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　　　　被爆者二世健康診断

　現在交付されているひとり親

家庭等医療費受給者証の有効期

限は７月 31日㈮です。新たな受

給者証の交付を受けるには更新

申請が必要です。６月 30 日㈫

までに手続きをしてください。

対象

○ 18 歳になった最初の３月 31

　日までの児童を扶養している

　配偶者のいない人とその児童

○父母のいない児童

受給資格

　所得税非課税世帯であるこ

と。( 住民票で別世帯でも、同

じ番地に居住し、生計同一の扶

養義務者がある場合は同一世帯

として取り扱います )

申請方法

　原則、同封の返信用封筒によ

り提出してください。

※昨年度の受給者には通知して

　います。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

対象

　両親のいずれかが原子爆弾被

爆者である人（広島被爆にあっ

ては昭和 21 年６月１日、長崎

被爆にあっては同年６月４日以

降に生まれた人）

実施期間　６月 10 日㈬～

　令和３年２月 28 日㈰

※ただし、精密検査は令和３年

　３月 10 日㈬まで

検査費用

　無料（交通費支給なし）

申し込み・問い合わせ

　令和３年１月 31 日㈰（当日

消印有効）までに、専用はがき

（市民課、支所・出張所に備え

付け）により県被爆者支援課（☎

０８２-５１３-３１１６）へ

れ
んらく

板竹原市役所

〒 725-8666

竹原市中央五丁目 1番 35号

https://www.city.takehara.lg.jp/

れんらく板

　保険料の納め忘れがあると、

将来受け取る老齢基礎年金の額

が少なくなったり、受給できな

くなることがあります。また、

事故などにより障害を負った際

の障害年金や遺族年金について

も、同様に受け取れなくなる可

能性があります。

　そのような事態を防ぐには、

口座振替がおすすめです。納め

忘れの心配がなく、毎月納めに

行く時間や手間もかかりませ

ん。また、早割や半年・１年前

納など、割引のあるお得な振替

方法もあります。　

　口座振替をご希望の人は、納

付書または年金手帳、通帳、金

融機関届出印を持参のうえ、ご

希望の金融機関または年金事務

所へお申し込みください。

問い合わせ

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

全額免除対象者

　「身体障害者」「知的障害者」

「精神障害者」が世帯構成員で

あり、世帯全員が市民税（住民

税）非課税の場合

半額免除対象者

①視覚・聴覚障害者が世帯主で

　受信契約者の場合

②重度の障害者（身体障害者、

　知的障害者、精神障害者）が

　世帯主で受信契約者の場合

申請・問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

　　　　国民年金保険料の

　　　　納付は口座振替で！

　　　　ひとり親家庭等医療費

　　　　受給者証の更新申請

　　　　　NHK 放送受信料の

　　　　　免除について

広報誌面を
リニューアル！

　より市民のみなさんへ情報が

伝わりやすくするため、誌面の

リニューアルを実施しました。

また、中面のページが一色刷り

へ変更しました。

　今後とも市民のみなさんへ分

かりやすい情報発信を行ってま

いります。

ピクトグラムを

採用しました！
　ピクトグラムとは、記事の内

容を簡潔に分かりやすくするた

めの「絵単語」と呼ばれるもの

です。以下はピクトグラムの使

用例です。

一般的なお知らせ
など

医療に関すること
など

子育てに関する
ことなど

建築物や空き家に
関することなど

人口の増減に関す
ることなどに

図書館からのおし
らせなど
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　現在、児童手当を受給されて

いる人は、「現況届」の提出が

必要です。受給者に通知してい

る内容を確認して６月 30 日㈫

までに、同封の返信用封筒によ

り提出してください。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　　児童手当の現況届

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　２４，８６９人

男　　１１，８８２人

女　　１２，９８７人

　　　　１２，２９７世帯

１年前　２５，４２２人

５年前　２７，５１０人

－４月 30 日現在－

れんらく板

へルプマークとは

　義足や人工関節を使用してい

る人や、内部障害や難病の人な

ど、配慮や援助を必要としてい

ることが外見からはわからない

人が、周囲に配慮を必要として

いることを知らせることによ

り、援助が得やすくなるマーク

です。ストラップによりかばん

などに装着して使用することが

できます。

ヘルプカードとは

　障害のある人などが災害や緊

急時、また、日常生活で困った

ときなどに、緊急連絡先や必要

とする支援の内容などを記載す

るカードです。

　名刺大の折りたたみ式で障害

者手帳などに入れることができ

ます。

◆対象者

　県内在住の希望者

◆配布について

　障害者手帳や身分証明書等の

提示はいりません。配布は一人

につき１個・１枚までで、家族

や支援者等代理人による受け取

りも可能です。

問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

①空き家の除却工事費を補助

　老朽化した空き家の除却工事に

必要な費用の一部を補助します。

対象　特定空き家または不良空

き家（市が危険と認めた建物で

事前申請が必要）

②空き家の改修工事費を補助

　移住・定住者が空き家を購入

し、居住のために行う改修工事に

必要な費用の一部を補助します。

対象　１戸建て住宅又は併用住

宅のうち、空き家となって１年

以上経過していること

③空き家の家財道具処分費を補助

　空き家の流通を促すため、空

き家内にある家財道具処分に必

要な費用の一部を補助します。

対象　改修補助と同じ

　処分後に賃貸または売買を目

的とし、竹原市空き家バンクに

登録または宅地建物取引業者に

依頼すること

注意事項

　各補助制度には、諸条件があ

りますので、必ず事前にご相談

ください。

申請期間

　６月 15 日㈪～ 11 月 30 日㈪

問い合わせ

　都市整備課住宅建築係

　☎２２-７７４９

子育てに役立つ情報が満載！

　子どものけがや病気で困っ

たときや、誰かに相談したい

ときなど、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。

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

・育児サークル

・子育ての悩みの相談先　な

ど

配布場所

　保健センター、社会福祉課、

市民課など

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　竹原市公衆衛生推進協議会

が実施した、令和元年度の献

血結果は、参加者 246 人、採

血者 205 人でした。

　多くの市民のみなさんに献

血にご協力いただき、ありが

とうございました。

※令和２年度の実施日程は、

　実施月の広報等でお知らせ

　しますので、ご協力をお願

　いします。

問い合わせ

　市民課生活環境係

☎２２-２２７９

献血実施報告とお礼

▲ 2020 年度版

　たけはらこそだて

　はてなぶっく

　　　　ヘルプマーク ・ ヘルプ

　　　　カードの配布

　　　　「こそだてはてなぶっく」

　　　　を配布します

　　　　　空き家対策補助金
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募集住宅

　市内の県営住宅のうち、新た

に空家が生じた住宅

受付期間　

　６月 16 日㈫～ 18 日㈭

　８時 30 分～ 17 時

受付場所　株式会社くれせん

  （東広島市西条中央三丁目）

　☎０８２- ４２４- ４８７７

※募集住宅及び申込方法など 

　については、６月９日㈫から

　配布する「申込みのしおり」

　（都市整備課住宅建築係備え

　付け）をご覧ください。

問い合わせ

　都市整備課住宅建築係

　☎２２-７７４９

受験資格

①平成 29 年４月１日以降に高等

　学校または中等教育学校を卒

　業した人及び令和３年３月ま

　でに卒業する見込みのある人。

②人事院が①に掲げる人に準ず

　ると認める人。

試験の程度　高校卒業程度

申込期間

●郵送または持参による申し込み

　６月 22 日㈪～ 23 日㈫

※６月 23 日㈫消印有効

●インターネットによる申し込み

　６月 22 日㈪９時～７月１日㈬

第１次試験　９月６日㈰

申込書請求先・問い合わせ

　広島国税局総務部人事第二　

課試験研修係

　☎０８２-２２１-９２１１

　市が管理する公園における芝

の植付け、水やり、芝刈りなど

を行ってくれる市民ボランティ

ア団体を募集しています。

芝生化する公園

　北崎公園、中須公園、新町公

園、吉名第２公園

募集団体　地域住民団体、企業、

企業従業員団体

団体にお願いすること

①芝生の植え付け（６月頃）、

　施肥、水やり、芝刈り

②構成員名簿や活動報告書の提

　出、施設異常の報告等

③地元自治会との調整

市が団体に対して行う支援

①里親認定証の交付

②傷害保険加入保険料負担

③芝生化に関する指導、助言

④芝苗、肥料の提供、芝刈り機、

　散水器具の貸与

⑤里親標示板の設置

申し込み・問い合わせ

　都市整備課都市計画係

　☎２２-７７４９

日時

　７月 17 日㈮　９時～ 13 時

場所　竹原消防署２階大会議室

内容

　普通救命講習Ⅰ（３時間）

　普通救命講習Ⅱ（４時間）

※ eラーニング（インターネッ 

 ト）での受講を始めます。

　受講を希望される人は、事前

　にお問い合わせまでご連絡く

　ださい。

※新型コロナウイルス感染症の

　影響により、延期・中止とな

　る場合があります

募集人数　30 人程度（先着順）

申込期限　７月 16 日㈭

申し込み・問い合わせ

　竹原消防署救急係

　☎２３-０１１９

れんらく板

図書館の「ＷＥＢ予約」をご利用ください
　パソコンやスマートフォンを使って、読みたい本の予約が出来る

「ＷＥＢ予約」をぜひご活用ください。詳しい利用方法は、図書館

で配布している「インターネット予約方法」、ホームページ内の「WEB

予約をするには」をご覧ください。

　また、ホームページの「利用者照会」から自分の借りている本、

予約した本の確認や、連絡先の変更等も出来ます。利用方法等ご不

明な点がございましたら、図書館までお問い合わせください。

問い合わせ

　図書館　☎２２-０７７８

予防接種のお知らせ
適切な時期に接種をお勧めします

◆二種混合２期（破傷風・ジフテリア）予防接種

対象　11 歳から 12 歳まで

◆日本脳炎予防接種

対象　１期　標準的に３歳から７歳６か月に至るまで

　　　２期　９歳から 12 歳まで

※平成 12 年６月生まれから平成 19 年４月１日生まれの特例対象者

　で接種していない人は、19 歳までは無料で接種できます。

　転入等で、竹原市の予防接種券を持っていない人は、印かんと母

子健康手帳を持って保健センターにお越しください。

問い合わせ　保健センター　☎２２-７１５７

　　　　県営住宅入居者募集

　　　　　公園芝生化団体募集

　　　　応急手当講習　　　　税務職員採用試験
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食育だより
問い合わせ

保健センター　☎２２- ７１５７

　６月 19 日は食育基本法が成立した日です。
　そのため、６月を食育月間と定め、食育推進を重点的に図ることとしています。

　たけはら食育未来会議メンバーが多方面から「食」について取り組んだ内容をリーフレット（Ａ３・三つ

折り）にまとめました。

　表面には、保存食や

簡単料理のレシピ、元

塩（げんえん）のすすめ、

高齢者のみなさんへ低

栄養予防のために食べ

て欲しい食品、災害時

に役立つポリ袋料理の

方法を紹介しています

ので、日々の食生活の

参考にしてください。

　裏面には、健康づくりのために町並みをウ

オーキングしながら、わが町を再発見してい

ただくための「まちなみ散策マップ」を掲載

しています。

　リーフレットは、市内の小中学校やこども園、地域交流センターなどで配布していますが、竹原市のホー

ムページからもダウンロードができます。

　まだまだ、感染症の拡大予防は必要ですが、人の少ない時間などに、ウォーキングで気分転換と運動不足

の解消をしてはいかがでしょうか。

れんらく板

法務局からのお知らせ
　市役所１階の「法務局登記証明コーナー」で登記事項証明書等を請求することができます。タッチパ

ネル操作で簡単に取得できますので、ぜひご利用ください。

　また、自宅や会社からインターネットで請求した証明書等を、登記証明コーナーの窓口で受け取るこ

とができます。

開設日

　月～金曜日

　11 時～ 15 時

　（年末年始、祝日を除く）

問い合わせ

　広島法務局東広島支局

☎０８２-４２２-２１８０

※インターネット請求につい

　て、詳しくは　「登記ねっ

　と供託ねっと」のホーム

　ページをご覧ください。

請求することができる証明書 手数料 備　考

不動産登記 登記事項証明書 600 円
請求には地番・家屋番

号の特定が必要です。

商業・法人

登記

登記事項証明書 600 円 印鑑カード及び代表者

の生年月日の入力が

必要です。
印鑑証明書 450 円

動産譲渡登記 概要記録事項証明書 300 円 ―

債権譲渡登記 概要記録事項証明書 300 円 ―

※「元塩生活」とは、健康（元気）のために塩

　分の摂りすぎに注意した生活のことです。


