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フォーラム「世界から
見た日本の男女共同
参画。国連の視点」

日10月9日㈮午後1時半～3時
半（1時開場）
場ゆいぽーと（中区大手町五丁
目6-9）

【講師】ユニタール広島事務所長・
隈
くまもと

元美穂子氏（オンライン出演）
申来館か電話、ファクスで同施設
へ。先着50人。託児（6カ月～未就
学児）は、10月2日㈮まで。先着5人
問同施設（T248-3320、F248-4476）
休月曜日

犬のしつけ方教室

対飼い犬登録をし、毎年狂犬病
予防注射・混合ワクチン接種、避
妊去勢手術を受けさせている人
日10月22日㈭、11月19日㈭の、午
後1時半～3時。全2回
場中工場（中区南吉島一丁目
5-1）
申必要事項（4㌻左参照）と犬の
鑑札番号を、10月9日㈮までに、
動物管理センター（T243-6058、
F243-6276）へ。抽選15人（犬同
伴）

大学院・大学との連
携講座

対市内に在住か通勤・通学の人
（高校生*以上）
①広島大学大学院との連携講座
広島から「日本とアジア」を振り
返る
日12月5日㈯午後1時半～4時
40分
②県立広島大学との連携講座
「厳島合戦再考-これが合戦の実
像だ-」
日12月8日、15日、来年1月12日、
19日、2月2日、9日の火曜日、午
後6時～8時。全6回
【①②の場】合人社ひと・まちプラ
ザ（中区袋町6-36）　
【①②の￥】①750円、②3,000円
【①②の申】はがき（1人1枚）に、
必要事項（4㌻左参照）を記入し、
10月30日㈮（必着）までに、文化財

団ひと・まちネットワーク部管理
課（〒730-0036 中区袋町6-36）
へ。抽選①50人、②90人
問同課（T541-5335、F541-5611）

若者の自立・就労を支援
するための講演会

日10月25日㈰午後1時半～3時
半
場東区地域福祉センター（東区
東蟹屋町9-34）
内テーマ「人と関わることとは-
心療内科医からの提言-」

【講師】ハンス理事長・長井敏
としひろ

弘氏
申若者交流館ユーストピア中央
サテライト（ＴＦ222-6123、平日
午後1時～5時）へ。市HPから
も申込可。先着100人

お知らせ
幼児教育・保育の無償化に
よる利用費の請求を受け
付けます

対子どもが次のいずれかを利用
し、施設等利用給付認定（2・3
号）を受けた保護者（支給上限あ
り）　●認可外保育施設（企業主
導型保育事業所を除く）　●一
時預かり　●病児保育　●ファ
ミリー・サポート・センター　
●幼稚園・認定こども園（幼稚園
部分）の預かり保育
申請求書、領収証兼提供証明書、
通帳の写しを、10月15日㈭まで
に、各施設か保育企画課へ。請求
書は各施設か市HP、領収証兼提供
証明書は各施設で。詳しくは市HP
か、お問い合わせを
問各施設、保育企画課（T504-
2153、F504-2255）

広島県最低賃金について

　10月1日㈭からの広島県最低
賃金（時間額）は、871円に据え置
きです。最低賃金は、年齢・性別・
雇用形態などを問わず、県内の事
業場で働く全ての労働者に適用
されます。
問広島労働局労働基準部賃金室

（Ｔ221-9244、Ｆ221-9252）

浄化槽の法定検査を毎年
1回受けましょう

　浄化槽を管理、設置している人
は、保守点検や清掃とは別に、毎
年1回の法定検査を受けること
が法律で義務付けられています。
申10人槽以下は県浄化槽協会

（T569-5540、F569-5541）、11人
槽以上は県環境保全センター（Ｔ
849-6411、Ｆ849-6422）へ
問業務第二課（Ｔ504-2223、Ｆ504-
2229）

10月分の市場公募債を発行

　「広島市令和2年度第3回公募
公債（5年）」は、5年満期、確定利
回りで、1万円単位で購入できま
す。身体障害者手帳を持つ人など
は、特別マル優制度も利用可。10
月７日㈬に利回りなどの発行条
件を決定。発行額は100億円。
申10月７日㈬～19日㈪に、直接、
金融機関へ。金融機関の一覧など
詳しくは市HPで
問財政課（T504-2074、F504-2099）

募集します
高齢者の生活を支援する
地域団体を募集

　介護予防・日常生活支援総合
事業で提供する「住民主体型生
活支援訪問サービス」を実施す
る団体を募集します。
対地区社会福祉協議会、老人ク
ラブ、NPO法人などの地域団体
【補助対象期間】来年1月1日㈷
～3月31日㈬
申応募の手引きを参照の上、所

定の申込書に必要書類を添え
て、10月30日㈮（必着）までに、市
社会福祉協議会地域福祉推進課
か区社会福祉協議会へ。手引き、
申込書は同課、同会、市役所高齢
福祉課、各区地域支えあい課、市
HPなどで。選考の上、実施団体
には補助金を交付。詳しくはお
問い合わせか、応募の手引きで
問区社会福祉協議会
区 問い合わせ先 区 問い合わせ先
中 T249-3114
F242-1956

安佐
南

T831-5011
F831-5013

東 T263-8443
F264-9254

安佐
北

T814-0811
F814-1895

南 T251-0525
F256-0990 安芸 T821-2501

F821-2504

西 T294-0104
F291-7096 佐伯 T921-3113

F924-2349

京橋川オープンカフェ（右
岸）の出店者を募集します

　現在の出店者の契約期間が来
年3月31日で満了するため、次
の出店者を募集します。
場京橋川右岸（中区橋本町11番）
の河岸緑地（3区画）
申所定の申込書と必要書類を、
11月19日㈭までに、水の都ひろ
しま推進協議会へ。申込書、募集
要領は、観光政策部、市HPで
問同会（T504-2676、F504-2253）

事業者の皆さんへ
PCB使用安定器の処理期
限は今年度末までです

　1977（昭和52）年3月までに建
築・改修された建物の事業用の照
明器具には、PCB使用安定器が使
われている可能性があります。期

限を過ぎると処分できない場合
があるので、使用・保管がないか
今一度ご確認ください。詳しくは
市HPか産業廃棄物指導課まで。
問同課（Ｔ504-2225、Ｆ504-2229）

建設工事などの競争入札参
加資格審査申請の一斉更
新・新規登録受け付け

対令和3・4年度に、市、水道局が
発注する建設工事、地質調査業
務、測量業務、土木・建築関係建設
コンサルタント業務、補償関係コ
ンサルタント業務の入札に参加
を希望する事業者
申市HP「業者登録受付システム」
で、入力期間中に申請書を作成
し、必要書類を添え、郵送で12月11
日㈮（必着）までに、工事契約課へ

【入力期間】11月9日㈪～27日㈮の
平日午前8時半～午後5時15分
問同課（Ｔ504-2280、Ｆ504-2612）

セミナー「思わずお店に
行きたくなる！　売れる
チラシ・DMの創り方」

対中小企業の経営者、管理者な　
　ど

日11月5日㈭午後1時半～4時半
場合人社ひと・まちプラザ（中区
袋町6-36）　【講師】ベンチャー
コンサルタント代表取締役・ 
寺田勝

ま さ と し

紀氏　￥1,000円
申所定の申込書を中小企業支援
センターへ。申込書は同センター
（西区草津新町一丁目21-35）、市
役所市民ロビー、商業振興課、区
役所などで。同センターHPからも
申込可。先着25人
問同センター（T278-8032、F278-
8570）

市民意見募集

 令和3年度①市立幼稚園、②阿戸認定こども園の入園児募集

計画案 内容 閲覧場所
みどりの基本
計画
（2021-2030）
（素案）

市民、企業、行政が、緑化の推進と緑地の保
全について、適切に役割を分担し、連携を図
りながら進めていくための基本的な方針に
ついて、取りまとめたもの

緑政課、各区
区政調整課、
公文書館、
市HP

申郵送かファクス、持参で、10月30日㈮（必着）までに、緑政課（〒730-8586 
中区国泰寺町一丁目6-34 Ｔ504-2396、Ｆ504-2391）へ。市HPからも応募
可

【年齢／募集人数】3歳児／①基町・落合・船越幼稚園で各20人、②5人。4
歳児／①市HPか各園の募集要項でご確認を、②5人程度。5歳児／①各園
にお問い合わせを、②5人程度　【募集区域】①②募集要項に記載
申所定の願書を、10月8日㈭～14日㈬の、①午後3時、②午後5時までに、
各園へ。募集要項・願書は各園で配布、市HPからも入手可。定員を超えた場
合は、各園で抽選
区 園名 電話･ファクス 区 園名 電話･ファクス 区 園名 電話･ファクス
中 基町 228-3888

安
佐
南

川内 879-6751 安
佐
北

落合東 842-6296

東
福木 899-2153 中筋 879-1349 落合 842-7831
温品 289-3758 大町 877-8026

安
芸

瀬野 894-0994
矢賀 282-8483 安 878-8500 船越 823-0064

安
佐
南

八木 873-4605 安西 872-2624 矢野 889-3127
上緑井 879-6311 山本 874-3570 安

芸
阿戸(幼
稚園児)

Ｔ856-0757
Ｆ856-1288緑井 879-6590 長束 238-3460

問各園、①教育委員会指導第一課（Ｔ504-2784、Ｆ504-2142）、②安芸区福
祉課（Ｔ821-2813、Ｆ821-2832）、保育企画課（Ｔ504-2153、Ｆ504-2255）

求人情報　詳しくは募集案内で。募集案内は、申し込み先、市役所市民ロビー、市HPなどで
業務
場所 職名 対象／職務内容／給与・報酬／採用見込みな　

　ど。 は取得・卒業などの見込
み、 は期末手当あり、 は交通費別途支給あり 試験日 締切日 申込先

広島サンプ
ラザな　　

　ど

（市内）
事務

（Ⅱ種）

普通自動車運転免許を持つ人（11月末までの ）／庶務・経理、事業の企画、
施設管理、勤労者福祉事業の事務（パソコン業務あり）な　

　ど／高校新卒で月額約
16万円（学歴・経験年数により変動。別途諸手当あり）（ ）／若干名　※12月
1日採用予定

1次
10/13㈫

2次
10/27㈫

10/9㈮
（必着）

文化財団
総務課
T244-0750
F245-0246

図書館
（市内）

司書
（正規）

司書の資格を持つ人（来年3月末までの ）／図書の貸し出しや整理、事業の
実施（パソコン業務あり）な　

　ど／短大新卒で月額17万3000円（学歴・経験年数に
より変動。別途諸手当あり）（ ）／若干名　※来年4月1日採用予定

1次
10/19㈪

2次
11/4㈬ 10/15㈭

（必着）
公民館な　

　ど

（市内）
事務

（Ⅰ種）

次の要件を全て満たす人（来年3月末までの ）　●普通自動車運転免許を
持つ　●教員免許を持つか、大学に2年以上在学して62単位以上を取得し、
社会教育に関する所定の科目の単位を修了／施設管理、事業の企画・実施、利
用受け付け（パソコン業務あり）な　

　ど／大学新卒で月額約19万7000円（別途諸手
当あり）（ ）／5人程度　※来年4月1日採用予定

1次
10/20㈫

2次
11/4㈬

児童館な　
　ど

（市内）

児童館・放
課後児童ク
ラブ指導員

（会計年度
任用）

次のいずれかに該当する人（10月末までの ）　●教員免許、保育士資格、
社会福祉士資格のいずれかを持つ　●大学の社会福祉学、心理学、教育学、
社会学、芸術学、体育学のいずれかを専修する学科か課程を修めて卒業　 
●児童福祉事業に2年以上かつ1,500時間以上従事／児童に対する遊びや生
活の指導な　

　ど／4週間で21日、115時間勤務／月額約15万2200円（ ）（ ）／20
人程度　※11月1日採用予定

10/17㈯
か18㈰の
いずれか
1日

10/12㈪
（必着）

教育委員会
放課後対策
課
T242-2014
F242-2018

産業振興
センター

（中・西区）
事務職員

（正規）
昭和61年4月2日以降に生まれた人／事務業務／4年制大学新卒で月額約19万
7000円（学歴・経験年数により変動。別途諸手当あり）（ ）／若干名　※来年
4月1日採用予定 1次

11/1㈰
2次

11/24㈫

10/16㈮
（必着）

産業振興セ
ンター
企画総務課
T278-8880
F278-8570

工業技術セン
ター（中区）

化学技術職
員（正規）

昭和61年4月2日以降に生まれ、4年制大学などで化学分野の課程を修了した
人（3月末までの ）／中小企業の技術指導、相談、高分子材料試験な　

　ど／4年制
大学新卒で月額約19万7000円（学歴・経験年数により変動。別途諸手当あり）

（ ）／若干名　※来年4月1日採用予定

市立大学
（安佐南区）

事務職
（正規）

昭和36年4月2日以降に生まれた人／総務、企画、入試、経理、教務、研究支援、
学生支援、留学生支援、就職支援事務な　

　ど／4年制大学新卒で月額約19万7000円
（学歴・経験年数により変動。別途諸手当あり）（ ）／若干名　※来年4月1日
採用予定（任期2年、更新あり）

1次
11/7㈯
2次あり

10/23㈮
（必着）

市立大学事
務局総務室
T830-1500
F830-1656

紙屋町
シャレオ

事務職
（正規）

昭和61年4月2日以降に生まれた人／施設、設備の保守管理事務な　
　ど／週5日、

9：00～17：45の勤務、大学新卒で月額約19万7000円（別途諸手当あり）（ ）／
若干名　※12月15日採用予定（来年3月卒業見込みは、来年4月1日採用予定）

1次
11/8㈰
2次

11/23㈷

10/27㈫
（必着）

広島地下街
開発総務課
T546-1070
F240-7785

西地域交流
センター

（西区）

学習指導員
（会計年度
任用）

教員免許（小・中・高のいずれか）を持つ人（12月末までの ）／児童生徒の学
習活動支援、体験活動支援な　

　ど／月額約15万6000円（ ）（ ）／若干名　※来
年1月1日採用予定

11/9㈪ 10/30㈮
（必着）

人権啓発課
T504-2165
F504-2609

障害自立支
援課

障害福祉
サービス検
査員（会計
年度任用）

介護支援専門員などの資格を持ち、居宅介護支援事業所、障害福祉サービス
事業所などで管理者やサービス提供責任者などとして1年以上勤務した経験
がある人／障害福祉サービス事業者などに対する訪問指導業務／月額約16
万8000円（ ）（ ）／若干名　※来年1月1日採用予定

障害自立支
援課
T504-2841
F504-2256


