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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

　高齢者の居場所を運用する自治会
居場所（サロンの定義）

　居場所（サロン）とは、自治会が開設し、高齢者が自由に集い、
そこでの交流を通じて、地域から孤立することなく、高齢者同士、
また、高齢者と若者や子どもたちとの交流を図ることができるよ
う設置され、次の要件を全て満たしているもののことです。
要件
・自治会が主体となって運営されているもので、利用対象者の誰

もが自由かつ気軽に利用できるよう設置されている
※屋内に限らず行事も含め高齢者の外出の機会を提供できるもの

について対象とする。ただし、サークル活動とみなされるもの
については、対象外。

・営利や政治的、宗教的活動を目的としない
・活動については、世話人が安全を配慮する
・月1回以上（年間10日以上）の活動を実施している
・海田町内に居住する概ね65歳以上の高齢者5人以上を含めた利

用者が見込まれる
・利用料については、飲食費や材料費などの実費負担を除き、無

料である

★印のサービスについては、社会福祉協議会（☎820-0294）でも申し込みできます。

高齢者の居場所づくり事業補助金 地域活性化のための補助金です。申請に
ついて気軽に相談してください。

長寿保険課　☎823−9609　蕭823−9627

補助金
運営経費

年間開所日数 補助金上限額（年額）
10～23日（月１日程度） 10,000円
24～47日（隔週１日程） 20,000円
48～143日（週1～2日程度） 40,000円
144日～（週3日以上） 70,000円

備品等購入費（※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

補助金申請の流れ

※運営経費補助金を申請している
　自治会で、1回限りです。
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事業ごみ（一般廃棄物）の捨て方について !!
事業所とは？

　事務所・店舗・飲食店・工場など営利目的とするものば
かりではなく、病院・学校・社会福祉施設などの公共サー
ビスを行っているものも含みます。
事業ごみとは？

　事業所から出るごみは、法人・個人経営・事業規模の大
小に関わらず一般廃棄物の排出物は事業ごみとなります。
事業ごみの捨て方

　町が許可したごみの収集運搬業者（町ホームページ掲載）
と契約してください。なお、海田町環境センターや安芸ク
リーンセンターに自ら持ち込むことも可能です。（処理手
数料が必要）

注意
１．事業ごみは、町が収集するステーションには出し

てはいけません。
２．事業所と自宅が兼用の場合、事業ごみを自宅から

出た家庭ごみと一緒に出してはいけません。
３．１、２のようなごみの出し方は不法投棄です。法

律により禁じられています。
４．工場などから出る産業廃棄物については、広島県

の許可した産業廃棄物処理業者に委託してください。
お知らせ
・ 海田町の事業ごみ（一般廃棄物）処理手数料が10㎏ 

98円から10㎏ 100円に６月１日から改定されます。

品　　目 排出場所

可燃
ごみ

生ごみ・プラスチック製品・
再生のきかない紙くずなど

海田町環境センター
（２袋まで）
安芸クリーンセンター

（３袋以上）

資源物

紙類⇒ダンボール・新聞・雑
誌・雑がみなど

海田町環境センター

金属類⇒空き缶・鍋・パイプ
棚など
布類⇒衣類など
家電類⇒小型家電など
その他⇒ペットボトル・ガラ
スビンなど

大型
ごみ

50cm 以上で金属やガラスを
含む物

海田町環境センター（家
電類・ソファーなど）

50㎝以上で金属やガラスを含
まない可燃物（机・椅子・棚
など）

安芸クリーンセンター
（木製物）

その他 乾電池・埋立ごみなど 海田町環境センター
※金額は両センターとも10㎏ 98円 (６月１日から100円）

です。
※施設の受付窓口で、事業所の住所確認をします。（名刺・

郵便物など）

環境センター　☎823−4601（FAX 兼用）

土砂災害に強いまちをめざします！
　～建築物土砂災害対策改修促進事業補助金～
　土砂災害危険箇所数が約32,000箇所（全国1位）ある
広島県では、崩れやすい「まさ土」で覆われた山地が大
雨や長雨により緩み、土砂災害が頻繁に引き起こされて
います。平成26年8月に発生した集中豪雨では、77名
の尊い命が失われました。

　海田南小学校区では、この3月に土砂災害警戒区域等
が指定されました。町では土砂災害に強いまちづくりを
めざすため、町民の皆さんが行う土砂災害対策改修工事
費の一部を補助する事業を始めます。

補助対象◆次のすべてを満たす建物
・土砂災害特別警戒区域の指定以前から当該区域内に存

在し、居室を有する住宅・建築物
・建築基準法施行令第80条の３に規定する構造方法を満

足しないもの
・補助金による土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対

して安全な構造となるもの
申請者◆次のすべてを満たす人
・補助対象となる住宅または建築物の所有者
・町税などを滞納していない人
補助金額◆改修工事費の23%（上限額75万９千円、千
円未満切捨て）

申し込み◆４月３日（月）から10月31日（火）までに、建
設課（役場２階）で配布する申請書に添付書類を添えて、
建設課へ。（申請書類は町ホームページからもダウンロー
ドできます）
※必要な添付書類は申請書類を確認してください。
※予算がなくなり次第、受け付けを終了します。
注意事項◆
・改修工事は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。
・来年３月30日（金）までに完了し、町に実績報告書を提

出してください。
・建物の構造に関する知識が必要ですので、申請にあたっ

ては建築士事務所や工務店などに相談してください。

建設課　☎８２３―９２０９
蕭８２３―９２０３

〈土砂災害に対して構造耐力上安全性のない建築物〉 例）塀による土砂災害対策 例）建築物改修による土砂災害対策

木造の架構
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RC造以外の外壁 RC造の外壁 RC造の塀

高齢者在宅福祉サービス
在宅で生活している高齢者を対象に次のようなサービスなどを提供しています。※要申し込み。

寝具の洗濯・乾燥・
消毒サービス★
　ご自宅の寝具の洗濯・乾燥・消
毒を行います。
対象◆
①65歳以上のひとり暮らし、ま
たは高齢者世帯の人
②要支援・要介護認定者
利用回数◆１年につき２回、１回
につき３枚まで（うち同種類は２
枚まで）
利用料◆掛け・敷きふとん１枚に
つき300円、毛布１枚につき50円

緊急通報システム設置
　緊急時にボタンを押すと、24
時間いつでも通報センターにつ
ながり、ご近所の人の協力によ
る安否確認などを行います。
対象◆
①65歳以上のひとり暮らし、ま

たは高齢者世帯の人
②重度身体障害者（１・ ２級）

のひとり暮らし、または重度
身体障害者（１・２級）のみ
の世帯の人

利用料◆
住民税課税世帯…１カ月3,600円
住民税非課税世帯  …無料

訪問理美容サービス★
　ご自宅で理髪を受けられるよう、理美容師
の出張サービスを行います。
対象◆①～③に該当し、理髪店に行くことが
困難な人
①65歳以上のひとり暮らし、または高齢者

世帯の人
②身体障害者手帳をお持ちの人
③要支援・要介護認定者
利用回数◆年４回まで
利用料◆①②…１回1,000円
　　　　③……１回1,500円

配食サービス
　調理をすることが
難しい人に夕食の宅
配を行います。また、
宅配時に安否確認を
行います
対象◆
①65歳以上のひとり

暮らし、または高
齢者世帯の人

②身体障害者手帳、
精神障害者保健福
祉手帳をお持ちの
人

内容◆月～金曜日の
うち希望する曜日の
夕食
※土・日曜日、祝日、

年末年始の宅配は
ありません。

利用料◆１食410円

長寿保険課　☎823−9609　蕭823−9627

あんしんホットコール★
　相談員が定期的に電話をかけ、
安否確認や日ごろの不安を相談で
きます。
対象◆65歳以上のひとり暮らし、
または高齢者世帯の人
利用回数◆週５回まで（月～金曜
日のうち希望する日）
利用料◆無料

徘徊高齢者家族支援
サービス
　認知症により徘徊する恐れの
ある人を、早期に発見する GPS
機能つきの機器を貸し出します。
対象◆おおむね65歳以上の徘徊
する恐れのある高齢者を介護し
ている家族
利用料◆１カ月540円

外出支援サービス★
　一般の交通機関の利用が困難な人に、車イ
スで乗車できる自動車を貸し出します。
対象◆
①おおむね65歳以上で心身の障がいなどに

より一般の交通機関の利用が困難な人
②おおむね60歳以上で下肢が不自由な人
利用料◆移送用自動車に係る燃料費　
※運転手が必要です。改修工事の例


