住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田

〜 豊かな自然、温かい人情、人の絆を大切にするまち 〜

４
平成31年

広報

平成

施政方針・教育方針

特集

年度

31

No.216

年度

住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田

平成

施政方針
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して整備します︒
瀬戸ケ島埋立地の活用につき
ましては︑新たな水産加工事業
の核となる企業は︑現時点で見
つかっていませんが︑陸上養殖
について興味をお持ちの企業が
ありましたので︑今しばらく時
間をいただいて対応したいと思
います︒
③水産物の魚価向上と販路拡大
﹁山陰浜田港﹂の認知度向上
を 図 る と と も に︑﹁ 浜 田 港 四 季
のお魚﹂や﹁沖獲れ一番﹂︑﹁ど
んちっち三魚﹂のブランド展開
を推進します︒

農林業の振興
①農業振興
浜 田 の 顔 と な る﹁ 大 粒 ぶ ど
う﹂︑﹁赤梨﹂︑﹁西条柿﹂の３つ
の振興作物の振興に引き続き取
り組みます︒
②農地の利活用と集落ぐるみで
の地域農業の推進

畦畔の草刈作業を軽減するた
め︑センチピードグラスの吹付
け面積の拡大に努めます︒また︑
集落営農の組織化・法人化に向
けた支援を行います︒併せて︑
ふるさと農業研修生の受入れを
増やし︑農業委員会や農地中間
管理機構と連携し︑担い手の確
保や農地の保全を推進します︒
③有害鳥獣対策
イノシシなどに対する広域的
な防護柵の設置に取り組むなど︑
効果的な対策を講じます︒
④畜産振興
三隅町に進出する畜産法人が
４月に牧場を開設するにあたり︑
優良乳用牛導入に対する支援を
行います︒
⑤大規模農業の推進
﹁元谷団地﹂に進出したトマ
ト生産法人が︑昨年 月に初出
荷を行いました︒本年度は本格
出荷する予定であり︑市の新た
な主要農産物となるよう支援し
ます︒

久保田章市市長は︑平成 年３月浜田市議会定例会の開会
にあたり︑所信の一端を述べ︑市民の皆さんの理解と協力を
呼び掛けました︒
その内容を抜粋してお知らせします︒

〜 豊かな自然︑温かい人情︑人の絆を大切にするまち 〜

①浜田開府四百年事業

観光・交流の推進

②港の賑わい創出と地域経済の
活性化
１月 日から︑新たな船会社
によるコンテナ船の寄港が始ま
り︑韓国釜山港との週２便化が
実現しました︒また︑本年は２
回︑外国船籍の大型クルーズ客
船﹁コスタ・ネオロマンチカ﹂
が寄港します︒今後も島根県や
周辺市町︑関係団体と連携して
受入対策に取り組みます︒

本任期におきましては︑第１
﹁まちづくりの大綱﹂
に
﹁産業振興と中小事業者支援﹂︑ ７つの
第 ２ に﹁ 少 子 化 対 策 と 子 育 て
支援﹂
︑ 第 ３ に﹁ 福 祉 の 充 実 と
市 民 負 担 の 軽 減 ﹂︑ 第 ４ に﹁ ふ
活力のある産業を育て
雇用をつくるまち
る さ と 郷 育 と 歴 史 文 化 の 継 承 ﹂︑
第５に﹁中山間地域の諸課題へ
の対応﹂
︑第６に﹁防災・減災対
水産業の振興
策﹂
︑第７に
﹁行財政改革﹂の ７
つを重点政策として推進します︒ ①高度衛生管理型荷さばき所の
整備
そ の ほ か︑
﹁開府四百年に向
まき網用の７号荷さばき所の
けた取組﹂
︑
﹁自治区制度﹂︑﹁東
建設工事を着実に進めます︒併
京オリンピック・パラリンピッ
せて︑沖合底曳網用の４号荷さ
ク対応﹂
︑
﹁観光における広域連
ばき所の整備に向け︑設計業務
携﹂の４つを︑重要事項として
を実施します︒
取り組みます︒
②浜田漁港エリアの活性化
加えて︑本年は︑浜田開府四
公設水産物仲買売場は︑しま
百年の記念すべき年です︒浜田
ねお魚センターの購入依頼によ
の歴史や文化を振り返り︑郷土
り︑移転先として検討すること
への愛着と誇りを高め︑次の百
年を担う世代に継承できるよう︑ としました︒この施設は︑水産
業関係者などで構成する検討委
全市を挙げて盛り上げます︒
員会で︑浜田漁港エリアの将来
それでは︑平成 年度の施策
ビジョンを協議し︑その意見を
について︑主な事項を説明しま
参考に︑賑わいづくりの拠点と
す︒

西︑山陽方面に加え︑海外への
⑥林業振興
儲かる林業を更に進めるため︑ 販路拡大にも取り組みます︒
③ふるさと寄附
森林環境譲与税を活用し︑森林
国の指導により返礼品が全国
整備と集約化を進め︑浜田市産
一律の条件に統一され︑自治体
木材の利用促進︑林業従事者の
間の競争条件が整いますので︑
人材育成︑森林環境教育に努め
市内事業者と一緒になって︑更
ます︒
なる推進に取り組みます︒
④商店街の活性化
商工業の振興
県立大学生や商店街の皆さん
と協力して︑﹁ＢＵＹ浜田昼市﹂
を開催します︒
い

浜田港を活かした
産業振興

て様々な事業を予定しています︒ 都圏からの観光誘致などに取り
交流都市や団体とのこれまでの
組みます︒
ご縁に感謝するとともに︑多く
の市民の皆さんと一緒に︑開府
企業立地と雇用の確保
四百年祭を盛り上げたいと思い
ます︒
①企業誘致
②石見神楽の魅力発信
課題となっている用地不足を
石見神楽の日本遺産認定を目
解消するため︑用地の先行取得
指し︑１月に石見９市町連名で
に着手します︒
文化庁に申請書を提出しました︒ ②雇用の確保
また︑来年の﹁東京２０２０
昨年開設したウェブサイト
オリンピック・パラリンピック﹂ ﹁働こう＠浜田﹂に︑地元企業
の開催期間中に︑東京都内で公
の情報を掲載し︑好評を得てい
演できるよう︑関係機関に働き
ます︒本年度は︑大学生などに
かけます︒
向けた︑地元企業の魅力やＵ・
Ｉターンに関する情報を︑大手
動画サイトやＳＮＳで配信しま
す︒
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③販路開拓
昨年４月に広島市場開拓室と
広島ＰＲセンターを統合し︑広
島事務所を開設しました︒引き
続き︑販路開拓や企業誘致に取
り組みます︒

就職情報ウェブサイト
「働こう＠浜田」

31

①浜田港の整備
昨年︑山陰自動車道と浜田港
を結ぶ臨港道路福井４号線が開
通し︑１月９日には︑島根県が
整備したガントリークレーンが
供用開始するなど︑浜田港の機
能強化が進んでいます︒引き続
き︑港湾計画に基づき︑浜田港
の整備が促進されるよう︑関係
機関へ働きかけます︒
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31

③インバウンド対策
石見神楽が１番の誘客手段に
なり得るとの手応えを感じてい
ますので︑石見神楽を活用する
戦略に取り組みます︒
④萩・石見空港の利用促進
地元中学校の修学旅行での利
用を推進するとともに︑市独自
の補助事業も活用しながら︑首

浜田の夜神楽週末公演

１

４ 月 の﹁ 石 州 浜 っ 子 春 ま つ
り ﹂ の 大 名 行 列︑ ６ 月 の﹁ 開
運なんでも鑑定団﹂の公開収
録︑８月の﹁石州浜っ子夏まつ
り﹂の花火大会︑ 月には︑﹁浜
田開府四百年祭記念式典﹂と市
民参加による創作ミュージカル
の 上 演︑ 来 年 ３ 月 に は﹁ ︵ 仮
称︶北前船寄港地フォーラム
浜田﹂の開催など︑１年を通じ

浜田開府400年祭記念事業
ロゴマーク

in

①事業承継
市内事業者の相談窓口﹁浜田
事業承継サポート窓口﹂を︑昨
年５月に浜田商工会議所と石央
商工会に開設しました︒本年度
は︑地域おこし協力隊制度を活
用し︑後継者不在の事業所との
マッチングに取り組みます︒

②浜田産品の販路拡大
新規開拓先の確保に取り組み︑
昨年末には大阪で︑山陰浜田港
で水揚げされた魚介類を主体と
する飲食店のオープンにつなが
りました︒本年度は︑関東や関

１月に供用を開始した浜田港福井
埠頭のガントリークレーン

2
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成
広報はまだ：平成31年４月号
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浜田事業承継サポート窓口
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健康でいきいき と
暮らせ る ま ち

子どもを安心して産み
育てる環境づくり

②子ども医療費助成
昨年 月から︑就学前児童の
医療費を無料にしました︒本年
月からは︑国において︑保育
料の無償化が実施される予定で
すので︑国の支援策も活用しつ
つ︑子育て家庭の経済的負担の
軽減に取り組みます︒
③妊娠期から子育て期までの切
れ目のない支援
産後うつの予防や新生児への
虐待予防などを図る観点から︑
新たに出産後間もない時期の産
婦に対する健康診査費用の助成
を実施します︒
産後の初期段階における母子
に対する支援を強化し︑妊娠期
から子育て期にわたる︑切れ目
のない支援を行います︒
敬老入浴券贈呈事業は︑健康
維持・増進のため︑引き続き実
施します︒

障がい者福祉と
地域福祉の充実
①障がい者福祉の充実
﹁浜田市障がいのある人もな
い人も共に生きることができる
まちづくり条例﹂に基づき︑障
がいのある人への差別的扱いを
無くす取組を推進します︒
また︑障がい者の外出支援を
目的とした﹁障がい者タクシー
等利用助成﹂のバス券・タクシー
券 は︑﹁ 敬 老 乗 車 券 ﹂ と 統 合 し︑
助成額を増額します︒
②地域福祉の充実
仕事や生活に困っている人の
相談に応じ︑関係機関と連携し︑
自立に向けた支援を行います︒

医療体制の充実と
健康づくりの推進
①医療体制の充実
将来の医療を担う人材を増や
すことを目的に︑中高生と︑医
学生︑看護学生︑医療従事者との
交流会を開催するほか︑診療所
における研修医の受入れを推進
します︒
新たに︑浜田市医師会と浜田
医療センターに医療従事者のた
めの宿舎を無償で貸与するなど︑
医療従事者の確保に取り組みま
す︒
②健康づくりの推進
市民一人ひとりが主体的に健
康 づ く り に 取 り 組 む よ う︑﹁ は
まだ健康チャレンジ事業﹂を実
施します︒一日８千歩を目標に︑
歩こう運動を盛り上げ︑生活習
慣病の予防や介護予防︑心の健
康づくりにつなげます︒

夢を持ち郷土を愛する
人を育むまち

学校教育施設の充実
幼稚園︑小中学校の夏の暑さ
対策として︑本年度中に︑普通
教室へのエアコン設置を完了す
るよう取り組みます︒

所の再配置や交差点の形状変更
を行うものです︒用地取得と広
場整備工事に取り組み︑本年度
内の工事完了を目指します︒

生涯スポーツの振興
﹁はまだ健康チャレンジ事業﹂
と連携し︑軽スポーツ活動を推
進し︑市内スポーツ施設の利活
用を図ることで︑生きがいづく
り︑健康づくりに取り組みます︒
スポーツ施設の適正な配置及び
整備計画については︑浜田市ス
ポーツ推進審議会の答申を踏ま
え︑具体的に検討します︒特に︑
浜田市東公園のスポーツ施設は︑
県立施設誘致の可能性を探ると
ともに︑市民の皆さんの意見︑
財政面も考慮し︑計画を検討し
ます︒

文 化・ 歴 史 教 育 の 環 境
整備
①浜田城周辺整備
月までに城山公園整備の完
了を目指し︑本年度中には︑進
入路整備工事を含む全ての整備
を完了します︒
御便殿は︑浜田城・北前船関
係展示紹介施設として︑名称を
﹁浜田城資料館﹂として︑ 月
の開館を目指します︒
②︵仮称︶浜田歴史資料館
検討組織を立ち上げ︑必要性
や︑必要となった場合は︑場所︑
建設費や運営費などを検討し︑
秋頃までに一定の方向性を出し
たいと思います︒

②下水道事業の推進
駅前周辺地区を最優先として︑
平成 年度の事業着手に向け︑
都市計画決定や事業認可の準備
を進めます︒
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高齢者福祉の充実
①高齢者の元気づくりの推進
サロンなどの﹁通いの場﹂を
増やし︑体操などの軽運動の普
及に引き続き取り組みます︒
認知症カフェやサポーター養
成講座を通じて︑正しい知識の
普及啓発を進め︑認知症を早期
に発見し︑速やかに適切な医療︑
介護へつなげるための取組を進
めます︒
高齢者の権利擁護については︑
市民後見人養成研修による人材
育成や市民講座などによる周知
啓発に取り組みます︒

生活基盤が整った
快適に暮らせるまち

道路網の整備

新たに策定した﹁第二次浜田
市地域公共交通再編計画﹂に基
づき︑各地域の特性に応じた公
共交通体系の再構築に取り組み
ます︒
好 評 の﹁ 敬 老 乗 車 券 交 付 事
業﹂は︑福祉施策との融合や︑
中山間地域に住んでいる人への
購入上限の上乗せなど︑制度の
更なる充実を図ります︒

10

10

①子育て環境の施設整備
保育所業務と幼稚園業務の一
元的な管理を行い︑子育て支援
体制の充実を図ります︒
昨年 月に︑次期﹁浜田市子
ども・子育て支援事業計画﹂の
策定のため︑子ども・子育て支
援専門部会を設置しました︒こ
の部会で︑﹁子育て支援センター
すくすく﹂の建替え場所につい
ても検討していただき︑できる
だけ早い時期に建設地を決定し
たいと思います︒

い

自然環境を守り
活 かすまち

環境保全と快適な住環
境づくりの推進
41

安全で安心して
暮らせるまち

32
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平成 年度から平成 年度ま
山陰道・三隅益田道路の早期
上下水道の整備
でを期間とする環境部門の最上
完成を︑引き続き国へ要望しま
①水道事業の統合に伴う水道料
位 計 画 の﹁ 浜 田 市 環 境 基 本 計
す︒
金の改定と水道施設の更新
画﹂を策定します︒
浜田道は︑大朝〜旭インター
昨年４月に簡易水道事業を上
チェンジ間が﹁チェーン規制区
水道事業へ統合し︑平成 年
間﹂に指定されました︒これは︑
地球温暖化対策の 推 進
月からの市内全域の水道料金統
気象庁が特別警報や緊急発表を
浜田駅周辺の整備
一へ向け︑段階的な料金改定を
これまでの地域省エネルギー
するような豪雪が予想される際
実施しています︒この料金改定
ビジョン︑地域新エネルギービ
君市踏切の改良は︑踏切の位
に発動されますが︑風評被害に
では︑３年の激変緩和措置を講
ジョン︑地球温暖化対策推進計
置を浜田駅側に約 メートル移
よる利用者の減少が懸念されま
じ︑市民の皆さんの負担が極力
画 を 一 本 化 し︑ ３ 月 に︑
﹁浜田
設して拡幅し︑併せて浜田駅南
す︒抜本的な解決策である４車
軽減されるよう努めています︒
市地球温暖化対策実行計画﹂を
北地区を結ぶ道路を整備するも
線化を︑国へ強く要望します︒
水道施設については︑管路及
策定しました︒計画期間は︑平
のです︒ＪＲ委託工事︑踏切北
び施設全体の更新計画を策定し
成 年度から平成 年度で︑市
側の道路工事に着手し︑平成
公共交通の充実
民︑事業者︑各種団体と連携し︑
年度中の供用開始を目指します︒ ます︒特に︑市街地の管路更新
は︑３か年を集中整備期間とし
地球温暖化対策を推進します︒
て︑基幹管路の耐震化を実施し
ます︒

循環型社会の構築
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昨年４月から︑廃プラスチッ
ク 類 を︑
﹁燃やせないごみ﹂か
ら﹁燃やせるごみ﹂に変更しま
した︒市民の皆さんからはごみ
分別が簡単になったと︑好評の
声をいただいています︒引き続
き︑ごみ分別による資源化︑減
量化に取り組みます︒

浜田駅前広場の整備は︑浜田
ステーションホテルの建替えに
併せて広場の面積を広げ︑バス︑
タクシー乗り場及び一般乗降場

32

新たに更新する耐震管路
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君市踏切

①情報周知手段の充実
防災行政無線屋外拡声子局の
増設のほか︑市内の河川５か所
に新たに設置した監視カメラの
映像配信など︑充実に努めます︒
②地震津波対策
新しい津波ハザードマップを
全世帯に配布し︑防災講座など
を通じて周知・啓発を行います︒
③土砂災害対策
４月に島根県が︑本市の土砂
災害特別警戒区域︑﹁レッドゾー
ン﹂を指定しますので︑市民へ
の周知を図り︑併せて︑区域内
での住宅補強に対し︑新たな補
助事業を創設します︒
④地域防災力の向上
新たに﹁防災まちづくり推進
事業﹂を立ち上げ︑自主防災組
織の未整備地区に対して︑活動
支援や助成を行います︒

災害に強いまちづくり

６

3

介護予防体操「いきいき百歳体操」
敬老福祉乗車券

11
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広報はまだ：平成31年４月号
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子育て支援センターすくすく

10

５

２
４
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防犯・交通安全対 策

10

中山間地域対策︑自治区制度

中山間地域対策
﹁中山間地域活性化プロジェ
クトチーム﹂において︑本年度
は︑特に地域コミュニティのあ
り方︑移動手段の確保支援︑地
域の草刈り負担軽減の ３つの
テーマの対策を進めます︒

平成 年度当初予算
︵案︶
国による地方創生の取組が進
む中︑総合振興計画及び総合戦
略に沿って︑主要事業の予算の
確保に努めております︒
ハード事業では︑引き続き︑
浜田駅周辺整備事業や高度衛生

②観光振興
リフレパークきんたの里︑美
又温泉国民保養センターに︑そ
れぞれ新たな指定管理者が参入
することになりました︒今後︑
食材の提供や関連施設との連携
などをとおして︑地域の活性化
や産業振興につながることを期
待します︒

旭自治区
①農地保全と農業振興
将来にわたる︑集落ぐるみで
守るべき農地の明確化に取り組
みます︒
組合せ作物のアスパラガスの
栽培を推進して︑農業振興につ
なげるとともに︑１月に設立し
た農事組合法人による地域ブラ
ンド米﹁坂本米﹂の生産拡大支
援に取り組み︑儲かる農業の実
現を目指します︒

本市は︑島根県西部の中核都
市です︒市政運営においては︑
島根県の協力や近隣市町との連
携を深め︑多様化する行政課題
の 解 決 に 努 め︑﹁ 元 気 な 浜 田 ﹂
の実現に向けて取り組みます︒

終わりに

管理型荷さばき所の整備に取り
組みます︒
ソフト事業では︑はまだ健康
チャレンジ事業のほか︑地域お
こし協力隊を活用した後継者等
人材育成事業︑地域産業担い手
育成事業など︑新たな事業にも
取り組みます︒
一方で︑行財政改革実施計画
に盛り込んだ効果額を踏まえつ
つ︑事務事業評価結果も反映し︑
事務事業の見直しにも取り組ん
でいます︒
この結果︑一般会計の予算額
は３８７億３千万円︑平成 年
度当初予算と比較して︑７億２
千万円の減︑率にして１．８％
の減となりました︒
今後は︑行財政改革の取組を
加速することにより︑将来に責
任ある持続可能な財政運営を実
現します︒

坂本米の試食販売

昨年ふるさと納税型クラウド
ファンディングによる﹁防犯カ
メラ増設プロジェクト﹂に取り
組み︑全国から目標金額を上回
る寄附を頂き︑当初の予定を大
きく上回る 台の防犯カメラを
設置できることとなりました︒
なお︑防犯カメラの設置は地
元要望が多いことから︑地域づ
くり振興事業の補助メニューに
追加し︑更なる設置を推進しま
す︒
また︑引き続き交通事故ゼロ
を目指すとともに︑スクールバ
スや生活路線バスなどへドライ
ブレコーダーの設置を進め︑防
犯対策にも役立てます︒
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西条柿は︑整備した灌水施設
自治区制度
などを活用し︑品質の向上や生
現在︑方針のたたき台をもと
産量の増加などにつながるよう
に︑地域からの意見を伺い︑最
支援します︒
終案を作成しています︒９月議
②三隅発電所を核とした地域活
会までに市民の皆さんに理解を
性化
三隅発電所２号機の建設では︑ いただけるような制度となるよ
う︑努めます︒
商工団体と連携し︑少しでも多
くの地元事業者が活用されるよ
う取り組みます︒また︑作業従
事者の宿舎は︑三隅自治区内に 健全な市政運営に向けた取組
３か所決定していますが︑引き
続き︑空き地の情報提供や空き
家の確保などに努めます︒さら
行財政改革
に︑交通安全対策などにも取り
組みます︒

元谷団地

定員適正化計画の着実な実行
と︑事務事業評価の結果を踏ま
えた︑業務の削減や効率化に取
り組みます︒
﹁関連施設支援室﹂を設置し︑
﹁地方公社等に関する指針﹂の
見直しや︑市が大きく関与する
第三セクターなどの施設の経営
改善の支援を行います︒
ま た︑﹁ 浜 田 市 市 有 財 産 売 却
計画﹂に基づき︑遊休財産の売
却を進めます︒

人権を尊重するまちづくりと
引き続き︑島根県や関係市町と
センター化﹂を目指し︑地域や
男女共同参画社会の推進
一緒に︑外務省や防衛省に対し︑ 公民館の意見を伺いながら︑公
﹁浜田市人権教育・啓発推進
飛行訓練の中止などの要望を行
民館機能の充実を図り︑まちづ
基本計画﹂︑﹁浜田市男女共同参
います︒
くりの拠点として強化する取組
画推進計画﹂に基づき︑一人ひ
を進めます︒
とりが人権尊重の意識を持って
消防・救急体制の充実
行動できる社会の実現と︑男女
Ｕ・Ｉターン者の
定住支援
それぞれが持てる能力を十分に
三隅発電所２号機の建設工事
定住相談員を中心に︑相談機
発揮できる社会の実現に向けて
が開始され︑管内人口の増加が
能 を 強 化 し︑﹁ 浜 田 ｄｅ し ご と
取り組みます︒
見込まれます︒西部消防署を２
合宿インターンシップ事業﹂で
係体制にし︑浜田消防署へ救助
の就職支援など︑関係機関と連
係を新設するなど︑出動体制の
各自治区のまちづくり
携して取り組みます︒
強化を図ります︒
シングルペアレント就労人材
救急出動件数が２年連続で３
育成事業では︑全国のひとり親
千件を超える中︑救急隊員の資
移住支援に取り組む自治体と連
質 向 上︑ ま ち か ど 救 急 ス テ ー
金城自治区
携し︑就労人材の確保に取り組
ション認定制度の推進や︑ＡＥ
①農業振興
みます︒
Ｄの設置促進に取り組みます︒
新開や元谷の大規模営農団地
また︑将来的な定住が期待で
７月には島根県消防操法大会
への企業参入を支援し︑新たな
きる地域おこし協力隊の積極的
が本市で開催されます︒これを
新規就農者の確保に努めます︒
な活用を目指します︒
機会に︑消防団員の入団促進や
人口減少や高齢化に伴い拡大
活動の機運向上に努めます︒
する地域農業の諸課題に対し︑
大学等高等教育機関と
の連携
﹁地域提案型農業総合対策事
協働による
持続可能なまち
業﹂により支援します︒
島根県立大学浜田キャンパス
の地域系に特化した学部・学科
増設の要望は︑昨年 月に島根
地域コミュニティの形成
県議会において要望内容が盛り
込まれた中期目標が可決され︑
現在は平成 年度の学部改編に
向けて検討が進められています︒

地区まちづくり推進委員会の
組織化や活動支援に取り組みま
す︒
まちづくり総合交付金は︑課
題解決特別事業の交付金の上限
の引上げなど︑一部見直しを行
い︑制度の拡充を図ります︒
また︑﹁公民館のコミュニティ

米軍機騒音問題
厚木基地から岩国基地への艦
載機移駐が完了し︑騒音被害が
増 加 す る こ と が 懸 念 さ れ ま す︒

ふるさと体験村は︑機能ごと
に活用の方向性を検討していま
す︒事業形態や体験メニューの
体系化などの課題もあり︑休止
期間を延長して︑更に議論を深
めます︒

①石州和紙や西条柿などの地域
資源を活かした産業振興
石州和紙は︑技術の継承や後
継者の確保︑原紙・加工品の販
売開拓︑用途拡大に向けて︑引
き続き取り組みます︒また︑原
材料の﹁楮﹂の生産の維持拡大
に努めます︒
ユネスコ無形文化遺産登録か
ら 年目を迎えるため︑石州和
紙会館に︑歴史民俗資料館に収
蔵している昔の和紙道具を展示
し︑石州和紙の歴史や魅力の発
信に努めます︒

三隅自治区

②観光交流人口の拡大
山陽方面からの玄関口となる
旭温泉の活性化に重点を置き︑
温泉組合と連携し︑地元食材︑
石見神楽などを盛り込んだ体験
宿泊型パックに取り組みます︒

７

10

弥栄自治区
①農業生産と加工
センチピードグラスの吹付け
など農作業の省力化を進めます︒
﹁弥栄野菜生産者協議会﹂を
中心に︑有機野菜の生産拡大や
省力化に向けた共同出荷への取
組を推進します︒
﹁米﹂
︑
﹁野菜﹂
︑
﹁椎茸﹂を中
心に︑農産品の６次産業化を推
進し︑イノシシ肉は︑地域おこ
し協力隊を中心に販路拡大を図
ります︒
②観光交流人口の拡大
昨年︑台風のため中止したウ
ルトラマラニックを︑本年︑２
回目として実施します︒
石州和紙のふるさと学習
「楮そぞり」作業

30

防犯カメラ増設プロジェクト
補助金交付式
第１回秘境奥島根やさかウルトラ
マラニックin浜田
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平成 年度

平成 年度は︑浜田開府四百
年という大きな節目の年です︒
次代を担う子どもたちが︑浜
田の歴史や文化について学習を
深め︑将来の浜田を考える取組
を推進します︒
スポーツ施設については︑現
在︑スポーツ推進審議会の答申
を踏まえ︑市民の皆さんから意
見をいただきながら︑浜田市ス
ポーツ施設再配置・整備計画の
策定に取り組んでいます︒しか
しながら︑野球場及び陸上競技
場など︑更に検討が必要な施設
もあり︑計画策定に向け︑引き
続き取り組みます︒
小中学校の適正配置及び整備
については︑学校統合計画審議
会から出された答申を尊重し︑
保護者︑地域や市民の皆さんの
意見を大切にしながら学校統合
計画を策定し︑併せて校舎建設
などの方針についても︑お示し
したいと考えています︒
公立幼稚園については︑市民
サービス向上の観点から︑幼稚
園受付業務などを保育所︑認定
こども園業務の担当課である子
育て支援課で一体的に行うこと

地域学校協働活動
﹁はまだっ子共育プロジェク
ト﹂をとおして︑次代を担う子
どもたちを育むとともに活動に
関わる大人たちも学び︑高まっ
て い く 活 動 を︑ 中 学 校 区 毎 の
ネットワークの充実を図りなが
ら推進します︒

教育の魅力化

う

ぷ

現在︑浜田市県立高等学校支
援連絡協議会を設置し︑市内県
立高等学校三校の魅力化を支援
していますが︑三校の更なる魅
力化について検討します︒また︑
地元企業などの支援促進を図る
ための組織づくりも併せて検討
します︒

ふ

浜田城資料館については︑歴
史的建造物である御便殿を活か
しながら︑浜田城や北前船につ

特別支援教育
福祉部局と連携した相談支援
チームによる巡回訪問の充実や
平成 年度に設置された島根県
幼児教育センターとの連携によ
り︑特別な配慮を必要とする子
どもの早期発見・早期支援に努
めるとともに︑引き続き担当指
導主事配置による相談体制の充
実や担当教員の研修など︑教員
の資質向上を図ります︒

学校図書館活用教育

青少年の健全育成
青少年サポートセンターにつ
いては︑中学校及び高等学校や
山びこ学級との連携をより深め
るため︑学校教育課内の組織と
して再編し︑ひきこもりやニー
ト︑不登校など︑社会生活を円
滑に営む上で様々な困難を有す
る子ども・若者の育成支援に取
り組みます︒

いて展示︑紹介する施設として
内部の改修を行い︑ 月には開
館できるよう準備を進めます︒

※ 元号は全て﹁平成﹂で統一
しています︒
※ 平成 年度施政方針・教育
方針の全文は︑市ホームペー
ジに掲載しています︒

浜田開府四百年を機に︑今後
のスケジュールなどの基本方針
をお示ししたいと考えています︒
文化財の総合的把握を目指し︑
合併後︑広くなった市の多様な
歴史文化をまとめるための資料
調査に努めます︒

市誌編纂

浜田の歴史と文化を振り返り︑
ふるさとへの愛着や誇りを育む
とともに︑将来に向けて伝承し
ていく拠点となる施設です︒４
月には検討組織を立ち上げ︑施
設の必要性も含め検討し︑秋頃
までに一定の方向性を出したい
と思います︒
また︑各支所に︑新たに文化
財の展示スペースを設け︑より
多くの皆さんに地域の歴史文化
に触れていただく機会を増やし
ていきたいと考えています︒

貴重な文化遺産の保護・継承
︵仮称︶浜田歴史資料館
と情報の収集︑発信に努めます︒
浜田開府四百年に向けて整備
を進めている城山公園について
は︑県指定史跡である浜田城跡
の保存を前提としながら関係機
関と調整を図り︑ 月までの整
備完了を目指すとともに︑学術
的な調査についても︑継続して
取り組みます︒

文化財

文化財の調査及び保存

成﹂︑﹁地域に貢献しようとする
とし︑４月から窓口の一本化を
意欲の喚起﹂などを目指して︑
行います︒
学校教育及び社会教育の両面か
また︑原井幼稚園と石見幼稚
ら取り組みます︒
園の統合幼稚園を検討していま
特に︑幼稚園と小学校では︑
したが︑原井幼稚園は︑平成
豊かな浜田の自然を活かした自
年度の入園申込がなく︑平成
然体験活動推進事業を実施して
年度は休園とすることにいたし
いますが︑平成 年度からは︑
ました︒
活動や各教科などのねらいや内
﹁教育の原点は︑人権尊重の
容 と 関 連 を 図 り な が ら︑﹁ 海 洋
精神を全ての教育の基底に据え
教育﹂を推進するために︑モデ
て取り組むことである﹂と考え
ル校を指定して取り組みます︒
ています︒大人や子どもたち一
人ひとりの人格や個性の違いを
互いに認め合い︑自分の人権と
学力向上総合対策
ともに︑他の人の人権を守るた
学習指導要領改訂のポイント
めの実践行動につながる教育を
である﹁主体的・対話的で深い
進めます︒
学び﹂の実現に向けた授業改善
が︑最も重要と考えています︒
学校教育
児童生徒のお互いの関わり合
いをとおして一人ひとりが学び
ふるさと郷育の推進
を深めることのできる﹁協調学
習﹂の手法について︑引き続き
各地域の特色ある資源を活か
し︑﹁子どもの生きる力の育成﹂︑ 研究指定校を定めて︑研究・実
践に取り組みます︒
﹁ふるさとへの愛着や誇りの醸
また︑学校図書館活用教育︑
算数・数学アドバイザーによる
研究指定校制度なども継続して
実施し︑授業改善を図ります︒
一方︑教員の授業力向上を目
指し︑﹁スーパーティーチャー研
修﹂︑﹁指導主事の訪問指導﹂︑﹁研
究指定校による公開授業及び研
究協議﹂により︑教員の研修の
機会を確保し︑市教育研究会の
活動に対しても支援を行います︒

また︑運動施設の安全対策及
び利用者などの利便性の向上を
図るため︑浜田市野球場のスコ
アボードの電光掲示板改修工事
や防球ネットの設置などを行い
ます︒

図書館
図書館機能を十分に発揮して
利用者のニーズに応えるほか︑
移転計画のある旭図書館︑弥栄
図書館については︑機能の拡充
を検討します︒また︑移動図書
館ラブック号の積極的な運用を
行い︑より多くの地区で本の貸
し出しが可能となるよう努めま
す︒

芸術文化の振興

30

教育方針

教職員の働き方改 革
市校長会と連携し︑業務改善
を進める基礎としての時間外勤
務時間の確実な把握を行い︑国
のガイドラインを参考とした業
務改善に取り組みます︒また︑
教職員の負担軽減を図るための
校務支援システム導入について
も︑引き続き検討します︒

中学校の部活動
その教育的意義は大きいもの
ですが︑一方で長時間の活動に
よる生徒の疲労蓄積や顧問の大
幅な超過勤務などが課題となっ
ています︒現在︑﹁浜田市中学校
の部活動ガイドライン﹂を︑市
中学校長会と策定中であり︑今
年４月から実施する予定です︒

社会教育

公民館の活動

市文化協会と連携し︑市内の
家庭教育支援
多種多様な文化・芸術活動など
子育て世代の不安解消に向け︑ に取り組む皆さんや芸術文化団
体の活動が活性化するよう支援
浜田市版家庭教育支援プログラ
します︒具体的には︑第 回市
ム﹁ ＨＯＯＰ！︵浜田親子共育
応 援 プ ロ グ ラ ム ︶﹂ の Ｐ Ｒ と 活
美術展︑スクールコンサート︑
用の促進に努めます︒
芸術と文化のまちづくり事業及
び石本正日本画大賞展の開催︑
ＪＩＣＡ美術教育支援事業によ
スポーツの振興
るブータン王国研修生受入れな
どを支援し︑芸術文化の振興に
取り組みます︒

御便殿

31 31

海洋教育

8
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31
広報はまだ：平成
31年４月号
年４月号

9

10

31

10

31

新たな地域づくりの拠点とし
て︑公民館本来の目的である人
づくりに加えて︑持続可能な地
域づくりを支援するため︑地域
課題を地域住民が共有し︑解決
に向けて主体的に学び︑活動す
る取組を支援します︒

51

４

１

３

31

市体育協会やスポーツ推進委
員︑各競技団体と協力し︑引き
続き︑競技力の向上及び競技の
普 及︑ 心 身 の 健 康 を 養 う 軽 ス
ポーツの推進に努めます︒

31

２

敬老福祉乗車券 を 販売・無料交付 します
大変好評をいただいている「敬老乗車券」は、名称を「敬老福祉乗車券」とし、
70歳以上の皆さんへの販売だけでなく、障害者手帳を持っている人にも対象を拡大
し、より多くの人が外出する際に利用できる、使いやすい乗車券にしました。
70歳以上の人には販売し、障害者手帳を持っている人には無料交付します。

弥栄

市役所弥栄支所
杵束出張所

障害者手帳を持っ
ている人 ︵無料交付︶
障がい者の福祉タクシー利用券・いき
いきバス乗車券は︑敬老福祉乗車券に変
更になりました︒
歳以上の人は︑無料交付分に併せ販
売分も利用できます︒
対象
市内に住所を有し︑次のいずれかの障
害者手帳を持っている人
・身体障害者手帳１・２級
・療育手帳Ａ
・精神障害者保健福祉手帳１〜３級
※ 人工透析患者及び精神障害者通院交
通費助成を受けている場合は除きます︒
交付内容
１冊３０００円分の乗車券を︑１年度
につき︑１人５冊まで無料で交付します︒
※ 敬老福祉乗車券の交付を受ける人工
透析患者で︑通院距離が片道２㎞以上
の医療機関で人工透析療法︵腹膜透析
を除く︶を受ける場合は︑通院距離に
応じて加算があります︒
交付に必要なもの
・各種手帳・印鑑
交付場所
・地域福祉課障がい福祉係
・各支所市民福祉課
※ 左ページの販売場所では交付してい
ません︒また︑障がいの窓口では 歳
以上の人の券を販売していません︒
問合せ
・ 地域福祉課障がい福祉係 ☎㉕９３２２
・各支所市民福祉課

井野公民館
黒沢公民館
白砂公民館
三隅

市役所三隅支所

70

歳以上の人

25 70

問合せ まちづくり推進課地域交通学
校支援係 ☎㉕９２０１

旭

市役所弥栄支所

70

平成28年７月以降に運転免許を自主返納した人への乗車券５冊の無料交付（１回のみ）も
引き続き受け付けています。詳しくは、お問い合わせください。

15

木田公民館
和田公民館
都川公民館
市木公民館

10
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31年４月号

11

金城

市役所本庁舎総合窓口課・各支所防災自治課・弥栄支所杵束出張所・井野公民館・黒沢公民館・
白砂公民館では５月以降も販売します。
美又・久佐公民館では、偶数月の第３金曜日に販売します。
今福・小国・波佐公民館では、偶数月の第３木曜日に販売します。
５月７日㈫・10日㈮ 9:00〜11:00に、浜田医療センター（正面玄関エントランス）で販売します。

31

10

70

30

市役所本庁舎１階 15日㈪以降の
総合窓口課
開庁日
19日㈮
石見公民館
24日㈬
後野分館
26日㈮
佐野分館
25日㈭
宇津井分館
25日㈭
細谷分館
16日㈫
長見分館
16日㈫
17日㈬
長浜公民館
24日㈬
17日㈬
国府公民館
22日㈪
有福分館
15日㈪
宇野分館
15日㈪
18日㈭
周布公民館
25日㈭
美川公民館
19日㈮
美川東分館
23日㈫
美川西分館
23日㈫
大麻公民館
22日㈪
浜田

５月以降の販売場所

15

美又公民館
久佐公民館
今福公民館
小国公民館
波佐公民館
8:30〜17:15

市役所金城支所

9:00〜17:00

敬老福祉乗車券︵１冊３０００円︶
︵販売︶
・ 歳以上の人は１５００円で購入でき
ます︒
・障害者手帳を持っている人は無料で交
購
入できる人
付します︒
市内に住所を有し︑年度末時点で 歳
・１冊当たり︑１００円券× 枚綴りと︑
以
上となる人︵平成 年度は︑昭和 年
５００円券×６枚綴りがあります︒
４月１日以前に生まれた人︶
より使いやすくなりました
平成 年度中に上限まで購入した人も︑
・前年度 冊まで購入できた人は︑ 冊
新たに購入することができます︒
まで購入できるようになりました︒
販
売
内容
・浜田広島線の高速バスで利用できるよ
１冊３０００円分の乗車券を１５００
うになりました︒
円で販売します︒
・乗車１回あたりの利用上限金額がなく
購入できる冊数
なりました︒
１年度につき︑１人 冊まで購入でき
・市が契約するバスの利用であれば発着
ます︒
場所に制限がなくなりました︒
次の地域に住んでいる人は︑１年度に
利用できる︵市が契約する︶公共交通機関
つき︑１人 冊まで購入できます︒
・石見交通バス
浜田自治区⁝長見町・佐野町・宇津井町・
・高速バス︵浜田広島線︶
治和町・津摩町・吉地町・西村町・折
・総企バス
居町・東平原町・鍋石町・櫟田原町・
・市内の全タクシー
︵介護タクシー含む︶
田橋町・横山町・内村町・井野町・上
※ 乗車前に︑券が利用できるタクシー
府町・久代町・宇野町・下有福町・大金町
であることを確認してください
金城・旭・弥栄・三隅自治区⁝全域
・市生活路線バス︵おおなんバス含む︶
購入に必要なもの
・市予約型乗合タクシー
・申請書・印鑑
※ ＪＲでは利用できません︒
・本人が確認できるもの︵保険証など︶
利用期間
※ 申 請 書 は︑ 各 販 売 場 所 に あ り ま す︒
購入日から２０２２年３月 日まで
また︑市ホームページからダウンロー
使用上の注意事項
ドもできます︒
・本人以外は使用できません︒
※ 代理申請の場合︑同居のご家族以外
・偽造・譲渡・転売は禁止します︒
は︑委任状が必要です︒
・払戻し及び再交付をしません︒
販売場所
左ページの日時・場所で購入できます︒

場所

１日㈪以降の
平日の開館日

30

31

既存敬老乗車券の有効期限を延長します
有効期限が平成 年３月 日までの敬
老乗車券は︑有効期限を３か月延長し︑
６月 日まで利用できます︒
ただし︑使用方法は前年度と同様です︒

４月は、次の日時・場所で敬老福祉乗車券を販売します。
障害者手帳を持っている人への無料交付は、地域福祉課障がい福祉係・各支所市民福祉課
で行います。この販売場所では交付しませんのでご注意ください。

31

４月の販売場所

販売日時
１日㈪・２日㈫
8:30〜19:00
市役所本庁舎１階 ３日㈬〜12日㈮
市民ロビー
６日㈯・７日㈰も
8:30〜17:15
販売します

市役所旭支所

12

※

31

場所

販売日時
１日㈪以降の
8:30〜17:15
開庁日
19日㈮
9:00〜10:00
19日㈮
10:30〜11:30
18日㈭
13:30〜14:30
18日㈭
10:30〜11:30
18日㈭
9:00〜10:00
１日㈪以降の
8:30〜17:15
開庁日
５日㈮
9:00〜10:00
５日㈮
10:30〜11:30
５日㈮
9:00〜10:00
５日㈮
10:30〜11:30
１日㈪以降の
8:30〜17:15
開庁日
１日㈪以降の
9:00〜15:00
開庁日
１日㈪以降の
8:30〜17:15
開庁日

13:30〜15:30
9:00〜11:00
9:00〜10:00
13:30〜14:30
15:00〜16:00
9:00〜10:00
11:00〜12:00
9:00〜11:00
13:30〜15:30
13:30〜15:30
9:00〜11:00
9:00〜10:00
10:30〜11:30
9:00〜11:00
9:00〜11:00
9:00〜11:00
11:00〜12:00
9:00〜10:00
13:30〜15:30

70

30

（70歳以上の人）

敬老福祉乗車券の販売場所

浜田開府四百年祭が
開幕します

開府四百年ＰＲポスターの事

問合せ

観光交流課

開府４００年推進室

☎㉕９２２８

③と④は︑市内の浜田さんも対象です︒

公式ホームページ

２０１９石州浜っ子春まつり

浜田開府四百年記念

更に︑萩・石見空港を利用して浜田市へお越しの
浜田さんには︑片道３千円︑往復６千円の運賃を助
成します︒
※ ①を利用した人に限ります︒

※

毎週土曜日︵浜田の夜神楽週末公演日︶を浜田さ
んの日とし︑会場にお越しの浜田さんを︑夜神楽鑑
賞料無料と神楽グッズプレゼントでお迎えします︒

④浜田さんの日プレゼント

打上げ花火︵８月３日㈯開催︶を特等席で楽しめ
る﹁特別観覧席﹂へご案内します︒

③石州浜っ子夏まつり特別観覧席へ招待

全国の浜田さん︑いらっしゃい

開府四百年を契機に︑市の名前にちなんで全国の
〝はまだ〟姓の人に四つの特典を用意し︑新たなご
縁を結んで誘客促進を図ります︒
親戚︑お知り合いの浜田さんに︑ぜひご紹介くだ
さい︒

①市内宿泊費用を助成
４月１日〜 月 日の間に市内に宿泊した浜田さ
ん＋同行者１人に︑一人１泊５千円を助成します︒
※ 一回限りです︒

②特別住民票を発行
特別住民票の提示により︑市内観光施設などで割
引が受けられます︒
※ 有効期間は５年間です︒

開府四百年にまつわるコラムを連載します

今年２０１９年は︑浜田藩ができてから四百年の
節目の年です︒
４月 日㈷の﹁石州浜っ子春まつり﹂
を皮切りに︑年度末まで様々なイベントを行います︒
開府四百年を契機
に︑市民の皆さんと
一緒に郷土の歴史を
振り返り︑次の百年
に向けて浜田のまち
づくりを考える機会
にします︒
イベントの詳細は︑
別冊折り込み﹁浜田
開府四百年祭イベン
トカレンダー﹂をご
覧ください︒

コラム②
楫ヶ瀬孝さん

今年は例年のパレード・大名行列に加え︑開府四
百年特別企画として﹁石州浜田武者行列﹂が創設さ
れ︑手作りの甲冑を着た約 人の戦国武将たちが威
風堂々浜田のまちを練り歩きます︒
また︑浜田藩ゆかりの地からもパレードに参加予
定です︒
日時 ４月 日㈷ 午前 時 分〜午後４時 分
︵小雨決行・雨天中止の場合︑順延なし︶
場所 栄町から浜田駅前銀天街までの商店街
内容 大名行列 奴(隊 ︑)子ども奴︑各種パレード︑
市民の楽市
30

31

その後発表をする機会があり︑撮影した数々の絵
葉書を映像化︑年配者の方々より当時の様子を教え
ていただき楽しい会となりました︒
昨年の夏頃︑市役所から﹁発表資料の写真を開府
用ポスターに用いたい﹂との連絡があり︑実は資料
写真は寄贈品である事をお伝えしました︒その後︑
ポ ス タ ー の 事 は 忘 れ て い ま し た が 後 日︑ 市 役 所 で
ドーンと大きな四種のＰＲポスターが目に入りまし
た︒その中にあのピカイチの彩色絵葉書が大画面で
印刷︑誇らしい帆船姿にうれしかったですね〜︒ど
うしても一枚欲しいと︑担当者にお願いすると彼は
笑顔で﹁ポスターの中で一番人気です﹂と手渡して
くれました︒外ノ浦の事が色々と目に見える様にな
り最高です︒

30

外ノ浦町在住
昨年末から市役所や観光施設で見受ける四種のポ
スターがあります︒どれも浜田の過去から現代まで
を象徴するすてきな写真で構成されています︒その
中の帆船ポスターの話です︒私は外ノ浦に住居する
者で︑十年程前から地元の事を調べてみようと思い
ました︒そうした時︑浜田の絵葉書を随分集取され︑
転居のため市に寄贈された人の話を伺い︑私の学習
の参考になると考えその絵葉書を見せてもらい︑撮
影の許可をいただきました︒数ある絵葉書の中に唯
一﹁手彩色帆船葉書﹂があり︑当時の面影が忍ばれ
る一級の写真でした︒

ＪＲ浜田駅にある日本遺産
◀ 認定の看板と楫ヶ瀬孝さん

50

10

問合せ 浜っ子春まつり実行委員会事務局
浜田市観光協会 ☎㉔１０８５

29

12

このポスターは﹁港﹂をテーマに︑幕末
から明治にかけて全国の北前船が寄港した
外ノ浦の港と︑現在の浜田市のシンボルで
あるマリン大橋を組み合わせることで︑浜
田の現在と過去をつなげて表現しています︒
全部で４種類のデザインがあります︒

４月29日 ㈷

浜田開府400年祭イベントカレンダー
今月号に折り込んでいます

郷土史家として︑生ま
れ育った外ノ浦町を対象
とした研究や講演を行う︒
北前船寄港地に関する日
本遺産への追加認定を目
指す取組にも尽力され
た︵平成 年５月認定︶︒
また︑石見神楽の蛇胴反
故紙を用いた和紙製品作
りも手掛ける︒
30

12
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31年４月号

13

浜田開府400年祭ＰＲポスター

29

犬の登録と狂犬病予防集合注射日程表
4月

4月

日㈭

時間
9:00〜 9:05
9:10〜 9:15
9:20〜 9:25
9:30〜 9:40
9:45〜 9:55

4月

熊の山 斎藤繁美様宅前 10:30〜10:35

4月

広報はまだ：平成31年４月号

【弥

栄】

4月

【

旭

】

場 所
市役所旭支所
19 和田生活改善センター
重富生活改善センター
本郷バス停付近
戸川生活改善センター

時間
4月
場 所
9:00〜 9:05
芦谷集会所
㈲杖田農機店グリーンショップ横
9:15〜 9:20
9:25〜 9:30 17 ひゃこるバス宮ケ迫停留所
9:40〜 9:45
岡見公民館
9:55〜10:00
古湊漁村センター
10:05〜10:10
三保公民館
10:30〜10:35

時間
10:40〜10:45
10:55〜11:10
11:15〜11:20
11:30〜11:45
11:55〜12:00
12:05〜12:15

時間
10:50〜10:55
11:30〜11:35
11:40〜11:50
12:00〜12:05
12:15〜12:25

時間
13:15〜13:20
13:25〜13:30
13:45〜13:50
14:00〜14:05
14:10〜14:15

時間
11:45〜12:00
13:00〜13:05
13:15〜13:20
13:25〜13:30
13:40〜13:45

4月

場 所
西河内 山﨑昭三様宅前
18 小坂公民館
日高集会所
高坂谷 小松原忠雄様宅付近
六歩谷集会所

4月

場 所
山ノ内生活改善センター
19 木田生活改善センター
しろつの生活センター
丸原センター
日㈮

15

時間
9:30〜 9:35
9:45〜 9:50
10:10〜10:20
10:30〜10:35
11:00〜11:10

隅】

場 所
上田野原集会所
18 大坪バス停前
稲代集会所
旧美里無人市前（小角）
市役所弥栄支所

日㈮

日㈮

場 所
市木生活改善センター
19 来尾集会所
都川高齢者活動促進センター
谷神社付近
坂本構造改善センター

【三

場 所
白砂公民館
東平原上集会所前
17 下室谷集会所前
上今明神明宮下
市場集会所前
ひゃこるバス周布地停留所付近
みのり会館前

時間
9:05〜 9:10
9:15〜 9:20
9:25〜 9:30
9:35〜 9:40
9:50〜 9:55
10:00〜10:05
10:25〜10:30
10:35〜10:40
10:50〜10:55
11:00〜11:05
11:10〜11:15

時間
4月
場 所
時間
8:55〜 9:00
周布１町内公民館
14:00〜14:05
9:05〜 9:10
ＪＦしまね津摩出張所 14:15〜14:20
9:20〜 9:30 15 周布公民館
14:25〜14:35
9:35〜 9:45
日脚公民館児童館
14:40〜14:45
9:50〜 9:55
日脚児童公園付近（大久保団地内）14:50〜14:55
10:00〜10:05
長浜商港バス停付近
15:05〜15:15
10:10〜10:15
長浜公民館
15:20〜15:30
10:20〜10:25
牛谷バス停付近
9:00〜 9:05
10:30〜10:35
美川公民館西分館前
9:15〜 9:20
10:50〜10:55
櫟田原公民館前
9:35〜 9:40
11:10〜11:15
下鍋石バス停付近
9:50〜 9:55
11:20〜11:25 16 美川公民館駐車場
10:05〜10:15
11:30〜11:35
吉地集会所
10:20〜10:25
11:40〜11:45
門田公民館
10:30〜10:35
11:55〜12:00
西村町青口バス停
10:40〜10:45
12:05〜12:10
西村インター口浜田市街寄り待避所 10:50〜10:55
12:15〜12:25
大麻公民館前
11:00〜11:05
12:30〜12:40 18 上内田バス停付近
14:30〜14:35
13:45〜13:50
熱田町５町内集会所
14:40〜14:50
浜田商業高校上り口付近 14:55〜15:00

日㈭

4月

日㈭

日㈭

場 所
十国トンネル前
野坂 前山章男様宅前
18 大斉集会所
西の郷ライスセンター前
杵束公民館前

時間
11:20〜11:30
11:45〜12:00
13:15〜13:20
13:30〜13:40
13:50〜13:55
14:05〜14:10
14:15〜14:25
14:35〜14:50

場 所
小松木口
元谷石碑前
入野集会所
越沢集会所
大元集会所
12
福原集会所
美又口 渡辺様宅横
久佐川バス停前
ふれあい会館
下長屋 山田様宅前
金田会館

日㈬

4月

場 所
ブルーコーンズ前
国分尼寺跡前
国府公民館前
下府公民館前
上府町市尻酒店付近
上府自治公民館
宇野簡易郵便局付近
姉金 千代延様宅付近
旧有福中学校前庭
15
宇野町山田口バス停付近
ＪＡしまね長沢事業所前
二反田団地集会所前
生湯町宇野木工所付近
生湯海水浴場休憩所付近
ヒルズガーデン神在入り口
服部タイヨー長澤店駐車場
石見公民館
ぺアーレ浜田
汐入県職員住宅前

日㈬

日㈫

場 所
海石集会所
市役所三隅支所
三嶋神社下
16 井川集会所
中古和集会所
河野建設㈱向側広場
河内橋上待避所
谷集会所

田】

4月

日㈭

4月

4月

【浜

時間
11:40〜11:45
12:35〜12:40
12:50〜12:55
13:00〜13:05
13:10〜13:15
13:20〜13:25
13:45〜13:50
13:55〜14:05
14:10〜14:15
14:25〜14:30

日㈫

日㈰

市役所東分庁舎前駐車場 9:30〜11:30

城】

日㈪

日㈮

14

【金

場 所
旧ＪＡ小国事業所前
上徳田バス停付近
小原谷集会所
浄光寺谷バス停付近
11 新生集会所
久佐公民館
下久佐集会所
上長屋集会所
上組集会所
かたらいの家前

日㈪

場 所
時間
笠柄児童公園
14:50〜15:00
青川陸橋下駐車場付近 15:05〜15:10
佐野下町内生活改善センター 11:25〜11:30
旧ＪＡ佐野事業所
11:35〜11:40
両間口バス停付近
11:45〜11:50
旧後野小学校下
11:55〜12:00
相生町国土交通省付近 13:00〜13:05
12 竹迫団地公園前（４町内）13:10〜13:15
野原町１公民館下駐車場 13:20〜13:25
野原町２公民館前
13:30〜13:35
石見公民館細谷分館
13:50〜13:55
石見公民館長見分館入り口付近 14:15〜14:20
元浜町かもめ公園
14:50〜15:00
浜田保健所
15:05〜15:20
瀬戸ケ島町高森英明様宅前 15:25〜15:30
11

4月

日㈮

時間
9:00〜 9:10
9:15〜 9:20
9:30〜 9:35
9:50〜10:00
10:05〜10:10
10:15〜10:20
10:35〜10:40
10:50〜10:55
11:05〜11:10
11:15〜11:20
11:25〜11:30

日㈭

日㈭

場 所
小笹集会所
伊木集会所
新開集会所
今田よりあい会館
青原集会所
11
下ノ原 鍛冶畑様宅 入口付近
深笹上集会所
旧シマネ波佐電子前
亀谷原 榎一夫様宅前
浄蓮寺下
波佐消防ポンプ倉庫前

時間
14:10〜14:15
14:25〜14:30
14:35〜14:40
14:55〜15:05

犬

狂犬病予防注射

の

を
受けましょう

犬の飼い主には、生後91日以上の飼い犬に生涯１回の登録と狂
犬病予防注射を毎年受けさせることが法律で定められています。
市では、各地域で新規登録の受付と狂犬病予防集合注射を実施
します。日程表を確認の上、お越しください。
なお、住所に関係なく、どの会場でも注射・登録ができます。
また、雨天でも実施します。

問合せ
環境課くらしと環境係
☎㉕９４２０

犬の登録受付と狂犬病予防集合注射を実施します
対象
浜田市で登録されている犬、又は浜田市に住民票がある人の飼い犬

持参するもの
既に犬の登録をしている場合
・予防注射料金１頭3,000円（注射料金2,450円・注射済票交付手数料550円）
・平成31年度狂犬病予防集合注射のお知らせハガキ
※ 既に登録のある人には、お知らせハガキを郵送します。
新規登録の場合
・ １頭6,000円（登録手数料3,000円・予防注射料金3,000円）
なお、ビニール袋などのフン処理用具を必ず持参してください。

注意事項
・郵送したお知らせハガキを持っている人から優先的に注射します。
・当日の交通事情などにより、予定時間からずれて到着する場合があります。
・犬が高齢・妊娠中・投薬中・１か月以内にほかのワクチンを接種・病気や
体調不良の場合は、動物病院を受診してください。
・会場で受けることができない場合は、動物病院で注射を受けてください。
登録もできます。ただし、手数料が加算される場合があります。
・生後90日以下の犬は、注射を受けられません。

飼い主へのお願い
・飼い主もしくは犬を制御できる人が同行してください。
・注射を受けるときは、飼い主が飼い犬の体をしっかり固定してください。
市職員が犬を固定することはしません。
・ケガなどの防止のため、長袖・長ズボンなどの安全面を考慮した服装でお
越しください。
・犬には必ずリードをつけ、逃走防止に努めましょう。
広報はまだ：平成31年４月号

14

３月22日 ㈮ 〜
島根県議会議員
一般選挙

３月30日 ㈯ 〜

入場整理券

投票時間

第57〜第69

三隅

第45〜第53

弥栄

午後６時

旭
第９（細谷）、第10（長見）、
第13（宇津井）、第20（美川東）、
午後６時 第21（美川西）、第26（大麻）、
第31（久代）、第32（宇野）、
第33（有福）

不在者投票期間
島根県知事選挙
３月 日㈮〜４月６日㈯
島根県議会議員一般選挙
３月 日㈯〜４月６日㈯
詳細は︑広報はまだ３月号に
掲載していますのでご覧くださ
い︒

不在者投票

浜田

第36〜第44

金城

投票する場所

室谷塾

投票区

投票
自治区 終了時間

22

４月７日㈰午後８時５分から︑
県 立 体 育 館 で 開 票 を 行 い ま す︒
なお︑開票速報は市ホームペー
ジ及びケーブルテレビのデータ
放送︵ｄボタン︶で見ることが
できます︒

開票

選挙人名簿登録証明書の交付を
受けている船員の投票
﹁選挙人名簿登録証明書﹂が
交付されている船員が投票所で
投票するときは︑入場整理券と
一緒に必ずこの証明書を持参し
てください︒証明書の提示がな
いと投票できません︒
このことについては︑事業主
又は事業所の担当者にお問い合
わせください︒

30

下室谷集会所

投票できる人

市役所三隅支所分室

投票所は︑事前に送付する入
場整理券に記載していますので
ご確認ください︒
平成 年３月 日以降に市内
で転居した人は︑前住所の投票
所での投票となります︒
今回︑次の投票所が変更にな
りますので︑ご注意ください︒

三隅

矢原自治会館 矢原郷、松柄、大辻、梅の木原

第54〜第56

１枚のはがきに︑世帯別で最
投票開始時間は午前７時から
大４人分の入場整理券が印刷し
で︑投票終了時間は次のとおり
てあります︒必ず切り離して︑
です︒
各自で投票所へお持ちください︒
入場整理券を失くした場合で
も︑受付にその旨を申し出ると
投票できます︒
投票する前に島根県外へ転出
した人は︑入場整理券が届いて
いても投票できませんので︑ご
注意ください︒

午前８時30分
〜午後７時

投票できる人は︑平成 年４
月８日以前に生まれた人で︑日
本国籍を有し︑平成 年 月
日以前から引き続き浜田市内に
住所を有する人です︒
※ 転出した人でも投票できる
場合があります︒
詳細は︑広報はまだ３月号に
掲載していますのでご覧くださ
い︒

３月31日㈰
〜４月６日㈯

投票終了時間 投票開始時間は午前７時からです。
投票
自治区 終了時間
投票区
午後７時 第１〜第35
(下記の９か所を除く）

投票の方法

旭保健センター

選挙公報の配布

旭

28

４月５日㈮までに各世帯へ配
布しますが︑万が一届かないと
きは︑市選挙管理委員会及び各
支所にも備えていますのでご利
用ください︒

市役所金城支所

黒沢公民館

24

入場整理券を受付に提出し︑
名簿対照を受けてください︒
まず︑島根県知事選挙の投票
用紙を渡します︒候補者氏名の
上の枠内に︑備え付けのスタン
プで○印を押し︑指定の投票箱
に入れてください︵期日前投票︑
不在者投票の場合は自書式で
す︶︒
次に︑島根県議会議員一般選
挙の投票用紙を渡します︒投票
したい候補者１人の氏名を記入
し︑指定の投票箱に入れてくだ
さい︒

金城

上府町（荒相除く）

期日前投票

午前８時30分
〜午後８時

三宅集会所

投票日当日に投票できない人
は︑期日前投票ができます︒

３月22日㈮
〜４月６日㈯

弥栄会館２階小研修室

点字投票

市役所本庁第２東分庁舎

上府自治公民館

期日前投票期間
島根県知事選挙
３月 日㈮〜４月６日㈯
島根県議会議員一般選挙
３月 日㈯〜４月６日㈯
※ 平成 年３月 日から平成
年４月８日までに生まれた
人で︑誕生日の前日までに期
日前投票所で投票したい人は︑
次の期日前投票所で不在者投
票をしていただきます︒

浜田

諸谷、上室谷、下室谷

片庭町、港町、瀬戸ケ島町、大辻町、元浜町

18

島根県浜田合同庁舎 原井小学校

期日前投票所
下表の５か所です︒いずれの
期日前投票所でも投票できます
が︑設置期間が異なりますので
ご注意ください︒
※ 期日前投票宣誓書兼請求書
に必要事項を記入したうえで
投票していただきます︒入場
整理券が届いていれば持参し
てください︒

受付時間

弥栄

13

13

投票用紙を受け取る前に︑係
員にその旨を申し出てください︒
点字器は投票所に備えてあり
ま す が︑ 使 い 慣 れ た 点 字 器 を
持っている人は︑持参して使用
することもできます︒
点字による候補者名簿なども
用意していますので︑必要な人
は係員に申し出てください︒

代理投票

設置期間

移動期日前投票所
平成 年度に統合となった弥
栄町と三隅町の旧投票所におい
ては︑移動期日前投票所でも期
日前投票ができます︒具体的な
日時は︑対象地区の皆さんにお
知らせしています︒

期日前投票所

31

浅井町、銀天街
浅井公民館
ラ・ペアーレ浜田

対象区域
旧投票所
新投票所
22

30

30

身体の障がいなどのため︑自
分で投票用紙に候補者氏名を記
載できない人は︑投票所で定め
る代理者が代わって記載する制
度がありますので︑係員にその
旨を申し出てください︒

設置場所

28

投票する場所が変更となる投票所
13

16
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31年４月号

17

島根県知事選挙

12

☎㉕９８１０
選挙管理委員会事務局
問合せ

４月７日 ㈰

島根県知事選挙・
島根県議会議員一般選挙

投票日
期日前投票期間

平成30年度
宝くじコミュティ助成事業

議会報告会を開催します
市議会では、議会報告会を開催します。
報告会では、３月定例会の説明と、各地域の
課題について意見交換をします。
ぜひ、この機会に議員と話しませんか。
日時 ５月13日㈪ 午後７時〜８時30分
場所 ・浜田公民館
・みどりかいかん
日時 ５月14日㈫ 午後７時〜８時30分
場所 ・周布公民館
・三隅公民館
日時 ５月15日㈬ 午後７時〜８時30分
場所 ・美川公民館
・弥栄会館
日時 ５月16日㈭ 午後７時〜８時30分
場所 ・国府公民館
・今市公民館
問合せ 議会事務局 ☎㉕９８００

小国自治振興会及び上府町自治会は、宝くじ
の普及広報を目的として、その受託事業収入を
財源に実施している（財）自治総合センターの
平成30年度コミュニティ助成事業（宝くじ助成
事業）により、机、椅子、そのほかの設備を整
備しました。今後は、整備した備品を活用して、
地域コミュニティの場の充実を図るとともに、
地域の活動が一層活発になるよう取り組んでい
きます。
問合せ まちづくり推進課地域づくり推進係
☎㉕９２０１

小国自治振興会

上府町自治会

広域圏だより 浜田市・江津市

浜田地区広域行政組合

エコクリーンセンター各種測定結果のお知らせ
ばい煙などの測定結果
項

目

ばい煙

ばいじん（g/㎥ N）
硫黄酸化物（㎥ N/h）
窒素酸化物（ppm）
塩化水素（mg/㎥ N）
排ガス中ダイオキシン類
（ng‑TEQ/㎥ N）

0.000025

1

0.01

3

−

−

（平成30年７月19日〜25日、
７日間連続測定）
監視基準
区分
測定結果
（環境基準）

二酸化窒素
（ppm） 日平均値の最大値

0.002

0.04〜
0.06以下
0.04以下
0.1以下
0.1以下
0.2以下

日平均値の最大値
0.001
二酸化硫黄
（ppm）
県道300号
１時間値の最大値
0.004
（跡市波子停
0.057
浮遊粒子状物質 日平均値の最大値
車場線）
（mg/㎥）
１時間値の最大値
0.083
最大着地濃度
平均値
0.001未満
地点付近
塩化水素（ppm）
0.02以下
最大値
0.001未満
ダイオキシン類
平均値
0.0045
0.6以下
（pg‑TEQ/㎥）
※ 「未満」
とは、
定量下限値を下回っていて算出できないことを表しています。
19

広報はまだ：平成31年４月号

平成30年度の測定は、表の項目
のほか、騒音・振動・悪臭につい
ても実施しましたが、結果は全て
基準を下回っていました。
今後も、引き続き周辺環境に配
慮した施設運営に取り組みます。
問合せ
エコクリーンセンター（浜田地
区広域行政組合総務課業務係）
☎０８５５ ５０８１

片道利用の場合の補助は半額です。
年齢や所属企業は往路搭乗日時点です。
上記区分を重複した申請はできません。

28

(振)

18

28

(振)

問合せ

商工労働課商工政策係

☎㉕９５０１

27

(振)

ゴールデンウイーク中の
手続などは お早めに

0.0022

※
※
※

今年のゴールデンウイークは︑例年より長い連休
となります︒連休中︵４月 日㈯〜５月６日 ︶は︑
市役所は閉庁となりますのでお急ぎの手続などがあ
る場合は早目に済ませておいてください︒

0.01
0.2
50
70

戸籍の届出

0.08
75.9(注1)
250
700

連休中︑戸籍︵出生︑死亡︑婚姻︑離婚など︶の届出は︑
本庁と各支所の宿直室で受付します︒婚姻届など届出日で
の受理を希望する場合は︑総合窓口課又は各支所市民福祉
課で事前点検を受けておくことをお勧めします︒
問合せ 総合窓口課住民異動係 ☎㉕９４０１

自主規制値

4000円分（往復）
6000円分（往復）
6000円分（往復）

・満65歳未満の人 …………………………
・満65歳以上の人 …………………………
・萩・石見空港サポーター企業に所属する人 …

ごみ収集

排出基準

浜田市共通商品券をお渡しします。

連休中︑ごみ収集を実施する日があります︒詳しい収集
日程は︑２０１９年度ごみ収集カレンダーで確認してくだ
さい︒
問合せ 環境課廃棄物衛生係 ☎㉕９４３０

項目

開設場所 市役所本庁舎 １階ロビー
・４月21日㈰ 午前８時30分〜正午
※ 休日は地階入り口を利用してください。
・４月30日㉁ 午前８時30分〜正午
持参するもの ・身分証明書（住所・氏名・生年月日がわかるもの）
補助金申請
・ご搭乗案内（ピンク色の券）
は
※ 往復分の搭乗券又は搭乗証明書の写しでも申請できます。
４月30日ま
で
・印鑑
・萩・石見空港サポーター企業に所属する人は、企業名がわかるもの（保険証など）

開設日時

休日保育の利用

調査地点

平成30年４月１日〜平成31年３月31日までの搭乗分の萩・石見空港利用促進補助金の申請は、
４月30日㉁が期限です。
補助金申請の締切りに伴い、以下のとおり休日窓口を開設しますので、ご利用ください。

４月 日㈰から５月６日 までの休日保育については︑
４月 日㈭までに申込みをしてください︒
なお︑キャンセルは当日でも受付します︒
※ 休日保育の利用は︑事前に登録が必要です︒
登録場所・問合せ
・子育て支援課保育所幼稚園係 ☎㉕９３３０
・子育て支援センター﹁すくすく﹂ ☎㉒１２５３

H31.1.17
２号炉
0.005未満
0.011未満
19
5

※ 「未満」とは、定量下限値を下回っていて算出できないことを表しています。
（注1）硫黄酸化物の排出基準は測定時の条件により変わるため、代表的な値を掲載しています。
周辺環境測定結果（大気質）

平成30年度分の 補助金申請の 休日窓口を開設します

補助金額

0.000038

H30.7.26
0.060
H30.7.24
0.00014

浜田市在住で、平成31年４月１日〜平成32年３月31日の間に萩・石見空港（東京線・定期便）
を利用した人を対象に、平成31年度も萩・石見空港利用促進補助金を継続します。

市内医療機関の診療状況・休日応急診療所

スラグ・メタル中ダイオキ
シン類（ng‑TEQ/g）

0.0000022

平成31年度も 萩・石見空港利用促進補助金を 継続します

連休中の市内医療機関の診療状況は︑事前に医療機関で
確認するか︑市ホームページで確認してください︒
浜田市休日応急診療所は︑４月 日㈰から５月６日 ま
で開設します︒
問合せ 健康医療対策課地域医療対策係 ☎㉕９３１０

集じん灰中ダイオキシン類
（ng‑TEQ/g）

H30.7.24
１号炉
0.004未満
0.011未満
28
1未満

測定結果
H30.7.24
H31.1.16
２号炉
１号炉
0.005未満
0.005未満
0.011未満
0.011未満
24
18
1未満
２

萩・石見空港 をご利用ください

広報はまだ：平成31年４月号
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まちのわだい

♥

Town Topics
迫力ある太鼓と舞に酔いしれる
〜 どぶろくの里弥栄神楽まつり 〜

あさひ

小学校生活に感謝を込めて地域清掃活動
〜 雲城小学校６年生クリーン大作戦 〜

前浜田市長 故宇津徹男氏の浜田市市葬
を執り行いました（２月２日）

島根県立石見武道館少年剣道大会に出席
しました（２月３日）

「北前船」交流拡大計画記者会見（東京
都千代田区）に平成31年度フォーラム開
催地として出席しました（２月４日）

長門市・益田市・萩市・浜田市４市長会
議を開催しました（２月６日）

島根県建築士会浜田支部新年会に出席
し、「浜田開府400年に向けて」について
講演しました（２月７日）

スポーツ雪合戦全国小学生大会に出席し
ました（２月10日）

島根県公民館研究集会に出席しました
（２月11日）

健康づくり講演会に出席しました
（２月17日）

ＫＥＮＤＡＩ縁結びフォーラムに出席しまし
た（２月19日）

〜 和田地区行政懇談会 〜

２月24日㈰、和田地区行政懇談会及び防災学習会が和田公民
館で開催され、48人が参加しました。これは、旭自治区長を迎
えて浜田市の情勢や自治区事業について話を聞こうと、和田地
区まちづくり推進委員会と和田公民館が開催したもので、今後
の財政計画や見通しなどの話を、参加者は熱心に聞き入ってい
ました。また、自主防災会が企画した「最近身近で起きた地震
と豪雨災害」と題した防災学習会も行われ、平成30年に起きた
島根県西部地震や広島豪雨災害を振り返り、避難の流れについ
て学びました。

かなぎ

かなぎ

広報はまだ：平成31年４月号

ヨシタケ祭り
〜浜田でヨシ
タケコーヒー
を楽しむ会〜
に出席しまし
た（２月２日）

浜田市連合自治協議会と語る会に出席し
ました（２月１日）

地域の情勢について学ぶ

小学校最後のボランティア活動を行う児童たち

21

（平成31年２月）

演目「道返し」の一場面

２月20日㈬、雲城小学校６年生によるクリーン大作戦が、行
われました。この活動は、卒業を前にした児童たちが、地域へ
何ができるか検討・計画し、実施したものです。
事前に「クリーン大作戦」と題したポスターを作成し、地域
にＰＲした児童たちは、当日、寒空のもと、地域の人たちと協
力して清掃活動を行いました。
児童たちは、
「ゴミ拾いをとおして地域の人と話をしながら
活動ができて良かった」と話していました。

神楽衣装の試着順番を待つ子どもたち

市長日記

やさか

３月２日㈯、どぶろくの里弥栄神楽まつりが弥栄会館で行わ
れました。これは特産品であるどぶろくと石見神楽を楽しんで
もらおうと毎年開催されているものです。
今年は、岡崎神楽社中、小笹神楽社中、安城神楽社中、杵束
神楽社中が出演し、黒塚や大蛇など８演目が上演されました。
来場者は、軽快な八調子の太鼓のリズムに引き込まれ、迫力
ある舞に見入っていました。会場では、地元の採れたて新鮮野
菜などの特産品の販売、どぶろくや神楽グッズが当たる抽選会
なども行われ、多くの来場者でにぎわいました。

自治区長の説明に聞き入る参加者

元気な浜田をつくります

将来の石見神楽の舞い手を育てよう
〜 子ども神楽体験教室in金城 〜

２月17日㈰、子ども神楽体験教室in金城がみどりかいかんで
開催され、神楽好きの親子約100人が参加しました。
この教室は、子どもたちに神楽の楽しさを体験してもらい、
将来の石見神楽を支えていく人材を育てようと企画されました。
当日は、金城町石見神楽社中連絡協議会の指導により、幣や
鬼棒などの道具づくりや奏楽、衣装試着、神楽舞体験などを楽
しみました。参加した子どもたちは、「とても楽しかった。神
楽社中に入り、みんなの前で舞いたい」などと目を輝かせて話
していました。

に出席しま

会
美川西設立総
農事組合法人
）
日
した（２月16

広報はまだ：平成31年４月号
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ま

♥

Town Topics
冬の熱い戦い

〜 スポーツ雪合戦全国小学生大会 〜

ち

の

あさひ

みんなで力を合わせて豆腐を作ろう
〜 弥栄小学校 豆腐づくり 〜

〜 起震車体験イベント 〜

ミキサーでクリーム状になった大豆を大鍋に投入

お手玉を投げて鬼は外

23

広報はまだ：平成31年４月号

地域交流での思い出を話す学生

防災への意識を高めよう

１月31日㈭、弥栄小学校で、１年生が豆腐づくりを体験しま
した。これは、地域の高齢者と一緒に植え付け、収穫した大豆
を使って毎年行われているものです。
水に漬けておいた大豆をミキサーにかけ、クリーム状になっ
たものを大鍋で煮た後、絞って豆乳とおからに分け、にがりを
加えて豆腐ができました。児童たちは、それぞれの工程で地域
の高齢者に教わりながら楽しく作りました。できた豆腐の一部
は、給食で味噌汁の具材として全校生徒でおいしく食べました。

はまだ

かなぎ

〜 ｢やさかごはん」の源を作ろう 〜

やさか

各分科会の様子

３年間の集大成

〜 かなぎシェアハウス成果報告会 〜

はまだ

みすみ

鬼を退治したよ

笑いの体操で声を出して笑う参加者

２月16日㈯、かなぎシェアハウス成果報告会がみどりかいか
んで開催されました。これは、金城町内のシェアハウスで生活
し、島根県立大学を卒業する３人の学生が、地域への感謝の気
持ちを伝えようと企画し、学長や地域関係者約80人が参加しま
した。
学生は、「交流」「学び」「卒論」の３つのテーマ別に発表を
行い、児童の見守り活動や学習指導、美又温泉の女性観光客誘
致をテーマにした卒業論文の執筆などの活動をとおして、行動
力が芽生えたことを実感したと話していました。

２月16日㈯、起震車体験イベントが紺屋町広場で行われ、約
50人が参加しました。これは、地域の防災意識を高め、危機管
理能力を身につけようと、島根県立大学ＢＢＳサークルが企画
したものです。参加者は、県所有の起震車に順番に乗り、36秒
間の激しい揺れを体験しました。その後、消防本部の職員から、
消火器の使い方を学び、的に向かって放水しました。
参加した人は、「座っていた椅子が動くのですごく怖かった、
とても長く感じた」「家だといろんな物が落ちてくるので大変
だと思った」と話していました。

〜 節分交流会「おにさんバイバイ」〜

１月29日㈫、節分交流会「おにさんバイバイ」が浜田公民館
で行われ、親子約30人が参加しました。これは、伝統行事であ
る節分を地域の人たちと一緒に楽しむことを目的に、毎年開催
されているものです。絵本の読み聞かせや節分の歌を歌った後、
広告紙を丸めた玉を豆に見立て、ダンボールで作った鬼のパネ
ルに向けて投げました。その後、石見神楽の衣装や面をつけた
鬼が現れると、子どもたちは大騒ぎし、保護者に抱きついた
り、泣き出したりする子もいましたが、
「鬼は外」と言いながら、
お手玉を投げて鬼を退治しました。

みすみ

２月16日㈯、三隅公民館で笑いヨガリーダーの藤原登紀枝さ
んを講師に迎え、
「笑いヨガ」の研修会を開催しました。これは、
地域住民の健康の保持増進と健康な地域づくりを推進すること
を目的に企画したものです。笑いヨガは、笑いの体操とヨガの
呼吸法を組み合わせたユニークな健康法です。
当日は、町内外から約60人が参加し、手拍子と「ホッホハハハ、
イエーイ」の掛け声にあわせ、様々な体操を行いました。参加
者は「笑って、心も体も温かくなった。近所にも広めたい」と
話していました。

伝統的な味噌作りを体験しよう

２月２日㈯、「やさかごはん」の源を作ろうが、弥栄会館で
開催されました。これは、伝統的な味噌作りの継承を目的に、
きんさいむら弥栄協議会が企画したものです。１月には、麹に
ついて学び、弥栄米を使って無添加の手作り米麹を作りました。
今回は、その米麹と弥栄産大豆を使って味噌作りを体験しまし
た。大豆を炊き、ビニール袋に入れ踏み潰し、手作り麹と塩を
加え、混ぜ合わせ、各自約3.5㎏の味噌を仕込みました。仕込
んだ味噌は参加者が持ち帰り自宅で熟成します。参加者は、お
いしい味噌のでき上がりを楽しみにしていました。

♥
Town Topics

い

〜 三隅保健委員連絡協議会研修会 〜

元気に選手宣誓

講師に教わり大豆と麹と塩を混ぜ合わせる参加者

だ

笑いヨガ〜思いきり笑って免疫力をアップしよう

２月10日㈰、第18回スポーツ雪合戦全国小学生大会が旭公園
市民体育館で開催されました。島根県で初めて行われた大会は、
雪不足のため室内での開催となりましたが、全国から13チーム
が参加し、室内用の公式球で技術や戦略を駆使して、熱戦を繰
り広げました。そうしたなか、地元から参加した旭スポーツク
ラブが準優勝に輝きました。また、チームごとの専属カメラマ
ンによる密着撮影や石見神楽「親子恵比須」の上演といった、
様々な企画もあり、大会は大いに盛り上がりました。

やさか

わ

机の脚などをしっかり持って揺れを体験する

地域の元気は公民館から

〜 平成30年度島根県公民館研究集会 〜

２月11日㈷、三隅中央会館・三隅中学校で島根県公民館研究
集会（兼）地域課題解決型公民館支援事業成果発表会が開催さ
れ、公民館など県内の関係者約500人が参加しました。これは、
職員の資質向上及び公民館活動などの活性化を図るとともに、
地域課題の解決に取り組んでいる公民館などの成果発表を兼ね
て開催されたものです。当日は、優良公民館・職員表彰の式典
後、各分科会に分かれて実践活動と意見交換会が行われました。
浜田市からは、石見・美又・井野・白砂の４公民館が実践発表
し、参加者は熱心に意見交換を行いました。
広報はまだ：平成31年４月号
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安全安心

生活・環境

安全安心

住宅
産業・地域活性化

税務・納税

子育て

しましょう︒クマ除けの鈴や
・果樹や蜜蜂の巣箱の防護には
携帯ラジオなど︑音の出るも
電気柵が有効です︒農機具店
のを身に付けるのが一般的です︒
に相談するなど︑防護策を考
えましょう︒
・長年採取しないままになって
いる柿や栗の木は︑伐採を検
討しましょう︒
・ 匂 い が ク マ を 呼 び 寄 せ ま す︒
残飯などを屋外に放置しない
ようにしましょう︒また︑落
下果樹も適正な処分をしま
しょう︒
クマを有害捕獲する場合
行動が危険と判断されるクマ
などは︑捕獲する場合もありま
す︒危険度の判断や捕獲の手続
のため︑市民から寄せられる情
報は大変重要です︒ツキノワグ
マを目撃したり︑被害が発生し
た場合は︑頭数や大きさなどの
特徴︑逃げた方向などの情報を
お寄せください︒
アライグマ
近年︑アライグマの目撃や農
作物被害の報告が多く寄せられ
ています︒
アライグマは危険です
・家屋に侵入し︑天井裏で生活
します︵糞尿により天井にシ
ミができます︶︒
・狂犬病やアライグマ回虫など︑
人に感染する病原体を持って
います︒
・性格が凶暴でペットや家畜を
襲うこともあります︒
・もともと日本にいた野生動物

・天候の悪い日や川の周りでは︑
水の音や視界の暗さから︑人
もクマもお互いに気付きにく
くなります︒見通しの悪い場
所には近づかないようにしま
しょう︒
・早朝や夕暮れ時はさらに視界
が悪い上︑クマの行動時間と
重なります︒外出するときは
特に周囲に気を付け︑音の出
るものを必ず携帯しましょう︒
出会ってしまったら⁝
・逃げるものを反射的に追いか
ける習性があります︒背中を
見せないように後ずさりで離
れましょう︒
・持っている荷物を一つずつ置
い て い き︑ 興 味 を そ ら せ ま
しょう︒
・襲ってきたときは︑首の後ろ
で手を組み︑うつ伏せで丸く
なり︑去るのを待ちましょう︒
※ 子グマを見かけた場合︑近
くに親グマがいる可能性があ
ります︒子連れの親グマは特
に危険ですので︑速やかにそ
の場を立ち去りましょう︒
作物などへの被害防止
ツキノワグマによる被害は︑
浜田市では柿と蜂蜜に特に多く
見られます︒クマを呼び寄せな
いために︑適切な処置に努めま
しょう︒

をお願いします︒
問合せ
・防災安全課防災安全係
☎㉕９１２２
・各支所防災自治課

生活・環境

４月１日から市役所業務を
変更しました
行政組織再編に伴い︑４月か
ら次のように変更しました︒
全体の機構図は︑４月１日 以

健康・福祉

保険・医療・年金

と競合し︑生息地を奪います︒
・何でも食べ︑農作物︵トウモ
ロコシ・ブドウ・カキ・スイ
カなど︶を食べ荒らします︒
・カエル・イモリなどを捕まえ
るため田んぼに入り︑稲を踏
み倒します︒
アライグマの特徴
・尾がしま模様
・指が５本で手先が器用
・耳が白い
・目の周りが黒く︑アイマスク
のよう
・ネコより一回り大きい
・背中を丸めた歩き方
※ 捕獲には﹁捕獲許可﹂が必
要です︒無許可での捕獲は違
法となりますので︑アライグ
マを目撃した人は︑連絡して
ください︒
連絡・問合せ
・農林振興課林業振興係
☎㉕９５１０
・各支所産業建設課

大規模盛土造成地マップ
を公表します
阪神・淡路大震災︑新潟県中
越地震︑東日本大震災などで︑
谷や沢︑傾斜地を大規模に埋め
立てた造成地︵大規模盛土造成
地︶が崩落し︑多くの宅地に被
害が生じました︒
今後︑南海トラフ巨大地震な
どの発生を懸念し︑県が浜田市

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

内の大規模盛土造成地マップを
作 成 し ま し た の で 公 表 し ま す︒
マップに示された場所が地震時
に必ずしも危険ということでは
なく︑また︑何か特別な手続が
必要になるということはありま
せん︒
大規模盛土造成地のおおむね
の位置を確認いただき︑防災意
識を高めていただくものです︒
公表場所
・市ホームページ
・建設企画課︵北分庁舎３階︶
・各支所産業建設課
問合せ 建設企画課都市計画係
☎㉕９６０１

米軍機低空飛行訓練に
伴う騒音問題
平成 年度の状況と取組
についてお知らせします
米軍機低空飛行訓練に伴う騒
音問題ついては︑近年︑ デシ
ベル以上の騒音の観測回数など
は減少傾向にはあるものの︑依
然︑住民の皆さんに騒音被害や
事故などへの不安など︑日常生
活に様々な悪影響を与えています︒

市では︑市独自及び県からの
貸与を受けた騒音測定装置によ
る観測を継続し︑中国四国防衛
局が設置した航空機騒音自動測
定装置とともに監視を続けてい
ます︒また︑米軍機騒音等対策
協議会の構成市町の首長や島根

※ 補助金の交付決定後に工事
に着手すること
※ 浄化槽設備士などの有資格
者が施工すること︒
⑵ 専用住宅に浄化槽を設置す
るもの︒併用住宅の場合は︑
居住部分に係る延べ床面積の
割合が２分の１を超えるもの
建物の販売又は賃貸の目的
※

で︑ 浄 化 槽 を 設 置︵ 増 築 改
･
築又は移転を含む︶するもの
は対象外です︵建売住宅など︶︒
申請方法
補助金交付申請書に必要事項
を記入の上︑必要な書類を添え
て申し込んでください︒
※ 補助金交付申請書は︑市役
所西分庁舎下水道課にありま
す︒市ホームページからダウ
ンロードもできます︒

人権

教育・文化・スポーツ

申請・問合せ
下水道課管理係・施設係
☎㉕９６４０・☎㉕９６４１

８人槽以上 548,000円 588,000円

降に市ホームページへ掲載します︒

５月１日の元号改正に伴い︑
証明書に新元号が出力されるこ
とを確認するための試験を行い
ます︒試験中はコンビニに設置
してあるマルチコピー機からの
証明書発行は利用できません︒
利用できない日時
４月 日㈫ 終日
問合せ 総合窓口課総合窓口係
☎㉕９４００

浄化槽設置費用の一部を
補助します

河川などの水質保全と生活環
河川などの水質保全と生活環
境の改善を目的に︑浄化槽を設
置する個人に︑費用の一部を補
助します︒
対象区域 公共下水道及び集落
排水の計画区域でない区域
補助対象
⑴ 平成 年３月 日までに設
置が完了するもの

健康・福祉

６〜７人槽 414,000円 441,000円

しください︒飼い主のいない猫
猫の避妊去勢手術を
の場合は︑手術前後の写真︵耳
助成します
カットしたことがわかるもの︶
野良猫による苦情が後を絶ち
も必要です︒
ません︒なかにはご近所トラブ
※ 詳細については︑市ホーム
ルへと発展する場合もあります︒
ページをご覧いただくか︑お
そこで︑原因となる野良猫の数
問い合わせください︒
を増やさないようにするため︑
問合せ 環境課くらしと環境係
今年度も避妊去勢手術費用の一
☎㉕９４２０
部を助成します︒手術の普及を
通じて殺処分される子猫の数ゼ
コンビニでの証明書発行
ロを目指しましょう︒
を一時休止します
避妊去勢手術の利点
望まない繁殖を防ぎ︑病気リ
スクの減少やストレスの軽減︑
発情期特有の困った行動の抑制
が期待されます︒
交付条件
①浜田市に住所を有すること
②浜田市内の動物病院で手術す
ること
③４月１日以降の手術であること

こと︵手術済みの証とするため︶

④飼い主のいない猫の場合︑手
術後︑耳カットを施している

子育て

交付金額
猫の手術１回につき一律
５０００円
受付件数
２００件まで︵到達した時点
で受付を終了します︶
申請方法
手術終了後︑領収書︑振込先
通帳︑印鑑及び身分証明書をお
持ちの上︑環境課くらしと環境
係又は各支所市民福祉課へお越

税務・納税
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補助金額
人槽区分 浜田・弥栄・ 金城・旭
三隅自治区 自治区

場所の変更

産業・地域活性化

幼稚園の入園手続業務の変更
学校教育課︵北分庁舎１階︶
←︵４月から︶
子育て支援課︵本庁舎１階︶
☎㉕９３３０が担当します︒
問合せ 行財政改革推進課管財
係 ☎㉕９１４０

住宅

補助金額

ツキノワグマ・ア ラ イ グ
マに注意してくだ さ い

生活・環境

契約管理課
契約管理課
（本庁舎１階） （本庁舎２階）
☎㉕９１４２

ツキノワグマ
ツキノワグマの運動能力は人
間をはるかに超えます︒遭遇し
た場合は大変危険ですので︑
山林や渓流などの出没が予想さ
れる場所では︑クマに出会わな
いように注意してください︒
人間の存在を知らせる
・クマが生息している可能性の
あるところで活動する場合︑
人間の存在を大きくアピール

県知事と共に︑防衛省と外務省
に対する要望活動を︑今年度も
平成 年 月に行いました︒騒
音測定の結果などの具体的な事
例を示しながら︑飛行訓練が行
われないよう米軍当局に対する
さらなる強い対応を求めたほか︑
国による実態把握や米軍への実
態の伝達︑訓練予定日時や訓練
内容についての事前の情報提供︑
住民負担の軽減措置を講ずるこ
となどを要請しました︒
平成 年目撃等件数
浜田自治区
件
金城自治区
件
旭自治区
件
弥栄自治区 ３件
三隅自治区 ０件
合計
１１２件
︵平成 年１０１件︶
騒音測定装置による観測実績
金城支所 ６日︵８回︶
最大 ・４デシベル
旭支所
日︵ 回︶
最大 ・６デシベル
弥栄支所 ３日︵３回︶
最大 ・９デシベル
中国四国防衛局︵旭町︶
日︵２７３回︶
最大 １０２・９デシベル
今後も粘り強く︑住民の平穏
な生活を乱す米軍機低空飛行訓
練が行われないよう要請活動な
どの取組を続けていきます︒
市民の皆さんが騒音被害など
にあわれた状況などの情報提供

安全安心

･地域医療対策課 健康医療対策課
(東分庁舎１階) （本庁舎１階）
☎㉕９３２０
･健康長寿課
(本庁舎１階) ※ 課名変更

70

予算総額に達した時点で受付
を終了します。
※

60 11 38

41

24
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31年４月号

25

31

332,000円 352,000円
５人槽

16

32

85

95

81

４月以降
３月まで

11

29

21

30

30

88

産業・地域活性化

税務・納税

住

子育て

宅

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

木造住宅の耐震化を支援
します
市 で は︑﹁ 浜 田 市 建 築 物 耐 震
改修促進計画﹂に基づき︑地震
などによる木造住宅の倒壊を防
止し︑その安全性の向上を図る
た め に︑﹁ 耐 震 診 断 ﹂ や﹁ 耐 震
改修﹂などを行う住宅の所有者
に対して︑その事業に要する費
用の一部を補助する制度を設け
ています︒
対象となる事業
耐震診断事業
現地調査や構造計算によって︑
建物に耐震性があるかを建築士
に判定してもらう︒
補強計画策定事業
耐 震 診 断 の 結 果︑ 耐 震 性 な し
と判断された場合に︑補強方法
を設計してもらう︒
耐震改修事業
策定された補強計画に基づき︑
耐震改修︵補強︶工事を行う︒
解体助成事業
耐震診断の結果︑耐震性なし
と判断された場合に︑建物全部
を解体する︒
対象となる住宅
次の全てに該当する木造住宅
が対象となります︒
・市内にある木造住宅で階数が
２以下のもの
・昭和 年５月 日以前に着工
されたもの
・耐震診断の結果︑上部構造評

健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

点 が﹁ 倒 壊 す る 可 能 性 が あ
る ﹂ レ ベ ル で あ る １・０ 未 満
と判定されたもの︵耐震診断
事業の場合は除く︶

補助率

補助対象経費

申込方法
所定の申請書に必要事項を記
入の上︑必要な図面や書類を添
えて︑提出してください︒
※ 申 請 書 は︑ 浜 田 市 ホ ー ム
ページからもダウンロードで
きます︒
問合せ 建築住宅課指導係
☎㉕９６３２

対象事業

新築住宅などへ助成します
新築などをした住宅に対する
各種助成制度を行っています︒
石州瓦利用の新築住宅への助成
対象 次の全てに該当すること
①市内に自ら居住するための住
宅で屋根材として石州瓦を利
用し︑４月１日以後に屋根の
工事に着工し︑平成 年３月
日までに完了する住宅であ
ること
②市税の滞納がない人
助成額
・石州瓦 屋根面積１ ㎡あたり
５００円 ︵上限５万円︶
申請期限
・新築の場合は棟上日まで
・屋根替えの場合は工事着工日
まで
申請方法 申請書に必要事項を
記入の上︑提出してください︒
※ 申請書は︑商工労働課及び
各支所産業建設課にあります︒
市ホームページからダウン
ロードもできます︒
申請先
・市役所本庁舎４階商工労働課
・各支所産業建設課
問合せ 商工労働課雇用立地係
☎㉕９５００

税務・納税

１棟あたりの
補助限度額
耐震診断 耐震診断に要する経費
10分の９
60,000円
補強計画策定 補強計画策定に要する経費 ３分の２
400,000円
耐震改修工事に要する経費
（工事に伴い必要となる撤
100分の23
800,000円
耐震改修
去・復旧などに要する経費
を含む）
住宅の全てを除却するため
100分の23
400,000円
解体助成
に要する経費

補助率と補助限度額
経費に補助率を掛けた金額が補助金額になります。
人権

教育・文化・スポーツ

市内に在住するいわみ中央原木椎 市内産のほだ木の購入費
購入費の1/2以内 農林振興課
原木椎茸生産
林業振興係
茸生産組合員で、ＪＡから原木を
振興事業
市外産のほだ木の購入費
購入費の1/3以内
☎㉕９５１０
購入して椎茸を生産する農業者
畦畔等除草対策準備事業
事 業 費 の2/3以
（吹き付けを行うために必要とな 内
・農林振興課
る除草剤の散布に要する経費） 上限20万円
自治会など地域住民で組織する団
農業振興係
畦畔等除草省
体又は集落営農組織など農業者で 畦畔等除草対策事業
☎㉕９５１０
力化促進事業
（集落単位で行う吹き付け ①150円/㎡
組織する団体
・各支所
に要する経費）
②220円/㎡
産業建設課
①農用地畦畔などへの緑化施工 上限150万円
②道路など法面の緑化施工

31

住宅

産業・地域活性化

15

56

生活・環境

住宅

農業振興基金事業…市では「農業振興基金」を活用し、補助事業を行っています。

安全安心

産
業
地域活性化
平成 ・ 年度建設工事
等入札参加資格審査︵追
加審査︶の申請を受け付
けます
平成 ・ 年度建設工事等入
札参加資格の追加審査を行いま
す︒平成 ・ 年度に市が発注
する建設工事及び建設コンサル
タント業務などの競争入札に参
加を希望する人のうち︑有資格
者名簿に登録がない人や登録を
していない工種︵業種︶を追加
する人などが対象です︒
申請方法
島根県と県内市町が共同利用
する資格申請システムを利用し
ます︒インターネットからの申
請後︑必要書類を郵送ください︒
※ 申請方法など︑詳しくは︑
市ホームページをご覧くださ
い︒
受付期間 ４月１日㈪から 日
㈪まで︵土︑
日︑祝日は除く︶
受付・問合せ
契約管理課入札管理係
☎㉕９１４１

32

32

32

31

農業関係の補助制度を活用してください

週４日（月〜木曜日）の作業です。
雨天などにより中止した場合、金曜日
に実施することがあります。
環境課くらしと環境係 ☎㉕９４２０
30
km

※
※

調査内容
三隅発電所１号機運転に
範囲︶
三隅発電所周辺︵
伴う環境等監視調 査 の 結
の三隅町︑上府町︑益田市幸町
果について
の地域において︑大気質︵二酸
中国電力㈱では︑三隅発電所
化硫黄︑二酸化窒素︑浮遊粒子
の運転による周辺環境への影響
状 物 質︑ オ キ シ ダ ン ト ︶︑ 降 下
を把握するため︑島根県︑浜田
ばいじん︑重金属︑気象︵風向・
市及び中国電力㈱の三者間で締
風速など︶について調査を行い
結した﹁環境保全に関する協定
ました︒
書﹂に基づき︑発電所周辺にお
調査結果
いて継続的な調査が行われてい
調査結果の比較検討に加え︑
ます︒
島根県が行った調査などの結果︑
三隅発電所周辺環境対策連絡
大気関係のいずれの項目におい
協議会では︑中国電力㈱から提
ても︑運転開始前の状況と比べ
出された運転開始後 年目︵平
明らかな変化は認められません
成 年度︶の調査結果を検討し︑ でした︒そのことから︑協議会
大気関係の周辺影響についての
では︑総合的にみて周辺地域へ
評価を行いましたので︑結果を
の影響は認められないと判断し
お知らせします︒
ました︒
問合せ 環境課くらしと環境係
☎㉕９４２０

生活・環境
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補助項目
補助金額
問合せ
・農林振興課
○農業用機械等整備事業（農
市内に農用地を有し、次のいずれ
農業振興係
業用機械・農業用施設・
かに該当する人
☎㉕９５１０
かん水施設・排水施設・
経費の1/2
⑴ 次のいずれかの経営耕地面積
・農林業支援セ
防風施設などの整備費の
農業経営体
上限
があること
ンター
助成）
育成支援事業
５万円/ １事業
①水稲20ａ以上
☎㉒３５００
○販路拡大事業（専門家謝
②野菜及び果樹５ａ以上
・各支所
金・デザイン委託費・デ
⑵ 農産物の出荷実績がある
産業建設課
ザイン購入費などの助成）
浜田市農業再生
土地利用型作 当該年度に国の経営所得安定対策
５千円/10ａ
協議会
物転作推進事 の水田活用の直接支払交付金の助
成を受けて、大豆を耕作する人
☎㉒３５００
業
市が実施する農地所有者代理事業 新規利用権設定
①１万円/10ａ ・農林振興課
又は農地中間管理機構が実施する ①３年以上５年未満
②２万円/10ａ
農業振興係
農地中間管理事業を活用し、５ａ ②５年以上
担い手規模拡
☎㉕９５１０
以上の農用地において３年以上の
大支援事業
存続期間を有する利用権設定をし 更新利用権設定
①５千円/10ａ ・各支所
産業建設課
た農用地の借受者（借受者は経営 ①３年以上５年未満
②１万円/10ａ
規模面積が１ha以上であること） ②５年以上
上 限25万 円（ 当
市内で農産物の直売所などを運営
集出荷に利用する車両の燃
該年度の事業実
する団体、自治会など地域住民で
料費・人件費など集出荷の
施月数に応じ月 農林振興課
農産物流通改 組織する団体又は農業者などで組 運営に必要な経費の助成
農業振興係
割りとする）
織する団体
善事業
☎㉕９５１０
補助の条件 ※ 地域で生産された農産物の集荷及び産直市や飲食店などの販
売先への出荷を定期的に行うこと
対象

事業

31

31

31

地域材を活用した 住 宅 へ
の助成

安全安心
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26
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31年４月号
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対象 次の全てに該当すること
①市内に自ら居住するための住
宅で︑市内もしくは県内で生
産された木材により︑市内の
製材業者などで製材及び加工
された木材︵地域材︶を使用
し新築をする人及び住宅施工
者で︑４月１日以後に新築工
事に着工し︑平成 年３月
日までに完了する住宅である
こと
②市税の滞納のない人
助成額
住宅の構造材・内外装材・下
地材など︑使用する地域材１ ㎥
あたり１万円︵住宅所有者５千
円︑
住宅施工者５千円︶
︵ただし︑
住宅の新築・購入については１
戸あたり上限 万円︶
申請期限
・棟上の日まで
申請方法 申請書に必要事項を
記入の上︑提出してください︒
※ 申請書は農林振興課課及
び各支所産業建設課にありま
す︒市ホームページからダウ
ンロードもできます︒
申請先
・市役所本庁舎４階農林振興課
・各支所産業建設課
問合せ 農林振興課林業振興係
☎㉕９５１０
31

19

日
２
３
４
８
９
10
11
15
16
17
18
22
23
24
25

曜
火
水
木
月
火
水
木
月
火
水
木
月
火
水
木

４月側溝消毒予定表
場所
蛭子町、栄町、片庭町
港町１〜４
京町、高田町、清水町、真光町
原町、瀬戸見町、元浜町
原井町
瀬戸ケ島町、港町５、大辻町
長沢町１
長沢町２〜５・７・８
生湯町１〜４
長沢町６・８、桜ヶ丘、菅原団地
浅井町４〜６
浅井町１〜３、黒川町１・２
黒川町３〜７
相生町１〜３
相生町３・４、竹迫町
29

安全安心

生活・環境

住宅
産業・地域活性化

また︑
特集コーナーとして﹁〜
陶器の器〜マグカップとカップ
＆ソーサー﹂の展示も行ってい
ます︒各工房自慢の逸品に触れ
ることで︑新たな発見が生まれ
ます︒この機会にぜひご覧くだ
さい︒
期間 ６月末まで
場所 市役所１階市民ロビー
問合せ 産業振興課産業振興係
☎㉕９５０２

税務・納税

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

問合せ 健康医療対策課健康づくり係 ☎㉕９３１１
☎㉕９２２８
浜田開府400年祭実行委員会

児童扶養手当は︑ひとり親家
庭の生活の安定と︑児童の健全
育成のために支給される手当で
す︒平成 年の全国消費者物価
指数の変動に合わせ︑次のとお
り改定されます︒

児童扶養手当額が
変わります

の通知後１か月を予定
※ 申込方法など詳しくは︑お
問い合わせください︒
問合せ 子育て支援課保育所幼
稚園係 ☎㉕９３３０

問合せ
人権

教育・文化・スポーツ

※ 本人又は同居の扶養義務者
の前年所得が一定額以上の場
合︑支給停止となります︒
問合せ
・子育て支援課子育て支援係
☎㉕９３３１
・各支所市民福祉課

第３子以降 6,020
6,080
加算額
〜3,010円 〜3,040円

20

17

保険・医療・年金

一部支給 42,490
42,900
（月額） 〜10,030円 〜10,120円

税務・納税

年度固定資産税の

健康・福祉

保育所︵園︶などに勤務しよ
身分を証明できるもの︵運転免
うとする人
許証など︶を持参してください︒
貸与額 月額５万円
代理人が縦覧・閲覧する場合
※ そのほか生活保護世帯など
は︑委任者の自署による委任状
へは︑入学準備金 万円以内︑
も必要です︒
就職準備金 万円以内︑生活
問合せ 資産税課土地係・家屋
費加算があります︒
係 ☎㉕９２３３
貸付利子 無利子
貸付期間 ２年間
固定資産税相談窓口を
返還免除 卒業後︑保育士登録
開設します
をして︑県内保育所︵園︶など
期間 ４月 日㈫〜５月 日㈮
に５年間︵過疎地域は３年間︶
まで︵土・日・祝日は除く︶
勤務した場合は︑全額免除
時間 午前９時〜午後５時
募集期間
場所 市役所本庁舎２階資産税
４月１日㈪〜５月 日㈮
課
※ 申込方法など詳しくは︑お
※ 固定資産税納税通知書・課
問い合わせください︒
税明細書・身分を証明できる
問合せ 島根県社会福祉協議会
も の︵ 運 転 免 許 証 な ど ︶・ 印
生活支援部福祉資金係
鑑を持参してください︒
☎０８５２㉜５９９６
問合せ 資産税課土地係・家屋
浜田市保育士修学資金貸付事業
係 ☎㉕９２３３
対象 島根県社会福祉協議会の
保育士修学資金貸付事業の応
募者
子 育 て
貸与額
①県社協貸付決定者
月額２万円
②県社協貸付不承諾者
保育士資格取得に必要な
月額３万円
修学資金を貸し付けます
貸付利子 無利子
保育士確保のため︑保育士資
貸付期間 ２年間
格取得に必要な修学資金の貸付
返還免除 卒業後︑保育士登録
けを行います︒
をして︑市内保育所︵園︶な
島根県の保育士修学資金貸付事業
どに３年間勤務した場合は︑
全額免除
募集期間 県社協貸付決定など

子育て

対象 平成 年度に保育士養成
施設へ在学し︑卒業後県内の

税務・納税

20

http://hamada400.jp

10,040
10,140
〜5,020円 〜5,070円
第２子
加算額

平成

産業・地域活性化

17

「浜田市びぃびくん食堂」
30

42,910円
42,500円
全部支給
（月額）

評価額などが確認できます
平成 年度固定資産税納税通
知書と課税明細書は︑４月 日
㈪に発送する予定です︒
納税通知書発行以前に評価額
などを確認したい人は︑４月１
日㈪から︑次の窓口で確認でき
ます︒
対象 固定資産税の納税義務者
など
期間 ４月１日㈪〜５月 日㈮
︵土・日・祝日は除く︶
場所 市役所本庁舎２階資産税
課又は各支所市民福祉課
手数料 無料
縦覧・閲覧に際してのお願い
縦覧・閲覧ができる人である
ことを確認させていただくため︑

住宅

23

31

クックパッド 浜田市公式キッチン
４月以降
３月まで

31

平成 年度に国の 交 付 金
事業を活用して整 備 を 行
いました

生活・環境

22

31

平成 年度に国の電源立地地
域対策交付金事業を活用して︑
次のとおり整備を行いました︒
原井公園整備工事
公園未設置地区である原井地
区に公園整備を行いました︒
・総事業費 １０９５８千円
︵交付金額 ９９８１千円︶
問合せ 政策企画課企画係
☎㉕９２００

市民ロビー特産品 展 示 の
ご案内

安全安心

浜田の工芸特産品である石見
焼や石州瓦製品をはじめ︑石見
の土にこだわる焼き物を特集し
展示しています︒

原井公園

28
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31年４月号
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30

市内の認定農業者及び集落営農組 農業用機械等整備事業
経費の1/3以内
織（法人含む）で、５年以内に現 （農業生産に伴う機械など 上限
状から２割以上の生産量増加又は の整備支援）
200万円/ １農業者
規模拡大を図ることが見込まれる
農林業支援セン
ター
認定農業者等 もの
☎㉒３５００
経費の1/2以内
育成支援事業 ※ 事業採択については、農業経 販売力等強化事業
営改善計画書などを作成の上、 （農業に資する新商品の開 上限
関係機関で構成する審査会を経 発及び販売に要する支援） 10万円/ １農業者
て決定します。
申請期限 ４月１日㈪〜４月26日㈮
次のいずれかに該当すること
⑴ 青年等の就農促進のための資
金の貸付け等に関する特別措置
・対象⑴〜⑶に
法の認定者のうち、農業経営を
該当するもの
開始して５年以内であるもの
経費の1/2以内
⑵ 認定就農者のうち、農業経営
（上限200万円
を開始して５年以内であるもの
農業用機械等整備事業
/ １農業者）
⑶ 新規就農者等育成確保推進事
業費補助金交付要綱の規定によ （農業生産に伴う機械など
・対象⑷⑸に該
り、市長の認定を受けた者のう の整備支援）
当するもの
ち、農業経営を開始して３年以
農林業支援セン
経費の1/3以内
内であるもの
ター
新規就農者等
（上限200万円
☎㉒３５００
育成支援事業 ⑷ ⑴から⑶の規定によらず農業
/ １農業者）
経営を開始したものの内、５年
後の農業所得が180万円以上と
なることが見込まれるもの
⑸ ３人以上農業者で組織する団
体そのほか市長が適当と認める
もの
経費の1/2以内
販売力等強化事業
※ 事業採択については、農業経 （農業に資する新商品の開 （上限 20万円
営改善計画書などを作成の上、 発及び販売に要する支援）
/ １農業者）
関係機関で構成する審査会を経
て決定します。
申請期限 ４月１日㈪〜４月26日㈮
就農に対し意欲があり、次の全て
に該当する人
研修手当
①研修開始時に65歳未満である
農林業支援セン
月額15万円
ふるさと農業 ②研修開始時に浜田市内に住所を
研修期間（６か月〜12か月）
ター
住宅手当
研修生育成事 有している（ＵＩターン可）
の研修手当及び住宅手当
☎㉒３５００
家賃の1/2
③普通自動車運転免許（ＡＴ限定
業
上限２万円
は不可）を有している
④研修終了後、浜田市内で就農す
る意欲がある
31

・農林振興課
林業振興係
☎㉕９５１０
・各支所
産業建設課
経費の1/2
農作物等獣被
獣 被 害 防 止 の た め の 防 護 上限
害防止対策事 農業者又は農業者で組織する団体
柵・捕獲器の設置費の助成 防護柵５万円
業
捕獲器８万円

農林業支援セン
ター
☎㉒３５００

農産物振興プ
ロジェクト事 組合せ作物（キャベツ・あすっこ・
種苗代・肥料代・農薬代・ 上限
業（組合せ作 アスパラガス・大豆・なす・いん
生産資材に係る経費
５万円/ １ａ
物実証圃設置 げん）を初めて栽培する人
事業）

問合せ
補助金額
補助項目
対象

30

そのほかの補助事業
事業

健康・福祉

保険・医療・年金

るため︑日常生活で常時介護を
必要とする人に支給される手当
です︒
特別児童扶養手当
身体や精神に中度以上の障が
いがある 歳未満の児童を養育
している人に支給される手当で
す︒
問合せ 地域福祉課障がい福祉
係 ☎㉕９３２２

各種物品・手当などを
支給します
紙おむつなどの支給
次の要件を全て満たしている
人を在宅で介護している家族に
紙おむつや尿採りパットなどを
支給します︒
要件
⑴ 市内に住所を有し要介護４
又は５と認定された在宅の人
⑵ ⑴に該当する人の世帯全員
が当該年度︵４月１日から５
月 日までの申請については
前年度︶市民税が非課税であ
ること
支給方法 年間４万円を限度に
現物を宅配で支給
家族介護慰労金の支給
次の要件を全て満たしている
人を在宅で介護している家族に
慰労金を支給します︒但し︑介
護者︵申請者︶が当該年度︵４月
１日から５月 日までの申請に
ついては前年度︶市民税非課税

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

世帯に属している場合となります︒
要件
⑴ 市内に住所を有し世帯全員
が当該年度︵４月１日から５
月 日までの申請については
前年度︶市民税が非課税であ
ること
⑵ 要介護４又は５と認定され
た人︑もしくは要介護４又は
５に相当する人
⑶ 在宅での療養期間が継続し
て １ 年 以 上 あ り︑ 介 護 保 険
サービスを利用していない人
支給額 １人あたり 万円
在宅介護慰労金の支給
次の要件を全て満たしている
人を在宅で介護している家族に
慰労金を支給します︒但し︑介
護者︵申請者︶が当該年度︵４月
１日から５月 日までの申請に
ついては前年度︶市民税非課税
世帯に属している場合となります︒
要件
⑴ 市内に住所を有し要介護４
又は５と認定された在宅の人
⑵ 支給対象期間となる１年間
のうち１８０日以上の在宅で
の療養期間がある人
※ 家族介護慰労金と併せて受
けることはできません︒
支給額 １人あたり３万円
問合せ
・健康医療対策課地域包括ケア
推進係 ☎㉕９３２１
・各支所市民福祉課

人権

教育・文化・スポーツ

10

子育て

特別障害者手当
歳以上で著しく重度の障が
いがあるため︑日常生活で常時
特別の介護を必要とする人に支
給される手当です︒
※ 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律に基づく介護
手当を受給している場合は手
当支給の調整があります︒
障害児福祉手当
歳未満で重度の障がいがあ

健康・福祉

31

朝食はからだの目覚まし時計

子育て支援課子育て支援係

朝食を食べると、体温が上がり体が目覚め、脳にエ
ネルギーが行き届き、頭がスッキリ元気になります。
特に幼児は体が小さく、エネルギー源を体にためるこ
とができないので、１食抜いたり、食べる量が少ない
と、早くエネルギーが消耗し、頭がボーッとして集中
力や落ちつきがなくなります。
●目がパッチリ覚めると食べられます
忙しい朝ですが、前日の準備や、簡単な食品の組合
せで、バランスのとれた朝食が食べられると良いです
ね。食べる30分前に起こし、顔を洗って目を覚まさせ
てから食事を始めましょう。
31

20

税務・納税

34,770円

産業・地域活性化

52,200円

重度
51,700円
特別児童 （１級）
扶養手当 中度
34,430円
（２級）

住宅

14,790円

生活・環境

14,650円

子育て

31

問合せ
・健康医療対策課地域包括ケア
推進係 ☎㉕９３２１
・各支所市民福祉課

障害児福祉手当
税務・納税

31

特別障害者手当・障害児
福祉手当・特別児童扶養
手当額が変わります

14,790円

４月から手当額が︑次のとお
り変わります︒

14,650円

安全安心

産業・地域活性化

福祉手当
（経過措置分）

持参するもの
病後児保育室﹁び ぃ び く
お弁当︑おやつ︑着替えなど
んのおへや﹂を活 用 し て
※ 詳 し く は︑ 病 後 児 保 育 室
ください
﹁びぃびくんのおへや﹂にお問
病気やけがの回復期にあって
い合わせください︒
集団で過ごすことができない子
使用までの手続
どもを︑仕事などの都合により
使用するには︑年度ごとに事
育児ができない保護者に代わり︑ 前登録が必要です︒登録申込書
看護師などが子どもの状況や発
に必要事項を記入の上︑子育て
達に合わせた看護・保育を行う
支援課又は各支所市民福祉課へ
﹁病後児保育﹂を実施します︒
提出してください︒
実施場所 病後児保育室﹁びぃ
※ 登録申込書は︑市内各保育
びくんのおへや﹂市役所本庁
所︵園︶
・市内各小児科医院・
舎地下１階
子育て支援課及び各支所市民
対象児童 市内に住所を有する
福祉課にあります︒
生後８週間から小学校３年生
登録料 無料
までの子ども
使用方法
※ 市外在住でも︑子どもが市
⑴ 病後児保育室﹁びぃびくん
内 の 保 育 所︵ 園 ︶
・小学校に
のおへや﹂へ電話で使用予約
通所・通学している場合は使
をする︒
用できます︒
⑵ かかりつけの病院で診療情
定員 ３人
報提供書を書いてもらう︵有
使用できる日時 月〜金曜日
料︶
︒
午前８時 分〜午後６時
⑶ 使用許可申請書と診療情報
休室日
提供書を病後児保育室﹁びぃ
土・日・祝日・年末年始
びくんのおへや﹂に提出し︑
使用料 日額 ２０００円
病後児保育を使用する︒
※ 生活保護世帯又は当年度分
使用予約時間 前日の午前８時
市民税非課税世帯は無料︑当
分〜午後６時
年度市民税課税で所得割課税
登録に関する問合せ
額が４８６００円未満の世帯
・子育て支援課保育所幼稚園係
は１０００円となる減免制度
☎㉕９３３０
があります︒
・各支所市民福祉課
※ ４月から８月以前は前年度
予約・使用に関する問合せ
分市民税となります︒
病後児保育室﹁びぃびくんの
おへや﹂☎㉕９３３９

住宅

27,200円

15

参してください︒
休日保育を
利用予約先 子育て支援セン
活用してください
ター ☎㉒１２５３
日曜日及び祝日の保育が必要
利用料 ４月１日現在の年齢を
な児童に対し︑休日保育事業を
基に利用料を決定します︒
実施します︒
市内在住の児童
対象 市内在住又は︑市内の保
３歳未満児 ２４００円
育所︵園︶に入所している就
３歳以上児 ２２００円
学前の児童で保護者の就労形
市外在住の児童
態などのやむを得ない事情の
３歳未満児 ３２００円
ため︑日曜日及び祝日の保育
３歳以上児 ３０００円
が必要と認められる児童︵日
※ 利用料は日額でおやつ代な
曜日及び祝日において︑通常
どが含まれています︒
の保育所入所の要件に該当す
問合せ
る児童︶
・子育て支援センター
実施場所 子育て支援センター
☎㉒１２５３
﹁すくすく﹂
・子育て支援課保育所幼稚園係
実施日 日曜日及び祝日︵年末
☎㉕９３３０
年始を除く︶
・各支所市民福祉課
保育時間 午前８時 分〜午後
５時 分
健康・福祉
申込方法 事前に休日保育登録
が必要です︒申請書を提出し
てください︒
※ 申請書は︑子育て支援課又
緊急通報装置︵サスケ︶の
は︑各支所市民福祉課にあり
利用料を軽減します
ます︒
４月 １日より緊急通報装置
※ 休日保育の有効期間は年度
の利用料を︑月額９７
末
︵３月 日︶
までです︒利用 ︵サスケ︶
の年度ごとに登録が必要です︒ ２円から５００円に軽減します︒
対 象 者 緊 急 通 報 装 置︵ サ ス
利用方法 利用希望日の５日前
までに電話で予約してください︒
ケ︶を設置している世帯
利用料 １か月 ５００円
※ 利用者の不注意で機器が破
損した場合の修理代は自己負
担となります︒
※ 施設の受入れ人数や児童の
年齢の状況により︑利用でき
ない場合があります︒
※ 昼食の弁当︑布団などを持

生活・環境

26,940円

15

安全安心

特別障害者手当

元気のもと

乳幼児期の子どもは、身近な人とのかかわりあい、
遊びなどの実体験を重ねることによって、コミュニ
ケーション方法を学び心と体を成長させます。ところ
が、乳幼児期からメディアが多い生活では、人と関わ
る体験が不足しがちです。特に、まだ十分脳が成長し
ていない２歳以下の子どもは、テレビ・ＤＶＤの視聴
を控えましょう。
●保護者もメディアを控えて親子のコミュニケーショ
ンを増やしましょう
言葉やイメージを使ってコミュ二ケーションをした
り、考えたり、理解したりする能力を育てていきましょ
う。テレビなどのメディアの視聴時間は２時間以内を
目標にしましょう。
浜田市には、夜10時より遅く寝る子どもが約２割い
ます。早寝をすると、成長ホルモンが活発に分泌され
ます。同時に自律神経を整え体温や食欲など基本的な
からだの働きを整えます。
●なかなか起きられない？工夫してみましょう
忙しい毎日だとなかなか難しいこともあるでしょう。
朝起きたら、カーテンを開けるなど部屋を明るくし、
夜は電気を暗くしてみましょう。

たくさん遊ぼう
メディア時間は短く
朝６〜７時までに起きて
夜９時頃までには寝ましょう

メディアの時間は短めに
早寝・早起き・朝ごはん

４月以降
（月額）

30
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31年４月号

31

30

子 育 て コラム
３月まで
（月額）
20

20

30

31

生活・環境

住宅
産業・地域活性化

税務・納税

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

30

安全安心

⑤連絡先電話番号

保 険・ 医 療
年
金

④受診希望者の生年月日

してください︒
・自己負担が６３０００円程度
必 要 で す︒
︵消費税改定に伴
い負担が増える可能性があり
ます︶
問合せ 健康医療対策課健康づ
くり係 ☎㉕９３１１

①受診希望者の住所

望者の①住所・②氏名・③性
別・④生年月日・⑤連絡先電
話番号を必ず記入の上︑送付
してください︒
※ はがき１枚で１人の申込み
と し ま す︒︵ 同 １ 人 が 複 数 の
はがきで応募した場合は︑１
枚のみ有効となります︶
宛 先 〒６９７︲８５０１ 浜 田
市殿町１番地 浜田市保険年
金課﹁国保脳ドック﹂係

浜田市殿町１番地

にハガキ形式の申請書が年金
機構から送付されます︒
※ 納付猶予期間の保険料は︑
年 以 内 で あ れ ば﹁ 追 納 制
度﹂を利用して納めることが
できます︒
問合せ
・浜田年金事務所
☎㉒０６７０
・保険年金課医療年金係
☎㉕９４１１

（裏）

平成 年度の国民年金保
険料額が決まりました

﹁脳ドック﹂﹁人間ドック﹂︑
浜田市の﹁巡回人間ドック﹂
のいずれか一つです︒
・ペースメーカーを装着してい
る人は脳ドックの受診ができ
ません︒
・閉所恐怖症の人は検査できな
い場合があります︒
・インプラントなど︑体内に金
属製のものを装着している人
は頭部ＭＲＩ及び頭部ＭＲＡ
を受診できない場合がありま
すので︑事前にかかりつけ医
などにご相談のうえ︑申し込
みください︒
申込結果のお知らせ
申込多数の場合は︑抽選を行
います︒
※ なお︑平成 ・ ・ 年度
とも応募し抽選の結果落選に
なった人や︑平成 ・ ・
年度に助成を受けていない人
を優先します︒抽選の結果は︑
４月下旬に通知します︒
問合せ 保険年金課国保係
☎㉕９４１０
28

全国健康保険協会︵協会
けんぽ︶島根支部の平成
年度保険料率は据え置
きとなります

29

受けてみませんか？
国民健康保険
﹁脳ドック﹂

はがきの記入例
申込期限 ４月 日㈪必着
注意事項
・受診日に浜田市国民健康保険
の資格を喪失している場合
︵ 歳になり後期高齢者医療
制度に加入する人は除く︶は
受診できません︒
・同年度内に助成が受けられる
のは︑浜田市国民健康保険の

29

国民年金第１号被保険者及び
任意加入被保険者の１か月あた
りの保険料は︑１６４１０円で
す︒前納制度︑免除制度などが
あります︒詳しくはお問い合せ
ください︒
浜田市国民健康保険では︑加
入者の健康保持増進と病気の早
期発見を目的として﹁脳ドック﹂
を受ける人に助成を行います︒
対象者 次の全てに該当する人
⑴ 平成 年４月１日現在︑
歳まで︵昭和 年４月２日生
以降︶の浜田市国民健康保険
に加入している人
⑵ 国民健康保険料に未納がな
いこと
受診医療機関 浜田医療セン
ター内健診センター
受診期間 ５月〜 月
検 診 内 容 身 体 測 定・ 血 圧 測
定・血液検査・心電図・ＭＲ
Ｉ頭部断層撮影・ＭＲＡ頭部
の血管撮影など
定員 ２８０人
自己負担金 １万円
申込方法 郵便はがきに受診希

税務・納税

③受診希望者の性別
「国保脳ドック」係

②受診希望者の氏名
浜田市保険年金課
15

ご存知ですか？学生納付特例制度

学生納付特例とは︑ 歳以上
の学生が申請し︑承認されるこ
とで国民年金保険料の納付が猶
予︵先送り︶される制度です︒
平成 年度保険料の学生納付
特例の申請期間は︑４月から平
成 年３月までです︒
※ 学生であっても︑修業年限
が１年未満の課程など︑対象
とならない場合があります︒
手続に必要なもの
①在学証明書原本︵申請年度と
同 じ 年 度 の も の ︶︑ 又 は 学 生
証の写し
②印鑑︵スタンプ式不可︶
③マイナンバーがわかるもの
※ 平成 年度に学生納付特例
が承認されている人は︑４月

募集人員 大学１年生３人程度
募集期間
４月１日㈪〜５月 日㈬
支給金額 月額５万円又は４万円

産業・地域活性化

※ 申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください︒
問合せ まちづくり推進課地域
づくり推進係 ☎㉕９２０１

住宅

19

ＰＥＴ︲ＣＴがん検診の
費用を助成します
浜田医療センターにおけるＰ
ＥＴ︲ＣＴがん検診の助成を行
います︒
助成額 ３００００円
︵先着 人︶
助成要件
・市内に住所を有すること︒
・今年度巡回人間ドックを受診
しないこと︒
・市税の滞納がないこと︒
※ ただし︑同じ年度内に１回
限りです︒
助成手続
①浜田医療センター内健診セン
ター︵☎㉘７７００︶に検診
予約をしてください︒
②検診日が確定したら︑市役所
に申請してください︒
③決定通知を交付しますので︑
必ずその通知を持って受診し
てください︒
申請先 市役所本庁舎１階健康
医療対策課健康づくり係又は
各支所市民福祉課
注意点
・ＰＥＴ︲ＣＴがん検診と巡回
人間ドックは︑検査の内容や
目的が異なります︒それぞれ
の検診項目を理解の上︑予約

高校生の通学定期 券 購 入
費の一部を補助し ま す

生活・環境

対象 市内の高等学校へ定期券
︵バス・ＪＲ︶を使用して通学
する生徒の保護者
※ 保護者︑生徒の両方が市内
に住所を有することが条件です︒
補助金額
往復定期券の場合
１か月あたりの定期券代から
おおむね１５０００円を差し
引いた額

安全安心

平成 年度坂根正弘奨学
金の奨学生を募集します

片道定期券の場合
※ 任意継 続被保 険者は ４月分
︵４月納付分︶
から変わります︒
１か月あたりの定期券代から
健康保険料率︵島根支部︶
おおむね８２５０円を差し引
・ ％︵据え置き︶
いた額
※ 健康保険料率は︑都道府県
申請に必要なもの
ごとに設定されています︒
・申請書
介護保険料率︵全国一律︶
・在学を証明する書類︵学生証
１・ ％︵変更前１・ ％︶
の写し又は在学証明書など︶
※
歳から 歳までの人︵介
・通学定期券のコピー
護保険第２号被保険者︶は︑
・印鑑︵申請者のもの︶
健康保険料率に介護保険料率
※ 申請書は市ホームページに
が加わります︒
掲載しているほか︑窓口にも
﹁インセンティブ制度﹂により︑
設置してあります︒
皆さんの健診受診・保健指導・
申請窓口
ジェネリック医薬品使用などの
・まちづくり推進課
取組で保険料率は下がります︒
・各支所防災自治課
問合せ 全国健康保険協会島根
申請期間 定期券の購入年度内
支部 ☎０８５２ ５１４０
であれば随時申請できます︒
※ 今年度購入した定期券であ
れば︑有効期限を過ぎた後の
教 育・ 文 化
申請も可能です︒
スポーツ
問合せ
まちづくり推進課地域交通学
校支援係 ☎㉕９２０１

32

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

30

健康保険料率は据え置きとな
ります︒介護保険料率は３月分
︵４月納付分︶より引上げとな
ります︒

人権

教育・文化・スポーツ

32
広報はまだ：平成31年４月号
広報はまだ：平成31年４月号

33

31

（表） 〒697‑8501
75

28

子どもたちと一緒に記念撮影

74

人と交流できてとても良かったです。10月には外国語
指導助手（ＡＬＴ）の友達が旭町のモニターツアーに
参加して、私も通訳として一緒に行きました。モニ
ターツアーでは旭温泉やすっぽんラーメン、石見神楽
と盛りだくさんでした。３人のＡＬＴにとって温泉に
入るのも初めてで、旭の自然の良さを味わい、地元の
人とふれ合う事ができてとても楽しんでいました。英
語講座の時間も楽しく過ごしています。10月から始ま
り、年齢・性別関係なく色々な人々が英語に興味を持
ち、講座に参加しています。勉強とフリートークの練
習、ゲームなどを含めて毎週皆さんと楽しく学習して
います。
これからもこういう機会をとおして、皆さんと交流
する事が楽しみです！私の講座や教室で、皆さんのご
参加をお待ちしています！
皆さんお久しぶりです。アメリカの国際交流員の
ジョアンナです。
私が浜田に来て、あっという間にもう６か月が経ち、
色々なことを経験しました。仕事の中では放課後児童
クラブや保育園で国の紹介と遊びをとおして、子ども
たちと交流しています。毎回子どもたちが喜んでくれ
て英語やほかの言語に触れ、楽しく遊んでいます。学
校訪問のほかにも浜田の公民館で文化紹介や料理教室
もやっています。そこで地元のインディアナ州につい
ての情報、観光地、食べ物などについて話し、アメリ
カの料理も紹介して皆さんと一緒に作って食べながら
交流しています。最近の文化紹介ではイタリア系アメ
リカ人の「スパゲッティ＆ミートボール」とアメリカ
で有名な「スニッカードゥードル クッキー」などを
作って、皆さんと一緒に美味しくいただきました。私
も小さい頃から母と一緒に作っていた料理だったので、
恋しい味を久しぶりに食べる事ができて良かったです。
翻訳や通訳、英語講座などの仕事もあります。翻訳
と通訳では浜田市に来るクルーズ船の対応と観光の情
報に関するチラシ、浜田市世界こども美術館の研修に
いらっしゃるブータン王国の美術の先生の対応なども
しました。こういう機会をとおして色々な国から来る

57

12

ディクソン
ジョアンナ

20

15

64

31

Life in Hamada City（浜田市での生活）

60

13

73

10

国際交流員コラム

31

31

30

31

10

40

募

浜田市スポーツ少年団

集

長沢剣道

土・日

石見小体育館

渡辺美紀 090‑7774‑3060

浜田公民館 ６人 1,500円 ４月５日㈮

浜田テコンドー

三隅柔道

月・水・金 三保公民館
火・金

田淵

石見公民館 15人 1,500円 ４月８日㈪

（各講座とも会員料金あり）

川辺孝之 090‑3375‑1258

国府野球

土・日・祝 国府ふれあい広場 天野禎丞 080‑6248‑7455

西部野球

土・日・祝 周布小校庭

小田昭司 090‑5692‑9308

浜田市野球

土・日・祝 松原小校庭

三浦

美川野球

土・日・祝 美川農村広場

永見哲朗 090‑7548‑4324

三隅少年野球クラブ

土・日・祝 田の浦公園ソフトボール場 小松良成 090‑8064‑3533

波佐（バドミントン）
石見公民館 15人 1,500円 ４月８日㈪

裕 090‑1337‑1696

金

波佐小体育館

聡 090‑7779‑1582

奥本智之 090‑3377‑0054

国府バレーボール

火・木・土 国府小体育館

周布バレーボール

水・土・日 周布小体育館

熊谷一二三 090‑8992‑2686

みすみSmileys（バレーボール）月・水・日 三隅小体育館

村木勝也 090‑1682‑9110

徹 080‑1907‑3637

美川幼稚園

談

30 24

場所 いわみーる
料金 無料︵要予約︶
申込み 島根県母子寡婦福祉連
合会へ ☎０８５２㉜５９２０
︵平日午前８時 分〜午後４
時 分︶

資格・試験

危険物取扱者試験 及び
危険物取扱者試験準備講習会

16

19 22

11

﹁なかよし会﹂参加者募集

10

第２回危険物取扱者試験
試験日 ６月 日㈰
受付期間
書面申請 ４月８日㈪〜 日㈪
電子申請 ４月５日㈮〜 日㈮
試験地 浜田・出雲・隠岐
試験種類 甲種・乙種第１類〜
第６類・丙種
問合せ 消防本部予防課危険物
係 ☎㉒１１６７
危険物取扱者試験準備講習会
対象 危険物取扱者試験乙種第
４類を受験する人
日時 ５月 日㈫
場所 いわみーる ４０２研修室
申込み 講習会１週間前までに
申請書と受講料を島根県危険
物保安協会連合会へ
☎０８５２㉒７２０２
︵テキストの購入のみも可︶
14

対象 未就園児親子
日時 初回 ４月 日㈬
午前 時〜 時 分
園開放 毎週月〜金曜日
場所 美川幼稚園
料金 無料︵活動内容により実
費負担が必要な場合あり︶
申込み 美川幼稚園へ
☎㉖０１８５

相

島根県ナースセンター

10

宮田

就業相談会
移動ナースバンク

日時 ４月 日㈬・５月８日㈬
午後１時〜４時
場所 ハローワーク浜田
料金 無料
問合せ 島根県ナースセンター
☎０８５２㉗８５１０

30

島根県母子寡婦福祉連合会

30

ひとり親家庭無料法律相談

対象 母子家庭・父子家庭・寡
婦の人
日時 奇数月第４水曜日
午後１時 分〜３時 分
︵１人 分︶

30

問合せ
公営住宅︵浜田・金城・旭・三隅︶
島根県住宅供給公社 浜田住
宅管理事務所 ☎㉕０５３５
特定公共賃貸住宅・地域定住住宅
︵金城・旭・弥栄︶
㈲中田工務店 ☎㊷１２０３
若者住宅︵三隅︶
㈱コムサ ☎㉒２９９９
雇用促進住宅︵浜田・金城︶
浜田土建㈱ ☎㉒１４１７

浜田公民館 15人 3,000円 ４月12日㈮

31

石見公民館

浜田中央（ソフトボール）土・日・祝 原井小校庭

浜田公民館 15人 3,000円 ４月12日㈮

10

平川隆夫 090‑3373‑0105

市営住宅の入居者募集

先着順で入居を決定する住宅
募集住宅についてはお問い合
わせいただくか︑ホームページ
をご覧ください︒
申込受付 随時︒ただし︑新規
に募集する住宅は４月 日㈬
以降︒

㉘１０７８

浜田公民館 15人 3,000円 ４月９日㈫

告

広報はまだ：平成31年４月号

☎㉕９１５１

電話番号

市野不盡

広

35

市長公室総合調整係

問合せ

国府小体育館

料

問合せ

練習場所

土

有

市長公室総合調整係が取材するイベント
情報や、広報媒体に関するお知らせなどを、
Facebookで発信しています。
「いいね！」をお願いします。

練習日

国府剣道

お出かけ

浜田市広報 Facebook

団名

浜田公民館 15人 3,000円 ４月９日㈫

石州和紙会館

歩行者天国として開放

浜田市スポーツ少年団一覧

熱視線

浜田川

祭り会場

締切日

浜田公民館 15人 3,000円 ４月５日㈮

ゴールデンウイーク

号

トイレ

伝 言 板

浜田公民館 15人 3,000円 ４月５日㈮

日時 ４月２日㈫〜５月 日㈮
午前９時〜午後５時︵月曜日
休館 Ｇ・Ｗ中は休まず開館︶
場所 石州和紙会館
料金 無料
問合せ 石州和紙会館
☎㉜４１７０

Ｐ

駐車場

殿町商店街

国道
186

浜田
市役所

10

とのさま桜ええげな祭り

東分庁舎 法務局

日時 ４月７日㈰︵小雨決行︶
午前 時〜午後３時
場所 市役所本庁舎周辺及び浜
田川沿い道路︵歩行者天国︶
問合せ 殿町商店街 高橋写真
館 ☎㉒０５６３

裁判所

国道９号

料金

団員・新規登録団募集

せい

定員

入団申込み
対象 原則小学生以上
申込み 下表の問合せへ
団の新規設立
問合せ 教育委員会内 浜田市
スポーツ少年団本部事務局
☎㉕９７２１

う

場所

石見神楽写真展
カグラージョ

日時
４月８日㈪〜６月24日㈪の毎週月曜日（テキスト代2,200円
午後７時〜８時30分（祝日を除く） が必要な場合あり）
４月９日㈫〜６月18日㈫の毎週火曜日（テキスト代3,300円
午後１時30分〜３時（祝日を除く） が必要な場合あり）
４月11日㈭〜６月20日㈭の毎週木曜日
你好、于 清と 昼 午後１時30分〜３時（祝日を除く）
中国語を勉強し
４月11日㈭〜６月20日㈭の毎週木曜日
ませんか
夜
午後７時〜８時30分（祝日を除く）
「我们一起说中文吧！」
４月９日・５月７日・６月４日・７月９日・８月６日
（中国語を話しましょう！）
午後７時〜８時30分
（各火曜日）
〜授業は全て中国語で進めます〜
４月16日㈫〜６月25日㈫の毎週火曜日
韓国語講座〜初級〜
午後７時〜８時30分（祝日を除く）
４月16日㈫〜６月25日㈫の毎週火曜日
韓国語講座〜中級〜
午後４時〜５時30分（祝日を除く）
４月10日・24日・５月15日・29日・７月10日
昼
ジョアンナの
午後１時30分〜３時
（各水曜日）
英語講座
４月17日・５月８日・22日・６月５日・７月17日
〜初級〜 夜
午後７時〜８時30分
（各水曜日）
４月17日・５月８日・22日・６月５日・７月17日
昼
ジョアンナの
午後１時30分〜３時
（各水曜日）
英語講座
４月10日・24日・５月15日・29日・７月10日
〜中級〜 夜
午後７時〜８時30分
（各水曜日）
申込み 浜田国際交流協会へ ☎㉔１２４１

教室・講座

国際交流教室・語学教室

小学生バレーボール教室
体験会

対象 市内在住の小学校２年生
以上
日時・場所
・毎週木曜日 午後７時〜９時
原井小学校体育館
・毎週土曜日 午前９時〜正午
三階小学校体育館
料 金 無 料︵ 体 験 会 ︶
︵引き続
き教室に加入する場合は︑年
会費などが必要︶
申込み 浜田市バレーボール連
盟 白瀬亘さんへ ☎㉗０６
９０ 又は金岡敬子さんへ
☎㉒１８７３

講座
シンチャオ・
ベトナム語講座〜入門〜
シンチャオ・
ベトナム語講座〜初級〜

石央文化ホール

浜田国際交流協会

43

期生

30

浜田少年少女合唱団

対象 小学校２年生〜中学校３
年生
日時︵土・日のいずれかに参加︶
・毎週土曜 午後２時〜４時 分
・ 毎週日曜 午前９時 分〜正午
場所 石央文化ホールほか
申込み はがきに氏名・学年・
保護者氏名・住所・電話番号
を記入し石央文化ホールへ
問合せ 桑垣綾子さん
☎０９０ ２２９３ ０２７２
30

まちかど

30

30

広報はまだ：平成31年４月号

34

問合せ
美又公民館
波佐公民館
小国公民館
木田公民館
和田公民館
都川公民館
市木公民館
石見海浜公園

☎㊷１７０４
☎㊹０１４６
☎㊹０２５４
☎㊺１１０５
☎㊺１９１８
☎㊼０００１
☎㊼００７７

テニス大会︵硬式︶
日時 ４月 日㈰ 午前９時〜
︵小雨決行︶
場所 石見海浜公園テニスコート
内容 ミックスダブルス
料金 １チーム２０００円︵保
険料含む︶
︵当日徴収︶
申込み ４月６日㈯までに申込
書を石見海浜公園予約セン
ターへ ☎㉘２２３１

浜田郷土資料館

市民寄贈資料披露展
日時 ４月５日㈮〜６月 日㈭
午前９時〜午後５時
︵入館は午後４時 分まで︶
休館日 月曜日及び祝日の翌日
場所 浜田郷土資料館
料金 無料
問合せ 浜田郷土資料館
☎㉓６４５３
第１９３回ふるさと歴史紀行

江戸時代の浜田三次往還を長沢
から下府まで歩きバスで戻る
日時 ４月 日㈰︵雨天中止︶
午前８時 分〜正午
場所 浜田市役所前集合
料金 ２００円︵資料代︶
問合せ 下村さん 午後５時以降
☎０９０ ７５００ ９６３７

石央シネマ倶楽部企画映画上映会

﹁ばぁちゃんロード﹂

く

小学生〜大学生
６００円
︵当日２００円増︶
スタンプマリン 大人２冊︑
学生１冊と交換
︵当日２００円増︶
問合せ 石央文化ホール
☎㉒２１００
石見海浜公園

ノルディックウォーキング
日時 ４月 日㈰・５月 日㈰
午前 時〜正午頃
場所 石見海浜公園予約センター
定員
人程度
料金 無料
︵ポールレンタルあります︶
申込み 石見海浜公園予約セン
ターへ ☎㉘２２３１
10

浜田の夜神楽週末公演
日時 ４月６日〜２０２０年３
月 日の毎週土曜日
午後８時〜９時
特別公演 ４月 日㈯・６月
日㈯・８月 日㈯・ 月 日
㈯・２０２０年２月 日㈯
午後８時〜 時 分
※ ４月 日㈯・６月８日㈯・
７月 日㈯・８月３日㈯・９
月７日㈯・ 月 日㈯・ 月
日㈯・２０２０年１月４日
㈯は休演︒
場所 三宮神社
定員 １２０人
料金 通常
７００円
特別公演日 １０００円
中学生以下
無料
※ 中学生以下は保護者同伴
問合せ 浜田市観光協会
☎㉔１０８５
浜田国際交流協会
〜ブンチャー︵つけ麺︶を
味わいませんか〜
日時 ４月 日㈰
①午前 時 ②午後１時 分
︵上映時間 分︶
・石央フリーマーケット祭
午前９時〜午後３時
・特別企画 かわいい子どもた
ちによる弦楽合奏︵Ｍ響︶
午後１時〜１時 分
石央文化ホール 大ホール
前売券一般 １２００円
場所
料金

い

日時 ４月 日㈭
午後７時〜９時
場所 中央図書館 多目的ホール
料金 無料
問合せ はまだ図書館友の会
栗栖さん
☎０９０ ８０６４ ７９４０

一夜一冊はまだ読書夜会

はまだ図書館友の会

21

日㈯︵小雨決行︶
分〜︵１時間程度︶

せん

☎０８５６㉛１８６０
てん

ゴールデンウイーク

企画展﹁・と−︑いろ︑かたち
島根の美術室﹂関連イベント
世界を食べるグラントワ・マル
シェ﹁みんなの給食室﹂
日時 ５月４日㈷
午前 時 分〜午後３時
場所 グラントワ中庭広場ほか
内容 グラントワ恒例のＧ・Ｗ
期間中の﹁マルシェ﹂
料金 入場無料︵飲食など有料︶
家入レオ
7th Live Tour 2019
日時 ６月 日㈮ 午後６時 分
場所 グラントワ大ホール
チケット一般発売日
窓口販売
４月 日㈯ 午前９時〜
電話受付
４月 日㈯ 正午〜
受付電話番号
☎０８５６㉛１８７１
※ チケット売り切れの際はご
容赦ください︒
料金 指定席 ６４８０円
︵４歳以上チケット必要︶
３歳以下は入場不可︒
※

グラントワだより

日㈰ 倭川戸神楽社中
日㈷ 岡見神遊座
日㉁ 下来原西組神楽社中
時間 午後１時〜３時
場所 はっしー広場ステージ
問合せ 島根物産商事㈱
☎㉘３３８８

日時 ４月
午前７時

ボランティア海岸清掃

浜田開府四百年記念協賛

25

30 27

ベトナム料理教室

２０１９ぐるっと
金城と旭の雛めぐり
対象 小学生以上
日時 ４月 日㈰
午前９時 分〜午後１時
場所 石見公民館 調理室・和室
定員
人
料金 ９５０円︵傷害保険代含
む︶
︵会員料金あり︶
申込み ４月 日㈭までに 浜田
国際交流協会へ ☎㉔１２４１

し

午前 時〜 時 分
場所 アクアス館内
定員
組
料金 １００円
申込み 当日１階総合案内所へ
飼育の日体験イベント
﹁４月 日は４１９の日！﹂
日時 ４月 日㈮〜 日㈰
料金 無料︵入館料に含む︶
体験イベント１︵申込み不要︶

19

30

﹁なかよしタイム〜飼育の日 〜﹂

日時 ４月 日㈮
午前 時 分︑午後３時
日㈯・ 日㈰ 午後３時
場所 ２階お弁当広場
体験イベント２︵要申込み︶
﹁ペンギン館おそうじ隊﹂
対象 ５歳以上︵保護者は観覧
通路からご覧ください︶
日時 ４月 日㈮〜 日㈰
午前８時 分〜９時 分
場所 ペンギン館
定員 各日５人
体験イベント３︵要申込み︶
﹁サメ水槽たんけん隊﹂
日時 ４月 日㈮〜 日㈰
午後２時〜３時
場所 １階レクチャーホール
定員 各日 人
申込み︵体験イベント２・３︶
４月１日㈪午前 時から７日
㈰までにホームページで
４月の神楽︵雨天中止︶
７日㈰ 周布青少年保存会
日㈰ 岡崎神楽社中
日㈰ 長浜神楽社中

Ver

日時 ４月６日㈯・７日㈰
午前９時〜午後４時
場所 美又公民館・波佐公民館・
小国公民館・和田公民館・都
川公民館・市木公民館・木田
暮らしの学校
内容 各公民館で雛人形を展示
※ 展示期間などは各公民館に
お問い合わせください︒

ゴールデンウイーク

集合場所 千畳苑駐車場
三隅つつじ祭り
清掃場所 国府海岸一帯
〜彩と心が招く
問合せ 全国豊かな海づくり
ふるさと三隅のつつじ祭り〜
大会をサポートする市民
日時 ５月３日㈷〜５日㈷
１０００人の会 牛尾さん
午前９時〜午後４時
☎０９０ ８２４４ ９４２９
場所 三隅公園
内容 特産品販売・屋台村・紙芝
自衛隊島根地方協力本部
居︵雨天中止︶
・石見神楽上演
スプリングコンサート はまだ
問合せ 三隅つつじ祭り実行委
日時 ４月 日㈰
員 会 事 務 局︵ 浜 田 市 観 光 協
午後２時〜４時
会︶☎㉔１０８５
場所 石央文化ホール
出演 陸上自衛隊第 音楽隊及
アクアスから
び地元高校生
☎㉘３９００
料金 無料︵要整理券︶
︵４月 日〜５月６日︶は
Ｇ・Ｗ
※ 整理券は市役所又は当日会
休まず開館
場で配布︒
特別展﹁水辺の世界×彫刻〜石
問合せ 自衛隊島根地方協力本
見の自然と匠の技﹂
部浜田出張所 ☎㉒１３３４
日時 ５月６日 まで
午前９時〜午後５時
国際ソロプチミスト浜田
場所 ３階特別展示室
浜田開府四百年記念
アクアス体験スクール
チャリティーゴルフ大会
﹁水辺の生き物さがし﹂
日時 ４月 日㈰
日時 ５月 日㈰
午前 時〜 時 分
午前７時 分〜
場所 アクアス周辺
場所 金城カントリークラブ
定員
人
料金 メンバー １０５００円
料金 無料
ビジター １３８００円
申込み 電話・ホームページで
︵参加費・食事代を含む︶
学習交流係へ ☎㉘３６１４
※ 収益金は︑子育て支援・青少年
健全育成事業などに寄附します︒ ゆったり親子の会
﹁たからさがし げーむ ﹂
対象 未就学児と保護者
日時 ４月 日㈪
申込み ４月 日㈮までに金城
カントリークラブへ
☎㊷１１１１
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移動図書館﹁ラブック号﹂の運

芝居︑視聴覚資料︑他館からの借受図書
は開館中に窓口へ返却してください︶
システム更新に伴う休館
４月８日㈪〜 日㈭・５月１日㈷
８日㈪は通常休館日
※

多目的ホール・コミュニケーショ
ンスペースの利用時間を変更し
ます
４月から土曜日及び祝日における中央
図 書 館 の 多 目 的 ホ ー ル︑ 及 び コ ミ ュ ニ
ケーションスペースの利用時間を次のと
おり変更します︒図書館の開館時間に変
更はありません︒
変更前 午前９時から午後９時まで
変更後 午前９時から午後７時まで

浜田市世界こども美術館

公開講座会員募集

26

４月 のイベント

のうえ︑ご来館ください︒
会期 ５月 日㈰まで
料金 一般
３００円
高校・大学生 ２００円
小学・中学生 １００円

本学では︑地域の皆さんに︑
大学をより身近な存在として感
じていただけるよう﹁公開講座
会員﹂制度を設けています︒
特典として︑会員証や修了証
の発行︑浜田キャンパス情報の
提供があります︒また︑メディ
アセンターへの入館︑及び本の
貸出サービスを利用いただけま
す︒会費は無料で︑更新手続も
必要ありません︒
皆さんからのお申し込みをお
待ちしております︒
問合せ
地域連携課 ☎㉔２３９６

料

広

告

広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

10

11

行スケジュールが変わります

４月から移動図書館の運行スケ
ジ ュ ー ル を 変 更 し ま す︒ 詳 し い ス ケ
ジュールは︑はまだ情報カレンダーを
ご覧ください︒
移動図書館は浜田市立図書館の共通
利用者カードで貸出できます︒ぜひ︑
ご利用ください︒

本 学 で は︑ 地 域 で の ボ ラ ン
ティア情報を随時受け付けてい
ます︒今後とも市民の皆さんの
ご支援をお願いします︒
問合せ
地域連携課 ☎㉔２３９６

30

14

21

30

30

30

13

20
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システム更新に伴 う 臨 時 休 館
のお知らせ

浜田市野原町859−1（県立大学となり）
■開館時間…午前9時30分〜午後5時
■電話…0855−23−8451
■ホームページ…http://www.hamada-kodomo-art.com

■ゲストワークショップ
︽なかよしぴったり三角形︾
三角形のピースを並べて自分だけの模
様のアート作品をつくろう︒
◎４月 日㉁ 午前 時〜正午
参加費 ５００円
﹁アートパズル展﹂開催中！
定員
人
指導 荒木義明さん︵出品作家︶
※ 参加受付は︑午前 時までに１階創
現在︑こども美術館では︑多くの人
作室にて
を魅了する﹁パズル﹂の世界を紹介す
■ホリデー創作活動
る展覧会を開催しています︒簡単な絵
︽牛乳パックのサイコロパズル︾
あわせパズルから︑大人向けの難易度
の高いパズルまで︑遊び方はもとより︑ ◎４月６日㈯・７日㈰
参加費 １００円
素材やデザインの違う多種多様なパズ
︽ピカソでパズル︾
ルを実際に手に取り体験できる内容で
◎４月 日㈯・ 日㈰
す︒
参加費 １００円
どうぞご家族︑ご友人お誘いあわせ
︽ダンボールのバラバラパズル︾
◎４月 日㈯・ 日㈰
参加費 ２００円
︽磁石でぐるぐる迷路︾
◎４月 日㈯〜 日㉁
参加費 ３００円
※ いずれの活動も午後１時から４時ま
で︒︵ 参 加 受 付 は︑ ３時 分 ま で に １
階創作室にて︶

しました︒
だ き︑
﹁防災に取り組むきっか
まず︑活動回数上位者を表彰
けになった﹂﹁防災に興味をもっ
し︑ 記 念 品 が 授 与 さ れ ま し た︒
た﹂
﹁防災の情報を得ることが
引き続き開催した抽選会では︑
できた﹂など︑フォーラムを開
景品に﹁浜田市共通商品券﹂や
催して︑皆さんの意識の変化を
﹁石見の選べるうまいもんセッ
少なからず感じることができ︑
ト﹂︑﹁陶芸体験﹂などの地元産
大変うれしく思いました︒
品や地域での体験チケットを用
地域の防災意識の維持・向上
意し︑大変盛り上がる会となり
の為にも︑今後もこのような活
動が必要だと改めて感じました︒ ました︒
︻活動回数上位者︼
春若美咲 ︵新４年生︶
浦辺太一 ︵新２年生︶
梶瑞希
︵新４年生︶

浜田市立図書館全館は︑図書館のシ
ステム更新のため︑次のとおり臨時休
館します︒
ご迷惑をおかけしますが︑ご理解い
ただきますようお願いします︒
休館中は︑
各館︵弥栄図書館を除く︶
の返却ポストへ返却してください︒︵紙

大田市 防 災 フ ォ ー ラ ム を 開
催しま し た

ボランティア活動参加学生
を対象とした表彰式と抽選
会を行いました
学生のボランティア活動を奨
励し︑学生による地域交流や地
域貢献活動を促進するため︑２
月 日㈫︑平成 年度のボラン
ティア回数上位者表彰とボラン
ティア・ポイント抽選会を開催

公開講座の様子（昨年）

総合政策学部 新４年 家迫秀和
１月 日㈰に︑島根県男女共
同参画センター﹁あすてらす﹂
にて︑﹁大田市防災フォーラム﹂
を開催しました︒
島根県から﹁学生の石見地域
研究事業﹂の助成を受けて実施
したアンケート調査︵大田市民
５００人を対象︶の結果報告や︑
市の危機管理課︑出雲キャンパ
ス災害研究会︵ＤＳＡＣ︶によ
る講演を行いました︒
私自身このような企画・運営
を行うのが初めてだったため︑
フォーラムの構成や会場準備な
ど︑苦労することもありました︒
しかし︑約 人に参加していた

４月の休館日
月曜日 １日・８日・15日・22日
※ 29日㈷は開館します。

ァ

ヴ
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月刊！vol.268
こども美術館

ボランティア回数上位者表彰の様子

エ

誉田 哲也
内館 牧子
真藤 順丈
東野 圭吾
池井戸 潤
横関 大
今野 敏
フォーラムの様子
（家迫さん）

ＥＶＡ多面体・魚

11

佐和子

10:00〜19:00
（土日祝日は18:00まで）

電話：0855-24-2200
ホームページ：http://hamada.u-shimane.ac.jp

阿川

「図書館のもよおし」は、はまだ情報カレンダー
裏面のくらしのサービスガイドをご覧ください。
12

〜海の見える丘から〜

著者
宮部 みゆき
東野 圭吾

9:00〜17:00

１日㈪･８日㈪
15日㈪･22日㈪

三隅 ☎㉜0338

開館時間
４月の休館日
9:00〜19:00 ８日㈪･22日㈪
☎㉒0480
☎㊷1823
☎㊺1439
☎㊽2258
中央
金城
旭
弥栄

186
vol.
80

貸出ベスト10（平成31年２月期）

図書館情報
27

順位
タイトル
１ 昨日がなければ明日もない
２ マスカレード・ホテル
いい女、ふだんブッ散らか
３
しており
４ 歌舞伎町ゲノム
５ すぐ死ぬんだから
６ 宝島
７ 沈黙のパレード
８ 七つの会議
９ いのちの人形
10 エムエス
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展覧会のお知らせ

本庁

〒 697-8501 島根県浜田市殿町１番地
☎0855 22 2612（代表）
http://www.city.hamada.shimane.jp
info@city.hamada.lg.jp

各支所

金城支所
旭支所
弥栄支所
三隅支所

☎42
☎45
☎48
☎32

今月の表紙

栄
隅
計

旭

３月２日㈯︑第４回山陰
浜田港マリン大橋リレーマ
ラソンが︑しまねお魚セン
ター周辺で開催され︑１３
２チーム１０２７人の選手
が参加しました︒
当日は︑天候にも恵まれ︑
マリン大橋を渡る ㎞と
㎞のコースを︑仲間とタス
キリレーでつなぎ︑全チー
ムが完走を果たしました︒

弥
三
合

わせ︑画家が心を込めて描いて
きた作品の数々を︑ぜひ会場で
ご覧ください︒

ゴールデンウイーク

︻石本正記念展示室︼
２０１９年度・石本正作品選１
︻企画展示室︼
石本正 素描展
﹁花をみつめて﹂
期間 ６月 日㈰まで
料金
一般
６００円︵５００円︶
高大生 ３００円︵２４０円︶
小中生 ２００円︵１６０円︶
※ ﹁しまね家庭の日﹂毎月第
３日曜日に家族で来館した入
場者のうち︑高校生以下は無
料です︒
※ Ｇ・Ｗは休まず開館します︒

ギャラリー情報
﹁石見の桜﹂展
日時 ４月 日㈰まで
﹁稲倉寛 ＳＬ写真展﹂
日時 ４月 日㈯〜５月６日
毎月１日発行
編集・発行 浜田市市長公室
☎ 0855 25 9151
ＦＡＸ 0855 22 3091

総数
39,945
4,229
2,724
1,279
5,986
54,163

田
城

開館時間 9:00〜17:00
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
年末年始・展示替え期間
観 覧 料 （括弧は20人以上の団体）
一 般 600円（500円）
高大生 300円（240円）
小中生 200円（160円）
※ 展覧会によって異なります

大正９年にこの地に生まれた
画家・石本正︒画家を志して
歳の時に京都に移り住んで以降︑
戦後の現代日本画壇をけん引す
る画家の一人として最前線を走
り続けていました︒その彼が
歳を目前にした頃︑絵を描き続
けるための感性を幼少期に育ん
でくれたふるさとに︑感謝の気
持ちを込めて作品の寄贈を申し
出︑そのことをきっかけにでき
たのが石正美術館です︒現在で
は︑石本作品だけで約１５００
０点を超える膨大な数のコレク
ションとなっています︒
これらの収蔵品を年４回の展
示替えで紹介しながら︑石本正
の画業の全容をいつでもご覧い
ただけるのが﹁石本正作品選﹂
です︒企画展示室の素描展と合

広報

（単位：人）

女
20,976
2,172
1,371
670
3,124
28,313

浜
金

口（２月末現在）

人

1234
1234
2111
2800

Facebook

浜田市広報
@koushitsu.hamada

No.216

平成31年

４

市長直行便（市政に関するご意見・ご提言）
をお寄せください。市長直行便は、市ホームページの
市長直行便入力フォーム、又は専用はがき
（本庁・支所・公民館などに備付け）
などをご利用ください。
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男
18,969
2,057
1,353
609
2,862
25,850

42

島根県内を中心に活動するヴァイオリニス
ト・中山ゆき子さんと教え子の世羅優樹さん
によるヴァイオリンコンサートです。
２人のヴァイオリンが奏でるハーモニーを
お楽しみください。
日時 ４月28日㈰ 午後３時〜４時
会場 創作室（入場無料）
演奏
中山ゆき子さん（ヴァイオリン・ヴィオラ）
世羅優樹さん（ヴァイオリン）
桑野智子さん（ピアノ伴奏）

花をモチーフにした、ミニサイズの壁
掛けを作成します。針や糸は使いません。
つまみ細工という技法で、和の雰囲気
のある半立体の作品に仕上がります。
対象 10歳以上
日時 ４月７日㈰
・午前10時〜正午
・午後１時30分〜
２時30分
講師
モードエモード静さん
定員 各クラス５人
（要予約）
参加費 1,500円

世帯
19,568
1,898
1,335
668
2,852
26,321

21

春の壁掛け」
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✚

✚

✚

✚
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✚

✚

✚

✚

✚

◎ヴァイオリンコンサート
「2Violins」
◎ワークショップ
「つまみ細工で作る

石本正「舞妓姉妹」1986年

(振)
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