
お知らせ

母子・父子および寡婦福
祉資金貸付金の貸付け

 問 子育て支援課☎（42）2852
母子・父子家庭および寡婦の生活の

安定と、その児童（子）の福祉を図る
ため、貸付制度があります。
　貸付の種類には、子どもが高校・大
学等の修学するための「修学資金」や

「生活資金」「技能習得資金」などがあ
ります。申請には、事前相談が必要と
なりますので、子育て支援課に連絡の
上、来所してください。

問 地域支援課☎（43）1637
　野外焼却は一部の例外を除いて法律
で禁止されています。
　農業、林業または漁業を営むために
やむを得ないものなどは例外的に認め
られていますが、煙や悪臭によって、
近所の迷惑にならないように、場所、
風向き、時間帯などの配慮をお願いし
ます。

野外焼却は禁止されて
います
野外焼却は禁止されて

問 子育て支援課☎（42）2852
　ひとり親家庭の自立を支援するた
め、父または母に対し、給付金の支給、
貸付制度があります。
※いずれも受験前に相談・面談が必要。

■自立支援教育訓練給付金
　就職に有利な資格を取得するための
教育訓練を受講する場合、その費用の
一部を支給。
対 象者　①児童扶養手当の支給を受け

ている者、または同等の所得水準に
ある者、②対象講座を受けることが、
適職に就くために必要な者

対象講座　事前にお問い合わせください。
支 給額　入学料および授業料の 60％

(12,000 円～ 200,000 円まで )

■高等職業訓練促進給付金
就職に有利な資格を取得するための

養成訓練受講期間中に訓練促進給付金、
受講修了後に修了支援給付金を支給。
対 象者　①児童扶養手当の支給を受け

ひとり親家庭の自立支援
資格取得のための給付金制度

ている者、または同等の所得水準に
ある者、②養成機関において１年以
上のカリキュラムを修業し、対象資
格の取得が見込まれる者

対 象資格　看護師（准看護師含む）・介
護福祉士・保育士・理学療法士・作
業療法士・調理師・製菓衛生師など

※ 准看護師から看護師、看護師から保
健師・助産師へ、引き続き養成機関
に進学する場合も対象となります。

支給額
・訓練促進給付金
　非課税世帯　月額 100,000 円
　課税世帯　月額 70,500 円
※ 修学最終年限は月 40,000 円が加

算されます。
・修了支援給付金
　非課税世帯　50,000 円
　課税世帯　25,000 円

■高等職業訓練促進資金貸付金
　高等職業訓練促進給付金制度を利用
した人に対し、入学準備金・就職準備
金の貸付制度があります。一定の条件
により、返還免除もあります。

問 地域支援課☎（43）1637

　年末年始のごみ収集は次の日程で行います。事業者や個人でごみを持ち込む場合は、日程を確認して手続き
を行ってください。

年末年始のごみ収集日程年末年始のごみ収集日程

区分 12月28日㈪ 12月29日㈫ 12月30日㈬～１月３日㈰ １月４日㈪
江田島町（燃えるごみ）

通常通り 通常通り 全地区
収集しません 通常通り

能美町（燃えるごみ）
沖美町（燃えるごみ）
大柿町（燃えるごみ）

▶燃えるごみの特別収集日程

区分
12月 １月

26日 27日 28日 29日 30日 31日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

リレーセンター
休み 休み

○ ○
休み

○ ○
環境センター ○ ○ ○ ○

▶年末年始各センター受入日程　※ごみの個人持込は10㎏につき110円

リレーセンター
☎（42）2113

12月28日㈪・29日㈫は、一般持込みの受付業務を行います。
（受付時間　午前９時～正午・午後１時～４時）

環境センター
☎（49）1731

12月28日㈪・29日㈫は、一般持込みの受付業務を行います。
（受付時間　午前９時～正午・午後１時～４時）

▶問い合わせ先・受付時間など
※ 年末年始の関係上、１月は収集日

を変更しています。必ずごみ出し
カレンダーを確認の上、持ち出し
てください。

広報えたじま　令和２年12月 1818



Information

問 海上自衛隊第１術科学校広報係
☎（42）1211（内線 2016）

募 集対象　江田島市在住で、20 歳以
上（元自衛官、現役の公務員を除く）

委 嘱期間　令和３年４月１日～令和５
年３月 31 日（２年間）

選考方法　書類選考と面接
申 込方法　「基地モニター応募」と明

記の上、住所、氏名（ふりがな）、
生年月日（年齢）、性別、職業、電
話番号を記入して官製はがきまたは
FAX で申し込み。

申込み先
　海上自衛隊第１術科学校広報係
（〒 737-2195 江田島町国有無番地）

（42）3030
活 動内容　海上自衛隊第１術科学校の

基地モニターとして各種行事、研修
など（３カ月に１回程度、研修は平
日に実施）に参加していただき、基
地の諸施策などに関して、ご意見、
ご要望などを伺います。

募集人数　５人

令和３・４年度海上自衛隊
江田島基地モニター募集

募集 年末交通事故防止
県民総ぐるみ運動

 問 総務課☎（43）1111 ㈹
　年末は、交通量の増加や慌ただしさ
から交通事故が増加する傾向にありま
す。交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーを習慣づけましょう。
期間　12 月 1 日㈫～ 10 日㈭
▶スローガンなど
・ あおるより　ゆずるあなたが　かっ

こいい
・ なくそう交通死亡事故・アンダー

75 作戦～ 2020 年へ向けて～
▶運動の重点
・子供と高齢者の安全な通行の確保
・高齢運転者の交通事故防止
・飲酒運転の根絶
・自転車の安全利用の推進

障害者週間

 問 社会福祉課☎（43）1638
ぱすてる☎（27）8899

　「障害者週間」は、国民の間に広く　「障害者週間」は、国民の間に広く
障害のある人の福祉についての関心と障害のある人の福祉についての関心と
理解を深めるとともに、障害のある人理解を深めるとともに、障害のある人
が社会、経済、文化その他のあらゆるが社会、経済、文化その他のあらゆる
分野の活動に積極的に参加する意欲を分野の活動に積極的に参加する意欲を
高めることを目的として設けられまし高めることを目的として設けられまし
た。た。
　障害のある人への理解をすすめ、自　障害のある人への理解をすすめ、自
立と社会参加を促進し、誰もが暮らし立と社会参加を促進し、誰もが暮らし
やすい社会を実現させましょう。やすい社会を実現させましょう。
　また、障害について、悩みごとや困　また、障害について、悩みごとや困
りごとがある方は、江田島市障害者相りごとがある方は、江田島市障害者相
談支援事業所「ぱすてる」にご相談く談支援事業所「ぱすてる」にご相談く
ださい。ださい。

12 月 3 日
～ 9 日

問 財政課☎（43）1629
　市が令和３・４年度に発注する「建
設工事」・「測量・建設コンサルタント
等業務」と「物品・その他業務」の競
争入札参加資格審査申請を、財政課で
受け付けます。
受付期間　１月 12 日㈫～ 29 日㈮
受付時間　午前９時～午後５時

競争入札参加資格審査
申請を受け付けます

受付場所　市役所本庁３階
・ 申請手続などは市ホームページの「入

札・契約情報」をご覧ください。
・ 「建設工事」および「測量・建設コ

ンサルタント等業務」で、広島県お
よび県内市町が共同して運用する

「資格審査受付システム」を利用し、
電子申請を行っている場合は、この
受付期間に申請する必要はありませ
ん。

広報えたじま　令和２年12月1919

■■■■■税関からの■税関からの密輸に関する情報提供密輸に関する情報提供のお願い■のお願い■■■■■

　覚醒剤などの違法薬物や銃器類、金の密輸は皆さまからの情報提供が大きな力となります。
「深夜に暴力団風の人物や、普段見かけないような外国人を見た」
「海岸で、普段見かけない人が船から物を降ろしている」
「ライトなどで周囲に合図を送っている船舶、外国の船舶と接触している船舶を見た」
「普段見かけない船舶や中身の分からない漂流物、漂着物がある」
　など、身の回りで不審者や不審な貨物、不審な出来事を目にした際、税関密輸情報窓口にご連
絡ください。

■税関密輸情報窓口
　密輸ダイヤル　☎0120（4

シロイ
61）9

クロイ
61（24時間フリーダイヤル）

　呉税関支署　　☎（21）2232（平日8：30 ～17：15）
　税関密輸情報提供サイト　  http://customs.go.jp/mizugiwa/mitsuyu/mitsuyu-dial.htm

税関麻薬探知犬エル号

カスタムくんカスタムくん

税関密輸情報提供サイト
QR コード

吉本興業所属のタレント・鉄拳さんとタイアップし、
パラパラ漫画のYouTube動画を作成！一人の税関職員
を主人公に、貿易の健全な発展と安全な社会を実現す
るため突き進む姿を描いています。

動画はこちらから▶
Youtube
「税関チャンネル」




