宅用火災警報器の作動点検を行
いましょう。点検はボタンを押
すかひもを引くことで簡単にで

ジが流れた場合は交換してくだ

ドを踏みつけてしまうと、コー

に注意してください。電気コー

ります。電池が切れていなく

に鳴動しない可能性が高くな

火災警報器は、いざという時

国民年金保険料は所得税法

民年金保険料を納付された方

月上旬に日本年金機

を納めた場合と同様に、社会

や厚生年金などの社会保険料

次送っていますので、申告書

金保険料）控除証明書」を順

構から「社会保険料（国民年

には、

保険料控除としてその年の課

の提出の際には必ずこの証明

および地方税法上、健康保険

税所得から控除され、税額が

書または領収証書を添付して

ください。

また、令和２年

月１日か

軽減されます。

控除の対象となるのは、令

和２年１月から 月までに納

日までの間に、今年

はじめて国民年金保険料を納

月

過去の年度分の保険料や追納

められた方には、翌年の２月

め ら れ た 保 険 料 の 全 額 で す。 ら

された保険料も含まれます。

お子様など）の負担すべき国

ではなく、ご家族（配偶者や

事故など万一のときにも心強

金は、老後はもちろん不慮の

税法上とても有利な国民年

上旬に送られる予定です。

民年金保険料を支払っている

い味方となる制度です。保険

また、ご自身の保険料だけ

場合、その保険料も合わせて

料は納め忘れのないよう、き

ちんと納めましょう。

控除が受けられます。

なお、本年中に納付した国

民年金保険料について、社会

保険料控除を受けるためには、

年末調整や確定申告を行うと

きに、保険料を支払ったこと

を証明する書類の添付が必要
となります。

日までの間に国

令和２年12月 30

広報えたじま

大掃除と併せて火の元
点検も行いましょう！

忘れずに行いましょう。ほこり
さい。住宅用火災警報器は、消

きます。点検した際に反応が無

の被ったコンセントは、湿気に
防本部予防課で取付を支援して

大掃除の際は、家具や家電の

より通電し発火することがあり
いますので、設置が困難な場合

ド内の銅線が破損してショート

ても本体ごと交換することを

10

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

11

31

年金
納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です！

かったり、電池切れのメッセー

ます。また、家具や冷蔵庫など
は相談してください。

し、火災となる可能性がありま

お 勧 め し ま す。（ 本 体 に 製 造

12

急 111件(1,134件)

救

裏に隠れたコンセントの掃除も

重いものを移動させる際は、電
※設置
 から

年を超えた住宅用

気コードを踏みつけないよう

す。この機会にしっかりと確認

年月日が記載されていますの

照明などの掃除の際には、住

でご確認ください )

して、火災を予防しましょう。

10

３件(14件)

災
☎（４５）４７３９

火

● 能美出張所

消防つうしん

12

このため、令和２年１月１
日から９月

30

※（ ）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

火災・救急件数

☎（４０）０１１９㈹

令和２年10月１日～31日
● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

おめでとうございます

すこやか

10月16日～11月15日届け出分

（地区別50音順・敬称略）

「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
うえなか
り つ き
じょう
上中 李月（江南・10月20日）城
す や ま
れん
たけもと
陶山
連（小用・10月11日）竹本
はまさき
の あ
濵先 乃愛（小用・10月29日）
大柿町
かどわき
しょうま
門脇 聖真（飛渡瀬・11月９日）
ご冥福をお祈りします

おくやみ

ら

な

來那（小用・10月14日）
は る き
晴貴（中央・10月18日）

10月１日～31日届け出分

（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、企画振興課へご連絡ください。

江田島町
入澤チヱ子（秋月・95歳）
岡垣内富枝（鷲部・88歳）
久保
巖（宮ノ原・94歳）
久保 政子（切串・87歳）
小澤フミ子（津久茂・98歳）
竹本 正範（宮ノ原・92歳）
中山
修（小用・68歳）
堀越 敏枝（小用・88歳）
能美町
大津トヨコ（鹿川・90歳）
沖本美代子（高田・85歳）
鎌田 麗子（鹿川・68歳）
坂本優美子（中町・88歳）
浜沖アヤコ（鹿川・95歳）
八木
實（鹿川・82歳）
沖美町
佐々木忠治（是長・88歳）
谷田 能規（三吉・84歳）
大柿町
小川 儀平（小古江・82歳）
沖元 洋子（柿浦・82歳）
獅子谷冨美子（大原・86歳）
豊島喜登志（大原・91歳）

上原スヱノ（切串・95歳）
北野ヤヱ子（秋月・91歳）
久保千代子（宮ノ原・96歳）
小方美智子（津久茂・69歳）
鈴木喜美江（中央・88歳）
竹本ミヱ子（小用・100歳）
日髙小夜子（鷲部・85歳）
宮内 伸也（中央・65歳）
岡部キヨコ（鹿川・93歳）
加藤 秀夫（高田・85歳）
川﨑
徹（中町・78歳）
田中 榮子（中町・95歳）
藤田シヅ子（鹿川・90歳）
田川
船谷

子（岡大王・93歳）
一治（三吉・67歳）

沖
小松
谷本
松本

義隆（大原・90歳）
好子（大原・96歳）
菊枝（深江・80歳）
良子（大原・89歳）

12 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㈫ 沖美市民センター
22日㈫ 江田島市民センター別館（旧江田島公民館）
￥

市税などの納期限

12月25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。

市県民税
（４期）
国民健康保険税
（６期）
後期高齢者医療保険料
（６期）
介護保険料
（６期）
保育料
（12月分）
住宅使用料
（12月分）
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12月の当番医

問税務課
問税務課

令和２年12月

問保健医療課

島の病院おおたに（能美町中町）
診療時間：午前10時～午後５時
青木病院（江田島町中央）
13日㈰
診療時間：午前９時～午後５時
砂堀医院（能美町中町）
20日㈰
診療時間：午前10時～午後５時
深江長坂医院（大柿町深江）
27日㈰
診療時間：午前10時～午後５時
島の病院おおたに（能美町中町）
診療時間：午前10時～午後５時
30日㈬
青木病院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時
砂堀医院（能美町中町）
診療時間：午前10時～午後５時
31日㈭
吉田病院（江田島町津久茂）
診療時間：午前９時～午後５時
芸南クリニック（大柿町柿浦）
１月 診療時間：午前10時～午後５時
１日㈷ 森藤医院（江田島町切串）
診療時間：午前９時～午後５時
長尾医院（沖美町三吉）
診療時間：午前10時～午後５時
２日㈯
青木病院（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
３日㈰
吉田病院（江田島町津久茂）
診療時間：午前９時～午後５時
６日㈰

☎（４３）１６３９

☎（45）0303
☎（42）1121
☎（45）3333
☎（57）2036
☎（45）0303
☎（42）1121
☎（45）3333
☎（42）1100
☎（57）3705
☎（44）1156
☎（47）0204
☎（42）1121
☎（57）2003
☎（42）1100

※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

寄附

（50音順・敬称略）

学校教育用備品
広島日野自動車株式会社（広島市安芸区）
ふるさと寄附金
浅倉
修（長野県松本市）朝山 真哉（兵庫県姫路市）
梅田 邦夫（千葉県白井市）大村 達朗（東京都江戸川区）
岡本 吉生（兵庫県加古川市）香月 恭子（東京都港区）
小滝
崇（滋賀県草津市）齋藤 麻里（神奈川県横浜市）
津川 洋一（神奈川県横浜市）戸田 文男（東京都足立区）
中由 光徳（神奈川県川崎市）原田 剛直（福井県福井市）
廣田 乃江（高知県安芸郡）藤野 裕子（千葉県市川市）
藤本 大樹（神奈川県川崎市）古田和香子（東京都中央区）
横溝 正夫（神奈川県横浜市）

☎（４３）１６３６

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

※日程は変更することがあります。

令和２年10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
4,043
3,981
8,024
4,597
2,371
2,542
4,913
2,526
1,493
1,473
2,966
1,699
3,150
3,391
6,541
3,447
11,057 11,387 22,444 12,269
（△20） （△25） （△45） （△11）

