
市職員募集記事の予定 

令和２年４月採用予定の市職員募集記事は、６月１０日発行の 

広報あこう６月号に掲載予定です。 

問い合わせ先 人事課 ☎４３－６８６３ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和元年５月２４日号掲載内容 

 

 

 

問い合わせ先 子育て健康課 ４３－６８０８ 

現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童

の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。 

５月下旬から６月上旬に郵送される「現況届」の用紙に必要事項を記入・押印のうえ、６月２１

日(金)までに子育て健康課へ提出してください。 

この届の提出がない場合には、６月分以降の支給が受けられなくなりますので必ず提出をお願い

します。 

◎支給対象 中学校卒業までの児童を養育している人 

◎支 給 額 

 

 

 

 

 

 

 

◎支給時期 原則として、毎年６月、１０月、２月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。 

 

 

 

 

 

・６月は児童手当の現況届の月…………………１ 

・６月２３日から２９日は男女共同参画週間…２ 

・６月 1 日は人権擁護委員の日…………………２ 

・美化センターからのお知らせ…………………２ 

・赤穂商工会議所６月各相談開催………………２ 

・「赤十字救急法短期講習」受講者募集…………３ 

・「ストーリーテリング講座」受講者募集………３ 

・若者就業サポート相談会開催……………………３ 

・花岳寺通商店街土曜夜店開催……………………３ 

・「正社員・就職面接会 in HIMEJI 2019」開催…４ 

・７月１日から７日は全国安全週間………………４ 

・７月から女性がん検診がスタート………………４ 

児童の年齢 
児童手当の額 

（１人当たり月額） 

３歳未満 一律１５，０００円 

３歳以上 

小学校修了前 

１０，０００円 

(第３子以降は１５，０００円) 

中学生 一律１０，０００円 

 

※児童を養育している人の所得が所得制限限

度額以上の場合は、特例給付として月額一律

５，０００円を支給します。 

※第３子以降とは、高校卒業まで(１８歳の誕

生日後の最初の３月３１日まで)の養育して

いる児童のうち、３番目以降をいいます。 



 

 

問い合わせ先 市民対話課 人権・男女共同参画係 ☎４３－６８１８ 

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共

同参画社会」を実現するため、市民のみなさん一人一人の取組みが必要です。出来ることから始め

てみませんか？ 

2019年度「男女共同参画週間キャッチフレーズ」最優秀作品 

“男女共同参「学」” 

“知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつくる” 

 

 

 

問い合わせ先 市民対話課 人権・男女共同参画係 ☎４３－６８１８ 

いじめ、差別、虐待、配偶者やパートナーからの暴力、近隣間の騒音、その他人権に関わる問題

で悩み事があれば、どうぞご相談ください。 

◎日  時 ６月３日(月) 午前１０時～正午 

◎受   付 市役所１階 市民対話課    

◎相 談 員 人権擁護委員 

◎相談内容 人権に関することのほか、日常生活における諸問題 

 

 

  

 
申込み・問い合わせ先 美化センター ☎４２－３８４１  

「お墓を」とお考えの時は「赤穂高山墓園」を！ 

 現地は、いつでも自由にご覧いただけます。赤穂市を一望できる眺めのよいところです。 

随時申し込みを受け付けています。まずは電話で気軽にご相談ください。(市外の人も使用可能です) 

「ごみ出し支援事業」をご存じですか？ 

 ごみステーションまでごみを出すことができない高齢者世帯などを対象に、ごみの戸別収集をし

ています。対象となる資格要件などがありますので、詳しくは市ホームページ又は美化センターま

でご相談ください。 

水切りで生ごみを減量しましょう！ 

 家庭から出る燃やすごみの約４０％が生ごみで、その約８０％が水分です。ごみを出す前に「ギ

ュッとひと絞り」水切りをして、ごみの減量にご協力ください。 

 

 

 

 
申込み・問い合わせ先 赤穂商工会議所 中小企業相談所 ☎４３－２７２７  

◎日  時 ６月１８日(火) 午後１時～４時 ※金融相談は午前１０時より 

◎場  所 赤穂商工会館４階大ホール(創業・経営相談は１階相談室)  

◎相 談 料 無料 

◎相談内容 ▽金融(事業資金)相談 ▽法律相談 ▽社会保険相談 ▽登記相談 

      ▽パソコン相談 ▽知的所有権相談 ▽創業・経営相談 



 

  

申込み・問い合わせ先 上郡町健康福祉課 ☎５２－１１１４ 

◎日  時 ７月５日(金) 午後１時３０分～５時３０分 

◎場  所 上郡町役場第２庁舎 大会議室 (住所：赤穂郡上郡町大持 278番地) 

◎講習内容 一般救命措置、きずの手当、骨折の手当 

◎定  員 ３０名(先着順) ◎受講料＝無料 

◎対  象 満１５歳以上の人  

※申込者が１０人に満たない場合は開催しませんのでご了承ください。 

◎携 行 品 筆記用具、実技のしやすい服装、飲み物 

◎申込期限 ６月２７日(木)まで 

 

 

 

申込み・問い合わせ先 図書館 ☎４３－０２７５ 

昔話や創作物語などを覚えて語り聞かせる“ストーリーテリング”(おはなし・素語り)について初 

歩的な知識と実演を学ぶことができます。 

◎講  師 姫路おはなしの会 小栗栖 真弓 氏 

◎日  程 ６月１１日(火)、７月２日(火)、８月６日(火) 

各日午前１０時１５分～１１時４５分 

◎対  象 ストーリーテリングに興味のある人 

      ※託児が必要な人は申込みの際にお申出ください。 

◎場  所 図書館２階 集会室 

◎定  員 ２０名(先着順) 

 

 

 

申込み・問い合わせ先 産業観光課 ☎４３－６８３８ 

「働きたいけど働く自信がない」「何からはじめていいのかわからない」など、様々な不安や悩み

を抱える､概ね１５歳から３９歳の若者やその保護者からの相談に､専門家が一人ずつ応じながら､

就職活動をサポートする相談会を実施します｡ 

◎日  時 ６月２０日(木) 定員３名(先着順)  ▽午後１時～ ▽２時～ ▽３時～ 

◎場  所 加里屋まちづくり会館 

◎相談機関 ひめじ若者サポートステーション(厚生労働省の事業委託を受けている専門スタッフ) 

◎そ の 他 次回は８月１５日(木)の予定です。 

 

 

 

問い合わせ先 産業観光課 ☎４３－６８３８ 

地元商店街で行われる夏の風物詩。店が軒を連ね、多くの人で賑わいます。夕涼みがてらにお出

かけになってみてはいかがでしょうか。 

◎日  時 ６月８日・１５日・２２日・２９日・７月６日(歩行者天国)・１３日 

      いずれも午後５時３０分～８時３０分(雨天中止) 

◎場  所 花岳寺通商店街 

 



 

 

問い合わせ先 ハローワーク姫路 企画・情報部門 ０７９-２２２-４７８５ 

◎日   時 ７月５日(金)  午後１時３０分～ ▽受付＝午後０時４５分～２時４５分 

◎場   所 姫路キヤッスルグランヴィリオホテル「鳳凰の間」(姫路市三左衛門堀西の町２１０) 

◎内  容 西播磨地域の事業所と求職者を一堂に集めた合同就職面接会 

※事務職、製造職等の正社員求人対象 

参加企業４５社程度(予定) 

◎対 象 者 正社員就職を希望する求職者(来春卒業予定の学生等は除く) 

      ※参加予約不要、履歴書を持参してください。 

 

 

 

問い合わせ先 兵庫労働局安全課 ☎０７８－３６７－９１５２ 

今年で９２回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推

進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。 

厚生労働省では、７月１日(月)から７日(日)までを「全国安全週間」、６月１日(土)から３０日(日)

までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催

など、さまざまな取組を行っていきます。 

「全国安全週間スローガン」 

新たな時代に PDCAみんなで築こう ゼロ災職場 

 

 

 

問い合わせ先 保健センター ☎４６－８７０１ 

◎実施期間 ７月～１２月 

◎対 象 者 検診当日、赤穂市に住民票のある女性 

◎対象年齢 子宮がん検診：２０歳以上、乳がん検診：３０歳以上 

 
検診曜日・時間(日曜・祝日を除く) 

受付(予約)窓口 
子宮がん検診 乳がん検診 

赤穂市民病院 

月～木  

９時３０分～１１時３０分 

※休診日 

7/4、8/15、10/15、11/21、

12/12、12/16 

月～金  

９時～１４時 

要予約 

６/３予約受付開始 

※1 日の予約人数に

限りがあります。お

早めにご予約くだ

さい。 

新館４階健診センター 

☎43-3222(代) 

赤穂中央病院 

月～土：１０時～１２時 

月・水・金：１６時～１７時 

火・木：１５時～１７時 

要予約 

６/１予約受付開始 

本館３階検診センター 

☎45-7303(直通) 

050-3801-2709 

福田産婦人科 

麻酔科 

月・火・木・金 

９時～１２時３０分 

１６時～１８時３０分 

水・土：９時～１２時３０分 

 

 
予約不要 ☎43-5357 

※医師の都合により、休診になる場合があります。 

※検診についての詳細は広報あこう６月号をご覧ください。 


