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新年の

春を迎え、謹んで年頭のごあいさつを申し上げます。
市民の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこと

とお慶び申し上げます。旧年中は、本市行政に対し、温かいご理解と
ご協力を賜り、深く感謝を申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、市
民生活や経済活動が深刻な影響を受け、本市においては、
「チーム尾
道がんばろう応援商品券」の発行や、新しい生活様式に必要な光ファ
イバー網整備を進めるなど、様々な支援や対策を行ってまいりました。
今後も安全安心な市民生活や地域経済の早期回復に向けて、引き
続き関係機関や関係者の皆様と協力して全力で取り組んでまいります。
また、猛暑や豪雨災害など、地球温暖化が原因とされる気候変動へ

尾道市長

平谷 祐 宏

の取組が世界規模で求められている中、本市では、恵まれた自然環境
を将来の世代に残すため、二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロ
カーボンシティ」宣言を行いました。
今後もグリーンスローモビリティをはじめとする次世代モビリティ

を取り入れたまちづくりを進めるなど、市民の皆様とともに地球温暖化対策事業を推進してまいります。
皆様が豊かに暮らせる未来を切り拓くまちづくりを「チーム尾道」で一歩ずつ着実に進めてまいります
ので、本年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
本年が、皆様にとりまして幸多き一年になりますよう心からお祈り申し上げ、年頭のごあいさつといたし
ます。
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ご あ いさつ
新

年明けましておめでとうございます。
市民の皆様には、輝かしい新春を健やかにお迎えのことと

心からお慶び申し上げます。
また、日頃から市議会の各般にわたる活動に対しまして、格別の
ご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
昨年、急激な勢いで世界的に蔓延した新型コロナウイルス感
染症は、国内において、いまだ予断を許さない状況をもたらしてお
り、一部社会経済活動が制限される中で、市民の皆様におかれま
しては、経験したことのない厳しい環境に耐え続けておられるこ
とと存じます。
市議会は、執行機関の監視、評価機関としての役割を発揮する
とともに、市民の皆様のご意見、ご要望を集約し、市民と行政を
結ぶかけ橋として福祉の向上と市政の発展に寄与していかなけれ
ばなりません。
コロナ対策事業をはじめとした、
「尾道」の持つ魅力を十分に

尾道市議会議長

福原 謙二

活かした地方創生、少子高齢化対策などの多様な課題を解決するため、今後も行政と議論を尽くし、この
難局を克服できるよう全力で取り組んでまいる所存です。
マスクの着用、手指の洗浄・消毒、外出自粛や３密の回避など、感染拡大防止にご理解ご協力をいただい
ておりますことに、あらためてお礼申し上げますとともに、市民の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げま
して、新年のごあいさつとさせていただきます。
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1月号
もくじ
新年のごあいさつ- ----------------------------------------     2
特集
第19回 絵のまち尾道四季展 入賞作品紹介	 5
市税等の申告相談----------------------------------------     8
くらしの窓---------------------------------------------------------- 10

「医療費のお知らせ」を送付します 他

健康・福祉-------------------------------------------------------- 12
新型コロナウイルス感染症に関する情報 他

子育て------------------------------------------------------------------ 15

トピックス－Topics－
再生可能エネルギーで環境に優しいまちづくりを考える
尾道市が「ゼロカーボンシティ」を宣言
し、再生可能エネルギーを推進して脱炭
素社会に向けた取組を進めていくなか、
瀬戸田高校の２年生が、出前授業で再
生可能エネルギーの必要性を学び、人に
も環境にも優しいまちづくりをテーマに、
多くの人が共感できるキャッチコピーを
考えました。

市長表敬訪問／敬称略

就学援助／就学支度資金・修学資金貸付 他

スポーツ-------------------------------------------------------------- 18
びんご運動公園キッズスポーツ塾参加者募集 他

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

図書館の催し／美術館の催し

情報アラカルト----------------------------------------------- 20

ミスなでしこ日本2020  出場

（令和2 年12月27日＝京都府）
烏田有実

道路工事・通行規制にご注意を／市有地売却 他

着物姿の美しさを競う大会に、尾道市出身の烏
田さんが広島県代表として日本大会に出場し、
広島・尾道をPRしました。

相談----------------------------------------------------------------------- 26
人の動き［ 12月23日現在］

※
（ ）
内は前月比。

世帯
64,624世帯 （－75）
人口 男性 65,093人 （－84）
女性 69,282人 （－59）
計

134,375人（－143）

市内の交通事故
令和 3 年広島県
交通安全年間スローガン
ゆとりある
心と車間の ディスタンス

169件（－76）
205人（－88）
3人 （＋1）
※
（ ）
内は前年比。

2/1㈪

市 県 民 税 ④
国民健康保険料⑦
介護保険料⑦
後期高齢者医療保険料⑦

今月の表紙
一生忘れられない光景
とはどのようなものでしょ
う？雲一つない青い空に色
とりどりの風 船 が 舞う姿
は、それに値するものでし
た。見えなくなるまでずっと
空を見上げていた子どもた
ちも、きっと同じ気持ちだっ
たと思います。
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
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0848-38-9111
0845-22-1311
0848-76-2111
0848-44-0110
0845-27-2211

（令和2年12月27日〜
1月9日＝大阪府
（花園ラグビー場）
）
尾道高等学校ラグビー部

今月の納期限

［ 12月23日現在］

件 数
負傷者
死 者

第100回全国高等学校
ラグビーフットボール大会
出場

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

第67回広島県高等学校
ソフトテニス新人選手権
大会

（令和2 年10・11・12月＝
福山市・三原市など）
尾道高等学校
ソフトテニス部（男子）
松本雅久、松浦 蒼
山田翔太、段原大樹
中島康夫、大本歩武

団体戦で優勝したほか、主将の松本さんは
個人戦・シングルス優勝、また、松浦さんも
個人戦で優勝しました。おめでとう！

■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HP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１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。
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入賞作品

23点

全

第19回 絵のまち尾道四季展
入賞作品紹介

（敬称略）

尾道を題材にした絵画作品を公募する「絵のまち尾道四季展」。昭和58年に始まり、2 年に1度のビエン
ナーレ形式での開催を続け、19回目を迎えました。今回はコロナ禍の影響で移動等が困難な中にも関わ
らず、406人、491点もの作品が寄せられました。
大学教授、美術評論家など、4人の審査員により作品審査会が行われ、選ばれた入賞作品のうち、23点を
紙面でご紹介します。
絵のまち尾道四季展運営委員会事務局（尾道市立美術館内 0848 -23 -2281）

尾道賞 グランプリ

小林和作賞

「花の尾道」

「尾道夕景《千光寺からの眺望》」

油彩

油彩

平田良雄（千葉県）

植松 誉（静岡県）

時代性を表しながら、新しい視点で
尾道を表現しようとする姿勢がうかがえました

審査員長

島田康寛

（美術評論家）

コロナ禍で移動等が困難な中、大学生
から90歳代の人まで、全国の幅広い層か
ら、491点もの応募があったことをとても
喜ばしく思います。
今回はコロナ禍の世相を反映してか、
全体的に色彩や色調が暗い作品が多い印
象でしたが、その中でも、尾道の自然や街
の風景・暮らしの様子などを題材に、様々
な表現方法を駆使して表現しようとした
跡がうかがえます。
作品のモチーフでは、猫・坂・桜・林芙
美子など多様で、ありきたりの風景でなく

様々な角度から新しい尾道の美を見出そう
とした努力が見えました。技術的に見ても
手慣れた技法があり、また画材も様々であ
り、それぞれの特質が生かされています。
これらの作品に触れて、新たな尾道の
魅力を再発見するきっかけになればと思い
ます。

広報おのみち・令和 3 年1月
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「夕刻のカフェ」

小川公久（広島県）
アクリル

「尾道遠望（初夏の風）」

国光美津恵（山口県）
アクリル

小林隆之（兵庫県）
混合

尾道市長奨励賞

優秀賞

優秀賞
「ああ、尾道」

「尾道で拾った風景」

「尾道桃源橋」

油彩

アクリル

アクリル

田渕典子（広島県）

家近健二（大阪府）

小池弘之（奈良県）

尾道市教育委員会奨励賞

尾道商工会議所会頭奨励賞

尾道市議会議長奨励賞
「椿の寺」

馬渕元行（香川県）

「帰還」

「出会いの広場」

アクリル

油彩

土屋智敬（広島県）

その他

徳原敏男（広島県）

尾道市文化協会奨励賞

尾道観光協会奨励賞

尾道市立美術館奨励賞
「いかだの仲間たち」

「ふるさとのカタチ」

「いってみたいなあ尾道」

油彩

混合

その他

中田耕太郎（岡山県）
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優秀賞

優秀賞

優秀賞
「Composition〈坐・尾道〉
」
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安井智子（岡山県）

杉山憲子（岩手県）

特集

尾道美術協会奨励賞

尾道飲食組合奨励賞

尾道本通り連合会奨励賞
「夏の日」

「コロナ禍の街」

國府晋次（大阪府）
日本画

「ゆき、かえり」

岡山昌弘（兵庫県）
水彩

明壁美幸（広島県）
日本画

日立造船奨励賞

日東電工奨励賞

尾道銀行倶楽部奨励賞
「尾道．夢」

「ひき潮」

伊豆勝敏（広島県）

「あさ」

前田美子（広島県）

油彩

第19回 絵のまち尾道四季展

杉江正行（京都府）

アクリル

水彩

丸善製薬奨励賞

プレス工業奨励賞

広島ガス奨励賞
「尾道ええもんや」

「朝明けの尾道水道」

「尾道駅前から見える風景（美術館も）」

油彩

アクリル

油彩

河原富子（岡山県）

中林昭策（広島県）

入選作品展覧会
2月20日㈯〜3月7日㈰
■入賞・秀作作品
尾道市立美術館
一般 310円、高校・大学生 210円、中学生以下無料
■入選作品
市内商店街 ほか
※優秀賞・奨励賞・秀作・入選作品は販売できるもの
もあります。詳しくはお問い合わせください。

間㟢 学（大阪府）

入賞作品図録・絵はがきを販売
第19回展入賞作品を掲載した図録と絵はがきを、
展覧会に合わせて販売します。
※販売は2月下旬ごろから。
■図録 1,650円（税込）
（カラー60頁）
■絵はがき 55円（税込）
販売場所
尾道市立美術館
（画像は第18回展の図録）
市内啓文社 ほか
広報おのみち・令和 3 年1月
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市・県民税／国民健康保険料／介護保険料

申告相談を 2 月8 日㈪ 〜 3 月15日㈪に行います
感染症拡大防止へのご理解とご協力をお願いします
●申告会場の受付で検温を行い、体温が37.5度以上ある人、マスクを着用していない人は入場をお断りすることがあります。
●会場での滞在時間短縮のため、
「収支内訳書」、
「医療費控除に関する明細書」等は、事前に集計、作成をお願いします。
●感染リスクを下げるため、郵送での申告書提出にご協力ください。
申告書の必要箇所に記入、押印のうえ、連絡先の電話番号を必ず記入して、本庁市民税課か因島総合支所の市民税係まで
郵送してください。 ※本人確認と所得、控除の資料の写しなどの添付漏れにご注意ください。

■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

市・県民税の申告 が必要な人
収入がある人
令和３年１月１日に市内に住んでいる人で
□ 給与所得があり、給与所得以外の所得が20万円以下の人

所得税の確定申告 が必要な人
「青色申告、住宅借入金等特別控除、土地建物等や株
式等の譲渡所得、繰越損失」等がある人は、税務署で申
告してください。
（関連記事10頁）

□ 公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等に係る
雑所得以外の所得（個人年金等）が20万円以下の人

□ 事業所得（営業等・農業）
、不動産所得がある人
□ 土地や建物などの譲渡所得がある人

□ 確定申告を要しない少額の配当、雑、一時所得等の

□ 給与所得があり、次のいずれかに当てはまる人

ある人（※公的年金を除く）

□ 医療費・社会保険料などの控除を受けようとする人
収入がない人

□ 国民健康保険、介護保険などの被保険者で税金上
の扶養になっていない人

□ 非課税証明などが必要な人

申告に必要なもの

□給与収入が2,000万円を超える人
□所得の合計（給与所得や退職所得を除く）が
20万円を超える人
□2カ所以上から給与を受けている人

□ 年金受給者で、次のいずれかに当てはまる人
□公的年金等の収入が400万円を超える人
□公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等
に係る雑所得以外の所得が20万円を超える人

□ 印鑑 ※スタンプ印不可。
□ マイナンバーカードまたは、通知カードおよび運転免許証などの身分証明書
□ 所得の計算に必要な書類
□給与や公的年金等の源泉徴収票（原本）
□営業等・農業・不動産所得がある人は収支内訳書・帳簿など ※収支内訳書は事前に作成しておいてください。
□個人年金、報酬、配当、一時金などの支払調書・通知書など
□その他、所得の内訳を証明するもの

□ 所得控除を受けるための書類
□各種保険料納付済通知書など（国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料納付証明書、任意継
続保険料領収証など）
□生命保険・地震保険の控除証明書など
□寄附した団体から交付を受けた寄附金受領証など
□障害者控除を受ける人は障害者手帳など
□医療費控除を受ける人は医療費控除に関する明細書

持参物
締切
電子メール
ホームページ

※事前に控除対象となる総額を計算し、保険金などで補填される額を除いた医療費控除額を計算しておいてください。
※予防接種や健康診断など、治療を目的としていない費用は対象になりません。

□雑損控除を受ける人は罹災証明書、固定資産税明細書など必要書類

□ 還付申告の場合、申告者名義の口座番号のわかるもの（預金通帳など）
□ e-Taxを利用したことがある人は、利用者識別番号が確認できるもの（「確定申告のお知らせ」のはがきなど）
申告期間中、市役所窓口では申告書の提出のみ受け付けます。相談は各申告相談会場で行ってください。

   ※今回から一部会場を集約します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
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申告相談日程・会場
相談時間：[午前] 9：00〜12：00（受付 9：00〜11：30）
[午後]13：00〜16：00（受付13：00〜15：30）

混雑の状況によっては、その日の相談に
応じられない場合もあります。時間に余
裕を持ってお越しください。
※なるべく公共交通機関をご利用ください。

※表で指定のある場合を除く。

■尾道総合会場
会

場

日

■東部会場

程

対 象 地 区

2月

17日㈬
18日㈭

尾道市役所本庁舎

3日㈬
4日㈭

全地域対象

（他の日程・会場で都合の悪い人を含む）

会

場

中庄
公民館

9日㈫

日

程

対 象 地 区

25日㈭
原田町
農村環
13：00〜16：00
境改善 2月
木ノ庄町、美ノ郷町
センター
26日㈮

日

24日㈬
2月

2月

重井
公民館

2月

三庄
公民館

2月

御調文化会館

8日㈪
9日㈫
10日㈬
12日㈮
15日㈪

[午後] 岩根・大町・三郎丸・白太・本
[午前] 津蟹・福井・徳永・丸河南

因島中庄町

10日㈬
因島重井町
9：00〜16：30
15日㈪

因島三庄町（2・3・5・6・7区）

16日㈫

因島三庄町（1・4・8・9区）
因島椋浦町

日

[午前] 大原・公文
[午後] 綾目・山岡・大田
[午前] 大山田・千堂・下山田

対 象 地 区
向東町

24日㈬
1日㈪
3日㈬
4日㈭
11日㈭
12日㈮
15日㈪

向島町、向東町

因島土生町
（安郷・荒神・長上・長下・宇和部・
平木・塩東・一江ノ内・二江ノ内）

8日㈪

因島田熊町
（港・本町・中央・須鼻・西浜・金山）

12日㈮

因島田熊町（竹長・西・中・東）

因島全域

15日㈪

■生口島会場
会

場

東生口
公民館

日
2月

会場
変更

瀬戸田市民会館

向島公民館

（ 市民センターむかいしま）

2月 22日㈪

5日㈮

11日㈭

[午前] 市
上記日程で都合の悪い人

因島土生町
（ 塩 南・塩 北・赤 上・新 生・中央・
郷・箱崎）

9日㈫

[午後] 江田・釜窪・花尻・平
[午後] 上記日程で都合の悪い人

4日㈭

10日㈬

[午前] 貝ケ原

19日㈮

2日㈫

3月

[午後] 神・国守・高尾

程

9日㈫
サンボル
2月
尾道
10日㈬

会場
変更

[午後] 今田・植野・野間・丸門田

■向島会場

3月

対 象 地 区

9日㈫ （ 釜 寺・大 山・室 陣・天権・山口・
9：00〜16：30 光水・仁黒鹿浜・青影）

[午前] 菅・大塔・仁野･平木･大蔵･中原

因島総合支所

25日㈭

場

程

8日㈪
（西浦・蘇功・丸池・徳永・新開）
9：00〜16：30 因島大浜町

（三成、猪子迫を除く）

会

百島町

因島鏡浦町・因島外浦町

■北部会場

3月

対 象 地 区

因島中庄町

8日㈪

場

程

■因島会場

5日㈮

3月

10日㈬

会

日

百島支所 3月 11日㈭

19日㈮
2日㈫

場

15日㈪
浦崎
2月 16日㈫
浦崎町
公民館
9：00〜12：00

12日㈮
会場
変更

会

2月

程

因島原町・因島洲江町
17日㈬
9：00〜14：00 御寺・宮原・荻・田高根
18日㈭

瀬戸田・高根・垂水・福田・港

19日㈮

名荷・林・鹿田原・沢・中野

24日㈬

御寺・宮原・荻・田高根

25日㈭
26日㈮
9：00〜12：00

3月

対 象 地 区

2日㈫

生口島全域

3日㈬
9：00〜12：00

〒722- 8501 久保一丁目15 -1
市民税課（ 0848 -38 - 9154）
〒722-2392 因島土生町7- 4
因島瀬戸田市民税係（ 0845 -26 - 6227）
広報おのみち・令和 3 年1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」
の使用期限は1月31日㈰まで

■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
券の使用期間が迫っています。期限
を過ぎると使えなくなりますので、お
忘れなくご利用くださ
い。約1,430店ある使
用できる店 舗など、詳
しくは、専用HPをご覧
▲ 専用HP
ください。
◆登録店舗の皆さんへ
商品券の換金期限は2月19日㈮で
す。期限を過ぎると換金できません
ので、ご注意ください。
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）
使用店舗専用ダイヤル
（ 084-926-0149／平日10：00
〜17：00）

国保・後期
「医療費のお知らせ」を送付します

持参物
締切
電子メール
ホームページ

年に２回、医療機関を受診した内容
（医療機関名、受診年月、患者負担額
等）をお送りします。※２回目の通知よ
り前に確定申告をする場合、11・12月
診療分の医療費控除は領収書で行う
必要があります。
■国民健康保険の被保険者
送付先 各世帯主宛
発送予定時期
【１回目】２月初旬（１〜10月診療分）
【２回目】２月下旬（11〜12月診療分）
※送付不要の世帯は、「医療費通知送
付不要の届出書」を提出してください。
昨年度までに申し込みしている場合
は、改めて提出する必要はありません。
■後期高齢者医療の被保険者
送付先 各被保険者宛
発送予定時期
【１回目】２月初旬（１〜10月診療分）
【２回目】３月中旬（11〜12月診療分）
〔国保〕保険年金課
（ 0848 -38 - 9142）
〔後期〕広島県後期高齢者医療広域
連合医療費通知コールセンター
（ 050 -3644 -7430
※2／1から受付開始。）

10

広報おのみち・令和 3 年1月

市からのお知らせ

尾道税務署での確定申告の窓口相談等

■確定申告の窓口相談・申告会場の受付期間（令和2年分）
申告所得税・贈与税 2月16日㈫〜3月15日㈪
個人事業者の消費税 2月16日㈫〜3月31日㈬
受付 8：30〜16：00（平日のみ）
場所 尾道税務署（古浜町27番18号）
▲ 国税庁HP
■申告会場への来場は入場整理券が必要です !
混雑を緩和し感染リスクを軽減するため、次の２通りの方法で入場券を
配布します。
確定申告会場で

当日配布

入場 整 理 券の配 布状況に応じ
て、後日の来場をお願いする場合
があります。ご了承ください。
（配布状況はHPで確認可。）

オンラインで

事 前発行
LINEアプリで国税庁公式
アカウントを友だち追加して
ください。

▲ LINE公式

アカウント

※LINEによるシステムは１月中旬に公開予定です。

感染防止のため、検温実施、マスク着用、アルコール消毒、
少人数での来場にご協力をお願いします。
尾道税務署（ 0848 -22 -2131／平日8：30〜17：00）
新成人の
皆さんへ

20歳になったら国民年金

保険年金課（ 0848 -38 - 9143）

Q1

国民年金制度とは
どんな制度ですか。

Q2

老後や不慮の事故に対し
ての生活保障を目的とした
制度で、国内に住所がある
20歳以上60歳未満の人は全員加
入する必要があります。

A

収入が少ないので、
保険料を納めること
が難しいときは。

Q4

A
Q3

A

申請すれば 前年の所得を
もとに保険料の納付が猶
予されます。学生には｢学生
納付特例制度｣、学生でない50歳
未満の人には｢納付猶予制度｣が
あります。この期間は将来受け取
る年金額には反映されませんが、
10年以内であればさかのぼって
納付（追納）できます。

加入手続きは
どうしたらいいですか。

特に必要ありません。誕生
日から約10日後に日本 年
金機構から年金手帳や国
民年金保険料の納付書が届きま
す。ただし、保険料の口座振替や
免除等を希望される人は、市役所
で手続きが必要です。

A

保険料を納めないと
どうなるのですか。

いざ年金をもらうとき、必
要な資格期間を満たさず、
受 給 で きなかったり、将
来 受け取る年金額が少なくなり
ます。また、病気やけがで障害が
残ったときや死亡したときに、障
害年金や遺族年金が受けられな
い場合があります。

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
１月24日 ㈰ 8：30〜12：00
２月14日 ㈰ 8：30〜12：00
※次回は２月28日㈰、３月14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、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）

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。

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

くらしの窓

〜毎月1日は
「門前清掃の日」です〜

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）

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）

健康・福祉

■１月の「休日」のごみ持込受付（対象は家庭ごみ）
23日㈯

御調清掃センター

8：30〜11：00

尾道市クリーンセンター
南部清掃事務所

8：30〜12：00
子育て

24日㈰

瀬戸田名荷埋立処分地

スポーツ

必ず分別をして持ち込んでください。
（資源物・粗大ごみを含む）
※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。
休日のごみ持込は大変混雑しているため、可能な人は、比較的空いている平日
に持ち込んでください。

2月11日「建国記念の日」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。ごみ持ち込み受付もありません。

芸術・文化

事業所からのごみは、ごみステーションには出せません！

環境資源リサイクルセンター
イスの布カバー張り替え教室
100円

１人

張替用布、スポンジ

2／ 4 ㈭
ダンボールで生ごみを堆肥にしよう
600円
2人
ダンボール 箱2個
13：30〜15：00
2／ 5 ㈮
天ぷら油で石けんをつくろう
200円
2人
ビニール手袋、エプロン
13：30〜14：30

2 月の出張販売
2／ 6 ㈯ 10：00〜14：00 市民センターむかいしま

談

1／20 ㈬
EMボカシ・EM活性液講習会
2人
米のとぎ汁（活性液）
13：30〜14：30

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

相

1／17㈰
13：30〜

情報アラカルト

事業所（事務所や工場など）から出るごみは、一般廃棄物、産業廃棄物
を問わず、事業所ご自身の責任で処理してください。

2／10 ㈬ 10：30〜14：00 瀬戸田市民会館前駐車場
2／12 ㈮ 10：00〜14：00 道の駅クロスロードみつぎ
https：//www.facebook.com/onomichi.recycle

広報おのみち・令和 3 年1月
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お済みですか？マイナンバーカード交付申請
マイナンバーカードの
交付申請書を再送付します

■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
持参物
締切
電子メール
ホームページ

12

マイナンバーカード未取得の人に、
QRコード付きの交付申請書を再送
付します。まだお持ちでない人は、こ
の機会に申請をお願いします。
マイナンバーカード未取得の人
※令和２年10月31日時点で後期高
齢者医療の被保険者の人、令和
２年中に出生・転入等により申請
書の送付を受けた人などは除く。
発送時期 ３月までの間に順次
※早期のカード受け取りを希望する
人は、市民課、各支所で申請書の
再発行の手続きをしてください。

郵便局でマイナンバーカード申請ができます
市内10局の郵便局の窓口で写真を撮影し、インターネットからのマイナン
バーカード申請をお手伝いします。また、本庁市民課、各支所（百島・浦崎
を除く）でも引き続き申請のお手伝いをします。
※撮影した写真の印刷やデータのお渡しはできません。
※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。
申請できる郵便局 尾道古浜・高須・浦崎・美ノ郷・原田・立花・岩子島・
中庄・重井・御寺の各郵便局
受付時間 平日 9：00〜16：00
次のすべてに該当する人
・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
・申請時に本人が窓口（郵便局）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
・マイナンバーカード交付申請書
・本人確認書類（運転免許証・保険証など）
カードの受け取り
本庁市民課、因島・向島・御調・瀬戸田の各支所

【交付申請書・受取について】 市民課（ 0848 -38 - 9102）
【その他マイナンバーについて】 情報システム課（ 0848 -38 - 9308）

健康・福祉
20

第47回広島県臨床検査精度管理調査で
最優秀施設に選ばれました

臨床検査室では、患者さんのために、正しい臨床検査

結果を医師を含めた医療関係者に提供しています。提供

外部精度管理として参加した第47回臨床検査精度

管理調査では、尾道市立市民病院が最優秀施設に選

する情報は信頼される検査結果でなくてはなりません。

ばれました。この調査は、広島県医師会・広島県臨床

を正しく言い当てることを意味し、そのためには正確

り、最優秀賞には当院を含む７施設が選ばれています。

件が挙げられます。臨床検査の信頼性のために行う作

査技師一同さらに尽力していきます。

正しい検査結果とは患者さんの生理的、病的状態

性や再現性、迅速性、経済性など信頼されるための要
業のひとつが精度管理です。

検査技師会の実施により県内174施設が参加してお
今後も正しい臨床検査結果が提供できるよう、臨床検

精度管理には「内部精度管理」と「外部精度管理」

があります。
「内部精度管理」とは患者さんの測定結
果に近い管理試料を用いてその測定結果の動向をモ
ニターする方法で、また「外部精度管理」とは、自施設
以外の第３者機関によって配布された同一試料を多

数の施設（検査室）が測定し、その測定結果により統
計学的に解析し評価する方法です。
広報おのみち・令和 3 年1月

尾道市立市民病院（ 0848- 47-1155 ㈹）

新しくなった「サポートファ
イル」をご活用ください

よつば会家族教室

市民センターむかいしま
精神障害のある人の家族・当事者、
精神障害福祉に関心のある人
NPO法人尾道こころネットよつば会
事務局（ 0848 -37- 6600）

献血
日

1／26 ㈫

尾道市献血推進協議会

（☎0848 -24 -1177）

時

場

10：00〜11：30
13：00〜15：00

所

健康・福祉

精神障害のある人の家族同士が、
悩みや思いを語り合います。
１月24日㈰ 13：30〜15：30

「8050問題」とは、80代の親が、50代の子どもの生活
を支えるという問題で、こうした親子が社会的に孤立し、
生活が立ち行かなくなるケースが目立ちはじめています。
支援者として活動している講師のお話を聞き、ひきこも
りについて考えてみませんか。
2月5日㈮ 14：00〜15：30
①総合福祉センター ②因島総合福祉保健センター
山根俊恵さん
③御調保健福祉センター
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各会場リモートで同時講演。
①約50人 ②約40人 ③約20人
講師 山根俊恵さん（山口大学大学院教授）
電話か、HP掲載・各支所配布の申込書に記入しFAXで
1月22日㈮
健康推進課（ 0848 24 1962・ 0848 24 1966）

京泉工業

子育て

健康相談など

相
談

広報おのみち・令和 3 年1月

情報アラカルト

認知症状のある人を介護している
家族、認知症に関して不安や悩み
を抱えている人
■御調保健福祉センター
※要申込、個別相談。
１月21日㈭ 13：30〜15：00
北部地域包括支援センター
（ 0848-76-2495）

●アレルギー疾患相談
１月19日㈫ 13：30〜15：30
２月16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）
１月20日㈬ 13：30〜15：30
広島県東部建設事務所三原支所
●B型・C型肝炎ウイルス検査
※要予約。
２月18日㈭
２月12日㈮
●HIV抗体検査・梅毒検査
２月18日㈭
※匿名で予約可。
広島県東部保健所保健課
（ 0848 -25 -2011）

芸術・文化

もの忘れ何でも相談

東部保健所での相談（要申込）
スポーツ

■因島総合支所
２月4日㈭ 13：30〜16：30
健診結果説明、健康相談
（保健師）
、 担当 精神科医師
栄養相談（栄養士）ほか
因島総合支所健康推進課
※骨密度、体組成測定なし。
（ 0845 -22-0123）
■総合福祉センター
●こころの相談
※前日までに要予約。
（前日までに申込／ 2人）
１月29日㈮  9：30〜11：00
■御調保健福祉センター
健康推進課
１月27日㈬ 13：30〜15：30
（ 0848 -24 -1962）
こころの悩みのある人かその家族
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
（ 0848 -76 -2235）
●こころの健康・ひきこもり相談

成人健康相談

（前日までに申込／ 2人）
こころの悩みのある人か家族、また
は概ね18歳以上のひきこもり状態に
ある人か家族（治療中の人を除く）
■総合福祉センター
１月28日㈭ 13：30〜16：30
２月 ９日㈫ 13：00〜16：00
担当 臨床心理士・心理士
健康推進課
（ 0848 -24 -1962）

くらしの窓

「サポートファイル」とは、障害のあ
るお子さんの支援内容を記録・保管
し、ライフステージの変化などにより
関わる機関が変わっても、適切な支
援を受けられるようにするための、
広島県内統一のファイル形式の記録
ノートです。
今回、保護者の高齢化や親亡き後
の問題に対応する、別冊「親心の記
録」を追加し、内容をリニューアルしま
した。
配布場所 社会福祉課、因島福祉課、
健康推進課、向島支所、御調保健
福祉センター、瀬戸田支所
※県HPからもダウンロード可。
社会福祉課（ 0848 - 38 - 9124）

ひきこもり講演会
「8050問題を含む深刻化するひきこもり」
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新型コロナウイルス感染症に関する情報
健康推進課（ 0848 -24 -1961・ 0848 -24 -1966）

■過度な受診控えをせず、適切に医療機関を受診しましょう
医療機関や健診会場では、換気や消毒でしっかりと
感染予防対策をしています。過度な受診控えは健康上
のリスクを高めてしまう可能性がありますので、次の点
に注意して、適切に医療機関を受診しましょう。

■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

14

・定期的に飲んでいる薬を中断すると、持病が悪化して
しまうおそれがあります。
・健診は病気の早期発見・早期治療の大事な方法です。
・予防接種はタイミングを逃さず接種してください。
・リハビリも可能な範囲で継続することが大切です。

●具合が悪いなど健康に不安がある時は、まず
はかかりつけ医に相談しましょう。
●発熱などの症状があるときは、学校や仕事を
休み、外出を控え、速やかにかかりつけ医や最
寄りの医療機関か、受診・相談センターに相談
しましょう。
受診・相談センター（ 082- 513 -2567）

■生きづらさを感じているときは相談してください
●生活でお困りの人
尾道市福祉まるごと相談窓口（ 0848- 22- 3499／平日9：00〜17：00）
くらしサポートセンター尾道（ 0848- 21- 0322／平日9：00〜16：00）
●生きていることがつらい、しんどいという人
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）
尾道市健康推進課（ 0848- 24- 1962／平日8：30〜17：15）

■外国語・やさしい日本語でも、感染症情報を発信しています
外国人向けに、市HPでは、やさしい日本語、英語で表記した情報を発信してい
るほか、さまざまな言語に対応したサイト全体の翻訳サービスを導入しています。

▲市HP
やさしい日本語

▲市HP
English info

■感染症から引き起こされる差別を
断ち切りましょう
新型コロナウイルス感染症は「病気」としてだけで
なく、感染に対する「不安」が生まれ、更に不安の対
象を遠ざけようとして「差別」に繋がるという側面も
持っています。こういった負の連鎖を断ち切るために、
イラストと言葉でわかりやすく紹介したパネル展を開
催しています。

出典：日本赤十字社

「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう！〜負のスパイラルを断ち切るために〜」
人権文化センター・因島ふれあいセンター・因島三庄ふれあいセンター（常時開催中）
、
フジグラン尾道（1／18まで）
、因島図書館（1／20まで）
、総合福祉センター・瀬戸田市民会館（1／28まで）
人権男女共同参画課（ 0848 37 2631）

広報おのみち・令和 3 年1月

子育て
子育て世代包括支援センター

令和3年度新1年生の保護者へ
入学通知書を発送します

90 「ぽかぽか☀」オンライン講座

乳幼児健診
健診名

1歳6カ月児健診

所

日

程

健診名

1月27日㈬・28日㈭

総合福祉センター

2月 3日㈬・ 4日㈭

御調保健福祉センター 1月28日㈭

行事名

離乳食講習会
（要予約）

程

御調保健福祉センター 1月28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HPをご覧くだ
さい。

受付時間

対

象

13：20〜15：30

2月15日㈪

9：20〜11：30

瀬戸田福祉
保健センター

1月28日㈭

9：10〜 9：30

総合福祉センター

1月18日㈪

9：50〜10：00
（10：50まで）

御調保健福祉
センター

1月19日㈫

13：20〜13：30
（14：30まで）

令和２年７〜11月生の
児の家族
８人

1月19日㈫
26日㈫
2月 2日㈫
9日㈫
16日㈫

13：30〜
14：30〜
15：30〜

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。

総合福祉センター

1月24日㈰

13：45〜14：00
（14：45まで）

御調保健福祉
センター

2月 9日㈫

13：20〜13：30
（14：30まで）

1月24日㈰

9 ：00〜12：00

総合福祉センター

総合福祉センター
※電話相談へ変更の
可能性あり

母子健康手帳
総合福祉センター
の交付（要予約）

0〜12カ月の児
概ね１歳までの児
1／27㈬ 12：00
乳児の家族
８人

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

母子健康手帳交付対象者
1／22㈮

備

考

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
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
※対象児のみ個別通知あり。
（御調のみ）
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
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
受付中〜1／22㈮

談

1月25日㈪

相

パパ☆ママ
準備スクール
（要予約）

日

程

情報アラカルト

母乳相談
（要予約）

所

日

1月20日㈬・21日㈭

芸術・文化

乳児健康相談
（要予約）

場

所

総合福祉センター

妊娠中の過ごし方、栄養・歯科保健
の話等
母子健康手帳、筆記用具
1／25㈪〜2／8㈪
妊娠届出書、本人確認できるもの

広報おのみち・令和 3 年1月

スポーツ

相談・講習会

場

3歳児健診

因島総合福祉保健センター 1月19日㈫

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

子育て

4カ月児健診

場

総合福祉センター

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 （

健康・福祉

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

くらしの窓

◆新小学1年生→自宅へ郵送
インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染
平成26年4月2日〜平成27年4月1日
症にかからないよう外出を控えている妊婦さんやお
生まれ
子さんも多いかと思います。
◆新中学1年生→小学校を通じて配布
平成20年4月2日〜平成21年4月1日
ぽかぽか☀では、助産師による「呼吸
生まれ
法や沐浴・授乳や抱っこの仕方」などの
■次のような場合は教育指導課へ
妊産婦さんとご 家族向けの講座や、保
ご連絡ください
育士による１組から複数組を対象とした
・１月末までに入学通知書が届かないとき
「親子で楽しめる遊び」
の講座などをオ
・記載事項に間違いがあるとき
ンラインで行っています。
・転居・転出するとき
・特別支援学校へ入学の希望があるとき
講座の中で質問やお話もできますし、
※国立・県立・私立の学校へ入学する場合
個別相談も行っていますのでお気軽に
※利用には、LINEアカ
は「区域外就学届」の提出が必要です。 ご利用ください。
ウント「キッズ Web
入学する学校の「入学承諾証明書」と
☆ 尾 道 」の 登 録 が
印鑑を、教育指導課か因島瀬戸田地域
必要です。
教育課へ持参してください。
健康推進課（ 0848 -24 -1960）
教育指導課（ 0848 -20 -7474）
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就学援助

市立の小・中学校に在学（入学）する児童生徒の保護者に対して、家庭の事情に応じて、
学校で必要な学用品費などの一部を援助する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響
により、離職や収入が激減した人は、対象になる場合がありますのでご相談ください。

■対象

■申請期限（①〜⑥）
在校生：3月15日㈪
新入生：4月15日㈭
※中途申請も随時受付。

15,500円（2〜6年）

援助の内容
①学用品費等

中学生
25,040円（1年）
27,310円（2・3年）

実費

②給食費

実費

実費

③修学旅行費

実費

一部経費

④校外活動費

実費

⑤通学費

（交通費・見学料）
（条件あり）

実費

⑥医療費

（対象疾病のみ）

※医療券交付。

51,060円

⑦新入学学用品費

※入学前に支給。

※手続き等下記参照。

一部経費

（交通費・見学料）

実費

（条件あり）

実費

（対象疾病のみ）

60,000円

※小学6年時に支給。

■申請方法（①〜⑥）
学校や教育委員会（教育指導課）にある「就学援助費申請書」等を
学校へ提出

⑦新入学学用品費のみ、入学前に支給します
対象 ２月１日現在、市内在住で、
「令和２年度就学援助制度」の「準要保護」の基準に該当する人
※生活保護受給中の人は、生活保護費により支給されるため、対象外です。
※入学後、学用品費や給食費等援助が必要な人は「令和3 年度就学援助制度」の申請が別途必要です。
■小学校入学前の児童の保護者
申請方法
入学通知書発送時に同封している「申請書」を、
入学予定の市内小学校の入学説明会時に提出
※提出が難しい場合、直接教育委員会へ提出。
申請期限 2月８日㈪
支給時期 3月上旬予定

■中学校へ入学する児童の保護者
申請方法・申請期限
・就学援助の認定を受けている人 ⇒ 手続き不要
・就学援助の認定を受けていない人
⇒ 1月末までに「令和２年度就学援助申請書」
を在籍の小学校へ提出
支給時期 2月末予定
教育指導課（☎0848- 20- 7474）

就学支度資金・修学資金貸付

学

広報おのみち・令和 3 年1月

大

持参物
締切
電子メール
ホームページ

■対象 母子・父子家庭の子、父母のない子、寡婦の子
■申請方法 必要書類を提出後、申請者・進学者と面
接を行います。
※今回から合格前の申請が可能となりました。
※就学支度資金の申請書提出期限は３月31日㈬まで。
■据置期間 卒業後６カ月
■償還期間 10年以内
■利子 無利子 ※償還期限に遅れた場合は違約金が発生。
■申請書提出先 子育て支援課、因島・御調・向島・
瀬戸田の各支所

校

母子・父子家庭等の子どもが高校、大学に入学・通学
するための資金の貸付制度です。

高

■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
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・生活保護を受けている人（修学旅行費
と医療費のみ対象）
・生活保護が停止や廃止になった人
・市民税・個人事業税・固定資産税が
非課税か減免になった人
・国民年金保険料が免除された人
・国民健康保険料が減免か徴収猶予さ
れた人
・児童扶養手当を受けている人
・生活福祉資金の貸し付けを受けている人
・雇用保険の失業給付を受けている人
・経済的に困っている人（令和２年中の
所得が市の基準を下回る世帯）

[金額は令和2年度の年額]

小学生
13,230円（1年）

▶就学支度資金
国公立 150,000円 私立 410,000円
※自宅外通学は10,000円加算。
▶修学資金（月額）
国公立 27,000円
私立 45,000円
※自宅外通学は7,500円加算。
▶就学支度資金
国公立 410,000円 私立 580,000円
※自宅外通学は10,000円加算。
▶修学資金（月額）
国公立 71,000円
私立 108,500円
※自宅外通学は37,500円加算。

※令和２年度から日本学生支援機構奨学金制度が
拡充されました（貸付との重複利用には条件あり）
。
また、授業料等減免・給付型奨学金の支給を受け
られる人は、必要経費の算定方法が異なります。
広島県東部厚生環境事務所厚生課
（ 0848 -25 - 4632）

親子であそぼう
てくてくクラブ
2月5日
（金）
10：00〜11：30

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）

概ね１歳半〜3歳の子と
保護者
10組
1／29（金）13：30〜

☎0848 - 37-2409

タッチケア
赤ちゃんに触れながら絆を深めよう
2月９日
（火）
10：00〜11：30

概ね2歳以上の未就園児
10組 ※１月キャンセル待ちになった人優先。
講師 田中悦子さん
２／8（月）13：30〜

親子であそぼう
はいはいクラブ
2月25日
（木）
10：00〜11：30
概ね7カ月〜1歳半の子と
保護者
10組
２／18（木）13：30〜

おうちにいてもつながろう！

『キッズ Ｗeb☆尾 道 』

子育て支援センター
「はっぴぃ」

ビデオ通 話アプリを使った、オン
ラインでの子育て相談

助産師さんの子育て相談
2月3日
（水）
10：00〜11：30

妊婦、未就学児と保護者
5組程度
旧東生口幼稚園
月・火・水・金・第3土曜9：00～16：00 講師 吉葊朱美さん（助産師）
1／16（土）〜
（第3土曜前日の金曜、祝日、年末年始を除く）

☎0845 -28 -1345

未就学児の保護者
2人程度
講師 韓 彩路さん
（臨床心理士）
1／16（土）〜

子育て支援センター
「はぐ」
☎0848 - 45 -1305

未就学児の保護者、妊婦
講師 嶋田萌菜さん
各回5人
2／3（水）〜

わいわい子育て先輩ママトーク
「小学校ってどんなとこ？」
2月12日
（金）
10：30〜11：30
新１年生の保護者
5組
1／29（金）〜

①２歳までの親子
②３歳からの親子
講師 青山路巳さん（ABC Tree）
各回5組
2／5（金）〜

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

未就園児と保護者
各5組
2／4（木）13：30〜

豆まきを盛り上げて
節分グッズを作ろう
2月3日
（水）
10：30〜11：30
2歳〜未就学児と保護者
5組
1／27
（水）13：30〜

ベビーヨガで
赤ちゃんの体の事を知ろう
2月10日
（水）
10：30〜11：30

親子でストレッチ
体をリフレッシュしながら親子で触れ合おう
2月18日
（木）
10：30〜11：15

みつぎ

お母さんのヨーガなひととき
2月9日
（火）①9：30〜10：15
②10：30〜11：15

2カ月〜歩くまでの子と保護者
5組
講師 吉葊朱美さん（助産師）
2／3（水）13：30〜

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）

わかばタイム
あかちゃんとママのゆったり時間
2月17日
（水）
14：00〜15：00
2〜10カ月までの子と保護者
5組程度
1／ 25（月）〜

1歳〜未就学児と保護者
講師 岡本光枝さん、大木なつ
よさん
5組
2／10（水）13：30〜

未就学児の保護者
講師 上田睦実さん
（ヨーガインストラクター）
各5人程度
1／25（月）〜

ベビーヨーガ
2月26日
（金）①9：00〜10：15
②10：30〜11：45
首が座ってから歩くまでの子と
保護者
講師 吉葊朱美さん（助産師）
各5組程度
2／1
（月）〜

おのみち市民大学講座・家庭教育支援講座

「小学生のための星空観察会」

市役所本庁舎屋上での星空観察会です。尾道水道の夜景や
星座のお話を、音楽と共に楽しめます。
２月5日㈮ 18：15〜19：30
市役所本庁舎
小学生とその保護者
25人程度 ※要申込。 1／22㈮
講師 槇村廣郎さん、ヘルマンハープかなで
生涯学習課（ 0848 -20 -7444）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

談

広報おのみち・令和 3 年1月

相

２月2日㈫
10：30〜11：30
人権文化センター
未就園児と保護者
15組
講師 河田尚子さん
（日本音楽療法学会認定音楽療法士）
１月26日㈫ 13：30〜
北久保児童館（ 0848 -20 -7192）

未就園児と保護者
10組
講師 村上清美さん
2／3（水）〜

2〜3歳の子と保護者
10組
1／26（火）13：30〜

情報アラカルト

親子で楽しむ音楽あそび

作って飾ろう
おひなさま＆パネルシアター
2月18日
（木）
①10：00〜②11：00〜

☎0848 -76 - 0888

親子で英語であそぼ！
2月20日
（土）①9：30〜10：15
②10：30〜11：15

子育て支援講座

みかんちゃんとリトミック
2月17日
（水）
10：00〜11：00

1歳までの子と保護者
10組
1／21
（木）13：30〜

芸術・文化

ママの体ほぐしと
カラーセラピー
2月17日
（水）①9：30〜10：15
②10：30〜11：15

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
1／16（土）〜

のびのびKIDS & 子育て相談
2月9日
（火）
10：00〜11：00

スポーツ

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）

ベビーヨガ のびのび
2月22日
（月）
10：00〜11：00

すくすくKIDS & 子育て相談
2月4日
（木）
10：00〜11：00

子育て

向島

ハイハイまでの子と保護者
10組
1／19（火）13：30〜

健康・福祉

心理士さんの子育て相談
2月17日
（水）
10：00〜11：30

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）

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
2月2日
（火）
10：00〜11：00

☎0845 -22-1545

親子たいそう
マットや鉄棒を使って
２月15日
（月）
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
２／２
（火）13：30〜

いんのしま
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スポーツ
びんご運動公園
キッズスポーツ塾（小学生クラス）
参加者募集
■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

水曜 17：45〜18：45（全8 回）
県立びんご運動公園
小学生
これから色々なスポーツをはじめる前の基礎づくりとして、様々な
スポーツ遊び・運動を通じて運動能力の向上を図ります。
※教室見学可。
25人
5,680円
動きやすい服装、室内運動シューズ
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）

行事案内

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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大会中止のお知らせ
■第12回尾道市民カローリング大会
（1月31日開催予定）
生涯学習課（ 0848 -20 -7499）
■第46回みつぎ駅伝大会
（ 2月14日開催予定）
御調町体育協会事務局
（芦田 090 -1184 - 4366）
あし だ

■第41回向島駅伝大会
（ 2月21日開催予定）
向島町体育協会事務局
（本田 090 - 4895 - 0054）
ほん だ

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

1月16日㈯ 第68回広島県高等学校バスケットボール び
新人大会（〜1／17・23〜24）
2020（公財）日本サッカー協会B級コーチ び
養成講習会（〜1／17・23）
第13回尾道ジュニアバレーボール交歓会
向
広島県HiFAユースサッカーリーグ（〜1／17）向
17日㈰ びんごカップU-14（サッカー）
び
河童杯（2／7）
び
19日㈫ 尾道グラウンドゴルフ新春大会
び
23日㈯ 吉和地区バスケットボール親善大会（1／30）び
令和2年度尾三地区高等学校剣道選手権 び
第17回西日本メープルカップ中学生ソフト び
テニス研修大会団体戦（〜1／24）
2020HiFAユースリーグ高円宮杯サッカー び
リーグU13
尾道市スポーツフェスティバル第13回小中 向
学生バレーボール親善大会（中学生の部）
広島県HiFAユースサッカーリーグ（〜1／24）向
24日㈰ 尾三地区級位審査会（剣道）
び
広島県高等学校サッカー新人大会
び
尾三フェニックスSANBA FC交流大会（サッカー）び
トレセンマッチデーU-16〜12（サッカー） び
ビギナーズ交流練習会（バドミントン） び
2021尾道市向島B&G財団会長杯ジュニア 向
バレーボール新春大会
30日㈯ JFA全日本フットサル選手権（〜1／31）
び
しまなみ杯U-14／U-13（サッカー）
（〜1／31）び
第61回広島県高等学校テニス選手権大会（〜1／31） び
広島県HiFAユースサッカーリーグ（〜1／31）向
31日㈰ 社交ダンス交流会（2／7）
び

広報おのみち・令和 3 年1月

2月2日㈫ 尾道グラウンドゴルフ如月大会

び

6日㈯ 第2回広島県高等学校バドミントン学年別 び
大会第2会場
尾道蹴球杯U-14／U-13（〜2／7）
び
しまなみカップ団体対抗戦（ソフトテニス） び
7日㈰ 第21回ちゅピCOMおのみち杯ママさんバ び
レーボール大会
広島県HiFAユースサッカーリーグ
9日㈫ 因島・瀬戸田高校合同マラソン大会
11日㈷ 第28回尾道オープンインドアソフトテニス大会
全広島サッカー選手権大会

向
び
び
び

2020HiFAユースリーグ高円宮杯サッカー び
リーグU15
広島県HiFAユースサッカーリーグ

向

13日㈯ 第17回福山ウィンターチャレンジカップ小 び
学生バレーボール大会（〜2／14）
中国シニアサッカー大会

び

シニアボーイズヤング交流会枚方大和高田 び
岡山四国広島（〜2／14）
第15回びんごチャレンジカップ中学生ソフト び
テニス研修大会団体戦（〜2／14）
第17回福山ウィンターチャレンジカップ（〜2／14） 御体
第14回尾道ジュニアバレーボール交歓会
向
14日㈰ 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（
向；向島運動公園
（
因；因島運動公園
（
御体；御調体育センター
（
御ソ；御調ソフトボール球場（

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

芸術・文化
図書館の催し

■ 因島図書館（☎0845 -22- 8660）

■ 瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）

■向島子ども図書館（☎0848 - 44 - 0114）

●特別整理のため休館します。
期間 1月26日㈫〜29日㈮
●ストーリーテリングの世界へようこそ
1月17日㈰ 11：00〜11：30
語り手が覚えたおはなしを聞き手に
物語るストーリーテリングと、ヘルマ
ンハープの演奏
「ききみみずきん」ほか
演目 「ひなどりとねこ」
10人
出演 おはなしくらぶ ほっとけーき
●テーブルシアター パペット・パペット
1月30日㈯ 10：30〜11：00
幼児と家族
10人  ※要申込。
テーブルの上でくりひろげる、小さな
パペットシアター
出演 おこねっと人形劇部会

■ 第17回尾道市立大学芸術文化学部
美術学科卒業制作展

■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）
会期中は無休

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は翌日）

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

2月5日㈮〜14日㈰

☎0848-76-2888

☎0845-27-3800

  （潮見町） 耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

■第15回尾道市立大学大学院美術研究科
修了制作展

■コレクションプラス『絵画のなかの風景』

■冬季企画展

10：00～18：00
会期中は無休

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

2月5日㈮〜14日㈰

☎0848-20-1218

宝船版画

開催中〜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

☎0848-20-7831

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

☎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）

開催中〜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

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）

☎0848-37-8141

広報おのみち・令和 3 年1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〜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〜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 （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）

健康・福祉

●巡回展「続・天保の飢饉 御調は耐え
てしのぶ。
」古文書展
1月23日㈯〜2月14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、
内海家文書を紐解く

●おやこ de ウクレレワークショップ
2月13日㈯ ①13：30〜14：00
②14：30〜15：00
瀬戸田市民会館
小学生と保護者  ※要申込。
ウクレレの体験会
※ウクレレの貸出あり。
各回 5 組
講師 おのみちウクレレオーケストラ

くらしの窓

●特別整理のため休館します。
期間 2月3日㈬〜10日㈬
●島の映画館
因島座
■中央図書館（☎︎0848 -37- 4946）
1月16日㈯・23日㈯ 10：30〜
●上映会「火曜名画座」
各回50人
1月26日㈫、2月9日㈫ 18：00〜
●人権パネル展「えがおつなげて」
各回約40人
開催中〜1月20日㈬
●田岡隷山 津軽三味線ライブin図書館
子どもたちに「人権」について考えて
2月7日㈰ 14：00〜15：00
もらう物語のパネル展示
50人 ※要整理券（1月16日㈯から配布）
●「楽しいおはなしいっぱいあるよ」
1月21日㈭ 10：00〜11：00
■みつぎ子ども図書館（☎0848 -76 -3111）
いんのしま子育て支援センター
●干支・絵手紙・年賀状展
0〜3 歳（未就園児）と保護者
開催中〜1月17日㈰
10組  ※要申込。
市内の絵手紙教室の皆さんが製作し
エプロンシアター「はらぺこあおむし」、
た丑年の年賀状の展示
大型紙芝居「狸のはなし」などの上演
●ふるさと陶芸展
を通して、親子に絵本を紹介します。
1月19日㈫〜2月21日㈰
講師 中村さゆりさん  ほか
御調町内で作陶している皆さんの作
品を展示
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情報アラカルト
お知らせ
物品購入等入札参加資格審査
追加申請受付（令和元〜3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

2月1日㈪〜5日㈮
8：30〜12：00、13：00〜17：00
※郵送の場合は受付期間内必着。
財政課、因島総合支所市民生活課、
瀬戸田支所住民福祉課
※詳しくは、市HPをご覧ください。
財政課（ 0848 -38 - 9324）

千光寺公園頂上展望台の
リニューアル工事を行います
工事に伴い、公園内の頂上エリアにつ
いて一部立ち入りができなくなります。
ロープウェーは運行し、う回路を設置し
ますので、ご来園の際は現地の案内に
従ってご利用ください。

立ち入り禁止期間 1月13日㈬〜令和
4 年3月31日㈭（予定）
観光課（ 0848 -38 - 9184）

備後圏域都市計画マスター
プランの変更案の縦覧

道路工事・通行規制にご注意を
■尾道駅前尾崎線舗装工事

市役所前面道路の舗装工事を
実施しています。市役所へご来庁
の際は、現地の案内誘導や標識に
従い注意してご通行ください。
工事期間 3月中旬まで
土木課（ 0848 -38 - 9254）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
広報おのみち・令和 3 年1月

国道２号

至 福山→

本通り商店街

工事箇所

庁舎北
駐車場

市道尾道駅尾崎線

庁舎駐車場

尾道市役所
尾道水道

■尾道大橋夜間通行止め・夜間片側交互通行

老朽化に伴う補修工事のため、夜間
交通規制を行います。大変ご不便をお
かけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。
【夜間通行止め】
規制日時 2月1日㈪〜6日㈯
0：00〜5：00（予備日2月5・6日）
※歩行者・自転車・二輪車は通行でき
ますが、作業状況によっては20分程
度お待ちいただく場合があります。
迂回路 しまなみ海道（新尾道大橋）
【有料】
※6月下旬にも6日間程度、通行止めを行う予定です。
決定次第お知らせします。

【夜間片側交互通行】
規制日時 1月18日㈪〜7月10日㈯（予定）22：00〜5：00
広島県東部建設事務所三原支所維持課（ 0848 - 64 - 4271）
意見書の提出 縦覧期間中に、広島県
知事宛に意見書（住所、名前、連絡
先、意見）を記入の上、書面で提出

縦覧内容 備後圏域都市計画マスター
プラン（都市計画区域の整備、開発 【県】〒730 -8511 広島市中区基町10番
52号 都市計画課
及び保全の方針）の変更案
（
082 - 513 - 4117）
縦覧期間 1月19日㈫〜2月2日㈫
- 8501 久保一丁目15番1号
【市】
〒722
8：30〜17：15  ※土・日曜を除く。
まちづく
り推進課
縦覧場所 広島県都市計画課、尾道
（ 0848 -38 - 9223）
市まちづくり推進課
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←至 三原

ミツバチを飼育している人は
飼育届の提出を
今年、ミツバチを飼育する予定の人
は、1月31日㈰までに飼育届の提出が
必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
広島県東部畜産事務所
（ 084 -921-1865（直通）
）

農家の強い味方
「農業者年金」制度

etc…

教室・講座

令和3年度福山市園芸教室
受講生募集

尾 道地域での就 職を希望する人
へ、直接PRができます。
3月13日㈯ 13：30〜16：30
※オンラインで開催。
市内に本社か就業場所があり、新
卒予定者・既卒者・一般・中途求
人を予定している企業
1月20日㈬
※求職者は事前申込が必要です。
※詳しくは、尾道市ふる里就職促進
協議会のHPをご覧ください。
尾道市ふる里就職促進協議会事務局
（商工課内 0848 -38 - 9183）

県立福山高等技術専門校
4月入校生募集（第2期）

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〜2月10日㈬
試験日 2月25日㈭
県立福山高等技術専門校
（ 084 - 951- 0260）

芸術・文化

野菜や果樹・庭木など身近にある
ものの育て方を学ぶ園芸教室を実施
します。
4 月〜令和 4 年 1 月の木曜か日曜
（それぞれ月１回）10：00〜11：30
福山市園芸センター

尾道地域WEB企業合同説明会
参加企業を募集

スポーツ

「性のあり方」は多様です。その多
様性を認め合い、誰もが過ごしやす
い社会をつくっていくため、パネル展
を通して考えてみましょう。
2月8日㈪〜22日㈪
8：30〜17：15（日曜・祝日休所）
※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）

募集

子育て

「 性的マイノリティと人権」
パネル展

講師 大崎麻子さん
（国際協力・ジェンダー専門家）
※要申込。※手話通訳・託児あり。
往復はがきの往信欄裏面に「講演
会名・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）
2月16日㈫ 必着
〒722-2211 因島中庄町2089-1
因島ふれあいセンター
（ 0845 -24 -2160）

etc…

健康・福祉

催し

ひと

備後圏域在住の人
各曜日30人（応募者多数の場合は
抽選）
講師 福山市職員
年間2,000円
往復はがきに「住所、名前（ふりが
な）、希望する曜日、電話番号」を
記入
2月1日㈪（当日消印有効）
〒720 - 8501 福山市東桜町3 -5
福山市地産地消推進課
（ 084 - 928 -1242）

くらしの窓

○途中脱退しても65歳から年金とし
て生涯支給
○支払った保険料は、全額社会保険
料控除の対象
○年金資産の運用益も非課税
○受け取る年金は、公的年金等控除
の対象
○80歳までに亡くなった場合、死亡
一時金（非課税）が遺族に支給
農業委員会事務局
（ 0848 -38 -9491）

2月28日㈰ 13：30〜15：00
因島市民会館
演題 「世界の男女たちは今〜もっと
輝く、明日からの生き方〜」

大崎麻子さん

農業者対象の「農業者年金」は、
自身の保険料とその運用益により受
け取り額が決まる、積立方式の年金
です。保険料や税制面でも優遇措置
がありますのでぜひ加入をご検討く
ださい。
国民年金の第1号被保険者で、年
間60日以上農業に従事している
20歳以上60歳未満の農業者
保険料 月額20,000円〜67,000円
で希望する額（1,000円単位）

男女共同参画講演会

相
談
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第5回せとだレモン祭
出店者募集
生口島で行われるイベント「せとだレ
モン祭」の飲食・物販・フリーマーケッ
ト等（予定）の出店者を募集します。

■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

3月21日㈰
瀬戸田市民会館周辺
出店料 １ブース約3×3 m
3,000円（テント付）
2,000円（テントなし）
50ブース
3月10日㈬
（一社）尾道観光協会
（ 0848 -36 - 5495）

令和3年度尾道市公民館
団体登録利用申請受付
公民館を定期的に利用される団体
は申請が必要です。
受付期間 1月18日㈪〜2月5日㈮
※土・日曜は除く。
受付場所 各公民館（館長未配置館
については中央公民館）
公民館を月1回以上使用し、5人以
上で活動する団体 ※原則、市内
在住か在勤・在学者であること。
営利目的ではないこと。
所定の利用申請書と教室・サーク
ル名簿を提出
※申請用紙は、各公民館・中央公民
館にあります。
※詳しくは「尾道市公民館団体登録
利用要綱」をご覧ください。
2月5日㈮
中央公民館
（ 0848 -38 -1243）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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令和3年度
国有林モニター募集

パブリックコメント募集

国有林の事業運営などについて、 ①尾道市高齢者福祉計画及び第8期
皆さんの意見や要望を反映させるた
介護保険事業計画（案）
め、アンケートなどにご協力いただけ
高齢者福祉課
る人を募集します。
（ 0848- 38- 9440
4月1日〜令和４年3月31日
0848- 37- 7260）
県内在住で、森林・林業や国有林
k-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp
に関心のある20歳以上の人
②尾道市第6期障害 福祉計画及び
※条件あり。
第2期障害児福祉計画（案）
※詳しくは、専用サイトをご覧ください。
社会福祉課
（ 0848- 38- 9124
2月1日㈪
近畿中国森林管理局総務企画部
0848- 38- 9206）
企画調整課（ 06 - 6881-3401）
s-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp
【共通事項】
公表期間・意見募集期間
姉 妹 都 市
1月12日㈫〜2月12日㈮ 必着
意見・市の考え方の公表時期
2月下旬
意見提出できる人（次のいずれかに該当）
《おすすめスポット》
○市内に住所・所在地を有する人・
団体
今治駅前サイクリングターミナル
○市内の事業所・学校等に通勤・
（i.i.imabari! Cycle Station）
通学している人
○市に対 する納 税 義 務を有 する
人・団体等
○策定案に利害関係を有する人・
団体等
提出方法 持参か郵送、FAX、メー
ルで
2020年 7月にJR今治駅前にオー
※意見書の書式は自由
（住所・名前
プンしたサイクリングターミナル。レ
の記載は必須）
。参考書式は市HP
ンタサイクルの貸し出し・乗り捨ての
からダウンロード可。
受け付けをしているほか、自転車組
公表場所 市HP、市役所１階ロビー、
立て、洗車スペースもあり、新しいサ
各担当課（①高齢者福祉課②社会
イクリングの拠点としてご利用いただ
福祉課）
、各支所（御調は御調保健
けます。
福祉センター）
今治市北宝来町2丁目甲773 - 8
送付先 〒722 - 8501 久保一丁目
営業時間 8：00〜20：00
15-1  各担当課宛
今治駅前サイクリングターミナル

今治市へ行こう！

（ 0898 -34 -3190）
https://www.city.imabari.ehime.jp/
kanko/cycling/

市有地を売却します
受付期間 1月13日㈬〜26日㈫ 8：30〜17：15 ※土・日曜を除く。
売却方法 一般競争入札（現状有姿で売却します。必ず事前に現地を確認してください。）
※郵送、FAXによる申込みは受付できません。
入札日時 2月2日㈫ 10：00〜
※詳しくは、1月12日㈫ の告示や、市HPをご覧いただくか、お問い合わせください。
物件
番号

場

地目等

所

面

積

予定価格

（最低売却価格）

208.12 ㎡

3,504,000円

38

西藤町字割石1399番1

宅地

422.13 ㎡

7,107,000円

44

防地町1362番6

宅地

377.93 ㎡

3,120,000円

56

向島町字中組426番7

宅地

141.47 ㎡

1,920,000円

57

栗原町字有国3497番1

宅地

847.21 ㎡

15,000,000円

58

栗原町字有国3510番3

宅地

461.31 ㎡

10,400,000円

35

因島三庄町字妙見山1953番3

宅地

355.28 ㎡

3,672,000円

14

瀬戸田町御寺字和木1208番14

宅地

217.93 ㎡

1,757,000円

15

瀬戸田町御寺字和木1208番15

宅地

242.48 ㎡

1,955,000円

29

瀬戸田町沢字室浜312番1

宅地

456.77 ㎡

2,833,000円

43

瀬戸田町名荷字高井口1588番1

宅地

318.99 ㎡

2,184,000円

49

瀬戸田町中野字佐満堂408番42外2筆

宅地 1496.92 ㎡

51,507,000円

瀬戸田町林字三軒屋21番29

宅地

193.10 ㎡

建物

60.35 ㎡

54

（敷地内）木造平家建

瀬戸田支所
多目的会議室

瀬戸田支所
しまおこし課
（☎0845-27-2213）

1,675,000円

堀田・誠和共同企業体 住宅管理
センター（ 0848 -24 -2277）

自衛官候補生を
募集しています

情報アラカルト

受験資格  18歳以上33歳未満の男女
試験日 受付時にお知らせ

※受付は随時行っています。詳しくは
お問い合わせください。
自衛隊広島地方協力本部尾道
出張所（ 0848 -22 - 6942）
https://www.mod.go.jp/pco/
hiroshima/
hq1-hiroshima@pco.mod.go.jp

芸術・文化

募集住宅 新たに空家が生じた住宅
受付期間 1月28日㈭〜2月1日㈪
※詳しくは、1月21日㈭から配布する
「申込みのしおり」と「募集一覧」を
ご覧ください。

因島総合支所
因島総合支所
施設管理課
2階
多目的会議室 （☎0845-26-6202）

スポーツ

県営住宅入居者募集

市役所本庁
財政課
2階会議室 （☎0848-38-9285）

子育て

宅地

健康・福祉

西藤町字割石1395番4

受付場所
問い合わせ先

くらしの窓

37

入札場所

相
談
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令和３年度住吉花火まつり
日程のお知らせ
住吉神社例大祭～おのみち住吉花
火まつり～の開催が決定しました。
9月上旬の土曜

■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

尾道住吉会（尾道商工会議所内
0848 -22 -2165）

知ってて安心
鳥インフルエンザ
令和 2 年12月7日、三原市において高病原性鳥
インフルエンザの発生が確認されました。12月24日
現在、尾道市内での発生はありませんが、新聞やテ
レビのニュースから根拠のない噂まで沢山の情報
が氾濫しています。正確な情報であるか十分注意し
行動しましょう。

Q 人に感染するの？
A 国内で、人が鳥インフルエンザに感染した報告は

Q 鳥インフルエンザとは？
A 鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルス

フル発生の有無に関わらず全て洗浄や消毒が行
われており、安全な食品しか流通していません。
また、万が一ウイルスが存在していたとしても、加
熱処理（食品の中心温度70℃）や胃酸によって
容易に死滅します。入手可能な鶏肉や鶏卵は安全
ですので、安心して食べることができます。

が引き起こす鳥の病気で、特に高い病原性を持っ
たものを高病原性鳥インフルエンザと呼びます。
鳥がウイルスに感染するとその多くが死んでしま
うので、感染エリアを広げない対策が重要になり
ます。

Q 感染する仕組みは？
A 多くは渡り鳥がウイルスを運び、フンや死骸から感

染が広がると考えられています。感染した鳥に付
着しているウイルスを、ネズミやイタチ等の小動物
が運ぶ可能性もあります。

Q 発生したときの対策は？
A 高病原性鳥インフルエンザの感染が見つかった養
鶏場では、全ての飼養鶏が殺処分され、汚染物品
等の埋却及び消毒が行われます。このため、ウイル
スに汚染された鶏肉や鶏卵が市場に出ることはあ
りません。

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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※新型コロナウイルス感染状況や、
東京オリンピック・パラリンピック
の影 響を考慮して最 終 的な判断
は、5月に開催の可否を含めて決
定いたします。

広報おのみち・令和 3 年1月

ありません。

Q 鶏肉や鶏卵は安全？
A そもそも市場に出荷される鶏肉や鶏卵は、鳥イン

Q 野鳥が死んでいるのを見つけたら？
A 野鳥は様々な原因で死ぬことがありますが、同じ

場所で多数の鳥が死亡していたら感染の疑いが
あるので、市役所または各支所にご連絡ください。

関係車両用の消
毒ポイントを御
調支所に設置し
対応しました。

農林水産課（ 0848 -38 - 9473）

やさしさが
つながる

Series

66

地域おこし
ＶＯＬ

協力隊
通信 1

御調高校の菜園にて

野菜市でつながる
コミュニケーションの輪
地域おこし協力隊（御調町）

大橋和也

野菜市での研修

尾道市のまちづくりに関心のある人を募集します。
市内在住か、通勤・通学する人（高校生、大学生を含む）
募集人数 5人以内  ※応募多数の場合は審査。
委嘱期間 2年（令和3 年2月14日〜令和5 年2月1日）
応募方法 履歴書と作文を郵送
【作文テーマ】協働をテーマにしたまちづくり活動や、
これから取り組もうとする協働への想いなど
※作文は800字程度、A4サイズ、様式自由、パソコン
作成可。
1月29日㈮  ※消印有効。
〒722 - 8501 久保一丁目15番１号
政策企画課（ 0848 -38 -9435）

スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

夏以降は毎月、前協力隊員の黒田さんが立ち上げに関
わった「チームクロスみつぎ」の「184（いやよ）ゴミは！国
道クリーン作戦」に参加していて、様々な団体の人とのつ
ながりづくりにもなっています。また、そうしたつながりで
NPOが主催するフード・パントリー（生活に困っている人に
食品を無料で提供する支援活動）に参加する機会があり、

協働のまちづくり推進委員会
市民委員を募集します

子育て

地域の誇れる魅力

12月の初めには親子向けの食育教室でお話をする機会
があり、地元の野菜や果実等の紹介をしました。移住して
きた私にとっては、御調町での全てが新鮮な体験で、毎日
新たな発見があります。
今年も御調町の新たな一面や魅力を発見しながら、様々
な方法で発信し、コロナ禍でも負けない町の活性化に向け
て皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。
御調支所まちおこし課（ 0848 -76 -2922）

健康・福祉

新年明けましておめでとうございます。御調町での初め
ての冬を迎えました。御調町はもちろん、西日本で暮らす
のは初めてで、実家のある関東に比べて暖かいなと感じて
います。着任当初は町内の地理を覚えるのがやっとで活動
場所に行くのも大変でしたが、半年が経過し段々と土地勘
もついてきました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの開
催が困難な中、着任後まずは町内にある「道の駅クロス
ロードみつぎ」内の野菜市で研修をさせていただきまし
た。農家さんの出荷や販売等のお手伝いを通して聞くお
客さんや農家さんとのお話は、日々の天候や町内の行事の
こと、旬の野菜や果実の育て方や食べ方など、色々な情報
が飛び交います。春から継続している農家さんへの訪問で
も、町内で農業をする際のイロハを教えていただいている
ところです。

今年の抱負

くらしの窓

地域おこし協力隊とは、都市部からの人材を受け入
れ、地 域協力活動を行いながら定住・定着を図ること
で、地域の活性化を目指す制度です。
令和２年５月に着任した大橋隊員の活動の様子をご
紹介します。

町内の方々の温かい気持ちに触れることができました。10
月には、古くから御調川沿いで踊り継がれ、県無形民俗文
化財にも指定されている「みあがり踊り」を初めて見学しま
した。この踊りは各地区の夏祭りや保育所をはじめ小・中
学校、高等学校でも踊られ、地域ぐるみで伝統文化の継承
をされているのだな、と感じました。この他にも、御調高等
学校の生徒たちと一緒に、授業の一環として菜園づくりな
ども行っています。

相
談
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相談
内

容

弁護士法律相談
［要予約］

※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。

日
時
月 1 日㈪13：00〜15：00
月19日㈮13：00〜15：00
月 3 日㈬13：00〜16：00
月12日㈮13：00〜16：00
月 9 日㈫13：00〜16：00
月15日㈪13：00〜16：00
月17日㈬13：00〜16：00
月 4 日㈭13：00〜16：00
月 8 日㈪13：00〜16：00
月 9 日㈫13：00〜16：00
月12日㈮13：00〜16：00

2 月10日㈬10：00〜16：00
2 月24日㈬10：00〜16：00

1 月16日㈯13：00〜16：00
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） 2 月13日㈯13：00〜16：00
2 月 7 日㈰10：00〜16：00
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。
2 月15日㈪10：00〜16：00
月〜金曜（祝日を除く）
東部地域県民相談室
9：00〜12：00、13：00〜16：00
（離婚・相続・借金・近隣トラブルほか）

場

所

向島支所
因島総合支所
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
みつぎいこい会館
瀬戸田支所

総合福祉センター

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。

広島県行政書士会尾道支部
☎0848 - 29 - 6514

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
東部地域県民相談室
広島県福山庁舎３階
☎084 - 931- 5522（※1）

※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 祝日のため2月11日㈭は開催しません。
◆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
広報おのみち・令和 3 年1月

秘書広報課
☎0848 - 38 - 9395

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

人権相談
月〜金曜（祝日を除く）
広島法務局尾道支局
（差別や近隣とのもめごとなどの人権問題ほか。 8：30〜17：15
（古浜町27-13）
人権擁護委員が対応）
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）
青少年センター
青少年相談室 ※来所・訪問相談可。 月〜金曜（祝日を除く）
（旧筒湯小学校内）
（子どもの非行・学業・感情・家庭・いじめ） 9：00〜15：30
火・木曜（祝日を除く） 10：00〜15：30 尾道市役所（※2）
［要予約］
年金相談（公的年金制度全般）
10：00〜15：30 因島総合福祉保健センター
※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 向島支所
月〜金曜（祝日を除く）
尾道市役所
消費生活相談（電話相談可）
9：00〜12：00、13：00〜17：00
1 月21日㈭16：30〜19：20
尾道市役所
尾道しごと館
［予約優先］
2 月 4 日㈭13：30〜16：20
（仕事や就職に不安や悩みを持つ人の
1 月20日㈬13：30〜15：20
相談窓口）
因島総合支所
2 月17日㈬13：30〜15：20
1 月20日㈬10：00〜14：00
因島総合支所
因島一日職業相談会
2 月17日㈬10：00〜14：00
月2回（お問い合わせください。
） ハローワーク尾道
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。
） 因島総合支所
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申込・問い合わせ先

尾道市役所

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

2
（法律相談全般）
弁護士相談［要予約］
2
※受付は1月18日㈪から。
2
※相談時間は20分。
2
2
司法書士相談
［要予約］
2
（土地・建物の登記ほか）
※相談時間は30分。
2
2
行政相談
2
（国等に対する意見ほか。行政相談委員が
2
対応）
2

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

?

ＳＭＳで海外から送られてくる不審な請求に注意！

相談内容

スマホにＳＭＳで「サイト料金の未納」
というメールが届き、心当たりがないので
無視をしていた。すると、
「裁判を起こす」
「強制執行する」といった内容のＳＭＳが
送られてくるようになった。調べてみると、
いずれも海外の電話番号からＳＭＳが送
信されていた。どうしたらよいか。
（50歳代 男性）

■ 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）

!

アドバイス

メールの内容について、不特定多数に一斉に発信していると思われることから、
返信したり、電話をしたりせずに一切無視するように助言しました。また、今後、
身に覚えのない不審なメールやＳＭＳが届いた場合は開かずに削除をするように
お伝えしました。
◆依然として、利用した覚えのない請求（架空請求）に関する相談が多く寄せられ
ています。これらの請求は何らかの名簿を入手した悪質事業者が、不特定多数
に根拠のない請求メールやＳＭＳ、はがき等を大量に送ったものと思われます。
◆自分からは絶対に連絡を取らないようにしましょう。慌てて連絡を取ってしまう
と、強迫的な請求をされたり、まだ知られていない個人情報を聞き出されたり
してしまう危険があります。
◆身に覚えのない請求は支払わずに、無視をしましょう。お金を一旦支払ってし
まうと、取り戻すことは困難となります。また、一度でも支払いに応じてしまう
と、次々と請求をされる恐れがあります。
くらしの窓

「無戸籍無料相談会」司法書士による相談会

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

24日

2月 7日
11日

科

月

日

1月17日
24日
31日
2月 7日
11日
14日

歯

科

はしづ か 歯 科 医 院

☎24 - 3355
は し も と 歯 科
高須
☎47 - 0848
福 岡 歯 科 医 院
新浜１
☎22 - 2001
ふみのデンタルクリニック
東尾道 ☎36 - 6165
古 川 歯 科 医 院
美ノ郷
☎48 - 2666
ほ て い や 歯 科
新高山２ ☎56 - 0821
新浜２

芸術・文化

14日

外

おぐら小 児 科（小・内）く さ か 整 形 外 科
高須
☎20 - 2370 美ノ郷 ☎48 - 4870
西 医 院（ 内  ・ 小 ）高
亀
医
院
手崎
☎23 - 2437 久保２ ☎37 - 3102
宇 根クリニック
（ 小・内）坂上整形外科クリニック
高須
☎47 - 4111 向東
☎45 - 3800
ささき小児 科医院（小・内）古 島 整 形 外 科
西御所 ☎22 - 4083 高須
☎20 - 2222
土 本ファミリークリニック（小・内） 板阪整形外科クリニック
向島
☎44 - 0246 高須
☎56 - 0506
田辺クリニック（内・小）正岡外科胃腸科医院
古浜
☎24 - 1155 栗原西１ ☎23 - 5255

スポーツ

31日

小児科系

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
子育て

1月17日

内科系

松本内科胃腸科医院
向東
☎45 - 2277
高
亀
医
院
久保２
☎37 - 3102
砂
田
内
科
久保１
☎37 - 5888
森
本
医
院
天満
☎22 - 5009
湯
浅
内
科
土堂２ ☎23 - 7070
松
本
病
院
久保３
☎37 - 2400

健康・福祉

【面談相談】 2月7日㈰ 10：00〜16：00 ※要予約
広島司法書士会総合相談センター
広島司法書士会では、無戸籍に関するお悩み・不安をお聞きし、法的
手続きの支援を行うため、面談・電話・LINEでの相談会を実施します。 【電話相談】 2月7日㈰ 10：00〜16：00
相談専用電話（ 082- 511-7196）
相談費用は無料ですが、電話料金及び通信料金は別途かかります。
広島司法書士会（ 082 221 5345）
【LINE相談】1月25日㈪〜2月7日㈰ ID @399urvex

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。
※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。
」がすべての休日に対応します。
※因島地区については「因島医師会病院（因島中庄町☎0845 -24 -1210）
※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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12

1

復活

御調町菅野地区の干し柿

御調町の「尾道柿園」では、11月から干し柿づくりの作
業が続き、この日も冬晴れの太陽を浴びた柿のカーテンが
黄金色に輝いていました。当地区は霧の影響を受けない
山頂にあり、昼夜の寒暖差が大きい等、干し柿づくりに適
した場所です。生活習慣や嗜好の変化により生産が激減し
ていましたが、近年、インターネットによる個人向け販売
等により、全国的に価値を再評価されています。今年から
ドライフルーツづくりも始まりました。

12

11

新年に向けすっきり
千光寺で「すす払い」

年末恒例の「すす払い」が千光寺で行われ、集まった檀
信徒やボランティアの皆さんで鐘堂や持仏堂などを 「洒
摩」と呼ばれるほうきや雑巾で拭い清め、新年に向けて準
備をしました。
2020年はコロナ禍で大変な一年でしたが、千光寺では
市内の他寺院と協力し、毎日夕方6時に収束を願って鐘を
撞く取り組みを続けています。多田真祥住職は新年につい
て、干支の牛にちなみ「忍耐強く冷静な対応を行って、息
災な年になれば」と話していました。

12

6

風船と一緒に

空に想いを

市内小学６年生の児童が、願い事を書いた短冊を風船
1,200個にのせ空に放ちました。今年は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、運動会や学習発表会の中止、
修学旅行の縮小など、小学校最後の年の行事に大きく影
響が出る中、少しでも思い出づくりをと尾道青年会議所が
企画しました。今月号の表紙はこのときの模様です。
この日のJR尾道駅前港湾緑地は本当にいいお天気で
した。

12

14

冬の風物詩
デベラ干しの最盛期

12月に入り、吉和漁港周辺では、デベラの天日干し作業
が始まりました。デベラとはタマガンゾウビラメの尾道で
の呼び方で、正徳町の笹井淳二さん宅では、約75年、三世
代にわたり、屋上でデベラの干物づくりを行っています。
うろこと内臓をとって素干しにし、4日〜1週間程度、潮風
に当てていきます。口からエラへ縄を通されたデベラがず
らりと並ぶ様子は、尾道の冬の風物詩。大きいものは焼
いてから開いて骨をとってから、小さいものはたたいてデ
ベラ酒にするのが、笹井さんのおススメだそうです。

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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