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８ 月 か ら 供 用 開 始 と な り ま し た︒ ９ 月 に は︑
﹁浜田市協働のまちづくり推進条例﹂を制定
いたしました︒ 月には﹁浜田応援団﹂の結
団式を行いました︒浜田応援団というのは︑
市外に住む方で︑浜田市に愛着があり︑ご自
身の知識やスキルなどを地域課題解決に生か
していただく方を組織化するもので︑団長に
は元東北楽天ゴールデンイーグルス監督の梨
田昌孝さんになっていただきました︒同じく︑
月には︑国の法律に基づき︑特定地域づく
り事業協同組合が設立されました︒この協同
組合では︑音楽大学などを卒業したＵ・Ｉター
ン者を雇用し︑児童福祉施設などに派遣する
ことで︑音楽スキルを子どもたちの情操教育
に活用していただく予定です︒ 月には︑浜
田駅前広場整備事業が完成し︑ロータリーや
バス停が整理され︑歩道上にシェルター︵屋
根︶が設置されました︒
浜田市長２期目の就任から早３年余りが過
ぎ︑本任期最後の年を迎えました︒本年は︑
２期目任期の集大成として︑各種施策に取り
組んでまいります︒特に本年４月からは︑昨
年９月に制定した﹁浜田市協働のまちづくり
推進条例﹂に基づいたまちづくりが始まりま
す︒﹁浜田那賀方 式自治区制度﹂ にお いて目
指してきたまちづくりの精神を受け継ぎ︑市
民の皆さまの参画と協働によるまちづくりを
推進してまいります︒
新型コロナウイルス感染症の影響は︑今後
も長引くことが予想されます︒
市民の皆さまにおかれましては︑引き続き
感染防止対策の徹底をお願いいたします︒市
といたしましても︑引き続き感染症対策に努
めるとともに︑市民生活や経済活動に対し必
要な支援を行ってまいります︒
最後に︑市民の皆さまのご健勝とご多幸を
11
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心からお祈りし︑新年のあいさつといたします︒

11

明けましておめでとうございます︒
市民の皆さまには︑令和３年の初春を迎え
られたこと︑心からお慶び申し上げます︒
さて︑昨年を振り返りますと︑新型コロナ
ウイルス感染症で明け暮れた１年でありまし
た︒感染拡大に伴い︑３月から５月にかけて
小中学校や文化施設などを休校︑休館いたし
ました︒また︑浜田開府４００年祭記念事業
の フ ィ ナ ー レ と な る﹁ 第 回 北 前 船 寄 港 地
フォーラム 浜田﹂をはじめ︑多くの行事が
中止︑延期となりました︒市民生活や経済活
動にも大きな影響があり︑市民の皆さまにお
かれましては︑大変不安な１年であったこと
と存じます︒
新型コロナウイルス関連の支援策につきま
しては︑浜田市では︑国や県の支援策に加え︑
多くの市独自の支援策に取り組みました︒
国 の 特 別 定 額 給 付 金 に つ き ま し て は︑﹁ で
きるだけ早く市民の皆さまにお届けしたい﹂
と考え︑４月に特別定額給付金室を設置し︑
５月 日から受付を開始し︑全国の自治体の
中でもいち早く支給︑最終的に ・８％の市
民の皆さまにお届けしました︒市の独自支援
策として︑﹁ひ とり親世帯﹂への給付 を 国に
先行して行い︑ 月からは全国に先駆けて﹁イ
ンフルエンザ予防接種費用助成﹂を実施しま
した︒また︑年末には︑発熱患者などから新
型コロナウイルス検査の検体を採取する外来
検査センターを設置しました︒さらに︑プレ
ミアム付﹁はまだ飲食・宿泊応援チケット﹂
による消費喚起︑国の持続化給付金の対象と
ならない事業者への﹁中小企業者等応援給付
金﹂のほか︑本市の地域特性上の必要な支援
として︑水産加工事業者や神楽団体などへの
支援を実施いたしました︒
こ の ほ か の 主 な 出 来 事 と し ま し て は︑ 高
度 衛 生 管 理 型 ７ 号 荷 さ ば き 所 が ７ 月 に 完 成︑
30

行いながら︑調査研究に取り組んでおり︑市
民福祉の増進につなげるべく鋭意努力してい
るところです︒
昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から︑やむを得ず議会報告会や地域井
戸端会の開催を中止としましたが︑市民の皆
さまの率直な意見や要望を伺うことのできる
重要な会と考えており︑本年も実施に向け取
り組んでまいります︒
広 報 広 聴 機 能 の 強 化 と し て︑﹁ は ま だ 議 会
だより﹂での市民対談や読者アンケートなど
の掲載をはじめとする内容充実やフルカラー
化︑議会をより身近に感じてもらい︑議会の
活動を知ってもらうための﹁はまだ議会だよ
﹂
︵ウェブ版︶を作成し浜田市議会ホー
り mini
ムページに掲載しておりますので︑ぜひご覧
ください︒
本年は新しい試みとして︑市民の皆さまに
議会へ関心を持ってもらい︑市民の意見を政
策提言や議員活動の充実につなげるため︑市
民が議場で市政に関する要望や政策提言など
を発言することができる﹁市民一日議会﹂の
開催も検討しております︒
４月からは浜田市協働のまちづくり推進条
例のもと︑まちづくりセンターの設置をはじ
めとする新しいまちづくりへの取組がスター
トします︒﹃ みんなが笑顔で暮ら せる まちを
次世代に残したい﹄という強い思いが込めら
れており︑議会としても安全安心で︑活力を
感じる魅力あるまちづくりの実現に向け︑議
員一同︑全力で取り組んでまいります︒
一刻も早い新型コロナウイルス感染症の終
息と市民の皆さまのご多幸を心からお祈りす
るとともに︑本年も相変わらぬご支援とご協
力を賜りますようお願い申し上げまして︑新
年のあいさつといたします︒
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11

明けましておめでとうございます︒
市民の皆さまには︑健やかに新春をお迎え
のことと︑心からお慶び申し上げます︒
平素より浜田市議会の活動にご理解とご協
力を賜り厚くお礼申し上げます︒
昨年は︑新型コロナウイルスの全国的な感
染症拡大により︑市民生活や経済活動へ多大
な影響がありました︒そのため︑市民の皆さ
まにおかれましては︑多くの不安を抱えた１
年であったことと思います︒このような中︑
何よりもスピード感を持った対応が重要であ
ることから︑感染症の発生防止や拡大抑制と
市 民 の 安 全・ 安 心 確 保 の た め︑﹁ 浜 田 市 議 会
新型コロナウイルス対策支援本部﹂を設置し︑
市民の皆さまからいただいた意見や要望を踏
まえ︑経済支援策をはじめとする様々な対策
について協議し︑市長への申入れを行いました︒
議会の危機管理対策としては︑コロナ禍で
会議に参集することが難しい場合を想定し︑
タブレット端末を活用してウェブ会議を行う
環境を整えました︒
議会においては︑昨年９月定例会議におい
て︑本年 月に実施される一般選挙時の議員
定数について︑現在の 人から 人とする条
例改正を可決しました︒これは類似団体との
比較や市民アンケートの意見︑議員定数を考
える視点︵議会機能︑市民の視点︑浜田市の
特殊性︶を踏まえた調査︑検討により︑議会
として決定したものです︒議員数は減ること
となりますが︑これまで以上に市民の皆さま
の声を真摯に受け止め︑市民目線に立った政
策提案を積極的に行っていきたいと考えてお
ります︒なお︑現在も総務文教委員会・福祉
環境委員会・産業建設委員会の３つの常任委
員会では︑市の各種課題を解決するため︑テー
マを決めて関係者や関係機関にヒアリングを
24
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浜田市議会議長
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浜田市の 主なできごと
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東京2020オリンピック開会150日前記念
事業「浜田市のメダリスト展」を開催

Ａ
浜田市指定文化財を新たに５件指定（重
富廃寺跡から出土した古代瓦など）
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J

B

令和２年は︑全国的な新型コロナウイルス感染拡大の影響を
受け︑多くの行事やイベントなどが中止となりましたが︑その
ような状況においても各種事業の進捗により︑多くのできごと
がありました︒新型コロナウイルスの感染防止対策や各種支援
策などと併せてお知らせします︒
︵※︶は新型コロナウイルス感染症関連の記事

D

3

C

F

3

A

G

２月２日・浜田開府四百年記念﹁浜田真理子コンサート﹂が開催
日・東京２０２０オリンピック開会１５０日前記念事業
﹁浜田市のメダリスト展﹂を開催
日・ 浜田市新型コロナウイルス対策本部を設置︵※︶
３月
・新型コロナウイルス感染症への対応として︑幼稚園︑
小学校︑中学校を臨時休業︵ 月 日〜 月 日︑
月 日〜 月 日︶
︵※︶
２日・浜田漁港周辺エリア活性化計画を策定
日・浜田市指定文化財を新たに 件指定︵重富廃寺跡か
ら出土した古代瓦など︶
日・どんちっち神楽時計をリニューアル
日・浜田城下町案内板︵市内 かか
所所
︶︶
をを
設設
置置
日・浜田市野球場電光掲示板を設置
・浜田市の歴史読本﹁ふるさと浜田の歩み﹂を刊行
日・妊婦と 歳以上の市民へマスク配付を開始︵※︶
４月
・新型コロナウイルス感染症への対応として︑スポー
ツ施設︑文化施設などを臨時休館︵※︶
１日・ ＪＡしまねいわみ中央農産物総合集出荷施設が供用開始
・
﹁長沢保育園﹂が認定こども園に移行し﹁認定こど
も園ながさわ子ども園﹂に名称変更
・
﹁今福保育園﹂新園舎利用を開始
・﹁今福地区児童クラブ﹂を社会福祉法人寶林会に委託
日・新型コロナウイルス一般電話相談を開始︵※︶
4

日・浜田市地域おこし協力隊員︵後継者マッチング支援
事業・料理人育成支援事業︶委嘱状を交付
日・浜田処理区︵市街地︶下水道整備事業に着手
日・特別定額給付金室を設置︵※︶
５月１日・日本ミクニヤ㈱が浜田市進出
日・クク
ララ
ウウ
ドド
フフ
ァァ
ンン
デデ
ィィ
ンン
ググ
型型
ふふ
るる
ささ
とと
寄寄
附附
﹁﹁
小小
中中
学学
校校
日
・
感染予防対策プロジェクト﹂を実施︵※︶
６月１日・ 浜田ダム再開発工事が完成し運用開始
４日・中国の友好都市から寄贈された体温計︑マスクを小
４日・中国の友好都市から寄贈された体温計︑マスクを小
中学校や医療機関などに配布︵※︶
日・ マスクバンク事業としてマスク寄附の受付を開始︵※︶
・事業者支援相談窓口を開設︵※︶
７月８日・プレミアム付﹁はまだ飲食・宿泊応援チケット﹂が
発売︵※︶
日・瀬戸ケ島町に海洋教育の拠点として﹁渚の交番 ﹂
が開所
日・ＧＩＧＡスクール構想の実施により︑児童生徒１人
１台端末整備事業を開始︵※︶
８月 日・石見神楽国立劇場公演が延期︵※︶
日・浜田漁港高度衛生管理型７号荷さばき所を供用開始
９月
・はまだ健康チャレンジグループエントリーを開始
日・浜田市協働のまちづくり推進条例を制定
月
・ １歳以上の市民へのインフルエンザ予防接種助成事業
を開始︵※︶
１日・
﹁ふたば学級放課後児童クラブ﹂を移転し︑社会福
祉法人誠和会に委託
日・
商品券を配布開始︵※︶
Welcome
月８日・特定地域づくり事業協同組合﹁ Biz.Coop.
はまだ﹂
が設立
日・旭支所庁舎耐震改修・複合化工事が完了
日・・
浜浜
田田
医医
療療
セセ
ンン
タタ
ーー
にに
医医
療療
用用
陰陰
圧圧
テテ
ンン
トト
をを
貸貸
与与
︵※︶
日
日・
﹁浜田応援団﹂オンライン結団式を開催
月 日・浜田駅前広場整備事業竣工
日・浜田市外来検査センターを設置︵※︶
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中国の友好都市から寄贈された体温計、
マスクを小中学校や医療機関などに配布

浜田市野球場電光掲示板を設置
「浜田応援団」オンライン結団式を開催

G

D
クラウドファンディング型ふるさと寄附「小中学校感染予
防対策プロジェクト」を実施

F
浜田漁港高度衛生管理型７号荷さばき所を供用開始

H

J

旭支所庁舎耐震改修・複合化工事が完了

浜田城下町案内板（市内６か所）を設置
浜田市の歴史読本「ふるさと浜田の歩み」を刊行

I
浜田駅前広場整備事業竣工

K

C
E

新型コロナウイルスの

相談・診療・検査体制が変わりました

令和２年

全国で活躍された皆さんを紹介します

季節性インフルエンザの流行期においても、相談・診療・検査を適切
に提供できるよう、発熱などの症状がある場合は、まずはかかりつけ医
などの身近な医療機関に直接電話をして受診できる体制になりました。

かかりつけ医など

受診前に
必ず電話を

問合せ
健康医療対策課健康づくり係
☎㉕９３１１

A

発熱などの症状あり

MOA美術館全国児童作品展絵画の部
文部科学大臣賞を受賞した岡本楓花さ
んと公募日本習字展特別賞観峰大賞(硬
んと
筆の部) を受賞した新留貫太さん
を

B

行政相談委員の坂本道子さんが行政相
談委員総務大臣表彰を受賞

C

白砂公民館の主事吉本美和子さんが山
白砂公民館の主事吉本美和子さんが
山
陰中央新報社地域開発賞を受賞

診療・検査
かかりつけ医が
発熱患者に対応していない

・かかりつけ医がいない
・かかりつけ医で受診できない
・受診すべきか迷う

診療・検査が可能な
医療機関を案内

健康相談コールセンター

☎㉙５９６７

受付時間 全日 午前８時30分〜午後９時（緊急の場合はこの限りではありません）
※ 浜田保健所につながった後、「健康相談コールセンター」に転送されます。
※ 聴覚に障がいのある人や、電話での相談が難しい人は島根県健康推進課にFAXでご
連絡ください。FAX ０８５２㉒６３２８
※ 発熱などの症状がなくても、感染の不安がある人や、患者と接触した人、感染予防
策などの一般的な相談をしたい人もお電話ください。

支所で地域の歴史資料を展示しています
各支所の空きスペースなどを活用して、
各自治区の歴史資料を展示しています。
今年度は新たに金城・旭で展示を開始し
ました。弥栄・三隅は昨年度から展示し
ています。支所にお越しの際は、ぜひお
立ち寄りください。
問合せ

7

文化振興課文化財係
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☎㉕９７３１

D

人権擁護委員の村井勉さんが法務大臣
表彰を受賞

Ｅ 三浦龍司さん（浜田東中学校出身）が
陸上競技で好成績

１月21日・
「第12回Ｂ＆Ｇ全国サミット」
回Ｂ＆Ｇ全国サミット」において、三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター評価10年連続
三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター評価 年連続「特Ａ」
を受賞
26日・原井小学校の岡本楓花さんがMOA美術館全国児童作品展絵画の部文部科学大臣賞を
日・原井小学校の岡本楓花さんがMOA美術館全国児童作品展絵画の部文部科学大臣賞を
受賞 A
２月９日・原井小学校の新留貫太さんが公募日本習字展特別賞観峰大賞(硬筆の部) を受賞 A
３月６日・石見神楽面制作の柿田勝郎さんが地域伝統芸能大賞支援賞を受賞
10月12日・行政相談委員の坂本道子さんが行政相談委員総務大臣表彰を受賞
日・行政相談委員の坂本道子さんが行政相談委員総務大臣表彰を受賞 B
22日・白砂公民館の主事吉本美和子さんが
白砂公民館の主事吉本美和子さんが山陰中央新報社地域開発賞を受賞 C
22日・白砂公民館の主事吉本美和子さんが山陰中央新報社地域開発賞を受賞
26日・人権擁護委員の村井勉さんが法務大臣表彰を受賞
日・人権擁護委員の村井勉さんが法務大臣表彰を受賞 D
11月５日・民生委員・児童委員の佐々木喜弘さんが社会福祉功労者厚生労働大臣表彰を受賞
月５日・民生委員・児童委員の佐々木喜弘さんが社会福祉功労者厚生労働大臣表彰を受賞
・くもぎ保育園長の吉田哲明さんが社会福祉功労者厚生労働大臣表彰を受賞
12月10日・浜田地区戦没者遺族連合会長の濱野孝司さんが援護事業功労者厚生労働大臣表彰を受賞
浜田地区戦没者遺族連合会長の濱野孝司さんが援護事業功労者厚生労働大臣表彰を受賞
15日・第二中学校の新留貫太さんが公募日本習字硬筆展大賞（中学１年生の部)
日・第二中学校の新留貫太さんが公募日本習字硬筆展大賞（中学１年生の部) を受賞
三浦龍司さん（浜田東中学校出身）が陸上競技で好成績 Ｅ
優勝
７月18日・ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会
ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会 3000ｍ障害
3000
Ｕ20日本新記録／日本歴代２位（８分19秒37）
Ｕ20日本新記録／日本歴代２位
／日本歴代２位（８分19秒37）
10月19日・Ｕ20ハーフマラソン日本記録更新（１時間１分41秒）
10月19日・Ｕ20ハーフマラソン日本記録更新（１時間１分
ハーフマラソン日本記録更新（１時間１分41秒）

金城支所２階
「岡本甚左衛門」資料展示

旭支所２階
歴史民俗資料展示室
広報はまだ：令和３年１月号
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Uターン・Iターンをお考えの
お子さん、お孫さんはいませんか？
やりたい仕事がみつかる！
浜田deしごと合宿インターンシップ事業
浜田市での仕事に興味がある大学生やU・Iターンを
検討している人を対象に、市内の事業所での仕事体験を実
施します。
浜田市の様々な仕事や働く人に触れられるチャンスで
す。ぜひ、この機会にご参加ください。

大学生向け

社会人向け

プログラム

日時

日時

※

※

１月22日㈮〜２月５日㈮
半日〜２日間
事業所ごとに日時が異なります

プログラム

随時受付中
半日〜３日間
事業所ごとに日時が異なります

移住者の声

ふるさとにしたくなるまち

問合せ
一般社団法人イワミノチカラ
☎0855 5319（午前10時〜午後５時）

問合せ
定住関係人口推進課移住定住係
☎㉕９５１１

仕事体験
予約サイト

移住のきっかけ
尊敬する祖母のそばにいたいと思い移住
を考え始めました。

就職の決め手

企業の担当者に親身になって相談にのって
いただいたことと、 その後、企業訪問して
採用担当者の説明やＩターンした従業員の人
との意見交換により、浜田市での生活を具体
的に想像することができました。

「移住について相談する」なら…
オンライン相談受付中
自宅にいながら対面で相談できる「オンライン移住相談」
を行っています。
（事前予約制）
対応時間 月〜金曜日 午前９時〜午後４時30分
（30分程度）
※ 土・日・祝日や上記の時間以外も対応可能です。
お気軽にご相談ください。
利用媒体 ZOOM・Skype・Facetime
詳しくは市ホームページをご覧ください。

「浜田への移住」を応援します
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「浜田を体験する」なら…

わくわく浜田生活実現支援事業

宿泊費の補助もあります

１ 月 17 日 ㈰

東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）から
浜田市に移住した人に、移住支援金を支給します。
（内閣府「わくわく地方生活実現政策パッケージ」
）
補助金額 １世帯100万円、単身60万円
支給条件 次の要件のいずれかを満たして浜田市へ移
住すること
①くらしまねっとに本事業対象として掲載
された求人に応募して就職が決定した人
②起業支援金事業の交付決定を受けた人

浜田市へU・Iターンを検討中の人が
市内の宿泊施設を利用した場合に、その
費用を補助します。

浜田市で暮らす人から市の魅力を聞くことができるオン
ラインツアーを開催します。
日時 １月17日㈰ 午後２時〜３時30分
配信ツール ZOOM
内容 浜田市で活躍する女性や移住の先輩による、市の魅
力や、移住の経緯、支援制度などの紹介
申込方法 特設サイトの予約フォームからお申込みください。

広報はまだ：令和３年１月号

補助金額

１人あたり１泊2,000円
（１家族で上限２万円）
利用条件 ①定住相談
②就職活動又は住居探し

オンライン相談の様子

魅力発見オンラインツアーを開催

特設サイト
広報はまだ：令和３年１月号
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中国地方５県在住者限定

新型コロナウイルス感染症対策について
山陰浜田港マリン大橋リレーマラソンは、国・島根県・浜田市のイベント等開催についての指針を踏まえ
て、関係団体などが策定するガイドラインなどを参考に、適切な感染症対策を行った上で、大会運営を行い
ます。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催日を５月22日㈯に延期します。
主な感染症対策
募集
・参加者は中国地方５県在住者のみに限定。
・募集チーム数を200チームから150チームに縮減。
体調管理
・大会関係者（参加ランナー、スタッフなど）は大会前１週間、大会後２週間、チェックシートを利用した
体調管理を義務付ける。
大会運営
・大会当日、受付にて検温を実施する。
・会場各所に消毒用アルコールを設置し、こまめな消毒を呼びかける。
・レース中のランナーを除き、全ての大会関係者はマスクを着用する。
・参加者には接触確認アプリ「COCOA」のインストールを要請する。
・密集、密接を回避するため、開会式は実施しない。
・会場内には、大会関係者以外は立入禁止とし、飲食・飲料の提供・販売は行わない。
・スタート時のランナー同士の密集・密接の緩和を図るため、参加者を時間差でスタートさせる
「ウェーブスタート方式」を導入する。
※ 参考ガイドラインなど
・スポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガイドライン
（公益財団法人 日本スポーツ協会、公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会）
・陸上競技活動再開のガイダンス
・ロードレース再開についてのガイダンス
（日本陸上競技連盟）

本大会は新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、例年とは大会運営などを変更して開催します。

開催日 ３月６日㈯
※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、
開催を５月22日㈯に延期する場合があります。
大会スケジュール（変更になる場合があります）
9:00 受付開始
10:00〜12:00 競技スタート（ウェーブスタート）
16:30 競技終了
※ スタート時の混雑緩和のため、参加者を時間差
でスタートさせるウェーブスタート方式とします。
参加料
大人 …………………………………１人3,500円
大学生（院生含む）・専門学校生…１人2,500円
高校生・中学生以下 ………………１人1,500円
※ 参加料には、保険料・記念品・完走証を含みます。
※ 参加者は、中国地方５県在住者限定となります。
※ 企業で参加する場合は、企業宛で請求書・領収
書を発行できます。福利厚生にご利用ください。

コースと部門
42キロリレーコース
（約３㎞×14往復＝42.195㎞、１チーム２〜14人）
部門名
詳細
募集数
職場対抗部門 同じ企業・職場で構成。男女を問わない。 30チーム
男女混合部門 男女混合で構成。
20チーム
男性部門
男性のみで構成。
10チーム
合計
60チーム
21キロリレーコース
（約３㎞×７往復＝21.0975㎞、１チーム２〜７人）
部門名
詳細
募集数
職場対抗部門 同じ企業・職場で構成。男女を問わない。 50チーム
男女混合部門 男女混合で構成。
20チーム
男性部門
男性のみで構成。
10チーム
女性部門
女性のみで構成。
10チーム
合計
90チーム
※ 申込状況によって募集チーム数を変更する場合が
あります。
※ 当日、表彰式は行いません。後日、各部門の入賞
者（第１位〜３位）に賞状と賞品を郵送します。

交通規制
大会当日は、下図のとおり原井町と瀬戸ケ島町の一部
区間で交通規制を行いますので、ご注意ください。

コース図
瀬戸ケ島

※

コースなどは変更する場合があります。

マリン大橋

漁港関係者駐車場

山陰浜田港公設市場
(旧しまねお魚センター)

駐車場

沿道での観戦・応援自粛のお願い

全面通行止め区間

（リレーマラソンコース）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
コース沿道での観戦・応援は自粛くださいますよう、
お願いします。
【問合せ】大会に関すること
山陰浜田港マリン大橋リレーマラソン実行委員会事務局
（観光交流課内） ☎㉕９５３１
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広報はまだ：令和３年１月号

■
●
山陰浜田港公設市場
(旧しまねお魚センター )

推奨迂回路区間

申込みに関すること
㈲Plus value
（申込受付受託事業者）
☎０８５２ ２８４４

申込方法
インターネット（締切日

２月４日㈭）

ランネット 第５回マリン大橋

※

ランネットの会員登録（無料）が必要です。

丸三浜田店

浜田消防署

浜田漁港

チラシ・郵便振替用紙（締切日 ２月４日㈭）
市役所本庁・各支所・観光協会などにあるチラ
シに添付されている郵便振替用紙に必要事項を記
入の上、申し込んでください。
広報はまだ：令和３年１月号
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令和３年度の会計年度任用職員を
ハローワークを通じて募集します

問合せ 人事課給与係
【〒６９７‐８５０１

☎㉕９１３１
浜田市殿町１番地】

市では、業務の必要に応じて、市役所や市の施設で働く会計年度任用職員を採用しています。
募集にあたっては、原則ハローワークを通じて募集します。
※ 令和３年4月1日からの採用については、2月頃からハローワークを通じて募集します。
対象者 18歳以上の人（令和３年４月1日時点で高校生
は不可。定時制は除く）
職種
事務員
必要な資格 Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ
ｌが使用可能
報酬 月額 154,900円
看護師
必要な資格 看護師資格
報酬 月額 166,200円
保健師
必要な資格 保健師資格
報酬 月額 175,400円
※ 実際の報酬額は、任用された人の職歴などを換算し
決定します。
※ 勤務日（時間）数及び、勤務期間が一定数ある場合、
期末手当の支給があります。（最大2.55月）
勤務時間 月17日以内、1日7時間45分
※ 勤務時間については、職種・勤務場所によって異な
ります。
勤務場所 市役所や市の施設
任用期間 1年以内
※ 更新する場合があります。

登録制度（緊急を要する場合など）
年度途中に会計年度任用職員を任用する場合で、
ハローワークでの募集に応募がなかった場合や緊急
を要する場合（おおむね１週間以内）などには、登
録制度により、事前に登録名簿に登載した人の中か
ら、面接試験などにより選考する場合があります。
有効期間 年度末（3月31日）まで
この登録は年度ごとに行い、令和２年度に登録し
ている人も、令和３年度の登録を希望する場合には、
新たに登録が必要となります。
登録方法 令和３年度浜田市会計年度任用職員登録
申込書（履歴書）又は、任意の履歴書に必要事項
を記入の上、市役所本庁舎３階人事課まで持参又
は郵送してください。
※ 様式は、人事課にあります。市ホームページか
らダウンロードもできます。
受付期間 随時受け付けます。
注意事項 この登録は採用を約束するものではあり
ません。原則ハローワークを通じ募集しますので、
ご承知ください。

「どんちっちＳＯＳ見守りシール」
の交付を始めます
認知症などにより自力で自宅に戻れなくなるおそれの
ある高齢者などに対して、その家族などに見守りシール
を交付して、認知症高齢者などの安全確保の仕組みを整
える事業です。このシールに印字された二次元バーコー
ドを読み取ることで、家族などにメールが送信され、専
用の伝言板で通信ができるようになります。

どんちっちSOS見守りシール
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広報はまだ：令和３年１月号

問合せ・提出先
・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

対象者
・65歳以上の人で、認知症などが原因で行方不明とな
る可能性がある人
・医師により若年性認知症と診断された人
・そのほか市長及び警察署長が必要と認める人
申請
・対象者の写真（おおむね1年以内に撮影したもの）
を添付した申請書を窓口に提出する。
※ 申請書は、健康医療対策課及び各支所市民福祉課
にあります。
利用方法など
・事業の利用が決定した申請者に、見守りシールを１
セット無償交付します。認知症などの人の衣服や持
ち物などにシールを貼り付けてください。
・見守りシールの追加交付を希望する場合は、追加交
付申請書を提出してください。費用は、利用者負担
となります。

浜田市立幼稚園についてお知らせします
〜市立幼稚園は令和５年度から幼児教育における教育力向上機関の役割を担うこととしています〜

市立幼稚園では、各園の特色に応じて教育目標を立
て、幼児が充実した生活を送ることができるような教
育計画を作成し、保育を行っています。
今回は、市立幼稚園の様子を紹介するとともに、統

合計画方針案、「浜田市幼児教育センター（仮称）」設
置計画案についてご紹介します。
令和3年度園児募集については、22ページに掲載し
ています。

石
見
幼
稚
園

昭和７年に開園し、88年の歴史をもつ幼稚園です。
近隣の小・中・高・看護学校との交流も長年続いてお
り、子どもたちはたくさんのお兄さんお姉さんとの関わ
りを楽しんでいます。
徒歩で行くことができる施設も多く、中央図書館、県
立体育館、浜田市陸上競技場、浜田市室内プール、浜田
高等学校体操練習場などでも楽しく活動しています。

長
浜
幼
稚
園

広い園庭に大きな木があり、夏は木陰でごっこ遊びや
色水作り、秋は枯れ葉で落ち葉温泉を作って遊んでいま
す。
園のすぐ横を列車が通るので、乗り物好きな子どもた
ちは手を振って喜び、瑞風もゆっくり通ってくれます。
また、徒歩で行くことができる熱田海岸では、水上バイ
クに乗る体験もでき、身近な自然に親しんでいます。

美
川
幼
稚
園

山間部に位置し、豊かな自然を保育に生かしています。田
植え、竹の子掘りなど多くの体験活動があり、植物や生き物
にも親しみながら心揺さぶられる体験を大切にしています。
令和２年度は３学年の混合保育となり、優しくしてもらう
心地よさや想いがぶつかり合う葛藤など様々な感情体験をし
ています。かかわることが苦手な幼児も少しずつ友達とかか
わることの楽しさを感じています。
おも

各園の特色や伝統を踏まえ、市立幼稚園は令和５年度に統合を予定しています
統合計画方針案
令和5年度から市立幼稚園を「浜田幼稚園（仮称）」
１園に統合します。「浜田幼稚園（仮称）」の教育課程
は、各園の特色や伝統を踏まえ、新たな時代に対応す
る内容とします。当面の間、現在の長浜幼稚園を使用
し、新園舎の建設場所などは今後検討します。
園 名
石見幼稚園
長浜幼稚園
美川幼稚園
原井幼稚園

令和２年度

令和３年度

「浜田幼稚園（仮称）」は市の幼児教育における教育
力向上機関の役割を担い、
「浜田市幼児教育センター
（仮称）」を併設し、幼児教育の研究と実践を行います。
また、給食、預かり（延長）保育、「幼児のための通
級指導教室」などの新たなサービスも予定しています。
令和４年度

令和５年度
４
園
統 合 し、「 浜
統合計画を付 統合計画を付 統合計画を付 年度末閉園 ※在園児は
田幼稚園
（仮称）」
して令和３年 して令和４年 して令和５年 令和５年度から「浜田幼
１園とする。現在
度の園児募集 度の園児募集 度の園児募集 稚園（仮称）」へ転園
の長浜幼稚園の園
舎を使用
休 園（令和４年度末閉園）

※

浜田市幼児教育センター（仮称）とは
保育所（園）、認定こども園、幼稚園は全て幼児教育施設として位置づけ
られ、「育みたい資質・能力」及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
を共有しています。浜田市幼児教育センター（仮称）は市内の幼児教育施設
に対して、幼児教育に関する研究結果の普及、市の教育方針の周知、小学校
との接続支援などを行い、浜田市全体の幼児教育の更なる充実を図ります。

問合せ
子育て支援課保育所幼稚園係
☎㉕９３３０
広報はまだ：令和３年１月号
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浜田市障がい福祉計画（第６期）・
浜田市障がい児福祉計画（第２期）（案）

浜田市高齢者福祉計画
（令和３年度〜令和５年度）
（案）

確定申告の医療費控除 は、
「医療費控除の明細書」の添付が必要です

募集・閲覧期間 １月４日㈪〜２月３日㈬
閲覧場所
・地域福祉課
・各支所市民福祉課
・中央図書館
提出・問合せ
・地域福祉課障がい福祉係
〒６９７ ‐ ８５０１ 浜田市殿町１番地
☎㉕９３２２・℻㉒９７３３
Email:fukushi@city.hamada.lg.jp
・各支所市民福祉課

募集・閲覧期間 １月４日㈪〜２月３日㈬
閲覧場所
・健康医療対策課
・各支所市民福祉課
・中央図書館
提出・問合せ
・健康医療対策課高齢者福祉係
〒６９７ ‐ ８５０１ 浜田市殿町１番地
☎㉕９３２０・℻㉓３４４０
Email:kenko@city.hamada.lg.jp
・各支所市民福祉課

確定申告の医療費控除は、平成29年分から、領収
書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の提出
が必要となりました。令和元年分までは、経過措置
として領収書の添付又は提示による申告が可能でし
たが、令和２年分以降の申告については、必ず「医
療費控除の明細書」を記載し、申告書に添付してい
ただく必要があります。
また、本年は２月から税の申告相談窓口の開設を
予定しておりますが、相談会場では、新型コロナウ
イルス感染防止対策を徹底します。

第３次浜田市一般廃棄物処理基本計画
（案）

第８期介護保険事業計画（案）

○「医療費控除の明細書」の記載について

募集・閲覧期間 １月12日㈫〜２月12日㈮
閲覧場所
・環境課
・各支所市民福祉課
・中央図書館
提出・問合せ
・環境課廃棄物衛生係
〒６９７ ‐ ８５０１ 浜田市殿町１番地
☎㉕９４３０・℻㉒９１００
Email:kankyou@city.hamada.lg.jp
・各支所市民福祉課

募集・閲覧期間 １月４日㈪〜２月３日㈬
閲覧場所
・浜田地区広域行政組合介護保険課
・健康医療対策課
・各支所市民福祉課
・中央図書館
提出・問合せ
浜田地区広域行政組合介護保険課
〒６９７ ‐ ８５０１ 浜田市殿町１番地
☎㉕１５２０・℻㉕１５０６
Email:kaigo@hamadakouiki.jp

パブリックコメント（意見公募）を募集します
市では、広く皆さんからの意見を募集します

共通事項

閲覧場所 市ホームページでも閲覧できます。
提出方法 指定の様式に必要事項を記入の上、直
接又は郵送・ＦＡＸ・メールで提出してください。
※ 意見を郵送で提出する場合は、募集締切日必
着です。
※ 電話や口頭での意見、氏名・住所が明記され
ていない意見は受付できません。

※

メールの場合は、件名を「○○○（案）に係る
意見」とし、指定の様式を添付して送信してくだ
さい。
※ いただいた意見への個別回答は行いません。
※ 指定の様式は、閲覧場所にあります。市ホーム
ページからダウンロードもできます。

相談時に「医療費控除の明細書」の作成を行うと、
相談時間が長くなりますので、会場の混雑緩和及び
感染リスク低減のため、ご自宅での作成をお願いし
ます。
相談会場では「医療費控除の明細書」の代行作成
は行いませんので、事前作成されていない場合は、
会場内の作業スペースなどにおいて、ご自身で作成
していただきます。
ご理解、ご協力をお願いします。

医療保険者が発行するもので次の①〜⑥
の項目全ての記載がある「医療費通知」
を申告書に添付する場合は、医療費の明
細の記入を省略できます。
①被保険者等の氏名、②療養を受けた年
月、③療養を受けた者、④療養を受けた
病院等の名称、⑤被保険者等が支払った
医療費の額、⑥保険者等の名称

医療を受けた人ごと､
病院ごとに記入してく
ださい。

該当する区分全てに
チェックしてくださ
い。

人ごと、病院ごとの
年間の合計額を記入
してください。

保険金などを受け取った場
合は、その金額を記入して
ください。

【記入例】

第８期介護保険事業計画（案）の住民説明会を開催します
現在、浜田地区広域行政組合では、令和３年度
から令和５年度までの３年間を事業期間とする
「第８期介護保険事業計画」の策定を進めています。
この計画は、３年間の保険料や施設の整備計画
などを定める重要な計画です。この計画の策定に
あたり、皆さんから広く意見を募集するため、説
明会を開催します。
問合せ
15

浜田地区広域行政組合介護保険課
☎㉕１５２０

広報はまだ：令和３年１月号

地区
石見
長浜
美川
三隅
浜田
国府
旭
弥栄
金城
周布

会場
石見公民館
長浜公民館
美川公民館
三隅公民館
浜田公民館
国府公民館
旭支所
弥栄老人福祉センター
みどり会館
周布公民館

開催日時
１月12日㈫ 10:00〜11:00
１月13日㈬ 10:00〜11:00
１月13日㈬ 14:00〜15:00
１月13日㈬ 15:00〜16:00
１月14日㈭ 10:00〜11:00
１月14日㈭ 14:00〜15:00
１月15日㈮ 13:30〜14:30
１月15日㈮ 14:20〜15:20
１月18日㈪ 14:00〜15:00
１月19日㈫ 10:00〜11:00

○留意事項
「医療費控除の明細書」は、国税庁のホームペー
ジでダウンロードできるほか、税務課及び各支所
市民福祉課にあります。
医療費の領収書は自宅で５年間保存し、税務署
又は浜田市から求められたときは、提示又は提出
していただく必要があります。

問合せ
税務課市民税係
金城支所市民福祉課
旭支所市民福祉課
弥栄支所市民福祉課
三隅支所市民福祉課

☎㉕９２３２
☎㊷１２３５
☎㊺１４３４
☎㊽２６５６
☎㉜２８０７
広報はまだ：令和３年１月号
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違いを認め合う心〜

みんなで築こう人権の世紀
〜考えよう

相手の気持ち
未来へつなげよう
ポスターの部
駅 菜々子
白井 椋万
渡辺 愛生
片岡
花
竹田 光希
桐原 萌桃
佐々木 隆翔

市税等がスマートフォンで
納付できます
﹂又
ス マ ー ト フ ォ ン 決 済 ア プ リ﹁ PayPay
﹂ を 利 用 し て︑ 納 付 書 に 印 字
は﹁ LINE Pay
されているコンビニ収納用バーコードを読み
取ることで︑市税等を納付することができま
す︒詳細は︑市ホームページをご確認くださ
い︒

浜田応援団の
オンライン結
団式を開催し
ました（11月
29日）

令和２年度
浜田市人権作品コンクール

優秀賞
第一中学校３年
第一中学校２年
第三中学校３年
金城中学校３年
旭中学校３年
三隅中学校３年
三隅中学校２年

浜田市医師会から外来検査センターに関
する要望を受けました（11月26日）

1 1

17

標語の部

島根県立大学支援協議会の会長として、
島根県立大学に簡易テントとアルコール
除菌シートを寄贈しました（11月19日）

作文の部︵中学校︶

さくら

浜田市建設業・火薬類取扱者防犯協力会
から、どんちっちSOS見守りシールの寄
贈を受けました（11月18日）

最優秀賞
入賞作品決まる
三隅中学校２年
山平 悠斗
人権意識の高揚と啓発に活用す
優秀賞
るため︑小・中学校︑一般の皆さ
第四中学校３年
右田 結莉
んからポスター・作文・標語を募
浜田東中学校１年 古田 結衣
集し︑たくさんの応募をいただき
金城中学校３年
梶原 侑來
ました︒
金城中学校３年
芹原 羽菜
いずれも素晴らしい作品でした
金城中学校２年
岡本 里桜
が︑審査の結果 作品を入賞作品
三隅中学校２年
大原 光瑛
として選出しました︒
三隅中学校２年
玉田 透兜
これらの入賞作品は︑ 月７日
作文の部︵小学校︶
㈭正午まで市役所本庁舎 階市民
ロビーで展示します︒
また︑
入賞作
最優秀賞
品と︑中学校ポスターの全応募作
周布小学校 年
横田 輝琉
品を︑ 月９日㈯から 日㈰まで︑ 優秀賞
世界こども美術館で展示します︒
原井小学校５年
宮川 真希
入賞作品は︑人権作品集﹁共に
松原小学校６年
荒木 宮音
生きる﹂にまとめて発刊するほか︑
三階小学校６年
小林 聖空
今後の啓発事業にも活用します︒
三隅小学校６年
月洞 弥花
入賞された皆さんは次のとおり
ほか１名
です︵敬称略︶
︒

堀

障がい者雇用優良事業所として、石見食
品㈱と㈱ベリーネを表彰しました
（11月18日）

6

最優秀賞
旭中学校２年

美又温泉旅館組合から、美又温泉オリジ
ナルパッケージのお土産の開発報告を受
けました（11月17日）

利用開始日
１月１日㈷から
利用方法
ステップ１
アプリのホーム画面にある﹁スキャン﹂
をタップ︒
ステップ２
納付書のバーコードを読み取る︒
ステップ３
支払い金額を確認し︑﹁支払う﹂をタッ
プ︒
※ 事 前 に︑ ス マ ー ト フ ォ ン 決 済 ア プ リ
﹂又は﹁ LINE Pay
﹂のインストー
﹁ PayPay
ル︑登録及び納付額のチャージが必要です︒
対象税目等
市税等・水道料金・下水道使用料
問合せ
・市税等
税務課収納係
☎㉕９２４０
・水道料金等
上下水道部管理課料金係
☎㉕９９０３

浜田市人権尊重のまちづくり推進大会を
開催しました（11月15日）

優秀賞
・つらいとき つらいと言える 家族に感謝
三隅町
吉本 美和子
・コロナ禍で よりいっそうの 思いやり
田橋町
谷口 芳枝
・ひとりひとりの思いやり 優しい地域の第一歩
三隅町
田城 舞
・その言葉 どこへ向かうか 知ってるの？
三隅町
河野 千代子
・人権を他人 ひと ごとと 思う心に 終止符を
(
)
三隅町
小田 廣子
・なにげない その一言が 傷つける
竹迫町
宇田山 博
・あいさつは してもされても ほっこりと
三隅町
森下 桂子
・﹁ありがとう﹂のことば一つで救われる
牛市町
石田 ノブヨ

山陰中央新報販売店組合浜田ブロック会
と、高齢者などの見守り活動に関する協
定を締結しました（11月13日）

30

問合せ
人権同和教育啓発センター
☎㉕９１６０

浜田医療センターに、医療用陰圧テント
を貸与しました（11月13日）

1
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特 定 地 域 づ く り 事 業 協 同 組 合「Biz.
Coop.はまだ」の創立総会に出席しまし
た（11月８日）
島根県交通安全功労者等表彰式に出席し
ました（11月６日）

テーション竣
栄サービスス
ＪＡしまね弥
２日）
月
ました（11
工式に出席し

（令和２年11月）

市長日記
元気な浜田をつくります

ま

Town Topics

♥

地域の作品展
〜 波佐文化祭 〜

はまだ

安否確認で地域の連携を再確認
〜 住民参加型防災訓練 〜

19

広報はまだ：令和３年１月号

だ

Town Topics ♥

い

〜 わいわいウォーキングin南高台 〜

あさひ

11月15日㈰、旭町丸原で「第12回わいわいウォーキングｉｎ
南高台」が開催されました。
この催しは、今市地区まちづくり推進委員会が各地区のまち
の魅力を知ってもらうことを目的に毎年行われています。今回
は、島根あさひ社会復帰促進センター周辺を散策しました。
この日は秋晴れの下、約60人の参加者が普段あまり行くこと
の無い水道の配水池や地域の施設など、約４ｋｍの自然豊かな
山間のコースを歩き、心地よい汗を流しました。
熱心に作品を見る来場者

散策を楽しむ参加者

みすみ

パラリンピック競技にふれる

〜 ブラインドサッカー親子体験会 〜

みすみ

やさか

わ

まちの魅力を感じる

11月１日㈰、サン・ビレッジ浜田で、ブラインドサッカーチー
ム「島根オロチビート浜田」がブラインドサッカー親子体験会
を開催し、少年サッカーチーム「サンパルス」の親子が参加し
ました。
ブラインドサッカー（５人制サッカー）は、2020東京パラリ
ンピックの正式競技で、アイマスクをして、ボールから鳴る音
などを頼りにプレーをします。参加者は、アイマスクをしての
サッカーに、初めは恐る恐るでしたが、親子でコミュニケーショ
ンをとりながら楽しく体験しました。

10月26日㈪、三隅自治区で地震・津波を想定した住民参加型
防災訓練が行われました。今回の訓練には、学校、自治会、自
主防災会、事業所など35団体が参加しました。
この防災訓練は、毎年行われていますが、今回は新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、避難所への避難行動は行わず、
各参加団体で安否確認訓練を行いました。避難行動を行うこと
はできませんでしたが、安否確認と三隅支所への訓練結果報告
を行い、各参加団体で、平日における安否確認方法について再
確認することができました。

大雨の動向を確認する参加者

の

かなぎ

11月３日㈷から６日㈮までの４日間、第47回波佐文化祭が開
催され、約180人が来場しました。
会場には、波佐保育園児、波佐小学校児童、地域や各団体、
公民館教室の皆さんなどの多くの作品が展示されました。また、
なつかしのコーナーも設置され、世話人が昭和23年に作った舞
台幕なども展示されました。
新型コロナウイルスの影響により、作品展示のみの文化祭は、
初めての試みでしたが、来場者は、各作品を熱心に見て楽しん
でいました。

声を頼りに上手にドリブルする

ち

寺尾用水隧道の史跡案内板前で説明を受ける参加者

日頃の囲碁の腕を競う

〜 浜田市長杯争奪囲碁大会 〜

被災状況などの報告を受ける参加者

10月25日㈰、弥栄町の畑集落で豪雨災害を想定した避難訓練
が行われました。消防団員や民生児童委員が、地域住民を避難
所まで送り、全員集まるまでにどれくらい時間がかかるのかを
確認しました。その後、非常食の試食を行いました。
災害時には自宅待機を考えていた人も、「避難所に集まれば、
みんなの安否が把握できる」と安心されていました。
このような訓練や備蓄品の確認をすることで、災害時に落ち
着いて行動ができるだけでなく、早めに避難しようという意識
の醸成にもつながりました。

はまだ

あさひ

避難は早めに

間仕切りを組み立てる参加者

〜 秋の黒沢再発見ウォーク 〜

11月15日㈰、黒沢公民館の主催により、「秋の黒沢再発見
ウォーク」が行われ、18人が参加しました。今年は、新型コロ
ナウイルスの影響により、散策地を山道（六地蔵道ウォーク）
から平坦地（井川路ウォーク）に変更して行われました。
参加者は、公民館を出発し、約３ｋm先の井川神社を参拝後、
公民館へ帰りました。途中、井川の１本桜や寺尾用水隧道の史
跡案内板などで足を止め、説明を受けながら、約２時間のウォー
キングを楽しみました。参加者は、
「普段、車で通る道をゆっ
くり歩くのは新鮮」と話していました。

11月14日㈯、浜田市長杯争奪囲碁大会が、総合福祉センター
で開催され、参加者48人が日頃培った囲碁の腕を競いました。大
会結果は、次のとおりです。
・無差別級（互先）では、優勝が冨金原伸夫さん、２位が小谷
健二さん、３位が二段俊司さん。
・Aクラス（五段・四段）では、優勝が永見弘さん、２位が川
崎眞之さん、３位が長尾康一さん。
・Bクラス（三段・二段）では、優勝が橋本正二さん、２位が
青木吉隆さん、３位が山藤秀憲さん。

〜 畑集落避難訓練 〜

身近な暮らしの中を歩いて再発見

囲碁の腕を競う

避難所の「密」を防げ

〜 和田地区自主防災会避難所運営訓練 〜

11月８日㈰、和田公民館で、和田地区自主防災会避難所運営
訓練が行われました。
この日は「３密」になりがちな避難所での感染症対策を目的
とし、地区住民約30人が訓練に参加しました。
フェイスガードや防護服を身にまとった運営スタッフが、受
付で、避難者役の検温や消毒を行った後、館内において飛沫感
染防止の間仕切りとダンボールベッドの設営を体験しました。
参加者は「組立ては考えていたよりも難しかった」「感染症対
策もきちんできると感じた」と話していました。
広報はまだ：令和３年１月号
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安全安心

防災防犯の話し合 い を
お手伝いします

住宅
産業・地域活性化

生活・環境

マイナンバーカード関係
手続のための休日窓口を
開設します

税務・納税

子育て

※ 顔写真の撮影サービス︵無
料︶を行っていますので︑顔
写真は不要です︒
申請に必要なもの
交付時来庁方式︵市役所に来庁
して受取︶の場合
・本人確認書類︵別表の書類Ａ
１点又はＢ１点︶
申請時来庁方式︵郵便による受
取︶の場合
・本人確認書類︵別表の書類Ａ
１点又はＢ２点︶
・通知カード
※ 紛失している場合は︑別表
の本人確認書類Ａ２点又はＡ
１点 Ｂ
+１点

宅

書類A以外の「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」
が記載された書類
書類B
【例】健康保険証、介護保険証、医療受給者証、
年金手帳（証書）、社員証、学生証など
※ 必ず原本を持参してください
子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

・マイナンバーカード︵再交付
申請する人︶
・住民基本台帳カード︵お持ち
の人︶
・ 歳未満の人が申請する場合
について︑詳しくはお問い合
わせください︒

問合せ 総合窓口課総合窓口係
☎㉕９４００

調理師業務従事者届を
提出してください
飲食店などで調理の業務に従
事する調理師は︑調理師法に基
づき︑２年ごとに︑就業地の都
道府県知事に﹁調理師業務従事
者届﹂を提出しなければいけま
せん︒
対象者 島根県内の次の場所で
調理の業務に従事している調
理師
・寄宿舎︑学校︑病院︑事業所︑
社会福祉施設︑介護老人保健
施設︑矯正施設︑そのほか多
数人に飲食物を調理して供与
している施設
・飲食店営業︑魚介類販売業︑
そうざい製造業
※ 調理師免許を持っている人
でも調理師の業務に従事して
いない人は届出の必要はあり

産
業
地域活性化
公益信託しまね女性ファンド

女性を中心に活動してい
る団体などに助成します

市では︑使用予定のない﹁空
県では︑女性が持てる力を十
き家﹂を探しています︒
分に発揮して︑地域でいきいき
空き家バンクに登録して︑空
と活躍してもらうことを目的に
き家の有効活用をしませんか︒
﹁公益信託しまね女性ファン
空き家を所有している人︑空
ド﹂を設立し︑女性を中心に活
き家を知っている人からの情報
動している団体などに助成を
提供をお待ちしています︒
行っています︒
ご不明な点は︑気軽にお問い
対象団体 県内の女性たちが中
合わせください︒
心となって活動し︑おおむね
※ 空き家バンク制度とは︑使
人以上の構成員がいる民間
用予定のない空き家を登録し︑
の団体やグループ︵構成員の
ホ ー ム ペ ー ジ な ど で Ｕ・ Ｉ
半数以上が女性であることが
ターン希望者などに情報提供
目安となります︶
を行う制度です︒
空き家バンクホームページ
対象事業 ４月１日㈭〜令和４
年３月 日㈭に実施する次の
http://www.hamada-akiya.
事業
com/
⑴魅力ある地域づくり
⑵男女共同参画社会づくり
⑶時代を担う人づくり
⑷水と緑豊かな環境づくり
問合せ 定住関係人口推進課移
助成金額 １件あたり１万円〜
住定住係 ☎㉕９５１１
万円︵１万円単位︶
募集締切日 １月 日㈮
申込方法 申請用紙に必要事項
を記入の上︑申請してくださ
い︒
※ 申請用紙は︑市役所人権同
和教育啓発センター及び各支

空き家情報を提供してく
ださい

住

本人確認書類（別表）
マイナンバーカード、住民基本台帳カード（顔
、運転免許証、運転経歴証明書（交付年
書類A 写真付）
月日が平成24年４月１日以降のものに限る）、旅
券、身体障害者手帳、療育手帳など
税務・納税

健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

ません︒また︑県内在住でも︑
県外で従事している人は従事
先の都道府県で届け出てくだ
さい︒
届出期限 １月 日㈮
届出方法 届出用紙に令和２年
月 日現在の状況を記入の
上︑届け出てください︒
※ 届出用紙は︑市役所東分庁
舎２階環境課︑浜田保健所に
あります︒
※ 県のホームページから電子
申請による手続も可能です︒
届出先及び問合せ
浜田保健所健康増進課
☎㉙５５５２
31
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個人や法人で事業を営んでい
る人は︑１月１日現在の事業用
償却資産の所有状況を期限まで
に申告する義務がありますの
で︑必ず申告してください︒
申告期限 ２月１日㈪
※ 償却資産の詳細については︑
償却資産申告書︵ 月中旬送
付済み︶に同封している﹁申
告の手引き﹂をご覧ください︒
ご不明な点は︑お問い合わせ
ください︒
※ 償却資産の申告書が届いて
いない人︑又は圧着はがきで
申告案内があった人で資産の
増減がある場合は︑申告書を
送付しますので連絡してくだ
さい︒
連 絡・ 問 合 せ 資 産 税 課 土 地
係・家屋係 ☎㉕９２３３

令和３年度償却資産
︵固定資産税︶の申告を
お願いします

税務・納税

所防災自治課にあります︒
助成決定 ３月下旬予定
申込み・問合せ 公益財団法人
しまね女性センター内 公益
信託しまね女性ファンド事務
局 ☎０８５４ ５５１４

市では︑国が実施する統計調
査︵国勢調査・経済センサスな
ど︶に理解と熱意をもって︑積
極的に取り組んでいただける統
計調査員を随時募集しています︒
希望する人をあらかじめ調査
員として登録し︑統計調査実施
の際に改めて市から従事依頼を
し︑本人の了承を得た上で調査
に従事していただきます︒
※ 登録した人に毎回調査をお
願いするとは限りません︒
主な仕事の内容
①調査員事務打合せ会への出席
②調査区域及び調査対象の確認
③ 調査票の配布・記入依頼・回収

統計調査員を募集してい
ます

12

人権

教育・文化・スポーツ

12

マイナンバーカードの受取︑
申請サポート︑電子証明書の更
新手続のための休日窓口を開設
します︒
開設日 １月 日㈰︑２月 日㈰
受付時間 午前 時 分〜正午
受付窓口
本庁舎１階総合窓口課
注意事項
・本庁舎のみでの実施です︒
・浜田自治区以外に住所のある
人が休日窓口でカードの受取
をする場合は︑開設日の３日
前までに︑交付通知書にある
各支所市民福祉課に連絡して
ください︒
・手続は一人あたり 分程度で
すが︑混雑状況によって︑長
時間お待ちいただく場合があ
ります︒
・マイナンバーカード関係以外
の手続はできません︒
・マイナンバーカードは申請し
てから受取まで約１か月半か
かります︒
また︑窓口での申請には次の
ものが必要です︒申請方法によ
り必要なものが異なります︒

産業・地域活性化

15

町内会の集会などで防災や防
犯について話し合いませんか？
出前講座を希望する場合は︑
講師を派遣します︒
また︑自主防災組織の設立に
かかる集会費用など︑補助金の
対象となる場合があります︒
問合せ
・防災安全課防災安全係
☎㉕９１２２
・各支所防災自治課

住宅

④ 回 収 し た 調 査 票 の 検 査・ 整
変更後 ４チャンネル
理・提出
ひゃこるネットみすみ
資格要件
放送エリア 三隅
・選挙関係者及び税務・警察に
現チャンネル数 ３チャンネル
直接関係のない 歳以上の人
変更後 ４チャンネル
・主に日中の調査活動に従事で
１ 変更されるもの
きる人︵ほかに仕事をしてい
①チャンネル数︑チャンネル構
ても可能です︶
成︑番組編成
・責任感が強く︑特に秘密保護
②チャンネル数増加に伴う防災
に配慮できる人
情報︑県議会中継など
・暴力団員でなく︑暴力団や暴
２ 変更されないもの
力団員と密接な関係がない人
①基本料金︑サービスなど
報酬など
②各局自主放送番組
実際に調査に従事した場合に︑
チャンネル構成の変更に伴
国で定めた報酬を支払います︒
い︑設定などが必要になります
統計調査員の身分
の で︑ 詳 細 は 契 約 し て い る 各
実際に調査に従事していただ
ケーブルテレビ局へお問い合わ
く場合に︑統計調査の都度︵約
せください︒
２か 月 間 ︶
︑国や県から任命さ
問合せ
れる非常勤の公務員となります︒ ・石見ケーブルビジョン㈱
応募方法 電話で申し込んでく
☎㉓４８８３
ださい︒
後日︑
面接を行います︒ ・ひゃこるネットみすみ
問合せ 総務課総務管理係
☎㉜４４４４
☎㉕９１２０
・政策企画課地域情報係
☎㉕９２００

ケーブルテレビの チ ャ ン
ネル構成が変更さ れ ま す

生活・環境

２月１日より︑ケーブルテレ
ビのチャンネル数が増えること
により︑チャンネル構成が変更
されます︒
石見ケーブルビジョン
放送エリア
浜田︑金城︑旭︑弥栄
現チャンネル数 ２チャンネル

安全安心
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生活・環境

住宅
産業・地域活性化

提出期限 ２月１日㈪
問合せ 税務課市民税係
☎㉕９２３２

中小事業者などに対する
新型コロナ対策として固
定資産税を軽減します

税務・納税

子

育

子育て

て

令和３年度市立幼稚園入
園児を募集します

入園資格 市内に住み︑次に該
新型コロナウイルス感染症の
当する幼児
影響により︑事業収入が減少し
１年保育児︵年長児︶
ている中小企業者などの令和３
平成 年４月２日〜平成 年
年度分の固定資産税を軽減します︒
４月１日生まれ
２年保育児︵年中児︶
平成 年４月２日〜平成 年
４月１日生まれ
３年保育児︵年少児︶
平成 年４月 日〜平成 年
４月１日生まれ
軽減率 令和２年２月から 月
までの任意の連続する３か月
間の事業収入と︑前年の同時
期を比較します︒
⑴ ％以上 ％未満減少
固定資産税を２分の１軽減
⑵ ％以上減少
固定資産税を全額軽減
対象者
中小事業者など︵法人・個人︶
対象年度・対象資産
令和３年度分の償却資産・事
業用家屋
申告方法 申告書︵認定経営革
新等支援機関などの確認を受
けたもの︶及び必要書類を添
付して︑期間内に資産税課に
申告してください︒
申告期限 ２月１日㈪
問合せ 資産税課土地係・家屋
係 ☎㉕９２３３

対象児童・定員
放課後児童クラブ︵波佐小学校
以外の 校︶
・令和３年度に各小学校に在籍
する児童
・各クラブ
〜 人
放課後児童居場所︵波佐小学校
のみ︶
・令和３年度に波佐小学校に在
籍する１〜３年生の児童
・５人程度
※ 定員を上回る申込みがあっ
た場合は︑各クラブ・居場所

産業・地域活性化

金城 旭 弥栄 三隅 金城

住宅

2

令 和 ３年 度 市 民 税 県 民
税の申告を受け付 け ま す
２月上旬から３月中旬までの
間︑市民税県民税などの申告相
談窓口を設置します︒
日程や時間︑申告書用紙や申
告 書 の 書 き 方 な ど は︑
﹁広報は
まだ﹂２月号に掲載します︒
問合せ 税務課市民税係
☎㉕９２３２

生活・環境

28

税務・納税

子育て

の状況に応じて調整します︒
実施日時
・月〜金曜日︵平常授業日︶
放課後〜午後６時
・学校の振替休業日・土曜日・
夏・冬・春休み期間中
午前８時〜午後６時
負担金 児童１人あたり月額６
０００円︵おやつ代１０００
円を含む︶
※ 夏休み期間中の７・８月は
２５００円を加算します︒土
曜日の利用者は月額１７００
円︵ お や つ 代 ２ ０ ０ 円 を 含
む︶を加算します︒別途︑傷
害保険料が必要です︒
※ 兄弟・姉妹同時入会︑児童
扶養手当受給者︑生活保護世
帯に減免制度あり︒
申込期間 １月４日㈪〜 日㈮
申込方法
放課後児童クラブ
申込用紙に必要事項を記入の
上︑同意書・就労証明書を添え
て︑申し込んでください︒
※ 申 込 用 紙 は︑ 子 育 て 支 援
課・各支所市民福祉課・各放
課後児童クラブにあります︒
放課後児童居場所
波佐保育園にお問い合わせく
ださい︒
問合せ
・子育て支援課子育て政策係
☎㉕９３３１
・各支所市民福祉課
29

事業主の皆さんへ

安全安心

29

幼稚園名

健康・福祉

保険・医療・年金

※ 各施設において︑継続在園
児を含めて定員の範囲内で受
入れを行います︒
※ 令和５年度に統合を予定し
ていますので︑ ページの﹁統
合計画方針案﹂の内容をご確
認の上︑申し込んでください︒
石見幼稚園又は美川幼稚園を
３年保育で申し込まれた場合
は︑令和５年度から通園場所
が変更となります︒
※ ３年保育児が定員を上回っ
た場合︑３園間で調整の上︑
原則として抽選とします︒
※ ２年保育児及び 年保育児
が定員を上回った場合は︑継
続在園児を優先することとし︑
新規募集児のみ抽選を行いま
す︒
※ 定員に満たない場合は︑異
年齢児による混合学級となる
場合もあります︒
※ 特別支援教室を設けていま
すので︑入室を希望する場合
はご相談ください︒
※ 原井幼稚園については︑現
在休園中であり︑募集は行い
ません︒
保育時間 浜田市では午前９時
〜午後２時としています︒年
少児については︑入園当初及
び水曜日は︑午前９時〜 時
分となります︒また︑小中
学校同様夏休みなど長期休暇
を設けています︒
12
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市では放課後児童クラブ︵浜
田自治区 か所︶で小学校の児
童の生活指導に当たる支援員を
募集します︒
募集人数
・支援員
若干名
・代替支援員 若干名

令和３年度放課後児童ク
ラブ支援員を募集します

1

27

30

28

29

定員
１年保育 ２年保育 ３年保育 特別支援教室
石見幼稚園
70
70
20
５
長浜幼稚園
35
35
20
‑
美川幼稚園
25
20
‑

募集人数

給与支払報告書の 提 出 を
お願いします
令和２年分の給与支払報告書
を提出してください︒
必ず︑令和３年度の新様式を
使用してください︒
提出先 税務課
対象 令和３年１月１日に浜田
市に住所がある人
※ パート・アルバイトの人の
給与支払報告書も提出してく
ださい︒
提出方法 給与支払報告書は︑
正本のみの提出でも結構です︒
浜田市提出用の総括表と﹁普
通 徴 収 切 替 理 由 書︵ 兼 仕 切
紙︶
﹂ を 使 用 し て く だ さ い︒
郵送での提出も受け付けます︒
※ 給与支払報告書の提出は︑
光ディスクやｅ ＬＴＡＸ︵エ
ルタックス︶での提出を推奨
しています︒

令和３年度放課後児童ク
ラブ・放課後児童 居 場 所
入会児童を募集し ま す
放課後児童クラブ及び放課後
児 童 居 場 所 は︑ 小 学 校 の 児 童
で︑保護者が就労などで放課後
家庭にいない児童を対象に︑生
活の場を提供し︑遊びや生活指
導をとおしてその児童の健全育
成を図るものです︒

浜田

70

健康・福祉

保険・医療・年金

人権
教育・文化・スポーツ

保育料 無料︵教材費用などは
実費となる場合があります︶
申込期間 １月８日㈮〜 日㈪
︵土 日 祝を 除く ︶ 午前 ９時
〜午後４時
申込方法 入園申込書などに必
要事項を記入の上︑希望する
幼稚園へ申し込んでください︒
※ 申込書は︑子育て支援課及
び各幼稚園にあります︒
※ 申込みは１園に限ります︒
※ 既に保育所︵園︶や認定こ
ども園を申し込まれた場合で
も申込みが可能です︒
※ 申込期間後も定員に達して
いなければ︑随時受け付けま
す︒
※ 市ホームページで各幼稚園
の様子や保護者の声︑卒園児
の声を紹介しています︒

問合せ
・子育て支援課保育所幼稚園係
☎㉕９３３０
・石見幼稚園 ☎㉒０４９３
・長浜幼稚園 ☎㉗０５７５
・美川幼稚園 ☎㉖０１８５

18

資格要件 次の①〜⑦のいずれ
かを満たす人
①放課後児童支援員認定資格研
修修了証を有する人
②保育士の資格を有する人
③小学校・中学校・高等学校又
は幼稚園の教諭となる資格を
有する人
④ ２ 年 以 上︑ 助 産 施 設・ 乳 児
院・母子生活支援施設・保育
所︵ 園 ︶・ 児 童 厚 生 施 設・ 児
童養護施設などに従事したこ
とのある人
⑤児童厚生員の資格を有する人
⑥大学にて社会福祉学︑心理学︑
教育学︑社会学︑芸術学︑体
育学を専修する学科を修了し
卒業した人
⑦ 児童の生活指導に熱意のある人
雇用期間
４月〜令和４年３月
勤務日 日︑祝日︑盆︑年末年
始を除く日
申込締切日 １月 日㈪
申込方法 履歴書に必要事項を
記入の上︑写真を貼付して申
し込んでください︒
選考方法
面接・書類による選考
※ 雇用条件など不明な点は︑
お問い合わせください︒
申込み・問合せ
子育て支援課子育て政策係
☎㉕９３３１

人権

教育・文化・スポーツ

22
広報はまだ：令和３年１月号
広報はまだ：令和３年１月号
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25

12

50

20

30

勤務日
勤務時間
月〜金曜日
13:00〜18:00までの４〜５時間程度
月〜土曜日のうち、
支援員
５〜６日
土曜日
8:00〜18:00までのうち５時間程度
月〜金曜日
13:00〜18:00までの４〜５時間程度
月〜土曜日のうち、
代替支援員 勤務可能な日
土曜日
8:00〜18:00までのうち５時間程度
※ 夏・冬・春休みと学校の振替休業日は、8:00〜18:00までのうち５時間程度
放課後児童クラブ支援員募集
職種
勤務日数

10

波佐保育園 ☎㊹0449
波佐小
波佐保育園(放課後児童居場所)

15

30

50

放課後児童クラブ・放課後児童居場所一覧
対象の小学校
申込・問合せ
クラブ名
ふたば学級放課後児童クラブ
原井小
若潮学級放課後児童クラブ
雲雀丘小
くすのき学級放課後児童クラブ 松原小
杉の子学級放課後児童クラブ
石見小
杉の子第２学級放課後児童クラブ 石見小
杉の子第３学級放課後児童クラブ 石見小
山ばと学級放課後児童クラブ
美川小
子育て支援課
☎㉕９３３１
ひまわり学級放課後児童クラブ 周布小
ひまわり第２学級放課後児童クラブ 周布小
とびうお学級放課後児童クラブ 長浜小
かぜの子学級放課後児童クラブ 国府小
かもめ学級放課後児童クラブ
国府小
さくら学級放課後児童クラブ
三階小
さくら第２学級放課後児童クラブ 三階小
雲城地区児童クラブ
雲城小
金城支所市民福祉課
☎㊷１２３５
今福地区児童クラブ
今福小
旭支所市民福祉課
今市児童クラブ
旭小
☎㊺１４３５
弥栄支所市民福祉課
やさか児童クラブ
弥栄小
☎㊽２６５６
三隅小児童クラブ
三隅小
三隅支所市民福祉課
☎㉜２８０６
岡見小児童クラブ
岡見小

子育て

30 26

健 康 コラム

健康・福祉

アルコールとのつきあい方
で20ｇ程度です。アルコール度数はお酒の種類に
よって異なりますが、だいたい、ビール中瓶１本
（500ml）、日本酒１合（180ml）、ワイン（180ml）、
ウイスキー（60ml）、焼酎（110ml）、缶チューハイ
１本（350ml）くらいが適量とされています。
また、体内に入ったアルコールの分解は、おおよ
そ１時間当たり４ｇ程度といわれており、ビール
500mlを分解するのに約５時間かかります。深酒す
ると翌朝アルコールが残ることがありますので、飲
酒運転にならないように注意が必要です。
少量の飲酒はリラックスでき、健康にも良いとさ
れています。
適量を守り、休肝日をもうけながらお酒を楽しみ
ましょう。
三隅支所市民福祉課

教育・文化・スポーツ

問合せ

人権

飲酒は、適量を守れば緊張を和らげストレス解消
になりますが、過度の飲酒は健康を害する危険性を
はらんでいます。
身体的影響では、肝臓障がい、膵臓障がい、高血
圧、脳卒中や心臓病の原因になることがあります。
精神的影響では、アルコール依存症やうつ病の誘
引となることがあります。
社会的影響では、飲酒運転による交通事故、浪費
や借金などの金銭トラブルなどが問題とされていま
す。
生活面でも睡眠障がいや脱水状態になりやすく、
薬といっしょに飲むと薬の作用が正しくあらわれず
副作用が強まるなどの弊害があります。
節度ある適度な飲酒量は、1日平均アルコール量

保険・医療・年金

広報はまだ：令和３年１月号

☎㉕９３１１

40 27

税務・納税

教育・文化・スポーツ

問合せ
健康医療対策課健康づくり係

産業・地域活性化

受付日
受付時間
会場
１月７日㈭ 8:30〜11:00 市役所第２東分庁舎２階

65

住宅

人権

胃がん検診（要予約）
対象
40歳以上
申込先 健康医療対策課 ☎㉕９３１１
又は各支所市民福祉課

検診の流れ
①検診会場で受診票を記入し、提出する。
※ 新型コロナウイルス感染症対策として会場での
３密を避けるため、会場では受診票の受付のみと
します。
※ 職場やグループで取りまとめて申し込みを希望
する場合は、容器配布について個別に相談に応じ
ます。
②自宅に、検査容器が市から郵送される。
（検査容器・返信用封筒・便の取り方説明文など
を同封しています）
③２日間採便し、容器を返信用封筒に入れて、提出
期間中にポストへ投函する。
※ 期間より前や後にならないようご注意ください。
④結果は、検査容器提出後、１か月程度で検査機関
から自宅に郵送されます。

生活・環境

江木医院 ☎㉒１１８１（予約不要）
浜田医療センター内 健診センター
☎㉘７７００（要予約）
予約受付時間 14:00〜16:00
実施日 毎週月〜金曜日
当日受付 9:00〜 9:30
検査時間 10:00〜

安全安心

保険・医療・年金

25

健診センター

貸与額
①県社協貸付決定者
月額２万円
②県社協貸付不承認者
月額３万円
貸付利子 無利子
貸付期間 ２年間
返還免除 卒業後︑保育士登録
をして︑市内保育所︵園︶な
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
の通知後１か月を予定
問合せ 子育て支援課保育所幼
稚園係 ☎㉕９３３０

健康・福祉

実施場所

浜田医療センター内
２月26日㈮まで

健康・福祉

子育て

実施期間

江木医院
２月27日㈯まで

20

29

次の対象に該当する人は︑健
康医療対策課又は各支所市民福
祉課へ相談してください︒
対象 障害者手帳などの交付を
受けていないが︑同等の障が
いのある人
※ 既に障害者控除を受け︑認
定書を持っている人で前年度
と障がいの程度が変わらない
人や︑障害者手帳などの交付
を受けている人は︑申請の必
要はありません︒
控除額
市民税県民税
・障害者控除
万円
・特別障害者控除
万円
所得税
・障害者控除
万円
・特別障害者控除
万円
※ 障がい者本人で合計所得金
額が１２５万円以下の人は︑
市民税県民税が非課税になり
ます︒
問合せ
・健康医療対策課高齢者福祉係
☎㉕９３２０
・各支所市民福祉課

税務・納税

子宮頸がん検診
子宮頸がん検診受診の際に、ＨＰＶ（ヒトパピロー
マウイルス）検査を無料で受けることができます。
【医療機関で受診する場合】
医療機関によっては、予約が必要です。
対象 20歳以上59歳までの女性

大腸がん検診
対象者 40歳以上（浜田市に住民票がある人）
※ 今年度、職場検診や人間ドックなどで大腸がん検
診を受診した人は、受ける必要はありません。
受診料 無料
検診方法
受診票を受付後に検査容器を自宅に郵送します。検
診の流れを確認し、間違いのないようにお願いします。
検診日程
受付日
受付時間
会場
10:00〜10:30 大麻公民館
13:00〜13:30 美川公民館
１月12日㈫
14:00〜14:20 美川公民館西分館
14:50〜15:10 櫟田原公民館
9:30〜10:30 長浜公民館
１月13日㈬
13:30〜14:30 周布公民館
9:30〜10:30 石見公民館
１月14日㈭ 11:00〜11:30 長沢２町内児童館
13:30〜14:00 長浜商港会館
9:30〜10:30 国府公民館
１月15日㈮
11:15〜11:45 国府公民館有福分館
市役所本庁舎１階
１月18日㈪
9:00〜17:00
健康医療対策課
〜20日㈬

20

1

所得税・市民税県民税の
障害者控除対象者の認定
をします

産業・地域活性化

【医療機関で受診する場合】
申込先 浜田医療センター内 健診センター
☎㉘７７００
申込受付時間 14:00〜16:00
２月26日㈮まで
毎週火・水・金曜日
実施期間 検診当日受付時間 14:30〜15:00
検査時間 15:00〜17:00
実施場所 浜田医療センター内 健診センター

新型コロナウイルス感染症の今後の流行状況に
よっては、急遽中止にする場合もあります。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、検診車による胃がん検診を予約制にしていま
す。
※ 申込み状況によっては、希望に添えない場合も
あります。
※ 検診当日は体温を測って、発熱・咳など体調不
良の人は、受診を取りやめてください。また、受
診する際は、マスクの着用をお願いします。

精神や身体に障がいのある
歳以上の人で︑その障がいが一
定の要件を満たす人は︑所得税
及び市民税県民税の障害者控除
の対象となります︒

住宅

乳がん検診（要予約）
対象 40歳以上の女性で、２年に１回の受診間隔の人
及びクーポン券が送付された人

※

14

保育士資格取得に 必 要 な
修学資金を貸し付 け ま す

生活・環境

がん検診を受けるにあたり、広報はまだ５月号（Ｐ
23）の注意事項を参考にしてください。浜田市に住
民票がある人は、住所地に関係なく、以下のどの会
場でも無料で受診することができます。がん検診受
診の際は、本人確認ができるもの（健康保険証・運
転免許証など）をご持参ください。
※ 年度内に同じ検診を複数回受診する場合は、２
回目以降全額自己負担となります。
（子宮頸がん検診のHPV検査と妊婦健診のHPV検
査も重複の対象になります）

保育士確保のため︑保育士資
格取得に必要な修学資金の貸付
けを行います︒
島根県の保育士修学資金貸付事
業
対象 令和３年度に保育士養成
施設へ在学し︑卒業後県内の
保育所︵園︶などに勤務しよ
うとする人
貸与額 月額５万円
※ 生活保護世帯などの場合︑
入学準備金 万円以内︑就職
準備金 万円以内︑生活費加
算があります︒
※ ほかの貸付事業と併用する
場合一部取扱いが異なります︒
貸付利子 無利子
貸付期間 ２年間
返還免除 卒業後︑保育士登録
をして︑県内保育所︵園︶な
どに５年間︵過疎地域は３年
間︶勤務した場合は︑全額免
除
募集期限
月 日㈮まで
※ ２次募集 ４月１日㈭〜５
月 日㈮
問合せ 島根県社会福祉協議会
生活支援部福祉資金係
☎０８５２㉜５９９６
浜田市保育士修学資金貸付事業
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

安全安心

１月各種がん検診の日程

☎㉜２８０６

広報はまだ：令和３年１月号
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安全安心

生活・環境

保 険・ 医 療
年
金
国民年金保険料前 納 制 度
をご存知ですか
国民年金保険料の納付には︑

住宅
産業・地域活性化

税務・納税

子育て

事前申込 前納を希望する人は︑
な人
口座をお持ちの金融機関又は
募集人員・貸与額など
年金事務所へ事前に申込が必
高等学校・中等教育学校︵後期
要です︒申込期限は２月末で︑ 課程︶及び高等専門学校
年金機構必着です︒
・募集人員
人程度
問合せ 浜田年金事務所
・貸与額 月額１万円
☎㉒０６７０
・返還期間 ６年
大学・短期大学及び専修学校︵専
門課程︶
教育・文化
・募集人員
人程度
スポーツ
・貸与額 月額３万円
・返還期間
年
共通事項
令和３年度浜田市奨学金
利息 無利息
︵貸与型︶奨学生を募集
※ 卒業の翌月から２年を経過
します
した後︑期間内に返還してい
ただきます︒
※ 年２回︑４月︵初年度は７
月︶と 月に半年分ずつ貸与
します︒
※ 卒業後一定期間浜田市に在
住し︑就労することなどによ
り一部返還が免除される場合
もあります︒
募集期間
１月８日㈮〜３月 日㈬
応募方法 募集要項・申請書は︑
卒業又は卒業見込みの中学
校・高等学校︑教育委員会教
育総務課︵各支所教育委員会
分室︶にあります︒
また︑市ホームページから
ダウンロードもできます︒
申請書に必要事項を記入の
上︑必要書類を添えて︑提出
してください︒
優れた素質と向学心を持ちな
がら︑経済的な理由により修学
が困難な生徒又は学生に対し︑
修学支援のための奨学金を貸与
します︒ほかの奨学金との併用
も可能です︒なお︑市が行うほ
かの奨学金との併用はできませ
んが︑申請は可能です︒
対象
・保護者が浜田市に住所を有す
る人
・本年４月に学校教育法に基づ
く高等学校・中等教育学校︵後
期 課 程 に 限 る ︶︑ 高 等 専 門 学
校︑大学︑短期大学︑専修学
校︵専門課程に限る︶に進学
予定の人
・保護者の収入又は所得が要項
で定める基準以下の人
・人物が良好で学業成績が優秀

支給期間
４月〜令和４年３月
︵継続は１年ごとの手続により
最長３年間︶
受付期間 ２月１日㈪〜 日㈰
願書提出先 市内各中学校
︵詳細はお問い合わせください︶
問合せ 市内各中学校又は浜田
ロータリークラブ
☎㉒９６５１

資格・試験

健康・福祉

保険・医療・年金

人権

10

料

教育・文化・スポーツ

広

告

31

広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

な人
※ 保護者の経済状況の急激な
募集人員 ２人
変化により修学が困難になっ
支給金額 月額３万円
た人を対象とする浜田市緊急
支給期間 大学在学の４年間と
奨学金貸与者は随時募集して
し︑年２回︑４月︵初年度は
います︒
７月︶と 月に半年分ずつ支
問合せ 教育総務課総務企画係
給します︒
☎㉕９７００
募集期間
１月８日㈮〜３月 日㈬
令和３年度浜田市山藤功
応募方法 募集要項・申請書は︑
奨学金︵給付型︶奨学生
卒業又は卒業見込みの高等学
を募集します
校︑教育委員会教育総務課︵各
浜田市出身の故山藤功さんの
支所教育委員会分室︶にあり
ご遺志を受け継がれた山藤法子
ます︒
さんからのご寄附を原資とした︑
また︑市ホームページから
返還の必要がない給付型の﹁山
ダウンロードもできます︒
藤功奨学金﹂の令和 年度奨学
申請書に必要事項を記入の
生を募集します︒
上︑必要書類を添えて︑提出
この奨学金制度は︑優れた素
してください︒
質と向学心を持ちながら︑経済
問合せ 教育総務課総務企画係
的な理由により修学が困難な学
☎㉕９７００
生に対し︑奨学金を支給し︑学
業に専念できるよう修学を支援
す る こ と を 目 的 と し て い ま す︒
ほかの奨学金との併用も可能で
す︒なお︑市が行うほかの奨学
金との併用はできませんが︑申
請は可能です︒
対象
・保護者が浜田市に住所を有す
る人
・本年４月に学校教育法に基づ
く大学に進学予定の人
・保護者の収入又は所得が要項
で定める基準以下の人
・人物が良好で学業成績が優秀

定員 １００人︵先着︶
料金 ８０００円
申込み 再講習は１月５日㈫か
ら 日㈫までに︑新規講習は
１月６日㈬から 日㈬までに
申請用紙を島根県消防設備協
会へ ☎０８５２㉝７２５５
又は日本防火・防災協会へ
☎０３︲３５９１︲７１２１

自衛官など
自衛官候補生男女︵陸・海・空︶
受験資格 採用予定月の 日現
在 歳以上 歳未満の人
受付期間 試験日の前々日まで
試験日 ①２月６日㈯
②３月６日㈯
試 験 内 容 筆 記 試 験・ 口 述 試
験・適性検査・身体検査
試験会場 陸上自衛隊出雲駐屯
地︵出雲市︶
※ 試験日︑場所などが︑追加・
変更される場合があります︒
問合せ 自衛隊島根地方協力本部
☎０８５２㉑００１５
浜田出張所 ☎㉒１３３４
1

10

20

12

甲種防火管理講習

3

13

10

再講習︵浜田会場︶
対象 防火管理者で前回講習か
ら一定程度経った人︵詳細は
お問い合わせください︶
日時 ２月 日㈫
場所 島根県トラック協会西部
研修会館
定員 １００人︵先着︶
料金 ７０００円
新規講習︵浜田会場︶
対象 防火管理者になる予定の
人や資格取得を希望する人
日時 ２月 日㈬・ 日㈭
︵２日間︶
場所 島根県トラック協会西部
研修会館

33

問合せ 島根県住宅供給公社
浜田住宅管理事務所
☎㉕０５３５
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１月 日㈫
以降︒
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
地域定住住宅︵三隅︶
㈱コムサ ☎㉒２９９９
雇用促進住宅︵浜田・金城︶
浜田土建㈱ ☎㉒１４１７
浜田ロータリークラブ

奨学生募集
応募資格
・令和３年度に市内の高等学校
に進学する生徒
・在学の中学校から推薦される
生徒
・市内の中学校に在学している
生徒
募集人数 若干名
支給金額 年間 万円

28

31

18

12

18

12

保険料が割引になる 前
｢ 納制度 ｣
があります︒
前
｢納制度 ｣には︑口座振替・
現金納付やクレジットカード納
付があります︒
※ クレジットカード納付の割
引額は現金納付と同じです︒

集

※ 新型コロナウイルス感染拡
大防止のため︑中止になる場
合がありますので︑主催者に
お問い合わせください︒

募
市営住宅の入居者募集

29

26
広報はまだ：令和３年１月号
広報はまだ：令和３年１月号

27

伝 言 板
18

16

17

まちかど
抽選により入居を決定する住宅
募集住宅については︑申込受
付期間中に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 １月 日㈪〜 日㈮
抽選日 ２月下旬
入居可能時期 ３月中旬

12

令和２年度国民年金保険料納付額
※ 令和３年度の保険料額は、2月上旬に告示する予定です。
納付方法
金額
割引額
毎月納付（納付書による現金納付及び
16,540円
なし
翌月末振替の口座振替）
毎月納付｢早割｣（当月末振替の口座振替） 16,490円
50円
６か月分前納（現金納付）
98,430円
810円
６か月分前納（口座振替）
98,110円 1,130円
１年分前納（現金納付）
194,960円 3,520円
１年分前納（口座振替）
194,320円 4,160円
２年分前納（現金納付）
383,210円 14,590円
２年分前納（口座振替）
381,960円 15,840円

教室・講座
浜田国際交流協会

国際交流教室・語学教室

初級 中級

昼

夜

第２１５回ふるさと歴史紀行

コーナー展

お出かけ
浜田郷土資料館

﹁懐かしい大正・昭和の絵
葉書︑古地図︑広告類﹂
日時 １月５日㈫〜３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
石州和紙会館

廊下の企画展

﹁石州和紙に彩られた
石見の絶景﹂
日時 １月５日㈫〜２月 日㈰
午前９時〜午後５時
休館日 月曜日︵祝日の場合は
翌平日︶
場所 石州和紙会館
料金 無料
問合せ 石州和紙会館
☎㉜４１７０

浜田市消防出初め式
出初め式︵荒天時中止︶
日時 １月 日㈰ 午前９時 分

石見海浜公園

親子もちつき大会
日時 ２月 日㈯・ 日㈰
①午前９時 分〜 時
②午後１時 分〜３時
場所 石見海浜公園予約センター
定員 各５組・ 人程度︵先着︶
料金 １組７００円
申込み 石見海浜公園予約セン
ターへ ☎㉘２２３１

石央文化ホールだより
☎㉒２１００
石央シネマ倶楽部企画映画上映会

映画上映﹁おいしい家族﹂
日時 １月 日㈰
①午前９時 分
②午後１時 分
上(映時間 分 )

※ 金城・旭・弥栄自治区は防
災行政無線の定時放送により
消防団員の召集を行います︒
場所 浜田市陸上競技場
一斉放水
浜田 浜田市役所裏浜田川
︵ 時 分頃放水︶
金城 雲城駐在所前浜田川
︵ 時 分頃放水︶
三隅 天満橋上流三隅川
︵ 時頃放水︶
問合せ 消防本部警防課消防団
係 ☎㉕５１６７
大切な人を自死により
亡くされたあなたへ

しまね分かち合いの会・虹
日時 １月 日㈯ 午後２時〜
場所 総合福祉センター
問合せ しまね分かち合いの会・
虹事務局
☎ ０９０︲４６９２︲５９６０
浜田国際交流協会 ミニ講座

﹁似ているようで違う
韓国と日本﹂
日時 １月 日㈰
午前 時〜 時 分
場所 石見公民館 研修室
講師 福島明淑さん
定員
人
料金 無料
申込み １月 日㈫までに浜田
国際交流協会へ ☎㉔１２４１

石見海浜公園

ノルディックウォーキング
日時 １月 日㈰・２月 日㈰
午前 時〜正午
場所 石見海浜公園予約センター
定員 各 人程度
料金 無料︵ポール貸出無料︶
申込み 石見海浜公園予約セン
ターへ ☎㉘２２３１

石州刀剣会定例鑑賞会
日時 １月 日㈰
正午〜午後４時
場所 サンマリン浜田
会費 ３０００円
申込み 中野宅吉さん
☎０８０︲１９２２︲３９４６

事業承継・
後継者育成セミナー
対象 市内事業者
日時 １月 日㈬
午後２時〜４時
場所 いわみーる会議室
演 題・ 講 師 ﹁ 経 営 者 が 必 ず 決
断を迫られる３つの着地方法
とは？﹂ 村上弘基さん
Ｔｅａｍ 経営参謀代表︶
定員
人︵先着︶
料金 無料
申込み 浜田商工会議 所商工振
興係へ

☎㉒３０２５

日時 １月 日㈰
料金 前売券一般 １２００円
午前 時〜 時
小学生〜大学生
６００円
場所 １階レクチャーホール
※ 当日２００円増
※ スタンプマリンカード使用可
料金 ３００円
定員 ３００人
申込み 電話・ホームページで
プレイガイド 石央文化ホール
学習交流係へ ☎㉘３６１４
開館 周年感謝イベント
毎月 日にプチイベント開催
アクアスから
﹁アーリャ・ナスチャの部屋へ
☎㉘３９００
ようこそ﹂
年末年始は休まず開館︵新年第
日時 １月 日㈬ 午前 時
１回目の休館日は１月 日㈫︶
定員
人︵当日受付︶
特別展﹁〜癒し〜のアザラシ写
ゆったり親子の会
真展 きっとあなたもアザラ
﹁さわってわかるペンギンのひ
シの虜に♡﹂
みつ﹂
日時
月 日㈷まで
対象 未就学児と保護者
場所 ３階特別展示室
日時 １月 日㈪ 午前 時
﹁ペンギンパレード﹂
料金 無料︵入館料に含む︶
日 時 ３ 月 日 ㈬ ま で の 土・
場所 ペンギン館ペンギンホール
日・祝日︵１月６日㈬までは
毎日開催︶
グラントワだより
午後０時 分〜︵ 分程度︶
☎０８５６㉛１８６０
※ 天候などにより中止の場合
文化勲章受章記念
﹁澄川喜一展﹂
あり
日時 ２月 日㈪まで
﹁映えフォト撮っちゃおう♡
浜商
﹂
午前９時 分〜午後６時
GIRLS
with
日時 １月 日㈰
︵入館は午後 時 分まで︶
正午〜午後３時
休館日 毎週火曜日︑ 月 日
料金 無料︵入館料に含む︶
㈪〜１月１日㈷
内容 浜田商業高校の生徒が提
場所 石見美術館
案する﹁映える﹂写真をアク
料金 一般
３００円
アス館内で撮影してみませんか︒
大学生
２００円
高校生以下
無料

11

浅利町で
跡市浅利往還を旅する
日時 １月 日㈰
午前９時〜午後０時 分︵雨
天中止︶
場所 江津市地場産業振興セン
ター前に集合し移動
料金 ２００円︵資料代︶
問合せ 下村さん 午後５時以降
☎０９０︲７５００︲９６３７

映画会﹁わたし︑生きてて
いいのかな﹂
日時 １月 日㈰
午後１時 分〜４時
場所 石見公民館 研修室
定員
人
料金 無料
申込み １月 日㈬までに石見
公民館へ ☎㉒１３８０

分

21

10

28

県立体育館

特別企画 フォート 演奏
︵ギター︑
カホン︑キーボード︶
時間 ①午前 時 分〜 時 分
②午後１時〜１時

場所 石央文化ホール・大ホール

アクアス体験スクール
﹁ペンギンの羽で作る毛ばり風
ストラップ﹂
対象 小学生と保護者

30

20

11

25

12

スポーツ講座
対象
歳以上の人
日時 １月 日㈰
午前 時〜正午
場所 県立体育館
定員
人
料金 無料
申込み 県立体育館へ
☎㉓１２０１

17

17

27

20

10

30

20 20

20

有

料

料

広

広

告

告

広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

広告募集中 詳しくは市ホームページで
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20

24

30

40

30 15

5

12

11

12

31

10

30

16

17

11

2,000円

11

11

10

18

1

（各講座とも会員料金あり）
申込み 浜田国際交流協会へ ☎㉔１２４１

14

28

30

30

各
10人

11

30

30 30

石見公民館
【初級・中級】

30

11 14

2

11

20

10

30 30

20

10

2,000円

ジョア ン ナ
の英語講座
30

10

13

各
15人

24

30 24

20

31

24

浜田公民館

40

20

10

20

95

11

15人 4,000円

1月13日㈬ 3月17日㈬の水曜日
午後７時〜８時30分
（全５回）

浜田公民館

１月８日㈮
15人 4,000円
韓国語講座

1月13日㈬ 3月17日㈬の水曜日
午後１時30分〜３時
（全５回）

浜田公民館

締切日
料金
定員
1月12日㈫ 3月23日㈫の火曜日
午後７時〜８時30分
1月12日㈫ 3月23日㈫の火曜日
午後４時〜５時30分

場所
国際交流教室・語学教室
日時
浜田国際交流協会
講座

「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。

休館日
︻中央︼
︻金城︼
︻三隅︼
月
月
月

本を大切に！

日㈫〜
日㈫
日㈬〜

を迫られました︒学生の皆さん
には︑オンライン授業︑クラブ
活動の制約やアルバイトの自粛
など︑様々な場面で不便をかけ
ています︒一日も早く︑通常の
キャンパスライフを送ることが
できるよう努力したいと思う次
第です︒
また︑浜田市から学生一人あ
たり一万円分の商品券を配布い
ただきました︒さらに市民の皆
さんから︑多くのご寄付や生活
物資の寄贈をいただいています︒
皆さんに心から感謝申し上げま
す︒
浜田キャンパスでは︑本年
月から︑国際関係学部︑地域政
策 学 部 の 学 部 を 開 設 し ま す︒
これまで以上に︑地域貢献の取
組を進めてまいりたいと考えて
います︒
引き続き︑ご支援︑ご協力の
ほどお願い申し上げます︒

月

日㈮

日㈬

回浜田こども
アンデパンダン展

浜田と海外の子どもたちの思いがつ
まった美術展です︒
会期 １月 日㈯〜３月７日㈰
※ この展示の観覧は︑予約の必要は
ありません︒

第

会期
日㈷まで
※ 日時予約制です︒ホームページか
らご予約ください︒

動く木のアート展開催中

浜田市世界こども美術館

１月のイベント
■木のアート展関連イベント
︽木球迷路で運だめし︾
時〜正午

木の迷路ゲームを行います︒︵当たりつき︶

午前

定員
人︵先着︶
︽クロージングイベント︾
出品作家の作品を体験できます︒
◎ 日㈷ 午前 時〜正午
定員
人︵先着︶
※ い ず れ も ３階 多 目 的 ホ ー ル で 開 催︒
参加費無料
■ホリデー創作活動
定員 各日先着 人
時間 午後１時〜４時
※ 参加受付は午後３時 分まで︒
場所
日㈷まで ３階ホール
日㈯から １階創作室
︽羽子板づくり︾
◎２日㈯・３日㈰
参加費 ３００円
︽タイルで飾る写真フレーム︾
◎９日㈯〜 日㈷
参加費 ３００円
︽パラシュートづくり︾
◎ 日㈯・ 日㈰
参加費 １００円
︽コラージュに挑戦︾
◎ 日㈯・ 日㈰
参加費 １００円
︽お面をつくろう︾
◎ 日㈯・ 日㈰
参加費 １００円
※ 新型コロナウイルス感染防止対策に
ご協力をお願いします︒また︑感染拡
大の状況によっては内容を変更するこ
とがあります︒

料

広

告

広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

年始は２日㈯から開館します︒

あめあがる

新学部の学びや教員紹介な

４月に赴任することとなりま
した平井俊旭と申します︒武蔵
野美術大学を卒業後︑インテリ
アデザイン事務所に勤め︑その
﹂ と
後﹁ Soup Stock Tokyo
いうスープ専門店のブランディ
ングディレクターを創業期より
務めました︒平成 年に雨上㈱
を設立し︑地域のブランド作り
などを行ってきました︒大学に
おいての私の役割は︑自分が現
場で経験してきた実業の楽しさ
や厳しさを伝え︑新しい価値を
創造するための様々な気付きを
提 供 す る 事 だ と 思 っ て い ま す︒
宜しくお願いします︒

◎２日㈯・３日㈰

今月号から︑４月に就任予定
の教員を紹介します︒初回は︑
江良准教授︵地域経済経営コー
ス︶と︑平井講師︵地域づくり
コース︶です︒

新任教員メッセージ

11

ど︑特設サイトへ掲載しています︒

問合せ
新学部学科設置等準備室
☎㉕５９２４

30

3

４月からお世話になります江
良亮と申します︒出身は埼玉県
で大学院まで居住していました︒
大学院修了後に︑北海道と東京
のシンクタンクを経験し︑山形
県の短大︑埼玉県の私立大学で
の勤務を経て︑この度お世話に
なります︒農業経済学を中心に
定量的なデータ分析を専門領域
としています︒趣味として古代
史に関心がありまして︑島根県
は古代史好きにとっての聖地の
ようなところです︒歴史や文化
についてもいろいろと勉強させ
ていただければ幸いです︒

10

20

2
22

図書館の本が次のような原因によって
傷んでしまうことがあります︒
書き込みや落書き︑水濡れ︑ページの
破り取り︑記事の切り取り︑食べ物など
の付着による汚れ︑動物などによるかみ
跡 など
本を誤って汚したときには︑自分で修
理せずに図書館の窓口に早めにお持ちく
年始・蔵書点検に伴う休館の
ださい︒できる限り図書館で修理します︒
お知らせ
修理が難しい状態の場合や紛失した場合
休館中の返却は︑返却ＢＯＸをご利
は︑弁償をお願いしています︒
用ください︵弥栄図書館を除く︶
︒
図書館の本は皆さんの財産です︒次の
視 聴 覚 資 料︵ Ｄ Ｖ Ｄ・ ビ デ オ な ど ︶
︑ 人が気持ちよく利用できるようご協力を
紙芝居︑大型絵本︑リクエストにより
お願いします︒
ほかの図書館から借り受けた図書は︑
開館後︑窓口に直接ご返却ください︒
年始休館
休館日
︻中央︼
１月１日㈷〜３日㈰
※ １月４日㈪は午後１時から開館
︻金城・旭・弥栄・三隅︼
１月１日㈷〜４日㈪
蔵書点検に伴う休館
図書館では︑年に一度︑所蔵図書の
確 認・ 整 理︵ 蔵 書 点 検 ︶ を 行 い ま す︒
休館中は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︒

新年の あ い さ つ
島根県 立 大 学 理 事 長 兼 学 長
清原 正義

明けましておめでとうござい
ます︒
市民の皆さんには︑良いお年
をお迎えのことと存じます︒日
頃︑県立大学にご支援︑ご協力
いただいておりますことに︑厚
く御礼申し上げます︒
さて︑旧年中は新型コロナ感
染症対策で︑大学も様々な対応

30

30

16 11

10:00〜19:00
（土日祝日は18:00まで）

三隅 ☎㉜0338

30
広報はまだ：令和３年１月号
広報はまだ：令和３年１月号

31

11

17

24

31

貴久

五十嵐

16

23

30

俊旭
平井
講師
新学部
特設サイト

20 9 26
東野 圭吾
東野 圭吾
凪良 ゆう
宮部 みゆき
馳 星周
井上 荒野

4

16

1 2 1
潤

池井戸

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

10

希林

樹木

著者
圭吾

東野

１月の休館日
年始 １日㈷
月曜日 ４日・18日・25日
展示替 12日㈫〜15日㈮
26

貸出ベスト10（令和２年11月期）

2

月刊！vol.289
こども美術館
亮

9:00〜17:00

４日㈪･12日㈫
18日㈪･25日㈪

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

24

開館時間
１月の休館日
9:00〜19:00 12日㈫･25日㈪

☎㉒0480
☎㊷1823
☎㊺1439
☎㊽2258

中央
金城
旭
弥栄

〜海の見える丘から〜

11

江良

図書館情報

207
vol.

順位
タイトル
1 クスノキの番人
アルルカン
2 半沢直樹
と道化師
3 危険なビーナス
4 希望の糸
５ 流浪の月
６ 黒武御神火御殿
７ 少年と犬
８ ママナラナイ
９ 一切なりゆき
樹木希林のことば
10 命の砦

オロリン

准教授

❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

出身︶もその一人︒日本の古い
風景や雪山を求めて国内を旅す
るだけでなく︑若き日に憧れた
中世ヨーロッパ美術を見るため
に南欧を中心に何度も旅をしま
した︒
本展では︑石本正をはじめと
する現代日本画家たち 人が旅
をテーマにえがいた作品を展覧
します︒遠い空の下で出会った
そ の 土 地 の 文 化・ 風 景・ 人 々︒
それぞれの旅の中で得た感動を
絵筆に込めた画家たちの作品約
点をどうぞご覧ください︒
※﹁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︒

干支展ー２０２１丑ー
期間
月２日㈯〜 日㈰
浜田市中学校美術部合同作品展
期間
月 日㈭〜２月 日㈷
※ いずれも観覧無料
※ ご来館の際はマスクをご着
用ください︒

毎月１日発行
編集・発行 浜田市市長公室
☎ 0855 25 9151
ＦＡＸ 0855 22 3091

年始は２日㈯から開館します︒

11

本庁

◎昔ながらのお正月の遊び
「石州和紙で凧作りに挑戦！」

各支所

金城支所
旭支所
弥栄支所
三隅支所

毎年恒例、石州和紙を素材にした凧作り
のワークショップを開催します。自分だけ
の凧を手作りするところから楽しみません
か？
出来上がった凧は、みんなで空高く揚げ
て遊びましょう！
お正月の美術館へご家族そろってお越し
ください。
日時 １月９日㈯ 午後１時〜３時
会場 石正美術館創作室
参加費 ５００円
定員 10人（要予約）
〒 697-8501 島根県浜田市殿町１番地
☎0855 22 2612（代表）
https://www.city.hamada.shimane.jp
info@city.hamada.lg.jp

☎42
☎45
☎48
☎32

（単位：人）

総数
38,924
4,087
2,660
1,215
5,771
52,657

女
20,371
2,124
1,310
637
2,988
27,430

男
18,553
1,963
1,350
578
2,783
25,227

栄
隅
計

弥
三
合

口（11月末現在）

1234
1234
2111
2800

浜田市広報
@koushitsu.hamada

Facebook

月５日㈯︑石見公民館
後野分館で開催された書道
団体・五風会主催の展覧会
の中で︑書道パフォーマン
スが行われました︒
書道パフォーマンスでは︑
市内中学校の生徒３人と書
道家が今年の干支である
﹁丑﹂など︑それぞれ作品
を力強く書き上げました︒

浜
金

旭

田
城

世帯
19,398
1,878
1,345
667
2,821
26,109

No.237

令和３年

１

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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展覧会のお知らせ
︻石本正記念展示室・企画展示
室︼画家たちの旅
期間
月２日㈯〜３月 日㈰

60

ギャラリー情報

13

24

人

今月の表紙

12

14

岩本和夫「天使の時間」
2003（平成15）年

多くの画家は︑感動を求めて
旅をします︒日本画家・石本正
︵１９２０︲２０１５︑浜田市

広報
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✚
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1

1

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
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