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○問商工課 ４３－６８３８ FAX４６－３４００ 

あこう地域応援商品券の利用は、１０月３１日(日)までとなっています。期限を過ぎての利用は

できませんので、お早めにお使いください。 

商品券を利用できる店舗の最新情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

○問教育委員会 学校教育課 ４３－６８６０ FAX４３－６８９５ 

市内の小中学校で、出産休暇中の教員や育児休暇中の教員の代替・指導補助員として、臨時講師

等を登録者の中から必要に応じて任用しています。 

任用希望者の登録をお待ちしています。 

◎提出書類 履歴書(任意様式、写真付き) 

◎提出場所 教育委員会 学校教育課 

◎必要資格 小学校または中学校の教員免許状を有している人(免許更新が必要な人は、更新を終了

していること) 

※登録いただいても担当教科等の関係で必ずしも任用されるとは限りません。 

・あこう地域応援商品券の利用をお忘れなく…１ 

・臨時講師等の登録者を募集します……………１ 

・放課後児童支援員などを募集します…………２ 

・女性のための働き方セミナーを開催します…２ 

・出前チャレンジ相談の相談者を募集します…２ 

・若者就業サポート相談会を開催します………２ 

 

・図書館からのお知らせ…………………………３ 

・中央公民館からのお知らせ……………………３ 

・赤穂商工会議所各相談会を開催します………４ 

・近畿圏パーソントリップ調査のお知らせ……４ 

・兵庫県最低賃金が９２８円に改正されます…４ 

・フェニックス共済相談窓口を開設します……４ 

【緊急事態宣言発令中：９月３０日(木)まで】 

新型コロナウイルス感染症予防のため、回覧板を次の人に渡すときには、直接手渡しすることを

避け、郵便ポストに投函するなどしてください。また、回覧板を受け取った後には、日常生活と

同様に、石けんによる手洗いやアルコールによる消毒をお願いします。 

※広報あこう・回覧広報あこうは、緊急事態宣言等発令中も原則発行します。 

◎発行／赤穂市 ◎編集／秘書広報課 

〒678-0292 

兵庫県赤穂市加里屋 81番地 

TEL／0791-43-3201(代表) 

FAX／0791-43-6892(代表) 

MAIL／kouhou@city.ako.lg.jp 

HP／https://www.city.ako.lg.jp 

 



 

 

○問教育委員会 生涯学習課 ４３－６８５８ FAX４３－６８９５ 

職種 募集人数 応募資格 賃金(時給) 勤務時間・勤務内容など 

支援員 若干名 

保育士、社会福祉士

資格、または幼稚園

教諭、小学校教諭な

どの免許を有する

人 

1,008円～ 

1,042円 

(通常) 

・月～金のうち週１日から可 

・午後２時～６時 

(休校日・長期休暇時) 

・午前８時～午後６時 

※ローテーション勤務 

 

アフタースクールでの児童の支

援、障がいのある児童への支援、

事務業務 ほか 

補助員 若干名 
不問(学生アルバイ

トも可) 

936円～ 

963円 

◎採用予定 随時 

◎勤 務 地 市内アフタースクール 

◎応募方法 市ホームページに掲載の履歴書を生涯学習課に提出してください。 

履歴書提出の際には、事前連絡をお願いします。(面接試験あり) 

 

 

 

○問市民対話課 人権・男女共同参画係 ４３－６８１８ FAX４３－６８１０ 

再就職や継続就業を目指す女性に向けた少人数の無料セミナーを開催します。 

◎開催日時 １０月１９日(火) 午前１０時から正午 

◎開催場所 市役所３階 ３０３会議室 

◎内  容 「私のためのワークライフバランス」 講師 西本 恭子 氏(特定社会保険労務士) 

      ※一時保育あり(０歳児から小学６年生まで 要事前申し込み) 

◎定  員 １０名(先着順) 

 

 

 

○問市民対話課 人権・男女共同参画係 ４３－６８１８ FAX４３－６８１０ 

再就職や起業を考えている女性を対象とした相談会を開催します。 

◎開催日時 １０月１９日(火)  午後１時～ 午後２時～ 午後３時～ (各回５０分) 

◎開催場所 市役所３階 ３０３会議室(託児室は４０３会議室) 

◎相談内容 予約制で一人５０分の相談時間内に、就業についてのアドバイスなどを行います。 

      相談員 西本 恭子 氏(特定社会保険労務士) 

      ※一時保育あり(０歳児から小学６年生まで 要事前申し込み) 

◎募集人数 ３名(先着順) 

 

 

 

○問商工課 ４３－６８３８ FAX４６－３４００ 

おおむね１５歳から４９歳の無業者やその保護者を対象とした、無料の就業サポート相談会を開

催します｡ 

◎開催日時 １０月２１日(木) 午後１時３０分～ 午後２時３０分～ 午後３時３０分～ 

◎開催場所 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 

◎定  員 ３名(先着順) 

◎次回開催 １２月１６日(木)開催の予定です。 



 

 

○問図書館 ４３－０２７５ FAX４３－６２９１ 

■「読書講演会」の参加者を募集します 

◎テ ー マ 「本・こども・大人－児童文学から響く声－」 甲南女子大学名誉教授 島 式子 氏 

◎開催日時 １１月６日(土) 午後１時３０分～３時 

◎開催場所 図書館２階 視聴覚室 

◎定  員 ５０名(要事前申し込み・先着順) ◎受講料＝無料 

◎申込方法 図書館に備え付けの申込書に必要事項を記入のうえ、カウンターに提出してください。 

      ※託児が必要な人は、申し込みの際にお申し出ください。 

 

■「歴史と文学の講座」の受講者を募集します 

◎テ ー マ 「古代･中世の歴史と文学―秦氏伝説を探る」 

日時 内容 講師等 

１１月２０日(土) 

午後１時３０分～３時 
倭国の時代を探る 

神戸大学大学院人文学研究科 

古市 晃 教授 

１１月２７日(土) 

午後１時３０分～３時 
謡曲〈賀茂〉と秦氏 

神戸女子大学文学部 

樹下 文隆 教授 

１２月１１日(土) 

午後１時３０分～３時 

始皇帝時代の法と社会－ 

木簡･竹簡から見た秦帝国 

岡山大学大学院社会文化科学研究科 

土口 史記 准教授 

◎開催場所 図書館２階 視聴覚室  

◎定  員 ５０名(要事前申し込み・先着順) ◎受講料＝無料 

◎申込受付 ９月２５日(土) 午前１０時～ (申込書による受付) 

 

 

 

○問中央公民館(市民会館) ４３－７４５０ FAX４３－８４４０ 

■「暮らしを楽しむ手づくり講座」の参加者を募集します 

◎日  程 １０月２７日(水)、１１月１０日(水)、２４日(水)、１２月８日(水) 全４回 

◎時  間 午前９時３０分～１１時３０分 ◎場所＝中央公民館(市民会館) 

◎講  師 木目込こてまりの会 久野 朝代 先生 

◎定  員 ２０名(先着順) ◎参加料＝１，０００円(別途、材料費は実費負担) 

◎申込期間 ９月２９日(水)～１０月１３日(水) 午前９時～午後５時 

 

■「赤穂の歴史遺産を知る講座」の受講者を募集します 

日時 内   容 講   師   等 

１０月２７日(水) 

午後１時３０分～３時 

観光ガイドのおもしろゼミナール 

「知っとぉ？赤穂の歴史」 

播州赤穂観光ガイド協会  

箱根 直意 氏 

１１月１０日(水) 

午後１時３０分～３時 

町歩き 

(雨天の場合は、講義) 

播州赤穂観光ガイド協会  

箱根 直意 氏 

１１月２４日(水) 

午後１時３０分～３時 

『塩』の町 赤穂 

～「塩」について考えてみませんか～ 

元日本海水生産本部長・日本塩

工業会技術部長 

陰山 透 氏 

１２月１５日(水) 

午後１時３０分～３時 
赤穂城攻略 

教育委員会文化財課係長 

荒木 幸治 氏 

◎会  場 中央公民館(市民会館) ※町歩きは赤穂地区内 

◎定  員 ３０名(先着順) ◎参加料＝無料 

◎申込方法 １０月６日(水) 午前９時から中央公民館(市民会館)で受付開始 



 

 

 
○問赤穂商工会議所 中小企業相談所 ４３－２７２７ FAX４５－２１０１ 

◎開催日時 １０月１９日(火) 午後１時～４時 

◎開催場所 赤穂商工会館 ３階小研修室(創業・経営相談は、１階相談室) 

相談内容 相談員 

金融(事業資金)相談 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 赤穂商工会議所職員 

創業・経営相談 赤穂商工会議所職員 

 

 

 

 
○問都市計画課 計画係 ４３－６８２７ FAX４３－６９７４ 

９月下旬～１１月にかけて、国土交通省・兵庫県などが協力して、近畿圏内での人の動きを捉え

るための近畿圏パーソントリップ調査を実施します。本調査は、近畿２府４県にお住まいの人を対

象に、無作為に抽出したご家庭に調査票を郵送し、調査票またはインターネットでの回答をお願い

するものです。調査結果は、駅前やバスターミナル等の交通整備、道路計画等を検討する際の貴重

な資料となります。調査へのご理解とご協力をよろしくお願いします。 

◎調査主体 国土交通省 近畿地方整備局 企画部広域計画課 

◎問い合わせ先 

近畿圏パーソントリップ調査サポートセンター 

 ０１２０－１１６－１０６(無料) 午前９時～午後６時(土・日・祝日を除く） 

 

 

 

 
○問商工課 ４３－６８３８ FAX４６－３４００ 

兵庫県最低賃金が１０月１日から時間額９２８円(改正前は９００円)に改正されます。最低賃金

は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。詳しくは、兵庫労働局労働基

準部賃金室(０７８－３６７－９１５４ FAX０７８－３６７－９１６５)または相生労働基準監

督署(０７９１－２２－１０２０ FAX０７９１－２２―１０２１)にお問い合わせください。 

【助成金などの支援相談・申請窓口】 

相談 業務改善助成金コールセンター   ☎０３－６３８８－６１５５ 

申請 兵庫労働局雇用環境・均等部企画課 ☎０７８－３６７－０７００ 

FAX０７８－３６７－９０５０ 

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 １０月２０日(水) 午前１１時～午後３時 

◎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 

 


