










広報かいた2022.4.16

1．令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対応および防災・減災、インフラ強靭化の推進について、町の最重要課題とし
て捉え、取り組んでいく予算としました。　
2．第５次海田町総合計画前期基本計画の２年度目として、「ひと・まち・みらいをつなぐ 暮らしやすさが実感できるまち かい
た」の実現を目指したまちづくりに向けた各種施策を推進する予算としました。
※令和4年度予算について、くわしくはhttps://www.town.kaita.lg.jp/life/3/18/113/
　海田町ホームページ　トップページ＞町政情報＞財政＞予算＞令和4年度予算　を参照してください。
※「第５次海田町総合計画前期基本計画」は役場1階ロビーおよび海田町ホームページで閲覧できます。

一般会計…庁舎移転事業を進める中で、小中学校トイレ改修事業などによる投資的経費の増加や認定こども園の開園など
による子育て関係費の増加などにより、前年度に比べて8.6％の増加となっています。
特別会計…国民健康保険特別会計や介護保険特別会計における保険給付費の増加などにより、前年度に比べて2.8％の
増加となっています。
水道事業会計…国信浄水場再開に伴う、県からの水購入費の減少などにより、前年度に比べて5.1％の減少となっています。

歳出

令和4年 度予算

一般会計
総額

129億8,300万円

20.1%

1.1%

総務費

26億1,251万円
（1億8,818万円増）

総務・人事・電算・広報・庁舎移転事業など

教育費

11億1,575万円
（3億4,608万円増）

小中学校や社会教育施設など

災害復旧費

1,594万円 （1,046万円減）
災害復旧

総務費は、庁舎移転事業や電算システム改修事業などにより、増加となっています。
民生費は、私立保育所等保育事業などにより、増加となっています。
土木費は、河川改修事業や畝曽田線整備事業などにより、増加となっています。
教育費は、小学校トイレ改修事業や学校給食費の公会計化などにより、増加となっています。
公債費は、公民館整備事業債を令和３年度に繰上償還することにより、減少となっています。

土木費

13億7,453万円
（2億4,130万円増）

道路整備や公園の維持管理など

民生費

52億7,334万円
（1億9,696万円増）

福祉や子育て支援など

その他

1億3,288万円
（79万円減）

議会運営など

公債費

9億7,900万円
（796万円減）

公共事業などの財源として
借り入れた町債の返済

消防費

4億86万円
（2,728万円増）

防災や消防など

衛生費

8億9,772万円
（4,378万円増）

保健・医療・
ごみの回収処理など

労働費・農林水産業費・
商工費

1億8,047万円
（137万円減）

農水産業や観光の振興など 40.6%

10.6%8.6%

0.1%

6.9%
3.1%
1.4%

7.5%

（　）内は対前年度比の増減額

予算編成重点方針

歳出の主な
増減理由について
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歳入

令和4年 度予算 財政課（役場3階）　☎�823-9201　FAX.823-9203

129億8,300万円（対前年度比   8.6 ％増）
  60億8,031万円（対前年度比   2.8 ％増）
    8億7,111万円（対前年度比   5.1 ％減）

一般会計
特別会計
水道事業会計
※特別会計とは、公共下水道事業・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の４会計のことです。

一般会計
総額

129億8,300万円

町税については、設備投資の増加による固定資産税の増収などにより、増加が見込まれます。
地方交付税については、令和２年度国勢調査人口の反映による増加や、臨時財政対策債への
振り替え額の減少などにより、増加が見込まれます。
財源不足は、財政調整基金からの繰入れによって補います。

その他

15億7,720万円（2億3,672万円増）
施設使用料や手数料など

繰入金

3億2,776万円
（1億3,273万円減）

前もって積み立てていた
貯金から引き出すお金

町債

21億800万円
（6,690万円減）

公共事業などの財源として
長期に借り入れるお金

地方交付税

10億円
（1億8,599万円増）

全国どこのまちでも同じようなサービスが
受けられるよう、国から交付されるお金 国県支出金

32億4,186万円
（2億5,941万円増）

公共・福祉事業を行うため
国や県から交付されるお金

皆さんに納めて
いただく税金

47億2,818万円
（5億4,051万円増）

36.4%

12.2%

25.0%

7.7%

16.2%

2.5%

歳入の主な
増減理由について
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令和４年度はこんな事業を実施します
財政課（役場3階）
☎�823-9201
FAX.823-9203

新型コロナウイルス感染症に係る対応

新型コロナウイルスワクチン接種事業　【継続】【R3→R4繰越明許費】
（188,919千円）

4年度予算額

120,960千円

1,383,700千円

10,407千円

25,150千円

43,882千円

30,262千円

125,767千円

99,500千円

155,995千円

小・中学校トイレ改修事業　【継続】

災害に強く安全なまちづくり
河川改修事業　【継続】
平成30年7月豪雨災害時に越水した森川について改修設計を行います。
三迫三丁目地内の町道１３７号線外改修工事を行います。

庁舎の整備
庁舎移転事業　【継続】
海田町新庁舎建設工事（建築・電気・機械）および海田町現庁舎解体工事設計業務を行います。

子どもの健やかな育ちを支えるまちづくり

保育所整備事業　【継続】

健康で安心して暮らせるまちづくり

計画の推進力（力を合わせたまちづくり）

デジタル化推進事業　【新規】

高齢者いきいき活動ポイント事業〔介護保険特別会計〕　【継続】
高齢者の健康寿命の延伸、介護予防および社会参加を推進するため、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します。

地域特性を生かした基盤整備によるまちづくり

まちづくり推進事業【新規】
海田東地区拠点施設整備基本構想の策定および東広島バイパス高架下等活用の検討を行います。

環境にやさしいまちづくり

防犯灯ＬＥＤ化事業　【継続】
町内の防犯灯をＬＥＤ照明に交換し、省エネ・長寿命化を図ります。また、ＬＥＤ照明への交換により、
防犯灯の照度を上げ、町民の安全を確保し、夜間の犯罪抑止に努めます。

町営住宅大規模改修事業　【継続】
町営西浜住宅１号棟の外部改修工事を行います。

26,109千円
都市計画調査事業（海田町中心拠点まちづくり基本構想策定　など）【新規】

4年度予算額

4年度予算額

4年度予算額

4年度予算額

4年度予算額

4年度予算額

4年度予算額

マイナンバーカードなどを利用して、申請手続きの省力化などを図る総合申請システムの構築を行いま
す。また、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどに備え付けのマルチコピー機で住民
票などを取得できるサービスについて、令和4年10月から個人町県民税課税証明書、所得証明書を追加
します。

新型コロナウイルスワクチンについて、３回目の接種や５歳から１１歳までの人への接種について、引き続
き、円滑かつ速やかに接種ができるよう取り組みます。

令和４年度は、西浜保育所跡地の国有地を借り上げ、町有地と一体的に活用した民間事業者による施設
整備を実施します。

海田町中心拠点まちづくり基本構想の策定、海田東地区新駅の基本調査、用途地域見直し検討などを
行います。

衛生環境の向上および防災拠点機能の向上を図るため、①海田南小学校トイレ改修工事を行うほか、②
海田小学校南校舎トイレ改修工事の実施設計を行います。また、③海田中学校校舎トイレ改修工事再積
算業務を行います。

「４年度予算額」に、かっこ書きで記載されている金額は、令和３年度から令和４年度への繰越事業に係る繰越額です。



証明書
手数料

現行（役場窓口） マルチコピー機

住民票の写し ３００円 ２００円
住民票記載事項証明書 ３００円 ２００円
印鑑登録証明書 ３００円 ２００円

戸籍全部事項証明書（謄本）
戸籍一部事項証明書（抄本） ４５０円 ３５０円

戸籍の附票の写し ３００円 ２００円

●利用方法
①店内のマルチコピー機で画面から「行政サービス」を選択する。
② マイナンバーカードを読み込ませて、利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４桁）を入力
する。
③証明書の種別・枚数を選択し、交付手数料を支払い印刷する。

●住民課（役場１階）　 823-9205　FAX.823-9627

マイナンバーカードを使ってコンビニで証明書を取得できます！
手数料は役場窓口の1００円引き！

01

医療機関で人間ドックを受診されたとき、1人につき年度で１回2万円を限度に健診費用を助成
します。

●受診できる期間　6月1日（水）～令和5年3月31日（金）
●受診できる医療機関
・東部健診センター  ・吉島病院
・済生会広島病院  ・広島県地域保健医療推進機構
・広島赤十字・原爆病院 ・福島生協病院
・中電病院   ・マツダ病院 
・広島県環境保健協会健康クリニック
●申込期限　5月13日（金）まで（厳守） ※期間内に申し込みがないと助成対象となりません。
●対象　40歳以上の海田町国民健康保険加入者、後期高齢者医療保険加入者
●持ち物　保険証
●申し込み　海田町国民健康保険加入者：住民課へ
　　　　　 後期高齢者医療保険加入者：長寿保険課へ

人間ドックの申し込みを受け付け中です！02
●住民課（役場１階）　　　 823-9206　FAX.823-9627
●長寿保険課（役場１階）　 823-9609　FAX.823-9627
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●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事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了に取り組みます。

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
R4年度
R4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。
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。

100%

67%

0% 50%
進捗率

100%

80%

80%

62%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

64%

箇所
番号

※2月末時点※国の補助金を活用した災害復旧工事について記載しています。

●●

●●

●●

●●●●
●●

●●

●●
●●

●●

●●

●●

●●
●●●●

●●

●●

1212

1111

1313

16161717
1010

1515

1414
❷❷

❶❶

❸❸

❹❹

❻❻
❼❼❽❽

❺❺

❾❾

● ❺ 三迫川●❷ 楠木谷川

03 災害復旧事業の進捗状況
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●目的　 自治会が運営する高齢者の居場所づくりに要する経費の一部を助成することで、常設型
サロンの設置を促進し、高齢者の孤立化の防止や認知症の早期発見、地域での見守
り・支援を進めることを目的とします。

●対象　高齢者の居場所づくりを運営する自治会

●補助の内容
運営経費　※年間開所日数により補助金額を決定します。

年間開所日数 補助金上限額（年額）

10日～23日　（月1日程度） 10,000円

24日～47日　（隔週程度） 20,000円

48日～143日（週1～2日程度） 40,000円

144日～　（週3日以上） 70,000円

備品等購入経費　※運営経費補助金を申請している自治会で、1回限り。
補助対象経費 補助金上限額（年額）

常設化に向けた取り組みのために必要な備品などの購入費 50,000円

●締め切り　運営経費　5月31日（火）まで
　　　　　 備品等購入経費　随時提出可能

高齢者の居場所づくり事業補助金04
●長寿保険課（役場１階）　 823-9609　FAX.823-9627

新型コロナウイルス感染症対策について
保健センター　 823-4418　FAX.823-0020

感染対策のお願い
家庭内での感染が増えています。日々の感染対策の徹底をお願いします。

マスクをつけるときは鼻とあごをしっかり
覆いましょう。

消毒をする際、ポンプ
式のものは下までしっ
かりポンプを押しま
しょう。

30分に1回以上、1回5分
間の換気がおすすめです。
さらに効果を高めるには
・対角線の窓を開ける
・ 換気扇や扇風機を併用
する

不織布マスクがより効果的です。
聞き手だけがマスクを着用した場合の
飛沫の吸い込みを防ぐ割合
　布マスク：17％
　不織布マスク：47％
　（内閣官房ホームページより抜粋）

補助金上限額（年額）
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・負担金の対象
　公共下水道が整備されると土地の所有者
などの利益を受ける人は、整備費の一部を負
担することになります。４月に受益者負担金賦
課区域となった土地の所有者に、５月上旬に
受益者の申告書などを郵送します。申告書に
記載の提出期限までに必要な書類を提出し
てください。
※この負担金は、一度だけ負担するもので、
同じ土地に対して再び賦課されることはあり
ません。

　公共下水道が整備されている区域に住ん
でいる場合は、台所・風呂場・トイレなどから
排出される汚水を、公共下水道に流すために
必要な排水設備を速やかに設置してくださ
い。

　公共下水道への排水設備工事は、海田町
が指定した下水道排水設備指定工事店（以
下、指定工事店）が施工する必要があります。
くわしくは、上下水道課または指定工事店に
相談してください。

・負担金額
　所有する土地または権利のある土地の面
積に、単位負担金（１㎡当たり460円）をかけ
た額となります。

＜分割納付の納期限について＞
・第1期　8月1日（月）～8月31日（水）
・第2期　令和5年2月1日（水）
　　　　～令和5年2月28日（火）

＜一括納付について＞
　負担金を初年度の第1期納期中（8月1日
（月）～8月31日（水））に一括納付すると、負担
金額に応じて報奨金（上限5万円）を交付しま
す。

・減免と猶予
　受益者負担金は、すべての土地に一律に賦
課されますが、土地の用途や状況により、減
免や一定期間の徴収猶予ができる場合があ
ります。対象者は5月上旬に送付する申請書
により申請してください。
※申請がない場合、減免・猶予はできません。
※猶予の要件に該当しなくなった場合は直ち
に届け出てください。なお、届出がない場合
であっても状況を確認次第解除されます。
　くわしくは海田町ホームページを確認して
ください。

・負担金の納付方法
　5年間（10回）に分割して納めるか一括納
付する方法もあります。

下水道 上下水道課（役場2階）　☎823-9214　FAX.823-9839

～該当する人へ５月上旬に申告書を送付します～　下水道受益者負担金

～3年以内に接続を～　排水設備工事

指定工事店は海田町ホームページで確認できます。
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　くみ取り便所を水洗便所に改造したり、し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続したりする
際の費用を、一定の要件で無利子で貸し付けています。指定工事店が手続きを行いますので、
貸付条件などについて相談してください。

＜分割納付の納期限について＞
・第1期　8月1日（月）～8月31日（水）
・第2期　令和5年2月1日（水）
　　　　～令和5年2月28日（火）

Ｑ１．公共下水道って何？
Ａ　公共下水道は、生活で使った水や工場な
どからの排水を集め、処理場できれいにして
放流し、河川や海の水質を守ります。また悪臭
やハエ、蚊などの発生源となる汚れた川がき
れいになるなど、わたしたちの健康で快適な
暮らしを支える大切な施設です。

Ｑ２．公共下水道に接続するって、どういうこ
と？
Ａ　海田町は分流式の汚水管を新設していま
す。工事が完了すると使用が可能となり、浄
化槽を使用している場合は廃止し、くみ取り
便所は水洗便所に改造して、公共下水道へ接
続します。また、便所、風呂場などの汚水（雑
排水）も公共下水道へ接続します。

Ｑ３．接続するにはどうしたらいいの？
Ａ　公共下水道へ接続するときに必要な排水
設備の工事は、海田町が指定した指定工事店
でしか行えません。複数社から見積りを徴収
することをお勧めします。指定工事店が必要
な手続きを行います。

Ｑ４．接続すると下水道使用料はどうなるの？
Ａ　使用した水量に応じて下水道使用料が必
要になり、水道料金と一緒に請求されます。

海田町ホームページで料金早見表を確認できます。

～ご利用ください～　水洗便所設備資金貸付制度

Q&A

排
水
設
備
の
設
置
例

（
分
流
式
公
共
下
水
道
）



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

（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

プレママ教室では、安心して出産・育児を迎えられるような役立つ
情報や実践が盛りだくさんです。出産予定日の近いママとも出会えますよ！

●対象　妊婦と家族　　●持ち物　母子健康手帳　　●場所・申し込み　ひまわりプラザ

●日時　4月23日（土）10時～11時30分
●講師　助産師　山本 恵子さん

●日時　5月25日（水）14時～15時30分
●講師　助産師　畠山 由貴さん

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　助産師　岡崎 美菜さん

おさえておきたい出産までの準備編
・妊娠中の身体の変化や栄養について
・骨盤体操

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、骨盤体操やスト
レッチなど心も体もリフレッシュ!
　●講師　助産師　藤田 亜希子さん

赤ちゃんとの生活に備える実践編
・ 母乳育児　・育児技術
・産後の赤ちゃんとの生活について

お 父 さ ん 講 座

プ レ マ マ 教 室

●日時　5月14日（土）10時～11時30分
●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　8組
●申し込み　	4月18日（月）から各子育て支援センターへ

準備編と実践編で
準備ばっちり!!
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催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　

パパママ教室 5月7日（土） 13時30分～
15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　4月7日（木）から

プレママ教室
4月23日（土） 10時～

11時30分
・妊娠中の身体の変化や栄養について　・骨盤体操
●対象　妊婦と家族

5月25日（水） 14時～
15時30分

・母乳育児　・育児技術　・産後の赤ちゃんとの生活について
●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）

①4月28日（木）
②5月20日（金）

10時～
11時30分

●対象　2カ月～6カ月頃の乳児と保護者 ※初回の人優先。
●持参物　バスタオル、ハンドタオル
●申し込み　①4月1日（金）から　②4月20日（水）から

産後ママのための休憩室
（骨盤ケア・べびぃケア）

5月13日（金）
10時～
11時30分

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
（2回シリーズ）
●対象　妊婦・乳児と保護者　※初回の人優先。
●申し込み　4月13日（水）から

5月18日（水）

助産師の相談室 4月18日（月）
5月17日（火）

9時～12時
（1人30分程度）

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

10時～
11時30分

4月12日(火) 4月13日(水) 4月13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 4月26日(火) 4月27日(水) 4月27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 4月14日(木)

親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 4月15日(金）

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

離乳食教室
～ステップ1～ 5月12日（木） 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　4月4日（月）から保健センターへ

離乳食教室
～ステップ２～ 4月27日（水） 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　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　4月4日（月）からひまわりプラザへ

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

4月13日（水）、5月11日（水） ひまわりプラザ 9時30分～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（ひまわりプラザのみ10組）
●申し込み　各子育て支援センターへ

4月8日（金）、5月6日（金） 町民センター
9時30分～11時

4月25日（月） 海田児童館

どんぐり相談 4月27日（水） 保健センター 13時30分～
16時30分

子どもの成長、発達についての相談
●対象　幼児～小学校低学年と保護者
●相談員　公認心理師　片木 惠子さん
●申し込み　4月20日（水）までに保健センターへ

乳幼児の相談　　※要予約。

海田幼稚園 ☎823-5635 4月23日（土）10時30分～
11時30分　※雨天中止

海田みどり幼稚園 ☎822-4359 4月20日（水）10時～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

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 ☎516-8027 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。

海田町魅力・ひまわりフォト展示会

　令和３年度海田町魅力フォトコンテスト・背高ひまわりフォトコンテストの受賞作品を中心とした展示会です。

　町内のあらゆるフォトスポットで撮られた素敵な応募作品を紹介します！

●日時　4月12日（火）～５月8日（日）　月～土曜 9時～21時30分、日曜・祝日 9時～17時

　　　　※織田幹雄スクエアの開館時間に準じます。

●場所　織田幹雄スクエア 2Fギャラリー●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～

かい　た　いち

西国街道・海田市ガイドの会

●日程　4月23日（土）

●集合　13時にJR海田市駅北口

●申し込み　4月15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　4月16日（土）

●集合　9時30分にJR海田市駅北口

●申し込み　4月8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。

令和４年度海田町の魅力づくり推進事業補助金の受け付けが始まります

開業などに要する経費の一部を補助することで活気あるまちづくりを図ることを目的とした補助金を交付します。

●補助対象者　「新規事業者」または「創業３年以内の中小企業者」　●受付期間　４月１１日（月）～５月９日（月）

●注意事項　補助を受ける人は広島安芸商工会の支援、助言を受けてください。

※くわしくは海田町ホームぺージに掲載の募集案内を確認するか魅力づくり推進課へ

　問い合わせてください。

●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　4月9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　4月4日（月）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

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！

第８回かいた手しごと市

　キッチンカーやポップアップショップにて手づくりのフード販

売、手づくりの物販、ワークショップ、ボディケア、占いなど。

　「手づくり」がキーワードのマルシェです。

　「西国街道・海田市ガイドの会」による旧千葉家住宅のミニツ

アーも同時開催。

●日時　4月17日（日）10時～15時30分　※雨天中止。

●場所　熊野神社、海田町役場駐車場　（入場無料）

●かいた幸ぼう　☎050-3577-6769
こう

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

海田町魅力・ひまわりフォト展示会

　令和３年度海田町魅力フォトコンテスト・背高ひまわりフォトコンテストの受賞作品を中心とした展示会です。

　町内のあらゆるフォトスポットで撮られた素敵な応募作品を紹介します！

●日時　4月12日（火）～５月8日（日）　月～土曜 9時～21時30分、日曜・祝日 9時～17時

　　　　※織田幹雄スクエアの開館時間に準じます。

●場所　織田幹雄スクエア 2Fギャラリー●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～

かい　た　いち

西国街道・海田市ガイドの会

●日程　4月23日（土）

●集合　13時にJR海田市駅北口

●申し込み　4月15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　4月16日（土）

●集合　9時30分にJR海田市駅北口

●申し込み　4月8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。

令和４年度海田町の魅力づくり推進事業補助金の受け付けが始まります

開業などに要する経費の一部を補助することで活気あるまちづくりを図ることを目的とした補助金を交付します。

●補助対象者　「新規事業者」または「創業３年以内の中小企業者」　●受付期間　４月１１日（月）～５月９日（月）

●注意事項　補助を受ける人は広島安芸商工会の支援、助言を受けてください。

※くわしくは海田町ホームぺージに掲載の募集案内を確認するか魅力づくり推進課へ

　問い合わせてください。

●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　4月9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　4月4日（月）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

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！

第８回かいた手しごと市

　キッチンカーやポップアップショップにて手づくりのフード販

売、手づくりの物販、ワークショップ、ボディケア、占いなど。

　「手づくり」がキーワードのマルシェです。

　「西国街道・海田市ガイドの会」による旧千葉家住宅のミニツ

アーも同時開催。

●日時　4月17日（日）10時～15時30分　※雨天中止。

●場所　熊野神社、海田町役場駐車場　（入場無料）

●かいた幸ぼう　☎050-3577-6769
こう

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

●学校教育課
　☎823-9216　FAX.823-9256

　児童から地域のボランティアの皆さんに、感謝
の手紙を贈りました。
　「いつもありがとうございます」という感謝の
気持ちを伝えました。

地域の見守り
ボランティアの皆さん、
「いつも見守ってくれて
ありがとう」

2/21

●防災課（役場2階）　☎823-9208　FAX.823-7927

　フードバンクゆるティを運営する特定非営利活動法人FOOT＆
WORKと、災害備蓄物資に関する協定を締結しました。当日はオン
ラインにより調印式を行いました。
　この協定は、災害が発生もしくは発生するおそれがあるときに、
フードバンクで保有する食料品などを海田町に提供、または平時に
は、海田町の防災備蓄物資のうち、賞味期限の到来が近くなったア
ルファ化米などをフードバンクへ提供するものです。
　町民の皆さんは、日頃からハザードマップなどで身のまわりの災
害危険箇所や災害時の避難場所などを確認し、早めの避難ができる

よう備えておきま
しょう。

特定非営利活動法人FOOT＆WORK
と災害備蓄物資に関する協定を締結

2022.4.1 17
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　体に必要な栄養素が不足する「低栄養」になると、はつらつとした生活を送ることが困難になってしまい
ます。下の10食品群を毎日食べるようにすると、自然とさまざまな栄養がとれます。
　たくさんよりも「まんべんなく」食べることが大切です。

　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、６５歳以上の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令和４
年１月から始まっています。
　参加するためには、ポイント手帳が必要になりますの
で、持っていない人は申請をしてください。
　くわしくは海田町ホームページへ。

きらりん☆はつらつだより vol.1
高齢者の皆さんのはつらつ生活を応援します！ 長寿保険課（役場1階）　☎�823-9609　FAX.823-9627

「食べて元気にフレイル予防」

「さあ にぎやか  いただく」

動物性たんぱく質や
カルシウム、ビタミン
Dが豊富

適度な油脂分は細
胞などをつくるの
に必要

良質なたんぱく源
の代表

たんぱく質とカル
シウムが豊富

ビタミンや食物繊
維を十分にとれる

低エネルギーでも
ミネラルと食物繊
維が豊富

糖質でエネルギー
補給。ビタミン、ミネ
ラルも含む

いろいろな調理法
で簡単にたんぱく
質がとれる

たんぱく質の素になる
必須アミノ酸やカルシ
ウムも豊富

ミネラル、ビタミン
が多く、食物繊維
もとれる

1日に7種類以上食べましょう

参考:日本整形外科学会　ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト
※フレイルとは、年を重ねて体や心のはたらき、社会的なつながりが弱くなった状態のことです。

さかな あぶら にく ぎゅうにゅう

いも たまご だいず くだもの

やさい

かいそう

合言葉は に

（緑黄色野菜）

高齢者いきいき活動ポイント事業に
参加しませんか
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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４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 4月9日（土） 4月23日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「草花」

絵本の読み聞かせ
テーマ「ともだち」

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 4月1日（金） 4月15日（金） 5月6日（金）

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

　４月の読書のテーマは「生き物」です。
　今月は動物・鳥・虫・など生物に関する本を展示しています。
●休館日　4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）
4月28日（木）（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。下旬の公開では、庭園
のツツジが見頃の予定です。
●日時　４月８日（金）～４月１１日（月）１０時～１６時
　　　　４月２２日（金）～４月２５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）

　昔の暮らしで使用した仕事道具や遊び道具を、実際に
使って体験してみよう！
●日時　4月２3日（土） １３時～１５時
●場所　旧千葉家住宅角屋（周辺）
●対象　どなたでも
●参加費　無料
●申し込み　事前申し込みは必要ありません。当日随時受
け付け。

今月の催し
むかしのくらし体験会「春のえんがわ～せんたく・遊び」

日にち コース 集合時間 集合場所

4月13日 海田市駅ふれあい
バス乗り場

4月27日

5月11日

海田・船越歩こう会に
参加しませんか？イベント

　春になり、だんだん暖かくなってきました。ウォーキングの
季節です。
　海田・船越歩こう会は海田町と安芸区の人で結成された
ウォーキンググループです。近隣を楽しくウォーキングして
います。一緒に歩く仲間を募集しています。

●日時　毎月第2・4水曜日(8月・12月を除く)
●持ち物　運動できる服装・靴・飲み物・タオル・帽子など。
　場所によって運賃が必要です。
　手には何も持たないようにしてください。
●参加費　年間費 500円
●申し込み　電話で保健センターへ

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問 会員募集中！

！

体験参加も
可

リトミック教室イベント

　音楽と楽しく触れ合いながら、身体的、感覚的、知的な基
礎能力を伸ばし、育てる教室です。
　赤ちゃんから幼児まで、お母さんと一緒に参加してください♪
●日時　4月13日（水） 10時30分～11時30分
●場所　海田総合公園　会議室
●対象　未就学児と保護者10人程度
●参加費　500円
●申し込み　電話で海田総合公園へ

　 海田総合公園
☎824-2433　FAX.824-2434
問

出崎森神社
（海田町）

海田総合公園

織田幹雄
スクエア玄関前

バラ園
（広島市東区牛田）

9時20分

9時30分

9時30分
海田市駅
切符売り場
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第5回海田町ビーチボールバレー
北斗杯イベント

●日時　5月1日（日）8時30分から受け付け
●場所　海田西中学校（駐車場は海田西小学校グラウンド）
●参加種目　男女別ハンディキャップ制
　・男子チーム内に60歳以上1人および女子1人につき1点
（ただし2点まで）
　・女子チームは45歳未満、45歳以上の種目とする
　※参加チームにより競技種目を変更する場合あり。
●競技方法　予選リーグ、決勝トーナメントとする
　（ボールは本部で用意しますが、持っているチームは協力
してください）
●参加費　町内1チーム1,500円　町外1チーム2,500円
（当日受け付け）
●申し込み期限　4月17日（日）必着
●申し込み　参加申込書に記入の上、郵送またはFAX
　〒736-0004 海田町石原9-23-4　 生田 孝幸 宛
※この大会での傷害については応急処置のみとします。

　 海田町体育協会バレーボール部（生田）
☎090-4101-1856　FAX.823-0375
問

読み聞かせボランティア
はじめませんか？募　集

　 図書館
☎823-3215　FAX.824-3315
問

　図書館では、乳児から小学生までを対象とした読み聞か
せボランティアを募集しています。絵本や子どもが好きな
人、一緒に活動しませんか。
●活動場所　図書館（またはひまわりプラザ）、町内小学校

　おはなし会の見学やボランティア登録を希望する人は、
図書館へ。

かけっこ教室イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

　早く走るにはコツがあります。走り方の基礎を楽しく学
びます。実技を行いますので動きやすい服装で参加してく
ださい。
●日時　5月8日（日）　10時～12時
●場所　織田幹雄スクエア　ホール
●対象　町内在住・在学の小学生
●定員　低学年（1～3年生）30人（先着順）
　　　　高学年（4～6年生）10人（先着順）
●講師　海田町文化スポーツ協会
　　　　織田幹雄陸上部会員の皆さん
●持ち物　上履き、タオル、飲み物、マスクなど
●参加費　無料
●申し込み　4月5日（火）9時から電話または窓口へ

イベント

　第1回　新鮮なコーヒーは体にやさしい
　　　　 ♪コーヒー生豆を焙煎しておいしいコーヒー作り
　第2回　おいしいコーヒーの淹れ方
　第3回　おいしいアイスコーヒー作り
　　　　  (生産国の違う3種のアイスコーヒー飲み比べ)
　第4回　新鮮なコーヒーのドリップバッグ作り
●日時　５月２６日（木）・６月２３日（木）・
　７月２８日（木）・８月２５日（木）
　１０時～１２時
●場所　福祉センター　２階調理室
●対象　６０歳以上
●定員　７人（先着順）
●講師　NPO法人「一杯のコーヒーから地球が見える」
　山本 麻子さん（公認インストラクター）
●持ち物　ふきん２枚・エプロン・筆記用具
●参加費　５００円（４回分）
●申し込み　４月１日（金）～４月２８日（木）の間に参加費を添
　えて、福祉センターへ
　（土・日曜日、祝日を除く８時３０分～１７時）

教養健康講座
「おうち時間を楽しむコーヒー講座」

　 福祉センター
☎823-7500　FAX.823-1411
問

草刈り講習会イベント

　草刈りに興味がある人を対象に講習会を行います。
●日時　４月２２日(金)　9時～15時
●場所　瀬野川河川敷
●対象　海田町在住の60歳以上
●定員　５人（先着順）
●講師　河村 敏隆さん
●持ち物　草刈り機（持っていない人にはお貸しします）
●参加費　無料
●申し込み　４月１５日(金)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
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風しん抗体検査・予防接種無料クーポン券が
引き続き使用できます健　康

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの人で風
しんの無料クーポン券を使用していない人は、令和７年３月
31日まで有効期限が延長されました。クーポン券を紛失し
た人は、保健センターへ。

登下校中の子どもの見守りをする
学校安全ボランティアを募集します募　集

　 学校教育課
☎823-9216　FAX.823-9256
問

　登下校中の時間帯と下校後の子どもの見守り活動を希
望者の可能な場所・時間帯で行います。
●申し込み　学校教育課（加藤会館２階）または各小中学校
へ（随時受け付け）
※帽子と腕章を貸与します。また活動中のけがなどは、全
国町村会総合賠償保険により対応します。（加入費用の
負担は不要）

消防団員の募集について募　集

　 防災課（役場2階）
☎823-9208　FAX.823-7927
問

　消防団員は、自らの職業を持ちながら、地域密着性、要員
動員力、即時対応力といった特性を生かし、火災、風水害な
どにおける災害対応に従事するとともに、地域防災活動の
リーダーとして活躍しています。
　安心して暮らせる町、大切な人を守るため、消防団の活
動に参加してみませんか（報酬なども支給されます）。
　くわしくは防災課へ。

スポーツ少年団団員の募集募　集

　 海田町スポーツ少年団本部事務局（海田町文化スポーツ協会内）
☎516-5525
問

 地域でのスポーツ活動を通した青少年の健全育成を目的
として活動しています。くわしくはスポーツ少年団事務局
へ。
●募集種目　ソフトボール、サッカー、バレーボール、空手
道、柔道、ミニバスケットボール、バドミントン

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　4月12日（火）、4月26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、介護
ヘルパー、育児支援（看護
師または保育士を含む） 
など

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。
●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（申込時）
●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）

令和４年度新規
海田町さわやか大学学生募集募　集

　 福祉センター　
☎823-7500　FAX.823-1411
問

●日時　毎月第２水曜日13時30分～15時
　※4月は第1水曜日の4月6日（水）に開催します。
●内容　各方面で活躍中の講師の話など
●場所　福祉センター
●対象　６０歳以上
●定員　３０人（先着順）
●年会費　２００円（保険代を含む）
●申し込み　年会費を添えて、福祉センターへ（土・日曜日、
祝日を除く９時～１７時）更新の申し込みも福祉センター
へ。
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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14、15ページを確認して
ください。
●場所　保健センター

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。

対　　象:本人または家族など
申し込み：保健センターへ（電話可）

●さくらの会（精神障害者家族の会）

日時

内容

4月18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　4月12日（火）
　　　　１３時３０分～1４時３０分

　 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町内２カ所で行われま
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　4月9日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　シルバープラザ
　●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　4月27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 特定不妊治療費助成制度を
新設します

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　令和4年度から特定不妊治療は保険適用となります。保
険適用外の先進的な治療について、海田町独自の助成制
度を新設します。
　ただし、令和4年3月末までに開始した年度をまたぐ1回
の治療については、経過措置として従来の助成制度を適用
します。
　くわしくは、今後、海田町ホームページや広報かいたなど
でお知らせします。

定期予防接種について健　康

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
　対象年齢の人には4月中に案内を郵送します。
●MR(麻しん風しん)２期　
平成２８年４月２日から平成２９年４月１日生まれの人
●二種混合（破傷風ジフテリア）
平成２２年４月２日から平成２３年４月１日生まれの人
●子宮頸がん予防ワクチン
中学１年生と高校１年生相当年齢の女子
平成９年４月２日から平成１8年４月１日生まれの未接種の人
●日本脳炎２期
平成１６年４月２日から平成１７年４月１日生まれの未接種の人
平成２３年４月２日から平成２４年４月１日生まれの未接種の人
平成２２年４月２日から平成２３年４月１日生まれの未接種の人

問
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就学援助制度お知らせ

　 学校教育課
☎823-9216　FAX.823-9256
問

　経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者の皆
さんに、学用品費や給食費などの援助を行っています。
●対象者　町内に在住し、小・中学校に通学している児童
生徒の保護者で、認定基準を満たす人
●申請書　申請書は学校から配付します。希望者は学校ま
たは学校教育課へ。
　　令和３年度に就学援助を受けていた人や、新入学児童
生徒学用品費等準備費の申請をした人も新たに申請が
必要です。

国民健康保険の加入や脱退の届け出
や国民年金の手続きは忘れずに！お知らせ

　 住民課（役場1階）　
☎823ｰ9206　FAX.823ｰ9627
問

【次のような場合、国民年金の手続きが必要です】
・20歳以上60歳未満の人が会社を退職したとき
・退職した配偶者に扶養されていたとき
　くわしくは年金機構ホームページを確認して
ください。
【次のような場合、国保加入の届け出が必要です】
・他の市町村で国民健康保険だった人が転入したとき
・退職などで職場の健康保険をやめたとき
・家族の職場の健康保険などの被扶養者からはずれたときなど
【次のような場合、国保脱退の届け出が必要です】
・他の市町村に転出するとき
・就職などで職場の健康保険に加入したとき
・家族の職場の健康保険などの被扶養者になったときなど
　必要書類については海田町ホームページを
確認してください。

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　4月9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
窓口を毎週木曜日（祝日を除く）に開設します。

●今月の臨時窓口　4月7日（木）、4月14日（木）、
　4月21日（木）、4月28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。

今月の住民課窓口休日開庁日

毎年４月２日は「世界自閉症啓発デー」、
４月２日から４月８日は「発達障害啓発週間」ですお知らせ

　 社会福祉課（役場１階）
☎823-9207　FAX.823-9627
問

　発達障がいは、脳の働き方の違いによる生まれつきの特
性です。本人や家族・周囲の人が特性に応じた日常生活や
過ごし方の工夫をすることで、持っている力を生かしやすく
なったり、日常生活の困難を軽減させたりすることができま
す。皆さんの理解と支援をお願いします。

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

　「骨トレ」「脳トレ」「ダンス」で認知力アップ、健康寿命を延
ばしましょう。初回と13回目に骨密度などの計測（追加費
用不要）を行い、プログラムの効果を検証します。
●日時　13時30分～15時　

●場所　ひまわりプラザ　4階ホール
●対象　６５歳以上で医師から運動を止められていない人
　（血圧が160mmHg／100mmHg以下の人）
●定員　30人 (定員を超えた場合は抽選)
●講師　生協ひろしまトレーナー
●参加費　1,500円（全13回分）
●申し込み　４月23日（土）までに電話で生協ひろしまへ
　☎0120-500-935

「ひろしまGENKI体操」
教室参加者募集

福　祉
介　護
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5月13日（金）
5月20日（金）
5月27日（金）
6月3日（金）
6月10日（金）
6月17日（金）
6月24日（金）

日にち 日にち回数回数
7月1日（金）
7月8日（金）
7月15日（金）
7月22日（金）
7月29日（金）
10月7日（金）
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令和４年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧および固定資産課税台帳の閲覧お知らせ

　 税務課（役場１階）　
☎823-9245　FAX.823-9627
問

　縦覧とは、納税者が自己の所有する資産以外の資産の価
格などを縦覧帳簿で確認できる制度です。
●縦覧できる人　町固定資産税が課税されている土地ま
たは家屋を所有している納税者など
●縦覧期間　４月１日（金）～５月３１日（火）
●縦覧に必要なもの　固定資産税納税通知書または運転
免許証など本人確認ができるもの

　閲覧とは、自己の資産について記載された固定資産課税
台帳を確認できる制度です。借地・借家人などは、その使
用・収益の対象となる部分についての課税内容を確認でき
ます。
●閲覧できる人　町固定資産税納税義務者、納税管理人、
借地・借家人など

●閲覧に必要なもの　【納税義務者・納税管理人】運転免
許証など本人確認ができるもの

　【借地・借家人など】それを証明する書類（賃貸借契約書
など）と運転免許証など
　※本人・同居の親族以外の人が縦覧や閲覧する場合、前  
　述のものに加えて委任状が必要です。

資源物の持ち去り行為に
罰則が適用されますお知らせ

　 環境センター　☎823-4601（FAX兼用）
　 町民生活課（役場2階）　☎823-9219　FAX.823-7927
問

　近年、海田町で収集している資源物を無断で持ち去る事
例が多発しています。
　そのため、海田町では資源物の持ち去り禁止を目的に罰
則規定（20万円以下の罰金）を設けた条例改正の施行を7
月1日に行うとともに、資源物持ち去りや不法投棄防止の
ため、パトロールの体制を強化します。
　今後、持ち去り行為を発見された場合は、環境センターま
たは町民生活課まで連絡してください。
●対象となる資源物　海田町が収集する紙類、布類、金属
類、ペットボトル、ビン類

学生納付特例制度お知らせ

　 住民課（役場１階）　☎823-9206　FAX.823-9627
　 広島南年金事務所　☎253-7710
問

　国民年金に加入している学生で、本人の前年所得が一定
額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生
納付特例制度」が利用できます。制度の利用を希望する場
合は、年度ごとの申請が必要です。
令和４年度分の申請が、４月から受け付け可能になります。
●対象者　学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大
学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校お
よび各種学校（修業１年以上である課程）、その他教育施
設などの在学者
●学生納付特例の承認期間　４月～令和5年３月
●受付　住民課または年金事務所
●持ち物　年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確
認書類（マイナンバーカード・免許証など）、学生証のコ
ピーまたは在学証明書
　※学生証は表裏のコピーが必要です。
　※在学証明書は、必ず原本を持ってきてください。

狂犬病予防注射についてお知らせ

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

　４月中に犬の飼い主の人に対して狂犬病予防注射につい
て通知書を送付します。原則として６月３０日（木）までに狂犬
病予防注射を受けてください。また、通知が届く前に動物病
院で注射を受けることも可能です。くわしくは各動物病院へ。
※集合注射は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止する場合があります。

インフォメーションインフォメーション
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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ｰ9205　FAX.823ｰ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

ＰＴＳＤ治療が自立支援医療の
対象となりますお知らせ

　 社会福祉課（役場1階）
☎823-9207　FAX.823-9627
問

　犯罪被害による精神疾患であるＰＴＳＤ（外傷後ストレス
障害）について、通院による治療を継続的に必要とする場合
は、自立支援医療（精神通院医療）制度の対象となります。
　自立支援医療（精神通院医療）制度とは、通院のための医
療費の自己負担を軽減するものです。
くわしくは海田町ホームページで
確認してください。
●申し込み　社会福祉課へ
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海田町議会定例会の
映像配信についてお知らせ

　 議会事務局（役場3階）
☎823-9218（FAX兼用）
問

　令和４年３月定例会から、議会中継の録画映像をYouTube
で配信しています。くわしくは海田町ホームページで確認し
てください。

令和4年成人祭お知らせ

　 生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256
　1月から延期した令和4年成人祭の案内ハガキを4月
上旬に対象者へ送付します。他の市町村に住民票を異動
した人も参加できます。生涯学習課まで連絡してくださ
い。1月時点で連絡した人は、事前に確認した住所に送付
します。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更する場
合があります。最新の情報は海田町ホームページで確認
してください。
●日時　5月1日（日）
　海田西中学校・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、都合のよい回に
　参加可能です。（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　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
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旧優生保護法により優生手術を
受けられた人へお知らせ

　 広島県旧優生保護法一時金受付相談窓口
☎227-1040　FAX.502-3674
問

　旧優生保護法の下、昭和２３年～平成８年の間に、特定の
疾病や障害を理由に優生手術（生殖を不能にする手術な
ど）を受け、心身に傷を受けた人がいます。
　優生手術を受けた人に対して、一時金（３２０万円）が支給
されます。まずは、相談してください。相談内容については
秘密を守ります。請求期限は令和６年４月２３日です。
　広島県では次のとおり相談窓口を設置しています。
●受付時間　月～金曜 ８時３０分～
　１７時１５分（祝・祭日、年末年始は除く）
●場所　広島県庁本館５階（子供未来応援課）

令和3年9月以降に離婚などをした人に対する
子育て世帯への臨時特別給付（支援給付金）についてお知らせ

　 こども課（役場1階）
☎823-9227　FAX.823-9627
問

　既に実施した令和3年度子育て世帯への臨時特別給付
（10万円の一括給付金）について、令和3年9月以降の離婚
などにより新たに対象児童の養育者となっているにもかか
わらず、給付金などを受け取れなかった人に対して子育て
世帯への臨時特別給付（支援給付金）を支給します。
　この給付金を受け取るには申請が必要です。申請期限は
４月２８日（木）（郵送の場合、消印有効）です。
　一括給付金と同様、所得制限があります。くわしい支給
対象者や申請方法は海田町ホームページを確認してくださ
い。

ハザードマップを配布しますお知らせ

　 防災課（役場2階）
☎823-9208　FAX.823-7927
問

　町民の皆さんに防災・減災に向けた行動をとるための指
標としていただくことを目的として、高潮
ハザードマップを作成しました。広報かい
た４月号と併せて配布しますので、平時か
らの備えに活用してください。

スズメバチの巣は早めの撤去を
お勧めしますお知らせ

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

　春はスズメバチが営巣を始める時期です。建物や敷地にあ
る蜂の巣を駆除する場合は、その所有者または管理者が業者
に駆除を依頼するなどの対応が必要です。巣の大きさに比例
して高額になる傾向があります。早めの撤去をお勧めします。
駆除業者協会　広島県ペストコントロール協会　☎533-6668
　協会に加入していない業者もありますので、電話帳やイ
ンターネットなどで探すこともできます。高額になる場合も
ありますので、トラブル防止のため、契約する前に業者によ
く確認してください。
　なお、管理者が分からない空き家にスズメバチの巣があ
る場合は、空き家の管理者を探しますので町民生活課まで
連絡してください。
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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」【http://www.qq.pref.hiroshima.jp/】で確認できます。

4月  3日(日) 原小児科
4月10日(日) 海田よつ葉クリニック
4月24日(日) 森原内科胃腸科医院
4月29日(金・祝) 津田産婦人科クリニック

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

 (南幸町 ☎821-0303)

令和４年度の重点取り組み①　～子育て・学校教育・高齢者福祉～
　新年度の門出を祝うかのように、桜の花も咲き
始めてきました。
　３月には多くの方に本町を新たな住まいの地に
選んでいただきまして、人口も３万５００人に迫って
まいりました。
　出生数も２月末時点で昨年度を上回っており、人
口増加の好循環に入っていることから、引き続き、
「海田町に住みたい、住み続けたい」と思っていた
だけるように取り組みを進めてまいります。
　それでは本年度の重点取り組みについて、いく
つかご紹介させていただければと思います。
　子育て環境の整備については、病児・病後児保
育施設を新たに海田市駅前に設置することにより、
安心して子育てできる環境を整えてまいります。
　また、保育所、幼稚園等に電子黒板を導入し、町
立小学校とオンラインでつなげ、子ども達の育ちと

町長

学びを連続させていくことにより、幼保小が連携し
て就学前後の不安解消に取り組んでまいります。
　学校教育においても、一人１台端末に加えて、他
世代や校外とコミュニケーションを図るツールとし
ても活用できる電子黒板を、全町立小中学校の全
ての普通教室に整備し、児童生徒の能力の育成に
努めてまいります。
　高齢者福祉の推進については、高齢者一人一人が
生きがいを持ち、住み慣れた地域で、安心していきいき
と暮らせるよう、通いの場の充実や保健事業と介
護予防の一体的実施など、健康の維持、フレイル予
防及び介護予防の取り組みを進めてまいります。
　生まれてから高齢者の方まで、住民の皆様に生
涯にわたって「暮らしやすさ」を実感していただくた
め全力で取り組んでまいりますので、皆様のご理
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
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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

4月５日（火）

4月14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

10時～12時福祉センター

8時30分～
17時15分

15時～
17時30分
10時～
12時30分

福祉センター

ー

ー

県民相談

LGBT電話相談

ひきこもり
相談

福祉
なんでも相談

女性の
健康相談

不妊専門相談
不育専門相談

心配ごと相談所

離婚前相談
ひとり親相談

DV相談

妊娠110番
メール相談

月～金曜日

月～金曜日

13時30分～
16時（申し込み不要）福祉センター毎週木曜日

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。
メールの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
https://fs.hiroshima-josanshikai.com/

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　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。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）
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■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
2月末現在（前月比）
人口30,483（+82）
世帯13,835（+29）
男15,076（+50）
女15,407（+32）

［ 広 報 か い た ］

年1回は健診を受けて
自分の体に耳を傾けましょう。

健診は自分の体の状況を知るきっかけになるだけでなく、生活習慣病やがんを早期発見できる機会にも
なります。くわしくは広報かいた５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。なお、今後
の新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、日程が変更となる場合があります。

６月１７日（金）
６月１８日（土）
６月１９日（日）
６月２９日（水）
６月３０日（木）

９月２３日（金・祝）
９月２４日（土）
１１月２９日（火）
１１月３０日（水）
１２月１日（木）

海田東公民館

会場 健（検）診の種類申込締切実施日

５月13日（金）

８月１９日（金）

10月25日（火）

基本健診（特定健康診  
査、後期高齢者健康診
査など）
各種がん検診（肺がん、
胃がん、大腸がん、前立
線がん、子宮頸がん、乳
がん）
肝炎ウイルス検診
骨粗しょう症検診

福祉センター

織田幹雄スクエア

ひまわりプラザ

・
・

・

・

令和４年度の集団健診
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