お
知らせ

保険料（税）軽減判定に必要

市県民税申告を忘れずに
問保健医療課

教 育 委 員 会 ☎（４０）３０３５㈹
議 会 事 務 局 ☎（４２）６３１０
企 業 局 水 道 ☎（４２）３３１１
交 通 事 業
☎０８２（２５１）
９２９１
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料で秘密は厳守しますので、
お気軽にご相談ください。な
お、一般相談にも応じます。
日時 ２月 日㈯
午後１時～３時 分
場所 能美保健センター
申込方法 事前に市社会福祉
協議会へ電話予約

☎（４０）２７６２
㈶日本離島センターでは、
離島住民の自主的な島づくり
活動に必要な費用の一部を助
成します。詳しくは、同セン
ター総務部☎０３（３５９
１）１１５１へ。
助成対象事業 市内に在
住・活動しているグループ
が、産業振興、生活・文
化・福祉の向上や他地域と

問企画振興課

島の地域づくりを
支援します

離島人材育成基金助成事業

込）の２分の１以内で、機
の交流推進などの目的で行
器により限度額が違います。
う事業で、平成 年４月１
対象機器（補助限度額）
日～平成 年２月 日に新
▼コンポスト処理容器（３０
しく行うもの。
００円）▼ＥＭ菌専用処理容
助成額 １事業につき経費の
３分の２（限度額１００万円）
器（１３００円）▼ミミズ利
用処理容器（１万５０００
円）▼電気式生ごみ処理機
（２万円）

江田島市役所 ☎（４０）２２１１㈹
江 田 島 支 所 ☎（４２）１１１１㈹
沖 美 支 所 ☎（４８）０２１１㈹
大 柿 支 所 ☎（５７）３０００㈹
福 祉 事 務 所 ☎（４０）３１７７㈹
にこ♡にこハウス（子育て支援センター）
☎（４２）２８５２

します。相談者の人数（先着
８人）が決まっており、事前
予約が必要です。
日時 ２月 日㈪
午前 時～午後３時
場所 三高支所
予約方法 ２月１日㈫以降
に、総務課へ電話または来
庁して申し込んでください。
ごみの減量化・資源化へ

☎ （４０ ）２７６８

生ごみ処理機器の
購入費を補助します
問環境課
一般家庭から出される生ご
みの減量化と資源化を進める
ため、生ごみ処理容器や処理
機購入費の一部を補助してい
ます。詳しくは、環境課へ。
補助対象になる場合 市内に
住民登録があり、実際に住
んでいる人が、市内の店舗
で対象機器を購入した場合
（１世帯１基）。
補助金額 購入金額（消費税
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低所得者への地上デジタ
ル放送視聴支援を拡大
問総務省地デジチューナー
支援実施センター
☎（０５７０）０２３７２４

日程
●２月 日㈯午後６時～
農村環境改善センター
（更新・失効）
●３月９日㈬午後６時 分～
大柿町漁業協同組合
（更新のみ）
申込方法 電話で同協会へ。

☎（２２）９８６６

問日本船舶職員養成協会

小型海技免許
更新・失効講習開催

申込方法 所定の申請書を、
２月 日㈭までに企画振興
課へ提出してください。書
類は、市役所本庁と支所に
あります。
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「不正ガソリン」は、正規
のガソリンにガソリン以外の
もの（灯油など）を混ぜたも
ので、車に悪影響を及ぼし、
揮発油税の脱税行為になるこ
とがあります。
こんなときはすぐお電話を
●ガソリンに何かを混ぜて販
売しているうわさを聞いた。
●給油してから車の調子がお
かしい。例エンジンがかか
りにくくなった・走行中に
ノッキングするなど
●ガソリンの給油時に、変な
においがした。

問広島国税局
不正ガソリン１１０番
☎０１２０ （２８３ ）１１０

不正ガソリンに関する
情報をお寄せください

チューナー（１台）を無償で
給付（配送）しています。
今回、この支援の対象に
「世帯全員が市町村民税非課
税の措置を受けている世帯」
が新たに加わりました。詳し
くは、次のお問い合わせ先へ。
市町村民税非課税世帯の場合
…☎ （０５７０ ）０２３７２４
ＮＨＫ放送受信料全額免除世
帯の場合…☎（０５７０）０
３３８４０
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☎（４０）３２４７
国民健康保険・後期高齢者
医療制度（後期対象者は原則
歳以上）は、被保険者と世
帯主の合計所得で保険税
（料）
の軽減などを判定します。
確定申告をしていない・公
的年金を受給していないな
ど、市で収入が把握できない
人は、市県民税の申告をして
ください。特に、遺族・障害
年金を受給している人や収入
がない人は、市県民税の申告
（５ページの判定結果④を参
照）を忘れないでください。
詳しくは、保健医療課へ。

法律相談を開催
問総務課 ☎ （４０ ）２２１１㈹
市の顧問弁護士による市民
を対象とした法律相談を開催

希望者にオリーブの
苗木を配布します

成年後見・福祉サービ
ス利用援助相談会開催

10
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⑭
平成23年２月
広報えたじま
平成23年２月

⑮ 広報えたじま
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2月20日㈰ 午前11時スタート
能美運動公園をスタート・ゴールに、全
長18㎞のコースでたすきをつなぎます。
問江田島eスポーツクラブ事務局

☎（４５）５４６１

総務省では、経済的な理由
で地上デジタル放送をまだ視
聴できないＮＨＫ放送受信料
全額免除世帯に対し、簡易な

2月20日㈰ 午前９時～
（小用みなと公園・江田島町小用）
市内の団体が、特産品などを販売します。
問えたじまポートプラザ協議会事務局

（江田島市商工会）☎（４２）０１６８

問市社会福祉協議会
☎（４０）２５０１

２月19日㈯ 午前10時～（雨天中止）
その時季に収穫した野菜などを販売します。
（タカノス交流広場・江田島町切串）

問農林水産課 ☎（４０）２７７０
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第34回江田島市駅伝

オリーブの苗木

えたじまポートプラザ

10 14

えたじま地産地消市場

問農林水産課
☎（４０）２７７０

江田島市カキ祭
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2月1日㈫ 午後２時～
（市議会議場・江田島町中央）
当日は市内小・中学校から26人が参加し、
日ごろの疑問や提案などについて一般質問を
行います。

問学校教育課 ☎（４０）３０３５

子ども議会

成年後見制度について知り
たい・今後の一人暮らしの生
活が不安だ…など、日常生活
や法律に関する不安や困った
こと、社会福祉士・司法書士
が相談に応じます。相談は無

2月6日㈰ 午前10時～
（中町みなと公園周辺・能美町中町）
カキの試食や特産品販売など、盛りだくさ
んの催しを行います。（６ページに関連記事）
問カキ祭実行委員会（商工観光課内）

☎（４０）２７７１
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耕作放棄地解消の取り組み
の一つとして、市内でオリー
ブ栽培をしてみたい人へ苗木
を有料で配布します。価格は
１年生（高さ約 ㎝）が１本
１００円、３年生（高さ約１
ｍ）が１本６００円です。配
布を希望する人は、所定の用
紙で申し込んでください。
受付期限 ２月 日㈫
配布時期 ３月上旬（予定）
申込場所 市役所本庁・各支
所・出張所・サービスセン
ター（申込用紙もあります）

市内の主な行事

