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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　２４，６７６人

男　　１１，７８９人

女　　１２，８８７人

　　　　１２，２５０世帯

１年前　２５，１７４人

５年前　２７，２９９人

－９月 30 日現在－

　国民年金保険料の免除・納付

猶予・学生納付特例を受けた期

間がある場合、保険料を全額納

めたときより、老齢基礎年金の

年金額が少なくなります。しか

し、これらの期間の保険料は、

後から納付（追納）することに

より、老齢基礎年金の年金額を

増やすことができます。また、

追納した保険料は社会保険料控

除の対象となります。

　保険料の追納をするには年金

事務所での申請が必要です。追

納承認後に交付される納付書で

お支払いください。（口座振替・

クレジット納付はできません。）

注意事項

○一部免除が承認された期間は、

　一部納付保険料を納めている

　ことが必要です。

○追納ができるのは、追納が承

　認された月の前 10 年以内の

　免除等期間に限られます。

○承認等をされた期間のうち、　

　原則古い期間から納付します。

○保険料の免除・納付猶予を受

　けた期間の翌年度から起算し

　て３年度目以降に保険料を追

　納する場合、承認を受けた当

　時の保険料額に経過期間に応

　じた加算額が上乗せされます。

問い合わせ

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　国民年金保険料

　　　追納制度について

　広島県内市町のおすすめ観光

スポット、各地の行事、各種相

談窓口や統計資料など、広島県

の情報が満載の便利な手帳で

す。ぜひご利用ください。

価格（消費税込み）・大きさ

◆ポケット版…650 円

　縦 145 ミリ×横 85 ミリ

◆デスク版…1,200 円

　縦 215 ミリ×横 153 ミリ

申し込み・問い合わせ

　総務課行政係

　☎２２-７７１９

　　　２０２１年版

　　　県民手帳販売開始

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

　詳しくは

　こちら

▼

　町並み保存地区と周辺部の歴

史景観を守り伝えるため、住民

のみなさんの意識を調査します。

期間

　調査票配付 (11 月６日（金）

頃）から 11 月 16 日（月）まで

範囲　上市・本町第一・地蔵・

田中・小路・楠通・榎町・新町

各自治会の全部又は一部

調査方法

　11 月広報に併せ調査票配付

問い合わせ

　文化生涯学習課文化財保護係

　☎２２-２３２８

　　　町並み保存地区

　　　範囲見直し意識調査

　詳しくは

　こちら

▼

　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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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―
８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

　令和２年 12 月１日から改正

漁業法が施行され、許可や漁業

権に基づかないなまこ・あわび

の採捕は全国一斉に禁止となり

ます。違反した場合は３年以下

の懲役又は３千万円以下の罰金

に処せられることがあります。

ご注意ください。

　　詳しくはこちら

問い合わせ

　広島県農林水産局

　水産課漁業調整グループ

　☎０８２-５１３-３６１６

　平成 30 年７月豪雨災害によ

り住宅が半壊または大規模半壊

の被害を受け、そのままでは居

住できない場合に、応急修理を

すれば居住可能で、かつ自らの

資力では応急修理ができない者

（世帯）を対象に、市が必要最

小限度の修理を行う制度です。

　本制度は令和２年 12 月 28 日

をもって終了します。申し込み

を検討されている方はお早めに

ご相談ください。

対象範囲

①屋根、柱、床、外壁、基礎等

②ドア、窓等の開口部

③上下水道、電気、ガス等の配

　管、配線

④衛生設備

限度額

　58 万４千円

※その他詳細については、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

　　　住宅の応急修理

　　　制度終了のお知らせ

　　　なまこ ・ あわびの

　　　採捕の禁止について

　「Ｓマーク」は、厚生労働大

臣認可の「標準営業約款登録店」

であることを示す安全・安心の

目印です。

　この「Ｓマーク」を店頭に

表示しているお店は「安全

（Safety）、 安 心（Standard）、

清潔（Sanitation）」を約束す

る信頼できるお店です。

　万が一、被害を受けられた場

合は、事故賠償基準に基づいた

補償を受けることができます。

お店選びのご参考にご利用くだ

さい。

問い合わせ

　広島県生活衛生

　営業指導センター

　☎０８２-５３２-１２００

　　　お店選びは「Ｓマーク」

　11 月 12 日～ 18 日は全国一

斉「女性の人権ホットライン」

強化週間です。

　夫・パートナーからの暴力や

ストーカーなど、女性をめぐる

様々な人権問題解決のために援

助する専門電話相談を常時開設

しています。

　全国一斉強化週間中は、相談

時間を延長します。

相談時間

　８時30分～19時（ただし、土・

日曜日は 10 時～ 17 時）

実施機関

　広島法務局、広島県人権擁護

委員連合会

専門電話番号

　☎０５７０-０７０-８１０

　　　「女性の人権ホット

　　　ライン」 強化週間

　11 月 12 日～ 25 日までの２

週間は「女性に対する暴力をな

くす運動」週間です。

　この運動は、女性に対する暴

力の問題に関する取組を一層強

化するとともに、女性の人権尊

重のための意識啓発や、教育の

充実を図ることを目的としてい

ます。

　夫・パートナーからの暴力、

性犯罪、売買春、セクシュアル・

ハラスメントやストーカー行為

等、女性に対する暴力は女性の

人権を著しく侵害するものであ

り、決して許されない行為です。

被害を受けた場合にはひとりで

悩まず、まずはご相談ください。

相談先・問い合わせ

　地域づくり課人権男女共同参

画係

　☎２２-７７４８

　　　「女性に対する暴力

　　　をなくす運動」 週間

　市が発注する建設工事、測量・

建設コンサルタント等業務の入

札に参加を希望する人は、広島

県電子入札等システムにより登

録申請を行ってください。

※今回から原則、電子申請のみ

　となりました。詳しくは、広

　島県ホームページ、又は竹原

　市ホームページでご確認くだ

　さい。

受付期間

　11 月２日（月）～ 20 日（金）

必要書類提出期限

　11 月 30 日（月）（必着）

問い合わせ

　財政課契約係

　☎２２-７７３１

　　　令和３ ・ ４年度建設工事

　　　等入札参加資格申請

　詳しくは

　こちら

▼

▼

▲Ｓマーク
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れんらく板

　　　危険物取扱者

　　　保安講習

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　12 月５日（土）

　　　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

　してください。

募集人数　20 人（先着順）

申込期限　12 月４日（金）

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

　５月の第１回公募に続き、共

同墓地の貸付を公募します。

　新たに墓碑の建設等を考えて

いる人は、ご相談ください。

貸付区画

　15 区画（６.02 ㎡～ 15.12 ㎡）

※墓地内の区画図等については

　お渡しすることが可能です。

　市民課生活環境係窓口へご相

　談ください。

使用料

　15 万５千円～ 62 万２千円

管理料

　１区画あたり年間 2,400 円

使用期間

　許可を受けた日の翌日から起

算して 30 年

※ただし、更新による継続使用

　が可能です。

申込資格

①市内に本籍または住所がある人

②焼骨の埋葬及びこれに伴う墓

　碑の建設を目的とする人

申込期限

　11 月 27 日（金）必着

※申込多数の場合、抽選となり

　ます。

申込方法

　所定の申込用紙（市民課に備

え付け）により、市民課生活環

境係へ。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　共同墓地の

　　　貸付を公募します

日時　令和３年１月 13 日（水）

●給油取扱所

　９時 30 分～ 12 時 30 分

●その他

　13 時 30 分～ 16 時 30 分

場所　東広島市消防局２階講堂

募集人数　40 人

費用　受講案内を参照ください

※受講案内は予防課および消防

　署・分署で配布しています。

申込期間　

　11 月４日（水）～ 17 日（火）

申し込み・問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１

　広島県危険物安全協会連合会

　☎０８２-２６１-８２５１

　　　外国人観光客

　　　受入支援制度

　新型コロナウイルス感染拡大

防止に伴う入国制限の緩和や東

京オリンピック・パラリンピッ

クを見越して、外国人観光客の

受入環境を整備する飲食店・小

売店等を支援します。

対象事業

　キャッシュレス決済導入・フ

リーＷ i- Ｆｉ整備・多言語対応

対象経費

　キャッシュレス決済端末、ア

クセスポイント機器、インター

ネット接続工事費等、メニュー・

店内表示の多言語化、翻訳用タ

ブレット

限度額

　１店舗あたり 15 万円

問い合わせ

　産業振興課商工観光振興係

　☎２２-７７４５

　まちなかの賑わいを創出する

創業を支援するため、まちなか

にある空き店舗等を改修する費

用の一部を助成します。

対象

　観光地と商店街エリアをつな

ぐ観光消費推奨ルートにある空

き店舗等を活用する中小企業

者、商店街団体または創業者

補助率

　対象経費の１／２

上限額

　１００万円

募集期限

　令和３年２月 26 日（金）まで

※予算に達した時点で締め切り 

　ます。

問い合わせ　

　産業振興課商工観光振興係　

　☎２２-７７４５

　　　空き店舗等

　　　改修助成事業


