
 

 

 

 

 

 

 

  
令和３年１１月２５日号掲載内容  
 

 

 

○問市民病院総務課 ４３－６４１４ FAX４３－０３５１ 

職種 募集人数 業務内容 給料等 勤務時間等 

医師事務

作業補助 
若干名 

電子カルテへの入

力等、医師診察中の

事務補助業務 

パートタイム 

月給 139,878円～144,186円 

(給料および地域手当) 

平日、午前８時２０

分～午後５時５分の

うち、７時間勤務 

保育士 １名 

病児病後児保育室

における保育業務 

○要保育士免許 

パートタイム 

時給 1,041円～1,080円 

(給料および地域手当) 

週３日程度、午前７

時４０分～午後６時

３０分のうち、５.５

時間勤務 

 

◎採用予定 随時 

◎雇用期間 令和４年３月３１日まで(勤務状況等により引き続き任用する可能性があります) 

◎採用試験 書類選考および面接(応募書類受領後、別途指定する日時に市民病院で行います) 

◎応募方法 市販の履歴書を市民病院総務課に持参または郵送で提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会計年度任用職員(市民病院職員)募集……１ 

・フェニックス共済加入相談窓口開設…………１ 

・パブリックコメント実施のお知らせ…………２ 

・縦覧のお知らせ…………………………………２ 

・「ヒートショック」に関する注意喚起………２ 

 

 

・年末の交通事故防止運動のお知らせ…………３ 

・１２月３日～９日は「障害者週間」…………３ 

・１２月４日～１０日は「人権週間」等………３ 

・若者就業サポート相談会開催…………………４ 

・赤穂商工会議所各相談会開催…………………４ 

・「酒蔵 DE オシャレなクリスマス恋活」案内…４ 

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。受け渡し後には、うがいやアルコール消毒の実施をお願いします。 

◎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 

 

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 １２月１５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 

 



 

 

○問企画政策課 政策担当 ４３－６８６７ FAX４３－６８２２ 

「赤穂市国土利用計画(第五次)」の改定にあたり、広く市民の皆さまから意見を募集するため、計

画(案)のパブリックコメント(意見募集)を実施します。 

 

◎募集期間 １１月２５日(木)～１２月２７日(月) 

◎計画(案)の公表場所 

▽市ホームページ ▽市役所４階(企画政策課政策担当) ▽地区公民館(９か所) 

◎意見を提出できる人 

▽市内に在住、在勤、在学の人 ▽市内に事務所や事業所などがある法人、団体など 

◎意見の提出方法 

①計画(案)に対する意見、②住所、③氏名(フリガナ)または団体名(代表者名含む）、④電話番

号または FAX番号を記入のうえ、持参(開庁日の午前８時３０分～午後５時１５分）、郵送(締切

当日消印有効)、FAX、メールのいずれかの方法で提出してください。書式は自由です。 

◎提出された意見の取り扱い 

提出された意見の概要と検討結果については、次の場所で公表します。 

▽市ホームページ ▽市役所４階(企画政策課政策担当) ▽地区公民館(９か所) 

※意見を提出した人の住所、氏名、電話番号(FAX番号)は公表しません。また、提出された意見

に対する個別の回答は行いません。 

◎意見の提出・問い合わせ先  

〒６７８－０２９２ 赤穂市加里屋８１番地 企画政策課政策担当 宛 

４３－６８６７ FAX４３－６８２２ メール senryaku@city.ako.lg.jp 

 

 

 

○問区画整理課 ４３－６８２９ FAX４３－６８９２ 

西播都市計画事業野中・砂子土地区画整理事業の事業計画第５回変更(案)を縦覧します。 

◎縦覧期間 １１月２６日(金)～１２月９日(木) 午前８時３０分～午後５時１５分 

◎縦覧場所 市役所２階(区画整理課) 

※この変更(案)に意見のある利害関係人は、１２月２３日(木)まで兵庫県知事宛に意見書を提出す

ることができます。 

 

 

 

○問消防本部 救急課 ４３－６８８４ FAX４５－０１１９ 

暖かい部屋から寒い部屋(脱衣所・浴室・トイレなど)に移動するときに、急激な温度変化によっ

て血圧が大きく上下し、失神や不整脈を起こすことがあります。場合によっては、脳梗塞や脳卒中、

心筋梗塞を引き起こし、命を落としてしまうこともあります。この現象を「ヒートショック」と呼

び、これからの季節は特に注意が必要です。 

 

【家庭でできるヒートショック対策】 

① 利用前に、脱衣所・浴室・トイレなどを暖める。 

② お風呂の温度は41℃以下、入浴時間は 10分を目安に。 

③ 飲酒後の入浴は避ける。 

④ 入浴前後に、コップ 1 杯程度の水分を補給する。 

⑤ 入浴前に、家族に一声かける(家族の人は、入浴中の人に

時々声をかけて、様子をみる)。 

⑥ 入浴中に、浴槽から急に立ち上がらない。 

【令和２年度の発生状況】 

令和２年度中、市内で入浴時等

の救急要請件数は、２５件でし

た。そのうち、心肺停止が８人(３

２％)、重症が３人でした。その

すべてが冬期(１１月～３月)の

発生で、高齢者が大半を占めてい

ます。 



 

 

○問危機管理担当 ４３－６８６６ FAX４３－６８９２ 

１２月１日(水)～１０日(金)まで、年末の交通事故防止運動を実施します。午後４時以降、早め

のライト点灯を心がけるなど、市民一人ひとりが交通ルールを守り、悲惨な交通事故が発生するこ

とのないように心がけましょう。 

◎スローガン 「やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道」 

◎運動重点 

①子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 ②高齢運転者等の安全運転意識の向上 

③飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶   ④夕暮れ時と夜間の交通事故防止 

⑤自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底 

 

 

 

○問社会福祉課 ４３－６８３３ FAX４５－３３９６ 

広く障がいのある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が社会、経

済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、「障害者

週間」が定められています。 

 

■障がい者週間ともに考える市民のつどい 

◎日  時 １２月４日(土) 午後１時３０分～４時 

◎会  場 総合福祉会館 ３階集会室 

◎対  象 １５０名(事前申込制) ※入場無料 

◎内  容 福祉作文入賞者発表 

記念講演「知的障がい者疑似体験 知ってほしいなぁ！わたしたちのこと」 

(講師 ぴーす＆ピース) 

◎主  催 赤穂市社会福祉協議会 

４２－１３９７ FAX４５－２４４４ メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp 

 

 

 

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

■１２月４日(土)～１０日(金)は「人権週間」です 

人権啓発キャッチコピー「『誰か』のこと じゃない」 

 人権週間にあわせて、特設人権相談所を開設します。皆さまが普段これは人権問題ではないかと

感じることや悩みごとがありましたら、どうぞご利用ください。 

◎日  時 １２月６日(月) 午後１時～４時 

◎相談場所 市役所会議室 

◎受  付 市民対話課 

◎相 談 員 人権擁護委員 

 

■１２月１０日(金)～１６日(木)は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です 

 平成１８年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施

行され、この問題についての国民の関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」が定

められました。 



 

 

○問商工課 ４３－６８３８ FAX４６－３４００ 

おおむね１５～４９歳の無業者やその保護者を対象に、無料の相談会を開催します｡ 

◎開催日時 １２月１６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 

◎定  員 ３名(先着順) 

◎相談機関 ひめじ若者サポートステーション 

◎次回開催 令和４年２月１７日(木)の予定です。 

 

 

 

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

◎開催日時 １２月２１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) 

◎対  象 事業をされている人、または創業予定者 

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 AKB(赤穂・上郡・備前)フォトウェディングプロジェクト実行委員会(担当 水野) 

０８０－５３０７－１２８５ FAX４５－３５１３ 

令和３年度東備西播定住自立圏民間イベント事業の AKB(赤穂・上郡・備前)縁結び婚活事業とし

て、若い人たちに出会いの場を提供するイベントを開催します。 

 

■酒蔵 DEオシャレなクリスマス恋活 

落ち着いた酒蔵ギャラリーで素敵な出会いをしませんか。ゲームやプレゼント交換などで楽しい

ひと時、美味しいケーキでカフェタイム。「えんとツリー」イルミネーションが皆さまの出会い

を彩ります。 

◎開催日時 １２月２５日(土) 午後３時～５時３０分 

◎開催場所 酒蔵ギャラリーひがし蔵(上郡町上郡８２５) 

◎対  象 おおむね２５～４５歳の独身の男女各６人 

※赤穂市、上郡町、備前市在住の人または 

 移住の意思がある人 

◎参 加 費 男女とも１,５００円 

※参加費とは別に、各自１,０００円程度のクリスマスプレゼントをご用意ください。 

◎応募締切 １２月１５日(水) ※応募多数の場合は抽選となります。 

上記の問い合わせ先まで、お気軽にご応募ください。 


