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人権相談

・みんなの人権 110 番 　　☎ 0570-003-110

・子どもの人権 110 番　　 ☎ 0120-007-110

・女性の人権ホットライン ☎ 0570-070-810

　受付時間　平日　８時 30 分～ 17 時 15 分
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いのちのホットライン竹原

場所　ふれあい館ひろしま（中央 2-4-3）

問い合わせ

　いのちのホットライン竹原　☎２２-９１０２

県民相談

行政関係相談、交通事故に関する相談、相続や離婚など家

族に関する相談、近隣トラブル相談などを受け付けます。

日時　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）９時～ 17 時

場所　広島県庁農林庁舎１階（広島市中区基町10番52号）

問い合わせ　広島県生活センター　☎ 082-223-8811

障害者虐待防止相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　竹原市障害者虐待防止センター

　　　　　　☎ 24-6007

出張年金相談

日時　第２水曜日　10 時～ 15 時 30 分

場所　人権センター１階会議室

※相談は予約制です。

※相談日前々日の 12 時までに要申し込み。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

　今月は中止となりました。

申し込み・問い合わせ　呉年金事務所　☎ 0823-22-1691

行政相談　国の行政への苦情や相談を受け付けます。

問い合わせ　入駒 智子（忠海東町）　☎ 26-0235

　　　　　　北嵐 浩（塩町）　☎ 24-6760

　市民人権標語 　　　小学生の作品　　大切に　一人の命　みんなの命

不用品回収のトラブルにご注意！
【相談内容】

　自宅ポストに不用品回収のチラシが投函されて

いた。「軽トラック乗せ放題」とあり、見積もり

無料、１万５千円からと記載がある。家族の遺品

など処分したい物がたくさんあるため依頼したい

が、このチラシのような話は信用できるだろうか。

【不用品は適正に処分しましょう】

　このような場合、事業者の信用性については、

市の許可を受けた事業者であるかが見極めのポイ

ントとなります。

　一般家庭の不用品（一般廃棄物）の収集・運搬

は、市の許可を受けた事業者しか行えません。

　また、不用品回収の事業者が、産業廃棄物許可

業者や古物商許可業者であることも多いようです

が、このような事業者であっても一般家庭の不用

品（一般廃棄物）の回収はできません。（ただし、

古物商許可業者の場合、買い取りは可能です。）

　さらに、事業者に処分を依頼した際に、トラッ

クに積み込んでから高額な処分料を請求されるこ

ともあり、不適正処理や不法投棄も含め、トラブ

ルの原因となりやすいので注意が必要です。

　なお、一般家庭の不用品（一般廃棄物）の処分

については、市民も排出者としてその役割を果た

す必要があり、市の制度に沿った処分が求められ

ます。処分方法等で不明な点は市民課生活環境係

（☎２２－２２７９）にお問い合わせください。

　おかしいな、困ったなと思ったら、消費生活相

談室（☎２２-６９６５）にご相談ください。

ふれあい福祉相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　ふれあい福祉相談センター

　　　　　　☎ 22-8986　※祝日は休みです。

専門相談については予約制。電話による相談も可。

◇偶数月は司法書士が応相談。

＊法律相談は、月初めから受付。

　無料での相談は一人１回です。

＊専門相談は新型コロナウイルス感染症拡大防

　止のため、中止になる場合があります。

相談内容 曜日 時間・場所

高齢者
総合相談

月～金
（土・日は要相談）

8：30 ～ 17：00
（ふくしの駅）

高齢者総合相談

※上記以外は転送電話にて対応します。

※介護家族相談会は新型コロナウイルス感染症

　拡大予防のため今月は中止となりました。

問い合わせ

　地域包括支援センター　☎ 22-5494

相談内容 日 時間帯

一般相談
（どんな相談でも）

毎週月～金曜 8：30 ～ 17：00ボランティア相談
（活動希望・援助依頼等）

自立支援・家計相談

税金相談（３月は休み）毎月第１金曜

10：00 ～ 15：00

◇不動産相談 毎月第３水曜

障害児者相談 毎月第３木曜

保険・年金相談 毎月第４水曜

女性相談 毎月第４金曜

＊法律相談 毎月第２金曜 10：00 ～ 16：00
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　現在、児童手当を受給してい

る人は「現況届」の提出が必要

です。受給者に通知している内

容を確認し、６月 30 日（水）【必

着】までに、同封の返信用封筒

により提出してください。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　　児童手当の現況届

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

　人口  ２４，３５１人

　 男　 １１，６５０人

　 女　 １２，７０１人

　　　　１２，１９９世帯

１年前　２４，８６９人

５年前　２６，９９１人

－４月 30 日現在－

　結婚しやすい環境づくりを

推進し、少子化対策に資する

ことを目的として、次の要件

を満たす新婚世帯に対し、市

内の住宅の取得・賃借費用、

引越費用を補助します。

要件

①令和３年４月１日以降に婚

　姻し、市に住民登録している

②婚姻日の年齢が夫婦共に

　39 歳以下である

③夫婦の所得の合計が 400 万

　円未満である　など

補助額　上限 30 万円

申請開始日　６月１日（火）

※予算の範囲内で補助します。

申請方法

　申請書を社会福祉課子ども

福祉係へ提出

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　　新婚世帯の新生活を　

　　　　応援します
　　　　被爆者二世健康診断

対象

　両親のいずれかが原子爆弾被

爆者である人（広島被爆にあっ

ては昭和 21 年６月１日、長崎

被爆にあっては同年６月４日以

降に生まれた人）

実施期間　

６月10日（木）～令和４年２月28日（月）

※ただし、精密検査は令和４年

　３月 10 日（木）まで

検査費用　無料（交通費支給なし）

申し込み・問い合わせ

　令和４年１月 31 日（月）（当日

消印有効）までに、専用はがき（市

民課医療年金係、忠海支所に備え

付け）により県被爆者支援課（☎

０８２-５１３-３１１６）へ

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/

れんらく板

全額免除対象者

　「身体障害者」「知的障害者」

「精神障害者」が世帯構成員で

あり、世帯全員が市民税非課税

の場合

半額免除対象者

①視覚・聴覚障害者が世帯主で

　受信契約者の場合

②重度の障害者（身体障害者、

　知的障害者、精神障害者）が

　世帯主で受信契約者の場合

申請・問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

　　　　NHK 放送受信料の

　　　　免除について

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

　市民や事業者の負担軽減や行

政サービスの向上を図るため、

市へ提出する申請書や届出書な

どの押印の見直しを行いました。

　見直しの結果、押印を求めて

いた書類約 1,400 件のうち、契

約・会計関係書類などを除く約

1,100 件の書類について、６月

１日から押印を不要としました。

　今回見直しした書類の一覧は、

市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

　総務課行政係　

　☎２２-７７１９

　　　行政手続における

　　　押印の廃止について
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れんらく板

へルプマークとは

　義足や人工関節を使用してい

る人や、内部障害や難病の人な

ど、配慮や援助を必要としてい

ることが外見からはわからない

人が、周囲に配慮を必要として

いることを知らせることによ

り、援助が得やすくなるマーク

です。

 ストラップによりかばんなどに装

着して使用することができます。

ヘルプカードとは

　障害のある人などが災害や緊

急時、また、日常生活で困った

ときなどに、緊急連絡先や必要

とする支援の内容などを記載す

るカードです。

　名刺大の折りたたみ式で障害者

手帳などに入れることができます。

●対象者

　県内在住の希望者

●配布について

　障害者手帳や身分証明書等の

提示はいりません。配布は一人

につき１個・１枚までで、家族

や支援者等代理人による受け取

りも可能です。

問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

狩猟免許試験・狩猟免許講習会

　近年、鳥獣類による農作物被害

が深刻な問題になっており、捕獲す

るためには狩猟免許が必要です。

　広島県主催による狩猟免許試

験及び広島県猟友会主催による

狩猟免許講習会（講習会だけで

は狩猟免許は取得できません。）

が県内各所にて６～８月に開催

されます。申し込み用紙は産業

振興課に備え付けています。

　詳しくは、広島県ホームペー

ジをご確認ください。

狩猟免許取得費助成

　鳥獣による農作物等の被害を

減らすため、狩猟免許、または

猟銃の所持許可を新たに取得

し、猟友会に入会した人に対し

て助成制度を設けています。

問い合わせ

　産業振興課農林水産振興係

　☎２２―７７４５

　竹原市公衆衛生推進協議会

が実施した令和２年度の献血

結果は、参加者 227 人、採血

者 211 人でした。

　多くの市民のみなさんに献

血にご協力いただき、ありが

とうございました。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

献血実施報告とお礼

　　　　ヘルプマーク ・ ヘルプ

　　　　カードの配布

　現在交付されているひとり親

家庭等医療費受給者証の有効期限

は７月 31 日（土）です。新たな

受給者証の交付を受けるには更新

申請が必要です。６月 30 日（水）

までに手続きをしてください。

対象

○ 18 歳になった最初の３月 31

　日までの児童を扶養している

　配偶者のいない人とその児童

○父母のいない児童

受給資格

　所得税非課税世帯であるこ

と。( 住民票で別世帯でも、同

じ番地に居住し、生計同一の扶

養義務者がある場合は同一世帯

として取り扱います )

申請方法

　原則、同封の返信用封筒によ

り提出してください。

※昨年度の受給者には通知しています。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　保険料の納め忘れがあると、将

来受け取る老齢基礎年金の額が少

なくなったり、受給できなくなる

ことがあります。また、事故など

により障害を負った際の障害年金

や遺族年金についても同様に受け

取れなくなる可能性があります。

　そのような事態を防ぐには、口

座振替がおすすめです。早割や半

年・１年前納など、割引のあるお

得な振替方法があります。　

　口座振替をご希望の人は、納付

書または年金手帳及び通帳・金融

機関届出印をお持ちのうえ、ご希

望の金融機関または年金事務所へ

お申し込みください。

問い合わせ

　呉年金事務所　

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　　国民年金保険料の

　　　　納付は口座振替で！

　　　　ひとり親家庭等医療費

　　　　受給者証の更新申請

　　　献血のお知らせ

　　　　４００㎖献血にご協力を！

日時　６月 25 日（金）

　　　９時 45 分～ 11 時

場所　旧ＪＡ三原吉名出張所

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　狩猟免許について
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　　　甲種防火管理新規講習

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　

　６月 15 日（火）～ 17 日（木）

　８時 30 分～ 17 時

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

※募集住宅及び申込方法など 

　については、６月８日（火）

　から配布する「申込みのしお

　り」（都市整備課住宅建築係

　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

受験資格

①平成 30 年４月１日以降に高等

　学校または中等教育学校を卒

　業した人及び令和４年３月ま

　でに卒業する見込みのある人

②人事院が①に掲げる人に準ず

　ると認める人

試験の程度　高校卒業程度

申込期間

●郵送または持参による申し込み

　６月 21 日（月）～ 22 日（火）

※６月 22 日（火）消印有効

●インターネットによる申し込み

　６月21日（月）９時～６月30日（水）

第１次試験　９月５日（日）

申込書請求先・問い合わせ

　広島国税局総務部人事第二　

　課試験研修係

　☎０８２-２２１-９２１１

　市が管理する公園における芝

の植付け、水やり、芝刈りなど

を行う市民ボランティア団体を

募集しています。

芝生化する公園

　北崎公園、中須公園、新町公

園、吉名第２公園

募集団体　地域住民団体、企業、

　企業従業員団体

団体にお願いすること

①芝生の植え付け（６月頃）、

　施肥、水やり、芝刈り

②構成員名簿や活動報告書の提

　出、施設異常の報告等

③地元自治会との調整

市が団体に対して行う支援

①里親認定証の交付

②傷害保険の保険料負担

③芝生化に関する指導、助言

④芝苗、肥料の提供、芝刈り機、

　散水器具の貸与

⑤里親標示板の設置

申し込み・問い合わせ

　都市整備課都市計画係

　☎２２-７７４９

日時（両日の受講が必要）

　９月２日 (木 )～３日 (金 )

　８時 30 分～ 17 時

　（３日は 12 時まで）

※受付は８時からです。

場所　竹原消防署

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　

　７月５日(月)～８月13日(金)

※予防課のホームページまたは

　受講申請書（竹原消防署・忠

　海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。

申し込み・問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１

れんらく板

　　　　県営住宅入居者募集

　　　公園芝生化団体募集

　　　　税務職員採用試験

　失語症者の自立と社会参加を

図るために外出場面などでのコ

ミュニケーションを助ける支援

者を養成する研修を開催します。

応募資格

　受講後に失語症者支援に携わ

ることのできる 18 歳以上の人

日程

　８月８日 (日 )～令和４年１

月９日（日）（全９回）

場所　回によって会場が異なります

申込期限　

　７月 10 日（土）

※詳しくは、広島県言語聴覚士会

　ホームページ

　「失語症の方々

　への支援」を

　ご覧ください

申し込み・問い合わせ

　広島県言語聴覚士意思疎通支援

　☎０８０－３８９５－７６７８

　　　　農業者年金について

　農業者年金は、農業者だけが

加入できる安心・安全な公的年

金です。積立方式のため、貯金

する感覚で加入できます。また、

保険料全額が社会保険料控除の

対象で、支払われる年金にも公

的年金等控除が適用されるため

大きなメリットがあります。

加入資格

①年間 60 日以上農業に従事す

　る 60 歳未満の人

②国民年金第 1号被保険者の人（国

　民年金の保険料納付免除者を除く）

※詳しくは、独立行政法人農業

　者年金基金ホームページ及び

　市ホームページをご確認ください。

申請・問い合わせ

　ＪＡ三原総務人事課

　☎０８４８-６３-３４３４

　ＪＡ三原竹原支店

　☎２２-０４３１

　竹原市農業委員会事務局

　☎２２-７７６２

　　意思疎通支援者養成研修
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食育だより
問い合わせ

保健センター　☎２２-７１５７

　毎年６月は「食育月間」です。
　そのため、食育推進を重点的に図ることとしています。

　たけはら食育未来会議メンバーが竹原の新しい地場産物「海ぶどう」について調査・研究し、リーフレッ

ト（Ａ４・二つ折り）にまとめました。

　もう１面には、竹原の食材とコラボした料

理８品を提案をしています。栽培量が多くな

いため店頭で手に入りにくい状況ですが、主

に「道の駅たけはら」で販売しています。

　リーフレットは、「道の駅たけはら」で配布していますが、竹原市のホームページからもダウンロードが

できます。新しい「竹原の食自慢」スタイルをお試しください。

れんらく板

法務局からのお知らせ
　市役所１階の「法務局登記証明コーナー」で登記事項証明書等を請求することができます。タッチパ

ネル操作で簡単に取得できますので、ぜひご利用ください。

　また、自宅や会社からインターネットで請求した証明書等を、登記証明コーナーの窓口で受け取るこ

ともできます。

開設日

　月～金曜日

　11 時～ 15 時

　（年末年始、祝日を除く）

問い合わせ

　広島法務局東広島支局

☎０８２-４２２-２１８０

※インターネット請求につい

　て、詳しくは　「登記ねっ

　と供託ねっと」のホーム

　ページをご覧ください。

請求することができる証明書 手数料 備　考

不動産登記 登記事項証明書 600 円 請求には地番・家屋番

号の特定が必要です。

商業・法人

登記

登記事項証明書 600 円

印鑑証明書 450 円
印鑑カード及び代表者の生

年月日の入力が必要です。

動産譲渡登記 概要記録事項証明書 300 円 ―

債権譲渡登記 概要記録事項証明書 300 円 ―

　表面には、「海ぶどう」が忠海の養殖場で

育てられているところや、食べ方や注意点な

どを紹介しています。
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れんらく板

男女共同参画週間
　６月 23 日（水）～ 29 日（火）は、「男

女共同参画週間」です。性別にとらわれず、

職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞ

れの個性と能力を発揮できる「男女共同参

画社会」を実現するためには 行政だけで

なく、市民のみなさん一人ひとりの理解と

取組が必要です。

　今年度のキャッチフレーズは「女だから、

男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」

です。私たちのまわりのパートナーシップ

について，この機会に考えてみませんか？

問い合わせ

　地域づくり課人権男女共同参画係

　☎２２-７７３６

とき
外科

（９時～
18 時）

内科・小児科
（９時～12時、
13 時～ 16 時）

6/20（日）安田病院
竹原市

休日診療所

6/27（日）馬場病院

7/4（日） 馬場病院

7/11（日）安田病院

◆初期救急
　（発熱・軽いけが等に対応）

◆第２次救急
　（緊急手術や入院を要するようなけがや急病等に対応）

問い合わせ

　竹原市休日診療所　☎22-7157

　安田病院　☎ 22-6121

　馬場病院　☎ 22-2071

　県立安芸津病院 ☎ 45-0055

◆平日（午後６時～翌朝８時）

とき ところ

毎週月・木曜日 県立安芸津病院

毎週火・土曜日 安田病院

毎週水・金曜日 馬場病院

◆休日（午前８時～翌朝８時）

とき ところ

6/20（日） 安田病院

6/27（日） 馬場病院

7/4（日） 県立安芸津病院

7/11（日） 安田病院

※必ず事前に連絡して受診してください。

※竹原市休日診療所では院内処方を実施しています。

　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、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

　６月 10 日（木）・24 日（木）・７月８日（木）

　17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時　６月 27 日（日）・７月 11 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

「リフレッシュ瀬戸内」中止のお知らせ
　昨年に引き続き、リフレッシュ瀬戸内（的場海水浴場の清掃）は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、中止します。

問い合わせ　竹原港湾管理事務所　☎２２-０１７３

募集項目 受験資格 受付期間（締切日必着） 試験日

自 衛 官 候 補 生
（男子・女子）

18 歳以上 33 歳未満の者
（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）

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

　自衛隊情報について

　詳しくはこちら

▼


