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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。

　現在、新型コロナウイルス感

染症の影響により、血液が不足

しています。献血にご協力くだ

さい。

日時　２月３日（水）

　　　９時 15 分～ 11 時

場所　ふれあいステーションただのうみ

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

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/

広
告

貸付金の種類

①就学支度資金（無利子）

小学校　64,300 円

中学校　81,000円 （所得制限あり）

高等学校等　150,000 円～

大学等　410,000 円～

大学院　380,000 円～

※義務教育学校前期は小学校、

　後期は中学校に該当します。

②修学資金（無利子・月額）

高等学校等　27,000 円～

大学等　　　69,500 円～

※①②の額については、自宅・

　自宅外通学、学校の種別によ

　り異なります。

問い合わせ

　広島県西部東厚生環境事務所

厚生課医療福祉係

　☎０８２-４２２-６９１１

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　母子 ・父子 ・寡婦

　　　家庭向け各種資金

　　　献血のお知らせ

　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

広
告

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　２４，５６６人

男　　１１，７３２人

女　　１２，８３４人

　　　　１２，２１８世帯

１年前　２５，１４３人

５年前　２７，２５９人

－ 11 月 30 日現在－

①児童扶養手当

対象　次の児童（18 歳に達す

　る日以後の最初の３月 31 日

　までの児童・中度以上の障害

　を有する場合は 20 歳未満の

　児童）の母または父か、養育

　している人

〇父母が離婚した児童

〇父または母が死亡した児童

〇婚姻によらないで出生した児童

〇父または母が一定の障害の状

　態にある児童等

月額（所得額により異なります）

　10,180 円～ 43,160 円

※児童２人の場合、月額に

　5,100 円～ 10,190 円を加算。

　３人目以降、１人増えるごとに

　3,060 円～ 6,110 円を加算。

②特別児童扶養手当

対象　施設に入所していない

　障害のある児童（20 歳未満）

　を養育している人

月額　重度　52,500 円

　　　中度　34,970 円

※①～②には所得制限があります。

③児童福祉年金

対象　障害のある児童（市内に

　２年以上居住し、20 歳未満）

　を養育している人

月額　障害重度　3,100 円

　　　障害中度　2,600 円

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　福祉関係手当 ・

　　　年金の申請を
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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―
12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

広
告

　飼育群数の多少に関わらず、

蜜蜂を飼育する場合は、「蜜蜂

飼育届」の提出が義務づけられ

ています。毎年１月末までに県

に提出をお願いします。（手数

料は不要です。）

※ただし、園芸作物の花粉交配

　用に飼育する場合など届出が

　不要な場合もあります。

問い合わせ

　広島県畜産課

　☎０８２-５１３-３６０４

　広島県西部畜産事務所

　☎０８２-４２３-２４４１

　　　蜜蜂飼育届について

　二窓地区の埋立事業により新

たに生じた土地について、都市

計画法に基づく用途地域および

臨港地区の変更（追加指定）を

行ったので、同法に基づく変更

図書の縦覧を行います。

場所　

　都市整備課都市計画係

　（８時 30 分～ 17 時 15 分）

※土・日・祝日を除く

問い合わせ

　都市整備課都市計画係

　☎２２‐７７４９

　　　竹原市都市計画の

　　　変更について

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

　１月28日（木）～２月１日（月）

　８時 30 分～ 17 時

※土・日を除く

※最終日消印有効

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

※詳しくは、１月 21 日（木）か

　ら配布する「申込みのしおり」

　（都市整備課備え付け）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

　　　申請が始まります

　広島県が作成した変更案につ

いて、意見を受け付けます。

縦覧場所　広島県都市計画課

　　　　　竹原市都市整備課

縦覧期間

　１月19日（火）～２月２日（火）

　８時 30 分～ 17 時 15 分

※土・日を除く

提出先　広島県都市計画課

　　　（広島市中区基町 10-52）

提出方法　郵送または持参

提出締切　２月２日（火）（必着）

問い合わせ

　広島県都市計画課

　☎０８２-５１３-４１１７

　竹原市都市整備課都市計画係

　☎２２-７７４９

　　　広島圏域都市計画

　　　マスタープラン意見募集

〇公的年金等の源泉徴収票

　令和２年１月～ 12 月中に老

齢年金を受給された人全員に、

日本年金機構から「公的年金等

の源泉徴収票」が１月下旬に送

付されます。

　これは、１年間で支払われた

年金の金額や源泉徴収された所

得税額などをお知らせするもの

です。

〇申告の際に必要です

　市県民税の申告や所得税の確

定申告をする人は、この源泉徴

収票を添付する必要がありま

す。もし、源泉徴収票を紛失し

た場合は再交付ができますの

で、お問い合わせください。

　なお、「障害年金」や「遺族

年金」については非課税対象の

ため、源泉徴収票の送付はあり

ません。

※源泉徴収票の再交付は発送ま

　でに２週間程度かかります。

　お急ぎの場合は、年金事務所

　までご連絡ください。

問い合わせ

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　ねんきんダイヤル

　☎０５７０-０５-１１６５

　　　公的年金等の源泉

　　　徴収票が届きます
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れんらく板

　　　甲種防火管理

　　　新規講習

日時　３月 11 日（木）

　　　８時 30 分～ 17 時

　　　３月 12 日（金）

　　　８時 30 分～ 12 時

※受付は８時から開始です。

場所　東広島市消防局

定員　40 人

持参する物　筆記用具

費用　テキスト代 6,500 円

※当日、お支払いください。

申込期間　

　１月27日（水）～２月19日（金）

申込方法

　インターネット申込または受

講申請書で申し込みください。受

講申請書は市内の消防署・分署で

配布、または東広島市ホームペー

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

日時　２月 12 日（金）

　　　９時～ 12 時

※受付は８時 30 分から開始。

場所　東広島市消防局

定員　40 人

持参する物　筆記用具

費用　テキスト代 2,000 円

※当日、お支払いください。

申込期限　１月 25 日（月）まで

申込方法

　受講申請書で申し込みくださ

い。受講申請書は市内の消防

署・分署で配布、または東広島

市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

　　　甲種防火管理

　　　再講習

子育て世帯向け賃貸住宅入居者募集中！

　子どもを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

　国有林の事業運営等につい

て、令和３年度国有林モニター

を募集します。

任期　４月１日～令和４年３月 31 日

対象

　広島県内に住所があり、森林・

林業及び国有林に関心のある成人

※国会及び地方議会の議員、地

　方公共団体の長、常勤の国家

　公務員、平成 30 年度から令

　和２年度まで３年間連続して

　国有林モニターを務められた

　人は除きます。

申込期限　２月１日（月）

※詳細は、近畿中国森林管理局

　ホームページを確認ください。

問い合わせ

　近畿中国森林管理局総務企画

部企画調整課林政推進係

　☎０６-６８８１-３４０１

　　　国有林モニター募集

　毎年１月 10 日は「110 番」

の日とされ、「110 番」通報の

適切な利用について呼びかけて

います。

　緊急の対応を必要としない、問

い合せは、各警察署の代表電話や

警察安全相談電話（＃ 9110）、道路

管理者等の情報を利用しましょう。

問い合わせ

　竹原警察署地域課

　☎２２-０１１０（内線２９１）

　　　１月 10 日は

　　　「110 番」 の日です

～お口を閉じて病気を予防～

　みなさん、口呼吸になってい

ませんか？口呼吸から鼻呼吸に

変えることで、風邪予防、いび

き予防等の効果が期待出来ま

す。そこで、鼻呼吸を促す「あ

いうべ体操」を紹介します。

〇口を閉じた時、舌の先はどこ

　に当たっていますか？

　舌の当たる位置が上あごに近

いほど、舌の筋肉に力があり、

鼻呼吸をする望ましい状態です。

　高齢者の方は食べ物が飲み込

みやすくなります。「あいうべ

体操」を、下の絵を参考に一日

10 回程度、ご家庭でお試しく

ださい。

問い合わせ

　保健センター

　☎２２-７１５７

　　　「あいうべ体操」 を

　　　紹介します

あ～

大きく口を開け

い～

口を横に広げ

う～

唇を前に

つき出し

べ～

舌先をまっすぐ

のばす
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お詫びと訂正

　広報 12 月号の次のページに誤りがありました。お詫びして訂正します。

誤

正

● 10 ページ　令和２年度上半期の公共下水道事業会計予算執行状況

表４　令和２年度上半期の公共下水道事業会計予算執行状況

会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

公共下水事業 7 億 7,780 万円 2,352 万円 3.0％ 2 億 4,469 万円 31.5％

区分 収入予算現額 収入済額 収入率 支出予算現額 支出済額 執行率

収益的収支 6 億 1,217 万円 2億 9,873 万円 48.8％ 6 億 417 万円 8,510 万円 14.1%

資本的収支 4 億 4,960 万円 6,364 万円 14.2％ 6 億 5,053 万円 2億 1,535 万円 33.1%

● 13 ページ　【男女共同参画標語】中学校２年生の部　入選者

　（誤）板野　ほなみ　さん　→　（正）坂野　ほなみ　さん

●７ページ　竹原市人事行政の運営等の状況

３　特別職の報酬等の状況

（誤）　　　　　　　　→（正）

期末手当
６月期　 2.225 月分
12 月期   2.225 月分
    計　 4.45 月分

期末手当
６月期　 2.25 月分
12 月期   2.25 月分
    計　  4.5 月分

●５ページ　民生委員・児童委員について

新庄谷　艶子さん　「担当地区」

　（誤）本川・扇町 → （正）本川

谷平　徹さん　「担当地区」

　（誤）竹原地区全域 →（正）扇町・竹原地区全域

大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診を受診しましょう
医療機関でのがん検診実施期間　２月 28日（日）まで

検診名 対象者　※１ 自己負担額 実施医療機関 申し込み

子宮頸がん検診 20 歳以上偶数年齢女性 1,000 円
安田病院
東広島市、三原市、
呉市内の婦人科

保健センター

☎２２-７１５７
乳がん検診 40 歳以上偶数年齢女性 1,500 円

かわの医院
県立安芸津病院

大腸がん検診 40 歳以上の男女 700 円
竹原市内医療機関、
県立安芸津病院

※１ 対象者の基準日は、令和３年３月 31 日時点の年齢です。

自己負担免除者　① 75 歳以上の人

　　　　　　　　②広島県（竹原市）国民健康保険の被保険者

　　　　　　　　③生活保護世帯の人（保健センターに印鑑を持って申請してください。）

問い合わせ　保健センター　☎２２-７１５７

　今年度まだ検診を受けていない人は、早めに受診しましょう。

　特に大腸がんは、死亡原因の第２位、女性では第１位です。検査は、便を検査するだけの簡単な方法

です。初期には、自覚症状はほとんどありません。早期発見 ･早期治療のため、検診を受けましょう。

※令和２年度子宮頸がん・乳がん検診の対象となる偶数年齢の人は、２年に１回の市の補助金があるこ

　の機会に、検診を受けましょう。


