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）

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）

←至 三原

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

【夜間片側交互通行】
立ち入り禁止期間 1月13日㈬〜令和
規制日時 1月18日㈪〜7月10日㈯（予定）22：00〜5：00
4 年3月31日㈭（予定）
広島県東部建設事務所三原支所維持課（ 0848 - 64 - 4271）
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

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

etc…

教室・講座

令和3年度福山市園芸教室
受講生募集
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）
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）

相

持参物
締切
電子メール
ホームページ

談
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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）
）

「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）

尾道地域WEB企業合同説明会
参加企業を募集

芸術・文化

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

ミツバチを飼育している人は
飼育届の提出を

「 性的マイノリティと人権」
パネル展

募集

スポーツ

観光課（

催し

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…

子育て

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。

○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）

ひと

健康・福祉

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。

■尾道駅前尾崎線舗装工事

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〜」

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

千光寺公園頂上展望台の
リニューアル工事を行います

道路工事・通行規制にご注意を

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

大崎麻子さん

■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）

農家の強い味方
「農業者年金」制度

広報おのみち・令和 3 年1月

広報おのみち・令和 3 年1月
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