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善行をたたえてつつじ賞１名、さくら賞１名、ふくしの人２名・２団体

　６月 12 日、市民の模範となる善行やボランティア活動などを通じて、まちづくりに貢献された個人と団

体に市長から「つつじ賞」「さくら賞」が贈られました。また、福祉活動に貢献された個人と団体に社会福

祉協議会理事長から「ふくしの人」が贈られました。

つつじ賞　交通安全 さくら賞　社会奉仕

　平成 24 年から交通指導員を務め、平成 28 年か

らは坂越大橋において、毎朝児童生徒の登校時に交

通立番を行うなど、交通安全活動を通じてまちづく

りに貢献されています。

　平成 12 年 12 月設立以来、高齢者や障がい者等

の住宅のバリアフリーリフォームや耐震化について

アドバイスを行うなど、社会奉仕活動を通じてまち

づくりに貢献されています。
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　あこう地域応援商品券は、令和３年６月１日現在の赤穂市民に送付されます。

　利用可能店舗については、ホームページに掲載しているほか、８月１日の新聞折込チラシでもお知らせし

ます。

　なお、利用可能店舗についての登録申請は９月 15 日（水）まで受け付けていますので、希望される事業者

は早めに登録をお願いします。

●商品券利用期間　令和３年８月１日（日）～令和３年 10 月 31 日（日）

●問い合わせ先

　あこう地域応援商品券コールセンター

　（日本旅行ビジネスソリューションズ株式会社内）

　☎０５７０・０７０７２２（土日祝日除く 9：30 ～ 17：30）

　メール：ako_shimin@nta.co.jp

　ホームページ：https://ako-2021-shohinken.com/

あこう地域応援商品券の送付について

あこう地域応援商品券
ホームぺージ

商工課　☎４３・６８３８

　　　　FAX４６・３４００
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市民の皆さまへの市長メッセージ

　新型コロナウイルス感染症は、市民の皆さまのご協力により、市内においては一応の落ち着きを見せてお

りますが、変異株等による感染再拡大の懸念など、まだまだ気を抜けない状況が続いております。引き続き

感染拡大防止対策をお願いいたします。

　65 歳以上の皆さまを対象としたワクチン接種については、ご心配やご迷惑をおかけしましたが、市独自

の大規模会場の開設等により、着実に進んでおります。今後は、64 歳以下の皆さまへのワクチン接種につ

いて、一日も早く終えることができるよう取り組んでまいります。

　さて、西有年産業廃棄物最終処分場の建設計画に係る事前協議については、県に対し 6 月 24 日付で回答

しました。その内容は、「計画地は本市の取水地の上流に位置し、千種川の水源になっていることから望ま

しくない」、また「県の条例に基づく周知範囲については、赤穂市全域の市民および農業、漁業をはじめと

するすべての産業の関係者であり、周知方法については、これら全ての関係者の意向に沿って行われる必要

がある」というものです。

　千種川の水は、赤穂市にとってまさに命の源です。今後も、千種川をはじめ豊かな自然を赤穂市のみなら

ず、千種川水系の皆さまとともに守り、次の世代へと引き継いでいきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤穂市長

新型コロナウイルスワクチン接種の
インターネット予約をお手伝いします

新型コロナワクチン接種対策室

☎４８・７１３６　FAX４６・８７０５

　インターネット経由での新型コロナウイルスワクチン接種の予約がスムーズにできるよう、公民館の職

員がお手伝いします。操作方法などに不安のある人は、お近くの公民館にお越しください。

持参していただくもの

①ご自宅に届いた「接種券」

②お持ちの方はスマートフォン（スマホ）

●予約サポート実施施設

　市内各公民館（開館日のみ）午前９時～午後５時

●ご注意ください

　予約システムによる予約をお手伝いするものであり、接種枠を優先して確保するものではありません。

　来館する際は、必ず接種券をお持ちください。

●各公民館の連絡先

　新型コロナウイルスワクチン接種についてのお問い合わせは、新型コロナワクチン接種対策室までお願

いします。

中央公民館　　☎４３・７４５０　FAX４３・８４４０

　　　　　　　☎４３・７４５１

城西公民館　　☎４５・７０６２　FAX４５・７０６３

塩屋公民館　　☎４２・３３７９　FAX４２・３１６９

赤穂西公民館　☎４５・３２９２　FAX４５・３２９６

尾崎公民館　　☎４２・２１３９　FAX４２・２１３９

御崎公民館　　☎４３・７４５３　FAX４３・４６９３

坂越公民館　　☎４８・８０８０　FAX４８・１６０４

高雄公民館　　☎４８・７５００　FAX４８・１５９４

有年公民館　　☎４９・２００４　FAX４９・３３３９
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総所得金額等（被保険者＋世帯主）が次の基準額以下の世帯 軽減割合（軽減後の均等割額：年額）

　基礎控除額（43万円）+10万円×（年金・給与所得者数－１）

7割（15,411円）

※ 令和３年度から、本則どおり７割軽減

となります。

　基礎控除額（43万円）＋28.5万円×被保険者数

＋10万円×（年金・給与所得者数－１） 　
5割（25,685円）

　基礎控除額（43万円）＋52万円×被保険者数

＋10万円×（年金・給与所得者数－１） 　
2割（41,096円）

問い合わせ先 資格・給付に関すること・・医療介護課医療係　☎４３・６８２０　FAX４３・６８９２

保険料に関すること・・・・税務課市民税係　　☎４３・６８０３　FAX４３・６８９２

コールセンター・・・・・・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局

　　　　　　　　　　　　☎０７８・３２６・２０２１　FAX０７８・３２６・２７４４

後期高齢者医療制度の大切なお知らせ

保険料額決定通知書を送付します

新しい被保険者証、減額認定証、限度額認定証などを送付します

令和３年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を７月中旬に送付します。

●所得の低い人の軽減

　 　同一世帯内の被保険者と世帯主の令和２年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減

されます。

●被扶養者であった人の軽減

　 　後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所

得割額はかからず、資格取得後２年を経過する月までの間に限り、均等割額が５割軽減されます。

●保険料の減免または徴収猶予

　 　①災害で大きな損害を受けた、②所得の著しい減少があった、③他の被保険者や世帯主が死亡したこと

などにより世帯の所得が軽減判定基準以下となった、④一定期間給付の制限を受けた、といった理由で保

険料を納めることが困難な人は、申請により保険料が減免または保険料の徴収猶予となる場合がありま

す。詳しくは税務課にご相談ください。

　７月下旬に新しい被保険者証を送付します。なお保険料の納付状況によっては、有効期間が短い「短期被

保険者証」を送付することがあります。納付が困難な場合は、早めに相談してください。

　８月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和２年中の所得により算出された令和３年度

の住民税課税所得と令和２年中の収入額とをもとに計算されます。世帯状況の異動や所得の更正により、随

時変更されることがあります。

　また、限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）や限度額適用認定証（限度額認定証）をお持ち

で８月以降も対象となる人には、７月下旬に新しい認定証を被保険者証と一緒に送付する予定です。

　８月１日からは、新しい被保険者証、認定証を医療機関などの窓口に提示してください。

●問い合わせ先　教育委員会文化財課

　☎４３・６９６２　FAX４３・６８９５

No.25【元禄橋】
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　東浜塩田の水尾に架かる橋で、かつては御崎の集落から塩田で働く

人々が日々往来しました。もとは「三
さんまいばし

昧橋」と呼ばれた木橋が架けら

れていましたが、昭和６（1931）年 11 月に、橋長 24.9 ｍ、幅 5 ｍ

を測る近代的なトラス構造の橋として竣工しました。市内に残された

唯一のトラス構造の橋で、鋼
こうはん

板・鉄骨の結合にはリベットが用いられ

ています。現在はアスファルト舗装となっていますが、もとはレンガ

敷であったようです。何度かの改修と補強が行われ、現在も歩行者用

として供用されています。

献身的な人権擁護委員の活動に対して表彰状が贈られました
　このたび田川英生さんに法務省人権擁護局長感謝状が、志水矛さんに近畿人権擁護委員連合会長表彰がそ

れぞれ贈られました。

人権擁護委員とは…

　▷常設／特設の相談所等で人権相談に応じます。

　▷市民一人一人の人権意識を高めるため、様々な人権啓発活動を行います。

　▷人権侵害による被害者を救済します。

　 広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある人を市長が推薦し、法務大臣が委嘱した市民

の相談パートナーです。お気軽にご相談ください。

問市民対話課　人権・男女共同参画係　☎４３・６８１８　FAX４３・６８１０

法務省人権擁護局長感謝状 近畿人権擁護委員連合会長表彰

田
た が わ

川　英
ひ で お

生　さん 志
し み ず

水　矛
まゆみ

　さん

西有年地区産業廃棄物最終処分場建設計画に係る事業計画事前協議書に
対する意見照会に回答しました 環境課　☎ ４３・６８２１　FAX４３・６８９２

　令和３年６月 24 日付で、産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条

例に係る事業計画事前協議書に対する意見照会に対して、兵庫県西播磨県民局あてに回答し

ました。

　回答書の全文を市ホームページに掲載しています。　　　　　　　赤穂市ホームぺージ▷

～牟礼市長が皆さまのところへお伺いします～

市長ミニ対話集会のご案内 市民対話課　☎ ４３・６８１８　FAX４３・６８１０

　市民の皆さまの声を幅広く取り入れたまちづくりを進めるため、今年度も市長ミニ対話集会を実施しま

す。

　自治会、ＰＴＡ、母親クラブや趣味のサークルなど、皆さまの集まりの場に牟礼市長が伺い、市政に対す

るご意見を伺ったり市の将来像等について気楽な形で意見交換します。

　市長との対話を希望される団体、グループ等は、日程や開催場所など事前に市民対話課までご相談ください。
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はばたけ未来へ 赤穂

市制施行70周年記念事業のお知らせ
　９月１日（水）に市制施行70周年記念式典の開催を予定しており、そのほかに

も年間を通じてさまざまな事業を計画しています。広報やホームページなどを通

じて順次紹介しますので、ぜひ参加してください。

●問い合わせ先　企画政策課企画係　☎４３・６８６７　FAX４３・６８２２

事　　　　業 主管団体など

10日（土）・17日（土）
24日（土） 市民福祉講座【協賛】 赤穂市社会福祉協議会

21日（水）
～８月30日（月）

海洋科学館特別展
「身近な昆虫・植物 まるいものあつまれ！」【協賛】 （公財）赤穂市文化とみどり財団

７月

事　　　　業 主管団体など

8日（日） 国際理解講座【協賛】 赤穂市国際交流協会

７月の実施予定

８月の実施予定８月

※新型コロナウイルス感染状況などにより、延期または中止する場合があります。

国民年金掲示板

未納と免除では大違い！免除制度をご利用ください

　国民年金保険料は月額16,610円で、所得に関係

なく一律です。

　保険料の未納が続くと、病気や交通事故などで障

がいのある状態になったときに障害年金を受け取る

ことができません。

　「保険料を払えない」、「保険料を少しでも安く」と

いったときは、免除制度をご利用ください。本人、

配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の

場合には、申請し承認を受ければ下表のように免除

を受けることができます。

　なお、一部免除の場合、承認後の保険料を納めな

ければ、未納期間と算定されますので、必ず納める

ようにしてください。

 医療介護課 国保年金係　☎４３・６８１３　FAX４３・６８９２

納付猶予制度

　世帯主の所得が免除基準を超えている場合は免除

制度の対象とはなりませんが、納付猶予制度の対象

となる場合があります。

　50歳未満の人で、本人と配偶者の所得が、全額

免除基準以下（左表）の場合には、世帯主の所得を問

わず、保険料の納付猶予が認められます。

保険料の納付が困難になった場合の臨時特例措置

　新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げの

減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の

臨時特例措置による免除・納付猶予手続きが、令和

３年度も延長されました。

　本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによ

り、申請が可能です。詳しくは国保年金係までお問

い合わせください。また日本年金機構ホームページ

でも確認できます。

保険料（令和3年度月額） 本人、配偶者、世帯主の
前年所得基準通常 16,610円

全額免除 0円 （扶養親族等 +１）×35万円 +32万円

3/4免除 4,150円 88万円 +Ａ

半額免除 8,310円 128万円 +Ａ

1/4免除 12,460円 168万円 +Ａ

※Ａ＝扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

●承認後に納付が必要となる保険料（月額）

次の認定証が新しくなります～８月１日からは、新しい認定証の提示を～

国保だより

●国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証　　

●国民健康保険限度額適用認定証

　医療費が高額になると見込まれ、引き続き認定を受けようとする人は毎年申請が必要となります。

　なお、保険税に未納がある場合、認定証を交付できないことがあります。

■申請に必要なもの

　▷保険証

　▷世帯主と手続きをする対象の人のマイナンバー（個人番号）が分かるもの

　▷ 窓口に来る人の本人確認書類（同一世帯の人が窓口に来られないときは、委任状または世帯主の保険証

（原本）などが必要です。）

　▷既に認定を受けている人はその認定証

■受付　７月26日（月）～

　70歳以上75歳未満の人は、世帯の所得状況により限度額適用認定証が不要の場合があります。（高齢受給

者証の医療機関への提示が必要です。）

　また、世帯の中で国保に加入している人（擬制世帯主を含む。）のうち、所得が不明な人がいる場合は、認

定証の所得区分が正確に判定されず、医療機関などでの自己負担額が本来よりも高くなることがありますの

で、必ず所得の申告を行ってください。

  
 医療介護課 国保年金係　☎４３・６８１３　FAX４３・６８９２

介護保険相談室

令和３年度分介護保険料の納付をお願いします
高齢者を見守る支えるネットワーク

医療介護課 介護保険係　☎ ４３・６９４７　FAX４３・７１３８

介護保険は、介護が必要になったときに、介護保険サービス利用者負担割合に応じて介護サービスが受け
られる仕組みです。誰もが安心して暮らせるために、介護を社会全体で支えていく介護保険制度に、ご理解
とご協力をお願いします。

●介護保険料の改正

赤穂市介護保険条例の改正に伴い、各段階の保険料および第７段階から第９段階までの対象となる合計所
得金額が変更となりました。

段階 対象者の内容 率
保険料（円）

月額 年額

１
生活保護、または市民税が非課税世帯で老齢福祉年金受給者

0.3 1,620 19,440
市民税が非課税世帯で課税年金収入 + 合計所得金額が80万円以下

２ 市民税が非課税世帯で課税年金収入 + 合計所得金額が80万円超120万円以下 0.5 2,700 32,400

３ 市民税が非課税世帯で課税年金収入 + 合計所得金額が120万円超 0.7 3,780 45,360

４ 本人が市民税非課税で課税年金収入 + 合計所得金額が80万円以下 0.85 4,590 55,080

５ 本人が市民税非課税（上記以外） 1 5,400 64,800

６ 本人が市民税課税（合計所得金額120万円未満） 1.2 6,480 77,760

７ 本人が市民税課税（合計所得金額120万円以上210万円未満） 1.3 7,020 84,240

８ 本人が市民税課税（合計所得金額210万円以上320万円未満） 1.5 8,100 97,200

９ 本人が市民税課税（合計所得金額320万円以上） 1.7 9,180 110,160

●令和３年度の介護保険料

税務課 市民税係　　　　☎ ４３・６８０３　FAX４３・６８９２

日本年金機構ＨＰ　https://www.

nenkin.go.jp/service/kokunen/

menjo/0430.html
結果の確認をお忘れなく

　申請手続き後、その結果が通知されるまで、１～

２カ月かかります。結果は必ずご確認ください。
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国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者の皆さまへ

税務課 市民税係　☎ ４３・６８０３　FAX４３・６８９２

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の①・②いずれかの要件を満たす人は、申請により保険税（料）
の減免を受けることができる場合があります。
■対象者
　① 重篤な傷病を負った主たる生計維持者、および主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

の人。
　② 主たる生計維持者の収入の見込みが一定額以上減少（※）する人および世帯の人
※ 減免申請の際には、収入の減少が確認できる書類が必要となります。
　保険税（料）によって、減免の規定が異なります。詳しくは、市ホームページ、または市民税係までお問い
合わせください。

　年金受給者の保険税（料）の納付方法は、次の２通りとなります。

●特別徴収

　納税通知書に記載の金額が、年金の定期払の際に天引きされます。

　▷仮徴収　４、６、８月は、前年度２月分と同じ税額を差し引きます。

　▷ 本徴収　10、12、２月は、前年の所得などをもとに算出された年税額から仮徴収分を除いた額を振

り分けて差し引きます。

■対象者

　年金の年額が 18 万円以上で、次の各保険税（料）の条件を全て満たす人

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税（料）の減免について

納税通知書を７月中旬に送付します

●普通徴収

　納税通知書に基づいて、国民健康保険税と介護保険料は７月～翌年２月の８回（期）、後期高齢者医療

保険料は７月～翌年３月の９回（期）に分けて納めていただきます。

■対象者

　年金の年額が 18 万円未満の人、所得の減少により保険税（料）が減額になった人、各保険税（料）に

おいて次の条件に該当する人など

保険税（料）名 条　件

国民健康保険税

①世帯主が国民健康保険加入者

②世帯の国民健康保険加入者全員が 65 歳～ 74 歳

③世帯主の介護保険料が年金から引かれている

④ 国民健康保険税と介護保険料の合計額が対象となる年金受給額の２分の１を
超えない

後期高齢者医療保険料
①介護保険料が年金から引かれている

② 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金受給額の２分
の１を超えない

介護保険料 老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金の受給者

保険税（料）名 条　件

国民健康保険税
年度途中で世帯主が 75 歳になる世帯の人、資格異動により国保税が減額にな
った世帯の人、世帯主の介護保険料が年金から天引きされていない世帯の人

後期高齢者医療保険料 年度途中で 75 歳になった人、介護保険料が年金から天引きされていない人

介護保険料 年度途中で 65 歳になった人や転入した人

市役所窓口で
キャッシュレス決済がはじまります

会計課　☎４３・６８０２　ＦＡＸ４３・６８９２
市民課　☎４３・６８１９　ＦＡＸ４３・６８９２
税務課　☎４３・６８０３　ＦＡＸ４３・６８９２

　７月 15 日（木）から住民票の写しや所得証明等の証明書交付手数料について、ＱＲコードを利用したキャ

ッシュレス決済で、手軽にお支払が可能となりますので、ご利用ください。

●対象窓口　　市役所市民課・税務課

●対象手数料　 市民課・税務課で取り扱っている各種証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明など）

の交付手数料

●利用できるＱＲコード決済サービス

　（事前にアプリのダウンロードが必要です。）

　▷ＰａｙＰａｙ

　▷ＬＩＮＥＰａｙ

　※領収書は発行されません。

相生労働基準監督署　　　☎２２・１０２０（労働相談）

ハローワークあこう　　　☎４２・２３７６（雇用調整助成金）

赤穂商工会議所　　　　　☎４３・２７２７（各種支援策）

赤穂市産業振興部商工課　☎４３・６８３８（雇用・経営支援）

　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ４６・３４００

赤穂の雇用を守ろう！

　相生労働基準監督署、ハローワークあこう、赤穂市、赤穂商工会議所は連携して、赤穂の雇用と生活を守

るために呼びかけます。

～コロナ禍で厳しい経済状況に

置かれている事業者の皆さんへ～

●新型コロナウイルスの感染を防ぐため、感染防止対策を講じましょう。

●人々の生活を守るため、雇用の確保をお願いします。

●雇用調整助成金等の各種助成金・補助金を活用しましょう。

●雇用の関係でこまったときはお早めにご相談ください。

厳しい経済状況ですが、各種制度を活用して、赤穂の雇用と生活を守っていきましょう！

ご相談をお受けしております。

　第 50 回市民の夕べについては、新型コロナウイルス感染症の状況により従来の方式では実施することが

困難なため、赤穂市制施行 70 周年記念事業として、シークレット方式による花火の打ち上げのみ実施する

こととしました。

●日時　令和３年９月１日（水）予定　開始時間は非公開です。

●会場　非公開（１～２箇所を予定）　YouTube でのライブ配信を予定しています。

●花火打上　各会場とも 70 発（約５分間）

●主催　赤穂市まちづくり振興協会

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、変更になる場合があります。

※ 【密集防止‼】会場は非公開としています。多くの方が集まると大変危険なため、打ち上げ場所付近への

来場や、滞留はご遠慮ください。

第50回市民の夕べ（市制施行70周年記念花火）の実施について
市民対話課　☎４３・６８１８　FAX４３・６８１０
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宅配業者を装うニセSMSにご注意！

●問い合わせ先　消費生活センター

　☎４３・７０６７　FAX４３・６８１０

宅配業者から「お客様に荷物をお届けしましたが、不在のため持ち帰りました」と書いたＳ

ＭＳが届き、文面に記載されているＵＲＬをタップした。その時に不審なアプリをインスト

ールされたらしく、同じ内容のＳＭＳが自動的に多数の宛先に送信されてしまった。送信先

に迷惑をかけただけでなく、送信にかかった通信料を請求された。

事　例

ちょっと

待った！

～迷惑メールのトラブル急増中～

　メール内のＵＲＬをタップすると、正規のサイトと区別がつかないニセのサイト

に繋
つな

がり、情報を抜き取るためのアプリ（マルウェアなどと呼ばれます。）をイン

ストールさせる仕組みになっています。

　宅配業者に限らず、有名企業を騙
かた

るＳＭＳやメールが多く出回っているので、有名企業から送られてきた

というだけで信じることは危険です。公式サイトで問い合わせ先を確認し、窓口に直接確認するなど慎重な

対応が必要です。

●トラブル防止のポイント

用語解説

　ＳＭＳ…ショートメッセージサービスの略。電話番号を宛先に指定してメッセージを送受信できる。

　ＵＲＬ…「http://」や「https://」などで始まる、いわゆる「リンク」のこと。

　インストール…アプリ（ソフトウェア）などをスマホやパソコンに導入し、使えるようにすること。

△実際に市職員が受信したニセＳＭＳ。

　 ＵＲＬが明らかに当該の会社のものでは

無いため、ニセＳＭＳだと判断できた。

区分
市長 議長

内　　　容
件数 金額 件数 金額

弔

慰

香料・供花 23 312,200 5 67,800 葬儀における香料、供花

御供 0 0 0 0 慰霊祭等におけるお供え

報
償
賛
助
費

御祝等 8 75,395 5 60,680 各種行事、式典、慶事等におけるお祝、祝酒等

御見舞 1 21,600 0 0 病気、災害、火災等へのお見舞い

記念品 10 32,262 0 0 来客等に対するお土産等

会費（出席者負担） 1 3,000 1 3,000 各種団体等が行う懇親等を目的とする会合への出席費用

雑費 6 26,890 2 15,840 上記のいずれの区分にも属さないもの

合計 49 471,347 13 147,320

公文書の開示 不服申立て

請求
件数

処理状況 申立
件数

処理状況

開示 部分開示 非開示 裁量的開示 却下 棄却 認容 一部認容

計 53 33 13 5 － 1 － － － －

区分 件数 閲覧人数

国・地方公共団体の機関からの請求 １ 191

法人からの申出 ７ 200

合計 ８ 391

保有個人情報の開示 不服申立て

請求
件数

処理状況 申立
件数

処理状況

開示 部分開示 非開示 裁量的開示 却下 棄却 認容 一部認容

計 26 17 4 4 － － － － － －

公文書の開示および不服申立ての状況

保有個人情報の開示および不服申立ての状況

市長・議長の交際費
執行状況

（秘書広報課・議会事務局）

個人情報保護条例の
運用状況

（行政課）

情報公開条例の
運用状況

（行政課）

住民基本台帳の
閲覧状況

（市民課）

※ 請求件数のうち、令和３年度への繰り越しが１件ありました。
　保有個人情報の訂正および利用停止について、請求はありませんでした。

※ 詳しくは、上記窓口および市ホームページ（https://www.city.ako.lg.jp）でご覧いただけます。

※ 詳しくは、上記窓口および市ホームページ（https://www.city.ako.lg.jp）でご覧いただけます。

問行政課　　　☎４３・６８５０　ＦＡＸ４３・６８９２
問秘書広報課　☎４３・６８７０　ＦＡＸ４３・６８２２
問議会事務局　☎４３・６８７６　ＦＡＸ４３・６８９３
問市民課　　　☎４３・６８１９　ＦＡＸ４３・６８９２

令和２年度

各種状況をお知らせします
（令和２年４月 1 日～令和３年３月 31 日）

※請求件数のうち、令和３年度への繰り越しが１件、取り下げが１件ありました。
　不服申立て１件に係る裁決は、令和３年度へ繰り越しました。

クラウドファンディング応援事業

問企画政策課政策担当　☎４３・６８６７

 FAX４３・６８２２

　市内の団体または個人が、市の地域活性化に寄

与する事業に必要な資金を調達する手法として、

「クラウドファンディング」を活用する取り組みを

支援しています。

　「コロナに負けたくない！絵画カフェで復活し

たい！」プロジェクトの応援をよろしくお願いし

ます！

　詳しくは、「ＣＡＭＰＦＩＲＥ」で検索してくだ

さい。

◎応援プロジェクトの概要

　コロナ禍で赤穂を訪れる観光客が激減していま

す。赤穂を訪れた人にまた赤穂へ行きたい、赤穂

CAMPFIRE ホームぺージ

QR コード

を訪れたことがない人が

赤穂に行ってみたいと思

えるような憩いの場を提

供します。

絵
画
と
カ
フ
ェ
を

　
　楽
し
ん
で
ほ
し
い
！

携行缶でのガソリン購入時の本人確認および使用目的確認の義務化について

赤穂消防署予防課危険物係　☎ ４３・６８８２　FAX４５・０１１９
上郡消防署庶務予防係　　　☎ ５２・５１１９　FAX５２・１３５１

　令和元年７月、京都市内で発生したガソリン放火事件を受け、同様の火災発生を未然に防止するために、

令和２年２月１日より、ガソリンスタンドにおいてガソリンを携行缶にて購入する人に対し運転免許証等に

よる本人確認および使用目的の確認が義務化されています。

　なお、義務化に関する詳しい内容については、市ホームページをご確認ください。

赤穂市ホームぺージ▷

　▷心あたりのない不審なメールやSMSは開かず削除する。

　▷メールや SMS に記載された URL にアクセスしない。

　▷ 不安な場合は、事業者の正規のホームページや問い合

わせ窓口で確認する。
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令和３年度　東備西播定住自立圏

民間イベント等支援事業が決定しました
この事業は、東備西播定住自立圏構想推進事業として、圏域内外の住民交流を促進

し、住民の皆さんが自主・自発的に行う賑わいの創出や相互理解を深めるイベント等

の活動に対して支援するものです。書類審査の結果、次の８事業が決定しました。

※募集定員に達した場合は第2回以降の採用試験を行わないことがあります。

●試験内容　臨床工学技士、診療放射線技師、管理栄養士　…　筆記（専門科目、小論文）および面接

　　　　　　看護師　…　筆記（小論文）および面接

試　験　日 受　付　期　間

第１回

令和３年

（2021年）

８月７日（土） ７月13日（火）～７月28日（水）

第２回 ９月11日（土） ８月17日（火）～９月１日（水）

第３回 10月16日（土） ９月21日（火）～ 10月６日（水）

第４回 11月20日（土） 10月26日（火）～ 11月10日（水）

●試験日および受付期間

●受付時間　 午前８時20分～午後５時

　　　　　　（土日・祝日を除く。）

●申し込み・問い合わせ先

　〒６７８－０２３２　赤穂市民病院総務課

　☎４３・６４１４　ＦＡＸ４３・０３５１

赤穂市民病院 正規職員を募集します
●令和４年４月１日採用予定

職　種 採用予定人数 応　募　資　格

看護師 20人程度 看護師免許を有する人、または取得見込みの人

臨床工学技士 若干名
昭和61年（1986年）４月２日以降に生まれた人で臨床工学技士免許を

有する人、または取得見込の人

診療放射線技師 若干名
平成３年（1991年）４月２日以降に生まれた人で診療放射線技師免許

を有する人、または取得見込の人

管理栄養士 若干名
平成３年（1991年）４月２日以降に生まれた人で管理栄養士免許を有

する人、または取得見込の人

●試験会場　市民病院３階講義室

●申込方法　 当院指定の履歴書に必要事項を記入の

うえ、市民病院４階総務課まで持参ま

たは郵送してください。

　　　　　　※郵送での応募は、受付期間内必着。

　学校給食センターの調理員（会計年度任用職員）を募集しています。

●採用予定　９月１日（水）

●募集人数　３人程度

●業務内容　献立表に基づき、食材のカット、調理及び配缶、洗浄など。

●給 与 等　時給９３６円～９６３円

●勤務条件　学校給食センター稼働日のみ勤務

　　　　　　（次の①～③の時間帯で、シフト制による交替勤務）

　　　　　　①午前８時～正午　②午前８時～午後３時　③午後１時～４時 30 分

　　　　　　※土日・祝日、学校の春・夏・冬休みは勤務なし。

●応募方法　 ８月４日（水）までに指定の履歴書を学校給食センターまでご持参ください。履歴書は学校給食

センターまたは市ホームページにて入手してください。

●受付時間　午前８時～午後４時４５分（土、日、祝日を除きます）

●試験日時　令和３年８月６日（金）午前９時～

●試験会場　学校給食センター

●申し込み・問い合わせ先　学校給食センター　☎４８・７１５１　FAX４８・１５４０

学校給食センター パート調理員を募集します

　高齢者や地域住民が、自分に適した就労の機会を

得つつ、介護現場の体験ができるよう、１日３時間、

週３回など短時間の勤務形態で、配膳、掃除、洗濯

といった介護の周辺業務に従事する「ひょうごケ

ア・アシスタント」を募集します。

　詳しくは、実施主体または実施施設にお問い合わ

せください。

●実施主体・問い合わせ先　兵庫県高齢政策課

　☎０７８・３４１・７７１１（内線２７３３）

　FAX０７８・３６２・９４７０

●実施施設・申込先

　 特別養護老人ホーム桜谷荘

　（赤穂市塩屋３４５０番地３８）

　☎４５・１８２０　FAX４３・６０１０

●説明会開催予定日　７月 29 日（木）

介護の現場で
短時間就労してみませんか

問企画政策課　☎４３・６８６７　FAX４３・６８２２ 

活　動　事　業　名
事　業　概　要

団　体　名

１
ほっとたいむミュージックセラピーコンサート 音楽療法の普及と発展のため、「音楽の力で心も身体も健康

に！」をモットーに音楽を楽しみながら、誤嚥（ごえん）予防、脳
トレーニング、認知症予防の介護予防を目的とするミュージッ
クセラピーコンサートを開催します。音楽療法研究会　“ほっとたいむ”

２
八塔寺星　星まつり2021 備前市八塔寺ふるさと村内において、星空の観望や写真撮影、

天体観測を通じて、天文学の普及や青少年の健全育成および生
涯学習を推進します。八塔寺星を観る会

３

赤穂市・上郡町・備前市３地区交流グラウ
ンド・ゴルフ交歓大会

２市１町ではグラウンド・ゴルフ人口が多く、地域間の交流大
会を通してグラウンド・ゴルフの技術向上、仲間づくり、高齢
者の生きがいづくりを推進します。備前市グラウンド・ゴルフ協会　吉永会

４

第８回　赤穂市・備前市・上郡町定住自立
圏推進交流ターゲットバードゴルフ大会 高齢者の健康維持、地域間の交流を目的としてターゲットバー

ドゴルフ大会を開催します。
赤穂市ターゲットバードゴルフ協会

５
ヴァレンタイン　ダンスパーティー 年齢・性別に関係なく、誰もが自分のペースで社交ダンスを楽

しみながら健康維持を図るとともに、引きこもりがちな高齢者
が外出するきっかけをつくります。赤穂ダンスクラブ（水曜会）

６

第11回東備西播定住自立圏推進交流中学
校野球大会

２市１町および西播磨３市２町の合計５市３町16校の中学校に
よる野球大会を開催し、スポーツを通じた人の交流を図ること
で、青少年の健全育成と技術の向上を図ります。赤穂軟式野球協会

７

第８回ＡＫＢカップ
ミニバスケットボール大会 ２市１町のバスケットボール協会と連携し、ミニバスケット

ボールの普及をさらに推進し、住民相互の交流と競技力の向上
を図ります。赤穂市バスケットボール協会

８

ＡＫＢ（赤穂・上郡・備前）縁結び婚活事業 ２市１町で参加者を募集し、縁結び婚活事業を実施することで
交流が生まれ、結婚に関心を示してもらうことで、それぞれの
地元でのフォトウェディングに結び付け、地域の活性化につな
げます。

ＡＫＢフォトウェディングプロジェクト実
行委員会
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図書館〜Library〜
らいぶらり http://www.ako-city-lib.com

「へんしんどうぶつえん」
あきやま ただし

ここは、いろんなどうぶつがへ
んしんしちゃう、ちょっと変
わったどうぶつえん。どんなど
うぶつがいるのかな ? 声に出
して繰り返し読んでみるといろ
んなものが変身しちゃう、不思
議な言葉あそび絵本。

図書館からのお知らせ

●「真夏の上映会」を始めます。親子でお楽しみ！

「60 代から心と体がラクになる生き方」／和田　秀樹
「偉人名言迷言事典」／真山　知幸
「老いの福袋」／樋口　恵子
「認知症になった蛭子さん」／蛭子　能収　
「10 年かかって地味ごはん。」／和田　明日香
「感動の鉄道絶景」／「旅と鉄道」編集部
「志村けん論」／鈴木　旭
「東京ディストピア日記」／桜庭　一樹
「グッバイ・イエロー・ブリック・ロード」／小路　幸也
「エレジーは流れない」／三浦　しをん
「たべたのだーれだ ?」／たむら　しげる
「これが鳥獣戯画でござる」／結城　昌子
「こどもジェンダー」／シオリーヌ
「おしりダンディ ザ・ヤング」／トロル
「ふしぎ駄菓子屋銭天堂 15」／廣嶋　玲子

「魔法の国の謎とき屋」
萩原 弓佳

魔法の世界に迷いこんでしまっ
た中学1年生の瑠香は、魔法使
い見習いの少年・ハンリと、喋
る魔法の杖・シャルと出会う。
元の世界に戻るためには「魔法
の材料」が必要で…。

「おとな世代の暮らし替え」
岸本 葉子

50代 半 ば で 自 宅 を フ ル リ
フォーム。老いを視野に入れつ
つも、現在の自分がときめく住
まいに―。2LDK の住まいのリ
フォームを、暮らす人である著
者と家づくりの専門家、両方の
視点で紹介する。

「最高のアフタヌーンティーの
作り方」

古内 一絵
老 舗 ホ テ ル の ア フ タ ヌ ー ン
ティーチームに念願叶って異動
した涼音。初めての企画書が
シェフ・パティシエに却下され、
悩む涼音だが、先輩たちの隠れ
た努力を垣間見て…。

☎４３・０２７５　FAX４３・６２９１

●「東京五輪オリ・パラ」関連図書展示のお知らせ

玄関横のコーナーに「東京五輪オリ ･ パラ特集」関連図書
を展示しています。スポーツに関する図書も併せて展示
しますので、ぜひご覧ください。
　期間：6月25日 ( 金 ) ～ 8月29日 ( 日 )

日時 タイトル 上映時間
7 / 3（土）きらきら眼鏡 121 分
7/17（土）スープ・オペラ 119 分
8 / 7（土）氷雪の門 119 分
8/21（土）そして父になる 121 分

日時 タイトル 上映時間
7/24（土）映画すみっコぐらし 66 分
7/25（日）忍たま乱太郎の宇宙大冒険 50 分
7/31（土）おしりたんてい 60 分
8 / 1（日）トムとジェリー 49 分
8 / 8（日）くまのがっこう 33 分

＜大人向け＞

＜こども向け＞

令和３年度第２回危険物取扱者

試験

● 試験日および実施場所

　９月26日（日）

　姫路市ほか県下５会場

● 試験の種類

　甲種、乙種全類、丙種

● 書面申請受付期間

　８月９日（月）～８月19日（木）

● 提出先　消防試験研究センタ

ー兵庫県支部へ郵送または持参

●願書の配布場所

　赤穂消防署、上郡消防署

● 問い合わせ先

　消防本部予防課危険物係

　☎４３・６８８２　FAX４５・０１１９

　上郡消防署庶務予防係

　☎５２・５１１９　FAX５２・１３５１

人権に関する標語・作文・ポス

ター

　「人権」を身近に感じ、大切

なものとして日常生活の中で人

権尊重の実践につなげていくよ

う、広く人権尊重意識の意識高

揚を図ることを目的とし、人権

をテーマとした標語・作文及び

ポスターを募集しています。

●応募資格

　市内に在住・在勤・在学の人

●応募方法

　 標語…様式自由、一人何点で

も可

　 作文…４００字詰め原稿用紙

３枚以上５枚以内

　 ポスター…画用紙四つ切サイ

ズ、一人１点

　※未発表の自作作品に限る。

●応募締切　９月13日（月）

●表彰・公表

　 入 賞 者 は 記 念 品 を 添 え 表 彰

し、作品を公表します。

●問い合わせ・提出先

　 市民対話課　人権・男女共同

参画係

　☎４３・６８１８　FAX４３・６８１０

　jinken@city.ako.lg.jp

男女共同参画市民講座

「家族で取り組む時短料理～冷

凍食品を上手に活用しよう～」

　日々の食卓に、冷凍食品は手

抜き…そう思っていませんか？

アレンジや保存方法をプロから

学んで、冷凍食品を食卓の強い

味方にしましょう！賢くラクし

て、家族の時間を楽しむための

講座を開催します。（要事前申

し込み）

●日時　８月７日（土）

　午前10時30分～正午

●場所　赤穂市民会館大会議室

● 講師　三浦佳子氏

　 （一般社団法人日本冷凍食品

協会　広報部長）

●定員　35名

●申し込み期日　７月30日（金）

●問い合わせ・申し込み先　

　 赤穂市女性団体懇話会

　（事務局　市民対話課）

　☎４３・６８１８　FAX４３・６８１０

　jinken@city.ako.lg.jp

アグリビジネス展開サポート

　西播磨県民局では「地元農家

が作った野菜等の農産物を企業

内で定期的に販売する仕組みづ

くり」を支援しています。

　地元農家等に対しては、販売

に必要な備品の整備（最大15万

円）、移動販売等に対応する機

材の導入（最大20万円）、ＥＣサ

イト等の開設（最大35万円）、企

業には販売時に必要な備品等の

整備（最大15万円）を補助します。

　 事 業 採 択 には 要 件 が あるの

で、詳しくは下記まで問い合わ

せてください。

●募集時期　随時

●問い合わせ先

　 光都農業改良普及センター

　地域課

　☎０７９１・５８・２２０９

　FAX０７９１・５８・１０３０

兵庫障害者職業能力開発校オー

プンキャンパス参加者

　伊丹市にある国立県営兵庫障

害者職業能力開発校では、訓練

の内容や開発校の雰囲気を理解

していただくために、オープン

キャンパスを実施します。

●開催日時

▷ 身 体 障 が い の あ る人（OA 事

務科・インテリア CAD 科）

▷ 発達障害のある人（キャリア

実務科）

　第１回　８月１日（日）　

　第２回　10月９日（土）

　両日とも午後１時～３時35分

　 各科、１回あたりの体験実習

の定員は10名

▷知的障がいのある人

時間：午後 2 時～　場所：2 階視聴覚室

広 告
引越し＆大掃除で出た不用品の処分でお困りではありませんか？
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　広報あこうに掲載している
イベントなどは、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため

「中止・延期」となる場合があ
ります。詳しくは、主催者に
確認してください。

赤穂市ホームページへの有料広告募集中　　秘書広報課　☎４３・６８７３

海水浴場を開設します

　海水浴場として丸山県民サン

ビーチ、唐船サンビーチの２施

設を開設します。感染防止対策

を徹底し、監視員の指示に従い、

マナーを守って利用してくださ

い。

●開設期間

　７月22日（木）～８月15日（日）

●開設時間

　午前９時～午後５時

●問い合わせ先　観光課

　☎４３・６８３９　FAX４６・３４００

公園での喫煙は禁止です

　令和２年４月から、「受動喫

煙の防止等に関する条例」によ

り、兵庫県下の公園での喫煙は

禁止されています。赤穂市内で

の公園（都市公園、児童遊園他）

では、赤穂城南緑地内２箇所の

喫煙区域を除き、禁煙となって

いますのでご注意ください。

●問い合わせ先

　公園街路課

　☎４３・６８２８　FAX４３・６９７４

電話リレーサービスが始まりま

した

　令和2年6月「聴覚障害者等に

　７月31日（土）、8月1日（日）

　①午前９時15分～ 11時30分

　②午後１時15分～３時30分

　①・②とも同一内容です。

　各回の定員は10名

●内容

　見学、概要説明および体験実習

●対象者

　 入校を希望する障がいのある

人および保護者、支援関係者

など

●締切日

▷ 身体障がい・発達障がいのあ

る人

　第１回　７月21日（水）必着

　第２回　10月１日（金）必着

▷知的障がいのある人

　７月21日（水）必着

●申込方法

　 公共職業安定所、開発校ホー

ムページ掲載の申込書にて郵

送または FAX で申し込み

●問い合わせ先

　兵庫障害者職業能力開発校

　☎０７２・７８２・３２１０

　FAX０７２・７８２・７０８１

中央公民館講座 「絵画教室」 参

加者募集

　初心者の方を対象に鉛筆、水

彩絵の具、色鉛筆、油絵、パス

テルで描きます。

● 講師　千﨑勝廣氏（赤穂市美

術協会副会長、洋画家）

●日時および日程

　午前９時30分～ 11時30分

　全10回、いずれも日曜日

　 ８ 月22日、 ９ 月12日 ･26日、

よる電話の利用の円滑化に関す

る法律」が制定され、公共イン

フラとしての電話リレーサービ

スが制度化されました。

　電話リレーサービスとは、聴

覚に障がいのある人、難聴者、

発話困難者などと、それ以外の

人との会話を通訳オペレーター

が「手話」または「文字」と「音声」

を通訳することにより、電話で

即時双方に繋がることができる

サービスです。24時間・３６５

日、 双 方 向 で の 利 用、 緊 急 通

報機関への連絡も可能となりま

す。サービスを利用される場合

は、事前に登録が必要となりま

す。

● 対象者　聴覚に障がいのある

人、難聴者、発話困難者など

●問い合わせ先・利用登録

　日本財団電話リレーサービスＨＰ

　https ://nftrs.or.jp/

かぶと虫の里「かぶ～んうね」中止

　例年７月に開園しているかぶ

と虫の里「かぶ～んうね」は、

中止します。

●問い合わせ先

　 赤穂ふれあいの森管理運営組合

（潮海）

　☎０９０・１８９０・６３７２

　農林水産課

　☎４３・６８４０　FAX４３・６８９２

木津ふれあい農園を開園します

　木津ふれあい農園では、ひま ●発売期間　７月13日㈫～８月13日㈮

まちづくりに役立つサマージャンボ宝くじ

　サマージャンボ宝くじの収益金は、県内市町のより良いまちづ

くりに活用されています。収益金は、各都道府県の販売実績など

に応じて交付されますので、ぜひ、県内の宝くじ

売り場でお買い求めください。

問（公財）兵庫県市町村振興協会

　☎078・322・1151

10月10日、11月７日 ･21日、

12月 ５ 日 ･19日、 １ 月16日

･30日

● 対象　16歳以上の市内在住、

在勤在学の人

●会場　中央公民館

●定員　20名（先着順）

●申し込み方法

　 ７月25日（日）午前９時より受

付開始。受講料１，０００円を

添えて申し込んでください。

●申し込み・問い合わせ先

　中央公民館（月曜休館）

　☎４３・７４５０　FAX ４３・８４４０

和装・作法教室

（文化庁伝統文化親子教室事業）

　和文化を一緒に楽しみません

か？自分でゆかたが着られるよ

うになります。お作法も一緒に

学べます。

● 講習内容　浴衣の着付け、帯

結び、ひもの結び方、浴衣の

たたみ方、おじぎの仕方、は

きものの扱い方など

● 対象　小学校１年生～高校３

年生（保護者の方は見学のみ）

●参加費　無料

●日時

　全６回、いずれも日曜日

　午前：10時～正午

　午後：１時～３時

　①8/1午前　②8/8午前

　③8/8午後　④8/22午前

　⑤8/22午後　⑥8/29午前

●会場　赤穂市文化会館

●申し込み・問い合わせ先

　和装・作法教室　まゆの会

赤穂市文化会館

チケット予約専用　☎ 43・5144　FAX 43・5950

ホームページ　http://www.ako-harmony.jp/

Facebook https://www.facebook.com/akoharmony

自主事業のお知らせはFacebookで配信中！！

主催（公財）赤穂市文化とみどり財団☎４３ ・ ５１１１

再発売中

〈再々延期公演〉8月7日(土)午後３時開演

                               　大ホール  全席指定

三浦祐太朗
Live Tour 2020-2021“Blooming Hearts”

入場料：５，５００円(友の会割引なし)

入場料：７，０００円(友の会６，５００円)

11月6日(土) 午後５時開演 大ホール  全席指定

財津和夫コンサート 2021
　　　　　　　　　with 姫野達也～ All Izz Well ～　

※購入済のチケットは延期公演にそのまま有効です。

10月23日(土)午後４時開演
                                  大ホール  全席指定

広瀬香美　香美別邸
　　　　2021 ～ピアノ弾き語りライブ～

入場料：５,５００円(友の会５,０００円)

※いずれの日も窓口販売午前９時～、電話予約は午後1時～

発売日：友の会７月10日（土）、一般７月17日（土）

再発売日：７月24日（土）

　　　　 窓口販売午前10時～、電話予約午後１時～

※購入済のチケットは延期公演にそのまま有効です。

※掲記の公演はいずれも未就学児のご入場はご遠慮く
　ださい。
※掲記の公演は、新型コロナウイルス感染拡大状況に
　より、座席定員を減らすことがあります。
　また公演日の延期、中止または出演者等変更になる
　場合があります。
※詳細は、赤穂市文化会館までお問い合わせください。

わりととうもろこしが順調に育

っています。ひまわり畑の開放

やとうもろこしのもぎとり体験

（有料）を行いますので、元気い

っぱいのひまわりに囲まれて、

家族や友人と楽しい一日をお過

ごしください。

●日時

　７月18日（日）午前９時～ 11時

　７月25日（日）午前９時～ 11時

　 ８月１日（日）午前９時～午後１時

●場所

　木津中央集会所周辺の田

●実施主体

　木津ふれあい農園（溝田）

　☎０９０・１５９４・９１６８

●問い合わせ先　農林水産課

　☎４３・６８４０　FAX４３・６８９２

　☎０９０・１５９９・１７０４

　FAX４３・６０７６

　 ※申し込み時に、氏名、学校

名、学年、住所、電話番号、

身長、浴衣のレンタル希望有

無をお知らせください。

山崎喜代志法律事務所山崎喜代志法律事務所
弁護士がアドバイスします弁護士がアドバイスします

まずはお気軽にお電話ください

TEL.079-223-1772
土日祝日、早朝及び赤穂市内での相談も可能です。（要予約）

ホームページもご覧ください。

交通事故・離婚・相続問題
刑事事件・その他

広 告
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7/12 ～ 8/15健康・相談

人口の動き（５月） 住民基本台帳登録者人口

世帯数 20,501 戸 （ － 17）

人口 46,289 人 （ － 111）

男 22,352 人 （ － 50）

女 24,937 人 （ － 61）

 （　）内は前月比
◎５月中の異動

出生 24 人（＋ 3 ） 転出 123 人（－ 16）

死亡 58 人（＋ 6） その他増 0 人（－ 1）

転入 46 人（－ 81） その他減 0 人（－ 3 ）

 （　）内は前月比

交通事故発生状況
区分 ５月 2021年累計

発生件数 79（＋ 19） 412（＋ 5）

　人身 3（－ 3） 39（± 0）

　物損 76（＋ 22） 373（＋ 5）

死者 0（± 0） 0（－ 1）

重傷 0（± 0） 8（＋ 6）

軽傷 3（－ 4） 42（＋ 2）

 （　）内は前年比

火災・救急状況
区分 ５月 2021年累計

火災 0（ － 6） 3（ － 7）

救急 147（ ＋ 28） 779（ ＋ 67）

（　）内は前年比

火災発生時での問い合わせ

 ☎43・6899（自動案内）

　　　　　  ＦＡＸ45・0119（ＦＡＸ返信）

7月
12
13 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

14 ●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 
●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 

15 ●社会保険労務士による相談 13：30 ～ 16：00 

16 ●女性問題専門相談 （要予約） 13：00 ～ 16：00 

17 ●司法書士による法律相談（市民会館） 9：30 ～ 12：00 

18 赤穂記念病院加里屋診療所 ☎４３・２７１７
9：00 ～ 17：00

19

20 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
● HIV・肝炎相談（前日までに要予約） 13：20 ～ 15：00 

21 ●心配ごと相談（弁護士・要予約） 13：00 ～ 17：00 

22 てんわかかりつけ医院 ☎４３・７４１１
9：00 ～ 17：00

23 宮崎クリニック ☎４３・４８７７
9：00 ～ 17：00

24

25 きっかわ整形外科 ☎４３・１８１１
9：00 ～ 17：00

26

27
●行政相談 10：00 ～ 12：00 
●知的障がい者相談 10：00 ～ 12：00 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
●もの忘れ健康相談 13：00 ～ 15：00 包括

28
●精神障がい者相談 10：00 ～ 12：00 
●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 
●こころの相談（要予約） 13：00 ～ 17：00 
●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 

29 ●身体障がい者相談 10：00 ～ 12：00 

30
31

8月
１ 松本クリニック ☎４２・００３６

9：00 ～ 17：00

２

３ ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
● HIV・肝炎相談（前日までに要予約） 13：20 ～ 15：00 

４
●農事相談 10：00 ～ 11：30 

農
●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 
●こころの相談（要予約） 13：00 ～ 17：00 

５
６ ●健康相談 9：00 ～ 11：00 

７

8 せの内科クリニック ☎５６・５１１５
9：00 ～ 17：00

９ くぼかわ医院 ☎４２・２１４０
9：00 ～ 17：00

10 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

11 ●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 

12

13 ●栄養相談（前日までに要予約） 9：30 ～ 11：30 

14 ●行政書士・司法書士・土地家屋調査士無料相談  
　（市民会館） 10：00 ～ 12：00

15 シオヤ外科胃腸科医院 ☎４３・４７１２
9：00 ～ 17：00

くらしのカレンダー掲載の事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「中止・延期」となる場合があります。

ま うち ごの き

保育所子育て 赤穂☎42・3368 塩屋☎42・0323 尾崎☎42・2297
　電話相談 御崎☎42・3338 坂越☎48・8458 有年☎49・2297
子育て相談（子育て学習センター） ☎45・3290
青少年育成相談　青少年育成センター（随時） ☎43・7831
 フリーダイヤル 0120・783・115
消費生活センター（市民対話課内）  （随時） ☎43・7067（相談専用）
女性問題電話相談　女性交流センター （火～金 13:00～16:00祝日除く）☎43・7800
犬・ねこの引取り問い合わせ　動物愛護センター龍野支所 ☎0791・63・5146

保健センター（すこやかセンター内） ☎46・8701
地域包括支援センター ☎42・1201
赤穂健康福祉事務所 ☎43・2321
地域活動支援センター ☎48・1615

ＦＡＸでの問い合わせ　市役所（代表）43・6892

問 い 合 わ せ 先

包括

市役所(代表)　 ☎43・3201
総合福祉会館　☎42・1397
農業委員会　　☎43・6845
市民対話課　　☎43・6818農

フォトニュース

芸芸能を次世代に伝えるために能を次世代に伝えるために

非非常事態に備えて常事態に備えて

新新たな観光資源開発のためにたな観光資源開発のために 寄寄贈ありがとうございました贈ありがとうございました

一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会西播支部赤穂地区

会より、ＬＰガス発電機を寄贈いただきました。寄

贈いただいた発電機は災害時に備え地区公民館等に

設置します。　　　　　　　　　　（6/28　市役所）

研研究成果の結晶究成果の結晶

中浜町の矢野圭吾さんが、５年間にわたる研究の成

果を、名鑑『忠臣蔵と四谷怪談を演じた役者たち』

として刊行されました。市に寄贈いただいたものを

図書館でご覧いただけます。　　　（6/4　市役所）

ウミホタルを観光資源や環境教育に役立てようと永

年にわたって活動されている赤穂海ホタルの会の皆

さんが市長を訪問されました。　　（6/25　市役所）

新新型コロナウイルスワクチン接種加速に向けて型コロナウイルスワクチン接種加速に向けて

新型コロナウイルスワクチンの大規模接種に向け

て、赤相薬剤師会の皆さんが新型コロナウイルスワ

クチン接種研修会を行いました。　（6/20　市役所）

危険物安全週間に伴い、黒崎播磨株式会社と共同で

危険物貯蔵取扱事業所での火災を想定した訓練を実

施しました。　（6/9　黒崎播磨株式会社赤穂工場）

ストリートダンスとコラボしたプロモーションビデ

オの制作に向けて、クラウドファンディングを実施

した赤穂傘踊りプロジェクト実行委員会の皆さん

が、市長を訪問されました。　　　（6/2　市役所）
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◆表紙の説明◆
　今月の表紙は、坂越の宝珠山からのぞむ千種川の写真で
す。千種川は赤穂市にとって命の水です。千種川の美しい
流れを、次の世代に伝えていきましょう。

▪ 広報あこうは自治会を通じてお届けしています。

▪ スーパー、コンビニエンスストア、観光案内所（播
州赤穂駅）、各地区公民館、市役所にも設置して
います。

▪ 次回の回覧広報あこうは７月21日（水）、
　広報あこうは８月10日（火）発行予定です。
▪広報あこうは再生紙を使っています。

広 報

▪編集後記▪

各コンテンツの視聴に関して 　
　Facebook・YouTube・Aurasma（AR 動画）・マチイロは無料でダウンロード・利用できますが、ダウンロードおよび視聴にかかる通信料は自己
負担です。利用する端末の契約内容によっては高額となる場合がありますので、ご注意ください。

広報あこうがスマホで見られます。

https://machiiro.town/lp/hyogo_ako

▲

☆未就学児のわが家のホープモデルさんを募集しています☆

●申し込み・問い合わせ先　広報係　☎４３・６８７３　FAX４３・６８９２　メール kouhou@city.ako.lg.jp

すくすく育て！わが家のホープすくすく育て！わが家のホープ

尾崎大
お お む ら

村　里
り お

桜
平成31年３月11日生まれ

ちゃん

父・主税さん　母・有加さん

ちゃん前
ま え だ

田　壮
そ う す け

亮
平成31年４月11日生まれ

ちゃん前
ま え だ

田　律
り つ

浜市

父・圭祐さん　母・友規さん

令和３年１月14日生まれ

一口メモ

大豆は良質なたんぱく質食品で、食物繊維や鉄分、カルシウム
などを豊富に含んでいます。サラダに豆腐を加えることで、手軽
にこれらの栄養成分を摂ることができます。

作り方

① 豆腐はサッと茹で、水を切り、１㎝角に切り、生わかめは１㎝幅
に切り、人参・きゅうりは千切り、玉ねぎは薄切りにし、水にさ
らす。春雨はもどして、水にとり洗い、ざるにあげておく。レタ
スは手で一口大にちぎる。

②材料を合わせ、ドレッシングを作り、①を和える。

材　料（4人分）

豆腐サラダ
手軽にたんぱく質 UP

　豆腐・・・・・・・ 1/3丁
　生わかめ・・・・・・ 50g
　人参・・・・・・・・ 40g
　きゅうり・・・・・ 2/3本
　玉ねぎ・・・・・・・ 60g
　レタス・・・・・・・ 30g
　春雨・・・・・・・・ 20g

ドレッシング
　酢・ ・・・・・・ 小さじ２
　レモン汁・・・・ 大さじ１
　サラダ油・・・・ 大さじ２
　薄口しょうゆ・ 小さじ1強
　塩・・・・・・・・・ 少々

（料理協力：赤穂市いずみ会）
* １人分栄養素 *　エネルギー 148kcal  塩分 0.6g

広報あこう 6 月号 19 ペ

ージの「給水使用の条件

緩和について」に誤りが

ありました。お詫びして

訂正いたします。

　表紙に使用する写真を撮
影しようと、山に登りまし
た。天気予報は晴れだった
のに、猛烈な土砂降りに…
降った雨は山道を洗いなが
ら濁流となって流れ落ちて
きます。たまらず途中で下
山しましたが、すっかりぬ
れねずみになってしまいま
した。（機材は死守しまし
た。）
　雨で断念したお題は、ま
たいずれチャレンジしたい
と思います。　　　　　髙

上下水道部水道課
給水係 FAX 番号

誤 ＦＡＸ４５・６８８９

正 FAX４５・２９１０


