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ごみの減量を進めよう 問い合わせ　市民課生活環境係

　　　　　　☎２２-２２７９

　大切な食べものを無駄なく食べきり、環境面や家計面にも優しい工夫を

紹介します。

１　買いすぎに注意しましょう

　買い物前に食材の在庫を確認し、必要な数・量だけ買いましょう。

２　手前に陳列されているものから選びましょう

　賞味期限と消費期限の違いを正しく理解し、手前に陳列されているもの

　から選びましょう。

３　使いきる・食べきる

　食材は無駄なく期限内に使いきり、食べきれる量だけ作りましょう。余っ

　た分は冷凍する等、保存方法を工夫しましょう。

４　残さず食べる

　食事は好き嫌いなく、残さず食べましょう。外食の場合は、食べきれる

　と思う量を注文しましょう。

10 月 30 日は「食品ロス削減の日」

10 月は３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間です。

　限りある資源やエネルギーの有効活用、環境負荷の軽減等、循環型社会の実

現のため、家庭でも３Ｒを実践し、ごみの減量を進めましょう。

リデュース（ごみを減らす）

　〇必要のないものは買わない　　　　〇買い物時はマイバッグを持参する

リユース（繰り返し使う）

　〇詰め替え用の製品を選び利用する　 〇使わなくなったものは譲り合う

リサイクル（ごみを資源として再び利用）

　〇ごみ、資源を正しく分別する　　　〇再生された製品を利用する

10 月１日からごみの収集日及び出し方が一部変更になります 問い合わせ　市民課生活環境係

　　　　　　☎２２-２２７９

●有害ごみ

【収集日】　　　　　　　　　　　　　　　　【出し方】

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

乾電池、ボタン型電池、小型充電式電池、蛍光管、体温計、温

度計、ライター類をそれぞれポリ袋で分けて、１つの指定袋（黄

色）にまとめて出すことが出来ます。

これにより、市役所本庁及び忠海支所で実施していた乾電池、

体温計、温度計の回収は廃止します。
●粗大ごみ

【収集日】　変更なし　　　　　　　　　　　【出し方】

９月 30 日まで 10 月１日から

申込 収集月の前月１日～ 20 日まで 収集日の 7日前まで

手数料 １品につき 1,000 円 無料

品数 ３品まで ５品まで

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。

お知らせ

　９月 30 日まで販売を行っていた旧指定ごみ袋は、12 月 30 日まで利用できます。

　旧指定ごみ袋のどちらの種類でも、もやせる物・リサイクルする物・有害ごみを出すことができます。

　その際、赤色の袋で、リサイクルする物を出す場合や、青色の袋で、もやせる物・有害ごみを出す場

　合は、袋にごみの種類を書いて出してください。
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竹原市中小企業者等支援金のお知らせ
　緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した中小法

人・個人事業主の皆さまに、市独自の支援金を給付します。

給付額　　　１事業者 10 万円（家賃負担がある場合は 15 万円）

給付対象者　竹原市内にある事業所・工場・店舗・施設などを運営する中小法人・個人事業主等で、 

　緊急事態措置等の影響を受け、①または②のいずれかに該当する者

①次のいずれかの給付を受けている者

　ア　広島県の「感染症拡大防止協力支援金」 

　　　（１～４期のいずれか）

　イ　広島県の「大規模施設等協力金」

　　　（１～４期のいずれか）　

　ウ　国の「月次支援金」（５～９月分のいずれか）

　エ　広島県の「頑張る中小事業者月次支援金」　　

　 　　（５～９月分のいずれか）

②令和３年５月から令和３年９月までのいずれ

　かの月の売上が、令和２年同月または令和元

　年同月の売上と比較して 20％以上減少した

　者（年間売上が 120 万円以上である者に限る）

※令和２年 10 月以降に創業の場合は、比較  

　する月等が異なります。

申請方法　申請書類を産業振興課商工観光振興係に原則郵送してください。

　　　　（申請書は竹原市ＨＰからダウンロードまたは産業振興課・忠海支所でお受け取りください。）

申請期限　12 月 28 日（火）（当日消印有効）

問い合わせ　産業振興課商工観光振興係　☎２２-７７４５

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 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

○作文試験

○面接試験

令和４年１月１日から

令和５年３月 31 日まで

●令和４年 1月１日採用

試験日　　　11 月 23 日（火・祝）

受付期限　　11 月 11 日（木）　※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。

北嵐 浩（塩町）

☎２４-６７６０

行政相談週間
10 月 18 日（月）～ 24 日（日）

　国の行政に関しての苦情や意見・要望を受付け、解決するとともに、行政運営の改善につ

なげています。お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守ります。

入駒 智子（忠海東町）

☎２６- ０２３５　　　

行政相談委員
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市役所窓口でのキャッシュレス決済のご利用について 問い合わせ 会計課 ☎２２-７７５２

　市役所の窓口や公共施設の一部で、クレジットカードなどのキャッシュレス決済が利用できます。

　現金の受渡しによる接触を減らすことができますので、ぜひご利用ください。

利用開始日　令和３年 10 月１日（金）

窓口・施設 対象内容 利用できる決済サービス

市役所本庁

市民課市民係
税務課

証明書発行手数料
閲覧手数料ほか

【クレジットカード】
VISA、JCB、Mastercard Ⓡなど

【電子マネー】
ICOCA など交通系、iD など

【QR コード決済】
PayPay、LINE Pay、auPAY など

市民課生活環境係
総務課

　文化生涯学習課

犬の登録手数料ほか
コピー機使用料

市刊行物の販売料
【QR コード決済】
PayPay、LINE Pay

忠海支所 証明書発行手数料

保健センター 料理教室参加料

休日診療所 施設使用料

町並み保存センター 市刊行物の販売料

取扱い窓口等▼

問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎２２-７７６４選挙のお知らせ

11 月執行予定の選挙について
　次のとおり任期満了による選挙が予定されています。

　皆さんの声を政治に届けるために、常日頃から自分たちの暮らす社会に関心をもち、学習・体験

を積み重ねて、投票するための準備を始めましょう。

◆衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

　投票日　11 月中（予定）　（公示　投票日の 12 日前）

◆広島県知事選挙

　投票日　11 月 14 日（予定）（告示　投票日の 17 日前）

※投票日は予定ですので、公示・告示日頃に郵送される、投票所入場券等でご確認ください。

【感染症対策】

　投票所内では咳エチケット等のご協力をお願いします。

　持参した鉛筆又は黒ボールペン (水性・消せる物を除く )を使用することができます。

竹原市長選挙立候補予定者説明会
◆投票日

12 月 19 日（日）[告示日　12 月 12 日 ( 日 ) ]

　この選挙に立候補を予定される人を対象に説明会を次の日程で予定していますので、立候補予定

者はご出席ください。（1陣営 2名まで）

　なお、他の選挙の執行日によって日程を変更するもありますので、来月の広報等で確定した日程

をお知らせします。

●立候補予定者説明会

　日時　11 月 18 日（木）13 時 30 分から（1時間半程度）

　場所　竹原市役所３階　委員会室

　※マスク着用のうえ、鉛筆またはボールペンをご持参ください。
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高齢者インフルエンザ予防接種（広域予防接種）の実施 問い合わせ

保健センター　☎２２-７１５７

実施期間　令和４年１月 31 日（月）まで

※実施期間は医療機関によって異なります。

対象（市内に住所があり、本人の接種する意思が確

　認できる、次の①または②に該当する人）

①接種日に 65 歳以上の人

②接種日に 60 歳以上 65 歳未満の人で、心臓、じん

　臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が

　極度に制限される程度の障害、ヒト免疫不全ウイ

　ルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可

　能な程度の障害がある人 (※医師と相談の上、接

　種を希望する場合は、障害種別の身体障害者手帳

　の写しまたは証明書等が必要になります。)

個人負担額　1,400 円

※令和３年度市民税非課税世帯に属する人や、

　生活保護世帯の人は、無料です。無料になる人は

　接種前に、本人確認ができるもの（保険証、被保

　護者証明書など）を持って、保健センターで接種

　券の申請をしてください。

※忠海支所でも申請は出来ますが、接種券は後日郵

　送になります。

※転入等により、別途書類を提出していただく場合があ

　ります。

実施医療機関（市内）

　浅野内科医院 ･ いのくちクリニック・円山医院・

大田整形外科おおた内科・大貫内科医院・おぎ皮膚

科アレルギー科クリニック・かわの医院・桑原内科

循環器科医院・呉共済病院忠海分院・こうの医院・

しいはらクリニック・城原胃腸科整形外科・中島内

科クリニック・馬場病院・安田病院・米田小児科医

院

実施医療機関（市外）

　広域予防接種実施医療機関

接種時に必要なもの

　健康保険証など本人確認ができるもの、個人負担

金、予防接種券（事前に交付されている場合）

申し込み

●市内の場合…直接、医療機関へ予約してください。

●市外の場合…接種前に保健センターに本人確認が

　できるものを持って、申請してください。接種券

　の交付後、医療機関へ予約してください。

※代理人が申請する場合は、保健センターへお問い

　合わせください。

「還付金詐欺」の被害が多発しています
　～ ATM での還付・給付は 100％詐欺です～

問い合わせ

竹原警察署　☎２２-０１１０

広島県内では依然として還付金詐欺の被害が多発しています。

９月には、竹原市内でも被害が発生しました。

【詐欺の手口】

　①介護保険料の過払い金を返します

　②その件で封筒を送りましたが届いていますか

　③期日が過ぎていますが、今日なら手続ができます

　④近くの ATM へ行って、手続ができます

　⑤携帯電話で指示を受けながら ATM を操作し、犯人が指示した金額を送金

　　　　　　　　　　　　竹原警察署からのお願い

ATM での還付・給付は１００％詐欺です！

役所の職員などが、還付金受取のため ATM を操作させることはありません！

防犯機能付き電話の導入をご検討ください !

声を掛け合い、詐欺の被害を防ぎましょう！
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　10 月 19 日は「ひろしま食育の日」。その日を含む１週間は食育ウィークです。食生活につ

いて振り返る機会にしてください。野菜は１日 350g 以上とることが推奨されていますが、国

民栄養調査の結果では、平均野菜摂取量は約 280gで、70g 不足しているのが現状です。特に

若い世代は 120g～ 140gも不足しているという結果も出ています。

食育だより（野菜を食べよう）
問い合わせ

保健センター　☎２２-７１５７

　９月７日～ 29 日の期間で、市議会定例会が開催され、報告３件、議案８件が可決・認定されました。

主な議案は次のとおりです。

令和３年　第３回竹原市議会定例会

◆令和３年度一般会計補正予算（第５号）

　災害救助事業、災害復旧事業に必要な歳出予算

等について、４億５，３２５万３千円を増額した

専決を報告するものです。

◆令和３年度一般会計補正予算（第６号）

　中小企業者支援金給付事業に必要な歳出予算等

について、２，７３５万円を増額した専決を報告

するものです。

◆令和３年度一般会計補正予算（第７号）

　災害復旧事業、緊急自然災害防止対策事業、デ

ジタルプレミアム付商品券発行事業等、新たに実

施する必要が生じた事業や、前年度に実施した各

種事業に係る国・県支出金の精算に要する経費と

して、５億２，７４０万６千円を増額するもので

す。

　野菜は、ビタミンやミネラル・食物繊維を含み、生活習慣病やがんの予防や腸内環境の改善などの

効果もあります。また、いろんな種類の野菜を献立に取り入れることで、多くの栄養素の消化吸収を

促します。

　あともう１皿 70g ～ 100g の野菜を使った料理をプラスして、野菜をしっかり食べる習慣を身につけ

ましょう。

野菜の効果

　

新型コロナウイルスワクチン接種はお済みですか？

　現在、日程調整や体調不良などのやむを得ない理由で、新型コロナワクチンの接種がお済み

でない人は、保健センターにお電話をください。

　また、12 歳の誕生日を迎える人には、個別にお知らせをします。

問い合わせ　保健センター（ワクチン担当）☎２２－４６９９

野菜 350 ｇの目安（緑黄色野菜 130 ｇ・その他の野菜 220 ｇ）
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　文化の秋を彩る「竹原市総合文化祭」。それぞれの分野で活躍されている市内文化団体

の皆さんが、日頃の成果を披露します。ぜひご来場ください。

　なお、ご来場の際は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マスクの着用・

手指消毒等へのご協力をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症の状況により、

内容を変更または中止とさせていただく場合があります。

※お車でお越しの方は、竹原市職員駐車場・たけはら合同ビル駐車場をご利用ください。

問い合わせ　文化生涯学習課生涯学習係　☎２２-２３２８

 第 69 回竹原市総合文化祭

日　　時 行　事　名 主　管 会　場

10 月 17 日（日）
  ～ 24 日（日）

9:00 ～ 17:00
（24 日は 16：00 まで）

安森絵画グループ
「森の会」作品展

絵画グループ「森の会」
たけはら美術館 
文化創造ホール

10 月 29 日（金）
～11月３日（水・祝）

9:00 ～ 17:00
（３日は 16：00 まで）

竹原市美術展 竹原市美術協会
たけはら美術館 
文化創造ホール

11月３日（水・祝）

９：30 ～ 10：20

竹原市
総合文化祭式典

合同

市民館ホール

竹原市
美術展表彰式

10：30 ～ 10：45 和太鼓演奏 竹原市音楽協会

10：45 ～ 11：30 日本舞踊

花由美会　

藤俊会　藤間勘貴俊社中

藤貴会　藤間勘寿貴社中

11：40 ～ 12：25 みんなで歌おうコンサート

竹原コーラス“そよ風”

コールさざなみ

クール メンズ コール

12：35 ～ 13：20 みんなで歌おうコンサート

混声コーラス“ただのうみ”

コーラス「さくら」

浄念寺コーラス“すいれんの会”

13：30 ～ 14：00 邦楽演奏会
たちばな会立田冴子社中

都山流尺八楽会二竹会

14：00 ～ 14：30 喜多流・観世流謡曲大会
竹原喜多会

観世流竹原光声会

14：40 ～ 14：55 歌謡コンサート 竹原市歌謡音楽連盟

14：55 ～ 15：10 竹原市吟詠剣詩舞大会 賀堂流竹原山陽吟詠会

11 月４日（木）
  ～７日（日）

9：00 ～ 17：00
（７日は 16：00 まで）

竹原市立学校児童生徒
図画書道展

竹原市美術協会
たけはら美術館 
文化創造ホール

11 月６日（土） 12：10 ～ 16：00 竹原川柳句会 竹原川柳会
人権センター
（音楽室）

11 月９日（火）
  ～ 14 日（日）

9：00 ～ 17：00
（14 日は 16：00 まで）

竹原市竹工芸振興協会作品展 竹原市竹工芸振興協会
たけはら美術館 
文化創造ホール

2021 町並み竹灯り～たけはら憧憬の路～
開催中止のお知らせ

竹原駅伝を中止します

　新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、

「2021 町並み竹灯り～たけはら憧憬の路～」の

開催中止を決定しました。

 ご来場を予定されていた皆様をはじめ、住民、

関係者の皆様には、何卒、ご理解いただきます

ようお願い申し上げます。

問い合わせ 

たけはら憧憬の路実行委員会（産業振興課商工観光振興係内）

☎２２-７７４５

第 67 回竹原駅伝競走大会及び第 21 回豊田竹原

中学校駅伝競走大会は、10 月 17 日（日）の開

催に向けて準備を進めてきましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受け、中止とします。

問い合わせ　

文化生涯学習課生涯学習係　

☎２２-２３２８



広報たけはら　2021.10.59

　市内在住の 20 歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父母が対象です。

※申請前に事前相談が必要です。

ひとり親家庭の父母の就業・修学を支援します！

市立中学校等入学時の
指定学校変更について

特別認可制度による
仁賀小学校への入学・転入学

　竹原市教育委員会では、就学予定者の就学

すべき学校を住所地により指定しています。 

　令和４年４月に中学校へ入学する児童また

は義務教育学校後期課程７年生へ進級する児

童は、原則入学・進級時に限り指定学校以外

の中学校または義務教育学校への就学を選択

すること（学校選択制）ができます。

　希望する児童の保護者は、所定の様式（総

務学事課へ備え付け、または市ホームページ

からダウンロード）で申請してください。

※受け入れ人数を超えた場合は抽選を行います。

※通学は保護者の責任で行っていただきます。

受付期間　12月１日（水）～令和４年１月14日（金）

申し込み・問い合わせ

　総務学事課学事係　

　☎２２-２３２９

　豊かな自然環境に恵まれた仁賀小学校は、小規

模校の特色を活かした学校教育を実施しています。

　令和４年度に仁賀小学校へ特別認可制度によ

る就学を希望する児童の保護者は、所定の様式

（総務学事課へ備え付け、または市ホームペー

ジからダウンロード）で申請してください。

入学・転入学の条件

①通年通学すること

②制度の趣旨や目的を理解し、学校の教育活動

　に賛同された人であること

③市内在住で、原則保護者が送迎すること

受付期間　12月１日（水）～令和４年１月14日（金）

※学校見学はいつでもできます。

申し込み・問い合わせ

　総務学事課学事係　☎２２-２３２９

　仁賀小学校　　　　☎２９-０３０７

●高等職業訓練促進費等事業

　就業に有利な資格を取得するために養成機関で

修業する場合 ､訓練促進費を支給し、修業してい

る間の生活の負担軽減を図ります。

※ただし、上限は４年（資格取得に４年以上の課

　程の履修が必要となる場合のみ）です。

支給対象

　次のすべてに該当する人

①児童扶養手当を受給している、または同等の所

　得水準であること

②養成機関において１年 ( 令和４年３月 31 日まで

　に修業を開始する場合は、６月 ) 以上のカリキュ

　ラムを修業し ､対象資格の取得が見込まれること

③仕事または育児と修業の両立が困難であること

対象資格

　看護師（准看護師）、介護福祉士、保育士、理

学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、調

理師、製菓衛生師、社会福祉士、デジタル分野の

資格（web クリエーター、CAD 等）など

支給額

　市民税非課税世帯　月額 100,000 円

　（最後の 12 月のみ　月額 140,000 円）

　市民税課税世帯　　月額　70,500 円

　（最後の 12 月のみ　月額 110,500 円）

※修業期間終了後に一時金の支給もあります。

●自立支援教育訓練給付金事業

　主体的な能力開発の取組みを支援するため指定教育

訓練講座を受講した場合に、経費の一部を支給します。

支給対象（次のすべてに該当する人）

①児童扶養手当を受給している、または同等の所

　得水準であること

②教育訓練を受けることが適職につくために必要

　であること

対象講座

　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

支給額　本人が支払った費用の６割

※20万円を上限とし、12,000円以下は給付の対象外です。

※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受

　ける人は、その支給額との差額を支給します。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２


