










身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
サービス 身体障害者手帳・難病患者など 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

医 療 費
助 成 制 度

重度の障がい者（身体障害者手帳1、2、3級・療育手帳Ⓐ、Ａ、Ⓑ）の保険診療
の自己負担について助成。

精神障がい者（精神障害者
保健福祉手帳１級）の保険診
療（通院のみ）について助成。

[自立支援(更生・育成)医療]
障がいを除去または軽減するための医療費について助成。
（人工透析療法など）

[自立支援(精神通院)医療]
在宅の精神障がい者の精神
通院医療費を助成。

特別児童扶養
手 当

重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者に支給。
・1級月額52,400円　・2級月額34,900円（令和4年4月現在）

特 別 障 害 者
手 当

日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障がいがある在宅の20歳以上の人に支給。
・月額27,300円（令和4年4月現在）

障 害 児 福 祉
手 当

日常生活において常時介護を必要とする重度の障がいがある在宅の20歳未満の児童に支給。
・月額14,850円（令和4年4月現在）

重度心身障害者
介 護 手 当

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

心 身 障 害 者
扶 養 共 済

障がい者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がい者と
なった場合に、障がい者に支給。

障 害 福 祉
サ ー ビ ス

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

障 害 児 通 所
支 援

障がいにより療育が必要な児童に対して行う給付。
（児童発達支援、放課後等デイサービスなど）

地域生活支援
事 業

地域特性に応じて、障がい者の社会生活を援助するための支援。
（移動支援事業、配食サービス、訪問理美容サービス、自動車運転免許取得・自動車改造費助成、成年後見制
度利用支援事業、訪問入浴サービスなど）

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

日常生活用具
の 給 付

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

通所交通費助成 施設や事業所に通所している障がい者に通所交通費の一部を助成。（1日280円を上限）

手話通訳者派遣 聴覚障がい者に手話通訳者を派遣。依頼は（一社）広島県ろうあ連盟
へ。（FAX.252-0309またはEﾒｰﾙ.hrren@do3.enjoy.ne.jp）

要約筆記者派遣 聴覚障がい者などに要約筆記者を派遣。
重度障害者福祉
タクシー助 成

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

相 談 事 業

障がい者やその家族などの相談を受けています。
社会福祉課� � ☎823-9207【身体・知的・精神障がい者・障がい児】
保健センター� � ☎823-4418【精神障がい者・難病等患者】
海田町社会福祉協議会� ☎820-0294【障がい者・障がい児】
社会福祉法人　柏学園� ☎282-6500【障がい児】
障がい者相談員 【身体】�海老原�由訓　☎090-4699-7089　　建道�哲郎　☎823-2322

【知的】�時松�愛　☎090-8993-9024

そ の 他

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

※�各サービスを受けるためには申請が必要で、障がいの程度や所得などの要件を満たす必要があります。くわしくは社会福祉
課に問い合わせてください。

障がいのある皆さんへのサービス01
●社会福祉課（役場1階）　 823-9207　FAX.823-9627　Eメール.hukushi@town.kaita.lg.jp

こころの相談につい
て、くわしくは22ページ
を確認してください。
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海田町の国民健康保険税は、これまで４方式（所得割・資産割・均等割・平等割の合計）によ
り算定していましたが、国民健康保険制度の県単位化に伴い、令和６年度から資産割が廃止され、
３方式へ移行することになります。（県内23市町がすべて３方式に統一されます）
県単位化による準統一後の保険料率ベースに向け、海田町の保険税水準は上がっていくことに

なりますが、保険税負担が急激に上昇しないよう、激変緩和措置を講じながら、毎年の税率を決定
します。また、資産割は令和６年度の廃止へ向け段階的な縮小の途上ですが、毎年の賦課割合※の
変更が緩やかになるよう調整を図っています。
これらにより、今年度の税率は次の表のとおり決まりました。

※賦課割合…国民健康保険の財源として確保する保険税全体の構成割合

今年度の国民健康保険税の税率改定02
●税務課（役場１階）　 ８２３-９２０４　FAX.８２３-９６２７

令和４年度 国民健康保険税の税率

算定の区分 医療給付費分
（全加入者対象）

後期高齢者支援金等分
（全加入者対象）

介護納付金分
（40歳以上65歳未満対象）

所
得
割

算定基礎額
6.１０％
（6.04％）

２.２２％
（２.２２％）

１.92％
（1.76％）令和３年中の所得－基礎控除額

に対して

資
産
割

算定基礎額
３.６９％
（５.４３％）

１.４４％
（２.１８％）

1.77％
（2.38％）令和４年度の固定資産税額（土

地・家屋にかかる税額）に対して

均
等
割

加入者１人ごとに 2７,１00円
（26,０00円）

９,800円
（9,500円）

10,100円
（9,400円）

平
等
割

１世帯ごとに 1７,７00円
（1７,７00円）

６,５00円
（6,500円）

４,900円
（4,600円）

※（　）内は昨年度の税率。

〔４方式から３方式へ移行する過程の賦課割合のイメージ図〕
算定年度 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

賦課割合区分

所得割 所得割 所得割 所得割 所得割 所得割 所得割

資産割 資産割 資産割

均等割 均等割 均等割 均等割 均等割 均等割 均等割

平等割 平等割 平等割 平等割 平等割 平等割 平等割

算定方式 4方式 3方式
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「民生委員・児童委員は、あなたの身近な相談相手です」
　民生委員・児童委員は、誰もが安心して、住み慣れた地域で暮らすことがで
きるよう、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な支援を行うボランティ
アです。法による守秘義務がありますので、安心して気軽に相談してください。

※�6．１５．１７．２５．２６．３８は民生委員・児童委員が不在のため、社会福祉課へ
相談してください。 マスコットキャラクター

「広島県版ミンジー」

５月１２日は民生委員・児童委員の日です03
●社会福祉課（役場１階）　 823-9207　FAX.823-9627

●海田町民生委員・児童委員および主任児童委員名簿
氏　名 担　当　地　区 電　話

1 向井�良明 上市 822-6014

2 百本�政喜 中店 822-3851

3 大野�美惠子 稲荷町 823-2907

4 俵�尚子 新町 090-6840-5581

5 源田�美幸 窪町 824-1104

6 つくも町

7 川東�信行 明神町、南明神町、
南つくも町、寿町 070-5674-2653

8 宮本�幸二郎 大正町、堀川町 822-3871

9 益�七枝 南堀川町、栄町2、6 090-4149-7009

10 長谷川�勉 南大正町、栄町1、3、
4、5、7 823-0681

11 長尾�優子 昭和町 822-4328

12 勝丸�郁子 南昭和町 824-0493

13 山部�文惠 昭和中町 824-3443

14 長野�昭雄 東昭和町 822-5293

15 日の出町

16 倉本�則夫 月見町 822-0353

17 南本町

18 秋田�博 曙町 822-7380

19 大松�実津江 南幸町5〜10、16 822-1190
090-8600-8349

20 山本�久美子 南幸町1〜4、11〜
15 823-3408

21 市川�正美 大立町 824-0254

氏　名 担　当　地　区 電　話

22 新山�信子 幸町 822-4413

23 菅尾�政弘 成本 823-4246

24 山手�房子 石原 823-0603

25 畝一丁目2〜10

26 畝二丁目7、8、9

27 馬場�孝子
畝一丁目1、11〜25、
畝二丁目1〜6、10〜
14

822-1966

28 柳本�康江 砂走 822-5048

29 小山�幹夫 蟹原一丁目 822-3378

30 淺野�正彦 蟹原二丁目 090-6844-6330

31 上田�久美 西浜 090-4103-0420

32 西平�弘志 浜角 823-2625

33 辻�幸子 三迫一丁目 822-0626

34 正田�民子 稲葉、三迫二丁目1、
4、6、7、9、10 823-5476

35 百本�邦子
三迫二丁目2、3、5、
8、11〜20、三迫三
丁目

823-4083

36 三木�武子 東一丁目、東二丁目 823-6375

37 河野�義明 寺迫一丁目、寺迫二
丁目 822-7158

38 国信一丁目、曽田

39 植野�了 国信二丁目 823-3660

40 中神�裕子 主任児童委員 823-2727

41 堂免�寛 主任児童委員 822-3752
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補助制度が新しくなって 建替え・除却（解体）も対象になりました！

平成７年に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊により多くの尊い命が失われました。このとき倒壊した建
物の多くは、昭和56年以前の旧耐震基準により建てられた木造住宅でした。海田町では、木造建物の耐震化を促進
し、地震に強いまちづくりをめざすため、町民の皆さんが行う耐震診断、耐震改修などの工事および耐震シェルター
設置工事にかかる費用の一部を補助します。

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

申し込み
5月9日（月）から9月30日（金）までの期間（申し込み先着順）に建設課で配布する申請書に添付書類を添えて、建
設課へ提出してください。
※予算に限りがありますので、申し込み多数の場合は早期に終了することがあります。

注意事項
・耐震診断または耐震改修工事などは海田町から補助金の交付決定を受けた後に実施してください。
・令和5年2月28日（火）までに完了し、海田町に実績報告書を提出してください。

くわしくは海田町ホームページを確認してください。

海田町木造住宅耐震化促進事業04
●建設課（役場２階）　 823-9209　FAX.823-9203

補助限度額 ※海田町立地適正化計画において定められた利便性や安全性などが確保される区域。

工事種別 区域要件 補助率 補助金上限額

耐震診断 なし 50％ 6万円

耐震改修工事
居住誘導区域内※ 80％ 100万円

居住誘導区域外 80％ 60万円

現地建替え工事 居住誘導区域内※ 80％ 100万円

非現地建替え工事 移転後が居住誘導区域内※ 23％ 83.8万円

除却（解体）工事 町内耐震性ありに住替え 23％ 83.8万円

耐震シェルターの設置 なし 23％ 20万円

●耐震診断
町の登録を受けた木造住宅耐震診断資格者に依頼し
て行うものです。
木造住宅耐震診断資格者について
4月1日現在、17人の建築士が登録しています。建設
課または海田町ホームページで確認できます。

●耐震改修など・耐震シェルター
次の工事について受け付けます。
耐震診断の結果、構造評点が1.0未満の住宅で①〜
⑤に当てはまるもの

�　ただし、②〜④は簡易耐震診断による評点が7以下で
も可能
① �耐震改修　建物全体の構造評点を1.0以上とする工
事

② �現地建替え　既存住宅を除却し、同一敷地に住宅を
新築する工事

③ �非現地建替え　既存住宅を除却し、別の敷地に住宅
を新築する工事

④除却（解体）　既存住宅を除却（解体）する工事
⑤ �耐震シェルター　建物の1階部分に所定の耐震シェ
ルターを設置する工事
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令和3年度下半期の財政状況をお知らせします05

令 和 ２ 年 度 決 算 海 田 町 財 務 書 類 （ 統 一 的 な 基 準 ）

　国が示した「統一的な基準」に基づき令和２年度決算海田町財務書類を作成し、公
表しました。くわしくは海田町ホームページの「町政情報＞財政＞財務書類＞令和２
年度決算海田町財務書類」から確認できます。

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

町の資産と負債の状況
（１）町民１人当たりの資産と
　負債残高
　資産：100万円
　負債：35万円
　�（令和３年３月３１日現在人
口30,387人）

（２）純資産比率　65.3％
　�（これまでの世代の負担の
割合。純資産/資産）

（３）資産老朽化比率　66.1％
　�（償却資産の耐用年数に
対して、取得からどの程度
経過しているか把握する
割合）

●財政課（役場3階）　 823-9201　FAX.823-9203

資産の部（海田町が保有している財産） 負債の部（将来世代の負担）

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

272.2億円

固定負債
借入金（町債）など 93.8億円

流動負債
翌年度に返済予定の
借入金（町債）など

11.5億円

流動資産
現金預金、未収金、
財政調整基金など

31.1億円

負債合計 105.3億円

純資産の部
（これまでの世代の負担）

純資産合計 198.0億円

資産合計 303.3億円 負債および
純資産合計 303.3億円

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

●会計別の収支状況

会計名 予算現額(A) 収入済額(B) 収入率
（B/A) 支出済額（D) 執行率

(D/A)

一般会計 152億4,352万円 126億1,670万円 82.8% 104億4,688万円 68.5%

特別会計 63億2,497万円 48億8,210万円 77.2% 55億5,288万円 87.8%

水
道
事
業
会
計

収益的収入 5億1,664万円 4億7,787万円 92.5% ー ー

収益的支出 5億1,612万円 ー ー 3億3,996万円 65.9%

資本的収入 1億7,643万円 2億7,154万円 153.9% ー ー

資本的支出 5億178万円 ー ー 4億6,725万円 93.1%
※特別会計とは、公共下水道事業・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の4会計を指します。
※３月末現在の状況であり、決算額とは異なります。
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狂犬病予防法により原則として毎年１回４月〜６月までの間に飼い犬に対して狂犬病予防注射を
受けさせて「狂犬病予防注射済票」を飼い犬に着けておかなければなりません。犬の登録をしてい
ない場合は、町民生活課まで問い合わせてください。

海田町と業務委託契約を行っていない
動物病院
動物病院から「狂犬病予防注射済証」が交
付されます。町民生活課に提出し、「狂犬病予
防注射済票」の交付手続きを行ってくださ
い。交付手数料は、１頭につき550円です。

集合注射　５月１８日（水）

・�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。
・�会場の場所、時間などについては、海田町
から届いた狂犬病予防注射通知書で確認
してください。届いていない場合は再発行
しますので、町民生活課に連絡してくださ
い。なお、犬の新規登録は集合注射会場で
は行いません。

６月末までに狂犬病予防注射を受けてください06
●町民生活課（役場２階）　 823-9219　FAX.823-9203

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

動物病院 電話番号

海田町
こうじば動物病院 ☎822-5777

ハダ動物病院（海田） ☎822-1010

広島市

KAITA動物病院 ☎823-4188

かみがいち動物病院 ☎847-5533

くろかわ動物病院 ☎554-6161

ハダ動物病院（中野） ☎892-1231

ハピネス動物病院 ☎820-4777

浜村動物病院 ☎888-2211

平野動物病院 ☎282-4822

府中町 寺園動物病院 ☎283-2070

パートナーシップ宣誓制度について（台1回）パートナーシップ宣誓制度について（台1回）パートナーシップ宣誓制度について（台1回）パートナーシップ宣誓制度について（第1回）パートナーシップ宣誓制度について（第1回）パートナーシップ宣誓制度について（第1回）

●社会福祉課（役場1階）　☎823-9207　FAX.823-9627

「パートナーシップ宣誓制度」とは、

性的マイノリティの人のパートナーシップ関係を町が認めるものです。

法律上の婚姻とは異なり、権利や義務は生じません。

しかし、町が公的に関係を認めることで、

宣誓者の生きづらさや不安の軽減につなげていきます。

海田町でもこの制度を１０月から開始します。
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令和4年度から特定不妊治療は保険適用となりました。

4月から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ています。
対象者　妻の年齢が43歳未満の夫婦
助成対象　特定不妊治療に併せて行われる先進医療など
助成額　治療1回あたり自己負担額の1/2（上限5万円）
助成回数　1子ごとに6回（初回治療が40歳以上の場合は3回）

◆今年の3月末までに治療を開始した人
1回の治療が年度を超えて、継続した場合は、経過措置として、従来制度での助成を行います。

◆事業主の皆さんへ
海田町の助成制度実施についてご理解いただき、妊娠を望む働く女性が治療と仕事を両立で
きるよう、休暇制度も含めた職場環境の整備をしてください。

くわしくは、海田町ホームページおよび厚生労働省ホームページを確認してください。

特定不妊治療費の助成を行います07
●保健センター　 823-4418　FAX.823-0020

海田町
特定不妊治療費の助成

厚生労働省
不妊治療に関する取組

唾液にはお口の汚れを洗い流す自浄作用やさまざまな菌・ウイルスを防ぐ抗菌作用があります。唾液
マッサージを行ってお口の乾燥を防ぎ、感染症を予防しましょう。

「唾液パワーでコロナに負けない体を目指しましょう！」

きらりん☆はつらつだより vol.2
長寿保険課（役場1階）　☎823-9609　FAX.823-9627高齢者の皆さんのはつらつ生活を応援します！

1. 耳下腺（じかせん）
指全体で耳の前、上の奥歯の
あたりを後ろから前に円をえ
がくように押す

2. 顎下腺（がっかせん）
親指をあごの骨の内側の柔ら
かい部分に当て、耳の下から
あごの下までを順番に押す

3. 舌下腺（ぜっかせん）
両手の親指をそろえて、あご
の下から軽く押す

出典：一般財団法人日本口腔保健協会冊子「フレイル予防で健口長寿」より
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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
社会福祉課（役場1階）	☎823-9207

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

産後・各月版

かいた版ネウボラでは、発育、発達が気になる子どもを対象としたさまざまな教室や相談を行っています。
くわしい内容は直接問い合わせてください。

育 ち の 応 援

げんきっ子広場
　１歳6カ月児健診後の親子教室です。
　言語聴覚士の先生と一緒に遊びます。

●問い合わせ�保健センター

外来療育相談
　子どもの発達に不安のある保護者を対象
とした個別相談です。

●問い合わせ�社会福祉課

たんぽぽ教室
　３〜５歳児（年少〜年長クラス）を対象とし
た１対１の個別教室です。

●問い合わせ�ひまわりプラザ

どんぐり相談
　専門員、または公認心理師による個別相
談です。（くわしくは15ページを確認してくだ
さい）
●問い合わせ�保健センター

ペアレントトレーニング
　子どもの発達に不安のある保護者を対象
とした集団教室です。

●問い合わせ�社会福祉課

保育所等巡回相談
　相談員が町内の保育園や幼稚園などを巡
回し、園の先生や保護者に子どもへの関わり
方をアドバイスします。
●問い合わせ�こども課
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催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　
パパママ教室
（沐浴編） 6月18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　5月18日（水）から

プレママ教室
（育児の実践編） 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）

①5月20日（金）
②6月17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。
●持ち物　バスタオル、ハンドタオル
●申し込み　①受け付け中　②5月17日(火)から

産後ママのための休憩室
（骨盤ケア・べびぃケア）

①5月13日（金）
　5月18日（水） 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　①受け付け中　②5月16日（月）から

②6月15日（水）
　6月24日（金）

べびぃケアあそび ５月２６日（木） 10時〜11時 保健師による赤ちゃんの発達を促すふれあい遊び
●対象　乳児と保護者

助産師の相談室 5月17日（火）
6月20日（月）

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）
　　　　①９時　②９時４５分　③１０時３０分　④１１時１５分

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 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談

5月11日（水）、6月1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、バスタオル
●定員　8組（ひまわりプラザ10組）
●申し込み　各子育て支援センターへ

5月6日（金）、6月10日（金） 町民センター
9時30分〜11時

5月23日（月） 海田児童館

どんぐり相談 ①５月１３日（金）
②５月２７日（金） 保健センター

①9時〜12時
②13時30分〜
　16時30分

子どもの成長、発達についての相談
①●対象　幼児とその保護者
　●相談員　柏学園　白井�賢さん
②●対象　幼児〜学童とその保護者
　●相談員　公認心理師　吉岡�明美さん
　●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 5月11日（水）10時30分から

海田みどり幼稚園�☎822-4359 5月25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

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
☎824-1225（ひまわりプラザ） 毎週金曜日�10時〜11時

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

5月10日(火) 5月11日(水) 5月11日(水)

赤ちゃん教室２（はいはい） 9カ月〜1歳3カ月の未就園児と保護者 5月24日(火) 5月25日(水) 5月25日(水)

親子教室１（よちよち） 1歳4カ月〜2歳未満の未就園児と保護者 5月13日(金）

親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 5月26日(木)

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

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　保健センターへ

離乳食教室
〜ステップ２〜 6月9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　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　5月2日（月）からひまわりプラザへ
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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。

婚活イベント事業者の募集

　海田町周辺の市町と連携して行う事業の一つとして、圏域内の魅力を活用した婚活イベントや婚活ツアーなど

の企画を募集します。くわしくは問い合わせてください。（構成市町：呉市、竹原市、東広島市、江田島市、海田町、

熊野町、大崎上島町）

●対象事業　海田町または江田島市を中心とした婚活イベント

●対象経費　イベント参加者の飲食代、実施事業者従業員の人件費などを除く経費

●募集企画数　海田町、江田島市各１企画

●補助額　1企画当たり50万円が上限

●募集期間　５月１１日（水）～６月２８日（火）まで（消印有効）

●対象　民間企業、非営利法人などで、構成市町内に本支店や出張所などがある事業者

●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　5月28日（土）

●集合　13時にJR海田市駅北口

●申し込み　5月20日（金）まで

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

●日程　5月21日（土）

●集合　9時30分にJR海田市駅北口

●申し込み　5月13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申請を受け付けています

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　５月９日（月）まで　●注意事項　補助を受ける人は広島安芸商工会の支援、助言を受けてくださ

い。 くわしくは海田町ホームぺージもしくは魅力づくり推進課まで問い合わせてください。

（https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/35/123738.html）

●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　5月14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　5月10日（火）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！

●呉市福祉保健部子育て支援課　☎0823-25-3254

中高年のためのはじめてのヨーガ

　毎年好評のヨーガを今年も行います。

●日時　５月２７日（金）、６月３日（金）、６月１０日（金）、６月２４日（金）

　　　　１０時～１１時３０分

●場所　町民センター３階ホール

●定員　１５人（先着順）

●講師　一般社団法人日本ヨーガ療法学会　瀧川 良江さん

●持ち物　タオルとバスタオル

●参加費　３００円

●申し込み　５月２０日（金）まで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）

●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。

婚活イベント事業者の募集

　海田町周辺の市町と連携して行う事業の一つとして、圏域内の魅力を活用した婚活イベントや婚活ツアーなど

の企画を募集します。くわしくは問い合わせてください。（構成市町：呉市、竹原市、東広島市、江田島市、海田町、

熊野町、大崎上島町）

●対象事業　海田町または江田島市を中心とした婚活イベント

●対象経費　イベント参加者の飲食代、実施事業者従業員の人件費などを除く経費

●募集企画数　海田町、江田島市各１企画

●補助額　1企画当たり50万円が上限

●募集期間　５月１１日（水）～６月２８日（火）まで（消印有効）

●対象　民間企業、非営利法人などで、構成市町内に本支店や出張所などがある事業者

●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　5月28日（土）

●集合　13時にJR海田市駅北口

●申し込み　5月20日（金）まで

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

●日程　5月21日（土）

●集合　9時30分にJR海田市駅北口

●申し込み　5月13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申請を受け付けています

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　５月９日（月）まで　●注意事項　補助を受ける人は広島安芸商工会の支援、助言を受けてくださ

い。 くわしくは海田町ホームぺージもしくは魅力づくり推進課まで問い合わせてください。

（https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/35/123738.html）

●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　5月14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　5月10日（火）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！

●呉市福祉保健部子育て支援課　☎0823-25-3254

中高年のためのはじめてのヨーガ

　毎年好評のヨーガを今年も行います。

●日時　５月２７日（金）、６月３日（金）、６月１０日（金）、６月２４日（金）

　　　　１０時～１１時３０分

●場所　町民センター３階ホール

●定員　１５人（先着順）

●講師　一般社団法人日本ヨーガ療法学会　瀧川 良江さん

●持ち物　タオルとバスタオル

●参加費　３００円

●申し込み　５月２０日（金）まで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）

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

●総務課（役場2階）　☎823-9202　FAX.823-9203

４月から新たに採用された３人です。
より住みやすい町になるよう
一生懸命がんばります。

令和４年度
新規採用職員

【左から】池本 萌香（保健センター）

野田 亜祐菜（都市整備課）

白濱 誠二（防災課）

よろしくお願いします
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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時～２１時） ☎０１２０-７６１-７７０
    　（フリーダイヤル）

問い合わせ

新型コロナウイルスワクチン接種について、海田町ホームページでもお知らせしています。
海田町公式LINEの友だち登録をすると、最新情報をLINEで受け取ることができるのでおすす
めです。

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、接種履歴が確認できないため３回目の接種
券が届きません。接種券発行には申請が必要ですので、接種希望者は申請をしてください。

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

３回目接種について
現在、新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目接種）を実施しています。追加接種対象
者に対し、２回目接種から６カ月経過する月の前月末までに接種券を発送しますので、希望者は
コールセンターに連絡するか、ＷＥＢにより予約し、接種してください。
※�接種状況によっては、今後集団接種の実施を終了します。接種可能時期を経過している人
で接種を希望する人は、早めに接種してください。

●５月の集団接種の日程
接種日 場所 時間 ワクチン 予約開始日時

5月13日（金）
織田幹雄
スクエア

【前半】１４時〜１７時
【後半】１７時３０分〜１９時３０分

ファイザー社 受け付け中
5月14日（土） 【午前の部】９時〜１２時

【午後の部】１３時３０分〜１６時３０分5月21日（土）
※問い合わせた時点で、定員に達している場合があります。

●医療機関での接種について
４月４日（月）より、医療機関での接種についても2回目接種から6カ月経過後に接種可能とな
りました。接種希望者は各医療機関に連絡してください。

●12～17歳も対象となりました
3月25日（金）より、ファイザー社ワクチンの追加接種の対象者の年齢が12歳以上となりまし

た。すでに2回目接種から６カ月を経過している人には接種券を送付していますので、希望者は
接種してください。まだ接種可能時期となっていない人については、２回目接種から６カ月経過
する月の前月末までに接種券を発送します。予約方法などくわしくは接種券に同封するお知ら
せを確認してください。

2022.5.118
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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5月号
掲載イベントなどが中止となる場合がありま
す。最新の情報は海田町ホームページを確認し
てください。また、各イベント・講座に参加する
場合、マスクを着用してください。

ももたろうくんのおはなし会
月日 5月14日（土） 5月28日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「家族」

絵本の読み聞かせ
テーマ「写真絵本」

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 5月6日（金） 5月20日（金） 6月3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

　5月の読書のテーマは「天気」です。
　今月は気象・空・災害などにまつわる本を展示しています。
●休館日　５月の休館日は次のとおりです。
毎週月曜日（祝日などの場合翌日）
5月31日（火）（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。新緑とツツジがきれい
な季節です。
●日時　５月13日（金）～５月16日（月）１０時～１６時
　　　　５月２7日（金）～５月30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）

　季節の風物を描き、ことばを添えて送る絵手紙。はじめて
の人も気軽に絵手紙を体験してみよう！
●日時　５月２8日（土）１３時～１５時
●場所　旧千葉家住宅角屋
●対象　どなたでも（幼児は保護者同伴）
●講師　「絵手紙の会」の皆さん
●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　和文化体験会「絵手紙教室」

かけっこ教室イベント

　 海田東公民館
☎823-2711　FAX.824-2311
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22日（日）午前の部：10時～12時
　　　　　　　　　  午後の部：13時～15時
　（受付開始時間：各回開始30分前から）
●場所　海田東公民館　体育館
●対象　町内在住・在学の小学生低学年(1～3年生）
●定員　各回40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、動きやすい服
装
●参加費　無料
●申し込み　5月10日（火）～5月20日（金）の間に電話また
は窓口へ（日曜日・祝日を除く9時～17時）

第2回織田幹雄書道展巡回展
in海田東公民館イベント

　 生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256
問

　入賞作品を次の期間、海田東公民館１階で展示します。
●日時　5月16日（月）まで
●場所　海田東公民館1階
　6月2日（木）から6月15日（水）
　にはひまわりプラザでも展示す
　る予定です。
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教養健康講座
「季節のプラバンアクセサリー講座」イベント

　 福祉センター
☎823-7500　FAX.823-1411
問

●日時　６月１７日（金）、７月１５日（金）、８月１９日（金）、９月
１６日（金）10時～12時
●講師　プラバンアクセサリー作家　西本 祐子さん
●内容　第1回 世界にたった一つの手描きアクセサリー
　　　　第2回 元気になれる！ビタミンカラーのプラバンアクセサリー
　         第3回 ガラス細工のような涼やかな手描きアクセサリー
　　　　第4回 秋を身に着けてお出かけ！プラバンアクセサリー
●場所　福祉センター　２階　講座室②
●対象　６０歳以上
●定員　９人（先着順）
●参加費　５００円（４回分）
●申し込み　５月９日（月）～５月３１日（火）の間に参加費を添
えて、福祉センターへ（土・日曜日を除く8時30分～17時）

わいわいワクワク子ども祭り♪イベント

　 海田総合公園
☎824-2433　FAX.824-2434
問

　多目的広場では、ペタンク、モルックなどのニュースポー
ツ体験ができるほか、ボールすくい、おもちゃくじ、わた
がし、ポップコーンなども出店します。
　また手作り飛行機を作って、広々と飛ばして遊べます♡
　子どもの日、多目的広場でわいわい体を動かして、ワク
ワクお祭り気分を楽しみましょう。
●日時　5月5日（木・祝）10時～15時
●場所　海田総合公園多目的広場
●講師　河野 英志さん（なんでも隊）
●参加費　一人50円（未就学児無料）
　飛行機材料費　100円（希望者）
●申し込み　電話もしくは海田総合公園管理事務所の窓
口へ

はじめて音楽会イベント

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

　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、子
どもの声がする場合があります。
●日時　5月29日（日）14時開演（13時開場）
●場所　織田幹雄スクエア　ホール
●定員　250人
●入場料　大人1,000円（高校生以下無料）
　5月1日（日）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）でチケットを販売し
ます。
　※海田町文化スポーツ協会（織田幹雄スクエア内）のチ
ケット販売時間は9時～17時45分（土・日曜日、祝日を除
く）です。

親子で登ろう！
山登り講座～初夏編～イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

　里山ガイドの会と一緒に初夏の日浦山に登って季節の花
や木々を発見してみよう！
　登頂時 30分程度休憩します。初心者親子も大歓迎！
●日時　5月21日（土）9時30分～13時
●場所　織田幹雄スクエア　9時20分までに集合　9時
30分出発

●対象　小・中学生とその保護者
●定員　15人（先着順）
●講師　海田里山ガイドの会
●服装　長袖・長ズボン、運動靴、帽子、軍手
●持ち物　タオル、飲み物、軽食、保険証など
●料金　一人100円　（当日支払い）
●申し込み　5月6日（金）から電話または窓口で申し込ん
でください。
●注意事項　雨天などで中止の場合は、前日または当日に
連絡します。

　ケガや事故への対応は、公民館総合保障で対応します。
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空家対策講演会
～相続に向けて今やるべきこと～イベント

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

　持家が空家になってしまう大きな原因に、「相続がうまく
いかない」という問題があります。
　「子どもに持家をどう引き継いだら良いだろう？」「子ど
もを困らせない相続って何だろう？」というお悩み解決の
ため、相続の基礎知識について学びます。
●日時　５月19日（木）14時～15時30分
●場所　ひまわりプラザ4Fホール
●定員　４０人
●講師　司法書士法人　武田事務所　武田 圭史さん
●参加費　無料
●申し込み　前日までに電話などで都市整備課へ

海田町交歓卓球大会イベント

　 海田町卓球協会　卓球部
☎822-7209
問

●種目　シングルス：①一般の部②中学生の部
　ダブルス：①シニアの部（男子60歳、女子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）
●日時　6月19日（日）9時開会（8時30分集合）
●場所　海田小学校体育館
●対象　町内在住・在勤・在学者および公民館講座生・町内
のクラブで活動している人
●参加費　一人　300円
●申し込み　6月9日（木）までに、参加費を添えて海田町体
育協会事務局（織田幹雄スクエア内　海田町文化スポー
ツ協会）へ

避難に備えた防災訓練イベント

　 防災課（役場2階）
☎823-9208　FAX.823-7927
問

　避難に備えた防災訓練を行います。どなたでも参加でき
ます。ぜひ参加してください。
●日時　６月１１日（土）９時～１１時４５分
●開設避難所　海田小学校、海田東小学校、海田西小学
校、海田南小学校

●訓練想定　大雨により浸水害・土砂災害のおそれがある
との想定
●内容　９時に町内放送で「避難指示」の呼びかけをします
ので、避難しやすい開設避難所に避難するか、または堅
牢な建物（自宅など）の２階以上に避難する。その後、開設
避難所において「土砂災害体験ＶＲ」の視聴や「ひろしまマ
イ・タイムライン」の作成などを行います。

読み聞かせボランティア
はじめませんか？募　集

　 町立図書館
☎823-3215　FAX.824-3315
問

　図書館では、「学校訪問おはなし会」「ももたろうくんの
おはなし会」「赤ちゃんのためのおはなし会ももちゃんくら
ぶ」という３つの読み聞かせボランティアを募集しています。
　絵本や児童書と子どもをつなぐ、やりがいのある活動で
す。絵本や子どもが好きな人、一緒に活動しませんか。
　おはなし会の見学やボランティア登録を希望する人は、
図書館に問い合わせてください。

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
●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

6月20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　5月10日（火）
　　　　１３時３０分～1４時３０分

健　康 ６月から始まります！
歯周疾患検診

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　歯が抜ける一番の原因は、歯周病です。40歳以上の8割
が歯周病になっているといわれています。肺炎などの全身
の病気に影響しますので早期発見、早期治療が大切です。
日頃からお口の健康チェックを行いましょう。
●対象者　今年度、30歳・35歳・40歳・50歳・60歳・70歳
になる人
●実施期間　6月1日（水）～令和5年3月31日（金）
●自己負担額　30歳・35歳・40歳・50歳・60歳になる人は
　500円。70歳になる人は無料。
●受診方法
　受診券（5月下旬に対象者に送付）と健康保険証を持って
　協力歯科医院を受診してください。
●町内協力歯科医院　受診券に記載していますので、確認
　してください。

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　5月10日（火）、5月24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

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）9時～16時 

心理師が心の不安、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：5月20日（金）までに
　　　　 保健センターへ（電話可）
相　　談：公認心理師　宮地 真紀さん

●こころの相談室（精神保健福祉相談）

日時

内容

5月25日（水）9時30分～11時30分
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　 長寿保険課（役場1階）
☎823ｰ9609　FAX.823ｰ9627
問

　認知症の人やその家族がゆったりと過ごしたり、必要な
情報を集めたりすることを目的として町内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　5月14日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　町民センター 3階老人集会所
　●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　5月25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

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　5月14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　5月12日（木）、5月19日（木）、
　5月26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

美しい町にしましょうお知らせ

　 町民生活課（役場2階）
☎823-9219　FAX.823-9203
問

　河川や道路などにおけるごみのポイ捨て、犬の糞の放置
など苦情が多く寄せられています。ごみのポイ捨てを行っ
た人に対し、「海田町美しいまちづくり条例」により２万円以
下の過料を科すことがあります。海田町では恵まれた自然
環境を後世に残し、良好な生活環境を確保することを目的
にこの条例を制定しています。これからの住みよい地域づ
くりのためにも、一人一人が身の回りの美化に努め、美しい
町の保全に貢献しましょう。

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

家計調査にご協力をお知らせ

　 広島県総務局統計課
☎513-2534
問

　家計調査は、統計法に基づき、総務省が実施している統
計調査で、無作為に抽出された全国約９千世帯を対象に毎
月の家計収入・支出、貯蓄・負債などを調査します。今年度
は、国信の一部の地域が対象になります。
　調査の結果は国や地方自治体のほか、民間企業などで個
人消費の基礎資料として広く利用され、新型コロナウイル
ス感染症の影響を把握するためにも必要不可欠なもので
す。
　５月から調査員が名簿作成のため、調査地域の世帯を訪
問します。調査へのご理解、ご協力をお願いします。
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年金手帳は
基礎年金番号通知書に変わりますお知らせ

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

　４月１日（金）以降、新たに年金制度に加入する人や、年金
手帳の紛失などにより再発行を希望する人には、「基礎年
金番号通知書」が発行されます。
　既に年金手帳を持っている人には、「基礎年金番号通知
書」の発行は行われません。引き続き、年金手帳を大切に保
管してください。

令和3年度の資源物回収状況お知らせ

　 環境センター
☎823-4601（FAX兼用）
問

　海田町では毎月1回資源物の回収を行い、資源再利用を
促進しています。
　令和3年度の資源物の回収量は、合計で約996トンでした。
　資源売払い金額は、約980万円になりました。
　資源リサイクルは、一人一人の正しいごみの出し方に支
えられています。
　また、リデュース・リユース・リサイクルの『3R運動』にも取
り組んでいます。
　これからも、皆さんの協力をお願いします。

人間ドックの
申し込み期限が迫っていますお知らせ

　 国民健康保険加入者：住民課（役場１階）
☎823-9206 　FAX.823-9627
後期高齢者医療保険加入者：長寿保険課（役場１階）
☎823-9609 　FAX.823-9627

問

　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
●申し込み　5月13日（金）までに電話または窓口へ（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

暮らしの便利帳（2022年保存版）を
発行しますお知らせ

　 企画課（役場3階）
☎823-9212 　FAX.823-9203
問

　暮らしの便利帳（2019年保存版）の改訂版として（株）サ
イネックスと共同で、暮らしの便利帳（2022年保存版）を発
行します。
暮らしの便利帳の概要
●内容　役場窓口での業務内容や、ライフイベントに応じ
た手続きの内容、町の情報をまとめた海田町のガイド
ブックです。
●規格　Ａ４判90ページ程度（４色印刷）
●発行部数　１万4,600部
●発行時期　10月頃

事業者の皆さまへ 広告掲載にご協力ください
　（株）サイネックスが今回発行するガイドブックの広告主
になっていただける事業者を募集しています。また、広告掲
載について事業所などを
訪問しますので、ご理解・
ご協力をお願いします。

令和3年度資源物回収量

種　別 回収量（㎏）
スチール缶・アルミ缶
ガラス瓶
ペットボトル
新聞
雑誌
ダンボール
布類
牛乳パック
小型家電
合　計

60,000
116,600
35,630
227,490
229,640
180,250
135,040
4,420
6,850

995,920

基礎年金番号通知書

基礎年金番号

54mm

85mm

ﾈﾝｷﾝ　ﾀﾛｳ
年金　太郎
平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日

令和Ｘ年Ｘ月Ｘ日　交付
　　　　　　　厚生労働大臣　

ＸＸＸＸ-ＸＸＸＸＸＸ
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名
生年月日
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5月5日～11日は
「児童福祉週間」ですお知らせ

　 こども課（役場1階）
☎823-9227 　FAX.823-9627
問

　毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間
（５月５日～５月１１日）」と定めて、児童福祉の理念の普及・啓
発を行っています。
　子どもたちが健やかに育つこと。これは社会の宝である
子どもたちに対する国民全体の願いです。すべての子ども
が家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と
希望をもって未来の担い手として、個性豊かに、たくましく
育っていけるような環境・社会をつくっていきましょう。

電話自動応答装置お知らせ

　 防災課（役場2階）
☎823-9208 　FAX.823-7927
問

　４月から町内放送の内容が確認できる電話自動応答装置
の通話料が無料になりました。

　町内放送の内容がわからない、内容をもう一度聞きたい
人は、次の電話番号に電話してください。

3/14

●学校教育課
　☎823-9216　FAX.823-9256
　受賞者が町長室を訪問し、受賞の報告を行いました。
学校での日々の取り組みを積み重ねたことにより、各領域
において顕著な功績が認められ、この度の受賞となりました。
受賞内容
文部科学大臣優秀教職員表彰（教職員組織）　　　
海田町立海田南小学校
養護教諭制度80周年記念学校保健功労者表彰
（文部科学大臣表彰）
海田町立海田中学校　養護教諭　葛原 昭子さん
文部科学大臣優秀教職員表彰（教職員）　　　
海田町立海田西小学校　教諭　砂山 和美さん

令和３年度文部科学大臣賞
受賞者による町長表敬訪問

3/20

●長寿保険課（役場１階）
　☎823-9609　FAX.823-9627
　海田中学校グラウンドで海田町老人クラブ連合会春季
グラウンドゴルフ大会が行われました。コロナ禍にあり、
なかなか練習の時間も確保できなかった分、大いに満喫
され、試合は大盛況でした。
　激戦を制し、砂走百寿会Aが優勝しました。

総合優勝 砂走百寿会A　総合準優勝 百組寿クラブB
総合３位 あさひ熟年クラブB　総合４位 あさひ熟年クラブA

海田町老人クラブ連合会
春季グラウンドゴルフ大会

3/29

●防災課（役場2階）　☎823-9208　FAX.823-7927
　広島北ロータリークラブおよび人吉中央ロータリークラ
ブより、水災害時における、町消防団による救助活動のた
め、ゴムボートの寄附をいただきました。

ありがとうございます
広島北ロータリークラブ
人吉中央ロータリークラブ

●ふるさと館　☎823-8396　FAX.823-8467
　ふるさと館に東広島市教育委員会文化課の吉野 健志
さんを講師に招き、海田町歴史講演会を開催しました。町
内外から30人を超える皆さんが参加され、中世広島の街
道と海田の様子について聴講しま
した。参加者の皆さんは遥か古(い
にしえ)の故郷の風景に、各自思い
を馳せていました。

3/21 海田町歴史講演会

電話自動応答装置　0120-852-357

町内放送一覧

見つけたよ　広がる未来とつかむ夢
（令和４年度「児童福祉週間」標語）
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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。

令和４年度の重点取り組み②　～デジタル化の推進～
　昨年４月に新設したデジタル推進課は２年目を迎えました。
　これまで、庁内デジタル化推進会議を立ち上げるなど、デジ
タル技術を活用した町民の皆様の利便性の向上などについて
検討を行ってまいりました。
　この検討結果などにより、「来庁者に対するサービス向上」
と「来庁の不要化によるサービス向上」などの行政サービスの
向上を図るとともに、「業務の効率化」を進めてまいります。
　「来庁者に対するサービス向上」については、新たに「総合申
請システム」を導入し、来庁者に対し証明書取得や申請書記入
の省力化、情報の連携による待ち時間の短縮などを図ってま
いります。
　また、「来庁の不要化によるサービス向上」については、現
在、コンビニエンスストアなどにおいて、マイナンバーカードを
利用し、交付している証明書について、住民票、印鑑証明、戸
籍に加えて、新たに個人町県民税課税証明書、所得証明書を

町長

追加してまいります。
　「行政サービスの向上」については、ＡＩ（人工知能）を活用し
た児童虐待のリスク予測を行うシステムを構築し、子どもや家
庭への支援を行う体制を整備します。
　また、道路・水路台帳や、用途地域などの都市計画情報など
について、電子化および公開型システムとすることで、町民や
企業へのサービスを向上させるとともに、更なる防災対策を図
ります。
　「業務の効率化」については、電子決裁システムを導入し、紙
の文書の削減により環境に配慮するとともに、文書管理の適
正化や効率化を図ってまいります。
　今後も、手数料支払等のキャッシュレス化や電子申請の拡
充、情報提供などのさまざまな分野について、利用者目線で、で
きることからコツコツと、町民の皆様の暮らしやすさの実感に
つながるデジタル化に、全庁をあげて取り組んでまいります。

コラム 西田祐三
海田町長

5月  1日(日) 岸本医院
5月  3日(火・祝) ちえ内科クリニック
5月  4日(水・祝) たんきょう眼科
5月  5日(木・祝) くるしま内科循環器クリニック
5月  8日(日) 菊川皮ふ科医院
5月15日(日) くすおか整形外科クリニック
5月22日(日) 山本整形外科病院
5月29日(日) 海田心療内科メンタルクリニック

（窪町 ☎823-6298）
(幸町 ☎847-6500)
(新町 ☎824-3131)
(成本 ☎821-2212)
(蟹原 ☎823-7111)
(新町 ☎824-0505)
（堀川 ☎822-3000)
(新町 ☎823-5500)
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悩みごと・困りごと 相談 相談は無料です。お気軽にどうぞ。
催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　　　容　　　な　　　ど

梅毒検査
エイズ検査

肝炎ウイルス検査

行政相談

5月10日（火）

5月12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

（祝日を除く）

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）

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）




