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HPは「広島市」で検索。 広島市 検索

平和文化セミナー「わかると
かわる！ 核兵器禁止条約」

日5月30日㈰13：30～16：00（開場
は13：00）
場①国際会議場、②オンライン

（ライブ配信）
内核兵器禁止条約についての基
礎講座とジュニアウインドオー
ケストラ広島による演奏、学生
による被爆ピアノ演奏
申電話かファクス、市HPで、平
和推進課へ。先着①②各200人
問T242-7831、F242-7452

「平和公園を英語でガイド」
①初級、②中級

対15～30歳（中学生は除く）
日①②5月26日～6月9日の㈬、
18：30～20：30（座学）と6月13日
㈰①10：00～12：30、②14：00～
16：30（現地研修）。各全4回
場JMSアステールプラザ
申所定の申込書を、5月17日㈪（必
着）までに、同プラザへ。申込書は
同プラザ、同プラザHPで。先着①
②各10人（①英検2級、T

トーイック

OEIC500
点程度、②英検準1級、TOEIC740
点程度）
問Ｔ244-8000、Ｆ246-5808

市民活動人材育成講座「リー
ダーシップを支えるコミュ
ニケーション力」

対市民活動などに関わっている
か始めようとしている人
日5月25日～6月22日の㈫、18：30
～20：30。全5回
場合人社ひと・まちプラザ
申来館か電話、ファクスで、必要
事項（4㌻左）を記入し、5月19日㈬

（必着）までに。抽選20人
問T545-3911、F545-3838

ご利用を
緑化指導者を派遣します

対市内に在住の5人以上のグ
ループ
内四季に応じた寄せ植えなどの

講習会に講師を派遣
￥会場、材料費など実費負担
申所定の申込書を、希望日の1カ
月前までに、みどり生きもの協会
経営企画課へ。申込書は同課、同
協会HPで。1回3時間以内で、年4
回まで
問Ｔ228-0815、Ｆ228-1891

魅せる花づくり補助制度

対市内の家庭か事業所内（民有
地内）で、多くの人が見ることの
できる道路に面した場所に、花
壇などを設置する個人や事業所
※今年度、花づくりで他の公的
補助利用者は除く

【補助対象】プランター、鉢、種、
苗、球根、土、土壌改良剤、肥料な
ど
￥1万円を上限として、購入費用
の2分の1相当額（100円未満切り
捨て）。1世帯・1事業所につき3年
間に1回を限度
申所定の応募用紙を、6月22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、区地域起こし推進課、公民
館、同協会HPなどで
問T228-0815、F228-1891

家庭用①燃料電池、②蓄電
池の設置費用を補助します

対次の全てに該当する人　●市
内に在住の、住宅の所有者か賃借
人で、市税を滞納していない　
●住宅に新たに設置するか、設
置された住宅を新たに購入する

【対象機器】1台当たりの機器費
（設置工事費を含む）が20万円以
上の未使用のもので、①は国が機
器指定したもの、②は国の補助金
の補助対象システムとして指定
されたもので、太陽光発電システ
ムか①と接続したもの

【補助額】1台につき3万円
申所定の申請書を、来年1月31日
㈪（消印有効）までに、温暖化対策
課へ。申請書は同課、市HPで。先
着①180台、②250台
問Ｔ504-2185、Ｆ504-2229

低炭素集合住宅建築費用
を補助します

対分譲用の低炭素集合住宅とし
て、全住戸が市の認定を受けた集
合住宅を新たに建築する建築主

（認定事業者）で、市税を滞納して
ない事業者など
【対象事業】令和7年2月28日㈮ま
でに、実績報告書を市に提出する
事業
【補助額】1住戸につき10万円
申所定の申請書と必要書類を、5
月14日㈮（消印有効）までに、温暖
化対策課へ。申請書は同課、市HP
で。先着200戸
問Ｔ504-2185、Ｆ504-2229

事業者の皆さんへ
物品の売買・委託業務な
どの競争入札参加資格の
追加受け付け

対令和3・4年に、市、水道局が発
注する物品の売買、借り入れ、修
繕・製造の請負、役務の提供（建
設コンサルタント業務を除く）
の競争入札参加希望事業者
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、5月24日
㈪17：00（必着）までに、物品契約
課へ。HPが利用できない事業者
は、お問い合わせを
【入力期間】5月14日㈮までの平
日8：30～17：15
問Ｔ504-2083、Ｆ504-2612

建設工事などの競争入札参
加資格審査申請の追加受け
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6

月25日㈮（必着）までに、工事契
約課へ
【入力期間】6月7日㈪～11日㈮の
8：30～17：15
問Ｔ504-2280、Ｆ504-2612

PRTR法に基づく届け出を

対PRTR法に基づくトルエンな
ど462物質を取り扱う事業者

【届出内容】昨年度の大気への排
出量、廃棄物としての移動量など
【届出先】所定の様式で、6月30日
㈬（必着）までに、環境保全課へ。
所定の様式は同課、市HPで
問504-2187、F504-2229

募集します
市営住宅の入居者募集

　募集住宅一覧、申込書などを5
月1日㈯から配布します。
　募集住宅一覧、申込書は、区建
築課（5月1日㈯～5日㈷は、区役所
1階ロビーか夜間入口など）、出張
所（5月6日㈭から）、市役所サービ
ス・コーナー、市HPで。
申5月1日㈯から市HPで、11日㈫
から所定の申込書で、13日㈭まで
に、区建築課へ
問区建築課（Fは4㌻左）
区 電話 区 電話
中 504-2578 安佐南 831-4954
東 568-7744 安佐北 819-3937
南 250-8959 安芸 821-4928
西 532-0949 佐伯 943-9744

ひとり親家庭等居場所づく
り事業を行う団体を募集

対南区、安佐南区、安芸区、佐伯区
のうちいずれかで事業を実施す
る法人か任意団体
内ひとり親家庭などの子どもと
親に対して、学習・食事・生活の支
援などを実施する団体に補助金
を交付
申公募要領を参考の上、所定の
申請書類を、6月4日㈮（必着）まで
に、こども・家庭支援課へ。申請書
などは同課、市HPで。選考3団体
問T504-2723、F504-2727

令和3年度　市職員採用試験（第1次試験が6月のもの）
※新型コロナウイルス感染症の影響などで、試験日程などを変更する場
合があります。最新情報は市HPで確認してください

試験区分 主な受験資格（学歴不問） 申込締切 試験日

Ⅰ
種

●①行政事務、
心理、土木、建築、
電気、機械、化学、
造園、園芸、林業

30歳未満の人

5/17㈪（必着）

※インター
ネットによ
る申込受付

（電子申請）は
5/17㈪17：00
まで

6/20㈰
【試験地】
広島、東京
（予定）

●②社会福祉
30歳未満で、社会福祉主事
への任用資格を持つか資格
取得見込みの人

●③農芸化学、水産
30歳未満で、食品衛生監視
員への任用資格を持つか資
格取得見込みの人

●④薬剤師、獣医師
●⑤保健師

36歳未満で、それぞれの免
許を持つか免許取得見込み
の人

●⑥消防 28歳未満の人
【給与】①～③（大卒）約19万7400円、（短大、高専卒）約17万9700円、④（6年
生大卒）約22万1600円、⑤（大卒）約21万8400円、⑥（大卒）約20万8000円。い
ずれも、学歴・経験年数に応じて変動あり。このほかに諸手当あり　
■年齢は、令和4年4月1日時点のもの　■採用予定数や受験資格など
の詳しくは、受験案内で　■⑥消防を除き、日本国籍がない人も受験可　 
■9月以降に第1次試験を行う、Ⅱ種などの試験区分は別途掲載
申所定の申込書を人事委員会事務局任用課へ。市HP「職員採用情報サイ
ト」からも申込可　【受験案内と申込書の配布場所】市役所市民ロビー、
区役所、出張所、連絡所、市役所サービス・コーナー、公民館、区民文化セン
ター、図書館、東京事務所など
問T504-2522、F504-2590

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、 は増額報酬あり、 は交通費別途支給あり 試験日 締切日 申込先

市･区社会福
祉協議会

事務職員
（社会福祉
士）（正規）

昭和36年4月2日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格と普通自動車運転免許
を持つ人（6月末までの ）／社会福祉に関する業務全般／月額約19万7000円

／5人程度　※7月1日採用予定

1次
5/16㈰
2次

5/21㈮

5/13㈭
（必着）

市社会福祉
協議会総務
課
T264-6400
F264-6437

総合相談員
（非常勤）

社会福祉士か精神保健福祉士の資格と普通自動車運転免許を持つ人（6月末ま
での ）／総合相談支援業務、生活困窮者自立支援業務な　

　ど／原則9：15～16：00の
うちの5時間45分勤務で月額16万900円 ／若干名　※7月1日採用予定

福祉サービ
ス利用援助
専門員

（非常勤）

社会福祉士か精神保健福祉士の資格と普通自動車運転免許を持つ人（6月末ま
での ）／福祉サービス利用相談業務／原則9：15～16：00のうちの5時間45分勤
務で月額16万900円 ／若干名　※7月1日採用予定

区社会福祉協
議会

ボランティ
アコーディ
ネーター

（非常勤）

次の全てに該当する人（6月末までの ）　●普通自動車運転免許を持つ　 
●社会福祉主事の任用資格か社会福祉国家試験の受験資格か、大学の社会福祉
を専修する学科か課程を修めて卒業／ボランティア活動に関する情報収集、相
談、育成、支援に関することな　

　ど／原則9：15～16：00のうちの5時間45分勤務で月額
15万2800円 ／若干名　※7月1日採用予定

区市民課、出
張所

業務推進員
（会計年度
任用）

資格要件特になし／窓口での住民異動届の受け付け、各種証明書の交付請求の
受け付け・交付業務な　

　ど／㈪～㈮の8：30～13：00、12：45～17：15のいずれかの勤務
で、月額約9万4000円 ／5人程度　※8月1日採用予定

1次
5/22㈯
2次あり

5/17㈪
（必着）

企画総務局
総務課
T504-2112
F504-2069

区スポーツセ
ンターな　

　ど

スポーツ推
進指導員

（非常勤）

次のいずれかに該当する人　●スポーツ関連資格を持つ（7月末までの ）　
●スポーツ施設などでスポーツ指導の勤務経験が通算1年以上ある（7月末まで
の ）　●大学か短期大学、専修学校で体育系の専門課程（スポーツ関連学科
を含む）を修了／施設管理の補助、受け付け／月額14万4000円 ／5人程度　
※8月1日採用予定

6/8㈫ 6/4㈮
（必着）

市スポーツ
協会
T243-0578
F249-3641

区地域支えあ
い課（安佐北
区か佐伯区）

保健師
（会計年度
任用）

保健師免許を持つ人／妊産婦、乳幼児、難病患者などに対する保健指導（訪問指
導な　

　ど）／週5日、1日5時間45分勤務で月額約18万円 ／若干名　※8月1日採
用予定

6/14㈪ 6/4㈮
（必着）

こども・家
庭支援課
T504-2623
F504-2727

合葬墓使用者の募集

　申込資格、墓地の所在地や使用
料など詳しくは募集案内を。募集
案内・申込書は市保健所環境衛生
課、区保健所分室で。
対市内に在住で、原則として親族
の遺骨を所持している人など
申所定の申込書を、5月6日㈭～6
月30日㈬（必着）までに、同課へ
問T241-7451、F241-2567

A
ア ド ダ ン ス

DDANCE出演者オー
ディション

日7月8日㈭、9日㈮の18：30から
場JMSアステールプラザ
内12月25日㈯、26日㈰の公演の
オーディション　
申直接か郵送、ファクス、同プラ
ザHPで、必要事項（4㌻左）を、6
月4日㈮（必着）までに、同プラザ

（〒730-0812 中区加古町4-17）へ
問T244-8000、F246-5808

子育てオープンスペース
設置運営団体を募集

　乳幼児（おおむね3歳未満）と保
護者が自由に交流・相談できる公
募型常設オープンスペースを、安
佐南区で新たに設置運営する団
体を募集します
対次の全てを満たす法人、任意
団体など　●おおむね10組の親
子が一度に利用して支障のない
居室を安佐南区に設置　●週
3日以上かつ1日5時間以上開設　 
●専任職員2人以上（うち保育士
資格者1人以上）配置
【補助金額】対象経費のうち上限
516万3000円までの実費額
申所定の申請書類を、6月30日㈬

（必着）までに、こども・家庭支援
課へ。申請書などは、同課、市HP
で。選考審査後、9月から実施
■公募説明会
日5月13日㈭10：00から
場市役所本庁舎
申所定の申込書を、5月11日㈫ま
でに同課へ。申込書は市HPで
問Ｔ504-2623、Ｆ504-2727


