










健康寿命の延伸、介護予防および社会参加を推進することを目的として、高齢者が参加する介
護予防活動や地域活動に対してポイントを付与し、貯めたポイントに応じて奨励金を支給する事
業が１月から始まりました。

事業の概要
●対象者　海田町在住の６５歳以上の人（基準日は１月１日）
●ポイント付与期間　１月１日～１２月３１日（１年間）
●ポイント付与方法　活動団体が専用のスタンプをポイント手帳に押印します。
●ポイント手帳の交付方法　対象者からの申請により交付します。
●対象となる活動
・健康づくり　・介護予防　・社会参加に取り組む活動　・健康診査などの受診
・地域の支え手となる活動（ボランティア活動）
●奨励金　１人：１００ポイント１０，０００円まで　※１ポイント＝１００円。
　　　　（奨励金は１００円ごとに支給します）

※ポイント手帳の交付には申請が必要です。
 　 申請は随時受け付けていますので、活動への参加を希望される人で申請をされていない場合
は、申請書を長寿保険課に郵送または窓口に提出してください。（広報かいた１０月号に申請書
（黄色）を折り込んで配布しています。また、町内の各施設、長寿保険課に設置しています）
※事業に参加する活動団体も随時募集しています。
※ 事業を先行実施している広島市・府中町と連携し、互いにポイントを付与することができます。
※ 町が主催するポイント付与の対象事業については、以下のマークを付けています。
事業に参加する人はポイント手帳を忘れずに持って来てください。

高齢者いきいき活動ポイント事業01
●長寿保険課（役場１階）　 823-9609　FAX.823-9627

高齢者活動ポイント事業のイメージ図

ポイント手帳（見本）

①登録（随時受け付け）

⑥ ポイント手帳にスタンプ
押印（活動の都度）②スタンプ交付

⑤活動

活動団体

海田町役場
（長寿保険課） 65歳以上の高齢者

③ポイント手帳申請

⑦ポイント手帳提出・
奨励金の申請

④ポイント手帳交付

⑧ポイント数に応じて
奨励金支給

海田町役場

※くわしくは、海田町のホームページで
　お知らせしていますので確認してください。
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水道管の凍結にご注意！
気温がマイナス４度以下になると水道管が凍り、破裂しやすくなります。冬は必ず水道管の防寒

をしましょう。

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
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。至急、水道指定工事店に修理を依頼してください。
水道指定工事店がわからないときは上下水道課へ問い合わせてください。
宅地内にある水道管やメーターボックスについては、お客様の財産になる

ため、漏水などの修理費はお客様の負担となります。水道メーターをときど
き見る習慣をつけ、漏水に注意するよう心がけましょう。

水道管の冬じたくはお済みですか？02
●上下水道課（役場2階）　 823-9214　FAX.823-9839

● 凍りやすい水道管
・ 屋外でむき出しになっている
もの
・北向きの日陰にあるもの
・ 風当たりの強い場所にあるも
の

● 簡単にできる防寒方法
むき出しになっている水道管に、タ
オルや布きれなどを巻きつけるか、保
温チューブなど市販の保温材を取り
付けて保温してください。これらが濡
れないよう、その上からビニールテー
プなどを蛇口部分まで巻きつけて防
寒してください。

● 破裂したら
水道管が破裂したら、メーターボックス内の止水栓を閉めてください。
閉められないときは、破裂した部分に布やビニールテープを巻くなどの応急処置を行い、水
道指定工事店に修理を依頼してください。水道指定工事店は海田町ホームページに掲載して
います。水道指定工事店がわからないときは、上下水道課へ問い合わせてください。

● 凍ってしまったら
水道管が凍ってしまったら、自然にとけるのを待つか、
凍った部分にタオルなどをかぶせて、ゆっくりとぬるま湯
（２０度以下）をかけてください。
急に熱湯をかけると水道管や蛇口の破裂の原因になり
ます。

パイロットマーク

蛇口部分まで保温
水道管

一番上に
ビニールテープを巻く

保温チューブ
（毛布・布などを巻きつけてもよい）
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今年度の8020表彰は、協力歯科医療機関からの推薦が数多くあり、６５人が表彰されました。
８０２０運動とは、「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」という運動です。
例年であれば、８０２０表彰式を行っていますが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、該当者には、賞状と記念品を送付します。
表彰にあたって、海田歯科医師会会長の平田先生より、祝辞をいただきました。

令和３年度8020表彰　おめでとうございます！03
●保健センター　 823-4418　FAX.823-0020

海田歯科医師会会長　祝辞
この度は、８０２０表彰おめでとうございます。
今年度も昨年度を上回る方が表彰されました。
お口の健康が全身の健康につながることから、海田町の皆さまが、お口の健康に気を
つけてくださっていることを、海田町の歯科医師として嬉しく思います。
今後も精一杯サポートさせていただきながら、皆さまと一緒にお口の健康づくりに努め
て参りたいと存じます。

平田歯科医院　平田 あつ子

新型コロナウイルス感染症対策については、補正予算により必要な予算を確保し、国や県と連
携しながら、感染防止対策、生活支援、事業者の支援など、さまざまな事業に取り組んでいます。

（単位：万円）

●財政課（役場3階）　 823-9201　FAX.823-9203

新型コロナウイルス感染症対策予算の全体像（一般会計）
〔12月補正予算後〕

04

予算時期 予算総額 内　　容
３月臨時補正予算 1,803 頑張る中小事業者応援事業 【町独自支援】

４月補正予算（専決処分） 2,112 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（ひとり親世帯分）

６月補正予算 2,020 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（ひとり親世帯
以外の世帯分）、感染防止対策など

６月臨時補正予算 799 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業

9月補正予算（当初提案） 152 生活困窮者自立支援給付事業（住居確保給付金）

9月補正予算（追加提案） 2,562 海田町事業継続応援金（第２弾）給付事業【町独自支援】

12月補正予算 55,335
（1）子育て世帯への臨時特別給付
（2）新型コロナウイルスワクチン接種事業（追加接種などに係る経費）
（3） 海田町地域経済応援事業（海田町感染防止対策・地域経済応援クーポン
（第3弾））【町独自支援】

合計 64,783
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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

接種方法は？
対象者（新型コロナウイルスワクチンの１・２回目接種を完了し、完了した日から原則８
カ月以上を経過した人）には、接種券を２回目接種から８カ月経過する日の２～３週間前
頃に発送します。接種券に同封するお知らせに接種の詳細について記載していますの
で、そちらを確認してください。
また、広報紙に折り込みしているお知らせもあわせて確認してください。

こんな人は接種券発行の申請が必要です！
２回目のワクチン接種後に町内に転入してきた人については、海田町で接種履歴が確認
できないため接種券発行には申請が必要です。コールセンターに問い合わせてくださ
い。

１・２回目接種について
１・２回目をまだ接種していない人で接種を希望する人は、海田町ホームページを確認
するか、コールセンターに問い合わせてください。

追加接種（３回目接種）について
　新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種）を行っています。対象者に対し、３回目接
種の時期に応じて、事前に海田町から予約に必要な接種券を郵送しますので、希望者は接種をし
てください。
※国の方針によって状況が変わることがあります。
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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　1月22日（土）
●集合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　1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　1月15日（土）
●集合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　1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　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。

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！

●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　1月8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　1月5日（水）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
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

広島市安芸区と合同で「西国街道を歩こう～海田編～」を行います。

●日程　２月６日(日)(12時30分～16時30分)　●集合　中野第二公園　●行程　約4時間　●定員　15人(先着順)
●申し込み　2月4日（金）までに安芸区地域起こし推進課の窓口、電話、FAX、メール(住所、氏名、年齢、電話番号を記入)へ
●問い合わせ　安芸区地域起こし推進課 ☎821-4904　FAX.822-8069　メール:ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp

令和３年度海田町魅力フォトコンテスト

　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、素敵な賞品も用意しています。
●締め切り　1月31日(月)(必着)　応募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。

●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823-9234
　　　　　　　　　　　　　　　FAX.823-9203
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●防災課（役場2階）　☎８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７
　広島県庁において、知事表彰を受賞されました。
優良消防団員表彰　草田 稔（海田町消防団第2分団分団長）
消防関係功労者表彰　東自治会自主防災会　稲葉自主防災会
汁免自治会自主防災会　あさひ自主防災会

乗り越える、ということ
人権講演会

●社会福祉課（役場1階）　☎823-9207　FAX.823-9627

　織田幹雄スクエアで崎本 龍司さんに講演をしていただきました。
　崎本さんは交通事故で右足を切断。６歳のときに水泳と出会い、
たゆまぬ努力と周りの皆さんのサポートにより、パラリンピック出
場を果たされたとのこと。
　障がいについてより深く理解
し、障がいのある人が生き生き
と暮らすことができる「ともに生
き・支えあうまち海田」を実現し
ましょう。

人権の花を贈呈しました

●社会福祉課（役場1階）
　☎823-9207　FAX.823-9627
　11月～12月に町内の小学校1年生に対し、人権
擁護委員の皆さんと一緒に「思いやりの心を大切
にしましょう」とい
うメッセージを込
めて、ヒヤシンス
の球根を贈呈しま
した。

11/
12

10/
28

12/
10

ナフコと災害時における
物資供給に関する協定を締結

消防団員および町内自主防災組織が
広島県消防関係者表彰

●防災課（役場2階）
　☎８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７
　株式会社ナフコと、災害時の町民生活の早期安
定を目的に、災害時における物資供給に関する協定
を締結しま
した。

11/
19

東洋シートと
緊急避難場所等としての
使用に関する協定を締結

●防災課（役場2階）
　☎８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７
　株式会社東洋シートと、工場および研修セン
ターを緊急避難場所等として使用することを目
的に、緊急避難場所等としての使用に関する協
定を締結しました。

11/20・21
海田町文化祭兼
海田公民館まつりを行いました

●海田町文化スポーツ協会　☎516-5525
●織田幹雄スクエア　☎822-7373　FAX.824-1125
　今年は新型コロナウイルス感染症の影
響もあり、２年ぶりの開催となりました。
　今回は協会各講座・団体会員関係者の
みの公開となりましたが、久しぶりのス
テージ公演や展示を参加した
皆さんも楽しんでいました。
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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。

海田幼稚園 ☎823-5635 1月26日（水）10時30分～11時

海田みどり幼稚園 ☎822-4359 1月26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。

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

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

（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

各月版

お 父 さ ん 講 座 歯 っ ぴ ー は み が き 教 室

お父さんと子どものふれあい体操
＆　お母さんのリフレッシュサロン

ふれあい体操講師
　SiNグループ　田中 信行さん
リフレッシュサロン講師
　助産師　山本 恵子さん

　お口の健康やはみがき
の方法について、歯科衛
生士さんと一緒に学びま
しょう。
　身近な質問にも答えて
もらえますよ。

●日時　2月5日（土）
　　　　1回目 10時から　2回目 11時から
●場所　ひまわりプラザ　●定員　各8組
●対象　1歳～未就園児とお父さんお母さん
　　　　（妊婦可　※主治医の口頭許可が必要）
●申し込み　1月4日（火）から
　　　　　 各子育て支援センターへ

●日時　2月7日（月）
　　　　10時から（受け付け9時30分から）
●場所　ひまわりプラザ
●対象　未就園児とその保護者
●定員　15組
●持ち物　筆記用具、飲み物
●申し込み　2月2日（水）までに保健センターへ
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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
1月31日（月）

14時～
15時30分

・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

2月15日（火） ・お産に役立つ骨盤体操
●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） 2月25日（金） 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　1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）

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 1月14日（金）
2月4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

1月11日(火) 1月12日(水) 1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 1月18日(火) 1月19日(水) 1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 1月13日(木)
親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 1月20日(木)

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

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）

1月25日
2月1・8・15日
※いずれも火曜日。

ひまわりプラザ
1回目
10時から
2回目
11時から

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3年9月・10月・11月生まれの第１子の赤ちゃ

んとお母さん
●定員　各5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

1月26日
2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

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談
1月12日（水）、1月19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

1月14日（金）、2月4日（金） 町民センター
9時30分～11時

1月24日（月） 海田児童館

どんぐり相談 1月19日（水） 保健センター 14時～17時

子どもの成長、発達についての相談
●対象　幼児～学童
●相談員　 安芸ソーシャルサポートの会
　　　　　臨床心理士　野島 麻里さん
●申し込み　保健センターへ

乳幼児の相談　　※要予約。
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報かいた1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 1月8日（土） 1月22日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「民話」

絵本の読み聞かせ
テーマ「冬」

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 1月７日（金） 1月21日（金） 2月4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

１月の読書のテーマは「お金」です。
　今月はお年玉・買い物・財テクなどお金にまつわる本を展示
しています。
●休館日　１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)
1月1日（土）～1月3日（月）（年始休館)
1月28日（金）（図書整理日）

　 町立図書館
☎823ｰ3215　FAX.824ｰ3315
問

旧千葉家住宅　今月の一般公開日イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125
問

座敷棟・庭園、角屋を公開します。
●日時　１月７日（金）～１月１０日（月・祝）１０時～１６時
　　　　１月２１日（金）～１月２４日（月）１０時～１６時
●場所　旧千葉家住宅
●対象　どなたでも
●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）

　昔はみんな作っていた！？
はじめての人も気軽に「みそづくり」を
　体験してみませんか？
●日時　１月２３日（日）１３時～１５時
●場所　旧千葉家住宅
●講師　大山 磨紗美さん
●対象　親子５組（幼児～中学生の保護者１人に子ども２人
まで可）
●料金　３，５００円（仕込んだみそ3㎏付き）
●申し込み　１月５日（水）から電話または窓口へ（先着順）

あき交流コンサート
「新春を彩るチェロ2本とピアノの調べ」イベント

聞きなじみのある名曲を奏者のお話とともに、重厚かつ
繊細なチェロ2本とピアノの音色でお楽しみいただけます。
●日時　１月２３日（日） １３時３０分～１４時３０分
　（受け付け１３時から）
●場所　織田幹雄スクエア　１階ホール
●出演者

●曲目　日本の歌メドレー
　　　　サン＝サーンス：白鳥
　　　　ヘンデル：2本のチェロとピアノのためのソナタ
●共催　広島市安芸区民文化センター
●対象　どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定員　５０人（先着順）
●料金　無料
●申し込み 1月5日（水）から電話または織田幹雄スクエア
窓口へ

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

チャ
レンジカード

対象

今月の催し
むかしのくらし体験会「親子でみそづくり」

末永 幸子さん
（チェロ）

阿曽沼 裕司さん
（チェロ）

三上 恵理子さん
（ピアノ）令和４年海田町消防出初式イベント

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年と同様に
規模を縮小して、消防団員の定例表彰のみを行います。関
係者以外の皆さんの参観は控えるようお願いします。
※この度の出初式では、公開訓練、吹奏楽、和太鼓演奏お
よびはしご乗りの催しは行いません。
●日時　1月９日（日） １０時から
●場所　役場３階会議室

　 防災課（役場2階）
☎823-9208　FAX.823-7927
問

チャ
レンジカード

対象
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海田総合公園 工作教室
「おきあがりころりん」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。1月
はお正月にぴったりの干支の「おきあ
がりころりん」を作ります。
●日時　1月16日（日）10時～15時
●場所　海田総合公園　会議室
●対象　こども（保護者同伴）
●講師　なんでも隊（代表 河野 英志さん）
●材料費　200円
●申し込み 電話で海田総合公園管理棟へ

　 海田総合公園
☎824-2433　FAX.824-2434
問

第40回海田町
織田幹雄記念駅伝大会イベント

●日時　2月13日（日） ９時から競技説明
●場所　瀬野川河川敷特設コース
●参加費　小中高生/1チーム3,000円、一般/1チーム 
5,000円 (当日までに窓口または現金書留、振込)
●種目　小学生男子の部・女子の部（1km×6区間）、中学
生男子の部・女子の部（1.5km×6区間）、中高生男子の
部・女子の部（1km×6区間）、一般男子の部・女子の部
（1km×6区間）、一般男子1.5kmの部（1.5km×6区間）
　※男子の部に男女混合可能
●チーム編成　監督１人（１８歳以上）、選手6人、補員2人以
内　合計9人まで(選手または補員と監督の兼任可)

●申し込み 1月21日（金）までに海田町文化スポーツ協会へ

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

チャ
レンジカード

対象

春季海田町卓球大会イベント

●日時　2月6日（日） 8時30分集合　9時開会
●場所　海田小学校体育館
●対象　町内在住・在勤・在学・協会講座生および町内のク
ラブで活動している人
●参加費　１人 ３００円
●チーム編成　（シングルス）①一般の部　②中学生の部
　（ダブルス）シニアの部（男性60歳以上・女性55歳以上） 
１人でも申し込み可、当日抽選でチーム編成を行う
●申し込み 1月20日（木）までに参加費を添えて海田町文
化スポーツ協会へ

　 海田町体育協会卓球部
☎822-7209
問

イベント

第１回（日程を変更しました）
●日時　１月２０日（木） １０時～１２時
●場所　織田幹雄スクエア　304•305学習室
●内容　「防災気象情報とその利用」
●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）
●日時　１月２０日（木） １３時～１５時
●場所　織田幹雄スクエア　３０４・３０５学習室
●内容 「ひろしまマイ・タイムラインの作成」
●講師　広島県みんなで減災推進課
●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・参加希望回を防災課へ
●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

この講座は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に行います。
　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。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
一部日程を変更しています。ご都合の良い
回だけの参加も可能です。くわしくは海田
町ホームページを確認してください。

はじめて音楽会イベント

音楽初心者向けコンサート「はじめて音楽会」を行いま
す。広島近郊で活躍するプロの演奏者による世界・日本の
名曲コンサートです。普段コンサートに行く機会のない人、
小さな子ども連れの人も大歓迎です。
●出演
ご案内：松本 憲治、ソプラノ：枝松 瞳、ヴァイオリン:今井 千
晶、チェロ：宮本 隆一、ピアノ：大下 さちこ
※小さな子ども連れの人も参加するコンサートのため、お
子様の声がある場合があります。
●日時 １月３０日（日） １４時開演（１３時開場）
●場所 織田幹雄スクエア １階ホール
●定員　２５０人
●入場料 ５００円（高校生以下無料）
1月4日（火）から海田町文化スポーツ協会、セブンチケット
（セブンイレブン内マルチコピー機）でチケットを発売します。

　 海田町文化スポーツ協会
☎５１６-５５２５
問

チャ
レンジカード

対象
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臨時職員募集
（ボランティアコーディネーター）募　集

　 海田町社会福祉協議会
☎820-0294　FAX820-0293
問

●募集人数　１人
●応募資格　普通自動車運転免許（AT限定可）を有する人
●勤務内容　主に海田町ボランティアセンター運営に関す
る業務
●勤務形態　月～金曜日（８時３０分～１７時１５分）
●賃金　時給９２４円
●採用予定日　令和４年４月１日
●応募期限　令和４年１月２１日（金）必着
●提出書類　履歴書１部（市販のもので可）
●選考方法　書類選考及び面接
●申し込み　1月4日（火）から海田町社会福祉協議会へ郵
送または窓口へ（土・日曜日、祝日を除く8時30分～17
時）

パソコン初心者無料相談会イベント

　使い方がよくわからない、ワード・エクセル・パワーポイン
トの基本的な操作など、パソコンに関する相談をシルバー
人材センター会員が受け付けます。
●日時　１月２７日（木） １３時３０分～１５時３０分
●場所　シルバープラザ　２階会議室
●講師　シルバー人材センター会員
●定員　８人（１人あたり１時間　同時参加は４人まで）
●その他　ＯＳはウィンドウズのみ。対象パソコンを持って
きてください（パソコンのない人も１人まで貸し出し可能
です）。申し込む時に相談内容を簡単に教えてください。
インターネット回線は使用できません。
●申し込み １月１７日（月）までにシルバー人材センターへ

　 シルバー人材センター
☎823-2733　FAX.822-5512
問

海田冒険遊びの場（冬）イベント

　子供たちの「やってみたい！」を大切に、大人たちが温かく
見守る「遊び場」です。
●日時　１月３０日（日） １０時～１３時
●場所　海田東公民館
●対象　町内在住・在学の小学生
●定員　３０人（先着順)
●講師　遊び場を考える会の皆さん
●持ち物　タオル・飲み物・マスク
●参加費　無料
●申し込み １月７日（金）から海田
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）

　 海田東公民館
☎823-2711　FAX.824-2311
問

チャ
レンジカード

対象

週末創業塾を行いますイベント

　 広島安芸商工会　海田支所
☎822-3728　FAX.822-0924
　創業計画から開業まで商工会がしっかりサポートします。
気軽に問い合わせてください。
●日時　1月8日、１月15日、１月22日、１月29日、2月12日
　（全5回、いずれも土曜日、10時～16時）
●場所　安芸農協会館（サンピア・アキ）3階研修室
●受講料　無料
●定員　10人（先着順）
●対象　創業（起業）予定者、創業後間もない人、創業に興
味のある人
●申し込み　1月5日（水）までに申込書（役場1階ロビー、
広島安芸商工会海田支所などで配布）に必要事項を記入
の上、ＦＡＸで広島安芸商工会海田支所まで。
　※くわしくは申込書を確認してください。

問

ハートフル講座
ボッチャ教室イベント

　ボッチャとは、ヨーロッパで脳性マヒや身障者に向けて
生まれたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。子
どもから大人まで誰でも楽しめるボッチャを体験してみませ
んか。
●日時　１月３０日（日） １０時～１２時
●場所　織田幹雄スクエア　303多目的室
●対象　どなたでも（車いすでの参加可）
●定員　１６人（先着順）
●講師　一般社団法人 広島県ボッチャ協会
●持ち物　上履き
●参加費　無料
●申し込み １月５日（水）から電話または窓口へ

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

チャ
レンジカード

対象

新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、
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。
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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 ☎822-7373　FAX.824-1125
　 海田東公民館     ☎823-2711　FAX.824-2311
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　年会費を添えて、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）

放送大学　入学生募集のお知らせ募　集

　 放送大学広島学習センター
☎247-4030　FAX.247-4461
問

　放送大学は、２０２２年４月入学生を募集しています。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約３００
の幅広い授業科目があり、１科目から学ぶことができます。
全国に学習センターが設置されており、サークル活動などの
学生の交流も行われています。
●出願期間　３月１５日（火）まで
　資料を無料で差し上げています。気軽に放送大学広島学
習センターまで請求してください。
●申し込み　出願票を作成し、出願します。郵送でも、イン
ターネットでも受け付けています。くわしくは、放送大学
広島学習センターに問い合わせてください。

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　1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

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（祝日を除く）

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：2月10日（木）までに
　　　　 保健センターへ（電話可）
相　　談：瀬野川病院　古庄 立弥医師

●こころの相談室（精神保健福祉相談）

日時

内容

2月18日（金） 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

2月21日（月） 13時30分～15時

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　1月11日（火）
　　　　１３時３０分～1４時３０分
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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 1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 1月6日（木）、1月13日（木）、
　1月20日（木）、1月27日（木）　17時15分～19時
●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。

　 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　１月15日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　福祉センター
　●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　１月２6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

健　康 家庭血圧測定のススメ

　 住民課（役場１階）
☎823-9206　FAX.823-9627
問

　普段から家庭で血圧を測定していると、診察時だけでは
わからない「早朝高血圧」「仮面高血圧」といったかくれ高血
圧を発見できることもあります。
●家庭血圧測定のポイント
　●毎日できるだけ同じ時間、条件で測る
　●朝は起床後１時間以内。排尿後、薬を飲む前、朝食前に測る
　●夜は就寝前に測る

「乳幼児等医療費助成制度」
対象拡大（小４～小６）についてお知らせ

　 こども課（役場１階）
☎823-9227　FAX.823-9627
問

　令和４年1月からの乳幼児等医療費助成の対象拡大につ
いて、期限までに申請された人には12月末に結果通知を送
付しています。
　申請を忘れている人は、至急申請書
を提出してください。（認定された場合
は申請日からの資格となります）
　制度の内容については、海田町ホー
ムページを確認してください。

第６８回文化財防火デーお知らせ

　 生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256
問

　毎年1月26日は「文化財防火デー」
です。
　文化財を火災、震災、その他災害
から守るとともに、全国的に文化財防
火運動を展開しています。

太陽光発電設備は、償却資産に該当し、
申告の対象になる場合がありますお知らせ

　 税務課（役場１階）
☎823-9245　FAX.823-9627
問

法人の場合、申告の対象になります。
　個人で、店舗やアパート経営、農業などを営む人が、その
事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、申告の対
象になります。
　個人で、住宅用の太陽光発電設備を設置された人が、発
電出力１０キロワット以上の設備を設置し、売電されている
場合は、申告の対象になります。
　くわしくは税務課へ問い合わせてください。

文化財愛護
シンボルマーク



広報かいた2022.1.1 19

お
知
ら
せ

福
祉
・
介
護

健　
康

募　
集

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

障害者控除対象者の認定を
受けるには申請が必要ですお知らせ

　 長寿保険課（役場１階）
☎823-9609　FAX.823-9627
　寝たきりや認知症など、身体の状態によっては、障がい
者または特別障がい者に準ずるものとして認定を受けられ
る場合があります。身体障害者手帳を持っていなくても、所
得税および住民税の障害者控除、または、特別障害者控除
を受けることができます。
　認定を受けるためには、毎年申請が必要です。長寿保険
課へ。

問

ヘルプマークをご存じですか？お知らせ

　 社会福祉課（役場１階）
☎823-9207　FAX.823-9627
　援助や配慮を必要としていることが外見からわからない
人が、周囲にマークを示して配慮を必要とすることを知らせ
るものです。
　緊急時や困ったときなどに、緊急連絡先や必要とする支
援内容などを記載し、周囲の人に提示するヘルプカードも
あります。
　ヘルプマークは社会福祉課で配布しています。ヘルプ
カードについては、広島県または海田町ホームページから
ダウンロードすることもできます。

問

土地・家屋の変更や
償却資産の申告は1月3１日までにお知らせ

　 税務課（役場１階）
☎823-9245　FAX.823-9627
問

土地・家屋・償却資産の固定資産税は１月１日の現況に
よって課税されます。
●土地・家屋　令和３年中に、土地の利用状況を変更した
人、家屋の新築・増築または取り壊しをした人はお知らせ
ください。
●償却資産　会社や個人で工場や商店などを経営し、償却
資産を所有している人は申告をしてください。令和３年中
に新たに事業を始めた人には、申告書を送付しますので
お知らせください。
　くわしくは税務課へ
　問い合わせてください。

広島圏都市計画区域区分に関する
都市計画変更素案についてお知らせ

　 広島県都市計画課 ☎513-4117
　 都市整備課（役場2階）☎823-9634 FAX.823-9203
問

　広島圏都市計画区域区分（市街化区域および市街化調
整区域）に関する都市計画の変更にあたり、広島県におい
て変更素案をまとめました。※海田町に対象箇所はありま
せん。
●変更素案の閲覧期間　１月４日（火）～１月18日（火）
　（閉庁日を除く平日の8時30分～17時15分）
●場所　広島県土木建築局都市計画課、都市整備課（役場
2階）

　くわしくは海田町ホームページを確認してください。
●問い合わせ
　広島県都市計画課
　〒730-8511 広島市中区基町10番52号
☎513-4117（ダイヤルイン）

おむつ代の医療費控除を
受けることができますお知らせ

　 長寿保険課（役場１階）
☎823-9609　FAX.823-9627
　介護保険の認定を受けており、次の要件のすべてに該当
する人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、
海田町が発行する書類により医療費控除を受けることがで
きます。
　なお、要件に該当しない人でも、医師が発行する「おむつ
使用証明書」により医療費控除を受けることができます。
●要件
　①過去に「おむつ使用証明書」を発行されたことがある人。
　②主治医意見書などで寝たきり状態にあり、尿失禁が発
　生する可能性があることを確認できる人。

●申し込み　申請は長寿保険課へ。確認書は後日郵送しま
す。

問

令和4年度児童クラブ当初入会の
申し込みを受け付けますお知らせ

　 こども課（役場1階）
☎823-9227　FAX.823-9627
●申込書配布および提出先　こども課など
●受け付け　1月19日(水)～２月２１日(月)
　（土・日曜日、祝日を除く8時45分～17時）
※ただし、2月19日(土)は9時～16時に限り申し込み可能。
くわしくは海田町ホームページを確認してください。
※みどりのもり児童クラブの申し込みに関する問い合わせ
は海田みどり幼稚園へ

問
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ごみは分別して出しましょう。
資源物（ビン）の中に、埋立ごみ
（陶器類）を入れないでください

お知らせ

　 環境センター
☎823-4601（FAX兼用）
問

　家庭のビンや缶は、月1回の資源物回収日に出すように
なっていますが、時々ビンの回収かごに茶碗などの埋立ご
みが混ざっていることがあります。
　海田町では、資源物で回収されたビンをリサイクルして
いますが、埋立ごみが混ざっている場合、契約事業者に引
き渡しできず、リサイクルできません。
　必ずビンなどの資源物と埋立ごみは一緒にせず、きちん
と分別して出すようにお願いします。

カイタチャレンジカード実施中！お知らせ

　 青少年育成海田町民会議事務局（生涯学習課内）
☎823-9217　FAX.823-9256
小学生を対象にカイタチャレンジカードを行っています。
　イベントへの参加・図書館で本を借りるとシールがもらえ
ます。20枚集めると記念品がもらえます。
●今後の主なイベント
　放課後子供教室、学びの広場、織田幹雄記念駅伝大会
●申し込み
　シールがたまったら、３月１日（火）（消印有効）までに、公民
館・図書館・ふるさと館・教育委員会事務局（加藤会館２階）
へ直接持参するか、切手を貼り郵送してください。

問

新成人の皆さんへ
２０歳になったら国民年金お知らせ

　 広島南年金事務所　☎253-7710
    住民課（役場1階）　☎823-9206　FAX.823-9627
　国民年金は、年を重ねたときやいざというときの生活を、
働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕
組みです。日本に住んでいる２０歳以上６０歳未満の人（厚生
年金・第３号被保険者を除く）は、国民年金への加入が法律
で義務付けられています。
国民年金のメリット
老後を支える終身保障　「老齢基礎年金」は、生きている限
り年金が受け取れる一生涯の保障です。
万が一の障がいや遺族を保障 「障害基礎年金」は、加入者
がケガや病気により障がいが残ったときに支給されま
す。「遺族基礎年金」は、加入者が亡くなったときに、その
加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶
者」や「子」）に支給されます。

保険料が控除　納めた保険料は、全額が「社会保険料控
除」として認められています。

基礎年金の半分は国（税金）が負担　基礎年金の半分は、
国（税金）から支払われています。

問

令和４年　成人祭お知らせ

　 生涯学習課　
☎823-9217　FAX.823-9256
　対象者には、12月中旬にはがきで案内をしています。
現在、他の市町村に住民票を異動している人も参加でき
ます。生涯学習課まで連絡してください。
●日時　１月９日（日）
海田西中学校出身者・その他の中学校卒業者
　13時～13時15分（受け付け12時15分から）
海田中学校卒業者
　14時30分～14時45分（受け付け13時30分から）
　※指定した回での参加が難しい場合は、都合のよい回
　に参加できます。（連絡不要）
　※式典以外の行事は行いません。
●場所　織田幹雄スクエア　１階ホール
●対象　平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれの人

問

本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、
海田税務署では1月24日（月）から
相談を受け付けます。
また、確定申告会場の混雑緩和のため
会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、会場で当日配付（枚数制限有）。
ＬＩＮＥから、事前発行もできます。
※国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加してください。

令和3年度子育て世帯への
臨時特別給付金お知らせ

　 こども課（役場1階）
☎823-9227　FAX.823-9627
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を

支援するため、臨時特別給付金を支給します。
●対象児童　平成15年4月2日～令和4年3月31日生まれ
の児童（所得制限あり）　
　支給方法（申請の有無）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。

問

友だち追加は
こちらから！

海田税務署からのお知らせ

相談開始日の変更
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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30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 

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 

1月の
納税など
町県民税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者
医療保険料

第4期
第7期
第7期

第7期
納期限は1月31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

海 田町公式Twitter
はじめます

海田町公式Twitterでは、海田町からの
お知らせや、防災情報などさまざまなお
役立ち情報を発信します。
ぜひ、フォローしてください！
（登録料無料）

企画課（役場３階） ☎823-9212 FAX.823-9203
香川県三木町　西丸 誠吾
石川県金沢市　野村 隆子
大阪府豊中市　馬場 淳子
長野県松本市　藤田 賢吾
神奈川県藤沢市　藤田 直昭
神奈川県川崎市　水谷 誉
埼玉県さいたま市　元広 雅樹
東京都渋谷区　森脇 寧子

東京都板橋区　神戸 秀夫
東京都新宿区　鯉沼 雄介
大阪府茨木市　小柳 光善
千葉県富里市　迫中 元樹
東京都文京区　志賀 美登里
千葉県流山市　中村 匡志
千葉県千葉市　西田 隆之
東京都江東区　西田 菜穂
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今年度の検診終了日が近づいています。まだの人は急いでください。

今年度のがん検診（個別検診）は
お済みですか？

保健センター　☎823-4418  FAX.823-0020

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。

1月  1日（土） みぞて眼科
1月  2日（日） しらね泌尿器科クリニック
1月  3日（月） おおや耳鼻咽喉科
1月  9日（日） 秋本クリニック
1月10日（月・祝） まりあ眼科クリニック
1月16日（日） 寺沢耳鼻咽喉科医院
1月23日（日） 高橋医院
1月30日（日） ちえ内科クリニック

（西浜 ☎821-2601）
（西浜 ☎821-1900）
（西浜 ☎821-3387）
（稲荷町 ☎823-7777）
（窪町 ☎821-1166）
（窪町 ☎824-1187）

（南堀川町 ☎823-4602）
（幸町 ☎847-6500）

子宮頸がん検診
乳がん検診
胃内視鏡検診
（胃がん検診）

対象（令和４年３月末時点）
女性　２０歳から
女性　４０歳から
５０歳から

受診期間

3月31日（木）まで
（休診日を除く）令和２年度に町の胃内視鏡検診を

受診した人は、今年度対象外です。

指定の医療機関で受診（要受診券）
※受診する場合は、事前に医療機関へ予約してください。
※受診券を紛失した人は保健センターに連絡してください。

料金および受診できる医療機関などは海田町ホームページを確認してください。

<今から受けられるがん検診>
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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

1月4日（火）

1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 )

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

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
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ー
ジ
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掲
載
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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　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）



１月の集団健診が１月１４日（金）まで追加申し込み可能になりました。
今年度最後の機会となりますので、ぜひ受診してください。

くわしくは海田町ホームページを確認してください▶

お急ぎください！集団健診（令和３年度最終）の
追加申し込みが電話でできます！！

●国民健康保険加入者（住民課） ☎823-9206　FAX.823-9627 
●後期高齢者医療保険加入者（長寿保険課） ☎823-9609　FAX.823-9627 
●上記以外の方（保健センター） ☎823-4418　FAX.823-0020

広報かいた1月号（No.655）　令和4年1月1日発行　発行／海田町　編集／企画部企画課
〒736-8601 広島県安芸郡海田町上市14番18号　TEL 823-9212 FAX 823-9203
（ホームページ）https://www.town.kaita.lg.jp/
（E-mail）kikaku@town.kaita.lg.jp
制作協力／株式会社ザメディアジョン

★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
11月末現在（前月比）
人口30,400（-26）
世帯13,843（-10）
男15,026（-15）
女15,374（-11）

［ 広 報 か いた ］

月　日 場　所 受付時間

申し込み後に受け付け時間をお知らせします。
（8時30分～11時30分）

１月２８日（金）
　　１月２９日（土）
１月３０日（日）

福祉センター

●身体測定 ●血圧測定 ●尿検査 ●血液検査など
●基本健診(一般健康診査・特定健康診査・後期高齢者健康診査) 

●肺がん結核検診 ●胃がん検診（バリウム検査） ●大腸がん検診 ●乳がん検診 ●子宮頸がん検診 ●前立腺がん検診 
●がん検診 

●肝炎ウイルス検診 ●骨粗しょう症検診 ●風しん抗体検査●もの忘れ検診
●その他 


	海田町1月_hyo1
	海田町1月_P2
	海田町1月_P3
	海田町1月_P4
	海田町1月_P5
	海田町1月_hyo4

