
　　

　昨年、本市でも特殊詐欺の電話が、多くの家庭にか
かってきています。今回は、実際に市内で発生した詐
欺を見破った事例を紹介します。
　ある日、80代の女性（Ａさん）の自宅の固定電話
に電話がかかってきました。「江田島市に新しいグルー
プホームができるのですが入居されますか？」Ａさん
は、「入りません」と断り、その日は、電話が切れました。
数日後、グループホームの会社から、「Ａさん名義で
グループホームの契約がされています。解約するには
100万円必要です」と電話がかかってきたのです。
　Ａさんは、解約するため急いで自宅の近くの郵便局
にお金を引き出しに向かいました。

　Ａさんは、自分の口座からATMで一日の限度額で
ある50万円引き出したところで、もうお金が引き出
せなくなり、困って窓口に「親戚に送るために振り込
みたい」と申し出ました。
　対応した郵便局の職員さんは、お金の送り先が、お
かしいことに気が付きました。職員さんは、すぐに郵
便局長に報告し、特殊詐欺に違いないと江田島警察署
に通報したのです。こうして、詐欺を見破った郵便局
の迅速的確な判断で、Ａさんは、お金
をだまし取られなくてすみました。
　皆さんも、不審な電話がかかってき
た際は、警察に相談してくださいね。

実録！こうして詐欺を見破った！実録！こうして詐欺を見破った！
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◆�令和４年度江田島市カキ祭を中止します 問 交流観光課☎ 0823-43-1644 ▶２月５日㈰に開催
を予定していた江田島市カキ祭は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止します。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。Infomation お知らせInfomation

剪
せんてい

定講習会を行います

問 市シルバー人材センター
☎ 0823-42-5211

　剪定技能を広く普及させるため、次
のとおり講習会を行います。この講習
会は、市民の皆さまも参加できます。
日時　３月 14 日㈫・15 日㈬
　　　午前９時～４時
※できるだけ両日ご参加ください。
定員　15 人
申 込方法　３月３日㈮までにセンター

事務局へご連絡ください。
講 師　沼田佳秀先生（広島県北部地域

職業訓練センター職業訓練指導員
（造園科））

問 保健医療課☎ 0823-43-1639
　国民健康保険・後期高齢者医療（原
則、対象者は 75 歳以上）制度は、被
保険者と世帯主の合計所得により、保
険税（料）の軽減などを判定します。
　軽減に該当する所得でも未申告の方
は、保険税（料）は軽減されません。
確定申告をされた方または公的年金を
受給している方など所得の把握ができ
ている方以外は、市県民税の申告をし
てください。特に、遺族・障害年金を
受給している方または収入がない方
は、市県民税の申告（６～８ページ参
照）を忘れないようにしてください。

問 人権推進課☎ 0823-43-1635
日 時　２月 25 日㈯午後１時 30 分～

４時（午後１時開場）
会場　わくわくセンター（能美町鹿川）
講 師　奥田知志さん（NPO 法人抱樸理

事長）「誰ひとり孤
立させないために」

公 演　生笑一座「生
きていればいつか
笑える日がくる」

遺族・障害年金を受給してい
る方は申告をお忘れなく！

令和４年度人権啓発講演会
を開催

募集

お知らせお知らせ
お買い物のついでに！マイナン
バーカード出張申請サポート

 問 市民生活課☎ 0823-43-1634
　ゆめタウン江田島で、携帯電話会社
によるマイナンバーカードの交付申請
手続きのサポートを実施します。マイ
ナンバーカードをお持ちでない方は、
この機会にお立ち寄りください。
日時　２月 20 日㈪～ 26 日㈰　
　　　午前 10 時～午後６時
場所　ゆめタウン江田島 1 階催事場
準 備物　マイナンバーカード交付申請

書と本人確認書類（運転免許証など）
※ マイナンバーカード交付申請書をお

持ちでない場合も、申請サポートが
受けられます。（申請書を持参いた
だくとマイナンバーカードがより早
く発行されます）

※ 申請サポート当日、会場で写真を撮
影します。

問 業務課☎ 0823-42-3311 ㈹
　コロナ禍における物価高騰の影響に
対する経済支援として、水道料金の基
本料金を減免します。減免の対象とな
るのは用途が家事専用と認定されてい
る方です（官公庁・学校・病院・営業・
工場・臨時は減免の対象外）。
　減免となるのは基本料金のみで、
メーター使用料・基本水量を超えて加
算される超過料金は減免対象外です。
なお、申請は、不要です。
減免期間・減免金額
　令和４年 12 月～令和５年１月に使
用した基本料金　※基本料金を減免し
た額での請求となります。
※下水道使用料は減免対象外です。
減免期間の水道料金の試算例

【メーター口径が 13mm で使用水量
が 35㎥ / ２カ月（基本水量を 19㎥
超過）の場合】

水道料金の基本料金
を減免します

区分 通常 減免期間
基本料金 3,100円 0円
超過料金 4,655円 4,655円
メーター使用料 200円 200円
消費税 795円 485円
合計 8,750円 5,340円

新型
コロナ募集

問 オリーブ振興室
☎0823-43-1643

オリーブ情報オリーブ情報

■ オリーブ栽培講習会を開催■ オリーブ栽培講習会を開催
　市オリーブ振興協議会では、次のと　市オリーブ振興協議会では、次のと
おり講習会を開催します。今年、始めおり講習会を開催します。今年、始め
てオリーブを植える方は、ぜひご参加てオリーブを植える方は、ぜひご参加
ください。ください。
日時日時　　２月11日（土・祝）午後１時30分～２月11日（土・祝）午後１時30分～
内容内容　オリーブの植え付けについて　オリーブの植え付けについて
場所場所　沖美市民センター（沖美町畑）　沖美市民センター（沖美町畑）
※ 座学の後、沖地区モデルオリーブ園※ 座学の後、沖地区モデルオリーブ園

に移動し、実習を行います。雨天のに移動し、実習を行います。雨天の
場合は、座学のみ行います。場合は、座学のみ行います。

市顧問弁護士による無料法律相談
問 総務課☎ 0823-43-1111 ㈹

日時　２月 13 日㈪午前 10 時～午後３時
場 所　三高会館（沖美町三吉）
人数　８人（１人 30 分）
申し込み順で、２月１日㈬から総務課
で受け付け。

問 総務課☎ 0823-43-1111 ㈹
　「北方領土」とは、北海道の北東洋
上に連なる国

くなしり
後島、択

えとろふ
捉島、色

しこたん
丹島お

よび歯
はぼまい

舞群島のことです。
　北方領土は、第二次世界大戦終了直
後、ソ連の軍事行動により不法占拠さ
れ、ソ連が崩壊してロシアとなった現
在もなお、その状態が続いています。
北方領土返還実現には、粘り強い外交
交渉が必要ですが、国民が関心を持ち、
世論の結集と高揚こそ、国の交渉を支
えることにつながります。皆さんの声
と力を合わせて、早期返還を実現させ
ましょう。

問 江田島 e スポーツクラブ☎ 0823-45-5461
日時　２月 19 日㈰午前９時 40 分～
コ ース　能美運動公園→中町交差点→

是長口交差点→大原交差点→柿浦交
差点→江南交差点→能美運動公園

片 側交通規制　午前９時 30 分～ 11
時 10 分頃まで（選手の進行方向に
向かって。通過次第解除）

　大変ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。

問 広島県西部畜産事務所 畜産振興課
☎ 082-423-2441

　蜜蜂を飼育する場合は、飼育群数の
多少に関わらず毎年、県への「蜜蜂飼
育届」の提出が義務付けられています。

（手数料はかかりません）ただし、園
芸作物の花粉交配用に飼育する場合な
ど届出が不要な場合もあります。
　詳しくは、広島県西部畜産事務所へ
お問い合わせください。

問 広島県西部畜産事務所 防疫課
☎ 082-423-2441

　２月 1 日時点の家畜の頭羽数、衛生管
理状況を、畜産事務所へ報告してください。
▶ 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚（ミ

ニブタ、マイクロブタ含む）、いのし
し（毎年４月 15 日までに報告）

▶ 鶏、あひる（アイガモ含む）、うずら、
きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面
鳥（毎年６月 15 日までに報告）

2月７日は
「北方領土の日」

第 46 回江田島市駅伝
大会の交通規制について 蜜蜂飼育届について

家畜（動物）を飼育する方へ

飼養衛生管理状況の報告を

広報えたじま　令和５年２月 広報えたじま　令和５年２月 2222
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