










災害から身を守るために ～早めの避難行動を～

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

すが、その場合も緊急速報（エリア）メールを発信します。なお、緊急速報（エリ
ア）メールの発信は、「警戒レベル３（高齢者等避難）」の発令で行います。

情報を入手しよう！

● わが家の防災ハンドブック
防災課で配布し

ています。
日頃の備えに活
用してください。

● 防災行政無線
　自動応答装置
「0120-852-357」にダイヤル
すると、防災行政無線の放送内容
を確認できます。
（今年度からフリー
ダイヤルになりまし
た）

● 防災ラジオ
防災行政無線の放送を自動受

信できます。１台につき2,000円で
貸し出します。

● 広島県防災Web
最新の雨量や河川の状況、台風

の進路などの気象・防災情報を
入手できます。

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

す。

● 防災アプリＨａｚａｒｄｏｎ
最新の被災状況や避難所の運

営状況などをスマートフォンやパ
ソコンで確認できます。

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

設置し、気象情報を観測していま
す。

● 防災情報メール・
　防災情報電話
緊急の避難情報や地域の防災

情報をメールで配信しています。ま
た、電話・ファクス
でも情報発信して
います。

● 海田町ホームページ
気象・防災情報や各種ハザード

マップをまとめています。

● 海田町公式ＬＩＮＥ
お知らせや防災情報など、お役
立ち情報を発信しています。登録
料は無料です。（別途通信費がか
かります）

● 防災気象情報
　（気象庁ホームページ）
警報・注意報や雨雲の動きな

ど気象情報を入手できます。

● 防災ライブカメラ
平成３０年７月豪雨災害において

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

● 土砂災害危険度情報
大雨で土壌が崩れやすくなって

いる場所が表示されます。（NHKの
ｄボタンでも閲覧可）

●防災課（役場2階）　 ８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７
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避難に備えた防災訓練
　避難に備えた防災訓練を次のとおり行います。どなたでも参加できますので、ぜひ参加してみてください。

●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
●訓練内容　�９時に「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）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。

防災出前講座
●防災知識講座
我が家の防災対策や避難の心得

について講話します。自主防災組織
などの防災訓練をお手伝いします。
●マイ・タイムライン作成講座
風水害に対する準備として、自分の行動計画を作
成し、災害に備える講座です。（広島県が作成してい
る「ひろしまマイ・タイムライン」の冊子を活用）
●ハザードマップ活用講座
各種ハザードマップの見方や使い方をわかりやす

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

自主防災組織
避難呼びかけ体制構築活動補助金
自主防災組織による、避難の呼びかけ体制を構
築することを目的とした防災研修会や避難訓練な
どの取り組みの経費を補助します。事前に申請が必
要です。くわしくは防災課へ。
●補助金額　�上限10万円（１自主防災組織につき１

回限り）
●対象　町内の自主防災組織
●経費　講師謝金、消耗品費、資機材購入費など
●申し込み　９月30日（金）までに防災課へ

平成３０年７月豪雨災害に係る
追悼献花
平成３０年７月豪雨災害から４年を迎

えるにあたり、災害により犠牲となっ
た全ての方々に追悼の誠を捧げ、災害からの復旧復
興への誓いを新たにするため、献花台を設置します。
●日時　７月６日（水）10時〜１5時
●場所　町民センター
●その他　�献花台を設置している時間内は、お花を

用意します。（数に限りがあります）

災害写真パネル展示
平成３０年７月豪雨災害に係る追悼献花式にあわ

せ、災害写真パネルを展示します。
●日時　７月６日（水）〜８月３１日（水）
●場所　�町民センター、織田幹雄スクエア、ひまわ

りプラザ、福祉センター、海田町役場（各施
設に巡回展示）

海田町自主防災リーダー育成講座
地域の積極的な自主防災活動の指導・推進を行

うことができる人材を育成するための講座です。
年４回の講座のうち、座学とワークショップを１回

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

防災士育成事業補助金
町民の防災意識の高揚、地域防災力の向上を図るため、日本防災士機構が行う防災士の認定に必要な経費

（受講料、受験料、登録料）を補助します。
●対象　町在住者（海田町自主防災リーダーを優先）
●申し込み　�個人で防災士研修に申し込み後、海田町防災士育成事業補助金交付申請書（防災課にあります）を防

災課へ。
●研修会日程・場所　�防災士研修センターホームページを確認してください。
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被爆二世健診02

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

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

対象者
被爆者健康手帳または第一種健康診断受診者
証を持っていない人で、広島県などが被爆地域の
拡大を求めた地域において黒い雨を体験し、健康
不安のある人。

事業内容
１.保健師・医師・臨床心理士による相談
　（１）海田町や広島県の保健師による相談
　（2）�医師などの相談会（広島市中心部で会場

を設け年2回実施）
　（3）�巡回相談会

２.健康診断費、交通費の助成
　（１）健康診断費の助成
　　　�　相談の参考とするため、特定健康診査

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

　（２）交通費の助成
　　　�　相談窓口、相談会に参加するため、公共

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

　　　�※くわしくは、予約時に相談してください。

予約方法
相談を受けるためには、予約が必要です。
電話で社会福祉課または広島県被爆者支援課
へ。

相談日程
1.海田町保健師による相談…社会福祉課へ。

2.�広島県保健師による個別訪問相談…広島県
被爆者支援課へ。

3.巡回相談会
　　●日時　令和5年1月19日（木）
　　●場所　安芸区総合福祉センター
　　●締切　令和5年1月5日（木）

※�健康診断結果の写しなど、最近の健康状態が
分かるものを持ってきてください。
※�くわしくは広島県ホームページを確認してくだ
さい。
　https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
　�soshiki/52/01kuroiame.html

申し込み
　役場や公民館などに備え付けの専用はがきに必要事項を記入し、広島県被爆者支援課
に申し込んでください。
　広島県ホームページからも電子申請により申し込みができます。
※�くわしくは、広島県ホームページを確認してください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/52/r2hibaku2kenshin.html

実施期間
　6月10日（金）〜令和5年2月28日（火）（精
密検査については令和5年3月10日（金）まで）

申し込み期間
　6月1日（水）〜令和5年1月31日（火）
　※消印有効。

令和4年度黒い雨体験者相談・支援事業01

検査費用
　無料
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●こども課（役場１階）　 823-9227　FAX.823-9627

●保健センター　 823-4418　FAX.823-0020

６月分（１０月支給分）から、児童手当の制度が一部変わります。

お住まいの校区ごとに「地区担当保健師」を配置し、訪問や健康相談、出前健康教室などの地
区活動を行っています。「やっぱり海田がいいね」と皆さんに思ってもらえる町をめざして、地区
担当の保健師が地域の皆さんと一緒に地域づくりをすすめていきます。

校区 地区 担当保健師

海田小学校区

上市、中店、稲荷町、新町、窪町、大
正町、南大正町、日の出町、南昭和
町、昭和中町、曙町、東昭和町、昭
和町 鈴木、森保、大松

海田西小学校区
堀川町、南堀川町、つくも町、南つく
も町、明神町、南明神町、栄町、月見
県営

海田南小学校区 三迫、東海田、大立町、月見町、幸
町、西浜、南本町、南幸町、東 北川、三好、加瀬

海田東小学校区 浜角、蟹原、寺迫、曽田、稲葉、成
本、石原、畝、砂走、国信 宮原、藤伊、池本

　　リーダー保健師

現況届の提出が原則不要となります
　毎年６月に提出していた現況届が、原則不要と
なります。ただし、次のような人は引き続き現況届
の提出が必要です。
・�配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が
実際の居住地と異なる人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・法人である成年後見人、施設などの受給者の人
・その他、状況を確認する必要がある人

特例給付の支給について所得上限限度額が設け
られます
　特例給付の支給について所得上限限度額が新
設され、所得が一定以上ある場合には特例給付が
支給されません。

扶養
親族
の数

①所得制限限度額 ②所得上限限度額

所得額
（万円）

収入額
の目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額
の目安
（万円）

0人 622 833.3 858 1,071

1人 660 875.6 896 1,124

2人 698 917.8 934 1,162

3人 736 960 972 1,200

4人 774 1,002 1,010 1,238

5人 812 1,040 1,048 1,276
・所得が①未満の場合
� � →　児童手当を支給
・所得が①以上②未満の場合
� � →　�特例給付を支給
・所得が②以上の場合
� � →　�特例給付は支給されません

児童手当の制度が一部変わります

こんにちは。あなたの地区の保健師です

03

04
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所得の申告をお願いします05

国民健康保険の加入者やその世帯主のうち、前
年所得がわからない人を対象に「国民健康保険税
賦課に関する所得調査について」という調査票を６
月上旬に送付します。調査票が届いた人は６月末
までに必ず申告してください。
※�世帯主本人が国民健康保険に加入していなく
ても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合
は、世帯主の所得申告が必要です。
※�無収入の人や税法上の被扶養者であっても申
告は必要です。

所得のない人（給与・アルバイト収入が年間５５万
円以下の人を含む）は、同封の調査票に記入の上、
個人番号確認書類（マイナンバーカードなど）と身
元確認書類（マイナンバーカード、運転免許証な
ど）、給与収入がある場合は令和3年中の収入額が
分かるもの（源泉徴収票など）の写しを添付し、返
送してください。

所得のある人（給与・アルバイト収入が年間５５万
円を超える人など）は、次のものを持って税務課で
申告してください。

●�令和3年中の収入額が分かるもの（源泉徴収
票など）
●�社会保険料控除や生命保険料控除を受ける
場合は、その控除証明書
●�個人番号確認書類（マイナンバーカードなど）
と身元確認書類（マイナンバーカード、運転免
許証など）

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

申請できる人
　（次の全てに当てはまる人）
　・海田町に住民登録がある人
　・�マイナンバーカードをまだ申請していない人
　・�申請後２カ月以内に転居・転出予定がない人

申請から受け取りまでの流れ
①�本人確認書類（免許証や保険証）、個人番号カード
交付申請書（所有している人のみ）を持って住民課
へ。
②�住民課の窓口で写真撮影を行い、そのままインター
ネット経由で申請します。
③�１〜２カ月後、カード完成の
お知らせを送りますので、
本人が受け取りに来てくだ
さい。

●税務課（役場1階）　 823-9204　FAX.823-9627

マイナンバーカードらくらく申請06
●住民課（役場1階）　 823-9205　FAX.823-9627

　顔写真撮影からインターネットを経由しての申請まで、役場窓口で行えます。写真を用意していただく必
要はありません。この機会にマイナンバーカードを作成してください。

※�なお、次のものを用意していただいた場
合、マイナンバーカードの受け取り時の来
庁が不要となり、カードを直接自宅まで送
ります。

１．�運転免許証や住民基本台帳カードなど、
官公署発行の顔写真付きの本人確認書
類

２．通知カード（持っている人のみ）
３．住民基本台帳カード（持っている人のみ）
　※�その他、申請時にカードの暗証番号を
決めます。
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海田町まちづくり出前講座07
●生涯学習課　 823-9217　FAX.823-9256

役場の仕事や制度などについて、皆さんの所へお話に行きます。自治会・子ども会・学校・サークル活
動・ご近所の集まりなど、色々な機会に利用してください。
海田町まちづくり出前講座利用申込書（生涯学習課で配布、または海田町ホームページからダウンロー

ド）を実施希望日の１４日前までに提出してください。
開催日時や場所、対象者などくわしくはそれぞれの担当課まで問い合わせください。

講　座　名 担当課

子
育
て
・
健
康
・
福
祉

子育て、応援します！ こども課

すこやか子育て応援講座 ひまわり
プラザ

国民健康保険制度について 住民課

高齢者いきいき活動ポイント
事業講座　 人気 

長寿保険課

後期高齢者医療制度について

介護保険制度について　 人気 

介護予防講座

認知症支援制度について

いきいき百歳体操体験講座

ACP（私の心づもり）講座

出前健康教室 保健センター

障がいのある方への
サービスについて 社会福祉課

ま
ち
づ
く
り

「協働のまちづくり」について 魅力づくり
推進課

第5次海田町総合計画について 企画課

海田町の財政運営・収支見通し 財政課

道楽隊（道路里親制度）について 建設課

「海田町都市計画マスタープラ
ン」と「海田町立地適正化計画」
について

都市整備課

講　座　名 担当課

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

学校教育について 学校教育課

ニュースポーツ講座 生涯学習課

日本人初の
オリンピック金メダリスト
織田幹雄の軌跡

織田幹雄
スクエア

く
ら
し

「マイナンバー」講座 住民課

わかりやすい税金のおはなし
（租税教室） 税務課

防災知識講座

防災課

マイタイムラインの作成講座
〜避難行動計画をつくる〜

防災情報共有システム講座
〜デジタル情報の見方〜

ハザードマップ講座

だまされんけんね！
悪質商法　 人気 町民生活課

主役はあなただ！
〜選挙が日本を動かす〜

選挙管理
委員会

議会のしくみ 議会事務局

水道水のできるまで 上下水道課

私道・建築関係補助制度に
ついて 建設課

空き家専門家派遣 都市整備課
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●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
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❽
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完了
完了
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砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。

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

※4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。（町施工分については完了しています）
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08 災害復旧事業の進捗状況
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08 災害復旧事業の進捗状況

はつらつとした生活を送るために「たんぱく質」は欠かせない栄養素です。たんぱく質が不足すると、筋
肉の量が減少し、フレイルになりやすくなるため、高齢の人はより一層たんぱく質をとることが大切です。
特に肉、魚、豆腐などのたんぱく質を意識してとりましょう。

「片手が目安！ 1日に必要なたんぱく質を朝・昼・夕の３食でとりましょう」

きらりん☆はつらつだより vol.3
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！

豚ロース（焼き）
70g

（約19g）

鮭（焼き）
70g

（約20g）

牛乳
180g
（約6g）

卵
50g

（約6g）

納豆
50g

（約8g）
※食事制限のある人は、主治医に相談しましょう。　
　日本食品標準成分表2015年版（七訂）より計算　　（　）内はたんぱく質量の目安

１日にこれくらい食べよう（それぞれ片手にのるくらい）
高齢者が１日に必要なたんぱく質量は　[1.0g～1.2g]×体重（㎏）
（体重50㎏の人は50～60g）

これで
合計約60gの
たんぱく質が
とれます

●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について（第２回）パートナーシップ宣誓制度について（第２回）パートナーシップ宣誓制度について（第２回）パートナーシップ宣誓制度について（第２回）パートナーシップ宣誓制度について（第２回）パートナーシップ宣誓制度について（第２回）

　性の多様性が理解され、性的マイノリティの人々が安心して暮らせるまちをめざし

て、この制度を10月から開始します。

●性の多様性ってどういうこと？

　性のあり方は、次の４つの要素の組み合わせや表れ方によって、一人一人違います。

自分自身の性のあり方を大切にするとともに、他の人の性のあり方も尊重しましょう。

～誰にでもある性の４つの要素～

性的指向　どういった人を好きになるか

性自認　　自分の性別を自分でどう思うか

性的特徴　身体の性別

性表現　　服装、しぐさ、言葉づかいなど
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ネ ウ ボ ラ ひ ろ ば
妊 娠 か ら 出 産 ・ 子 育 て ま で を 応 援 !

み ん な 集 ま れ !  !

広島県の子ども元気いっぱいキャラクター�イクちゃん

こども課（役場1階） ☎823-9227
保健センター ☎823-4418
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

●日時　7月16日（土）10時〜11時30分
●対象　1歳〜未就園のお子さんとお父さんとお母さん
●定員　12組
●場所　ひまわりプラザ
●申し込み　6月13日（月）から各子育て支援センターへ

お父さんとふれあい体操
　お父さんと子どもは一緒に体操をして、たっ
ぷりふれあいましょう！
　●講師　SiNグループ�田中�信行さん

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、ストレッチなど
で心も体もリフレッシュ！
　●講師　助産師　藤田�亜希子さん

お 父 さ ん 講 座

　赤ちゃんのねんねのリズムをどのよう
に確立するのか、寝かしつけの方法など
を学びます！�出産後、赤ちゃんのねんねで
困っている親子も参加できます。年２回の
開催です。

パ パ マ マ 教 室 （ 睡 眠 編 ）

●日時　6月25日（土）9時30分〜11時30分
●対象　妊婦と家族、産後4カ月頃までの親子
●定員　16組
●講師　大学助教　藤本�綾子さん
●場所・申し込み　ひまわりプラザ

～パパママの睡眠と赤ちゃんのねんね～
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催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　

パパママ教室
（出産編） ７月２日（土） 9時30分〜

11時30分

・出産の経過とパパの役割　・妊婦体験
●対象　妊婦と家族
●申し込み　6月2日（木）から

プレママ教室
（出産準備編） ６月2２日（水） 14時〜

15時30分
・妊娠中の変化　・骨盤体操　・妊娠中の栄養について
●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）

①６月17日(金）
②７月15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　各１枚
●申し込み　①受け付け中�②６月15日(水)から

産後ママのための休憩室
（骨盤ケア・べびぃケア）

6月15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。
●持ち物　バスタオル
●申し込み　受け付け中

6月24日（金）

助産師の相談室 6月20日（月）
7月14日（木）

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 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談

6月1日（水）、7月13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10組）
●申し込み　各子育て支援センターへ

6月１０日（金）、7月８日（金） 町民センター
9時30分〜11時

6月27日（月） 海田児童館

どんぐり相談 7月26日（火） 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〜学童
●相談員　公認心理師　片木�惠子さん
●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 毎週水曜日10時〜11時

海田みどり幼稚園�☎822-4359 6月15日（水）10時45分〜11時30分　※雨天中止

東海田幼稚園� ☎822-7576 毎週金曜日　10時〜11時

明光保育園� ☎823-0366 毎週水曜日�10時〜11時（乳児は10時45分まで）

龍洞保育園� ☎823-3354 毎週水曜日�10時〜11時

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

6月21日(火) 6月22日(水) 6月22日(水)

赤ちゃん教室２（はいはい） 9カ月〜1歳3カ月の未就園児と保護者 6月28日(火) 6月29日(水) 6月29日(水)

親子教室１（よちよち） 1歳4カ月〜2歳未満の未就園児と保護者 6月9日(木)

親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 6月23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〜 7月5日（火） ひまわりプラザ 10時〜

11時30分

離乳食の基本編と離乳食相談
●対象　�4カ月〜6カ月頃の乳児と保護者
●定員　10組
●持ち物　�食育支援ファイル（持っている人）、バスタオル
●申し込み　6月1日（水）から保健センターへ

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　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　6月25日（土）

●集合　13時にJR海田市駅北口

●申し込み　6月17日（金）まで

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

●日程　6月18日（土）

●集合　9時30分にJR海田市駅北口

●申し込み　6月10日（金）まで

「西国街道・東海田と瀬野川めぐり」
春日神社から瀬野川沿いに河川敷を通るコース

両コースとも
●行程　約２時間30分

●参加費　100円（保険代、資料代）

●定員　10人（先着順）

●申し込み　電話で魅力づくり推進課へ
　　　　　　（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）

　※５人以上の団体であれば、希望の日程でガイドができますので、
　　相談してください。

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

標高約346mの「日浦山」を、地域ボランティアの案内のもと登ってみよう！

●行　程　（登り）Ａルート
　　　　　（下り）Ｂルート 約２時間30分

●参加費　100円（保険代を含む）

●服　装　長袖・長ズボンなど山登りに適した
　　　　　運動着・靴、帽子、軍手

●持ち物　タオル、飲み物、保険証など

●申し込み　電話で魅力づくり推進課へ
　　　　　（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）

●日程　6月11日（土）

●定員　20人（先着順）

●集合　９時に織田幹雄スクエア

●申し込み　6月6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

り」

●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）

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！

2022.6.116



● 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。

新型コロナウイルスワクチン接種

ＰＣＲ検査を受けるには

●新型コロナウイルスワクチン接種対策班　 824-2323　FAX.823-0020

●保健センター　 823-4418　FAX.823-0020

４回目接種について
●対　象　３回目ワクチンの接種から５カ月が経過した人のうち、
　　　　　・６０歳以上の人
　　　　　・１８歳以上で基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人
●接種券　・６０歳以上の人…３回目接種から５カ月が経過する月の前月末までに発送。
　　　　　　　　　　　　　（１月までに３回目を接種した人は５月末までに発送します）
　　　　　・�1８歳以上で基礎疾患を有する人など…接種券の発行には申請が必要です。申請書（保健セ

ンター窓口、海田町ホームページなどで確認できます）を保健センターへ提出してください。
後日、接種券を自宅に郵送します。※接種記録の状況によっては、接種済証の提出をお願い
する場合があります。

●その他　�集団接種は７月中旬以降順次開始します。６０歳以上の人で、３回目を集団接種で接種した人に
ついては、日時・会場などを指定したお知らせを送付します。個別接種をした人や１８歳以上で
基礎疾患を有する人などは、接種券に同封するお知らせを確認してください。

その他、接種については、接種券に同封するお知らせを確認してください。

３回目の接種の集団接種日程について
以下の日程で集団接種を行います。３回目接種の希望者は予約して接種してください。
接種日 場所 時間 ワクチン

6月11日（土） 福祉センター 【前半】14時〜17時　【後半】17時30分〜19時30分 ファイザー

無症状でも感染の不安のある人は、積極的にＰＣＲ検査などを受けてくだ
さい。

●PCRセンター　要予約。WEBまたは電話（050-1741-6373）で受け付け。
その他、予約不要の臨時ＰＣＲスポットや、薬局での抗原定性検査について
は広島県ホームページで確認してください。

症状のある人は、「かかりつけ医」や「積極ガードダイヤル（082-513-2567）」などに早めに電話で相談
しましょう。

風邪かなと
感じたら

薬局での
検査について

ＰＣＲ検査

2022.6.1 17
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サクラガーデン
くすのきコンサートイベント

　 サクラガーデン（長谷川）
☎090-3880-2247
問

●出演　しの笛「知佳(ちか)」
　　　　マリンバアンサンブル「ミセスマリンバ」
　　　　フォーク「おひさ」
●日時　６月１１日（土）１４時～１５時３０分
●場所　海田町ふるさと館１階研修室
●入場料　無料

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報かいた6月号
掲載イベントなどが中止となる場合がありま
す。最新の情報は海田町ホームページを確認し
てください。また、各イベント・講座に参加する
場合、マスクを着用してください。

ももたろうくんのおはなし会
月日 6月11日（土） 6月25日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「絵本作家 佐野 洋子」

絵本の読み聞かせ
テーマ「天体」

場所
時間
費用
対象

内容

11時から
無料（自由参加）
幼児～低学年

赤ちゃんのためのおはなし会　ももちゃんくらぶ
月日 6月3日（金） 6月17日（金） 7月1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

　6月の読書のテーマは「衣替えの季節」です。
　今月はファッションや服の文化など、衣服に関連する本を展
示しています。
●休館日　6月の休館日は次のとおりです。
毎週月曜日（祝日などの場合翌日）
６月3０日（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。今月より簀戸（すど）や
蚊帳（かや）など建具が夏のしつらえにかわります。
●日時　６月１０日（金）～６月１３日（月）１０時～１６時
　　　　６月２４日（金）～６月２７日（月）１０時～１６時
●場所　旧千葉家住宅
●申し込み　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。

　短冊に願いごとを書いて笹に飾ろう！！
●日時　６月２４日（金）～６月２７日（月）１０時～１５時
●場所　旧千葉家住宅角屋
●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
け付けします。

今月の催し
和文化体験「七夕イベント～短冊に願いを」

海田町
ニュースポーツ講座イベント

　 生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256
問

　子どもから大人までみんなでニュースポーツを楽しもう！
（競技予定：ペタンク、ラダーゲッター、クッブ、ソフトバレー
ボール）
●日時　くわしくは海田町ホームページを確認してください。
●場所　海田東公民館 体育館
●対象　町内在住の小学生以上（大人も大歓迎）
　※小学1～3年生の参加者には保護者が同伴してください。
●定員　20人程度（先着順）
●講師　スポーツ推進委員
●持ち物　屋内シューズ、水分補給できるもの
●参加費　無料
●申し込み　6月8日（水）までに生涯学習課の窓口へ
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親子で楽しむ！
バードウォッチング教室イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

　瀬野川河川敷を歩きながら、水辺や公園などの野鳥を
観察します。日本野鳥の会所属の講師による解説もありま
す。初心者親子も大歓迎！
●日時　6月18日（土）9時30分～11時30分
●場所　織田幹雄スクエア
●対象　小・中学生とその保護者
●定員　20人（先着順）
●講師　日本野鳥の会　広島支部
●服装 動きやすい服装
●持ち物　飲み物、筆記用具、あれば双眼鏡など
●参加費　無料
●申し込み　6月3日（金）9時から電話または窓口で。
●注意事項　雨天決行。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。

畝自治会絵手紙同好会の
絵手紙展イベント

　 ふるさと館
☎823-8396　FAX.823-8467
問

　畝自治会絵手紙同好会の皆さんが冬・春編に続き、展示
会（夏編）を開催します。相手の心に寄り添う一言と鮮やか
な彩りに触れ、一足先に夏の太陽を感じに会場へ出掛けて
みませんか。
●日時　６月１９日（日）～６月３０日（木） ９時～１６時
　※６月２７日（月）は休館日。
●場所　ふるさと館、＆古民家（畝一丁目16-5）

ヘルスメイト
（食育ボランティア）募集イベント

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　健康に関心のある人、食に興味がある人、食育ボランティ
ア活動に参加しませんか。健康づくりのための「食」につ
いて、仲間とともに楽しく学び、地域に食育を広めていき
ましょう。
　ヘルスメイト養成講座を開催します。食に関する講義や
実践を通して食育について学びます。【全 7回】
●日時　第1回目　6月23日（木）10時～11時30分
●場所　保健センター
●申し込み　6月16日（木）までに電話で保健センターへ

今年も始まりました！
心と体のハッスル教室（PART1）イベント

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　健康づくりのための情報を学び、周りの人へ一緒に発し
ていきましょう！希望の回のみの参加も可能です。

●時間　１０時～１１時３０分
●場所　織田幹雄スクエア
●申し込み　前日までに電話で
　保健センターへ

実施日 内　容

６月２日（木）

６月１６日（木）

「腸活のお話～心と体の健康は美腸から～」
講師：広島ヨガスタジオ１０３　yukoさん

「筋力アップ！気分もアップ！」
講師：作業療法士　望月 マリ子さん
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安芸地区健全育成剣道大会イベント

　 海田町体育協会剣道部（大上 和行）
☎0823-56-2457
問

●時間　６月26日（日）９時
●場所　海田中学校
●対象　安芸地区在住の小学1年生～中学3年生
●種目　個人戦
●申し込み　6月20日（月）までに参加申込書を安芸剣道
連盟事務局へ（☎894-1119　FAX.505-4421）

子ども工作教室「くるくる風鈴」イベント

　 海田総合公園
☎824-2433　FAX.824-2434
問

　音色も可愛い風鈴を作りませんか。
●日時　６月２５日（土）10時～15時
●場所　海田総合公園会議室
●講師　なんでも隊　代表　河野 英志さん
●材料費　100円
●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

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）

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　6月14日（火）、6月28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

海田町文化祭　in 海田東公民館イベント

　 海田町文化スポーツ協会　☎516-5525
　 海田東公民館　☎823-2711　FAX.824-2311
問

　海田町文化スポーツ協会の講座会員・団体会員の「発表
の場」として、作品展示やステージ発表を行います。
　バザーはありません。
●日時　6月25日（土）前日祭
　　　　13時～17時（作品展示）
   　　　13時～20時30分予定（ステージ）
            6月26日（日）当日祭
            9時30分～15時（作品展示）
　　　　9時30分～16時30分予定（ステージ）
●場所　海田東公民館
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税務職員募集募　集

　 広島国税局総務部人事第二課試験研修係
　 ☎221-9211
問

●受験資格　①令和４年４月１日において、高等学校または
中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経
過していない人（平成３１年４月１日以降に卒業した人が
該当する）および令和５年３月までに高等学校または中等
教育学校を卒業する見込みの人

　②人事院が①に掲げる者に準ずると認める人
●申込方法　６月２０日（月）９時から６月２９日（水）までに
　インターネット申込専用アドレス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.htmlより
　申し込んでください。

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　6月14日（火）１３時３０分～1４時３０分
●場所　福祉センター

健　康 もっと野菜を！
今の食事にプラス一皿から始めよう！

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

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

健　康 ８０２０運動

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　「8020運動」とは、「80歳までに自分の歯を20本以上保
とう」という運動です。元気な心とからだを保つため、おい
しく食べるための健康な歯は欠くことのできないものです。
　昨年度は、65人が表彰されました。今年度も、ぜひ、皆さ
んの自慢の歯を披露してください。
●対象　令和4年12月末日時点において、80歳以上で20
本以上の自分の歯を持っている人
　（過去に表彰された人は除く）
●申し込み　町内の歯科医院で推薦してもらってくださ
　い。※町外の歯科医院で推薦を希望する人は、事前に保
　健センターへ。

募　集 ボランティアスタッフ募集

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

　海田町文化スポーツ協会では、ボランティアスタッフを募
集しています。イベントの企画・立案がしたい人、各種イベ
ントにスタッフとして参加したい人、絵が描ける、パソコン
が得意など、特技を生かしたい人も、また、特技がない人
も、人の笑顔を見るのが好きな人、誰かを応援したい人、集
まれ！
●申し込み　電話または海田町文化スポーツ協会（織田幹
　雄スクエア内）の窓口へ

募　集 就業構造基本調査の調査員募集

　 企画課（役場3階）
☎823-9212　FAX.823-9203
問

　10月1日を基準日として、令和4年度就業構造基本調査
が実施されます。海田町内での調査員を募集しています。
●調査員の任命期間　8月下旬～10月下旬まで（予定）
●調査員の報酬など　約40,000円
●申し込み　電話で企画課へ
　　調査前には事前説明会を開催します。未経験の人も安
　心して応募してください。
　　くわしくは海田町ホームページを確認してください。

スポーツ推進委員の募集募　集

　 生涯学習課
　 ☎823-9217　FAX.823-9256
問

　スポーツ推進委員は、ニュースポーツの普及や各種ス
ポーツイベントなど、海田町のスポーツの発展のため活動
しています。
　スポーツ推進委員として海田町のスポーツを一緒に盛り
上げてみませんか？
　くわしくは海田町ホームページを確認してください。 
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　 長寿保険課（役場1階）
☎823ｰ9609　FAX.823ｰ9627
問

　認知症の人やその家族がゆったりと過ごしたり、必要な
情報を集めたりすることを目的とした認知症カフェが町内２
カ所で行われます。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　6月4日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　ウエカド（海田町南本町４番１０-２号）
　●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　6月29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

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 

精神科医師が心の不安、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：６月2１日（火）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

6月24日（金）13時30分～15時30分

お知らせ

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

　美しく住みよい町をつくるため、瀬野川などの町内河川
を中心に町内全域の一斉清掃を行います。
　町一丸となり「きれいな海田町」をつくり、気持ちよく住め
る環境にしましょう。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止にすること
があります。
●日時　６月２６日（日）８時から
　※雨天中止の場合は、当日７時に
町内放送でお知らせします。

　海田町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加
入していて、勤め先から給与などの支払いを受けている人
が、新型コロナウイルスに感染した場合または感染が疑わ
れた場合に、その療養のために仕事を休んだ期間、傷病手
当金が支給されます。
　これまで、療養のために仕事を休んだ期間について、令
和２年１月１日から令和４年３月３１日までとしていましたが、
令和４年６月３０日までに延長となりました。

空き缶等散乱ごみ
追放キャンペーン

傷病手当金の適用期間を
延長しますお知らせ

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

問
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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　6月11日（土）
●開庁時間　8時30分～17時15分
●業務内容　住民票、戸籍関係証明書の発行、印鑑登録お
よび証明書の発行、旅券（パスポート）の交付の申請およ
び交付（受領証持参）、住民票の異動（転入・転出など）の
受け付け、マイナンバーカードの申請受け付け・交付

※転入・転出、転居に伴うその他の手続き（健康保険など）
はできません。
※旅券の申請は、一部受け付けができない場合がありま
す。（住民票が海田町にない人の申請など）
※印鑑登録は、写真付身分証明書（運転免許証など）を持参
できない場合、即日登録はできません。
マイナンバーカード交付臨時窓口の開設について
　マイナンバーカード（個人番号カード）の交付に係る臨時
窓口を毎週木曜日（祝日を除く）に開設します。

●今月の臨時窓口　6月2日（木）、6月9日（木）、
　6月16日（木）、6月23日（木）、6月30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

「ねんきん定期便」を
お届けしていますお知らせ

　 ねんきん定期便専用番号
☎0570-058-555（ナビダイヤル）
☎03-6700-1144（一般電話）
広島南年金事務所　☎253-7710

問

　日本年金機構では、国民年金・厚生年金保険に加入して
いる人に「ねんきん定期便」を送付しています。
　年金加入者の皆さん一人一人に対して、年金保険料の納
付実績や年金の見込み額など、年金に関する情報を分かり
やすく定期的にお知らせして、保険料負担と年金給付の関
係を実感してもらうためのものです。
　送付月は、毎年誕生月です。３５歳・４５歳・５９歳の人には
封書で送付し、その他の年齢の人にはハガキで送付しま
す。
　「ねんきん定期便」について分からないことや疑問点があ
る場合は、ねんきん定期便専用番号または広島南年金事務
所へ相談してください。

町営住宅入居者（定期募集）お知らせ

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

　6月定期募集を行います。
●募集案内配布　6月7日（火）から
●配布場所　役場、各公民館、ひまわりプラザ
●申込期間　6月14日（火）～6月16日（木）
●受付場所　都市整備課
　※くわしくは配布する募集案内を確認してください。

海田町議会の開会お知らせ

　 議会事務局（役場３階）
☎823-9218（FAX兼用）
問

　６月の定例会は、６月７日（火）９時から議場で開会予定で
す。

募集住宅
構造
建設年度

棟・階数

間取り

駐車場
単身者

第２蟹原住宅

昭和61年

有
不可

無
不可

①1号棟3階
②2号棟3階
③2号棟4階
（告知事項あり）

①1号棟3階
②2号棟2階

①6畳、6畳、6畳、DK
②6畳、6畳、4畳半、DK
③6畳、6畳、4畳半、DK

①6畳、6畳、4畳半、DK
②6畳、6畳、6畳、DK

昭和60年

三迫住宅
鉄筋コンクリート造

お知らせ

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

　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞ
れの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現
するためには、行政だけでなく、
皆さん一人一人の取り組みが
必要です。「女だから」「男だか
ら」ではなく「あなたらしい」をこ
の機会に考えてみませんか。

６月２３日～２９日は
男女共同参画週間です

「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ
（令和４年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ）
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けし・大麻栽培に注意しましょう！お知らせ

　 広島県健康福祉局　薬務課
☎513-3221　
問

　5月から6月にかけて、花を咲かせて私たちの目を和ませ
てくれるけしには、植えてはいけない種類があるのをご存
知ですか。
　植えてはいけないけしや大麻を栽培することのないよう
に十分注意しましょう。
　けしの見分け方についてわからないことや、植えてはい
けないけしや大麻を見かけたときは、西部保健所広島支所
衛生環境課または県庁薬務課まで連絡してください。

4/14

●防災課（役場2階）
　☎823-9208　FAX.823-7927
　学校法人住田学園と、２月に開園した「みどりのもりこ
どもえん」を使用施設に加えた、指定緊急避難場所及び
指定避難所としての使用に関する協定を締結しました。
　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。

学校法人住田学園と
指定緊急避難場所及び
指定避難所としての
使用に関する協定を締結

4/29

●生涯学習課
　☎823-9217　FAX.823-9256
●表彰者
　全国高校選抜 男子三段跳
　宮尾 真仁さん
　（京都府洛南高等学校）
　記録　15ｍ48㎝

　全国高校選抜 女子三段跳
　田中 美憂さん
　（埼玉県立松山女子高等学校）
　記録　12ｍ56㎝

第56回織田幹雄記念
国際陸上競技大会で
織田幹雄賞の
表彰をしました

●社会福祉課（役場１階）
　☎823-9207　FAX.823-9627
　「民生委員・児童委員の日活動強化週間」に合わせ、５月
17日（火）に町内４小学校であいさつ運動が実施されまし
た。
　民生委員・児童委員について
知ってもらうことを目的として、活
動内容が掲載されたリーフレット
が全児童に配られました。

5/17
笑顔であいさつ
民生委員・児童委員

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

みやお

たなか みゆう

まなと

5/1

●生涯学習課　☎823-9217　FAX.823-9256
　令和4年成人祭が、感染症対策のため２部制で行われま
した。
　第１部は特集に掲載した榎田 龍弥さん、第２部では清水
友来さんが新成人代表の誓
いの言葉を述べました。
　新成人の皆さん、おめで
とうございます。

成人祭

第２部新成人代表　清水 友来さん
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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）
●広島口腔保健センター
　（広島市東区二葉の里3丁目2-4 ☎262-2672）歯科（日曜・祝日・お盆・年末年始9時～15時）
●広島県小児救急医療電話相談（こどもの救急電話相談）（☎＃8000または☎505-1399）
　小児科勤務の経験がある看護師（小児科医師が支援）が専門的なアドバイスを電話で行います。（毎日19時～翌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③　～災害に強く安全なまちづくり～
　本町では、台風や豪雨など幾多の災害を経験してお
り、平成３０年７月豪雨災害でも大きな被害を受けまし
た。
　これらの災害の経験や教訓を踏まえ、土砂災害や河
川氾濫、地震や津波、高潮などさまざまな災害を想定
し、災害発生時に迅速な避難行動を促せるよう、的確に
避難情報を発信する体制を整えてまいりました。
　今年度は、昨年１２月に策定した「海田町国土強靱化
地域計画」を実行に移し、次の事業などにより、強靱な
地域づくりを計画的に推進してまいります。

町長

　こうした事業に加えて、大規模浸水害に対応するため
の救命ボートの整備や、防災行政無線のエリア外への設
置および難聴地区の解消などに取り組みます。
　また、町民の皆様の早期避難や、地域で周りの人達へ
の避難を呼び掛けていただく体制づくりに向けて、地域
の皆様とともに、取り組む必要があると考えております。
　このため、今年度は、町と町民が連携した「避難に備
えた防災訓練」を実施し、「ひろしまマイ・タイムライン」を
活用した町民一人一人の防災行動計画作成や、防災ア
プリの利用促進を図るなど、避難率の向上に取り組んで
まいります。
　本町といたしましては、施設整備などのハード事業
と、防災リーダー育成、防災情報発信などのソフト事業
の両面で災害に備え、暮らしの安全・安心の確保に取り
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

6月  5日(日) おんじ内科クリニック
6月12日(日) 片桐整形外科
6月19日(日) 河島脳外科クリニック
6月26日(日) 秋本クリニック

 （南大正町　☎516-5316）
(南昭和町　☎823-9133)
(砂走　☎823-8222)
(稲荷町　☎823-7777)

・土砂災害や河川氾濫対策などのインフラの強靭化
・木造住宅の耐震改修補助制度の拡充を通じた地震 
　に強い住環境整備
・下水道による浸水対策を計画的に進めるための雨
　水管理総合計画の策定
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悩みごと・困りごと 相談 相談は無料です。お気軽にどうぞ。
催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　　　容　　　な　　　ど

梅毒検査
エイズ検査

肝炎ウイルス検査

行政相談

6月7日（火）

6月9日（木）

無料・匿名検査です。（要予約）
県西部保健所広島支所 保健課 保健対策係 ☎513-5521（直通）

無料検査です。（要予約）
県西部保健所広島支所 保健課 健康増進係 ☎513-5526（直通）

広島県西部保健所
広島支所
（広島市中区基町
10-52
農林庁舎1F）

広島県生活センター
（広島市中区基町
10-52農林庁舎１ Ｆ )

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（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）




