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竹原高校魅力化発信「うさぎカレンダー」プロジェクト
　令和５年の兎年に向け、竹原高校２年生と共同で「うさぎカレンダー」制作を進めています。

　このプロジェクトは、昨年インスタグラムで募集した「大久野島」のうさぎの写真 1670 点の中か

ら選ばれた優秀作品 13 点を使用した「うさぎカレンダー」を、高校生が魅力発信のために、企画か

らデザイン制作までを一貫して手がけるものです。

　制作費は、クラウドファンディング「Makuake（マクアケ）」で募集し、このプロジェクトを応援し

ていただいた人にはオリジナルの「うさぎカレンダー」を送付いたします。

　ぜひ皆さんのご支援をお願いいたします。

●スケジュール

募集期間　10 月 20 日（木）～ 11 月 30 日（水）18 時まで

商品発送　12 月初旬から順次発送

問い合わせ

　産業振興課商工観光振興係

　☎２２-７７４５　FAX ２２-１１１３

ご支援はこちらから▲

ひろしまＧＥＮＫＩ体操　竹原会場　３か月無料開催
　ひろしまＧＥＮＫＩ体操は、「健康寿命を延ばそう」をテーマに広島大学と生協ひろしまが共同研

究した体操で、骨の若返りや認知症予防にも効果が期待できます。

　竹原市との包括的連携団体である生協ひろしまが、11 月から期間限定で無料開催をします。自分

の将来を見越した健康のため、お友だち等と一緒に運動不足解消の一歩を踏みだしてみませんか。

期間　令和４年 11 月 17 日（木）～令和５年２月

　　　全 12 回　木曜日 10 時～ 11 時 30 分

場所　保健センター２階　集団保健指導室

対象　おおむね 20 歳～ 60 歳代

　　　医師から運動を止められていない人

　　　血圧が 160mmHg/100mmHg 以下の人

　　　※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　11 月２日（水）

主催　竹原市　生活協同組合ひろしま

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　8:30 ～ 21:00　土　8:30 ～ 19:00）

たけはら憧憬の路～町並み竹灯り～
　３年ぶりに開催する「たけはら憧憬の路」は、感染対策を講じながら規模を縮小して行います。

来場される人は、マスクの着用・手指消毒・密集の回避などにご協力ください。

日時　令和４年 10 月 29 日（土）・30 日（日）17 時～ 21 時

場所　町並み保存地区周辺

内容　建物ライトアップ・竹オブジェの展示、

　　　生花展示・フォトコンテスト等

関連イベントのお知らせ
　たけはら憧憬の路にあわせて、神楽の公演を行います。

日時　10 月 29 日（土）　14 時開場　14 時 30 分開演

場所　竹原市民館ホール

料金　入場無料

演目　滝夜叉姫・大江山

出演　上石神楽団（北広島町）

問い合わせ　たけはら憧憬の路実行委員会（産業振興課商工観光振興係内）☎２２-７７４５

撮影 :小西信博



広報たけはら　2022.10.54

新型コロナワクチン　
オミクロン株対応ワクチンの接種を開始しています

問い合わせ　保健センター

　　　　　　☎２２-７１５７

〇予約方法は２パターン　

①電話予約（平日・土９時～ 17 時）

　☎０５０-３６２５-９５５５

②インターネット予約▶

メーカー ３回目以降

ファイザー社 12 歳以上

モデルナ社 18 歳以上

●１～３回目（成人、小児）ワクチン接種の予約についても引き続き受付しています。

●「竹原ワクチンかけつけ隊」の申込も受付しています。

　ワクチンの有効活用のためご協力をお願いします。　こちらからアクセス▶

告知放送設備を用いた緊急地震速報訓練を実施します

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　只今から訓練放送を行います。
３　緊急地震速報チャイム音
　　緊急地震速報。大地震です。大地震
　　です。これは訓練放送です。
　　（３回繰り返し）

　地震の発生時に備え、次のとおり緊急地震速報訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システ

ム（Ｊアラート）を用いた訓練です。訓練放送が流れましたら、地震の発生を想定し、姿勢を低くし

机の下に隠れるなど、速やかに身を守る「安全行動」をとってください。

１　訓練実施日時　　　　11 月２日（水）10 時頃　　問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３

２　訓練で行う放送内容

※告知放送設備とは、市内 20 か所に

　設置している屋外スピーカーと、市

　内公共施設等 39 か所に設置してい

　る告知放送端末です。

※当日、防災メールによる配信訓練は

　行いません。

●使用するワクチン

●実施場所　市内 16 か所の医療機関

●接種　前回の接種から５か月（※２）以上経過後

　　　　（※２）2022 年 9 月 14 日時点。接種間隔の短縮等について国で検討されています。

●５回目の接種　従来型ワクチンで４回目を接種した人には、５回目の接種券を発送するよう準備していま

　　　　　　　す。黄色の封筒で送りますので、届いたら案内チラシを確認してください

●お願い　ワクチンは、これまでの接種実績に応じて国から順次配送されます。接種を希望される人のワク

　　　　チンは確保できますので、落ち着いて予約をお取りください。

※オミクロン株対応

　ワクチンは、１・

　２回目接種には使

　用できません。
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18 歳以下の人に
マイナンバーカード
取得促進商品券

遅くても 11月
末までには申請
してね！

　マイナンバーカードの取得率の低い若年層のカード取得促進と、新型コロナウイルス感染症により

影響を受けた市内の経済状況等を支援するため、下記の条件を満たす人に対して、市内で使用できる

商品券を給付します。

対象者　令和５年４月１日時点で 18 歳以下となる人で次のいずれかの条件を満たす人

対象者

① 11 月 30 日時点で住民登録があり、有効なマイナンバーカードをお持ちの人

②

11 月 30 日までにマイナンバーカードを申請し、12 月１日から令和５年１月 31 日までに竹原
市からマイナンバーカードの交付を受けた人。また、11 月 30 日を過ぎてカードを申請した人
が令和５年１月 31 日までに竹原市からカードの交付を受けることができた場合は、給付の対
象とします。

支給内容　市内で使用できる商品券　１人あたり６，０００円分

　（内訳　１冊３，０００円〈地域応援券２枚、全店共通券１枚〉×２冊）

商品券使用可能期間　　令和５年１月～３月 21 日（火）

商品券の配付方法

対象者 配布方法

①

・11 月 30 日時点で有効なマイナンバーカード 
　を保有している人
・12 月１日から 20 日頃までに窓口でマイナン
　バーカードの交付を受けた人

12 月下旬に簡易書留郵便で自宅に送付しま
す。

②
・12 月 20 日頃以降に窓口でマイナンバーカー 
　ドの交付を受けた人

交付時に窓口で配付します。15 歳以上の人に
は本人に渡します。

留意事項

・マイナンバーカードの申請から発行までに１か月以上かかることが見込まれます。期日までに受　

　取りができるよう、余裕をもって早めに申請をしてください。

・マイナンバーカードの有効期限切れやカードを廃止された人は対象外です。

・ＤＶ等（配偶者の暴力や児童虐待など）の被害者で、住民登録された住所以外に居住されている人

　は事前にご相談ください。

マイナンバーカード・マイナポイントに関する
夜間・休日開庁のご案内

受付可能な業務　

　マイナンバーカードの申請、受取、電子証明書の更新、マイナポイントの申込みサポート

夜間開庁日時　10 月 13 日（木）、27 日（木）、11 月 10 日（木）　17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時　10 月９日（日）、23 日（日）、11 月６日（日）９時～ 12 時

問い合わせ　市民課市民係　☎２２-７７３４

マイナポイント第２弾延長決定
～今からでも間に合います！　２０，０００円分のお買い物ポイント！～

　９月末までとなっていた最大２万円分のマイナポイントがもらえるマイナンバーカードの申請期限

が、令和４年 12 月末までに延長されました。

　申請書をお持ちでない人や無料で写真撮影などのサポートを受けたい人は、本人確認書類をお持ち

のうえ、市民課市民係または忠海支所にお越しください。
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実施期間　11 月１日（火）～ 30 日（水）

対象店舗

　市内の PayPay 加盟店のうち、市が指定した店舗

（本店・本社が竹原市にある店舗が対象。コンビニ

エンスストア、病院・医院、調剤薬局、介護施設

などは対象外となります。）

※対象店舗にはポスターを掲出します。

PayPayポイント付与率

　決済額の最大 30％（「PayPay残高」「PayPay カー

ド、旧ヤフーカード（PayPayアプリにひも付け）」

「PayPay あと払い」「PayPayあと払い（一括のみ）」

での支払が対象）

PayPay ポイント付与上限

　１，０００円相当／回

　１０，０００円相当／期間

※ PayPay ポイント、1 ポイント＝ 1 円相当とし

　て PayPay 加盟店でのお支払いにご利用いただ

　けます。（あと払いやクレジットカードとの併

　用はできません）

キャッシュレス決済　消費喚起キャンペーン
【第４弾】11 月実施のお知らせ

　11 月にキャッシュレス決済サービス「PayPay」と連携し、「【第４弾】 がんばろう竹原！ 対象店舗

で最大 30％戻ってくるキャンペーン」を実施します。

※付与される PayPay ポイントは PayPay/PayPay

カード公式ストアでの利用可能。出金・譲渡不可。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、延期または中止にする場合があります。

　　　　【加盟店を募集しています】

　すでに PayPay に加盟している店舗は、申

込の必要はありません。

対象店舗　PayPay 未加盟の店舗（本店・本

　社が竹原市にある店舗が対象。コンビニエ

　ンスストアなどは対象外となります。）

キャンペーンの適用時期

※申込から加盟店審査可決まで、１週間程度を

　要しますので、お早めにお申し込みください。

申込み・問い合わせ

PayPay 新規受付窓口　☎０１２０－９５７－６４０

加盟店審査可決日※ 適用予定日

10 月 13 日 ( 木 ) まで 11 月１日 (火 )から

10 月 31 日 ( 月 ) まで 11 月 16 日 ( 水 ) から

問い合わせ

　本キャンペーンについて　　産業振興課商工観光振興係　　　 ☎２２-７７４５

　PayPay の利用について　　　PayPayカスタマーサポート窓口　☎０１２０-９９０-６３４

　PayPay 加盟事業者　　　　　PayPay加盟店サポート窓口　　　☎０１２０-９９０-６４０

第２回市税等の口座振替推進キャンペーン実施中！
　市税や各種料金等の納付方法を新規で口座振替にされた人へ「かぐや姫商品券 (市外の方にはクオ

カード）1,000 円分」を進呈します。非対面による感染症の予防や納め忘れのない便利で確実な口座

振替をこの機会にお申し込みください。

対象科目　・固定資産税　・軽自動車税　・市県民税 (普通徴収 )　・国民健康保険税　・介護保険料

　　　　　・後期高齢者医療保険料　・住宅使用料　・保育所保育料　・保育所副食費　・水道料金

　　　　　・放課後児童クラブ保護者負担金　・共同墓地管理手数料　・港湾施設使用料

対象期間　令和５年２月 28 日 ( 火 ) まで

対象者　令和４年度において税金等の納付義務があり、期間中に新規で口座振替の申込みをされた次

　のいずれにも該当しない人。

　①既に登録している口座又は金融機関を変更した人。

　②税金や料金等に未納がある人。

申込み方法　次の金融機関 (本店 ･支店 )の窓口で「口座振替依頼書」により申し込んでください。

　　・広島銀行　・ゆうちょ銀行　・中国銀行　・もみじ銀行　・呉信用金庫

　　・広島市信用組合　・三原農業協同組合　・中国労働金庫

その他　第１回に申し込まれた人で、第２回に新規の科目をお申し込みいただいた場合は対象となり

　ます。期間中に２つ以上の科目をお申し込みいただいた場合は、商品券の送付は 1 回となります。

　商品券は申込月の翌月に順次発送いたします。

問い合わせ　会計課　☎２２-７７５２
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ごみの減量を進めよう 問い合わせ　市民課生活環境係

　　　　　　☎２２-２２７９

　大切な食べものを無駄なく食べきり、環境面や家計面にも優しい工夫を

紹介します。

１　買いすぎに注意しましょう

　買い物前に食材の在庫を確認し、必要な数・量だけ買いましょう。

２　手前に陳列されているものから選びましょう

　賞味期限と消費期限の違いを正しく理解し、手前に陳列されているもの

　から選びましょう。

３　使いきる・食べきる

　食材は無駄なく期限内に使いきり、食べきれる量だけ作りましょう。余っ

　た分は冷凍する等、保存方法を工夫しましょう。

４　残さず食べる

　食事は好き嫌いなく、残さず食べましょう。外食の場合は、食べきれる

　と思う量を注文しましょう。

10 月 30 日は「食品ロス削減の日」

10 月は３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間です。

　限りある資源やエネルギーの有効活用、環境負荷の軽減等、循環型社会の実現

のため、家庭でも３Ｒを実践し、ごみの減量を進めましょう。

リデュース（ごみを減らす）

　〇必要のないものは買わない　　　　〇買い物時はマイバッグを持参する

リユース（繰り返し使う）

　〇詰め替え用の製品を選び利用する　 〇使わなくなったものは譲り合う

リサイクル（ごみを資源として再び利用）

　〇ごみと資源を正しく分別する　　　〇再生された製品を利用する

１２０歳めざして頑張ります！
　自主グループのうち、今回は「ふれあいサロン郷」を紹介します。

　このグループは、介護予防教室の後、継続して体操をされているグループで活動３年目になります。

代表者は今吉忠子さん。今吉さんは現役時代、長く保育所の所長をされていたそうで、サロンの活動

の中でもみなさんが楽しく参加できるように工夫され、場を盛り上げられています。（この日は手作

りの「飾り」を参加者にプレゼント。）

　このサロンの参加者のうち３名が 90 代の方ですが、それぞれご自宅から片道 15 分程度の道のりを

歩いて参加されており、皆さんとてもお元気です！参加者は、「体操した後には身体が軽くなる」、「こ

の歳になって（握力や歩く速さなど）体力測定の結果が全て良くなってたんよ！体操を続けとるおか

げと思う。」と話されていました。これからも健康長寿をめざし、楽しく活動を続けてください！

「ふれあいサロン郷」　

設立時期　令和２年２月

場所　弥栄会館

開催日時　毎週木曜日　

　　　　　　９時～ 10 時 30 分

登録者数　14 人

参加者の年齢層　60 ～ 90 代の男女

90 代は３人　

　長
ながき

木 義
よしみ

美さん (91)

　中
なかがわ

川 壽
すえ

榮さん (93)

　岡
おかもと

本 シ
しずこ

ズ子さん (96)

問い合わせ　健康福祉課介護福祉係　☎２２-７７４３

▲今吉さんお手製の

　ポスター

地域に 100 歳超えの

人がいらっしゃるた

め、この目標にされ

たのことです。
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高齢者インフルエンザ予防接種（広域予防接種）の実施 問い合わせ

保健センター　☎２２-７１５７

実施期間　令和５年１月 31 日（火）まで

※実施期間は医療機関によって異なります。

対象（市内に住所があり、本人の接種する意思が確

　認できる、次の①または②に該当する人）

①接種日に 65 歳以上の人

②接種日に 60 歳以上 65 歳未満の人で、心臓、じん

　臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が

　極度に制限される程度の障害、ヒト免疫不全ウイ

　ルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可

　能な程度の障害がある人 (※医師と相談の上、接

　種を希望する場合は、障害種別の身体障害者手帳

　の写しまたは証明書等が必要になります。)

個人負担額　1,400 円

※令和４年度市民税非課税世帯に属する人や、

　生活保護世帯の人は、無料です。無料になる人は

　接種前に、本人確認ができるもの（保険証、被保

　護者証明書など）を持って、保健センターで接種

　券の申請をしてください。

※忠海支所でも申請は出来ますが、接種券は後日郵

　送になります。

※転入等により、別途書類を提出していただく場合があ

　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・かわの医院・桑原内科循環

器科医院・呉共済病院忠海分院・こうの医院・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

実施医療機関（市外）

　広域予防接種実施医療機関

接種時に必要なもの

　健康保険証など本人確認ができるもの、個人負担

金、予防接種券（事前に交付されている場合）

申し込み

●市内の場合…直接、医療機関にご確認ください。

　ただし、個人負担額無料となる場合は、接種前に

　申請が必要です。

●市外の場合…接種前に保健センターに本人確認が

　できるものを持って、申請してください。

※代理人が申請する場合は、保健センターへお問い

　合わせください。

山
やまさき

崎 繁
し げ お

雄（竹原町）

☎２２-０４３８

行政相談週間
10 月 17 日（月）～ 23 日（日）

　国の行政に関しての苦情や意見・要望を受付け、解決するとともに、行政運営の改善につ

なげています。お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守ります。

入
いりこま

駒 智
さ と こ

子（忠海東町）

☎２６- ０２３５　　　

行政相談委員

総務省行政相談センターの相談受付電話　☎０８２-２２２-１１００（平日 8:30 ～ 17:15）

　今冬は新型コロナウイルスとの同時流行が懸念

されます。重症化を防ぐためにも、なるべく早期

の接種をご検討ください。
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　10 月 19 日は「ひろしま食育の日」。その日を含む１週間は食育ウィークです。食生活について振

り返る機会にしてください。

　竹原市第２次食育推進行動計画では、「ライフステージごとの食育運動を展開する」としています。

その取組として、食育のネットワーク組織である「たけはら食育未来会議」で協議し、高齢者世代の

方々が食事を通じて、１日でも長く健康な生活を送れるように台所に貼れるリーフレットを作成しま

した。

食育だより（さあにぎやかにいただく）
問い合わせ

保健センター　☎２２-７１５７

　この「さあにぎやかにいただく」は、東京都健康長寿

医療センター研究所が開発した食品摂取多様性得点を構

成する 10 の食品群を覚えやすく並べた合言葉です。

　歳を重ねてくると、身体や口腔などの変化により自然

と食べる量が減少したり、同じような食事を繰り返した

りすることで、低栄養になるおそれがあります。

　「さあにぎやかにいただく」の 10 点の食品を毎日７点

以上を食べることで必要な栄養素が摂取できます。

　高齢者のフレイル予防のひとつとして様々な食品から

必要な栄養素をしっかり摂り、いきいきとした生活を送

りましょう。

【還付金詐欺】

　市役所職員を装い、税金、医療費、保険料など

の還付手続名目でＡＴＭを操作させて金銭をだま

し取るものです。

　今年は８月末までに、竹原市内で３件の被害が

発生しています。

還付金詐欺の危険ワード

「社会保険料の払い戻しがあります。」

「携帯電話を持ってＡＴＭへ行って。」

「今から言うとおりに操作してください。」

還付金詐欺・サポート詐欺の被害が多発
～被害者の多くは 60 歳以上の高齢者～

【サポート詐欺】

　パソコンでインターネット使用中に突然「ウイ

ルスに感染している」等の偽警告画面が出て、そ

れをきっかけに電話をかけさせ、ウィルス除去名

目で電子マネーで支払いをさせるというもので

す。

サポート詐欺の危険ワード

「パソコンがウイルスに感染しています。」

「近くのコンビニに行って、電子マネーを買って、

その番号を教えて。」

【大切なおカネをだまし取られないために】

●ＡＴＭでの還付・給付は 100 ％詐欺です！

●パソコン画面に警告画面が出たら、ブラウザを閉じるか再起動してください！

●慌てて電話をしない！

●おかしいな？と思ったら竹原警察署に電話をください！

問い合わせ　竹原警察署　☎２２-０１１０



広報たけはら　2022.10.510

　文化の秋を彩る「竹原市総合文化祭」。それぞれの分野で活躍されている市内文化団体

の皆さんが、日頃の成果を披露します。ぜひご来場ください。

　なお、ご来場の際は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マスクの着用・

手指消毒等へのご協力をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症の状況により、

内容を変更または中止する場合があります。

※お車でお越しの方は、竹原市職員駐車場・たけはら合同ビル駐車場をご利用ください。

問い合わせ　文化生涯学習課生涯学習係　☎２２-２３２８

 第 70 回竹原市総合文化祭

日　　時 行　事　名 主　管 会　場

10 月 22 日（土）
  ～ 23 日（日）

10:00 ～ 17:00
（23 日は 16：00 まで）

いけばな展 池坊竹原支部
たけはら美術館 
文化創造ホール

10 月 23 日（日） 9:30 ～ 14:30 煎茶会 竹原吉祥会
たけはら美術館 

文化創造ホールロビー

10 月 25 日（火）
  ～ 30 日（日）

9:00 ～ 17:00
（30 日は 16：00 まで）

安森絵画グループ
「森の会」作品展

絵画グループ「森の会」
たけはら美術館 
文化創造ホール

11 月 1 日（ 火 ）
  ～ 6 日（ 日 ）

9:00 ～ 17:00
（6 日は 16：00 まで）

第 70 回竹原市美術展 竹原市美術協会
たけはら美術館 
文化創造ホール

11月３日（木・祝）

９：30 ～ 10：20

竹原市
総合文化祭式典

合同

市民館ホール

竹原市
美術展表彰式

10：25 ～ 10：45 竹原市吟詠剣詩舞大会 賀堂流竹原山陽吟詠会

10：45 ～ 11：05 和太鼓演奏 竹原市音楽協会

11：10 ～ 12：10 日本舞踊

藤貴会　藤間勘寿貴社中

花由美会

藤俊会　藤間勘貴俊社中

12：15 ～ 13：15 みんなで歌おうコンサート

竹原コーラス“そよ風”

クール メンズ コール

コールさざなみ

13：20 ～ 14：20 みんなで歌おうコンサート

混声コーラス“ただのうみ”

コーラス「さくら」

浄念寺コーラス“すいれんの会”

14：25 ～ 15：05 邦楽演奏会
たちばな会立田冴子社中

都山流尺八楽会二竹会

15：05 ～ 15：45 喜多流・観世流謡曲大会
竹原喜多会

観世流竹原光声会

15：50 ～ 16：10 歌謡コンサート 竹原市歌謡音楽連盟

11 月５日（土） 12：00 ～ 16：00 竹原川柳句会 竹原川柳会
人権センター

（１階　会議室）

11 月９日（水）
  ～ 13 日（日）

9：00 ～ 17：00
（13 日は 16：00 まで）

竹原市立学校児童生徒
図画書道展

竹原市美術協会
たけはら美術館 
文化創造ホール

　９月６日～ 28 日の期間で、市議会定例会が開催され、報告３件、議案 11 件が可決・認定されました。

主な議案は次のとおりです。

令和４年　第３回竹原市議会定例会

◆令和４年度一般会計補正予算（第４号）

　緊急自然災害防止対策事業、新型コロナウイル

スワクチン接種事業、介護施設等整備事業、行政

手続きオンライン化推進事業、施設園芸エネル

ギー転換促進事業等、新たに実施する事業に必要

な歳出予算等について、４億９，９４６万５千円

を増額するものです。

◆令和４年度一般会計補正予算（第５号）

　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

事業、くらし応援臨時特別給付金給付事業、宿泊

客誘客促進事業、竹原市庁舎移転事業、マイナン

バーカード取得促進事業の実施に必要な歳出予算

等について、３億２，０１０万９千円を増額する

ものです。
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　市内在住の 20 歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父母が対象です。

※申請前に事前相談が必要です。

ひとり親家庭の父母の就業・修学を支援します！

●高等職業訓練促進費等事業

　就業に有利な資格を取得するために養成機関で

修業する場合 ､訓練促進費を支給し、修業してい

る間の生活の負担軽減を図ります。

※ただし、上限は４年（資格取得に４年以上の課

　程の履修が必要となる場合のみ）です。

支給対象

　次のすべてに該当する人

①児童扶養手当を受給している、または同等の所

　得水準であること

②養成機関において１年 ( 令和５年３月 31 日まで

　に修業を開始する場合は、６月 ) 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こと

③仕事または育児と修業の両立が困難であること

対象資格

　看護師（准看護師）、介護福祉士、保育士、理

学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、調

理師、製菓衛生師、社会福祉士、デジタル分野の

資格（web クリエーター、CAD 等）など

支給額

　市民税非課税世帯　月額 100,000 円

　（最後の 12 月のみ　月額 140,000 円）

　市民税課税世帯　　月額　70,500 円

　（最後の 12 月のみ　月額 110,500 円）

※修業期間終了後に一時金の支給もあります。

●自立支援教育訓練給付金事業

　主体的な能力開発の取組みを支援するため指定教育

訓練講座を受講した場合に、経費の一部を支給します。

支給対象（次のすべてに該当する人）

①児童扶養手当を受給している、または同等の所

　得水準であること

②教育訓練を受けることが適職につくために必要

　であること

対象講座

　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

支給額　本人が支払った費用の６割

※20万円を上限とし、12,000円以下は給付の対象外です。

※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受

　ける人は、その支給額との差額を支給します。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２

　市民の皆さんの意見を募集します。

　より良い計画とするため、皆さんの考えをお寄せください。いただいたご意見等を踏まえ、計画を策定し、

公表する予定です。

策定目的

　少子化の著しい進行など本市学校教育を取り巻

く状況が年々厳しさを増している中で、これから

の時代に求められる教育に対応するため、市立学

校の適正規模及び適正配置の具体的なビジョンと

して「竹原市立学校適正配置計画」を策定します。

公表資料　

　竹原市立学校適正配置計画（素案）

閲覧場所

　総務学事課教育総務係（土・日曜日、祝日を除

く８時 30 分～ 17 時 15 分）、市ホームページ

公表・意見提出期間　

　11 月 11 日（金）必着

意見を提出できる人　

　市内に在住、在勤、在学している人等

意見の提出方法

　指定の用紙（閲覧場所に備え付け、または市

ホームページからダウンロード）により、直接・

FAX・メール・郵送のいずれかの方法で提出して

ください。

意見の提出先・問い合わせ

　総務学事課教育総務係（〒725-8666　住所不要）

　☎２２- ２３２９　FAX ２２-８４６０

　E-mail　s-gakuji@city.takehara.lg.jp

みなさんの意見を募集します！

●竹原市立学校適正配置計画素案について


