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●問い合わせ先　教育委員会文化財課

　☎４３・６９６２　ＦＡＸ４３・６８９５
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　浅野家が本格的な開発を行った東浜塩田は、明治 38（1905）年

の塩専売制の施行時には、その面積は約 150 ヘクタールを誇りまし

た。専売制のもと、大正 13（1924）年に赤穂東浜信用購買利用組

合が発足し、製塩事業の効率化をはじめ、塩田労働者の雇用関係や

福利厚生などを担いました。本資料は、この組合が昭和 47（1972）

年に解散するまでの約半世紀にわたる記録であり、大正から昭和にか

けての日本塩業の激動期の動向や技術革新など、近代塩業の実態を記

録した貴重な資料として、平成 12（2000）年に赤穂市指定文化財

となっています。

　「日本遺産の日」である２月 13 日（日）に、地形歴史研究家の竹村公太郎氏を講師に迎え、日本遺産講演

会“「日本第一」の塩を産したまち 播州赤穂”が赤穂市文化会館ハーモニーホールで開催されました。

　日本遺産“「日本第一」の塩を産したまち 播州赤穂”の構成文化財である「赤穂八幡宮獅子舞」が尾崎獅

子舞保存会によって、「赤穂浜鋤
す

き唄」が赤穂濱鋤
す

き唄保存会によって実演されました。

地形が育てた天然の塩～なぜ赤穂で？～

　６，０００年前の縄文時代、有年に住んでいた祖先たちは千種川の下流の干潟へ下っていき、生きていくた

めに必要不可欠な塩を採取していた。その有年住民の子孫が中心となり江戸時代に塩田開発を進めたのでは

ないか、と竹村氏は推測しています。

　明治、大正、昭和初期にかけて、岡山や姫路など、近隣の瀬戸内の沖
ちゅう

積
せき

平
へい

野
や

には重化学工業が進出し、企

業城下町が整備された一方、赤穂干潟は面積的にも小さく、山陽道から遠く交通が不便で、大きな船が接岸

できなかった事などから、近代重化学工業が進出しませんでした。

　昭和まで塩田が残されてきたのは、こうしたさまざまな要因が重なった奇跡であり、それによって今日の

赤穂市の発展があると、竹村氏は指摘しました。

江戸最大の謎・忠臣蔵　なぜ、討入りが成功したか？

　警備の厳重な江戸城の正門である半蔵門近辺に 16 名の赤穂浪士が潜伏していた事、幕府から命じられた

吉良邸の移転、徳川家のルーツである三河における吉良家と徳川家の関係、赤穂事件後に浅野長
なが

矩
のり

の弟であ

る浅野長広が江戸近傍の海の要
よう

衝
しょう

である安
あ

房
わ

に所領を与えられ旗本に復したことなどから、竹村氏は「赤穂

浪士の討入り成功の背景には幕府による支援があったのではないか」と、独自の視点から赤穂事件を考察し

ました。

　日本遺産講演会の模様は赤穂市公式 YouTube チャンネル -Channel Ako- でアーカイブ

配信（録画配信）中ですので、ご覧ください。

地形歴史研究家　竹村公太郎氏
“「日本第一」の塩を産したまち

播州赤穂”　を語る！

竹村公太郎氏　略歴

1970 年東北大学工学部修士課程修了

建設省に入省

宮ケ瀬ダム工事事務所長、中部地方建設局河川部

長、近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長

2006 年５月より、特定非営利活動法人日本水フォ

ーラム代表理事・事務局長

人気番組 NHK「ブラタモリ」への出演や脚本を手

がけ、2021 年 12 月には NHK「歴史探偵」にも出

演され、地形歴史研究家としても幅広く活躍
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子育て学習センターをご利用ください

　子育て学習センターは、市内にお住いの子育て活動中の方々の活

動の場で、体操や絵本の読み聞かせ、音楽遊びなどのサークル活動

や、子育てについてみんなで考える場・楽しい体験活動などの行事

を実施しています。

　ぜひ、ご利用ください。

●開所日時

　毎週火曜日～金曜日　午前 10 時～午後４時

グループ名 対象児 費用 定員

子育て親子グループ（外部講師）
　音楽グループ・運動遊びグループ

平成 30 年４月２日～
令和３年 10 月 31 日生

１グループにつき
親子１組
１，０００円

各 20 組

　ベビーグループ ( ６カ月未満児 ) 令和３年 11 月１日生～

自主サークル（センター職員）
　（学年ごとのグループで月１回程度）

平成 30 年４月２日～
令和４年４月１日生

無料
各学年
15 組

●問い合わせ先　子育て学習センター（市民会館３階）　☎/ＦＡＸ４５・３２９０

●ホームページ

　https://www.city.ako.lg.jp/edu/shougai/kosodate.html

子育て学習センター　

ホームページ▷

子育てカウンセリング

　こころのケアルームとして、カウンセラーがお話しをお聞きします。予約不要です。来所でも電話で

も、子育ての不安やイライラなどの悩みについて、お気軽にご相談ください。

●実施日時

　毎月第２木曜日　午後１時 30 分～４時

　３月は、進学や就職・転居など、自分や家族の生活環境が大きく変わり、ストレスや不安を抱えやす

い時期です。

　自殺はさまざまな悩みにより、心理的に追い込まれた末の死であると言われています。まずは、悩み

を抱えている人の心のサインに気づくことが大切です。そして、自分や家族の心のサインに気づいたら、

1 人で抱え込まずに相談してみませんか。

　【自殺の危険を示すサインの例】

　　▷気分が落ち込む、眠れない、または眠りすぎてしまう、疲れやすい、などのうつ症状が出てくる。

　　▷原因不明の体の不調が続いている。

　　▷仕事の負担が過重である、または失敗をよくする。

　　▷身辺整理をしたり、急にふらっとどこかに行ってしまう。

～かけがえのない命を大切に～

３月は自殺対策強化月間です
●問い合わせ先　保健センター　☎４６・８７０１　ＦＡＸ４６・８７０５

　　　　　　　　　　　　　　　メール　hoken@city.ako.lg.jp

【電話相談窓口】

　●よりそいホットライン（24 時間受付）

　　☎０１２０・２７９・３３８

　　FAX０１２０・７７３・７７６

　●いのちの電話

　　☎０１２０・７８３・５５６

　　毎日午後４時～９時

　　毎月 10 日：午前８時～翌日午前８時

●兵庫県いのちと心のサポートダイヤル

　☎０７８・３８２・３５６６

　月～金：午後６時～翌日午前 8 時 30 分

　土日・祝日：24 時間

●チャイルドライン（18 歳以下が対象）

　☎０１２０・９９・７７７７

　毎日午後４時～９時

　（12 月 29 日～１月３日はお休み）

曜日
相談時間

月 火 水 木 金 土 日

午前 11 時～午後４時 30 分
（午後４時まで受付）

○ ○ ○ ○

午後５時～午後 10 時 30 分
（午後 10 時まで受付）

○ ○ ○ ○ ○

【SNS 相談等】

　●生きづらびっと

　(NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク )

　　 つらい気持ちを、ＬＩＮＥで安心して相談できます。

【こころの体温計】

　スマートフォンなどを使って、こころの健康状態を確認できます。

　判定結果と合わせて、相談機関の情報が表示されますので、ご活用ください。

令和４年度　親子ふれあい活動参加者の募集

　親子でふれあいながら、子育て中の仲間たちと一緒に楽しく活動しましょう。１年を通じて指導員が

やさしくサポートします。

　募集案内は、各公民館、すこやかセンター、子育て学習センターで配布しているほか、市ホームペー

ジからもダウンロード可能です。

●申込受付　４月２日（土）午前９時 30 分～正午

　※受付時の混雑を避けるために、午前９時から受付順の番号札を配ります。

●受付場所　市民会館１階第４会議室

●対象など
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国民年金掲示板 医療介護課国保年金係　☎４３・６８１３　ＦＡＸ４３・６８９２

４月から国民年金の保険料が変わります

　４月から、自営業や学生などの第１号被保険者の保険料が次のとおりとなります。

■姫路年金事務所相談窓口では予約相談を実施しています

●申し込み先　☎０７９・２２４・６３８２　☎０５７０・０５・４８９０　ＦＡＸ０７９・２２４・０８３８

毎月納付 ６か月前納 １年前納 ２年前納
定　額 定　額 定　額 定　額

現金納付・
クレジット納付

16,590円 98,730円 195,550円 382,780円

－ 810円割引 3,530円割引 14,540円割引

納期＝翌月末日 ５月2日・10月31日 ５月２日 ５月２日

口座振替

16,590円 98,410円 194,910円 381,530円

－ 1,130円割引 4,170円割引 15,790円割引

翌月末日振替 ５月２日・10月31日振替 ５月２日振替 ５月２日振替

早割

16,540円

50円割引

当月末振替

姫路年金事務所出張相談 ( 要予約） 社会保険労務士による年金相談

日程

 ４月21日（木）· ６月23日（木）
 ８月25日（木）·10月27日（木）
12月 ８日（木）· ２月16日（木）

午前10時30分
～午後３時

５月19日（木）· ７月21日（木）
９月15日（木）·11月17日（木）
１月19日（木）· ３月 ９日（木）

午後１時30分
～４時

申し込み先　姫路年金事務所
　☎０７９・２２４・６３８２（案内１番を選択）

問い合わせ先　医療介護課国保年金係
　☎４３・６８１３　ＦＡＸ４３・６８９２

第１号被保険者の保険料月額　定額保険料　１６，５９０円　（Ｒ３年度＝１６,６１０円）

※ 現金納付による２年前納は、４月中の申し込みが必要です。年金事務所への転送と納付書発送に時間がかかるた
め、国保年金係での申し込みは、４月15日（金）までの取り扱いとなります。以降は姫路年金事務所での手続き
をお願いします。

※ 令和４年度の口座振替・クレジットの２年前納・１年前納・６か月前納（前期）は、広報あこう２月号でお知らせし
たとおり、２月末で申込受付を終了しています。６か月前納の後期（10～３月分）の申込締切は８月31日（水）です。

●国民年金保険料の改定にあわせて前納保険料も変わります

　中学校を卒業し、乳幼児等医療費助成制度の対象から外れる人のうち、別の福祉医療費助成制度の適用を受

ける場合には、改めて申請が必要です。既に資格の確認ができている人には申請の案内を行います。また、案

内がない場合でも、対象になると思われる場合は、医療係に相談してください。

●母子家庭等医療費助成制度⎱申請に必要なもの
　健康保険証等（本人のもの）　本人確認書類（来庁者のもの）

●重度障害者医療費助成制度⎰　　　　　　　　　各種障害者手帳（重度障害者医療費助成制度のみ）

●高校生等医療費助成制度

　 高校生世代（15 歳の誕生日以後の最初の４月１日から 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの人）

で、保護者等の課税状況などの要件にあう人には、入院に対する医療費を助成しています。医療機関でいっ

たん医療費を支払ったうえで、申請をしてください。（高校等に通っていなくても対象となります。）

●小児慢性特定疾病等医療費助成制度

　 ①小児慢性特定疾病医療支援、②難病法による特定医療、③指定訪問看護の各医療制度を利用している 20

歳未満の人の医療費の自己負担額を助成しています。医療機関等でいったん医療費を支払ったうえで、申請

をしてください。

中学校卒業以降の福祉医療費助成制度

医療の連絡帳  医療介護課 医療係　☎４３・６８２０　ＦＡＸ ４３・６８９２

　令和３年分確定申告について、３月 15 日（火）の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申

告等することが困難な場合は、４月 15 日（金）までの間、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・

納付期限延長申請」といった文言を付記する方法、e-Tax をご利用の方は特記事項にその旨を入力する方法

により、申告・納付期限を延長することができます。

　申告期限及び納付期限は、原則として申告書を提出した日となります。そのため、申告・納付が可能とな

った時点で提出してください。

　所得税確定申告は、電子または郵送の方法により、相生税務署に直接提出してください。（市役所では受

け付けできません。）また、市税の申告書は、郵送での提出にご協力ください。

●所得税確定申告書提出先

　〒６７８－００５５　相生市那波本町６番１号　相生税務署

●市税の申告書提出先

　〒６７８－０２９２（住所不要）赤穂市役所税務課

●問い合わせ先　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

申告期限までの申告等が困難な方へ

　初めて年金制度に加入した人には、日本年金機構から「年金手帳」が交付されていますが、法律改正によ

り、令和４年４月１日以降は、年金手帳に替えて「基礎年金番号通知書」が交付されます。

　既に年金手帳をお持ちの人は、現在使用している年金手帳を４月１日以降も引き続き使用することになり

ますので、大切に保管してください。

●年金手帳（基礎年金番号通知書）の再交付

　 紛失などによる年金手帳の再交付は、交付されるまで約３週間かかります。申請日に関わらず、交付日が

４月１日以降になる場合は、基礎年金番号通知書が交付されます。

　▷手続き先

　　第１号被保険者または任意加入被保険者　➡　医療介護課国保年金係

　　第２号被保険者（厚生年金保険または共済年金加入者）　➡　本人の勤務先

　　第３号被保険者（会社員などの配偶者に扶養されている人）　➡　配偶者の勤務先

　　※お急ぎの場合は、直接、姫路年金事務所に申請してください

●問い合わせ先　姫路年金事務所　☎０７９・２２４・６３８２　ＦＡＸ０７９・２２４・０８３８

年金手帳から基礎年金番号通知書に変わります

令和４年度　年金相談日程表

　18 歳以上で母子家庭等医療費助成制度の認定を受けるには、大学や専門学校などへの就学状況や生活・

就労状況の届け出が必要です。

　対象となる人には、３月中に回答書を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、医療係まで提出してくだ

さい。提出期限までに回答書が提出されない場合、受給者証の更新ができませんので、ご注意ください。

●提出期限　４月 25 日（月）

●届け出に必要なもの

　健康保険証等（本人のもの）　本人確認書類（来庁者のもの）　学生証・在学証明書（在学中・在学予定の人）

　生活・就労状況の分かるもの（上記以外の人）

18 歳以上（大学生・専門学生など）の母子家庭等医療費助成制度対象者の資格確認を行います
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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、赤穂市の地域活性化

に寄与する事業に要する資金を調達する一つの手

法である、「クラウドファンディング」の取り組

みを支援しています。

CAMPFIRE
ホームぺージ▷

「千種川流域を始めとする兵庫県西播磨地域の豊

かな自然を後世に伝える活動に応援下さい」プロ

ジェクト

●応援プロジェクトの概要

　「西はりまの自然をまもる会」は千種川流域を

はじめ、西播磨地域の豊かな自然を保全し、後世

に伝えていきたいと考え、活動資金をクラウドフ

ァンディングで調達します。

詳しくは、

「ＣＡＭＰＦＩＲＥ」で検索してください。

成年年齢の引下げに注意！

●問い合わせ先　消費生活センター

　☎４３・７０６７　ＦＡＸ４３・６８１０

～令和４年４月１日から 18 歳で成年に～

　令和４年４月１日から、成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられます。

　成年に達すると、親の同意を得ずに自分の意思で様々な契約が出来るようになります。そ

の反面、様々な義務や責務が発生するので、注意が必要です。

　赤穂市、備前市、上郡町の３市町で構成する東備西播定住自立圏形成推進協議会（以下「協議会」といい

ます。）は、力を合わせて元気で住みよいまちづくりを進めています。

　協議会は、住民の皆さんが自主・自発的に行う、東備西播定住自立圏域（以下「圏域」といいます。）内外

の住民交流を促進し、賑わいの創出や相互理解を深めるイベントなどの活動を支援します。多数の応募をお

待ちしています。

●応募受付期間　３月 18 日（金）～４月８日（金）午後５時（期限厳守）

●支援事業実施期間　５月～令和５年３月末

●支援対象団体　圏域内に主な活動の基盤を有する５人以上の団体またはＮＰＯ法人。

※宗教、政治、営利活動を目的とする団体や規約などが整備されていない団体は対象外。

※ 同じ団体または持ち回りなどで実施する同様と認められるイベントについては、当協議会からの交付実績

が通算10回を超える場合は対象となりません。

●支援対象事業　支援の目的に合い、自主・自発的に行うもので、次のいずれにも該当するもの。

　▷公益的な事業

　▷圏域内の複数の市町住民の参加、協力および連携を得ようとする事業

　▷実現可能な事業

　▷継続的な事業

●支援額　一団体あたり 10万円を限度

●選考方法　公開の場で審査を行います。審査に欠席した場合は、失格となりますのでご注意ください。

●審査日時および場所（予定）

　▷日時　４月 23 日（土）午前９時～午後２時（予定）

　▷場所　赤穂市役所２階２０４会議室

※新型コロナウイルス感染症の状況により、書面審査に変更する場合があります。

● 応募方法　申請書など必要書類を期間内に窓口（赤穂市企画政策課、備前市企画課、上郡町企画政策課の

いずれか）に持参。詳しくは、上記窓口または協議会ホームぺージ（東備西播ともりんく）で確認してくだ

さい。

●問い合わせ先　東備西播定住自立圏形成推進協議会

　企画政策課　☎４３・６８６７　ＦＡＸ４３・６８２２

３市町内で行う民間イベントなどの事業を募集します‼

●成年年齢の引き下げにより令和４年４月１日に成年になる人

　▷平成 14 年（2002 年）４月２日～平成 15 年（2003 年）４月１日生まれの 19 歳の人

　▷平成 15 年（2003 年）４月２日～平成 16 年（2004 年）４月１日生まれの 18 歳の人

● 18 歳からできること（例）

　▷携帯電話の契約をする。

　▷クレジットカードを作る。

　▷ローンを組む。

　▷一人暮らしのためにアパートを借りる。

●成年に達したばかりの若者が狙われる！

　 未成年であれば親の同意を得ずに契約したものは「未成年者取消権」で取り消しができますが、未成年者

取消権は成年に達すると同時に行使できなくなります。そのため、法律による保護がなくなったばかりの

18 歳が、悪質商法のターゲットになるのではないかと懸念されています。

●消費者トラブルから身を守るためには

　▷契約に関する知識を学び、その契約が本当に必要か、妥当な内容か検討できる力を養う。

　▷自分は大丈夫と考えず、消費者トラブルの当事者になる可能性があることを自覚し、警戒する。

　▷自制心を強化する。

　▷トラブルになった時は、助けを求める。

　　➡困った時は、一人で悩まず、家族や消費生活センターなど信頼できる人に、早めに相談しましょう。

ちょっと

待った！

● 20 歳のまま変わらないこと

　 飲酒や喫煙、競馬などの公営ギャンブルに関する年齢制限は、健康面への影響や非行防止等の観点から 20

歳のまま変わりません。また、国民年金の加入義務が生じる年齢も、従来のまま 20 歳以上となっています。

ここに
注意！
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フォトニュース

世世界に広がる忠臣蔵！界に広がる忠臣蔵！

　春の火災予防運動行事の一環として、市内の小学校４年生を対象に防火ポスターを募集し、審査の結果、

特別賞として、赤穂市消防長賞に尾崎小学校の西
にし

口
ぐち

陽
ひ

菜
な

さん、赤穂市危険物安全協会長賞に尾崎小学校の竹
たけ

野
の

華
はな

さんがそれぞれ選出されました。なお、優秀作品（特別賞２点、特選３点）については、市ホームペー

ジにも掲載しております。

学童防火ポスター審査結果

赤穂市消防長賞

尾崎小学校　４年生

西口　陽菜　さん

赤穂市危険物安全協会長賞

尾崎小学校　４年生

竹野　華　さん

●問い合わせ先　消防本部予防課予防係　☎４３・６８８２　ＦＡＸ４５・０１１９

２月 11 日（金・祝）、赤穂市文化会館ハーモニーホール

において、赤穂市制施行 70 周年記念事業「忠臣蔵浮世絵

国際シンポジウム」が開催されました。コロナウイルス感

染症対策のため、インターネット会議ツール "ZOOM" で

のオンライン開催となり、ロンドン大学名誉教授のアンド

リュー・ガーストル氏をはじめ豪華講師陣による講演・パ

ネルディスカッションを、約 80 名が全世界から視聴しま

した。　　　　　　　　　　　（2/11　赤穂市文化会館）

宝くじ助成でコミュニティ備品を整備しました
●問い合わせ先　市民対話課まちづくり係　☎４３・６８１８　ＦＡＸ４３・６８１０

　（一財）自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として、地域社会の健全

な発展を図ることを目的に、「コミュニティ助成事業（宝くじの助成金）」を宝くじの

受託事業収入を財源に実施しています。

　西之町自治会と上町自治会は、この助成を受け、地域行事等に使用する備品の整備を行いました。

●助成により整備した備品

西之町自治会

地域行事用備品（歩行草刈機、物置など）

集会所備品（プロジェクター、ノートパソコンなど）

上町自治会

地域行事用備品（テント、ポータブルアンプなど）

集会所備品（イス・テーブル、ホワイトボードなど）

　兵庫県が主催する「第 69 回兵庫県広報コンクール」で、赤穂市が広報写

真部門（一枚写真の部）と映像部門に入賞しました。

第 69 回兵庫県広報コンクールに

赤穂市から２作品が入賞しました
●問い合わせ先　秘書広報課広報係　☎４３・６８７３　ＦＡＸ４３・６８９２

●映像部門で入選を受賞

　市政 PR 動画「かぜとおるまち」が受賞

　 本作品は、市制施行 70 周年を記念し、これまで赤穂市の歩

みを振り返ると共に、赤穂市の将来への飛躍の希望と決意を

●広報写真部門（一枚写真の部）で佳作を受賞

　令和３年８月号が受賞

　 高山から工業団地の工場群の夜景を撮影し、赤穂市の工場夜景の魅力を、

表紙を通じて PR しました。

映像で表現する「市政 PR 動画」として制作し

ました。

　 「かぜとおるまち」は赤穂市公式 YouTube チ

ャンネル -Channel Ako- で公開中です。

赤赤穂の子どもたちのために穂の子どもたちのために

赤穂あらなみ塩株式会社の前社長、竹原秀郎さんか

ら赤穂ふるさとづくり寄付金として、１００万円の

寄付をいただき、市長から感謝状が贈られました。

寄付者のご意向を尊重し、大切に活用させていただ

きます。　　　　　　　　　　　　（2/25　市役所）

播播州赤穂駅南トイレがリニューアル！州赤穂駅南トイレがリニューアル！

市が設置している JR 播州赤穂駅南トイレがリニュ

ーアルされ、全個室が温水便座付きの洋式便器とな

るなど、市の玄関口にふさわしい機能的で清潔感あ

ふれるトイレに生まれ変わりました。

（2/26　ＪＲ播州赤穂駅）
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市内循環バス「ゆらのすけ」

　「ゆらのすけ」東西ルートにおいて、福浦新田地区の福浦新田～福浦コミュニティ

センターの間に「五軒屋西」停留所を新設します。そのため東西ルートのダイヤが一

部変更になりますが、現在の停留所の発着時刻に変更はありません。　

　詳しくは、広報あこう３月号と同時配布している「時刻表」で確認してください。

４月１日（金）から

「ゆらのすけ」と「うね・のり愛号」がより便利になります！
●問い合わせ先　企画政策課企画係　☎４３・６８６７　ＦＡＸ４３・６８２２

デマンドタクシー「うね・のり愛号」

　有年地区で運行しているデマンドタクシー「うね・のり愛号」が、午前７時 30 分～午後６時の間いつで

も利用可能となります。（事前予約が必要です）

　ご自宅と８か所の乗降場所を片道３００円で結ぶ、とても便利な乗り合いタクシーです。皆さまの積極的

なご利用をお待ちしております。

●乗降場所 ●予約方法

　 午前に利用する場合は、ご利用前日の午後

６時までに、午後に利用する場合は、ご利

用当日の午前 10 時までに４３・６９８７

へ電話してご予約ください。

　 上記の時間までに予約していない場合は、

利用できませんので、ご注意ください。

　クロスボウ（ボウガン）を使用した凶悪事件が近年多発していることを受け、３月

15 日から銃砲刀剣類等取締法の一部を改正する法律が施行されます。

　施行日以降はクロスボウの所持が原則禁止され、許可制となります。改正法の施

行後、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われます（３年以下の懲役または

50 万円以下の罰金）。

　現在、自宅などにクロスボウを所持している人は、必ず下記のいずれかの対応を

してください。

●引き続き所持を希望する場合

　令和４年９月 14 日までに所持許可の申請を行ってください。

　標的射撃や産業目的等の所持に限定され、鑑賞や収蔵目的の所持はできません。

●廃棄を希望する場合

　赤穂警察署に申し出てください。警察署にて無償で廃棄します。

クロスボウ（ボウガン）の所持が禁止されます
●問い合わせ先　赤穂警察署刑事生活安全課生活安全係　☎４３・０１１０　ＦＡＸ４５・０１１０

●活動内容

　 子どもを持つお母さんたちが、お互いの親睦を図りながら、子育

てについての情報交換、研修会への参加、季節ごとの楽しい行事

を行っています。子育ての輪をひろげてみませんか。

　▷夏祭り、クリスマス会などの季節の行事

　▷親子体操やクッキングなどの体験教室

　▷公園の安全点検などのボランティア活動

クラブ名 主な活動場所 連絡先

赤穂地区母親クラブ 加里屋児童館 ☎/ＦＡＸ４３・２３６０（加里屋児童館）

塩屋・西部地区母親クラブ 塩 屋 児 童 館 ☎/ＦＡＸ４２・０４５５（塩 屋 児 童 館）

尾崎・御崎地区母親クラブ 赤穂東児童館 ☎/ＦＡＸ４５・７１１５（赤穂東児童館）

坂越地区母親クラブ 坂 越 児 童 館 ☎/ＦＡＸ４８・８６２４（坂 越 児 童 館）

●問い合わせ先　子育て支援課　☎４３・６８０８　ＦＡＸ４５・３３９６

母親クラブで「子育ての輪」に参加しませんか

　２月 22 日（火）令和４年第１回赤穂市議会定例会本会議における令和４年度施政方針の中で、

牟礼市長は赤穂市民病院の経営改善に向けた方針について、次のとおり所信を述べました。

　病院事業については、赤穂市民病院経営検討委員会の提言を受け十分に考慮しました結果、

経営形態については、引き続き現行どおり地方公営企業法の全部適用での運営を継続してまい

ります。今後については、地域医療機関との連携強化等による収入の確保や経費の削減による

費用の抑制などに努め、提言のあった経営改善策について、できるところから積極的に取り組

むとともに、引き続き新型コロナウイルス感染症病床の的確な運営をはじめ、公立病院として

安全・安心な医療を提供できるよう病院職員一丸となってその役割を十分に果たすべく対応し

てまいります。また、一般会計からもできる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。

令和４年度施政方針演説における

市民病院の経営改善に向けた方針について

●入会について

　入会は随時受け付けていますので、各地区の母親クラブまでご連絡ください。
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令和４年度赤穂市消費者協会会員

　 赤 穂 市 消 費 者 協 会 は、 昭 和

46年に発足し今年で設立52年

目を迎えます。

　当協会は「自ら判断、選択、

行動できる“自立した消費者”」

をめざし、食の安全・安心、リ

サイクルの推進、消費者被害防

止、安全・安心なくらしのため

の見守り活動、子どもの消費者

教育の推進など情報提供や実践

活動に取り組んでいます。

　 主 な 活 動 内 容 は「み ん な の

生活展」「家庭用品交換会」「生

活講座」「子ども啓発セミナー」

の開催、廃食油からの石けん作

り、悪質商法等消費者啓発活動

です。

　消費者問題に関心のある人は

どんな人でも大歓迎です。安全・

安心なくらしの実現に向けて消

費者・生活者の視点を活かして

共に活動しましょう。

●年会費　６００円（随時入会可）

●問い合わせ先

　消費者協会事務局

　（市民対話課）

　☎４３・６８１８　ＦＡＸ４３・６８１０

赤穂市シルバー人材センター会員

　市内在住の男性60歳以上、女

性58歳以上の方、あなたの力を

社会の中で活かしてみませんか。

　当センターは、地域の高年齢

者のための組織で、安心して働

いていただけます。

　まずは入会説明会にお越しく

ださい。

●３月・４月の入会説明会

▷日時　午後１時30分～

　３月14日（月）・23日（水）

　４月11日（月）・27日（水）

▷場所　センター事務所

※ 入会説明会当日の入会も可能

です。また、オンラインで、

いつでも入会説明会に参加で

きます。詳しくはホームペー

ジをご覧ください。

●お仕事承ります　

　 施設等の管理業務、家事手伝

い、人材派遣など気軽にご相

談ください。

●問い合わせ先

　シルバー人材センター

　☎４３・７２００　ＦＡＸ４３・４６８７

　 https://webc.sjc.ne.jp/ako-sjc/

index

ガーデニング（春を彩る植物の

寄せ植え）講習会のお知らせ

●日時　４月23日（土）

　午前10時～正午

●会場　公園事務所

（赤穂市中広１３８７番地）

● 講習内容　コンテナガーデン

（春を彩る植物の寄せ植え）

● 教 材費　３，０００円（講習会

当日に納めてください。）

●講師　林　緒利江　先生

（園芸研究家）

　 花の寄せ植え教室「ＯＲＩＥ

四季の園」主宰。日本ハンギ

ングバスケット協会公認講師

●募集人数　先着72人

● 持参するもの　手袋、エプロ

ン、移植ごて、作品を入れる

箱など

● 申込方法　公園事務所にて受

け付けします。（電話申し込み

も可）

●申し込み・問い合わせ先

　 （公財）赤穂市文化とみどり財団

　公園事務所（赤穂市土木詰所内）

　☎２５・８６１１　ＦＡＸ２５・４５９３

花と緑の教室「ミニバラを使った

寄せ植えと管理法」参加者

　県立赤穂海浜公園では、毎月、

季節にあわせたテーマで寄せ植

え教室を開催しており、今回はフ

ラワーセンターの良質な花苗を

使用し、「ミニバラを使った寄せ

植えと管理法」をテーマとして

います。花の特徴や植え方のワ

ンポイントアドバイス等も聞けま

すので、初めての人でも安心し

て楽しみながら学ぶことができ

ます。

● 日時　４月13日（水）

　午後１時30分～３時

● 場所　赤穂海浜公園オートキ

ャンプ場内　キャンパーズル

ーム

●定員　先着30人

●参加費　２，５００円

　 ※車でお越しの方は、キャン

プ場駐車場を利用可（無料）

● 講師　県立フラワーセンター 

非常勤講師

図書館〜Library〜
らいぶらり http://www.ako-city-lib.com

「あ・さ・ご・は・ん !」
武田 美穂

お米を研いで、炊飯器にセッ
ト。スイッチを押したら、お
みそ汁の材料を切って…。あ
さごはんができるまでを、お
いしそうなイラストとリズミ
カルな文章で描く。

図書館からのお知らせ

●「桜花特集」関連図書展示のお知らせ

　 玄関横のコーナーに「桜花特集」関連図書を展示しま
す。“春爛漫”を感じる図書も併せて展示しますので、
ぜひご覧ください。

　期間：３月19日（土）～４月10日（日）

●チャレンジ読書2022春

　読書通帳を利用してたくさん本の貯金をしましょう！
　20冊以上の“貯金”で粗品の進呈！
　期間：４月15日（金）～６月12日（日）
　（中学生以下の方には無料で通帳配布します。）

●おすすめえほん展示

　関西福祉大学図書館との共同企画です。
　 関西福祉大学の学生さんが作成したポップとともにお

楽しみください。
　期間：４月15日（金）～６月12日（日）
　場所：市立図書館・関西福祉大学図書館

「あの世の歩き方」／江原　啓之
「秀吉襲来」／渡邊　大門
「思春期の子の育て方」／諸富　祥彦
「長生きしたけりゃ肺を鍛えなさい」／宮崎　雅樹
「世界一親切な片づけの教科書」／長島　ゆか
「サステナブル・フード革命」／アマンダ　リトル
「松村邦洋「鎌倉殿の 13 人」を語る」／松村　邦洋
「明解 ! 漢字名探偵」／山口　謠司
「ひとまず上出来」／ジェーン　スー
「アウレリャーノがやってくる」／高橋　文樹
「ニッポンびっくり事典」／こざき　ゆう
「おしりたんていププッとおりがみ」／いしばし　なおこ
「ねこまたごよみ」／石黒　亜矢子
「うさぎじかん」／刀根　里衣
「かいけつゾロリきょうふのダンジョン」／原　ゆたか

「ソフィーの秘密」
ニキ コーンウェル

ルワンダで起こったジェノサイ
ドを忘れられずにいる14歳の
クリストフ。いとこのソフィー
はジェノサイドをどう考えてい
るのか気になり…。

「だっこあみぐるみ&クッション」
サメ、コアラ、恐竜、ナマケモ
ノ、ネコ、イヌ、アイス、キノ
コ…。かぎ針で編む、普通のあ
みぐるみよりも大きく、だっこ
できるくらいのサイズのあみぐ
るみと、クッションを紹介しま
す。

「女性失格」　　　 小手鞠 るい
女という性をやめられず、女と
いう性から逃れられない「生」の
先には何が見えるのか ? 太宰
治の「人間失格」を下敷きに、「女
性が女性であることで覗きこむ
深淵」を照らし出す。

☎４３・０２７５　FAX４３・６２９１

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

心を込めてお手伝い！不用品の処分でお困りではありませんか？心を込めてお手伝い！不用品の処分でお困りではありませんか？

少量でもお気軽にお電話下さい！お見積り無料です！

☆大きな家財道具・重量物などの搬出からお手伝いします。

☆ベッド・タンス・ソファー・マッサージ機・金庫・農機具・ひな人形

☆エレクトーン・ダイニングセットなど上階からの搬出にも対応します。
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　広報あこう掲載のイベントなどは、新型コロナウイルスのため「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

● 申し込み方法　窓口または電

話の場合、午前９時～午後５

時の間に、参加者の「氏名」

と「電話番号」を申し出る。

● 申込期限　３月30日（水）

　ただし、定員になり次第締切

● 主催　県立赤穂海浜公園管理

事務所、県立フラワーセンター

●問い合わせ先・申し込み先

　 （公財）兵庫県園芸 ･ 公園協会 

赤穂海浜公園管理事務所

　☎４５・０８００　ＦＡＸ４５・０１８３

令和４年度要約筆記者養成講座

パソコンコース

　要約筆記者養成講座受講生を

募集します。要約筆記とは、話

の内容を要約して文字にし、難

聴者や中途失聴者等、聴覚に障

がいのある人にその場で伝える

コミュニケーションのことです。

● 日時　5月15日（日）

　～ 12月18日（日）

　（予備日12月25日）の22日間

　午前10時30分～午後３時30分

　※うち３日間は16時半まで　

●場所　宍粟防災センター

　（宍粟市山崎町鹿沢65-3）

●受講要件

　以下の要件をすべて満たす人

　① 兵庫県内在住で18歳以上

　② 全過程の８割以上を受講で

き、修了後の統一試験に合

格後、兵庫県および居住す

る市町に登録し、要約筆記

者として活動できる。

　③ ノートパソコンを持参でき

固定資産の縦覧が始まります

　固定資産課税台帳に登録され

た自己の土地や家屋の価格と、

他の土地や家屋の価格を比較す

ることができます。

●縦覧期間および時間

　４月１日（金）～５月２日（月）

　午前８時30分～午後６時

※土日・祝日は除く。

●縦覧できる人

　 固定資産税の納税者本人、本

人から委任を受けた代理人、

同居の家族、納税管理人、共

有者

●縦覧場所　税務課

●手数料　無料

● その他　縦覧期間終了後は本

人の資産に係る部分のみ有料

で閲覧できます。

●問い合わせ先

　税務課固定資産税係

　☎４３・６８０４　ＦＡＸ４３・６８９２

赤穂市男女共同参画審議会の開催

●日時　３月14日（月）

　午前10時～

●場所　市役所２階２０４会議室

●内容

　▷令和３年度実施事業について

　▷令和４年度事業計画について

　▷その他

●傍聴定員　10名（受付順）

●申し込み方法

　 当 日 の 会 議 開 催 予 定 時 刻 の

15分前までに、傍聴申込票に

住所、氏名、当日の体温を記

入して申し込んでください。

傍聴するときは、必ずマスク

着用のうえ、会場内の指示に

従ってください。

●申し込み・問い合わせ先

　 市民対話課

　人権・男女共同参画係

　☎４３・６８１２　ＦＡＸ４３・６８１０

る。（Windows 8以上）

　④ 基本的なパソコン操作とタ

ッチタイピングができ、１

分 間 に70文 字 程 度 入 力 で

きる。

● 内容　聴覚障がいの知識、要

約筆記の基礎知識、日本語の

基礎知識、伝達の学習、要約

の学習、演習など。

●受講料　無料

　（テキスト代等は自己負担）

●定員　12名

● 申込方法　申込フォームまた

は FAX、郵送で申し込んでく

ださい。

●申込フォーム

　 h t t p s : / / f o r m s . g l e /

WTe2zRjtUQEJmKqo7

●申込期限

　４月20日（水）必着

●申し込み・問い合せ先

　 兵庫県立聴覚障害者情報セン

ター　要約筆記者養成講座担

当　養成講座係

　〒６５７－０８３２

　神戸市灘区岸地通１丁目１－１

　灘区民ホール２階

　☎０７８・８０５・４１７５

　ＦＡＸ０７８・８０５・４１９２

西播建設高等技能学校（兵庫県

職業訓練認定校）受講生

　西播建設高等技能学校は、働

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

※上記公演は全て、未就学児のご入場はお断りします。

※上記公演は、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せください。（休館日：火曜日を除く午前９時～午後５時 15 分）

木津川計の一人語り劇場「浦島 太郎」　これが最後の赤穂口演‼

入場料：前売１，５００円（友の会１，２００円）　当日２，０００円（友の会割引なし）

4月23日（土） 小ホール 全席自由 午後3時開演

手嶌葵　15th ANNIVERSARY CONCERT 「SIMPLE IS BEST」

入場料：一般６，０００円（友の会５，５００円）　高校生以下３，000 円（友の会 2，500 円）

4月2９日（金・祝） 大ホール 全席指定 午後3時開演

2022 年度　ハーモニーホール友の会会員募集中！
チケット料金の割引や先行販売など、特典いっぱいのハーモニーホール友の会会員

（※2022 年度より、個人会員・ファミリー会員のみとなります。）

～優しく包み込む歌声をお届けいたします～

好評発売中

好評発売中

きながら学べる教育訓練校です。

　元龍野北高校教諭や県技能顕

功賞を受賞した指導員が講師を

務め、日本建築の伝統的工法の

家造りを学ぶことができます。

● 対象者　建築に興味のある人

　　　　　求職中の人

●訓練期間・授業料

　① 全科コース（建築学科・建

築製図・規く術）

　　▷４月～翌年３月毎週土曜日

　　　午後１時30分～（５時間）

　　▷10万円

　②建築学科コース

　　▷４月～翌年３月

　　▷５万円

　③建築製図コース

　　▷４月～９月

　　▷３万円

　④規く術コース（実習コース）

　　  規く術コースは、初心者で

も木造建築に取り掛かりや

すい実習コースです。さし

がね、のこぎり、のみを使

った、ミニハウス造りを通

じて技術を習得します。

　　▷９月～翌年３月隔週土曜日

　　　午後１時30分～（５時間）

　　▷３万６千円

　詳細は、問い合わせてください。

●定員　各コース10名程度

●申込期限　４月15日（金）

●問い合わせ先

　西播建設高等技能学校

　（西播建設業組合）

　☎０７９１・６２・１９５０

　ＦＡＸ０７９１・６２・９５１５

フードドライブを開催します

　ご家庭で余っている不要な

食品を持ち寄って寄付しよう

という取り組みです。提供い

ただいた食品は、子ども食堂

を通じて必要とする方にお渡

しします。食品ロスを減らす

取り組みにご協力ください。

●日時　３月 27 日（日）

　午前 10 時～午後２時

● 会場　赤穂市立加里屋まち

づくり会館１階　多目的室

●子ども服のおさがり交換会

　（フードドライブと同時開催）

　 必要な子ども服を無料で持

ち帰りいただけます。サイ

ズアウトで着れなくなった

子ども服をお譲りください。

●問い合わせ先

　赤穂市地域活動連絡協議会

　（あこうこども食堂）　

　☎５５・９１８８（担当：岩﨑）

　ホームぺージ

　https://tsunagu-ako.jp

誕生、みんなの冷蔵庫

　昨年 11 月に、企業や団体、

個人から提供された食料品や

日用品を、家計が厳しい子育

て世帯などが無料で持ち帰る

ことのできる「サステナブルパ

ントリー＆フリッジ」を、赤穂

市地域活動連絡協議会（あこ

うこども食堂）が、花岳寺通

商店街にオープンしました。

　利用は登録制で、児童扶養

手当受給者、コロナ禍の影響

で収入が急減した世帯などを

対象に利用登録を受け付けて

います。

　詳しくは、あこうこども食

堂へ問い合わせてください。

広 告
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3/10 ～ 4/15健康・相談

人口の動き（１月） 住民基本台帳登録者人口

世帯数 20,499 戸 （ － 12）

人口 45,977 人 （ － 62）

男 22,254 人 （ － 16）

女 23,723 人 （ － 46）

 （　）内は前月比
◎１月中の異動

出生 22 人（＋ 2 ） 転出 89 人（＋ 20）

死亡 51 人（－ 12） その他増 1 人（± 0）

転入 56 人（－ 18） その他減 1 人（－ 3 ）

 （　）内は前月比

交通事故発生状況
区分 １月 2022年累計

発生件数 85（－ 18） 85（－ 18）

　人身 8（－ 5） 8（－ 5）

　物損 77（－ 13） 77（－ 13）

死者 0（± 0） 0（± 0）

重傷 0（－ 5） 0（－ 5）

軽傷 10（± 0） 10（± 0）

 （　）内は前年比

火災・救急状況
区分 １月 2022年累計

火災 2（ ＋ 2） 2（ ＋ 2）

救急 188（ ＋ 25） 188（ ＋ 25）

（　）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）

３月

10 ●子育てカウンセリング 13：30 ～ 16：00　子育て学習センター
●社会保険労務士による年金相談 13：30 ～ 16：00 

11 ●栄養相談（前日までに要予約） 9：30 ～ 11：30 

12

13 イオン診療所 ☎４６・４６６６
9：00 ～ 17：00

14

15 ●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 

16 ●心配ごと相談（弁護士・要予約） 13：00 ～ 17：00 

17
18 ●女性問題専門相談 （要予約）13：00 ～ 16：00 

19 ●司法書士による法律相談（市民会館） 9：30 ～ 12：00

20 堀クリニック ☎４３・６０６６
9：00 ～ 17：00

21 岩谷内科 ☎４５・２８８８
9：00 ～ 17：00

22
●知的障がい者相談 10：00 ～ 12：00 
●行政相談 10：00 ～ 12：00 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

23
●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 

24 ●身体障がい者相談 10：00 ～ 12：00 

25
26

27 藤野内科クリニック ☎４２・１０７７
9：00 ～ 17：00

28

29 ●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

30 ●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 

31

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

４月

1 ●健康相談 9：00 ～ 11：00 

2

3 きむクリニック ☎４５・７３５５
9：00 ～ 17：00

4

5 ● HIV・肝炎相談（前日までに要予約） ９：20 ～ 11：00 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

6
●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 

7
8 ●栄養相談（前日までに要予約） 9：30 ～ 11：30 

9 ●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

10 てんわかかりつけ医院 ☎４３・７４１１
9：00 ～ 17：00

11
12 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

13 ●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 

14 ●子育てカウンセリング 13：30 ～ 16：00　子育て学習センター

15 ●女性問題専門相談 （要予約）13：00 ～ 16：00 

市制施行70周年記念事業のお知らせ

事　　　　業 主管団体など 問い合わせ先

10日（木）～ 13日（日） 第25回フォトクラブ赤穂写真展【協賛】 フォトクラブ赤穂 ☎ / ＦＡＸ４８・０９３８

17日（木） 老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会【協賛】 老人クラブ連合会
問社会福祉課

☎４３・６８０９
ＦＡＸ４５・３３９６

20日（日） 第15回近畿高等学校剣道選抜大会【協賛】 赤穂市体育協会
問スポーツ推進課

☎４３・６８６９
ＦＡＸ４３・６８９５

26日（土） 赤穂市児童合唱団第46回定期演奏会【協賛】 赤穂市児童合唱団
問中央公民館

☎４３・７４５０
ＦＡＸ４３・８４４０

3月
実施予定

開設窓口（問い合わせ先） 取扱業務

市民課戸籍係
☎４３・６８１９　ＦＡＸ４３・６８９１

証明書発行業務
・住民票の写しなどの住民基本台帳法に係る証明書　　　・印鑑登録証明書
・戸籍全部事項証明（戸籍謄本）など戸籍法に係る証明書　・その他行政証明
・年金現況証明
届出・申請等業務
・転入、転出、転居などの住民異動業務　　　・印鑑登録、廃止、再登録業務
・中長期在留者および特別永住者業務の一部　・臨時運行許可業務
・公的個人認証業務（午前９時～午後５時）
マイナンバーカード交付業務・申請時来庁方式による申請受付業務

（午前９時～午後５時）
　事前予約が必要で、定員になり次第、受け付けを終了します。

医療介護課
　国保年金係
☎４３・６８１３　ＦＡＸ４３・６８９２

・国民健康保険資格に係る異動業務
・国民健康保険被保険者証等の再発行業務
・国民年金業務

　医療係
☎４３・６８２０　ＦＡＸ４３・６８９２

・福祉医療費受給資格に係る異動業務
・福祉医療費受給者証の再発行業務

　介護保険係
☎４３・６９４７　ＦＡＸ４３・７１３８

・介護保険資格に係る異動業務
・介護保険被保険者証等の再発行業務

子育て支援課
☎４３・６８０８　ＦＡＸ４５・３３９６ ・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等の申請受付業務

※休日臨時窓口のため、手続きができない業務もあります。事前に電話等で確認してください。

●日時　３月26日（土）と４月３日（日）　午前８時30分～午後５時15分

●開設する窓口と取扱業務

●臨時窓口で取り扱いできない主な業務

　・戸籍届出（日直による預かり）

　・他市町村等に確認しないと行えない住民異動届（海外からの転入や続柄の確認が必要な転入など）

　・住民票広域交付業務

　・マイナンバーカードおよび住基カードによる転入

　・し尿処理券に関する業務全般

　・就学に伴う校区外申請（住民異動手続きは可能ですが、後日、教育委員会で手続きが必要です。）

　・出入国在留管理庁に確認が必要な場合の中長期在留者事務および特別永住者事務

　・医療費等の各種支給申請業務

　・年金機構に確認が必要な国民年金業務

　・後期高齢者医療制度に関する業務全般

休日臨時窓口を開設します

　3月～4月は進学や就職・転居などで住民異動が多く、窓口が大変混み合います。市民の皆さまに少しでも

スムーズに手続きを行っていただくため、休日臨時窓口を開設します。なお、関係機関や他市町村の閉庁によ

り取り扱いできない業務については、改めて平日の通常業務時間に手続きをお願いします。
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◆表紙の説明◆　今月の表紙は、赤穂御崎公園の東御崎展
望台付近のスイセンと梅林です。赤穂御崎公園は桜の名所
として有名ですが、御崎幼稚園の園歌にも登場するスイセ
ンは、春の訪れをいち早く告げる、御崎の風物詩のひとつ
です。　　　　　　　　　　　　　（2/27　赤穂御崎公園）

▪ 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3月25日（金）、広報あこう
は4月11日（月）発行予定です。

▪広報あこうは再生紙を使っています。

広 報

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

▲

これからも素敵な笑顔を！

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

いつもにこにこ やさしい

のりちゃん☆だいすきだよ

板屋町
ちゃんちゃん田

た

渕
ぶ ち

　嘉
よ し

希
き

令和２年10月10日生まれ

父・貴
たか

博
ひろ

さん　母・和
かず　き

希さん

一口メモ

鮭はビタミン D が豊富な食材です。ビタミン D は、腸管から
のカルシウムの吸収を促進し、血液に入ったカルシウムを骨まで
運ぶ働きがあります。カルシウムは吸収されにくい栄養素なので、
ビタミン D と合わせて摂取することが大事です。また、ビタミ
ン D は、紫外線を浴びることで体内でも作られます。適度な日
光浴は骨の健康に役立ちます。

作り方

①  ボウルに A を混ぜ合わせ、粒マスタードバターを作る。
②  生鮭は皮と骨を取り除き、4等分に切り分け、軽く塩・こしょう

し、白ワインをふる。
③  ②の鮭の厚みの半分に切り込みを入れ、切り込みに①を詰める。
④  アルミホイルにバターを薄く塗り、③の鮭を置き、レモンとパ

セリをのせてきっちりと包み込み、蒸し器で12 ～ 13分蒸す。

材　料（4人分）

鮭のホイル包みバター風味
骨粗鬆症予防

生鮭（上身）・・・・・ 400g
　塩・コショウ・・・・ 少々
　白ワイン・・・・ 大さじ２
バター・・・・・・・・ 少々
レモンの輪切り・・・・ ４枚

パセリ・・・・・・・・ 適量
粒マスタードバター
　⎛バター・・・・・・ 50g
A⎜粒マスタード 大さじ１
　⎝レモン汁・・・ 小さじ１

* １人分栄養素 *　エネルギー 235kcal　塩分0.8g

にこにこゆきちゃん☆いっぱい

あそんで おおきくなあれ

　今月号の表紙は「す～い～せ～んのは～な～が～さ～

い～てる～♪」で始まる御崎幼稚園の園歌を口ずさみな

がら撮影に臨みました。実は髙は御崎幼稚園卒園なの

です。写真を撮影した東御崎展望台の付近には梅の木も

多く植えられており、まだ満開ではありませんでした

が、梅の花も一緒に見ることができました。いよいよ春

がやってきます。

　さて、11 ページでもご紹介しましたが、兵庫県広報

コンクールで、広報あこう令和３年８月号と市政ＰＲ動

画がＷ受賞となりました。この結果に甘んじることな

く、さらに効果的な情報発信を志向し、努力を続けてま

いります。引き続きよろしくお願いいたします。　 髙

加里屋

☆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
　ホームぺージ https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/hishokouhou/hope.html

▪編集後記▪

令和３年６月20日生まれ 平成30年２月４日生まれ
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望さん

芳
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ち か

ちゃん芳
は が や

谷　元
ゆ き

應
た か

（料理協力：赤穂市いずみ会）


