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～

水産業の振興
①高度衛生管理型荷さばき所の
整備
第１期工事として、まき網用
の７号荷さばき所の建設工事に
着手します。
②地元漁船の存続対策
まき網漁船の老朽化対策とし
て、漁船リース事業の活用など
を推進します。
③浜田漁港エリアの活性化
しまねお魚センターや公設水
産物仲買売場のあり方を検討
し、 関 係 者 の 意 見 も 伺 い な が
ら、抜本的な対策を行います。
④瀬戸ケ島埋立地の活用
輸出も見据えた新たな水産加

観光・交流の推進

工事業としての活用を図るた
め、引き続き、事業実施の「核」
となる企業を探します。

農林業の振興
①農業振興
農家所得の向上に向けて、浜
田 の 顔 と な る「 大 粒 ぶ ど う 」、
「赤梨」、「西条柿」の３つの振
興作物の推進や、
「大豆」、
「キャ
ベツ」、「あすっこ」、「アスパラ
ガス」などの組合せ作物の生産
拡大に取り組みます。
②耕作放棄地対策
「 農 業 委 員 会 」や「 農 地 中 間
管理機構」と連携を図り、担い手
の確保、農地の集積を図ります。
③有害鳥獣対策
迅速な被害対応と広域的な防
護柵の設置に取り組むととも
に、より効果的な対策を検討し
ます。
④畜産振興
三隅町に進出する畜産法人が

②インバウンド対策
広島を訪れる個人旅行客を
ターゲットとして、交通手段の
検討を行うとともに、情報発信
の強化などに取り組みます。
③浜田開府４００年事業
実行委員会でイベント事業を
検討し、ポスターやチラシ、ホー
ムページの作成などの準備にも
取り組みます。
平成 年度は、第４回目のプ
レ講演・座談会の開催や、甲冑
隊創設による大名行列の充実な
どに取り組みます。

～

平成 年４月に牧場を開設する
予定です。施設整備の支援を行
うとともに、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
５月には「元谷団地」でトマ
ト生産法人が営農を開始する予
定です。雇用促進などの支援を
行います。

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

活力のある産業を育て
雇用をつくるまち

７つの「まちづくりの大綱」

住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田

平成

き、浜田港の整備が促進される
よう、国、県や関係機関へ働き
かけを行います。

きょういく

平成 年 月市議会定例会に
おける所信表明でも申し上げま
し た と お り、 本 任 期 は、 第 １
に「 産 業 振 興 と 中 小 事 業 者 支
援」
、 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・
減災対策」
、 第 ７ に「 行 財 政 改
革」の、以上７つを重点政策と
して推進します。
そ の ほ か に も、「 開 府 ４ ０ ０
年 に 向 け た 取 組 」、「 自 治 区 制
度」
、
「東京オリンピック・パラ
リンピック対応」、「観光におけ
る広域連携」の４つについて、
重要事項として取り組みます。
それでは、平成 年度の施策
に つ い て、
「 第 ２次 浜 田 市 総 合
振興計画」の７つの「まちづく
りの大綱」に沿って、主な事項
を説明します。

施政方針

もに、地元合板工場やバイオマ
ス発電施設に安定した木材供給
ができるよう関係機関と協力し
ます。

にぎ

１
①浜田の魅力発信
石見神楽は、平成 年度に浜
田石見神楽社中連絡協議会が
「高円宮殿下記念地域伝統芸能
賞」を受賞しました。近年、海
外公演も増え、日本だけでなく
世界で注目度が高まっていま
す。「 東 京 オ リ ン ピ ッ ク・ パ ラ
リンピック」の期間に、東京で
公演できるよう、関係機関に働
きかけます。
北前船の日本遺産追加認定に
ついては、１月に、外ノ浦を寄
港地として、関係する全国の
自治体とともに文化庁へ申請書
を提出しました。正式認定され
ましたら、観光サインなどの整
備を行うとともに、ほかの認定
自治体と協力し、観光資源とし
ての情報発信を行います。

⑥林業振興
森林の境界の明確化や集約化
を進め、林業事業体が施業しや
すい環境づくりに取り組むとと

企業立地と雇用の確保

30

商工業の振興
①中小事業者支援
「事業承継」については、商
工団体や金融機関などと連携
し、
「 事 業 譲 渡 の 相 談 」 や「 譲
渡先の紹介」
、
「創業を目指す起
業家とのマッチング」を行う
「
（仮称）事業承継サポート窓
口」の開設を検討するととも
に、次代を担う経営後継者や起
業家の育成に取り組みます。
②ふるさと寄附
自治体間競争も激しくなって
いますが、平成 年度を上回る
ご寄附をいただけるよう、市内
事業者と積極的に推進します。
い

31

①企業誘致
課題となっている工場用地不
足を解消するため、島根県への
造成要望を行うとともに、先行
取得を含め、用地の確保を検討
します。
②雇用の確保
３月から、新たに、浜田市情
報サイト「浜田ダイアリー」内
に、市内企業の魅力や求人情報
を掲載する「企業魅力発信ウェ
ブサイト」の運用を開始しまし
た。平成 年度は、このサイト
を広く周知し、ハローワーク浜
田の求人情報サイトや、ふるさ
と島根定住財団のＵ・Ｉターン
総合サイトと連携し、地元新卒
者、一般の求職者に加え、 Ｕ・
Ｉターン者の地元雇用につなが
るよう取り組みます。
③販路開拓
広島市場開拓室は、平成 年
月に、広島商工会議所ビルの
広島ＰＲセンター内に事務所を
移転しました。新規市場開拓に
重点を置き、更なる営業活動に
取り組みます。
10

12

30

浜田開府400年プレ講演会・座談会

④萩・石見空港の利用促進
東京路線の ２便化の維持に
は、更なるイン対策の取組が必
要です。首都圏からの観光誘致
を更に強化するため、萩市、長
門市、益田市とも連携し、県境
を越えた魅力発信や観光コース
の策定などに取り組みます。

30

29

②港の賑わい創出と地域経済の
活性化
５月、７月、 月の３回、イ
タリア船籍の大型クルーズ客船
「コスタ・ネオロマンチカ」が
入 港 し ま す。 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。

29

農業法人の浜田市進出決定

29

27
日本遺産追加認定を目指す
「外ノ浦」

臨港道路福井４号線
初寄港が決定した外国船籍のクルー
ズ船「コスタ・ネオロマンチカ」

浜田港を活かした
産業 振 興
15

30

10

30

29

平 成 年 月 に、
「浜田港港
湾計画」が改訂され、今後 年
間の浜田港の整備構想が示され
ました。
３月 日に、山陰自動車道と
浜田港を結ぶ臨港道路福井４号
線が開通しました。年内には、
福井埠頭にガントリークレーン
が整備予定で、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
11
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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
①子育て環境の施設整備
４月から、三隅保育所内に子
育 て 支 援 セ ン タ ー「 お ひ さ ま 」
が開設され、放課後児童クラブ
も石見小学校で１クラブを増設
しました。

子育て支援センター「すくす
く」の建て替えは、現在、検討
委員会において議論を重ねてい
ます。市民の皆さんに親しまれ
る施設となるよう、広くご意見
を伺い、平成 年度中を目途に
方針を決定します。
②妊娠期から育児まで切れ目の
ない支援
子どもを望んでいても叶わな
い ご 夫 婦 へ の 支 援 に つ い て は、
不妊治療、不育症治療の助成を
引き続き行います。

用団体や市民の皆さんの要望、
意見も考慮し、計画の策定を進
めます。
浜田市野球場は、平成 年度
から２か年をかけて改修工事を
行います。

また、産後ケアや訪問、相談
を充実し、新たに妊婦歯科検診
の助成を設けるなど、支援を行
います。
③子ども医療費助成
子育て世帯の経済的負担の更
なる軽減のため、 月から就学
前の子どもの医療費を無料とし
ます。

高齢者福祉の充実
①高齢者の元気づくりの推進
新たに、介護保険サービスを
使っていない 歳以上の元気な
高齢者を対象に、温泉施設など
の入浴券を配付する「敬老入浴
券贈呈事業」に取り組みます。
また、手軽に行える体操の普
及を図るとともに、サロンなど
の「通いの場」を増やす取組を
支援します。

場所に加え、整備費や運営費な
ど の 検 討 を 重 ね、「 こ れ な ら ば
良い」と思っていただける案を
再検討します。

自然環境を守り
い
活 かすまち

循環型社会の構築
平成 年度からエコクリーン
センターにおいて廃プラスチッ
ク類を焼却することにより、ご
み分別方法は、４月から廃プラ
ス チ ッ ク 類 が、「 燃 や せ な い ご
み」から「燃やせるごみ」に変
更となりました。あわせて、乾
電池、スプレー缶、ライターな
どの「危険物・有害物」は、レ
ジ袋などの透明・半透明袋で出
すことを可能とし、市民の皆さ
んのごみ排出の負担軽減を図り
ます。

火葬場整備

②高齢者の更なる支援体制の強
化
「在宅医療・介護連携支援セ
ンター」を、平成 年度の早い
時期に開設できるよう準備を進
めます。

浜田駅周辺環境整備

次期「浜田市地域公共交通再
編計画」の策定に取り組みます。
見直しには、これまでの施策の
検証を行い、地域の実情に合っ
たより良い交通体系の再構築を
検討します。
好評をいただいている「敬老
乗車券交付事業」は更なる制度
の 充 実 を 図 り、「 運 転 免 許 自 主
返納支援事業」は、引き続き事
業を実施します。

公共交通の充実

山 陰 自 動 車 道「 三 隅 益 田 道
路」の整備は、引き続き早期完
成を目指し、国に対して事業促
進の働きかけを行います。

道路網の整備

生活基盤が整った
快適に暮らせるまち

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」を制定しまし
た。障がいの有無によって分け
隔てられることなく、相互に人
格と個性を尊重し合いながら共
生する社会の実現に向けて取り

障がい者福祉と
地域福祉の充実

①医療体制の充実
高校生や医学生との交流会を
開催するほか、診療所における
研修医の受入れの推進など、医
療従事者の確保に取り組みます。
②健康づくりの推進
平成 年度は特に、市民を挙
げて健康づくりに取り組んでい
ただくための仕掛けづくりを検
討します。
また、家庭や学校、職域、地
域における健康づくりの実践と
食育の推進により、健康的な生
活習慣の確立ができるよう支援
します。各種検診などの受診率
向上にも取り組みます。

医療体制の充実と
健康づくりの推進

30

君市踏切改良事業は、平成
年度中の完成を目指し、踏切北
側において工事に着手します。
浜田駅前広場整備事業は、詳
細設計を進めます。

組みます。
②地域福祉の充実
関係機関と連携して、仕事や
生活など困難を抱える人の相談
にのるなど、自立に向けた支援
を行います。

国民健康保険制度

夢を持ち郷土を愛する
人を育むまち

制度の安定化のため、平成
年度から島根県が財政運営の責
任主体として国保運営の中心的
な役割を担うことになりました。
しかし、保険料は制度改正後
も各自治体が決めることから、
「市民生活安定化基金」などを
活用し、被保険者の過重な負担
の抑制を図ります。
30

学校教育の充実
引き続き、国語教育の充実を
柱に「調べる学習コンクール」
や学校図書館活用教育などによ
り、学力向上に努めます。
酷暑対策としてのエアコン設
置は、平成 年夏の教室温度の
調査結果などを踏まえ、まず中
学校から計画的に進めます。

上下水道整備

10

①水道事業の統合に伴う水道料
金の改定など
簡易水道事業の上水道事業へ
の統合は、４月から実施します。
統合に伴う水道料金の改定は、
市民の皆さんへの十分な周知期
間を確保するため、平成 年
月から実施することとしました。
水道料金の改定は、水道事業
そのものの経営改善効果に加
え、国の高料金対策に係る地方
財政措置の継続を織り込み、負
担の増加を極力少なくし、平均
・８％の改定とします。
なお、市民の皆さんの急激な
負 担 増 を 回 避 す る た め、「 市 民
生活安定化基金」を活用して３
か年の激変緩和措置を講じ、市
内全域の水道料金の統一は、平
成 年 月とします。
また、老朽施設の更新は、有
収率低下の原因となっている市
街地エリアの老朽管の更新を最
優先に取り組みます。
災害時に重要な拠点となる病
院などに供給する基幹管路の耐
震化については、平成 年度か
ら３年かけて集中的に行います。
②下水道事業の推進
下水道審議会の答申に基づ
き、駅前周辺地区を最優先とし
て、平成 年度の事業着手に向
けて、都市計画決定や事業認可
の準備を進めます。
31

家庭教育支援の推進
就学前の子どもを持つ保護者
を支援するため、市独自の家庭
教育支援プログラムの開発、実
施を進めます。

社会教育の推進
「ふるさと郷育」の推進を通
じ て、「 浜 田 が 好 き 」、「 将 来 は
浜田で働きたい」、「市外からも
浜田を応援したい」という子ど
もたちを育みます。

生涯スポーツの振興

安全で安心して
暮らせるまち

ウォーキング、グラウンドゴ
ルフ、ゲートボールなどの軽ス
ポーツ活動を引き続き推進し、
生きがいづくりや、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
び整備計画は、浜田市スポーツ
推進審議会の答申を踏まえ、利

ふるさと郷育「しめ縄づくり」

災害に強いまちづくり
①住民への情報周知手段の確
保・充実
防災行政無線屋外拡声子局を
土砂災害の危険度が高い山間部
などに計画的に増設するととも
に、防災防犯メールの登録者数
の増加に向けた取組を進めます。
住民避難に役立つリアルタイ
ムの河川情報を提供できるよ
う、新たに河川監視カメラを設
置するとともに、市立公民館な
どに公衆用無線 ＬＡＮを整備
し、避難所設営時に、避難者が
インターネットで情報収集でき
る環境を整備します。

浜田市総合防災訓練

30
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32

６

3
24

32

５

高齢者サロン

子育て支援センター「おひさま」
ウォーキング大会

10

浜田市火葬場の３炉ある火葬
炉のうち、平成 年度に１炉、
平成 年度に２炉の更新工事を
行い、 年程度の延命を図りま
す。

32

30

文 化・ 歴 史 教 育 の 環 境
整備

31

70

29

30

30

20

30

①城山公園の整備
現在工事を進めている城山公
園の整備は、浜田開府４００年
を迎える平成 年秋頃の完成を
目指して取り組みます。
②（仮称）浜田歴史資料館
貴重な資料を収集、保存し、
後 世 に 継 承 す る と と も に、
「ふ
るさと郷育」の拠点として、次
代を担う子どもたちや市民の皆
さんが、郷土に誇りと自信を持
つことができる環境を整えるこ
とは、大切であると考えていま
す。
平成 年度に市民の皆さんか
らいただいたご意見を踏まえ、
28

４

２

②地域防災力の向上
昨年までに各支所に消防職員
を配置し、防災体制の強化を図
りました。引き続き、自主防災
組織の設立や育成に取り組むと
ともに、防災訓練への市民参加
を促進するなど、市民全体の防
災意識の高揚を図ります。
③地震津波防災対策
津波ハザードマップの見直し
や、津波避難計画の策定に引き
続き取り組みます。

米軍機騒音問題
平成 年 月から、厚木基地
から岩国基地への艦載機移駐が
本格的に始まり、今後、低空飛
行訓練による騒音被害が増加す
ることが懸念されます。引き続
き、島根県や米軍機騒音等対策
協議会の構成市町と一緒に、外
務省、防衛省に対し、飛行訓練
の中止などの要望活動を行いま
す。

消防・救急体制の 充 実
月に中国電力三隅発電所２
号機の建設着工が予定されてい
ます。建設中はもちろん、完成
後も設備点検のため継続的に管
轄内人口が増えますので、消防
三隅出張所の職員を増員し、出
動体制の強化を図ります。
昨年は救急出動件数が３千件

②観光交流人口の拡大
山陽方面からの玄関口となる
旭温泉への集客アップに重点を
置き、豊かな農村景観や地元食
材、石見神楽などを盛り込んだ
新たな宿泊パックの企画開発
に、温泉組合と連携して取り組
みます。

弥栄自治区

を超え、
過去最高となりました。
高齢者の搬送も増えており、多
様な救急ニーズに対応できるよ
う、救急隊員の資質の向上に努
めるとともに、まちかど救急ス
テーション認定制度の推進やＡ
ＥＤの設置促進に取り組みます。

協働による
持続可能なまち

地域コミュニティの形成
「まちづくり総合交付金」
は、前回の見直しから３年を経
過することから、更に有効な地
域活動の支援につながるよう、
平成 年度は事業の中間検証を
行います。
ま た、
「小規模多機能自治」
や「小さな拠点づくり」などの
事例を調査、研究し、より良い
地域コミュニティのあり方につ
いて検討します。

Ｕ・Ｉターン者の
定住支援

で

移住定住相談に対応する専任
職員を配置し、窓口機能を強化
します。
様々な分野の事業所で短期就
業体験を行い、Ｕ・Ｉターン就
業者の確保につなげていく「浜
田 しごと合宿インターンシッ
プ事業」を、平成 年度から本
格的に実施します。

②安心して暮らせるむらづくり
の推進
地域の魅力を住民の皆さんと
共有し、弥栄自治区の風土に合
う定住対策事業を推進します。

三隅自治区

大学等高等教育機関と
の連携

中山間地域対策、自治区制度

人権を尊重するまちづくりと

男女共同参画社会の推進
人権を尊重するまちづくり
は、「 浜 田 市 人 権 教 育・ 啓 発 推
進基本計画」に、男女共同参画
社 会 の 推 進 は、「 浜 田 市 男 女 共
同参画推進計画」に基づき、そ
れぞれの目指す社会の実現に向
けて取り組みます。
平成 年度は、島根あさひ社
会復帰促進センターが開所 周
年を迎えます。記念事業への協
力と、再犯防止に向けた支援を
行います。

各自治区のまちづくり

金城自治区
①農業振興
元谷団地における入植者の支
援に取り組みます。
意欲ある若い担い手の育成
や、受託営農を支援し、産直市
への出荷を促進することで、農
家所得の向上と生産者の生きが
い創出、耕作放棄地の解消に取
り組みます。
②観光振興
美又温泉の誘客促進に引き続
き取り組みます。平成 年度か
ら取り組んでいる環境整備は、
民間主体の施設整備に波及して
おり、官民一体となって活性化

月 か ら 工 事 が 本 格 化 し ま す。
関係企業や作業従事者の長期滞 健全な市政運営に向けた取組
在、資材の納入などが見込まれ
ます。商工団体と連携し、地元
事業者に発注が行われるよう取
行財政改革
り組むとともに、空き地の情報
提供や空き家の確保など、地域
経済への波及効果に最大限結び
つくよう努めます。

島根県立大学浜田キャンパス
への「地域政策学部増設」の要
望は、島根県が設置した有識者
会議の提言書にも「地域系に特
化した学部学科の創設」につい
て触れられており、今後、県の
中期目標にどのような方向性が
示されるか、動向を注視します。
リハビリテーションカレッジ
島根は、同校と合同で設置した
「あり方検討委員会」から、学
校の存続に向けた今後のあり方
に関する提言を受けました。学
校側で、今後の取組について検
討されていますので、市も、提
言を踏まえた取組に対して支援
します。
また、学生と地域との交流を
一層促進するため、市民団体が
学生と連携して行う交流事業に
助成する「市民交流促進事業」
を、学生に対しても助成できる
ようにし、事業を拡大します。

10

遊休施設の解体経費などに充
てる「市有財産有効活用推進基
金」を活用し、財産処分の取組
を強化します。
平成 年度に実施した全庁的
な事務事業量調査の結果に基づ
き、新たな定員適正化計画を策
定し、平成 年度に向けて部の
再編を含めた大規模な組織機構
の見直しを検討します。
また、業務改善や事業のスク
ラップアンドビルドにつなげる
手法として、事業評価の実施に
向けて準備を進めます。

26

平成 年度当初予算
（案）

31

に取り組みます。

旭自治区
①農地保全と農業振興
再整備した山ノ内梨園の農地
への新規就農者などの確保に努
めるとともに、ブランド米「坂
本米」の生産基盤強化に取り組
みます。

美又温泉にある産直市場

平成 年度は、市政運営２期
目の本格稼働の年です。多様化
する行政課題を解決するため、
島根県の協力も得ながら近隣市
町と連携し、島根県西部の中核
都市としてリーダーシップを発
揮しつつ、「元気な浜田づくり」
に取り組みます。

終わりに

ソフト事業では新たに、敬老
入浴券の贈呈、乳幼児医療費の
無料化、草刈報償費の拡充など
に取り組みます。
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、公共施設の解体などの予算
も確保し、事務事業の見直しに
も積極的に取り組みます。
この結果、一般会計の予算額
は３９４億５０００万円、平成
年 度 当 初 予 算 と 比 較 し て、
７億９０６８万７千円の増、率
にして２・０％の増となりまし
た。
今後は、地方交付税の縮減に
より厳しい財政運営を余儀なく
されますが、継続して行財政改
革に取り組むことによって収支
の改善に努め、基金の取崩しに
依存しない持続可能な財政体質
への転換を図ります。

坂本米の販売

30
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国による地方創生の取組が継
続して進む中、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ました。
主要なハード事業では、昨年
７月の集中豪雨により被災した
箇所の災害復旧に最優先で取り
組みます。継続事業では、城山
公園や高度衛生管理型荷さばき
所の整備、新たな事業では、中
学校のエアコンや河川監視カメ
ラ、公衆用無線ＬＡＮの整備に
も着手します。

30

中山間地域対策
中山間地域では、交通手段の
確保、買い物環境の維持、耕作
放棄地や有害鳥獣被害、草刈り
など多様な課題があることか
ら、２月に、本庁と支所の関係
部署を横断する組織として、「中
山間地域対策プロジェクトチー
ム」を立ち上げました。平成
年度は、優先的に取り組む課題
などを整理しながら、全国の先
進事例なども調査研究し、各課
題の対策に取り組みます。

自治区制度
現制度の延長期限の半年前で
ある平成 年９月までに方向性
の承認が得られるよう、平成
年度から、市民の皆さんの声も
お聞きしながら検討します。

29

しまねＵ・Ｉターンフェア

30
30

①産業振興
石州半紙は、平成 年 月の
ユネスコ無形文化遺産再登録以
降、本美濃紙、細川紙の産地と
ともに和紙サミットの開催や各
種ＰＲ活動などを行っており、
引き続き連携して取り組みま
す。また、原材料の「楮」の生
産拡大に努めます。
「石州和紙会館」は、新たな
管 理・ 運 営 体 制 の 構 築 に 向 け
て、
関係団体・機関などと協議、
検討を進めます。

「楮」の原木剥ぎ作業

②三隅発電所２号機建設に向け
た取組
三隅発電所２号機の建設は、
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①農業生産と加工
弥栄自治区の農業最適化計画
を作成して作業体制を構築する
とともに、農薬散布でのドロー
ンの活用など、農作業の省力化
に取り組みます。
「米」
、
「野菜」
、
「椎茸」を中
心に農産品の６次産業化に取り
組みます。イノシシ肉は、地域
おこし協力隊の協力を得て加工
販売を行うとともに、後継者育
成に努めます。

獣肉加工施設

30
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平成 年度

近年の夏の
中学校の
エアコン設置 暑さは非常
に厳しく、連日の猛暑は学校の
学習環境にも大きく影響を与え
ています。子どもたちが学校生
活の多くの時間を過ごす普通教
室と特別支援教室へのエアコン
設置は、中学校３年生の学級か
ら年次的に取り組み、快適な学
習環境を整えます。

社会教育

現在、島根県では、次代を担
う若い世代の人たちに、島根が
子どもを育てるのに良いところ
であり、魅力ある地域であるこ
とを実感し、定住・移住の地と
して選択してもらうために、島
根の教育をより一層魅力あるも
のに高めていこうとする取組が
進められています。
このような中、浜田市でも、
ふるさと教育とキャリア教育を
一 体 的 に と ら え、「 生 き る 力 」
を構成する重要な力が身につく
よう、幼稚園・保育所、小学校、
中学校、高等学校、特別支援学
校と連携した教育活動を展開し
たいと考えています。
なかでも、高等学校は、社会
に出る一歩前の段階であり、今
後は、市内の県立高等学校と協
働して高校魅力化に取り組み、
学校と地域の交流や活性化な
ど、様々な取組ができるよう組
織づくりから始めます。
また、いじめは人の尊厳に関
わる問題であり、絶対に許され
ない行為であるとの認識の下、
いじめ問題の根絶に全力を挙げ
て取り組みます。

て機能の強化を図るとともに、
ふるさと郷育を推進し、地域づ
くりを担う人づくりを進めます。
きょういく

はまだっ子共育プ 中学校区毎
ロジェクトの推進 の ネ ッ ト
ワ ー ク 会 議 の 充 実 を 図 り、 学
校・家庭・地域の連携・協働を
進めます。

学校におけ
共育の推進
る地域の皆
さんの教育活動支援、地域にお
ける放課後や休日の活動支援な
ど、地域ぐるみで子どもたちを
育み、また、子どもたちに関わ
る大人たちも学び、共に高まっ
ていく、共育を進めます。

就学前の子
家庭教育支援
どもの保護
者を支援するため、市独自の家
庭教育支援プログラムを作成
し、実施します。

ふるさと郷育では、平成 年
度から海、山、川などのふるさ
との自然に着目した自然体験活
動推進事業を行っており、公民
館や関係団体の協力をいただき
ながら、地域資源を活用し充実
に努めます。

学校教育

平成 年３
新学習指導要領
月に公示さ
れた新たな学習指導要領では、
「何ができるようになるか」「何
を学ぶか」「どのように学ぶか」
という視点で、教育課程を捉え
直 し、「 社 会 に 開 か れ た 教 育 課
程」の実現を目指しています。
その方針を受け、県教育委員
会 は、「 島 根 の 子 ど も た ち に 身
につけてもらいたい力」として
「主体的に課題を見つけ、様々
な他者と協働しながら、答えの
ない課題に粘り強く向かってい
く力」をあげています。
市では、これまで取り組んで
きた言語活動の充実や国語力の
向上、学校図書館活用教育の基
盤の上に、教科横断的な取組や
協働的な学習、課題解決的な学
習を推進します。

市体育協会
スポーツの振興
や関係団体
と協力し、競技力の向上と健康
づくりを進めます。
平成 年度は、浜田市陸上競
技場の第４種公認検定継続のた
めの改修工事や、老朽化が著し
い浜田市野球場の改修工事に着
手します。
中央図書館
図書館
と三隅図書
館は、平成 年度に開館５周年
を迎えます。更なる利用促進に
向け、ボランティアや関係諸団
体と連携して様々な啓発・ＰＲ
イベントを展開します。
「第２次浜田市子ども読書活
動推進計画」に基づき、家庭や
学校、地域などでの読書普及を
推進し、乳幼児期から良い本に
触れる機会を設けることなどに
より、豊かな感受性を育てます。
社会生活を
青少年の
健全育成 円滑に営む
上で様々な困難を抱えた子ども
や若者が健やかに成長し、自立
した生活が送れるよう、青少年
サポートセンターに相談窓口を
設け、訪問も行います。
青少年健全育成団体など市民
が主体的に行う子どもたちの社
会体験活動を支援し、これらの
団体と連携しながら、活動の活
性化と発展に取り組みます。

「調べる学
国語力の向上
習コンクー
ル」や「学校図書館活用教育研
究 指 定 校 」、 全 小 中 学 校 へ の 学
校図書館司書などの配置によ
り、子どもたちの言語活動や読
書が広がり、学習への深まりも
見られてきていることから、こ
れらの取組を継続します。
平成 年度調べる学習コン
クールの全国審査会では、優良
賞、奨励賞を受賞する児童・生
徒が出るなど着実にその成果が
出てきています。併せて、市教
育委員会は、「調べる学習」に積
極的に取り組む団体として、全
国三団体の一つに選ばれました。
全国学力・学習状況調査など
の結果では、小学校において、
算数・数学の基礎学力の定着に
課題が見られることから、県の
「算数授業改善推進校」や、市
の「算数・数学アドバイザーによ
る研究指定校」な ど に よ り 学 力
向上を図るとともに、授業改善
や教員の資質向上につなげます。
福祉部局と
特別支援教育
連携した相
談支援チームによる巡回訪問の
充実や嘱託指導主事の増員を行
い、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、相談体制の充実を図ります。
児童生徒一人ひとりの特性に
ついて、教育支援委員会の意見

芸術文化の振興

市内の多種多様な文化・芸術
活動などを行う皆さんや各種団
体の活発な活動を応援し連携を
図り、芸術文化の振興・発展に
取り組みます。
石央文化ホールは、照明機器
など舞台関係設備の改修によ
り、施設の長寿命化や市民の利
便性向上を図ります。石正美術
館や世界こども美術館は、優れ
た芸術文化振興の拠点施設とし
て、各館の役割分担や今後の在
り方について引き続き検討しま
す。

文化財の調査及び保存
貴重な文化
文化財
遺産の保
護・継承と情報の収集、発信に
努めます。
平成 年に迎える浜田開府
４００年に向け、プレ講演・座
談会をはじめ、各種イベントに
ついて準備を進めます。

を聞きながら、学校や保護者と
連携して個に応じたきめ細かな
支援を行います。

道徳と小学校の 小学校は平
外国語活動
成 年度か
ら、中学校は平成 年度から「特
別の教科道徳」として教科化さ
れるため、県教育委員会と連携
を図りながら研修を進めます。
小学校の外国語活動は、平成
年度からの完全実施に向け、
指導主事の訪問指導や公開授業
研究などに取り組みます。
32
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全国中学校体育 選 手 や 役
大会体操競技
員、応援に
来られる皆さんに満足していた
だける大会になるよう、平成
年度のインターハイの経験を生
かしながら、中体連や体操連盟
など関係機関と連携して取り組
みます。

31

幼児期の教
幼児教育・
学校統合 育と小学校
教育の円滑な接続を行うための
スタートカリキュラムの策定
を、幼稚園、保育所、認定こど
も園、小学校など関係機関と連
携して検討します。
学校統合は、次期学校統合計
画策定のため、平成 年５月に
学校規模や適正配置、校区の見
直し、学校建設計画の方向性な
ど に つ い て、「 浜 田 市 立 学 校 統

（仮称）浜
（仮称）
浜田歴史資料館 田歴史資料
館は、浜田の歴史・文化の保存
や継承、また、ふるさと郷育や
交流の拠点として、整備したい
と考えています。そのため、市
民や議員の皆さんからのご意見
を踏まえながら、既存施設の活
用を含めて、どのような施設と
すべきかをしっかり検討したい
と考えています。

城山公園の整備は、県指定史
跡である浜田城跡の保存につい
て関係機関と調整を図るととも
に、学術的な調査に継続して取
り組みます。

29

28

29

教育方針

合計画審議会」
に諮問しました。
引き続き丁寧な検討をしてい
ただき、答申を受けた後、計画
の策定に取り組みます。

30

社会教育を
公民館の活動
推進してい
く拠点として、整備方針や計画
の検討を進めます。
地域の皆さんが主体的に地域
課題について話し合い、解決に
向けて取り組む住民の拠点とし

※ 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。
30

30

29

31

30

３
４

１

8
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自然体験活動

稲作体験活動

28

浜田城天守付近で発見の
葵紋付き鬼瓦

9

２

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）
集じん灰中ダイオキシン類
（ng-TEQ/g）
スラグ・メタル中ダイオキ
シン類（ng-TEQ/g）

測定結果
H29.7.13
H30.1.23
２号炉
１号炉
0.004未満
0.005未満
0.011未満
0.013未満
26
19
1未満
1未満

H30.1.24
２号炉
0.004未満
0.012未満
28
1

排出基準

自主規制値

0.08
75.8（注1）
250
700

0.01
0.2
50
70

0.000034

0.000026

0.0000011

1

0.01

0.000077

－

3

－

※ 「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）
調査地点

項目

（平成29年７月８日～14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

0.001

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
0.004
二酸化硫黄
（ppm）
県道300号
１時間値の最高値
0.008
（跡市波子停
0.028
浮遊粒子状物質 日平均値の最大値
車場線）
（mg/㎥）
１時間値の最高値
0.043
最大着地濃度
平均値
0.002未満
地点付近
塩化水素（ppm）
0.02以下
最高値
0.002未満
ダイオキシン類
平均値
0.0076
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。
11
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31
31

H29.7.25
１号炉
0.005未満
0.013未満
32
1

H29.7.12
0.088
H29.7.12
0.000047

28

30

年度 敬老乗車券を販売します

項

10

30

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

29

平成

浜田地区広域行政組合

歳以上の皆さんに対して、市内の公共
交通機関で利用できる「敬老乗車券」の販
売を行います。
平成 年度中に上限（ 冊３００００円
分）まで購入した人も、新たに購入するこ
とができますので、ぜひご利用ください。
問合せ まちづくり推進課地域交通学校支
援係 ☎９２０１

広域圏だより 浜田市・江津市

前年度からの変更点

平服でご参列ください。

30

市役所本庁舎での販売場所が変わります。

※

10

３階 まちづくり推進課（前年度）
↓
総合窓口課（今年度）

日時
４月８日㈰ 午前10時～
場所
島根県立大学 講堂
問合せ
市長公室 ☎９１００

24

12

１階

浜田市名誉市民の佐々木正氏が、1月31日にご逝
去されました。
生前のご功績を称え、市民の皆さんとともに哀悼
の意を捧げるため、次のとおり浜田市市葬を執り行
います。多数の参列をお願いします。
なお、誠に勝手ながら、ご供花、ご供物、ご香資
の儀は固くご辞退申し上げます。

70

70

利用できる公共交通機関
・石見交通バス（高速バスを除く）
・総企バス
・市内のタクシー（介護タクシーを含む）
・市生活路線バス（おおなんバスを含む）
・市予約型乗合タクシー
※ ＪＲ・高速バスでは利用できません。
※ 発着のいずれかが浜田市内となる区
間での利用に限ります。
利用期間 購入日～平成 年３月 日
販売内容 １冊３０００円分の乗車券を
１５００円で販売します。
※ １冊当たり１００円券× 枚綴り又
は５００円券×６枚綴りがあります。
購入に必要なもの 申請書・印鑑・本人
が確認できるもの
（保険証・免許証など）
※ 申 請 書 は、 各 販 売 場 所 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。
※ 代理申請の場合、同居のご家族以外
は、委任状が必要です。
使用上の注意事項
・本人名義以外の乗車券は、使用できま
せん。
・乗車券の偽造、譲渡及び転売は、禁止
します。
・乗車券は、払戻し及び再交付をしませ
ん。
※ 平成 年７月以降に運転免許を自主
返納された人への乗車券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。

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14日㈪ 午後７時～８時30分
場所 ・みどりかいかん
・三隅公民館
日時 ５月15日㈫ 午後７時～８時30分
場所 ・弥栄会館
・旭支所
日時 ５月16日㈬ 午後７時～８時30分
場所 ・浜田公民館
・周布公民館
日時 ５月17日㈭ 午後７時～８時30分
場所 ・美川公民館
・国府公民館
問合せ 議会事務局 ☎９８００

次の地域にお住まいの人は、平成 年
度は１人 冊まで購入できます。
浜田自治区…長見町・佐野町・宇津
井町・治和町・津摩町・吉地町・
西村町・折居町・東平原町・鍋石
町・櫟田原町・田橋町・横山町・
内村町・井野町・上府町・久代町・
宇野町・下有福町・大金町
金城・旭・弥栄・三隅自治区…全域
※ 右記に含まれない地域にお住まい
の人は、これまでどおり 冊まで購
入が可能です。

浜田市市葬のお知らせ

購入できる人 市内に住所を有し、年度末
時点で 歳以上（昭和 年４月１日以前
生まれ）となる人

議会報告会を開催します

平成29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）
☎０８５５５０８１

敬老乗車券販売場所（４月）
場所

販売日時

１日㈰
市役所本庁舎１階 ４日㈬～６日㈮
９日㈪～13日㈮
市民ロビー
２日㈪・３日㈫
市役所本庁舎１階 16日㈪～
総合窓口課
（開庁日のみ）
石見公民館
後野分館
佐野分館
宇津井分館
浜 細谷分館
田
長見分館
長浜公民館
国府公民館
有福分館
宇野分館
周布公民館
美川公民館
美川東分館
美川西分館
大麻公民館

25日㈬
27日㈮
25日㈬
25日㈬
17日㈫
17日㈫
17日㈫
18日㈬
16日㈪
16日㈪
19日㈭
20日㈮
24日㈫
24日㈫
18日㈬

8:30～17:15

場所
市役所金城支所

美又公民館
金
8:30～19:00
久佐公民館
城
今福公民館
8:30～17:15
小国公民館
9:00～11:00
波佐公民館
10:00～11:30
市役所旭支所
13:00～14:30
15:00～16:30
木田公民館
旭
9:00～10:15
和田公民館
10:30～12:00
都川公民館
13:00～15:00
市木公民館
13:00～15:00
市役所弥栄支所
9:00～10:15 弥
10:30～12:00 栄 市役所弥栄支所
杵束出張所
9:00～11:00

販売日時
２日㈪～
8:30～17:15
（開庁日のみ）
19日㈭
9:00～10:00
19日㈭
10:15～11:15
19日㈭
13:30～14:30
19日㈭
10:15～11:15
19日㈭
9:00～10:00
２日㈪～
（開庁日のみ）
13日㈮
13日㈮
13日㈮
13日㈮

8:30～17:15
9:00～10:00
10:30～11:30
9:00～10:00
10:30～11:30

２日㈪～
（開庁日のみ）

8:30～17:15

２日㈪～
（開庁日のみ）

9:00～15:00

13:00～15:00
２日㈪～
8:30～17:15
市役所三隅支所
（開庁日のみ）
9:00～10:15
三
10:30～12:00
井野公民館
２日㈪～
隅
黒沢公民館
9:00～11:00
（平日の開館日
9:00～17:00
のみ）
白砂公民館
※ 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・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㈪～11日㈮（9:00～11:00）は、浜田医療センター（正面玄関エントランス）において販売します。
広報はまだ：平成30年４月号
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犬の狂犬病予防注射を受けましょう

犬の登録と狂犬病予防集合注射日程表
4月

4月

場 所
時間
小笹集会所
9:00～ 9:10
伊木集会所
9:15～ 9:20
新開集会所
9:30～ 9:35
今田よりあい会館
9:50～10:00
10:05～10:10
12 青原集会所
下ノ原 鍛冶畑様宅
10:15～10:20
入口付近
深笹上集会所
10:40～10:45
旧シマネ波佐電子前
11:00～11:05
亀谷原 榎一夫様宅前 11:15～11:20
浄蓮寺下
11:25～11:30

4月

4月

4月

14:55～15:00

14:40～14:45
14:50～15:05

4月

【三

隅】

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

時間
14:30～14:35
14:40～14:45
15:00～15:05
15:15～15:20
15:25～15:30

時間
10:45～10:55
13:00～13:15
13:30～13:35
13:45～13:50
13:55～14:00

4月

場 所
戸川生活改善センター
11 山ノ内生活改善センター
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

時間
14:10～14:15
14:50～14:55
15:05～15:10
15:15～15:20
15:25～15:30

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

4月

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

場 所
小松木口
元谷石碑前
入野集会所
越沢集会所
13 大元集会所
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

時間
4月
場 所
13:15～13:20
熱田町５町内集会所
13:25～13:30
上内田バス停付近
13:35～13:40
浜田商業高校入り口付近
13:45～13:50 17 汐入県職員住宅前
14:00～14:05
元浜町かもめ公園
14:10～14:15
瀬戸ケ島町高森英明様宅前
14:25～14:30
浜田保健所前
14:35～14:40
松原郵便局前
市役所東分庁舎前駐車場
14:45～14:50
14:55～15:00
牛谷バス停付近
15:15～15:20
美川公民館西分館
15:25～15:30
櫟田原公民館
下鍋石バス停付近
9:00～ 9:10
9:15～ 9:20
松羽地区防災センター
9:25～ 9:35 18 美川公民館駐車場
9:45～ 9:55
吉地集会所
10:00～10:10
門田公民館
10:15～10:20
大谷上公民館大元神社前
10:30～10:35
西村インター口
浜田市街寄り待避所
10:40～10:55
大麻公民館
11:10～11:20

時間
13:15～13:25
13:30～13:35
13:40～13:50
13:55～14:00
14:10～14:20
14:35～14:40
14:45～14:55
15:00～15:05
15:10～15:15
9:00～ 9:05
9:15～ 9:20
9:35～ 9:40
9:50～ 9:55
10:05～10:10
10:15～10:20
10:35～10:40
10:45～10:50
11:00～11:05
11:20～11:25
11:30～11:35

11:25～11:30

時間
9:15～ 9:20
9:35～ 9:40
9:45～ 9:50
10:00～10:05
10:15～10:20
10:25～10:30
10:45～10:50

4月

場 所
芦谷集会所
市役所三隅支所
三嶋神社下
19 井川集会所
中古和集会所
河野建設㈱向側広場
河内橋上待機所
海石集会所
日㈭

時間
13:10～13:25
13:30～13:40
13:45～13:50
14:10～14:25

場 所
西河内 山㟢昭三様宅前
10 小坂集会所
日高集会所
高坂谷 小松原忠雄様宅前
六歩谷集会所

日㈬

15:05～15:10
15:15～15:20
9:10～ 9:15
9:20～ 9:25
9:35～ 9:45
10:00～10:10
10:15～10:20
10:25～10:30
10:40～10:45
10:55～11:00
11:10～11:20
11:25～11:30

田】

4月

日㈫

14:25～14:30
14:45～14:50

【浜

場 所
ＪＡしまね長沢事業所前
二反田団地集会所
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
16 服部タイヨー長澤店駐車場
浅井公民館付近
浅井町メガネの三城駐車場
黒川町どうどう公園
石見公民館
高佐町大光ハイツ下付近
相生町国土交通省付近
清水町消防ポンプ車庫前
青川陸橋下駐車場付近
笠柄児童公園
長浜公民館
17 長浜商港バス停付近
日脚児童館
ＪＦしまね津摩出張所前
周布公民館
周布１町内公民館
日脚児童公園付近
（大久保団地内）

日㈭

日㈬

広報はまだ：平成30年４月号

14:00～14:05

城】

日㈫

日㈪

13

13:15～13:20
13:25～13:30
13:35～13:40

【金

場 所
波佐消防ポンプ倉庫前
旧ＪＡ小国事業所前
上徳田バス停付近
小原谷集会所
12 浄光寺谷バス停付近
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

日㈪

日㈮

場 所
谷集会所
三保公民館
古湊漁村センター
18 岡見公民館
ひゃこるバス宮ケ迫
停留所
㈲杖田農機店
グリーンショップ横

13:05～13:10

】

日㈭

日㈭

4月

時間

旭

日㈬

日㈬

場 所
佐野下町内
生活改善センター
旧ＪＡ佐野事業所前
両間口バス停付近
旧後野小学校下
13 石見公民館長見分館
入り口付近
石見公民館細谷分館
野原町２町内公民館前
野原町１町内公民館下
駐車場
竹迫団地公園前
（４町内）
竹迫町平和公園
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
16 上府町市尻酒店前
上府消防車庫前
旧ＪＡ宇野事業所前
姉金 千代延様宅付近
国府公民館有福分館前
宇野町西山バス停付近

【

場 所
坂本構造改善センター
11 市役所旭支所前
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

時間
11:00～11:05
13:05～13:10
13:15～13:25
13:35～13:40
13:45～13:50
14:05～14:15

日㈮

4月

栄】

日㈬

場 所
時間
市木生活改善センター
9:15～ 9:20
9:30～ 9:35
11 来尾集会所
都川高齢者活動促進セ
9:55～10:05
ンター
谷神社付近
10:15～10:20

4月

【弥

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

日㈫

4月

日㈫

時間
9:10～ 9:15
9:20～ 9:25
9:30～ 9:35
9:40～ 9:50
9:55～10:05
10:40～10:45

日㈫

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

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

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。
飼い犬の登録と狂犬病予防注射を行うことにより、狂犬病の発生
を防止することができます。飼い主のご理解とご協力をお願いしま
す。

問合せ
環境課くらしと環境係

☎９４２０

犬の狂犬病予防集合注射及び新規登録を実施します
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。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。
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3000円（注射料金2450円・注射済
票交付手数料550円）
・平成30年度狂犬病予防集合注射のお知らせハガキ
新規登録の場合
・ １ 頭6000円（ 登 録 手 数 料3000円・ 予 防 注 射 料 金
3000円）
注意事項
・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
・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。
・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来てください。
・必ずリードを付けてください。
・フン処理用具を持参してください。

これだけは知っておきたい狂犬病予防注射Ｑ＆Ａ
Ｑ１
Ａ１

Ｑ５

Ｑ２

Ｑ６ なぜ登録や所有者明示が必要なの？
Ａ６ 登録の目的は飼い主を明確にすることで
す。登録することで、狂犬病が発症した場合
に、素早く対応できます。また、迷子の犬の
飼い主を探す手立てとなります。
また、登録時に鑑札を
交付しますので首輪に
に付けてください。

狂犬病ってなんですか。
狂犬病は、狂犬病ウィルスを保持する犬・
猫及びコウモリを含む野生動物にかまれた
り、ひっかかれたりしてできた傷口からウィ
ルスが侵入することで発症する人獣共通の感
染症です。発症すると治療方法がなく、ほぼ
100％死亡する恐ろしい感染症です。

なぜ狂犬病予防注射を受けないといけない
の？
Ａ２ 狂犬病の感染源はほとんどが犬です。海外
では今も狂犬病が発生しており、日本にもい
つ侵入してくるかわかりません。発生の予防
のためにも毎年１回必ず受けてください。
Ｑ３ 室内犬は狂犬病予防注射を受けなくてもい
いの？
Ａ３ 室内室外に関係なく必ず受けてください。

飼い犬の体調が悪いため、狂犬病予防注射
をするのが心配。
Ａ５ 病気や高齢でワクチン接種が心配な時は、
動物病院を受診しましょう。「猶予認定書」
と狂犬病予防集合注射のはがきを環境課へ提
出していただければ注射免除の手続ができま
す。

Ｑ４

狂犬病の予防注射を受けていない犬の飼い
主はどうなるの。
Ａ４ 20万円以下の罰金の対象となります。
（狂犬病予防法第27条第２項）
広報はまだ：平成30年４月号
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補助金申請は
４月30日まで

萩・石見空港 をご利用ください

平成29年度分 萩・石見空港利用促進補助金
休日窓口を開設します
平成29年４月１日～平成30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（振）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。
開設場所 市役所本庁舎 １階ロビー
・４月22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（振） 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）
・ご搭乗案内（ピンク色の券）
※ 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。
・印鑑（シャチハタ不可）
・萩・石見空港サポーター企業に所属する人は、保険証など、企業がわかるもの

10月１日 水道料金改定

4000円分（往復）
6000円分（往復）
6000円分（往復）

浜田市の水道事業は、市民の皆さんからいただいた水道料金
などにより施設の整備や維持管理などの費用を賄っています。
人口減少、節水型給水器具の普及もあり、使用水量が減る中、
これまで施設管理及び事務事業の見直しなどにより、経営の健
全化に努めてきました。
しかし、将来にわたり安全・安心な水道水を安定して供給す
るためには、一定の料金収入が確保できるよう料金の見直しが
必要になります。そこで、この度、10月１日から浜田、金城・
旭・弥栄自治区、三隅自治区で異なっていた水道料金の算定方
法の統一化を図り、水道料金を改定することとなりました。

水道料金改定説明会

市民・事業所 対象

市民や事業所の皆さんを対象とした水道料金改定につ
いての説明会を開催します。
新水道料金の試算コーナーも開設します。
ぜひご参加ください。

※
※
※
※

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。
萩・石見空港利用促進補助金は、平成30年度も
引き続き実施します。

日

対象期間

10日㈫ 美川公民館
12日㈭ 長浜公民館

20日㈮ 大麻公民館

平成30年３月10日から平成30年７月２日までの搭乗分

25日㈬ 周布公民館
26日㈭ 国府公民館
旭自治区

助成金額 …………………………………… 10000円（往復／１人）
対 象 者 浜田市・益田市・萩市・津和野町・吉賀町・阿武町在住者
申請期限 ３月31日㈯まで帰着分 … ４月16日㈪（当日消印有効）
４月１日㈰以降帰着分 … ７月17日㈫（当日消印有効）

問合せ
広報はまだ：平成30年４月号

産業政策課商工企画係

☎９５０１

日

時間（各日２回）

場所

４月９日㈪ 石見公民館

萩・石見空港開港記念助成 ※ 萩・石見空港は平成30年７月２日㈪に開港25周年を迎えます。
～２人以上で１往復すれば１人につき10000円助成～
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新水道料金の試算を希望する
人は、検針時にお配りする
「水道使用水量・料金等お知らせ票」
をご持参ください。
金城自治区

17日㈫ 浜田公民館

東京便

を開催します

※

浜田自治区

萩・石見空港利用拡大促進協議会の期間限定運賃助成

☎９９０３

きれい で 安全 な 浜田の水 をいつまでも

開設日時

補助金額 浜田市共通商品券をお渡しします。
・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 …

問合せ
上下水道部管理課料金係

昼の部
午後２時～３時30分
夜の部
午後７時～８時30分
※

申込みは不要です。
どの会場でも全ての地区の説明
を聞くことができます。都合のよ
い会場へお越しください。
弥栄自治区

場所

５月10日㈭ 都川高齢者活動促進センター
11日㈮ 市木生活改善センター

日

場所

４月18日㈬ みどりかいかん
５月15日㈫ 今福公民館
17日㈭ 波佐公民館
18日㈮ 小国公民館
22日㈫ 久佐公民館
25日㈮ 美又公民館

三隅自治区
場所

４月19日㈭ 弥栄老人福祉センター
23日㈪ 弥栄会館

日

日

場所

６月４日㈪ 三隅公民館
６日㈬ 三保公民館

14日㈪ 和田公民館

７日㈭ 岡見公民館

16日㈬ 旭保健センター

８日㈮ 井野公民館

23日㈬ 木田生活改善センター

11日㈪ 黒沢公民館
12日㈫ 白砂公民館
広報はまだ：平成30年４月号
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４月１日から

市役所本庁各課が引っ越しました
問合せ
安全安心推進課防災安全係
☎９１２２

市役所本庁各課の配置が変わりました。各分庁舎へ引っ越した課も
ありますので、ご来庁の際はご注意ください。
北分庁舎
1階

教育総務課・教育施設再編推進室・学校教育課・学力向上推進室・
石見法律相談センター・広域行政組合介護保険課（※）

2階

生涯学習課・文化振興課・青少年サポートセンター・
浜田子ども安全センター

3階

建設企画課・検査室・建設整備課・地籍調査課・維持管理課・建築住宅課・
浜田市土地開発公社
※

浜田市行政組織の一部が変わります
４月から、下表のとおり行政組織の一部を変更します。
変更する部署については、太字で記載し、それぞれ主な変更内容を
記載しています。

４月１日の機構（太字は、変更のある部署）
部

名

総務部

広域行政組合介護保険課は４月以降に引っ越します。

地域政策部
財務部

（旧浜田警察署）

浜田郵便局

国道９号

至 江津市→

東分庁舎
第２
東分庁舎

西分庁舎

2階

本庁舎
東分庁舎

上下水道部
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1階

地域福祉課・地域医療対策課

2階

環境課・選挙管理委員会

1階

健康長寿課・子育て支援課・医療保険課・総合窓口課・会計課

2階

行財政改革推進課・情報政策課・人権同和教育啓発センター（※）・
税務課・資産税課・財政課

3階

市長公室・総務課・安全安心推進課・人事課・
政策企画課・まちづくり推進課・地域プロジェクト推進室

4階

産業政策課・産業振興課・ふるさと寄附推進室・広島事務所・
農林振興課・水産振興課・漁港活性化室・観光交流課・開府４００年推進室・
農業委員会・監査委員事務局・公平委員会

広報はまだ：平成30年４月号

政策企画課・まちづくり推進課・地域プロジェクト推進室
税務課・資産税課・財政課

主な変更内容
⑴健康長寿課「高齢者包括支援係」と「健康推進係」を統合し、
「地域包括ケア推進係」
に名称変更する。

市民生活部

医療保険課・総合窓口課・環境課・不燃ごみ処理場・浜田浄苑

産業経済部

都市建設部
金城支所・旭支所
弥栄支所・三隅支所

教育部

産業政策課・三隅発電所対策室・産業振興課・ふるさと寄附推進室・広島事務所・
農林振興課・水産振興課・漁港活性化室・観光交流課・
開府４００年推進室（開府４００年推進係）
主な変更内容
⑴広島市場開拓室と広島ＰＲセンターを統合し、「広島事務所」に再編する。
⑵観光交流課の内室として「開府４００年推進室」、
「開府４００年推進係」を新設する。
建設企画課・検査室・建設整備課・地籍調査課・維持管理課・建築住宅課・災害復興室
防災自治課・市民福祉課・産業建設課

※杵束出張所（弥栄支所）

市長公室・会計課・議会事務局・選挙管理委員会・農業委員会・監査委員事務局・
公平委員会
教育総務課・教育施設再編推進室・学校教育課・学力向上推進室・
生涯学習課（図書館係）・青少年サポートセンター・文化振興課・人権同和教育室・
金城分室・旭分室・弥栄分室・三隅分室
主な変更内容
⑴中央図書館「読書推進係」を廃止して生涯学習課に移し、
「図書館係」に名称変更する。

本庁舎

※

総務課・行財政改革推進課・安全安心推進課・人事課・情報政策課・
人権同和教育啓発センター

健康福祉部

そのほか
西分庁舎

所属課名と主な変更内容

地域福祉課・健康長寿課（地域包括ケア推進係）・子育て支援課・地域医療対策課・
波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所・大麻診療所

北分庁舎

←至 益田市

問合せ
行財政改革推進課行革推進係
☎９１０１

消防本部

総務課・予防課・警防課・通信指令課・浜田消防署・東部消防署・西部消防署
管理課（企画経理係・料金係）・工務課・下水道課

上下水道部

主な変更内容
⑴管理課「管理第一係」と「管理第二係」を統合し、「企画経理係」に名称変更する。
⑵管理課「業務係」を「料金係」に名称変更する。

※ 全ての係名を記載した機構図は、４月以降に市ホームページへ掲載します。ホームページが閲覧できない人で、
全体の機構図を希望する人は、行財政改革推進課までお問い合わせください。

人権同和教育啓発センターは４月以降に引っ越します。
広報はまだ：平成30年４月号
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元気な浜田をつくります

市長日記

（平成30年２月）

平成30年度

坂根正弘奨学金の奨学生を募集します

兼設立総会
祭実行委員会
浜 田 開 府400年
）
日
８
した（２月
が開催されま

第二中学校創立70周年記念式典で記念講
演を行いました（２月10日）

地域振興に関する提言を含む優秀卒業研
究・論文の発表会に出席しました
（２月14日）

浜田市出身の坂根正弘氏（㈱小松製作
所相談役）からのご寄附を原資とした、
「坂根正弘奨学金」の平成30年度奨学生
（第５期生）を募集します。
この奨学金制度は、優れた学力を有し、
高い志を持って大学で勉学に励もうとす
る学生に対して奨学金を給付することに
より、将来の科学技術や医学の進歩、経
済の発展などに貢献しうる人材を育成・
支援することを目的としています。
※

島根県立大学「地（知）の拠点整備事業」
成果報告会 第５回全域フォーラムに出
席しました（２月16日）

クルーズ講演会in浜田に出席しました
（２月18日）

農事組合法人ハツラツ大坪設立総会に出
席しました（２月18日）

島根県理容生活衛生同業組合浜田支部よ
り「生き生きタオル」の寄贈を受けまし
た（２月19日）

㈲光明堂がヨシタケコーヒー関連商品第
１弾となる、
羊羹「羹珈琲」を発売され、
報告を受けました（２月21日）

井筒智彦さんを講師に招き、環境講演会
「宇宙博士が語るスローライフのすす
め」が開催されました（２月22日）

かんコーヒー

募集人員
募集期間
応募資格

大学１年生 ３人程度
４月２日㈪～５月15日㈫
保護者が浜田市に住所を有する大学１年生
（在学中）の者で、特に学業成績が優秀で
あり、かつ、保護者の収入又は所得が市長
の定める基準以下の人
支給金額 月額５万円又は４万円
（大学所在地により変動）
支給期間 平成30年4月から在学する学校の最短修業
年限の最終月まで（最大４年間）

申込方法など、詳しくはお問い合わせください。

消防団員募集！

問合せ
まちづくり推進課地域づくり推進係
☎９２０１

～地域の「人と財産」を守る消防団～

浜田市消防団では消防団員を募集しています。
消防団とは、地域に住んでいる人たちによって構成される消
防機関で、消防団員はそれぞれに自分の職業を持ちながら「自
分たちのまちは、自分たちで守る」という思いを胸に、消火活
動や防災活動などを行っています。
また、平時には災害を起こさないための火災予防や防災啓発
を行うなど、地域における消防・防災のリーダーとして、地域
に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担って
います。
消防団には、会社員・自営業・主婦など、職業・性別・年齢
を問わず、様々な人が入団していますが、近年、消防団員数は
減少傾向にあり、地域防災力の低下が懸念されています。
あなたも地域の安心・安全のため、消防団員になりませんか。
問合せ 消防本部警防課 ☎５１６７

全国大会出場おめでとうございます
全国小学生雪合戦大会（群馬県：２月11日）

JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT
（硬式テニス全国大会U-10）
（福岡県：２月16日～18日）

浜田市レインボーツーリズム大交流会に
出席しました（２月24日）

ふるさと芸能まつり＆井野公民館展に出
席しました（２月25日）

子育て支援セ
ンター「おひ
さま」の竣工
式に出席しま
した（２月25
日）

あさひスポーツクラブ
19
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古田真拓さん（松原小４年）
広報はまだ：平成30年４月号
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ま

♥

Town Topics
児童の安全を願いヘルメット贈呈
～ 緊急避難用備品贈呈式 ～

やさか

地域で来場者をおもてなし
～ おもてなし文化祭 ～

21

広報はまだ：平成30年４月号

だ

感謝を伝える児童代表

はまだ

～ 飲酒運転根絶署名簿提出式 ～

袋に米と水を入れて縛りお湯に入れれば完成

すてきな景色を来訪者に

～ ふるさと浜田へ恩返しボランティア ～

駅のホームで横断幕や旗を振って出迎える

防災意識を高めよう
～ 炊き出し体験 ～

みすみ

はまだ

～ 人づくり・郷づくり交流会 ～

光と煙で演出された迫力満点の塵輪

３月３日㈯、炊き出し体験が紺屋町広場で行われました。こ
れは、地域の防災意識を高め、危機管理能力を身に付けるため
に、小学生の通学合宿や公民館活動などで地域の人と接するこ
との多い島根県立大学BBSサークルが主催したものです。
参加した約30人は、日本赤十字社が災害時用に用意している
ハイゼックス袋を使って少ない水でお米を炊く方法に挑戦しま
した。また、日本赤十字社の職員などから話を聴いたり、地域
の人と学生がグループに分かれて災害時の情報の入手方法につ
いて意見を出し合ったりしました。

２月24日㈯、ふるさと浜田へ恩返しボランティアが三隅町白
砂地区で行われました。この取組は、写真撮影などで多くの人
が訪れる白砂地区の景観美化のため、白砂まちづくり委員会振
興部会が地域の住民と白砂公民館、JR西日本浜田鉄道部など
で組織されるおもてなし連絡協議会に呼びかけ、昨年から定期
的に実施しているものです。
当日集まった約80人は、訪れた人が気持ちよく景色を眺めら
れるようJR沿線周辺の草刈りをしたほか、捨てられた空き缶
やゴミを回収しました。

住民主体の地域づくりを考えよう

２月17日㈯、人づくり・郷づくり交流会が島根県立大学交流
センターで開催されました。これは、公民館やまちづくり団体
の活動紹介や意見交換をとおして、住民主体による地域づくり
について考える機会にしようと、人づくり・郷づくり交流会実
行委員会が主催したものです。
交流会では、３団体の活動発表やパネル紹介、先進的事例と
して高知県南国市稲生ふれあい館の前田さんによる活動紹介が
ありました。その後のパネルディスカッションでは、討論者に
来場者から質問がでるなど盛り上がりました。

やさか

３月３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、河内奏楽中・高津神楽社中・安城神楽社中・杵束神
楽社中が出演し、大蛇や塵輪など全８演目が上演されました。
来場者は、迫力ある舞や太鼓の音に引き込まれ、衣装の早変わ
りなど多彩な演出に魅了されていました。会場では、秘境奥島
根の米など地元の特産品の販売、どぶろくや神楽グッズが当た
る抽選会なども行われ、多くの人でにぎわいました。

しない！させない！飲酒運転

高校生の演奏に聴き入る来場者

♥
Town Topics

い

～ どぶろくの里弥栄神楽まつり ～

かなぎ

はまだ

わ

大迫力！どぶろくの里に太鼓が響く

２月18日㈰、飲酒運転根絶署名簿提出式が弥栄会館で行われ
ました。これは、浜田警察署と浜田市交通安全協会弥栄支部が
企画し、「飲酒運転をしない・させない」ことを誓う署名を弥
栄町内の住民に募ったものです。
署名は600人分集まり、市交通安全協会弥栄支部長から浜田
警察署長へ手渡されました。また、式では、ＤＶＤによる啓発
活動やハーモニカ演奏者の岩﨑巌さんの演奏会も併せて行われ
ました。演奏会では童謡や映画音楽などが演奏され、優しいハー
モニカの音色に来場者は聴き入っていました。

２月18日㈰、おもてなし文化祭が今福公民館で開催され、約
300人の来場がありました。この催しは、「食と芸能、芸術のコ
ラボ」をとおして地域で来場者をもてなそうと、まちづくり委
員会などで組織した実行委員会が企画したものです。
当日は、舞踊や高校生による演奏・たばやし・神楽などがス
テージで披露されたほか、公民館活動の展示や町内会など16店
舗によるバザーの出店もあり、会場は大いに盛り上がりました。
地域の皆さんの温かい「おもてなし」に、会場は終始和やかな
雰囲気に包まれていました。

パネルディスカッションでは4人の討論者が意見を出し合う

の

かなぎ

２月22日㈭、緊急避難用備品贈呈式が波佐小学校で行われま
した。これは、地震や豪雨災害時などに波佐小学校児童及び教
職員が安全に避難できるように、ヘルメット25個を波佐地区自
主防災会が贈呈したものです。
贈呈式では、波佐地区自主防災会の塚本守会長から「災害は
いつ起こるかわからないので、日頃からしっかり訓練してくだ
さい」
と挨拶がありました。児童の代表は、
「いただいたヘルメッ
トを活用し、避難訓練などを一生懸命していきます。大事に使
わせていただきます」と感謝の言葉を伝えました。

永瀨浜田警察署長に600人分の署名を手渡す

ち

JR職員の指導を受けながら線路横の斜面もきれいに

サロンカーなにわがやって来た
～ 到着歓迎イベント㏌浜田駅 ～

２月24日㈯、サロンカーなにわ到着歓迎イベント㏌浜田駅が
行われました。この列車は、石見地方や三江線沿線の観光振興
を願って地元の鉄道愛好家の皆さんが企画し、旅行会社が主催
したツアーへの参加者を乗せる団体臨時列車として大阪駅から
浜田駅まで運行されたものです。
浜田駅には、お召し列車などとして使用される貴重な列車と
乗客を歓迎しようと市民が集まり、横断幕や歓迎の旗を振り出
迎えました。到着後は、乗客も列車の写真を撮ったり、改札口
で舞われた石見神楽「恵比寿」を見たりと楽しんでいました。
広報はまだ：平成30年４月号
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安全安心

４月６日㈮～ 日㈰
春の全国交通安全 運 動 が
実施されます

生活・環境

昨年中、浜田市内では交通事
故により２人が亡くなられまし
た。交通事故は、誰もがいつ起
こしてしまうか、いつ遭ってし
まうか分かりません。この機会
に、 普 段 の 運 転 な ど を 振 り 返
り、
市民一人ひとりが、
交通ルー
ルを守り、交通マナーの実践を
習慣づけ、交通事故の防止に努
めましょう。

安全安心

運動の期間及び一斉行動の日
期間 ４月６日㈮～ 日㈰
一斉行動日 ４月６日㈮
交通事故死ゼロを目指す日
４月 日㈫
シートベルト・チャイルドシー
ト着用啓発の日
４月 日㈭
運動の重点
①子供と高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故
防止
②自転車の安全利用の推進（特
に、
「自転車安全利用五則」
の遵守）
③全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着
用の徹底
④飲酒運転の根絶
問合せ 安全安心推進課防災安
全係 ☎９１２２

６月３日㈰に
防災訓練（避難訓練）を
計画してみませんか

災害について学ぶ参加者
子育て

②返信メールに記載されたアド
レス（ＵＲＬ）にインターネッ
ト接続します。接続後、必要
な情報を選択して「確認」ボ

hamada@xpressmail.jp
※ ＱＲコード対応の携帯電話
を利用している人は、左図か
らアドレスを読み取ることが
できます。

（避難訓練）を計画してみませ
んか。
訓練に関する相談や訓練に参
加される場合など、詳しくはお
問い合わせください。
防災訓練（避難訓練）の例
①６月３日㈰ 午前８時 防災
訓練（避難訓練）開始
②事前に各自治会などで定めた
避難場所に避難してください。
※ 火元の確認、戸締まりをし
て、歩いて避難しましょう。
③防災訓練（避難訓練）終了
（午前９時ごろ）
④参加者の人数を把握します。
※ 訓練終了後、市役所（☎
２６１２）へ参加人数などを
報告してください。
防 災・ 防 犯 メ ー ル を 登 録 し ま
しょう
登録方法
①次の登録用アドレスに件名・
本文を入力せずにメールを送
信します。

２月４日㈰、防災学習会が、坂本・今市上地区自主防災会の
総会に合わせて今市公民館で開催され、約30人が参加しました。
これは、自然災害について知り、災害から身を守るためにはど
うしたらよいかを学ぼうと、自主防災会が企画したものです。
学習会では、市の担当職員から写真を交えながら災害の種類
や過去の浜田市で発生した主な災害などの説明を受け、改めて
自己防衛の大切さを学びました。参加者は、「分かりやすい説
明で、楽しく理解できた。また参加したい」と話していました。
税務・納税

タンを選択します。
③登録内容を確認して「登録」
ボタンを選択します。
※ 迷惑メール設定によりメー
ルが返信されない場合があり
ます。
」のドメイ
「 @xpressmail.jp
ン許可をしてください。
問合せ 安全安心推進課防災安
全係 ☎９１２２
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

保険・医療・年金

シェルターを盾にしての攻防戦
人権

教育・文化・スポーツ

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 ０件
三隅自治区 １件
合計
１０１件
（平成 年１３７件）
騒音測定装置による観測実績
金城支所 ５日（７回）
最大
・７デシベル
旭支所
日（１０７回）
最大
・４デシベル
弥栄支所 ０日（０回）
中国四国防衛局（旭町）
日（３６９回）
最大１０５・７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
をお願いします。
問合せ
・安全安心推進課防災安全係
☎９１２２
・各支所防災自治課
59 25 16

夏より熱い冬がくる

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
県副知事と共に、平成 年度か
ら継続している防衛省と外務省
に対する要望活動を、今年度も
平成 年１月に行いました。
騒音測定の結果などの具体的

健康・福祉

90 24 93

～ 坂本・今市上自主防災会 防災学習会 ～

産業・地域活性化

89

塩・麹・大豆が偏らないようにまんべんなく混ぜる

市では、６月３日㈰に総合防
災訓練を実施します。この機会
にあわせて、自治会や町内会、
自主防災組織などで防災訓練

住宅

28

１月27日㈯・28日㈰、島根県雪合戦大会が旭運動公園野球場
で開催されました。
大会には、42チームが参加し、チャンピオンズ・レディース・
フレンドリー・ジュニアの４部門のリーグに分かれて熱戦を繰
り広げました。選手は、楽しみながらも勝利を目指し、あらゆ
る技術や戦略を駆使して雪球を投げ合っていました。また、20
回の節目となった今大会では、スイーツグランプリやＶＲ(仮
想現実)雪合戦の上映などの記念企画も行われました。会場に
は多くの人が訪れ、大きな歓声や声援で盛り上がりました。
29

～ 第20回島根県雪合戦大会 ～

あさひ

22
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70

29

30

～ きらめき！子ども体験教室 ～

みすみ
異文化に楽しく触れる

災害から身を守る自己防衛を学ぶ

あさひ
15

韓国語の歌をみんなで歌ってみよう

２月３日㈯、きらめき！子ども体験教室 アンテナサロンin
はまだが、三保公民館で行われました。このイベントは、留学
生との交流を通じて子どもたちに海外の文化に親しんでもらお
うと、島根県立大学の協力で三保公民館としまね国際センター
が企画したものです。
集まった子どもたちは、留学生と一緒になって世界のクイズ
やゲーム、節分の日にちなんだ豆まきなどをして遊びました。
参加した子どもは、
「ロシアのトンネルゲームがとても楽しかっ
た」と話していました。
25

～ 弥栄小学校 味噌づくり体験 ～
15

10

２月８日㈭、味噌づくりが弥栄小学校で行われ、２年生が体
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。
当日は、弥栄町内にあるＪＡの加工場の職員の指導を受けな
がら、塩・麹・大豆を大きなたらいの中で混ぜ合わせ、機械で
ミンチにして樽に詰めました。約１年寝かせて出来た味噌は給
食で食べたり、みんなで分けたりする予定です。児童たちは、
「作った味噌は買った味噌と違う感じがする。来年食べるのが
とても楽しみ」と笑顔で話していました。
12

やさか
自分たちで作った大豆が変身

♥
Town Topics
まちのわだい

安全安心

生活・環境

火災が起きたときのために

住宅用火災警報器 の 設 置
のお願い及び消火 訓 練 を
実施しませんか

住宅
産業・地域活性化

ツキノワグマ・アライグマ

に注意してください
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、遭遇した場
合は大変危険です。
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
は、 人 間 の 存 在 を 大 き く ア
ピールしましょう。クマ除け
の鈴や携帯ラジオなど、音の
出るものを身に付けるのが一
般的です。
・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

産業・地域活性化

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を受診す
ること
交付金額 猫の手術１回につき
一律５千円
受付予定数 ２００件まで
申請方法 市ホームページをご
覧いただくか、市役所環境課
くらしと環境係までご連絡く
ださい。
問合せ 環境課くらしと環境係
☎９４２０

住宅

税務・納税

子育て

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。
・果樹や蜜蜂の巣箱の防護には
電気柵が有効です。農機具店
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。
目撃情報などをお知らせくださ
い
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
の目撃や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。

リユース食器の利用に対
して助成します

子育て

市では、ごみを減らし環境に
やさしいイベントづくりを推進
するため、リユース食器のレン
タル費用の最大２分の１を補助
する「浜田市リユース食器利用
促進補助金」を設置しています。
この機会に補助金を活用し
て、皆さんの身近なイベントに
リユース食器を取り入れてみま
せんか。
補助対象事業 市内で開催され
るイベントで、リユース食器
を１００個以上利用して飲食
品を提供する事業
※ 補 助 対 象 と な る の は、「 リ
ユース食器ネットワーク」と
「ふうネット」に加入する事
業者からレンタルするものに
限ります。
補助対象者 市内でイベントを
開催する主催者、又は市内イ
ベントで飲食品を提供する出
店者
補助対象経費
・リユース食器レンタル料
・カトラリー類（はし・スプー
ンなど）レンタル料
・レンタルにかかる配送料
補助金額 対象経費の２分の１
（上限 万円）
グッズなどを貸し出します
市では、イベントでリユース
食器を使うときに役に立ついろ

税務・納税

健康・福祉

保険・医療・年金

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
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。

いろなグッズを貸し出していま
す。
グッズの一例
・エコステーション設営テント
・イベント用ごみ箱
・リユース食器ＰＲのぼり旗
・残飯回収用ざる、バケツなど
相談に応じます
リユース食器を使いたいけど
どうしたらよいかわからない、
回収率を上げるにはどうしたら
よいかなど、様々な相談に応じ
ます。詳しくはお問い合わせく
ださい。
問合せ 環境課くらしと環境係
☎９４２０

三隅発電所１号機運転に
伴う環境等監視調査の結
果を公表します

保険・医療・年金

中国電力㈱では、三隅発電所
の運転による周辺環境への影響
を把握するため、島根県・浜田
市及び中国電力㈱の三者間で締

健康・福祉

人権
教育・文化・スポーツ

連絡先・問合せ
・農林振興課林業振興係
☎９５１０
・各支所産業建設課

生活・環境

石見交通バス路線の
バス停が新設されました
長沢・瀬戸ケ島線
長沢地内の商業施設「服部タ
イヨー」での買い物に利用でき
るよう、既存の路線を延長し、
新たに「服部タイヨー前」バス
停が新設されました。併せて、
同 バ ス 停 へ 向 か う 路 線 上 に、
「エーデルハウス前」バス停も
新たに設置されました。
大学線
「 竹 迫 団 地 」 バ ス 停 と「 い わ
み ー る 」 バ ス 停 と の 間 に、「 野
原三町内」バス停が新設されま
した。
※ 同バス停は、浜田市生活路
線バス「弥栄野原線」におい
てもご利用いただけます。
問合せ まちづくり推進課地域
交通学校支援係
☎９２０１

結した「環境保全に関する協定
書」に基づき、発電所周辺にお
いて継続的な調査が行われてい
ます。
三隅発電所周辺環境対策連絡
協議会では、中国電力㈱から提
出された運転開始後 年目（平
成 年度）の調査結果を検討し、
大気関係の周辺影響についての
評価を行いましたので、結果を
お知らせします。
調査内容
三隅発電所周辺（ ㎞範囲）
の三隅町、上府町、益田市幸町
の地域において、大気質（二酸
化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子
状 物 質・ オ キ シ ダ ン ト ）、 降 下
ばいじん、重金属、気象（風向・
風速など）について調査を行い
ました。
調査結果
島根県が行った調査などの結
果、大気関係のいずれの項目に
おいても、運転開始前の状況と
比べ明らかな変化は認められま
せんでした。そのことから、協
議会では、総合的にみて周辺地
域への影響は認められないと判
断しました。
問合せ 環境課くらしと環境係
☎９４２０

人権

18

教育・文化・スポーツ

30

住宅用火災警報器を設置しま
しょう
全国では、住宅火災による死
者の約７割が 歳以上の高齢者
となっており、逃げ遅れにより
多くの人が亡くなられていま
す。住宅火災で犠牲にならない
ためには、早く火災に気付き避
難することが大切です。そのた
めにも住宅用火災警報器の設置
がとても有効です。
市の設置率は約 ％で、全国
平 均 よ り か な り 低 い 状 況 で す。
設置していない住宅には早急な
設置を、設置している住宅では、
適切な維持管理（作動確認・古
い機器の交換）
をお願いします。
消火訓練を実施しませんか
火災を小さいうちに消火する
ためには、住宅用消火器などを
設置し、日頃から町内会などで
消火訓練を実施することがとて
も重要です。町内会などでの訓
練指導をご希望の場合は、お気
軽にご相談ください。
住宅用火災警報器の設置や防
火に関することなど、ご不明な
点はお問い合わせください。
問合せ
・消防本部予防課☎１１６７
・各消防出張所

猫の避妊去勢手術 を 助 成
します

生活・環境

28

73

近年、野良猫による苦情が多
く寄せられています。なかには
ご近所トラブルへと発展する場
合もあります。そこで、原因と
なる野良猫の数を増やさないよ
うにするため、今年度も避妊去
勢手術費用の一部を助成しま
す。
手術の普及を通じて殺処分さ
れる子猫の数ゼロを目指しま
しょう。
避妊去勢手術の利点
望まない繁殖を防ぎ、病気リ

安全安心

10

24
広報はまだ：平成30年４月号
広報はまだ：平成30年４月号

25

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 ☎９４２０）
※
※

65

日
３
４
５
９
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26

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
熱田町11～13
熱田町14、内田町
長浜町１～８
日脚町２～６・８・９、周布町
治和町２・３・５・６、津摩町、陽光台
唐鐘１～９
国分町１～３、唐鐘10・11、下府町４～６・８
下府町１～３・６－１、上府町伊甘
上府町三宅、外ノ浦町、松原町１～３・６・８
松原町４・５・７・８、殿町１・６～８
殿町１～５、田町２～５
田町１、琵琶町、朝日町１～６・９・10
朝日町１～４・６～８、牛市町、紺屋町２～５
紺屋町２・３、天満町、新町、錦町
蛭子町、栄町、片庭町

対象

補助項目

問合せ

問合せ

農業者又は農業者で組織する団体
経費の1/2
農作物等獣被 で、次のいずれかに該当すること
獣 被 害 防 止 の た め の 防 護 上限
害防止対策事 ①防護対象農用地が10ａ以上であ
柵・捕獲器の設置費の助成 防護柵５万円
ること
業
捕獲器８万円
②農産物の出荷実績があること

・農林振興課林
業振興係
☎９５１０
・各支所産業建
設課

広報はまだ：平成30年４月号

４月２日㈪～５月31日㈭

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
対象事業

補助対象経費

補助率

56
31

広報はまだ：平成30年４月号

教育・文化・スポーツ

教育・文化・スポーツ

申請期限

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

人権

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
もの
ター
認定農業者等
※
事業採択については、農業経
☎３５００
販売力等強化事業
育成支援事業
営改善計画書などを作成の上、 （ 農 業 に 資 す る 新 商 品 の 経費の1/2以内
関係機関で構成する審査会を経 開発及び販売に要する支 上限
10万円/ １農業者
て決定します。
援）

予算総額に達した時点で受付
を終了します。

先で飼われている鶏などでこの
病気が発生しても、法に基づく
防疫措置をとらなければなりま
せん。
つきましては、少羽数家きん
（１００羽未満）を飼育されて
いる人について再調査を行って
いますので、連絡いただきます
ようお願いします。
対象となる家きん飼養者
鶏・あひる・うずら・きじ・
ほろほろ鳥・七面鳥・だちょ
うを飼育されている人
報告内容 住所・氏名・連絡先・
家きんの種類・羽数
報告方法 電話で連絡してくだ
さい。
※ すでに家畜保健衛生所から
パンフレットなどが郵送で届
いている人は、報告の必要は
ありません。
※ 家きん飼養のご連絡をいた
だいた人には、今後も家畜保
健衛生所より鳥インフルエン
ザの病気などに関する重要な
お知らせなどのパンフレット
を送付する場合があります。
報告先・問合せ
・川本家畜保健衛生所
☎０８５５９８０５
・農林振興課林業振興係
☎９５１０

農林業支援セン
ター
☎３５００

※

保険・医療・年金

保険・医療・年金

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・ 種子又は苗木代・肥料代・
上限
業（組合せ作 アスパラガス・大豆）を初めて栽 そのほか実証に必要な資材
10万円/ １ａ
に係る経費
物実証圃設置 培する人
事業）

８人槽以上 548,000円 588,000円

健康・福祉

補助金額

６～７人槽 414,000円 441,000円

を解体する。
対象住宅 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
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）
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、市ホームページ
からダウンロードもできます。
問合せ 建築住宅課指導係
☎９６３２

補助項目

産
業
地域活性化

対象

１００羽未満の鳥を飼育
している人はお知らせく
ださい

事業

渡り鳥の飛来シーズンに入
り、国内の野鳥や香川県の家き
ん飼養農場において高病原性鳥
インフルエンザの発生が報告さ
れており、国内での感染拡大が
懸念される状況です。
大規模な養鶏場に限らず、庭

健康・福祉

そのほかの補助事業

・農林振興課農
業振興係
☎９５１０
・各支所産業建
設課

332,000円 352,000円

子育て

子育て

自治会など地域住民で組織する団 畦畔等除草対策事業
畦畔等除草省
体又は集落営農組織など農業者で （集落単位で行う吹き付け
力化促進事業
①150円/㎡
組織する団体
に要する経費）
②220円/㎡
①農用地畦畔などへの緑化
上限150万円
施工
②道路など法面の緑化施工

５人槽

税務・納税

事業費の2/3以内
上限20万円

補助金額
人槽区分 浜田・弥栄・ 金城・旭
三隅自治区 自治区

産業・地域活性化

購入費の1/2以内 農林振興課林業
振興係
☎９５１０
購入費の1/3以内

補助金額

住宅

税務・納税

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
原木椎茸生産
茸生産組合員で、ＪＡから原木を
振興事業
購入して椎茸を生産する農業者
市外産のほだ木の購入費

農林振興課農業
振興係
☎９５１０

対象となる事業
①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。
②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。
③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。
④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

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
農産物流通改 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 上限25万円
組織する団体又は農業者などで組
善事業
運営に必要な経費の助成
織する団体

宅

①５千円/10ａ
②１万円/10ａ

農林振興課農業
振興係
☎９５１０

申請先・問合せ
下水道課管理係・施設係
☎９６４０・９６４１

①１万円/10ａ
②２万円/10ａ

住

産業・地域活性化

市が実施する農地所有代理事業又 新規利用権設定
は農地中間管理機構が実施する農 ①３年以上５年未満
担い手規模拡 地中間管理事業を活用し、５ａ以 ②５年以上
上の農用地において３年以上の存 更新利用権設定
大支援事業
続期間を有する利用権設定をした ①３年以上５年未満
農用地の借受者
②５年以上

浜田市農業再生
協議会
☎３５００

木造住宅の耐震化を
支援します

５千円/10ａ

31

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。

住宅

土地利用型作 当該年度に国の経営所得安定対策
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
業

31

生活・環境

生活・環境

・農林振興課農
市内に農用地を有し、次のいずれ ○農地用施設整備事業（農
業振興係
業用機械・かん水施設・
かに該当する人
☎９５１０
⑴ 次のいずれかの経営耕地面積 排水施設・防風施設など 経費の1/2
・農林業支援セ
農業経営体
上限
の整備費の助成）
があること
ンター
育成支援事業
○販路拡大事業（専門家謝 ５万円/ １事業
①水稲20ａ以上
☎３５００
金・デザイン委託費・デ
②野菜及び果樹５ａ以上
・各支所産業建
ザイン購入費などの助成）
⑵ 農産物の出荷実績がある
設課

畦畔等除草対策準備事業

27

補助金額

安全安心

事業

浄化槽設置費用の 一 部 を
補助します

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。

申請方法など詳しくは
お問い合わせください。

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
※ 詳しくはお問い合わせくだ
さい。
補助対象
⑴ 平成 年３月 日までに設
置が完了するもの
※ 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。

安全安心

農業関係の補助制度を活用してください

26

平成29年度宝くじコミュニティ助成事業

事業

秘境奥島根やさか
ウルトラマラニック実行委員会
ウルトラマラニック大会の開催

４月２日㈪～５月 31 日㈭

農業に対し意欲があり、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
ふるさと農業 ②研修開始時に浜田市内に住所を有 研修期間（６か月～ 12 か 月額 15 万円
月）の研修手当及び住宅 住宅手当
研修生育成事 している（ＵＩターン可）
家賃の 1/2
③普通自動車運転免許（ＡＴ限定は 手当
業
上限２万円
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

農林業支援セ
ンター
☎３５００

農地中間管理事業

貸したい人から農地を募り、「経営規模を拡大した 問合せ しまね農業振興公社農地集積推進委員
い」「農地をまとめたい」「新たに農業を始めたい」な
（浜田市・江津市担当）
ど、借り受けを希望する人をマッチングして農地を貸
☎080-2944-2366
し付ける事業です。詳しくは、お問い合わせください。
農林振興課農業振興係 ☎９５１０
各支所産業建設課

健康・福祉

まちづくりの各種支援制度を活用してください

市では、各種まちづくり団体の活動を支援するための様々な制度を設けています。

事業

対象団体

補助内容（対象経費）

補助金額（交付額） 申請期間

問合せ

保険・医療・年金

４月
まちづくり 町内会
まちづくりに関するソフト事業に係
団体ごとに積算した額
～６月末
総合交付金 など
る経費
社会貢献に関する事業・人材育成に 経費の 1/2 上限 20 万円
市民協働活性
市民団体
関する事業・芸術文化の振興に関す（予算総額に達した時点
化支援事業補
など
で終了）
る事業に係る経費
助金
・市内の団体が教員又は学生と共同
大学等高等教
育機関と連携 市内の団体 で行う交流・文化事業に係る経費 経費の 3/4 上限５万円
したまちづく 学生団体 ・教員・学生の団体が市内の団体と（予算総額に達した時点
共同で行う交流・文化事業に係る で終了）
り推進事業補 など
まちづくり推
経費
助金
進課
☎９２０１
随時
①上限８万円/基
①防犯灯の新設・改修費
②経費の1/3上限50万円
②集会所施設の改修及び用地取得費
③経費の1/3上限150万円
地域づくり振 町内会
③集会所施設の新設費
④経費相当額
（上限あり）
興事業補助金 など
④防災訓練及び防災資機材整備に係
（予算総額に達した時点
る経費
で終了）
町内会などが実施する事業で、事故
自治会
町内会
などが発生した場合に対する保険を
－
活動保険
など
かけます。

教育・文化・スポーツ

広報はまだ：平成30年４月号

人権

教育・文化・スポーツ

が必要な人
サービス内容
・衣類の洗濯
・住居などの掃除及び整理
・生活必需品の買物
・そのほか必要な家事支援
利用期限 妊娠中から出産後３
年以内
利用時間帯 午前９時～午後６
時（年末年始は除く。）
利用料
１回２時間単位で４００円
※ 延長を希望される人は、１
時間ごとに２００円の追加料
金が必要です。
登録から利用まで
①登録申請書に必要事項を記入
の上、必要書類を添えて申請
してください。
※ 申請書などの必要書類は、
市役所本庁舎子育て支援課、
又は各支所市民福祉課にあり
ます。市ホームページからダ
ウンロードもできます。
②後日、登録決定通知書が届き
ます。
③利用する際は、シルバー人材
センター（☎４６８０）に
利用希望日の３日前までに、
直接予約してください
申請先・問合せ
・子育て支援課子ども家庭相談
係 ☎９３３１
・各支所市民福祉課

人権

広報はまだ：平成30年４月号

申請期限

子育て

て

11

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法の
・対象⑴～⑶に該
認定者のうち、農業経営を開始し
当するもの
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、農業経営を
（上限
開始して５年以内であるもの
農業用機械等整備事業
200万円/ １農業者）
⑶ 新規就農者等育成確保推進事業 （農業生産に伴う機械な
費補助金交付要綱の規定により、 どの整備支援）
・対象⑷⑸に該当
市長の認定を受けた者のうち、農
するもの
農林業支援セ
業経営を開始して 3 年以内である
経費の1/3以内
ンター
新規就農者等 もの
（上限
☎３５００
育成支援事業 ⑷ ⑴から⑶の規定によらず農業経
200万円/ １農業者）
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 販売力等強化事業
※ 事業採択については、農業経営 （農業に資する新商品の 経費の1/2以内
改善計画書などを作成の上、関係 開発及び販売に要する （上限
20万円/ １農業者）
機関で構成する審査会を経て決定 支援）
します。

税務・納税

24

固定資産税相談窓口を開
設します

育

期間 ４月 日㈫～５月 日㈮
（土・日・祝日は除く。）
時間 午前９時～午後５時
場所 市役所本庁舎２階資産税
課
※ 昨年と場所が変更になりま
した。
※ 固定資産税納税通知書・課
税明細書・身分を証明できる
も の（ 運 転 免 許 証 な ど ）・ 印
鑑を持参してください。
問合せ 資産税課資産税第一
係・第二係 ☎９２３３

子

産前産後家事支援サポー
ター派遣事業をご利用く
ださい

保険・医療・年金

市では、産前・産後の家事支
援のために、産前・産後家事支
援サポーター派遣事業を行って
います。浜田市シルバー人材セ
ンターからスタッフが派遣さ
れ、妊娠中・出産後の家事支援
を行います。サービスの利用に
は登録が必要です。
対象 浜田市内にお住まいの、
体調不良などにより家事を行
うのが困難な妊産婦で、支援

健康・福祉

29

23

税務・納税

15

30

年度固定資産税の

子育て

31

平成

30

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２
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２日㈪～５月 日㈭
（土・日・祝日は除く）
時間
午前８時 分～午後５時 分
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、身分を証明できるもの（運
転免許証など）を持参してくだ
さい。
代理人が縦覧・閲覧する場合
は、委任者の自署による委任状
も必要です。
問合せ 資産税課資産税第一
係・第二係 ☎９２３３

税務・納税

30

問合せ

産業・地域活性化

産業・地域活性化

小笹神楽社中
神楽衣装（６点）の整備

補助金額

住宅

住宅

問合せ
まちづくり推進課地域づくり推進係
☎９２０１

補助項目

生活・環境

生活・環境

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自治
総合センターの平成29年度コミュニティ
助成事業（宝くじ助成事業）を活用し、
次の取組を行いました。
今後もそれぞれの活動が活発になるよ
う取り組んでいきます。

対象

安全安心

安全安心

農業関係の補助制度を活用してください（農業振興基金事業以外の補助事業）

28

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

保育士資格取得に必要な
修学資金を貸し付けます

20

生活・環境

児童扶養手当額が変わり
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。
対象 平成 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
※ そのほか、生活保護世帯な
どへは、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。
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
募集期間
４月２日㈪～５月 日㈮
※ 申込方法など、詳しくはお
問い合わせください。
問合せ 島根県社会福祉協議会
生活支援部福祉資金係
☎０８５２５９９６
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
貸与額
①県社協貸付決定者

島根県の保育士修学資金貸付事業

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。

※ 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
・子育て支援課子ども家庭相談
係 ☎９３３１
・各支所市民福祉課

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
※ 該当すると思われる人は、
お問い合わせください。
問合せ
・健康長寿課地域包括ケア推進
係 ☎９３２１
・各支所市民福祉課

20

安全安心

②県社協貸付不承諾者
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
※ 申込方法など詳しくは、お
問い合わせください。
問合せ 子育て支援課保育係
☎９３３０

健 康・ 福 祉

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
４月から手当額が、次のとお
り変わります。
34430円
保険・医療・年金

14650円
健康・福祉

14580円

ば、両方の券を組み合わせて
交付できます。
・タクシー券 １枚 ５００円
・バス券 １００円券・５０円
券
※ 人工透析治療を受け、タク
シー券・バス券の交付を選択
する人のうち、通院距離が片
道２㎞以上で毎週の通院が必
要な人は、このタクシー券・
バ ス 券 の ほ か に、 別 途 タ ク
シー券（通院距離により１か
月４枚～ 枚）を交付します。
受付開始日 ４月２日㈪
※ 手帳と印鑑を持参してくだ
さい。
※ ３月中の前渡しはできませ
ん。
問合せ
・地域福祉課障がい福祉係
☎９３２２
・各支所市民福祉課

子育て

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。ただし、
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、若しくは要介護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。ただし、
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。

税務・納税

51700円

重度
51450円
特別児童（１級）
扶養手当 中度
34270円
（２級）

各種物品・手当などを
支給します

産業・地域活性化

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

住宅

障害児福祉手当

平成 年度福祉タ ク シ ー
券・バス券を交付 し ま す

生活・環境

5990
6020
～3000円 ～3010円

14650円

市内の保育所（園）・認定こども園・幼稚園・児
童養護施設です。

対象 市内に住所があり、次の
いずれかに該当する人
・ 身 体 障 害 者 手 帳 １・２級 を 受
けている人
・療育手帳Ａを受けている人
・精神障害者保健福祉手帳１～
３級を受けている人
※ 人工透析患者・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。
交付枚数
助成できるタクシー券又はバ
ス券の金額は１３５００円分
です。交付限度額以内であれ

安全安心

第３子以降
加算額

14580円

月額２万円

教育・文化・スポーツ

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
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 ☎９３２２

人権

30
広報はまだ：平成30年４月号
広報はまだ：平成30年４月号

31

9990
10040
～5000円 ～5020円

福祉手当
（経過措置分）

18

第２子
加算額

26940円

30

20

42280
42490
～9980円 ～10030円

26810円

20

20

一部支給
（月額）

29

42500円
42290円
全部支給
（月額）
特別障害者手当

年１回、５月から７月の間に各園をまわります。
10

４月以降
４月以降
（月額）

いつごろするの？
31

なにをするの？
だれがするの？

どこでするの？
幼児期から就学前までの時期は子どもの社会性や
生活習慣が身につく大切な時期です。この時期に子
どもの健やかな成長を見守るとともに、家族の子育
てを支援するために、市では保育所（園）・幼稚園
巡回訪問事業を実施しています。

保護者や学校・地域の人がこの事業を知り、活用
してもらい、子どもの成長や発達を見守る輪が広
がっていくよう努めます。
問合せ 子育て支援課子ども家庭相談係
☎９３３１
31

３月まで
３月まで
（月額）

31

浜田市特別支援連携協議会相談支援チームと保健
師が行っています。
浜田市特別支援連携協議会相談支援チームとは
子どもの発達や発育、保護者の子育ての悩みなど
を支援するスタッフです。
メンバーは、西部島根医療福祉センター児童発達
支援保育士・児童相談所児童心理司・西部発達障害
者支援センターウインド相談支援員・知的障害児施
設こくぶ学園療育支援員・浜田養護学校教諭・浜田
ろう学校教諭・通級指導教室教諭・浜田教育事務所
指導主事・リハビリテーションカレッジ島根教員・
市医療専門監・教育委員会指導主事・市保健師です
（メンバーは変わることがあります）。
31

子どもの発達・発育の相談に
巡回相談を活用してください
30

・スタッフが子どもの遊びの場面などに入ります。
・保育所（園）などの集団生活の中で子ども一人ひ
とりに応じた発達を促す保育のアドバイスを行い
ます。
・就学前の子どもで、就学後の学校生活に不安のあ
る場合は、就学先の学校へのつなぎなどの支援を
行っています。
・子どもの発達や発育などに心配のある保護者には
個別に相談に応じています。
※ 子どもの集団生活の様子や発達などでお伝えし
たいことがある場合は、スタッフや園から保護者
に連絡をすることもあります。
20

子 育 て コラム

子育て

健康・福祉

保険・医療・年金

「国保脳ドック」係

税務・納税

29

産業・地域活性化

浜田市役所医療保険課

住宅

はがきの記入例

28

生活・環境

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（☎７７００）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 市役所東分庁舎１階地
域医療対策課保健予防係、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
してください。
問合せ 地域医療対策課保健予
防係 ☎９３１１
①受診希望者の住所

⑤連絡先電話番号

平成 年度の国民年金保
険料月額は１６３４０円

申込結果のお知らせ
申込多数の場合は、抽選を行
います。
※ 平成 ・ ・ 年度とも応
募し抽選の結果落選になった
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 医療保険課国保係
☎９４１０

浜田市殿町１番地

安全安心

保 険・ 医 療
年
金
休日応急診療所の
受付時間を設けま す
４月１日から休日応急診療所
の受付時間を新設します。
ご利用にあたっては、必ず受
付時間内にお越しください。
浜田市休日応急診療所
場所 浜田市役所本庁舎地階
開設日 日曜日・祝日
（年始は、１月２日・３日のみ
開設）
受付時間 午前 時～ 時 分
午後１時～３時 分
診療科 内科・小児科
※ いずれも軽症患者を対象と
します。
問合せ 地域医療対策課医療対
策係 ☎９３１０

ＰＥＴ‐ＣＴがん検診の
費用を助成します
受けてみませんか？
国民健康保険
「脳ドック」

でに 歳になり後期高齢者医
療制度に加入する人も含む）
⑵ 国民健康保険料に未納がな
いこと
⑶ 平成 ～ 年度に脳ドック
の助成を受けていないこと
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 ３００人
自己負担金 １万円
申込方法 郵便はがきに受診希
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。
宛先 〒６９７‐８５０１
浜田市殿町１番地 浜田市役
所医療保険課 「国保脳ドッ
ク」係
申込期限 ４月 日㈮必着
注意事項 ペースメーカーやイ
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ＭＲ
Ａを受診できない場合があり
ます。事前にかかりつけ医な
どにご相談の上、申し込んで
ください。
④受診希望者の生年月日

27

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、１６３４０円で
す。前納制度、免除制度などあ
ります。詳しくはお問い合せく
ださい。

人権
教育・文化・スポーツ

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
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
☎０６７０
・医療保険課医療年金係
☎９４１１

たこ

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
期発見のため「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、浜
田市国民健康保険に加入して
いる人（平成 年３月 日ま

税務・納税

20

清明節の風習：凧あげ

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。
事前に申請すると、検診料が
６３０００円になります。
助成額 ３００００円
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

産業・地域活性化

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
片道定期券の場合
１か月あたりの定期券代から
おおむね８２５０円を差し引
いた額
申請方法 申請書に必要事項を
記入の上、必要書類を添付し
て申請してください。
申請に必要なもの
・在学を証明する書類（学生証
の写し又は在学証明書など）
・通学定期券のコピー
※ 申請書は市ホームページに
掲載しているほか、窓口にも
設置してあります。
申請窓口
・市役所まちづくり推進課
・各支所防災自治課
申請期間 定期券の購入年度内
であれば随時申請できます。
※ 今年度購入された定期券で
あれば、有効期限を過ぎた後
の申請も可能です。
問合せ まちづくり推進課地域
交通学校支援係☎９２０１

住宅

30

29

③受診希望者の性別

（裏）

たこ

31

10

こく う

②受診希望者の氏名

（表） 〒697-8501

ターチン

12

清
子育て

于

30

29

中国四大伝統祝日の一つ「清明節」

13

せい
う

75

27

せつ
めい

せい

全国健康保険協会 （ 協 会
けんぽ）島根支部 の 保 険
料率が変わります
平 成 年 ３ 月 分（ ４ 月 納 付
分）
から保険料率が変わります。
※ 任意継続被保険者は４月分
（４月納付分）から変わりま
す。
健康保険料率（島根支部）
・ ％（変更前 ・ ％）
※ 健康保険料率は、都道府県
ごとに設定されています。
介護保険料率（全国一律）
１・ ％（変更前１・ ％）
※
歳から 歳までの人（介
護保険第２号被保険者）は、
健康保険料率に介護保険料率
が加わります。
問合せ 全国健康保険協会島根
支部企画総務グループ
☎０８５２５１４０

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。

安全安心

国際交流員コラム

31

30 30

高校生の通学定期 券 購 入
費の一部を補助し ま す

教 育・ 文 化
スポーツ

10

31

10

64

30

11

10

65

30

13

57

健康・福祉

保険・医療・年金

人権

教育・文化・スポーツ

32
広報はまだ：平成30年４月号
広報はまだ：平成30年４月号

33

まん とう

で亡くなった後にあの世で生活しているという伝統
的な考え方があり、先祖があの世で不自由なく暮ら
せるように、紙のお金を燃やして送ります。それに、
肉や米、饅 頭(中国の北方で食べられる主食で、小
麦粉で作られた中身のないパン)、酒、お茶、花輪、
たばこなどを供えます。近年では、紙製の麻雀やス
マートフォンも登場し、お供え物も時代とともに進
化しています。
また、古来より「踏青」と言って、春を迎え家族
で郊外に行って散策したり、凧を上げたりする習慣
もあります。沖縄にも清明祭り(シーミー )という伝
統行事があるようです。
いかがですか。今回は清明節について話しました
が、お分かりになりましたか。それでは、新年度も
よろしくお願いします。

春の気配もようやく濃くなりました。４月は日
本では花見や入学・入社の季節であり、年度の始
まりとされています。中国では新年の始まりは旧
正月ですが、新年度は１月から始まります。学校
の新学期の始まりは９月１日で、卒業は７月です。
中国の４月と言えば清明節です。中国四大伝統
祝日の一つで、日本で言うとお盆のようなもので
す。
「清明」は24節気の一つです。24節気とは、
太陰暦を使用していた時代に、１年を24等分し、
その区切りとされた期間につけられた名前です。
現在でも中国では、季節の節目を表す言葉として
使われています。皆さんがよく知るものには、立
春や立冬などがあります。「清明」は、春分の15
日後の４月５日付近をさし、春風が吹き、万物が
よみがえり、明るく生命力のあふれる清らかな季
節なので、その名が付けられました。「清明」の
あとは「穀雨」という節気で、雨がよく降ります。
そのため、雨が降る前にある清明節の日は、お墓
をきれいにして土をしっかりと盛り先祖を奉るよ
うになりました。
清明節を含む３日間が連休となり、清明節の日
の早朝に墓参りをします。中国では、儒教の影響

10

40

募
平成

集

ＮＨＫ‐ＢＳにっぽん縦断こころ旅

ひとり親家庭無料法律相談

島根県母子寡婦福祉連合会

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）
場所 いわみーる
料金 無料（要予約）
申込み 電話で島根県母子寡婦
福祉連合会へ ☎０８５２
５９２０（平日午前８時 分
～午後４時 分）

（２０１８春の旅）

あなたのこころの風景と
エピソード募集

談

募集内容 浜田市内の思い出の
場所（いつまでも忘れられな
い風景・大切な人との出会い
の場所など）とエピソード
申込み
４月 日㈪ま
で（必着）に
住所・氏名・
電話番号・性
別・年齢・内
容を記入し郵送で
〒１５０‐８００１ ＮＨＫ
「こころ旅」係へ
問合せ ＮＨＫふれあいセンター
☎０５０ ３
- ７８６ ５
- ０００
島根県での番組放送予定
６月４日㈪～８日㈮

相

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
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 日㈭～ 日㈭
電子申請 ４月９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 ☎１１６７
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㈭

土・日

石見小体育館

渡辺美紀 090-7774-3060

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

長見優治 090-8241-3703
三隅少年野球クラブ

土・日・祝 田の浦公園ソフトボール場 倉井宏朗 090-6841-6365
雲雀丘（ソフトボール）

日又は土 雲雀丘小学校

教室・講座
西部視聴覚障害者情報センター

点訳・朗読奉仕員養成講習会

堀内康二 090-8069-5522

熊谷一二三 090-8992-2686

村木勝也 090-1682-9110

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）
・毎週土曜日
午後２時～４時 分
・毎週日曜日
午前９時 分～正午
場所 石央文化ホール・勤労青
少年ホーム
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
〒６９７‐００２
４ 浜田市黒川町４１７５
石央文化ホール
問合せ 真田節子さん
☎０９０ ３
- １７３ ６
- ８８０

浜田少年少女合唱団

石央文化ホール

水・土・日 周布小体育館

みすみSmileys（バレーボール） 月・水・日 三隅小体育館

期生

周布バレーボール

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
☎９７２１

国府野球

対象
歳未満で簡単なパソコ
ン操作ができる人
点訳奉仕員養成講習会
日時 ４月 日㈭～平成 年３
月７日㈭の木曜日（全 回）
午前 時～正午
料金 １０８０円
（テキスト代）

徹 080-1907-3637
宮田

聡 090-7779-1582

浜田市スポーツ少年団

長沢剣道

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
☎０８５２７２０２
（テキストの購入のみも可）

川辺孝之 090-3375-1258

団員・新規登録団募集

市野不盡

入団申込み
対象 原則小学生以上
申込み 左表の問合せへ

国府小体育館

朗読奉仕員養成講習会
日時 ４月 日㈭～平成 年３
月７日㈭の木曜日（全 回）
午後１時 分～３時 分
料金 ８６４円（テキスト代）
場所 いわみーる 視聴覚研修室
申込み ４月 日㈬までに電話
・ＦＡＸで西部視聴覚障害者
情報センターへ ☎９３３
４
（ 日㈭に会場でも受付可）

奥本智之 090-3377-0054
波佐小体育館

裕 090-1337-1696
田淵
石見公民館
火・金

平川隆夫 090-3373-0105
月・水・金 三保公民館
三隅柔道

年歌会始の
詠進歌募集
ひかり

お題 「光」
お題は「光」ですが、歌に詠
む場合は「光」の文字が詠み込
まれていればよく、
「光線」
、
「栄
光」のような熟語にしても、ま
た、
「光る」のように訓読して
も差し支えありません。
申込み ９月 日㈰（郵送の場
合は当日消印有効）までに
〒１００‐８１１１ 宮内庁
「詠進歌」へ

公営住宅の入居者募集
※ 緑ヶ丘住宅・黒川住宅・長
浜西住宅については、空きが
出た場合は公募します。
募集住宅
【旭】ニュー市木・あさひイン
ターハイツ
【弥栄】大坪住宅（１Ｋ）
【三隅】若者住宅（１ＤＫ）
問合せ 金城・旭・弥栄
㈲中田工務店 ☎１２０３
三隅 ㈱コムサ ☎２９９９
募 集 住 宅 波 佐 住 宅・ 旭 イ ン
ター団地など
問合せ 島根県住宅供給公社
浜田住宅管理事務所
☎０５３５
募集住宅 浜田市雇用促進住宅
（小福井・内田・国府・金城）
問合せ 浜田土建㈱
☎１４１７
美川幼稚園

島根県ナースセンター

就業相談会
移動ナースバンク
日時 ４月 日㈬・５月９日㈬
午後１時～４時
場所 ハローワーク浜田
問合せ 島根県ナースセンター
☎０８５２８５１０

火・木・土 国府小体育館

浜田ビューティーカレッジ

介護職員初任者研修
日時 ７月１日㈰～８月 日㈮
の平日、おおむね１か月程度
（全日程出席できること）
場所 浜田ビューティーカレッジ
定員 先着 人
料金 ４８０００円（テキスト
代含む）
申込み 電話で浜田ビュー
ティーカレッジへ ☎７１
３０（受講料持参）
31

土

１０７８

練習場所
練習日
団名

金
波佐（バドミントン）

30

浜田市スポーツ少年団一覧

34
広報はまだ：平成30年４月号
広報はまだ：平成30年４月号

35

国府バレーボール

42

土・日・祝 原井小校庭

30

市民の皆さんと力を合わせ、市民と共につくる図書館として飛躍の一年を目指します。
30
23 26

浜田中央（ソフトボール）

20

30

浜田テコンドー
23 31

23 31

30

三隅図書館

12

国府剣道
12

12

中央図書館

30

30

17

電話番号
30

一例として、絵本作家による朗読会や声優によ
る読み聞かせ、各種講演会などを予定しています
が、同時に市民の皆さんによるパフォーマンスも
募集します。アイデアがありましたら、事務局ま
でお寄せください。

30

問合せ
11

今年、中央図書館と三隅図書館は開館５周年を
迎えます。このたび、しまね子どもの読書等推進
の会浜田支部とはまだ図書館友の会による実行委
員会が立ち上がり、
「Go(5) to the library! いこ
うやー、としょかん」を合言葉に５周年を祝う大
小様々な企画に取り組んでまいります。

10

70

10

12

問合せ

図書館開館５周年記念事業実行委員会
事務局 中央図書館 ☎０４８０
11

「なかよし会」
参加者募集
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 電話で美川幼稚園へ
☎０１８５
30 25

図書館開館５周年記念事業
アイデア・参加者を募集します
23

伝 言 板
30

11

“Go(5) to the library! いこうやー、としょかん”

まちかど
31
10

４月10日㈫
浜田公民館

15人

3000円

４月10日㈫
石見公民館

15人

1500円

４月９日㈪

石見公民館

10人

1500円

４月９日㈪

場所 三宮神社
料金 ５００円
問合せ 浜田市観光協会
☎１０８５
殿町商店街

とのさま桜ええげな祭り
日時 ４月８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
（当日歩行者天国）
問合せ 殿町商店街 高橋写真
館 ☎０５６３

国道 号

グループホームみかわ

（各講座とも会員料金あり）

今福公民館

第 回夜桜茶会
日時 ４月 日㈯
午後４時～８時
（ 日㈰の午前９時から正午
まで庭園を開放）
場所 今福公民館
料金 お茶券 大人 ５００円
（中学生以下無料）
問合せ 今福公民館
☎２０８３
浜田市に桜を育てる会

第 回観桜会
日時 ４月 日㈰
正午～午後２時
場所 海のみえる文化公園
料金 １０００円
小学生以下無料
（食事・ソフトドリンク付）
問合せ 浜田市に桜を育てる会
事務局（島田病院内）
☎２５１１
石見海浜公園

テニス大会（硬式）

浜田市バレーボール連盟

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 ☎０６
９０ 又は金岡敬子さんへ
☎１８７３

お出かけ
２０１８ぐるっと
金城と旭の雛めぐり

※ 美又公民館は４月１日㈰
午前９時～正午は見学不可。
問合せ
波佐公民館 ☎０１４６
美又公民館 ☎１７０４
今市公民館 ☎１７５７
木田公民館 ☎１１０５
和田公民館 ☎１９１８
都川公民館 ☎０００１
市木公民館 ☎００７７
石州和紙会館

Ｔｈｅ Ｋａｇ ｕｒａ

「和紙と写真との融合」
写真展Ｐａｒ ｔⅡ
第１部
日時 ４月１日㈰～ 日
午前９時～午後５時
場所 石州和紙会館
料金 無料
問合せ 石州和紙会館
☎４１７０
浜田郷土資料館

市民寄贈資料披露展

日時 ３月 日㈯～４月１日㈰
午前９時～午後４時
場 所 波 佐 公 民 館・ 美 又 公 民
館・今市公民館・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
※ 木田暮らしの学校は３月
日㈯ 午前９時～正午は見学
不可。

場所 紺屋町ロータリー
内容 県大生の屋台やステージ
発表、浜田の野菜や加工品、
飲食物の販売など
問合せ まちづくり推進課
☎９２０１

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
☎６４５３

しまね縁結びサポートセンター

申込み ４月７日㈯までに郵
送・ＦＡＸ・メールで浜田市
テニス協会 岸本隆さんへ
☎０９０ ８
- ７１６ ９
- ０１４
又は石見海浜公園予約セン
ターへ ☎２２３１
石見海浜公園

婚活イベント
「ご縁ルーム」

対象 島根県在住の 歳以上の
独身男女（年齢の上限なし）
日時 ４月 日㈯ 午前９時
分～ 時 分（開催時間中は
自由に入退室可能）
場所 いわみーる ４階 ４０
３研修室
料金 無料
申込み ４月 日㈪までに電話
でしまね縁結びサポートセン
ター浜田センターへ
☎１１５０

～結婚という同じ目的を持つ
男女が気軽に集まる場所～

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 各 人程度
料金 無料（ポールレンタル代
５００円）
申込み 電話で石見海浜公園予
約センターへ ☎２２３１

ＪＩＣＡボランティア
個別相談会
日時 ４月 日㈰
午後３時～６時
場所 中央図書館 多目的ホー
ル第２
料金 無料（申込み不要）
問合せ 島根県ＪＩＣＡデスク
岩田さん
☎０８０ ２
- ９３４ ８
- ４９６

い わ み

や

え むぐら

第１８１回ふるさと歴史紀行

石 見 八 重 葎 の 里、 江 津 市
松川町太田を歩く

大平桜まつり
日時
前夜祭
本祭

４月７日㈯
午後５時～８時
４月８日㈰
午前 時～午後４時

場所 大平桜周辺
（三隅町矢原）
問合せ 浜田市観光協会
☎１０８５

浜田の夜神楽週末公演
日時 ４月７日㈯～平成 年３
月 日㈯の毎週土曜日
午後８時～９時
※ ４月 日㈯・６月９日㈯・
７月 日㈯・８月４日㈯・９
月１日㈯・ 月６日㈯・ 月
日㈯は休演。
特別公演 ４月 日㈯・６月
日㈯・８月 日㈷・ 月 日
㈯・平成 年２月 日㈯
午後８時～ 時 分

料

広

告

広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

30

3000円

みかわかふぇ

まちなかキャンパス ＆
ＢＵＹ浜田昼市 同時開催

日時 ４月 日㈰（雨天中止）
午前８時 分～正午
集合場所 地場産業振興セン
ター（江津市）から現地へ
料金 ２００円（資料代）
問合せ 下村さん 午後５時以降
☎０９０ ７
- ５ ００ ９
- ６３７

31

12
22

15人
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）

日時 ４月 日㈰
午前 時～午後３時

ライトアップ
３月31日㈯～４月15日㈰
午後７時～10時
12

23

30

浜田公民館

日時 ４月 日㈮ 午後２時
場所 グループホームみかわ
内容 お菓子作り・喫茶など
料金 １００円
問合せ グループホームみかわ
☎０３４８

11

４月10日㈫

国際交流教室・語学教室

36
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広報はまだ：平成30年４月号
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10

10

21

11

28

31

3000円

26

30

15人

14

28

浜田公民館

23

29

４月10日㈫

15

30

3000円

15

（振）

15人
歩行者天国として開放

20

浜田公民館
祭り会場

30

４月13日㈮
Ｐ

30

3000円

15

20

15人

浜田川

30 21

浜田公民館
トイレ

16

50 22

４月13日㈮

186

11

3000円

駐車場

31

15人
浜田
市役所

20

浜田公民館

10

31

締切日
東分庁舎 法務局

15

15

15

料金
国道９号

10

定員
13

30

11

場所
講座
日時
４月16日㈪～６月25日㈪の毎週月曜日
シンチャオ・
ベトナム語講座 午後７時～８時30分（４月30日（振）を除く）
～入門～ （テキスト代2200円が必要な場合あり）
４月17日㈫～６月26日㈫の毎週火曜日
シンチャオ・
ベトナム語講座 午後１時30分～３時（５月１日㈫を除く）
～初級～ （テキスト代3300円が必要な場合あり）
于清の中国語講座 ４月12日㈭～６月21日㈭の毎週木曜日
～入門Ⅰ～ 午後１時30分～３時（５月３日㈷を除く）
于清の中国語講座 ４月12日㈭～６月21日㈭の毎週木曜日
～初級Ⅰ～ 午後７時～８時30分（５月３日㈷を除く）
韓国語講座
４月10日㈫～６月19日㈫の毎週火曜日
～初級Ⅰ～ 午後７時～８時30分（５月１日㈫を除く）
韓国語講座
４月10日㈫～６月19日㈫の毎週火曜日
～中級Ⅰ～ 午後４時～５時30分（５月１日㈫を除く）
４月11日・25日・５月16日・６月13日・27日
昼
Ｐａｍの
午後１時30分～３時
（各水曜日）
英語講座
４月18日・５月９日・６月６日・20日・７月４日
～初級～ 夜
午後７時～８時30分
（各水曜日）
４月18日・５月９日・６月６日・20日・７月４日
昼
Ｐａｍの
午後１時30分～３時
（各水曜日）
英語講座
～中級～ 夜 ４月11日・25日・５月16日・６月13日・27日
午後７時～８時30分
（各水曜日）
申込み 電話で浜田国際交流協会へ ☎１２４１

浜田国際交流協会
裁判所

国際ソロプチミスト浜田
第 回チャリティーゴルフ大会

日時 ４月 日㈰
午前７時 分～
場所 金城カントリークラブ
料金 メンバー １０５００円
ビジター １３８００円
（参加費・食事代を含む）
※ 収益金は、
子育て支援・青少
年教育育成などに寄附します。
申込み ４月９日㈪までに電話
・ＦＡＸで金城カントリーク
ラブへ ☎１１１１
ふれあい環境助成事業

周年」

講師 眞田幸俊さん（真田家
代当主・慶応義塾大学教授）
問合せ はまだ市民ララ会
河野さん ☎２９００
今年は「

２０１８石州浜っ子春まつり
日時 ４月 日㈷
午前 時～午後４時 分
（ 少 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
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）☎１０８５

く

内容 西条柿栽培についての講
義と実習
申込み ４月 日㈮までに浜田
市農林業支援センターへ
☎３５００

アクアスから
☎３９００

い

島根県福祉人材センター
福祉・保育の就職フェアしまね

日時・場所
①４月 日㈷
午前 時 分～午後４時
石見武道館
②５月 日㈯
朱鷺会館（出雲市）
③５月 日㈰
くにびきメッセ（松江市）
問合せ 島根県福祉人材セン
ター石見分室（島根県社会福
祉協議会石見支所）
☎９３４０

はまだ

自衛隊島根地方協力本部
スプリングコンサート

日時 ４月 日㈷
午後２時～４時
場所 石央文化ホール
出演 海上自衛隊呉音楽隊及び
地元高校生
料金 無料（要整理券）
※ 整理券は市役所又は当日会
場で配布。
問合せ 自衛隊島根地方協力本
部浜田出張所 ☎１３３４

三隅つつじ祭り
～彩と心が招く
ふるさと三隅のつつじ祭り～
日時 ５月３日㈷～５日㈷
午前９時～午後５時

（５日㈷は午後４時まで）
場所 三隅公園
内容 特産品販売・屋台村・紙芝
居（雨天中止）
・石見神楽上演
問合せ 三隅つつじ祭り実行委
員 会 事 務 局（ 浜 田 市 観 光 協
会）☎１０８５
ＮＨＫラジオ

「上方演芸会」公開録音
日時 ５月 日㈮
午後６時 分～８時（予定）
場所 石央文化ホール
出演予定者
①幸助・福助、シンクタンク
②ザ・ぼんち、タージン
料金 無料（要入場整理券）
申込み 往復はがきで４月 日
㈪まで（必着）
入場整理券申込み往復はがきの
記入方法
【往信表面】〒６９７‐８５０
１ 浜田市教育委員会文化振
興課内「上方演芸会」係
【往信裏面】申込者の郵便番号・
住所・氏名・電話番号
【返信表面】申込者の郵便番号・
住所・氏名
【返信裏面】白紙のまま
※ 入場整理券１枚で２人まで
入場可能。
※ 応募多数の場合は抽選を行
い、当選・落選結果を４月下
旬に返信ハガキで通知。
応募の際にいただいた情報
※

企画展「モダン・アートに出会
う ５つの扉」関連イベント
記念講演会
「和歌山から島根へ‐日本のモ
ダン・アートを発信する」
日時 ４月 日㈯
午後２時～３時 分
場所 グラントワ 講義室
内容 企画展の開幕に伴う講演会
講師 山野英嗣さん（和歌山県
立近代美術館長）
定員 先着 人
料金 無料（申込不要）
益田おやこ劇場連携・人形劇団
むすび座
「アラビアンナイト～魔法のラ
ンプと明日のヒカリ～」
日時 ５月 日㈮
午後６時 分
場所 グラントワ 大ホール
内容 親子で楽しめる人形劇
料金 全席自由
一般 前売り ２６００円
当日
２８００円
３歳以下無料（要入場券）
（会員料金あり）

☎０８５６１８６０

グラントワだより

時間 午後１時～３時
場所 アクアス横はっしー広場
ステージ
問合せ 石央マリン開発㈱
☎３３８８

23

海岸清掃ボランティア
日時 ４月 日㈯（小雨決行）
午前７時 分～
（１時間程度）
集合場所 千畳苑駐車場
清掃場所 国分海岸一帯
※ 参加者にサポート通貨「神
楽」を進呈。
問合せ 全国豊かな海づくり大
会をサポートする市民１００
０人の会 牛尾さん
☎０９０ ８
- ２４４ ９
- ４２９
浜っ子春まつりで騎乗される
真田家 代当主による講演会

「真田家と浜田藩のご縁」
日時 ４月 日㈯
午後４時～５時
場所 浜田公民館

は、抽選結果の連絡のほか、
ＮＨＫでは受信料のお願いに
使用する場合があります。
問合せ 文化振興課芸術文化振
興係 ☎９７３０・石央文
化ホール ☎２１００・Ｎ
ＨＫ松江放送局 ☎０８５２
０７００

第 回キネマ旬報 文化映画第１位

石央シネマ倶楽部映画上映会

し

料金 無料（入館料に含む）
申込み ホームページから
（体験イベント２・３は申し
込みが必要）
受付開始日
４月１日㈰ 午前 時～
体験イベント１
「シロイルカパフォーマンス
プールの裏側大公開 」
日時 ４月 日㈭の午後１時及
び 日㈯・ 日㈰の正午・午
後１時 分のシロイルカパ
フォーマンス終了後
（約 分）
集合 シロイルカパフォーマン
スプール
体験イベント２
「ペンギン飼育体験」
対象 小学生以上
日時 ４月 日㈭・ 日㈯・
日㈰
午前 時 分～午後０時 分
集合 ペンギン館スカイデッキ
定員 各日先着 人
体験イベント３
「サメがぶりんちょ 体験」
日時 ４月 日㈭・ 日㈯・
日㈰ 午前３時 分～４時
集合 １階レクチャーホール
定員 各日先着８組（ 人）
４月の神楽（雨天中止）
１日㈰ 周布青少年保存会
８日㈰ 倭川戸神楽社中
日㈰ 岡崎神楽社中
日㈰ 日脚神楽社中
日㈷ 熱田保存会
都治神楽社中
日

30 11

70

特別展「ヤド・カリる？」
日時 ５月７日㈪まで
場所 ３階特別展示室
ゆったり親子の会
「さわってふわふわ さわって
ざらざら」
対象 未就学児と保護者
日時 ４月９日㈪・ 日㈪
午前 時～ 時 分
場所 アクアス館内
定員 各回先着 人
料金 無料（入館料に含む）
申込み 当日１階総合案内所へ
アクアス体験スクール
「ヤドカリをさがしに行こう！」
日時 ４月８日㈰
午前 時～正午
場所 アクアス近くの海
定員
人
料金 無料
申込み 電話・ホームページで
学習交流係へ ☎３６１４
飼育の日体験イベント
４月 日は４１９の日
日時 ４月 日㈭・ 日㈯・
日㈰
場所 アクアス館内

22
22

30

10

「人生フルーツ」
日時 ５月 日㈰
①午前 時～ 時 分
②午後１時～２時 分
③午後３時 分～５時 分
・石央フリーマーケット祭
午前９時～午後３時
・特別企画
午後０時 分～０時 分
場所 石央文化ホール
料金
前売券 一般
１２００円
小学生～大学生
６００円
当日券 一般
１４００円
小学生～大学生
８００円
問合せ 石央文化ホール
☎２１００

西条柿栽培講座
日時 ５月～ 月（平日年６回
程度・第１回は５月中旬）
場所 三隅町東平原
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こどもの読書週間

ぎょくせきろく

利用者カードの更新について

「幸せさがし」

遊べる木のおもちゃ展 開催中

浜田市世界こども美術館

フレッシュマン・フィールド・

地域振興に関する提言を含む

現在、こども美術館では、多種多様
な木のおもちゃを紹介する展覧会を開
催しています。日本製の木のおもちゃ
をはじめ、ドイツやスイスなど海外の
ユニークな木のおもちゃが勢揃い。遊
び方に広がりがある木のおもちゃを存
分に体験してください。
会期 ５月 日㈰まで
料金 一般
４００円
高校・大学生
３００円
小学・中学生
２００円

セミナー合同発表会を開催
しました

総合政策学部全１年生対象の
必 修 科 目「 フ レ ッ シ ュ マ ン・
フィールド・セミナー」の最終
プロセスとなる合同成果発表会
を、１月 日㈭に浜田キャンパ
スで開催しました。
発表会には、フィールドワー
クなどでご協力いただいた浜田
市内をはじめとした地域の皆さ
んや、企業・行政関係の人にも
お越しいただき、全 ゼミによ
るポスターセッション形式での
発表が行われました。
来場された皆さんには、評価
シートを用いて、各成果発表に
ついて評価をしていただき、そ
の結果は後日の授業で、学生た
ちにフィードバックされまし
た。
２月 日㈬、地域振興や地域
活性化をテーマとした卒業研
究・論文に取り組んだ学生の発
表会を開催しました。
奨励賞受賞者の中から学部生
４人がそれぞれの卒業研究につ
いて発表を行いました。
会場には市民の皆さんも来場
され、熱心に聴講いただきまし
た。

優秀卒業研究・論文の発表会
を開催しました

浜田市立図書館では、各種サービスを
円滑に行うため、３年ごとに更新の手続
をお願いしています。更新時期を一定期
間過ぎた場合には、貸出などのサービス
利用ができなくなります。
窓口で更新手続を行いますので、ご理
解ご協力をお願いします。
手続に必要な資料 本人確認ができるも
の（運転免許証・健康保険証・学生証
など）
※ 詳しくはお問い合わせください。

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

各賞の受賞者は次のとおりで
す。
【最優秀賞】 秋田明以莉
学生による地域活動の継続性
確 保 に つ い て ～ LB‐1グ ラ
ンプリを事例として～
【浜田市長賞】 秋田明以莉

河野英喜 写真展
「伝承の技ー石見神楽面ー」
好評開催中
浜田市出身の写真家・河野英喜さんの
写真展を開催しています。幼い頃から慣
れ親しんだ「石見神楽」をテーマに、石
見神楽面の制作の様子を撮影した作品約
点を紹介しています。
会期 ４月 日㈰まで
料金 入場無料

４月 のイベント

料

広

告

広告募集中 詳しくは市ホームページで

有

■ホリデー創作活動
《木っ端のネックレス》
◎４月１日㈰
参加費 １００円
《木のコマをつくろう》
◎４月７日㈯・８日㈰
参加費 ２００円
《木のブロックパズル》
◎４月 日㈯・ 日㈰
参加費 ３００円
《木の鉛筆づくり》
◎４月 日㈯・ 日㈰
参加費 ２００円
定員 各日先着 人
《木のチップでかざる写真立て》
◎４月 日㈯～ 日
参加費 ５００円
※ いずれの活動も午後１時から４時ま
で。（ 参 加 受 付 は、 当 日 午 後 １時 か ら
３時 分までに１階創作室にて。）

【奨励賞】（ 音順）
秋田明以莉・加藤嵩・小瀧真
由・新立航也・高橋健太・廣
井修平・淀渕史織

公開講座のご案内
①ロシアの魅力
日時 ５月９日㈬ 午前 時
分～ 時 分
会場 講義・研究棟中講義室３
講師 ナタリア・ボルホドーエ
ワさん（島根県国際交流員）
②「 税 関 」 そ の 役 割 ～ 安 全・
安心な社会を目指して～
日時 ５月９日㈬ 午後６時
分～７時 分
会場 講義・研究棟大講義室１
講師 佐藤誠さん（神戸税関浜
田税関支署長）
問合せ
地域連携課 ☎２３９６

（振）

15

22

30

30

「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。

こどもの読書週間標語
「はじまるよ！ 本のカーニバル」
４月 日 ㈪ は、
「世界本の日」
・
「子
ども読書の日」です。また、子どもた
ちにもっと本を！という願いのもと４
月 日㈪から５月 日㈯までを「こど
もの読書週間」として、各種啓発行事
が行われています。子どもに読書を勧
めるだけでなく、大人にとっても子ど
もの読書の大切さを考えるとき、それ
が「こどもの読書週間」です。

公開講 座 会 員 募 集
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にと「公開
講座会員」
制度を設けています。
特典として、会員証の発行、
浜田キャンパス情報の提供、修
了証の発行があります。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。
皆さんからの申込みをお待ち
しています。
※ 詳しくは、公開講座パンフ
レットをご覧ください。
問合せ
地域連携課 ☎２３９６
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こども美術館
27

40
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電話：0855-24-2200
ホームページ：http://hamada.u-shimane.ac.jp

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

11

～海の見える丘から～

４月の休館日
月曜日 ２日・９日・16日・23日
日本製の木のおもちゃ

50

50

45

14

10:00～19:00
（土日祝日は18:00まで）

12

三隅図書館 ☎0338

２日㈪・９日㈪
16日㈪・23日㈪
9:00～17:00

４月の休館日
９日㈪・23㈪
開館時間
9:00～19:00
☎0480
☎1823
☎1439
☎2258
中央図書館
金城図書館
旭図書館
弥栄図書館

23

174
vol.

瀬戸内寂聴：文
はたこうしろう：絵
講談社 （分類 Ｅハタ）
「玉石鹿」という中国のお話の一つ。
貧しくも心優しい少年チンフーは、お母さんの遺言を
守り、西方の仏さまを目指して幸せ探しの旅に出ます。
そして、その旅の途中で出会う人たちに、仏さまに会っ
たら自分の悩みの答えを聞いてくれと頼まれます。
仏さまの前で、限られた時間しかない中、チンフーは
何をお願いするのでしょうか？
自分のことより人のことを心配し、思ってあげること
のできる優しさと愛を、この絵本が教えてくれます。
15

図書館情報
23

司書のおすすめ
25
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２０１８年度
石本正作品選 １
「石本正作品選１」では、
「絵
をかくことは生きるよろこび」
と語り、生涯をかけて美を追求
した画家・石本正（浜田市三隅
町出身）の 年の生涯を紹介し
ます。
約２千点の収蔵数を誇る石本
作品から選び抜かれた名作を年

会期 ４月３日㈫～15日㈰
※ 最終日は午後３時まで
会場 石正美術館ギャラリー
料金 入場無料
各支所

金城支所
旭支所
弥栄支所
三隅支所

栄
隅
計

旭

弥
三
合

浜田市広報係
@koushitsu.hamada

Facebook

３月３日㈯、第３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、１２
４チーム９８９人の選手が
参加しました。選手の皆さ
んは、マリン大橋の勾配に
苦戦しながらも、爽やかな
潮風を受け、仲間にタスキ
をつなぐため力走しました。

✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚

☎42‒1234
☎45‒1234
☎48‒2111
☎32‒2800

No.204

平成 30 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。

総数
40,480
4,293
2,777
1,320
6,103
54,973

田
城

浜
金

４回に分けて展示し、いつでも
石本正の美の世界をご堪能いた
だけます。
会期 ６月 日㈰まで

本庁

◎【ギャラリー展】石見の桜展
学業のかたわら、幼い頃から音楽を続けてき
た琴野家３兄弟（浜田市出身）による初の合同
コンサート。ピアノソロをはじめ６手連弾、管
楽器など多彩な楽器でポップスやクラシックを
披露します。3人の息の合った軽やかな演奏を
お楽しみください。

浜田市三隅町には、全国で五本の指に入る桜の
古木と言われる樹齢約６００年の「大平桜」をは
じめ、地域の人々に愛され続けている一本桜がた
くさんあります。山中にひっそりとたたずむその
姿は、あたかも誇り高き石見人そのものを見るよ
うです。
本展では、桜と対面した感動を表現した絵画や
写真など、石見ゆかりの作家の作品を展示します。
〒 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

（単位：人）

女
21,321
2,210
1,406
690
3,196
28,823

男
19,159
2,083
1,371
630
2,907
26,150

世帯
19,644
1,894
1,351
680
2,865
26,434

口（２月末現在）

人

今月の表紙

石本正 素描展
「イタリアの思い出」
石 本 正 素 描 展「 イ タ リ ア の
思い出」では、
石本が憧れの地・
イタリアをはじめ、ヨーロッパ
各地を旅した時に描いた数多く
のスケッチとともに、その足跡
をたどります。
画家の心震える感動から生ま
れ た 作 品 に 触 れ、「 絵 を み る よ
ろこび」を感じてみませんか。
会期 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された
入場者のうち、高校生以下は
無料です。

４月のイベント
春～かえで・旅立ちライブ
日時 ４月 日㈯
午後２時～３時
料金 入場無料
毎月１日発行
編集・発行 浜田市市長公室
☎ 0855‒25‒9151
ＦＡＸ 0855‒22‒3091

◎コトノブラザーズコンサート

日時 ４月１日㈰
午後２時～３時30分
会場 石正美術館創作室
料金 入場無料
演奏 コトノブラザーズ
琴野一心さん
海流さん
研志郎さん

24

24

14

95

◀石本正「牡丹」１９９９年

広報
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