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問合せ　▼凍結について…上下水道局水道工務課☎0834-22-8610　　　　▼水道中止手続きについて…料金センター☎0834-22-8617

問合せ　生活安全課☎0834-22-8240
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うそ電話詐欺被害を
防止するために

うそ電話詐欺のキーワード
　犯人はさまざまな手口を使い、被害
者の家族愛や親切心に付け込んだり、
不安感をあおって慌てさせたりしてだ
ましてきます。
　「あなたの個人情報が漏れていま
す」、「お金が戻ってきます」は詐欺で
す！警察へ連絡しましょう。

留守番電話設定で撃退！
　留守番電話は、被害防止に効果が
あると言われています。機能がある人
はぜひ活用しましょう。電子音に抵抗
がある人は、「詐欺の対策のために留
守番電話にしています。名前と連絡先
を吹き込んでください。折り返します」
などと自分の声で録音するのもお薦
めです。

一般家庭でできる防寒の仕方
　むき出しになっていたり、陽の当たらない場所、風当たりの強い場所
にあったりする水道管は凍結しやすくなります。保温材・毛布・布切れな
どで蛇口を完全に包んだり、メーターボックス内に入れたりしてメー
ターを保温しましょう。
※毛布や布切れは水分を含まないように密封してください。

水道管が凍ってしまった！
　自然に溶けるのを待つか、凍結部分にタオルなどを被せてゆっくり
とぬるま湯をかけてください。急に熱いお湯をかけると、破損する場合
があります。
　また、溶けた後に水が出ることを防ぐため、必ず蛇口は閉めてください。

水道管の水道管の
凍結に注意！凍結に注意！

冷え込みが厳しい冬季には水道管の凍結・破裂が
起こることがあります。給水装置の修理費用は所有
者負担になりますので、次のことに注意しましょう。

水道管や水道メーターが破裂した
　できる範囲でメーターボックス内のバルブを
閉め、水を止めてください。
※ 閉めても水が止まらない場合や、道路上に水
が流れ出ている場合は、路面が凍結して事故
の原因になりますので、上下水道局に問い合
わせてください。

長期間使用しない場合は連絡を
　長期間漏水に気付かなかった場合、被害が拡
大するだけでなく、水道料金も多額になることが
あるため注意してください。

みんなでつくろう、
安心・安全のまち 年末年始の防犯・交通安全運動

年末年始の交通安全県民運動
実施期間
12月10日（金）～令和4年1月3日（月）
　年末年始は慌ただしさが増し、帰省
などで交通量が増加し、重大事故が多
発する傾向にあります。一人ひとりが
交通ルールとマナーを守り、年末年始
を無事故で過ごしましょう。

12月は交通死亡事故が多発！
特に夜間は気を付けましょう
　人と車の衝突事故、特に横断中の被害
が多数を占める12月。中でも、夜間の歩
行中の被害が多く報告されています。夕
暮れ～夜間、早朝は物の形や色が特に見
えにくい時間帯です。次のことに気を付
けましょう。
●ドライバー
　早めのライト点灯やハイビームで危
険を早期に発見しましょう。また、乾い
た路面を時速60キロメートルで走行

する自動車は、約33メートル進んで停
止します。スピードを出したり、路面状況
が悪かったりすると、停止までの距離
がのびるため、スピードの出し過ぎに
は注意しましょう。
●歩行中に気を付けること
　明るく目立つ色の服装と反射材を活
用するなど、自分の
存在をアピールする
ことで、ドライバー
から見える距離を
長くしましょう。

実施期間
12月1日（水）～令和4年1月3日（月）
　年末年始を迎えるにあたり、各種犯
罪や重大交通事故、雑踏事故の発生を
未然に防止するため、警察では特別警
戒活動を実施しています。

交通安全 防　犯

年末年始特別警戒隊の
活動について



問合せ　広報戦略課☎0834-22-8232
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年末年始〔　　　　〕の
市の施設や業務の休み
市の業務は年内は１２月２８日（火）まで、年始は１月４日（火）から行います。

一部変則となる業務もあるので注意してください。

12月28日火～
令和４年1月４日火

※ ■■は休み

施設・業務など 28日
火

29日
水

30日
木

31日
金

1日
●

2日
日

3日
月

4日
火 問 合 せ

ご
み

家庭ごみ収集 リサイクル推進課 ☎0834-22-8303
家庭ごみ搬入受付センター ☎0834-61-0310
恋路クリーンセンター 恋路クリーンセンター☎0833-43-2636
鹿野一般廃棄物最終処分場（鹿野地域） 鹿野総合支所市民福祉課☎0834-68-2333

し
尿
し尿収集（徳山・新南陽・鹿野地域） リサイクル推進課☎0834-22-8303
し尿収集（熊毛地域） 熊毛総合支所市民福祉課☎0833-92-0036

医
療

新南陽市民病院（外来診療） 急患を除く急患を除く 新南陽市民病院☎0834-61-2500
国民健康保険鹿野診療所 国民健康保険鹿野診療所☎0834-68-2192
休日夜間急病診療所（休日診療） 地域医療課

☎0834-
22-8377

休日夜間急病診療所
☎0834-39-0099休日夜間急病診療所（夜間診療）

休日歯科診療所 休日歯科診療所☎0834-32-1717

窓
口

住民票・戸籍・印鑑証明の交付 市民課☎0834-22-8293

税の収納・証明書交付業務 収納課☎0834-22-8277
課税課☎0834-22-8271

国民健康保険料の収納業務 収納課☎0834-22-8277後期高齢者医療保険料の収納業務
斎
場
御屋敷山斎場 御屋敷山斎場☎0833-41-3842
新南陽・鹿野斎場 新南陽斎場☎0834-67-2950

施　

設

徳山動物園 徳山動物園☎0834-22-8640
道の駅ソレーネ周南 テナントにより休業あり 道の駅ソレーネ周南☎0834-83-3303
美術博物館 美術博物館☎0834-22-8880
郷土美術資料館 展示準備などのため1/14まで休み展示準備などのため1/14まで休み 郷土美術資料館☎0834-62-3119
回天記念館 回天記念館☎0834-85-2310
市民活動支援センター 市民活動支援センター☎0834-32-2200
徳山駅前図書館 徳山駅前図書館☎0834-34-0834
中央図書館 中央図書館☎0834-22-8682
新南陽図書館 新南陽図書館☎0834-62-1150
福川図書館 福川図書館☎0834-63-5000
熊毛図書館 熊毛図書館☎0833-92-0179
鹿野図書館 鹿野図書館☎0834-68-4141
永源山公園ゆめ風車 永源山公園管理事務所☎0834-63-7899
交通教育センター 生活安全課☎0834-22-8240
子育て交流センター 子育て交流センター☎0834-32-8181
富田東児童館 次世代政策課☎0834-22-8827
国民宿舎湯野荘 1/1～3は日帰り入浴のみ 観光交流課☎0834-22-8372
石船温泉憩の家 石船温泉憩の家☎0834-68-2542
老人休養ホーム嶽山荘 嶽山荘☎0834-63-4320
新南陽老人福祉センター 新南陽老人福祉センター☎0834-62-1935
東善寺やすらぎの里 東善寺やすらぎの里☎0833-92-0058

地域のごみ収集カレンダーどおり地域のごみ収集カレンダーどおり

12/30は9時～18時、1/1～3は10時～16時営業12/30は9時～18時、1/1～3は10時～16時営業

詳しくは１５ページを参照詳しくは１５ページを参照
詳しくは１５ページを参照詳しくは１５ページを参照
詳しくは１５ページを参照詳しくは１５ページを参照

12/29、30は16時まで開場12/29、30は16時まで開場

広報を配布している皆さんへ
年末の事情を考慮し、令和４年１月号の自治会長などへの配布は、次の日程で行います。
※通常期は、発行日（１日）の３～５日前の3日間で配布しています。
配布予定日　１２月２４日（金）～２６日（日）

祝

12/31、1/1は20時まで営業12/31、1/1は20時まで営業



問合せ　課税課☎0834-22-8273

接種券の発送などについて
市ワクチン接種相談センター☎0834-22-8838

３回目接種について、詳しくは▼

新型コロナウイルスワクチン接種
追加接種（3回目接種）が始まります。

問
合
せ

広報しゅうなん  2021.124

◆対象
　18歳以上で、2回接種を完了した人

◆接種間隔
　2回目の接種完了から原則8カ月以上の間隔を置い
て1回接種（無料）

◆接種券の送付時期
　接種可能時期（2回目接種完了から8カ月後）の約
1カ月前に、接種券を送付します。
(例)65歳以上で、令和3年6月に2回目接種した人
　⇒令和4年1月に送付予定です。
※ 2回目の接種後に周南市へ転入した人で、接種券の
送付を希望する人は、市ワクチン接種相談センター
（☎0834-22-8838）へ連絡してください。

◆接種の予約
◎65歳以上の人は原則、予約の必要はありません
　65歳以上（昭和32年4月1日以前に生まれた人）の
人は接種券に市が指定した接種日時と会場を記載して
いますので、予約の必要はありません。
※ 接種日時と会場を変更する場合や、接種をしない場
合は手続きが必要です。
※ 接種日と会場の記載がない人で、接種を希望する人
は、原則、予約が必要です。

◎18歳～64歳の人は予約が必要です
　予約の方法など、詳しくは接種券を確認してください。

日 時　令和４年２月16日（水）～３月15日（火）（９時～
16時受け付け）
場 所　市役所共用会議室（土・日曜日、祝日を除く）
※ 令和４年１月２８日（金）から総合支所・支所などの会
場で、巡回による申告相談を実施します。詳しくは、市
広報令和４年1月号へ掲載します。

　税務署・課税課・総合支所・支所・市ホームページで配
布する農業収支内訳書が必要です。全て記入し、会場に
持って来てください。

　確定申告
　次の①②の両方に該当する場合は不要です。（所得税
還付のため、申告することは可能）
　要件　 ①公的年金の収入金額が400万円以下
　　　　②①以外の所得金額が20万円以下

　市・県民税
　全ての所得について申告する必要
があります。また、収入が公的年金のみ
の場合、申告は不要ですが、控除の追
加がある場合などは、申告が必要です。

※11月17日時点の情報を掲載しています。今後、変更する場合があります。

「かんたん・便利♪スマートフォンからe
イータックス

-Tax（電子申告）」
会場には、例年、多数の来場があります。新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、e-Taxを利用してください。
詳しくは、国税庁ホームページから 確定申告

周南市　新型コロナワクチン接種

徳山税務署
からの
お知らせ

市・県民税申告

農業申告

公的年金を受給している人

市・県民税などの税務申告が始まります



令和2年度

決算報告

分担金および負担金
2億800万円
0.3%

使用料および手数料
9億7,000万円
1.2%

繰入金
33億3,600万円
4.0%
繰越金
22億6,500万円
2.7%

諸収入
36億9,600万円
4.5%

その他
4億3,300万円
0.5%

地方交付税
66億3,400万円

8.0%

国庫支出金
248億8,700万円
30.0%

県支出金
41億7,800万円
5.0%

交付金
45億6,400万円

5.5%

市債
70億5,100万円
8.5%

市税
247億3,200万円
29.8%

自主
財源

依存
財源

●歳入…会計年度（4月1日～3月31日）にお
ける全ての収入
●市税…市民税・固定資産税・都市計画税など
●国庫支出金…特定の事業費の一部として、
国から交付される補助金など
●市債…施設や道路の整備などのための借
入金
●地方交付税…地方自治体のサービスの水準
を一定に保つため、国から交付される資金
●自主財源…市税や使用料・手数料、寄附金、
繰入金、諸収入など地方公共団体が自主的
に収入しうる財源
●依存財源…国・県支出金や市債など、国や県
の意思決定に基づいて収入される財源

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策事業
のため国庫支出金が増加したことなどにより、前年
度と比較して171億700万円増加しました。

ことばの説明

●歳出…会計年度における全ての支出
●義務的経費…扶助費・人件費・公債費など、支出
が義務付けられた経費
●投資的経費…普通建設事業費や災害復旧事業費
など、施設などとして将来に残る経費
●扶助費…子どもの医療費や保育園・幼稚園運営、
また障害者支援などに使われる経費
●公債費…国や銀行などから市が借り入れた地方
債の返済に使われる経費
●普通建設事業…施設や道路の新増設などに使わ
れる経費
●物件費…施設の維持などに係る経費

ことばの説明

令和２年度は、物件費や普通建設事業費
に加えて、新型コロナウイルス対策事業
による歳出額増加のため、前年度と比較
して174億2,600万円増加しました。

歳入総額　829億5,400万円
人口1人当たり　約58.5万円

歳出総額　 810億800万円　
人口1人当たり　約57.1万円

歳入から歳出を差し引き、さらに令和３年度へ繰り越した1億4,900万円を
差し引いた、17億9,700万円が実質の黒字となっています。

まとめ

歳入

歳出

扶助費
117億2,100万円
14.5%

人件費
109億4,500万円
13.5%

公債費
82億7,300万円
10.2%

普通建設事業費
83億3,800万円　10.3%

災害復旧事業費
3億6,300万円　0.4%

物件費
92億6,400万円

11.4%

補助費など
210億6,300万円

26.0%

繰出金
55億5,500万円

6.9%

その他
54億8,600万円

6.8%

義務的
経費

投資的
経費
投資的
経費

その他
経費

一般会計
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財政の安定度や健全度を示す指標です。市税や使用料・
手数料などの自主財源が歳入全体に対してどの位の割合
になるかを表し、比率が高いほど財政基盤の安定性があり
ます。

地方公共団体の経常的経費の中で、人件費・扶助費・公
債費など、その支出が義務付けられ、任意に節減できない
経費です。これらの経費の占める割合が高くなるにつれて
財政構造が硬直化し、新たなサービスに使用できる財源が
少なくなります。

市の会計には、一般会計の他に、保険料や使用料な
どの特定の収入で事業を行う7つの特別会計と、地方
公営企業法の適用を受ける5つの公営企業会計があり
ます。

特別会計
事業名 収入 支出 差引
国民健康保険 155億7,452万円 153億818万円 2億6,634万円
国民健康保険鹿野診療所 5,424万円 5,424万円 0円
後期高齢者医療 25億8,351万円 25億1,736万円 6,615万円
介護保険 126億1,867万円 123億9,112万円 2億2,756万円
地方卸売市場事業 1億3,037万円 1億2,207万円 830万円
国民宿舎 3,400万円 8,905万円 △5,505万円
駐車場事業 8,904万円 2,983万円 5,921万円

合計 310億8,435万円 305億1,185万円 5億7,250万円

平成28 29 30 令和元年 2年

市の自主財源 市の自主財源比率
県内13市の平均
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53.453.454.254.2

378.1378.1

33.9

令和2年度の自主財源は、新型コロナウイルスの影
響による市税収入の減などにより、前年度と比較し
15.6億円減の355.7億円となりました。また依存財
源は、特別定額給付金支給などの新型コロナウイルス
対策のため国庫支出金が大幅増となったことにより、
自主財源比率が下がっています。しかし、本市の自主
財源比率は、過去10年間において県内13市の平均よ
りも高い水準を維持しています。

義務的経費の合計は、近年増加傾向にあります。
令和2年度は新型コロナウイルス対策のため補助

費などが大幅に増加したため、義務的経費の割合が下
がっています。

※ 自主財源比率・自主財源・義務的経費は、
普通会計（地方財政統計上、統一的に用い
られる会計）の数値を使用しています。

平成28 29 30 令和元年 2年

義務的経費 その他の経費
義務的経費の割合
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決算報告
特別会計と公営企業会計

自主財源比率の推移 義務的経費について
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令和2年度末の地方債現在高は、令和元年度末と比較し8.4
億円の減の862.6億円となっています。なお、合併特例債と臨時
財政対策債については地方交付税として後年度に補てんされる
ため、それらを除く実質的な市の負担額は377.1億円となり、令
和元年度と比較すると12.3億円の増となっています。

財政調整基金の令和2年度末残高は28.3億円となっています。
前年度と比較すると、0.5億円減少しています。安定した市政の運
営や突発的な災害に備えるため、今後も財政調整基金の計画的な
運用を進めます。

地方公共団体が建設事業などをする際の借入金で、2年度以上にわ
たり返済するものです。施設整備などに地方債を活用し、長期償還と
することで、現役世代だけでなく、施設を利用する将来の世代にも負
担してもらい、世代間の負担の公平を図ります。

● 合併特例債…合併した自治体が発行できる地方債で、
後年度に利子を含めた返済額の70%を国が補てん。
● 臨時財政対策債…国の財源不足を補うため発行する
地方債で、後年度に国が全額を補てん。

●財政調整基金…年度間の財源調整を図るための基金　●減債基金…将来の公債費の支払いに備えるための基金
● ふるさと周南応援基金…市への寄付金を適正に管理し、寄付者の意向を反映した施策へ効果的に運用するための基金
● 子ども未来夢基金…安心して子育てができる環境づくりを推進し、子どもたちの健やかな成長に資するための基金

令和2年度に地方債を活用した主な事業
●総務債…市民センター整備事業 ●土木債…再開発推進事業
●消防債…消防施設整備事業 ●教育債…小・中学校施設整備事業 など

特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置
されています。市には、財政調整基金、減債基金、ふるさと周南応援基
金、子ども未来夢基金など多くの基金が設置され、目的に沿って運用
されています。

●一般会計・特別会計など …………………財政課☎0834-22-8237
●水道事業会計・下水道事業会計 …………上下水道局財政課☎0834-22-8605
●病院事業会計・介護老人保健施設事業会計 …病院管理室☎0834-61-3092
●モーターボート競走事業会計 ……………ボートレース管理課☎0834-25-0540

※ 万円単位で四捨五入しているため、各会計と合計欄の数値
で一致しない項目があります。
※ 資本的収支の不足分は、損益勘定留保資金などで補填しま
した。 

平成28 29 30 令和元年 2年

地方債現在高 実質的な負担額
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水道事業会計
区分 収入 支出 差引
収益的収支 37億5,955万円 31億9,903万円 5億6,052万円
資本的収支 9億2,199万円 22億9,246万円 △13億7,047万円

下水道事業会計
区分 収入 支出 差引
収益的収支 50億1,784万円 48億6,874万円 1億4,910万円
資本的収支 11億774万円 27億7,190万円 △16億6,415万円

病院事業会計
区分 収入 支出 差引
収益的収支 29億2,116万円 28億9,342万円 2,773万円
資本的収支 3億7,751万円 5億5,672万円 △1億7,921万円

介護老人保健施設事業会計
区分 収入 支出 差引
収益的収支 3億2,441万円 3億2,441万円 0円
資本的収支 6,459万円 6,524万円 △65万円

モーターボート競走事業会計
区分 収入 支出 差引
収益的収支 858億5,337万円 786億8,611万円 71億6,725万円
資本的収支 0円 28億4,019万円 △28億4,019万円

詳しくは

地方債について見てみよう!

基金について見てみよう!

財政調整基金残高の推移

地方債残高の推移



問合せ　市街地整備課☎0834-22-8439
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地方公共団体の財政の健全化に関する
法律に基づく財政指標の公表

◆公営企業の資金不足比率の状況
公営企業会計の経営悪化の度合いを示し

ます。令和2年度は、国民宿舎特別会計の資
金不足比率が78.9%となり、経営健全化基
準の20%を上回りました。
◆早期健全化基準と財政再生基準
健全化判断比率のいずれかが基準を上回

ると「早期健全化団体」となり、自主的な改善
努力で財政健全化をめざすことになります。
財政状況が悪化し、将来負担比率を除く3指
標のいずれかが基準を上回ると「財政再生団
体」に指定され、国などの関与により確実な
再生をめざすこととなります。
◆本市の状況
令和2年度決算の健全化判断比率は、全

ての指標で早期健全化基準を下回っていま
す。公営企業については国民宿舎特別会計
において資金不足が発生し、基準を上回って
います。実質公債費比率の上昇は、合併特例
債を活用した大型事業の償還開始によるも
のです。今後、公債費の抑制、償還期間見直
しによる負担の平準化により、将来的に地方
債残高や元利償還金を低減していきます。

入札日　物件①・物件②…令和4年2月
1日（火）、物件③…令和4年2月2日（水）
申込み　12月2日（木）～令和4年1月
14日（金）に、市街地整備課・市ホーム
ページで配布する申込書を、窓口で、市
街地整備課☎0834-22-8439
※ 受付時間は8時30分～17時15分
です。
※ 土・日曜日、祝日と12月29日～
令和4年1月3日は除きます。

久米中央土地区画整理事業施行地区内の
保留地予定地を売り払います（一般競争入札）

◆健全化判断比率の状況

周南市
0%

早期健全化基準
11.54%

10 20（％）

財政再生基準
20.00%

周南市
8.9%

早期健全化基準
25.00%

10 20 30 35（％）

財政再生基準
35.00%

周南市
0%

早期健全化基準
16.54%

10 20 30（％）

財政再生基準
30.00%

周南市
87.9%

100 200 350（％）300

早期健全化基準
350%

実質赤字比率

実質公債費比率

連結実質赤字比率

将来負担比率

0%

8.9%

0%

87.9%

一般会計の赤字の程度を指標化し、財
政運営の深刻度を示すものです。平成
30年度～令和2年度に赤字額は発生
していません。

借入金の返済額などの大きさを指標
化し、資金繰りの危険度を示すもので
す。平成30年度は8.1%、令和元年度
は8.6%でした。

全ての会計の赤字や黒字を合算し、市
全体としての赤字の程度を指標化し、
財政運営の深刻度を示すものです。平
成30年度～令和2年度に赤字額は発
生していません。

借入金など、将来支払っていく可能性
のある負担の大きさを現時点で指標
化し、将来財政運営を圧迫する可能性
が高いかどうかを示すものです。平成
30年度は90.3%、令和元年度は91%
でした。

久久
保

問合せ／財政課☎0834-22-8237
詳しくは市ホームページへ

地積　197平方メートル
入札最低価格　886万5,000円

物件
①

地積　286平方メートル
入札最低価格　1,009万5,800円

物件
②

地積　330平方メートル
入札最低価格　1,108万8,000円

物件
③

周南市　財政課
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約1万5,100円市民1人あたり

◆交通遺児激励金
対象　交通遺児の保護者で、本市の
住民基本台帳に記載がある人
※保護者でなくなったとき、再婚および
同様の状態にある場合を除きます。
支給上限額　▼激励金▽小・中学
校・高校などに就学中の交通遺児…
年額3万円以内▽義務教育就学前の

交通遺児…年額2万円以内▼祝い金
▽小・中学校などに来春入学する交
通遺児…3万円以内▽中学校などを
来春卒業する交通遺児…5万円以内
申請書類　①申請書・②交通事故証
明書（写し）・③死亡診断書（写し）・④
戸籍（除籍）全部事項証明
※ 令和2年度に支給を受けた人は、
②③を省略できます。
申請期限　令和4年1月28日（金）

※ 令和4年1月～3月に対象となった
人は、その日から1カ月以内に申
請してください。
◆交通遺児すこやか基金
交通事故によって保護者を失った

児童などが心身共に健やかに成長す
ることを願い、交通遺児を激励する
ために、設けた基金です。
趣旨に賛同する皆さんから寄付を

受け付けています。

交通遺児激励金交通遺児激励金などのなどの支給支給

令和2年度の令和2年度の

ごみ処理の状況

ごみ排出量と再資源化の推移（ｔ）

平成22年度

平成30年度
令和元年度
令和2年度

※再資源化量には、
ごみを焼却した熱で
発電したものを含み
ます。平成30・令和
元年度分は7月豪雨
災害ごみを除いてい
ます。 

18,946（32.4％）

14,828（31.0％） 47,867
47,357
46,078

14.622（30.9％）

14,468（31.4％）

33,039
32,735
31,610

39,565 58,511

再資源化量

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

その他（焼却・埋立など）

最終処分量（埋立量）の推移（ｔ）
平成22年度

平成30年度
令和元年度
令和2年度

3,201
2,817
2,799

13,326

0 3,000 6,000 9,000 12,00015,000
生ごみを捨てる前に、しっかり水切りをすると、燃や
せるごみを減量できます。

包装紙やお菓子の紙箱などの雑がみを、古紙として
出すことで、再資源化率はさらに向上します。

問合せ　リサイクル推進課☎0834-22-8303

問合せ　交通教育センター☎0834-28-3313

資源物やごみ袋の売り払い収入
など

約23億2,000万円
歳出

約1億9,500万円
歳入

※歳出および歳入を基に計算したものです。

ごみ処理経費の削減には、皆さんの、ごみの適正な分
別が必要不可欠となります。市も引き続き、ごみの最終
処分量の削減や、ごみ再資源化量の増加に向けて、取り
組んでいきます。

スマートフォンでごみ出し日と分別方法が分かる!

ごみの分別につかえるアプリ
※ダウンロード時以外、通信費はかかりません。

無料
ダウンロード

は

▼

こちらから

市民の皆さんの協力により、ごみ排出量とごみ最終処
分量の削減について、着実な成果が上がっています。

ごみ排出量ごみ排出量
ごみ排出量は4万6,078トンで、リサイクルプラザペガ

サス稼働前の平成22年度に比べ、約1万2,400トン（約
21％）削減されました。

ごみ再資源化量とごみ再資源化率ごみ再資源化量とごみ再資源化率
ごみ再資源化（リサイクル）量は1万4,468トンで、ご

み再資源化率（ごみ全体に占める再資源化の割合）は、
31.4％でした。

ごみ最終処分量（埋め立て量）ごみ最終処分量（埋め立て量）
ごみ最終処分量（埋め立て量）は、2,799トンでした。

平成22年度に比べ、約1万500トン（約79%）減少しま
した。平成22年11月から容器包装プラスチック、その他
プラスチックの分別が始まったことにより、多くのプラス
チックが再資源化されています。

ごみ処理経費ごみ処理経費

ごみの収集運搬や焼却・埋め立て、
施設の維持管理などの費用

ワン

ポイ
ント

ワン

ポイ
ント



広報しゅうなん  2021.1210

手話は、手指や体の動き、表情を
使って目で見えるように表現する言葉です。聞こえな
い人は、手をたたく拍手の音は分かりません。会議で
意見に賛成の時、感動した時、友達などの会話の場
面で、自分の気持ちを手話の「拍手」で伝えます。動き
とともに豊かな表情があると、互いの気持ちを理解
し、共有することができます。

手話

両手を広げ顔の横で手首を回してひらひらさせます。
うれしい表情や楽しい表情とともに相手に伝えましょう。

「拍手」

問合せ╱障害者支援課☎0834-22-8387

の世界へようこそ! 

今月の手話
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不用なパソコンの処分には、
以下の方法を利用してください。

●リネットジャパンリサイクルによる回収
　市と協定を締結しており、パソコン（本体）を含むダ
ンボール1箱分まで回収料金は無料です。
※ プリンターなど、周辺機器も一緒に回収で
きます。詳しくは、リネットジャパンリサイ
クルのホームページを確認してください。
●メーカーによる回収
各メーカーに回収を依頼してください。自作パソコ

ンや、メーカーが不明な場合は、パソコン3R推進協会
（☎03-5282-7685）に連絡してください。（年末年
始を除く平日9時～12時、13時～17時受け付け）
●小型家電回収ボックス
対象　40㎝×20㎝の投入口に入る小型家電
設置場所　リサイクル推進課・環境館・総合支所

案がまとまりましたので、市内に在
住または通勤・通学する人、市内に事
務所または事業所を有する人および
団体の意見を募集します。
※ 提出された意見に対する市の考え
方は、市ホームページなどでまとめ
て公表し、提出者への個別回答は
行いません。

●（仮称）周南市徳山駅前広場等条例（素案）
閲覧場所　中心市街地活性化推進課・
市役所情報閲覧コーナー・総合支所・
支所・市ホームページ
意見の提出　令和4年1月4日（火）まで
に、住所・氏名・電話番号・意見を、窓口・郵
送・ファクス・Eメールで、〒745-8655岐
山通1-1中心市街地活性化推進課☎
0834-22-8438・ 0834-22-8357・
chushin@city.shunan.lg.jp

●公立大学法人周南公立大学中期目標（案）
期間　12月10日（金）～令和4年
1月11日（火）
閲覧場所　企画課・市役所情報閲覧コー
ナー・総合支所・支所・市ホームページ
意見の提出　閲覧期間に、住所・氏名・
電話番号・意見を、窓口・郵送・ファクス・
Eメールで、〒745-8655岐山通1-1企
画課☎0834-22-8834・ 0834-22-
8224・ kikaku@city.shunan.lg.jp

問合せ╱リサイクル推進課☎0834-22-8303

リサイク
ル

通信

R

ec
ycl

ing News

ルル 家庭用パソコンの
処分方法

社
会
参
加
編

問
合
せ　

地
域
福
祉
課

☎
０
８
３
４ｰ

22ｰ

８
４
６
２

※フレイルとは、要介護状態に至る前段階のことをいいます。
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問合せ　徳山商工会議所☎0834-31-3000、観光交流課☎0834-22-8372

問合せ　地方卸売市場水産物市場☎0834-22-8660 問合せ　人権推進課男女共同参画室☎0834-22-8205
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男女共同参画セミナー

※イベント内容は、徳山商工会議所ホームページで随時更新します。　※歩行者天国による集中イベントの開催はありません。

周南冬のツリーまつり

ウィンターイルミネーション２０２１
Winter Illuminations 2021

12/4(土)・11(土) 12/18(土) 12/4(土)・24（金）

イルミネーションスポットを
巡るクイズラリー

青空公園に
巨大迷路出現

コンビナート企業による
全点灯

週末のイベ
ント情報

山口県では、福に通じることから、フクと呼ぶこと
が多いフグ。

江戸時代、有毒のフグを食べることは禁止されて
いました。明治21年、初代内閣総理大臣の伊藤博文
が下関で食べたフグのおいしさに感動し、県令（知
事）に働きかけたことで、山口県は全国に先駆けフグ
食が解禁となり、現在は普通に食べることができる
ようになりました。

山口県は全国有数のフグ生産地です。特に本市の
粭島は、フグはえ縄漁発祥の地として知られており、
地元には記念碑が建てられています。

フグと本市の深いつながりに思いをはせ、ぜひ一
度粭島を訪れてみてください。

定員　90人（受け付け順）
申し込み方法　Eメール

宛先: j inken@city.shunan.lg.jp 
件名:男女共同参画セミナーオンライン視聴申込み
本文:氏名・住所・電話番号を記載
※後日、ID・パスワードを返信します。

日時　12月21日（火）14時〜16時
公開視聴会場　シビック交流センター（手話・要約
筆記あり）
※講師は来場しません。映像配信での講演です。
定員　30人（受け付け順）※予約制です。
※録音・動画撮影は禁止です。

日高庸
やす

晴
はる

さん（大学教授）

性的マイノリティの人権課題
と最近の動向について

フ
グ

  

山
口
県

　  

周
南
市

フグ「ふぐはえ縄漁発祥の地」記念碑

と

と
講師

演題

Zoomによる
オンライン視聴

参加
無料

多様な性について考えよう!

12月は、約100万球のイルミ
ネーションが、周南の冬を彩ります。
期間　12月1日（水）〜28日（火）
点灯時間　17時30分〜22時
場所　御幸通り・青空公園・PH通り・
徳山駅前ロータリー



すまいる
周南市で

活躍してい
る人を

紹介します

ART GUIDE
アートスポットガイド in 周南

“自分らしさ”輝く
 組写真

新南陽高等学校 総合文化部 写真部門　チーム「ぱおん」

※新型コロナウイルス感染拡大のため、変更になる場合があります。
また、来館の際は、感染拡大防止対策に協力してください。

展示替えなどのため、令和４年1月14日（金）まで休館

郷土美術資料館・尾崎正章記念館☎0834-62-3119

「100周年を迎える徳山下松港になぞらえ、若い世代が
次の100年へ向かう様子をイメージしました」と話すの
は、10月23日・24日に行われた周南高校生写真大会
2021で優勝した、新南陽高校総合文化部写真部門のチー
ム「ぱおん」の3人です。

優勝時の講評で「楽しそうに撮影している様子も良かっ
た」と評されたとおり、アイデアを出し合い、何度も撮り直
し、限られた時間の中でより良い写真を撮ろうとした3人。

「自分らしさ、ありのままが写った写真を選びました」組
写真に使った5枚の写真は、徳山下松港に積み上げられた
ドラム缶や、未来を見据えるまなざしをイメージした写真
など、約3,000枚の中から厳選された、3人らしさが映え
るものばかりです。

大会が終わった今、3人は異口同音に「メンバーの感性
や技術に刺激を受けたり、信頼関係を築いたりできた」と
語ります。顧問の髙原先生が「素直に講師の指導を吸収し、
たった二日間で見違えるような写真を撮っていました」と
驚くほどの成長を遂げた3人は「とても実りのある大会に
なりました」と明るい笑顔を見せてくれました。

　10月12日(火)、
市立しものせき水族
館海響館からフンボ
ルトペンギン２羽が
新たに仲間入りしま
した。メスのローズ
は慎重な性格で、周

りの様子を気にしながらエサに近づ
きますが、オスのタンポポは、新入り
にも関わらず、遠慮なく一番にエサを
食べに来ます。個性豊かな２羽に、ぜ
ひ会いに来てくださいね。

問合せ
徳山動物園☎0834-22-8640

兒
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だま

帆
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さん（中央）原
はら

 来
くる

瞳
み

さん（右）

▲優勝作品「次の１００年」

優勝作品は、シティ
プロモーションスペ
シャルサイトでも見
ることができます。

⃝「The 風景～
　徳山八景とともに」
　 ▼期間／12月19日（日）まで
⃝林忠彦記念室
　「異郷好日 世界の旅」
⃝まど・みちおコーナー
　 ▼期間／１2月28日（火）まで
⃝徳山の歴史特設コーナー
　「遠石八幡宮」
　 ▼期間／令和４年２月２0日（日）まで

常設展示

美術博物館☎0834-22-8880

澤野 文臣 「東浜崎の夕映」 1995年 紙本彩色

●シティケーブル周南で「びびびの美」放送中（12:55〜、20:10〜、23:25〜）
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周南高校生写真大会2021
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[火]

たくさんのツルが渡来することを願
い、デコイの設置と八代小学校の児
童たちによる「ツル来いコール」が行
われました。

ツルのデコイ設置
八代地区

周南蚤の市
徳山駅前賑わい交流施設周辺

10/25
[月]

10/29
[金]

この日は、わかやま保育園の園児24人と保護者が球根を植え付け
ました。春には花を咲かせ、園内が鮮やかに彩られる予定です。

チューリップ満開作戦
Ｔ

ト ウ ソ ー パ ー ク

ＯＳＯＨＰＡＲＫ永源山

アンティークなどを取り扱うお店
の他、県内からカレーやコーヒー店
も集まり、多くの人が来場していま
した。

東ソー（株）より、大型液晶モニターと移動動物園用フェンスが寄贈
されました。動画視聴や移動動物園に活用していきます。

大型液晶モニターなどの寄贈
徳山動物園

　師走になると、山で
は木枯らしが吹き、朽葉
に霜が降り、白雪が舞う
日がやってきます。古
来、日本人はこの季節

の山の姿を「山眠る」と表現してきました。

　少女時代の私は、この言葉の美しい響きに感動しなが
らも、いつの頃からか「山は眠らない」と、思い始めるよう
になりました。
　それは梨農家に育った特有の感覚かもしれません。
　収穫後の農園は、果樹の足元を掘り起こし、果樹がしっ
かりと栄養を蓄えるよう大量の堆肥を施す土壌づくりに
追われます。
　毎年それを見てきた私には、冬場に果樹が眠っている

とはとても思えなかったのです。

　その後、晩秋に葉が落ちるのは、
「木の内部に、新たに生まれようとす
る力がわき起こり、その勢いに押さ
れて、古い葉が落ちる（注）」からですよと、新たな命が冬に
育まれていることを教えてくれるものに出会いました。そ
れは生物の本ではなく、なんと古典の「徒然草」の一節で
した。　（注：『徒然草』木村耕一著：１万年堂出版））

　私は、この自然界の教えに習い、「新たに生まれようと
する力」を育て、「その勢い」に弾みをつけ、従来の考えに
固執しないように努めてまいりたいと思います。
　年の瀬も近づきます。
　市民の皆さま、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。

市長コラム

山眠る季節 周南市長　藤 井  律 子

2021.12  広報しゅうなん 13



し うゅ
ん
な

広報しゅうなん  2021.1214

エネルギー126kcal　たんぱく質5.3g
脂質3.8g   食塩相当量0.8g

1人分当たりの
栄養価

里芋花しぼり
しゅうなんブランド“夜市産里芋”を使った

市食生活改善推進協議会 考案

農林課×食推

　夜市地区は、通気性が良く、ほ
どよい粘土質の赤土と、低い気温
により、柔らかいホクホクの根菜
が育ちます。中でもサトイモは、贈
答品としても使用されるほど、お
いしく質の良い逸品です。

しゅうなん食育
レシピ動画

見てみてください♪

詳しく動画で解説！！

　夜市産のサトイモは、粘りが強く煮崩れしにく
いため、煮物やおでんの具材としても、おいしく
召し上がっていただけます。贈答品用は、手作業
で丁寧に表面の毛や芽を取り除いていますの
で、見た目もきれいです。

しゅうなんブランド認定ロゴマーク
市の資源・特性を生かし、「周南市ならでは」「周南市らしさ」「周南市
の良さ」といった個性と魅力を持った産品を「しゅうなんブランド」と
して認定しています。

【主な販売先】　道の駅ソレーネ
周南、菜さい来んさい

事業者の声

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

03
S H U N A N  B R A N D  H I S T O R Y

夜市産里芋
JA周南夜市園芸組合
大字夜市2331
☎0834-62-6706

（JA周南西部営農センター）

材料（2人分）
サトイモ ������ 160ｇ
ニンジン �������25ｇ
シイタケ �������40ｇ
黒豆（市販） ���� 30ｇ
サラダえび � ３尾（20ｇ）
ゆで卵の黄身 ���� 少々
油 ��� ６ｇ（大さじ1/2）
塩 �� 1.5g（小さじ1/4）
砂糖 ��� ９ｇ（大さじ１）

作り方
① 　サトイモは洗って皮つきのまま真ん中にぐるりと

切れ目を入れて、竹串が通るまで蒸す。（レンジで加
熱してもよい）

② 　①の皮をむき、ボウルに入れて粗くつぶす。
③ 　ニンジンはみじん切り、シイタケは２〜３ミリ角に

切る。
④ 　③をフライパンで柔らかくなるまで炒め、塩と砂

糖で調味する。②を加えて炒り、最後に黒豆を加え
て混ぜる。

⑤ 　④を４等分し、２個はセルクル、２個は茶巾絞りで
形を整えた後、それぞれエビ、裏ごしの黄身で飾る。使用した

しゅうなんブランド
はこちら

JA周南夜市
園芸組合の皆さん

　コロナ禍で行動が制限される中、“密”を避け、１人でも気軽に
楽しめる写真撮影。思わず撮りたくなる市内の絶景・映えスポット
を巡ってみませんか。

※ 外出の際は、感染予防
対策をしっかりと行っ
てください。

フォト
スポット巡り

問合せ　観光交流課☎0834-22-8372

“ 映 え ”を 求 めて 市 内を 巡 る！

しゅうなん遊びなび
周南をまるごと体験！

見晴らし
も最高 ！

幻想的な工場夜景やグルメ、四季折々の自然など、たくさんの映
えスポットが点在している市内でも、三丘ゆめ広場には、ひとき
わ目立つ大きな学びの椅子や、翼が生えた
ような写真が撮れる椅子などがあり、ＳＮＳ
映えスポットとしても大人気です。

写真の場所は…
三丘ゆめひろば(安田)

絶景・フォトスポットを巡る「防府×周南　
フォトジェニックスタンプラリー　＃エモい近旅！」も開催中です。

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

サ
イ
ト

▼



問合せ あんしん子育て室☎0834-22-8550 熊毛総合支所市民福祉課☎0833-92-0013
コアプラザかの☎0834-68-2302 健康づくり推進課☎0834-22-8553

親と子の健康づくり

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
変更または中止になる場合があります

■ 周南地域休日・夜間こども急病センター
（周南こどもＱＱ）（徳山中央病院内）
診 療時間　●休日…9時～12時、
　13時～17時、19時～22時
　●平日夜間…19時～22時
電話　☎0834-28-9650

■休日歯科診療所（今宿町3-55）
診 療時間　9時～13時
電話　☎0834-32-1717

■熊毛地域休日在宅当番医（診療時間…9時～17時）

15歳未満の子どもの急病、疾患は…小児救急医療の電話相談（19時～翌朝8時）
 ☎＃8000（携帯電話・プッシュ回線）または☎083-921-2755
15歳以上の急病、疾患は…救急医療の電話相談（24時間） ☎＃7119（携帯電話・プッシュ回線）または☎083-921-7119

※時間外の診療は消防本部指令課☎0834-22-8765へ問い合わせてください。

●健康保険証と福祉医療証などを準
備してください。受付時間は、診察
終了時間の30分前までです。

 12月 当番医 電話番号
5日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303

12日（日）松本医院（大江） 0833-91-6020

19日（日）小川クリニック（勝間原）0833-91-5777

26日（日）ふじわら医院（大河内）0833-91-7100

令和4年1月 当番医 電話番号
9日（日） 松永医院（夢ヶ丘）0833-91-3006

歯科

小児科
■休日夜間急病診療所（瀬戸見町9-25）
診 療時間　●休日…9時～12時、
　13時～17時、19時～22時
　●平日夜間…19時～22時
電話　☎0834-39-0099
※ 10月１日より瀬戸見町に移転しま
した。

外科（休日のみ）、内科

緊急の場合
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◆3歳児健康診査
　3歳の頃は体と心の発達が目覚ましく、一生の基礎がで
き上がる大切な時期です。3歳児健康診査では、子どもの成
長を確認すると共に、子育ての相談に応じます。
対 象　３歳６カ月～４歳未満の幼児で、これまで３歳児健
康診査を受けていない人
※対象者には、個別に通知をします。

持ち物　健康診査票、少量の尿、母子健康手帳

◆すこやか育児相談
　体重や身長の測定、保健師・管理栄養士・歯科衛生士・助
産師による予約制の個別相談を行います。身体計測のみの
予約はできません。

持ち物　母子健康手帳、バスタオル（計測
で使用）
申込み　実施日の前日までに、あんしん
子育て室に電話

オンライン講座
講座を受けるには無料アプリZ

ズーム

oomの
ダウンロードが必要です。
※インターネットに接続できる環境が必要です。
※通信費は自己負担です。Wi-Fi環境を推奨します。

◆1歳児かみかみセミナー
対象　おおむね生後９カ月～
１歳6カ月児の保護者
日時　令和4年1月5日（水）10時～11時
内容　よくかんで食べること、おやつの与え方、虫歯
予防について
申込み　12月27日（月）までに、あんしん子育て室

けんしん結果相談会
　健診は受けた後が大切です。やりたいことができる
毎日を送るために保健師などが相談に応じます。
対象　市内に在住する40歳以上の人

持ち物　健康診査受診結果
申込み　各相談日の１週間前までに、健康づくり推進課、
熊毛総合支所市民福祉課
※都合が合わない人は、別の日でも予約を受け付けます。

日時 場所

令和
4年
1月

17日（月） 9：00～12：00
13：30～16：15 徳山

保健センター24日（月） 9：00～12：00
13：30～16：15

26日（水） 9：30～12：00 熊毛総合支所

日時 場所
令和4年1月17日（月）9：30～11：00 学び・交流プラザ

日時 場所
令和4年
1月

20日（木）12：40～13：30 学び・交流プラザ
27日（木）12：30～13：30 徳山保健センター

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀



問合せ　あんしん子育て室☎0834-22-8550
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妊産婦や３歳までの子どものいる家庭を訪問

母推さんの
活動

の

外来年間合算制度のお知らせ

国民健康保険に加入している70歳以上の人
後期高齢者医療保険に加入している人へ

　年間を通して高額な外来療養を受けている人の負
担が増えないよう、外来年間合算制度が設けられて
います。
　8月から翌年の7月末までの1年間に支払った外
来療養の自己負担額（外来診療、調剤、治療用装具に
よる）の合計が個人単位で 14万4,000円を超えた
場合 に、その超えた金額を申請により支給します。
※月ごとの高額療養費支給額を除いた額です。
※入院の自己負担額は合算対象になりません。
※市および広域連合で把握できる支給対象者には
12月上旬以降に申請書を送付します。

令和3年7月31日時点で一般区分（住民税課税所得
145万円未満）または低所得区分（住民税非課税）に
該当し、高額療養費が自動振り込みされていない人
※高額療養費の振込口座がある人は申請不要です。

令和2年8月1日～令和3年7月31日
※計算期間のうち、現役並み区分（住民税課税所得
145万円以上）だった月は合算対象外です。
※低所得区分だった月が8カ月以上ある場合は、年間
上限額の14万4,000円を超えないため支給対象
になりません。

申請書、健康保険証、マイナンバーの分かるもの、運
転免許証などの身分証明書、振り込み先の口座（市国
保加入者は世帯主名義、後期高齢者は本人名義）が分
かるもの
※計算期間内に他の保険から市国保または後期高齢者
医療保険に移った場合は、以前の医療保険窓口に自
己負担額証明書の交付を申請し、添付してください。

　　　　　　　　　　保険年金課、総合支所、支所

対象

計算期間

申請に必要なもの

申込み

　母推さんは、市の委託を受け、各
地区で子育てに関する身近な相
談役として活動するボランティア
です。現在、134人の母推さんが、
妊産婦や乳幼児のいる家庭と保
健師とのパイプ役として活動して
います。
　活動に関心のある人や子どもが
好きな人、保育の経験がある人な
ど、ぜひ一緒に活動しませんか。

　育児に関する困りごとを聞いたり、
市の母子保健事業や子育てサークル
の案内をしたりします。

●育児相談や３歳児健康診査などの
手伝いをします。

●活動に関する研修を受けます。

市の母子保健事業への協力・研修会の参加

母子保健推進員
（通称：母推さん）を募集

●国民健康保険 ・・・・・・・・・・保険年金課☎0834-22-8311
●後期高齢者医療保険 ・・・保険年金課☎0834-22-8311、県後期高齢者医療広域連合☎083-921-7113問合せ

各地区で子育てサークルを開催

●育児中の人同士が気軽に交流
できる場を提供しています。
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　障害者週間は、障害や障害のある人への理解を深めるこ
と、障害のある人たちの社会参加の意欲を高めることを目
的に定められています。障害がある人もない人も、等しくお
互いの人格と個性を認め合い、尊重し支え合いながら、住み
慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりについて考えてみ
ませんか。

　障害者に対する差別的取り扱いの禁止
　平成28年４月１日に施行された障害者差別解消法では、
行政や事業者が、 障害を理由に対応を拒否する、介助者・支
援者・付添い人だけと話す など、正当な理由なく、障害を理
由として差別することを禁止しています。

　障害者に対する合理的配慮の提供を義務付け
　令和３年５月の障害者差別解消法の改正があり、事業者
に対し、 手話通訳を見やすい場所に座席を確保する、協力
を求められたら、本人の意思を確認しながら代筆する な
ど、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を
提供することが、現行の努力義務から義務へと改められま
した。

　あいサポート運動を推進します
　障害といっても、内容はさまざまです。誰もが、障害の特性
や障害のある人の困りごとなどを理解し、手助けや配慮を実
践することで、誰もが暮らしやすい地域社会をみんなで一緒
につくっていく運動です。まずは、障害のことを知ることから
始めましょう。

　気を付けましょう
●点字ブロックの上に物を置かない
　視覚に障害のある人にとっては、点字ブロックの上に物が
あると大変危険です。車や自転車、店の看板などを置かない
でください。
●障害者専用駐車場の利用のマナーは守りましょう
　自動車の乗り降りをする際に、広くて段差のない場所が必
要な人のために作られた駐車場です。マナーを守って適正に
駐車場を利用しましょう。

問合せ　障害者支援課☎0834-22-8463

　障害者週間アート作品展
　障害のある人の芸術活動への理解を深めることを目
的に、総合支援学校生徒の美術作品などを展示します。
日時　12月3日（金）～27日（月）
会場　シビック交流センター市民ギャラリー
観覧料　無料

12月３日～９日は
障害者週間です

　利用登録すると、医療機関・薬局でマイナンバーカード
が健康保険証として利用できます。対応できる医療機関・
薬局にはポスターなどを掲示しています。
※未対応の医療機関・薬局では、健康保険証が必要です。
※健康保険証は引き続き発行されます。

マイナンバーカードが
保険証として利用可能に

問合せ╱保険年金課☎0834-22-8312

　4月末までにマイナンバーカードを申請した人
は、申し込みの際に選んだ決済サービスで12月末
までに買い物などをすると、上限5,000円分のポ
イントを受け取ることができます。詳しくは、マイナ
ポイントホームページを確認してください。

マイナポイントの申し込み

申込み╱市民課☎0834-22-8339
　　　　総合支所市民福祉課

※令和3年度の障害者の福祉を考える集いは、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のため、中止します。
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12月4日～10日は人権週間
人権イメージキャラクター

「人ＫＥＮまもる君」
人権イメージキャラクター
「人ＫＥＮあゆみちゃん」

●女性　●子ども　●高齢者人権を守ろう

●障害のある人　●同和問題
●アイヌの人々　●HIV感染者
●ハンセン病患者やその家族　●犯罪被害者とその家族
●刑を終えて出所した人　●ホームレス
●性的指向および性自認　●大災害に起因するもの など

偏見や差別・侵害をなくそう

その他

●外国人の人権尊重　●インターネットによる人権侵害
●北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
●人身取引をなくそう

■オンライン講座
　Z

ズーム

OOMを使用してオンライン講座を行います。
対象　近年の離婚に関する社会などの動向に興味がある人
日時　12月14日（火）13時～14時30分
内容　子どもがいる場合の離婚時に決めること・親権・
養育費・面会交流についてなど
定員　100人程度
申込期限　12月9日（木）
■弁護士による専門相談
対象　市内に在住し、離婚を考えている、子どもがいる人

内容　離婚を考える父母などに対する離婚・養育費相談
（１人１時間程度）
定員　10人（受け付け順）
申込期限　令和４年１月31日（月）
■いずれも
参加料　無料
申込み　申込期限までに、住所・氏名・電話番号・Eメー
ルアドレス・専門相談の場合は相談内容を、電話・Eメー
ルで、次世代政策課☎0834-22-8827・ jisedai@
city.shunan.lg.jp

離婚・養育費に関する講座・相談

世界人権宣言が採択された12月
10日は、「人権デー」です。この日を

最終日として人権週間を設け、人権意識の普
及・高揚のための啓発活動を展開します。この
機会に、改めてさまざまな人権問題を見つめ直
し、考えてみましょう。

人権週間とは？

新型コロナウイルスなどの
感染症についても、正しく
理解することが大切です。

STOP！コロナ差別

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 違いを認め合う心

問合せ　生活安全課☎0834-22-8240

★暴力団追放「三ない運動+１(プラスワン)」とは
　暴力団を社会から追放するために、全国的に展開され
ている運動です。社会全体で暴力団を追い出し、住みよ
い社会をめざしましょう。
1.利用しない
　示談や交渉などに暴力団を利用すると、法外な金額を
要求されるなどの被害に遭うことがあります。
2.恐れない
　暴力団を必要以上に恐れず、被害を受けたときは早急

に警察へ届けましょう。
3.金を出さない
　暴力団にお金を出すことは、暴力団の存在を認め、資
金獲得を助長することにつながります。
プラス1…交際しない
　暴力団と交際していると、暴力団と社会的に避難され
るべき関係にある者とされ、公共事業などに係る契約な
どから排除されることがあります。

暴力団追放「三ない運動+１(プラスワン)」の推進　みんなの力で明るい町をつくりましょう

112月は暴力追放運動強調月間です

♯正しい理解を
♯差別はやめよう
♯正しい理解を
♯差別はやめよう
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新型コロナウイルス感染症に
関するお願い
▼イベントや講座などではマスクを着
用してください。▼イベントなどは内容
の変更や中止となる場合があります。
▼各種手続きで可能なものはイン
ターネットや郵送を利用
してください。

お知らせ
市電子図書館がはじまります
12月からインターネットで、いつで

も電子書籍が借りられるようになりま
した。（要事前登録）
対象　市内に在住または通勤・通学す
る、市立図書館カードを持っている人
問合せ　中央図書館☎0834-22-
8689

国民健康保険の特定健診 
１～３月集団健診
対象　市国民健康保険被保険者で令
和３年度特定健診・人間ドック未受診者
健診日と場所　▼①令和4年1月27日
（木）②令和4年3月10日（木）…キリン
ビバレッジ総合スポーツセンター▼③
令和4年2月16日（水）④令和4年3月
5日（土）…新南陽ふれあいセンター
受付時間　9時30分・10時・10時30分・
11時・11時30分・12時
申込期限　①12月28日（火）②令和
4年2月10日（木）③令和4年1月19日
（水）④令和4年2月4日（金）
●いずれも
定員　受付時間ごとに5人（受け付け順）

受診料　無料
持ち物　健康保険証・健診受診券・問
診票など
申込み　各申込期限までに、氏名・生年
月日・電話番号・希望会場日時を、電話・
市ホームページで、保険年
金課☎0834-22-8309

蜜蜂飼育届の提出
蜜蜂を飼育する人は、飼育群数に関

わらず、令和4年１月１日時点の内容
を届け出てください。
期限　令和4年1月17日（月）
問合せ　農林課☎0834-22-8536

コミュニティイベント器材の 
貸し出し
自治総合センター宝くじ助成金を

受けて、明るく元気な鹿野をつくる会
が整備しました。地域のコミュニティ
活動に利用できます。
貸し出し器材　テント、ヘッジトリマーなど
問合せ　コアプラザかの☎0834-
68-2094

冬の一斉清掃
日時　12月11日（土）９時～10時
（小雨決行、悪天候の場合は中止）
集合場所　青空公園（8時50分集合）
持ち物　清掃用具・ごみ袋
問合せ　環境政策課☎0834-22-
8322

新規指定給水装置工事事業者
事業者名　ガーデンプロ（山口市）
☎083-941-3673
問合せ　上下水道局水道工務課
☎0834-22-8610

新規排水設備指定工事店
工事店名　ガーデンプロ(山口市)
☎083-941-3673
問合せ　上下水道局下水道工務課
☎0834-22-8631

ナベヅル保護のための交通規制
3月下旬まで、生息状況に応じて、八

代地区内の交通規制を行います。
問合せ　鶴いこいの里交流センター
☎0833-92-0003

JR櫛ヶ浜駅前の整備工事完了
駅前の公衆トイレおよびスロープな

どの整備が完了し、使用が可能となり
ました。
問合せ　公共交通対策課☎0834-
22-8426

ワンワン銀行
　生後3週間～3カ月の、子犬の譲渡
会です。
日時　12月19日（日）9時～10時（小
雨決行。悪天候の場合は、26日（日）に
延期）
※譲り渡したい人の事前登録がない
場合は開催しません。
場所　大迫田共同墓地前
●子犬を譲り渡したい人
※ 12月14日（火）12時までに、市へ
登録してください。
●子犬を譲り受けたい人
※満70歳以上の高齢者のみの世帯の
人、未成年者だけで来場した人には
譲渡できません。
※ 周南環境保健所に収容された犬の
譲渡については、周南環境保健所
☎0834-33-6426に連絡してく
ださい。
問合せ　環境政策課☎0834-22-
8322

就学支度金の貸し付け
入学前に必要な資金（授業料は対象

外）を、無利子で貸し付けます。
対象　母子・父子・寡婦家庭の人
金額　▼高校・高専…国公立15万円、
私立41万円▼短大・専修・専門・大学
…国公立41万円、私立58万円▼大学
院…国公立38万円、私立59万円

最新情報は
こちらから▶

2021.12

申し込みはこちらから▶
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内容　売上拡大・創業・事業継承など
申込み　相談内容・時間を、電話・Eメー
ルで、県よろず支援拠点☎083-902-
5959・ info@y-yorozu.jp、県事
業承継・引継ぎ支援センター☎083-
902-6977・ hikitsugi@yipf.or.jp
問合せ　商工振興課☎0834-22-
8373

募　集
自衛官などの採用試験
対象　18歳以上33歳未満の人
試験日　12月18日（土）、1月15日（土）
※詳しくは問い合わせてください。
問合せ　自衛隊周南地域事務所
☎0834-31-7097

農地利用最適化推進委員
小松原地区の農地利用状況調査な

どを行う委員を募集します。
対象　農業に関する識見を有する人
定員　１人
報酬　月額3万1,000円および能率給
（年額）
任期　令和4年1月11日～令和5年
7月23日
選考　書類審査・面接
申込み　12月20日(月)までに、届出
書を、窓口・郵送で、〒745-8655岐
山通1-1農業委員会事務局☎0834-
22-8574

行政改革審議会委員
市の行財政改革の取り組みについ

て審議・助言する委員を募集します。
対象　市内に在住する、申込日現在
20歳以上で、市政に関心があり、年に
数回開催する会議に出席できる人
任期　令和４年４月１日～令和６年
３月31日
定員　３人程度
申込み　令和４年１月４日（火）までに、
住所・氏名・生年月日・性別・電話番号・
Eメールアドレス・応募理由・市の審議会
などの参画歴・小論文（市の行財政改
革に必要なことを、400字程度、様式自
由）を、窓口・郵送（必着）・ファクス・

※交付には約2カ月かかります。
※卒業後、6カ月間返済を据え置きし
ます。返済期限は10年以内です。
※保証人が必要です。
※他の貸付制度もあります。
申込み　令和4年1月14日（金）まで
に、電話で、次世代政策課☎0834-
22-8460

相　談
無料法律相談
日時　12月15日（水）9時～12時
場所　新南陽ふれあいセンター
問合せ　新南陽総合支所市民福祉課
☎0834-61-4104

行政相談
●戸田市民センター
日時　12月3日（金）9時30分～11時
30分
●市役所共用会議室
日時　12月8日（水）13時～15時
●コアプラザかの
日時　12月9日（木）9時～12時
●ゆめプラザ熊毛
日時　12月14日（火）13時30分～
15時30分
●櫛浜市民センター
日時　12月22日（水）9時30分～11時
30分
●学び・交流プラザ
日時　12月23日（木）10時30分～
12時30分、13時～15時
●鶴いこいの里交流センター
日時　12月28日（火）13時30分～
15時30分
●いずれも
問合せ　生活安全課市民相談セン
ター☎0834-22-8320、山口行政監
視行政相談センター☎083-922-
1591

人権擁護相談・心配ごと相談
●人権推進課
日時　12月8日（水）9時～12時
問合せ　人権推進課☎0834-22-
8456

●コアプラザかの
日時　12月9日（木）9時～12時
問合せ　鹿野総合支所地域政策課
☎0834-68-2331
●ゆめプラザ熊毛
日時　12月14日（火）13時30分～
15時30分
問合せ　熊毛総合支所地域政策課
☎0833-92-0008
●新南陽総合福祉センター
日時　12月16日（木）9時～12時
問合せ　新南陽総合支所地域政策課
☎0834-61-4215
●鶴いこいの里交流センター
日時　12月28日（火）13時30分～
15時30分
問合せ　熊毛総合支所地域政策課
☎0833-92-0008

住宅等無料相談会
建物の新築・増改築・耐震化などに

ついて、建築士が相談に応じます。
日時　12月11日（土）・25日（土）
13時～16時
場所　シビック交流センター
問合せ　住宅課☎0834-22-8334、
県建築士会徳山支部☎0834-28-
5226

あたまの健康相談
軽度認知障害（MCI）を発見するテ

ストを行い、相談に応じます。
対象　市内に在住する65歳以上の人
※認知症と診断を受けた人や専門医
受診中の人を除きます。
日時・場所　▼12月17日（金）…ゆめ
タウン新南陽▼24日（金）…シビック
交流センター
定員　各6人（受け付け順）
参加料　無料
申込み　12月6日（月）～各日程の2
日前に、電話で、地域福祉課☎0834-
22-8462

事業者向け無料出張相談会
対象　個人事業主・中小企業者・創業
予定の人
日時　12月15日（水）9時30分、11時、 
13時30分、 15時（予約制）
場所　市役所共用会議室
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有効。返信用封筒か返送先を記入した
はがきに切手を貼って同封）で、〒744-
0061下松市大字河内340周南地区
衛生施設組合☎0833-43-2636

不用になった育児用品・制服・
学用品
環境館リユースマルシェの開催に伴い、

12歳までの子どもの育児用品・知育玩
具・制服・学用品・スポーツ用品を譲ってく
ださい。（破損、汚損しているものを除く）
申込み　12月7日（火）～令和4年3月
21日（月）に、窓口で、環境館☎0834-
61-0302

エコなハンドメイド展作品
2月1日（火）～13日（日）に環境館エ

コフェスタで展示する、洋服や着物、廃
材などを再利用した作品を募集します。
申込み　12月10日（金）～令和4年1月
23日（日）に、窓口で、環境館☎0834-
61-0302

講座・講演
身近でできる防災講座
日時　令和４年１月11日（火）13時
30分～15時
場所　学び・交流プラザ
内容　防災の基礎知識講座
定員　30人（受け付け順）
持ち物　筆記用具
申込み　12月13日（月）10時から、
住所・氏名・電話番号を、電話で、学び・
交流プラザ☎0834-63-1188

歴史博士検定「徳山下松港開港100周年記念」
対象　▼修士…誰でも▼博士…修士
合格者▼子ども…小学3～6年生
日時　令和4年2月20日（日）10時～
場所　学び・交流プラザ
受検料　▼修士・博士…1,000円▼
子ども…500円
持ち物　筆記用具
申込み　12月3日（金）～令和4年1月
28日（金）に、申込書・受検料を、窓口
で、学び・交流プラザ☎0834-63-
1188

Eメールで、〒745-8655岐山通1-1
財政課行財政改革推進室☎0834-
22-8204・ 0834-31-6507・
gyokaku@city.shunan.lg.jp

地産地消推進協議会委員
対象　市内に在住または通勤・通学す
る満18歳以上で、地産地消や食育に
関心があり、昼間の会議（年3回程度）
に出席できる人
定員　５人程度
任期　令和4年4月1日～令和6年3月
31日
選考　選考委員会で審査
申込み　令和4年1月5日（水）までに、
住所・氏名・生年月日・電話番号・通勤ま
たは通学先の名称と住所・作文（地産
地消や食育の促進に向けた意欲やしゅ
うなんブランド、地産地消推進店に関
する意見や感想を、400字程度、様式
自由）を、窓口・郵送・ファクス・Eメール
で、〒745-8655岐山通1-1農林課
☎0834-22-8369・ 0834-22-
8375・ norin@city.shunan.lg.jp

子どもの居場所づくりに取り
組む地域の担い手育成研修
対象　こども食堂の開設や地域の居場所
作りに関心がある、もしくは活動中の人
日時　12月13日（月）18時～20時
30分、17日（金）13時30分～16時
場所　市役所多目的室
内容　事例発表、情報提供
定員　各50人程度（受け付け順）
申込み　各開催２日前までに、住所・氏
名・電話番号・参加希望日時を、窓口・郵
送・電話・ファクス・Ｅメールで、〒745-
8655岐山通1-1次世代政策課☎
0834-22-8827・ 0834-22-
8351・ jisedai@city.shunan.lg.jp

農林水産物に関する認定
●地産地消推進店
市内で生産された農林水産物など

を販売・活用する店舗などを認定し
ます。
対象　市内の小売店・直売所・飲食店・
宿泊施設・食品加工所
認定基準　▼積極的に地場産品を活
用し、ＰＲしていく意思がある▼市が

行う地産地消関連のイベントに積極的
に協力できるなど
●しゅうなんブランド認定品
市の資源・特性を生かした、個性や

魅力ある産品を認定します。
対象　市内で生産された農林水産物
およびそれらを原材料として製造、加
工されたもの
※詳しくは、市ホームページを確認して
ください。
●いずれも
申込み　令和4年1月31日（月）まで
に、申込書を、窓口・郵送で、〒745-
8655岐山通1-1農林課☎0834-
22-8369

令和４・５年度の学校給食用
物資納入希望者
物資の範囲　肉類・練り製品・大豆製
品・調味料・卵・こんにゃく・乾物・冷凍
食品類・その他一般食品
※詳しくは、市ホームページを確認して
ください。
申込み　令和4年1月11日（火）～
31日（月）に、申込書を、窓口・郵送で、
〒745-8655岐山通1-1学校給食課
☎0834-22-8418

市営墓地の随時貸し付け
対象　次の全てに該当する人▼市内に
住所または本籍がある▼祭祀を主宰す
る▼納骨する焼骨を有している▼使用許
可後２年以内に墓碑の建立が可能▼市
営墓地の貸し付けを受けていない世帯
募集区画　大迫田・才ヶ峠・泉原・石仏
※馬神（新規区画）は常時募集中です。
※詳しくは、市ホームページを確認して
ください。
申込み　12月20日（月）から、必要書
類を、窓口で、環境政策課☎0834-
22-8322

周南地区衛生施設組合の建設工
事などの入札参加資格審査申請
令和４年度に発注する工事・物品購

入などの資格審査申請を受け付けます。
※詳しくは、組合ホームページで確認
してください。
申込み　令和４年１月10日（月）～２月
10日（木）に、申込書を、窓口・郵送（消印
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参加料　無料
問合せ　熊毛図書館☎0833-92-
0179

市消防出初式
日時　令和４年１月５日（水）10時～
場所　キリンビバレッジ周南総合ス
ポーツセンター
※式典のみを実施の予定です。詳しくは、
市ホームページを確認してください。

問合せ　消防本部消防総務課☎0834-
22-8754

冬のわんぱく村
対象　小学生
日時　令和4年1月9日（日）・10日（月）
9時30分～15時45分
場所　大田原自然の家
内容　クイズラリー、記念品作りなど
定員　各日16人（申し込み多数の場
合は、抽選）
参加料　1,000円（食事代、保険料など）
問合せ　大田原自然の家☎0834-
89-0461

催　し
新南陽図書館の催し
●短歌会「花

か

芽
が

」
日時　12月10日（金）10時～12時
●おはなし会
日時　12月11日（土）14時～14時30分
定員　親子4組（受け付け順）
●あけぼの読書会
日時　12月17日（金）10時～12時
●いずれも
参加料　無料
問合せ　新南陽図書館☎0834-62-
1150

中央図書館の催し
●としょかんお話し会
対象　乳幼児～小学生
日時　12月11日（土）10時30分～
11時30分
●英語絵本の読み聞かせ会
対象　小学生

日時　12月11日（土）13時～14時
定員　30人（受け付け順）
●朗読カフェin図書館
日時　12月18日（土）14時～15時
定員　20人（受け付け順）
●親子らいぶらり
対象　乳幼児とその保護者
日時　12月22日（水）10時～11時
●いずれも
参加料　無料
問合せ　中央図書館☎0834-22-
8682

熊毛図書館の催し
●よみきかせの会
日時　12月11日（土）10時30分～
11時30分
場所　ゆめプラザ熊毛
●熊毛北高等学校ライフデザイン科の
ドレスの展示
日時　11月24日（水）～12月22日（水）
９時30分～18時（土・日曜日は17時
30分まで）
●いずれも

掲示板 各団体からの
お知らせ

公開講座「地域と産業」
●日時／12月9日～令和4年1月
27日の毎週木曜日13時10分～
14時40分●場所／徳山大学●内
容／市の政策と課題、中心市街地
計画、水素の利活用など市役所に
よる講演●申込み／徳山大学地域
共創センター☎0834-28-5566

三丘小学校の思い出を募集
　令和4年の創建150周年記念誌に
掲載する思い出寄稿文を募集します。
（掲載文は選考する場合があります。）
●対象／三丘小学校に在籍したこと
のある人●申込み／12月31日（金）
までに、住所・氏名・電話番号・寄稿
文（三丘小学校の思い出について、
1,000字程度）を、郵送・Eメール

で、〒745-0641小松原406-1
渡邉貴史さん☎090-1012-4467・
nbtbk288@ybb.ne.jp

ヘルスコンディショニング
セミナー
●日時／12月19日（日）9時30分
～11時30分●場所／TOSOH 
PARK永源山●内容／公園周辺を
散策するノルディックウオーキング
●定員／20人（受け付け順）●参加
料／無料●持ち物／運動ができる
服装・シューズ・ウオーキングポール
（あれば）●申込期限／12月16日
（木）●問合せ／永源山公園管理事
務所☎0834-63-7899・ 0834-
64-1705

県弁護士会の相談会
●生活保護ホットライン
●日時／12月9日（木）10時～16時

●相談電話番号／ 0120-158-
794
●面談・電話による年末無料相談会
●日時／12月29日（水）10時～
16時●相談電話番号／☎083-
920-8730●面談場所／県弁護士
会館（山口市）・県弁護士会周南地
区会館・萩法律相談センター（萩市）
●いずれも
●問合せ／県弁護士会宇部地区会
☎0836-21-7818

高齢者障がい者のための
弁護士電話法律相談
●日時／12月14日・28日、令和4
年1月11日・25日の火曜日10時～
12時●内容／消費者被害・成年後
見などの相談※家族・支援者からの
相談にも応じます。●相談電話番
号／☎083-920-8730●問合せ／
県弁護士会☎083-922-0087
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※広報「しゅうなん」の記事で市が収集した個人情報や意見などは、当該業務に限って使用しますが、必要に応じて担当課へ提供することがあります。

【人口】139,786人（前月比 －110人）

［男］67,996人（前月比 －55人）
［女］71,790人（前月比 －55人）
●出生64人 ●死亡138人
●転入262人 ●転出298人

【世帯】68,238世帯（前月比 －23世帯）

人のうごき（10月31日現在）

4件（令和3年の累計39件）
火災件数（10月の発生件数）

　スマホ・携帯電話などから登録したE
メールアドレスに、市から災害・緊急時の
お知らせや気象情報のEメールが配信さ
れます。shunan@xpressmail.jpに空
メールを送信し、返信されたEメールの内
容に従って登録してください。
問合せ　情報企画課☎0834-22-8236

市政情報番組   周南市市政だより
【12月の放送】
広げよう「手話はいのち！周南市手話言語条例」
～周南市に手話言語条例が施行されて～
　市は、手話を言語としている人が、日常
生活で手話を使い、生き生きと生活できる
ための環境作りを進めています。
【放送局と放送時間】
●シティーケーブル周南（12チャンネル）

…毎日6時・15時・22時
●Kビジョン（12チャンネル）…月～金曜日
6時30分・15時30分・19時20分、土・日
曜日9時30分・13時30分・19時30分

●メディアリンク（12チャンネル）…毎日7
時・14時・21時

●岐北テレビ（12チャンネル）…毎日6時・
12時・19時30分・23時

Shunan Mail Service

しゅうなん

メールサービス

登録は
コチラ

応募はコチラ

広報しゅうなん 検索

プレゼントクイズ

500円分の

図書カード
を

プレゼント！

正解者の中
から

抽選で5人
に

31
2

　子育てに関する身近な相談役、
母子保健推進員の通称名は？
①母子さん　②母推さん
③お母さん

応募方法　12月24日（金）必着で、
クイズの答え・リニューアルした市広
報に対する意見や感想・住所・氏名・
年齢・電話番号を、はがきで、〒745-
8655岐山通1-1広報戦略課、また
は市ホームページから応募
※当選者の発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。

前回の答え
③アジアの熱帯雨林ゾーン



広  告 広告の内容については、直接広告主に問い合わせてください。広告掲載の申し込みは、株式会社ホープ☎092-716-1401まで。

facebook instagram Twitter

市では、市民や全国各地へ情報を広く届けるため、さまざまなメディアを活用しています。

LINE

周南市のFUNをFANにお届けします。
楽しい ファン

めんどうな相続の手続きすべておまかせください！！

※周南相続センターは、山口県相続センターに名称変更いたしました。

山口県相続センター
メール　contact@syunan-souzoku.net

営業時間　9:00～17:30（土・日・祝除く）
〒745-0825 山口県周南市秋月1-7-50

［運営／田村税理士事務所］
代表理事
税理士・行政書士

田村 滋規
しげきたむら

相続の手続きに
どんなものがあるか
知ってますか？
□戸籍の収集
（出生から死亡まで）　
□土地・建物の名義変更
□生命保険金の請求手続き　
□公共料金・クレジットカードの
　名義変更手続き
□相続税申告 など、
　これら以外にもたくさん
　あります。

すべてのご相談窓口を一本化。だから、手間も時間もかからずスムーズ。
60分無料相談
受付中！

※代行着手前には必ずお見積もりをさせていただきます

「相続」は誰にでも起こることでありながら、「どんな手続きが必要なのか」
「何をいつまでにしたらいいのか」「どこに相談したらいいのか」…と、わか
らないことばかりです。当センターは、そうした相続に関するあらゆる心配
や不安の相談に応じるのが役割です。お客様がどんな状況にあるのかを
担当の相談員が丁寧にお聞きし、必要な手続きやそのために最適な専門家
（弁護士・司法書士等）をご紹介していきます。
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