夢と笑顔あふれる「豊かで住みよい文化の町」
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想を練り上げた
阿武町長 中 村 秀 明
ものですが︑今
後︑この施設が
地域活性化の拠
点施設として︑
新たな産品の開
発や起業︑ある
いは新たな観光
の創出や交流︑
ひいては地域経
済に好影響を及
夢のあるまちづくりを ぼすことを期待
すすめます するとともに︑
一方で︑町民の
皆様の集いの場︑憩いの場と
しても機能し︑一層愛される
道の駅に進化することを願う
ものです︒
そして︑６月には首都圏在
住の阿武町出身者で組織する
﹁東京ふるさと阿武町会﹂が
発足し︑その創立大会に参加
させて頂きました︒ふるさと
阿武町を離れて︑首都圏でそ
れぞれの道を歩んでおられる
阿武町出身者の方々の︑町に
対する熱い望郷の思い等をお
聞きし︑町の発展は出身者の
方々のためでもあるというこ
とを実感したところです︒今
後は︑皆様方の力もお借りし
ながら︑まちづくりを進めて
いくことも必要だと感じてい
ます︒
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年を振り返ります
と︑最も印象に残っている出
来事は︑一昨年の６月から進
めておりました道の駅阿武町
の改築事業の完成です︒４月
日には関係各位のご臨席の
下︑盛大にリニューアルオー
プンの式典を挙行することが
出来たことは︑本当に喜ばし
いことでした︒
リニューアルにあたって
は︑計画段階から議会はもと
より︑町民の方々にも委員と
してご参画いただき︑全体構
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さて︑平成 年１月１日
は︑昭和 年に奈古町︑福賀
村︑宇田郷村の１町２村が合
併し︑阿武町が誕生し 周年
となる記念すべき日です︒こ
の間︑本町にとって数々の課
題が発生し︑その都度︑先賢
各位のご努力と町民の皆様方
のご理解によりこれを克服し
現在に至っていることに感謝
申し上げなければなりませ
ん︒
こうした中︑私が町長に就
任して以来︑現在まで進めて
います各種施策については︑
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び申し上げま
す︒

平成 年に定めた阿武町基本
構想・計画﹁元気！あぶ町！
５００ １ プラン﹂に基づき実
施しているところですが︑こ
の計画期間の終わりが︑いよ
いよ今年３ 月末となりまし
た︒現在︑平成 年度からの
新たな町の基本構想・計画の
策定作業を進めているところ
ですが︑この計画の策定にあ
たっては︑先に実施したまち
づくりアンケートの結果を踏
まえた中で現行計画等を総括
し︑ぜひ夢のある計画にした
いと思っているところです︒

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
を推進しています︒
学校教育においては︑ふる
さと愛を基盤として︑自ら学
び︑ 考 え る 力 を 育 み︑﹁確 か
な 学 力﹂
﹁豊 か な 心﹂
﹁健 康 な
体﹂の調和のとれたたくまし
い児童生徒の育成を図りたい
と考えています︒学力の定着
については︑今年も実施する
全国学力学習状況調査をはじ
め︑各調査の結果をよく分析

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︑夢と希望
のもてる来年度予算を立てた
いと考えているところです︒
﹁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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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

教育長 小 田 武 之
さ て︑ 昨 年 は
町内中学校統合
に つ い て︑ 平 成
年度からの統
合に教育委員会
議での決定を受
け︑ 学 校 統 合 に
向けて説明会や
具体的な協議会
を開催しまし
ふるさと愛を育む教育を た︒今年はさら
に細部にわたり
協議をすすめ︑統合が円滑に
進められるように取り組んで
いきたいと思っています︒
阿武町教育委員会では︑い

阿武町教育委員会
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様々な提言もしました︒これ
からも強い関心をもって見守
っていきたいと思います︒
国道１９１号線の木与〜宇
田間の安全安心を確保するた
め︑迂回道路の新設を含め山
陰自動車道の整備促進は﹁命
の道として﹂喫緊の課題です︒
また︑阿武町合併以来の悲願
であった主要地方道益田阿武
線の全線改良は残り約７００
メートルとなりましたが︑平
成 年４月には福賀中学校と
阿武中学校が統合することに

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
を実践していきたいと考えます︒
学 校︑家 庭︑地 域 社 会 が 協
働・連携し︑教育活動に参加
し︑一体となって支援や協力
を行い︑学校運営や子どもた
ちの健全育成に取り組む﹁コ
ミ ュ ニ テ ィ・ス ク ー ル﹂の 取
り組みも推進したいと考えま
す︒これには︑さらに︑地域
の人材を有効に活用した学
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︒
阿武町では高齢化が進んで

生して 周年を迎えました︒
この間非常に厳しい町財政の
中において︑町民一人ひとり
が郷土愛に根差し︑町づくり
に真摯に取り組んでこられた
結果だと思います︒単独町政
を選択した議会としまして
も︑その結果を常に重く受け

なり︑安全安心な通学道路と
して一日も早い全線改良に向
けて︑議会としても執行部と
共に特に強く働きかけ︑早期
実現を図っていきます︒
１月１日には︑阿武町が誕

いますが︑心身共にお元気な
高齢者がたくさんおられま
す︒生涯現役であるという想
いが︑生涯を元気で過ごす秘
訣であると言われており︑老
若問わず︑いわゆる社会貢献︑
生きがいを見出せるような学
習の機会を増していきたいと
考えています︒また︑昨年好
評を得た歴史秘話発見講座
も︑今年は︑福賀地区に焦点
を当てて開催したいと考えて
います︒
社会体育では︑我がまちス
ポーツとしてソフトボール競
技をいっそう発展・定着させ
るため︑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

止め︑議員一人ひとりが責任
を持ち︑阿武町に住んでよか
った︑住みたくなると言って
いただける町づくりを目標と
して掲げ︑夢と笑顔あふれる
﹁豊 か で 住 み よ い 文 化 の 町﹂
の創出をめざし︑基本計画に
基づく事業の計画的な実施に
向け︑全力で取り組んでいき
ます︒
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︑新年の
ごあいさつと致します︒

今年も開催するとともに︑ス
ローステップ教室等の成果を
今後も継続していかすため︑
関係機関とも連携して習慣化
を目指し︑健康・体力の増進
にも力を入れるコミュニティ
づくりに向けた働きかけを行
い︑ABU３・ 運動など﹁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いかし
ていきたいと考えています︒
教育委員会では︑本年もふ
るさと愛に根ざした教育諸活
動を推進していきたいと考え
ていますので︑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︒
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にし こり

にゅう ゆ

衆議院議員の総
阿武町議会 議長 田 中 敏 雄
選挙は安倍政権
２ 年間の経済政
策﹁ア ベ ノ ミ ク
ス﹂継 続 の 是 非
を最大の争点
に︑地方創生や︑
安全保障政策を
巡って論戦が行
わ れ︑ 与 党 が 絶
対安定多数を確
住んで良かったと
保︒ 今 後 は 経 済
言われる町に 対策をさらに推
し 進 め︑ 我 々 地
方においても一日も早く︑そ
の効果が実感できるよう︑期
待し熱望するものです︒
一方で明るいニュースもあ
りました︒テニスの錦織圭選
手︑スケートの羽生結弦選手
等の活躍に加えて︑青色ＬＥ
Ｄを開発した３人のノーベル
物理学賞受賞等々︑この人た
ちの努力は︑私たちに大きな
夢と希望と︑勇気を与えてく
れたのではないでしょうか︒
昨年当町においては︑町民
の大きな期待を受けて約８億
２ ０ ０ ０ 万 円 の 巨 費 を 投 じ︑
４ 月に道の駅阿武町がリニュ
ーアルオープンしました︒議
会としても︑計画段階から﹁道
の駅阿武町再生ビジョン施設
整備検討委員会﹂を立ち上げ︑
あけまして︑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︑迎えられま
したことと︑心からお慶び申
し上げます︒
昨年を顧みますと︑４月に
は消費税の税率が５％から８
％ に︑５ 月 に は﹁日 本 創 成 会
議﹂が︑２０ ４０ 年 に は 全 国
８９６ の市区町村が消滅する
と公表され︑各方面に大きな
波紋を投げかけました︒また︑
８ 月には広島市北部で土砂災
害が発生し︑多数の住宅が倒
壊︒ 人の方々が犠牲になら
れ︑日本全国でも局地的豪雨
による大災害の発生などがあ
りました︒
また︑年末に投開票された︑
74
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30人が大人の仲間入り

☆網本

光里︵岡田橋︶☆崔

拳太︵東

方︶☆崔

☆池田

隆光︵木

琉希央︵野

哲将︵野

与︶☆尾﨑

柳︶☆大石

柳︶☆俣野

敬称略・
︵

裕平︵伊

涼平︵新

翔太︵中

当︶

田︶

村︶

壮紀
︵西の二︶

︶は出身自治会

☆小野

☆桶屋

☆大田

詩都︵美

美月︵上

郷︶☆築谷

歩美︵西の一︶☆杉村

恭介︵宇

浜︶☆中野

優太︵美

琴葉︵木

美沙︵寺

里︶☆金子

与︶☆小田

里緒︵宇田浦︶

萌美︵宇田中央︶

東︶☆大谷美乃里︵尾無畑︶

美智留︵下

☆片山

夏美︵浜の二︶☆早川

一穂︵西の二︶☆水津ひかる︵宇田中央︶
市

︶☆杉村

裕貴︵水ヶ迫︶☆原田

☆神上

良奈︵西の二︶☆林

裕介︵

道成︵宇田中央︶

☆空閑

咲︶☆古谷
紗世︵美

☆大坂屋真理︵西の二︶☆水津

郷︶☆野原

15

原︶

15

☆近藤

久︶☆杉

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６年
４月２日から平成７年４月１日までに生まれた 人︵男 人・女
人︶で︑当日の式には 人が出席しました︒
平成６年といえば︑阿武町農村環境改善センターがオープン︒国
外では︑人種隔離政策撤廃に尽力したネルソン・マンデラさんが南
アフリカ共和国初の黒人大統領となりました︒国内では︑大江健三
郎さんがノーベル文学賞を受賞し︑日本人初の女性宇宙飛行士向井
千秋さんを乗せたスペースシャトルの打ち上げが成功︒テレビドラ
マ〝家なき子〟がヒットし︑ゲーム機〝プレイステーション〟が発
売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︑
成人を代表して大石翔太さん︵中村︶が代表謝辞を述べました︒ま
た︑式に続いて青春メッセージ︑記念撮影などが行われ︑成人者の
門出を祝いました︒
30

昂︵栃
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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︶

網本拳太

成人式に
﹁阿武町﹂を想う
東方

高校を卒業するまで︑私は
ずっと阿武町で過ごし︑保育
園時代からの付き合いである
友人と︑毎日楽しく充実した
日々を送った︒何か新しいこ
とに挑戦したいという思いも
あって︑高校ではバレーボー
ル部に入部︒最初は︑軽い気
持ちだったのだが︑気がつけ
ば一日中バレーボールのこと
を考えるようになっていた︒
チームメイトにも恵まれ︑三
年間の努力は高校始まって以
来の
﹁県大会ベスト４﹂という
形で実を結ぶことができた︒
大学でもバレーボールを続
け︑全国大会にも出場するこ
ともできた︒上の大会に出場
することを目標に日々練習し
てきたのだが︑出場したらし

たで︑自分たちにはまだ手の
届かない強豪チームのレベル
の高さを見せつけられる︒ま
た一からやり直しだ︒ひょっ
とするとバレーボールに限ら
ず︑人生はこの繰り返しなの
かもしれないと思ったりする︒
私には︑将来教師になりた
いという夢がある︒その理由
は二つ︒一つは︑教師をして
いる父や兄の姿を見て︑大変
そうだがとてもやりがいのあ
る仕事だと思うからである︒
父と兄が互いの教育論を戦わ
せたり︑父が兄に授業づくり
のアドバイスをする場面など
を見るととてもうらやまし
く︑自分も早くその会話に加
わりたいと思うのである︒
そしてもう一つの理由は︑
いつの日か阿武町に恩返しが
したい︑阿武町に貢献できる
人間になりたいと思うからで
ある︒私は阿武町でたくさん
の人に支えられ︑可愛がられ
て育った︒私がそうしてもらった
ように︑今度は私が阿武町の
子どもたちを可愛がり︑一人
でも多く町を愛する子どもを
育てたいと思うからである︒
今︑私は山口市で一人暮ら
しをしながら大学生活を送っ
ている︒初めて阿武町を離れ
てみて︑改めて家族のありが
たさ︑気心知れた幼なじみの

4

成人代表の大石翔太さん（中村）

暖かさ︑そして︑ふるさと阿
武町の良さに気づく︒
今日は成人式︒久しぶりに
阿武町に帰る︒
﹁阿武町﹂と書かれた看板
を通過すると︑今日も立岩が
私を出迎えてくれる︒まもな
くその向こうに︑新しく生ま
れ変わった道の駅の建物が︑
その後ろに浜の漁港が見えて
くる︒奈古駅の信号を曲がれ

ばもうすぐ我が家︒毎日変わ
らない︑退屈で見飽きたはず
の光景が︑今の私には新鮮で
かけがえのない特別なものに
見える︒
大人の仲間入りをしたとは
言え︑まだまだ未熟な学生の
身分である︒阿武町に貢献で
きる人間になれるまで︑もう
しばらく勉強を続けようと思
う︒

水津ひかる

二十歳の今︑
想うこと
宇田中央

きっと安全で豊かな日本の生
活をありがたく思うだろうと
思っていました︒しかし︑そ
の考えは見事に裏切られるこ
とになります︒親を失い孤児
院で暮らしている子どもたち
やスラムで暮らす人たち︑ど
こへ行ってもカンボジアの人
たちはみんなたくさんの笑顔
であふれていました︒子ども
たちは一人ひとりが確かな夢
を持っており︑貧しそうに見
えた暮らしの中でも︑街全体
から人々の優しさや活気を肌
で感じ︑モノに溢れている日
本では決して感じることがで
きない生活の豊かさを心から
感じることができました︒
海外へ行き︑私は視野を広
げることの大切さを知ること
ができました︒視野を広げる
ことで︑今まで近くにあった
のに見えていなかった大切な

私は今︑広島県の大学でま
ちづくりについて学んでいま
す︒大学は中学校や高校と違
い︑自らが行動を起こすこと
でいろいろな経験をすること
ができますが︑特に国際協力
団体のサークルで行った﹁カ
ンボジアへのスタディツア
ー﹂は私の心境を大きく変化
させました︒
私にとって初めての海外経
験︒また発展途上国というこ
ともあり不安でいっぱいで︑

5

祝

平成２７年
第６６回

決意を新たに成人式を迎えた、新成人のみなさん

ことが見えるようになるので
す︒いま住んでいる街や日々
の学校生活に不満を感じるだ
けで終わらせるのではなく︑
現状からできることの可能性
を探し︑それを自ら最大限に
引き出していくことが重要で
あると思うようになりました︒
住んでいた時にはどうして
も不便に感じていた阿武町で
すが︑町を出て違う地域で暮
らし始めたことで︑阿武町の
素晴らしさを感じることがで
きました︒阿武町は豊かな自
然に囲まれ︑いつでも優しく
あいさつをしてくださる地域
の方々がいて︑人とのつなが
りを感じることができます︒
当たり前のように感じていた
ことも︑とても恵まれていた
ことだと気付くことができま
した︒今私は︑阿武町という
安心して帰ることのできる故
郷を持っていることに誇りを
持っています︒
最後に︑大学受験で一番つ
らいとき︑いつもそばで静か
に見守り︑そっと背中を押し
てくれた両親に感謝します︒
感謝の気持ちを胸に︑自分の
夢に一歩でも近づけるよう勉
強に励み︑大学でしか得られ
ない経験をさらに積んでいこ
うと思います︒
見事！無角和牛肉をゲット
賞品をかけた新年1発目の大勝負！
笑いの絶えない懇親会
最近はスマホで記念撮影

懐かしい映像に笑みがこぼれる
特長ある一人ひとりの自己ＰＲ
家族も見守るあたたかい雰囲気

6

★阿武町長表彰
︻優良分団表彰︼
・奈古第２分団
︻功績章︼︵３人︶
・三好哲資
・木村武和
・岡 幸博
︻退団感謝状︼︵ 人︶
・渡辺文夫
・市河憲良
・小田 守
★阿武町消防団長表彰
︻精勤章︼ ２人 )
(
・西村拓史
・山本秀征

３

人を表彰

★山口県消防協会長表彰
︻功績章︼︵１人︶
・植田寿美
︻勤続章︼
☆ 年勤続︵１人︶
・植田寿美
☆ 年勤続︵３人︶
・柳井東樹
・兼田 崇
・小島勝文
︻退団感謝状︼︵ 人︶
・渡辺文夫
・市河憲良
・木村 厚
・田中保夫
・小田 守

新入団員による宣誓

阿武町消防 出初式
団員延べ

10

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
６０ 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︑機関取扱いの習
熟︑初動体制の充実強化を重
点目標とし︑自分たちが我が
町を守っているという誇りを
胸に︑消防防災の要として活
躍してほしい﹂と訓示しまし
た︒
このほか︑優良分団として
奈古第２分団が表彰され︑功
績章など個人表彰で延べ 人
の方が受章されました︒
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︶

５

優良分団表彰を受けた奈古第2分団

7

観閲行進

一斉放水

30

20

１月10日
18

18

声援を受ける分列行進

平成 年第４回議会定例会が︑ 月 日から
日 ま で の 会 期８ 日 間 で 開 か れ ︑ 提 出 議 案
件︑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︑
防災拠点再生可能エネルギー設備設置工事費や
農地集積・集約化対策事業補助金など１ 億
4339万5000円を増額計上しています︒

質問者及び内容
☆小田高正議員
○次世代や自治会を応援する
施策について
○中学生の企業研修における
成果について
○障がい者︑高齢者に対する
災害時の避難誘導について
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

◆一般質問
本定例会の一般質問には︑
１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︒

12

◆専決処分を報告し承認を求
めることについて︵平成 年
度阿武町一般会計補正予算
︵第４回︶︶
衆議院の解散に伴い︑ 月

日に執行された衆議院議員
総選挙ならびに最高裁判所裁
判官国民審査に係る所用の経
費について去る 月 日付け
で一般会計補正予算︵第４
回︶の専決処分を行ったこと
を報告し︑承認されました︒
11

25

◆阿武町協働のまちづくり条
例
町制施行 周年を記念し︑
町と町民が協働・協力してま
ちづくりを行うための基本理
念や基本的事項等を定める条
例の新規制定で︑原案のとお
り可決されました︒

14

◆阿武町定住促進条例
若者定住を進めるためにＵ
ターン奨励金や転入奨励金な
ど各種奨励金を規定している
現行の﹁阿武町人口定住促進
に関する条例﹂の内容を見直
すとともに︑拡充し︑各種奨
励金の単価の増額︑また︑新
婚世帯や子育て世帯︑あるい
は︑Ｉターンの世帯が住宅を
取得する場合の補助金交付︑
そして空き家のリフォームや
不要物の撤去補助など︑条例
の全部改正で︑原案のとおり
可決されました︒
︵詳細は ページ︶

◆町長の給与及び旅費に関す
る条例の一部を改正する条
例・阿武町議会議員の議員報
酬等に関する条例の一部を改
正する条例・阿武町一般職の
職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例
いずれも国家公務員の特別
職の職員の給与に関する法律
の一部改正および人事院勧告
に伴う期末手当や月例給等の
改正で︑原案のとおり可決さ
れました︒

◆阿武町特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準を定める条例
・阿武町家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準を
定める条例・阿武町放課後児
童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準を定める条例
いずれも子ども・子育て関
連３法の施行に伴い︑平成
年４月から子ども・子育て支
援の新制度が開始され︑市町
村で新制度に係る施設の運営
や設備の基準等を条例で定め
る必要があることから関連３
条例を新規制定するもので︑
原案のとおり可決されまし
た︒

◆阿武町国民健康保険条例の
一部を改正する条例
出産育児一時金の見直しに
係る関係政令等の改正に伴
い︑来年１月１日から出産育
児一時金を増額改定するため
の条例の一部改正で︑原案の
とおり可決されました︒

◆阿武町農業集落排水施設の
管理に関する条例の一部を改
正する条例
施設ごとに異なっていた農
業集落排水施設の使用料を町
内同一料金に改正するための
条例の一部改正で︑原案のと
おり可決されました︒

◆阿武町漁業集落排水処理施
設の設置及び管理に関する条
例の一部を改正する条例
施設ごとに異なっていた漁
業集落排水施設の使用料を町
内同一料金に改正するための
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︑１億４３
３９万５０００円の追加で︑
補正後の歳入歳出予算の総額
は︑ 億２０１０万１０００
円となりました︒

26

30

11

10

60

12

19
26
12

第４回議会定例会（12月11日〜18日）
平成26年

18

26
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8

す︒
商工費は︑ビーチクリーナ
ーのクローラー破損に伴う修
繕料の新規計上ほかです︒
土木費は︑道路施設点検の
義務づけに伴う橋梁点検業務
委託料の新規計上︒町道郷川
線および町道畠田柳尾線の平
面図作成業務委託料の新規計
上ほかです︒
教育費は︑武道館改修工事
の竣工と町制施行 周年を記
念して︑有名柔道選手を招聘
して柔道教室を開催するため
の指導者謝金の新規計上︒宇
田ふれあいグラウンドのトイ
レ新設工事費の新規計上︒さ
らに︑台風 号で破損した体
育センター競技場ドアの改修
工事費の新規計上ほかです︒
災害復旧費は︑実施設計の
単価更正等による 災公共土
木施設災害復旧工事費および
災公共土木施設災害復旧工
事費の増額です︒
諸支出金は︑柳橋分譲宅地
の埋め立て工事のための進入
路取り付け工事費の新規計
上︒現在︑土地開発基金で購
入している用地を︑一般会計
に買い戻すための公有財産購
入費の新規計上です︒

◆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︶
制度改正に伴う国保情報デ
ータベース保守委託料の増額
や出産見込み件数の増による
出産育児一時金の増額ほかの
増額計上です︒

洗浄工事費の新規計上ほかで
す︒

■平成 年度阿武町農業集落
排水事業特別会計補正予算
︵第２回︶
上下水道システムの導入に
係る委託料の新規計上です︒

太陽光発電システム等を設置する予定の町民センター

■平成 年度阿武町漁業集落
排水事業特別会計補正予算
︵第２回︶
同様に上下水道システムの
導入に係る委託料の新規計上
です︒

事業補災道第２９５号伊毛田
別当線道路災害復旧工事︵㈲
吉岡土建・４９０万６４４０
円︶
○ 災公共土木施設災害復旧
事業補災河第２９３号尾無川
︵２︶河川災害復旧工事︵小田
産業㈱・４７５ 万２０００
円︶
○ 災公共土木施設災害復旧
事業補災道第 号田部青浦線
道路災害復旧工事︵小田産業
㈱・４４２万８０００円︶
○町道長浜西ヶ畑線道路改良
工事︵阿武建設㈱・１９７１
万円︶

39

25

25

26

26

◆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︶
○ 災公共土木施設災害復旧
事業補災道第 号松原遠根線
道路災害復旧工事︵小田産業
㈱・３２１万８４００円︶
○ 災公共土木施設災害復旧
事業補災河第１４６号田平川
河川災害復旧工事︵㈲吉岡土
建・３４２万３６００円︶
○ 災公共土木施設災害復旧
事業補災道第５２３号新田弥
富線︵３︶道路復旧工事︵㈲吉
岡土建・３９６万３６００円︶
○ 災公共土木施設災害復旧
61

■平成 年度阿武町国民健康
保険事業︵直診勘定︶特別会
計補正予算︵第３回︶
人事院勧告に伴う人件費の
みの増額補正です︒
■平成 年度阿武町介護保険
事業特別会計補正予算︵第 ３
回︶
地域密着型介護老人福祉施
設への入居者が減少する一方
で︑介護保険施設への入居者
が増加により居宅介護サービ
ス費と介護保険施設サービス
費を組み替えるものです︒
■平成 年度阿武町簡易水道
事業特別会計補正予算︵第 ３
回︶
上下水道システムの導入に
係る委託料︑およびこれに使
用する水道検針用ハンディー
ターミナルの購入費の新規計
上︒惣郷簡水の導水管の管内

9

25

25

25

25

26

26

26

26

60

25

今回の補正の主なもの
総務費は︑自前の個別シス
テムで対応している簡易水道
使用料ほか４つの使用料等の
管理を︑統一料金システムに
移行するためのシステム導入
作業委託料の新規計上︒福賀
のお試し住宅に常備する冷蔵
庫等の生活家電や什器等の購
入費の新規計上︒また︑来年
４ 月執行予定の山口県議会議
員選挙の準備事務費の新規計
上ほかです︒
民生費は︑サービス利用者
の実績見込み及び補装具の支
給申請の増加による障害者自
立支援給付費の増額ほかです︒
衛生費は︑県のグリーンニ
ューディール基金からの全額
補助を受け︑防災拠点再生可
能エネルギー導入事業として
町民センターに太陽光発電シ
ステムやハイブリッド外灯設
備を設置するための設計監理
委託料や設備工事費の新規計
上ほかです︒
農林水産業費は︑河内地区
が加わったことによる農地集
積・集約化対策事業交付金の
増額︑林業専用道東イラオ山
線の終点付近の地盤が軟弱な
ため︑置換土の必要が生じた
ための工事費の増額ほかで
26

19

一般質問 第7 回 定 例 会
月 日

宅地開発など定住対策も
必要であるが︑各自治会
を存続させる対策も大切
である︒
これまでの伝統や文化
を継承するためにも︑町
の魅力を発揮し︑若者定
住や次世代を応援し︑活
性化しなければならない︒

若者や自治会を活性化させ
Q
る新たな施策について
基本計画を策定中であり︑
効果的な施策を検討する
Ａ

問
問 昭和 年代頃には︑
三世代同居が当り前であ
り︑町に活気があった︒

次年度に発表される阿
武町基本構想・基本計画
は非常に重要であり︑ま
ちづくり計画審議会など
でも議論されていると思
うが︑若者や各自治会を
活性化させる新たな施策
は︒
町長
長 新年度から︑今後
町
の阿武町を担う自治会を
含む︑次世代や若者世
代︑子育て世代︑Ｉ・Ｕ
ターン者等に対する本町
の独自性ある支援対策を
講ずることが阿武町存続
の要である︒現在︑ 年
度以降の計画を策定中で
あり︑意見を踏まえ︑効
果的な施策を考えていく︒
27

く人づくりを重点目標に
掲げている︒勤労観・職
業観を育み︑社会人とし

Q
Ａ

障がい者や高齢者に対する
災害時の避難誘導について
避難行動要支援者の
支援計画を策定中

問 昨年の豪雨災害は記
問
憶に新しい︒豪雨の際︑
阿武町でも多くの住民が
裏山を抱えているため︑
他人事ではない︒特に︑
今後の高齢化社会におい
て︑高齢者のみで障がい
者や高齢者を避難誘導す
るには︑限界がある︒今
後は︑若者の協力を含
め︑全世代が助け合う地
域総ぐるみとする形が必
要と思われる︒自治会長
等を集め避難行動要支援

平成25年7月
豪雨で増水した白須川

者名簿・支援計画説明会
を開催されたが︑改めて
町民全体にメッセージが
必要と感じた︒本計画策
定の概要は︒
町
町長
長 国は︑東日本大震
災の死者のうち︑高齢者
や障がい者に該当される
方が全体の６割に上った
ことなどを重要視した︒
このことを踏まえ︑各自
治体は今年度中に︑災害
時に支援が必要な避難行
動要支援者の選定など︑
支援計画の策定が義務付
けられた︒今後は︑自治
会全体で十分に協議をし
ていただき︑支援計画を
スムーズに策定できるよ
う︑協力をお願いしたい︒

表彰席

第 回山口県小学生
バレーボール連盟
会長杯争奪新人大会
︵萩ブロック予選︶

１月 日 椿西小体育館
★準優勝 奈古スポーツ
少年団バレー部

月９日 宇田ふれあい
グラウンド
︻フリーの部︼
★優勝 野間口直行
︵宇田中央︶
︻レディの部︼
★優勝 柳井 洋子
︵宇田中央︶
︻ゴールドの部︼
★優勝 齊賀 良子
︵宇田浦︶

﹁サンタさん・ちょっと
早めのプレもって﹂
グラウンドゴルフ大会

※この結果から、２月15日に
岩国市で開催される県大会
に出場が決まりました。

11

中学生の企業研修における
Q 生徒や保護者からみた反響
と成果について
キャリア教育に対する
理解が深まっている
Ａ

て︑自立できる能力を身
に付けるために︑キャリ
ア教育を進めており︑文
化祭や学校祭などで︑意
見発表し︑生徒や保護者
の方の理解や協力も︑
年々
深まっていると思う︒今
後も町内はもとより︑地
域で活躍されている先輩
方に講演などお願いし︑
ふるさと教育を中心にキ
ャリア教育を推進してい
く︒

24

11

12

考書となる︒現在︑様々
な取組みをされていると
思うが︑生徒や保護者か
ら︑どうような反響があ
り︑成果に繫がるものと
なったか︒
教育
育長
長 現在︑阿武町で
教
は︑ふるさと愛・ふるさ
と教育を柱に︑未来に輝

12

小田高正 議員

問
問 グローバル経済のも
と︑夢を持って社会に飛
び立つ中学生を対象に︑
学校教育では味わえない
企業倫理︑企業活動など
を学ばせることは重要で
ある︒若い時から社会人
としての準備を植え付
け︑このことが将来の参

中学生の職場体験学習

40

10

20

で被災した︑ダムから浄
水場までの導水管７００
メートルに水を流しなが
ら管内の錆や泥を流す︒
災害時の土砂や石を特定
し︑高圧洗浄する︒

萩・長門清掃工場（搬入口）

西台展望台

町道金社地吉線道路

白須川流域災害復旧工事

萩・長門清掃工場

大規模林道波佐阿武線

行財政改革等特別委員会
審議の様子

現地踏査
現地踏査は︑ 月 日
に萩・長門清掃工場︑
月 日に大規模林道波佐
阿武線︑白須川流域災害
復旧工事︑西台観光資源
整備工事︑町道金社地吉
線道路防災工事の状況を
踏査しました︒

11

11
12

月 日開催

制度により農事組合法人
河内の設立に伴う農地集
積 が ︑ 河 内 に ・８ で
６０４万８０００円︑出
し手の農家には面積に応
じて１２４０万円を︑そ
れぞれ法人と個人に交付
する︒
問 橋梁定期点検で２箇
問
所の橋は︑どの橋なの
か︒また︑他の橋の点検
は計画的に行うのか︒
答
答 今年度から橋梁につ
いては︑５年間ですべて
の点検をすることになっ
た︒今年は︑緊急性のあ
る鹿島大橋と千歳橋の２
橋を行って︑次年度から
は計画的に数本まとめて
点検し︑５年間で１１５
橋の点検を終えたい︒
問
問 ﹁阿武町むかし話﹂
は︑出来上がっているのか︒
答 現在︑校正の最中
答
で︑３月上旬に出来上が
る予定︒町内各世帯およ
び町内事業所等に無料配
付し︑購入希望者には実
費で購入してもらうが︑
価格については未定であ
る︒
平成 年度阿武町特別会
計補正予算関係
問 惣郷簡水の導水管内
問
洗浄工事の内容は︒
答 昨年７月の豪雨災害
答
12

12

11

取得する場合は︑Ｉター
ンで移住してきた家族で
万円︑子どもが３人い
れば 万円を加算し計
万円︒最大で︑計２３０
万円となる︒
問 町内外への周知は︒
問
答
答 一般の方には分かり
にくいと思われるので︑
広報等に掲載するととも
に分かりやすいチラシ等
を作成する︒また︑分譲
宅地の販売についても宣
伝チラシの中で︑この制
度ができたことのＰＲを
行っていく︒
平成 年度阿武町一般会
計補正予算関係
問 お試し住宅について
問
問い合わせ状況は︒
答
答 問い合わせは数件あ
り︑使いたいという要望
がある︒現在は建物のみ
で︑実際に短期の場合の
お試しとなると最低限の
什器類︑冷蔵庫︑洗濯機
などの日常の家電を揃え
る必要がある︒
問
問 農地集積・集約化対
策事業交付金の内訳につ
いて説明を︒
答
答 農地中間管理機構の
18

30

26

長嶺吉家 委員長

保健体育部

生徒指導部

行財政改革等特別委員会報告

50

阿武町協働のまちづくり
条例
問 町民活動の役割で︑
問
町民活動団体とは︒
答 町民活動を行う団体
答
であり︑宗教的・政治的
な目的を持つ特定の団体
を除く︑一般的な団体は
全て含む︒
問 現在︑阿武町基本構
問
想・基本計画を策定・審
議中であるが︑素案を情
報提供できないか︒
答 審議会で出された意
答
見等を踏まえ︑修正した
素案を本庁・各支所で公
開する︒
阿武町定住促進条例
問 奨励金等は︑最大で
問
いくらになるのか︒
答 住宅取得で最大１０
答
０ 万円︑町内業者で行っ
た場合 万円の加算︑さ
らに町の分譲宅地であれ
ば 万円の加算︒また︑
町外から転入して住宅を
30

50

26

16

ha

各種奨励金が、さらに充実！

新!!『阿武町に定住するあなた』を
サポートします
Ｉターン者が住宅を新築された場合は、最大230万円補助！
！
阿武町では、定住促進事業の一環として、平成27年度から下記のとおり各奨励金等の交
付制度を実施しますので、是非ご利用ください。
■問い合わせ 阿武町役場総務課 ☎０８３８８−２−３１１１
種 類
Uターン
奨励金

交 付 金 額
（1）単身世帯 100,000円
（2）家族世帯 200,000円

内

容

定住意思のある50歳以下の方が、就業の為にＵターン
された場合。
（ただし山口県内からのＵターンは除く。）
※中学生以下１人につき10万円を加算（上限30万円）
（例）
家族世帯で、中学生以下３人のお子さん連れの場合は50万円

Iターン
奨励金

就業支度金

（1）単身世帯 100,000円
（2）家族世帯 200,000円

50,000円

定住意思のある方がＩターンされた場合。
※中学生以下１人につき10万円を加算（上限30万円）
（例）
家族世帯で、中学生以下３人のお子さん連れの場合は50万円

町に住所を有し、定住意思のある方が新卒就業された
場合。

結婚祝金

100,000円

出産祝金

（1）第1子
50,000円
（2）第2子
100,000円
（3）第3子以上 200,000円

住宅取得
補助金

１．基本補助金
（1）新婚世帯、子育て世帯及びＩターン者が新築住宅を取得された場合、補助対象
経費の10分の１の額。（100万円が上限）
（2）新婚世帯、子育て世帯及びＩターン者が中古住宅を取得された場合、補助対象
経費の10分の１の額。（20万円が上限）
２．加算補助金
（1）町内建築業者の施工で新築住宅を取得された場合は、基本補助金に50万円を加
算。
（2）町が販売する分譲宅地を購入し、住宅を新築された場合は、基本補助金に30万
円を加算。

空き家
リフォーム
補助金

１．リフォーム補助金
町の空き家バンクに登録された物件を、町内の建築業者の施工により50万円以上
のリフォームを行った場合、補助対象経費の２分の１の額。（50万円が上限）
※外構工事など、住宅本体以外の工事及び備品購入費等は除きます。
２．不要物の撤去補助金
町の空き家バンクに登録された物件を、町内の一般廃棄物処理業者に委託して10
万円以上の不要物の撤去を行った場合、補助対象経費の２分の１の額。
（10万円が上
限）

町に住所を有し、定住意思のある方が結婚された場合。
町に住所を有し、定住意思のある方がお子さんを出産
された場合。
※第３子以上は一律20万円

（注）新制度は平成27年度から施行。
（ただし、住宅取得補助金は平成26年７月１日から適用します。）
12

阿武町出身の皆様へ

ふるさと納税で特産
品を
贈り
ま
す

ふるさと納税で
阿武町を応援してください！
！

自分が育ったり、関わりが深い地域を応援したいという気持ちを形にするしく
みとして、平成20年から「ふるさと納税」制度がスタートしました。
阿武町では、寄附金を阿武町ふるさと振興基金に積み立て、寄附者の意向にそ
った事業に活用し、元気なまちづくりを行うことにしています。

ふるさと納税とは？
出身地や応援したい市区町村、都道府県に寄附すると、2,000円を超える部分について、お住
まいの市区町村の個人住民税（１割が上限）と所得税が減額される優遇措置が受けられます。
注意
※税の優遇措置を受けるためには、確定申告をしていただく必要があります。
※今年の12月31日までに寄附された分は、来年（平成27年）
の住民税と今年の所得税が減額の対象になります。

阿武町では平成27年から、寄附していただいた皆
様へ感謝のしるしとして、地域産業振興を目的と
した阿武町の特産品を贈らせていただきます。
（寄附金受領後、カタログを送りますので、その中からお選び
ください。なお寄附金１万円以上に限らせていただきます。）

ふるさと寄附金累計
84件、3,056,000円
（平成20年６月から平成26年12月まで）

阿武町ふるさと振興基金
の主な使途
平成26年度はこの基金
を活用して「阿武町のむかし話」の改訂版を作成し、３月に完成の予定で
す。
町内の全世帯と、これまで寄附をいただいた全ての方にお届けします。
【活用事業】
ふるさとの自然景観の保全活動、公民館・保育園・小中学校の図書の購
入、伝統文化の保存・継承、集落彩生事業補助金 など。
※平成27年４月から、ふるさと納税の控除上限額が倍になり、確定申告も
不要になります。
阿武町では現在インターネットで寄附の申し込みや、特産品の選択、クレジットカードでも寄
附金の納付ができる「ふるさとチョイス」のシステムを準備中です。
（平成27年6月稼働予定）

■問い合わせ
13

阿武町役場総務課

☎０８３８８−２−３１１１

昭和の農家漁家の生活を記す

わが町 とぴっくす 阿武町

１４

▼道の駅阿武町がリニューアルオープン
︵４月︶
全国の１０００を超える道の駅
の発祥の駅﹁道の駅阿武町﹂が︑
物販棟︑レストラン・温泉棟︑ト
イレ棟︑駐車場等を全面改築しリ
ニューアルオープン︒今後は︑農
林水産物の販売促進と新たな特産
品・加工品の開発や物流による地
域経済の一層の活性化が望まれる︒
▼東京ふるさと阿武町会が発足︵６月︶
首都圏在住の阿武町出身者で組織する﹁東京ふる
さと阿武町会﹂の設立大会が東京で盛大に開催され
た︒今後︑この会が阿武町のサポート町民の拠り所
となり会員相互の交流とふるさと阿武町との連携の
強化に繋がることが期待される︒
▼阿武町地域見守りネットワーク協定を締結︵７月︶
高齢者や障害者︑子どもが住み
慣れた町で安心して暮らし続けら
れるよう︑配達や検針などで各家
庭を訪れる機会の多い町内の 関
係事業者と町の間で︑異変に気づ
いた場合に町や社協に通報する仕
組みを構築する﹁地域見守りネッ
トワーク協定﹂を締結︒町の安全
安心のしくみを一層強化︒
▼阿武土地改良区が設立︵８月︶
地域の農地を守り︑農村が発展していくための基
盤強化を目的に﹁福賀土地改良区﹂と﹁福田土地改
良区﹂が統合し︑新たに﹁阿武土地改良区﹂が設
立︒今後は︑農事組合法人等との連携も強化し地域
農業全般の推進役として機能することが期待され
る︒

22

やまびこハーモニーが
ひだまりの里で
ミニクリスマス会
宇田郷婦人会の会
員で構成される合唱
グループ﹁やまびこ
ハーモニー﹂が 月
日︑宇田郷にある
阿武町地域交流・高
齢者福祉複合施設
〝ひだまりの里〟で
ミニクリスマスコン
サートを開催しまし
た︒
同グループでは︑
楽器を交換しながら合唱
認知症の勉強と地域
のつながりづくりの一環として︑毎年春と冬の２回
ひだまりの里を訪れており︑この日は９人のメンバ
ーが参加しました︒
会ではまず︑施設利用者とともに〝カエルの歌〟
で体を動かしながらウォーミングアップ︒その後︑
赤とんぼや里の秋など様々な歌や楽器を楽しみ︑心
通う時間を過ごしました︒
15

やまびこハーモニー
を指導して 年目

これからも楽しく活動を
山本寿代 先生
10年を振り返ると、メン
バーは変わりなく、みなさ
んの「新しい曲に取り組み
たい」という熱心な気持ち
にいつも感動します。これ
からも楽しく活動していけ
たら良いですね。

12

10

あぜ道便り を手にする山本實さん
背負い投げを仕掛ける選手

元農業改良普及員 山本さんが著書寄贈

50

23

昭和 年から農業改良普及員として農業の技術指
導にあたり︑昭和 年からはＮＨＫ農林水産通信員
として当時の生活の工夫や努力をラジオ・テレビ等
で伝えた山本實さん︵萩市三
見︶が︑当時の記録をまとめ
た著書﹁あぜ道便り﹂改訂版
を発刊し︑町へ寄贈されまし
た︒
昭和 年から２年
間は阿武支所へも勤
務され︑当時の町の
様子も記録されているこ
の本は︑各地区公民館図書コ
ーナーで閲覧できます︒
35

阿武町武道館の改修を記念して︑平
成 年度阿武萩少年柔道交流大会が 月 日︑阿武
町武道館で開催され幼児から小学生までの 人が参
加し鍛錬の成果を競いました︒
阿武町からも昨年４月に発足したＡＢＵ柔道クラ
ブのメンバー等が参加︒幼児の部では︑末益鼓一君
︵水ヶ迫︶が優勝するなど︑活躍が光りました︒
12

27

阿武萩少年柔道交流大会

52

思い切った技の
かけ合い 歓声響く

26

山・海・里
Ｔｏｐｉｃｓ

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
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第17回

あぶ町民音楽祭

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２４５人で︑ブラス演奏︑
ピアノ連弾︑和太鼓︑合唱︑バイオリン
演奏などが披露されバラエティー豊かな
コンサートなりました︒参加者は工夫を
凝らした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︒またスペ
シャルゲストとして︑世界で活躍するピ
アニスト田中正也さんも出演し一流の演
奏を披露︒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﹂を全員
で合唱し幕を閉じました︒
12

15

21

17

ピアニスト田中正也さんもゲスト出演「ピアノ独奏」
①トッカータOp.11 ②ラ・カンパネルラ
③英雄ポロネーズOp.53

福賀中学校「混声二部合唱」
①涙そうそう

阿武中学校「混声三部合唱」
①花になれ

阿武中・福賀中学校「混声三部合唱」福賀小学校「合奏唱」①トワイライト
①あなたに会えて…
〜夕暮れの街で〜 ②小さな勇気

萩弦楽オーケストラ「弦楽合奏」
①見上げてごらん夜の星を
②シチリアーナ

奈古高 吹奏楽部「吹奏楽」
①雨のちハレルヤ ②明日への扉

萩高等学校 合唱部「混声四部合唱」
①ぜんぶ ②ファイト

にこごりコーラス部「混声合唱」
①たしかなこと ②オワリはじまり

あぶハーモニー「二部コーラス」
①時の流れに身をまかせ
②真赤な太陽

ＡＢＵウォーター
ボーイズと阿胡ス
ティックスが共演

阿胡スティックス「バンド演奏」
①ロックンロール・ウィドウ
②学園天国

!!
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岡ピアノ教室
﹁ピアノ連弾﹂

ふるさと夢太鼓「和太鼓演奏」
①届け！福賀の元気

阿武小学校「合奏・合唱」
①ＲＰＧ ②旅立ちの日に

田中那波さん・石川夏帆さん 高橋美岬さん・高橋芽生さん
四季メロディー
ねこのブギウギナイト

奈古
高
校
は今

●校内進路ガイダンス開催 12月17日（水）
全校生徒を対象に校内進路ガイダンスを行いまし
た。これは進路意識の高揚と、自立して生きていくた
めに必要な能力や態度の育成を目的として実施される
ものです。特に３年生は若者就職支援センターから講
師をお招きし、社会人になる心構えについて講義をし
ていただきました。
●文化フェスタを開催しました 12月19日（金）
阿武町町民センター・文化ホールにて文化フェスタ
を実施しました。吹奏楽部の演奏で開幕した後の合唱
コンクールは、課題曲、自由曲を各クラス１曲ずつ歌
い、本年度は普通科３年が優勝しました。準優勝は普
通科２年、3位は生物資源科学科3年で、3年生たち
の熱唱が感動的でした。本年度は音楽だけでなく、教
員によるミニコンサート、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、創作ダンス、柔・剣
道の演武、有志・家庭クラブのダンス、生徒会・農業
クラブ・３年女子の映像、ビンゴゲーム、生徒会バン

農地相談会を
開催します

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。
●自治会役員選挙〜新役員誕生 12月22日（月）
自治会役員立候補者立会演説会および選挙を行いま
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。現任の各自治会長の
あいさつの後、立会演説会では、応援者による推薦の
後、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、次期自治会役
員が決定しました。
現役員は、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、現役員の意思を受け継ぎ、
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。

農業委員会では、下記の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付けます。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。
○奈 古地区 役場本庁２階会議室 １月26日
（月）
○福 賀地区 のうそんセンター
１月27日
（火）
○宇田郷地区 ふれあいセンター
１月29日
（木）
いずれの会場も、午前９時〜11時30分までとなっております。
●問い合わせ

農業委員会事務局（役場経済課）☎２−３１１４
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﹁ダイダイ伝えてのぉ！﹂
しめ飾りコツを〝ユズリハ〟

うまく
〝より〟
が
かからない
しめ飾りづくりも
慣れたもの

お口の体操で若返ろう！

けん こう おそ くち

し

月 日にふれあい体育館清掃および周辺草刈
り作業を開催しました︒これは年 ２回︑７月と
月に行っているもので︑日頃利用している団体と
ボランティア団体による清掃活動です︒高い屋根
に上がって︑樋に溜まっている腐葉土の除去を今
年から始めました︒みなさんの作業で見違えるほ
ど体育館等がきれいになりました︒

来年はぜひ家庭でケーキを

12

熟練の技︑積極的に吸収

10

おかげさまできれいになりました

けん こう

月 日にふれあいセンターで︑
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長岡保健
師 と 中 本 歯 科 衛 生 士 を 講 師に︑﹁ 飲
み込むチカラ！噛むチカラ！アップで若返り﹂に
ついて学習︒からだの機能低下予防に﹁歯あわせ
健口体操﹂や﹁あぶ町健口遅口ことば﹂のお口の
体操を会員全員で行いました︒毎日気が付いたと
きに行ってくださいとのことでした︒
また︑その後︑河野先生による萩焼き教室を行
い︑会員それぞれの個性ある手作りの陶器ができ
ました︒あとは窯に入れて焼くだけ︒どんな焼き
物が出来るか楽しみですね！
12

月 日にふれあいセンター
で︑親子交歓大会を開催しまし
た︒地区の子ども達と育成者等で
﹁クリスマスケーキ作り﹂に挑
戦︒それぞれ立派なケーキが出来
上がりました︒この経験をいかし
て︑今度は自宅でケーキを作ってもらいたいです︒
会食後はお待ちかねのビンゴ大会︒持って帰え
られたケーキの味はどうでしたか？

17

萩焼き製作中

手作りケーキ

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︒
材料は︑豊作への願いを意味
する﹁わら﹂︑子孫繁栄の縁起もの﹁ダイダイ﹂
と﹁ユズリハ﹂︑潔白な心を示す﹁ウラジロ﹂です︒
初めに︑材料の名前と意味︑飾り方を教えても
らい︑縄をない始めました︒うまく〝より〟がか
からず苦戦する姿も見られましたが︑お年寄りの
手ほどきを受けながらコツをつかみ︑思い思いの
立派なしめ飾りを作り上げました︒

26

13

20

福賀子育連主催の﹁世代交流
しめ飾りづくり教室﹂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
化のしめ飾りづくりに︑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
会のご指導により子どもたちも上達しています
が︑より良いしめ飾りとするため︑熟練の技を見
て︑積極的に指導を仰ぐ場面も多くみられまし
た︒また役員の方々や育友会の皆さんは︑のうそ
んセンター前の門松作りを︑寒風に耐えながら作
成されました︒昼食には︑福賀婦人会お手製の︑
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を越えた交流
が行えました︒

27

12

12

23

トマリ続出！ 年につながるＧＧ大会
12

新年の目標発表！
奈古スポ少親子交流でスタート
71

12

福賀グラウンドゴルフ愛好会による︑平成 年
最後の月例グラウンドゴルフ大会が 月 日︑福
賀小学校グラウンドで開催されました︒冬季は特
に天候が安定せず︑今回も雪や雨による度重なる
延期で開催中止も予想されましたが︑年末によう
やく晴れ間が続いたため︑開催することが出来ま
した︒
グラウンドは湿った中
でのプレーとなりました
が︑思わず多くのトマリ
が出る大会となり︑参加
者全員が︑ 年に向けて
さらなる飛躍を感じる大
会となりました︒

２７

25

１月４日︑ 人の参加で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︒子ども達は︑
大人に負けまいと大きな声をか
け合い︑大人も全力で子ども達
にぶつかっていました︒
熱戦の後は︑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
ただきながらの懇親会︒一人ず
つ今年の目標を発表し︑新
しい一年のやる気を奮い起
こす一日となりました︒

27

!?

書き初めで目標を!

親も負けじと…

12

入賞されたみなさん

斉藤保健師

1．冬に多い病気
〔インフルエンザ〕
外出後の「手洗い・うがい」が予防の基本です。野菜、肉、魚などバランス
よく食べ、しっかり眠ることで免疫力を高めましょう。室内は、加湿器やぬれ
タオルをかけておくなど、適度な湿度を保ちましょう。
〔ノロウイルス〕
冬季を中心に感染性胃腸炎などを起こし、お年寄りが感染すると重症化することがあります。
人や食品などを介して感染しますので、調理前、食事前、トイレの後には手洗いを。
また、カキやアサリなどの貝類は、しっかり加熱して食べましょう。

2．気をつけたい事故やケガ
〔入浴事故 〜ヒートショック〜〕
冬の時期は入浴する際に 暖かい居間 → 寒い脱衣所・浴室 → 熱い湯船 へと短時間で急激な温度
変化が起こり、血圧の急激な上昇や下降が起こります。この「ヒートショック」は体に大きな負担
をかけるため、冬の入浴中に起こる突然死の大きな要因となります。
●お風呂のふたを開け湯気で浴室の空気を温めるなどして温度の差を少なくする。
●入浴前に水分補給を行う。
●湯船に入る前に、心臓から遠い部分からかけ湯をして、徐々に体を慣らす。
●湯温はぬるめ（39〜41℃）にして長湯は控える。
●食事の直後や、気温の低い早朝・深夜には入浴しない。
〔凍結などによる転倒〕
真冬には積雪や路面凍結などにより転倒しやすくなり、転倒による骨折から寝たきりになること
もあります。冷え込んだ早朝の外出は控えるなど外出する際は用心しましょう。
●上着やズボンのポケットに手を入れたまま歩行しない。両手に物を持って歩行しない。
●「歩幅を狭くして歩く」、「あらかじめ少し膝を曲げた状態で歩く」、「足裏全体で急がず、ゆ
っくり歩く」など。
●近くに外出する時もすべりやすい つっかけ などではなく、滑りにくいはき物（くつ）をはく。

3．生活上の注意
〔 もち による窒息〕
もち は小さく切り、よくかんでから飲み込みましょう。
介助が必要な人には、寝たままの状態では食べさせないよう注意しましょう。
〔低温やけど〕
体温より少し高い、触れていて「暖かくて気持ちがいい」くらいの温度でも、その熱源に長時間
触れ続けることでやけどを負うことを「低温やけど」といいます。低温やけどは、「熱い」という
自覚症状がないまま重症になることがありますので注意しましょう。とくに子どもや高齢者は次の
ことに注意しましょう。
● 使い捨てカイロ は必ず衣服の上から貼り同じ所に長時間貼らない。貼ったまま眠らない。
● 湯たんぽ や あんか は、タオルや専用のカバーで包み、就寝前に布団を温め、就寝時には布団
から出す。足を押し付けたり、乗せたりしない（直接触れないようにする）。
● 電気毛布 や 電気敷布 は、就寝時に電源を切るか、タイマーを１〜2時間で切れるようにし
一晩中使用しない。
● 電気こたつ に入ったままや ホットカーペット の上で眠らないようにする。
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りんごたっぷり！香ばし
く焼けた「カラメルホッ
トケーキ」を作ります。

今回は１
２月５日（金）に町民センターで行われた『スマイルキッチン・おいしいスクール』について、
大谷恵子（尾無畑）と嶋戸悦子（宇田浦）の２人がご紹介します。
参加した男性も
料理の腕をふる
って、野菜の皮
むきから挑戦し
ました。

20・30代の若い方を対象とした料理教室は
年に１回開催しており、今年度で４回目にな
ります。毎回テーマを決めて楽しく実施し、
今回は「料理の基本を学んで和食を作ろう」
をテーマに16人が参加して肉じゃがや茶碗蒸
しに挑戦しました。

おいしい和食は お
だし から！昆布と
かつお節で丁寧にだ
しを取って、肉じゃ
がと茶碗蒸しを作り
ました。

☆参加したみなさんの感想より☆
●同年代の人たちとワイワイしながら料理をして食べて、とても
楽しかったです。思わぬ再会もあって、参加してよかったです。
●おだしがこんなにおいしいことに驚きました。
●塩分をとりすぎないように気をつけます。

大量に茶碗
蒸しを作り
ました。

この事業は調理をするだけで
なく、今の食生活をふり返っ
てもらうきっかけになるよう
に「朝食の大切さ」や「野菜
摂取の必要性」について説明
したり、塩分のとりすぎが生
活習慣病の原因となることも
説明しました。
切り干し大根
を使った炒め
なますに挑
戦！

今回は、料理の基本を学ぶということで主婦の私も楽しみに参加しました。男性の方の参加も多
く、みなさんが積極的に協力して、楽しんで参加されている姿を見て、また時折、ハプニングが起
こって笑いに包まれ、とても楽しく参加することができ、毎回みなさんから元気をいただいていま
す。
今回が４回目ですが、始めの頃に比べるとみなさんの手際がとてもよくなっておられ、これから
の時代、家庭で料理ができる男性がもっと増えていったらいいなと思いました。
19

奈古駅前から萩センター行きのバスが
萩商工高校前まで路線延長されました
奈古駅前〜萩センター行きの防長バス（１日10便）
が12月16日から一部ルートが変更され、新たに越ヶ
浜の漁協前および東萩駅前に停まり、さらに路線延長
して終点が萩商工高校前になりました。
運賃は奈古駅から萩センターが390円、萩商工高校
前までが540円です。
（小学生以下半額）
詳しいことは広報あぶ12月号と一緒にお配りした時
刻表をご覧ください。
■問い合わせ

役場総務課

☎２−３１１１

平成２７年度 阿武町児童クラブ
利用児童を募集しています
今年４月から阿武町児童クラブを利用する児童
を次のとおり募集します。
なお、来年度から対象児童の範囲が拡大され、
小学校６年生まで利用できるようになりました。
【利用できる児童】
１年生〜６年生の町内の小学校に就学している
小学校児童で、同居の家族が就労等で児童を日中
保育できる人がいない家庭。
【募集児童数】阿武児童クラブ 30人
福賀児童クラブ ８人
◆問い合わせ

役場民生課 介護福祉係

田中

平成
年

26

さ

1

み

︵木与︶
美冴 ちゃん
月 日生まれ

7

月生まれ

な

みさ

︵パパ︶公博さん・︵ママ︶弘美さん

い

18

ゆ

1

☎２−３１１５

はじめまして︑みさです︒家の中をところせ
ましとあるき回っています︒
はやく︑あたたかくなって︑お姉ちゃんとお
外にお散歩に行きたいな︒
みなさん︑
みかけ
たら声をかけて
くださいね︒

井町
年

︵岡田橋︶
夢衣奈 ちゃん
月 日生まれ

平成

︵パパ︶春樹さん・︵ママ︶小百合さん

はじめまして︑ゆいなです︒
毎日お姉ちゃんと仲良く遊んでるよ♥ 私は
ボール遊びが大好き♥♥
早く歩けるようになって︑お姉ちゃんと一緒
に外で遊びたいなー♪
見かけた時は声かけてね

ゆいな
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【募集期間】
平成27年１月30日
（金）まで
※期間後も随時受付は可能ですが、利用開始日の
１か月前までには申込手続きをしてください。
【利用料】１か月あたり ４,０００円
【申込手続方法】
役場民生課又は各支所備え付けの「阿武町児童
クラブ入会申込書」等に必要事項を記入し、必要
書類を添えて提出してください。※みどり保育園
では申請書類の備え付けのみ行っています。

1

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障されます。
◎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（「子のある配偶者」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

教育委員会
から

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/

阿武町｢人権｣を考える集い推進大会
地球のステージ５＋復活篇

阿武町「人権」を考える集い推進大会が１２月１６日に町民センタ
ー文化ホールで開催されました。記念式典では平成26年度｢いじめ
防止・根絶強調月間｣標語の部・ポスターの部最優秀賞者、全国中学生作文コンテスト萩地区大会特選
者・入選者の表彰と福賀小学校へ「人権の花運動」の感謝状贈呈が行われました。
記念公演では、NPO法人地球のステージによる「地球のステージ5＋復
活篇」が開催され、代表理事である桑山紀彦さんが実際に関わってきた活
動について映像とオリジナルの音楽を交えて、「命」について伝えていた
だきました。パキスタンでは多くの人が戦闘地域を逃れて生活の場として
いた難民キャンプ。そこで行われたサッカー交流では、厳しい環境の中に
いるにも関わらず初めてプレイするサッカーに多くの子ども達が笑顔であ
る様子を紹介。ガザ地区で起きた紛争による空爆では多くの人々が傷つき、建物が破壊された状態など
目を背けたくなるような映像もありました。それでもそこに住む人々は前を向いて歩き続ける姿に感銘
を受けるとともに、国内でも、東日本大震災から4年が経過しようとする現
在でも遺族には未だ深い爪痕が残されていること、そしてその傷痕と向き
合い必死に乗り越えていこうとする人たちの取組を紹介いただきました。
そして被爆から69年が経過したヒロシマでは、原爆がもたらした悲劇を語
り継ぐために活動する方々の意志を教えてもらいました。
小学生から高齢者学級まで多くの世代が参加し、それぞれが各々の観点
で「命」について考える大切な機会となりました。
記念式典
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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︒

納税は期限内までに

所得税の納期限は３ 月
日︑消費税および地方消費税
の納期限は︑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︒

便利です振替納税

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

22

月は︑﹁エアコンの温度調節をこまめにしましょう﹂

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
民課にお尋ねください︒

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

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

16

エコの日 毎月 日は︑地球に良いことをする﹁エコの日です﹂︒

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

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︒

﹁確定申告の手引き﹂
を参考に記入
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
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税金が戻ってくる！
還付申告受け付け中

19

﹁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︒

20

3116

1

24

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

26

税のたより

福

賀

町・県民税の申告相談
２月 日から３会場で

16

16

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

16

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

古

宇田郷

予備日

※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９時から16時まで

26

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︒

26

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26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。

10

お互いに家事取る父と母の船

申告相談に持参するもの

16

２月１６日（月） 久瀬原、伊当、新田、
中村
２月１７日（火） 上東郷、
下東郷、
森見藤、野沢
２月１８日（水） 宇田地、
金社、
栃原、新生
２月１９日（木） 宇生賀中央
２月２０日（金） 上笹尾、
下笹尾、飯谷
２月２３日（月） 河内、
野柳、
美里、美咲
２月２４日（火） 土、筒尾、釜屋
２月２５日（水） 寺東、大里
２月２６日（木） 上郷、下郷
２月２７日（金） 宇久、西の１〜３
３月２日（月） 木与、水ケ迫
３月３日（火） 東方、市、岡田橋
３月４日（水） 浜の１．
２、美浜
３月５日（木） 宇田浦、
尾無畑
３月６日（金） 宇田中央
３月９日（月） 宇田中央
３月１０日（火） 惣郷
３月１１日（水）
（予備日）場所：阿武町役場
〜１６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

お知らせ
おいでませ山口！

(

氏︶
▼参加費 無料
▼問い合わせ
︵公財︶
山口県国際交流協会
☎０８３︱９２５︱７３５３

﹁もっと知りたい！
不妊のこと﹂
不妊を考える集い

困りの方に︑手続きの説
明や近くの司法書士事務
所の紹介など︑問題解決
への相談を受け付け︒
▼相談受付電話番号
０１２０︱００３︱８２１
▼費用 無料
▼問い合わせ 山口県青年司
法書士協議会︵担当 石
丸︶
☎０８３４ ︱ ︱９８６１

大学・短大等への
進学資金に

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 ％︵別に保
証料が必要︶
▼申し込み 中国労働金庫
▼問い合わせ
役場経済課
☎２︱３１１４
県労働政策課
☎０８３︱９３３︱３２１０

24

切り捨てる
▼日時 ２月 日︵日︶ 時
〜 時︵午前と午後で企
業入れ替え︶
▼場所 ふるさと回帰支援セ
ンター︵東京交通会館６
階 東京都有楽町︶
▼内容 参加企業 社の担当
者の個別ブース設置・面
談︑定住支援・公務員相
談コーナー等
▼参加費 無料
▼その他 申込不要・服装自
由
▼問い合わせ
やまぐち定住支援センター
☎０８３︱９７６︱０２７７

国際活動フェスティバル
ひと まわり

2015〜山口から
世界一周 〜

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８日︵日︶ 時
〜 時
▼場所 山口県周南総合庁舎
２Ｆ さくらホール︵周
南市︶
▼内容
講演会︑不妊専門相談会
▼参加費 無料
※不妊専門相談会は︑事前に
予約が必要です︒平成
年2月 日︵金︶までに
お申し込みください︒
▼申し込み・問い合わせ
山口県健康増進課
☎０８３︱９３３︱２９４７

司法書士による
無料電話相談会

▼日時 ２月７日︵土︶ 時
〜 時
▼内容 多重債務問題や相続
登記などの相続問題でお

32

﹁らしさ﹂とか﹁だから﹂の言葉

☎0838−26−1397

ひと

（内科・外科・小児科・産婦人科・歯科）

ＵＪＩターン就職説明会

16

県内の国際活動団体が勢揃
いして世界の食や文化などが
楽しめます︒
▼日時 １月 日︵日︶ 時
〜 時
▼場所 山口県総合保健会館
︵山口市︶
▼内容
◯記念公演
インカ文化に魅せられた日
本人︵在ペルー天野博物
館理事 阪根 博氏︶
◯記念ステージ
地球のステージ︵桑山紀彦

27

ひと

集

※当番医の確認は役場または各支所へ

女と男の一行詩

募
県民語学
ボランティアを募集

日曜日、祝日、年末年始は
休日急患診療センターへ

要な際には近隣市町に出
向いて対応する︒ほか
募集説明会
▼ 日 時 ２ 月 日︵ 土 ︶ 時
〜
▼場所
山口県萩総合庁舎会議室
※事前申し込みが必要
▼申し込み・問い合わせ
山口県教育庁スカウトジャ
ンボリー開催支援室
☎０８３︱９３３︱４７９５

緊急の場合は１１９番
山口県内へのＵＪＩターン
を考えている方へ説明会を東
京で開催します︒

10

1.8

13

27

10

10

10

)
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。
☎0120-506-322 通話料・
★携帯電話に登録すると便利です 相談料無料
15

萩・阿武健康ダイヤル２４
21

㉖1397
⑧2311
⑥3376
⑥2540
②2838
椿
弥 富
須 佐
須 佐
奈 古
1/25㊐ 休日急患診療センター
2/1㊐ （郡）萩市弥富医療センター
2/8㊐ （郡）すさクリニック
2/11㊌ （郡）萩市須佐診療センター
2/15㊐ （郡）齋 藤 医 院

今年夏に開催される世界ス
カウトジャンボリーで︑語学
ボランティアとして活躍しま
せんか？
▼活動期間
７月 日〜８月６日
▼活動場所 阿知須きらら浜
または︑自宅および周辺
市町
▼募集対象 英語︑フランス
語︑その他参加国・地域
の言語が堪能な方
▼活動内容
県民とスカウトの交流のサ
ポートを行う︒また︑必

17

16

22

!?

25

休日当番医
30

16

16

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
日 曜

★おすすめ
料理レシピ

阿武町
ヘルスメイト

1 日

「減塩でリスクを減らそう生活習慣病」
５０周年記念誌掲載メニューより

4 水
5 木

コピー機に〝セルフサービス始めました〟

キウイなます

7 土

［材料（４人分）］
大根
２００ｇ
キウイ
１６０ｇ
砂糖 大さじ１強
酢
大さじ１強

9 月
10 火

12 木

［作り方］
①大根はすりおろして、ざるにあげて軽
く水気をきっておく。
②キウイは皮をむいて、いちょう切りに
する。
③①の大根にキウイと調味料を加え、よ
く混ぜて器に盛る。

13 金
16 月
18 水
21 土
26 木
27 金

行
事
予
定
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】
消防団普通救命講習 9:00【町民センター】
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 13:30【のうそんセンター】
福賀地区親子スキー教室 6:00【大佐スキー場】
福賀月例グラウンドゴルフ大会 13:30【福賀小グラウンド】
健康教室「さくら会」9:00【町民センター】
すくすく乳児相談 10:30【母子健康センター】
阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30【役場会議室】
農業委員会総会 9:00【役場小会議室】
奈古さつき婦人学級２月講座・閉講式 9:00【町民センター】
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】
福賀月例ボウリング大会 19:30【萩ユーズボウル】
奈古メンズキッチン２月講座・閉講式 9:30【町民センター】
奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
奈古寿齢大学２月講座・閉講式 10:00【町民センター】
阿武町栄光文化賞、阿武町っ子栄光賞 9:00【町民センター】
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】
のびのび幼児健診 13:00【母子健康センター】

山口県特定（産業別）最低賃金が改正されました
〜必ずチェック
最低賃金！
使用者も
労働者も〜

業

種

最低賃金
（１時間）

８50円
７76円
８22円
７37円
７15円

鉄鋼業、非金属製造業
特定
（産業別） 電気機械器具製造業
最低賃金 輸送用機械器具製造業
百貨店、総合スーパー

山 口 県 最 低 賃 金

効力発生の日

平成２6年１２月１５日

平成２6年１０月１日

パート、アルバイト等を含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければいけません。
●問い合わせ 厚生労働省山口労働局賃金室 ☎083-995-0372

1月分

町内の求人情報

会 社 名
ポ・ヤシロ
株式会社 ホーコーインテム
ポ・ヤシロ

求人数
１人
１人
2人

1月8日現在 （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 ハローワーク萩・萩公共職業安定所 ☎0838−22−0714
年齢
不問
不問
不問

賃
金
180,000円〜300,000円
163,680円
時給800円〜1,200円

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 2,367
（ 0 ） 転入
（ 0 ） 1,071

6

福 賀

664
（ − 4 ） 302
（ − 2 ） 転出

3

宇田郷

617
（ 1 ） 308
（ − 1 ） 出生

2

（ − 3 ） 1,681
（ − 3 ） 死亡
合 計 3,648

8

※（

25

）内数字は対前月比

業
種
調理人(ダイニングCAFÉ 846)
産業用機械製品類の製造・加工
調理人

12月の交通事故
区 分

人 身 事 故
件数

物損
死者 負傷者 事故

萩警察署管内で
12
0
12
151
起 こ っ た 事 故 （13） （0） （14） （156）
うち阿武町内で
起こった事故

1
0
1
11
（0） （0） （0） （2）
（ ）内数字は前年件数

世界スカウトジャンボリーまであと

旬の

ごっ

キンカン（金柑）

そー

189 日

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

別名ひめたちばなと言
い、実は柑橘類の中で最
小。キンカンの果皮はそ
のままかじって食べら
れ、甘味とほんのりとし
た苦味があり、ほのかな
芳香が特長です。果肉は
やや強い酸味がありますが、ミカン類
とはまた違った美味しさを楽しむこと
ができます。
キンカンのおいしい食べ方は何と言
っても生食、またはスライスしてサラ 道の駅「阿武町」
ダに入れたり、ジャムや甘露煮、蜜 支配人 田中良平
煮、砂糖漬け、シロップ漬け、マーマレード、ゼリ
ー、シャーベット、焼き菓子など、いろいろお試し
ください。
古くから咳止めやのどの痛みを抑える薬用として
用いられてきたことは良く知られています。また皮
ごと食べるのでビタミンＣをたくさん摂ることがで
き、風邪の予防にも最適です。
皮に含まれるヘスペリジンは柑橘類、特に皮の部
分などに多く含まれ、様々な研究から毛細血管の強
化、血流改善、抗アレルギー、発ガン抑制作用等々
健康維持に役立つ効果が発見されています。生活習
慣病の予防に役立つビタミンＥ、またカルシウムも
多く含まれています。
露地物のキンカンは１月から３月にかけて収穫さ
れ、道の駅でもたくさん販売されていますのでぜひ
お買い求めください。

タイトル「明日は大漁だ！
！」
大野 玲子（西の１）●コメント：ふと外に出ると見事
な夕日が。それが窓にきれいに反射している様子に
感動し、急いで写真におさめました。
次回定例会は２月２３日（月）
１
９：００〜
町民センター 講座室です。
◆問い合わせ あぶフォト倶楽部事務局 ☎2ー3111

阿武町若者お気軽交流会

◆問い合わせ 道の駅阿武町物産直売所
☎０８３８８−２−０３５５

スノーボードやらない会？
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７日（土）午前5時３０分 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）
■申し込み・問い合わせ
役場総務課企画広報係
☎２−３１１１

霰降り火を近ふする工事場や

園を訪ふ古希のサンタは背を丸く

ふかし藷昭和と母の近くなる

この冬をのりきる力溜めにけり

草枯れて地蔵ぽつんと風の中

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︶

こ
き

句

荒 磯 の 白 波 は じ く 年 の 暮

小田

万︶

俳

庭先の日溜りに咲く返り花

斎藤

淑子︵上

方︶

とう じ

一雄︵下

落揮いま雲を焼きいる冬至かな

大倉

眞代︵東

里︶

と

風花や詩のかけらかも知れず

梅地

幸枝︵大

あられ

もの忘れしてはうろつく年の暮

池田

信惠︵久瀬原︶

衛︵宇

清貧で好しとす小庭実万両

木村

泉女︵筒

らっ き

外は雪チクタクばかり聞いてをり

米原

良江︵

うた

海の風山の風入れ大根干す

出羽法泉子︵浜の１︶

中村

慶子︵上

せい ひん

二杯目のうすきコーヒー冬の午後

紅魚︵浜の３︶

郷︶

久︶

︶

郷︶

尾︶

一羽どり冬波ばかり見て昏れる

河原

与︶

市

看護師のはしる師走の病舎かな

水津

弥生︵木

屋︶

しわ す

寒濤や松をそびらに不動尊

田中

泰枝︵釜

しょう ぐん

かん とう

岬より降り来て村の片時雨

能野

ふゆ

冬 将 軍 車 百 台 覆 ひ け り

