夢と笑顔あふれる「豊かで住みよい文化の町」
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新年おめでとうございます︒
町民の皆様には︑平成 年
の輝かしい新春をご家族お揃
いでお迎えになりましたこと
を心からお喜びを申し上げま
す︒
昨年１年を振り返ってみま
すと︑５月には︑私も多くの
町民の皆様のご支持を頂き３
期目のスタートを切らせて頂
いたところでございますが︑
７ 月 日には︑これまでに経
験したことのない記録的な短
時間豪雨により福賀地区及び
宇田郷地区において重傷者３
人︑全壊家屋２棟︑床上浸水
棟︑床下浸水 棟︑避難者
は延べ１０６世帯１６４人︑
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そして︑ハード面では︑道路︑
河川などの公共土木施設や農
地・農業用施設において合計
で 件︑１億９０００万円を
超える甚大な被害が発生した
ところでございます︒
被災されました方々に︑改
めて心からお見舞いを申し上
げますとともに︑被災箇所の
１ 日も早い復旧を︑町として
全力で取り組んで参る所存で
ございます︒
この様な中︑道の駅阿武町
のリニューアル事業につきま
しては︑工事も順調に進捗し
ていることは本当に喜ばし
く︑今春４月のリニューアル
オープンを私も待ち遠しく思
っているところでございます︒
また︑平成 年度から進め
ておりました町道汐入野地線
道路新設工事も︑昨年 月に
竣工出来たことは︑安全・安
心の観点だけではなく︑地域
の一体感の醸成の面からも大
きな前進であったと思ってお
ります︒
一方で本町の大きな懸案事
項でございます︑国道１９１
号︵木与〜宇田間︶の事前通
行規制区間の問題︑そして︑
これと密接に関連する山陰自
動車道︵益田〜萩間︶の整備
促進につきましては︑国にお
いて優先区間の絞り込みに向
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けた検討がされる段階に至っ
ており︑今後は早期の事業着
手やインターチェンジの誘致
等に向け︑最大限の努力を傾
注する所存でございます︒
また︑県事業ではございま
すが︑主要地方道益田阿武線
︵河内〜床並間︶につきまし
ても︑完成区間の一部供用開
始も始まり︑残る区間の改良
について概ね見通しが立って
きたところでございます︒
こうした中︑私が町長に就
任して以来︑進めております
各種施策につきましては︑平
成 年に定めた阿武町基本構
想・計画﹁元気！あぶ町！５
００１プラン﹂に基づき実施

小 田 武 之

さ て︑ 本 町 で は︑﹁夢 と 笑
顔あふれる﹃豊かで住みよい

明けましておめでとうござい
ます︒
皆様方には︑輝かしい新春
をお迎えのことと心からお喜
び申し上げます︒

教育長

阿武町教育委員会
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文化の町﹄
﹂の理念を踏まえ︑
町 づ く り を 進 め て お り ま す︒
阿武町教育委員会では︑いき
いきと未来に輝く人づくりを
教育の基本に掲げ︑生きる力
やふるさとを愛する心を育
み︑ 子 ど も か ら 高 齢 者 ま で︑
生涯を通じて学び続けること
ができる生涯学習社会をめざ
した︑人づくり・地域づくり
を推進しております︒
学校教育におきましては︑
自 ら 学 び︑ 考 え る 力 を 育 み︑
﹁確かな学力﹂
﹁豊 か な 心 ﹂
﹁健
康な体﹂を育成することが求
められております︒

しているところですが︑この
構想の最終年が平成 年度末
となっているところでござい
ます︒
従いまして︑平成 年度が
新たな カ年の基本構想・計
画の策定の年となります︒こ
の計画の策定にあたっては︑
現行構想・計画等を総括し︑
町民の皆様の評価等を測り︑
事業の継続性に意を用いなが
ら︑是非夢のある計画にした
いと思っているところでござ
います︒
アベノミクス効果により景
気は上向きとの報道もありま
すが︑国︑地方を問わず行財
政環境が依然として大変厳し

学校では︑学力の定着を図
ることが重要な課題となって
おり︑今年も実施する全国学
力学習状況調査をはじめ︑各
調査の結果を十分に分析し︑
授業改善や基礎・基本の徹底︑
家庭との連携︑子どもたち一
人ひとりの個性や能力を育て
る︑きめ細やかな指導などを
通して︑学力の確実な定着を
図っていきます︒
また︑２校交流学習や小中
学校の連携した教育を積極的
に行い︑児童生徒の人間関係
能力を育てると共に︑教師間
の研修を深め︑指導力・授業
力も高めていきたいと考えて

いことは云うまでもありませ
ん︒
引き続き徹底した行財政改
革と経費の削減を図りなが
ら︑今までの反省と成果を踏
まえ︑また︑皆様方のご意見
等も反映しながら︑是非︑夢
と希望のもてる予算としてい
きたいと考えているところで
あります︒
そして︑﹁小さくても個性
が光る自立した町づくり﹂を
目指して︑今年も各種施策を
引き続き積極的に進める所存
でありますので︑町民の皆様
のご支援ご協力を切にお願い
申し上げ︑私の新年のごあい
さつといたします︒
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阿武町議会

佐トンネル付近で片側交互通
行が続いている状況でありま
す︒こうしたことからも︑山
陰自動車道の整備促進は︑﹁命
の道﹂として喫緊の課題であ
り︑議会としましても執行部
と 共 に︑ 特 に 強 く 働 き か け︑
早期実現を図って参ります︒
また︑阿武町合併以来の悲
願でありました主要地方道益
田阿武線の全線改良も残り８
００ メートルとなり︑更なる
早期完成に向け積極的に要望
活動を継続して参ります︒

います︒さらに︑地域の人材
を有効に活用した教育活動を
進めるために︑学校・家庭・
地域社会が連携した︑地域協
育ネットの取組も体制化し︑
積極的に進めたいと考えてい
ます︒
阿武町には︑自然に恵まれ
た地域で産みだされる食材が
多くあります︒これらを学校
給 食 に も 積 極 的 に 取 り 入 れ︑
ふるさとの味を子どもたちに
しっかりと味あわせたいと思
います︒
子どもたちが︑健全に成長
す る た め に は︑ 学 校 と 家 庭︑
地域社会との連携が重要です︒
現在各校区で取り組んでいま
す地域ぐるみでの生徒指導推
進 体 制を維 持し︑﹁あいさつ運
動﹂の 推 進 な ど︑安 心 で 安 全

さて︑今年４月には︑町民
の大きな期待を受けて﹁道の
駅阿武町﹂がリニューアルオ
ープンします︒これまで道の
駅阿武町検討会議を発足し︑
リニューアルに向けて様々な
提言をしてきました︒新しい
道の駅が地域活性化の核とな
り︑大きく発展することを期
待しています︒
単独町政を選択し今年が
年の節目の年となります︒議
会としましてもその責任を改
めて重く受け止め︑﹁小さく

な教育環境づくりにも努めて
いきたいと考えております︒
社会教育の推進にあたって
は︑特に︑推進の拠点となる
各公民館との連携を図り︑効
果 的 な 推 進 を 図 る と と も に︑
老若問わず︑
生きがいを見出せ
るような学習の機会を増して
まいりたいと考えております︒
社会体育では︑我がまちス
ポーツとしてソフトボール競
技を発展・定着させるために︑
障害者ソフトボール交流大会
や小中学生を対象にしたソフ
トボール教室などを今年も引
き続き開催します︒さらに昨
年開催したスロージョギング
教室等の成果を今後も継続し
て生かすため︑関係機関とも
連携して習慣化を目指し︑健

ても個性が光る自立した町づ
く り﹂を 目 指 し︑議 員 一 人 ひ
とりが責任を持ち議会の権能
を十分活かしながら︑執行部︑
議会が緊張ある両輪をなして
いかなければなりません︒
どうか︑本年も町議会に対
し︑一層のご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げ
ますとともに︑皆様にとって
今年１年が健康で明るい幸せ
な年でありますよう心からお
祈り申し上げまして︑新年の
ごあいさつといたします︒

康・体力の増進にも力を入れ
ると共に︑コミュニティづく
りに向けた︑新しいスポーツも
紹介していきたいと考えます︒
また昨年︑町民の皆様にご
協力いただいたスポーツに関
するアンケートを基に︑阿武
町スポーツ推進計画も作成で
きる運びとなりました︒これ
からも︑だれもが︑いつでも︑
どこでも︑いつまでも︑手軽
にできるスポーツ推進にしっ
かり生かしていきたいと考え
ております︒
教 育 委 員 会 で は︑本 年 も︑
ふるさと愛に根ざした教育諸
活動を推進して参りたいと考
えておりますので︑皆様のご
支援とご協力を賜りますよう
お願い申し上げ︑新年のごあ
いさつといたします︒

3

田 中 敏 雄

の一体改革に関連した消費税
増税︑さらに環太平洋戦略的
経 済 連 携 協 定︵ＴＰＰ︶交 渉
の行方等々︑社会不安を引き
起こしかねない要因もあり︑
その動向を注視しなければい
けません︒
さらに︑７月 日に発生し
た︑山口島根豪雨では︑宇田
郷地区と福賀地区で家屋の全
壊など︑我々がこれまで経験
したことのない局地的な大き
な災害を受け︑自然の驚異を
目の当たりにしたところであ
ります︒
超異常気象による︑特に局
部的な災害には︑誰もが自分
たちの周りにいつ何が起こる
か予測できない︑大きな不安
と恐怖を持つと同時に︑この
災害を教訓として地域や自分
達の命︑財産を守る上からも︑
改めて安全・安心な町づくり
を目指し︑今まで以上に行政︑
議会︑住民の強い連携を図ら
なければならないと︑意を新
たにしているところでありま
す︒
現在︑災害復旧に国︑県の
補助を受けながら鋭意取り組
まれておりますが︑議会とし
ましても︑全力で取り組んで
参ります︒今なおＪＲ山陰本
線は︑奈古・須佐間が不通で
あり︑国道１９１号も萩市須
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議長

新年︑おめでとうございます︒
町民の皆様には︑輝かしい
新年を健やかに︑迎えられた
ことと︑心からお慶び申し上
げます︒
ご案内のとおり︑昨年 月
の改選により︑新人２人を含
む議会構成として新たなスタ
ートを切り︑議員全員︑初心
に立ち返り︑これまで以上に
活発な議会活動を目指して参
る所存でございます︒
昨年を顧みますと︑国政に
おいては第２次安倍内閣が︑
昨年７月の参議院選で過半数
を獲得し︑安定政権としてア
ベノミクスによる経済対策を
次々と打ち出し︑徐々にその
効果を発揮し始めております︒
しかしその反面︑東日本大
震災以降の原子力発電問題︑
竹島︑尖閣諸島等をはじめと
する日韓・日中の領土問題に
起因する関係悪化︑あるいは
年金︑介護等︑社会保障と税
11
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18人が大人の仲間入り

のど

か

人

新成人を祝い励ます第 回阿武町成人式が１月２日︑町民センタ
ーで開催されました︒今年︑大人の仲間入りをしたのは︑平成５年
４月２日から平成６年４月１日までに生まれた 人︵男 人・女６
人︶で︑当日の式には 人が出席しました︒
平成５年といえば︑道の駅阿武町﹁温水プール﹂がオープン︒国
外では︑人種隔離政策撤廃に尽力したネルソン・マンデラ元南アフ
リカ大統領がノーベル平和賞を受賞︒国内では︑Ｊリーグの開幕や
屋久島などが日本で初の世界遺産登録︑大相撲では曙が外国人力士
として初めての横綱に昇進︒皇太子徳仁親王と小和田雅子さんがご
成婚されたのもこの年です︒
式では︑中村町長の式辞︑小田教育長の激励の言葉︑田中議会議
長の祝辞に続き︑成人者の自己紹介や記念品の贈呈などが行われ︑
成 人 を 代 表 し て 佐 伯 温 香 さ ん 美( 咲 が) 代 表 謝 辞 を 述 べ ま し た ︒ ま
た︑式に続いて成人者の青春メッセージ︑記念撮影などが行われ︑
成人者の門出を祝いました︒
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大人の第一歩を踏み出した新成人

成人式

二十歳の
青春メッセージ

︵一部抜粋要約︶

悩みと向かい
あっていく

﹇美浜﹈片山遼一

小さな頃︑成人式はずっと
先のことのように感じていて︑
その時はもっと大人な自分に
なっていると思っていまし
た︒それがほんの一瞬のうち
のように訪れて︑あまり昔と
変わらない自分もいるように
思えて︑この成人式を迎えら
れることの嬉しさとともに︑
少し怖さも感じています︒
私は今︑県外の大学に通い
法律を学んでいます︒大学生
活では︑新しい友人との出会
いや︑やりたいことをやれる
という喜びを感じるととも
に︑その一方で多くの苦労を
感じることもあります︒周り
の人を見渡してみると︑自分
に比べれば特に悩んでいない

ように見えるし︑自分には出
来ないことを簡単に出来てし
まう人がいて︑自分ばかりが
悩み︑そして何も出来ないの
ではないかと感じてしまうこ
とが多々あります︒
こうした中で私は︑私たち
一人ひとりは自分自身の人生
を歩んでおり︑誰もが悩み︑
苦しみを抱く存在であること
を忘れているんじゃないかと
思いました︒
テレビの中の俳優や大富豪
やビッグスターたちを見た時︑
彼らの今の幸せや名声ばかり
が目に映りがちですが︑私た
ちと同じように小さな頃があ
り︑そして私たちのように成
人を迎えていったのではない
かと思うのです︒自分の目に
は大きな成功をつかんでいる
と思う人にも︑その成功をつ
かむまでには実はとても大き
な悩みがあり︑苦しんでいた
のかもしれません︒彼らが悩
みに向かいあって生きてきた
こと︑私たちと同じ悩みうる
存在であることを忘れてはい
けないんじゃないでしょうか︒
そんな風にだれでも悩みうる
存在だと気がつくことができ
たなら︑何かが変わるんじゃ
ないか︑そんな気がします︒
私の夢は公務員となって行

4

成人代表の佐伯温香さん（美咲）

政という立場から︑その地域
の特色を生かしたまちづくり
を行っていきたいということ
です︒その職に就くことも大
変なことですが︑もっと大変
なことはそこで何を成すこと
ができるかではないかと思っ
ています︒きっとその職に就
くまでよりも︑その職に就い
てからの方がずっと多くの悩
みや挫折を経験していくと思
います︒
それでも諦めて後悔したく
ないと思える限り全力でその
夢に向かって努力していきた
いと思います︒成人を迎えた
今日この日からは悩み多い自
分自身を受け入れ︑そして向
かいあっていきたいと思います︒

成人を迎えて

とのできたすべての方々に感
謝の気持ちでいっぱいです︒
私は中学校卒業後に﹁エン
ジニアになる﹂という夢のた
め地元から離れ︑寮で生活し
ながら工業高専に通っていま
す︒幼いころから自動車が好
きで﹁自分のつくったクルマ
を走らせたい﹂と思うように
なりました︒
私は今︑卒業研究でこの安
全性能をさらに高めるため︑
コンピュータ上でシミュレー
ションを行う﹁頭部の衝撃解
析用モデル﹂の開発をしてお
り︑一般公開可能なモデルの
完成を目標に開発を続けてい
ます︒あと２年間高専で研究
と様々な知識︑経験を積み︑
将来はそれを活かして﹁環境
性能と走る楽しさを両立した
クルマ﹂の開発に携わりたい
と考えています︒
成人を迎え︑大人の仲間入
りをするにあたって﹁自信﹂
と﹁協調﹂そして﹁志﹂の三
つをキーワードにしたいと思
います︒
１ つ目の﹁自信﹂は自分を
信じるということです︒単に
自分自身を信じることだけで
なく︑支えてくれる家族や地
域の方︑友人など私を信頼し
てくださる方々を信じること

5

﹇伊当﹈野原俊平

新成人という節目を迎えた
今︑私を形成する基礎となっ
たのはやはり阿武町福賀とい
う環境であり︑地域の方々の
私たちに対する思いだと感じ
ています︒ 年間で関わるこ
20

祝

平成26年
第65回

決意を新たに成人式を迎えた新成人のみなさん

も大切なことだと思います︒
何かに迷った時︑岐路に立っ
た時に今まで自分のしてきた
ことを信じて︑周囲の支えて
くれる人を信じることで自分
にとって良い答えが出せると
思います︒
２ つ目の﹁協調﹂は︑私は
我が強いと感じているので忘
れないようにしたいと思って
いることです︒主張すること
と相手の意見を聞くこと︑そ
してお互いの意見を尊重して
物事を進めることを忘れない
ようにしたいです︒
最後に﹁志﹂を大切にした
いと思います︒ 年間で志を
持って私に接してくださった
方がたくさんおられます︒そ
んな方々の背中で引っ張る
姿︑自然と信頼や尊敬を集め
るオーラを肌で感じて︑私自
身も自分の信じることに正直
に生きていくことを貫きたい
と思います︒
これまで私を育ててくださ
ったたくさんの方々に感謝し
て︑これからの人生で恩返し
ができるようにまずは社会に
出る準備運動を続けていきた
いと思います︒
地元愛を胸に︑社会で活躍
できるようこれからも努力し
ていきます︒
20

成人式
式の前

少し緊張気味

真剣なまなざしで話を聞く

式後の交流会

（小学校・中学校
時代のビデオ視聴
とビンゴゲーム）

懐かしい姿に
笑みがこぼれる

！
！

す
やりま
・抱負
の目標
二十歳

ほっとした表情

帰りに

6

たかし

第 回参議院議員選挙総務
大臣表彰伝達式が 月 日に
山口県庁で行われ︑選挙功労
として佐伯 崧さん︵釜屋︶
が総務大臣表彰を受賞されま
した︒
佐伯さんは平成 年５月
日から阿武町選挙管理委員会
委員となり︑平成 年５月
日から︑選挙管理委員会委員
長として選挙の適正な管理執
行に努めておられます︒この
度の表彰は︑こうした功績が
認められたものです︒
受賞に対し佐伯さんは︑
﹁この度の表彰は先輩方や委
員さんをはじめとする︑みな
さんのご努力があってのこと
です︒この栄誉を次の代に引
き継いでいけるよう︑今後も
努力していきたいと思いま
す﹂と話されました︒

佐伯 崧さんが選挙功労で総務大臣表彰を受賞
23

水津初江さん︵美浜︶がボランテ
ィア功労で厚生労働大臣表彰を受賞
され︑ 月 日に山口県庁おいて表
彰状などの伝達がされました︒
水津さんは昭和 年から現在ま
で︑奈古地区ボランティアグループ
﹁ふたば会﹂に結成時から所属︒リ
フォーム活動や高齢者料理教室︑施
設の慰問活動を積極的に行い︑平成
２年から５年度までは同団体の副会
長を務められました︒この度の表彰
は︑ 年の長きにわたり率先したボ
ランティア活動を行っていることな
ど功績が顕著であると認められ表彰
されたものです︒
今回の受賞に対し水津さんは︑﹁こ
の表彰は私個人のことでなく︑会を
代表していただいたものだと思って
います︒仲間に恵まれ︑お話しをし
ながらのリフォーム活動はとても楽
しく︑みなさんが集われる際にスム
ーズな作業ができるよういつも下準
備をしていたことも良い思い出で
す︒今後は体と相談しながら︑でき
ることをやっていきます﹂と話され
ました︒

たくみ

しん ご

大塚

ばん り

︵水ヶ迫︶
帆浬 ちゃん
年 月 日生まれ

平成

あ や

︵美里︶
愛弥 ちゃん
年1月 日生まれ

平成

︵パパ︶智弥さん・︵ママ︶愛さん

山本

︵中村︶
真護 ちゃん
年1月 日生まれ

!!

︵パパ︶
秀征さん・
︵ママ︶
仁美さん

16

こんにちは︑あやです︒
私は絵本と音楽が大好き︒
この２つがあればごきげん♥
最近〝ばいばい〟や〝伝い
歩き〟が上手になったよ︒も
っといろんなことができるよ
うになりたいな︒みなさん︑
これからもよろしく〜！

金子

︵パパ︶
健太郎さん・
︵ママ︶
晴香さん

1

久保田

︵美里︶
匠 ちゃん
年 月 日生まれ

23

26

!!

平成

ばんり

︵パパ︶
匡彦さん・
︵ママ︶
祐美さん

平成

7

たくみ

こんにちは︒ばんりです︒
まだつかまり立ちだけど︑ハ
イハイで家中を探検するよ︒
ママとお買い物に行ったら︑
みんながニコニコ笑顔で話し
かけてくれるから︑ぼくもニ
コニコ笑顔になっちゃうよ
これからもよろしくね

1

こんにちは！匠です︒芙優
お姉ちゃんが大好きで︑少し
の事じゃ泣かない強い男の子
だよ︒最近は歩くのが速くな
ってきて︑一日中イタズラし
放題
いっぱいご飯を食べ
て︑たくましく元気に成長し
てね♥

25

あや

25

しんご

はじめまして！真護です︒
ぼくは白ご飯が大好き︒毎
日いっぱい食べて元気にお姉
ちゃんと遊んでいるよ︒
早く歩けるようになって︑
お姉ちゃんと追いかけっこし
たいな︒
元気に育ちますように♥

7

25

25

12

32

1月生まれ

あかちゃんじまん
まちの宝

17
17

12

16

20

27

水津初江さんがボランティア功労で厚生労働大臣表彰を受賞

17

55

◆一般質問
本定例会の一般質問には︑
２人の方から次の３項目につ
いて質問があり︑町長からそ
れぞれ答弁がされました︒
質問者及び内容
☆長嶺吉家議員
○農業関連の災害復旧に向け
ての助成・支援対策につ
いて
☆白松博之議員
○阿武町型ハローワークの新
設について
○奈古地区商店街の活性化に
ついて
なお詳しい内容については
※
議会だより︵ ・ Ｐ︶
に掲載しています︒
11

◆阿武町過疎地域自立促進計
画の一部変更について
みどり保育園外国青年招致
事業ほか１事業を︑過疎地域
自立促進計画に追加するため
の計画の一部変更で︑原案の
とおり承認されました︒

◆阿武町簡易水道事業給水条
例の一部を改正する条例
施設毎に異なり︑２種類あ
った料金を一つに統一すると
ともに︑これに消費税を加え
ることとする条例の一部改正
で︑原案のとおり可決されま
した︒
◆平成 年度道の駅阿武町施
設屋外整備工事の請負契約の

◆阿武町手数料条例の一部を
改正する条例
県内の他市町との均衡を図
るため︑住民票の写しの交付
手 数 料 等 を 改 正 す る も の で︑
原案のとおり可決されました︒

◆消費税法の一部改正に伴う
関係条例の一部改正等に関す
る条例
平成 年４月１日から消費
税率が５％から８％に改正さ
れることに伴う︑阿武町使用
料条例ほか関係条例の一部改
正で︑原案のとおり可決され
ました︒

ことに伴い︑延滞金の割合の
特例に関する改正が必要とな
ったため︑阿武町督促手数料
及び延滞金徴収条例ほか関係
条例の一部改正で︑原案のと
おり可決されました︒

◆平成 年度阿武町一般会計
補正予算 第(５回 )
今回の補正額は︑１億８７
１万７０００円の増額で︑補
正後の歳入歳出予算の総額
は︑ 億８００８万７０００
円となりました︒

◆人権擁護委員の推薦につき
意見を求めることについて
長嶺良二委員の任期満了に
ともなう後任委員の任命が提
案され︑長嶺良二委員の再任
で同意されました︒

◆山口県市町総合事務組合の
共同処理する事務及び規約の
変更について
平成 年４月１日から︑組
合事務のうちの交通災害共済
事務に下松市ほか２市が加わ
ることに伴う︑規約の一部改
正等で︑原案のとおり可決さ
れました︒

締結について
道の駅阿武町の屋外整備工
事の入札を行い︑これの請負
契約の締結につき︑議会の議
決をお願いするもので︑原案
のとおり可決されました︒

26

25

総務費は︑夜間の園内遊歩

今回の補正の主なもの

36

26

25

10

◆地方税法の一部を改正する
法律の施行に伴う関係条例の
一部改正に関する条例
地方税法における延滞金及
び還付加算金の割合が︑平成
年１月１日から改正される
26

第7回議会定例会（12月12日〜18日）
平成25年

平成25年第７回議会定例会が、12月12日から18日までの会期７日間で
開かれ、提出議案12件、発議１件、諮問１件、そして全員協議会での報告
１件がいずれも慎重に審議され、原案どおり可決または承認されました。
このうち、一般会計補正予算（第５回）では、道の駅リニューアル関連
事業費や災害復旧費など１億８７１万７,０００円を増額計上しています。

道の利用が多い﹁グリーンパ
ークあぶ﹂の園内照明整備費
の新規計上︑就農希望者等が
短期的に利用する移住体験滞
在施設︑いわゆる﹁お試し住
宅﹂を福賀地区に整備するた
めの空き家の購入費の新規計
上などです︒
民生費は︑障害者への補装
具の支給費に係る障害者自立
支援給付費の実績に伴う増
額︑子ども子育て支援の新制
度への移行に伴うシステム構
築委託料の新規計上などで
す︒
衛生費は︑萩・長門清掃工
場事業の国庫補助金の減額見
込みによる財源補填のための
委託料の増額が主なもので
す︒

建設工事の進む道の駅阿武町

8

道の駅リニューアル関連事業費 ３,７４９万９,０００円
災害復旧費 ３,１６３万６,０００円

総額１億８７１万７,０００円増額補正で
予算総額は３６億８,００８万７,０００円

農林水産業費は︑土地区営
農飲雑用水の配水池および水
源地のフェンス等の外構工事
が︑単県補助事業として採択
されたことに係る当該事業費
の新規計上です︒
商工費は︑道の駅の整備事
業で︑老朽化している遊具の
更新経費や温泉の泉源ポンプ
の更新︒また︑チャレンジシ
ョップ１区画が直営店舗とな
ったことによる備品購入費の
新規計上や︑クリアファイ
ル︑チラシ︑幟旗の購入費︑
さらには︑仮設トイレの賃借
料等︑リニューアルオープン
に係る経費の計上が主なもの
です︒
土木費は︑人件費の調整で
す︒
消防費は︑国の事業と重複
を避けるため前年度に一旦見
送った公共施設︑集会所等へ
の海抜表示板の設置に係る経
費の新規計上です︒
教育費は︑人件費の調整の
ほかに︑現在︑半分を中学校
の体育授業で柔道場として使
用し︑残り半分を屋外備品の
倉庫として使用している阿武
町武道館の︑屋根や内装等が
老朽化し改修が必要であるの
で︑この改修工事の設計業務
委託料の新規計上が主なもの

です︒
災害復旧費は︑７月 日の
豪雨災害の査定の終了に伴い
今年度の計画が確定したの
で︑これに係る事業費および
測量設計委託料の増額計上な
どです︒
諸支出金は︑美咲第４分譲
宅地造成工事で︑用地内の水
路底からの湧水を農業用水と
して使用するため特殊な工法
が必要となったので︑この経
費計上による増額です︒
歳入の主なものでは︑今回
の災害に係る農地農業用施設
災害復旧事業の受益者分担金
を増額計上︒
国庫支出金についても︑今
回の災害に係る公共土木施設
災害復旧事業費国庫負担金の
増額計上ほかです︒
県支出金も︑今回の災害に
係る農地農業用施設災害復旧
事業県負担金の調整による減
額計上︑また︑子ども子育て
支援の新制度への移行に係る
子育て支援特別対策事業補助
金の新規計上などです︒
財産収入は︑野柳分譲宅地
の売り払い収入の新規計上で
す︒
寄附金は︑山口ヤクルトさ
んからの﹁みどりのカーテン
事業﹂寄附金の新規計上で
28

す︒
繰越金は︑今回の補正財源
の調整計上です︒
諸 収 入は ︑ 文 化 ・ 芸 術 活 動
支援事業助成金が県からの直
接支払いとなったことにとも
なう減額計上です︒
町債は︑災害復旧事業債の
新規計上です︒

◆４つの特別会計を補正
■平成 年度阿武町国民健康
保険事業︵事業勘定︶特別会
計補正予算︵第２回︶
退職者被保険者療養給付費
および高額療養費の増加等に
ともなう増額計上です︒

■平成 年度阿武町後期高齢
者医療事業特別会計補正予算
︵第１回︶
督促状の様式変更に伴う印
刷費の増額等です︒

■平成 年度阿武町介護保険
事業特別会計補正予算︵第 ２
回︶
生活支援の配食サービスの
事業量増加のともなう委託料
の増額計上が主なものです︒

■平成 年度阿武町簡易水道
事業特別会計補正予算︵第 ３
回︶

宇田郷簡水の流量計の修理
費ほかの計上です︒

◆契約の締結について
町の執行にかかる主な工事
請負契約の締結について︑次
の件の概要が報告されました︒
工事名︵請負業者・請負金
額︶
○町道汐入野地線道路照明設
置工事︵日進電気工事㈱・１
３８６万円︶
○阿武町公営住宅︵宇田中央
地区︶新築工事︵阿武建設㈱・
３８６４万円︶
○美 咲 第 ４ 分 譲 地 造 成 工 事
︵第 １ 工 区︶
︵小 田 産 業 ㈱・２
５０９万５０００円︶

照明の設置が完了した
町道汐入野地線

9

25

25

25

25

月 日

前後の負担となる︒
また︑水路のうち排水
が絡むものおよび農道に
ついては︑負担を求めな
い︒
問 一件 万円未満︵補
問
助対象外︶の小規模災害
に対する阿武町独自の施
策︑助成等は︒
町長
長 災害報告を受け︑
町
概算額が補助対象額の
万円に満たなかった箇所
は確認しているが︑土砂
の流入等比較的軽度の箇
所の被害額は︑つかみき
れていない︒
今 後 ︑精 査していくが︑
各負担率の原則は︑これ
までの災害と同一の取り
扱いとせざるを得ない︒
問
問 個人農家が農業用取
水施設などを災害復旧す
る場合の対応は︒
町長
長 今回の災害の発生
町
状況や農地の保全の観点
から︑農地農業用施設を
自力復旧される場合の阿
武町独自の補助制度を新
たに創設する︒

10

90

阿武町型ハローワークを
Q
新設しては
国 のハローワークが十分機能
しておりこれを活用したい
Ａ

ため︑働く場・働き手︑
双方の仲立ちとなる︑き
め細かな阿武町型のハロ
ーワークを新設してはど
うか︒
町長
長 昨年度の阿武町の
町
社会増加率は県内トップ
となっている︒これは︑
今︑実際︑進めている︑
人口定住対策の諸施策の

奈古地区商店街の活性化は

問 道の駅阿武町もリニ
問
ューアルオープンされる
が︑魅力的な目的地にな
るために︑素晴らしい家
並みなど魅力を沢山秘め
た︑奈古地区商店街と一
体となった取り組みを進
められてはどうか︒
町
町長
長 奈古地区は江戸時
代の主要街道である石州
街道が通っており︑釜屋

から奈古浦︑奈古市にか
けて︑当時街並みが形成
をされていた︒また現在
でも︑伝統的な建物がい
くつか残っている︒
全国的には商店街と一
体となり成功した例もあ
るが︑行政として︑限ら
れた財源の中で町づくり
を進める以上︑重要な施
策を選択し︑それらを着

道の駅を起点とした町づく
Ａ り等︑重要な課題を優先し
て取り組みたい

Q

問
問 新規に定住を希望さ
れる方にとっても︑阿武
町内にどのような仕事が
現実にあるかを把握する

白松博之 議員

12

の復旧を優先する︒農地
については︑福賀地区は
法人の受け持つ水田部分
が大きく占めており︑次
年度の作付け計画の中で
水稲以外の作物への振り
替え等が可能かどうか調
整していく︒残る福賀地
区の個人経営の農家と宇
田郷地区については︑個
別に調整したいと考えて
いる︒
本年度単年度で全ての
復旧は物理的に不可能で
あり︑緊急度を考慮しな
がら実施していきたい︒
受益者負担について
は︑激甚災害として指定
されることにより︑通常
の補助率にさらにかさ上
げがされる︒農 地で ％︑
農業用施設で ％ 前後の
補助率になると推測して
いる︒したがって︑農地
で ％ ︑農業用施設のう
ち用水路︑ため池は５％
40
決壊した石原ため池
（福賀）

12

80

一般質問 第7 回 定 例 会

長嶺吉家 議員

農業関連の災害復旧に向け
Q
ての助成・支援対策は
激甚災害による補助率の
A かさ上げと阿武町独自の
補助制度を新たに創設

42

問
問 国の補助対象となる
件数および状況は︒
町長
長 査定の結果︑公共
町
土木施設が 件の１億３
６８８万５０００円︑農
地・農業用施設が 件の
５４０７万９０００円で︑
全体では 件の１億９０
９６万４０００円の被害
額が確定した︒
問 災害復旧に向けて︑
問
今後のスケジュールと関
係者への周知︑受益者負
担は︒
町
町長
長 基本的には︑次年
度の作付け等にできるだ
け支障のない方向で進め
ていきたい︒
農業用施設について
は︑用水路関係︑ため池

表れであると思う︒
国の機関でもある︑公
共職業安定所︵ハローワ
ーク︶による全国ネット
ワークがすでに公的制度
として運用されており︑
阿武町型ハローワークの
新設は︑情報の一元化か
らすれば複雑化してしま
うことが考えられる︒ま
た︑範囲についても︑阿
武町内に限られるので働
く場所を探しておられる
方においては︑現在のハ
ローワーク制度は非常に
有効で役立つものと考え
ているので︑これを活用
したい︒

実に進めていく必要があ
る︒人口定住対策︑ある
いは︑道の駅を起点とし
た町づくりと重要な課題
を最優先として今後と
も︑取り組んでいきたい︒

奈古地区商店街

32

74

40

10

月 日開催
12

表彰席
阿武萩和牛
改良推進協議会
褒章授与式

月 日
萩たなかホテル︵敬称略︶
★優良繁殖雌牛表彰
﹁はぎさとみ﹂号
飼養者 上村 継男
︵河内︶

上村継男さん

答
答 今年度の申請額
に合わせて予算計上
しており︑第５期計
画最終年度の 年度
で精算する︒

美咲宅地造成地

第 回﹁庭先に・
大根干し見え始め﹂
グラウンドゴルフ大会

★準優勝 近藤利津子
︵宇田中央︶
★第３位 堀 幸子
︵宇田浦︶
︻ゴールドの部︼
★優 勝 西村 弘義
︵宇田中央︶
★準優勝 杉村 玉子
︵宇田中央︶
藤村マツ子
︵宇田中央︶

★第３位

萩市スポーツ少年団
柔道競技大会

月 日 サンライフ萩
︻小学２年生の部︼︵敬称略︶
★優 勝 酒巻 成︵寺東︶

入賞されたみなさん

酒巻 成くん

17

79

月５日
宇田ふれあいグラウンド
︻フリーの部︼︵敬称略︶
★優 勝 中村 晶男
︵宇田中央︶
★準優勝 金﨑
洋
︵尾無畑︶
★第３位 白石 修照
︵宇田中央︶
︻レディの部︼
★優 勝 梅田 春美
︵宇田浦︶

15

現地踏査

町道宇田中央線
伊豆上ため池

林道専用道
東イラオ山線

11

26

阿武町公営住宅新築
予定地︵宇田郷︶

12

12

12

12

は︑木造部分のみを更新
するのか︒
答 木造遊具と周辺の物
答
を撤去して新たに遊具を
設置する︒
問
問 阿武町武道館改修工
事の内容は︒
答 屋根︑入り口の改
答
修︑畳替えや内部の改装
等を検討している︒
問
問 海抜表示看板の設置
場所は︒
答 役場︑町民センター
答
などの公共施設︑集落の
集会所等に設置する︒ま
た︑バス停は国土交通省
︵国道１９１号設置︶と
重複する所は調整して設
置する︒
問
問 美咲宅地造成工事の
内容は︒
答 新規造成地の側溝は︑
答
底から出る湧き水があ
り︑この水を農業用水と
して使用しているため︑
暗渠を入れた構造の用水
路工事が必要となる︒
平成 年度阿武町特別会
計補正予算関係
問 介護保険事業の配食
問
サービスについて︑予算
は決まっているのか︒
25

行財政改革等特別委員会報告
消費税法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係
条例の一部改正に関する
条例
問
問 使用料が消費税を含
まない表示になるが︑町
民に徹底する方法は︒
答
答 町民の皆さんには消
費税を含んだわかりやす
い表示を工夫する︒
契約の締結について
問 道の駅阿武町施設屋
問
外整備工事の内容につい
て説明を︒
答
答 施設屋外の全面舗装
工事︑屋根付きの駐輪場
設置工事︑海側へ抜けら
れるスロープ・階段等の
整備︑既存施設の撤去工
事などである︒
平成 年度阿武町一般会
計補正予算関係
問
問 公有財産として住宅
︵空き家︶を購入する理
由は︒
答 今後とも︑家に住む
答
意思がない所有者から︑
土地・家屋を含めて阿武
町が購入し︑移住体験滞
在施設︵お試し住宅︶と
して利用を図る︒
問 道の駅の既存遊具
問
25

人を表彰

48

11

１月11日

新春を飾る恒例の阿武町消
防出初式が１月 日︑盛大に
開催されました︒
式典は︑来賓・団員ら約１
５０ 人が出席する中︑町民セ
ンター・文化ホールで行わ
れ︑新入団員・昇格者への辞
令交付の後︑中村町長が式辞
を︑続いて田中団長が﹁新入
団員の確保︑指揮能力の向
上︑機関取扱いの習熟の３つ
を重点項目とし︑自分たちが
町を守っているという責任と
誇りを胸に︑防災の要として
活躍してほしい﹂と訓辞しま
した︒
このほか︑団体表彰は奈古
第３分団が︑功績章など個人
表彰は延べ 人が受章したほ
か︑消防後援会から団長へ寄
附目録の贈呈がされました︒
この後︑消防団員は関係者
や見学に訪れた多くの住民ら
が見守る中︑分列行進や片橋
付近での一斉放水など︑きび
きびとした訓練を披露しまし
た︒
なお︑各受章者は次のとお

りです︒︵敬称・分団名省略︶

★山口県消防協会長表彰
︻功績章︼︵１人︶
・市河憲良
︻勤続章︼
☆ 年勤続︵６人︶
・末若勝次
・小田景造
・波田幸雄
・金子 誠
・赤木 勇
・高村素明
☆ 年勤続︵５人︶
・花田良則
・小野進二
・小田 守
・水津 浩
・水津政己
☆ 年勤続︵４人︶
・中村博道
・木村武和
・岡 幸博
・白石勝則
︻退団感謝状︼︵ 人︶
・後根 博
・小野眞治
・小野博槌
・水津清子
・吉岡俊輔
★阿武町長表彰
︻優良分団表彰︼
・奈古第３分団
︻功績章︼︵３人︶
30

20

10

阿武町消防出初式
団員延べ

４８
観閲行進

５

新入団員による宣誓

・小野政博
・西嶋輝昭
・白松靖之
︻退団感謝状︼︵ 人︶
・後根 博
・木村 厚
・小野博槌
・水津清子
・吉岡俊輔
・田中保夫
・上田 誠
・藤山卓也
・水津智章
・原 勝志
★阿武町消防団長表彰
︻精勤章︼ ４人 )
(
・大屋竜一
・水津和也
・大山智浩
・水津大樹

優良分団表彰を受けた
奈古第３分団

10

一斉放水

12

メイン司会の
斎藤さん︵左︶
と羽鳥さん

今回で 回目を数える〝みんなのあ
ったかコンサート〟﹁あぶ町民音楽
祭﹂が 月 日︑町民センター・文化
ホールで開催されました︒
今年参加したのは︑町内のアマチュ
アバンドやコーラスグループ︑児童・
生徒ら 組︑延べ２５０人で︑ブラス
演奏︑ピアノ連弾︑和太鼓︑合唱︑弦
楽演奏などが披露されバラエティー豊
かなコンサートになりました︒
参加者は工夫を凝らした衣装や演出
で観客を楽しませるとともに︑練習の
成果を存分に発揮︒フィナーレは第１
回目から恒例となっている童謡﹁ふる
さと﹂が全員で合唱されました︒
15

12
22

16

第１回から参加している にこごりコーラス部「混声合唱」
①いのちの歌 ②ハピネス

阿胡スティックス「バンド演奏」
①ピースとハイライト
②ラストダンスは私に

ふるさと夢太鼓「和太鼓演奏」
阿武小とすてきな仲間たち
①福賀の自然〜生命、
変化、
感謝、
美〜 「歌と合奏」①ひこうき雲

福賀中学校「混声三部合唱」
①時の旅人 ②花は咲く

阿武小学校「合奏」
①威風堂々〜第１番より〜

阿武中学校「混声二部・三部合唱」
①明日の空へ ②あとひとつ

福賀小学校「合奏唱」①気球に乗って 阿武中・福賀中学校「混声三部合唱」奈古高等学校 吹奏楽部「吹奏楽」
どこまでも ②おそすぎないうちに ①涙をこえて
①ウィーアー！ ②ビリーヴ

13

岡ピアノ教室 奈古連弾クラブ「ピアノ連弾」

高橋さん・田中さん
﹁花は咲く﹂

高橋さん・大津さん
﹁あまちゃんのテーマ﹂

おもだかオカリナアンサンブル「オカリ 萩弦楽オーケストラ「弦楽合奏」
萩高等学校 合唱部「混声四部合唱」 ナ演奏」 ①メドレー 四季より
「冬」 ①ディベルティメントK.136
①さびしいカシの木 ②ファイト
②ホワイト・クリスマス
②弦楽メドレー

あぶハーモニー「女声コーラス」
①また君に恋してる ②花は咲く

65

10

わが町 とぴっくす 阿武町

26

15

温かくやさしい味を楽しむ
〜児童クラブで七草がゆ作り〜

22

物販棟内部
レストラン・温泉棟

１３

▼中村町政３期目がスタート︵５月︶
任期満了による阿武町長選挙で現職中村秀明氏が
当選︑３期目の中村町政がスタート︑８年間の実績
を基に﹁小さくても個性が光る自立したまちづく
り﹂の更なる進展が期待される︒
▼道の駅阿武町リニューアル工事が着工︵６月︶
道の駅阿武町のリニューアル工事が
始まった︒道の駅発祥の駅も約 年
を経過し老朽化が目立っていたが︑
物販棟︑レストラン・温泉棟︑トイ
レ棟等を全面改築し平成 年４ 月下
旬の大型連休前のリニューアルオープンをめざす︒
▼グリーンパークあぶが開園︵７月︶
構想から約６年︑総工費１億２０００万円で︑奈
古駅南側に﹁グリーンパークあぶ﹂が開園した︒
約６ ０ ０ ０ ㎡ の 芝 生 広 場 と 幼 児 ・
児童用の遊具︑駐車場やトイレも完
備︑四季それぞれに花を咲かせる花
木を植栽︑幼児からお年寄りまで幅
広い利用が見込まれる︒
▼福賀︑宇田郷地区で大災害︵７月︶
７月 日の山口・島根豪雨によ
り︑福賀と宇田郷地区で重傷者３
人︑全壊家屋２ 棟︑床上浸水 棟︑
床下浸水 棟の大災害が発生︑避難
者１０６ 世帯１６ ４ 人︑災害箇所
件︑被害額は１億９０００万円超にのぼった︒
▼町道汐入野地線道路新設事業が竣工︵ 月︶
平成 年度から進めていた町道汐入野地線道路新
設工事が竣工した︒
この道は︑奈古駅南側の住宅団地と町の中心地を
高架橋で結ぶ重要な路線︑通勤︑通学者の安全と町の
一体感の醸成に大きく貢献することが予想される︒

10

28

18

20

74

冬休みも終盤の１月７日︑奈古児童クラブで同ク
ラブに通う阿武小１〜４年生の 人が参加し﹁七草
がゆ作り﹂が行われました︒
会ではまず指導員の小田千菊さん︵宇久︶が︑
﹁１年間の無病息災を願うこと﹂など七草がゆを食
べる由来や︑春の七草について説明︒続いて児童た
ちが七草を食べやすい大きさに切るなど調理し︑お
昼ご飯として全員でいただきました︒
同クラブでは︑児童に伝統的
な体験をしてほしいと 年以上
この行事を続けており︑児童た
ちも毎年の春の味を楽しみにし
おいしい！
ている様子でした︒
普段なかなか家では
食べることはないけれ
ど、七草がゆはおいし
かったです。今日は２
杯・３杯も食べちゃっ
た♪

14

六尾果歩さん（水ヶ迫）
吉村春奈さん（美里）
（右）

県産木材をふんだんに使用

12

17

今年４月のリニューアルオープンに向け工事の進
む道の駅阿武町で 月 日︑道の駅阿武町﹁構造見
学会﹂が県産森の利用促進等を目的に開催され︑関
係者 人が参加しました︒
役場経済課の道の駅概要説明につづき︑設計を行
った
︵有︶
堀設計事務所が工事概要などついて説明︒
質疑応答が行われました︒
現在建設中の道の駅は︑県産木材をふんだんに使
用する設計で︑物販棟だけでもスギ２６５㎥および
ヒノキ ㎥の計３３０㎥
を使用︒集成材は一切使
わず︑外壁はもちろん内
部についても木構造材が
見える仕様となっていま
す︒
レストラン・温泉棟︑
公衆トイレ棟の工事も
着々と進捗しており︑生
まれ変わる道の駅に期待
が膨らんでいます︒

七草がゆ
おいしかったよ！

〜リニューアルする道の駅阿武町
構造見学会を開催〜
40

Ｔｏｐｉｃｓ 山・海・里

まちの話題 Ａｂｕ
あなたのまちの身近な話題をお寄せください。
役場総務課企画広報係（☎2̶3111）
E-mail : kikaku02@town.abu.lg.jp

春の七草を調理中
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月 日︑奈古地区子ども会育成連絡協議会
は︑地域の伝統文化の継承と世代交流を目的に
﹁しめ飾りづくり教室﹂を開催しました︒
初めに︑しめ飾りに使う材料の名前と意味を教
えてもらいました︒
何回も参加してい
る子どもは︑慣れた
手つきで器用にしめ
飾りを作り上げてい
ました︒一方初めて
参加した子どもは︑
わらの扱いに苦戦し
ている様子でしたが︑お年寄りの手ほどきを受け
ながら︑一生懸命縄をなっていました︒

﹁しめ飾りづくり﹂で世代交流

福賀子育連主催の﹁世代交流しめ縄づくり﹂が
月 日に︑のうそんセンター多目的ホールで開
催され︑日本伝統文化のしめ縄づくりに︑子ども
会会員や保護者の皆さんが挑戦しました︒
例年︑福賀ことぶき会のご指導
でしめ縄づくりをしている子ども
たちは︑上達していますが︑より
良いしめ縄とするため︑積極的に
指導を仰いでいました︒
また子育連の役員の方々や育友
会の皆さんは︑昨年中止された門松作りを︑積雪
が残る中︑寒風に耐えながら作成されました︒
昼食には︑福賀婦人会の皆様のご協力による︑
おむすびや豚汁等を参加者全員でおいしくいただ
き︑和気あいあいの中で楽しく世代交流が行えま
した︒

伝統をつなぐしめ縄づくり

奈古スポ少親子交流でスタート！
穏やかな日ざしに恵まれた１月
５日︑ 人 の 参 加 で 恒 例 の 奈 古 ス
ポーツ少年団の初蹴り︑初打ち親
子交流会を開催しました︒
初めに︑親子でサッカー･バレ
ーボールの交流試合をしました︒
さわやかな汗をかいた後は︑お母
さんたちが作ってくれた﹁おむす
び﹂﹁豚汁﹂などをみんなでおい
しくいただきました︒
サッカー部は︑萩４種リーグ
で上位入賞を︑昨年マルキュウカ
ップ萩予選大会と秋季新人大会
で３位に入ったバレーボール部
は︑新人大会萩予選を突破し︑
県大会に出場することを目標としています︒
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自分たちのルールで子ども会大会
福賀子育連主催の﹁新春こども
会 大 会 ﹂ が 新 年 １月 ５ 日 に ︑ 福 賀
小中学校グラウンドで開催されま
した︒年末の降雪で雪合戦も期待
されましたが︑おだやかなお正月を迎え︑大会当
日も晴天となり︑屋外活動を行いました︒
小学校低学年から中学生まで︑等しく参加出来
るよう︑子どもたちがルールを考えた﹁缶けり﹂
や﹁たすけおに﹂を行い︑最後は子育連役員等も
加わり︑全員で﹁キックベースボール﹂を行いま
した︒
お昼頃には気温も暖かくなり︑上着を脱いだ中
で︑子どもも大人も元気いっぱいの歓声と笑い声
が湧き起こる大会となりました︒

ちとせ学級で手づくり陶器

月 日︑宇田郷婦人会ちとせ
学級を開催しました︒今回は役場
民生課の斉藤保健師が﹁心の健康﹂
についての講話で︑﹁とにかく自分だけで悩まない
で︑気軽に相談すること﹂の大切さについてお話
しがありました︒また︑萩焼の窯元である〝美・
ク ラ フ ト 〟の河 野 さ ん に よ る 萩 焼 き 教 室 も 行 い ︑
会員それぞれの手作りの陶器ができました︒

月 日︑ふれあい体育館および周辺草刈り作
業を開催しました︒
こ の 清 掃 は 年 ２回 ︑ ７ 月 と 月
に行っていますが︑今年７月は悪
天 候 で 中 止 ︒ 実 質 １年 ぶ り の 清 掃
作業となりました︒体育館の利用
者およびボランティアつくし会会
員で作業を行い︑周辺はスッキリきれいに︒おか
げさまで新しい年を迎える準備ができました︒

ふれあい体育館と周辺スッキリ！
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あんこもち ほおばる！

12

月 日にふれあいセンターで︑子ども会もち
つき大会を開催しました︒
地区の子どもたちと育成者︑祖
父母およびふれあいクラブ会員
で︑もちつきを楽しみました︒
近年︑家庭で杵と臼でもちつき
をする光景は見なくなり︑もちつ
き機を使うのが主流となりました︒
前日の準備からもちができあがるまで︑みなさ
んの協力で段取りよくできました︒
あんこもち︑きなこもちなど出来上がったおも
ちは︑とても柔らかくおいしかったです︒
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教育のひろば

学校祭

かけがえのない存在！

福賀
小・中学校

〜あなたにとって大切なものとは…？〜

今年度の全校児童生徒数は、小学校・中学校を合わせて２２名です。子どもたちは、温かい地域環境の
中、すくすくと育っています。今年度の総合学習の共通テーマは、『伝える』です。他の人に自分の気持ち
を分かりやすく伝えたり、福賀小・中学校の良いところを地域の方々に学校行事や諸活動を通して伝えた
り、福賀地域の良さを広くいろいろなところへ伝えたりしたいと考えています。そのことを通して表現力や
コミュニケーション能力を高め、物事に主体的に取り組める「福賀っ子」の育成をめざしています。また、
中学校では生徒会スローガンを『Ｏｎｌｙ Ｏｎｅ もっと輝く光のために』と決め、一致団結して頑張っ
ています。では、10月19日に開催した学校祭について主なものをご紹介します。

教科や総合学習を、劇仕
立てで発表しました。地域
の方にも意見を述べていた
だくなど、一緒に学校祭を
盛り上げていただきまし
た。

福賀むかし話

《 第１部 》

朝から生テレビ
〜福賀の米作りについて考える〜
校長先生の熱演

創作劇

職場体験学習

ないた赤おに
夢太鼓

《 育友会バザー 》
今年もカレーライス
が好評でした。福賀小
学校で栽培した野菜の
味は格別でした。

昼食風景

《 第２部 》

神楽ワークショップ

神楽舞「四神」

エンディング

育友会 「なめこのダンス」

ふるさと太鼓や神楽、神楽の
ワークショップ、合唱等を発表
しました。みなさんに熱心に見
ていただきました。また、育友
会の楽しい歌やダンスもあり、
学校祭を盛り上げました。
エンディングは、実行委員会
制作のビデオが上演され、自分
にとって「大切なもの」を紹介
しました。地域の方々にも参加
していただき、終始和やかな雰
囲気で、とても温かい学校祭に
なりました。
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合唱コンクールは普通
科２年生が優勝︒ハン
ドベル発表やファッシ
ョンショーも開催！

ゴゲーム︑生徒会バンドな
ど︑盛りだくさんの内容でし
た︒
この日のために時間をかけ
て準備した成果が表れた︑素
晴らしいステージ発表でし
た︒

は︑アトランタオリンピック
女子バレーボールの監督で︑
現在山口福祉文化大学に勤め
ておられる吉田國昭先生をお
招きしました︒
﹁我がバレーボール人生﹂
と題した講演では︑ハードト
レーニングを積み重ね自分自
身に打ち勝ってきた体験を通
し︑大事な人生の土台作りと
なる高校生活を︑真面目にこ
つこつと努力してほしいとの
お話がありました︒
生徒たちも熱心に耳を傾
け︑今後の生き方について大
いに考える機会となりました︒

24

〜文化フェスタ〜
月 日
︵木︶
に︑阿武町町
民センター・文化ホールで文
化フェスタを実施しました︒
吹奏楽部の演奏で開幕した
後︑合唱コンクールは︑課題
曲・自由曲を全６クラスが１

ギターの弾き語り
元全日本女子バレー監督の
吉田國昭先生

学校を引っ張る
新リーダー決まる
12

真面目にこつこつ
努力してほしい

〜自治会役員選挙〜
月 日
︵火︶
１ 時間目に︑
自治会役員立候補者立会演説
会および選挙を体育館で行い
ました︒
本校の自治会活動である生
徒会・農業クラブ・家庭クラ
ブの会長︑副会長を決める重
要な選挙で︑立候補者は緊張
した面持ちでした︒各自治会
長のあいさつに続き︑立会演
説会では︑応援者による推薦
のあと︑奈古高をよりよい学
校にしたいという意気込みを
候補者が熱く語りました︒投

票の結果全員が信任され︑次
期自治会執行部が決定しまし
た︒

現執行部は︑学校行事や講
習会等の企画・運営に学校代
表としてリーダーシップをと
ってくれました︒新しい自治
会役員の皆さんも︑現執行部
の意思を受け継ぎ︑さらなる
奈古高の発展に力を発揮して
くれることを期待していま
す︒

17

〜ＰＴＡ教育講演会〜

17

月 日
︵火︶
２ 時間目︑全
校生徒を対象としたＰＴＡ教
育講演会を行いました︒講師
12

意気込みを語る候補者

信任投票が行われました

生徒会バンドは
トランペット演奏も
制作ドレスの
ファッションショー

吹奏楽部の演奏
心を込めて熱唱

曲ずつ歌い︑普通科２年が優
勝しました︒準優勝は生物資
源科学科3年︑3位は普通科
3年で︑3年生の熱唱が感動
的でした︒
この他にも︑2年音楽選択
者によるハンドベル発表︑午
後からは被服部制作のドレス
によるファッションショー︑
奈古高校の学校行事の映像︑
農業クラブのダンス︑ギター
弾き語り︑3年生男子を中心
としたアクション映像︑ビン
農業クラブはダンスを披露

奈古高はいま
シリーズ
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斉藤保健師
子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず、子どもに恵まれない夫婦はおよそ10組
に１組あるといわれており、不妊治療を受ける夫婦は年々増加しています。
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）については、保険適
用がされず、１回の治療費が高額であることから、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少な
くありません。そこで、これらの治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療に要す
る費用の一部を助成しています。対象となる治療は以下のとおりです。

対象と
なる治療

一般不妊治療費助成制度

人工授精費助成制度

特定不妊治療費助成制度

医療保険適用の不妊治療
（例：タイミング法・薬
物療法・不妊検査・不妊
手術）

人工授精
（医療保険適用外）

特定不妊治療
医療保険適用外の体外受精お
よび顕微授精（指定する医療
機関による治療に限ります）

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの治療についての申請は、
平成26年3月31日までとなっています。該当すると思われる方、これから治療を
考えている方などは、民生課（保健師）にご相談ください。お気軽にどうぞ！

お子さんは予防接種を全部受けていますか。未接種の予防接種がありましたら、できるだけ早
く接種しましょう。なお、未就学児のお子さん（1歳〜6歳児）には、1月末に接種状況票を送付
します。対象年齢を過ぎると有料になり、受けることができなくなりますのでご注意ください。
【受け忘れが多い予防接種】
予防接種名

対

象

接

種

回

数

等

不活化
生後3か月〜7歳6か月未満
ポリオワクチン

1期初回3回接種後、1年後に追加接種

三種混合

生後3か月〜7歳6か月未満

1期初回3回接種後、1年後に追加接種

二種混合

小学6年生

接種期間は、平成26年3月末まで

麻しん風しん
（ＭＲ）

1期：生後12か月〜24か月未満
2期：小学校入学前の1年間にあた 2期：接種期間は、平成26年3月末まで
る児
第1期3回：生後6か月〜7歳6か月
1期2回接種後、１年後に１回追加接種
未満

日本脳炎

第2期1回：9歳以上13歳未満

9歳に達した時から10歳に達するまで

機会を逃した方：平成7年6月1日
1期3回・2期1回：残りの回数を接種
から平成19年4月1日生まれで20
※接種間隔等は、医療機関にご相談ください
歳未満の者

【問い合わせ先】

役場民生課 保健師

☎2-3113
18

さばとイカを使って、みんな
の昼食を作りました！

今回は１
２月２０日（金）に行われた福賀中１・２年生を対象とした『魚
の調理実習』について、小田千菊（宇久）と市原美千子（下東郷）、木
原久美子（金社）、中村慶子（宇生賀中央）がご紹介します。
今回は福賀中学校１・２年生を対象として魚食普及推進協議会
から補助を受けて、家庭科の時間に「魚の調理実習」が行われま
した。メニューは「ひじきごはん、さばの味噌煮、船場汁、イカ
の刺身、イカとほうれん草の白和え」で、魚のさばき方を指導す
るということでヘルスメイト４名が参加し、全員でさばとイカを
使った料理に挑戦しました。
生徒さんの前で指導をするとい
うことは初めてで、前日からど
きどきしていました。みなさん
一生懸命に参加されていて、私
にとってもとてもよい経験にな
りました。
☆参加した中学生の感想より☆
●とても緊張して何をしたらいいかよくわからなかったけれど、講師の先生
方がやさしく教えてくださったので、さばのさばき方やイカの作り方がよく
わかりました。お話の中で山口県の野菜のとり方が意外と少なかったのを聞
いて、肉だけでなく、野菜もしっかりとっていきたいと思いました。
●調理中に「上手いね」など、声をかけていただいたので、とてもうれしかっ
たです。おかげでとてもおいしい料理ができました。
●魚をさばいてみるとぬるぬるしてやりにくかったけれど、上手にできたの
で楽しかったです。魚のだしのあく抜きや野菜の切り方のアドバイスをして
いただいて、とても勉強になりました。
●今回はほとんどが作ったことがない料理でしたが、指導のおかげで失敗せ
ずに作ることができ、お昼ご飯の時どれもおいしくて、おなかいっぱいにな
りました。中でもひじきごはんがとてもおいしかったです。

ヘルスメイトより

生徒さんはとても素
直で、ヘルスメイト
の話をよく聞いてく
れました。包丁にも
慣れていて、魚も上
手にさばくことがで
きました。

福賀中学校での活動は私たちも初めての経験でしたが、先生方の指導が行き届いていて、とても
礼儀正しくて、楽しくそして気持ちよく指導することができました。
雪が降るとても寒い日でしたが、参加されたみなさんは、一生懸命に魚をさばくことに挑戦し、
おいしい料理ができあがり、最後の片づけまでみんなでがんばっていたのが、印象に残っています。
これからも学校と連携して、子どもたちの生きる力となる「食育」に関わって、健康づくりのお
手伝いができればと思いました。
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入院治療を受ける皆さまへ
〜高額な外来診療を受ける方も該当します〜

「認定証」などを提示すれば、
窓口での支払いが一定の金額にとどめられます
入院する前に
（高額の外来診療を受けたときも該当）
ᙲሔẰ⏍ㄚ䚮
ᨥᡜ✾ཾ

㝌䝿ⷾᑻ䛰䛯

事前に
事前に
事
①認定証の申請

③認定証を提示
窓口支払いが
病院・薬局毎に
一定上限額まで䟺䈓䟻

㻃
䟺䈓䟻✾ཾᡮ䛊䛴୕㝀㢘䟺᭮ᙔ䛥䜐䟻䛵䚮
䚭䚭㻃㻃ᡜᚋ䛱ᚺ䛞䛬␏䛰䜐䜄䛟䚯

②認定証の交付

入院または
高額な外来診療受診者

事前の手続き

病院・薬局などで

70歳未満の方
役場民生課、各支所窓口で
「認定証」を窓口に提示してく
70歳以上の非課税世帯等 「認定証」
（限度額適用認定証）
ださい
の方
の交付を申請してください
70歳以上75歳未満で、
非課税世帯等ではない方

必要ありません

「高齢受給者証」を窓口に提示
してください

75歳以上で、
非課税世帯等ではない方

必要ありません

「後期高齢者医療被保険者証」
を窓口に提示してください

●「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。
（高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、
後日、ご加入の健康保険から支給されます。
●国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している方は、会社
等で手続きをしてください。
問い合わせ先

阿武町役場 民生課 国保係

☎２−３１１５
20

年金のたより

〜新成人のみなさんへ〜

２０歳になったら国民年金

国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作
られた仕組みです。
具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケ
ガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができる制度です。

国民年金のポイント
◎将来の大きな支えになります
国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保証されます。
◎老後のためだけのものではありません
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気
や事故で障害が残ったときに受け取れます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者によ
り生計を維持されていた遺族（「子のある妻」や「子」）が受け取れます。

「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」
★「学生納付特例制度」
学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
が猶予される制度です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専
修学校および各種学校
（修業年限１年以上である課程）
、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
★「若年者納付猶予制度」
学生でない30歳未満の方で、ご本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料
の納付が猶予される制度です。
■問い合わせ先
日本年金機構萩年金事務所 ☎０８３８−２４−２１５８
役場住民課 住民係
☎２−０５００
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

4/1 ゴミ収集手数料
から

農地相談会を
（町指定ゴミ袋、収集券） 開催します
の料金を変更します
農業委員会では、下記の

４月１日から消費税率が８％になります。これにと
もない４月１日から、町指定ゴミ袋を一枚51円（一袋
510円）に変更します。また、大型ゴミを出すときに
貼る収集券も一枚308円となります。
消費税相当分を変更しますので、ご理解をよろしく
お願いします。
現行収集料金 変更後収集料金
（税込み額5％）（税込み額8％）

とおり各地区で相談日を設け、農地の売買
や貸し借り、転用等について相談を受けま
す。事前の申込みは必要ありませんので、
お気軽にご相談ください。
○福賀地区
のうそんセンター
１月２７日（月）
○奈古地区
役場本庁２階会議室 １月２８日（火）
○宇田郷地区
ふれあいセンター
１月２９日（水）

家庭ごみ
（収集袋１枚あたり）

50円
30円

51円
31円

大型ごみ
（収集券１枚あたり）

300円

308円

いずれも、午前９時〜１１時３０分までと
なっております。

☎２−３１１３

■問い合わせ先
役場経済課（農業委員会）☎２−３１１４

■問い合わせ先
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申告書の提出はｅ Ｔｰａｘ・郵送・窓口で

日

所得税 および復興特別所得税 の
確定申告の受付は

10

間のまとめをしてみることは︑
今年のあなたの事業にとって
もプラスになる面があると思
います︒白色申告の人は︑こ
の際思い切って青色申告にさ
れてはどうでしょう︒
また︑３月 日過ぎになり
ますと︑税務署はたいへん混

雑します︒申告は正しくお早
めに︑ｅ ーＴａｘ ・郵送など
によりお願いします︒
申告書の書き方など︑分か
らない点は︑税務署や役場住
民課にお尋ね下さい︒

確定申告を
しなければならない人

にしてください︒
税務署から申告用紙が送ら
れている場合は︑必ずその用
紙で申告してください︒
また︑送られていない場合
には︑税務署か役場住民課に
申告用紙や﹁確定申告の手引
き﹂などが用意してあります
ので︑
お気軽にご利用ください︒

白色申告者も
収支内訳書の添付を

日までに

要経費の内容を記載した収支
内訳書を添付しなければなり
ません︒

納税は３ 月

確定申告による所得税の納
期限は︑申告期限と同じ３月
日までです︒期限内に納税
を済ませてください︒
なお︑振替納税を利用する
人は︑現金を払い込む必要は
ありません︒

17

税金が戻ってくる！
還付申告受け付け中

事業所得など﹁事業︵農業
含む︶所得や不動産所得︑山
林所得﹂が生じる業務を行っ
ている場合は︑平成 年分の
確定申告書を提出するとき
に︑その年の総収入金額や必

所得税の納税の方法に︑振
替納税があります︒
この制度を利用すれば︑銀
行などの預金口座から振替に

便利です振替納税

17

所得税が２ 月 日から３ 月
消費税が3月 日まで

今年も確定申告の時期にな
りました︒例年のことですが︑
昨年１年間の収入や経費を調
べ直すために︑帳簿類を取り
そろえるなど︑何かと忙しい
ときではないでしょうか︒
でも︑確定申告をすること
によって︑あなたの昨年１年

次のような人は︑確定申告
をしなければなりません︒
▼事業を営んでいる人︑不動
産収入のある人︑土地や建
物を売った人などで︑平成
年中の所得金額の合計額
が︑基礎控除︑配偶者控
除︑扶養控除などの所得控
除の合計額を超える人︒
▼給与所得者で︑給与の年収
が２千万円を超える人︑給
与所得や退職所得以外の所
得金額の合計額が 万円を
超える人︒２カ所以上から
給与をもらっている人︒
▼平成 年分の課税売上高が
１０００万円を超えている
人は消費税および地方消費
税の申告が必要です︒

申告書を書くときには﹁所
得税および復興特別所得税の
確定申告の手引き﹂を︑参考

﹁確定申告の手引き﹂
を参考に記入

20

3117

﹁確定申告書等作成コーナー﹂ http://www.nta.go.jp/
昨年 e-Tax
を利用して確定申告された方には︑申告に当たっ
ての注意事項や予定納税等を利用者本人のメッセージボック
スに格納していますのでご覧ください︒

23

給与所得者で次のいずれかに該当する人は、申
告をすれば税金が戻ってくる場合があります。
●火災や風水害、盗難などの被害を受けた人。
●病気や出産などで、多額の医療費を支払った人。
●年末調整後に、子どもの誕生などで、扶養親族
に異動があった人。
●勤めを年の途中でやめて、再就職していない人。
●国や地方公共団体などに寄付をした人。
●マイホームを住宅ローンなどで取得した人。
還付の申告は、１月から税務署で受け付けてい
ます。還付申告書には、源泉徴収、関係書類を添
付し、郵送などで早めに提出してください。
詳しくは、萩税務署または、役場住民課でお尋
ねください。

25

25

税のたより

22

福

賀

町・県民税の申告相談
２ 月 日から３ 会場で

17

17

17

決められた日においでくださ
い︒
また︑所得税の確定申告に
ついても相談に応じます︒
所得税︑町・県民税︑国民
健康保険税ともに平成 年中

今年も奈古会場は町民センターです

17

古

宇田郷

※会 場
福賀地区……阿武町のうそんセンター 営農研修室
奈古地区……阿武町町民センター営農研修室兼小会議室
宇田郷地区…阿武町ふれあいセンター 保健指導室
※時 間 各会場とも午前９時から午後４時まで

職場の三時

予備日

セルフでコーヒー

25

萩 税 務 署 ☎０８３８‒２２‒０９００
役場住民課 ☎２‒０５００

ご相談はお気軽に

に得た収入金︑支払った必要
経費などに基づき︑所得や税
の計算をすることになります
ので︑関係諸帳簿︑領収書︑
証明などの必要なものは︑今
のうちから準備をし︑確認し
ておきましょう︒

町・県民税の申告を
しなければならない人

今年１月１日現在で︑阿武
町に住所があり︑平成 年中
に所得があった人︒
ただし︑給与所得者で給与
以外の所得のない人や︑所得
税の確定申告をした人は︑別
に町・県民税の申告をする必
要はありません︒

25

国保や後期高齢の被保
険者で所得の少ない人
も申告を

もしも︑申告がないと︑所
得が分からないために国民健
康保険税の軽減額の計算がで
きなくなります︒従って︑均
等割額や世帯割額の軽減がで
きないことも考えられますの
で︑必ず申告しましょう︒

農耕作業用自動車の
廃棄手続きについて

今回の申告時に︑農耕作業
用自動車の廃車のある方は︑
廃車手続きをしますので︑ナ
ンバーを持参してください︒

申告相談は、必要な書類などは今のうちから準
備され、次のものを忘れずに持参してください。
◎印鑑。
◎社会保険料（国民年金、国民健康保険、後期高
齢者医療保険、介護保険）控除の領収書や納付
証明書。
◎生命保険料、個人年金保険料、損害保険料の証
明書や医療費、雑損等の領収書。
◎給与、報酬、手当等の給与所得や退職所得、公
的年金等の源泉徴収票や支払証明書。
◎平成25年中の収入金や必要経費のわかる帳簿
類、支払に関する領収書類、事業用機械器具の
取得関係書類等。
◎所得税および復興特別所得税、消費税および地
方消費税の申告書が税務署から届いた人はその
書類。
◎口座振替で納付される場合や、還付を受けられ
る場合は、通帳または金融機関や口座番号がわ
かるもの（ただし本人名義に限ります。）
。
◎住宅借入金等特別控除などを受けられる場合は
関係書類。
◎その他必要なもの。

11

例年の通り︑今年も税の申
告相談の時期が近づいてきま
した︒
申告期間は︑町・県民税︑
国民健康保険税ともに︑２月
日から３月 日までとなっ
ています︒
阿武町では︑２月 日
︵月︶
から３月 日
︵火︶
までの 日
間︑町内３会場で申告相談を
行います︒申告相談の日程は
左表の通りです︒できるだけ

奈

ホットする

申告相談に持参するもの

17

２月１７日（月） 久瀬原、
上東郷、
下東郷、新田
２月１８日（火） 伊当、野沢、
中村
２月１９日（水） 森見藤、
宇田地、金社
２月２０日（木） 飯谷、
栃原、新生
２月２１日（金） 宇生賀中央
２月２４日（月） 上笹尾、
下笹尾
２月２５日（火） 河内、
野柳、
美里、美咲
２月２６日（水） 上郷、下郷
２月２７日（木） 寺東、西の１〜３
２月２８日（金） 木与、水ケ迫
３月３日
（月） 宇久、市
３月４日
（火） 東方、
岡田橋、土、筒尾
３月５日
（水） 浜の１．
２、美浜、釜屋、大里
３月６日
（木） 宇田浦、
尾無畑
３月７日
（金） 宇田中央
３月１０日（月） 宇田中央
３月１１日（火） 惣郷
３月１２日（水）
（予備日）場所：阿武町役場
〜１７日（月）
ひと
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区
政
行
象
対
相 談 月 日
地区

女と男の一行詩

ひと

申告相談の日程

よって納税することができま
すので︑納税のための手数が
少なくて済み︑うっかり納期
限を忘れて︑滞納してしまう
こともなくなり︑たいへん便
利です︒振替納税のご利用を
お勧めします︒
また︑新たに振替納税を希
望される場合は︑預金先の金
融機関︑役場住民課︑商工
会︑税務署に﹁預金口座振替
依頼書﹂が置いてありますの
で︑必要事項を記入のうえ︑
提出してください︒
なお︑消費税については所
得税とは別に口座振替の依頼
が必要ですので希望される場
合はご注意ください︒

税 の た より

2月9日
（日）

（内科・外科・小児科・歯科）

24時間年中無休で健康や医療に関
する相談を受け付けています。

大学・短大等への
進学資金に

萩・阿武健康ダイヤル２４

☎0120−506−322

阿武町農業公社では農作業
の委託申し込みを受け付けて
います︒
▼作業内容 春作業
︵耕起・代かき・田植え︶
▼申込先 JAあぶらんど萩
各支所および宇田郷ふれあ
い店︑役場経済課および各
支所
▼申込期限 ２月 日まで
▼問い合わせ先 阿武町農業
公社事務局 役場経済課内
☎２︱３１１４

春作業請け負います

☎０８３︱９３３︱３２１０

（通話料・相談料無料）
★携帯電話に登録すると便利です

多くの方に︑不妊について
の理解と関心を深めていただ
くための催しを開催します︒
▼ 日 時 3 月 ９ 日︵ 日 ︶ 午 後
１時〜５時
▼会場 山陽小野田市民館
︵山陽小野田市︶
▼内容
講演会︑不妊専門相談会
▼参加料 無料
※不妊専門相談会は︑事前に
予約が必要です︒詳しくは
お問い合わせください︒
▼問い合わせ・申し込み先
山口県健康増進課
☎０８３ ︱９３３ ︱２９４７

﹁もっと知りたい！
不妊のこと﹂不妊を
考える集い開催

阿武町に在住・在勤、阿武町ファンの
若者集まれ！
！気軽に声をかけ合え、集ま
れる仲間をつくってみませんか？きっと
素敵な仲間に出会えます☆
■日時 ２月９日（日）
午前6時 阿武町役場出発
■場所 大佐スキー場（広島県）
■内容 みんなでスキー・スノボを楽し
みましょう。面白いゲームも企画中☆
■会費 5,000円（交通費、リフト券代）
■定員 25名（先着順）
■申込み・問い合わせ先
役場総務課企画広報係 ☎２−３１１１
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良い職場

日曜日、祝日、年末年始は
休日急患診療センターへ

☎２︱３１１４

緊急の場合は１１９番

山口県・市町中小企業勤労者
小口資金貸付制度
大学︑短期大学への進学資
金を貸し付けますのでご利用
ください︒
▼貸付対象者 中小企業勤労
者で県内に居住し︑同一事
業所に１年以上勤務してい
る方
▼貸付限度額 ３００万円
▼償還期間
年以内︵うち
４年以内の据え置き可︶
▼貸付金利 年１・８％︵別
に保証料が必要︶
▼申込先 中国労働金庫
▼問い合わせ先 役場経済課
☎２︱３１１４
県労働政策課

※当番医の確認は役場または各支所へ

強力を生む

2 月23日
（日）

働く人の
ハートピア共済

2 月16日
（日）

協力が

労働問題に関する
相談はありませんか

2月2日
（日）

女と男の一行詩

1 月26日
（日）

お知らせ

休日当番医

山口労働局︑各労働基準監
督署内に﹁総合労働相談コー
ナー﹂を設置し︑県内事業場
に働く労働者が︑事業主から
の︑解雇︑雇止め︑配置転
換︑賃金の引き下げ等の労働
条件のほか︑募集・採用︑い
じめ・嫌がらせ︵パワーハラ
スメント︶など労働問題に関
するあらゆる分野のご相談を
面談や電話でお受けしていま
す︒
▼問い合わせ先
萩総合労働相談コーナー
☎0838︱ ︱０７５０
︵萩労働基準監督署内︶

2 月11日
（火）

中小企業勤労者の共済制度
この制度は︑中小企業で働
いている未組織の勤労者の福
祉向上を目的とするもので︑
死亡・障害・入院・住宅災害
など不測の事態に対してセッ
トで保障し︑さらに結婚︑出
産︑銀婚︑小・中・高校入学
祝いも給付します︒
▼１カ月の掛け金︵１人分︶
１型４５０円・２型９００
円・３型１５００円・４型
２０００円・高齢者型４５
０円・ファミリー型５００円
※事業者が従業員のために共
済掛金を負担された場合
は︑損金または必要経費と
して算入できます︒
▼問い合わせ先 役場経済課

気軽交流会
お
者
若
町
阿武
ない会？
ら
や
ド
ー
スノーボ

28

☎0838―26―1397
10

向 ㉒2811
古 ②2838
江
奈
（産）都 志 見 病 院
（郡）齋 藤 医 院

熊谷町 ㉒1557
吉部上 ⑥0149
（産）
なかむらレディースクリニック
（郡）萩市むつみ診療所

向 ㉒2811
佐 ⑥3376
江
須
（産）都 志 見 病 院
（郡）すさクリニック

熊谷町 ㉒1557
弥 富 ⑧2311
（産）
なかむらレディースクリニック
（郡）萩市弥富医療センター

向 ㉒2811
54 2014
上 ◯
江
川
（産）都 志 見 病 院
（郡）萩市国保川上診療所

熊谷町 ㉒1557
下田万 ②0345
（産）
なかむらレディースクリニック
（郡）松 井 医 院

22

おしら せ

ひと

女と男の一行詩

ひと

わ

たし

の食改 料

理

2月
ふるさと

「未来につなぐ郷土
やまぐちの味」より

山口県食生活改善推進協議会
伝えたい郷土料理レシピ集

食洗機

けんちょう入りコロッケ

買って夫が
嬉しがり

［材料（約８個分）］
豆腐
１／４丁
大根
１５０ｇ
人参
３５ｇ
ベーコン
２５ｇ
サラダ油 小さじ１弱
いんげん
１０ｇ
干し椎茸
小１個
しょうゆ 大さじ１弱 けんちょう
砂糖
大さじ１／２ およそ３００ｇを
みりん
大さじ１弱 使って作ります
塩
少々
だし
１００cc
ごはん
１５０ｇ
とろけるチーズ ４０ｇ
小麦粉
適宜
卵
〃
パン粉
〃
サラダ油
〃
付け合わせ
〃
［作り方］
①けんちょうを作る。豆腐は茹でてから
水きりしておく。大根は5ミリ、人参は
２〜３ミリの厚さのいちょう切りに、
ベーコンはせん切りに、いんげんはな
なめ切りにして茹でて、干し椎茸は水
に戻してせん切りにする。鍋にサラダ
油を熱して、ベーコン、野菜、豆腐の
順に炒め、だしと調味料を入れて野菜
がやわらかくなるまで煮て、上にいん
げんをのせる。
②ボウルに①のけんちょうを３００ｇ入れ
て、ごはん、チーズを入れてよく混
ぜ、８等分にして円形に丸める。
③②に小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣
をつけて、油を熱して１７０〜１８０℃で
からりと揚げて、付け合わせと一緒に
盛りつけする。

日
1
2
4
5
6
7
8

曜
土
日
火
水
木
金
土

行
事
予
定
福賀地区子育連スキー教室 6:00【大佐スキー場】
奈古親子バレンタインクッキング教室 8:30【町民センター】
すくすく乳児相談 10:30【母子健康センター】
奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
福賀地区・生涯現役若返り教室 10:00【のうそんセンター】
福賀月例ボウリング大会 19:30【萩ユーズボウル】
冬季子ども会大会 8:30【ふれあいセンターほか】
なごの保健室 9:30【町民センター】
月
ヨガ講座 10:00【町民センター】
阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30【役場会議室】
水
奈古さつき婦人学級２月講座・閉講式 9:00【町民センター】
木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30【ふれあいセンター】
金 福賀昭和会料理教室 9:30【のうそんセンター】
阿武町栄光文化賞・阿武町っ子栄光賞授与式 9:30【町民センター】
土 あぶの郷女性部総会 10:00【のうそんセンター】
福賀月例グラウンドゴルフ大会 13:30【福賀小グラウンド】
奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
水
運動☆楽（らく）ラク広場！ 13:15【のうそんセンター】
「東京ふるさと阿武町会」創立準備大会【東京】
土（仮称）
木 宇田郷のびのびストレッチ楽集会 9:30【ふれあいセンター】
金 のびのび幼児健診 13:00【母子健康センター】

10
12
13
14
15

19
22
27
28

お 詫 び
広報１１
・
１２月号で次のとおり誤りがありました。
裏表紙「あぶフォト倶楽部」の作品紹介でタイトルに誤
りがありました。正しくは、兼原直人さん…「今日も帰っ
てきた奈古の海へ」、梅地博美さん…「岡田橋から見た夕
日」です。訂正し深くお詫び申し上げます。

町内の求人情報

1月分
会 社 名
道の駅阿武町
(あぶクリエイ
ション)

求人数
９人
６人
３人

年齢
賃 金
業 種
不問 150,000円 販売員（フルタイム）
不問 時給740〜800円 販売員（５時間程度勤務）
不問 時給740〜800円 販売員（８時間勤務）

（すでに決定済みとなっている場合があります。その際にはご了承ください。）

●問い合わせ先
ハローワーク萩・萩公共職業安定所

阿武町の人口と世帯数 （12月末）
地区別

人 口

世帯数

移動内訳

奈 古 2,400
（ − 2 ） 転入
（ 1 ） 1,074

18

福 賀

682
（ 8 ） 304
（ 2 ） 転出

7

宇田郷

630
（ − 1 ） 315
（ − 1 ） 出生

2

（ 8 ） 1,693
（ − 1 ） 死亡
合 計 3,712

5

※（

25

）内数字は対前月比

1月9日現在

☎0838−22−0714

12月の交通事故
区 分

人 身 事 故
件数

物損
死者 負傷者 事故

13
0
14
萩警察署管内で
156
起 こ っ た 事 故 （20） （1） （11） （120）
うち阿武町内で
起こった事故

0
0
0
9
（2） （0） （2） （2）
（ ）内数字は前年件数

旬の

ごっ

ブンタン
（文旦）

そー

作品は道の駅発祥交流館ギャラリーに展示中

会員作品紹介

ブンタンと言えばそ
の大きさ、皮の厚さ、
何とも言えないさっぱ
りとした味覚に三度驚
かされます。
標準和名は「ザボ
ン」といい、暖かい地
方で沢山栽培されていますが、最近はハウス栽培や
自然交雑などで色々な品種が出回っているようで
す。路地ものは収穫後の追熟された後の１月から２
月頃が食べごろではないでしょうか。
そのまま厚い皮をむいて果肉の部分だけを食べま
すが、上手にむくにはへたの部分を１〜２㎝切り落
としてからナイフで縦に切れ目を入れれば手で簡単
にむくことができます。
ブンタンは生食の他に実をほぐしてサラダや和え
物にしたり、皮はマーマレードやだいだい菓子のよ
うにしても美味しく食べれます。
また、ブンタンはビタミンＣが豊富に含んでお
り、風邪予防に効果があります。多く含まれるクエ
ン酸は疲労回復と血液をきれいにする
働きが期待できるでしょう。
道の駅阿武町にも近隣の生産者さん
から色々なブンタンを届けていただい
ており、お買い得価格にて販売してお 道の駅「阿武町」
ります。山陽地区からわざわざお求め 支配人 田中良平
に来店されるお客様もいらっしゃいますよ。

タイトル「冬の散歩道」小野真裕子（河内）
●コメント：冷たく澄んだ冬の空に子供は元気いっ
ぱい。葉も散り寒々しい枝垂桜の枝のシルエットが
印象的でシャッターを切った一枚。
◆問い合わせ先 あぶフォト倶楽部事務局 ☎2ー3111

決意を込めて、筆を走らせる
〜書き初め大会〜

表紙
説明

阿武小学校で１月９
日、書き初め大会が開
催されました。一年の
はじめに心を整えて、
書と向き合う時間。
１・２年生は硬筆に、
３〜６年生は毛筆に挑
戦し、決意を込めて筆
を走らせていました。

◆問い合わせ先
道の駅阿武町物産直売所 ☎０８３８８−２−２８２８
餅搗きは手ごの腕よと母の弁

みそ汁に具だくさん新豆腐

赤子抱くやうに白菜持ち帰る

祝 ぎ 一 つ 哀 し み 二 つ 古 暦

枯芒風の行方が消えにけり

林

柳井

原

弘子︵浜の１︶

惠子︵平

清穂︵伊

佐々岡美保︵中

原︶

豆︶

村︶

高橋作之助︵浜の１︶

小野

孝子︵宇田浦︶

げ

句

ふるさとの水の旨さや餅つける

小田

万︶

俳

みの笠に花びらのぞく寒牡丹

斎藤

淑子︵上

方︶

すすき

里よりの寒餅とだへ幾年に

大倉

眞代︵東

里︶

ほ

悴んでおれぬ主婦の座菜を刻む

梅地

幸枝︵大

と

うま

平穏を噛みしむ夕餉開戦日

池田

良江︵

な

一雄︵下

衛︵宇

干支の馬はがきに走らせ師走かな

中村

信惠︵久瀬原︶

かじか

地に返る落葉にもある吐息かな

木村

泉女︵筒

へい おん

雪起しテレビゲームの手が止まる

出羽法泉子︵浜の１︶

米原

慶子︵上

え

一升餅背おわせ孫の誕生日

紅魚︵浜の３︶

市

郷︶

久︶

︶

尾︶

ちょう結び上手に出来て冬日向

河原

与︶

もり がき

ふゆ ひ なた

水餅に昔むかしが見えて来る

水津

弥生︵木

屋︶

郷︶

干し柿に三日続きの海の荒れ

田中

泰枝︵釜

い

き

海鳴りや日暮れは淋し木守柿

能野

とし よう

年用意おもてなしの心して

