夢と笑顔あふれる「豊かで住みよい文化の町」
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新春
等の各種要望や
陳情活動にも積
極的に参加いた
したところであ
ります︒
そして︑公約
の実現におきま
しては︑副町長
の任命︑まちづ
くり推進課の新
設をはじめ︑福
賀︑宇田郷地区
の高校生の通学
費の軽減を図る
町営バスの無料措置や︑県内
初となる高校生までの医療費
の完全無料化︑福賀グラウン
ドゴルフ場の休憩施設及びト
イレ整備︑町道の草刈り作業
軽減事業による路肩や法面の
舗装工事のほか︑本年４月か
ら保育園の保育時間を延長す
るための保育士２名の採用な
ど︑財政状況を鑑みながら︑
スピード感を持って各種事業
等を実施してきたところであ
ります︒
また︑農地中間管理機構を
活用した圃場整備︑キウイフ
ルーツのモデル圃場の造成に
向けての事前調査のほか︑他
の事業におきましても各種プ

花 田 憲 彦

平成 年
年頭のあいさつ
阿武町長

明けましておめでとうござ
います︒
町民の皆様には︑平成 年
の輝かしい新春をお迎えにな
りましたこと心からお慶び申
し上げます︒
さて︑私も昨年５月に町長
に就任して以来︑早９カ月目
を迎えたところであります
が︑この間︑
﹁弾道ミサイル
を想定した住民避難訓練での
記 者 会 見 ﹂︑﹁ レ ノ フ ァ 山 口 サ
ンクスデー﹂での町の紹介︑
或いは﹁ 時間テレビ 愛は
地球を救う﹂の放送の中での
﹁ＡＢＵウォーターボーイ
ズ﹂の皆さんと一緒になって
の全国中継のほか︑道路整備
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ロジェクトチームを立ち上げ
ながら︑人口定住対策や基盤
整備は元より︑今︑現に阿武
町に暮らしておられる住民の
皆様が︑より住みやすく︑よ
り豊かに︑より安心して暮ら
せる施策に意を用いて︑私な
りに攻めの行政の推進に当
たっているところであ り ま す ︒
こうした中︑本年は︑旧奈
古薬局の改修工事の完成に伴
う仮称﹁阿武町暮らし支援セ
ンター﹂の４月オープンをは
じめ︑福賀高齢者福祉複合施
設の新築工事︑町道東方筒尾
線及び長浜西ヶ畑線の道路改

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
育の基本方針に
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
目指した︑人づ
くり・地域づく
りを推進しております︒
学校教育では︑主体的にた
くましく生きる児童生徒の育
成 を め ざ し ︑﹁ ふ る さ と 愛 ﹂
を基盤とし︑知・徳・体の調

良工事︑秋には柳橋分譲宅地
区画の売り出しを予定して
いるほか︑４月からの保育園
における保育時間の延長や︑
高齢者の福祉サービスの充実
等にも積極的に努めるほか︑
各自治会を中心とした懇談会
をはじめ︑みどり保育園の保
護者会や小中学校ＰＴＡ︑若
者とのカジュアルトークなど
も予定しているところであ
り︑皆様の声を広く町政にも
反映させていきたいと思って
いるところであります︒
また本年は︑私の町政２年
目の年であり︑いよいよアク

和のとれた︑児童生徒を育む
教育の推進を方針としており
ます︒
特に学力の向上を図ること
が︑重要課題の一つであると
掲げ︑昨年度の全国学力学習
状況調査において︑阿武町の
小中学校では︑県や全国の平
均を大きく上回る成績を収め
ました︒どのような取組が成
果として表れているかを︑
様々な角度から検証し︑情報
機器等の効果的な活用︑ま
た︑きめ細やかな指導などを
とおして︑これからも継続し
て好成績が収められるように
取り組んでまいります︒
また︑豊かな心を育む教育
も推進します︒平成 年度か
ら全国の小学校で﹁新しい教

セル全開︑公約の実現を確固
たるものにするため︑﹁定住対
策 ﹂︑﹁ 子育て支援 ﹂︑﹁しごと
づくり﹂等々︑まさに﹁選ば
れる町をつくる﹂ため︑官民
一丸となった諸施策をレスポ
ンス良く実施して参る所存で
ありますので︑本年も町民の
皆様のご支援ご協力をよろし
くお願い申し上げます︒
結びに︑今年一年が町民の
皆様にとりまして素晴らしい
年になりますようお祈り申し
上げまして︑新年のご挨拶と
いたします︒
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小 田 武 之

阿武町教育委員会
教育長

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慶
び申し上げます︒
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阿武町議会

ご覧いただきたいと思います ︒
阿武町も︑今年︑町政 年
を迎えますが︑少子高齢化・
人口の減少など問題が山積し
ています︒また近年は自然災
害がいつどこで発生するか分
かりません︒そのためにも︑
災害に強い町づくりを進めな
くてはなりません︒さらに
は︑念願でありました︑木与
宇田郷間の国道１９１号での
バイパス工事も︑昨年から測
量が始まっていますので︑一
日でも早い完成に向けて︑執

科 道 徳 ﹂ も 導 入 さ れ る な ど︑
心の教 育が求められています ︒
豊かな感性と︑思いやりの心
を育む教育の充実を図り︑い
じめのない学校︑そして阿武
町らしさのある学校を実現す
るため︑各学校が地域の特性
を十分生かした心の教育に取
り組みたいと考えます︒
さらに︑子ども達に夢や希
望を抱かせ︑その実現に向
かって力強く生きる心を育て
るために︑小学校の二分の一
成人式や︑中学校の立志式︑
またトップアスリートを招い
てのスポーツ教室なども開催
してまいります︒
子ども達が︑健全に成長す
るために︑学校・家庭・地域
社会の連携が重要です︒地域
のふれあい交流を促進し︑各
学校で取り組んでいる﹁コ

行部ともども議会も鋭意努力
してまいります︒
これからも︑議員一人ひと
りが責任を持ち︑阿武町基本
理念にあります﹁町民主役の
町づくり﹂
﹁未来にひろがる
安心なまちづくり﹂
﹁自立と
協働の町づくり﹂実現のた
め︑さらには︑
﹁夢と笑顔あ
ふれる豊かで住みよい文化の
町﹂の創出を目指し︑各事業
の計画的な実施に向け︑議会
の活性化を図り︑全力で取り
組んでまいります︒

ミュニティ・スクール﹂の機
能を生かし︑ふるさとを愛す
る子ども達を育て︑子ども達
の育ちや学びを地域総ぐるみ
で支援する︑地域教育力も高
めたいと考えております︒
社会教育では︑本町では各
公民館を拠点として婦人教
育︑高齢者教育など︑積極的
に活動が進められています︒
教育委員会としても︑各公民
館との連携を取りながら︑参
加したくなる講座や教室︑内
容等を検討し︑効果的な推進
を図ってまいります︒
生涯スポーツでは︑わが町
スポーツとして︑ソフトボー
ルやグラウンドゴルフの大会
などを恒常的に開催していま
すが︑参加者増加を図る工夫
をしたいと思います︒
また︑コミュニティづくり

どうか︑本年も阿武町議会
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︑皆様方に
とって︑今年一年が健康で明
るい幸せな年でありますよ
う︑心からお祈り申し上げ
て︑新年のごあいさつといた
します︒

のさらなる充実のため︑町部
局と連携して幅広い年代層の
健康習慣や運動習慣の定着を
図る﹁阿武町ハッピーマイ
レージ﹂を実施したいと考え
ています︒
さらに︑親子教室やサロ
ン︑地域イベント等でレクリ
エーションスポーツを紹介す
るなど︑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の推進
に取り組んで行きたいと考え
ております︒
本年も︑ふるさと愛に根ざ
した教育活動を推進してまい
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︑新年のご挨拶とい
たします︒
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末 若 憲 二

また︑私も引
き続き︑議長の
大役をお受けす
ることになり︑
改めて責任の重
さを痛感してい
ます︒
執行権をもつ
執行部と︑議決
権をもつ議会と
が︑尊 重し合い︑
適度な距離と緊
張感を保ちつ
つ︑公正で円滑
な議会運営に努
め︑議会改革にも取り組みな
がら︑町民の皆様の負託に応
えるよう努めてまいる所存で
す︒
今まで︑阿武町議会では︑
より身近な議会運営や︑議会
改革について検討を重ねてま
いりました︒その一歩とし
て︑昨年の６月議会定例会か
ら︑一般質問を︑また９月定
例議会からは一般質問を含め
議場での会議の様子をケーブ
ルテレビで︑録画放送してお
ります︒このことにより︑町
民の皆様方に︑議会のこと
が︑より身近になるのではな
いかと期待していますので︑
ぜひご覧いただきたいと思い
ます︒
また︑今までどおり︑定例
議会の傍聴も引き続き行って
いますので︑生の議会もぜひ
63

議長

新年あけましておめでとう
ございます︒
平成 年の年頭にあたり︑
阿武町議会を代表しまして︑
謹んで新年のご挨拶を申し上
げます︒
町民の皆様には︑輝かしい
新春を健やかにお迎えになら
れましたことと︑心からお慶
びを申し上げます︒また︑平
素より︑町政の推進につきま
して︑温かいご支援とご協力
を賜り厚くお礼申し上げます︒
ご案内のとおり︑阿武町議
会は︑昨 年 月の改 選により︑
現職４人︑新人３人︑元職１
人の８人で新たなスタートを
切り︑全員が初心に立ち返
り︑議会として果たす役割と
責任を再認識し︑これ まで以
上に活発な議会活動をめざし
てまいります︒
30
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成人式

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９年４月２日から平成 年４月１日までに生まれた
人︵男 人・女９人︶で︑当日の式には 人が出席しまし
た︒
平成９年といえば︑町道東方筒尾線︵過疎代行道路改良第
１ 工区︶土峠トンネルの貫通式が行われたほか︑旧宇田小学
校の新校舎が竣工︒国外では︑サッカー日本代表がワールド
カップ初出場を決めました︒国内では︑消費税が５％に増税
されたほか︑映画﹁もののけ姫﹂が劇場公開︒また︑引退を
発表された安室奈美恵さんが﹁ CAN YOU CELEBRATE?
﹂
で日本レコード大賞に輝いたのもこの年です︒
式では︑花田町長の式辞︑小田教育長の激励の言葉︑末若
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︑成人を代表して大谷暁さん︵尾無畑︶が代表謝
辞を述べました︒また︑式に続いて成人の主張︑記念撮影な
どが行われ︑成人者の門出を祝いました︒
15
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りょう や

方︶☆金子 健人︵宇田浦︶☆中村 公実︵美 里︶

︶は出身自治会︿町外在住者は中学校卒業時のもの﹀

彰︵東

た

ろう

屋︶

龍也︵美 咲︶

あかり

星︵水ヶ迫︶☆濱中

こう

東︶☆弘地 美咲︵釜

☆伊藤 拓巳︵浜の二︶☆兼田

優︵寺

一途︵西の二︶
暁︵尾無畑︶☆澤江

☆小野 航輝︵

市

愛︵中

村︶☆藤山
︶☆築谷 泰輝︵寺 東︶☆矢次

☆小田 直美︵宇田中央︶☆玉島

祐果︵

︶

里︶
土

陸︵美

☆桶屋 幸那︵西の一︶☆水津 諒哉︵下 郷︶☆藤本幸大郎︵大 里︶

☆大谷

☆岩谷 真琴︵美 咲︶☆神徳 竜輝︵美 浜︶☆林

☆池永

敬称略・
︵

大人の第一歩を踏み出した新成人

24

☆片山 実咲︵美 浜︶☆津田 蕉吾︵浜の二︶☆若松屋孝介︵美 浜︶

（一部抜粋要約）

二十歳の青春メッセージ

暁さん（尾無畑）
大谷
代表者謝辞

24人が大人の仲間入り

新成人の主張
水ヶ迫

兼田

星

私は現在︑広島大学教育学
部で充実した環境のもと︑理
科の教員となるために︑様々
な授業を毎日新鮮な気持ちで
受けています︒私がこの学部
で学びたいと思ったきっかけ
は︑自然豊かで環境のいい阿
武町で育ったことで︑理科が
好きになったこと︑また︑高
校生の時にいい先生に出会
い︑私もこんな先生のよう
に︑理科の魅力を伝えられる
教員になりたいと思ったから
です︒そのため︑大学では︑
講義・演習・実験・野外活動
などといった様々な授業をう
けることで︑知識︑観察技
術︑指導技術を習得し︑理科
を学ぶ意義とは何か︑どのよ
うに指導していけば良いか︑
といった理科という科目を教
えるに当たって必要な力をつ
けることを 目 標としています ︒
大学の友人たちに﹁コンビ
ニもないのどかなところで

育 っ た ん よ ︒﹂ と 話 す と と て
も驚かれます︒そのため︑阿
武町をアピールしようと︑以
前社会勉強のために道の駅で
アルバイトをさせていただい
た経験を生かして︑道の駅発
祥の地である阿武町の特産品
やいいところなどを伝えてい
ます︒自然豊かな阿武町を多
くの方に知ってもらい︑守っ
ていきたいと思っています︒
私は幾つになっても﹁ふるさ
との阿武町が好き﹂と言いた
いです︒
日々の生活は︑大学の授業
や︑テストのほか︑大学行事
やアルバイトなどで多忙では
ありますが︑いろいろなこと
に興味・関心・意欲・情熱を
持って今しかできないことを
経験したいと思っています︒
また︑良い友人や手本となる
先輩方に出会い︑人との繋が
りはとても大切なことなのだ
と感じました︒さらに︑一人
暮らしをしていくうちに︑家
族の大切さ︑親のすごさとい
うのを大変実感しました︒
今︑私が充実した大学生活を
送ることができているのは︑
いつも私を温かく見守り︑時
には叱咤激励してくれる家族
のおかげです︒言葉にできな
いほどの感謝でいっぱいで

4

祝

返しができるように︑また目
標である理科教員になるため
に未来に向かって精進してい
きます︒
この日を迎えることができ
たことに深く感謝をし︑今︑
幸せを痛感しています︒あり
がとうございます︒

健人

す︒本当にありがとうござい
ます︒これからも温かく見
守っていてください︒
ふるさとである阿武町を離
れたことで︑幼い頃から見慣
れた情景がより一層深く感じ
ます︒これまで無償の愛で育
ててくれた家族に少しでも恩

金子

二十歳を迎えて
今思うこと
宇田浦

害をどのような方法で改善︑
維持していくかということで
す︒私が︑将来なれる職種
は︑病院にいるリハビリの先
生︑スポーツトレーナーなど
です︒
私は高校生のころ︑ラグ
ビー部に所属していました︒
二年生の時に︑靭帯損傷によ
り︑大事な花園出場をかけた
県予選大会への出場が危ぶま
れましたが︑スポーツトレー
ナーや顧問の先生のサポート
により︑短期間で自分の身体
に合わせてリハビリメニュー
を開始︑専門的な指導により
試合に臨むことができまし
た︒それが︑理学療法士を目
指す第一歩となりました︒
現在︑下関市で一人暮らし
をしています︒一人暮らしで
大変なのは食事です︒阿武町
に住んでいた時は︑起きたら
朝食があり︑帰れば夕食があ

本日は私たち新成人のため
に︑このような会を開いてい
ただきありがとうございまし
た︒
私は︑現在︑下関看護リハ
ビリテーション学校理学療法
学科で学んでいます︒理学療
法学科では︑神経や筋肉︑骨
などの人体の仕組みや構造︑
作用や運動学などを学んでい
ますが︑これは簡単に言うと
人間が病気や外傷によるダ
メージを受けることでどのよ
うな障害が起こるか︑その障

5

平成３０年
第６９回
記念品を贈呈

決意も新たに成人式を迎えた、新成人のみなさん

りました︒しかし今は自分で
作らなければ︑朝も夜も食事
はありません︒朝は余裕がな
く次第に朝食を食べなくなり
ました︒実家に帰って幸せだ
と感じるのは朝食があること
と夕食を家族で囲んで食べら
れることです︒下関には唐戸
市場がありますがそこで食べ
た魚より祖父や親せき︑近所
の方がとってきた魚の方が断
然美味しいと思います︒しか
もタダです︒食事をしている
とき︑阿武町に生まれてよ
かったなと思います︒
将来︑私は理学療法士にな
り︑まずは最新の設備のある
病院で経験と知識を蓄えたい
と思います︒その後に︑その
知識︑技術や免許が活かせる
理学療法士とはまた別の新た
な職種に就き︑進化し続ける
医療人になるという夢があり
ます︒その為に︑まずは目の
前の勉強と今年から本格的に
始まる実習を頑張りたいと思
います︒
艶やかな着物で
記念写真

凛々しく自己紹介

町特産品争奪クイズ大会

インタビューにも
笑顔で対応

保護者の皆さんも
少し緊張気味

懐かしの映像に笑みがこぼれる

6

〈１２月の寄附者〉
【５万円】 山根 靖司さん（熊本県）
【３万円】 川本 武司さん（愛知県）
〃
柴崎 定裕さん（福岡県）
〃
鈴木佐太郎さん（静岡県）
〃
井上 祥子さん（島根県）
〃
渡辺眞希子さん（神奈川県）
【２万円】 森脇 憲治さん（大阪府）

平成29年度阿武町しごと創出協議会

30

12

10

21

今後のスケジュールを説明

13

木与防災第2回事業説明会

今年度新規事業化された﹁一般国道１９１号木与防
災﹂に関する第2回事業説明会が 月 日に木与公民
分館で︑ 月 日に田部公民分館で開催され︑合わせ
ておよそ 人が説明を聞きました︒
6月に開催された第1回事業説明会では︑事業内容
の説明と測量等現地作業の説明がありました︒今回は
現在の作業状況に加え︑工事用道路概略説明及び今後
のスケジュール︑土地境界復元の説明がされました︒
住民の方からは﹁現段階で︑立ち退き対象など分か
る範囲で教えて欲しい﹂などの質問があり︑国土交通
省の担当者からは﹁現在設計を行っているところであ
り︑役員の方を対象とした1月の設計協議会や︑２月
の事業説明会で皆さんにお示しする﹂との説明があり
ました︒

町の課題﹁しごと﹂の解決
を図るため︑町内事業者など
で組織する〝阿武町しごと創
出協議会〟の会議が 月
日︑阿武町町民センター多目
的ホールで行われ 人が出席
しました︒
冒頭では︑各事業者がそれ
ぞれに募集していた季節労働
などの情報を集約した〝しご
とバンク〟の更新状況につい
て説明︒続いて︑昨年 月に
行われた京都府和束町への先
進地視察について報告︒視察
に参加された方からも感想を
いただき︑情報共有を図りま
した︒
さらに︑事業承継支援の構
築に向けた検討と︑昨年は3
事業者が計7人を受け入れた﹁ふるさ
とワーキングホリデー﹂について説
明︒また︑町で起こっている新たな
チャレンジとして︑昨年奈古地区に新
たに開業した５店舗を紹介しました︒
最後に平成 年事業の予定について
事務局から説明があり︑スイカや梨で
の﹁４分の１ works
﹂の
試験実施や﹁︵仮称︶阿
武町暮らし支援セン
ター﹂の開所など︑
しごと創出に向けた
動きの活発化を予感
させる協議会となり
ました︒

35

協議会の様子

7

12

来年度は主に境界立会
を含めた測量及び用 地契
約に着手する予定です︒
︻ 問い合わせ︼役場施設
課 ☎２ー３１１２
山 口 河 川 国 道 事 務 所︵ 計
画 課 直 通 ︶☎ ０ ８ ３ ５ ー
ー１８１９
22

14

〃
平成30年3月
平成30年夏頃
平成30年秋頃

ありがとうございます

〈１１月の寄附者〉
【３万円】 一守 博正さん（大阪府）
【２万円】 岡嵜 雄平さん（兵庫県）
〃
中村 康資さん（福岡県）

40 12

平成30年2月

設計協議会
（役員の方に昨日復旧の計画説明）
第3回事業説明会【第1回設計説明会】
（本線・工事用道路の計画説明）
国土調査復元測量
幅杭打設及び境界立会 開始予定
土地や物件の数量確認予定
用地の契約協議開始予定
平成30年1月

〈東京ふるさと阿武町会〉
【１
００万円】 三木 正市さん（東京都）
〈関西・東海ふるさと阿武町会〉
【１２０万円】 赤木 清美さん（兵庫県）
【６７万円】 楳本
翔さん（兵庫県）
【５３万円】 池田
心さん（兵庫県）
【４９万円】 赤木 信哉さん（兵庫県）
【４１万円】 楳本 祐哉さん（兵庫県）
【２０万円】 赤木 朋代さん（兵庫県）
【７万円】 楳本 愛理さん（兵庫県）
【５万円】 岩本 明照さん（大阪府）
〃
福岡 俊治さん（大阪府）
〃
村木 歳正さん（京都府）
〃
市原
護さん（大阪府）
【３万円】 堀山 政幸さん（京都府）
【２万円】 岩本 孝宣さん（兵庫県）
【１万円】 外村
保さん（大阪府）
〃
中村 龍雄さん（京都府）
許可いただいた方のみ掲載しています︒

今後のスケジュール

ふるさと阿武町会の皆さん
ふるさと納税（寄附金）

多様な職種、働き方の創出を目指して

第5回議会定例会（12月6日〜14日）
平成29年

平成29年第5回議会定例会が、12月6日から14日までの会期9日間で開か
れ、提出議案７件、発議１件、同意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、承認または認定されました。
このうち、一般会計補正予算（第4回）では、農地集積による機構集積協
力補助金などで4,836万円を増額計上しています。

一般質問
本定例会の一般質問には︑
４人の方から次の９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︒

議案
◆阿武町税条例の一部を改正
する条例
町長の職務︑固定資産評価
員の職務を明確にし︑改めて
固定資産評価員の設置ができ
るよう規程を整備するもの︒

21

21

質問者及び内容
☆伊藤敬久議員
○農地の保全について

◆平成 年度阿武町一般会計
補正予算︵第４回︶
今回の補正額は４８３６万
円の増額で︑補正後の歳入歳
出予算の総額は︑ 億３１３
９万８０００円となりました︒
29

今回の補正の主なもの

計における奈古地区浄水場の
通報装置の修理費の計上ほか︒
農林水産業費は︑特産品で
あるキウイフルーツの振興を
図るため︑ ヘクタールの区
画整理を計画するための︑地
形測量業務委託料の増額の計
上ほか︒
商工費は︑台風 号の影響
により破損した温水プール天
窓ガラスの取替工事費の計上
ほか︒
土木費は︑台風 号により
被災した水ヶ迫団地の屋上防
水シート張替工事費等の増額
計上ほか︒
消防費は︑９月の大型台風
号接近時における避難所開
設の際の避難者用食料の購入
費の計上︒
教育費は︑小中学校におけ

る教育用ＩＴ 関連機器の各
リース契約の内容の見直しに
よる減額及び︑萩博物館等に
保管されている古文書等につ
いて︑歴史的価値を判断する
ために専門家に解読を依頼す
るための委託料の新規計上ほ
か︒

◆４つの特別会計が成立
■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
平成 年４月から制度改正
されることに伴う増額ほか︒
︵ 補 正 額６ ０ ７ １ 万９ ０ ０ ０
円の増額・予算総額７億５１
３７万４０００円︶
■平成 年度阿武町介護保険
事業特別会計補正予算
地域密着型サービスの利用
実績の減による減額計上︒︵補
正額８８３万１０００円の減
額・予算総額６億８７６７万
９０００円︶
■平成 年度阿武町簡易水道
事業特別会計補正予算
片水源池滅菌ポンプ取替修
繕工事︑奈古地区浄水場通報
装置修繕工事︑旧金社水源池
法面復旧工事による修繕料と
工事請負費の増額計上︒︵補正
額１０９万２０００円・予算
総額５２８９万９０００円︶

29

30

29

29

29

議会費は︑議員の改選に伴
う期末手当及び消耗品の増
額︑議場の側面への録画用カ
メラの増設に伴う計上ほか︒
総務費は︑まち・ひと・し
ごと創生特別事業に係る仮称
﹁阿武町暮らし支援センター﹂
の開設に伴う旧奈古薬局の土
地・建物の購入に伴う増額の
計上ほか︒
民生費は︑日帰り人間ドッ
クの利用者の増による増額︒
また︑子育て支援センターの
臨時職員の専任の雇用に伴う
増額の計上ほか︒
衛生費は︑簡易水道特別会

4月に開所予定の
（仮称）
「阿武町暮らし支援センター」

☆清水教昭議員
○阿武町の皆様方の生命と財
産を守る取組について
○教育と文化を通し心豊かな
町づくりをなす施策につい
て
○笑顔あふれる生活環境にす
るための施策提案について

12

☆中野祥太郎議員
○消防団の組織体制について
○主要な施策の進捗状況につ
いて
○ふるさと納税寄附金の使途
について
☆小田高正議員
○阿武町版総合戦略の進捗に
ついて
○阿武町型の農業改革につい
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︒
10

18

16

8

農地中間管理機構集積協力補助金 2,282万1,000円
集落営農法人連合体育成事業補助金 880万8,000円
グリーンパークあぶ整備工事費 550万円

一般会計総額4,836万円増額補正で
予算総額は29億3,139万8,000円に

現地踏査

月 日

山口県知事
選挙の執行に
ついて

３ 19

４

２１

12

８

阿武町漁港内救命はしご新
設工事︑柳橋分譲宅地整地工
事 ︑ 町 道 路 肩 保 護 工 事︵ 奈 古
地 区 ︶︑ 旧 奈 古 薬 局 改 修 ワ ー
クショップ︑の４箇所を踏査
しました︒

任期満了による山口県知
事選挙が行われます︒
○選挙期日
平成 年 月 日
︵日︶
・投票時間
午前７時〜午後７時
当日︑都合が悪く投票
所に行けない方は︑期日
前投票をお勧めします︒
○期日前投票
︿ 本庁﹀
平成 年 月 日
︵金︶
〜 月 日
︵土︶
・投票時間
午前８時 分〜午後８時
︿ 各支所 ﹀︵管内対象︶
平成 年 月 日
︵月︶
〜 月 日
︵金︶
・投票時間
午前８時 分〜午後５時
○問い合わせ
阿武町選挙管理委員会
☎２︱０５０３
２

大切な１票︑
忘れずに投票
しましょう！

30

■平成 年度阿武町漁業集落
排水事業特別会計補正予算
次年度実施予定の機能保全
改築詳細設計業務の前倒しに
係る増額の増額︒︵補正額１４
７万６０００円・予算総額６
０３８万４０００円︶
◆契約の締結について
町の執行にかかる工事請負
契約等の締結について次の７
件の概要が報告されました︒
〇道路橋点検業務︵９５０万
４０００円・復建調査設計
㈱︶
〇阿武町高齢者福祉施設清ヶ
浜清光苑改修工事︵７６６万
８０００円・協和建設工業㈱︶
〇町道路肩保護工事︵福賀地
区１︶︵５７５万６４００円・
㈲吉岡土建︶
〇町道路肩保護工事︵福賀地
区２︶︵９９３万６０００円・
㈲吉岡土建︶
〇奈古漁業集落排水施設機能
保全改築エアレータ工事︵２
３５４万４０００円・㈱フソ
ウ︶
〇町道東方筒尾線道路改良工
事︵４６８７万２０００円・
小田産業㈱︶
〇町道郷川線道路改良工事
︵ １７ ７ ７ 万６ ８ ０ ０ 円 ・ 阿
武建設㈱︶

打 てば響 く

●和顔︵わがん・わげん︶

今年は︑戌年︒戌年は︑﹁柔
和 ﹂︑﹁ 勤 勉 実 直 ﹂︑ ま た ︑﹁ 道
に迷わない﹂という意味があ
るそうです︒
行政︑自治体運営の実務に
おいては︑色々な場面で︑
様々な意見にふれ︑多くの選
択肢の中から一つの選択を迫
られることが多々あります︒
そうした時︑自分の直感︵判
断︶を信じ︑道に迷わず意志
を貫き通すことが大事だと思
います︒もちろん︑独りよが
りではなく︑その裏には︑
日々の自己研鑽による洞察力
を磨き上げる努力が必須とな
るのは言うまでもありません
が︒

●戌年︵いぬどし︶

町長
コラム

私の︑今年一年︵という
か︑以前からずっとそうでし
たが︶の生活信条を﹁和顔﹂
としました︒社会生活におい
て︑また︑仕事においても
中々自分の思うように行動や
結果がならないこと︒時には
悩み︑時には腹立たしく思う
こともあるのが大人です︒そ
うした時︑その思いを一端飲
み込んで︑柔和な笑顔で町民
の方々︑また︑職員に接す
る︑そんな一年でありたいと
思っています︒

9

２１

２ 29

30

30

30

30

浴槽等改修工事予定の清ヶ浜清光苑
町道路肩保護工事（宇久地内）

29

一般質問 第5 回 定 例 会
月 日

ランティア団体にも︑協
力をお願いしている︒そ
の場合は集落彩生交付金
の申 請 をお願いしている︒
また︑活動時の事故補
償に対応できる﹁自治会
活動保険﹂に加入するよ
うに自治会長集会で案内
をしている︒この保険は
賠償事故︑傷害見舞い費
用︑費用損害補償等が含
まれる︒

に学校生活を送っておら
れる︒

町内の小中学校

のトイレ洋式化率は

トイレの洋式化
率 ％︑温水洗浄
便座は１００％

問 ２０１５年度の全国
問
公立小中学校の教職員を
対象にした調査で︑児
童・生徒の為に改善が必
要とした学校設備は﹁ト
イレ﹂と答えた割合は
％ であった︒町内の小中
学校の実態を問う︒
答
町長 阿武・福賀小学校
と阿武中学校を合わせ
て︑トイレの数は 個︑
この内洋式は 個で洋式
化 率は ・２ ％ で あ る ︒
洋式の温水洗浄便座化率
は１００％で︑県内では
最も高いと推定される︒

64

は消防署の後方支援︒
②支援活動を円滑に行う
ための訓練ほか︒消防団
が到着した時点で︑放水
が可能となる準備・安全
を確保しての初期消火活
動と設置要項に記述して
いる︒消防団協力隊は︑
﹁非常勤職員等公務災害
補償共済制度﹂に加入し
ており︑補償内容は︑﹁休
業 補 償 ﹂︑﹁ 障 害 補 償 ﹂ の
ほか︑遺 族 に 対 す る 補 償
等もある︒

Q

婚活窓口の
設置は

43

業を実施していくことも
有効手段と考えている︒
取組協定のない集落にお
いては︑協定の取組をお
願いしたい︒また︑畦畔
に芝生を植え付け︑草刈
り作業を年１回に減らす
ことが出来る方法もあ
り︑参考とすべき事例は
しっかり学び︑有効であ
れば実践して︑貴重な農
地を次世代に引き継いで
いきたい︒

町内の小中学校
のいじめ件数と実
態は

小学校で一件の
み︑両児童とも元
気に登校

問 文部科学省が行った
問
昨年度の児童生徒のいじ
めの結果を︑山口県教育
委員会が公表した︒町内
の小中学校の実態と取り
組みを問う︒
町長 町内のいじめ認知
答
件数は小学校で１件︑中
学校で０件︒この事案の
いじめ態様は冷かし︑仲
間はずれ︑軽くぶつかる
という行為であった︒双
方の保護者から実態を把
握し︑校長を交えて教育
相談を行った︒
現在は両児童とも元気

67

67

農地の
保全対策は

町の特産品であるキウ
イフルーツのモデル圃場
の整備・省力化を目指す
区画整備の事業に来年度
から取り組む予定︒ま
た︑法人化がされていな
い地域で農地を守るため
には︑
﹁中山間地域等直
接支払制度﹂を有効に活
用して︑他集落からの雇
用や︑協定を結び共同作

町道の管理作業
での事故補償は
自治会活動保険
に加入を

Q

A

﹁中山間地域等
直接支払制度﹂の
有効な活用

事故補償はどうなのか︒
答
町長 消防法第 条第５
項において﹁現場付近に
在るもの﹂とあり ︑
これが
消防団協力隊にあたる︒
協力隊員は︑住まいの行
政区に関係をする︑阿武
町消防団の各分団に所属
する︒初期対応では︑①
火災発生時における初期
消火活動及び消防団また

問 道路法で﹁町道﹂と
問
は︑一般交通の用に供す
る道路で︑町議会の議決
を経て町長が認定をした
ものをいう︒町道の管理
は町長がこれを行うが︑
どのように管理がされて
いるか︒維持における草
刈り作業の対応︑その作
業中の事故補償を問う︒
答
町長 管理を行う町道の
延長は全体で約１３３
㎞ ︑一級と二級の︑幹線
町道でも約 ㎞ あり︑業
者に草刈り作業を委託し
ている︒また自治会︑ボ

56

8

消防団協力隊の
初期対応は

清水教昭 議員

問
問 住民にとって︑危険
が伴う消防団協力隊を大
変に心配をしている︒
消防庁また県の担当課
からみて合法なのか︒そ
の組織はどのような位置
付けになるのか︒
初期対応での取り組み
について︑
また災 害 時での︑

29

12

初期消火活動と
後方支援活動

Q

A

支援情報の提供

Q

問
問 町には︑まだ結婚を
されてない男性・女性の
方々がおられる︒いろい
ろな事情があり︑巡り合
う機会︑また環境が激減

A

Q

A

伊藤 敬久 議員

問
問 農業従事者が高齢者
で後継者もなく︑集落営
農組織を立ち上げる事が
出来なかった地域は︑体
力の限界や病気により営
農が出来なくなったと
き︑その受け皿が集落に
はない︒農地中間管理機
構に申請しても︑受け皿
がないとして受諾されな
い状況である︒貴重な農
地を保全するため町とし
ての対策を問う︒
町長
長 農業従事者の高齢
町
化 は ︑ 本 町 では ・４歳 ︒
耕作放棄地は平成 年に
は
と増加している︒
今後も高齢化と担い手の
不在に伴う離農により︑
増加すると考える︒
70

27

A

Q
A

72
ha

自治会合同消火訓練

59

10

した事があげられる︒
萩には﹁恋活パーティー﹂
等の多くの企画があり︑
町も婚活事業を起こして
はどうか︒
答
町長 人口問題研究所に
よる︑いずれは結婚をし
ようと考える未婚者の割
合 は ︑ 男 性が ・７％︑女
性が ・３％と高い水準︒
中野祥太郎 議員

平日の日中時の︑
消防力の空洞化対
策について

町での婚活パーティー
の対応は︑出来るだけ︑
全県または北浦の広域エ
リアとし︑場への参加が
自然体で違和感のない形
が望 ましいと考 えている︒
婚活支援情報の提供
や︑交流イベントの情報
発信に努める︒

30

31

張り工事﹂は︑今年度︑
奈古地区で一路線︑宇田
郷地区で一路線︑福賀地
区で六路線を選定し︑工
事を進めている︒
⑤﹁福賀グラウンドゴ
ルフ場休憩施設及びトイ
レ設置事業﹂は︑既に
月 日に完成し︑使用さ
れている︒
⑥﹁高齢者の健康診断
料︑インフルエンザ予防
接種の負担軽減﹂は︑現
在︑後期高齢者を対象と
している︑集団検診での
健康診査自己負担額５０
０ 円と︑町内で受けるス
マート人間ドックの自己
負担一割を︑来年度か
ら︑ 歳以上まで広げた
い︒インフルエンザ予防
接種の自己負担無料化は
財源の目処が立ち次第︑
実施したい︒

新たなふるさと
納税寄附金制度の
取り組みについて

65

積極的な情報収
集に努め︑具体的
な検討を進めてい
きたい
問 平成 年度から︑ふ
問
るさと納税に︑インター
ネット等を介して︑資金

の必要な人と提供者を結
び付ける仕組み︵クラウ
ドファンディング型 ︶
の︑
新たな寄附金制度が開始
される︒
この制度は︑地域経済
の 好 循 環 の 拡 大 を 図る
﹁ふるさと起業家支援プ
ロジェクト﹂と︑移住・
定住を促進する﹁ふるさ
と移住交流促進プロジェ
クト﹂を柱としており︑
阿武町が単独町政を堅持
し﹁選ばれる町﹂を進め
る上で︑この制度の取り
組みが必要では︒
町長
長 現時点では︑クラ
町
ウドファンディング型寄
附金について︑詳細な情
報が不足している︒積極
的な情報収集に努めなが
ら︑具体的な検討を今後
進めていきたい︒

ふるさと納税お礼の一例

阿武町版総合戦
略の進捗について

今後は全課一丸
で施策を展開する

Q

小田高正 議員

問 阿武町版総合戦略は
問
３年目を迎えた︒５月に
町長就任以来︑様々な展
開をされていると思う
が︑道の駅発祥地・阿武
町をどう献立し︑町民や
外部に発信するのか︒独
創的で︑様々な工夫をし
た満足度の高い政策メニ
ューが求められる︒そこ
で４点を問う︒
❶町長就任後の活動につ
いて
❷新たな事業は︑住民の
理解が必要︒自治会長や
婦人会︑各グループ代表
者の皆様と共有されてみ
てはどうか︒
❸総合戦略から生まれた
新たな光を︑どのように
展開させていくのか︒
❹副町長を配置後︑組織
体制や事業運営上の波及
効果はどうか︒

A

協力隊への入団︑入隊の
協力依頼やＰＲを積極的
に行いたい︒
市町間を超えた消防団
員や協力隊員の連携につ
いては︑まず︑町内で出
来ることから進めていき
たい︒

町長就任時公約
の内の︑６事業の
進捗状況について
可能な限りスピー

ディーに︑かつ大
胆に各種の施策を
展開したい
問
問 花田町長就任時に公
約として掲げた内の︑次
の６事業についての進捗
状況は︒
町長
長 ①﹁保育園の保育
町
時間の延長﹂は︑平成
年４月１日から︑閉園時
間を︑午後６時から午後
６ 時 分に延長し︑土曜
日の午後も同様時間とす
る︒
②﹁高校生の医療費無
料化﹂は︑既に今年 月
から実施している︒
③﹁高校生の通学費軽
減﹂は︑既に７月から実
施している︒
④草刈り作業軽減の為
の﹁路肩のコンクリート

11

Q

A

13

Q

A

85

役場や町内の団
体で組織する分団
を早い段階で立ち
上げたい

検討しては︒
町長
長 平日の日中時の︑
町
消防力の空洞化等につい
て︑大変憂慮をしてい
る︒消防団の補完組織と
して︑消防団協力隊を組
織したが︑町全体の防災
体制は充分とはいえず︑
更なる取り組みが︑喫緊
の課題と考えている︒
役場や町内の企業の職
員で組織する分団の立上
げについては︑以前から
同 様の思いを 持っており ︑
体制や方法等を調査︑検
討の上︑目処が立てば平
成 年度︑あいは平成
年度中の発足を目指すよ
う︑指示をしている︒
また︑勤務先の就業規
則などで︑消防団や消防
団協力隊に入団︑入隊さ
れていない方がまだまだ
おられる︒現組織の即効
性を図るため︑消防団︑
30

89

問 消防団員の減少︑平
問
日の日中時の︑消防団員
の空洞化等から︑消防力
が充 分でない状 況にある︒
解決策として︑役場や
町内の企業の職員で組織
する分団を立上げ︑消防
力を高められないか︒ま
た︑市町間を超えた消防
団員や協力隊員の連携を

30

30
10

Q

A

10

町
町長
長
❶公約に基づいて︑スピ
ード感を持って政策課題
に取り組んでいる︒
❷ラボの説明と町歩きを
セットにした新しい出前
講座をメニュー化した︒
今後は各団体長にも積極
的に声をかけて︑共通理
解でまちづくりを実践し
ていきたい︒
❸職員︑住民の意識変
化︑チャレンジ精神︑小
さな起業︑若者ネットワ
ーク︑新しい人の動きが
出てきたと感じている︒
こうした新しい芽を伸ば
し︑活動人口の増加につ
なげていきたい︒
❹副町長は︑町長を補佐
し︑町長の命を受け︑政
策・企画をつかさどり職
員の事務を監督し︑政策
を進める牽引役である︒
他に︑各種プロジェクト
の取りまとめ︑改善・改
革の旗振り︑また政策に
対する思いや姿勢を職
員︑住民に伝える補佐役
も担っている︒㈱あぶク
リエイションの代表取締
役社長として︑道の駅本
来の機能と役割を果たす
べく︑精一杯の働きをし
てもらっている︒

阿武町型の就農
対策について
就農希望者が
納得できる体制を
とっていく
問
問 深刻な農業従事者の
高齢化に対応するため
に︑行政が挑戦する地域
商社や若者などを成長か
ら自立するまで︑バック
アップする施策を構築し
てみてはどうか︒
町長
長 離農対策として︑
町
就農希望者に︑農業につ
いて十分理解を得られる
まで説明し︑納得した上
で就農できる体制をとっ
ていく︒

ラボの説明と町歩きを
セットにした出前講座

清水教昭 委員長

月

日開催
8

10

ている︒相談をされる方
は諸般の実状があり︑民
生課・住民課に来られた
場合には他の課の前を通っ
て行かざるを得ない︒従 っ
て ︑ ロ ビ ー の一部 をパー
ティションで仕切り︑２・５
坪の開放感のある相談
コーナーを設置する︒
問 柳橋分譲地の広報用
問
看板の詳細は︒
答 来年の秋口に完成・
答
売り出しを目指して︑
今︑事業を進めている︒
分譲地の情報が住民の
方々に届くようにする︒
価格や条件など早い段
階に看板で知らせてい
く︒看板２個所︑横断幕
１ 個所を設置する︒線路
沿いのフェンスには ｍ
程度の横断幕を設置し︑
ひ
とめでわかるようにする︒
問 グリーンパークあぶ
問
整備工事の内容は︒
答
答 グリーンパークの隣
にある︑柳橋分譲地の一
部を活用し︑子供たちが
サッカーで使用できるよ
うに︑８人制の国際規格
で︑短辺が ｍ ︑長辺が
ｍ のフィールドを整地
する︒
68

遊歩道用の茶色のター
タントラックの１周を３
０ ０ｍ に 再 整 備 し ︑ ま
た︑遊具とグラウンドと
の間になにも無いので︑
ボールよけのフェンスを
設置する︒
問
問 生活支援ハウスと︑
日帰り人間ドックの利用
者数は︑３地区でどのよ
うになっているか︒
答 生活支援ハウスは宇
答
田郷にある︑
﹁ひだまり
の里﹂の中に︑全４室あ
る︒当初２７０日分の予
算を立てていたが︑今回
日分の計上をすること
になった︒現在︑奈古地
区の方が１人︑宇田郷地
区の方が３人︒
日帰り人間ドックの利
用者は 月末で 人︒町
内のスマート人間ドック
の受診者は齋藤医院で
人︑福賀診療所で 人︑
その他県内の町外医療機
関で８人︒平成 年が
人なので︑予算不足が無
いように追加をする︒
農業政策概要紹介 農業
生産力等機能強化対策事
業地形測量業務委託につ
いては︑奈古地区で耕作
放棄地︑遊休農地の圃場
整備をする︒全体は３工
区で︑面積が
︒

Ａ 工区は３・６ ︒一区
画が一反町を３反町に圃
場整備をする︒
Ｂ 工 区 は ４・４ ︒ 町
の戦略作物であるキウイ
フルーツの振興を続けて
いく為に︑モデル圃地と
して造成する︒
Ｃ工区は８ ︒国の補
助事業︑農地中間管理機
構等を利用した機構関連
事業として行う︒３年程
度要して︑圃場整備をす
る︒未確定であるが︑受
益者負担はない︒
平成 年度阿武町簡易水
道事業特別会計補正予算
︵第２回︶
問
問 旧金社水源池法面復
旧工事で︑今後︑水源池
の活用をどのように考え
ているか︒
答 旧金社水源池は現在
答
使っていない︒金社地区
では︑福田地区の水道施
設と直結しているので︑
今はそのままになっている︒
復旧工事というのは︑
水源池法面の︑下の段が
崩れているのを︑復旧す
るという内容︒
利用については︑今
後︑取り崩すのか︑その
ままにするのかという事
は︑現在計画を立ててい
ない︒

ha

ha

12

行財政改革等特別委員会報告

29

阿武町税条例の一部を
改正する条例
問 固定資産評価員の数
問
を︑一人とするのだが︑
その意図と︑どの様な方
になるのか︒
答 固定資産の額を決定
答
するのは町長で︑この額
を決定するまでの︑資料
を届けたり︑提示したり
するのが︑固定資産評価
員の仕事である︒地方税
法では︑市町村に固定資
産評価員を一人置くとなっ
ている︒今回の条例改正
で阿武町に一人置くと
し︑固定資産の評価事務
を専 任させるものである︒
平成 年度阿武町一般会
計補正予算︵第４回︶
問
問 庁舎１階ロビー相談
コーナーは︑住民からの
声があってか︑または相
談をしていく上で︑必要
性があっての事か︒
答 相談室は宿直室の隣
答
にあり︑そこで相談をし

16

65

53

29

28

16
ha

12

50

Q

A

90

10

29

ha

団団員延べ
団

人を表彰
13

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・消防
団協力隊員らおよそ１８０人
が出席する中︑町民センター
文化ホールで開催︒新入団
員・昇格者への辞令交付が行
われた後︑花田町長が式辞
を︑続いて末若団長が﹁新入
団員の確保︑初動体制の充実
強化︑防火啓発強化を重点目
標とし︑自分たちの町は自分
で守る誇りを持ち︑消防防災
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１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
や見学に訪れた住民らが見守
る中︑分列行進や道の駅下漁
港での一斉放水など︑きびき
びとした訓 練を披 露しました︒

昨年入団した
６人の新入団員

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︶
・柳井利一
︻勤続章︼
☆ 年勤続︵９人︶
・古屋群治 ・小野泰弘
・藤村素臣 ・中村聡司
・大谷 繁 ・水津 晃
・水津正人 ・金子隆一
・嶋戸幸弘
☆ 年勤続︵３人︶
・田中浩次 ・池田直樹
・杉村広和
☆ 年勤続︵１人︶
・廣石祐二
︻退団感謝状︼︵ 人︶
・茂刈達美 ・廣石文男
・矢田真弘

★阿武町長表彰
︻優良分団表彰︼
・奈古第１分団
︻功績章︼︵１人︶
・水津祥一
︻退団感謝状︼︵ 人︶
・茂刈達美 ・廣石文男
・矢田真弘

★阿武町消防団長表彰
︻精勤章︼︵２人︶
・蟹谷隆仁 ・波田野裕太

３

23

後援会から寄付目録の贈呈

13

３

30

20

23

観閲・分列行進

１月13日
山口県消防協会長表彰を
受けた柳井利一さん

10

阿武町消防 出初式

道の駅下芝生広場での一斉放水

12

17

ふるさと夢太鼓︵福賀小︶
和｢太鼓演奏 ｣
①福賀ふるさと夢太鼓

阿武中学校 混｢声三部合唱 ｣
①旅立ちの時
〜 Asian Dream Song
〜
②結ーゆいー

20

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
ファイナル﹂が 月 日︑
町民センター文化ホールで
開催されました︒
今回で最後となる音楽祭
に参加したのは︑第1回目
から皆勤賞の町内コーラス
グループやアマチュアバン
ド︑児童・生徒ら 組︒合
唱︑和太鼓︑ブラス演奏︑
バイオリン演奏などが披露
されバラエティー豊かなコ
ンサートとなりました︒会
場内は感動に包まれるとと
もに︑工夫を凝らした演出
に笑顔も︒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︒

阿武中学校PTA﹁斉唱﹂
①ヒカリノアトリエ

あぶ町民音楽祭
ファイナル
福賀小学校 合｢唱 ｣
①ありがとうの花

16

萩弦楽オーケストラ 弦｢音
演奏 ①｣ Waltzing Cat
② Sleigh Ride

萩高校奈古分校吹奏楽部
吹｢奏楽 ①｣デイ・ドリーム
・ビリーバー ②学園天国
勝又由香・大井光枝子・
池埜紘太郎﹁デュエット﹂
①いのちの歌
② You Raise Me Up

にこごりコーラス部
混｢声合唱 ①｣花束を君に
〜 Midnight Blue Train
② TRAIN-TRAIN

阿 胡 ス テ ィ ッ ク ス With
忌中野木与志郎 バ
｢ンド
演奏 ①｣よオーこそ！
② JUMP

萩高校合唱部 混｢声四部合
唱 ①｣やさしさに包まれた
なら ②夢みたものは ･･･
③わが叙情詩

あぶハーモニー
女
｢ 声コーラス ①
｣ かけが
えのないこと ②あの鐘を
鳴らすのはあなた
③野にさく花のように
﹁バンド演奏﹂
Man-Bow
①深夜高速
②はじめてのチュウ

阿武小学校｢合唱・合奏｣①花は咲く②ドラゴンクエスト〜ロトのテーマ〜

あぶ♡ゴールド﹁合奏﹂
①クリスマスソングメド
レー ②未来へ

ウォーターボーイズ
ABU
﹁ダンスパフォーマンス﹂
①学園天国

おかピアノ教室
﹁ピアノ連弾﹂
①動物の謝肉祭より 序奏
と獅子王の行進曲〜化石〜
フィナーレ②歓びの歌

14
15

第20回

12

12

25

25

わが町

17

冬休み〝こどもらぼ〟キッチン

24

郷土料理をクリスマス風に

ゆっくり丁寧に

美味しい料理が出来ました！

20

月 日︵ 月 ︶
に︑町民セン
ター内農産加工
室︵ 調 理 室 ︶で 冬
休み〝こどもら
ぼ〟キッチンが
開催され︑ 人
の子どもたちが
郷土料理作りに
挑戦しました︒
月 日とい
うことで︑婦人会の方々と一緒に郷土料理のいとこ
煮には赤︑白︑緑３色の白玉を入れクリスマス風に
アレンジ︒野菜の先生である梅田さんからは︑地元
のほうれん草をはじめとした野菜の秘密をたくさん
教えてもらいました︒クリスマス定番のチキンに
は︑角切りにしたキウイフルーツを添えて彩り豊か
な食べ物が並びました︒
お腹いっぱいになった後は︑みんなで片付けを
し︑奈古浦地区をお散歩︒旧奈古薬局ではサンタさ
んが出迎え︑子ど
もたち一人ひとり
から﹁お父さんと
お母さんのお手伝
い を し た い ﹂﹁ 勉
強と運動を頑張り
たい﹂など︑新年
の目標を聞きまし
た︒

トピックス
昨年の主な出来事

11

阿武小学校書き初め大会

1月 日に︑阿武小学校多目的ホールで阿武小学
校児童による書き初め大会が行われました︒
これまでの授業で学習してきた﹁とめ﹂
﹁はね﹂
﹁ はらい﹂など︑基本的な筆遣いを意識しながら︑
学年ごとに設けられた課題に筆をとりました︒
鉛筆やシャープペンシルとは違い︑一度書いたら
消すことが出来ない緊張感のなか︑児童たちは勢い
よく筆を走らせました︒普段は友だちとおしゃべり
していても︑この日はみんな終始無言︒お手本を参
考にしながら︑目の前に置かれた半紙と筆先に集中
していました︒
３作品中自慢の1作を担任の先生に提出し終え︑
墨汁で汚れた床も
きれいに掃除し︑
後片付けもみんな
で協力して行い︑
年頭にふさわしい
書き初め大会とな
りました︒

61

11

緊張感が漂います
先生直伝の筆遣い

１７

▼山陰道新規事業化決定︵３月︶
町の長年の懸案事項である国道１９１号の大雨時
の事前通行規制及び防災上の課題解消に向けた︑木
与 防 災 に よ る 山 陰 道 ︵ 木 与 付 近 ︶ の 整 備 区 間５・１
㎞の事業化が決定︒
▼花田憲彦町長が誕生︵５月︶
任期満了に伴う阿武町長選挙が告示され︑新人で
元町総務課長の花田憲彦氏︵ 歳︶が立候補︒無投
票で初当選となり︑花田新町政による﹁打てば響
く！町民の一人ひとりに寄り添うまちづくり﹂がス
タートした︒
▼副町長の配置とまちづくり推進課の新設︵７月︶
平成 年から助役︑ 年からは条例により不配置
となっていた副町長を配置︒併せて移住︑定住対策
の体制強化を図るため︑総務課から企画定住部門を
切り離し︑新たに﹁まちづくり推進課﹂を設置した︒
▼ABUウォーターボーイズ全国に
生中継︵８月︶
﹁ 時間テレビ 愛は地球を救
う﹂の番組で︑早朝の道の駅阿武町
温水プールを舞台に︑ABUウォー
ターボーイズの演技が全国に生中継
され︑大反響を呼んだ︒
▼高校生までの医療費を完全無料化︵ 月︶
未来を担う子どもとその保護者の負担を軽減する
ため︑子ども医療費助成制度を拡充し︑県内初とな
る高校生までの医療費完全無料化を開始した︒
▼新町議会議員8人が決定︵ 月︶
任期満了に伴う阿武町議会議員一般選挙が行わ
れ︑定員８人に対し 人が立候補︒現職4人︑元職
1人︑新人3人が当選した︒

19

12

新たなる決意を、
筆にのせる
10

Ｔｏｐｉｃｓ 山・海・里

まちの話題 Ａｂｕ

16

QRコード

２１世紀の暮らし方研究所 通信
〜阿武町版総合戦略を進めています〜 TsuQuRoプロジェクト

世紀の暮らし方研究所︵通称
ラボ︶の第 回講座が 月 日︑奈
古地区の旧奈古薬局で行われ 人が
参加しました︒
今 回 は ︑ ﹁ 今 年 の 活 動 ふ り 返 り＆
来年ラボの 作戦会議っ！﹂として︑
月に同研究所として参加した〝全
国移住ドラフト〟の結果報告をはじ
め ︑ 視 察 や 祭 り で の ABuQuRo
づく
り体験などの報告をしました︒
その後︑今年のふり返りをワーク
ショップ形式で実施︒各月の講座に
合わせ︑自分の気持ちを毛糸の線で
表現すると共に︑その時の思いを付
箋に記して貼り付けました︒同じ活
動でも人によって得意不得意や楽し
さの感覚にも違いがあることも可視
化されました︒
11

21

20

12

26

23

2017年の活動ふりかえり作業

場所：旧奈古薬局（阿武町大字奈古２７００番地１）
内容：今年の作戦会議Ⅱ＋奈古薬局でできること
を考えよう！
★開始20分前までに道の駅阿武町温水プール前に
集合していただくと、会場までご案内します。
★全国移住ドラフトに参加した都市部の若人５人
が、ラボに参加予定です。
（会ってみたい方是非！）
◆問い合わせ 21世紀の暮らし方研究所事務局
（役場まちづくり推進課）☎２−３１１１

各月講座時の
気持ちを毛糸で
表現

違いを理解しながら︑
みんなで場をつくる

1月27日（土） 13:30〜16:30

活動や講座の内容によって︑興味
や楽しみが人それぞれ違うこともあ
ります︒そのことをお互いが理解
し︑できることを重ねていくこと
で︑間口の広い活動が生まれてきま
す︒自分の﹁やりたい﹂と思うこと
が︑多様に少しずつ実現することが
で き る よ う な 活 動 を ︑２ ０ １ ８ 年 は
展開していく予定です︒

次回ラボのご案内

移住ドラフト
指名者も
参加予定！

2018年1月8日（月）から、自主放送チャンネルの改
変に伴い、
「iiネットあぶ」の放送時間が移動しています。
今後は当チャンネルが、より視聴して頂けるように他
の番組を充実させていきますので、ご理解のほどよろし
くお願いします。

iiネットあぶ（１２１ch）
放送時間変更について
曜日

月曜
新

旧

10:00
（木）

火曜〜金曜
新
旧
6:00
6:00
10:00

土曜
旧
新
6:00
（金） 6:00

10:00

10:00
13:00
（金）

放送時間
※
（ ）
内は
放送内容

16:00
（金）
18:00
（月） 18:00
20:00
（月） 20:00
22:00
23:00
（月）

16:00
18:00
20:00

14:00

14:00

18:00
20:00
22:00

16:00
（金）
18:00
（月） 18:00
20:00
（火） 20:00
22:00

23:00
24:00
（水）

17

日曜
新
旧
6:00
（木） 6:00
8:00
（金） 8:00
10:00
12:00
13:00
（月）
14:00
16:00
（火）
18:00
（水）

体と頭をうごかして！
月 日に︑奈古寿齢大学
月講座を開催しました︒講師
は︑阿武町総合相談センター長
の服部孝子さんです︒
今回は︑﹁体と頭をうごかして！サクサク元気に
やりましょう﹂というテーマです︒初めに︑ジャ
ンケンの手あそびで頭の体操をしました︒頭が柔
らかくなった所で︑介護保険料や医療保険料の講
話で︑﹁保険料を使うようになると若い世代に大き
な負担となります︒元気でいることが大切です︒
体と頭の両方をうごかしてサクサク元気にやりま
しょう︒﹂と話されました︒その後︑ジャンケン
ゲームと童謡の﹁春が来た﹂の替え歌をみんなで
歌い︑楽しく元気の出る講座でした︒

しめ飾りづくり教室で世代交流

希望と生きがいのある
地域づくりと仲間づくり
福賀婦人会は 月 日︵金︶
に︑地区出身町議会議員さん
を招いた懇談会とフラワーア
レンジメント教室を開催し︑
共に 名を超える参加者が集いました︒
午前の懇談会では︑地区内活動人口の減少︑健
康教室の認識の差︑公的交通網の改善︑集落彩生
交付金基準の見直し︑空き家や移住定住対策の円
滑な実施︑仲間づくり人づくりの工夫︑これから
特に気になる除雪対策など︑多岐に渡る意見や問
題点が出て︑予定の時間が超えてしまう熱の入っ
た懇談会となりました︒
午後からは︑新年を迎えるにあたり︑正月バー
ジョンのフラワーアレンジメントを︑和気あいあ
いの中にも感性と指先を研ぎ澄まして作製︒参加
者相互の親睦と交流を図ることができました︒

日ごろの感謝を込めて
ふれあい体育館清掃作業

月 日︵ 日 ︶に ︑ ふ れ あ い
体育館清掃と周辺草刈り作業を
行い︑日頃利用している団体︑
ボランティア団体合わせておよ
そ 人が参加しました︒
この清掃作業は︑７月と 月の年 ２回行ってい
ますが︑長年旧中学校を見守ってきた松の木が枯
れてしまったため︑強風時に道路や隣家に倒木し
ないよう伐採をしました︒みなさんの手際の良さ
に︑わずか１時間ほどで体育館周辺はすっかりき
れいになりました︒
体育館の利用者︑ボランティアつくし会の皆さ
ん大変疲れ様でした︒
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詩吟を通じて切磋琢磨
詩吟講座で中期詩吟発表会

月 日︵水︶に︑阿武町ふれあいセンター保健
指導室で宇田郷詩吟クラブによる︑﹁詩吟講座﹂
が開催されました︒
このクラブは︑詩吟研究で
人生観を豊かにし︑吟声鍛錬
と腹式呼吸で健康を目的とし
て結成され︑早３年目を迎え
ています︒
毎月第 ２水曜日に開催され
ますが︑今回は第４水曜日に
開催される﹁サロンド・吟﹂
のメンバーも集まり︑懇親会を兼ねて中期詩吟発
表会を開催しました︒互いの練習の成果が充分発
揮され︑良い刺激となったようです︒
３月には宇田ふれあいクラブが開催する﹁文化
フェスティバル﹂に参加予定で︑地域の皆さんは
乞うご期待

！
！

軽トラックの荷台もいっぱい

練習の成果を吟じます

10

13

15

昨年よりも良いしめ飾りを作ろう

正月バージョンもいい感じ！
？
わらを整えて

12

40

12

12

福賀子育連主催の世代交流しめ縄しめ飾りづく
りが 月 日︵日︶に開催され︑しめ縄をない︑願
いを込めた飾りをつけて︑仕上げていきました︒
前日の材料集めでは︑福賀昭和会の皆さんも協力
いただき︑多くの裏じろ︑ゆずり葉を集めること
が出来ました︒また︑より良いしめ縄になるよう
にと︑野沢の大田さんから︑稲わらも選別して分
けていただきました︒形良くなう
ために︑わらを木槌などで叩き︑
筒や節を潰し︑くずを除いて︑全
体を柔らかくして︑指導を仰ぎ︑
美しいしめ縄に仕上げていきまし
た︒昼食には︑福賀婦人会お手製
の︑おいしいおむすびや豚汁等を
参加者全員でいただき︑世代を超
えた交流が和やかに楽しく行うこ
とが出来ました︒

!!

12

月 日に︑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︑子ども会員
人︑育成者８人︑指導者３人
が参加しました︒
初めに︑材料の名前と意味︑
飾り方を小田公民館長が説明し
ました︒次に︑縄のない方や結
び方を教わり︑それぞれしめ飾
りを作り始めました︒初参加で
苦戦する子どももいましたが︑
連続して参加している子ども
や︑小学生の時作ったという育
成者もおり︑思い思いの立派な
しめ飾りを作り上げました︒
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12

27

30

12

じゃんけん、ほい！
！
「こねぇするほで」
自慢のしめ飾りと

12

12

17

18

お知らせ

不妊治療の現状と
助成制度、相談窓口

♪
町

♪ハ

ー あぶ
ッピ

不妊治療の現状
不妊のカップルは、約10組に1組と言われてい
ますが、近年、妊娠を考える年齢が上昇している
こともあり、この割合はもっと高いとも言われて
います。
医療保険適用外の特定不妊治療費助成事業を利
用する人は、平成23年度では約11万件、平成25
年度は約15万件と年々増加しています。（厚生
労働省ホームページより）

不妊治療費助成制度のお知らせ
山口県と阿武町では、不妊治療を受けているご
夫婦の経済的な負担を軽減するため、不妊治療費
の一部を助成しています。
対象となる治療
医療保険適用の不妊治療
一般不妊治療費
（例：タイミング法、薬物療法、
助成制度
不妊検査、不妊手術）
人工授精費
助成制度

医療保険適用外の人工授精
医療保険適用外の特定不妊治療
（体外受精・顕微授精）
※指定医療機関による治療に限る

特定不妊治療費
助成制度

女性健康支援センター
不妊専門相談センター
不妊・不育のほか、婦人科疾患や更年期障
害など女性の健康に関する相談ができます。
場

所：山口県立総合医療センター
（女性のなやみ相談室内）
防府市大字大崎77
受 付 日：祝日・年末年始を除く毎日
受付時間：9:30〜16:00
相談専用電話：0835-22-8803
E - m a i l：nayam119@ymghp.jp
対 応 者：保健師または助産師
臨 床 心 理 士：第1・3月曜日
産婦人科医師：随時
助成額/助成回数・期間
●1年度あたり3万円以内
●通算5年
なし
●1年度あたり3万円以内
●通算5年
●治療1回につき
初回：上限30万円以内
2回目以降：上限15万円以内
●助成回数：初めて助成を受け
る年齢が
40歳未満：通算6回まで
40〜43歳未満：通算3回まで

阿武町では山口県の特定不妊治療費助成制度に該当する方に対し、
以下の助成があります。
●助 成 額：治療1回につき5万円以内
●助成回数：初年度3回、2年目以降2回を限度に通算5年間
（10回まで）
男性不妊治療費
助成制度

特定不妊治療の一環として行われ
る医療保険適用外の採精手術
※指定医療機関による治療に限る

年齢制限

妻の年齢が
43歳未満

●治療1回につき
15万円以内
●助成回数：特定不妊治療費助
成制度と同じ

申請書の提出は、治療を受けた日（特定不妊治療費及び男性不妊治療費助
問い合わせ
成制度は治療を終了した日）の属する年度内（3月末まで）となっています。
役場民生課 保健師
制度に関することや治療に関するご相談も受け付けております。保健師ま
☎2-3113
でお気軽にご相談ください。
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奈 古 高
校
萩高校奈古分 は今
校

自
役員 治会
選挙

校
ガイ 内進
ダン 路
ス

スタ
ェ
フ
文化

●自治会役員選挙
（生徒会・農業クラブ）〜新役員誕生〜
１２月１５日
（金）
に、自治会役員立候補者立会演説会及び
選挙を行いました。本校の自治会活動である生徒会、農業
クラブの会長と副会長をそれぞれ選出します。生徒会長立
候補者は学校行事の充実について、農業クラブ会長立候補
者は他校との交流活動の活性化について、それぞれ熱く意
気込みを語りました。投票の結果、候補者全員が信任さ
れ、次期役員が決定しました。
現役員は、学校行事等の企画・運営にリーダーシップを
発揮してくれました。新しい自治会役員は、奈古高校の伝
統を引き継ぎ、完全分校化後のさらなる発展に力を発揮し
てくれることを期待しています。
●「校内進路ガイダンス」開催
１２月１５日
（金）
に、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います。
１・２年次生は自分の希望する進路に合わせ看護、福
祉、調理、保育、美容等の上級学校の講師による模擬授業
や体験学習等に取り組みました。３年生は若者就職支援セ

日生まれ

16

な

月

1

い

年

29

ゆ

平成

ゆいな

︵岡田橋︶
恩村優衣奈 ちゃん

ひろと

︵パパ︶和昭さん・︵ママ︶つかささん

30

ひろ と

1

はじめまして︑いつもげん
きいっぱいなゆいなです︒毎
日ハイハイで家の中を散策し
ているよ︒お父さんとハイハ
イレースをするのが大好き♡
今︑歩く練習中！歩けるよう
になっ
たらい
とこの
お姉ち
ゃん達
とたく
さん遊
びたい
な♪

藤田

︵筒尾︶
寛翔 ちゃん
年 月 日生まれ

平成

︵パパ︶秀義さん・︵ママ︶さやかさん

こんにちは寛翔です︒パパ
とお風呂で遊ぶのが大好きで
す︒ママの料理が大好きで何
でも残さず食べています︒笑
顔が素敵な寛君︒でも︑最近
はＣＭに出てくるおねえさん
がとにかく大好き︒みなさ
ん︑よろしくお願いします︒

29

ンターから講師を招き、早期
離職防止に向けた
社会人としての心構えについて講 義を受けました。
今回の校内進路ガイダンスを受講し、生徒たちはより具
体的な事項や新しい視点から、自分の進路について考察す
ることができました。
●「文化フェスタ」開催
１２月２１日
（木）
に、平成２９年度文化フェスタを阿武町町
民センター文化ホールで開催しました。平成１６年からの歴
史を刻む学校行事ですが、
「奈古高校」としては最後の文化
フェスタとなるため、生徒会を中心に思い出に残るものに
しようと万全の準備を行ってきました。
吹奏楽部演奏、音楽教科発表によるオープニングに続
き、今年度から新たな取り組みとして各クラス企画による
発表を行いました。１年次生は歌とダンス、２年次生、生
物資源科学科３年生はダンス、普通科３年生は劇を発表し
ました。どのクラスも楽しく、見応えのある発表でした。
午後からは、恒例となった被服部によるファッション
ショーと有志によるダンスと歌の披露がありました。
今年の最後を飾り、奈古高校の歴史の一つに刻まれる、
思い出深い素晴らしい文化フェスタになりました。

1月生まれ

20

年金のたより

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。また、国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが
義務付けられています。20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！

■問い合わせ
日本年金機構萩年金事務所 ☎０８３８ー２４ー２１５８ 役場住民課住民係 ☎２ー０５００
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

阿武町若者お気軽交流会

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11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 20名（先着順）
■問い合わせ まちづくり推進課 ☎２−３１１１
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申告書の提出はｅ Ｔｰａｘ・郵送・窓口で

日
15

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
給与をもらっていて︑源泉
所得税の精算が済んでいな
い人︒
▼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︒
27

20

ｅ ーＴａｘ により
申告手続等を行う場合

29

ｅ ーＴａｘ で申告手続きを
行う場合は︑電子証明書が必
要です︒
住民基本台帳カードに搭載
された電子証明書は︑有効期
間内であれば︑引き続きｅ ー

Ｔａ ｘ で ご 利 用 い た だ け ま
す︒
マイナンバーカードを利用
する場合︑マイナンバーカー
ドの電子証明書をｅ ーＴａｘ
に登録する必要があります︒
既に住民基本台帳カードの電
子証明書をｅ ーＴａｘ に登録
している場合についても︑新
たに取得したマイナンバーカ
ードの電子証明書をｅ ーＴａ
ｘ に再登録する必要がありま
す︒

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︑４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
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

特例の適用を受けるために必要なもの
・健康の維持増進及び疾病の予防を行った証明書
（特定健康診査・予防接種・定期健康診査・がん検
診の領収書等）
・対象の医薬品を購入した際の領収書
（かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用
薬・肩こり痛の貼り付け薬等）

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、源泉徴収票、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。

自身もしくは家族のスイッチOTC医薬品（医療用
から転用された市販されている医薬品）を１万2,000
円以上購入した際に、それを超える部分の購入費用に
ついて最大8万8,000円まで所得控除を受けることが
できます。
※現行の医療費控除との選択制になります

税金が戻ってくる！
還付申告受け付け中

平成29年から、新たに医療費
控除の特例（セルフメディケー
ション税制）の適用を受けるこ
とができます。

２ 16

所得税 および復興特別所得税 の
確定申告の受付は

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

２

所得税が２月 日から３月
消費税が４月 日まで

今年も確定申告の時期にな
りました︒
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︒
平成 年分の確定申告書か
ら 桁の個人番号欄が追加さ
れ︑マイナンバーの記載が必
要となりました︒マイナン
バーを記載した申告書を提出
する際は︑申告書類と併せて
本人確認書類をご提示いただ
くことになりますのでご準備
をお願いいたします︒
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︒
28

確定申告を
しなければならない人

12

税のたより

15

22

地区

相 談 月 日

対

象

行

政

区

２月１６日（金） 久瀬原、伊当、新田、
中村
２月１９日（月） 宇生賀中央、上笹尾、下笹尾、飯谷
２月２０日（火） 上東郷、下東郷、森見藤、野沢
２月２１日（水） 宇田地、金社、栃原、新生
２月２２日（木） 河内、釜屋
２月２３日（金） 野柳、美里、美咲
２月２６日（月） 上郷、筒尾
２月２７日（火） 寺東、大里
２月２８日（水） 下郷、土
３月１日
（木） 宇久、西の一、西の二、西の三
３月２日
（金） 木与、水ケ迫
３月５日
（月） 東方、市、岡田橋
３月６日
（火） 浜の一、浜の二、美浜
３月７日
（水） 宇田浦、尾無畑
３月８日
（木） 宇田中央
３月９日
（金） 宇田中央
３月１２日（月） 惣郷
３月１３日（火）
（予備日）場所：阿武町役場
３月１４日（水）
３月１５日（木） 申告期限
※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
賀
奈

15

12

16

16

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︑各種
保険料︵税︶ともに平成 年
中に得た収入金︑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︒

予備日

17

ご相談はお気軽に
萩税務署 ☎０８３８‒２２‒０９００ 役場住民課 ☎２‒０５００

町・県民税の申告相談
２月 日から３会場で

宇田郷

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︑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
︵金︶
から３月 日
︵月︶
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
決められた日においでくださ
い︒

古

16

29

29

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︑税務
署で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︒

得が分からないために国民健
康保険税等の軽減額などの計
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
廃車手続きについて

23

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︒

申告相談に、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。
◎マイナンバー及び身元確認書類。
◎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29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。
◎新規に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。

国保や後期高齢の被保
険者で所得の少ない人
も申告を

申告相談に持参するもの

もしも︑申告がないと︑所

月は︑﹁節電タップで待機電力の削減﹂

1

申告相談の日程
福

エコの日 毎月 日は︑地球に良いことをする﹁エコの日です﹂︒
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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

平成30年度 阿武町児童クラブ
利用児童を募集しています
来年度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。
【利用できる児童】小学校１年生〜６年生の町内の小学校に就学している
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
【募集期間】平成30年２月１3日
（火）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。
◆問い合わせ

役場民生課 介護福祉係

☎２−３１１５

阿武町ハッピー健康マイレージの
ポイント交換は2月14日（水）までです！
阿武町ハッピー健康マイレージに参加された皆さん、運動したことや健康診断を
受けたことで貯まったポイントをぜひご提出ください！

ポイントを貯める期間は、1月31日(水)まで
ポイントと景品を交換する期間は、2月14日(水)までとなっています！
交換する場所は、役場民生課、各支所、教育委員会です。
ポイント交換をお忘れないようご注意ください！
！
◆問い合わせ

役場民生課 環境保健係

☎２−３１１3

プラス

萩・石見空港 子育て応援助成「キッズプラス＋」
〜往復利用でこども１万円助成、ご家族もオトク！〜
萩・石見空港をお得に利用できるキャンペーンを実施中です。ぜひこの機会に、萩・石見空港をご利
用ください。
●助成金額 ①５，
０００円（片道、
１８歳以下） ②３，
０００円（片道、同行の保護者）
■対 象 者 阿武町、萩市在住者および島根県在住者
■利用形態 18歳以下の者、18歳以下の者と同日同便を利用する保護者
（18歳以下の者１人につき２人まで）
■対象期間 平成30年３月31日搭乗分まで
■申請に必要な書類 ①専用の申請書 ②助成申請する搭乗分の「ご搭乗案内」（ピンク色）
③18歳以下の者の年齢を証明する資料の写し（健康保険証・運転免許証等）
■申請期限 平成30年４月16日（当日消印有効）
◆問い合わせ

萩・石見空港利用拡大促進協議会

☎０８５６−２３−０９９０
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ひと

女と男の一行詩

悪質な架空請求はがきは無視してください！

ひと

どちらかじゃ

【相談事例】
「日本民事訴訟管理センター」から、
「消費料金
に関する訴訟最終通知のおしらせ」というはがき
が届いた。内容は、消費料金が未納となってお
り、契約会社や運営会社によって民事訴訟の訴状
が提出された。連絡がない場合は、給与等を差し
押さえるというものだった。請求内容に心当たり
はないが、連絡を取るべきだろうか。

無くて互いに

【アドバイス】
最近、町内でも同様のはがきが多く届いてお
り、悪質な架空請求が横行しています。架空請求
では相手へ連絡、支払いをしてはいけません。相
談事例では、消費者に過去に利用した業者への支
払いがあると思わせ、それに関して「訴状の提

一問一答

分かち合う

まちの

Ｑ

出」
「給与等の差し押さえ」などと脅して不安にさ
せ、訴訟の取り下げなどについて相談するよう誘
導するものです。消費者が「日本民事訴訟管理セ
ンター」に連絡をしたところ、弁護士を名乗るも
のを紹介され、最終的にはコンビニでプリペイド
カードを購入し、お金を支払ってしまったという
ものもあります。事例のような組織は、微妙に名
前を変えてはがきを送ってきます。請求された内
容について不明な点や不安を持った場合でも決し
て相手に連絡せず、支払わずに無視してください。
また、
「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の
呼出状」等の場合は、書類の真偽の判断が難しい
ので、放置せず、すぐに阿武町消費生活相談窓口
（経済課☎２−３１１４）、又は山口県消費生活セン
ター（☎０８３−９２４−２４２１）に相談しましょう。

火事で１１９番通報して消防車を呼んだらお金を請求される？

お金がかかるから、少しのボヤだったら１１９番などするなと聞きましたが…。

Ａ

請求されません。

山口県の消防、救急は全て税金で賄われているため、消防車の出
動はもちろん、救急車を呼んだ場合や、ドクターヘリで搬送された
場合であっても、救急隊員による応急処置を含め救急搬送に掛かる
費用が請求されることはありません。
※ただし救急外来の診療費等が病院から請求されることはあります。
ボヤであっても、早めの消火が皆さんの命、家などの財産を守ることに繋がるため、火事が
発生したときには直ちに１１９番通報をしましょう。

iiネットあぶ
連動企画

暮らしの え〜 ポイント

『余ったお餅で簡単レシピ！』編
Ｑ．正月の余ったお餅で、簡単に作れるものがありますか？
Ａ．短い時間で、簡単に作れる料理を3品紹介します！
具材を変えたり、アレンジするのも楽しいですよ♪
料理①：「ポパイも喜ぶ、あったか雑煮」
ポイント お餅は両面に焼き色がつくまでじっくり焼きましょう。
完成した3品は、
だしを作る代わりに、市販のうどんだしを使うと便利です。 どれも美味しそう
料理②：「ベーコン入りカリカリ餅」
ポイント 冷凍保存のお餅を使うときは、レンジで温める時間を伸ばしましょう。
ベーコンの味がきいているので、そのままでも十分美味しいですよ。
料理③：「ハートを込めて、雪見もち」
ポイント お餅と牛乳が混ぜにくいときは、電子レンジで温め直すといいですよ。
トッピングを変えることで、見た目にも華やかになります。
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阿武町食生活改善推進員
小田千菊さん
︵左︶
・
末若ゆり子さん
︵右︶

このコーナーは、みなさんの身近にある豆知識をまちの
「よぉ知っちょる人」に教えてもらうコーナーです。

お知らせ

富 08387-8-2311
2 /12㊊（郡）萩市須佐診療センター

須

佐 08387-6-2540
2 /18㊐（郡）齋 藤 医 院

奈 古 08388-2-2838

男性も
のお手伝いをします︒
※事前予約制︵前日まで︶
▼申し込み 役場民生課
☎２︱３１１５

未内定の新卒者・
既卒者の皆様へ
就職活動をされている今春
卒業の新卒者・既卒者の皆さ
ん︑ハローワークは就職が決
まるまで皆さんを支援し続け
ます︒
就職について知りたいこと
や不安なこと︑求人情報など
お気軽にお問い合わせくださ
い︒
▼問い合わせ
ハローワーク萩 学卒担当
☎０８３８︱ ︱０７１４

医療法人医誠会都志見病院
☎０８３８︱ ︱２８１１

放送大学山口学習
センター入学者募集
のお知らせ

放送大学はインターネット
やテレビによって学ぶことが
出来る通信制大学です︒放送
授業は３００科目と多彩で︑
1科目から選択できます︒
この機会に生涯学習とし
て︑またキャリアアップ︑資
格取得を目指してみません
か︒
▼出願受付 平成 年4月入
学分
第1回 2月 日
︵水︶
まで
第2回 3月1日
︵木︶
〜
日
︵火︶
▼問い合わせ 放送大学山口
学習センター ☎０８３︱
９２８︱２５０１
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問題も発生する恐れがありま
す︒
この機会に︑一度相談して
みてはいかがですか︒
▼問い合わせ 山口県司法書
士会事務局 ☎０８３︱９
２４︱５２２０

表彰席

︵敬称略︶

第3回長嶺翁記念
柔道大会

月 日 萩ウェルネスパー
ク萩武道館
︻小学２年生の部︼
★準優勝 宮﨑成仁
︵ 水ヶ迫 ︶
︻小学３年生の部︼
★優 勝 上田怜央
︵ 水ヶ迫 ︶
★準優勝 末益鼓一
︵ 水ヶ迫 ︶
︻小学５年生の部︼
★準優勝 上田陽葵
︵ 水ヶ迫 ︶
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女性はもちろん

☎0838-26-1397（内科・外科・小児科・歯科）

活躍は

弥

女と男の一行詩
0838-26-1397

農地相談会を
開催します

日曜日、祝日、年末年始は休日急患診療センターへ

いずれの会場も︑９時〜
時 分となります︒
▼問い合わせ 農業委員会事
務局︵役場経済課内︶
☎２︱３１１４

地域がん公開講座
﹁がんと共に生きる﹂
のご案内

相続登記に関する
相談を無料で実施
しています

毎年２月は﹁相続登記はお
済みですか﹂月間です︒
相続登記をしないまま相続
人が死亡した場合︑権利関係
の複雑化や︑不動産売却・ロ
ーン設定に時間がかかりま
す︒また︑空き家などの社会

23

(

22

30

28

緊急の場合は１１９番

生活困窮者自立
支援法による相談会

▼ 日 時 2 月 日︵ 土 ︶ 時
〜 時
▼場所 千春楽 味楽亭3階
︵先着順・聴講無料︶
▼講師
西本 敏昭 氏
山本 達人 氏︵医療法人
医誠会都志見病院副院長︶
岡野 芳子 氏︵患者サロ
ン〝だいだい〟代表︶
▼問い合わせ

10

※当番医の確認は役場または各支所へ

▼日時 ２ 月 日
︵火︶
９ 時〜
時
▼場所 阿武町役場小会議室
▼相談員 生活困窮者自立相
談支援員
▼内容 生活に困っている︒
仕事が見つからない︒将来
が不安︒病気で働けない等
お困りごとをお聞かせくだ
さい︒一緒に考え︑解決へ

12

22

17

休日当番医

農業委員会では︑次のとお
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︒
▼日時・場所
○奈古地区 １月 日
︵月︶
役場本庁２階会議室
○福賀地区 １月 日
︵水︶
のうそんセンター
○宇田郷地区 ２ 月 日
︵木︶
ふれあいセンター

12

)
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
11

2 /11㊐（郡）萩市弥富診療センター

１

萩・阿武健康ダイヤル２４
20

賀 08388-5-0863
福
1 /28㊐（郡）福 賀 診 療 所

0838-26-1397
椿
1 /21㊐ 休日急患診療センター

椿
2 / 4 ㊐ 休日急患診療センター

22

24

30

12

おしら せ

ひと

女と男の一行詩

ひと

「はたちの献血」
キャンペーンが
開催されます！

2月

お互いの
苦楽を知って

日 曜
行
事
予
定
1 木 ひよこクラブ 9:45【ほっとハウスみどり】
2 金 豆まき・会食 10:30【みどり保育園】
ふれあいキッチン（奈古地区 筒尾）8:30【筒尾公民分館】
3 土 福賀月例グラウンドゴルフ大会 13:30【福賀グラウンドゴルフ場】
阿武町選挙管理委員会 16:00【役場会議室】
山口県知事選挙 7:00【各投票所、役場】
4 日
ふれあいキッチン（奈古地区 寺東）9:30【寺東公民分館】
阿武町と萩信用金庫との包括連携協定締結式 11:00【役場大会議室】
6 火
平成30年阿武町新春懇話会 15:00【町民センター】
7 水 奈古ストレッチ学習会 9:30【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】
8 木 認知症キャラバンメイト勉強会 9:30【町民センター】
ひよこクラブ 9:45【ほっとハウスみどり】
阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30【役場会議室】
9 金 奈古さつき婦人学級2月講座 9:00【町民センター】
福賀月例ボウリング大会 19:30【ユーズボウル萩】
アルバムカフェ作り（ママの会）9:00【みどり保育園】
10 土
まちづくり懇談会（福田上）13:30【のうそんセンター】
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】
11 日
奈古グラウンドゴルフ 9:00【阿武小中グラウンド】
15 木 職員人権研修 13:00【役場大会議室】
身体測定（保育園）10:45
16 金
職員人権研修 13:00【役場大会議室】
生活発表会 9:00【みどり保育園本園】
17 土 阿武町栄光文化賞・阿武町っ子栄光賞授賞式 9:30【町民センター多目的ホール】
事業承継セミナー及び個別相談会 13:30【町民センター研修室】
福賀地区親子スキー教室 6:00【広島県 大佐スキー場】
18 日
まちづくり懇談会（惣郷）10:00【惣郷公民館】
19 月 健康教室「さくら会」9:00【町民センター】
誕生会 10:45【みどり保育園】
20 火
まちづくり懇談会（尾無畑）18:00【尾無公民分館】
21 水 奈古ストレッチ学習会 9:30【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】
22 木 ひよこクラブ 9:45【ほっとハウスみどり】
阿武町地域福祉運営協議会 16:30【役場大会議室】
避難訓練・交通安全指導 10:45【みどり保育園】
23 金 ステップ運動教室 13:00【のうそんセンター】
阿武町サロン交流会 13:30【町民センター】
24 土 萩地域スポーツ推進委員女性交流会 8:00【町体C・町民センター】
26 月 消費生活相談員による相談日 8:30【役場１階相談室】
27 火 議会運営委員会 9:00【委員会室】

■日時：平成30年１月28日(日)
９
：
３０〜１２
：
００
１３
：
１５〜１６
：
００
■場所：丸久アトラス萩店
駐輪場及び出口付近
■内容：献血
献血協力者を対象とした
抽選会等

角が取れ

みなさんの積極的
なご協力をお願い
します。

1月分

町内の求人情報

会 社 名

求人数
１人
小田建設 株式会社
１人
阿武建設 株式会社
１人
株式会社 くぼた薬局
１人
社会福祉法人 阿武福祉会 ２人
特別養護老人ホーム 恵寿苑 １人

1月10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
64歳以下
不問
44歳以下
59歳以下
不問
59歳以下

賃
金
250,000円〜
160,000円〜
135,000円〜
400,000円〜
143,000円〜
176,000円〜

業
種
土木施工管理技士または建築施工管理技士
普通作業員（砕石場）
一般事務
薬剤師
介護職員
看護職員

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 2,272
（ 0 ） 転入
（ − 5 ） 1,045

6

福 賀

577
（ − 2 ） 276
（ − 1 ） 転出

10

宇田郷

548
（ − 5 ） 288
（ − 5 ） 出生

0

（−12） 1,609
（ − 6 ） 死亡
合 計 3,397

8

※（

27

）内数字は対前月比

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
11
0
11
121
起 こ っ た 事 故 （12） （0） （12） （121）
うち阿武町内で
起こった事故

0
0
0
11
（1） （0） （1） （3）
（ ）内数字は前年件数

țɏʬʀʟࣻߕဃ
作品は道の駅温泉棟１階に展示中

理

ヘル

イト☆おすすめ
メ
料
ス

タイトル
﹁冬暮れの帰港﹂
清水 教昭︵宇田浦︶

伊当

会員作品紹介

奥山フジエさん

「カルシウムたっぷり骨太レシピ！」
より

厚揚げの酢豚風
トマトケチャップ
［材料（２人分）］
大さじ３
厚揚げ
１枚（２２０ｇ）
酢
大さじ１／２
玉ねぎ １／２コ（９０ｇ）
砂糖
〃
ピーマン
１コ（３０ｇ）
Ⓐ
チキンスープの素
ジャンボピーマン
小さじ１／２
１／２コ（５０ｇ）
豆板醤
〃
生しいたけ ２枚（３０ｇ）
片栗粉
〃
桜えび
大さじ２
水
１／４カップ
ごま油
大さじ１
［作り方］
①厚揚げは一口大にちぎ
り、玉ねぎは１センチ
幅のくし形に切る。
ピーマンとジャンボ
ピーマンはへたと種を
取り、一口大に切る。
しいたけは軸を取り、そぎ切りにする。
②Aの調味料を混ぜ合わせておく。
③フライパンにごま油を熱して桜えびを炒めて、カ
リッとしてきたら玉ねぎ、ピーマン、ジャンボ
ピーマン、しいたけ、厚揚げの順に加えて炒め合
わせる。
④野菜に火が通ったら②を加えて、ひと煮立ちさ
せ、とろみがついたら火を止めて器に盛る。
※厚揚げと桜えびでカルシウムがアップします。

●コメント：寒い季節風が、全身を吹き抜ける様な
冬暮れの時でした。上空を眺めると、太陽光が重な
り合って、日本海の水面を照らしていました。その
一部分が宇田漁港の入口に当り、そこに漁獲をし
た、船が通過しました。季節感の喜びと、水揚げが
おとずれる、感動の一瞬を撮影しました。
タイトル
﹁いつか来た道﹂
大野 玲子︵西の一︶

●コメント 子供の
頃︑遊びながら風呂の
焚き付けを集めては友
達と日の暮れるまで遊
んだ場所︒これが私の
一品︒

私 の 一 品

：

次回定例会は
１月２２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

佐々岡美保
︵中
村︶

高橋作之助
︵浜の１︶

小野

豆︶

たから

宝くじ夢追い続け去年今年

清穂
︵伊

原︶

く

悔いの無き日々を重ねて暦果つ

惠子
︵平

こ

小春日や別け隔てなき陽をまとふ

原

弘子
︵浜の１︶

かれ

枯蔓や十人十色に老いのあり

柳井

久︶

よ

世 の 常 は 塞 翁 が 馬 山 眠 る

林

衛︵宇

万︶

はな

華やぎしハートの山も眠りけり

小田

淑子
︵上

方︶

かぜ

風止んで木々に積るや牡丹雪

大倉

眞代
︵東

里︶

お

老ゆるまじ平々凡々実南天

梅地

幸枝
︵大

ちん

鎮 魂 の 碑 ひ と つ 山 眠 る

出羽法泉子
︵浜の１︶

池田

郷︶

ゆ

柚子の湯に煩悩ひたし解しけり

慶子
︵上

浜︶

やま

山 眠 る 水 音 深 き 所 よ り

河原

紅魚
︵美

屋︶

かい

開戦碑眞中に四方の山眠る

水津

泰枝
︵釜

つく

尽すだけ尽してひとり山眠る

能野

ふゆ

冬の星竹ひご残し師逝きし

はる

づる

や

な

ゆめ

わ

き

お

ひ
かさ

お

こ

ひ

うま

ぞ
こ

ねむ

たん

なん

ねむ

ねむ

ねむ

こよみ は

ぼ

み

やま

ねむ

ぼん

やま

ほぐ

やま

やま

ゆ

ところ

し

句

つづ

いろ

やま

も

ぼん

つも

へい

ふか

よ

のこ

おう

び

へだ

と

さい

へい

のう

おと

ぎ

ぼん

みず

なか

いしぶみ

ま

つく

じゅう にん

ゆ

つね

ひ

たけ

俳

び

こん

ず

ねむ

せん

ほし

とし

ゆき

てん

一雄
︵下
郷︶

