相談
内

容

弁護士相談
［要予約］

（法律相談全般）
※受付は10月19日㈪から。※相談時間は15分。

司法書士相談
［要予約］

（土地・建物の登記ほか）
※相談時間は30分

行政相談

（国等に対する意見ほか。行政相談委員が対応）

弁護士法律相談
［要予約］

日
時
①11月 2 日㈪13：00〜15：00
②11月20日㈮13：00〜15：00
11月 4 日㈬13：00〜16：00
11月10日㈫13：00〜16：00
11月16日㈪13：00〜16：00
11月18日㈬13：00〜16：00
11月19日㈭13：00〜16：00
11月 5 日㈭13：00〜16：00
11月 9 日㈪13：00〜16：00
11月13日㈮13：00〜16：00
11月11日㈬10：00〜16：00

場

所

申込・問い合わせ先

尾道市役所
向島支所
向島支所
尾道市役所
因島総合支所
御調支所
因島総合支所
尾道市役所／向島支所
瀬戸田支所
広島地方裁判所
尾道支部内
（新浜一丁目）
広島県尾道庁舎1階
（古浜町）

秘書広報課
☎0848-38-9395

広島弁護士会尾道地区会
☎0848-22-4237

※利用には収入などの条件あり。
※相談日の1週間前の10：00から予約受付。

11月25日㈬10：00〜16：00

東部地域県民相談室

月曜

行政書士無料相談会

11月21日㈯13：00〜16：00

総合福祉センター

人権相談

広島県行政書士会尾道支部
☎0848-29-6514

11月11日㈬13：00〜16：00

因島総合支所

11月24日㈫13：00〜16：00

尾道市役所／瀬戸田支所

広島法務局尾道支局
☎0848-23-2883

（離婚・相続・借金・近隣トラブルほか）
※相談時間は30分（遺言・相続・農地・許認可ほか）

青少年相談室※来所・訪問相談可。
（子どもの非行・学業・感情・家庭・いじめ）

青少年センター
☎0848-37-9459
三原年金事務所
☎0848-63-4111

健康・福祉

尾道地域中小企業支援センター
☎0848-22-2165
尾道市消費生活センター
☎0848-37-4848
商工課
☎0848-38-9183

子育て

就職相談

青少年センター
月〜金曜
（祝日を除く）
（旧筒湯小学校内）
9：00〜15：30
公会堂別館
火・水・木曜 10：00〜15：30
年金相談（公的年金制度全般）
［要予約］
因島総合支所
（※2）
※予約締切時間は、希望日の2日前（土・日・ 月曜 10：00〜15：30
祝日を除く）
の12：00まで。
向島支所
金曜 10：00〜15：30
月〜金曜
（祝日を除く）
尾道地域中小企業支援センター
創業・経営革新についての相談
8 ：30〜17：00
（尾道商工会議所内）
9 ：00〜12：00、
13：00〜17：00
消費生活相談
（電話相談可）
尾道市役所分庁舎
（土・日・祝日を除く）
11月5日㈭・19日㈭
一日若者しごと館
【要予約】
（就職等に悩みを持つ若者向け相談。職業適性診断など）
市役所分庁舎
12：30〜16：30
11月5日㈭・19日㈭18：00〜19：50
尾道しごと館（夜間相談）
【要予約】
（就職・転職等に悩みを持つ人の相談。職業適性診断など）
10月20日㈫、11月17日㈫16：30〜19：20
因島総合支所
10月21日㈬、11月18日㈬10：00〜15：00
因島一日職業相談会
月3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。
）
因島市民会館

東部地域県民相談室尾道支所
☎0848-25-2011
（※1）

くらしの窓

（差別や近隣とのもめごとなどの人
権問題ほか。
人権擁護委員が対応）

9 ：15〜12：00
13：00〜16：00（祝日を除く）

因島しまおこし課☎0845-26-6212
ハローワーク尾道
☎0848-23-8609

今月の納税等
今月の納税等

死者

負傷者

平成27年

324

7

399

昨

419

2

508

年

尾道市役所
因島総合支所
御調支所
向島支所
瀬戸田支所
百島支所

0848-38-9111
0845-22-1311
0848-76-2111
0848-44-0110
0845-27-2211
0848-73-2701

浦崎支所
消 防 局
水 道 局
尾道市立市民病院
公立みつぎ総合病院

0848-73-2001
0848-55-0119
0848-37-8700
0848-47-1155
0848-76-1111

情報アラカルト

件数

※詳しくは、市ホームページに掲載しています。

代表電話

市県民税
国民健康保険料
介護保険料
後期高齢者医療保険料

平成27年広島県交通安全年間スローガン
思いやり ゆとりは無事故へ つづく道

住民基本台帳人口[9月30日現在]

世帯 64,753世帯
人口 142,682人（男68,463人、女74,219人）

芸術・文化

納期限＝ 11/2㈪

市内の交通事故
（9月30日現在）

スポーツ

※1 東部地域県民相談室については、月曜以外の平日は広島県生活センター（☎082-223-8811）でも相談できます。
※2 10月12日は祝日のため、10月13日㈫を代替日として開催します。
申■
問 社会福祉協議会
（☎0848-22-8385）
◆総合福祉センターにおいても、各種相談を行っています。■

相

談
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やさしさが つながる

まちづくり

このコーナーでは、地域のために一歩を踏み出し、
地域の特色を活かした活動をしている団体を紹介します。

文化財と歴史を活かしたまちづくり
重井地区内にある文化財をきっかけに、地域の歴史を掘り起
し、記録し、内外に伝え、ふるさとへの誇りと愛着を育みます。
重井町文化財協会

きっかけは？
重井町文化財協会は昭和52年に設立し、以来、記録
と伝承を続けています。
どこの地域でも、そこに紡がれてきた歴史と文化
があり、その結果文化財として今に残っています。
重井地区にも白滝山石像群、除虫菊、そして、村上
水軍にまつわる名所・史跡など、ここにしかない歴史
と文化があります。
その背景を知らないで、地域への誇りや愛着は生
まれない、生まれ育った地域をよくしたいとの思い
を持ち、日々活動しています。

どんなことをしていますか？
少子高齢化で人口も減り、核家族も増え、何もしな
いでいては地域の貴重な文化財も歴史も、次世代に
伝わりません。
これまで、さまざま
な形で継承していく
取り組みをしてきた
一部を紹介します。
地域のお祭りににぎ
わいを取り戻し、地域の
連携を図ることを目的
に、重井八幡神社の大祭前夜祭にあかり祭りを始めました。
絵やメッセージを書いた和紙で灯籠をつくり、神
社の境内を彩ります。関係役員だけでなく、保育所・
幼稚園、学校にも呼びかけ、尾道市立大学生も加わ
り、いろんな人が企画段階から関わっています。
今年は『「繋がる」〜しまなみやまなみ、そして重井へ
〜』をテーマとして、10月17日㈯17：30より開催します。
また、因島重井町には白滝山があり、その山頂にあ
る五百羅漢の石像群を含む風景は「にほんの里100
選」にも選ばれています。
700体を超える石像を築いたのは豪商柏原伝六で

した。伝六とその弟子
が住んでいた集落を
横切る市道重井一号
線を『伝六ロード』と
名付け、説明付案内看
板を設置しました。
その他にも、江戸初
期までは島だったという馬神地域の名所や伝説、民
話を地図にして看板を設置しました。

よかったことは？

ふるさと重井に想いがある人が集まり、和気あい
あいと続けていけることです。そして、大切にしたい
想いが人のつながりを広げ、さまざまな人や団体が
力を貸してくださることです。
あかり祭りを始める前は神社の大祭には30人ほどの
関係者だけでしたが、今では700人近い参加があります。
馬神地域への看板設置後にはウオーキング大会を
行い、80人もの参加がありました。どちらも多くの子
どもの参加があり、三世代がつながって、歴史や文化
を子どもたちに伝える良い機会となりました。知る
ことで文化財に親しみを持ち、大切に残し伝えて欲
しいと思います。

これから…

私たちにしかできないことがある。私たちはこん
なことができるという提案をし、その進め方につい
て地域と関係団体と行政が話し合いながら進めてい
くのが協働によるまちづくりです。
『重井は宝の山』です。私たちは、文化財協会という
専門性を活かして、地域に貢献できることを提案実
行していくことだと思います。これからも文化財を
きっかけとしたまちづくりを進めていきます。
問 重井町文化財協会
■
（村上☎080-1917-9739）

地域の特色を活かした活動をしている人や団体をご存知の人は、情報をお寄せください。皆さんから寄せられた情報をも
問 政策企画課
e kikaku@city.onomichi.hiroshima.jp
とに取材し、広報等で紹介していく予定です。■
（☎0848-38-9435） ■

尾道市公式LINE＠
金曜17：00に配信中

観光やイベントなどのお知らせ、
市政や防災等の情報を発信しています。
●LINEメニューのID検索で「＠onomichi1898」と入力
●公式アカウントから「尾道市」を検索
●携帯電話等はは右のQRコードから
問 秘書広報課
■
（☎0848- 38- 9377）

尾道のオススメ情
報が
すぐ分かる！

市公式LINEアカウント
QRコード

FAX 0848-37-8937】
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／■
HP http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
FAX 0848-38-9294）
■
編集・発行：総務部秘書広報課（☎0848-38-9377 ■
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