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募集する職種 応募資格 申し込み・問い合わせ

代替保育士・保育教諭
（職員の休暇等による欠員
が生じた場合に勤務する。）

保育士…保育士資格を持つ人
保育教諭…保育士および幼稚園
　　　　　教諭の資格を持つ人

所定の申込書（社会福祉課に備え付け、
または市ホームページからダウンロード）
に資格証等のコピーを添付の上、社会福祉
課子ども福祉係（☎２２-７７４２）へ
※勤務条件等については、お問い合わせく
　ださい。放課後児童クラブ補助員

児童の育成および指導に熱意を
もって取り組む意欲のある人

　人権擁護委員としての功績が顕著であっ

たとして、６月９日に開催された広島県人

権擁護委員連合会総会において表彰されま

した。おめでとうございます。

全国人権擁護委員連合会

会長賞表彰

　原田　千鳥　さん

　（高崎町）

人権擁護委員の表彰

　７月１日付けで法務大臣から委嘱された人権擁

護委員を紹介します。

　人権擁護委員は，市民のみなさんから人権相談

を受けたり、人権について関心を持ってもらえる

ような啓発活動を行っています。

　井上　節堂　さん（再任）

　（忠海床浦）

　丹下　成子　さん（再任）

　（竹原町）

人権擁護委員の委嘱

令和２年度　会計年度任用職員の登録を随時受け付けています
　保育所・認定こども園・放課後児童クラブに勤務する会計年度任用職員（非常勤職員）の登録者を募

集します。業務繁忙期などに、必要に応じて登録した人の中から選考を行い、任用します。

令和２年度市職員募集
問い合わせ

総務課人事係　☎２２-７７５９

職 種 採用予定人数 受 験 資 格 試験内容

一般事務職 若干名
平成５年４月２日から平成 15 年４月１日までに

生まれた人

○一般教養試験（高卒程度）

　【全職種】

○作文

　【全職種】

○専門試験

　【一般事務職（学芸員枠）、

　技術職（土木技師）、　保健師】

一般事務職

（学芸員枠）
若干名

昭和 60 年４月２日以降に生まれた人で、次の全てに

該当する人

①大学または大学院において、歴史学（日本史に限

　る。）の専門課程を卒業（修了）した人、または令

　和３年３月 31 日までに卒業（修了）見込みの人

②博物館法に定める学芸員の資格を有する人、また

　は令和３年３月 31 日までに取得見込みの人

技術職

（土木技師）
若干名

昭和 60 年４月２日から平成 15 年４月１日までに

生まれた人

保健師 若干名

昭和 60 年４月２日以降に生まれた人で、保健師

の資格を有する人または令和３年３月 31 日まで

に取得見込みの人

●令和３年４月１日採用

１次試験日　９月 20 日（日）

受付期限　　８月 27 日（木）　※必着

受付場所　　市役所２階総務課人事係 

試験会場　市民館会議室

受験案内配布場所　総務課・支所・出張所

※市ホームページからもダウンロードできます。
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　竹原商工会議所では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内店舗を応援し、地域経済の

活性化を促進するため、竹原市内の取扱加盟店で使用できる３０％お得な「たけはらプレミアム商品券」を

販売します。※購入には、事前に申し込みが必要となります。

「たけはらプレミアム商品券」
販売のお知らせ

問い合わせ　産業振興課商工観光振興係　　

　　　　　　☎２２-７７４５

冷房に関する節電の取組方法

○エアコンの設定温度を 28℃にする。

○不必要なつけっぱなしをやめる。

○エアコンのフィルターを月に１～２回掃除する。

○室外機を風通しのいい場所に設置する。

○扇風機を併用し、風を循環させる。

○グリーンカーテンやすだれ、よしずを併用する。

○室内の風通しを良くするため、

　部屋の中を整理する。

毎月第一土曜日は「ひろしま環境の日」エ   コ
夏も省エネ生活を実践しましょう！

　毎年８月は暑さがピークとなります。昨年

の竹原市では、最高気温 30 度以上の真夏日

が 27 日、最低気温が 25 度以上の熱帯夜が

10 日と暑い日が続きました。

　気温の上昇や、各地で局地的な集中豪雨が

発生するなど、地球温暖化の影響が感じられ

ます。

　地球温暖化防止・電気エネルギー不足解消

のため、冷房に関する節電に積極的に取り組

みましょう。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

な生活してみませんか？

プレミアム率

　30％（１冊１３，０００円の商品券を１０，０００

円で販売）

発行総額

　１億９，５００万円（１５，０００冊）

１冊の内容

　１，０００円券× 13 枚綴

うち６枚（6,000 円分）…全店共通券

（全ての取扱加盟店で使用可能）

うち７枚（7,000 円分）…地域応援券

（本店・本社が竹原市内の取扱加盟店で使用可能）

購入対象者

　竹原市内に在住・通勤している人

購入可能冊数

　１世帯５冊（５０，０００円／券面額６５，０００

円）まで

利用期間

　９月 16 日（水）～令和３年２月 28 日（日）

利用店舗

　竹原市内の取扱加盟店（かぐや姫商品券取扱店舗）

で使用できます。

申込方法

　専用の申込書（※）により、８月 31 日（月）（消

印有効）までに申し込んでください。（申込多数の

場合は抽選となります。）

　９月上旬に、購入引換券を送付します。販売場所

等の詳細は、その際お知らせします。

※申込書は、８月広報とあわせて配布しています。

　産業振興課、支所・出張所でも配布しています。

【取扱加盟店を募集しています！】

　かぐや姫商品券の取扱店舗は、改めて申し込みの

必要はありません。

対象店舗　　竹原商工会議所会員事業所

換金手数料　２％

申込方法

　８月 12 日（水）までに、所定の申込書により、

竹原商工会議所へ申し込んでください。

問い合わせ

　竹原商工会議所総務企画課

　☎２２-２４２４
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参加資格　

　令和２年５月１日以降に市内に在住または通勤・

通学をしている人

※ソフトボールは、平成 14 年４月２日以降に生ま

　れた人は出場できません。

申込期限　８月 21 日（金）

参加料　無料

参加者の傷害

　応急手当のみ対応します。

※開会式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

　観点から、中止します。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、競技

　種目によっては中止する場合があります。

第 45 回市民体育大会出場者を募集
問い合わせ

文化生涯課生涯学習係　　☎２２-２３２８

　７月９日、市議会臨時会が開催され、議案１件が可決されました。内容は次のとおりです。

◆令和２年度竹原市一般会計補正予算（第５号）

　プレミアム付き商品券発行事業、ひとり親世帯臨時特別給付金、電子図書館整備事業等、新型コロ

ナウイルス感染症対策に必要な事業の歳出予算等について、２億２，０２５万円を増額するものです。

令和２年  第５回　竹原市議会臨時会

競技種目 開催日 申込先

陸上
①幼児（年長児）1000m　②小学生 2000m　③中学生 3000m

④高校生 3000m　⑤一般 3000m・5000m

※競技はすべてトラック種目とする。

10/11
文化生涯学習課（☎ 22-2328）

※出場は１人１種目に限る。

バレーボール
９人制（女子）

＜チーム編成＞ 15 人（選手 12 人・監督・コーチ・マネージャー）
９/27

末田 由香

(田ノ浦 3-4-13 ☎ 22-7801)

ソフトテニス

①一般の部（男子・女子）

②壮年の部　一部（45 歳～ 59 歳）　二部（60 歳以上）
10/11

沖谷　義員

（塩町 2-14-1 ☎ 22-2754）

中学生の部　（男子・女子） 10/3
若本　哲司（竹原中学校）

(下野町 2230 ☎ 22-2045)

卓球
①小・中学生の部（男子・女子）②高校生・一般の部（男子・女子）

③ベテランの部（男子：60 歳以上・女子：60 歳以上）
10/10

上坂　真知子

（塩町 4-7-7 ☎ 22-6368）

※出場は１人１種目に限る。

剣道
①小学生低学年の部（男子・女子）　②小学生高学年の部（男子・

女子）　③中学生の部（男子・女子）　④高校生の部（男子・女子）

⑤一般の部（男子・女子）

８/23
小櫻　力雄　　　　　　　

（竹原町 3594-1☎ 22-8003）

ソフトボール
＜チーム編成＞監督１人・選手 19 人以内

申込用紙は、文化生涯学習課にあります。

10/4

（予備日

11/1）

松田　勇（竹原町 1990-1）

☎ 090-9732-7730

抽選日：９/12

サッカー
①小学生の部　②中学生の部　③一般の部

＜チーム編成＞ 20 人以内（選手 18 人・監督・マネージャー）
10/11

金村　修

（本町 4-2-25☎ 22-7188）

ゲートボール ＜チーム編成＞８人（選手７人・監督） ９/25
脇本　一則

（吉名町 2412-1☎ 28-0606）

バドミントン 一般の部　ダブルス（男子・女子）　男女混合 10/11
石山　政年

（塩町 3-19-21☎ 22-6464）

テニス ダブルス（男子・女子） 10/11

蕎麦田　俊夫

（田ノ浦1-5-3☎ 22-1416/090-

7505-0878）

グラウンド・
ゴルフ

個人戦（男子・女子）８ホール３回

※記録は個人で行い、申込は団体ごとに申し込み。

10/10

（予備日

10/12）

笹原　弘治

（下野町 3456☎ 22-3185）

軟式野球 少年軟式野球の部
10/10
10/17

佐伯　幸男

（高崎町先開 6-7 ☎ 27-0343）
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　両委員とも任期は令和５年７月 14 日までです。

●農業委員

　会長　　祐本 征武

　副会長　山元 　子

　　　　　渡橋 昭二郎・石本 進　・土居 民喜

　　　　　宮崎 信之・赤坂 佳折

　農業委員会では ①担い手への農地利用の集積・

集約②遊休農地の発生防止・解消③新規参入の促進

による農地等の利用の最適化に取り組んでいます。

　農地に関することは、農業委員またはお近くの農

地利用最適化推進委員にお気軽にご相談ください。

問い合わせ　農業委員会事務局　☎２２-７７６２

農地利用状況調査を実施します
問い合わせ

農業委員会事務局　☎２２-７７６２

　農業委員会では、遊休農地の状況などを把握する

ため、毎年、市内全域の農地の利用状況調査を実施

しています。

遊休農地とは？

○１年以上にわたって耕作されておらず、今後耕作

　されないと見込まれる農地

○周辺の農地と比べて、著しく低利用となっている

　農地

※遊休農地の所有者は、農地の適切な管理や担い手

　への集積にご協力ください。

調査の期間　８～９月

調査の方法　農地利用最適化推進委員が農地を見回

　り、遊休農地等の調査をします。各農地へ立ち入

　ることやお話を伺うこともあります。

　※推進委員は緑色の帽子と腕章を着用します。

農地の適切な維持管理を行ってください

　農地は一度耕作をやめて数年経てば、原形を失う

ほどに荒れてしまい、耕作できる状態に戻すのに、

大変な手間と労力がかかります。

　また、農地の適切な管理を怠ると、雑草の繁茂に

より害虫等の温床となるだけでなく、ごみの不法投

棄による悪臭の発生や火災の原因となるなど、近隣

農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性があり

ます。

　草刈や耕起などにより、いつでも耕作可能な状態

に維持管理しておきましょう。

新しい農業委員・農地利用最適化推進委員が決まりました

担当区域 氏名

仁賀・田万里
大藤 悦博・建山 昭一
半田 敏員

西野・新庄・東野
西原 正敎・沖野 武司
岡田 力

下野（大井地区を
除く）・竹原

土居 敏一・須賀 政次

下野（大井地区）・
吉名

西野 勇一・大木 正利

小梨 亀田 尚樹

忠海・福田・高崎 山本 茂明・佐伯 博美

●農地利用最適化推進委員

９月 10 日は下水道の日「マンホール 町をきれいに するとびら」

下水道への早期接続をお願いします！

　下水道は、それぞれのご家庭に接続していただ

くことで、はじめてその価値が発揮されます。一

日も早く水洗化工事を行ってください。

●水洗化率　81．６％　（令和２年３月末現在）

※水洗化率とは、下水道が利用できる区域のうち

　接続工事をして下水道を利用している割合のこ

　とです。

問い合わせ

　下水道課庶務係

　☎２２-７７５１

下水道の役割とは　

　家庭から出る汚水を下水道管を使って排水し、

快適で衛生的な生活環境を提供します。また、雨

水を素早く排水することで、浸水からまちを守り

ます。

汚水ますのふたを開けないでください！

　市の下水道は、分流式という汚水と雨水を分け

て処理する方式です。

　台風や大雨時に汚水ますのふたを開け雨水を取

り込むと、下水管はたちまち一杯になり、汚水が

路上にあふれ出ます。また、重大な事故にもつな

がる危険もあります。


