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　１月 11 日（火）、「社会福祉功労者厚生労働大

臣表彰」を受賞された竹原市民生委員児童委員

の 土居 修 さん に表彰状を伝達しました。

　土居さんは 26 年以上にわたり民生委員児童

委員としてその職務に精励し、地域住民本位の

活動に専念してこられました。土居さんの「社

会福祉功労者厚生労働大臣表彰」の受賞を心よ

りお祝い申し上げます。

「社会福祉功労者厚生労働大臣表彰」
表彰伝達式

問い合わせ　社会福祉課福祉係　

　　　　　　☎２２-２９４６

新型コロナワクチン追加接種を開始しています 問い合わせ　保健センター

　　　　　　☎２２-４６９９

　２回目を接種後、一定の時間が経つとワクチンの効果が弱くなることが分かってきました。竹原市で

は現在、対象者すべての人の追加接種の間隔を２回目接種後６か月とし、前倒し接種を開始しています。

　お手元に接種券一体型予診票が届いたら、予約開始日を確認してください。

※７月に２回目を接種した 64 才以下の人は、２月 16 日（水）９時から予約を開始します。

交互接種について
　追加接種では、２回目までとは異なるワクチンを受けることができます。

【効　果】　交互接種をしても抗体価の上昇は良好で、　　

　　　　高い有効性が期待されています。

【安全性】　副反応は１、２回目接種で報告されたもの

　　　　と発生頻度は同程度で、同じワクチンでも交

　　　　互接種でも安全性に差はなかったと報告され

　　　　ています。

ワクチンの組み合わせ 抗体価
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ファイザー ファイザー ファイザー

抗体価は

　上昇

出典：MunroAPS,et al.The Lancet.December 2021

ワクチンの効果や安全性に大きな差はありません。抗体価が下がっ
てくるタイミングを逃さず、ワクチンを接種することが大事です。

　新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため、引き続き基本的な感染防止対策を徹底して

いただきますようお願いいたします。

　長引くコロナ禍で大きな影響を受けている皆

さんに元気や勇気を与え、竹原の魅力を広く発

信し、本市の認知度の向上とイメージアップを

図るため、「たけはらＰＲ大使」を２月１日に

創設しました。

　竹原市出身やゆかりがある芸能、スポーツ、

文化・芸術など様々な分野で活躍されている

15 名の方に「たけはらＰＲ大使」を委嘱します。

大使の皆さんと共に竹原市の魅力をしっかりと

お伝えしていきます。

ＰＲ大使一覧についてはこちら▶

「たけはら PR 大使」創設！

コロナに負けない！　
竹原出身・ゆかりの皆さんと共にたけはらを PR

問い合わせ

企画政策課プロモーション推進担当

☎２２-１５６８

８か月 ６か月

※１、２回目のワクチン接種の受付もしています。保健センター（☎２２-４６９９）まで連絡してください。
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保育士応援給付金について 問い合わせ　社会福祉課子ども福祉係

　　　　　　☎２２-７７４２

　令和４年４月以降に市内の私立こども園に新たに採用される保育教諭に、毎年 10 万円（転入者は

初年度 10 万円追加）を最大３年間給付します。（令和４年度当初予算に計上予定）

対象者　

　市内の私立こども園に新たに採用され、雇用

期間の定めのない常勤職員として雇用された保

育教諭で、１年以上の勤務が見込まれる人。

　ただし、雇用開始の前１年間、市内の保育施

設等で働いたことのない人。

給付額　

　保育教諭１人につき、初年度 10 万円、勤続

２年後 10 万円、勤続３年後 10 万円。合わせて

新たに採用を理由に市内へ転入する人は、住居

移転費用として初年度に 10 万円支給します。

雇用期間　

　令和４年４月１日から令和７年３月 31 日ま

での間に新たに採用された人

給付対象期間　

　令和４年４月１日から令和 10 年３月 31 日ま

での間に勤続年数を満たした人

給付の流れ

（例）令和４年４月１日採用者（初年度給付）

　１月27日、市議会臨時会が開催され、報告１件、議案３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４年第１回竹原市議会臨時会

◆令和３年度一般会計補正予算（第 11 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、１億３，６３４万４千円を増額し

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 12 号）

　住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業に必要な歳出予算等について、４億２，０８１万円を増

額するものです。

高齢者の雇用機会を確保することを目的に、市内関係機関で構成された協議会です。

ＪＲ竹原駅前に協議会の拠点として相談窓口「ＡＡサポ」を開設し、高年齢者の就労支援を行っています。

竹原市生涯現役促進地域連携協議会のホームページができました
　「誰もがいつまでも　いきいきと自分らしく輝く　竹原市づくり」を目指して、竹原市と地域の

関係機関で設立した「竹原市生涯現役促進地域連携協議会」のホームページが完成しました。

ホームページはこちら▶
竹原市生涯現役促進地域連携協議会とは

●主な事業内容

　高齢者や事業者への就労・雇用意向調査

　就労相談窓口の設置

　求人情報の募集と発信

　各種セミナーの開催

●相談窓口

　竹原市生涯現役促進地域連携協議会「ＡＡサポ」

　竹原市中央二丁目１番１号（旧 山陽観光）

●相談日時　

　月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始等除く）　

　８：30 ～ 17：00　☎２４-６２２１

問い合わせ　産業振興課商工観光振興係　☎２２－７７４５

※詳細は、市ホームページをご覧ください。

令和４年４月１日 雇用開始

令和５年３月 31 日
１年間満了。
給付金申請書、雇用証
明書等提出

令和５年４月１日以降 申請者へ支払
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●竹原市空き家等対策計画（第２期計画）素案について

目的

　空家等対策の推進に関する特別措置法に基

づく竹原市空き家等対策計画の更新を進めて

います。本計画の策定にあたり「竹原市空き

家等対策計画（第２期計画）素案」について、

市民の皆さんの意見を募集します。

公表資料

　竹原市空き家等対策計画（第２期計画）（案）

公表・意見提出期間

　３月２日（水）必着

閲覧場所

　都市整備課住宅建築係、忠海支所（土・日

曜日、祝日を除く８時 30 分～ 17 時 15 分）

または市ホームページ

意見を提出できる人

①市内に居住、通勤、通学している人

②市内に事務所または事業所を有する人

③本件の実施に関し利害関係を有する人

意見の提出方法　

　指定の様式（閲覧場所に備え付け、または

市ホームページからダウンロード）により、

ファックス、電子メール、郵送、または直接、

都市整備課住宅建築係へ提出してください。

市ホームページの専用フォームからも提出で

きます。

意見の提出先・問い合わせ

　都市整備課住宅建築係

  （〒７２５-８６６６　住所不要）

　☎２２－７７４９　FAX ２２－８５７９

　E-mail　toshi@city.takehara.lg.jp

　　　　　　市民の皆さんの意見を募集します

　より良い計画とするため、皆さんの考えをお寄せください。

　いただいたご意見等を踏まえ、計画を策定し、公表する予定です。

●第３次竹原市地域福祉計画素案について

目的

　地域住民や地域の多様な主体が「我が事」と

して参画し、人と人、人と資源が世代や分野を

超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひ

とりの暮らしと生きがい、地域をともに創って

いく「地域共生社会の実現」を目指して、第３

次竹原市地域福祉計画を策定します。

公表資料

　第３次竹原市地域福祉計画（案）

公表・意見提出期間

　２月 18 日（金）必着

閲覧場所

　社会福祉課福祉係、忠海支所（土・日曜日、

祝日を除く８時 30 分～ 17 時 15 分）または

市ホームページ

意見を提出できる人

　市内に居住、通勤、通学している人等

意見の提出方法　

 指定の様式（閲覧場所に備え付け、または

市ホームページからダウンロード）により、

ファックス、電子メール、郵送、または直接、

社会福祉課福祉係へ提出してください。市

ホームページの専用フォームからも提出でき

ます。

意見の提出先・問い合わせ

　社会福祉課福祉係

　（〒７２５-８６６６　住所不要）

　☎２２－２９４６　FAX ２２－５３１１

　E-mail　shafuku@city.takehara.lg.jp
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　成人式
 １月８日（土）、令和４年竹原市成人式を開催しま

した。市長からお祝いの言葉を贈り、新成人代表に

よる誓いの言葉の他、賀茂川中学校の福治紗千先生

にお祝いの歌として、「ユー・レイズ・ミー・アップ」

を歌っていただきました。新成人の皆さんの多彩な

活躍を心から願っています。

「新成人誓いの言葉」を一部抜粋して紹介します。

問い合わせ　文化生涯学習課　　　　　

　　　　　　☎２２-２３２８　を終えて
令和４年竹原市

【行廣　拓哉さん】

　現在、私はふるさと竹原を離れ、大学で企業経営

について勉強しています。初めて故郷を離れ、様々

な経験をする中で、我がふるさと竹原市への思いの

深さを再確認することができました。そして将来は

地元に戻り、竹原の自然環境を守るとともに生かす

ことができる事業を展開したいと考えています。私

たちは二十歳という人生の大きな節目を迎えました

が、社会人としてはまだまだ未熟です。どうかこれ

からも温かい目でご指導、ご鞭撻をいただきますよ

うお願いします。そして、多くの方々への感謝の気

持ちと成人としての決意を忘れず、力強く生きてい

くことを誓います。

【辰己　萌さん】

　将来私は英語を使って社会に貢献できるような仕事

に就きたいと思っています。そのため 現在大学では

英語コミュニケーション論を専攻しています。県外の

大学に進学したので、地元が恋しくなりますし定期的

に帰省したくなります。地元を離れたからこそ竹原の

良さに気づくことができたと思っています。本日、人

生の節目となる成人式をこうして迎えることができ、

大変嬉しく思います。今まで出会った全ての方々、そ

して生まれ育った竹原に感謝するとともに、ここにい

る新成人、立場はそれぞれですが、自分の行動に責任

を持ち、社会の一員として今後の人生を歩んでいくこ

とを誓います。

【藤本　玲那さん】

　現在、私は小学校、幼稚園、保育所といった主に、

児童、乳幼児の教育に関して勉強をするためにふる

さと竹原を離れ、大学に通っています。竹原市に居

ないからこそ、竹原市の良さや温かさに気づくこと

ができました。将来は幼稚園教諭になって、ふるさ

とである竹原市での就職を考えております。大好き

なこの町で、子どもたちを安心・安全に受け入れて、

温かく受容し、個性や創造力を伸ばせる、そんな先

生になれたらと思っております。この 20 年間、沢

山の人との出会いがあり、こうしてここまで成長す

ることができました。感謝の気持ちを忘れず、１人

の成人として、自分の思い描く将来に向かって日々

精進することを誓います。

【奥川　巧人さん】

　二十歳という節目を迎え、新成人として大人の仲間

入りをした喜びを感じるとともに、これから背負って

いく社会人としての責任の重さに身が引き締まる思い

です。今日ここに集まった私たちは、既に就職して社

会に貢献している人もいれば、将来に活かすために継

続して学業に励んでいる人もいます。また結婚して

パートナーと幸せな家庭を築くことに尽力している人

もいるでしょう。中学校から卒業してまだ５年という

短い時間しか経っていませんが一人一人の時間の積み

重ねを感じました。今日皆さんとこの日を迎えられ

て本当に嬉しいです。近年、社会はコロナウイルスに

よりかなり不安定になっています。今後も感染を防ぐ

為に様々なことを自粛していく日々が続くと思います

が、私たち若い世代が少しでも貢献してより良いもの

にしていけるように精進していきましょう。



広報たけはら　2022.2.77

　１月１日付けで法務大臣から委嘱された人権

擁護委員を紹介します。人権擁護委員は、市民

のみなさんから人権相談を受けたり、人権につ

いて関心を持ってもらえるよう啓発活動を行っ

たりしています。

 　
坂本　忠明　さん（再任）　（吉名町）

　問い合わせ　

　地域づくり課人権男女共同参画係

　☎２２-７７３６

　差別、いじめ、いやがらせ等、人権に関

する相談を受け付けます。

日時　２月 16 日（水）　９時から 12 時

場所　人権センター　１階会議室

問い合わせ　

　東広島竹原人権擁護委員協議会　

　０８２-４２３-７７５２

　人権相談を実施します 　人権擁護委員の委嘱について

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ
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・

竹原病院・中島内科クリニック・馬場病院・安田

病院

実施医療機関（市外）

　直接医療機関へご確認ください【広島県内】

自己負担額　3,200 円

※令和３年度市民税非課税世帯に属する人、生活

　保護世帯の人は、自己負担額が免除となります。

接種券の申込

　接種を希望する人は接種前に印鑑・本人確認が

できるものを持参し、保健センターへ申請してく

ださい。

※代理申請の場合は、保健センターへご相談くだ

　さい。

接種予約

　接種券申請後、接種者が医療機関へ予約してく

ださい。

医療機関へ持参するもの

　予防接種券、予診票、健康保険証など本人確認

ができるもの、自己負担金

問い合わせ

　保健センター　☎２２-７１５７

②接種日に 60 歳以上 65 歳未満で、心臓・じん臓・

　呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免

　疫の機能に一定以上の障害がある人

接種期間　３月 31 日（木）まで

●令和３年度の対象者

　接種を希望する竹原市在住で、今までに肺炎球

菌予防接種を受けていない人のうち、次の①また

は②に当てはまる人

①次の表の生年月日の人

65 歳 昭和 31 年４月２日 ～ 昭和 32 年４月１日生まれ

70 歳 昭和 26 年４月２日 ～ 昭和 27 年４月１日生まれ

75 歳 昭和 21 年４月２日 ～ 昭和 22 年４月１日生まれ

80 歳 昭和 16 年４月２日 ～ 昭和 17 年４月１日生まれ

85 歳 昭和 11 年４月２日 ～ 昭和 12 年４月１日生まれ

90 歳 昭和６年４月２日 ～ 昭和７年４月１日生まれ

95 歳 大正 15 年４月２日 ～ 昭和２年４月１日生まれ

100歳 大正 10 年４月２日 ～ 大正 11 年４月１日生まれ

※過去に接種したことのある人は助成の対象にはなりません。接種から５年以上が経ち、再度接

　種を希望される場合は直接医療機関へご相談ください。（全額自己負担での接種となります）
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～市・県民税、国民健康保険税～

申 告 の 相 談・ 受 付 が 始 ま り ま す！
２/16
 （水） ～

３/15
 （火）

　この申告は、市・県民税や国民健康保険税などを算出する基礎となる大切なものです。申告が必要な人は、

必要書類をご確認のうえ、申告をお願いします。

市県民税申告書の提出は原則郵送で

　みなさんの安全のため、会場への来場を控え、郵

送で申告書を提出してください。申請書は市のホー

ムページからもダウンロードできます。

申告相談会場の混雑緩和にご協力を

　感染症対策として、申告相談会の「密集」を避け

るため、次のことに気を付けてください

○ 37.5 度以上の発熱や風邪の症状がある場合など

　感染防止の観点から適切でないと判断したときに

　は入場をお断りします。

〇ご来場の際は、できるだけ少人数で、マスクの着

　用・入口等での手指消毒をお願いします。

〇会場の混雑を避けるため、入場制限を行います。

〇状況により時間をずらして来場をお願いすることがあります。

〇感染防止対策として、こまめな換気・消毒・検温・飛沫

　防止パネルの設置・職員のマスク着用等を徹底します。

〇会場での滞在時間を短縮するため、収支内訳書や

　医療費控除の明細書などの必要書類は、事前に準

　備をお願いします。

※２月 16 日（水）から３月４日（金）までの間は、

　市役所税務課窓口で申告の受付はできません。

※申告にはマイナンバーの記載が必要です。

※このフローチャートは、一般的なパターンを参考として示すものです。

※その人自身の所得 (課税 )証明書が必要な場合は、申告が必要です。

対象 申告に必要なもの

全員

〇記入済みの申告書
〇免許証や健康保険証などの本人
　確認書類の写し
〇マイナンバーカード（両面）の写し、
　または住民票と記載内容が一致す
　るマイナンバー通知カードの写し

給与・年金所得 源泉徴収票（給与・公的年金など）

営業・農業・
不動産所得

〇収支内訳書
〇経費の領収書等

雑所得・
一時所得

保険の満期（解約）一時金、個人
年金の支払金額の証明書、報酬の
支払調書など

社会保険料控除
国民健康保険税（料）、国民年金保険
料、介護保険料、後期高齢者医療保
険料の支払額の証明書

生命保険料控除・
地震保険料控除

生命保険料、個人年金保険料、介護
医療保険料、地震保険料の支払証明
書

医療費控除 医療費控除の明細書

寄附金控除 支払金額の証明書

障害者控除 身体障害者手帳などの写し

勤労学生控除 学生証の写し

▼申告に必要な書類

問い合わせ　税務課市民税係　☎２２- ７７３２
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〇密を作らないために

　税務署での確定申告会場への入場には「入場整理

券」が必要です。会場で当日配付、またはＬＩＮＥ

から事前発行もできます。

問い合わせ　竹原税務署　☎２２-０４８５

●２月の日程表 ●３月の日程表

申告相談受付日程表
９時～ 11 時 30 分、13 時～ 15 時 30 分

会　場 日程 指定地域
忠海東地域交

流センター
２/16（水）

忠海東町一丁目・四

～五丁目

忠海地域交流

センター

２/17（木）
忠海東町二～三丁目・

忠海中町一～三丁目

２/18（金）
忠海中町四丁目・

忠海床浦・忠海長浜

大乗地域交流

センター

２/21（月）高崎町

２/22（火）

福田町（※１ 午前のみ）

小梨地域交流

センター
小梨町（※２ 14時～16時）

吉名地域交流

センター

２/24（木）
毛木・郷・浦尻・

久保城・平方・水場

２/25（金）

西条・東条・港・曽井

（※１　午前のみ）

大井地域交流

センター

下野町（大井・宿根・築地）

（※２　14 時～ 16 時）

中通地域交流

センター
２/28（月）

下野町（中通・大応・

上条・成井）

会　場 日程 指定地域
東野地域交流

センター
３/１（火）東野町

田万里地域

交流センター
３/２（水）

田万里町（※１ 午前のみ）

仁賀生活改善

センター
仁賀町（※２ 14時～16時）

荘野地域交流

センター
３/３（木）新庄町・西野町

竹原西地域

交流センター
３/４（金）

塩町二丁目～四丁目・

竹原町（中須・西町・

皆実・雇用促進・来須・

来須住宅・明神）

市民館

ホールロビー

（※３）

３/７（月）中央一丁目～五丁目

３/８（火）
塩町一丁目・竹原町（3/4 ㈮

の地域以外）

３/９（水）本町一丁目～四丁目

３/10（木）田ノ浦一丁目～三丁目

３/11（金）港町一丁目～五丁目

３/14（月）竹原市内全域

３/15（火）竹原市内全域

※１　2/22（火）大乗地域交流センター・2/25（金）吉名地域交流センター・3/2（月）田万里地域交流センターの相談受付は午前のみ。

※２　小梨地域交流センター・大井地域交流センター・仁賀生活改善センターの相談受付は14時～16時のみ。

※３　市民館ホールロビーの相談受付は、８時 30 分から 16 時です。

問い合わせ　税務課市民税係　

　　　　　　☎２２-７７３２

　本年の申告会場は、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じたうえで開設します。

　次の期間中、竹原市役所職員によるマイナンバーカードの出張申請窓口を設置します。

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はぜひこの機会をご活用ください。

実施日時　２月 10 日から３月８日までの火・木曜日　９：30 ～ 11：30

設置場所　申告会場内　　　　　　問い合わせ　竹原市役所市民課市民係　　☎２２-７７３４

「令和３年分 確定申告」について～竹原税務署からお知らせ～
申告と納税の期限

　所得税・贈与税　　　３月 15 日（火）

　消費税（個人事業者）３月 31 日（木）

〇密を避けるために

　スマートフォン・パソコンで e-Tax をご利用し、

ご自宅から申告ができます。

　詳しくは国税局ホームページをご覧ください。

友だち追加はこちらから▶

●よくある質問

質問１　郵送での申告は、申告書以外に何が必要ですか？

回答１「申告に必要な書類」に記載しているものを申告書に添えて送付してください。

質問２　年金収入のみですが、申告の必要はありますか？

回答２　原則申告の必要はありませんが、医療費控除など申告により追加できる控除がある場合は、申告

　　　　をすることで、市県民税の控除の適用を受けることができます。

質問３　確定申告書は郵送で市役所へ提出できますか？

回答３　確定申告（所得税の還付申告等）をされる場合は、市役所への郵送での提出はできません。

　　　　税務署へ提出されるか、各相談会場での申告をお願いします。
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「マイナンバーカード」出張申請窓口を開設します

◆出張申請窓口（事前予約制）

　写真の撮影など、職員が申請をお手伝いします。

　出来たマイナンバーカードは自宅で受け取りも可

能です。（本人限定受取郵便で届けます。）

持参するもの

①写真（縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝で６か月以内に撮影した正面、

　無帽、無背景のもの。職員による撮影も可能。）

②本人確認書類（Ａから１点またはＢから２点）

　Ａ　顔写真付き書類（運転免許証、旅券、身体障害者手帳等）

　Ｂ　「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され

　　　た書類（保険証、介護保険証、年金手帳等）

③通知カード

　（紛失の場合は本人確認書類Ａ２点またはＡ１点とＢ１点  

　を持参してください。）

④住民基本台帳カード（お持ちの場合）

　※③④は申請時に回収します。

　※交付まで１～２か月程度かかります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前予約制とします。希望される場合は、前日までに市民課 

　市民係へ電話で予約してください。（希望者が予定数に達した場合は受付を締め切ります。）

実施場所 日時

荘野地域交流センター
３月２日（水）
10 時～ 15 時

吉名地域交流センター
３月４日（金）
10 時～ 15 時

忠海支所
３月９日（水）
10 時～ 15 時

問い合わせ　市民課市民係

　　　　　　☎２２-７７３４

「マイナンバーカード受取」・
「電子証明書の更新」

夜間・休日開庁のご案内

マイナポイント第２弾が
スタートしました

夜間開庁日時

　２月 10 日（木）、24 日（木）、

　３月 10 日（木） 

　17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時

　２月 27 日（日）、３月 27 日（日）

　９時～ 12 時

受付場所　市民課市民係

※マイナンバーカードに関する業務以

外はお受けできません。

　マイナンバーカードを取得された人のうち、マイナポイ

ント第１弾に申し込んでいない方（マイナンバーカードを

これから取得される人も含みます）を対象に最大 5,000 円

相当のポイントを受け取れます。

　現在準備中のポイント取得手続きは次のとおりです。

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込み

　（7,500 円相当）

・公金受取口座の登録

　（7,500 円相当）　　　詳しくはこちら▶
※スマートフォンをお持ちでない人などについては、市役所

　市民課窓口でお手続きの手伝いをしています。また、お近

　くのコンビニや携帯ショップなどでもお手続きできます。

ウォームビズのポイント

首・手首・足首を温め、冷え
を防ぐ

入浴で体を芯から温める

ひざ掛けやストールの活用で
こまめな体温調節

血行促進運動やいつもより多く
動くことで体温を上昇させる

湿度を高め体感温度をＵＰ
冬が旬の食材（生姜など）で
体を内側から温める

扇風機で暖かい空気を循環
厚手のカーテンなどで窓から
熱を逃がさない

　２月は、「冬の省エネキャンペー

ン月間」です。

　みなさん暖房の温度を 20℃に設

定し、節電しながら快適に過ごすラ

イフスタイル『ウォームビズ』に取

り組んでみましょう。

　地球にも体にも財布にもやさしい

エコライフを始めましょう。

問い合わせ　

市民課生活環境係　☎２２-２２７９

エ   コ な生活してみませんか？

毎月第一土曜日は
　　　　「ひろしま環境の日」
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会計年度任用職員の登録を随時受け付けています

募集する職種 応募条件 申込方法
提出先・

問い合わせ

事務補助職員
パソコン操作（ワードやエクセルによる文書作
成など）ができる人

所定の登録申込書
（各提出先に
　　備え付け）

総務課人事係
（☎ 22-7759）事務補助職員

（障害者対象）

障害者手帳等の交付を受けている人
※採用にあたっては、印刷・封入・書類整理・ 
　パソコンによるデータ入力などから障害特性
　に応じた業務を組み合わせます。

用務員・校務補助員・介助員
学校（小・中・義務教育学校）での業務に熱意
をもって取り組む意欲のある人 教育委員会

総務学事課
（☎ 22-2329）用務員（障害者対象）

障害者手帳等の交付を受けている人
※学校（小・中・義務教育学校）での業務を障
　害特性に応じて組み合わせます。

保育士・保育教諭
保育士…保育士資格を持つ人
保育教諭…保育士及び幼稚園教諭の資格を持つ人
※職員の休暇等による欠員が生じた場合に勤務します。

社会福祉課
子ども福祉係
（☎ 22-7742）

　竹原市役所（出先機関等含む）、竹原市立の学校・保育所・認定こども園に勤務する会計年度任用職員（非

常勤職員）の登録者を募集します。登録した人の中から必要に応じて選考を行い、任用します。

放課後児童支援員を募集しています
募集人数　１人

応募資格

　放課後児童支援員認定資格研修を修了した人、または次

の①～⑤のいずれかに該当する人で、雇用されてから１年

以内に放課後児童支援員認定資格研修を修了できること

①保育士の資格を有する人　

②社会福祉士の資格を有する人

③２年以上児童福祉事業に従事した人

④幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教

　育学校の教諭となる資格を有する人

⑤学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心

　理学、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

勤務場所　竹原小学校・竹原西小学校・大乗小学校・

　忠海学園・吉名学園いずれかの放課後児童クラブ

勤務内容　児童の見守り、生活指導、事務処理等

任用期間　令和４年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。

勤務時間　平日　　　　14 時から 18 時まで

　　　　　学校休業日　８時から 18 時までのうち

　　　　　　　　　　　５時間または６時間

　　　　　※原則週 28 時間以内

報酬　時給１，２４５円

申込期限　２月 18 日（金）

申し込み・問い合わせ

　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）

及び資格証明書の写しを、社会福祉課子ども福祉

係（☎２２-７７４２）へ。

※勤務条件については、担当課へお問い合わせください。

会計年度任用職員（生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員））募集
募集人数　1 人

応募資格　地域づくり活動に熱意があり、普通自  

　動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人

勤務内容　地域住民の支え合い意識の向上、地域

　の生活支援ニーズや社会資源の把握、地域の支

　え合いの体制づくり、地域の困りごとの解決に

　向けた資源開発等

任用期間　令和４年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・履歴書（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）

　に資格登録証明書（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　２月 25 日（金）（必着）

申し込み・問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係　☎２２- ７７４３


