Information

９ 月
日 ～
日
秋の全国交通安全運動
問危機管理課交通安全係
交通安全意識の高揚を図る
ため、９月 日㈰～ 日㈫に
秋の全国交通安全運動が行わ
れます。
運動の重点
高齢者の交通事故防止
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
夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故防止
飲酒運転の根絶

国民健康保険特別徴収
納 付 方 法 が 変 更

置いています。申出書は随時
受け付けますが、中止の場合
は、１カ月～２カ月かかるこ
とがあります。
口座振替登録をしていない
人は、通帳と通帳印を持って
金融機関で届出をしてくださ
い。
特別徴収は、
世帯主が国民健康保険の被

３・５㎝）が必要。
申請から発行までに約２～
３週間かかります。受け取り
は、原則として本人です。

保険者
世帯内の国民健康保険の被
保険者全員が 歳～ 歳
特別徴収の対象となる年金
の年額が 万円以上で、国民
健康保険税が介護保険料と合
わせて、年金額の を超えな
い
人が対象となります。

月住宅・土地統計調査

会

相

談

主催

江田島市商工会

無料発明相談会
特許・実用新案・意匠・商
標に詳しい相談担当者が、個
別に相談に応じます。
日時 ９月 日㈬午後１時～
午後４時
場所 江田島市商工会
相談員 田代 攻治弁理士
主催 特許庁
共催 江田島市商工会
申込方法 事業所名・相談希
望時間・電話番号・相談内容
を か郵送、電話で
〠７３７ ２
-１２１
江田島町小用二丁目 番１号
江田島市商工会
☎０１６８
２８５３

や福祉施策の紹介など。
詳しくは
広島県障害者支援課
☎０８２（５１３）３１６２

月 か ら 移 行
日 本 政 策 金 融 公 庫
問国民生活金融公庫呉支店
月１日から、国民生活金
融公庫は、農林漁業金融公
庫・中小企業金融公庫、国際
協カ銀行と統合し、「株式会
社日本政策金融公庫」になり
ます。
統合により、小企業向けの
融資は新会社に引き継がれま
す。また、教育ローンを利用
していただける世帯の年間収
入（所得）の上限額が引き下
げになります。

⑭
⑧
☎２７６８
環境課廃棄物対策係
☎３２４７
保健医療課医療保険係
危機管理課生活安全係 ☎２２１８
選挙管理委員会 ☎２２１１
問

☎3000㈹

月から障害のある人に
ＮＨＫ受信料免除基準変更

工

問総務課秘書広報室
本年 月１日を基準日とし
て、住宅・土地統計調査が実
施されます。
市内の無作為に抽出した約
２４００世帯が対象となりま
す。
住宅と居住する世帯の状況、
土地の実態を明らかにするた
めの調査で、９月上旬に調査
区域の把握、下旬から対象世
帯を訪問します。
統計調査を装った事件も発
生しています。調査員には、
調査員証を持たせていますの
で、協力をお願いします。

商

「３人」の金額に４人目以
降の子どもの人数１人当た
り１００万円ずつ加算した
金額（事業所得者の場合は
所得換算した金額）

９ 月
日 ・
日
障害者ふれあいランド開催

４人
以上

広島海区漁業調整委員会委員一般選挙投票結果
問社会福祉課障害福祉係
障害のある人の社会参加を
促進し、理解を深めるため、
広島県障害者ふれあいランド
が開催されます。
日時 ９月 日㈯・ 日㈰
場所 エールエール（広島駅
前）
内容 障害のある人が製作し
た手工芸品や文化・芸術作品
の展示・即売。歌などの発表

９９０万円（７７０万円）

問江田島市商工会

商工会なんでも相談
経営全般の基本知識や手続
きなど専門家の無料相談会を
開催します。
日時 ９月 日㈬午前 時～
午後４時
場所 江田島市商工会
相談時間 １人 分以内
定員 先着 人
相談員 行政書士・社会保険
労務士・経営指導員 など

３人

◆大柿支所

問社会福祉課障害福祉係
月１日から障害のある人
を対象としたＮＨＫ放送受信
料の免除基準が変わります。
全額免除
「身体障害者」「知的障
害者」「精神障害者」が世帯
構成員であり、世帯全員が市
民税非課税の場合。
※従来の「身体障害者」「重
度の知的障害者」から対象を
拡大します。また、生活状態
の条件を「市民税非課税」に
統一します。
半額免除
視覚・聴覚障害者が世帯主
の場合。
重度の障害者（身体障害
者・知的障害者・精神障害
者）が世帯主の場合。
※従来の「重度の肢体不自由
者」から対象を拡大します。
申請手続き
新しい基準の免除申請は、
社会福祉課と支所で受付して
います。

８９０万円（６８０万円）

☎２７６３

正直
山本
２人

総務課秘書広報室
☎２６００

くぼごうち
しずたか
７９０万円（５９０万円）

☎３１７７
☎２７６４

国民生活金融公庫

社会福祉課障害福祉係
市民生活課市民係
問

⑨

10

１０

て、環境に優しい生活スタイルに変えませんか？

６５

愛着のある傘でマイバックを作ることで末長く使

県得票数 本市得票数
503票
1票
469票
36票
458票
1票
354票
114票
254票
1票
170票
96票
169票
127票
県得票数 本市得票数
候補者名
825票
5票 北田 國一
610.978票 468.899票 川岡 勝義
609票
0票 米沢 忠栄
586票
1票 たちばな 康夫
髙橋 勝盛
565票
431票
名島 宣仁
559.019票
12.1票 沖 和晴
１人

１７

28

28

候補者名
恵飛須 寛
山本 学
村上 すえひろ
大胡 隆
変更後の教育ローン内容
子ども
給与所得者(事業所得者)
の人数

任期満了に伴う、広島海区漁業調整委員会委員(定数９)一般選挙の投票が、７月３１日㈭
行われました。投票結果は、次のとおりです。
江田島市選挙当日有権者数 １,９３０票(男 １,１２４人・女 ７８２人・法人２４事業所）
江田島市投票数 １,３０２票(有効投票数 １,２９４票 無効投票数 ８) 投票率 ６７．４６％
FAX

春に行う予定です。

７4

レジ袋を断るなど、二酸化炭素削減運動に参加し
10

17

27

バック『えー子バッグ』で啓発活動を行っています。

◆教育委員会☎3035㈹
型店舗の協力を得て、食品レジ袋無料配布中止を来

●

◆福祉事務所☎3177㈹
ごみの減量と二酸化炭素の削減を目的として、大

1/2

え、ごみの減量と二酸化炭素削減にもつながります。
４０

27

て買い物に行く生活』も地球温暖化を防止すること

◆議会事務局☎6310
昭和50年代には普通に行われていた『かごを持っ

☎0211㈹

マイバック利用推進

１８

17

FAX

能美脱温暖化未来会議では、傘の布を使ったエコ
10

●

◆沖美支所

無料レジ袋さようなら

●

の一つです。

10

問保健医療課医療保険係
国民健康保険税を特別徴収
で納付されている人のうち、
過去２年間の保険税を滞納す
ることなく納めている人は口
座振替にすることができます。
申出書は保健医療課、市役
所、支所、出張所、連絡所に

問えたじまポートプラザ協議会事務局
（江田島市商工会）☎０１６８

◆企業局
水
道 ☎3311
国民宿舎 ☎2335
交通事業
☎082(251)9291
１０

１０

９月28日㈰ 午前９時～午後１時
(江田島町小用・小用みなと公園）
市内の団体が出店し、特産品などを
販売します。

●

◆江田島市役所
☎2211㈹

住基カードを有償で交付
写真付は身分証明書利用可

えたじまポートプラザ

◆江田島支所☎1111㈹
10

30

３０

問市民生活課市民係
本市に住民登録している人
に対して、住民基本台帳カー
ドを有料で交付します。
種類 写真付と写真なしが選
べます。写真付は身分証明書
として利用できます。
有効期限
年。ただし、本
市から転出された場合は無効
になります。
手数料 ５００円
手続方法 本庁・支所・出張
所・サービスセンターで申請
してください。（印鑑必要）
写真付を希望する場合は、６
カ月以内に撮影した正面を向
いた顔写真（縦４・５㎝×横

市内の行事
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広場
２１
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