
※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～ 問自衛隊可部募集案内所　☎082-815-3980

6月7日（木） 6月1日（金） 6月1日（金） 6月1日（金） 6月1日（金） 6月5日（火）
吉田人権会館 八千代人権福祉センター 美土里支所 たかみや人権会館 甲田人権会館 向原支所

特設人権相談所　問広島法務局三次支局　☎ 0824-62-5070
6月1日の「人権擁護の日」に合わせ、特設人権相談所を開設し、人権擁護委員が相談をお受けします。

※開設時間はいずれも10時～15時

募集項目 応募資格 受付期間 試験日

自衛官候補生（男・女）
18歳以上27歳未満

通年　※詳細はお問い合わせください。
一般曹候補生

7月1日～9月7日
1次：9月21日～23日のうち指定する1日　2次：合格者に通知

航空学生 空：高卒（見込含）21歳未満の者
海：高卒（見込含）23歳未満の者 1次：9月17日　2次・3次：各合格者に通知

※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　税月

納期限：7月2日（月）
■市県民税 第1期

人口 平成30年
5月1日現在

人口総数
世帯数
男
女

28,978
13,532
13,993
14,985

（-546）

（-29）

（-252）

（-294）

前年比

消防署の出動件数 平成30年
4月末現在

平成30年累計

前年同月

救急
111件
（537）

救助
1件

（9）

その他
1件

（7）

火災
8件

（22）

106件 3件 2件1件

毎月1日と15日は「防災デー」

交通事故（年間累計）

管内交通事故の特徴

広島県交通安全年間スローガン

負傷者
27人 （+1）

死者
3人（+3）22件（+1）

人身事故

平成30年
4月末現在

※（）内は前年同期の増減数

2件
2件
1件

1件
1件

追突事故
人対車両
出合頭事故

右左折時
車両単独

危ないよ スマホじゃなくて 周り見て

月間有効求職者数

月間有効求人数

月間有効求人倍率

349 人
744 人

2.13 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（3月分）

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）

■児玉眼科医院（吉田町）

17：00～翌 8：30
8：30～翌 8：30

〈平　日〉
〈日・祝日〉

6月10日(日)

【内科・外科】 ☎42-0636

【眼科】 ☎42-0226
※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。

月

吉田町 　

三浦　 菜奈（みうら　なな・女）

牧村　 俊弥（まきむら　しゅんや・男）

津島　 彩乃（つしま　あやの・女）

浅田　 莉乃（あさだ　りの・女）

金行　 美陽（かねゆき　みはる・女）

松本　 怜士（まつもと　れいじ・男）

八千代町

田口　 秀勝（たぐち　ひゆま・男）

秋本 友華里（あきもと　ゆかり・女）

寄本　 千晴（よりもと　ちはる・女）

甲田町

小原　 裕登（こばら　ひろと・男）

石田　 羽奈（いしだ　はな・女）

沖田　 健翔（おきだ　けんと・男）

武石　 壮史（たけいし　そうし・男）

向原町

上本　 晴也（うえもと　はるや・男）

敬称略

吉田町

[ 吉 田 ] 谷川　 節子（89歳）

[ 吉 田 ] 小川　　 巌（79歳）

[ 竹 原 ] 沖田　 泰昭（82歳）

[多治比] 吉見　 實義（100 歳）

[ 相 合 ] 今田　 美（87歳）

[ 西 浦 ] 武下　 正行（80歳）

[下入江] 小田　 義樹（76歳）

[ 桂 ] 河野　 和美（88歳）

[ 山 手 ] 兼本　 　洋（75歳）

八千代町

[佐々井] 石田　 洋子（74歳）

美土里町

[ 桑 田 ] 泉　 正智代（73歳）

[ 桑 田 ] 上田　 忠重（86歳）

[ 横 田 ] 下原 ヨシヱ（93歳）

[ 生 田 ] 城美　 臣英（73歳）

高宮町

[佐々部] 川野　 里美（93歳）

[ 船 木 ] 中村　 里子（95歳）

甲田町

[高田原] 小原　 孝雄（78歳）

[高田原] 西森　 　司（87歳）

[下小原] 田村　 文雄（92歳）

[下小原] 淸水 トキワ（96歳）

[ 浅 塚 ] 井上　 友枝（91歳）

向原町

[ 長 田 ] 髙村　 陽子（65歳）

[ 長 田 ] 松野　 俊壽（79歳）

[ 坂 ] 望月　 五六（94歳）

[ 坂 ] 本岡　 花子（90歳）

敬称略

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

14日(木) 13時～16時 吉田人権会館
予5月24日（木）より
吉田人権会館☎・お太助フォン42-2826

28日(木) 13時～16時 八千代人権福祉センター
予6月14日（木）より
八千代人権福祉センター
☎・お太助フォン52-7500

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

11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 22日(金) 10時～12時 高宮支所
甲田 26日(火) 13時30分～15時30分 甲田支所
向原 12日(火) 10時～12時 向原支所
吉田

7日(木)
21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 14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 12日(火)

26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 4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

27日(水) 13時～15時30分 電話相談
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

1日(金)
18時30分～20時30分

吉田人権会館 広島断酒ふたば会（中田克宣）
☎090-4802-19658日(金)

24日(日) 13時30分～15時30分
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）

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 6月の相談

お詫びと訂正
広報あきたかた5月号26ページに誤りがありました。訂正しお詫びいたします。

[およろこび]
〈誤〉竹岡　和真　〈正〉竹岡　知真
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