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～ヒロシマMIKANマラソンで
力強く宣誓する大柿高校生～

26

年ぶりに体育祭を復活！
24

26

９月 日㈯、大柿高校体育祭が同
校グラウンドで実施されました。体
育祭の開催は実に 年ぶり。
今年６月に、生徒とともに地域・
保護者のご協力により植えた天然芝
が育ち、県内公立高等学校初の天然
芝グラウンドでの開催でした。
当 日 は 来 賓、 地 域 の 方、 保 護 者、
卒業生など総勢約１００人の方々が
来校され、生徒と一緒になって競技
に参加しながら、生徒のがんばる姿
を応援しました。

市内唯一の高等学校である広島
県立大柿高校は近年、生徒数の減少
で存続が危ぶまれています。
その中で、学校の存続をかけ、地
域に密着した、より魅力的な学校に
なるよう新たな試みを続けています。

挑戦は続きます。

学校の存続をかけて、大柿高校の

の輝く姿をご覧ください。

高校にお越しください。そして生徒

江田島市の皆さん、いつでも大柿

できました。

活動の成果を存分に発揮することが

日は晴天にも恵まれて、日頃の教育

教職員が一丸となって取り組み、当

体 育 祭 前 日 の 予 行 演 習 か ら 生 徒・

当にありがとうございました。

で復活させることができました。本

者の皆さまの多大な御支援のおかげ

については、江田島市、地域、保護

天然芝の移植も含め、この体育祭

大柿高校
細川洋校長から

地域密着の学校作りで存続を目指す

～大柿高校と地域の挑戦～
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大柿高校のいいところ
生徒にインタビュー！！
インタビューに協力してくれた大柿高校３年生
（左から）
内藤悠吾君（能美町鹿川）
橋本将一君（江田島町中央）
山下明彦君（大柿町柿浦）
槇本 敦君（大柿町飛渡瀬）

て試合にも出られませんでした。大
柿高校のバスケットボール部は人数
が少ないので、他校と合同練習をし
て、実践力を高めました。引退試合
で勝つことができて大変うれしかっ
たです。
◦今、頑張っていることは？
内藤 就職試験に向けて、学校での
勉強をがんばっています。１、２年
生のときは、意欲は高くありません
でしたが、３年になってからは気持
ちに変化が出てきました。
橋本 カヌー部の練習です。 月の
大会までに５００ｍスプリントで
分を切りたいと練習しています。ウ
エイトトレーニングをしたり、長距
離の練習をしたりしています。

◦大柿高校のいいところは？
橋本 少人数がいいところだと思い
ます。大柿高校では江田島を巡る地
域探究をしていますが、ものづくり
やカヌー体験など様々な体験ができ
ました。人数が少ないからこそでき
ることだと思います。また、先生と
生徒が接する機会が多いので勉強を
教えていただいたり、繰り返し面接
の指導をしていただいたり、本当に
親身になってくださいます。
内藤 今、細川校長先生が朝、学校
の 前 の 交 差 点 に 立 っ て あ い さ つ し、
大柿高校のアピールをされています。
これまでなかった行事を復活させた

り、これまであった行事の内容を変
えたりしています。学校生活が充実
していて楽しいです。
槇本 落ち着いて学校生活が送られ
ます。緑が豊かで、空気もきれいな
この環境の中で、のびのびと生活が
できて、成長できるのがいいです。
山下 社会に出るための礼儀や態度
など、先生が丁寧に教えてください
ます。間違っている場合にはすぐに
指導してくださいます。そして、ぼ
くのクラスではいじめがありません。
友達のつらい気持ちが分かる仲間た
ちに囲まれていて、いい学校だなと
思います。

より魅力的な学校へ
公営塾（おおがき暁塾）開塾中

「 お お が き 暁 塾 」 は、 大 柿 高 校
の生徒を対象に、学力の定着、進
学対策を行い、進路実現１００％
を目指した塾として、平成 年６
月に開塾しました。現在９人の生
徒が学習しています。
開講日 毎 週 月・ 木・ 金 曜 日（ 週
３日）午後４時～７時
場所 「 お お が き 暁 塾 」（ 大 柿 町 深
江）または大柿公民館（大柿町
大原）
講師 中 村 憲 二 郎 先 生（ 加 計 高 校
公営塾「虎の穴」において指導
経験あり）

平成28年11月
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◦体育祭を終えて、どうでしたか？
橋 本 ぼ く は 応 援 団 の 団 長 と し て、
生徒や見に来てくれた方々に喜んで
もらえるように、一生懸命練習しま
した。来て下さった方々から拍手を
もらって嬉しかったです。
内藤 最初で最後の体育祭。ぼくも
応援団の団長だったのですが、覚え
られない技があり、指導してくださ
る先生と相談しながら技に変化を加
えました。本番ではできたので達成
感がありました。
◦ 大柿高校に入って、頑張ったことは？
槇本 野球部に入って、成長したと
思います。先生には「自分にできる
ことをがんばれ」と言っていただき、
自分にできることを精一杯がんばり
ました。３年間続けてよかったです。
山下 先輩に誘われて野球部に入り
ました。はじめは硬球がこわかった
ですが、失敗しながらも続けてきて
体力がつきました。先生や先輩に教
えていただき、できることも増えま
した。
橋本 ぼくも部活動が一番の思い出
です。バスケットボール部とカヌー
部の２つのクラブを掛け持ちしまし
た。ぼくは集団競技が苦手だったの
ですが、チームで息のあったプレー
を考えたり、作戦を考えたりするこ
とで勝利を味わうことができました。
内藤 ぼくも部活動が印象に残って
います。中学校のときは人数が多く

28
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～各機関が連携した体制の構築を目指して～

医療機関で災害医療救護訓練
９月15日㈭、地区災害拠点病院になっている青木病院（江田島町中
央）などで地域住民や市内医療機関、市、消防本部などが災害医療救護
訓練を行いました。
訓練では、台風により江田島町で土砂崩れが発生し、医療機関による
負傷者の受け入れを想定し、無線で災害対策本部と医療機関が連絡を取
り合いました。
地域住民が負傷者役となり、受け入れを行った青木病院では、職員が
負傷者一人一人の状態を確認し、４段階に区分（トリアージ）して優先
順位を決め、迅速に処置する手順を確認しました。青木病院の青木博美
理事長は「本当の災害時には、この訓練のような人数では対応できない。
少ないスタッフ数の中でどうするかが今後の課題である」と話していま
した。

▲負傷者の状態を確認する病院職員

▲無線で状況を報告する市職員
▲負傷者を受け入れる青木理事長

第36回江田島老人将棋大会結果
第36回江田島老人将棋大会（９月18日
㈰開催）の結果をお知らせします。
イ組
優 勝 峯 浩二さん
準優勝 石崎 泰晟さん
３位 信本 昭之さん

ハ組
優 勝 古澤 邦昭さん
準優勝 悦喜 寿夫さん
３位 住岡 高志さん

秋の全国交通安全運動テント村
９月21日㈬、江田島町鷲部で秋の全国交通安全運動テ
ント村が行われ、江田島保育園の園児７人を含む関係者約
40人が通行中のドライバーにチラシや反射材などが入っ
た啓発グッズを手渡し、交通安全意識の向上を図りました。
園児たちは停車した車の窓から「交通安全してくださ
い」とドライバーにお願いしました。
▶安全運転をお願いする江
田島保育園園児たち

ロ組
優 勝 中下 幸生さん
準優勝 梅田 好政さん
３位 大崎 国男さん

～園児が安全運転をお願い～

広報えたじま
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～みんなで集ってみんなで健康に～

えたじまんのつどい全体会

◀「か
 みかみ百歳体操」を
解説する水戸さん

10月３日㈪、市農村環境改善センター（能美町鹿川）で、今年度２回目の百歳体操「えたじまんのつどい全体
会」が開催され、各地域でこの体操に取り組んでいる方々約２００人が参加しました。
会では、医療法人光臨会荒木脳神経外科病院言語聴覚士長の水戸裕香さんが、口腔を鍛える「かみかみ百歳
体操」の効果や体操のやり方について実技を交えて説明しました。
また、その後、同院リハビリテーション部部長の今田直樹さんが、「いきいき百歳体操スペシャル版」につい
て、説明を行いました。
会の中で、各グループへインタビューを行い、日頃の活動の様子を聞いたところ「いつも集まって楽しく体操
をしている」「みんなとやるのが楽しい」「みんなに会えると元気になる」「体操の効果がでて、杖がとれた人
がいる」など話し「今日習った新しいことを取り入れたい」と、また活動の幅が広がったようでした。

▲日頃の活動状況を報告する参加者
～地域活性化の取り組み～

江小38年会W.Kからのおしらせ
江田島小学校卒業生で構成する「江小38年会W.K（江田島町鷲部・江南出身者）」が地域活性化のために
栽培した江田島芋を収穫しました。
この江田島芋を協力事業者に手渡し、特産品やスイーツ・グルメなどを作っていただきます。今回はモニ
ターとして１事業所あたり約20㎏を提供しました。
試作品が完成しましたら、11月から市内で販売開始予定ですので、見かけましたら皆さんもぜひ、寄っ
てみてください。
この取り組みの詳しい内容は、江田島市観光協会ホームページに掲載しますのでご覧ください。
【江田島市観光協会ＨＰ http://etajima-kankou.jp/】
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～日頃の訓練の成果を発揮～

自衛消防隊消防競技大会

▶▼日頃の訓練の成果を発揮す
る参加者たち

９月16日㈮、能美運動公園（能美町鹿川）で、第24回自衛消防隊
消防競技大会を実施し、事業所や自主防災会などの代表が日頃の訓練
の成果を競いました。各競技の成績については、次のとおりです。
屋内消火栓の部
優 勝 伊藤忠エネクス株式会社江田島ターミナル
準優勝 鹿川ターミナル株式会社Ｂ
第３位 海上自衛隊呉弾薬整備補給所
消火器女子の部
優 勝 大谷リハビリテーション病院Ｃ
準優勝 中国化薬株式会社江田島工場
第３位 大谷リハビリテーション病院Ｂ
消火器男子の部
優 勝 伊藤忠エネクス株式会社江田島ターミナルＡ
準優勝 海上自衛隊標的機整備隊
第３位 鹿川ターミナル株式会社Ａ
市民の部
優 勝 飛渡瀬自主防災会Ａ
準優勝 飛渡瀬自主防災会Ｂ
第３位 大又自主防災会

おひさまさんさんコンサート

10月15日㈯、ゆめタウン江田島店（大柿町飛渡瀬）
周辺で、シルバー人材センター会員85人がボランティ
アで清掃活動を行いました。また、今年はシルバー法
制化30周年で、センターでは、新たに「シルバー会員
加入促進」を図るため、同店前でパンフレットと会員
が作成した「ポケットティッシュカバー」や「炭子町」
を入れた袋を１５０個用意し、配布しました。
◀清掃活動や加入促進活
動を行ったシルバー人
材センターの皆さん

▶おひさま楽団と一緒に歌っ
て踊る参加者たち

10月１日㈯、市農村環境改善センター（能美町
鹿川）で親子ふれあいイベント「おひさまさんさん
コンサート」が開催され、45組約100人の親子が
参加し、おひさま楽団と一緒に歌と踊りで楽しみま
した。

シルバー人材センターが清掃活動

◀来場者の相談に応じる市
職員

瀬戸内くらしフェアに参加
９月18日㈰、東京都有楽町の交通会館内で、
「ふるさと回帰支援センター」主催の『瀬戸内くら
しフェア』が開催され、本市を始め10県43市町が
参加しました。
当日は会場内に江田島市のブースを設け20組30
人から仕事や住居、環境面などの相談がありました。
また、トーク会場でのイベントにも参加し、本市の
情報発信も行いました。
広報えたじま
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も運転免許証などの身分証明書を提

※投票所入場券（ハガキ）がなくて

未来を託す大切な一票 ～江田島市長選挙～
問選挙管理委員会事務局
☎（４３）１１１１㈹

分

ます。

アレンジにチャレンジ

投票所変更のお知らせ

食事は、魚を捌いてお刺身に。こ
のたびは友人に「太刀魚（たちう
お）」をもらったので、それを焼い
たものも食べました。
ほかに、夕食後、海を見に散歩
に行きます。道中には学校でのこ

【民泊通信vol．24 http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/3187】



日㈯午前８時

日に行われた参

歳以上の方に引き下げられま
日㈰）に

▲大きな太刀魚に驚く生徒

問交流促進課
☎（４３）１６３２

12

vol.35

27

神奈川県立市ヶ尾高
等学校の生徒が、９月
27日㈫～29日㈭の２
泊３日で本市を訪れま
した。今回は、同校を
受け入れた田中さんご
家族（能美町）の民泊
体験談を紹介します。

24

民泊
通信

ご注意ください！

次の投票区では投票所が変更にな
▼江田島第９投票区（江田島町宮ノ

りますので、ご注意ください。

行けない場合は、期日前投票所へ投

原地区）宮ノ原交流プラザ（江田島

投票日に仕事や用事などで投票に
票所入場券（ハガキ）をお持ちくだ

が

月

13

歳以上の日本国籍を有する人

11

番１号）

さい。

▼大柿第１投票区（大柿町深江地

町宮ノ原二丁目

月７日㈪～

～午後６時

年７月

歳選挙権が始まっています

平成

30

議院議員通常選挙から選挙権年齢

10

した。選挙期日（
満

５４番地４）

期日前投票所の場所
分

区）深江交流プラザ（大柿町深江８

日㈯午前８時

▼市役所本庁（大柿町大原）
月７日㈪～

～午後８時

30

▼江田島支所・能美支所・沖美支所

12
12

心とココロの交流

私たちが民泊を始めたのは、昨年
の秋。それから数校受け入れました。
体験は畑できゅうり、なすなどの
野菜の収穫、花栽培をしているので、
それを活用した体験を生徒にしても
らいます。
と、その日あったこと、たわいもな
花を切って、フラワーアレンジメ
い世間話なども話します。星を見た
ントをすると生徒は、「難しい。私、
り、波の音を聞いたりしてゆっくり
センスないわぁ。でも、楽しい」と
とした時間を過ごします。「海がき
とても喜んでいました。
れい」と生徒たちは言っていました。
私たちにとっては普段と変わらぬ海
ですが、他所から来た人には特別な
ものに感じるようです。
この民泊で私たちと出会ったこと
で、島での生活やお花が好きになっ
てくれたらうれしいです。
《市ヶ尾高校は、昨年「江田島が私
のターニングポイントになった。生
きる幸せを感じる島」とアンケー
トで高い評価をいただいた学校で
す。その内容は、平成 年 月号に
掲載されています。ご覧になりたい
方は、市ホームページの民泊通信
ｖｏｌ． をご覧ください》

江田島市長選挙が行われます。江
示すれば投票できます。
田島市の未来を託す大切な一票です。 ※どこの期日前投票所でも投票でき
月 日㈰

皆さん投票に行きましょう。
投票日
午前７時～午後７時

13

当日投票できないときは期日前投票！

投票時間

11
28

が投票できます。

平成28年11月
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11

18
18

18

21

実施されます。

時から、広島県

また、同時刻、全国一斉に緊急地震
速報の訓練放送が配信されます。

日に発生した安政

「稲むらの火」を知っていますか？
江戸時代の 月

心奪われている村人たちに危険を知ら

とではない！」と感じ、祭りの準備に

引 い て い く の を 見 て、「 こ れ は た だ ご

兵衛さんが、地震の後に海水が沖合へ

南海地震で、村の高台に住む庄屋の五

5

ばかりの稲の束（稲むら）に火をつけ
ます。

庭で最低３日分の飲料水や食料、生活

また、平常時から災害に備え、各家

※津波が発生する場合に必ず海の水が

たという事例をもとにした話です。

村人は高台に集まり、津波から守られ

火事だと思い、消火のために急いで

必需品等を備蓄しましょう。

月５日は「津波防災の日」です。

引くとは限りません。

みましょう。

いたら、シェイクアウト訓練を行って

訓練用緊急地震速報の市内放送を聞

を防災行政無線と連動して放送します。 せるため、自分の田にある刈り取った

江田島市では、訓練用緊急地震速報

11

シェイクアウト訓練とは？

日㈮午前 時ごろ
場合があります。
「只今から訓練放送を行います。

放送内容
〈緊急地震速報チャイム音〉
緊急地震速報。大地震です。大地震

「稲むらの火」にちなみ定められました。

１８５４年の安政南海地震の逸話

11

地震の際の安全確保行動１‐２‐３
「 ま ず 低 く、 頭 を 守 り、 動 か な い 」 を
身につける訓練です。

月

『注意』訓練用の緊急地震速報が
市内放送されます
日時

10

※気象状況等によっては、放送しない

4
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広島県「みんなで減災」一斉地
震防災訓練に参加しましょう
月４日㈮、午前
10

「みんなで減災」一斉地震防災訓練が

11

です。これで訓練放送を終わります」

作 クニ・トシロウ
 ケイ・タロー

11

大規模災害
に備えて
シェイクアウト訓練
を行ってみましょう！

問危機管理課☎（４３）１６３３

江田島警察署通信 第３号
～プリペイド式電子マネーの利用権をだまし取る手口から～

身に覚えの無い有料サイトの利用料金を支払わせるため、コンビニエン
スストアで、アマゾンや楽天のギフトカードを購入させ、その利用権を騙
し取る手口が急増中です。
具体的には「有料サイトの利用料金を支払え」「今日中に支払わないと
裁判になる」などと言って騙してきます。
不審な電話があれば「即断」より江田島警察署へ「相談を」！
江田島警察署 ☎（４２）０１１０

この看板は何？

～よくある質問と看板の説明～
津波から身を守る
南海トラフ巨大地震が発生したとき、江田島市の
津波による浸水区域は海抜４ｍ（満潮の時）までの
土地と想定されています。
自分の住んでいる土地の海抜を確認し、いざとい
うときは高台等へ避難しましょう。
海抜表示板(市内１５０箇所)
（質問）
海抜はこの看板が貼っている位置の高さなの
ですか？
(答)
いいえ。貼っている土地（地面）の高さを表
示しています。

江田島市の津波高は
１.９m
江田島市を襲う津波高は最大で１. ９ｍです。
※海の潮は満ち引きがあります。
※津波高は最大で１. ９ｍなので普段の満潮のと
き、どの位の高さまで潮があるか確認しておきま
しょう。

避難所等を把握する

避難所看板(市内１１５箇所)

避難所誘導看板（市内40箇所）
各（一時・拠点）指定避難所の近
くには、避難所案内看板を設置して
います。
※津波のマークが×の施設は、南海トラ
フ巨大地震の津波で浸水想定区域内にあ
る施設です。
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▶一時指定避難所
台風の接近時などに、最初に開設する避難所
▶拠点指定避難所
災害発生時に、多くの人が避難生活をする避難所
▶指定避難所
災害発生時に、避難者の人数に応じて開設する避難所
▶指定緊急避難場所
災害発生時に、命を守るため緊急に避難する場所
や広場
※各（一時・拠点）指定避難所には、災害が発生
した直後から必要となる食料、飲料水、毛布など
の物資をあらかじめ備蓄しています。

【江田島市地域おこし協力隊（写真左から）】

16

31

日の４

大変盛り上がりました。
地域おこし協力隊からもオリーブ
チームの西村隊員・峰尾隊員がハー
フマラソンの部に出場しました。私
はスタッフとして手伝いをしていま
したが、会場内の賑やかさや、帰っ
てくる選手への声援などを見ている
と、景色の良さ以外の部分でも全国
から参加したくなる要因があるのだ
と改めて感じました。
このような大きなイベントもボラ
ンティアスタッフの協力や地域住民
の理解が無ければ成功できないと思
います。今後もイベントが続くよう
に協力ができればと思っています。
国民体育大会出場
私事ですが、 月７日～
10

10

先月号でご紹介した「江田島人物図鑑」
を10月６日に公開しました！
江田島市の魅力的な人物を紹介し、「人」
と「人」がつながる場としてみなさんに活
用していただけると幸いです！
これからも少しずつ取材し図鑑を充実し
ていきますので、ちょっとお時間のあると
きにチェックしてみてください！
サイトURL http://etajima-jinbutsu.net/
もしくは「江田島人物図鑑」で検索してく
ださい。

月は地域スポーツ振興支援員の
石津が担当します。つむぐ通信が始
まり半年が経ちました。朝晩の冷え
込みで冬が近くまで来ていることを
感じさせてくれます。江田島の四季
も冬を待つのみとなりました。運動
するには暑過ぎず、寒過ぎずちょう
どよい気候ではないでしょうか？ぜ
ひ、外に出て運動しましょう！

地域スポーツとは
地域おこし協力隊として江田島に
移住して７カ月が過ぎようとしてい
ま す。
「 地 域 」 と「 ス ポ ー ツ 」 を ど
のように結び付けていくべきか考え
ています。現在あるイベントを継続
することや各地域での運動や遊びの
機会を定期的に作る方がイベントを
新たに開催するよりも運動をより身
近に感じられるのではないかと思っ
ています。
最終目標として新たなイベントの
開 催 が で き れ ば と 思 っ て い ま す が、
まずは外に出て楽しく動ける機会づ
く り が 必 要 だ と 考 え て い ま す。「 地
域＋スポーツ＝○○」が今後の活動
の中でより明確にできるように取り
組んでいこうと思います。

facebookで情報を発信しています。
「江田島市地域おこし協力隊」で検索!!

ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン
月 日㈰に第 回ヒロシマＭ
ＩＫＡＮマラソンが開催されました。
今 年 も 全 国 各 地 か ら 出 場 し て 頂 き、

「江田島人物図鑑」を公開しています！

11

10

石津 聡
後藤 峻
峰尾亮平
西村京子

地域スポーツ振興支援員
移住促進支援員
オリーブ栽培技術指導員
オリーブ普及員

シリーズ連載 その6

つむぐ通信

「つむぐ通信」では、４人の地域おこし協力隊員が、月替
わりで活動内容やイベントなどのお知らせや、地域おこ
しに関する企画や提案を紹介していきます。

日間、岩手県盛岡市で第 回国民体
育大会（希望郷いわて国体）カヌー
スプリント成年男子カナディアンシ
ングルに 年ぶりの広島県代表とし
て出場しました。また、陸上などの
競技へ江田島市出身の選手が国民体
育大会に出場しました。
地域の方々には「新聞見たよ」
「頑
張ってね」などの言葉を掛けていた
だき、とても力になりました。
全 国 大 会 に 出 場 す る こ と で、 カ
ヌーだけでなくさまざまなスポーツ
を競技として興味を持ってもらうこ
と が で き れ ば と 思 い、 春 先 か ら ト
レーニングをしてきました。全国大
会に出場した経験を活かして活動が
できればと考えています。
応援ありがとうございました。

6

71
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歳入
収入済額 執行率

予算現額

区分

(単位：％)

歳出
支出済額 執行率

163億1,986万円 76億8,256万円 47.1 68億9,788万円 42.3
(4億9,946万円) (3億 808万円) (61.7) (1億6,409万円) (32.9)

一般会計
(繰越事業)
国民健康保険特別会計

46億2,421万円 20億7,979万円

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
介護保険(介護サービス
事業勘定)特別会計
住宅新築資金等貸付事
業特別会計

4億6,200万円 2億9,791万円
36億5,790万円 16億7,608万円

41.0

64.5

2億 634万円

44.7

45.8 13億8,836万円

38.0

715万円

60.6

563万円

47.7

2,200万円

931万円

42.3

751万円

34.1

4,400万円

1,833万円

41.7

1,732万円

39.4

1億5,300万円 1億1,013万円

72.0

1億 848万円

70.9

7,374万円

2,779万円

37.7

2,772万円

37.6

交通船事業特別会計

2,600万円

3,678万円 141.5

2,240万円

86.2

上半期執行状況見込(９月末現在)■

収益的
資本的

収入
収入済額 執行率

8億5,845万円 4億2,648万円
1億100万円

0万円

(単位：％)

予算現額

支出
支出済額 執行率

49.7 8億1,452万円 2億7,202万円

22.3

48.4 11億4,466万円 5億1,469万円

45.0

下水道
事業会計 資本的 5億1,503万円 1億1,454万円 22.2 7億9,928万円 1億8,588万円
（繰越事業） （2,975万円) （1,250万円) (42.0) （3,200万円)
（0万円)

23.3
(0.0)

収益的 11億4,923万円 5億5,629万円

0.0 3億4,348万円

33.4

7,675万円

※（ ）は繰越事業分で外数

スポーツイベントのご案内
第５回さわやか一万歩クリーンウォーク
主催 第５回さわやか一万歩クリーンウォーク実行委員会(市体育協会等)
日時 12月11日㈰ 受付：午前８時40分～９時10分※小雨決行
会場 大柿公民館(開・閉会式・スタート・ゴール)
コース おおがき史跡散策１万歩ラリーコース（約５ｋｍ)
定員 先着１２０人(小学生以下の場合は保護者同伴可)
参加費 中学生以下３００円、高校生以上５００円
申し 込み 大会要項・申込書は、江田島ｅスポーツクラブ
事務局（江田島市スポーツセンター内）または大会事務
局にあります。申込受付は11月1日㈫～26日㈯までで申
込書に参加費を添えて申し込んでください。
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28

90

お問い合わせ・申し込み
①江田島ｅスポーツクラブ 〒737-2301 能美町
中町３６９９－２ ☎・FAX（４５）５４６１
②大会事務局（横手） 〒737-2213 大柿町大原
５９４８ ☎・FAX（５７）５８２５
第31回オレンジカップビーチボールバレー大会
日時 12月18日㈰ 受付：午前８時30分 開会式：午前９時
場所 江田島市スポーツセンター（能美町中町）
種目 女性の部(１部・２部)、ペアーの部・フリー
の部（各種目９チームまで）
参加費 １チーム２,５００円（公認試合球を持参）
申し込み 11月18日㈮～12月５日㈪までに申込書
に参加費を添えて申し込んでください。

☎（４３）１６２９

水道事業
会計

予算現額

1

問財政課

区分

47

31

※（ ）は繰越事業分で外数

■企業会計

3

い、９特別会計の予算現額は、 億７４６５万円です。
企業会計…当初予算から各１回の補正を行い、繰越事業を
除いた２企業会計の収益的支出と資本的支出の予算現
額は、 億１９４万円です。
各会計の執行率…左表のとおりです。

宿泊施設事業特別会計

42

年度上半期）

1,180万円

港湾管理特別会計
地域開発事業特別会計

45.0 18億9,591万円

予算の執行状況 （平成

上半期執行状況(９月末現在)■

一般会計…当初予算から２回の補正を行い、繰越事業を除
いた予算現額は、１６３億１９８６万円です。
予算現額に対する執行率は歳入が ・ ％で、歳出が
・ ％です。
特別会計…当初予算から、国民健康保険で２回、介護保険
（保険事業勘定）、宿泊施設事業で各１回の補正を行

■一般会計・特別会計

務
義

また、その他の経費は物件費
や積立金などが増加しました。
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16

一般会計決算の概要

11

まとめ

31

万円で、このうち平成 年度
に繰り越した事業に充てるた
めの財源１億４７７６万円を
除いた６億１０５１万円が実
質的な黒字額となります。

本市の財政構造は、歳出で
は、義務的経費の比率が高く、
歳入では、自主財源が少なく
依存財源に頼らざるを得ない
状況です。
歳入の約 ％を占める地方
交付税のうち普通交付税は、
平成 年度から合併特例加算
の縮減が始まり、減少してい
ます。
平成 年５月に策定した
「第２次江田島市財政計画
（平成 年度～ 年度）」の
今後の収支見通しでは、市税
や普通交付税の減少などによ
り計画期間内での財源不足が
見込まれています。
特に、合併特例債の発行期
限である平成 年度までの間
は、合併特例債を活用した集
中投資が見込まれ、これまで
以上の歳入確保対策や歳出削
減対策を講じる必要がありま
す。
このため、引き続き「第２
次江田島市総合計画」「第３
次江田島市行財政改革大綱」
「第２次江田島市財政計画」
の３計画一体となった取り組
みにより、健全な財政運営基
盤を確立する必要があります。

45

31

歳入歳出の構成比

25

66

27

27

27

歳入は、１５５億３８３１
万円で、市税や繰入金、県支
出金が減少したものの、地方
消費税交付金や国庫支出金、
市債などが増加し、前年度比
％の増となりました。歳出
は、１４７億８００４万円で、
人件費や物件費、積立金が増
加したものの、扶助費や公債
費、普通建設事業費などが減
少し、前年度比 ％の減とな
りました。
歳入額から歳出額を差し引
いた形式収支は７億５８２７

74

64

義務的経費
66
投資的経費
16
その他の経費 64

0.4

39億7,023万円（25.6%）
115億6,808万円（74.4%）

その

他 の経

算
決
源

依

地方交付税
70億4,538万円
(45.3%)

39

▼歳入
市税などの自主財源は 億
７０２３万円（ ・６％）で、
地方交付税や国・県支出金な
どの依存財源が１１５億６８
０８万円（ ・４％）となっ
ています。
自主財源は、財産収入や寄
附金が増となったものの、市
税や繰入金、県支出金の減な
どにより、減少しました。一
方、依存財源は、地方消費税
交付金や国庫支出金、市債な
どの増により、増加していま
す。
▼歳出
人件費、扶助費、公債費の
義務的経費が 億８９５７万
円（ ・３％）で、普通建設
事業などの投資的経費が 億
７６３８万円（ ・３％）、
物件費・補助費などのその他
の経費が 億１４０９万円
（ ・４％）となっています。
義務的経費は扶助費と公債費
が減少し、投資的経費は普通
建設事業費が減少しました。
45

43

投資的
問 財政課 ☎（４３）１６２９
物件費

経 費

源

災害復旧費
2,076万円
(0.1%)

自主財源
依存財源

財

3,831 万円

155 億

20億2,599万円
18
(13.7%)
普通建設事業費
維持補修費
1.5
16億5,562万円
2億5,422万円
(11.2%)
(1.7%)
地方譲与税等
8億7,732万円
(5.6%)

自主

財産収入
5,792万円
(0.4%)
市税
25億5,795万円
(16.5%)

寄附金
1,694万円
(0.1%)
歳入

繰入金
1億3,796万円
(0.9%)
繰越金
4億6,367万円
諸収入 (3.0%)
4億2,411万円
(2.7%)

本市では毎年２回、「市の財政が今ど
のような状態にあるのか」を市民の皆さ
繰出金
16億4,985万円
んにお知らせするため、歳入や歳出の概
31億
(11.2%)
(
要、財産や借入金の状況などを公表して
います。
費
補助費等
今回は、平成27年度の決算状況をお
歳出
16億3,343万円
知らせします。なお、平成27年度決算
(11.1%)
147 億
は９月議会に提出されています。 8,004 万円
国庫支出金
13億9,112万円
(9.0%)

財

存

投資及び出資金・貸付金
1億4,000万円
(0.9%)
分担金及び負担金 使用料及び手数料
1億778万円
2億390万円
(0.7%)
(1.3%)
市債
13億5,440万円
県支出金
(8.7%)
8億9,986万円
(5.8%)

平 成 27 年 度

【一般会計歳入総額】 １５５億３,８３１万円
前年度比で歳入は３.９％、歳出は２.５％の減

平成27年度決算

財産・市債残高・基金
【財産の状況】

土 地
914万6,044㎡
建 物
21万9,377㎡
分担金及び負担金出資等
使用料及び手数料 3億9,089万円
1億778万円
2億390万円
(0.7%)
(1.3%)
【基金の状況】

円

区

分

年度末現在高

831 万円

源

55 億

国民健康保険財政調整基金

2億1,855万円

介護給付費準備基金

1億8,952万円

国民健康保険特別会計 計

2億1,855万円

介護予防支援事業運営基金

投資及び出資金・貸付金
1億4,000万円
(0.9%)

積立金
7億1,060万円
(4.8%)

繰出金
16億4,985万円
(11.2%)
補助費等
16億3,343万円
(11.1%)

2,137万円

人件費
31億654万円
(21.0%)

費

歳出

147 億

8,004 万円

経
務的 費
義

財

財産収入
市税 財政調整基金 5,792万円 54億4,276万円
25億5,795万円
(0.4%)
減債基金
9億4,038万円
(16.5%)
その他特定目的基金
32億9,607万円
寄附金
自主
一般会計 計 1,694万円 96億7,921万円
(0.1%)

歳入

１４７億８,００４万円

年度末現在高

他 の経

分

その

区

【一般会計歳出総額】

扶助費
16億9,508万円
(11.5%)

投

特別会計

資的
物件費
経 費
公債費
介護保険特別会計 計
2億1,089万円
20億2,599万円
繰入金
18億8,795万円
(13.7%)
1億3,796万円
方交付税
(12.8%)
【会計別市債残高】
普通建設事業費
(0.9%)
4,538万円
維持補修費
区 分
年度末現在高
16億5,562万円
繰越金
5.3%)
2億5,422万円
(11.2%)
4億6,367万円
一般会計
180億5,817万円
(1.7%)
諸収入 (3.0%)
住宅新築資金等貸付事業
6,096万円
災害復旧費
4億2,411万円
2,076万円
(2.7%)
地域開発事業
1億721万円
義務的経費
66億8,957万円
（45.3%）
(0.1%)
23万円
（25.6%）宿泊施設事業
投資的経費
16億7,638万円
（11.3%）
8,558万円
08万円
（74.4%）
その他の経費 64億1,409万円
（43.4%）

源

企業会計

水道事業

13億9,669万円

下水道事業

56億2,259万円

平成27年度特別会計 歳入・歳出の状況
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理を行う会計で、国民健康保険特別会計のよ
うに法律で義務付けられているものや、条例で設置されるものなど９会計があります。
特別会計の決算状況は次のとおりです。
区

分

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

歳

入

46億5,715万円

出

46億3,403万円

引

2,312万円
1,170万円

35億3,379万円

34億4,291万円

9,088万円

介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計

2,050万円

1,967万円

83万円

住宅新築資金等貸付事業特別会計

2,633万円

2,560万円

73万円

港湾管理特別会計

4,155万円

4,151万円

4万円

地域開発事業特別会計

2億1,435万円

2億1,427万円

8万円

宿泊施設事業特別会計

5,844万円

5,841万円

3万円

1億4,343万円

1億1,724万円

2,619万円

交通船事業特別会計
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4億

差

68万円

介護保険(保険事業勘定)特別会計

4億1,238万円

歳

平成27年度決算

公営企業会計 収支の状況
公営企業会計は、特別会計と同じように特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理を行
う会計です。地方公営企業法を適用する会計で、水道事業など２会計があります。
公営企業会計の決算状況は、次のとおりです。

水

道事業会計
損益計算書の当年度純利益は2億195万円で、当年度未処分利益剰余金は4億4,770万円となりまし
た。貸借対照表の資産合計・負債資本合計はそれぞれ58億9,501万円です。

【損益計算書】

営業収益
7億4,618万円
営業費用
5億8,780万円
営業利益
（△損失）
1億5,838万円
営業外収益
7,977万円
営業外費用
3,620万円
営業外利益
（△損失）
4,357万円
当年度純利益
2億   195万円
当年度未処分利益剰余金
4億4,770万円

【貸借対照表】

固定資産
流動資産

資産合計
資産合計

45億2,004万円 固定負債
13億7,497万円 流動負債
繰延収益
負債合計
資本金
剰余金
58億9,501万円 資本合計
58億9,501万円 負債資本合計

14億2,680万円
2億5,398万円
19億3,078万円
36億1,156万円
11億2,385万円
11億5,960万円
22億8,345万円
58億9,501万円

下 水道事業会計

損益計算書の当年度純利益は0万円で、当年度未処分利益剰余金は838万円となりました。貸借対
照表の資産合計・負債資本合計はそれぞれ208億5,222万円です。

【損益計算書】

営業収益

6億6,184万円

営業費用

9億5,190万円

営業利益
（△損失）

△2億9,006万円

営業外収益

4億2,739万円

営業外費用

1億3,733万円

営業外利益
（△損失）

【貸借対照表】

固定資産

206億2,669万円 固定負債

52億6,250万円

流動資産

2億2,553万円 流動負債
繰延収益

3億9,422万円

負債合計

2億9,006万円

当年度純利益
当年度未処分利益剰余金

98億7,283万円
155億2,955万円

資本金

49億3,921万円

剰余金

3億8,346万円

0万円

資産合計

208億5,222万円 資本合計

53億2,267万円

838万円

資産合計

208億5,222万円 負債資本合計 208億5,222万円

交 通船事業会計（平成27年9月30日打ち切り決算時点）

交通船事業は、指定管理者制度による公設民営化に伴い、平成27年９月30日で打ち切り決算となりました。
損益計算書の事業終了時純損失は4,118万円で、事業終了時欠損金は4億8,116万円となりました。
貸借対照表の資産合計・負債資本合計はそれぞれ2億5,260万円です。

【損益計算書】

営業収益

1億7,142万円

営業費用

2億3,608万円

営業利益
（△損失）

△6,466万円

営業外収益

2,349万円

営業外費用

4万円

営業外利益
（△損失）
特別利益

【貸借対照表】

固定資産

1億4,628万円 固定負債

2,750万円

流動資産

1億 632万円 流動負債
繰延収益

2,092万円

負債合計

2,345万円

5,713万円
1億 555万円

資本金

6億2,691万円

剰余金

△4億7,986万円

3万円

資産合計

2億5,260万円

資本合計

事業終了時純損失

4,118万円

資産合計

2億5,260万円 負債資本合計

事業終了時欠損金

4億8,116万円

1億4,705万円
2億5,260万円
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健全化判断比率・資金不足比率
平成19年６月に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、すべて
の地方公共団体が毎年度の決算により、健全化判断比率及び資金不足比率を算出・公表するこ
ととなりました。
各比率が早期健全化基準を超えた場合には、「財政健全化計画」（公営企業は「経営健全化
計画」）を策定し、財政の健全化に取り組むこととなります。
平成27年度決算に基づく本市の各指標は次のとおりで、財政健全化・経営健全化の基準を超
えるものはありません。
◎健全化判断比率
分

比率

早期健全化基準

－

13.33

連結実質赤字比率

－

18.33

実質公債費比率
将来負担比率

7.4

25.0

26.5

350.0

※赤字額がない場合は「－」で表示しています。

法非適用

実質赤字比率

法適用

区

◎資金不足比率
区
水道事業会計

分

比率 経営健全化基準
－

下水道事業会計

－

地域開発事業特別会計

－

宿泊施設事業特別会計

－

交通船事業特別会計

－

20.0

※資金不足比率は公営企業の各会計ごとに算定します。
※資金不足額がない場合は「－」で表示しています。

◎健全化判断比率及び資金不足比率の対象範囲
区

分

対象範囲

一般会計等

水道事業会計、下水道事
業会計

法非適用
企業

地域開発事業特別会計、
宿泊施設事業特別会計、
交通船事業特別会計

一部事務組合

将来負担比率

法適用
企業

資金不足比率

公営企 公営企業に係
業会計 る会計

国民健康保険特別会計、
介護保険特別会計 他

実質公債費比率

一般会計等以外の特別会
公営事業会計 計のうち公営企業に係る
特別会計以外の特別会計

住宅新築資金等貸付事業特
別会計、港湾管理特別会計

連結実質赤字比率

一般会計等に属する特別
会計（普通会計）

実質赤字比率

一般会計

広島県市町総合事務組合 他

地方公社
江田島市土地開発公社 他
第三セクター（損失補償を行っているもの）等

用 語

解 説

▶実質赤字比率…一般会計などを対象に、歳出に
対する歳入の不足額（赤字額）を標準財政規模
（地方公共団体が通常水準の行政活動を行うう
えで必要な一般財源額）の額で割った比率。
▶連結実質赤字比率…全ての会計を対象に、市全体
の歳出に対する歳入の不足額を、標準財政規模
の額で割った比率。
▶実質公債費比率…一般会計などの支出のうち、義
務的に支出しなければならない公債費や、公債
費に準じた経費を標準財政規模などの額で割っ
た比率の３カ年の平均値。
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▶将来負担比率…地方公社や損失補填を行っている法
人などを含め、一般会計などが将来的に負担するこ
ととなっている実質的な負債に当たる額（将来負担
額）から、負債の償還に充てることができる基金な
どを控除した額を標準財政規模などの額で割った比
率。
▶資金不足比率…公営企業会計を対象に、資金不足額を
その企業の事業規模で割った比率。資金不足比率は
公営企業会計ごとに算定を行う。

お知らせワイド
江田島市のＰＲアシスタントをしてみませんか

第７期江田島さくらプリンス・プリンセスを募集します

問江田島市観光協会☎（４２）４８７１

江田島市観光協会では、市内外の行事・イベントに参
加し、市をＰＲする観光アシスタント『江田島さくらプ
リンス・プリンセス』を募集します。皆さまのご応募お
待ちしています。
詳しくは、観光協会へご連絡いただくか、本庁・支
所・市内桟橋などに置いてあるチラシをご覧ください。
また、チラシデータは観光協会ホームページ（http://
etajima-kankou.jp/）からダウンロードすることがで
きます。
応募締切 12月10日㈯
※郵送の場合、当日の消印有効

第６期江田島さくらプリンセス

山頂で写真を撮って応募！

「江田島６峰登山＆ハイキング」開催中！

問江田島市観光協会☎（４２）４８７１

江田島６峰登山＆ハイキング
～江田島６峰に登って特産品をゲットしよう！～
地図にある江田島市内６峰の山頂（付近）の指定され
たポイントでご自身のお顔がわかるように写真を撮り、
メールまたは郵送、持参により、ご応募ください。
抽選で10人の方に「ふるさと特産品詰め合わせセッ
ト」をプレゼントします。
３峰達成以上から応募可能です。詳しくは本庁・支
所・桟橋などに置いてあるチラシや観光協会ホームペー
ジをご覧ください。
応募締切 平成29年２月28日㈫※当日消印有効
応募先 〒７３７－２１２２
江田島町中央一丁目３番10号
ふるさと交流館内 江田島市観光協会

川柳で 海難防止 呼びかけよう

「海難防止」をテーマに川柳を募集

問第六管区海上保安部「川柳事務局」☎０８２（２５３）８４７５

海上保安庁では次のとおり、「海難防止」をテーマにした川柳を募集します。
応募条件 岡山県、広島県、山口県、香川県および愛媛県に在住、通勤または通学する方。（川柳や俳句の
創作を生業とする方は除きます）※１人３句までとし、自作で未発表のものに限ります。
募集期間 12月２日㈮まで
応募方法 必要事項を記入し、郵送、ＦＡＸまたはメールにて応募してください。
結果発表 平成29年１月18日
詳しくはホームページ（http://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/）をご覧ください。
お問い合わせ先 〒７３４－８５６０ 広島市南区宇品海岸３－10－17 第六管区海上保安部「川柳事務局」
ＦＡＸ ０８２（２５３）８４７５ メール jcg-6senryu@mlit.go.jp
広報えたじま
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お知らせワイド
農業経営のステップアップを

ひろしま農業経営者学校

受講生募集！

問広島県農林水産局農業経営発展課☎０８２（５１３）３５９４

広島県では、農業者の経営スキルの向上を目的に「ひろしま農業経営者学校」を開講しています。経営戦
略、マーケティング、財務など、ビジネス視点の講義で専門的な知識を学び、農業経営のステップアップを
目指しませんか。
コース名
対象
科目
会場
開講日
経営開始前また
11月 14日㈪、22日㈫、29日㈫
経営開始コース は経営開始後１
東広島
12月 ６日㈫、13日㈫、20日㈫ （全６回）
経営管理全般
年未満の方
経営戦略
12月 12日㈪、19日㈪
マーケティング
北広島 １月 10日㈫、17日㈫、24日㈫、31日㈫
経営開始後１年 財務
（全６回）
経営改善コース 以上で課題発見 生産工程管理
12月
22日㈭
労務・人材育成
に取り組む方
東広島 １月 12日㈭、19日㈭、26日㈭
２月 ２日㈭、９日㈭
（全６回）
経営開始後１年
課題解決コース 以上で課題解決 マーケティング 東広島 ２月 ７日㈫、13日㈪、21日㈫ （全３回）
に取り組む方
時間 各コースとも午前９時～午後４時
場所 東広島会場：広島県農業技術センター（東広島市八本松町原６８６９）
北広島会場：北広島町役場（北広島町有田１２３４）
受講料 経営開始コース、経営改善コース：１経営体あたり２万円
（ただし、経営開始コースで経営開始前もしくは、経営開始後1年未満の個人は5千円）
課題解決コース：1経営体あたり１万円
※詳細は広島県庁ＨＰ「ひろしま農業経営者学校」で検索してください。
問合せ・申し込み ㈱インテリジェンス ☎０８２（５７８）８５１１
（ひろしま農業経営者学校は広島県が㈱インテリジェンスに委託して行っています）

～あなたの就職をサポート～
相談窓口にお越しください

問ハローワーク呉（呉公共職業安定所）☎（２５）８６０９
「笑顔で働くために」
ハローワークくれでは、あなたの就職をサポート
します。
就職活動に関する相談（求人の探し方・応募書類
の書き方）、面接を希望される求人への条件の交渉、
面接の予約などを行います。
ぜひ ハローワークくれ 相談窓口にお越しください！
ハローワークくれ（呉公共職業安定所）
住所 呉市西中央１－５－２
電話 ☎（２５）８６０９
開庁時間 午前８時30分～午後５時15分
※毎週火・木は午後6時まで開庁時間を延長。
（土・日・祝日・年末年始は、お休みさせていただ
きます。）

～オリーブを育ててみませんか～
オリーブ情報

問オリーブ振興室☎（４３）１６４３
■オリーブを育ててみませんか
今年も市内でオリーブを植栽される方を対象に、
オリーブ苗木の購入助成を行います。植え付けを予
定している方は、植える場所や土作りの準備をしま
しょう。（詳しくは広報えたじま12月号をご覧くだ
さい）
■オリーブ果実の搾油（自家用オイル）について
日時 11月３日㈷、5日㈯、12日㈯
午前９時～午後２時
※悪天候の場合予備日15日㈫
持参場所 オリーブ加工施設（旧沖中学校：沖美町
畑）
その他 オイルを入れる容器を持参してください。

～日頃の学習の成果をステージで発表～

呉特別支援学校江能分級

文化祭

日時 11月13日㈰ 午前９時45分～午後２時30分
※臨時休校の場合は11月15日㈫に順延（一部内容変更）
場所 呉特別支援学校江能分級（能美町鹿川）

⑰ 広報えたじま

平成28年11月

問呉特別支援学校江能分級  ☎（４５）５１２０
小学部・中学部・高等部それぞれの日頃の学習
成果を、ステージ上で発表します。個性豊かな発
表を、ぜひ見に来てください。

は Ｓ ａ ｆ ｔ ｙ（ 安 全 ）・ Ｓ
美町中町 )
平成 年版県民手帳を販売
※ 相 談 時 間 は、 お 一 人 分
ｔ ａ ｎ ｄ ａ ｒ ｄ（ 安 心 ）・ Ｓ
します
で、相談人数は８人までです。 ａ ｎ ｉ ｔ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ（ 清 潔 ）
なお、事前に予約が必要です。 の意味が込められています。
問秘書広報室
（電話可）
登 録 店 は、「 安 全・ 安 心・
☎（４３）１６２８

予
約
方
法
申
し
込
み
順
で
、
清潔」を約束する信頼できる
県民手帳には各種統計や県
月１日㈫から総務課で受け
お店です。
内各地の行事が掲載され、日
付けます。
詳 し く は、（ 公 財 ） 広 島 県
記としても便利な一冊です。
市社会福祉協議会
生活衛生営業指導センターに
ぜひお求めください。
問総務課☎（４０）２５０１
お問い合わせください。
・デスク版（縦２１５㎜×横
弁護士による法律相談会を
☎０８２（５３２）１２００
１５３㎜）
・・１２００円
開催します。
・ポケット版（縦１４９㎜×
お気軽にご相談ください。
☎
８一
２斉
（「
５女
３性
２の
）１
全０国
人２
権０
ホ０
ッ
横 ㎜）
・・・・６３０円
要予約（一組 分以内）
カバーの色 エンジ
トライン」強化週間
日時
月 日㈰午後１時～４時
販売期間 平成 年 月 日
場所 能美保健センター（能
問 人権推進課☎（４３）１６３５
㈮～平成 年１月 日㈮
美町鹿川）
夫・ パ ー ト ナ ー か ら の 暴
販売場所 市役所本庁、支所、
力、職場での差別やセクシュ
サービスセンター
えたじま地産地消市場
アル・ハラスメント、ストー
※代金と引き換えに、手帳を
問農林水産課
カーなどの女性の人権問題は、
お渡しします。
☎（４３）１６４２
依然として数多く発生してい

日時
月 日㈯午前９時
ま
す。

分～（雨天中止）
広島法務局および広島県人
場所 旧切串中学校（江田島
権擁護委員連合会では、これ

町切串）
らの女性をめぐる様々な人権
今月は場所を変えて行いま
問題の解決を図るための相談
す。その時季に収穫した野菜
活動を強化することとしまし
などを販売しますので、ぜひ、
た
。
法律相談を開催します
ご来場ください。
月 日㈪からの１週間を、
全国一斉「女性の人権ホット
お店選びは「Ｓマーク」登
ライン」強化週間とし、常時
録店で
開設している専用相談電話
「女性の人権ホットライン」
の電話回線を増設するととも
に、電話相談時間を延長して、
女性の人権問題に対応いたし
ます。
29

21

2711

4

10

13

30

11

ｅ

14

実施期間

月

日㈪～

日㈰

☎０５７０（０７０）８１０
14

相談時間 午前８時 分～午
後７時※ただし、土曜日・
日曜日は、午前 時から午
後５時まで

11

☎
８で
２接
（骨
５院
３・
２整
）１
国０保
骨２
院０
な０
ど

にかかる方へ

問医療介護保険課
☎（４３）１６３９

近年、接骨院・整骨院など
にかかる人が増えています。
これらは「柔道整復師」とい
う専門職が施術をする施設で、
医療機関ではありません。こ
のため、施術の内容によって
は国民健康保険（国保）が使
えず、施術料が全額自己負担
になる場合があります。
接骨院・整骨院にかかる時は、
国 保が使える範囲を正しく理
解し、適正に受診しましょう。
保険証が使える場合
〇外傷性の打撲、ねんざ、肉
離れなど
〇骨折、脱臼（応急処置を除
き、医師の同意が必要）
保険証が使えない場合
〇日常生活での疲労、肩こり、
腰痛、体調不良
〇 病 気（ 神 経 痛、 リ ウ マ チ、
五十肩、関節痛、ヘルニアな
ど）からくる痛みやコリ
〇脳疾患後遺症などの慢性病
や、病状の改善が見られない

長期の施術
〇スポーツによる筋肉疲労
〇あん摩、マッサージ代わり
の利用
〇仕事中や通勤途中での負傷
ご注意ください
①症状は正しく伝える
どのような原因で負傷した
かを柔道整復師に正確に伝え
てください。
②療養費支給申請書委任欄へ
の署名は、内容をよく確認す
る
多 く の 接 骨 院・ 整 骨 院 で
は、診療費を市に請求するた
め「療養費支給申請書」の委
任欄への署名を求められます。
署名前に傷病名、日数、金額
などの記載内容をよく確認し
てください。
治療が長引く場合
長期間施術を受けても症状
が良くならない場合は、病気
などの内科的要因も考えられ
ますので一度医師の診断を受
けましょう。
その他
〇領収証は必ず受けとり、大
切に保管してください。
〇江田島市から、国保を使っ
て受けた施術について施術料
の内訳などを記載した「療養
費のお知らせ」を送付してい
ます。領収証の内容と違いが
ないか確認してください。（従
来の「医療費のお知らせ」と
は別に送付をします）
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問環境課☎（４３）１６３７
「Ｓマーク」を掲げている
お店は、厚生労働大臣認可の
「標準約款登録制度」に従っ
て 営 業 し て い ま す。
「Ｓ」と

19

11

11

29

90

28

江田島市役所
問 総務課☎（４３）１１１１㈹
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
月 日㈪午前 時～
午後３時
場 所 江 田 島 市 能 美 支 所 能(

お 知らせ

11

問広島祭委員会事務局事業推進部☎０８２（２４７）６８０５
場所 広島城二の丸・三の丸（広島市中区基町）
日時 11月13日㈰まで 午前10時～午後４時30分（最
終日は午後４時まで）
内容 毎年趣の変わる「特作花壇」をはじめ、大菊、
福助菊、だるま菊、懸崖菊など地元愛好家の菊作品
約２, ０００鉢を展示します。秋の訪れを象徴する見
事な菊の数々をお楽しみください。
同祭 HP http://www.hiroshima-navi.or.jp/
event/2016/10/29/1534766.php

11

30 15

30

税を考える週間

税金展（「小学生の税の絵は
がき」「中学生の税の作文・
習字」等の展示）を開催しま
すので、ぜひご覧ください。

事業者の皆さまへ

ハーモニカふれあいコンサート

問江田島町老人クラブ連合会
（久岡）☎（４２）４４３３
ハーモニカの伴奏でみんな
で歌いませんか？「月がとっ
ても青いから」「明日がある
さ」ほか、懐かしい曲をたく
さん用意しています。入場は
無料ですので、ぜひ参加して
ください。
日時
月 日㈰午後１時～
場所 江田島コミュニティセ
ンター３階集会室（江田島
町小用）

27

ゲスト出演 フルート演奏水川
沙絵さん＆オカリナサークル

11

源泉所得税年末調整説明会

問広島南税務署
☎０８２（２５３）３２８１
今年の年末調整の説明会を
次の日程で開催します。
日時
月 日㈫午後１時
分～３時 分
場所 農村環境改善センター
（能美町鹿川）

広告

15

11

問同フェスティバル実行委員会 ☎０８４７（４９）０７８９
場所 広島みなと公園（広島市南区宇品海岸一丁目）
日時 11月６日㈰ 午後0時30分～ 5時
内容 太鼓ユニット「我龍(がりゅう)」をはじめ、全国
で活躍する和太鼓団体が集結！県内各地の新鮮野菜
やお惣菜、パンやスイーツなどが並ぶ「ひろしまみな
とマルシェ（午前9時～午後5時）」も同時開催します。
同祭 HP http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/
contents/1453076189275/index.html

17

豊稔ひろしま和太鼓フェスティバル

問広島南税務署
☎０８２（２５３）３２８１
国税庁では、国民の皆さま
に租税の意義や役割、税務行
政に対する知識と理解を深め
ていただくために、毎年 月
日から 日を「税を考える
週間」として、ホームページ
等で様々な情報を提供してい
ます。詳しくは国税庁ホーム
ページをご覧ください。
税金展を開催
藤三江田島ショッピングセ
ンター（江田島町江南）で、
月 日㈭～ 日㈫の期間、

平成28年11月
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10

ほうねん

おれんじ号の車両がバリア

広島城大菊花展

11

11

フリー対応に

広島市内でのイベントを紹介

問 企画振興課☎（４ ３ ） １ ６ ３ ０
おれんじ号の江田島北部
線・大須朝夕便・沖美南部線
で運行するジャンボタクシー
車両が、バリアフリー対応に
なりました。（沖美北部線は
引続きタクシー車両で運行し
ます）
電動ステップや手すりがつ
いて乗り降りしやすくなりま
したので、お出かけの際はぜ
ひ、おれんじ号をご利用くだ
さい。

「海生交流協定」で交流促進
消費生活相談ファイル

１００歳迎えられる方にお祝い状と銀杯を贈呈
問医療介護保険課☎（４３）１６３９

本年度中に 100 歳を迎える 17 人の方に対し、内
閣総理大臣からのお祝い状と銀杯が贈呈されました。
こ の う ち、1 人 の 方 に
田中市長から手渡しま
した。
本市では、この 17 人
の方を含め 100 歳以上
と な ら れ る 方 が 47 人
となります。最高齢の
▲市長から贈呈された濱中
方は 106 歳です。
サカエさん（写真中）

認知症相談会
問市地域包括支援センター☎（４３）１６４０

認知症についての心配事や悩み、一人で抱えてい
ませんか？
ご自身、ご家族、ご近所さん、どなたからの相談
でも構いません。認知症の方の対応や介護の方法な
ど、お困りごとをお気軽にご相談ください。できる
だけ、事前予約をお願いします。在宅介護支援セン
ター江能☎（５７）７１００へご連絡ください。
日時 毎月第一水曜日（第５回 11 月２日・第６回
12 月７日）午前 10 時～正午

健康づくり講演会を開催（予約が必要です）

問健康推進課☎（４０）３２４２

塩分の摂り過ぎは、「高血圧、胃がん、骨粗しょう症、糖尿病、脂質異常症、肥満」
などの生活習慣病のリスクを高め、「脳卒中、心筋梗塞、慢性腎臓病」など、重篤な病
気を引き起こす危険性が高まります。
日本人は、塩分を多く含む調味料（しょうゆ、味噌、塩など）を使うことが多く、塩
分をとり過ぎてしまいがちです。
【1 日の塩分摂取目標値は、男性８ｇ・女性７ｇ・高血圧症の人６ｇ】
これだけで、１日の塩
分を摂ってしまった

うめぼし１個
（塩分 ２ｇ）

うどん１杯
（塩分 ６ｇ）

塩分
８ｇ

※汁を全部飲んだ場合です

この講演で、「適塩生活」を送るためのポイントを聞いて、「適塩生活」を心がけましょう！！
※高血圧症、腎臓病で受診されている人は、ぜひ、この講演会にご参加ください。
【日時】 12 月 10 日㈯ 午後２時～４時
参加者にプレゼン
トがあります !!
【場所】 江田島コミュニティセンター（江田島町小用）
【講演】『健康の大原則！減塩はもう常識 減塩環境をつくって子どもも大人も適塩生活』
【講師】 減塩のスペシャリスト 日下 美穂さん（日下医院 院長）
 ※内科医、専門は高血圧、腎臓病。ＮＨＫ総合「サキどり」や「たけしのみ
んなの家庭医学」などにも出演。
【定員】 約 100 人
【申込先】12 月 5 日㈪までに、健康推進課へお電話ください。
【スケジュール】
午後２時～ 開会
体感コーナーを巡ってみよう！！
・ソルセイブ（塩分を含んだ濾紙）を口に挟み、塩分感度チェック
・ちょいかけスプレー体験、みそ汁の試飲など
午後３時～ 講演会
日下美穂さん
午後４時 閉会
広報えたじま
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⑳

健康

ひろ ば

元気アップ筋トレ教室
（申し込みは不要）



健康相談室（予約が必要）

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
場所
11月17日㈭ 午後１時30分 大柿保健センター
～２時30分 三高会館
11月28日㈪



健康づくりウォーキング教室
（申し込みは不要）

江田島はつらつ運動教室
（前日までに予約が必要）

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 11 月 28 日㈪午前 10 時～ 11 時 30 分
場所 江田島コミュニティセンター（江田島町小用）
内容 自体重運動とインターバル速歩①
講師 健康運動指導士 中山翔太先生
おすすめメニュー

１０4

問広島県西部保健所呉支所厚生保健課
☎（２２）５４００
日時 11 月 11 日㈮午後１時 30 分～３時
場所 大柿公民館１階第１会議室

アルコール健康相談会（申し込みは不要）
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。
日時 11 月 14 日㈪午後１時 30 分～３時
場所 江田島公民館

献血
健康推進課☎（４０）３２４２
日時 11 月 20 日㈰午前 10 時～午後２時
場所 国立江田島青少年交流の家（フェスティバ
ル江田島会場）

〈ひろしまんぷく！シャキシャキサラダ〉
熱量
87㎉
（１人分）

■作り方

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 11 月 29 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
※健診を受診された人は、健診結果を持参してく
ださい。

心の健康相談（前日までに予約が必要）

問健康推進課☎（４０）３２４２
自然と文化にふれながら、快適なウォーキング
を楽しみませんか？（雨天中止です）
日時 11 月 22 日㈫午前９時 30 分～
集合場所 大柿公民館（大柿町大原）
コース 大柿史跡名跡 探訪コース
準備物 帽子、タオル、お茶、保険代 30 円


準備物 筆記用具、飲み物、タオル、運動しやす
い服装および靴

西能美学校給食共同調理場
今回のポイント

先月号に引き続き、今年度の「ひろしま給食１００万
食プロジェクト」から、優秀賞の１つに選ばれた「ひろ
しまんぷく！シャキシャキサラダ」を紹介します。
広島菜漬けやちりめんじゃこなどの広島県の特産物を
たっぷり使用したサラダで、味付けはレモネーズソース
のみのため、簡単に作ることができます。

①ジャガイモ、ニンジンを太めのせん切りにする。
②広島菜漬けを、５㎜の長さに切る。
③ジャガイモとニンジンをゆで、冷ます。（ジャガイモのシャキシャキ
感が残るくらいに）
④広島菜漬けとちりめんじゃこに酒をふってから炒り、冷ます。
⑤マヨネーズとレモン汁を合わせてレモネーズソースを作り、③、④に
あえる。
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■材料（４人分）

・ジャガイモ……………… １個
・ニンジン…………… １/ ４本
・広島菜漬け………………40 ｇ
・ちりめんじゃこ…………12 ｇ
・酒…………………… 小さじ１
・マヨネーズ………… 大さじ２
・レモン汁…………… 小さじ１

ぱい！残念ながら本物は使えま
せんが、この季節ならではの
リースを作り、吊るして飾りま
しょう。ゆらゆら揺れて、部屋
の中も秋色になりますよ。
にこ♡にこひろば②
日時 11月22日㈫
午前10時30分～ 11時
「さわって楽しもう」
内容 プチプチ（エアークッショ
ン）を使って簡単なおもちゃを
作ります。その後、プチプチの
上を歩いたり、触ったりして不
思議な感覚を味わって見ましょ
う。

11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。
保育園のお友達と元気よくからだを動かして遊びませんか？育児の悩
みを抱えている方もご利用ください！
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・日祝日無し）
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

子

11月は「児童虐待防止推進月間」です！

児童虐待に関する相談件数は依然として増加傾向にあり、特に子
平成27年度 「児童虐待防止推進月間」標語 どもの生命が奪われるなどの重大な事件が後を絶たず、児童虐待は
社会全体で解決すべき重要な問題となっています。
『「もしかして」あなたが救う 小さな手』 なぜ、児童虐待が起こってしまうのでしょうか。
虐待は、核家族化、家庭内不和、経済的問題、子どもの育てにく
児童相談所全国共通ダイヤル
さなど、様々な要因が絡み合って引き起こされると言われています。
☎１８９ （いちはやく）
赤ちゃんが泣きやまずイライラする・・・、思い通りに動いてく
子育て支援センター「にこ♡にこハウス」
れない・・・、子どもをかわいいと思えない・・・、また叱ってし
に子育て支援員・家庭相談員がいますので、
お気軽にご相談ください。
まった・・・そんなときは、ひとりで悩まず、相談してください。

図書館
だより
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

11月の休館(室)日
３館（室）共通の休館（室）日
毎週木曜日（定期休館・室）
３日㈷、23日㈷（祝日休館・室）
江田島図書館☎（４２）１４１７
30日㈬（月末整理日）
能美図書館 ☎（４５）００７５
29日㈫（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
25日㈮（月末整理日）

11 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
２日・
切串公民館
16 日㈬
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

11月の各館（室）定例行事案内
能美図書館
■第１３７回ふれあい広場
「旬の食材を使った健康料理」
■みんなの広場
スポンジでポンポンスタンプを作ろう！ 日時 11月19日㈯
午後２時～午後３時30分
日時 11月５日㈯
午前10時30分～
内容 秋から冬にかけての旬の食材
本のリサイクル市を行います！
の栄養を効率よく吸収できるレシ
江田島図書館：12月1日㈭〜 11日㈰
ピをご紹介します。
（無くなり次第終了します）
（調理実習はなし。お菓子の試食あり）
※お家に眠っている本などがあれば、
定
員 15人（一般のみ）
ぜひ図書館にご寄贈ください。
リサイクル市など、再活用させてもら ※事前に申し込んでください。
います。（雑誌・百科事典・汚損の激 参加費 無料

江田島図書館

しい本などはご遠慮ください）

大柿公民館図書室
■おはなしむら
日時 11月12日㈯午後２時～
内容 絵 本の読み聞かせと工 作
（ティッシュ箱でどんぐりくんの
機関車を作ろう）
■かみしばいごや
日時 11月27日㈰
午前10時30分～ 11時
内容 かみしばいの上演
「だれのごちそう？」ほか
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

ママ♡パパスクール
日時 11月６日㈰午前10時～正午
場所 大柿保健センター
内容 赤ちゃんのお風呂の入れ
方、パパの妊婦体験
対象者 これからママ、パパにな
る人
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 11月２日㈬
参加費 無料

すくすくベビーくらぶ
日時 11月15日㈫
午前10時～ 11時30分
場所 大柿保健センター
内容 子どもの応急処置
参加料 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。

マタニティスクール（スキンケア編）

午前10時～午後１時
場所 大柿公民館
対象 子どもと保護者
（子どもの年齢制限なし）
申込期限 11月28日㈪
参加費 １人２００円
準備物 エプロン、三角巾、お茶、
タオル

日時 11月17日㈭
午前10時～正午
場所 大柿保健センター
内容 妊娠中のお肌について
マタニティスキンケア
オ
 イルを用いてケア方法（実
践）について学びます。
講師 ＲＴＡ認定講師
高橋 友絵さん
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 11月14日㈪
参加費 無料

▶「 第２回目 稲刈り体験」の
写真です。稲刈りとはぜかけ
を体験しました。親子で楽し
い思い出ができました!

対象者 ２歳以上の幼児と保護者
申込期限 11月24日㈭
参加費 １人２００円
準備物 エプロン、お茶、タオル
など

マタニティスクール（栄養編）

日時 11月28日㈪
午前10時～ 11時30分
場所 大柿保健センター
内容 リズムあそび
参加費 無料
準備物 タオル、飲み物（お茶・
ミルクなど）
※動きやすい服装で参加してくだ
さい。
申込期限 11月21日㈪

日時 12月２日㈮
午前10時～正午
場所 大柿保健センター
内容 ・妊娠中の栄養について
（試
食があります）
・赤ちゃんとお母さんの歯
について
参加費 無料
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 11月29日㈫
※妊娠や出産について、気になる
ことや心配なことに栄養士、保
健師が相談に応じます。

食育チャレンジ隊

食育体験事業

すくすくくらぶ

日時 11月30日㈬
午前10時～午後１時
場所 能美保健センター
内容 栄養バランスバッチリ
簡単朝食づくり!!
種別

実施日
場所
対象児
11月８日㈫
平成28年５月･６月･７月生
乳児
まれ
11月24日㈭
11月10日㈭
平成27年２月･３月･４月生
１歳６カ月
11月21日㈪ 大 柿 保 健 まれ
11月９日㈬ センター 平成25年２月･３月･４月生
３歳６カ月
まれ
11月22日㈫
11月11日㈮
平成23年７月･８月･９月生
５歳児
まれ
11月25日㈮

 広報えたじま

平成28年11月

にこ♡にこ身体計測
とお誕生会
日時 11月１日㈫・12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、誕生会をします。
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
ントがあります。
準備物 母子健康手帳、タオル

にこ♡にこひろば

「お米 ３回シリーズ」
第３回 餅作り体験と新米クッキ
ング！
日時 12月4日㈰

乳幼児健診・相談

子 育て支援センターからの
お知らせ ☎（４２）２８５２

にこ♡にこひろば①
日時 11月10日㈭
午前10時30分～ 11時
「秋色つるし飾り」
内容 秋は木の実や落ち葉がいっ
健

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、気をつけてください。

だより

％を超

中学校でも、国語・数学・

題解決のための構想を立て実

面に活用する力や、様々な課

島から世界へ

年度生涯学習講

…
From the island to the world

平成

ふるさと歴史講座

演会の開催について
ふるさと歴史講座（全
回）を開催します。
今、自分たちが住んでいる
月 日㈰、棋士の羽生善
江田島市がどんなところなの
治 さ ん を お 迎 え し、
「決断力
か、その歴史を通して学んで
の磨き方」と題して、生涯学
みませんか？
習講演会を開催します。
分かりやすい内容ですので、
皆さまのご参加をお待ちし
子どもから大人まで、多くの
ております。
皆さまの参加をお待ちしてお
講師 羽生善治さん（日本将
ります。
棋連盟棋士）
１回目「町史から学ぶ、ふる
日時
月 日㈰午後１時～
さ
と
江
田
島市」

２時 分
日時
月 日㈯
場所 国立江田島青少年交流
午後１時 分～３時
の家３階講堂（フェスティ
場所 江 田 島 公 民 館（ 江 田 島
町中央）
バル江田島２０１６会場：
講師 宇根川進さん（市文化
江田島町津久茂）
財保護委員長）
演題 「決断力の磨き方」
定員
人
参加費 無料
その他 手話通訳が有ります。 参加費 無料
申し込み
月 日㈬までに
お問い合わせ
生涯学習課へ申し込み。
生涯学習課☎（４０）３０３７
お問い合わせ

4

生涯学習課☎（４０）３０３７

※次回以降「産業と偉人」・
「古文書」・「近代遺産」を
テーマに随時開催します。

回江田島市美術展

回江田島市文化協会作品発表会

期間

市農村環境改善センター

月３日㈷～６日㈰
午前９時～午後５時

第

第

会場

（能美町鹿川）
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教育委員会

課題の見られた部分につい

英語で平均通過率が

践し評価・改善する力をつけ

各学校では、誤答の分析等

20

▶講師の羽生善治さん

11

江田島市の児童・生徒の学力調査結果について
ます。
江田島市の小学校および中

◦広島県「基礎・基本」定着
広 島 県 教 育 委 員 会 は、
「広
学校では、すべての教科にお

▼結果

島県『基礎・基本』定着状況
いて全国平均を上回っていま

状況調査

調査」を児童生徒の学力の状

が見られます。

な情報を読み取ることに課題

国語は、目的に応じて必要

均を下回っています。

中学校国語Ｂは、広島県平

す。

年

況把握、教師の教科指導等の
実態把握等のために平成
度から実施しています。
江田島市の小学校および中

▼結果
学校では、すべての教科にお
小学校では、教科全体とし

ての指導を充実させる必要が

いて県平均を上回っています。 ▼今後に向けて
て、すべての教科の平均通過
あります。
また、すべての教科におい

％を超えていることか

ら、基礎的・基本的な学習内

て、身につけた知識や技能等

率が
容は、おおむね定着している

えていることから、基礎的・

るための学習活動を今後も積

を実社会や実生活の様々な場

基本的な学習内容は、おおむ

極的に取り入れていきます。

と考えられます。

ね定着していますが、理科は
課題があると考えます。

計画を立て、継続して指導・

を十分行い、指導方法の改善

文部科学省は、全国的に児

改善を行い、児童生徒の学力

◦全国学力・学習状況調査
童生徒の学力状況を把握する

向上に取り組んでいきます。

30

16

19

11

広報えたじま

※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/
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年度から実施してい

平成28年度広島県「基礎・基本」定着状況調査
【平成28年６月７日㈫実施】
対象：小学校５学年、中学校２学年
平成28年度全国学力・学習状況調査
【平成28年４月19日㈫実施】
対象：小学校６学年、中学校３学年

11

20

11

60

「 全 国 学 力・ 学 習 状 況 調 査 」
を平成

12

10

60

19

公 民 館 の催し案内

※記載がない場合、開催場所は各館
※電話で各公民館に申し込んでください

学びの館 市民ギャラリー 11 月
久保田明美さんによる、発泡スチ
ロールを使ったエーッ！と驚くアート
工芸を展示します。近所のお店からも
らった発泡スチロールの空き箱や、家
の中で不要になった着物や洋服が、彩
り豊かな作品に。
ぜひ、ご覧いただき「本当に発泡ス
チロールでできているの？」と驚いて
ください。
展示期間 11月24日㈭～ 12月24日㈯

■学びの館☎（４２）１１４５
消しゴムはんこで年賀状
内容 手作りのハンコで年賀状を
送ってみませんか？作り方は簡単。
消しゴムに絵を写して彫るだけ。
柔らかいので力もいりません。楽
しみながら作りましょう！
などを学ぶ定期講座です。バード
日時 11月26日㈯
ウォッチング入門教室の姉妹講座
講師 学びの館職員
となります。各回の昼間と夜間は
準備物 彫刻刀（準備できる場合）
同じ内容となります。
定員 10人（小学3年生以下は保護 日時・場所
者同伴が必要）
１回目 昼間の部 12月14日㈬午前
参加費 ２５０円
10時～正午 沖美ふれあいセンター
申込期限 11月20日㈰

夜間の部 12月16日㈮午後
７時～９時 鷲部公民館
■江田島公民館☎（４２）００１５ ２回目 昼間の部 ２月15日㈬午前
▶催しその１
10時～正午 沖美ふれあいセンター
クリスマスリース作り講座
夜間の部 ２月17日㈮午後
内容 福を招き、魔除けになるリー
７時～９時 鷲部公民館
ス作りに挑戦しよう！
講師 沖美公民館 滝田一郎さん
日時 11月24日㈭午後１時～３時
（環境省登録環境カウンセラー）
講師 林田優子さん
定員 20人
準備物 ハサミ
参加費 無料
参加費 １, ５００円
対象 高校生以上
対象 どなたでも参加できます。
申込期限 開催日の一週間前までに
定員 10人
お電話で申し込んでください。
申込期限 11月17日㈭
▶催しその２
■大柿公民館 ☎（５７）３００９
手作りパン講座
▶催しその１
内容 パン（スイートパンプキン） 江田島体験隊！農場見学・卵ひろい
作りに挑戦してみませんか！
内容 豚や鶏、馬などの動物と触れ
日時 11月30日㈬午前９時30分～
あいましょう。
講師 吉本幸美さん
日時 11月12日㈯午前10時30分～
準備物 エプロン
場所 ポーク＆チキン江田島（江田
参加費 ６００円
島町切串）
対象 どなたでも参加できます。
参加 費 農場見学 大人５４０円、
定員 ８人
子ども３２４円
申込期限 11月16日㈬
申込期限 11月９日㈬
■沖美公民館 ☎（４７）１０００
▶催しその１
野鳥学講座
内容 講義形式で野鳥の識別や習性

 広報えたじま

平成28年11月

日時 ①11月15日㈫午前10時～正午
②11月29日㈫午前10時～正午
講師 岡谷洋子さん
材料費 １, ５００円
持参物 筆
申込期限 11月10日㈭
▶催しその３
茶の湯講座 七事式・花月
内容 総繰り上げの体験や、月・
花・松などの言葉を交わしながら
花月を楽しみましょう。
日時 11月17日㈭午前10時～正午
講師 上本宗京さん
参加費 １,０００円（お菓子・抹茶代）
申込期限 11月10日㈭
▶催しその４
今田陽次 歌唱講座
内容 沖美町出身の声楽家（バリト
ン）今田さんによる人気の講座最
終回です。発声の基本や歌唱テク
ニックを学び、合唱曲などを楽し
みましょう。
日時 11月26日㈯午後２時～
講師 今田陽次さん、ピアノ 今田
綾さん
申込期限 11月10日㈭
▶催しその５
市民ギャラリー 『岡谷洋子水墨画展』
内容 大柿町柿浦の岡谷洋子さんの
水墨画展です。
 旅行先での風景や思い出、ふと
目にした楽しいものなどを作品に
▶催しその２
しました。
水墨画講座
 墨の濃淡で優しく丁寧に描かれ
内容 墨や筆の使い方を学び、水墨
た岡谷さんの作品をご覧ください。
画を楽しみましょう。２回目は、 期間 11月２日㈬～ 30日㈬まで
消しゴム印を作ります。
場所 大柿公民館正面玄関ロビー

幼年消防クラブ敬老防
火訪問

だより
問 市民生活課 ☎（４３）１６３４・広島南年金事務所 ☎０８２（２５３）７７１０

人一人、ねんきんネットなど

厚 生 労 働 省 で は、
「国民一

談していただくと、ご都合に

談を実施しています。予約相

に効率的に行うため、予約相

合わせてスムーズに相談でき、

号の分かる年金手帳や年金証
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を活用しながら、高齢期の生

相談内容にあったスタッフが

活設計に思いを巡らせていた

事前に準備のうえ、丁寧に対

日を

年金制度に対するご理解を深

でも受け付けしています。

また、お近くの年金事務所

書をご準備ください。

また、年金相談をより丁寧

だけます。

ざまなサービスをご利用いた

「年金見込額試算」などさま

外出先で「年金記録照会」や

ることができます。ご自宅や

からアクセスし、利用登録す

日本年金機構ホームページ

ねんきんネットとは

てお送りしています。

めていただくことを目的とし

1

年金
11（いい）月30（みらい）日は年金の日

月

だく日」として、

分～午後

時

☎０５７０（０５）１１６５

ねんきんダイヤル

予約の申し込みは「ね
んきんダイヤル」へ

応できます。

年金の日としています。

この機会に「ねんきん定期

便」や「ねんきんネット」で

これまでの年金記録と、これ

か ら の 年 金 見 込 額 を 確 認 し、

未来の生活設計について考え

時

予約相談実施時間

午前

（月曜日から金曜日）

の カ月前から前日まで
者（被保険者）に年金加入記
録をご確認いただくとともに、 ※ご予約の際は、基礎年金番

受け付けは予約相談希望日

4

てみませんか。

回誕生月に国民年金

30

30

ねんきん定期便とは
毎年

8

11

および厚生年金保険の加入

1

０件(12件)

災

火
☎（４５）４７３９

消防つうしん

火災を未然にキャッチ
しました！
市内において「住宅用火災
警報器」により火災の発生を
未然に防げた事案がありまし
たので紹介します。
市内の男性が隣の家から
「火事です」という警報音と
台所の換気扇から白い煙が出
ているのを見つけ消防本部に
１１９通報し、煙が出ていた
調理中のガスコンロのコック
を閉め火災になるのを防ぎま
した。
煙が出た原因は、家人がフ
ライパンに火を掛けたまま外
出したためです。この度、火
災にならなかったのは、住宅
用火災警報器が設置されてい
たため、発見が速かった事で
す。
まだ住宅用火災警報器を設
置していない方は、尊い命や
貴重な財産を守るため、早急
に設置しましょう。

◀▲「元気でいてね」と声を
かける園児たち
９月 日㈬、防火安全と高
齢者とのふれあいのため、江
田島町中央のグループホーム
に江田島保育園幼年消防クラ
ブ員 人が訪れました。
歌や踊りや肩たたきで触れ
合ったあと、園児たちは、
「お
じいちゃん、おばあちゃん元
気で健康でいてね。来年も来
るね」と花束や手作りのプレ
ゼントを手渡しました。
21

15

救 急 113件(1,081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

平成28年９月１日～30日
☎（４０）０１１９㈹

● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

９月16日～10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
くわ な

こうすけ

なかぞの

ま

お

桑名 孝輔（大原宮有地・10月6日） 中園 真緒（小用・９月26日）
能美町
あ

い みつ し ゅ か

阿井光愛寛（中町・９月12日） アラカパ マラミユキ バルバー（高田・９月26日）
そら

ゆう な

空

はま い

た なか

さ

ほ

優奈（中町・10月3日） 田中 咲帆（鹿川・９月７日）
たく ま

濵井 拓真（中町・９月８日）
沖美町
や ぎゅう

らい と

や ぎゅう

るい と

柳生 徠斗（高祖・10月11日） 柳生 琉斗（高祖・10月11日）
大柿町
こ ぞの

しん た

たま い

あん み

小園 進太（大原・９月25日） 玉井 杏海（飛渡瀬・10月4日）
はしもと

ゆ

い

はなたに え

り

な

橋本 唯愛（大原・９月14日） 花谷咲梨那（大原・９月26日）
ご冥福をお祈りします

おくやみ

川野 尚男（中央・96 歳）

空 クミヨ（小用・98 歳）

竹岡喜代子（中央・95 歳）

平野 武美（切串・76 歳）

宮原 公治（切串・50 歳）
能美町
大脊戸一夫（鹿川・96 歳）

隅田トミ子（鹿川・100 歳）

髙根ヱミヨ（中町・93 歳）

名島 文夫（鹿川・87 歳）

政夫（中町・84 歳）

揚場 忠雄（三吉・94 歳）

大谷 弘三（岡大王・83 歳）

佐々木シヅコ（是長・99 歳）

背戸 弘昭（岡大王・88 歳）

田山アヤ子（是長・88 歳）

濵㟢ハツノ（岡大王・100 歳）

松井ツタヨ（高祖・92 歳）

美川

悟（三吉・79 歳）

柳生 昭子（岡大王・77 歳）
大柿町
梅西 健治（柿浦・94 歳）

神田 正信（小古江・64 歳）

髙祖 孝枝（大原・91 歳）

須本 京子（大原・76 歳）

中本 冨子（深江・85 歳）

橋本カヨ子（飛渡瀬・69 歳）

松本 藏雄（大原・74 歳）
平成28年９月30日現在

人口と世帯数 （外国人市民を含む）

体

(前月比)

男性
女性
計
世帯数
4,448
4,430
8,878
4,812
2,555
2,789
5,344
2,627
1,674
1,660
3,334
1,822
3,475
3,728
7,203
3,627
12,152 12,607 24,759 12,888
（17） （△10）
（７）
（９）
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13日㈰
20日㈰
23日㈷
27日㈰
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※日程は変更することがあります。
問健康推進課

☎（４０）３２４２

大君浜井病院（大柿町大君）
☎(57)5678
診療時間：午前10時～午後５時
川崎医院（能美町鹿川）
☎(45)2031
診療時間：午前10時～午後５時
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
青木病院（江田島町中央）
☎(42)1121
診療時間：午前９時～午後５時
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
砂堀医院（能美町中町）
☎(45)3333
診療時間：午前10時～午後５時

※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、呉市医
師会休日急患センター等を紹介する場合があります。

11 月の相談
■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
１日㈫ 農村環境改善センター
８日㈫ 大柿公民館
15日㈫ 三高会館
22日㈫ 江田島公民館
■法律相談（午前10時～午後３時）
問総務課 ☎（４３）１１１１
21日㈪ 能美支所（能美町中町）
※詳しくは18ページをご覧ください。
￥

沖美町

全

６日㈰

９月１日～30日届け出分

江田島町

江田島
能 美
沖 美
大 柿

３日㈷

（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。

森

11月の当番医

（地区別50音順・敬称略）

市税などの納期限

11月30日(水)

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。

固定資産税
（４期）
国民健康保険税
（５期）
後期高齢者医療保険料
（５期）
介護保険料
（５期）
保育料
（11月分）
住宅使用料
（11月分）
下水道受益者負担金
（３期）

問税務課
☎（４３）１６３６
問税務課
☎（４３）１６３６
問医療介護保険課
☎（４３）１６３９
問医療介護保険課
☎（４３）１６３９
問子育て支援センター
☎（４２）２８５２
問都市整備課
☎（４３）１６４７
問下水道課
☎（４２）３９１１

ありがとうございました

寄附

（50音順・敬称略）

老人福祉寄附金として 晨 智恵子（大柿町大君）
ふるさと寄附金として
舘原 洋二（福山市） 平井 圭介（大阪府藤井寺市）
山崎 弘賀（呉市）

えたじま

広報えたじま

江田島市の未来を考え熱く議論を交わす
総合計画・総合戦略市民ワークショップを開催

ショップが行われ、約 人の市民

合計画・総合戦略に係るワーク

月１日㈯、江田島市役所で総

かを決めて、最後に発表しました。

からどれくらいの割合を投資する

の施策に、上限を決めた予算の中

どの班も定められた時間が足り

ないくらい議論が白熱し、参加者

の中で、特に重要な部門を決め、

かれて総合計画の部門別取り組み

と方向性を説明した後、各班に分

意見もたくさんあったので、担当

『おっこれは』と思うようないい

は、「いただいたご意見の中には

市の畑河内真企画振興課長

の熱い思いが伝わりました。

今その部門において何が足りてい

課にも話をして、翌年度以降の予

今号 ページのつむぐ通信でも
ご 紹 介 さ せ て い た だ き ま し た が、
本市地域おこし協力隊の後藤隊員
が、「 江 田 島 人 物 図 鑑 」 を 作 成 し、
公開しています。
私も内容を拝見させていただき
ま し た が、 そ れ ぞ れ の 方 の 記 事・
写真ともすばらしく、広報紙を作
る上でも大いに参考にしたいと思
いました。
今年度の本市地域おこし協力隊
員は４人で、皆さん今年の４月か
ら配属されて半年間、それぞれの
分野で既にその存在感を十分に発
揮されています。私もそれに負け
ないよう頑張らなくてはと思って
います。
「 江 田 島 人 物 図 鑑 」 に つ い て は、
市のホームページトップからも入
れるようにしていますのでぜひご
覧ください。

ほっとひといき

今月の 表紙

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。

い」と話しました。

ないか、どうなればいいのかを話
それから、それを改善するため

算要求に反映できるようにした

初めに市職員が江田島市の現状

た。

が参加し、熱い議論を交わしまし

40

〒７３７ ２２９７
広島県江田島市大柿町大原５０５番地
☎０８２３（４３）１６２８
０８２３（５７）４４３３

10月16日㈰に開
催されたヒロシマ
MI K A N マ ラ ソ ン
で、大柿高校2年の
津 川 愛 里 さ ん（ 江
田島町鷲部）が力
強く選手宣誓を行
いました。

10

10

し合い、一枚の紙にまとめました。
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編集／江田島市総務部総務課
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