
介護保険の負担割合証を
送付します

　介護保険サービスの利用料のうち、
自己負担の割合を示した負担割合証を
7月中に送付します。今回の送付につい
て、手続きは必要ありません。利用時に
サービス事業所に提示してください。
■■対　要介護･要支援認定を受けている人
■■問　高齢者福祉課(■■TEL 0848-67-6240)

介護保険の負担軽減制度を
利用できます

■■内　①短期入所や施設サービスの食費･
居住費など
②社会福祉法人が行う特別養護老人ホ
ームや、訪問･通所介護などの利用料･
食費･居住費など
■■対　所得や扶養状況、預貯金などの一定
の要件を満たす人
※すでに軽減制度を利用している人は
更新申請が必要です。郵送で申請する
場合は通帳などの写しを添付してくだ
さい。
■■申　29日(金)までに高齢者福祉課
(■■TEL 0848-67-6240)へ

国民年金保険料の
免除･納付猶予制度

　経済的な理由などで納付が困難な場
合は、一定の基準に基づいて保険料が
免除･猶予されます。
■■所　市民課(市役所本庁1階)、各支所、三
原年金事務所
※いずれも郵送可。
■■用　年金手帳または基礎年金番号通知書
※失業中の場合は離職票か雇用保険受
給資格者証が必要。
■■問　市 民 課 ( ■■TEL 0 8 4 8 - 6 7 - 6 0 5 1  
■■FAX 0848-67-6062)、三原年金事務所
(■■TEL 0848-63-4111)

旧斎場(八坂町)の用途廃止に伴
う都市計画変更に関する説明会

■■時　11日(月)14時から
■■所　市役所本庁3階301･302会議室
■■内　 旧斎場(八坂町)の用途廃止に伴
う都市計画の変更
■■問　都市開発課(■■TEL 0848-67-6113 
■■FAX 0848-64-6057)

お知らせ、イベント、募集、制度など、生活に関する情報をあつめました。
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毎月手話動画をUP中！ 三原市公式YouTubeチャンネル
登録＆いいね！ お願いします。

Y
ユーチューブ

ouTube手話
しゅわわせ動画を見て手話にチャレンジ！

みんなでなくそう！交通事故！
　11日(月)～20日(水)は「広島県夏の
交通安全運動」の実施期間です。この期
間は「歩行者の安全な通行の確保」「高
齢運転者の交通事故防止」「飲酒運転等
の根絶」「自転車の安全利用の推進」の
4つに重点的に取り組み、交通事故を
なくしましょう。
■■問　 生活環境課(■■TEL 0848-
67-6179)

令和4年度特定計量器
(はかり)の定期検査

■■時　4日(月)～15日(金)
■■内　商店、工場、小口貨物取扱、学校、病
院、薬局、野菜･果物出荷などで取引ま
たは証明にはかりを使用する人は、必
ず検査を受けてください。
※対象者には案内を送付します。
■■問　商工振興課(■■TEL 0848-67-6072 
■■FAX 0848-64-4103)

男性の料理教室
■■時　22日(金)10時～13時
■■所　サン･シープラザ3階
■■対　65歳以上で一人暮らし、または介護
をしている男性
■■定　20人(要申し込み)
■■￥　 300円
■■申　15日(金)までに社会福祉協議会
(■■TEL 0848-63-0570)へ

➡市■■HP 

市の事業を公開点検する
事業レビューを実施します

　事業レビューとは、市の事業の必要
性や進め方などについて、外部の学識
経験者が市の担当者と議論し、点検･判
定するものです。無作為に選ばれた市
民判定者も議論の内容を踏まえて事業
の判定を行います。
　レビューの様子はインターネットで
中継します。また、会場にも傍聴席を用
意しますので、傍聴希望者は直接会場
へお越しください。

●令和4年度の実施予定
■■時　8月6日(土)･7日(日)いずれも9時
10分～16時
■■所　市役所本庁3階
■■定　10人(申し込み不要)
■■問　経営企画課(■■TEL 0848-67-6280)

土砂災害特別警戒区域に
おける逆線引きを進めます

　市では、市街化区域内の土砂災害特
別警戒区域を市街化調整区域に編入
する取り組み(逆線引き)を長期的･段
階的に進め、防災･減災のまちづくり
に取り組みます。令和4年度は、現地
調査を行い、都市計画変更の素案を作
成します。
■■問　 都市開発課(■■TEL 0848-
67 -6113 ■■FAX 0848-64-
6057)

市■■HP ➡

➡県■■HP 

人権講演会

●三原会場
■■時　21日(木)19時～20時30分
■■所　･■■問　人権文化センター(長谷一丁目 
■■TEL 0848-66-1111 ■■FAX 0848-66-
1112)

【演題】今、子どもの権利を考えよう!
【講師】県立広島大学保健福祉学部
保健福祉学科教授　田中聡子さん
■■定　60人(申し込み不要)
●本郷会場
■■時　6日(水)13時～15時
■■所　･■■問　本郷人権文化センター(■■TEL 0848-
86-3333 ■■FAX 0848-86-3407)

【演題】地域おこしと人権課題
【講師】部落解放同盟南部地区協議会事
務局長　中村修司さん
■■定　40人(申し込み不要)
※本郷オカリナ同好会｢心

こころね
音｣による演

奏会もあります。

市営住宅の入居者募集

【申込期間】19日(火)～29日(金)8時30
分～17時30分　
■■所　･■■問　三原市営住宅管理グループ窓口
(宮沖四丁目 ■■TEL 0848-62-1800)
■■対　久井･大和地区の住宅、小西北住宅
(高齢者向け)、本佐木住宅
※詳しくは同グループ ■■HP または19日
(火)から申し込み場所、市役所本庁1階
総合案内コーナー、各支所で配布する
資料で確認してください。
※申し込み多数の場合は抽
選。

➡ 三原市営
住宅管理

グループ■■HP 

福祉･介護のお仕事
オンライン説明会

■■時　8月10日（水）14時～15時
■■内　 福祉・介護の事業所で働く人との
交流
■■対　市内や近隣市町の高等学校に通う
高校1～3年生
■■定　50人(要申し込み)
■■申　25日(月)までに社協■■HPまたは社会
福祉協議会(■■TEL 0848-63-0570)へ

朝食レシピコンテストの
参加者募集

　より良い食生活につながるオリジナ
ルレシピを募集します。
■■対　市内在住･在学の高校生
■■申　9月1日(木)までに応募
用紙(市■■HPに用意)を保健福
祉課(■■TEL 0848-67-6053)へ

令和5年度に実施する市民
提案型協働事業の提案を募集

　地域課題の解決などのため、市民
活動団体や住民組織と市が協働で
取り組む事業の提案を募集します。
採択されると、市が30万円を上限
に経費の一部を負担し、協働で事業
を実施します。
※詳しくは市■■HP で確認してください。
※応募の手引きと提案書は地域企
画課(市役所本庁4階)、各支所、市■■HP 
に用意。
■■申　8月31日(水)までに提
案 書 な ど を 地 域 企 画 課
(■■TEL 0848-67-6184)へ

➡市■■HP 

➡市■■HP 

平和ポスター展
■■時　･■■所　①7月22日(金)～31日(日) サ
ン･シープラザ2階
②8月2日(火)～11日(木) イオン三原
店1階
③8月16日(火)～23日(火) 久井保健福
祉センター
④8月25日(木)～9月1日(木) 大和支所
⑤9月3日(土)～12日(月) 本郷生涯学
習センター
※時間は施設の開館時間に準じます。
■■問　人権推進課(■■TEL 0848-67-6044 
■■FAX 0848-64-4103)

農地の貸し借りには
利用権設定の手続きを

　耕作を目的に農地の貸し借りをす
るときは利用権の設定が必要です。新
たに貸借･更新する人は手続きをして
ください。
■■申　8月10日(水)までに申請書(市■■HP に
用意)を農林水産課(■■T E L 0848 -67 -
6077■■FAX 0848-64-4103)または各支
所へ

ポポロ夏休みプロジェクト　
バックステージツアー2022　
ポポロの秘密を大公開！！！

■■時　8月7日(日)10時30分から
■■所　･ ■■問　芸 術 文 化 セ ン タ ー  ポ ポ ロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■内　舞台装置･音響･照明など、普段は見
ることのできない舞台裏の探索
■■￥　参加費無料
■■定　25人
■■対　小学生以上
■■申　7月15日(金)9時から専用
申し込みフォームで ➡ポポロ■■HP 

“こんばんは” ①手のひらを前に向ける。
②その手を交差させ頭を下
げる。視覚と聴覚の両方に障
害がある人を盲ろう者とい
います。障害の程度により、
触手話、手書き文字、指点字、
音声などコミュニケーショ
ンの方法はさまざまです。

1 2

➡市YouTube　
　チャンネル

人権標語

【相談件数増加！】定期購入トラブルに注意！
　縛りのない定期購入だと思って商
品を申し込むと、実は、複数回購入す
ることが条件の契約になっており、
解約したくても解約ができないとい
ったトラブルが増えています。次の
注意点に気を付けながら、通信販売
を利用しましょう。
インターネット通信販売利用時の注意点
● 注文時の画面やメールのやり取り、

解約などの連絡は保存しておきましょう。
●インターネットを含む通信販売では、
クーリング・オフ制度はありません。
●購入条件や返品・解約の条件、継続期
間や支払総額など申し込み前にしっか
り確認しましょう。
※消費者を誤認させるような表示によ
り誤認して契約した場合には契約が取
り消せるようになりました。

いじめたら あなたのこころは にごります  (小学4年生)

消費生活の
心得

●消費生活センター●

！　少しでも不安を感じたら、すぐに
消費者ホットライン(■■TEL 188)または、
市消費生活センター(■■TEL 0848-67-
6410)に相談してください。
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画課(市役所本庁4階)、各支所、市■■HP 
に用意。
■■申　8月31日(水)までに提
案 書 な ど を 地 域 企 画 課
(■■TEL 0848-67-6184)へ

➡市■■HP 

➡市■■HP 

平和ポスター展
■■時　･■■所　①7月22日(金)～31日(日) サ
ン･シープラザ2階
②8月2日(火)～11日(木) イオン三原
店1階
③8月16日(火)～23日(火) 久井保健福
祉センター
④8月25日(木)～9月1日(木) 大和支所
⑤9月3日(土)～12日(月) 本郷生涯学
習センター
※時間は施設の開館時間に準じます。
■■問　人権推進課(■■TEL 0848-67-6044 
■■FAX 0848-64-4103)

農地の貸し借りには
利用権設定の手続きを

　耕作を目的に農地の貸し借りをす
るときは利用権の設定が必要です。新
たに貸借･更新する人は手続きをして
ください。
■■申　8月10日(水)までに申請書(市■■HP に
用意)を農林水産課(■■T E L 0848 -67 -
6077■■FAX 0848-64-4103)または各支
所へ

ポポロ夏休みプロジェクト　
バックステージツアー2022　
ポポロの秘密を大公開！！！

■■時　8月7日(日)10時30分から
■■所　･ ■■問　芸 術 文 化 セ ン タ ー  ポ ポ ロ
(■■TEL 0848-81-0886)
■■内　舞台装置･音響･照明など、普段は見
ることのできない舞台裏の探索
■■￥　参加費無料
■■定　25人
■■対　小学生以上
■■申　7月15日(金)9時から専用
申し込みフォームで ➡ポポロ■■HP 

“こんばんは” ①手のひらを前に向ける。
②その手を交差させ頭を下
げる。視覚と聴覚の両方に障
害がある人を盲ろう者とい
います。障害の程度により、
触手話、手書き文字、指点字、
音声などコミュニケーショ
ンの方法はさまざまです。

1 2

➡市YouTube　
　チャンネル

人権標語

【相談件数増加！】定期購入トラブルに注意！
　縛りのない定期購入だと思って商
品を申し込むと、実は、複数回購入す
ることが条件の契約になっており、
解約したくても解約ができないとい
ったトラブルが増えています。次の
注意点に気を付けながら、通信販売
を利用しましょう。
インターネット通信販売利用時の注意点
● 注文時の画面やメールのやり取り、

解約などの連絡は保存しておきましょう。
●インターネットを含む通信販売では、
クーリング・オフ制度はありません。
●購入条件や返品・解約の条件、継続期
間や支払総額など申し込み前にしっか
り確認しましょう。
※消費者を誤認させるような表示によ
り誤認して契約した場合には契約が取
り消せるようになりました。

いじめたら あなたのこころは にごります  (小学4年生)

消費生活の
心得

●消費生活センター●

！　少しでも不安を感じたら、すぐに
消費者ホットライン(■■TEL 188)または、
市消費生活センター(■■TEL 0848-67-
6410)に相談してください。
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