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地元のお店で買いましょう

　買い物や商品の仕入れなど、必要な商品やサービス

を提供しているお店が地元にある場合は、地元のお店

を利用しましょう。また、地元の農産物・水産物の消

費や、地元で生産・加工された商品の愛用も市内消費

の活性化につながります。

　例えば、市民一人が月に 500 円を市内での消費に切

り替えれば、年間で約１億５千万円の消費が移動する

ことになります。

　新型コロナウイルス感染症拡大により、市内の消費

活動が低迷する中、市内消費の促進は、地域経済を循

環させ、地域の魅力の向上にもつながります。

　みなさんのご協力をお願いします。

市内でお買い物を！「Let's Buy たけはら運動」推進中
　市では、竹原商工会議所と連携し、市内での消費を促す「Let's Buy たけはら運動」を推進しています。

問い合わせ　産業振興課商工観光振興係　☎２２-７７４５

基礎疾患を有する人（高齢者以外）への接種

高齢者施設等の従事者への接種

時期については，ワクチンの供給量などによって決定されますので，今後，
詳しくお知らせしていきます。

２月

末頃
３月
中旬以降

４月末頃

高齢者へのクーポン配布

高齢者以外への
クーポン配布

高齢者への接種（令和３年度中に65歳以上になる人）

医療従事者等への接種

上記以外の人に対しワクチンの
供給量等を踏まえ順次接種

●ワクチン接種には優先順位があります

　国の方針では、安全性の確保を最優先にワクチンが承認・供給されると、医療提供体制を守り、重症者や

死亡者を減らすために、医療従事者、高齢者、基礎疾患を有する人の順に接種することとしています。

●ワクチン接種は無料で受けることができます

　ワクチン接種は、対象になる人の誰もが無料で受けることができます。ワクチン接種の際は、接種による

感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただきます。

受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。

●接種場所は決まり次第お知らせします

　原則として、住民票所在地の市町村の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。ワクチン接種を

受けることのできる医療機関や接種会場につきましては、決定次第、広報誌及び市ホームページ等でお知ら

せします。

問い合わせ　保健センター　☎２２-４６９９

　ワクチン接種は感染症に対する免疫をつけたり、免疫を強めるために行うものです。新型コロナウイルス

ワクチン接種についても、重症化を防いだり、発症を予防する効果が期待されています。

▼想定される接種順位のイメージ図（１月 25 日（月）時点）

新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ

※スケジュールについては今後

　変更となる可能性があります。
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～市・県民税、国民健康保険税～

申 告 の 相 談・ 受 付 が 始 ま り ま す！
２/16
 （火） ～

３/15
 （月）

　この申告は、市・県民税や国民健康保険税などを算出する基礎となる大切なものです。申告が必要な人は、

必要書類をご確認のうえ、申告をお願いします。

市県民税申告書の提出は原則郵送で

　みなさんの安全のため、会場への来場を控え、郵

送で申告書を提出してください。

申告相談会場の混雑緩和にご協力を

　感染症対策として、申告相談会の「密集」を避け

るため、次のことに気を付けてください

〇ご来場の際は、できるだけ少人数で、マスクの着

　用・入口等での手指消毒をお願いします。

〇会場の混雑を避けるため、入場制限を行います。

〇状況により時間をずらして来場をお願いすること

　があります。

〇感染防止対策として、こまめな換気・消毒・検温・

　飛沫防止パネルの設置・職員のマスク着用等を徹

　底します。

〇会場での滞在時間を短縮するため、収支内訳書や

　医療費控除の明細書などの必要書類は、事前に準

　備をお願いします。

※２月 16 日（火）から３月４日（木）までの間は、

　市役所税務課窓口で申告の受付はできません。

※申告にはマイナンバーの記載が必要です。

問い合わせ

　税務課市民税係　☎２２- ７７３２

※このフローチャートは、一般的なパターンを参考として示すものです。

※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。

対象 申告に必要なもの

全員

〇記入・押印済みの申告書
〇免許証や健康保険証などの本人
　確認書類の写し
〇マイナンバーカード（両面）の写し、
　または住民票と記載内容が一致す
　るマイナンバー通知カードの写し

給与・年金所得 源泉徴収票（給与・公的年金など）

営業・農業・
不動産所得

〇収支内訳書
〇経費の領収書等

雑所得・
一時所得

保険の満期（解約）一時金、個人
年金の支払金額の証明書、報酬の
支払調書など

社会保険料控除
国民健康保険税（料）、国民年金保険
料、介護保険料、後期高齢者医療保
険料の支払額の証明書

生命保険料控除・
地震保険料控除

生命保険料、個人年金保険料、介護
医療保険料、地震保険料の支払証明
書

医療費控除 医療費控除の明細書

寄附金控除 支払金額の証明書

障害者控除 身体障害者手帳などの写し

勤労学生控除 学生証の写し

▼申告に必要な書類
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●２月の日程表 ●３月の日程表

申告相談受付日程表
　　　９時～ 11 時 30 分
　　　13 時～ 16 時

会　場 日程 指定地域
東野地域交流

センター
２/16（火）

東野町

（※１　午前のみ）

小梨地域交流

センター

小梨町

（※２　14 時～ 16 時）

中通地域交流

センター
２/17（水）

下野町（中通・大応・

上条・成井）

忠海地域交流

センター

２/18（木）
忠海東町二～三丁目・

忠海中町一～三丁目

２/19（金）
忠海中町四丁目・忠

海床浦・忠海長浜

忠海東地域交

流センター
２/22（月）

忠海東町一丁目・四

～五丁目

吉名地域交流

センター

２/24（水）
毛木・郷・浦尻・久

保城・平方・水場

２/25（木）西条・東条・港・曽井

大乗地域交流

センター
２/26（金）高崎町・福田町

会　場 日程 指定地域
大井地域交流

センター
３/１（月）

大井・宿根・築地

（※１　午前のみ）

荘野地域交流

センター
３/２（火）新庄町・西野町

田万里地域

交流センター
３/３（水）

田万里町

（※１　午前のみ）

仁賀生活改善

センター

仁賀町

（※２　14 時～ 16 時）

竹原西地域

交流センター
３/４（木）

塩町二丁目～四丁目・

竹原町（中須・西町・

皆実・来須・来須住宅・

明神）

市民館

ホールロビー

（※３）

３/５（金）港町一丁目～五丁目

３/８（月）田ノ浦一丁目～五丁目

３/９（火）

塩町一丁目・竹原町（中

須・西町・皆実・来須・

来須住宅・明神を除く）

３/10（水）中央一丁目～五丁目

３/11（木）本町一丁目～四丁目

３/12（金）竹原市内全域

３/15（月）竹原市内全域

※１　東野地域交流センター・大井地域交流センター・

　　　田万里地域交流センターの相談受付は午前のみ。

※２　小梨地域交流センター・仁賀生活改善センター

　　　の相談受付は 14 時～ 16 時のみ。

「令和２年分 確定申告」について
竹原税務署からお知らせ

申告と納税の期限

　所得税・贈与税　　　３月 15 日（月）

　消費税（個人事業者）３月 31 日（水）

〇密を避けるために

　スマートフォン・パソコンで e-Tax をご利用

し、ご自宅から申告ができます。

　詳しくは国税局ホームページをご覧ください。

〇密を作らないために

　税務署での確定申告会場への入場には「入場

整理券」が必要です。会場で当日配付、または

ＬＩＮＥから事前発行もできます。

問い合わせ　竹原税務署　☎２２-０４８５

　本年の申告会場は、新型コロナウイルス感染症の感染

防止策を講じたうえで開設します。

問い合わせ

　税務課市民課　☎２２-７７３２

※３　市民館ホールロビーの相談受付は、８時 30 分からです。

●よくある質問

質問１

　郵送での申告は、申告書以外に何が必要ですか？

回答１

　「申告に必要な書類」に記載しているものを申告

書に添えて送付してください。

質問２

　年金収入のみですが、申告の必要はありますか？

回答２

　原則申告の必要はありませんが、医療費控除など

申告により追加できる控除がある場合は、申告をす

ることで、市県民税の控除の適用を受けることがで

きます。

質問３

　確定申告書は郵送で市役所へ提出できますか？

回答３

　確定申告（所得税の還付申告等）をされる場合は、

市役所への郵送での提出はできません。税務署へ提

出されるか、各相談会場での申告をお願いします。
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「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

マイナポイント事業の期間が
延長されました！

夜間開庁日時

　２月 25 日（木）、３月 11 日（木） 

　17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時

　２月 14 日（日）、28 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に関する業務以外はお受

　けできません。

　令和３年３月末までにマイナンバーカードの

交付申請をした人については、令和３年９月末

までにマイナポイントの申込及びキャッシュレ

ス決済サービスのご利用によって、マイナポイ

ントを取得することができます。

　ぜひこの期間中にマイナンバーカードの交付

申請をしていただき、マイナポイント事業をご

利用ください。

問い合わせ

　市民課市民係　☎２２-７７３４

「マイナンバーカード」出張申請キャンペーン

◆出張申請キャンペーン（事前予約制）

　写真の撮影など、職員が申請をお手伝いします。

　出来たマイナンバーカードは自宅で受け取りも可

能です。（本人限定受取郵便で届けます。）

持参するもの

①写真（縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝で６か月以内に撮影した正面、

　無帽、無背景のもの。職員による撮影も可能。）

②本人確認書類（Ａから１点またはＢから２点）

　Ａ　顔写真付き書類（運転免許証、旅券、身体障害者手

　　　帳等）

　Ｂ　「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され

　　　た書類（保険証、介護保険証、年金手帳等）

③通知カード

　（紛失の場合は本人確認書類Ａ２点またはＡ１点とＢ１点

を持参してください。）

④住民基本台帳カード（お持ちの場合）

　※③④は申請時に回収します。

　※交付まで１～２か月程度かかります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前予約制とします。希望される場合は、前日までに市民課 

　市民係へ電話で予約してください。（希望者が予定数に達した場合は受付を締め切ります。）

実施場所 日時

吉名地域交流センター
３月２日（火）
10 時～ 15 時

荘野地域交流センター
３月３日（水）
10 時～ 15 時

忠海地域交流センター
３月９日（火）
10 時～ 15 時

問い合わせ　市民課市民係

　　　　　　☎２２-７７３４

ウォームビズのポイント

首・手首・足首を温め、冷え
を防ぐ

入浴で体を芯から温める

ひざ掛けやストールの活用で
こまめな体温調節

血行促進運動やいつもより多く
動くことで体温を上昇させる

湿度を高め体感温度をＵＰ
冬が旬の食材（生姜など）で
体を内側から温める

扇風機で暖かい空気を循環
厚手のカーテンなどで窓から
熱を逃がさない

　２月は、「冬の省エネキャンペーン

月間」です。

　みなさん暖房の温度を 20℃に設定

し、節電しながら快適に過ごすライフ

スタイル『ウォームビズ』に取り組ん

でみましょう。

　地球にも体にも財布にもやさしいエ

コライフを始めましょう。 問い合わせ　市民課生活環境係　☎２２-２２７９

エ   コ な生活

毎月第一土曜日は
　　　　「ひろしま環境の日」

してみませんか？
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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 応募条件 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。

用務員・校務補助員・
介助員

（小・中・義務教育学校）

学校での補助業務に熱
意をもって取り組む意
欲のある人

所定の申込書（総務学事課に備え付け）により、
教育委員会総務学事課（☎ 22-2329）へ

　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。

放課後児童支援員を募集しています
　放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員

を募集します。

募集人数　１人

応募資格

〇放課後児童支援員認定資格研修を修了した人

〇次の①～⑤のいずれかに該当する人で、雇用さ

　れてから１年以内に放課後児童支援員認定資格

　研修を修了できること

①保育士の資格を有する人　

②社会福祉士の資格を有する人

③２年以上児童福祉事業に従事した人

④幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教

　育学校の教諭となる資格を有する人

⑤学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、

　心理学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修

　する学科またはこれらに相当する課程を修めて

　卒業した人

勤務場所　竹原小学校・竹原西小学校・大乗小学校・

　忠海学園・吉名学園いずれかの放課後児童クラブ

勤務内容　児童の見守り、生活指導、事務処理等

雇用期間　令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで

※更新の可能性あり。

勤務時間

　平日　　　　14 時から 18 時まで

　学校休業日　８時から 18 時までのうち

　　　　　　　５時間または６時間

　※原則週 28 時間以内

報酬　時給１，２４５円

申込期限　２月 18 日（木）

申し込み・問い合わせ

　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）

及び資格証明書の写しを、社会福祉課子ども福祉

係（☎２２-７７４２）へ。

広島広域都市圏 広島ドラゴンフライズ共同応援を実施します
　広島広域都市圏内の住民から参加者を募り、広

島ドラゴンフライズの共同応援を行うことによ

り、広島広域都市圏のＰＲを行います。

日時　３月 28 日（日）13 時 35 分試合開始予定

対戦相手　信州ブレイブウォリアーズ

会場　広島サンプラザホール（広島市西区商工セ

　ンター三丁目１-１）※現地集合

募集人数　100 人（申込多数の場合は抽選）

参加費　大人 1,000 円　高校生以下 600 円　

申込方法　往復はがき（１枚に５人まで）に、参

　加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号と「ド

　ラゴンフライズ共同応援希望」の旨を記入し、

　２月 15 日 ( 月 )（※消印有効）までに、申し

　込み先へ。広島広域都市圏ホームページからも

　お申込みができます。

※小学生以下の場合は、大人の同伴が必要です。

申し込み・問い合わせ

　広島市役所広域都市圏推進課広島広域都市圏協

議会（〒 730-8586　（住所不要））

　☎０８２-５０４-２０１７


