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地域の活性化を担う
〜地域おこし協力隊員を任命〜

市では、地域の課題解決や活性化
を図るため、地域で一緒になって取
り組んでいく「地域おこし協力隊
員」を募集し、４人を任命しました。
隊員たちはそれぞれの配属先で地
域の活性化に向けて取り組んでいき
ます。

「地域おこし協力隊」について

地域おこし協力隊
○自分の才能・能力を活かした活動
○理想とする暮らしや生き甲斐発見

地域
○斬 新 な 視 点 （ ヨ ソ モ
ノ・ワカモノ）
○協力隊員の熱意と行動
力が地域に大きな刺激

地方公共団体
○行政ではできなかった
柔軟な地域おこし策
○住民が増えることによ
る地域の活性化

都市から過疎地域等の条件不利地
域に生活の拠点を移すことを条件に、
地方公共団体が「地域おこし協力隊
員」として委嘱します。隊員は地域
に居住して、地域ブランドの開発・
販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、
農林水産業への従事、住民の生活支
援など「地域協力活動」を行いなが
ら、その地域への定住・定着を図る
取り組みです。

地域おこし協力隊導入の効果
（総務省資料から）
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後藤 峻さん（32歳）
交流促進課に配属

地域おこし協力隊の後藤です。東
京から移住してきましたが、出身は
安芸郡府中町ですのでＩターンとＵ
ターンの間のような気持ちでいます。
もともと瀬戸内に面した地域に住
みたいという気持ちがあり、小さい
ころに訪れた思い出も印象深く、ま
た友人・知人を通じて江田島市の話
を聞くうちに、移住意欲が高まり家
族３人での移住を決断しました！
地域おこし協力隊では「移住促進
支援員」という役割を担います。江
田島市への移住・定住促進に役立て
るよう頑張りたいと思いますが、ま
ずは自分自身が江田島市内を巡りな
がら、いろんな方々とお話させてい
ただき、江田島市のことを知ること
から始めたいと思います。
また、生活面では、妻と娘の３人
家族で地域にお世話になることにな
ります。子育てやコミュニティ活動
についても前向きに取り組みつつ、
アウトドア・スポーツにも挑戦して
いきたいと思いますのでよろしくお
願いします。

オリーブ栽培技術指導員
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峰尾 亮平さん（35歳）
農林水産課
オリーブ振興室に配属

尾道や宮島を旅行した際、瀬戸内
海がすごく好きになりました。穏や
かな海とともにある暮し、豊かな自
然、美しい景色。そんな折に今回の
募集を目にし、すぐに書類を作成し
応募しました。採用になり、こうし
てご縁をいただき、私は今、とても
わくわくしています。
神奈川県綾瀬市という、厚木基地
のある人口７万人の町で育ちました。
その後、 歳からの 年間を横浜
で生活。移動式の古本屋を運営し、
本や音楽を触媒とした街づくりイベ
ント企画に携わってきました。
縁も経験もない私にチャンスを下
さった江田島市に感謝し、「何でも
見よう」「足を運ぼう」という心意
気のもと、体当たりでチャレンジし
ていきたいです。まずは、オリーブ
栽培技術をしっかりと身につけるこ
と。そして、オリーブが島の誇る特
産品となるよう、頭と体をフル回転
させて貢献していきたいです。
オリーブ以外でも、島に暮す皆さ
んと出逢っていくことがとても楽し
みです。「地域おこし協力隊が来て
くれて良かったね」一日も早くそう
言ってもらえるよう頑張ります。ど
うぞよろしくお願いします！

西村 京子さん（41歳）
農林水産課
オリーブ振興室に配属

地域スポーツ振興支援員

石津 聡さん（24歳）
生涯学習課に配属

ています。今まで以上にオリーブを

リーブの普及の仕事にもワクワクし

ほど。江田島市が力を入れているオ

オリーブオイルも食卓に欠かせない

ツイベント等のサポートで来ており、

に出場したり、カヌーなどのスポー

江田島市かきカキマラソン等の大会

からヒロシマＭＩＫＡＮマラソンや

まで生活をしていました。小さい頃

への訪問などです。何度か遊びに来

となり、大変嬉しく思っています。

ポーツ支援の仕事をさせて頂くこと

この度ご縁もあり、江田島市でス
ているうちに、海の美しさや人の温

江田島市の海・山などの「風土」

始めます。江田島市のことも、オ

らけ。まずはしっかり知ることから

とはいえ、まだまだ知らないことだ

を盛り上げる活動が出来ればと考え

品」と「観光」を組み合わせ、地域

キ・ミカン・オリーブなどの「特産

スポーツを通じて、「健康増進」

ています。

気軽に声を掛けてください。これか

しくお願いします。

島内あちこちを訪れて、多くの方
「地域活性」「交流促進」ができる
のお話を伺いたいので、見かけたら、 よう努めて参ります。今後ともよろ

たいです。

リーブのことも１つずつ学んでいき

うになりました。今回、江田島市で
を活かして、カヌー・ランニング・
働けることをとても嬉しく思います。 サイクリングなどのスポーツと、カ

かさに魅了され、住みたいと思うよ

海友舎のイベントや沖美町の友人宅

を発揮できたらと考えています。
江田島市はとても関わりの深い地域
さて、私の江田島市との出会いは、 です。

江田島市の特産にしていけるよう力

はじめまして。広島市から来た西
岡山県岡山市から移住して参りま
村京子です。食べることが大好きで、 した。地元は呉市音戸町で大学卒業

オリーブ普及員

らどうぞよろしくお願いします。
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移住促進支援員

問総務課☎（４０）２２１１㈹
部局名

電話番号

産業部

産業企画課

(40)2775

農林水産課

(40)2770

オリーブ振興室

主な仕事の内容
農林水産業の企画及び調整、商工業の振興、雇用対策、企業
誘致、企業支援
農・林・畜産業などの振興、農業関係団体との連携、有害鳥獣の
農作物被害対策、ため池・農道・林道維持管理および整備、沖美
町畑地かんがい施設管理、水産業の振興、水産関係団体との連携

土木建築部

(40)2770

オリーブ産業の振興

観光振興課

(40)2771

観光の振興、消費生活相談

建設課

(40)2772

道路・河川・港湾の整備や占用許可、土地の収用、急傾斜対
策

小用開発対策室
都市整備課

会計管理者 会計課

(40)2772

江田島町小用地区の開発事業

(40)2773

都市計画、宅地造成、開発行為、大規模行為、屋外広告、公
園管理、市営住宅、建築物・工作物に関すること、住まい・
空き家の相談

(40)2776

現金の出納・保管、市の会計事務全般

教育委員会事務局

学校教育課

教育行政の企画、奨学金の貸し付け、教育施設の管理運営、
(40)3035㈹
学校の管理運営、就学援助、学校給食、教育相談に関するこ
(40)3036
と

生涯学習課

(40)3037

公民館・図書館・運動公園・スポーツセンターなどの管理、
成人式・スポーツイベントの実施、放課後児童クラブ

(42)6310

議会の運営補助、議事日程の調整、会議録、議決の通知など

議会事務局
監査委員事務局
公平委員会事務局

例月現金出納検査、定期監査、決算などの審査の実施
(42)1114

固定資産評価審査委員会

職員の勤務条件に関する措置要求の審査判定、職員の不利益
処分審査請求の対処
固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査請求の対応

選挙管理委員会

(40)2211㈹ 選挙人名簿の調製、選挙の管理・執行

農業委員会

(40)2769

企業局

水道業務課
水道施設課

農業委員会事務

水道料金の徴収、水道の開始・中止、管財・契約、予算・決算、
広報宣伝、出納
給水装置工事や開発給水工事、水道施設の維持管理、水質検
(42)3311㈹
査
(42)3311㈹

消防本部

下水道課

(42)3911

下水道整備、下水道使用料、水洗便所の普及

総務課

(40)0351

消防予算、人事、消防団事務

予防課

(40)0353

防火指導、危険物の許認可、建築確認、立入検査

警防課

(40)0119㈹ 消防訓練、救急業務、火災の原因・損害調査、１１９番受信

江田島消防署

(40)0357

能美出張所

(45)4739

火災・救急・救助事故発生時の災害活動
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市役所の組織など一部を変更しました
組織機構の見直し
「恵み多き島」えたじまの実現に向けて、市の組織や担当業務を変更しました。
（１）新たな組織の整備
●第１次産業を中心とした産業振興のビジョン策定とその推進を図るため、産業部に「産業企画課」を新
設しました。
●商工観光課が所管していた企業誘致・企業支援事業は産業企画課が担当します。
（２）組織のスリム化に対応した事業運営体制の整備
●「商工観光課」を「観光振興課」に課名変更しました。企画振興課所管のイベント関係業務は「観光振
興課」が担当します。
●「収納推進課」を「税務課」に統合しました。
●「保健医療課」の医療保険係と「高齢介護課」を統合し、「医療介護保険課」を新設しました。
●「保健医療課」の健康推進係は「健康推進課」に課名変更しました。
主な仕事の内容
市の条例規則、人事、給与、行財政改革、情報公開、
総務課
(40)2211㈹
個人情報保護、交通安全など
秘書広報室
(40)2763 秘書、広報、統計調査、広聴、ホームページ
財政課
(40)2761 予算編成・管理、決算、公有財産・庁内備品管理、入札、契約
企画振興課
(40)2762 総合計画、公共交通対策、広域行政、権限移譲
市長の特命事項の企画・立案および総合調整、公共施
政策推進課
(40)2778
設の再編・整備、情報政策
住民自治、市民協働のまちづくり、民泊型修学旅行、
交流促進課
(40)2785
定住促進
防災計画、国民保護、災害対策本部、防災行政無線の
危機管理監
危機管理課
(40)2218
整備、防犯外灯の整備、防犯、不当要求行為対応
住民異動届・戸籍届け出・印鑑登録、これらに伴う各種
市民生活課
(40)2764 証明書等の発行、改葬許可、マイナンバーカードの交
付、住基ネット、年金・福祉・保健手続き、パスポート
江田島支所
(42)1111 住民異動届・戸籍届け出・印鑑登録、これらに伴う各種証
沖美支所
(48)0211 明書等の発行、改葬許可、マイナンバーカードの交付、住
三高支所
(47)0211 基ネット、年金・福祉・保健手続き、犬の登録、市税など
大柿支所
(57)3000 の収納、その他各種取り次ぎ業務
市民サービスセンター (40)3311 各種証明書等の発行、税などの収納
人権啓発、男女共同参画の推進、隣保館の運営、外国
人権推進課
(40)2767
人市民の支援、ＤＶに関する相談
住民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税、国
税務課
(40)2765
民健康保険税の課税、市税などの収納・徴収、滞納対策
ごみの収集、浄化槽補助金申請、公害防止、犬の登録、
環境課
(40)2768
狂犬病注射、食中毒対策、墓地管理
民生委員児童委員、災害弔意金の支給、生活保護、
社会福祉課
(40)3177㈹
障害者福祉、児童手当、児童扶養手当
国民健康保険、後期高齢者医療制度、福祉医療、被爆
医療保険係 (40)3247
者援護事務
医療介護保険課
介護保険係 (40)3176 要介護認定、介護保険給付、介護保険料、高齢者福祉
高齢者の総合相談・支援、介護予防ケアマネジメント（介
地域包括支援センター
(40)3571
護予防）、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント
健康づくり、母子保健、献血、住民健診、予防接種、
健康推進課
(40)3242
食育推進、精神保健、感染症
保育施設の入退園、保育施設保育料の決定、保育施設
子育て支援センター
(42)2852 運営管理、児童館運営管理、子育て事業、児童虐待に
関する相談、保育施設給食
総務部

部局名

企画部
市民生活部

福祉事務所

大柿保健
センター

福祉保健部
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電話番号

えたじまウォーキング
２０１６

▲桜が咲き始めた真道山展望台の様子
３月 日㈰、シーサイド温
泉のうみを主会場にえたじま
ウォーキング２０１６が開催
され、約４５０人の方が参加
しました。
参加者は心地よい日差しの
中、約７㎞のファミリーコー
スと約 ㎞のチャレンジコー
スの２コースで、桜が咲き始
めた山道を歩きました。
また、スタート・ゴール地
点となる主会場では、カキの
バター焼きやカキ汁、特産品
の販売もしており、買い求め
る参加者で賑わいました。

全国春の交通安全運
動テント村を実施

▲安全運転を呼びかける園児たち

４月８日㈮、大柿町大君の
国道沿いで全国春の交通安全
運動に併せた交通安全テント
村を実施しました。
活動には認定こども園おお
がきの園児 人と市交通安全
協会役員、江田島警察署署員、
市職員が参加し交通安全の啓
発活動を行いました。
園児たちは、車両が停車す
るたびに「交通安全週間で
す」と大きく声を合わせて、
ドライバーに安全運転を呼び
かけました。
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江南自治会
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地域２団体が備品を
整備

平成 年度コミュニティ助
成事業で畑自治会・江南自治
会が、宝くじ助成金を活用し、
備品を整備しました。これは、
宝くじの社会貢献広報事業と
して行われるもので、宝くじ
の収益金を財源としています。

27

オリーブ振興に関す
る協定を締結
３月 日㈬、市役所で国立
江田島青少年交流の家と、市
が振興しているオリーブの取
り組みへの支援・協力につい
ての協定を締結しました。今
後この協定により、オリーブ
の植栽や普及啓発活動につい
て、両者で連携して実施して
いきます。
国立江田島青少年交流の家
吉留義史所長は「この協定を
機にさらに両者の連携を深め、
オリーブを活用した青少年の
育成に努めていく」と話しま
した。

▶協定書に調印する吉留所
長（右）と田中市長

23

陀峯山で植樹 作 業
３月 日㈰、大柿町の陀峯
山で、大柿地区の小学生や大
柿町自治会連合会のメンバー
など約 人が「ひろしまの森
づくり県民税」を活用した植
栽作業を行いました。
当日は、広島県森林組合連
合会の職員も参加し、その指
導の下、作業を行いました。
「ひろしまの森づくり県民
税」（県民税のうち５００
円）は、県内の森林を共有の
財産として守り育て、次の世
代に引き継いでいくための活
動に使われています。

▶植栽作業を行う参加者

長胴太鼓・会議テーブル・エンジン刈払い機・スク
パソコン・プリンター・ＢＤ／ＤＶＤプレーヤー・
リーン・パーソナルカラオケ・52型液晶テレビほか ビデオムービー・ラミネーターほか

畑自治会
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30

～避難勧告や避難指示に備える～

避難所へ災害備蓄物品を整備
市の主な備蓄物品・備蓄量
アルファ米（非常食用のご飯）
乾パン
保存用即席みそ汁
保存水（５００ml）
毛布
災害用食器セット（１００人用）

約９,３００食
約６,１００食
５,４００食
約１４,０００本
約１,０００枚
21セット

大規模災害
に備えて

▶拠点指定避難所災害備蓄物品

▶一時指定避難所災害備蓄物品

市では、台風等により一時的に避難が必要となったときに開設する一時指定避難所と、大規模災害や長期
的に大人数の避難が必要となった場合に開設する拠点指定避難所に災害備蓄物品を整備しました。
これら備蓄物品は、市が避難勧告や避難指示を発令した場合に備えて、アルファ米や保存用みそ汁、保存
水といった食料品や毛布、懐中電灯、ランタン、携帯ラジオといった生活必需品を備蓄しています。
※自主避難の場合は、各自が食料、飲料水を持参して所定の避難所へ避難してください。

～災害時の心構えと行動を～

新人職員が防災について学ぶ

４月５日㈫、市消防本部（江田島町鷲部）で、
市職員、消防職員、保育士ら本年度採用された新
人職員16人を対象とした防災研修を行いました。
研修は講義だけでなく、消火栓やAEDを使った
実技も行われ、災害時の心構えと行動について学
びました。研修が終わるとすぐに市役所のAED設
置場所を確認するなど、早くも市民の安全・安心
を守る自覚が芽生えた研修会となりました。

▲応急手当を学ぶ新人職員

⑦ 広報えたじま
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～いざという時のために～

山田地区防災訓練

３月27日 ㈰ 、山田西児童公園（江田島町中央）
で、山田自治会が防災訓練を行いました。
参加者たちは定められた避難場所に避難を行い、
消防職員や消防団員の指導の下、消火器の使い方や
応急手当ての方法を学びました。
また、女性会による炊き出し訓練も行われ、最後
に地区の防災リーダーが訓練を振り返りました。

▲防災リーダーによる講話

広島広域都市圏で新たな連携

～広島広域都市圏発展ビジョンを策定～
人口減少や少子高齢化が全国的な課題となる中、本市が持続的に発展するためには、イベント情報の広報
や職員研修の共同実施、プロスポーツの共同応援など、これまで広島広域都市圏の 24 市町で進めてきた連
携や交流を基に、各市町の強みを伸ばし弱みを相互に補うための施策を、他の市町と連携しながら実施して
いく必要があります。
広島広域都市圏では、３月に都市圏が目指す三つの将来像を示すとともに、その実現に向けた具体的な施
策を取りまとめた「広島広域都市圏発展ビジョン」を策定しました。今後は、この「広島広域都市圏発展ビ
ジョン」に基づく広域都市圏としての取り組みと、先日策定した本市の総合戦略に掲げた取り組みを併せて
実施していくことで、人口減少に歯止めを掛け、本市の将来にわたる発展を図っていきます。
問企画振興課☎（４０）２７６２
北広島町
安芸太田町

安芸高田市
世羅町

広島市

廿日市市

岩国市
田布施町

和木町

府中町
海田町

大竹市

坂町
江田島市

柳井市
平生町

上関町

周防大島町

東広島市

熊野町
呉市

竹原市

三原市

大崎上島町

▲広島広域都市圏圏域

「広島広域都市圏発展ビジョン」における三つの将来像および取り組みの概要
＜経済面＞ ヒト・モノ・カネ・情報が巡る都市圏
ものづくり産業における圏域内での原材料や部品等の調達、農水産物の地産地消、圏域内の観光の周遊な
ど、圏域内外からのヒト・モノ・カネ・情報を圏域内で「循環」させ、その中で付加価値が生み出される「ロー
カル経済圏」を構築することで、経済活力とにぎわいに満ちた圏域を目指します。
主な取り組み（広島市が主な実施主体）
・ローカル経済圏の構築に向けた仕組みづくり
・中小企業の振興、成長産業の育成
・圏域への誘客の促進、滞在型観光の拡大
・農産物の地産地消の推進
・地元企業による若者の雇用の促進
「広島広域都市圏」PR キャラクター

広島都市犬“はっしー”
〈生活面〉 どこに住んでも安心で暮らしやすい都市圏
生活していく上で必要となる医療や教育などの質の高いサービス提供機能を圏域に整備するとともに、公
共交通網を充実させることで、圏域内の誰もがそれらを共有し容易に活用できる圏域を目指します。
主な取り組み（広島市が主な実施主体）
・質の高い医療サービスの安定的な提供
・広域的公共交通網の充実・強化
・大学等との連携による地域貢献人材の育成
〈行政面〉 住民の満足度が高い行政サービスを展開できる都市圏
市町が連携して圏域内の諸課題に取り組むことで、効率的で利便性の高い行政サービスを提供できる圏域
を目指します。
主な取り組み
・共通課題に対する施策の共同実施
（新規就農者育成事業、下水汚泥の共同処理の検討、交流・移住・定住促進に係る広域連携事業など）
・各市町の有する行政資源の相互利用（保育サービスの広域利用、圏域内情報発信体制の構築など）
広報えたじま
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⑧

～森・里・海のつながりに思いを巡らせながら自然を体感！～

江田島 SEA TO SUMMIT 201６ 開催のお知らせ

問観光振興課☎（４０）２７７１

江田島市の魅力と自然の大切さを体感することを目的に「江田島 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ ２０１６」

を開催します。「ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ」は全国9カ所で開催され、全国から多くの選手や関係者が集

まる環境スポーツイベントです。市民の皆さんもイベントに参加できますので、ぜひお越しください。

５月21日㈯ 環境シンポジウム＜沖美ふれあいセンター＞午後２時～
午後２時～ 開会式
午後２時10分～

基調講演：内田正洋さん（東京海洋大学講師、シーカヤッカー、探検家、海洋

ジャーナリスト）これまでに８回、パリ・ダカールラリーに参戦。その後シー

カヤックと出会い海洋ジャーナリストへ。西表島から東京湾へのシーカヤッ

ク遠征「黒潮エクスペディション」など。著書に「シーカヤック教書」。

午後３時～ パネルディスカッション「海・里・山のつながりを考える」
＜パネリスト＞

内田正洋さん、辰野勇さん（モンベルグループ代表）（予定）
＜モデレーター＞

本名正憲さん（中国放送アナウンサー）

５月22日㈰ 大会（アクテビティ）＜サンビーチおきみ＞午前６時50分～
午前６時50分～ 開会式・大会（アクテビティ）

☆カヤック：約10ｋｍ サンビーチおきみ → 小黒神島 → サンビーチおきみ

☆自転車：約23ｋｍ サンビーチおきみ → 三高→ 市役所 → 呉農協鹿川支店前 → サンビーチおきみ
☆ハイク：約５ｋｍ サンビーチおきみ → 三高山（砲台山）頂上
午後２時～ 閉会式

★同時開催 カヤック・ＳＵＰ体験
時間 10時～正午
料金 ５００円（傷害保険料含む）
お問合せ
江田島カヌークラブ 玉山☎０９０（６４８３）４７２５
※海に入れる服装でお越しください。
飲食・販売コーナー
・江田島地鶏のから揚げ
・焼きそば
・地元お土産コーナーなど

体験コーナー
・竹細工コーナー
・竹筏乗船など
※一部有料

大会の運営にご協力をお願いします
5月22日㈰、自転車区間（午前８時～正午ごろ）を通行される方は、選手の通行などにご注意いた

だくとともに、大会運営にご協力をお願いします。
※交通規制は行いません。

⑨ 広報えたじま
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ウォーキング

49.7

体操（ラジオ体操、職場体操、美容体操、エ
アロビクス、縄跳びなど）

34.2

ランニング（ジョギング）

15.8

ゴルフ

9.2

室内運動器具を使う運動

8.6

水泳

7.9

ゲートボール、グラウンド・ゴルフ

7.2

テニス、ソフトテニス、バドミントン、卓球

7.2

ビーチボールバレー、ソフトバレーボール

3.8

登山（クライミング） 3.4
サッカー、フットサル

3.4

サイクリング、モーター（サイクル）スポー
ツ

2.7

野球、ソフトボール
カヌー、
ボート、
ヨット、
ボードセーリング、
ス
キンダイビング、
スクーバダイビング、
水上バ
イク、
サーフィン、
釣り
柔道、剣道、空手、少林寺拳法、相撲、ボク
シング、レスリング

2.7
2.4

ボウリング

2.1

2.4

キャッチボール、ドッジボール

1.7

ダンス（フォークダンス、ジャズダンス、社
交ダンス、民謡踊りなど）
ファミリーバドミントン、ミニテニス、バウ
ンドテニス、ドッジビー

1.7

バレーボール、バスケットボール

1.4

スキー、スノーボード

1.0

ハイキング、ワンダーフォーゲル、オリエン
テーリング

1.0

陸上競技

0.7

スポーツに関するアンケート調査
結果の概要をお知らせします

月１回以上スポーツ・運動をしている人は約
５割でした。
スポーツ・運動の種目（複数回答）は、
「ウォーキング」、「体操」、「ランニング
（ジョギング）」など、身近な場所で個人でも
気軽に行える種目の割合が高くなっています。

市では、生涯にわたる健康づくり、体力の維持増進および生涯スポーツの振興を図
るために、「江田島市スポーツ推進計画」の策定を予定しており、その参考とするた
めに、市民の皆さまからスポーツ・運動の状況や課題、要望などについて、ご意見を
お聞きしました。
今回は、調査結果の概要をお知らせします。
なお、調査結果のうち（複数回答）と書いている項目については、回答の％の合計
が１００％を超えています。

１ スポーツ運動の状況（複数回答）

1.7

【調査の概要】
18歳以上の市民
調査対象
１,５００人（無作為抽出）
調査方法

スケート

郵送配布、郵送回収

平成28年１月22日
～２月10日
有効配布数：１,４８７件
配布・
（宛先人不明13件を除く）
回収状況 有効回収数：５９２件
有効回収率：39.８％
調査期間

キャンプ、オートキャンプ
グライダー、ハンググライダー、スカイダイ
ビング、パラグライダー
弓道、アーチェリー
その他

3.1

無回答

2.4
（％）

回答者
292人

【本調査のお問い合わせ先】
生涯学習課 ☎（４０）３０３７
広報えたじま
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⑩

４ 総合型地域スポーツクラブについて
総合型地域スポーツクラブとは、公共スポー
ツ施設を拠点にクラブ会員の会費によって運営
され、子どもから高齢者まで多世代の市民がス
ポーツを気軽に楽しむことができるスポーツク
ラブで、江田島市ではＮＰＯ法人「江田島ｅス
ポーツクラブ」が設立、運営されており、市ス
ポーツセンターを拠点に活動しています。

⑴ 江田島ｅスポーツクラブの認知状況
江田島ｅスポーツクラブの名前を知っている
人は３割弱です。
名前も活動内容 （％）
も知っている
6.6
無回答
8.6

名前は知っ
ているが活
動内容は知
らない
19.6

名前も活動内容
も知らなかった
65.2
回答者592人

２ スポーツ・運動をしていない理由
（複数回答）

「仕事が忙しくて時間がない」が２割以上で
最も割合が高くなっています。
仕事が忙しくて時間がない

22.8

家事・育児が忙しくて時間がない

6.2

病気、体調不良のため

19.6

高齢のため

20.7

スポーツをする場所、施設が近くに
ない
したいスポーツの指導者がいない

8.3
0.4

スポーツをする仲間がいない

4.7

スポーツや運動でのつきあいが面倒

6.9

お金がかかる

4.0

始めるきっかけが見つからない

14.9

施設・教室の利用時間と自分の生活
が合わない

5.4

生活（仕事など）の中で運動ができ
ている

14.9

スポーツや運動に興味がない、嫌い

14.5

その他

5.1

無回答

9.8 回答者
（％） 276人

３ 整備・充実して欲しいスポーツ運
動施設（複数回答）

⑵ 江田島ｅスポーツクラブへの今後の
参加意向

今後参加する意向のある人は２割弱です。
現在参加しているし、
今後も参加したい
2.2
無回答
5.4

わからない
37.7

（％）
現在参加してい
ないが、今後は
参加したい
5.7
現在参加して
いないが、今
後活動内容が
変われば参加
したい
13.2

現在参加してい
ないし、今後も
参加しない
35.5

現在参加しているが、今後は参加しない
0.3

「室内(温水)プール(幼児プールを含む)」が
約３割で最も割合が高くなっています。
専用競技場（陸上競技、野球、サッカー、
テニスなど）

多目的運動場（ソフトボール、グラウンド・
ゴルフ、ゲートボールなど）
体育館（バレーボール、バスケットボール、
バドミントン、卓球など）

平成28年5月

8.8
9.0

武道場（柔道、剣道、空手など） 1.2
室内トレーニング施設（筋カトレーニング、
エアロビクスなど）

18.8
31.3

室内（温水）プール（幼児プールを含む）
野外プール（流水プールを含む） 3.2

17.7

ジョギングコース、ウォーキングコース

20.8

家の近くで自由に運動できる広場・公園
その他
回答者
592人

3.0
21.8

わからない
必要はない
無回答

⑪ 広報えたじま

8.4

8.3
6.6 回答者
（％） 592人

持続可能な公共交通網の形成を目指して
問企画振興課

☎（４０）２７６２

公共交通協議会で計画案を承認
３月18日㈮午後１時15分から市役所会議室で、第５回江田
島市公共交通協議会を開催しました。
今回の協議会では、パブリックコメントの結果および計画
（案）の協議が行われ、「江田島市地域公共交通網形成計画
（案）」が承認されました。
※協議会の資料や会議録は、市のホームページに掲載してい
ますので、ご覧ください。
http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/
articles/78
▶江田島市地域公共交通網形成計画（素案）に対するパブ
リックコメントの結果について
募集期間 平成28年１月26日㈫～２月16日㈫
▲協議会での協議の様子
意見の提出件数 19件（18人、1団体）

「江田島市地域公共交通網形成計画」を策定
市の将来像である「協働と交流で創りだす『恵み多き島』えたじま」の実現に向け、地域の維持・発展に
貢献する持続可能な地域公共交通網を形成するため、「江田島市地域公共交通網形成計画」を策定しました。
※「江田島市地域公共交通網形成計画」は、市のホームページに掲載していますのでご覧ください。
http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/articles/72
「江田島市地域公共交通網形成計画」の概要
１ 計画区域 江田島市全域
２ 計画期間 平成28年度から32年度
３ 評価 ①事業計画の検討・立案（Plan）→②事業の検討・実施（Do）→③その過程や実施結果の評価、
新しい課題・問題点を整理（Check）→④評価を踏まえ事業の改善・見直し（Action）を、江田島市公
共交通協議会において毎年実施します。
４ 基本方針 協働と交流をベースに地域の「まとまり」と「つながり」を守る公共交通ネットワークをつ
くります
５ 計画の目標と主な計画事業
（１）まちづくりと連携した効果的・効率的な公共交通体系の構築
○路線バス（幹線・支線）系統やダイヤの見直し
○おれんじ号の利便性向上 など
（２）公共交通の安心感と利便性を高める利用環境の整備
○わかりやすい公共交通情報の提供
○観光客に向けた情報発信力の強化 など
（３）地域との協働による公共交通の確保・維持・改善
○公共交通の利用促進と地域との意見交換会の開催 など
▲江田島市地域公共交通網形成計
画（冊子）

広報えたじま
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⑫

江田島市地域公共交通講演会を開催
～地域の「まとまり」と「つながり」を守る公共交通
みんなで乗って守ろう船とバス～

問企画振興課☎（４０）２７６２

乗って守ろう船とバス」を

を守る公共交通～みんなで

いくかが大切で、そのアクセ

客様にどのように売り込んで

江田島市の良さを市外のお

やカキもある。旧海軍兵学校、

テーマに、地域公共交通講演

スとして公共交通があり、単

３月 日㈰、市農村環境改

会を開催しました。三毛猫

なる移動手段としてみるので

原爆ドーム、宮島をトライア

「たま駅長」やユニークな電

はなく、地域の発展するツー

善センター（能美町鹿川）多

車を生み出すなど、「地方公

ルとしてみんなで育てて欲し

ングルで結べば必ず江田島市

共交通の再生請負人」と呼ば

い。地域の﹃まとまり﹄と

目的ホールで、「～地域の

れている小嶋光信さん（一般

﹃つながり﹄を守る公共交通

は栄える。

財団法人地域公共交通総合研

をみんなで乗って守り、素晴

『まとまり』と『つながり』

究所代表理事）を講師にお招

講演会の会場には、自治会

らしい江田島市をつくって欲
講師の小嶋さんは、「普段

関係者や交通事業者、国・

きし、ご自身の経験をお話し

からこの地域の公共交通を守

県・市の交通政策担当者など

しい」と話されました。

ろうという意識を持って、利

約１００人が来場し、講師の

いただきました。

用者、事業者、行政が一緒に

小嶋さんの話を熱心に聴き

入っていました。また、講演

なって取り組むことが必要で
ある。

来場者からの質問に一つ一つ

会後に行われた意見交換では、
市に近く、豊かな自然と一緒

丁寧にお答えいただきました。

江田島市は、大都市の広島
に暮らせて、能美海上ロッジ

子どもの日限定！
子ども乗船料が無料

問企画振興課

☎（４０）２７６２

航 路 事 業 者の 共 同 企 画 に



より、５月５日の子どもの日、

１日 限 定で 全 航 路の 子 ど も

乗船料が無料になります。

この機会に子どもさんと

レジャーや買い物などをお

実施日

保護者（引率者含

５月５日㈷

楽しみください。

対象者

む）が同伴する小学生以

下の子ども

※詳しくは、各航路事業者

へお問い合わせください。

平成28年5月
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まちづくり出前講座

申込方法 実施希望日の３週間前までに、出前講座の担当課か総務課秘書広報室に申し込み書を提出してく
ださい。（電話予約も可）※申し込み書は、市ホームページに掲載しています。

申込対象者 市内在住・勤務・在学の団体または市民グループ（５人以上で、一般のグループでも可）

料金・会場 職員の派遣料は無料です。会場の手配や準備、会場借り上げなどの費用は、申し込み者の負担
となります。なお、会場は江田島市内に限ります（個人住宅は不可）。

問総務課秘書広報室
ジャンル
防災

メニュー名
（※は対象者。印の無い講座は一般向け）
大規模災害に備えて（自助・共助・公助）
【人気】災害から身を守る方法
～大地震・津波編～ ～台風・土砂災害・大雨編～
避難所の運営方法
【New】外国人向け防災出前講座※在住外国人

所要時間

安全
ごみ・環境
産業・観光
教育 選挙

１時間
30分
～50分
30分
30分
15分
【人気】家庭、地域ぐるみの火災予防
～１時間
15分
【人気】職場で行う火災予防（実践訓練）
～１時間
15分
【人気】幼・少年期の消防講座※保育園児、小学生、中学生
～１時間
30分
【人気】命を救う応急手当※中学生以上
～１時間
ごみの不法投棄・減量化について
20分
これは何ごみ（家庭ごみ）
20分
35分
【人気】これは何ごみ（海岸ごみ等）※小学生以上
～50分
ごみ減量化とリサイクル
30分
１時間～
【人気】ごみ減量化とリサイクル（講座・施設見学）
※小学生以上
１時間30分
下水処理のしくみ（下水処理施設見学）～汚れた水の浄化～
50分
※小学生以上
【人気】江田島市の水産教室※小学生のみ
45分
江田島市のオリーブ振興について（栽培・取り組み・塩漬け 20分
づくり）
～45分
農業振興制度について
40分
【New】イノシシの農作物被害対策について
40分
身近な自然を観光資源に！
50分
～江田島市観光のこれから～※中学生以上
さとうみ科学館って、こんなところだよ！
１時間
※保育園児以上
みんなで選挙に行こう

30分

☎（４０）２７６３
担当課（電話番号）

危機管理課
☎（４０）２２１８

消防本部予防課
☎（４０）０３５３
消防本部警防課
☎（４０）０１１９

環境課
☎（４０）２７６８

下水道課
☎（４２）３９１１
農林水産課
☎（４０）２７７０
観光振興課
☎（４０）２７７１
さとうみ科学館
☎（５７）２６１３
選挙管理委員会事務局
☎（４０）２２１１

広報えたじま
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ご利用ください！！

「まちづくり出前講座」は、市職員が市民の皆さんのもとへ出向き、市が取り組んでいることなどを分か
りやすく説明する講座です。20 〜 30 分程度のミニ講座が多数あります。組み合わせも自由ですので、ぜひ、
この出前講座をご利用ください。
なお、メニューにないものでも、興味のあることや聞いてみたいことがありましたら、お気軽にお問い合
せください。
注１ 昨年度、５回以上実施した講座は【人気】としています。
注２ 【New】のマークは新規の講座です。
ジャンル

メニュー名
（※は対象者。印の無い講座は一般向け）
江田島家のおサイフ事情〜市財政の現状と今後〜

所要時間
30分

まちづくり

「協働と交流で創りだす『恵み多き島』えたじま」を目指して 30分
減少する人口 将来に向けて「縁」をつなぐ交流・定住・承
30分
継を目指して！
みんなで守るバスと船
30分
いっしょにきれいに！わしらの道路

20分

いっしょに守ろう！道路・水路

20分

まちづくりと都市計画

30分

わが家は大丈夫！？～安全で安心なまちづくり～

１時間

交通事故をしない、させない、あわないための交通安全講座 30分
生活一般

【人気】マイナンバー制度について

30分

防犯教室※小・中学生

30分

騙されないために！～特殊詐欺について学ぼう～

30分

【New】暮らしの安全～悪徳商法に騙されないために～

1時間

【New】感染症予防について

医療・福祉
子育て

⑮ 広報えたじま

1時間
1時間
【New】適塩生活について（調理実習の場合、利用者自己負担あり）
～2時間
【New】健康づくりについて
１時間
（調理実習の場合、利用者自己負担あり）
～2時間
【New】郷土料理について（調理実習の場合、利用者自己負担あり）
２時間
※保育園児以上
【New】住民健診について
１時間
～健診（検診）結果からわかること～
【New】乳幼児の事故防止について※乳幼児の保護者
30分
【New】予防接種について※高齢者、乳幼児の保護者

30分

【New】ミニ健康チェック（血圧測定、尿検査等）
【人気】地域づくりによる介護予防
～いきいき百歳体操で地域を元気に！～
高齢者の尊厳ある暮らしを守ろう～権利擁護について～

30分

１時間

認知症サポーター養成講座※小学生以上

１時間30分

子育て応援隊！！～にこ♡にこハウスミニ教室～

１時間

みんなで防ごう！！児童虐待～地域でできること～

20分

平成28年5月

１時間

担当課（電話番号）
財政課
☎（４０）２７６１
企画振興課
☎（４０）２７６２
建設課
☎（４０）２７７２
都市整備課
☎（４０）２７７３
総務課
☎（４０）２２１１
政策推進課
☎（４０）２７７８
市民生活課
☎（４０）２７６４
危機管理課
☎（４０）２２１８
観光振興課
☎（４０）２７７１

健康推進課
☎（４０）３２４２

地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
子育て支援センター
☎（４２）２８５２

市では、地域農水産業の振興を支援するため、農業者や水産業者、またそれ
に関係する団体・グループ・企業を対象に、次のような補助制度を設けていま
す。補助制度についてのご相談やご質問は、農林水産課へお問い合わせくださ
い。

問農林水産課 ☎（４０）２７７０

オリーブ振興補助金
農地再生補助
補助金対象者 本市に居住する個人または団体
補助対象地 ①１年以上耕作せず、荒廃した農地 ②オリーブの植栽を条件と
して、３年以上耕作を継続予定の農地 ③すでに同種の補助金を受けていな
い農地
補助対象経費
整地・抜根 ▶本人：機器リース料全額、人件費３,０００円／日、要領収書
▶外注：機器リース料全額、人件費全額、要領収書
土壌改良 肥料・有機質資材の投入、緑肥作物の栽培などに係る経費
消耗品費 機器燃料費、草刈り機本体および替え刃
その他 事後申請も可能ですが、当該農地が荒廃していたことを確認できる写真が必要です。
補助率・限度額 ▶整地・抜根 10分の８以内（上限10アール当たり10万円（１年度のみ））
▶土壌改良 10分の８以内（上限10アール当たり５万円（最大２年度））
栽培補助
補助対象者 江田島市内の農地でオリーブを栽培している、または栽培を始めようとする者
補助対象経費 オリーブの倒伏防止のための支柱の設置に係る経費
補助率・限度額 ▶成木倒伏防止 10分の８以内（上限10アール当たり５万円）
▶その他の倒伏防止 10分の８以内（上限10アール当たり１万５,０００円）
産業振興補助
補助対象者 江田島市の住所または事業所を有する者、江田島市と農業参入に関する協定を締結した者
補助対象経費 オリーブ事業に関する施設および設備の整備に係る経費（倉庫、搾油機）
オリーブ事業の技術習得、商品開発、販路拡大などに係る経費
補助率・限度額 ２分の１以内（上限５００万円）
その他 事業内容については事前協議が必要。同一経費への補助は、１事業者につき２年度以内

報奨金制度
報奨金制度
農地流動化奨励金
意欲ある農業者に対し農地の流動化・農地の集積を推
進し、農地の荒廃化を防ぐため、一定の要件を満たす農
地の貸し借り（賃借権の設定）を行った場合、貸し手と
借り手両方に奨励金を交付します。
対象 要件の農地 農業振興地域内にあり、農業経営基
盤強化促進法・農地法による賃借権（３年以上）を設
定した農地
対象者
▶貸し手…市内に住所を有する農業者・農業生産法人
▶借り手…市内に住所を有する農業者・農業生産法人で、
66歳未満で農業経営面積が50 アール以上の人
交付金額
▶３年以上６年未満の賃借権設定…新規１万円、更新
５,０００円
▶６年以上の賃借権設定…新規２万円、更新１万円

第１次産業参入奨励金
市内に本社を置いている第１次産業以外の業種の事
業者が、新たに第１次産業に参入する（参入した）場
合、円滑な事業推進を図るために、事業着手から３年
以内の事業者に対し、参入年に応じ３カ年以内で奨励
金を交付します。
対象期間 事業着手から３年以内の事業者（第１次産
業以外の業種）で、最長３年間交付
有害鳥獣捕獲対策事業報奨金
農林水産物の被害を減らすため、有害鳥獣（イノシ
シやカラスなど）の捕獲などの許可を受けた人が有害
鳥獣を捕獲した場合、報償金を交付します。

広報えたじま
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ご 案 内

農業・水産振興補助制度など
補助金制度
農業用ハウス設備事業費補助
花き・野菜などの安定生産を図り、産地の維持拡大
を図るため、施設（農業用ハウス）の新設や改修に必
要な費用を補助します。
補助金額
▶施設の新設の場合
認定農業者等の場合は費用の２分の１、その他の場
合は４分の１以内
▶施設の改修の場合（設備を含む）
認定農業者等の場合は費用の３分の１、その他の場
合は５分の１以内
※補助金額には上限があります。
新品目等チャレンジ事業補助
耕作放棄地の減少や閉塞傾向にある地域農業の活性
化を図るため、新しい作物などの育成に取り組むため
の費用を補助します。
対象農地 自己所有地を含む農地
対象者 ３戸以上で組織する団体
補助金額
▶整地や抜根に要する費用の２分の１以内（上限10
アール当たり５万円）
▶土壌改良に要する費用の２分の１以内（上限10アー
ル当たり２万５,０００円）
▶苗導入に要する費用の10分の８以内（上限一団体当
たり40万円）
商品開発チャレンジ支援事業補助
閉塞感の強い市内の第１次産業の活性化を図るため、
新たな商品開発などに取り組む経費を補助します。
対象費用
▶新しい商品開発に要する費用（研究開発費）
▶地域ブランド化につながる費用（商標登録申請に要
する費用）
対象者 市内に住所を有する生産者や団体など
補助金額 全額補助で、上限50万円

耕作放棄地対策事業補助
耕作放棄地の解消や地域農業の安定・国土保全を図
るため、農業者などが耕作放棄地を整備・土壌改良す
るために要する費用を補助します。
対象農地 自己所有地以外の農地
補助金額
▶整地・抜根に要する費用の２分の１以内（上限10
アール当たり５万円）
▶土壌改良に要する費用の２分の１以内（上限 10
アール当たり２万５,０００円）
有害鳥獣防除施設設置補助
イノシシなどの有害鳥獣から農作物を守るため、自己
所有農地等に設置する防除施設の設置費用を補助します。
補助金額
▶電気柵や防護柵などの資材経費の２分の１以内（上
限５万円）
▶申請者が65歳以上の場合は、設置費用の２分の１以
内（上限２万５,０００円）
狩猟免許取得補助
イノシシなどの有害鳥獣から農作物を守るため、防止
対策として市民自らが狩猟免許を取得した場合の費用を
補助します。
補助金額 講習会の受講料・試験手数料・更新手数料一
部（定額）
※更新の場合は条件あり。詳しくはお問い合わせください。
環境緑化活動支援事業補助
水源林の整備などを推進するための「緑の募金」を活用
し、森林保全・環境緑化などの活動に補助金を交付します。
対象事業 森林整備事業・環境緑化事業
対象者 市内の団体・グループなど
補助金額 対象経費全額補助（上限10 万円）
新規就農研修生募集

国の支援事業を活用し、新規就農を目指して実践的
な体験実習などを行う研修生を募集します。
応募資格
・どの制度も、随時、申請を受け付けています。
▶就農時45歳未満の方
・申請してみたい制度があれば、申し込む前に農林水
▶農業経営に対し強い意志がある方
産課へご相談ください。
▶研修中および終了後、市内で居住と就農が可能な方
・予算の範囲内で補助金交付するものがあります。ま
詳しくは市ホームページをご覧になるか、農林水産
た、申請しても必ず交付されるとは限りませんので、
課へお問い合わせください。
ご了承ください。
申請期間や注意点
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問税務課☎（４０）２７６５

医療費控除との調整
医療費控除との併用はでき
ません。

工事の要件

◎右の対象工事のいずれかを
増設すること。

固定資産税の特例

年度から（中小企業

償却資産

平成

が取得する新規の機械装置に

ついて、３年間、固定資産税

を２分の１に軽減する制度が

設けられました。

対象者

・資本金の額または出資金の

額が１億円以下の法人

・資本または出資を有しない

法人の場合、常時使用する従

業員の数が千人以下の法人

・常時使用する従業員の数が

千人以下の個人

対象となる機械装置

年以内のも

次のすべてに該当するもの

・販売開始から

の

時間当たりの生産性、精度、

エネルギー効率等）が年平均

１％以上向上するもの

・１台または１基の取得価額

が１６０万円以上のもの

適用期間

中小企業の生産性向上に関

する法律の施行の日から３年

間
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広報えたじま

税 制 改 正のうち、軽 自 動 車

◎改修後、上記の対象工事を

２％

税の グ リ ーン 化 特 例の 延 長 に

２つ以上行うこと。

万円以上であ

年４月１日～平
日

５年

つい て は ４ 月 号 で お 知 ら せ し

◎工事費用が
ること。
年６月

※A 増改築工事費は７万５千円、B 三世代同居対応改修工事費は、
５万円を上限とし、毎年12万５千を上限とする（最高、５年で62.５万
円を上限）。

期間 平成
成

250万円以下

ましたが 、引 き 続 き 、主 要 な

三世代同居に対応した
住宅リフォームの特例

１％

改正をお知らせします。

医療費控除の特例
「スイッチＯＴＣ薬控除」

おり、税額控除が受けられ

を創設し、１年間の薬の購入
三世代同居のための改修
額が１万２千円を超えた場合、 工 事 を 行 っ た 場 合 、 次 の と
８万８千円を限度に、所得控

るようになりました。
控除の内容

除されることになりました。

次のいずれかを適用します。

５年

28

・旧モデル比で生産性（単位

10

50

1千万円以下
A 増改築工事費

対象者

①ローン控除
対象工事のローン（５年

表① 控除額＝ローン残高×控除率

28

控除率

30

期間

31

ローン残高

B うち、三世代同居対応改修工事費

健康の維持増進等のため、
特定健康診査、予防接種、定

円以下の部分について、表

以上）の年末残高の１千万

検診を行っている人が対象で

①の計算式で算出した額

期健康診断、健康診査、がん
す。

②税額控除の特例
％

三世代同居対応改修工事
の標準的な工事費の

万円）をその年

キッチン、浴室、
トイレ、玄関

対象工事

ます。

分の所得税の額から控除し

（限度額

10

主なものをご紹介

31

ロゴマーク

スイッチＯＴＣ薬とは？

年１月１日
月 日まで

25

薬局・ドラッグストアなど
で販売されている医薬品のこ
とで、解熱鎮痛剤、かぜ薬、

年

平成

ビタミン剤などがあります。
適用期間
～平成

30

空き家を譲渡した場合の特例

28

31

56

12

29

12

28

控除の特例
空き家対策の一環とし
て、「相続した家屋・敷地」、
「家屋を除却した土地」を一
定の条件のもとに譲渡したと
きは、３千万円控除の特例を
適用（税金を軽減）すること
ができることになりました。
主な要件
◎昭和 年５月 日以前に建
築されたもので、相続発生時
に被相続人しか居住していな
かったこと。
◎譲渡価格が１億円以下であ
ること。
◎相続から譲渡するまでの間、
事業・貸付け・居住の用に供
されていないこと。
◎その家屋に耐震性がない場
合、耐震リフォームしている
こと。
期間 平成 年４月１日～平
成 年 月 日まで
33

平成 年
税制改正

お知らせワイド

お知らせワイド
～江田島支所・議会事務局・監査委員事務局・企業局が対象～

江田島庁舎耐震改修工事に伴う部署の仮移転について

問政策推進課☎（４０）２７７８

江田島庁舎耐震改修工事に伴い、次の部署が、隣接する江田島保健センターへ仮移転します。移転期間は、
平成29年３月中旬ごろまでの予定です。市民の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
業務開始日、移転部署および移転先
業務開始日

移転部署
江田島支所

５月30日㈪～

３月30日㈬～

企業局

議会事務局
監査委員事務局・公平委員会事務
局・固定資産評価委員会事務局

企業局

移転部署
水道業務課
水道施設課
下水道課

電話
（４２）１１１１
（４２）３３１１
（４２）３３１１
（４２）３９１１
（４２）６３１０

移転先
（江田島保健センター）

１階

１階

２階

２階

FAX
（４２）４０２５
（４２）４４１４
（４２）４４１４
（４２）４４１４
（４２）６３１５

議会事務局
監査委員事務局・公平委員会事務
（４２）１１１４ （４２）６３１５
局・固定資産評価委員会事務局

～「日本の経済力」を明らかに～
経済センサス－活動調査にご協力を

問秘書広報室☎（４０）２７６３

▶江田島保健センター

移転部署の連絡先
江田島支所

水道業務課
水道施設課
下水道課

現配置
（江田島庁舎）

～犯罪の再発防止と安全確保に～
防犯カメラの臨時設置

問危機管理課☎（４０）２２１８

犯罪および犯罪と思われる事案が発生した場所に
経済センサス－活動調査とは
全ての事業所および企業（国・地方公共団体等を 再発防止および安全確保を目的として防犯カメラの
除く）を対象にした「日本の経済力」を知るための 臨時設置をおこなっています。詳しくは、危機管理
調査です。結果は国内総生産（GDP）・都道府県 課までお問い合わせください。
民所得等の推計に利用されるほか、地域の産業振
興・商店街活性化のための施策などの基礎資料に利
事件発生
用されます。
調査方法
①通報
５月下旬に調査員が事業所に伺い調査票を配付し、
江田島市民
６月上旬に調査票を回収します。複数の事業所を有
不安・心配
する企業については、国が直接調査票を郵送します。
調査基準日 平成28年６月１日㈬
②カメラ設置
調査内容
捜査
相談・要望
従業者数などの基本的な項目のほか、売上高や費
用などの経理事項等を調査します。
設置申請書
警察署
結果の公表
速報集計結果は、平成29年5月末に公表する予定
③カメラ設置
です。産業共通事項は、平成30年6月末までに順次
協議・連絡
公表され、産業別事項は平成29年9月から順次公表
されます。結果は、インターネットなどで見ること ④カメラ設置
市役所危機管理課
ができます。

⑲ 広報えたじま
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お知らせワイド

対象地区

５月10日㈫

能美

高田出張所

場所

江田島市役所本庁

鹿川出張所

大柿

大君消防屯所

午前11時30分～50分

深江連絡所
大柿公民館

午前11時20分～40分

江田島コミュニティセンター 午後１時～20分

午後１時40分～２時

切串出張所

午前10時～11時

幸ノ浦老人集会所

午後１時～10分

エセギ会館

午後２時20分～30分

午前11時20分～30分
午後１時30分～40分

三高支所

午前10時～20分

是長消防屯所

午前11時10分～20分

美能説教所

江田島市役所本庁
大柿公民館

沖美支所

５月29日㈰ 市内全域 江田島市役所本庁
大柿公民館

午前11時40分～50分
午後１時～30分

午後２時～30分

午前10時～20分

午前10時50分～11時
午前11時30分～正午
午後１時～30分

江田島支所
午後２時～30分
※５月12日㈭の飛渡瀬老人集会所は、江田島町江南地区も対象です。
飼い犬が死亡した場合や飼い主が変わった場合、飼い主の住所が変わっ
た場合などは届け出が必要です。
手続き先 上記日程の各会場、市役所本庁、支所

注射して、証明書を提出す
る場合→３５５０円
●登録済みの犬が注射する場
合→３０５０円
●登録済みの犬が病院などで
注射して、証明書を提出す
る場合→５５０円

三高支所

午前10時40分～50分

動物病院などで発行
する注射済証明書

料金について

鷲部公民館

沖美支所
市内全域

午前10時40分～11時

新規登録手数料…３０００円
注射代……………２５００円
注射済票交付手数料…５５０円
【料金の例】
●新たに犬を登録して注射す
る場合→６０５０円

５月26日㈭

午後２時10分～30分

江田島支所

大須コミュニティホーム

沖美

午後１時40分～50分

●新たに登録する犬が病院で

江田島

午後１時10分～20分

午前10時10分～20分

秋月出張所

５月24日㈫

午前11時～10分

津久茂出張所
宮ノ原公民館
江田島

午後１時20分～50分

午前10時10分～40分

呉農協大古支店

５月19日㈭

午前11時10分～50分

飛渡瀬老人集会所※
柿浦消防屯所
５月12日㈭

時間

午前10時10分～50分

犬の登録受け付けと
狂犬病予防注射を行います

問環境課 ☎（４０）２７６８

犬の登録・狂犬病予防注射日程
月日

飼い犬の登録は生涯に一

回、狂犬病予防注射は毎年一

回 行 う こ と に な っ て い ま す。

広島県獣医師会と江田島市

では、新規登録の受け付けと

狂犬病予防注射の実施のた

め、次の日程で市内を巡回し

ま す。 犬 を 飼 っ て い る 方 は、

日を超

都合の良い会場で接種してく

ださい。また、生後

える犬を新たに飼い始めた方

は、犬の登録と狂犬病予防注

射を行ってください。

※今年は秋の臨時予防注射は

行いません。必ず今回で注射

を受けてください。

なお、かかりつけの動物病

院等で予防接種を実施した場

合は、動物病院で発行する注

射済証明書を市役所または各

支所へ提出して、注射済票の

交付手続きを行ってくださ

い。
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⑳

お知らせワイド

○賃貸用でないことなど

■申込資格

○住宅の所有者などであること

○税金などの滞納がないこと

30

危険家屋の解体費用の一部を補助

問都市整備課☎（４０）２７７３

補助額
・補助対象工事に要する経費の ％
で最大 万円
認定の条件
・市内にある空き家の木造住宅
・危険度判定の基準値を超えること
・道路
 または現に使用されている住宅が
存在する敷地に影響がある建物など
補助の条件
・危険家屋の認定を受けたもの
・市内業者へ発注すること
・危険家屋の所有者または相続人
・危険家屋のある土地の所有者
・税金等の滞納がないことなど
詳しくは、都市整備課へお問い合
わせ下さい。
▼補助金交付までのスケジュール

危険家屋の認定申請（随時）

２週間程度

危険家屋の認定通知

補助金の交付申請（６月～）

２週間程度
補助金の交付決定

解体工事の実施

補助金の交付

30

問都市整備課☎（４０）２７７３

11

地震からわが家を守ろう
〜無料診断と改修補助〜

○個人所有の専用住宅または併

30

「木造住宅耐震診断事業」を実施
します。これは、耐震診断により木
造 住 宅 の 耐 震 性 を 確 認 す る こ と で、
市民の住宅の安全に対する意識向上
を図り、地震に強いまちづくりを推
進することを目的としています。

日㈭まで

戸を予定しています。

診断に係る費用は無料で、募集戸
数は
日㈪～６月

申込受付期間
５月

○補助対象住宅に居住している
所有者または相続人であること
○税金などの滞納がないこと

※ただし、先着順で予定戸数に達す

○昭和56年５月31日以前に着工

60

28

■申込資格

ると期間中でも受け付けを終了しま

用住宅で階数は３階以下

す。詳しくは、都市整備課へお問い

○市内にある木造の住宅

「木造住宅耐震改修促進事業」を
実施します。これは、耐震改修に要
し た 費 用 の 一 部 を 助 成 す る こ と で、
耐震改修工事の実施を促進し、地震
による建物の倒壊を未然に防ぎ、市
民の生命、財産を守ることを目的と
しています。
補助金の額は最大で 万円、募集
戸数は２戸を予定しています。
申込受付期間
５月９日㈪～ 月 日㈮まで
※ただし、先着順で予定戸数に達す
ると期間中でも受け付けを終了しま
す。詳しくは、都市整備課へお問い
合わせください。

今年度から「危険家屋除却事業」
の認定要件を一部見直しました。
この事業は、市民の安全で安心な
住環境の向上を目的に、老朽化した
空き家の倒壊等により市民に危険が
及ぶことを防止するため、解体費用
の一部を補助し、危険家屋の解体を
促す事業です。
見直しのポイント
１ 対 象 の 拡 大 （ 道 路 に 限 ら ず 、 現
に使用されている住宅が隣接する
場合も対象に加えました）
２ 認 定 基 準 の 緩 和 （ 不 良 度 の 判 定
項目を追加し、以前よりも認定を
受けやすくなりました）
補助を受けるためには、下図のと
おり事前に危険家屋の認定を受ける
必要があり、基準を満たさない場合
は、補助対象となりません。
なお、過去に認定されなかった場
合でも再申請が可能です。
申込受付期間
〈認定申請〉随時
〈補助申請〉６月１日㈬〜 月 日
㈬まで
※補助申請は先着順のため、申し込
みの状況により期間中でも早期に終
了する場合があります。

平成28年5月

 広報えたじま

10

○市内にある木造の住宅
○昭和56年５月31日以前に着工
○個人所有の専用住宅または併
用住宅で階数は３階以下
○賃貸用でないことなど

9

合わせください。

■耐震改修の対象住宅

30

10

■耐震診断の対象住宅

お知らせワイド
～クーポン券で運賃が無料に～

５月から「妊婦健康診査交通費等助成事業」スタート

問健康推進課☎（４０）３２４２

妊婦一般健康診査受診時の交通費等を助成します。詳しくは、健康推進課までお問い合わせください。

対象者

江田島市内に在住し、市から母子健康手帳の交付時に妊婦一般健康診査補助券の交付を受けた者。

クーポン券交付方法

① ５月１日以降、妊婦一般健康診査補助券と一緒に交付します。
② 既に妊婦一般健康診査補助券の交付を受け、５月１日以降も妊婦一般健康診査補助券を利用し健康診査
を受ける人は、大柿保健センター及び本庁・各支所で交付します。

助成内容および利用方法

妊婦一般健康診査補助券（最大14枚）を利用して妊婦健診を受診する際の、交通費を助成します。ただし、
転入者は、転入時に交付した枚数分となります。※クーポン券の利用（助成の対象）は、受診日に限ります。
① 公共交通機関を利用した場合
船舶利用時：受診当日、切符の販売窓口等にクーポン券を渡すと運賃が無
料になります。※６ｍ未満の車両利用も可
バス利用時：受診当日、降車時にクーポン券を渡すと運賃が無料になりま
す。ただし、バス専用のクーポン券が必要となりますので、事前に申し
見本
出てください。
② 公共交通機関以外を利用した場合
１回の受診に対し、負担軽減措置として１,０００円を助成します。受診
日から６カ月以内に助成請求申請書を市へ提出してください。

クーポン券が利用できる公共交通機関
上村汽船㈱、江田島汽船㈱、さくら海運㈱、瀬戸内シーライン㈱、㈲バンカーサプライ、江田島バス㈱が
運航（運行）する路線（江田島市内または江田島市内を発着するものに限る）

「高齢者のための体と頭の体操教室」参加者募集！

問地域包括支援センター☎（４０）３５７１

市では、住みなれた地域でいつまでもいきいきと元気で過ごすために、各地区でさまざまな教室を計画し
ました。体力の低下や物忘れが気になる人、外に出るのが億劫になりがちな人は、この機会にぜひご参加く
ださい。
対象者 おおむね65歳以上の高齢者 送迎 希望される方はご相談ください。
教室名

介護予防教室
脳力アップ教室 メンズ家事教室

New

開催場所
沖美町就業改善センター
大柿老人福祉センター
中町公民館
江田島老人福祉センター
大柿老人福祉センター
鹿川公民館
鷲部公民館
沖美ふれあいセンター
介護予防センター江能
問☎（57）7100

開催日
５月13日～７月29日毎週㈮
（全12回）
８月５日～10月28日毎週㈮
（全12回）
11月４日～平成29年２月３日
毎週㈮（全12回）
平成29年1月６日～３月24日
毎週㈮（全12回）
毎月第２・４㈫（鷲部・江南）
毎月第２・４㈫（飛渡瀬）
毎月第２・４㈬（柿浦・深江）
毎月第２・４㈬
（大原・大君・小古江）

大柿老人福祉センター

５月24日～６月21日毎週㈫
（全５回）

切串公民館

11月15日～12月13日毎週㈫
（全５回）

時間
午前10時～11時30分
午後１時30分～３時
午前10時～11時30分
午後１時30分～３時
午前10時～11時30分
午後１時30分～３時
午前10時～11時30分
午後１時30分～３時
午前10時～11時30分
午後２時～３時30分
午前10時～11時30分
午後２時～３時30分

午後1時30分～3時

内容
易しいストレッ
チやボールを使っ
た運動、簡単な
ゲームで認知症予
防等楽しいプログ
ラムです。
簡単な記憶トレー
ニングと筋肉アップ
の体操で脳を刺激！！
参加費
半年間で２,０００円
1人暮らしになって
も困らないために、家
事の基本をマスター！
特に男性の方は御参
加ください。

広報えたじま

平成28年5月



お知らせワイド
～禁煙について考えてみませんか～

COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか？

問健康推進課☎（４０）３２４２

慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、以前、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。
日本では、40歳以上の人口の８.６％、約５３０万人の患者がいると推定されており、平成26年の死亡順
位の第10位（男性では８位）に入っています。本市においても、この病気による死亡率が全国平均よりも
高い状況が続いています。
この病気は、ほとんどの患者が未受診であったり、治療を受けていません。その要因として、せき、たん、
息切れといった初期症状があっても、単に加齢や風邪の症状だと思い込んで、病気が重症化してしまうこと
が考えられます。
原因 最大の原因は喫煙であり、喫煙者の15～20％がCOPDを発症します。もちろん受動喫煙も例外では
ありません。
症状 歩行時や階段昇降時など、身体を動かしたときに息切れを感じる労作性の呼吸困難や、慢性の咳、痰
が症状です。喫煙歴のある中高年者であれば、常にこの病気の存在を考える必要があります。
 この病気は進行性で、呼吸困難は徐々に安静時でも自覚するようになり、最終的には慢性呼吸不全に
陥って、在宅酸素療法が必要となります。

世界禁煙デー
５月31日㈫は世界禁煙デーです。何年タバコを吸っても禁煙するのに遅すぎることはありません。
禁煙は性別・年齢・喫煙による病気の有無を問わず、すべての人々に大きくかつ迅速な健康改善をもたら
すと報告されています。喫煙者の皆さん、どんな薬や健康法を実践するより、この機会にまず、禁煙につい
て考えてみませんか。

平成28年度被爆者健康診断の実施

問医療介護保険課☎（４０）３２４７

平成28年度前期被爆者健康診断を次の日程表のとおり行いますので、被爆者健康手帳所持者および健康
診断受診者証をお持ちの方は受診してください。
平成28年度後期被爆者健康診断は、10月に実施します。
対象者
月日
会場
受付時間
町
地区名
中町
中町公民館
午前９時30分～10時30分
能美町
５月23日㈪
能美町
鹿川
鹿川公民館
午後１時30分～２時
大柿町
飛渡瀬
飛渡瀬老人集会所
午前11時～11時30分
５月24日㈫
能美町
高田
高田公民館
午後２時～２時30分
大柿町
大原・深江
大柿公民館
午前９時30分～10時30分
５月25日㈬
大柿町
小古江・柿浦・大君
大柿公民館
午後１時30分～２時
※上記以外の地域の方は、事前に最寄りの委託医療機関へ連絡の上、受診してください。

集団健診の申込期限は５月27日㈮です。個別健診は受診したい医療機
関に申し込んでください。
【健診日程】
集団健診 ７月７日㈭～23日㈯の14日間、７会場で実施
個別健診 平成28年６月１日㈬～平成29年１月31日㈫の間、江田島市・
呉市・広島市の医療機関で実施
詳しくは４月に配布した「健診ガイドブック」をご覧ください。
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年度健診ガイドブック

問健康推進課☎（４０）３２４２

◀平成

健診の申し込みを受け付けています

小型船舶免許更新・ 失効

対象者

６月

江田島市在住者

日㈰

修理日
修理内容
など

雨漏り、建具修理

※補修する際の材料費は個人

日㈬

負担となります。
６月

詳しくは当協会までお問い

申込締切

合わせください。

㈪～㈮（祝日を除

Ｆａｘ（５７）０２８１
受付時間

く）午前９時～午後３時

自治体提携ローンのご案内

問中国労働金庫呉支店

☎（２１）６２４７

江田島市内に居住または勤



務している人に低利な融資制
度があります。
融資内容

▼教育費・冠婚葬祭費・医療
費および介護費

センター協会江田島では、独居

組織する社団法人広島県建築

融資限度額

▼住宅費

返済期間

３００万円

７年以内

％（別途保証料が必要



５月は自転車マナーアッ

プ強化月間です

問総務課
☎（４０）２２１１

５月１日㈰～ 日㈫の１カ
月間で、「ゆっくりと マナー
を乗せて ふむペダル」を合
言 葉に、自 転 車マナーアップ
強化月間が実施されます。
この運動は、自転車利用者
の交通安全意識の高揚を図り、
交通ルールの遵守と交通マ
ナーの向上により、交通事故
防止と危険・迷惑行為の防止
を図るものです。
自転車利用者は、車道の左
側を通行するなど、自転車は
車両であることを認識し、運
転者は、自転車を見かけたと
きは危険を予測し、自転車の
動きに注意して速度を落とす
など「思いやり運転」を心が
けましょう。
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講習を開催
問広島海技学院
日㈯受け付け

☎０８２（２５５）８７００
日時 ５ 月

は、午後０時 分～、講習

は午後１時 分～

場所 江田島公民館（江田島
町中央）

準備物
操縦免許証・料金


（受講料７６００円、送料
５１０円、写真代８３０
円）・写真２枚（４・５㎝
×３・５㎝）

※住所などの変更がある場合
は、本籍記載の住民票１通

住宅補修無料サービス
問社団法人広島県建築セン
ター協会江田島
☎（５７）０２８０

老人や高齢者世帯で自分で家

返済期間

２００万円

の修 理ができない方のために、

※固定金利はどちらも年利

融資限度額

半日程 度で終わる住 宅 補 修

１・

江田島市の建築関係業者で



無 料サービスを行います。こ

です）

５年以内

のサービスを希望される方は、
当協会へお申し込みください。

31

日時 ５月 日㈯午前８時 分〜
場所 タカノス交流広場（江
田島町切串）

法律相談を開催
▼江田島市
問総務課
☎（４０）２２１１㈹

市民を対象とした市の顧問
弁護士による無料法律相談を
開催します。
日時 ５月 日㈪午前 時～
午後３時
場所 江田島公民館（江田島
町中央）
※相談時間は、１人 分で、
相談人数は８人までです。な
お、事前に予約が必要です。
（電話可）
予約方
 法 申し込み順で、５
月２日㈪から総務課で受け
付けます。
▼江田島市社会福祉協議会
問江田島市社会福祉協議会
（権利擁護センターえたじま）
☎（４０）２５０１

弁護士による法律 相 談 会を
開催します。お気軽にご相談く
ださい。要予約（１組 分以内）
日時 ６月５日㈰午後１時～
４時
場所 能美保健センター（能
美町鹿川）
45

26

15

21

30

10

30

30

30

21

16

日赤社資のお願い

問社会福祉課
☎（４０）３１７７

日本赤十字社は毎年５月に
『赤十字運動月間』に併せて
『赤十字社員増強運動』を
行っています。
この運動は、災害救護活動、
ボランティアの育成、救急
法・家庭看護法の講習の普及
などを目的としています。市
民の皆さまには、これらの赤
十字事業にご理解をいただき、
「社員」に加入して事業資金
のご協力をお願いします。
運動期間中は、自治会の役
員が家庭を訪問しますので、
加入をお願いします。
昨年度の社資募集実績
４５５万４５００円でした。
ご協力ありがとうございまし
た。

えたじま地産地消まつり
問農林水産課
☎（４０）２７７０

毎月行っている地産地消市
場の拡大版です。
きゅうりのもぎとり体験や
新鮮野菜の販売、ビンゴゲー
ムなど、楽しい内容盛りだく
さん！ぜひご来場ください。

73

お 知らせ

平成 年度危険物取扱者試

験・消防設備士の前期日程

☎（４０）０３５３

問消防本部予防課



受験願書、試験手数料払込

用紙及び試験案内の配布場所

平成28年5月

は次のとおりです。

番 号

消防設備士試験日程
受付期間
試験の種類 受験地
（書面申請）

８月21日㈰

６月21日㈫
甲種（全類）
広島市
～30日㈭ 乙種（全類）

８月28日㈰

６月21日㈫
甲種（全類）
福山市
～30日㈭ 乙種（全類）

広告を募集中！
「広報えたじま」に掲載する広告を募集してい
ます。申込方法など詳しくは、総務課秘書広報室
☎（４０）２７６３へお問い合わせください。
広告の大きさなど １枠縦46㎜×横170㎜・黒１色
広告の掲載位置 原則「お知らせ」ページの下部
（掲載位置は指定できません）

広告

ホームページ見てね！

 広報えたじま

消防本部

江田島町鷲部二丁目

☎（４０）０３５３

問湯来交流体験センター（広島市佐伯区湯来町大字
多田（広島市国民宿舎湯来ロッジ隣り））
☎０８２９（４０）６０１６
場所 湯来交流体験センター
日時 ５月28日㈯ 午前11時～午後３時
内容 湯来町特産のこんにゃくを育てて作る体験です。
午前はこんにゃく種芋を植え付け、午後からは地元の
こんにゃく作り名人の指導で丸こんにゃくを作ります。
できたてのプリプリのこんにゃくをご賞味ください。
定員 30人
料金 1,０００円（こんにゃく２玉お持ち帰り、入浴料込み）
服装・持参物 畑作業のできる服装、エプロン、三
角布、温泉入浴セット
申込方法 開催日の３日前までに同センターへ申し
込んでください。先着順となります。
休館日 月曜日
同館センターホームページ http://yuki-kouryu.jp/

12

危険物取扱者試験日程
受付期間
試験日
試験の種類 受験地
（書面申請）
甲種
４月22日㈮
６月19日㈰
乙種（全類） 広島市
～５月12日㈭
丙種
甲種
５月10日㈫
７月３日㈰
乙種（全類） 福山市
～19日㈭
丙種
５月10日㈫
乙種（全類） 呉市
７月10日㈰
～19日㈭ 丙種
三原市

試験日

湯来町でこんにゃく芋植え付けとこんにゃく作り
（温泉入浴付き）

16

28

  

問広島市経済観光局観光政策部観光ビジネス担当
☎０８２（５０４）２６７６
場所 原爆ドーム対岸親水テラス（広島市中区中島町）
日時 ５月21日㈯ 正午～午後４時（予定）
（原則、雨天の場合は翌日、22日㈰に順延します。
開催の確認は、前日の午後５時以降、「おしえて
コールひろしま(☎０８２（５０４）０８２２午前８
時～午後10時)」へお問い合わせください。）
内容 県内の中学校・高等学校の吹奏楽部５校によ
る演奏です。新緑に囲まれた「水の都ひろしま」
ならではの、潤いと安らぎの場所である水辺で、
憩いのひとときを過ごしてみませんか。

江田島消防署能美出張所

第 14 回水辺の吹奏楽フェスティバルを開催！

能美町鹿川１２７５番地３

広島市内でのイベントを紹介
問い合わせ先を商工観光課にしてください

☎（４５）４７３９

「海生交流協定」で交流促進
「海生交流協定」で交流促進
消費生活相談ファイル

お 知らせ

男女共同参画等学習支援

▼交通費（市の旅費規程によ
ります）
▼参加負担金（資料代を含み
ます）
申し込み方法

Ｄ Ｖ 被 害 者 等 で「 マ イ ナ
ン バ ー 」を 受 け 取って い
ない方へ
問人権推進課

平成 年 月５日以降「マ
10

ください。

また、通知カードがＤＶ等

加害者のいる住民票の住所地

に届いてしまった方も、マイ

ナンバーの変更手続きが可能

であるため、住民票のある市
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補助金の申請を募集

問人権推進課
☎（４０）２７６７

☎（４０）２７６７

区町村にお問い合せください。

受講したい研修が開催され

居所にお住まいのＤＶ被害

住民票が本市にある場合は、

市では、男女共同参画社会


る

者等で、「マイナンバー」を



に関する研修などを受講した
人権推進課まで郵送または持

受け取っていない方は、住民

日前までに、次の書類を

場合、その研修の交通費・参
参してください。
申請書の様式はホームペー

市民生活課☎（４０）２７６

加負担金などの費用を補助し
ています。申し込みは随時受
ジに掲載するほか、本庁・各

４にお問い合せください。

け付けています。ぜひご活用
支所・各公民館に置いていま

イナンバー」を記載した「通

票のある市区町村にお問い合

ください。
す。

せください。

応募資格・条件※すべてを満
①交付申請書

27

のある市区町村にお問い合せ

特設人権相談所の開設

たす人

②受講を希望する研修の開催
案内・その他必要な書類

歳

以上の人
実績報告

研修報告書などを提出してい

研修終了後に研修修了書・

対象研修・講座等

ただきます。

２分の１以内を補助します。

次の経費を合計した額の

補助の内容

研修

③その他市長が必要と認めた

参画に関する研修・講座等

②広島県が開催する男女共同

が開催する研修・講座等

①財団法人男女共同参画財団

動等に協力していただける人

▼積極的に市の事業や地域活

20

（ただし予算の範囲内としま
す）

10

▼江田島市に在住する満

知カード」を住民票の住所地
問人権推進課
☎（４０）２７６７
に簡易書留で送付することと

６月１日は「人権 擁護委員
なっていたため、ＤＶ等被害
の日」です。この日に特設人権
者、東日本大震災の被災者、
相談所を開設し、人権擁護委
長期入院・入所者で、やむを
員による人権相談を行います。
得ない理由により住所地で通
相談は無料で秘密は守られ
知カードを受け取れない方は、 ますので、お気軽にご利用く
事前に居所を登録する手続き
ださい。
日時 ６月１日㈬午前 時～
を行っていただくことで、居
午後３時
所に「通知カード」を送付す
場所
ることができました。
▼江田島公民館（江田島町中
しかしながら、この居所登
央）
録手続きを行っていない場合
▼市農村環境改善センター
や、登録後に居所を変更した
（能美町鹿川）
場合などで、通知カードを受
▼沖美ふれあいセンター（沖
け取っていない方は、住民票
美町美能）
▼大柿公民館（大柿町大原）

10

お 知らせ

「臨時保育士・保育補助員」を募集しています！！

採用は、「臨時保育士・保育補助員登録」へ登録された方から随時、書類選考・
面接により決定します。登録方法、勤務条件等については、子育て支援センター
にお問い合わせください。
登録資格 ○市内に住んでいる方 ○採用時 66 歳未満の方
問い合わせ先 子育て支援センター ☎（４２）２８５２

公 民 館 の催し案内

※記載がない場合、開催場所は各館
※各公民館に申し込んでください
■学びの館☎（４２）１１４５
▶催しその１
江田島焼
沖山努さん（沖山工房 江田島町
宮ノ原）の陶芸作品 約30点を展
示しています。作品は、江田島産牡
蠣殻のみを使用した釉薬（うわぐす
り）で焼いています。牡蠣殻独特の
雰囲気をお楽しみください。
期間 開催中～５月15日㈰
※開館時間は午前９時30分～午後
４時30分(火・祝除く)
▶催しその２
伝統工芸体験 組み紐を編もう
内容 編糸で伝統工芸の組み紐を編
み、ストラップを作ります。
日時 ５月28日㈯
①午前10時～ ②午後1時30分～
講師 星わか子さん
定員 ①・②各５人
材料費 １,０００円
申込期限 ５月23日㈪
■江田島公民館☎（４２）００１５
▶催しその１
手作りパン講座
内容 おうちでできるパンを手作り
してみませんか。
日時 ５月18日㈬、25日㈬
午前９時30分～
講師 吉本幸美さん(キッチン＆カ
フェｈａｍａ)
準備物 エプロン
参加費 ５００円
対象 どなたでも参加できます。
定員 ８人
申込 期限 参加日を指定して５月
13日㈮までに申し込んでくださ
い。
▶催しその２
パソコン(初級)講座
内容 文章編集から図形・表計算の
やり方を勉強しませんか。
日時 ５月23日㈪～27日㈮
午後１時30分～午後３時30分
講師 高柴順彦さん(ＪＰＩＴＡ認
定インストラクター)
準備物 パソコンは公民館のものを
使用します。
参加費 無料
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対象 文字入力ができ、５日間の講
座が受講可能な人
定員 10人
申込期限 ５月13日㈮まで
■大柿公民館 ☎（５７）３００９
江田島体験隊！～イチゴ狩り～
内容 沖美ベジタで、もぎたてイチ
ゴを味わう！
日時 ５月11日㈬午前10時30分～
場所 沖美町 沖美ベジタ
参加費 中学生以上１,４００円
３歳～小学生 ７００円
３歳以下は無料
※参加者が10人以上だと割引があ
ります。
申込期限 ５月７日㈯

講師 新見愛子さん
準備 物 ご自分のパソコン・スマ
ホ・タブレット。申し込み時に、
質問内容を確認します。
参加費 ２００円
対象 どなたでも可
定員 ８人※定員になり次第締切
申込期限 ５月16日㈪

■沖美公民館 ☎（４７）１０００
▶催しその１
バードウォッチング入門教室
内容 大好評のバードウォッチング教
室。今月は幸せの青い鳥「オオルリ」
日時 ５月８日㈰午前９時～正午
隔月に年６回開講します。
講師 滝田一郎さん(沖美公民館職
員、環境省登録環境カウンセラー)
■中町公民館 ☎（４５）５１２３
準備物 双眼鏡、カメラ、図鑑など
▶催しその１
（いずれも無くても可）
身体に優しい健康料理教室
参加費 傷害保険代１回50円
内容 季節の変わり目の体調変化。
年間３００円
健康な身体を内側から手に入れよう!!
対象 成人
日時 ５月18日㈬
定員 今年度の追加募集は10人
午前９時30分～正午
※定員になり次第締切。年度途中か
講師 尾崎鈴江さん
らでも受講可能。
参加費 ８００円
申込期限 ５月６日㈮
対象 どなたでも参加できます。
▶催しその２
定員 10人※定員になり次第締切
再発見沖美！沖美写真教室
申込期限 ５月９日㈪
内容 写真の基礎を学びながら、沖
▶催しその２
美の風景、アーカイブ写真の今を
あなたにもできるＨＩＰ・ＨＯＰダンス
撮影します。
内容 初心者でもできる簡単なス
日時 ５月19日㈭ 午後１時30分
テップを使って、ダンスを踊って
～午後３時30分 年11回講座。
みよう！！
講師 村上宏治さん・麻生祥代さん
日時 ５月15日㈰
（村上アーカイブス）、滝田一郎
午前11時30分～午後１時
さん（沖美 公民館職員）
講師 柳川忠國さん
準備物 カメラ、筆記具
準備物 運動できる服装・タオル・
参加費 傷害保険代６００円(年間)
飲み物
対象 成人
参加費 無料
定員 今年度の追加募集は10人
対象 小学生以上
※定員になり次第締切。年度途中か
定員 10人※定員になり次第締切
らでも受講可能。
申込期限 ５月13日㈮
申込期限 ５月12日㈭
▶催しその３
▶沖美公民館からのお願い
パソコン・スマホ・タブレットわか
沖美公民館では、沖美地区の歴史を
らないこと教室
写真で綴るアーカイブ事業の一環とし
内容 少しだけ聞きたい、ちょっとし
て、沖美地区の昭和64年以前の写真を
たわからないことを聞くことのでき
集めています。お手持ちの写真を貸し
る教室です。質問は１人２個まで。
ていただける方は沖美公民館までお持
日時 ５月23日㈪
ちください。お借りした写真はデジタル
①午後０時30分～１時30分（２人）
化後、お返しします。収集した写真は、
②午後１時30分～２時30分（２人）
公民館まつり等で上映する予定です。
③午後２時30分～３時30分（２人）
詳しくは沖美公民館までお問い合
④午後３時30分～４時30分（２人）
わせください。

体験型観光の担い手が一同に
集まるフォーラムに参加

26

23

サプライズでの合唱披露

詳しくは交流促進課へお問
い合わせください。

市では、県外からの修学旅
行生を泊めていただける家庭
を募集しています。
かわいい生徒たちといっ
しょに楽しい時間を過ごして
みませんか？
要件
▼３～４人を市内の自宅に泊
めることが可能な方。
▼生徒と一緒に交流できる方。
▼してもらう体験がない場合
は、個別に相談に応じます。
その他
▼修学旅行生を受け入れるた
め、研修や講習を定期的に行
います。
▼受け入れ先の家庭には、体
験料などをお支払いします。

民泊家庭募集中

お別れのフェリー

!!

笑顔でコミュニケーション

３月 日㈮～ 日㈯で、
「第 回全国ほんもの体験
フォーラム 高知」に民泊家
庭 人と釣りやシーカヤック
の体験インストラクター７人、
事務局２人の総勢 人で参加
しました。
我々の他にも全国から民泊
を含む体験型観光の担い手た
ち約９００人が集まりました。
フォーラムのメインとなる
公開パネルディスカッション
では、「体験型観光は日本創
成の切り札となる」と題し、
体験型観光が教育や地域振興
に与える有効性などを５人の
先進地パネリストたちが議論
しました。
参加者からは、「江田島市
より人口の少ないところも頑
張っている。我々も負けてら
れない」と前向きな意見を多
数いただきました。
in

25
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vol.29

問交流促進課
☎（４０）２７８５

して過ごし、料理もまた一緒
こういった事後の交流も民
に作って、１泊２日の思い出
泊の楽しみの一つだと両家庭
話に花を咲かせたそうです。
とも話していました。
同町柿浦の川本博さん宅に
も４人の生徒が帰ってきまし
た。直接話が聞けたので、当
時の印象を伺うと、「入島式
の時の笑顔で緊張が一気にほ
ぐれた」「貝掘りが楽しくて
忘れられなかった」という感
想をいただきました。そして、
夕食後には、三代目Ｊ ｓｏ
ｕｌ Ｂｒｏｔｈｅｒｓのラ
ンニングマンを教えてもらい
一緒に踊ったそうです。
このように今まで本市を訪
れた生徒が帰ってきている事
例をアンケート調査したとこ
ろ、回答があった 軒中「児
童・生徒が家まで会いに来
た」という家庭は５軒 ７( ％ )
あり、また「今後、来てみた
いと連絡があった」のは 軒
（ ％）でした。「お礼の年
賀状や手紙が届いた」のは
軒（ ％）もありました。
70

武庫東中学校民泊の思い出
ギャラリー

▲大勢が参加したフォーラムの様子 ▲川本さんとランニングマンポーズ

また、高知県で開催
された「第12回全国
ほんもの体験フォーラ
ムin高知」に参加した
ときの様子をご紹介し
ます。
20

51

ただいま！おかえり
武庫東中の生徒が帰ってきた
昨年５月、修学旅行で本市
に民泊をした尼崎市立武庫東
中学校の生徒が３月に民泊家
庭に会いに帰ってきました。
まずは、大柿町大原の山田
喜代子さん宅。卒業旅行を兼
ねてということで、事前に
メールのやりとりや保護者の
方とも話をされていたそうで
す。残念ながら１人参加でき
なかったようですが、生徒２
人が無事到着。魚釣りなどを

▲山田さん（中）と再会した生徒たち

民泊
通信
!!

平成27年5月に修学
旅行で訪れた武庫東中
学校の生徒が卒業後、
再び本市を訪れました。
そのときの様子をご紹
介します。
29

73

心とココロの交流
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「火の用心」の心は園児
から
各 幼 年 消 防クラ ブでは、３
月にお別れ会を実施しました。
クラブ活動を頑張った園児は、

だより
問市民生活課 ☎（４０）２７６４・広島南年金事務所 ☎０８２（２５３）７７１０

これからも「火の用心」の心を
忘れないで下さい。（写真は、
お別れ会の状況です）４月５日
㈫には、新 たに入 園した園 児
をクラブ員に任命し、「火の用
心」を誓いました。これから活
動する主な行事は、正しい花火
の遊び方、防火豆まき、防火餅

防クラブ

年金
知って得する付加保険料

0件(4件)

災

火

消防つうしん

つき、消 防 出 初 式 参 加 などで
す。

消防クラブ

付加年金で、将来受け取る
年金額を増やせることをご存
知ですか？
付加保険料を納めると、老
齢基礎年金に上乗せされる形
で付加年金が支給されます。
付加保険料は、保険料を免
除されている人（一部免除を
含む）は申し込みできません。
定額保険料（平成 年度１万
６２６０円）の納付を行った
月のみ納付できます。
付加保険料の申し込みは、
申出書を提出した月からの加
入になります。
第３号被保険者（会社員の
扶養になっている配偶者）、
および国民年金基金加入者は、
申し込みできません。
支払った保険料は、全額が
社会保険料控除の対象になり
ます。
▼付加保険料 月額４００円
▼付加年金（年間受け取り
額）の計算方法
２００円×付加保険料納付月数
▼申し込みに必要なもの
・年金手帳（基礎年金番号が
わかるもの）
・印鑑（認印）
▼申し込み先
市役所市民生活課、各支所、
年金事務所

平成28年5月
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▲三高保育園幼年消防クラブ

▶ 認定こども園おおが ▶ 江 田 島 保 育 園 幼 年 ▶中 町 保 育 園 幼 年 消

き幼年消防クラブ

１年間

付加保険料納付額と付加年金受け取り額
付加年金受け取り額 付加年金受け取り額
付加保険料納付額
（１年間）
（２年間）
４,８００円
２,４００円
４,８００円

納付期間

救 急 116件(369件)
※かっこ内は平成28年１月
からの累計

火災などのお問い合わせは☎（４２）３１１９へ

火災・救急件数
● 能美出張所

☎（４５）４７３９

平成28年３月１日～31日
☎（４０）０１１９㈹

● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

28

５年間

２４,０００円

１２,０００円

２４,０００円

10年間

４８,０００円

２４,０００円

４８,０００円

15年間

７２,０００円

３６,０００円

７２,０００円

20年間

９６,０００円

４８,０００円

９６,０００円

▶２年間で納付額と受け取り額が同じになり、３年目以降はお得です。

献
日時
場所

血

問健康推進課☎（４０）３２４２
５月 25 日㈬
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
午後０時 45 分～４時
市役所本庁駐車場（能美町中町）

心の健康相談（前日までに要予約）
日時
場所

問広島県西部保健所呉支所厚生保健課
☎（２２）５４００
５月 13 日㈮午後１時 30 分～３時
大柿公民館１階第１会議室

アルコール健康相談会（申込不要）
健康推進課☎（４０）３２４２
本人、家族が体験を語り合い、断酒を支援
する場です。専門医師がサポートします。
日時 ５月 16 日㈪午後１時 30 分～午後３時
場所 江田島公民館

国保１人当たりの医療費の状況
本市の国保加入者１人当たり医療費（医療費総

額÷被保険者数）は全国平均・県平均を大きく上
回っています。

平成27年11月診療分 国保１人当たりの医療費
江田島市

39,095 円

広島県平均

33,459 円

全国平均

28,624 円
0

10000

20000

30000

40000 円

※集団健診の申し込みはお済みですか？【申し
込み期限５月 27 日 ㈮】年に１度は健診（検診）
を受けましょう。

健康づくり教室（１週間前までに要予約）
問健康推進課☎（４０）３２４２
おいしい料理を作って、食べて、健康につい
て学べる教室です。興味のある方は、どなたで
も参加できます。
内容 ①健康チェック（血圧測定・尿検査）
②健康についての話
・健診から健康づくりを始めよう！
・手ばかり法で、バランスアップ食！
③食生活改善推進員による調理実習
（試食あり）
※みそ汁の塩分濃度測定ができます。希望する
人は、みそ汁 20㏄を持参してください。

期日
５月９日㈪
５月10日㈫
５月11日㈬
５月12日㈭
５月13日㈮
５月16日㈪
５月18日㈬
５月19日㈭
５月20日㈮
５月23日㈪
５月25日㈬
５月26日㈭

準備物 エプロン、三角巾、健康管理ファイル
（ファイルを持っていない人は当日配布します）
参加費 ２００円

５月27日㈮

場所
大須コミュニティホーム
幸ノ浦老人集会所
鷲部公民館
さとうみ科学館
矢ノ浦老人集会所
鹿川公民館
大君自治会館（旧大君小学校）
宮ノ原公民館
津久茂児童館
大柿公民館
山田コミュニティホーム
江田島コミュニティセンター
中町公民館
江田島公民館
沖就業改善センター
切串公民館
沖美産品開発センター
高田公民館
飛渡瀬老人集会所

※時間はいずれも午前9時30分～午後１時

広報えたじま

平成28年5月



健康

ひろ ば
健康づくりウォーキング教室

元気アップ筋トレ教室


問健康推進課☎（４０）３２４２
興味のある方は、どなたでも参加できます。
（参加費・申し込みは不要）
講師 林田優子先生（PFA インストラクター）
準備物 運動のできる服装、タオル、お茶
期日

時間

５月19日㈭
５月30日㈪ 午後１時30分
～２時30分
６月２日㈭

場所

大柿保健センター
三高会館
江田島市スポーツセ
ンター（武道場）

健康推進課☎（４０）３２４２
江田島市にある明治時代の砲台跡。
砲台山を目指して歩きます。どなたでもお気
軽にご参加ください。
（申し込み不要・雨天中止）
日時 ５月 24 日㈫午前９時 30 分～
集合場所 鹿田公園（沖美町是長）
コース 砲台山見学コース（健脚コース）
準備物 帽子、タオル、お茶、保険代 30 円

江田島はつらつ運動教室
（前日までに要予約）
問健康推進課☎（４０）３２４２
日常生活の中で取り組める、安全で楽しく
効果的な運動を講義と実技を交えてお伝えし
ます。
日時 ５月 31 日㈫午前 10 時～正午
場所 江田島市農村環境改善センター多目的
ホール
内容 自体重とインターバル速歩②
講師 健康運動指導士 中山翔太先生
準備物 筆記用具、飲み物、タオル、運動し
やすい室内履き

健康相談室（要予約）
問健康推進課☎（４０）３２４２
保健師・栄養士が本人、家族、関係者の相
談に応じます。20 歳以上の人なら、どなたで
も利用できます。
（当日予約も可）
日時 ５月 18 日㈬午前９時～午後 4 時
場所 大柿保健センター 相談室
内容 血圧測定、尿検査、体組成計測定、乳
児の体重測定、栄養相談等

おすすめメニュー

江田島市食生活改善推進員協議会
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〈ジャガイモのごま酢あえ〉
熱量
69㎉
（1人分）

今回のポイント
新ジャガの季節です。ごま酢を使ってさっぱりといた
だけます。
■材料（４人分）
ジャガイモ ……… 200 ｇ
ピーマン …………… 20 ｇ
酢 ……… 大さじ 1 と 1/2
だし汁 ……… 大さじ 1 強
しょうゆ …… 小さじ 1 強

ニンジン …………… 40 ｇ
白ごま ………… 小さじ 4
砂糖 …………… 小さじ 2
塩 …………… 小さじ 1/6

■作り方
① ジャガイモ、ニンジン、ピーマンはせん切りにしてさっ
とゆでる。
※ジャガイモは細いせん切りにしてシャキッとするくらいに
ゆでる。
② ごまを軽く炒ってすり、酢、砂糖、だし汁、塩、しょう
ゆを加える。
③ 水気を切った①を②に加えてあえる。
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５月の休館(室)日

図書館
だより

３館（室）共通の休館（室）日
毎週木曜日（定期休館・室）
３日㈷（祝日休館・室）
４日㈷（祝日休館・室）
江田島図書館☎（４２）１４１７
25日㈬（月末整理日）
能美図書館☎（４５）００７５
31日㈫（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
５日㈷（祝日休室）
27日㈮（月末整理日）

開館時間
午前９時30分～午後７時
※大柿公民館図書室は日曜のみ
午後５時まで

５月の各館 （室）定例行事案内
江田島図書館
■みんなの広場

「こどもの日スペシャル」
日時 ５月５日㈷午前10時～
内容
○「 サンフレッチェ広島」を応援
するための展示をします。（選
手の写真など）
○
「握力＆背筋測定など」や「100
歳体操」
○「図書館クイズ」へ挑戦しよう！
○「 スポーツ」や「健康」などの
図書の展示

→

午前10時30分～11時30分
内容 「運動会ごっこ」
 いろいろな用具や道具を
使って年齢に応じた運動あそ
びをします。よちよちやハイ
ハイレースも・・・。
床が滑りやすいので、大人
も子どもも動きやすい服装、
素 足 で 参 加 し て く だ さ い ！
一緒に楽しみましょう！
準備物 お茶、タオル

５月のミニ図書館
期日

時間・場所
午前 10 時～ 11 時
津久茂児童館

午前 11 時 15 分～正午
18 日㈬ 切串公民館
午前 11 時～正午
三高会館
午後 2 時 15 分～ 3 時
市民サービスセンター

能美図書館

大柿公民館図書室

■第132回ふれあい広場

■おはなしむら
日時 ５月14日㈯午後２時～
内容 絵本の読み聞かせと工作（母
の日のカードを作ろう）
■かみしばいごや
日時 ５月22日㈰
午前10時30分～11時
内容 かみしばいの上演

「こどもの日スペシャル」
日時 ５月５日㈷午前10時～
内容
「遊ぼう！あそぼう！こどもの日」
光る泥だんご作り、大型しゃぼ
ん玉、メンコ、竹とんぼ、お手玉
など・・・、手を使って、みんな
で遊ぼう。

ご利用ください
『にこ♡にこハウス』

にこ♡にこハウス（子
育て支援センター）では、
子どもや保護者同士の交
流の場となるオープンス
ペースを開放しています。
また、未就園児とその
保護者を対象に子育て支
援教室の開催や、子育て
相談を受けています。
お気軽にご利用くださ
い。

５月の園庭開放

子

市内の保育施設では、園庭開放を実施しています。近くに遊び場や同年齢の遊び相手がいない、子育
てに悩みを抱えている方など、お気軽にご利用ください。なお、行事等で利用できない場合があります
ので、ご利用の際は、直接、各園にお問い合わせください。
日程 毎週㈪～㈮ 午前 10 時～ 11 時（土・日祝日なし )
内容 戸外あそび（雨天の場合は中止）
江田島保育園

☎(42)1629

柿浦保育園

☎(57)2524

切串保育園

☎(43)0213

飛渡瀬保育園

☎(57)2326

宮ノ原保育園

☎(42)1625

認定こども園こよう

☎(42)1626

中町保育園

☎(45)2220

認定こども園のうみ

☎(45)2219

三高保育園

☎(47)0110

認定こども園おおがき

☎(57)2537
広報えたじま
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子育 て

ひ ろば

健 康推進課からのお知らせ
☎（４０）３２４２

食育体験事業

すくすくベビーくらぶ
日時 ５月16日㈪
午前10時～11時30分
会場 能美保健センター
内容 おやつって、いつ頃から？
参加費 無料
準備物 母子健康手帳、飲み物
（お茶・ミルクなど）
※希 望者には身体計測、健康相
談を行います。

すくすくくらぶ（食育編）
日時 ５月 19 日㈭
午前 10 時～ 11 時 30 分
会場 沖美ふれあいセンター
内容 早寝・早起き・朝ごはん !!
～簡単な朝ごはんを作ろう～
参加費 無料
準備物 エプロン、手拭タオル、
お茶
※希 望者には身体計測、健康相
談を行います。

食育チャレンジ隊

▲平成27年度田植え体験
子 育て支援センターからの
お知らせ ☎（４２）２８５２

にこ♡にこ身体計測
日時 ５月２日㈪・６月１日㈬
午前10時～身体測定
午前11時～誕生会
内容 どんなに大きくなったか
な？身体計測後、誕生日会を

乳幼児健診・相談
種別
乳児
１歳６カ月
３歳６カ月
５歳児
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実施日

５月11日㈬
５月25日㈬

場所

対象児
平成27年11・12月･平成
28年１月生まれ

平成26年８月・９月･10
５月24日㈫ 大 柿 保 健 月生まれ
５月12日㈭ センター 平成24年８月・９月･10
５月26日㈭

月生まれ

５月13日㈮

平成23年１月・２月･３
月生まれ

平成28年5月

にこ♡にこひろば①
日時 ５月６日㈮
午前10時30分～11時30分

内容 「 身 近 な も の で あ そ ぼ
う！」
 身近にある紙をちぎったり
丸めたり投げたりして、指先
や体全体を使って遊ぶ楽しさ
を経験しましょう。みんなで
遊ぶとよりダイナミックで盛
り上がるかも・・・。
にこ♡にこひろば②
日時 ５月11日㈬
午前10時30分～11時30分
内容 「リズムあそび♪」
講師 古澤文子さん
 いろいろなものを使って、
音楽に合わせてリズムあそび
をします。みんなでワイワイ
楽しみましょう♪♪
準備物 お茶、タオル
にこ♡にこひろば③
日時 ５月17日㈫

健

５月10日㈫

５月27日㈮

にこ♡にこひろば

↑

日時 ５月31日㈫
午前10時～午後１時
場所 能美保健センター
内容 栄養バランス弁当を作って
ピクニックに出かけよう！
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
申込期限 ５月24日㈫
参加費 １人２００円
 物 エプロン、お茶、タオル、
準備
帽子、敷物など

「お米作り教室 ３回シリーズ」
第１回 田植え体験
日時 ６月５日㈰午前10時～
場所 澤医院隣の空き地（大柿
町小古江）
対象 子どもと保護者
（子どもの年齢制限無し）
申込期限 ５月31日㈫
準備 物 帽子、お茶、バスタオ
ル、着替えなど
※２回目以降は９月25日㈰稲刈
り３回目は12月４日㈰新米ク
ッキングの予定です。

します。誕生月の子どもさん
には、インタビューと写真入
りカードのプレゼントもあり
ます。
準備物 母子健康手帳、タオル

受付時間 午後１時～２時
※対象児には個別に通知します。
１週間前までに通知が届かない
場合は、健康推進課へご連絡く
ださい。
※今年度は、江田島支所の改修
工事に伴い、江田島保健セン
ターが利用できないため、会場
は全て大柿保健センターとなり
ます。お間違いのないようご注
意ください。

だより
島から世界へ

…
From the island to the world

学びの館では、今年度から２階展示室を無料で貸出
します。
作品ジャンルは問いませんので、活動成果を発表す
る展示会等の場として活用し、良質な文化芸術を地域
の皆さんにお届けください。

教育委員会
「学びの変革」パイロット校
能美中学校

を活性化するためにはどうし

～主体的な学びを促進～
年度

年度までの３年間、 たらよいか」「海外の人を江

能美中学校は、平成
から平成
何が必要か」など、単なる知

田島観光に呼び込むためには

びの変革』パイロット校事
識や技能だけでなく、態度な

広島県教育委員会から「『学
業」の指定を受け、取り組み
どを含む様々な資質・能力を
活用して、複雑な課題に取り

を進めているところです。
この事業は、生徒の主体的
組みました。
様々な課題に対応できる力を

本年度も、生徒自身が、

取り入れ、生徒の学力を向上

育み、江田島市の未来を創造

な学びを促進するため、 課
｢
題発見・解決学習 を
｣ 学習に
させようというものです。
する人材を育成します。

学びの館で作品展示をしませんか？
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※江田島市教育委員会のホームページアドレス
http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/

昨年度は、国語科や総合的
な学習の時間に、「江田島市

新教育委員決 ま る

教育
 委員長に三島氏
を互選
江田島市教育委員会は、４

任期満了に伴い、空席と
なっていた教育委員に樋上美

お問い合わせ先

月１日に開催した教育委員会

利用条件

由紀さん（

利用申込

▲難しい課題に取り組む能美中生徒たち
会議において、教育委員長に、
三島雅司さん（ 歳）を互選
しました。三島教育委員長の

利用料金

ました。

樋上委員の任期は、平成

年３月

委員長の任期は、平成 年４
月１日から平成 年３月 日

28

31

年４月１日から平成

28

歳）が任命され

▶樋上美由紀教育委員

68

29

までの１年間です。

対象者

27

32

最長１カ月間利用できます。
・江田島市内に在住または通勤・通学中の方
・江田島市内に住所を有する団体又は法人
無料です。
※ただし、施設・設備利用以外の費用は申し込み者の負担となりますのでご
了承ください。
事前に利用申込が必要です。
絵画、書、写真、彫刻、木工、陶芸、工芸、服飾作品など、作品ジャンルは自
由ですが、いくつかの条件、注意事項がありますので、お問い合せください。
学びの館
☎（４２）１１４５
生涯学習課 ☎（４０）３０３７

利用期間

29
65

日までの４年間です。

31

３月16日～４月15日届け出分

おめでとうございます

すこやか

「すこやか」は、生まれたお子さまについて掲載依頼書を提出された場合に
掲載しています。掲載希望の場合は、秘書広報室へご連絡ください。

江田島町
こおりやま
いずき
まえ だ
こと か
郡山 稜昊（大原官有地・３月12日）前田 寿華（宮ノ原・４月６日）
能美町
よねはら
しゅう ま
米原 朱馬（鹿川・３月25日）
大柿町
い とう

み

お

伊藤 海桜（大原・４月５日）
やまもと

山本

5 月の当番医

（地区別50音順・敬称略）

れん

ほそかわ

怜（柿浦・４月４日）
ご冥福をお祈りします

３月１日～31日届け出分

おくやみ

（地区別50音順・敬称略）

「おくやみ」は、亡くなられた方を掲載しています。このコーナーへの
掲載を希望されない場合は、秘書広報室へご連絡ください。

江田島町
石本
隆（宮ノ原・100 歳）
新久ひ こ（小用・91 歳）
中本佐與吉（鷲部・106 歳）
古崎 達夫（切串・78 歳）
牟田 郁夫（江南・85 歳）
能美町
河本 鉄男（中町・79 歳）
諏訪マツ子（高田・88 歳）

岸川 好孝（江南・60 歳）
出木加代子（小用・73 歳）
濱野 明年（江南・87 歳）
丸子 元枝（幸ノ浦・87 歳）

問健康推進課

☎（４０）３２４２

１日㈰

青木病院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時

３日㈷

大谷リハビリテーション病院（大柿町柿浦）
☎（57）3636
診療時間：午前10時～午後５時

４日㈷

芸南クリニック（大柿町柿浦）
☎（57）3705
診療時間：午前10時～午後５時

５日㈷

砂堀医院（能美町中町）
☎（45）3333
診療時間：午前10時～午後５時

８日㈰

深江長坂医院（大柿町深江）
☎（57）2036
診療時間：午前10時～午後５時

15日㈰

長尾医院（沖美町三吉）
☎（47）0204
診療時間：午前10時～午後５時

22日㈰

大井（征）医院（大柿町大原）
☎（57）6500
診療時間：午前10時～午後５時

29日㈰

澤医院（大柿町小古江）
☎（57）2003
診療時間：午前10時～午後５時

なのは

細川 七葉（柿浦・３月 28 日）

※日程は変更することがあります。

☎（42）1121

※子どもさんの診療については事前に医療機関へ電話でお問い合わ
せください。なお、症状によっては、呉医師会休日急患センター等
を紹介する場合があります。

新宮 秀之（高田・87 歳）
常田 一枝（中町・95 歳）

5 月の相談

沖美町
石河内孝志（三吉・85 歳）
澤原チヱ子（是長・97 歳）
増田ユキヱ（美能・100 歳）

木原 敏明（畑・80 歳）
三王 文枝（三吉・86 歳）
八百中康孝（是長・71 歳）

大柿町
上河内サヤ子（深江・87 歳）
坂倉コハル（大原・91 歳）
空
幸則（飛渡瀬・86 歳）
出木 博行（飛渡瀬・67 歳）
平井たつ子（大原・87 歳）
松野 正壯（大原・86 歳）
山元
實（大原・96 歳）

川㟢千鶴子（飛渡瀬・80 歳）
杉本カナヱ（飛渡瀬・94 歳）
田中 和彦（大原・46 歳）
天滿 信明（大原・89 歳）
（柿浦・87 歳）
槇本
山口 春枝（飛渡瀬・99 歳）

■心配ごと相談（午後１時～３時30分）
問市社会福祉協議会 ☎（４０）２501
２日㈪ 農村環境改善センター
10日㈫ 大柿公民館
17日㈫ 三高会館
24日㈫ 江田島公民館
■法律相談（午前10時～午後３時）
16日㈪

問総務課 ☎（４０）２２１１㈹
江田島公民館

※要予約。詳しくは24ページをご覧ください。

ありがとうございました

寄附

（50音順・敬称略）

ふるさと寄附金として
久保田裕彦（広島市南区） 瀬尾 一弘（愛知県名古屋市）
武（神奈川県鎌倉市）
半谷 勇磨（愛知県北名古屋市） 保坂
平成28年３月31日現在

人口と世帯数 （外国人市民を含む）
男性
4,195
2,580
1,652
3,514

江田島
能 美
沖 美
大 柿
全

体

(前月比)

女性
4,438
2,826
1,676
3,746

計
8,633
5,406
3,328
7,260

世帯数
4,543
2,639
1,790
3,625

11,941 12,686 24,627 12,597
（△314） （△82）（△396）（△299）
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５月31日(火)

市税などの納期限

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、土曜日・日曜日・祝日でも
納付できます。
軽自動車税

問税務課

☎（４０）２７６５

固定資産税
（１期・全納）

問税務課

保育料
（５月分）

問子育て支援センター
☎（４２）２８５２

住宅使用料
（５月分）

問都市整備課
☎（４０）２７７３

☎（４０）２７６５

広報えたじま

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。

ていきたいと思っています。

誇らしく感じ、これからは応援し

いう話を聞くと、なぜかうれしく、

身の方が全国で活躍されていると

とを知りませんでしたが、本市出

見ていませんでしたので、そのこ

私は恥ずかしながらその番組を

身の方であるそうです。

紙飛行機」を作曲したのが本市出

た」の主題歌でした「３６５日の

ＮＨＫ連続テレビ小説「あさが来

つい最近まで放送していました

とご連絡をいただきました。

ら「ぜひ広報紙で紹介して欲しい」

ここ最近、何人かの市民の方か

ほっとひといき

４月８日㈮、大柿
町大君で全国春の交
通安全運動にあわせ
た交通安全テント村
を行いました。
詳しくは、６ペー
ジ の「 まちの わ だ
い 」をご 覧くださ
い。

～異なる生活を体験し広い視野を養う～
境などを体験する教育プログ
ラムが実施されました。
このプログラムは本市出身
で東京大学大学院農学生命科
学研究科附属演習林助教の竹
本周平さんが同大学の「体験
活動プログラム」の一環とし
て計画したもので、都会出身
の学生が中山間地域の生活を
体験し、広い視野を養うこと
を目指しています。
今回参加した学生は、全学
部の中から選ばれた３人です。
プログラムでは、剪定・収
穫などの農作業や、近隣の
スーパーへの出荷、耕作放棄
地の見学や地域との交流を行
い、農家の生活に触れました。
学生たちは「作業時間が多
くあり、普段できないことを
体験できた」「農家の人々は
日々努力しているのだなと感
じた」と話しており、このプ
ログラムを企画した竹本助教
は「日常と異なる文化・価値
観を体験し、耕作放棄地や地
域の高齢化を直に知ってもら
いたかった。今後もこのよう
な活動を徐々に地域に広げ、
交流を通じてふるさと江田島
を輝かせたい」と話していま
した。
〒７３７ ２３９２
広島県江田島市能美町中町４８５９番地９
☎０８２３（４０）２７６３
０８２３（４０）２０７２

今月の 表紙

本市で東京大学体験活動プログラムを実施
３月 日㈫〜 日㈮の４日
間、大柿町小古江の柑橘生産
農家で柑橘の生産現場やその
背景となる江田島市の自然環
15
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