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利用開始日　２月４日（木）

利用時間　　６時 30 分～ 23 時　※メンテナンス時を除く。

対象店舗　　セブン -イレブン、ファミリーマート、ローソンなど

　　　　　　（全国のマルチコピー機が設置されたコンビニ等）

必要なもの　利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード

「マイナンバーカード受取」・「電子証
明書の更新」夜間・休日開庁のご案内

マイナポイントの予約・申込の
お手伝いをしています！

夜間開庁日時

　１月 14 日（木）、28 日（木）、２月 10 日（水） 

　17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時

　１月 24 日（日）９時～ 12 時

受付場所

　市民課市民係

問い合わせ

　市民課市民係　☎２２-７７３４

マイナンバーカードを使って

証明書 手数料 注意事項

住民票の写し

250 円

〇竹原市に住民登録がある人が利用できます。
〇申請者の世帯全員分または世帯の一部の人の証明書が取得できます。
※本籍・戸籍の筆頭者、世帯主名・世帯主との続柄、マイナンバーの記載
　の有無は選択できます。
※住民票コードの記載はできません。
※除票（死亡・転出など）の発行はできません。

住民票記載事項
証明書

印鑑登録証明書
〇竹原市に住民登録があり、印鑑登録済みの人が利用できます。
※一度転出し、再転入した場合には、再度印鑑登録が必要です。

所得証明書
〇竹原市で課税されている人の最新年度分（本人分のみ）が取得できます。
※前年度以前の証明書は、発行できません。窓口または郵送で申請してく
　ださい。
※毎年６月の第２開庁日から新年度の証明書へ切り替わります。
※寄附金税額控除額や住宅借入金等特別税額控除額などの税額控除額の記
　載が必要な人は、窓口で申請してください。

課税（非課税）
証明書

▼取得できる証明書の種類と手数料

その他の注意事項

〇コンビニ等で証明書を取り間違えても、返金や証明書の差し替えはできません。

〇コンビニ等で証明書を取得する場合は、手数料の免除はありません。手数料が免除される証明書の交付を

　希望する場合は、窓口または郵送で申請してください。

〇コンビニ交付には、マイナンバーカード受取時に設定した数字４桁の暗証番号が必要です。

※その他の注意事項については、市のホームページをご覧ください。

問い合わせ　市民課市民係　☎２２-７７３４

【必要なもの】

〇マイナンバーカード

〇カード受取時に設定した数字４桁の暗証番号

〇マイナポイントを申し込む決済サービスの決  

　済手段（ＩＣカード・ＱＲコード決済・クレジッ

　トカードなど）

受付場所　市民課市民係、支所・出張所

問い合わせ

　市民課市民係　☎２２-７７３４

コンビニ等で住民票などが取れるようになります！
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために

場面①
飲酒を伴う懇親会等

場面②
大人数や長時間におよぶ飲食

場面③
マスクなしでの会話

場面④
狭い空間での共同生活

場面⑤
居場所の切り替わり

●日本肥糧株式会社 様

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多くの市

民が訪れる公共施設に設置してほしいという思いから、

「非接触型消毒器」一式をご寄附いただきました。

〇市役所本庁舎

　正面・西側入り口

〇保健センター

〇市民館

〇人権センター・児童館

〇市立竹原書院図書館

〇忠海支所

ご寄附いただきました
●株式会社日通工フィールテック 様

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、即時に体温測定とマスク着用の検知が可

能な「タブレット型サー

マルカメラ」をご寄附い

ただきました。

　現在、市役所本庁舎正

面玄関に設置しています。

　基本的な感染症対策を講じるとともに、感染リスクが高まる「５つの場面」には特に気を付けるよう

にしましょう。

場面①～③については、次の点に注意してください。

●飲酒を伴う会食では、少人数・短時間で、適度な

　酒量で行う。

●取箸は使い回さずに最初に取り分ける。

●正面や真横はなるべく避け斜め向かいに座る。

●会話する時はなるべくマスクを着用する。

●体調が悪い人は参加しない。

場面④～⑤については、次の点に注意してください。

●人との間隔を取り、会話をする場合は可能な限り

　真正面を避ける。

●家に帰ったらまず手や顔を洗う。手洗いは 30 秒

　程度かけて丁寧に行う。

●こまめに手洗い、手指消毒をし、３密を回避する。

●共用部分の消毒（ドアノブ、蛇口など）を徹底する。

●感染リスクが高まる「５つの場面」 問い合わせ　保健センター　☎２２-７１５７
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国保だより
問い合わせ　市民課医療年金係

　　　　　　☎２２-７７３４　

今年度の特定健診はお済みですか？　実施期間は１月末までです！

　特定健診は、生活習慣病の前兆となるメタボリックシンドローム（メタボ）に着目した、病気の芽を摘む

ための健診です。メタボとは、内臓脂肪の過剰な蓄積によって血糖、血圧、脂質に軽度の異常が生じた状態

のことで、動脈硬化を急激に進行させ、放置すると治療が必要な病気が出てきます。

　病気の芽を摘むために、まだ受診していない人は早めに受診しましょう。

健診は、受診したら終わり、ではありません！

②改善点に気付く→③行動する

●基準値より高いまたは低い検査値はありませんでしたか？

　基準値より少し高いまたは少し低い場合でも、こうした時期に生活習慣の見直しをすることで、生活習慣

病の発症を防ぐことができます。特定保健指導等の案内が届いた人は、「これくらい大丈夫」と思わず、生

活習慣の改善に役立ててください。　

●検査値は改善されましたか？

　検査値が基準値内でも、昨年の検査値と比較して悪くなっている項目がないかを確認し、悪くなっている

場合は、早めに生活習慣を見直しましょう。

項目 数値

腹囲 男性８５ｃｍ・女性９０ｃｍ以上またはＢＭＩが２５以上

血糖 空腹時血糖１００ｍｇ／ｄｌ以上またはヘモグロビンＡ１ｃ５．６％以上

血圧 収縮期血圧１３０ｍｍＨｇ以上または拡張血圧８５ｍｍＨｇ以上

脂質 中性脂肪１５０ｍｇ／ｄｌ以上またはＨＤＬコレステロール４０ｍｇ／ｄｌ未満

①検査値を知る自分の検査値と比べてみましょう！

　次の数値に該当する場合は、注意が必要です。

令和２年度自治会等地縁による団体功労者

総務大臣表彰

　西中重則さんが、23 年間にわたり忠海７区長、

忠海東町第７自治会長及び公衆衛生推進委員を務

められるなど、協働活動を通じた地域社会の維持

及び形成に尽力したことが評価され、総務大臣表

彰を受けられました。

▲竹原市ふれあい運動会実行委員会

髙下 美智江 さん、坂田 武文 さん、竹田 博 さん

令和２年度障害者の生涯学習支援活動に係る

文部科学大臣表彰

　竹原市ふれあい運動会実行委員会が、障害者の

生涯を通じた多様な学習を支える活動への功労・

功績が評価され、文部科学大臣表彰を受けられま

した。

▲西中 重則さんと今榮市長

おめでとうございます
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　家庭相談員・児童厚生員を募集しています
　家庭児童相談室で勤務する家庭相談員及び中央児童館で勤務する児童厚生員を募集しています。

●家庭相談員 ●児童厚生員

募集人数　１人

応募資格

　次の①～④のいずれかに該当する人

①学校教育法に基づく大学において、児童福

　祉、社会福祉、児童学、心理学もしくは社

　会学を専修する学科又はこれらに相当する

　課程を修めて卒業した人

②医師

③社会福祉主事として、２年以上児童福祉事

　業に従事した人

④その他相談員として必要な知識を有する人

勤務内容

　家庭児童相談室（竹原市役所内）で、家庭

児童福祉に関する相談及び指導業務等

募集人数　１人

応募資格　次の①～⑥のいずれかに該当する人

①児童福祉施設の職員を養成する学校その他の

　養成施設を卒業した人

②保育士登録をしている人

③社会福祉士登録をしている人

④２年以上児童福祉事業に従事した人

⑤幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高

　等学校または中等教育学校の教諭の免許状を

　有する人

⑥学校教育法に基づく大学において、社会福祉

　学、　心理学、教育学、社会学、芸術学もし

　くは体育学を専修する学科又はこれらに相当

　する課程を修めて卒業した人

勤務内容

　中央児童館で、児童への遊びの指導、事務処

理等

任用期間　令和３年４月１日～令和４年３月 31 日まで　※更新の可能性あり

勤務条件　週 30 時間以内

報酬　　　時給１，２４５円

申込方法　所定の申込書（社会福祉課子ども福祉係に備え付け、または市ホームページからダウンロード）に、

　資格証明書またはその写しを添えて、申し込み・問い合わせ先へ申し込んでください。

申込期限　２月５日（金）（必着）

試験内容　面接試験を実施します。　※日時・場所は直接申込者に連絡します。

申し込み・問い合わせ　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２

　12 月８日～ 18 日の間、市議会定例会が開催され、議案 18 件が可決されました。

　主な議案は次のとおりです。

令和２年第４回竹原市議会定例会

◆令和２年度一般会計補正予算（第８号・第９号）

　農林水産施設災害復旧事業、タブレット端

末導入事業等を追加計上する一方で、人件費

等を減額するため、歳出予算等について、５，

２８５万５千円を減額するものです。

　ひとり親世帯臨時特別給付金事業の歳出予算等

について、１，２６８万円を増額するものです。

◆竹原市立学校設置条例の一部を改正する条例案

　忠海小学校及び忠海中学校を廃止し、義務教育

学校として忠海学園を設置するものです。

◆竹原市印鑑条例の一部を改正する条例案

　個人番号カードを利用し、コンビニエンススト

ア等に設置されている端末等において印鑑登録証

明書の交付を可能とするため、必要な規定を整備

するものです。

◆市立竹原書院図書館の指定管理者の指定について

　市立竹原書院図書館の指定管理者を指定するも

のです。

◆竹原市火葬場の指定管理者の指定について

　竹原市火葬場の指定管理者を指定するものです。
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竹原市強靭化地域計画についての意見募集
策定目的

　大規模災害時に人命を守り、経済社会への被害

が致命的にならず迅速に回復する、「強さ」と「し

なやかさ」を備えた国土、経済社会システムを平

時から構築するため、竹原市強靭化地域計画を策

定します。

公表資料

　竹原市強靭化地域計画（案）

公表・意見提出期間

　１月７日（木）～２月８日（月）

閲覧場所

　危機管理課、支所・出張所（土・日曜日、祝日

を除く８時 30 分～ 17 時 15 分）、また、市ホーム

ページ

意見を提出できる人

　①市内に在住、在勤、在学している人

　②市内に事務所及び事業所を有する人

意見の提出方法　所定の用紙（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（※当日消

　印有効）のいずれかの方法で提出してください。

　ご意見等を踏まえ、計画を策定し、公表する予

　定です。

意見の提出先・問い合わせ

　危機管理課

　（〒 725-8666　住所不要）

　☎２２-２２８３　FAX ２２-８５７９

　E-mail　kikikanri@city.takehara.lg.jp

申込方法　申し込み・問い合わせ先へ直接電話でお申込みください。

申込開始　１月 15 日（金）

申し込み・問い合わせ　広交観光株式会社　☎０８２-２３８-４９３０（９時 30 分～ 18 時）

※バスガイドは乗車しません（添乗員は同行します）

※大型バスを定員の 1/2 程度で利用します。

※旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン及び各業種別ガイドラインに基づきツアーを計画し

　ています。新型コロナウイルス感染状況により、ツアーを中止する場合があります。

　広島広域都市圏ふるさとの魅力発見ツアー

「南瀬戸を訪ねて」 「安芸灘とびしま海道と熊野筆」
日時　２月 11 日（木・祝）　

　　　８時 30 分集合、17 時解散（予定）

集合・解散の場所　広島駅新幹線口

内容

　たぶせいちごファームでのいちご狩り・園内

食べ放題、阿多田交流館（平生回天基地資料展

示）、上関海峡温泉鳩子の湯（昼食）

※入浴希望者は現地支払い（700 円）、道の駅

　上関海峡（ショッピング）、四階楼（自由見学）

募集人員　20 人（最少催行人数 15 人）

※定員に達し次第募集終了

参加費　7,000 円　※交通費・昼食代込み

日時　２月 23 日（火・祝）　

　　　８時集合、17 時 30 分解散（予定）

集合・解散の場所　広島駅新幹線口

内容

　御手洗・町並み保存地区（乙女座・旧金子家住

宅等）、県民の浜（昼食）、松濤園、筆の里工房

募集人員　20 人（最少催行人数 15 人）

※定員に達し次第募集終了

参加費　6,500 円　※交通費・昼食代込み

▲いちご狩り（イメージ）▲阿多田交流館（イメージ）

▲御手洗・乙女座（イメージ）

　Ⓒ広島県

▲筆の里工房（イメージ）

　Ⓒ広島県
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税の申告準備はお早めに！
書類をそろえてスムーズな申告を！！

問い合わせ　税務課市民税係

　　　　　　☎２２-７７３２

　税の申告に必要な書類を事前に作成しておくと、

申告にかかる時間が短縮されます。用紙は税務課に

備え付けていますので、お気軽にお尋ねください。

申告受付期間

　２月 16 日（火）～３月 15 日（月）

申告に必要なもの

　①印かん

　②マイナンバーカード（個人番号カード）または

　　通知カード（通知カードの場合は運転免許証等

　　の身分証明書が併せて必要です。）

　③給与、公的年金などの源泉徴収票

　④営業、農業、不動産などの所得がある人は収支

　　内訳書

　⑤生命保険料、地震保険料の控除証明書

　⑥国民年金保険料の控除証明書または領収書

　⑦配偶者特別控除を受ける人は配偶者の所得を明

　　らかにできるもの

　⑧年の途中に転入した人は前住地で支払った国民

　　健康保険税（料）の領収書など

　⑨障害者控除を受ける人は障害者手帳など

　※申告者のマイナンバー以外に、控除対象配偶者  

　　や扶養親族、事業専従者などのマイナンバーに

　　ついても記載が必要です。（申告者以外の本人

　　確認書類は不要です。）

　※上場株式等の配当および譲渡所得等について、

　　所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択で

　　きます。

営業、農業、不動産などの所得がある人

　収支関係を記載した「収支内訳書」を申告書に添

付する必要があります。昨年１年間の収入と支出を

経費区分ごとに分けて記入してください。

申告しなくてもよい人

　①税務署に所得税の確定申告をする人

　②給与所得のみでその給与支払報告書が市役所に

　　提出されている人（※）

　③公的年金所得のみの人（※）（遺族・障害年金

　　を除く。）

　④他の所得者の扶養親族等として申告済みの人（※）

　※②・③に該当する人で、各種控除を受ける場合

　　は申告が必要です。

　※④に該当する人で、その人自身の所得（課税）

　　証明書が必要な場合は申告が必要です。

令和３年度償却資産の申告を！

▼事業別の主な償却資産の例

業種 主な例

①共通 パソコン、コピー機、応接セット、看板、舗装路面、駐車場設備など

②料理飲食業 厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど

③理容・美容業 理容・美容機器、サインポールなど

④小売業 冷蔵ストッカー、陳列ケース、レジスター、エアコンなど

⑤建設業 パワーショベル、ブルドーザー、掘削機など

⑥不動産貸付業 門扉、塀、緑化施設、屋外照明設備など

⑦工場 受変電設備、旋盤、プレス機、洗浄給排水設備など

⑧太陽光発電施設
太陽光パネル（個人が設置する住宅用発電設備のうち 10kw 未満を除
く）、架台、接続ユニットなど

　償却資産とは、事業をしている個人・法人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以

外の資産のことで、固定資産税の課税対象になります。

　令和３年１月１日現在で償却資産を所有している人は、その資産の所有状況を申告してください。

　また、昨年申告のあった人には申告のお知らせを郵送していますが、申告用紙は同封しておりませ

ん。申告用紙が必要な人は、市ホームページに申告用紙を掲載していますので、印刷してご利用くだ

さい。なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が 150 万円に満たないときは、課税されません。

電子申告　通常の紙媒体による申告のほか、電子申告「ｅＬＴＡＸ：エルタックス」も利用できます。

申告期限　２月１日（月）まで

申告・問い合わせ　税務課資産税係　☎２２-７７３２
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※一部の対象医薬品には、　

　パッケージに共通の識別　

　マークが入っています。

●医療費の領収書の提出が不要になりました

　平成 30 年度（平成 29 年分）の申告から領収書の

提出が不要になり、「医療費控除の明細書」（※）の

添付が必要となりました。これにより医療費控除の

手続きが簡略化されました。

※「医療費控除の明細書」の様式は国税庁ホームペー

　ジに掲載されています。

明細書を添付する場合の注意点

①昨年度の申告までは従来どおり医療費の領収書の

　添付による申告も可能でしたが、令和３年度の市

　・県民税の申告（令和２年分の確定申告）から、

　領収書での医療費控除の受付はできなくなりまし

　た。医療費控除を申告される人は、「医療費控除

　の明細書」の添付が必要です。

②医療費の領収書は、自宅で５年間保存する必要が

　あります。

③医療保険者から交付を受けた「医療費通知」（※）

　の添付により、明細書への記入を省略できること

　があります。

※「医療費通知」は健康保険組合等が発行する「医

　療費のお知らせ」等です。次の項目が記載された

　医療費通知に限ります。

①被保険者等の氏名

②療養を受けた年月

③療養を受けた者の氏名

④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称

⑤被保険者等が支払った医療費の額

⑥保険者等の名称

●セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）  

　が期間限定で創設されました

　健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組

みを行う個人が、１月１日から 12 月 31 日までに購

入したスイッチＯＴＣ医薬品の費用について、申告

を行うことで受けられる医療費控除の特例が創設さ

れました。

特例適用時期　12 月 31 日まで

※申告者が従来の医療費控除とどちらかを選択する

　ことになります。

※制度詳細については、厚生労働省や国税庁のホー

　ムページでご確認ください。

※「スイッチＯＴＣ医薬品」とは、医師によって処

　方される医療用医薬品から、薬局などで購入でき

　るＯＴＣ医薬品に転用された医薬品です。領収書

　等に対象商品である旨が表示されています。

医療費控除の申告にご注意ください！
問い合わせ　税務課市民税係

　　　　　　☎２２-７７３２

令和２年分 申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税
確定申告のお知らせ～感染リスク軽減のためのお願い～

　

〇自宅からスマートフォン・パソコンで e-Tax

〇作成手順は YouTubeでチェック！

〇確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には

　「入場整理券」が必要です。

※「入場整理券」の配付状況に応じて、後日の来場を

　お願いすることもあります。

〇入場整理券は各会場で当日配付。LINE でも事前発

　行しています。

※ LINE による事前発行システムは、１月 15 日（金）

　から運用開始します。

密を避ける

密を作らない

国税庁ＬＩＮＥ公式アカウント

問い合わせ　竹原税務署　☎２２-０４８５

　申告書の作成は

　こちらから

▼

確定申告会場の開設日程　２月 16 日（火）～３月 15 日（月）


