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bousai.takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp【日本語用】　
迷惑メール防止設定をしている人は「takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp」を受信できるようご確認ください。

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/

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　２４，７０４人

男　　１１，８０６人

女　　１２，８９８人

　　　　１２，２５６世帯

１年前　２５，２１１人

５年前　２７，３３８人

－８月 31 日現在－

ピクトグラムを

採用しています
　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

募集に関するお知
らせなど

　９月中旬から調査員が各世帯

を訪問し、調査書類を配布して

いますので 10 月７日（水）ま

でにご回答をお願いします。で

きる限りインターネット回答ま

たは郵送にご協力ください。

※調査票が届いていない場合は、

　ご連絡ください。

問い合わせ

　総務課行政係

　☎２２-７７１９

　　　国勢調査の回答は

　　　お済みですか？

　10 月１日（木）から、ロタ

ウイルスワクチンが定期接種化

され、接種対象期間内に無料で

接種できるようになります。

対象　令和２年８月１日以降に

生まれた人（標準的な接種開始

時期は生後２か月から）

接種方法　医療機関に予約して

接種

問い合わせ

　保健センター

　☎２２-７１５７

　　　ロタウイルスワクチン

　　　定期接種について

広
告広報に広告を掲載してみませんか？

　「広報たけはら」に掲載する広告を募集してい

ます。複数月で申し込まれた場合には、掲載料割

引があります。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ

　総務課資産活用係

　☎２２-７７１９

募集住宅

　市内の県営住宅のうち、新た

に空き家が生じた住宅

受付期間　

　10 月 20 日（火）～ 22 日（木）

　８時 30 分～ 17 時

　（最終日の消印有効）

受付場所　株式会社くれせん

　（東広島市西条昭和町）

　☎０８２-４２４-４８７７

※詳しくは、10 月 13 日（火）

　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

　　　県営住宅の

　　　入居申し込み
　地震発生時に家具の転倒やガ

ラスの飛び散り等の被害を防止

するため、建物の耐震化だけで

なく、室内の安全対策も進めて

いきましょう。

問い合わせ

　都市整備課住宅建築係

　☎２２-７７４９

　　　家庭での地震対策

▲付鴨居の場合には、金具等で固定して

　も耐力がないので効果が期待できませ

　ん。柱等との接合がなされている付鴨

　居などの場合には効果が期待できます。

▲詳しくは

　こちら

　詳しくは

　こちら

▼



広報たけはら　2020.10.511

防災情報メールサービスへ登録を―市から防災情報を無料で配信―
10ページ上部ＱＲコードまたはＵＲＬへ空メールを送信後、配信希望内容を選択すれば登録完了

　浄化槽は微生物の働きを利用

して生活排水を処理する装置で

あるため、微生物が活発に活動

できるように定期的な保守点

検・清掃・法定検査の実施が義

務付けられています。

　浄化槽の適切な使用方法・維

持管理・検査を実践し、美しい

自然環境を守りましょう。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　守ろう浄化槽の

　　　適切な維持管理

　通勤・通学・通院等の日常生

活で、有料道路を利用する障害

者の自立と社会経済活動への参

加を支援するため、有料道路料

金の割引制度があります。

対象

【障害者本人が運転する場合】

　身体障害者手帳所持者

【障害者本人以外の人が運転し、

　障害者本人が同乗する場合】

　身体障害者手帳（第一種）ま

たは療育手帳（第一種）所持者

対象となる自動車

　本人または介護者が運転する

自家用の乗用自動車等で、本人

または親族等が所有するもの

（営業車は除く）。

※登録できる自動車は障害者１

　人につき１台です。

※障害者割引には有効期限があ

　ります。継続利用の場合は更

　新手続きが必要です。

割引額

　通常料金の半額（端数が生じ

る場合は 10 円単位または 50 円

単位で切り上げて支払ってくだ

さい。）

申込方法

　所定の申請書（健康福祉課に

備え付け）に必要事項を記入の

うえ、障害者手帳、自動車検査

証、運転免許証（障害者本人が

運転する場合）、ETC を利用す

る人は ETC カード（原則障害者

本人名義のもの）、車載器の管

理番号が確認できるもの（ETC

車載器セットアップ申込書・証

明書等）を用意ください。

申し込み・問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

　　　有料道路料金の

　　　障害者割引制度
　地震の発生時に備え、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。

　訓練では速やかに身を守る

「安全行動」をとってください。

訓練実施日時

　11 月５日（木）　10 時頃

情報伝達手段

　告知放送設備

※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 40

　箇所に設置している告知放送

　端末です。

放送内容（予定）

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）

※竹原市防災メールの配信はあ

　りません。

問い合わせ

　危機管理課

　☎２２-２２８３

　　　情報伝達訓練実施

　老齢年金を受給されている人

で、その年に支払いを受ける年

金額が次の金額の人は、各支払

月に支払われる年金から所得税

及び復興特別所得税が源泉徴収

されます。

○ 65歳未満の人　108 万円以上

○ 65歳以上の人　158 万円以上

　源泉徴収の対象となる人が、

配偶者控除や扶養控除等の各種

控除を受けるためには、「扶養

親族等申告書」を提出する必要

があります。

　対象者には、日本年金機構か

ら「扶養親族等申告書」が 10

月上旬までに送付されますの

で、提出期限までに提出してく

ださい。

問い合わせ

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　扶養親族等申告書お問い合わ

せダイヤル

　☎０５７０-０８１-２４０

　　　令和３年分扶養親族等

　　　申告書の提出を

　市ホームページに掲載するバ

ナー広告を募集しています。

掲載位置　トップページの下段

掲載料　１枠 月額 5,000 円

申込方法

　所定の申込書（市ホームペー

ジからダウンロード）に必要事

項を記入のうえ、会社組織の場

合は法人の登記事項証明書を添

付し、企画政策課（〒 725-8666

住所不要）に郵送または持参し

てください。

問い合わせ

　企画政策課秘書企画係

　☎２２-０９４２

　　　　竹原市ホームページ

　　　　バナー広告募集
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　　　甲種防火管理者

　　　新規講習

れんらく板

子育て世帯向け賃貸住宅入居者募集中！

　子育て世代にやさしく、遊ばせながら

交流できる中庭を完備し、中央公園にも

隣接しています。見学も随時募集してい

ます。お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ　都市整備課住宅建築係

　　　　　　☎２２-７７４９ ▲天窓付の明るいロフト

日時

　11 月６日（金）

　９時～ 12 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）

※一定の頻度で心肺停止患者に

　対し、応急の対応をすること

　が予想される場合はⅡを受講

　すること。

募集人数　20 人（先着順）

申込期限　11 月５日（木）

申し込み・問い合わせ

　竹原消防署救急係

　☎２３-０１１９

　　　  応急手当講習

　広島県では、ＨＩＶ感染者・

エイズ患者の報告数が増加傾向

となっています。

　また、梅毒などの性感染症に

かかっているとＨＩＶに感染し

やすくなるので、ＨＩＶ（エイ

ズ）検査を受けましょう。

日時

　12 月１日（火）

　９時～ 11 時、13 時～ 16 時

　12 月 15 日（火）

　９時～ 11 時、13 時～ 14 時

場所

　広島県西部保健所

　（東広島市西条昭和町 13-10）

※検査は無料・匿名で受けられま

　す。相談は随時実施しています。

申し込み・問い合わせ

　広島県西部東保健所保健課保

健対策係

　☎０８２-４２２-６９１１

　　　12 月１日は

　　　世界エイズデーです

日時

　令和３年１月 14 日（木）

　８時 30 分～ 17 時

　令和３年１月 15 日（金）

　８時 30 分～ 12 時

場所　東広島市消防局

定員　40 人

持参する物　筆記用具

費用　６，５００円

※当日、お支払いください。

申込期限　12 月 18 日（金）

申込方法

　受講申請書で申し込み。受講申

請書は市内の消防署・分署で配布、

または東広島市のホームページか

らダウンロードできます。

問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１

　骨髄バンクは、骨髄移植が必

要な患者とそれを提供するド

ナーをつなぐ公的事業です。適

合するドナーが見つかる確率は

兄弟姉妹間でも４分の１、血の

つながっていない他人になると

数百から数万分の１です。

　移植を希望するすべての患者

さんがチャンスを得るために、

一人でも多くの方のドナー登録

への協力をお願いします。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　広島県健康福祉局医療介護人

材課

　☎０８２-５１３-３０６２

　　　骨髄バンクについて

　　　考えましょう！

　交通ルールの遵守と正しい交

通マナーの実践を習慣づけ、交

通事故の防止の徹底を図ること

を目的として、交通安全標語を

募集します。

募集期間

　10月12日（月）～11月10日（火）

応募方法

　応募用紙（危機管理課、支所・

出張所、警察署に備え付け）に

記入のうえ、危機管理課へ提出

してください。メールでの応募

方法は、市ホームページでご確

認ください。

問い合わせ

　危機管理課

　☎２２-２２８３

　　　交通安全標語

　麻薬や覚せい剤、危険ドラッ

グなどの乱用は、自身の心身を

むしばむばかりでなく、各種の

犯罪・事件・事故を引き起こし、

社会にも大きな不安を与えてい

ます。

　乱用による恐ろしさを正しく

認識して、一人ひとりが不正な

薬物に「近づかない」、「近づけ

ない」ようにしましょう。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　麻薬 ・ 覚せい剤などの

　　　乱用を根絶しましょう！

　詳しくは

　こちら

▼
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草・落ち葉・剪定枝及び剪定くずの処分方法について
　草・落ち葉・剪定枝及び剪定くずを処分する場

合、ごみステーションへ出す方法と、竹原安芸津

環境センターへ持っていく方法があります。

①ごみステーションに出す方法

　木は長さ 15cm、直径５cm 未満にし、赤色の指

定ごみ袋に入れてください。一つのごみステー

ションに一回で出せる量は 10 袋までです。

②竹原安芸津環境センターへ直接搬入する方法

　次のどちらかの方法で搬入してください。

・木は長さ 15cm、直径５cm 未満に切って、赤色

　の指定ごみ袋に入れて搬入してください。

・長さ 15cm 以上２ｍ未満かつ直径５cm 未満の木

　については、指定ごみ袋に入れずに搬入ができ

　ます。その場合は、計量を行いますので、重量

　に応じて指定ごみ袋券（10kg あたり 40 円）を

　購入してください。

問い合わせ

　市民課生活環境係　☎２２-２２７９

会計年度任用職員の登録を随時受け付けています

募集する職種 応募資格 申し込み・問い合わせ

事務補助職員
パソコン操作（ワード
やエクセルの入力作業）
ができる人

所定の申込書（総務課人事係に備え付け、または
市ホームページからダウンロード）により、総務
課人事係（☎ 22-7759）へ
※勤務条件については、お問い合わせください。

　竹原市役所（出先機関等含む）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。

竹原市地域支え合い
センターからのお知らせ

◆豪雨災害被災者の生活再建・自立を

　支援しています

　保健師などの相談員が相談を受け付

けます。お気軽にご相談ください。

日時

　月曜日～金曜日（祝日等除く）

　９時～ 17 時

場所

　保健センター２階

支援内容

　・現況等の調査及び支援計画の策定

　・見守り、巡回訪問

　・相談受付、専門機関等へのつなぎ

　・コミュニティづくりの支援

　・関係機関等との連携　など

問い合わせ

　竹原市地域支え合いセンター

　☎２１-８０７０


