
仕事内容◆ 保険営業：生・損保の販売とアフターサービス
資 格◆ 原則採用時満５０歳未満（職務経験不問）

高卒以上または同等の学力等を有する方
国籍不問

給 与◆ 初任給月額 14.6万円～
※上記に加え実績給あり

（職務の遂行状況等、所定の条件を満たした場合）
（職員採用後、一定期間経過後に見直しあり）
※初任給は職歴・学歴などによって決定

時 間◆ ９時～１７時(休憩６０分）
休日休暇◆ 週休２日制・年末年始・有給
待 遇◆ 賞年２（職員採用後） 通勤交通費補助 各社保完備
受動喫煙防止対策◆屋内全面禁煙

応応 募募◆◆ 下下記記ににごご連連絡絡くくだだささいい。。

日日本本生生命命保保険険相相互互会会社社 広広島島支支社社
吉吉田田営営業業部部 担担当当：：畑畑本本

所所在在地地：： 広広島島県県安安芸芸高高田田市市吉吉田田町町
吉吉田田3785

ＴＴＥＥＬＬ：： 0826－－42－－0529

採20-40530,20/6/2（期限21/6）

吉田町 　

品川 なずな（しながわ　なずな・女）

矢 　 咲良（やはら　さら・女）

藤岡　　 花（ふじおか　はな・女）

OLIVEIRA
OSAKI  SAKURA

（おりべいら
  おおさき　さくら・女）

井上　 紗凪（いのうえ　さな・女）

笹木　 晴斗（ささき　はると・男）

 居　 凉香（どい　すずか・女）

高宮町 　

垣貞　 早希（かきさだ　さき・女）

バラオナ 海（ばらおな　かい・男）

甲田町 　

坂本 虎汰朗（さかもと　こたろう・男）

向原町 　

中井　 　澪（なかい　みお・女）
敬称略

吉田町

[ 山 手 ] 岡鼻　 雅雄（90歳）

[ 常 友 ] 佐々木 弘子（84歳）

[多治比] 吉見　 　操（68歳）

[ 竹 原 ] 霊山　 勝海（88歳）

[ 吉 田 ] 古川　 　滿（75歳）

[ 福 原 ] 内山　 正君（89歳）

八千代町

[ 下 根 ] 橋上　 義弘（56歳）

[ 下 根 ] 橋本　 達馬（68歳）

[ 上 根 ] 中本　 勝博（81歳）

美土里町

[ 生 田 ] 香川　 敬三（91歳）

高宮町

[ 川 根 ] 小野　 　悟（91歳）

[ 川 根 ] 熊高 ヤエコ（92歳）

[佐々部] 谷川　 石江（90歳）

[佐々部] 長岡 コヨリ（87歳）

[羽佐竹] 泉　 トヨ子（86歳）

[ 船 木 ] 金川 アヤノ（94歳）

甲田町

[下甲立] 松中 キミヱ（102歳）

[高田原] 秋重　 豊美（89歳）

[ 糘 地 ] 尾田　 樹敏（73歳）

向原町

[ 保 垣 ] 井上　 徳恵（86歳）

[ 長 田 ] 田村 惠美子（72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。

人口 令和2年
7月1日現在

人口総数
世帯数
男
女

28,173
13,537
13,595
14,578

（-438）

（-207）

（-231）

（-13）

前年比

災害件数 令和2年
6月分

令和2年累計

前年同月

救急 救助火災
92件
（632）

2件
（9）

1件
（14）

104件 0件3件

毎月1日と15日は「防災デー」

月間有効求職者数
月間有効求人数
月間有効求人倍率

543 人
621 人
1.14 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）

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
6月末現在速報値

※（）内は前年同期の増減数

追突事故 出会頭事故
人対自転車

16人（-12）0人（±0）14件（-5）

3件 1件
1件

納　税
■市県民税　第2期
■国民健康保険税　第2期
■後期高齢者医療保険料　第2期
■介護保険料　第3期
　納期限：8月31日（月）

月

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。

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 8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

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 13日(木) 

13時～16時

予7月30日（木）から
吉田人権福祉センター
☎・お太助フォン42-2826

向原支所 27日(木)
予8月13日（木）から
向原支所
☎・お太助フォン46-3111

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 6日(木)
20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)

美土里支所 3日(月) 10時～12時

高宮支所 28日(金) 10時～12時

甲田支所 25日(火) 13時30分～
15時30分

向原支所 11日(火) 10時～12時

くらしの総合相談 相続や後見制度等、様々な暮
らしの相談事

吉田人権福祉センター 6日(木)
20日(木) 10時～15時 吉田人権福祉センター

☎・お太助フォン42-2826

甲田人権福祉センター 17日(月) 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 3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 14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 18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 26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

7日(金)
18時30分～20時 広島断酒ふたば会（中田克宣）

☎090-4802-186521日(金)

30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。

※諸事情により、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。

広告

2829 広報 あきたかた 令和2年8月号広報 あきたかた 令和2年8月号


