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自主財源 29.7％
依存財源 70.3％

江田島市当初予算決まる

県支出金
11 億 3,366 万円
(7.4％ )
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諸収入
３億 8,010 万円
(2.5％ )
地方譲与税
１億 0,990 万円
（0.7％）

繰入金
７億 1,718 万円（4.7％）

歳入

財産収入
4,841 万円
（0.3％）
国庫支出金
11 億 4,101 万円
(7.4％ )

問財政課財政係
☎（ ）２７６１

地方交付税
60億5,000万円
（39.3％）
利子割交付金等
６億 2,450 万円
（4.1％）

市債
17 億 5,210 万円
(11.4％ )

使用料および手数料
２億 5,308 万円
(1.6％ )

市税
30億4,720万円
（19.8％）

分担金および負担金
１億 2,684 万円（0.8％）

寄附金
102 万円
（0.0％）

選択と集中を徹底 将来に備えた予算に

１５３億８５００万円

歳出では、江田島市行財政
改革実施計画に基づき、職員
定 数 の 削 減 を 行 う と と も に、
各種制度の見直しと全庁的な
組織や業務内容を見直し、歳

持続可能な江田島市実
現のための財政基盤の
確立

ど、次世代育成に向けた事
業
②消防体制やごみ処理体制の
強化など、市民の安全・安
心や生活環境に配慮した事
業
③人口減少を食い止めるため
の定住・交流対策などの事
業

「総合計画にもとづく施策の着実な推進」と「持続
可能な江田島市実現に向けた行財政改革実施計画の促
進」の２つを柱に、平成 年度の当初予算が、３月定
例議会で議決されました。限られた財源の中で創意工
夫して「選択と集中」を徹底し、財政健全化に努め、
厳しい財政状況の中でも将来に備えた予算編成として
います。
その結果、一般会計の予算額は１５３億８、
５００
万円で、前年度と比べて３億５、
８００万円、２・３％
の減となりました。

総合計画に基づく
施策の着実な推進

本年度予算では、健全な財
政基盤を確立するために抜
本的な歳出抑制を行いまし
た。その中でも、総合計画に
掲げている都市像の実現に向
け て、「 将 来 を 担 う 子 ど も の
ための教育の充実と子育て支
援 」「 市 民 生 活 に 直 結 し た 市
民の安全・安心確保対策」「定
住・交流対策」など市民生活
に 関 連 す る 次 の 施 策 に 対 し、
予算を重点配分しています。
①学校教育の充実・強化を図
るための教育環境整備や子
育て支援センターの設置な
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②

平成20年度
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一般会計歳入・歳出の総額
予備費
2,000 万円（0.1％）

議会費 １億 7,605 万円
（1.1％）

諸支出金
2,064 万円（0.1％）
災害復旧費
1,700 万円（0.1％）

総務費
21 億 7,704 万円
（14.2％）

公債費
24 億 5,484 万円
（16.0％）

性質別に見てみると…

教育費
21 億 1,160 万円
（13.7％）

歳出
（目的別）

消防費
７億 4,550 万円
（4.8％）

民生費
37 億 6,176 万円
（24.5％）

土木費
15 億 9,910 万円
（10.4％）

商工費
１億 6,292 万円
（1.1％）

衛生費
10 億 6,182 万円
（6.9％）
農林水産業費
10 億 5,672 万円
（6.9％）

労働費
2,001 万円 （0.1％）

義務的
経 費 扶助費
（49.7%)
公債費

投資的 普通建設
経 費 事業費
(15.5%) 災害復旧費
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38 億 2,326 万円（24.8%)
13 億 8,965 万円 (9.0%)
24 億 5,484 万円 (15.9%)
23 億 6,443 万円 (15.4%)
1,700 万円 (0.1%)
21 億 6,559 万円 (14.1%)

維持補修費

２億 1,539 万円 (1.4%)
13 億 8,281 万円 (9.0%)
14 億 952 万円 (9.2%)

投資及び出資
１億 4,271 万円 (1.0%)
金・貸付金
積立金

③

1,980 万円 (0.1%)
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再生対策費が創設されたこと
か ら、 地 方 交 付 税 に つ い て
１ 億 ５、０ ０ ０ 万 円 の 増 を 見
込みました。しかし、市税の
落ち込みなど自主財源の確保
は難しく、７億円余りの基金
取り崩しを予定しています。
厳しい財政状況の中、財政
健全化に努め、足腰の強い基
礎自治体として持続可能な江
田島市を構築していきます。

物件費

その他 補助費等
の経費
(34.8%) 繰出金

出 の 削 減 を 図 り ま す。 ま た、
平成 年度に引き続き特別職
の給料カットを行います。
市債の償還金も依然として
高水準なため、経常的な経費
は抑えました。しかし、学校・
住宅建設などの投資的経費を
増加したことで、社会資本の
整備をしています。
歳入では、普通交付税に平
年度の特別枠として地域

成

人件費

平成20年度に行う
主な事業の一部
（単位は万円・＊は新しい事業）

交通と情報の基盤づくりプロジェクト
●骨格的な道路網の整備促進
県道改良事業
道路整備事業県負担金
県道高田沖美江田島線ほか

4,710 万円
727 万円

●地域内道路網のネットワーク形成
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業
市道大新開江口線道路改良ほか

2,363 万円

石油貯蔵施設立地対策交付金事業
市道才越１号線道路改良工事

850 万円

●港湾の計画的な整備・充実と魅力づくり
港湾建設事業県負担金
1 億 2,218 万円
大柿鹿川港海岸（高潮 ) 事業ほか
●日常生活と交流を支える海上交通の充実・強化
生活交通維持対策事業
海上交通ビジョン推進

148 万円

●バス路線の確保・充実
生活交通維持対策事業
生活交通路線バス補助金
＊公共交通利用実態調査委託

1 億 1,252 万円

健康・長寿とふれあいのまちづくりプロジェクト
●市民の健康づくり意識の高揚と活動支援
生活習慣病健診事業
1,779 万円
福祉医療費

2 億 0,324 万円

●要介護高齢者などへの総合的なサービス提供
老人保護措置事業
2,200 万円
後期高齢者広域連合分賦金
1,651 万円
＊療養給付費負担金
3 億 8,794 万円
＊後期高齢者医療費負担金
●高齢者がいきいきと暮らせる環境づくり
高齢者福祉一般事業

5,149 万円

在宅高齢者福祉事業

2,000 万円

●障害者の生活支援などの充実
障害者福祉事業
2,365 万円
＊障害者福祉計画第２期計画策定事業
障害者自立支援事業
4 億 0,506 万円
●地域ぐるみで支え合う福祉社会の形成
社会福祉一般事業
＊地域福祉計画策定事業
4,838 万円
＊小地域福祉活動推進事業
民生委員・児童委員活動事業
1,069 万円

本市の総合計画では、「自然との共生・都市との
交流による『海生交流都市』えたじま」を都市像に
掲げ、７つの主要プロジェクトを設定しています。
今年度の主な事業を、総合計画のプロジェクト別
に紹介します。

安全・安心と環境共生の島づくりプロジェクト
●消防体制の強化
石油貯蔵施設立地対策交付金事業
＊小型動力ポンプ、＊消防ホース
3,042 万円
など消防施設等の整備更新
消防車両管理事業
3,830 万円
＊はしご車のオーバーホール
●救急体制の充実
救急救命活動事業
＊ストレッチャー掛酸素バッグ
177 万円
＊携帯型減圧弁など
●地域ぐるみで取り組む総合的な防災体制づくり
防災事業
3,880 万円
自主防災会設立結成及び防災意識啓発

●災害に強い都市構造の形成
小規模崩壊地復旧事業
＊ひろしまの森づくり交付金事業
天然林の枯損木・人工林の間伐処理
急傾斜地崩壊対策事業
道路改良事業
●安全で快適な交通環境の整備
交通安全対策事業

800 万円
566 万円
200 万円
2,550 万円
735 万円

●犯罪等が発生しにくい環境づくり
防犯一般事業
●ごみ処理体制の強化
ストックヤード整備事業
＊ストックヤード施設建設
＊秋月処分場適正化事業

167 万円
6,692 万円
1 億 0,175 万円

みんなで支え合う協働のまちづくりプロジェクト
●人権意識の高揚
人権啓発一般事業
人権相談事業
●人権教育の推進
人権教育啓発事業
●情報の公開と市民の意見の把握・反映
広報広聴事業
広報などの発行
●市民参加と協働のまちづくりの推進
まちづくり推進事業
在京出身者懇談会事業

860 万円
30 万円
230 万円
790 万円
815 万円
65 万円

その他
＊市長選挙ほか選挙費
＊固定資産税評価替土地路線評価委託

2,290 万円
1,953 万円
654 万円

＊滞納整理システムの導入保守委託
公営住宅建設事業
1 億 3,860 万円
＊新寄濤住宅建設，小用南１号住宅改修
大柿支所管理運営事業
＊大柿支所庁舎解体・駐車場整備工事

5,700 万円

④
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◎ともに前年度予算から減

交流と定住のまちづくりプロジェクト

特別会計・企業会計予算
特別会計は、後期高齢者医療特別会計の新設と
介護保険特別会計の分割 ( 保険事業と介護サービ
ス事業 ) があり、全部で 11 会計となりました。
後期高齢者医療制度の創設で老人保健特別会計
予算額が減少し、事業の完了が要因で、特別会計
の予算総額は、94 億４，１６０万円。前年度と比
べて、50 億１，６５０万円（34. ７％）の減とな
っています。
企業会計の４会計では、収益的支出と資本的支
出の計の総額は 31 億２，６５５万円。前年度と比
べて９，
１９７万円（２. ９％）の減となっていま
す。
企業経営の合理化を進め、経費の削減を図りな
がら、市民生活の向上に努めていきます。
特別会計予算
会

計

名

当初予算額

国民健康保険特別会計
老人保健特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険 ( 保険事業勘定 ) 特別会計

40億0,500万円
6億1,400万円
3億9,890万円
30億8,600万円
介護保険 ( 介護サービス事業勘定 ) 特別会計
2,100万円
住宅新築資金等貸付事業特別会計
6,480万円
港湾管理特別会計
4,880万円
漁港管理特別会計
580万円
公共下水道事業特別会計
10億3,150万円
農業集落排水事業特別会計
1億4,540万円
地域開発事業特別会計
2,040万円
計

94億4,160万円

計

名

当初予算額

公共下水道事業 ( 能美地区 ) 会計

5億7,201万円

交通船事業会計

7億9,375万円

国民宿舎事業会計

3億7,938万円

水道事業会計

13億8,141万円
計

31億2,655万円

※企業会計予算額は、収益的支出と資本的支出の計
企業会計の主な事業
○公共下水道事業 ( 能美地区 ) 会計
管きょ整備工事
処理場整備工事
○交通船事業会計
運航形態の改善
フェリーボート売却
○国民宿舎事業会計
施設改修
○水道事業会計
老朽管更新工事

⑤

交流定住促進事業
＊ショートステイ ( 体験 ) ツアー業
務委託など

654 万円

●地域の特色を生かした観光資源の整備・活用とフ
ィールド・ミュージアムづくり
交流定住促進事業
360 万円
滞在型観光促進事業
水土保全林整備事業
4,510 万円
林道大須線
まちづくり推進事業
158 万円
●観光振興体制の強化
商工業振興事業

1,191 万円

観光振興事業

1,990 万円

学びと子育て充実プロジェクト
●基礎・基本の確実な定着と確かな学力の育成
国際教育事業
1,004 万円
学校教育振興一般事業
●教育環境の整備
＊江田島小学校新築事業
江田島中学校新築事業
＊通学支援事業
スクールバス運行委託など
＊スクールバス購入

2,970 万円
4 億 7,320 万円
5 億 1,942 万円
3,828 万円

●家庭・地域が連携した教育力の育成
青少年育成事業
市民スポーツ振興事業

282 万円
650 万円

●子どもを安心して産み育てられるまちづくり
母子保健事業
1,090 万円
＊子育て支援センター運営事業
1,130 万円
＊次世代育成支援対策推進事業

企業会計予算
会

● U・I ターン等の支援

235 万円

３Ｆ（フルーツ・フラワー・フィッシュ）
を生かした元気づくりプロジェクト
●農業生産基盤・生活環境基盤の整備と農地の有効活用
有害鳥獣被害対策事業
1,406 万円
遊休農地解消事業
206 万円
中山間地域総合整備事業
農業用排水路・農道・ため池・農
3,919 万円
業集落道などの整備
基盤整備促進事業
1 億 7,150 万円
農道佐古線
畑地帯総合整備事業

1 億 4,774 万円

●漁場環境の再生とつくり育てる漁業の推進
水産業振興施設整備事業
1,951 万円
＊中町漁船巻揚施設新設
漁業施設整備事業
9,049 万円
広域漁港整備事業 ( 柿浦漁港 ) ほか
●漁業経営の安定化
水産業施設維持管理事業
水産業振興対策事業

1,960 万円
1 億 8,035 万円

平成20年度の保険料の納め方
平成20年度後期高齢者医療制度保険料に関する通知書の種類や、納付を開始する時期などは、この制度に加
入する直前に加入していた保険によって違います。

①国民健康保険に加入していた場合
年金から保険料が天引きされる人
→４月に、仮徴収額決定通知書と特別徴収開始通
知書が届き、４月分の年金から保険料が天引き
されます。10月以降も年金から天引きされる場
合は、７月に保険料額決定通知書と特別徴収開
始通知書が届きます。
納付書や口座振替で納付する人
→７月に保険料額決定通知書と保険料納入通知書
が届き、保険料の徴収が始まります。

②被用者保険※の被保険者本人だった場合
原則として、７月に保険料額決定通知書と保険
料納入通知書が届き、納付書や口座振替などで個
別に納付します。
10月からは年金からの天引きが始まり、該当者
には事前に保険料額決定通知書と特別徴収開始通
知書が届きます。
※被用者保険…政府管掌健康保険や会社の健康保
険、船員保険や共済組合など。

４月
▼

７月
▼

10月
▼

平成21年４月
▼

年金から
天引きされる人

年金から天引き

年金から天引き
徴収方法の
切り替え

納付書などで
納付する人

個別納付

４月
▼

７月
▼

個別納付

10月
▼

平成21年４月
▼

年金から
天引きされる人

年金から天引き
徴収方法の
切り替え

納付書などで
納付する人

個別納付

個別納付

③被用者保険の被扶養者だった場合
４月から９月まで、保険料は徴収されません
（保険料徴収を凍結）。10月に保険料額決定通知
書と保険料納入通知書が届き、原則として保険料
の均等割部分が９割軽減されて、年金から天引き
されます（平成21年３月まで）。
※後期高齢者医療制度に加入する直前に被扶養者
になった人や、市へ保険変更の届け出をしてい
なかった人は、事務処理の都合で４月から保険
料が徴収されます。この場合は被扶養者と確認
でき次第特別徴収を中止し、平成20年度中に納
めるべき保険料を超えた額をお返しします。

４月
▼

10月
▼

平成21年４月
▼

年金から
年金から天引き
天引きされる人
所得割部分が免除
均等割部分が９割軽減
納付書などで
納付する人

個別納付

後期高齢者医療制度に加入す
る直前に被扶養者になった人

いったん
確認後、天
年金から天引き 引きを中止

年金から天引きした
額が納めるべき額を
超えた場合は、
還付。

⑥

後期高齢者医療制度がスタート
問保健医療課医療保険係

☎（40）３２４７

制度に加入する人
４月１日から後期高齢者医療制度が始まり、対象者には新しい保険証を３月末までにお届けしています。４
月になってもまだ届いていない場合は、保健医療課へご連絡ください。
※これまで持っていた保険証や、老人保健医療受給者証は４月以降使えません。

対象となる人は、
●75歳以上の人
●障害認定を受けてい
る人（65歳以上）
○新しい保険証は、１人１枚です。
○加入手続きなどは必要ありません。

４月１日以降に
75歳になる人は

↑４月からは、新しい保険証
を医療機関の窓口で見せて
ください。

新しい保険証を、誕生日
の前月末日までにお届け
します。
75歳の誕生日からお使い
ください。

保険料の納め方は２種類
年金から保険料が天引きされ
る人（特別徴収）
→年金受給額が、年額18万円
以上の人。
納付書や口座振替で納付する
人（普通徴収）
→○年金受給額が年額18万円
未満の人
○介護保険料と後期高齢者
医療保険料の年間納付額
の合計が、年間年金受給
額の２分の１を超える人

「限度額適用・標準負担
額減額認定証」
「特定疾病療養受療証」
を持っている人は

新しいものを、３月末ま
でにお届けしています。

重度心身障害者医療費対象者が変更に
４月１日から、老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。これに伴い、重度心身障害者医療
費支給の対象者が、後期高齢者医療制度に加入している人となりました。
→４月以降、65歳以上75歳未満の人で、新たに重度心身障害者医療費支給を受けようとする場合は、後期
高齢者医療制度に加入する必要があります。
→３月末までに、重度心身障害者医療費支給の受給者証を交付されている人が後期高齢者医療制度に加入
しない場合は、７月31日までの支給となります。

⑦

お知らせワイド
気になる情報をチェック
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二輪車駐輪場

自転車駐輪場

旅客ターミナル

海生交流都市えたじまの重要拠点に
問建設課管理係
☎（ ）２７７２
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これまで整備を進めてきた
中町港旅客ターミナルが、４
月 日（月）から利用可能に
なります。
こ の タ ー ミ ナ ル の 建 設 は、
県が施工する地方港湾中田港
「中町地区」港湾整備事業と
し て 進 め ら れ、「 海 生 交 流 都
市えたじま」の拠点となるべ
き重要な施設に位置づけられ
ています。
ターミナル内には、売店・
軽食・多目的トイレや授乳室
などを設置。人にやさしい施
設となっており、地域におけ
るにぎわいの拠点としても期
待されます。
今後は、旧ターミナルの取
り壊し・駐車場（約２００台）
・
公共交通機関施設などの整備
を行い、平成 年春ごろにす
べての施設整備が完了する予
定です。

至大柿町
江田島町

至能美町鹿川
大柿町

「中町港旅客ターミナル供用
記念式典」を、４月27日（日）
に行います。式典では、能美中
学校ブラスバンド部、中町小学
校児童、さつき太鼓による演奏
や、くす玉割などが行われま
す。

第２駐車場

第１駐車場

４月27日（日）に
記念式典を開催

送迎者乗降場

至能美町高田
沖美町

緑地広場

中町港旅客ターミナルがオープン

延面積は約３００㎡。外観は、
“船のシルエット・船底の形”をイメージし、シンプルな片流
れの屋根を設置。陸側と海側の印象に変化をつけ、地域住民が未来に向かって大きく飛躍する
ことを表現しています。

中町港旅客ターミナル完成図

江田島市役所

ターミナルの施設整備が完了すると、第１・第２駐車場合わせて約
２００台が駐車できるようになります。

⑧

お知らせワイド
気になる情報をチェック

狂犬病予防注射日程表
対象
地域

日付
５月８日（木）

能美町

大柿町

５月13日（火）

５月20日（火）

江田島町

江田島町

沖美町

午前10時

～10時30分

市役所本庁

午前10時50分～11時50分

鹿川出張所

午後１時10分～２時

飛渡瀬老人集会所※

午前９時50分～10時40分

柿浦消防屯所

午前11時

厚生文化センター

午前11時40分～11時50分

大君消防屯所

午後１時30分～２時

深江連絡所

午前９時50分～10時20分

呉農協大古支店

午前10時50分～11時30分

旧大柿支所

午後１時

～１時30分

江田島支所

午前10時

～10時30分

小用消防屯所

午前11時

～11時40分

秋月出張所

午後１時10分～１時30分

鷲部公民館

午後２時

切串出張所

午前９時50分～11時20分

エセギ会館

午前11時40分～11時50分

大須コミュニティホーム

午後１時

幸ノ浦老人集会所

午後１時30分～１時40分

津久茂出張所

午後２時10分～２時20分

宮ノ原公民館

午後２時40分～３時30分

三高支所

午前９時50分～10時40分

美能説教所

午前11時

是長消防屯所

午前11時30分～11時40分

沖美支所

午後１時

～11時15分

～２時30分

～１時10分

～11時10分
～１時30分

☎（ ）２７６８

５月29日（木）

高田出張所

問環境課環境衛生係

５月15日（木）

大柿町

時間

犬の登録・狂犬病予防注射を実施

５月９日（金）

場所

40

※５月９日の飛渡瀬老人集会所は、江田島町江南地区も対象。

→６, ０５０円
新たに登録する犬が、病院などで
注射して証明書を提出した場合

すでに登録された犬が注射した場
合

→３, ０５０円
すでに登録された犬が病院などで
注射して証明書を提出した場合

→５５０円

⑨

↑新たに犬の登録・狂犬病予
防注射済票交付手続きを行っ
た場合は、希望者に犬の標識
（門標）をお渡しします。（広
島県動物愛護管理条例に基づ
く標識）

→３, ５５０円

犬の登録・狂犬病予防注射
を上記日程表のとおり行いま
す。また、生後 日を超える
犬を新たに飼いはじめた人
は、犬の登録と狂犬病予防注
射の接種を行ってください。
この日程以外にかかりつけ
の動物病院などで狂犬病予防
注射を接種した場合は、注射
済証明書を本庁か支所へ提出
し、注射済票交付手続きを行
ってください。

新たに犬を登録して注射した場合

料金表
新規登録代……３０００円
（生涯１回のみ）
注射料金………２５００円
済票交付手数料…５５０円

料金の一例
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お知らせワイド
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県の事務・権限

一部が江田島市に

４月１日から窓口が変わります

問企画振興課企画係
☎（40）２７６２

４月１日から、県で行ってきた事務・権限の一部が本市に移ります。これに伴い受付などの窓口が変わりま
すので、主なものを紹介します。窓口が変わる事務の一覧は、本市ホームページで公開します。
障害者福祉に関する事務

母子保健に関する事務
問保健医療課

☎（40）３２４７

○未熟児の訪問指導に関すること
○低体重児の届出受付
○養育医療の給付決定，費用の徴収額決定

ＪＡＳ法・農薬取締法・肥料取締法・林地開発
許可・土砂の適正処理に関する事務
問農林振興課 ☎（40）２７６９
○農林物資の品質表示に係る製造・販売業者に対する
表示遵守指示、立入検査、報告聴取、違反事案など
の申出受付、申出事項調査など
○農薬販売者の届出受理
○農薬販売者、使用者に対する報告命令、立入検査、
国への報告、農薬販売禁止措置など
○肥料販売業者の販売業務届出受理
○肥料販売業者からの報告徴収
○肥料販売業者に対する立入検査、譲渡など禁止処分など
○地域森林計画対象民有林での開発行為許可、許可条件の
付加、許可に当たっての広島県森林審議会への意見聴取
○開発行為変更届などの受理
○開発行為の中止・復旧命令
○２，０００㎡以上の土砂埋立行為などの許可、許可
の取消し、許可条件の付加、土砂埋立行為着手届出
受理、定期報告の受理、完了届出受理、措置命令
○５００㎥以上の土砂搬出計画の届出受理、勧告、公表
○土砂搬入禁止区域の指定、指定の解除、公示、立入調査など

○指定障害福祉サービス事業者（居宅系サービス）
および
指定相談支援事業者の指定などの届出受付、指導監督
○障害福祉サービス事業（居宅系サービス）、相談支
援事業などの届出受付、指導監督

生活衛生・公害防止・廃棄物・生活排水に関す
る事務
問環境課

☎（ ）３２４７

妊婦健診の公費負担が５回に

問保健医療課健康推進係

支所、三高支所へ届け出てく
ださい。母子健康手帳と一緒
に妊婦一般健康診査票を交付
し、マタニティスクール・マ
マパパ学級の紹介などの情報
提供を行います。
分娩前後に帰省するなど住
所地以外で過ごす場合は、帰
省地の母子保健担当に連絡
し、母子保健サービスの説明
を 受 け ま し ょ う。 そ の ほ か、
妊娠・出産に関する悩みがあ
れば、専門家にご相談くださ
い。

妊婦健診は必ず受診を

妊婦健康診査は必ず受けま
しょう。妊娠中は、ふだんよ
り一層健康に気をつけなけれ
ばなりません。少なくとも毎
月１回（妊娠 週（第７カ月）
以降には月２回以上、妊娠
週（第 カ月）以降は毎週１
回 ）、 医 療 機 関 な ど で 妊 婦 健
康診査を受けてください。
24

☎（40）２７６８

○旅館業の営業許可、立入検査など
○公衆浴場の営業許可、立入検査など
○興行場の営業許可、営業停止命令など
○理容所の業務停止命令、開設の届出受付、立入検査など
○美容所の業務停止命令、開設の届出受付、立入検査など
○クリーニング所の開設届出受付、立入検査など
○建築物衛生確保に関する事業の登録・立入検査
○温泉を公共の浴用・飲用に供する許可
○温泉利用施設などへの立入検査など
○墓地などの経営許可、立入検査、報告要求など
○一般廃棄物処理施設の設置許可、使用時の検査、設
置法人の合併・分割認可、立入検査、改善命令など
○産業廃棄物について、通報などにより、不法投棄な
どを市が了知した場合における現場確認の立入検査
○浄化槽設置の届出受付
○浄化槽使用開始の報告受付
○浄化槽管理者などに対する指導など

妊娠中の健康診査にかかる
費用の負担軽減を目的とする
公費妊婦健診の受診票が、４
月１日から５枚になりまし
た（ こ れ ま で は ２ 枚 ）。 既 に
妊娠の届け出をしている場合
は、申請すると出産予定日ま
での期間によって最大３枚ま
で追加交付されます（本市に
届け出た人には個別に通知）。
妊娠中に本市へ転入した場合
は、保健医療課までお問い合
わせください。

妊娠したら

妊娠したときは、福祉保健
部、本庁、江田島支所、沖美

10
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問社会福祉課 ☎（40）３１７７（代）

40

⑩
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ひろしまの森づくり事業で森の大切さを学ぶ
問農林振興課基盤整備係

☎（40）２７６９

県では、森林を手入れして森林の役割を最大限に発揮しながら、安らぎと潤いのある県民生活を維持し、次
の世代へ引き継いでいくため、平成19年度から「ひろしまの森づくり県民税」を財源とする「ひろしまの森づ
くり事業」を始めました。
市では、この取り組みの一環として次のような活動を行いました。

里山林整備事業
（整備前）松くい虫の被
↓害にあった木。

沖美町の砲台山と、江田島町の古鷹山にある学校林の
放置林を整備しました。
沖美町の砲台山は、頂上付近の放置された里山林を整
備しました。また、古鷹山の学校林は、切串小学校など
児童や住民などが活動しやすいように整備しました。

↑（整備後）沖美町の砲台
山の放置林を整備。

人工林の間伐希望者を募集
スギ・ヒノキの人工林の間伐を希望する森林所有者を、
４月末まで募集中です。申込方法など詳しい内容は、農
林振興課基盤整備係へ。
対象者 15 年以上手入れせず放置されたスギ・ヒノキ
の人工林の森林所有者
自己負担 人工林１ha 当たり１万円
※里山林の放置林整備を希望する里山の所有者も、４月
末まで募集中です。

森林・林業体験支援事業

「森林・林業体験支援事業」の実施を希望する団体を募集
平成20年度に、ひろしまの森づくり県民税を利用した
「森林・林業体験支援事業」の実施を希望する学校や住
民団体などを募集しています。事業実施を希望する場合
は、４月末までに農林振興課基盤整備係へ。

⑪

切串小学校で、間伐材を
↓使ってベンチを製作。

のしかたや
してとても
枝打ちや間伐
みんなと協力
。
た
し
ま
方を教えてく
でき
ベンチの作り
いいベンチが
思
い
い
、
りがとうござ
りも
ださって、あ
コースター作
。
た
し
いました。
い出になりま

↑ヒノキの枝打ちの林業体
験の様子。

「学校林で学ぼう」をテーマに、２月21日（木）に切
串小学校６年生21人と地域住民など52人が参加して、林
業体験活動を行いました。
広島県森林組合連合会の指導員から説明を受けた後、
せんてい
古鷹山の学校林でヒノキの枝打ちやツゲなどの剪定をし
ました。また、持ち帰ったヒノキの間伐材でベンチを製
作し、校門前やロータリーに設置しました。
児童の感想

この人に聞く
～蓮田勉・江田島バス株式会社代表取締役～

私の基本的な経営方針とし
て、
当社の路線バス事業は「生
活交通の確保」という使命を
担っており、利潤のみを追求
することは難しいと考えてい
ます。一定のサービス水準を
保つために、ある程度の赤字
は覚悟しなければなりませ

路線バス事業以外の
部分で収益を

代表取締役に就任して３カ
月が経ちました。バス事業は
大きく分けて、路線バス事業
と貸切バス事業の２つがあり
ます。今は、会社全体の財務
体質の改善を図るために、過
去の経営状況などを細かく分
析しているところです。

４月１日から、呉市交通局と能美バス㈱が運行していた市内
のバス路線を、
能美バス㈱から名称を変更した「江田島バス㈱」
が引き継ぎました。
そこで、江田島バス㈱の代表取締役である蓮田勉さんに、一
元化後のバス事業について、ご自身の意気込みや今後の事業展
開などを聞きました。
４月から走っている小型バス。床が低く、誰でも乗りやすい設計になっています。

ん。
このため、無駄をなくしな
がら事業を効率的に運営して
いくことと、路線バス以外の
部分で収益を増やすことが重
要だと考えています。具体的
には、乗務員の効率的な配置
や、バス車両を利用した広告
収入の増加などです。
広告収入では、既存の事業
者の広告を引き続きお願いす
ることはもちろん、新しい広
告を掲載するため積極的に営
業活動を行っています。さら
に、新たな広告手段として市
内企業のラッピングバス※を

導入しました。

お客さまの声や
自分の経験を生かして

市民からは、要望やおしか
りを受けることがあります
が、これは非常にありがたい
ことです。なぜなら、そこに
は、これから江田島バスが成
長していくためのヒントがた
くさん詰まっているからで
す。 当 た り 前 の こ と で す が、
お 客 さ ま の 声 を 大 切 に し て、
会社経営に生かしていかなけ
ればなりません。
バスに乗ることは、ほとん

※ラッピングバス
あらかじめ広告を印刷したフィルム（ラッピン
グフィルム）を車体全体に貼り付けているバス
のこと

どの場合手段であって目的で
はありません。バスに乗って
目指す場所にたどり着くこと
が目的であり、そのために路
線バスや貸切バスは活用され
ていると思います。
まずは、路線バス運行のた
めに全力を注ぎます。そして、
お 寄 せ い た だ い た ご 意 見 や、
自分がこれまでに経験し身に
つけてきた民間企業のノウハ
ウを生かし、社員とともにア
イデアを出していきたい。例
えば、観光資源や諸行事など
と連携したバスの運行などを
実現させていきたいですね。

蓮田 勉（はすだ・つとむ）
昭和22年11月生まれ。広島県立広島工業高校
を卒業後、中国化薬株式会社に入社。平成13年
に同社の取締役、平成19年に顧問に就任。その
一方で、平成20年１月に能美バス株式会社の代
表取締役に就任。４月から、引き続き江田島バ
ス株式会社の代表取締役。

⑫

まちの話題

まちの話題

３km コースのスタート直後。
かきカキマラソン開催

好天に恵まれ大盛況
３月２日（日）、沖美町高祖埋立地で江田島
市かきカキマラソンが行われました。当日は約
１５００人のランナーが海岸沿いのコース（３㎞、
５㎞、10 ㎞）を疾走。完走者には参加賞が配ら
れ、焼きガキの食べ放題や抽選会などを楽しみま
した。

①

②

⑤

③
④
①選手宣誓をする山口 直輝くんと山本 麻椰さ
ん。②ゴール直後に、ボランティアの人たちがス
イートピーを渡しました。③ゴールした後は、焼
きガキに舌鼓。④２月23日（土）に、三高中の生
徒が会場周辺を清掃しました。⑤東京から１人で
やってきたという羽鳥 敦子さん。「ここのカキ
は最高です！」と話していました。

⑬

まちの話題

大きく、
真っ赤なトマト。口の中で甘さが広がります。

地産池消バスツアーで江田島を満喫
２月29日（金）、広島市・呉市在住の39人が地
産地消バスツアーで本市を訪れました。広島、山
口県の13市町で構成する広島広域都市形成懇談会
が、地産地消を推進するために企画し、カキ打ち
やトマトの収穫体験などを行いました。ツアーに
参加した人は、「カキ打ちやトマトのもぎ取りな
ど、普段できないことが体験できて楽しかった」
「同じようなツアーがあったら、また参加した
い」と話していました。

目を輝かせ、雪山で夢中になって遊ぶ園児たち。

大古保育園に雪のプレゼント
２月23日（土）、大古保育園横の空き地に、庄
原市からの雪が運ばれました。これは中町地区港
湾整備事業を請け負っている大歳組が、地域貢献
の一環として行ったものです。
めったに見ることのない雪を目の前にして、子
どもたちは大喜び。雪だるまを作ったり、そりで
滑り降りたりして楽しんでいました。

木が病気かどうか、慎重に判断して切っていました。

真道山千本桜で清掃活動
３月１日（土）、真道山千本桜お助け隊、能美
地区公衆衛生協議会や能美町女性会会員約20人
が、真道山千本桜の手入れや周辺の清掃活動を行
いました。これは、花の病気であるテングス病の
蔓延防止と、20日（木・祝）に行われるのうみグ
リーンウォーキングで、参加者に気持ちよく歩い
てもらうことを目的としたものです。
当日は、テングス病にかかっている枝を切除し
て殺菌剤を塗ったり、道端に捨てられているごみ
を拾い集めたりしました。

協定調印式での曽根市長（左）と、マックスバリュ西
日本株式会社 藤本昭代表取締役社長

防災活動への協力に関する協定締結
２月22日（金）、本市とマックスバリュ西日本
㈱（本社姫路市）との間で、防災活動への協力に
関する協定を締結しました。この協定では、地震
や風水害時に、市の要請でマックスバリュ西日本
が食糧や日用品雑貨を有償で供給し、マックスバ
リュ大柿店の駐車場を一次避難場所として提供す
るほか、平常時は市の防災啓発事業や防災訓練な
どに可能な限り協力することになっています。

⑭

まちの話題

おもしろ科学教室の様子。能美中の生徒が、３枚羽根
のブーメランの作り方などを紹介しました。

科学の不思議さ・面白さを体験

発想のヒントについて語る山下さん。

目に見えない世界を大切に
能美図書館で山下明生さん講演

３月８日（土）に、大柿自然環境体験学習交流
館で、第２回ふるさと自然科学フェアが開催され
ました。当日は、市内小・中学校の科学発表や、
広島大学の鳥越 兼治教授と学生によるおもしろ
トークショーなどがありました。
西原館長は、
「身近な自然の中にある不思議さ
や面白さを紹介しあうことで、ふるさとの自然を
考えるきっかけになれば」と話していました。

流

政秋さん

平岡

透さん

旭日単光章を受章
流 政秋さん（能美町高田）と平岡 透さん（能
美町鹿川）が旭日単光章を受章し、市長から伝達
されました。
流さんは、旧能美町議会議員に３期12年在職
し、町行政の発展に尽力されました。
平岡さんは、旧能美町議会議員を５期20年在
職。在職中に副議長として、議会の円滑な運営に
尽力されました。

⑮

３月８日（土）に能美図書館で行われたふれあ
はるお
い広場で、大柿町出身の児童文学作家・山下明生
さんが「イマジネーションをふくらまそう」をテ
ーマに講演をしました。
講演で山下さんは、「現実にとらわれすぎず、
非現実的な世界、『目に見えない世界』を大切に
考えて欲しい。能美図書館が発行している『小鳥』
の収録作品は年々よくなってきているが、もっと
もっとイマジネーションをふくらませることを期
待します」と話していました。

在校生や保護者に見送られる大柿中学校卒業生。

小・中学校で卒業式
３月12日（水）に中学校、24日（月）に小学校
の卒業式が行われ、思い出のつまった学び舎に別
れを告げました。今年度卒業した児童・生徒は、
小学校６年生が１９０人、中学校３年生が２０２
人でした。
在校生や教職員、保護者に見守られ、式終了後
の卒業生は晴れやかな笑顔を見せていました。

江田島保育園・中町保育園・
三高保育園の幼年消防クラブ
では、３月３日の節分の日に
合わせて、防火豆まきを行い
ました。
江田島保育園幼年消防クラ
ブの豆まきでは、消防職員が
鬼に扮して「悪い子はいない
か？ 一 緒 に 火 遊 び を し な い

～幼年消防クラブ～

豆まきで防火をアピール

↑寸劇の様子。

か？」と子供たちを誘い、お
たふくに扮した先生が豆をま
いて鬼を退治するという寸劇
を行い、火遊びはいけないこ
とだとアピールしました。子
どもたちも一緒になって豆を
ま き、「 火 遊 び は し ま せ ん 」
と誓いました。
中町保育園と三高保育園の
幼年消防クラブでも同じよう
に寸劇などを行い、防火への
意識を高めました。

消防コーナー
出初式フォトコンテスト
入賞者が決定

平成 年江田島市消防出初
式と同時に開催されたフォト
コンテストの入賞者表彰式
が、２月 日（水）に行われ
ました。
表彰式では市長賞、議会議
長賞、消防長賞、消防団長賞
の各賞（特別賞）の表彰が行
われました。各賞の受賞者は
次のとおり。
（敬称略）
特別賞、入選、佳作の入賞
者と作品などは、本市ホーム
ページで公開しています。
市長賞
尾上 勇気
（江田島町小用）
議会議長賞
尾上 由美子（江田島町小用）
消防長賞
田村 武司（能美町中町）
消防団長賞
小澤 豊（呉市西惣付町）

乙種（全類）
丙 種

７月 20 日（日）

呉市・三原市・
福山市

５月 21 日（水）
～６月 10 日（火）

火は見てる
あなたが離れる
その時を

福山市

種

甲

救急 132件(269)

６月 22 日（日）

広島市

火災 ８件（９)

４月 10 日（木）
～５月８日（木）

火災･救急件数

受験願書受付期間

甲 種
乙種（全類）
丙 種

内は１月からの累計

危険物取扱者試験（前期）

☎ (40)0119

☎ (42)3119

平成20年２月期※かっこ

月 日

開催地

甲 種

５月 11 日（日）

広島市

☎ (45)4739

５月 12 日（月）

広島市

■災害テレホンガイド

５月 18 日（日）

広島市

５月 23 日（金）

廿日市市

５月 26 日（月）

呉 市

５月 31 日（土）

広島市

乙種第４類

■消防本部･消防署

危険物取扱者試験準備講習

■能美出張所

種 類

平成20年度の危険物取扱者
試験（前期）と準備講習が、
次の日程で行われます。
準備講習申込書と受験願書
は、江田島消防署と能美出張
所にあります。詳しくは、江
田島消防署予防係へ。

開催地

日

験

試

類

種

市長賞受賞作品 「分列行進」

１１９番へ
☎（40）０３５３
問消防本部予防課

危険物取扱者試験を実施

20
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火災･救急･救助は

⑯

みんな素敵なオンリーワン

身近にある人権問題
１９８６年に男女雇用機会均等法が施行され
少数です。昔から言われている「男は仕事、女は
て、20 年以上が経過しましたが、私たちの身の
家庭」という考え方にとらわれてはいないでしょ
回りにおける生活環境は、まだまだ今までの慣習
うか。
にとらわれているのが、実情ではないでしょうか。
企業では、募集・採用・昇進などで男女間の差 「女のくせに」
別をなくし、女性の能力をより生かす職場を作る 「男が育児なんて」
ため、積極的な取り組みをするよう求められてい
という言葉を耳にすることがありませんか。
ますが、果たして現実はどうでしょうか。
また、１９９９年に育児・介護休業法や男女共
男性と女性が対等に働く人生のパートナー、良
同参画社会基本法も制定され、男性でも女性でも、 き理解者として、性別にとらわれることなく、職
働きながら安心して育児や介護ができる制度は整
場、家庭、地域での活動が両立できる社会になる
備されました。しかし、私たちの身の回りを見て
よう、努力していかなければなりません。
みると、夫婦共稼ぎの家庭が出産、育児をする時、
お互いが共に支えあい、人権を尊重し、明るく
今までどおり男性は職場に勤め、女性は出産・育
住みよいまちづくりのために一人一人が考え、身
児休暇をとって、子育てに専念するという状況が
近なところから実践しましょう。
あります。まだまだ男性が育児休暇をとることは
＊この内容へのご意見・ご感想は、江田島支所市民生活課

年金 だより
問市民生活課保険・福祉係

☎(42)１１１１（代）へ 。

こんなときには届け出を

☎（40）２７６4

人生の節目ともいえる結婚や就職・退職。その際、国民年金の種別が変更されることもあります。届け出を
忘れて未加入期間を作らないようにしましょう。次のような場合は、14日以内に届け出する必要があります。
こんな時
第１号被保険者
（自営業・学生など）

第２号被保険者
（会社員・公務員）

第３号被保険者
（会社員・公務員に扶
養されている配偶者）

変更後の種別

届け出先

会社員・公務員になった

第２号被保険者

勤務先

会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった

第３号被保険者

配偶者の勤務先

退職した

第１号被保険者

市町村

退職し、すぐ再就職した

第２号被保険者

新しい勤務先

会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった

第３号被保険者

配偶者の勤務先

年収が 130 万円以上になった

第１号被保険者

市町村

配偶者が退職して自営業などになった

第１号被保険者

市町村

会社員・公務員になった

第２号被保険者

勤務先

第 3 号被保険者の届け出を忘れていませんか？
以前は、第 3 号被保険者であることを市町村へ届け出なくてはなりませんでした。この届け出を知らなか
ったり、忘れていたりして未加入期間を作ってしまった人が多くいます。
そこで現在は、このような人が社会保険事務所で手続きをすると、昭和61年４月以降の未加入期間を第３号
被保険者期間として扱えることになっています。
詳しくは、広島南社会保険事務所☎０８２（２５３）７７１０へお尋ねください。

⑰

教育委員会だより

心豊かに生きる～

～ 世紀を主体的に

島から世界へ

平成 年度
広島県教育 賞 を 受 賞

上や教育評価等をテーマにし
た教育研究公開を実施するな
ど、学校経営と教育水準の向
上に尽力したことをたたえら
れ、
今回の表彰となりました。

体力・運動能力の
向上のために

江田島市

16.37

18.9

32.00

41.84

47.74

9.49

154.17

24.09

広島県

16.91

19.67

32.32

41.35

49.7

9.38

153.74

25.75

小学校
５年生
女子

江田島市

17.1

17.15

37.06

39.02

42.24

9.71

150.05

15.20

広島県

16.06

17.94

36.08

39.35

38.49

9.67

145.73

15.37

握力
（kg）

上体起こし

長座体前屈

反復横とび

（点）

持久走
（秒）

50m 走
（秒）

立ち幅とび

（㎝）

ボール
投げ
（m）

（㎝）

江田島市教育委員会
教育総務課

☎(40)3035
学校教育課

☎(40)3036
生涯学習課

☎(40)3037

小学校高学年から、男子にお
いては中学校から、運動能力
の向上がみられます。
中学２年生男子において
は、走力・柔軟性等全体的に
結果がよく、バランスのいい
運動能力があるといえます。
しかし、現代の急速な社会
の変化に伴い、日常生活での
外遊びや、スポーツに対する
価値観は低くなっています。
これらの結果をもとに、学
校においては、体育の授業だ
けでなく、積極的な部活動へ
の参加、休憩時間等の活用で、
体力の向上に向けて取り組ん
でいきたいと考えています。

上体起こし

長座体前屈

反復横とび

（点）

20m シャ
トルラン
（回）

50m 走
（秒）

立ち幅とび

（㎝）

ボール
投げ
（m）
（㎝）

21

体力は、人間の発達・成長
を支え、体を動かす原動力で
あると同時に、健康を維持す
るうえでも、知力や意欲、気
力といった精神面の充実にも
不可欠なものです。
各学校においては、体力・
運動能力の向上に役立てるた
め、毎年１回、体力テストに
よる児童・生徒の状況把握を
行っています。
市内児童・生徒の体力は広
島県平均と比べ、大きな差は
ありません。女子においては

小学校
５年生
男子

（回）

19

２ 月 ８ 日（ 金 ）
、能美中学
校黒小次男校長が広島県教育
賞の表彰を受けました。
これは、学校教育、社会教
育、体育・スポーツ、地域文
化、
教育行政分野を対象とし、
功績が特に顕著なものを広島
県教育委員会が表彰し、教育
の振興・発展に寄与すること
を目的としています。
黒小校長は、組織的な学校
経営を行うとともに、学力向

握力
（kg）

（回）

（江田島市・広島県とも平均記録）

広島県児童生徒の体力・運動能力調査より
平成19年度

教育委員会
だ よ り

中学校
２年生
男子

江田島市

30.55

25.54

45.14

50.53

401.65

7.97

192.01

20.36

広島県

29.38

26.46

42.31

50.23

405.26

8.03

195.66

20.47

中学校
２年生
女子

江田島市

22.95

21.92

41.27

43.20

304.16

8.98

162.52

13.14

広島県

23.6

21.67

44.21

44.39

302.28

8.87

166.08

13.38

⑱

教育委員会だより

大柿公民館まつり

切串ふれあいまつり

ステージ会場では、民踊やカラオケ、健康体操や
音楽バンドなど、16グループが出演し、出演者と会
場が一体となって楽しみました。その他、お茶席や
お食事、バザーなどの会場も設け、多くの来場者で
賑わいました。

オープニングセレモニーでは、今年小学１年生に
なる保育園児のくす玉びらきを行いました。館内で
は自主グループと切串小・中学生の作品を展示し、
館庭では小学生や女性会によるバザーや野菜即売会
など、多くの人で賑わいました。

のうみ公民館まつり

公民館まつり特集

(
３
) ０３７

40

おきみ生涯学習メッセ

３月に、市内の各公民館で
毎年恒例の公民館まつりを開
催しました。日ごろから、文
化・芸能活動を行っている団
体や公民館受講生が集い、学
習の成果を発表しました。
公民館は、これからも皆さ
んが気軽に集い学べる場とし
て運営していきますので、ぜ
ひご利用ください。

生涯学習係☎

１階では書や押し花など，２階では絵画や陶芸、
写真や木目込みなど丹誠込めて作られた作品を展示
しました。また、ステージ会場では32グループが出
演し、唄や踊りで会場を沸かせました。

江田島公民館まつり

自主グループなどによる絵手紙や絵画、書や写真
など多くの作品を展示しました。活花は季節の花を
多く取り入れた作品がならび、会場に彩りを添えま
した。また、芸能部門では15グループが出演し、日
ごろの成果を発表しました。

館内では盆栽や活花、絵画やフランス刺繍など数
多くの作品を展示しました。また、手編みやパッチ
ワークでは体験教室を開き、簡単にできる作品など
を紹介しました。そのほか、館庭で行われたバザー
は多くの人でにぎわいました。

⑲

30

53

30周年記念式祝賀会にて

24

江田島ソフトボール協会
発足 周年に

広報３月号折り込みで紹介した「公
民館自主グループの紹介」で、誤りが
ありました。お詫びして訂正します。
（太字青色部分が訂正箇所）
「ふれあい絵手紙教室」第１・３（水）
「絵手紙教室沖美」代表者 立畑憲作
「ペンテルの会」第２・４（水）
「三高民謡教室」
「和会」代表者 森金朝江

昭和 年発足の江田島ソフ
トボール協会が、今年で結成
周年を迎えました。２月
日（日）に行われた記念式で、
近藤忠臣会長は「今後の課題
として、市の協会組織の統合
に向け前進したい」と抱負を
述べていました。

訂正とお詫び

30

食育チャレンジ隊員募集

献血にご協力を

◆福祉事務所
☎(40)3177㈹

問保健医療課健康推進係
☎ ( ３)２４７

☎(57)3000㈹

問保健医療課健康推進係
☎ ( ３)２４７

☎(48)0211㈹

子どもたちが豊かな人間性
を育み、
健やかな体に成長し、
生きていく力を身につけてい
くには、何より「食」が大切
です。
「食」
について、
楽しく学び、
子どもたちと一緒に体験しま
せんか。

◆江田島支所
☎(42)1111㈹
問保健医療課医療保険係
☎ ( ３)２４７

療養援護金支給額を変更

30

障害者自立支援法の施行に
伴い、療養援護金支給額が４

◆議会事務局
☎(42)6310

介護予防教室を開催
問地域包括支援センター
☎ ( ３)５７１

今月の表紙

１日から受け付けます。
対象者 市内在住の人
今後の開催予定 ６月以降の
予定は、次のとおりです。詳
しくは、開催する月の広報な
どでお知らせします。
６月 日（月）沖美ふれあい
センター
８月 日（月）江田島公民館
月 日（月）大柿公民館
月 日（月）江田島市役所
平成 年２月 日（月）沖美
ふれあいセンター

12 10

問総務課総務係
☎ ( ２)２１１（代）

消費生活窓口を開設

問危機管理課生活安全係
☎ ( ２)２１８

「なりすまし詐欺」「還付金
詐欺」といった消費者トラブ
ル が 多 発 し て い ま す。 今 後
も、個人消費者に対して消費
者トラブルの発生が予想され
ます。
市では、このような事業者
と消費者との間に生じた苦情
の処理、あっせんなどの相談

介護予防教室の様子。

本市の顧問弁護士福永宏先
生による法律相談を開催しま
す。
日時 ４月 日（月）
午前 時～午後３時
場所 市役所会議室
相談人数 ８人（事前の予約
が必要。相談者多数の場合は、
申し込み順で決定）
予約方法 総務課へ電話で申
し込んでください。開催月の

法律相談を開催

◆企業局
水
道 ☎(42)3311
国民宿舎 ☎(45)2335
交通事業
☎082(251)9291

月１日申請分から変わりま
す。
変 更 内 容 支 給 月 額 が ３，
０００円に（２，０００円減）
対象者
重度心身障害者・
乳幼児等・ひとり親家庭等医
療費受給者証を持っている人
で、同一月に 日以上継続し
て 入 院 し た 人。（ 介 護 保 険 制
度を利用して入院した場合は
除く。）

◆教育委員会
☎(40)3035㈹
運動機器を使用したトレー
ニング教室（能美保健センタ
ー）、 機 器 を 使 わ な い 運 動 機
能・脳力アップ教室（各地域）
を開催します。足腰が弱って
きた、膝・腰が痛い、物忘れ
がひどくなった…。そんな人
は、参加してください。
詳しい日程や参加費など
は、地域包括支援センターへ。

16

16

21 15 20 25

◆沖美支所
10 30

３月13日（木）に行わ
れた、江南保育園での閉
園記念植樹。イロハモミ
ジやハナミズキなどを植
えました。
江南保育園は、6月か
ら江田島市子育て支援セ
ンターとして新しくスタ
ートします。

40

40

10 21

◆江田島市役所
☎(40)2211㈹
日時 ４月 日（水）
午前 時～正午
午後１時～３時 分
場所 マックスバリュ大柿店
４００㎖献血にご協力を
人間一人一人の血液は、た
とえ血液型が同じでも微妙に
違っています。このため複数
の献血者の血液を輸血するこ
とで、副作用（発熱・発疹な
ど）が発生する可能性が高く
なります。輸血による副作用
発 生 の リ ス ク を 減 ら す た め、
４００㎖献血にご協力くださ
い。

23

15

広場
10 26

40

日時 ４月 日（土）
午前 時～
場所 能美保健センター
申込期限 ４月 日（水）
内容 トマトを植えてみよう
対象者 ３歳以上の幼児と保
護者
定員
組
準備物 ２ℓペットボトルの
空容器・手拭タオル・筆記用
具・お茶
※準備物には、必ず名前を書
いてください。

40

40

◆大柿支所
40

お知らせ
20

⑳

Information

10

４月27日（日）午前９時～午後１時
えたじまポートプラザ
(江田島町小用・小用みなと公園）
市内の団体が出店する青空市や、ス
テージイベントなどを開催。

10

い明るいまちづくりに努めま
し ょ う。 今 回 は、「 子 ど も と
高齢者の交通事故防止」を基
本に、次の重点目標を掲げて
います。
①子どもと高齢者の交通事故
防止
②全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正し
い着用の徹底
③自転車の安全利用の推進
④飲酒運転の根絶

15

に応じるため、４月１日から
消費生活窓口を次のとおり開
設しています。
開設日 月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
開設時間 午前 時～午後４
時（正午～午後１時を除く）
相談窓口 危機管理課
対象 個人消費トラブル
※来庁する場合は、事前に予
約が必要です。

４月６日～ 日は
春の全国交通安全運動

48

15

運動期間 ４月６日（日）～
日（火）の 日間
年間スローガン
「広げよう どうぞの気持ち
と 車間距離」

４月19日(土)
正午～午後３時（売り切れ次第終了）
地産池消市場
（江田島町切串・タカノス交流広場）
その時期に収穫した旬の野菜などを
販売。地元で育てた新鮮なものがたく
さんあります。
問農林振興課 ☎（40）２７６９

問沖美支所地域振興課
☎ ( ０)２１１

今月から、市内で開催される主
な行事を紹介します。

運転者も歩行者も交通ルー
ルとマナーを守り、事故のな

市内の行事

４月

４月27日（日）午前10時～
中町港旅客ターミナル供用記念式典
（能美町中町・中町港旅客ターミナル）
※８ページに関連記事
問建設課管理係 ☎（4０）２７７２

10 10
11

前回の様子

身体障害者定期巡回相談会を開催

問社会福祉課障害福祉係

交通安全テント村を開村

春の全国交通安全運動に合
わせて、交通安全テント村を
開村します。
日時 ４月 日（木）
午前 時～ 時
三高中学校西側県道

場所

問えたじまポートプラザ協議会事務局
（江田島市商工会）☎（42）０１６８

☎（40）３１７７（代）

身体に障害のある人を対象に、身体障害者定期巡回相談会が、次の日程で実施されます。補装具支給などの
判定を希望される場合は、事前に予約が必要です。詳しくは、社会福祉課へ。
平成20年度

身体障害者定期巡回相談会日程表

場

所

種

別

実

施

日

受付時間

すこやかセンターくれ

肢体障害

毎月第３水曜日

午前９時～10時

（呉市和庄1―2―13）

聴覚障害

５・７・９・11・１・３月…第３水曜日

午後１時～２時

４・６・８・10・12・２・３月…第１・３月曜日
県立身体障害者更生相談所

肢体障害

（東広島市西条町田口２９５―３）

（安芸郡海田町南昭和町 14 ― 19）



７月……………………………第１月曜日
５・11・１月…………………第３月曜日

聴覚障害
広島地域事務所海田分庁舎

９月……………………………第１・４月曜日

肢体障害
聴覚障害

３月……………………………第２金曜日
６・９・12 月…………………第３金曜日
４・６・10・12・２月………第２木曜日
９・１月………………………第２水曜日
５月……………………………第４水曜日

午後１時～２時

お知らせ広場
緑の募金にご 協 力 を

かけています。この募金への
ご理解・ご協力をお願いしま
す。
家庭募金の目標額
１世帯当たり年間１００円
募金の使いみち
緑の少年団の活動、海を育
てる森づくり事業や、学校・
地域などが児童・生徒・住民
などの協力を得て行う事業の
活動費用に対して、助成をし
ています。

特別慰労品を贈呈
問社会福祉課社会福祉係
☎ ( ３)１７７（代）
独立行政法人平和祈念事
業特別基金
☎０１２０ ２(３４ ９)３３

請求してください。
請求期限 平成 年３月 日
まで

問呉海上保安部警備救難課
☎ ( ０)１１８

１人で漁業を行う場合の
ライフジャケット着用が義務化

31

法律が改正され、漁船に１
人で乗船して漁業を行う場合
は、ライフジャケットを着る
ことが義務化されました。違
反した場合は、免許停止など
の行政処分を受けることがあ
ります。

障害者陸上競技大会を開催
問 広島県障害者リハビリテー
ションセンター・スポーツ交
流センター「おりづる」
☎０８２（４２５）６８００
日時 ５月 日（日）
場所 東広島運動公園（アク
アパーク）陸上競技場（東広
島市西条町田口
１
―）
参加資格 広島県在住で、平

☎（40）２７６２
問企画振興課企画係

21

26

67

問広島県みどり推進機構江
田島市支部事務局（農林振
興課内） ☎ ( ２)７６９
自然は、私たちみんなのも
のです。今、世界的な規模で
森林が荒れて地球の温暖化が
進んでおり、環境問題への取
り組みが強く求められていま
す。
森林や緑は、私たちの身近
な生活や地球環境を守ってい
ます。将来に向かって、今私
たちができることとして郷土
の緑化を推進し、かけがえの
ない地球の緑を守っていかな
くてはなりません。そのため
に、緑の募金活動を行い、森
林の整備や緑化の推進に取り
組んでいます。
本市では、自治会などを通
じて緑の募金への協力を呼び
いわゆる恩給欠格者、戦後
強制抑留者、外地等からの引
揚者本人に、改めて内閣総理
大臣名の特別慰労品を贈呈し
ています。
これまでに内閣総理大臣名
の書状などを受け取った人
や、書状を受け取る資格があ
っても請求していない人も対
象になります。
請求書は、本庁、支所、福
祉事務所に置いてありますの
で、それを利用して独立行政
法人平和祈念事業特別基金へ

11

40

40

サンフレッチェ広島公式戦チケットをプレゼント

本市など11市２町で構成する広島広域都市圏形成懇談会では、サン
フレッチェ広島の公式戦チケット（ＳＳ指定席ペアシート）を、市内
在住の小・中学生と保護者のペア２組にプレゼントします。

招待試合 ４月20日（日）ヴァンフォーレ甲府戦（広島ビッグアーチ）・午後４時キックオフ
応募方法 はがき、Ｅメールやファックスで、参加希望者の住所、氏名、年齢、電話番号を記入
し、申し込んでください。（電話での申し込みは不可）
応募期限 ４月10日（木）必着
応 募 先 〠７３７―２３９２江田島市能美町中町４８５９番地９
江田島市企画振興課「サンフレッチェ広島チケットプレゼント係」
ＦＡＸ （40）２０７２
Ｅメール kikaku@city.etajima.hiroshima.jp
当選発表 当選者へのチケット発送をもって発表に代えさせていただきます。
※提出された個人情報は、申込資格の確認とチケット発送に関する作業のためのみに利用し、そ
のほかの目的には利用しません。



Information

成 年４月１日現在 歳以上
の身体障害児・者と知的障害
児・者。
※詳しくは、広島県障害者リ
ハビリテーションセンター・
スポーツ交流センター「おり
づる」まで。
申込期限 ４月８日（火）

国税専門官募 集
問広島国税局人事第二課
☎０８２ ２(２１ ９)２１１

13

受験資格
○昭和 年４月２日～昭和
年４月１日生まれの人

○昭和 年４月２日以降に生
まれた人で、次の事項に当
てはまる人
①大学を卒業した人か、平
成 年３月までに大学を
卒業する見込みの人
②人事院が①に挙げている
人と同等の資格を持つと
認める人
試験の程度 大学卒業程度
受付期間 ４月１日（火）～
日（月）※ 日の消印有効
第１次試験日 ６月 日（日）
※ 申 込 方 法 や 試 験 日 程 な ど、
詳しくは広島国税局人事第二
課へ。
62

21

結果

スポーツの

女子の部
１位 大柿陸上クラブ
２位 江田島小学校Ａ
３位 江田島小学校Ｂ

第 回江田島市駅伝大会（２
月 日・市内）

一般男子の部
２位 海自幹部候補生学校
中学男子の部
１位 能美中学陸上部
２位 江田島中学校陸上部
３位 大柿中学陸上部
女子の部
２位 能美中学陸上部女子

17 31

（市内関係分・敬称略）

第２回江田島市ファミリー駅
伝大会（１月 日・総合運動
公園）
28

ファミリーの部
１位 ファイターズ
２位 チーム松永
３位 島田塾
男子の部
１位 ドラゴン
２位 ロデオ
３位 チーム中町

区間賞
一般男子の部
１区…江野脇 雄太（ウイン
ズＲＣ）３区…村上 純（ウ
インズＲＣ）５区…平本 昌
樹（ウインズＲＣ）６区…木
村 文昭（ウインズＲＣ）
中学男子の部
１区…木葉 雅大（能美中学
陸上部）２区…川元 龍太郎
（能美中学陸上部）３区…古
本 慶 次（ 能 美 中 学 陸 上 部 ）
４区…原井 辰太郎（能美中
学陸上部）５区…向井 達也
（能美中学陸上部）６区…西
塔 拓 己（ 能 美 中 学 陸 上 部 ）
７区…江郷 一貴（能美中学
陸 上 部 ）・ 宇 根 大 志（ 江 田
島中学校陸上部）

第 回中本杯バドミントンシ
ングルス大会（３月９日・呉
市体育館）

男子ジュニア低学年の部
２位 尾田 海玖里（鹿川小）
男子ジュニア中学年の部
２位 船崎 亮太（鹿川小）
男子ジュニア高学年の部
３位 野村 源己（中町小）
女子ジュニア低学年の部
１位 内藤 遥佳（鹿川小）
女子ジュニア低学年の部
３位 花崎 ゆうか（鹿川小）
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14

14
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問江田島市陸上競技協会（平日は午後５時以降）
小道☎０９０（８７１１）１７６４
平井☎０９０（６４１９）９９４９
日時 ５月17日（土）※雨天順延
午前８時～８時30分受け付け・午前９
時30分競技開始
場所 総合運動公園 多目的広場
種目 ①50ｍ（小学１～３年生・男女）
②80ｍＨ（小学４～６年生・男女）
③１００ｍ（小学４年～６年生・中学
生男女・一般男女）
④２００ｍ（中学生男女・一般男女）
⑤４００ｍ（中学生男女）
⑥８００ｍ（小学５～６年生女子・中
学生男女）
⑦１０００ｍ（小学５～６年生男子）
⑧１５００ｍ（中学生男女・一般男女）
⑨３０００ｍ（中学生男女・一般男女）
⑩４×１００ｍＲ（小学生・中学生・
一般男女）
⑪走幅跳（小学生・中学生・一般男女）
⑫走高跳（小学生・中学生・一般男女）
⑬砲丸投（中学生・一般男女）
⑭ソフトボール投げ
※②、③、⑩、⑪、⑫、⑭は、６月22日
（日）開催の小学生全国大会県予選（５・６
年生）出場対象種目。
参加資格 小学生以上の男女
参加制限 １人２種目以内（リレーは除く）
参加料 小中学生３００円
高校生以上５００円（当日徴収）
申込方法 所定の申込書に記入し、直接提
出、郵送、E メールいずれかで申し込み。
申込用紙は、ＮＰＯ法人江田島市スポー
ツ振興協議会のホームページ (http://npo
-esk.que.jp) からダウンロード可能。
申込先
①郵送・直接提出…〠７３７―２１０１
江田島市大柿町飛渡瀬１２３４番地
江田島市総合運動公園 あて
② E-mail…admin@npo-esk.que.jp
申込期限 ４月 25 日（金）（期限厳守）
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江田島市陸上競技
選手権大会参加者募集

Vol.1

江田島学校給食共同調理場から

◎今回のポイント

○ピーマン苦手な人が、あまり気にならないまろや
かサラダです。
○りんご酢を使ったさわやかなドレッシングは、い
ろいろな野菜によくあいます。
○すりおろした玉ネギをくわえるとまろやかさが増
し、マイルドな味になります。

（ドレッシング）
サラダ油………25 ｇ
りんご酢………12 ｇ
砂糖……………10 ｇ
塩………………2.5 ｇ
コショウ………少々
キャベツ…２４０ｇ
キュウリ………50 ｇ
（中１／２本）
赤ピーマン……10 ｇ
黄ピーマン……15 ｇ
マグロの（油漬け）
缶詰……………80 ｇ

(

２
) ２１８

布団のアフターサービスだと思っ

☎

40

異なることを告げられて不安をあおら
れ、 高 額 な 布 団 や「 打 ち 直 し 」 な ど、
業者のペースで契約させられてしまい
ます。相談者には、自分から連絡して
くる業者とは安易に契約しないこと
と、書面でクーリング・オフするよう
助言しました。
訪問販売や電話勧誘販売で購入した
場合、契約書面を受けた日から数えて
８日目まではクーリング・オフが可能
ですが、連絡先を知らせない業者もあ
ります。業者を簡単に家の中に入れな
いこと、訪問された際は必ず用件と目
的を確認すること、業者の親切な態度
に惑わされないこと、自分に必要ない
場合はきっぱり断ることなど、十分に
用心してください。

問 危機管理課生活安全係

消費生活相談
たら、高額な布団の契約だった
フ ァ イ ル

相談内容

「羽毛布団を購入しておられますね。
今ならアフターサービスで無料点検し
て い ま す。」 と 業 者 か ら 電 話 が あ り、
３日前に業者が家に来た。家の布団を
見 せ る と、「 こ の 布 団 を こ の ま ま 使 う
と健康に良くない。今なら当社の布団
を サ ー ビ ス 価 格 で 販 売 す る。」 と 言 わ
れた。
不安になって業者に言われるまま
万円相当の布団を購入したが、高か
ったので後悔している。

これは、昔からある布団の点検商法
の一種と考えられます。今回の手口で
は、訪問前に電話連絡し「布団を購入
した業者のアフターサービス（点検や
クリーニングなど）で点検無料」とか
たって消費者を勘違いさせており、販
売目的を隠しています。
こうした業者をいったん家に上げて
し ま う と、「 布 団 が ダ ニ だ ら け・ カ ビ
だらけで病気になる」などと事実とは

アドバイス
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①キャベツを千切りにして水にさらし、ざるに取
り上げておきます。
②キュウリを輪切りにして水にさらし、ざるに取り
上げておきます。
③ピーマンを色紙ぎりにしてさっと茹でてからさま
しておきます。
④マグロの（油漬け）缶詰をざるに入れ ､ 油をきっ
ておきます。
⑤ドレッシングを作ります。
⑥①～④の材料とドレッシングは冷蔵庫で冷やして
おき ､ 食べる直前にあえます。

カラフルさらだ

今月号から ､ 身近な食材を使って簡単に作れる学
校給食のメニューや江田島市食生活改善推進協議会
の実習メニューを紹介します。

おすすめメニュ～

◎材料

◎つくり方



４月の保健行事など
保

健

行

事

時

場

所

８日（火） ポリオ経口接種

午後１時30分～２時（受付）

切串公民館

９日（水） ポリオ経口接種

午後１時30分～２時（受付）

沖美ふれあいセンター

10 日（木） ポリオ経口接種

午後１時30分～２時（受付）

能美保健センター

11 日（金） すくすくくらぶ

午前10時～

能美保健センター

17 日（木） すくすくくらぶ

午前10時～

江田島保健センター

午後１時30分～２時（受付）
午後１時30分～

鷲部公民館
江田島保健センター

23 日（水） ポリオ経口接種

午後１時30分～２時（受付）

江田島保健センター

24 日（木） ポリオ経口接種

午後１時30分～２時（受付）

大柿保健センター

25 日（金） すくすくベビーくらぶ

午後10時～

江田島保健センター

26 日（土） 食育チャレンジ隊

午前10時～

能美保健センター

すくすくくらぶ
30 日（水） 献血

午前10時～
午前10時～正午
午後１時～３時30分

大柿保健センター
マックスバリュ大柿店

21 日（月）

問い合わせ先

ポリオ経口接種
アルコール健康相談会

保健医療課健康推進係

☎（40）３２４７

ウォーキング教室を開催
問保健医療課健康推進係

ポリオ予防接種を実施
☎(40)３２４７

運動普及推進協議会では、４月から毎月１回ウォ
ーキング教室を行います。楽しく歩いてメタボリッ
クシンドロームを予防・改善してみませんか。申し
込みは不要で、開催日当日に現地集合します。
日時 毎月第４水曜日 ９時 30 分現地集合
※４月は23日（水）に秋月公民館集合
ウォーキングコース
次の日程で、市内を４～５㎞（１時間程度）歩く
予定です。詳しくは、保健医療課へお問い合わせく
ださい。
４月～６月…江田島町内
７月～８月…沖美町内
９月～11月…大柿町内
  12月～平成21年３月…能美町内
メタボ予防にはウォーキング
いつでもどこでも気軽にできるウォーキングは、
メタボリックシンドロームの予防・改善におすすめ
です。ウォーキングを続けるコツは、何よりも楽し
むこと。さまざまな場面で歩くことを楽しんで、メ
タボリックシンドロームを予防・改善しましょう。



間

問保健医療課健康推進係

☎(40)３２４７

ポリオは「小児まひ」と呼ばれています。この病
気を予防するために、ポリオワクチンを２回接種（飲
む）する必要があります。
日程 このページの保健行事日程をご覧ください。
対象者 市内に住所のある生後３カ月から 90 カ月
未満の乳幼児（６カ月未満の乳児は、ＢＣＧの予
防接種を先に済ませてください。）
準備物 母子健康手帳・予診票※予診票は会場にも
あります。

アルコール健康相談会開催
問保健医療課健康推進係

☎(40)３２４７

アルコール健康相談会では、アルコールのことで
悩んでいる人やその家族が自分たちの体験を語り合
い、断酒してアルコール依存からの回復を支える場
です。アルコール依存などでどうすればいいのか分
からない…。そんなときは１人で悩まず、まずはこ
の相談会へ参加してみませんか。（申し込み不要）
日時 毎月第３月曜（７月と９月は第２月曜に開催）
午後１時 30 分～３時
場所 江田島保健センター１階第１会議室

図書
だよ
り

図書館カレンダー(４月)
日

月

火

水

木

１
６ ❼ ８
13 ⓮ 15

２
９
16

３ ４ ５
10 11 12
17 18 19

20  22 23
27   30

24  26

土
〈開館時間〉
午前９時 30 分～午後７時
□…江田島図書館休館日
○…能美図書館休館日
●…江田島・能美図書館
休館日

11
30

10
30

30

30

☎(42)１４１７
今月の一冊

出版社・株式会社
マキノ出版

「排便力」が身につく本

江田島図書館

今、自力で排便する力、
「排便力」
が低下している人が多い。衰えた「排
便力」を復活させて幸せな快便生活を
送る方法を紹介。若い女性に急増する
「下剤依存症」の詳細も解説する。
著者名 松生 恒夫
１９５５年東京都生まれ。東京慈恵
会医科大学卒業。松島病院大腸肛門病
センター診療部長などを経て、松生ク
リニック院長。日本内科学会認定医。
著者に『
「腸内リセット」で便秘は必
ず治る』など。

分

( ０)０７５

11

15

第 回ふれあい広場
「世界の国旗をつくろう」
４月 日（日）午前 時～

30

～絵本でめぐる
世界１９３カ国の旅～

45

読書会
４月 日（火）
午後８時～９時 分
たごあきら
あいまいりょく
多湖輝『曖昧力』を読んで

アートしよう
４月 日（木）
午前９時 分～ 時 分
テーマ 「アートを通して自
分をみつめる」

絵本の会
４月 日（金）
午前 時～正午
テーマ「春ですよ」

17

世界の絵本展

開催期間
４月19日(土)～５月18日(日)

10

能美図書館 ☎

30

４

月の催し

おはなし会
４月５日（土）
午前 時 分～

ＬＰクラシック月例鑑賞会
４月６日（日）午前 時～
曲名
○オッフェンバック『天国と
地獄』序曲
○ロッシーニ『ウィリアム・
テ ル 』 序 曲・『 セ ヴ ィ リ ア
の理髪師』序曲

カンガルーくらぶ
～ママとおなかの赤ちゃんの
おはなし会～
４月 日 土
( )
午前 時 分～ 時 分

10 12

10 18

金

41

13

世界各国の絵本を読むことで、異
文化への理解を深めよう！

10

３月の新刊案内（一部）
類

書

名

著者名など

年
金
コンピュータ
人生訓
歴
史
政
治
教
育
健
康

１億人必携年金ハンドブック
長谷川陽子
ブログをつくりたい！
成美堂出版編集部
９９％の勘違い！
松本 一起
本草学者平賀源内
土井 康弘
パール博士「平和の宣言」
ラダビノード・パール
クレヨンからはじめる幼児の絵画指導
松浦 龍子
免疫を高めて病気を治す口の体操「あいうべ」
今井 一彰
食品添加物・農薬がいっぱいの
生
活
増尾
清
手づくり弁当を安全にする方法
料
理 誰でもできる手づくり酢
永田 十蔵
エッセイ くじら日和
山本 一力
小
説 夜を守る
石田 衣良
〃
魔界の塔
山田 悠介
〃
月光仮面
川内 康範
衣世梨の魔法帳たんじょう日の
児童よみもの
那須 正幹
びっくりプレゼント
絵
本 さくらいろのランドセル
いしいつとむ
〃

ざしき童子のはなし

児玉

房子



出生

（地区別50音順・敬称略）

※掲載を希望する場合は、
情報政策課まで。

問保健医療課健康推進係

江田島町
た も と

あきひろ

まつした

こ う が

４月の当番医

はまぐち

田本 瑛滉（小用・２月19日）

濵口

り

こ

璃子（江南・２月15日）

６日（日）

水口医院
澤医院

13日（日）

森藤医院
☎（44）1156
丸石内科クリニック
☎（45）５１６１

20日（日）

吉田病院
☎（42）1100
浜井医院（柿浦）☎（57）2008

27日（日）

青木病院
芸南クリニック

☎（42）1121
☎（57）3705

29日（火・祝）真次医院
堀澤クリニック

☎（42）0101
☎（40）2112

松下 昂雅（鷲部・２月20日）
能美町
さきいえ

せいた

はやし

先家 青汰（鹿川・２月16日）

林

けいご

圭悟（高田・２月23日）

大柿町
かわさき

たかさき

川嵜

こころ（柿浦・３月３日）髙先

やました

とうま

いつき

(地区別50音順・敬称略)
江田島町
宇根川 ツヤ子（中央・88歳）
大空 智志（江南・49歳）
黒田 良男（切串・81歳）
瀬下 ムツミ（秋月・82歳）
中河内 正已（江南・88歳）
中畠 ミチコ（宮ノ原・92歳）
前濵 正人（小用・98歳）
山田 里司（大須・86歳）
能美町
髙田 栄（鹿川・48歳）
水本 博（中町・82歳）
早稲田 正（中町・84歳）
沖美町
三王 孝作（三吉・84歳）
島本 テル子（畑・81歳）
三浦 衛（美能・92歳）
大柿町
悦喜 登美子（飛渡瀬・76歳）
奥田 はるゑ（柿浦・87歳）
川中 亀一（飛渡瀬・92歳）
久保 和子（深江・58歳）
小尻 ミサヲ（飛渡瀬・99歳）
塚迫 作子（柿浦・71歳）
橋野 梢（大君・62歳）
濵岡 稔（柿浦・70歳）
山岡 俊秋（大原・84歳）

寄付(敬称略)



※掲載を希望されない場
合は、情報政策課まで。

宇根﨑 茂（鷲部・82歳）
大西 ハツヱ（切串・87歳）
佐々木 カナエ（秋月・75歳）
出口 富敏（鷲部・76歳）
中常 光義（中央・83歳）
平野 淳子（切串・67歳）
松本 繁行（大須・76歳）

瀨川 八重子（中町・81歳）
花本 悟（高田・99歳）

小林 初登（是長・93歳）
平田 キミコ（畑・87歳）
宮本 ツネコ（岡大王・75歳）

岡本
川口
川端
幸﨑
小道
仁田
濱家
向井

☎（42）0018
☎（57）2003

偉月（大君・３月６日）

山下 斗雅（飛渡瀬・２月11日）

死亡

☎（40）3247

一一（柿浦・101歳）
マサ子（深江・82歳）
保（飛渡瀬・78歳）
由見（飛渡瀬・60歳）
ナツコ（柿浦・87歳）
正義（深江・75歳）
清子（大原・86歳）
佐市（飛渡瀬・90歳）

ありがとうございました

奨学金として
小林 孝治（沖美町是長）
社会福祉費として
松中 武（江田島町中央）
老人福祉費として
三浦 盛晴（沖美町美能）
卒園記念として
ＤＶＤプレーヤー（中町保育園保護者会）
スイートハウス、ＤＶＤコンビネーションデッキ
（鹿川保育園保護者会）

４月の各種相談
心配ごと相談（午後１時～３時30分）
☎（40）2501
問社会福祉協議会
１日（火）江田島公民館
３日（木）中町公民館
10日（木）大柿老人福祉センター
15日（火）江田島公民館
17日（木）中町公民館
19日（土）沖美ふれあいセンター
24日（木）大柿老人福祉センター
法律相談（午前10時～午後３時）
問総務課総務係 ☎（40）2211（代）
21日（月）本庁会議室

市税などの納期限

４月30日（水）
軽自動車税

保育料４月分

住宅使用料４月分
市税などは、期限内に納めましょう。ゆめタウン
江田島内の市民サービスセンターでは、土・日・
祝日でも納付できます。

人口と世帯数
江田島
能 美
沖 美
大 柿
全 体

男性
5,506
2,831
1,817
4,016
14,170

女性
5,500
3,215
2,027
4,447
15,189

計
11,006
6,046
3,844
8,463
29,359

世帯数
5,529
2,713
1,894
3,893
14,029

(平成20年２月末日現在)

柿浦夢舞隊（柿浦小６年）

る、涙を流してくれる。そん
な 体 験 を 通 じ て、『 自 分 た ち
でも人の心を動かすことがで
き る 』 と い う こ と を 実 感 し、
自分に自信が持てるようにな
ったのではないでしょうか。
これからも、自分たちがま
ず動き、周りを巻き込んで何
かをやるということを続けて
いってもらいたいです」と話
していました。

ソーランをやっていて一番
思い出に残ったのは、あすな
ろで踊った時です。踊り終え
るとものすごく大きな拍手を
もらい、うれしかったです。
小学校で学んだことを忘れ
ず、中学生になってもスポー
ツに勉強に頑張りたいです。

編

集

後

記

ページで紹介した千本桜
の清掃活動を取材後、テング
ス病にかかった枝を利用して
焼き芋を作る姿が。鹿川小学
校の子どもたちが、廃天ぷら
油を使って枝を焼くところを
カメラに収めつつ、そばに置
いてあるサツマイモについつ
い目がいってしまいます。そ
の時にかかった一声。
「あんたも焼き芋ができたら
食べんさいや」
きっと私の顔には、「焼き
芋食べたい」と書いてあった
のでしょう。久しぶりに口に
したできたての焼き芋は、中
がほくほくしていて甘さが抜
群。おいしくいただきました。



http://www.city.etajima.hiroshima.jp

「広報えたじま」は、ホームページでご覧になれます。

江田島市カキ祭での発表の様子。

編集

焼き芋おいしいね！

江田島市総務部総務課秘書広報室
☎ ０８２３（ ）２２１１㈹
０８２３（ ）２０７２
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ソーランを踊る柿浦夢舞隊
は、４年前に結成。現在のメ
ンバーは４年生のとき、当時
の６年生が踊っているのを見
て「自分たちもやりたい」と
声を上げて始めました。昨年、
一昨年と２年連続でソーラン
コンテストに出場。昨年は３
位の好成績を残しました。
最初のころは一つ一つの型
もままならず、動きも揃いま
せんでした。練習後は疲れで
足がふらつく子も多かったと
のこと。でも、メンバー一人
一人が主役だという意識をも
って練習に取り組み、１年後
には見違えるほどの踊りがで
きるようになりました。
担 任 の 黒 小 大 介 先 生 は、
「子どもたちはいろいろな場
面でソーランを披露して度胸
が つ い た と 思 い ま す。 ま た、
踊りを見た人が感動してくれ

踊り終わった後の拍手が
うれしかった

発行 江田島市役所
〠７３７ ２ｰ３９２
広島県江田島市能美町中町４８５９番地９
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FAX

市内外で頑張る人や団体を紹介します

ソーランが
私たちに
くれたもの。

第 号（毎月１日発行）

泰鳳くん

山本
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