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 平成28年経済センサス

　桃色に色づいた満
開の桃の花。
　尾道の特産桃（加
温ハウス）の受粉作

業の 1コマです。
　生産者の大前 章さんは最高の桃を消費
者に届けようと、丹精を込めた桃づくりを
しています。

　平成27年4月1日より、本庁舎等の電
話番号が「0848 - 25 - 7△△△」から
「0848-38-9△△△」に変わっています。
お間違えのないようにお気をつけください。

市長表敬訪問／敬称略
●平成27年度全国高等
学校相撲選抜大会出場

　（3月19日・20日＝高知県）
●第17回全国高等学校
選抜ラグビーフットボー
ル大会出場
　（3月30日～4月7日＝埼玉県）
尾道高等学校ラグビー部

因島消防署新庁舎が
完成しました
　因島消防署と因島消防
署因北出張所が統合し、
3 月 7 日から新庁舎で業
務を行っています。
　また 3 月17日には、落
成式が行われました。

いざというときに備えて
　 3 月22日、水道局と㈱水
みらい広島は、水道局が管
理する水道施設に被害が発
生した場合等の「災害時応
援協定」および「技術研修派
遣協定」を締結しました。
　相互連携を図り、より
「安心・安全」な水道事業
を確保します。

感謝をこめて
　3月26日・27日、「尾道市
公会堂感謝祭」が行われ、
音楽・芸能の舞台発表な
どがあり、多くの人でに
ぎわいました。
　公会堂をご利用いただ
いた人、建設等にご寄附
をいただいた人に、心か
ら感謝を申し上げます。
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瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会（10月30日㈰開催）

「サイクリングしまなみ2016」参加者募集！
　“サイクリストの聖地”瀬戸内しまなみ海道を舞台に、再び国際サイクリング大会を開
催します。
　普段は走ることのできない高速道路で、島々と橋梁が織り成す絶景を眺めながら感動
体験しませんか。

【募集方法・募集期間】

【コース】

プレミアムエントリー 　4 月25日㈪20：00～ 5 月22日㈰23：59（定員に限りがあります）　
※一般エントリーに先立ち、優先出走権と地元特産品等がセットになったプレミアムパッケージです。

一般エントリー

10月30日㈰6：00～11：00通行止

　5 月 9 日㈪12：00～ 5 月22日㈰23：59（抽選）
※抽選結果は、6月上旬頃に発表予定です。（エントリー状況により2次募集を行う場合があります）

Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
Eコース

500人
1,000人
300人
1,000人
700人

今治～尾道往復・約150㎞
今治～尾道片道・約70㎞
今治～上島往復・約70㎞
今治～大三島往復・約110㎞
今治～大島往復・約40㎞

コース 定員

※A～Dコースは高校生以上、Eコースは小学4年生以上から参加可能です。ただし、小・中学生は保護者・
引率者の同伴が必要です。

申込方法等、詳しくは、大会公式ホームページをご覧ください。

■問サイクリングしまなみエントリーセンター（☎0570-003190／10：00～17：00［土・日・祝日除く］）　
■HP http://cycling-shimanami.jp/ 　

　「サイクリングしまなみ2016」の開催に伴い、西瀬戸自動車道（瀬
戸内しまなみ海道本線）の一部区間が通行止になります。
　ご迷惑をおかけいたしますが、当日の車両利用はご遠慮いただき
ますよう、ご理解とご協力をお願いします。

通行止区間
西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道本線）が今治
ICから生口島北ICまで上下線

　マリン・ユース・センターと重井西港、因島市民会館
での貸し出しを 3 月31日に廃止し、4 月 1 日からは次
のとおりになりました。
■問（一社）しまなみレンタサイクル協会
　（☎0120-407339／ 8：30～17：00）

しまなみ海道 レンタサイクルターミナルの
場所や貸出時間が変わりました

貸出時間
7：00～19：00
8：30～19：00

8：30～19：00
9：00～17：00
9：00～17：00

レンタサイクルターミナル名 
尾道港（駅前港湾駐車場）
市民センターむかいしま 
因島北レンタサイクルターミナル（新設）
土生港（市営中央駐車場）
瀬戸田町観光案内所
瀬戸田サンセットビーチ

平成28年度開設予定

しまなみサイクル



特集 そうだ！無料相談室に相談してみよう！

たとえば、生活に不安や心配がある・・・ たとえば、手続きなど相談窓口が分からないとき・・・

（☎0848-21-0322）

くらしサポート
センター尾道
主任相談支援員
延廣陽子さん

　さまざまな理由により経済的な面
で生活に困っている人、働きたいけ
ど働けない等不安を抱えている人の
相談をお聞きし、専門の相談員が一
緒に考え、関係機関と連携しながら
生活の安定と自立に向けたお手伝い
をします。
　状況に応じて訪問相談も行ってい
ますので、一人で抱えこまず、まずは
ご相談ください。

主な事案

行政相談員
岡本英明さん

　総務省から委嘱を受けた、私たち
行政相談委員が、市役所や支所で定
期的に相談を受けています。
　国の行政についての困りごと、意
見や要望、分からないことなどがあ
りましたら、気軽にご相談ください。
　皆さんと行政の橋渡しをすること
で、行政の制度や運営の改善に生か
します。

主な事案

国の制度について
言いたいことが
あるけど・・・

父親の土地や
建物を相続
しなくちゃ！

離婚したいけど、
何から手をつけ
れば・・・

電話で商品の
購入を勧められ
たけど・・・

その他にも・・・
　●職場でセクハラ・パワハラを受けた！
　●借金返済で困っている！
　●遺言書を書いておきたいんだけど・・・
　●国道に危険な場所がある！

　●貸したお金を返してくれない・・・
　●ご近所トラブルに巻き込まれた！
　●子どもの非行について相談したい・・・
　●これって差別じゃないかしら・・・

　金銭トラブルや離婚問題、相続やご近所トラブル、子どもの悩みや心の悩み。毎日の生活を送る中で
抱えてしまう悩み事はたくさんあります。
　無料相談を利用して、解決のきっかけを作りませんか。皆さんが抱える悩み事を解決できるよう、市
内在住か通勤している人を対象に、さまざまな無料相談室を開催しています。

■問秘書広報課（☎0848-38-9395）

一人で抱え込まず、まずはご相談ください！

⇒そんなときはくらしサポートセンター尾道へ ⇒そんなときは　行政相談　へ
（☎0848-38-9395）
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 ・ 仕事が見つからない 
 ・ 離職して家賃が払えない  など

 ・ 国の窓口が分からない 
 ・ 国道を改善してほしい など



秘密は厳守
します！

～いろいろな相談窓口を紹介します～

※関連記事が17頁、23頁、34頁等にありますので、ご覧ください。
※健康、子育てや就職に関することなど、他にも多くの相談会が開催されています。
  詳しくは、毎月の広報おのみちや市ホームぺージをご覧ください。

　日程は変更になる場合があります。また、予約が必要な相談もあります。
　詳しくは、それぞれの問い合わせ先にご確認ください。
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内　容
弁護士［要予約］
○金銭問題、離婚問題など法律全般
司法書士［要予約］
○土地・建物の登記、相続手続ほか
行政相談
○国等に対する意見や苦情
人権相談
○差別や近隣トラブルなど
年金相談［要予約］
○公的年金相談全般

女性相談
○DVや女性に関わる問題等

消費生活相談
○商品やサービスなどの購入・契約・
支払などでのトラブル
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
弁護士［要予約］
○金銭問題、離婚問題など法律全般
司法書士［要予約］
○土地・建物の登記、相続手続ほか
元調停委員［要予約］
○家庭内の家事調停について
元公証人［要予約］
○相続・遺言書など
社会福祉士［要予約］
○成年後見・福祉全般
ボランティアコスモス
○日常の悩み事、心配事など

子育て世代包括支援センター“ぽかぽか”
○妊娠・出産・子育てについて
行政書士
○遺言・相続・農地・許認可ほか
弁護士相談［要予約］
※利用には収入など条件あり。
○金銭問題、離婚問題など法律全般

東部地域県民相談室
○離婚・相続・借金・近隣トラブルほか
青少年相談室
○子どもの非行・いじめなど

日　程

毎月の広報おのみち
をご覧ください。

月～金曜（祝日除く）
9：30～16：00

月～金曜（祝日除く）
9：00～12：00
13：00～17：00
月～金曜（祝日除く）
9：00～16：00

第3水曜
13：00～16：10
第2木曜
13：00～16：10
第1火曜
13：00～15：50
第3金曜
13：00～16：10
第4木曜
13：00～15：50
月曜
10：00～12：00
13：00～16：00
月～金曜（祝日除く）
8：30～17：15

毎月の広報おのみち
をご覧ください。

第2・4月曜（祝日除く）
10：00～12：00
13：00～16：00
月～金曜（祝日除く）
 9 ：00～15：30

問い合わせ先

秘書広報課
☎0848-38-9395

広島法務局尾道支局
☎0848-23-2883
三原年金事務所
☎0848-63-4111
社会福祉課
☎0848-38-9350
因島福祉課
☎0845-26-6209

尾道市消費生活センター
☎0848-37-4848

くらしサポートセンター尾道
（尾道市社会福祉協議会）
☎0848-21-0322

健康推進課
☎0848-36-5003
広島県行政書士会尾道支部
☎0848-29-6514
広島弁護士会尾道地区会
☎0848-22-4237

東部地域県民相談室尾道支所
☎0848-25-2011
青少年センター
☎0848-37-9459

場所

市役所・各支所

尾道市消費生活センター
（市役所分庁舎2階）

総合福祉センター
（門田町）

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）
青少年センター
（旧筒湯小学校内）
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