火災・救急件数

116件(773件)

急

0件(11件)

災

火

● 能美出張所

救

☎（４５）４７３９

消防つうしん

定める日のことで初診日か

②障害認定日（障害の状態を

ら１年６カ月後。ただし例

障害年金は、病気やケガに

よって生活や仕事などが制限

外があります）の障害の程

障害年金は、病気やケガだ

歳

障害基礎年金をもらうことが

できます。

この場合、年金請求は

の誕生日の前日からできます。

納付要件はありません。詳し

くは市民生活課、または年金

事務所へご相談ください。

令和２年９月 30

広報えたじま

さ れ る よ う に な っ た 場 合 に、

現役世代の方も含めて受け取

度が国民年金法で定める１

級または２級であること。

ることができる年金です。

障 害 年 金 に は、「 障 害 基 礎

※身体障害者手帳の１級、２

級とは違います。なお、障

年金」と「障害厚生年金」が

あり、病気やケガで初めて医

害認定日に障害の状態が軽

けではありません。生まれつ

生まれつきの知的障害
や発達障害がある場合

できないことがあります。

ると、障害基礎年金を請求

※国民年金保険料の未納があ

ていること。

③保険料の納付要件を満たし

える場合があります。

師の診療を受けたときに国民

だより

くてもその後重くなったと

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

年金に加入していた場合は

年金

きは、障害基礎年金をもら

障害年金について

「障害基礎年金」
、厚生年金に

加 入 し て い た 場 合 は、
「障害

厚生年金」が請求できます。

障害基礎年金の
受給要件

次の①から③の全てに該当

する人がもらえます。

①国民年金に加入している間

に、障害の原因となった病

師の診療を受けた日（これ

きの知的障害や発達障害があ

気やケガについて初めて医

を「 初 診 日 」 と 言 い ま す ）

んでいる間に初診日がある

ときも含みます。

※老齢基礎年金を繰り上げて

歳になる前にもらってい

る場合でも、状態によっては

があること。

※ 歳前や 歳以上 歳未満

（年金制度に加入していな

65

い期間）で、日本国内に住

60

る人は除きます。

20

20

65

ひもを

引く

ボタンを
押す

となっていますが、中には５年や１年で切れてしまう
場合もあるため、定期的に点検しましょう。
おじいちゃん、おばあちゃんが火災の被害に遭わな

全国で発生する住宅火災のうち、寝ている間に火災
に気付かずに逃げ遅れ、犠牲となる方の約７割は高齢

実施することができるため、確認してみてください。
「住宅用火災警報器」の電池の寿命は、目安が10年

しておくことが大切です。
点検は、ボタンを押すかひもを引くことで、簡単に

いように今年の【敬老の日】は、家の防火対策をみな
さんで考えてみてはいかがでしょうか。

者となっています。火災の早期発見や、就寝中でも火
災の発生を大きな音で知らせてくれる「住宅用火災警
報器」を設置し、確実に鳴動するよう日頃から点検を

※（ ）内は令和２年１月から
の累計

火災などのお問い合わせは☎（４２）３１１９へ

令和２年７月１日～31日
☎（４０）０１１９㈹

● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

住宅用火災警報器は【10年】を目安に交換をお勧めしています

ピーピーピー
火事です

７月16日～８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、企画振興課へご連絡ください。

江田島町
にしむら
てん
西村
天（小用・８月１日）

能美町
うちおき
り ん と
か じ ぐ ち りょうすけ
内沖 輪人（高田・７月23日）鍜治口涼介（鹿川・７月26日）
やまさき
こよみ
曆（鹿川・７月16日）
山﨑
大柿町
みやしま
ゆ い か
宮島 唯榎（柿浦・８月３日）
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
井川 良子（切串・94歳）
沖野アキ子（秋月・91歳）
川口 敏枝（秋月・92歳）
中村 幸典（小用・92歳）
平本マスミ（小用・98歳）
前浜
良（江南・71歳）
吉田フミコ（切串・85歳）
能美町
加藤 睦子（高田・88歳）
出木
博（鹿川・43歳）
藤原
登（中町・94歳）
沖美町
泉川 勝彦（畑・80歳）
大戸
子（岡大王・83歳）
迫田 弘幸（三吉・85歳）
中西
進（是長・91歳）
大柿町
内沖 英幸（深江・76歳）
迫 修之助（柿浦・71歳）
二反田善男（深江・87歳）
晨 小 子（大君・95歳）
山㟢
夫（柿浦・89歳）

大下 辰三（中央・79歳）
奥田
泉（切串・73歳）
河内 美枝（中央・100歳）
濱野 秋男（江南・83歳）
平本美佐子（秋月・67歳）
山本
貢（宮ノ原・74歳）
幸野 笑子（鹿川・85歳）
藤本 文江（中町・91歳）
内平 數美（岡大王・85歳）
沖
良子（三吉・90歳）
空
好男（三吉・82歳）
大國キノエ（飛渡瀬・96歳）
山藤 正徳（大君・60歳）
橋本 良子（大原・86歳）
平口
武（大君・95歳）
山根
保（飛渡瀬・87歳）

9月30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。

31 広報えたじま

問税務課
問税務課

☎（４３）１６３６

☎（４３）１６３６
問保健医療課
☎（４３）１６３９
問高齢介護課
☎（４３）１６５１
問業務課
☎（４２）３３１１
問子育て支援課
☎（４２）２８５２
問都市整備課
☎（４３）１６４７

令和２年９月

13日㈰

20日㈰

21日㈷
22日㈷
27日㈰

※日程は変更することがあります。
問保健医療課

水口医院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時
澤医院（大柿町小古江）

診療時間：午前10時～午後５時

☎（４３）１６３９

☎（42）0018
☎（57）2003

梶川医院（沖美町岡大王）
診療時間：午前10時～午後５時

☎（48）0201

吉田病院（江田島町津久茂）
診療時間：午前９時～午後５時

☎（42）1100

芸南クリニック（大柿町柿浦）
診療時間：午前10時～午後５時

☎（57）3705

大君浜井病院（大柿町大君）

診療時間：午前10時～午後５時
川崎医院（能美町鹿川）

診療時間：午前10時～午後５時

☎（57）5678
☎（45）2031

※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、休日急患センター（呉医師会病院
内）などを紹介する場合があります。
ありがとうございました

市税などの納期限

固定資産税
（３期）
国民健康保険税
（３期）
後期高齢者医療保険料
（３期）
介護保険料
（３期）
下水道受益者負担金
（２期）
保育料
（９月分）
住宅使用料
（９月分）

６日㈰

７月１日～31日届け出分

「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、企画振興課へご連絡ください。

￥

９月の当番医

（地区別50音順・敬称略）

寄附

（50音順・敬称略）

新型コロナウイルス感染症対策支援（防護服）
株式会社モンベル アウトドア義援隊（大阪府大阪市）
大柿中学校教育用備品
白地水産株式会社（能美町鹿川）
一般寄付
広島日野自動車株式会社（広島市安芸区）
ふるさと寄附金
竹林 康平（兵庫県伊丹市） 阪井 守（東京都杉並区）

９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 権利擁護センター ☎（27）8032
１日㈫ 能美保健センター
８日㈫ 大柿老人福祉センター
15日㈫ 三高会館
23日㈬ 江田島市民センター別館（旧江田島公民館）
令和２年７月31日現在

人口と世帯数 （外国人市民を含む）
江田島
能 美
沖 美
大 柿
全

体

(前月比)

男性
女性
計
世帯数
4,039
4,004
8,043
4,586
2,411
2,575
4,986
2,557
1,496
1,477
2,973
1,695
3,175
3,406
6,581
3,469
11,121 11,462 22,583 12,307
（△59） （△35） （△94） （△43）

