
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・祝日
2（木）
3（金）
【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

年末年始の歯科医当番

■診療時間　9時～17時
1/1

1/2

1/3

桂歯科医院（吉田）

上野歯科医院（吉田）

イズミ歯科医院（吉田）

☎42-2030
☎42-0252
☎42-4618

人口 令和元年
12月1日現在

人口総数
世帯数
男
女

28,485
13,543
13,755
14,730

（-363）

（+9）

（-171）

（-192）

前年比

月間有効求職者数

月間有効求人数

月間有効求人倍率

430 人

721 人

1.68 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（10月分）

災害件数 令和元年
11月分

令和元年累計

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）

2件

118件
（1355）

126件

3件
（20）

2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

令和元年
11月末現在速報値

※（）内は前年同期の増減数
42人（-28）0人（-4）32件（-18）

1件追突事故 1件右直事故

納　税
■市県民税　第4期
■国民健康保険税　第7期
■後期高齢者医療保険料　第7期
　納期限　1月31日（金）

月

※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

募集項目 応募資格 受付期間 試験日

自衛官候補生 18歳以上33歳未満の者　　　　　　　　　　　年間を通じて
行っています 受付時にお知らせします。

吉田町 　

升田　 悠琉（ますだ　ゆうり・男）

藤井 めぐみ（ふじい　めぐみ・女）

五 目 彩羽（ごしょうめ　いろは・女）

八千代町 　

児房 志桜里（こふさ　しおり・女）

高宮町 　

藤澤　 輝壱（ふじさわ　きいち・男）

甲田町 　

丸本　 智弘（まるもと　ともひろ・男）

栗栖 マイア利美（くりす　まいありみ・男）

沖田　 千紗（おきだ　かずさ・女）

敬称略

吉田町

[ 吉 田 ] 横木　 章子（95歳）

[ 吉 田 ] 久光　 穗（81歳）

[ 高 野 ]  瀨　 正三（90歳）

[ 山 手 ] 原田　 　敬（85歳）

[多治比] 日野 　 孟（86歳）

八千代町

[ 下 根 ] 傳道 ミナ子（92歳）

美土里町

[ 生 田 ] 田丸　 繁男（94歳）

[ 生 田 ] 德和　 岸夫（89歳）

高宮町

[来女木] 北川　 君子（90歳）

[羽佐竹] 関岡　 義人（86歳）

[ 原 田 ] 波多野 三千江（90歳）
[佐々部] 末棟 キクヨ（104歳）

[ 川 根 ] 亀井　 昭三（84歳）

甲田町

[下小原] 沖田　 孝之（84歳）

[下小原] 下小城 玲子（67歳）

[上甲立] 渡邊　 　學（87歳）

[ 浅 塚 ]  川 チヱコ（98歳）

向原町

[ 戸 島 ] 清水 キヨコ（101歳）

[ 戸 島 ] 田口 彌太郎（97歳）

[ 戸 島 ] 沖田　 京子（70歳）

[ 長 田 ] 渡井 キミコ（97歳）

[ 長 田 ] 兼村　 　元（88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。

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 1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

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

吉田人権会館 9日(木)

13時～16時

予12月26日（木）から
吉田人権会館☎・お太助フォン42-2826

たかみや人権会館 23日(木)
予1月9日（木）から
たかみや人権会館
☎・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

吉田人権会館 16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)

八千代支所 20日(月) 13時～15時

高宮支所 24日(金) 10時～12時

向原支所 14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

吉田人権会館 16日(木) 10時～15時 吉田人権会館
☎・お太助フォン42-2826

甲田人権会館 9日(木) 13時～16時 甲田人権会館
☎・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
に関して

八千代人権福祉センター 6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 10日(金) 美土里支所
☎・お太助フォン54-0311

たかみや人権会館 21日(火) たかみや人権会館
☎・お太助フォン57-1330

向原支所 15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

クリスタルアージョ
研修室301 16日(木) 14時～15時45分

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 吉田人権会館

6日(月)
18時30分～
20時30分

広島断酒ふたば会（中田克宣）
☎090-4802-1865

17日(金)

19日(日) 13時30分～
15時30分

31日(金) 18時30分～
20時30分

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 月・金 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

子どもの急な病気についての
アドバイス 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）

もち麦
株式会社キラリフーズ

安芸高田市ふるさと納税寄附金額（11 月分合計）
□地方創生推進課定住促進係　☎・お太助フォン42-2124問

〈 寄附件数 〉3,358件　〈 寄附額 〉39,028,000円

ぷりぷり食感をお手軽に！サラダやスープにオススメ『ゆでもち麦』の作り方
①大きめの鍋に水、塩を入れ沸騰させる
②沸騰したら弱火にしもち麦を加える
③20分ほど茹でる
④ざるにあげ流水でぬめりをとり、水気をよく切る

ふるさと納税返礼品登録は随時受け付けています。興味
のある方は地方創生推進課までお問い合わせください。
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