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＃（ハッシュタグ）ってなに？
　ハッシュタグとは、 SNSの投稿時に、 「＃」の後に特定の
キーワードを入れることで、 投稿が“タグ化”され、 同じキ
ーワードでの投稿を瞬時に検索することができる機能です。
　写真を投稿しなくても、 インスタグラム上で
「＃COCORONOMICHI」と検索すると、 尾道愛あふれた
投稿に出会うことができます。
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今月の表紙

COCORONOMICHI あなたの心に尾道をプラスしてください。
新型コロナウイルス尾道市内の感染状況とワクチン接種の状況
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
新型コロナに負けずにフレイル予防！
尾道市の財政状況をお知らせします

くらしの窓
10月は年次有給休暇取得促進期間です 他

健康・福祉
元気はつらつ！健康づくりセミナーフレイル予防講座 他

子育て
満1歳～小学6年生のお子さんへインフルエンザ予防接種費用を助成 他

スポーツ
ウォーキングフィットネス教室受講者募集 他

芸術・文化
尾道市文化協会第39回総合文化祭／しまなみ国際芸術博 他

情報アラカルト
広島県最低賃金変更／人権講演会 他
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人の動き[9月29日現在]

※（　）内は前年比。

※（　）内は前月比。
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10月号

件　数
負傷者
死　者

97件
110人
6人

（－27）
（－39）
（＋4）

市内の交通事故
[9月29日現在]

世帯
人口

64,188世帯
男性 64,037人
女性 68,405人
計 132,442人

（－54）
（－84）
（－37）
（－121）

　皆さんは日々、 どんな
写真を撮っていますか？
　尾道市では、 皆さん
の「愛と誇り」を感じる写
真をSNSで募る、 新しい
プロジェクトを開始しま
す。詳しくは３頁をご覧く
ださい。

今月の納期限
11/1㈪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 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

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）

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。

■

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。

■

みんなで発
信 1

みんなで発
信 2

▶市HP

　写真共有SNS「インスタグラム」の尾道市公式アカウン
トを開設しました。 市の担当者が、 尾道の
「愛と誇り」を感じる写真を投稿しています。
　皆さんも、 インスタグラムの投稿に
「#COCORONOMICHI」を付けて、 
一緒に尾道の魅力を発信しませんか。
問観光課（☎0848-38-9184）

　新型コロナウイルスの影響が続いていますが、 こんな時こそ市民の皆さんと心を一つにし、 「尾道愛」を育むプロジェ
クトをスタートします。
　「COCORONOMICHI（ココロノミチ）」をキャッチフレーズとして、 一人ひとりが尾道市に対し、 愛と誇りを抱く尾道
愛を育むことを目的に、 これからさまざまな取り組みを展開していきます。
　今月号ではその第一弾として、 日本全国さらには世界へ、 市民の皆さんと一緒に尾道市を発信する２つの取り組み
をご紹介します。 問秘書広報課（☎0848-38-9377）

　「COCORONOMICHI」発信のため、 尾道市立美術館スタッフがロゴの入ったデザインを作成しました。 この３
点のデザインは、 尾道をPRしたり、 ご自分で楽しんだりする目的で、 無料でご利用いただけます。 用途に合わせ、 さ
まざまな場面でご利用ください。

※使用ルール、 　
画像データな　
ど詳しくは、 　
市HPをご覧　
ください。

　「ＣＯＣＯＲＯ（心）」と「ＯＮＯＭＩＣＨＩ（尾道）」を結んだ言葉で
す。 尾道への「愛と誇り」が「尾道の未来をつくる心」につながるこ
とを目指すことを表しています。
　「こころ」という言葉は、 尾道市民憲章「人を尊び人を愛し 健康
で こころ豊かなまちにしよう」の一文からイメージしており、 現在
の尾道市の都市像「元気あふれ 人がつながり 安心して暮らせる
～誇れるまち『尾道』～」にも通じています。

　このロゴデザインは、 尾道市立大学
の学生が制作しました。
　キャッチコピーをイメージしたころこ
ろとした丸みのある書体にしています。

キャッチフレーズ
 　　　　　　　　　　とは？

あなたの心に尾道をプラスしてください。

▶尾道市公式
　インスタグラム

フルーツのみち
多種のフルーツが獲れ
るまちの特色を表現

海のまち　尾道
浄土寺展望台から見た
尾道水道を表現

ベッチャー三鬼神
コロナ禍の今、 疫病退
散を願うベッチャー祭
の三鬼神をモチーフに

COMING
SOON土生小学校跡地に

公民館が完成
　９月５日、 土生公民館
の落成式が行われました。
　新しい公民館は、 外壁
や屋根、 室内が土生の町
並みに馴染むよう配色さ
れており、 地域の景観を
考慮した新しくも懐かしい建物となっています。
　また、 敷地内には消防器具庫が併設されており、 地域の交流・防災の拠
点として活用が期待されています。

　プッシュ通知で発行をお知らせするほか、 HPの
新着情報もまとめてチェックできます。
　また、 ３カ月に１回発行している「おのみち市議
会だより」も、 広報紙と同じく配信します。

利用方法
①スマホやタブレットで、 右のQRコードを読み込み、
　アプリ「マチイロ」（運営：株式会社ホープ／福岡市）をインス
　トール
②「お住まいの地域」で「広島県尾道市」を登録
※アプリの利用は無料ですが、 通信料は利用者負
　担となります。
問秘書広報課（☎0848-38-9377）

行政情報アプリ「マチイロ」で
「広報おのみち」が読めるようになりました

トピックス－Topics－

　８月26日、 山脇酸素株式会社
と災害協定を締結しました。 災害
時に、 市からの要請で酸素ボンベ
や吸入に必要な装置などを避難
所に運搬し、 酸素などの提供の
支援を受けるものです。 これによ
り、 災害時に肺疾患等で在宅酸
素療法を行っている人が安心して
避難できる体制が強化されます。

医療的配慮が必要な
在宅酸素療養者への協力に関する協定を締結


