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問い合わせ　保健センター（ワクチン担当）

　　　　　　☎２２-４６９９　新型コロナウイルス感染症について

こまめな手洗いと消毒

３密の回避（密接・密集・密閉）

マスクの着用

新型コロナワクチン接種の予約受付は、終了間近です

　１回目のワクチンを接種した人の割合が 12 歳以上の市民の８割を
超えたため、接種ができる医療機関や接種日を縮小し、次の日程で
ワクチン接種の予約を終了します。
　現在、予約受付を開始していますので予約を完了していない人は
早めに保健センターに電話してください。

●医療機関と日程

１回目接種日 実施医療機関

　　　９月 17 日（金） 呉共済病院忠海分院（16 歳未満は接種できません）

　　　９月 18 日（土） こうの医院・馬場病院・安田病院

●予約方法

　次のいずれかにお電話ください。　

　保健センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎２２-４６９９
　竹原市新型コロナワクチン予約受付・相談ダイヤル　☎０５０-３６２５-９５５５

新型コロナウイルス感染症予防対策をお願いします

　新型コロナワクチンを２回接種されていても、今まで通りの感染予防対策は必要です。
一人一人ができる対策をしていきましょう。

※２回目の接種は３週間後の同じ時刻・医療機関で行います。

　※竹原市新型コロナワクチン予約受付・相談ダイヤルは９月末で終了します。
　　10 月からの相談等は保健センターへお願いします。
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普段から万全の対策を

　市では、関係機関と連携して災害に対応しています。し

かし、より一層の被害の軽減を図るためには、市の防災対策

だけでなく、市民のみなさんによる防災活動が不可欠です。

　日頃から防災に対する意識を持つよう心がけ、台風

シーズンに備えましょう。

◆家族で防災の話を

　日頃から、家族で洪水の恐れのある場所や、土砂災害

警戒区域などの危険個所を確認し、災害の種類に応じて、

避難する場所や避難経路を確認しておきましょう。

◆いざというときのために

　緊急時に備えて、貴重品・非常用食品・飲料水・懐

中電灯・ラジオなどの避難用品を準備し、すぐに持ち

出せるようにしておきましょう。

◆地域での助け合い

　ご近所付き合いは、避難の際に大きな力となります。

近所に、避難に配慮を要する人がいる場合は、コミュ

ニケーションを取り合って助け合いましょう。

早めの適切な行動を心がけましょう

◆気象・防災情報に注意を

　大雨や洪水などの警報・注意報は市町村ごとに発表

されており、雨量情報や河川水位などの防災情報はイン

ターネットやメール配信でも入手することができます。

　こうした災害に関する正しい情報を早めに入手

し、適切な行動をとることが重要です。

◆早めの避難行動を

　市からの避難に関する情報があったときや、雨の

降り方や周りの状況に身の危険を感じたときは、安全

な経路で避難場所等にすぐに避難してください。夜遅

くや天候が荒れてからでは、移動も困難となります。

◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために

　避難先では、マスクの着用やこまめな手洗いなど

を心がけましょう。また、市の指定する避難所にこ

だわらず、分散避難を考えましょう。

問い合わせ

　危機管理課　☎２２-２２８３

台風被害に備えましょう
　９月は、台風による被害が最も発生しやすいシーズンです。

これまで以上に洪水や土砂災害、高潮による被害が心配されま

す。台風に関する情報は、早めにテレビやラジオなどで確認し

ましょう。

　台風が近づいてきても、あわてず対処できるよう、日頃から

の備えと点検を心がけて、被害を最小限に抑えましょう。
広島県防災キャラクター

　タスケ三兄弟

▼防災情報入手先一覧

   気象・防災
情報に注意を！

　テレビ、ラジオ、イン

ターネット、防災情報

メールなどで、日頃から

気象情報や避難指示等の

避難に関する情報をこま

めに入手しましょう。　

情報入手先 避難行動等

テレビ
データ放送による防災気象情報、観測情報（雨量・
水位・潮位など）、土砂災害危険度情報、避難指
示等の発令状況、避難所の開設情報など

広島県防災ＷＥＢ 防災気象情報，観測情報（雨量・水位・潮位など）

広島県防災情報

メール通知サービス

本市の防災情報（避難指示等の発令
状況、地震情報、気象注意報・
警報、土砂災害危険度情報など）
をメールで受信。登録は右の
二次元バーコードからどうぞ。

広島県

土砂災害ポータル

土砂災害警戒区域・特別警戒区域、
土砂災害危険度情報など

竹原市ホームページ 竹原市防災ハザードマップや避難所の開設情報

竹原市防災情報メール 市から防災情報を無料で配信

テレビ・ラジオ・インターネットなどで大雨、台風などの情報を確認しましょう！
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このほか 10 人が 100 歳になられます。

　９月 20 日は敬老の日です。

　令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に

100 歳になられる 24 人に、ご長寿のお祝いとして、市長

が記念品とお祝い金をお贈りします。

　いつまでもお元気で長生きしてくださいね。

祝１００歳！　おめでとうございます

吉田　アサコ さん

（忠海東町）

ご長寿の秘訣は？

　デイサービスに通うことを楽しみ

にしています。歌や二桁の計算に取

り組んでいます。

ご長寿の秘訣をお聞きしました

▼今年度 100 歳になられるみなさん

氏　名 住　所

片山　髙子 福田町

大田  春江 竹原町 

吉田  アサコ 忠海東町一丁目 

黒本  君江 高崎町

佐藤  フサ 竹原町

松浦  和子 竹原町

竹内  ミツコ 小梨町

冨士  トキヱ 吉名町

川本  百合枝 高崎町

仲元  定夫 港町四丁目

増山  一枝 高崎町

大城  正枝 港町二丁目 

赤坂  房子 竹原町

平田  文子 忠海中町一丁目

　忠海第３地区協働のまちづくりネットワーク（会長 梨和 弘さん）

は永年にわたり、児童見守り活動・防犯パトロール・防犯

設備の整備など、地域安全活動の重要性を深く認識しボラ

ンティア活動を積極的に展開して安全で安心なまちづくり

の実現に貢献されたことで、「令和３年度功労ボランティ

ア団体」として広島県警察本部長及び広島県防犯連合会会

長から表彰されました。

おめでとうございます

問い合わせ　健康福祉課介護福祉係

　　　　　　☎２２-７７４３

住宅用火災警報器は 10年を目安に取替えましょう
　全国の住宅火災による死者は、建物火災のうち

の約９割と非常に高く、逃げ遅れが死亡原因の約

５割となっています。また、昼間に比べて就寝時

間帯の死者数が多い傾向にあります。

　火災の早期発見、早期避難のため、日頃から住

宅用火災警報器の作動確認を行い、適切に維持管

理をしましょう。設置されていない人は設置をし

ましょう。

①住宅用火災警報器は、10 年を目安に交換しましょう。

②作動確認の方法は、「警報音停止／テスト」ス

　イッチを押す、点検ひもを引くなど機種により

　異なりますので、説明書を確認しながら作動確

　認をしましょう。

③住宅用火災警報器はホームセンターや電気店等

　で購入できます。新しい機器に交換したら、本

　体の側面に、設置年月日を記入しましょう。次

　回交換時期の目安となります。

　

　大切な命を守るために、住宅用火災警報器を適

正に設置、維持しましょう。

　不正な訪問販売が発生しています。不審な業者

とは取引しないよう注意しましょう。

　問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１
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ごみ処理の有料化やごみの出し方に関するＱ＆Ａ

問い合わせ　市民課生活環境係　　☎２２-２２７９

　ごみ処理の有料化やごみの出し方に関する質問にお答えします。

Ｑ１　今でも市の指定した袋を購入して使ってい

　　るが、なぜ「10 月から有料化」なのですか。

Ａ１　これまでの指定袋は、ごみの処理費用を含

　　んでいません。10 月からのごみ袋にはごみ

　　処理費用の一部を含めているため、「ごみ処

　　理の有料化」としています。

Ｑ２　10 月からは「もやせない物」の区分が　

　　ありませんがどうなりますか。

Ａ２　これまで「もやせない物」として収集して

　　いた、容器包装プラスチック類や埋立ごみは、

　　大半が「もやせる物」に、一部が「リサイク

　　ルする物」に変わります。

Ｑ３　「もやせる物」の袋の値段が上がり、負担

　　が大きくなりますが。

Ａ３　有料化の目的の一つに、袋の値段が上がる

　　ことによるごみの減量効果があります。袋の

　　値段が変わることで、これまでのごみの捨　

　　て方を見直してみませんか。

Ｑ４　現在の指定ごみ袋はいつまで使えますか。

　　また、余った袋の交換はして貰えますか。

Ａ４　現在の指定ごみ袋は 12 月 30 日まで使用可

　　能です。期限を過ぎて使い切れず余っても、

　　新しいごみ袋とは交換及び余った袋の買い取

　　りができませんので、計画的にご利用ください。

Ｑ５　ごみ分別が変わることで、これまでの収集

　　日は変わりますか。

Ａ５　「もやせない物」の収集日がなくなり、有

　　害ごみの収集日が以下のとおり変更になりま

　　す。それ以外のごみの収集日の変更はありま

　　せん。詳しくは、「家庭ごみの分別と出し方」

　　（令和３年９月発行版）をご覧ください。

Ｑ６　ごみ袋の利用は猶予期間がありますが、ご

　　みの分別変更に猶予期間はありますか。

Ａ６　ごみ分別の変更は、10 月から完全実施で

　　す。新しい分別に従ってごみ出しをしてくだ

　　さい。

Ｑ７　直接ごみを搬入する場合の搬入先はどう変

　　わりますか。

Ａ７　９月 30 日までは、現在のごみ処理施設

　　（竹原安芸津環境センター、竹原安芸津最終

　　処分場）へ搬入してください。10 月１日か

　　らは、全ての種類のごみを広島中央エコパー

　　クへ搬入してください。広島中央エコパーク

　　の詳しい場所は、「家庭ごみの分別と出し方」

　　（令和３年９月発行版）をご覧ください。

Ｑ８　パソコンをリサイクルの日に出すことはで

　　きますか。

Ａ８　市ではパソコンの収集は行っていません。

　　製造メーカーまたは一般財団法人パソコン３

　　Ｒ推進協会へ回収の申込みをしてください。

Ｑ９　以前、自営業をしていた頃のごみを出すに

　　はどうしたらいいのですか。

Ａ９　廃業後であっても、事業活動をしていた際

　　にそれに伴って出されたごみについては事業

　　ごみとして処分します。産業廃棄物か事業系

　　一般廃棄物のどちらに該当するかは市役所に

　　確認してください。

Ｑ 10　「不要となった家電製品や粗大ごみを回収しますと

　　　いうチラシが入っていました。利用してもいいですか。

Ａ 10　市の許可を得ていない業者が家庭から不

　　用品を回収する行為は違法行為となります。

　　このような業者を利用すると不当な料金を請

　　求される等様々なトラブルに巻き込まれる恐

　　れがありますので、利用しないでください。９月 30 日まで 10 月１日から

第１火曜日 第１水曜日

第１金曜日 第３水曜日

有害ごみの収集日
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集団検診を受けましょう 問い合わせ

保健センター　☎２２-７１５７

検診の種類 対象者※令和４年３月 31 日基準 料金 無料対象

特定健診
40 歳以上の広島県（竹原市）国保被保険者 無料

―
40 歳以上の社保等の被扶養者 受診券に記載のある額

後期高齢者健診 後期高齢者医療制度被保険者 無料

竹原市健診 40 歳以上の生活保護世帯の人 無料

胃がん検診 40 歳以上 １，８００円
・75 歳以上

・広島県（竹原市）国保

　被保険者

・市民税非課税世帯の者

・生活保護世帯の者

肺がん検診 40 歳以上 ７００円

（アスベスト健診） 40 歳以上 １，１００円

大腸がん検診 40 歳以上 ７００円

子宮頸がん検診 20 歳以上の偶数年齢 ７００円

乳がん検診 40 歳以上の偶数年齢 １，１００円

歯周疾患検診
40 歳以上 ８００円

40・50・60・70 歳 無料 ―

※新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、中止または延期等となる場合があります。

　健診（検診）の詳細や申込方法は、「令和３年度竹

原市の健康診査のお知らせ」をご覧ください。冊子は、

市民課医療年金係、保健センター、忠海支所にあり

ます。（市ホームページからもご覧いただけます。）

実施日

特定健診

後期高齢者健診

竹原市健診

がん検診 歯周疾患検診

11/ ８（月） ○ 〇 ×

11/ ９（火） ○ 〇 〇

11/10（水） ○ 〇 〇

11/11（木） 〇 〇 ×

11/12（金） 〇 〇 ×

　

　令和４年４月の小学校入学に備え、新１年生

になる子供の健康診断を行います。

　令和３年９月１日現在、竹原市内に住民登録を

されている保護者には、９月下旬頃に通知書を送

付します。届かない場合は、お問い合わせください。

対象者

 平成 27 年４月２日から平成 28 年４月１日生

まれの児童

受付日時

　10 月 20 日（水）～ 22 日（金）

　12 時 40 分～ 12 時 55 分

場所　竹原市民館

問い合わせ

　総務学事課学事係　☎２２-２３２９

月 日 小学校区

日程

受付及
び視力
検査

診察
聴力
検査

10/20
（水）

大乗小
竹原小
吉名学園

12：40

～

13：00

13：00

～

13：45

診察が
終わり
次第

10/21
（木）

竹原西小

10/22
（金）

中通小
　東野小　

荘野小
仁賀小
忠海学園

就学時（ 新小学１年生）健康診断

場所　保健センター（検診車にて実施）

検診日　11 月８日（月）～ 11 月 12 日（金）

　　　　託児あり（要申し込み）。　　

※ 11/ ８（月）と 11/10（水）はレディース検診

　日として、女性医師が子宮頸がん検診を担当す

　る予定でしたが、諸事情により男性医師に変更

　となります。

申込締切　９月 30 日（木）

●検診項目と料金

※受付時間　8時 30 分～ 11 時 30 分
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税金は期限内に納付しましょう 問い合わせ

税務課収納係　☎２２-７７３２

納税についての相談
　随時相談を受け付けていますので、徴収担当

者までお問い合わせください。

問い合わせ

　【国税】 竹原税務署　☎２２-０５０６（直通）

　【県税】西部県税事務所東広島分室　

　　　　 ☎０８２-４２２-６９１１（代表）

　【市税】税務課収納係　☎２２-７７３２

夜間納税相談のご案内
　事前に連絡をしていただければ、税金に関する相談

を受け付けますので、ご利用ください。

利用時間　平日の 20 時まで

場所　税務課（市役所本庁舎１階）

問い合わせ　税務課収納係　☎２２-７７３２

いつも納期内納付にご協力いただきありがとうございます。　

今月の納期限　９月 30 日（木）

◆国民健康保険税…第３期分　◆後期高齢者医療保険料…第３期分　◆介護保険料…第３期分

　口座振替の登録をされている人は、口座振替日の前日までに残高の確認をお願いします。

税金の種類
○国に納める税金　消費税・所得税・法人税・相続税・贈与税・酒税など

○県に納める税金　県民税（個人・法人など）・事業税（個人・法人）・不動産取得税・自動車税など

○市に納める税金　市民税（個人・法人）・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税など

延滞税（延滞金）がかかります
　納期限までに完納されない場合、原則とし

て法定納期限の翌日から完納するまでの日数

に応じて計算した延滞税（延滞金）を納付し

なければなりません。

●国税 (延滞税 )

　納期限の翌日から２か月は 2.5％、以降　

　8.8％（※）

●県・市税 (延滞金 )

　納期限の翌日から１か月は 2.5％、以降

　8.8％（※）

※　延滞税・延滞金の率は、毎年変動します。

納税証明書が発行されない場合があります
●国税

　期限内に納付していない場合、「未納の税額がな

いこと」を証明する納税証明書（③）は、発行でき

ません。

【参考】納税証明書の種類

　①納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明

　②所得全額の証明

　③未納の税額がないことの証明

　④滞納処分を受けたことがないことの証明

●県・市税

　滞納がない証明は発行できません。

滞納処分を受ける場合があります
　督促状が送付されてもなお納付されない場

合には、財産の差押えなど、法律に定められ

た強制的な徴収手続を行うことになります。

納税の緩和制度
　災害や病気などによって、一度に納付することが

できない人のために、納税の緩和制度がありますの

で、税務署や市役所等にご相談ください。

税金を期限内に納めないと…
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９月 10日（金）～ 16日（木）は自殺予防週間です

いのちのホットライン竹原
☎２２- ９１０２

　令和２年は、自殺者が 11 年ぶりに増加しました。仕事や生活、対人関係などの不安や悩みを抱え

ている場合は、一人で悩まず、先ずは相談してください。

　「いのちのホットライン竹原」を開設しており、多くの相談が寄せられています。

問い合わせ　保健センター　☎２２-７１５７

　話を聞いてほしいと思ったら、いつでも電話

をしてください。名前を告げる必要はありませ

ん。お会いして、話を聴かせていただくことも

できます。

開設時間　毎日９時～ 18 時

　※９月の休館日は 19 日（日）で、お盆と年

　　末年始は休館します。

開設場所

　認定ＮＰＯ法人ふれあい館ひろしま

　（中央２-４-３）

国保だより 問い合わせ

市民課医療年金係　　☎２２-７７３４

●適切に薬を服用しましょう ●お薬手帳を活用しましょう

「お薬手帳」のメリットは？複数持っていてもいいの？

　　

●「かかりつけ薬局」を持ちましょう

　　　「かかりつけ薬局」を決めるメリットは？

　　

ご自身やご家族に処方されるお薬やお薬手帳について考えてみましょう！

※ただし、先発医薬品の方が適切な場合もあるため、医師にご相談ください。

　　飲む時間を守っていますか？

　　

　　ジュースなどでお薬を飲んでいませんか？

　　

　　外出の時も飲んでいますか？

　　

　薬を飲む時間は、薬の効果を活かし安定させ

るために決められています。指示を守って飲み

ましょう。

　薬によっては、ジュースやお酒で飲むと効果

がないどころか、副作用を招くおそれがありま

す。薬は、水かぬるま湯で飲みましょう。

　外出時は生活リズムが違うため、体調が崩れ

たり、薬を飲み忘れたりすることがあります。

いつもの薬は、ケースに小分けするなど工夫し

て、必要な量を持参しきちんと飲みましょう。

　お薬手帳には、処方された薬の名前・量・日数・

使用方法などの記録や、副作用歴やアレルギー歴な

どの記入ができます。外出時に持ち歩けば、急病の

ときに、いつものお薬がわかるので安心です。

　日頃から災害による避難などのために、健康保険証、

お薬と一緒に「お薬手帳」も準備しておきましょう。

　お薬手帳が複数あると、薬局で薬の重複などを

チェックできません。

　「かかりつけ薬局」があると、お薬の重複や飲み

合わせなどのチェックをしてもらえるほか、身近な

薬局として「飲みづらい」「薬が残っている」など

薬の相談もしやすくなるため安心です。


