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港は宝徳山下松港
開港100周年
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ここから、こころつながる。周南市広報

表紙の絵は、周南あけぼの園アトリエnonの徳原 望さんの「周南・下松笠戸島と光市虹ケ浜海水浴場の工場たち」という作品です。
国際ソロプチミスト徳山から、徳山下松港開港100周年記念事業に対し寄贈されました。

のん
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　徳山湾は大島半島や大津島、黒髪島など多くの島々に囲
まれており、湾内は一年中おおむね平穏です。開港当時から、
大型船舶が自由に出入りし停泊することができる広さや水
深を備えており、瀬戸内海随一の良港といわれていました。

　明治30年に山陽鉄道が広島から徳山まで延長され、徳山
駅が開業します。九州までの鉄道の連絡として徳山と門司を
結ぶ航路が発達するとともに、山陽鉄道の終着駅となった徳
山は、旅客貨物の集中点とな
り、まちは活気にあふれます。
　しかし、明治34年に山陽鉄
道が下関まで全通すると、船
の往来は減り、まちの活気も失
われていきました。
　

　そうした中、海軍が煉
れん

炭工場用地を探していることを知っ
た徳山町は熱心な誘致活動を行い、明治37年に海軍煉

れん

炭

製造所の誘致に成功し
ます。
　まちは活気を取り戻
し、大正4年に神戸の鈴
木商店が亜鉛製錬所を、
大正5年には大阪の岩
井商店が大阪鐵

てっぱん

板製造
徳山分工場（のちの日新製鋼）建設を始め、大正7年に日本
曹
そう

達
だ

工業（現在のトクヤマ）が創業し工場が完成しました。海
軍に加え、これらの民間工場が操業を始め、徳山は工業都市
へと変貌していきました。

　第一次世界大戦が始まる
と、軍艦の燃料は煉

れん

炭から重
油に転換していきます。海軍煉

れん

炭製造所も、外国から原油を
輸入し重油の精製に次第に
移行し、大正10年には海軍
燃料廠

しょう

と改組拡張しました。

　当時の徳山港には税関がなく、輸入の際は門司で数日掛
けて手続きをした後、徳山で陸揚げする必要があり、産業発

　徳山下松港は、大正11年2月10日に徳山港として開港
し、令和4年に100周年を迎えます。長い歴史の中で、多く
の企業が周南地域に進出し、徳山下松港はコンビナート企
業を支える工業港として重要な役割を果たしてきました。
　徳山下松港発展の歴史は、周南地域発展の歴史でもあり、
現在も、私たちの仕事や暮らしを支え、守り続けています。

徳山
下松
港港
湾区
域（
14
,98
5ヘ
クタ
ール
）

徳山
下松
港港
湾区
域（
14
,98
5ヘ
クタ
ール
）

東浜崎港の石灯台東浜崎港の石灯台
（晴海親水公園内に移設）（晴海親水公園内に移設）

徳山地区

新南陽地区

下松地区

光地区

仙島

黒髪島

笠戸島

大津島

天然の良港の存在POINT1

山陽鉄道の延伸による栄枯盛衰POINT2

海軍煉
れん

炭製造所の誘致と企業の進出POINT3

海軍燃料廠
しょう

への改組拡張POINT4

民間による徳山港の開港POINT5

東浜崎港（周南市美術博物館提供）

海軍煉炭製造所（周南市美術博物館提供）

海軍燃料廠（出典：「目でみる徳山の
歴史」改訂版出版実行委員会）

徳山下松港と周南地域の発展の歴史

���������	
�����

徳山下松港
開港100周年

徳山駅徳山駅 旧海軍燃料廠跡地旧海軍燃料廠跡地
（現在の出光興産）（現在の出光興産）

大正11年　徳山港として開港
昭和23年　下松港を編入し、徳山下松港として開港
昭和41年　徳山下松港に光港を編入

大島半島
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展の妨げとなっていました。徳山町は、大正5年に開港に関
する請願書を国へ提出し、同じ頃、民間でも開港を進める運
動が始まっていました。何度も請願を繰り返す中、大正11年
2月10日に、徳山港の開港が決定します。
　町財政の状況
から、民間の会社
が税関用地を造
成し、町に寄付す
るという形で、徳
山港が開港しま
した。

問合せ　商工振興課☎0834-22-8373

2月10日 徳山港開港日記念行事
3～10月  「みなとカード」交流イベント
4～12月 徳山下松港開港100年展（3市巡回）
7月18日 徳山下松港開港100周年記念式典
8月 船舶入港（大成丸・大島丸）、吹奏楽コンサート（大洗高校マーチングバンド部）
9～11月 小学生社会見学事業
11月上旬 帆船日本丸・海王丸同時寄港イベント
2～12月 企業や団体などによる協賛事業・冠付き事業

徳山下松港開港100周年記念
▶詳しくは、特設ホームページへ

（旧）門司税関徳山支署(昭和10年)
（出典：「目でみる徳山の歴史」改訂版出版実行委員会）

　徳山下松港は、新南陽・徳山・下松・光の４地区に分かれて
おり、各地区には日本を代表する大企業の工場などが立地
しています。基礎素材型産業(※1)が集積していることが大き
な特徴で、日本のものづくりの素材供給拠点として重要な
役割を担っています。

　取り扱い貨物は、塩・石炭・石灰石などの鉱産品と、セメン
ト・化学薬品などの化学工業品が全体の約85%を占めてお
り、工業港としての姿を強く反映するとともに、近年ではコ
ンテナ貨物が増加傾向にあり、韓国・中国・東南アジアなど
の国際定期航路も数多く就航しています。

私たちの暮らしを支える港

※1　基礎素材型産業…化学、石油・石炭、鉄鋼・非鉄金属など各種産業の基礎素材を製造する製造業
※2　移出・移入…物資を国内の他の地域へ送り出したり、他の地域から移し入れること

■全国第１位の取扱品目 （令和元年度） ■県内第1位の取扱量 （令和元年度）
●港湾取扱貨物量・・・・・・・約5,079万トン
●入港船舶（総トン数）・・約4,027万トン

●原塩・・・輸入量 約250万トン
●石炭・・・移出量(※2) 約346万トン

●石灰石・・・・・移入量(※2) 約693万トン
●化学薬品・・移出量 約371万トン

原塩輸入量
全国第1位

徳山
下松港
43.0％

茨城県
19.2％

神奈川県
8.4％

千葉県
6.0％

岡山県
5.9％

その他
17.6％

港湾
取扱貨物量
県内第1位

徳山
下松港
43.9％

宇部港
27.1％

岩国港
13.1％

三田尻中関港
4.5％

下関港 3.9％

小野田港 3.1％ 地方港湾
4.5％

POINT6 出光興産の進出による
石油コンビナート形成

イベント開催予定

　海軍の石油精製の主力燃料廠
しょう

となっていた海軍燃料廠
しょう

で
すが、昭和20年5月と7月の空襲で約35%を破壊され、終戦
後、製油所は閉鎖されます。一方、出光興産は、終戦後間もな
く大浦・大迫田の貯油タンクの底油回収作業を開始します。
　その後、燃料廠

しょう

跡地が連合国軍から日本政府に返還され、
出光興産が払い下げを受けると、昭和32年に操業を開始。
この進出を機に、相次いで石油化学工場が建設され、パイプ
ラインで原料が各社に送られ、広域的な石油化学コンビ
ナートが形成されていきました。これにより、港の機能も強
化され、昭和40年に特定重要港湾指定を受け、平成23年に
は国際拠点港湾に位置付けられ、国際バルク戦略港湾に選
定されるなど、国際海上輸送の拠点として日本を代表する
港湾へと発展を遂げてきました。

平成22年の日本丸・海王丸同時寄港の様子

　開港100周年を祝うとともに、港や海への関心を高めてもらうため、国・県・
周南市・下松市・光市・港湾関係団体などで構成する、徳山下松港開港100周年
記念事業実行委員会による各種イベントを予定しています。
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※ 1月18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。
※ 新型コロナウイルスワク
チンとそれ以外のワクチ
ンは、原則、同時接種が
できません。片方のワク
チン接種から２週間後に
接種できます。複数のワクチン接種を検討している人
は、注意してください。

●令和3年7月末までに2回目を接種した人
※ 接種券は、2回目接種を完了して約7カ月経過した人
に送付します。令和3年7月までに2回目を接種した人
で接種券が住所地に届いていない場合は、市ワクチン
接種相談センターへ連絡してください。

希望者は、指定の医療機関で接種が可能です。詳しく
は、市ワクチン接種予約センターへ電話してください。

国の方針により、2回目接種完了から7カ月以上
経過した65歳以上の人は、3回目接種を行うこと
ができます。詳しくは、市ワクチン接種予約セン
ターまで問い合わせてください。
※ 接種の前倒し期間は、今後変更になる場合があ
ります。
●集団接種会場が追加になります
対象　3回目接種の接種券が届いた人
期日　2月12日（土）・13日（日）・26日（土）・27日（日）
場所　周南総合庁舎
予約方法　市ワクチン接種予約センターに電話
※ 接種場所の指定がない人は、ホームページでも
受け付けています。

ファミリーサポートセンターは、地域で子育ての援助
を受けたい人と応援したい人がそれぞれ会員となって
助け合う場です。

子育てサポーターとして活動してみませんか？
子育ては家庭だけでなく、地域でもサポートする時代

です。子育て中の保護者や子どもたちが笑顔になれるよ
う、ぜひ活動に協力してください。
●「ファミサポCafé」～ファミサポってなあに？～
日時　2月15日(火)10時～（要予約）
場所　子育て交流センター「ぞうさんの家」
活動紹介・入会説明会を開催します。実際に活動して

いる提供会員さんから、直接話を聞くことができます。

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(電話かＷＥＢ)/
　変更・キャンセル（電話のみ）  
　市ワクチン接種予約センター
　☎0834-32-0

ゼロコロナ
567

市ファミリーサポートセンター
（子育て交流センター「ぞうさんの家」内）
☎0834-32-8191
（受付時間／平日8時30分～17時15分）

●3回目接種について、詳しくは
周南市　新型コロナワクチン接種特設サイト

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

2月に接種券2月に接種券がが届く人届く人

1・2回目の接種をしていない人へ1・2回目の接種をしていない人へ

3回目接種を前倒しします！

問合せ

みらいを育てる・みんなで育てる～子どもは地域の宝物～
ファミリーサポートセンター（子育て援助活動支援事業）

依頼会員

提供会員

「実家が遠くて…
　近くに頼れる人がいれば…」
「ちょっと息抜きがしたいな」
「保育園の送り迎えをお願いしたい」

「子どもが大好き！
　子どもと関わる活動がしたい」
「子育ての経験を生かしたい」
「空いた時間で役に立ちたい」

…０歳～小学６年生までの子どもの保護者

…自宅での預かりや送迎など、一時的に子育ての手伝いをしたい人

問
合
せ

か？

提供会員募集中！！



問合せ　課税課☎0834-22-8271
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風しんワクチン予防接種の実費を
一部助成
対象　妊娠を希望する人やその家族で、抗体
価が低い人
※詳しくは、市ホームページを確認してください。

軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現在
の所有者に課税されます。廃車・売却・譲渡な
どの後、届け出をしていない人は、令和4年
度の軽自動車税（種別割）が引き続き課税さ
れますので、3月末までに手続きをしてくだ
さい。

●市外に転出する
● 所有者が亡くなっている
●ナンバープレートを紛失または盗難

乗用装置がある農耕作業用自動車は、道路の走行の有無に
関わらず課税対象です。ナンバープレート（緑色の標識）の交付
を受けていない車両を所有している人は、申告が必要です。
対象車　乗用装置のある最高速度が時速35キロ未満のトラク
ター・コンバインなど（田植え機や乗用装置が無い手押しタイプ
のものは除く）、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
申告場所　課税課、総合支所市民福祉課
税額（年額）　2,000円
持ち物　農耕作業用自動車の種別・車名・車台番号などが確認
できるもの・本人確認書類（運転免許証など）

未登録の農耕作業用自動車（トラクター
やコンバインなど）を持っていませんか？

唾液のしぶきなどからでも他の人に
感染する、感染力が強い病気です。妊娠
早期の女性が感染すると、胎児もウイル
スに感染し、心臓病・白内障・聴力障が
い・精神発達遅滞などのある子どもが生
まれる可能性があります。
感染しても無症状・軽症のことが多い

のですが、無症状でも他人を感染させる
ことがあるため、社会全体が免疫を持
つことが重要です。

対象　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日に生まれた男性
期限　3月31日まで
費用　無料
※ 全国の受託医療機関で予防接種を実施します。
　検査日または接種日を予約してください。
※ 市が送付したクーポン券が必要です。
　無い場合は連絡してください。

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

風しんの抗体検査と
第5期定期接種

軽自動車軽自動車ややバイクバイクなどのなどの廃車廃車やや名義変更名義変更

風しんの感染拡大防止のため、公的
な予防接種を受ける機会のなかった
世代の男性を対象に実施しています。

周南市　風しんの抗体検査

周南市　風しん　助成

●原動機付自転車（125cc以下）
●小型特殊自動車（農耕用など）

課税課☎0834-22-8271
新南陽総合支所市民福祉課☎0834-61-4103
熊毛総合支所市民福祉課☎0833-92-0011
鹿野総合支所市民福祉課☎0834-68-2333

● 軽二輪（125ccを超え250cc以下のバイク）
● 二輪の小型自動車（250ccを超えるバイク）

山口運輸支局（山口市）☎050-5540-2073

●四輪軽自動車（660cc以下）

軽自動車検査協会山口事務所（山口市）☎050-3816-3085

原動機付自転車・バイク・軽自動車などの手続き場所

● 風しんとは ● 

次の場合は手続きが必要です



問合せ　住宅課☎0834-22-8282　周南公営住宅管理協会☎0834-21-0700

市営住宅の入居者を募集します

※〇印の住宅は、単身者でも申し込みができます。

■ 一般世帯向け住宅
住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）

〇 高田 久米1088-1 1 8,300～16,300
〇 高尾 徳山10757 2 24,100～60,500
金剛山 徳山8396-1 2 19,900～40,400
西卯の手 住吉町3-7 1 19,400～37,100
栗坪第1 北山1-4-5 1 28,100～52,200
桜木 桜木3-1-15 1 28,400～55,900
周南第1 瀬戸見町12-1 1 31,300～61,500

〇 周南第2 扇町2 1 8,700～14,600
〇 周南第3 瀬戸見町10、1 3 10,400～24,300
〇 周南第4 城ヶ丘3-10 3 13,400～32,200
角の口 大神3-12-50 2 17,000～33,400
西桝 西桝町4-2 1 17,300～34,100
第2勝間 呼坂1170-1 1 17,300～34,000

■ 高齢者世帯向け住宅
住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）

〇 周南第1 瀬戸見町12-2 1 24,700～48,600
〇 西桝 西桝町4-3 1 17,000～33,500

■ 若年単身世帯対象募集住宅
住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）

〇 卯の手 原宿町7 1 13,900～26,800

■ 子育て世帯対象募集住宅
小学校区 住宅名 所在地 戸数 家賃（月額）
桜木 桜木 桜木3-1-15 1 28,400～55,900
周陽 周南第1 瀬戸見町12-2 1 31,600～62,000
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市民参画の取り組み
市民参画は、市が行う施策に市民の意見などを反映させるた

め、その企画立案、実施、評価などに市民が主体的に参画する取
り組みです。さまざまな方法
により市民の意見を聞き、施
策に反映するよう努めてい
ます。
毎年、市民参画推進審議

会から市民参画の実施状況
の評価を受けることで、さら
なる推進につなげています。

市民参画の適正な運用や市民参画を推進するう
えで必要な事項を審議する委員を募集します。
対象　市内に在住する、平成16年４月１日以前に
生まれ、年に３回程度開催する会議に出席できる人
（任期中、５つ以上他の委員を兼務することが明ら
かな人を除く）
任期　7月1日～令和6年6月30日
定員・選考　３人程度、小論文・面接
申込み　３月１日（火）までに、市ホームページ、市
民の声を聞く課で配布する応募用紙・小論文（市民
参画における市民と行政の役割について、400字
程度、様式自由）を、窓口・郵送（必着）・ファクス・Ｅ
メールで、〒745-8655岐山通１-１市民の声を聞
く課☎0834-22-8808・ 0834-22-8243・
koekiku@city.shunan.lg.jp

入居資格　次の全てに該当する人▼同居または
同居しようとする親族がいる▼入居しようとする
全員の総所得の月割額が、一定の基準内▽一般世
帯…15万8,000円以下▽高齢者・障害者・小学
校就学前の子どもと同居の世帯など…21万
4,000円以下▼市町村税を滞納していない▼暴
力団員ではない▼住宅に困っていることが明らか
※若年単身向け住宅は、上記の入居資格に加え、
一定の要件を満たす18歳以上60歳未満の人
が対象です。　
※家賃に駐車場使用料は含まれていないため、
別途必要な住宅もあります。
※家賃は毎年変更します。
入居時期　4月中旬以降（予定）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴うガス
給湯器の納品遅延により、入居までに日数がか
かる場合があります。　　
抽選日時　3月8日（火）10時～
申込み 住宅課・総合支所へ申込書を提出、また
は申込書添付の封筒で郵送
※申込書は住宅課・総合支所で配布しています。
申込期限　2月28日（月）（消印有効）

周南市市民参画推進審議会　募集周南市　
市民参画実施状況

◀令和３年12月に、市民参画推進審議会
から評価結果が報告されました。

・パブリックコメント
・市民説明会
・ワークショップ
・審議会　　　など

市の機関

市 民③意見に
ついての
検討

④公表

②意見 ①参加

市民参画
■ 市民参画の流れ

問合せ　市民の声を聞く課☎0834-22-8808

市民参画推進審議会の委員を募集



2022.2  広報しゅうなん 7

ろう者にとって手話は大切な言
語です。手話通訳のあるテレビ画面を見る機会も増
え、ろう者への理解が広がってきたと感じている人も
多いのではないでしょうか。手話で会話している様子
を目にする機会はまだ少ないかもしれませんが、ぜ
ひ、このコーナーで紹介した簡単な手話で、ろう者とつ
ながりましょう。ちょっとの勇気があれば大丈夫です!

手話 の世界へようこそ! 

●防犯灯を蛍光灯からＬＥＤに交換
●ゴミ収集場所のネットを
　ごみボックスに
通学路に置かれた生ごみ目当て

にカラスが集まるため、ごみ散乱防
止や通学時の児童生徒の安全対策
としてボックスを設置しました。

▲新たに設置されたごみボックス

●青空公園の清掃奉仕活動
自治会員の高齢化が進んできて

いるため、地区のコミュニティや中
学校と連携し、毎月１回第１土曜日
に実施しています。自治会連合会と
の連携により、自治会だけでは難し
いことにも対応し、活動を継続する
ことができます。

▲青空公園での清掃の様子

●啓発看板の設置
ポイ捨てが

多い場所に啓
発看板を設置
しています。看
板を設置した
ことで、ポイ捨
てが激減しま
した。

問合せ／リサイクル推進課☎0834-22-8303
熊毛総合支所市民福祉課☎0833-92-0036

玖西環境衛生組合は、昭和41年に当時の熊毛町・
周東町・玖珂町の生活環境保全と公衆衛生の向上を
図るため、し尿および浄化槽汚泥処理のための一部
事務組合として設立されました。
本市のし尿処理一元化に向けた取り組みとして、

熊毛地域のし尿および浄
化槽汚泥を徳山中央浄化
センターで受け入れること
としたため、3月31日で、
玖西環境衛生組合は解散
します。
●利用者の皆さんへ
し尿くみ取りの定期収集化など、制度の変更が生

じます。なお、収集は、これまで通りトキワ衛生社
（☎0827-82-2266）が行います。
《し尿処理券の返還について》

未使用のものは、熊毛総合支所市民福祉課・八代
支所で4月1日から返還手続きを受け付けます。通帳
など、口座が確認できるものを持って来てください。

玖
く

西
せい

環境衛生組合の解散

問合せ╱障害者支援課☎0834-22-8387
0834-22-8464

右手指先を少し曲げて左胸に当て、そのままの形で右胸に
移動します。表情で意味が変わります。相手を心配する表情
なら「大丈夫?(できる?)」、自分が元気な様子で表現すると
「大丈夫!(できる!)」になります。

「大丈夫（できる）」今月の手話

中央地区自治会連合会では、地域の皆さんが
安全で快適に暮らせるまちをめざし、次のような活動を行っています。

問合せ　地域づくり推進課☎0834-22-8412

中央地区自治会連合会

▲組合の汚泥再生処理施設
　「真水苑（しんすいえん）」

コロナ禍で、行事が中止になって
いますが、できることから取り組み
を進めています。



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。

 2月 当番医 電話番号
6日（日）ふじわら医院（大河内）0833-91-7100
11日（祝）松永医院（夢ヶ丘） 0833-91-3006
13日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303
20日（日）松本医院（大江） 0833-91-6020
27日（日）ふじわら医院（大河内）0833-91-7100

 3月 当番医 電話番号
6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

広報しゅうなん  2022.28

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。

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。
日時 場所
3月 9日（水）10：00～11：00コアプラザかの

14日（月） 9：30～11：00 学び・交流プラザ
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
コアプラザかのに電話

日時 場所
3月 3日（木）12：50～13：20 ゆめプラザ熊毛

10日（木）12：30～13：30 徳山保健センター
17日（木）12：40～13：30 学び・交流プラザ
24日（木）12：30～13：30 徳山保健センター
31日（木）12：40～13：30 学び・交流プラザ

持ち物　健康診査票、少量の尿、母子健康手帳

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　3月2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　2月21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
3月 7日（月） 9：00～12：00

13：30～16：15 徳山
保健センター22日（火） 9：00～12：00

13：30～16：15
23日（水） 9：30～12：00 熊毛総合支所

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀



問合せ　シティプロモーション課☎0834-22-8238
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問合せ　あんしん子育て室☎0834-22-8550

市では、子どもの野菜摂
取量を増やすことを目的
に、野菜メニューコンクール
を開催しています。令和3年
度の開催では、小学6年生
798人が参加し、優秀賞
20作品、優良賞20作品を
決定しました。朝食メニューやデザートメニュー、よくかん
で食べられるメニューがそろっています。子どもたちの考
案したメニューを家庭でも作ってみませんか。

入賞者とアイデアあふれる優秀賞作品のレ
シピを、市ホームページで公開しています。
令和３年度　野菜メニューコンクール

ふるさと周南応援寄附金
を活用してさまざまな事
業が行われています。

周南市　ふるさと納税の使い道

■コンクール審査、賞の提供、入賞作品の普及・啓発の協
力企業・団体／生活協同組合コープやまぐち、山口県東部
ヤクルト販売株式会社、株式会社丸久、山口県農業協同組
合、株式会社イズミ、山口県漁業協同組合周南統括支店、
株式会社シマヤ、フジ新南陽店、道の駅ソレーネ周南、大
塚製薬株式会社、徳山歯科医師会、周南市食生活改善推進
協議会、周南市母子保健推進協議会

第15回

令和２年度
ふるさと納税
の報告

ふるさと納税とは、生
まれ育った故郷や応援し
たい自治体に寄付ができ
る制度です。市では、寄付
金を基金に積み立て、高
齢者や子どもに関する事
業など、寄付者の意向に
沿った事業に役立ててい
ます。
令和2年度は2,029

件、1億712万3,892円
の寄付がありました。ま
た、令和元年度までに受
け付けた寄付のうち1億
7,294万7,434円を活
用しました。

使い道 活用額（円） 受付額（円）
徳山動物園の魅力アップに関する事業（ぞうさん基金へ積立） 4,053,200 3,833,200
人間魚雷「回天」の歴史を伝承する事業 2,000,000 3,545,000
特別天然記念物「ナベヅル」の保護に関する事業 3,000,000 1,723,000
花と緑あふれるまちづくりに関する事業 1,641,000 1,397,000
次代を担う子どもたちを育む事業（子ども基金へ積立） 20,015,234 19,619,234
高齢者の安心な暮らしを守る事業 6,444,000 4,971,000
地球温暖化の防止に関する事業 1,410,000 1,301,000
市民や地域団体、NPOなどの主体的な地域づくりを支援する事業 975,000 333,000
芸術や文化の振興に関する事業 1,475,000 1,122,000
国際交流の発展に関する事業 0（※） 258,000
奨学金の貸付に関する事業（奨学金基金へ積立） 18,381,000 18,145,000
その他目的を達成するために市長が必要と認める事業 6,596,000 29,480,458
例）新型コロナウイルス対策費
　　小中学校教材教具費（教材・備品・図書など）

1,130,000
5,100,000

市長におまかせ 106,957,000 21,396,000
例）母子保健ブックスタート事業
　　公園や街路樹の維持管理

700,000
7,000,000

合　計 172,947,434 107,123,892
※新型	コロナウイルスの影響で姉妹都市派遣事業が中止となり、翌年度以降へ持ち越しとなりました。

寄付金を活用
した事業例

猪熊弦一郎展	いのくまさん 水素学習室での講習会

野菜メニューコンクール
受賞作品紹介



からも、絵を描き続
けていきたいと思い
ます」88歳になる秋
本さんの笑顔から
は、絵に対する深い
愛情を感じることが
できました。

すまいる
周南市で

活躍してい
る人を

紹介します

色鉛筆が
描き出す物語

ねんりんピック2021美術展 日本画の部金賞受賞者

「主人の仕事が終わるのをじっと待っているネコの姿
だったり、息を切らせて父親を迎える子どもの笑顔だった
り、絵の中には物語があると感じます」と、楽しそうに絵の
ことを語るのは、ねんりんピック2021美術展日本画の部
で金賞を受賞した、秋本町子さんです。
「子どもの頃から絵を描くことが好きで、20年前から
は、仕事をしながら鉛筆画を始めました。平成22年に、県
立美術館で画家の吉村芳生さんが描いた作品を見てとて
も感動し、自分でも描いてみたくなって、色鉛筆画を始めま
した」と語る秋本さんは、市外からの依頼も含め、100点
以上の絵を無償で描いてきました。
「腕で鉛筆が擦れないように気を付けたり、日を置くと
絵の色味が変わるので仕上げに大変な時間をかけたり、

気にしなければならないことも多いのですが、絵を描かな
いと寂しい気持ちになります。絵を止めようと思ったこと
もありましたが、10日もしないうちにまた描き始めていま
した」と、まさに絵が生活の一部になっている秋本さん。
「絵を受け取ってくれた人が喜んでくれることが、自分の喜
びにもなります。これ

問合せ
徳山動物園☎0834-22-8640

秋
あき

本
もと

　町
まち

子
こ

さん

▲ねんりんピック２０２１　美術展日本画の部
　金賞受賞作「和

なごみ
」

ART GUIDE
アートスポットガイド in 周南

※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／３月６日（日）まで

郷土美術資料館・尾崎正章記念館☎0834-62-3119

「自画像展」にあわせて、林忠彦記念室で
「日本の画家」を、歴史展示室で関連資料
を展示しています。

⃝自身への眼差し―自画像展
　▼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	

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〜）

●「まどさんについてのおはなし会」
　▼日時／２月２７日（日）14:00〜　▼講師／井坂洋子さん（詩人）
　▼定員／50人（事前申し込み制）　▼入場料／無料
　※まど・みちおさんの命日（2月28日）が休館日のため、前日の27日を観覧無料にします。

▼期間／２月20日（日）まで

※自画像展を鑑賞した人は、常設展も無料です。

広報しゅうなん  2022.210

　ヨウムはイ
ンコの仲間で、
とても賢い動
物です。ごはん
が欲しいとき
に、「ちょーだ
い」とおしゃべ
りすることが
できます。

　写真は名前を呼ばれて、元気に
「ハイッ！」と脚を上げて返事している
ところです。

ハイ！
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先日の夜、不思議な夢を見ました。
場所はどことなく記憶のある農家の縁

側、そこに人だかりができていました。若い夫婦、法被姿
の職人、隠居に女将、商家の旦那、なぜか漁師やスマホを
さわっている女子高生もいて、縁側に広げられた大きな
紙を指差して何やらワイワイ語り合っていました。

　上から覗くと、周南市の地図でした。道や通りが鮮やか
に色分けされ、色ごとに名前を付ける相談をしていると
ころだったのです。
　冬の日だまりが黄金色の斜光になる
ころ、やっと人々は引き揚げていきま
した。
　通り名といえば、東京や京都は歴史的
な地名を大切にする代表的なまちです。

それがまちの個性や魅力を醸し出す
大きな力となっています。
　本市は戦後の都市計画により、御
幸、岐山、平和、昭和など一部の通り
に名が付けられましたが、街路樹が彩る素敵な通りや、綺
麗に整備された周南団地や永源山周辺の通りに名はあ
りません。旧山陽道、長田海岸、粭島、和田、鹿野、八代、三
丘に続く道など、他にも名付けに相応しい道や通りが沢
山あります。

　命名は、地域を足元から学び直す良い機会になり、私
たちの地域愛を、品格と誇りを込めて後世に伝言するこ
とにもなります。
　三人寄れば文殊の知恵、この夢は知恵の在り処と使い
方を気付かせてくれました。

縁側の文殊さま 周南市長　藤 井  律 子

de

• フ
ォト de 周南 •

Photo 　shuna n

12/20
[月]12/18

[土]

イルミネーションでライトアップさ
れた駅前に市内外から多数の出店
があり、多くの人が夜のマーケット
を楽しみました。

徳山駅前クリスマスマーケット
徳山駅北口駅前広場

今日からあなたもそば打ち名人！！
学び・交流プラザ

令和４年周南市成人式
文化会館（ライブ配信）

和田地区そばうち同好会の皆さん
を講師に迎えて実施。参加者は、和
気あいあいとした雰囲気でそば打
ちを楽しみました。

顔なじみのセンター職員が講師となり行った講座に、地域住民７人
が参加し、熱心に説明に聞き入っていました。

かんたん！便利！キャッシュレス決済講座
中須市民センター

1/9
[日]

1/12
[水]

市長コラム

新型コロナウイルス感染症の感染者が急増したことから、インター
ネットでの動画配信により開催しました。
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エネルギー396kcal　たんぱく質13.1g
脂質32.6g		カルシウム14mg			食塩相当量0.8g

1人分当たりの
栄養価

ガリバタトン
しゅうなんブランド「極

きわみ
」“鹿

か
野
の

高
こう

原
げん

豚
とん

”を使った
市食生活改善推進協議会 考案

農林課×食推

しゅうなんブランドの中から“イ
チ推し”を決める総選挙で1位を
獲得し、「しゅうなんブランド極

きわみ
」

に選ばれました。妥協のない徹
底した管理方法により、安心、安
全、おいしいを実現しています。

しゅうなん食育
レシピ動画

詳しく動画で解説！！

　きめが細かく柔らかい肉質と、すっきりとした甘
みのある脂身が特長です。独自のブレンド飼料を与
え、豚にとってストレスのかからない環境を整える
など、こだわりの生産方法を取っています。精肉はも
ちろん、ハムやベーコンは贈答品にもぴったりです。

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、アルク、ゆめタ
ウン、マックスバリュ	など

事業者の声

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

05
S H U N A N  B R A N D  H I S T O R Y

鹿野高原豚

鹿野ファーム
巣山1950
☎0834-68-3420

材料（4人分）
豚こま切り肉	………… 340ｇ
バター	……… 大さじ１（12ｇ）
ニンニク…… ひとかけ（６ｇ）
　　　しょうゆ
　　　みりん　　	各大さじ１　A

　酒
　　　砂糖
ネギ	 ………………… 100g
付け合わせ	 …… 季節の野菜70ｇ／人

作り方
①	　ニンニクはみじん切り、ネギは４〜５ｃｍのぶつ
切りにする。

②	　フライパンにネギを入れ、焼き目を付けて取り出
した後、弱火にしてバターとニンニクを入れ、香りが
出るまで炒める。

③	　②に豚肉を加えて中火で炒めた後、②で取り出
したネギと混ぜたAを入れて、からめる。

④	　皿に肉を盛り付け、野菜を添える。
｛ ｛

使用した
しゅうなんブランド

はこちら

鹿野ファームの皆さん

　空気の澄んでいる冬は、工場の輝きを、より一層楽しむことが
できる季節です。周南の夜に輝く幻想的な工場夜景のスポットを
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。

工場夜景
スポット巡り

問合せ　観光交流課☎0834-22-8372

工 場 夜 景 の 楽し み 方 はさまざま！

しゅうなん遊びなび
周南をまるごと体験！

　市内では新幹線の車窓やホテルの客室などさまざまな場所か
ら鑑賞することができ、中でも海上からのクルーズツアーは、陸か
らでは見ることのできない、特別な景観を楽しむことができます。
　2月18日（金）・19日（土）には、全国工場
夜景サミットin周南が開催され、ツアーや各
種イベントなどが予定されています。

サ
ミ
ッ
ト
特
設

サ
イ
ト

▼

全国工場夜景サミットｉｎ周南

ぜひ作って
みてください!
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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
住民税非課税世帯などに
対する臨時特別給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化し、さまざまな困難に直面し
た人の生活・暮らしを速やかに支援す
るため、1世帯当たり10万円を給付し
ます。
対象　①令和3年度住民税非課税世帯
（課税者の扶養親族のみでなる世帯を
除く）②新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し、①と同様
の事情と認められる世帯
※①の世帯には、2月中に確認書類を送
付する予定です。
※②の世帯は、2月1日（火）から申請を
受け付けます。
問合せ　地域福祉課臨時特別給付金
コールセンター☎0834-22-8809

パブリック・コメント
周南市スポーツ推進計画（改定案）
　案がまとまりましたので、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。
対象　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
閲覧期間　2月14日（月）～3月14日
（月）
場所　文化スポーツ課・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文化スポーツ課☎0834-22-
8624・ 0834-22-8428・ ed-s
ports@city.shunan.lg.jp

中小企業退職金共済などの
掛金補助金制度
　中小企業の事業主に、掛け金の一部
を補助します。
対象　令和2年2月～令和3年12月に
中小企業退職金共済制度または特定
退職金共済制度に新規加入した従業
員の掛け金
申込み　2月28日（月）までに、必要書
類を、窓口・郵送で、〒745-8655岐
山通1-1商工振興課☎0834-22-
8373、新南陽総合支所地域政策課、
熊毛総合支所産業土木課、鹿野総合支
所産業土木課

県統計グラフコンクール
入賞作品の展示
　今年度の入賞作品を展示します。
期間　2月10日（木）まで
場所　シビック交流センター
問合せ　情報企画課☎0834-22-
8263

湯野荘入浴回数券の払い戻し
　2月14日（月）の営業終了に伴い、未
使用の入浴回数券を払い戻しします。
期限　3月14日（月）まで
※2月15日（火）以降は、9時～17時
に対応します。
場所　湯野荘
問合せ　観光交流課☎0834-22-
8372

市職員採用説明会
　オンラインで、説明会を行います。
日時　3月14日（月）・17日（木）・18日
（金）14時～15時30分
※いずれか1日のみ参加できます。
※Ｚ

ズ ー ム

ＯＯＭを使用します。
定員　各日25人程度
参加料　無料
申込み　2月4日（金）～3月1日（火）
に、Ｅメール・ホームページで、人事課
☎0834-22-8253・ jinj i@city.
shunan.lg.jp

周南都市計画事業久米中央土地区
画整理事業換地計画（案）の縦覧
日時　2月7日（月）～20日（日）8時
30分～17時15分
※土・日曜日、祝日は、休日・夜間受付
に縦覧希望の旨を伝えてください。
場所　市街地整備課
問合せ　市街地整備課☎0834-22-
8439

動物の飼養頭羽数などの報告
家畜伝染病の発生予防・まん延防止

のため、次の動物を飼養（ペットを含む）
している人は、報告が必要です。
※伝染病予防のため、消毒など適切な
衛生管理に努めてください。
※鳥が連続して死亡するなどの異常
がある時は、速やかに連絡してくだ
さい。
報告対象　牛、水牛、鹿、馬、羊、山羊、
豚、イノシシ、鶏、ウズラ、アヒル、キジ、
ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥、アイガモ
報告期限　3月4日（金）までに、窓口・郵
送で、〒745-8655岐山通1-1農林課
問合せ　県東部家畜保健衛生所☎
0820-22-2416、農林課☎0834-
22-8356

最新情報は
こちらから▶

2022.02
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第1・2子…1万円▽第3子以降…1万
5,000円▼中学生…1万円
※所得制限に伴う特例給付に該当す
る人は、支給対象児童1人につき
5,000円です。
支給日　2月15日（火）
問合せ　次世代政策課☎0834-22-
8460

多子世帯保育料に対する補助金
　多子世帯の経済的負担軽減のため、
保育料納付額の範囲内で補助金を交
付します。
対象　市内に在住する、令和3年度中
に認可外保育施設に在籍した、第3子
以降の児童
金額（年額）　最大5万円
申込み　2月14日（月）～3月7日（月）
に、申込書を、窓口・郵送で、〒745-
8655岐山通1-1こども支援課☎
0834-22-8455

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　2月26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　2月16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

「山田家本屋」の臨時休館
かやぶき屋根の改修工事のため、臨

時休館します。
期間　3月1日（火）～７月31日（日）
問合せ　生涯学習課☎0834-22-
8677

はたちの献血キャンペーン
新たに成人を迎える「はたち」の若

者を中心に、献血への理解と協力を
呼びかけるものです。このキャンペー
ンの一環で、次の日程で献血を行い
ます。
対象　採血基準を満たす人（20歳以
外の人を含む）
日時　2月6日（日）9時30分～12時、
13時15分～16時
場所　ゆめタウン徳山
問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8465

登録型本人通知制度
住民票などの不正請求抑止や不正

取得の早期発見のため、代理人や第三
者へ交付したことを知らせることがで
きます。
対象　本市に住民登録や本籍がある人
（過去にあった人も含む）
通知対象　住民票の写し、戸籍の附票
の写し、戸籍謄（抄）本など
登録に必要な物　運転免許証など本
人確認ができるもの
問合せ　市民課☎0834-22-8291

マイナポイント第2弾の開始
対象　マイナンバーカードを所有し、マ
イナポイント第1弾に申し込んでいな
い人（これから取得する人や、第1弾に
申し込んだ人で、まだ2万円のチャージ
や買い物をしていない人を含む）
内容　最大5,000円相当のポイント
を付与
※今後、マイナンバーカードの、健康保
険証としての利用登録や公金受取
口座の登録を行った人へもマイナポ
イントの付与を予定しています。開
始時期など、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。
問合せ　市民課☎0834-22-8339、
総合支所市民福祉課

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　2月20日（日）9時～10時（小
雨決行。悪天候の場合は、27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
※ 2月15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

子育て
子育て世帯への臨時特別給付金の支給
　養育する子どもが高校生などのみの
世帯や公務員の人は申請が必要ですの
で、申請期限までに提出してください。
対象　平成15年4月2日から令和4年
3月31日までに生まれた子ども
※単身赴任などで子どもと住所が異な
る人は、申請のお知らせが届いてい
ない場合があります。令和3年9月30
日時点の申請者（保護者など）の住所
地市町村に問い合わせてください。
申請期限　2月28日（月）
問合せ　次世代政策課☎0834-22-
8460

児童手当の支払い
対象　中学校修了前までの児童を養
育する人（必要な届け出が未提出の人
は、除く）
支給対象月　令和3年10月～令和4
年1月分
支給額（月額）　▼3歳未満…1万
5,000円▼3歳～小学校修了前の▽
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相　談

こころの相談会
対象　生きづらさを感じるなど、ここ
ろの悩みを抱えている人とその家族
内容　臨床心理士による個別相談　
※1人1回までの予約制です。（精神
科・心療内科に通院中の人を除く）
日時　2月22日（火）13時～15時
場所　徳山保健センター
申込み　2月21日（月）までに、健康づ
くり推進課☎0834-22-8553

あたまの健康相談
認知機能の状態を確認するテスト

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　▼2月21日（月）…シビッ
ク交流センター▼28日（月）…ゆめプ
ラザ熊毛
定員　各6人（受け付け順）
参加料　無料
申込み　2月7日（月）～各日程の2日
前に、電話で、地域福祉課☎0834-
22-8462

福　祉
障害のある人へ災害避難時用
のベストを無償で配布します
　視覚や聴覚に障害のある人が避難す
る際、周囲からの支援を受けやすくする

●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
2月16日（水）9時～12時※ 新南陽ふれあいセンター 2月8日（火）8時30分～ A
3月  9日（水）9時～12時 市役所共用会議室 3月1日（火）8時30分～ B

●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
2月  4日（金）9時30分～11時30分 戸田市民センター

C

  8日（火）13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛
  9日（水）9時～12時 コアプラザかの

13時～15時 市役所共用会議室　
22日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター
23日（祝）9時30分～11時30分 櫛浜市民センター
24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
2月  8日（火）13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛 D
  9日（水）9時～12時 コアプラザかの E

9時～12時 人権推進課 F
17日（木）9時～12時 新南陽総合福祉センター G
22日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター D

A新南陽総合支所市民福祉課☎0834-61-4104　B生活安全課市民相
談センター☎0834-22-8320　C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　
D熊毛総合支所地域政策課☎0833-92-0008　E鹿野総合支所地域政
策課☎0834-68-2331　F人権推進課☎0834-22-8456　G新南陽
総合支所地域政策課☎0834-61-4215

ためベストを作製しました。前後に障害
の内容が分かるよう表示できます。
対象　市内に在住する、視覚障害また
は聴覚障害の1～3級の身体障害者手
帳を持つ人（1人1着まで）
申込み　2月1日（火）から、身体障害
者手帳・代理人の本人確認書類（代理
人申請の場合）を、窓口で、障害者支援
課☎0834-22-8387・ 0834-
22-8464、総合支所市民福祉課

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の
申込期間延長と対象拡充
対象　社会福祉協議会が行う総合支
援資金の再貸し付けまたは初回貸し
付けを3月までに借り終わる世帯など
で、一定の要件を満たす世帯
支給額　▼単身世帯…6万円▼2人世
帯…8万円▼3人以上世帯…10万円
申込み　3月31日（木）までに、窓口・
郵送で、〒745-8529速玉町3-17市
社会福祉協議会☎0834-33-1150
（平日9時～16時）
問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8200

募　集
事業継続支援金の追加募集
　令和3年度事業継続支援金の法人
要件を緩和して追加募集します。
対象　要件緩和により対象となる小
規模企業者（個人事業主、令和3年度
事業継続支援金の交付を受けている
小規模企業者は除く）
要件　令和3年5月1日までに法人な
どを市内に設立または開設している、
要綱で定める期間または月で比較し
売上額が20％以上減少しているなど
支援金額　20万円（1事業者1回限り）
※詳しくは、市ホームページを確認して
ください。
申込み　2月15日(火)までに、申請書
を、郵送（消印有効）で、〒745-8655
岐山通1-1商工振興課
問合せ　商工振興課事業継続支援金
専用ダイヤル☎0834-22-8819

※2月16日（水）は、弁護士相談のみです。



広報しゅうなん  2022.216

問合せ　自衛隊周南地域事務所☎
0834-31-7097

講座・講演
いざという時のために
～上級救命講習を学びませんか～
対象　一定頻度で応急手当を行うこ
とが想定される人
日時　3月5日（土）8時30分～17時
30分
場所　消防本部
内容　心肺蘇生法やＡＥＤの使用方
法、地震などの災害が発生した際の自
助・共助による搬送法、外傷の手当な
ど、応急手当の方法の講座
※一定以上の成果を収めた人に、修了
証を交付します。
定員　15人程度（受け付け順）
参加料　無料
持ち物　運動のできる服装
申込み　2月7日（月）～25日（金）に、
氏名・生年月日・電話番号を、電話・
ファクス・Eメールで、消防本部警防課
☎0834-22-8762・ 0834-31-
8533・ sho-keibo@city.shun
an.lg.jp

移住定住セミナー
「移住と定住のこれから」
日時　2月19日（土）14時30分～16時
30分
場所　市役所多目的室
内容　泉

いず

谷
たに

勝敏さん（総務省地域力創
造アドバイザー）による、周防大島流の
「移住と定住」について学ぶ講演会
定員　40人程度（受け付け順）
※受講の様子をオンライン配信します。
※感染症などの状況によって、オンライ
ンのみで実施する場合があります。
参加料　無料
申込み　2月10日（木）までに、必要事項
を、窓口・郵送・Ｅメールで、〒745-0045
徳山港町1-1市ふるさと振興財団☎
0834-33-7701・ furusato@
gokan-furusato.org
※詳しくは、ふるさと振興財団ホーム
ページで確認してください。

給食物資納入業者
対象　次の条件を全て満たす業者▼
市の競争入札等参加資格者名簿に登
録がある▼年間を通して指定する場
所と時間に少量でも納入できる▼原
材料の食品微生物検査結果の提示が
できる
納入場所　市立の保育所・認定こども園
物資の範囲　水産練製品類、豆腐類、
みそ類、漬物類、牛乳、調味料、その他
一般食品類
申込み　3月4日（金）までに、申込書
を、窓口で、こども支援課☎0834-
22-8455

ごみ対策推進審議会委員
市の一般廃棄物処理に関する基本

的事項および減量化・再資源化に関
し、市長の諮問に応じ、調査・審議する
委員を募集します。
対象　市内に在住する、令和4年4月1
日現在20歳以上で、年数回の平日昼
間の会議に参加できる人（公職にある
人を除く）
任期　4月1日～令和6年3月31日
定員　4人程度
申込み　2月28日（月）までに、住所・
氏名・生年月日・性別・職業・電話番号・
環境に関する活動歴・作文（Ｓ

エスディージーズ

ＤＧｓ時
代に求められるごみ対策についてを
テーマに、400字程度、様式自由）を、
窓口・郵送（消印有効）・ファクス・Eメー
ルで、〒745-8655岐山通1-1リサイ
クル推進課☎0834-22-8303・
0834-22-8243・ recycle@

city.shunan.lg.jp

市民農園利用者
対象　市内に在住する、農業者以外の人
利用期間　4月1日（金）～令和5年3
月31日（金）
場所　▼戸田地区…ソレーネ市民農
園▼熊毛地域…地方けんこう農園、勝
間上けんこう農園、東川崎けんこう農
園、上河内けんこう農園、東善寺けんこ
う農園
利用料（年額）　1平方メートル当たり
60円（1区画当たり▼戸田地区…
28.8平方メートル▼熊毛地域…35平
方メートル）

申込み　2月28日（月）までに、農林
課・熊毛総合支所産業土木課・市ホー
ムページで配布する申込書を、窓口・
郵送で▼戸田地区…〒745-8655岐
山通1-1農林課☎0834-22-8369
▼熊毛地域…〒745-0698熊毛中央
町1-1熊毛総合支所産業土木課☎
0833-92-0014

飼育員の選ぶ徳山動物園
写真コンテスト
　園内で飼育されている動物の写真
をスマホ部門とカメラ部門に分けて募
集します。
募集期間　2月6日（日）～3月13日（日）
※1人2点まで、どちらかの部門のみ
応募できます。
※詳しくは徳山動物園ホームページを
確認してください。
申込み　写真のタイトル・氏名・年齢・
電話番号・一言コメントを、▼スマホ部
門…Eメール▼カメラ部門…窓口・郵
送で、〒745-0874大字徳山5846徳
山動物園☎0834-22-8640・
dobutsuen@city.shunan.lg.jp

動物園自動販売機設置業者
　4月から徳山動物園に自動販売機な
どを設置する事業者を募集します。
設置場所　▼自動販売機（清涼飲料
水）…北園2台、南園9台▼自動記念写
真撮影機…中央ステージ1台
選定方法　市へ納入する取扱料率な
どで決定
申込み　2月7日（月）～21日（月）17時
までに、徳山動物園・市ホームページ
で配布する申込書・添付資料を、窓口・
郵送で、〒745 -0874大字徳山
5846徳山動物園☎0834-22 -
8640

自衛官などの採用試験案内
募集内容と対象　▼予備自衛官補（一
般）…18歳以上34歳未満の人▼予備
自衛官補（技能）…18歳以上で、国家
免許資格などを有する人（資格により
53歳未満～55歳未満の人）
※詳しくは問い合わせてください。
試験日　4月11日（月）～17日（日）
※いずれか1日が指定されます。
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問合せ　地域づくり推進課☎0834-
22-8336

犬の飼い方講座
対象　市内に在住する、犬の登録をし
ている人、今後、犬の飼い主になる人
（犬の同伴はできません。）
日時　3月12日（土）13時30分～14時
30分
場所　シビック交流センター
内容　獣医師による、家庭で犬を飼う
時の基礎講座
定員　25人（受け付け順）
参加料　無料
申込み　2月4日（金）～28日（月）まで
に、申込書を、窓口・郵送・Eメールで、
〒745-8655岐山通1-1環境政策課
☎0834-22-8322・ kankyo@
city.shunan.lg.jp

催　し
キラリンピック・全国障害者
スポーツ大会派遣選手選考会
　5月に実施予定です。詳しくは、2月
中旬以降に市ホームページに掲載し
ます。
対象　身体障害者手帳、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている13歳以上の人など
場所　維新みらいふスタジアム（山口
市）ほか
問合せ　障害者支援課☎0834-22-
8387・ 0834-22-8464

大田原自然の家の催し
●手作りみそ工房
対象　3歳～小学生を含む家族
日時　2月27日（日）13時～16時
定員　7家族
参加料　1家族1,300円（みそ代・消
耗品・保険代など）
申込期限　2月14日（月）
●手作りピザ工房
対象　3歳～小学生を含む家族
日時　3月5日（土）9時30分～13時
30分
定員　7家族

参加料　▼1人…700円▼幼児…
550円▼3歳未満で食事が保護者と
兼用…20円（昼食代・保険代など）
申込期限　2月21日（月）
●あったか手打ちうどん工房
対象　3歳～小学生を含む家族
日時　3月6日（日）9時30分～13時
30分
定員　7家族
参加料　▼小学生以上…600円▼3
歳以上…500円▼3歳未満で食事が
保護者と兼用…20円（昼食代、保険代
など）
申込期限　2月21日（月）
●忍ニン!修行でござる!東

こ

風
ち

の子ども村
対象　小学4年生～6年生
日時　3月19日（土）～21日（祝）9時
30分～15時30分
内容　自然の中で忍術修行
定員　20人
参加料　1人6,000円（食事代・材料
代・保険代など）
※4～5人のグループで申し込みもで
きます。
申込期限　2月14日（月）
●たき火deエンジョイ!春の子ども村
対象　小学4年生～中学生　
日時　3月26日（土）・27日（日）10時
～14時
内容　薪集め、たき火で調理、スター
ドーム作り
定員　10人
参加料　1人4,000円（食事代・消耗
品・保険代など）
申込期限　3月7日（月）
●いずれも
　定員を超えた場合は、抽選となります。
申込み　必要事項を、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

岐山市民センター文化祭
日時　2月13日（日）9時30分～14時
30分
場所　岐山小学校
内容　作品展示、ステージ発表、体験
コーナー（飲食関係の各種バザーやも
ちまきは中止）

問合せ　岐山市民センター☎0834-
22-8876

ふれあいウオーク
●古地図を片手に城下町を歩こう
　徳山藩時代の面影が残る道を、古地
図を片手に歩きます。
日時　2月19日（土）9時20分～12時
● 明治の英雄「児玉源太郎」ふるさと
ウォーク
　徳山の誇りである児玉源太郎ゆか
りの地を巡ります。
日時　2月26日（土）9時20分～11時
30分
●いずれも
集合場所　JR徳山駅みゆき口
定員　10人（受け付け順）
参加料　100円（資料代・保険代）
申込み　開催日の3日前までに、住
所・氏名・年齢・電話番号を、窓口・郵
送・電話・ファクス・Eメールで、〒745-
0033みなみ銀座1-14まちのポート
☎0834-22-8691・ 0834-33-
8425・ infoshunan@ccsnet.
ne.jp
問合せ　観光交流課☎0834-22-
8372

環境館の催し
●エコフェスタ
期日　2月13日（日）まで
内容　▼リユース品抽選会（抽選結果
は2月17日(木)10時、環境館ホーム
ページ）▼エコなハンドメイド展▼新
聞紙でちぎり絵体験（前日までに電話
で申し込み）▼エコ川柳展示
●着物リメイク　和布でブローチ作り
対象　市内在住の人
日時　3月5日（土）10時～12時
講師　和

わ

衣
い

和
わ

衣
い

くらぶ
内容　着物地を使ったブローチ作り
定員　10人（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　300円（材料費）
持ち物　裁縫道具
申込み　2月19日（土）までに、住所・氏
名・電話番号を、電話・Eメールで、環境
館 recycle@city.shunan.lg.jp
●いずれも
問合せ　環境館☎0834-61-0302
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市内にある県営住宅の募集
●募集住宅
住宅名 住所 家賃（月額:円）
旭ケ丘 久米931-99 26,100～51,300
周南 扇町3 24,700～48,600
慶万A 慶万町9 16,800～33,000
ひばりケ丘 久米ひばりケ丘324-51 14,900～29,200
湯野 湯野3868-4 25,200～49,600
第二金剛山 徳山6804-1 25,900～50,800
大内 大内町5-1 27,400～53,700
若山Ａ 上迫町10-4 20,200～39,700
西桝 西桝町4-4 16,600～32,600
新堤 新堤町7-47 25,800～50,700
○大迫田 五月町14-5 18,800～36,900
○金剛山 徳山8406-1 18,700～36,800
○慶万B 慶万町10 13,100～25,800
○若山B 上迫町12-2 16,400～32,300
※○は単身者でも申し込みができ
ます。※申込者が募集戸数を下回っ
た住宅は、再募集する予定です。●
受付期間／2月20日（日）～28日
（月）消印有効●抽選会／3月8日
（火）10時～、県周南総合庁舎●問
合せ／県営住宅管理事務所周南支
所☎0834-27-6780

令和4年度下松工業高等学校
定時制の聴講生募集
　１年間、「製図」「機械設計」を受

講できます。詳しくは、ホームページ
を確認してください。●応募期間／
３月7日（月）～17日（木）●問合
せ／下松工業高等学校定時制☎０
８３３-４１-１４３１

税の無料相談会
●日時／２月20日（日）9時30分～
15時30分（予約不要）※中止の際
は、中国税理士会徳山支部ホーム
ページでお知らせします。●場所／イ
オンタウン周南●問合せ／中国税理
士会徳山支部☎0834-21-7300

相続登記はお済みですか月間
●期間／2月28日（月）まで●場
所／県内の司法書士事務所●内
容／相続に関する相談●問合せ／
県司法書士会事務局☎083-924-
5220

相続・遺言・遺贈に関する
セミナー・相談会
●日時／2月19日（土）14時～15時
●場所／日本赤十字社山口県支部
●内容／相続手続き、遺言・遺贈の
方法などのセミナー（オンライン視
聴可）※終了後、希望者向けに相談
会を実施します。●問合せ／県司法

書士会事務局☎083-924-5220

未内定の新卒者・既卒者へ
　就職活動の進め方について知り
たいこと、不安なこと、求人情報な
ど、問い合わせてください。
●対象／就職活動を継続している今
春卒業の新卒者・既卒者●問合せ／
ハローワーク徳山☎0834-31-1950

放送大学４月入学生募集
●授業科目／心理学・福祉・経済・
自然科学など約300科目●出願期
限／▼第１回…2月28日（月）▼第
2回…3月15日（火）●問合せ／放
送大学山口学習センター☎083-
928-2501

県特定（産業別）最低賃金
の改正
　令和3年12月15日から、次の産
業の最低賃金額が改正されていま
す。●産業と金額（時間額）／▼鉄
鋼業…995円▼電気機械器具製造
業…921円▼輸送用機械器具製造
業…965円▼百貨店・総合スーパー
…875円●問合せ／山口労働局☎
083-995-0372、または最寄りの
労働基準監督署

◎ 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カ月前の25日（土・
日曜日、祝日の場合はその前日）が締め切りです。

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　2月12日（土）10時30分～11時
10分
●英語絵本の読み聞かせ会
対象　小学生
日時　2月12日（土）13時～14時
定員　30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　2月16日（水）10時～11時
●朗読カフェin図書館
日時　2月26日（土）14時～15時
定員　20人（受け付け順）

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　2月12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

●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
●短歌会「花

か

芽
が

」
日時　2月4日（金）10時～12時
●おはなし会
日時　2月12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　2月18日（金）10時～12時
●いずれも
参加料　無料

掲示板 各団体からの
お知らせ
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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】139,488人（前月比 －132人）

［男］67,803人（前月比 －69人）
［女］71,685人（前月比 －63人）
●出生86人 ●死亡162人
●転入215人 ●転出271人

【世帯】68,113世帯（前月比 －51世帯）

人のうごき（12月31日現在）

4件（令和3年の累計45件）
火災件数（12月の発生件数）

市政情報番組   周南市市政だより
【２月の放送】
市・県民税の申告について
▼申告日程と相談会場の案内▼医療費控
除▼ふるさと納税ワンストップ特例▼
e
イータックス
-taxによる電子申告など

【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
こちら

　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、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
こちら

応募はこちら

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

　徳山下松港は、大正11年の徳
山港開港に始まり、今年で「　」周
年を迎えます。
①50　②80　③100

応募方法　2月25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　①電子



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、株式会社ジチタイアド☎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。
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