
※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～

自衛官等募集
説明会

問自衛隊可部募集案内所　☎082-815-3980

時3月9日（土）10時～15時
所クリスタルアージョ3階
　視聴覚室
　※個別対応可

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。

一般
幹部候補生 22歳以上26歳未満の者　　 3月1日

～5月1日
1次：5月11日・5月12日（飛行要員のみ）
2次：別に示します。

一般
曹候補生 18歳以上33歳未満の者　　 3月1日

～5月15日
1次：5月25日
2次：別に示します。

予備
自衛官補

一
般 18歳以上34歳未満の者　　

1月7日
～4月12日

4月20日～24日の
いずれか指定された日予備

自衛官補
技
能

各種国家資格等を有する者
（詳細についてはお問い合わ
せください）

説明会

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 3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

14日(木)

13時～16時

吉田人権会館
予2月28日（木）より
吉田人権会館☎・お太助フォン42-2826

28日(木) 甲田人権会館
予3月14日（木）より
甲田人権会館
☎・お太助フォン45-4922

行政相談

八千代
行政に関する困りごとや
意見など
相行政相談委員

18日(月) 13時～15時 八千代人権福祉センター
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

向原 12日(火) 10時～12時 向原支所

吉田
7日(木)

20日(水) 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
らしの相談事 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

9日(土) 14時～15時45分 クリスタルアージョ
研修室301

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～21時

吉田人権会館 広島断酒ふたば会（中田克宣）
☎090-4802-186510日(日) 13時～16時

22日(金) 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

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）

甲田町

下岡　由來ちゃん（2歳）
「すくすく大きく育ってね。」

   しもおか　         ゆく

吉田町

品川　すみれちゃん（2歳）

「毎日、スマイル‼」

しながわ

吉田町

岸川　央助くん（2歳）
「ずっとニコニコ、げんきでいてね」

     きしかわ      　おうすけ

吉田町

上岡　柚葵ちゃん（2歳）

「笑顔のかわいい子になってね！」

   うえおか       　ゆずき

高宮町

西原　樹々葉ちゃん（2歳）

「末っ子長女わが家のアイドルです」

にしはら           　ななは

吉田町

奥田　修斗くん（2歳）
「元気に大きくなってね。」

　    おくだ　       しゅうと

人口 平成31年
1月2日現在

人口総数
世帯数
男
女

28,759
13,516
13,906
14,853

（-498）

（-42）

（-217）

（-281）

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

322 人

697 人

2.16 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（12月分）

納税等

■国民健康保険税　第8期
■後期高齢者医療保険料　第9期
　納期限：4月1日（月）

月

消防署の出動件数 平成31年
1月分

平成31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
2件
（2）

0件

138件
（138）

169件

3件
（3）

4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

平成31年
1月末現在

※（）内は前年同期の増減数
7人 （-5）0人（-1）2件 （-5）

1件 1件追突事故 車両単独

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。

日時：3月22日（金）
             10：00～10：30
場所：保健センター

2歳6か月児相談
次回はここで撮影します！

※受付時間

400ml
献血

□JA広島北部本店
□9時30分～12時

3月5日（火）

時

所

□JA吉田総合病院
□14時～16時時

所
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