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THE おの大 オヤマノ大学のキャンパスライフ 3
だい

年末年始の主な業務--------------------------------------- 6

くらしの窓---------------------------------------------------------- 8

マイナンバーカードの申請代行を引き続き行います 他

トピックス－Topics－
Vリーガーの先輩がやってきた！
向島中学校卒業生でバレーボー
ルVリーグ 東レアローズに入団す
る、福山平成大学 4 年の西本圭吾さ
んが、11月9日㈪に母校で講演と部
活動指導を行いました。

健康・福祉-------------------------------------------------------- 14

障害基礎年金をご存じですか／健康相談 他

子育て------------------------------------------------------------------ 16

西本さんは自分の経験を踏まえ
ながら、後輩たちに「夢を目標に変
えて、諦めずに頑張ってほしい」と熱
く語りました。

資格取得等を目指すひとり親家庭を応援 他

スポーツ-------------------------------------------------------------- 18
スポーツ施設利用調整（予約）希望団体募集 他

芸術・文化-------------------------------------------------------- 19

本因坊秀策囲碁記念館子ども囲碁大会 他

情報アラカルト----------------------------------------------- 21

火事を防ごう！各家庭での火災予防対策 他

相談----------------------------------------------------------------------- 26

人の動き［ 11月29日現在］

※
（ ）
内は前月比。

しまなみに新たな乗り物が登場しました
経済産業省の新事業特例制度の認定を受け、瀬戸田町で11月27日㈮
から国内初となる公道での電動キックボードの実証実験が始まりました。
運転には原動機付自転車免許証とヘルメット着用、体重100kg以下が条
件になります。最高時速は19キロのため、自転車の時と同様、やさしく追
い越してくださいね。

世帯
64,699世帯 （－3）
人口 男性 65,177人 （－83）
女性 69,341人 （－14）
計

134,518人

市内の交通事故
［ 11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

件 数
負傷者
死 者

156件（－68）
188人（－80）
3人 （＋1）
※
（ ）
内は前年比。

（－97）

今月の納期限

12/25 ㈮

固定資産税・都市計画税④
国民健康保険料⑥
介護保険料⑥
後期高齢者医療保険料⑥

あらためて「自分の街に
大学があるっていいなあ」
と思いました。全国各地か
ら「おのだい」を目指して
若者が集まり、街に活気を
与えてくれています。彼ら
の笑顔を撮っているこちら
も、ついつられて笑ってし
まう撮影となりました。
代表電話
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第28回全日本学生セパタクロー
選手権大会 優勝

（10月10・11日＝埼玉県）
後藤 光、大山皓生、角皆太規
（尾道市立大学）

今月の表紙

尾道市役所
因島総合支所
御調支所
向島支所
瀬戸田支所

市長表敬訪問／敬称略

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

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12月

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

■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12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。

ಽ
ಒೌೆಶᜃ ᠰ ౘಕೋಹಡಌ

大学沿革
1946年
1950年
2001年
2012年

尾道市立女子専門学校として創設
尾道短期大学に改称
四年制の尾道大学として開学
公立大学法人として尾道市立大学と名称変更

「おのだい」の愛称で親しまれている尾道市立大学。久山田の
静かな環境の中にたたずむキャンパスでは、２学部３学科、大
学院を合わせ約1,400人の学生が学んでいます。小規模な大学
ならではの良さを活かした環境で、それぞれの専門に打ち込む
学生や、卒業生に話を聞き、
「おのだい」での生活に迫りました。
尾道市立大学企画広報室（ 0848 -22 - 8379）

インタビュー

Interview

人の話に耳を傾ける、
文系ならではの親しみやすい学長に
今年の４月に学長に就任したのですが、私は
学内出身なので、学生が気軽に話しかけてきて
くれます。人の話を聞ける、親しみやすい存在
でありたいと思っています。
学生と教員の距離が近いのが魅力
地方の学生が都会に行ってみたい気持ちは
すごくわかります。しかし、学ぶという点では自
分に一番適した環境というものがあります。静
かな環境が良いか、学びたい学部があるかなど
が、大学選びでは重要だと思います。
本学は小さい大学なので学生と教員の距離
が非常に近く、授業とは別の「自主ゼミ」などと

呼ばれる機会で力を付けることができるのが特
徴です。例えば、江戸時代の書物を読むには授
業だけでは難しいですが、自主勉強会に参加し
た学生は、卒業の頃には現代の文字に置き換え
た翻刻を制作できるほどの力を付けています。
大きすぎないまちだからこそ、
地域に深く関われる
尾道は、学生がまちに深く関わることのでき
る、ちょうどいい大きさのまちだと思います。例
えば尾道みなと祭では、単なるアルバイトだけ
ではなく、運営側で参加したり、「ええじゃん」
に参加したり、また、空き家再生プロジェクトな
どまちづくりに関わったりしています。これから
も、地域に根差した大学でありたいと思ってい
ます。

公立大学法人 尾道市立大学

藤沢 毅

学長

広報おのみち・令和 2 年12月
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Q美術という専門性の高い分野ですが、ここ
での環境はどうですか？

竹平：鹿児島から尾道に来たのですが、のんびり
したところが好きなので、自分に合った環境だと
感じています。
大学に入って、高校のときより制作の幅は間違
いなく広がりました。高校までは絵を描くことが
表現方法だと思っていたけれど、大学で現代美術
を学んだことで、他の方法でも表現できることを
知り、表現するということを柔らかく考えるように
なりました。油絵を専攻していますが、友人や先輩
など周囲の環境に刺激を受けながら、自分が表現
することに適しているのは何なのか、自分は何を
表現したいか、を日々考えています。先生方も柔軟
に相談に乗ってくれるので、大変頼りになります。

Qおのだいに入学して良かったと思う点はなん
でしょう？

芸術文化学部

美術学科
竹平 洋基 さん

竹平：逆に、近くに比較できる大学がないことです
かね。例えば、学生の多い地域の大学の人たちと
話をしていると、
「他の大学より良い、悪い」という
話をよく聞きます。その点、おのだいだと比べるこ
ともないので、ひとつひとつの経験が「これが大学
生活だ」と思えて、不安にもならないです。
（笑）

（大学院２年／鹿児島県出身）

「おのだい」での暮らしはどう？
学科・美術学 科の2学部3 学科、
尾道市立大学は、経済情 報学部経済情 報学科と、芸術文化学部日本文
課程）で構成されています。専門の
さらに経済情 報研究 科、日本文学研究 科、美術研 究科の大学院（修士
お話を伺いました。
勉強や部活動、はじめての一人暮らしなど、ここでの学生 生活について

由良木 陽向 さん （３年／兵庫県出身）
深水 舞 さん （３年／愛媛県出身）

広報おのみち・令和 2 年12月

芸術文化学部
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Qこれまでの3年を
振り返って印象に残っていることは
ありますか？
由良木：私は中世文学の専門に進んで
いるんですが、まだゼミに入る前の２年
生の時から先輩に交じって論文を書くと
か色々な経験をさせてもらい、学会誌な
どに寄稿させてもらいました。とても大
変な経験でしたが、出来上がった完成の
原稿を見たときの「はぁできたー」という
達成感がとても印象的でした。
深 水：私は陶芸部での活動ですね。毎
年、大学祭などで部員の作品を販売し
ているのですが、自分たちが作ったもの
をお客さんが買ってくれて、そのあとみん
なで打ち上げをして、というのがとても
楽しくて。今年はコロナで部活動ができ
ていないので、余計に去年の活動が楽し
かった気がしています。

日本文学科

Qお二人とも県外出身ですが、おのだ
いへの進学を決めた理由は？
由良木：文芸創作の講義があることが大
きかったです。また、もともとカープファン
だったので、なるべく広島県に近いところ
に行きたいと思っていて、
「もうここにしよ
う！」と決めました。おのだいは１年生で
は学科全員で基礎を学び、２年生から専
門分野に進みます。なので、今は違う分
野に心惹かれてしまって、結局、創作はし
ていないんですけど……（笑）
深水：私は文学部に進みたいと思ってい
たんですが、おのだいは美術学科があ
り、美術部に所属していた私に合うだろ
うと担任の先生が紹介してくれました。
今は陶芸部で部長をしているんですが、
陶芸部がある大学も珍しいと思うし、今
やりたいことができているので、あの時
勧めてくださった先生の言ったとおりだっ
たなと感謝しています。

Q おのだいでは、1年生で基礎を学んだう
えで、2年生から専門を選んでいくんで
すよね。専門を選択するにあたって迷っ
たりしませんか？
野津：経済情報学科では、11月下旬に情
報・経済・経営の３つのコースから専門を
決めていくのですが、私は文系でも情報を
学べるというのでおのだいに進学したの
で、迷わず情報に進もうと思っています。
情 報コースの授 業は、パソコンとにら
めっこしながら理系のプログラミングをし
ていくのかなあと思っていましたが、実際
は身近な事例に即して統計や経済・経営に
関する内容を交えることも多く、想像して
いたより身近なことに応用できるので楽し
いです。
Q最初に思い描いていたのと大学生活は
違いますか？

野津：高校生の時に思い描いていた大学生
活は、とにかく楽しい場所だ！と思っていま
した。
（笑）その楽しさを目指して高校時代
は勉強を頑張りました。大学ではサークル
に4つ入ってみたりしています。でも、教員
免許取得のための授業を履修したりと、将
来のための勉強もちゃんとやっています。
Q 今年はコロナ禍で大変な大学生活に
なっていると思います。
野津：情報コースの先生方が尽力してくだ
さったおかげで、早くからオンライン授業
に対応していて、今はオンラインということ
を除けば、経済情報学科に関しては通常
通りに進んでいると感じます。今年はコロ
ナの影響で大学祭の「翠郷祭」が中止に
なったのはとても残念でした。来年は行え
るといいなぁと思っています。

経済情報学部

経済情報学科
野津 希望 さん

（２年／島根県出身）

卒業生

VOICE
2019年度

経済情報学部
経済情報学科卒

宮㟢なつひさん

この春おのだいを卒業し、希望していた地元金融サービス
業のしまなみ信用金庫へ入庫しました。
高校は尾道です。都会へのあこがれもあり関西の大学も
受験・合格しましたが、経済学に興味があったこともあり、
おのだいに進みました。親孝行ですかね？（笑）
大学生活は、授業で旧市街地山手のお寺巡りをしたり、
ダンスサークルで芸術文化学部生や他大学の学生と交流し
たり、とても楽しく過ごせました。美術学科の人たちが学内
で絵を描いている姿が日常で、かっこいい雰囲気でした！
授業のない時は尾道浪漫珈琲さんでアルバイトをしていま
した。接客についてたくさん教えていただき、この経験が社会
人になった今、役に立っていると感じています。
しまなみ信用金庫では最近、窓口に立つようになりました。
ちょっぴり緊張してますが、お客様に寄り添った対応ができ
るよう精一杯頑張ります！

２０２１年度 入学案内

2021年度一般選抜学生募集

2021年1月25日㈪ ～ 2 月5日㈮

大学インターネット出願サイトから。詳しくはHPをご覧ください。

https://www.onomichi-u.ac.jp/

広報おのみち・令和 2 年12月
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年末年始の主な業務
※休み以外は通常業務です。
12月

施設等名称

1月

29日㈫

30日㈬

31日㈭

1日 ㈷

2日㈯

3日㈰

尾道市立市民病院

※1

※1

※1

※1

※1

※1

公立みつぎ総合病院

※1

※1

※1

※1

※1

※1

瀬戸田診療所

※2

※2

※2

※2

※2

※2

市役所・各支所

28日㈪

4日㈪

5日㈫

窓口業務

出生・死亡・婚姻など戸籍の届け出は、休み期
間も警備室で受付。

夜間救急診療所（内科・外科）
斎場

尾道・因島・御調・向島・瀬戸田
百島火葬場

図書館
おのみち映画資料館
おのみち歴史博物館
本因坊秀策囲碁記念館
爽籟軒庭園
しまなみ交流館
むかいしま文化ホール
ベル・カントホール
6：15〜
17：15

千光寺山ロープウェイ
因島水軍城

10：00〜15：00

因島フラワーセンター
※１ 救急診療は24時間体制で対応。

※２ 当番医（内科／9：00〜17：00）

… 休み

◆美術館・記念館等の予定は19頁、休日当番医の予定は27頁をご確認ください。

年末年始も休まず診療

夜間に子どもが
急病になったとき

夜間救急診療所をご利用ください

夜間の急病やけがなどの応急的な診療を行います。朝まで様子を
見るのが不安な場合は、夜間救急診療所をご利用ください。自力で
行くのが難しいような重症の場合は、救急車を呼んでください。
また、受診する前には必ずお電話でご連絡ください。
診療時間
診 療 科
住
所
電話番号
用意するもの

20：00〜23：00（土・日・祝日を含む毎日）
内科・外科
門田町22番5号（総合福祉センター敷地内）
0848 - 38 - 9099
健康保険証、各種受給者証、お金、
普段飲んでいる薬、お薬手帳など

健康推進課（☎0848- 24- 1961）
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■ＪＡ尾道総合病院
「小児夜間・休日診療」をご利用
ください。
電話番号
0848 -22 - 8111㈹

★

★

★

★

★

■子ども医療電話相談
受診するかどうか迷うときは相談
してください。
電話番号
＃8000 か 082 - 505 -1399
（19：00〜翌朝8：00まで）

〜水分をよく切って
出してください〜

【尾 道・御 調・向 島 地 区】
【因島地区（原・洲江含む）】
【 瀬 戸 田 地 区】

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）

年末年始のごみ収集

※必ず、ごみステーションに決められた時間までにお出しください。
12月

ごみ収集地域

28㈪

因島地域
瀬戸田町

通常の
ごみ収集

上記以外の市内

1月

29㈫

30㈬

31㈭

１㈷〜３㈰

もやせるごみ
（全地域で）

休

休

休

もやせるごみ

火・金が収集
の地域のみ

休

休

４㈪〜
通常の
ごみ収集

休

※収集後や収集日以外の日に出されたごみは収集されずに残ります。必ず、ごみステーションに決められた時間までにお出しください。

12月の「休日」及び年末年始のごみ持込受付（対象は家庭ごみ。資源物・粗大ごみ含む）
12月

8：30〜12：00
休
休

南部清掃事務所

休

8：30〜12：00

瀬戸田名荷埋立処分地

休

8：30〜12：00

御調清掃センター

29㈫

30㈬

31㈭

１㈷〜３㈰

8：30〜12：00

休

休

休

8：30〜12：00

休

休

休

10：00〜12：00

休

休

休

休

8：30〜12：00

休

休

休

8：30〜12：00

休

休

４㈪〜

健康・福祉

休

8：30〜11：00

向島クリーンセンター

28㈪

通常の受付

27㈰

休

通常の受付

26㈯

尾道市クリーンセンター

1月

くらしの窓

ごみ持込受付施設

※年末のごみ持込は大変混雑します。持込可能時間内にお越しください。
※必ず分別をして持ち込んでください。

年末年始のし尿収集

尾道地域・向島町・御調町
１２月 30 日㈬～１月３日㈰までお休みします。

地区名

変更内容

吉和地区

第１金曜 ⇒ １月 6 日㈬

百島地区

第２月曜 ⇒ １月18日㈪

スポーツ

因島地域
１２月２9 日㈫～１月３日㈰までお休みします。

次の地区は日程が変更となっています。ご注意ください。

子育て

計画的に収集できるよう、依頼はお早めにお願いします。

1月の尾道地域の資源回収日程の変更

瀬戸田町・因島原・洲江町
１２月２９日㈫午後～１月４日㈪までお休みします。

芸術・文化

1月11日「成人の日」のごみ収集

月・木曜が「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。ごみの持込受付
はありません。

【募集します】

自転車かんたん修理教室
300円

1人

修理用自転車など

リサイクルセンターでは、不用な令和３年のカレ
ンダー、手帳を募集しています。
（受付は令和３年１月24日㈰まで）

１月の出張販売

1／ ８ ㈮ 10：00〜14：00 道の駅クロスロードみつぎ
1／ ９ ㈯ 10：00〜14：00 市民センターむかいしま
1／13 ㈬ 10：30〜14：00 瀬戸田市民会館前駐車場

【お知らせ】

談

12／20 ㈰
13：30〜

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

相

12／16 ㈬
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）

情報アラカルト

環境資源リサイクルセンター

リサイクルセンターは12月28日㈪〜
令和 3 年１月４日㈪まで休館します。

https：//www.facebook.com/onomichi.recycle
広報おのみち・令和 2 年12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」
の利用をお忘れなく

■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

チーム尾道がんばろう応援商品券
の使用期間は令和 3 年1月31日㈰ま
でですので、期間内にご利用くださ
い。商品券を使用できる店舗は11月
26日現在で1,426店
舗です。
※詳しくは、専用ホー
ムページをご覧くだ
▲ 専用ホーム
さい。
ページ
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）

政治家の寄附・あいさつ状は
禁止です

市からのお知らせ

水道管にも早めの防寒対策を
寒さが厳しくなると、水道管が凍結して水が出なくなったり、管が破裂し
たりすることがあります。早めに防寒対策を行いましょう。
（宅内の水道管が破裂した場合、修理費用は自己負担です。）
■凍結を防ぐには
市販の保温材や毛布･布などで水道管を覆い、ビニールテープを巻くなど
の方法が有効です。濡れると逆効果になるため、布で覆う場合はビニール
をかぶせるなどしてください。
■凍結して水が出ない時は
蛇口にタオルなどを巻き、ぬるま湯をかけてゆっくりと溶かす方法が有
効です。
■水道管が破裂した場合は
水道メーターのそばにある元栓（止水栓）を閉め、最寄りの市指定給
水装置工事事業者にご連絡ください。市指定給水装置工事事業者は、市
ホームページに掲載しています。
上下水道局庶務課（ 0848 -37- 8700）
上下水道局因島瀬戸田営業所（ 0845 -22 - 0499）

年末年始は、歳暮や年賀など贈り
物の多くなる季節です。しかし、政治
地球温暖化対策のために、今できる「賢い選択」
家（立候補予定者も含む）が選挙区内
の人にお金や物を贈ることや、有権者
が寄附を求めることは、法律で禁止
「COOL CHOICE」とは、地球温暖化対策のため、脱炭素社会づくり
されており、違反すると罰せられます。 に貢献する製品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、
また、政治家が選挙区内の人に年賀 「賢い選択」をしていこうというものです。市でも今年度「尾道市 COOL
状等の時候のあいさつ
CHOICE宣言」を行い、取り組みを進めています。下の方法で賛同登録の
うえ、
「尾道COOL CHOICE」にご参加ください。
状を出すことも禁止さ
・市内在住か通勤通学している人
れています。
・市内の企業・団体（市内にある事業所・工場等でも登録可）
※企業・団体名と取組内容は市ホームページで紹介します。
三ない運動
右のQRコードから電子申請か、環境政策課・各支所にある ▲ 電子申請
贈らない  求めない  受け取らない
賛同用紙を窓口・FAXで提出
QRコード
環境政策課（ 0848 38 9434・ 0848 38 9293）
尾道市選挙管理委員会・尾道市明

「尾道COOL CHOICE」への賛同登録を募集

るい選挙推進協議会
（ 0848 -38 - 9258）

一部申請書等への押印を
見直しています

持参物
締切
電子メール
ホームページ

市では、行政手続の簡略化による
市民サービスの向上や業務の効率化
を図るため、申請書等への押印の見
直しを進めており、11月１日から一部
の申請書等で押印を求めないことと
しました。押印を求めないこととした
申請書等は、市ホームページでご確
認ください。
職員課（ 0848 -38 - 9461）
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尾道市ゼロカーボンシティ宣言
近年、地球温暖化が原因とされる猛暑や集
中豪雨による災害が頻発化・激甚化しており、
気候危機と言うべき極めて深刻な事態となって
います。
市では、COOL CHOICEプロジェクトを立
ち上げ地球温暖化対策事業を進めているとこ
ろですが、さらに2050年までの尾道市内の二
酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボ
ンシティ」の実現に向けて取り組むことを宣言
しました。
環境政策課（ 0848 -38 - 9434）

マイナンバーカードの申請代行を
引き続き行います
窓口で写真を撮影し、インターネットからの申請を代行する申請代行を
12月以降も引き続き行いますので、ご活用ください。
※撮影した写真の印刷やデータのお渡しはできません。

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
12月27日 ㈰ 8：30〜12：00
令和３年1月10日㈰ 8：30〜12：00
※次回は令和 3 年 1月24日㈰、2月
14日㈰の予定です。
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、交付日の 5日前ま
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）

健康・福祉

市民課（ 0848- 38- 9102）
因島総合支所市民生活課（ 0845- 26- 6208）
御調支所まちおこし課（ 0848- 76- 2111）
向島支所しまおこし課（ 0848- 44- 0110）
瀬戸田支所住民福祉課（ 0845- 27- 2211）

後 期

子育て

国 保

スポーツ

交通事故など第三者から傷害を受けたときには
届け出が必要です

芸術・文化

「第三者行為」となる主な事例
相手のいる交通事故でケガをしたとき／他人のペットに噛まれたとき
暴力行為を受けたとき／飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき

情報アラカルト

他者所有の建物などの設備欠陥によりケガをしたとき／スキーやスノー
ボード中での衝突事故 など
〈注意〉いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません。

■届出する人
国民健康保険 被保険者の属する世帯の世帯主
後期高齢者医療 被保険者
※被害者が加入する損害保険会社の代行申請可。
保険年金課か各支所（御調は御調保健福祉センター）に届出
※後期高齢者医療の人は「広島県後期高齢者医療広域連合」に届出可。
保険年金課（ 0848 -38 - 9142）

談

広報おのみち・令和 2 年12月

相

交通事故や暴力行為など第三者
（自分以外の人）の行為によってケガ
や病気になり、医療機関にかかった
ときの支払いは、本来、加害者に負
担の義務があります。損害賠償とし
て加害者が被害者の治療費を負担
するのが原則です。保険証を使って
医療機関を受診する場合には、必
ず事前に国保・後期の保険窓口に
ご相談のうえ届出書類を提出してく
ださい。
また、受診の際に医療機関に第
三者（加害者）から傷害を受けた
旨を伝えてください。保険者（尾道
市国保・後期高齢者医療広域連合）
が治療費の一部を立て替えて支払
い、後から加害者（損保会社）に対
して立て替えた額を請求します。

くらしの窓

本庁市民課、各支所（浦崎・百島
を除く）
平日9：00〜16：00
※申請からマイナンバーカードの受
取までは１カ月以上かかります。
次のすべてに当てはまる人
・尾道市に住民票がある
・マイナンバーカードを持ってい
ない
・申請時と受取時に本人が窓口
に来ることができる
・申 請後2カ月以内に転出する
予定がない
本人確認書類
（運転免許証・保険
証など）
、マイナンバーカード交付
申請書（お持ちの人のみ）

日曜にも受け取れます
マイナンバーカード
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令和2年分の申告から適用

市・県民税に係る主な税制改正

市民税課（☎0848 -38 -9154）
因島瀬戸田市民税係
（☎0845 -26 - 6227）

申告相談は2月中旬から始まります。

市内各会場の日程は、広報おのみち１月号でお知らせします。

1
■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

10

給与所得控除の見直し

①給与所得控除額を10万円引き下げます。
②給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入
金額を、1,000万円から850万円に引き下げ、その
上限額は220万円から195万円に引き下げます。
※子育て世帯や介護世帯に負担が生じないよう措置
が講じられます。
（4 参照）
。

2

公的年金等控除の見直し

①公的年金等控除額を10万円引き下げます。
②公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、
控除額の上限は195万5,000円になります。
③ 公的年金 等に対 する雑 所 得以外の所 得 金額が
1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律
10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円
が、① ②の見直し後の金額から引き下げられます。

3

基礎控除の見直し

①基礎控除額を10万円引き上げます。
②合計所得金額が2,400万円を超えるとその合計所
得金額に応じて控除額が減り、2,500万円を超え
ると基礎控除の適用はなくなります。

4

所得金額調整控除の創設

①給与等の収入金額が850万円を超え、次のア 〜
ウ いずれかに該当する場 合、給与等の収入金額
（1,000万円を超える場合は1,000万円）から850
万円を控除した金額の10％に相当する金額を給与
所得から控除します。
（ア）特別障害者に該当する
（イ）23歳未満の扶養親族を有する
（ウ）特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族
を有する
②給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、その
合計額が10万円を超える場合、各所得金額（それぞ
れ10万円を限度）の合計額から10万円を控除した
残額を給与所得の金額から控除します。①の控除
がある場合は、①の控除後の金額から控除します。

広報おのみち・令和 2 年12月

5

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除
の適用対象外となります。

6

未婚のひとり親に対する税制上の
措置と寡婦
（寡夫）
控除の見直し

①婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする
子（総所得金額等が48万円以下）を有する単身者
（合計所得金額500万円以下）
は、ひとり親控除（控
除額30万円）が適用されます。
②①以外の寡婦は、継続して寡婦控除（控除額26万
円）を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦に
ついても所得制限（合計所得金額500万円以下）を
設けます。
③合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親は
非課税となります。
※住民票の続柄に「夫（未届）」
「妻（未届）」の記載が
ある人は対象外となります。

7

その他の見直し
要件等

改正後

同一生計配偶者およ
び扶養親族の合計所
得金額要件

合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除に係
る配偶者の合計所得
金額要件

合計所得金額48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計
所得金額要件

合計所得金額75万円以下

障害者、未成年者、
ひとり親、寡婦に対
する非課税措置の合
計所得金額要件

合計所得金額135万円以下

均等割の非課税限度
額の合計所得金額

●同一生計配偶者か扶養親族がある人
合計所得金額が31万5,000円×（同
一生計配偶者＋扶養親族の数＋1）＋
10万円＋18万9,000円
●同一生計配偶者か扶養親族がない人
合計所得金額が31万5,000円＋10
万円

所得割の非課税限度
額の総所得金額等

●同一生計配偶者か扶養親族がある人
総所得金額等が35万円×（同一生計
配偶者＋扶養親族の数＋1）＋10万
円＋32万円
●同一生計配偶者か扶養親族がない人
総所得金額等が35万円＋10万円

家内労働者等の必要
経費の特例要件の最
低保証額

55万円

令和３年度の固定資産税・都市計画税は
１月１日現在の所有者に課税されます
所有権移転登記が年内に完了しない場合は、次年度も元の所有者に課税
されます。固定資産の売買・相続等をしたときは、早めに法務局で手続きし
てください。
●所有者が死亡したときは、相続登記が完了するまでの間、相続人の中
から納税通知書等の書類を受け取る代表者を届け出てください。
●令和 2 年１月２日以降、土地の利用状況の変更（宅地を畑にした等）
や、建物を解体した場合等で登記の変更をしていない場合は届出を
してください。

事業者の皆さんへ
償却資産の申告はお早めに
市内で事業を営んでいる個人や法人
（工場や商店などの経営、駐車場やア
パートなどの貸し付け、太陽光発電設
備を設置し売電している人など）のう
ち、毎年１月１日現在、市内に償却資産
を所有している人は、早めに申告してく
ださい。
※毎年申告している人には、「償却資
産申告書」などを12月中旬に発送し
ます。申告書が届かない人や、新たに
償却資産の申告が必要な人はご連
絡ください。
令和３年２月１日㈪

※山林や農地を太陽光発電設備用地や駐車場等に転用した場合は、雑種
地として地目認定をするため、評価額や税額が大幅に上がります。

土地・家屋以外の事業の用に供
することができる資産で、その事業
のために用いている構築物・機械・
器具備品などのこと。
資産税課（

くらしの窓

資産税課（ 0848 -38 - 9162・ 0848 -38 - 9164）
因島瀬戸田資産税係（ 0845 -26 - 6228）

償却資産とは

0848 -38 - 9164）

健康・福祉

新型コロナの影響を受けている中小企業者等の皆さん

固定資産税等が軽減されます

子育て

①中小事業者等の税負担を軽減するため、事業者が保有する建
申告期限は令和 3 年 2月1日㈪です。詳しく
物や設備の令和3年度の固定資産税・都市計画税を、事業収 は次のとおりお問い合わせください。
入の減少幅に応じて軽減します。
軽減率 令和2年2〜10月までの、任意の連続する3カ月間の 【軽減措置に関して】
事業収入の対前年同期比減少率が50％以上であれば全額、
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
30％以上50％未満であれば1／2を軽減します。
（ 0570 - 077322／平日9：30〜17：00）
②先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例措置につ 【先端設備等導入計画に関して】
いて、現行のものから対象等を拡充します。
商工課（ 0848 -38 - 9182）
※手続きには、事前に先端設備等導入計画の認定を受ける必 【申告書提出先】
要があります。
資産税課（ 0848 -38 - 9164）

スポーツ
芸術・文化

中国労働衛生協会（平原三丁目）※国保のみ。
尾道市立市民病院（新高山三丁目）
JA尾道総合病院（平原一丁目）

（受付13：00〜16：00）

0848- 22- 8231
0848- 76- 1111
0848- 22- 3131
0845- 24- 1210
0845- 22- 2552

談

公立みつぎ総合病院（御調町）
村上記念病院（新浜一丁目）
因島医師会病院（因島中庄町）
因島総合病院（因島土生町）

0848- 22- 3803
0848- 47- 1155
0848- 22- 8111

相

国保と後期高齢の人間ドック助成申請の
受付については10月30日で終了しましたが、
今年度限り令和 3 年1月29日㈮まで延長し
ます。
人間ドック助成申請を希望する場合は、医
療機関に直接ご予約ください。予約日が決
まったら、保険年金課か各支所（御調地区は
御調保健福祉センター）に申請をお願いしま
す。なお、国保の人は「特定健診受診券」が
必要です。

情報アラカルト

国保・後期高齢の人間ドック助成申請申込期限を
実施医療機関
電話番号
１月末まで延長します 松本病院（久保三丁目）
0848- 37- 2400

※予約状況によっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

保険年金課（ 0848 -38 - 9107）
広報おのみち・令和 2 年12月
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確定申告等で障害者控除を
受けられる場合があります
65歳以上の人で、身体障害者手帳
などを持っていない場合でも、身体・
知的障害者認定 基 準に準じていれ
ば、所得税や住民税の障害者控除を
受けることができます。
（要介護認定
を受けていない場合は、所定の診断
書（有料）が必要）
認定書の交付には日数を要します
ので、余裕をもって申請してください。
■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

12

■控除額
障害者控除
所得税27万円、住民税26万円
特別障害者控除
所得税40万円、住民税30万円
高齢者福祉課
（ 0848 -38 - 9118）

犬や猫などの愛護動物の
虐待・遺棄は犯罪です
愛護動物に対し次の行為を行うと、
懲役や罰金に処せられます。虐待の疑
い等の相談は最寄りの警察や広島県動
物愛護センターに、遺棄が疑われる場
合は警察に通報してください。
・みだりに殺したり傷つけた者→5年以
下の懲役または500万円以下の罰金
・みだりに身体に外傷を生ずるおそれ
のある暴行を加える、またはそのお
それのある行為をさせる、えさや水
を与えずに酷使する等により衰弱さ
せるなど虐待を行った者 →１年以下
の懲 役または10 0万円以下の罰金
・遺棄した者→1年以下の懲役または
100万円以下の罰金
※野良犬、野良猫を捕獲して他の場所
に放す行為も遺棄に該当する可能性
があります。
広島県動物愛護センター
（ 0848 - 86 - 6511）

農林水産課（ 0848 -38 -9212）
広報おのみち・令和 2 年12月

金曜は午後7時まで市民課
関係窓口を時間延長します
本庁市民課、因島総合支所市民生
活課
各種証明書（戸籍・住民票・印鑑
証明・所得証明）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）

令和元年度

「地方公務員法」
・
「尾道市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に
基づき、令和元年度尾道市人事行政の運営等の状況について公表します。詳細
は、
12月中に市ホームページに掲載します。
職員課（☎0848 -38 -9342）

尾道市人事行政の
運営等の状況

（3）一般行政職員の初任給の状況

1 職員数に関する状況
（各年 4月1日現在）

区分

部門

職員数（人）

対前年増減（人）

平成30年 平成31年 令和2年 平成30年 平成31年 令和2年

議会

−

−

144

141

142

△4

△3

1

税務

52

49

48

△8

△3

△1

労働

0

0

0

−

−

−

民生

200

193

186

△9

△7

△7

衛生

101

95

91

2

△6

△4

農林水産

39

38

36

△1

△1

△2

商工

25

23

23

2

△2

−

土木

97

96

99

△3

△1

3

小計

667

644

634

△21

△23

△10

教育

167

155

147

△3

△12

△8

消防

206

206

206

−

−

−

小計

373

361

353

△3

△12

△8

1,040

1,005

987

△24

△35

△18

病院

915

897

878

△7

△18

△19

水道

54

55

52

−

1

△3

交通

1

1

1

−

−

−

下水道

16

13

13

1

△3

−

その他

47

47

44

1

−

△3

1,033

1,013

988

△5

△20

△25

合計

2,073

2,018

1,975

△29

△55

△43

条例定数

2,291 2,287 2,287

−

△4

−

総務企画
一般行政部門
特別行政部門

普通会計計
公営企業等会計部門

小計

（1）令和元年度の職員給与費の状況（普通会計決算）
給
給

料

与

費

職員手当 期末・勤勉手当

１人当たり給与費
計（B） （B／A）

1,005人 3,728,848千円 864,900千円 1,558,704千円 6,152,452千円 6,122千円
注 1 職員手当には退職手当を含みません。
2 職員数は、平成31年4月1日現在の職員数で、短時間勤務職員は
含みません。

区分

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

一般行政職

347,939円

415,467円

45.8歳

技能労務職

319,679円

344,170円

54.2歳

-

初級（高校卒）

150,600円

150,600円

（4）一般行政職の級別職員数の状況
区分

（令和 2年 4月1日現在）

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

標準的な
係員
職務内容

係員

係員

主任

係長

課長
補佐

課長

部長

24人 62人 143人 124人 57人

51人

14人 484人

職員数

9人

計

構成比 1.9％ 5.0％ 12.8％ 29.5％ 25.6％ 11.8％ 10.5％ 2.9％ 100．0％
1年前の
構成比 1.8％ 4.0％ 12.3％ 32.4％ 23.9％ 12.7％ 9.9％ 3.0％ 100．0％
5年前の
構成比 1.4％ 6.5％ 8.8％ 30.4％ 26.7％ 14.7％ 8.9％ 2.6％ 100．0％

注再任用職員は含んでいません。

（5）
職員手当の状況
区分

（令和 2年 4月1日現在）

尾道市

国

国と同じ

0.95月分
1.3月分
（0.725）月分 （0.45）月分
0.95月分
12 月期
1.3月分
（0.725）月分 （0.45）月分
1.9月分
計
2.6月分
（1.45）月分 （0.9）月分

期末手当

勤勉手当

6 月期

期末
手当
勤勉
手当

職制上の段階、職務の級等による
加算措置
（支給率）自己都合

応募認定・定年 （支給率） 自己都合

応募認定・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
支給率は国と同じ
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
その他の加算措置
47.709月分
退職 定年前早期退職特例措置（2〜30％） 勤続35年 39.7575月分
47.709月分
最高限度額 47.709月分
手当
自己都合
定年・早期
1人
当たりの
その他の加算措置
平均 753千円 22,715千円 定年前早期退職特例措置
（2〜45％）
支給額
注 1 ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
2 退職手当の1人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に
支給された平均額です。

（6）
特別職の報酬等の状況
区分

給料

報酬

給料月額等

（令和 2年 4月1日現在）

期末手当

市長

940,000円

6月期

2.25月分

副市長

780,000円

12月期

2.25月分

教育長

680,000円

計

議長

520,000円

6月期

2.25月分

副議長

480,000円

12月期

2.25月分

議員

450,000円

計

談

（令和 2年 4月1日現在）

163,100円

相

（2）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況

中級（短大卒）

情報アラカルト

職員数
（A）

182,200円

芸術・文化

2 職員の給与の状況【市長の事務部局等】

182,200円

スポーツ

注 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する
休職者、派遣職員などを含み、臨時職員、非常勤職員又は、会計年度
任用職員を除いています。

上級（大学卒）

子育て

−

国

健康・福祉

9

尾道市

くらしの窓

9

区分

参考

9

（令和 2年 4月1日現在）

4.5月分

4.5月分

広報おのみち・令和 2 年12月
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健康・福祉
がんなどの疾病で療養中の人へ

障害年金を受け取れる場合があります

障害年金は、けがによる障害だけでなく、さまざまな疾病も対象となっ
ており、がんを含めた疾病で療養中の人も受け取ることができる場合があ
ります。詳しくはお問い合わせください。
三原年金事務所（ 0848 - 63 - 4111）

■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

もしも、病気やケガで障害が残ったら・・・
障害基礎年金をご存じですか
国民年金加入中や、20歳前の病
気やケガで障害の状態（精神の障害
も含む）になったときは、一定の要件
を満たせば障害基礎年金が支給さ
れます。
■支給要件
① 初 診日（障 害の原因となった病
気やケガで初めて医師の診療を
受けた日）に国民年金に加入中の
人。または、老齢基礎年金の繰り
上げ支給を受けていない60歳以
上65歳未満の人。
②初診日の前日に一定の保険料納
付要件を満たしていること。
③障害認定日（初診日から原則とし
て１年６カ月を経過した日、または

それ以前に症状の固定した日）に
障害年金等 級表の１級か２級の
障害の状態になっていること。
■20歳前に初診日があるとき
20歳前に障害の状態になり、20
歳に達したとき、支給要件③を満た
していれば障害基礎年金を受けら
れます。※所得制限あり。

自死遺族の分かち合いの集い
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
合いの集いです。
※秘密は厳守します。
※治療や指導は行いません。
12月27日㈰ 14：00〜16：00
antenna Coffee House
（東土堂町11-3）
ご家族・親戚を自死で亡くした人
300円
antenna Coffee House
（ 0848 -22 -2080）

献血
日

時

尾道市献血推進協議会

（☎0848 -24 -1177）
場

所

広島県尾道庁舎

12／23㈬ 9：00〜11：30 ※電話・Webで予約可。
保険年金課
丸善製薬
（ 0848 -38 -9143）
1／12㈫ 9：00〜11：00 新尾道工場
※初診日が厚生年金加入中や３号
被保険者（サラリーマンの配偶者） ※骨髄バンクドナー登録会も開催。
0120 -150 -554（平日8：30〜17：30）
期間の人は、三原年金事務所（
https：//www.kenketsu.jp/Login
0848 - 63 - 4111）へお問い合わ
※献血前日の17：00まで予約可能。
せください。
（要会員登録）

健康相談など

持参物
締切
電子メール
ホームページ

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）
健診結果説明、健康相談
（保健師）
、 ■総合福祉センター
12月24日㈭ 13：30〜16：30
栄養相談（栄養士）など
令和3年1月12日㈫ 13：00〜16：00
■総合福祉センター
担当 臨床心理士・心理士
※前日までに要予約。
健康推進課（ 0848-24-1962）
12月18日㈮  9：30〜11：00
■御調保健福祉センター
■旧JA原田出張所
12月23日㈬ 13：30〜15：30
12月22日㈫  9：30〜10：30
心の悩みのある人かその家族
健康推進課
担当
公認心理師、保健師
（ 0848 24 1962）
御調保健福祉センター
■瀬戸田福祉保健センター
（ 0848 -76 -2235）
令和3年1月8日 ㈮ 13：30〜14：30
因島総合支所健康推進課
もの忘れ何でも相談
（ 0845 -22-0123）
認知症状のある人を介護している
こころの相談
家族、認知症に関して不安や悩み
を抱えている人
●こころの健康・ひきこもり相談
■御調保健福祉センター
（前日までに申込／ 2人）
こころの悩みのある人か家族、また
※要申込、個別相談。

14

成人健康相談

広報おのみち・令和 2 年12月

12月17日㈭ 13：30〜15：00
北部地域包括支援センター
（ 0848-76-2495）

東部保健所での相談（要申込）

●アレルギー疾患相談
12月15日㈫、
令和３年１月19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）
●B型・C型肝炎ウイルス検査
※要予約。
令和３年１月21日㈭
令和３年１月15日㈮
●HIV抗原抗体検査・梅毒検査
令和３年１月21日㈭
※匿名予約可。
広島県東部保健所保健課
（ 0848 -25 -2011）

尾道市歯科医師会
100周年記念市民公開講座
「口元と姿勢の美しい関係」
令和3 年1月17日㈰ 13：00〜14：30
尾道国際ホテル
テーマ 「口元と姿勢の美しい関係」
講師 宝田恭子さん（歯科医師・日
本アンチエイジング歯科学会監事）

89

自分に合ったエネルギー摂取量は？
〜自分の標準体重と摂取エネルギーを知っておこう！〜

自粛生活で体重が増えてしまった人は多いのでは？
肥満はエネルギー摂取量過剰の食生活が定着した結果です。
消費しきれなかったエネルギーは、内臓脂肪として蓄積し、高血
糖、脂質異常、高血圧などを招きます。体重が増加傾向にある
人は、摂取エネルギーを減らし、体を動かして消費エネルギーを
増やしましょう。
身長
（

）m × 身長（
＝ 標準体重
（

例）
ショートケーキ１個
………… 366kcal
メロンパン
………… 408kcal
ごはん（150g）
………… 252kcal

）m × 22
）kg

標準体重は、最も病気の少ない体格指数（BMI）22を
基準にしています。

標準体重
（
＝

宝田恭子さん

栄養の
バランスも
とろうね。

くらしの窓

1日の摂取エネルギー量
（
＝

）kcal ÷３食
1食分の摂取エネルギー量
（
）kcal

食品の栄養成分表示にあるエネルギー量を参考にしましょう。

★身体活動量のめやす

＜日本人の食事摂取基準参照＞

生活活動強度

職種の例

軽い労作

生活の大部分が座っている（デスクワークが多い人）

身体活動量（kcal）

中等度の労作 移動や立位での作業が多い（立ち仕事が多い人）

25 〜 30
30 〜 35

活発な活動が多い（力仕事が多い人）

35 〜 40

子育て

重い労作

健康・福祉

100人（要申込）
電話で
尾道市歯科医師会10 0周年記念
事業開催委員会（黒瀬歯科医院内
0848 - 37- 4184／水・日曜、
年末年始休診）

）kg × ★身体活動量（ ）kcal
1日の摂取エネルギー量
（
）kcal

健康推進課（ 0848 -24 -1962）

また、退院後、自宅で不安なく生活が送れるよう

まざまな理由により日常生活に困難を感じている人か

に、地域の医療機関への紹介依頼や予約、必要な福

決を支援する専門職のことで、多くが病院で働く社会

い場合は、患者さんに応じた転院先や施設を紹介して

ら相談を受け、社会福祉の立場から困難の軽減や解

専門知識・技術を持つ専門職で、医療機関や福祉施

祉サービスを検討しています。自宅へ帰ることが難し
います。

病気になると様々な心配

設（高齢者・児童・障害者など）
、行政機関（福祉事務

事が生じますが、一緒に話

ます。

見つかることもあります。患

所・更正施設など）、学校など様々な分野で働いてい

の様々な不安（病気・生活・金銭面など）について相談

に応じ、必要に応じて福祉・保険制度が利用できるよ
うに支援しています。

者さんやご家族が安心して

談

ワーカーとして地域連携室に所属しています。療養中

し合うなかで解決の糸口が

相

市民病院では2人の社会福祉士が医療ソーシャル

情報アラカルト

福祉士です。社会福祉士は、福祉の相談援助に関する

芸術・文化

医療ソーシャルワーカーとは、病気や障害などのさ

スポーツ

医療ソーシャルワーカーを
19 ご存知ですか？

療養できるようサポートし
ます。いつでもご相談くだ
さい。

尾道市立市民病院（

0848- 47-1155 ㈹）

広報おのみち・令和 2 年12月
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子育て
資格取得等を目指すひとり親家庭を応援します
20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親で、過去にこの制度を利用したことがない人
※高卒認定試験講座給付は、ひとり親家庭の親とその子どもも対象。
（高等学校を卒業していない人のみ）
※所得審査等あり。申請前に事前相談が必要。

■高等職業訓練促進給付金
対象資格

■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

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、美容師、
社会福祉士、調理師、製菓衛生師
支給金額（月額）
①市民税非課税世帯 100,000円
②市民税課税世帯
70,500円
※養成機関（１年以上の課程を修業）で職業訓練期間中に支給。
※修業最終年度は40,000円加算、修了支援給付金あり。
支給期間 全修業期間（上限 3〜4 年）

■自立支援教育訓練給付金
対象資格

就業を目的とした指定教育訓練講座、母子・父子福祉センター開講の
就労支援講座
支給金額 受講し修了した場合、講座受講費の60％
（上限：修業年数（最大３〜４年）
×20万円）

■高卒認定試験講座の受講費用給付金

支給金額
①受講修了時 高卒認定試験講座受講修了後に受講費用の２割（上限10万円）
②合格時 全科目合格後に受講費用の４割（①と合わせて上限15万円）
子育て支援課（ 0848 -38 -9205）
【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

場

4カ月児健診

総合福祉センター

12月16日㈬・17日㈭

総合福祉センター

１月13日㈬・14日㈭

1歳6カ月児健診

所

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 （

程

因島総合福祉保健センター 12月17日㈭

健診名

3歳児健診

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

場

所

日

程

因島総合福祉保健センター １月14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。

相談・講習会
行事名
母乳相談
（要予約）

持参物
締切
電子メール
ホームページ

母子健康手帳
の交付
（要予約）
パパ☆ママ
準備スクール
（要予約）
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場

所

日

程

受付時間

※電話相談へ変更の
可能性あり

12月22日㈫
１月 ５日㈫
12日㈫

13：30〜
14：30〜
15：30〜

総合福祉センター

12月27日㈰

9 ：00〜12：00

総合福祉センター

総合福祉センター

広報おのみち・令和 2 年12月

１月24日㈰

13：45〜14：00
（14：45まで）

対

象

備

考

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

母子健康手帳交付対象者
12／25㈮

妊娠届出書、本人確認でき
るもの

1人目妊娠中で妊娠6カ月以
降の市内在住の妊婦、夫
6組
1／8㈮〜22㈮

出産の経過、呼吸法、沐浴
実習、妊婦体験等
母子健康手帳、筆記用具
健康推進課
（ 0848 - 48 -2012）

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
1月13日
（水）
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
1／6（水）13：30〜

親子であそぼう
てくてくクラブ
1月7日
（木）
10：00〜11：30

概ね1歳半〜3歳の子と保護者
10組
12／24（木）13：30〜

子育て支援センター
「はっぴぃ」

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

すくすくKIDS＆
子育て相談
1月19日
（火）
10：00〜11：00

みかんちゃんとリトミック
1月20日
（水）
①10：00〜②11：00〜

のびのびKIDS＆
子育て相談
1月28日
（木）
10：00〜11：00

おうちにいてもつながろう！

作って遊ぼう！節分＆パネル
シアター「おにさんだあれ」
1月27日
（水）
①9：00〜②10：30〜

東尾道

今日からできる毎日が楽しく
なる3つのポイント
1月8日
（金）
10：00〜11：30

概ね7カ月〜1歳半の子と
保護者
10組
1／8（金）13：30〜

『キッズ Ｗeb☆尾 道 』

ビデオ通 話アプリを使った、オン
ラインでの子育て相談

絵本の読み語りと
ミュージック・ケア
1月12日
（火）
10：30〜11：00

1歳までの子と保護者
10組
1／5（火）〜

未就園児と保護者
各5組
1／13（水）〜

子育て支援センター

井戸端会議「わいわい」
1月20日
（水）
10：00〜11：30

リトミック
リズムに合わせてあそぼう
1月27日
（水）
10：00〜11：00

育児相談 子育てで気になること
何でも相談できます
1月12日
（火）
10：30〜11：30

わらべうたに秘められた知恵
1月6日
（水）①9：30〜10：10
②10：30〜11：10

みつぎ

向島

子育て支援センター
「はぐ」

未就学児と保護者
講師 宮本孝子さん
（認定音楽療法士）
6組程度
12／19（土）〜

生命と身体と心の話
1月22日
（金）
10：30〜11：30

未就学児の保護者
各回5人
講師 高原香枝子さん
1／13（水）〜

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

ベビーマッサージ「ハハコ」
1月22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
1／6（水）〜

親子でリトミック
音楽に合わせて体を動かして楽しもう
1月21日
（木）
10：30〜11：15

1歳で歩ける子〜3歳の子と
保護者
講師 村尾きみかさん
5組
1／14（木）13：30〜

わかばタイム
あかちゃんとママのゆったり時間
1月20日
（水）
14：00〜15：00
2〜10カ月の子と保護者
5組程度
1／6（水）〜

「親の力」を学びあう学習プログラム
生活リズムをととのえて
1月29日
（金）
10：30〜11：45
未就園児の保護者
5組程度
講師 すまいるぱれっと
1／12
（火）〜

芸術・文化

未就学児と保護者､妊婦
5組（オンライン5組）
講師 吉葊朱美さん（助産師）
1／8（金）〜

ママのためのYOGA
1月27日
（水）①9：30〜10：10
②10：30〜11：10

相談員 健康推進課保健師、ぽかぽかコーディネーター
バスタオル、母子健康手帳
5組
1／5（火）13：30〜
育児相談、体重・身長測定など

未就学児と保護者
3組
講師 山中見友さん
12／24（木）13：30〜

スポーツ

①2カ月〜ハイハイまでの子と保護者
旧向東支所内
②ハイハイ〜未就学児の子と保護者
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） 講師 前田和子さん（おのみちわらべ）
各回5組
12／16（水）〜
☎0848 - 45 -1305

☎0848 - 47- 5585

2〜3歳の子と保護者
10組
1／14（木）13：30〜

子育て

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）

未就園児と保護者
各10組
1／6（水）〜

健康・福祉

未就学児と保護者
旧東生口幼稚園
6組程度
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） 講師 瀬戸田図書館職員
12／19（土）〜
☎0845 -28 -1345

未就学児の保護者
4組程度
コーディネーター 韓 彩路さん
（臨床心理士）
12／19（土）〜

ハイハイまでの子と保護者
10組 ※身長測定可。
12／28（月）〜

くらしの窓

生口島

子育て支援センター

にこにこタッチケア＆
子育て相談
1月14日
（木）
10：00〜11：00

親子であそぼう
はいはいクラブ
1月15日
（金）
10：00〜11：30

親子たいそう
マットや鉄棒を使って
1月19日
（火）
10：00〜11：30

概ね2歳以上の未就園児
10組
講師 田中悦子さん
1／12
（火）13：30〜

いんのしま

情報アラカルト

パソコン教室入門編（ワード・エクセル2013）

相

令和３年１月17日・24日・31日、２月７日・14日の日曜 9：30〜12：30（全５回）
総合福祉センター
ひとり親家庭
パソコンの基本操作や文章入力、簡単な表の作成や計算式など
10人
5,000円（テキスト代込み）
筆記用具
令和3 年1月8日㈮
母子・父子福祉センター（ 0848 -22 - 8385）

談

広報おのみち・令和 2 年12月
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スポーツ
令和３年度尾道市スポーツ施設利用調整（予約）
希望団体募集
施設名
競技種目

照明

※一部除く。

■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

利用要件 競技大会、町内会等や教育機関 ① 長者原市民スポーツ広場 軟式野球、ソフトボール等
が主催する運動会、講演会などで、事前の ② 東尾道市民スポーツ広場 サッカー、ソフトボール、グラ
（北面）
ウンド・ゴルフ等
会場確保が必要な行事（練習や練習試合
東尾道市民スポーツ広場 サッカー、ソフトボール、グラ
③
は除く）
（南面）
ウンド・ゴルフ、少年野球等
令和3 年 1月8日㈮
④ 御調ソフトボール球場
ソフトボール
※決定は2月初旬に文書で通知。
⑤ 御調体育センター
体育館競技
所定の申込用紙と、行事の概要がわかるも
体 育館 競 技、ソフトボール、
の（過去の大会要項等）を添付して窓口か ⑥ 向島運動公園
サッカー、グラウンド・ゴルフ、
テニス、水泳、少年野球等
郵送で
⑦
長者原スポーツセンター
体育館競技、テニス
※希望日が重複した場合は、管理者が定める
軟式野球、テニス、サッカー、
基準で優先順位を決定します。
⑧ 因島運動公園
グラウンド・ゴルフ等
※詳細は、各施設や市ホームページに掲載の
※①〜③は、市外団体は利用不可。④〜⑧は有料施設。
募集要領等をご覧ください。

×
○※
○
○※
○
○※

※時期により工事等で使用できない場合があります。

①〜⑤・⑧〒722 - 8501 久保一丁目15 -1  生涯学習課（ 0848 -20 -7499）
⑥〒722 - 0073 向島町11098 -289  向島運動公園（管理者：尾道市体育協会）
（ 0848 - 44 - 6700）
⑦〒729 0141 高須町985 25  長者原スポーツセンター（管理者：尾道市シルバー人材センター）
（ 0848 - 48 - 5677）

行事案内

持参物
締切
電子メール
ホームページ

18

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

12月19日㈯ 第28回中学オープンインドアソフトテニス び
大会男子（2日目）
吉和地区バスケットボール親善大会（12／26）び
サンフレッチェびんごJrユースセレクション び
（〜12／20）
（サッカー）
2020HiFAユースリーグ高円宮杯サッカー び
リーグU-13
広島県HiFAユースサッカーリーグ（〜12／20）向
2020尾道ジュニアバレーボールX’
masCup 向
20日㈰ 南蔵王スポーツISOTOPEラージボールおたのしみ大会 び
尾三フェニックスSANBA FC交流大会（サッカー）び
2020年度第2回尾道シニア体験入団及び び
入団説明会
21日㈪ でんゆうGG東部地区グラウンドゴルフ月例大会 び
22日㈫ 尾道グラウンドゴルフ忘年大会
び
24日㈭ 第6回三地区交流選抜大会（バスケットボール）び
（〜12／27）
びんご運動公園短期キッズスイミング（〜12／27）び
26日㈯ 尾道市ダンス交流会（1／11）
び
福山ウィンターユースフェスティバル（サッカー）び
（〜12／29）
広島県HiFAユースサッカーリーグ（〜12／27）向
27日㈰ 社交ダンス交流会
び
28日㈪ 尾三地区高等学校ソフトテニスインドア選手権大会 び
29日㈫ YAYOIバトンスクールバトントワリング合同 び
練習会（〜1／2）
広報おのみち・令和 2 年12月

1月  2日㈯ サンフレッチェびんご新春サッカー大会
び
3日㈰ 西日本高校冬期研 修大会（ソフトテニス）び
（〜1／5）
7日㈭ 尾道グラウンドゴルフ正月大会
び
9日㈯ 2020（公財）日本サッカー協会Ｂ級コーチ び
養成講習会（〜1／11）
第7回びんごウィンターカップ中学生ソフト び
テニス研修大会団体戦（〜1／10）
11日㈷ 第24回しまなみソフトバレーボール大会
び
び
尾道ダンス交流会
広島県HiFAユースサッカーリーグ
向
び；県立びんご運動公園

（

長；長者原スポーツセンター（

（
（
御体；御調体育センター
（
御ソ；御調ソフトボール球場（
向；向島運動公園
因；因島運動公園

0848 - 48 - 5446）
http://bingo-sportspark.com/
0848 - 48 - 5677）
0848 - 44 - 6700）
0845 - 24 - 3216）
0848 - 76 - 2111）
0848 - 76 - 2111）

広島トップアスリート講座
中国電力女子卓球部
卓球講座

1月初旬〜3月下旬
県立びんご運動公園
幼児〜大人（教室により異なる）
ヨガなどのコンディショニング系、サーキット系、
キッズスポーツ塾など
20〜30人
5,100〜8,200円（定期申込）
※1回参加可能教室あり。
運動しやすい服装、室内用運動靴など
健康スポーツセンター受付で
※詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合
わせください。
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）
http://bingo-sportspark.com/

びんご運動公園初の
卓 球 講座。いま、広島
県で大注目の中国電力
女子卓球部による指導
です。
令和3 年3月6日㈯ 13：00〜16：00
県立びんご運動公園
小・中学生（経験者）
基本練習とミニゲーム等
100人（予定）
講師 中国電力女子卓球部、サポート：備後地区高校生
1人 500円（税込）
ラケット、室内シューズ、飲み物等
健康スポーツセンター受付で
令和3 年1月31日㈰
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）

くらしの窓

びんご運動公園
フィットネス教室
受講者募集中

健康・福祉

芸術・文化
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）
■常設展Ⅲ「圓鍔勝三の野外彫刻」

■「トルコからシルクロード」展

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）、12/29〜1/3

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は翌日）、12/29〜1/3

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

開催中〜令和 3 年1月17日㈰
大人310円、高校・大学生210円、中学生
以下と70歳以上（要年齢確認）は無料

☎0848-76-2888

■From soup to nuts

菅原瑶子・吉田彩花（ともに本学大学院美術
研究科油画コース修了）による、２人展です。

12月19日㈯〜令和 3 年1月24日㈰

☎0848-20-7831

  （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』

■冬季企画展

9：00～17：30（入館は17：00まで）
月曜休館（祝日は翌日）、12/28〜1/4

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

宝船版画

12月12日㈯〜令和 3 年 3月14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）、12/29〜1/3

☎0845-27-3800

☎0845-27-0800

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）
■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）
、12/29〜1/1

10：00～17：00（入館は16：30まで）
火曜休館（祝日は翌日）
、12/28〜1/3

開催中〜令和 3 年2月24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

その昔、尾道と御調をつないだ「オノテツ」こと尾道鉄道。当時
の車窓から見えたであろう沿線地域の企業・産業を特集します。

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。

相

■第39回企画展示   オノテツの車窓から
〜時空を旅する尾道鉄道沿線紀行〜

10：00～18：00（入館は17：30まで）
火曜休館（祝日は翌日）、12/28〜1/3

☎0848-37-8141

広報おのみち・令和 2 年12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

開催中〜令和 3 年 3月19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）

スポーツ

☎0848-23-2281

開催中〜令 和 3 年 3月14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

子育て

■尾道市立美術館コレクション展
ー 描かれた尾道水道

19

図書館の催し

■ 因島図書館（☎0845 -22- 8660）

●島の映画館 因島座
12月19日㈯、26日㈯ 10：30〜
各回50人
■中央図書館（☎︎0848 -37- 4946）
●星座のお話会
第2回
●上映会「火曜名画座」
1月11日㈷
13：30〜15：00
12月22日㈫・1月13日㈬ 18：00〜
幼児〜中学生
各回約40人
※幼児・低学年は保護者同伴。
●ハンドベル・クリスマスコンサート
四季の星座の見つけ方とギリシャ神
12月20日㈰ 15：00〜16：00
話など冬の星座について、スクリーン
曲目 「ジングルベル」
「明日があるさ」
に映して解説します。
「糸」ほか
15人  ※要申込。
50人  ※要整理券（12月12日㈯から
講師 槇村廣郎さん（元瀬戸田中学校校長）
配布）。

●特別展「たかはしゆきのり オリガミ
の世界」
1月9日㈯〜2月28日㈰
※特別整理期間中は休館。
創作折紙作家たかはしゆきのりさん
の作品展

第12回本因坊秀策囲碁記念館
子ども囲碁大会

■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

令和3 年1月9日㈯ 13：00〜16：00
本因坊秀策囲碁記念館
未就学児、小・中・高校生など
棋力に応じ、9路・13路・19路に分か
■みつぎ子ども図書館（☎0848 -76 -3111） ■ 瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）
れて対局  ※無料送迎バスあり。
●竹井淳新春凧展
●おのみち風景写真展
審判長 山本賢太郎五段（日本棋院）
開催中〜12月20日㈰
12月26日㈯〜1月17日㈰
申込書などを郵送かFAX、メールで
御調町在住のアマチュアカメラマン
めでたい創作和凧の展示
12月25日㈮
による尾道の風景写真の展示
●干支・年賀状展
本因坊秀策囲碁記念館
■向島子ども図書館（☎0848 - 44 - 0114）
12月22日㈫〜1月11日㈷
（ ・ 0845 -24 -3715）
特別整理のため休館します。
丑年の年賀状、絵手紙の展示
syuusakuigokinenkan@chorus.ocn.ne.jp
1月26日㈫〜1月29日㈮

尾道、私の尾道

マリー・ワイアット（トリニダード・トバゴ） ALT

日本に住むことは、私の長年の夢でした。尾道市の小・
中学校で英語を教えることが決まった時、私はすぐに尾道
について調べました。古寺、桜、漫画、アニメ、猫、有名な
サイクリング道、伝統と現代が見事に調和した町……何だ
か心が弾んでいくのが分かりました。
尾道は、私が今まで住んできた町の中で、最も住みやすい町の一つです。大きすぎ
ず、この町で疲れることはありません。また、本当に安全で、全てのものがすぐ近くに
あります。そう聞くと、退屈な町だと感じられるかもしれませんが、尾道はほとんど退
屈しない町です。何かがいつもあり、何もないということはほとんどありません。まるで
町を探検しているような気持になることが多くあります。
私は今、外国語指導助手（ALT）として、勤務しています。尾道の児童生徒はとても可愛らしく、幸せに溢れ、
生き生きしています。先生方も素晴らしく、そのような先生方から多くのことを学べる私は、本当に幸せです。
私の多くの児童生徒は、英語の授業を楽しんでいます。彼らに英語を教えること、そして、彼らの成長を見守る
ことは、私の喜びです。彼らがこの先も素晴らしい時間を過ごし、これからも最善を尽くして、人生を切り拓いて
いくことを願っております。
尾道市国際交流推進協議会事務局（秘書広報課内☎︎0848 - 38 - 9395）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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広報おのみち・令和 2 年12月

情報アラカルト
お知らせ
千光寺山ロープウェイの
年末年始の運行について
年末年始は休まず運行します。
※1月1日は午前 6 時15分から運行し
ます。山麓駅から乗車の100人に、
尾道観光カレンダーをプレゼントし
ます。
千光寺山ロープウェイ
（ 0848 -22 - 4900）

健康・福祉

広報7月号で募集の「電子メディアとの付き合い方」
標語入賞入選者が決まりました

（各部門 最優秀賞1人、優秀賞2人、入選3人）
小学生部門 最優秀賞

そのコトバ 実際会って
中学生部門 最優秀賞
消え去らない 心の傷と

※敬称略。

子育て

言えますか （岡本美空／高見小 6 年）
その情報

（川上陽菜／日比崎中 1年）

青少年健全育成功労者表彰及び「少年を守る店」優良表彰

スポーツ

青少年健全育成に長年にわたり寄与した人や団体・店舗を表彰しています。
今年度は、次の4 部門で表彰を行いました。
・青少年健全育成功労者の部・・・・・ 24人

・善行青少年の部・ ・・・・・・・・・・・・・ 1人

芸術・文化

・優良青少年育成団体の部・・・・・ 2団体
・
「少年を守る店」優良店の部・ ・・・・ 4店

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

青少年センター（ 0848 -37- 8744） ▲11月24日に行われた表彰式の様子

情報アラカルト

〇農地の利用権設定の受付が始まり
ます
農地の貸し借りを行う「利用権」の
更新を希望する場合は手続きが必要
です。農業者年金の経営移譲年金を
受給している人は、忘れずに手続きを
してください。
また、新規の申込手続きも受け付
けます。
市街化区域以外の農地
令和3 年1月4日㈪～25日㈪
〇農地の貸借や農地転用には手続き
が必要です
農地を耕作する目的で貸借、売買な
どを行う場合や、農地を農地以外のも
のに転用する場合は、農地法に基づき
農業委員会での手続きが必要です。
※必要書類は、市ホームページから
ダウンロードするか、農業委員会
事務局・各支所の農業委員会出張
所にあります。
農業委員会事務局
（ 0848 -38 - 9491）

橋梁補修工事のため、因島大橋付近
西瀬戸尾道IC
本州
で昼夜連続の追越車線規制と対面通
尾道大橋出入口
行規制を実施しています。
新尾道大橋
向島
ご迷惑をおかけしますが、しまなみ海 広島県
向島IC
道の安心・安全のため、ご理解とご協力
因島大橋
規制区間
大浜PA
をお願いいたします。
因島北IC
因島
〇規制区間
因島南IC
生口島北IC 生口橋
向島IC～因島北 IC（上下線）のうち
因島大橋付近の約1㎞
〇規制期間 令和3 年3月31日㈬まで （土・日・祝日を含む）
本州四国連絡高速道路㈱しまなみ尾道管理センター
（ 0848 - 44 -3700／9：00～17：30）
https://www.jb-honshi.co.jp/

くらしの窓

農業委員会からの
お知らせとお願い

しまなみ海道
昼夜連続の車線規制にご注意を

相
談

広報おのみち・令和 2 年12月
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尾道市立美術館
〈キリトリ線〉

■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

家畜伝染病予防法により、毎年、飼
育状況の報告が必要です。
対象動物   牛、水牛、鹿、馬、羊、山羊、
豚、
いのしし、鶏、
あひる、
あいがも、
うず
ら、
きじ、
だちょう、
ほろほろ鳥、
七面鳥。
詳しくは、県ホームページ「飼養衛生管
理基準」で検索か、お問い合わせください。
広島県東部畜産事務所防疫課
）
（ 084 - 921-1866（直通）

守ってね！ 最低賃金
10月1日発効の広島県最低賃金は、
昨年に引き続き時間額 871円です。
これは、県内の事業所で働くすべて
の労働者に適用されます。年齢、性別、
雇用形態（常用・臨時・パート・アルバ
イト等）
、支払形態（月給・日給・時給
等）を問いません。
広島労働局労働基準部賃金室
（ 082 -221- 9244）
尾道労働基準監督署
（ 0848 -22 - 4158）

催し
人権に関するパネル展

11月21日㈯〜令 和3 年1月17日㈰
左の招待券を切り取り、尾道市立美術館で
提出いただくと、1人1回入館無料となります。

人権文化講演会

「インターネットと人とのかかわり合い
〜with コロナの時代 SNSの中傷と対策を考える〜」
実体験から語る社会へのメッセージ
令和3年

1月23日㈯ 13：30〜15：00

市民センターむかいしま

190人（申込多数の場合、抽選）※手話通訳・託児・要約
筆記あり。補聴器（Tモード対応）で明瞭に聞こえるヒアリングリープ席や専用受信
機（10台）貸出あり。入場整理券が必要、1月上旬に送付。

往復はがきの往信欄裏面に「郵便番号・住所・名前（ふりがな）
・電話番号・
参加希望人数（はがき1枚につき2人まで。2人の場合、同伴者の名前・住所・
電話番号も記入）」、返信欄表面に「申込者の宛名」を記入のうえ郵送

※ 未就学児で託児が必要な人は「子どもの名前・年齢」も併せて記入し「託児希望」と朱書き。
（定員5人）

12月24日㈭ 必着
〒722 - 0041 防地町26 -24  人権男女共同参画課（ 0848 -37-2631）

〇パネル展「あなたは大丈夫？— 考え
よう！インターネットと人権 —」
便利なインターネットも使い方次第で
思わぬトラブルが。自分自身が被害者
にも加害者にもならないよう考えてみま
しょう。
（企画：法務省人権擁護局、制
作：
（公財）
人権教育啓発推進センター）
令和3 年 1月14日㈭～2月2日㈫
中央図書館、人権文化センター
※展示時間・休日は、各施設の開館と同様
人権男女共同参画課
（ 0848 -37-2631）

おのみち海の駅
ウインターイルミネーション

〇「世界人権宣言」書画パネル展
装飾された桟橋が海上で光り輝く幻
基本的人権尊重の原則を国際的に定
めた「世界人権宣言」の各条文をイメー 想的な光景をお楽しみください。
開催中～令和3 年1月31日㈰
ジし、書画で表現したパネルを展示しま
17：00～24：00
す。
（抜粋展示）
尾道中央ビジター桟橋（おのみち海
12月24日㈭～令和3 年1月9日㈯
の駅・尾道商工会議所隣接）
8：30～17：15（日曜・年末年始は休所）
おのみち海の駅活性化委員会事務局
※土曜の時間はお問い合わせください。
（山田 090 -3372 -1577）
人権文化センター

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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講師 スマイリーキクチ さん

対象動物の飼育には報告を

尾道市立美術館コレクション展
— 描かれた尾道水道

etc…

教室・講座

果樹の剪定入門教室を
開催します
備後圏域で収穫される果樹について、
剪定方法の座学と実地を行います。
農家以外の人も大歓迎です。
12月25日㈮ 9：30～16：00
福山市園芸センター
18歳以上で備後圏域に在住の人
16人
筆記用具、昼食
電話で
12月18日㈮
福山市地産地消推進課
（ 084 - 928 -1242）

常設展Ⅲ「圓鍔勝三の野外彫刻」
12月8日㈫〜令和3 年3月14日㈰
右の招待券を切り取り、圓鍔勝三彫刻美術館
で提出いただくと、1人1回入館無料となります。

etc…

募集

不動産公売を実施します

姉 妹 都 市

今 回は

姉 妹 都 市

島根県松江市では、宿泊割引キャ
ンペーンを実施します。
姉妹都市協定
を 締 結している
尾 道 市 在住の人
は特にお 得にな
ります。ぜひご利
用ください。本取
組は、
「松江市Re
Happy！キャンペーン」の一環で取り
組んでいます。
利用期間 令和3 年1月1日㈷〜3月
10日㈬（※早期終了する場合あり。
）
割引額 1人1泊あたり、利用料金の
半額を割引（上限5,000円）
※GoToトラベルとの併用可。
松江市観光文化課
（ 0852 - 55 - 5214）

「あなたがハマっている今治の魅
力」をテーマに撮影した写真や動画
に、
「＃みんなで iiimabari!」などの
ハッシュタグを付けてFacebookか
Instagramに投稿してください。その
中から毎月3人程度にタオルや潮流
体験など素敵な賞
品をプレゼント。
キャンペーン期間は
令和3年2月28日㈰
まで。
今治市営業戦略課
（ 0898 -36 -1554）
https://iiimabari.jp/special/
everyone/info.html

情報アラカルト

「＃みんなで iiimabari! 」
ハッシュタグキャンペーン

芸術・文化

松江市も行こう！

スポーツ

今治市へ行こう！

子育て

10月定期募集の公開抽選後に入
居希望者がなかった住宅について、
随時募集として先着順で入居申込を
受け付けています。
詳しくは、市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。
※すでに申込みがある住宅は除く。
12月28日㈪
市営住宅管理センター
（ 0848 -21-1266）

尾道産食材を使用した「おやつ」をテーマにコンテストを開催します。
尾道を元気に！おいしいものを食べて元気になろう！今年は「元気がでる」を
テーマにしたおやつを募集します。
食品の製造・販売等を行い、審査会場に試食品を
持参して、プレゼンテーションができる事業者
※審査終了後、2カ月以上店頭販売できること。
令和3 年2月12日㈮までに所定の様式で
■審査 令和 3 年2 月28日㈰
市民センターむかいしま
主催者や、食の専門家などによる審査
前回グランプリ
「尾道産 苺のマドレーヌ」
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
（10月のさくら）
尾道スローフードまちづくり推進協議会事務局
（農林水産課内 0848 -38 - 9212・ 0848 -37-2377）

健康・福祉

市営住宅入居者募集（随時）

2020尾道おやつコンテスト開催

くらしの窓

尾道市が差押えた不動産を農地と
して公売します。
公売物件  瀬戸田町高根字原479番1
公売場所 瀬戸田支所
公売日時 令和3 年2月9日㈫
10：30～11：00
参加条件 12月28日㈪までに農業委
員会へ、農地法第3条による買受
適格証明の申請をしていること。
※詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。
【公売】収納課
（ 0848 -37-2600）
【買受適格証明申請】農業委員会事
務局（ 0848 -38 - 9491）

〈キリトリ線〉

圓鍔勝三彫刻美術館

相
談

広報おのみち・令和 2 年12月
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尾道学生応援箱の対象者を
拡充しました

■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

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。
対象者を従来の県外 在住から市外
在住の学生に拡充しましたので、お知
り合いへお声がけください。
※詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。
政策企画課（ 0848 -38 - 9314）

火事を防ごう！

各家庭での火災予防対策
尾道市内において、10月に7件の火災が発生し、その内の 6 件が建物
火災となっています。冬から春にかけ空気が乾燥し、火災が発生しやす
い時期を迎えるため、各家庭でも予防対策の徹底をお願いします！

〇 住宅防火

命を守る7つのポイント

３つの習慣
① 寝たばこは絶対にやめる

昨年の
出火原因の第一位は
「たばこ」です。

② ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用

③ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

４つの対策
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置

② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置

④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を構築

低利融資で勤労者の暮らしを応援
中国労働金庫の自治体提携ローン
市と中国労働金庫では、共同で低利
の融資制度を設けています。
市内在住か勤務する勤労者
融資限度額 ①教育費、住宅費、空き家
解体費、下水道整備費、介護器具購
入費、福祉車両購入費、医療費とこれ
らの使途の借換は500万円まで
②生活支援資金は200万円まで
返済期間 最長10年（毎月返済か毎月・
一時金併用返済）
  ※教育費でご利用
の場合、据置融資制度あり。
融資利率  ①年2.34％  ②年2.17％
※ともに保証料込。
※詳しくはお問い合わせください。
中国労働金庫
尾道支店（ 0848 - 46 - 8110）
因島代理店（ 0845 -22 -2517）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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コンセントとプラグの隙間に埃
が溜まり、漏電により発火する
ことがあります。差しっぱなし
のコンセントはチェックしてみま
しょう。

11月に尾道駅前で住宅防災対策の啓発活動を行
いました。

〇火災警報器の設置効果
一人暮らしの女性宅でこんろから出火、設置していた住宅用火災警報器
が作動。警報音を聞いた近所の住民が駆け付け、消火と通報避難の補助を
行い、被害を最小限に抑えることができました。
消防局予防課（ 0848 - 55 - 9123）

病院事業局の職員を募集します
尾道市立市民病院
試 験 職 種
看

護

師

採用予定人数

受 験 資 格

受 付 期 間

試 験 日

5人程 度

社会福祉士

1人

歯科衛生士

1人

資格・免許を有する人か取得
見込の人

12月21日㈪～
令和 3 年1月23日㈯
令和 3 年1月15日㈮

試験場所

尾道市立市民病院
※詳しくは試験案内やホームページをご覧ください。
〒722 8503 新高山三丁目1170 -177
尾道市病院事業局試験委員会（尾道市立市民病院総務人事課内 0848 - 47-1155 ㈹）
http://www.onomichi-hospital.jp/
くらしの窓

公立みつぎ総合病院
試 験 職 種
剤

2人

理学療法士

1人

言語聴覚士

1人

介護福祉士

3人程度

臨床心理士

1人

資格・免許を有する人か取得
見込の人

受 付 期 間

試 験 日

12月16日㈬～
令和 3 年1月4日㈪

令和 3 年1月9日㈯

子育て

師

受 験 資 格

健康・福祉

薬

採用予定人数

スポーツ

臨床心理士資格もしくは公認心
理師の資格免許を有する人か
令和２年度中に取得見込の人

芸術・文化

試験場所 公立みつぎ総合病院
※詳しくはホームページをご覧ください。
〒722 - 0393 御調町市124
尾道市病院事業局試験委員会
（公立みつぎ総合病院総務課内 0848 -76 -1111㈹）
http://www.mitsugibyouin.com/

情報アラカルト
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相談
内

容

日

時

（法律相談全般） 1 月 6 日㈬13：00〜16：00
弁護士相談［要予約］
※受付は12月17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）

弁護士法律相談
［要予約］
無料調停相談会

（交通事故、金銭、土地建物、境界、夫婦、相続ほか）

月14日㈭13：00〜16：00
月15日㈮13：00〜15：00
月12日㈫13：00〜16：00
月18日㈪13：00〜16：00
月20日㈬13：00〜16：00
月21日㈭13：00〜16：00

空き家バンク「空き家相談会」

※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）

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。

1 月12日㈫13：00〜16：00

尾道市役所／向島支所

1 月13日㈬10：00〜16：00

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

1 月27日㈬10：00〜16：00
1 月16日㈯10：00〜16：00

1 月18日㈪10：00〜16：00

因島総合福祉センター 尾道民事調停協会（村上司法事務所内）
（因島はっさく交流館） ☎0845 - 22- 5634
百島支所（百島みんなの家） 広島県行政書士会尾道支部
☎0848 - 29 - 6514
総合福祉センター
北村洋品店
（三軒家町3 - 23）

月〜金曜（祝日を除く）
広島県福山庁舎３階
9：15〜12：00、13：00〜16：00
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
（祝日を除く） 10：00〜15：30
（※ 3） 火・木曜
［要予約］
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
12月17日㈭16：30〜19：20
尾道しごと館
［予約優先］
1 月 7 日㈭13：30〜16：20
（仕事や就職に不安や悩みを持つ人の
12月16日㈬13：30〜15：20
相談窓口）
1 月20日㈬13：30〜15：20
12月16日㈬10：00〜14：00
因島一日職業相談会
1 月20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。
）

NPO法人尾道空き家再生プロジェクト
☎080 - 5624 - 5067
東部地域県民相談室
☎084 - 931- 5522（※1）
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
青少年センター
（旧筒湯小学校内）
☎0848 - 37- 9459
尾道市役所
三原年金事務所
因島総合福祉保健センター（※2）
☎0848 - 63 - 4111
向島支所
尾道市消費生活センター
尾道市役所
☎0848 - 37- 4848
尾道市役所

商工課 ☎0848 - 38 - 9183

因島総合支所

しまおこし課
☎0845 - 26 - 6212

因島総合支所
ハローワーク尾道
因島総合支所

※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。
※2 1月11日㈪は祝日のため、1月12日㈫を代替日として開催します。
※3 12月29日㈫から1月1日㈷は、お休みします。
◆総合福祉センターにおいても、各種相談を行っています。
社会福祉協議会（☎0848 -21- 0322）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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秘書広報課
☎0848 - 38 - 9395

因島総合支所

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）
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申込・問い合わせ先

1 月 7 日㈭13：00〜16：00

12月19日㈯10：30〜15：00
行政書士無料相談会
（相続・遺言・農地法その他許認可手続き） 1 月16日㈯13：00〜16：00

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

※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。

1
1
1
1
1
1

場
所
向島支所
瀬戸田支所
尾道市役所
向島支所
尾道市役所
因島総合支所
御調支所

ハローワーク尾道
☎0848 - 23 - 8609

消費生活

相談ファイル

?

スマホで簡単に儲かる 副業サイトのトラブルに注意！

!

相談内容

インターネットで副業を探していたら、写
真専用ＳＮＳに「スマホがあれば、１回３万
円稼ぐことができる。１０万円を稼ぐことも
可能。」と広告が出ていたので、興味をひ
かれ、無料通話アプリでやり取りをした。
「人の相談や話し相手になればお金が稼げ
る。」と言われ、相手はマニュアルを送信
してきて、代金は５万円で個人名の振込先
口座を知らせてきた。マニュアルには、あ
るサイトの登録方法が載っていただけで、
５万円の価値があるものではなかった。詐
欺だと思い、支払わずにいたら、相手から
「本日中に支払いがない場合、少額訴訟を
起こす。」と通知が来た。代金を支払わな
いといけないのか。
（20歳代 女性）

アドバイス
副業サイトに関して、同様のトラブル事例の相談が寄せられていること、また、
当面、代金は支払わずに、相手との無料通話アプリをブロックして、今後の連絡
を一切絶つよう助言しました。相手が訴訟を起こすかどうかは分かりませんが、
万が一裁判所から特別送達が届いた場合は、放置をせずに再度相談するように
お伝えしました。
◆「スマホで手軽に稼げる」などとうたう副業サイトに注意してください。
こうした副業の多くは、支払ったお金を超える利益が得られるようなものでは
ありません。勧誘の言葉をうのみにして、すぐに契約をするのはやめましょう。
◆高額な契約を勧誘されたり、話が違うと感じたときはきっぱりと断りましょう。
消費者金融などでの借金を勧めてまで契約をさせようとする事業者もいます。
勧誘を受けても慎重に対応し、実態や仕組みがよく分からない副業サイトには
登録しないようにしましょう。
■ 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
尾道市消費生活センター（商工課内 0848 -37- 4848）

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

12月13日

27日
30日

1月 1日

3日
10日

西 医 院（ 内・ 小 ）く さ か 整 形 外 科
手崎
☎23 - 2437 美ノ郷 ☎48 - 4870
ささき小児科医院（小・内） 坂上整形外科クリニック
西御所 ☎22 - 4083 向東
☎45 - 3800
田辺クリニック（内・小） 笠
井
病
院
古浜
☎24 - 1155 久保１ ☎37 - 2308
板阪内科小児科医院（内・小） 得
本
医
院
西久保 ☎37 - 3803 向島
☎45 - 0555
宮地クリニック（小・内） 板阪整形外科クリニック
栗原
☎22 - 8855 高須
☎56 - 0506
土本ファミリークリニック（小・内） 正岡外科胃腸科医院
向島
☎44 - 0246 栗原西１ ☎23 - 5255
尾 道 総 合 病 院（ 小 ）尾 道 総 合 病 院
平原
☎22 - 8111 平原
☎22 - 8111
向島小児科外科クリニック（小・外） 上 野 整 形 外 科
向島
☎44 - 7881 高須
☎46 - 0080
かなもと医院（小・内）三
宅
医
院
門田
☎23 - 4677 向島
☎44 - 1048
こどもクリニックさとう（小） 得
本
医
院
久保１
☎20 - 7330 向島
☎45 - 0555

月

日

12月13日
20日
27日
30日
31日
1月 1日
2日
3日
10日
11日

歯

科

檀 上 歯 科 医 院
浦崎
☎73 - 3025
中 尾 歯 科 医 院
十四日元 ☎37 - 2067
長 岡 歯 科 医 院
久保２
☎37 - 7314
さくら歯科クリニック
向島
☎45 - 0707
しまなみ 歯 科 医 院
新浜１
☎38 - 1118
砂 田 歯 科 医 院
山波
☎37 - 8880
そえ だ 歯 科 医 院
高須
☎46 - 5044
田 中 第 二 歯 科
栗原
☎24 - 2888
中 司 歯 科 医 院
向東
☎44 - 7078
鍋 島 歯 科 医 院
土堂１
☎22 - 2878

芸術・文化

11日

科

スポーツ

2日

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
外

子育て

31日

上
医
院
西御所 ☎22 - 3861
諫見内科眼科医院
久保１
☎37 - 5805
高
橋
医
院
高須
☎46 - 0004
弘 田 内 科 クリニック
栗原西２ ☎20 - 1266
か つ たにクリニック
栗原西１ ☎38 - 2511
山
本
病
院
高須
☎46 - 0634
平 櫛 内 科 医 院
栗原東2 ☎22 - 9748
加納内科消化器科
高須
☎47 - 3200
藤
本
医
院
栗原
☎23 - 2424
よしはら内科外科リハビリテーションクリニック
向東
☎45 - 0007

小児科系

健康・福祉

20日

檀

内科系

くらしの窓

尾道市医師会当番医

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
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特別編

尾道の１年を
振り返る

1

月

4 5

今年も残すところあとわずか。今年は世界中に広がる新型コロ
ナウイルスの感染拡大により、一時は学校の休校や不要不急の
外出を控えるなど、誰もが予想しなかった1年となりました。ま
た、この危機を一刻も早く収束させ明るい生活を取り戻すため、
「新しい生活様式」や「withコロナ」という言葉も生まれました。
新しい年が明るいものになることを願って！写真で今年を振り
返ります。

2

市役所新本庁舎オープン。みんなの憩
いの場、防災拠点として装いを新たに。

6

月

日本全国が緊急事態宣言の対象と
なり、大型連休にも関わらず人通
りもまばらに。

9

月

西國寺で節分会の豆まき。
「福」を
求める多くの人でにぎわいました。

休校していた小・中学校が再開。
感染対策に配慮した「新しい生活
様式」に合わせた学校生活が始ま
りました。

月

尾道市立美術館で
開 催さ れ た「トム
とジェリー 展 」の
入 館者が3万人を
突破！

11

月

1人1万円の「チーム尾道がんばろう応援商品券」が
登場！使用期間は1月31日までです。

月

無病息災を願う「ベッチャー祭り」。
感染拡大に留意して距離を保ちつ
つ、三鬼神の練り歩きも行われま
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／
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
編集・発行：総務部秘書広報課（☎0848 - 38 - 9377
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0848 - 37 - 8937】
0848 - 38 - 9294）

