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水道局リーフレットへの
広告募集
内水道局発行のリーフレット

「みずたま」に掲載する広告。
毎年10月と11月に、市水道を利
用する世帯全戸（約53万戸）に
配布
【最低申込価格】22万4400円
申所定の申込書を、6月11日㈮

（必着）までに同局企画総務課
へ。申込書や募集内容など詳し

日5月9日㈰まで
場まんが図書館
内ユーモアあふれるオリジナ
ルまんがで2020年を振り返る
問電261-0330、フ262-5406
休㈪(5月3日を除く）、4月30
日 、5月
6日

①後期高齢者医療保険料、
②介護保険料の納入通知
書の封筒への広告掲載 
内広告枠は封筒裏面の縦5.5
㌢×横9㌢。広告内容などを
審査し、最高額のものを掲載

【発送予定数量】①約28万4000
通、②約30万8000通
【最低申込価格】①15万7000
円、②8万5000円
申所定の申込書を、4月①23日
㈮、②30日㈮(いずれも必着)ま
でに、①保険年金課、②介護保
険課へ。申込書は同課、市HPで
問①電504-2158、フ504-2135、
②電504-2173、フ504-2136

緑のカーテン設置補助金
対次の全てを満たす市内に在
住の人か市内の事業所　●市
内に緑のカーテンを設置　●
今年度他の公的補助制度を利
用しない　●過去2年間に同
補助金を受けていない
内プランター、支柱、ネット、
種、苗、土、肥料、殺虫剤などを
対象に、購入費用の2分の1(上
限1万円、100円未満切り捨て)
申所定の応募用紙を、5月21日
㈮(必着)までに、みどり生きも
の協会経営企画課へ。応募用紙
は同課、区役所、公民館、同協会
HPなどで
問電228-0815、フ228-1891

子育て世帯の住宅団地への
住み替えを支援します 

①リフォーム費補助
対住宅団地内にある空き家の
所有者（法人を除く）か空き家
へ入居する子育て世帯
②家賃補助
対空き家へ入居する子育て世帯

【補助率】①リフォーム工事費
の2分の1、②家賃の2分の1

【上限額】①50万円、②2万円／
月（最長24カ月）　※詳しくは

創業予定者、創業後間もな
い中小企業を支援します 
対市内で創業予定の人か、事
業開始後3年未満の中小企業
者で、事業が県信用保証協会
の保証対象業種であるな　

　ど

内事業計画の策定支援、専門
家派遣、創業資金融資

【融資限度額】2000万円
【貸出利率】年0.5％(別途保証
料が必要)　※無担保・無保証人

（法人は代表者を保証人とする）
申所定の申請書を、中小企業
支援センターへ。申請書、募集
要項は、同センター、商業振興
課、市HPで。年3回募集(締め切
りは、第1回5月7日㈮、第2回7
月28日㈬、第3回10月22日㈮)。
詳しくは募集要項などで
問電278-8032、フ278-8570

なんでも相談 
①電話相談
内さまざまな悩みや不安の相
談に電話応対

相談電話 相談時間

女性
(電248-3315)

10:00～16:00
(㈬・㈭は17:00～
20:00も)

男性
(電545-6160)

㈬17:00～20:00
㈯13:00～16:00

②女性のための面接相談
内専門相談員による応対

内容 日にち
法律相談 毎月第 1・2 ㈭
就労支援相談 毎月第 2 ㈯
こころの相談 毎月第 4 ㈭

【時間】13:00〜16:00
場ゆいぽーと
申②電話（電248-3312）で当日
までに
問電248-3312、フ248-4476
休㈪、4月29日

令和３年（2021年）４月1５日 くらしのガイド ひろしま市民と市政

HPは「広島市」で検索。 広島市 検 索

求人情報　詳しくは募集案内で。募集案内は、申込先、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、 は増額報酬あり、 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

原爆養護ホーム
（神田山やすらぎ
園）

事務推進員
（非常勤）

資格要件特になし／事務補助、受け付けな　
　ど／月額約13万4700円

／若干名　※6月1日採用予定 4/30 ㈮ 4/28 ㈬
（必着）

原爆被爆者
援護事業団
電845-5091
フ845-6934

原爆養護ホーム
（舟入むつみ園、
神田山やすらぎ
園、倉掛のぞみ
園）

介護職員
（正規）

昭和36年4月2日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
（8月末までの ）　●介護福祉士の資格、社会福祉主事の
任用資格、社会福祉士の受験資格のいずれかを持つ　●訪
問介護員（ホームヘルパー）2級課程以上（介護職員初任者
研修）、介護職員基礎研修（介護職員実務者研修）のいずれか
を修了／入園者の介護業務な　

　ど／月額約17万9000円〜23万
4000円（別途諸手当あり） ／5人程度　※9月1日採用予定

5/20 ㈭ 5/18 ㈫
（必着）

市立病院機構本部
事務局、広島市民
病院、安佐市民病
院、舟入市民病院、
リハビリテーショ
ン病院

事務職
（正規）

昭和62年4月2日以降に生まれた人／総合職：総務・人事事
務、経理・経営企画事務、物品調達事務な　

　ど、専門職：医事事
務、医療情報事務な　

　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。4月24日㈯に説明会あり（4月20日
㈫までに事前申し込みを。詳しくは市立病院機構HPで）

1次
5/30㈰

2次
6/13㈰

3次
6/30㈬

5/14 ㈮
（必着）

市立病院機
構経営管理
課
電569-7816
フ569-7826

区スポーツ
センター  な 　

　ど

（市内）
体育主事

（正規）

昭和36年4月2日以降に生まれ、大学、短期大学、専修学校などで体
育系の専門課程（スポーツ関連学科を含む）を修了した人／利用者の
指導、各種事業の企画実施、一般管理事務な　

　ど／大学卒で月額約19万
7000円（別途諸手当あり） ／若干名　※7月1日採用予定

1 次
5/11 ㈫

2 次
5/18 ㈫

5/7 ㈮
（必着）

スポーツ協
会事務局
電243-0578
フ249-3641

消費生活
センター

（中区）
消費生活相談員

（会計年度任用）

次のいずれかの資格を持つ人　●消費生活相談員
●消費生活専門相談員　●消費生活アドバイザー／消費
生活相談な　

　ど／週5日、10:00〜19:00の間の5時間45分勤務
で月額約18万9000円 ／若干名　※7月1日採用予定

5/20 ㈭ 5/14 ㈮
（必着）

消費生活
センター
電225-3329
フ221-6282

医療政策課 医療相談員
（会計年度任用）

次のいずれかに該当する人　●看護師の資格を持ち、10
年以上業務経験がある　●社会福祉士か精神保健福祉
士として、5年以上医療相談業務経験がある／医療に関
する相談業務／平日9:00〜15:45勤務で月額約17万1000
円 ／若干名　※7月1日採用予定

医療政策課
電504-2206
フ504-2258

平和記念資料館
（中区）

販売推進員
（非常勤）

昭和31年4月2日以降に生まれた人／ミュージアムショ
ップでの図書などの販売業務（軽作業あり）／月額12万
8300円 ／若干名　※7月1日採用予定

1 次
5/15 ㈯
2 次

5/31 ㈪ 5/7 ㈮
（必着）

平和文化
センター
電241-5246
フ542-7941国際会議場

（中区）
事務推進員

（非常勤）

昭和31年4月2日以降に生まれた人で、英検準1級相当以上の語
学力がある人／平和首長会議の運営に関する海外都市との連
絡調整、HPの更新、その他英語による業務な　

　ど／月額18万9900円
／若干名　※7月1日採用予定

1 次
5/15 ㈯
2 次

6/2 ㈬

消防航空隊
消防吏員

（回転翼航空機
操縦士）

昭和52年4月2日以降に生まれ、次の全てに該当する人（要日本
国籍）　●回転翼航空機の事業用操縦士の技能証明を持つ　
●第1種航空身体検査証明を持つ　●航空無線通信士か航空
特殊無線技士の免許を持つ　●回転翼航空機で500時間以上
飛行したことがある／消防ヘリコプターの操縦、消火・救急・救
助活動な　

　ど／募集案内で確認を／若干名　※10月1日採用予定

7/12 ㈪
〜 18 ㈰
のいずれ
か 1 日

6/25 ㈮
（必着）

消防局職員
課
電546-3426
フ247-1645

南区地域支えあ
い課

家庭相談員
（会計年度任用）

次のいずれかに該当する人（6月末までの ）　●学校教育
法に基づく大学などで、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、
教育学、社会学のいずれかを専修する学科またはこれらに相
当する課程を修めて卒業　●医師の資格を持つ　●社会福
祉士の資格を持つ　●社会福祉主事の任用資格を取得後、2
年以上児童福祉事業に従事／子どもの問題で悩みを抱える
人からの相談に対する助言指導な　

　ど／1日5時間45分勤務で月
額約16万9000円 ／若干名　※7月1日採用予定

5/18 ㈫ 5/12 ㈬
（必着）

こども・家庭
支援課
電504-2161
フ504-2727

障害者を対象とした求人情報（会計年度任用） 　詳しくは、募集案内で。募集案内は、申込先、市役所市民ロビー、区役所、市 HP などで
業務場所 対象／職務内容／報酬／採用見込みな　

　ど 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

市役所、
区役所、教育
委員会な　

　ど

身体障害者手帳、療育手帳、知的障害者であることの判定書、精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けていて、活字印刷文か点字による出題に対応できる人
／事務補助／5時間45分勤務で月額約13万5000円 ／若干名　※6月1日
採用予定

1 次
4/28 ㈬

2 次
5/10 ㈪

4/26 ㈪
( 必着 )

人事課
電504-2052
フ504-2068

地域が設置する防犯カメ
ラの費用の一部を補助 
対防犯活動を行っている町内
会・自治会、防犯組合な　

　ど

【対象経費】防犯カメラの購入と
その設置工事、防犯カメラの設
置を示す看板の設置工事の費用

【補助額】対象経費の4分の3
以内(1台につき上限30万円)
申所定の事前協議書と必要書
類を、6月30日㈬(必着)までに、
区地域起こし推進課へ。事前協
議書などは同課、市HPで。選考
50台程度
問市 民 安 全 推 進 課(電5 0 4 -
2714、フ504-2712)、区地域起こ
し推進課(フは6㌻左)
区 電話 区 電話
中 504-2820 安佐南 831-4926
東 568-7705 安佐北 819-3905
南 250-8935 安芸 821-4905
西 532-1023 佐伯 943-9705

けんみん文化祭ひろしま・
広島市の祭典 
日【舞台発表】5月9日㈰12:00
〜17:00、【展示】5月8日㈯〜
14日㈮10:00〜18:00(初日は
14:00から、最終日は13:00まで)
場JMSアステールプラザ

催しもの

募集案内で
申所定の申込書を、12月28日
㈫までに、住宅政策課へ。募集
案内は同課、区役所、市HPなど
で。先着①7件、②2件
問電504-2292、フ504-2308

中・高校生ピースクラブ 
対中・高校生＊

日5月〜来年3月(月1〜2回、
主に㈰)。全10回程度
場平和記念資料館、長崎市ほ　

　か

内原爆の被害や平和について学
び、平和のメッセージを伝える
￥県外学習の交通費・宿泊費な　

　ど

申電話かファクスで4月30日㈮
までに、必要事項(6㌻左)と学
校名を、同館啓発課へ。抽選40
人程度。詳しくは同館HPで
問電242-7828、フ247-2464

募集します

 米軍機目撃情報を
お寄せください

　市は市民の皆さんから寄せられ
た米軍機と思われる低空飛行の
目撃情報を県へ提供しています。
県は、各市町からの情報を取りま
とめ、国などへ低空飛行訓練の中
止要請を行っています。低空飛行
を目撃し、生活に影響を与えるよ
うな騒音被害を受けたときは、市
へ情報をお寄せください。

【連絡方法】電話かファクス、市
HP の「目撃情報入力フォーム」
で、平和推進課へ
内目撃日時、場所、飛行方向、
飛行高度、飛行時の音、機数、
機体の特徴、被害状況な　

　ど

問電 242-7831、フ 242-7452

くは同局HPで
問電511-6808、フ221-5320

内市内文化団体による舞台発
表。市民ギャラリーで文芸・美
術作品も展示
問実行委員会事務局(電238-
3450、フ238-1461)

湯来交流体験センターの
催し（温泉入浴券付き）

 

対① 10 歳以上
催し名 日時

①渓流釣りガイ
ドツアー

4/24 ㈯
9:00 〜15:00

②タケノコ掘り
体験

4/29 ㈷
10:30 〜11:30

③川魚つかみ取り
（温泉入浴券なし）

5/1 ㈯〜 5 ㈷
10:00、 10:30、
11:00、 11:30 から

場①③同センター、②久保アグ
リファーム駐車場（佐伯区湯来
町白砂11207-2）
内①地元釣り名人の指導で渓
流釣り体験、③特設プールでつ
かみ取り、その場で塩焼きに
持①釣り道具（レンタルあり）
￥①5,000円、18歳以下4,000
円（一日遊漁券、弁当付き）、②
1,500円（タケノコ2本持ち帰
り）、あく抜き希望は500円、③
800円／匹
申電話かファクスで、4月①21日
㈬、②25日㈰、③28日㈬までに。

先着①5人、②15人、③各5人
問電0829-40-6016、フ0829-
85-0205
休㈪（5月3日を除く）、5月6日

「ザ・広島ブランド」
e
エ キ エ

kie に大集合！フェア

日4月23日㈮〜5月9日㈰10:00
〜20:00（ekieの営業時間に準
ずる）
場広島駅ekie（南区松原町1-2）
内「ザ・広島ブランド」認定特産
品のPR販売
問商業振興課 (電504-2318、フ
504-2259)

優秀賞
親父の立場

「おもしろその年まんが
大賞」入賞作品展




