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●直島町表彰される！
海の駅

地中美術館

直島環境センター

直島女文楽

平成19年度予算決まる
一般会計 29億432万7千円

特別会計 17億2407万9千円
簡易水道会計

3億4923万円

平成19年度の直島町一般会計及び特別会計予算
案が、３月５日から開かれた３月定例議会で議決
されました。
新年度の一般会計予算額は、29億432万７千円
で前年度と比較して３億2753万２千円（△10.1％）
の減になっています。厳しい財政状況の中、次世
代に直島町を引き継ぐため、限られた財源で特に
優先度の高い事業を厳選した超緊縮型の予算編成

歳

入

29億
432万7千円

となっています。

町民１人当たりに使われるお金

84万円
町民１人当たりが負担するお金

19万 4千円
４／１ 現在3,456人で算出

瀬戸内海から世界へ
自然と文化と環境の島
明日を拓く直島町

※詳しいお問い合わせは各担当課まで

m発泡スチロール再資源化電溶機 m小学校校舎耐震補強
（環境水道課）
今までは発泡スチロールを資源化するた
めに、溶剤を利用して資源化していました
が、溶剤が高額（毎年費用が発生します）
なため、今回発泡スチロール再資源化電溶
機を購入して資源化する方法に変更します。

m宮ノ浦３８号線・追出２号線道路改良

（建設経済課） m積浦墓地無縁墓移設工事
（環境水道課）
町道の未改良箇所で、法面の崩壊を

防止し、車両・歩行者が快適で安全に
通行できるように改良するものです。

積浦墓地の有効活用を目的として平
成17年度から行ってきた調査結果を受
けて、整備計画に基づき、管理者の分か
らない墳墓等を万霊塔へ移設する工事
を行います。工事着工予定は19年10月
中旬を予定しております。着工前に管理
者不明の墳墓についての調査を再度行
いますのでご協力をお願いいたします。

（教育委員会）
平成17年度に学校施設の耐震診断調
査を実施しましたところ、小学校にお
いて耐震補強工事が必要との結果が出
されました。
このため、学校における安心・安全
な学校づくりの推進を図るため、本年
度小学校において耐震補強工事を実施
することにいたしております。
なお、工事の期間は少し長くなる予
定で工事中は教室の移転が必要、また
騒音等も考えられ、ご不便をお掛けす
ることが予想されますがご協力お願い
いたします。また、工事場所には近づ
かないなど、子どもさんと話し合って
おいていただければと思います。

みどり創生 in 直島（建設経済課）

高校生通学航路費等補助（教育委員会）

平成16年１月13日に発生しました山林火災後、
多くの方々のご協力
をいただきながら緑化が進んできており、
少しずつではありますが、
緑
が回復してきています。
しかしながら、
失われたみどりはまだまだ膨大で、
早急な緑化が望まれております。
平成19年度も昨年度に引き続き
「第４回みどり創生 in 直島」を５月
13日
（日）
に開催いたします。
今回は、直島吉野石膏株式会社裏の山林約1.2ヘクタールに約
5,600本の苗木を植林しますので、
皆さま方のご理解とご協力をお願い
致します。

保護者が当町に住所を有している場合、
高等学校等に修学してい
る者に対し、
通学航路費等の一部を補助し、
修学の意欲の向上と人
材の育成、
また保護者の負担の軽減を図るため、本年度も補助を実
施することとしています。定期乗船券の購入費及び部活動等のため
に下宿するなどの経費が対象となっています。定期乗船券の購入の
補助には交付申請の際に、
領収書の添付が必要です。
なお、補助金交付申請書は、
９月と３月の２回となっておりますので、
該当の方は交付申請書の提出をお願いします。

直島の火まつり（建設経済課）
毎年、
大変好評いただいている花火をメインとしたイベント
「直島の
火まつり」。今年は、
８月25日
（土）
に開催予定です。
（悪天候の場合は
順延）
1,000発の打ち上げ花火のほか、
ステージイベント、
夜店など趣向を
凝らした内容を企画していますので、
ご期待ください。

一時保育（教育委員会）
保護者の傷病、
災害、
事故、
出産、
看護、
介護、
冠婚葬祭等やむを
得ない事由、
また保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消
するなどの理由で一時的に保育が必要な場合に、
直島保育園におい
て子どもをお預かりする一時保育事業を本年度から実施します。
対象となる子どもは、
直島保育園に在籍以外の子どもで、
町内に住
所を有する生後６ヶ月経過後小学校就学前の子どもとします。実施日は、
土・日・祭日を除く保育園の開所日とし、
実施の時間帯は午前８時から
午後４時までで、
預かりの単位は、
１日
（3,200円）又は半日
（1,600円）単
位となっています。
また、
ご利用のお申し込みは、
所定の入所申込書に
より、
ご利用の２日前までに直島幼児学園へお願いします。

青年・少年活動助成（教育委員会）
未来を担う青年又は少年が地域社会の中で夢をもって自ら活動を
活発化させようとする事業を実施する場合に、
その事業に要する経費
の一部を補助する事業を本年度も引き続き実施することとしています。
本年度の補助事業は、
活き活き青年活動事業１件と少年の夢育み事
業１件（補助限度額は、
各200,000円です）
となっています。なお、
対象は、
町内に所在又は住所を有する団体及び個人が企画するもので、
青年
活動事業は研修会・研究会・交流会・音楽会・観劇会・展覧会・奉仕
活動・スポーツ等であり、
少年活動事業では広く夢を育む文化活動・ス
ポーツ活動等となっています。ご希望の団体等は積極的に交付申請
書の提出をお願いします。

合併処理浄化槽設置整備補助事業（環境水道課）
下水道に接続が困難な区域や箇所における、
トイレ・台所・風呂など
の生活雑排水の処理対策として「合併処理浄化槽」の設置費用の
一部を、
本年度も５人槽５基、
７人槽４基について補助します。

m文教区ため池浚渫

mし尿受入施設建設設計

（建設経済課）
平成16年度の台風による文教地区の
斜面崩壊により土砂がため池に流入し、
堤防より水があふれる被害が発生しま
した。
このため、香川県で整備する斜面崩
壊防止工事とあわせ、ため池に流入し
た土砂を浚渫することにより、ため池
の機能を回復させ、堤防決壊などの災
害防止を図ります。

m教職員宿舎建設設計

（環境水道課）
直島町のし尿処理場は、昭和53年度
に建設され、老朽化が激しく、補修費
用も多額であるため、直島町浄化セン
ターで汲み取りし尿及び浄化槽汚泥を
受け入れることを目的として、し尿受
入施設を建設し、浄化センターで下水
道とし尿、浄化槽汚泥を一体処理する
ための施設です。なお、建設は平成20
年度の予定です。

（教育委員会）
学校の先生方の宿舎である教職員宿舎のうち、
桃山本寮・桃山西教職員宿舎・桃山南教職員宿
舎の一連の宿舎が老朽化等のため住みにくい状
況となっています。建替えの話は以前から出ており
ましたが、
このたび先生方のより良い住環境の改
善を図るため、本年度において当該宿舎の建替え
のための設計委託料を計上しております。
なお、建替え年度は、平成20年度の予定で、建
築場所は納言様の埋め立て用地を計画しています。

自主防災組織活動助成等（総務課）

特産品開発助成（建設経済課）

直島町自主防災会の活動のための資機材や訓練・研修等の助成
金を交付し、
９月には防災広報を発行するなど、
自主防災会の活動啓
発を行っていきます。
また、
突然の心停止から命を救うためにAED（自動体外式除細動器）
を役場庁舎に設置し、
災害や救急でも対応できるようになります。

海の駅「なおしま」内特産品コーナー（直島楽市）の更なる商品充
実を図るため、
新たな特産品の研究・開発を行うとともに、
直島ブランド
としての特産品PR活動も行い、 直島の特産品 の認知度向上に努
めていきます。

総合防災訓練（総務課）
昨年に引き続き、
今秋（日時未定）町民参加型の防災訓練を町民グ
ランド周辺で開催します。
内容は、
自助・共助の精神のもとに、
各地区の避難訓練や情報伝達
訓練、
救出、
救護を中心とした実動訓練を計画しています。

チャイルドシート購入助成（総務課）
チャイルドシートの使用を促進するために、
２万円を上限として購入
金額の２分の１を助成します。申請は購入後６ヶ月以内に、
申請書に領
収書・購入商品の分かるカタログなどを添付のうえ総務課へ提出して
ください。

結婚促進対策委員会《仮称》の設置（総務課）
町内の一人でも多くの独身の方に幸せな結婚していただくため、
平
成11年度より独身男女の出会いのイベントを開催してきましたが、
今年
度は、
青年代表者等を含めた結婚促進対策委員会（仮称）
を設置し、
今後のイベント等の見直しと結婚促進のための取り組みを進めます。

生ごみ処理機器設置補助（環境水道課）
直島町では、家庭から排出される生ごみを減量するため、生ごみ
処理機器購入費用の一部を補助する制度を設けています。 補助金
の額は、直島本島の場合購入金額の１/２（最高 25,000 円）、離
島地区の場合購入金額の２/３（最高 33,000 円）としています。

出産奨励金支給事業（各課共通）
町の次代を担う児童の出産を奨励・祝福するため、
これまで３人目
以上から支給していた出産奨励金を新たに２人目以上からに拡大追
加しました。
支給時期⇒出産時と小学校入学時、
中学校入学時に分けて支給
支給額は３人目以上⇒300,000円
２人目
⇒150,000円となります。

エコアイランドなおしま推進委員会（環境水道課）
推進委員会では、
「米づくりプロジェクト」に引き続き、
本年度は「菜
の花プロジェクト」を積浦地区で実施し、
景観保全を行うとともに、
循環
型社会づくりを目的として、
菜の花、
ヒマワリを栽培してそこから種を採
取し、
搾油して配布、
また、
家庭廃油を回収、
精製するなど住民・企業・
町が一体となって協働し、
環境のまちづくりを目指すこととしています。

障害者日中一時支援事業（住民福祉課）
障害を持つ方の活動の場の確保と日常的に介護されている方
の一時的な休息のため、総合福祉センターで日中一時支援を行
います。お気軽にご利用下さい。詳しくは役場住民福祉課892
−2223又は社会福祉協議会892−2458までお電話下さい。

老人無料バス券支給事業（住民福祉課）
今年度より無料バス券を１年間に12冊まで
（１ヶ月あたり１冊程度）
の
支給となりましたのでご注意ください。

ふれあい通信なおしまだより
４月１６日からのオフトーク通信4ＣＨの番組表です。
どうぞ、お楽しみください。

故障かなっと思ったら
ボリューム・放送時間帯を確認してください。
故障受け付けは、113番 へお願いします。
移転・廃止は、必ず役場総務課まで印鑑を持って手続きにきてください。
オフトーク通信再放送などの操作のお問い合わせは、役場総務課
892−2222まで、お気軽にお問い合わせください。

４月

５月

※番組は、予告なく変更になる場合がありますがご了承ください。

防災
コーナー

今月からは、少し詳しく地震についてお話し
ていきます。

☆最新の地震危険情報
１ 余震発生の確率予測
大地震の後には、多数の余震が発生する。住民が地
震発生直後に最も知りたい情報の一つが、｢余震活動
の見通し｣である。つまり、｢大きな地震はいつ起きる
のか｣、｢どれぐらい揺れるのか｣、｢余震はいつごろま
で続くのか｣といったこと等である。気象庁は本震―
余震型の大きな地震が発生すると、｢余震に関する情
報｣を発表する。余震発生の頻度は、改良大森公式に
従って本震の発生直後に高く、時間の経過と共に次第
に低下する。一方、グーテンベルク・リヒターの法則
が示すように、規模の大きい地震の発生数は少なく、
規模の小さい地震ほど発生数が多い。余震活動につい
てこの二つの法則を結びつけると、余震の発生は｢本
震の発生直後には、余震が多く発生しそれらの中に大
きな規模の余震が含まれるが、時間が経過するにつれ
て余震の発生は減少し、規模も小さくなり、余震は次
第に起きなくなる｣ということになる。実際には、余
震の起こり方は複雑であるが、きめ細かな余震観測の
データーから、例えば｢マグニチュード(Ｍ6.0)以上の
余震が今後３日間に起きる確立は10％｣といった推定
を行うことができる。規模の大きな余震の発生する確
率が高い場合には、余震に伴う被害は発生する可能性
があるので注意する必要がある。

２ 緊急地震速報
気象庁は、地震発生と同時に地震に近い観測点のデ
ータから震源の位置、地震の規模、予想される各地の
震度を直ちに計算し、その結果を即時に伝達する緊急
地震速報システムを開発・整備してきた。
この緊急地震速報を活用すれば、震源からある程度
はなれた地点では、地震による大きな揺れ(主要動)が
始まる数秒から数十秒前に、緊急的な対応行動をとる
ことができる。
３ 地震発生の長期予測
地震発生の長期予測は、例えば｢現時点から30年以
内にマグニチュード(Ｍ)7.0〜7.5の地震が生駒断層帯で
発生する確率は、ほぼ0〜0.1％である｣といった形式
で示される。大地震を繰り返し発生させてきた断層が
特定され、過去に発生した大地震の間隔が比較的短く、
しかも多数の明確な再来事例が知られている場合には、
この予測は長期的な防災対策を立てるために有効な情
報となる。しかし、一般的には大地震には大地震の繰
り返しの詳しい履歴が把握されている事例はきわめて
限られている。そのため、長期予測による確率は信頼
性に乏しい場合がある。長期予測はまだ研究段階のテ
ーマであり、その結果を実際の地震防災に役立てよう
とする場合には、地震履歴のデータに立ち返って結果
の信頼性を十分に吟味する必要がある。

直島町で行っている検診について
直島町で行っている検診について
平成19年度の住民検診が、４月から始まります。
今回は、直島町で行っているがん検診等につ
いてお話ししたいと思います。

子宮がん 近年、発症年齢が若年化しています。
（頸部） 初期のがんで発見すれば、子宮を残す

ことも出産することも可能です。20歳
を過ぎたら、必ず検診を受けましょう。

がんの死亡数のトップは肺がんです。
働き盛りの女性のがん死亡は、乳がん
乳がん がトップです。特に、40歳代が好発年
その最大の原因はタバコです。
高喫煙者では、レントゲン検査に加
齢です。視触診に加え、マンモグラフ
え、たんの検査を受けましょう。
ィ検診を行うことで検診の精度が格段に向上し、し
喫煙者は、非喫煙者の20倍も危険です！
！
こりのない早期のがんも発見可能になりました。

肺がん

高齢者を中心に、結核患者は増え続け
ています。
65歳以上の方は、特に法律によって検
診が義務付けられています。

高齢の男性に多いがんです。血液を採
る事で簡単に分かりますので、基本健
康診査と一緒に受けましょう。血液検
査で唯一発見できるがんです。

どの年齢層においても、死亡数では上
位に上がっています。早期に発見して
治療すれば100％近く治ります。早期
発見が決め手です！
！

成人の約80％が歯周病と言われています。
歯の健康は、全身の健康につながりま
す。いつまでもおいしく食べるには、
定期検診とブラッシングはかかせません。

結 核

胃がん

大腸がん

前立腺
が ん

近年、急激に増えてきています。自宅
で２日分の便を採る事で簡単に検査が
できます。

歯周疾
患検診

基本検
康診査

検診で生活習慣のチエックをしましょう。
毎年の検診でのデータに注意し、生活改
善に活かして元気に年を重ねましょう。

日本人の３人に１人が、がんで死亡していると言われています。健康はどんな宝にもまさります。でも、
健康を保つため、分かっているのに実行できないこともあります。
そこで、年に１回、簡単に健康を守る方法。それが検診です！
！
●●●●● お問い合わせ●●●●●
●●●●●
高い医療費を支払う前に、検診を受けましょう！
早期発見・早期治療で、健康な身体を維持しましょう。

役場 住民福祉課
1892−3400

直島町「地域づくり総務大臣表彰」受賞
直島町が、平成19年３月14日、東京都の
都道府県会館で平成18年度「地域づくり総
務大臣表彰」地域振興部門を受賞しました。
受賞の理由は、直島町まちづくり景観条
例の制定、観光協会の設立、エコタウン計
画に基づくハード・ソフト事業の実施等、
官民一体となったまちづくりに取り組み、
観光客の増加、雇用の創出などの成果が高
く評価されたものであります。
今後もアートの島、環境の島を二本柱に、
魅力あふれるまちづくりに取り組んでいき
ます。

式、幼稚学園卒園式行わ
幼稚学園卒園式行われる。
る。
中学校

CAMERA REPORT 小・中学校卒業式
中学校卒業式
カメラ
カメラ
カメラ
リポート
リポート
リポート

直島幼児学園、直島町立直島小学校、
直島町立直島中学校から児童、
生徒がそれぞれの思い出を胸に
卒業されました。

校
校
学
学
小
小

幼児学園

平成１９年度直島町高齢者教室に参加しませんか！
直島町教育委員会では、町民参加の生涯学習事業と
して「平成19年度高齢者教室」の受講生を下記の内容
で募集いたします。60歳以上の町民の方ならどなたで
も参加できますので、ふるってお申し込みください。
記
１．趣 旨 高齢化社会を楽しくたくましく生きぬく
ための学習の機会を提供することにより、
生涯にわたる学習意欲の向上を図る。
２．主 催 直島町教育委員会
３．期 間 平成19年５月から翌年３月まで、
年間10回程度開催（予定）
４．場 所 東部公民館、西部公民館、その他
５．受講料 無料（ただし、教材費は別途必要）
６．対象者 町内に住所を有する60歳以上の者
（昭和22年４月１日以前に生まれた方）
７．内 容 講演会・幼稚園児とのふれあい交流会や
町内の各種イベントに参加など、１回の
講座につき１時間から２時間程度。
８．申し込み 受講を希望者される方は、５月11日（金）
までに教育委員会事務局（1087−892
−2882）へ次の①〜④の内容をご連絡
ください。
①氏名（男・女）
②生年月日
③電話番号（連絡先） ④住所（地区名）

同窓会への助成について
直島小学校並びに直島中学校（いずれも旧制学校を
含みます）の卒業生が開催する同窓会に助成金を交付
しています。（５年に一回限度）
対象となる同窓会は、同じ年度に卒業した者の全員
を対象として直島町内で開催されるもので、原則とし
て対象者の３割以上の出席があるものです。
同窓会の開催が決まりましたら、お早めにご相談く
ださい。
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玉野市立図書館の図書資料などの利用について
先月号の「広報なおしま」でお知らせしましたとお
り、直島町の住民が玉野市立図書館を利用して図書資
料などを借りる場合、これまでは直島町教育委員会で
手続きし、さらに玉野市立図書館で利用者カードの発
行をしてもらう必要がありましたが、４月１日から直
接玉野市立図書館で手続きを済ませば利用ができるよ
うになりましたので、マナーを守って積極的にご利用
ください。

〜戦没者等のご遺族の皆様へ〜

第八回特別弔慰金の請求はお済みですか？
１．支給対象者
平成17年4月1日（基準日）において、公務扶助料や
遺族年金等を受ける方がいない場合、次の順番による
先順位のご遺族お一人に特別弔慰金として額面40万円・
10年償還の記名国債が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
（１）弔慰金の受給権者
（２）戦没者等の子
（３）戦没者等と生計関係を有しており、かつ、
戦没者等と氏が同じである
①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
（４）上記３以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
（５）上記１から４以外のご遺族で、戦没者等の
死亡時まで引き続き１年以上生計関係を有
していた三親等内の親族
２．請求期間
平成17年４月１日から平成20年３月31日まで
※まだ請求をされていない方は、この期間内に請求を行わないと、
時効により権利が消滅することとなりますのでご注意ください。

請求手続きなど詳しくは、役場住民福祉課
（1892-2223）までお問い合わせください。

●○●手続について●○●
①玉野市立図書館受付にて、「図書館利用者カード申
込書」と直島町の住民であることが確認できるもの
（免許証、保険証など）を受付に提出してください。
②受付で利用者カード（図書カード）が発行されます。
③以降は、利用者カードを受付に提示すれば、玉野市
民と同様の扱いで図書資料などを借りることができ
ます。
●○●注意事項●○●
・借りることができる冊数は、１回につき一人５冊ま
で。借用期間は、２週間です。（ただし、雑誌、ビ
デオテープは、１週間です。）
・図書資料などのリクエストについては、玉野市民が
優先されます。
・その他利用にあたっては、玉野市立図書館管理規則
ならびに管理規程に従ってください。
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◎日

行政相談
時 ４月２
０日（金）

税務課からのお知らせ
今月の納付期限

9：00〜12：00
◎場

所

◎相談員

平成19年度固定資産税

町役場
土井

第１期分納付期限

厚

納付期限
※お気軽にご相談ください。

５月１日

たばこは町内で買いましょう
直島町内で販売された たばこ の税は直島町に入ります。

平成１９年４月１日から
児童手当制度が拡充されました

看護学生修学資金貸付制度について

看護師養成所に在学している学生又は入学予定のあ
平成19年４月１日から児童手当制度が改正され、３
る方で、将来直島町の施設(直島町立診療所・直島町
歳未満の児童に限り支給額が一律１万円になりました。
社会福祉協議会･直島町役場)において、看護職員とし
なお、今回の改正にあたり受給者から特段の手続を行
て勤務する意思のある学生に対して、修学資金（月６
う必要はありません。
万円）を貸付ける制度です。この制度を利用しようと
《改正前》
《改正後》
第１子・第２子 月額５千円
第３子以降
月額１万円

第１子・第２子 月額１万円
第３子以降
月額１万円

する方は、所定の書類を添えて、役場住民福祉課に提
出してください。

合併処理浄化槽の設置補助の申請はお早めに
直島町では、下水道整備事業の困難な区域又は箇
所において、下水道整備事業に代わる生活排水対策
としてトイレ、台所、風呂、洗濯機などの家庭から
出る生活雑排水を処理する「合併処理浄化槽」の設
置に対して補助を行っています。
また、「合併処理浄化槽」の設置に際し、既存の「単
独処理浄化槽」を撤去あるいは雨水貯水槽に転換し
て利用する場合にも補助が受けられます。
平成16年度から開始されているこの補助制度は、
平成25年度までの10年間に限られています。
平成19年度補助予定基数
◆合併処理浄化槽の設置
◆単独処理浄化槽撤去費

５人槽 ５基
７人槽 ４基
３基

◆補助対象要件
下水道整備事業が困難な区域又は箇所の個人又は
法人が対象で、次のいずれの条件も満たす場合に限
ります。
◇50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合
◇浄化槽法に基づく設置の届出の審査、又は建築基
準法に基づく確認を受けて合併処理浄化槽を設置
する場合
◇補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置するこ
とが出来る場合
◇建物を借りている場合には、合併処理浄化槽の設
置について賃貸人の承諾が得られる場合

◆補助額
合併処理浄化槽の設置（専用住宅等）

人槽区分

限

５人槽

度

額

885,000円

６〜７人槽

1,028,000円

８〜10人槽

1,298,000円

11〜20人槽

2,452,000円

21〜30人槽

4,170,000円

31〜50人槽

5,595,000円

合併処理浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽撤去等
限度額 200,000円
※事務所、工場等にも補助制度があります。補助金額は上記
の金額ではありませんのでご注意下さい。

◆補助事業の申請
平成20年３月31日までに設置工事が完了する見込
みの場合は、「直島町浄化槽設置整備事業補助金交
付要綱」に定めた交付申請をお早めに提出して下さい。
（注）毎年年度予算の範囲内での補助事業となり、本年度に予
定している基数を超える申請があった場合は、次年度に
なる場合もあります。
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平成19年度 春の検診が始まります
下記の日程で春の検診を行います。検診に該当する方は必ず受診し、自己の健康管理に役立てましょう！
子宮頸部がん検診・マンモグラフィ検診

結核・肺がん検診
結 核：65歳以上の方が対象です。
肺がん：満40歳以上で職場検診を受けない方が対象
です。
問診の結果、喀痰検査が必要な方は、喀
痰検査も受けましょう。
（専用の検査容器があります。）
料 金：200円（満70歳以上の方は100円）
喀痰検査の必要な方は、プラス500円
（満70歳以上の方は300円）

子宮がん：満20歳以上の婦人が対象です。
料金：1,000円
（満70歳以上の方は500円）
マンモグラフィ：満40歳以上の婦人が対象です。
今年度は、偶数年生まれの方が対象です。
今回の検診では、視触診はありません。
（視触診は秋に実施します。）
料金：1,000円
（満70歳以上の方は500円）
40歳代の方につきましては、2方向での
撮影になるため、今年度より検診料金
は1,500円になります。
※40歳代は乳がんの高発年齢のため、２方向撮影となっています。

文教屯所

10:30〜11:00

積浦集会所

12:15〜13:30

町役場前

14:00〜16:00

生協本店前

9:40〜11:00

西部公民館

12:50〜14:30

福祉センター分館

15:00〜16:00

子宮がん

マンモグラフィ

人材育成センター

12:30〜12:50

町役場前

13:10〜13:40

人材育成センター

12:30〜16:00

西部公民館

9:00〜 9:50

福祉センター分館

10:10〜10:30

福祉センター分館

8:30〜10:30

町役場前

8:00〜12:00

子宮がん

マンモグラフィ

胃検診
満40歳以上で職場検診を受けない方が対象です。
料 金：1,000円（満70歳以上の方は500円）
★注意：検診の前日の夜10時以降は何も食べないでください。
（水・タバコも禁止）
平成16年より、読影精度を上げるためバリウムの濃度があがって
います。また、撮影前にベットの上で寝返りをうちますので、撮
影に時間がかかります。昨年同様、事前に検診時間の予約を取ら
せてもらいます。

積浦集会所

〃

西部公民館

〃

受診票裏面の健康調査票も記入しておいてください。
（受付のスピード化にご協力ください。）
検診に該当する方で、受診票の来ていない方も健康手帳を持っ
てお越しください。

〜住宅用太陽光発電システムの設置を支援します〜

直島町住宅用太陽光発電システム設置補助のご案内
地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量削減のためには、省エネルギーへの取り組みを進めるとともに、環
境への負荷の少ないエネルギーへの転換が必要となっています。直島町では住宅用太陽光発電システムの導入を
促進することにより、限りある石油資源の消費抑制や地球温暖化の防止を推進するため、住宅用太陽光発電シス
テム設置費の補助制度を設けています。
今年度は、３基の設置について補助を予定しております。
●太陽光発電とは？●
◎屋根の上などに設置した太陽電池で発電を行うシステムです。
◎太陽のエネルギーを直接電気に変換し、電力を供給す
るシステムです。
◎太陽光という無尽蔵な自然エネルギーを使用し、発電
時に二酸化炭素や窒素酸化物を排出しない環境にやさ
しいシステムです。
◎太陽光は、将来、枯渇する化石燃料の代替エネルギー
として有望視されています。
◎昼間発電した電気のうち、余った電気は電力会社へ売電し、
不足する場合や夜間は、電力会社から供給をうけます。
◎香川県は、日照時間が全国上位（６位）にランクされ
ており、太陽光発電に適しています。
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●直島町住宅用太陽光発電システム設置事業制度の概要●
■補助金の額
１キロワットあたり５万円です。
ただし、１件につき20万円（４キロワット）を限度と
します。
補助制度を活用すると（例）･･･
住宅に４キロワットの太陽光発電システムを設置
する場合、設置費280万円のうち20万円の補助が受け
られます。
☆試算例☆
設置費用 280万円（※70万円×４kW）
※１kwあたりの平均設置費用
補助金 町
（県）
から
20万円
（５万円×４kW）
※ただし、補助は予算の範囲内とさせていただきます。

不法投棄・ポイ捨ては絶対に止めましょう！

情報
情報
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直島幼児学園登録教諭・保育士の募集について

最近、空き缶などのごみを道路横の崖下に不法投棄し
たり、
たばこの空き箱や空き缶、空きビン、ペットボトルなど
のごみを道路にポイ捨てしたりしているのが見受けられます。
先日は、垂水海岸付近で自転車とオーブントースターの不
法投棄が発見されました。
また、
自動車等のバッテリーの不法投棄も何回かありました。
いずれも島内在住者による行為だと考えられますので、
絶対にやめてください。
直島が「ごみの島」とならないように、
ご協力をお願いし
ます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
直島幼児学園では、今後の教諭並びに保育士の確保
をスムーズに行うことにより、
安定した保育の継続を図るため、
事前に登録教諭・保育士を募集いたします。
つきましては、
ご希望の方は、
５月１日
（火）
までに履歴書
を添えて直島町教育委員会までお申し込みください。
なお、詳しいことは、教育委員会事務局（1８９２−２８
８２）へお尋ねください。

（昭和45年12月25日法律第137号）

第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、５年以下
の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこ
れを併科する。

まちづくり景観活動を支援します《第１期募集》
平成14年４月１日に施行された「直島町まちづくり景観条例」では、 直島の景観をよりすばらしいもの
にしていくための活動をしたい など、まちづくり景観活動を積極的に取り組む皆さまに技術的・財政的に
予算の範囲内で支援していくことを定めた「直島町まちづくり景観条例に基づくまちづくり活動補助金交付
要綱」を制定しています。
町内外の個人、グループ、または団体などが行うまちづくり景観活動を広く支援しますので、積極的なご
応募をお待ちしています。
事業の概要は、以下のとおりです。
→下表のとおり
例えばこのようなときに……
「古い伝統ある建物を改修して保存したい」注１）→ア）
「門・塀などをまち並みに合うように改築したい」注２）→イ）
「道路沿いを花一杯にしたい」→ウ）
「直島の歴史を本にして後世に残したい」→ウ）
「直島の伝統行事などを後々まで保存していきたい」→ウ）

注１）ただし、景観重要物件に指定された建
物等に限ります。
注２）ただし、重点地区内（現在、本村地区
の一部のみ）の建物に限ります。

など

ア）条例の規定により景観重要物件に指
定された建築物、工作物その他の物件

①外壁、屋根、軒裏、開口部など建築物等の外観を構成する部分の修繕、模様替
えで保存のために必要な構造耐力上主要な部分の修繕を含む
②門、塀、工作物及びアプローチなど、建築物に付属するものの修繕、模様替え
③その他当該景観重要物件を良好な状態で保存するために必要と認められる工事

イ） ア）以外の建築物、工作物その他の
物件で、景観審議会が認める物件（た
だし、条例の規定により指定された重
点地区内の物件に限る。）

①建築物の新築、増改築、修繕等の工事費のうち外観にかかる経費
②門、塀、垣根の新築、増改築、修繕等の工事費のうち外観にかかる経費

ウ） 条例の目的に基づいたまちづくり活
動で景観審議会が認める事業

調査研究費、計画策定費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、
使用料、賃借料、原材料費、
その他町長が特に必要と認める経費

平成19年５月１日（火）まで
申請様式についてなど、さらに詳しい内容・お問い合わせについては、
役場総務課企画電算室（1892−2020）までご連絡をお願いします。
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知ってください国保のこと！
！

医療費

高額療養費

出産育児一時金

葬祭費
療養費の支給

☆―――――――４月は異動の多い月ですので、資格異動の届出はお早めにお願いします。―――――――☆
国民健康保険についてのお問い合わせは、役場住民福祉課 国民健康保険係（1892−2223）まで

広報
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平成19年3月18日
（日） 津山市総合体育館
N軸男子 90kg級
第一位

西川 榮治 145kg挙上

「なおしま未来ボ
「なおしま未来ボックス」
未来ボックス」
からのお知らせ
お知らせ
「なおしま未来ボ
未来ボックス」からのお知
からのお知
お知らせ
町民の皆様からのご意見や情報をいただくため、役場庁
舎と福祉センター本館に「なおしま未来ボックス」の投書
箱を設置しています。何かご意見等がございましたら、今
後の町づくりの参考にさせていただきますので、どしどし
情報をお寄せください。
なお、皆様から「なおしま未来ボックス」にご意見をい
ただいた時に、お名前が書かれてなく、直接お答えするこ
とができないケースがあります。広報紙の紙面でお答えで
きる内容もありますが、多くの場合はそういうものではあ
りません。直接ご本人に回答するために、秘密厳守で対応
いたしますので、投書される場合は、ぜひお名前を記入し
ていただきますようお願いします。

何
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ノ ん
浦 で
も
と

新
田
美
代
子
さ
ん

役場では、町民の皆様と町長等が気軽に話し合える場と
して、「町政ふれあい会議」を開催しています。ぜひ、ま
ちづくり等で話を聞きたいという方は、ご利用ください。
なお、概要は次のとおりですので、皆様のご応募をお待
ちしています。
①町民の皆様からのご要望により、町長はじめ町の執行
部が皆様のところまで出向き、今後のまちづくり等に
ついて話し合いをさせていただくものです。
②ご要望をいただく団体等については、自治会・隣組な
どの地区単位、高齢者、婦人・若人などのグループ単位、
企業や職場単位など、10名程度以上の団体・グループ
でしたら、その種類は問いません。
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平成19年

新春メバル釣り大会成績
１月15日から２月28日までの間実施いたしました、
「平成
19年新春メバル釣り大会」の参加者数は延438名でした。
多数の方々にご参加いただき、心より感謝申し上げます。
なお、入賞された方々は下記のとおりです。おめでとうご
ざいます。
１

大会期間中の総釣揚量の部（町長賞）
１位 （直島町）和島 輝男 様 54.10kg
２位 （直島町）西岡 英治 様 34.40kg
３位 （直島町）浜村
保 様 14.85kg
４位 （倉敷市）常井 晴道 様
3.80kg
５位 （直島町）松] 清人 様
3.00kg

２

１日の釣揚量の部（議長賞）
１位 （赤磐市）戸田 恒則 様
２位 （直島町）落海 考人 様
３位 （岡山市）中島 伸之 様
４位 （
）安藤 栄次 様
５位 （直島町）小野田芳年 様

1

直島の今後について何か
聞きたいことありませんか？

く

︵
敬
称
略
︶

無
事
越
え
た
る
が

才
ノ
神

中河
川元 氏 お

●
七な
十 なそ
路じ

（敬称略）

◎第14回岡山県ベンチプレス大会

屏 地
す
風
島 区 え
永

お
く
や
み

10.20kg
5.20kg
3.80kg
3.50kg
1.00kg

３

１匹の最長寸（黒メバル）の部（町長賞）
１位 （直島町）田中 啓三 様 29.5cm
２位 （直島町）氏江
誠 様 29.0cm
３位 （玉野市）田中
司 様 27.5cm
４位 （岡山市）宮西
寛 様 25.0cm

４

１匹の最長寸（赤メバル）の部（町長賞）
１位 （岡山市）山田 洋司 様 25.0cm
１位 （倉敷市）吉岡 秀樹 様 25.0cm
３位 （岡山市）山田 哲也 様 23.0cm
４位 （岡山市）影山 文男 様 21.0cm
４位 （岡山市）大森 弘道 様 21.0cm

2007.4

横防

日
4月

15
22
29
30
5月

3
4
5
6
13

内

岡崎

科

田川医院
（ 和田 ）81−8345
井上クリニック
（ 宇野 ）31−0831
原田内科クリニック
（ 宇野 ）31−1717
海岸通りクリニック
（ 宇野 ）31−3400
石井医院
（ 筑港 ）21−2743
東医院
（ 玉原 ）31−7811
市民病院小児科
（ 宇野 ）31−2101
松田病院
（ 和田 ）81−7821
竹原内科医院
（ 迫間 ）71−0101

貢さんの作品「のれん」

外

歯

科

松田病院
（ 和田 ）81−7821
たまメディカルリハビリ
テーションクリニック
（ 玉 ）31−1000

吉田整形外科医院
（ 長尾 ）71−5128
宇野八丁目クリニック
（ 宇野 ）33−8080
近藤医院
（ 東田井地）41−1061
玉野三井病院
（ 玉 ）31−4187
三宅内科外科医院
（槌ヶ原）71−2277
佐野整形外科医院
（ 宇野 ）21−2924
松尾医院
（ 宇野 ）32−4662

科

半井医院
（ 築港 ）21−2861
岡本医院
（ 用吉 ）71−3535
垣内医院
（ 宇野 ）21−3414
木下医院
（ 田井 ）31−5545
橋本医院
（ 奥玉 ）31−8148
桜井医院
（ 和田 ）81−3414
島野医院
（ 玉 ）31−0745
白髪医院
（ 築港 ）32−2880
谷（幸）医院
（ 宇野 ）31−3500

※診察時間は、午前９時から午後５時まで
※休日当番医は都合により変更することがあります。

本村
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山口愛子さんの作品「さくら」

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

4/9

10

11

12

13

東矢・廣瀬

東矢

東矢・廣瀬

廣瀬

東矢

16

17

18

19

20

東矢・廣瀬

東矢

東矢・廣瀬

廣瀬

廣瀬

23

24

25

26

27

東矢・廣瀬

東矢

東矢・廣瀬

廣瀬

東矢

30

5/1

2

3

4

休診日

東矢・廣瀬

東矢・廣瀬

休診日

休診日

7

8

9

10

11

東矢・廣瀬

東矢

東矢・廣瀬

廣瀬

廣瀬

3/31をもって杉峯先生が転出いたしました。4/2から東矢先生が
就任し診療いたします。
※担当医は都合により変更することがあります。
※診察時間 午前９時〜12時・午後２時30分〜４時30分
※救急患者の場合は診療時間外でも診療いたしますのでふれあい診療
所に電話してください。
ふれあい診療所（1892−2266）

チャレンジ！ 広報クイズ
皆さんの応募をお待ちしています。

●●●答えは、今月号の広報紙の中にあります●●●

◆わが家のスター◆
お子さんの写真と両親からのメッセージを添えてください。
◆俳句・川柳コーナー◆
テーマは自由です。どうぞご自分の作品をお気軽に発表してみてください。
◆ミニギャラリー◆
得意な「絵」
を描いて送ってみませんか？
「絵」ならなんでも結構です。
応募方法
官製はがき、
または封筒に住所（地区）
・氏名・年齢・電話番号をお
書き添えのうえ、
次の宛先に4月20日（金）
（当日消印有効）
までに
ご応募ください。
宛
先
〒761−3110 直島町1122−1
直島町役場総務課 「広報なおしま○○○コーナー」

世帯数
人 口
男
女

古紙配合率100%再生紙を
使用しています

1,490（ −6 ）
3,456（−12）
1,716（ −7 ）
1,740（ −5 ）

この広報紙は自然保護のため
再生紙を使用しています。

①直島町民 1 人当たりに使われるお金は？
Ａ 19 万４千円
Ｂ 23 万４千円
Ｃ 84 万円
②新春メバル釣り大会成績で 1 日釣揚量の部 1 位は？
Ａ 10.20kg
Ｂ 14.85kg
Ｃ 34.40kg
③合併浄化槽の 6 〜 7 人相の設置補助額は？
Ａ 885,000 円
Ｂ 1,020,000 円
Ｃ1,028,000 円
【応募方法】
はがきに答えの記号（例①−Ａ）、
住所（地区）、
氏名、
年齢、
広報
についてご意見、
要望などを書き添えて応募してください。
全問正解者の中から、
抽選で5名の方に町指定の可燃ごみ専用
袋（大・小 1 セット）
をプレゼントします。応募は一世帯一通に限ります。
締切り／4月20日
（金）
（当日消印有効）
宛 先／〒761−3110 直島町1122−１ 直島町役場総務課
「広報クイズ」係
※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募いただいたお客さまの個人情報は、賞品発送のみに使用し、
第三者に開示・提供・共有したりすることはありません。

3月号の答え①B・②A・③C 応募総数9通
※みなさんチャレンジ！広報クイズにどしどし応募ください。
■発行／平成 19年 4月10日
■印刷／山陽印刷（株）

■編集／直島町役場総務課
0７６１ー３１１０香川郡直島町１１２２ー１

