
 広報たけはら　2021.8.5　 6

令和４年度広島中央環境衛生組合職員採用試験
採用職種　一般行政職（２名程度）

応募資格　

　平成２年４月２日～平成 12 年４月１日に生ま

れた人

勤務内容

　広島中央環境衛生組合管内（東広島市、竹原市、

大崎上島町）の一般廃棄物処理施設の管理及び運

営に関する一般行政事務に従事します。

試験日時

　第１次試験 10 月 17 日（日）

試験会場

　広島中央エコパーク（東広島市西条町上三永 10759-2）

申込受付期間

　８月 23 日（月）～９月 17 日（金）17 時 15 分

申込方法

　受験案内等は，広島中央環境衛生組合各施設ま

たは市民課で配布しています。また、広島中央環

境衛生組合ホームページにも掲載します。

　郵送で請求する場合は組合にお問い合わせくだ

さい。

問い合わせ

　広島中央環境衛生組合総務課　

　☎０８２- ４２６-０８５２

問い合わせ　保健センター（ワクチン担当）

　　　　　　☎２２-４６９９　ワクチン接種の予約はお早めに

●今後のワクチン接種の予約スケジュールが変更になります。

【集団接種終了】

　ワクチン接種が順調に進み予約が埋まらなくなったため、１回目の接種を８月８日（日）、２回目の

接種を８月 29 日（日）で終了いたします。

　　次回予約受付開始日（以後については未定です。）

予約受付開始日 接種期間 対象者

８月 18 日（水）９時から ８月 21 日（土）から９日６日（月）
予約が完了していない満 12 歳

以上の接種希望者

●新型コロナワクチンの広域接種が始まりました。

　広島県内では、住所地外申請をせずに住所地以外での接種が可能となりました。詳細は広島県ホームページ

でご確認ください。

中島内科クリニック中島医師から若い世代の皆さんへのメッセージ

　新型コロナウイルス感染症が初めて確認されてから 1 年半以上が経ちましたが、未だ

に感染の終息は見込めない状態が続いています。そのような中、全国的に若い方のワク

チン接種希望者が少ないという現状が話題となっています。この状況は竹原市でも同様

に見られ、「ワクチン接種後の副反応が不安だ」「長期的な安全性が不明なワクチンを接

種することが怖い」「若者は重症化しないので急がなくてもよいのではないか」といった

声が多いようです。これまでにない作用を持つワクチンですので、不安に感じることは

とてもよくわかります。ただ、誤った情報をもとに判断することなく、正確な情報を見て、

聞いて、ワクチン接種のメリットとデメリットを天秤にかけたうえで接種するかどうか

を判断していただきたいと思います。

　竹原市がワクチン接種先進地域となり、それが周りの市町、全国へと広がり、日本全体が

かつてのようにマスクの不要な、活気のある日常生活を取り戻せるよう、心から願っています。

【個別接種の予約スケジュール】

　８月 16 日（月）に一旦休止し、予約枠を調整後に再開いたします。

できるだけ早めに予約をしてください。
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募集する職種 応募資格 申し込み・問い合わせ

保育士・保育教諭
（職員の休暇等による欠員
が生じた場合に勤務する。）

保育士　保育士資格を持つ人

保育教諭　保育士資格および幼稚
　　　　　　園教諭の免許を持つ人

所定の申込書（社会福祉課に備え付け、ま
たは市ホームページからダウンロード）に
資格証等のコピーを添付の上、社会福祉課
子ども福祉係（☎２２-７７４２）へ
※勤務条件等については、お問い合わ
　せください。

　保育所・認定こども園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。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。

令和３年度市職員募集 問い合わせ

総務課人事係　☎２２-７７５９

職 種 採用予定人数 受 験 資 格 試験内容

一般事務職 若干名
平成６年４月２日から平成 16 年４月１日ま

でに生まれた人 ○一般教養試験（高卒程度）

　【全職種】

○作文

　【全職種】

○専門試験

　【技術職（土木技師）、　保健師】

技術職

（土木技師）
若干名

昭和 61 年４月２日から平成 16 年４月１日ま

でに生まれた人

保健師 若干名

昭和 61 年４月２日以降に生まれた人で、保健

師の資格を有する人または令和４年３月 31 日

までに取得見込みの人

●令和４年４月１日採用

１次試験日　９月 19 日（日）

受付期限　　８月 26 日（木）　※必着

受付場所　　市役所２階総務課人事係 

試験会場　市民館会議室

受験案内配布場所　総務課・忠海支所

※市ホームページからもダウンロードできます。

職 種 採用予定人数 受 験 資 格 試験内容 　　　　任用期間

保育教諭・保育士

（任期付職員）
若干名

昭和 42 年４月２日以降に生まれた

人で、保育士資格及び幼稚園教諭

免許を有する人または採用日まで

に取得見込みの人

○作文

○面接試験

令和３年 11 月１日から

令和５年３月 31 日まで

●令和３年 11 月１日採用

１次試験日　９月 12 日（日）

受付期限　　８月 31 日（火）　※必着

受付場所　　市役所２階総務課人事係 

試験会場　　市役所会議室

受験案内配布場所　総務課・忠海支所

※市ホームページからもダウンロードできます。

勤務条件等

　任用期間が定められていること以外は任期

の定めのない常勤職員と同様の扱いとします。

令和 3年度　会計年度任用職員登録者を募集 問い合わせ　社会福祉課こども福祉係　

　　　　　　☎２２-７７５９
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　第 17 回「少年の主張」中学生話し方大会が開催され、各学校から３名ずつ計 12 名の生徒が日頃感

じた事、経験したことなどを発表しました。

市長賞　

　「君だけが持つもの」　賀茂川中学校３年　日下七海さん

青少年育成竹原市民会議会長賞

　「幸せ」忠海学園９年　黒川瑞生さん

学校賞　

　竹原中学校

※今後、タネットで放送される予定です。

問い合わせ　青少年育成竹原市民会議事務局　☎２２-７７４２

開会式　10 月 10 日（日）８時 30 分～

場所　ピースリーホームバンブー総合公園　体育館　ほか

参加資格　

　令和３年５月１日以降に市内に在住または通勤・

通学をしている人

申込期限　８月 20 日（金）

参加料　無料

※ゴルフは中止となりました。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、競技

　種目によっては中止する場合があります。

第 46回市民体育大会出場者を募集 問い合わせ

文化生涯課生涯学習係　　☎２２-２３２８

競技種目 開催日 申込先

陸上
①幼児（年長児）1000m　②小学生 2000m　③中学生 3000m

④高校生 3000m　⑤一般 3000m・5000m

※競技はすべてトラック種目とする。

10/10
文化生涯学習課（☎ 22-2328）

※出場は１人１種目に限る。

バレーボール
９人制（女子）

＜チーム編成＞ 15 人（選手 12 人・監督・コーチ・マネージャー）
９/26

荒川　明美

(港町 3-9-9 ☎ 22-7508)

ソフトテニス

①一般の部（男子・女子）

②壮年の部　一部（45 歳～ 59 歳）　二部（60 歳以上）
10/10

沖谷　義員

（塩町 2-14-1 ☎ 22-2754）

中学生の部　（男子・女子） 10/2
若本　哲司（竹原中学校）

(下野町 2230 ☎ 22-2045)

卓球
①小・中学生の部（男子・女子）②高校生・一般の部（男子・女子）

③ベテランの部（男子：60 歳以上・女子：60 歳以上）
10/9

上坂　真知子

（塩町 4-7-7 ☎ 22-6368）

※出場は１人１種目に限る。

剣道
①小学生低学年の部（男子・女子）　②小学生高学年の部（男子・

女子）　③中学生の部（男子・女子）　④高校生の部（男子・女子）

⑤一般の部（男子・女子）

8/22
小櫻　力雄　　　　　　　

（竹原町 3594-1☎ 22-8003）

ソフトボール
＜チーム編成＞監督１人・選手 19 人以内

申込用紙は、文化生涯学習課にあります。

9/26

（予備日

10/17）

松田　勇（竹原町 1990-1）

☎ 090-9732-7730

抽選日：９/10

サッカー
①小学生の部　②中学生の部　③一般の部

＜チーム編成＞ 20 人以内（選手 18 人・監督・マネージャー）
10/10

金村　修

（本町 4-2-25☎ 22-7188）

ゲートボール ＜チーム編成＞８人（選手７人・監督） 9/24
脇本　一則

（吉名町 2412-1☎ 28-0606）

バドミントン 一般の部　ダブルス（男子・女子）　男女混合 10/11
石山　政年

（塩町 3-19-21☎ 22-6464）

テニス ダブルス（男子・女子） 10/10

蕎麦田　俊夫

（田ノ浦1-5-3☎ 22-1416/090-

7505-0878）

グラウンド・
ゴルフ

個人戦（男子・女子）８ホール３回

※記録は個人で行い、申込は団体ごとに申し込み。

10/9

（予備日

10/11）

笹原　弘治

（下野町 3456☎ 22-3185）

軟式野球 少年軟式野球の部
9/18
9/25

佐伯　幸男

（高崎町先開 6-7 ☎ 27-0343）

「少年の主張」中学生話し方大会



広報たけはら　2021.8.5　9

エ   コ
夏も省エネ生活を実践しましょう！

　毎年８月は暑さがピークとなります。昨年

の竹原市では、最高気温 30 度以上の真夏日

が 34 日、最低気温が 25 度以上の熱帯夜が

13 日と暑い日が続きました。

　気温の上昇や、各地で局地的な集中豪雨が発

生するなど、地球温暖化の影響が感じられます。

　地球温暖化防止・電気エネルギー不足解消

のため、節電に積極的に取り組みましょう。

問い合わせ

　市民課生活環境係　☎２２-２２７９

な生活してみませんか？ 毎月第一土曜日は「ひろしま環境の日」

冷房に関する節電の取組方法

○エアコンの設定温度を 28℃にする。

○不必要なつけっぱなしをやめる。

○エアコンのフィルターを月に１～２回掃除する。

○室外機を風通しのいい場所に設置する。

○扇風機を併用し、風を循環させる。

○グリーンカーテンやすだれ、よしずを併用する。

○室内の風通しを良くするため、部屋の中を整理する。

ワン・ツー講座
受講生募集

開催日時 内容 講師

第１回
8/31（火）
13：30
～ 16：00

からだチェック・体力測定　
「健康はお口の中から」

歯科衛生士
保健師
栄養士

第２回
9/8（水）
10：00
～ 13：00

「食は命の源」（調理実習）
ワン・ツー体操

栄養士
保健師

第３回
9/27（月）
13：30
～ 16：00

「コロナ時代に運動不足による健康被
害を防ごう」
～感染症に負けない体づくりのポイント～
からだチェック

健康運動指導士
栄養士
保健師

第４回
10/20（水）
13：30
～ 16：00

「毎日ハツラツ！元気にフットネス」
～いつやればいいの？効果が上がる
タイミング～
からだチェック

健康運動指導士
保健師
栄養士

第５回
12/3（金）
13：30
～ 15：30

からだチェック・体力測定、振り返り、
意見交換
ワン・ツー体操

保健師
栄養士

第６回
12/15（水）
13：30
～ 16：00

「ズバリ！わかる運動効果チェック」
～測定で予防効果が早わかり～

健康運動指導士
保健師
栄養士

　運動や食事などの生活習

慣が気になる人、生活習慣

病を予防したい人など、楽

しく体を動かす全６回の講

座を受けてみませんか？

場所　保健センター

受講料　無料（第２回のみ

調理実習費　１人 100 円）

募集定員　10 人程度

（今まで受講していない人

を優先します。）

申込期限　８月 24 日（火）

申し込み・問い合わせ

　保健センター

　☎２２-７１５７

　７月１日に、竹原・大崎地区保護司会により

「社会を明るくする運動」内閣総理大臣メッセー

ジの伝達式が行われました。

第 71回社会を明るくする運動 人権擁護委員の委嘱について

問い合わせ　総務課行政係　☎２２-７７１９

　７月１日付けで法務大臣から委嘱された人権

擁護委員を紹介します。人権擁護委員は，市民

のみなさんから人権相談を受けたり、人権につ

いて関心を持ってもらえるような啓発活動を

行っています。

　福光　多榮子　さん（再任）　（忠海東町）

　有本　圭司　　さん（新任）　（下野町）

　竹本　功　　　さん（新任）　（東野町）

問い合わせ　

　地域づくり課人権男女共同参画係

　☎２２-７７３６
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「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について
　国民健康保険の加入者が病院の窓口で保険証に添えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・

標準負担額減額認定証」を提示することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

●更新を希望する人は手続きを！

　有効期限が令和３年７月 31 日の「限度額適用

認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認

定証」をお持ちの人で、８月以降も引き続き交付

を受けるには、更新申請が必要です。

　更新を希望する人は８月 31 日までに、手続き

をしてください。

※適用区分は、前年の被保険者世帯の所得等によ 

　り、改めて判定しますので、それまでの適用区

　分から変更となる場合があります。

※保険税を滞納していると認定証を交付できない

　場合があります。

申請方法

　本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの

をお持ちのうえ市民課医療年金係、忠海支所へ。

問い合わせ

　市民課医療年金係

　☎２２-７７３４

意見募集

　●竹原市緑の基本計画案について

　緑の基本計画は、都市緑地法に基づき緑の保

全・創出及び緑化の推進に関する将来像・基本

方針・施策などを定める計画です。近年の社会

情勢の変化等を踏まえ、改定した計画案につい

て市民のみなさまからのご意見を募集します。

公表資料

　竹原市緑の基本計画（案）

公表・意見提出期間

　８月２日（月）～８月 31 日（火）

　８時30分～17時15分（土・日・祝祭日を除く）

閲覧場所

　都市整備課（市役所２階）、忠海支所

　※竹原市景観計画案については町並み保存センター、竹原地域交流センターでも閲覧できます。

意見を提出できる人

　市内に居住、通勤、通学している人

意見の提出方法　

　所定の用紙（任意様式でも可）に記入の上、持参・郵送・メール・ファックスのいずれかで提出

　※郵送の場合は当日消印有効

意見の提出先・問い合わせ

　都市整備課都市計画係（〒 725-8666　住所不要）

　☎２２－７７４９　FAX ２２－８５７９

　E-mail　toshi@city.takehara.lg.jp

　●竹原市景観計画案について

　「景観計画」とは、「景観法」に基づき、景観

行政団体（竹原市）が良好な景観の保全・形成

を図るために定める計画です。市民アンケート

や、有識者、公募による市民の意見を踏まえ策

定した計画案について、市民のみなさまからの

ご意見を募集します。

公表資料

　竹原市景観計画（案）

公表・意見提出期間

　８月 10 日（火）～９月 10 日（金）

　８時30分～17時15分（土・日・祝祭日を除く）


