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株式会社西井製作所　代表取締役社長

西井裕昭さん

正7年、広島市の段原町にて産声をあげ

た「西井伊久馬商店」が私たちの会社の

始まりです。当時は自転車の鑑札やキセ

ル掃除機などを手掛け、金属を叩いたり曲げる技術を

得て戦時へ。魚雷の開発に携わり、金属を削る技術が

向上したと聞いています。その後、金属加工から仏壇

の金具を扱うようになり、日本で初めてプレス機によ

る仏壇金具の量産化に成功します。

　はずみをつけた会社は、精密金型や航空機のエン

ジン部品など、開発製作の範囲を広げていきました。

現在はナンバープレートや航空機のエンジン部品を

中心に半導体分野にも対応するなど、仕事内容は多

岐にわたります。

　私たちの会社で大切にしているのは、「経営」と「ビ

ジネス」の両輪。「ビジネス」では当然、売り上げを得る

ための技術研鑽や品質保持などを大事にします。もう

一方の「経営」は、「どんな会社にしていきたいか」とい

う部分。西井製作所ではものづくりをしながら、それと

同じくらい“ひとづくり”に心を砕いてきました。良き人

が良き会社をつくり、それがひいては良き地域、良き

暮らしをつくると考えているからです。
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にしい・ひろあき／高い技術力と開発力で業界をリー
ドする『株式会社西井製作所』代表取締役社長。社員
のみならず、その家族も大切にする経営手腕で会社を
率いる。ワークライフバランスを軸にした学校行事に
係る休暇など、福利厚生を充実させ社員からの信頼も
厚い。趣味はアウトドア。

技術つながるものづくり
ひとづくりも大事にして

大
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今をときめく
まちのあの人に
会いに行く

　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。
　１２月号では、海田町に本社を置く株式会社西
井製作所代表取締役社長の西井 裕昭さんにお話
を伺いました。海田町のふるさと納税返礼品にも用
いられている『伊久馬』を製作する同社。ものづくり
にかける思いや海田町にかける思いを聞かせても
らいました。
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　ひとづくりで大切にしているのは、社員一人一人の能

力が向上し個が輝ける環境。社内では話し合いの場を多

く設け、自分の思いを述べる機会をつくっています。

　例えば一週間の振り返りを行う際は、ナイスジャッジと

ミスジャッジを発表し、何が学びと気づきになったのかを

皆で共有します。心のうちを見直す時間としては朝の清

掃も大事です。近隣のゴミ拾いを通じ、自分たちの会社

がまちに生かされているという心を、社内では素手清掃

を励行することで自身の心を磨く機会にしています。

　会社の経営理念は、「自らの成長を通じ、人々のお役に

立ち感謝される会社をつくります。そして、全員で人生の

勝利者になります」というもの。ここで指す“役に立つ”

は、相手の期待通りの成果を出すことではありません。自

分の能力や魅力を最大限に発揮し、相手の期待以上の成

果を出すことを意味します。また、相手は特定の人のみな

らず、「お客様」「社員」「地域」「社会」「環境」など、私たちを

取り巻くすべての人々の役に立つことで、感謝が飛び交

う社会を創造していきたいのです。さらに“人生の勝利

者”とは自分自身の人生を振り返って物心共に豊かな人

生を送るだけでなく、周りの人たちから「あなたのおかげ

で…」と言ってもらえることが真の勝利者だと思っていま

す。この言葉を胸に刻み、感謝の言葉をいただける人とし

て、企業として、しっかりと歩み、永続させていきたいと考

えています。

　本社工場が海田町に移転したのは2013年。以前の宇

品では24時間稼働が難しくなったのが移転のきっかけで

す。

　当時は宇品近隣から通勤している社員が多かったた

め、移転しても通勤可能な場所であること、会社のお客

様が呉近辺に多く、製品の搬送等を考えた時に利便性が

高かったことが決め手でした。実はそれまで海田町には

縁がなく、どういう地域かもしっかりとはわかっていませ

んでした。会社を取り上げていただいたテレビ番組出演

の際、「あなたの会社があるまちはどんなまちですか」と

いう質問をされ、うまく答えられなかったことを今でも恥

ずかしく思っています。移転してから8年になりますが、少

しずつまちのことがわかり溶け込めるようになってきまし

た。中学校の職場体験では元気いっぱいの生徒さんが会

社を訪れ、ものづくりを経験してくれていますし、町外か

ら通っている社員たちは、このまちに対する愛着を深めて

います。「休みの日に日浦山登山に行ってきました」という

社員もいれば、「次の飲み会は会社近くのユニークな看板

のお店で行おうと思います」と報告してくる社員までいて

（笑）、思い思いにまちを満喫しているようです。うちの会

社の作業着がデニム地で特徴があるからか、コンビニの

店員さんに「その作業着かっこいいですね」と声をかけて

もらったこともあり、少しはまちになじめてきたのかなと

うれしく思っています。

海田町と縁ができた本社工場の移転

人の役に立ち、人生の真の勝利者へ
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地場産業の発展にも尽力
まちと共に歩んでいきたい

海田のお気に入り

シルエットが美しい海田大橋

利便性もさることながら佇まいの美しい海田大
橋が大好きです。ものづくりに携わる人間とし
て、大きさや迫力を宿したシルエットにとても心
惹かれます。通勤時には橋と朝日のコントラス
トを見ることができ、「今日も一日頑張るぞ」と
いうやる気がわいてきます。

たちが行っている活動のひとつに、「一般財

団法人広島伝承技術振興センター」という

ものがあり、これは広島県の地場産業の伝

承と発展に寄与するため、1995年に設立されました。具

体的には地場産業に従事する技術者への助成金支給や

新技術の開発事業支援をしています。「広島という土地に

大きくしてもらった会社だから、得たものを地域に還元し

たい」。そんな思いが込められたこの取り組みを、ぜひ海

田町で地場産業に関わる人たちにも活用していただきた

いと思います。また、広島には昔から「銅蟲」という伝統工

芸品が存在していましたが、職人が減り、技術の継承が

困難になっていました。これを復活させ、製品として日常

に届けているのが、わが社が提案する銅蟲製品のブラン

ド『伊久馬』です。銅板を何度も叩いて独特の模様と艶を

出しているため、重厚感と温もりがあります。職人が生み

出す手仕事を気に入っていただき、ビアカップやハイボー

ルカップは海田町のふるさと納税の返礼品にも用いられ

ています。そんなつながりを知っていただきながら、この

まちの人たちに、もっと親しんでもらえる会社になればい

いですね。

私

823-9212
企画課（役場3階）

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。

TEL

kikaku@town.kaita.lg.jpMail

今をときめく
まちのあの人に
会いに行く

会社の近隣を清掃するようす

どうちゅう



年末年始の家庭ごみ収集などは、下の年末年始ごみ収集日程表を確認してください。
ごみを搬入される場合、燃やせるごみ以外のもの（資源物・有害ごみ・大型ごみ・埋立ごみ）は
環境センターへ、燃やせるごみは安芸クリーンセンターへ搬入してください。
あらかじめ分別して、指定された日に運転免許証など（住所を確認できるもの）をもって、分別し
搬入してください。なお、安芸クリーンセンターの直接搬入受け付けは12月28日（火）まで、年始
は1月4日(火)からですので、注意してください。

年末年始の家庭ごみ収集などについて01
●環境センター　 823-4601（FAX兼用）

月日 曜 燃やせるごみステーション（可燃ごみ収集） 環境センターへの直接搬入

12月28日 火 平常どおり収集します（火・金地区） 平常どおり受け付けします
９時～12時、13時～16時

12月29日 水 可燃ごみの収集はありません 特別搬入受け付けします
９時～12時、13時～15時

12月30日 木 平常どおり収集します（月・木地区） 直接搬入はありません
12月31日 金

収集、直接搬入はありません
1月1日 土・祝
1月2日 日
1月3日 月

1月4日 火 平常どおり収集します（火・金地区） 平常どおり受け付けします
９時～12時、13時～16時

1月5日 水 可燃ごみの収集はありません 平常どおり受け付けします
９時～12時、13時～16時

1月6日 木 平常どおり収集します（月・木地区） 平常どおり受け付けします
９時～12時、13時～16時

※ 12月28日（火）、1月4日（火）、1月5日（水）、1月6日（木）は一部の地区で資源物回収があり
ます。
※回収地区については、「令和３年度 家庭ごみの正しい出し方」のちらしの予定表どおりです。

●年末年始ごみ収集日程表

海田町環境センター　　　海田町国信二丁目18-1　　☎823-4601
安芸クリーンセンター　　坂町21322番地8　　　 ☎885-2538

問い合わせ

　令和４年1月からの乳幼児等医療費助成の対象拡大に伴い、10月に小学4年生～6年生の児童
の自宅に案内を送付しました。期限は11月12日（金）までとなっていますが、申請がまだの人は申
請書に記入・押印の上、必要書類を添付して、至急こども課に提出してください。

●こども課（役場１階）　 823-9227　FAX.823-9627

小４～小６の保護者の皆さんへ
乳幼児等医療費助成制度の申請はお済みですか

02

2021.12.16



年末の大掃除でつい見過ごしてしまうのが
排水管の清掃です。
排水設備は、器具やますに水をためること
で、悪臭や害虫が屋内に侵入することを防ぐ
トラップ構造となっています。この装置に、髪
の毛や、ゴミ、ごはん粒などがたまると、管が
詰まり、悪臭の原因となります。
この装置を掃除するだけで、排水設備は若
返ります。
公共下水道に接続されている人は、今年の
大掃除に排水設備の掃除も加えましょう。

排水管清掃の訪問勧誘にご注意
町内において、「宅地内の排水管、ますなど

の清掃や点検に来ました」などと言って各家
庭を訪問し、清掃や修理を勧めるケースがあ
ります。
海田町では、業者を代行させて、家庭の排
水管、ますなどの排水設備の点検・清掃など
を勧めるような行為は一切行っていません。
排水不良などで困っている場合は、海田町

の排水設備指定工事店に相談することもで
きます。この際の修理代金などは、事前に確
認してください。

排水管の大掃除も忘れずに03
●上下水道課（役場２階）　 823-9214　FAX.823-9839

排水設備のポイント

公共下水道が使える区域に住んでいる人は
下水道へ早期接続しましょう

04

わんトラップわんトラップ

●屋外の足洗い場など●屋外の足洗い場など

●流し台・浴室の床など●流し台・浴室の床など

UトラップUトラップ

①わんをはずす①わんをはずす

①排水目皿をはずす①排水目皿をはずす

①ふたをあける①ふたをあける

②エルボ（取り外し可能）②エルボ（取り外し可能）
　をはずし、水で洗う　をはずし、水で洗う
③土砂を取り除いて、③土砂を取り除いて、
　エルボを取り付ける　エルボを取り付ける

②ごみを取り除き、②ごみを取り除き、
　洗い流す　洗い流す

②ごみを取り除き、②ごみを取り除き、
　洗い流す　洗い流す

髪の毛髪の毛

●上下水道課（役場２階）　 823-9214　FAX.823-9839

海田町の下水道普及率98.64％　（令和3年3月31日時点）

公共下水道は地域の皆さんに利用されなければ、目的を果たすことができません。下水道が整
備された区域の人は、快適な生活と周辺地域の環境改善のためにも速やかに接続していただくよ
う協力をお願いします。
なお、接続工事は必ず海田町排水設備指定工事店に依頼してください。
また、接続される際の費用を、一定の要件のもと、無利息で貸し付けています。指定工事店が皆
さんに代わって手続きを行います。気軽に相談してください。

2021.12.1 7



令和4年度の保育所等入所申し込みを受け付けます。
入所希望者は次のとおり申し込んでください。

※ 令和4年度中に育児休業から復帰される人の申し込みも受け付けます。(令和4年3月31日（木）
までの出生予定の人で、令和4年度中に育児休業から復帰される人も受け付けます)
●入所対象者　 町内居住者で、保護者（同居の親族も含む）が働いているなど、保育が必要な就

学前児童で、日々の通園や集団保育が可能な児童
●申込書配布場所および受け付け場所
　役場ロビーまたはこども課（申込書類などは海田町ホームページからダウンロード可能）
●申込書配布開始　12月3日（金）から
●申し込み　12月6日（月）～12月24日（金）（土・日曜日を除く）　8時45分～17時
　　　　　 ※ただし、12月18日（土）に限り、申し込みを受け付けます。（9時～16時）
　　　　　 ※ くわしくは入所申込書と一緒にお渡しする「入所のご案内」または海田町ホーム

ページを確認し、申し込み期限までに提出してください。

令和4年度町内保育所等入所案内05
●こども課（役場1階）　 823-9227　FAX.823-9627

施設名 所在地 定員（人） 駐車場

私
立

保
育
所

明光保育園 稲荷町1-2 100

○

龍洞保育園 中店7-13 90

小さくら保育所 寺迫二丁目（移転工事中） 72

海田保育園 日の出町5-28 30 (3歳未満児のみ)

さいわい保育園 南幸町10-26 168

みどりのなぁーさりぃ 窪町1-23 30 (3歳未満児のみ)

認
定
こ
ど
も
園

こうわ認定こども園海田 畝二丁目15-23 120

（仮）みどりのもりこどもえん 南幸町（新築工事中） 66

（仮）こうわ認定こども園海田第二
（開所予定：令和４年１０月） 西浜（西浜保育所跡地） 60

公
立

保
育
所

つくも保育所 南つくも町11-15 147

※定員に余裕がない時は、希望保育所に入所できない場合があります。
※「海田保育園」および「みどりのなぁーさりぃ」は3歳未満児のみの受け入れとなります。
※「 こうわ認定こども園海田」、「（仮）みどりのもりこどもえん」および「（仮）こうわ認定こども園海田
第二」は保育部分の申し込みです。教育部分（幼稚園）は、事業者に直接申し込んでください。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

06 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みます。

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
完了
完了

R3年6月に工事着工しました。

砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
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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した。
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06 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みます。

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
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R3年6月に工事着工しました。

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した。
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海田町の人権擁護委員について

毎年１２月３日から12月９日までは、「障害者週間」です

07

08

●社会福祉課（役場１階）　 823-9207　FAX.823-9627

●社会福祉課（役場１階）　 823-9207　FAX.823-9627

人権擁護委員は、町長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間ボランティ
アです。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、「人権を侵害された」と申告などがあった場合、事案に応じて、法務局の職
員と協力して事実関係を調査し、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。

障がいのある人の福祉について関心と理解
を深め、障がいのある人が社会、経済、文化そ
の他あらゆる分野の活動に積極的に参加する
意欲を高めることを目的としています。
お互いを尊重し支え合う社会を目指しましょ

う。

障がい者虐待を防ぎましょう
障がい者に対する虐待には、
①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待
④放棄・放任（ネグレクト）、⑤経済的虐待
などがあります。
海田町では、障がい者に対する虐待の通報

や相談を受け付けています。通報や相談を受け
た後、慎重に事実確認を行い、虐待が疑われる
場合は、本人や家族への支援を行います。

第73回人権週間は12月4日～12月10日です
いじめや虐待、偏見や差別、ハラスメントなどさまざまな人権問題が存在しています。
さらに、新型コロナウイルス感染症の感染者や医療従事者、その家族などに対する偏見や差
別、インターネット上で、誹謗中傷や個人の名誉やプライバシーの侵害など悪質な事実が社会問
題化しています。
「人権週間」を機に、私たち一人一人が主体的に豊かな人権意識を育て、明るく住みよい社会を
つくりましょう。
人権講演会を行います。くわしくは折り込みチラシまたは海田町ホームページを確認してくだ

さい。

・佐々木 登貴子（ささき ときこ）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
・田中 克江（たなか かつえ）さん

人権擁護委員と
その活動について

人権相談所の開設について
●日時　12月7日（火）10時～16時
●場所　福祉センター1階ボランティア室
●内容　 いじめ・体罰・家庭・近隣関係・登記など

人権に関する問題（申し込み不要）
●相談員　海田町人権擁護委員、司法書士
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11/1
ありがとうございました
明治安田生命保険
相互会社

●財政課（役場3階）
　☎823-9201　FAX.823-9203
　「地域住民の健康増進」
「介護・認知症対策」「子育
て支援」などのために、52
万3,000円を寄附してい
ただきました。

11/4
ありがとうございました
前田建設工業株式会社
中国支店広島TBM作業所

●こども課（役場1階）
　☎823-9227　FAX.823-9627
　前田建設工業株式会社中国支店広
島TBM作業所より知育パズルと環境
絵本の寄附をいただきました。
　寄附いただいた知育パズルや環境絵本は、町内の保育所など
で大切に使用させていただきます。

11/19/1
ありがとうございました
安芸地区交通安全協会

●町民生活課（役場2階）
　☎823-9219　FAX.823-7927
　海田警察署で「教育用信号機贈呈式」が行わ
れ、安芸地区交通安全協会より教育用信号機
一式の寄附をいただきました。寄附いただいた教育用信号機一式
は、町内保育所・幼稚園・小中学校の交通安全教育に活用します。

おめでとうございます
「瑞宝小綬章（農林水産
行政事務功労）」受章

●総務課（役場2階）
　☎823-9202　FAX.823-9203
　桑原 克之（クワバラ カツユキ）さんが「瑞宝小綬
章（農林水産行政事務功労）」を受章されました。誠
におめでとうございました。

●座敷棟・角屋のほか、主屋で資料展示も行います。
　開催中～１２月７日（火） １０時～１６時

旧千葉家住宅秋の特別公開を行っています。
座敷棟では、襖絵・屏風に、いけばなを展示しています。
紅葉を迎えた庭園と、和の空間をお楽しみください。

織田幹雄スクエア　☎８２2-7373　FAX.824-1125

申込不要●むかしのくらし体験
　１２月５日（日） １１時～１５時
　　　　　　　参加費無料
　石うす、精米、しょいこ、
　むかし遊びなど。
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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

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（祝日を除く）
　　　　　　ひまわりプラザ…月～土曜日９時～16時（祝日を除く）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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。

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できます。
※通信料は別途かかります。

かいた版ネウボラアプリ

各種教室の案内や子
育て情報などは、こ
ちらからも確認でき
ます。 妊婦さん版

ネウボラだより

（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

各月版

●日時　1月22日（土）10時から
●場所　ひまわりプラザ
●対象　 2カ月～6カ月頃の乳児とお

父さんとお母さん
●定員　各5組
●申し込み　 12月20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、骨盤体操やエ
クササイズで心も体もリフレッシュ！
　●講師　山本 恵子さん（助産師）

父： マッサージをすると、とても
気持ちよさそうにしていた。

母： 肩こりや骨盤のゆがみが気
になっていたので、ケアの
方法が知れてよかった。

お 父 さ ん 講 座

家 族 講 座 　 運 動 会

　ひまわりプラザで運動会！いろいろなプログラムを用意しています。家族みんなで楽しもう！

●日時　1月15日（土）10時から
●場所　ひまわりプラザ
●対象　1歳から未就園の子どもとお父さん・お母さん
●講師　SiNグループ　田中 信行さん
●定員　10組　●持ち物　飲み物
●申し込み　12月13日（月）から各子育て支援センターへ

～参加された家族の方の感想～
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催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　

パパママ教室 1月29日（土） 9時30分～
11時30分

・沐浴体験・育児用品について
●対象　妊婦と家族　●申し込み　1月4日（火）から

プレママ教室
12月10日（金）

14時～
15時30分

・お産に役立つ骨盤体操
●対象　妊婦と家族

1月31日（月） ・母乳育児について・妊娠中の栄養について
●対象　妊婦と家族

マタニティサロン
（母乳育児）

1月12日（水）
2月21日（月）
3月10日（木）

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） 1月19日（水） 14時～

15時30分
・お産と子育てに向けた体作り・マタニティエクササイズ
●対象　妊婦と家族　※動きやすい服装で来てください。

産後ママのための休憩室
（ベビーマッサージ） 12月21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

産後ママのための休憩室
（骨盤ケア・べびぃケア）

1月13日（木）
1月26日（水） 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。2月2日（水） 10時～11時

助産師の相談室
12月6日（月）
12月20日（月）
1月14日（金）

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

12月14日(火) 12月15日(水) 12月15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 12月21日(火) 12月22日(水) 12月22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 12月16日(木)
親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 12月１７日(金)

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

離乳食教室
～ステップ1～ 1月7日（金） 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　 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　1月6日（木）までに保健センターへ

離乳食教室
～ステップ2～ 2月17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　2月16日（水）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

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談
12月8日（水）、12月22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

12月3日（金）、1月14日（金） 町民センター
9時30分～11時

12月13日（月） 海田児童館

どんぐり
相談 12月10日（金） 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
●相談員　 柏学園 心理士　白井 賢さん
●申し込み　保健センターへ

乳幼児の相談　　※要予約。

海田幼稚園 ☎823-5635 12月の園庭開放はお休みします。

海田みどり幼稚園 ☎822-4359 12月15日（水）10時45分～11時30分　※雨天中止
東海田幼稚園 ☎822-7576 毎週金曜日　10時～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・認定こども園の園庭開放 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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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拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。

宝くじ助成金で防災資機材を整備しました

宝くじの社会貢献事業として、一般財団法人自治総合センターが実施しているコミュ
ニティ助成事業（自主防災組織育成事業）を活用し、大立町自治会自主防災会が、災
害時に使用するための防災資機材を整備しました。

●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823-9234　FAX.823-9203
●防災課（役場2階）　☎823-9208　FAX.823-7927

ふれあい健康ウォーキング

今年もノルディックウォーキング体験です。ス
トックを全員に貸出します。総合公園では、グラ
ウンドゴルフやダーツ、ペタンクなどのスポーツ
もやりますので、ぜひ参加を！お弁当付きです！
コース：海田東公民館→総合公園（昼食グラウ

ンドゴルフなど）→海田東公民館
参加費：３５０円（弁当代・保険代）
持ち物：参加費・飲み物・タオル・運動できる服装

●日時　１１月２３日（火・祝）９時３０分～１５時（受け付けは９時～９時３０分）
●場所　海田東公民館集合
●対象　小学３年生以上
●定員　１００人
●申し込み
　１１月１日（月）～１１月１５日（月）の間に
　電話で海田町公衆衛生推進協議会へ

●海田町公衆衛生推進協議会　☎８２３-８５０３（FAX兼用）

11月に咲く季節はずれのヒマワリ
～一人の少女の思いを伝え、人々に笑顔と希望を届けたい～

2005年11月22日、矢野西小学校1年生木下あいりちゃん（当時7歳）に痛ましい事件が起きました。ヒマワリが大好きだっ
たあいりちゃんのご家族から譲り受けた種を継ぎ、「事件を風化させない」との思い
から、「かいたのヒマワリ屋さん」が毎年命日に合わせて咲くように育てています。

●海田町と安芸区を結ぶ「あいりちゃんのひまわり」
　昨年も、「かいたのヒマワリ屋さん」が育てた「あいりちゃんのひまわり」が矢野西
小学校に贈られ、大輪の花を咲かせました。今年もあいりちゃんの命日に花を咲か
せる予定です。

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

昨年のヒマワリ提供の様子

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

～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

●日　程　12月25日（土）
●集　合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　12月17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　12月18日（土）
●集　合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　12月10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　10人（先着順）
●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）
　※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。

●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　100円（保険代を含む）
●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　12月11日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時に織田幹雄スクエア
●申し込み　12月3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　織田幹雄スクエア
●申し込み　希望日の１週間前まで

ガイドの会のメンバーも
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

西国街道を歩こう 中野編 

～樹・社寺・山城・石碑をめぐる1里の旅～

●日　程 1月16日(日) 11時30分～16時　●集　合 瀬野駅北口　●行　程 約4時間　●定　員 15人(先着順)
●申し込み　1月14日（金）までに窓口、FAX、メールで安芸区地域起こし推進課へ
●問い合わせ　☎821-4904　　FAX.822-8069　　メール:ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp

● 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、祝日も行います）
　 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）

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。

問い合わせ
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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拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。

宝くじ助成金で防災資機材を整備しました

宝くじの社会貢献事業として、一般財団法人自治総合センターが実施しているコミュ
ニティ助成事業（自主防災組織育成事業）を活用し、大立町自治会自主防災会が、災
害時に使用するための防災資機材を整備しました。

●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823-9234　FAX.823-9203
●防災課（役場2階）　☎823-9208　FAX.823-7927

ふれあい健康ウォーキング

今年もノルディックウォーキング体験です。ス
トックを全員に貸出します。総合公園では、グラ
ウンドゴルフやダーツ、ペタンクなどのスポーツ
もやりますので、ぜひ参加を！お弁当付きです！
コース：海田東公民館→総合公園（昼食グラウ

ンドゴルフなど）→海田東公民館
参加費：３５０円（弁当代・保険代）
持ち物：参加費・飲み物・タオル・運動できる服装

●日時　１１月２３日（火・祝）９時３０分～１５時（受け付けは９時～９時３０分）
●場所　海田東公民館集合
●対象　小学３年生以上
●定員　１００人
●申し込み
　１１月１日（月）～１１月１５日（月）の間に
　電話で海田町公衆衛生推進協議会へ

●海田町公衆衛生推進協議会　☎８２３-８５０３（FAX兼用）

11月に咲く季節はずれのヒマワリ
～一人の少女の思いを伝え、人々に笑顔と希望を届けたい～

2005年11月22日、矢野西小学校1年生木下あいりちゃん（当時7歳）に痛ましい事件が起きました。ヒマワリが大好きだっ
たあいりちゃんのご家族から譲り受けた種を継ぎ、「事件を風化させない」との思い
から、「かいたのヒマワリ屋さん」が毎年命日に合わせて咲くように育てています。

●海田町と安芸区を結ぶ「あいりちゃんのひまわり」
　昨年も、「かいたのヒマワリ屋さん」が育てた「あいりちゃんのひまわり」が矢野西
小学校に贈られ、大輪の花を咲かせました。今年もあいりちゃんの命日に花を咲か
せる予定です。

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

昨年のヒマワリ提供の様子

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

～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

●日　程　12月25日（土）
●集　合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　12月17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　12月18日（土）
●集　合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　12月10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　10人（先着順）
●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）
　※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。

●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　100円（保険代を含む）
●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　12月11日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時に織田幹雄スクエア
●申し込み　12月3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　織田幹雄スクエア
●申し込み　希望日の１週間前まで

ガイドの会のメンバーも
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

西国街道を歩こう 中野編 

～樹・社寺・山城・石碑をめぐる1里の旅～

●日　程 1月16日(日) 11時30分～16時　●集　合 瀬野駅北口　●行　程 約4時間　●定　員 15人(先着順)
●申し込み　1月14日（金）までに窓口、FAX、メールで安芸区地域起こし推進課へ
●問い合わせ　☎821-4904　　FAX.822-8069　　メール:ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp

● 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、祝日も行います）
　 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）

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。

問い合わせ

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接種対策班　 824-2323　FAX.823-0020

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種）の実施についての方針が国から示されま
した。海田町においても、国の方針に基づき、順次追加接種を実施します。

３回目接種について

ワクチン接種状況

対 象 者：18歳以上の新型コロナウイルスワクチンの２回目接種を終了した人
接種時期：２回目の接種日から、おおむね８カ月以上経過した頃
接種回数：１回
接種方法： 追加接種対象者には、３回目の接種予定日の前月に、順次、海田町から予約に必要な接種券を郵送し

ます。

新型コロナウイルスワクチン接種後も感染対策を！
　ワクチンを接種した人は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できる効果が期待されますが、ワクチンだけ
で完全に予防できるわけではありません。引き続き、感染予防対策を行いましょう。
・人と接する際のマスクの着用　・県外への往来は慎重に（感染情報を確認して計画を立てましょう）
・身体的距離を保つ（最低１メートルの間隔をとる）　・飲食は少人数、短時間、換気のよい場所で
・手洗い、うがい、手指消毒の励行　・こまめな健康チェック（体調に異変がある場合は、外出を控え相談を）

※ 職域接種等一部未反映のものがあります。

ワクチンメーター（2回目接種率） 令和3年11月8日現在海田町

※ 分母となる人口は令和3年6月末現在です。（分母の人口には接種ができない11歳以下は含まれていません）
※ 年齢は令和4年3月31日時点のものです。

接種済 未接種

全体（��歳以上）

�����
������人

��歳以上

�����
�����人

�����歳

�����
�����人

�����歳

�����
�����人
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インフォメーションインフォメーション

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報かいた12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 12月11日（土） 12月25日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「クリスマス」

絵本の読み聞かせ
テーマ「年末」

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 12月3日（金）12月17日（金） 1月7日（金）

ひまわりプラザ図書館 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

図書館からのお知らせイベント

12月の読書のテーマは「ドラマ化・映画化された本」です。
今月はテレビドラマ・映画の原作になった本を展示しています。
●休館日　12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)
12月28日（火）（図書整理日）
12月29日（水）～1月3日（月）（年末年始休館）
※年内最後の開館日は12月26日（日）です。

　 町立図書館
☎823ｰ3215　FAX.824ｰ3315
問

お正月リースづくり教室イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

　花や葉などで作られた装飾品「お正月リース」を、お部屋
に飾ってみませんか。
●日時　１２月１９日（日） １０時～１１時３０分
●場所　織田幹雄スクエア
●講師　かとう花店
●対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）の人
●定員　１０人
●参加費　１，５００円
●申し込み 12月6日（月）から電話
　または窓口で申し込んでください。
　（先着順）

海田総合公園
工作教室「松ぼっくりツリー」イベント

思い思いの飾りつけでオリジナルの可愛い「松ぼっくり
ツリー」を作りましょう。
●日時　12月5日（日） 10時～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）
●材料費　200円
●講師　なんでも隊（代表 河野 英志さん）
●申し込み 電話またはFAXで海田総合公園へ

　 海田総合公園
☎824-2433　FAX.824-2434
問

安芸地区健全育成剣道大会イベント

　 海田町体育協会 剣道部　大上 和行
☎0823-56-2457
問

●日時　12月12日（日） 9時から
●場所　海田中学校
●対象　安芸地区在住の小学1年生～中学3年生
●種目　個人戦のみ
●申し込み 12月6日（月）までに
　参加申込書を安芸剣道連盟事務局へ

料理教室
「スイーツバーガーづくり」イベント

季節の食材を使っておいしい果物のバーガーを作りま
す。作ったスイーツバーガーは持ち帰っていただきます。
●日時　１２月２４日（金）

●対象　町内在住・在学の小学生
●定員　各１５人（先着順)
●講師　（株）八天堂 金岡さん
●持ち物　タオル・飲み物・マスク・エプロン・三角巾・上履き
●参加費　１，0００円
●申し込み １２月８日（水）～１２月１６日（木）の間に海田東
公民館の電話または窓口へ（日曜日・祝日を除く９時～１７
時受け付け）

　 海田東公民館
☎823-2711　FAX.824-2311
問

チャ
レンジカード

対象

チャ
レンジカード

対象

チャ
レンジカード

対象

①１０時３０分～１１時３０分
②１３時３０分～１４時３０分



17広報かいた2021.12.1

お
知
ら
せ

福
祉
・
介
護

健　
康

募　
集

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

イベント

第４回
●日時　１２月１８日（土） １０時～１２時
●内容　「大雨に備えて」（ワークショップ）
●講師　宮脇 靖知さん（広島テレビアナウンサー）
第１回（日程を変更しました）※海田町高齢者いきいきポイ
ント活動事業の対象です。
●日時　１月２０日（木） １０時～１２時
●内容　「防災気象情報とその利用」（座学）
●講師　玖保 陽子さん（元ＴＳＳお天気キャスター）
第２回（日程を変更しました）※海田町高齢者いきいきポイ
ント活動事業の対象です。
●日時　１月２０日（木） １３時～１５時
●内容 「ひろしまマイ・タイムラインの作成」（ワークショップ）
●講師　広島県みんなで減災推進課

●場所　すべて織田幹雄スクエア　３０４・３０５学習室
●申し込み　電話、FAX、
　メール（bousai@town.kaita.lg.jp）で氏名・生年月日・ 
　住所・電話番号・参加希望回を連絡してください。
●参加費　無料

令和３年度
海田町自主防災リーダー育成講座

　 防災課（役場２階）
☎８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７
問

学びの広場（町民センター）
学習スタッフ募集募　集

　 生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256
問

　小学生を対象に宿題・プリント学習を指導するスタッフを
募集します。くわしくは、生涯学習課に問い合わせてくださ
い。
●活動日時　毎月第2火曜日 15時～17時（予定）
●対象　教員経験者はもちろん、
　意欲のある人大歓迎！
●謝金　時給900円

手軽にできる『男の簡単料理教室』イベント

電気調理器などを使って簡単に調理できる方法を教え
ます。料理初心者でも気軽に参加してください。作った料
理は持ち帰っていただきます。
●日時 １月１１日、１８日、２５日、２月１日（いずれも火曜日）
　　　　１０時～１３時
●場所 福祉センター２階　調理室
●対象　６０歳以上の男性
●定員　７人
●持ち物 エプロン、三角巾、タッパー２個（持ち帰り用）、
　ふきん
●参加費　２，０００円（全４回分）
●申し込み　参加費を添えて、１２月６日（月）～１２月２４日
（金）の間に福祉センターへ（土・日曜日、祝日を除く）

　 福祉センター
☎823-7500　FAX.823-1411
問

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。ご都合の良
い回だけの参加も可能です。一部日程を変
更しています。くわしくは海田町ホームペー
ジを確認してください。

サクラガーデン
「クリスマスコンサート」イベント

大人の朗読『銀河鉄道の夜』、ピアノと歌
●日時 12月18日（土）
　　　 開演14時（開場13時30分）
●場所　ひまわりプラザ　ホール

　 長谷川
☎090-3880-2247
問
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保健行事健　康

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　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12、13ページを確認して
ください。
●場所 保健センター

管理栄養士が食生活についてのアドバイス
を行っています。（電話可）

●ひまわり栄養相談（個別栄養相談）

日時

内容

月～金曜日（祝日除く）

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：12月17日（金）までに
　　　　 保健センターへ（電話可）
相　　談：瀬野川病院　花ノ木 まどか医師

●こころの相談室（精神保健福祉相談）

日時

内容

12月21日（火） 13時30分～15時30分

9時～16時

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、保健センターまで連
絡してください。

●さくらの会（精神障害者家族の会）

日時

内容

12月20日（月） 13時30分～15時

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

　入会説明会を開催します。
●日時　12月7日（火）、21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

健　康 健康相談

　 福祉センター
☎８２３-７５００　FAX.823-1411
問

●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
●費用　無料（申し込み不要）
●日程　12月14日（火） １３時３０分～1４時３０分

健　康 「口腔機能向上プログラム」に参加して、お口の健康を守りましょう
　 地域包括支援センター（役場１階）
☎821-3210　FAX.824-0291
問

お口のことで気になることはありませんか？放っておく
と、糖尿病などの生活習慣病につながったり、転倒のリスク
が高まったりします。
　約３カ月かけて町内の指定歯科医院に通い、歯や入れ歯
のお手入れ方法、頬や舌の体操、だ液腺マッサージなどを
実践し、健康に暮らすためのヒントを学びましょう。（治療と
の併用はできません）
●対象　６５歳以上で次の①②の両方に当てはまる人
　①次の項目に２つ以上当てはまる人
　　・半年前に比べて固いものが食べにくくなった
　　・お茶や汁物などでむせることがある
　　・口の渇きが気になる
　②要介護認定を受けていない人（要支援の人は対象です）
●参加費　100円／回（全７回コースです）
●申し込み　電話で地域包括支援センターへ

健　康 「自分は大丈夫」と思っても肺がん検診を受けてください
　 保健センター
☎８２３-４４１８　FAX.８２３-００２０
問

早期発見がカギです。
　肺がんの主な特徴は、初期段階では自覚症状がほとんど
なく、気づきにくいことです。転移しやすく、死亡率が高い
です。
肺がんの原因のひとつが喫煙です。
たばこの煙には、多くの発がん性物質が含まれており、肺
がんのほか、さまざまながんを誘発します。受動喫煙した人
にも影響があります。喫煙者が身近にいて、そばでいつも
「副流煙」を吸っている人も、喫煙者と同様、年に一度は必
ず肺がん検診を受けてください。
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12月1日（水）から12月10日（金）は
年末交通事故防止県民総ぐるみ運動お知らせ

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

　令和３年広島県交通安全年間スローガンは「ゆとりある
心と車間の ディスタンス」です。
　最近、交通ルールについて苦情が寄せられています。
　・自転車を含む車両が、道路交通法では「歩行者」として  
扱われるシニアカーや車椅子の進路を妨げている。

　・公道でスケートボードでジャンプしている人がいる。非
常に危ない。

　みんなで交通ルールを守り、事故のない海田町にしま
しょう。

傷病手当金の適用期間を延長しますお知らせ

　 国民健康保険について 住民課（役場１階）
　 ☎823-9206　FAX.823-9627
　 後期高齢者医療保険について 長寿保険課（役場１階）
    ☎823-9609　FAX.823-9627

問

　海田町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加
入していて、勤め先から給与などの支払いを受けている人
が、新型コロナウイルスに感染した場合または感染が疑わ
れた場合に、その療養のために仕事を休んだ期間、傷病手
当金が支給されます。
　療養のために仕事を休んだ期間について、令和３年１２月
３１日（金）までに延長となりました。

「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」が発行されますお知らせ

　 日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」
☎0570-003-004
問

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告におい
て全額が社会保険料控除の対象となります。その年の１月１
日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です。
　社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明
する書類の添付が義務付けられています。年末調整や確定
申告の際には、必ずこの証明書（または領収証書）を添付し
てください。
　また、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付し
た本人の社会保険料控除の申告に加えることができます。
家族宛てに送られた控除証明書を添付してください。
●対象者・送付時期
　①１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納
　付した人⇒１０月下旬から１１月上旬にかけて順次発送
　②１０月１日から１２月３１日までの間に国民年金保険料を
　納付した人（①に該当する人を除く）⇒令和４年２月上旬

　 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て行われます。事前の予
約などが必要な場合があります。必ず主催者に確認してく
ださい。
①海田町オレンジライン
　●日時　１２月４日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　ふるさと館（畝二丁目１０-２０）
　●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
　●日時　１２月２２日（水）１３時３０分～１４時３０分
　●場所　特別養護老人ホーム花みずき（大立町６-４）
　●問い合わせ　☎８２１-０２０１

認知症カフェ福　祉
介　護

福　祉
介　護

　介護についての様々な知識や技術を学ぶ教室です。高齢
者の介護をしている人はもちろん、介護や健康について関
心のある人ならどなたでも参加できます。
●日時　１月２１日（金） １３時３０分～１５時３０分
●場所　福祉センター ２階 ふれあいコーナー
●対象　町内在住の要介護者を介護している人
　　　　介護に関心のある人
●定員　１５人
●講師　すずらん薬局 管理薬剤師　明海 賢一郎さん
●参加費　無料
●申し込み　電話で地域包括支援センターへ

令和３年度家族介護教室
「お薬との上手な付き合い方」

　 地域包括支援センター（役場１階）
☎821-3210　FAX.824-0291
問

福　祉
介　護

　タブレットを活用した情報収集、社会参加・交流の手法な
どを学びます。気軽に問い合わせてください。
●日時　１２月２１日（火） １３時３０分～１５時
●場所　織田幹雄スクエア ３０４・３０５学習室
●対象　タブレットに興味・関心がある町内在住の６５歳以
　上の人など
●定員　１０人
●講師　（株）ティーガイア　ドコモショップ海田店
●参加費　無料
●持ち物　タブレット（貸出可）
●申し込み　12月20日(月)までに電話またはＦＡＸで地域
　包括支援センターへ

令和３年度タブレット教室
「タブレットの基本操作を学び、
日常生活で活用しよう！」

　 地域包括支援センター（役場１階）
☎821-3210　FAX.824-0291
問
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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）
☎823-9205　FAX.823-9627
問

●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

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
問

●今月の休日開庁日 12月11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　12月2日（木）、12月9日（木）、
12月１６日（木）、12月２３日（木）　17時15分から19時まで

●場所　住民課　※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。

令和４年　成人祭お知らせ

　 生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256
問

　誓いの言葉発表者を募集します。興味のある人はぜひ問
い合わせてください。
※令和４年成人祭は、令和４年１月９日（日）織田幹雄スクエ
アホールで行う予定です。対象者には１２月中旬にはがきで
案内します。なお、町外へ転出された人も参加できます。生
涯学習課へ連絡してください。
●対象 平成１３年４月２日～平成１４年４月１日 生まれの人
●申し込み　電話で生涯学習課へ

海田町議会の開会お知らせ

　 議会事務局（役場3階）
☎８２３-９２１８　FAX.８２３-９２18
問

　１２月の定例会は、１２月1日（水）９時から議場（役場３階）
で開会予定です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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。

海田町都市計画マスタープランおよび
海田町立地適正化計画（素案）の
パブリック・コメントを募集します

お知らせ

　 都市整備課（役場２階）
☎８２３-９６３４　FAX.８２３-９２０３
問

●概要　海田町における都市づくりの指針となる海田町都
市計画マスタープランの改定を行うとともに、少子化・高
齢化に対応したコンパクトなまちづくりを推進するため、
海田町立地適正化計画を定めるものです。

●意見募集期間　１２月7日（火）～１月6日（木）
●閲覧場所　海田町ホームページ、都市整備課、織田幹雄
スクエア、海田東公民館、福祉センターで閲覧できます。
（いずれの施設も、開庁時間・開館時間に限る）
●対象　町内に住所を有する人・町内に事務所や事業所を
有する法人やその他の団体・町内の事務所・事業所・学校
などに通勤や通学している人
●意見の提出方法　意見の提出方法などくわしくは海田
町ホームページを確認してください。
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平成30年7月 豪雨災害義援金
令和2年7月 豪雨災害義援金
令和3年7月 大雨災害義援金
令和3年 台風9号等大雨災害義援金
令和3年8月 大雨災害義援金
令和3年 長野県茅野市土石流災害義援金
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 (11月5日までの累計)
平成30年7月豪雨災害義援金 2,045,745円 
令和2年7月豪雨災害義援金 139,237円
令和3年8月大雨災害義援金 15,000円 
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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 

12月の
納税など
固定資産税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者
医療保険料

第3期
第6期
第6期

第6期
納期限は12月27日（月）です。

・ ・

寄せられた善意（敬 称 略）

ふるさと納税として
金一封

静岡県浜松市　　　小川 正路
広島県広島市　　　鈴木 康徳
東京都世田谷区　　住吉 貴文
神奈川県横浜市　　田井 直樹
京都府京都市　　　平井 直文
広島県府中町　　　平本 将吾
神奈川県鎌倉市　　森田 雅明

●企画課（役場3階）　☎823-92１２　FAX.823-9203

　12月14日（火）より海田町公式ホームページのデザインが
変わります。
　より見やすく、探しやすいデザインに変更します。

海田町ホームページが
変わります
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子どもも高齢者も経済もさらに元気なまちを目指して
　新型コロナウイルス感染症によって大きな影響を被った地
域経済の活性化と住民の皆様の生活支援を目的として、「海
田町感染防止対策・地域経済応援クーポン（第3弾）」を発行し
ます。
　一人あたり合計１，０００円の割引クーポンを今月20日頃か
らお配りいたしますので、町内登録店舗においてご活用くだ
さい。詳細は海田町ホームページに掲載しているほか、お配
りするクーポンに同封します。
　町といたしましては、国や県の動向も見据えながら、引き
続き地域経済を守るための取り組みを進めてまいります。
　さて、10月号のコラムで人口増加について取り上げました
が、海田町は年少人口も増加傾向にあります。
　少子化が急速に進む中、出生率はここ何年も県内1位が続
き、過去10年で年少人口が増えたのは県内では海田町のみ
となっております。
　将来を支える若い世代が着実に増加していることを、とて

町長

も心強く思います。
　町といたしましては、こうした動きを維持・強化させるた
め、「かいた版ネウボラ」や乳幼児医療費の助成、学力向上の
取り組みなど、出産・子育てに関する住民の皆様の希望がか
なう環境の整備に努めてまいります。
　また、若い世代だけでなく、ライフステージに応じた支援が
必要であると考えており、一例を挙げますと、来年1月から
65歳以上の方を対象に、「高齢者いきいき活動ポイント事業」
を始めることとし、すでに多くの方にご登録いただいている
ところです。
　健康は、全ての人にとって、豊かな日常生活を送るための
重要な基盤であることから、引き続き、子どもや、若者から高
齢者まで、幅広い世代の方が、元気で安心して暮らせるまち
づくりに努めてまいりますので、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

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。

（☎＃7119または☎246-2000）

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。

救急相談センター広島広域都市圏（24時間）
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。

救　急　診　療
●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）
●広島口腔健康センター
　（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8時）

広島県内の当番医は「救急医療Net Hiroshima」【https://www.qq.pref.hiroshima.jp/】で確認できます。

12月  5日（日） 山本整形外科病院
12月12日（日） 海田心療内科メンタルクリニック
12月19日（日） 河島脳外科クリニック
12月26日（日） 片桐整形外科
12月31日（金） 山野上内科クリニック
年末歯科診療当番医
12月30日（木）谷野歯科
12月31日（金）長畑歯科医院

（堀川町 ☎822-3000）
（新町 ☎823-5500）
（砂走 ☎823-8222）

（南昭和町 ☎823-9133）
（稲荷町 ☎823-7272）

（蟹原　☎821-1170）
（窪町　☎822-2488）
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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

12月7日（火）

12月9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 )

第1火曜日
9時～11時

10時～12時町立図書館

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

（祝日休み）

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

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。
メール相談も受け付けています。（随時）
広島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3-77）

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　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。総務課（役場2階） ☎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

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)
県子供未来応援課
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
soshiki/248/ninshin-q-a.html

海田町ひきこもり
相談支援センター
（海田町堀川町１-８
ホスタ海田堀川町ビル101）
広島ひきこもり
相談支援センター
（広島市安芸区
中野東4丁目5-25）



今年は１３６点もの応募がありました。応募いただきありがとうございました。
海田町ホームページに応募者のコメントと審査委員の選定コメントを掲載しています。

●魅力づくり推進課（役場３階）　☎８２３-９２３４　FAX.８２３-９２０３
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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
10月末現在（前月比）
人口30,426（－18）
世帯13,853（－28）
男15,041（－4）
女15,385（－14）

［ 広 報 か いた ］

背高ひまわりフォトコンテスト 受賞作品発表令和
3年度

パパのたかいたかい

応募者／砂盛 幸奈 様
撮影場所／海田総合公園

見守るヒマワリ
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朝の向日葵

父と娘と 旧千葉家とひまわりと僕。

応募者／皆﨑 貴恵子 様
撮影場所／旧千葉家の横

ヒマ太君といっしょ！
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海田町と同じく
町花がひまわりの
北海道八雲町からの

応募です。


