
・第 11 回特別弔慰金の請求受付会場について…４ 

・犬の飼い主の皆さまへ……………………………４ 

・ごみ収集車で火災が発生しています……………４ 

・フェニックス共済加入相談窓口開設……………４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月２５日号掲載内容 

 

 

 

個人向け支援 
事業名 内 容 問い合わせ先 

一般用水道料金２期(４

カ月)分減免 

※手続き不要 

減免期間：７月・９月請求分または８月・１０月請求分 

※下水道使用料および排水処理施設使用料は減免の対象外 

上下水道部総務課 

☎４３-６８８８ 

FAX４３-６８７２ 

児童手当特別給付金事

業 

※手続き不要 

児童手当の対象児童１人当たり１万円を国の子育て世帯へ

の臨時特別給付金に上乗せし支給(６月２９日支給) 

※公務員は手続きが必要 子育て支援課 

☎４３-６８０８ 

FAX４５-３３９６ 
ひとり親家庭等特別給

付金事業 

※手続き不要 

 

児童扶養手当または特別児童扶養手当の対象児童１人当た

り２万円を支給(６月２５日支給) 

緊急雇用対策事業 離職者・内定取消者を会計年度任用職員として採用 

人事課 

☎４３-６８６３ 

FAX４３-６８９２ 

生活困窮者自立支援事

業 

(住居確保給付金) 

離職・休業などで収入が減少し、住居を失う恐れのある人に

原則３カ月、家賃相当分（世帯人数により上限額あり）を家

主に支給 

社会福祉課 

☎４３-６８０７ 

FAX４５-３３９６ 

生活福祉資金 

(緊急小口資金) 

休業などで収入が減り、緊急かつ一時的な生計維持のため資

金が必要な世帯に１０万円を貸し付け 

※条件により最大２０万円 

社会福祉協議会 

☎４２-１３９７ 

FAX４５-２４４４ 

 

・新型コロナウイルス感染症支援一覧…１・２ 

・特別定額給付金の申請は８月２５日まで……２ 

・防衛省自衛官等を募集…………………………３ 

・赤穂商工会議所７月各相談会…………………３ 

 



事業者向け支援 
事業名 内 容 問い合わせ先 

休業要請事業者経営継

続支援事業 

(市・県協調事業) 

県の休業要請に協力した事業者のうち、４月または５月の売

り上げが前年同月比５０％以上減少している事業者など 

・中小法人：最大１００万円  個人事業主：最大５０万円 

申請受付は６月３０日（火）まで（当日消印有効） 

(県)経営継続支援金 

相談ダイヤル 

☎０７８-３６１-２

２８１ 

持続化給付金 

ひと月の売り上げが前年同月比５０％以上減少している事業

者など 

・中小法人：最大２００万円 個人事業主：最大１００万円 

(国)持続化給付金事

業コールセンター 

☎０１２０-１１５-

５７０ 

あこう中小企業者応援

給付金事業 

売上げ等が２０％以上減少した中小企業・個人事業主を支援

するため、事業全般に幅広く活用できる一律１０万円の給付

金のほか、家賃の負担がある場合には一律５万円加算 

商工課 

☎４３-６８３８ 

FAX４６-３４００ あこう商店街お買い物

券・ポイントシール事

業 

商店街等が実施するお買い物券などの発行への支援 

▽商工会議所 

額面６,０００円の商品券を４,０００円で販売 

▽赤穂にぎわいづくり商人会(４商店街合同) 

５００円購入毎にシール１枚、１０枚で１,０００円の金券

として使用できる 

▽坂越商店会 

額面６,０００円の商品券を５,０００円で販売 

スポーツ施設利用促進

事業 

市内のゴルフ場(２施設)の利用料金について１，０００円を

助成 

スポーツ推進課 

☎４３-６８６９ 

FAX４３-６８９５ 

宿泊費助成事業 

Welcome to AKOキャンペーンとして、市内宿泊施設に宿泊し

た際、宿泊料金に応じた定額を助成 

※新型コロナウイルス感染症の発生状況や、予算が上限に達

した場合は、終了することがあります。 

観光課 

☎４３-６８３９ 

FAX４６-３４００ 

※追加の支援策について、市ホームページのほか広報あこう７月号(７月１０日発行)でお知らせします。 

 

 

 

 

 
問い合わせ先 特別給付金担当 ４３-６９８２ FAX４３-６８９２ 

現在、新型コロナウイルス感染症対策として、１人につき１０万円の特別定額給付金の給付を行

っています。給付の申請がまだお済でない人は、申請してください。 

８月２５日(火曜日)までに申請をされない場合、給付金を受け取ることができませんので、ご注

意ください。 

申請書が届いていなかったり、紛失された人は、特別定額給付金担当までご連絡ください。
 

◎提出から振込までの目安 

  申請書が提出されてから給付金が振り込まれるまでに、２～３週間程度かかります。提出され

た申請書から順に処理をしておりますので、ご理解をお願いします。
 

◎申請書に不備があった場合 

  申請書に不備があった場合、申請書を郵送で返送しております。同封の用紙に不備の内容と修

正方法を記載しておりますので、申請書を修正の上、再度提出してください。 



  

 

問い合わせ先 募集コールセンター 0120-063-792(受付時間：正午～午後８時) 

       兵庫地方協力本部相生地域事務所 /FAX ２３-２７５０ 

       市民課戸籍係 ４３-６８１９ FAX ４３-６８９１ 

       自衛隊兵庫地方協力本部ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/hyogo/ 

募集種目 資格 受付期間 第 1次試験日 

航空学生 

海：18歳以上 23歳未満の人(高卒者

(見込含)または高専 3 年次修了

者(見込含)) 

空：18歳以上 21歳未満の人(高卒者

(見込含)または高専 3 年次修了

者(見込含)) 

7月 1日(水)～ 

9月 10日(木) 
9月 22日(火) 

一般曹候補生 18歳以上 33歳未満の人 

32 歳の者は、採用予定月の末日現

在、33歳に達していない者 

7月 1日(水)～ 

9月 10日(木) 

9月 18日(金)～ 

20日(日)  

自衛官候補生 
男子 年間を通じて 

受け付けています。 

受付時にお知らせしま

す。 女子 

防衛大学校学生 

(推薦) 

18歳以上 21歳未満の人 

高卒者(見込含)または高専 3年次修

了者(見込含) で成績優秀かつ生徒

会活動等に顕著な実績を修め、学校

長が推薦できる者 

9月 5日(土)～ 

11日(金) 

9 月 26 日(土)･27 日

(日) 

防衛大学校学生 

(総合選抜) 
18 歳以上 21 歳未満の人(自衛官は

23歳未満) 

高卒者(見込含)または高専 3年次修

了者(見込含) 

9月 26日(土) 

防衛大学校学生 

(一般) 

7月 1日(水)～ 

10月 22日(木) 
11月 7日(土)･8日(日) 

防衛医科大学校 

医学科学生 18歳以上 21歳未満の人 

高卒者(見込含)または高専 3年次修

了者(見込含) 

7月 1日（水）～ 

   10月 7日（水） 

10 月 24 日(土)･25 日

(日) 

防衛医科大学校 

看護学科学生 

7月 1日（水）～ 

   10月 1日（木） 
10月 17日(土) 

陸上自衛隊 

高等工科学校 

生徒 

推薦 

男子で中卒(見込含)17 歳未満の成

績優秀かつ生徒会活動等に顕著な

実績を修め、学校長が推薦できる者 

11月 1日(日)～ 

11月 30日(月) 

令和 3年 1月 10日(日)・ 

11 日(月)のうち、いず

れか 1日 

一般 男子で中卒(見込含)17歳未満の者 
11月 1日(日)～ 

令和3年1月23日(土) 
令和 3年 1月 23日(土) 

 

 

 

 申し込み・問い合わせ先 赤穂商工会議所 中小企業相談所 ４３-２７２７ 

 FAX４５-２１０１ 

◎日  時 ７月２１日(火) 午後１時～４時 

◎場  所 赤穂商工会館４階大ホールおよび１階相談室 

◎相談内容 ▽金融(事業資金)相談 相談員＝日本政策金融公庫 国民生活事業 融資担当者 

▽パソコン相談 相談員＝赤穂商工会議所職員 

▽新型コロナウイルスに関する経営相談 相談員＝赤穂商工会議所職員 



 

 

 
問い合わせ先 社会福祉課 ４３-６８０９ FAX４５-３３９６ 

 現在、社会福祉課(本庁舎１階)にて受付を行っていますが、窓口の混雑緩和のため、次のとおり

各地域の公民館等でも受付を行います。請求書類は、社会福祉課に備え付けているほか、当日各会

場においても受取が可能です。 

会 場 日 程 時 間 

総合福祉会館 ７月２０日（月） 午前１０時～午後３時 

赤穂西公民館 ７月２７日（月） 午前１０時～午後３時 

尾崎公民館 ７月２８日（火） 午前１０時～午後３時 

塩屋公民館 ７月２９日（水） 午前１０時～午後３時 

御崎公民館 ７月３０日（木） 午前１０時～午後３時 

坂越公民館 ７月３１日（金） 午前１０時～午後３時 

有年公民館 ８月４日（火） 午前１０時～午後３時 

高雄公民館 ８月５日（水） 午前１０時～午後３時 

城西公民館 ８月７日（金） 午前１０時～午後３時 

※正午～午後１時の間は昼休憩のため受付を中断します。 

 ※請求書類のほか、戸籍書類等が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。 

 

 

 
 

問い合わせ先 環境課 ４３-６８２１ FAX ４３-６８９２ 

◎散歩の時にはビニール袋などを携帯し、犬のフンは必ず持ち帰ってください。 

◎飼い主にはかわいい犬でも、犬の苦手な人や子どもには迷惑をかけることがありますので、犬の

放し飼いはやめてください。 

◎所有者や住所を変更した場合など、登録事項に変更があった場合は届出をしてください。 

 

 

 

 
         

問い合わせ先 美化センター ４２-３８４１ FAX ４２-３４８６ 

 「燃やさないごみ」の収集中に車両火災が発生し、車両が損傷しました。火災の危険性がある次

のごみについて、ごみ出しルールの再確認をお願いします。 

① 使用済の小型充電式電池 … ごみとして出さずに、販売店にご相談いただくか、 

 市役所・美化センターの回収ボックスをご利用ください。 

② スプレー缶・カセットボンベ … 最後まで使い切って、「缶・びん」の日に出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)の加入相談窓口を開設します 

問い合わせ先 西播磨県民局 総務防災課 ☎５８－２１２０ FAX５８－２３２８ 

当日加入の手続きをされる場合は、印鑑や通帳をお持ちの上、お越しください。 

日  時 ７月１５日(水)午前１１時～午後３時まで 

場  所 市役所 1階エントランスホール ※毎月第３水曜日に開催しています。 

 


