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　３月 22 日（月）から、市オ

リジナル原付ナンバーの交付を

開始します。

　オリジナルデザインになるの

は、50cc 以下 ( 白色 )、90cc 以

下 ( 黄色 )、125cc( 桃色 ) 以下

の３種類の原動機付自転車です。

　新規で登録する場合は、在庫

がある場合のみ旧ナンバー（無

地のもの）と選択が可能です。

　既にナンバーの交付を受けて

いる人は、一回のみ無料でオリ

ジナルデザインへ変更すること

ができます。

※車両ナンバーを選ぶことはで

　きません。

※申請書の様式や申請方法など、

　詳しくは市ホームページをご

　覧ください。

※オリジナルプレートのデザイン

　は18ページに掲載してあります。

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/
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告
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告

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　２４，４９８人

男　　１１，６９７人

女　　１２，８０１人

　　　　１２，１８６世帯

１年前　２５，０５２人

５年前　２７，１７０人

－１月 31 日現在－

　業務引継ぎ等のため、次の期

間休館します。

　借りている本の返却は、図書

館前・市民館前のブックポスト

をご利用ください。

期間　

　３月 29 日（月）～ 31 日（水）

問い合わせ

　竹原書院図書館

　☎２２-０７７８

　　　竹原書院図書館を

　　　臨時休館します

　住民票の住所異動届は、国民

健康保険、国民年金、選挙人名

簿への登録などにつながる大切

な手続きです。

　入学・就職・転勤等による引

越しで住所を異動される人は、

住民票の異動を忘れずに届出ま

しょう。

マイナンバーカードの異動手続

きもお忘れなく

　住所を変更する時は、マイナ

ンバーカードの異動手続きを

行ってください。

※転入届の際のマイナンバーカ

　ードの手続きには、30 分程度

　時間がかかりますので時間に

　余裕をもってご来庁ください。

問い合わせ

　市民課市民係

　☎２２-７７３４

　　　引越の際は住所の

　　　異動手続きを忘れずに

　　　竹原市オリジナル

　　　原付ナンバー交付開始

変更する
場合

〇現在のナンバープ
　レート
〇所有者・使用者の 
　印鑑
〇窓口来庁者の身分
　証明書・印鑑

新規登録

〇販売証明書、廃車
　証明書等
〇所有者・使用者の
　印鑑
〇窓口来庁者の身分
　証明書・印鑑

　市公式 YouTube チャンネルに

保健センターからのお知らせと

して、離乳食の作り方や食べさ

せ方、乳歯の大切さについてな

どの動画を公開しています。

　初期の離乳食と後期の手づか

み食べ、歯の磨き方などのお知

らせをしていますのでご覧くだ

さい。

問い合わせ

　保健センター

　☎２２-７１５７

　市公式 YouTube　

　チャンネルへは

　こちらから

▼

　　　離乳食の作り方や歯の

　　　磨き方など動画で紹介

▼申請に必要なもの

問い合わせ

　税務課市民税係

　☎２２-７７３２
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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―
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

広
告

　国民年金、厚生年金に加入し

ている人に、年金加入実績や加

入実績に応じた年金額等が記載

された「ねんきん定期便」が毎

年誕生月に送付されます。

　お手元に届いたら、自分の氏

名、住所、加入記録等に記載漏

れや誤りがないかを必ず確認し

てください。記載漏れや誤りが

ある場合や、国民年金、厚生年

金に加入しているにも関わらず

ねんきん定期便が届いていない

場合は、年金事務所にお問い合

わせください。

　また、ねんきん定期便を紛失

した際は再発行できます。ねん

きん定期便・ねんきんネット等

専用ダイヤルまでお問い合わせ

ください。

　年金記録は「ねんきんネット」

でも確認できます。「ねんきん

ネット」はパソコンやスマート

フォンから利用でき、登録する

と自分の年金記録の確認のほ

か、日本年金機構が発行する社

会保険料控除証明書の再交付申

請などができる便利なサービス

です。ぜひご利用ください。

問い合わせ

　ねんきん定期便・ねんきん

ネット等専用ダイヤル

　☎０５７０-０５８-５５５

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　ねんきん定期便で

　　　年金記録の確認を

　中古軽自動車等販売業者（古

物営業法に規定する古物商の許

可を受けているものに限る）が、

賦課期日（４月１日）において

商品として所有し、販売を目的

としている中古軽自動車等につ

いて、一定の要件を満たしてい

れば、申請により軽自動車税の

課税免除を受ける事ができます。

申請期間

　４月１日（木）～９日（金）

申請に必要なもの

　申請書、古物商許可証の写し、

古物台帳の写し、車検証の写し、

車両等の写真

※要件、申請方法等詳しくは市

　ホームページをご覧ください。

申し込み・問い合わせ

　税務課市民税係

　☎２２-７７３２

　　　軽自動車税

　　　課税免除について

　バイクや軽自動車を他人に

譲ったり処分した人で、まだ名

義変更や廃車の申告をしていな

い人は、４月１日までに手続き

を行ってください。

手続場所

○ 125cc 以下の原動機付自転車

　及び小型特殊自動車

　税務課市民税係

○ 125cc 超のバイク

　広島運輸支局福山自動車検査

登録事務所

　☎０５０-５５４０-２０６９

○軽自動車

　軽自動車検査協会広島主管事

務所福山支所

　☎０５０-３８１６-３０８１

問い合わせ

　税務課市民税係

　☎２２-７７３２

　　　軽自動車の名義変更

　　　廃車の申告を

　新型コロナウイルス感染症の

影響で献血者が減少し、血液が

不足しています。ぜひ献血にご

協力ください。

日時　３月 26 日（金）

　　　９時 45 分～ 11 時 45 分

場所　市民館

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　献血のお知らせ

　たけはら美術館文化創造ホー

ルの貸出期間を令和４年３月

31 日まで延長します。利用を

希望される場合は、文化生涯学

習課へ申請書を提出してくださ

い。（引き続き空調の利用はで

きません。）

問い合わせ

　文化生涯学習課生涯学習係

　☎２２-２３２８

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

▼

　　　たけはら美術館文化創造

　　　ホール貸出期間延長
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れんらく板

　消防団は、地域に密着した消

防機関として、地域防災におい

て重要な役割を担っています。

　あなたも消防団に入団し、地

域の安全を守りましょう。

入団資格

　市内に居住または勤務する

18 歳以上の人で、心身ともに

健康な人

問い合わせ

　危機管理課

　☎２２-２２８３

　　　消防団員募集

受験資格

〇平成３年４月２日～平成 12

　年４月１日生まれの人

〇平成 12 年４月２日以降生ま

　れの人で次に該当する人

①大学を卒業した人及び令和４

　年３月までに大学を卒業する

　見込みの人

②人事院が①に該当する人と同

　等の資格があると認める人

受付期間

○インターネットによる申込

　３月 26 日（金）９時～

　４月７日（水）

○郵送または持参による申込

　３月 26 日（金）～ 29 日（月）

※原則、インターネットにより

　申し込んでください。

第 1次試験日　６月６日（日）

※受験申込書など、詳しくはお

　問い合わせください。

問い合わせ

　広島国税局人事第二課試験研修係

　☎０８２-２２１-９２１１

　竹原税務署　☎２２-０４８５

　　　国税専門官採用試験

令和２年度　防火標語

「その火事を　防ぐあなたに

　金メダル」

　春は空気が乾燥し、風の強い日

が多いため、火災が発生した際に

は、火の回りが早く、被害が拡大

しやすくなります。火の取扱いに

は十分に注意しましょう。

問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１

　　　春の火災予防運動

　　　３月１日～７日

　「今日の部落差別の現状と課

題」をテーマに人権啓発講座を

開催します。

日時　３月 26 日（金）

　　　18 時 30 分～ 20 時

講師　部落解放同盟広島県連合会

　　　南部地区協議会

　　　副議長　冨中 豊彦 さん

場所　市民館２階

　　　第２・３会議室

※参加者はマスク着用をお願い

　します。

問い合わせ

　地域づくり課人権男女共同参画係

　☎２２-３７２６

　　　人権啓発講座

　令和３年３月分から、児童扶

養手当の額と障害年金の子の加

算部分の額との差額を児童扶養

手当として受給できるようにな

ります。

　既に児童扶養手当受給資格者

としての認定を受けている人

は、原則、申請は不要ですが、

それ以外の人は、児童扶養手当

を受給するためには、申請が必

要です。

〇支給開始月について

　通常、手当は申請の翌月分か

ら支給開始となりますが、こ　

れまで障害年金を受給していた

ため児童扶養手当を受給できな

かった人のうち、令和３年３月

１日に支給要件を満たしている

人は、令和３年６月 30 日まで

に申請すれば、令和３年３月分

の手当から受給できます。

※令和３年３月分と４月分の手

　当は、５月に支払われます。

問い合わせ

　社会福祉課こども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　児童扶養手当と障害

　　　年金の併給調整見直し

　市では、児童・生徒を小・中

学校及び義務教育学校へ就学さ

せるうえで、経済的な理由でお

困りの世帯に対し、学用品費等

を援助する就学援助制度を設け

ています。

　通学している学校または教育

委員会にご相談ください。

援助内容

　学用品費、学校給食費、修学

旅行費など

問い合わせ

　総務学事課学事係

　☎２２-２３２９

　　　就学援助制度

　インターネット

　からの申し込み

　はこちらから

▼

　地震時に家具の転倒等の被害

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

▲つっぱり棒で転倒防止

　　　建物だけでなく

　　　家庭での地震対策を
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▼募集住宅（公営）　10 戸 ※家賃については、申込者の収入によってそれぞれ異なります。

住宅名 所在地 部屋番号 間取り 浴槽 トイレ 駐車場 単身 ※家賃 (円 /月 ) 備考

丸子山 竹原町 ２０８号 ３ＤＫ 有 水洗 有 × 22,100 円～ 43,500 円 一般向け

丸子山 竹原町 ４０６号 ３ＤＫ 有 水洗 有 × 22,100 円～ 43,500 円 一般向け

丸子山 竹原町 ４１０号 ３ＬＤＫ 有 水洗 有 × 40,400 円～ 83,700 円
特定公共賃貸住宅
・中堅所得

丸子山 竹原町 ５１０号 ３ＬＤＫ 有 水洗 有 × 40,400 円～ 83,700 円
特定公共賃貸住宅
・中堅所得

来須 竹原町 Ａ棟３０３号 ３ＤＫ 無 水洗 有 〇 16,300 円～ 32,000 円 一般向け

来須 竹原町 Ａ棟４０４号 ３ＤＫ 無 水洗 有 〇 16,300 円～ 32,000 円 一般向け

成井 下野町 Ｂ棟３０４号 ３ＤＫ 無 水洗 有 × 16,400 円～ 32,100 円 一般向け

冠崎 忠海東町 ３０２号 ３Ｋ 有 水洗 無 ○ 12,300 円～ 24,100 円 一般向け

柏西 吉名町 ５０４号 ３ＤＫ 有 水洗 有 × 15,500 円～ 30,400 円 一般向け

大福地 新庄町 Ｃ棟２号 ３ＤＫ 有 水洗 無 ○ 10,200 円～ 20,100 円 一般向け

市営住宅入居募集開始
募集住宅　市内の市営住宅

申込条件

①現に住宅に困窮している人

②現に同居親族がいること（単身入居可の場合は

　別に定める単身者の資格が必要）

③申込者が成人であること

④申込者及び同居親族が市税等（市県民税、固定

　資産税、軽自動車税、国民健康保険税等）を滞

　納していないこと

⑤申込者及び同居親族が暴力団員でないこと

⑥世帯収入が基準内であること

収入基準　月額所得が 158,000 円以下

※高齢者・障害者等のいる世帯は 214,000 円以下

※特定公共賃貸住宅は、158,000 円以上 487,000 円

　以下

申請期間　３月 12 日（金）～ 19 日（金）

申請方法

　所定の申込書 (都市整備課、支所・出張所に備

え付け )により、都市整備課住宅建築係へ。

申し込み・問い合わせ　

　都市整備課住宅建築係

　☎２２-７７４９

要約筆記奉仕員養成講座 受講生を募集

　要約筆記とは、聴覚に障害がある人に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳のことです。

聴覚に障害のある人から、要約筆記の依頼があったときに、要約筆記を行うために必要な知識と技術

を身につけて活動していただける人を募集します。

日程　５月 15 日～ 10 月９日までの毎週土曜日

　　　９時 30 分～ 12 時／全 19 回

定員　２人（定員になり次第申し込みを締め切ります）

場所　東広島市総合福祉センター

対象　次の要件を両方満たす人。

　① 16 歳以上で、竹原市内在住または市内へ通勤・通学の人

　②パソコン入力ができ、ノートパソコンの持参が可能な人

受講料　無料（ただし、初回にテキスト代 3,670 円が必要）

申込締切　４月７日（水）

申し込み・問い合わせ　竹原市社会福祉協議会　☎２２-５１３１　FAX ２３-００８４


