夢と笑顔あふれる「豊かで住みよい文化の町」
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花 田 憲 彦

武町暮らし支援セ
ンター・ shiBano
﹂
をはじめ︑﹁ 福賀地
区高齢者福祉複合
施 設 い ら お 苑 ﹂︑
﹁萩警察署奈古駐
在 所 ﹂の 竣 工 式 の
ほか︑﹁ 主要地方道
益田阿武線﹂の全
線改良工事完了に
伴 う 完 成 式 典 等を
開 催いたしました︒
また︑ソフト面
で は７ 月 の 第 １ 回
ＡＢＵ スイムラン
大会の開催をはじめ︑９月の
日本ジオパークの認定︑ 月
の柳橋分譲宅地 区画の売り
出 し ︑ 月 に は ４ 年 ぶ りに
﹁ジャズ・コンサート﹂を再
開したほか︑中断していた福
賀の神楽舞が︑阿武町農村青
年協議会の皆さんにより復活
したことは︑大変喜ばしいこ
とでありました︒
こうした中でも︑昨年の一
番の出来事は︑６月にイージ
ス・アショアに係るむつみ演
習場への配備計画が︑国から
一方的に示され︑住民説明会
の開催をはじめ︑福賀地区等
からの嘆願書や要望書を受け
24

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
の輝かしい新春をご家族お揃
いでお迎えになりましたこと
心からお喜びを申し上げます︒
さて︑昨年一年を振り返っ
てみますと︑私も町長に就任
して以来２年目を迎え︑１月
から６月にかけて︑町内 ヶ
所で︑自治会役員等を対象に
﹁地域に寄り添う懇談会﹂を
各地区で開催し︑地域の課題
や町づくりのあり方等につい
て︑活発な議論や協議を重ね
て参りました︒
そして︑ハード面では﹁阿
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ての上京や︑９月の議会定例
会においては︑福賀地区から
提出された﹁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﹂が上程され︑審
議の結果︑満場一致で採択さ
れ︑私もこのことを重く受け
止め︑阿武町長としてむつみ
演習場への配備計画に反対す
る旨を明確に宣言したところ
であります︒
本年は私の町政３年目の年
であり︑第６次阿武町総合計
画の最終年度の年でもありま
す︒これまで積み残している
各種事業を完了させるととも

びを申し上げま
す︒
阿武町教育委員
会 で は ︑﹁ 生 き 生
きと未来に輝く人
づくり﹂を教育基
本方針に掲げ︑地
域社会それぞれが
教育課題を共有し
ながら︑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
愛を基盤とした︑
たくましい児童生徒を育む教
育の推進﹂を中心とした幅広
い教 育 活 動を展 開しています︒
学力向上はもとより︑心の

に︑平成 年度からの新たな
５カ年計画となる第７次阿武
町総合計画に向けた計画策定
の年でもあります︒
こうした中で︑本年の町政
においては︑戦略作物として
のキウイフルーツのモデル圃
場の整備の推進をはじめ︑道
の駅下の埋立地及び道の駅全
体に係る整備構想のほか︑奈
古浦エリアの活性化ビジョン
の策定︒更には︑ジオパーク
推進における漁船やシーカ
ヤック等を活用した遊覧によ
る観光事業をはじめ︑イラオ
山や神宮山を活用したふるさ
と探訪事業のほか︑自伐型林

教育の充実︑体力の向上︑コ
ミュニティスクールの推進
等︑多様化する教育課題に︑
より的確に対応してまいりた
いと思います︒
ま ず ︑﹁ ふ る さ と 愛 ﹂ の 基
盤をより高めるための道徳教
育の充実です︒
昨 年から小 学 校で﹁ 特 別 な
教科︑
道徳 ﹂
が始まりました︒中
学校は今年度から始まりま
す︒この道徳科を中心として
道徳教育の充実を図り︑人と
人との繋がりを大切にし︑豊
かな感性と思いやりの心と規
範意識を持った児童生徒の育
成 を 図りたいと考えています ︒
次に︑学力の向上です︒
全国学力・学習状況調査

業による雇用の創出や︑尾無
町営住宅の増設︑鮮魚を活用
した新たな事業展開など︑
﹁選ばれるまち﹂を旗印に︑
﹁打てば響く！﹂をモットー
として︑本年も地域に寄り添
いながら官民一丸となった施
策や︑夢と希望の持てる計画
策定を実施して参る所存であ
りますので︑町民の皆様のご
支援ご協力をよろしくお願い
申しあげます︒
結びに︑今年一年が町民の
皆様にとりまして素晴らしい
年でありますようお祈り申し
あげまして︑新年のご挨拶と
いたします︒

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︑輝かしい新年
をお迎えのことと心からお慶
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阿武町議会

末 若 憲 二

が開設され︑全国
で最初の道の駅に
認定されました︒
その後︑全国に出
来ました道の駅の
モデルとなり︑今
でも多くの来場者
がいらっしゃいます ︒
そして︑市町村
合併の流れが広が
る中で︑平成 年
には単独町政を選
択し︑我々議会も
議員定数も 人か
ら８ 人 へ 減 ら し ま
した︒これも阿武町の未来を
考えてのことです︒
また︑ 万年前のイラオ山
の火山灰地層が発見され︑こ
れがきっかけで先日認定を受
けました萩ジオパークに繋が
りました︒
道路におきましては︑昨
年︑阿武町制が始まって以来
の懸案でありました︑主要地
方道益田阿武線の奈古︑福賀
間が２車線となり︑安全に通
行できるようになりました︒
また︑山陰道の一部となる木
与防災事業も順調に推移して
おり︑早期完成に向けて引き
続き︑議会としても行政と共
に関係機関に働きかけている
ところです︒
そして︑近年は毎年のよう
に自然災害が日本各地で発生
しています︒平成 年の山口
･島根豪雨も記憶に新しいと
ころですが︑災害に強い町づ
くりを進めなくてはならない
と考えております︒昨年は奈
古地区の住宅密集地での大火
災が発生し︑お二人の尊い命
が失われ︑住宅６棟が全焼し
ました︒改めて哀悼の誠を捧
げ︑罹災されました皆様に心
からお見舞いを申し上げま
す︒災害に強い町づくりと併
せて火災予防にも力を注がな
ければなりません︒
さらに︑阿武町にとって
﹁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﹂についても大きな課題

や︑学力定着状況確認問題の
結果を解析・検証し︑各校の
情報を共有し︑学力の向上に
努めてまいります︒
そして︑安心安全な環境づ
くりです︒
全国で︑児童生徒の登下校
時での事件事故が多く発生し
ています︒防犯プランによる
通学路の点検や不審者情報な
どの緊急情報の伝達手段を確
立し︑安心安全な生活が送ら
れるよう努めてまいります︒
また﹁コミュニティ・ス
クール﹂の機能を生かし︑子
ども達の育ちや学びを地域ぐ
るみで支援していきたいと思
います︒
今︑ジオパークが話題に

であります︒福賀地区の皆さ
んから︑配備計画の撤回を求
める請願が提出され︑議会と
いたしましては︑全会一致で
採択しました︒今後も議会と
いたしましては︑住民の皆さ
んに寄り添っていきたいと考
えています︒
阿武町も少子高齢化・人口
の減少など問題が山積してい
ます︒執行権を持つ執行部
と︑議決権を持つ議会と︑尊
重し合い︑適度な緊張感を保
ちつつ︑公正で円滑な議会運
営に努め︑議会の活性化にも
取り組みながら行政のチェッ
ク機関として︑町民の皆様の

なっておりますが︑これも︑
地域を愛するふるさと学習に
もつながります︒様々な形で
阿武町のジオサイトなども学
ばせたいと思います︒
また︑中学生の主体的な地
域貢献ボランティア活動も進
め︑ふるさとを愛する子ども
達も育てていくとともに︑関
わり支え合う町づくりを図っ
ていきたいと思います︒
社会教育については︑各公
民館を拠点として積極的に活
動が進められています︒各公
民館と連携を取り︑住民ニー
ズに合った魅力ある講座や教
室︑内容等を検討し︑効果的
な推進を図ってまいります︒
生涯スポーツとしては︑レ

負託に応えるよう︑努めてま
いる所存です︒
これからも︑議員一人ひと
りが責任を持ち︑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︑各事
業の計画的な実施に向け︑全
力で取り組んでまいります︒
結びに︑本年も阿武町議会
に対しまして︑一層のご理解
とご協力を賜りますよう︑お
願い申し上げますとともに︑
皆様にとって今年一年が健康
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ま
して︑新年のごあいさつとい
たします︒

クリエーションスポーツにも
力を入れ︑参加者層を拡大さ
せるための企画や工夫を︑阿
武町生涯スポーツ推進委員の
皆さんと一緒に︑だれもが︑
いつでも︑どこでも︑手軽に
できるよう﹁スポーツで元気
な町づくり﹂に取り組んでい
きたいと思います︒
また︑幅広い年代層の健康
習慣や運動習慣の定着を図
り︑健やかなコミュニティづ
くりの充実を目指します︒
本年も︑ふるさと愛に根ざ
した教育諸活動を推進して参
りますので︑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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議長

新年明けましておめでとう
ございます︒
平成 年の年頭にあたり︑
阿武町議会を代表いたしまし
て︑謹んで新年のごあいさつ
を申し上げます︒
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︒
皆様には︑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︒
さて︑１９８９年から始ま
りました平成の時代を考えて
みますと︑阿武町では︑防災
行政無線の運用を開始し︑町
民の方にいち早く情報をお知
らせできるよう対策をとった
ところです︒１９９２年︵平
成４年 ︶
には︑﹁ 道の駅 阿 武 町 ﹂
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成人式

記念品を贈呈

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 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 ７
人︶で︑当日の式には 人が出席
しました︒
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︑
成人を代表して嶋戸蛍太さん︵宇
田浦︶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︒
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二十歳の
青春メッセージ

香菜

︵一部抜粋要約︶

木村

新成人の主張
宇生賀中央

私は現在︑福岡県の大学
で︑作業療法士というリハビ
リの勉強をしています︒リハ

敬称略・
︵

︶は出身自治会

みず

き

莉沙︵中 村︶

と

︵宇生賀中央︶

なみ

たく

︶☆末益 泰稔︵寺 東︶

拓人︵下 郷︶
な

しゅん いち

︶☆杉山 隼一︵東 方︶☆藤村

美穂

拓真︵野 柳︶☆廣石 瑞稀︵尾無畑︶

結︵西の二︶☆工藤 孝明︵中 村︶☆中野

楽︵

らく

☆小野

諒︵ 土

龍︵中 村︶

☆田中 那波︵木 与︶
︵宇生賀中央︶☆玉島

☆木村 香菜

りょう

☆兼原

市

☆奥村 柚希︵東 方︶☆嶋戸 蛍太︵宇田浦︶☆藤田

☆井上 達貴︵美 咲︶☆崔

☆池永

大人の第一歩を踏み出した新成人

17人が大人の仲間入り

ビリというと理学療法士のイ
メージが強いかもしれません
が︑作業療法士は食事動作や
着替えなど日常生活の動作を
スムーズに行えるようにした
り︑職業や趣味など︑一人ひ
とり特有の活動を支援するた
めの治療や指導をしていま
す︒また︑分野も広く︑身体
の障害だけでなく︑心の病気
や発達障害なども対象として
います︒その中で︑老年期障
害という高齢者も対象として
おり︑私はこの分野に興味を
持っています︒
私は小学生の頃から︑高齢
者に関わる仕事をしたいと
思っていました︒小さい頃か
ら地域のお年寄りと接する機
会 も 多 く ︑﹁ か な ち ゃ ん ﹂
と︑いつも可愛がってもらい
ました︒阿武町で幼いころか
らお年寄りと多く接していた
ことが︑作業療法士になりた
いと思うきっかけの一つとな
りました︒
今後は︑分野ごとの治療方
法を学び︑長期実習などを経
て︑国家試験に臨みます︒卒
業後は︑臨床の場で様々な知
識や技術を身に付け︑どんな
障害があっても︑患者さんが
生きがいを持って生活を送っ
ていただくための援助ができ

る作業療法士になりたいと
思っています︒
ま た ︑﹁ い つ か 阿 武 町 に
帰ってきたい﹂という気持ち
は持ち続けています︒昨年
月には福賀に高齢者福祉複合
型施設﹁いらお苑﹂がオープ
ンし︑地域に密着した福祉・
医療の提供というものにもさ
らに関心を持つようになりま
した︒地域作業療法という分
野もあるので︑これから詳し
く学び︑いつか阿武町で︑作
業療法の知識を活かした貢献
ができたらと思っています︒
今︑私が平成最後の成人式
を迎えることが出来ているの
は︑家族や友人︑地域の方々
などたくさんの方に応援して
いただき︑支えていただいて
いるおかげだと身に染み︑感
謝の気持ちでいっぱいです︒
本当の恩返しができるよう
に︑さらには自分が支える立
場になれるように︑これから
より多くのことを学び︑経験
し︑立派な成人となれるよう
に精進していきたいと思いま
す︒
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祝

杉山

新成人になって
東方

隼一

私は現在︑長崎大学教育学
部中学校教育コース保健体育
専攻で体育教師になるため
に︑日々勉学に励んでいま
す︒今は今年行われる教育実
習に向けて必要な知識︑指導
力を養っているところです︒
私がこの大学︑学部を選ん
だ理由は運動が好きだという
こともありますが︑阿武町で
過ごした中学校︑また高校時
代に出会うことができた︑保
健体育教師に尊敬︑憧れの気
持ちを抱いたからです︒体育
の授業や部活動を指導して頂
き︑運動が更に好きになり︑
先生方のように私も子供達に
運動することの楽しさ︑保健
体育の授業の大切さを伝えて
いきたいと思いました︒
現在は山口県の高等学校を
教員採用試験で受けようと考
えています︒厳しい道のりで
はありますが︑夢の実現に向

けてより一層頑張っていきた
いと思います︒いずれは︑阿
武町出身の子供達に保健体育
の授業を教えられるようにな
りたいです︒
日々の生活では︑大学の授
業はもちろん︑高校生の時と
同じく大学でも陸上競技部に
所属し︑日々練習していま
す︒顧問の先生はおらず︑私
達学生だけで運営していま
す︒大変なことは多くありま
すが︑とても充実した日々を
送ることができています︒
私の住んでいる地域は繁華
街があり︑多くの外国人が住
んでいてとても栄えていま
す︒一人暮らしの私でも不自
由はなく生活できています︒
ただ︑阿武町に帰ってきて︑
海や森などの多くの自然︑人
との繋がり︑ゆったりとした
空気を感じることができ︑改
めて阿武町に生まれてきて良
かったと思うし︑誇りに思い
ます︒
今日という日を無事に迎え
られたことは周りの方々︑両
親のおかげです︒本当に感謝
しています︒今後も迷惑をか
けることもあるかと思います
が︑温かく見守ってもらえれ
ばうれしいです︒

5

嶋戸蛍太さん（宇田浦）
代表者謝辞

平成３１年
第７０回

決意も新たに成人式を迎えた、新成人のみなさん

年間を振り返り︑
今思うこと

将来は︑医療・福祉の面か
ら地元に貢献していきたいと
思っています︒その為に︑ま
ずは高度な医療が学べる所
で︑知識や技術を積み重ねて
いきたいと考えています︒成
人式を迎え︑社会人の一員と

25

瑞稀

を見ると︑いつも心が落ち着
きます︒また︑地域の方々が
﹁おかえり﹂や﹁大きくなっ
たね﹂と声をかけてくださる
と︑阿武町に産まれ︑育つこ
とができて良かったと改めて
思います︒

新工場建設で
人規模の新規雇用を

固い握手を交わす花田町長（左）と
山口県の矢敷商工労働部長（中）と
ナベルの永井社長（右）

新工場では工業用ロボット
のカバー製作や︑折りたたみ
式ソーラーパネルを製作︒4
月に着工し︑同年 月に操業
開始予定︒町内過去最大とな
る約6億３４００万円をかけ
た設備投資で︑ 人の新規雇
用を目指すとのことです︒

12

株式会社ナベル新工場進出協定書調印式

25

平成２年に阿武町へ進出し
たジャバラメーカーの株式会
社ナベルが︑町内自社敷地内
に新工場を建設することを決
定︒ 月 日に役場２階会議
室で山口県の矢敷商工労働部
長立ち会いのもと︑同社と阿
武町による新工場建設協定調
印式が行われました︒

新工場建設予定地

廣石

つむ

その際に先生方をはじめ︑ク
ラスメイトや家族がいつも側
で支えてくださり︑立ち直る
ことができました︒中学校
は︑保育園・小学校からの同
期で学べる最後の３年間だっ
たからこそ︑一つひとつが貴
重な思い出となっています︒
私は現在︑山口県立萩看護
学校第一看護学科で看護師に
なる為に︑日々目を瞑りたく
なるほどの課題に加え︑試験
や実習と︑多忙な学校生活を
送っています︒学校で学んだ
ことを実習に繋げ︑実践する
ことはもちろんですが︑実習
でしか学べないことも多くあ
ります︒その中の一つとし
て︑私は患者さんとの関わり
の中でコミュニケーションに
ついていつも悩みます︒苦難
なことはありますが︑看護学
生皆が看護師になるという同
じ夢を持っているからこそ︑
互いに助け合いながら乗り越
えることができています︒
本日︑成人式を迎えること
ができたのは︑小さい頃から
お世話になった方々をはじ
め︑家族・友人の支えがあっ
たからだと思います︒私は︑
現在一人暮らしをしています
が︑阿武町に帰ってきた時︑
実家から見える日本海の夕日
19

尾無畑

私が生まれ育った宇田郷地
区は高齢者の方が多く︑同級
生は一人と︑小学校４年生ま
で少人数の宇田小学校で学校
生活を送りました︒地域の
方々との交流の時間が多く︑
少人数だからこそできる多く
の体験をさせていただくこと
ができました︒
年月が経ち︑小学校の閉校
を迎え︑５年生から旧奈古小
学校への通学が始まり︑大人
数の学校やクラスに馴染むこ
とには時間がかかりました︒
しかし︑その際に︑人間関係
構築の基礎を学ぶことができ
たことで︑人見知りをしてい
た自分も徐々に慣れ親しんで
いき︑学校生活を楽しく送る
ことができました︒
中学生の頃には︑一度大き
な挫折を味わい︑心が挫ける
ことがありました︒しかし︑

12

20

してこれからも日々感謝の気
持ちを忘れず︑目標に向かっ
て努力していきたいと思いま
すので︑これからも温かく見
守っていただきたいと思いま
す︒

協定書調印を終え︑花田町
長は﹁過疎高齢化が進行する
阿武町において︑雇用の促進
はもちろん︑町の各種スポー
ツ・文化活動にも社を挙げて
ご貢献いただいている︒新工
場の建設が安全かつ順調に進
むことを願っています﹂とあ
いさつ︒
永井代表取締役社長は﹁山
口県の方々は︑ものづくりに
対して心を込められる人間性
を持っており︑私は尊敬の念
を抱いています︒１００年先
を見据え︑人材確保・育成に
注力し︑皆さんと一緒に我々
も育てていただきたい﹂と話
されました︒

永井社長自ら新製品を紹介

6

団員延べ

27

12

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︶
・後根 浩
︻勤続章︼
☆ 年勤続︵４人︶
・柳井利一 ・金﨑 洋
・吉村秀利 ・竹中 崇
☆ 年勤続︵２人︶
・田中義紀 ・小野修平
☆ 年勤続︵２人︶
・水津大樹 ・水津和也
︻退団感謝状︼︵ 人︶
・木村 誠 ・伊藤喜一
・小田景造 ・内田 浩
・池田直樹

30

20

★阿武町長表彰
︻優良分団表彰︼
・奈古第２分団
︻功績章︼︵４人︶
・河原輝峰 ・小野俊貢
・小野裕二 ・廣石祐二
︻退団感謝状︼︵ 人︶
・木村 誠 ・伊藤喜一
・小田景造 ・内田 浩
・藤村素臣 ・池田直樹

10

１月12日

新春を飾る恒例の阿武町消
防出初式が１月 日︑盛大に
開催されました︒
式典は︑来賓・団員・消防
団協力隊員らおよそ２００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︑有事即応体制の
強化︑防火啓発活動の強化を
重点目標とし︑今一度︑崇高
な消防団使命に立ち返り︑今
後もしっかり地域・住民のた
め尽力してほしい﹂と訓辞し
ました︒
このほか︑団体表彰は奈古
第２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︒
なお︑各受章者は次のとお

★阿武町消防団長表彰
︻精勤章︼︵３人︶
・高橋弘紀 ・伊藤銀次郎
・北泉真理子

7

５

６

昨年入団した８人の新入団員

山口県消防協会長表彰を
受けた後根浩さん

後援会から寄附目録の贈呈

人を表彰

観閲・分列行進

27

阿武町消防 出初式

道の駅下漁港で一斉放水

一般質問
本定例会の一般質問には︑
６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︒
質問者及び内容
☆田中敏雄議員
○これからの町づくりについ
て
☆池田倫拓議員
○通学時の安全について
☆市原 旭議員
○町の交通網見直しについて
○萩ジオパークについて
○地域づくりに欠かせないも
のについて

議案
◆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
山口県人事委員会の勧告に
伴い︑６月期と 月期の勤勉
手当を０・０５月分引き上げる
とともに︑給料表の改定を４
月に遡り︑平均で０・２％程度
引き上げるための改正︒ま
た︑その他の手当について
は︑国の人事院勧告に合わせ
て︑医師の初任給調整手当に
係る限度額及び防災当番をし
た際などに適用している宿日
直手当を改正するもの︒
◆物品売買契約の締結につい
て
福賀診療所で電子内視鏡装
置一式の購入に際して︑予定
価格が７００万円以上となる
ことから︑議会の議決に付す
べき契約及び財産の取得又は
処分に関する条例の規定によ
り︑町議会の議決を求めるも
の︒
30

☆小田高正議員
○道の駅の新展開について
☆伊藤敬久議員
○イージス・アショアについ
て
○ジオパークについて

◆平成 年度阿武町一般会計
補正予算︵第３回︶
今回の補正額は８０４９万
１０００円の増額で︑補正後
の歳入歳出予算の総額は︑
億６８７９万４０００円とな
12

りました︒

今回の補正の主なもの

議会費は︑人件費の調整︒
総務費は︑人件費の増額の
ほか︑サエガ峠付近の国道か
らナベル山口工場の横を通る
県道に隣接する東谷の町有地
の拡張及び整備をするための
事業費の増額計上ほか︒
民生費は︑人件費の増額の
ほか︑就労継続支援Ｂ型の新
規利用者及び利用実績による
増額計上ほか︒
衛生費は︑人件費の増額の
ほか︑塵芥処理に係るパッ
カー車と４ｔ ダンプの燃料費
の実績見込額による増額計上
ほか︒
農林水産業費は︑人件費の
増額のほか︑今年７月の豪雨
等により裏山が崩壊した家屋
等について︑小規模治山事業
を実施するための山腹工事費
の増額計上ほか︒
商工費は︑人件費の増額の
ほか︑海岸清掃用ゴミ運搬車
の経年劣化に伴う更新費用の
計上ほか︒
土木費は︑人件費の増額の
ほか︑町道亀山十王堂線道路
改良事業の追加内示による増
額計上ほか︒

消防費は︑釜屋地区の消火
栓の新設費用の計上ほか︒
教育費は︑人件費の増額の
ほか︑要保護及び準要保護援
助費の実績見込みによる増額
計上ほか︒
災害復旧費は︑今年７月の
豪雨により被災した農業用施
設及び公共土木施設の災害復
旧事業費の増額計上︒

◆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
実績見込みによる一般被保
険者高額療養費の増額計上ほ
か︒︵補正額２１８万３０００
円の増額・予算総額６億９０
２８万５０００円︶
■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
人件費の増額計上︒︵補正額

30

30

12

☆清水教昭議員
○公平公正な立場でイージ
ス・アショアをみつめて
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

第5回議会定例会（12月5日〜13日）
平成30年

平成30年第5回議会定例会が、12月5日から13日までの会期9日間で開か
れ、提出議案７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、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3回）では、小規模治山事業を実施する
ための山腹工事費などで8,049万1,000円を増額計上しています。

28

亀山十王堂線道路（中村）

8

小規模治山事業を実施するための山腹工事費 2,238万9,000円
町道亀山十王堂線道路改良事業 2,537万円
就労継続支援Ｂ型扶助費 404万7,000円

一般会計総額8,049万1,000円増額補正で
予算総額は28億6,879万4,000円に

ウ︶
〇全国瞬時警報システム︵ Ｊ
−Ａｌｅｒ ｔ ４︶受信機改修
工事︵５５０万８０００円・
山口自動車無線㈱︶
〇阿武町防災行政無線通信施
設︵尾無屋外拡声装置︶整備
工事︵５７２万４０００円・
山口自動車無線㈱︶
〇町道草刈り労力軽減対策工
事︵奈古地区︶︵５６１万６０
００円・小田建設㈱︶
〇町道草刈り労力軽減対策工
事︵福賀地区︶︵７７３万２８
００円・小田建設㈱︶
〇町道草刈り労力軽減対策工
事︵宇田郷地区︶︵６１５万６
０００円・阿武建設㈱︶
〇奈古漁業集落排水施設機能
保全改築破砕機工事︵１５１
２万円・㈱フソウ︶

現地踏査

月 日

６

︿

︵敬称略︶
﹀は旧職名等

町職員の異動等

しました︒

株式会社ナベル新工場設置
予定地︑改修工事を予定して
いる宇田郷駅の２箇所を踏査

12

︻異動︼●１月１日付
町長部局
▼下川翔平＝住民課︿総務課
勤務・山口県総合企画部山口
ゆめ花博推進室へ実務研修
︵総務課付職専免︶﹀

打 てば響 く

町長
コラム

亥年
つちのとい
今年は︑己亥年︒亥年は︑
よ く ﹁ 猪 突 猛 進 ﹂︑﹁ 無 病 息
災﹂といわれますが︑一方
で ︑﹁ 次 の ス テ ッ プ に 向 け て
力をため込む年﹂という意味
もあるそうです︒
今年は︑阿武町版総合戦略
﹁選ばれる町をつくる﹂の最
終年です︒そして︑次期総合
戦略や次期総合計画の策定年
でもあります︒
これまでの関係人口づくり
等の取り組みを基盤に︑５ 年
間の仕上げとして一定の目に
見える成果を残すとともに︑
これを基盤に︑次期計画策定
においては︑是非︑夢と希望
の持てる︑阿武町らしい創造
性豊かな計画を作り上げたい
ものです︒
愛語
私の︑今年一年の生活信条
を﹁愛語﹂としました︒昨年
の﹁和顔﹂と対になる仏教用
語で︑﹁和顔愛語﹂としても
使われています︒
人の心の動きは︑自然と表
情や言葉に出るものです︒人
はそれぞれに悩みや苦しみが
あります︒そうしたときの慈
しみのある言葉は心に浸みま
す︒平素から︑心を穏やかに
し︑柔らかい笑顔と労りの言
葉で町民の皆さんに接してい
きたいものです︒

9

１８万３０００円の増額・予
算総額６６７８ 万５０００
円︶
■平成 年度阿武町介護保険
事業特別会計補正予算
事業費の精算に伴う介護
サービスの費用の組み替え計
上ほか︒︵補正額５万８０００
円の増額・予算総額６億６８
８４万５０００円︶
■平成 年度阿武町漁業集落
排水事業特別会計補正予算
奈古地区処理場の機能保全
改築事業による掻寄機の取替
時に係る沈殿槽汚水引き抜き
運搬及び清掃業務委託料の増
額計上︒︵補正額１２７万３０
００円・予算総額５４７２万
１０００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９
件の概要が報告されました︒
〇町道東方筒尾線道路改良工
事︵１０３６万８０００円・
小田産業㈱︶
〇平成 年災 補災河第 号
宇久川河川災害復旧工事︵５
０７万６０００円・小田建設
㈱︶
〇奈古漁業集落排水施設機能
保全改築汚泥掻寄機工事︵１
１６６万４０００円・㈱フソ

71

ナベル新工場建設予定地

30

30

30

草刈り労力軽減対策工事（宇久地内）

一般質問 第５回定例会

これからの町づ
くりについて

月 日

ためにも︑将来の阿武町
を担う子供達︑また あ
る自治会単位で︑町内見
学ツアーを組む等出来る
だけ多くの方が参加した
くなる工夫をし︑
﹁阿武
町にもこんなすばらしい
宝物があったのか﹂と︑
改めて守りたいと思う気
持ちが生まれるのは︑確
実だと思うが町長の考え
を問う︒

ジオサイトのひとつ
﹁イラオ山﹂

ジオパークを活
かし︑観光ネット
ワーク化していく
63

通学路の安全に
ついて
関係機関と連携

Q

池田倫拓 議員

今後は阿武町を訪れる
人が︑その人の人生が変
わる様な体験が出来る町
づくりの取り組みが必要
である︒萩市と連携しな
がら町民自らが我が町の
自然︑文化︑暮らしを知
り︑それを誇りに思い発
信する︒自分の町を大切
に思い︑町への貢献を図
ろうとすることに繋がる
と考える︒

問
問 今年６月︑大阪北部
の地震で登校中の児童
が︑ブロック塀の下敷き
になり亡くなられた︒阿
武町では危険個所の調査
をしたのか︒通学路の状
況をどの程度把握してい
るのか︒また︑福賀から
のスクールバスを運行す
る際に︑支障となる木々

し︑安全に取り組む

A

5

町
町長
長 産業構造が異なり
それに伴い住民気質も若
干異なることは実感して
いる︒萩ジオパークの認
定は観光資源としてのお
墨付きをいただいた︒

か

し

が多いのではないか︒安
全に登下校できるよう︑
どの様に対応するか問う︒
教育
育長
長 地震翌日に︑県
教
教育委員会が県立学校に
通知した緊急点検の要項
や様式を入手して︑町立
校３ 校に点検を依頼し
た︒町教育委員会におい
ても設計図等を確認し︑
設計業者に設計上の瑕疵
はないか等確認した結
果︑要項に該当する危険
箇所はなかった︒
月 日に専門的な観
点から建築事務所に依頼
して建築基準法に基づく
点検を各学校で行った︒
その結果︑阿武小の危険

地域での過疎地
有償運送には︑積
極的に支援したい

町の交通網見直
しについて

31

問 まちづくり懇談会等
問
で︑コミュニティワゴン

市原 旭 議員

田中敏雄 議員

12

問
問 昭和の合併以来 年
が過ぎた今日においても
３ 地区が地域性を残した
まま︑奈古は奈古︑福賀
は福賀︑宇田郷は宇田郷
と︑阿武町として一つに
なれていない様に思われ
る︒水稲が収入の大半を
占める福賀地区と兼業農
家の多い又漁業と合わせ
た宇田郷地区︑商業︑工
業︑農業漁業が中心な奈
古地区とは︑産業の違い
から地域作りの取り組み
も異なる︒
丁度時期を得たかのご
とく︑萩ジオパークが９
月 日︑日本ジオパーク
委員会から認定を受け
た︒３地区が一つになる

10

Q

A

Q

A

20

43

個所はなかった︒阿武
中︑福賀小の危険個所は
あったが︑直ちに人命に
関わるものではなかっ
た︒通学路のブロック塀
では︑奈古と宇田郷に危
険個所が見られたが個人
所有のため︑施設課と協
議の中で進めていく︒そ
の他に保護者からの情報
も学校を通じて報告して
もらっている︒
スクールバスの運行に
おいては先に町営バスが
運行を始めているので安
全な状況にあると思われ
る︒道路管理の面では施
設課の対応となり︑雪や
強風が想定される場合

ている︒当面は︑コミュ
ニティワゴンや町営バス
運行は︑路線や時刻の見
直しを行いつつ︑現行の
定時定路線の路線バス方
式で︑町が行う公助とし
て行う︒
また︑国土交通省の通
達により﹁好意に対する

カーブミラー清掃作業

は︑県のパトロールカー
や防長交通の責任者が見
回りをしている︒町営バ
スの所管課であるまちづ
くり推進課とも連携し対
応する︒

の堀越バス停までの運行
や ︑ デ マ ン ド 方 式 ※ 1の
運行などを﹁前向きに検
討していく﹂と言われた
がその後の進捗状況を問
う︒
町長 住民の方への聞き
取りなどを行いながら︑
多角的な視点で検討をし

※１電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行
を行う公共交通の一形態
※２社会的な使命を達成することを目的とした民間の
非営利組織

10

などを設置する計画はな
いか︒
町
町長
長 阿武町の産官学の
メンバーを集めて阿武町
協議会として立ち上げ︑
活動の目標・実行計画は
﹁知る︒守る︒創る︒伝
え る ︒ 繋 が る ︒﹂ を 基 調
とし︑ジオツアーなどへ
繋げていきたい︒ジオ
パークの楽しみ方は︑地
形のみならず︑町を形成
した大地からの恵みとし
ての食材︑その土地の成
り立ち︑先人たちの大地
との関わりの努力に思い
をはせ︑食し︑違った味
わいを感じること︒
また︑遊覧船やシーカ
ヤックでモドロ岬を見学
したが︑ジオサイトを外
に向けて楽しく語れるジ
オガイドを見い出し育成
するために︑多くの町民
の方々にジオサイトを見
ていただき︑本来の意味
で楽しめるような仕組み
を検討したい︒
ジオパークの看板など
は︑萩市と歩調を合わせ
た中で設置する必要があ
ると思う︒イラオ山の山
頂への展望台等は︑ニー
ズも踏まえて今後検討し
たい︒

地域づくりに欠
かせないものは
ラボや起業など︑

Q

活性化の動きを全
地区へ拡げたい

A

問
問 町内各地域に︑阿武
町農村青年協議会の様な
団体を作り活動していく
ことが︑町づくりを進め
ていく上で有効と考える
が︑町長の見解を問う︒
町長
長 平成 年 月に阿
町
武町版総合戦略を策定し
た際に﹁選ばれる町をつ
くる﹂ため︑暮らしの魅
力や意義を探求し︑今こ
の町に必要なことに取り
組む﹁ 世紀暮らし方研
究 所 ﹂︑ 通 称 ﹁ ラ ボ ﹂ を
設立した︒町内外のメン
バーで男女は半々︑幅広
い年齢層で敷居が低いこ
とから︑Ｕ ターンやＩ

ターンの方も気軽に参加
され関係人口が広がり︑
町づくり参画への受け皿
となっている︒
この取り組みを始めて
から︑町内で起業が少し
ず つ 起 き ︑ ま た ︑﹁ こ ど
もらぼ﹂がたち上がるな
ど少しずつ﹁コト興し﹂
が始まって活性化の兆し
がある︒この取り組みを
福賀地区や︑宇田郷地区
へ広げていきたいと考え
ている︒

道の駅阿武町の
新展開について
未利用地の開発
と︑老朽化施設を
再編整備
問 全国道の駅・発祥の
問
駅なる道の駅阿武町は︑
﹁まちの駅﹂として︑有
意義な空間を建設する時
にきたのでないか︒今後
は︑スピード感を持っ
て︑内需拡大︑外貨獲得
の両面で︑阿武町にしか

小田高正 議員

任意の謝礼﹂と認められ
る場合は︑道路運送法に
基づく許可は必要ないと
されていることから︑町
が行う路線バス方式以外
については︑現状の親族
やご近所による自助︑共
助の取り組みで補完され
るのが現実的と考える︒
今後︑自治会や農事組合
法 人 ︑ Ｎ Ｐ Ｏ ※ 2な ど 地
域でデマンド方式の過疎
地有償運送を計画される
場合には︑町としても積
極的に支援したい︒

萩ジオパークの
今後の取り組みと
展望台設置は
ジオガイドの育
成と︑展望台はニー
ズを踏まえ検討
問 萩ジオパークが認定
問
され︑阿武町のモドロ岬
やイラオ山などのジオサ
イトを︑町民を始め多く
の皆さんに体験して頂き
たいが︑今後︑萩ジオ
パークをどのように活用
していくのか︑町長の見
解を問う︒
また︑ジオパークの一
つ︑イラオ山の山頂へ行
ける道ができたが︑間伐
材などを利用した展望台

出来ない町づくりをして
いくことが重要である︒
そこで︑将来に繋がる
ハード事業の具体的な展
開について問う︒
町
町長
長 今後は︑道の駅本
来の機能である﹁休
憩 ﹂︑
﹁ 連 携 ﹂︑
﹁情報発
信﹂の強化による﹁賑わ
いの場の創出﹂に加え︑
都市部からの来客者を積
極的に取り込んでいくた
め﹁ロードサービス﹂の
一層の充実を図る必要が
ある︒
また︑直売所の買い物
がゴールとなっている道
の駅に﹁縁側のような機
能﹂を持たせることで︑
滞在時間を増やし︑購買
意欲を高め︑経済効果を
もたらすとともに︑阿武
町をもっと知り︑文化や
人の暮らしに触れ︑より
興味を持って奈古地区の
町並みや福賀地区︑宇田
郷地区にも誘うことが必
要︒加えて︑﹁萩ジオパー
ク﹂を契機として︑観光
拠 点 としてもハブ機 能 ※ ３
を有する道の駅への転換

が求められている︒
そこで︑道の駅下の未
利用地やプレハブ造で老
朽化した﹁発祥交流館﹂
辺りを再編整備し︑簡易
的な宿泊ニーズへの対応
として︑自動車整備工場
やガソリンスタンドなど
のロードサービス機能の
充実︑樹木やベンチのあ
る安らぎのある空間整
備︑鮮魚のほか干物など
加工品への対応や︑﹁ジ
オ セ ン タ ー ﹂ ※ ４に も な
る観光の総合窓口として
の
﹁ビジターセンター﹂※５
の設置など︑今後︑積極
的な施設整備が必要な時
期と考えている︒

道の駅全体︵空撮︶

※３中心となるところ︒中枢︒拠点︒
※４町内のジオサイトについて情報発信する施設
※５自然︵地形・地質・動植物︶などの情報を展示・解説
し︑利用案内を行っている施設

11

Q

A

Q

A

21

27

10

ラボで行われた薪入門講座

イージス・アショ
ア適地調査への協
力姿勢は
防衛省から依頼
のあったものは協
力

伊藤敬久 議員

問
問 防衛省から﹁イージ
ス・アショアのむつみ演
習場配備﹂の住民説明会
があり︑３回目の説明会
後︑町長は適地調査を容
認され︑その後︑福賀地
区自治会・農事組合法人
連名で﹁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
提出された︒福賀地区住
民の民意と受け止め採択
された︒これを受け町長
は配備計画への反対を表
明された︒
しかし︑町民の中には
〝国防の観点から賛成・
容認〟の声もあり︑私と
しては適地調査をきちん
と実施していただき防衛
省からの調査結果説明を

待ちたい︒そこで︑町と
して正確に適地調査を実
施して頂くため︑どのよ
うな姿勢で対応されるの
か︒
町長
長 むつみ演習場への
町
配備計画には反対である
が︑依頼のあった適地調
査へは協力している︒ま
た︑自らの生活と地域の
平穏を守るために行動さ
れている町民の言動に対
して︑町が何かを申し上
げることは差し控えるべ
きと思っている︒
問
問 住民説明会が４回実
施されているが︑回を追
うごとに参加者が減少し
ている︒今後は町内・町
外の参加者数を把握し︑
町内参加者を増やしてい
く対策をどのようにされ
るのか︒
町長
長 参加者を町内外で
町
区別して名簿をつけてい
ないが︑１回目の参加者
が一番多く段々と減って
いくのが世の常︒地元の
人はもう聞いたからと減
少し︑また︑町外の関心
が高い方は常時参加され
るのはある意味仕方のな
いこと︒しかし︑なるべ
く多くの方に参加してい
ただくよう︑防災行政無
線やチラシで周知してお
り︑また︑広報紙に内容
を掲載しているので︑あ
る程度の理解を得ている
と思っている︒

今後のジオパー
クに関する活動方
針は
ジオガイド育成
や宿泊施設整備な
どを検討

Q

問 萩ジオパークの認定
問
について︑ジオパークは
地質学的に貴重な地層を
指定し︑教育やツアーな
どに活かして地域の魅力
を多くの人に知ってもら
う活動をするものと聞い
ている︒町として今後ど
のように活動されるの
か︒
町
町長
長 各団体８人と
役場職員７人で組織
し︑遊漁業者として
奈古連合船団長を加
えた阿武町地域会議
を年４回程度開催予
定︒今後は必要に応
じて事業者をメン
バーとして加えてい
く︒ジオツアーの協
議やジオ商品の開発
だけでなく︑各地区
団体での総会で記念
講演をする際︑ジオ

A

パークをテーマに開催す
るとも聞いているので︑
講師の斡旋など積極的に
奨励していきたい︒
萩市の専門員に頼るば
かりではなく︑町内の専
門員やジオガイドを育成
していく︒認定されてい
る町内ジオサイトは９か
所で︑これ以外は萩の推
進協議会からのお墨付き
が必要︒料金やルートな
どの統一的な設定︑トイ
レやシャワー︑宿泊施設
の整備も検討する︒ま
た︑モドロ岬周辺のゴミ
処理を﹁いつ・だれが・
どのように﹂回収するか
なども検討課題である︒
ジオサイトのひとつ
﹁モドロ岬﹂

公正公平な立場
で︑イージスをみ
つめては

住民投票は︑全
く考えていない

Q

清水教昭 議員

問
問 民意が出てない方々
に対して︑どの様に民意
を汲み取られ︑〝打てば
響く〟で寄り添われるの
か︑具体的な施策を論理
的・数値的にお聞きす
る︒
町長
長 町民の付託を受け
町
て︑町長の職を執行して
いる︒今回の様な案件
は︑該当地に近い所は関
心が高く︑距離が離れる
につれて薄くなることは
致し方ないことだと思
う︒
こうした中で︑自分の
信念をもって︑町として
の方向性をしっかりと︑
そして毅然として示すの
がリーダーとしての責務
であると考える︒
問
問 記者会見で﹁法的な
闘争﹂﹁むつみ演習場へ

A

Q

A

の進入路の破棄﹂等の発
言は真意なのか︒自己責
任で処理されるのか︒
町長
長 ﹁現時点で︑どう
町
いう行動を取るというこ
とを決めている訳ではあ
りません︒ただ︑例示︑
一般論として︑そのよう
なことが考えられるかも
し れ ま せ ん ね ︒﹂ と い う
ことを申し上げた︒
もし具体的な行動を起
こすとするならば︑必要
に応じて議会にも相談
し︑理解を得ながら実施
していく︒費用について
も︑予算化し︑議会の議
決を経て執行していく︒
問
問 関係人口︑交流人口
も大切だが︑昔から阿武
町にお住まいの方も︑移
住者の方も含めて︑一人
ひとりの声が大切であ
る︒
一人ひとりの調査がで
きていないと思うが︑住
民投票で問う方法がある
か︒
町長
長 今時点では︑そう
町
いったことは︑全く考え
ていない︒何のために︑
議員がいらっしゃるの
か︒そこを問いたいとい
うふうに思う︒

12

行財政改革等特別委員会報告
月 日開催

阿武町議会の
活動・出席
日

日

日

月

月

日

日

月

月

月２日

月３日

月５日

45

30

９月

９月 日
９月 日

日

日

17

6

として考え︑町有地に隣
接する用地を買収して所
有権を持ち︑造成を行っ
て貸し出すことにした︒
問
問 高齢者福祉複合施設
いらお苑の竣工以降の︑
運営状況について︒
９月
９月

月３日

日

月６日

月

日

日

月

月

月 日
月 日
月１日

月２日

第 回山口県商工会大会
﹁ 地域振興懇話会﹂ 山口
市
全国過疎問題シンポジウム
山口市
高齢者福祉複合施設﹁いら
お苑﹂竣工式 町内
平成 年度阿武萩農山漁村
女性フォーラム 町内
山口県町議会議長会 山口
市
第 回宇田郷ふれあい祭り
町内
第 回福賀大農業まつり
町内
山陰道︵益田〜萩間︶整備
促進に関する要望活動 東
京都ほか
全国過疎地域自立促進連盟
理事会及び第 回定時総会
東京都ほか
明治１５０年記念山陰観光
シンポジウム 萩市
第 回町村議会議長全国大
会 東京都
議会運営委員会 町内
地域づくり研究集会 町内
阿武町人権を考える集い推
進大会 町内
第 回阿武町力くらべ綱引
き大会 町内
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月７日

月７日
月７日

日

日

月

月

日

日

月

月

第 回全国都市緑化やまぐ
ちフェア︵山口ゆめ花博︶
開会式 山口市
阿武町交通安全大会 町内
第 回阿武町グラウンドゴ
ルフ大会 町内
平成 年度宇田郷地区ふれ
あい運動会 町内
平成 年度山口県町自治研
修会 山口市
平成 年度全国都市緑化祭
及び植樹祭 山口市
おいでませ！山口国体記念
障がい者ソフトボール交流
大会 町内
平成 年度 第 回みどり
保育園運動会 町内
明治１５０年記念式典・明
治１５０年記念若者国際シ
ンポジウム 山口市
阿武町福祉スポーツ大会
町内
平成 年度奈古地区町民運
動会 町内
平成 年第２回山口県後期
高齢者医療広域連合議会定
例会 山口市
萩 明
･ 治 維 新１５ ０ 年 記 念
式典 萩市

21

を開設している︒
問 単独土地改良事業で
問
の︑オリーブ栽培事業の
状況を聞く︒
答 ＮＰＯ法人山口オ
答
リーブ協会の︑設立認証
がでた︒
オリーブ栽培は５年前
から阿武町で試験的に
やってこられ︑今年の９
月に︑
﹁ 山 口 県 ぶち え え
ソーシ ャ ル ビ ジ ネ ス プ ラ
ンコンテスト﹂で︑オ
リーブの密植栽培をする
ことで︑準グランプリの
表彰を受けられた︒
今回のオリーブ園の開
設にあたり︑額縁排水と
畝立て作業までをこの事
業で行う︒

問
問 山腹工事での︑町内
５箇所とはどこか︒
答 小規模治山工事で︑
答
今年の雨で家の裏山等が
崩れたので︑そこの法面
を修復する︒
奈古地区で１箇所︑宇
田郷地区で３箇所︑福賀
地区で１箇所である︒
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オリーブの木・実
（イメージ）
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答
月１日から開所
答
し︑グループホーム７部
屋に７名の方が入居︑デ
イ サ ー ビ ス は ︑﹁ え ん が
わ﹂の機能をこちらに移
動した︒
ショートステイは５部
屋で︑２名の方が利用し
ている︒生活支援ハウス
は︑３部屋あるが︑今は
未使用である︒
﹁冬の期
間は利用したい﹂という
申し出は受けている︒
介護予防拠点という形
で︑毎週水曜日と金曜日
に︑コミュニティカフェ
11

清水教昭 委員長

物品売買契約の締結につ
いて
問 福賀診療所に設置す
問
る電子内視鏡装置の機能
は細胞診︵癌細胞・腫瘍
等︶の検査ができる装置
か︒
答
答 細胞診の検査は可能
である︒病理検査は︑山
口赤十字病院に搬送し
て︑検査をお願いしてい
る︒
平成 年度阿武町一般会
計補正予算︵第３回︶
問
問 町有地造成工事の現
状説明を聞く︒
答
答 ナベルの駐車場とし
ている所に︑新工場が建
つ︒この土地はナベルが
購入している︒駐車場が
無くなるので︑工場から
上郷側に寄った所に︑平
らな町有地があり︑これ
を借りたいとの相談が
あった︒
町としては︑工場誘致
30

コミュニティカフェの様子

阿武町の幕末の﹃志士﹄

前回のあらすじ
〝文人〟から〝侍〟となっ
た梁蔵は︑大井川の堤防補
修工事や︑徳山藩の萩屋敷
を山口に移築するという大
きな仕事を任され︑いずれ
も問題無く成功させて実務
能力の高さを示した︒四回
目の江戸行きでの任務も無
事果たし︑さらに位を高め
たのであった︒

︱ロンドン渡航︱
こっそり乗り込むも⁝
梁蔵が四度目の江戸に向
かった時︑徳川慶喜による
﹁大政奉還﹂が行われ︑徳川
時代︵江戸時代︶が終わりま
した︒﹁明治﹂の始まりです︒
一八六八年︑徳山藩の世子
︵後継ぎ︶
毛利平六郞らに︑イ
ギリス留学の許可がおりまし
た︒総勢８人の一行は三月三
日︑神戸港からイギリス船で
出発しました︒驚いたこと
に︑梁蔵はこの船にこっそり
乗り込み隠れていましたが︑
長崎で見つかってしまいまし
た︒
﹁どうか一緒に行かせて

ぞう

３回シリーズ最終回

りょう

下さい！﹂と頼み込みました
が︑その願いは叶わず︑上海
︵ 中国 ︶
で船から降ろされてし
まいました︒︵三五才︶

上海で英語を学び
チャンスを待つ
上海で八カ月を過ごす間に
病気にもなりましたが︑ロン
ドン行きを諦められず︑江戸
で手に入れた﹁英和辞書﹂で
必死に英語の勉強をしながら
チャンスを待ち続けました︒
そして十一月に上海を出航︑
マラッカ海峡︑インド洋︑ア
デン︑紅海を経てスエズで上
陸︑陸路でアレキサンドリア
に向かい地中海に出ました︒
ロンドンに到着したのは一八
六九年三月三日ごろ︑日本を
出てから十一カ月ちょっとと
いうことになります︒
ロンドンでの滞在はわずか
五カ月でしたが︑その間に彼
は︑英語はもちろん︑数学・
地理などを現地の︵英語の︶
教科書を使って勉強していま
す︒

蒸気で水汲みを
楽に出来ないか⁝
英作文の練習帳には︑こん
なことが書かれていました︒
︵もちろん英語で︶
﹃私の故郷では︑井戸水を汲
み上げるのに使用人が苦労し
ている︒これをスチーム︵蒸
気︶エンジンで機械化できれ
ば︑水くみは楽になり多くの
土地を開墾でき︑収穫を増や
すことができる︒そのためス
チームエンジンの勉強をした
い︒﹄
その年の八月には︑梁蔵は
パリ
︵ フ ラ ンス︶に 向 か い ま し
た︒残念ながら︑そこでの活
動内容はわかっていません︒

先進の知識・技術に
触れたかった？
十二月にケープタウン回り
で帰国した梁蔵は︑藩主に平
六郞のロンドンでの様子を報

蒸気エンジンによる水汲み
ポンプの考案メモ（英語）

ޓ
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告する一方で︑お詫びの文書
も提出しました︒しかし藩主
は梁蔵を咎めるどころか︑ま
たまた褒美を与え︑位を上げ
させました︒
一体どうして梁蔵は無断で
ロンドン行きを実行したので
しょうか？記録には︑平六郞
のことが心配で︑忠誠心から
の行動だったと記されていま
すが︑本当にそれだけでしょ
うか︒きっと梁蔵自身がロン
ドンに行って︑自分の目で︑
手で︑先進の知識や技術に触
れたかったに違いありませ
ん︒
ロンドンから帰国した梁蔵
は︑明治三年三月︑奈古に帰
ります︒︵三七才︶そしてみ
んなと花見をした時に詠んだ
歌も残っています︒
﹃人の身のまた来る春を頼
まねば 立ち去り難き花のも
とかな﹄

︱終章︱
江戸行きが命じられるも⁝

四月︑梁蔵は大阪に行きま
す︒その目的はわかりません
が︑大阪では病気になりまし
た︒八月には病気も治り︑奈
古に帰ってきました︒
その後︑梁蔵に江戸行きの
命令が出されました︒新制度
の江戸屋敷の用人になるよう
に言われたのです︒十月二十

九日︑奈古を出発して徳山に
到着しましたが︑その日の夜
から体調を崩します︒奈古か
ら心配する手紙が次々来るも
のの︑病気は良くならず︑十
一月五日︑かえらぬ人となり
ました︒︵三八才︶

※※※※※※※※

学ぶべき郷土の偉人

新しい時代を迎えて︑まさ

慶應３年（1867年）に発行された、英和対訳袖珍辞書
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ジオパークコラム
ぜ な ん だ ろ う ﹂﹁ 昔 の 人 は 何
を考えてこうしたのだろう﹂
という意識を持っているだけ
で︑世界は変わる︒専門知識
が無くても︑山︑川︑海︑
坂︑崖に注目するだけで︑な
んとなく理由は見えてくる︒

にこれから！という時だった
だけに︑本当に残念なことで
す︒ロンドンでの勉強の成果
を実現させることなくこの世
を去ったことは︑彼が一番く
やしかったのではないでしょ
うか︒
ここで池田梁蔵とはどんな
人だったのか︑振り返ってみ
ましょう︒
第一に︑優れた文人でし
た︒漢詩︑和歌︑書画に多く
の作品を残しています︒
第二に︑憂国の人でした︒
国を思う気持ちが強く︑それ
が文人として生きることを許
さなかったともいえます︒
第三に︑人並みでない行動
力の人でした︒突然の上京︑

寄 稿 者 紹 介

東京ふるさと阿武町会
幹事長 三浦 孝夫 氏
奈古出身で徳山地方郷土
史研究会会員︒池田梁蔵の
子孫より蔵書等の整理を引
き受け︑彼の半生について
研究を行っている︒

四回もの江戸行き︑そしてロ
ンドン渡航です︒目の前の困
難にひるまず︑果敢に挑戦し
ました︒
第四は︑進取の精神︵自ら
進んで物事に取り組む気持
ち︶です︒
梁蔵については︑まだわ
かっていないことがたくさん
ありますが︑これだけでも十
分︑私達が学ぶべきことがあ
りそうです︒
私達のふるさと・﹁阿武
町﹂にこのような人物がおら
れたことを誇りに思うと同時
に︑梁蔵が今の﹁阿武町﹂に
思うこと︑今の﹁日本﹂に思
うことは一体何でしょう⁝︒
︵了︶

お詫びと訂正

広報あぶ 月号の記事
﹁阿武町の幕末の志士︵第
２ 回 ︶﹂ に 間 違 い が あ り ま
した︒お詫びして訂正しま
す︒
一段目の終わりから６行
目﹁徳山藩主に﹂は﹁館林
藩 主 に ﹂︒４ 段 目 の 始 め か
ら 行 目﹁ 息 子 ﹂は ﹁ 弟 ﹂︒
写真キャプションの﹁江戸
屋敷﹂は﹁京都の長州屋
敷﹂の誤りでした︒

15

ジオパークの楽しみ方
〜日本人らしい
感覚を呼び起こす〜
真の目的
こんな風にジオパークを楽
しむことは︑単に知的好奇心
を満たすだけではない︒今日
からの自分の行動や価値観も
変化する︒食材の産地を理解
しようとすることは︑例え値
段が少々高くてもより美味し
い食材を選択することにつな
がる︒住まいを選ぶときに︑
土地の成り立ちに意識を向け
ることで︑自然災害でつらい
思いをする可能性も減るだろ
う︒大地に目を向け︑土地と
向き合うことは︑地震・火山
大国であり︑気候も激しく変
化する︑厳しい自然環境の中
で暮らす私たち日本人にとっ
て必要不可欠な力なのだ︒
便利な世の中になったが︑
今一度︑本来の日本人らしい
感覚を取り戻したい︒それが
実はジオパークに取り組む真
の目的である︒楽しみながら
その感覚を呼び起こしてみる
のはどうだろうか︒

12

地質や地形を人々が利用し
て︑漁業や農業のような産業
を営んできた︒地球の営みと
人の営みが掛け合わさること
で︑地域らしさが生まれてい
る︑という視点だ︒
ジオパーク的な楽しみ方
この視点を持っていると︑
今までに経験したことのない
楽しみ方ができる︒何気ない
見慣れた景色や足元の石ころ
１ つでも︑それが生まれるま
での壮大な地球の記憶に触れ
ることができる︒慣れ親しん
だ味も︑理由を知ることでよ
り一層深くかみしめることが
できる︒町を歩けば︑道一本
とっても︑土地の特徴を見定
めてそこに道をつくった人々
の知恵に思いを馳せることが
できる︒
ただ﹁当たり前に思ってい
たけど︑よく考えてみればな

20

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
地域＝大地×人
これまでこのコーナーで
は︑ジオパークを楽しむため
の〝視点〟を紹介してきた︒
例えば阿武町では︑大地の
大半を埋め尽くした超巨大な
火山から︑一度しか噴火をし
ないような小さな火山まで
様々なマグマの活動によって
大地がつくられていて︑その
上空（ドローン）から撮影した「モドロ岬」

天使の歌声響き渡る

野々村綾乃クリスマスコンサート

22

月 日に︑道の駅阿武町発祥交流
館で阿胡スティックスやフォーティラ
ブ・セカンドなど地元バンド4組が集
まり︑ライブコンサートが開催されま
した︒
フォーク
ソングや平
成のポップ
ス︑そして
オリジナル
ソングも披
露︒飛び入りでのバンド
参加もあり︑集まったお
よそ 人の観客は大いに
盛り上がりました︒
16

気持ちを一画に込めて

12

阿武小学校書き初め大会

わが町

12
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▼地元青年らにより﹁福賀神楽舞﹂が復活︵３月︶
福賀中学校の統合により中断していた福賀の神楽
舞が︑阿武町農村青年協議会のメンバーにより復
活︒３月に町民センター・文化ホールで復活演舞会
を開催︒
▼移住・交流の玄関﹁阿武町暮らし支援センター﹂
開所︵４月︶
旧奈古薬局をDIYにより改修して生まれ変わっ
た﹁阿武町暮らし支援センター︵通称シバノ ︶﹂が
４月に開所し︑地方創生の﹁すまい・ひと・しご
と﹂対策の拠点に︒
▼主要地方道益田阿武線が全線開通︵７月︶
年前の昭和の大合併以降︑長年の懸案事項であ
った県道益田阿武線︵福賀〜奈古間︶が完成し︑７
月に完成式典を開催しました︒
▼ＡＢＵスイムラン大会を開催︵７月︶
道の駅下の海浜を発着点に︑県の予選会を兼ねた
１・５ ㎞ の ス イ ム と ㎞ の ラ ン を 競 う 第１ 回Ａ Ｂ Ｕ
スイムラン大会を開催︒県内外から 人が大会に参
加しました︒
▼福賀地区に高齢者福祉複合施設が完成︵ 月︶
介護予防拠点︑生活支援ハウス︑小規模多機能型
居宅居宅介護︑認知症対応型グループホーム等の機
能を有する﹁高齢者福祉複合施設いらお苑﹂が完成︒
▼むつみ演習場イージス・アショア配備計画に反対
表明︵６月〜︶
６月にイージス・アショアに係る配備計画が国か
ら示され︑ 月まで住民説明会や現地説明会が開催
される中で︑７月の地元からの嘆願書や要望書を受
けて町長と議長が防衛省に撤回の要請へ︒また９月
議会での請願の満場一致での採択を受けて︑花田町
長がむつみ演習場へのイージス・アショア配備計画
に対して反対を表明︒

10

道の駅ライブコンサート

１月９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︑児童達は勢いよく
筆を走らせました︒
３ 作品中自慢の1作を担
任の先生に提出し終え︑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︒

63

圧巻の歌声を披露

プロスポーツ大会など多数のイベントで
の国家独唱で知られる野々村綾乃さんのコ
ンサートが 月 日︑阿武町町民センター
文化ホールで行われ︑およそ２００人が伸
びのある歌 声とかわいらしいトークに聴き惚れました︒
下関市出身の野々村彩乃さんは︑２０１０年選抜
高校野球大会開会式での国歌独唱で一躍注目され︑
アメリカ・カーネギーホールでの公演をはじめ︑国
内外で活躍するソプラノ歌手︒名曲﹁アヴェ・マリ
ア﹂などのクラシックや中島みゆきの﹁糸﹂など日
本の名曲︑そして冬
にちなんだクリスマ
スメドレーを披露︒
マイク無しでも客席
中に響く声量と︑高
音域でも安定し︑か
つ力強い歌声に加
え︑曲に合わせて時
に陽気に︑時にしっ
とりと歌い分ける表
現力に観客は魅了さ
れました︒
12

コンサート終了後の
握手と記念写真に長蛇の列

クラッカーで一体感のある演出
一画一画丁寧に

地元バンドが集まり、
道の駅を盛り上げる

30

山・海・里

まちの話題 Ａｂｕ Ｔｏｐｉｃｓ

16

新元号の空でもしっかりと泳がせるぞ
〜少数精鋭で頑張りました！〜

日ごろの感謝を込めて
ふれあい体育館清掃活動

月 ９日 に ︑ ふ れ あ い 体 育
館及び周辺草刈り作業を開催
し︑日頃利用している団体及
びボランティア団体合わせて
約 人が︑周辺の草刈り︑落
ち葉の回収や体育館内の清掃
を行いました︒
例年 ２回７月と 月に行っていますが︑７月を
天候不順で中止したため草が多いなか︑予定より
分早い１時間程度で体育館や周辺がすっかりき
れいになりました︒体育館利用者やボランティア
つくし会会員を始め︑ご協力頂いた皆さん︑大変
お疲れ様でした︒

子どもの作ったコースに驚き
冬季子ども会大会

12

簡単レシピで子育て輪づくり活動

風薫る五月の空に福賀地区大井
川沿いを彩るコイのぼりが︑昨年
の設置期間中の暴風によりコイは
破れ竹竿も折れ︑大きな痛手を受
けました︒コイのぼりは多くの方
からご寄贈いただきましたが︑竹
竿は予備が少ないため︑切出しに
適した時期の 月８日︵土︶に作業を行いました︒
当日は地区内で初めて雪が舞い散る冷たく寒い
悪天候で︑起伏があり足下もぬかるむ中︑長尺の
竹を切り︑枝を払い︑トラックに積み込むのは︑
体力と安全に気をつかう作業となりました︒その
中でも協力いただいた農村青年協議会をはじめ︑
地域の有志の方々全員が︑声をかけ合いスムーズ
に作業を行うことが出来ました︒竹を下ろす頃に
は雪も止み︑平成から新元号へ跨ぐゴールデン
ウィークに地域の幸せを運ぶよう︑しっかり大空
に泳がせるぞ と皆︑気持ちを新たにしました︒

福賀地区世代交流しめ縄づくり教室
〜事前の準備作業が大切〜

15

お陰様で見違えるほど綺麗に

コース作りは僕たちに任せて！

30

月 日に︑ふれあいグ
ラウンドとふれあいセン
ターで冬季子ども会大会を
開催し︑地区の子どもたち
と育成者︑ふれあいクラブ
の会員がグラウンドゴルフ
を通して交流しました︒
子どもたちはふれあいク
ラブ会員の指導の下︑コー
ス作りからお手伝い︒また︑障害物の設置を任せ
たところ︑つるはしやスコップなど︑大人が思い
つかないようなものが置かれて︑面白いコースが
出来上がりました︒
グラウンドゴルフをプレイした後は︑育成者が
作ったカレーとフルーツポンチをみんなで楽し
み︑恒例のビンゴ大会で盛り上がりました︒

17

生竹は重いの〜
良い縄になれよ〜

12

40
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月７日︑奈古若葉学級 月講
座を開催しました︒
今回は﹁子育て輪づくり活動
みんなで料理作り﹂というテーマ
で︑学級生だけでなく未就学児の
お母さん方といっしょに調理︑試
食を行いました︒講座開催中は︑
子連れでも参加出来るように︑婦
人会の会長︑副会長がお子さんの
面倒をみてくださいました︒
料理は︑パイシートを使った簡
単クッキングで︑トマトとタマネ
ギのピザとサバ缶のピザ︑デザー
トのチュロスなどをみんなで協力
し合いながら調理しました︒試食
では学級生と参加されたお母さん
方︑婦人会長・副会長が︑ざっく
ばらんにお話をして横のつながりもできました︒

22
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福賀子育連主催の世代交流しめ
縄づくりが 月 日に︑のうそん
センター多目的ホールで開催さ
れ︑しめ縄をない︑願いを込めた
飾りをつけたお飾りをつくりまし
た︒より良いしめ縄にするため︑
事前にことぶき会の皆さんが︑わ
らを選別し︑形良くなうために木槌で叩き︑くず
を除き︑筒や節を潰して柔らかくするなど︑準備
が十分になされました︒
子どもたちは熟練の技を見ながら︑指導を仰ぎ
つつ︑心を込めたしめ縄をない︑お飾りに仕上げて
いきました︒昼食は︑福賀婦人会お手製の︑おむす
びや豚汁等を参加者全員でいただき︑楽しく和や
かに世代を超えた交流を持つことが出来ました︒
24

しめ飾りづくり教室で世代交流

18

12

!!

12

12

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︒
毎年恒例になっているこの教室に
は︑小学生 人︑中学生４人の 人
の子ども会員︑また指導者７人︑育
成者 ８人と多くの参加がありまし
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︒中学生など連続で参加しすぐ
に上手に作れる子どもや︑初参加で
苦戦する子どももいましたが︑指導
者の方に教わりながら︑思い思いの
立派なしめ飾りを作り上げました︒
26

いっしょに簡単調理
試食と座談会開始
みんな真剣に
上手にできました!

12

12

みなさんよろしくお願いします

新たな地域おこし協力隊が1月1日付けで着任
１月４日に役場本庁で、地域おこし協力隊員委嘱状交付式が行われ、中村龍太郎さん、石川翔子さんが委嘱を
受けました。
地域おこし協力隊は総務省が実施している事業で、中村さんと石川さん
は主に、阿武町版総合戦略〜選ばれる町をつくる〜に関する「しごと」の
創出、町内の暮らしの魅力を発信し、滞在、交流を促す「まちの縁側」機
能に係る事業を担当します。
阿武町に来たきっかけは？
●中村さん：2017年末に東京で行われた「全国移住ドラフト会議」で、
阿武町の方々とご縁ができたことがきっかけです。
●石川さん：空き家バンクで素敵なお家を見つけたことです。山があり、
水の流れる音を聞きながら、のんびりと暮らせる場所を探していたので
ぴったりな町だなと思いました。
感じる町の魅力は？
●中村さん：なんといっても、「人の温かさ」です。会う方みんな気さく
に迎え入れてくれ、何度も訪れるうちにここで暮らしている自分を次第
に想像するようになりました。
●石川さん：人のあたたかさ、山や海の恵みが豊富なところです。そし
て、 何もない 。コンビニもない。それが良いと思いました。何でもあ
る便利な暮らしより、自分で考え、簡単に手に入るものに頼らない生活
をしていることがとても魅力的です。
これからの抱負をお願いします！
●中村さん：この町の主役は、ここに住む皆さんだと思います。皆さんが
この土地で豊かに暮らすお手伝いができたら良いですね。阿武町とのご
縁を大切にし、温かく迎え入れてくれたご恩を返せるよう頑張っていき
ます。
●石川さん：都会とは違う、ここにしかないものを自分なりの視点で、ま
だ阿武町を知らない人に発信していきたいと思います。人と人を繋ぎ、
「阿武町に来たい」と思える活動をしていき、阿武町には 何でもあ
る と言えるスポットや特産品をPRします！

中村

龍太郎（29歳）

出身：栃木県宇都宮市
ニックネーム：「りゅう」
趣味：旅、映画鑑賞
前職：インテリアデザイナー

石川

翔子（33歳）

出身：山口市
ニックネーム：「しょーちゃん」
趣味：旅行
前職：ゲストハウス（接客）

寄贈されたペレットストーブ

月 日に阿武町高齢者福祉複
合施設いらお苑に︑農林中央金庫
岡山支店より﹁木質ペレットス
トーブ﹂が寄贈されました︒
農林中央金庫岡山支店では︑県
内の自治体や団体等を対象とした
﹁木質ペレットストーブ寄贈事
業﹂を平成 年度から実施され︑
今年度は︑いらお苑を含む３団体
に贈呈されました︒
木質ペレットストーブは︑燃料
として間伐材等を粉砕して乾燥︑
直径 ミリ︑長さ 〜 ミリの円
筒形に成形した木質ペレットが燃
料で︑燃やしても二酸化炭素増加
に影響を与えない等環境に優しい
燃料で︑再生可能な循環型エネル
ギーのひとつ〝バイオマス燃料〟
として注目されています︒
いらお苑の利用者や職員は﹁暖
炉があり暖かい雰囲気︒皆さんの
集 え る 場 に な る と 思う︒﹂ と 話 さ
れました︒

木質ペレット

阿武町高齢者福祉複合施設いらお苑に
『木質ペレットストーブ』寄贈！
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ιളଛऽЌÏЁಱܷতࠕฐÐǈඈ
阿武町では、小さくても個性が光るまちづくりを担う、職員を募集します。
○試験区分、採用予定人員 一般行政事務 1名程度
（※採用後、町内に居住できる方に限ります。）
○受験資格
１．昭和54年4月2日以降に生まれた人で高等学校以上の学校を卒業した人、または平成31年3月末ま
でに卒業見込みの人
２．次のいずれかに該当する人は、受験できません。
（１）日本国籍を有しない人
（２）成年被後見人又は被保佐人
（３）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
（４）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した人
○受付期間 平成31年1月15日
（火）〜2月8日
（金） ※当日消印有効
○試験日程 日時 平成31年2月17日
（日）９時〜16時（予定）
場所 阿武町役場２階会議室
○試験方法及び内容 【午前】一般教養試験（高校卒業程度）
【午後】一般性格診断検査、職場適応性検査、集団討論、作文試験、個人面接
○受験手続
（１）受験申込書及び受験票に必要な事項を記入し、最終学校卒業(見込)証明書、最終学校成績証明書
の写しを添えて、阿武町役場総務課に提出してください。
（２）受験申込書及び受験票は、役場総務課及び各支所または阿武町役場のホームページからもダウン
ロード出来ます。その際に、受験申込書はＡ４判の白紙に、受験票はハガキの両面に、それぞれ
黒色で印刷し、必要事項を記入の上、提出してください。
（http://www.town.abu.lg.jp）
。
（３）郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書し、必ず配達記録郵便等の確実な方法によ
り「阿武町役場 総務課」 宛てに送付してください。
受領証は、受験票が到着するまで保管しておいてください。配達記録郵便等によらない郵便での
不着には対応できません。
○合格から採用まで（１） 採用者は３月上旬までに内定し、通知する予定です。
（２） 採用予定日は平成31年４月１日です。
○給与等 給料は、各人の経歴によって異なりますが、大卒の初任給はおおむね184,100円、短大卒
の初任給はおおむね164,400円、高卒の初任給はおおむね151,000円です
（平成31年1
月1日現在）。このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤
勉手当等の諸手当をそれぞれ支給要件に応じて支給します。
○問い合わせ 〒759-3622 山口県阿武郡阿武町大字奈古２６３６番地
阿武町役場 総務課 ☎（08388）2-3110 FAX
（08388）2-2090

竹本
日生まれ
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ご
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けい

年 月

30

︵宇田浦︶
啓悟 ちゃん

平成

12

︵パパ︶紀行さん・︵ママ︶由紀さん

ゆずる

30

はじめまして︒けいごです︒何でも好
き嫌いなく食べて︑元気いっぱいだよ︒
歩けるようになったら︑お姉ちゃん︑
お兄ちゃんと一緒にお散歩したいな︒み
なさん︑見かけたら声をかけてね︒

木村 譲 ちゃん︵中村︶
平成 年１月 日生まれ

ち

︵パパ︶喬さん・︵ママ︶美穂子さん

だい

はじめまして！歩くの大好き登るの大
好き︑泣くのは激しめ︑やんちゃっ子の
ゆずるです︒話しかけられると︑とても
うれしくてニコニコしちゃうので︑どん
どん声をかけてくださいね！これからも
元気いっぱい遊びまーす！

林
大地 ちゃん︵美咲︶
平成 年１月８日生まれ

︵パパ︶正大さん・︵ママ︶絵里子さん

こんにちは！ぼくは大地です︒
毎日お兄ちゃんの後を追って遊んでい
ます︒音楽に合わせて踊るのと︑ご飯を
食べる事が大好きです︒好きな食べ物は
納豆ご飯とイチゴです︒
ぼくに出会ったら声をかけてくれると
嬉しいです︒
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30

1月生まれ

♪ハ

食べたものが「こころ」と「からだ 」を作る★

健康習慣⑩

子どもも大人も朝食に
『おかず』
を食べよう！

♪
町

ー あぶ
ッピ

みんなで実践！

■まずは「朝ごはん」を食べること！
食べている人は「朝ごはんのメニュー」
に注目！
山口県の調査では、毎日朝食を食べる児童生徒の割
合は小学生で90.8%、中学生で90.0%となっていま
す。しかし20〜30歳代男性で朝食を食べている割合
は80%を下回っており、小さい頃からの望ましい食習
慣が減ってきている現状があります。
また朝食を食べている人の中にもパンとヨーグルト
やコーヒーなど、手軽に食べることができるメニュー
になっており、朝食に「おかずがない」人が増えてき
ています。これは阿武町の子どもたちにもいえること
で、朝出かけるまでの忙しい時間に「食欲がない」
「食べる時間がない」などの理由が考えられます。

■朝ごはんを食べることによる健康効果
食事をとることは楽しみでもあり、食事は からだ を作
る材料になるだけではなく、 からだ を動かすエネルギ
ーにもなります。
特に朝食は1日のスタートで、元気な1日を始めるため
にも食事はとても大切です。

■忙しい朝にもおすすめの朝ごはん

朝ごはんに何を
選びますか？

●なぜ朝ごはんは大事なの？●
からだ を目覚
めさせ、生活のリ
ズムを整える
体温を上げ、基礎
代謝を上げる
腸を刺激して、排
便を促す

肥満を予防し、生活
習慣病を予防する
自律神経やホルモン
の働きを整える

【カラダの調子を整えるビタミン・ミネラル】
ほうれん草、大根、白菜などの冬野菜やりん
ご、みかん、キウイなどの果物をとろう！

【脳や体のエネルギー源のブドウ糖】
ごはんやパン、いも類などしっかりとろう！
ろう！

体を温め
体を温める具だくさん汁やすぐに食べられ
るよう
るように野菜を茹でておいたりして、果物
も合わせて食べよう！
も合わせ

時間があるときにごはんを炊いて必要な分を
な分を
冷凍しておき、解凍して手軽に食べよう！
う！

【腸内環境を改善し、血糖値を抑
える食物繊維】きのこ類や海藻
類、ごぼうなどの繊維の多い野菜
類をとろう！

【体温を上げるたんぱく質や乳製品】
卵、豆腐、納豆、ハム、牛乳、チー
ー
ズ、ヨーグルトなどをとろう！
朝、作るのは主菜の1品。そのまま食
食
べられる納豆やハムなども上手に利用
しよう！

脳は寝ている間も活
動しており、脳に使
われるエネルギーを
補給する

こころとからだ
の栄養！
幸せを運ぶ「食」
！

前日のおかずなどを利用したり、
おかずを作り置きしておき、手早
く朝食の準備をして食べよう！

どのご家庭も朝は忙しい時間ですが、家族の体調や
１日のスケジュールなどを確認するいい時間です！
子どもさんがおられる家庭はぜひ、もりもりごはん
を食べて、明るく声をかけて元気に朝、家から送り
出してあげたいものですね！

問い合わせ
役場民生課 栄養士
☎2−3113
20

不妊治療費助成制度・不妊専門相談のお知らせ
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

男性不妊治療費
助成制度

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
●助成回数は初めて助成を受け
る年齢により異なる

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：通算5年間（初年度3回、2年目以降2回を限度に10回
まで）
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
●助成回数は特定不妊治療費助
成制度と同じ

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
防府市大字大崎10077
受付日時：祝日・年末年始を除く毎日 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

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。
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
師までお気軽にご相談く
ださい。
問い合わせ
役場民生課 保健師
☎2-3113

〜受け忘れがないように予防接種を受けましょう〜
●18歳までの子どもさんがおられる保護者の方へ
接種可能な予防接種は受けておられますか？
二種混合（小学校6年生）やMR2期（年長児）は、接種可能な期間が残り少なくなってきました。
この機会に未接種の予防接種がないか、母子健康手帳の予防接種欄を確認してみましょう。
●高齢者肺炎球菌の対象者の方へ
今年度対象となっておられる方には昨年4月に通知をしています。
希望される方は、平成31年3月末までが接種可能な期間となっておりますのでご注意ください。
※予防接種に関することでご不明な点があればお気軽にご連絡ください。
問い合わせ 役場民生課 保健師 ☎2−3113
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年金のたより

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。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！

Ｑ.１

国民年金の加入手続きは、
いつ、どこでするの？

Ｑ.4

年金額をお得に増やすには？

Ａ．20歳になったら、お住まいの市（区）
役所または町村役場の国民年金担当窓口で
手続きしてください。

Ａ．16,340円の保険料に加えて月額400
円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金
とあわせて付加年金を受け取れます。

●窓口に来ることができない場合は、郵送によ
る手続きも可能です。

●付加年金の年金額は「200円×納付月数」で
計算されます。
例えば付加保険料を10年間納付して、65歳か
ら80歳（15年間）になるまで付加年金を受け
取ると、
付加保険料納付額…400円×120月＝48,000円
付加年金額…200円×120月×15年＝360,000
円 です。312,000円もお得！
※付加保険料を納めるには、付加保険料の申し
込みが必要です。

Ｑ.2

毎月の保険料はいくら？

Ａ．月額16,340円（平成30年度）です。

Ｑ.3

保険料を安くする
方法はあるの？

Ａ．あります！前納制度をご利用ください。
●保険料を早めに納めること（前納）により、保
険料が割引になります。※前納制度と口座振替
をセットにすることで、さらに割引になります。

Ｑ.6

Ｑ.5

将来年金を受け取る以外に
なにかメリットはあるの？

Ａ．保険料と付加保険料が社会保険控除の
対象になります。

毎月16,340円は払えない。どうすればいいの？

Ａ．国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が猶予または免除
される制度があります。
市（区）役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくは年金事務所へご相談ください。
●手続きをしないと老後の年金を受け取れなくなったり、不慮の事故等により障害が残ってしまったと
きに、障害基礎年金を受け取れなくなる場合があります。
■問い合わせ

日本年金機構萩年金事務所
日本年金機構ホームページ

☎０８３８ー２４ー２１５８ 役場住民課住民係
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？

☎２ー０５００

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10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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?

エコの日

まちの ?

毎月

ハテナ

日は︑地球に良いことをする﹁エコの日です﹂︒

19

Ｑ

これって「白タク」行為なの？

先日、近所の人に病院まで乗せてもらい、ほんの気持ちですと金銭でお礼
をしました。これはいわゆる「白タク」行為として違反になるのでしょう
か？

Ａ 「白タク」行為に該当しない場合もあります。

道路運送法において①他人の需要に応じ、②有償で、③自動車を使用して、④旅客を運送する場合は、
あらかじめ許可や登録を受ける必要があります。
しかしながら②の有償については、客観的な判断が困難な場合も考えられることから、国の通達により
事案毎に許可等を有するかの例示がされています。主として、ボランティア活動における送迎行為等を念
頭におきながら、次の場合などは、許可等は必要なく、いわゆる「白タク」行為には該当しません。
・あくまでも「自発的」に、謝礼の趣旨で金銭が支払われた場合。
・日頃の移送の謝礼として、自宅で採れた野菜などを手渡す場合。
・ボランティア活動として行う運送において、実際の運送に要したガソリン代、有料道路使用料、駐車場
代のみを収受する場合などです。
阿武町では登録を行った上で、公共交通として町営バスやコミュニティワゴンの運行を行っています
が、これだけでは住民の皆さんの全ての移動ニーズにお応えすることができません。タクシーの運行も奈
古地区のみで、これを補完するしくみとして、ご近所やご親族等による、共助の送迎行為も必要と考えて
います。また、善意があだになることがないよう、運転者は必ず任意保険をかけ、安全運転に心がけてく
ださい。

月は︑﹁クルマや家電を買い換えるときは︑省エネタイプを選びましょう﹂

膝痛・腰痛予防！いつまでも歩ける体づくりのコツ
一般介護予防事業講演会

1

12月11日に阿武町のうそんセンターで、「一般
介護予防事業講演会」を開催し、福賀地区の住民
83人が参加されました。
講師は医療法人医誠会 都志見病院の理学療法士
杉山英樹先生で、
「膝痛・腰痛予防！いつまでも歩
ける体づくりのコツ」と題しての講演でした。
住み慣れた地域で 生涯現役 実現、またいつま
でも自分らしく暮らし続けることができるよう、
膝・腰痛の予防、悪化を防ぐコツを知り、元気な体
を保つことが大切です。

先生は「外へ出られる体づくりが大切。使わない
と筋力低下となるため、生活の中で少し工夫して体
を動かすようにしましょう。」と話され、参加者全
員で簡単なストレッチを行いました。
参加者からは「脚の痺れ・膝関節の痛みがあり治
療中で大変参考になった。」「日々の積み重ねが重
要。実技があり良かった。」とご意見。
次回講演会は２月６日に宇田郷地区で行う予定で
す。ぜひお気軽にご参加ください。
問い合わせ 役場民生課介護福祉係 ☎２−３１１５

平成31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31年２月１5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。
◆問い合わせ 役場民生課 介護福祉係 ☎２−３１１５
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申告書の提出はｅ Ｔｰａｘ・郵送・窓口で

所得税 および復興特別所得税 の
確定申告の受付は
２月 日から３月 日
消費税の申告の受付は
２月 日から４月 日
15

確定申告を
しなければならない人

12

28

28

20

消費税及び地方消費税の申
告が必要です︒

ｅ ーＴａｘ により
申告手続等を行う場合
ｅ ︱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 ︱
Ｔａｘでご 利 用いただけ ま す ︒
ただし︑新たにマイナン
バーカードを取得した場合
は︑電子証明書をｅ ︱Ｔａｘ
に再登録する必要がありま
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 ︱Ｔａｘ
に登録する必要があります︒

納税は期限内までに
15

１

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
︱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わから
ない点は︑税務署や役場住民
課にお尋ねください︒

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１日までで
す︒
所得税の口座振替日は平成
年４月 日になります︒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
22

18

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
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
１ 千万円を超えている人は

31

18

30

税のたより

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︑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︒

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。

人は︑現金を払い込む必要は
ありません︒

税金が戻ってくる！
還付申告受け付け中
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古

同僚に

宇田郷

30

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︒

30

要はありません︒

国保や後期高齢の被保
険者で所得の少ない人
も申告を
農耕作業用自動車の
廃車手続きについて

25

18

今回の申告時に︑農耕作業
用自動車等の廃車のある方
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。
◎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、医療費、
雑損等の領収書や証明書。
◎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30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、消費税及び地方消費税のハガキが税務署か
ら届いた人はその書類。
◎口座を利用して納付される場合、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（取得）等特別控除を受けられる場合は
関係書類。
◎その他必要なもの。

17

町・県民税の申告を
しなければならない人

申告相談に持参するもの

18

18

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︒

意味を知らされ

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

12

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

予備日

﹁母は強し﹂の

※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

15

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︒
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

明けて働く

２月１８日（月） 久瀬原、伊当、新田、中村
２月１９日（火） 宇生賀中央、上笹尾、下笹尾、飯谷
２月２０日（水） 上東郷、下東郷、森見藤、野沢
２月２１日（木） 宇田地、金社、栃原、新生
２月２２日（金） 河内、釜屋
２月２５日（月） 野柳、美里、美咲
２月２６日（火） 上郷、筒尾
２月２７日（水） 寺東、大里
２月２８日（木） 下郷、土
３月１日（金） 宇久、西の一、西の二、西の三
３月４日（月） 木与、水ケ迫
３月５日（火） 東方、市、岡田橋
３月６日（水） 浜の一、浜の二、美浜
３月７日（木） 宇田浦、尾無畑
３月８日（金） 宇田中央
３月１１日（月） 宇田中央
３月１２日（火） 惣郷
３月１３日（水）
（予備日） 場所：阿武町役場
３月１４日（木）
３月１５日（金） 申告期限

町・県民税の申告相談
２月 日から３会場で

ひと

女と男の一行詩

申告相談の日程

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
︵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

税 の た より

1 /27㊐ 休日急患診療センター

賀 08388-5-0863
椿

0838-26-1397

2 / 3 ㊐ （郡）萩市弥富診療センター

弥

富 08387-8-2311

2 /10㊐ （郡）萩市須佐診療センター

須

佐 08387-6-2540

2 /11㊊ （郡）齋 藤 医 院

奈 古 08388-2-2838
椿

0838-26-1397

※当番医の確認は役場または各支所へ

緊急の場合は１１９番

)

山口県自殺対策フォーラム2019
●日 時
●会 場
●内 容

2月23日
（土）13:30〜15:30 (受付13:00〜)
山口県総合保健会館２階 多目的ホール（山口市吉敷下東3丁目１番１号）
講演 「若者のココロに寄り添う 〜 助けて と言えないいのちを支えるために〜」
講師 内野 悌司 氏（広島修道大学 健康科学部 心理学科 教授）
●入場料 無料
◆問い合わせ 山口県精神保健福祉センター ☎0835−27−3480

暮らしとこころの合同相談会
●日 時
●会 場
●内 容

2月23日
（土）10:00〜16:00
山口県総合保健会館1階 研修室（山口市吉敷下東3丁目１番１号）
弁護士による相談（多重債務、労働、DV等の日常生活上の法的問題に関すること）
こころの健康相談（こころの病気や心身の不調等の健康に関すること）
●相談料 無料
◆問い合わせ 弁護士による相談 山口県弁護士会
☎083−922−0087
こころの健康相談 山口県精神保健福祉センター ☎0835−27−3480
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職場の理解

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︶
▼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

22

(

頼みの綱は

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

綱渡り

萩・阿武健康ダイヤル２４

子の送迎の

2 /17㊐ 休日急患診療センター

繁忙期

11

福

ひと

30

1 /20㊐ （郡）福 賀 診 療 所

ひと

ふれあいセンター
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

６

生活困窮者自立
支援法による相談会

▼日時 ２ 月 日
︵水︶
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
12

休日当番医

女と男の一行詩

23

お知らせ

22

農地相談会を
開催します

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
︵水︶
役場本庁２階会議室
○福賀地区 １月 日
︵火︶
のうそんセンター
○宇田郷地区 １ 月 日
︵月︶

21

おしら せ

ひと

女と男の一行詩

阿武町の人口と世帯数
地区別

人 口

（12月末）

世帯数

ひと

奈 古 2,223
（ − 6 ）1,028
（ − 2 ）転入 5
福 賀
宇田郷

558
（ 0 ） 268
（ − 1 ）転出 6
532
（ − 4 ） 279
（ − 6 ）出生 0

育休率

合 計 3,313
（ −10）1,575
（ − 9 ）死亡 9
※（

）内数字は対前月比

日 曜
1 金 豆まき・会食
2 土

行
事
予
10:30【みどり保育園】

福賀地区親子スキー教室

13:30【福賀グラウンドゴルフ場】

3 日 奈古親子バレンタインクッキング教室
奈古ストレッチ学習会

下がれば上がる

8 金

物損
件数 死者 負傷者 事故

9:00【町民センター】

9:30【町民センター】

6 水 一般介護予防事業講演会
7 木 ひよこクラブ

人 身 事 故

定

6:00【広島県 大佐スキー場】

福賀月例グラウンドゴルフ大会

10:00【ふれあいセンター】

奈古地区寿齢大学２月講座

12月の交通事故
区 分

2月

移動内訳

16:00【ルネッサ長門】

9:45【ほっとハウスみどり】

奈古さつき婦人学級２月講座･閉講式
福賀月例ボウリング大会

9:00【町民センター】

10 日 奈古グラウンドゴルフ

19:30【ユーズボウル萩】
9:00【阿武小グラウンド】

12 火 阿武町民生委員児童委員協議会定例会

離職率

萩警察署管内で
5
0
6
116
13 水
起 こ っ た 事 故 （11） （0） （11）（121） 14 木
うち阿武町内で
0
0
0
7
起 こ っ た 事 故 （0） （0） （0） （11） 16 土

身体測定

10:45【みどり保育園】

宇田郷のびのびストレッチ楽集会
生活発表会

9:30【ふれあいセンター】

9:00【みどり保育園本園】

阿武町栄光文化賞・阿武町っ子栄光賞
ABuQuRoづくりワークショップ

（ ）内数字は前年件数

8:30【役場会議室】

9:30【町民センター】

13:30【町民センター】

18 月 健康教室「さくら会」9:00【町民センター】
奈古ストレッチ学習会

表彰席

（敬称略）

23

れ
お

はる き

1月分

第4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１年生の部︼
★３ 位 末益幹大
︵水ヶ迫︶
︻小学３年生の部︼
★準優勝 宮﨑成仁
︵水ヶ迫︶
︻小学４年生の部︼
★優 勝 上田怜央
︵東方︶
︻小学６年生の部︼
★準優勝 上田陽葵
︵東方︶
12

20 水 誕生会

9:30【町民センター】

10:45【みどり保育園】

介護家族のおしゃべり勉強会
21 木

キャラバンメイト勉強会
ひよこクラブ

13:30【浦野さん宅】

9:30【のうそんセンター】

9:45【ほっとハウスみどり】

22 金 福賀ステップ運動教室

13:30【のうそんセンター】

23 土 ABuQuRoづくりワークショップ
25 月
26 火
28 木

消費生活相談員による相談日
阿武町サロン交流会

8:30【役場１階相談室】

13:30【町民センター】

阿武町議会運営委員会

9:00【役場委員会室】

避難訓練・交通安全指導

10:45【みどり保育園】

宇田郷のびのびストレッチ楽集会
ひよこクラブ

13:30【町民センター】

9:30【ふれあいセンター】

9:45【ほっとハウスみどり】

1月9日現在
町内の求人情報 （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。
）

会 社 名
賃
金
業
種
会 社 名
賃
金
業
種
バイク配達
社会福祉法人阿武福祉会 176,000円〜
看護職員
157,976円
日本郵便株式会社
（奈古）
介護職員
特別養護老人ホーム恵寿苑 143,000円〜
山口中央郵便局
公益財団法人
バイク配達
訪問看護
238,900円
157,976円
（郵便事業）
山口県看護協会
（福賀）
訪問看護
170,000円
（阿武町母子健康センター）
（正社員以外）
接客及び調理補助
株式会社 八代峰月堂
160,000円〜 （ダイニング
介護支援専門員
社会福祉法人
161,600円
（ポ・ヤシロ）
（産休代替）
阿武町社会福祉協議会
カフェ 846）
薬剤師
小田建設 株式会社 174,800円〜 普通作業員
株式会社 くぼた薬局 400,000円〜
有限会社 鹿野ファーム 170,000円〜 養豚飼育管理員
一般事務
時給810円
道の駅阿武町
時給850円 食品加工（鮮魚）
（あぶクリエイション）
販売員
時給810円〜

●問い合わせ ハローワーク萩・萩公共職業安定所 ☎0838−22−0714
27

会員作品紹介

作品は道の駅温泉棟１階に展示中

ヘル

理

●コメント：惣郷鉄橋を背景に、ススキと薄ピンク
の夕焼け雲を大胆な構図で切り抜きました。

私 の 一 品
タイトル
﹁二眼撮影︑いいかな？﹂
出羽 清文︵西の一︶
●コメント 毎年の着物ウィーク
萩 ︒ 今 年 は 明 治 維 新１５０周 年
と い う こ と で 撮 影 し ま し た ︒﹁ 来
年の着物ウィーク 萩もボランテ
ィア一同︑お待ちしています﹂
IN

IN

次回定例会は１月２８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

にんにく
少々
［材料（４人分）］
生姜
少々
豚ミンチ
２００ｇ
ごま油
小さじ１
玉ねぎ
中１／２コ
中華スープ
３００ｃ
ｃ
にんじん
５０ｇ
砂糖
小さじ２
ごぼう
７０ｇ
Ⓐ
Ⓑ しょうゆ
大さじ１
れんこん
７０ｇ
酒
小さじ１
大根
２００ｇ
みそ 大さじ１と１／２
水煮大豆
１２０ｇ
水溶き片栗粉
適量
えのき
５０ｇ
ねぎ
適量
［作り方］
①野菜のⒶは乱切りに
して下ゆでしてお
く。玉ねぎ、にんに
く、生姜はみじん切
りに、えのきは１．
５セ
ンチ幅に切る。ねぎは小口切りにする。
②鍋にごま油を入れて豚ミンチ、にんにく、生姜を
炒め、火が通ったら玉ねぎも加えてしっかりと炒
める。
③②にえのき、下ゆでした野菜Ⓐ、水煮大豆も加え
てから中華スープで煮る。
④③に調味料Ⓑを加えてやわらかく煮えたら、弱火
にしてみそを入れ、味をととのえる。水溶き片栗
粉を加えて、とろみをつけたらお皿に盛り、上か
らねぎをのせる。

タイトル
﹁ススキと夕焼け雲﹂
杉村 広和︵宇田中央︶

「旬の野菜たっぷりおすすめレシピ！」より

根菜たっぷりマーボー

俳

ちゅう

句

はつ

ごよみ

みん

の

み

は

やま

き

ぞ

ひ

は

そ

こ

ひ

ねむ

ふゆ

はす

た

ふゆ

す

の

ふゆ

し

こ

ねむ

れつ

あ

ふゆ

かん

はっ

く

め

なた

とし

ゆめ

なた

つき

ちょう

まえ

一雄︵下

郷︶

小野

じゃく

高橋作之助︵浜の１︶

さい

北 斎 も 若 冲 も あ り 初 暦

佐々岡美保︵中

ほく

しまい風呂湯をたっぷりと冬の月

清穂︵ 宇生賀中央︶

こ

ぶね

つらら

かん

よ

ひか

くも

あ

うら

よ

と

つき

古里を見つめ続けて山眠る

原

惠子︵ 宇生賀中央︶

おお

こ

さめ

じ

り

くれ

う

え

ふゆ

古民家の掃き目あざやか冬木の芽

柳井

弘子︵浜の１︶

だ

かた ぐるま

ひ

うね

も

つち

ふた

に

ゆ

大船に乗った気でをれ師走こそ

林

淑子︵ 宇生賀中央︶
ち

ろ

抱いた子のくるりくるりと冬日向

小田

方︶

ぼん

ぶ

肩車せがみ氷に手を伸ばし

大倉

眞代︵東

里︶

め

な

よ

つよ

にじ

ふ

たいしょう

石蕗︵つわ︶でした︒

久︶

村︶

ストレスやイージスアショア 去 年 今 年

梅地

幸枝︵大

むぎ

し

り

しょう じ

ひと

おこ

い

より

ど

つづ

盆地はや氷雨しとどに眠り初む

池田

信惠︵久瀬原︶

さと

麦の芽の畝のさみどり列の美し

郷︶

出羽法泉子
︵浜の１︶

木村

慶子︵上

浜︶

ふる

障子鳴る二時間ごとに明日の夢

河原

紅魚︵美

屋︶

び

とう

め

一人寄り二人寄りして冬日向

水津

泰枝︵釜

ふゆ

た

か

耕されて土塊光る冬田かな

能野

東︶

げ

じょ

き

意思強く持てと雲間の寒の月

小野あけ美
︵寺

郷︶

く

石蕗︵ふき︶ ↓ 正

訂正し深くお詫び申し上げます︒

誤

衛︵宇

冬日和虹の生まるる浦八丁

一博︵上

せ

て

下駄はいて凍土踏みしむ夜明け前

河原

とし

月号で次のとおり誤りがありました︒

12

大倉淑子さんの句のふりがなは

広報

ま

年の瀬や駆除対象の干支が来る

お詫びと
訂正

小野真奈美さん
市

țɏʬʀʟࣻߕဃ
イト☆おすすめ
メ
料
ス

