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海田町出身／タレント

うえむら ちかさん

田幼稚園、海田小学校、海田西中学校、海田高

校…広島市内の専門学校へ通っていた時期も

含めると丸々20年お世話になった、海田町はま

さに私のふるさとです。思い出はそれこそ数え切れないほど

あって、一番印象に残っている場所は現在のマックスバリュ海

田店。店名は3回ほど変わっており、2019年に一度建て替え

ているのですが、私が幼い頃、母と姉と買い物に訪れてよく迷

子になってました。それで、迷子受付のところに行って母と姉

を呼び出してもらっていたのですが、係の人に「お母さんとお

姉ちゃんが迷子になっちゃって」と言ってたみたいです（笑）。

昔からおてんばというか、ちょっとおませなところがあったと

言われていました。その後、高校生になってから、学校の帰り

にコロッケをおやつに買っていたのも懐かしい思い出です。

　海田町は市内中心部に出かけるのも電車で10分ほどと便

利ですし、緑豊かなところも、整備された場所も程よく揃って

いるバランスのいい町。ずっと住み続けていたいと自然に思

えるところに魅力を感じます。近所の方々にも仲良くしてもら

い、今でも「頑張ってね」「応援してるよ」と気さくに声をかけて

もらっています。そんな人の温かさにも、いつも元気をもらっ

ていますね。

うえむらちか／1985年9月生まれ、安芸郡海田町出
身。2006年、角川「第2回ケータイザテレビジョン フレッ
シュオーディション」読者賞受賞をきっかけに芸能界へ。
女優、タレント、小説家として幅広く活躍する。「うえむ
らちかのカープごはん。」など、カープ関連の著書も多
数。
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数え切れないほどの思い出と
愛情を与えてくれたふるさと
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今月号から広報かいたはリニューアル。新企画と

して、海田町出身の人や、海田町に縁のある人を

毎月ピックアップし、現在の活動や仕事から、海田

町への思いまで深掘りしていきます。

5月号では、広島県内でも活躍中の海田町出身・う

えむらちかさんを取材しました。

今今をときをときめめくく
ままちちのあのあの人の人にに
会会いいにに行行くく

撮影場所／旧千葉家住宅
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　高校は海田高校を卒業していますが、生徒の自主性を重

んじる良い学校だなと思います。当時私は吹奏楽部と文芸

部に所属していて、二足の草鞋を履いて頑張っていまし

た。演奏すること、文字で著すこと、表現するのが好きなの

は今も昔も変わらないです。祖母と父が大のカープファン

で、小さい頃から市民球場に通ったり、家でも当たり前のよ

うにテレビでカープ中継を観ていたため、私も当然カープ

ファン。吹奏楽部で野球部の応援に行けるのが当時は嬉し

かったです。

　今、私はタレント活動を中心に小説の執筆などもしてい

ますが、あの頃好きだったものが仕事につながっているな

と感じることがたくさんあります。最近は広島での活動が

中心になってきましたが、カープ関連の仕事に多数関わら

せてもらっていますし、小説「灯籠」の舞台は海田町。地元

の人が読んだら、すぐにわかる場所がいくつも登場します。

自らの可能性に挑戦した高校時代

このまちで過ごした時間が
私という人間を育んでくれた

　現在海田町で勉強に励む学生の皆さんも、ぜひ今から興

味のあることにどんどん挑戦して、自分の可能性を広げて

いってほしいです。いつか自分の道を振り返った時、「あの

時の活動が今に生かされてるな」って感じることが、きっと

あると思いますよ。

　

　広島での仕事が多いと先にも述べましたが、最近とくに

おもしろいと感じているのがラジオの仕事。RCCラジオ「う

えむらちかの鯉スル企画室」という番組を持たせてもらっ

ていて、この中でリスナーの皆さんから寄せられたアイデ

アをカタチにするという企画を行っています。例えば今まで

にないカープグッズの製作だったり、アイデアお好み焼き

のレシピだったり。皆で広島を盛り上げよう！ という雰囲気

の中でモノ作りに関わるのは、本当に楽しいです。

　今後のビジョンとしては、海田町のPRにも携わりたいな

と考えています。今日撮影した旧千葉家住宅もそうです

が、海田町には西国街道の宿場町として栄えた時代の趣を

多分に残す、古き良き建物や通りがたくさんあります。最近

では古民家を再生した菓子店もできていて、若い世代にも

人気です。昔からあるものを大切にして今の暮らしに息づ

かせていくって素晴らしいですよね。そういった、まだあま

り知られていない素敵な場所を、発信していきたいです。そ

してストーリー性のあるショートムービーの様な観光PR動

画の制作などにもチャレンジしてみたいです！

　それから、海田町についてさらに好きになったところが

育児のしやすさ。昨年4月に姪が誕生したのですが、育児サ

ポートがこんなに整っていることを初めて知りました。出産

後、姉は「かいた版ネウボラ」として機能している「ひまわり

プラザ」を上手に利用していました。育児は孤独な部分が

つらかったりすると思うのですが、ここで誰かとつながり、

専門のコーディネーターさんに相談することで、悩みや不

安が随分解消されたようです。今も感染症対策に配慮し

て、決められた人数での教室やオンラインでのイベントな

どを行っているみたいなので、子育て中の人はぜひ利用し

てみてはどうかなと思います。うちは義兄が県外出身者で

すが、姉と結婚し、子育てをしていく中で「海田町は本当に

住みやすい」と言ってくれてます。そんな言葉を聞くとやっ

ぱり嬉しいし、私もずっとここで暮らしたいなと素直にそう

思います。できれば広島の人と結婚したい（笑）！　海田町に

腰を据えて人生を歩むのも、私の目標のひとつです。

優しいまち「海田町」にいつまでも

海田のお気に入り

四季が美しい瀬野川

海田町を流れる瀬野川は子どもの頃から通って
いる大好きな場所。ウォーキングコースも整備さ
れており、四季折々の美しい自然が楽しめます。
学生時代はここでよくトランペットの練習をして
いました。今年も桜を見に足を運んだばかり。憩
いの場として変わらずあり続けてほしいです。

テレビ・ラジオ・イベントへの
出演ははもちろん、カープ
ファンに愛され続けるグルメ
情報をまとめたコミック『うえ
むらちかのカープごはん。』
を手掛けるなど、マルチに活
躍中！

今をときめく今をときめく
まちのあの人まちのあの人にに
会いに行く会いに行く

募 集

広報かいたにご出演いただける人を募集中。自薦他薦は問
いません。海田町で活躍していたり、新しいことに取り組ん
でいたり、まちのことが大好きな人をお待ちしています。興
味がある人は上記の連絡先より問い合わせてください。

823-9212TEL

kikaku@town.kaita.lg.jpMail

地元に貢献できるような仕事を

撮影場所／旧千葉家住宅

撮影場所／旧千葉家住宅

企画課（役場3階）
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新型コロナウイルス　　　　感染症関連情報　　

●保健センター　☎８２３－４４１８　FAX.８２３－００２０●新型コロナウイルスワクチン接種対策班　☎824-2323　FAX.823-0020

●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823－9234　FAX.823－9203

❶まずは、かかりつけ医などに電話相談
相談先の医療機関で対応できない場合は、その医療機関が他の診療・検査ができる医療機関を紹介します。

　4月の予約受付では、電話がつながりにくい状況が発生し、皆さんには大変ご迷惑をおかけしました。ワクチンは順次、県から配
送されますので、安心してお待ちください。

　5月以降の集団接種の予約受け付けは、予約時の混乱を改善するため、年齢の高い人から優先的に予約できるよう変更します。
ご理解、ご協力をお願いします。

・現在案内しているのは、高齢者（６５歳以上）に対する集団接種のみです。
 医療機関での個別接種は、現在調整中です。
・65歳以上の人の接種券（クーポン券）は郵送を完了しています。自宅に届かない人、転入した人は、海田町新型コロナウイルスワ
 クチン接種コールセンターへ連絡してください。
・安全にかつ安心して受けるために、治療中の病気がある人や、体調など接種に不安がある人は、事前にかかりつけ医に相談してく
 ださい。
・予約後にキャンセルする場合は、当日の場合も、海田町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターに連絡してください。

❷相談先に迷ったら

県が指定した身近な医療機関を案内します。

受診・相談センター（積極ガードダイヤル） ☎（082）513-2567

基本的な感染予防（手洗い、マスクの着用、身体的距離の確保、３密の回避）、
定期的な換気を続けましょう。

引き続き、感染防止対策にご協力ください！

　町内の飲食店のうち、テイクアウトサービス・デ
リバリーサービスを行う店舗を紹介しています。
　サービスを活用し、普段とは違った食事を楽しみ
ませんか。

【海田町ホームページ】

 　　 掲載ページは
 　　 こちらから。

【チラシ】
公共施設へ店舗ごとのチラシを配置しています。

事業者の皆さんへ
掲載店舗を随時募集しています。
掲載を希望する人は、掲載申込書兼調査票を
海田町ホームページからダウンロードするか、
魅力づくり推進課へ問い合わせてください。

くわしくは広報かいたと一緒に配布するチラシを確認してください。

● 接種券（クーポン券）および予約受け付けに関すること
　 予約をキャンセルする場合
　 ９時～１７時（土・日曜日、祝日を除く）
　 海田町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　 ☎８２４－２３２３　FAX.８２３－００２０

● ワクチン接種についての一般・専門的な相談に
　 関すること（土・日曜日、祝日に行います）
　 広島県（２４時間対応）　☎５１３－２８４７
　　　　　　　　　　　FAX.２１１－３００６
　 厚生労働省（９～２１時） ☎０１２０－７６１－７７０（フリーダイヤル）

問い合わせ

相談窓口 ～発熱などの症状がある場合には～新型コロナウイルスワクチンの集団接種について

町内の テイクアウト・デリバリー可能な飲食店 を紹介しています！

新型コロナウイルスワクチン接種について、海田町ホームページでもお知らせしています。

電話：海田町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎（０８２）８２４－２３２３　9時～17時

ワクチンについて正しく知った上で、体調がよい時に接種しましょう。

受け付け順、受け付け開始日 1回目の接種日 会　場

（１）80歳以上
　 5月6日（木）～

（２）75歳以上
　 5月10日（月）～

（３）65歳以上
　 5月12日（水）～

5月15日（土）
福祉センター

5月16日（日）

5月23日（日） ひまわりプラザ

5月26日（水）
織田幹雄スクエア

5月27日（木）

5月29日（土）
海田東公民館

5月30日（日）
※6月以降の予定については、ワクチンの入荷状況により随時お知らせします。
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新型コロナウイルス　　　　感染症関連情報　　

●保健センター　☎８２３－４４１８　FAX.８２３－００２０●新型コロナウイルスワクチン接種対策班　☎824-2323　FAX.823-0020

●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823－9234　FAX.823－9203

❶まずは、かかりつけ医などに電話相談
相談先の医療機関で対応できない場合は、その医療機関が他の診療・検査ができる医療機関を紹介します。

　4月の予約受付では、電話がつながりにくい状況が発生し、皆さんには大変ご迷惑をおかけしました。ワクチンは順次、県から配
送されますので、安心してお待ちください。

　5月以降の集団接種の予約受け付けは、予約時の混乱を改善するため、年齢の高い人から優先的に予約できるよう変更します。
ご理解、ご協力をお願いします。

・現在案内しているのは、高齢者（６５歳以上）に対する集団接種のみです。
 医療機関での個別接種は、現在調整中です。
・65歳以上の人の接種券（クーポン券）は郵送を完了しています。自宅に届かない人、転入した人は、海田町新型コロナウイルスワ
 クチン接種コールセンターへ連絡してください。
・安全にかつ安心して受けるために、治療中の病気がある人や、体調など接種に不安がある人は、事前にかかりつけ医に相談してく
 ださい。
・予約後にキャンセルする場合は、当日の場合も、海田町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターに連絡してください。

❷相談先に迷ったら

県が指定した身近な医療機関を案内します。

受診・相談センター（積極ガードダイヤル） ☎（082）513-2567

基本的な感染予防（手洗い、マスクの着用、身体的距離の確保、３密の回避）、
定期的な換気を続けましょう。

引き続き、感染防止対策にご協力ください！

　町内の飲食店のうち、テイクアウトサービス・デ
リバリーサービスを行う店舗を紹介しています。
　サービスを活用し、普段とは違った食事を楽しみ
ませんか。

【海田町ホームページ】

 　　 掲載ページは
 　　 こちらから。

【チラシ】
公共施設へ店舗ごとのチラシを配置しています。

事業者の皆さんへ
掲載店舗を随時募集しています。
掲載を希望する人は、掲載申込書兼調査票を
海田町ホームページからダウンロードするか、
魅力づくり推進課へ問い合わせてください。

くわしくは広報かいたと一緒に配布するチラシを確認してください。

● 接種券（クーポン券）および予約受け付けに関すること
　 予約をキャンセルする場合
　 ９時～１７時（土・日曜日、祝日を除く）
　 海田町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　 ☎８２４－２３２３　FAX.８２３－００２０

● ワクチン接種についての一般・専門的な相談に
　 関すること（土・日曜日、祝日に行います）
　 広島県（２４時間対応）　☎５１３－２８４７
　　　　　　　　　　　FAX.２１１－３００６
　 厚生労働省（９～２１時） ☎０１２０－７６１－７７０（フリーダイヤル）

問い合わせ

相談窓口 ～発熱などの症状がある場合には～新型コロナウイルスワクチンの集団接種について

町内の テイクアウト・デリバリー可能な飲食店 を紹介しています！

新型コロナウイルスワクチン接種について、海田町ホームページでもお知らせしています。

電話：海田町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎（０８２）８２４－２３２３　9時～17時

ワクチンについて正しく知った上で、体調がよい時に接種しましょう。
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障がいのある皆さんへのサービス01
●社会福祉課（役場１階）　 823-9207　FAX.823-9627

hukushi@town.kaita.lg.jp

サービス 身体障害者手帳・難病患者等 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

医 療 費
助 成 制 度

重度の障がい者（身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳Ⓐ・Ａ・Ⓑ）の保険診療の
自己負担について助成。
[自立支援(更生・育成)医療]
障がいを除去または軽減するための医療費について助成。
・人工透析療法、人工関節置換術など

[自立支援(精神通院)医療]
在宅の精神障がい者の通院
による精神医療費の助成。

特 別 児 童 扶 養
手 当

重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者に支給。
・1級月額52,500円　・2級月額34,970円（令和3年4月現在）

特 別 障 害 者
手 当

日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障がいがある、在宅の20歳以上の人に支給。　
・月額27,350円（令和3年4月現在）

障 害 児 福 祉
手 当

日常生活において常時介護を必要とする重度の障がいがある、在宅の20歳未満の児童に支給。　　
・月額14,880円（令和3年4月現在）

重度心身障害者
介 護 手 当

手当の障がい程度基準を満たす、5歳以上20歳未満の障がい児の保護者に支給。
・月額3,000円または月額4,000円

心 身 障 害 者
扶 養 共 済

障がいのある人を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がい者
となった場合に、障がい者に支給。（所得に応じて、掛金の半分が海田町から助成されます）

障 害 福 祉
サ ー ビ ス

障がいのある人の日常生活を援助し、自立を支援するためのサービスを提供。
（居宅介護・短期入所・施設入所・就労移行支援・就労継続支援　など）

障 害 児 通 所
支 援

障がいにより療育が必要な児童に対して行う給付。
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

地 域 生 活 支 援
事 業

地域特性に応じて、障がいのある人の社会生活を援助するための支援。
移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、配食サービス、訪問理美容サービス、緊急通報シ
ステム、自動車運転免許取得・自動車改造費助成、成年後見制度利用支援事業、訪問入浴サービスなど

補装具費の支給 身体障がいを補うための用具購入・修理費用の助成。
・補聴器、車椅子、義肢など

日 常 生 活 用 具
の 給 付

障がい者の日常生活がより円滑に行われるための用具購入費用の助成。
・入浴補助用具、ストマ用装具、住宅改修、聴覚障害者用通信装置（FAX）など

通所交通費助成 施設や事業所に通所している障がいのある人に対し通所交通費の一部を助成。（1日280円を上限）

手話通訳者派遣
聴覚に障がいがある人に手話通訳者を派遣。依頼は（社）広島県ろ
うあ連盟へ

（FAX.252-0309または hrren@do3.enjoy.ne.jp）

要約筆記者派遣

聴覚に障がいのある人などに要約筆記者を派遣。 
依頼は社会福祉課のFAXやEメールでも可。
Eメールの場合は、必ず件名に「要約筆記依頼」と入れ、派遣につ
いての詳細を入力してください。メールにて依頼調整をします。

重度障害者福祉
タ ク シ ー 助 成

対象となる重度障がい者が利用した福祉タクシーの利用料金のうち1回につき640円を限度に助成。
年間24枚（腎臓機能障害の身体障害者手帳1級所持者は年間48枚）を限度にタクシー乗車券を交付。

税 制 上 の 優 遇 所得税、住民税や自動車税や新マル優制度など、税制面での優遇。

相 談 事 業

障がいのある人やその家族などからの相談を受けています。
海田町役場　社会福祉課　　☎823-9207【身体・知的・精神障がい者・障がい児】
海田町役場　保健センター　☎823-4418【精神障がい者・難病等患者】
海田町社会福祉協議会　　　☎820-0294【障がい者・障がい児】
社会福祉法人　柏学園　　　☎282-6500【障がい児・知的障がい者】
障がい者相談員 【身体】 海老原 由訓 ☎823-6247　建道 哲郎 ☎823-2322

【知的】 道下 政子　 ☎823-1446

そ の 他
思いやり駐車場利用証交付、サポートファイルの配布、難聴児補聴器購入・修理助成、上下水道料金の減免、町営
住宅への入居優先、高齢者等ごみ出し支援事業、ＮＨＫ放送受信料の減免、障害基礎年金の受給、有料道路通行
料金の割引、特別障害給付金生活福祉資金の貸付、海田市駅駐輪場の登録利用料の減免、運賃割引など

こころの相談につい
て、くわしくは21ページ
を確認してください。

※各サービスを受けるためには申請が必要で、障がいの程度や所得などの要件を満たす必要があります。くわしくは社会福祉課へ。
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高齢者在宅福祉サービス

乳幼児等医療費助成制度の通院対象年齢が変わります

02

03

●長寿保険課（役場１階）　 823-9609　FAX.823-9627

●こども課（役場1階）　 823-9227　FAX.823-9627

※★印のサービスについては、海田町社会福祉協議会（☎820-0294）でも申し込み可能です。

　在宅で生活している高齢者を対象に次のようなサービスなどを提供しています。
サービスなどを受けるためには申し込みが必要です。

　乳幼児等医療費助成制度は、令和４年１月から、保険診療分の通院医療費の対象年齢について、現行の「小学3年生まで」から「小
学6年生まで」に拡大します。
　入院医療費の助成対象（中学3年生まで）、一部負担金および所得制限については、変更はありません。

◆新制度の対象年齢となる小学4・5・6年生の児童の保護者へ、10月頃に申請書を送付します。

寝具の洗濯･乾燥･消毒サービス ★

自宅の寝具の洗濯・乾燥・消毒を行います。
●対象者　　�❶６５歳以上のひとり暮らしの人、❷６５歳以上の高齢者世帯の人、❸要支援・要介護認定を受けている人
●利用回数　�年２回、１回につき３枚まで(うち同じ種類は２枚まで)
●利用料　　�❶かけ布団…３００円／枚、❷敷布団…３００円／枚、❸毛布…５０円／枚

徘徊高齢者家族支援サービス

認知症により徘徊をするおそれのある人を、早期に発見するＧＰＳ機能つきの機器を貸し出します。
●対象者　�おおむね６５歳以上の徘徊するおそれのある高齢者を介護している家族の人
●利用料　５５０円／月

訪問理美容サービス ★

自宅で理髪を受けられるよう、理美容師の出張サービスを行います。
●対象者　　�❶～❹に該当し、理髪店に行くことが困難な人、❶６５歳以上のひとり暮らしの人、
　　　　　　❷６５歳以上の高齢者世帯の人、❸身体障害者手帳を持っている人、❹要支援・要介護認定を受けている人
●利用回数　年４回まで
●利用料　　�❶～❸の人…１,０００円／回、❹の人…１,５００円／回

配食サービス ★

調理をすることが難しい人に夕食の宅配を行います。また、宅配時に安否確認を行います。
●対象者　�❶６５歳以上のひとり暮らしの人、❷６５歳以上の高齢者世帯の人、
　　　　　❸身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人
●内容　　�月～金曜日のうち希望する曜日の夕食※土・日曜日、祝日、年末年始の宅配はありません。
●利用料　４１０円／食

緊急通報システム設置

緊急時にボタンを押すと、２４時間いつでも通報センターに繋がり、
ご近所の人の協力による安否確認などを行います。
●対象者　�❶65歳以上のひとり暮らしの人、❷６５歳以上の高齢者世帯の人、
　　　　　❸�重度身体障害者(１・２級)のひとり暮らし、
　　　　　　または重度身体障害者(１・２級)のみの世帯の人
●利用料　�住民税課税世帯の人･･･2,926円／月　住民税非課税世帯の人･･･無料

手続きについて
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今年度の国民健康保険税の税率改定04
●税務課（役場１階）　 823-9204　FAX.823-9627

令和３年度 国民健康保険税の税率

算定の区分 医療給付費分
（全加入者対象）

後期高齢者支援金等分
（全加入者対象）

介護納付金分
（40歳以上65歳未満対象）

所
得
割

算定基礎額
6.04％　

（6.04％）
２.２２％　

（1.95％）
１.７６％　

（2.02％）令和２年中の
所得－基礎控除額に対して

資
産
割

算定基礎額
５.４３％　

（８.1％）
２.１８％　

（２.７５％）
２.３８％　

（３.８８％）令和３年度の固定資産税額
（土地・家屋にかかる税額）に対して

均
等
割

加入者１人ごとに 26,０00円
（26,100円）

９,500円
（8,500円）

９,４00円
（1０,７00円）

平
等
割

１世帯ごとに 1７,７00円
（18,500円）

６,５00円
（5,900円）

４,６00円
（5,３00円）

※ （　）内は昨年度の税率。

４方式から３方式へ移行する過程の賦課割合のイメージ図

算定年度 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

賦課割合区分

所得割 所得割 所得割 所得割 所得割 所得割 所得割
資産割 資産割 資産割 資産割

均等割 均等割 均等割 均等割 均等割 均等割 均等割

平等割 平等割 平等割 平等割 平等割 平等割 平等割

算定方式 4方式 3方式

　海田町の国民健康保険税は、これまで４方式（所得割・資産割・均等割・平等割の合計）により算定していましたが、国民健康保険
制度の県単位化に伴い、令和６年度から資産割が廃止され、３方式へ移行することになります。（県内23市町がすべて３方式に統一さ
れます）
　県単位化による準統一後の保険料率ベースに向け、海田町の保険税水準は上がっていくことになりますが、保険税負担が急激に上
昇しないよう、県の激変緩和措置の適用を受けながら、毎年の税率を決定します。また、資産割は令和６年度の廃止へ向け段階的な縮
小の途上ですが、毎年の賦課割合※の変更が緩やかになるよう調整を図っています。
　今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を軽減する目的で、県において保険税引き下げのための財源が投入されています。
　これらにより、今年度の税率は次の表のとおり決まりました。

※ 賦課割合…国民健康保険の財源として確保する保険税全体の構成割合。
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知っていますか？　地域の身近な相談相手　民生委員・児童委員
5月12日は民生委員・児童委員の日です

05

●社会福祉課（役場1階）　 ８２３-９２０７　FAX：８２３-９６２７

少子化や核家族化によって地域のつながりが薄れる中、高齢者や障がいのある
人、子育てや介護をしている人などが、周囲に相談できず孤立してしまうケースが
増えています。そこで、地域の身近な相談相手として、必要な支援を行うのが「民生
委員・児童委員」です。

民生委員・児童委員とは
民生委員法、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された、非常勤の地

方公務員です。地域福祉を担う無償ボランティアであり、任期は3年です。現在海
田町では36人の委員が活動しています。民生委員は児童委員を兼ねていますが、
一部の民生委員は、児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

どんな活動をしているの？
「地域のつなぎ役として」

民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、子育てや介護の悩み、高齢者の生活上の不安など生活上のさまざまな相
談に応じています。また、一人暮らしの高齢者などの家庭訪問により地域を見守ったり、行政をはじめ適切なサービスや支援の情報
を提供したりして「地域のつなぎ役」として活動しています。また、研修会への参加や勉強会を行い、必要な知識、技術の向上を図っ
ています。

民生委員・児童委員に相談したいときは？
住んでいる地域の民生委員・児童委員、主任児童委員へ気軽に相談してください。民生委員・児童委員、主任児童委員には秘

密を守る義務があります。相談内容や秘密が他にもれることはありません。

【民生委員・児童委員名簿】
№ 氏　名 担　当　地　区 電　話
1 向井 良明 上市 822-6014
2 百本 政喜 中店 822-3851
3 大野 美惠子 稲荷町 823-2907
4 俵 尚子 新町 090-6840-5581
5 源田 美幸 窪町 824-1104
6 ※ つくも町

7 川東 信行 明神町、南明神町、
南つくも町、寿町 822-2376

8 宮本 幸二郎 大正町、堀川町 822-3871
9 益 七枝 南堀川町、栄町2，6 090-4149-7009

10 長谷川 勉 南大正町、
栄町1・3・4・5・7 823-0681

11 長尾 優子 昭和町 822-4328
12 勝丸 郁子 南昭和町 824-0493
13 山部 文惠 昭和中町 824-3443
14 長野 昭雄 東昭和町 822-5293
15 鈴木 悦子 日の出町 823-1796
16 倉本 則夫 月見町 822-0353
17 ※ 南本町
18 秋田 博 曙町 822-7380

19 大松 実津江 南幸町5～10・16 822-1190
090-8600-8349

20 山本 久美子 南幸町1～4・11～15 823-3408
21 市川 正美 大立町 824-0254
22 新山 信子 幸町 822-4413

№ 氏　名 担　当　地　区 電　話
23 菅尾 政弘 成本 823-4246
24 山手 房子 石原 823-0603
25 ※ 畝一丁目2～10
26 ※ 畝二丁目7・8・9

27 馬場 孝子  畝一丁目1・11～25、
畝二丁目1～6・10～14 822-1966

28 柳本 康江 砂走 822-5048
29 小山 幹夫 蟹原一丁目 822-3378
30 淺野 正彦 蟹原二丁目 090-6844-6330
31 上田 久美 西浜 090-4103-0420
32 西平 弘志 浜角 823-2625
33 辻 幸子 三迫一丁目 822-0626

34 正田 民子
稲葉
三迫二丁目1・4・
6・7・9・10

823-5476

35 百本 邦子
三迫二丁目2・3・
5・8・11～20
三迫三丁目

823-4083

36 三木 武子 東一丁目、東二丁目 823-6375　
37 河野 義明 寺迫一丁目、寺迫二丁目 822-7158
38 ※ 国信一丁目、曽田
39 植野 了 国信二丁目 823-3660
40 中神 裕子 主任児童委員 823-2727
41 堂免 寛 主任児童委員 822-3752

※ 6.17.25.26.38は民生委員・児童委員が不在のため、社会
福祉課へ。

研修会
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平成７年に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊に
より多くの尊い命が奪われました。このとき倒壊した建物の多
くは、昭和56年以前の旧耐震基準により建てられた木造住宅
でした。海田町では、木造建物の耐震改修を促進し、地震に強
いまちづくりをめざすため、住民の皆さんが行う耐震診断、耐
震改修工事および耐震シェルター設置工事にかかる費用の一
部を補助します。
「耐震診断」と「耐震改修または耐震シェルター」の補助制度
は併用して受けることができます。ぜひこの機会に活用してく
ださい。

●次のすべてを満たす建物が補助対象です
・町内にある木造住宅で、地階を除く階数が2以下
・�所有者自らが居住する一戸建て住宅、または店舗併用住宅
（居住部分の面積が延べ面積の1/2以上であるものに限
る）※賃貸住宅は除きます。
・�昭和56年5月31日以前に建築に着手した在来軸組工法
または伝統工法（主要な柱の径が14cm以上）の建物
・建築基準法に適合して建てられたもの

●次のすべてを満たす人が申請できます
・�海田町に住民票を有する対象住宅の所有者で、現に居住
している人
・町税などを滞納していない人

申し込み
5月6日（木）～9月30日（木）までの期間（先着順）までに建設
課で配布する申請書に添付書類を添えて、建設課へ。（申請書
は海田町ホームページからもダウンロードできます。くらしの
情報→住まい・道路・交通→住宅支援）※予算に限りがあり
ますので、申し込み多数の場合は早期に終了することがありま
す。

注意事項
・�耐震診断または耐震改修工事などは海田町から補助金の
交付決定を受けた後に行ってください。
・�令和4年2月28日（月）までに完了し、海田町に実績報告書を
提出してください。
・�他の制度による補助金や給付を受けて行う診断または工事
の部分は補助の対象となりません。

木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業06
●建設課（役場2階）　 823-9209　FAX：823-9203

地震に強い住まいづくりを支援します！
～木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業～

耐震診断
次の耐震診断について受け付けます
町の登録を受けた木造住宅耐震診断資格者に依頼して行うもの

次の金額を補助します
耐震診断に要する費用（税抜）の1/2まで（上限額�6万円）

添付書類
申請する住宅の登記事項証明書、建築確認通知書の写し、見積書の写し、診断費用の見積書の写し、その他必要な書類

木造住宅耐震診断資格者について
令和3年4月1日現在、16人の建築士が登録しています。建設課または海田町ホームページで確認できます。

耐震改修・耐震シェルター
次の条件をすべて満たす工事について受け付けます
　・建築士事務所に所属する建築士が設計し、工事監理を行う工事
　・建物の増築を伴わない工事
　・耐震診断の結果、構造評点が1.0未満の住宅で①～③に当てはまるもの
　　①一般改修　建物全体の構造評点を1.0以上とする工事
　　②段階的改修　�2段階の工事に分けて耐震改修を行うもので、1段階目で建物全体の構造評点を0.7以上とし、かつ、2段階目で1.0以上とす

る工事
　　③耐震シェルター　建物の1階部分（避難できる外部に面した寝室など）に所定の耐震シェルターを設置する工事
次の金額を補助します
　一般改修◆耐震改修工事に要する費用（税抜）の23％まで（上限額�60万円）
　段階的改修◆1段階目　耐震改修工事に要する費用（税抜）の23％まで（上限額�40万円）
　　　　　　　2段階目　耐震改修工事に要する費用（税抜）の23％まで（上限額�60万円から1段階目の補助額を控除した額）
　耐震シェルター◆耐震シェルター設置工事に要する費用（税抜）の23％まで（上限額20万円）
添付書類
申請する住宅の付近見取図、登記事項証明書、建築確認通知書の写し、耐震診断結果報告書の写し、耐震改修工事に関する書類・図面、工事費

の見積書の写し、設計および工事監理を行う建築士の免許証の写し、外観写真、その他必要な書類
注意事項
申し込みにあたっては、あらかじめ建築士による耐震診断が必要ですが、海田町の補助金を受けたものでなくても申し込みできます。

＜算定例＞
例①　耐震改修工事費が300万円（税抜）の場合　3,000,000円×23％＝690,000円�＞�600,000円�となり、補助金額は60万円となります。
例②　耐震改修工事費が200万円（税抜）の場合　2,000,000円×23％＝460,000円�＜�600,000円�となり、補助金額は46万円となります。
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令和２年度下半期の財政状況をお知らせします07
●財政課（役場3階）　 823-9201　FAX.823-9203

町民の皆さんに海田町の財政状況を知っていただくために、令和２年度予算について、3月末現在の状況をお知らせします。くわ
しくは、財政課および海田町ホームページの「町政情報＞財政＞上半期及び下半期財政状況」の中から確認できます。

●会計別の収支状況　
会計名 予算現額(A) 収入済額(B) 収入率（B/A) 支出済額（D) 執行率(D/A)
一般会計 165億6,673万円 144億5,685万円 87.3% 127億9,796万円 77.2%
特別会計 60億6,352万円 48億3,007万円 79.7% 53億9,308万円 88.9%

水道
事業
会計

収益的収入 4億4,299万円 4億2,100万円 95.0% - -
収益的支出 4億1,830万円 - - 2億6,608万円 63.6%
資本的収入 1億2,419万円 5,200万円 41.9% - -
資本的支出 2億4,176万円 - - 1億690万円 44.2%

令和元年度決算海田町財務書類（統一的な基準）
海田町の財政状況をよりよく理解していただくため、民間企業の会計手法などを取り入れた国の示す「統一的な基準」による令
和元年度決算海田町財務書類を作成し、公表しました。
くわしくは、海田町ホームページ＞町政情報＞財政＞財務書類＞令和元年度決算海田町財務書類から確認できます。

一般会計等貸借対照表（令和２年３月３１日現在）
海田町が住民サービスを提供するために、どれだけの資産を保有し、その資産がどのような財源で賄われているかを一覧で表し

たものです。
資産の部（海田町が保有している財産） 負債の部（将来世代の負担） 海田町の資産と負債の状況

（１）町民１人当たりの資産と負債残高
資産：96万円　負債：34万円
（令和2年３月３１日現在人口30,097人）
（２）純資産比率　64.6％
（これまでの世帯の負担の割合。純資産/資産）
（３）資産老朽化比率　58.7％
（償却資産の耐用年数に対して、取得からどの
程度経過しているか把握する割合）

固定資産
　�役場や学校などの
　公共施設、道路、
　公園などのインフラ施設など

263.5億円

固定負債
　借入金（町債）など 92.4億円

流動負債
　翌年度に返済予定の借入金
　（町債）など

10.4億円

流動資産
　現金預金、未収金、
　財政調整基金など

27.0億円
負債合計 102.8億円
純資産の部（これまでの世帯の負担）
純資産合計 187.7億円

資産合計 290.5億円 負債および純資産合計 290.5億円

※特別会計とは、公共下水道事業・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の4会計を指します。
※3月末現在の状況であり、決算額とは異なります。

新型コロナウイルス感染症対応については、国や県と連携しなが
ら、感染防止対策、家計支援や子育て世帯の生活支援、事業者の
支援、医療機関の支援など、さまざまな事業に取り組んでいます。

町民の皆さんが迅速で安全な避難行動をとれるよう、津波浸水ハ
ザードマップ、内水ハザードマップおよび瀬野川洪水ハザードマッ
プを作成し、町民の皆さんに配布しました。

町立小中学校に、児童児童生徒用のタブレット端末と高速大容量
の情報通信ネットワーク環境を整備しました。

町営第２蟹原住宅の大規模改修
工事（外壁塗装や屋根防水などの
改修）を行いました。

平成３０年７月豪雨災
害により被害を受け
た地域の災害復旧お
よびインフラ強靭化
に引き続き取り組ん
でいます。

安全で快適な教育環境を確保す
るため、海田小学校と海田西小
学校の体育館の非構造部材（吊
り照明や建具など）の耐震補強お
よび長寿命化工事を行いました。

海田小学校体育館非構造部材耐震補強等工事

町営第２蟹原住宅 道路橋りょう災害復旧工事（町道８号線）（東２丁目地内外）

下半期には次のような事業を行いました
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狂犬病予防注射08
●町民生活課（役場2階）　 823ｰ9219　FAX.823-7927

狂犬病は人に感染し、発症するとほぼ１００％死亡する恐ろしい病気です。世界では毎年約５万人が亡くなっています。そのため日
本では、狂犬病予防法により原則として毎年１回４月～６月に狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。また、海田町
から交付された狂犬病予防注射済票は、飼い犬に着けておかなければなりません。

海田町と業務委託契約を行っている動物病院
狂犬病予防注射後に「狂犬病予防注射済票」の交付が動物病院で受けられます。

動物病院名 場　所 電話番号 
こうじば動物病院 海田町南昭和町1番29号 ☎822-5777
ハダ動物病院 海田町西浜3番17-4号 ☎822-1010
KAITA動物病院 広島市安芸区船越5丁目29番3号 ☎823-4188
かみがいち動物病院 広島市安芸区船越南1丁目5番13号 ☎847-5533
くろかわ動物病院 広島市安芸区中野東4丁目7番39号 ☎554-6161 
ハピネス動物病院 広島市安芸区矢野西1丁目2番8号 ☎820-4777
浜村動物病院 広島市安芸区矢野西4丁目13番7号 ☎888-2211
平野動物病院 広島市南区青崎2丁目8番29号 ☎282-4822
寺園動物病院 府中町茂陰1丁目1番12号 ☎283-2070

※診療時間は、各動物病院に問い合わせてください。

●持ち物　・ 海田町から届いた狂犬病予防注射通知書（犬の登録をしていない場合は、犬の販売証明など犬の種類、性別、生年
月日、毛色などが分かる書類を持って来てください。登録手数料3,000円）

　　　　　・注射料金および交付手数料（１頭につき3,100円）

海田町と業務委託契約を行っていない動物病院
動物病院から「狂犬病予防注射済証」が交付されます。町民生活課に提出し、「狂犬病予防注射済票」の交付手続きを行ってくだ

さい。（注射料金は病院によって異なります）

●持ち物　・ 海田町から届いた狂犬病予防注射通知書
　　　　　・狂犬病予防注射済証
　　　　　・交付手数料（１頭につき550円）

集合注射
●月日　5月20日（木）　狂犬病予防注射後に「狂犬病予防注射済票」を交付します。

場　所 時　間 車での来場

午
前

海田東公民館 9時～9時25分 ○
西自治会館 9時40分～9時50分 ×
東自治会館 10時5分～10時15分 ×
国信会館 10時30分～10時40分 ×
砂走会館 10時55分～11時05分 ×
ふるさと館 11時20分～11時30分 ○

午
後

保健センター 13時20分～13時40分 ×
海田児童館 14時～14時10分 ×
ひまわりプラザ 14時30分～14時50分 ○

●持ち物　　・ 海田町から届いた狂犬病予防注射通知書（犬の登録をしていない場合は、あらかじめ町民生活課で登録の手続き
を行ってください）

　　　　　　・注射料金および交付手数料（１頭につき3,100円　おつりがいらないように準備をしてください）
●注意事項　・犬の健康状態に不安がある場合は、動物病院で相談してください。
　　　　　　・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、集合注射を中止する場合があります。
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マイナンバーカードらくらく申請09
●住民課（役場1階）　 823-9205　FAX.823-9627

　顔写真撮影からインターネットを経由しての申請まで、役場窓口で行えます。
写真を用意する必要がないため、手軽に申請できます。この機会にぜひマイナンバーカードを作成してください。

※ なお、次のものを用意していただいた場合、マイナンバーカードの受け
取り時の来庁が不要となり、カードを直接自宅まで送ります。

１． 運転免許証や住民基本台帳カードなど、官公署発行の顔写真付きの
本人確認書類

２．通知カード（持っている人のみ）
３．住民基本台帳カード（持っている人のみ）
（申請時に、カードの暗証番号を決めます）

　加速化するデジタル化に対応して、広島県では、DX（デジタ
ル・トランスフォーメーション）※を進めていくため、山田副知
事を本部長にDX推進本部を設立し、４月からDX関連で５つの
課を新設され、実行に移されています。
　海田町においても、こうした動きに連携して、本年4月にデ
ジタル推進課を新設しました。
海田町では、デジタル化の取り組みとして、皆さんに情報をお
届けできるよう、ホームページの多言語化に対応させており
ます。
また、スマホやタブレットで広報紙などを見る場合に、多言語
化や読み上げに対応した「カタログポケット」を使えるようにし
たほか、地域ニュースなどの子育てに関わるさまざまな情報を
お届けする「かいた版ネウボラアプリ」として「母子モ」を導入
していますので、ぜひ、ご活用ください。
　こうした、デジタル化による省資源化も進めることにより、
SDGｓ（持続可能な開発目標）の資源を大切にする取り組み
（目標12）にも貢献していきます。
　さて、5月18日には、いよいよ聖火リレーが海田町にやって
きます。
　海田町は、日本人初のオリンピック金メダリスト織田幹雄さ

んの生誕の地として、東京2020オリンンピック・パラリン
ピック競技大会の盛り上げにつなげていきたいと思います。
　当日は、沿道での密集を避けつつ聖火リレーを盛り上げる
ため、織田幹雄スクエアのスタート位置からのリレーの様子を
YouTubeでリアルタイムに発信していく予定です。
（くわしくは、別途、海田町ホームページで案内します）
　また、この聖火リレーには、多くの皆さんにボランティアとし
て運営に参加いただくこととなっておりまして、ご協力に心よ
り感謝申し上げます。　※情報技術の浸透が、人々の生活を
あらゆる面でよりよい方向に変化させること

●申請できる人
　次の全てに当てはまる人
　・海田町に住民登録がある人
　・ まだマイナンバーカードを申請していな
い人

　・ 申請後２カ月以内に転居・転出予定が
ない人

●申請から受け取りまでの流れ
① 本人確認書類（免許証や保険証）、個人番
号カード交付申請書（所有している人の
み）を持って住民課へ。
② 住民課の窓口で写真撮影を行い、そのま
まインターネット経由で申請します。
③ １～２カ月後、カード完成のお知らせハガ
キを送りますので、本人が受け取りに来
てください。

海田町ホームページで
町長からのメッセージを
配信しています。

海田町ホームページで
町長からのメッセージを
配信しています。
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●こども課（役場1階）☎823－9227
●保健センター ☎823－4418

「子育て支援センター」
●ひまわりプラザ ☎824－1225
●海田児童館 ☎822－2216
●町民センター ☎822－9946

広島県の子ども
元気いっぱい
キャラクター
イクちゃん

●日時　5月13日（木）／6月7日（月）／6月21日（月）
　　　　①9時／②10時／③11時（一人30分程度）
●対象　海田町在住で妊娠中、子育て中の人
●申し込み　ひまわりプラザへ

　月齢に応じた離乳食教室を行っています。
　ステップ１は離乳食の進め方や作り方の基本が
学べる教室、ステップ２は簡単・アイデア離乳食や
取り分け離乳食の作り方が学べる教室になって
います。離乳食についてのお悩み、質問などにも
答えますよ！

●予約時間　保健センター…月～金曜日９時～16時
　　　　　　ひまわりプラザ…月～土曜日９時～16時

QRコードからダウンロード

かいた版ネウボラアプリ

Google Play、App Store などのアプリストア
から母子手帳アプリ「母子モ」を無料でダウン
ロード　※通信料は別途かかります。

離乳食を
急に食べなくなったけど、

どうして？

離乳食作りに時間が
かかって大変！

取り分け離乳食って
どうするの？

離乳食をそろそろ
始めたいけど、
初めてで不安…

　妊娠や出産について気になることや心配なこと、また、産後の母乳についての悩み、卒乳や断乳についてな
ど、助産師さんに個別でゆっくり相談できます。オンラインでも行っていますので、外出がむずかしい人も気
軽に相談してください。

※新型コロナウイルス感染症により、各種教室などが中止になる場合があります。
　最新の情報は海田町ホームページを確認するか、直接問い合わせてください。

ステップ１ ステップ２
対象者 おおむね4カ月～6カ月 妊婦と2歳未満の子どもをもつ保護者
内　容 ・離乳食の進め方や作り方の基本 ・離乳食相談 ・簡単アイデア離乳食や取り分け離乳食の紹介 ・離乳食相談
日　程 5月17日（月）／7月6日（火） 6月2日（水）／8月5日（木）
時　間 10時～11時30分 13時30分～15時30分
場　所 ひまわりプラザ ひまわりプラザ
定　員 10人 10人 ※託児あり
申し込み 保健センター ひまわりプラザ
持ち物 食育支援ファイル・バスタオル 食育支援ファイル・託児用品

※申し込みは各回の１週間前までにお願いします。
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●こども課（役場1階） ☎823－9227
●保健センター 　☎823－4418

「子育て支援センター」
●ひまわりプラザ 　☎824－1225
●海田児童館 　☎822－2216
●町民センター 　☎822－9946

広島県の子ども
元気いっぱい
キャラクター
イクちゃん

●日時　5月13日（木）／6月7日（月）／6月21日（月） 
　　　　①9時／②10時／③11時（一人30分程度）
●対象　海田町在住で妊娠中、子育て中の人
●申し込み　ひまわりプラザへ

　月齢に応じた離乳食教室を行っています。
　ステップ１は離乳食の進め方や作り方の基本が
学べる教室、ステップ２は簡単・アイデア離乳食や
取り分け離乳食の作り方が学べる教室になって
います。離乳食についてのお悩み、質問などにも
答えますよ！

●予約時間　保健センター…月～金曜日９時～16時
　　　　　　ひまわりプラザ…月～土曜日９時～16時

QRコードからダウンロード

かいた版ネウボラアプリ

Google Play、App Store などのアプリストア
から母子手帳アプリ「母子モ」を無料でダウン
ロード　※通信料は別途かかります。

離乳食を
急に食べなくなったけど、

どうして？

離乳食作りに時間が
かかって大変！

取り分け離乳食って
どうするの？

離乳食をそろそろ
始めたいけど、
初めてで不安…

　妊娠や出産について気になることや心配なこと、また、産後の母乳についての悩み、卒乳や断乳についてな
ど、助産師さんに個別でゆっくり相談できます。オンラインでも行っていますので、外出がむずかしい人も気
軽に相談してください。

※新型コロナウイルス感染症により、各種教室などが中止になる場合があります。
　最新の情報は海田町ホームページを確認するか、直接問い合わせてください。

催　し　名 月　日 時　間 内　容

プレママ教室 6月7日（月） 14時～
15時30分

・お産の経過と出産準備
・お口の健康と乳歯の話
●対象　妊婦と家族

パパママ教室 6月12日（土） 9時30分～
11時30分

・お産の経過とお父さんの役割
●対象　妊婦と家族

マタニティサロン
（母乳育児）

5月20日（木）
6月17日（木）
７月19日（月）

14時～
15時30分

・授乳に役立つ母乳の知識・授乳の方法・卒乳の話（3回シリーズ）
●対象　妊婦、子育て中の人

マタニティサロン
（エクササイズ） 5月2４日（月） 14時～

15時30分
・お産と子育てに向けて体作り・マタニティエクササイズ
※動きやすい服装で来てください。
●対象　妊婦と家族 ※主治医の口頭許可が必要。

産後ママのための休憩室
（ベビーマッサージ） 6月22日（火） 10時～11時

●対象　2カ月～6カ月頃の乳児と保護者　※初回の人優先。
●持ち物　バスタオル、ハンドタオル
●申し込み　5月24日（月）から

産後ママのための休憩室
（骨盤ケア・べびぃケア）

6月4日（金）
6月18日（金） 10時～12時 お母さんの骨盤のケアと赤ちゃんの発達段階に応じた姿勢についての話（3

回シリーズ）
●対象　妊婦・乳児と保護者　※初回の人優先。
●申し込み　5月10日（月）から7月1日（木） 10時～11時

助産師の相談室 5月13日（木）
6月7日（月） 9時～12時 助産師による個別相談（妊娠、出産、母乳のことなど）

●対象　妊婦、子育て中の人（家族参加可）

妊婦・産婦対象教室　　※要予約　●場所　ひまわりプラザ　　●持ち物　母子健康手帳

催　し　名 対　象 時　間 ひまわりプラザ 海田児童館 町民センター
赤ちゃん教室１（にこにこ） 4カ月～8カ月の未就園児と保護者 1回目

10時～
2回目
11時～

5月11日(火) 5月12日(水) 5月12日(水)
赤ちゃん教室２（はいはい） 9カ月～1歳3カ月の未就園児と保護者 5月18日(火) 5月19日(水) 5月19日(水)

親子教室１（よちよち） 1歳4カ月～2歳未満の未就園児と保護者 5月21日(金)
親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 5月13日(木)

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

赤ちゃん講座
ままたいむ

（４回連続講座）

5月25日
6月1・8・15日
※いずれも火曜日

ひまわりプラザ

①10時～
②11時～

子育てについて情報交換をしながら、初めて子育てをするお母さん
同士で仲間づくりをします。
●対象　 令和2年12月、令和3年1月・2月生まれの第１子の赤ちゃ

んとお母さん
●定員　各10組　
●申し込み　 各子育て支援センターへ
　　　　　　※ 参加できる子育て支援センターは地域によって決

まっています。くわしくは各子育て支援センターへ。

5月26日
6月2・9・16日
※いずれも水曜日

海田児童館
町民センター

乳幼児教室　　※要予約　●申し込み　参加希望の子育て支援センターへ直接連絡

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談
5月12日（水）、5月26日（水） ひまわりプラザ 10時～11時30分 身体計測、健康相談、離乳食相談、育児相談

●持ち物　母子健康手帳
●定員　8組　
●申し込み　各子育て支援センターへ

5月7日（金） 町民センター
9時30分～11時

5月17日（月） 海田児童館

どんぐり相談 5月26日（水） 保健センター 9時～12時
子どもの成長、発達についての相談
●対象　幼児
●申し込み　保健センターへ
　　　　　　公認心理師　宮地 真紀さん

乳幼児の相談　　※要予約

海田幼稚園 ☎823-5635 5月19日（水）10時30分～11時
雨天中止

海田みどり幼稚園 ☎822-4359 日程について直接幼稚園に問
い合わせてください

東海田幼稚園 ☎822-7576 5月12日（水）、5月26日（水）
9時30分～11時

明光保育園 ☎823-0366 毎週水曜日　10時～11時
（乳児は10時45分まで）

龍洞保育園 ☎823-3354 毎週水曜日　10時～11時30分

町内の幼稚園・保育所の園庭開放� 未就園児と保護者が園庭で遊べます。
小さくら保育所 ☎823-2079 毎週水曜日　10時～11時
海田保育園 ☎847-2235 毎週水曜日　10時～11時
さいわい保育園 ☎821-1550 毎週水曜日　10時～11時30分
こうわ認定こども園海田
 ☎821-2500

毎週木曜日
10時～11時30分

つくも保育所（新園庭）
 ☎824-1225（ひまわりプラザ）

毎週金曜日
10時～11時
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●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

素敵なことがいっぱいの海田町。
町に溢れる「ワクワク」を毎月皆さんにお届けします！

※新型コロナウイルス感染症対策により、イベントを中止する場合があります。

～江戸時代の主要道路、西国街道（役場の前の通り）かいわいを散策しませんか～

西国街道・海田市ガイドの会

●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

●補助対象者　「新規事業者」または「創業３年以内の中小企業者」
●受付期間　５月７日（金）まで
●注意事項　補助を受ける人は広島安芸商工会の支援、
　　　　　　助言を受けてください。

※くわしくは海田町ホームぺージ
（https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/35/114301.html）

上を確認するか魅力づくり推進課へ。

海田町の魅力づくり推進事業補助金申し込み受付中

●日　程　5月22日（土）
●集　合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　5月14日（金）まで

「西国街道・海田市めぐり」
旧千葉家住宅など西国街道沿いの歴史資源を回るコース

●日　程　5月15日（土）
●集　合　９時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　5月7日（金）まで

「西国街道・東海田と瀬野川めぐり」
春日神社から瀬野川沿いに河川敷を通るコース

両コースとも
●行　程　約２時間30分　●参加費　100円（保険代、資料代）  ●定　員　先着10人
●申し込み　魅力づくり推進課へ（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）
　※５人以上の団体であれば、希望の日程でガイドができますので、相談してください。ガイド
マップは海田町ホームページから確認してください。　https://www.town.kaita.lg.jp

●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823－9234
　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX.823－9203

標高約346mの「日浦山」を、地域ボランティアの案内のもと登ってみよう！

●行　程　（登り）Ａルート（下り）Ｂルート　約２時間30分
●参加費　１人100円（当日支払）
●服　装　長袖・長ズボンなど山登りに適した運動着・靴、帽子、軍手
●持ち物　タオル、飲み物、保険証など
●申し込み　電話で魅力づくり推進課へ
　　　　　　（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）

●日程　5月8日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時にＪＲ海田市駅北口
●申し込み　5月6日（木）まで

希望する日時で相談してください。
●定員　20人まで　●集合　ＪＲ海田市駅北口
●申し込み　希望日の１週間前まで

ガイド会のメンバーも
募集しています。

初心者も大歓迎です！

ガイドの会
メンバー募集中です

定期
ガイド

随時
ガイド

海田里山ガイドの会
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旧千葉家住宅　今月の一般公開日イベント

　座敷棟・庭園、角屋を公開します。
　新緑とツツジがきれいな季節です。
●日時　５月７日（金）～１０日（月）　１０時～１６時

５月２１日（金）～２４日（月）　１０時～１６時
●場所　旧千葉家住宅
●申し込み　事前申し込みは必要ありません。織田幹雄ス
クエア側入口から入場してください。
●料金　無料
今月の催し　和文化体験会「絵手紙」
　季節の風物を描き、ことばを添えて送る絵手紙。はじめて
の人も気軽に絵手紙を体験してみませんか？
●日時　５月２２日（土）　１３時～１５時
●場所　旧千葉家住宅
●対象　どなたでも
●料金　無料　
●申し込み　不要。当日随時受け
付け。受け付け状況により、お待
ちいただくこともあります。

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125
問

新型コロナウイルス感染症対策により、広報かいた5月号掲
載イベントなどが中止となる場合があります。
最新の情報は海田町ホームページを確認してく
ださい。また、各イベント・講座に参加する場合、
マスクを着用してください。

図書館からのお知らせイベント

　5月の読書のテーマは「地球環境」です。今
月は、自然環境、環境問題に関する本を展示
しています。
●図書館休館日
5月の休館日は次のとおりです。
・毎週月曜日（祝日などの場合翌日)
・5/28（金）（図書整理日）

　  図書館
☎823ｰ3215　FAX.824ｰ3315
問

第2回グラウンドゴルフ
ポラーノカップイベント

　「明るく　楽しく　元気よく」を合言葉にポラーノカップを
開催します。1位～3位までの賞のほかに、とび賞、メーカー
賞、BB賞、その他の賞を用意しています。ぜひ参加してくだ
さい。
●日時　5月12日（水）　10時～12時
●場所　海田総合公園　多目的広場
●対象　グラウンドゴルフ経験者
●参加費　1人100円
●主催　認定NPO法人ポラーノ

　 海田総合公園
☎824ｰ2433　FAX.824ｰ2434
問

「タイを体験？ 簡単カービング」
タイ・カービングって何？イベント

　果物や野菜に小さなナイフ一本で美しく彫刻する、タイ
の伝統工芸です。
●日時　５月１４日、２８日、６月４日、１１日（全４回いずれも金
曜日）　１０時～１１時３０分
●場所　福祉センター２階講座室②
●講師　タイ・カービング講師　川内 信枝さん
●講座内容
　第1回　あら簡単♪　今日から使える野菜の飾り切り Part1
　第2回　あらステキ♡　今日から使える野菜の飾り切り Part2
　第3回　あらすごい！　おもてなしで使える果物の飾り切り
　第4回　あらかわいい!!　香りも楽しめる石鹸のハリネズミ作り
●対象　６０歳以上の人
●定員　１０人（先着順）
●参加費　１,５００円（全４回分）
●持ち物　持ち帰り袋・老眼鏡もしくは拡大鏡（必要な人の
み）・タオル※カービングナイフはお貸しします。
●申し込み　5月１０日（月）までに参加費を添えて福祉セン
ターへ（土・日曜日、祝日を除く）

　 福祉センター
☎823ｰ7500　FAX.823ｰ1411
問

ももたろうくんのおはなし会
月日 5月8日（土） 5月22日（土）

図書館

「はじめてのおつかい」
「ちいさなヒッポ」ほか

「ダンゴムシみつけたよ」
「バッタ」ほか

場所
時間
費用
対象

内容

11時～
無料（自由参加）※状況により、人数制限を行うことがあります。

　幼児～低学年

赤ちゃんのためのおはなし会 ももちゃんくらぶ
月日 5月7日（金） 5月21日（金） 6月4日（金）

図書館 ひまわりプラザ 図書館

「かおかおどんなかお」
「ごぶごぶごぼごぼ」ほか

「あめかな！」
「ぴょーん」ほか

場所
時間
費用
対象

内容

10時30分～
無料（自由参加）※状況により、人数制限を行うことがあります。

0～3歳児

インフォメーション

▲「絵手紙の会」会員作品
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海田総合公園　第２回子ども祭りイベント

　子どもの日に、多目的広場を無料開放します。ペタンク、
モルックなどのニュースポーツ体験コーナーもあります。親
子で参加して、楽しい時間を過ごしてください。
　くわしくは海田総合公園ホームページを確認してください。
●日時　5月5日（水）　10時～15時
●場所　海田総合公園　多目的広場
●対象　子どもと保護者
●講師　なんでも隊代表　河野 英志さん
●参加費　無料
　フライングディスク材料費　100円（希望者）

　 海田総合公園
☎824ｰ2433　FAX.824ｰ2434
問

高齢者向け講座「寿大学」、
「縁寿サークル」募　集

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125
問

　 海田東公民館
☎823ｰ2711　FAX.824ｰ2311
問

　寿大学（織田幹雄スクエア）、縁寿サークル（海田東公民
館）の講座生を募集しています。
　共に集い、学び、遊びながら充実した時間を過ごしましょう。
●対象　おおむね60歳以上
●活動　講演会・レクリエーションなど
●年会費　１，５００円（申し込み時）
●申し込み　織田幹雄スクエアまたは海田東公民館まで
（随時（日曜日、祝日を除く９時～１７時１５分）受け付け）

スポーツ推進委員の募集募　集

　海田町スポーツ推進委員を募集しています。ニュース
ポーツの普及や各種スポーツイベントなどで活躍していま
す。スポーツ推進委員として海田町のスポーツをいっしょに
盛り上げてみませんか？
　くわしくは海田町ホームページを確認してください。
●応募資格
(1)令和3年4月1日現在、海田町内に生活の本拠を有し、年
齢が満20歳以上65歳以下の人

(2)次のすべての条件を満たす人
①スポーツの競技経験または指導経験がある人
②地域のスポーツ活動に理解のある人
③各種の会議や事業のために一定の時間を提供できる人
④研修への参加に積極的である人
●処遇　(1)身分　海田町教育委員会非常勤特別職
(2)任期　令和3年4月1日～令和4年3月31日（再委嘱可能）
(3)報酬　特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用

弁償に関する条例による
●申し込み　申込書（事務局で
配布または海田町ホームペー
ジからダウンロード）に必要事
項を記入し、生涯学習課へ。

　 海田町教育委員会事務局　（生涯学習課）
☎８２３ー９２１７
問

　平成３０年７月豪雨災害に係る追悼献花式にあわせ、災害
写真パネルを展示するため、豪雨災害に関する写真を募集
します。
●写真の概要　土砂災害、浸水害により被災した様子、ま
たはその支援活動風景など
●応募方法　撮影者の氏名、住所、電話番号、撮影した日
時と場所を添えて、写真原本、電子データ（CD－R、Ｅメー
ル）を５月３１日（月）までに防災課へ提出してください。写
真原本、電子データ（ＣＤ－Ｒ）は後日返却します。

●注意事項　応募点数に限りはありませんが、展示数には限
りがあります。応募写真の著作権は撮影者に帰属するものの
みとし、応募写真は海田町の発行物やホームページなどで
広く使用するため、版権は海田町に帰属します。被写体、第
三者への権利侵害などの責任は応募者にあることとします。
●参加賞　応募者全ての皆さんに防災用品を贈呈します。

災害写真を募集します
～海田町防災の日パネル展～募　集

　 防災課（役場2階）
☎８２３ー９２０８　FAX.８２３ー７９２７
問

入会説明会を開催します。
●日時　5月11日（火）、25日（火）13時30分から
●場所　シルバープラザ
●入会資格　町内に在住で60歳以上の健康で働く意欲のある人
●業務内容　施設管理・一般企業清掃・機械除草・せん定・
自動車運転・水道検針・介護ヘルパー・育児支援（看護師
または保育士を含む）　など

シルバー人材センター会員募集募　集

　 シルバー人材センター
☎823ｰ2733　FAX.822ｰ5512
問

インフォメーション

または保育士を含む）　など
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高齢者肺炎球菌ワクチン
定期予防接種健　康

　対象年齢のうち保健センターで接種の確認ができていな
い人に、4月に案内を郵送しています。まだ案内が届いてい
ない人はお知らせください。接種については届いた案内を
確認してください。
●今年度の対象年齢

●特例　６０歳～６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能、ま
たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があ
る人も対象となります。※案内は郵送していませんので、
保健センターへ連絡してください。

●自己負担額　3,000円（減免制度あり）
●期間　令和４年３月３１日まで※この期間に接種しなかっ
た場合は、定期予防接種の対象となりません。
◆対象年齢のうち保健センターで接種の確認ができてい
ない人へ案内を郵送していますが、過去に一度でも肺炎
球菌ワクチン（２３価肺炎球菌ワクチン）を接種したこと
がある人は定期接種の対象となりません。※過去に海田
町の助成制度により接種した人には送付していません。

◆定期接種対象外の人は、任意接種として受けることが可
能です。そのうち７５歳以上の人は海田町の一部助成が
受けられる場合があります。くわしくは保健センターへ。

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

６月から始まります！歯周疾患検診健　康

　歯が抜ける一番の原因は、歯周病です。３０歳代の２人に
１人が歯周病といわれています。歯周病は全身に影響する
ため、早期発見、早期治療が大切です。これからもおいしく
食事をするために、日頃からお口の健康チェックを行いま

しょう。
●対象者　今年度、３０歳・３５歳・４０歳・５０歳・６０歳・７０歳に
なる人
●期間　６月１日～令和４年３月３１日
●自己負担額　５００円：３０歳・３５歳・４０歳・５０歳・６０歳にな
る人　無料：７０歳になる人
●受診方法　・受診券（５月下旬に対象者に送付します）
・健康保険証を持って協力歯科医院を受診してください。
●町内協力医療機関　受診券に記載していますので、確認
してください。

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

対象者 生年月日
６５歳となる人 昭和３１年４月２日生～昭和３２年４月１日生
７０歳となる人 昭和２６年４月２日生～昭和２７年４月１日生
７５歳となる人 昭和２１年４月２日生～昭和２２年４月１日生
８０歳となる人 昭和１６年４月２日生～昭和１７年４月１日生
８５歳となる人 昭和１１年４月２日生～昭和１２年４月１日生
９０歳となる人 昭和６年４月２日生～昭和７年４月１日生
９５歳となる人 大正１５年４月２日生～昭和2年４月１日生
１００歳となる人 大正１０年４月２日生～大正１１年４月１日生

5月の保健行事健　康

　保健センターでは、妊産婦や乳幼児対象の母子保健・成
人の健康づくり・精神保健福祉に関する事業を行っていま
す。子育て関係の事業の案内は16、17ページを確認してく
ださい。
●場所　保健センター

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

ひまわり栄養相談
（個別栄養相談）

内容
管理栄養士が食生活の悩みについてのアドバイスを行っ
ています。（電話可）

こころの相談室
（精神保健福祉相談）

内容
精神科医が心の不安、思春期の悩みなどの相談に応じま
す。対象＝本人または家族など申し込み＝6月14日（月）
までに保健センターへ（電話可）

月日
月～金曜日（祝日除く）

時間
9時～16時

月日
6月18日（金）

時間

時間
13時30分～15時30分

さくらの会
（精神障害者家族の会）

内容
家族の抱える悩み、思いについて話し合う会です。参加
を希望する人は、保健センターへ連絡してください。

月日
6月21日（月） 13時30分～15時
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介護予防・健康寿命延伸の教室福　祉
介　護

　 長寿保険課（役場1階）
☎８２３ー９６０９　FAX.８２３ー９６２７
問

　生協ひろしまが行う介護予防・健康寿命延伸を目的とし
た体操教室「ひろしまＧＥＮＫＩ体操」を行います。
●日時　①7月2日（金）、②7月9日（金）、③7月16日（金）、
④7月23日（金・祝）、⑤7月30日（金）、⑥8月6日（金）、
⑦8月20日（金）、⑧8月27日（金）、⑨9月3日（金）、
⑩9月10日（金）、⑪9月17日（金）、⑫9月24日（金）
●場所　シルバープラザ１階老人集会室１
●対象者　６５歳以上の人

●内容　生協ひろしまと広島大学で共同研究を進めている
体操プログラム
●講師　ひろしまＧＥＮＫＩトレーナー
●定員　１０人（定員を超えた場合は抽選）
●参加費　３，０００円（全１２回分）
●申し込み　６月１２日（土）までに電話（☎0120-500-935）
で生協ひろしまへ

　 長寿保険課（役場1階）
☎８２３ー９６０９　FAX.８２３ー９６２７
問

　認知症の人やその家族がゆったりと過ごしたり、必要な
情報を集めたりすることを目的とした認知症カフェが町内２
カ所で行われます。興味がある人は新型コロナウイルス感
染症の感染対策のため、事前の予約など、必要な場合があ
ります。くわしくは、主催者へ必ず連絡してください。
①海田町オレンジライン
●場所　町民センター３階海田東老人集会所
●日時　５月８日（土）　１３時３０分～１５時３０分
●問い合わせ　原本 明美さん ☎０９０-８２４２-０６３９
②認知症カフェ花みずき
●場所および問い合わせ　特別養護老人ホーム花みずき
（大立町６-４） ☎８２１-０２０１
●日時　５月２６日（水）　１３時３０分～１４時３０分

経済センサス‐活動調査を行いますお知らせ

　 企画課（役場3階）
☎823ｰ9212　FAX.823ｰ9203
　６月１日現在の経済センサス‐活動調査は、総務省と経済
産業省が行っている統計調査で、全国すべての事業所と企
業が対象になります。
　調査票は、都道府県知事が任命した調
査員が訪問して直接配布するか国が郵
送します。
　皆さんの調査へのご理解・ご回答をよ
ろしくお願いします。

問

インフォメーション

健康相談健　康

●日時　5月11日（火）　13時30分～14時30分
●費用　無料（申し込み不要）
●内容　保健師による個別健康
相談、血圧測定、検尿

●対象　４０歳以上

　 福祉センター
☎823ｰ7500　FAX.823ｰ1411
問

人間ドックの申し込み
締め切りが迫っています健　康

　 住民課（役場1階）
☎823ｰ9206　FAX.823ｰ9627
問

　 長寿保険課（役場1階）
☎823ｰ9609　FAX.823ｰ9627
問

　医療機関で人間ドックを受診した場合、１人につき、年度
で１回2万円を限度に健診費用を助成します。助成を希望す
る人は、必ず５月１４日（金）までに申し込みをしてください。
※この期日を過ぎると助成対象となりません。
●対象　40歳以上の海田町国民健康保険加入者、後期高
齢者医療制度加入者
●申し込み　国民健康保険加入者：住民課

後期高齢者医療制度加入者：長寿保険課
●持ち物　保険証

乳がんも子宮頸がんも、
早期発見・早期治療が決め手です！健　康

　日本人女性に最も多い乳がんですが、早期に発見し、治療
すれば高い確率で治せるがんです。また、ほかのがんと違
い、自己触診によって見つかる場合もあります。
　２０歳代の若い人に増えている子宮頸がんは、早期発見す
れば身体への負担が少ない手術で済みます。痛みもほとん
どありませんので、怖がらずにすすんで検診を受けましょう。
　乳がん・子宮頸がん検診は個別検診（６月以降受診可能）ま
たは集団健診（９月以降実施予定）で受けることができます！

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

認知症カフェ福　祉
介　護
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令和３年度から医療費通知の
通知回数が変わりますお知らせ

　 住民課（役場1階）
☎823ｰ9206　FAX.８２３ー９６２７
　海田町では、ご自身の健康状態や支払った医療費などの
確認をし、適正な医療を受けるために、国民健康保険加入
世帯の世帯主宛てに、医療費通知を送付しています。
　令和3年度から、通知回数などが広島県内で統一され、
年2回となります。

問

送付予定月 対象診療月
令和４年２月上旬 令和3年1月～10月診療分
令和４年3月 令和3年11月～12月診療分

国民年金保険料は納付期限までに
きちんと納めましょうお知らせ

　 広島南年金事務所 ☎２５３ー７７１０
住民課（役場1階） ☎８２３ー９２０６

　令和３年４月から令和４年３月までの国民年金保険料は月
額16,610円です。
≪保険料の納め忘れが続くと…≫
・老後に年金を受け取れない場合があります。
・障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があり
ます。
もしもの時に後悔することのないよう、保険料は納付期限
までにきちんと納めましょう。納付期限は翌月末です。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納
めていただけない人に対して、電話、書面、面談により早期
に納めていただくよう案内をしています。
未納のまま放置されていると、納付を督促する文書（督促状）

を送付し、指定された期限までに納付が無い場合は、延滞金
を課すだけではなく、納付義務のある人※の財産を差し押さ
えることがありますので、早めの納付をお願いします。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負
う配偶者および世帯主です。
●保険料の納付方法
・納付書（金融機関・郵便局・コンビニで利用可）による納付
・口座振替（割引制度があります）　・クレジットカード納付
・インターネットなどを利用した納付
●国民年金保険料の納付が困難な場合
・保険料納付が免除される制度や猶予される制度があります。
・失業した人には、失業した本人の前年所得が審査から除
外される特例があります。
納付が困難だからといってそのままにせず、必ず手続きを
してください。

問

5月5日～11日は
「児童福祉週間」ですお知らせ

　 こども課（役場1階）
☎823ｰ9227　FAX.８２３ー９６２７
あたたかい　ことばがつなぐ　こころのわ
　（令和３年度「児童福祉週間」標語）
　毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間」
と定めて、児童福祉の理念の普及・啓発を行っています。
　子どもたちが健やかに育つこと。これは社会の宝である
子どもたちに対する国民全体の願いです。すべての子ども
が家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と
希望をもって未来の担い手として、個性豊かに、たくましく
育っていけるような環境・社会をつくっていきましょう。

問

令和2年度の資源物回収状況お知らせ

　海田町では空きビン・空き缶・紙類・牛乳パック・ペットボト
ルなどの資源物を毎月1回回収し、リサイクルを促進してい
ます。
　令和2年度の回収量は、合計で約1,060トンになり、売払
い金額はおよそ878万円になりました。
　資源リサイクルは、一人ひとりの正しい出し方に支えられ
ています。中身が残っていたり、中身を洗わずに出されてい
るものもあり、汚れているものは、資源リサイクルすること
ができません。
　資源物はマナーに従い正しく出してください。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。

　 環境センター
☎823ｰ4601　FAX.823ｰ4601
問

種　　別 回収量（㎏）
スチール缶・アルミ缶 62,850
ガラス瓶 164,600
ペットボトル 33,100
新聞 236,990
雑誌 236,670
ダンボール 169,890
布類 152,990
牛乳パック 3,390
合計 1,060,480
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今月の住民課窓口休日開庁日お知らせ

　 住民課（役場1階）
☎823ｰ9205　FAX.823ｰ9627
●今月の休日開庁日　5月8日（土）
●開庁時間　8時30分～17時15分
●業務内容　住民票、戸籍関係証明書の発行、印鑑登録お
よび証明書の発行、旅券（パスポート）の交付の申請およ
び交付（受領証持参）、住民票の異動（転入・転出など）の
受け付け、マイナンバーカードの申請受け付け・交付

※転入・転出、転居に伴うその他の手続き（健康保険など）
はできません。
※旅券の申請は、一部受け付けができない場合がありま
す。（住民票が海田町にない人の申請など）
※印鑑登録は、写真付身分証明書（運転免許証など）を持参
できない場合、即日登録はできません。

マイナンバーカード交付臨時窓口の開設について
　マイナンバーカード（個人番号カード）の交付に係る臨時
窓口を毎月毎週木曜日（祝日を除く）に開設します。
●今月の臨時窓口　5月6日（木）、13日（木）、20日（木）、
27日（木）17時15分～19時

●場所　住民課（役場１階）
※マイナンバーカードの交付事
務以外の業務は行いません。

問

海田東公民館
証明書発行コーナー開設中お知らせ

　 住民課（役場1階）
☎823ｰ9205　FAX.823ｰ9627
●開設日時　毎週月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8時
30分～17時15分※開館は9時からです。（証明書発行
のみ8時30分から行っています）
●業務内容　住民票、戸籍
関係証明書、印鑑証明書、
税の証明書の発行

問

介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) 長寿保険課 
保育料、副食費(公立分のみ) こども課

町営住宅(駐車場)使用料、高架下駐車場使用料 都市整備課（役場2階）  
水道料金(下水道使用料を含む)、下水道事業受益者負担金、水洗便所設備資金貸付償還金 上下水道課（役場2階） 

☎823-9609 
☎823-9227 
☎823-9634 
☎823-9214 

安心・便利・確実な口座振替を！

海田町では、町税などの納付に口座振替を推進しています。
口座振替にすれば、わざわざ役場や金融機関に出向かなくても、自動的にあなたの口座から引き落とされます。うっかり納
め忘れる心配もありません。一度申し込むと、翌年度以降も引き落としを継続します。ぜひ利用してください。

家計調査にご協力をお知らせ

　 広島県総務局統計課
☎513ｰ2534
　今月から畝の一部地域を対象に家計調査が始まります。
　家計調査は、総務省が行っている統計調査で、全国約９
千世帯を対象に毎月の家計の収入・支出、貯蓄・負債などを
調査します。無作為に選定された調査世帯に６カ月間（単身
世帯は３カ月間）の収入と支出を家計簿に記入していただき
ます。
　調査の結果は国や地方公共団体のほか、民間企業など
で個人消費の基礎資料として広く利用され、新型コロナウ
イルス感染症の影響を把握するためにも必要不可欠なもの
です。
　広島県知事が任命した家計調査の調査員が名簿作成の
ため、世帯を訪問します。調査へのご理解、ご協力をお願い
します。

問

「海田町美しいまちづくり条例」が
改正されますお知らせ

　平成１８年７月１日から「海田町美しいまちづくり条例」が
施行されています。この条例は、空き缶、たばこの吸い殻、
犬のふんなどを捨てることを防止し、良好な生活環境を確
保することを目的としたものです。　
　令和３年７月１日からは、ポイ捨てを行った人に対し２万円
以下の過料を科すことが
あります。
　また町民の責務として
道路などでの歩きたばこ
や自転車もしくはバイク
での走行中に喫煙をしな
いようにお願いします。皆
さんのご理解およびご協
力をお願いします。

　 町民生活課（役場2階）
☎823ｰ9219　FAX.823ｰ7927
問

口座振替できる町税など 担当課 
個人の町県民税(普通徴収)、固定資産税、
軽自動車税、 国民健康保険税(普通徴収) 

税務課 収税対策室
（役場1階） 

電話番号 

☎823-9226 
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お預かりした義援金は、
日本赤十字社を通じて被災地支援に使われます。

●社会福祉課（役場1階） ☎823ｰ9207 
●海田町社会福祉協議会 ☎820ｰ0294

●受け付け
海田町役場、海田町社会福祉協議会（福祉センター内）
　8時30分～17時（月～金曜日）※祝日は除く。
各公民館
　8時30分～17時（月～土曜日）※祝日は除く。
図書館
　9時30分～19時（火～金曜日）
　9時30分～17時（土・日曜日、祝日）
ひまわりプラザ
　9時～17時（月～土曜日）※祝日は除く。
●主な義援金総額 (4月8日までの累計)
平成30年7月豪雨災害義援金 1,931,634円 
令和2年7月豪雨災害義援金 13,726円 
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●企画課（役場3階）　☎823－9212　FAX.823－9203

海田町からのお知らせや、
さまざまなお役立ち情報を発信しています。

海田町ホームページ Facebook LINE Instagram ぜひ登録
してください！

㧒�ᐕᐲᣂⷙណ↪⡯ຬ㧓ߔ߹ߒ㗿߅ߊߒࠈࠃ

４月から新たに採用された７人です。
より住みやすい町になるよう一生懸命がんばります。
【前列左から】　森保 葵（保健センター）　山田 夏海（学校教育課）

三好 三由季（ひまわりプラザ）
【後列右から】　甲田 和也（こども課）　戸田 翔（町民生活課）

安永 健太郎（デジタル推進課） 　藤野　隆希（住民課）

海田町に聖火リレーがやってきます！！お知らせ

　５月18日（火）に海田町に聖火リレーがやってきます。
　当日は、聖火リレーの開催に伴いリレー走行路周辺道路
で交通規制が敷かれます。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解と、ご協力のほどよろしくお願いします。
　海田町の聖火リレーに関するくわしい
情報は、海田町ホームページを確認して
ください。
●日時　５月18日（火）
●場所　織田幹雄スクエア前ほか

　 企画課（役場3階）
☎８２３ー９２１２　FAX.８２３ー９２０３
問

●総務課（役場2階）
　☎823-9202　FAX.823-9203
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おめでとうございます
３０年勤続スポーツ推進委員表彰
生涯学習課　☎823-9217　FAX.823-9256

3/2

　有限会社広貫堂より子ども用マスク３，６００枚の寄附を
いただきました。
　ご寄附いただいたマスクは町内の保育所などで有効に
活用します。

ありがとうございました
有限会社広貫堂
総務課　☎823-9202　FAX.823-9203

3/10

ペットの防災について考えよう
ペット防災・ペット同行同伴避難　防災・減災講演会

3/14
防災課　☎８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７

おめでとうございます
瑞宝双光章受章
学校教育課　☎823-9216　FAX.823-9256

3/15
いつまでもいきいきと
海田町老人クラブ連合会
春季グラウンドゴルフ大会

3/20

　元海田西小学校校長瀬尾 賢三さんに高齢者叙勲「瑞宝双
光章」（教育功労）を伝達しました。
　瀬尾さんは、昭和２８年４
月に教諭として採用後、昭
和４１年からは１６年にわたり
東海田小（現海田東小）に勤
務され、平成５年３月に海田
西小の校長を最後に退職さ
れました。
　長年の教育への功労に対
し、令和２年１２月１日付けで
内閣府より「瑞宝双光章」の
受章が決定したものです。

長寿保険課　☎823-9609 FAX.823-9627

　海田中学校グラウンドで海田町老人クラブ連合会春季グ
ラウンドゴルフ大会が行われました。コロナ禍にあり、なかな
か練習の時間も確保できなかった分、大いに満喫され、試合
は大盛況でした。
　激戦を制し、あさひ熟年クラブAが優勝しました。

総合優勝
　あさひ熟年クラブA
総合準優勝
　蟹原たんぽぽ会A
総合３位　西浜長命会A
総合4位　国信百寿会

　長年、スポーツの推進・
普及活動に貢献した委員
に対し、その功績を称え、
表彰を行いました。
【表彰者】　３０年勤続表彰
　細末 暁美さん
　スポーツ推進委員は健
康のための運動や各種ス
ポーツの実技指導、スポー
ツ行事の運営を行っていま
す。委員は随時募集してい
ます。くわしくは20ページ
へ。

環境省ホームページ
ペットの災害対策

　令和２年度防災・減災講演会を行いました。
　講師に一般社団法人日本防災教育訓練センター代表理事のサニーカミ
ヤさんを招き、ペット同伴の避難行動や平常時からの備えについて講演し
ていただきました。
　９２人が参加し、避難所でのペット同行同伴避難者への理解が得られに
くいことに対する不安や車での避難行動などについて質問が出ました。
　ペットを飼養している皆さんは、日頃からのしつけやペットフードなどの
備蓄を、人間用非常持ち出し品とあわせて用意しておいてください。避難
所への避難が難しい場合は、親戚・知人宅などへ避難させるなど早めの
避難行動に取り組んでください。
　自助・共助・公助の精神で、ペット防災に取り組みましょう。
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悩みごと・困りごと 相談 相談は無料です。お気軽にどうぞ。
催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　　　容　　　な　　　ど

梅毒検査
エイズ検査

肝炎ウイルス検査

行政相談

5月11日（火）

5月13日（木）

無料・匿名検査です。（要予約）
県西部保健所広島支所 保健課 保健対策係 ☎513-5521（直通）
無料検査です。（要予約）
県西部保健所広島支所 保健課 健康増進係 ☎513-5526（直通）

広島県西部保健所
広島支所
（広島市中区基町
10-52農林庁舎1F）

広島県生活センター
（広島市中区基町
10-52農林庁舎１ Ｆ )

海田町ひきこもり相談
支援センター（海田町
堀川町1番8号ホスタ
海田堀川町ビル101）

9時～11時

10時～12時福祉センター

8時30分～
17時15分

15時～
17時30分
10時～
12時30分

福祉センター

ー

ー

県民相談

LGBT電話相談

ひきこもり
相談

福祉なんでも相談

女性の
健康相談

不妊専門相談
不育専門相談

心配ごと相談所

離婚前相談
ひとり親相談
DV相談

妊娠110番
メール相談

月～金曜日

月～金曜日

13時30分～16時
（申し込み不要）福祉センター毎週火曜日

10時～16時
8時30分～
17時15分

随時

こども課
（役場１階）

随時
（土・日曜日、
祝日を除く）

随時

毎週（火）（水）（金）
毎週（木） （土）
（祝日休み）

15時～
17時30分
10時～
12時30分

ー

ー

毎週（火）（水）（金）

毎週（月）（木）（土）

毎週土曜日
（祝日を除く）

月～金曜日
（祝日・休日を除く）

月・水・木・金・
土曜日

（祝日・休日を除く）

9時～17時

10時～16時

8時30分～
17時15分

海田町ひきこもり相談
支援センター（海田町
堀川町1番8号ホスタ
海田堀川町ビル101）

8時45分～
16時45分

相談員は、民生委員・児童委員、司法書士、人権擁護委員などが
交代で相談に応じます。 海田町社会福祉協議会 ☎820-0294

思春期から更年期までの女性を対象に、助産師が女性の心身の
健康などの電話相談に応じます。
（一社）広島県助産師会 ☎870-5446

電話、メール、訪問などで相談に応じます。
●対象　ひきこもりの人およびその家族
☎573-0802　Eメール:shien@footandwork.com

県立総合精神保健
福祉センター
（安芸郡坂町北新地2
丁目3-7 7 ）

月～金曜日
（祝日・休日を除く） 9時～17時

助産師が電話相談に応じます。
電子メール相談も受け付けています。（随時）
県不妊専門相談センター ☎870-5445 http://www.pref.
hiroshima.lg.jp/soshiki/248/funinsenmonsoudan.html

●広島市立舟入市民病院（中区舟入幸町14-11 ☎232-6195）
　小児科（24時間）、耳鼻咽喉科（土曜19時～22時30分）
●広島市立広島市民病院（中区基町7-33 ☎221-2291）
　歯科・歯科口腔外科と小児科を除く科目（24時間）
●安芸市民病院（安芸区畑賀2-14-1 ☎827-0121）
　内科または外科（土・日曜、祝日18時～23時）
　※診療科目については、当日電話で確認してください。
●千田町夜間急病センター（中区千田町3-8-6 ☎504-9990）
　内科（15歳以上）・眼科（19時30分～22時30分）
●広島口腔健康センター（東区二葉の里3丁目2-4 ☎262-2672）
　歯科（日曜・祝日・お盆・年末年始9時～15時）
●広島県小児救急医療電話相談（こどもの救急電話相談）
　（☎＃8000または☎505-1399）
　小児科勤務の経験がある看護師（小児科医師が支援）が
　専門的なアドバイスを電話で行います。（毎日19時～翌朝8時）

今月の休日診療当番医
（受け付け時間９時～17時30分。13時～14時は休憩で変更の場合あり）

※診療科目外の症状については、対応できない場合があります。
　当日の新聞で、変更の有無や町外の当番医を確認してください。

救急相談センター広島広域都市圏（24時間）

救　急　診　療

（☎＃7119または☎246-2000）

看護師が緊急性や応急手当の方法、適切な医療機関などについて電話
でアドバイスを行います。

広島県小児救急電話相談（毎日19時～翌８時）
（こどもの救急電話相談）（☎＃8000または☎505-1399）

小児科勤務の経験がある看護師（小児科医師が支援）が専門的なアドバ
イスを電話で行います。

※当番時間外の内科・小児科の診療は、救急診療へ。
広島県内の当番医は「救急医療Net Hiroshima」【http://www.qq.
pref.hiroshima.jp/】で確認できます。
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海田町くらしの安心・
サポートセンター

月～金曜日
（土・日曜日、祝日、
年末年始を除く）

8時30分～
17時15分

生活に困窮する人の相談を、専門の相談員が包括的に受け付
け、相談者に寄り添って自立に向けた支援を行います。
☎573-0772　Ｅメール:kurashi@footandwork.com
ホームページ:https://footandwork.com/kaita-support/

海田町くらしの安心・
サポートセンター
（海田町堀川町１-８ホス
タ海田堀川町ビル101）

国の仕事に関する意見や苦情などについて、行政相談委員が相
談に応じます。総務課 ☎823-9202
●相談内容　離婚・相続・近隣トラブル、交通事故など
広島県生活センター ☎223-8811
性的指向や性別の違和感などでお悩みの人を対象に電話相談
に応じます。エソール広島 ☎207-3130

電話相談、面接相談（要予約）などに応じます。
●対象　おおむね18歳以上のひきこもりの人およびその家族
など（社）広島県精神保健福祉協会 ☎893-5242
思春期・青年期の心の問題やひきこもりなど面接相談を行っていま
す。（予約制）　●対象　おおむね18歳以上のひきこもりの人およ
びその家族など　県立総合精神保健福祉センター ☎884-1051
「サービス担当窓口がわからない」などの福祉に関する相談に応
じます。海田町社会福祉協議会 ☎820-0294

●対象 子どもがいて離婚を考えている人、母子家庭の母および
父子家庭の父　こども課 ☎823-9227
●対象 配偶者・パートナーからの暴力で悩んでいる人
こども課 ☎823-9227
電子メール相談です。
望まない妊娠や出産に関する悩みについて、助産師が相談に応
じます。(原則１週間以内に返信します)
県子育て・少子化対策課
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/248/
ninsin110-soudan.html

5月2日（日） 津田産婦人科クリニック
5月3日（月・祝） 秋本クリニック
5月4日（火・祝） 片桐整形外科
5月5日（水・祝） 寺沢耳咽喉科医院
5月9日（日） 原小児科
5月16日（日） 海田よつ葉クリニック
5月23日（日） ちえ内科クリニック
5月30日（日） 森原内科胃腸科医院

（南幸町　☎821-0303）
（稲荷町　☎823-7777）
（南昭和町　☎823-9133）
（窪町　☎824-1187）

（日の出町　☎820-0606）
（栄町　☎562-2100）
（幸町　☎847-6500）
（蟹原　☎822-5550）
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