 -1962／平日8：30～17：15）
●
【LINE相談】こころのライン相談＠広島県
※右QRコードから／火・木・日 17：00～21：00

スポーツ

〇 新型コロナウイルスに関して相談のある方
●広島県新型コロナウイルス感染症コールセンター
（ 082 - 513 -2567／毎日24時間）
●尾道市健康推進課医療政策係（ 0848 -24 -1961／平日8：30～17：15）

芸術・文化
情報アラカルト

相
談

広報おのみち・令和 2 年10月
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相談
内

容

日

時

（法律相談全般） 11月 2 日㈪13：00〜15：00
弁護士相談［要予約］
※受付は10月19日㈪から。
※相談時間は20分。

司法書士相談
［要予約］

（土地・建物の登記ほか）
※相談時間は30分。

行政相談

（国等に対する意見ほか。行政相談委員
が対応）

11月20日㈮13：00〜15：00
11月 4 日㈬13：00〜16：00
11月10日㈫13：00〜16：00
11月16日㈪13：00〜16：00
11月18日㈬13：00〜16：00
11月 5 日㈭13：00〜16：00
11月 9 日㈪13：00〜16：00
11月 9 日㈪13：00〜16：00

弁護士法律相談
［要予約］

所

尾道市役所
向島支所
向島支所
尾道市役所
因島総合支所
因島総合支所
尾道市役所
向島支所

秘書広報課
☎0848 - 38 - 9395

すでに弁護士に相談中のもの、
書面の作成やチェックについて
の相談などは対象外です。また、
相談は１回限りで、繰り返し相談
することはできません。

広島弁護士会尾道地区会
広島地方裁判所
尾道支部内（新浜一丁目） ☎0848 - 22 - 4237

11月11日㈬10：00〜15：00

行政書士無料相談会

しまなみ交流館２階
大会議室

広島地方裁判所尾道支部
☎0848 - 22 - 5285

11月 7 日㈯10：00〜15：00

瀬戸田市民会館

空き家のこと何でも電話相談

広島県行政書士会尾道支部
☎0848 - 29 - 6514

11月 7 日㈯10：00〜16：00

電話相談の番号
☎082- 511-7196

広島司法書士会事務局
☎082- 221- 5345

空き家バンク「空き家相談会」

11月14日㈯10：00〜16：00

（相続・遺言・農地法その他許認可手続き）
※相談料は無料です。

※対象地域はお問い合わせください。

東部地域県民相談室

（離婚・相続・借金・近隣トラブルほか）

しょうすいえん

松 翠園大広間（西土堂町1-26）NPO法人尾道空き家再生プロジェクト
北村洋品店（三軒家町3 -23） ☎080 - 5624 - 5067
11月30日㈪10：00〜16：00
月〜金曜（祝日を除く）
東部地域県民相談室
広島県福山庁舎３階
9：15〜12：00、13：00〜16：00
☎084 - 931- 5522（※1）

人権相談
月〜金曜（祝日を除く）
（差別や近隣とのもめごとなどの人権問題ほか。 8：30〜17：15
人権擁護委員が対応）

広島法務局尾道支局

（古浜町27-13）

月〜金曜（祝日を除く）
くらしサポートセンター尾道
総合福祉センター
（働きたくても働けない、経済面等で生活に困っているほか。） 9：00〜16：00
子育て世代包括支援センター“ぽかぽか” 月〜金曜、第4日曜（祝日を除く） 総合福祉センター
8：30〜17：15
（妊娠・出産・子育て）

青少年相談室 ※来所・訪問相談可。 月〜金曜（祝日を除く）
（子どもの非行・学業・感情・家庭・いじめ） 9：00〜15：30
［要予約］ 火・木曜（祝日を除く） 10：00〜15：30
年金相談（公的年金制度全般）
10：00〜15：30
※予約締切時間は、希望日の前日（土・日・ 月曜
祝日を除く）の12：00まで。
金曜
10：00〜15：30
月〜金曜（祝日を除く）
消費生活相談（電話相談可）
9：00〜12：00、13：00〜17：00
11月 5 日㈭13：30〜16：20
尾道しごと館
［予約優先］
10月21日㈬13：30〜15：20
（仕事や就職に不安や悩みを持つ人の
11月18日㈬13：30〜15：20
相談窓口）
10月21日㈬10：00〜14：00
因島一日職業相談会
11月18日㈬10：00〜14：00
月2回（お問い合わせください。
）
就職支援セミナー
）
（応募書類作成・面接対策・実践コースなど） 月1回（お問い合わせください。

青少年センター
（旧筒湯小学校内）
尾道市役所
因島総合福祉保健センター
向島支所
尾道市役所
尾道市役所
因島総合支所
因島総合支所
ハローワーク尾道
因島市民会館

※1  東部地域県民相談室については、広島県生活センター（☎082-223 - 8811）でも相談できます。
社会福祉協議会（☎0848 -21- 0322）
◆総合福祉センターにおいても、各種相談を行っています。

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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申込・問い合わせ先

無料調定相談会

（土地建物、借入債務、交通事故、夫婦関係ほか）

就職相談

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

11月11日㈬10：00〜16：00
※利用には収入などの条件あり。
※相談日の一週間前の10：00から予約受付。 11月25日㈬10：00〜16：00

場

広報おのみち・令和 2 年10月

広島法務局尾道支局
☎0848 - 23 - 2883
くらしサポートセンター尾道
☎0848 - 21- 0322
健康推進課
☎0848 - 36 - 5003
青少年センター
☎0848 - 37- 9459
三原年金事務所
☎0848 - 63 - 4111
尾道市消費生活センター
☎0848 - 37- 4848
商工課 ☎0848 - 38 - 9183
しまおこし課
☎0845 - 26 - 6212
ハローワーク尾道
☎0848 - 23 - 8609

消費生活

相談ファイル

?

排水管の高圧洗浄をきっかけにした点検商法に注意！

!

相談内容

独居で高齢の母親から電話があり、
「昨日、突
然男性が家に来て『市役所から来た。排水管の点
検でこの辺をまわっている。排水管が汚れている
ので洗浄をしないといけない。』と言った。市役所
から来たということなので信用し、作業をお願い
した。作業が終わった後に業者は床下に潜った。
代金は約５万円と言われて支払った。」と言った。
市役所職員が個人宅の工事をするため訪問する
ことはないと思ったので、業者に電話をして苦情
を言い、返金を求めた。業者は返金には応じられ
ないと回答したが、返金してもらうことはできな
いか。
（50歳代 女性）

アドバイス

訪問販売の契約であれば、クーリング・オフの対象となることを説明しました。施
工承諾書にはクーリング・オフに関しての記載があり、センターから業者に電話をし、
クーリング・オフすることを伝えました。業者に返金方法を確認したところ「現金書留
で契約者に返金する」と回答があり、その旨を相談者に伝え、クーリング・オフ書面を
ハガキで送るように伝えました。翌日相談者から返金されたと報告がありました。
◆「点検させてほしい」と訪問してくる業者には安易に応対しないようにしましょう。
消費者が容易に確認できない床下や排水管、屋根瓦などを点検し、不安をあおっ
て高額な工事などを勧める手口を点検商法といいます。業者の話をうのみにして、
すぐに契約をするのではなく、家族や身近な人に相談するなどして、慎重に対応し
ましょう。
◆その場で契約をせず、複数の事業者から見積もりを取りましょう。
工務店などの複数の事業者から見積もりを取って、比較検討をしましょう。

■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

0848 -37- 4848）

尾道市消費生活センター（商工課内

〜アイヌの方々からの様々なご相談をお受けします〜

●相談無料

●匿名可

●秘密厳守

03 - 5777-1802 ㈹

http://www.jinken.or.jp/

尾道市医師会当番医

尾道市歯科医師会当番医

診療時間： 9：00～17：00（時間厳守）
月

日

25日
11月 1日

8日

科

宇根クリニック（小・内） 住 元 整 形 外 科 医 院
高須
☎47 - 4111 栗原西２ ☎22 - 3800
西 医 院 （ 内 ・ 小 ）正 岡 外 科 胃 腸 科 医 院
手崎
☎23 - 2437 栗原西１ ☎23 - 5255
こどもクリニックさとう（小） 三
宅
医
院
久保１
☎20 - 7330 向島
☎44 - 1048
かなもと医院（小・内）か な も と 医 院
門田
☎23 - 4677 門田
☎23 - 4677
向島小児科外科クリニック（小・外） 得
本
医
院
向島
☎44 - 7881 向島
☎45 - 0555
ささき小児科医院（小・内） 板阪整形外科クリニック
西御所 ☎22 - 4083 高須
☎56 - 0506

月

日

10月18日
25日
11月 1日
3日
8日
15日

歯

科

黒 瀬 歯 科 医 院
久保１

☎37 - 4184

向島

☎20 - 6480

向島

☎44 - 2220

古浜

☎22 - 2981

美ノ郷

☎48 - 0014

久保２

☎38 - 2080

くろせ歯科クリニック
桑 原 歯 科 医 院
小 山 歯 科 医 院
さ い だ 歯 科 医 院
井 上 歯 科 クリニック

芸術・文化

15日

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
外

スポーツ

3日

本
医
院
美ノ郷
☎48 - 0021
大 田 垣 医 院
向島
☎44 - 0660
木
曽
病
院
神田
☎23 - 5858
松本内科胃腸科医院
向東
☎45 - 2277
藤 田 内 科 医 院
長江１
☎20 - 7133
原 田 内 科 クリニック
高須
☎56 - 1323

小児科系

子育て

10月18日

山

内科系

健康・福祉

（公財）人権教育啓発推進センター

くらしの窓

日常生活でお困りのことはありませんか？ 嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などの相談もお受けします。
開催中 月〜金曜（※祝日、12/29〜1/3を除く） 時間 9：00〜17：00
相談専用電話 0120 -771-208（フリーダイヤル）
◆本相談事業は、
（公財）人権教育啓発推進センターが、厚生労働省生活相談充実事業により実施するものです。

情報アラカルト

※市外局番はいずれも「0848」です。※診療時間にご注意ください。
※内科系・小児科系・外科では、昼食時間などによりお待たせする場合があります。
※変更になることがありますので、尾道市消防局（☎0848 - 55 - 9120）または当番医へ受診前に電話でご確認ください。
※因島地区については「因島医師会病院（因島中庄町☎0845 -24 -1210）
」がすべての休日に対応します。
※瀬戸田地区については、お知らせカレンダーをご参照ください。
※毎日（土・日・祝日を含む）20：00〜23：00は夜間救急診療所で診療しています。急なけがや病気の際はご利用ください。

相
談

広報おのみち・令和 2 年10月
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海事と環境問題を
学びました

弓削商船高等専門学校の先生を講師に招き、尾道市役
所で「海事教室」を行いました。参加した栗原・三成・西藤・
美木原小学校の児童は、初めて見る水中ドローンでの海底
の映像に驚きと発見の連続。目の前に広がる瀬戸内海の
環境問題を学び、地球のために自分たちができる賢い選択
（＝COOL CHOICE）について考えるきっかけになりま
した。

9

19 22

9

19

日本のアニメーション美術の創造者
山本二三展開幕

『未来少年コナン』（1978）、
『火垂るの墓』
（1988）、
『 天空の城ラピュタ』（1986）、
『もののけ姫』
（1997）、
『時をかける少女』
（2006）など、数々の名作アニメーショ
ンで美術監督を務めた「山本二三 」さんの作品展が尾道市
立美術館で始まりました。
オープニングではご本人によるトークショーとサイン会も
行われ、優しい眼差しと口調で語りかける様子は、山本さん
が手がけた作品たちを想起させるものでした。
に

ぞ う

シルバーウィークでは
ない？

秋の大型連休の尾道は、各種キャンペーン効果もあり
多くの人が訪れました。2003年に一部の国民の祝日を
月曜に移動させ、3連休を増やそうとするハッピーマン
デー制度により誕生した連休ですが、今回は土曜を含め
て4連休。5連休になる「シルバーウィーク」は2026年
になるとのことです。

撮影のためマスクを
外していただきました

尾道市役所 〒722- 8501 広島県尾道市久保一丁目15 -1 ☎0848-38-9111（代表） 【市民の意見箱／ 0848-37-8937】
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
編集・発行：総務部秘書広報課（☎0848-38-9377 0848-38-9294）
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