
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１月２４日号掲載内容 

   
 
         

申し込み・問い合わせ先 美化センター ☎４２-３８４１ FAX ４２－３４８６ 

市では、生ごみの減量・資源化を図るため、生ごみ堆肥化容器および生ごみ処理機の購入費の助

成制度を設けています。助成内容は次のうちのいずれかです。 

生ごみ堆肥化容器 生ごみ処理機 

１個につき、購入金額の２分の１(上限額

3,000円）、一世帯につき２個まで 

１台につき、購入金額の２分の１(上限額

20,000円）、一世帯につき１台まで 

  ※１００円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 

 本年度の申請受付は、３月１０日(火)までとなっていますが、助成金がなくなり次第終了します。

来年度の申請受付は、４月１日(水)からの予定です。制度の利用にあたっては、必ず、事前に美化

センターまでご相談ください。（購入後の申請は助成の対象にはなりませんのでご注意ください） 

 

 

 

申し込み・問い合わせ先 社会福祉課障がい福祉係  ☎４３－６８３３ FAX ４５－３３９６ 

◎予定競技種目 陸上競技、水泳、卓球、サウンドテーブルテニス(視覚)、ボウリング、フライン

グディスクなど(一人につき 1競技) 

◎参 加 資 格 障がい者手帳の交付を受けている人、市内在住の人、６歳以上の人(令和２年４ 

月 1日現在）、在籍する施設・学校・団体等がないまたは、そこからの出場ができ 

ない人 

◎参 加 費 無料(ボウリングのゲーム代および貸靴代・昼食代等は実費負担) 

◎申 込 期 限 ２月１４日(金) 

※詳しい日程・競技種目等は確定し次第、申込みのあった人にお知らせします。 

 

・生ごみ堆肥化容器等購入助成制度……………１ 

・のじぎくスポーツ大会参加者募集……………１ 

・会計年度任用職員(非常勤職員)募集…………２ 

・人権相談所を開設します……………………２ 

・若者就業サポート相談会開催………………３ 

・赤穂商工会議所２月各相談会開催……………３ 

・ふるさと文化講座受講生募集…………………３ 

・中央公民館サークル登録説明会のお知らせ……３ 

・認知症サポーターフォローアップ講座開催……４ 

・西播磨高齢者文化大学・大学院学生募集……４ 
・ＬＩＮＥで赤穂市と友達になろう………………４ 

 



        
         

 問い合わせ先 人事課 ☎４３－６８６３ FAX ４３－６８９２
 

職 種 募集人員 応募資格 
賃金(令和 2年

4月見込) 
勤務時間等 

事務補助員Ａ 若干名 
表計算ソフト等パソコンが

できること 

パートタイム

月給 137,676円

～141,602円 

市役所等における事務

補助等 

8：30～18：00 のうち

7H 週 5日 

事務補助員Ｂ 

 

１名 

 

表計算ソフト等パソコンが

できること 

フルタイム 

月給 152,428円

～156,774円 

幼稚園における事務補

助及び用務等 

8：00～16：45 

事務補助員Ｃ １名 
表計算ソフト等パソコンが

できること 

フルタイム 

月給 152,428円

～156,774円 

公民館における事務補

助等 

8：30～17：15  

事務補助員Ｄ １名 

表計算ソフト等パソコンが

できること、普通自動車運

転免許を有する人 

パートタイム 

時給 936円 

～963円 

市役所における事務補

助等(主に障がい支援

区分認定調査業務) 

6H 週 3日 

調理員兼用務員 １名 不問 

パートタイム 

時給 936円 

～963円 

保育所における調理及

び用務の補助等 

9：00～13：00 

4H 週 2日 

保育士 １名 保育士資格を有する人 

フルタイム 

月給 169,706円 

～175,854円 

あしたば園における保

育業務 

8：30～17：15 

水道作業員 １名 
普通自動車運転免許を有す

る人 

フルタイム 

月給 152,428円

～156,774円 

水道管等の維持管理業

務 

8：30～17：15 

◎採用予定 令和２年４月(任用期間 令和２年４月～令和３年３月末予定) 

◎試験日時 ２月１６日(日)  ◎場所 赤穂市役所 時間は別途連絡します。 

◎試験内容 書類選考・筆記試験・論文試験・面接等 

◎応募方法 ２月７日(金)までに指定の履歴書を人事課へ持参(履歴書等は人事課にあります。) 

受付時間は午前８時３０分～午後５時１５分(土日、祝日を除く) 

 

  

 

問い合わせ先 市民対話課 人権・男女共同参画係 ☎４３－６８１８ FAX ４３－６８１０ 

◎日  時 ２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 

      ※相談日以外の日でもご相談に応じます 



 

 

 
申し込み・問い合わせ先 産業観光課 ☎４３－６８３８ FAX ４６－３４００ 

「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」等、さまざまな不安や悩み

を抱える､おおむね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 ２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   ◎相談料＝無料 

◎相談機関 ひめじ若者サポートステーション 

※厚生労働省から事業委託を受け、２級キャリア・コンサルティング技能士の資格を 

持つ専門スタッフが相談に応じます。 

◎そ の 他 次回は４月１６日(木)の予定です。 

 

 

 

申し込み・問い合わせ先 商工会議所中小企業相談所 ☎４３－２７２７ FAX ４５－２１０１ 

◎日  時  ２月１８日(火) 午後１時～４時 

◎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)  

◎参 加 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 ▽パソコン相談 

 ▽創業・経営相談 

 

 

 

 
問い合わせ先 有年公民館 ☎４９－２００４ FAX ４９－３３３９  

◎日  程 （全２回） 

①２月８日(土) 午後１時３０分～３時 

「故郷ゆかりのお宝巡礼～一隅を照らすものたち」▽講師＝室井 正彰 氏 

②２月２２日(土) 午前１０時～１１時３０分 

「東有年の舟灯台について」▽講師＝赤穂市学芸員 山中 良平 氏 

◎場  所  有年公民館 研修室 

◎定  員  ３０名程度 ◎参加費＝無料 

◎申  込  各回前日までに有年公民館まで。 

   
問い合わせ先 中央公民館  ☎４３－７４５０ FAX ４３－８４４０ 

 令和２年度に中央公民館で活動するサークルの登録説明会を次のとおり実施しますので、登録を

希望する団体の代表者はご出席ください。 

◎日  時 ２月１６日(日) 午前１０時～ 

◎場  所 市民会館 ２階中会議室 

 



 

 

 
申し込み・問い合わせ先 地域包括支援センター ☎４２－１２０１ FAX ４２－１２６０ 

 認知症サポーター養成講座を受講した「認知症サポーター」を対象に研修会を開催します。認知

症について学び直してみませんか。 

◎日  時 ３月４日(水) 午後１時３０分～３時 

◎場  所 総合福祉会館２階研修室
 

◎内  容 「認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して」 

      講師：老健あこう 鍛治 実 作業療法士 

◎対  象 認知症サポーター(オレンジリングをもらったことのある人) 

◎申込方法 電話またはＦＡＸにて申し込みください。  

◎申込締切 ２月２８日(金) 

 

 

 

 

申し込み・問い合わせ先 西播磨文化会館 ☎0791-75-3663 FAX 0791-75-0992 

◎開設場所 西播磨文化会館(たつの市新宮町宮内４５８－７) 

◎開設講座 ▽大  学＝年間２７回(教養講座・専門講座・学年別講座・クラブ活動等) 

            学習年限：４年 

▽大 学 院＝年間２２回(教養講座・専門講座・学外研修・同好会活動等) 

学習年限：２年 

◎募集定員 大学６０名・大学院３０名 

◎対 象 者 大 学＝中・西播磨地域在住の概ね６０歳以上の人(令和２年４月１日現在) 

      大学院＝中・西播磨地域在住の高齢者大学等を終了された人、もしくは、地域活動に

意欲のある概ね６０歳以上の人(令和２年４月１日現在) 

◎受 講 料 年間１２，５００円 

◎申込方法 所定の申込用紙にご記入の上、西播磨文化会館に郵送か持参。 

      ▽申込用紙の配置場所＝西播磨文化会館、中・西播磨地域の公民館等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報あこう２月号は ２月１０日(月) 発行予定です。 

◎問い合わせ先 企画広報課 ☎４３－６８７３ FAX４３－６８９２ 


