
時8月10日（金）10時～15時※個別対応可　所クリスタルアージョ4階　研修室402

※詳しい内容につきましてはホームページをご覧になるか、自衛隊可部募集案内所にお問い合わせください。
※本庁・各支所にパンフレットを置いていますのでご利用ください。

検索広島地本

自衛官募集　～平和を仕事にする～

募集説明会

問自衛隊可部募集案内所　☎082-815-3980

募集項目 応募資格 受付期間 試験日

自衛官候補生（1次募集）18歳以上27歳未満
※詳細はお問い合わせください

9月12日（水）まで 9月19日（水）～26日（水）のうち指定する1日
一般曹候補生

9月7日（金）まで
1次：9月22日（土）

航空学生 空：18歳以上21歳未満の者
海：18歳以上23歳未満の者 1次：9月17日（月・祝）

※このおよろこびとおくやみは届出時に掲載を希望された方のみです。市外で届けられ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される場合は、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。

納　税

■市県民税 第2期
■国民健康保険税 第3期
　納期限：8月31日（金）

月

人口 平成30年
7月1日現在

人口総数
世帯数
男
女

28,935
13,544
13,976
14,959

（-515）

（-17）

（-251）

（-264）

前年比

消防署の出動件数 平成30年
6月末現在

平成30年累計

前年同月

毎月1日と15日は「防災デー」

火災
2件

（26）

2件

救急
104件
（757）

115件

救助
1件

（11）

2件

その他
5件

（12）

4件

交通事故（年間累計）

管内交通事故の特徴

負傷者死者
人身事故

平成30年
6月末現在

※（）内は前年同期の増減数
38人（-17）3人（+3）32件（-7）

1件追突事故

月間有効求職者数

月間有効求人数

月間有効求人倍率

433 人
687 人

1.59 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（5月分）

月 休日・夜間の救急医療
■高田地区休日夜間救急診療所
　吉田総合病院（吉田町）

17：00～翌 8：30
8：30～翌 8：30

〈平　日〉
〈日・祝日〉
【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。

■おおはた産婦人科（吉田町）
8月11日(土・祝)

【産婦人科】 ☎42-0067

400ml
献血

□9：30～11：15
　12：30～15：30
□クリスタルアージョ 

8月17日（金） 
時

所

吉田町 　

藤井　 十季（ふじい　とき・男）

梅津 菜々美（うめつ　ななみ・女）

佐々木 柚衣（ささき　ゆい・女）

吉川　 基（きっかわ　よしき・男）

八千代町 　

佐藤　 　樹（さとう　いつき・男）

林　 　恒輝（はやし　こうき・男）

甲田町 　

沖田　 瑞季（おきだ　みずき・男）

趙　 　佳楠（ちょう　かなん・女）

向原町 　

藤村 真乃介（ふじむら　しんのすけ・男）

敬称略

吉田町

[ 吉 田 ] 藤本　 朝子（91歳）

[ 吉 田 ] 村﨑 コシヱ（97歳）

[ 福 原 ] 倉中　 　清（73歳）

[ 相 合 ] 古武　 澄子（92歳）

八千代町

[佐々井] 吉本 タカコ（98歳）

[佐々井] 川口　 正幸（94歳）

[ 上 根 ] 吉川　 正惠（77歳）

[ 土 師 ] 田　 宏行（78歳）

美土里町

[ 本 郷 ] 谷口 タツヱ（89歳）

[ 本 郷 ] 佐々木 善明（96歳）

[ 横 田 ] 六箱　 　操（99歳）

[ 北 ] 上中　　 久（76歳）

高宮町

[ 原 田 ] 猪掛 進太郎（43歳）

[ 原 田 ] 山田　 只夫（95歳）

[ 船 木 ] 原　 　節子（86歳）

[来女木] 児玉　 壽子（88歳）

[ 川 根 ] 谷本　 清子（94歳）

甲田町

[上小原] 西川　 俊 （77歳）

[上小原] 宮川　 秀明（70歳）

[高田原] 兼元　 　久（86歳）

[下甲立] 森政 トミコ（84歳）

[上甲立] 水野　 次郎（87歳）

[下小原] 常友 アイ子（96歳）

向原町

[ 坂 ] 粟田 　 子（87歳）

[ 坂 ] 小野 　祐弘（85歳）

[ 有 留 ] 玉井 佐賀美（99歳）

敬称略

時日時　問お問い合せ先　所場所　予予約　備備考　料料金　申申込　相相談員 8月の相談
相談会名 相談内容 日にち 時間 場所 予約・お問い合わせ

巡回無料弁護士
相談会

お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

9日(木) 13時～16時 吉田人権会館
予7月26日（木）より
吉田人権会館☎・お太助フォン42-2826

23日(木) 13時～16時 たかみや人権会館
予8月9日（木）より
たかみや人権会館
☎・お太助フォン57-1330

行政相談

美土里

行政に関する困りごとや
意見など
相行政相談委員

13日(月) 10時～12時 美土里支所
総務課
☎・お太助フォン42-5611
☎・お太助フォン42-2111(代)

高宮 24日(金) 10時～12時 高宮支所
甲田 28日(火) 13時30分～15時30分 甲田支所
向原 7日(火) 10時～12時 向原支所
吉田

2日(木)
16日(木) 10時～15時 吉田人権会館 吉田人権会館

☎・お太助フォン42-2826

くらしの総合相談

国の機関へ苦情や意見・暮ら
しの心配事
相続や後見制度等、様々な暮
らしの心配事 9日(木) 13時～16時 甲田人権会館 甲田人権会館

☎・お太助フォン45-4922

総合相談
高宮会場 様々な暮らしの心配事 14日(火)

28日(火) 18時～20時 たかみや人権会館
予相談日の5日前まで
たかみや人権会館☎・お太助フォン57-1330

相続・後見相談会 相続・後見制度に関して 6日(月) 13時～16時 八千代人権福祉センター 八千代人権福祉センター
☎・お太助フォン52-7500

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

22日(水) 13時～15時30分 ゆめタウンイズミ
吉田店2F文化教室

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 ご自身やご家族のお酒に関する
お悩み

3日(金) 18時～21時
吉田人権会館 広島断酒ふたば会（中田克宣）

☎090-4802-196511日(土) 13時～16時
27日(月) 18時～21時

生活困窮者相談 生活保護など生活困窮に関して 平日 8時30分～17時15分 電話・窓口相談 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

平日 8時30分～
17時30分 電話・窓口相談 障害者基幹相談支援センター

☎・お太助フォン47-1080

平日 8時30分～17時 電話・窓口相談 清風会つぼみ☎47-2092

平日 9時～18時 電話・窓口相談 相談支援事業所もやい☎45-2320

高齢者相談 高齢者に関して 平日 8時30分～
17時30分 電話・窓口相談 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 月・金 9時30分～12時

13時～16時30分 電話・窓口相談 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 平日 9時～17時 電話・窓口相談 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 平日 9時30分～18時 電話・窓口相談 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

子育て
支援センター

子育てのお悩み
相家庭児童相談員、母子・父
子自立支援員、保健師、子育
て支援員

平日 8時30分～
17時15分 電話・窓口相談 子育て支援課　児童福祉係

☎・お太助フォン47-1283

こども発達
支援センター

就学までの乳幼児の心身の成
長・発達に関して
相こども発達支援員

平日 8時30分～
17時15分 保健センター2Ｆ

こども発達支援センター
☎・お太助フォン47-4151
申電話受付

地域子育て
支援センター

育児相談やアドバイス
相保育士 保育所開所時 吉田保育所

小田東保育所
吉田保育所☎・お太助フォン42-0662
小田東保育所☎・お太助フォン45-2118

広島県小児救急
医療電話相談

子どもの急な病気についての
アドバイス 平日 19時～翌8時 電話相談 ☎局番なしの＃8000

（携帯電話からも利用可）
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