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海田町出身（井手さんは島根県出身）／海田町消防団

信原宏さん
井手幸子さん

田町消防団に入団したのは20歳の頃。

生まれも育ちも海田町で、役場に勤めて

いる知り合いに「飲み会も多いよ」と勧

められたのがきっかけです（笑）。実際に職業や年齢な

ど立場を超えた仲間ができるので、意義のある場所

だと思います。ただ、訓練や出動でプライベートの時

間が削られることも多いので、「自分の手で町を良く

したい」という思いのある人に入団をお勧めしたいで

す。地域のつながりが希薄になったと言われて久しい

昨今ですが、有事の際に支えになるのは、地域や人と

のつながりです。災害発生が珍しいことでなくなって

いる今、海田町はどんな町で、どんな人たちが暮らし

ているのか、あらためて自分事として見つめ直してほ

しいです。（信原）

　海田町消防団の女性部が再結成されたのは15年

前。当時は3名しか団員がいませんでしたが、現在は

10名で活動しています。育児経験のある団員も多い

ので、お子さん連れのご家族のサポートなど、女性だ

から活躍できる部分も多いと思っています。（井手）

3

のぶはら・ひろし／海田町消防団団長。3分団、総勢
90数名の団員を統率し、火災や災害発生時の初動対
応を担っている。また、祭りの残火確認、年始に行われ
る出初式など、地域に欠かせない存在として活躍。

いで・さちこ／海田町消防団女性部部長。消防団副団
長を務めていた夫の勧めで入団し、女性団員を牽引し
ている。日中は保険外交員として勤務。現在、子連れ
でも活動しやすい女性部を目指して奮闘中。

Profi le

今だからこそ見直したい
地域連携と人とのつながり

海

海田町にゆかり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。
6月号では、海田町消防団の団長と女性部長、防
災アドバイザーとして活躍する3人に取材しまし
た。6月は梅雨に入るなど雨による災害の可能性
も増えていきます。日頃の防災意識についてもお
聞きしました。ぜひ参考にしてください。

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

信原 宏さん（写真左）、井手 幸子さん（写真右）
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　防災に対する意識は、いつも通りの日常を送っている

となかなか高まらないものです。皆さんの意識が向上し

たのは、やはり平成30年に起きた豪雨災害がひとつの

きっかけだったように思います。ご存じの通り、ここ海田

町も甚大な被害をこうむりました。海田町は二級河川の

瀬野川が流れ、その支流もいくつかあることから、豪雨の

ときには氾濫が起きやすい地形です。また、日浦山の土

砂崩れも数か所起きたため、どこが危険区域か身をもっ

て知った人も多いはずです。防災で大切なのは、自分の

住む地域にどんな危険が潜んでいるのかを把握しておく

こと。浸水なのか土砂なのか、どんなリスクにさらされる

のかを知っておくだけで、もしものときに迅速に対応でき

ます。どんな災害が起きたのか、過去の事例を長年地元

に住む人に聞いてみるのも有効です。それらを知るのは、

やはり地域とそこに住む人たちとの交流があってこそ。消

防団だけではなく、自治会や町内会に関わろうとする人

が少なくなっていますが、自分や家族、周りにいる人の

命、暮らしを守るため、地域で手を取り合う姿勢が必要な

のではないでしょうか。（信原）

　自然災害が発生した際、どのタイミングで避難すれば

いいのか、判断に迷う場合も多々ありますよね。基本的

には防災無線で避難地域や避難所の場所をお知らせし

ていますが、ひどい雨のときは聞き取りづらいことも多い

です。海田町では有料で防災ラジオの貸し出しをしてい

るので、ひとつ備えておくと放送が聞きやすくて便利で

す。ここ最近は新型コロナウイルスの感染対策も気にな

海田のお気に入り

利便性高く自然豊かな立地
幹線道路が走り利便性が高い場所でありつ
つ自然豊か。しかし災害時にはそれらが危険
箇所になることもあるので、平時は楽しみなが
ら土地の形状を確認しておくといいですね。

常に保管しておきたい防災グッズ

米丸 禎宏さん

るところですので、マスクや消毒液などの除菌グッズも持

ち出し品として常備しておきたいですね。小さいお子さん

のいる家庭なら、普段使っているミルクや離乳食、おむつ

なども忘れずに。避難所で何か困ったことがあれば、消防

団員に気軽に声をかけてほしいです。そして消防団では、

そんなお手伝いをしてくれる入団希望者を随時募集して

います。現在はコロナの影響で中止になっていますが、女

性部では幼稚園や保育園で火災や災害にまつわる紙芝

居、寸劇などを行う活動もしています。明るく元気な人、

地域のために頑張ろうと思える人、大歓迎です。有事の

際に自分の身近な人だけでなく、一人暮らしの人や体の

不自由な人を率先して気にかけてくれる団員が増えたら

嬉しいです。（井手）

海田のお気に入り

瀬野川河川敷と飲食店
瀬野川の河川敷で月に一度の訓練を行って
いるためなじみのある場所。また、懇親会等で
訪れる飲食店は、団員募集チラシを置いてく
れたりと友好的。すてきななお店が多いです。

県外から嫁いで四人の子どもを育てあげる中
で、支えてくれる人が周りに多くいました。消
防団の活動の中でも、今度は私が若いお母さ
んたちを支えていきたいと思っています。

災害発生時は近隣住民と助け合いを

海田町出身／防災士

米丸禎宏さん

のＰＴＡ活動に携わったのがきっかけで、地

域の役を色々と務めるように。防災士の資

格は海田町が募集していた養成講座を受

講して取得しました。新型コロナウイルス蔓延の状況が

続いていますが、今だからこそ推奨したいのが、もしもの

ときの分散避難。避難所が密になる場合も考えられます

ので、例えば自宅が強固な住宅で1階だけが浸水区域で

あれば、２階や３階に避難する垂直避難や、知人宅に避難

するのも大丈夫です。また、車での避難の場合、車中泊の

ケースも頭に入れておきましょう。非常食は、いざという

ときに作り方がわからなかったり、口に合わないことがあ

るので、事前に一度食べてみることをお勧めします。自分

の住む場所にどんな危険が潜んでいるかわからない人

は、ハザードマップに目を通しておくといいでしょう。制作

にはそれぞれの地区の防災担当が関わっているので、住

民目線で見つけた危険箇所が多数反映されています。最

新のものは今年４月に配布されたばかりなので、ぜひ

チェックしてみてください。また、最寄りの避難所がどう

いうところか知りたいときは、町内で行われる避難訓練

予測しづらい災害発生
常日頃からの備えが肝心

娘
に参加を。避難所の広さや集まる人数を把握できるの

で、避難時の判断材料になります。

　これから梅雨時期に入り、いつまた大雨が降るとも

限りません。地震など、予測が難しいものもあります。

日頃の備えを万全に、地域活動に積極的に参加して、

助け合える環境を整えておくことが大切です。

信原さん

懐の深い、温かな人たち井手さん

よねまる・よしひろ／自治会での防災担当を経て海田町
防災リーダー、防災士に。海田町国際交流協会副会長、
海田町教育委員の顔も持ち、地域貢献を軸にしたさまざ
まな場で尽力する。

Profi le

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

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。

募 集

823-9212TEL

kikaku@town.kaita.lg.jpMail

企画課（役場3階）

⇒防災に関する情報はP６、P7にも掲載しています。
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　災害時のために、　　　　 事前に備えましょう

緊急速報（エリア）メールを発信します
大雨などの状況により、一部地域のみに避難情報を発令する場合がありますが、その場合も緊急速報（エリア）メールを発信しま

す。なお、緊急速報（エリア）メールの発信は、「警戒レベル３（高齢者等避難）」の発令で行います。

情報を入手しよう！
● 防災情報メール・
　防災情報電話
緊急の避難情報や地域の防災情報

を海田町からメールで配信していま
す。また、電話・ファ
クスでも情報発信し
ています。

● 防災行政無線自動応答装置
『082-822-2113』にダイヤルする
と、防災行政無線
の放送内容を確
認できます。（別
途電話代負担あ
り）

● 防災気象情報
　（気象庁ホームページ）
警報・注意報や雨雲の動きなど気
象情報を入手できます。

● 防災ライブカメラ
平成３０年７月豪雨災害において特

に大きな被害を受けた場所や、町内の
危険箇所などの状況を監視するための
ライブカメラです。

● 防災ラジオ
防災行政無線の放送を自動受信で

きます。１台につき2,000円で貸し出し
ます。

● NHKデータ放送
（ｄボタン「防災・生活情報」のメ
ニューを選択）
気象・防災情報を入手できます。

● 海田町ホームページ
気象・防災情報をまとめています。

● 防災アプリＨａｚａｒｄｏｎ
最新の被災状況や避難所の運営状
況などをスマートフォンやパソコンで
確認できます。

● 海田町公式ＬＩＮＥ
お知らせや防災情報など、お役立ち
情報を発信しています。登録料は無料
です。（別途通信費負担あり）

● 広島県防災Web
最新の雨量や河川の状況、台風の進
路など気象・防災情報を入手できま
す。

● 土砂災害危険度情報
大雨で土壌が崩れやすくなっている
場所が表示されます（NHKのｄボタン
でも閲覧可）。

● 超高密度気象観測システム
　ＰＯＴＥＫＡ（ポテカ）
役場庁舎屋上に小型気象計を設置

し、気象情報を観測
しています。
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　災害時のために、　　　　 事前に備えましょう

避難に関する情報と住民の皆さんがとるべき行動
・ 災害発生時、または発生するおそれがある場合、住民の皆さんに対して避難情報を発令します。発令される情報の種類、違いを
事前に「知る」ことが重要です。
・ 避難情報が発令されていない場合でも、危険を感じたときは早く安全な場所に避難してください。
・土砂災害や洪水などの危険がないか、日頃からハザードマップなどで確認しましょう。

　災害発生のおそれがある場合に、皆さんがとるべき行動や避難行動を始めるタイミングをさらにわかりやすくするため、警戒レ
ベルごとの見直しが行われます。状況に合わせてとるべき行動を事前に確認しましょう。

※1市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。
※2警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
（注）避難指示は、現行の避難勧告のタイミングで発令します。     

●防災課（役場2階）　 ８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７

防災出前講座
●防災知識講座
我が家の防災対策や避難の心得につ

いて講話します。自主防災組織などの防
災訓練をお手伝いします。
●マイ・タイムライン作成講座（新規）
風水害に対する準備として、自分の行動計画を作成し、災害

に備える講座です。（広島県が作成している「ひろしまマイ・タ
イムライン」の冊子を活用）
●ハザードマップ活用講座（新規）
各種ハザードマップの見方や使い方をわかりやすく説明しま

す。
●防災情報共有システム講座～デジタル情報の見方～（新規）
スマートフォンアプリやインターネットからの情報の集め方を
わかりやすく説明します。

自主防災組織避難呼びかけ体制構築活動補助金
自主防災組織による、避難の呼びかけ体制を構築すること

を目的とした防災研修会や避難訓練などの取り組みの経費を
補助しています。事前に申請が必要です。くわしくは防災課
へ。
●補助金額　上限10万円（１自主防災組織につき１回限り）
●対象　町内の自主防災組織
●経費　講師謝金、消耗品費、資機材購入費など
●申し込み期限　９月30日（木）

平成３０年７月豪雨災害に係る追悼献花台設置
平成３０年７月豪雨災害から３年を迎えます。災害により犠牲

となった全ての方々に哀悼の誠を捧げ、災害からの復旧復興へ
の誓いを新たにするため、献花台を設置します。
●日時　７月６日（火）10時～１5時
●場所　町民センター 3階ホール
●その他　 献花台を設置している時間内は、町でお花を用意し

ます。（数に限りがあります）

見直し後
現行（参考）

災害写真パネル展示
平成３０年７月豪雨災害に係る追悼献花台設置にあわせ、災
害写真パネルを展示します。
●日時　７月６日（火）～８月３１日（火）
●場所　 町民センター、ひまわりプラザ、海田東公民館、織田

幹雄スクエア、図書館、ふるさと館、海田町役場（各施
設を１週間ごとに巡回展示）

自主防災リーダー育成講座
地域の積極的な自主防災活動の指導・推進を行うことがで

きる人材を育成するための講座です。
年４回の講座のうち、座学とワークショップを１回ずつ受講し

た人は海田町の自主防災リーダーとして認定されます。くわし
くは、決まり次第海田町ホームページなどでお知らせします。
●参加費　無料

防災士育成事業補助金
町民の防災意識の高揚、地域防災力の向上を図るため、日本防災士機構が行う防災士の認定に必要な経費（受講料、受験料、登
録料）を補助します。
●対象　海田町在住者（海田町自主防災リーダーを優先）
●申し込み　 個人で防災士研修に申し込み後、海田町防災士育成事業補助金交付申請書（防災課にあります）を防災課へ。
●研修会日程・場所　 防災士研修センターホームページを確認してください。

警戒レベル 状　況 住民がとるべき行動 行動を促す情報※1

5 災害発生又は切迫 命の危険直ちに安全確保 緊急安全確保※1

災害発生状況 （発生を確認した時に発令）
警戒レベル4までに必ず避難！

4 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 避難指示（注） ・避難指示（緊急） ・避難勧告
3 災害のおそれあり 危険な場所から高齢者等は避難※2 高齢者等避難 避難準備・高齢者等避難開始
2 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨・洪水・高潮注意報 （気象庁） 大雨・洪水・高潮注意報 （気象庁）
1 今後気象状況悪化のおそれ 災害への心構えを高める 早期注意情報 （気象庁） 早期注意情報 （気象庁）
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● 接種券（クーポン券）および予約受け付けに関すること
　 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

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。

新型コロナウイルスワクチン接種

新型コロナウイルスワクチンの接種が始まっています。ワクチンについて、正しく知った上で、適切な判断をしましょう。

●新型コロナワクチン接種対策班　 824-2323　FAX.823-0020

接種を受けるには
現在案内しているのは、高齢者（６５歳以上）に対する接種のみです。
今後の流れについては、広報折込チラシを確認してください。
※ 住所地外で接種できる人：通院・入院中の医療機関や施設で受ける人、基礎疾患で治療中の医療機関で受ける人、住民票の
ある市町村と異なる市町村に住んでいる人。
※現在、何かの病気で治療中の人や、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。

接種体制について
集団接種会場には必ず医師が常駐しています。副反応の影響などにより体調不良となった場合は、対応します。また、看護師・
保健師など医療スタッフが周囲にいます。

ワクチンについて
・ファイザー社製の新型コロナワクチンは、2回の接種によって、９５％の有効性で発症を防ぐ効果が認められています。
・ ワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じ
る可能性があります。

新型コロナワクチン　Q&A
Q：来月、引っ越す予定です。引っ越したところでワクチンを打てますか？
A：引っ越し先の自治体に連絡をして、相談をしてください。
Q：高血圧なので基礎疾患に該当すると思う。ワクチンの接種はいつ始まりますか？
A：64歳以下かつ基礎疾患の人は、高齢者のワクチン接種後になります。
Q：身分証明書はコピーでも良いでしょうか？
A：問題ありません。身分証明書と、健康保険証、お薬手帳を持ってきてください。
Q：予診票にクーポン券を貼るところがあるのだけど、どれを貼れば良いですか？
A：接種当日にスタッフが貼るので、台紙からはがさずそのまま持ってきてください。
Q：海田町外の施設に住んでいます。どうすれば接種をできますか？
A：施設で接種を受けられる場合があります。施設のスタッフに確認してください。
Q：予約後に接種券をなくしたのですが、そのまま接種をしてもらえますか？
A：再発行が必要です。海田町コールセンターに電話をしてください。
Q：接種時はどのような服装をすれば良いでしょうか？
A：肩を出せる服装で来てください。（例：半袖のシャツなど）
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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

●海田町公衆衛生推進協議会
　☎823-8503　FAX.823-8503

●日　時
６月２２日(火)１０時～１２時　織田幹雄スクエア　３０６号室
６月２２日(火)１４時～１６時　ひまわりプラザ　カルチャールーム
６月２３日(水)１４時～１６時　海田東公民館　大会議室
●申し込み
無料（申し込み不要）

家庭ごみの正しい出し方講習会

中止の場合、
海田町ホームページでお知らせします。

●日　程　6月26日（土）
●集　合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　6月18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　6月19日（土）
●集　合　９時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　6月11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　6月12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　6月4日（金）まで

希望する日時で相談してください。
●定員　20人　●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

いつ出したら? どうやって出したら?　ごみの出し方について聞いてみせんか?
環境センター所長による講習会を行います。
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ネ ウ ボ ラ ひ ろ ば
妊 娠 か ら 出 産 ・ 子 育 て ま で を 応 援 !

み ん な 集 ま れ !  !

広島県の子ども
元気いっぱい
キャラクター
イクちゃん

●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

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

　子どもに多い事故とその予防について、ＡEDの使い方など、一緒に学びませんか。
　講習会を受講された人は、まかせて会員の登録ができます。

●日時　7月5日（月）　　　　　　　
　　　　10時から（受け付け9時30分から）
●場所　海田児童館
●対象　海田町在住の人
●定員　1０人 ※託児あり
●持ち物　筆記用具、飲み物
●申し込み　各子育て支援センターへ

かいた版ネウボラアプリ

QRコードからダウンロード

母子健康手帳の交付は
時間予約できます

●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

※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。
　最新の状況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。

ファミリー・サポート・センター講習会

●日時　7月17日（土）10時から
●場所　ひまわりプラザ
●対象　2～6カ月頃の乳児の
　　　　お父さんとお母さん
●定員　5組
●申し込み　6月14日（月）から
　　　　　　各子育て支援センターへ

お父さんのベビーマッサージ
　お父さんはベビーマッサージで、赤ちゃん
と肌と肌のふれあいを！
　●講師　前原英子さん（助産師）

お母さんのリフレッシュサロン
　お母さんは助産師と一緒に、骨盤体操で
心も体もリフレッシュ！
　●講師　山本恵子さん（助産師）

＆

お 父 さ ん 講 座

動きやすい服装で来てね！

子育てのお手伝いを
してみませんか？！
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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）

6月17日（木）
７月19日（月）
8月30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） 7月15日（木） 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

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

助産師の相談室 6月21日（月）
7月8日（木） 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時から
2回目
11時から

6月15日（火） 6月16日（水） 6月16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 6月29日（火） 6月23日（水） 6月23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 6月10日（木）
親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 6月17日（木）

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

離乳食教室
～ステップ1～ 7月6日（火） ひまわりプラザ 10時～

11時30分

離乳食の基本編と離乳食相談
●対象　 生後4カ月～6カ月頃の乳児と保護者
●定員　10組
●持ち物　 食育支援ファイル（持っている人）、バスタオル
●申し込み　 6月30日（水）までに保健センターへ

離乳食教室
～ステップ2～ 8月5日（木） ひまわりプラザ 13時30分～

15時30分

離乳食の応用編と離乳食相談
●対象　 妊婦と2歳未満の子どもをもつ保護者
●定員　8人 ※託児あり
●持ち物　 食育支援ファイル（持っている人）
●申し込み　 7月29日（木）までにひまわりプラザへ

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

海田幼稚園  ☎823-5635 6月の園庭開放はお休みします
海田みどり幼稚園  ☎822-4359 6月9日（水）10時45分～11時30分 ※要予約 30組まで
東海田幼稚園  ☎822-7576 6月9日（水）、6月23日（水）、6月30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
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

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。
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令和３年度黒い雨体験者相談・支援事業
～今も健康に不安を持っている皆さんの相談に保健師や医師、臨床心理士が応じます～

被爆二世健診 ～健康管理に役立てるため健康診断を行います～

01

02

●社会福祉課（役場１階）　 823-9207　FAX.823-9627　　●広島県被爆者支援課　 513-3109

●社会福祉課（役場1階）　 823-9207　FAX.823-9627　●広島県被爆者支援課　 513-3116

対象者
被爆者健康手帳または第一種健康診断受診者証を持ってい
ない人で、海田町などが被爆地域の拡大を求めた地域におい
て原爆投下直後に黒い雨を体験し、健康不安のある人

事業内容
１.保健師・医師・臨床心理士による相談
　（１）海田町や県の保健師による相談
　（2） 医師などの相談会（広島市中心部で年2回実施）
　（3） 巡回相談会

２.健康診断費、交通費の助成
　（１）健康診断費の助成
　　　 相談の参考とするため、特定健康診査や海田町が行

うがん検診を受診し、相談会にその結果を持って、医
師による相談を受けた人は、年１回に限り、受診に要し
た自己負担額を助成します。

　（２）交通費の助成
　　　 相談窓口、巡回相談会および医師などの相談会に参

加するため、公共交通機関や介護タクシーなど（対象
者が外出困難である場合または公共交通機関などを
利用できない場合に限る）を利用し、400円以上の交
通費を負担した人は、その交通費を助成します。

　　　 ※くわしくは、予約時に相談してください。

予約方法
相談を受けるためには、予約が必要です。
電話で社会福祉課・もしくは広島県被爆者支援課
（電話513-3109）へ

相談日程
1.海田町保健師による相談…社会福祉課へ。

2.県保健師による個別訪問相談…広島県被爆者支援課へ。

3.巡回相談会
　　●日時　令和4年1月20日（木）
　　●場所　安芸区総合福祉センター
　　●締切　令和4年1月6日（木）
　　　 その他の会場は、広島県のホームページを確認してく

ださい。
※ 健康診断結果の写しなど、最近
の健康状態が分かるものを持っ
てきてください。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大
予防のため延期・中止となる場
合があります。

対象者
　両親のいずれかが原子爆弾被爆者で
あり、次のいずれかに該当する広島県内
に居住する人
・ 広島被爆にあっては、昭和21年6月1
日以降に生まれた人
・ 長崎被爆にあっては、昭和21年6月4
日以降に生まれた人

申し込み
　役場や公民館に備え付けの専用はが
きに必要事項を記入し、広島県被爆者支
援課に申し込んでください。
　広島県ホームページからも電子申請
によって申し込みができます。

申込期間
　6月1日（火）～令和4年1月31日（月）
　※消印有効。

実施期間
　6月10日（木）～令和4年2月28日（月）
（精密検査については令和4年3月10日
（木）まで）

検査費用
　無料です。
　※ 被爆二世健康診断の範囲に含まれ
ない検査は自己負担となります。

健診場所
　「令和3年度被爆二世健診のお知らせ」
に掲載の実施医療機関一覧のうち、希望
する医療機関で受診できます。

その他
※ くわしくは、役場や公民館に設置して
いるリーフレット「令和3年度被爆二世
健診のお知らせ」を確認してください。

被爆二世健康記録簿（仮称）
　今年度から被爆二世健康記録簿（仮
称）を希望する人にお渡しします。
　くわしくは社会福祉課または広島県被
爆者支援課（☎513-3116）まで。

2021.6.112



特別徴収とは
事業主が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支
払う給与から個人住民税を差し引いて、従業員に代わって海
田町へ納入する制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原
則すべての従業員※について、個人住民税を特別徴収にする
必要があります。
事業主には所得税のように税額計算や年末調整をする手間
はかかりません。海田町が税額計算を行い、従業員ごとの税額

をあらかじめ事業主に通知します。
※ 従業員には、パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職
員・役員などを含みます。

従業員のメリット
・ わざわざ金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を
忘れて延滞金がかかる心配がありません。
・ 特別徴収は納期が年１２回なので普通徴収（個人での納付は
年４回）に比べて１回あたりの負担額が少なくてすみます。

支給対象者
［１］ひとり親世帯
①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人
② 公的年金などを受給していることにより、令和3年4月分の
児童扶養手当の支給を受けていない人（児童扶養手当に係
る支給制限限度額を下回る人に限る）
③ 令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が
児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

　※①の人は申請不要です。（5月11日に振り込み済み）
　※審査保留により、後日、令和3年4月分の児童扶養
　　手当の支給が認定された人は、順次案内します。

［２］その他の子育て世帯（ひとり親世帯を除く）
対象児童を養育する父母などであり、かつ、令和３年度分の
住民税（均等割）が非課税である人または新型コロナウイルス
感染症の影響を受けて令和３年1月以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった人

［1］・［2］について、申請方法など、くわしくは準備が整い
次第、海田町ホームページなどでお知らせします。
●対象児童　 令和3年3月31日時点において、18歳未満の児

童（障害児の場合は20歳未満）
●給付額　児童1人当たり一律5万円
●申請締切　令和４年２月２８日（月）

事業主（給与支払者）・従業員（納税義務者）の皆さんへ
個人住民税（町・県民税）は特別徴収で納めましょう

03

●税務課（役場1階）　 823-9204　FAX.823-9627

所得の申告をお願いします04

国民健康保険の加入者やその世帯主のうち、前年所得がわ
からない人を対象に「国民健康保険税賦課に関する所得調査
について」という調査票を６月上旬に送付します。調査票が届
いた人は６月末までに必ず申告をお願いします。
※ 世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯に
国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主の所得申告が必
要です。

※ 無収入の人や税法上の被扶養者であっても申告は必要です。

所得のない人（給与・アルバイト収入が年間５５万円以下の人
を含む）は、同封の調査票に記入・押印のうえ、個人番号確認
書類（マイナンバーカードなど）と身元確認書類（マイナンバー
カード、運転免許証など）、給与収入がある場合は令和２年中
の収入額が分かるもの（源泉徴収票など）の写しを添付し、返
送してください。

所得のある人（給与・アルバイト収入が年間５５万円を超える
人など）は、次のものを持って税務課で申告してください。
●令和２年中の収入額が分かるもの（源泉徴収票など）
● 社会保険料控除や生命保険料控除を受ける場合は、その控
除証明書
● 個人番号確認書類（マイナンバーカードなど）と身元確認書類
（マイナンバーカード、運転免許証など）

申告がない場合は、保険税の軽減対象になる世帯でも軽減
されず、保険税が高いままとなる場合があります。また、医療費
を多く支払ったときに支給される高額療養費についても、上位
所得者と判定され、支給額が大幅に減少する場合があります
ので、必ず申告をお願いします。

●税務課（役場1階）　 823-9204　FAX.823-9627

県と県内すべての市町では、個人住民税特別徴収の適正実施に取り組んできましたが、令和２年度から原則全ての事業主の人を
対象に特別徴収（給与からの天引き）を徹底しています。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観
点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金05
●こども課（役場1階）　 823-9227　FAX.823-9627
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海田町まちづくり出前講座06
●生涯学習課　 823-9217　FAX.823-9256

「ここが知りたい！」役場の仕事などについて、皆さんの所へお話に行きます。自治会・子ども会・学校・サークル活動・ご近所
の集まりなど、色々な機会にぜひ利用してください。講座の内容は、海田町ホームページを確認してください。
海田町まちづくり出前講座利用申込書（生涯学習課で配布または海田町ホームページからダウンロード）を希望日の１４日前まで

に提出してください。開催日時や場所、対象者などくわしくはそれぞれの担当課へ問い合わせてください。

講　座　名 担当課

子
育
て
・
健
康
・
福
祉

子育て、応援します！ こども課

すこやか子育て応援講座 子育て支援
センター

国民健康保険制度について 住民課

後期高齢者医療制度について

長寿保険課

介護保険制度について　　 人気 

介護予防講座

認知症支援制度について　　 人気 

いきいき百歳体操体験講座　 人気 

ACP（私の心づもり）講座

出前健康教室 保健センター

障がいのある方への
サービスについて 社会福祉課

ま
ち
づ
く
り

「協働のまちづくり」について 魅力づくり
推進課

第5次海田町総合計画について 企画課

海田町の財政状況・収支見直し 財政課

道楽隊（道路里親制度）について 建設課

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

学校教育について 学校教育課

ニュースポーツ講座 生涯学習課

日本人初のオリンピック金メダリスト
織田幹雄の軌跡

織田幹雄
スクエア

講　座　名 担当課

く
ら
し

「マイナンバー」講座 住民課

分かりやすい税金のおはなし
（租税教室） 税務課

防災知識講座 防災課

マイ・タイムラインの作成講座
～避難行動計画をつくる～ 防災課

ハザードマップ講座 防災課

防災情報共有システム講座
～デジタル情報の見方～ 防災課

だまされんけんね！悪質商法　 町民生活課

主役はあなただ！
～選挙が日本を動かす～

選挙管理
委員会

議会のしくみ 議会事務局

水道水のできるまで 上下水道課

私道・建築関係補助制度について 建設課

空き家専門家派遣 都市整備課
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07 災害復旧・インフラ強靭化事業の進捗状況
●建設課（役場2階）　☎823－9209　FAX.823－9203

平成30年７月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧工事・インフラ強靭化事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了や再度災害防止に取り組んで参ります。

事業者箇所名 完了予定 コメント

町道２号線
楠木谷川
東唐谷川
唐谷川（下流）
三迫川

三迫川左支川
西ノ谷川支川
西ノ谷川
明飛川

南幸川・南幸町
瀬野川左岸
奥之谷川
瀬野川
瀬野川
串掛林道
栃木橋

唐谷川（上流）

町
県
県
県・町
県・町
県
県・町
県・町
町
県
県
県
県
県
町
町
県・町

100%❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11
12
13
14
15
16
17

完了
R3年度
R3年度
完了
R3年度
R3年度
R3年度
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
R3年度
完了

R3年度、第一四半期に工事着手する予定です。

砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。

石原橋付近の護岸の復旧が含まれています。
国信橋から上流側の土砂を撤去します。

100%

50%

0% 50%
進捗率

100%

30%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

100%

35%

箇所
番号

※4月末時点

16 栃木橋

1212

1111

1313

16161717
1010

1515

1414
❷❷
❶❶

❸❸

❹❹

❻❻
❼❼❽❽

❺❺

❾❾

❷ 楠木谷川 ❺ 三迫川
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広報かいた 2021.6.116

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。今月より簀戸（すど）や
蚊帳（かや）など建具が夏のしつらえにかわります。
●日時　6月11日（金）～１4日（月）１０時～１６時

6月２5日（金）～２8日（月）１０時～１６時
●場所　旧千葉家住宅
●料金　無料（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）
今月の催し　和文化体験会「絵手紙」
●日時　6月26日（土）13時～15時
●場所　旧千葉家住宅角屋
●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。
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

子供スポーツ交流会イベント

●日時　7月22日（木）9時開会（8時30分から受け付け）
●場所　海田小学校
●種目　グラウンド・ゴルフ※全学年混合、男女混合可。
●チーム編成　選手6人（小学生）、監督兼採点者1人（18
歳以上の大人）
●参加費　1チーム　1,000円
●監督会議　7月8日（木）18時から（場所：織田幹雄スクエ
ア）※各チーム1人以上、必ず参加してください。
●申し込み　7月7日（水）までに、参加費を添えて生涯学習課へ
●その他　この大会における傷害については応急処置の
みとし、その後は、傷害保険内で処理します。※景品もあ
ります。

　 生涯学習課
☎823ｰ9217　FAX.823ｰ9256
問

海田総合公園　工作教室イベント

　年間を通して、季節や行事に合わせた工作をします。今
月は七夕にちなんで「たんざく風鈴」です。作って楽しい♪
遊んで楽しい♪飾って嬉しい♪工作教室にぜひ参加してく
ださい。
●日時　6月27日（日）10～12時
●場所　海田総合公園　会議室
●対象　子ども（幼児は保護者同伴なら可）
●材料費　100円
●申し込み　当日申し込み可

新型コロナウイルス感染症対策により、広報かいた6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。

ももたろうくんのおはなし会
月日 6月12日（土） 6月26日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「かえる」

絵本の読み聞かせ
テーマ「七夕」

場所
時間
費用
対象

内容

11時から
無料（自由参加）
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 6月4日（金） 6月18日（金）　 7月2日（金）

図書館 ひまわりプラザ 図書館

絵本の読み聞かせ
手あそびなど

場所
時間
費用
対象

内容

10時30分から
無料（自由参加）
0～3歳児
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図書館からのお知らせイベント

　6月の読書のテーマは「時間」です。
　今月は時計・時刻や過去・現在・未来など時間に関連した
本を展示しています。
●図書館休館日　6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)
　6月30日（水）（図書整理日）

　 図書館
☎823ｰ3215　FAX.824ｰ3315
問

インフォメーション

第４２回海田町体育協会会長杯
バドミントン大会イベント

●日時　６月２０日（日）９時開会
●場所　海田西中学校体育館、海田西小学校体育館
●対象　①町内在住者、在勤者、在校者、または町内の

クラブで活動している者
②町外者で①の該当者とペアを組む者
③海田町近隣の中学生および高校生
④海田町近隣のジュニアクラブ生

●種目　（１）男子ダブルス　（２）女子ダブルス
（３）ジュニアシングルス（競技歴2年以内の初心、
初級者）

●参加料　１人１，５００円（中・高校生１，０００円、小学生５００
円）当日支払い。
●申し込み　６月１５日（火）までに海田町体育協会事務局
（海田町文化スポーツ協会内）へ申し込んでください。

　 海田町体育協会事務局（海田町文化スポーツ協会内）
☎５１６ー５５２５
問

　 海田総合公園
☎824ｰ2433　FAX.824ｰ2434
問

サクラガーデン
「くすの木コンサート」イベント

　出演：マリンバアンサンブル「ミセスマリンバ」、絵本とピ
アノほか
●日時　6月12日（土）　13時30分～15時
●場所　ふるさと館1階研修室

　 サクラガーデン　長谷川
☎090ｰ3880ｰ2247
問
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レザークラフト教室イベント

　レザークラフトの「基本」を学びながらオリジナルキーホ
ルダーを作ってみませんか。
●日時　６月１９日（土）１０時～１２時
●場所　織田幹雄スクエア
●対象　中学生以上（小学生は保護者同伴なら可）
●定員　１０人
●参加費　500円
●申し込み　６月４日（金）から電話または窓口で。（先着順）

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125
問

おはなしボランティア
はじめませんか？募　集

　図書館には「学校訪問おはなし会」「ももたろうくんのお
はなし会」「赤ちゃんのためのおはなし会ももちゃんくらぶ」
という3つのおはなしボランティアグループがあります。
　絵本と子どもをつなぐ、やりがいのある活動です。絵本
と子どもが大好きな人、一緒に活動しませんか。
おはなし会の見学やボランティア登録を希望する人は、図
書館に問い合わせてください。

　 図書館
☎823ｰ3215　FAX.824ｰ3315
問

　入会説明会を開催します。
●日時　6月8日（火）、22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

夏休みプール監視員募集募　集

●勤務期間　7月下旬～８月上旬（小学校の夏休み期間中）
●勤務場所　海田小学校、海田東小学校、海田西小学校、
海田南小学校
●勤務時間　９時３０分～１６時３０分
●応募条件　次の全ての条件に該当する人

①令和３年４月２日現在で満１５歳以上
②２５ｍ以上の泳力があり健康な人
③選考会および監視員指導者講習会に必ず
参加できる人
※一般成人の皆さん大歓迎。

●募集人員　３０人程度
●賃金　１時間あたり１，１４０円
●選考会　日時は後日、案内します。
●選考会内容　小学校体育館およびプールで水難救助講
習・泳力判定など
●申し込み　６月１8日（金）までに所定の申込用紙に必要
事項を記入の上、生涯学習課へ（１８歳未満は保護者の承
諾書が必要）

　 生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256
問

令和３年度海田町魅力
フォトコンテスト募　集

　海田町内で撮影された自然風景やスポットのフォトコンテ
ストを行います。どなたでも応募でき、賞品もございます。
●募集内容　海田町の自然風景やスポットで撮影した写真
●賞の種類　最優秀賞、優秀賞、特別賞(観光賞、発掘賞)、
参加賞(抽選で50人)

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

●受験資格　①令和３年４月１日において、高等学校または
中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経
過していない人（平成３０年４月１日以降に卒業した人が
該当する）および令和４年３月までに高等学校または中等
教育学校を卒業する見込みの人

　②人事院が①に掲げる者に準ずると認める人
●申し込み　６月２１日（月）９時から６月３０日（水）までにイ
ンターネット申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

　より申し込んでください。

税務職員募集募　集

　 広島国税局人事第二課試験研修係
☎221ｰ9211
問

●応募方法　郵送、メール、インスタグラム
●募集要領、応募票の入手について
　海田町ホームページ、
　もしくは魅力づくり推進課へ。
●募集期間　6月1日(火)～
　令和4年1月31日(月)(必着)
●宛て先　〒736-8601
　海田町上市14-18　
メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

子宮頸がん・乳がん検診
無料クーポン券を送付しています健　康

　対象の人に、令和３年度子宮頸がん・乳がん無料クーポン
券を送付しています。この無料クーポン券は海田町が行う
集団健診・個別検診で使用することができます。（集団健診
の実施日や個別検診の対象医療機関は、広報かいた6月号
と一緒に配布する「健診のしおり」を確認してください）
がんは早期発見・早期治療が大切です。この機会にぜひ、が
ん検診を受けましょう。
●有効期限　令和4年3月31日（木）　※転入などで無料
クーポン券が届いていない人や再発行を希望する人は、
保健センターへ。再発行時には本人確認のため、運転免
許証・保険証などを持ってきてください。
●対象　女性のみ

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問
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インフォメーション

子宮頸がん検診
●対象　女性　２０歳から（令和４年３月末時点）
●料金　１，０００円
乳がん検診
●対象　女性　４０歳から（令和４年３月末時点）
●料金　２，０００円
胃内視鏡検診（胃がん検診）
●対象　５０歳から（令和４年３月末時点）昨年度、町の胃内
視鏡検診を受診した人は今年度対象外
●料金　４，０００円
●受診期間　６月１日（火）～令和４年３月３１日（木）（休診日
を除く）
　医療機関は「健診のしおり」を確認してください。
※受診する場合は事前に医療機関へ予約してください。
※くわしくは、広報かいた6月号と一緒に配布した「健診の
しおり」、５月に海田町から届いたがん検診受診券同封書
類および海田町ホームページで確認してください。
　下記の人は、料金は無料です。（ただし、胃内視鏡検査
は、２，０００円かかります）
●無料クーポン対象者
　子宮頸がん：平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれ

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

がん検診を医療機関で
受けることができます健　康

大腸がん検診の窓口受け付けを
開始します健　康

　１年間に新たに発見されるがんのうち、男女合わせた総
数は大腸がんが第１位です。４０歳代から増加し始め、高齢
になるほど多くなります。
　大腸がんは進行するまでほとんど自覚症状がありませ
ん。早期発見・早期治療で９５％以上が完治すると言われて
います。簡単な検査で調べることができるので、ぜひ検診を
受けましょう。
●対象　令和４年３月３１日時点で４０歳以上の人
●場所　保健センター
●受付　6月21日（月）～７月２９日（木）8時30分～17時
　　　※金・土・日曜日、祝日は除く。

●料金　１件につき３００円（非課税世帯は無料）
●提出物　①問診票　②採取した便　③料金（３００円）
　④（対象の人のみ）免除証明書（免除証明書は発行時に運
転免許証・保険証等の身分証明書が必要）

●結果　およそ３週間で結果が届きます。
　受診方法など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

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についてのアドバイスをします。（電話可）

月日
月～金曜日（祝日除く）

時間
9時～16時

保健行事健　康

　保健センターでは、健康づくり・精神保健福祉に関する事
業を行っています。
●場所　保健センター

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

※年齢は令和3年4月1日現在です。

年齢 生年月日

20歳

40歳

平成12年4月2日～
平成13年4月1日
昭和55年4月2日～
昭和56年4月1日

検診の種類
子宮頸がん

○

乳がん

○

　乳がん：昭和55年4月2日～昭和56年4月1日生まれ
●町民税非課税世帯
　事前に免除証明書・減免証明書の交付を保健センターで
受けてください。
　（要身分証明書：運転免許証・保険証等）
●生活保護世帯
　被保護者証明書を医療機関
へ持ってきてください。

６月は『食育月間』です健　康

『もっと野菜を！今の食事にプラス一皿から始めよう！』
　６月は、社会全体で食育推進に取り組むための食育の強
化月間です。
　令和元年の国民健康栄養調査によると、国民の野菜摂取
量の平均値は280.5ｇ（男性288.3ｇ、女性273.6g）となっ
ており、年齢別にみると、男女ともに、20～ 40歳代の摂取
量が少なく、60歳以上で多いという結果がでています。
　野菜摂取量の目標値は350ｇです。今の食事にプラス一
皿を意識しましょう。

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問
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　 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。新型コロナウイルス感染症対策により、
事前の予約など、必要な場合があります。興味がある人は
必ず各問い合わせ先に確認してください。
①海田町オレンジライン
今月の海田町オレンジラインは中止となりました。
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　６月３０日（水）
　１３時３０分～１４時３０分

認知症カフェ福　祉
介　護

内　容実施日

８０２０表彰の対象者を募集します健　康

　「８０２０運動」とは、「８０歳までに自分の歯を２０本以上
保とう」という運動です。
　元気な心とからだを保つため、健康な歯は欠くことので
きないものです。８０歳で２０本以上の歯があれば、ほとん
どの食べ物をおいしく食べることができます。
　今年度も町内の歯科医院の協力を得て、８０２０表彰を行
います。ぜひ、皆さんの自慢の歯と元気な笑顔を披露して
ください。
※町外の歯科医院で推薦を希望する人は、事前に保健セ
ンターへ。
●対象　8０歳以上で２０本以
上の自分の歯を持っている
人※過去の表彰者は除く。

●方法　町内の歯科医院で
推薦してもらってください。

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

始まりました！心と体のハッスル教室健　康

　今話題の健康情報等について楽しく知ることができます。
健康づくりのための情報を学び、家族・友人・周りの人へ
･･･一緒に発していきましょう！
　ご希望の回のみの参加も可能です。

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

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　　６月12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付・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、一部受付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　6月3日（木）、
10日（木）、17日（木）、24日（木）
17時15分から19時まで
※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。

●場所　住民課

問

１０月6日（水）
「そうだったのか！介護サービス」

講師：介護支援専門員
望月　マリ子 さん

１１月18日（木）
「顔ヨガでスマイルアップ」
講師：顔ヨガアドバンス
石川　玲子 さん

９月１日（水）
「知ってお得　免疫力アップごはん」
講師：野菜ソムリエ　花井　綾美 さん

７月７日（水）
「手に入れよう！誰もが振り向く後ろ美人」

講師：健康運動指導士
大背戸　まりこ さん

８月５日（木）
「見方が変われば気持ちも変わる

～心のセルフケア～」
講師：公認心理師　宮地　真紀 さん

●時間　10時～11時30分
●場所　織田幹雄スクエア
　　　　※６月１６日（水）のみひまわりプラザ 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

問健康相談健　康

　保健師による個別健康相談、血圧測定、検尿　
●日程　６月８日（火) 　１３時３０分～1４時３０分
●費用　無料（申し込み不要）
●対象　40歳以上

　 福祉センター
☎８２３ー７５００　FAX.８２３ー１４１１
問
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海田町議会の開会お知らせ

　 議会事務局（役場3階）
☎823ｰ9218
　6月の定例会は、6月1日(火)9時から議場(役場3階)で開
会予定です。※傍聴の際はマスクの着用および手指などの
消毒をお願いします。

問

６月２３日～２９日は
男女共同参画週間です。お知らせ

　 社会福祉課（役場1階）
☎８２３ー９２０７　FAX.８２３ー９６２７
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞ
れの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現
するためには、行政だけ
でなく、皆さん一人ひとり
の取り組みが必要です。
私たちのまわりの男女の
パートナーシップについ
て、この機会に考えてみま
せんか？

問

広島県国保税口座振替
促進キャンペーンお知らせ

　 税務課（役場1階）
☎８２３ー９２２６　FAX.823ｰ9627

　対象の人には抽選ですてきな賞品が当たります。
ぜひこのタイミングで安心・便利・確実な口座振替を利用し
てください。
●対象　国民健康保険税について次の条件すべてを満たす人。
・対象期日時点で口座振替登録が完了している。
・対象期日時点で被保険者の資格がある。
第１期対象期日　７月２１日（水）
賞品：広島交響楽団・サンフレッチェ広島・広島東洋カープの
観戦チケットなど
第２期対象期日　令和4年2月1日（火）
賞品：市町産品のカタログなど
・第１期当選者は第２期の抽選対象外となります。
・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。
●申し込み　税務課または町内の各金融機関へ。（通帳使
用印が必要です）
・口座振替登録完了で自動的に申し込みされます。
・既に口座振替登録をしている人も自動的に対象となります。

問

「海田町美しいまちづくり条例」
の改正お知らせ

　 町民生活課（役場2階）
☎823ｰ9219　FAX.823ｰ7927
　平成１８年７月１日から施行されているこの条例は、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。　
　７月１日からは、ポイ捨てを行った方に対し２万円以下の
過料を科すことがあります。
　皆さんのご理解およびご協力をお願いします。

問

空き缶等散乱
ごみ追放キャンペーンの開催中止お知らせ

　 町民生活課（役場2階）
☎823ｰ9219　FAX.823ｰ7927
　6月27日（日）に開催を予定していた『空き缶等散乱ごみ
追放キャンペーン』について、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を防止するため中止とします。
　今後とも町内美化活動へのご協力をお願いします。

問

６月１日は「人権擁護委員の日」ですお知らせ

　 社会福祉課（役場1階）
☎８２３ー９２０７　FAX.８２３ー９６２７
人権擁護委員とその活動について
　さまざまな経歴を持った人権擁護委員が、その経験を生
かして、地域の皆さんから人権相談を受けたり、人権につい
て関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
　また、相談があった場合、事案に応じて、法務局の職員と
事実関係を調査し、被害者の救済のため、最善の方法を一
緒に考えます。

　現在海田町では6人の人権擁護委員が活動を行っています。
・佐々木　登貴子（ささき　ときこ）さん　　
・俵　尚子（たわら　なおこ）さん
・植野　敏彦（うえの　としひこ）さん
・林　紀子（はやし　のりこ）さん　　　　　
・椿　靖（つばき　やすし）さん　　　　　　
・松井　知己（まつい　ともき）さん
人権相談について
　人権について困っていることがあれば、一人で悩まず相
談してください。お話を聞き、必要な助言をしたり、その問
題を取り扱う関係機関や法テラスなどに紹介するなど、解
決の手助けをしています。
　相談内容は、差別、私的制裁、いじめ、体罰、虐待、家庭内
の暴力、セクシュアルハラスメント、ストーカー、近隣とのも
めごとなど幅広い相談を受けています。
　毎年、6月と12月に人権相談所を開設しています。
　相談は無料で、相談内容の秘密は厳守されます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、6月1日（火）開
設予定の人権相談所は中止します。

野良猫への無責任な餌やりについて、
苦情が多く寄せられていますお知らせ

　 広島県動物愛護センター
☎0848ｰ86ｰ6511
　頭数の増加や糞尿による被害などが問題となっていま
す。野良猫への餌やりをする場合は、地域の理解を得た
上で、不妊去勢手術や給餌、糞尿の処理などを適切に行っ
てください。無責任な餌やりは、動物の愛護および管理に
関する法律に基づく指導対象となります。
　頭数の増加や糞尿による被害などが問題となっていま
す。野良猫への餌やりをする場合は、地域の理解を得た
上で、不妊去勢手術や給餌、糞尿の処理などを適切に行っ
てください。無責任な餌やりは、動物の愛護および管理に
関する法律に基づく指導対象となります。

問

　また、野良猫による問題の解決策として、国は「地域
猫活動」を推進しています。
　地域猫活動とは、地域の皆さんが、野良猫に不妊去勢
手術を行い、給餌や糞尿の処理などのルールを定めて適
切に管理していく活動です。地域猫活動に取り組むことで、
野良猫によるトラブルを減らすとともに不幸な野良猫の数
を減らし、住みよい町にしていくこと
ができます。
　広島県では、地域猫活動に対し、不
妊去勢手術の支援制度を設けています。
くわしくは広島県動物愛護センターへ。

問
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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（役場1階） 
保育料、副食費(公立分のみ) こども課（役場1階） 

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。

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 

　日本年金機構では、国民年金・厚生年金保険に加入し
ている人に「ねんきん定期便」を送付しています。
　年金加入者の皆さん一人ひとりに対して、年金保険料
の納付実績や年金の見込み額など、年金に関する情報を
分かりやすく定期的にお知らせして、保険料負担と年金給
付の関係を実感してもらうためのものです。
　送付月は、毎年誕生月です。３５歳・４５歳・５９歳の人
には封書で送付し、その他の年齢の人にはハガキで送付し
ます。
　「ねんきん定期便」についてわからないことや疑問点が
ある場合は、ねんきん定期便専用番号または広島南年金
事務所へ相談してください。

大切な「未来」への情報
「ねんきん定期便」をお届けしていますお知らせ

　 ねんきん定期便専用番号
☎０５７０ー０５８ー５５５（ナビダイヤル）
☎０３ー６７００ー１１４４（一般電話）

問

　 広島南年金事務所
☎２５３－７７１０
問

中学校教科用図書（社会（歴史的分野））
見本の展示会を行いますお知らせ

　 学校教育課
☎８23ｰ9216　FAX.823ｰ9256

　中学校教科用図書（社会（歴史的分野））の採択にあたり、
見本の展示会を行います。
●場所　海田町教育委員会（海田町役場別館　加藤会館２階）
●期日　6月11日（金）～6月25日（金）（土・日は除く）
●時間　９時～１７時

問

児童手当受給者の皆さんへ
～現況届の提出をお忘れなく～お知らせ

　 こども課（役場1階）
☎823ｰ9227　FAX.823ｰ9627

　児童手当を受給中の人は、毎年６月中に「現況届」の提出
が必要です。対象者には現況届を送付しますので、６月１日に
おける状況を記載して提出してください。（郵送または窓口）
　現況届の提出がないと、６月分以降の手当が受けられな
くなりますので注意してください。
●提出期限　６月３０日（水）

問

�ߩ⚊⒢ߤߥ
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　頭数の増加や糞尿による被害などが問題となっていま
す。野良猫への餌やりをする場合は、地域の理解を得た
上で、不妊去勢手術や給餌、糞尿の処理などを適切に行っ
てください。無責任な餌やりは、動物の愛護および管理に
関する法律に基づく指導対象となります。
　頭数の増加や糞尿による被害などが問題となっていま
す。野良猫への餌やりをする場合は、地域の理解を得た
上で、不妊去勢手術や給餌、糞尿の処理などを適切に行っ
てください。無責任な餌やりは、動物の愛護および管理に
関する法律に基づく指導対象となります。

　また、野良猫による問題の解決策として、国は「地域
猫活動」を推進しています。
　地域猫活動とは、地域の皆さんが、野良猫に不妊去勢
手術を行い、給餌や糞尿の処理などのルールを定めて適
切に管理していく活動です。地域猫活動に取り組むことで、
野良猫によるトラブルを減らすとともに不幸な野良猫の数
を減らし、住みよい町にしていくこと
ができます。
　広島県では、地域猫活動に対し、不
妊去勢手術の支援制度を設けています。
くわしくは広島県動物愛護センターへ。
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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 (5月10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 138,726円 
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町内４小学校であいさつ運動が行わ
れました。
民生委員・児童委員について知って
もらうことを目的として、活動内容が
掲載されたリーフレットなどが全児童
に配られました。

ありがとうございました
株式会社ツルハグループ
ドラッグ＆ファーマシー西日本
総務課（役場2階）
☎823-9202　FAX.823-9203

令和3年度の重点取り組み②　～防災・減災体制の強化～
　平成３０年７月豪雨災害では、海田町も大きな被害を受けており、
今年度スタートした町の新たな総合計画においては、「災害に強く
安全なまちづくり」を柱の１つとしています。
　防災対策では、災害復旧・復興や災害に強い生活基盤の整備と
いったハード面（施設・設備）の対策と、ソフト面（人材、情報や
意識など）の体制強化の両輪を揃えて進めていくことが、大変重
要になります。
　特に、住民の皆さんの早期避難や、地域で、周りの人達への避
難を呼び掛けていただく呼びかけ体制づくりが、非常に大切になっ
てきます。
　海田町としても、地域の皆さんとともに、防災・減災へ取り組む
必要があると考えております。

町長
　令和３年度に取り組む事業としては、
・災害発生に伴う危険箇所など、新たに９カ所に防災ライブカメラ
（現場の映像を安全な場所から確認できるカメラ）を設置
・スマートフォンを使ったデジタル情報の見方などをわかりやすく説
明する防災出前講座の実施
・自主防災リーダー（地域防災力の向上に率先的に取り組む人材）
の育成
などに取り組んでいくこととしています。
　このほかにも、災害発生時に素早く避難できるよう、正確な情報
を素早く、的確に発信していく手段を構築していきます。
　こうして、住民・地域・行政が一体となって、災害に備えていきた
いと考えていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

コラム 西田祐三
海田町長

広島テレビと
防災パートナーシップ協定
防災課（役場2階）
☎８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７

笑顔であいさつ
民生委員・児童委員
社会福祉課（役場1階）
☎８２３-９２０７　FAX.８２３-９６２７

令和3年成人祭
生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256

株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日
本より手指消毒液１,５６０個の寄付をいただきました。
ご寄付いただいた手指消毒液は町内の各施設や学校
などで有効に活用します。

広島テレビ放送株式会社と防災パートナー
シップに関する協定を締結しました。
緊急時の情報発信や平常時からの連携に
より、さまざまな防災対策に資することを
目的としています。

●広島市立舟入市民病院
　（広島市中区舟入幸町14-11 ☎232-6195）
　小児科（24時間）
●広島市立広島市民病院（広島市中区基町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（広島市安芸区畑賀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
　（広島市中区千田町3-8-6 ☎504-9990）
　内科（15歳以上）・眼科（19時30分～22時30分）
●広島口腔保健センター
　（広島市東区二葉の里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。

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。

6月6日（日） 津田産婦人科クリニック
6月13日（日） 菊川皮ふ科医院
6月20日（日） 岸本医院
6月27日（日） くすおか整形外科クリニック

（南幸町　☎821-0303）
（蟹原　☎823-7111）
（窪町　☎823-6298）
（新町　☎824-0505）

1月10日に開催する予定でした令和3年成人祭
が行われました。
今年の成人祭は新型コロナウイルス感染症対
策により、2部制で行われました。
1部では兵庫 希美さん、2部では寺川 巧真さん
が新成人代表として誓いの言葉を述べました。
新成人の皆さんおめでとうございます。

5/2

3/30 3/30

5/14
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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

6月1日（火）

6月10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 )

13時～15時

9時～14時

10時～12時図書館
2階会議室

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（申込不要）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（月）（木）（土）
（祝日、年末年始は除く）

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

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

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

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

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

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
広
告
募
集
中
！ 

お
問
い
合
わ
せ
は
企
画
課
ま
で

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/

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

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。場所が変更となっているので、注意してください。
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)
子供未来応援課
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
soshiki/248/ninshin-q-a.html

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）
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）
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★広告内容については広告主へ。広告掲載については企画課（☎823-9212）へ
■町内放送をもう一度聞きたいときは…電話自動応答装置☎822-2113（自動音声）へ
■見やすく読み間違えにくいユニバーサルフォントを採用しています。広報かいたが外国語・音声でも読めます！

■海田町の人口
4月末現在（前月比）／
人口30,431人（+44）
世帯13,884人（+23）／
男15,048人（+4）／
女15,383人（+40）

［ 広 報 か いた ］

　水道習慣は、水道についての理解と関心を深めるとともに、私たちの暮らしにとって、なくてはならない“水”の大切さを再認識し
てもらうためのものです。
　この機会に、漏水の確認方法などについて再確認してみませんか。

水道週間  ６月１日～６月７日
生活も  ウイルス予防も  蛇口から

●上下水道課（役場2階）　☎823-9211（工事関係）☎823-9214（料金関係）　FAX.823-9839

検針にご協力を
　検針は、皆さんが使用した水道の料金計算のもとになるも
のです。定期的に検針に伺うので、メーターボックスの上に物
を置かないでください。

こんなときは、すぐに届出を
・水道の使用を開始するとき
・水道の使用を止めるとき
・使用者の名義や用途などを変更するとき

漏水していませんか
　「使用水量が多くなった」「水道料金が高くなった」などと思
われるときは、漏水していないか確認してください。

漏水の確認方法
　ご家庭にある蛇口を全部閉めて、メーターボックス内にある
メーター器のパイロットマークが回転していないか確認してく
ださい。パイロットマークが少しでも回転していれば漏水の疑
いがあります。水道指定工事店に修理を依頼してください。く

わしくは海田町ホームページを確認
するか上下水道課へ。
　宅地内にある水道管やメーターボ
ックスは、所有者の財産になるため、
漏水などの修理費は所有者の負担
となります。水道メーターを見る習慣
をつけ、漏水に注意しましょう。

水道料金などの福祉減免制度
対象は次の３つの世帯です。
（ただし生活保護受給世帯は除く）
・障がい者世帯（所得制限あり）
・寝たきり老人等世帯（所得制限あり）
・ひとり親世帯（所得制限あり）

減免対象
・水道料金の基本料金
・下水道使用料の基本料金
※減免を希望する人は、上下水道課へ。

パイロットマーク

海田町からのお知らせ
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