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平成30年第4回議会定例会（９月11日〜20日）
平成30年第4回議会定例会が、9月11日から20日までの会期10日間で開かれ、提出議案6件、そして
全員協議会での報告2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2回）では、３箇所分の災害復旧工事費などで2,959万4,000円を
増額計上しています。
また、「イージス・アショアの陸上自衛隊むつみ演習場への配備計画の撤回を求める請願書」が議
会へ提出され、審議の結果議員全員一致で採択されました。

︻一般質問︼
本定例会の一般質問には︑
２人の方から次の７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
☆清水教昭議員
○森林を豊かにするための事
業展開について
○自然の恵みを活かす河川改
修工事の取り組み
○山陰道のインターチェンジ
名称について
○地方自治法と阿武町の組織
体制について
☆小田高正議員
○集中豪雨に伴う土砂災害等
の対策について
○読む・書く・考える力等の
基礎学力向上について
○役場庁舎内の防犯セキュリ
ティ対策について
※なお詳しい内容については
議会だより︵８〜 P︶に
掲載しています︒
︻議案︼
◆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
基準を定める条例の一部を改
正する条例
放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準の
一部を改正する省令により︑

地売り出し広報用チラシの新
聞折込に係る経費の増額計上
ほか︒

民生費は︑国保データベー
スシステム改修に伴う国保事
業︵事業勘定︶特別会計への
繰出金の増額や︑福賀高齢者
福祉複合施設新築事業の指定
管理に伴う連携ネットワーク
設備工事などの新規計上ほ
か︒
衛生費は︑女性がん検診受
診勧奨の事業に伴う郵便料の
増額計上ほか︒
農 林 水 産 業 費 は ︑︵ 農 ︶福 の
里が事業を活用して購入を希
望している色彩選別機購入補
助金の増額計上ほか︒
商工費は︑道の駅の食堂ガ
ラスの破損や温泉の排水溝の
補修等に伴う修繕料の増額計
上ほか︒

消防費は︑台風７号による
避難所開設における食糧及
び︑今後の災害時の食料費の
増額計上︒
教育費は︑給食センターの
冷凍庫コンプレッサーの故障
に伴う修繕代の増額計上ほ
か︒
災害復旧費は︑６月〜７月
の豪雨及び台風により公共土
木施設が被災したことによる
増額計上ほか︒

◆平成 年度阿武町各会計歳
入歳出決算の認定について
平成 年度阿武町一般会計
歳入歳出決算をはじめ︑７つ
の特別会計について︑地方自
治法の規定により承認を求
め︑全会一致で認定されまし
た︒
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放課後児童支援員となること
ができる基準が改正されたも
ので︑該当者の中の条件が一
部変更され︑教育職員免許法
に規定する免許状を有し︑
﹁５年以上放課後児童健全育
成事業に従事した者であっ
て︑町長が適当と認めたも
の﹂が新たに追加されたこと
によるもの︒
◆平成 年度阿武町定住促進
住宅︵東方︶新築工事の請負
契約の締結について
奈古高校の教職員住宅で
あったところに新たに２階建
て︑１棟４戸の住宅を新築す
るもので︑プロポーザル方式
による施工業者選考委員会に
おいて︑業者と請負金額が決
まったことによるもの︒
◆平成 年度阿武町一般会計
補正予算︵第２回︶
今回の補正額は︑２９５９
万４０００円の増額で︑補正
後の歳入歳出予算の総額は︑
億８８３０万３０００円と
なりました︒
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今回の補正の主なもの
総務費は︑宇田漁港と尾無
漁港に流れ着いた流木処理に
係る経費の増額や︑柳橋分譲

27

◆地方公共団体の財政の健全
化に関する法律に基づく健全
化判断比率及び資金不足比率
の報告について
財政健全化法の規定に基づ
き︑平成 年度決算における
健全化判断比率等が報告され
ました︒

29

◆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

29

30

11

売り出し中の柳橋分譲宅地

2

一般会計総額
2,959万4,000円増額補正で
予算総額は27億8,830万3,000円に
いらお苑連携ネットワーク設備工事ほか
集落営農法人連合体育成事業補助金
災害復旧工事

30

︵補正額１９８９万５０００
円の増額・予算総額６億６８
７８万７０００円︶

16

11

口支店︶

◆イージス・アショアの陸上
自衛隊むつみ演習場への配備
計画の撤回を求める請願書
９月 日︑イージス・ア
ショアの陸上自衛隊むつみ演
習場への配備計画の撤回を求
める請願書が阿武町福賀地区
全 自治会及び阿武町福賀地
区全４法人の連名で︑田中俊

雄・市原 旭両議員の紹介によ
り︑
議長宛てに請願されました︒
議場では市原 旭紹介議員
による請願の趣旨説明︵Ｐ４︶
が︑続いて中野 祥太郎副議
長が賛成討論を行い
︵Ｐ５︶
︑
議
員全員一致で採択されました︒
その後︑町長が﹁イージ
ス・アショアのむつみ演習場
への配備計画﹂への考えを述
べました︒︵Ｐ６︶

3

29

◆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の概要
が報告されました︒
〇阿武町定住促進住宅︵東
方︶新築工事︵５９６４万
８４０円・積水ハウス㈱山
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計補正予算
国保データベースシステム
改修に伴う委託料の増額ほ
か︒︵補正額２２４０万４０
００円の増額・予算総額６億
６８１０万２０００円︶
■平成 年度阿武町介護保険
事業特別会計補正予算
平成 年度介護給付費負担
金及び地域支援事業費負担金
の確定に伴う返還金の増額︒

イージス・アショアの陸上自衛隊むつみ演習場への
配備計画の撤回を求める請願書（全文）

410万円
293万2,000円
1,310万円

福賀地区全１６自治会及び福賀地区全４農事組合法
人が阿武町議会へ

「イージス・アショアの陸上自衛隊むつみ演習場
への配備計画の撤回を求める請願書」を提出
（請願書全文P３、趣旨説明P４、賛成討論P５、町長の配備計画反対表明P６）

市原

旭 紹介議員

３ 段ロケットであり︑それぞ
れ空中で分離しながら推進力
を高めていくというふうに思
うのですが︑その分離した分
離部が地上に落下し被害が発
生することは︑ないのでしょ
うか﹂と尋ねました︒答え
は︑
﹁設置後︑試験等をする
ことは︑まだ決めておりませ
んし今後決めて行く事でござ
いますが︑３段ロケットが空
中で分離し分解して行くとい
う話ですが︑我々としては︑
海上といいますかそういった
所に落ちて行くのではない
か︑と考えております﹂との
答弁でした︒
２回目の説明会では︑
﹁我々農家は︑農地とともに
生きております︒ご存じない
かもしれませんが演習場のす
ぐ脇には︑牛舎があります︒
農家と云う者は︑その地から
離れる訳には︑いかないので
す﹂と言うと︑
﹁近くに牛
舎︑畜産団地があるのは︑当
然承知しております﹂との答
弁︒さらに２回目も︑落下の
危 険 を 問 い ま し た ︒﹁ 迎 撃 ミ
サイルが分離し落下するがそ
の対応は︑また︑落下する事

を踏まえ︑日本海に面した側
に他の候補地を再検討しても
らえないか﹂と問いました︒
答 弁 は ︑﹁ ミ サ イ ル は ︑ 斜 め
に飛ぶのではなく︑まず垂直
に上がってそこから弾道ミサ
イルの方向に向かって飛ぶと
いうことで︑阿武町の上を必
ずしも通るといったものでは
ない﹂といった答えでした︒
３ 回目の説明会では︑清水
議員から﹁ミサイル発射時に
第１部品ブースターが落下す
るが住民には︑危害が及ばな
いか﹂と質問されました︒防
衛省の答弁は︑
﹁飛翔経路の
コントロールは出来る︒むつ
み演習場は︑幸いにも約直径
８００ｍ と広く︑敷地内に落
とす事は可能である﹂との
事︑演習場のすぐ脇に牛舎が
あるとわかっていてもこの答
弁︒あっけにとられました︒
私は︑重複する質問を避け
落下物の不安が拭えないので
﹁シェルターのような頑丈な
建物の計画はあるか﹂と尋ね
たところ具体的な話は無いと
の答弁︒

イージス・アショアの
配備ありきではないのか

１ 回目には海に落ちると言
い︑２回目は曖昧に答え︑３

!?

趣旨説明

私たち議員は︑住民説明会
の都度︑別途︑全員協議会に
おいて説明会を受けておりま
す︒防衛省側の説明内容は︑
住民説明会と同様のものです
が︑防衛省の関係者と対峙し
直接質問の出来る重要な機会
でもありました︒当初より私
は︑重点を３つに絞って質問
をしております︒
①イージス・アショアから
発射される迎撃ミサイルが３
段式で分離し落下する点︑②
敵からみれば軍事施設であり
攻撃目標とされる点︑③不安
を抱えた状況で農地を今後も
守れるかという点です︒
特にミサイルが分離し落下
する件については︑当初の説
明では︑海に落下するという
ことでした︒その時の私の質
問は︑
﹁設置後︑ミサイルの
試運転︑試験運用をされるの
でしょうか︒迎撃ミサイル
は︑SM３という事ですが︑

市原 旭 議員

回目は演習場内に落とすと言
う︒そもそも発射地点付近に
は︑自らの基地が存在し︑当
然ミサイルも存在する訳で
す︒そこに落とすということ
自体無理があります︒海上で
発射するという前提で作られ
た物を陸上配備する訳ですか
ら︑相当のシミュレーション
をされているべきなのです
が︑有事のシミュレーション
が全くされてないのではない
でしょうか︒
実際に発射した時のことは
後回しにし︑まず︑配備する
ということを目標にしている
が故に用地買収の必要のない
むつみ演習場を候補地とした
のではないかと思わざるをえ
ません︒本当に﹁イージス・
アショア﹂があるだけで安全
性は︑高まるのでしょうか︒
以前︑町長︑議長に要望書
を出し︑お二人で上京され︑
住民の意見を伝えていただき
ましたが︑なおも立ち止まる
事も無く拙速に進められてい
く配備計画に対して︑ここは
阿武町として︑議会として方
向性をきちんと示すべきと考
えます︒議員各位のご賛同を
得られますようお願い申し上
げまして︑趣旨説明とさせて
いただきます︒

4

祥太郎 副議長
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中野
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賛成討論
なかったため︑山口県︑萩
市︑阿武町の連名で住民の理
解が得られるよう︑詳細かつ
丁寧な説明会の開催を︑書面
によって要請をされました︒
この要請により︑６ 月
日︑ 日︑町民並びに議会へ
の説明が開催されましたが︑
更に２回目の説明会を７月
日︑ 日に開催されました︒
その間に︑防衛省に対して配
備計画撤回の申し入れを求め
た︑福賀地区の農事組合法人
うもれ木の郷の女性部から嘆
願書︑福賀地区の全 自治会
と全４農事組合法人の代表理
事連名の要望書が︑花田町
長︑末若議長に提出されまし
た︒その住民の声を届けるた
め︑花田町長と末若議長は７
月 日︑防衛省へ出向き大野
防衛大臣政務官に要望の説明
がなされました︒
16

その影響もあって︑８月２
日とされていた適地調査の一
般競争入札の改札日が︑９月
日に延期されたところでご
ざいます︒更に３回目の説明
会を８月 日︑ 日に開催さ
れました︒
これが︑私が知り得るイー
28

12

19

私は︑平成 年第４回阿武
町議会定例会に提出されまし
た︑イージス・アショアの陸
上自衛隊むつみ演習場への配
備計画の撤回を求める請願に
ついて︑私の所見を述べ︑賛
成討論とさせていただきま
す︒
政府は平成 年 月 日の
閣議で︑北朝鮮の弾道ミサイ
ル発射に備え日本全域を守れ
るよう陸上配備型の迎撃シス
テム︑イージス・アショアを
秋田︑山口両県に１基ずつの
２ 基を導入することに決定さ
れました︒
その後︑平成 年６月１日
に︑唐突に大野防衛大臣政務
官から山口県並びに萩市︑阿
武町に対し陸上自衛隊むつみ
演習場をイージス・アショア
の配備候補地として︑配備に
係る適地調査を実施したい旨
の説明がありました︒しか
し︑十分な理解に至るまでに

ジス・アショア配備関係の大
まかな経緯でございます︒個
人的には︑北朝鮮の核開発や
ミサイル︑また︑中国やロシ
アの軍事力強化の脅威に対し
て︑抑止力を含めた何らかの
防衛手段が必要であり︑日本
にとってミサイル防衛は必要
と考えていました︒
また︑むつみ演習場が配備
候補地に確定する前︑新聞報
道等でむつみ演習場が配備候
補地になりそうであるとのこ
とで︑配備されればそれなり
の国から補償や経済効果など
が得られるとの記事を読み︑
阿武町にもその恩恵が得られ
るのか︑配備による問題やリ
スクはどのようなものがある
のか︑防衛省からの情報公開
に注視をしておりましたが︑
説明会まで情報を知り得る手
段がありませんでした︒

住民に対する配慮や真摯な
対応がうかがえない
説明会では︑イージス・ア
ショアによる迎撃方法や配備
することでのミサイル攻撃の
脅威︑電波・水の影響︑風評
被害を含めた農業を営むため
の影響︑のどかな田舎暮らし
への影響︑Ｉ・Ｕターン受け

入れを含めた地方創生戦略へ
の影響など︑数多くの不安や
疑念の質問があり︑どれも福
賀地区の町民の切実な不安や
疑念であることが︑ひしひし
と伝わってまいりました︒ま
た︑同時に福賀地区で持続的
な生活︑農業に対する情熱や
深い郷土愛を強く感じた次第
であります︒
しかし︑説明会では国防に
対する説明だけが伝わり︑住
民に対する配慮や真摯な対応
がうかがえませんでした︒多
くの質問に対して防衛機密を
形に明確な回答が得られず︑
不安や懸念は払拭されないま
まで︑かえって疑念を残した
ものとなりました︒
確かに︑北朝鮮のミサイル
や他の諸外国の軍事力は脅威
であり︑何らかの抑止力や迎
撃システムを備える必要があ
るものと理解するところで
す︒しかし︑陸上配備型の迎
撃システムありきではなく︑
イージス艦の造船配備︑イー
ジス・アショア配備であって
も︑防衛基地以外で人が住ん
でいない場所や︑海の埋め立
て地などの候補地はいくらで
もあるものと考えられます︒
私は︑阿武町において︑ま
だ明確にされておりません

が︑配備により国からの補償
や経済効果が生まれてくるか
もしれませんが︑一番大事な
ものは︑尊い人の命であり︑
安心・安全な生活環境での阿
武町暮らしです︒説明会で明
確にされない事項や有事を始
め︑何らかの事故︑被害が生
じた場合は取り返しのつかな
いことになります︒
イージス・アショアの陸上
自衛隊むつみ演習場への配備
計画について︑一部に国防の
観点から配備容認の方もおら
れますが︑説明会で福賀地区
の町民を中心とした︑多くの
住民が反対を唱えたことから
すれば︑町民の総括的な意見
として︑反対と受け取ること
が阿武町の民意であると判断
いたしました︒
よって︑議会議員として
は︑住民の意見を町政に反映
することが最大の使命であ
り︑イージス・アショアの陸
上自衛隊むつみ演習場への配
備計画への撤回を求める請願
に対して︑私は請願を採択す
べきものと判断いたしまし
た︒
また︑議員の皆様におかれ
ましても︑採択に賛同いただ
きますようにお願い申し上げ
ます︒以上で終わります︒
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中野祥太郎 副議長
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花田 憲彦 町長

花田

憲彦 町長

※職員の勤務時間は、原則として、
平日８時30分〜17時15分まで
勤務時間外でお急ぎの場合は、中国
四国防衛局（☎０８２−２２３−８１０５）
まで

しゅう れん

☎ ０８３８８−６−０３０３

いただきました︒
そして︑このような一連の
流れの中で︑いろいろと勉強
もさせてもらいましたし︑マ
スコミ等への対応等もする中
で︑私は︑町民の皆さんのご
意志がどこにあるのか︑ま
た︑阿武町としての考え方︑
あるいは態度をどこに収斂す
べきか︑私なりに一生懸命に
考えてまいりました︒

〇電話番号

思い︑苦しみに思いを致し
て︑しっかりと受け止めるこ
とこそ︑私の選択すべき道で
あると判断いたしました︒
よって私は︑この場をお借
りして︑阿武町として﹁イー
ジス・アショアのむつみ演習
場への配備については反対で
ある﹂ということを明確に表
明をさせていただきます︒
そして︑そのことによって
今後︑どういった展開になる
か予測は出来ませんが︑私
は︑今後とも議会と一枚岩に
なって︑町民の思いに寄り
添って行動していくことが何
より重要であり︑町民の付託
に応える道だと思っておりま
す︒議員各位におかれまして
は︑何卒ご協力を賜りますよ
うお願いを申し上げます︒

〇開設場所
萩市むつみ総合事務所１階
（萩市大字吉部上３１９１−１）

あると確信をしております︒
そして︑今現在の私の思い
は正に︑議会において採択さ
れた請願書に書かれてあると
おり︑イージス・アショアが
阿武町民の住居及び生活エリ
アに近接する︑むつみ演習場
へ配備されることは︑町民の
安全や安心︑さらに平穏を著
しく損なうことに繋がり︑こ
れまで阿武町が進めてきた地
方創生の方向性である﹁自然
や人︑これを大事にしたまち
づくり﹂︑そして﹁町民から
もＩターン等めざす人達から
も選ばれるまちづくり﹂これ
に逆行するものであります︒
そして︑私のなすべきこと
は︑町民の皆さんの︑イージ
ス・アショアに来てほしくな
いという切実な思い︑悲痛な
中国四国防衛局は陸上配備型イージ
ス・システム（イージス・アショア）
配備に係る各種調査を実施するにあ
たって、住民の声に対応するため、10
月から現地連絡所が開設されました。

町民の安全・安心の確保は
阿武町長である私の責務
防衛は︑もちろん国の大義
であります︒また︑その延長
線上で︑現今の国際情勢の中
で︑国においてＢＭＤ︵弾道
ミサイル防衛︶が必要である
ということであれば︑私は︑
これについてとやかく言うつ
もりはありません︒
しかし︑一方で︑阿武町民
の信託を受けて︑阿武町長に
就任している私の大義は︑阿
武町の町民の安全・安心の確
保であります︒そして︑私
は︑この町民の安心・安全を
脅かすものを排除するのは︑
町長である私の当然の責務で

中国四国防衛局が
むつみ現地連絡所を開設

配備計画反対表明

このイージス・アショアの
むつみ演習場への配備計画の
問題でありますが︑去る６月
１ 日に︑山口県庁で大野防衛
大臣政務官からのお話を聞い
て以来︑６月 日には︑小野
寺防衛大臣からの説明︑そし
て︑６ 月︑７ 月︑８ 月と３
回︑阿武町においては延べ８
会場にわたり﹁地元説明会﹂
が行われ︑私はすべてに出席
し︑その中で︑多くの方々の
ご意見を伺いました︒
また︑そういった場所以外
でも︑私は様々な町民の方々
からのご意見も頂戴するよう
努力もしてまいりました︒
更に︑その間︑いろいろな
団体から嘆願書︑要望書等も
頂戴いたしましたことは︑議
員各位もご承知のとおりであ
ります︒また︑７ 月 日に
は︑防衛省にも出向いて議長
と一緒に︑私なりに精一杯町
民の切実な思いを訴えさせて
22

打 てば響 く

活性化って何？
よく言われる﹁町の活性
化﹂
ってどういうことでしょう︒
﹁活性化﹂とは︑元々科学
用語で︑例えば２種類の性質
の違う液体を混ぜ合わせたと
き︑熱を発生させながら新た
な特性を持つ液体が生まれる
ことなどがその典型的な例と
言われます︒
そして︑これを町に置き換
えると︑若者と壮年者︑町内
の人と町外の人︑さらに︑異
なった業種同士が交流するこ
と等により︑やる気や元気が
出てくると同時に︑今までに
なかった新たな発想や行動︑
商品等が生まれるということ
です︒
人口減少社会において﹁安
定﹂は︑即ち﹁衰退への入り
口﹂と認識する必要がありま
す︒
人であれ︑企業であれ︑町
であれ︑生き残りのために
は︑ある意味安定した現状に
甘んずることなく︑常に化学
変化にチャレンジする努力が
大切です︒
そして︑そのために個々人
は何が出来るか︑企業はどう
事業展開するか︑町は活性化
の為の仕組みをどう構築し︑
町民に提供できるかが重要だ
と思います︒

町長
コラム

6

20

44

萩市役所で認定の
一報を受ける

ジオパークコラム
〜大地を活かした地域社会を〜
萩ジオパーク構想推進協議会
ジオパーク専門員 白井孝明

]

の際に︑審査員が驚いていた
ことの一つに︑食材の豊かさ
という話があった︒萩ジオ
パークには農産物から海産物
まで︑揃わないものはないと
言っても過言ではないほど
に︑なんでもある︒海に面し
ているため︑海の幸が豊富な
のは不思議ではない︒しか
し︑農作物の生産がこれだけ
盛んなのは普通ではない︒日
本海沿岸の地形は平野が少な
いのが特徴で︑平地を必要と
する稲作や畑作には苦労する
地域なのだ︒ではなぜ︑阿武
町や萩市では︑米や野菜をこ
んなにも生産できるのだろう

︵地球目線の歩き方MAPから︶

農産物はなぜ美味しい？

か︒その理由は︑山間部に入
るとよくわかる︒
平らな台地
山間の道を車でしばらく走
ると︑突然視界がひらけ︑道
の両側に広い田園が広がる場
所がある︒阿武町でいえば宇
生賀盆地や福田地区がそう︒
周りの山々の形をよく見てほ
しい︒山頂が平らな山︵台
地︶がいくつもあることに気
がつくはずである︒この平ら
な山々は︑かつて地下から吹
き出した溶岩でできている︒
福賀から見える伊良尾山は平
らな山ではないが︑軽石や火
山灰などが降り積もってでき
た山である︒火山と聞くと︑
山があって︑それが噴火する
光景を思い浮かべるかもしれ
ないが︑本来は逆で︑噴煙や
溶岩が吹き出すことで山がで
きる︒阿武町や萩市には︑約
200万年前から1万年前ま
での間で︑1箇所で1度ずつ
溶岩や軽石を吹き出してでき
た火山が約 もある︵阿武火
山群︶
︒
〝台地〟の特性を
見極めた先人
これらの火山は︑ときには
川をせき止めて麓に湖や湿地
を形成し︑やがてそれが盆地
となった︒また︑溶岩や軽石

でできた山は雨水を吸い込む
ため麓からはろ過された水が
湧き出し︑一方の山の上は水
はけの良い土地が広がる︒そ
のため︑台地上は野菜や果
物︑麓は米の栽培に適してい
るのだ︒阿武町や萩市は︑も
ともと平地の少ない地域だっ
たため︑これらの火山がなけ
れば生産力は比較にならない
ほど低かっただろう︒地球の
活動と︑大地の特性をよく見
極めた人々の知恵が︑この地
域に豊かな食をもたらしたの
だ︒

大地に生かされている実感
ジオパークに認定された
今︑私たちは再び大地に目を
向け︑大地に生かされている
実感を持ち︑先人たちのよう
に大地を活かした地域社会を
目指したい︒その先に︑今よ
りもさらに豊かでこの地域ら
しい暮らしがあるのではない
だろうか︒

平らな台地 西台
伊良尾山から

﹁日本ジオパークの仲間入り

20

一歩ずつ着実に輪を広げて
9月 日︑日本ジオパーク
ネットワーク加盟認定審査の
結果が発表された︒萩ジオ
パークが誕生し︑私たちは晴
れて日本ジオパークの仲間入
りを果たした︒ただ︑阿武町
には素晴らしいジオサイトが
あるが︑その貴重性やすごさ
のお墨付きを得たわけではな
い︒この地域の人々の間で地
質や地形を守りながら活用し
ていこうという取り組みが根
付きつつあり︑そういう活動
を全国に広めるための組織の
一員にふさわしい︑と認めら
れたのだ︒とはいえ︑活動の
輪はまだそれほど大きくない︒
派手に花火を打ち上げてすぐ
に消えるものではなく︑一歩
ずつ着実に輪を広げて何十年
も先まで︑もっといえば未来
永 劫 ︑続 けていきたい活 動 だ︒
揃わないものはない
海山の食材
日本ジオパークの認定審査

7

２ 年前に認定を見送られた
萩ジオパーク︵萩市・阿武
町・山口市阿東地域対象︶が
９月 日︑﹁維新とマグマの胎
動の地﹂をテーマにした申請
が認められ︑全国 地域目︑
県内では2番目となる日本ジ
オパークに認定されました︒
認定を受け花田町長は﹁日
本ジオパークという新たな資
源を起爆剤とし︑町の活性化
につなげたい﹂と話しまし
た︒阿武町にはモドロ岬な
ど︑見所である〝ジオサイ
ト〟が多くあり︑今回の認定
を受けてシーカヤックやレ
ジャー船でのツアーなど更な
る盛り上がりが期待されま
す︒

祝 日本ジオパーク認定！「萩ジオパーク」
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月 日

植物の共存が図られると
なっている︒

山 陰道の︵仮︶木与
東 Ｉ Ｃの 取 り 扱 い

ポスターは撤去︒
地元の意向を反映

問 山陰道の﹁木与防災
問
事業﹂区間でのポスター
に︑起点が
︵仮︶木与西Ｉ
Ｃ ︑終点が
︵仮︶木与東Ｉ
Ｃ となっているが︑木与
東は宇田郷地区︑または
田部集落︒なぜこのよう
な名称のポスターを掲示
したのか︒これについて
の組織的な取り組み︑ポ
スターの取り扱いについ
て問う︒

撤去されたポスター

町長
長 ﹁躍動する山陰道﹂
町
のポスターは︑県が整備
促進の為に作成した︒町
としても︑これを見逃
し︑地元に対し配慮が足
らなかったことは︑申し
訳なかったと感じてい
る︒今後はポスター及び

資料等で︑名称に関係す
る箇所がある場合は︑地
元の意向を確認しなが
ら︑期成同盟会の一員と
して︑国及び県に働きか
けていく︒
また︑山陰道の整備完
了区間が延長され︑イン
ターチェンジを設置する
となった場合の正式な名
称については︑他の山陰
道区間の例によれば︑地
元市町や県等と意見を聞
きながら︑国により決定
されると聞いている︒現
在掲示してあるポスター
は撤去する︒

副町長の総務課長

事 務 取 扱 について

必ずしも適切と
は思われず︑直ち
に違法ではない

問 地方自治法第１６６
問
条﹁副知事及び副市町村
長の兼職禁止・事務引
継﹂の関係で昭和 年に
国から通知がある︒ここ
に﹁職務を取り扱わせる
必要が臨時に﹂とあり︑
総務課長の臨時とその事
務取扱についての考え方
を問う︒

町
町長
長 地方自治法第１５
３条第１項の﹁長の事務

8

自然を活かす河川

改 修 工 事の 工 法 は
環境配慮ブロック

業は︑計画段階で地元関
係者と協議をしながら事
業を進めていく︒町が管
理する河川の改修事業
は︑河川の現状を調査し
た上で︑工法を選択し︑
工事を行う︒
近年での︑自然にやさ
しい護岸工事では︑田待
川でホタルの生息に配慮
した工事︑土川で魚等に
配慮した工事を行ってい
る︒
問
問 平原集落での護岸工
事の工法と︑その選択の
背景と理由は何であった
か︒
この工法が平原集落の
自然と︑どのように関
わってくるのか︒
町長
長 平原集落を流れる
町
川は︑県が管理する２級
河川の宇田川︒県への確
認では平成 年に﹁美し
い山河を守る災害復旧基
本方針﹂に沿って︑環境
配慮ブロック選定フロー
の中から︑施工場所での
条件に耐えられる工法を
選定し︑施工を行った︒
この環境配慮ブロック
での工法は︑治水上の安
全性を確保し︑多様性の
ある環境を創出︑生態保
全が可能︑擬石模様が陰
影を構成︑魚介類や水生

Q

A

選定フローに沿う
25

一般質問 第4 回 定 例 会

森林を豊かにする

事 業 展 開 について
定着給付金制度︑

11

9

れらの事例を参考にし︑
地域おこし協力隊の活用
も含め︑あらゆる可能性
を模索しながら︑研究を
していく︒
問 自然環境を維持する
問
ために︑荒廃森林の整備
や︑繁茂竹林の伐採を行
うための︑森林活力再生
事業の取り組み実態は︒
町長
長 山口県では平成
町
年度に﹁やまぐち森林づ
くり県民税﹂を創設し︑
荒廃森林の解消に向けた
整備事業や︑繁茂竹林整
備 事 業 を 行 って い る ︒
この事業開始から 年
間︑阿武町では 箇所︑
述べ約 ヘクタールの整
備事業を実施した︒その
結果︑森林の再整備に大
きな効果があるので︑地
元の要望を調査し︑県に
事業実施をお願いしてい
く︒
25

Q
A
問
問 平成 年の豪雨で２
級河川の宇田川︑白須川
で被害が発生し︑護岸工
事と井堰︑用水路工事が
された︒しかし︑コンク
リートを使用すること
で︑体力の弱い淡水魚︑
昆虫が激減した︒絶滅に
近い鮎を︑復帰させるた
めに放流ができないか︒
町
町長
長 淡水魚の減少につ
いては︑鳥の捕食︑河川
の渇水︑洪水等の自然条
件が複雑に絡む︒まず
は︑棲みつくように川の
環境を整えることが大切
である︒また︑この河川
に内水面漁業協同組合が
あれば︑無理やり放流が
できるが︑現段階では困
難である︒
問 ２級河川･準用河
問
川・普通河川で︑自然に
やさしい護岸工事の工法
と種類︑並びに施工決定
の仕方を問う︒
町
町長
長 県が管理する２級
河川︑町が管理する準用
河川と普通河川がある︒
県が管理する河川改修事

27

森林活力再生事業を
問
問 新規就業者定着促進
事業の中で農業・漁業は
取り組んでいるが︑林業
のみがない︒また︑山口
県に隣接する５つの県で
林業科がある高校・大学
校は大変に少ない︒早い
段階での応募と︑その取
り組み方法は︒
町
町長
長 国土の約７割は山
林のため︑林業への新規
就業者は必要であること
から︑山口県では平成
年度から︑定着給付金制
度を創設している︒ま
た︑林業科を有する専門
コースの学校も山口県に
ある︒他県では担い手育
成︑林地の集約化︑森林
情報の整備を三位一体で
推進する事例もあり︑こ

Q

A

17

整備された繁茂竹林

清水教昭 議員

25

11

13

Q
A

10

の委任・臨時代理﹂にお
いて︑
﹁普通地方公共団
体の長は︑その権限に属
する事務の一部をその補
助機関である職員に委任
し︑またはこれに臨時に
代理させることができ
る﹂とある︒
市町村長は︑法令に特
別の禁止規定のない限
り︑その権限に属する事
務の一部であれば︑当該
事務を副市町村長に委任
することができる︑と
なっている︒
問 総務課長の﹁所掌事
問
務の総括﹂責任につい
て︑臨時的に１年以上置
くことで︑山口県庁に問
い合わせを行い︑その整
合性はどうだったか︒
町長 副町長が総務課長
の事務取扱を兼務するこ
とをこの１年間実施して
きたが︑現段階で︑行政
事務が滞るようなことは
発生していない︒県の市
町課の見解では︑
﹁必ず
しも適切とは思われない
が︑１年以上継続してい
ることをもって︑直ちに
違法等の問題を生じるも
のではないと考える﹂と
の回答であった︒

集中豪雨に伴う
土砂災害等の対策
について
防災訓練・防災
教育など

小田高正 議員
問 自宅の近くに裏山や
問
河川などがあり︑集中豪
雨の際︑土砂災害等の恐
怖を感じている住民の方
も多い︒
今後︑災害も多くなる
ことが予想され︑防災計
画の内容や災害時の体
制︑避難方法など︑より
深く住民に浸透すること
が未然防止に繋がる︒そ
のため︑注意喚起を促
し︑どのように周知徹底
を図っていくのか問う︒
町長
長 町では︑災害に対
町
する備え︑災害が起こっ
た時のために︑どう対応
するかなどを定めた阿武
町地域防災計画を策定し
ている︒計画では︑災害
予防︑災害応急対策及び
復旧︑復興に関し︑防災
上︑重要な施設の管理者

等のほか︑町民が処理す
べき事務及び業務の大綱
を定めている︒
想定される災害は︑豪
雨︑洪水︑土砂災害︑地
震︑津波︑豪雪などの自
然災害と大規模火災︑爆
発︑放射性物質等の有害
物質の放出︑航空︑交通
災害等︑幅広い事故災害
が対象である︒
町職員の警戒体制や避
難所の開設︑避難指示も
この計画が基本であり︑
大雨︑洪水等の警戒体制
は︑事前警戒︑第１︑第
２︑第３︑の４段階があ
り︑状況に応じ︑職員が
対応している︒

今後において︑町の安
全・安心を推進︑拡充す
るため︑計画の見直しを
はじめ︑ハード・ソフト
事業を順次︑進めて行く
とともに︑防災訓練︑防

災教育も積極的に行って
いく︒

読む・書く・考
える力等の基礎学
力向上について
人間力を培い
地域全体で育てる

Q

A

問
問 阿武町学習指導要綱
には︑学年ごとに︑教育
プログラムが明記され︑
成果も検証されている︒
インターネット環境も
充実し︑第4次産業革命
と言われる人工知能の進
化は著しい︒しかし︑効
率と利便性は向上したも
のの︑大人を含め︑人間
本来の読む力︑書く力︑
考える力︑述べる力が向
上したとは言えない︒そ
こで︑今こそ︑伸びゆく
児童生徒に︑基本をしっ
かり学ばせ︑やがては︑
いざという時に役立つ人
材になってもらいたい︒
そこで︑基礎学力向上の
取り組みについて︑所見
を伺う︒
教育
育長
長 具体的な取り組
教
みとしては︑放課後や昼
休みに学習プリントや学
力定着状況問題の過去問
題の繰り返し︑巻き返し
を出来るまで反復練習を

したり︑朝の学習 分間
の活用で︑読書︑計算︑
単作文なども行ってい
る︒
まず︑学力を支えるた
めには︑小さい頃からの
様々な体験を通して︑目
的を決めて粘り強く努力
する意欲や忍耐力︑他者
と力を合わせるための︑
協調性や誠実性︑社会
性︑情動を抑える自尊心
や自信など︑人間力を培
う必要がある︒そうした
地盤があってこそ︑基礎
学力が染み入るように自
分の中に入っていく︒
そして︑成功体験が重
要で︑出来るようになっ
たことを褒めることで︑
自信を持ち︑自己肯定感
が生まれ︑さらなる意欲
や行動が︑掻き立てられ
る小さな自信が︑大きな
夢を持つことに繋がり︑

それが大きな志へと高
まっていく︒そのため︑
学校だけでなく︑家庭は
もちろん︑地域全体で子
供を育てることが必要で
ある︒

役場庁舎の防犯
セキュリティ対策
について

再考の上︑環境
づくりに努める

問
問 役場庁舎には︑町民
の皆様だけでなく︑多く
の方が出入りされる︒通
常の組織は来客者に対
し︑窓口カウンターや応
接室を設け対応している︒
しかし︑本庁２階の総
務課︑まちづくり推進課
には︑窓口カウンターが
ないため︑至近距離で対
応するなど︑防犯上︑問
題がある︒また︑重要書
類を机の上に置く役所と
して︑改善の余地がある
のではないか︒
個人情報等︑守秘性の
高い重要書類などの取り
扱いには︑最も注意が必
要で︑リスク管理や各種
対策は︑きめ細かに行わ
なければならず︑紛失や
盗難等︑情報漏洩など
あってはならない︒その

9

Q

A

Q

A

斜面が崩れた様子（つづら）

15

朝の読み聞かせ

ため︑庁舎の防犯セキュ
リティ対策について︑職
員の配置やレイアウトを
含め︑現在︑どのように
思われ︑どう対策を講じ
ていくのか問う︒
町長
長 平成 年度に実施
町
した本庁庁舎の耐震改修
の際に︑総務課へのカウ
ンターの設置も検討した
が︑スペースの関係で断
念した経緯がある︒しか
し︑年々︑総務課︑まち
づくり推進課を訪れる方
は増えてきており︑打ち
合わせで室内の協議用机
で話をするケースも多
い︒懸念されているとお
り︑至近距離で対応する
ため︑不審者により︑職
員に危険が及ぶ可能性が
あるほか︑職員の机の上
に広げた重要書類が来客
者の目にふれる可能性が
あることも事実である︒
この件については︑現状
の配置が好ましい形だと
は思っていないため︑配
置については再考の上︑
セキュリティ面で問題が
起こらないような環境づ
くりに努めて参りたい︒
23

行財政改革等特別委員会報告
月 日開催

出演者の︑取り組み内容
について︒
答
答
月に東京で５ 日
間︑日替わりで出演者を
替えて︑阿武町圏域の情
報発信をしていく︒
問
問 災害復旧工事が３箇
所あるが︑場所とその工
事費は︒
答
答 宇田郷地区の元浦平
原線の郷集落上が１７０
万円︑宇久川が４９４万
円︑遠根川の上流付近が
６４６万円︑合計金額１
３１０万円が災害復旧工
事である︒

問
問 障害者の雇用で︑法
令遵守違反が問われてい
るが︑阿武町の実態につ
いては︒
答
答 阿武町役場では基準
の法定雇用率を満たして
いる︒
問
問 開発された阿武町特
産品の販売は︒
答
答 ジャムを使用したマ
ドレーヌの﹁あぶれー
ぬ﹂は５ 月から︑
﹁酒粕
スィテック﹂は９ 月か
ら︑いずれの商品も道の
駅阿武町で販売をしてい
る︒

ー
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ス
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平成 年度からは︑新
たに﹁一般社団法人ＳＴ
ＡＧＥ﹂に仕事づくりを
メインとして業務委託を
している︒
問
問 がん検診等受診者
で︑初期段階で発見され
た割合は︒また︑検診を
受けておられない方に対
しての周 知 方 法について︒
答
答 がん検診区分の中
で︑それぞれの受信者で
がんが発見された方の割
合は︑大腸がんが ％ ︑
乳がんが ％だった︒
未受診者の対策は︑９
月ががん検診推進月間に
なる︒９ 月から 月に
は︑受診の勧奨葉書を発
送し︑また保健師が受信
の勧奨電話をして︑１人
でも多くの方が受診でき
る働きがけをする︒
問
問 新規就農者の定着状
況と︑定着支援給付金の
支払い方法について︒
答
答 定着支援給付金を活
用して就農された方は︑
体調を崩されて︑昨年の
９ 月に離農された︒それ
以外で離農された方はい
ない︒
定着支援給付金制度
は︑４年間で段階的に金
額が支給される︒１年目
が１２０万円︑２年目が

万円︑３ 年目が 万
円︑４年目が 万円と
なっている︒
問
問 平成 年に比べて平
成 年の有害鳥獣捕獲頭
数は︑野猪では激減し
た︒野猿については奈
古・福賀地区を合わせて
約 数頭で︑宇田郷地区
では０頭︒何かよい︑具
体的な対策はないか︒
答 野猪捕獲頭数の減少
答
は︑原因は不明だが︑昨
年は野猪自体が少なかっ
たと聞いている︒
野猿の対策で︑一番良
いのは猟銃免許を取得す
ること︒県では第一種銃
猟免許の取得者に対し
て︑６万７０００円の助
成金︑わな猟免許の取得
者に対して︑１万５００
０円の助成金がでる︒
平成 年度阿武町介護保
険事業 特別会計歳入歳
出決算
問
問 介護サービス費関係
の内訳で利用者数の多い
サービスの種類と利用者
数の実績について︒
答 居宅介護サービス計
答
画給付費で居宅介護支援
サービス計画があり︑利
用者数は１２２名︒
居宅介護サービス費で
訪問介護があり︑利用者

90

29

10

29

0.3

10

12

町道元浦平原線工事個所

あぶれーぬ

問
問 平成 年度までに実
施する︑阿武町選ばれる
まちづくりの展開につい
て ︑具 体 的にお聞きする︒
答 これまでの３年間は
答
スタジオＬに関わっても
らう中で︑土台づくりで
ある人づくりを行ってき
た︒
30

9

平成 年度阿武町一般会
計歳入歳出決算

酒粕スティック
「醇」

清水教昭 委員長

平成 年度阿武町定住促
進住宅︵東方︶新築工事の
請負契約の締結について
問 契約の相手方が︑従
問
来は阿武町また萩市の木
造住宅を使った会社で
あったのが︑なぜここで
住宅メーカーにされたの
か︒
答 従来は工事︑設計監
答
理を別々で発注し︑事業
を行ってきた︒
この度は︑設計から工
事までの全てを︑一つの
業者とし︑ハウスメー
カーに公募した︒そこに
は若い人達に入ってもら
いたいという意図があ
る︒１棟４戸とし︑重厚
な建物ではないが︑設計
から施工までと︑外構も
含めている︒１戸が約１
５００万円である︒
平成 年度阿武町一般会
計補正予算︵第２回︶
問 阿武町ＰＲイベント
問

11

29

30

30

30

0.8

28

30

60

10

数は 名︒通所介護で
は︑利用者数は 名︑福
祉用具貸与では︑利用者
数は 名︒地域密着型介
護サービス費で地域密着
型通所介護では︑利用者
数は 名︒
平成 年度阿武町簡易水
道事業 特別会計歳入歳
出決算
問
問 地域によって水質が
違うが︑その検査方法
と︑その時に数値が基準
を超えた場合の対処方法
は︒
答 水質検査委託先は２
答
事業所︒水質検査回数は
毎月第一月曜日に実施
し︑年 回行う︒検査内
容で原水は基準８項目及
び指標菌検査を毎月行
う︒ただし︑年に１回︑
基準の全 項目行う︒
基準は水道法第４条に
より︑厚生労働省令規程
でもって︑適正管理を行
う︒
数値が基準を超えた場
合の確認は︑集中監視装
置︑水質検査で行う︒異
常の場合は︑﹁取水及び
送水緊急停止﹂を行い︑
水質汚染事故対策本部を
設置する︒今のところ︑
このような事例は︑発生
をしていない︒
健全化判断比率

９ 月８ 日
︵ 土 ︶に﹁山口県
ぶちええソーシャルビジネ
スプランコンテスト﹂︵山口
県主催︶が開催され︑白松
博之さん︵下笹尾︶の事業
プラン〝新しい栽培技術を
活用したオリーブの栽培と
加工品の製造販売〟が準グ
ランプリに輝きました︒
これはソーシャルビジネ
スの全県的な波及に向け
て︑モデル事業として立上
げ支援の対象となるビジネ
スプランを選定するために
開催されたものです︒
受賞に際して白松さんは
﹁樹医で技術指導を担う小
田衛さん︵宇久︶など︑異
業種の専門家達が集まった
ことで今までにない展開が
出来ている︒〝自分が育てる
という物語〟 や︑耕作放
棄地の活用が魅力で︑他市町の方か
らもお声がけがあるが︑まずは阿武
町に根付かせたい︒当面の課題は人
集めですが︑すでにＮＰＯ法人の届
け出も済ませ︑来春の植え付け準備
に向けて︑頑張っています﹂と話し
ました︒

39

○資金不足比率

11

同じく全国大会
に挑む池田君
（左）と練習

た

ひな

と

まさ

公営企業に係る３つの特別会計については、い
ずれも資金不足が生じていないため該当する数値
（資金不足額）がないことを表します。

２０．
０

12

全国大会に挑む
吉岡君（左）と中村君（右）

（実質的な将来負担額）
がないことを表します。

算定結果
−
−
−

（単位：％） ※４ 将来負担比率は、将来負担すべき負債が充
当可能な財源で賄えることから該当する数値
経営健全化基準
対象公営企業会計
簡易水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
漁業集落排水事業特別会計

８ 月 日に周南市で﹁ミニ
四駆ステーションチャレンジ
ラジコン天国
2018 Round3 in
徳山店﹂が開催され︑阿武小
６ 年の吉岡勝虎君︵大里︶が
見事優勝︑また︑ 日に山口
市で﹁ミニ四駆ステーション
チャレンジ 2018 Round3 in
マ
ンガ倉庫山口店﹂が開催さ
れ ︑ 阿 武 中１ 年 の 中 村 陽 太 君
︵水ヶ迫︶が見事優勝し︑
月 日に静岡県で開催される
全 国１ 位 を 決 め る 大 会 ﹁ ミ ニ
四駆ステーションチャンピオ
ン決定戦﹂出場のチケットを
勝ち取りました︒
吉岡君は﹁中学生までのジ
ュニアの部で︑全国の子ども
達に勝ちたいです﹂と話し︑
中村君は﹁トーナメント方式
なので︑良いマシンを作って
ま ず は１ 勝 し た い ﹂ と 話 し ま
した︒

11

白松博之さんが山口県ぶちええソーシャル
ビジネスプランコンテストで準グランプリを獲得
準グランプリに
輝いた
小田さん（左）と
白松さん（右）

マイナスとなり3ヶ年平均で0.0となったものです。

①実 質 赤 字 比 率
②連結実質赤字比率
③実 質 公 債 費 比 率
④将 来 負 担 比 率

（単位：％） （16.80%）の黒字であるため該当する数値（赤字
額）がないことを表します。
阿武町の 早期健全化基準 財政再生基準
※２ 連結実質赤字比率は、全会計で4億4,630万
（注意指数） （危険指数）
健全化率
円（21.96%）の黒字であるため該当する数値（赤
２０．
０
１５．
０
− ※１
字額）
がないことを表します。
※３ 実質公債費比率は毎年度経常的に収入され
３0．
２０．
０
− ※２
０
る財源のうち、実質的な公債費相当額の占める
２５．
０
0.0 ※３
３５．
０
割合の3ヶ年平均値ですが、2ヶ年の算定結果が
３５０．
０
− ※4

○健全化判断比率

26

23

85

29 56

12

33

阿武町の健全化判断比率・資金不足比率の公表について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により、平成１９年度決算から健全化判断比率及び公営企
業会計の資金不足比率の算定・公表が義務づけられました。
平成２9年度決算に基づく阿武町の健全化判断比率及び資金不足比率は次のとおりです。いずれの比率も早期
健全化基準、経営健全化基準を大きく下回っており、健全な財政状況にありますが、引き続き効率的な財政運営
に努めていきます。
※１ 実質赤字比率は、普通会計で3億4,151万円

吉岡勝虎君と中村陽太君がミニ四駆
ステーションチャンピオン決定戦に出場決定

17

平成29年度の決算概要
一般会計「平成29年度事業」ベスト15

平成29年度に
町民1人あたりに使った金額は

（単位：千円）

順位
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５

事
業
名
福賀高齢者福祉複合施設新築事業
消防救急事務委託事業
過疎対策道路事業
保育所運営事業
老人福祉施設入所措置費
一般単独道路事業
塵芥処理対策事業
生活介護給付事業
中山間地域等直接支払交付金事業
公営住宅整備事業
多面的機能支払交付金事業
農地集積・集約化対策事業
福祉医療扶助事業
バス路線維持対策事業
奈古駐在所移転建築事業

平成29年度

事業費
99,334
83,492
78,932
60,441
59,211
55,838
49,460
44,553
40,407
38,338
36,690
35,211
34,339
28,209
27,731

衛生費
138,210,271円
教育費
210,458,952円

公債費
238,909,484円

教育費

民生費
227,697円

62,637円
総額
814,712円

公債費

71,104円
総務費
166,822円

土木費

72,828円

※平成30年3月末現在
人口 3,360人

農林水産業費

歳入

31億4,357万8,805円
利子割交付金
694,000円
繰入金
25,000円

災害復旧費
475,200円

地方特例交付金 734,000円
交通安全対策特別交付金 829,000円
配当割交付金 1,277,000円
株式等譲渡所得割交付金 1,357,000円
寄付金 10,111,000円
自動車取得税交付金 10,745,000円
財産収入 12,941,657円
民生費
諸収入 30,160,125円
765,060,576円
地方譲与税 33,103,000円
分担金及び負担金 35,157,927円
地方消費税交付金 55,859,000円
使用料及び手数料 57,299,877円
町債 71,300,000円
総務費
国庫支出金 182,700,533円
560,521,567円
県支出金
222,765,423円

土木費
244,703,205円

地方交付税
1,684,856,000円

町債
299,491,281円
繰越金
432,171,982円

農林水産業費
307,557,532円

平成29年度
歳
会

計

91,535円

一般会計歳入歳出決算額款別構成図

歳出 27億3,743万2,686円
労働費 1,793,000円
議会費 50,493,408円
諸支出金 50,706,584円
商工費 51,102,429円
消防費
117,440,478円

（一般会計 平成29年度末現在）
災害復旧費 141円
労働費 534円
議会費 15,028円
諸支出金 15,091円
商工費 15,209円
消防費 34,952円
衛生費 41,134円

名

予 算 額

一般会計及び特別会計決算額表
入

決 算 額

特

一 般 会 計 3,116,584,591 3,143,578,805
国民健康保険事業（事業勘定） 729,311,000 782,027,401
59,586,829
国民健康保険事業（直診勘定）
62,543,000
74,406,936
74,757,000
後期高齢者医療事業
介 護 保 険 事 業 646,738,000 615,165,280
52,048,202
54,483,000
簡易水道事業
91,028,659
農業集落排水事業 103,375,000
69,342,934
83,638,000
漁業集落排水事業
4,871,429,591 4,887,185,046
合
計

歳

出

別
会
計

予算に対
予算に対
予 算 額
決 算 額
する収納率
する執行率
100.87% 3,116,584,591 2,737,432,686 87.83%
107.23% 729,311,000 682,710,655 93.61%
59,510,944 95.15%
62,543,000
95.27%
74,376,366 99.49%
74,757,000
99.53%
95.12% 646,738,000 610,440,815 94.39%
51,975,138 95.40%
54,483,000
95.53%
80,075,589 77.46%
88.06% 103,375,000
68,090,329 81.41%
83,638,000
82.91%
100.32% 4,871,429,591 4,364,612,522 89.60%

（単位：円）

収支差引
残
額
406,146,119
99,316,746
75,885
30,570
4,724,465
73,064
10,953,070
1,252,605
522,572,524
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秋の全国交通安全運 （９月２１日〜３０日）
秋の全国交通安全運動
●阿武町交通安全大会 ９月１９日

●交通安全パレー
●交通安全パレード

９月２１日

ご協力ありがとうございました。
交通事故のない
安全・安心な町づくりを
秋の全国交通安全運動が９月21日〜30日
までの10日間、全国一斉に展開されました。
阿武町では期間中、朝と夕方に国道など
の危険箇所での街頭指導や交通安全自動車
パレードなどを実施しました。特に19日
は、９回目となる「阿武町交通安全大会」
を町民ホールで開催し、住民ら約400人が
参加しました。大会では、開会宣言に続き
花田町長が「安全安心で、快適な明るいま
ちづくりに邁進していきたい」とあいさ
つ。また、眞田萩警察署長のあいさつ、優
良運転者らの表彰、交通安全作文の発表に
続き、山口県交通安全母の会阿武支部の田
中洋子さんにより読上げられた交通安全宣
言が、満場一致で採択されました。
式典終了後、交通安全教室や県警音楽隊
による吹奏楽演奏とカラーガードが行われ
たほか、パトカーや白バイの展示、ＪＡＦ
（日本自動車連盟）の協力による時速５
Kmのシートベルト衝撃体験コーナーなど
が設置され、体験した小中学生らは衝撃の
大きさに驚いていました。

サイン！で左右を確認

バイクに乗ると、
血が騒ぐの〜

時速5kmの衝撃にビックリ！

県警音楽隊の演奏

作文を発表する
阿武中３年の
中村翔真さん

ゆう

︻ 町表彰︵阿武町交通安全対
策協議会長表彰︶
︼
●交通安全功労
★小野道雄︵上郷︶
︻ 県表彰︵県警本部長・県交
通安全協会長連名表彰︶
︼
●優良運転者
★野原恒雄︵伊当︶
︻ 地区表彰︵萩警察署長・萩
交通安全協会長連名表彰︶
︼
●優良運転者
★堀 弘和︵美里︶
★白石孝治︵宇田中央︶
★田中清子︵宇生賀中央︶
︻ 協会長表彰︵萩交通安全協
会長表彰︶
︼
●交通安全功労
★小野道雄︵上郷︶
●優良運転者
★水津清治︵木与︶
★白石順子︵宇田中央︶
★清水教昭︵宇田浦︶
★市原和子︵下東郷︶
★中村重人︵宇生賀中央︶
★常永正治︵新生︶
★佐村生義︵飯谷︶
●標語の部
︻金賞︼﹃思いやり 無事故に
つながる あいことば﹄
★河野敦朗︵美咲︶
︻佳作︼﹃大丈夫 まだわたれ
るは 事故のもと﹄
★小池優陽︵阿武中１年︶

平成30年度 優良運転者・優良団体表彰（敬称略）

表彰を受ける
小野道雄さん

ひ
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２１世紀の暮らし方研究所 通信
〜駄菓子屋復活でまちの記憶をよみがえらせよう〜
世紀の暮らし方研究所︵通称 ラ
ボ︶の 回目の全体会が９月 日︑阿武
町 暮 ら し 支 援 セ ン タ ー shiBano
︵しば
の︶で行われ︑新しい仲間も加わり︑
人が参加しました︒
プロジェクトの進捗状況や shiBano
で
の取組の情報共有︑新しい企画の話し合
いも行いました︒
かつては駄菓子屋であった空き家︵屋
号・岡甚︶を活用して︑まちに賑わいを
創出し︑空き家の利活用を提案すること
を目的に︑
﹁岡甚駄菓子屋復活プロジェ
クト﹂を立ち上げました︒今回の全体会
では︑駄菓子屋の内容について検討︒メ
ンバーそれぞれの懐かしい駄菓子や思い
出話にも花が咲き︑岡甚での現場確認を
行うなど︑駄菓子屋復活へ向けて様々な
意見が出されました︒
21

26

岡甚の前で作戦会議

22

お菓子の
お裾分け

す み
クラス

19

阿武町暮らし支援センター
出張すみ 「空き家なんでも
クラス
相談会」開催！

一般社団法人 山口県古民家再生協会の建築
士さん、宅建士さんが相談に乗ります
家のことでお困りの方、空き家の利活用法に
ついて知りたい方などぜひご相談ください
●日時 １１月３日
（土・祝）
１０
：
００〜１４
：
３０
●会場 阿武町ふれあいセンター１階ロビー
◆問い合わせ 阿武町暮らし支援センター
shiBano ☎２−３３８８、または役場まちづく
り推進課 ☎２−３１１１

次回ラボのご案内
11月17日（土）

13:30〜16:30

場所：阿武町暮らし支援センターshiBano
（旧奈
古薬局：阿武町大字奈古2700番地１）
内容：近日公開
★今年度のラボは全体会として、奇数月の第３
土曜日に開催予定 １１/１７、１/１９、３/１６
◆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

山口ゆめ花博阿武町デー

９ 月 日から 月4日
まで山口きらら博記念公
園で開催されている〝山
口 ゆ め 花 博 〟︒ ９ 月 日
は阿武町デーということ
で︑道の駅の物産販売や
世紀梨の試食販売︑
世紀の暮らし方研究所
︵通称ラボ︶によるアブ
クロワークショップが行
われました︒さらに︑ス
テージ上では神楽舞やフ
ラダンス︑銭太鼓や阿湖
スティックスによるバン
ド演奏が披露され︑会場
を沸かせていました︒

神楽舞などでイベントに
花を添える
20

14

11

阿湖スティックスの演奏

銭太鼓

16

asta*base
︵アスタベース︶の
ミニ四駆

21

アブクロワークショップは
行列が出来るほどの人気ぶり

神楽舞

魅惑のフラダンス

14

みどり保育園に通う園児
が︑外国人青年と日常的に英
語でふれあいを持つ中で︑自
然に異文化やネイティブな英
語の言語感覚を身につけ︑国
際化に対応できる人材育成を
目的に︑ 月1日からアリシ
ア・デュ・ボワ・ドゥ・ネ
ヴェルさんが初登園︒﹁アリ
シア﹂先生として働き始めま
した︒
これは︑今回で７年目を迎
える町単独の招致事業でカナ
ダのビショップス大学と協定
を結び︑インターンシップを
行う就業体験生として受け入
れるもので︑期間は 月から
翌年７月までの約 ヶ月間︒
アリシアさんは７人目の先生
となります︒
２ 日の初登園にあわせ保育
園では歓迎セレモニーを実
施︒子どもたちから冠とメダ
ル︑そしてそれぞれのクラス
全員の名前入り写真が手渡さ
れました︒また︑英語に慣れ
た子どもたちは︑積極的にア
リシア先生に質問をし︑簡単
な単語の答えをしっかりと理
解していました︒
10

Ｑ．保育園で働く意気込みを
お願いします
子どもたちと英語のゲームを
たくさんしたいです︒また︑箸
の使い方︑正座の仕方︑食事の
仕方など︑日本の生活様式につ
いても学びたいと思っていま
す︒もちろん︑カナダの文化も
伝えたいです︒

Ｑ．阿武町のみなさんに
メッセージ
阿武町に来ることが出来てと
ても嬉しいです︒出会った人た
ちはみんなとても優しいので︑
安心しています︒日本語はまだ
あまり上手ではないけれど︑皆
さんの輪の中に入っていけるよ
う頑張りますので︑どうぞよろ
しくお願いします︒

プロフィール
●出身地
カナダ ケベック州
●誕生日 ２月６日︵ 歳︶
●家族
７人家族︵兄・弟３人︶
●趣味 読書・運動
●好きな食べ物
お母さん手作りのクレープ
●ことば
英語・フランス語のほか︑
日本語を勉強中

25

10

10

阿武町の魅力づくりのため
にも︑今後の更なる活躍が期
待されています︒

15

アリシア・デュ・ボワ・
ドゥ・ネヴェル先生を
紹介します！
ア と
アリシ
い♪
くださ
で
ん
呼

〜阿武町立みどり保育園 外国人青年招致事業〜

冠を
プレゼント
園児から
英語で質問

握手で
くね！
よろし

お菓子をプレゼント

優勝をかけたリレー
ナイス
スロー
！

今年も
豪快に白く！

ない！
なかなか入ら

て

上手に転がし

後は任せて！

落とさないよ
うに
息を合わせて

宇田

郷地区 ９／２３

スポーツの秋！
！
各地区で行われている運動会
を写真で紹介します。

みど

り保育園 １０／７

カエルからの
プレゼント

ケーキ
を
落とさ
ない
ように

一斉に玉入れ

オオカミなん
て
へっちゃらだ
！

元気よく
選手宣誓

組み体操も
バッチリ
で駆ける

練習した竹馬

華麗な
カラーガード

親子でダンス

16

秋の味覚 山の幸を満喫

な

ま

ゆ

歴史講演会

凱旋

三浦孝夫さん

〜福賀で自然探訪ときのこ狩り〜

はる

180年の伝統
〝奈古の天神
神子の舞
様〟菅原神社︵東
方︶の秋祭りが９
月 ・ 日︵ 9 月
の最終金・土曜
日開催︶の２日
間執り行われま
した︒今年舞を
奉納したのは︑
阿武小１年の河原さくらさん︵上郷︶
︑神
上陽夏さん︵野柳 ︶︑末益 樹さん︵市 ︶
と ︑ 藤 井 希 侑 さ ん ︵ 美 咲 ︶ の４ 人 ︒ 神 子
の舞保存会の指導のもと︑９月１日から約３週間
ほぼ毎日練習を重ね︑当日を迎えました︒
日夜は菅原神社の鳥居の前で︑ 日は雨の降
るなか奈古町内をまわり︑疫病防止と五穀豊穣を
願いました︒

29

やまぐちブランドの甘みを堪能
南水まつり

70

28

29

!!

月8日に福
賀亀尻で〝自然
探訪ときのこ狩
り〟が開催され
ました︒秋の恒
例行事となり根
強いファンも多
い同イベントに
は︑県内外から
の子連れ家族な
ど100人が参
加し張り切って
山を散策し︑き
のこの採取を楽
しみました︒
昼食は︑飯ご
う炊飯で作る炊
き込みご飯と︑林業振興会特製のなめこ汁が振る舞
われ︑山の中
で食べるごち
そうにおかわ
りも続出︒食
事後は松茸争
奪じゃんけん
大会やゲーム
大会なども行
われ︑秋を満
喫する一日と
なりました︒
23

奈古の 幕末の志士 池田梁蔵と
勘場日記を読み解く

せん

28

だつ

阿武町歴史講演会﹁奈古勘場日記と池
田梁蔵〜幕末の奈古の歴史を読み解く
〜﹂が９ 月 日に町民センター多目的
ホールで開催され︑東京ふるさと阿武町
会幹事長の三浦孝夫さんを講師に迎え約
人が聴講しました︒
勘場とは︑徳山藩領の奈古村と大井村を治める藩の
出先機関として置かれた役所のことで︑現在の法積寺
と了雲寺の中間あたりに設置されていました︒その責
任者として派遣された役人がつけた業務日誌が〝勘場
日記〟です︒講座ではこれを読み解き︑幕末の動乱の
時代を生きた池田梁蔵の生涯に沿いながら︑奈古村で
起きた事件や︑ダイナミックな生き様を史実に基づき
解説されました︒
講座に参加した人からは﹁幕末に活躍した萩の志士
に共通する行動力︑憂国の気︑進取の気に感銘を受け
た︒奈古にもこういう先達がいたことに誇りを感ず
る︒５カ月で英語を習得した能力の高さに驚いた︒坂
本龍馬と同時期に奈古出身の梁蔵が江戸にいたと
は！﹂との感想もあり︑受講者は満足した様子で︑閉
会後の座談会でも歴史談義に花が咲きました︒今後︑
町としても池田梁蔵や奈古勘場日記の解読・研究を進
め︑町の歴史を楽しく紐解いていきたいと考えていま
す︒︵講演の内容は抜粋して︑次号以降で特集します︶

17

菅原神社秋祭り

福の里直売所で９月 日︑第８回福賀の梨南水
まつりが開催され︑多くの人で賑わいました︒
阿武町福賀地域で栽培されている〝やまぐちブ
ランド〟﹁福賀の南水﹂は︑しゃりっとした歯ご
たえと︑酸味が少ない濃厚な甘さが特徴です︒
試食コーナーでは︑南水と二十世紀の食べ比べ
や梨の販売︑イベントコーナーでは梨の皮むき競
争や梨の袋詰め放題など︑多彩な催しが行われま
した︒町外から訪れる
リピーターも多く︑参
加型のイベントが多い
会場は︑和やかな雰囲
気に包まれていまし
た︒

袋詰め放題に挑戦

伝統の神子の舞を披露

28

山・海・里

まちの話題 Ａｂｕ Ｔｏｐｉｃｓ
あなたのまちの身近な話題をお寄せください。
役場まちづくり推進課広報統計係（☎2̶3111）
E-mail : machisui@town.abu.lg.jp

若い家族連れもが亀尻に集まる

10

飯ごうで炊いたごはんを囲む

凱旋講演をする三浦孝夫さん

できあがった料理は大好
評！鯖味噌煮缶となす、
チーズを使った主菜はぜ
ひ家でも作ってみて！

今回は９月２７日（木）に行われた『宇田郷しあわせ会』について、野村眞津江（宇田浦）嶋戸悦子
（宇田浦）山下宮子（宇田浦）がご紹介します。
今回の宇田郷しあわせ会は総勢18人の参加があり、
「秋味満載の時短
料理〜みなさんの希望をカタチにしてみました〜」というテーマで宮
久直子管理栄養士さんのご指導のもと、鯖味噌煮缶と茄子のチーズ焼
き や 鶏肉ときゅうりの酢の物 など、昨年度の参加者のみなさん
の思いをカタチにした秋の食材をたっぷり使った時短料理４品に挑戦
しました。

調理のポイントを習いながら、
民生委員さんも一緒に昼食を作
りました。みなさんの手際がよ
くて、あっという間にできあが
りました。「これなら家でもで
きそうだ」と好評でした。

食前には宮久栄養士
さんから誤嚥を防ぐ
ために、嚥下体操の
「あいうべ体操」を
ご指導していただき
ました。

食後には高齢者の方にとってほ
しい食品「さあにぎやか（に）
いただく」などの食事チェック
を含めて楽しくお話しされまし
た。いつも「食は命なり」を心
がけ、栄養の知識が豊富で分か
りやすくお話しされます。

社協の担当の方は、「1人または
2人暮らしの方は日頃交流が少な
くなられているので、しあわせ
会に参加していただいて、1日楽
しく笑って過ごしていただけた
ら」と話しておられました。
民生委員さんの声かけで参加さ
れた方は、しあわせ会の魅力を
「みなさんに会えて、日頃自分
では作らない変わったお料理が
習え、宮久先生の分かりやすく
て参考になるお話がいつも楽し
みだ」と言われていました。

毎回、料理教室に参加するときには参加者の方が分かりやすく、
調理しやすいように事前準備から行います。指導という立場ではあ
りますが、地域の先輩方から教えていただくことも多くて、とても
勉強になります。
また宮久先生のご指導により、鶏肉にひと手間かけて下処理をす
ることにより、パサパサせずにおいしく食べられたり、フライパン
1つで身近にある食材を組み合わせて、簡単においしい主菜ができ
るなど、私たちも参考になることばかりです。しあわせ会に参加さ
れて、「おいしく楽しく食事をしていただき、また家でもこの料理
を作ってみたい」と言っていただけるように、ヘルスメイトとして
これからもお手伝いしていけたらと思います。

18

山口ゆめ花博に行ってきました！
奈古さつき婦人学級

９月講座

９月 日︑奈古さつき婦人学
級９月講座の移動教室を開催し
ました︒
今年は︑山口きらら博記念公
園で行われている﹃山口ゆめ花
博﹄に学級生 人の参加で行っ
てきました︒ 日は﹁阿武町の
日﹂ということで︑阿武町から
の出店や森のステージで披露さ
れた銭太鼓やフラダンス︑福賀
の神楽などを見たり︑会場内を
少人数で廻りました︒しかしこ
の日は︑三連休の中日で入場者
数が多く︑また日差しが強く帰
る時にはみんなぐったりとしていました︒﹁今度
来る時は平日に来ようね﹂と話しました︒

こだわりの新おやじカレー
奈古メンズキッチン

恵比須大国初披露
〜心温まる多くのご寄付を
いただきました〜
８ 月 日︵ 火 ︶に 開 催 し た 福
BONまつり納涼花火大会の開会
式の前に︑福賀神楽保存会に対し
て︑寄付金の贈呈がありました︒
これは福賀神楽振興後援会の関係
者の方々が︑﹁福賀神楽の伝承保
存と地域活性化に対して︑継続的な活動等を行
う︒﹂ と い う 趣 旨 で ︑ ６月 か ら 地 域 を 回 ら れ ︑ 賛
同くださる皆様から広くご寄付を募られたもので
す︒贈呈式後︑初めてとなる演目〝恵比須大国〟
が︑感謝を込めて披露されました︒会場の盛り上
がりに応え︑いつも以上に撒き餌が飛び交うこと
で︑より一層盛り上がりました︒ご寄付いただき
ました皆様に感謝申し上げ︑より一層︑福賀神楽
の継承発展に︑日々精進・進化を重ねていくこと
を︑会員一同深く心に誓いました︒

町グラウンドゴルフ大会
〜卓越した技量と集中力や
調整力の技光る〜
９月 日︵土︶に町グラウンドゴルフ大会が︑ス
ポーツするのにピッタリの薄曇りの下︑グリーン
パークあぶで開催されました︒福賀地区からは
名の方が参加され︑総勢約 名で優勝を目指し競
い合いました︒長めの芝グラウンドと︑いつも月
例大会をしている土のグラウンドとでは︑感覚が
大きく異なり︑皆悪戦苦闘︒ハーフラウンド終了
時には︑﹁ホールの手前で止まる︒
加減が分からん︒いったりきたり
じゃ︒﹂という声ばかり︒上位独占
とはなりませんでしたが︑奥山さ
んの優勝された発表には一同納
得︒帰路のバスでは︑地域間の連
携がより深まるよう︑福賀での開
催を望む声も多く出ました!

勝負は最後まで分からない

９月 日︵日︶にふれあいグラ
ウンドで宇田郷地区ふれあい運
動会を開催しました︒
清々しい秋空のもと︑地区住
民 が 結 集 し ３組 が 優 勝 目 指 し て
運動会を楽しみました︒前日ま
で雨が降っていたせいか4年目
に入った芝生も青々として︑真
夏の茶色とは見違えるようです︒
今年は終盤まで接戦が続き︑最終種目の年齢別
リレーの前で3組が3点以内の僅差でしたが︑迫
力のリレーで勝敗が決まりました︒
結果は︑青組が優勝し︑赤組︑白組とも準優勝
となりました︒運動会に参加された方︑お世話さ
れた方大変お疲れ様でした︒

第１２４回宇田郷グラウンドゴルフ大会

９月 日︵火︶に宇田ふれあいグラウンドで宇田
郷グラウンドゴルフを楽しむ会主催の第１２４回
宇田郷グラウンドゴルフ大会を開催しました︒
雨で延期された今大会は︑夜の涼しげな風の
中︑グラウンドゴルフを楽しみました︒
成績は次のとおりです︒
︵敬称略︶
︻ゴールドの部︼
★優 勝 角石勝枝︵宇田浦︶
★準優勝 杉村玉子︵宇田中央︶
★３ 位 西村輝二︵宇田中央︶
︻フリーの部︼
★優 勝 中村晶男︵宇田中央︶
★準優勝 光永哲男︵山口市︶
★３ 位 近藤政一︵宇田中央︶
︻レディの部︼
★優 勝 柳井洋子︵宇田中央︶
★準優勝 光永伸子︵山口市︶
★３ 位 堀 幸子︵宇田浦︶
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迫力のリレー

入賞されたみなさん

23

25

1627

９月 日︑奈古メンズキッチンの９月講座を開
催しました︒
今回のテーマは﹁新おやじカ
レーとナシのデザート﹂でおや
じカレーにこだわりの食材を加
え作ります︒
玉ねぎはいつもどおり飴色に
なるまで炒め︑今回は牛すじ肉
を圧力鍋でやわらかく煮込んで
使用︑りんごを丸ごとすってい
れたり︑かくし味をたしたり
と︑こだわりのカレーが出来上
がりました︒
それにナシとホットケーキ
ミックスを使ったデザート︑サ
ラダを添えて︑みんなで楽しく
会食しました︒

70

福を撒いて立派な鯛を！

22
連覇を狙います！

14

22

入った所で、｢はいチーズ」
假屋崎省吾さんの
｢ゆめ花の宴｣
こだわって作ります
おいしくできました！

16

25

教育のひろば

平成30年度全国学力・学習状況調査に
おける阿武町の結果について（概要）
阿武町教育委員会学校教育係
全国学力、学習状況調査をもとに保護者・地域の皆様方により教育について、今年度の関心を持っ
ていただき、社会総ぐるみで子どもを育てていく一助となるために掲載しました。
１ 調査の概要（目的）
・義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分
析し､教育施策の成果と課題を検証し、改善を図る。また、学校における児童生徒への教育指導の充実や学
習状況の改善等に役立てる。
２ 教科に関する結果
阿武小・福賀小学校
区 分

阿武中学校

平均正答率（％）
阿武町

山口県

全国

国語Ａ

72

72

70.8

国語Ｂ

58

58

算数Ａ

63

算数Ｂ
理 科

区 分

平均正答率（％）
阿武町

山口県

全国

国語Ａ

79

77

76

55.0

国語Ｂ

61

61

61.1

64

63.6

数学Ａ

64

67

66.1

50

52

51.0

数学Ｂ

48

46

47.1

67

62

60.0

理 科

66

67

66.3

誤答分析により、以下のことが分かりました。
○小学校
国語Ａ
敬語の使い方が適切でない。同音異義語の使い方の区別ができていない。
算数Ｂ
複数の要素を関連付けて、根拠を明らかにして説明する力に欠ける。
理 科
実験結果からのみ言えることを一般化することの誤りに気づくことができていない。
○中学校
国語Ａ
段落が文章全体の中で果たす役割を捉え、どのような内容であるのか選択できない。
数学Ａ
選択肢の中から、正しい問題を選ぶことや、図形の問題
理 科
どのような実験をすれば模擬実験になるか、論理的に考えることができない。
３ 児童生徒質問紙（集計の結果、特に顕著であった項目について取り上げました）
○子どもたちの意識
小学校：自己肯定感や有用感があり、いじめに対する認識も高い。
中学校：自己肯定感が低い。夢や目標を明確にもてていない。
○地域との関わり
小学校：地域に対する貢献や意識が県や全国より高い。
中学校：地域行事に関心があり参加している。これからは、参加から参画するよう
に意識を高める。
４ 現在の取組（学校現場において、３つの視点から具体的な活動に取り組んでいます）
○学校全体での組織的な取組の充実
・学校全体で成果と課題を共有し、管理職や学力担当を中心に組織的な動き
をつくり、全校体制で学力向上の取組を充実させる。
・年間2回実施する、町教委主催の「学力向上担当者協議会」において、小・
中学校での取組を検討し、各校のプランの見直し・改善を図る。
○指導方法の工夫改善
・どの児童生徒にも「わかる・できる」を体感させるためのユニバーサルデ
ザインを活用した指導の実践。
○地域・家庭との連携
・コミュニティ・スクールや地域協育ネットの仕組みを活用し、学力における学校の課題等の共通理解
を図り、必要に応じて地域人材の効果的な活用を推進する。
・家庭学習の習慣化に向けて、Ｅ-ライブラリを活用した習熟度にあった学習の推進。
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健康習慣⑦
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か

れい

『健幸華齢』のススメ

みんなで実践！

『健幸華齢』
（けんこうかれい）
とは…

筑波大学の田中喜代次名誉教授は、
「身体の健康だけでなく、幸せな気持
ちで、仲間との交流を楽しんで、華やかに年を重ねる生き方」として、
「健幸華齢」を提唱しています。

健

５つの快（快食・快汗・快浴・快眠・快便）
を心得て、心と体が健康であること

幸

心と体で対話し、心豊かに平穏であること

華

仲間との交流を楽しむために積極的に外出し、日々を愉しむ
こと

齢

老いや病気を受容しつつ、賢く齢を重ねること

たの

公益財団法人

健康・体力づくり健康づくり事業財団

2018.10.No486より一部抜粋

★『健幸華齢（けんこうかれい）』実現に向けた三本柱★

「栄養（食習慣）」
「体力（運動）」
「社会参加（交流）」
最近、筋肉が減って弱まる「筋肉枯
れ」が問題になっています。筋肉量は男
女共20歳〜30歳をピークに、40歳ごろ
から徐々に減少し始め、60歳を過ぎる
と急激に低下することがわかっていま
す。とくに、男女共に下半身の筋肉量の
減少が最も大きく、50歳で約10％、80
歳では約30％も減少するといわれてい
ます。
こうした筋肉量の低下が体力の低下や
骨や関節など日常生活動作に必要な機能
の低下を招き、転倒や骨折リスクを高め
ます。
また、筋肉量が低下する原因は加齢の
ほか、栄養不足や運動不足、病気などが
影響することもあります。
しかし、自分に合った筋力運動などを
続けることで筋肉量は維持することがで
き、老化抑制、そして健康で幸せに年を
重 ね る 『 健 幸 華 齢 』、『 健 康 寿 命 の 延
伸』につなげることができます。ぜひみ
んなで『健幸華齢』のハッピー健康習慣
に取り組んでいきましょう！
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栄養（食習慣）
主食、主菜（魚・肉・豆腐・
卵など）、副菜（野菜）をそろ
えてバランスよく食べよう！

『健幸華齢』のための
ハッピー健康習慣
体力（運動）

社会参加（交流）

いろんな運動（筋力
運動、有酸素運動、
ストレッチ、スポー
ツなど）を楽しもう!

趣味活動や仕事、自治
会活動、ボランティ
ア、老人クラブなど
で、仲間と一緒に活動
しよ
しよう！

問い合わせ

役場民生課

保健師

☎2−3113

阿武町高齢者福祉複合施設

「いらお苑」が１１月１日にオープン！
現在建設中の、阿武町高齢者福祉複合施設いらお苑が、このほど無事竣工の運びとなりました。
オープンは１１月１日
（木）からになりますが、下記のとおり内覧会を開催させていただく事にな
りましたので謹んでご案内申し上げます。
「いらお苑」は、高齢者の福祉施設を中心とした複合施設です。介護サービス、介護予防、地域
の皆様との交流ができる場も設けられており、施設利用者と地域の皆様との交流も拡がるととも
に、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていただくため、更なるご支援を頂きますようお
願いします。

平成３０年１０月２９日（月）
竣工式（関係者のみ）
１０：３０〜
内覧会（住民対象）
１３：００〜１６：００
【問い合わせ】
役場民生課介護福祉係

☎０８３８８−２−３１１５

建設中の「いらお苑」
（福賀地区中村）

ƋǉļƫǁƋƞƴƚǀ
ଦకତƩઘӂߑҔǪÁȉඈ¯
¯
１チーム7〜10名
（回し手2人跳び手５〜8人）
男女混合自由
詳しくは今月号広報のちらしをご覧下さい

長縄跳び大会の問い合わせ

?

まちの ?

ハテナ

阿武町教育委員会

Ｑ

☎２−０５０１

今年度の集団健診はもうやらないの？

役場から案内が来た集団健診。10月6日（土）に受診しようと思って
いましたが、台風などの影響で中止になってしまいました。今年度はも
う受けることが出来ないのでしょうか？

Ａ

11月17日（土）に女性がん検診を受診出来ます。

基本健診（血液検査など）は集団健診では行いませんが、乳がん・子宮がん検診は
11月17日
（土）の８時から町民センターで受診することが出来ます。
「日本人の２人に１人が生涯で がん にかかり、３人に１人が がん で死亡してい
る」といわれています。一方で「がんは通院で治療できる時代」とも言われていま
す。そのためには早期発見が大切です。11月の集団健診のほか、医療機関での個別
検診は平成31年1月31日まで受診することが出来ます。かかりつけの病院で定期的
な検査をしている場合でも、がん検診を受けていない場合は、年に1 回は検診を受けましょう。
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第

表彰席
︵敬称略︶

回日隈翁記念
萩近郷柔道大会

れ

き

お

回阿武町

はる

９ 月 日 萩ウェルネスパー
ク
︻小学4年生男子無差別の部︼
★優 勝 上田怜央︵東方︶
︻小学6年生男子無差別の部︼
★３ 位 上田陽葵︵東方︶

第
グラウンド・ゴルフ大会
〜阿武町 1 決 定 戦 〜
９月 日 グリーンパークあぶ
★優 勝 奥山 夫︵伊当︶
スコア ︵ ホール︶
トマリ１

奈古スポーツ少年団

回萩総まつり

お知らせ

奈古スポーツ少年団の皆さん

第

３桁ダイヤル

18 9
児童相談所
全国共通

く

はや

いち

お住いの地域の児童相談所につながります。

※一部のＩＰ電話からはつながりません。※通話料がかかります。

連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。

母子父子寡婦福祉資金をご利用ください

ひとり親家庭や寡婦の方などを支援する無利子または低利の貸付金制度です。
■貸付金の種類 就職支度資金、修学資金、修業資金、技能習得資金、生活資金 など

月は︑﹁身近な交通手段に自転車をクールチョイスして温暖化対策︒﹂

23

802円

１時間

平成 年度
山口県体育大会

25

日は︑地球に良いことをする﹁エコの日です﹂︒

効力発生日 平成30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
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。 賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
詳しくは 山口労働局労働基準部賃金室（☎０８３−９９５
−０３７２）又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

山口県最低賃金が
改正されました

☎０８３８−２５−２６６３
☎０８３８８−２−３１１５

萩健康福祉センター
阿武町役場民生課

◆問い合わせ

︿スポーツ少年団の部﹀

18

▼日時
月 日
︵日︶午前９
時 分〜
▼場所 萩総合支援学校
▼内容 児童生徒のステージ
発表︑作品展示︑育友会バ
ザー︑食堂︑喫茶等
▼問い合わせ 山口県立萩総
合支援学校 萩総まつり広
報部 ☎０８３８︱ ︱７
２８０︵藤村・今田︶
11

No.

18

毎月

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。
10

37

44

●柔道競技
９ 月 日 維新百年記念公園
武道館
︻小学6年生男子軽量級の部︼
★３ 位 上田陽葵︵東方︶
︻団体の部︼
★３ 位 ＡＢＵ柔道クラブ
●バレーボール競技
９月 日 鹿野総合体育館他
︻Ｅ 組ブロック︼
★第２位

エコの日

19

15

43

17

１４

30

22

23

24

年金のたより

〜納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
年末調整・確定申告まで大切に保管してください〜
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健
康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合
と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所
得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、平成30年１月から12
月までに納められた保険料の全額です。過去の年
度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族
（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険
料を支払っている場合、その保険料も合わせて控
除が受けられます。
なお、平成30年中に納付した国民年金保険料
について、社会保険料控除を受けるためには、年
末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保
険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要
となります。
このため、平成30年１月１日から10月１日ま
での間に国民年金保険料を納付された方には、
11月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国

平成
30年度

民年金保険料）控除証明書」が送られる予定です
ので、申告書の提出の際には必ずこの証明書また
は領収証書を添付してください。
（９月下旬から
10月上旬にかけてコンビニエンスストアで国民
年金保険料を納付された一部の方は、11月中旬
頃送られる予定です。）
また、平成30年10月２日から12月31日まで
の間に、今年はじめて国民年金保険料を納められ
た方へは、翌年の２月上旬に送られる予定です。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろ
ん不慮の事故など万一のときにも心強い味方とな
る制度です。保険料は納め忘れのないようキチン
と納めましょう。
■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 緑のカーテンコンテスト 優秀作品決定！
！

努力賞
努力賞
西村 浩一（宇田中央） 末若 紀子（市）

奨励賞
西村 洋子（下笹尾）

最優秀賞
うおなの郷

優秀賞
ＪＡあぶらんど萩女性部
奈古支部

団体の部

奨励賞
横溝 千鶴子︵東方︶

優秀賞
岩本 良夫（木与）

奨励賞
小野 良隆︵市︶

最優秀賞
松原 利直（中村）

（敬称略）

新人賞
大倉 淑子（宇生賀中央）

総数23作品の応募をいただき、本当にありがと
うございました。
今年の夏は、例年に増して暑さが厳しく、降雨が
少なかったので、水管理にご苦労されたことでしょ
う。緑のカーテンがあることで、家の周囲の表面温
度を抑えることができます。来年もコンテストを行
います。温暖化防止にみんなで楽しく取り組みまし
ょう。

問い 阿武町地球温暖化対策地域協議会事務局
合わせ ☎２−３１１5（役場民生課）
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月は﹁労働保険適用促進強化期間﹂です︒労働者を一人でも雇用している事業主は労働保険に加入することが法律で義務付けられています︒

｢社会保険料（国民年金保険料）控除証明書｣が発行されます
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ホッとする

10
15

り

17

も

22

夫の隣が

阿武川流域
森林だくさん祭り２０１８

11

〜森の恵みを体感してみませんか〜

ひと

特等席

■日時 １１月１0日(土)、
１1日
（日）
９時３０分〜１５時頃
■場所 「福の里直売所」福賀の国道３１５号線沿
■内容 ◆もちまき／両日13時〜 ◆販売コーナー／
新鮮野菜、漬物、おこわ、寿司、柏餅、イカの塩辛、焼
き菓子、手作りパン、米粉パン、クッキー、ジャム各種
などの販売 ◆飲食コーナー／手打ちそば、うどん、
おにぎり、コーヒーなどホット飲料 ◆体験コーナー
／杵つき餅試食、きな粉挽き体験、野菜収穫体験
（有
料）
、すぼ柿づくり体験 ◆その他／国道315・376号
線沿いの各朝市・直売所で特産品の販売、抽選で地域
特産品が当たるスタンプラリーなどのイベントを開催。
ぜひご家族・お友だち同士でご来場ください！
■問い合わせ 役場経済課 ☎２−３１１４

■日時
月 日︵土︶ 時〜 時
■場所 森の館萩︵福井下︑阿武萩森林組合︶
■内容 大板山たたら太鼓の演奏︑木工クラフト︑
椎 茸 駒 打 ち ︑ イ ガ 栗 風 船 割 り ゲ ー ム ︑ お 楽 しみ
抽選会︑チェーンソーアート︑もちまきなど
※各地域の特産品販売や軽食コーナーもあります︒
■主催 萩地域林業振興会連絡協議会
■問い合わせ
萩農林水産事務所 森林部森林づくり推進課
☎０８３８ー ー３３６６

ひと

女と男の一行詩

恒例のルーラル３１５・３７６
フェスタを福の里で開催！

秋はクマが冬眠に備えて食欲が増す時期で、
餌を求めて活動が活発になります。
クマと共存するための対策についてご紹介します。
●クマと出会わないために
□自分の存在を知らせる ▶クマ鈴やラジオなど、音の出るものを携帯しましょう
□ クマの生態や行動についてよく知る
▶各季節のクマの食べ物や生態を知ることで、遭遇を避けられる
□ 目撃・出没情報のあったところには近づかない
●クマに出会ってしまったら…まずは落ち着きましょう！
□ 距離が離れていた場合（クマがこちらに気付いていない）
▶ゆっくりと静かに立ち去る
□ 比較的距離が近い場合（50m 程度）
▶クマから目を離さずにゆっくりと静かに後退する。森林内であれ
（写真出典：環境省）
ば、万が一の突進に備えてクマとの間に障害物がくるようにする。
◆問い合わせ 役場経済課 ☎２−３１１４（クマ鈴は経済課及び各支所で貸出いたします。）

ハートピア共済制度
県内の中小企業で働く従業員のための共済制度です。
○加入できる人は、県内の中小企業の勤労者で、契約発行日の前日に健康な方。
○この制度は、死亡・障害・入院・住宅災害等の不測の事態に対してセットで保障し、結婚、出産、
銀婚、小・中・高校入学祝にも給付します。
○福利厚生事業…全国宿泊施設利用料助成（１人 2,000円・3,000円）
人間ドック・脳ドック受診料助成（１人 1,000円〜8,000円）
国家資格試験等助成金（１人 2,000円・4,000円）
○事業所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。
型 種
月掛金
（１人） 最高給付金額
（交通事故）
死亡
加
入
年
齢
１型
450円
240万円
２型
900円
480万円
満15歳以上〜満65歳未満
３型
1,500円
720万円
（4型は満50歳未満まで）
４型
2,000円
1,000万円
高齢者
450円
100万円
満65歳以上〜満71歳未満
ファミリー型
500円
200万円
0歳以上〜満65歳未満
（子どもは満25歳未満）

◆問い合わせ 阿武町勤労福祉共済会（役場経済課）

25

☎２−３１１４

富 08387-8-2311
11/ 4 ㊐ （郡）萩市須佐診療センター

須

佐 08387-6-2540
11/11㊐ （郡）齋 藤 医 院

奈 古 08388-2-2838

しわにあげるさ

20

26

金メダル

受講生募集

山口県林業基礎講座の

山陰道をはじめとした︑高
速道路ネットワークの活用に
よる広域観光戦略を考えるシ
ンポジウム山陰自動車道︵益
田〜萩間︶整備促進期成同盟
会外２団体が取り組む高速道
路ネットワークの一刻も早い
整備の必要性を共有し︑開通
に向け十分な効果が発揮でき
る産業・観光・地域づくりの
体制整備を多くの方にご理
解・ご協力いただくため︑シ
ンポジウムを開催します︒
▼日時
月 日
︵火︶
午後1
時〜 ※申込不要
▼場所 市民館大ホール
▼内容 ・記念講演 演題
﹁︵ 仮 ︶み ち が 繋 ぐ 観 光 と ま
ちづくり﹂
▼講師 由布院温泉観光協会
会長 桑野和泉様
・パネルディスカッション
▼テーマ ︵ 仮 ︶
高速道路ネッ
トワークを活用した広域観
光戦略
▼主催 山陰自動車道︵益田
〜萩間︶整備促進期成同盟
会︑萩・小郡間地域高規格
道路整備促進期成同盟会︑
萩・津和野線道路改良促進
期 成 同 盟 会 ︑長 門 市・萩 市・
益田市・浜田市4市長会
▼問い合わせ 役場施設課
☎２︱３１１２

11

妻の手の
タオル︑飲み物
▼主催・申し込み ① 月
日
︵木︶
までに
︵ 公社 ︶
萩広域
シルバー人材センター萩事
務所☎０８３８︱ ︱０５
０５へ ② 月9日
︵火︶
ま
でに
︵公社︶
萩広域シルバー
人材センター須佐出張所☎
０８３８７︱６︱３６２８へ

を考えるシンポジウム

山陰道をはじめとした︑
高速道路ネットワークの
活用による広域観光戦略

26

萩税務署からのお知らせ

25

11

ひと

福祉・家事援助講習会

▼申し込み 役場民生課
☎２︱３１１５

緊急の場合は１１９番

シニア活き活きヘルスケア

11

ひと

弥

女と男の一行詩

お知らせ

11/ 3 ㊏ （郡）萩市弥富診療センター

生活困窮者自立
支援法による相談会

31

森林所有者や地域の森林を
活用した様々な活動に興味の
ある方を対象に︑森林・林業
に関する基礎的な知識・技術
を習得するための講座を開催
します︒
▼日時
月8日
︵木︶
〜平成
年1月 日
︵木︶
午前 時
〜午後４時
▼場所 山口県萩農林水産事
務所︑森の館萩︵阿武萩森
林組合︶ほか
▼内容 森林・林業に関する
知識︑間伐・枝打︑キノコ
栽培︑チェンソーの取り扱
いなど
▼対象者 山口県内在住の森
林所有者及び森林・林業に
興味のある方
▼定員
人程度︵先着順︶
▼ 受講料 無料︵昼食は各自で︶
▼応募締切
月 日
︵金︶
▼申し込み 山口県萩農林水
産事務所森林部森林づくり
推進課 ☎０８３８︱ ︱
３３６６
０８３８︱
︱０１６３
10

10

26

〇税を考える週間︵ 月 日
〜 日︶
萩税務署管内の児童・生徒
の皆さんから応募していただ
いた租税作品を展示します︒
▼日時
月 日
︵金︶
午後〜
月３日
︵月︶
午前
▼場所 萩市民館
〇年末調整説明会
▼日時 ① 月 日
︵火︶
② 月 日
︵水︶
各午後１時半〜 時半
▼場所 ①萩市須佐総合事務
所 ②萩市民館
〇 消費税の軽減税率制度説明会
▼日時 ① 月 日
︵火︶
② 月 日
︵水︶
各午後３時半〜 時
▼場所 ①萩市須佐総合事務
所 ②萩市民館
▼問い合わせ
萩税務署総務課
☎０８３８︱ ︱０９００

10

22

25

10

FAX

３

４

11

20

11

23

13

13

22

(

４ 11

11

11

14

11

14

※当番医の確認は役場または各支所へ

▼ 日 時 ① 月 日︵ 火 ︶ 午
後１時半〜 時 ② 月
日
︵金︶
午後１時半〜 時
▼場所 ①サンライフ萩
②萩市須佐保健センター
▼内容 ウン知育教室︵健康
のバロメーターである便に
ついて︶
・転倒予防教室
▼対象者 阿武町または萩市
に在住の 歳以上の方
▼受講料 無 料
▼持参品 運動のできる服装︑
30

17

12

11

11

0838-26-1397
椿

)
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
16

萩・阿武健康ダイヤル２４
４

10

60

休日当番医

▼日時
月 日
︵水︶
午前９
時〜正午
▼場所 阿武町役場２階 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
のお手伝いをします︒
※事前予約制︵前日まで︶
14

11/18㊐ 休日急患診療センター

0838-26-1397
椿
10/28㊐ 休日急患診療センター

賀 08388-5-0863
福
10/21㊐ （郡）福 賀 診 療 所

11

おしら せ

ひと

女と男の一行詩

ひと

第33回 阿武町
力くらべ綱引き大会

11月
日 曜

男女の差
持ち味活かして
いい塩梅

この大会は、綱引きをとおして、体力づ
くり・健康の増進及び町民相互の親睦を図
ることを目的として開催されます。
たくさんの参加と応援をお待ちしていま
す。
●日 時 １２月2日
（日） 開会式 ９
：
００
競技 ９
：
３０〜１２
：
００
（予定）
●場 所 阿武町体育センター
●申込み方法 各公民館の申込み用紙
●問い合わせ 阿武町教育委員会
☎０８３８８−２−０５０１

10月分

町内の求人情報

行

事

予

定

3 土 宇田郷ふれあい祭り 10:00【ふれあいセンターほか】
4 日 第37回福賀大農業まつり 8:30【福賀小学校体育館前広場】
奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
7 水
園医健康診断
（本園）13:30【みどり保育園】
保育園焼きいも大会 9:00【みどり保育園】
8 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】
ひよこクラブ 9:45【ほっとハウスみどり】
9 金 福賀月例ボウリング大会 19:30【ユーズボウル萩】
秋の奈古やかグラウンドゴルフ大会 9:00【グリーンパークあぶ】
10 土 ルーラルフェスタ（〜11日）9:00【福の里直売所】
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】
11 日 奈古グラウンドゴルフ 9:00【阿武小グラウンド】
阿武町民生委員児童委員協議会定例会 8:30【役場会議室】
12 月
健康教室「さくら会」9:00【町民センター】
13 火 JFAこころのプロジェクト「ユメセン」9:00【阿武小・中学校】
14 水 阿武町人権学習講座（福賀）10:00【のうそんセンター】
心配ごと相談 9:00【ふれあいセンター】
ひよこクラブ 9:45【ほっとハウスみどり】
15 木
阿武町地域福祉運営協議会 16:00【役場大会議室】
阿武町生活支援体制整備事業協議体運営会議 17:15
【役場大会議室】
第２９回 山口県造形教育研究大会 中部大会 9:00
【みどり保育園】
16 金
のびのび幼児健診 13:00【母子健康センター】
子宮がん・乳がん集団検診 8:00【町民センター】
【阿武町暮らし支援センター】
17 土 21世紀の暮らし方研究所全体会 13:30
コンコードジャズフェスティバル IN 阿武 18:00
【町民センター文化ホール】
18 日 消防団協力隊講習会 9:00【町民センター】
消費生活相談員による相談日 8:30【役場１階相談室】
19 月 保育園身体測定 11:00【みどり保育園】
町老連グラウンドゴルフ大会 14:00【町民グラウンド】
奈古ストレッチ学習会 9:30【町民センター】
21 水 ひよこクラブ 9:45【ほっとハウスみどり】
介護家族のおしゃべり勉強会 13:30【浦野さん宅】
22 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】
23 金 奈古地区文化展（〜25日）8:30【町民センター】
24 土 宇田郷地区自治会合同消火訓練 9:00【宇田郷地区】
25 日 さん３ふるさと祭り 9:00【阿武小中学校グラウンド】
26 月 消費生活相談員による相談日 8:30【役場１階相談室】
議会運営委員会（予定）9:00【役場委員会室】
27 火
誕生日会 11:00【みどり保育園】
ひよこクラブ（救命講習）9:45【ほっとハウスみどり】
28 水 救命講習（ひよこクラブ・ママの会）10:00【みどり保育園】
給食参観日 11:30【みどり保育園】
29 木 避難訓練・交通安全指導 11:00【みどり保育園】
地域づくり研究集会 9:30【町民センター】
30 金 福賀ステップ運動教室 13:30【のうそんセンター】
スマイルキッチン・おいしいスクール 18:30【町民センター】

10月9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

会 社 名
社会福祉法人阿武福祉会
特別養護老人ホーム恵寿苑

求人数
年齢
賃
金
業
種
看護職員
１人 59歳以下 176,000円〜
143,000円〜
不問
２人
介護職員
１人 64歳以下 250,000円〜 土木施工管理技士または建築施工管理技士
小田建設 株式会社
２人 64歳以下 185,600円〜
普通作業員
時給861円
不問
山口県外海第二栽培漁業センター（奈古地区筒尾） ３人
魚貝類等の種苗生産（随時）

阿武町の人口と世帯数
地区別

人 口

世帯数

移動内訳

奈 古 2,229
（ − 3 ） 転入
（ − 8 ） 1,033

0

福 賀

555
（ − 3 ） 267
（ − 2 ） 転出

7

宇田郷

539
（ − 4 ） 287
（ 0 ） 出生

0

（ −15） 1,587
（ − 5 ） 死亡
合 計 3,323

8

※（

27

）内数字は対前月比

9月の交通事故

（9月末）

区 分

人 身 事 故
件数

物損
死者 負傷者 事故

萩警察署管内で
起こった事故

2
0
5
94
（6） （0） （6） （101）

うち阿武町内で
起こった事故

0
0
0
5
（1） （0） （1） （7）
（ ）内数字は前年件数

２００ｇ

サラダ油

大さじ１

「旬の野菜たっぷりおすすめレシピ！」より

じゃことかぼちゃのソテー
［材料（２人分）］

サラダ油

大さじ１

タイトル
﹁波しぶきをあげる立岩﹂
小野 宏修︵土︶

少々
塩、こしょう

●コメント：１
０年前、「立岩（たていわ）が倒れる
瞬間を撮る」と決意。シケの日に通い続けるも、今
のところ、倒れたのは、私とカメラの三脚だけ。
らかくなるまで焼いてから、一旦取り出す。

③同じフライパンにサラダ油大さじ１を足して、ち

りめんじゃこと赤唐辛子を加えて炒める。ちりめ

次回定例会は１０月２２日（月）
１
９：００〜
町民センター 講座室です
んじゃこがカリカリになったら、②のかぼちゃを

戻し入れて、塩、こしょうで味をととのえる。器

◆問い合わせ あぶフォト倶楽部事務局 ☎2ー3111
に盛り、きざんだイタリアンパセリをちらす。

私 の 一 品

１本

タイトル
﹁ただいま食事中﹂
大野 玲子︵西の一︶

大さじ２

イタリアンパセリ 適量

［作り方］

①かぼちゃは１センチ厚さの食べやすい大きさに切

る。赤唐辛子は小口切りにする。

②フライパンにサラダ油大さじ１を熱してかぼちゃ

会員作品紹介

作品は道の駅温泉棟１階に展示中

ヘル

理

かぼちゃ

●コメント：気ままなアゲハに､２日間向き合った
中の１枚です。
赤唐辛子

河野五百子さん
西の１

țɏʬʀʟࣻߕဃ
イト☆おすすめ
メ
料
ス

ちりめんじゃこ

を入れて焼く。焼き色がついたら裏返して、やわ

俳

うらら

あお

み

き

おも

まも

き

おく

句

きつ

りつ

ふか

あぜ

かお

ふと

ゆ

ば

なか

かい

ちゃ

め

いね

まん

じ

むし

じゅ

う

すい

むら

い

ご

ねむ

しゃ

はな

し

こく

さら

まん じゅ しゃ

うみ

もみ

そく

げ

いも

すすき

ぐれ

ひと

ち

げ

あい

め

郷︶

小野

あき

びと

ひゃくちょう

さと

て

こし

がん

のう

とお

むね

あき

なん

一雄︵下

高橋作之助︵浜の１︶

ぞう

村︶

じ

佐々岡美保︵中

豆︶

ろく

墓 参 り ま ず 合 掌 の 六 地 蔵

清穂︵伊

原︶

しょう

湧き水でボトルの水を冷しけり

惠子︵平

がっ

秋 麗 碧 を 仕 分 け る 水 平 線

原

弘子︵浜の１︶

まい

百町の平和の色に稲熟るる

柳井

久︶

はか

里人を見守り屹立曼珠沙華

林

衛︵宇

万︶

さけ

ひ

よ

げ

ぞう

ひや

手にふれて思わず太きさぐり藷

小田

淑子︵上

方︶

あき

なが

つき

しゃ

じ

みず

腰かけてお茶の香りに花芒

大倉

眞代︵東

里︶

みず

叫ばねば消えて行く村虫時雨

梅地

幸枝︵大

わ

秋彼岸記憶の中に生きる人

池田

信惠︵久瀬原︶

やま

い

じゅ

こう

くつ

せん

長き夜や脳の海馬の五時告知

出羽法泉子︵浜の１︶

木村

郷︶

まん

しょ

たん じょう

おさな

へい

山の月ハイジのように眠りつく

慶子︵上

浜︶

ざん

わ

生きているつんつん畦の曼珠沙華

河原

紅魚︵美

屋︶

え

げ

し

曼珠沙華遠目に深き海の藍

水津

泰枝︵釜
しゃ

いろ

残 暑 光 地 蔵 の 胸 の 紅 晒 す

能野

東︶

じゅ

わ

キャラの絵の誕生ケーキ秋うらら

小野あけ美︵寺

まん

へい

曼 珠 沙 華 幼 の 靴 は 何 足 目

