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○問選挙管理委員会 ☎４３－６８４６ FAX４３－６８９８ 

◎投 票 日 時 ７月１０日(日) 午前７時～午後８時 

◎期日前投票 投票日に仕事やレジャーなどで投票に行けない人は、期日前投票所で投票できます。 

期日前投票所 開設日 投票時間 

市役所２０４会議室 ６月２３日(木)～７月９日(土) 午前８時３０分～午後８時 

坂越公民館 ６月２９日(水) 午前１０時～午後５時 

尾崎公民館 ６月３０日(木) 午前１０時～午後５時 

有年公民館 ７月 ４日(月) 午前１０時～午後５時 

高雄公民館 ７月 ６日(水) 午前１０時～午後５時 

御崎公民館 ７月 ７日(木) 午前１０時～午後５時 

塩屋公民館多目的ホール ７月 ８日(金) 午前１０時～午後５時 

 

◎投票所における主な感染症対策 

▽出入口へのアルコール消毒液の設置 ▽従事者のマスク着用や手指消毒などの徹底 

▽記載台の定期的な消毒 ▽使い捨て鉛筆の配布 ▽投票所内の定期的な換気 など 

◎来場の皆さまへのお願い 

▽来場の際は、マスクの着用をお願いします。 

▽来場時の手指消毒、投票所内の咳エチケット、帰宅後の手洗い・うがいにご協力ください。 

▽投票所では、持参いただいた鉛筆やシャープペンシル(ＨＢ以上の濃さの芯)を使用できます。 

▽発熱などの症状がある場合は、医師または保健所に相談し、その指示に従ってください。 

▽期日前投票をご利用の際は、投票所における滞在時間を短くするため、あらかじめ投票所入場

券の裏面にある「期日前投票宣誓書」のご記入をお願いします。 

・参議院議員通常選挙のお知らせ………………１ 

・マイナンバーカード出張申請受付……………２ 

・第１２回赤穂ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ大会参加者募集………２ 

・赤穂商工会議所各相談会開催…………………２ 

・図書館「夏休み教室」のお知らせ……………３ 

・令和４年度中学校卒業程度認定試験…………３ 

・犬の飼い主の皆さまへ…………………………３ 

・防衛省自衛官など募集…………………………４ 

・放送大学の１０月入学生募集…………………４ 
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○問市民課戸籍係 ☎４３－６８１９ FAX４３－６８９１ 

マイナンバーカードの出張申請受付では、会場で本人確認を行ったうえで、申請を受け付けしま

す。カードは、後日ご自宅へ郵送しますので、市役所に出向くことなくカードを受け取ることがで

きます。今回の出張申請で新たにカードを申請いただいた人には、５００円分のＱＵＯカードを進

呈しますので、ぜひこの機会にご申請ください！ 

なお、マイナンバーカードの出張申請受付については、今年度複数回の実施を予定しています。

今後の日程については、広報紙やホームページなどでお知らせします。 

 

◎日  時 ７月１４日(木) 午前１０時～正午・午後１時～３時 

◎場  所 市民会館１階 第４会議室 

※先着順の事前予約制ですので、電話・窓口でお早めにご予約ください。予約枠が埋まり次第、予

約を締め切ります。 

 

【マイナポイント第２弾が開始されています！】 

マイナンバーカードを新たに取得した人は、最大２万円分のポイントがもらえま

す。また、すでにカードをお持ちの人も、カードの健康保険証利用申し込みなど

を行ったうえで、６月３０日以降にマイナポイントの申し込みを行うことで、最

大１万５千円分のポイントがもらえます。 

 

 

  ○問赤穂シティマラソン大会事務局 ☎４３－６８６９ FAX４３－６８９５ 

第１２回赤穂シティマラソン大会は、新型コロナウイルス感染症対策として、種目を２日間に分

けて開催します。 

◎開 催 日 １０月１０日(月・祝) 第１部(小学生・ファミリー種目) 

１１月１３日(日)   第２部(ハーフ、５ｋｍ、ファンラン、中学生、車イス種目)  

◎募集期間 ７月１日(金)～８月３１日(水) 

 詳しくは、大会ホームページ(https://akocity-marathon.com/)または広報あこう７月号と同時配

布の開催要項をご確認ください。開催要項は、市役所、各地区公民館、市民総合体育館などでも配

布しています。 

 

 

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

◎日  時 ７月１９日(火) 午後１時～４時 

◎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 

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 



 

 

○問図書館 ☎４３－０２７５ FAX４３－６２９１ 

夏休み「手作り絵本教室」・「古代体験教室」・「茶道教室」 ※材料費のみ実費 

教室名 開催日 時間 対象 定員 

手作り絵本教室(３回) 

(材料費４００円) 

７月２７日(水) 午前１０時１５分～正午 

 

※最終日は午前１１時から発

表会を予定 
小学生(一人

で参加できる

人) 

２０名 ８月 ２日(火) 

８月 ９日(火) 

古代体験教室(１回) 

“古代のかごづくり” 

(材料費５００円) 

８月 ３日(水) 午後１時３０分～３時３０分 １０名 

茶道教室(各１回） 

(材料費３００円) 

８月 ４日(木) 
午前１０時１５分～正午 各８名 

８月１８日(木) 

 

◎申込期間 ７月１日(金)～７月１０日(日) 

◎受付時間 午前１０時～午後５時３０分 

◎対  象 小学生(一人で参加できる人) 

◎申込方法 申込書を図書館窓口へ直接提出してください。(電話、郵送での申し込みは不可) 

※定員を超えた場合は抽選とします。抽選の結果は、当選者のみ７月１５日(金)までに封書で連絡

します。 

 

 

  ○問学校教育課 ☎４３－６８６０ FAX４３－６８９５ 

中学校卒業程度認定試験は、病気などのやむを得ない理由で中学校に行けなかった人を対象に、

中学校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が実施する試験です。試

験の合格者には、高等学校の入学資格が与えられます。 

 

◎試 験 日 １０月２０日(木) 

◎試験会場 兵庫県民会館 ３０２会議室(神戸市中央区下山手通４丁目１６番３号) 

◎受験案内配付・願書受付期間 ７月４日(月)～９月２日(金) 

※受験資格などについては、市ホームページをご確認ください。 

 

 

  ○問環境課 ☎４３－６８２１ FAX ４３－６８９２ 

◎犬を散歩に連れていくときには、ビニール袋などを携帯し、犬のフンは必ず持ち帰ってください。

また、尿も水で洗い流すなどの配慮が必要です。 

◎飼い主にはかわいい犬でも、犬が苦手な人や子どもには迷惑をかけることがありますので、犬の

放し飼いはやめてください。 

◎所有者や住所などの登録事項に変更があった場合は届け出をしてください。 

 



 

  ○問兵庫地方協力本部相生地域事務所 ☎２３－２７５０ FAX２３－２７５０ 

       市民課戸籍係 ☎４３－６８１９ FAX４３－６８９１ 

募集種目 資格 受付期間 第１次試験日 

航空学生 

海：１８歳以上２３歳未満の人 

空：１８歳以上２１歳未満の人 
※高卒者(見込含)または高専３年次修了

者(見込含) 

７月１日(金)～ 

９月８日(木) 

９月１９日(月・

祝) 

一般曹候補生 
１８歳以上３３歳未満の人 
※３２歳の人は、採用予定月の末日現在、

３３歳に達していない人 

７月１日(金)～ 

９月５日(月) 

９月１５日(木)～ 

１８日(日) 

自衛官候補生 

１８歳以上３３歳未満の人 
※３２歳の人は、採用予定月の１日から

起算して３月に達する日の翌月の末日現

在、３３歳に達していない人 

年間を通じて受け

付けています。 

受付時または各自

衛隊地方協力本部

ホームページでお

知らせします。 

防衛大

学校学

生 

推薦 

１８歳以上２１歳未満の人 
※高卒(見込含)または高専３年次修了

(見込含)で成績優秀かつ生徒会活動等に

顕著な実績を修め、学校長が推薦できる

人 
９月５日(月)～ 

９日(金) 

９月２４日(土)･ 

２５日(日) 

総合 

選抜 
１８歳以上２１歳未満の人(自衛官

は２３歳未満) 
※高卒者(見込含)または高専３年次修了

者(見込含) 

９月２４日(土) 

一般 
７月１日(金)～ 

１０月２６日(水) 

１１月５日(土)･ 

６日(日) 

防衛医

科大学

校学生 

医学科 

学生 １８歳以上２１歳未満の人 
※高卒者(見込含)または高専３年次修了

者(見込含) 

７月１日(金)～ 

１０月１２日(水) 
１０月２２日(土) 

看護学

科学生 

７月１日(金)～ 

１０月５日(水) 
１０月１５日(土) 

陸上自

衛隊 

高等工

科学校

生徒 

推薦 

男子で中卒(見込含)１７歳未満の成

績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実

績を修め、学校長が推薦できる人 

１０月１日(土)～ 

１２月２日(金) 

１月５日(木)～ 

７日(土) 

※いずれか 1日 

一般 男子で中卒(見込含)１７歳未満の人 
１０月１日(土)～ 

１月６日(金) 

１月１４日(土)・ 

１５日(日) 

 

 

  ○問放送大学 姫路サテライトスペース ☎０７９－２８４－５７８８ 

FAX０７９－２８４－５８１２ 

放送大学では、２０２２年１０月入学生を募集しています。心理学・福祉・経済・歴史・文学・

情報・自然科学など、約３００の幅広い授業科目があり、１科目から学ぶことができます。全国に

学習センターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。資料を無料で

差し上げていますので、お気軽に放送大学 姫路サテライトスペースまでご請求ください。 

◎出願期間 (第１回) ８月３１日(水) まで  (第２回) ９月１３日(火) まで 


