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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。

　４００ml 献血にご協力くだ

さい。

日時　２月２日（水）

　　　９時 30 分～ 11 時

場所　ふれあいステーションただのうみ

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

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/

貸付金の種類

①就学支度資金（無利子）

小学校　　　64,300 円

中学校　　　81,000 円 

　　　　　　※所得制限あり

高等学校等　150,000 円～

大学等　　　410,000 円～

大学院　　　380,000 円～

※義務教育学校前期は小学校、

　後期は中学校に該当します。

②修学資金（無利子・月額）

高等学校等　27,000 円～

大学等　　　69,500 円～

※①②の額については、自宅・

　自宅外通学、学校の種別によ

　り異なります。

問い合わせ

　広島県西部東厚生環境事務所

　厚生課医療福祉係

　☎０８２-４２２-６９１１

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　母子 ・父子 ・寡婦

　　　家庭向け各種資金

　　　献血のお知らせ

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　２４，１３１人

男　　１１，５３１人

女　　１２，６００人

　　　　１２，１３９世帯

１年前　２４，５６６人

５年前　２６，７８４人

－ 11 月 30 日現在－

①児童扶養手当

対象　

　次の児童（18 歳に達する日

以後の最初の３月 31 日までの

児童・中度以上の障害を有する

場合は 20 歳未満の児童）の母

または父か、養育している人

〇父母が離婚した児童

〇父または母が死亡した児童

〇婚姻によらないで出生した児童

〇父または母が一定の障害の状

　態にある児童等

月額（所得額により異なります）

　10,180 円～ 43,160 円

※児童２人の場合、月額に

　5,100 円～ 10,190 円を加算。

　３人目以降、１人増えるごとに

　3,060 円～ 6,110 円を加算。

②特別児童扶養手当

対象　

　施設に入所していない障害の

ある児童（20 歳未満）を養育

している人

月額　

　重度　52,500 円

　中度　34,970 円

※①～②には所得制限があります。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　福祉関係手当

　　　の申請を

〇公的年金等の源泉徴収票

　令和３年１月～ 12 月中に老

齢（退職）年金を受給された人

全員に、日本年金機構から「公

的年金等の源泉徴収票」が１月

下旬に送付されます。

　これは、１年間で支払われた年

金の金額や源泉徴収された所得税

額などをお知らせするものです。

〇申告の際に必要です

　市県民税の申告や所得税の確

定申告をする人は、この源泉徴

収票を添付する必要がありま

す。もし、源泉徴収票を紛失し

た場合は再交付ができますの

で、お問い合わせください。

　なお、「障害年金」や「遺族

年金」は非課税対象のため、源

泉徴収票の送付はありません。

※源泉徴収票の再交付は発送ま

　でに２週間程度かかります。

　お急ぎの場合は、年金事務所

　へご連絡ください。

問い合わせ

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　ねんきんダイヤル

　☎０５７０-０５-１１６５

　　　公的年金等の源泉

　　　徴収票が届きます

　離職者及び転職希望者を対象と

した就職面接会「1.29 合同企業面

接会～呉の地から～」を開催します。

日時　１月 29 日（土）13 時～ 16 時

場所　シシンヨーオークアリーナ

　（呉市広大新開１丁目７-１）

申込方法　

　専用ホームページからの申込

が必要です。詳しくは、呉市商工

振興課へお問い合わせください。

問い合わせ　

　呉市商工振興課　

　０８２３-２５-３３０８

　　　呉地域合同企業面接会
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　土地・家屋の所有者が亡く

なった場合、相続登記が済むま

での固定資産税は、相続人全員

が連帯して納付することになり

ます。相続登記の手続きが済ん

でいない場合には、相続人を代

表して納税通知書を受け取る人

（相続人代表者）を指定して届

け出てください。

※この届出は固定資産税の納税

　に限定したもので、届出に

　よって法的に相続が確定する

　ものではありません。

※亡くなった納税義務者が口座

　振替を利用されていた場合に

　は、引き落としができなくな

　ることがあります。

問い合わせ

　税務課資産税係

　☎２２─７７３２

　　　相続人代表者指定

　　　（変更） 届の提出を

募集住宅　

　市内の県営住宅のうち、新た

に空家が生じた住宅

受付期間

　１月28日（金）～２月１日（火）

　８時 30 分～ 17 時

※土・日を除く

※最終日消印有効

受付場所　

　株式会社くれせん

　（東広島市西条中央三丁目）

　☎０８２-４２４-４８７７

※詳しくは、１月 21 日（金）か

　ら配布する「申込みのしおり」

　（都市整備課備え付け）をご覧

　ください。

問い合わせ

　都市整備課住宅建築係

　☎２２-７７４９

　　　県営住宅の入居

　　　申請が始まります
　　　甲種防火管理

　　　新規講習

日時　

　２月９日（水）　８時 30 分～ 17 時

　２月 10 日（木）８時 30 分～ 12 時

※受付は８時から開始。

場所　東広島市消防局

定員　40 人（先着順）

持参する物　筆記用具

費用　6,500 円

※講習初日にお支払いください。

申込期間　1月4日（火）～28日（金）

申込方法　東広島市消防局予防

　課のホームページまたは受講

　申込書（市内の消防署・分署

　で配付。東広島市ホームペー

　ジからダウンロード可）でお

　申込みください。

問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１

日時　2月 10 日（木）14 時～ 17 時

※受付は 13 時 30 分から開始。

場所　東広島市消防局

定員　40 人（先着順）

対象　甲種防火管理講習を修了

　し、収容人員 300 人以上の建

　物で防火管理者としてすでに

　選任されている方で、受講が

　必要な期間となった人

持参する物　筆記用具

費用　2,000 円

※当日、お支払いください。

申込期間　1月4日（火）～28日（金）

申込方法　東広島市消防局予防課

　のホームページまたは受講申込書

　（市内の消防署・分署で配付。東広

　島市ホームページからダウンロー

　ド可）でお申込みください。

問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１

　　　甲種防火管理

　　　再講習

　　　大久野島未来づくり　

　　　サポーター募集

　環境省と竹原市は大久野島の

関係者とともに大久野島やその

周辺地域の「ちょっと気になる

こと（課題）」を解決していくた

め、「大久野島未来づくり実行委

員会」を立ち上げました。この

実行委員会の応援団として、大

久野島のより良い未来づくりの

ための活動にご参加いただける

サポーターを募集します。

　下記の参加登録と研修会の受講

によりどなたでも参加できますの

で、興味を持っていただける方々

の応募をおまちしています。

対象　

　国内在住の個人・団体（政治

団体・宗教団体は除く）

活動内容　

　大久野島のウサギ・広報・観

光に関すること

登録方法　

　申込は１月下旬から開始予定

です。市ホームページに募集要

項を掲載しますので、ご確認い

ただいた上で、登録フォームか

ら申込みください。

応募締切　2 月 28 月（月）

問い合わせ

　実行委員会事務局　

　環境省中国四国地方環境事務所

　（担当・岡部）

　☎０８６-２２３-１５６１


