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【新型コロナワクチン３回目接種】
65 歳以上の方は「あんしん代行予約」が選択できます！

１. ピンク色の予診票が届く ※２回目接種が令和３年７月の方には令和４年１月中、
　令和３年８月以降の方には順次発送予定

２. 予約方法を選んでハガキを送る

３. 選んだ予約方法で、ワクチンを受ける 接種費用は無料

２回目を接種した順に、ピンク色の接種券が印字された予診票と接種案内を発送します。

この予診票が届いた方からワクチンを受けることができます。

①あんしん代行予約
②自分で予約
③入所・入院先で接種
④接種しない

あんしん代行予約とは？
●保健センターが予約を代行します
●ご自身での予約は不要です
●後日、接種日時・場所を郵便でお知らせします

　竹原市のワクチン種類と配分
　２・３月に使用する３回目接種用のワクチンについて、国は下記の割合で供給する計画を示

しており、この割合は全国どの都道府県も同じ割合です。 

　竹原市にも、同じで割合で配分される予定で、１・２回目にファイザー社ワクチンを接種し

た方が３回目接種を希望する場合、一定数の方には３回目はモデルナ社ワクチンを接種してい

ただくことになります。 
【竹原市へのワクチン配分】

ファイザー社ワクチン モデルナ社ワクチン

約 54％ 約 46％

　１・２回目を接種した後に竹原市に転入した方へ
　　３回目接種用の予診票の発行には、保健センターへの申請が必要です。　

　詳しくは保健センターまでお問い合わせください。

新型コロナワクチンの接種証明書がアプリで発行できるようになりました
　　　　　注：日本国内の利用については、接種済証や接種記録書も従来通り利用できます。

　12 月 20 日からワクチン接種証明書がデジタル化され、スマートフォン上の専用アプリから申請できる

ようになりました。

簡単・安心
でおススメ

【こちらの二次元バーコードからダウンロード】

問い合わせ　保健センター　☎２２-４６９９

アプリで発行する方へ

　ご自身で専用アプリをダウンロードしてください。

＜必要なもの＞

①スマートフォン（マイナンバーカードが読み取れる端末）

②マイナンバーカード

③マイナンバーカード受取の際に設定した券面入力補

　助用の４桁の暗証番号

書面で発行する方へ

　本人確認書類と接種済証を持って保健センター窓口

へお越しください。

App Store(ios)

ios 13.7 以上

Google Play(Android)

Android OS 8.0 以上
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　竹原の旧家に伝わる江戸時代以降のお雛さま約

200 組を町並み保存地区の様々な施設へ展示しま

す。期間中は、ライブイベントやクイズラリーなど

子どもから大人まで楽しめるイベントも開催予定で

す。最新の情報は、「竹原観光ナビ」をご覧ください。

日時

　２月 11 日（金・祝）から 3月 21 日（月・祝）まで

場所

　町並み保存地区一帯

料金

　無料

問い合わせ

　産業振興課商工観光振興係

　☎２２-７７４５

第 16 回　たけはら町並み雛めぐり

竹原観光ナビはこちら▲

子育て世帯への臨時特別給付金（申請分）
　子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します。

支給対象者

　支給対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者

（児童手当【本則給付※】受給者もしくはそれに準ずる対象者）　※特例給付を除く児童手当です。

申請が必要な対象児童

①令和３年９月分の公務員児童手当【本則給付】支給対象となる児童

②基準日において、高校生等（平成 15 年４月２日～平成 18 年４月１日生まれ）の児童（保護者の所　

　得が児童手当【本則給付】の支給対象となる金額と同等未満の場合）

　※公務員ではない児童手当受給者と同じ世帯の高校生等は除く

③基準日の翌日から令和４年３月 31 日までに生まれた児童手当【本則給付】の支給対象児童（新生児）

※基準日　令和３年９月 30 日

※基準日時点で児童が婚姻している場合は対象となりません。

支給額　児童１人あたり一律 10 万円（先行給付金５万円、追加給付金５万円を一括で支給します。）

支給について　本給付金の申請月の翌月以降に申請内容を確認して指定口座に振り込みます。

問い合わせ　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２
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国保だより 問い合わせ　市民課医療年金係

　　　　　　☎２２-７７３４　

今年度の特定健診はお済みですか？　実施期間は １月末まで です！

　特定健診は、生活習慣病の前兆となるメタボリックシンドローム（メタボ）に着目し、病気を早期に

発見するための健診です。

　メタボとは、内臓脂肪の過剰な蓄積によって血糖、脂質、血圧に軽度の異常が生じ、それらが重複してい

る状態です。そのまま放置すると、動脈硬化を進行させ、心臓病や糖尿病などを発症する危険性があります。

　まだ受診していない人は早めに受診しましょう。

特定健診を受診された方は、結果はいかがでしたか？

◆基準値より高いまたは低い検査値はありませんでしたか？

　　治療の必要性など、医師の指示を守ったうえで、生活習慣の見直しをすることにより、生活習慣病

　の発症を防ぐことができます。　

◆検査値は改善されましたか？

　　検査値が基準値内でも、昨年の検査値と比較して数値が悪くなっている場合は、早めに生活習慣を

　見直しましょう。

◆特定保健指導の案内が届いたら？

　　健診の結果により、指導等の対象になった人へ案内を送付します。「これ位大丈夫」と思わず、指

　導を受けて、生活習慣の改善に役立ててください。

　健診は、受診したら終わりではありません。

　①検査値を知る　②改善点に気づく　③行動する　ここまでが健診の目的です。

②改善点に気付く→③行動する

①検査値を知る

自分の検査値と比べてみましょう！

竹原市長選挙・竹原市議会議員補欠選挙の結果について
　12 月 19 日（日）に執行された竹原市長選挙及び竹原市議会議員補欠選挙の結果は次のとおりです。

問い合わせ

選挙管理委員会事務局　☎２２-７７６４

竹原市長選挙開票結果（得票数）※敬称略、得票順

男 女 計

当日有権者数〔人〕10,001 人 11,146 人 21,147 人

投票者数〔人〕 5,517 人 6,398 人 11,915 人

投票率〔％〕 55.16％ 57.40％ 56.34％

投票状況（竹原市長選挙）

候補者氏名 得票数 所属政党名

当選　今榮　敏彦 5,865 票 無所属

　　　高重　洋介 3,301 票 無所属

　　　井上　盛文 2,555 票 無所属

　　　中野　直樹 120 票 無所属

竹原市議会議員補欠選挙結果（無投票）※敬称略

候補者氏名 所属政党名

当選　金森　保尚 無所属

項目 数値

腹囲 男性８５ｃｍ・女性９０ｃｍ以上またはＢＭＩが２５以上

血糖 空腹時血糖１００ｍｇ／ｄｌ以上またはヘモグロビンＡ１ｃ５．６％以上

血圧 収縮期血圧１３０ｍｍＨｇ以上または拡張血圧８５ｍｍＨｇ以上

脂質 中性脂肪１５０ｍｇ／ｄｌ以上またはＨＤＬコレステロール４０ｍｇ／ｄｌ未満
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婦人相談員を募集します
募集人数　1 人

応募資格　次の①～②のいずれかに該当する人

①婦人保護に係る相談支援に１年以上従事した経

　験がある人

②前号に準ずる知識又は経験を有し、職務の遂行

　能力があると認められる人（家庭の問題の相談

　業務に従事した経験のある人など）

勤務内容　竹原市人権センター内で、ＤＶ等被害

　者の相談・支援とそれらに付随する業務など

任用期間　４月１日から令和５年３月３１日まで

　　　　　※再度任用する場合があります。

勤務条件　週 30 時間以内

報酬 時給１，２４５円

申込方法

　所定の申込書（地域づくり課人権男女共同参画

係に備え付け、または市ホームページからダウン

ロード）に記入し申し込んでください。

申込期限　２月４日（金）（必着）

試験内容　面接試験を実施します。

※日時・場所は直接申込者に連絡します。

申し込み・問い合わせ

　地域づくり課人権男女共同参画係　☎２２- ７７３６

家庭相談員・児童厚生員を募集します
●家庭相談員（母子・父子自立支援員を兼ねます） ●児童厚生員

募集人数　１人

応募資格　次の①～④のいずれかに該当する人

①学校教育法に基づく大学において、児童福祉、

　社会福祉、児童学、心理学もしくは社会学を専

　修する学科又はこれらに相当する課程を修めて

　卒業した人

②医師

③社会福祉主事として、２年以上児童福祉事　　

　業に従事した人

④その他相談員として必要な知識を有する人

勤務内容

　家庭児童福祉に関する相談・指導業務及びひとり

親家庭等に関わる相談・自立に必要な情報提供など

募集人数　１人

応募資格　次の①～⑥のいずれかに該当する人

①児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養

　成施設を卒業した人

②保育士登録をしている人

③社会福祉士登録をしている人

④２年以上児童福祉事業に従事した人

⑤幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学　

　校または中等教育学校の教諭の免許状を有する人

⑥学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、

　教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科

　またはこれらに相当する課程を修めて卒業した人

勤務内容　児童への遊びの指導、事務処理など

任用期間　４月１日～令和５年３月 31 日まで　※再度任用する場合があります。

勤務条件　週 30 時間以内　　　報酬　時給１，２４５円

申込方法　所定の申込書（社会福祉課子ども福祉係に備え付け、または市ホームページからダウンロード）

　　　　　に、資格証明書またはその写しを添えて、申し込み・問い合わせ先へ申し込んでください。

申込期限　２月４日（金）（必着）

試験内容　面接試験を実施します。　※日時・場所は直接申込者に連絡します。

申し込み・問い合わせ　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２

要介護認定等支援員を募集します
募集人数　1 人

応募資格　介護支援専門員、看護師、保健師、社

　会福祉士（どれか 1つ以上）の資格及び普通自

　動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人

勤務内容　要介護認定にかかる訪問調査票、医師

　の意見書の内容確認等の業務など

任用期間　４月１日から令和５年３月３１日まで

　　　　　※再度任用する場合があります。

勤務条件　週 30 時間以内

報酬　時給１，２４５円

申込方法

　所定の会計年度任用職員登録申込書（健康福祉

課に備え付け、または市ホームページからダウン

ロード）に資格登録証（写し）を添えて、申し込み・

問い合わせ先へ直接提出または郵送してください。

申込期限　１月 31 日（月）（必着）

試験内容　面接試験を実施します。

※日時・場所は直接申込者に連絡します。

申し込み・問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係　☎２２- ７７４３



広報たけはら　2022.1.5　7

ごみの減量を進めよう～事業系ごみの削減～ 問い合わせ　市民課生活環境係

　　　　　　☎２２-２２７９

　竹原市では、循環型社会の形成に向け、ごみの減量・再資源化を推進しています。

　事務所や商店など事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者自らの責任で適正に処理しなければな

らないことや、再生利用等を行い減量に努めることが法律で定められています。「簡易包装の推進」

や「食品廃棄物、古紙の資源化」に取り組み、廃棄物の発生と減量化を進めましょう。

事業系ごみを減らす取組

事業系ごみを減らすメリット

・廃棄物の減量化のために作業工程を再確認してみませんか。

・有価物として売却できるものもあります。分別を徹底し、安易に廃棄物とならないようにしましょう。

・循環型社会を構築する一員として、次世代により良い環境を引き継ぐことができます。

・社会貢献をする企業として、イメージアップにつながります。

・ごみ処理に係る経費を減らすことができます。

令和４年竹原市交通安全標語決定！

【竹原市長賞】

　『そのスマホ　今見なければ　ダメですか？』

　 水出 侑 さん（竹原西小学校５年）

【竹原警察署長賞】

　『周り見て！　光をともして　事故ゼロに！』 

　川重 拓也 さん（竹原西小学校５年）

【竹原地区交通安全協会長賞】

　『急いでる　あなたの気持ちに　ブレーキを』 

　日下 巧司 さん（竹原中学校２年）

　竹原市長賞の作品は、国道 185 号の高崎町交通安全懸垂塔に年間を通じて掲示します。

たくさんのご応募ありがとうございました。

問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３

　11 月 24 日～ 12 月３日の間、市議会定例会が開催され、議案 11 件が可決されました。

　主な議案は次のとおりです。

令和３年第４回竹原市議会定例会

◆令和３年度一般会計補正予算（第９号）

　庁舎移転事業、新型コロナウイルスワクチン接種

事業、介護施設等整備事業、住居確保給付金事業等、

新たに実施する事業に必要な歳出予算等について、

３億２，３０５万８千円を増額するものです。

◆令和３年度一般会計補正予算（第 10 号）　

　子育て世帯への臨時特別給付金事業に必要な歳

出予算等について、１億１，００６万６千円を増

額するものです。

　令和３年 10 月から衣類は「燃やせるもの」に変更しています。大きいものは収集車内部で絡んでしま

う恐れがありますので、長さが 50 センチ以内となるように切ってから指定袋にいれてください。

※生地が硬く切れないものは、　粗大ごみとして出してください。

衣類・布類　ごみ出しの方法


