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　水道管は寒さが苦手です。寒さ

のため水道管が凍ったり、破裂し

たりすることがあります。特に、

露出しているものや、日陰や風当

たりの強いところにある水道管

は毛布や布などの保温材で守りま

しょう。水道管が破損したときは、

メーターボックス内の止水栓を右

回りに閉め、最寄りの指定工事店

（市ホームページに掲載）に修理

を依頼してください。

問い合わせ

　水道課庶務係

　☎２２-７７６８

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　２４，１６２人

男　　１１，５４２人

女　　１２，６２０人

　　　　１２，１４６世帯

１年前　２４，６１８人

５年前　２６，８１４人

－ 10 月 31 日現在－

　竹原町並み保存地区は、令和

４年に国の重要伝統的建造物群

保存地区の選定から 40 年を迎

えます。これまでの町並みの歩

みを記録するため、町並み保存

地区の古写真を募集します。

　町並み保存地区の古写真をお

持ちの方は、町並み保存セン

ターまでご持参ください。詳し

くは市ホームページでご確認く

ださい。

問い合わせ

　文化生涯学習課文化財保護係

☎２２-２３２８

　町並み保存センター（本町三丁目11番７号）

☎２２-１４７３

　　　町並み保存地区の

　　　古写真を募集

　　　水道管の冬支度を

売却方法　一般競争入札

受付期間　12月16日（木）～22日（水）

開札日時　12 月 23 日（木）10 時

売却物件　忠海東町二丁目

　　　　　建物付土地 111.72 ㎡

申込書・添付書類

　申込書様式などの必要な書類や物

件の詳細は、冊子（総務課・忠海支所

に備え付け、または市ホームページか

らダウンロード）をご覧ください。

申し込み・問い合わせ

　総務課資産活用係

　☎２２-７７１９

　　　市有地を売却します

●参加者を募集します

日程　

　令和４年２月６日（日）

場所　

　ピースリーホームバンブー総

合公園及びその周辺

種目

【男子】

一般　　３㎞　５㎞　10 ㎞

中学生　３㎞

小学生　２㎞（１～６年）

【女子】

一般　　３㎞　５㎞　10 ㎞

中学生　３㎞

小学生　２㎞（１～６年）

参加料（傷害保険料含む）　

　一般　　　2,000 円

　小中学生　　500 円

申込期限　

　12 月 28 日（火）※必着

申込み・問い合わせ

　文化生涯学習課生涯学習係　

　☎２２-２３２８

　　　第 44 回竹原

　　　ロードレース大会

　蜜蜂を飼育する場合は、「蜜蜂

飼育届」の提出が義務づけられて

います。毎年１月末までに県に提

出をお願いします。（手数料はか

かりません。）ただし、園芸作物

の花粉交配用に飼育する場合など

届出が不要な場合もあります。

問い合わせ

　広島県畜産課　

　☎０８２-５１３-３６０４

　広島県西部畜産事務所

　☎０８２-４２３-２４４１

　　　蜜蜂飼育届について

　竹原市共同墓地内の 11 区画

について貸付公募します。

貸付区画　　

　11 区画（2.16 ㎡～ 24.48 ㎡）

使用料

　142,000 円～ 1,196,000 円

管理料

　１区画当たり年間 2,400 円

　※詳細は生活環境係へ

使用期間

　許可を受けた日の翌日から起

算して 30 年

※更新による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

１月５日（水）～ 28 日（金）

※応募者多数の場合は抽選を行います。

申込み・問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２―２２７９

　　　竹原市共同墓地

　　　貸付を公募します
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　3010 運動は、会食時の食べ

残しを減らすためのキャンペー

ンで、〈開始後 30 分間〉〈お開

き前 10 分間〉は席を立たずに、

料理を楽しむよう呼びかけて、

食品ロスを削減するものです。

　一人ひとりが「もったいない」

を心がけ、楽しく美味しく会食

を楽しみましょう。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２- ２２７９

　　　3010 運動を

　　　実践しましょう

　住宅の敷地として使用してい

る土地については税負担を軽減

する特例措置があります。

　この特例措置を正しく適用す

るために、土地や家屋の利用状

況が変わった場合は申告してく

ださい。

申告が必要な場合

①家屋の全部または一部の用途を変

　更した場合（店舗から住居へなど）

②土地の利用状況を変更した場合

　（住宅の庭から有料駐車場へなど）

※住宅用地でなくなった場合に

　は、税負担を軽減する特例措

　置が適用されません。

問い合わせ

　税務課資産税係

　☎２２- ７７３２

　　　 住宅用地の申告を

　給付型奨学金（返還不要）の

受給希望者を募集します。

対象　大学（４年制のみ）に進

　学を予定している人

資格

①本人または保護者が市内に住

　んでいること

②学力優秀であること

③経済的理由により修学が困難

　であること

④本人または保護者が市税等を

　滞納していないこと

募集人数　２人

決定方法　申請書などを審査して内定

※時期については、４月中旬頃

　を予定しています。

給付額　３万円／月

給付時期　在学する大学の正規

　の修学期間とし、原則４月・

　９月 ･１月に給付（ただし初

　回は５月予定）

受付期間

　令和４年２月15日（火）～28日（月）

※貸与型（無利子）の奨学金・

　修学支度金の募集は、広報た

　けはら１月号に掲載します。

問い合わせ

　総務学事課学事係

　☎２２-２３２９

　　　アヲハタ奨学金

●令和３年広島県交通安全

　年間スローガン

　「ゆとりある

　　　　心と車間の

　　　　　ディスタンス」

　12 月１日（水）～ 10 日（金）

は年末交通事故防止県民総ぐる

み運動期間です。

①子どもと高齢者の安全な通行の確保

　信号機のない横断歩道での一

時停止や、早めのライト点灯に

より、歩行者への思いやりを

持った運転をしましょう。

②高齢運転者の交通事故防止

　高齢者は、運動・運転能力が

低下していることを理解し、慎

重な行動に努めましょう。通り

慣れた道路でも油断せず、しっ

かりと安全確認をしましょう。

③飲酒運転の根絶

④自転車の安全利用の推進

　自転車の事故が増加しています。

交通ルールの遵守に努めましょう。

問い合わせ

　危機管理課 ☎２２-２２８３

　竹原警察署 ☎２２-０１１０

　　　年末交通事故防止

　　　県民総ぐるみ運動

　固定資産税は毎年１月１日現

在を基準日として課税されるた

め、令和４年１月１日に家屋が

存在していた場合には、令和４

年度の固定資産税が課税されま

す。家屋（住宅、倉庫など）の

一部や全部を取り壊したとき

は、申告してください。

　ただし、登記されている家屋

を取り壊した場合で、法務局で

滅失登記の手続きをした人は、

申告の必要はありません。

　また、すでに取り壊している

家屋について、基準日より後に

申告をされた場合には、基準日

に取り壊していたことの確認が

できないため、原則申告したそ

の年は課税の対象になりますの

でご注意ください。

問い合わせ

　税務課資産税係

　☎２２- ７７３２

　　　家屋を取り壊した

　　　人は申請を

　　　入札参加資格審査

　　　申請受付中

　令和４年度～令和７年度に市

が発注する物品調達（印刷・リー

ス等含む。）及び委託・役務業務

について、一般競争入札参加資

格審査申請を受け付けています。

申請期限　12 月 28 日（火）　

詳しくはこちら▶

問い合わせ

　財政課契約係

　☎２２- ７７３１



広報たけはら　2021.12.6 18

れんらく板

　　　サポートファイルを

　　　配布します

　国民年金保険料は、所得税・

住民税の申告において、全額（そ

の年の１月１日から 12 月 31 日

までに納付した保険料）が社会

保険料控除の対象となります。

　また、配偶者や家族の負担す

べき国民年金保険料を納めた場

合、その保険料も合わせて控除

が受けられます。

●社会保険料控除を受けるため

　には

　国民年金保険料を納めた際の

領収証書や、日本年金機構から

送付される「社会保険料（国民

年金保険料）控除証明書」が必

要です。年末調整や確定申告の

際には必ずこの領収証書もしく

は証明書を添付してください。

　控除証明書は、令和３年１月

～９月に国民年金保険料を納付

した人には 11 月上旬に送付さ

れています。

　令和３年 10 月～ 12 月に今年

初めて国民年金保険料を納付し

た人には、令和４年２月上旬に

送付されます。　

問い合わせ

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　社会保険控除

　　　証明書の保管を

　サポートファイルとは、支援

の必要な人が生涯にわたって一

貫して継続した支援が受けられ

るよう、乳幼児期から成人期に

至るまで継続してその人の情報

を記録していくファイルです。

　健康・育ち・暮らし・特性等

を保護者が記録しておき、学校

や病院、福祉施設等へ提示する

ことで、本人についての同じ説

明を繰り返す負担が軽減され、

また保護者がいなくなっても、

支援者に必要な情報を提供でき

ます。

　サポートファイルは市が無料

で配付しています。記入の仕方

など、不明な点はお問い合わせ

ください。

配付場所

　健康福祉課障害福祉係・保健

センター・家庭児童相談室

問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

　保健センター

　☎２２-７１５７

　地域支援センターまいらいふ

　☎２４-６５５６

　詳しくはこちら▶

◆小規模企業共済制度

　小規模企業の経営者や役員

が、廃業や退職時の生活資金な

どのために積み立てる共済制度

です。掛金が全額控除できる等

の税制メリットに加え、事業資

金の借入れもできる、お得で安

心な退職金制度です。

◆経営セーフティ共済制度

　万が一取引先事業者が倒産

し、売掛金債権等が回収困難に

なった場合に、共済金の貸付が

受けられる共済制度です。

問い合わせ

　（独）中小企業基盤整備機構

　共済相談室

　☎０５０-５５４１-７１７１

　　　中小企業向け

　　　共済制度のご案内

投票日　12 月 19 日（日）［告示日　12 月 12 日（日）］

●投票所での投票

　場所　投票所入場券に記載の投票所

　時間　７時～ 19 時

●期日前投票

　竹原市役所　12 月 13 日（月）～ 18 日（土）

　　　　　　　８時 30 分～ 20 時

　忠海地域交流センター　12 月 14 日（火）

　　　　　　　９時～ 19 時

竹原市長選挙・竹原市議会議員補欠選挙
●開票場所・時間

　ピースリーホームバンブー総合公園体育館

　20 時～

●感染症対策のお願い

　投票所内では咳エチケット等のご協力をお願い

します。持参した鉛筆または黒ボールペン(水性・

消せる物を除く )を使用することができます。

問い合わせ　　

　選挙管理委員会事務局　

　☎２２-７７６４

　福祉バスを、次の期間運休します。

運休期間

　12 月 29 日（水）

　～令和４年１月３日（月）

年始運行開始日　

　令和４年１月４日（火）

問い合わせ　

　健康福祉課介護福祉係

　☎２２-７７４３

　　　福祉バス年末年始

　　　運休について


