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問合せ　広報戦略課☎0834-22-8232

　年末の事情を考慮し、令和5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。
配布予定日　12月24日（土）～26日（月）
※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。

広報を

配布し
ている

皆さん
へ

12月28日水～
令和5年1月４日水
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市の業務は年内は12月28日（水）まで、年始は令和5年1月4日（水）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。

※ ■■は休み

施設・業務など 28日
水

29日
木

30日
金

31日
土

1日
●

2日
●

3日
火

4日
水 問 合 せ

ご
み
・
し
尿

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
し尿収集 リサイクル推進課☎0834-22-8303

医
療

新南陽市民病院（外来診療） 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） 詳しくは17ページを参照 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） 詳しくは17ページを参照

休日歯科診療所 詳しくは17ページを参照 休日歯科診療所☎0834-32-1717（当番制）

市ワクチン接種予約センター 健康づくり推進課新型コロナワクチン対策室
☎0834-22-8377

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 1/5は休園します1/5は休園します 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 空調工事のため3/31まで休み 美術博物館☎0834-22-8880
郷土美術資料館 展示準備などのため1/6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 12/31、1/1は9時30分～20時まで開館 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
子育て支援センター あんしん子育て室☎0834-22-8452

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 12/31は17時まで営業 東善寺やすらぎの里☎0833-92-0058

12/29、30は16時まで開場12/29、30は16時まで開場

祝 休

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



問
合
せ

ワクチン接種について、詳しくは

▲

周南市　新型コロナワクチン接種特設サイト

接種の予約（電話かWEB）、変更・キャンセル（電話のみ）など ※年末年始（12月29日～1月3日）は、休みます。

市ワクチン接種予約センター
（9時～17時） ☎0834-32-0

ゼ ロ コ ロ ナ

567・ 0834-22-8266
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※11月16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。

●市役所職員などをかたった保険料還付の連絡
●有料サイトの未納料金があるなどのメール
●パソコンの画面に「ウイルスに感染しました。解決するた
めにはお金が必要」と表示

　これらは全て詐欺の手口です。
　電話はすぐ切り、メールなどに記載されている連絡先には
絶対に電話をしないようにしましょう。留守番電話設定・防
犯機能付き電話の活用も非常に有効です。

実施期間　12月10日（土）～令和5年1月3日（火）
　年末年始は、慌ただしさが増し、帰省などで人の動きが広
範囲になります。交通量も増加し、交通死亡事故など、重大事
故が多発する傾向にあります。1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。

■夜間外出時は、自分の存在をアピールしましょう
　12月は日没が早く、必ずしもドライバーが自分の姿に気
付いているとは限りません。外出するときは、明るく目立つ
色の服を着たり、反射材を使ったりしましょう。また、道路の
横断時には横断歩道を利用し、渡り終え
るまで安全確認を心掛けましょう。 

■年末年始特別警戒活動
広報啓発期間　12月1日（木）～10日（土）
重点警戒期間　12月11日（日）～令和5年1月3日（火）
　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ぐための活動を実施しています。
■メールマガジンの配信
　管内の事件・事故の発生状況や各種施策、通学路の安全
安心に役立つ情報などを配信しています。

年末年始の防犯・交通安全運動

問合せ　生活安全課☎0834-22-8240

みんなでつくろう、安心・安全のまち

うそ電話詐欺警戒警報  6月27日（月）から発令中

「住みよい山口 いつも心に 交通安全」
年末年始の交通安全県民運動

警察の活動

山口県警察　メルマガ

登録はこちらから

▲

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
ワクチン接種ワクチン接種

※ワクチンの接種間隔が３カ月に短縮されたことから、
接種券の発送は前回接種日から３カ月を経過する頃
に行います。

生後6カ月～4歳の接種を開始しています

　新型コロナウイルスは、年末年始に流行する傾向にあ
ります。オミクロン株対応ワクチンの接種が済んでいな
い人は、早めの接種を検討してください。
　また、オミクロン株対応ワクチンを接種するためには、
年内に従来株ワクチンによる1・2回目接種を完了する
必要があります。

オミクロン株対応ワクチンは年内に接種を
　間隔を空けて3回接種する必要があります。計画的な
接種を検討してください。
※年度内の接種完了のためには、市内の会場で接種す
る場合、1月12日までに1回目を接種してください▼
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●Z
ゼブラクラブ

ebraClub（起業部）
　起業家の育成により本市に貢献するとの理念で本年4月
に創部しました。現在、11人が週1回定例会を行い、空き家
の有効活用や学内リサイクル事業など、複数の事業アイデ
アを考えています。
　将来的には各部員が1
つ起業することをめざし、
事業計画書作成や地元企
業訪問のほか、行政書士
や宅地建物取引士の資格
取得など、さまざまな挑
戦をしています。

●地域貢献推進委員会
　地域の成長エンジンをめざす周南公立大学の学生の主
体的な活動を支援するため、本年７月に21人で活動を開
始しました。健康・教育、国際交流、環境、地域づくり、
SDGsの、5つの担当に分かれて活動しています。
　地元高校生のイ
ンターンシップの
サポートや、子ど
も食堂でボラン
ティア活動を行い
ました。

周南公立大学が誕生して8カ月。
343人の新入生、12人の新たな教員を迎え、
地域に貢献する大学をめざす周南公立大学は新たな歩みを始めました。
学生や教員を中心に、大学が意欲的に活動している姿を
市民の皆さんに届けます。

■試験区分ごとの志願倍率
　一般選抜・共通テスト利用選抜…13.5倍
　学校推薦型選抜・総合型選抜…  1.8倍

令和5年度入学者選抜の
情報を公開しています。

問合せ　企画課公立大学連携室☎0834-22-8834

■令和4年度入学者選抜実施状況

学部 学科 定員
（人）

志願
（人）

志願
倍率
（倍）

入学
（人）

経済学部
現代経済学科 80 854 10.7 109
ビジネス戦略学科 150 908 6.1 173

福祉情報
学部

人間コミュニケー
ション学科 50 390 7.8 61

全体合計 280 2,152 7.7 343
北部

西部 中部
周南
圏域 東部

周南圏域 （　）は入学者数
徳山(6)、桜ケ丘(6)
新南陽(4)、下松(7)
華陵(1)、光(1)、聖光(4)

東部
岩国、高森、高水、柳井
柳井商工、熊毛南
田布施農工

中部
防府、防府西、防府商工、誠英、高川学園
山口、山口中央、西京、中村女子、野田学園
山口県鴻城、精華学園

西部
宇部、宇部中央、宇部鴻城、慶進
宇部フロンティア大学附属香川
小野田、小野田工、厚狭、豊浦
下関南、梅光学院、早鞆

萩、大津緑洋
美祢青嶺、成進

■令和4年度県内入学者の出身高校

Point

1 令和4年度の志願倍率と入学者データ

Point

2 ユニークな学生活動

子ども食堂ボランティア起業部のメンバー

周南公立大学　入試入試情
報令和5年
度
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●入学を決めた理由は…スポーツマネジメントの視点から
スポーツを学びたいという思い、さらに、ビジネスのこと
も学べるので、さまざまな視点の知識を得られると思い、
入学を決めました。
●大学で学んでいることは…前期は解剖学と生理学の講
義で体の仕組みを学べたことや、教養スポーツ実習でこ
れまで経験したことのないスポーツに触れることがで
き、大変興味深く、有意義でした。後期はメンタルトレー
ニングなどを学ぶスポーツ心理学が楽しみです。
●半年経過して印象に残っていることは…学生会執行部に
入り、さまざまなボランティア活動をしたことです。月に
約2回子ども食堂に行き、小学生の勉強を見たり、一緒に
遊んだりしています。この他、市主催イベントのサポート
や、学内で献血の呼び掛けなどを行っています。
●将来の夢、目標は…現在、体育教員をめざし、教員免許
の取得に向けて取り組んでいます。ただ、ボランティア活
動やインターンシップなどさまざまな体験をして、自分が
まだ知らない世界があることを知り、半年たった今は海
外にも行ってみたいと思うようになりました。広い視野
を持ってこれからの大学生活を送りたいと思います。

●入学を決めた理由は…経済を学びたかったことに加え、
公立化することと、地域貢献活動に取り組んでいる大学
であることが大きな決め手になりました。
●大学で学んでいることは…経済発展の歴史や経済活動
における考え方など、経済の仕組みを学んでいます。ま
た、大学のSDGsアンバサダーをしており、大学教職員へ
の研修で、SDGsでできることをテーマにディスカッショ
ンをしました。こうした学びには、これから周南市に住ん
でいく中で問題解決のヒントが多くあると思います。
●半年経過して印象に残っていることは…周南公立大学の
教育プログラムの1つであるEQトレーニングで、自分を
見直す機会や対人コミュニケーションの取り方、自分や
相手の気持ちを表す力・理解する力が身に付きました。
チーム活動により発言力が高まり、学部の垣根を越えて
友人ができました。
●将来の夢、目標は…公務員になって、住んでいる人や企
業、これから生まれてくる子どもたちのために、よりよい
まちづくりをしていきたいと思っています。今までの知識
と、これからの大学生活での知識と経験を地元山口に貢
献することで、還元していきたいです。

Point

3 キラキラの新1年生へインタビュー

Point

4 キャンパスで学生にインタビュー

福祉情報学部2年
三輪さん

経済学部
3年
美濃さん

福祉情報学部
2年
千々松さん

福祉情報学部2年
桐生さん

経済学部1年
河西さん

さまざまな経験を通して
視野を広げたい
経済学部ビジネス戦略学科1年
（広島県出身）
藤堂尚樹さん
【周南市で好きなところ】
徳山駅前図書館の３階

知識と経験を重ねて
地元山口に貢献を
経済学部現代経済学科1年
（山口県出身）
西部晴香さん
【周南市で好きなところ】

工場夜景

大学の好きなところ・

自慢できるところを

聞きました

ろ・
を

経済学部
3年
井野さん

経済学部1年
山下さん
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●研究内容は…専門は、確率論を使って不確実な社会現象
を分析する応用確率論です。金融市場は不確実性の塊
で、金融取引には大きなリスクが伴うため、金融工学と呼
ばれる分野では確率モデルが大活躍しています。
●周南市の印象と地域課題は…沿岸部に続く化学コンビ
ナート、整備された徳山駅前、フグやハモなどのおいし
い食べ物がある印象です。地方の課題はどこも同じで、人
口減少と経済衰退です。これは過去50年間言われ続け
ているにもかかわらず解決できていない難題です。
●大学で取り組みたいことは…地方創生には全ての産業
の生産性向上が求められており、そのためのツールとし
てDX（デジタルトランスフォーメーション）が注目されて
います。しかしながら、実際に地方で展開する設計理論は
ないので、周南地域の特性にあった仕掛けを構築する必
要があります。このためには従来の発想を転換し、大学が
地域の産官金と協力して人材を育成しつつ成長分野に
投資していくしかありません。周南公立大学から、周南モ
デルと呼ばれる枠組みを提案できればと考えています。
　大学の地域DX教育研究センターや情報科学部での教育研
究活動を通して、地域の皆さんに貢献したいと思っています
ので、本学の取り組みへの理解とサポートをお願いします。

●地元企業でのインターンシップ
　地域でのキャリア意識醸成のため、1年生からインターン
シップを必修科目としています。本年度は、金融業・小売業・
情報通信業・福祉事業など、周南市・下松市・光市の60社以
上の企業に受け入れてもらいました。

●研究内容は…チームの創造性について研究しています。
創造性はイノベーションの第1歩といわれており、アイデ
アの創出に重点を置きます。誰しもが本来持つ創造性を
いかに解放し、創造的にアイデアを出せるか、研究と実
践を通じて取り組んでいます。
●周南市の印象と地域課題は…工場夜景と美しい駅前図
書館が印象的で、住み始めると、とにかく暮らしやすい
です。先日のワークショップでは、子どもの学びの場の不
足など、地元の皆さんからリアルな地域課題が発表され
ました。私も市民の1人としてリアルな課題に共感できる
よう、引き続き課題を探索していきたいと思います。
●大学で取り組みたいことは…私が考える創造性は、「おい
しい料理をつくること」というよりも、料理そのものを捉
え直し「料理をつくる楽しみを見いだすこと」です。デザイ
ン思考の授業やゼミ活動では、私から一方的に正解を教
えるのではなく、学生がチームを組み、自ら得た気付きを
もとに問いを定義し、問いに対するアイデアを創出します。
こうした取り組みを地域にも広げていきたいと思います。
　9月には、周南リビングラボを立ち上げました。地域課題
解決に向けて地域の皆さんと活動するコミュニティーへ
と進化させていきたいです。

Point

5 新教員紹介

プロフィール　東京工業大学大学院博士課程、米ロチェスター大
学経営大学院博士課程修了。京都大学大学院教授、広島大学情
報科学部学部長などを経て、本年4月着任。専門は金融工学など。
キャンパスで好きなところ　11号館から見える瀬戸内海の景色

産官学金の協力による
人材育成と成長分野への
投資でDX展開を
福祉情報学部　学部長
木島正明教授

創造性の解放と
アイデア創出を支援し
地域の課題解決へ
経済学部
赤木真由講師

プロフィール　東京外国語大学卒業後、企業勤務、起業を経
て、慶応義塾大学大学院修士課程を修了。本年4月着任。専門
はシステムデザイン・マネジメントなど。
キャンパスで好きなところ　11号館のラーニングコモンズ

Point

6 地域からの応援

周南公立大学基金
学生の修学支援や地域住民の学び直しの
場を提供することなどを目的に創設されま
した。 周南公立大学　基金

●地元からの応援
　大学に対し、これまで企業や団体などから、約1,500万
円の寄付がありました。また、大学の松下村塾模築に続く
遊歩道には、182本のアジサイが寄付により植栽されまし
た。

〈インターンシッププログラム〉
１年生 2年生 3年生 ４年生

対象企業：周南圏域 対象企業：周南圏域・山口県・山口県外

地域共創型インターンシップ
アーリー・エクスポージャー型

インターンシップ ジョブ型インターンシップ
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●國井市長（右）
と髙田学長

●市川市長（右）
と髙田学長

●デジタル・ディバイド対策事業
　誰一人取り残されないデジタル社会
の実現に向け、デジタル・ディバイド（情報
通信技術を利用できる者とできない者
との間に生じる格差）を解消するため、
大学の知の力を活用し、高齢者向けタブ
レット講座の
開催やパンフ
レットの作成
などを実施し
ています。

●図書館
　約40万点の蔵書を誇る総合図書館です。周南地域に在住、また
は通勤・通学する人は、登録をして利用できます。
※登録には、運転免許証などの本人確認書類が必要です。

◆県東部初の4年制大学の看護師養成機関となる看護学科では、さまざまな健康状態の人が、その人らしい健康生活を実現
する力を引き出す看護実践能力を備えた看護師・保健師を養成し、地域に貢献します。

◆スポーツ健康科学科では、医学的な知識を基盤に、さまざまな角度からスポーツと健康を研究し、地域の人々の健康と幸福
実現に努めるリーダーとなるべき人材育成により地域に貢献します。

◆県内初となる文理融合型の情報科学科では、情報科学技術、データ分析力、データ分析・活用をビジネスの現場で展開する
力を身に付け、地域が求める人材育成や市のスマートシティ構想に貢献します。

現在、新学部学科の設置に向けて、看護学科などで使用
する新校舎を整備しています。1・2階は、市民の皆さんも
活用できる、開放的なスペースが設けられます。

Point

Point

7

8

行政×大学＝地域活性化

便利な図書館、おいしい学食

令和6年度 「看護学科」「スポーツ健康科学科」「情報科学科」を開設予定

　地域の活性化と課題解決を
目的に、本年8月、下松市（写真
左）および光市（写真右）と包括
連携協定を締結しました。

●学生食堂
　市民の皆さんも利用できます。安くてボリューム
満点なメニューをぜひ食べにきてください。
営業時間　平日10時30分～15時

カウンターで注文
します。丼・麺類、カ
レーなど豊富なメ
ニューがあります。

この日の日替わりメニュー
は、手作りタルタルソース
のカツ丼とコロッケでし
た。ミニサイズもあります。

新校舎 １・2階のイメージ

※画像はイメージです。今後、変更となる場合があります。

周南市との連携 下松市・光市との連携

開館時間　▼平日…9時～21時（19時からは自館図書の貸し出し
･返却のみ）▼土曜日…9時～12時30分

《現在》
経済学部
　現代経済学科
　ビジネス戦略学科

福祉情報学部
 　人間コミュニ
　　ケーション学科

《令和6年4月1日》（予定）

NEW!

経済経営学部
　経済経営学科

人間健康科学部
　看護学科
　スポーツ健康科学科
　福祉学科

情報科学部
　情報科学科 NEW!

●大学図書館と市立図書館の連携

●その他の連携

　9月から図書の相互利用・返却
ができるようになりました。詳し
くは、こちらを確認してください。

新学科情
報令和6年
度

注文
類、カ
なメ
す。

この
は、
のカ
た。

一度見に
来て！

高齢者タブレット講座

　スポーツフェスタへの学生の協力や小中
学校へのイン
ターンシップ事
業、大学での防災
訓練などを実施
しています。 アーチェリー体験会
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令和３年度は、普通建設事業費の減少に加え、新型
コロナウイルス対策に伴う特別定額給付金支給事
業の完了による補助費などの減少により、前年度と
比較して76億5,000万円減少しました。

分担金および負担金
2億2,500万円
0.3%

使用料および手数料
9億6,700万円
1.2%

繰入金
32億7,500万円
4.2%

繰越金
19億4,600万円
2.5%

諸収入
54億
6,500万円
7.1%

その他
40億2,500万円

5.2%

地方交付税
85億
3,100万円
11.0%

国庫支出金
133億400万円
17.2%

県支出金
42億9,800万円

5.6%

交付金
45億9,300万円

5.9%

市債
45億3,500万円
5.9%

市税
262億
6,000万円
33.9%

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

●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

●市税…市民税・固定資産税・都市計画税など
●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
●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

令和３年度は、市債借入額や国庫支出金
の減少などによって、前年度と比較して
55億3,000万円減少しました。

●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

歳入総額　774億2,400万円
人口1人当たり　約55.8万円

歳出総額　 733億5,900万円　
人口1人当たり　約52.9万円

扶助費
147億6,200万円
20.1%

人件費
109億2,900万円
14.9%

公債費
82億9,700万円
11.3%

普通建設事業費
46億6,400万円　6.4%

災害復旧事業費
2億6,100万円　0.4%

物件費
98億2,600万円

13.4%

補助費など
69億4,500万円

9.5%

繰出金
54億1,000万円

7.4%

その他
122億6,500万円

16.7%

義務的
経費

その他
経費

投資的
経費
投資的
経費

歳出

歳入

ことばの説明

ことばの説明

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1億4,000万円を差し引いた
39億2,500万円が実質の黒字となっています。

まとめ

令和３年度

一般会計
決算報告
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地方債について見てみよう!

平成29年 30年 令和元年 2年 3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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394.1

42.9 41.7

356.4

33.9

414.8414.8

53.653.6

42.942.9

56.456.455.955.953.453.4

371.3371.3378.1378.1

38.8

平成29年 30年 令和元年 2年 3年

義務的経費 その他の経費
義務的経費の割合
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46.346.3

403.9403.9
393.7393.738.238.2

令和3年度末地方債現在高は、令和2年度末と比較
し34.7億円の減の827.9億円となっています。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

ほ

填
てん

されるため、それらを除く実質的な市の負担額は
362.2億円となり、令和2年度と比較すると14.9億円の減と
なっています。

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。

平成29年 30年 令和元年 2年 3年

地方債現在高 実質的な負担額
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（億円）

893.0 887.6 871.0

377.1377.1364.8364.8361.8361.8 363.2363.2

862.6 827.9

362.2362.2

※普通会計の数値を使用しています。

自主財源比率の推移 義務的経費について

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。

令和3年度は、自主財源である地方税や
地方交付税、諸収入が増加し、依存財源であ

る国庫支出金の特別定額給付金支給事業費補助金が
皆減となったことなどにより、前年度に比べ、自主財源
の割合が10.7ポイント上昇しています。また、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。

本市の義務的経費の合計は、近年増加傾
向にあります。

令和３年度は義務的経費である扶助費が、新型コロ
ナウイルス対策などにより増加し、その他の経費であ
る補助費などが減少したため、前年度に比べ、義務的
経費の割合が8.1ポイント上昇しています。

●衛生債…診療施設整備事業
●土木債…道路橋りょう整備事業
●消防債…通信指令強化充実事業
●教育債…小学校改修事業 など

令和3年度に
地方債を活用した
主な事業

※普通会計の数値を使用しています。

■ 地方債残高の推移

● 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

ほ

填
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

ほ

填
てん

。
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●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特別会計

事業名 収入 支出 差引
国民健康保険 156億2,241万円 153億6,106万円 2億6,135万円
国民健康保険鹿野診療所 4,842万円 4,842万円 0万円
後期高齢者医療 26億2,852万円 25億6,174万円 6,678万円
介護保険 127億5,790万円 124億3,139万円 3億2,651万円
地方卸売市場事業 1億6,385万円 1億6,385万円 0万円
国民宿舎 1億1,351万円 1億1,351万円 0万円
駐車場事業 7,938万円 1,302万円 6,636万円

合計 314億1,399万円 306億9,299万円 7億2,100万円

※ 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

ほ

填
てん

しました。 

下水道事業会計
区分 収入 支出 差引

収益的収支 49億6,284万円 47億4,354万円 2億1,930万円
資本的収支 21億4,360万円 37億9,667万円 △16億5,307万円

病院事業会計
区分 収入 支出 差引

収益的収支 33億9,015万円 30億4,867万円 3億4,148万円
資本的収支 3億619万円 4億2,855万円 △1億2,236万円

水道事業会計
区分 収入 支出 差引

収益的収支 36億8,410万円 31億7,834万円 5億576万円
資本的収支 7億8,295万円 21億1,979万円 △13億3,684万円

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 3億2,897万円 3億724万円 2,173万円
資本的収支 6,434万円 6,559万円 △125万円

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 852億5,010万円 789億5,689万円 62億9,321万円
資本的収支 37万円 5億8,822万円 △5億8,785万円

詳しくは

財政調整基金の令和３年度末残高は48億円となっ
ています。前年度と比較すると、19.7億円増加していま

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。
●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

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。

平成29年 30年 令和元年 2年 3年
0
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40

60
（億円）

34.934.9 34.934.9
28.828.8 28.328.3

48.048.0

年度末残高

基金について見てみよう!

■ 財政調整基金残高の推移

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。

決算報告
特別会計と公営企業会計
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◆資金不足比率の状況
　全ての公営企業会計において、資金不足比率は
発生していません。
※経営健全化基準は20％です。（公営競技を行う
企業は0％）
　令和２年度に資金不足が生じた国民宿舎特別会
計は、令和３年度の資金不足額を一般会計から繰
り入れることにより解消し、令和３年度末をもって
廃止となりました。
◆早期健全化基準と財政再生基準
　早期健全化・再生の必要性を判断するための基
準です。
　健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準
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
れかが財政再生基準を上回ると、財政再生団体に
指定され、国などの関与によって確実な再生をめ
ざすこととなります。
◆本市の状況
　令和３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
についても、全ての会計で資金不足は発生してい
ません。
　将来負担比率の減少は、地方債残高の減少や充
当可能基金の増加により将来負担額が減少となった
ことなどによるものです。今後も、公債費の抑制、償
還期間の見直しによる負担の平準化により、将来的
に地方債残高および元利償還金の低減を図ります。

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

◆令和３年度決算に基づく健全化判断比率の状況

周南市
0%

早期健全化基準
16.51%

10 20 30（％）

財政再生基準
30.00%

実質赤字比率 連結実質赤字比率0% 0%

周南市
0%

早期健全化基準
11.51%

10 20（％）

財政再生基準
20.00%

一般会計など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。
令和3年度は赤字額が発生していない
ため、算定されませんでした。

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。令和３
年度は赤字額が発生していないため、
算定されませんでした。

（3カ年平均）
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実質公債費比率 将来負担比率9.0%（前年度比＋0.1） 66.0%（前年度比△21.9）
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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。令和元年度は8.6％、令和２年度は
8.9％でした。

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。令和元年度は
91.0％、令和２年度は87.9％でした。

詳しくは市ホームページへ

▲

周南市　健全化判断比率

　市・県民税申告
場所と日時　▼シビック交流センター…令和5年2月16日
（木）～3月15日（水）の平日9時～16時▼総合支所・支所
などを巡回相談…詳しくは、市広報令和5年1月号に掲載し
ます。

　農業申告
　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。申告の際に全て記入して、
持って来てください。

　公的年金を受給している人

 確定申告 
　次の要件にいずれも該当する人は、確定申告は不要です。
（所得税還付を受けるため、申告することは可能）
要件　❶公的年金の収入金額が400万円以下の人
　　　❷❶以外の所得金額が20万円以下の人
 市・県民税 
　全ての所得について申告が必要です。収入が公的年金の
みの場合、市・県民税の申告は不要です。（控除の追加がある
場合などは、市・県民税の申告が必要）

市・県民税などの税務申告が始まります 問合せ

確定申告詳しくは国税庁ホームページから ▼

会場には多くの人が来場します。新型コロナウイルス感染
拡大防止のためにも、e

イータックス

-Taxの利用を検討してください。

徳山税務署からのお知らせ徳山税務署からのお知らせ

課税課☎0834-22-8273

かんたん・便利♪かんたん・便利♪
スマートフォンからスマートフォンから
e-Tax（電子申告）e-Tax（電子申告）
イータックス

報し報報報報報

財政課☎0834-22-8237問合せ



問合せ　周南公立大学入試課☎0834-28-5302

4年生の就職活動も佳境を迎えました。今回は、そ
の中でも喜ばしいニュースです。本学から山口県の小
学校教員採用候補者選考試験に現役で2人合格、県内
の小学校教諭としての活躍が期待されます。
合格した2人は、通常のカリキュラムに加え、提携大
学の小学校教員養成プログラムを利用して夢の実現
に向け準備をしてきました。「コミュニケーションを大
切にし、児童1人ひとりを理解できる先生になりたい」
「児童の『なぜ？』を引き出し、好奇心を育てることが
できる先生をめざしたい」と話しています。
その他にもすでに就職先を決め、具体的な準備を進
めている学生も多
くいます。それぞれ
が、新たな場で活
躍してくれること
を願っています。

採用試験合格の髙見さん（左）と小林さん（右）採用試験合格の髙見さん（左）と小林さん（右）

問合せ　農業委員会事務局☎0834-22-8574問合せ　農業委員会事務局☎0834-22-8574

広報しゅうなん  2022.1212

今月紹介する手話は「クリスマス」です。
サンタクロースの顔を思い浮かべながら、やってみましょう。

手話 の世界へようこそ! 

問合せ　障害者支援課☎0834-22-8387
0834-22-8464

「クリスマス」今月の手話

はばたけはははははははははははははばばばばばばばばばばばばたたたたたたたたたたたたけけけけけけけけけけけけ

周南公立大学
教員採用試験に合格しました

両手の人さし指をクロスさせ、ツリーの形を描くよう
に下に引きます（写真① ▼②）。次に、顎に手を当てて、な
で下ろしながら指先を閉じます（写真③ ▼④）。これは、サ
ンタクロースが顎ひげをなでる様子を表現しています。

X
クリスマス

'masの
Xを

作ります
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　生ごみの約80％は水分です。
水切りをすることで、悪臭・腐敗

を防止するだけでなく、ごみの減量にもつながります。生
ごみを出すときは、水切りをしっかり行いましょう。
●生ごみ処理機の購入費を一部補助します
　家庭から出る生ごみを堆肥化する機器を購入した際
に、費用の一部を補助します。
対象　市内に在住する、市内業者で生ごみ処理機を購入
した人
補助額　▼コンポスト容器…購入金額の2分の1以内
（1世帯2基まで。1基の上限額3,000円）▼電動生ごみ
処理機…購入金額の2分の1以内（1世帯1基まで。上限
額1万5,000円）
申込み　令和5年3月31日（金）までに、必要書類を、窓
口で、リサイクル推進課・総合支所・支所
※予算が無くなり次第、終了します。

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

生ごみの減量化を
行いましょう

2

3 4
顎ひげを
なで下ろす
しぐさ

周南市　生ごみ処理機

詳
し
く
は
、

こ
ち
ら▼

●農地の貸し借りと利用権設定
農地の貸し借りには、利用権の設定または継続と

いう方法があります。農地法の許可が不要で、設定
期間が終了すれば、離作料を支払うことなく、農地
は確実に返還されるというメリットがあります。令和
5年3月31日が設定期限の農地を持ち、継続・再設
定を希望する人は、12月28日（水）までに、農地利
用最適化推進委員・農業委員へ届け出てください。
（市街化区域内の農地は除く）
※新規の利用権設定は随時受け付けています。
●農業者年金
次の要件を満たす人は、農業者年金に加入できま

す。▼年間60日以上、農業に従事している▼国民年金
第1号被保険者（保険料納付免除者を除く）▼国民年
金の付加年金に加入している▼20歳以上60歳未満
※年間60日以上農業に従事する、60歳以上65歳未
満の国民年金の任意加入者も加入できます。
※支払った保険料の全額が税金の控除対象になり
　ます。



周南冬のツリーまつり

Winter illuminations

期間　12月1日(木)～28日(水)
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

徳山商工会議所☎0834-31-3000
観光交流課☎0834-22-8372

※駐車場は、会場周辺の有料駐車場を利用してください。
※12月24日（土）は、御幸通りに交通規制があります。 問合せ

100万球が輝く、光あふれる周南の街へ…

ドラマチックな光の演出を展開する
天空のライティングフラワーショー

巨大プレゼントボックスが
出現

300メートル続く色鮮やかな
街路

樹

ウィンターイルミネーション2022
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　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ　家族や友人など、大切な人たちと冬のイルミネーションを楽しんでみ
ませんか。ませんか。ませんか。ませんか。ませんか。ませんか。

問合せ　あんしん子育て室☎0834-22-8550
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　母子保健推進員（母
ぼ
推
すい
さん）は、市から委託され、地域の子育て支援を行うボランティアです。子育てに

関する身近な相談役・育児の応援者として活動しています。

あなたも母推さんに
なりませんか

126人の仲間や、市の
保健師と協力して活動しま
す。たくさんのママや赤
ちゃんに出会い、たくさん
の笑顔をもらえるボラン
ティアです。
対象　市内在住で、子育て
経験がある、または、子
育て支援に興味や熱意
がある人で、定期的な研
修への参加やボラン
ティア活動ができる人
応募方法　電話で、あんし
ん子育て室

母子保健推進員です

■■■■■■■■■■■ 活動内容 ■■■■■■■■■■■

育児サークルの開催
　地域で親子の仲間作りができる
サークル（サークルゆりかご）を開
催します。

家庭訪問
　訪問希望のあった妊産婦や、おおむ
ね３歳までの子どもがいる家庭の身
近な相談相手として、保健師と連絡を
取りながら行います。
　ブックスタート事業や、育児サーク
ルの案内チラシを渡しています。

ブックスタート事業
妊娠届け出時に選んだ
絵本を、子どもが生ま
れた後に届けます。

健診や育児相談の手伝い
　３歳児健康診査や育児相談などを勧
めたり、当日の手伝いをしたりします。

研修
　年に数回程度、研修や他の母推
さんとの情報交換を行います。

はじめまして



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。

美術博物館☎0834-22-8880

展示室の風景

※施設改修工事のため、令和5年1月4日（水）～3月31日（金）は、臨時休館します。

　6月に生まれたレッサーパンダのオス
「ルールー」が元気いっぱいに育ってい
ます。毛並みもふさふさして、まるで生
きたぬいぐるみのようです。やんちゃ盛
りの「ルールー」は、お母さんの「ルナ」
と一緒にじゃれ合い、毎日とても楽し
そうに過ごし
ています。親
子のほほ笑
ましい様子を
ぜひ見てみて
ください。

問合せ
徳山動物園☎0834-22-8640

●生誕100年　宮崎進展　終わりなき旅
世界的にも評価の高い、市内出身画家の70年の足跡を展示します。
▼期間／12月18日（日）まで
▼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

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

●林忠彦記念室 写真集発刊65周年記念「小説のふるさと」
●まど・みちおコーナー
●徳山の歴史特設コーナー「周南市文化会館今昔」

いずれも
▼期間／12月28日（水）まで

常設展示

郷土美術資料館・尾崎正章記念館☎0834-62-3119

尾崎正章常設展「燈台のある風景」●期間／12月4日（日）まで
※施設メンテナンスのため、１２月５日（月）から休館します。

広報しゅうなん  2022.1214

すまいる
周南市で

活躍してい
る人を

紹介します

「日頃からコミュニケーションをとることが防犯につな
がると考えています。警察や地域の皆さんと協力し、日々
目標を立てて活動しています」と語るのは、久米地区を中
心に、市内で防犯・交通安全のために活動している藤井茂
生さんです。
平成8年に、防犯連絡所指導員として活動を始めた藤井

さん。まずはできることからや
ろうと思い、防犯協議会からの
パンフレット配布から始めまし
た。その後、自身で犯罪件数や
犯罪被害防止の呼びかけなど
をまとめたパンフレットの制作

をしたり、立哨活動やパトロール活動をしたりと、犯罪被害
や交通事故を防ぐための活動を26年続けてきました。
そして今年9月、これまでの功績が認められ、防犯活動

に長年尽力してきた人に贈られる防犯栄誉金賞を受賞し
ました。「本当に驚き、信じられませんでした。警察や地域
の皆さんが温かい人たちばかりだったため、ここまで続け
ることができました。今回の賞は皆さんでいただいたもの
だと思っています」と、受賞した思いを語ります。
「今後も引き続き、うそ電話詐欺などの犯罪被害を減ら
すことが目標です。また、年末年始は犯罪や交通事故が多
発するため、より一層パトロールを強化していきたいと思
います」と熱意を感じさせる笑顔で語る藤井さんでした。

うそ電話詐欺の注意喚起をする
藤井さん

“コミュニケーション”で
防犯を

藤
ふじ

井
い

  茂
しげ

生
お

さん

防犯連絡所指導員
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　いつの頃からか大掃除や餅つきな
どの迎春準備が簡便になり、慌ただしい

師走の雰囲気は随分と変わりました。
　一方、スマホなどの発達にも関わらず、「年末には帰省
したい」「お正月は故郷で」と望郷の念にかられる特別な
月であることに、今も昔も変わりはないようです。

　

　旧制徳山中学・現徳山高校校歌の作詞者でもある高野

辰之氏は、明治９年奥信濃の農家に
生まれ若くして故郷を離れ多くの困
難を乗り越えて文学博士になられた
方です。『故

ふるさと

郷』の他にも『朧
おぼろ

月夜』
『紅

もみじ

葉 』『春が来た』『春の小川』などを作詞し、故郷愛に
あふれる歌詞は、いつの時代も人々の心を愛情深く包み
込むものとなりました。故郷を「忘れがたきもの」「思ひい
づるもの」そして「励みとなるもの」と歌うこの歌を、口ず
さむだけで涙腺が緩むのは私だけでしょうか。

　師走になると、たくさんの人たちが故郷周南に思いを
馳せられることと思います。帰省される方々を「お帰りな
さい」と、この歌詞を胸に温かくお迎えしたいと思います。
　皆さま、どうぞ良き新年をお迎えくださいませ。

師走になれば 周南市長　藤井  律子

de

• フ
ォト de 周南 •

Photo 　shuna n

新型コロナウイルスの収束を願い開
催。メイン会場では、ボランティアらの
手による6,000個の灯りが彩られ、幻
想的な世界が広がっていました。

ムーンフェスタしんなんよう
T
ト ウ ソ ー

OSOH P
パ ー ク

ARK 永源山
熊毛グラウンドゴルフ
フェスティバル2022
高水小学校

銀南街ファッションショー
徳山駅前商店街

熊毛地域の各地区から70人が参加。
爽やかな秋晴れの下、参加者の楽し
む声が響き渡っていました。

漁業関係者による、周南たこについての授業が行われ、この日はタコ
の他にも、県産・市内産の食材を使った特別な給食を味わいました。

周南たこの食育授業と
「のんたこ飯」の給食　　菊川小学校

11/3
[祝]

11/8
[火]

　いつの頃からか大掃除や餅つきな
どの迎春準備が簡便になり、慌ただしい

市長コラム

2022ミス日本「海の日」で本市出身の属
さっか

安
あ　き　な

紀奈さんや市民の皆さ
んが、銀南街のお店のコーディネートでランウェイを歩きました。

10/15
[土]

10/23
[日]

♬兎追ひしかの山　小鮒釣りしかの川
　夢は今もめぐりて　忘れがたき故郷

　如何にいます父母　恙なしや友がき
　雨に風につけても　思ひいづる故郷

　志をはたして　いつの日にか帰らん
　山はあおき故郷　水は清き故郷♪

　（文部省唱歌『故郷』 作詞／高
たか

野
の

辰
たつ

之
ゆき

）
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エネルギー290kcal　たんぱく質16.9ｇ
脂質19.5ｇ　カルシウム132ｍｇ
食塩相当量1.3ｇ

1人分の
栄養価

地元産の食材を使っておいしく料理
市食生活改善推進協議会 考案

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

材料（２人分）
黒豆 ・・・・・250～300g

重曹 ・・・・・小さじ1/2

作り方
① 　鍋に洗ってザルに上げておいた黒豆を入れ、Aと
重曹に一晩つけておく。
② 　①を中火で煮ながらあくを取る。
③ 　あくが出なくなったら弱火にし、噴きこぼれない
よう鍋の蓋をずらしながら、煮汁が半分程度になる
まで煮詰める。

しゅうなん食育
レシピ動画

詳しく動画で解説！！

問合せ　健康づくり推進課☎0834-22-8553

～周南を楽しむ旬のおすすめコースをご紹介～

→
　徒
歩
で
約
６
分

→

　ツリーまつりの期間中は、名
物の大型キャンドルツリーが出
現。公園一帯を鮮やかな光が覆
います。

❷青空公園
　毎年、周南の冬を彩る冬のツ
リーまつり。今年は12月1日（木）
から点灯します。

❶JR徳山駅前 ❸周辺の飲食店
　イルミネーションを堪能した
後は、街なかの飲食店へ。おい
しい周南グルメを食べてみてく
ださい。

問合せ　観光交流課☎0834-22-8372

vol.5 「冬の市街地
イルミネーションコース」

コースの詳しい内容は
市ホームページをチェック！

周南市産“黒大豆”を使用した 黒豆煮

A 砂糖 ・・・・・・・200g
水 ・・・・・・・・・・1,440㎖
しょうゆ ・・大さじ1
塩 ・・・・・・・・・・小さじ1/2

黒豆パンケーキ

材料（2人分）
黒豆煮 ・・・・・ 100g
ホットケーキ
ミックス ・・・ 150g
卵 ・・・・・・・・・・・ 1個
牛乳 ・・・・・・・・ 100㎖
クリーム
チーズ ・・・・・ 80g
油 ・・・・・・・・・・・大さじ1

作り方
① 　ボウルに卵と牛乳を入れてよく混ぜる。
その中にホットケーキミックスを入れて軽
く混ぜる。
② 　①に１㎝角に切ったクリームチーズと黒
豆煮を加え、さっくり混ぜる。
③ 　フライパンに油を引いて熱し、ぬれ布巾
の上に乗せて生地を流し入れる。
④ 　再び火にかけて蓋をし、弱火で約10分焼く。
⑤ 　生地の表面にポツポツと穴が開いたら
裏返して焼く。

作り方
① 　ニンジン、ゴボウ、コンニャク、水で戻した高野豆腐と
シイタケを、黒豆よりやや大きめに切る。
② 　①とだし汁を入れ中火で煮る。材料が柔らかくなっ
たら、Aを加えて煮込み、黒豆を加えて混ぜる。
③ 　器に盛りつける。

黒豆煮を使ったアレンジレシピをご紹介します！

エネルギー290kcal　たんぱく質16.9ｇ

アレンジ

1 エネルギー167kcal　たんぱく質8.9ｇ　脂質4.5ｇ
カルシウム114ｍｇ　食塩相当量1.8ｇ

1人分の
栄養価

黒豆と野菜の煮物

材料（2人分）
黒豆煮 ・・・・・・40ｇ
高野豆腐 ・・・１個
ニンジン ・・・・2/3本

コンニャク ・・・・・・1/2枚
干ししいたけ ・・1枚
ゴボウ ・・・・・・・・・・40g

A かつおだし ・・・・１カップ
濃口しょうゆ ・・大さじ1/2
砂糖 ・・・・・・・・・・・・大さじ2

みりん ・・大さじ1
塩 ・・・・・・・少々

アレンジ

2

大さじ1



問合せ

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

あんしん子育て室☎0834-22-8550（けんしん結果相談会は、健康づくり推進課☎0834-22-8553）

■ 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

■歯科休日在宅当番医（診療時間…9時～13時）

■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。

12月 当番医 電話番号
4日（日）かねおか歯科クリニック(千代田町)0834-22-0300
11日（日）さいとう歯科医院(下上上野)0834-63-7773
18日（日）伊東歯科医院(桜木)0834-28-3802
25日（日）なかたまり歯科医院(福川南町)0834-61-2111

31日（土）クラタ歯科(代々木通)0834-22-1785井上歯科医院(宮の前)0834-62-2068
令和5年1月 当番医 電話番号

1日（祝）蔵清歯科医院(周陽)0834-28-2510遠石ファミリー歯科(上遠石町）0834-31-7770

12月 当番医 電話番号
4日（日）松本医院（大江） 0833-91-6020
11日（日）小川クリニック（勝間原）0833-91-5777
18日（日）ふじわら医院（大河内）0833-91-7100
25日（日）松永医院（夢ヶ丘入口）0833-91-3006

令和5年1月 当番医 電話番号
8日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303

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

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
長を確認するとともに、子育ての相談に応じます。
対 象　3歳6カ月～4歳未満児で、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
令和5年1月16日（月）10：00～11：00 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、あんしん子育て室に電話

日時 場所
令和5年
1月

19日（木）12：40～13：30 学び・交流プラザ
26日（木）12：30～13：30 徳山保健センター

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5年1月11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26日（月）までに、あんしん子育て室

▶詳しくは
こちら

けんしん結果相談会
対象　市内に在住する40歳以上の人
場所と日時　▼徳山保健センター…12月21日（水）
9時～12時、13時30分～16時15分▼熊毛総合
支所…12月28日（水）9時30分～12時
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、住所・氏名・電話
番号を、電話で、健康づくり推進課



問合せ　市民の声を聞く課☎0834-22-8808

戸　田
1月20日（金）
2月7日（火）・24日（金）
3月14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21日（土）
2月8日（水）・25日（土）
3月15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6日（金）・24日（火）
2月10日（金）
3月1日（水）・17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7日（土）・25日（水）
2月14日（火）
3月3日（金）・18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18日（水）
2月22日（水）
3月11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5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

鼓南・櫛浜
1月11日（水)・27日（金）
2月15日（水）
3月4日（土）・22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13日（金）・28日（土）
2月17日（金）
3月7日（火）・24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14日（土）
2月1日（水）・18日（土）
3月8日（水）・25日（土）

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17日（火）
2月3日（金）・21日（火）
3月10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18日（水）
2月4日（土）・22日（水）
3月11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

皆さん皆さんのの意見意見をを聞かせてください聞かせてください

※回答内容は調査の目的以外に使用することはありません。
　また、記入された内容に対して回答はいたしかねます。

令和5年
1月4日水まで（消印有効）回答期限

●市ホームページの応募フォーム
●はがきなどに、住所・氏名・回答を記入し、〒745-8655
　岐山通1-1市民の声を聞く課に郵送
※市役所・総合支所・支所・市民センターなどに設置したまち
　づくり提言箱に投函

かん

することもできます。

回答方法 応募フォームは
こちら

周南市　市民アンケート

　アンケート結果は、市ホームページ
で公表します。また、回答者の中から
抽選で10人に周南市関連グッズをプ
レゼントします。（当選者の発表は発
送をもって代えさせていただきます）

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
と

プ
レ
ゼ
ン
ト

アンケート
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市の実施しているシティプロモーション事業の認知度や
ファンクラブへ期待していることを調査するために実施します。

シティプロモーションについてシティプロモ ションについて今回の
テーマ

Q1 回答者の年齢を教えてください
①～19歳　②20歳代　③30歳代　④40歳代　⑤50歳代
⑥60歳代　⑦70歳～

Q2 どの媒体で市の情報を入手していますか（複数回答可）
①市広報　②しゅうなんメール（メルマガ）　③市ホームページ
④シティプロモーションスペシャルサイト　⑤T

ツイッター

witter　⑥I
インスタグラム

nstagram
⑦Y

ユーチューブ

ouTube　⑧n
ノート

ote　⑨テレビのデータ放送　⑩その他（自由記述）

Q3 キャッチコピー「ここから、こころつながる。周南市」を
知っていましたか
①知っていた　②知らなかった

Q4 市のファンクラブ（公式L
ライン

INE、メルマガ、こころつ
ながる応援隊のいずれか）を知っていましたか
①知っていて登録している　②知っているが登録していない
③知らなかった

Q6 応援している周南市出身の人、周南市のおすすめ
な食べ物や風景など、好きな周南市のヒト・モノ・
コトを教えてください （自由記述）

Q5 市のファンクラブが発信する情報として、
興味があるものは何ですか（複数回答可）
①くらしの情報　②会員同士の交流　③会員紹介
④市出身の著名人紹介　⑤地域課題　⑥市民団体の活動紹介
⑦市内イベント情報　⑧市特産品情報　⑨その他（自由記述）



●国民健康保険 ・・・・・・・・・・保険年金課☎0834-22-8311
●後期高齢者医療保険 ・・・県後期高齢者医療広域連合☎083-921-7113問合せ
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外来年間合算制度のお知らせ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～翌年7月末の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）の合計が個人
単位で14万4,000円を超えた場合に、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4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3年8月1日～令和4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）であった月は合算対象外です。
※計算期間のうち、低所得区分の月が8カ月以上ある
場合は、自己負担額が年間上限額（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
許証などの本人確認書類、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

●しゅうなんブランド
市内で生産された農林水産物や、それ

らを原材料として製造・加工されたもの
で、市の資源・特性を活かした個性と魅力
を持った産品を認定します。
認定基準　▼素材…市内産の素材である▼市らしさ…市にちな
んだ物語性を有し、市民に支持されている▼独自性・品質性…産
品に独自の工夫があり、味・外観などに高い品質を有している▼
信頼性・安全性…安全性の高い素材であり、クレーム処理の体制
などが整っている▼市場性・将来性…将来にわたり安定的な流通
が見込める

●周南市地産地消
　推進店
市内で生産された農林水

産物などを積極的に販売・
活用する市内の店舗などを
地産地消推進店として市民や観光客などに広く
PRします。
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▼市ホームページ
や広報などに紹介されることを承諾する など

農林水産物に
関する認定 メイド・イン・周南市を発信しませんか？

令和5年1月31日（火）までに、農林課・総合支所・支所・市ホームページで配布する申込書を、
窓口・郵送（必着）・Ｅメールで、農林課☎0834-22-8369・ norin@city.shunan.lg.jp

いずれも申込み



問合せ　生活安全課☎0834-22-8240
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ごみ排出量と再資源化の推移（ｔ）

平成22年度

令和元年度

令和2年度

令和3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。

再資源化量 その他（焼却・埋立など）

0 10,000 20,000 30,0000 40,000 50,000 60,000

47,357

58,511

46,078

45,218

18,946（32.4％） 39,565

14,622（30.9％） 32,735

14,468（31.4％） 31,610

13,638（30.2％） 31,580

最終処分量（埋立量）の推移 （ｔ）

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

平成22年度

令和元年度
令和2年度
令和3年度

2,817
2,799
2,805

13,326

問合せ　リサイクル推進課☎0834-22-8303

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

　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「三ない運動+１」。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。

　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。
　暴力団を必要以上におそれず、被害を受け
たときは早急に警察へ届けましょう。

　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。
　暴力団と交際していると、暴力団と社会的
に非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。

11

金を金を
出さない出さない

33

12月は暴力追放運動強調月間

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

交際交際
しないしない

+1+1

　市民の皆さんの協力により、リサイクルプラザペガサス稼働前（平成
22年度）と比べ、ごみ排出量とごみ最終処分量の削減に着実な成果が
上がっています。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。

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。

ごみ排出量 ４万5,218トン
平成22年度比：約1万3,300トン（23%）削減

包装紙やお菓子の紙箱などの雑がみを燃やせるごみと
して捨てずに古紙・衣類の収集日に出すことで、再資源
化率がさらに向上します。

ごみ再資源化量 11万万3,6383,638トントン
ごみ再資源化率 30.230.2％％

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
り、多くのプラスチックが再資源化できるようになったた
めです。

ごみ最終処分量（埋立量）2,805トン
平成22年度比:約1万500トン（79%）減少

 約1万5,300円市民1人あたり
※歳出および歳入を基に計算したものです。

約約2323億億5,0005,000万円万円
ごみ収集運搬や焼却・埋め立ておよび施設の維持管
理、啓発などに関する費用（施設整備費などは除く）

約約22億億2,0002,000万円万円

歳出

歳入
資源物やごみ袋の売り払い収入など

■ごみ処理経費

Playストア App Store

22

利用利用
しないしない

おそれおそれ
ないない



問合せ　人権推進課☎0834-22-8456

問合せ　障害者支援課☎0834-22-8463・ 0834-22-8464
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12月4日～10日は人権週間

DV、各種ハラスメント、いじめ、児
童虐待、インターネット上の人権侵
害、感染症や障害などを理由とする
偏見や差別、ヘイトスピーチを含む
外国人に対する人権侵害、同和問
題、ハンセン病問題など

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」

日時　12月20日（火）14時～16時
場所　市役所多目的室
講師　小川仁志さん（大学教授）
定員　70人 ※オンライン参加も可能です（定員90人）。
申込み　人権推進課男女共同参画室☎0834-22-8205

「誰か」のこと じゃない。
世界人権宣言が採択された12月10日は「人権デー」です。
全ての人々が互いの違いを認め、尊重し、助け合うことのできる社会を実現するに
は、1人ひとりが正しく認識し、行動することが大切です。

▼

こちらから
も申し込みで
きます

哲学カフェ
ダイバーシティ社会における男女共同参画とは?

令和4年度周南市男女共同参画セミナー

さまざまな人権問題

　住み慣れた地域で安心して暮らしていくために
　市では、障害者の重度化や高齢化、親を亡くした後を見据
え、居住支援のための相談や緊急時の対応、体験の機会な
どの機能をもつ場である、「地域生活支援拠点等」を整備し、
地域全体で支える体制の構築に取り組んでいます。

　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・付添い人とだけ話すなど、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により、事業者
においても、障害特性に応じ、イラスト・写真・タブレットな
どを使って説明したり、本人の意思を確認しながら代筆した
りするなど、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な
配慮を法的義務として、提供することが求められています。

　気を付けましょう
●点字ブロックに物を置かない…視覚に障害のある人に
とって、点字ブロックの上に障害物があると大変危険です。
●障害者専用駐車場の利用…自動車の乗り降りをすると
き、広くて段差のない場所が必要な人のために作られて
います。マナーを守って適正に利用しましょう。

12月3日～9日は障害者週間です
障害者週間は、障害や障害のある人への理解を深め、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として定められています。誰もがお互い
を尊重し合い、自分らしく暮らせるまちづくりについて考えてみませんか。

イ ベ ン ト

■アート作品展
　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（土）～27日（火）
場所　シビック交流センター
■障害に関する図書の展示
日時　12月３日（土）～
　　　25日（日）
場所　中央図書館
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こころの相談会
対象　不安やつらい気持ちなど、ここ
ろの悩みを抱えている人とその家族
日時　12月20日（火）13時～15時
場所　徳山保健センター
内容　臨床心理士による個別相談会
（1人1回の予約制）
申込み　12月19日（月）までに、住
所・氏名・電話番号を、電話で、健康づ
くり推進課☎0834-22-8553

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21日（水）9時30分、11時、
13時30分、15時（要予約）
場所　市役所共用会議室
内容　売り上げ拡大・創業・事業承継
など、経営に関する相談
申込み　相談内容・日時を、電話・E
メールで、県よろず支援拠点☎083-
902-5959・ info@yorozu-
yamaguchi.go.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

建築士による住宅等無料相談会
住宅の建築・リフォームに関する心

配・疑問について建築士が応じます。
日時　12月10日（土）・24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

女性に関する心配ごと相談会
対象　市内に在住し、家庭や職場など
の心配ごとや人権問題で悩んでいる
女性
日時　12月22日（木）10時～13時
場所　尚白園
内容　女性相談員・人権擁護委員など
による個別相談会
申込み　12月５日（月）～21日（水）
に、氏名・電話番号・相談内容を、電話
で、尚白園☎0834-22-8863

ワンワン銀行
生後3週間～3カ月の子犬の譲渡会

です。子犬を譲り渡したい人は、12月
13日（火）12時までに、市へ登録してく
ださい。
日時　12月18日（日）9時～10時（小
雨決行。悪天候の場合は25日（日）に
延期。譲り渡したい人の事前登録がな
い場合は中止）
場所　大迫田共同墓地前
※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

相　談
あたまの健康相談
対象　もの忘れが気になるなど、認知
機能が心配な人（認知症の診断を受け
た人や専門医受診中の人を除く）
期日と場所　▼12月23日（金）…鹿
野図書館▼12月26日（月）…市役所
共用会議室
内容　認知機能を確認するテストと相談
定員　各6人（受け付け順）
申込み　各日程の2日前までに、電話
で、地域福祉課☎0834-22-8462

お知らせ
携帯電話ショップでマイナンバー
カードが申請できます
全国の携帯電話ショップで、申請が

できるようになりました。マイナポイン
トの付与第2弾は、12月末までにマイ
ナンバーカードの申請をした人が対象
です。希望する人は、早めの申請を検
討してください。
※申請書やスマートフォンがない人で
も申請可能です。
問合せ　市民課☎0834-22-8339、
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178

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

生活のしづらさなどに関する調査
在宅の障害児・者などの生活実態と

ニーズを把握するため、調査員が戸別
に訪問します。
対象　任意抽出の約340世帯（対象
世帯は事前にお知らせを配布）
期間　12月22日（木）まで
問合せ　障害者支援課☎0834-22-
8387・ 0834-22-8464

2022.12

▼市役所への郵送は、記載ある場合を除き〒745-8655岐山通1-1周南市
役所○○課で届きます。▼各記事の詳細はホームページで確認してください。
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対象　母子・父子家庭、寡婦の人
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
※交付には約2カ月かかります。
※返済は卒業後6カ月据え置き、10年
以内です。
※保証人が必要です。
※他の貸し付け制度もあります。
申込期限　1月13日（金）
問合せ　次世代政策課☎0834-22-
8460

2116 募　集
令和5年度学校給食用物資
納入希望者の追加
対象　選定基準に適合した事業所
物資の範囲　肉類・練り製品・大豆製
品・調味料・卵・コンニャク・乾物・冷凍
食品類・その他一般食品
申込み　1月10日（火）～25日（水）
に、必要書類を、窓口・郵送で、学校給
食課☎0834-22-8418

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5・6年度に発注する工事や物

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　1月10日（火）～2月10日
（金）9時～16時30分に、申込書を、窓
口・郵送（消印有効。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

自衛官などの採用試験
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
※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

福　祉
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
対象　社会福祉協議会が行う緊急小
口資金および総合支援資金の初回貸
し付けを12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　▼窓口…12月28日（水）
16時▼郵送…12月31日（土）まで
（消印有効）に、〒745-8529速玉町
3-17市社会福祉協議会☎0834-33-
1150
問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8200

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金
電力などの価格高騰による負担増

を踏まえ、対象世帯などに、1世帯当た
り5万円を給付します。
対象　①令和４年度住民税非課税世帯
（課税者の扶養親族のみの世帯を除く）
②予期せず家計が急変し、①と同様の
事情と認められる世帯
※①には、順次書類を送付します。②
の世帯は、問い合わせてください。
申込期限　1月31日（火）
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

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。

相　談

●無料法律相談　弁護士への、日常の法律に関わる相談
日時 場所 申込み 問合せ
12月 14日（水）9時～12時 ゆめプラザ熊毛 12月6日（火）8時30分～ A
　　 21日（水）9時～12時 新南陽ふれあいセンター 12月13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
12月  2日（金）9時30分～11時30分 戸田市民センター

C

 9日（金）9時～12時 コアプラザかの
13日（火） 13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛
14日（水） 13時～15時 市役所共用会議室

22日（木） 10時30分～12時30分13時～15時 学び・交流プラザ

27日（火）9時30分～11時30分 櫛浜市民センター
27日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター

●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
12月  9日（金）9時～12時 コアプラザかの D

13日（火）13時30分～15時30分 ゆめプラザ熊毛 E
14日（水）9時～12時 人権推進課 F
15日（木）9時～12時 新南陽総合福祉センター G
27日（火）13時30分～15時30分 鶴いこいの里交流センター E

A熊毛総合支所市民福祉課☎0833-92-0011　B新南陽総合支所市民
福祉課☎0834-61-4104　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鹿野総合
支所地域政策課☎0834-68-2331　E熊毛総合支所地域政策課☎0833-
92-0008　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



広報しゅうなん  2022.1224

育児休業代替任期付職員
市正規職員の育児休業期間中、代替

で業務にあたる職員を募集します。
●行政事務
対象　高等学校以上を卒業している人
定員　5人程度
●保育士・幼稚園教諭
対象　保育士資格または幼稚園教諭
免許を有する人（令和5年3月末まで
に取得見込みを含む）
定員　5人程度
●保健師
対象　保健師資格を有する人（令和
5年3月末までに取得見込みを含む）
定員　2人程度
●いずれも
１次試験日　1月22日（日）
※免除される場合があります。
登録期間　令和5年4月1日から3年間
申込み　12月5日（月）～1月10日
（火）に、申込書・返信用封筒を、窓口・
郵送（消印有効）で、人事課
☎0834-22-8253

永源山公園軽飲食店経営者
対象　市内で飲食店などの営業実績
が2年以上ある人
期間　令和5年4月1日～令和8年3月
31日
場所　T

トウソー

OSOH P
パーク

ARK 永源山
施設使用料（月額）　4万円
定員　1人または1社
審査　プレゼンテーション、ヒアリング
申込み　12月5日（月）～23日（金）9時
～16時に、必要書類を、窓口・郵送（必
着）で、公園花とみどり課☎0834-
22-8431

環境に関する委員
●市環境審議会委員
市民の意見を環境保全対策に反映

するため、委員を募集します。
定員　5人以内
選考　書類、作文（環境と経済が好循
環する地域づくりについて）
●市環境基本計画推進委員会委員
市民・事業者・市がパートナーシップ

を形成し、市環境基本計画を推進して
いくための委員を募集します。

普通救命講習Ⅰ
日時　1月15日（日）9時～12時（受
付8時30分から）
場所　あいぱーく光（光市）
内容　心肺蘇生法・AEDの使い方
※動きやすい服装で受講してください。
定員　15人（受け付け順）
申込み　12月15日（木）から、申込書
を、窓口・ファクス・Eメールで、光地区
消防組合中央消防署☎0833-74-
5 6 0 5・ 083 3 - 7 4 - 5 6 1 4・
chuou@119.city.hikari.lg.jp

徳山駅前図書館の講座講演
● ハンドメイドワークショップ
　しめ縄飾り
日時　12月13日（火）10時30分～
11時30分
内容　長持ちする花を使ったしめ縄飾
り作り
定員　5人（受け付け順）
参加料　2,500円
申し込み開始日　12月1日（木）9時
30分（窓口のみ）
※図書館カードの登録が必要です。
●シニアスマホ講座
日時　1月11日（水）▼10時～11時
…スマホ入門編▼11時～12時…電
話をしよう・メールをしよう編
※どちらか一方の参加も可能です。
定員　各15人（受け付け順）
持ち物　スマートフォン（なくても可）
申し込み開始日　12月28日（水）9時
45分（電話は10時30分）
●いずれも
申し込み開始日から、徳山駅前図書

館で配布する整理券（各回1人1枚）
を、窓口で、徳山駅前図書館☎0834-
34-0834

赤十字救急法講習会
対象　15歳以上の人
日時　1月14日（土）・21日（土）・22日
（日）9時30分～17時30分（基礎講習
のみ受講する人は、1月14日（土）9時
30分～15時30分）
場所　徳山保健センター
内容　不慮の事故・災害でのけが人や
急病人に対する救命手当・応急手当
定員　30人（受け付け順）

定員　4人以内
選考　書類、作文（第2次周南市環境
基本計画（後期）について）
●いずれも
対象　市内に在住する18歳以上の人
で、年数回の会議に出席できる人（公
職にある人を除く）
任期　令和5年4月1日～令和7年3月
31日
報酬（1回）　5,900円程度
申込み　12月5日（月）～27日（火）
に、住所・氏名・年齢・性別・職業・電話
番号・活動歴・作文（800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、環境政策課☎0834-
22-8324・ 0834-22-8325・
kankyo@city.shunan.lg.jp

7097 講座・講演
メタボ予防のための運動
日時　12月17日（土）13時30分～
15時
場所　学び・交流プラザ
講師　杉浦崇夫さん（放送大学山口学
習センター所長）
内容　メタボリック症候群の予防運動
定員　30人（受け付け順）
持ち物　筆記用具
申込み　12月2日（金）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

ひとりひとりが救命のワンピース
～応急手当を学びませんか～
対象　中学生以上の人
日時　1月21日（土）9時～12時
場所　消防本部
内容　感染症予防を踏まえた心肺蘇
生法・AEDの使用方法
※運動のできる服装で来場してください。
定員　15人程度（受け付け順）
申込み　12月15日（木）～１月13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.shu
nan.lg.jp
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参加料　3,300円（基礎講習のみ受
講する人は、1,500円）
持ち物　筆記用具・動きやすい服装・
室内シューズ・フェイスタオル２枚・昼
食・マスク
申込み　12月27日（火）までに、電話
で、日本赤十字社☎083-922-0102
問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8465

端材で作る羽子板飾り
日時　12月18日(日)10時～12時
場所　環境館
講師　山本勝一さん（小畑木工クラブ）
内容　端材で羽子板作り
定員　10人（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　300円（材料費）
申込み　12月10日（土）までに、住
所・氏名・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
H
ヒカリ

iKaRi ライブラリーコンサート
新感覚音楽ユニットHiKaRiによるク

リスマスバージョンのコンサートです
（観覧自由）。
日時　12月4日（日）17時～18時

場所　徳山駅前図書館
問合せ　徳山駅前図書館☎0834-
34-0834

市消防出初式
日時　1月5日（木）10時～
場所　キリンビバレッジ周南総合ス
ポーツセンター
内容　式典・分列行進
問合せ　消防本部消防総務課☎0834-
22-8754

再犯防止啓発パネル展
期間　1月6日（金）～19日（木）
場所　シビック交流センター
内容　岩国刑務所の取り組みや、再犯
防止活動のパネル展、作業製品の展示
（10日のみ販売あり）
問合せ　地域福祉課☎0834-22-
8465

冬のわんぱく村
対象　小学生
日時　1月8日（日）10時～9日（祝）
15時
場所　大田原自然の家
内容　オリジナルラリー・記念品作り
定員　24人（申し込み多数の場合は、
抽選）
参加料　4,000円（食事代など）
申込期限　12月12日（月）
問合せ　大田原自然の家
☎0834-89-0461

中央図書館の催し
● 中央図書館×周南公立大学コラボ
企画『クリスマス会in中央図書館』
対象　幼児・小学生（保護者同伴可）
日時　12月10日（土）10時30分～
11時30分
内容　学生による読み聞かせや工作
定員　20人（受け付け順）
申込み　12月1日（木）9時30分か
ら、氏名・年齢・電話番号を、窓口・電
話・ファクス・Eメール
●英語絵本の読み聞かせ会
対象　小学生
日時　12月10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17日（土）14時～15時
内容　朗読講座受講生による朗読
定員　20人（受け付け順）
●親子らいぶらり
　子どもを遊ばせながら本を選んで
借りたり、DVDを見たりできます。
対象　乳幼児とその保護者
日時　12月21日（水）10時～11時
●いずれも
問合せ　中央図書館☎0834-22-
8682・ 0834-27-1466・ tosho
kan@city.shunan.lg.jp

新南陽図書館の催し
●短歌会「花

か

芽
が

」
日時　12月9日（金）10時～12時
●おはなし会
日時　12月10日（土）14時～14時30分
定員　親子4組（受け付け順）
●古文書を始める会
日時　12月14日（水）10時～11時30分
●あけぼの読書会
日時　12月16日（金）10時～12時
●いずれも
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　12月10日（土）10時30分～
11時30分
場所　ゆめプラザ熊毛
問合せ　熊毛図書館☎0833-92-
0179

講座・講演

　先端技術などを活用した活力あ
る豊かなまち・周南の実現に向け
て、市・国・先進自治体などのスマー
トシティ推進の取り組みについて、
シンポジウムを開催します。
対象　市民、市内に事業所などが
ある法人の従業員などで、スマート
シティに興味のある人
日時　1月9日（祝）13時～16時
場所　徳山駅前賑わい交流施設
定員　40人（申し込み多数の場合
は、抽選）

※オンライン参加も可能です。
※いずれも、予約制です。
申込み　12月8日（木）～28日
（水）に、電話・オンラインフォーム
で、レンタックス☎0834-33-
9488（平日9時30分～17時）
問合せ　スマートシ
ティ推進課☎0834-
22-8263

国づくりシンポジウム　市スマートシティ推進シンポジウム

周南市  スマートシティ推進課
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問合せ　ボートレース徳山☎0834-25-0540

◆ボートレース徳山の収益金は、新型コロナウイルス感染症対策や、市の子育て支援（乳幼児・こども医療費の助成など）に役立っています。

ボートレース徳山公式ＳＮＳ

公式
ホームページ Instagram Facebook Twitter Youtube

中学時代に極真空手で日本一となるなど、抜群の運動能力を武器に、当時史上最年少
の15歳にしてプロボートレーサーの道に進んだ野田選手。令和2年5月26日にボート
レース徳山でデビューし、小学3年生の頃にボートレースを観戦したときから抱き続けた
夢を見事に叶えました。デビューから155走目の去年9月に初勝利を果たし、これから
ますます活躍が期待される野田選手を、皆さんぜひ応援してください！

野田 彩加選手（19）

山口支部若手選手紹介

環境影響評価結果の縦覧
　バイオマス発電設備新設計画に
関する結果の縦覧を行います。●縦
覧期間／12月12日（月）～23日
（金）の平日9時～16時●場所／東
ソー南陽事業所●問合せ／東ソー
南陽事業所☎0834-63-9800

新南陽老人福祉センターの講座
●花で彩るしめ縄リース作り講座
●日時／12月13日（火）10時～
12時●講師／衛藤希美さん（ス
イーツデコ作家）●定員／10人（受
け付け順）●参加料／1,500円（材
料費）●持ち物／
ハサミ・エプロン・
ペンチ・グルーガン
（あれば）
●健康講座「免疫力アップ体操」
●日時／12月20日（火）11時～
12時●講師／山下和恵さん（介護
予防運動指導員、市スポーツ推進
委員）●定員／20人（受け付け順）
●持ち物／飲み物・長めのタオル
●いずれも
●対象／市内在住のおおむね60歳
以上の人●申込み／12月1日から、
電話で、新南陽老人福祉センター
☎0834-62-1935

おやこdeたいそう教室
●日時／12月17日（土）10時～
10時50分●場所／T

トウソー

OSOH P
パーク

ARK 
永源山●定員／親子10組●参加
料／1,000円●持ち物／外遊びが
できる服装・帽子・靴・飲料水・タオ
ル●申込み／12月16日（金）まで
に、電話で、T

トウソー

OSOH P
パーク

ARK 永源
山管理事務所☎0834-63-7899

クリスマス！ロゼットステッキ作り
　クリスマス絵柄からロゼットまたは
ステッキを作ります。●日時／12月
17日（土）10時～、10時50分～
●場所／遠石市民センター●定
員／各5人●参加料／2,000円
●申込み／12月15日（木）まで
に、窓口・電話で、まちのポート
☎0834-22-8691

徳山漁港プレジャーボート用
浮桟橋施設利用希望者募集
　利用希望者の抽選会を開催しま
す。●対象／船長9メートル未満、船
幅3メートル以下、5トン以下の中型
プレジャーボートを所有する人（利

用開始は令和5年１月以降）●利用
料（年額）／7万8,000円●申込期
限／12月16日（金）（郵送の場合、
消印有効）●問合せ／県漁業協同
組合周南統括支店☎0834-21-
0273

県弁護士会の相談会
●生活保護ホットライン
●日時／12月22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（木）10時～
16時●相談電話番号／☎083-
920-8730●面談場所／県弁護士
会周南地区会館・県弁護士会館（山
口市）・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

書きそんじハガキキャンペーン
　書きそんじハガキ、未使用切手
を集めています。集まったものは、
学校に通えない発展途上国の子ど
もたちのために使われます。●申込
み／3月15日（水）までに、生涯学
習課、市民センターなど●問合せ／
徳山ユネスコ協会☎0834-22-
2299（月・水・金のみ）

◎ 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。

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】138,360人（前月比 －144人）

［男］67,321人（前月比 －71人）
［女］71,039人（前月比 －73人）
●出生78人 ●死亡169人
●転入275人 ●転出328人

【世帯】68,182世帯（前月比 －75世帯）

人のうごき（10月31日現在）

5件（令和4年の累計43件）
火災件数（10月の発生件数）

市政情報番組   周南市市政だより
【12月の放送】
生誕100年 宮崎進展 終わりなき旅
周南市出身の画家、宮崎進について、開催
中の展覧会での作品紹介や制作に向けら
れたエネルギーの原点などに迫ります。
※展覧会は12月18日（日）まで。
【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
7時10分・13時40分・20時20分、土・日
曜日7時・15時・22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　スマートシティ推進課☎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 31
2

　今年6月に生まれたレッサー
パンダの愛称は？
①守（まもる）　②ルールー　
③ムーン

応募方法　12月23日（金）必着で、
クイズの答え・市広報や、テレビの
データ放送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いい歯

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



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。
楽しい ファン

広
報
し
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集
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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　
https://w

w
w
.city.shunan.lg.jp　

 info@
city.shunan.lg.jp 
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