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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　２４，３７８人

男　　１１，６６２人

女　　１２，７１６人

　　　　１２，１９６世帯

１年前　２４，８８４人

５年前　２６，９９９人

－３月 31 日現在－

　コンビニ交付システムの税証

明の年度切替処理を行うため、令

和３年６月１日（火）は、終日税

証明のみコンビニ交付サービスを

停止します。

　なお、令和３年６月２日（水）

から令和３年度の税証明に切替

わりますので、取り間違えにご

注意ください。

問い合わせ

　市民課市民係　

　☎２２-７７３４

　税務課市民税係

　☎２２-７７３２

　　　コンビニ交付等の

　　　一時利用停止

広
告

　経営所得安定対策は、「水田

活用の直接支払交付金」等の枠

組みがあり、水田において販売

目的で園芸作物等を作付するな

ど、要件を満たす人が交付を受

けることができます。

申請期限

　６月 30 日（水）まで

提出書類

　営農計画書及び所定申請書等

　（産業振興課に備え付け）

申し込み・問い合わせ

　竹原市農業再生協議会

　（産業振興課内）

　☎２２-７７４５

　　　経営所得安定対策

　毎年５月は赤十字運動月間で

す。赤十字の理念や活動に賛同

いただき、活動資金として年間

５００円以上を支援していただ

ける人を募集しています。

　日本赤十字社が多様な活動を

展開するための財源は、みなさ

んの会費で支えられています。

竹原市の令和２年度実績額

　３，９３８，４００円　

※日本赤十字社広島県支部へ送

　金しました。

問い合わせ

　日本赤十字社広島県支部竹原市

地区事務局（社会福祉課福祉係内）

　☎２２-２９４６

　　　日本赤十字社の活動に

　　　ご支援ご協力を

　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

▼

　３月 16 日付で、かぐやパン

ダがＨＩＴひろしま観光大使に

任命されました。

　これからも「障害のある人も

ない人も安心して

暮らせる竹原市」を

目指し、精一杯活動

していきます。

問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-7 ７４３

　　　かぐやパンダＨＩＴ

　　　ひろしま観光大使に
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　高齢者を介護している同居家

族に、慰労金を支給します。

対象　要介護３以上で、市民税非

　課税世帯の在宅高齢者を常時介

　護している市内在住の家族

要件（すべてを満たすこと）

①申請日前の１年間市内に住

　んでいる

②①の期間介護保険サービス

　を受けていない。

※７日以内の短期入所は可

支給額　年額 10 万円

申請場所

　在宅介護支援センターまたは

健康福祉課介護福祉係

申し込み・問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係

　☎２２-７７４３

　　　介護者慰労金

対象（すべてに該当する人）

①竹原市・大崎上島町内に在住

　または勤務する人

②居住年数または勤続年数が１

　年以上の人

③前年の収入が 150 万円以上の人

使途　住宅資金、教育資金、冠　

婚葬祭費、医療費、介護器具購入費

融資額

　住宅資金・教育資金は最高

300 万円、冠婚葬祭費・医療費・

介護器具購入費は最高 200 万円

融資利率　年２. ３１％

　（令和３年４月１日現在）

※担保は不要です。

返済期間　住宅資金・教育資金は

　10 年以内、冠婚葬祭費・医療費・

　介護器具購入費は５年以内

※毎月返済または毎月とボーナ

　スでの併用返済。

申し込み・問い合わせ

　中国労働金庫西条支店

　☎０８２-４２２-６６５５

　　　勤労者の暮らしを応援

　　　自治体提携融資制度
　障害のある人は、次の要件を

満たす軽自動車については、申

請によって軽自動車税種別割が

減免されます。

対象

①自ら運転する車（本人名義）

②通学、通院、生業用として使

　用する車（身体障害者等と生

　計を一つにしている人が運転

　する場合は、家族名義の軽自

　動車も対象）

③身体障害者等のみで構成され

　る世帯の人を常時介護する人

　が運転する車

※障害の程度によっては、対象

　にならない場合があります。 

※②及び③については、車の全

　用途の 50％以上または週３

　回以上身体障害者等の移動の

　ために使用しているものに限

　ります。

※障害のある人が利用するため

　の構造となっている軽自動車、

　公益のために直接専用するも

　のと認められる軽自動車につ

　いても減免制度があります。

申請に必要なもの

　身体障害者手帳等、運転する

人の運転免許証、納税通知書、

軽自動車所有者のマイナンバー

カード（個人番号カード）

申請期限　５月 24 日（月）

問い合わせ

　税務課市民税係

　☎２２-７７３２

　　　軽自動車税減免申請

①空き家の除却工事費を補助

　老朽化し危険な空き家の除却

工事費用の一部を補助します。

対象　

　特定空家または市の認定を受

けた空家（事前に認定が必要）

補助金額

　除却工事費の３分の１以内

　（上限 30 万円）

※事前の認定申請は、随時受付

　しています。

②空き家の改修工事費を補助

　市外居住者が空き家を取得（取

得後６か月経過していないこと）

し、居住のために必要な改修工

事費用の一部を補助します。

対象

　空き家バンクに登録された物

件、１戸建て住宅又は併用住宅

のうち、空き家となって１年以

上経過していること

補助金額

　改修工事費の２分の１以内

　（上限 100 万円）

要件

　取得した空き家に住民登録す

ること等

③空き家の家財道具処分費を補助

　空き家にある家財道具処分費

用の一部を補助します。

対象　②の改修工事費補助と同じ

補助金額

　処分費の２分の１以内

　（上限 10 万円）

要件　３年以上、空き家バンク

　へ登録すること等

※各補助制度には、諸条件があ

　りますので、必ず事前にご相

　談ください。

申請期間

　５月17日（月）～11月30日（火）

問い合わせ

　都市整備課住宅建築係

　☎２２-７７４９

　　　空き家対策補助金

　肥料販売の開始・変更・廃止

には、肥料取締法に基づき届出

が必要です

問い合わせ

　産業振興課農林水産振興係

　☎２２-７７４５

　　　肥料販売業務届出を
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老齢基礎年金を満額受給するた

めには

　老齢基礎年金は、20 歳から

60 歳になるまでの 40 年間年金

保険料を納めなければ、満額の

基礎年金を受け取ることができ

ません。

　国民年金保険料の納め忘れな

どにより、保険料の納付済期間

が 40 年間に満たない場合は、60

歳から 65 歳になるまでの間に

国民年金に加入して、満額の年

金に近づけることができます。

老齢基礎年金を受給するためには

　老齢基礎年金を受給するため

には、保険料の納付済期間や免

除期間等が原則として 10 年以

上必要です。この要件を満たし

ていない場合は、70 歳になる

まで任意加入することができま

す。（ただし、昭和 40 年４月１

日以前に生まれた人に限る。）

　また、海外に在住する日本国

籍の人も国民年金に任意加入す

ることができます。

　任意加入した際の国民年金保

険料は原則口座振替となりま

す。手続きは年金手帳・通帳・

金融機関への届出印を持参のう

え、市民課医療年金係まで申請

してください。

問い合わせ

市民課医療年金係

☎２２-７７３４

呉年金事務所

☎０８２３-２２-１６９１

　　　国民年金の

　　　任意加入制度

　６月１日現在で、全国の事業

所や企業を対象とした、経済セ

ンサス-活動調査を実施します。

　この調査は、経済活動の実態

を明らかにすることを目的とし

て、事業内容や経理事項等を調

査します。調査結果は、各種行

政施策立案や国民経済計算の推

計等に幅広く活用されます。

　５月下旬から調査員が調査票

を配付するため各事業所や企業

を訪問します。新型コロナウイ

ルス感染防止のため、オンライ

ン・郵送での回答にご協力くだ

さい。

※調査票の記入内容は、統計作成

　の目的以外には使用しません。

問い合わせ

　総務課行政係　　　

　☎２２-７７１９

　　　令和３年度経済

　　　センサス実施

日時・講習種別

　７月２日（金）

●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

定員　40 人（区分ごと）

費用　受講案内参照

申込期限　５月 19 日（水）

※受講案内は予防課および消防

　署・分署で配布しています。

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

　　　危険物取扱者保安講習

日時（両日の受講が必要）

　７月 15 日（木）～ 16 日（金）

　８時 30 分～ 17 時

　（16 日は 12 時まで）

※受付は８時からです。

場所　東広島市消防局

定員　40 人（先着順）

費用　６，５００円

※講習初日に支払い

持参物　筆記用具

申込期間

　５月６日（木）～６月11日（金）

※予防課のホームページまたは

　受講申請書（市内の消防署・

　分署で配布しており、東広島

　市ホームページからダウンロ

　ードすることもできます。）

　で申し込んでください。

問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１

　　　甲種防火管理新規講習

　竹原市共同墓地内の２区画に

ついて貸付公募します。

貸付区画

　２区画（①７・64㎡②12・74㎡）

使用料　① 37 万３，０００円

　　　　② 62 万２，０００円

管理料　①②ともに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

※更新により継続使用が可能です。

申込資格

①竹原市に本籍または住所があ

　る人で、世帯主またはこれに

　準ずる人

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

申込期間　

　５月 10 日（月）～ 28 日（金）

申し込み・問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　竹原市共同墓地

　　　貸付公募
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④切土または盛土を行う

　土地の面積が 500 ㎡を

　超える場合

②盛土の場合

１ｍ超
30 度超

③切土と盛土を同時に行う場合

２ｍ超 30 度超
30 度超

１ｍ以下

30 度超

２ｍ超

①切土の場合

対象 上限月額

生活保護受給者等 15,000 円（個人）

世帯全員が市民税
非課税で、所得金
額と年金収入額が
80 万円以下の人

15,000 円（個人）
24,600 円（世帯）

世帯全員が市民税
非課税で、上記に
該当しない人

24,600 円（世帯）

市民税課税世帯 44,400 円（世帯）

現役並み所得者 44,400 円（世帯）

▼自己負担の上限額（世帯合算）

※居住費・食費・日常生活費などは除く。

区分 運転資金 設備資金 取り扱い金融機関 

限度額 1,500 万円 1,500 万円

市内銀行、信用金庫、信用組合で取り扱ってい
ます。
※償還は各金融機関所定の方法によります。
※信用保証料率については、低減措置を図って
　います。

償還期間
（据置期間）

７年以内
（６か月以内）

７年以内
（６か月以内）

利率
1.8％ 1.8％

1 年以内及び
信保付は 1.2％

信保付は 1.2％

申込期間 随時 随時

竹原市中小企業融資制度のご案内
　各金融機関に預託して、低利で運営する融資制度を設けています。

高額介護サービス費の申請について
　同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担額が一定

額を超えた時は、申請により、超えた分が、高額介護サー

ビス費として払い戻されます。該当する人は、申請してく

ださい。なお、新たに該当になった時には、勧奨通知を送

付しています。

　平成 17 年 11 月以降に一度でも申請をした人は、自動的に

指定口座に振り込みます。再度申請する必要はありません。

申請に必要なもの

　介護保険証、印かん、振込先の口座番号が確認できるもの、

マイナンバー（個人番号）が確認できるもの、本人確認書類

問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係　☎２２-７７４３

土地の造成には許可が必要です
　宅地造成に伴い災害が発生する恐れのある地域は、宅地造成等規制法に基づく「宅地造成工事規制区

域」に指定されています。区域内で行われる次の宅地造成行為には、許可が必要です。

〇宅地造成行為

①切土で、高さ２ｍを超えるがけ（30 度以

　上の斜面）が生じる造成

②盛土で、高さ１ｍを超えるがけが生じる造成

③切土と盛土を同時に行い、合わせて高さ２

　ｍを超えるがけが生じる造成

④切土または盛土を行う土地の面積が 500 ㎡

　を超える造成

※駐車場・資材置場・墓地なども対象となり

　ます。

問い合わせ

　都市整備課都市計画係　☎２２-７７４９

※申込先は市内各金融機関です。

問い合わせ　産業振興課商工観光振興係　☎２２-７７４５
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募集種目
受験資格 受付期間

（締切日必着）

試験日

幹部候補生

（第２回）

一般

大卒程度

試験

22 歳以上 26 歳未満（20 歳以上 22

歳未満は大卒（見込含）、修士課程

修了者等（見込含）は 28 歳未満
～６/18（金）

１次

６/26（土）

２次　

８/２（月）～８（日）
院卒者

試験

20 歳以上 28 歳未満、

修士課程修了者等（見込含）

一般曹候補生
18 歳以上 33 歳未満（32 歳の者は、採用予定月

の末日現在、33 歳に達していない者）
～５/11（火）

１次
５/21（金）～ 30（日）
２次
６/18（金）～７/４（日）
※いずれか１日を指定
　されます。

自衛官候補生

18 歳以上 33 歳未満（32 歳の者は、採用予定月

１日から起算して３月に達する日の翌月の末日

現在、33 歳に達していない者）

～６/11（金）６/12（土）

技術海上幹部
技術航空幹部

大卒以上の者で応募資格に定められた学部・専

攻学科等を卒業後、2年以上業務経験のある者
～５/21（金）

６/21（月）

技術海曹
技術空曹

20 歳以上の者で国家免許資格取得者等 ６/18（金）

自衛官採用試験　詳細はお問い合わせください。

問い合わせ

　自衛隊広島地方協力本部　尾道出張所

　☎０８４８-２２-６９４２

介護予防体操のＤＶＤを作成

　竹原市が介護予防の取り組みとして実践し

ている「竹原はつらつ体操」の内容をわかり

やすく解説し、「お口の体操」と合わせて収

録したＤＶＤを作成しました。

　この体操は、転倒予防や筋力アップなどに

大きな効果を上げています。「竹原はつらつ

体操」に取り組み、フレイル（虚弱）を予防

し、健康寿命を延ばしましょう。

※このＤＶＤは、介護予防自主グループと新

　たにご近所、友達など３人以上で取り組む

　グループに配付します。

問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係

　☎２２－７７４３

「ぽかぽか広場」に遊びに来てね

れんらく板

　自衛隊情報について

　詳しくはこちら

▼

　「たけはらっこネウボラ」では、５月から「ぽ

かぽか広場」を始めます。親子で楽しめるリ

ズム遊びや絵本の読み聞かせ、季節の行事な

どをします。保育士と助産師に育児相談もで

きますので、気軽に遊びに来てください。

日時

　毎週月曜日（ただし、祝日は除く）

　10 時～ 12 時

場所　保健センター１階

対象　未就園児とその保護者、妊婦

定員  ４組

料金　無料

※前の週の金曜日までに電話で予約してください。

問い合わせ　

　たけはらっこネウボラ（保健センター内）　

　☎２２-７１５７
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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。

　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。

第 63回水道週間
　６月１日から「水道週間」が始まります。期

間中、給水装置工事事業者の協力により、次の

サービスを行います。

期間　６月１日（火）～７日（月）

サービス内容（土・日は除く）　

①蛇口の取替え（材料費は本人負担）

②蛇口ケレップ（蛇口の中にあるコマ）の取替え（無料です。）

③水道に関する各種相談

※期間中、市指定の給水装置工事事業者におい

　て、水道に関する相談に応じています。お気

　軽にご相談ください。

※事業者は、市ホームページでご確認ください。

問い合わせ

　水道課工務給水係　

　☎２２-７７６８

５・６月は不正大麻・けし撲滅月間です

不法投棄は犯罪です！

　市内各所に監視カメラを設置し、不法投棄防

止の取組みを強化しています。

　不法投棄は犯罪であることを認識し、ゴミの

適正処分と不法投棄に関する情報提供にご協力

ください。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

お詫びと訂正
　広報たけはら４月号に誤りがありました。

訂正してお詫びします。

10 ページ

竹原市地域包括支援センターを紹介します

在宅介護支援センター　むなこし

（誤）西岡　憲一　さん

（正）西岡　賢一　さん

　けしには、植えてはいけない種類があるのを

知っていますか。植えてはいけないけしには毛は

ほとんど無く、葉や茎は白っぽい緑色をしており、

太い茎や、茎を巻き込むよう付いている葉が特徴

です。

　また、大麻は麻薬成分を含み、マリファナやハ

シッシュなどに悪用されるため、一般には栽培が

禁止されています。植えてはいけないけしや大麻

を栽培しないよう十分注意しましょう。

　けしの見分け方について分からないことや、植

えてはいけないけしや大麻を見かけたときは、最

寄りの保健所または、県庁薬務課までご連絡くだ

さい。

問い合わせ

　広島県西部東保健所生活衛生課

　☎０８２-４２２-６９１１

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

▲事業者一覧表はこちら
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れんらく板

広島中央地域連携中枢都市圏婚活支援事業について
　広島中央地域連携中枢都市圏の市町と連携して行う事業の一つとして、圏域内の魅力を活用した婚

活イベントや婚活ツアーなどの企画を募集します。（構成市町：竹原市、呉市、東広島市、江田島市、

熊野町、海田町及び大崎上島町）

対象者　民間企業、非営利法人などで、構成市町

　内事業者または構成市町内に支店・出張所など

　がある事業者

対象事業

　竹原市または熊野町を開催地としたイベント

対象経費　イベント参加者の飲食代、実施事業者

　従業員の人件費を除く経費

補助額　１企画当たり 50 万円（上限）

申込期限　６月 28 日（月）まで　

※募集企画数には限りがあります。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２

　呉市子育て支援課　☎０８２３-２５-３２５４

　マイナンバーカード（個人番号カード）の受取、電子証明書の更新のため、次の夜間・休日に開庁

しますので、ご利用ください。なお、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ので、

ご了承ください。

夜間開庁日時　５月 13 日（木）・27 日（木）・６月 10 日 ( 木 )　17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時　５月 23 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の受取」、「電子証明書の更新」夜間・休日開庁のご案内

歯っぴーライフ歯と口の健康週間 2021

　６月４日～ 10 日は「歯と口の健康週間」、家族み

んなで歯と口の中の健康について考えてみませんか。

日時　６月５日（土）健診受付 14 時～ 15 時

場所　保健センター（駐車場は保健センター西側）

内容　歯科検診、歯科相談、口腔機能測定など

問い合わせ　

　竹原・豊田地区歯科衛生連絡協議会事務局

　☎２６-３２３４

　保健センター

　☎２２-７１５７

　※緊急事態宣言が発令された場合は中止になります。

「こそだてはてなぶっく」の配布

　子育てに関する疑問や悩みを解決したい

ときに役立つ内容を掲載しています。

内容

　市内や近隣の医療機関情報

　子どもの緊急時の連絡先

　子育ての悩みの相談先　など

配布場所

　社会福祉課、保健センター、市民課など

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

【国民健康保険に加入している方へ】
医療費通知の発送回数と発送時期が変わります！

 これまでは年６回医療費通知を発送していまし

たが、医療費控除を申告される方の利便性向上の

ため、次のとおり発送回数と時期を変更します。

〇昨年度まで　年６回発送（５・７・９・11・１・２月）

〇今年度から　年２回発送予定（２・３月）

※令和３年１月から 10 月診療分を２月、令和３

　年 11 月から 12 月診療分を３月に発送する予定

　です。

問い合わせ

　市民課医療年金係　☎２２-７７３４


