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▼自己負担の上限額（世帯合算）

※居住費・食費・日常生活費などは除く。

区分 運転資金 設備資金 取り扱い金融機関 

限度額 1,500 万円 1,500 万円

市内銀行、信用金庫、信用組合で取り扱ってい
ます。
※償還は各金融機関所定の方法によります。
※信用保証料率については、低減措置を図って
　います。

償還期間
（据置期間）

10 年以内
（６か月以内）

10 年以内
（６か月以内）

利率
1.8％ 1.8％

1 年以内及び
信保付は 1.2％

信保付は 1.2％

申込期間 随時 随時

竹原市中小企業融資制度のご案内
　各金融機関に預託して、低利で運営する融資制度を設けています。

高額介護サービス費の申請について
　同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担

額が一定額を超えた時は、申請により、超えた分

が、高額介護サービス費として払い戻されます。

該当する人は、申請してください。なお、新たに

該当になった時には、勧奨通知を送付しています。

　平成17年11月以降に一度でも申請をした人は、

自動的に指定口座に振り込みます。再度申請する

必要はありません。

申請に必要なもの

　介護保険証、振込先の口座番号が確認できるも

の、マイナンバー（個人番号）が確認できるもの、

本人確認書類

※申込先は市内各金融機関です。

問い合わせ　産業振興課商工観光振興係　☎２２-７７４５

対象 上限月額

課税所得 690 万円以上 140,100 円（世帯）

課税所得 380 万円以上
690 万円未満

93,000 円（世帯）

課税所得 145 万円以上
380 万円未満

44,400 円（世帯）

上記以外の市民税課税世帯 44,400 円（世帯）

世帯全員が市民税非課税
で、下記に該当しない人

24,600 円（世帯）

世帯全員が市民税非課税
で、所得金額 + 年金収入
額が 80 万円以下の人

15,000 円（個人）

生活保護受給者等 15,000 円

問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係　☎２２-７７４３

　マイナンバーカード（個人番号カード）の受取、電子証明書の更新のため、次の夜間・休日に開庁

しますので、ご利用ください。

　なお、マイナンバーカードに関する業務以外はお受けできませんので、ご了承ください。

夜間開庁日時　

　５月 12 日（木）・26 日（木）・６月９日 (木 )　17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時　

　５月 29 日（日）・６月 26 日（日）９時～ 12 時

受付場所・問い合わせ

　市民課市民係　☎２２-７７３４

「マイナンバーカードの受取」、「電子証明書の更新」夜間・休日開庁のご案内
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学習教室参加者募集します
　教師経験者等のボランティアが個別にわかりや

すく勉強を教えてくれます。２つの会場で開催し

ますので、この機会をご利用ください（無料）。

期間　５月～令和５年３月（各会場 18 日間）

時間　９時 30 分～ 11 時 30 分

会場・定員　市民館、忠海地域交流センター　

　各会場６名程度

対象　ひとり親家庭の小学１年生から中学３年生

科目　国語、算数、理科、社会、英語、宿題など

　教材を持ってきてください。

申し込み

　所定の申込書（社会福祉課、忠海支所に備え

付け）により、郵送、ＦＡＸ、又はメールで広

島県ひとり親家庭等福祉連合会へ。応募者多数

の場合は調整します。

〒 730-0016 広島市中区幟町 3-57

問い合わせ

　　　☎０８２-２２７-２３７０　

　ＦＡＸ０８２-２２７-２３７１

風しん抗体検査及び予防接種の実施期間が延長されました
　令和４年３月末までの風しん抗体検査及び予防接種の実施期間が、令和７年３月末まで延長され

ました。風しんは「三日ばしか」と呼ばれ、発疹、発熱、リンパ節腫脹を特徴とします。妊娠中に

風しんにかかると、赤ちゃんが先天性風しん症候群を発症する可能性があります。

対象者

　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生ま

れの男性で昨年度までにクーポン券を使用して

いない人。

※対象者には、５月中旬に発送します。

※転入前の自治体から送付されたクーポン券を

　使用していない人は、本人確認ができるもの

　（健康保険証や運転免許証など）と転入前の

　自治体から送付された未使用のクーポン券を

　持って保健センターに申請にきてください。

実施期間　

　令和７年３月末まで

実施内容　

　風しん抗体検査

※抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は

　予防接種の対象になります。

実施医療機関（市内）

　浅野内科医院・いのくちクリニック・円山医

院・大田整形外科おおた内科・大貫内科医院・

おぎ皮膚科アレルギー科クリニック・桑原内科

循環器科医院・こうの医院・国家公務員共済組

合連合会呉共済病院忠海分院・しいはらクリ

ニック・城原胃腸科整形外科・中島内科クリニッ

ク・馬場病院・安田病院・米田小児科医院

※市外の実施医療機関については厚生労働省の

　ホームページで検索してください。

※健康診断や人間ドックでクーポン券を使える

　場合もあります。詳しくは、受診先にご確認

　ください。

検査に持参する物　

　クーポン券、健康保険証

問い合わせ

　保健センター　☎２２-７１５７

水道メーターの取替を行います
　市では、検定期間満了を迎える水道メーター

を随時、新しいものと交換します。該当する世

帯には、市が委託している業者が出向き、取替

えを行いますのでご協力をお願いします。

　なお、委託業者の取替作業員は市が発行した身

分証明書を携帯しています。その他、ご不明な点

につきましては、水道課へお問い合わせください。

問い合わせ

　水道課　☎２２-７７６８

取替地域 委託事業者

竹原地区
東野町 1115 番地

奥本設備　☎ 29-1355

下野町の一部・

東野町・小梨町・

北部地区

西野町 1667 番地

森田鉄工　☎ 090-6414-9615

高崎町・福田町・

忠海地区

忠海東町五丁目 13 番 23 号

二木メンテナンス　☎ 26-2883

下野町の一部・

吉名地区

新庄町 1625 番地

㈱中国工業開発　☎ 29-1111

▼令和４年度委託事業者
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竹原税務署からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染症又は e- Ｔａｘ接続障害（個人事業者の消費税は本障害による期限延長

の対象とはなりません）の影響により、申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方に

ついては、預貯金口座からの振替日は次のとおりとなります

令和３年分　確定申告 振替日

申告所得税及び復興特別所得税※
（3月 16 日（水）から４月 15（金）までに申告された方）

５月 31 日（火）

消費税及び地方消費税（個人事業者）
（４月１日（金）から４月 15 日（金）までに申告された方）

５月 26 日（木）

〇申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ

※申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の５月 31 日（火）　

　となります。このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納

　付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行います。

問い合わせ　竹原税務署　管理運営担当　☎２２-０５０６

自衛官採用試験

※詳細はお問い合わせください。

問い合わせ

　自衛隊広島地方協力本部　尾道出張所

　☎０８４８-２２-６９４２

　自衛隊情報について

　詳しくはこちら

▼

募集種目 受験資格
受付期間

（締切日必着） 試験日

自衛官候補生
18 歳以上 33 歳未満（32 歳の者は、採用予定月

の末日現在、33 歳に達していない者）
～５/25（水）

１次
５/26（木）～５/27（金）
※いずれか１日を指定
　されます。

２次　

６/４（土）

一般曹候補生
18 歳以上 33 歳未満（32 歳の者は、採用予定月

の末日現在、33 歳に達していない者）
～５/10（火）

１次
５/21（土）
２次
６/17（金）～７/3（日）
※いずれか１日を指定
　されます。

幹部候

補生

（第２回）

一般

（飛行要員

を除く）

大卒程度

試験

22 歳以上 26 歳未満（20 歳以上 22

歳未満は大卒（見込含）、修士課程

修了者等（見込含）は 28 歳未満 ～６/16（木）

１次

６/25（土）

２次　

８/1（月）～ 7（日）歯科・

薬剤科

院卒者

試験

20 歳以上 28 歳未満、

修士課程修了者等（見込含）

医科・歯科幹部 医師・歯科医師の免許取得者 ～６/10（金）６/24（金）

技術海上幹部
技術航空幹部

大卒以上の者で応募資格に定められた学部・専

攻学科等を卒業後、2年以上業務経験のある者
～５/20（金）

６/20（月）

技術海曹
技術空曹

20 歳以上の者で国家免許資格取得者等 ６/17（金）
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【プロスポーツを通じた魅力発信事業】
サンフレッチェ広島　竹原市民ペアご招待

　サンフレッチェ広島では、創立 30 周年特別企画として、竹原市民ほか５地域（広島市中区、三原市、

三次市、府中市、安芸高田市）の住民を対象としたペアチケット招待企画を実施します。

日時　５月 28 日（土）14 時キックオフ

対戦相手　名古屋グランパスエイト

会場　エディオンスタジアム広島 （広島広域公園陸上競技場）

（広島市安佐南区大塚西五丁目 1-1）※現地集合

募集人数　1,000組2,000人（申込多数の場合は抽選）

※竹原市、広島市中区、三原市、三次市、府中市、

　安芸高田市にお住まいの方が対象です。

応募期間　５月 15 日（日）まで

申し込み方法

サンフレッチェ広島公式ホームページより必要事

項を入力の上、お申し込みください。

※招待チケットはＱＲチケット限定となります。

　当選発表時に届く当選メールによりＱＲチケッ

　トを取得いただけます。

※新型コロナウイルス感染状況により、

　中止となる可能性があります。

歯っぴーライフ歯と口の健康週間 2022
　６月４日～ 10 日は「歯と口の健康週間」です。

家族みんなで歯と口の中の健康について考えてみ

ませんか。

日時　６月４日（土）健診受付 14 時～ 15 時

場所　

　保健センター（駐車場は保健センター西側）

内容　

　歯科検診、歯科相談、口腔機能測定など

問い合わせ　

　竹原・豊田地区歯科衛生連絡協議会事務局

　☎２６-３２３４

　保健センター

　☎２２-７１５７

「こそだてはてなぶっく」の配布
　子育てに関する疑問や悩みを解決したいとき

に役立つ内容を掲載しています。

※市ホームページからもご覧いただけます。

内容

　市内や近隣の医療機関情報

　子どもの緊急時の連絡先

　子育ての悩みの相談先　など

配布場所　社会福祉課、保健センター、市民課など

問い合わせ　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２

問い合わせ　株式会社サンフレッチェ広島　☎０５７０-０１１-３２０

【注意】この欄は、市民のみなさん相互の情報交換の場です。掲
載行事等は、市の主催ではありません。日時・会場・内容等は各
主催者によくご確認のうえご自分の責任で参加してください。

掲載申し込み随時受付中！ 
問い合わせ 企画政策課 ☎ 22-0942

★令和４年度竹原市美術協会展開催
　５月５日（木）～５月 11 日（水）９時～ 17

時（11 日は 16 時まで）、たけはら美術館文化

創造ホールで本協会員が平素創作した作品を展

示し、明日への飛躍の糧とするため、美術展を

開催します。また美術協会会員を募集していま

す。（経験不問）詳しくは竹原市美術協会事務

局　升元（☎２２-２６１６へ）

告知放送設備を用いた
情報伝達訓練を実施します

情報伝達手段 放送内容

告知放送設備※

１　上り４音チャイム
２　これは、Ｊアラート
　　のテストです。
　　（３回繰り返し）

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、

次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練

は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用

いた訓練で、竹原市以外の地域でも様々な手段

を用いて情報伝達訓練が行われます。

１　訓練実施日時

　　５月 18 日（水）11 時頃

２　訓練で行う放送内容

※告知放送設備とは、市内 20 箇所に設置して

　いる屋外スピーカーと、市内公共施設等 39

　箇所に設置している告知放送端末です。　

問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３
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５ 月
日 行　事 問い合わせ

16月

♪飛行機を見に行こう！
時　10：00 ～ 12：00　場　ピクニック広場　※雨天：大井地域交流センター　
費　330 円（駐車場代）　持　お弁当、おやつ　※現地集合・解散

ミルクハウス
☎ 26-2845

★ぽかぽか広場　一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
時 10：00 ～ 12：00　場　保健センター１階　対　未就園児とその保護者、妊婦
※前の週の金曜日までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

17火

♪おでかけつくしんぼ～忠海・吉田屋で遊ぼう～
時　10：00 ～ 12：00　場　忠海・吉田屋（詳細はお問い合わせください）　
費　１人 50 円（保険代）　※要予約　※雨天時は児童館

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

★歯っぴー健診
時　12：45 ～ 13：15 受付　場　保健センター　
対　令和元年 12 月～令和２年１月生　※対象児には通知します

保健センター
☎ 22-7157

18水
★４～５か月児健診
時　12：30 ～ 13：00 受付　場　保健センター
対　令和３年 12 月生～令和４年１月生　※対象児には通知します

保健センター
☎ 22-7157

19木
20金
21土
22日

23月
★ぽかぽか広場　一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
時 10：00 ～ 12：00　場　保健センター１階　対　未就園児とその保護者、妊婦
※前の週の金曜日までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

24火

♪こころすくすく～保健師さんとお話ししよう♪～
時　10：00 ～ 11：30　場　ふれあい館ひろしま　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

★オンラインこどもの広場
時　11：00 ～ 11：30 受付　場　保健センター　対　トイレットトレーニングに興
味・関心のある人　内　トイレットトレーニングの進め方　講　保育士
※４日前までに電話で要申込（定員１名）
※ＺＯＯＭアプリをインストールしてください。wi-Fi 環境下での利用をお勧めします。

保健センター
☎ 22-7157

25水

26木

★もぐかみ教室～離乳食、幼児食で気になっていることがありませんか～
時　９：35 ～９：50 受付　対　４か月～２歳児と保護者　内　離乳・幼児食のすすめ方
とポイント（調理実習、試食）　費　おとな 100 円　※ 5/23（月）までに要申込（定員あり）

保健センター
☎ 22-7157

♪フリーマーケット
時　10：00 ～ 12：00　場　大乗地域交流センター　※出店者募集（要申込・無料・
食品以外）

ミルクハウス
☎ 26-2845

27金
♪ベビーマッサージ
時　10：30 ～ 12：00　場　大乗地域交流センター　持　バスタオル、水分補給できるもの
※要申込（10 組）

ミルクハウス
☎ 26-2845

28土
29日

30月
★ぽかぽか広場　一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
時 10：00 ～ 12：00　場　保健センター１階　対　未就園児とその保護者、妊婦
※前の週の金曜日までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

31火
♪にこにこバースデー～生まれて来てくれてありがとう～

時　10：00 ～ 12：00　場　ふれあい館ひろしま　内　かわいいフォトコーナーや、

手形足型アートで記念に残るカードを作りませんか？　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100
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納税に関する夜間窓口について
　事前に連絡をしていただければ、納税に関する相談を受け付けますので、ぜひご利用ください。

場所　税務課（市役所本庁舎１階）　　　　　利用時間　平日の 20 時まで（要相談）

問い合わせ　税務課収納係　☎２２-７７３２

今月の納期限　　5月 31 日（火）　◆軽自動車税

口座振替の登録をされている方は，口座振替日の前日までに残高の確認をお願いします。
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「少年の主張」中学生話し方大会令和４年度広島県調理師試験

試験日

　10 月 29 日（土）

試験場所　広島大学東広島キャンパス

願書受付期間

　６月 13 日（月）～ 24 日（金）

実施要領配布期間　

　５月 13 日（金）～

受付・問い合わせ

　保健センター

　☎２２-７１５７

　市内の中学生が、心に思い考えていることや、

社会や世界に向けての意見、未来への希望や提

案などを発表する話し方大会を開催します。

日時　６月 11 日（土）　14 時～ 16 時

発表者　中学校及び義務教育学校（後期課程）

　　　　の代表各３人　合計 12 人

場所　市民館ホール

問い合わせ　青少年育成竹原市民会議事務局

　　　　　　（社会福祉課子ども福祉係内）

　　　　　　☎２２-７７４２

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

　観覧は発表者の家族のみとさせていただき

　ます。また、内容が変更になる場合があり

　ます。

とき
外科

（９時～
18 時）

内科・小児科
（９時～12時、
13 時～ 16 時）

5/22（日）馬場病院
竹原市休日

診療所

5/29（日）安田病院

6/5（日）馬場病院

6/12（日）安田病院

◆初期救急
　（発熱・軽いけが等に対応）

◆休日（午前８時～翌朝８時）

とき ところ

5/22（日） 県立安芸津病院

5/29（日） 安田病院

6/5（日） 馬場病院

6/12（日） 県立安芸津病院

◆第２次救急
　（緊急手術や入院を要するようなけがや急病等に対応）

問い合わせ

　竹原市休日診療所　☎ 22-7157

　安田病院　☎ 22-6121

　馬場病院　☎ 22-2071

　県立安芸津病院　☎ 45-0055

◆平日（午後６時～翌朝８時）

とき ところ

毎週月・木曜日 県立安芸津病院

毎週火・土曜日 安田病院

毎週水・金曜日 馬場病院

※必ず事前に連絡して受診してください。

※竹原市休日診療所では院内処方を実施しています。

ＭＡＮＡＢＩカレッジ　竹原出張講座
　骨から免疫力を高めることができるって知っていますか？簡単な体操で免疫力をアップし、ウイル

スを撃退しましょう。

講座名　

　骨を鍛えて若返り！

　～ひろしまＧＥＮＫＩ体操で始める免疫力アップ～

主催　竹原市、生活協同組合ひろしま

講師　広島大学人間社会科学研究科　

　　　黒坂 志穗 准教授

日時　６月 18 日（土）10 時～ 11 時 30 分

　　　（受付９時 30 分より）

場所　保健センター２階　

　　　集団保健指導室

対象　おおむね 65 歳以上の人

　　　（生協ひろしま組合員以外も参加可能）

参加費　無料　　

定員　20 人（応募多数の場合は抽選となります）

申込期限　５月 28 日（土）

申し込み・問い合わせ　

　生協ひろしま組合員サービスセンター　

　☎０１２０-５００-９３５

　 月～金　８時 30 分～ 21 時　

　　　 土　８時 30 分～ 19 時

※ひろしまＧＥＮＫＩ体操とは、健康寿命を延ばすことを目的に、生協ひろしまと広島大学で共同研

　究をすすめている「脳トレ」「骨トレ」「ダンス」で構成された体操プログラムです。
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令和４年度戦没者慰霊巡拝の参加者を募集します

６ 月
日 行　事 問い合わせ

１水

♪七夕飾り作り（～６月 30 日）
時　開館時間内　場　児童館　対　幼児～中学校３年生　費　無料

児童館
☎ 22-0420

♪咲き織り（～７月 16 日）
時　開館時間内　場　児童館　内　糸と布でコースターをつくります。対　小学
校４年生～中学校３年生　費　無料　※定員 30 名

児童館
☎ 22-0420

２木

３金
♪ AKAGO のじかん　ねんねクラス（４回連続講座　初回）
時　13：30 ～ 15：00　場　ふれあい館ひろしま　対　マタニティから６か月頃ま
での赤ちゃんとパパママ　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

４土

♪ふれあいガレージマルシェ
時　10：00 ～ 15：00　場　ふれあい館ひろしま　内　駐車場にて開催！ハンドメ
イド作品、リサイクル品、ワークショップなど

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

★歯っぴーライフ 2022　　　　　　　　　　　
時　14：00 ～ 15：00 受付　場　保健センター　内　歯科健診、歯科相談、口腔機能測定など

保健センター
☎ 22-7157

５日

６月

♪健康講座　夏に向けて気を付ける事
時　10：30 ～ 11：30　場　ふれあい館ひろしま　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

★ぽかぽか広場　一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
時 10：00 ～ 12：00　場　保健センター１階　対　未就園児とその保護者、妊婦
※前の週の金曜日までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

７火
♪ AKAGO のじかん　はいはいクラス（４回連続講座）
時　13：30 ～ 15：00　場　ふれあい館ひろしま　対　６か月頃から歩き始めの赤
ちゃんとパパママ　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

８水
★１歳６か月児健診　　　　　　　　　　　
時　12：20 ～ 13：00 受付　場　保健センター　対　令和２年 10 月生～令和２年 11 月生
※対象児には通知します

保健センター
☎ 22-7157

９木 ♪お散歩バッグ作り
時　10：00 ～ 12：00　場　大乗地域交流センター　※要申込（10 組）

ミルクハウス
☎ 26-2845

10 金
♪父の日プレゼント作り
時　10：00 ～ 12：00　場　忠海地域交流センター　※要申込（10 組）

ミルクハウス
☎ 26-2845

♪親子ストレッチ～遊びながらママも身体をストレッチ！～
時　10：30 ～ 11：30　場　ふれあい館ひろしま　※要申込

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

11 土
12 日

13 月
★ぽかぽか広場　一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
時 10：00 ～ 12：00　場　保健センター１階　対　未就園児とその保護者、妊婦
※前の週の金曜日までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

14 火

★こどもの広場
時　10：00 ～ 11：30 受付　場　保健センター　対　乳幼児と保護者　内　育児相
談、身体計測、栄養相談、母乳相談、歯科相談など　※要申込

保健センター
☎ 22-7157

♪おでかけつくしんぼ～中通・お寺に行ってみよう～
時　10：00 ～ 12：00　場　中通　浄念寺（詳細はお問い合わせください。）　
費　参加費１人 50 円（保険代）※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

15 水

実施地域名 実施予定時期 実施期間 申込締切日

ビスマーク諸島 10/ ８（土）～ 10/15（土） ８日間 ５/27（金）

インド 10/20（木）～ 10/26（水） ７日間 ６/３（金）

トラック諸島 10/21（金）～ 10/26（水） ６日間 ６/７（火）

ミャンマー 11/10（木）～ 11/18（金） ９日間 ６/８（水）

フィリピン ２/16（木）～２/23（木・祝） ８日間 ８/31（水）

硫黄島（１次） 11/ ８（火）～ 11/ ９（水） ２日間 ７/１（金）

硫黄島（２次） ２/28（火）～３/１（水） ２日間 10/11（火）

　参加を希望されるご遺族は、お早めにお問い合わせください。参加者には、国家公務員等の旅費に

関する法律に基づき算出された旅費の３分の１が補助されます。

　なお、実施時期・期間は、現地の情勢等を踏まえ変更することがあります。

問い合わせ　社会福祉課福祉係　☎２２-２９４６


