
吉田町 　

陽岡　 壱舵（ひなおか　いった・男）

藤井　 博雪（ふじい　ひろゆき・男）

沖田　 秀悟（おきた　しゅうご・男）

美土里町 　

仁井　 千咲（にい　ちさき・女）

高宮町 　

新出　 莉叶（しんで　りと・男）

中村　 結翔（なかむら　ゆいと・男）

島田　 蒼大（しまだ　そうた・男）

甲田町 　

藤田 勘太朗（ふじた　かんたろう・男）

岡下　 永愛（おかした　とあ・男）

友兼　 叶夢（ともかね　かのん・男）

吉田町

[ 吉 田 ] 牧原　　 洋（77歳）

[ 吉 田 ] 福本　 秀夫（66歳）

[ 吉 田 ] 大西　 　渉（86歳）

[ 吉 田 ] 折田 美保子（74歳）

[ 山 手 ] 増田 ヨリ子（100歳）

[ 福 原 ] 長戸　 十三（87歳）

[ 山 部 ] 西村 ヨシ子（93歳）

[多治比] 中村　 義知（91歳）

[上入江] 小田 チカヱ（104歳）

[ 小 山 ] 作田 ヤヱコ（95歳）

八千代町

[佐々井] 天根　 一磨（76歳）

[佐々井] 白石 アキヨ（94歳）

美土里町

[ 本 郷 ] 政池 　逸登（95歳）

[ 本 郷 ] 佐々木 　秤（98歳）

[ 生 田 ] 今野　 勝枝（78歳）

高宮町

[佐々部] 丸尾　 清吾（94歳）

[佐々部] 佐々田 子（99歳）

[ 川 根 ] 中原　 秀美（86歳）

[ 川 根 ] 猪伏　 豊子（94歳）

[ 房 後 ] 高下　 枝（85歳）

[ 原 田 ] 新宅　 節江（88歳）

[来女木] 木下　 高子（87歳）

甲田町

[上小原] 中野　 光明（81歳）

[上小原] 新田 惠美子（89歳）

[高田原] 山田 多惠子（82歳）

[高田原] 今井　 八郎（91歳）

[ 深 瀬 ] 山上 百合子（67歳）

向原町

[ 有 留 ] 望月　 文子（99歳）

[ 坂 ] 川増　 皎子（92歳）

[ 戸 島 ] 山﨑　 二郎（85歳）

敬称略

※このおよろこびとおくやみは届出時に掲載を希望した方のみです。市外で届けた方や掲載の確認が取れていない
方の名前の掲載を希望する場合は、総務課秘書広報室 ☎・お太助フォン42-5627までご連絡ください。

月間有効求職者数

月間有効求人数

月間有効求人倍率

504 人

620 人

1.23 倍

お仕事のご相談・求人募集はハローワークを
ご利用ください　☎42-0605　　42-0224

ハローワーク安芸高田

求人求職状況（9月分）

休日・夜間の救急医療月

■高田地区休日夜間救急診療所
　吉田総合病院（吉田町）
〈平　日〉〈
〈日　曜〉〉
〈30（水）〉〉
〈31（木）〉〉
【内科・外科】 ☎42-0636
※都合により変更になる場合があります。
　出かける前に医療機関へお問い合わせください。

17：00～翌 8：30

  8：30～翌 8：30

人口 令和2年
11月1日現在

人口総数
世帯数
男
女

28,100
13,556
13,564
14,536

（-397）

（+13）

（-197）

（-200）

前年比

災害件数 令和2年
10月分

令和2年累計

前年同月

毎月1日と15日は「防災デー」

火災 救急 救助
1件
（16）

0件

109件
（1077）

133件

6件
（19）

1件

交通事故（年間累計）

管内交通事故の特徴

負傷者死者件数
人身事故

令和2年
10月末時点速報値

※（）内は前年同期の増減数
24人（-16）1人（+1）22件（-8）

1件追突

納　税
■固定資産税　第３期
■国民健康保険税　第６期
■介護保険料　第５期
■後期高齢者医療保険料　第６期
　納期限:12月25日（金）

月

年末年始の歯科医当番
■診療時間　9時～17時

 12/30 黒岩歯科医院（向原） ☎46-2123
 12/31 近藤歯科医院（八千代） ☎52-7777
 1/1 貞岡歯科医院（吉田） ☎42-2885
 1/2 谷歯科医院（八千代） ☎52-3939
 1/3 みどりファミリー歯科（美土里）
   ☎54-0843

時日時　問お問い合わせ先　所場所　予予約　備備考　料料金　申申込　相相談員 12月の相談
相談会名 相談内容 場所 日にち 時間 予約・お問い合わせ

特設人権相談 身近な人権相談
相人権擁護委員

たかみや人権福祉センター 2日(水)

10時～15時 人権多文化共生推進課
☎・お太助フォン42-5630

甲田人権福祉センター 2日(水)
吉田人権福祉センター 3日(木)
美土里支所 4日(金)
向原支所 4日(金)
八千代人権福祉センター 7日(月)

巡回無料弁護士
相談会

1人30分まで
同じ相談で1回限り
弁護士に利害関係がある場合
お断りする場合あり

吉田人権福祉センター 10日(木) 

13時～16時

予11月26日（木）から
吉田人権福祉センター
☎・お太助フォン42-2826

たかみや人権福祉センター 24日(木)
予12月10日（木）から
たかみや人権福祉センター
☎・お太助フォン57-1330

行政相談
行政に関する困りごとや
意見など
相行政相談委員

吉田人権福祉センター
3日(木)

10時～15時

総務課
☎・お太助フォン42-5611
☎・お太助フォン42-2111(代)

17日(木)
美土里支所 14日(月) 10時～12時
高宮支所 18日(金) 10時～12時

甲田支所 8日(火) 13時30分～
15時30分

向原支所 8日(火) 10時～12時

くらしの総合相談 相続や後見制度等、
さまざまな暮らしの相談事

吉田人権福祉センター
3日(木)

10時～15時 吉田人権福祉センター
☎・お太助フォン42-282617日(木)

甲田人権福祉センター 10日(木) 13時～16時 甲田人権福祉センター
☎・お太助フォン45-4922

相続・遺言
成年後見相談会 相続・遺言・後見制度

八千代人権福祉センター 7日(月)

13時～16時

八千代人権福祉センター
☎・お太助フォン52-7500

美土里支所 11日(金) 美土里支所
☎・お太助フォン54-0311

たかみや人権福祉センター 15日(火) たかみや人権福祉センター
☎・お太助フォン57-1330

向原支所 23日(水) 向原支所
☎・お太助フォン46-3111

年金・労働
無料相談会

年金・労働のお悩み、障害年
金請求の記入方法など
相社会保険労務士

電話相談 平日 9時～16時
広島県社会保険労務士会三次支部 
道沖祐子社労士事務所
☎52-3555

断酒会 自身や家族のお酒に関する
お悩み 吉田人権福祉センター

18日(金) 18時30分～20時 広島断酒ふたば会（中田克宣）
☎090-4802-186527日(日) 13時30分～15時

生活困窮者相談 生活保護など生活困窮に関して 電話・窓口相談 平日 8時30分～17時15分 社会福祉課☎・お太助フォン42-5615

障害者相談 障害者やその家族の方などの
お悩み

電話・窓口相談 平日 8時30分～
17時30分

障害者基幹相談支援センター
☎・お太助フォン47-1080

電話・窓口相談 平日 8時30分～17時 清風会つぼみ☎47-2092

電話・窓口相談 平日 9時～18時 相談支援事業所もやい☎46-5760

高齢者相談 高齢者に関して 電話・窓口相談 平日 8時30分～
17時30分

地域包括支援センター
☎・お太助フォン47-1132

消費生活相談 悪質な商取引に関する消費者
相談 電話・窓口相談 火・木 9時30分～12時

13時～16時30分
消費生活相談室
☎42-1143

県民相談 離婚・相続・近隣トラブル、
交通事故など 電話・窓口相談 平日 9時～17時 広島県生活センター

☎082-223-8811

お太助フォン相談 お太助フォンに関する相談 電話・窓口相談 平日 9時30分～18時 CBBS(中国ブロードバンドサ ー ビ ス株 式 会 社)
☎45-7017お太助フォン99-5500

広島県小児救急
医療電話相談 子どもの急な病気 電話相談 平日 19時～翌8時 ☎局番なしの＃8000

（携帯電話からも利用可）

対象地域 相談先 電話番号 受付時間
安芸高田市 県西部保健所広島支所 ☎082-513-2567 終日

全国 厚生労働省 ☎0120-56-5653 9時～21時

新型コロナウイルス相談窓口

※相談時の症状の目安は、広島県および厚生労働省のホームページを確認してください。

※諸事情で、日程が変更される場合があります。最新の情報は、問い合わせ先に確認してください。
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