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大嶺小学校のみなさん



＼ 美祢市公設塾mine to  ／

記念すべき初回授業は、“minetoのロゴをつくる”
　「minetoのロゴを作りたい。せっかくだから、minetoの1期生と一緒に案を出し
合いながら作っていきたい。」という思いから、この授業が生まれました。
　授業では、「そもそもロゴって何？」という問いを、身近にあるロゴやロゴの歴史を遡り
ながら考えていき、デザイナーの宮本さんとオンラインで繋いでお話を聞きました。
　その後、minetoのロゴのイメージを塾生同士で話し合い、多様で素敵な案がたく
さん出てきました！
　塾生たちが考えた案を元に、minetoのロゴが完成！
　市民のみなさん、塾生のみなさん、末永くよろしくお願いします。

 公設塾minetoでは、塾生を随時募集しています! !
　「友達が通っていて楽しそう！」という中学生のみなさん、「部活が忙しいけれど、
通わせても大丈夫？」という保護者のみなさん、お気軽にお問い合わせください！

●

　大嶺小学校では、子どもたちが、学校をよりよくするために改善すべき課題を自分事として捉え、自分たちの
力でよりよい方向へ進んでいこうとする「子どもから」の取組を大切にしています。
　1学期は、廊下歩行や掃除時間などを静かに活動できるようになるために、6年生が「黙動プロジェクト」として
取組を行いました。各学年の児童に分かりやすく伝わるように、ポスターや紙芝居、替え歌などを作成しました。
表紙は、6年生が給食時間に紙芝居を使って「黙動プロジェクト」の説明を各学年の教室で行っている様子です。
黙動のよさや大切さを伝えたいという6年生の想いが全校児童に広がり、黙動が着実に定着してきています。
　また、本校のチャレンジ目標である「進んで伝える 心できく」の実現に向けてどのように進めていくか、代表
委員会で話し合いました。その中で、自分の気持ちを示すハンドサイン「大嶺分かったよメーター」や、心できく
ための合言葉「体向け、よく見てきいてリアクション」を生み出し、全校で取り組んでいます。
　さらに、「大嶺進心（おおみねしんしん）」というキャラクターを子どもたちが発案し、学校内での掲示や学び
合いの授業で活用しています。

キックオフ授業を実施しました! !
　９月11日土、 25人の1期生とともに公設塾minetoはスタートを切りました。

初めて会う子たちもいる中、 少し緊張した雰囲気で始まったキックオフ授業でしたが、 終わる頃にはすっかり打ち解けた雰囲気に。

●申込み・問い合わせ先　 
  美祢市公設塾mineto  
  美祢市大嶺町東分358-1（旧美祢市消防本部）〔☎0837（53）0311〕〔　kousetsujuku.mineto@gmail.com〕

＜塾生からの感想＞
・ロゴには色んな思いが重なってできているのですごいと思いました。宮本さんは、デザイナーになるために親に
　プレゼンをしたと言われていたのが、とても心に残りました。
・自分が楽しんでやれる仕事を宮本さんはやっていて、羨ましいと思いました。しかも、minetoのロゴを私たち
　で作れるのがうれしいです。
・正直、塾っていうのは、難しくてついていけるかなーと不安があったけど、今日のキックオフ授業を受けて、
　「あれここって塾だよね？」って思うほど楽しくて、デザイナーの方とお話し
　できたことが、すごく面白くて　頑張ろうと思いました。
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Pick Up まちかどホットライン

令和3年度 山口県立大学・美祢市サテライトカレッジを開催しました！9/4土・11日土・18日土

9/11土

9/28火

Ｊ２レノファ山口「美祢市サンクスデー」を開催しました！

　今年度のテーマは「学びを深めるじぶん時間～「文化」・「歴史」のこと 学んで暮らしイキイキと～」と題し、
全3講座、3会場で開講し、のべ69人が受講されました。これからのじぶん時間が、より一層充実したものとなるよ
うな大変学びの深い講座となりました。
　受講者の皆さん、ありがとうございました。市民の皆さんの来年度のご参加を心よりお待ちしています。

　山口市の維新みらいふスタジアムで開催された明治安田生命Ｊ２リーグレノファ山口
のホームゲーム（町田ゼルビア戦）において、「美祢市サンクスデー」として美祢市と
美祢社会復帰促進センターが協力して出展し、無料のガラポン抽選会とユリの花のフラ
ワーアレンジメントの展示を行いました。
　ガラポン抽選大会には、美祢社会復帰促進センターで製作した「猫ちぐら」、「プチ猫
ちぐら」、「小物入れ」等の作品のほか、秋芳梨などを来場者にプレゼントしました。
　また、ユリの花のフラワーアレンジメントは、サポーター入場口に展示しました。

<第1回>
9月4日土　市民会館
 「本当の仏教」

<第2回>
9月11日土　美東センター

 「『平家物語』『先帝身投(せんていみなげ)』を読む」

<第3回>
9月18日土　秋吉公民館

 「古代の美祢―長門・周防国との関わりを中心にー」

JR美祢線復旧10周年記念
絵画コンクール表彰状及び感謝状贈呈式

後列左から、ウッチィ、波佐間副市長、篠田市長、竹岡議長、岡本長門鉄道部長、快盗スズメ（関、白川）
前列左から、大橋さん、大野さん、森本さん、財満さん、篠田さん、永田さん

　平成22年7月の豪雨災害により全
線不通となったJR美祢線の復旧から
本年9月26日をもって10年の節目を
迎えたことから、復旧10周年記念絵
画コンクール表彰状及び感謝状贈呈
式を開催しました。
　当日は、JR美祢線をPRしている美
祢魅力発掘隊（美祢市住みます芸人）
の快盗スズメ（関 和紀、白川 誠）と
ウッチィも参加し、笑顔が溢れる贈呈
式となりました。

◆絵画コンクール表彰状受賞者
　美祢市長賞（最優秀賞） 大嶺小学校４年　篠田  結衣 （しのだ ゆい） さん
　　　　入選　　　　　   大嶺小学校４年　財満  優月 （ざいま ゆづき）さん
　　　　入選　　　　　   大嶺小学校４年　森本  心優 （もりもと みゆ）さん
　　　　入選　　　　　   大田小学校４年　大野  里紗 （おおの りさ） さん

◆感謝状受賞団体
　於福地域交流ステーション推進協議会
　（村田  裕子（むらた  ゆうこ）会長）
　厚保地域交流ステーション振興協議会
　（大橋  継雄（おおはし  つぐお）会長）

絵画作品は、12月末までJR美祢線車両内と駅舎に展示しています。



追加！　経営継続支援事業
● 対象事業者　飲食サービス事業者、生活関連サービス事業者、娯楽事業者、卸売・小売事業者、タクシー事業者、学習
　　　　　　　支援事業者、医療・福祉事業者のいずれかに該当する事業者（※一部対象とならない場合があります。）
● 給付要件　　令和3年6月から10月のうちいずれか連続する2月の売上合計額（Ａ）が、前年又は前々年の同月売上合
　　　　　　　 計額（Ｂ）と比較して20％以上減少している
● 給 付 額 　　（Ｂ）から（Ａ）を減じた額　1事業者につき最大30万円

美祢がんばる企業支援事業
● 対象事業者　国等の経営支援制度を利活用し、新商品開発、既存事業の設備投資及び販路拡大や業態転換等を行い、
　　　　　　　事業継続に励む市内中小企業者及び個人事業主
● 補助要件　　国等が行う小規模事業者持続化補助金事業や事業再構築補助金事業等への交付申請を行い、交付決
　　　　　　　　定を受けた者又は交付決定には至らなかったが、事業内容が充分に効果を発揮できると認められた者
● 補助金額　　1事業者につき最大50万円、ただし事業再構築補助金事業の交付決定を受けた者については最大200万円

追加！　宿泊事業者応援事業
● 対象事業者　宿泊事業者
● 給付要件　　令和3年7月から10月のうちいずれかの月の売上額が、前年又は前々年の同月売上額と比較して20％
　　　　　　　 以上減少している
● 給 付 額 　　年間売上額、従業員数等により算定

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業について
新型コロナウイルス感染症の影響により経営に大きな影響を及ぼしている市内事業者の経営継続を支援します。

● 問い合わせ先　商工労働課〔☎0837（52）5224〕
駐
輪
場

　現在、新型コロナウイルスワクチンにおいて、「２回目の接種を完了し、概ね８ヶ月以上経過した人を
対象に３回目の接種を実施」する方針が国から示されました。
　美祢市でも、国・県の方針に基づき、１２月頃から順次接種券を配付予定です。
　３回目の追加接種について、詳細が分かり次第、広報、美祢市ホームページ、ＭＹＴ、及びＳＮＳにて
お知らせします。 
　詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルスワクチンに関するお知らせ
３回目の接種について

予約受付時間の変更について
　１１月１日月からは、 予約受付が下記時間に変更になります。時間変更に伴い、
ご不便をおかけしますが、 ご協力をよろしくお願いします。

8：30～18：30 変更後 8：30～17：15

厚生労働省
ホームページ

変更前

 ●申込み・問い合わせ先　デジタル推進課　〔☎0837（52）1311〕〔　digital@city.mine.lg.jp〕 

　市では、行政改革を推進する上で、市民の皆さんの幅広い視点から意見をお聞きし、市政に反映させるために
美祢市行政改革推進委員会委員を募集します。

 ●職務内容　行政改革の推進に関する調査審議を行う
　　　　　　会議への出席(年３回程度)
 ●募集人数　２人程度
 ●任　　期　２年間（令和4年1月1日～令和5年12月31日）
 ●応募資格　満20歳（11月30日現在）以上の市民
 ●募集期間　11月1日月～11月26日金

美祢市行政改革推進委員会委員を募集します

● 問い合わせ先　美祢市ワクチン接種相談センター〔☎0837（52）5670〕〔　0837（52）5671〕

 ●応募方法
　応募申込書に必要事項を記入し、「美祢市の行政改革について」をテーマと
　したレポート（800字程度）を添えて持参、郵送またはメールにて提出
 ●申込・応募用紙備付場所　
　本庁（総合案内・デジタル推進課）、各総合支所、各出張所、伊佐公民館
※詳しくは市ホームページをご覧ください。応募用紙のダウンロードも可能です。



販売内容及び販売方法については下記のとおりとなります。
● 販売セット数　1次販売の残セット（約2,600セット）限定販売となります。   
　　　　　　　　★10,000円で13,000円分の商品券（1セット＝1,000円券×13枚）1世帯2セットまで 
● 購入対象者　　美祢市にお住まいの人（世帯）、または美祢市内に勤務している市外の人
● 利用可能店　　美祢市商工会会員加盟店       
● 使用期間　　　令和4年1月23日日まで
● 申込方法　　　購入希望世帯ごとに1枚の往復はがきにて、記入例のとおり必要事項を記入し、申込受付期日まで
　　　　　　　  に郵送にて申込みください。（応募多数の場合は抽選とします）
● 申込受付期間  11月1日月～11月12日金（当日消印有効）
● 購入方法　　　申込者（抽選の場合は当選者）は、美祢市商工会から届いた返信ハガキと現金を11月25日木～　
　　　　　　　　12月3日金までに美祢市商工会・本所(美祢)に持参の上ご購入ください。
● 問い合わせ先　  ９時～17時（土・日・祝日を除く）        
              美祢市商工会本所（美祢市大嶺町東分320-3）  〔☎0837（52）0434〕
              秋芳支所（美祢市秋芳町秋吉5045-2）            〔☎0837（63）0077〕
              美東支所（美祢市美東町大田6062）               〔☎08396（2）0108〕 

美祢市新本庁舎建設工事のご案内
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　新本庁舎建設工事に伴い、国道435号

からの車両進入及び市役所北側駐車場

の使用ができなくなります。

　車でお越しの際は、東側の市道国行下

村線の出入口から進入され、本館南側駐

車場をご利用ください。なお、市役所本

館へは、南側の入口から来庁できます。

　また、歩行者及び自転車の人は、国道

側からご利用が可能です。市役所本館

へは、北側の入口から来庁できますので、

ご協力をよろしくお願いします。

【工事期間／令和３年11月中旬～令和５年３月】

商
品
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見
本
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● 問い合わせ先　総務課 〔☎0837（52）9219〕



　生活習慣病予防に関する講演会を開
催します。今回は実践編です。効果的な
お口のケアと動脈硬化を防ぐ食事につ
いてお話します。
●開催日・場所　※同じ内容で行います
　12月 2 日木　美祢市保健センター
　12月14日火　秋吉公民館
●時間　13：50～15：30（受付13：20～）
●内容
　・骨密度測定（希望者）
　・講演 「歯周病予防でめざせ8020」
　 講師 歯科衛生士
　        楳寿 真美(うめじゅ まなみ) 氏
　・講演
　 「楽しく食べよう! 健幸いきいき100歳レシピ」
　 講師  健康増進課  村上管理栄養士
●対象者　市民（各回20人先着順）
●参加料　無料
●申込み締切　開催日の2日前まで
●申込み・問い合わせ先
　健康増進課　〔☎0837（53）0304〕
　美東総合支所〔☎08396（2）5005〕

健幸いきいき100歳講演会

　健康増進課では、ウォーキングひろめ
隊と一緒にウォーキングマップを作成し、
現在までに市内27コースのマップがあり
ます。そのマップの一つを一緒に歩いて
みませんか？ウォーキング初心者も普段
ウォーキングしている人もどなたでも
大歓迎です。親子での参加も募集して
います。参加者全員に嬉しい参加賞が
あります。またスタンプラリー方式で、ス
タンプを２個貯めると参加賞、４個貯め
ると景品があります！
●日時　11月26日金　＊雨天決行
　　　　10：00～12：00（受付9：30～）
●場所　真長田公民館
●内容　約４㎞ウォーキング
●対象者
　医師から運動制限の指示がない市民
　（小学生以下は保護者同伴）
●定員　30人（先着順）
●持参物
　水分補給のできるもの、帽子、タオル
●参加費　無料
●参加賞　ごぼうコロッケ
●申込み期限　11月19日金
●申込み・問い合わせ先
　健康増進課〔☎0837（53）0304〕

心も体もリフレッシュ！
きらめきウォーク★（スタンプラリー）

　メタボはただ太っているだけだと思っ
ていませんか？メタボは放っておくと心
疾患や脳血管疾患など死に至る病気
の危険因子を持ち合わせている状態で
す。メタボに関心のある人はどなたでも
大歓迎です。今回のテーマは運動です。
有酸素運動をお伝えします。
●日時　11月19日金 13：30～15：00
●場所　美東保健福祉センター
●内容　健康運動指導士による講話・実技
●講師
　宇部市スポーツコミッション
　健康運動指導士
　平本 貴法(ひらもと たかのり)先生
●対象者　74歳以下の市民（定員15人）
●持参品　筆記用具、運動のできる服装、
　　　　　タオル、　飲み物
●参加費　無料
●申込み期限　11月12日金
●申込み・問い合わせ先
　美祢市保健センター〔☎0837（53）0304〕
　美東総合支所 〔☎08396（2）5005〕

メタボ予防教室

　秋吉台カルスト展望台横の「カルスター」
で、ジオパークイベントを開催します。
　防災や大地の成り立ちなどを、学び、
楽しみながらジオパークにふれてみま
せんか？
●日時　11月13日土　10：00～16：00
●場所　Mine秋吉台ジオパークセンター
　　　　『カルスター』
●参加費　無料（※物品販売は有料）
●問い合わせ先
　世界ジオパーク推進課
　〔☎0837（63）0055〕

ジオフェス

　美祢市サッカー協会では、美祢市民の
心身の健全な発育発達とサッカーの普及
を目指して以下のイベントを開催しま
す。サッカー初心者も楽しめる企画も
あります。ぜひご参加ください。
●日時　11月21日日
　　　　9：30～12：00（9時～受付）
●場所　美東体育館
●対象　市内在住の幼児(年長)から小学
　　　　2年生までの児童及びその保護者
　　     ＊児童のみの参加も可能
●内容
　①子どもを、年齢や技能段階を考慮し
　　グループに分け、3対3、4対4のゲーム
　②子ども同士の対戦、子ども対保護者
　　の対戦、保護者同士の対戦
　③ウォーキングサッカー (走っては
　　いけないサッカー)～初心者向け
●持参品　飲み物、運動ができる服装、
　体育館用シューズ（底の色：体育館床と
　の接地面が白または飴色）
●参加費　無料
●その他
　①新型コロナウイルス感染症対策のた
　　め、体調不良や身近に感染が疑われる  
　　人がいる場合等には、参加を見合わせ
　　てください。引率者や保護者を含め参
　　加者のマスク着用（運動時を除く）を
　　お願いします。当日、会場で体調確認
　　を行います。主催者が示す注意事項を
　　遵守してください。
　②傷害等について、関係者及びスタッフは
　　応急処置以外の責任は負えません。
●申込み・問い合わせ先
　美祢市サッカー協会　二木（にき）
　〔☎090（7895）8426〕

ファミリーサッカーフェスティバル

●応募資格    
　①現在同居か、同居しようとする親族
　  （婚約者、内縁者を含む）がある人 
　②住宅に困っていると認められる人 
　③法で定める収入基準に該当している人 
　④申込者、同居か同居しようとする
　　親族が暴力団員でない人
●募集団地
　【複数家族向け住宅】
　〇西下領県営住宅　募集：1戸(3ＤＫ) 
　〇来福台県営住宅　募集：2戸(3ＤＫ)
●受付期間　11月20日土～11月30日火
　　　　　　（当日消印有効）
※申込者が募集戸数を下回った団地につ
　いては、再募集を行う予定です。 詳しくは
　ホームページをご覧ください。 
●入居可能予定時期　令和4年1月下旬
●申込み・問い合わせ先
　（一財）山口県施設管理財団 宇部支所
　〔☎0836（37）0878〕

県営住宅の入居者募集

納付種別 納付対象

11月納付カレンダー
納付期限 11月30日火

5 期
5 期
5 期
11月分
4 期
3 期

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

介護保険料
市営住宅使用料
有線テレビ使用料

下水道事業受益者負担金

美祢市防災行政アプリ説明会
　登録に不安がある人を対象に説明会を
開催します。スマートフォンを持参してく
ださい。
●日時・場所
　11月26日金 15：00～ 美東センター
　11月30日火 15：00～ 美祢市民会館  
●問い合わせ先
　総務課  〔☎0837（52）1110〕



●申込期間　11月1日月～12月3日金
　※令和4年4月1日から利用希望の人が申込の対象になります。4月2日以降から利用希望の場合は、 希望日の3ヵ月前から 
　　申請を受け付けます。ただし、兄弟姉妹が継続入所している場合はこの限りではありません。

●申込み場所　新規入所の人：地域福祉課、 各総合支所
　　　　　　　継続入所の人：各保育園・認定こども園、地域福祉課（※在園中の園から書類配付）

●応募資格　　　　　　　　　　　　
　①15歳以上17歳未満の男子
　　（令和4年4月1日現在）
　②中学校卒業者又は中等教育学校の  
　　前期課程修了者（令和4年3月に中
　　学校卒業又は中等教育学校の前
　　期課程修了見込の人を含む。）
●受付期間　
　11月1日月～令和4年1月14日金
●試験日　
　1次：令和4年1月22日土又は23日日
　2次：令和4年2月3日木～6日日間の
　　　 指定する1日
●問い合わせ先
　自衛隊宇部地域事務所
   〔☎0836（31）4355〕

陸上自衛隊高等工科学校生徒　

令和4年度 入園の園児を募集します!

 利用できる園の開所時間等は、
  子育て応援サイト「つぼみネット」からご確認ください。

●問い合わせ先　地域福祉課〔☎0837（52）5228〕

●提出書類
　① 支給認定申請書　兼　入所申込書
　② 就労証明書（2、 3号認定の人のみ提出）
　③ 所得課税証明書（令和3年1月1日現在美祢市に住所登録がない人のみ提出）

伊佐保育園
厚保保育園
大田保育園
真長田保育園
秋吉保育園
秋芳桂花保育園

吉則保育園
麦川保育園
南大嶺保育園
光輪保育園

◎認定区分及び利用できる園について
１号認定：３歳以上のお子さんで保育を必要とせず、教育を希望する人　⇒　幼稚園、認定こども園
２号認定：３歳以上のお子さんで保護者の就労などで保育を希望する人　⇒　保育園、認定こども園
３号認定：３歳未満のお子さんで保護者の就労などで保育を希望する人　⇒　保育園、認定こども園

◎保育所

公立

◎へき地保育所

３歳～５歳児は就労(勤務)証明書等が必要です。
入所は保育園の地域に居住していることが条件になります。

豊田前保育園公立

◎認定こども園

美祢幼稚園
伊佐中央幼稚園

私立

私立

•申込み状況によっては、休園等の可能性があります。
•兄弟姉妹がいる場合、利用料が２番目のお子さんは半額、３番目以降のお子さんは
　無料となります。（園で別途徴収される実費分については対象外です。）
•美祢市子育て応援サイト「つぼみねっと」からも様式がダウンロードできます。
•市外の認可外保育園、企業主導型保育園等を利用する人は、申請が必要な場合があり
　ますので保育園等にお問い合わせのうえ、地域福祉課に申請してください。

　山口から美祢を通って豊北町の肥中まで伸びる大内氏時代の街道である肥中
街道を、主に大内氏最後の当主である大内義隆が山口から長門・大寧寺まで
敗走したルート（美東町域）を、実際に一部現地を歩いて見学します。

●日時　　　11月27日土 9：00～12：30　※荒天時は11月28日日延期
●参加費　　無料 ※別途交流館へ入館する際は、入館料(300円)が必要です。
●定員　　　12人
●申込方法　電話で申込み下さい。
●申込期間　11月2日火 9：00　～　11月21日日まで
●持参物　　歩ける服装と履物・飲物・タオル・雨具等
●集合場所　長登銅山文化交流館前集合後、マイクロバスで巡見先へ移動。
●申込み・問い合わせ先　長登銅山文化交流館〔☎08396(2)0055〕

長登銅山文化交流館主催

肥中街道と大内義隆敗走ルート巡見会

子育て応援サイト
「つぼみねっと」



　こんなことを感じたことはありませんか？
　市では、「これまで」と「これから」を見据え、美祢駅周辺の「にぎわい再生」などを目的に、土地利用や整備に向けた方針の策定
を進めており、方針策定の参考とするため、市民の皆さんが考える「美祢駅周辺がこんなまちになって欲しい」など、みんなで意見
やアイデアを出し合うワークショップを開催します。皆さんの熱い想いをお聞かせください。

　ＭＩＮＥ・秋吉台シニアワーク地域連携協議会では、本年6月から約3年間の事業メニューの中で、市内各地区における地域の課題解
決を通じ、将来的な「しごとづくり」を支援します。
　一例としては、耕作放棄地の解消に向けた果樹の栽培や、地区の空き施設を活用した農産物販売、マルシェなどの実施支援です。
　協議会では、これらの諸活動にかかる会議費や調査費などの経費、また具体的なノウハウの提供などの後方支援を行いながら、実施
すべき事業を具体化させていきます。
　共に取り組み、いきいき暮らせる地域社会の実現を目指しましょう。興味のある団体は下記までお問い合わせください。

建設課〔☎0837（52）5221〕〔　kensetsu.t@city.mine.lg.jp〕

美祢駅周辺の土地利用と整備に向けた「市民ワークショップ」の参加者を募集します

「地域課題解決」に向けた取り組みを行う地区振興団体を募集します

18歳以上の市内に在住する人、市内で勤務する人、市内の団体に属する人とし、
原則として、下記２回のワークショップに参加可能な人とします。

電話またはメールで、氏名（ふりがな）、年齢、性別、住所、連絡先
（市内で勤務する人または市内の団体に属する人は企業名または団体名）をご連絡ください。

・資料を事前に送付しますので、当日までにお読みいただきご参加ください。
・参加に対する報酬などの支払いはございません。
・個人情報の管理は厳重に行い、第三者に開示・漏洩することはありません。
・ワークショップ中に撮影された写真等を、市の広告媒体に使用する場合があります。
  申込み時点で、同意したものとします。

※美東・秋芳総合支所周辺の土地利用と整備に向けた市民ワークショップは、令和4年1月以降にそれぞれ開催予定です。
　詳しくは、令和3年12月号の市報等をご覧ください。

11月1日月～30日火

25人程度　※参加決定は抽選とし、決定の可否は追ってご連絡します。

日時・場所・内容

参加対象者

定　員

申込方法

申込期限

その他

申込み・
問い合わせ

第１回：12月20日月 18：00～（２時間程度）　美祢市民会館２階大会議室
　　　 美祢駅周辺の現状、課題、まちづくり方針などを確認し、土地利用（ゾーニング）や必要な施設について
　　　 検討します。

①募集内容
　地域課題解決を通じた「しごとづくり」に結びつく諸活動、またはボランティア活動を行う地区団体や地区グループ（2団体程度）
②実施期間　11月～令和6年3月（2年5ヵ月）
③支援内容　会議費、 消耗品費、 講師派遣料、 実証試験費等

●問い合わせ先　商工労働課（ＭＩＮＥ・秋吉台シニアワーク地域連携協議会事務局）〔☎0837（52）5224〕

第2回：令和4年2月15日火 18：00～（２時間程度）　美祢市民会館２階大会議室
　　　 美祢駅周辺の全体整備のテーマや具体的な整備について検討します。

　美祢駅周辺に
　　にぎわいや活気がなくなっている・・・、 ○○があればいいのに・・・、 年間通じて人通りがあるといいのに・・・



　林退共は林業界で働く人のための退
職金制度です。
①掛金は、税法上について、法人では損
　金、個人企業では必要経費となります。
②掛金の一部を国が免除します。
③雇用事業主が変わっても退職金は
　企業間を通算して計算されます。
詳しくはホームページをご確認ください。
●問い合わせ先
　（財）勤労者退職金
　共済機構
　〔☎03（6731）2889〕

林業退職金共済制度（林退共）へ
加入しませんか？

　11月中旬から令和４年版の山口県
民手帳の販売を開始します。山口県勢
や日常生活に役立つ情報が満載です。
スケジュール帳や日記帳にご活用く
ださい。
●大きさ　80mm×140mm
●色　ダークブルー
●表紙　透明カバー + リバーシブル表
　　　　紙付（表裏が入れ替え可能）
●価格　税込600円
●発行元　山口県統計協会
●販売所　本庁（総合案内）、各総合支所、
　　　　　各出張所、伊佐公民館
※事前予約は受け付けていません。
　販売開始以降に、各販売場所でご
　購入ください。
●問い合わせ先
　デジタル推進課
〔☎0837（52）1311〕

令和４年版
山口県民手帳の販売を開始

　9月30日木に秋吉公民館で第4講座
が開催されました。「インターネットにお
ける問題」と「プライバシーの保護」を
テーマに、山口大学教育学部 准教授
阿濱 茂樹（あはま しげき）氏にご講演
いただきました。第6講座は下記のとお
り開催しますので、ぜひご参加ください。
●日時　11月22日月 18：00～19：30
●会場　美祢市民会館
●テーマ
　「さまざまな人権問題（同和問題を含む）」
●講師　山口県環境生活部
　　　　人権対策室職員
●受講　無料
●申込期限　11月15日月
●申込方法　電話、FAX、はがき又はE
　メールで、氏名、電話番号、受講希
　望講座をお知らせください。
●申込み・問い合わせ先
　生涯学習スポーツ推進課
　〔☎0837（52）5261〕
　〔　0837（52）2562〕
　〔　shosupo@city.mine.lg.jp〕

美祢市人権教育ふれあい講座
「共に学び！共に生きる!」

リバーシブル

　美祢市戦没者追悼式を次のとおり挙
行します。
●日時　11月26日金 11：00～
●場所　美祢市民会館大ホール
※参列は事前申込制です。所属する
　遺族会を通してお申し込みください。
　遺族会会員以外で参列を希望する
　人は11月15日月までに下記問い合せ
　先にご連絡ください。
●問い合わせ先
　地域福祉課〔☎0837（52）5227〕

美祢市戦没者追悼式

　秋芳洞内における照明植生（洞窟の
照明により生育する植物群）が著しく目
立つようになったため、市では、平成31
年度から各分野の専門家で構成される
委員会を設置し、洞内環境や植物の種
類把握、照明植生への対策方法等につ
いて調査を行ってきました。今年度末に
調査報告書を発行するにあたり、現時点
での調査結果について市民の皆さんや
秋芳洞関係者を対象とした説明会を開
催します。
●日時　11月8日月 18：00～20：00
●場所　秋吉公民館
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
　マスクの着用をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大
　状況によっては、中止する場合があります。
　その場合は、市ホームページでお知らせします。
●問い合わせ先
　文化財保護課〔☎0837（62）1921〕

秋芳洞照明植生対策委員会の
調査結果に関する市民説明会

　令和3年4月1日に「山口県犯罪被害
者等支援条例」が施行されたことに伴
い、犯罪被害者等の置かれている状況
及び犯罪被害者等支援の必要性等につ
いての理解を深めるため、犯罪被害者
等支援に関するミニパネル展を開催し
ます。（入場無料、事前申込不要）
●開催日　12月9日木～12月13日月
●場所　美祢市民会館
●問い合わせ先
　（公社）山口被害者支援センター
　「ハートラインやまぐち」〔☎083（976）5152〕

犯罪被害者等支援ミニパネル展

ふるさと山口企業合同就職フェア
　来春の大学等新卒予定者、及び一
般求職者の就職を支援するため、企業合
同就職フェアを開催します。
●開催日　11月5日金
●場所　山口グランドホテル
※詳細は山口しごとセンターホームページ
　をご確認ください。
●問い合わせ先　山口しごとセンター
　〔☎083（976）1145〕〔　fair@joby.jp〕

　臨時的かつ短期的その他の軽易
な業務に係る就業を希望する高齢者の
ために、 仕事の提供を行います。 シルバ
ー派遣による就業機会の提供及び採
用要件に応じた条件等で就業紹介も行
っています。
●日時・場所　11月16日火
  ① ９：00 ～　美東事務所
  ②10：30 ～　秋芳事務所
  ③14：00 ～　美祢事務局
●問い合わせ先
　美祢市シルバー人材センター
　美祢事務局〔☎0837（53）0541〕

美祢市シルバー人材センター
入会説明会

　年末の大掃除の前におそうじのプロか
ら掃除のコツを学びませんか。
●日時　11月25日木 13：30～15：30
●場所　サンワーク美祢
●対象　市内在住の60歳以上の人
●受講料　無料
●定員　先着20人（要申込）
　　　　※11月1日月 8:30～受付開始
●申込み・問い合わせ先
　山口県シルバー人材センター連合会
　〔☎083（921）6070〕

厚生労働省山口労働局委託
「高齢者活躍人材確保育成事業」
おそうじセミナー　

●日時　11月9日火・12月14日火
　　　　10：00～12：00
●相談電話番号〔☎083（920）8730〕
●問い合わせ先
　山口県弁護士会〔☎083（922）0087〕

高齢者障がい者のための
弁護士電話法律相談



　地域の森林を守り、育てている森林組
合の仕事見学会と就業相談会を開催し
ます。興味のある人はご参加ください。
●日時　12月7日火 8：45～12：00
●場所　カルスト森林組合及び作業現場
●対象　森林に関わる仕事に興味がある人
●受付期間　11月26日金まで
●申込み・問い合わせ先
　カルスト森林組合〔☎0837（52）3332〕

森の仕事見学会・就業相談会

　山口地方法務局及び山口県人権擁護
委員連合会では、夫やパートナーからの
暴力、職場等における各種ハラスメント、
ストーカー行為など女性をめぐる様々
な人権問題に関する相談に応じ、調査
救済活動などを行うための専用相談電
話「女性の人権ホットライン」を設置して
います。（受付時間：平日8：30 ～ 17：15）
　この「女性の人権ホットライン」を市民
の皆さんに知っていただき、一人でも多
くの人から相談を受けることができるよ
う、下記の期間を強化週間と定め、時間
を延長して、電話相談を受け付けます。
一人で悩んでいませんか？相談内容の
秘密は守ります。どんな小さなことでも
結構です。悩みを聞かせてください。
●強化週間　11月12日金～18日木
●相談受付時間
　平日　8：30～19：00
　土・日　10：00～17：00
●相談電話番号
　〔☎0570(070)810(全国共通ダイヤル)〕
●問い合わせ先
　山口地方法務局人権擁護課
　〔☎083（922）2295〕

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

　あらゆる暮らしの悩みごとに法律関
連の専門家が共同で相談に応じます。
●日時　11月6日土 10：00～16：00
●場所　KDDI維新ホール（山口市小郡）
●料金　無料
●問い合わせ先
　山口法律関連士業ネットワーク事務局
　〔☎083（924）5220〕

山口法律関連士業ネットワーク
「一斉共同相談会」

●期間　11月9日火～11月15日月
　空気が乾燥し、火災の起こりやす
い季節です。火の取扱いに十分注意
しましょう。
【サイレン吹鳴について】
　火災予防運動の周知と非常用サイレ
ンの機能を点検するため、11月9日
火6：00から20秒間、非常用サイレン
を吹鳴します。火災時のサイレンと間違
えないようお願いします。
【住宅用火災警報器の交換について】
　設置から10年を経過した住宅用火
災警報器は、故障や電池切れなどで、火
災を感知しなくなることがあります。10
年を目安に住宅用火災警報器の本体
を交換しましょう。
●問い合わせ先
　美祢市消防本部 予防課
　〔☎0837（52）2286〕

秋季全国火災予防運動

　12月31日金までは「多重債務者相
談強化キャンペーン」期間です。一人で
悩まず、多重債務相談窓口にぜひご相
談ください。
●問い合わせ先
　法テラスサポートダイヤル
　〔☎0570-078374（おなやみなし）〕

家計のお悩み相談してみませんか？

　新型コロナウイルスの影響が長期化
する中、経済困窮や人間関係、孤独・孤
立など、様々な困難や不安を抱える女
性が社会とのつながりを回復できるよ
う、女性に寄り添った支援に取り組んで
います。ぜひお気軽にご相談ください。
●実施期間　令和４年２月28日月まで
●支援内容
　①ＳＮＳや電話等による相談
　②女性相談会・居場所づくり
　③生理用品配布会
●その他の相談窓口
　ＤＶに関すること：#8008
　性暴力に関すること：#8891
詳しくは、ホームページをご確認ください。
●問い合わせ先
　県男女共同参画課〔☎083（933）2632〕

女性のための相談支援
「つながりサポート山口」

令和3年度「児童虐待防止推進月間」標語
最優秀作品
 189（いちはやく） 
    「だれか」じゃなくて「あなた」から
　虐待を受けたと思われる子どもを見
つけたときや、ご自身が出産や子育て
に悩んだときには児童相談所や市にご
連絡ください。連絡は匿名も可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守ら
れます。お気軽にご相談ください。
児童相談所全国共通3桁ダイヤル
〔☎189（いちはやく）〕
●問い合わせ先
　地域福祉課〔☎0837（52）5228〕

11月は「児童虐待防止推進月間」

　生涯にわたって自分の歯で食事を楽
しむためには、健康な歯が大切です。そ
のために、子どもの頃からのむし歯予防
が大切です。

【子どものむし歯予防について】
　乳歯のむし歯は永久歯に影響を与え
ます。乳歯のむし歯は進行が早く、気が
付きにくいことが特徴です。子どもの歯
を健康に保ち、歯に良い生活習慣を身
に付けていくために、次のことを心がけ
ましょう。

【むし歯予防の3つの習慣】
①仕上げみがき
　10歳までは、保護者の仕上げみがき
　が必要となるので、乳幼児期から
　仕上げみがきの習慣を身につけま
　しょう。1日2回は歯みがきをし、特に
　就寝前は丁寧にみがいてあげましょう。
②正しい食生活
　子どもの欲しがるままに食べ物を与
　えると、常にむし歯の発生しやすい環
　境になってしまいます。食事やおやつ
　の時間を決めて生活リズムをつくり
　ましょう。
③定期的な歯科健診
　かかりつけ医を決めて、年に２回程度
　は歯科健診を受けましょう。また、家
　族みんなで定期的に歯科健診を受け
　て、むし歯予防に努めましょう。
●問い合わせ先
　健康増進課
　〔☎0837（53）0304〕

11月8日は「いい歯の日」

SNS相談用　　県ホームページ



　「健全化判断比率」と「資金不足比率」は各会計の財政状況を示す指標で、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、
毎年度公表することが地方公共団体に義務付けられています。

基準値以上となると、財政破綻の一歩手前の状態とみなされ、外部の財務監査を受け、財政健全化計
画を策定することになる地方公共団体（財政健全化団体）に指定されます。

地方公共団体の標準財政規模（標準的な収入額を示す数値）に対する一般会計等（普通会計）の実質赤字の比率であり、赤字
の深刻度を表しています。令和2年度の一般会計、環境衛生事業特別会計並びに住宅資金貸付事業特別会計の実質収支の
合計は黒字であり、実質赤字比率は該当せず、財政の健全性を表しています。

令和２年度 美祢市一般会計・特別会計 並びに 公営企業会計の決算に基づく

健全化判断比率と資金不足比率をお知らせします

※早期健全化基準

基準値以上となると、財政が破綻しているとみなされ、国の管理下で再建に取り組むことになる地方公
共団体（財政再生団体）に指定されます。

※財政再生基準

【 健 全 化 判 断 比 率 】

【 資 金 不 足 比 率 】

①実質赤字比率

※該当がない場合は、「－」で表示しています。

実質赤字比率
早期健全化基準
財政再生基準

平成30年度
（単位：％）

令和元年度 令和2年度
- - -
13.39 13.40 13.36

20.00

連結実質赤字比率
早期健全化基準
財政再生基準

平成30年度
（単位：％）

令和元年度 令和2年度
- - -
18.39 18.40 18.36

30.00

実質公債費比率
早期健全化基準
財政再生基準

平成30年度
（単位：％）

令和元年度 令和2年度
12.9 10.9

25.0
9.0

35.0

標準財政規模に対する、公営事業を含む地方公共団体の全会計の実質赤字の比率であり、地方公共団体全体における赤字の
深刻度を表しています。令和2年度の全会計の連結実質収支は黒字であり、連結実質赤字比率は該当せず、財政の健全性を
表しています。

②連結実質赤字比率

標準財政規模に対する、公債費（借入金の元利償還金）及び公債費に準じた経費の比率の3ヵ年平均であり、数値が大きい
ほど資金繰りが悪化していることを表します。また、実質公債費比率が18％以上になると、地方債を発行する場合に都道府県
知事の許可を受けなければならず、25％以上になると、地方債の発行が制限されます。令和２年度決算に基づく実質公債費
比率は9.0％で早期健全化基準を下回り、財政の健全性を表しています。

③実質公債費比率

将来負担比率
早期健全化基準

平成30年度
（単位：％）

令和元年度 令和2年度
29.2 26.4

350.0
28.1

標準財政規模に対する、地方債（借入金）残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の比率であり、数値が大きい
ほど将来財政を圧迫する可能性が高いことを表します。令和２年度決算に基づく将来負担比率は28.1％で、早期健全化基準
を下回り、財政の健全性を表しています。

④将来負担比率

水道事業会計
病院等事業会計
下水道事業会計
観光事業会計

経営健全化基準 平成30年度 令和元年度 令和２年度
- - -
- - -
- - -
- - -

特別会計の名称
資金不足比率（％）

20.0

公営企業ごとの事業規模に対する資金不足額の比率であり、数値が大きいほど経営状態が悪化していることを表します。
令和2年度の全ての会計において、資金不足額は生じていません。

地方公共団体が自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として定められた数値
であり、基準値以上となると、外部の財務監査を受け、経営健全化計画を策定することになります。

※経営健全化基準



第71回“社会を明るくする運動”作文    最優秀・優秀作品の紹介
　7月は“社会を明るくする運動”強調月間でした。この運動の一環として、児童・生徒の皆さんから作文を募集したところ、
多くの作品が寄せられました。厳正な審査を行い、受賞作品が決定しましたので、最優秀賞・優秀賞の受賞者と最優秀作品全文
を紹介します。（原文のまま掲載）

　私は、犯罪・非行という言葉を聞いた時、犯罪は、よくテレビのニュースなどで聞くから知っているけれど、非行という
言葉は、知りませんでした。しらべると、「非行」とは、『あるまじき行為。よくない行い』が、出てきました。犯罪も、
非行も、大人の話だと思っていたけれど、私達子供の中でも、ある事がわかってきました。
　子供が非行に走る。というけれど、親のせいとよく言われます。もちろん親も大切です。一番近くにいる大人が見本を
しめすのが、よいと思います。でも、親だけの責任だけでしょうか。もちろん、自分の気持ち、自分自身が悪い事をしな
いという気持ちがいります。ただ、その強い気持ちが、弱っている時、非行に走ってしまいそうな時、まわりにいる人、
友人などが止める事ができるのではないかなと、思いました。
　私は、今、小学生だけど、中学生、高校生になったらいろんな友達ができると思います。中には、非行に走ってしまい
そうな子もいるかもしれません。自分がいっしょになってわるい事をするのは、一番だめな事です。その時、私にできる事
が一つあります。
　「勇気を持って、止める」
事です。友達に、注意をするという事は、とても勇気がいります。もし、きらわれたら、いじめられたら、その言葉をうけ
いれてもらえなかったら。いろんな思いが頭をよぎるかもしれません。でも、そんな考えに、私は負けたくありません。
なぜなら、私の一言で、その子も変わるかもしれないし、一つの犯罪を止めて、傷つく人を守る事が、できるかもしれない
からです。こういう思いの人が、世の中にたくさんいれば、非行は、へっていくのでは、ないかなと思いました。
　だれでも、弱い所は、あると思います。一人でかかえこまず、だれかに相談する事は、とても大切だと思います。私が
これからやっていきたい事は『友達の話を聞いてあげる。やさしくしてあげる。悪い事をしようとしたら、止めてあげる』
です。悪い事は、悪いと、言える人になりたいです。そうする事で、明るい社会がまっていると思うから。

　僕は、これまで社会を明るくするために自分ができることなどは少し考えたことがありました。しかし、改めてより深く
考えてみることにしました。
　ある日の朝、僕はいつも通り学校へ行く準備をしていました。すると、あるニュースが僕の目に飛び込んできました。
僕と同じくらいの中学生が虐められて最終的に自殺をしてしまったというニュースでした。亡くなられた方の思いと
いうのは僕には到底想像できるものではありません。多くの人が安全で安心な暮らしを望んでいることでしょう。しかし、
この世の中から犯罪は消えることはなく、テレビや新聞では、毎日のように事件のニュースが報道されています。では、
犯罪や非行を少しでも減らすことはできるのでしょうか。また、そのために僕達はどうすればいいのでしょうか。
　犯罪や非行を減らすためにできることの一つとして罪を犯した人の立ち直りを支える家庭や地域をつくるということが
あると思います。取締りを強化して、罪を犯した人を処罰することも必要なことです。しかし、立ち直ろうと決意した
人を社会で受け入れていくことや、犯罪や非行をする人をうみ出さない家庭や地域づくりをすることもまた、とても大切
なことです。人は誰しも間違いを犯してしまう生き物です。僕も小学校の頃ふざけたりして怒られたことがあります。
その時の僕は、ふざけることは良くない事だと分かっていなかった訳ではなく、ふざけてはいけないという思いも持って
いました。けれど、その時は楽しさと自分のしたいことしか見えておらず、周りの事を考えるということがあまりできて
いませんでした。このような間違いを犯す度に先生に怒られ、たくさんのことを教えられることで僕も間違いを犯すこと
が少なくなりました。誰しも間違うことはあります。けれど、間違った後そのままなのか、反省し変わろうとするのかで
全く違います。変わろうとするにも一人の力だけではどうしようもないことだってあります。そこで、周りの人の家族や
友達、地域の人の助けが必要なのです。周りの人の小さな行動でも、変わる未来がそこにあるかもしれません。周りの
人が注意をしたり支えるということはとても大切だなと思います。
　犯罪や非行を減らすためのできることの二つ目は地域の清掃活動です。見られているぞという認識を犯罪者に持たせる
ことは大切です。ゴミステーションの清掃状態、落書きなどで住民が主体的に関わっている地域か判断でき、周囲の
関心が高い地域は犯罪の機会が軽減します。地域の清掃活動といえば、ほとんどの人が経験したことがあるでしょう。
清掃活動はとても大変ということはなく誰でも気軽にできることです。また、清掃活動では地域の方々との交流が
あります。町が綺麗になるだけでなく人々の心も綺麗にしてくれる、清掃活動とはそんな活動です。「地域を綺麗に
したい。」や「町の人と交流がしたい。」と思う人はぜひ清掃活動をやってみてはどうでしょうか。
　明るい社会のために、私にできることなんてない。そう考えている人はいるかもしれません。けれど、誰もが社会を
明るくする力を持っています。まずは、小さなことからでもやってみることが大切です。
　僕は今日も、笑顔で地域の方に元気な挨拶をする。一つでも笑顔が増えることを願って。

「勇気を出して」   麦川小学校６年  瀬畑 和奏【最優秀賞】 ≪小学生の部≫　

「笑顔あふれる未来のために」   秋芳中学校3年  末岡 春希

「人と人がつながるあいさつ」  秋吉小学校6年  岡﨑 奏音　さん　

「ごみひろいから感じた明るい未来」  秋吉小学校6年  松原 陸斗 さん

「『挨拶』を通して築く未来」  秋芳中学校3年  福永 駿 さん

「犯罪防止のコミュニケーション」  於福中学校3年  秋山 祐寿 さん

【最優秀賞】 ≪中学生の部≫　

【優秀賞】 ≪小学生の部≫　 【優秀賞】 ≪中学生の部≫　

せばた　わかな

すえおか　はるき

おかざき かのん

まつばら りくと

ふくなが しゅん

あきやま ひろとし



　いきいき百歳をめざし、市内で介護予防に取り組んでいる自主グループを紹介します。

　ひこばえクラブは令和2年度の介護予防教室終了後に、教室参加者が主体的に活動を継続しているグループです。
ひこばえとは、切り株から出た新芽のことをいいます。教室を一旦終了した後の継続的かつ新たな活動を意味して、
この名前にしました。川東コミュニティセンターで毎週火曜日の午後に、いきいき百歳体操やレクリエーションを行い、
みんなで楽しく過ごしています。

・筋肉がつき、太ももが太くなったし、体力がついた
・体操のおかげかは分からないけれど、草刈りをした
　後の腰の痛みが緩和された
・家にいるとダラダラして過ごすので体を動かすよい
　きっかけになっている
・友人らと顔を合わせるのが楽しみ
・コミュニティセンターの有効活用につながっている

地域包括支援センターだより

ひこばえクラブ（東厚保町川東地区）

Ｑ. 活動をしていての感想は？

みんなで百歳まで体操を続けられるように頑張り
たいです!

Ｑ. グループとしての今後の目標はありますか？

45障害福祉だより ～住み慣れた地域でだれもが安心して暮らせるように～

◆ご存知ですか？障害者扶養共済制度（愛称：しょうがい共済）

～いつまでも安心して住み慣れた地域で暮らすために～

　美祢市地域包括支援センター（美祢地区） 〔☎0837（54）0138〕
　美祢東地域包括支援センター（美東地区） 〔☎08396（2）1234〕
　　　　　　　　　　　　　  （秋芳地区） 〔☎0837（62）0155〕

●問い合わせ先

「いきいき百歳体操」は座って行う、
簡単・安全かつ運動の効果が
認められている体操です。
「いきいき百歳体操」などで介護予防に
取り組む新たなグループを募集しています。

　心身に障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一
（死亡・重度障害）のことがあったとき、障害のある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。障害の
ある人の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的としています。（県が実施）

《対象者》
　障害のある人を現に扶養している保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族）であって、 次のすべて
の要件を満たしている人
【１】　住所が山口県内にある
【２】　65歳未満（加入時の年度の4月1日現在）
【３】　次のいずれかに該当する者を扶養している
　　　①知的障害者(児)
　　　②身体障害者手帳の1級から3級
　　　③精神または身体に永続的な障害のある人（統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など）で、
　　　　その障害の程度が①または②の者と同程度と認められる人
【４】　特別の疾病または障害がなく、 生命保険契約の対象となる健康状態である
　　　＊障害者1人に対して加入できる保護者は1人です。
詳しくは、 地域福祉課（⑩番窓口）にパンフレットを用意していますので、お問い合わせください。

43

・地域福祉課 〔☎0837（52）5227〕 〔�0837（52）1490〕●《申請窓口・問い合わせ先》
・山口県障害者支援課 〔☎083（933）2764〕●《制度の問い合わせ先》



〔☎0837(63)0088〕

〔☎0837(52)2847〕

〔☎0837(54)1420〕

〔☎0837(62)1200〕

〔☎0837(52)0756〕

〔☎0837(53)0323〕

あきよし竹尾クリニック

札場クリニック

藤村内科クリニック

さかい内科クリニック

原田外科医院

中元医院

秋芳町秋吉

大嶺町東分

大嶺町東分

秋芳町秋吉

大嶺町東分

伊佐町伊佐

【こんな相談がありました。】

大雨や台風などの自然災害の後は、それに便乗した悪質商法等が発生する傾向があります。突然訪問してきた業者
に勧められて、不必要な工事を契約してしまったなどのトラブルが目立ちます。業者から契約を迫られても、その場
で契約はせず、実際に保険金が支払われるのか、本当に必要な工事なのかなど、よく確認してから判断しましょう。
お困りの際は、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

ワンポイントアドバイス

保険金請求の代行手数料は補償の対象ではないことと、修理が保険の適用対象となるか、自己負担なく修理
できるのかを、加入している保険会社に確認してから契約を検討することを助言しました。

11 月 の 休 館 日

●問い合わせ先　美祢市消費生活センター〔☎0837(52)3455〕

　11月は、お休みします。

問い合わせ先
美祢図書館 〔☎0837(52 )0213〕
美東図書館 〔☎08396 (2 )5555〕
秋芳図書館 〔☎0837(62 )1925〕

※市内の図書館の本は、 各図書館窓口で貸出申込されると、 取り寄せて借りることができます。

図書館
美祢市

回 答

 「台風の後、突然来訪した業者から、『台風で傷んだ外壁を、保険を使えば自己負担なく修理することができる。
　保険金請求手続きは代行する。手数料として、保険金の30％をもらう』と勧誘された。手数料を払うと修理代
　が足りなくなるのではないかと不安だ。」

新 刊 案 内

い問い問い

図書館だより

消費生活センター
だより

11月  4日木 13：30～15：00 美祢市保健センター
育児相談【感染予防ミニ講話】

11月18日木 10：00～11：30 美東保健福祉センター
育児相談【おっぱい相談、ブックスタート】

11月25日木 13：30～15：00 秋芳保健センター
育児相談【歯っぴー相談】

育児学級【後期２回目】

絵 本 読 み 聞 か せ
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1 1月の日曜休日当番医

※当番医は変更になっている場合があります。 
　電話で確認をしてから受診するようお願いします。

11月  2日火 13：30～15：30 美祢市保健センター
育児学級【前期２回目】

11月  1日月 10：00～11：30 美祢市保健センター
育児学級【後期１回目】

11月  8日月 13：00～13：45 美祢市保健センター
3歳児健康診査

11月24日水 13：00～13：40 美祢市保健センター
1歳6か月健康診査

11月  2日火 10：00～11：00 伊佐公民館
子育てサークル

9：30～16：00 美祢市保健センター
フォローアップ相談

13：30～15：00 美東保健福祉センター
メタボ予防教室

11月26日金 10：00～12：00 真長田公民館
心も体もリフレッシュ！きらめきウォーク★

11月30日火 13：30～15：00 美祢市保健センター
妊婦学級【プレママセミナー】

11月10日水 美祢市保健センター10：00～11：30

診療時間　９ : 00 ～ 17 : 00

1日月  3日　  8日月  15日月
22日月  23日　  29日月

3日　

7日日

14日日

21日日

23日　

28日日

祝

祝

ペッパーズ・ゴースト
朝と夕の犯罪
あのころなにしてた？
居酒屋「一服亭」の四季
輝山
虚空へ
子供は怖い夢を見る
サーカスから来た執達吏
定形外郵便
トリカゴ
二十一時の渋谷で キネマトグラフィカ
燃える息

伊坂　幸太郎 / 著
降田　天 / 著
綿矢　りさ / 著
東川　篤哉 / 著
澤田　瞳子著
谷川　俊太郎著
宇佐美　まこと著
夕木　春央著
堀江　敏幸著
辻堂　ゆめ著
古内　一絵著
パリュスあや子著

保健だより

11月19日金

11月  9日火

祝

祝



11月10日水　伊佐公民館・秋芳地域福祉センター
11月17日水　美祢市社会福祉協議会・美東地域福祉センター
11月24日水　美祢市社会福祉協議会・別府公民館

11月  8日月
11月10日水
11月22日月
11月24日水

美東センター
サンワーク美祢
嘉万公民館
サンワーク美祢

毎週水曜日 13：30～16：30 （※受付は16：00まで）

 　 11月  4日木　美東総合支所
  ※12月  2日木　美祢市役所
（※11月25日木　予約開始）

司法書士による
無料法律相談
13：30～15：30

　   11月18日木　美祢市役所
　（11月11日木   予約開始）

弁護士による
無料法律相談
13：30～15：20

●予約先　農業委員会事務局〔☎0837(52)5241〕

●問い合わせ先　宇部公共職業安定所〔☎0836(31)0164〕

11月10日水

13：30～14：30
11：00～15：30
13：30～14：30
11：00～15：30

13：30～16：30 秋芳地域福祉センター
11月17日水

13：30～16：30 美東地域福祉センター11月17日水
9：00～12：00 美祢市民会館

●問い合わせ先　山口地方法務局人権擁護課〔☎083(922)2295〕

11月17日水 美祢市役所10：00～12：00

　　●問い合わせ先　市民課〔☎0837(52)5230〕

11月10日水 秋芳地域福祉センター13：30～16：3011月10日水 ９：30～12：00・13：00～15：30  市民会館

●予約先　宇部年金事務所〔☎0836(33)7111〕

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 
　開設場所等が変更となる場合があります。

年  金 行  政

農 業 問 題

職  業

人  権

心 配 ご と

司 法 書 士・弁 護 士 　 無 料 法 律 相 談

各 種 相 談

医療法人社団 豊美会
田代台病院

●日時  11月10日水

         13時～15時
●場所  美祢勤労者

         総合福祉センター（サンワーク美祢）1階
●対象者  現在求職中の人
●参加料  無料（事前申込不要）
●個別ブースでの面談となります。

ハローワーク宇部の職業相談日に合わせて、 就職面接会を開催します。
市内企業の魅力を知る良い機会となりますので、 ぜひご参加ください。

参 加 企 業 名 募 集 職 種

看護師（フル）
調理スタッフ（パート）
清掃員（パート）

社会福祉法人 同朋福祉会
支援員（フル）　世話人（パート）
介護支援専門員（フル）
看護師（フル）　事務職員（フル） など

就職面接会を開催します

11月9日火  農業委員会事務局
９：00～11：30　※開催１週間前までに要予約

●問い合わせ先　美祢市社会福祉協議会〔☎0837(52)5222〕

●問い合わせ先　商工労働課〔☎0837(52)5224〕
　　　　　　　　就職相談室〔☎0837(53)2536〕 
　　　　　　　　宇部公共職業安定所（ハローワーク宇部）〔☎0836(31)0164〕

●予約先　市民相談室〔☎0837(52)5230〕　

※参加を希望される人は、 検温、手洗い、 マスク着用等のご協力をお願いします。状況により中止または変更になる場合があります。

８日月 10：00～12：00
場所  伊佐公民館

やすらぎカフェ 
7日日 13：00～15：00
場所  デイサービスセンターありがとう

お休み
なごみカフェ

24水 10：00～12：00
場所  城原コミュニティセンター
　　　　（旧城原小学校）

城原カフェ

ありがとうカフェ

17日水 10：00～12：00
場所  Ｇｒａｃｅｆｕｌ唯心

カフェゆいしん

９日火 10：00～14：00
場所  美祢市ボランティアコーナー

ほっとカフェ 

〔☎0837(62)0155〕
おしゃべりカフェ

お問い合わせください

〔☎0837(54)0145〕
えむカフェ



令和４年度の入試日程が決まりました。これから、中学３年生は、進路選択の時期になります。
美祢市内の中学３年生がたくさん受験してくれることを期待しています。

令和４年度 入試日程

※今回の入試から奨学生推薦では、部活動推薦（サッカー、テニス、吹奏楽）として部活動をがんばる生徒も募集します。

学科 普通科・総合ビジネス科

出願期間 12月27日月、28日火、令和４年１月４日火

令和４年１月６日木入学試験

合格発表 令和４年１月11日火

一般入試

令和４年１月７日金
　 　  ～１月12日水

令和4年３月18日金
 　    ～３月24日木

Ⅰ 期 Ⅱ 期Ⅰ 期 Ⅱ 期

令和４年１月17日月 令和４年３月25日金

令和４年３月28日月令和４年２月１日火

推薦入試
奨学生推薦(一般・部活動) 一般推薦

併願可 専願

　10月１日金、２日土の２日間にわたり開催しました。新型コロナウイルス感染症に対する感染予防および感染拡大
防止のため、一般非公開として行われ、体育館フロアをステージとし、教室でのリモート開催となりました。一部内
容については、ＭＹＴで放送を予定していますのでご覧ください。

令和３年度　第７回美祢青嶺祭(文化祭)を開催

中継本部 教室からのクイズ参加 Mine☆Con
（ダンスコンテスト）

書道パフォーマンス

申込み・問い合わせ先　秋吉台国際芸術村事業企画課
〔☎0837(63)0020〕〔　info@aiav.jp〕〔　https://aiav.jp〕

こどものための音 楽 物 語「ピーターと狼」
　こども向け舞台作品「ピーターと狼」をピアノ・朗読・オリジナルイラストを交えながら午前、午後の２部制で上演します。午前の部は
ゆったり「ピーターと狼」を、午後の部は「ピーターと狼」と「ロメオとジュリエット（抜粋）」をピアノと朗読でじっくりお聞きいただきます。

〈午前の部〉　小さい人と楽しむ、音楽の世界♪
●時間／開場10:30・開演11:00　
●対象／3歳以上～小学生とその保護者（3歳未満入場不可）
●料金／一般500円、同伴の子ども無料　
●曲目／ピーターと狼
〈午後の部〉　ちょっと大人の世界を楽しもう！
●時間／開場13:30・開演14:00
●対象／小学生～一般（未就学児入場不可）
●料金／一般2,000円、学生無料　
●曲目／ピーターと狼、ロメオとジュリエット

●日付／11月28日日　●出 演／手嶋 沙織(てしま さおり)〈ピアノ〉、松原 淳子(まつばら あつこ)〈朗読〉　●作 画／ヤマデラワカナ

※満１歳以上の未就学児を対象に無料託児を実施します。11/12金までにお申し込みください。
　感染症拡大防止対策へのご理解・ご協力をお願いいたします。
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発 熱 外 来 と 感 染 症 予 防 に つ いて
～新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザに罹らないために～

感染リスクが高まる場面

①発熱外来
　美祢市立病院では、新型コロナウイルス感染防止対策として、発熱患者さんの診察に
ついては、夜間救急受付側にコンテナ診療室を設置し、こちらで診察を行っています。
　感染防止対策として、発熱時に受診を希望される際は、必ず当院へ事前に電話連絡を
お願いします。その際に来院時間を調整させていただきますので、ご理解とご協力を
お願いします。
　また、この診療室内には、陰圧装置を設置しています。陰圧装置とは、室内の空気を
フィルターに通し、外気へ排気することで、室内の気圧を低く保ちます。このように
することで、常に室内に空気が流れ込む気流となるため、汚染物質の拡散リスクを低減
することができます。

②感染症予防
　冬に向け、新型コロナウイルス感染症の流行が懸念されますが、それと併せ季節性インフルエンザの流行も懸念されます。
昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力いただいたおかげで、インフルエンザの市内での発症はあり
ませんでした。いかに「マスクの着用・手指消毒の徹底」が感染予防として重要であるか、改めて認識したところです。
　また、新型コロナウイルスワクチンと季節性インフルエンザワクチンの接種には、2週間程度期間をあける必要
があります。計画的な接種をお願いします。
　市民の皆様には、不自由な生活をお願いしますが、引き続き新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの
感染防止対策として、「不織布マスクの着用・手指消毒の徹底」の実施をお願いします。併せて、感染リスクの高い
行動をお控えいただくことが、1日でも早く通常の生活を取り戻すための方法と考えています。市民の皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

大人数や長時間におよぶ飲食
●

●

長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、
短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。
大人数、例えば５人以上の飲食では、
大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。

マスクなしでの会話
●

●

●

マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染や
マイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの
事例が確認されている。
車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

問い合わせ先　美祢市立病院〔☎0837(52)1700〕



ＭＹＴ
ダイジェスト

ＭＹＴ
ダイジェスト

ＭＹＴ
ダイジェスト

ＭＹＴ
ダイジェスト

令和3年11月の番組案内ＭＹＴ
ＭＹＴ番組放送時間

月 火 水 木 金 土 日
74 5 61 2 3

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

①12時～ ②15時～ ③17時～ ④18時～     ⑤20時～ 

⑥21時～ ⑦22時～ ⑧23時～ ⑨翌日６時～ ⑩８時～

●テレビの受信・放送に関する問い合わせ先【 美 祢 地 区 】美祢市有線テレビ放送センター 〔☎0837(53)1649〕
 【秋芳・美東地区】 山口ケーブルビジョン 〔フリーダイヤル0120ー374936〕

22,901人人口
男
女

世帯数

前月比
前月比
前月比
前月比

9月中

累計

昨年対比

32人
6（185）

17（1773）

▲1（▲154）

0（1）

0（22）

▲2（▲3）

9（227）

22（2,133）

▲4（▲190）

53（2,700）

456（25,322）

6（751）

2人
30人

10,830人
12,071人
10,842世帯

まちのうごき（令和3年10月1日）
件 数 死 者

人身事故
物損事故傷 者

9世帯

（　）内は県下総数

●美祢市役所からのお知らせ（L字放送・30分間） 　①7時～  　②19時～

●やってみ～ね体操　 ①6時45分～  　② 11時～  　③16時～

［再］
きょうの料理
秋の味覚を
食べつくす！
まいたけバーグ

［再］
美祢市公設塾
ｍｉｎｅｔｏ

ドラマ
梅ちゃん先生
第５５回

２０２１
里山フェス
ｉｎ
秋吉台

ドラマ
梅ちゃん先生
第５６回

里親制度を
知っていますか

［再］
２０２１
里山フェス
ｉｎ
秋吉台

ドラマ
梅ちゃん先生
第５７回

税を考える週間
厚狭税務署

ドラマ
梅ちゃん先生
第５８回

生涯学習フェスタ
作品展示

［再］
税を考える週間
厚狭税務署

ドラマ
梅ちゃん先生
第５９回

美祢市
住みます芸人
活動開始

ドラマ
梅ちゃん先生
第６０回

［再］
生涯学習フェスタ

作品展示

［再］
美祢市

住みます芸人
活動開始

ドラマ
梅ちゃん先生
第６１回

生涯学習フェスタ
ステージイベント

ドラマ
梅ちゃん先生
第６２回

趣味の園芸
やさいの時間
ダイコンの

暖かトンネル栽培

［再］
生涯学習フェスタ
ステージイベント



登録に不安がある人を対象に簡単な操作・機能の説明会を開催します。スマートフォンを持参してください。
　■ 11月26日金　15：00～　美東センター
　■ 11月30日火　15：00～　美祢市民会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　総務課　〔☎0837（52）1110〕



■秋芳ふれあい祭り2021（10：00～14：00 / 秋吉公民館前広場）

■赤郷ええとこ市（10：30～12：00 / 赤郷交流センター）
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広報 げんきみね。
発行・編集　美祢市デジタル推進課
〒759ｰ2292
美祢市大嶺町東分326ｰ1

☎0837(52)1311
　0837(53)1959
　kouhou@city.mine.lg.jp
　https://www2.city.mine.lg.jp
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萩 市 山口市

山陽小野田市

津和野町

萩・世界遺産カードラリー2021

●問い合わせ先　
　文化財保護課〔☎0838（25）3835〕

11月1日月～11月30日火 ９：00 ～16：30

しのぶ恋、せつない恋、いちずな恋…
大人の恋にあふれる小倉百人一首で
「恋すてふかるた」

●問い合わせ先
　文化スポーツ推進課〔☎0836（82）1115〕

日本遺産ガイドと歩く秋の津和野路散策
11月27日土　13：00～15:00

宇部市 ときわ遊園地「ぶちのりパスポート」
11月７日日　10：00 ～17：00 
●場所 　ときわ遊園地
 ●問い合わせ先
　ときわ公園企画課〔☎0836（54）0551〕

防府市 特別展「国宝」
12月５日日まで 
9:00～17:00（入館は16：30まで）
●場所・問い合わせ先
　毛利博物館〔☎0835（22）0001〕

セラム
クリクラボ―移動する教室
10月30日土～令和4年2月27日日
10：00 ～19：00　

●場所 　津和野町内
 ●問い合わせ先
　津和野町日本遺産センター〔☎0856（72）1901〕

●場所・問い合わせ先　
　山口情報芸術センター〔☎083（901）2222〕

11月20日土、12月５日日 13：00 ～16：00
●場所 妙徳寺

●配布場所　市内各所 

勤労感謝の日

文化の日

●育児相談⑭

◆年金・職業・人権・行政・心配ごと相談⑮

◆職業相談⑮

◆農業相談⑮

◆人権・行政・心配ごと相談⑮

◆弁護士による無料法律相談⑮

◆職業・心配ごと相談⑮

◆司法書士による無料法律相談⑮

●妊婦学級⑭

●メタボ予防教室⑥

■美祢市人権教育ふれあい講座⑨

●フォローアップ相談⑭

●育児学級・子育てサークル⑭

●育児学級⑭

●育児相談⑭

●育児学級⑭

■美祢市戦没者追悼式⑨
■就職面接会⑮

◆職業相談⑮

●３歳児健康診査⑭
●１歳６か月健診診査⑭

●育児相談⑭

■心も体もリフレッシュ！きらめきウォーク★⑥

■おそうじセミナー⑨

■ファミリーサッカーフェスティバル⑥

■ジオフェス⑥

■肥中街道と大内義隆敗走ルート巡見会⑦

■美祢市防災行政アプリ説明会⑥

■美祢市防災行政アプリ説明会⑥

■こどものための音楽物語「ピーターと狼」⑯

◆山口法律関連士業ネットワーク「一斉共同相談会」⑩

■ふるさと山口企業合同就職フェア⑨

■初めて触るスマホ体験講座（①10：00 ②13：30 / 秋吉公民館）
　（要予約：デジタル推進課 ☎0837-52-1311）


