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○問上下水道部総務課 ℡４３－６８８８ FAX４３－６８７２ 

コロナ禍において原油価格や物価高騰の影響を受けた市民や事業者の負担軽減を図るため、２期

(４か月)分の水道料金を減免します。なお、本減免に関する手続きは不要です。 

◎対象期間 ９月・11月請求分または 10月・12月請求分 

◎注意事項 下水道使用料または排水処理施設使用料は、本減免の対象外です。水道水を使いすぎ

ると、下水道使用料などが高くなりますのでご注意ください。 

 

 

 

○問市民課戸籍係 ℡４３－６８１９ FAX４３－６８９１ 

当窓口でカードを申請いただくと、先着 1,000名様に 500円分の QUOカードを進呈します。さら

に今なら、カードの健康保険証利用申込などで最大２万円分のマイナポイントがもらえます。 

イオン赤穂店 特設会場(１階エレベーター前) 

８月 27日(土）、28日(日) 午前 10時～午後４時 

※予約優先(https://coubic.com/mn-ako) 

総合福祉会館１階 

９月６日(火）、16日(金) 午前 10時～午後４時 

※予約不要 

 

 

 

○問美化センター ℡４２－３８４１ FAX４２－３４８６ 

◎11月 23日(水・祝)に「高山墓園現地説明会」を開催予定です。 

◎引越しなどで多量に発生したごみは、美化センターに持ち込むか、市が許可した一般廃棄物収集

運搬業者に回収を依頼してください。許可業者などについては、市ホームページをご覧ください。 

・２期(４か月)分の水道料金を減免します…１ 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの申請サポート窓口を開設します…１ 

・美化センターからのお知らせ…………………１ 

・文化とみどり財団臨時職員を募集します……２ 

・西播磨レインボーカードを配布します………２ 

・認知症サポーター養成講座を開催します……２ 

・赤穂軽トラ朝市開催日のお知らせ……………３ 

・図書館「古代日本の歴史と文学」募集………３ 

・中央公民館「日本の歴史発見講座」募集……３ 

・AKB 縁結び婚活事業の参加者を募集します…４ 

・９月の主な無料相談……………………………４ 

◎編集・発行 

赤穂市市長公室秘書広報課 

〒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 

https://www.city.ako.lg.jp 



 

 

○問赤穂市文化とみどり財団事務局 ℡４３－３２６９ FAX４３－５９５０ 

職種 募集人数 応募資格 業務内容等 賃金(予定) 

臨時作業員 

 

※11月採用予定 

１人 

 普通自動車運転免許(AT

限定不可) 

 剪定作業のできる人また

は習得する意欲のある人

(チェーンソーによる

伐木
ばつぼく

業務経験者、高所作

業車運転経験者歓迎) 

造園、土木、緑地管

理等の作業 

 

午前８時半～午後

５時 15分 

週４日勤務(土日・

祝日を除く) 

日額 7,300円 

◎試験日時 10月７日(金) 午前 10時～ 文化会館 

◎試験内容 面接および作文 

◎応募方法 ９月５日(月)～19日（月・祝）までに受験申込書を同事務局に提出してください。 

      ※受験申込書は、文化会館内事務局にあります。 

◎受付時間 午前８時半～午後５時 15分 ※火曜日休館 

 

 

 

○問社会福祉課 ℡４３－６８０９ FAX４５－３３９６ 

８月 31日現在、満 65歳以上の人(昭和 32年９月 1日以前に生まれた人)を対象に、９月の高齢者

福祉月間中、西播磨地域の文化施設などの入館料が無料となる「西播磨レインボーカード」を配布

します。なお、既にカードをお持ちの人は、今年度もお持ちのカードを利用できます。 

◎配布場所 市役所１階 社会福祉課窓口 

※運転免許証など対象者の生年月日が確認できるものをお持ちください(代理受取可)。 

◎西播磨レインボーカードが利用できる施設(毎年９月中のみ利用可) 

市町名 施設名 

赤 穂 市 歴史博物館、海洋科学館、民俗資料館、美術工芸館(田淵記念館) 

姫 路 市 

姫路城(特別公開等含む)、動物園、水族館、好古園、美術館(常設展)、姫路文

学館(常設展)、名古山霊苑仏舎利塔、手柄山温室植物園、平和資料館、姫路科

学館(常設展)、書写の里・美術工芸館 

太 子 町 歴史資料館(企画展示) 

たつの市 
龍野歴史文化資料館、霞城館、うすくち龍野醤油資料館、室津民俗館、室津海

駅館、埋蔵文化財センター(企画展示・特別展示) 

 

 

 

○問地域包括支援センター ℡４２－１２０１ FAX４２－１２６０ 

９月 21 日の「世界アルツハイマーデー」に合わせて、認知症サポーター養成講座を開催します。

認知症について知っていただくとともに、認知症の人との関わり方や接し方を一緒に考えましょう。 

◎日 時 等 ９月 29日(木) 午後２時～３時半  総合福祉会館３階 集会兼運動指導室 

◎申込方法 電話で同センターにお申し込みください。 

◎そ の 他 費用は無料で、定員は 30人(先着順)です。
 



 

 

○問農林水産課 農林水産係 ℡４３－６８４０ FAX４３－６８９２ 

市内の農業者がとれたての農産物を軽トラックで持ち寄る産地直送の野菜市場です。 

JA兵庫西 旧坂越支店 未定のため、市ホームページにて別途お知らせします。 

大津くろがねの里 ９月 11日(日) 午前９時～11時 

主婦の店 尾崎店 ９月 17日(土) 午前９時半～正午 

坂越ふるさと海岸広場 ９月 25日(日) 午前９時～ 

※売り切れ次第終了。雨天などの理由により、やむを得ず中止となる場合があります。 

 

 

 

○問図書館 ℡４３－０２７５ FAX４３－６２９１ 

日程 内容 講師 

10月 15日(土) 

午後１時半～３時 

聖徳太子と秦河勝－太子没後 1400年によ

せて 

京都市歴史資料館 

井上 満郎
みつお

 館長 

10月 29日(土) 

午後１時半～３時 
推古天皇と蘇我氏と仏教 

堺女子短期大学副学長  

水谷 千秋 教授 

11月 12日(土) 

午後１時半～３時 
神武東征伝承を追う 

神戸大学大学院人文学研究科 

古市 晃
あきら

 教授 

◎場  所 図書館２階 視聴覚室  ◎定員 70人(要申込・先着順) 

◎申込方法 申込書を図書館窓口に提出してください(受付開始：８月 26日(金) 午前 10時～)。 

◎参 加 料 無料 

 

 

 

○問中央公民館 ℡４３－７４５０ FAX４３－８４４０ 

身近な日本の歴史を学ぶ講座を開催します。講師は、「神戸・兵庫のヒストリアン(歴史家)」とし

てラジオ等でおなじみの園田学園女子大学名誉教授・県立兵庫津
ひょうごのつ

ミュージアム名誉館長の田辺眞人
まこと

先生です。歴史や文化に興味のある人はぜひご参加ください。 

回 日程 テーマ・内容 場所 

１ 
10月 15日(土) 

午後１時 45分～３時 15分 

「色」にまつわる東洋の思想から 

－色の文化史(１)－ 
中央公民館 

２ 
11月 19日(土) 

午後１時 45分～３時 15分 

ウクライナとロシアの文化史的一

側面－色の文化史(２)－ 

３ 

12月 17日(土) 

午後１時～４時 

※集合・解散は、神戸市営地下

鉄海岸線中央市場駅改札口 

田辺先生と歩く兵庫津(フィールド

ワーク) 

兵庫津周辺・県立兵庫津

ミュージアム(神戸市兵

庫区) 

◎対  象 市内在住、在勤、在学の人   ◎定員 50人(先着順) 

◎申  込 ９月 17日(土) 午前９時から同館で受付開始 ※月曜日休館 

◎受 講 料 １・２回のみ参加＝1,000円 全３回参加＝1,500円(第３回は別途交通費等が必要) 



 

 

○問 AKB(赤穂・上郡・備前)フォトウェディング実行委員会 

 ℡０８０－５３０７－１２８５(水野) FAX４５－３５１３ MAILakbenmusubi@yahoo.co.jp 

令和４年度東備西播定住自立圏民間イベント事業として、AKB(赤穂・上郡・備前)縁結び婚活事業

を実施します。蕎麦打ち体験で親睦を深めながら、楽しい出会いの時間を過ごしませんか。 

 

◎日  時 ９月 25日(日) 午前 10時～午後３時 

◎場  所 酒蔵ギャラリーひがし蔵(赤穂郡上郡町上郡 825) 

◎対  象 赤穂市、上郡町、備前市在住または移住希望のおおむね 30～45歳の未婚男女各６人 

      ※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

◎参 加 費 男女とも 3,500円 

◎申込方法 ９月 15日(木)までに同委員会にお申し込みください。 

◎そ の 他 今後も圏域内で様々な婚活イベントの開催を予定しています。「AKB縁結び倶楽部」に

ご登録いただくと LINEまたはメールで随時情報をお送りします。登録方法については、

同委員会にお問い合わせください。 

 

９月の主な無料相談 

女性問題相談 

日時：毎週火～金曜日 午後１時～４時(祝日・年末年始を除く) 

場所：市民会館３階 女性交流センター 

※電話相談は、午後１時～４時の間に同センターにお電話ください。 

※面接相談は、９月２日(金)・16日(金) 午後１時～４時【要予約】 

○問女性交流センター ℡43-7800 

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

人権相談 

日時：９月 12日(月) 午前 10時～正午 

場所：市役所１階 市民対話課(受付) 

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

法律相談【要予約】 

日時：９月 14日(水)・28日(水) 午後１時半～４時半 

場所：市役所１階 市民対話課(受付) 

○問市民対話課 まちづくり係 ℡43-6818 FAX43-6810 

社会保険労務士による

年金相談 

日時：９月 15日(木) 午後１時半～４時 

場所：市役所２階 201会議室 

○問医療介護課 国保年金係 ℡43-6813 FAX43-6892 

金融(事業資金)相談、パ

ソコン相談、創業・経営

相談 

事業をしている人または創業予定者を対象に各種相談に応じます。 

日時：９月 20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） 

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

 

 


