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あけまして
おめでとうございます

今 年 も よ ろ し く お 願 い い た し ま す
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新年あけましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては、清々しい初春をお迎えの

こととお慶び申し上げます。
本年が健やかで幸多き一年となりますよう心からお祈り

いたします。

◆感謝の一年
昨年は新型コロナ対策に奔走する一年となりました。ワ

クチン接種では市民の皆様のご協力と、医療機関や関係者
の皆様の献身的なご尽力をいただきました。深く感謝を申
し上げます。

また、ワクチン接種に従事する職員に対し、市民の皆様
から多くの労いの言葉をいただきました。伝え聞く職員に
とりましても何よりの励みとなり、胸に迫るものがありまし
た。改めて心からお礼を申し上げます。
本年も、全職員が与えられた使命に徹し、市民に寄り添

い、常に緊張感を持って全力で取り組む覚悟でございます。

◆コロナ禍の経験を生かして
本年は、国において、経口治療薬の実用化や確保など、新

たな対策が進むものと思われます。一方、本市においては、
昨年の経験に学びつつ、引き続き、マスクの着用、手指消毒
の徹底、三密の回避などの基本的な感染予防対策に取り組
んでまいります。
また、現在進めている3回目のワクチン接種につきまし

ては、1月から順次接種券をお届けし、特に65歳以上の皆
様には、原則、接種場所や日時を指定し、予約の必要がない
方法にするなど、迅速かつ円滑なワクチン接種に向けて、
着実に準備を整えてまいります。
コロナ禍は社会の一層のデジタル化を促すことにもなり

ました。AIやICTなどが行政はもとより、あらゆる分野で積
極的に活用される年となりますよう期待しています。

◆3つの新たなスタート
今、私たちのまちには3つの新たな風が吹いています。

第1は、2月に開港100周年を迎える徳山下松港からの
風です。
本港は、水素、アンモニアなどの次世代エネルギー供給

拠点港をめざし、国、県、企業などと連携しながら、次の時
代に向けて既にスタートしています。私たちは港の百寿を
祝い、港の地域貢献の歴史を学び、感謝し、港と築くまちの
未来を考える好機としていきたいと思います。

第2は、学園台からの風です。
昨年、創立50周年を迎えた徳山大学は、今春4月から

「公立大学法人周南公立大学」として新たなスタートを迎え
ます。これまで培われてきた実績と伝統に、公立大学という
新たな魅力を備え、地域に貢献し、開かれた「知の拠点」を
形成していくことになります。
大学の「知」は「成長エンジン」として地域に「実装」する

段階に入り、「誇りと品格と知性のあるまちづくり」のステッ
プアップが期待されています。

第3は、デジタル化の風です。
昨年策定した「周南市スマートシティ構想」に基づき、各

分野においてデジタル技術などを活用した取り組みに着手
しています。
本年はデジタル化を推進する人材の育成を急務として、

それを加速させる意欲的な施策をスタートさせます。今後、
周南公立大学、徳山工業高等専門学校、県、企業などとの協
力関係をより一層強化することで、人材の揃うデジタルに
強いまちづくりを進めてまいります。

本年も、皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

令和4年  新年 

市長

藤井　律子
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新年あけましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては、希望に満ちた輝かしい新

春を健やかにお迎えのことと、お慶び申し上げます。
本年が皆様にとって、より実りのある飛躍の年となります

よう心から祈念申し上げます。

◆令和3年を振り返って
一昨年に続き、新型コロナウイルス感染拡大による各種

イベントの中止や、外出の自粛なども相次ぎ、活動が制限さ
れ、地域には閉塞感が漂い、市民生活・地域経済への影響
は甚大なものがございました。
このような中、医療関係者の方々をはじめ、福祉や保育

などに携わる皆様は、感染の不安を抱えながらも患者さん
や子どもたちのため、市民のために懸命に業務にあたって
いただいています。あらためて、市民の暮らしの維持に欠
かせない仕事にご尽力いただいている皆様に深く感謝申
し上げます。
ワクチン接種などにより、一時的には感染拡大が落ち

着いている状況ではありますが、今後とも気を緩めずに
新しい生活様式を実践していくことが大切であると考え
ております。

◆新型コロナウイルスに打ち勝つ
新型コロナウイルス感染症が全国的に猛威を振るう中、

周南市では、昨年6月より高齢者を対象としたワクチン接
種が開始され、その後各年代への接種が進み、感染状況も
落ち着いてまいりましたが、2年間に及び、人と人、人と社会
を分断されたことは、市民の皆様の活動におかれましても
大きな影響があったものと拝察いたします。
今後はウィズコロナ、アフターコロナの時代を迎える上

で、市民の皆様一人ひとりが新型コロナウイルスとしっかり
と向き合い、これまでに培われた知識や経験を発揮し、地
域の人々のつながりを改めてつなぎ直していただきたいと

思います。本年は、新型コロナウイルスに打ち勝つため、市
民の皆様には、より一層自覚を持った行動に努めていただ
きますよう、ご協力をお願い申し上げます。

◆進化する市議会
昨年6月に議会人事があり、議長2期目がスタートしまし

たが、引き続き、「進化する市議会」をテーマに、二元代表制
の議会と行政が、お互いに切磋琢磨し、よりよいまちづくり
に努めてまいる所存でございます。
本年は、議長就任1年半余りを振り返りつつ、まちづくり

の主役である市民の皆様の声に真摯に向き合い、議事機関
としての役割を遺憾なく発揮する年にしていかなければな
らないと痛感しております。
市民の皆さまの負託に応えるよう、与えられた権能を最

大限に生かし、議員一丸となって努力して参りますので、本
年も変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上
げます。

のあいさつ　

市議会議長

青木　義雄
長長長長長長

ちち勝勝つつ
的的に猛に猛威を威を振る振るう中う中、
象象としとしたワたワクチクチン接ン接
種が種が進み進み、感、感染状染状況も況も
び、び、人と人と人、人、人と人と社会会社会会社会
動動におにおかれかれれましましましましましてもても
まます。す。
ナのナのののの時代時代を迎を迎えるる上上
ナナウイウイルスルスとしとしっかっかりり
識や識や経験経験を発を 揮し揮 、地地
直しししていていただただきたきたいといと
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ない

高齢者対象

接種期限　3月31日（木）
自己負担額　2,850円（生活保
護法による被保護世帯の人は
受給証を提示すれば無料）
接種回数　1回（公費での接種
は生涯1度、対象年度のみ）

持ち物　受診券はがき
※ 対象者には令和3年4月に送
付済みです。紛失した場合は、
健康づくり推進課で再発行し
ます。

新型コロナウイルスワクチン接種の
前後2週間は、他の予防接種を受け

ることができません。これから肺炎球菌ワク
チンと新型コロナワクチンを接種する時は、
接種間隔を医師に相談してください。

肺炎球菌感染症の
予防接種は

済んでいますか?

新型コロナウイルス

●接種券などについて  
市ワクチン接種相談センター
☎0834-22-8838

●3回目接種の予約・変更・キャンセル  
市ワクチン接種予約センター
☎0834-32-0

ゼロコロナ
567かWEB（予約のみ）

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

！

●令和3年度に65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人

● 60歳以上で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により身体障害者
手帳1級の交付を受けている人、または、これらの機能に身
体障害者手帳1級程度の障害があると医師が認めた人

対象　これまで肺炎球菌感染症の予防接種をしたことがなく、以下
のいずれかに該当する人

●3回目接種について、詳しくは

● 実施場所など詳しくは
市ホームページを確認してください。

  問合せ  

周南市　新型コロナワクチン接種特設サイト

周南市　肺炎球菌ワクチン

ワクチン接種ワクチン接種33回目回目
接種券を送付します接種券を送付します

令和３年５月～６月（一部除く）に
２回目を接種した人

予約は不要
記載された
日時に会場
に来てくだ
さい。

手続き不要

2回目接種から
7カ月経過しても
届かない場合は、
ワクチン接種相
談センターに連
絡してください。

電話で手続き
接種日・会場の変
更希望や、接種を
希望しない人は、
ワクチン接種予
約センターに電
話してください。

電話・ＷＥＢで予約
ワクチン接種予
約センターに電
話・WEB予約を
してください。

手続きは
必要あり
ません。

  接種券が自宅に届いていますか? 
２回目接種から、おおむね７カ月後に接種券を発送します。

！！ 予約方法予約方法がが変わります変わります

１月に接種券１月に接種券がが届く人届く人
  送付された接種券に接種日時・  
  場所が記載されていますか?  

ある

はい いいえ

する しない
する しない

  記載の日時と会場で  
  接種しますか?  

  接種を希望しますか?  
黄色い封筒で届きます。
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本市が申請していた周南公立大学の開学について、
令和3年12月3日付で、県知事から認可を受け、徳山
大学の公立化が正式に決まりました。
また、徳山大学が文部科学省に申請していた大学設

置者変更についても、同日付で認可されました。
4月1日の公立大学法人の設立と周南公立大学の

開学に向けて、市と大学で準備を進めていきます。

6年間で達成すべき中期目標を作成
市では、今後、公立大学法人が6年間において達成

すべき大学運営に関する中期目標を公立大学法人評
価委員会の意見を聞いた上で作成します。
現在、中期目標案について、1月11日（火）まで、パブ

リック・コメントを実施中です。

初代理事長（学長）に現徳山大学学長
周南公立大学の初代理事長（学長）には、現在の徳

山大学学長の髙田隆氏（写真右端）を予定しています。
豊富な経験と知識を生かし、引き続き大学改革に取
り組んでいただきます。

●評価委員会委員（敬称略）
氏　名 役職など

岡　正朗
（委員長） 山口大学学長

加登田 惠子
（委員長代理）

山口県立大学学長
徳山大学公立化有識者検討会議副会長

浜田 敬子 ジャーナリスト
前Business Insider Japan統括編集長

山縣 俊郎 山縣本店代表取締役社長
前山口県教育委員長

秋山 一正 公認会計士

問合せ　企画課公立大学推進室☎0834-22-8834

●評価委員会の役割

周
南
公
立
大
学
の

周
南
公
立
大
学
の

開
学
が
認
可

開
学
が
認
可

さ
れ
ま
し
た

さ
れ
ま
し
た

評価委員会の様子

中期目標（市作成）

中期計画（大学作成）

公立大学の毎年度の業務実績

評
価
委
員
会

意見

評価

など

●大学公立化について、詳しくは
周南市　企画課

周南公立大学１期生募集
　周南公立大学１期生の、一般選抜・大学入
学共通テスト利用選抜出願受け付けを開始
します。
　詳しくは、今月号の市広報と同時配布する
折り込みちらしを確認してください。

一般選抜
選抜区分 出願期間 試験日
Ⅰ期a日程 １月　7日（金）～１月28日（金） ２月　６日（日）
Ⅰ期b日程 １月　7日（金）～２月　4日（金） ２月12日（土）
Ⅱ期 ２月15日（火）～３月　1日（火） ３月　６日（日）
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任期満了に伴う県知事選挙が行われます。投票所入場券を持って、投票してください。
投票日に投票ができない人は、期日前投票や不在者投票を利用してください。

投票できる人
選挙管理委員会が作成する選挙人名簿に登録されている

人（平成16年2月7日までに生まれ、令和3年10月19日ま
でに本市に転入届をし、引き続き本市に在住する人など）が
投票できます。

転入や転出をした場合　
● 1月20日（木）までに、県外に転出する人は投票できません。
● 1月21日（金）～2月5日（土）に県外に転出する人は、転出前
に期日前投票ができます。
●2月6日（日）に県外に転出する人は次のとおりです。
　▼転出日の前日まで…期日前投票ができます。
　▼転出日の当日…転出前に投票所入場券に記載された投
票所で投票できます。

● 令和3年10月20日以降に、県内の他の市町から本市に
転入した人は、転入前の市町の選挙人名簿に登録されて
いれば、転入前の市町で投票ができます。
　また、本市の選挙人名簿に登録されている人が、県内の他
の市町に転出した場合は、転出先の市町の選挙人名簿に
登録されていなければ、本市で投票ができます。
　いずれの場合も、投票するためには、次の①または②のど
ちらかの手続きが必要です。
①引き続き県内に住所を有することの確認を受けること…
投票所で、確認の申請を行ってください。
②引き続き県内に住所を有する旨の証明書を提示すること
…県内の市町が無料で発行するので、事前に取得し、投票
所で提示してください。本市では、市民課、総合支所市民
福祉課で1月13日（木）から発行します。

投票所入場券
　封書で世帯全員分を同封し、1月20日（木）頃までに郵送
します。入場券は1人1枚です。自分の入場券であることを確
認してください。
※ 入場券が届かなかった場合や、紛失した場合でも、選挙人
名簿に登録されていれば投票できます。

投票と開票
投票場所・投票時間は、入場券に記載しています。

※ 市内転居した人は、令和3年12月22日までに転居した人
は転居先の、令和3年12月23日以降に転居した人は旧住
所地の投票所で投票してください。
※ 投票用紙に候補者氏名以外のこと
を記入すると、投票が無効になるこ
とがあります。
開票は2月6日（日）21時15分か

ら、キリンビバレッジ周南総合スポー
ツセンターで行います。

● 体が不自由などの理由で、文字が書けな
い人…補助員が代筆します。投票の秘密
は、固く守られます。
●目が不自由なため、点字で投票したい人
●投票済証が必要な人

次の人は、投票所で申し出てください

県知事選挙
投票日は

２月６日（日）
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NEW!

投票日に予定のある人は、投票所
入場券裏面の宣誓書を記入し、投票
してください。住所に関係なく、いず
れの会場でも投票できます。
持ち物　投票所入場券
※ 投票所入場券が届かなかった場
合や紛失した場合でも、選挙人名
簿に登録されていれば、投票でき
ます。

●期日前投票所一覧
場　所 設置期間および時間

市役所多目的室
1月21日（金）～2月5日（土）
8時30分～20時

新南陽総合支所(イオンタウン周南内)
ゆめプラザ熊毛
鹿野総合支所
大津島支所・湯野支所・須金支所 1月24日（月）10時～16時
櫛浜支所・向道支所・戸田支所・八代支所 1月25日（火）10時～16時
鼓南支所・長穂支所・夜市支所・中須支所 1月26日（水）10時～16時
久米支所・須々万支所・菊川支所・
和田支所（市民センター） 1月27日（木）10時～16時

ゆめタウン徳山2階特設会場 1月26日（水）・27日（木）
10時～19時

次の場合は、不在者投票をすることができます。

　本人が、市選挙管理委員会に
投票用紙を請求できます。直接滞
在地に投票用紙と必要書類を郵
送するので、滞在地の選挙管理委
員会で投票してください。
※ 郵送には時間がかかるので、早
めに請求してください。

　身体障害者手帳または戦傷病
者手帳を持ち、その障害の程度
が一定の要件にあてはまる人や、
介護保険の要介護5の認定を受
けている人には、郵便等投票証
明書を交付します。
　証明書の交付を受けている人
は2月2日（水）までに投票用紙な
どを請求すると、自宅で投票し、
郵送できます。
※ 代理記載制度もあります。詳し
くは、問い合わせてください。

選挙は新型コロナウイルス感染拡大
防止対策を行った上で執行します。投票
の際はマスクの着用などの感染防止対
策を行い、来場してください。

投票の際は感染防止対策を
行ってください

問合せ／選挙管理委員会事務局
☎0834-22-8521
0834-22-8528

●指定施設　きさんの里、悠久の
里、つづみ園、友愛園、やすらぎ苑、
福寿荘、天王園、やまなみ荘、なご
やか熊毛、徳山中央病院附属介護
老人保健施設、ひまわり苑、温泉の
里、春の里、ゆめ風車、鼓澄苑、さつ
きの里、あおぞら、くすのき苑
●指定病院　徳山医師会病院、徳
山中央病院、泉原病院、周南病院、
徳山静養院、周南高原病院、湯野温
泉病院、新南陽市民病院、周南リハ
ビリテーション病院、鹿野博愛病院

期日前投票

0101 0202 0303
不在者投票

指定を受けた、市内外の
施設・病院に入所・入院中の
場合（市内は次の通り）

長期出張・里帰りなどで
他市区町村に滞在し、
投票できない場合

重度の身体障害者または
介護保険の要介護５で
自宅療養中などの場合

今回の選挙から支所に期日前投票所を設置します。
１月２６日（水）・２７日（木）ゆめタウン徳山に期日前投票所を設置します。

各戸配布・新聞折り込み
（朝日・読売・毎日・中国・日
本経済）により配布（方法は
地域により異なる）する他、

本庁舎・総合支所・支所・市民センターなど
にも置いています。
新聞折り込み地域に住んでいる人で、新

聞5紙のいずれも購読していない人は、別途
郵送します。電話・ファクスなどで、選挙管理
委員会事務局に申し込んでください。以後
の選挙については、継続して郵送します。

▼徳山地域…▽中央・関門・遠石・秋月・周
陽・桜木・今宿（水上は除く）・岐山（栄谷、
堀越・押谷、小野は除く）▽久米支所管内
（譲羽上、譲羽下、鋳治谷、柳沢、滑松ヶ甲、
都叶、落合は除く）▽櫛浜支所管内（鼓海、
鼓ヶ丘、華西大踏（一部）、奈切、大浦、居守
１～３、桜南、東佐倉、西佐倉は除く）▽菊
川支所管内…下上地区（居守迫は除く）
▼新南陽地域（和田支所管内は除く）

各戸配布する地域（下記以外の地
域は、新聞折り込みで配布します）

選挙
公報
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申告が必要な人
●令和4年1月1日現在、市内に住所を有する人
●令和3年中に農業・営業・不動産・配当・譲渡などの収入
があった人（確定申告した人は除く）
●年末調整済みの給与所得以外に収入があった人
※年末調整済給与以外の所得の合計が20万円以下の場
合は、確定申告の必要はありませんが、市・県民税の申
告が必要です。

●収入がなかった人で、親族の扶養に入っていない人
●親族の扶養に入っている人で、扶養している人が同一
世帯以外か市外に住んでいる人
●給与所得や公的年金などの源泉徴収票に記載されたも
の以外の控除を受ける人

申告書の配布と提出
●前年の状況から判断して申告が必要であると思われる
人や、前年に市・県民税の申告をした人などへ、1月末に
市・県民税申告書を発送します。

●申告書が届かない場合でも、1月17日（月）以降に、総
合支所・支所などの窓口で申告書を配布します。

●申告書の記入が全て済んでいる人は、課税課・総合支
所・支所へ提出してください。郵送の場合は、必ず連絡
先を記入してください。

申告が必要な人
●令和3年中に、農業・営業・不動産・配当・譲渡などの収
入があった人
●令和3年中の給与収入が2,000万円を超える人
●年末調整済給与以外の所得の合計が20万円を超える人
●住宅ローン控除などを新規に申請する人

公的年金所得がある人
　次の要件の両方に該当する場合は、確定申告は不要で
す。ただし、所得税の還付を受けるためには、確定申告書
の提出が必要です。確定申告書の提出を要しない場合で
あっても、市・県民税の申告が必要な場合があります。
要件　▼令和3年中の公的年金の収入金額が400万円以
下▼令和3年中の公的年金の収入以外の所得金額が20
万円以下

申告書の提出
●申告書の記入が全て済んでいる人は、徳山税務署に提
出してください。
●感染症発生予防のため、自宅のパソコン・スマートフォ
ンでの申告書作成を検討してください。
●郵送の場合で控えが必要な人は、切手を貼った返信用
封筒を同封してください。

市・県民税の申告と
所得税の確定申告

市・県民税の申告 所得税の確定申告
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●市・県民税の申告 ・・・〒745-8655岐山通1-1　課税課☎0834-22-8273
●所得税の確定申告 ・・〒745-8622今宿町2-35　徳山税務署

確定申告テレフォンセンター☎0834-21-1010（音声案内「0」を選択）
 （受付日時：1月14日（金）～3月15日（火）8時30分～17時）
※土・日曜日、祝日を除きます。

申告書の
提出先と
問合せ

必ず必要なもの
●各種申告書（市・県民税申告書、確定申告書）
●はがき（徳山税務署からはがきが届いた人で、確定申告
する人のみ）

●マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと
本人確認書類

収入に関わるもの
●給与収入がある場合…給与所得の源泉徴収票
●公的年金収入がある場合…公的年金などの源泉徴収票
●営業所得や農業所得、不動産所得などがある場合…明
細書、領収書などをもとに作成した収支内訳書

●生命保険契約の満期などによる一時金の収入がある場
合…明細書

●個人年金などの受け取りがある場合…支払証明書

控除に関わるもの
●医療費控除を受ける場合…▼記載済みの医療費控除
の明細書▼医療費の通知▼支払った医療費に対して保
険などで補てんされる金額があればその明細書など

●社会保険料控除を受ける場合…国民年金保険料・国
民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料な
どの▼領収書▼支払証明書▼控除証明書▼納付済通
知書
●生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合…支
払った保険料の控除証明書

●障害者控除を受ける場合…障害者手帳・証明書など
●寄附金控除を受ける場合…寄附した団体などから交付
を受けた領収書
※所得税の確定申告をする人が市・県民税の控除を受け
るには、住民税に関する事項への記入が必須です。
　その他、申告に必要と思われる書類や資料を持って来
てください。

■申告会場は大変混み合います。申告書の記
入が全て済んでいる場合は、郵送での提出
を検討してください。
■医療費の集計などは必ず各自で計算を済
ませ、収支内訳書や医療費控除の明細書な
どを記入してから申告会場へ来場してくだ
さい。
■所得税の還付を受けるためには、確定申告
が必要です。確定申告をした人は、市・県民
税の申告は不要です。

■申告会場では感染症予防対策を行ってく
ださい。

注 意
マイナンバーカードとマイナンバーカード対

応のスマートフォンがあれば、e
イータックス

-Tax（電子申告）
を利用できます。対応しているスマートフォンか
らなら、専用画面で申告が可能です。
e-Taxを利用することで、多くの人が訪れる

確定申告会場ではなく、密を避けて自宅などか
ら確定申告ができます。

確定申告

スマートフォンから
確定申告ができます

申告に必要なもの
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申告相談の日程と会場市・県民税の申告と
所得税の確定申告

　感染症対策の一環として、１月24日（月）から相談を受け付けます。会場の混雑緩和の
ため、入場整理券を配布します。配付状況に応じて、後日の来場となる場合があります。
※駐車場は台数に限りがあるので、公共交通機関を利用してください。
※所得税の青色申告・分離課税・雑損控除・住宅ローン控除の新規の申告などは、徳山税
務署でのみ受け付けます。市の会場では受け付けできません。
※所得税の確定申告書を市・県民税の申告会場に提出した場合、税務署に転送した後、
申告内容を精査します。

●会場／徳山税務署
●期間／1月24日（月）～
　　　　3月15日（火）
　※土・日曜日、祝日を除きます。
●受付時間／8時30分～16時
●相談時間／9時～17時

所得税の確定申告

市・県民税の申告

期間中は、決められた場所・日時以外での申告や相談はできません。また、各会場への電話での問い合わせはできません。
市役所共用会議室では、所得税の確定申告の申告相談はしていません。

※1　【　　】内は対象地区の目安です。居住地域以外の日程でも受け付けします。
※2　マイナンバーカードの申請受け付けについては、11ページを確認してください。

日程
市役所
共用会議室
（9時～16時）

市･県民税申告会場  【対象地区】 ※1 受付時間
マイナンバー
カードの申請
受け付け※2

１
月
28日（金） ̶ 和田市民センター 9:30～15:00 〇
31日（月） ̶ 大津島ふれあいセンター 12:00～13:30 ̶
31日（月） ̶ 大津島支所 15:00～17:00 ̶

２
月

1日（火） ̶ 大島市民センター 9:30～12:00 〇
1日（火） ̶ 粭島市民センター 14:00～15:30 〇
2日（水） ̶ 向道支所（大道理夢求の里交流館） 9:30～11:30 〇
2日（水） 大向市民センター 13:30～15:30 〇
3日（木） ̶ 長穂支所 10:00～15:00 〇
4日（金） ̶ 中須支所 9:30～15:00 〇
7日（月） ̶ 須金支所 10:00～14:00 〇
8日（火） ̶ 須々万支所 9:30～15:00 〇
9日（水） ̶ 菊川支所 9:30～15:00 〇
10日（木） ̶ 久米支所 9:30～15:00 〇
14日（月） ̶ 櫛浜支所 9:30～15:00 〇
15日（火） ̶ 湯野支所 9:30～15:00 〇
16日（水） ○ ̶ ̶ ̶
17日（木） ○ 夜市支所 9:30～15:00 〇
18日（金） ○ 道の駅ソレーネ周南 9:30～15:00 ○
21日（月） ○ コアプラザかの【大潮・須万・金峰・巣山地区】 9:30～15:00 ̶
22日（火） ○ コアプラザかの【鹿野上地区】 9:30～15:00 ̶
24日（木） ○ コアプラザかの【鹿野中・鹿野下地区】 9:30～15:00 ̶
25日（金） ○ 鶴いこいの里交流センター 9:30～15:00 ○
28日（月） ○ ̶ ̶ ̶

３
月

1日（火） ○ 新南陽ふれあいセンター【富田地区】 9:30～15:30 ̶
2日（水） ○ 新南陽ふれあいセンター【富田地区】 9:30～15:30 ̶
3日（木） ○ 新南陽ふれあいセンター【福川地区】 9:30～15:30 ̶
4日（金） ○ 新南陽ふれあいセンター【福川地区】 9:30～15:30 ̶
7日（月） ○ ゆめプラザ熊毛【樋口・原・高水原・清尾地区】 9:30～15:30 ̶
8日（火） ○ ゆめプラザ熊毛【安田・中村・鶴見台・小松原地区】 9:30～15:30 ̶
9日（水） ○ ゆめプラザ熊毛【大河内・清光台町・新清光台地区】 9:30～15:30 ̶
10日（木） ○ ゆめプラザ熊毛【大河内・清光台町・新清光台・勝間ヶ丘・藤ヶ台地区】 9:30～15:30 ̶
11日（金） ○ ゆめプラザ熊毛【呼坂・呼坂本町・奥関屋・熊毛中央町地区】 9:30～15:30 ̶
14日（月） ○ ̶ ̶ ̶
15日（火） ○ ̶ ̶ ̶
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問合せ　市民課☎0834-22-8339

あんしん子育て室☎０８３４-２２-８５５０
※申請は、新南陽総合支所健康づくり推進課窓口、熊毛総合支所市民福祉課、コアプラザかのでも受け付けています。問合せ

対象者　市内に在住する、令和3年度に不妊治療などを受けた夫婦
※所得制限はありません。
※特定不妊治療費以外は、法律婚の夫婦が対象です。
対象期間　治療を受けた日（特定不妊治療は、治療終了日）が、
令和3年4月1日～令和4年3月31日
申請期限　3月31日
※ 申請期限を過ぎると助成が受けられなくなります。

マイナンバーカード申請の
出張受け付けを行います

実施会場　10ページの表を確認してください。
受付時間　申告受付時間と同様

周南市  不妊治療費助成

制度名 一般不妊治療費 不妊治療（人工授精）費 不育症治療費 不育症検査費

対象の
治療

医療保険適用の
一般不妊治療

医療保険適用外の
人工授精

医療保険適用・適用外の
不育症治療

流産検体を用いた染色体検査
（実施を承認された
医療機関のみ）

助成額 1年度あたり3万円以内 1年度あたり3万円以内 1年度あたり20万円以内 1回の検査につき5万円以内

助成期間 通算5年※1 通算5年※1 通算5年 なし
※1） 3年目以降は医師が必要と判断した場合に限ります。

制度名 特定不妊治療費

対象の
治療

●指定医療機関で受けた医療保険適用外の治療（体外受精・顕微授精）
●特定不妊治療の一環として行われる医療保険適用外の採精手術（特定不妊治療費助成と併せて申請した
　場合のみ）

助成回数

 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が
 ●39歳以下…43歳に達するまでに通算6回まで
 ●40歳以上…43歳に達するまでに通算3回まで
 ※平成25年度以前から助成を受け始め、平成27年度までに通算5年間助成を受けた人は助成されません。

助成額  治療1回につき30万円以内（治療区分によっては10万円以内）

▶ 詳しくはこちらから

● 必要書類は、市ホームページ・下記の申請窓口
で配布します。
● 医療機関等証明書は、申請期限内に発行しても
らえるよう、あらかじめ確認してください。
● 不妊治療（人工授精）費は、所得
により必要書類が異なります。

不妊または不育症の治療費の一部を助成します

持ち物　本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）、通知カード、住民基本台帳カード
※申請に必要な顔写真は、職員が無料で撮影します。
※ 申請からマイナンバーカードの受け渡しまで２カ月程度かかります。

かわい
いノベルティ

がもらえ
る!

マイナンバーカードの取得促進のため、市・県民税の申告会場で、
申請を受け付けます。この機会にマイナンバーカードを作りませんか。

マイ
出張

実施会
受付時

マイナ
申請を
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今年が良い年となるよう、願い
を込めて、新年のあいさつの手話を紹介します。
まず、両手の人さし指を横向きにして元旦の1月

1日を表します。(写真①②)次に、おめでとうを表し
ます。(写真③④)両手を上向きに軽く握り、顔の前
へ上げながらパッと手を開きます。①から④の順
に、お祝いの気持ちを込めて表現してみましょう。

手話 の世界へようこそ! 
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よ
り
、ま
ず

は
持
病
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
悪
化
さ

せ
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。管
理
が
難
し

い
場
合
は
、か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
、

悪
化
を
防
ぐ
た
め
の
助
言
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

持
病
が
な
い
場
合
は
、年
に
１
回
の
健

康
診
査
を
受
け
、自
分
の
体
調
に
気
を
配

り
ま
し
ょ
う
。75
歳
以
上
の
人
は
、後
期

高
齢
者
医
療
健
診（
フ
レ
イ
ル
健
診
）を

活
用
し
、フ
レ
イ
ル
の
早
期
発
見
、予
防

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

市公共施設再配置計画（改訂案）
　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。

期間　1月21日（金）～2月21日（月）
閲覧場所　施設マネジメント課・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施設マネジメント課☎0834-22-8202・ 0834-
22-8224・ shisetsu@city.shunan.lg.jp

疾
病
管
理
編

※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。

パブリック・コメント

地球温暖化防止
みんなが主役主役の

問合せ／環境政策課☎0834-22-8324

市温暖化対策地域協議会副会長
環境学習推進部会長

熊本 芳郎（元中学校長）

11月号のコラムでは、地球温暖化と温室効果
ガス（二酸化炭素など）との関係について紹

介しました。
　環境学習推進部会は、市内の小学生が地球温暖化
防止に関心を持ち、家庭生活の中で温室効果ガス排
出削減に取り組むための啓発活動を行っています。
　「冷蔵庫を開ける回数を減らす」「風呂の残り湯を洗
濯に使う」「生ごみを減らす工夫」など、家族と共にア
イデアに富んだ取り組みを毎年実行し、小さな取り組
みが少しずつ効果を上げているという実感を持って
います。各家庭における温室効果ガス排出削減量は小
さなものですが、地道な取り組みが大きな成果につ
ながることを信じて実践していきたいものです。

「あけまして おめでとうございます」
今月の手話

1 2

3 4

問
合
せ　

地
域
福
祉
課

☎
０
８
３
４ｰ

22ｰ

８
４
６
２

問合せ╱障害者支援課☎0834-22-8387
0834-22-8464
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２月１８日金・１９日土は

　工場夜景の魅力を全国に伝えるため、平成23年2月に神奈川県川崎市
で初開催された全国工場夜景サミット。現在、全国12都市が参加してお
り、12回目となる今年は7年ぶりに本市で開催されます。市内や全国の工
場夜景の魅力に触れてみませんか。

問合せ　第12回全国工場夜景サミットin周南 実行委員会事務局（観光交流課内）☎0834-22-8372

周南工場夜景フォトコンテスト U-18の部 最優秀賞
「宇宙まで」　藤下新史さん

　現代美術家の大村雪乃さん監修による大型ワークショップです。みんな
で丸シールを貼って、私たちの周南工場夜景を完成させましょう。（申し込
みは、不要です）
●日時╱1月15日（土）～作品の完成まで
　（作品展示は2月27日（日）まで）
●場所╱徳山駅前賑わい交流施設
●参加料╱無料

丸シールでえがこう！ 「周南工場夜景」

　ワタナベカメラ店長による基本的なカメラの使い方講座の後、現地で
夜景撮影のコツを学びます。（申し込みが必要です）
●日時╱1月29日、2月5日・12日の土曜日16時～20時
●場所╱嶽山荘 他　●参加料╱無料
※移動は自家用車で行ってください。

「工場夜景撮影ビギナーズ」講習会

大村雪乃さん

プレイベント

期間中イベント（申し込みが必要です）

　周南の絶景を巡る写真愛好家向
けツアーと、工場内の通り抜けがで
きる夜景観賞向けツアーを行います。
いずれも
●日時╱2月19日（土）17時～20時
●集合場所╱JR徳山駅みなと口
●参加費╱3,000円
●申込期限╱1月15日（土）

　大村雪乃さんによる「工場夜景×
現代アート」をテーマにした講演や、
各都市のPRなどを行います。
●日時╱2月18日（金）
　13時30分～16時（開場：13時）
●場所╱ホテルサンルート徳山
●定員╱150人
●参加費╱無料

　大村雪乃さんによるワークショッ
プを行います。
●日時╱2月19日（土）10時、13時
●場所╱徳山駅前図書館
●定員╱
　各回30人
●参加費╱
　1,000円

記念式典 周南工場夜景で体験！丸シールアート 一般向け 工場夜景ツアー

申し込み・詳細はこちら ▼

徳山下松港開港１００周年記念事業

イベントの詳細や申し込みは、
特設ホームページを確認してください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場時はマスクを着用してください。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場時はマスクを着用してください。
※今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、同サミットのプログラム内容などを変更する場合があります。※今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、同サミットのプログラム内容などを変更する場合があります。

「＃教えて工場夜景エピソード」を、
1月28日（金）まで募集中！

工場夜景サミット　　Twitter開設！



「コロナ禍でさまざまなことが制限される今だからこそ、
できることを最大限自由にのびのびと取り組んでほしい、
羽ばたいてほしいという思いを込めています」と、令和４年
成人式のテーマ「Fly for freedom!」について語るの
は、成人式実行委員会初参加ながら、実行委員長として活
動する徳山大学３年生の森實侑也さんです。
「自分が新成人となった時、多くの人から祝福され、たく
さんの喜びを感じることができました。今度は、自分が新成
人を盛り上げたいという思いで実行委員会に参加しまし
た。何をすればいいのか分からないという不安はありまし

たが、後輩たちのために、前向きに取り組んでいます」と、
後輩思いの一面をうかがわせます。
「現在、実行委員会は２０人で活動し、徳山大学の学生も
５人参加しています。年齢や職業が異なる人たちと協力し
ながら、成人式を作り上げていく過程にやりがいを感じま
す」そう語る森實さん。
新型コロナウイルス感染症の影響で、午前・午後に分け

て実施する令和４年成人式。「新成人の思い出に残る式を、
実行委員全員で準備したいと思います」さわやかな笑顔
で、意気込みを語ってくれた森實さんでした。

周南市で
活躍してい

る人を

紹介しま
す

ARTGUIDEアートスポットガイド in 周南

新成人の
思い出に残る式に

森
もり

實
ざね

　侑
ゆう

也
や

さん

成人式実行委員長

実行委員会の活動は、シティプロモーション
スペシャルサイトでも公開中です。▶

※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。

企画展「竹重秀治作陶展 ‒ 芽生えるものたち」
尾崎正章常設展 「ひそかな楽しみ」
●期間／１月１５日（土）～３月６日（日）

郷土美術資料館・尾崎正章記念館☎0834-62-3119

　徳山動物園にはアムールトラ2頭が
暮らしています。オスのケンは15歳、
メスのミルルは13歳。１日のエサの
量は、ケンが約10キログラム、ミルル
が約7キログラムで、とても食欲旺盛
です。今年も元気いっぱいの2頭が皆
さんの来園を待っています。

問合せ
徳山動物園☎0834-22-8640徳山動物園☎0834-22-8640

●林忠彦記念室「日本の画家」
●まど・みちおコーナー　
　▼期間／1月4日（火）～３月31日（木）

●徳山の歴史特設コーナー「遠石八幡宮」
　▼期間／２月２0日（日）まで

●自身への眼差し-自画像展
　▼期間／１月７日（金）～２月20日（日）
　▼観覧料／一般1,100（1,000）円、大学生800（700）円
　（　　）内は前売りおよび20人以上の団体
　※18歳以下無料 ※本展を鑑賞の際は、常設展も無料

常設展示

美術博物館☎0834-22-8880

岸田劉生 「自画像」 1913年 
笠間日動美術館蔵

●シティケーブル周南で「びびびの美」放送中（12:55～、20:10～、23:25～）

広報しゅうなん  2022.114



dePhoto 　shunan

11/20
[土]

11/8
[月]

今年も八代地区にナベヅルが渡来
しています。写真は第２陣のツル
で、成鳥２羽、幼鳥１羽で渡来しま
した。

ナベヅル渡来
八代地区

そらから魅
み

る超絶景in周南
　　晴海親水公園

11/23
[祝]

12/2
[木]

外国人と気軽に交流する場として開催。中国のすごろく「フェイハン
ケイ」に、珍しそうに集まる子どもたちの姿が見られました。

※今月の市長コラムはお休みします。

国際交流フェスタ
ピピ５１０

巨大な熱気球が最大で30メートル
もの高さまで浮上し、参加者は周
南コンビナートの夜景を楽しんで
いました。

水引きや花などの小物を思い思いに配置し、花飾りが完成。
参加者は楽しく正月を迎える準備を行いました。

迎春の花飾り講座
大道理夢求の里交流館

　国の文化審議会が、川崎観音堂の本堂・山門・門柱を、国
土の歴史的景観に寄与しているものとして、国の登録有形
文化財（建造物）に登録するよう文部科学大臣に答申しま
した。市内の登録有形文化財の数は16件から19件になり
ます。
　川崎観音堂は安産祈願の参拝客に加えて、春のサクラや
秋の紅葉スポットとして、近隣住民だけでなく、多くの人に
親しまれています。

鎌倉時代に中国から伝
わった建築様式である
禅
ぜんしゅう

宗様
よう

の特色を表し
た、丁寧な装飾が施さ
れています。

初層が石造、上層が開放的
な木造の２階建てになって
います。

富田地区の発展に貢献した道
源権治が施主となり造られた御
影石の柱です。

川崎観音堂の本堂・山門・門柱が国の登録有形文化財に

問合問合せ　せ　生涯生涯学習学習課課☎☎ 08083434-222-867777

本堂

山門 門柱
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エネルギー280kcal　たんぱく質18.4ｇ
脂質：19.8ｇ   カルシウム：25ｍｇ　食塩相当量0.6g

1人分当たりの
栄養価

チキンときのこのテリーヌ風
しゅうなんブランド“周南トマトでつくった玄米トマトスープ”と一緒に

市食生活改善推進協議会 考案

農林課×食推

　市内産のトマトを100％使用してい
ます。玄米が入っているため腹持ちが良
く、リゾットのような食べ応えです。温め
てもそのままでもおいしく食べること
ができます。

しゅうなん食育
レシピ動画

詳しく動画で解説！！

　商品パッケージには、徳山動物園の動物たち
や徳山駅、ゆめ風車、コンビナートなど、周南市
の特徴をかわいらしくデザインしています。見た
目にも具材にも、周南市の魅力がたっぷり詰まっ
た玄米トマトスープです。

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】　徳山動物園内しゅ
うなんZOO-SHOP、まちのポート

事業者の声

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

04
S H U NS H U NH U N A N  BA N  B B R A N DR A N DA N  H I S H I SH I S T O R YT O R YT O R

周南トマトでつくった玄米トマトスープ

AQUA
神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-2-1 横浜ランドマークタワー21階
☎0834-31-2799
（しゅうなんZOO-SHOP）

材料
鶏ミンチ …300g
シイタケ
シメジ
マイタケ
エノキ
タマネギ

※ レタス、ニンジン、ブロッコリーなど、
付け合わせ野菜は適宜準備してくだ
さい。

ニンニク … 10g
素焼きクルミ … 60g
酒…30ml（大さじ2）
塩…2g（小さじ1/3）
こしょう … 少々
ローズマリーの葉 …少々

作り方
① 　キノコ類は、1～1.5cm程度に切る。タマネギはみじ
ん切り、クルミは手で折る程度に粗く刻む。ニンニクはす
りおろす。
② 　フライパンにキノコとタマネギを入れ、ふたをする。水
分が出てきたらふたを取って汁気を飛ばし、粗熱を取る。

③ 　ボウルに鶏ミンチを入れてよくこね、すりおろしたニ
ンニク・塩・こしょう・酒を加えてさらにこねる。その後、
②・クルミ・ローズマリーの葉を刻んで加え、均一にする。
④ 　レンジ加熱対応のオーブンシートを引いたパウンド
型に③を詰め、上を平らにならし、ラップをして電子レン
ジ（600W）で5分程度加熱する。
⑤ 　粗熱が取れたら切り分けて器に盛り、好みで野菜を添
える。一緒に食べて

ほしいしゅうなん
ブランドはこちら

緒に

AQUA 店舗運営部AQUA 店舗運営部
原田さん原田さん

市ゆかりの“ヒト”に焦点を当て掘り下
げる、シティプロモーションスペシャルサ
イトの内容をダイジェストで届けます。

問合せ　シティプロモーション課☎0834-22-8238

　サトイモは
「努力の実り」、
トマトは「平和」
など、花言葉の
ように野菜に付
けられたヤサイ
コトバは、西川
さんと息子さんのやり取りがきっかけ
で生まれたそうです。野菜のことを知り
尽くした西川さんだからこそできたヤ
サイコトバは、料理に意味を持たせ、さ
りげなく愛や感謝を伝えられるツール
として少しずつ浸透してきています。

撮り下ろし写真多数掲載！ 続きはシティプロモーションスペシャルサイトへ

　　　　　西
にし

川
かわ

満
ま

希
き

子
こ
さん

周南市戸田生まれ。野菜ソムリエプロ・ヤ
サイコトバ作家。レシピ考案や、イベント講
座、料理教室など多岐にわたり活躍中。

問

として少

野菜は体、ヤサイコトバは
心の栄養に

ヤサイコトバで人の心をつなぐ
　周南市の自然に育てられ、野菜の魅
力を知ることができた西川さんは、ヤ
サイコトバを活用して周南市に恩返し
するのが目標だそうです。西川さんの
思いはヤサイコトバに乗って、きっと多
くの人に届くことでしょう。

プロフィール

｛各100g
ぜひ作って
みてください!



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
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。

●健康保険証や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。

 1月 当番医 電話番号
9日（日）松永医院（夢ヶ丘） 0833-91-3006
16日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303
23日（日）松本医院（大江） 0833-91-6020

 2月 当番医 電話番号
6日（日）ふじわら医院（大河内）0833-91-7100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、または
熊毛総合支所に電話

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。

◆はじめての離乳食セミナー
対象　おおむね生後４～６カ月児
の保護者
日時　２月２日（水）10時～11時
内容　離乳食、虫歯予防について
申込み　1月24日（月）までに、あんしん子育て室

◆パパニティ講座
対象　市内在住で、これからパパ・ママになる人
※パパ・ママのみの参加も可能です。
日時　２月20日（日）10時～11時30分
定員　40組
内容　▼妊娠中＆産後ママの心と体の
変化▼沐

もく

浴
よく

動画▼先輩パパの子育て
体験談（動画）など
場所　参加者の自宅または徳山保健センター（条件
　あり）
持ち物　資料（市ホームページからダウンロード）
申込み　２月１日（火）～17日（木）
までに、市ホームページから

日時 場所
2月 8日（火） 9：30～11：00 徳山保健センター

16日（水）10：00～11：00 ゆめプラザ熊毛

日時 場所
2月 3日（木）12：50～13：20 ゆめプラザ熊毛

24日（木）12：30～13：30 徳山保健センター

▲詳しくは
こちら

▲詳しくは
こちら
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市職員の追加募集 育児休業代替任期付職員

採用予定日　令和4年4月1日
1次試験日　1月23日（日）
試験会場　徳山保健センター
申込み　1月7日（金）（電子申請は1月10日（祝））まで
に、市職員採用サイト応募フォームから申請、または必
要書類を、窓口・郵送（当日消印有効）で、〒745-8655
岐山通1-1人事課

　正規職員が育児休業に入った時に、代わりに
業務にあたる有期任用の職員です。採用試験が
あり、合格者は育児休業を取得する職員があっ
た場合に、成績順に採用されます。
※ 状況によって、採用まで時間がかかる場合や、
採用されない場合があります。

給与（月給）　154,900円～188,700円（学
歴・職歴に応じて決定）
※ 期末手当などの諸手当の支給・勤務時間・休
暇制度は正規職員に準じます。

登録期間　令和4年4月1日～令和7年3月31日
（3年）
1次試験日　1月23日（日）
※合格者は2次試験（個別面接）を行います。
試験会場　徳山保健センター
試験内容　筆記試験（高校卒業程度基礎能力検査）
申込み　1月7日（金）までに、必要書類を、窓
口・郵送（当日消印有効）で、〒745-8655岐山
通1-1人事課

区
分

職
種

受験資格
（生年月日）

採用予
定人数

試験内容
（1次試験）

資
格
免
許

保
健
師

昭和61年4
月2日以降に
生まれた人

1人
程度

専門試験（大
学卒業程度）・
小論文・性格
検査

■募集職種

■募集職種

※令和4年3月末までに取得見込みの人を含みます。

職種 募集人数 受験資格

行政事務 20人程度
高等学校以上
を卒業してい
る人

保育士・
幼稚園教諭 3人程度

保育士資格また
は幼稚園教諭免
許を持つ人※

保健師 3人程度 保健師資格を
持つ人※

周南市　会計年度任用職員周南市職員採用サイト

■市職員・育児休業代替任期付職員
人事課☎0834-22-8253

※詳しくは、募集案内を確認してください。募集案内や申込書は、市ホームページ・人事課・市役所情報閲覧コーナー・総合支所・支所に
あります。

■会計年度任用職員
人事課☎0834-22-8254

市職員募集
市の職員を新たに募集します。

問合せ

私は、地域住民の健康増進の手助

けをしようと思い、保健師として市役所

に入庁しました。

家庭訪問や、市政に対する理解を

深めてもらうため、市職員が直接皆さ

んに説明を行う出前トークなどを通

じ、地域の皆さんと関わることが多い

仕事です。家庭訪問を行った人の健康診断の結果が改善

している時などに、うれしさややりがいを感じています。

保健師は、地域の皆さんと近い位置で仕事をすることが

できる職種だと思います。地域に出て、地域の

皆さんの役に立ちたい、そう思っている人は、

ぜひ私と一緒に仕事をしましょう！

先輩職員に聞きました

健康づくり推進課
小林 広樹さん
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　毎年8月1日～翌年7月31日の医療保険と介護保険の自
己負担額を合計した金額が一定額を超えた場合に、超えた
額を支給します。
※ 医療保険・介護保険の自己負担額の、どちらかが0円の場
合は対象になりません。
※ 自己負担限度額を超える額が500円を超えない場合は、
支給対象になりません。

●合計できる範囲　同一世帯にいる、後期高齢者医療保険
の加入者全員の医療保険と介護保険の自己負担額（支給済
の高額療養費、高額介護サービス費を除く）
●計算期間　令和2年8月1日～令和3年7月31日
※ 申請が必要な人には、令和4年2月上旬から順次通知しま
す。令和3年7月31日時点に住んでいた自治体に申請して
ください。
※ 市町を越える転居をした場合や、他の医療保険から後期高
齢者医療保険に移った場合は通知が届かない場合があり
ます。以前の市町・保険に自己負担額証明書の交付を申請
し、添付してください。
※ 入院時の食費・居住費・差額ベッド代など、合算対象となら
ないものがあります。

所得区分 自己負担
限度額

  現役並み所得Ⅲ 
（住民税の課税所得が690万円以上） 212万円

  現役並み所得Ⅱ 
（住民税の課税所得が380万円以上） 141万円

  現役並み所得Ⅰ 
（住民税の課税所得が145万円以上） 67万円

  一般  
（現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、低所得Ⅰ・
Ⅱ以外の人）

56万円

  低所得Ⅱ 
（同じ世帯の全員が住民税非課税で
低所得Ⅰに該当しない人）

31万円

  低所得Ⅰ 
（同じ世帯の全員が住民税非課税で
世帯全員の所得が0円（年金の所得
は控除額を80万円として計算）の人）

19万円

問合せ　保険年金課☎0834-22-8311・県後期高齢者医療広域連合☎083-921-7113

会計年度任用職員

会計年度任用職員は、地方公務員法などが改正されたことにより、令和2
年4月から新たに制度化された職員です。4月から翌年3月末の1年間の期
間内で任用され、1月4日(火)から随時募集を開始します。
業務内容や労働条件など、詳しくは募集案内を確認してください。

●業務内容
 事務補助 …窓口対応や、パソコンを
使った入力作業、各種申請書の整理な
どの事務作業
 施設管理運営補助 …市内各種施設
の利用者への対応、施設内の設備管理
など
 保育士・幼稚園教諭・児童クラブなど …
市内各施設で、幼児や児童のお世話や
指導など

 医療に関する業務 …保健指導や相談、
診療所などでの対応など
 衛生に関する業務 …ごみの分別指導
や公園の巡視、市内各所での衛生管理
など
 教育に関する業務 …学校での児童の
世話、学校環境整備など
 福祉に関する業務 …福祉サービスや
支援に関する業務など

高額介護合算療養費

例）事務補助の場合

任用期間　1年間
勤務時間　週4日・8時30分～
17時15分（休憩1時間含む）
報酬　日額7,386円（年間190
万円程度。各種手当を含む）
休暇　年次有給休暇10日、各種
特別休暇
福利厚生　社会保険（10月から
共済組合加入予定）、厚生年金、
雇用保険
※ 報酬額などは、職種・勤務時間
により異なります。

後期高齢者医療保険に加入している人へ

※この他にも、さまざまな職種があります。
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問合せ／中央図書館☎0834-22-8689

電子図書館は、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、２４時間いつでもどこ
でも電子書籍を楽しむことができるサービスです。
また、文字の拡大や読み上げ、朗読や音を楽しめるものなど、電子書籍ならではの便利な

機能も楽しむことができます。利用するには事前に図書館での申し込みが必要です。

拡大できる！ 自宅で借りられる！

まずは

図書館で

事前登録
!

電子図書館ホームページを開く

ホームページ右
上の「ログイン」か
ら移動したページ
で、ＩＤとパスワー
ドを入力

返却期間が過ぎると、
自動的に本が返却さ
れます。
※読み終わった後、「返
す」ボタンで返却も
可能です。

電子図書館電子図書館
はじまりました！はじまりました！

鼓南・櫛浜
1月14日（金）・29日（土）
2月16日（水）
3月5日（土）・23日（水）

粭島小学校 10：00～10：30
鼓南小学校 10：40～11：30
大島自治会館 13：10～13：30
居守 14：00～14：30
櫛浜支所 14：50～15：30

久　米
1月15日（土）
2月1日（火）・18日（金）
3月8日（火）・25日（金）

田中公園 10：00～10：30
東福祉館 10：50～11：30
久米支所 13：10～14：20
ひばりヶ丘
県営住宅集会所 14：40～15：30

菊　川
1月18日（火）
2月2日（水）・19日（土）
3月9日（水）

四熊市民センター 10：00～10：30
菊川支所 10：50～11：40
西武井 13：20～14：10
小畑小学校 14：30～15：20

和田・向道
1月19日（水）
2月4日（金）・22日（火）
3月11日（金）

和田小学校 10：00～10：30
和田支所 10：50～11：30
大道理市民センター13：30～14：00
大向市民センター 14：30～15：00

新南陽・夜市
1月21日（金）
2月5日（土）・25日（金）
3月12日（土）

福川南小前 10：00～10：30
大神
ケアハウス新南陽 11：00～11：30
長田公園 13：30～14：00
夜市支所 14：30～15：00

戸　田
1月22日（土）
2月8日（火）・26日（土）
3月15日（火）

四郎谷 10：00～10：30
戸田支所 10：50～11：40
下戸田浴 13：20～13：40
桑原 13：50～14：20
戸田東公園 14：30～15：00

夜市・湯野
1月25日（火）
2月9日（水）
3月1日（火）・16日（水）

戸田駅前 10：00～10：50
柚木河内 11：10～11：30
湯野小学校 13：00～13：20
湯野支所 13：50～14：50
北古屋 15：00～15：30

都  濃
1月8日（土）・26日（水）
2月12日（土）
3月2日（水）・18日（金）

長穂支所 10：00～10：40
須々万支所 11：00～11：40
中須支所 13：20～14：00
須磨小学校 14：40～15：20

熊　毛
1月12日（水）・28日（金）
2月15日（火）
3月4日（金）・19日（土）

八代小学校 10：10～10：40
三丘市民センター 11：10～11：40
三丘小学校 13：00～13：30
大河内市民センター 14：00～14：30
サンウイング熊毛 14：40～15：20

大津島
1月21日（金）
2月25日（金）
3月12日（土）

馬島巡航待合所 11：30～12：00
刈尾巡航待合所 12：20～12：50

大津島地区は、
“やまびこ号Ｊｒ．（ジュニア）”

が巡回します。

令和4年

月1 3
図書館の本は、誰でも無料で借りることができます。気軽に利用してください。悪天候の場合は巡回を中止することがあります。

問合せ／中央図書館☎0834-22-8682

周南市電子図書館

読みたい本の「借りる」ボタンをクリック
して、本を読むことができます。
※インターネットに接続している状態で
のみ、読むことができます。
※Wi-Fi環境など、大容量のデータが利
用できる環境を準備してください。

他の人が借りて
いる場合は、「予
約」することがで
きます。
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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
水道料金などの収納代行業務
（コンビニ収納など）の委託が決定
　３月31日までの水道料金等収納代
行業務（コンビニ収納など）を、次の団
体に委託します。
委託業者　電算システム

使用料の種別　水道料金、下水道使用
料、農業集落排水施設使用料、漁業集
落排水施設使用料
問合せ　上下水道局料金課☎0834-
22-8656

お詫びして訂正します
市広報12月号19ページに掲載し

た、蜜蜂飼育届の提出の記事に誤りが
ありました。
農林課の電話番号は、正しくは

☎0834-22-8356です。
問合せ　農林課☎0834-22-8356

建設工事などの入札参加資格
審査申請（納税確認・中間年受付）
●納税確認
　現在、登録がある市内・準市内業者
は、市税の滞納の無いことの証明書の
提出が必要です。

●中間年受付
　未登録の事業者の、令和３・４年度建
設工事、測量・建設コンサルタント業務
などの入札（随意契約を含む）参加資格
審査申請を受け付けます。詳しくは、市
ホームページで確認してください。
●いずれも
申込み　2月1日（火）～28日（月）に、
必要書類を、郵送（消印有効）で、
〒745-8655岐山通1-1契約監理課
☎0834-22-8425

周南都市計画事業富田西部
第一土地区画整理事業・
事業計画変更（案）の縦覧
設計の概要を変更するため、事業計

画（案）を縦覧します。
日時　１月13日（木）～26日（水）8時
30分～17時15分（土・日曜日を含
む）
※土・日曜日は、休日・夜間受付に縦覧
希望の旨を申し出て下さい。

場所　市街地整備課
問合せ　市街地整備課☎0834-22-
8439

市有地の売払い（一般競争入札）
物件　①楠木2-128-2（206.60平方
メートル）②久米字高田1094 -7
（186.77平方メートル）③高水原2-35
（4,224.64平方メートル）
※場所など、詳しくは市ホームページ
で確認してください。

入札最低価格　①511万円②431万
円③1,850万円
入札日　2月22日（火）
申込み　1月4日（火）～2月1日（火）
に、施設マネジメント課・市ホームペー
ジで配布する申込書を、窓口・郵送（書
留で、必着）で、〒745‐8655
岐山通1‐1施設マネジメント課
☎0834-22-8281

国民健康保険料などの
納付額証明書を送付します
　所得税の確定申告などに使用する
ための、国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料・介護保険料の納付額証明
書（納付済通知書）を１月中旬に送付
します。

最新情報は
こちらから▶

2022.01

媒体数　▼軽自動車税（種別割）…
45,000部▼固定資産税…63,000部
▼市・県民税…33,000部
年間広告料（最低価格）　▼軽自動車税
（種別割）…45,000円▼固定資産税…
63,000円▼市・県民税…33,000円
※別途消費税がかかります。
※詳しくは、市ホームページで確認ま
たは問い合わせてください。

申込み　1月4日（火）～31日（月）まで
に、必要書類を、窓口・郵送で、〒745-
8655岐山通1-1課税課☎0834-
22-8271

お知らせ

納税通知書用封筒の有料広告

▲広告は封筒裏面に掲載されます。
詳しいサイズなどは、市ホームページ
を確認してください。
※写真は令和３年度の納税通知書
用封筒です。
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相　談

　送付までに必要な人は、問い合わせ
てください。
※窓口交付を希望する場合は、本人確
認書類（運転免許証、健康保険証な
ど）が必要です。また、代理人が請求す
る場合は、本人の委任状が必要です。
※証明書の納付額について、電話での
回答はできません。

問合せ　▼国民健康保険・後期高齢者
医療保険料について…収納課☎
0834-22-8277、介護保険料につい
て…高齢者支援課☎0834-22 -
8467

民生委員・児童委員の決定
担当地区と氏名　▼向道・長穂地区

（西山・木津・門前・下利・宮の原）…
賴
より

近
ちか

敏博さん☎0834-88-1141▼
和田地区（米光（平木・池広を除く））…
福原美佐子さん☎0834-67-2829
※自分の住む地区の民生委員・児童委
員については、問い合わせまたは市
ホームページを確認してください。

問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8465

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　1月16日（日）9時～10時（小
雨決行。悪天候の場合は、23日（日）に
延期）

●無料法律相談　弁護士や司法書士への、日常の法律に関わる相談
日時 場所 申込み 問合せ
1月12日（水）9時～12時 市役所共用会議室 1月4日（火）8時30分～

A
2月  9日（水）9時～12時 市役所共用会議室 2月1日（火）8時30分～

●行政相談　行政相談委員への、国などの仕事に関する苦情・要望相談
日時 場所 問合せ

1月

11日（火）9時～12時 コアプラザかの

B

13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛
12日（水）13時～15時 市役所共用会議室
13日（木）9時30分～11時30分 須々万市民センター別館
19日（水）9時～11時30分 菊川市民センター

13時～15時30分 夜市市民センター
25日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター
26日（水）9時30分～11時30分 櫛浜市民センター
27日（木）10時30分～12時30分

13時～15時 学び・交流プラザ

●人権擁護相談・心配ごと相談 人権擁護委員への、人権に関わる相談
日時 場所 問合せ

1月

11日（火）9時～12時 コアプラザかの C
13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛 D

12日（水）9時～12時 人権推進課 E
20日（木）9時～12時 新南陽総合福祉センター F
25日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター D

A生活安全課市民相談センター☎0834-22-8320　B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　C鹿野総合支所地域政策課☎0834-68-2331　D熊毛総
合支所地域政策課☎0833-92-0008　E人権推進課☎0834-22-
8456　F新南陽総合支所地域政策課☎0834-61-4215

※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
※ 1月11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

国民宿舎湯野荘の営業終了
民間譲渡に向けた準備などのため、

2月14日（月）で営業を終了します。
問合せ　観光交流課☎0834-22-
8372

子育て
小・中学校入学通知書の発送
令和4年度4月に市立小・中学校入

学予定者の入学通知書（はがき）を、
1月下旬に発送します。
2月になっても届かない場合は連絡

してください。
対象　▼小学校入学予定者（平成27
年4月2日～平成28年4月1日生ま
れ）▼中学校入学予定者（平成21年
4月2日～平成22年4月1日生まれ）
問合せ　学校教育課☎0834-22-
8543

令和４年度新入学生の
学用品費の支給
就学援助費のうち、「新入学児童生

徒学用品費等」を、入学前に受給する
ことができます。
対象　令和４年4月に小・中学校に入
学予定の子どもの保護者
※所得制限があります。
※就学援助費を受給中の人も、入学前
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前に、電話で、地域福祉課☎0834-
22-8462

募　集
地方卸売市場・水産物市場
運営審議会委員
地方卸売市場の運営について審議、

助言する委員を募集します。
対象　市内に在住する、応募時の年齢
が20歳以上で、市場事業に関心があ
り、昼間に行う年2回程度の会議に出
席できる人(市場取引関係者を除く)
定員　▼地方卸売市場…3人▼水産
物市場…2人
任期　令和４年４月1日～令和６年
３月３１日
申込み　１月28日(金)までに、住所・
氏名・生年月日・性別・電話番号・略歴・
希望の市場名・小論文(市場事業への
私の提言をテーマに、400字程度、様
式自由)を、窓口・郵送(必着)・Eメール
（ shijo@city.shunan.lg.jp）で、
農林課地方卸売市場〒745-0814

支給を希望する場合は申請が必要
です。

申込み　1月31日（月）までに、申請
書・振込金融機関の預金通帳・世帯全
員分の令和3年度所得証明書（令和３
年1月1日以降に市内に転入し、令和
３年度の就学援助が未申請の人のみ）
を、窓口で、学校教育課☎0834-22-
8543、総合出張所（総合支所地域政
策課）

相　談
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　1月22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

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
内容　売り上げ拡大・創業・事業承継
など、経営に関する相談
日時　1月19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
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

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
※認知症の診断を受けた人や専門医
を受診中の人を除きます。

日時・場所　▼1月14日（金）…新南
陽ふれあいセンター▼31日（月）…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　1月5日（水）～各日程の2日

　環境保全への思いやエピソードを川柳で募集し、441
作品の応募がありました。
　受賞作品が決定したので紹介します。
◆大賞…徒歩だから　増える会話と　減る脂肪

（ペンネーム：コダクさん）
◆金賞…脱炭素　子供に聞かれ　ググる父

（ペンネーム：ことまほさん）
◆銀賞…再利用　考えるより　それいるの （松尾さん）
◆銅賞…持ち歩く　エコの気持ちと　エコバッグ

（ペンネーム：ふっくんさん）
◆入選
・ツバメでも　巣の再利用　エコしてる （石村さん）
・母の調理　しっぽも骨も　無駄がない （曽田さん）
・テレワーク　効率重視で　エコワーク

（ペンネーム：TOMY-250さん）
・近場なら　お散歩がてら　お買い物

（ペンネーム：ねこたまごさん）

・ヨチヨチの　背なかでゆれる　マイボトル
（ペンネーム：ノンのママさん）

・あさがおの　みどりのカーテン　夏の涼
（ペンネーム：ひまわりさん）

・フードロス　減らすための　おかわりです （福田さん）
・マイボトル　パパは娘の　おさがりで

（ペンネーム：ミホサンさん）
・混んでるなぁ　渋滞横目に　チャリ快走！ （矢村さん）
・いつのまに　子どもが背伸びし　電気消す

（ペンネーム：ゆきちゃんさん）

おもしろエコ川柳結果発表

お知らせ

●受賞作品の展示
展示場所と期間　▼シビック交流センター…2月1日（火）
～28日（月）▼リサイクルプラザ「ペガサス」（エコフェスタ
会場内）…2月1日（火）～13日（日）
問合せ　▼エコ川柳について…環境政策課☎0834-
22-8324、▼エコフェスタについて…リサイクル推進課
☎0834-22-8303



広報しゅうなん  2022.124

鼓海1-324-18☎0834-25-0708、
水産課水産物市場〒745-0024晴海
町4-5☎0834-22-8660

自動販売機設置事業者の公募
４月から市の施設に自動販売機を
設置する事業者を募集します。
※設置場所など、詳しくは１月14日
（金）に市ホームページで公開します。
決定方法　市へ納入する取扱料率な
どで決定
申込み　1月14日（金）～2月9日（水）
17時までに、施設マネジメント課・市
ホームページで配布する様式を、窓口・
郵送（書留で、必着）で、〒745-8655
岐山通１-１施設マネジメント課
☎0834-22-8281

人権教育推進協議会委員
人権教育に関する市民からの幅広

い意見を取り入れるため、委員を募集
します。
対象　市内に在住する、応募時の年齢
が２０歳以上で、年２回程度開催の協
議会に出席できる人
任期　令和４年４月１日～令和６年３
月３１日
定員　５人　
選考　書類審査
申込み　１月１１日(火)～２月１４日
（月)に、申込書（住所・氏名・生年月日・
性別・電話番号・応募の動機・ボラン

ティア活動などの経歴が記載されてい
れば様式自由）・作文（１人ひとりの人
権が尊重されるまちづくりのための私
の提案をテーマに、８００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人権教育
課☎0834-22-8620・ 0834-
22-8814・ ed-jinken@city.shu
nan.lg.jp

自衛官などの採用試験
募集内容と対象　▼陸上自衛隊高等工
科学校生徒（一般）…15歳以上17歳未
満の男性▼自衛官候補生…18歳以上
33歳未満
※ 受付期間など、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

市医療公社の職員
●看護師…４人
対象　令和４年4月1日現在45歳未満
の、有資格者で、交替勤務ができる人
※長期勤続によるキャリア形成のた
め、若年者の応募とします。

●薬剤師…2人
対象　有資格者
●作業療法士…2人
対象　有資格者
●介護福祉士…2人
対象　有資格者で、交替勤務ができる人

●いずれも
※対象の有資格者には、令和４年４月
30日までに資格取得見込みの人を
含みます。

勤務場所　新南陽市民病院、介護老人
保健施設ゆめ風車 他
採用時期　4月1日
試験日　2月5日（土）
試験科目　専門試験（薬剤師のみ）、作
文試験、面接試験
選考　WEB面接
※WEB環境の準備が困難な場合は、
問い合わせてください。

申込み　1月4日（火）～17日（月）に、
必要書類を、持参・郵送（必着）で、〒
746-0017宮の前2-3-15新南陽市
民病院☎0834-61-2500
問合せ　病院管理室☎0834-61-
3092

講座・講演
整理収納きほんのき
日時　２月１５日（火）14時～15時
30分
場所　学び・交流プラザ
内容　整理収納技術に関する座学
定員　20人（受け付け順）
参加料　無料　
申込み　１月７日（金）10時から、住
所・氏名・電話番号を、窓口・電話で、学
び・交流プラザ☎0834-63-1188

野菜ソムリエに習う　冷凍とレンチンで
野菜をむだなく食べる技
対象　市内に在住する小学生とその
保護者
日時　2月27日（日）10時～11時
場所　環境館
内容　食品ロス、野菜の冷凍保存につ
いて、冷凍野菜と保存袋で調理体験
※試食はありません。持ち帰りとなり
ます。

講師　有吉明美さん（野菜ソムリエ上
級プロ）
定員　12組（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　子ども1人につき200円

相　談

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。
　都合が合わない人は、別の日でも予約を受け付けます。
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　相談日の１週間前までに、健康づくり推進課☎0834-22-8553、熊毛
総合支所市民福祉課☎0833-92-0013

日時 場所

2月
7日（月） 9：00～12：00、13：30～16：15 徳山

保健センター21日（月） 9：00～12：00、13：30～16：15
22日（火） 9：30～12：00 熊毛総合支所
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定員　30人（受け付け順）
●朗読カフェin図書館
日時　1月22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　1月26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

新南陽図書館の催し
●おはなし会
日時　1月8日（土）14時～14時30分
定員　親子4組（受け付け順）
●短歌会「花

か

芽
が

」
日時　1月14日（金）10時～12時
●あけぼの読書会
日時　1月21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

熊毛図書館の催し
●よみきかせの会
日時　1月8日（土）10時30分～11時
30分
場所　ゆめプラザ熊毛
参加料　無料
問合せ　熊毛図書館☎0833-92-
0179

持ち物　計量カップ、型抜き
申込み　2月12日（土）までに、参加者
全員の氏名・年齢・住所・電話番号を、
電話・Eメールで、環境館☎0834-61-
0302・ recycle@city.shunan.
lg.jp

催　し
再犯防止啓発パネル展
犯罪が繰り返されない、新たな被害

者を生まない、安全で安心して暮らせ
る社会を実現するための再犯防止推
進施策として、岩国刑務所の取り組み
を紹介します。
日時　1月7日（金）～20日（木）8時
30分～22時（20日（木）のみ12時
まで）
場所　シビック交流センター
内容　パネル展示、刑務所作業製品の
展示
問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8465

手作りベーコン工房
対象　3歳～小学生を含む家族
日時　2月6日（日）13時～16時
場所　大田原自然の家
内容　チップから手作りするベーコン
作り体験
定員　7家族（申し込み多数の場合

は、抽選）
参加料　1家族400円（消耗品、保険
料など）
※薫製用の肉は、各自で用意してくだ
さい。

持ち物　参加者に個別に郵送で連絡
申込み　1月24日（月）までに、住所・
参加する家族全員の氏名・年齢・電話
番号・参加動機を、郵送・ファクス・E
メールで、〒745-0511中須北3194
大田原自然の家☎・ 0834-89-
0461・ ootabara@ccsnet.
ne.jp

お米のわらで作るミニほうき
日時　1月30日（日）10時～11時30分
場所　環境館
内容　お米のわらでミニほうき作り
定員　10人（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　100円（材料費）
申込み　1月5日（水）10時～21日
（金）に、氏名・住所、電話番号を、電話
で、環境館☎0834-61-0302

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　1月8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　1月8日（土）13時～14時

　催し

　トラの特徴や、動物園で飼育している2頭のトラのこ
となど、トラについて分かりやすく紹介します。
日時　1月1日（祝）～2月27日（日）9時～16時30分
※火曜日休園
参加料　無料（別途、入園料が必要）
●臨時休園
園内設備のメンテナンスおよび飼育動物のケアな

どのため、臨時休園します。
期間　1月31日（月）～2月4日（金）
●いずれも
問合せ　徳山動物園☎0834-22-8640

●干支展「寅」～トラをまるっと知りタイガー！～

徳山動物園の催し

アムールトラのメス「ミルル」
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掲示板 各団体からの
お知らせ

周南掃除に学ぶ会
　毎月第４日曜日に、市内の公衆
トイレなどの掃除をします。●日
時／１月23日(日)７時～９時※当
日参加も可能です。●集合場所／
新地公園●持ち物／手袋・マスク・
長靴●申込み／電話・Eメールで、
周南掃除に学ぶ会中西さん☎
0834-68-2106・ nakanisi@
siren.ocn.ne.jp

インドアテニス大会
●日時／２月５日（土）９時～●場
所／学び・交流プラザ●種目／一
般男子ダブルス、一般女子ダブル
ス、ミックスダブルス●問合せ／河
村さん☎・ 0834-63-9331・
kawamura.koji.xhdly@showa
denko.com

秋月囲碁大会
●日時／2月6日（日）８時５０分～
15時３０分●場所／秋月市民セン
ター●定員／5０人（受け付け順）
●参加料／１，５００円※弁当・お茶
など用意します。●申込み／1月30日
（日）までに、枡田さん☎０８３４-２８-
１７５０

硬式テニス教室
●日時／２月20日（日）９時～15時
●場所／学び・交流プラザ●内容／
テニス初心者を対象とした教室※
当日の参加も受け付けます。●参加
料／大人200円・子ども100円●
持ち物／体育館で運動ができる靴・
服装●問合せ／新南陽テニスクラ
ブ田中さん☎0834-64-2647

市スキー教室
　スキーインストラクターと一緒に
スキーを楽しく学べる教室です。●
日時／２月６日（日）９時３０分～
12時●場所／女鹿平温泉スキー場
（広島県）●定員／40人（受け付け
順）●参加料／無料（食事代別、リフ

ト券、用具レンタルの場合は別途経
費が必要）●持ち物／スキー用品、
マスク●申込期限／２月３日（木）
※詳しくは、市スキー連盟ホーム
ページを確認してください。●問合
せ／市体育協会☎0834-28 -
8311、市スキー連盟山下さん☎
090-4803-2099

介護実務者養成科の
職業訓練生を募集
　介護とパソコンの資格が原則無料
で取得できます。一定の要件を満た
せば雇用保険の各種手当や給付金
の受給が可能です。●問合せ／ハ
ローワーク徳山☎0834-31-1950

刑務作業製品展示即売会
　全国の矯正施設に収容されてい
る被収容者が、社会復帰をめざして
作成した木工・金属・洋裁・革製品
などを展示・即売します。●日時／
１月13日（木）11時～16時、14日
（金）9時～16時、15日（土）9時～
15時●場所／道の駅ソレーネ周南
●問合せ／矯正協会☎0827-44-
0018

やまぐち農業新規就業ガイダンス
●日時／１月26日（水）13時～16
時●場所／県立農業大学校●内
容／農業を始めたい人やＵＪＩター
ンを希望する人向けの相談会※オ
ンライン相談会を同時開催します。
●参加料／無料●申込み／ホーム
ページより事前申し込み●問合
せ／やまぐち農林振興公社☎
083-902-6696

女性行政書士による
「女性のための無料相談会」
　夫婦間・親子間の悩み事や、
ＤＶ・セクハラ、女性の起業など、日
常生活のさまざまな相談に応じま
す。秘密は厳守します。●日時／1月
22日（土）10時~16時●場所／徳
山駅前賑わい交流施設●問合せ／
県行政書士会☎083-924-5059

県最低賃金の改正
　改正後の金額は、１時間８５７円
です。●問合せ／山口労働局☎
083-995-0372、徳山労働基準
監督署☎0834-21-1788、下松
労働基準監督署（熊毛地域）☎
0833-41-1780

暮らしとこころの合同相談会
●日時／２月４日（金）13時30分
～15時30分（予約制）●場所／県
周南総合庁舎●内容と対応者／▼
日常生活上の法的問題…県弁護士
会▼住居・生活費など…社会福祉
協議会▼就労・職業訓練など…ハ
ローワーク徳山▼こころの健康相
談…周南健康福祉センター●申込
期限／１月24日（月）●問合せ／
県周南健康福祉センター☎0834-
33-6424

不妊専門相談会
　不妊・不育に関する相談を、産婦
人科医師や臨床心理士が受け付け
ます。●日時／１月21日（金）15時
～17時●場所／県周南健康福祉
センター●相談料／無料●申込期
限／１月14日（金）●問合せ／県
周南健康福祉センター☎0834-
33-6425

ねんきん・労働無料相談会
●日時／1月20日(木)10時～12時
●場所／シビック交流センター
●持ち物／年金手帳・年金証書・印
鑑（認印）・職歴のメモなど●問合
せ／県社会保険労務士会徳山支部
（川戸事務所）☎0834-21-7866

子育て女性等の
再就職準備セミナー
　子育て女性などの再就職を応援
します。●日時／1月25日(火)10
時～12時●場所／徳山公共職業
安定所●受講料／無料●定員／
15人程度●申込み／１月18日
（火）までに、ハローワーク徳山☎
0834-31-1950

◎ 掲示板への掲載記事を随時募集しています。掲載したい月の２ヶ月前の25日（土・
日曜日、祝日の場合はその前日）が締め切りです。
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【人口】139,620人（前月比 －166人）

［男］67,872人（前月比 －124人）
［女］71,748人（前月比 －42人）
●出生80人 ●死亡198人
●転入246人 ●転出294人

【世帯】68,164世帯（前月比 －74世帯）

人のうごき（11月30日現在）

2件（令和3年の累計41件）
火災件数（11月の発生件数）

市政情報番組   周南市市政だより
【1月の放送】
1月前半（15日まで）：市長新春インタビュー
1月後半（16日から）：開港100周年！　
私たちの暮らしを支える徳山下松港
　前半は市が進めるまちづくりについて、
後半は今年の2月に開港100周年を迎え
る徳山下松港についての紹介です。
【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

電子版広報は
コチラ

　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

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

　○○図書館はインターネット
を使ってスマホなどで手軽に図
書館の本が楽しめるサービスで
す。
①電子　②移動　③出前

応募方法　1月25日（火）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　②母推さん
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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

広
報
し
ゅ
う
な
ん
　
編
集
／
周
南
市
広
報
戦
略
課
　
〒
745-86

55 周
南
市
岐
山
通
1-1　

☎
0834-22-8232　

　
　
　

0834-22-8224　
http

://w
w
w
.city.shunan.lg.jp

　
 info

@
city.shunan.lg.jp

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (DIC567)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Y?DIC567)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


