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※
（ ）
内は前月比。

64,259世帯（＋144）
人口 男性 63,407人 （＋52）
女性 67,660人 （－56）
計

131,067人

市内の交通事故

今月の納期限

［ 5月30日現在］

6 / 30 ㈭

令和４年広島県
交通安全年間スローガン
ゆるさない
ハンドル・スマホの 二刀流

件 数
負傷者
死 者

（－4）

68件（＋18） 市 県 民 税 ①
76人（＋15）
0人 （－2）
※
（ ）
内は前年比。

今月の表紙
表紙は、因島の白滝山か
ら因島大橋を望む風景です。
白 滝 山の山 頂 展 望台から
は、瀬戸内の島々が連なる
風景を、360度の大パノラマ
で楽しむことができます。
所狭しと並ぶ大小約700
体の石造仏群と、多島美が
コラボレーションする、唯一
無二の風景です。
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

2

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

5月3日㈫、尾道市立美術館で開催されていた特別展の入館者が1万人
目を迎えました。
記念すべき１万人目となったのは、尾道市在住の平田直子さん。平田さ
んは、
「コロナ禍でなかなか外出できない中、久しぶりに美術館に来て、晴
れやかな気持ちとなりました。展覧会は、101人の写真家のいろいろな切り
口や時代を反映した写真をみることができ、大変見応えがありました。」と
喜びのコメントをしていました。

災害時における遺体の搬送、
安置等の協力に関する協定を締結
5月19日、公益社団法人広島県トラック
協会霊柩部会と災害協定を締結しました。
地震等大規模災害により多数の死亡者
が発生した場合に、市からの要請で棺等
葬祭用品の確保、遺体安置場所の提供や
管理、火葬場までの搬送等の支援を受け
るものです。これにより、災害時の体制強
化が図られます。

市長表敬訪問

広島の女子サッカーを盛り上げよう！
女子サッカーリーグ（なでしこリー
グ１部）に所属するアンジュヴィオレ
広島の運営スタッフが、6月5日㈰に
こざかなくんスポーツパークびんご
で開催予定の「アンジュヴィオレ広島
VS スフィーダ世田谷 F C」のPRの
ため、市長表敬訪問を行いました。
表敬訪問では、アンジュヴィオレ
広島の運営スタッフが女子サッカー
の運営や地元企業の協力などについて市長と話し合いました。

■広報おのみち６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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備えは大丈夫ですか？
雨の季節が今年もやってきます

これから雨の多い季節になると、災害の発生する可能性が高くなります。
山の近くに住む人、川の近くに住む人、それぞれがおかれている状況によって、
危険性や対処方法は違います。ご自宅や勤務先、避難先やその経路にどのような
危険があるか、あらかじめ調べておきましょう。
危険が迫りくるとき、あなたの一番近くにいるのは、あなた自身です。
総務課（ 0848 -38 - 9216）

「土砂災害警戒区域」
「洪水浸水想定区域」の調べ方
尾道防災アプリ

1 「防災マップ」をタップ

2 「マップ」をタップ

インターネット

3

表示させたい情報を選択

4

地図上に色付け表示

尾道市総合防災マップ

● 土砂災害警戒区域
土砂災害ポータルひろしま

https://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/

● 洪水浸水想定区域

市役所本庁舎・
各支所などで配布

洪 水 ポータルひろしま

https://www.kouzui.pref.hiroshima.lg.jp/

うちらの防災マップ
危険が迫りくるとき、あなた自身や家族の次に近くに居るのは地域の人たちです。
市内を１１の区域に分けた「尾道市総合防災マップ」を、より細かい区域に分け、さらに地域の方々が持っている
情報を加えた「うちらの防災マップ」が各地域の自主防災組織等によって作成されています。

実際にマップの作成を行った中庄町自主防災会 松葉 博行 会長にお話をお聞きしました。
地域の特徴について…

因島中庄町は、三方を山に囲まれ、一方は海に面した
自然豊かな地域です。
しかし、川の下流や海岸沿いの干拓地は海抜が低く、
大雨等で浸水のおそれ、また山沿いの地域では、土砂災
害発生のおそれがある地形となっています。

自主防災組織ではどのような活動を…

中庄町自主防災組織は平成21年12月に結成され、現
在約1,420世帯で構成されています。組織の構成員には
消防団の経験者や防災士の資格を持った防災委員もお
り、災害を想定した避難訓練や、防災資機材を使っての実

技訓練、防災講習会等を、毎年町をあげて実施していま
す。また、市の自主防災組織育成支援事業などの補助
制度を活用して、防災資機材の整備や防災意識を高め
る活動など、地域防災力の向上に取り組んでいます。

「うちらの防災マップ」を作成…

平成30年７月豪雨により、町内で浸水や土砂崩れな
ど110件余りの災害が発生しました。自分たちの住ん
でいる地域にどのような危険個所があるのかを知るこ
と、まち歩き等により避難場所や経路、地域の防災資
源等を知っておくことが重要であり、それを知るきっか
けとしてマップ作成に取り組みました。

（P.4へつづく）
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うちらの防災マップ（P.3つづき）
実際の作業の様子は…

町内１２区から各5名ずつ参加し、市の防災担当職員
を講師に招いて指導を受け、基本となる手作りマップを
作成しました。そ
の 後 各 区で の聞
き取り調査や、現
地 調 査を行 いな
がらより詳細な情
報をマップに表示
していきました。

▲ 手作りマップ作成の様子

作業を行ってみて苦労した点…

手作りのマップをデジタル化する際に、ノウハウがな
かったので苦労しました。平成30年７月豪雨の教訓や地
区ごとの調査結果、その後の新たな防災関係の情報な
どを反映させるため、何度も変更しながら各地区ごとの
マップ（全15パターン）を作成したので、予想以上の作
業量となりましたが、より地域に密着したマップになった
と思います。

▲ 完成したうちらの防災マップ（因島中庄町徳永区）
マップの活用について…

町内の全世帯に配布済みであり、また、新たに転入の
世帯や警察、消防、学校、公民館、各集会所等にも配布
しています。自分の住んでいる地域の詳細を知ることに
より、災害時の自分や家族、友人、隣人など地域全体の
安全・安心に繋がっていくものと考えています。

尾道市では「うちらの防災マップ」作成費用の一部を補助しています。

● うちらの防災マップ作成事業補助金

対象団体：自主防災組織（結成届を提出しているもの）
・自治会組織
補助対象：作成に必要な消耗品、資料印刷費、施設使用料など
補助金額：上限20,000円
そ の 他：完成したマップの印刷費は上記とは別に市が負担

避難に備えて準備をしておきましょう
ストップウォッチのスタートボタンを押して、次のものを集めて鞄に入れてください。

3日分の衣類・タオル

ヘルメット・頭巾

レインウェア

紐なしのズック靴

懐中電灯

携帯ラジオ

救急用品・薬

携帯電話充電器・予備電池

マッチ・ろうそく

軍手

洗面用具

歯磨きセット

筆記用具

３日分の水・食料（レトルト等すぐ食べられるもの）

貴重品（通帳・現金・印鑑・保険証など）

ブランケット

使い捨てカイロ

マスク

体温計

ウエットティッシュ

消毒液

見直してみましょう

かかった時間：
A
A

B

B
C

分
C

秒

●重いもの・かさばるものは、他のもので代用
できませんか？
●避難の期間や避難先によって必要なものを
考えてみましょう。
避難が完了するまでにかかる時間は、A：持ち出し品を用
意する時間、B：そのほかの準備（戸締り・火の元確認など）
の時間、C：避難場所への移動に必要な時間の合計となり
ます。BとCを短かくすることは難しいですが、Aは日ごろ
から準備をしておけば、ゼロに近づけることができます。

いざというときにすぐに行動を開始できるよう、日ごろから持ち出し品を準備しておきましょう。
4
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情報を集めましょう
突発的なものもあるため油断はできませんが、大雨の場合は、事前に迫りくる危険を予測できる場合も多く
あります。雨が降っているときは、テレビ・ラジオ・インターネット等あらゆる手段を使って、天気に関する情報を
チェックしましょう。
避難の情報については、
「防災ラジオ」や「尾道防災アプリ」も活用してください。

防災ラジオ

ラジオなんてもう持ってるし、別に要らないよ。

普通のラジオとは違います！！（※）
お住まいの地域に避難の情報等が出された場合に
は、音声でお知らせします。
そのほか、市や地域からのお知らせがある場合に
も音声が流れます。
※通常時はＦＭラジオとしても使用可能。

対象

●尾道市に住民票のある世帯 ⇒１世帯１台無償で貸し出し
●市内に所在する事業所 ⇒ 負担金10,000円（1台目のみ
対象）で貸し出し
上記以外や２台目以降の場合は21,450円／台で購入可能

申し込み 総務課生活安全係（ 0848 -38 - 9216）
● 電波干渉による不具合について
すでに設置されている防災ラジオについて、お知らせの音
声が乱れる現象が報告されています。原因として電波の干渉
が考えられています（家庭用のWi-Fi等も影響を及ぼす模
様です）。このような現象が発生する場合には、防災ラジオ
の設置場所を移動していただくようお願いします。

ラジオ

アプリ

併用がオススメ
● 防災ラジオのメリット

・音が自動的に流れるので、画面を開い
て確認する必要がない。
・停電時には乾電池でも動く。

● 防災アプリのメリット

防災アプリ

・過去のお知らせについても確認できる。
・お知らせ以外にも便利な機能。

何だか難しそう・・・やだやだ

初回だけ、ほんの少し頑張ってください
（初回設定も、画面の指示に従うだけの簡単操作です）

あとは自動でお知らせが届きます。 こちらから▶

防災アプリの機能
●お知らせ
防災情報、尾道市や地域からのお知らせ（※）を通知します。
※地域からのお知らせの受信には町内会名の設定が必要です。
● 防災マップ
災害の危険性が高い場所を地図上で確認できます（Ｐ.３も参照）
。
● 防災リンク ● 安否確認
● 救援ブザー
●災害用伝言版（web171）
● 避難ルート

災害時の情報収集には、スマートフォンも活躍します。
モバイルバッテリー等、充電についても対策をしておきましょう。

広報おのみち・令和 4 年 6月
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新型コロナウイルス
（５月31日現在）

ワクチン接種のお知らせ
▲ 市HP

※最新情報は市HPをご覧ください。

4回目接種が始まりました
対

象

３回目の接種を完了した人のうち、60歳以上の人か、
18〜59歳で基礎疾患を有する人、またはその他重症化リスクが
高いと医師が認める人
３回目接種から５カ月以上空いていること

接種間隔

例： 令和４年１月31日に３回目接種 → 令和４年７月 １日で５カ月経過
令和４年２月 １日に３回目接種 → 令和４年７月 １日で５カ月経過
令和４年２月28日に３回目接種 → 令和４年７月28日で５カ月経過

18歳以上
59歳以下で
基礎疾患等を
有する人
あらかじめ申請が必
要です。詳細は、次
ページをご確認くだ
さい。

ワクチン
の種類

ファイザー、モデルナ

接種会場

個別医療機関、集団接種

予

１〜３回目接種と同様、事前に予約が必要です。接種券が届き次第、予約することができます。
接種券は接種時に必要になりますので、予約後も無くさないよう大切に保管してください。

約

接 種 券

４回目の接種券は、３回目接種から５カ月経過頃に発送予定です。
（例：３回目を令和４年２月に接種した人 → 令和４年７月に４回目接種券を発送）

４回目の接種券は青色の封筒で送付します
接種済証 と 予診票 は

切り離さないでください。

接種券

●接種済証・接種券・予診票がセットに
なっている用紙
●接種会場一覧が載った案内文
などが入っています。

接種券が届いたら必ず中身を確認してくださ
い。予約後も大切に保管し、接種時に持参してく
ださい。
「接種済証」はコロナワクチンの接種をしたこ
との証明となりますので、接種後も大切に保管
してください。

6
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接種済証

予診票

18歳以上59歳以下で基礎疾患等を有する人へ
4回目接種券を受け取るためには申請が必要です
18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が
認める人は、自己申告により、４回目接種を受けることができます。
基礎疾患等を有する人の範囲
● 以下の病気や状態の人で、通院／入院している人
1 慢性の呼吸器の病気 2 慢性の心臓病（高血圧を含む。
） 3 慢性の腎臓病
4 慢性の肝臓病（肝硬変等） 5 インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。
）
7 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。
）
8 ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
 染色体異常  重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
 睡眠時無呼吸症候群
 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または
自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持して
いる場合）

● 基準（BMI30以上）を満たす肥満の人（）
● 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める人（）
申請の流れ

1 接種券送付の希望申請をする（４回目接種ができる日の１カ月前〜 ）
次のいずれかの方法で申請をしてください。

▶ インターネットで申請する方法
右のQRコード、もしくは市HPより、電子申請をしてください。

▶ 電話で申請する方法

▲ 電子申請

尾道市コールセンター（ 0570 - 001-297）にお電話のうえ、
「59歳以下で基礎疾患を有する等の理由で、４回目接種の接種券送付を希望する」旨をお伝えください。
申請に必要な情報（名前・生年月日・住所・３回目接種日・該当する基礎疾患等）を聞き取りますの
で、３回目接種の接種済証をお手元にご準備のうえ、お電話ください。

2 接種券が届く

❶ の申請からおよそ２週間後または、３回目接種完了から５カ月経過頃に、青色の封筒で届きます。
同封物などは前ページをご確認ください。

3 事前に予約をして、当日接種を受ける
お問い合わせ先
● 接種の予約・ワクチンについて一般的なこと など
尾道市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
0570 -001-297／土・日・祝日を含む 8：30〜17：15
● 副反応やワクチンについて専門的なことや一般的なこと など
広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
082-513 -2847／土・日・祝日を含む 24時間対応

※聴覚障害等で電話やWEB
での相談、予約が難しい人
は尾道 市健 康推 進 課まで
ＦＡＸにてご相談ください。
（ 0848 - 24 -1966）

広報おのみち・令和 4 年 6月
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新型コロナウイルス支援情報
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て
世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため特別給付金を支給します。
給付金額

児童1人当たり一律5万円（全国一律）

対 象 者

次の 1 か 2 いずれか1回限りの給付となります。
1 低所得のひとり親世帯
（①〜③のいずれかに該当する人）

以下のいずれかに該当する人【要申請】
・令和 4 年度の住民税均等割が非課税である人
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
変し、令和 4 年度の住民税均等割が非課税である者
と同様の事情にあると認められる人
申請方法

■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

①令和4 年 4月分の児童扶養手当の受給者【申請不要】
②公的年金等を受給されていることにより、
令和４年４月 【申請不要】1 ①、2 ①に該当する人は申請不要です。
分の児童扶養手当の支給を受けていない人【要申請】 【要申請】1 ②③、 2 ②に該当する人は、必要書類を提出
してください。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
※申請についての詳細は、
案内送付、チラシ、HP等によ
変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ
り、別途周知します。
水準になった人【要申請】
2 その他低所得の子育て世帯
申請期限 令和 5 年2月28日㈫
（① ②のいずれかに該当する人）
支給方法 児童扶養手当、児童手当、特別児童扶養手当
①令和 4 年 4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の
の登録口座又は指定口座へ振込
受給者で、令和４年度分の住民税均等割が非課税の
支 給 日
人【申請不要】
（※令和 4 年 4月以降令和 5 年2月末
【申請不要】6月中
までに生まれる新生児も対象）
※ 2 ① の対象者のうち、新生児については随時。
②①のほか、対象児童（令和 4 年 3月31日時点で18歳
未満の子（障害児は20歳未満）
）の養育者であって、 【要申請】審査後に随時

子育て支援課（ 0848 -38 - 9205）

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、生活に困っている人への支援を強化する
ため、住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。
※令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯が対象です。
※令和3年度の臨時特別給付金を受給した世帯、及び受給した世帯主であった人を含む世帯は支給対象となりません。
給付金額

1世帯あたり10万円（全国一律）

支給方法 世帯主名義の口座へ振込
対 象 者

①住民税非課税世帯
令和 3 年12月10日において国内に住民票があり、令和
4 年 6月1日時点で尾道市に住民票がある世帯全員の
令和 4 年度分の住民税が非課税である世帯

持参物
締切
電子メール
ホームページ

②家計急変世帯
①以外の世帯で、令和 4 年1月以降、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯員全員の
住民税が非課税水準以下になった世帯（令和 3 年1月
から12月までの収入に基づく申請は対象外）
※①、②とも、世帯員全員が、住民税が課税されている人
の扶養親族の世帯は除きます。

申請方法

①対象と思われる世帯の世帯主へ、6月下旬から確認書を
送付する予定です。必要事項を記入し、同封の返信用
封筒で返送してください。
②申請が必要です。コールセンターにご連絡ください。申
請書と返信用封筒を送付します。様式は、市HPにも掲
載しています。必要書類（申請書、簡易な収入見込額の
申立書、収入を証明する書類、本人確認書類、口座確認
書類のコピーなど）を返信用封筒で返送してください。
申請期限 ① 確認書に記載しています。

② 9月30日㈮【消印有効】

送 付 先 〒722- 8501 久保一丁目15 -1

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付
金担当

尾道市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
（ 0120 -77- 4302／8：30〜17：15 ※土日祝日を除く。
）
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おのみち地域消費喚起事業実行委員会からのお知らせ

チーム尾道 応援プロジェクト！

PayPay でまちのお店を応援しよう！
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて低迷する市内消費の喚起による経済活性化と、デジタル化
ペ イ ペ イ

の啓発・普及を図るため、スマートフォン決済サービス「PayPay」と連携したキャンペーンを実施します。
期間中、対象店舗でPayPayを利用して決済すると、

決済金額の最大20％が戻ってきます。

実施期間

7月１日㈮ 〜 31日㈰

PayPay ポイント付与率

20%

決済金額の最大20％
※PayPayあと払い、PayPay残高、PayPayあと払い（一括のみ）、PayPay
カード（旧Yahoo! JAPANカード含む）でのお支払いが対象。PayPay
カード（旧Yahoo! JAPANカード含む）以外のクレジットカードは対象外。
※付与されるPayPayポイントはPayPay／PayPayカード公式ストアでの
利用も可能です。
（出金・譲渡は不可）

PayPay付与上限
１回あたりの上限 …… 1,000円相当   
期間中の上限 ……… 10,000円相当

対象店舗
市内のPayPay加盟店のうち、実行委員会とPayPay
が指定した店舗（尾道市内に本店・本社があり店舗が
ある中小法人または市内にある個人事業主の店舗が対
象。コンビニエンスストア、介護施設、病院・医院、調剤
薬局、保険・保険代理店、行政サービスなどは対象外と
なります。）
※店 舗によっては利用できない場 合がありますので、
キャンペーン開始後（7/1〜）
、店頭のポスターおよび
PayPayアプリの「近くのお店」で確認してください。
PayPayアプリのダウンロード、利用の
仕方、チャージの方法等はPayPayのHP
をご覧ください。
PayPayのHP▶

▲ このポスターが目印です

【PayPayの利用について】
（市民・利用者）
【実施主体】おのみち地域消費喚起事業実行委員会
PayPayカスタマーサポート窓口（ 0120 990 634） 尾道商工会議所（ 0848 -22 -2165）
因島商工会議所（ 0845 -22 -2211）
【PayPay加盟事業者】
（店舗）
尾道しまなみ商工会（ 0848 - 44 - 3005）
PayPay加盟店サポート窓口（ 0120 - 990 - 640）
尾道市商工課（ 0848 - 38 - 9183）

広報おのみち・令和 4 年 6月
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鉛製水道管（給水管）
取換工事のご検討を

国保を脱退するには手続（届出）
が必要です
国民健康保険に加入している人が職場の健康保険に加入する場合は、国民

■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

昭和60年以前に建築された建物に
健康保険を脱退する手続（届出）が必要です。保険年金課か各支所で手続きを
は、鉛製水道管（給水管）が使用され
してください。
ている事があります。鉛製水道管は、
郵送による手続きを希望する人は、市HPの「郵送による国保の脱退手続につ
健康への影響や水道漏水のおそれが
いて」を参照のうえ、必要書類を郵送してください。
あります。
また、新たに加入した健康保険の資格取得日以降は、国民健康保険の保険
上下水道局では、水道メ−タ−ま
証は使用できません。誤って使用してしまうと、尾道市へ国保が負担した医療費
での鉛製水道管の取替工事を実施し
（７割分など）を返金していただくことになりますのでご注意ください。
ていますが、水道メ−タ−以降の水
道管の工事は、個人で費用を負担し
手続きに必要なもの
ていただくことになるため、取替工事
・国民健康保険証と職場の健康保険証（両方）
の検討をお願いしています。
・世帯主と国保を脱退する人のマイナンバーカード等
ご自宅で使用されている水道管の
・来庁者の本人確認書類（免許証等顔写真のあるものは１点。それ以外は２点）
調査も行いますので、希望者はお問
保険年金課（ 0848 -38 - 9142）
い合せください。
水道工務課
（ 0848 -37- 9301）

令和4年度市・県民税
納税通知書の発送と納期限
市・県民税納税通知書は、
６月中旬
に発送します。
■納期限（個人納付）
第１期    ６月30日㈭
第２期    ８月31日㈬
第３期 10月31日㈪
第４期    １月31日㈫
市民税課（ 0848 -38 - 9154）
因島瀬戸田市民税係
（ 0845 -26 - 6227）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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日曜にも受け取れます
マイナンバーカード
６月26日㈰ 8：30〜12：00
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
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４日前
までに交付場所変更の連絡をして
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（お持ちの人
のみ回収します）
市民課（ 0848 -38 - 9166）
広報おのみち・令和 4 年 6月

国民健康保険料口座振替キャンペーン実施中

口座振替率の底上げを図るため、広島県内統一で実施しているキャンペーン
です。
口座振替を利用していない世帯主の人は、この機会に、ぜひ口座振替の登録
をお願いします。
キャンペーン期間 ２月２日㈬〜令和５年１月31日㈫
次のすべてを満たす国保の世帯主
①キャンペーン期間中に新たに口座振替の登録を行っている
②令和５年１月31日時点で被保険者の資格がある（人が世帯にいる）
③納期が到来している保険料について未納がない
※自動エントリーのため、キャンペーンへの申込は不要です。
対象者から抽選で、広島県産品（3,000円）
、QUOカード（3,000円）が当た
ります。
※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。
（令和５年２月
下旬以降順次発送予定）

口座振替の新規登録は、市内の金融機関（ゆうちょ銀行を含む）
、市役所
収納課、各支所（御調保健福祉センターを含む）で申し込みできます。
キャンペーンについて  保険年金課（ 0848 -38 - 9107）
口座振替・納付について  収納課（ 0848 -38 - 9172）

井戸水を飲用している
皆さんへ
○井戸は、その周辺を清潔にして、水が
汚染されないようにしましょう。
○味や色に異常を感じた時は、すぐに飲
むのをやめてください。
○井戸水は定期的に水質検査を行い、
安全を確認してから飲用しましょう。
※御調地域ではフッ素が、原田地域では

ヒ素が多いことがあります。
（地質由来）
※田畑の近くでは、肥料の影響により
窒素が高くなることがあります。
○基準を超えた井戸水は、飲まないでく
ださい。
○水質検査は、厚生労働大臣の登録を
受けた検査機関で受けることができ
ます。
※詳しくはお問い合わせください。
環境政策課（ 0848 -38 - 9434）

マイキープラットフォームの
メンテナンスのお知らせ

公金受取口座の登録を支援します

システムメンテナンスのため、期間
公金受取口座登録制度とは、給付金などを受け取るための預貯金口座
中、マイナポイントの予約・申込等、マ
（公金受取口座）
を１人につき１口座、あらかじめ国（デジタル庁）に任意で
イキープラットフォームの全メニュー
登録する制度です。
が利用できません。
公金受取口座登録は、ご自身のスマートフォンやパソコンを使ってマイナ
6月25日㈯〜30日㈭ 午前中
ポータルから登録することができます。
※終了時間は未定。
登録の支援窓口を設置していますので、ご利用ください。
※本庁市民課、各支所でのマイナポ
時間  8：30〜17：15（土・日・祝日を除く）
イント予約・申込支援も行うことが
本庁市民課、各支所窓口（浦崎・百島支所を除く）
できませんので、ご注意ください。
・マイナンバーカード
情報システム課
・利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４ケタ）
（ 0848 -38 - 9308）
・預貯金通帳等（金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義
がわかるもの）
市民課（ 0848 -38 - 9166）
※登録する本人と異なる名義の口座を登録することはできません。

※マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録も引き続き支援しています。

※公金受取口座登録・健康保険証としての利用登録をされた人の、マイナポイント
くらしの窓

第２弾の申込開始日は、6月30日㈭です。
（予定）詳細がわかり次第、市HP等で

お知らせします。

健康・福祉

問い合わせ先
●公金受取口座登録制度に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル（ 0120 - 95 - 0178）

※音声ガイダンスに従い「6番：公金受取口座登録制度」を選択してください。

情報システム課（ 0848 -38 - 9308）
●申込み支援窓口に関すること
市民課（ 0848 -38 - 9166）

子育て

無料でマイナンバーカードの申請をお手伝いします

スポーツ

窓口で写真を撮影して、インターネットからの申請を
代わりに行います。
※撮影した写真の印刷やデータのお渡しはできません。
本庁市民課、各支所（浦崎・百島支所を除く）
時間  9：00〜16：00（土・日・祝日を除く）
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）

芸術・文化
情報アラカルト

ここが申請書です

談

市民課（ 0848- 38- 9166）
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）

相

※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。

個人番号カード交付申請書は2種類あります。
どちらでも使えます。

広報おのみち・令和 4 年 6月

11

使っていない家、登録しませんか？

空き家バンク制度をご利用ください
市ではNPO法人等と協働して空き家バンクを開設しており、特定の地区を対象に、空き家の売買や賃貸を
考えている人、利用したい人に空き家の情報を提供しています。
対象地域に利用可能な空き家をお持ちの人や利用を考えている人は、各空き家バンクまでお問合せください。

① 物件登録の
相談・申込
※空き家が土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーン）内にある場合等
は、登録をお断りすることがあり
ます。

② 物件の
登録完了

対象地域の
各空き家
バンク

❶ 利用登録の
相談・申込

買いたい
借りたい

❷ 空き家情報の
閲覧・現地確認

尾道市

※登録完了後、空き家バンクの
HPにて情報掲載。

空き家を利用したい人

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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空き家をお持ちの人

売りたい
貸したい

交渉・契約
※尾道市及び空き家バンクは、空き家の交渉・賃貸借等の契約について、
直接関与しません。
※トラブルを避けるため、交渉等は宅地建物取引業者の仲介をお勧めします。

各地域の空き家バンクと対象地域
■みつぎ空き家バンク

対象地域  御調町全域
（一社）みつぎさいこう（ 090 -1358 -7135）

■はらだ空き家バンク

６月から新たにはらだ空き家バンクの

運用を開始しました
対象地域  原田町全域
NPO法人原田芸術文化交流館（ 080 -2149 -2296）

■尾道市空き家バンク

対象地域 町内全域：西土堂町、東土堂町、長江一丁目、長江二丁目、西久保町、
東久保町、三軒家町
車が入れない路地に面した区域：東御所町、土堂一丁目、土堂二丁目、
十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、久保三丁目、尾崎本町
NPO法人尾道空き家再生プロジェクト（ 080 - 5624 - 5067）

■因島空き家バンク

対象地域  因島各町全域
NPO法人ハウジング・サポート・センター（ 0845 -22- 9640）

空き家バンクに登録した物件を対象として、居住のために必要な改修費用や家財道具等の処分費用に
対する補助制度があります。詳しい内容は、広報おのみち５月号や市HPをご覧ください。
まちづくり推進課（ 0848 -38 - 9347）
広報おのみち・令和 4 年 6月

所内の一斉消灯を行う
・電気をつける部屋を減らし、減灯
に取り組む
・実施期間外も社内の一斉消灯など
の取組を行う
※防犯や安全上、業務等に支障のな
い範囲でご参加ください。
環境政策課（ 0848 -38 - 9434）

て考え、地球温暖化対策を実現するた
めのきっかけをつくることを目的として
います。
ゼロカーボンシティの実現に向けた 実施期間  6月21日㈫〜7月7日㈭
「尾道COOL CHOICEプロジェクト」 特別実施日  6月26日㈰・7月7日㈭
の一環として、
「おのみちライトダウ 取組例
・実施期間中は事業所やご家庭の灯
ンキャンペーン」を実施します。
りを積極的に消す
ライトアップ施設や事業所、住宅な
どの照明を消すことで、省エネについ ・特別実施日の19：00以降は、事業

ライトダウンキャンペーンに
ご参加ください

【尾 道・御 調・向 島 地 区】

〜毎月1日は

「門前清掃の日」です〜 【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）

6月の「休日」のごみ持込受付

ごみ に

（対象は家庭ごみです。
）

ちょくせつ ふ

直 接 触 れ ない 。

8：30〜11：00
8：30〜12：00

だ

ふくろ

26日㈰ 南部清掃事務所

袋 をかぶせて！

尾道市クリーンセンター
とき

マスクを 出 す 時

瀬戸田名荷埋立処分地

ちゅう い

健康・福祉

の 注 意 は？

持込の際は危険ですので場内での徐行を
お願いします。

くらしの窓

25日㈯ 御調清掃センター

新型コロナウイルスなどの感染症対策としての

ぶくろ

ご家庭でのマスク等の捨て方

1人

修理用自転車など

あら

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

７月の出張販売
７／  ２ ㈯ 10：00〜14：00   市民センターむかいしま
７／  ８ ㈮ 10：00〜14：00   道の駅クロスロードみつぎ
７／12 ㈫ 10：30〜14：00   因島総合支所１階デッキ

談

リサイクル品募集中

て

相

6／22㈬
ＥＭ活性液講習会
13：30〜14：30
2人
米のとぎ汁

手 を 洗 う。

情報アラカルト

300円＋実費

し ばって 封 をする。

芸術・文化

自転車かんたん修理教室

ごみを 捨 て た 後 は

スポーツ

環境資源リサイクルセンター
6／19㈰
13：30〜

あと

ごみ 袋 はしっかり
ふう

新型コロナウイルスなどの感染症に感染した人や
その疑いのある人などがご家庭にいらっしゃる場合、
鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨て
る際は、
「ごみに直接触れない」
「ごみの袋はしっかり
しばって封をする」そして「ごみを捨てた後は手を洗う」
ことを心がけましょう。
また、ごみを出す際は決まりを守って、ポイ捨ては
絶対にやめましょう。

す

子育て

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。

リサイクル品（衣類・日用贈答品・置物・靴・かばんなど）を
募集しています。まだ使えるけれど不用な品物がご家庭に ７／13 ㈬ 10：30〜14：00   瀬戸田市民会館前駐車場
眠っていましたら、ご寄贈ください。

※品物の種類、状態によってはお断りする場合があります。詳しくは
お問い合わせください。

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

広報おのみち・令和 4 年 6月
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尾道市ひきこもり支援ステーション
みらサポを開設しました

尾道市では、ひきこもり状態にある本人や家族等との信頼関係を構築し、
社会参加や居場所作りなどの支援を行うことを目的とした「尾道市ひきこもり
支援ステーションみらサポ」を開設しました。
ひきこもりの状態にある本人や家族等を支援することにより、本人の自立を
促進し、本人と家族等の福祉の推進を目指します。
一人で悩まずご相談ください。

献血
日

6／17㈮

6／25㈯

尾道市ひきこもり支援ステーションみらサポ
■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

総合福祉センター内（門田町22 - 5）
受付  月〜金曜 9：00〜17：00（祝日を除く）
0848 -22-2010・ 0848 -22- 9111
mirasapo@onomichi-shakyo.jp

7／ 3㈰

社会福祉課（ 0848 -38 - 9133）

実施日
7／28㈭

7／29㈮
8／ 4 ㈭
8／ 5㈮
8／23㈫
8／24㈬

場

所

申込締切

みつぎいこい会館

6／20㈪

因島総合福祉
保健センター

6／23㈭

市民センター
むかいしま

7／ 6㈬

集団健診専用コールセンター

☎0120 - 489 -203（平日9：00〜17：00）
実施日
8 ／25㈭

8 ／26㈮
9 ／ 1㈭
9 ／ 2㈮
9 ／ 3㈯

☎0848 -24 -1177

時

10：15〜11：15
12：30〜16：30
9：30〜12：30
14：00〜16：00

場

所

申込締切

市民センター
むかいしま

7／ 6㈬

三庄公民館

7／11㈪

総合福祉センター

7／11㈪

尾道市健康診査お知らせ、市HPから

7／ 6㈬

場

所

尾道市立大学

ハローズ因島店

9：30〜12：30

丸善製薬本社
（予約不可）

14：30〜16：00

JA尾道市
向東支店

6／29㈬

※運営は、尾道市社会福祉協議会が行います。

成人集団健診

尾道市献血推進協議会

10：00〜11：30
13：00〜16：00
10：00〜11：30
13：00〜15：00

フジグラン
尾道店

京泉工業 ※

骨髄バンクドナー登録会も開催。
※京泉工業では開催なし。
0120 -150 - 554
（平日8：30〜17：30）
https://www.kenketsu.jp/Login
※献血前日の17：00まで予約可能。
（要会員登録）

健康相談など
こころの相談
●こころの健康・ひきこもり相談
（要申込／

各日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（治療中でない人）

■総合福祉センター

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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（前日までに申込）
６月28日㈫、７月14日㈭
13：30〜16：30

担当  公認心理師

健康推進課（ 0848 -24 -1962）

■因島総合支所

（１週間前までに申込）
６月24日㈮ 13：00〜16：00

担当 精神保健福祉士

因島総合支所健康推進課
（ 0845 -22-0123）
広報おのみち・令和 4 年 6月

●こころの相談
（前日までに要申込／ 2人）
■御調保健福祉センター
６月22日㈬ 13：30〜15：30

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

御調保健福祉センター
（ 0848 -76 -2235）

もの忘れ何でも相談
■御調保健福祉センター
※要申込、個別相談。
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

６月16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
6月21日㈫、７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）
前日までに要予約
● 精神保健福祉相談（精神科医師
による相談）
7月20日㈬ 13：30〜15：30
広島県東部建設事務所三原支所
※前週火曜日までに要予約。
●B型・C型肝炎ウイルス検査
7月21日㈭
7月15日㈮
※予約時に名前・連絡先が必要。
検査結果は次週。
●HIV抗原抗体検査・梅毒検査
7月21日㈭
前日までに要予約（匿名可）
。
検査結果は当日。
広島県東部保健所保健課
（ 0848 -25 -2011）

在宅介護用品の購入を支援
８月分からの助成券の申請
受付開始

肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化
を防ぐためのワクチンです。対象者には、６月末頃にご案内を送付します。
①令和４年度に、65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人
②60〜64歳の人で、心臓・腎臓・呼吸器などに重度の障害がある人
（医師の証明書が必要）
※過去に肺炎球菌ワクチン（ニューモバックス）の予防接種を受けた人は
対象外です。
※接種費用の助成が受けられるのは今年度限りです。５年後は対象となり
ません。
接種期限 令和５年３月31日㈮
接種料金 4,000円
接種場所 市内医療機関

子育て

※市外・県外で接種希望の場合は事前に健康推進課へ連絡してください。

接種に必要なもの 案内はがき、本人確認書類

スポーツ

※新型コロナウイルス感染症予防のため、医療機関に行く前に必ず予約をしてく
ださい。

ご注意ください
新型コロナワクチン接種前後２週間は他の予防接種を受けることができま
せん。

芸術・文化

■次に当てはまる人は、無料で接種が受けられます。
生活保護世帯・市民税非課税世帯の人は、事前に窓口で申請し、無
料券を受け取ってください。
被保護者証明書、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定
証、介護保険負担限度額認定証をお持ちの人は、
申請手続きは不要です。
直接医療機関の窓口に提示してください。

相

健康推進課、因島総合支所健康推進課、瀬戸田福祉保健
センター、御調保健福祉センター、向島支所、向東連絡所、
浦崎支所、百島支所

談

無料券
申請窓口

情報アラカルト

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。
６月26日㈰ 14：00〜16：00
アンテナ・コーヒーハウス（東土堂
町11-3）
家族・親戚を自死で亡くした人
300円
アンテナ・コーヒーハウス
（ 0848 -22-2080）

高齢者肺炎球菌の予防接種を受けましょう

健康・福祉

自死遺族の
分かち合いの集い

がん治療による見た目の変化に起因する精神面・金銭面の負担軽減を通
じ、社会参加の促進と療養生活の質の向上を図ることを目的とした「広島県
がん患者ウィッグ購入費助成事業」を開始します。
対象ウィッグ 令和４年４月１日以降に購入した全頭用ウィッグ（装着時に
必要な頭皮保護用のネット含む）
申請時に広島県内に住所を有しており、がんの治療によって
脱毛が生じた（生じるおそれがある）ことにより対象ウィッグ
を購入した人
詳細情報は、広島県HPをご確認ください。
▲ 広島県HP
広島県健康づくり推進課（ 082- 513 -3093）

くらしの窓

７月１日㈮から申請受付を開始し
ます。対象者は申請をしてください。
※既に交付を受けている人も再申請
が必要です。
※申請にはケアマネジャーの証明が
必要です。
次のすべてを満たす人
〇在宅で介護用品を必要とする人
○介護保険法の要介護３以上の認定
を受けている人
※要介護３の新規申請者は、認定調
査票の「排尿」
・
「排便」の項目で「介
助」
・
「見守り等」に該当する人。
○要介護者本人の属する世帯が市民
税非課税世帯の人
助成額（１カ月当たり）
要介護３ …… 1,250円券を３枚
要介護４・５…1,250円券を５枚
高齢者福祉課
（ 0848 -38 - 9137）
因島福祉課
（ 0845 -26 - 6210）
御調保健福祉センター
（ 0848 -76 -2235）

がん患者のウィッグ購入費助成が始まります

健康推進課（ 0848 -24 -1961）
広報おのみち・令和 4 年 6月
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原爆被爆者二世の健康診断を行っています
実施中〜令和５年２月28日㈫まで

両親のいずれかが原子爆弾被爆者である人（広島原爆：昭和21年６月１日以降に生まれた人、長崎原爆：昭和

21年６月４日以降に生まれた人）

令和５年１月31日㈫ 消印有効

社会福祉課、各支所にある専用はがきで県庁被爆者支援課へ

※広島県HPから電子申請可。

※詳しくは、社会福祉課、各支所にあるリーフレットをご覧ください。
社会福祉課（ 0848 -38 - 9122）
、広島県被爆者支援課（ 082- 513 -3116）

■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

Ｂ型肝炎訴訟
尾道市説明会

広島県言 語 聴 覚 士 会H Pの申込
メールフォームで
広島県言語聴覚士会意思疎通支援
（ 080 - 3895 -7678／平日9：00
〜17：00
082-961-3080）
http://www.hiroshimast.justhpbs.
jp/aphseminar.html

集団予防接種によるB型肝炎ウイ
ルス感染被害に対する救済手続きに
ついて、説明会を開催します。
B型肝炎患者の人、ご家族がB型
肝炎で亡くなられた人、救済手続き
への参加を検討されている人など、弁
護団の弁護士が直接個別での相談に
元気はつらつ！！
健康づくりセミナー
も対応します。
予約は不要、参加費・相談料はか
知って得する！血液さらさら大作戦
かりませんので、お気軽にご参加くだ
「脂質異常症編」
さい。
脂質異常 症について
7月31日㈰ 10：30〜12：00
もっと知りたいあなたへ！
（受付11：30まで）
予防・改善のコツをお伝
グリーンヒルホテル尾道
えします。
全国B型肝炎訴訟 広島弁護団事
務局（ 0120 -10 - 6589）

広島県失語症者向け
意思疎通支援者養成研修

持参物
締切
電子メール
ホームページ

失語症者の自立と社会参加を図る
ために、外出場面などでのコミュニ
ケーションを助ける支援者を養成す
る研修を開催します。講義・実技によ
り、必要な知識と技術を習得します。
修了者は、広島県登録者名簿に登録
されます。
8月7日㈰〜令和 5 年1月8日㈰
（全10回）
（オンライン実施を含み
ます。）
福山市西部市民センター（回によっ
て会場が異なる場合があります。）
受講後に失語症者の支援に携わる
ことのできる人で、18歳以上の人
30人
7月8日㈮

16

広報おのみち・令和 4 年 6月

37

7月8日㈮ 10：00〜13：00
御調保健福祉センター
市内在住でおおむね40歳以上の人
調理実習・講義
15人
300円
エプロン、三角巾、お米1合
6月24日㈮
御調保健福祉センター
（ 0848−76−2235）

尾道市立市民病院は、信頼される安
全で質の高い医療を提供し、市民の皆
さんの健康を守っています。今回は、4月
から着任した医師を紹介します。

整形外科医

た ま や ま

玉山

ゆ う

優

広島大学卒業
2020年4月〜 2022年3月

尾道市立市民病院で初期研修
2022年4月〜

尾道市立市民病院で整形外科
医として勤務

尾道市立市民病院での初期研修を終え、整形外科医として勤務する
ことになりました。患者さんの症状に真摯に向き合い、より良い医療
を提供できるように精進してまいります。よろしくお願いします。
尾道市立市民病院 総務人事課（☎0848 - 47-1155 ㈹）

107

熱中症にご注意を

感染拡大を防ぐため外出自粛を求められる中、自宅で過ごす人が例年より多くなっています。
熱中症の搬送が最も多い場所は、屋外よりも屋内が多くなっています。周りで声を掛け合い

ながら熱中症にかからないよう気をつけましょう。

環境省では、熱中症を未然に防ぐため、熱中症予防情報

気をつけるポイント

の提供を行っています。また暑さへの“気づき”を呼びかけ、

・こまめに水分を補給する

暑さを避けることや水分を摂るなどの適切な行動を促すため、

・涼しいうちから、ウォーキング等の
軽い運動で身体を慣らす

症警戒アラート」を発表しています。

熱中症の危険性が予測される際に暑さ指数をもとに「熱中

・屋外で人と十分な距離がとれて
いるときは、マスクを外す

WBGT（暑さ指数）※1 熱中症予防のための日常生活指針

・外出時は涼しい服装で帽子や
日傘などの日よけ対策をする
・気温や室温・湿度をこまめにチェックする
・栄養バランスの良い食事をとり、睡眠をしっ
かりとる

厳重警戒

炎天下を避け、室温上昇に注意

25〜28

警戒

運動や作業時は定期的に休息

25未満

注意

激しい運動や重労働時に注意

※１ W
 BGT（暑さ指数）とは … 気温、湿度、輻射熱（日差し等）からなる
熱中症の危険性を示す指標

健康推進課（ 0848 -24 -1962）

帯状疱疹と
予防ワクチンについてのお話

芸術・文化
情報アラカルト

相

数田皮膚泌尿器科医院

談

状疱疹という病気を知っていますか？顔や
腕、腹部、下肢などの体の半分に、ある一部分だ
けにチクチク、ピリピリといった痛みから始まり、赤
いブツブツができ、水疱になり広がっていきます。
病名通りに、ブツブツが帯のように広がるのが特徴
の 1 つです。痛みの程度やブツブツの出方は人それ
ぞれですが、帯状疱疹後神経痛という後遺症が長
期に渡って続くこともあり、注意が必要です。
水痘・帯状疱疹ウイルスというウイルスが原因とな
ります。水痘（すいとう）とは「みずぼうそう」という
意味で、子どものころに感染することが多い病気で
す。水痘患者から空気感染により広がります。
「みず
ぼうそう」は水痘ワクチンを接種することで予防で
き、日本では2014年から小児に定期接種するように
なりました。１度水痘を発症した方はウイルスをずっ
と保持しつづけます。そのため２度と水痘に罹患する
ことはありませんが、帯状疱疹を発症する可能性が
あります。帯状疱疹は加齢、ストレス、過労など免疫

力の低下によっても発症しやすくなると言われていま
す。そのため、若年者でも発症する病気ではあります
が、水痘発症後数10年経 過した50 代以上の比較
的高齢な人に多く発症する特徴があります。
近年、帯状疱疹の発症を予防するワクチンが開発
されました。予防効果は非常に高いとされています
が、２回接種が必要なこと、保険適用ではありませ
んので費用が高額になること、副反応が出やすいと
も言われています。また従来の水痘ワクチンを接種
する方法もあります、費用は安く抑えられますが予
防効果は劣ります。帯状疱疹は基本的に再発するこ
とは稀とされています。帯状疱疹を経験された方は
予防接種を打つ必要はありません。
帯状疱疹予防接種をご希望される方は、かかりつ
けの病院、皮膚科などに相談してみてください。

スポーツ

帯

28〜31

子育て

医師会
だより #27

外出は避け、涼しい室内へ移動

健康・福祉

・離れて住む家族や近所の人と連絡を取り合う

危険

くらしの窓

・エアコン・扇風機を活用し、定期的に換気する

31以上

数田泰治先生
■次回は広報おのみち10月号に掲載予定です。

広報おのみち・令和 4 年 6月

17

児童手当制度の一部が変わります
改正1 現況届の提出が原則不要となりました

改正2 特例給付に所得上限が新設されます

これまで、全ての人に現況届の提出が必要でしたが、令和４年
６月以降は、次の人を除いて現況届の提出は不要となりました。
現況届の提出が必要な人

■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

18

①配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町
村で受給している人
②支給要件児童の戸籍や住民票がない人
③離婚協議中で配偶者と別居されている人
④未成年後見人、施設等の受給者の人
⑤その他、市区町村からの提出の案内があった人
※該当する人へ現況届を送付しますので、6月30日㈭までに提
出してください。
※該当する人で現況届が届いていない場合はお問い合わせくだ
さい。
【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

4カ月児健診

場

所

総合福祉センター

子育て支援課（ 0848 -38 - 9112）

健康推進課
（
因島総合支所健康推進課（
御調保健福祉センター （

健診名

程

場

3歳児健診

７月13日㈬・14日㈭

御調保健福祉センター ７月14日㈭

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

所

日

総合福祉センター

６月29日㈬・30日㈭

瀬戸田福祉保健センター ６月17日㈮
総合福祉センター

1歳6カ月児健診

日

令和４年10月支給（６〜９月分）から、児童
手当の特例給付に所得上限限度額が設けられ
ます。児童を養育している人の所得が、上限限
度額以上の場合、児童手当が支給されなくなり
ます。
支給されなくなったあとに所得が変わり、上
限限度額を下回った場合は、改めて認定請求
書の提出等が必要です。
※所得上限限度額については、尾道市HPでご
確認ください。

程

６月22日㈬・23日㈭

御調保健福祉センター ７月14日㈭
瀬戸田福祉保健センター ６月17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。

因島総合福祉保健センター ６月30日㈭
瀬戸田福祉保健センター ６月17日㈮

相談・講習会
行事名
乳児健康相談
（要予約）
離乳食講習会
（要予約）
母乳相談
（要予約）

場

所

総合福祉センター

日

程

6月20日㈪

受付時間

対

象

9 ：20〜11：00

０〜12カ月の児

備

考

身体計測、育児・栄養相談、ふれ
あい遊び、助産師による母乳相
談（瀬戸田のみ）
母子健康手帳、バスタオル、フェイ
スタオル（母乳相談希望者のみ）

瀬戸田福祉
保健センター

7月15日㈮

9 ：10〜 9 ：30

概ね１歳までの児
※母乳相談は１歳６カ月まで。
7／13㈬ 12：00

総合福祉センター

7月11日㈪

9 ：50〜10：00
（11：00まで）

乳児の家族

総合福祉センター

6月21日㈫
28日㈫
7月 ５日㈫
12日㈫

①13：30〜
②14：30〜

妊婦か出産後概ね１年６カ月
までの人（尾道市民）
※個別相談。 ※相談利用は
１人２回まで。 ２人

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

13：00〜

平成29年８〜９月生まれで
発達など気になることがあ
る児
６／24㈮

通っている市内保育所・幼稚園
（市内保育所等に通っていない人
は健康推進課へ）

1人目妊 娠中で妊 娠６カ月
以降の妊婦・夫（尾道市民）
各６組
６／24㈮〜７／８㈮

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

※電話相談へ変更の
可能性あり。

８人

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

５歳児相談
（要予約）

総合福祉センター

８月 ２日㈫
23日㈫
９月 １日㈭

パパ☆ママ
準備スクール
（要予約）

総合福祉センター

7月10日㈰

①9：30〜9：45
（10：30まで）
②11：00〜11：15
（12：00まで）

6月26日㈰

9 ：00〜12：00

妊娠中の夫婦（パートナー）
６／24㈮

妊娠届出書、本人確認できるもの

7月 1 日㈮

10：00〜11：30

4カ月児健診後〜1歳6カ月ま
での親子
3組

身体測定、子育て相談、親子ふれあ
い遊び、ハーフバースデイ写真撮影
母子健康手帳、バスタオル

母子健康手帳
総合福祉センター
の交付（要予約）
ぽかぽかルーム
御調保健福祉
体重測定の日
センター
（要予約）
広報おのみち・令和 4 年 6月

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）

子育て中の救急救命
子どもの「もしも」に備えよう
7月1日（金）
10：00〜11：30

いんのしま

子育て支援センター

すくすくKIDS＆
子育て相談
7月5日（火）
10：00〜11：00

未就学児の保護者
10組 ※託児あり、申込時に相談。
講師  尾道消防署救急救命士
6／24（金）13：30〜

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）

ふれあいこちょこちょ
親子でできるあそびのヒント
7月12日（火）
10：00〜11：30

タッチケア
赤ちゃんに触れながら絆を深めよう
7月20日（水）
10：00〜11：30

作って遊ぼう＆
パネルシアターおまつりごっこ
7月6日（水）①9：00〜②10：30〜

ベビーヨーガと子育て相談
7月7日（木）
10：00〜11：30

向島deあそぼう
友達と交流しながら親子であそぼう
7月21日（木）
10：00〜11：30

栄養相談
栄養士さんにきいてみよう
7月29日（金）
10：00〜11：30

キラキラ親子体操
7月12日（火）
10：00〜11：00

みかんちゃんとリトミック
7月20日（水）
10：00〜11：00

子育て防災教室
いざという時のために
7月5日（火）
10：00〜11：00

東尾道

☎0848 - 37-2409

概ね7カ月〜1歳半の子と保護者
10組
7／5（火）13：30〜

市民センターむかいしま
未就学児と保護者
10組
7／14（木）13：30〜

生口島

未就学児と保護者（毎月実施）
食事（離乳食・授乳含む）の相談
や情報交換
随時受付中

未就学児の保護者
旧東生口幼稚園
5組程度（託児あり）
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  防災プログラムトレーナー
6／20（月）〜
☎0845 -28 -1345

ベビーヨガ のびのび
7月25日（月）
10：00〜11：00

未就学児の保護者
2カ月〜ハイハイ期の子と保護者
1組（託児あり）
5組程度
講師  韓 彩路さん（臨床心理士） 講師 田中友紀さん
6／20（月）〜
6／20（月）〜

子育て支援センター
「たっち」

ママの為のヨーガと夏の養生
7月8日（金）9：30〜11：00

未就学児の保護者
5組
講師  髙原香枝子さん（国際ヨガ協会）
旧向東支所内
ヨガマットやバスタオル
火・水・金・第3土曜9：00～16：00
6／24（金）〜
（第3土曜前日の金曜、祝日、年末年始を除く）

「親の力」
をまなびあう（親ぢから協力） 親子でほっこりわらべうた
同じ子どもなんて1人もいない 7月15日（金）①9：30〜10：15
7月13日（水）9：30〜11：00
②10：45〜11：30

①0歳〜ハイハイ期までの子と保護者
②歩ける子と保護者
各5組
講師  前田和子さん（おのみちわらべ）
7／1（金）〜

ベビーヨガで
赤ちゃんの体の事を知ろう
7月14日（木）
10：30〜11：30

ベビーマッサージ
7月19日（火）
10：30〜11：30

みつぎ

すくすく子育て相談
7月12日（火）
10：30〜11：45

2カ月〜歩くまでの子と保護者
5組 講師  吉葊朱美さん
バスタオル
7／7（木）13：00〜

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）

未就学児の保護者
4組程度
講師  保健師、管理栄養士
6／13（月）〜

わかばタイム
あかちゃんとママのゆったり時間
7月20日（水）
14：00〜15：00

ベビーマッサージ「ハハコ」
7月22日（金）①9:30〜10:15
②10：45〜11:30

☎0848 -76 - 0888

2〜10カ月の子と保護者
5組程度
7／11
（月）〜

保冷剤でヒンヤリ芳香剤を作ろう

2カ月〜ハイハイ期の子と
保護者、妊婦
講師  前 有里恵さん（保育士）
各5組
7／11（月）〜

歯っぴー
フェスティバルを
中止します
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、今年度の
歯っぴーフェスティバルは中止と
なりました。

相
談

７月10日㈰ 10：00〜11：30
総合福祉センター
ひとり親家庭の人 ※親だけの参加可。
小学生以上なら子どもだけの参加も可。
保冷剤を使って、アロマの香りのする
ヒンヤリ芳香剤を作ります。
５組
１人100円（材料代） マスク
７月５日㈫
母子・父子福祉センター（ 0848 -22- 8385）

2カ月〜歩くまでの子と保護者
5組
講師  三浦好美さん（助産師）
7／12（火）9：00〜

情報アラカルト

ひとり親家庭の交流会

☎0848 - 47- 5585

①1〜2歳の歩ける子と保護者
②2歳〜未就園児と保護者
各5組 講師  村尾きみかさん
7／1（金）9：00〜

芸術・文化

未就学児の保護者、妊婦
5組
講師  緒方恵理子さん（すまいる ぱれっと）
6／29（水）〜

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）

リトミック 親子で音楽に合
わせて体を動かして楽しもう
7月8日（金）①9：30〜10：00
②10：30〜11：00

スポーツ

☎0848 - 45 -1305

子育て支援センター
「あしたばひろば」

未就園児と保護者
7組程度
講師  村上清美さん
7／6（水）〜

子育て

向島

2〜3歳の子と保護者
7組程度
講師  田中悦子さん
6／28（火）〜

ハイハイまでの子と保護者
7組程度
講師  吉葊朱美さん
6／23（木）〜

健康・福祉

心理士さんの子育て相談
7月19日（火）
10：00〜11：30

未就園児と保護者
各5組
フリースペースで遊べます
6／22
（水）〜

くらしの窓

子育て支援センター
「はっぴぃ」

概ね2〜6カ月の子と保護者
10組
講師 沖村暁美さん
7／13（水）13：30〜

☎0845 -22-1545

1〜2歳の子と保護者
7組程度
6／21
（火）〜

健康推進課
（ 0848 -24 -1960）

広報おのみち・令和 4 年 6月
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6月19日は家族ふれあいデー 

家族で過ごす時間を作りましょう

「朝起きるとすぐに時計がわりにテレビをつけ、食事中
もテレビはついたままで、家族の会話がない。」
「一日中
スマートフォンを手放せない、ゲームやYouTubeがやめら
れない。」こんな生活になっていませんか？
家族ふれあいデーは、テレビやゲーム機、スマートフォ
ンを使わず、家族で過ごす時間をつくり、家族間のコミュ
ニケーションや生活習慣のあり方について、見つめ直す
きっかけとする日です。
各家庭で話し合ってルールを決め、
「家族のだんらん」
を楽しむ方法を見つけてみましょう。

家庭でのルール（例）
A
B
C
D

１日中、テレビを見ない、ゲームもしない。
テレビ、ゲームは１日２時間までにする。
夜９時以降はテレビを消す、ゲームもしない。
食事中のテレビを消し、スマートフォンを近くに
置かない。
E 寝床にスマートフォンを持ち込まない。

青少年センター（ 0848 -37- 8744）

■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

6月16日㈭ 尾道市グラウンド・ゴルフ協会（尾道）６月 向
月例大会

7月2日㈯ 第58回中国地区高等専門学校体育大会夏 び
季大会（卓球）
（～7/3）

18日㈯ 第37回日本クラブユースサッカー選手権大会 び
U-15中国地区予選 2回戦（～6/19）
・3回戦
（6/25）
・準決勝（7/9）

第61回全国実業団対抗テニス大会ビジネス び
パル中国予選（～7/3）

2022年度日本リトルシニア関西連盟中国支部 び
一年生新人大会（野球）
第69回広島県高等学校定時制通信制総合 び
体育大会ソフトテニスの部兼令和4年度全
国高等学校定時制通信制体育大会第54回
ソフトテニス大会広島県予選会
広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ

向

19日㈰ 令和4年度前期尾道地区級位審査会（剣道）び
広島県社会人サッカーリーグ（7/10）

び

びんご地区社会人サッカーリーグ（6/26） び

広島県教育事業団学童野球大会

向

山口杯（～7/3）

御ソ

第24回JAが贈るGG交歓大会（～7/3）

因

2022尾道ジュニアバレーボールリーグ戦（２日目）長
3日㈰ 第71回尾道市長旗争奪軟式野球交流大会 び
FUKUYAMA FC交流サッカー

び

大池旗ソフトボール大会

向

大池杯ソフトバレーボール大会

向

令和４年度尾三地区バレーボールリーグ戦 御体
（女子の部）

尾道市春季ダブルステニス大会

び

6日㈬ 広島県レディースバドミントン東部大会

春のキッズかけっこ教室

向

7日㈭ 尾道市グラウンドゴルフ協会尾道七夕大会 び

第47回小野杯ソフトテニス大会

向

8日㈮ 第１回向島運動公園グラウンド・ゴルフ交歓大会 向

西日本一般男子地区予選

御ソ

第11回尾道市ラージボール混合ダブルス大会 長

9日㈯ 全関西ミニバス大会広島県予選リーグ（バス び
ケットボール）

25日㈯ 2022年度スポーツ少年団軟式野球交流大会 び
県決勝大会（～6/26）

全国高校野球選手権広島大会（1回戦）
（～7/11）び

広島県尾三地区トレセンマッチデー（サッカー）び
2021年度第40回U15全国選抜ジュニア び
テニス広島県予選大会（～6/26）
広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ

向

2022尾道ジュニアバレーボールリーグ戦（１日目）長
26日㈰ 社交ダンス交流会

び

広島県剣道連盟居合道抜道稽古会

び

び

令和4年度尾三地区高等学校ソフトテニス び
審判講習会
尾三支部 Ｕ12サッカーリーグ

向

10日㈰ 第31回フジカップ尾道ママさんバレーボール大会 び
尾道地区少年剣道合同稽古会

び

社交ダンス交流会

び

持参物
締切
電子メール
ホームページ

尾道市・松江市少年スポーツ交流大会（サッカー）び

第1回CJB杯中四国オープンソフトテニス大会 び

広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ

向

中国選手権地区予選（２部）

御ソ

広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ

向

ビーチバレーボール交流大会

向

27日㈪ でんゆうグラウンドゴルフ交歓大会

び

30日㈭ 尾道高校ラグビー部近隣交流試合

び

び；こざかなくん
（
スポーツパークびんご
長；長者原スポーツセンター（
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市内の各小中学生、就学前児童
（幼児、児童、生徒及びその家族）

広報おのみち・令和 4 年 6月

13日㈬ 全国高校野球選手権広島大会（2回戦）
（～7/17）び

向；向島運動公園
（
因；因島運動公園
（
0848 48 5446）
（
http://bingo-sportspark.com/ 御体；御調体育センター
御ソ；御調ソフトボール球場（
0848 - 48 - 5677）

0848 - 44 - 6700）
0845 - 24 - 3216）
0848 - 76 - 2111）
0848 - 76 - 2111）

こざかなくんスポーツパークびんご
令和４年度第２期運動教室受講者募集

くらしの窓

7月スタートの今年度第２期のフィットネス教室が始まります。見学・体験可能な
教室もあります。興味のある教室に是非参加してみてください。
夏の暑さに負けない身体づくりを目指して、健康運動習慣を始めましょう！
7月初旬〜9月下旬各教室  ※全8〜10回（3カ月間）
こざかなくんスポーツパークびんご
幼児〜大人（教室により異なる）
日常生活を元気に過ごすための筋力トレーニング系や、しっかり動いて気持ちよく
汗をかける運動教室、こども向け運動教室も開講しています。
※詳しくは電話で問い合わせかHPをご覧ください。
各教室20〜30人
講師  専任インストラクター
5,100円〜9,500円／期（定期申込） ※１回ごとに参加可能な教室あり。
運動しやすい服装、室内シューズなど
健康スポーツセンター受付
こざかなくんスポーツパークびんご（ 0848 - 48 - 5446）

健康・福祉

プール開きのお知らせ

子育て
情報アラカルト

■ 向島運動公園プール
7月1日㈮〜8月31日㈬
9：00〜12：00、13：00〜16：00
※月曜日休園（祝日の場合は翌日）
。
小・中学生70円、大人130円
水泳帽（必須）
6月18日㈯〜 ※事前予約制、人数制限あり。
向島運動公園（ 0848 - 44 - 6700）

談

広報おのみち・令和 4 年 6月

相

7月9日㈯〜8月23日㈫ 10：00〜17：00
小学生300円、中学・高校生400円、大人500円
※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療
育手帳をお持ちの人かその介護者１人は提示によ
り無料。
※15人以上団体割引あり。
因島アメニティプール（期間中 0845 -24 -3771）
㈱ベッセルテクノサービス（ 084 - 923 -7535）

7月1日㈮〜8月31日㈬
9：00〜12：00、13：00〜16：00
※月曜日・祝日休館。
小・中学生70円、大人130円
水泳帽（必須）
6月15日㈬〜 ※事前予約制、人数制限あり。
瀬戸田町 B & G 海洋センター
（ 0845 -27-3735）

芸術・文化

■ 因島アメニティプール

スポーツ

■ 瀬戸田町B&G海洋センタープール
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■ 瀬戸田図書館
●わくわくつゆのおたのしみ会
（☎0845-27-1877）
パペット・パペット
●おのみち水彩画展
6月26日㈰ ①10：30〜11：00
②11：30〜12：00
■ 中央図書館（☎0848-37-4946）
6月18日㈯〜7月3日㈰
●上映会「火曜名画座」
住吉義介さんの2022年カレンダー
向島公民館
幼児と家族
原画展
6月28日㈫ 18：00〜「河」
テーブルの上でくりひろげる、小さ
なパペットシアター「さんびきのこぶ
7月12日㈫ 18：00〜「踊る大紐育」 ●読書についての相談会
た」ほか
各回約40人
6月26日㈰ 14：00〜17：00
司書が読書のお悩み解決のお手伝
各回15人 ※要申込。
■みつぎ子ども図書館
いをします。申込時に予め相談内容 出演  にんぎょうげき  ひっぽ
（☎0848-76-3111）
をお知らせください。
● 御調中央小学校児童作品展
6人 ※電話かカウンターで要申込。
尾道市吹奏楽団
6月9日㈭〜30日㈭
第28回演奏会
■向島子ども図書館
■ 因島図書館（☎0845-22-8660） （☎0848-44-0114）
7月17日㈰ 13：30〜
しまなみ交流館
●ビロードの丘ちぎり絵展
●本のリサイクル市
曲目  
「ドレミの歌」
「北酒場」
「虹」ほか
「ふるさと」
6月25日㈯ 10：00〜14：00
開催中〜6月29日㈬
向島子ども図書館「わくわく」返却 指揮  景山勝博、岩神只幸、松本久美
（敬称略）
ポスト前
おもいでのちぎり絵８点を展示
一般500円、学生400円
●島の映画館 因島座
図書館で不要となった本をお分け
※小学生以下無料。
します。1人10冊まで。無くなり次
6月18日㈯・25日㈯ 10：30〜
チケット   しまなみ交流館１Ｆバスチ
第終了。
各回50人
ケット売場、各団員にて販売
本を入れる袋
尾道市吹奏楽団
（矢田 090 -1012- 8341）

図書館の催し

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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音楽のまちづくりギャラリーコンサート

■ 〜山下雅也＆富永やよい〜

サクソフォン＆ピアノコンサート

7月15日㈮ 19：00 〜

しまなみ交流館
曲目

山下雅也さん

しまなみ交流館（ 0848 -25 - 4073 ※火曜日休館。
）

※今後の状況により内容・出演者等は変更になる場合があります。
詳しくは文化振興課HPをご覧ください。
▲ 文化振興課HP

広報おのみち・令和 4 年 6月

8月6日㈯

13：00〜 囲碁サミット
因島市民会館

8月7日㈰

（ 2月18日振替公演）

ピアソラ：リベルタンゴ
プーランク：愛の小径
アイルランド民謡：ロンドンデリーの歌
ほか
出演 山下雅也さん（サクソフォン）
富永やよいさん（ピアノ）
7月1日㈮ から電話で
（受付時間 9：00〜17：00）
50人（予約制、定員になり次第終了）

第75回
本因坊秀策囲碁まつり

  9：00〜 ①クラス別競技大会
13：00〜 ②指導碁
14：40〜 本因坊秀策杯決勝戦（公開
対局・観覧無料）
因島市民会館、芸予文化情報センター
①各クラス48人
①か②の参加   大人2,000円、高校
生以下1,000円
「住所、名前（ふりがな）、性別、年齢、電話
番号、棋力、①〜②の参加を希望するイベ
ント」を記入して、はがきかFAX、メールで
※①と②の両方は申し込みできません。
6月30日㈭
〒722-2213 因島外浦町121-1
本因坊秀策囲碁まつり実行委員会
事務局（本因坊秀策囲碁記念館内
・ 0845 -24 -3715）
syuusakuigokinenkan@chorus.ocn.ne.jp

夏季展「圓鍔勝三

働く人」

5月31日㈫～9月4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。

〈キリトリ線〉

圓鍔勝三彫刻美術館

第66回尾道市美術展
開催中〜 6 月19 日㈰ 9：00 〜17：00（入館は16：30 まで） ※月曜休館。

尾道市立美術館

市民公募による美術作品展で、最も優秀な作品を制作したとして大賞を受賞した皆さんです。

■ 第66回市美展大賞［尾道市長賞］※順不同・敬称略。
洋画の部

岡田 滿

書（漢字）の部

木村 みづほ （美ノ郷町本郷）

「胡笳曲」

書（仮名）の部

島田 昌広

（向島町）

「万葉集二首」

写真の部

藤田 学

（栗原町）

「自由空間」

デザインの部

日置 芳也

（因島田熊町）

「Africa」

（向東町）

「聞き耳」
くらしの窓
健康・福祉

尾道市立美術館（ 0848 -23 -2281）

■第66回尾道市美 術展
日本画・洋画・彫刻・工芸・書〔漢字・
仮名〕
・デザイン・写真

☎0848-23-2281

働く人

開催中〜9月4日㈰
大人420円、高校・大学生310円、中学生
以下と70歳以上（要年齢確認）は無料

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日の場合は翌日）

☎0848-76-2888

開催中〜7月22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）

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

☎0845-27-3800

  （潮見町） 耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

■Curriculum — 授業作品展 —
   １年次から大学院までの、日本画・油画・デザインか

■開館25周年記念
「BLUE−アイズピリとクリスタン−」

■常設展（仏教・茶道・近代日本画）

7月18日㈷〜8月21日㈰
10：00～18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

9：00～17：30（入館は17：00まで）
月曜休館（祝日の場合は翌日）

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

ら成る3コースのカリキュラムで制作された作品を展
示。美術学科の教育の全体像をご覧いただけます。

☎0848-20-1218

開催中
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（耕三寺境内見学込）

情報アラカルト

☎0848-20-7831

6月18日㈯〜10月2日㈰
一般800円、中学・高校・大学生300円
（市内学生無料）

☎0845-27-0800

開催中〜10月26日㈬
10：00～18：00
木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-0400

■本因坊秀策の遺品など展示中

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。

大人310円、中学生以下無料
10：00～17：00（入館は16：30まで）
火曜休館（祝日は開館）

☎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

明治から平成にかけて尾道で開催された
地方博覧会について、残された記録から当時
の様子や開催経緯などを紹介します。

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）
■オノミチ・パビリオン～尾道大博覧会史～

10：00～18：00（入館は17：30まで）
火曜休館（祝日の場合は翌日）

☎0848-37-8141

広報おのみち・令和 4 年 6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

■「無言館」所蔵作品による〈ふたりの被爆
画学生〉展 — 手島守之輔・伊藤守正 —

スポーツ

開催中〜6月19日㈰
無料
9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）

■圓鍔勝三

子育て

尾道市立美術館 （西土堂町） 圓鍔勝三彫刻美術館（御調町高尾） 平山郁夫美術館（瀬戸田町沢）
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お知らせ
市長の資産等の報告書閲覧

■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

「政治倫理の確立のための尾道市長
の資産等の公開に関する条例」に基づ
き、尾道市長の資産等補充報告書・所
得等報告書・関連会社等報告書の閲
覧を次のとおり行います。
7月4日㈪からの8：30〜17：15
（土・日・祝日を除く）
秘書広報課秘書係
秘書広報課秘書係
（ 0848 -38 - 9250）

尾道市が差押えた不動産を公売します。
物件  尾道市瀬戸田町中野字岡畑1361番
瀬戸田市民会館
9月14日㈬ 10：30〜11：00
参加条件  ７月末までに農業委員会へ、
農地法第５条による買受適格証明申
請をしていること。
※詳しくは市HPをご覧ください。
【公売について】
収納課（ 0848 -37-2600）
【買受適格証明申請について】
農業委員会事務局
（ 0848 -38 - 9491）

物品購入等競争入札
参加資格審査追加申請受付
（令和 4〜 6 年度）
令和 4〜 6 年度の物品購入等の入
札へ参加を希望する人は、受付期間
内に申請してください。
7月4日㈪〜8日㈮
※原則、郵送で提出してください。受付
期間内必着。
※詳細は市HPをご覧ください。

〒722- 8501 久保一丁目15 -1
財政課（ 0848 -38 - 9324）

よりよい景観づくりのために

まちづくり推進課（ 0848 -38 - 9223）

建物等の建築や外観（屋根・外壁等）を改修する場合には
景観の届出等が必要です

屋外広告物（看板）を設置する場合は
許可申請等が必要です

尾道市では、平成22年４月から市全域を景観計画区域とし、より
よい景観づくりを進めています。
一定規模を超える建築行為等（建物等の新築や増改築、外観の
変更等）をしようとする場合は、尾道市景観計画及び尾道市景観条
例により、事前に届出（景観地区（※）においては認定申請）が必要です。
※「尾道・向島地区」・「瀬戸田地区」の一部の区域を重点地区とし
ています。重点地区のうち「尾道・向島地区」は都市計画で「景観
地区」に定めています。
市全域
〇建築行為等をしようとする場合には、事前に届出（景観地区に
おいては認定申請）が必要です。
（届出と認定申請では対象と
なる規模が異なります。
）
〇建物等の形態意匠（外観（屋根・外壁等）の形状や色彩等）に
基準や景観地区においては高さ制限があります。
〇ブロック塀や金属製フェンスの設置についても、形状や色彩等
の基準があります。
※詳しくは、市HPをご覧ください。

立看板や広告塔などの屋外広告物は、
街並みを構成する重要な要素です。まち
の美観や景観を守り、落下や倒壊による
事故を未然に防止するため、許可・届出が
必要です。
市全域
○屋外広告物を設置するときは、あらか
じめ申請（許可又は届出）をしてくだ
さい。
（届出は広告物の表示面積の
）
合計が1m2超〜10m2以下です。
○申請をするときは、屋外広告物の表
示面積に応じて許可申請手数料がか
かります。
（届出は許可申請手数料が
かかりません。
）
○許可期間は１年以内です。期間が終
わった後も継続して設置する場合は、
更新の許可申請が必要です。

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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不動産公売を実施します

広報おのみち・令和 4 年 6月

催し
「みんなで目指す！ SDGs×
ジェンダー平等」パネル展
SDGsの中でジェンダー平等はと
ても重要なテーマです。一人ひとり
が意識しながら生活していくことで、
ジェンダー平等に近付いていくので
はないでしょうか。持続可能な社会を
目指す上で、ジェンダー平等の大切さ
について一緒に考えてみましょう。
（展示資料出展：内閣府男女共同参画局）
6月16日㈭〜7月26日㈫
8：30〜17：15（日曜・祝日休所）

講師  ヤマハ発動機株式会社 社会貢
献活動担当
筆記用具、飲み物
学校で配布する申込用紙を商工課
へ提出
7月7日㈭
海事都市尾道推進協議会
（商工課内 0848 -38 - 9182）

※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）

芸術・文化
情報アラカルト

■ 陶芸を楽しんでみませんか？
① 6月18日㈯ 13：30〜15：30
6〜12月（初回 6／22、全12回）
大和公民館
第2・4水曜日 19：00〜20：50
② 6月23日㈭ 10：00〜12：00
勤労青少年ホーム
瀬戸田公民館
③ 6月30日㈭ 9：30〜11：30
原則、市内在住か勤務先のある15
菅野公民館
歳〜34歳の人（学生は除く）
。初心
④ 7月 7日㈭ 9：30〜11：30
者も大歓迎です。
土堂公民館
※定員に達しない場合、対象者以外
スマートフォンを使い
の受講も可能です。
始めたばかりで、操作
手廻しロクロを用いて食器等を制
がよく分からない人
作します。
（電動ロクロも一基あり）
スマートフォンの基本
10人
的な操作方法やLINEなどSNSア 講師  金野剛さん（陶芸作家）
プリの使用方法など
粘土代１回100円（焼成費別途要）
各10人
タオル（ハンカチ）
講師  アイティーショップ尾道
電話で
電話で
各公民館
①大和公民館（ 0848- 76- 0692）
② 瀬戸田公民館（ 0845- 27- 1878）
③ 菅野公民館（ 0848- 76- 1899）
④ 土堂公民館（ 0848- 23- 9662）

スポーツ

船が浮くしくみなど、実験も行いな
がら楽しく学べます。
7月30日㈯・31日㈰
①9：30〜 ②11：30〜
③13：30〜（土曜のみ）
市民センターむかいしま
小学3〜6 年生（保護者も参加可）
各回15人（抽選）

おのみち市民大学講座
「スマホ はじめの一歩」

子育て

夏の理科教室
ボートふしぎ発見

教室・講座

健康・福祉

LGBT等への認知度が高まりつつ
ありますが、正しく理解できています
か。「性のあり方」は多様です。性別
にとらわれず、誰もが過ごしやすい社
会をつくっていきましょう。
開催中 ※展示時間と休日は、各施
設の開所時間による。
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
人権男女共同参画課
（ 0848 -37-2631）

etc…

尾道市勤労青少年ホーム
（ 0848 - 22 - 5396／9：00〜
21：00）
■ ゆかたを着こなしましょう
6月22日㈬・29日㈬、7月6日㈬・
13日㈬ 19：00〜20：50
勤労青少年ホーム
原則、市内在住か勤務
先のある15歳〜34歳
の女性。
※定員に達しない場合、
対象者以外の受講も可
能。
10人
講師   青山博恵さん（装道礼法きもの
学院和装礼法講師）
ゆかた、半巾帯を着る一式
電話で
6月20日㈪

くらしの窓

「性の多様性を考える」
パネル展

勤労青少年ホームの講座

相
談
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狩猟免許初心者講習会・試験
■ 狩猟免許初心者講習会
実施日

場所

■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

実施日時

締切

場所

定員

締切

① 6/25㈯ 安芸高田市民文化センター わな猟・銃猟 6/17㈮

① 7/  3㈰ 10：30〜 広島県立総合体育館 45人 6/23㈭

② 7/  2㈯ 呉市広まちづくりセンター

わな猟

6/24㈮

② 7/10㈰ 10：30〜 安芸高田市民文化センター 50人 6/30㈭

③ 7/  9㈯ せら文化センター

わな猟

7/  1㈮

③ 7/19㈫ 13：00〜 呉市総合体育館

50人 7/  8㈮

④ 7/17㈰ 海田町ひまわりプラザ わな猟・銃猟 7/  8㈮

④ 7/29㈮ 13：00〜 世羅町甲山農村環境改善センター 45人 7/19㈫

⑤ 7/23㈯ 東広島市下見福祉会館 わな猟・銃猟 7/15㈮

⑤ 8/  7㈰ 10：00〜 広島県東広島庁舎

⑥ 7/31㈰ 庄原市ふれあいセンター わな猟・銃猟 7/22㈮

⑥ 8/18㈭   9：30〜 広島県庄原庁舎第３庁舎 50人 8/  8㈪

⑦ 8/14㈰ 広島市安佐南区民文化センター わな猟・銃猟 7/29㈮

⑦ 8/31㈬ 10：30〜 広島県立総合体育館 45人 8/19㈮

時間  ①・④〜⑦ 9：30〜15：30
  ②・③ 9：30〜14：30
各回50人
7,000円（事前に現金書留か銀行振込）
午後のみ受講の場合は3,500円
※わな猟と銃猟を同じ日に受講することはできません。
締切日までに、農林水産課か各支所にある申込用紙
によりFAXか郵送で（送付先は申込用紙に記載）
（一社）広島県猟友会
（ 082-227-7890・ 082-227-7895）

免許の種類   網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟
（③・④はわな猟のみ、②・⑤・⑥は網猟無し）
県内在住の満20歳以上の人
※網・わな猟は満18歳以上の人。
初心者5,200円（受ける免許の種類ごと）
免許所持者3,900円（免許の種類ごと）
※同一試験日に複数の免許種別の試験を受けることが
できます。
（条件あり）
広島県自然環境課（ 082- 513 -2933）

2022はーとふる講座 受講生募集
人間力アップ・あたたかさとやさしさ

3回連続
講座

瀬戸田市民会館
先着40人
「住所、名前（ふりがな）
、電話番号」を電話、FAX、メールで。
6月17日㈮から受付開始  ※定員になり次第締め切り
人権男女共同参画課 因島ふれあいセンター（ ・ 0845 -24 -2160）
innoshima.jinkenbunka@city.onomichi.hiroshima.jp
日

時

講

師

かわむら じゅほう

7月23日㈯ 川村 寿法さん
13：30〜15：00 （真宗西蓮寺住職、朗読演劇家）
はん だ

テーマ
身近な生活を通して深く学ぶ人権
とは〜自作「その後の兎と亀」など
の物語を通して考える人権〜

まさおき

いきいき人生のすすめ
8月20日㈯ 半田 正興さん（元向島西郵便局長）
あお き
たいら
13：30〜15：00 青木 平 さん（歌で「まち」を輝かす会代表） 〜幸せロードへの視点〜
なかもと ちか こ

9月10日㈯ 中本 忠子さん
13：30〜15：00 （NPO法人食べて語ろう会理事長）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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講習内容

■ 狩猟免許試験

広報おのみち・令和 4 年 6月

ばっちゃん
〜子どもたちの居場所〜

etc…

50人 7/28㈭

募集

しまなみビーチ海水浴場「海の家」
仮設売店は募集しません
新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、因島アメニティ公園
園地での仮設売店は設置しません。
ご理解いただきますようお願いいた
します。
因島総合支所しまおこし課
（ 0845 -26 - 6212）

尾道市地球温暖化対策実行
計画協議会委員 募集

子育て
スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

農地利用最適化推進委員の欠員補
充のため、新たに募集します。
募集人数 １人（第４地区：御調町）
任期 農業委員会が委嘱した日から令
和 5 年 7月19日まで
農業委員会事務局で配布している申
込書を持参か郵送で
※申込書は市HPからダウンロード可
6月30日㈭ 必着
農業委員会事務局
（ 0848 -38 - 9491）

健康・福祉

農地利用最適化推進委員を
募集します

くらしの窓

尾道市では、令和４年度から５年度
にかけ、尾道市地球温暖化対 策実 行
計画（区域施策編）を策定し、ゼロカー
ボンシティに向け二酸化炭素排出量の
削減を目指します。
計画を策定するにあたり、温暖化対
策についての現況や今後の目標等につ
いて、協議するための委員を公募します。
応募資格（次のすべてに該当する人）
●市内に1年以上在住で、令和 4 年 4月
１日現在満18歳以上の人
●令和 4 年 6月〜令和 5 年 7月の間に
4 回程度、平日の日中に開催する会
議に出席可能な人
●国・地方公共団体の職員及び議員で
ない人
募集人数  1〜２人（任期２年間）
①名前
（ふりがな）②生年月日 ③性別
④住所 ⑤電話番号 ⑥作文「地球温
暖化対策について尾道市として何が
必要か（1,000文字程度）」を記載の
うえ、持参、郵送、メールのいずれかで
（様式自由）
6月24日㈮必着
〒722 - 8501 久保一丁目15 -1
環境政策課（ 0848 -38 - 9434）
kankyo@city.onomichi.hiroshima.jp

⑵社会や世界に向けての意見、未来へ
の希望や提案
⑶テレビや新聞などで報道されている
社会の様々な出来事に対する意見や
1 第72回“社会を明るくする運動”
感想・提言（震災、環境問題等）
“青少年の非行・被害防止強調月間”
⑷現代の青少年に期待すること
講演会
応募規定   作品は本人の未発表なもの
7月9日㈯ 10：00〜
で１人１点。黒鉛筆を使用し、400字
市民センターむかいしま
詰め原稿Ｂ4サイズ用紙３枚半以内。
演題  「GIGAスクール時代の子どもた
目安として、1,200字から1,400字程
ちに大人ができること」
度。
（小学１年生は60 0字から80 0
ネットを使いこなす教育へ大きく舵を
字程度で原稿用紙のサイズやマス目
切った日本。子どもたちをネットトラブ
の大きさは問わない。）原則自筆。
ルの被害者にも加害者にもさせない 応募方法 作文のはじめの枠内に「タ
ために大人ができることを考えます。
イトル、タイトルの下にテーマ番号、
親子で参加いただける
住所（市内通学生は学校名と学年を
講座です。
記入。住所不要）、名前、ふりがな、
講師   石川千明さん
（NPO
性別、年齢」を記入のうえ郵送。
法人奈良地域の学び推
7月1日㈮ 必着
進機構理事）
表彰   最優秀、優秀、入選（小学校、中
石川千明さん
学校、高校生、一般の各部門別）
往復はがき
※ 最優秀作品は、第57回尾道市青少年
●往信欄裏面に「講演会名（社明運動
健全育成大会【11月19日㈯ しまなみ交
講演会）
・郵便番号・住所・名前（ふ
流館】の席上で本人に発表していただ
りがな）・電話番号・参加希望人数
きます。
（はがき１枚につき２人まで。２人の場 ※入賞者の学校名、名前、作文のタイトル
合、同伴者の名前・住所・電話番号
を大会冊子と報道機関に発表します。
も記入）」
3「電子メディアとの付き合い方」の
●返信欄表面に「申込者の宛名」
標語募集
※未就学児で託児が必要な場合は「子
どもの名前・年齢」も併せて記入し
市内在住か通学する小・中学生
「託児希望」と朱書きしてください。
【テーマ】①テレビを消したりゲームを
（定員５人）
やめたりすることが目的ではなく、家
6月20日㈪
族の団らんを大切にし、コミュニケー
ション力の育成、豊かな心を育むため
2 青少年健全育成作文募集
の家族ふれあいデーを推進する標語
②インターネット（PC・携帯電話・ス
青少年の健全育成に関する作文を募
マートフォン・ゲーム機等）を安全に使
集します。
うために、情報モラルやフィルタリン
応募資格   市内在住の小学生以上の人
グの大切さを前向きにつたえる標語
か市内に通学通勤する人
【応募点数】１人１点
作文のテーマ（次のうちいずれか）
「標語、名前、学校名、学年、住所、電
⑴家庭、学校生活、社会（地域活動）
また
話番号」を記入のうえ、持参、郵送、
は、身の回りや友だちとの関わりなど
FAXまたはメールで
①わたしの住む町 ②わたしの家族
7月11日㈪ 必着
③わたしの仕事 ④わたしの夢 ⑤わた
しの友達 ⑥わたしの趣味 ⑦わたし 【1 2 3 共通事項】
〒722 - 0043 東久保町20 -14
の体力（健康）づくり ⑧わたしの学
青少年センター（ 0848 - 37- 8744
校生活 ⑨自然体験・社会体験を通じ
0848 -37- 8779）
て ⑩電子メディア（インターネットや
s-center@city.onomichi.hiroshima.jp
スマートフォン）について

青少年健全育成

相
談
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県営住宅入居者募集
募集住宅  尾道市の県営住宅のうち、
新たに空家が生じた住宅
受付期間  6月14日㈫〜16日㈭
※詳しくは、6月7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。
堀田・誠和共同企業体 住宅管理
センター（ 0848 -24 -2277）

2022年度放送大学
10月入学生募集

「申込のしおり（市営住宅入居者募集案内）※」やHPをご確認の
うえ、お申込ください。
（入居の資格あり。
）
※市営住宅管理センター、まちづくり推進課、各支所で配布して
おりますが、希望者には郵送でお送りしますので連絡ください。

福地浜
（福地町）
北久保中層
（防地町）
栗原向ヶ峠 No.2
（栗原町）

戸数

1
1
1
1

間取り

3DK
3DK
3DK
3DK

単身
可能

市営住宅管理センター（ 0848-21-1266）

住宅名（所在地）

戸数

間取り

単身
可能

向浜 A-1
（因島三庄町）

1

3LDK

〇

17,400円～34,100円

向浜 A-2
（因島三庄町）

1

3LDK

〇

17,900円～35,200円

向浜 C
（因島三庄町）

1

2LDK

〇

22,700円～44,600円

× 19,700円～38,700円

甲田 No.3
（因島三庄町）

1

3DK

〇

15,400円～30,300円

× 23,000円～45,100円

福田たちばな
（瀬戸田町福田）

1

3LDK

× 27,100円～53,200円

神田
（神田町）

1

3DK

× 16,500円～21,800円

新高山 No.2
（新高山二丁目）

1

3DK

〇

11,900円～15,700円

北久保南 No.2
（防地町）

1

2DK

〇

17,700円～23,400円

才の奥
（御調町市）

1

3LDK

× 44,000円～62,000円

本西
（御調町本）

2

3LDK

× 44,000円～62,000円

本西
（御調町本）

1

2LDK

〇

〇
〇

家

賃

10,100円～18,300円
9,800円～14,000円

× 14,400円～28,300円

4DK

貝ヶ原 A
（御調町貝ヶ原）

1

2LDK

〇

17,900円～35,200円

岩井堂
（御調町市）

1

3LDK

〇

26,600円～52,300円

岩井堂
（御調町市）

1

2LDK

〇

20,600円～40,500円

天女が浜 No.1
（向東町）

1

3DK

× 14,200円～27,900円

天女が浜 No.2
（向東町）

1

3DK

× 14,200円～27,900円

江奥
（向島町）

1

3DK

× 18,000円～35,400円

※「岩井堂」、
「向浜C」、
「福田たちばな」はエレベーター設備あり

広報おのみち・令和 4 年 6月

特定公共
賃貸住宅

1

改良住宅

栗原向ヶ峠 No.4
（栗原町）

公 営 住 宅

幸が丘 No.2
（栗原町）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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今年の仮装大会も仮装・コスプレ
をした動画でエントリー。グランプリ
作品は賞金20万円ほか。
9月24日㈯・25日㈰
しまなみ交流館ほか（予定）
表彰式、仮装パレード＆コンテスト
（予定）
メールで

申込期間 6月22日㈬ 〜24日㈮
抽 選 日 7月  6日㈬
住宅名（所在地）

8月31日㈬ 必着
全国仮装大会 in おのみち実行
委員会
kasou@ononavi.jp
http://www.kasouonomichi.com

第10回記念全国仮装大会
inおのみち動画募集

市営住宅入居者募集

公 営 住 宅

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

放送大学はテレビやインターネット
を利用して受講する通信制の大学で
す。心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、幅広い授業科目

があり、１科目から学ぶことができま
す。10代から90代の幅広い世代が在
学し、学びを楽しみながら大学卒業
を目指しています。
出願期間  6月10日㈮〜9月13日㈫
放送大学福山サテライトスペース
（ 084 - 991-2011）

家

賃

37,000円～53,000円

試験職種

採用予定人数

看護師
専門・認定
看護師

受 験 資 格

受付期間

試験日

6月13日㈪
〜7月1日㈮

【第１回】
7月9日㈯

看護師免許を有する人か免許取得見込の人
あわせて
20人程度

看護師免許を有する人で、次のいずれかに該当する人

⑴日本看護協会の専門看護師制度において、専門看護師と
して認定登録されている人
⑵日本看護協会の認定看護師制度において、認定看護師と
して認定登録されている人

〒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
https://www.onomichi-hospital.jp/

0848 - 47-1155 ㈹）

公立みつぎ総合病院
試験職種

看護師

採用予定人数

10人程度

受 験 資 格

看護師免許を有する人か免許取得見込の人

受付期間

試験日

6月13日㈪
～24日㈮

【第１回】
7月2日㈯

姉 妹 都 市 情 報

鴨池海岸公園の夕日

健康・福祉

今治市内で人気があるキャンプ場です。
延長800メートルの白砂の海岸があり、夏に
は、海水浴で賑わいます。駐車場、トイレや
シャワー施設を整備し、海岸を見下ろせる高台には展望台も整備され、遠くしま
なみ海道を見ることができます。海岸から見る夕日が絶景です。
今治市大西町九王甲1168
今治市役所大西支所（ 0898 -53 -3500）
https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=169

募集種目

受験資格

自衛官候補生

試験日

（締切日必着）

※いずれか1日

6月5日㈰

7月4日㈪
7月5日㈫
8月2日㈫

8月1日㈪
7月1日㈮
9月16日㈮

芸術・文化

18歳以上33歳未満の人
（32歳の人は、採用予定月の
末日現在、33歳に達してい
女子 ない人）
男子

受付期間

スポーツ

自衛官候補生募集

子育て

9月17日㈯
9月19日㈷

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

情報アラカルト

受験資格   高校・中等教育学校を卒業
してから３年を経過していない人か、
令和５年３月までに高校・中等教育
学校を卒業予定の人。
（高校卒業程
度試験）
第１次試験 9月4日㈰
原則としてインターネットにより申込
みを行ってください。
※インターネット申込みができない場
合は、受験申込書を第１次試験地に
対応する国税局に郵送又は持参する
方法により申込みを行ってください。
受付期間
○インターネット申込
6月20日㈪ 9：00〜6月29日㈬
※6月29日㈬までに申込データを受信
完了したものに限り受け付け。
○郵送・持参による申込
6月20日㈪・21日㈫ ※消印有効
インターネット申込専用アドレス
https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
広島国税局（ 082-221- 9211）

今治市へ行こう！

～

税務職員募集

0848 - 76 -1111㈹）
くらしの窓

第２回以降の試験も予定しています。決まり次第、HP等でお知らせします。
〒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
http://www.mitsugibyouin.com/

～

病院事業局の職員を募集します

尾道市立市民病院

相
談

広報おのみち・令和 4 年 6月
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内

容

日
時
7 月 4 日㈪  13：00〜15：00

（法律相談全般） 7 月 6 日㈬  13：00〜16：00
弁護士相談［要予約］
※受付は6月17日㈮ から。
※相談時間は20分。

場
所
尾道市役所
向島支所

秘書広報課
☎0848 - 38 - 9395

7 月14日㈭  13：00〜16：00

瀬戸田支所

7 月15日㈮  13：00〜15：00

尾道市役所

7 月12日㈫  13：00〜16：00

向島支所

7 月19日㈫  13：00〜16：00

尾道市役所

7 月20日㈬  13：00〜16：00

因島総合支所

行政相談

7 月 7 日㈭  13：00〜16：00

因島総合支所

7 月11日㈪  13：00〜16：00

尾道市役所／向島支所

弁護士法律相談
［要予約］

7 月13日㈬  10：00〜16：00
7 月27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

7 月 2 日㈯  13：00〜16：00

総合福祉センター

6 月15日㈬  10：00〜16：00

北村洋品店
（三軒家町3 - 23）

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。

（国等に対する意見ほか。行政相談委員が対応）

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）

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）

人権相談

（差別などの人権問題ほか。人権擁護委員が対応）

7 月16日㈯  10：00〜16：00

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
7 月13日㈬  13：00〜16：00

因島総合支所

7 月25日㈪  13：00〜16：00

尾道市役所

月〜金曜（祝日を除く）
くらしサポートセンター尾道
（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

総合福祉センター

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）
【来所相談要予約】

月〜金曜（祝日を除く）
青少年相談室 ※来所相談可。
（子どもの非行・学業・感情・家庭・いじめ） 9：00〜15：30

［要予約］ 火・木曜
年金相談（公的年金制度全般）

青少年センター
（旧筒湯小学校内）

10：00〜15：30

尾道市役所

※予約締切時間は、希望日の前日（土・日・
祝日を除く）の12：00まで。

月曜

10：00〜15：30

因島総合福祉保健センター

金曜

10：00〜15：30

向島支所

消費生活相談（電話相談可）

月〜金曜（祝日を除く）
尾道市役所
9：00〜12：00、13：00〜17：00

尾道しごと館
［予約優先］

（仕事や就職に不安や悩みを持つ人の
相談窓口）
※電話相談、オンライン相談可。

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。

因島一日職業相談会

※事前にお問い合わせください。

就職支援セミナー

6 月16日㈭  16：30〜19：20
7 月 7 日㈭  13：30〜16：20
6 月15日㈬  13：30〜15：20
7 月20日㈬  13：30〜15：20
6 月15日㈬  10：00〜14：00
7 月20日㈬  10：00〜14：00
月2回（お問い合わせください。
）

（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。
）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
広報おのみち・令和 4 年 6月

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
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）
人権男女共同参画課
☎0848 - 37- 2631（※2）
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

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 人権相談については、広島法務局尾道支局（☎0848 -23 -2883）でも相談できます。
社会福祉協議会（☎0848 -21- 0322）
◆総合福祉センターにおいても、各種相談を行っています。
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申込・問い合わせ先

ハローワーク尾道
☎0848 - 23 - 8609

消費生活

相談

ファイル

?

相談内容

!

アドバイス

敷金返還に関するトラブルに注意！

15年間住んだ賃貸アパートを退去した。
不動産業者から、壁紙、ふすまの張替え、
畳の交換などで敷金を超える40万円を請求された。退去時に
立ち合いはなかった。
これらすべてを借主が負担しなければならないのか。
（50歳代  男性）
相談者には、まずは退去時の原状回復
について、契約書にどのような記載がある
のか確認していただくようお伝えしました。
その上で、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブル
とガイドライン」
（原状回復に関する一般的な基準を示したガイ
ドライン）に基づき、負担の考え方について説明しました。
貸主に、経過年数も加味して減額してほしいと書面で通知して
みること、また、貸主が応じない場合には、調停や敷金返還請求
の訴訟（少額訴訟）をする方法があることも助言しました。

尾道市消費生活センター（商工課内

0848 -37- 4848）

くらしの窓

■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

トラブルを防ぐためのポイント
◆賃貸住宅の入居時には、契約書の内容をよく確認し
ましょう。契約書には、退去時にハウスクリーニング
など原状回復についての特約が付いていることがあ
ります。入居する以前からあった傷や汚れは、日付入
りの写真を撮って記録に残しておきましょう。
◆国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドラ
イン」では、原状回復の範囲や程度の考え方を示し
ています。退去の前に目を通しておきましょう。
◆通常使用を超える損耗箇所について貸主・借主双方
で立ち会って確認しましょう。
◆原状回復費用の内訳を出してもらい、契約者と立会
い時に確認した内容と合っているか十分に確認し、
国交省のガイドラインを参考に自主交渉してみましょ
う。話し合いによる解決が困難な場合は少額提訴手
続きを利用する方法もあります。

ひとりで悩んでいませんか 女性のための相談室
女性相談員が、DV被害に関する相談や、家庭不和など女性に関わる
相談を受けています。
秘密は守られますので、ひとりで悩まず、一緒に考えてみませんか。
来所相談は、事前にお電話で予約してください。

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

6月19日

7月 3日

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
外

科

土本ファミリークリニック（小・内） く さ か 整 形 外 科
向島
☎44 - 0246 美ノ郷 ☎48 - 4870
板阪内科小児科医院（内・小） 正岡外科胃腸科医院
西久保 ☎37 - 3803 栗原西１ ☎23 - 5255
西 医 院 （ 内 ・ 小 ）上 野 整 形 外 科
手崎
☎23 - 2437 高須
☎46 - 0080
宇根クリニック（小・内）古 島 整 形 外 科
高須
☎47 - 4111 高須
☎20 - 2222

月

日

6月19日
26日
7月 3日
10日

歯

科

河 上 歯 科 医 院
西則末 ☎22 - 2882
くろせ歯科クリニック
向島
☎20 - 6480
黒 瀬 歯 科 医 院
久保
☎37 - 4184
桑 原 歯 科 医 院
向島
☎44 - 2220

芸術・文化

10日

原 田 内 科 クリニック
高須
☎56 - 1323
檀
上
医
院
西御所 ☎22 - 3861
お か はし 内 科 医 院
三軒家 ☎22 - 2262
砂
田
内
科
久保１
☎37 - 5888

小児科系

スポーツ

26日

内科系

子育て

尾道市医師会当番医

健康・福祉

月〜金曜（祝日を除く） 9：30〜16：00
社会福祉課、因島福祉課
社会福祉課（ 0848- 38- 9350）
因島福祉課（ 0845- 26- 6209）

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。
」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

広報おのみち・令和 4 年 6月
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4

23 24

尾道みなと祭
今年はお花でおもてなし

4月23・24日は駅前港湾緑地にフラワーボードが登場
しました。
色とりどりの花のプランターとペーパーフラワーで作ら
れたフォトスポットは、訪れる人の笑顔も咲かせてくれた
ようです。
現在このフラワーボードは、市役所本庁エントランスに
飾られています。

5

21

尾道高校ラグビー部が
献血ボランティアに参加

尾道高校ラグビー部の生徒約60人が、ハローズ向島店で
行われた献血のボランティアに参加しました。新型コロナの
影響により輸血用血液が不足しているという報道を見た学
生が、自分たちにできることをしようと自主的に始まった活
動で、今回で3回目となります。参加した生徒らは、実際に
献血を行ったり、買い物に訪れた人などに献血を呼びかけ
たりしました。
400ml献血を行った3年生の奥園光希さんは「輸血を
必 要とする人の 役に立ちたいという気持ちを、いっぱい
持って参加しました」と語っていました。

5

6

市役所本庁に
新店舗がオープン

市役所本庁１階のテナントスペースに、新たに「尾道み
やげ 市庁舎店」が開店しました。
尾道のアンテナショップとして、特産品・銘菓などをライ
ンナップしているほか、お弁当やパン、テイクアウトドリン
クなども販売しています。
営業時間は、平日は 8：15 〜17：15、土日祝は9：00
〜16：00です。

5

29 「スペシャルオリンピックス日本夏季
ナショナルゲームin 広島」トーチラン

スポーツを通して知的障害がある人の社会参加を応援す
る「スペシャルオリンピックス」。今年11月に広島県で開催
される「スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲー
ム in 広島」のトーチランが、千光寺公園でありました。
県内のトーチランの皮切りとなった尾道市では、4月に
広島市の平和公園で採火された火をトーチリレーしまし
た。会場は火の使用ができないため、トーチに見立てた花
を持ち、9人のランナーがバトン形式で繋ぎました。
参加したアスリートの村上拓史さんは「本番大会に向け
て盛り上がっていきたい」と決意を表明していました。

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）

