時 日時

問 お問い合せ先

所 場所

予 予約

女性弁護士による
女性のための講演会＆相談会

原材料費の上昇に伴い、市内各堆
肥センターで販売している堆肥価
格、および配達・ほ場散布の価格
が、4月受付分から変わります。
▪堆肥 3,300円／1t
▪堆肥+配達 5,500円／1t
▪堆肥+配達+散布 7,700円／1t
※価格は全て税込み

長引くコロナ禍で家庭内暴力が増
加し、被害を受ける女性が増えてい
ます。実際に被害者に寄り添った女
性弁護士の講演会と相談会を開催
します。
時 3月16日
（水）
▪講演会「コロナ禍であらわになる
女性の苦境」
／13時30分〜14時30分
▪相談会（1回目）
／14時45分～15時15分
▪相談会（2回目）
／15時20分～15時50分
所 甲田人権福祉センター
講師 弁護士 寺西 環江さん
（和法律総合事務所）
※講演会のみ、相談会のみの参加
も可能です。

問 地域営農課

対象 市内に在住、
在勤、在学してい

他の
その せ
ら
お知

トピックス

堆肥価格、
および配達・ほ場散
布価格が変わります

お知らせ

営農支援係
☎・お太助フォン47-4021
42-1003

水産動物保護のための外来魚
のリリース
（再放流）禁止
本来、県内には生息していなかった
外来魚が、無秩序な放流によってた
め池や河川等で大繁殖し、鮎など
の在来魚や豊かな生態系に大きな
被害を及ぼしています。
魚釣りなどを楽む際は、駆除するか
持ち帰ってください。
ため池を管理、利用している方は、
日ごろの管理を通じて駆除や流出
防止に協力をお願いします。
■漁業法に基づく禁止事項
以下の外来魚は、捕獲後の再放流
を禁止しています。
▪対象外来魚
オオクチバス 、コクチバス 、ブ
ルーギル
▪対象区域
江の川水系（広島県内）
の公共用
水面（水域）
▪対象期間
1月1日
（土）〜12月31日
（土）
問 農林水産課 林業水産係
☎・お太助フォン47-4022
42-1003

25

広報 あきたかた 令和4年3月号

る女性（性自認が女性の方を含む）
料 無料
申込期限 3月15日
（火）17時
定員 講演会30人 相談会2人
（先着）
申 問 甲田人権福祉センター
☎・お太助フォン45-4922
45-4660
ko-zinken@city.akitakata.jp

映画「お終活 熟春!人生、百年
時代の過ごし方」
上演会
人生百年時代と言われる今、定年
後を明るく迎えるために人生整理
に動き出す家族の騒動をコミカル
に描いた
「笑って」
「泣けて」
「役に立
つ」
ヒューマンコメディー映画です。
時 3月24日
（木）
13時30分～15時25分
所 美土里生涯学習センターまなび
申 不要 料 無料
問 美土里支所
☎・お太助フォン54-0311
54-0035

たくさんのご支援
ありがとうございます

備 備考

料 料金

申 申込

あじさい横丁を開催しています

障害のある方の就労支援と、市民
の障害理解を目的として、障害のあ
る方が製造した商品を定期的に販
売しています。

■販売商品
かりんとうやアイスなどのお菓子、
野菜や手織りマットなど
所 クリスタルアージョ1階エレベー
ター前
時 毎月第3金曜 11時〜13時
問 社会福祉課 障害者福祉係
☎・お太助フォン42-5615
42-2130

声の目録

声の目録は、広島県立図書館所蔵
の視聴覚資料で貸し出しができる
CD・カセットテープ・デイジー※にど
のようなものがあるかを紹介したも
ので、カセットテープ版・デイジー
版・点字版・墨字版があります。
※デイジー…CDへデジタル録音さ
れた図書。再生には専用の機器か
PCソフトが必要です。
■利用方法
来館、
または郵送で貸し出し
※貸し出しにはあらかじめ広島県
立図書館への利用登録が必要で
す。
申 問 広島県立図書館
☎082-241-4972
082-241-9799
hplibnet@hplibra.pref.hiroshima.jp

して
応募 か？
せん
みま

安芸高田市消防本部・安芸高田消防署

募集

☎42-0931・お太助フォン 42-3952
47-1191
https://www.akitakata.jp/ja/
shisei/section/119/

選挙の投票立会人を募集します

投票所、または期日前投票所で投
票が公正に行われているかを確認
する立会人を募集しています。
応募者は選挙管理委員会で登録
し、選挙の約2か月前に文書などで
日程を確認、調整した上で、投票 に
立ち会っていただきます。
※希望者多数の場合は立ち会いの
お願いを見送ることがあります。
対象 市の選挙人名簿に登録されて
いる有権者

令和3年

令和3年中の火災件数は過去10年間では最も少ない18件でした。
一人一人が注意して“火災ゼロ”を目指しましょう！
※
（）
内は前年比

火災件数
建物火災

立会時間

▪投票立会人
7時～18時
（一部の投票所を除く）
▪期日前投票立会人
8時30分～20時

市内で発生した火災概要

3件（±0）

車両火災

0件（ - 2）

その他

10件（±0）

総出火件数

18件（ - 4）

火災による死者
1人（±0）

火災による負傷者

報酬

▪投票立会人
10,900円／日
▪期日前投票立会人
9,600円／日
※いずれも源泉徴収の対象です。
申 問 選挙管理委員会事務局
☎・お太助フォン42-1136
42-1375
senkyo@city.akitakata.jp

0人（ - 4）

住宅火災警報機の設置・点検をお願いします。
就寝中に火災が発生、住宅用火災警報器が作動したため、
目が覚めて
無事に避難できた事例があります。住宅火災警報器の設置と定期的な
点検をお願いします。

自衛官募集～平和を仕事にする～
募集項目
予備自衛官補

幹部候補生
（一般）

応募資格
一般

18歳以上34歳未満の者

技能

18歳以上で国家免許資格等を有する者
（資格により年齢上限は53歳未満～55歳未満）

大卒程度試験

22歳以上26歳未満の者
（応募資格の詳細はお問い合わせください）

院卒者試験

20歳以上28歳未満の者
（修士課程修了者等〈見込含〉）

幹部候補生（薬剤科）

専門の大卒（見込含）20歳以上28歳未満の者

令和3年8月大雨災害に対する寄附状況

一般曹候補生

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月の末日現在
33歳に達していない者）

合計 1,012件

自衛官候補生

18歳以上33歳未満の者

18,673,082円（令和4年1月31日時点）

住宅以外

0件（ - 2）

専門の大卒（見込含）20歳以上30歳未満の者

この寄附金は市の災害復旧等に活用させていただきます。

5件（±0）

林野火災

幹部候補生（歯科）

ふるさと納税災害支援

住宅

広島地本

受付期間
1月6日
～4月8日

3月1日
～4月14日

検索

試験日
4月11日～17日

【1次】4月23日・24日
【2次】5月27日～6月2日
【3次】海・空飛行要員のみ
【海】6月23日～27日
【空】7月16日～8月4日
【1次】4月23日
【2次】5月27日～6月2日

3月1日
～5月10日

【1次】5月20日～29日
【2次】6月17日～7月3日

年間を通じて
詳細はお問い合わせください。
行っております

※詳しい内容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。
問 自衛隊可部募集案内所
※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。

☎082-815-3980
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