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～げんきにそだってね～
江南休憩施設にオリーブを植樹

算
予
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平成29年4月

広報えたじま

ワクワクする未来を創る予算

人口減少の改善を図り、住む人も、訪れる人も
「
『ワクワクできる島』えたじま」づくりに向けた３つの挑戦！

～「『ワクワクできる島』えたじま」づくりに向け～
には、限りある財源、人員な
どを効率的・効果的に運用す
る必要があり、これまで、ス
リムで効率的な行財政運営の
ための取り組みを進めてきま
した。
しかしながら、今後も見込
まれる深刻な人口減少傾向を
好転させるためには、市全体
で危機感を共有し、投資を伴
う積極的な挑戦が必要です。
当面は投資などによる歳出
の増加が見込まれるため、「第
３次行財政改革大綱」に掲げ
る「選択と集中による事務・
事業の重点化」を図りながら、
「 第 ２ 次 総 合 計 画 」「 総 合 戦
略」ならびに「第２次財政計
画」を一体として着実に推進
し、取り組みの効果を高めて
いくこととしています。
今回の予算は、人口減少傾
向の改善に向けて、果敢に挑
戦 し、
「『 ワ ク ワ ク で き る 島 』
えたじま」を築いていくため
の施策を盛り込んだ積極的な
予算です。
こ の こ と か ら、
『ワクワク
する未来を創る予算』である
と言えます。

「江田島市で子育てした
い」と感じることができる
ような，安心で魅力的な子
育て環境を構築します。
主な取組項目
①通学費等の子育て世代の
負担軽減
②安心な保育サービスの実施
③豊かな教育環境の確保・提供
④次世代を担う子どもの誕
生の応援
⑤公園の整備内容の検討

テーマに、これまで築いてき
た成果を活かし、新たなチャ
レンジを重ねることで、人口
減少傾向の改善に挑戦してい
くことを目指しています。
３つの重点テーマ
▼しごとの創出
市内に新たな「しごと」を
生み出し、市内で働きたいと
希望する人と結びつけること
により、産業の活性化と定住
人口の確保を図ります。
▼子育てしやすい環境づくり
「 子 ど も を 産 み や す い、 子
育てがしやすい」と実感でき
る環境づくりを推進し、将来
を担う宝である人材を育みま
す。
▼健康寿命の延伸
いくつになっても、健康で
生き生きと、安心して地域で
輝き続けることができるまち
を構築します。
これらの施策を進めるため

●３つの重点テーマ

平成29年度予算書
は、図書館や公民
館（江田島、中町、
沖美、大柿）で見
ることができます。

将来を支える若い世代が、
江田島市に住み続けるため
の「しごと」を創ります。
主な取組項目
①新たな宿泊観光関連施設
の整備
②廃校施設跡地などを活用
した企業誘致
③６次産業化や地産地消の促進
④農業･漁業の担い手確保
⑤起業･創業の促進
⑥しごとと人のマッチング

市民の皆さまが元気でいき
いきと暮らす、「健康寿命」
日本一の江田島市を目指し
ます。
主な取組項目
①市民の主体的な健康づく
りの促進
②高齢者の活躍の場の確保
③疾病の予防や早期治療
④高齢者が安心して暮らせ
る仕組みづくり

子育てしやすい環境づくり

☎（４３）１６２９
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29

健康寿命の延伸

しごとの創出

問財政課

平成 年度の予算が、２月
定 例 議 会 で 可 決 さ れ ま し た。
一般会計の総額は、前年度
比 ％増の１５８億５０００
万円。特別会計・企業会計を
含めた総額は、前年度比 ％
増の２８２億６４７５万円と
なりました。
0.6

予算の特徴
平 成 年 度 の 予 算 は、
「第
２次江田島市総合計画」の３
年 目、 ま た、
「江田島市総合
戦略」の２年目の予算です。
本市の大きな課題である人
口減少の改善を図り、住む人
も、 訪 れ る 人 も「
『ワクワク
できる島』えたじま」づくり
に向け、
「しごとの創出」
「子
育てしやすい環境づくり」「健
康寿命の延伸」の３つを重点

1.2

平 成
29年度

業
事
な
主
度
年

成
平

平成29年度予算
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第２次総合計画の施策体系別

教育・文化部門

～人が育ち、
輝くまち～

産業・観光部門

～元気な産業・観光を
生み出すまち～

福祉・保健部門

～健康で安心して
暮らせるまち～

生活・環境部門

～生活と環境を守り、
高めるまち～

安全・安心部門

～災害に強く、安心して
暮らせるまち～

基盤部門

～しっかりとした
基盤を備えたまち～

地域部門

～地域が元気で、
にぎやかなまち～

その他事業

③ 広報えたじま

「縁」をキーワードとした

■定住促進通学費支援事業【新規】（2,840万円）［承縁］
「総合戦略」
の重点プロジェクト
…本市を発着点とする公共交通機関の通学定期券の購入費を補助する。
交縁 交流促進による縁づくり
■ＩＣＴ活用事業【新規】（540万円）
定縁 縁のある人の定着促進
…事務処理の平準化・効率化を図るため、校務支援システムを導入する。
承縁 次代への縁の承継
■外国語指導業務委託【拡充】（1,439万円）
…小学校での英語科の実施に向け、外国語指導助手を増員し、配置拡充する。
■ふるさと再発見事業【新規】（340万円）［定縁］
…市民にふるさとの良さを再発見してもらう機会を提供する。
■イノシシ１１０番の設置【新規】（218万円）
…イノシシなどの有害鳥獣に対する心配ごとや困りごとに対する相談窓口を新たに設置し、初期対応を
充実する。
■６次産業化対策事業【新規】（581万円）
…６次産業化・地産地消推進協議会を設置し、６次産業化に関する推進戦略を策定する。
■しごとの場創出事業【新規】（107万円）［定縁］
…廃校施設跡地等を貸し付け、参入企業を募集し、雇用機会を創出する。
■魅力ある宿泊観光関連施設整備事業【新規】（926万円）［交縁］
…能美海上ロッジに替わる新たな観光振興の拠点となる宿泊観光施設を整備する。
■定住促進奨学金返還支援事業【新規】（1,220万円）［承縁］
…子育て世代の負担軽減、ＵＩＪターンによる移住促進を図るため、奨学金の返還金の一部を補助する。
■障害者施設整備費補助金【新規】（3,000万円）［定縁］
…障害者就労継続支援Ａ型事業所の開設に係る施設整備費等を、施設開設事業所に対して助成する。
■（仮称）認定こども園えたじま新築工事【新規】（6億9,367万円）
…老朽化した江田島・宮ノ原・飛渡瀬保育園、認定こども園こようの４園を統合し、認定こども園を新設する。
■第３次健康えたじま21計画の策定【新規】（780万円）
…第３次健康えたじま21計画、第２次食育推進計画などを併せて策定し、市民の生涯を通じた主体的な
健康づくりを推進することにより、「健康寿命も平均寿命も日本一」の江田島市を目指す。
■犯罪被害者等支援事業【新規】（43万円）
…犯罪被害者に対して、当面の生活を保障するため、見舞金を支給する。犯罪被害者支援ボランティア
を養成するため、受講経費などを助成する。
■津波避難見える化事業【新規】（162万円）
…市内の主要道路の浸水想定境界地点に路面標識のシール表示をする。
■ジュニア防災リーダー事業【新規】（38万円）
…小学生および保護者を対象とした防災キャンプを実施することで、将来の地域防災を担う人材を育成
するとともに、保護者である若い世代に対して防災意識の普及啓発を図る。
■大型化学高所放水車整備事業【新規】（１億3,178万円）
…大型化学車・大型高所放水車の機能を集約させた大型化学高所放水車を整備する。
■消防庁舎建設事業【新規】（１億4,534万円）
…消防本部（署）新庁舎の基本・実施設計などを行う。能美出張所新庁舎の基本・実施設計などを行う。
■公共施設整備基金管理費【新規】（3,000万円）
…今後の公共施設の整備および更新等に係る経費に備え、公共施設整備基金を新たに創設する。
■鹿田公園外都市基幹公園等整備事業【新規】（1,000万円）［交縁］
…新たな公園の役割や魅力を創出すべく、各公園の特色を活かした整備や管理運営方法などを検討し、
計画的に整備していく。
■がけ地近接等住宅移転補助金【新規】（803万円）
…がけ地の崩壊などにより、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある対象区域内の危険住宅を安全な場所
に移転するための除却・建設費用を補助する。
■建築物土砂災害対策改修促進事業補助金【新規】（76万円）
…住宅・建築物の災害対策工事に要する費用の一部を補助する。
■えたじま向上委員会事業【新規】（290万円）
…地域力の向上を図るため、委員を市民から募集し、委員会運営を専門業者へ委託する。また、取り組
みを実行するための費用を補助する。
■首都圏えたじま縁つなぎ事業【新規】（80万円）［交縁］
…首都圏において、江田島市と『縁』を有する在京者が起点となった、『縁』の維持拡大等に資するため
の取り組みの実施を支援する。
■縁づくり！えたじま海生交流事業【新規】（20万円）［交縁］
…隣接都市圏である広島市民に対し、江田島市への来訪機会を提供することにより、江田島市の認知度
の向上を図る。
■まちづくり団体支援補助金【拡充】（2,300万円）
…地域が主体となって取り組むまちづくり活動に対する支援を行う。意欲ある地域団体から提案事業を
募集し、先駆的な取り組みに対して補助をする。
■江田島空き家物語（仮）ウェブサイト構築事業【新規】（50万円）［定縁］
…一般市場では取り扱われない空き家を紹介するウェブサイトを構築する。
■職員研修の充実【拡充】（854万円）
…「強い行政組織」を構築するため、職員研修の充実に積極的に取り組む。

平成29年4月

平成29年度予算
一般会計の概要
一般会計は、歳入で市税や
地方交付税、県支出金などが
減収となる一方で、繰入金や
市債、国庫支出金などが増と
なっています。
歳出の目的別では、民生費
が全体の ・５％、総務費が
・０％、公債費が ・６％
となっています。
性質別では、人件費が職員
給料や共済費の減などにより
減少、投資的経費は普通建設
事業が、公共施設再編整備事
業、保育施設整備事業、道路
維持・改良工事などの増によ
り増加、補助費等が、新たに
創設した補助制度や補助内容
17

30

13

0.7

分担金及び負担金
1億925万円
(0.7%)

寄附金
727万円
(0.0%)

5,000万円

繰入金
7億8,610万円
(5.0%)

地方譲与税等
7億9,480万円
(5.1%)

繰越金
0.1万円(0.0%)

地方交付税
65億5,000万円
(41.3%)

諸収入
4億127万円
(2.5%)

自主財源（25.5%）
依存財源（74.5%）

積立金
5,138万円
(0.3%)

維持補修費
2億336万円
(1.3%)

補助費等
21億2,078万円
(13.4%)

災害復旧費
1,900万円
(0.1%)

繰出金
10億3,511万円
(6.5%)

歳出

5,000万円

普通建設事業費
28億1,272万円
(17.8%)

義務的経費(45.2%)
投資的経費(17.9%)
その他の経費(36.9%)

28

28

29

扶助費
17億2,179万円
(10.8%)

公債費
21億5,198万円
(13.6%)

29

一般会計歳出（目的別）
予備費
2,500万円
議会費
(0.2%)
諸支出金
1億8,738万円
8億4,932万円
(1.2%)
(5.4%)

予備費
2,500万円
(0.2%)

人件費
32億9,191万円
(20.8%)

158億

物件費
22億7,697万円
(14.3%)

28

34

29

一般会計歳出（性質別）
投資及び出資金・貸付金
1億4,000万円(0.9%)

9.9

基金の見込み
平成 年度末および平成
年度末の基金残高見込みは、
表のとおりです。平成 年度
では、財政調整基金から財源
調整のため、６億３０００万
円の繰り入れを見込んでいま
す。

歳入

158億

89

市債の見込み
平成 年度末および平成
年度末の市債残高見込みは、
表のとおりです。一般会計で
は、借入額が元金償還額を上
回るため、残高が増加する見
込みです。

使用料及び手数料
1億9,904万円
市税
市債
(1.2%)
23億8,840万円 25億1,507万円
(15.9%)
(15.1%)
財産収入
県支出金
2,959万円
8億4,761万円
(0.2%)
(5.3%)
国庫支出金
12億2,160万円
(7.7%)

の充実などにより増加となっ
ています。
特別会計・企業会計の概要
特別会計は、平成 年度と
同様に９会計です。特別会計
の総額は、 億９１５０万円
で、前年度に比べ６５３０万
円（△ ％）の減額となって
います。
企業会計は、水道事業およ
び下水道事業の２会計で、２
会計全体の収益的支出と資本
的支出の計の総額は、 億２
３２５万円で、前年度に比べ
３億８００万円（ ％）の増
額となっています。

一般会計歳入

『ワクワク』する
『未来』を
『創る』予算
平成29年度予算

公債費
21億5,198万円
(13.6%)

災害復旧費
1,900万円
(0.1%)
教育費
11億100万円
(6.9%)

歳出

消防費
8億9,085万円
(5.6%)
土木費
12億8,566万円
(8.1%)
商工費
2億1,475万円
(1.4%)
農林水産業費
6億3,401万円
(4.0%)

総務費
26億9,771万円
(17.0%)

158億

5,000万円

労働費
3,204万円
(0.2%)

民生費
48億4,156万円
(30.5%)

衛生費
9億1,974万円
(5.8%)

広報えたじま
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④

平成29年度予算

会計別予算
会計名

平成29年度

平成28年度

一般会計

158億5,000万円

157億5,000万円

0.6%

46億5,000万円

46億2,200万円

0.6%

4億4,300万円

4億6,200万円

△4.1%

36億5,900万円

36億5,600万円

0.1%

介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計

1,150万円

1,180万円

△2.5%

住宅新築資金等貸付事業特別会計

2,100万円

2,200万円

△4.5%

港湾管理特別会計

4,400万円

4,400万円

0.0%

地域開発事業特別会計

9,800万円

1億5,300万円

△35.9%

宿泊施設事業特別会計

6,200万円

6,000万円

3.3%

300万円

2,600万円

△88.5%

89億9,150万円

90億5,680万円

△0.7%

水道事業会計

14億3,457万円

11億7,747万円

21.8%

下水道事業会計

19億8,868万円

19億3,778万円

2.6%

34億2,325万円

31億1,525万円

9.9%

279億2,205万円

1.2%

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

交通船事業特別会計
計
企業会計

計

比較

※企業会計の予算額については、収益的支出と資本的支出の計
282億6,475万円

全会計（計）

基金の見込み
平成28年度末
現在高見込額

区分

平成29年度中増減見込額
当該年度中積立見込額 当該年度中取崩見込額

財政調整基金

57億834万円

750万円

減債基金

9億4,168万円

160万円

その他目的基金

33億4,320万円

一般会計 計

99億9,322万円

6億3,000万円
–

平成29年度末
現在高見込額
50億8,584万円

万円

9億4,328万円

4,228万円

1億5,076万円

32億3,472万円

5,138万円

7億8,076万円

92億6,384万円

会計別市債の見込み
区分
一般会計

特別 住宅新築資金等貸付事業
会計 宿泊施設事業
企業 水道事業
会計 下水道事業

全会計（計）
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平成28年度末
現在高見込額
182億2,573万円

4,786万円

4,317万円

13億3,351万円

53億8,160万円

250億3,187万円

平成29年度中増減見込額

当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額
23億8,840万円
–

–

万円

万円

3億円

8,610万円

27億7,450万円

平成29年度末
現在高見込額

19億7,547万円

186億3,866万円

4,317万円

0万円

1,355万円

1億4,641万円
3億7,366万円

3,431万円

14億8,710万円

50億9,404万円

25億5,226万円 252億5,411万円

特集「民泊」５年間の軌跡
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データと活動
（平成 年～平成 年）

５年間の軌跡
～数字でみる民泊事業～

民泊
問交流促進課☎（４３）１６３２

24

27

10

そして、なんと その子に
お祝いを持ってきてくれてい
て、「まさか民泊で受け入れ
た子に祝ってもらえるなんて、
思っても見なかった」と娘さ
ん。
娘さんも当時の笑い話とし
て、『受け入れた生徒の１人
が、離島式の代表あいさつを
した時、「（自分たちが）生
きている間にまた訪れたい」
と言って、会場内に笑いが起
きたの覚えている』と語って
くれました。民泊家庭のこと
として捉えると微妙なニュア
ンスに聞こえますね。
それを考えるとこんなに早
く来てくれてうれしいと皆で
盛り上がりました。
民泊はこんなステキな出会
いができます。

!!
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加島さん宅へ（江田島町）

48

民泊生徒再び
21

!!

月 日㈫、午前９時 分
の高速船で、彼女たちは再び
この地を訪れました。民泊家
庭への感謝と報告を手土産に。
加島清志さん家族（江田島
町）が、平成 年 月に受け
入 れ た 埼 玉 県 立 鴻 巣 こ( う の
す 女) 子 高 校 の 生 徒 ４ 人 が 大
学進学を決め、卒業旅行で
帰ってきました。
旅行は１泊２日と短く、そ
の半日をなんと江田島市への
再訪に時間を取ってくれたよ
うです。
出迎えた加島さん家族は、
沖美町の入鹿海岸へ、お昼に
は、大豆うどんを食べに「さ
くら」へ立ち寄りました。
道中の車内では昔話に花を
咲かせたよう。
また、『当時、「性別は
どっちですか？」と猫の性別
を聞いた時、加島さんの娘さ
んが「男の子だって」ってお
腹を触りながら、わが子のこ
とを答えてくれたことが面白
かった』と話してくれました。
受け入れの際、娘さんは妊
娠中で、受け入れた翌月に出
産しました。その子が目の前
におり、生徒たちは、わが子
のように抱いて喜びました。
2

特集「民泊」５年間の軌跡

受け入れ 校 数 と 人 数 の 推 移

修学旅行等受け入れ実績（平成24年度～28年度）
24校
受入生徒数

3,000

体験のみ
受入校数

受入生徒数

3,187

民泊（宿泊数）

2,408

175

1,500
2,149

134

2校

500

143

137

1,097

1,006

1,000

2,000

1,749

1,719

12校

1,500

2,500

259

2,035

2,000

1,000

1,606

1,582

500

872

175

民泊（宿泊数）

3,000

2,758

民泊

2,500

（人） 0

21校

21校

0 （泊）
（年度）

年度

28

年度

27

年度

26

年度

25

年度

24

計80校（同校重複含む）

受け入れの傾向
受け入れの数は、右肩上が
りで、平成 年度は約 千人
が訪れる予定です。
春は中学生が多く、都道府

平成24年度～28年度受け入れ実績（都道府県別）

29

韓国 2校
広島県 29校

岐阜県 1校

長野県 1校

青森県 1校

石川県 1校

徳島県 1校
大阪府 13校
奈良県 5校
三重県 1校

埼玉県 10校
愛知県

1校

東京 1校
神奈川県 5校

県別では、兵庫県や大阪府な
どの関西圏が多く訪れていま
す。
秋は高校生が多く、埼玉県
や神奈川県などの関東圏が多

佐賀県 1校

（小学生）

4

新潟県 1校

兵庫県 6校

く訪れています。
奈良県の県立平城高校は平
成 年度からの初受け入れ校
で、５年連続訪れています。
24
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27

57.1
最近の児童や生徒の意見や考え方を知ることができた

40.0
自らの経験や知識・技能を提供することで
生きがいを感じることができた

12

12.9
その他

民泊家庭全体
（N=70）
8.6
民泊受入後に、児童・生徒や
保護者等との交流が始まった

益財団法人

日韓文化交流基

外務省関係団体である「公

験されました。この体験で、

んですが、男子生徒さんも体

多く、女子生徒さんはもちろ

韓国青年訪問団の受け入れ
（２月 日㈯～ 日㈪）

金」から民泊での国際交流の

日韓文化交流基金の担当者

より日本の習慣・文化に触れ

と生活を共にし、日本の習

の方からは「是非また来年も

お話をいただき、韓国の高校

慣・文化に対する理解を深め

訪れたい」と言っていただき、

合えたものと思います。

ることを目的として、江田島

また、大柿高校の先生にも、

ました。

今後も民泊を通じての、こ



人（男子５人・女子 人）で、

の国際交流を続けて行ければ

▶着物着付け体験の様子

将来、日本への大学進学や就

さん（１年生から３年生）

韓国全土から選抜された生徒

民泊の受け入れを行いました。 「是非また来年も交流をお願
今 回 も 韓 国 青 年 訪 問 団 は 、 いしたい」と言っていただき

市で２年連続２回目の外国人

生が民泊受け入れ家庭の方々

20

と思います。
した。

全行程は、９泊 日で東京

から各地域を回り、その内の

２泊３日で本市へ訪れました。

１家庭へ２～３人ずつ、

家庭に分かれ、家族の一員と

して普段の生活を体験しまし
た。

最終日には、昨年に続き大

柿高校で生徒間の交流も行い
ました。

今回は、昨年よりも着物を

着てみたいという生徒さんが

⑧

平成29年4月

広報えたじま

18

職も視野に入れて訪問されま

34

12

94

61.4
地域の人や民泊受入家庭同士の交流が深まった

29

70

30.0
民泊体験料により収入増加につながった

10

平成 年４月～ 月までに、
民泊を１回以上受け入れた家
庭 件を対象としたアンケー
トを実施し、 件から回答を
いただきました。

77.1
児童や生徒の交流から、楽しみや元気をもらえた

100
80
60
40
20

受け入れ 家 庭 ア ン ケ ー ト

民泊受け入れを行って良かったと感じたこと

その他自由意見
・海のない土地から来た
生徒の喜ぶ顔が良い
・思っていたより行儀が
良かった。
・後日、写真や手紙をい
ただき感激。
・生徒からのお手紙をも
らったとき。
・その都度相手が違うの
で、初めての気持ちで
対応できた。
・実に楽しく、子どもたち
は皆、非常に愛おしい。
0

児童や生徒との交流について
民泊受け入れ全体を通じた満足度

特集「民泊」５年間の軌跡

14%

生徒自由意見
生徒アンケートの自由意見
（平成 年度分）をいくつか
ご紹介します。

ベイエリア全体での受け入れ実績

本市の民泊事業を後押し
広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会

年 度か

（平成 年２月 日時点）

同協議会は、平成

ら広島平和学習に加えて瀬戸

※ただし、集計対象は県外中

56,687人

・私が住んでいる街とは全く

内海と周辺部特有の豊かな自

学・高校生の修学旅行が主で、

346校

違って、とても楽しかったで

然を活かした、多彩な体験プ

県内の小学生による野外活動

4,674人

す。街の真ん中に海があって、

ログラムを用意し、広島湾域

や外国人との国際交流は含ま

26校

どこから見ても海を見ること

とその周辺部への滞在と交流

れていない。

H24

ができて、とても良かったで

人口の拡大を図るため、農山

15,205人

す。今度はもっと良い季節に

85校

漁村生活体験（民 泊）の修学

3,752人

訪れたいです。

旅行誘致を重点的に推進して
います。

同協議会は、本市のほかに

周 防 大 島町（山口県 ）、県 内

北広島町、福山市沼隈内海町、

では大崎上島町、安芸太田町、

観光

25校

・普段見ることができないた
くさんの星空や、広い海を見
ることができたり、農業体験
ができたのでとてもうれし
かったです。また行きたいと
思いました。

庄原市など９市６町および趣

旨に賛同する民間企業等によ

り構成されています。

月に「第８回

12,253人

H23

H29
（見込み）

80校

合計

受入人数
4,566人
6,817人
8,017人

H28

・海が見える家で朝日や夕日
がとてもきれいでした。私の
住んでいるところは海が見え

民泊の取り組みを始めて以

降、民泊受け入れ７地域を訪

年度で年間１

れる学校数は着実に増加傾向
にあり、平成

２０００人、延べ４万人とな

年

校数
32校
40校
50校

660人

ないのでとても新鮮だった。
料理もおいしかった。
・参加する前は不安だったけ

19

そのことが国に評価され平

りました。
成

年度
H25
H26
H27

３校

ど、参加するととても楽しく、
帰りたくなかったです。ご飯
も協力して作って、とてもお
いしかったです。また行きた
いです。参加を受け入れてく

受入人数
35人
212人
496人

28

校数
１校
１校
３校

不満
どちらかというと不満

29

年度
H19
H20
H21

H22

28

庁長官表彰」を受賞されまし
た。

平成29年4月

⑨ 広報えたじま

ださった江田島の皆さんに感
謝したいです。ありがとうご

10

2% 1%
2%

27

ざいました。

28

どちらかというと満足
満足

生徒アン ケ ー ト

生徒の満足度

81%

95％の高い満足度を
いただいています。

どちらともいえない・不明

H25～27でアンケートを実施し、回答があった学校19校（2,003人）の集計結果

特集「民泊」５年間の軌跡

平成23年2月
2度目の藤澤安良さんの講演会を
開催（このとき民泊家庭８軒登録）

平成23年度
研修会やモニター校（清風中学）
の受け入れをしながら、体制整備

平成24年10月
修学旅行初受け入れ（平城高校）

以降、毎年、研修会等を繰り返し
ながら、受け入れを行っています。

広島湾ベイエリア・海生都市圏

日㈷にグラ

人での参加となり、

の土手副市長と事務局を含め

ると総勢

７つの民泊受け入れ地域の中

で最も多い数でした。

「体験は交流の手段である。

共通体験を通し、生徒へ道具

の使い方や必要性、夢や希望

など、よく話すことが重要で

ある」と藤澤安良さんの基調

講演をはじめ、各地域の代表

が壇上にあがり、地域の課題

や目標などを話し合うパネル

ディスカッションや情報交換

会で地域間交流などをして意

識醸成を図りました。

年２月

日に開

参加者総数は２０２人で、

前回は平成

となります。

催されており、今回が２回目

21

民泊事業について

年２月

島市）で開催されました。

民泊での修学旅行誘致に取

り組む広島・山口両県７市町

の受け入れ家庭（住民）の交

人。

流が主目的で、本市から参加

家庭

33

江田島海生体験交流協議会長

の民泊家庭は、

24
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受入れ地域交流会へ参加

平成

11

ンドプリンスホテル広島（広

29

38

27

29

平成22年10月
体験型観光の第１人者である藤澤
安良さん（㈱体験教育企画）の講
演会を開催

民泊登録家庭の
問交流促進課☎（４３）１６３２

民泊が気になっている方へ

民泊が地 域 に も た ら す 効 果
交流促進課 山中貢課長
民泊事業は、投資無しで、
豊かな自然さえあればできる
■波及効果
事
業です。
■体験料収入
これまで、海に囲まれてい
ボランティアでは長 続 きし
受け入れた民泊家庭の感想
ることが、地域発展の妨げに
ません。受け入れ家庭には、必
▼生徒から元気・若さ・明る
なっていると思っていました
要 経費をお支 払いしています。 さが得られる。
が、これが売りになると気付
かせてもらいました。
▼住んでいたら日常すぎてわ
■経済効果
修学旅行を受け入れること
からない自分たちの地域の良
で全国に多くの江田島ファン
１泊２日で民泊をするとだ
さが再認識でき、誇りを持て
が生まれ、またリピーターと
いたい１人１万円ぐらいの消
るようになった。
して戻ってきてくれる。
費となります。
また、受け入れ家庭におい
▼旧町の壁が取れた市全体
本市の平成 年度受け入れ
で の 初 め て の 事 業 だ と 思 う 。 ては、地域を越えた新たなコ
ミュニティができ、料理教室
予定の４千人で計算すると、
（新たなコミュニティの形成）
などで交流を深めています。
ざっと４千万円が地域で消費
▼夫婦の会話が増えた、友達
いい事ばかりの事業ですが、
されることになります。２泊
が増えたなど、生きがいづく
その反面、受け入れ校の増加
すれば、さらにプラスとなり、
に対して、受け入れ家庭が足
りや健康維持、老化防止にも
お土産等の消費があれば、さ
りていないといった課題もあ
一役買っている様子がある。
ります。
らに増えます。
この民泊事業が、人口減少
が進む中、交流人口を増やし
て、地域活性化の一助になれ
ばと思っています。

江田島市の民泊のあゆみ

代表者世代別割合
▶受け入れ自体の詳細は、交流促進課へお問い合わせください。
▶すでに受け入れているお知り合いの方がいたら、その方の受け入れの 20～30歳代
約５％
様子を見学させてもらってはいかがでしょう？
40～50歳代
約20％
▶まずは、受け入れを手伝ってみることから始めてはいかがでしょう。
約70％
▶受 け入れは、２～３年後になっても構いません。受け入れを視野に、 60～70歳代
いつかくる世代交代のためにも、今から一緒に一歩ずつ取り組みを始 80歳以上
約５％
めませんか？

【江田島市地域おこし協力隊（写真左から）】

の石津が担当します。新たな年度に

４月号は地域スポーツ振興支援員

のコースも眺めが良かったり、中道

に各地域を歩いてまわりました。ど

のポイントを紹介してもらい、実際

地域の方にアドバイスやオススメ

遂行することができました。活動の

方々の支えもあり、１年間の任務を

同じ協力隊のメンバーや、地域の

中で達成できたこと、できなかった

から江田島市に移住し、生活をして

に入れば神社やお寺があったりと見
たまには普段歩かない地域を歩い

いく中で、新たな魅力を発見し、さ

ことがたくさんあります。昨年４月

てみたり、いつも歩いているコース

らに好きになりました。

今後も、私ができることを模索し

て活動していきたいと思っています。

かけることがあれば気軽に声を掛け

けていきますので、もしどこかで見

発見があるかもしれませんよ。

から少し寄り道したりすると新たな

どころは満載です。

新たな道へ進みます。

気分転換にお花見など外へお出か

変わり、忙しい季節になりました。
けするのはいかがですか？
年目に入りました！

江田島市の地域おこし協力隊導入
が

出前講座してきました
３月に江田島町にある、とある事

業所で、「心と体の健康」について

月からも江田島市内で生活を続

の人の前で話をするのは卒業論文以

の出前講座に行ってきました。大勢

来のことです。普段の生活の中にあ

今回、つむぐ通信を担当した石津
隊員は、３月末で地域おこし協力隊
を卒業しました。
石津隊員は地域スポーツ振興支援
員として活動し、体力づくりや健康
づくりの部分に着目して、各種の講
座などにも積極的に出向いていただ
きました。
また、昨年 月には、カヌーで国
民体育大会にも出場し、市のスポー
ツ振興を盛り上げてくれました。
今後は地域おこし協力隊の経験を
いかして、江田島市で活躍していた
だきたいです。
１年間お疲れ様でした。

１年間ありがとうございました。

てください。

と思います。貴重な体験をさせてい

▶すこし山を上がるだけできれい
な景色が眺められます。

４月から地域おこし協力隊の２期

ただきました。

年明けから、皆さんの歩くきっか

生も入ってきます。私はというと３

出会いと別れ
けになればと思い、ウォーキング

地域をぶらりと

ポーツ）に関心を持っていただけた

この講座で、ストレスや運動（ス

筋力トレーニングを入れてみました。

いただくため、実際にストレッチや

運動やスポーツにも興味を持って

不快に思わないストレスもあります。

ストレスだったり、その人にとって

普段、気づいていないことが実は

いただきました。

のための運動についてお話をさせて

るストレスと体（心）の関係と予防

4

2

月末で地域おこし協力隊を卒業し、

平成29年4月
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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!!

マップの作成に取り組んでいます。

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11

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、地域おこし
に関する企画や提案を紹介していきます。

江田島市かきカキマラソン大会～潮風を浴びながら走るファミリーマラソン～

▲さくらプリンセスから参加賞を受け取るランナー

島内を走るマラソン大会

３月５日㈰、沖美町の高祖埋立地を
主会場として、第40回江田島市かき
カキマラソン大会が開催され、約１,
６００人のランナーが潮風を浴びなが
ら、海岸線のコースを疾走しました。
走り終えたランナーたちは、参加賞
のスイートピーを受けとったあと、ス
タッフが焼いた焼きガキや出店されて
いたカキ汁などを堪能し、特産物を買
い求めました。
参加者は、「とてもきれいな景色の
コースで気持ちよかった。次回も是非
参加したい」と感想を述べていました。

▲焼きガキを楽しむ参加者たち

２月19日㈰、第40回江田島市駅伝大会が能美総合
運動公園を主会場に開催され、71チームが市内の幹
線道路をたすきでつなぎました。
各部門の１位
市内女子 幹部候補生 ＢＥＡＵＴＹ ＦＩＶＥ
市内男子 幹部候補生 陸上部
一般女子 祇園ＫＩＴＡなでしこ
一般男子 チーム佐藤

◀中継所でのたすきリレー

江田島市駅伝大会 ～チームでたすきをつなぐ～

◀表彰状を受け取る
山田隆見部会長

江田島野菜出荷組合が「優良出荷者」として受賞



２月10日㈮、広島市中央卸売市場中央市場で江田島野菜
出荷組合胡瓜（キュウリ）部会が「優良出荷者」として表彰
されました。
この賞は、今年度からはじまった出荷者表彰制度で、広島
市中央卸売市場へ生鮮食品などの出荷に力を入れている事業
者が「優良出荷者」として表彰されます。
胡瓜部会は県内最大のキュウリ出荷組織で、広島市場へ上
質なキュウリを長年にわたり、重点的に出荷したことが評価
されました。
広報えたじま
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江南休憩施設にオリーブの古木を植樹 ～市のシンボルツリーに～
３月７日㈫、江田島町江南の江南休憩施設でオ
リーブ古木銘板除幕式が行われ、飛渡瀬保育園の園
児や関係者で除幕を行いました。
この古木は、市民の方の指定寄附により購入した
スペイン産の樹齢４００年のもので、「オリーブで
輝く江田島市」のシンボルとして、オリーブスト
リート（大君交差点～江南休憩施設）の起点と終点
に植えられました。
オリーブは、樹齢３,０００年のものが現存する
ほど長寿の木で、平和や幸福、繁栄の象徴とも言わ
れています。
参加した飛渡瀬保育園の園児たちは、「元気に
育ってね」とオリーブに話しかけていました。
▲銘板の除幕を行う園児代表と関係者

交通安全協会などが横断旗を贈呈

２月27日㈪、本年度第３回目の江田島市自治会
連合会が開催されました。明岳（あきおか）市長、
土手副市長が出席し、平成29年度の自治会予算や
地域の課題などについて、活発に意見交換を行いま
した。
また、明岳市長から、市の新規・拡充事業などに
ついて説明を受けました。
今後も市自治会連合会では、住みやすいまちづく
りや、地域の活性化をめざして活動します。
▶まちづくりについて協議
する自治会長たち

▶警察 官 か ら 安 全 な
渡り方を学ぶ児童
たち

２月21日㈫、江田島小学校で、交通安全横断旗
の贈呈式が行われました。
式では、江田島市交通安全協会の大下副会長から、
教育長へ目録が手渡され、また土手副市長から、同
校の岡田校長へ横断旗が手渡されました。
これは、江田島市交通安全協会、江田島警察署お
よび市が連携し、市内小学校付近の横断歩道に黄色
い横断旗を設置し、児童を交通事故から守ろうとい
う取り組みです。
横断旗を受け取った児童たちは、早速、学校前の
横断歩道で、江田島警察署警察官の指導により、横
断歩道の安全な渡り方を学んでいました。

第３回江田島市自治会連合会を開催

認知症サポーター養成講座

⑬ 広報えたじま
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２月26日㈰、地域の方が中心となり、林山ゆうひが
丘公園（沖美町是長）で「焼牡蠣でもたべようかい」
が開催され、多くの参加者で賑わいました。
また、会には県立広島大学の「江田島市応援プロ
ジェクトyell」の皆さんも参加し、会を盛り上げました。
▶多くの参加者で賑わう会場

▶養成講座の様子

２月21日㈫、江田島市役所で認知症サポーター
養成講座を開催し、新たに25人の方がサポーター
になりました。
講座では、受講者に認知症への正しい理解や、関
わり方について、グループワークを交えながら理解
しました。

沖美町で「焼牡蠣でもたべようかい」

日本語教室の立ち上げに向けて本格スタート！
～第１回日本語ボランティア講座実践編～

文化庁の「地域日本語教育スタートアッププログラム」が昨年の８
月から江田島市で始まっています。全国で採択された５自治体のうち
の一つが、ここ江田島市です。
このプログラムは、３年間で地域に根ざした日本語学習教室を作る
もので、外国人市民と日本人市民がお互い住みよい地域社会を作るこ
とで、地域を元気にしていくことを目的に実施されています。
今回はその一環として、２月18日㈯に市役所で「日本語ボラン
ティア講座実践編」が開催され、国際交流や日本語でコミュニケー
▲１コマ目の「生活マップ」づくり
ションをすることに興味がある方、約20人が参加しました。
１コマ目の「みんな毎日どんな生活してるの？みんなの活動範囲を
知ろう！」では伊東祐郎先生（東京外国語大学教授）が担当され、参
加者が作る「生活マップ」を使って市民の生活上の課題や地域の課題
を見つけ、「地域日本語教室」に期待される役割について話し合いま
した。
２コマ目の「地域で『暮らす』地域の『人財』を見つけよう・つな
がろう！」では、結城恵先生（群馬大学教授）が、ご自身の群馬での
取り組みを通して課題等を紹介されました。また、１コマ目で作った
「生活マップ」から「人財マップ」をグループごとで作り、江田島市
にいる人財（人材）が「地域日本語教室」でどのように活かせるのか
▲２コマ目の「人材マップ」づくり
について、具体的に考えました。
３コマ目の「楽しくなくっちゃ続かない！日本語活動を組み立てて
みよう！」では、犬飼康弘先生（ひろしま国際センター日本語常勤講
師）が、外国人住民が図書館で本を借りるという場面を設定して、そ
のために乗り越えなければならないハードル（日本人には思いもよら
ないものもありました！）や、また実際に窓口で使う言葉などを考え
ました。外国人市民が生活していくうえで必要な、様々な場面で使う
言葉を先に考えて、それに焦点を当てて練習することで、お互いの負
担が少なくなることを知りました。
今後もさまざまな取り組みを予定しています。途中からでも、1コ
マでも参加可能です。是非、皆さんも一緒に、江田島市が住みやすい
マチになるよう取り組みませんか。問人権推進課☎（４３）１６３５ ▲３コマ目の講義の様子

江小で雪を使った地域貢献授業

▶雪を 使 っ た 授 業 に 参 加
する児童たち

２月21日㈫、江田島小学校で地域の建設業者が
庄原市から運んだ約70トンの雪を搬入し、４年生
を対象に地域貢献授業を行いました。
授業では、「水を飲むとき先達の知恵や苦労を
知ってほしい」と題して、みんなが飲む水道水が利
用できるまでの過程を分かりやすく説明しました。
また、児童たちは搬入された雪を利用してソリな
どを使って遊び、普段なかなかできない雪遊びを楽
しみました。

新入学児童へ交通安全グッズなどを寄贈
小学校へ入学する児童の交通事故防止を願い、能
美島ライオンズクラブ（濱野博道会長）から黄色い
ランドセルカバー、損害保険ジャパン日本興亜㈱
他３社から黄色い
ワッペン、江田島
市防犯連合会（中
島勝会長）から不
審者対策のための
防犯ブザーが教育
委員会に寄贈され
ました。
市内小学校に通
学する新入学児童
を対象に配付する
予定です。

広報えたじま
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問市地域包括支援センター☎（４３）１６４０

この講座を受ければ、きっと将来
の自分のためにもなるはず。出前講
座の受講を希望されるグループや団
体等は、お気軽にご相談下さい。
対象 小学生～
所要時間
学校
分、一般
～ 分

60

90

認知症相談会＆いやしカフェ

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、気軽にご相
談ください。
同時に、いやしカフェを開催しま
す。相談がなくてもどなたでもご参
加いただけます。毎回楽しい企画を
ご用意していますので、お気軽にお
越しください。
相談会については、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 １ 水 曜 日 祝( 祭 日 の 場
合は翌週 )午前 時～正午

45

ひとり親家庭の小学４年～中学生を対象に現役大学生等による学習支援を行います。
「ちょっとここが解らないな」「試験のために勉強がしたいな」という方は、ご利用ください。
期間 ４月～３月（各月１回・夏季休暇８日間・冬季休暇２日間）
時間 午前9時30分～ 11時30分
定員 小中学生 合わせて15人
科目 国語・数学・英語・宿題
費用 無料
応募締切 ４月15日㈯
会場 大柿公民館（大柿町大原）
申し込み 受講申込書は市ＨＰまたは県ひとり親家庭等福祉連合会のホームページからダウ
ンロードできます。ＦＡＸまたはメールで申し込みをしてください。
問い合せ （一財）広島県ひとり親家庭等福祉連合会☎０８２（５４３）６８８９

いきいきサポーター養成講座

30

介護予防教室

地域の介護予防活動を応援する
「 い き い き サ ポ ー タ ー」 に な り ま せ
んか？
住み慣れた場所で、いつまでも元
気でいるために、自分自身の健康維
持について学びながら、地域に必要
なこと、自分にできることを、みん
なで一緒に考えましょう。
期間
第１期 ８月～９月
第２期 翌年１月～２月
場所 ２会場で開催予定
回数 各期週１回（１期全６回）
時間 午前 時～ 時 分もしくは
午後１時 分～３時
11

えたじまんのつどい

認知症サポーター養成出前講座

問子育て支援センター☎（４２）２８５２

学習支援受講者募集 !!

10

認知症にやさしい地域づくりを目
指し、随時、認知症サポーター養成
講座を実施しています。
認知症は、 歳以上の４人に１人
は発症、あるいはその予備軍だと言
わ れ て い る 身 近 な 病 気 で す。「 認 知
症サポーター」とは、認知症のこと
を正しく理解し、認知症の人やその
家族の良き理解者の方です。
サポーターになったからといって、
何かをしなければならないというこ
と は あ り ま せ ん。「 何 か お 困 り で す
か？」と声をかけてくれる人が地域
にいるだけで、認知症の方やそのご
家族は、とても暮らしやすくなりま
す。
65

住みなれた地域でいつまでもいき
いきと生活するために、介護予防教
室に参加しませんか？
体力の低下が気になる方、物忘れ
が気になる人、テレビが話し相手に
なってしまっている方、ぜひ一緒に
運動して、喋って、笑って、健康づ
くりを始めましょう。
送迎 自力で会場へ行くのが難しい
方について、相談に応じます。
内容 易しいストレッチやボールを
使った運動での筋力アップや、簡
単なゲームによる認知症予防等の
楽しいプログラム！

期間
場所
回数
時間
第１期
５月～７月
介護予防教室
第２期
各町で全期
（運動プログ
午前10時～
９月～11月
開催予定 各期
ラム）
11時30分
第３期
週１回
もしくは
12月～翌年２月
（１期全
午後１時30分
12回）
第１期
～３時
脳若教室（認
各町で１期
５月～７月
知力向 上プ
ずつ
第２期
ログラム）
10月～ 12月
※詳しい内容についてはお問い合せ下さい。なお、１期での卒業を目標
にしているため、継続参加は特別な場合を除き、お受けできません。
内容

3010

～気の合う仲間で健康づくり始めま
せんか？～
住み慣れた地域で、顔なじみの仲
間と、自分らしくいきいきと暮らす
ために、欠かせない健康。
「健康」になるには、 体
｢ ｣だけで
は な く、
「 心 」 と、「 人 と の 関 わ り 」
が と て も 大 切 で す。 一 人 で 頑 張 っ
ても、健康にはなれません。だから、
気の合う仲間と一緒に、健康になる
活動を始めませんか？
筋力アップに効果のある「いきい
き百歳体操」のつどい。まずは、話
を聞いて、するかしないかを、それ
から決めても大丈夫です。数人のグ
ループで始められます！関心のある
方は、仲間と声をかけあって、ぜひ
お気軽にご相談ください。

平成29年4月
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地域包括支援センター平成29年度事業

集
募

保育園（こども園）・小中学校給食での取り組み ４, ８５６食

栄養士が、園児などに食
育について話しました。

地域や団体での取り組み ２, ６７０食

・江田島町山田地区（老人会、サロン、男性料理教室） ・江田島町矢ノ浦地区（サロン）
・江田島町津久茂地区（子ども料理教室） ・江田島町鷲部地区（男性料理教室）
・能美町中町地区（女性会、サロン） ・能美町高田地区（サロン） ・大柿町大古地区（男性料理教室）
・大柿シルバー人材センター（料理教室） ・民泊郷土料理研究会 ・是長１自治会（かき祭り）など

江田島町老人クラブ連合会料理教室

スポーツ吹矢江田島オリーブ支部

食生活改善推進員地区講習会（中町）

大柿町柿浦 笑福亭サロン

三高会館 料理教室

市役所 えたじまん給食会

事業所や給食施設のある病院、
福祉施設での取り組み ６, １２８食
・海上自衛隊第１術科学校 ・国立
江田島青少年交流の家 ・介護老人
保健施設あすなろ ・特別養護老人
ホーム誠心園 ・特別養護老人ホー
ム江能 ・特別養護老人ホームまほ
ろばの里沖美 ・大君浜井病院 
・島の病院おおたに ・青木病院
（３月実施）・澤医院 ・吉田病院

飲食店での取り組み ４０６食
オリーブファクトリーでは、
オリーブオイルを使った「え
たじま恵みのサラダ」をメ
ニューに入れ、お客様には、
おいしいと好評でした。

食育専門委員会
（企画・実施担当）
から

ケアハウスこようの里親和園

このプロジェクトで、市民の皆さんへ「江田島自
慢の恵みのおいしさ」
「みんなで一緒に食べる楽しさ」
「選んで食
べることの大切さ」など、多くのことを感じていただけたと思い
ます。
本会も、市民の皆さんと一体となって１万食を達成でき、市全
体で取り組む意義や喜びを知りました。
これからも、
「健康寿命日本一＝食育の推進」を目指して、市全
体で取り組みます。
広報えたじま
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⑯

めざせ１万食！「えたじまん食育レシピ」１万食プロジェクト

総合計 １６,６０１食
１万食達成しました!!

取り組みに協力してくださった皆さん、
ありがとうございました。
問保健医療課 ☎（４３）１６３９
プロジェクトの概要
江田島の「食」を活かした「えたじまん食育レシピ」
をもとに作った料理を２月１日㈬～ 28日㈫の期間中
に、市民みんなが食べて１万食達成を目指そうという
取り組みでした。
協力団体
プロジェクト達成のために、家庭、保育(こども)園、
小中学校、地域、事業所、老人福祉施設、病院、飲食
店など多くの方々が取り組みに協力してくださいまし
た。皆さん、ありがとうございました。みなさんが提
供してくださった写真や感想を、いくつか紹介します。

家庭での取り組み ２, ５４１食
【えたじまの恵み酢の物】
「近所の人に配ったら、大好評だった」「自家製野菜を使って作れて良かった」
【野菜あんかけ えたじま豆腐】
「大根が入っているのが珍しかった」「身近な食材で作りやすかった」「料理のレパートリーが増えた」
【減塩！えたじまん汁】
「薄味だが、だしがきいて、おいしく食べれた。体にやさしい気がした」「野菜がたくさん食べれていいなぁ
と思った。子どもたちが喜んで食べ
た」「毎朝、みそ汁を作る時、減塩
に気をつけている。牛乳が入ると甘
みがあり、塩分控えめでおいしく食
べることができた」「牛乳入りみそ
汁、我が家の定番になった」
【えたじま牡蠣の南蛮漬け】
「えたじま牡蠣の南蛮漬け最高」「と
ても美味しかった。冷やして食べて
もよし」
みんなの笑顔が
素敵だね!!

⑰ 広報えたじま

平成29年4月

お知らせワイド
～江田島市の通学がお得で便利に！～

平成29年４月「学割パス」スタート

問企画振興課☎（４３）１６３０

平成29年４月から「学割パス」がスタートします。江田島市の通学定期券（船・バス・乗り合いタク
シー）がお得で便利になります。市では、通学費の負担を減らし、子育て支援や定住促進などにつながるこ
とを期待しています。
「学割パス」販売額の一例※詳しくは、各交通事業者にお問い合わせください
運航（行）区間

有効期間

交通事業者名

学割パス
販売額

定価

切串～宇品
切串～天応
小用～宇品

上村汽船㈱ ☎０８２( ２５１）６０２０
フェリー １カ月 9,660円
さくら海運㈱ ☎( ３８) ８９８８
フェリー １カ月 6,960円
瀬戸内シーライン㈱ ☎０８２( ２５４) １７０１ 高速船 １カ月 18,430円
フェリー １カ月 7,140円
小用～呉
瀬戸内シーライン㈱ ☎０８２( ２５４) １７０１
高速船 １カ月 8,960円
㈲バンカー・サプライ ☎０８２( ２５１) ４３５４ 旅客船 １カ月 10,480円
秋月～呉
中町･高田～宇品 瀬戸内シーライン㈱ ☎０８２( ２５４) １７０１ 高速船 １カ月 17,280円
瀬戸内シーライン㈱ ☎０８２( ２５４) １７０１ フェリー １カ月 13,010円
三高～宇品
市内バス路線 江田島バス㈱☎(４５)５３６３
乗合タクシー
㈱江田島タクシー☎(４２)１１５１
朝夕便大須～小用

6,440円
4,640円
12,290円
4,760円
5,980円
6,990円
11,520円
8,680円
定価から
33％割引

※「学割パス」は、各交通事業者の窓口で直接購入できます。
※「学割パス」は、各交通事業者が販売する通学定期券の割引商品で、その割引額を市が負担します。
※各交通事業者が、「学割パス」として販売するものであれば、学校の種類や購入者の住所などは問いません。
※スクールバスや他の公的な支援が利用できる場合には、「学割パス」を購入できません。

～公共交通機関を利用してお出かけしてみませんか～

公共交通マップを発行

問企画振興課☎（４３）１６３０

船・バス・おれんじ号の路線マップや時刻表など、江田島市の公共交通情報を一つ
に取りまとめた「江田島市公共交通マップ」が完成しました。バス停の位置や乗車方
法、乗継情報、お得な割引情報なども掲載しています。
公共交通マップは、市役所本庁や各支所の窓口に設置するとともに、今月号の広報
紙と一緒に各世帯に配布しています。この機会に、マップを片手に出かけてみてはい
かがでしょうか。

平成29年４月１日からのダイヤ改正

㈲バンカー・サプライ
秋月～呉（旅客船）
問☎０８２（２５１）４３５４
新ダイヤは次のとおりです。
秋月発
便
呉発
7:45
１
8:10
9:20

２

12:00

12:20

３

14:50

16:50

４

18:00

▲18:20

５

▲19:00

※運航時間は16分
※日曜日・年始（1/1、1/2）は終日運休
※▲便は土曜日・祝日・振替休日・
8/14～8/16、12/31、1/3は運休

江田島バス㈱ 問☎（４５）５３６３
広報えたじま３月号に掲載しました路線バスダイヤの改正に
ついて、ゆめタウン～中町桟橋～高田桟橋のダイヤの一部に変
更がありました。変更後のダイヤは次のとおりです。お間違え
のないようお願いします。
ゆめタウン～中町桟橋～高田桟橋（高田地区延伸分のみ）
始発
ゆめ→
小6:43
7:02
9:24
小9:52 10:11
秋13:20 13:28
○秋18:07 18:15

中町→
7:12
9:34
10:21
13:38
18:25

高田
7:17
9:39
10:26
13:43
18:30

高田→
5:59
7:19
9:02
10:38
12:47
○14:26
○16:43

中町→
6:04
7:24
9:07
10:43
12:52
14:31
16:48

ゆめ
6:14
7:34
9:17
10:53
13:02
14:41
16:58

行先
小6:33
小7:53

小11:12
秋13:10
小15:00

※ゆめ…中継ターミナルゆめタウン前、中町…中町桟橋
高田…高田桟橋、小･･･小用、秋･･･秋月桟橋
○平日のみ運行
広報えたじま
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⑱

お知らせワイド
～お間違えのないようお願いします～

おれんじ号のダイヤが変わります

問企画振興課☎（４３）１６３０

４月１日㈯から「おれんじ号」の運行ダイヤを改正します。また、
江田島北部朝夕便では、市内の路線バスや呉行きの船とも接続でき
る小用発着便を増便し、大須・幸ノ浦・切串方面から小用方面への
ご利用が便利になります。詳しくは、市役所や桟橋に設置している
公共交通マップやチラシをご覧ください。
※運行地域へ既にチラシを配布していますが、その後、沖美南部
線のダイヤの一部を変更しています。変更後のチラシを作成してい
ますので、お間違えのないようお願いします。

大規模災害に備えて
～まちの防災活動～

市長が自治会防災研修会を見学

地区防災計画に基づく避難訓練を実施
２月26日㈰、大柿町の大古自治会が地区の防災
力強化のため作成した「地区防災計画」に基づき、
津波や土砂災害を想定した避難訓練を実施しました。
１区～４区の約１３０人の市民が参加され、避難
経路の確認や地域防災リーダーによる、災害から命
を守るためのポイント講話などが行われました。
「地区防災計画」による避難訓練は江田島市では
大古自治会が初めてとなります。
▶高台 へ 避 難 す る 参 加 者 た
ち

▶市長に取り組みを話す
防災リーダーなど

２月23日㈭、鷲部地区の防災リーダー、自治会
長、民生児童委員による防災知識習得の研修会があ
り、平成29年度の自治会防災訓練計画、要支援者
の避難支援の取り組み方法などの協議の様子を明岳
（あきおか）市長が見学しました。
防災リーダーからは、「市長が見学に来られたこ
とで、私たちの活動について知っていただくことが
出来て感謝します」と意見がありました。
また、市長からも、災害時の自助・共助・公助の
大切さについての説明がありました。

問危機管理課☎（４３）１６３３

江田島警察署通信 第８号 ～アンダー 80 作戦の実施について～
現在、広島県警察におきましては、「目指せ！日本一安全・安心な広島県の実現
『アンダー 80作戦』～２０２０へ向けて～」と銘打ち、２０２０年までに特殊詐欺
被害額を年間５億円以下、交通事故死者数を年間75人以下を目標とし、あわせて
「アンダー 80作戦」を実施中です。
特殊詐欺被害、交通死亡事故抑止のため、江田島警察署員一丸となり取り組んで
いきますので、市民の皆さまもご協力お願いします。
江田島警察署 ☎４２－０１１０

⑲ 広報えたじま
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お知らせワイド
～各種別の税率をご確認ください～

平成29年度軽自動車税について

問税務課☎（４３）１６３６

平成29年度の税率について
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車・小型自動車の税率は以下のとおりです。
原付・小型特殊・二輪の軽自動車および小型自動車の税率
種別

税率（円）

種別

税率（円）

原付

50cc以下

2,000

50cc超～90cc以下

2,000

90cc超～125cc以下

2,400

二輪の軽自動車

3,600

ミニカー

3,700

二輪の小型自動車

6,000

小型特殊

農耕用

2,000

その他

5,900

三輪および四輪以上の軽自動車は、「初度検査年月」により次の税率が適用されます。
平成28年４月１日～平成29年３月31日の期間に新車として取得したエコカーに限り、平成29年度分につ
いて軽減措置があります。
三輪および四輪以上の軽自動車の税率
種別
三輪の軽自動車
自家用
四輪乗用
営業用
自家用
四輪貨物
営業用

①旧税率
3,100
7,200
5,500
4,000
3,000

税率（円）
③重課された税率 ④75％軽減
4,600
1,000
12,900
2,700
8,200
1,800
6,000
1,300
4,500
1,000

②新税率
3,900
10,800
6,900
5,000
3,800

⑤50％軽減
2,000
5,400
3,500
2,500
1,900

⑥25％軽減
3,000
8,100
5,200
3,800
2,900

①旧税率 「初度検査年月」が「平成16年４月」～「平成27年３月」の車両
②新税率 「初度検査年月」が「平成27年４月」以後の車両
③重課された税率 「初度検査年月」が「平成16年３月」以前の車両
※電気軽自動車、天然ガス・メタノール・混合メタノールを燃料として用いる軽自動車、ガソリンハイブリッ
ド車、被けん引自動車は重課の対象となりません。
④75％軽減 電気自動車、天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス基準 窒素酸化物10％低減達成）
⑤50％軽減 平成17年排出ガス基準 窒素酸化物等75％低減達成（★★★★）
「乗用」平成32年度燃費基準＋20％達成
「貨物」平成27年度燃費基準＋35％達成
⑥25％軽減 平成17年排出ガス基準 窒素酸化物等75％低減達成（★★★★）
「乗用」平成32年度燃費基準達成
「貨物」平成27年度燃費基準＋15％達成
４月のオリーブ栽培暦

～オリーブを栽培している

皆さんへ～

▼暖かくなるとオリーブアナ

アキゾウムシなどの害虫が活

培を、樹幹部へ散布し

動を始めます。スミチオン乳

剤の

て く だ さ い。（ 葉 や 果 実 に 薬

液がかからないように注意す

る）

▼梢枯病の症状を見つけたら、

病気の枝をすべて除去したの

ち、トップジンＭ水和剤１０

００培を木全体に散布してく

ださい。

▼今年植え付けした苗は、水

切れに気をつけて、土が乾い

たらたっぷりと水やりをしま

しょう。

50

オリーブ
情

報

問オリーブ振興室

☎（４３）１６４３
広報えたじま
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⑳

お知らせワイド
～窓口での手続きが必要です～

平成29年度軽自動車税の減免について

問税務課☎（４３）１６３６

軽自動車税減免申請の期限は５月24日㈬まで
減免申請は納税通知書が届いてから、市役所・各支所の窓口で手続きをしてください。
減免には次の３種類があり、いずれも毎年申請が必要です。必要な書類を確認のうえ、提出してください。
なお、期限が過ぎると減免が受けられなくなります。
身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者が所有する軽自動車など
減免を受けることができるのは、障害者１人につき１台のみで、自動車税（普通自動車など）の減免と二
重には受けられません。
要件は次の全てを満たす必要があります。
▶車両の所有者（納税義務者）が障害者本人、もしくは生計同一者である。（平成29年度から）
▶運転者が本人・生計同一者・日常的介護者（障害者のみで構成される世帯の場合のみ）である。
▶障害者本人以外が運転する場合は、専ら障害者の通学、通院、生業のために利用している。
▶障害の程度が規定の要件に当てはまる。要件は運転者の区分・障害の部位・程度によって異なり、複数の
障害があっても合算は行わない。
※必要なもの 申請書・納税通知書・身体障害者等手帳・印鑑・自動車検査証（コピー可）・運転者の運
転免許証（コピー可）・個人番号カードもしくは通知カード・生計同一証明書（該当者のみ）・常時介護証
明書（該当者のみ）
専ら身体障害者などが利用するための構造になっている軽自動車など
▶車いす移動車等が対象となります。平成29年度からは、
営業用
（または事業用）
の区分も対象とします。
※必要なもの 申請書・納税通知書・印鑑・自動車検査証（コピー可）
・車の構造が分かる書類・個人
番号カードもしくは通知カード（個人所有の場合のみ）
公益のために直接専用する軽自動車など
▶身体障害者等または老人のために一定の社会福祉事業を行う者が所有し、専らその事業に使用する。
※必要なもの 申請書・納税通知書・印鑑・自動車検査証（コピー可）

～窓口で縦覧・閲覧できます～

固定資産税の縦覧・閲覧制度のご案内

問税務課☎（４３）１６３６
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オリーブオイル講座

30

オリーブオイルのおいしい
食 べ 方 っ て？ 健 康 効 果 や 選
び 方 は？ 実 際 に 食 べ な が ら、
地域おこし協力隊と楽しく学
びませんか？お食事つきです。

日時 ４月 日㈯ 午後６時
分～午後８時 分
場所 江田島オリーブファク
トリー（大柿町大君８６２
︱３）
内容 オリーブとオリーブオ
イ ル に つ い て の お は な し、
オリーブオイルテイスティ
ング
定員
人（先着順）
参加費 食事代
おとな ２０００円
小学生 １０００円
幼児無料
申込 方 法 ４ 月 日 ㈮ ま で
に、江田島オリーブファク
トリー（☎（ ）５６５６）
ま で お 電 話 く だ さ い。（ 受
付時間：午前 時～午後６
時・月曜を除く）
主催 江田島市オリーブ振興
協議会
共催 江田島オリーブファク
トリー

平成29年度分固定資産税の税額などを確認していただくため、次の期間中は、土地・家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧と、所有者・納税義務者本人分の固定資産税課税台帳の閲覧ができます。（手数料は無料です）
▶縦覧・閲覧期間 ４月３日㈪～５月31日㈬ 午前８時30分～午後５時15分 ※土・日・祝日を除く。
▶縦覧・閲覧場所 税務課資産税係（本庁１階）
▶縦覧・閲覧時に必要なもの
○個人の納税義務者・・・本人を証明できるもの（運転免許証など。以下代理人も同じ）
○法人の納税義務者・・・委任状（代表者印を押印）と代理人を証明できるもの
○代理人・・・委任状と代理人を証明できるもの

お知らせワイド
～転入・転出時や就職時などには必要です～

国保の届け出はおすみですか？

問保健医療課☎（４３）１６３９

国保（国民健康保険）は、病気やけがに備えて加入者のみなさんが保険税を出し合い、病院にかかるとき
の医療費にあてる助け合いの制度です。
国保に加入するとき、喪失するとき、家族に異動があったときは、必ず届け出をしてください。
届け出が遅れると、次のようなことが起こる可能性があります。
▶病院にかかる時に保険証がないと、医療費を窓口で全額支払わなければなりません。（後日、払い戻しの
手続きが必要）
▶職場の健康保険に加入しているのに、誤って国民健康保険を使って病院にかかった場合、医療費を返還す
ることになります。
▶職場の健康保険に加入しているのに国保を喪失する届け出をしていないと、国保と職場で健康保険料を二
重に納めることになります。

こんなときは14日以内に届け出を！
（１）国保に加入するとき
こんなとき
江田島市に転入してきたとき

届け出に必要なもの

転出証明書、印鑑
職場の健康保険の資格喪失証明書、または離職証明書など
職場の健康保険を喪失したとき
の退職日が確認できるもの、印鑑
家族の健康保険の被扶養者資格を喪失したとき 被扶養者の資格を喪失した証明書、印鑑
子どもが生まれたとき

母子健康手帳、印鑑

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、印鑑

外国籍の人が転入するとき

在留カード、パスポート

（２）国保を喪失するとき
こんなとき
江田島市から転出するとき
職場の健康保険に入ったとき
家族の健康保険の被扶養者になったとき

保険証、印鑑

届け出に必要なもの

国保と加入した健康保険の両方の保険証、印鑑

国保の被保険者が死亡したとき

死亡を証明するもの、保険証、印鑑

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書、保険証、印鑑

外国籍の人が国保をやめるとき

保険証、在留カード、パスポート

（３）そのほかに届け出が必要なとき
こんなとき

届け出に必要なもの

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

保険証、印鑑

修学のため、江田島市から転出するとき

保険証、在学証明書等、印鑑

保険証をなくしたとき

印鑑

※届け出をする人によって、上記のほかに次のものが必要になります。
届け出をする人
届け出に必要なもの
・届け出をする人の本人確認ができるもの（運転免許証など）
①世帯主，同じ世帯の人
・世帯主と異動する人のマイナンバーが確認できるもの
・届け出をする人の本人確認ができるもの（運転免許証など）
②別世帯の人（代理で届け出）
・手続きを委任されたことがわかるもの（委任状）

広報えたじま
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お知らせワイド
～対象者は忘れずに申請してください～

臨時福祉給付金（経済対策分）申請書類受付中

問給付金専用ダイヤル☎（４３）１６７７

臨時福祉給付金（経済対策分）とは
消費税率の引き上げに際し、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、低所得の住民に対する適切な配慮
を行うまでの暫定的・臨時的な措置として支給する給付金です。

支給対象者
次の要件のすべてに該当する方が対象になります。
▶平成28年度の臨時福祉給付金支給対象者（平成28年度分市民税（均等割）が課税されていない方）
▶平成28年１月１日において江田島市の住民基本台帳に登録されている方
ただし、次に該当する方は支給対象外です。
・生活保護の被保護者
・平成28年度市民税（均等割）が課税されている方の扶養親族等

支給額
支給対象者１人につき１万５千円（１回限り）で、申請書などを確認・審査し、原則として指定の口座に
振り込みます。

申請期間
３月１日㈬～６月30日㈮

申請方法
支給対象となる可能性のある人には、２月下旬に申請書などを送付して３月１日から受け付けしています。
申請書等は市役所社会福祉課および各支所窓口、または同封の返信用封筒で提出してください。

～４月分から変更となります～
各種手当額の改定

問社会福祉課☎（４３）１６３８

～転入時の手続きをお忘れなく～
乳幼児等医療費助成制度

問保健医療課☎（４３）１６３９

平成29年４月分から児童扶養手当、特別児童扶
子育て世代の負担軽減のため、小学校６年生まで
養手当、特別障害者手当等の手当額が改定されます。 のお子さんに対し、乳幼児等医療費の助成制度があ
ります。（所得制限があります）
児童扶養手当（月額）
新たに江田島市に転入し、該当されるお子さんの
３月まで
４月から
いる保護者の方は、必ず申請をしてください。
全部支給
４２,３３０円
４２,２９０円
インターネットで「江田島市乳幼児」で検索をす
４２,３２０円
４２,２８０円
一部支給
れば、制度内容の確認と申請書のダウンロードがで
～９,９９９円
～９,９８０円
きます。
特別児童扶養手当（月額）
▶提出書類
３月まで
４月から
・申請書（押印が必要）
１級
５１,５００円
５１,４５０円
・お子さんの保険証の写し
・平成28年度の所得課税証明書（生計中心者のもの）
２級
３４,３００円
３４,２７０円
※お子さんが４月２日～６月１日生まれの方は、平
特別障害者手当等（月額）
成27・28年度が必要となります。
３月まで
４月から
▶提出先 本庁・各支所等
特別障害者手当 ２６,８３０円 ２６,８１０円
※郵送での申請も可能です。
障害児福祉手当 １４,６００円 １４,５８０円

 広報えたじま
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お知らせワイド
～治療に要した費用の一部を助成します～

４月から不妊治療支援事業を始めます

問保健医療課☎（４３）１６３９

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）をした夫婦を対象に、治療に要した費用の一部を助成します。
対象者

平成29年４月１日以降に治療を開始し、次の条件にすべて該当する人
１．「広島県不妊治療支援事業」の助成決定を受けた人
２．治療期間の初日から助成の申請までの全期間において、夫婦のいずれかが市内に住所を有すること
３．治療期間の初日において法的に婚姻している夫婦であること
４．治療期間初日において妻の年齢が43歳未満であること
５．夫婦の前年所得（１月から５月までの申請については前々年）の合計額が７３０万円未満であること
６．市税等を滞納していないこと
助成対象となる治療

・体外受精・顕微授精
助成額

・１回の治療につき15万円を上限とします。ただし、採卵を伴わない治療は、１回の治療につき７万５千
円を上限とします。
（特定不妊治療に要した医療費から広島県不妊治療支援事業による助成額を控除した額）
助成回数

初回治療開始時の妻の年齢

助成の期間および回数

40歳未満

43歳になるまでに通算６回

40歳以上43歳未満

43歳になるまでに通算３回

43歳以上

助成対象外

※通算助成回数には、過去に他の都道府県および市町村から受けた助成回数を含みます。
申請方法

治療を終了した日の翌日から２カ月以内に、次の必要書類をそろえて江田島市役所保健医療課で手続きを
してください。申請用紙等は、市のホームページからダウンロードすることができます。
手続きに必要なもの

（１）不妊治療費助成申請書および請求書（江田島市用）
（２）
「広島県不妊治療支援事業申請書」の写し
（３）
「広島県不妊治療費助成申請に係る証明書」等の写し
（４）住民票の写し
（５）戸籍謄本の写し
※１
（６）夫および妻の所得額を証明できる書類の写し
（７）医療機関の領収書の写し
（８）振込先の通帳の写し（口座の分かるもの）
（９）印鑑（シャチハタ不可）
（10）
「広島県不妊治療支援事業承認決定通知書」の写し ※２
※１（２）～（８）は、広島県に提出した写しとする。
※２（10）は広島県からの決定通知書が届いてから写しを保健医療課へ提出してください。
広報えたじま
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お知らせワイド
～健康づくりでポイントが貯まる～

「ひろしまヘルスケアポイント」

問保健医療課☎（４３）１６３９

広島県は、特定健診・がん検診の受診やウオーキングなど、健康に良いことをするとポイントが貯まり、
特典がもらえる制度「ひろしまヘルスケアポイント」を始めました。江田島市も協働し、健康づくりのイベ
ントにポイントがつきます。楽しく、お得に健康づくりに取り組みましょう。
参加資格

18歳以上の県民の方 ※スマートフォンやパソコンなどのインターネット環境が必要です。
参加方法

①広島県医師会が無料で発行している「HMカード」を取得し、カードのIDが必要です。「HMカード」
は、インターネット上で申請し、薬局・市の窓口などで受け取ります。（申請から発行まで約10日間必要
です）
②インターネットやスマートフォンの「ひろしま健康手帳」へＩＤでログインしてください。
③健康づくりの取り組みを実践したら、「ひろしま健康手帳」に入力するとポイントが貯まります。
④ポイントが貯まったら、特典がもらえます。
健康づくりの取り組み

①特定健診等の受診（年１回５００ポイント）
②がん検診の受診（年１回５００ポイント）
③節目年齢歯科健診の受診（年１回５００ポイント）
④健康イベント等への参加（１回30ポイント）※ポイント対象のイベント情報は、毎月の広報紙やホーム
ページ等で確認してください。
⑤スポーツセンター等の健康づくり施設の利用（１日５ポイント）
⑥１日２回以上の主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の摂取（１日３ポイント）
⑦歩数の記録（８,０００歩以上で１日10ポイント）
⑧体重の記録（１日５ポイント）
特典の主なもの

①１,０００ポイント貯めると㈱イズミやウォンツ等での買い物がお得になります。
②２,０００ポイント以上貯めるとさらに、抽選でアヲハタジャム詰め合わせやカゴメトマトジュース１
ケース等が当たります。
③５,０００ポイント以上貯めると、抽選で広島交響楽団のコンサートチケット、広島ドラゴンフライズの
試合チケット等が当たるチャンスがあります。
ＨＭカードの申請

平成29年５月26日㈮まで、保健医療課でも申請を受け付けます。
●制度の詳細は、 ひろしまヘルスケアポイント

で検索！

■通常時発行のカード
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春の全国交通安全運動

☎（４３）１１１１㈹
日㈯の

す。
表彰の種類
年・ 年以上無事

▼市交通安全協会長表彰
５年・
故・無違反の人
▼県交通安全協会長表彰

▼無事故・無違反証明

の外出の際は、明るい色の服

歩行者の方は、早朝や夜間

で、早めにご請求ください。

付まで約２週間かかりますの

もの。この証明は請求から交

４月１日以降に発行された

装や、反射材を身に付け、ド

１００

※ 市 交 通 安 全 協 会 長 表 彰 は、

役所本庁、支所にあります。

協 会（ 江 田 島 警 察 署 内 ）、 市

証明申請用紙は、市交通安全

※申請用紙・無事故・無違反

▼申請用紙、印鑑

心掛けましょう。
優良運転者表彰を受け付け

☎（４ ）

問江田島市交通安全協会



日㈬

無事故・無違反証明のみの申
請となります。

市交通安全協会では、同協

会に加入されている方で、無

申込期限 ５月

同伴が必要です。

〒７３０‐８５８６（住所の
記載は不要）

広島市役所広域都市圏推進課

広島広域都市圏でカープ
を応援しよう！
問 広島広域都市圏協議会事務局

内

人（先着順・要予約）

参加費 無料
※電話での受付は午前中のみ

定員

場所 沖美公民館（沖美町三吉）
演題 「 自 然 農 法（ コ ン パ ニ
オンプランツ）で安心安全
な野菜づくり」
講師 久保田守さん

エアロビクスＧＰ（グルー
プ）エクササイズ

小 型 船 舶 免 許 更 新・ 失 効
講習を開催

音楽に乗ってステップを踏

分

問広島小型船舶教習所
☎（２２）９８６６

日時 ４月 日㈯午後６時～
場所 農村環境改善センター
（能美町鹿川）
申し込み 電話で同事務所へ
ご連絡ください。

問平木 ☎（４３）０７２３

広島広域都市圏協議会

☎０８２（５０４）２０１７
広島広域都市圏協議会では、
広島東洋カープ共同応援の参
加者を募集します。
開催日時 ６月４日㈰午後１
時 分試合開始

んだり、筋肉トレーニングや
千葉ロッテマリーンズ

対戦相手

ストレッチヨガなど、全身を

肉体能力の維持・強化や健

使う運動です。

会場 マツダスタジアム※現
地集合
募集人数 ３００人（申込多

で是非、
参加ください。（年齢・

康保持を目的としていますの
※江田島市を含む、広島広域

男女問いません）

数の場合は抽選）
都市圏内にお住まいの方が対

日時

分

一 回 ５ ０ ０ 円（ 電

切串小学校体育館

谷本仁恵さん（日

三高自然農業塾特別講演会

ンストラクター）

本フィットネス協会認定イ

指導講師

※初回体験は無料です。

気 代・ 施 設 使 用 料 と し て ） 

参加 費

場所

分～８時

毎週火曜日午後７時

象です。
参加費 ３歳以上１７００円
応援方法 外野指定席で、広
島広域都市圏としてまと
まって応援します。参加者
全員にスカイジェットバ
ルーンをプレゼントします。
申し込み・問い合わせ先
往 復 は が き（ １ 枚 に ５ 人
まで）に、参 加 者 全員の住 所、

問ジョンの元気な村里

氏名、年齢、電話番号を記入し、
５月８日㈪（※消 印 有 効）ま

☎０８０（６３２１）９７１４

日㈯午後１時

担当山下

でに、広島広域都市圏協議会

日時

４月

事務局まで郵送してください。

分～３時
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問総務課


４月６日㈭から

日 間、
「春の全国交通安全運
▼県警察本部長・県交通安全

年以上無事故・無違反の人

点は次のとおりです。
年以

協会長表彰
上無事故・無違反の人

年・

申請方法

年・ 年・

▼後部座席を含めた全ての座

役所、支所のいずれかへご提

協 会（ 江 田 島 警 察 署 内 ）、 市

次の関係書類を市交通安全

40

ライバーから見えやすいよう

しましょう。

小さな子どもや高齢者に注意

季節です。ドライバーの方は、 出ください。

春 は、 新 入 学・ 新 入 園 の

▼飲酒運転の根絶

ドシートの正しい着用の徹底

席のシートベルトとチャイル

通事故防止

▼歩行中・自転車乗用中の交

動」が行われます。運動の重

10

30

事故・無違反の優良運転者の

※小学生以下の方は、大人の

22

「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
☎（４３）１６２８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）

25

30

広告を募集中！

10

皆さんを次のとおり表彰しま

30

30

15

35

31

4

30

30 22

15

2

30

20

お 知らせ

消費生活相談ファイル

臨時職員を募集（有害鳥獣対策）

問消費生活相談専用ダイヤル☎（４３）１８４３

問農林水産課 ☎（４３）１６４２

相談事例
ある日、知らない会社から頼んでもいないのに本
が送られてきました。
本と一緒に契約書らしき書類も入っていて、その
内容は「本を購入するなら代金を送金して下さい。
分割払いも可能です。不要であれば返送して下さい。
返送が無いならば購入したものとみなします」とい
うものでした。この場合どうしたらいいでしょう
か？
こういった一方的に品物を送りつけてくる手法を
ネガティブオプション（送りつけ商法）といいます。
この手法は特定商取引法（旧称 訪問販売法）に
規定されています。
受け取った商品は業者が引き取りに来るまで、保
管する義務が発生します。ただし、商品が届いた日
から14日、または、送りつけられた側がその商品
の引き取りを要求した日から7日を経過するまでに
引き取りに来ない場合は、送り主側は商品の返還を
請求できないこととして消費者を保護しています。
ですから「返送が無いなら購入を承諾したものと
みなします」という業者の主張には応じる必要はあ
りません。
よって上記で述べた期間経過後にどのように処分
しても構わないのです。
なお、このケースでは何の前触れも無く送られて
きた形ですが、電話でのやり取りの上で送られてく
るケースもあります。特に悪質な業者ですと曖昧な
返事をした場合申し込みと判断し、その曖昧な返事
を理由として契約成立の主張をしてきます。
そういった場合、クーリングオフが出来る契約で
あれば申し込んでいない旨、また申し込みをしたと
主張するのであれば申し込みの撤回（クーリングオ
フ）をするといった旨を書面で通知すれば解決につ
ながります。
いずれにしても申し込みの意思表示を行っていな
いのに勝手に品物を送りつけてきたのであれば契約
は成立しないため、無視することが一番です。
消費生活相談窓口専用ダイヤル ☎（４３）１８４３
◆受付時間 毎週月曜～金曜
午前10時～正午・午後１時～４時（祝日・年末年始除く）
◆消費生活専門相談員による相談受付 毎週㈪・㈬・㈮
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広島県収入証紙の廃止により各種手数料は
現金・納付書での納付となりました
問広島県会計総務課 ☎０８２（５１３）２１１２
▶広島県収入証紙の販売はすべての販売場所で、
平成26年10月31日をもって終了しています。
▶収入証紙による納付手続き（併用期間）につい
ても平成27年10月31日をもって終了しました。
未使用の収入証紙の買戻し手続きについて
請求方法
窓口持参
郵送
買戻し期限 平成31年10月31日
窓口において返金します
口座振替により返金
返金方法 ※合計金額が１万円以下
します
の場合に限ります
・広島県収入証紙買戻し請求書兼領収証書
必要書類 ・口座振替依頼書（口座振替の場合）
・上記書類には認印が必要です

各買戻し手続き窓口や不明な点はお問い合わせ、
もしくはホームページをご覧ください。
「収入証紙 広島県」で検索してください。
広告

ホームページ見てね！

イノシシなどの有害鳥獣による農作物等被害対
策の相談業務を行う専門職員を募集します。
▶募集職員 有害鳥獣被害対策相談員（臨時職員）
▶配属先 農林水産課
▶人数 １人
▶職務内容
イノシシなどの有害鳥獣による心配ごとや困り
ごとに対する相談対応、現地確認、制度の紹介な
ど。
▶勤務条件など
・週５日×７時間45分
・時給８００円
▶必要な資格など
・66歳未満
・普通自動車免許
▶募集期間 ４月３日㈪～17日㈪※締め切り日必着
▶面接予定日 ４月20日㈭
▶申し込み方法
市役所本庁か各支所に応募用紙を提出してください。

健康づくり運動教室 「運動を通して、筋力・体力・認知機能をアップさせよう！」
問保健医療課☎（４３）１６３９
4回シリーズ
皆さん、
「サルコペニア」という言葉を聞いたことがありますか？ 転んで骨折し、

体を動かす機会が減る

寝たきりの生活

「サルコペニア」とは？
体を動かすための筋肉を骨格筋といい、サルコペニアは、骨格
筋肉量の減少を意味しています。
骨格筋肉量が減少することで、握力や下肢筋など全身の筋力が
低下し、歩くスピードが遅くなる、杖や手すりが必要になるなど
の身体機能の低下が起こり、寝たきりや要介護状態に近づくとさ
れています。

サルコペニアの
（筋力低下の）

全身の筋肉量
が減る

悪循環

転びやすくなる

予防するには？
栄養バランスの良い食事と運動を実践し、骨格筋肉量の低下を防ぐことが大切です。
筋力・体力は、鍛えれば、何歳になっても向上します。
パートⅠでは、ウォーキングで、筋力・体力・認知機能を向上させる方法を紹介します。
日時 ４月 25 日㈫ 午前 10 時～正午
場所 大柿公民館 大集会室
参 加 す る と、 ヘ ル
講師 健康運動実践指導者 山城龍平先生（合同会社 FLAP）
スケアポイントが
内容 パートⅠ「ウォーキングで筋力・体力・認知機能をアップ！！」
30 ポイントつきま
持参物 筆記用具、飲み物、タオル、運動しやすい服装、室内用運動靴
す！ !
申し込み ４月 18 日㈫までに、電話で保健医療課へ申し込んでください。

高齢者肺炎球菌予防接種を受けましょう

問保健医療課☎（４３）１６３９

高齢者肺炎球菌予防接種を次のとおり実施します。接種を
希望する人は早めに医療機関に予約して接種しましょう。
接種場所
実施期間 平成29年4月1日㈯～平成30年3月31日㈯
(医療機関)
対象者
市内
・平 成29年度末に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳および100歳になる人（表1のとおり）
県内
・60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器などに重度の疾
市外
患がある人（身体障害者手帳１級相当）
対象者から除外される者
・こ れまでに、肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリ
サッカライドワクチン）の接種を受けたことがある人
接種回数 １回
自己負担額 ４, ０００円
※生活保護を受給している人は無料です。接種前に生活保護
県外
受給証明書を医療機関へ提示してください。
接種方法 個別接種
いずれかの場所で接種を受けてください。（表２のとおり）
窓口 保健医療課、各支所
（表１）
年齢
65歳になる人
70歳になる人
75歳になる人
80歳になる人

生年月日
昭和27年４月２日生～昭和28年４月１日生
昭和22年４月２日生～昭和23年４月１日生
昭和17年４月２日生～昭和18年４月１日生
昭和12年４月２日生～昭和13年４月１日生

年齢
85歳になる人
90歳になる人
95歳になる人
100歳になる人

（表２）

予防接種の種類
高齢者肺炎球菌
医療機関へ直接予約をして、接種を
受けてください。
市役所窓口で広域予防接種券の交付
を受け、医療機関に提出して、接種
を受けてください。
※県外の医療機関等へ入院・入所等
の理由による場合
(1)接種前に窓口へ「申出書」を提出
してください。
(2)市が交付する「依頼書」を医療機
関に提出して、接種を受けてください。
(3)接種後、窓口へ「接種費用助成」
の申請をしてください。償還払いに
より、接種費用を指定された口座へ
振り込みます。
※申請書等は市のホームページでダ
ウンロードすることができます。

生年月日
昭和７年４月２日生～昭和８年４月１日生
昭和２年４月２日生～昭和３年４月１日生
大正11年４月２日生～大正12年４月１日生
大正６年４月２日生～大正７年４月１日生
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健康

ひろ ば

心の健康相談（前日までに予約が必要）
問広島県西部保健所呉支所厚生保健課☎（２２）５４００
日時 ４月14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）
問保健医療課☎（４３）１６３９
本人、家族が体験を語り合い、断酒を支援
する場です。
日時 ４月17日㈪午後１時30分～午後３時
場所 江田島保健センター

４月３日㈪から健康推進課が本庁に移転します
問保健医療課☎（４３）１６３９
健康推進課の名称が保健医療課健康推進係
に変わり、大柿保健センターから本庁へ移転
します。
移転後は、大柿保健センターで取り扱って
いた、妊娠届、予防接種、看護師・管理栄養
士免許等の受け付けは、本庁で取り扱います。

はじまります!便利なネット予約

国保１人当たりの医療費の状況
問保健医療課☎（４３）１６３９
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28年９月診療分 国保１人当たりの医療費
江田島市

41,250 円

広島県平均

32,539 円

全国平均

28,407 円
0
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※歯周病治療で糖尿病が改善する場合がありま
す。定期的に歯科健診を受診しましょう！

6月6日㈫まで

江田島市集団健診

問保健医療課☎（４３）１６３９
スマートフォン・パソコンから、集団健診の申し込みが簡単にできます。
申込期限は、６月６日㈫までです。
これまでどおり、電話・ファックス・郵送での申し込みもできます。（申込期限
５月 26 日㈮）
詳しくは、広報えたじま４月と一緒に配布された「健診ガイドブック」をご覧
ください。
◇スマートフォン・パソコンからの予約は、「江田島 けんしん」
今年度から、健診を受けたらヘルスケアポイン
トが５００Ｐもらえます！
※ヘルスケアポイントについては、25 ページを
ご覧ください。
おすすめメニュー

〈かりかり豆〉
１０9

にこにこ給食センター

今回のポイント
かりかりに揚げた大豆とちりめんでしっかり噛むことができ
ます。おつまみにもおすすめです。

熱量
46㎉
（１人分） ■作り方

① 濃口しょうゆ・みりん・三温糖を
合わせて炊いておく。
② 大豆は片栗粉をまぶして揚げる。
③ ちりめんは、フライパンで乾煎り
しておく。
④ 乾煎りしたちりめんに揚げた大豆
と①を混ぜ合わせてできあがり。
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■材料（４人分）

・大豆水煮………… 50 ｇ
・片栗粉…………… 5 ｇ
・揚げ油…………… 適量
・ちりめん………… 12 ｇ
・濃口しょうゆ……… 4㎖
・みりん……………… 4㎖
・三温糖…………… 4 ｇ

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

江田島図書館

４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）
26日㈬（月末整理日）
29日㈷（祝日休館・室）
江田島図書館☎（４２）１４１７
能美図書館 ☎（４５）００７５
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１

能美図書館

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
切串公民館
19 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

大柿公民館図書室

お知らせ
お知らせ
５月５日㈷は、
「こどもの日スペシ ■第142回ふれあい広場
「お花見茶会」
ャル！」
江田島図書館・能美図書館でイベ 日時 ４月８日㈯ 午後１時30分～
場所 ２階 ベランダ
ントがあるから来てね！
※雨天の場合は、２階研修室
年間定例行事
内容 来場 者にお抹 茶を提供しま
■みんなの広場
す。
（参加費は無料です）
第１土曜日 午前10時30分～
年間定例行事
紙芝居・ビデオ鑑賞・工作など
■絵本の会「おはなしレストラン」
■おはなしタウン
第１・３火曜日 午前10時～
第２金曜日 午前10時30分～
絵本・語りについて学ぶ
絵本の読み聞かせなど（未就園児 ■おはなし会「カンガルーくらぶ」
対象）
第３金曜日 午前10時30分～
■えほんだいすき
妊婦さんや乳幼児が対象のおはなし会
■読書会
第４火曜日 午前10時30分～
第３金曜日 午後１時30分～
絵本の読み聞かせ・手あそびなど
毎月１冊の課題本を決めて語り合う
（未就園児対象）
■アート
■おはなし会
第４金曜日 午前10時～
第２・第４土曜日 午前10時～
アートセラピーを通して自分を見つめる
絵本の読み聞かせ・工作
■ＮＬＳ（のうみライブラリーシン
■パステルを愉しもう
フォニー）
第２火曜日 午前10時～
第３土曜日 午後４時～
ライアーを中心に図書館の催しで演奏

４月１日から図書館システムがリニューアルしました！

４月のミニ図書館

お知らせ
■おはなしむら
日時 ４月８日㈯ 午後２時～
内容 絵 本の読み聞かせと工 作
（折り紙でこいのぼりを作ろう）
■かみしばいごや
日時 ４月23日㈰
午前10時30分～ 11時
内容 かみしばいの上演
「まいごのこいのぼり」ほか
年間定例行事
■おはなしむら
第２土曜日 午後2時～
絵本の読み聞かせと工作
■かみしばいごや
第４日曜日 午前10時30分～
紙芝居の上演
■その他
毎週火曜日
午前10時～ 11時30分
２Ｆ児童室を「ペンギンルーム」
として親子に開放しています。

図書館ボランティアを募集

図書館（室）では、いろいろな図書館に
読書は心の財産です。新システムでは、利用者の方に楽
かかわるボランティアを募集しています。
しみながら図書館を利用していただくために、「読書マラソ
ン」「読書通帳システム」「Ｍｙ本棚」の機能が増えました。 ブックボランティア
☆書架整理（返却図書の配架や、書架の整理整
■「読書マラソン」
頓など）
個人ごとに読書目標冊数と期間を設定することができるの
☆資料整備（図書の装備や修理など）
で、自分の読書量だけでなく目標達成状況が確認できます。
環境ボランティア
■「読書通帳システム」
☆周辺の植栽・清掃（花壇や植木の整備や周辺
読書を記録する手帳がわりに、昨年度から図書館（室）で
清掃など）
配布しております「読書貯金通帳」の台紙に添付できる貸出
☆図書館内飾り付け（館内をより明るく楽しい
記録シールを希望者に図書館（室）窓口で配布します。手書
空間とするための飾り付けなど）
きで「読書貯金通帳」を利用していただいておりましたが、
イベントボランティア
シールを貼り付けるだけで記録できるようになります。
☆イベントの企画・運営（おはなし会や、その
■「Ｍｙ本棚」
他行事等の企画・運営など）
図書館（室）では、個人情報を必要以上に残さないため返
☆絵本のよみきかせ
却後は個人の読書記録はシステム内には記録されませんが、
文化ボランティア
システムのインターネット上で自分の読書記録を見たいと希
☆能美図書館民俗資料室の整理（民俗資料の整理）
望される方は、「よみたい本」「よんだ本」「借りたい本」
活動場所および問合せ先
江田島図書館、能美
を個人で管理できるようになりました。
図書館、大柿公民館図書室、沖美公民館図書室
広報えたじま
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子育 て

ひ ろば

おやつ代）※プランターや支柱
タビューと写真入りカードのプレ
を持参される人は減額します。
ゼントがあります。
申し込み時に伝えてください。
準備物 母子健康手帳、タオル
すくすくベビー・すくすくくらぶ
準備物 苗植え作業ができる服
にこ♡にこひろば
装、軍手、スコップ、エプロン、
日時 ４月21日㈮
にこ♡にこひろば①
三角巾、お茶など
午前10時～ 11時30分
※２、４回目はトマト＆オリーブ 日時 ４月13日㈭
場所 大柿保健センター
午前10時30分～ 11時
クッキング、３回目はオリーブ
内容 「予防接種について」
「ふれあい遊び」
収穫体験をします。
対象者 乳幼児とその保護者
内容 今年度、初めてのにこ♡
参加費 無料
にこひろば。子どもの肌にふれ
準備物 母子健康手帳、飲み物（お
ながら、
「わらべうた」や「あそ
茶・ミルクなど）
びうた」に合わせて一緒に歌っ
※希望者には身体計測、健康相談
て、楽しい時間を一緒に過ごし
を行います。
ましょう！ !
にこ♡にこひろば②
食育チャレンジ隊
日時 ４月19日㈬
午前10時30分～ 11時30分
▲昨年度の第１回トマト苗植え体験
日時 ４月26日㈬
「リズムあそび」
の様子です。
午前10時～午後１時
講師 古澤文子さん
場所 能美保健センター
内容 いろいろなものを使って、
内容 栄養バランス弁当を作って
音楽に合わせて、リズムあそび
子 育て支援センターからの
出かけよう!!
をします。みんなでワイワイ楽
お知らせ ☎（４２）２８５２
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
しみましょう♪♪動きやすい服
平成29年度のにこ♡にこハウスについて
申込期限 ４月19日㈬
装で参加してくださいね。
参加費 １人２００円
にこ♡にこひろばは、新年度も 持ち物 お茶、タオル
準備物 エプロン、お茶、タオル 引き続き江南ふれあいセンターで にこ♡にこひろば③
帽子、敷物、箸など
実施します。
日時 ４月25日㈫
これまで利用されたことがある
午前10時30分～ 11時
食育体験事業
方も、初めて利用される方も、気 「こいのぼり」
「トマト＆オリーブ教室 ４回シ 軽にお越しくださいね！
内容 子どもたちが元気にすくす
リーズ」
駐車場は旧江南保育園の園庭を
く育ちますように･･･と願いを
第１回 トマト苗植え体験＆おや ご利用ください。
込めてこいのぼりを作り、「子
つ作り
どもの日」を祝いましょう！男
にこ♡にこ身体計測
日時 ４月16日㈰午前10時～正午
の子だけでなく、女の子も参加
とお誕生会
場所 能美保健センター
してくださいね♡
対象者 子どもと保護者（子ども 日時 ４月４日㈫・５月１日㈪
ママの再就職支援相談 子
の年齢制限なし）
午前10時～身体測定
定員 15組
午前11時～誕生会
子育て中のお母さんを対象に、
申込期限 ４月10日㈪
内 容 どんなに大きくなったか
再就職支援相談を実施します。
参加費 １組５００円（ミニトマ
な？身体計測後、誕生会をしま
妊娠・出産・育児のため仕事
ト苗２本、支柱、プランター、
す。誕生月のお子さんには、イン
を 辞 め た け ど、「 こ れ か ら は 仕
事をしたい！」と思っている人
子
４月の園庭開放
は、 ぜ ひ お 申 し 込 み く だ さ い。
※要予約
市内の保育施設では、園庭を開放しています。近くに遊び場や同年
日時 ４月21日㈮午前10時～正午
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
場所 子育て支援センター（江田
ご利用ください。
※行事等で利用できない場合があります。ご利用の際は、直接、各園
島町江南）
にご確認ください。
相談員 ハローワークくれ（公共
日程 毎週㈪～㈮ 午前10時～ 11時（土・日祝日なし）
職業安定所）職員
内容 戸外あそび（雨天の場合は中止）
保 健医療課からのお知らせ
☎（４３）１６３９
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だより
島から世界へ

三高小学校屋内運動場

耐震補強工事が完了

…
From the island to the world

新教育長・教育委員
が決まる

日にかけ

江田島市スポーツ推進
計画を策定

問生涯学習課

☎（４０）３０３７

江田島市では、「江田島市

本計画は、スポーツ基本法

条に基づいて、江田島市

のスポーツ推進に関する計画

第

るなど、児童が安心して利用

を策定するもので、次のよう

な性格を有しています。

できるような工夫を凝らして
います。

▼国のスポーツ基本計画、広

島県スポーツ推進計画を受け、

江田島市におけるスポーツ推

進の指針となるものです。

▼江田島市の総合計画に基づ

くとともに、関連計画との整

合を図りながら、本市のス

ポーツ推進に係る具体的な取

り組みを示すものです。

▼市民一人一人、スポーツ団

体、地域、行政などにおいて、

で閲覧できます。

年
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教育委員会
江田島小学校の児童２人が
「子ども司書」に認証

安心・安全な教育環境を整

た 児 童 は、
「カウンターで挨

前教育長の塚田秀也氏の任

日～平成 年３月

11

明るいＬＥＤ照明を設置す

を行いました。

10 28

新教育長決まる

読書の楽しさやすばらしさ
拶することによって、利用者

期満了に伴い、教育長に御堂

スポーツ推進計画」の策定を

対象に、講座を開催する予定

29

備するため、平成 年６月

を 広 め る た め に、
「子ども司
が安心して本を借りること

て三高小学校屋内運動場の耐

書」養成講座を受講した江田

岡健氏（ 歳）が任命されま
御堂岡教育長の任期は、４

ができることを学びました。」

ども司書」に認証されました。 「 子 ど も 司 書 に 認 証 さ れ て よ

月１日から平成 年３月 日

島小学校６年生の２人の児童

震補強および大規模改修工事

かったです。これからも本を

までの３年間です。

と 振 り 返 り、 認 定 証 を 手 に、 した。

講座では、年間を通じて市
読んで、積極的に活動に取り

が、
広島県教育委員会から
「子

行いました。

立図書館で講義や実地研修を
組 み た い で す。
」と話してい
年度も、小学校高学年を

受 け、 学 ん だ こ と を も と に、

江田島小・６年

29

です。

されました。

柳川政憲氏（ 歳）が再任

教育委員決まる

ました。

宮本 留佳

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/

学校で他の児童に読み聞かせ

江田島小・６年

31

柳川委員の任期は、４月１
31

を行うなどの活動をしてきま

内藤 真友

32

48

日から平成 年３月 日まで
の４年間です。

～

スポーツ活動の基本的な指針

となるものです。

年間とします。

計画期間は、平成

38

本計画は、市ホームページ

度の

29

55

33

した。

学校名（学年）

10

10

氏名

「子ども司書」に認証され

認証された児童（敬称略）

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

■中町公民館 ☎（４５）５１２３
▶催しその１
「八朔のマーマレード」作り講座
内容 今年もおいしい八朔マーマ
レードを作ろう！！
日時 ４月10日㈪ 午前９時～正午
講師 柳田政見さん
定員 15人※定員になり次第締切

写真

■江田島公民館☎（４２）００１５
▶催しその１
七宝焼体験講座
内容 初めての方も七宝焼作りに挑
戦してみませんか。
日時 ４月13日㈭午後１時～３時
講師 角川佳寿子さん
参加費 １, ０００円（材料費）
対象 初心者の方も参加できます。
準備物 ハンドタオル
定員 ８人
申込期限 ４月10日㈪まで
▶催しその２
江田島市高齢者大学記念講演会
日時 ４月14日㈮
午前10時30分～正午
場所 江田島公民館大ホール
内容 戦艦大和に関わる歴史と現状
について
講師 大和ミュージアム館長
戸髙一成さん
参加費 無料
対象 どなたでも参加できます
▶催しその３
子どもの日お菓子作り講座
内容 子どもの日お祝いのお菓子作
りに挑戦しませんか。
日時 ４月18日㈫午前10時～
講師 久保文子さん
参加費 ６００円（材料費）
対象 どなたでも参加できます
定員 ８人
申込期限 ４月13日㈭まで

学びの館 市民ギャラリー ４ 月
江田島写真教室×カメッ子サークル写真展
初心者からベテランまで、江田島市で活動
中の２つのグループによる写真作品約50点を
展示します。一瞬を切り撮った写真から見え
る形のないもの。笑い声、温もり、きらめき、
感動、そして物語。たくさんの一瞬を、たく
さんの物語を、ぜひご覧ください。
展示期間 ４月１日㈯～４月30日㈰
※開館時間は午前９時30分～午後４時30分
(火・祝除く)

参加費 ８００円
申込期限 ４月６日㈭
▶催しその２
「アイディア・スカーフ」作り講座
内容 古布を使って、
ちょっと変わっ
たスカーフを手作りしましょう。
日時 ４月27日㈭
午後１時30分～４時
準備物 針・ハサミなど基本的な裁
縫道具
参加費 材料費８００円（材料はこ
ちらで用意します）
定員 10人※定員になり次第締切
申込期限 ４月20日㈭
■沖美公民館 ☎（４７）１０００
▶催しその１
バードウォッチング教室
内容 江田島に暮らす野鳥を観察
し、ふるさとの自然を学ぶ講座で
す。市内各地で野鳥観察を行いま
す。また、野鳥写真教室を不定期
に開講、野鳥写真展を年２回開催
します。
日時 原則、奇数月の第３または第
４日曜日 午前９時～ 11時30分
（年間６回の定期開講）７月、12
月は日程が変更となります。
講師 滝田一郎（環境省登録環境カ
ウンセラー）他

参加費 年間１, ０００円/人
対象 高校生以上
定員 20人～ 30人程度
申込期限 4月30日まで（平日午前
９時～午後５時の間、電話で受付）
▶催しその２
沖美写真教室
内容 沖美地区を中心に、未来へつ
なげる写真を撮影する教室。実習
と講義の両方で、風景写真を主に
学んでいきます。
日時 原則、毎月第２木曜日
午後１時30分～３時30分
会場 沖美ふれあいセンターほか野外
講師 麻生祥代さん、藤井佳枝さん
参加費 年間１, ０００円/人
対象 高校生以上
定員 20人※定員になり次第締切
申込期限 4月30日まで（平日午前
９時～午後５時の間、電話で受付）
■大柿公民館 ☎（５７）３００９
市民ギャラリー『塚迫和寿絵画（ペ
ン画）展』
内容 鉛筆一本から生み出される妙
技。大柿町柿浦在住の塚迫和寿さ
んのペン画展・二回目です。繊細
でみずみずしい超リアルなペン画
の世界をご堪能ください。
期間 ４月１日㈯～ 30日㈰まで

江田島市成人式運営委員を募集しています 募集期限：４月 21 日㈮
平成30年江田島市成人式を、平成30年１月７日㈰、沖美ふれあいセンターで開催予定です。この成人式の企
画・運営に携わる運営委員を募集しています。詳しくは生涯学習課☎（４０）３０３７までお問い合わせください。
▶平成30年成人式対象者
（平成９年４月２日～平成10年４月１日の間に生まれた方で、江田島市在住または出身の方）
▶平成31年成人式対象者
（平成10年４月２日～平成11年４月１日の間に生まれた方で、江田島市在住または出身の方）で、運営委員と
して継続して活動できる方
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平成

年度国民年金保険料月額

１,１２０円

１カ月 １万６,４４０円

５０円
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広報えたじま

平成 年度の国民年金保険
料額が決定しました。

８００円

▼１万６４９０円
※昨年度から２３０円引き上
げとなりました。

６カ月 ９万８,１４０円

保険料の前納制度

３,５１０円

保険料を一定期間分まとめ
て納付（前納）すると、保険
料が割引になる制度がありま
す。また、納付書よりも口座
振替による納付のほうが、割
引額が大きくなっています。

19万４,３７０円

現金納付
１年
クレジット納付

37万９,５６０円 １万４,４００円

２年

口座振替の方法

６カ月 ９万７,８２０円

手続きに必要なもの
年金手帳、口座振替する通
帳、印鑑（口座届出印）
※所得が少ない、失業したな
どの理由で納付が難しい場合
は、保険料免除制度もありま
す。
※口座振替およびクレジット
カードによる６カ月（４月～
９ 月 ）、 １ 年 お よ び ２ 年 前 納
のお申し込み期限は毎年２月
末までとなっています。
現金納付については、４月
中 で あ れ ば 手 続 き 可 能 で す。
月～翌年３月までの６カ月
前納の申し込み期限は８月末
です。

４,１５０円

手続きを行う場所
市役所本庁、各支所、年金
事務所

19万３,７３０円

林野火災防ぎょ消防
大訓練を実施
２月 日㈰、沖美町の砲台
山において大規模な山火事
が 発 生 し た 想 定 で、 市 消 防
本 部、 市 消 防 団、 防 災 機 関 
（海上自衛隊呉弾薬整備補給
所、 在 日 米 陸 軍 秋 月 弾 薬 廠、
江田島警察署、広島市消防局）
が合同で消防訓練を行いまし
た。
鹿田公園に現地指揮本部を
設け、約１１０人が協力して
山頂までホースを延ばし、放
水を行いました。
山火事の原因で一番多いの
は、たき火の不始末です。こ
れから空気が乾燥し、火災の
発生しやすい季節です。火の
元、火の取り扱いには十分注
意してください。
26

▶放水を行う訓練参加者

１年

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

「島の病院おおたに」で
開院前の消防訓練を実施
２月 日㈫、能美町中町に
開院する
「島の病院おおたに」
において、病院職員、市福祉
保健部、消防団、消防本部が
参加し、消防訓練を行いまし
た。
病院職員は、通報、初期消
火、避難誘導を、消防職団員
は、救助、放水訓練を実施し
ました。また、消防用設備や
避難階段の位置等、施設の確
認を行い、大変、有意義な訓
練となりました。
今後も、各関係機関が一致
協力して、災害に強いまちづ
くりの構築を目指します。

▶訓練の様子

37万８,３２０円 １万５,６４０円

10

２年

口座振替

14

29

割引額
前納額
納付方法 前納期間

年金
平成29年度国民年金保険料について

１件(１件)

災

火
☎（４５）４７３９

消防つうしん

● 能美出張所

29

平成29年度前納額

救 急 131件(286件)
※かっこ内は平成29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

☎（４０）０１１９㈹

平成29年２月１日～28日
● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

２月16日～３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
ひら た

よし の

平田 美乃（中央・２月６日）
能美町
まるしま

み

４月の当番医

（地区別50音順・敬称略）

こ

もりわき

丸島 海恋（中町・２月９日） 森脇

つむぎ

紬（高田・３月４日）

※日程は変更することがあります。
問保健医療課

☎（４３）１６３９

２日㈰ 川崎医院（能美町鹿川）
診療時間：午前10時～午後５時

☎(45)2031

９日㈰ 大君浜井病院（大柿町大君）
診療時間：午前10時～午後５時

☎(57)5678

16日㈰ 島の病院おおたに（能美町中町） ☎(45)0303
診療時間：午前10時～午後５時

２月１日～28日届け出分

23日㈰ 青木病院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時

☎(42)1121

「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。

29日㈷ 長尾医院（沖美町三吉）
診療時間：午前10時～午後５時

☎(47)0204

30日㈰ 砂堀医院（能美町中町）
診療時間：午前10時～午後５時

☎(45)3333

ご冥福をお祈りします

おくやみ

（地区別50音順・敬称略）

江田島町
石本トシ子（宮ノ原・93 歳）

内村

諭（切串・65 歳）

⻆増 明男（切串・49 歳）

志茂千鶴子（江南・85 歳）

住岡 宏一（中央・62 歳）

瀬戸垣内ミヤノ（鷲部・100 歳）

橘

正行（切串・91 歳）

中村スメコ（小用・86 歳）

福島 俊三（切串・86 歳）

藤原 英子（小用・75 歳）

松岡すぎえ（宮ノ原・59 歳）

松㟢ユリ子（宮ノ原・93 歳）

森田 春子（切串・96 歳）

森本スガ子（宮ノ原・73 歳）

能美町
相野田弘子（中町・94 歳）

池邉 重美（中町・74 歳）

平 紘一（中町・73 歳）

中野サカヱ（中町・93 歳）

平

勝利（鹿川・73 歳）

槇原信太郎（高田・46 歳）

四辻 忠司（鹿川・64 歳）
沖美町
沖野 金子（三吉・83 歳）

薮㟢 正子（是長・75 歳）

大柿町
杉田タカミ（飛渡瀬・73 歳）

竹田 徹男（大君・84 歳）

出海惠美子（大君・85 歳）

豊島 豊子（柿浦・71 歳）

二反田幸雄（深江・68 歳）

濵先 篤 （柿浦・80 歳）

濵先 数美（柿浦・93 歳）

樋口 敬子（深江・78 歳）

森中 則子（大原・86 歳）

山根クマヨ（大原・98 歳）

山野 栁子（大原・82 歳）

山本 数美（柿浦・75 歳）

龍 とく子（飛渡瀬・90 歳）

人口と世帯数 （外国人市民を含む）

(前月比)



男性

女性

計

世帯数

4,376
4,377
8,753
4,762
2,528
2,758
5,286
2,615
1,658
1,635
3,293
1,807
3,428
3,704
7,132
3,592
11,990 12,474 24,464 12,776
（△33） （△38） （△71） （△25）

広報えたじま

4 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
４ 日㈫ 農村環境改善センター
11日㈫ 大柿公民館
18日㈫ 沖美市民センター
25日㈫ 江田島公民館

￥

市税などの納期限

平成29年4月

５月１日㈪

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。

保育料
（４月分）
住宅使用料
（４月分）

問子育て支援センター
☎（４２）２８５２
問都市整備課
☎（４３）１６４７

ありがとうございました

寄附

平成29年２月28日現在

江田島
能 美
沖 美
大 柿
全 体

※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。

（50音順・敬称略）

介護予防事業支援として 百歳体操用重錘バンド等
龍
昌平（大柿町飛渡瀬）
ふるさと寄附金として

池本 隆司（兵庫県芦屋市）石原 昌水（江田島市）
小林 洋 （福岡県福岡市）斉藤 公亮（大阪府大阪市）
高野 由博（群馬県高崎市）髙部 智哲（東京都世田谷区）
武井 悟 （東京都品川区）椿
弥稔（宮城県仙台市）
長野 治和（東京都豊島区）羽田 悦子（広島市中区）
福井 英人（沖縄県中頭郡）松本 幸男（広島市安佐北区）
馬渡 正明（福岡県福岡市）水谷田鶴子（岐阜県羽島市）
山尾 省太（兵庫県小野市）

広報えたじま

キラリ
えたじま

認定こども園おおがき新園舎スタート

境づくり」をテーマに、保育サー

ビス向上のため、計画的にすべて

日㈪、大柿町大原の認定

こども園おおがきで新園舎での

の保育施設を整備し、施設・サー

２月
サービスがスタートしました。

ビスの両面から安全で安心して預

けられる環境づくりを進めていま

新しい園舎に初めて登園する園
児や保護者たちは、「すごく中が

す。

今後も引き続き保育施設の再編

きれい」と一様に驚き、新しい靴
箱の自分のネームを探していまし

ほっとひといき

この「広報えたじま」は平成
年 月、合併により江田島市が誕
生 し た と き の 創 刊 号 か ら 数 え て、
今号で１５０号となりました。約
年間、毎月途切れることなく発
行してきました。
この間にも江田島市においては
様々な出来事があり、そういった
出来事を「広報えたじま」では市
民の皆さまにできる限り、分かり
やすくお知らせしたいとの思いで
作成してきました。
これまでの広報担当者の思いを
受けて、これからも「分かりやす
く、親しめる」広報紙づくりを心
掛けようと、この「１５０」とい
う数字を見て、改めて思いました。

「広報えたじま」は、ホームページでご覧になれます。

整備について、ご理解とご協力を

３月７日㈫、江田
島町江南で行われ
た、オリーブ古木
銘板除幕式の様子
です。
詳しくは、P13
のまちの話題をご
覧ください。

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

お願いします。

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

本市では、「子育てしやすい環

発行／江田島市
編集／江田島市総務部総務課
秘書広報室

FAX

今月の 表紙
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12

27

～安全で安心して預けられる環境づくり～
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