
            
令和４年５月２５日号掲載内容 

 

 

 

○問人事課 ☎４３－６８６３ FAX４３－６８９２ 

採用予定日：令和５年４月１日 

職種 採用予定数 受験資格 

事務職 A １０名程度 

平成４年４月２日以降に生まれた人(令和５年４月１日における

満年齢が３０歳までの人)で、学校教育法による短期大学以上を

卒業した人または令和５年３月卒業見込みの人 

事務職 B 

(障がい者対象) 
１名程度 

平成４年４月２日以降に生まれた人(令和５年４月１日における

満年齢が３０歳までの人)で、学校教育法による短期大学以上を

卒業した人または令和５年３月卒業見込みの人で、下記のいずれ

かを満たす人 

・身体障害者手帳の交付を受けている人 

・療育手帳の交付を受けている人 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 など 

事務職 C 

(手話通訳) 
１名程度 

「厚生労働省公認の手話通訳技能認定試験に合格した手話通訳

士」または「社会福祉法人全国手話研修センターが実施する手話

通訳者全国統一試験に合格し、都道府県で手話通訳者として登録

をしている人」 

学芸員 

(考古学) 
１名程度 

平成４年４月２日以降に生まれた人(令和５年４月１日における

満年齢が３０歳までの人)で、考古学を専修し、学芸員の資格を

有する人または令和５年３月３１日までに同資格を取得する見

込みの人 

(次ページに続く) 
・令和５年４月採用の市職員を募集します……１ 

・会計年度任用職員を募集します………………２ 

・６月１日～７日は水道週間です………………３ 

・６月１日は「人権擁護委員の日」です………３ 

・若者就業サポート相談会を開催します………３ 

・赤穂商工会議所各相談会を開催します………３ 

・中央公民館講座の受講生を募集します………４ 

・秦氏魅力向上フェスティバルを開催します…４ 

◎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 

 



土木職 ５名程度 

昭和５７年４月２日以降に生まれた人(令和５年４月１日におけ

る満年齢が４０歳までの人)で、学校教育法による高等学校以上

を卒業した人のうち、土木職に必要な専門知識を有する人  

※令和５年３月に高等学校を卒業見込みの人は受験できません。 

機械・電気職 ２名程度 

昭和５７年４月２日以降に生まれた人(令和５年４月１日におけ

る満年齢が４０歳までの人）で、学校教育法による短期大学以上

を卒業した人または令和５年３月卒業見込みの人のうち、機械職

または電気職に必要な専門知識を有する人 

保育士・ 

幼稚園教諭 
５名程度 

昭和５７年４月２日以降に生まれた人(令和５年４月１日におけ

る満年齢が４０歳までの人)で、保育士資格および幼稚園教諭(１

種または２種)免許の両方を有する人、または令和５年３月３１

日までに両資格を取得する見込みの人 

 

◎試 験 日 ７月１０日(日)、１１日(月) 

◎受付期間 ５月２４日(火)～６月１７日(金) 

◎試験会場 赤穂市文化会館赤穂化成ハーモニーホール、市役所 ほか 

※詳しくは、市ホームページをご確認ください。消防職(２名程度)は、９月に試験実施予定です。 

 

 

 

○問市民病院総務課 ☎４３－６４１４ FAX４３－０３５１ 

老健あこう事務課 ☎４２－１００５ FAX４２－０９７２ 

■市民病院の職員募集情報 

職種 募集人数 業務内容 報酬(見込み) 勤務時間 

看護助手 若干名 
入院患者の介助、搬送や薬剤の

運搬等看護補助業務 

月給 152,428円 

～156,774円 

(地域手当含む) 

※別途夜勤手当等あり 

週 5日 

7時間 45分勤務  

 

◎採用予定 随時 

◎採用試験 面接・健康診断(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 

 

■老健あこうの職員募集情報 

職種 募集人数 業務内容 応募資格 報酬(見込み) 勤務時間 

看護師・ 

准看護師 
１名 

施設利用者(入所

者・通所者)の看護

業務 

看護師または

准看護師の資

格を有する人 

月給 175,218円 

～203,944円 

(地域手当含む) 

平日 

午前 8時 20分～ 

午後 5時 5分 

 

◎採用予定 随時 

◎採用試験 面接・健康診断(応募書類受領後、別途指定する日時に老健あこうで行います。) 

◎応募方法 市販の履歴書を老健あこう事務課に持参または郵送 

 



 

  ○問上下水道部総務課 ☎４３－６８８８ FAX４３－６８７２ 

市の水道は清流千種川を水源とし、おいしい水道水を供給することに努めています。 

毎年、日本水道新聞社では水道週間に合わせ、水道への理解を深めることを目的として、水道に関

する作文、図画・ポスター、習字、標語の作品を募集しています。詳しい応募要領については、市

ホームページでお知らせしますので、多数の応募をお願いします。 

 

 

 

○問市民対話課 人権・男女共同参画係 ☎４３－６８１２ FAX４３－６８１０ 

いじめ、差別、虐待、配偶者やパートナーからの暴力、その他人権に関わる問題で悩み事があれ

ば、どうぞご相談ください。 

◎日  時 ６月１日(水) 午前１０時～正午 ※市役所１階市民対話課で受付 

◎相 談 員 人権擁護委員 

◎相談内容 人権に関することのほか、日常生活における諸問題 

 

 

 

○問商工課 ☎４３－６８３８ FAX４６－３４００ 

◎日  時 ６月１６日(木) 午後１時３０分～ 午後２時３０分～ 午後３時３０分～ 

◎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 ８月１８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 

◎日  時 ６月２２日(水) 午後１時～４時 

◎場  所 赤穂商工会館 ４階大ホール(創業・経営相談は、１階相談室) 

◎対  象 事業をされている方、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 

・日本政策金融公庫 中小企業事業 融資担当者 

法律相談 中之島中央法律事務所 弁護士 

労務・社会保険相談 社会保険労務士 

司法書士相談 兵庫県司法書士会 西播支部 

専門経営相談 中小企業診断士 

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 



 

 

○問中央公民館 ☎４３－７４５０ FAX４３－８４４０ 

 中央公民館で開催する以下の３講座の申し込みを受け付けます。対象は１６歳以上の市民、通勤・

通学者で、定員は各講座２０名(先着順)です。詳細は、中央公民館にお問い合わせください。 

講座 日程 内容 受講料 申込開始 

韓国語 

講座 

全 10回 

午後 7時～8時 30分 

前半 5回 6/21～7/19 

後半 5回 7/26～8/30 

韓国語会話の基本講座です。 

(前半) 

ハングルや発音・基本の単語 

(後半) 

韓国語生活会話の基本 

全 10回  1,500円 

前半のみ 1,000円 

後半のみ 1,000円 

6/5(日) 

午前 9時～ 

フラワー 

教室 

全 6回 

午前 10時～11時 30分 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 3回 

6/30, 11/17, 1/26 

寄せ植え 3回 

 9/15, 12/22, 2/23 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄと寄せ植えの

教室です。 

季節のお花を楽しむ生活を

してみませんか。 

1,000円 

※花代などは実費

負担(1 回 3,000 円

程度) 

6/9(木) 

午前 9時～ 

絵手紙 

教室 

全 5回 

午後 7時～8時 30分 

6/24, 7/8, 7/22, 8/5, 

8/19 

絵手紙制作を楽しく学ぶ講

座です。 

絵手紙を楽しく描いてみま

せんか。 

1,000円 6/3(金) 

午前 9時～ 

 

 

 

  ※入場・受講無料   ○問実行委員会事務局(図書館内) ☎４３－０２７５ FAX４３－６２９１ 

東備西播定住自立圏域(赤穂市･備前市･上郡町)には、数多くの歴史文化遺産が存在します。今年

度は、聖徳太子の寵臣であった秦河勝ゆかりの歴史文化遺産を紹介するイベントとして、「秦氏を学

ぶ会」、「図書館ギャラリー朗読会」などの協力を得て、秦氏魅力向上フェスティバルを開催します。 

 

◎開催期間 ６月３日(金)～１２日(日) 午前１０時～午後５時 ※月曜休館、最終日午後４時まで 

図書館 

ギャラリー 

(1) 写真展・作品展・展示品 

秦氏ゆかりの史跡写真展、秦氏を学ぶ会活動記録展 

秦氏関連の遺物名品展、船岡美和子作品展～秦河勝と佛たち～ 

(2) 舞楽･能楽の祖「河勝」ＤＶＤ鑑賞 「蘭陵王」、「羽衣」など 

２階視聴覚室 (1) 記念講演会 ６月４日(土) 午後１時３０分～３時３０分 定員５０名 

① 「大避神社と秦氏」 講師：生浪島 堯氏(大避神社宮司) 

② 「考古学から見た赤穂郡域の秦氏」 

講師：中濱 久喜氏(相生市立歴史民俗資料館文化財専門員) 

(2) 公開研究発表会 ６月５日(日) 午後１時３０分～３時 定員５０名 

① 「梅原猛が新作能『河勝』と『世阿弥』に託した秦河勝」 

講師：西田 美恵子氏(秦氏を学ぶ会会長) 

② 「秦河勝の実像とその民」 講師：稲田 恵一氏(秦氏を学ぶ会副会長) 

(3) 図書館ギャラリー朗読会 ６月１２日(日) 午前１１時～正午 定員３０名 

「はたのかわかつ物語」、「生島の樹(き)」など７話 朗読：水野かおり ほか 


