
          
 

 

令和４年９月２２日号掲載内容 

 

 

 

○問市民病院総務課 ℡４３－６４１４ FAX４３－０３５１ 

 

職種 募集人数 業務内容等 給料等 

管理栄養士 

○要管理栄養士資格 
若干名 

【勤務内容】 

患者の栄養管理、給食管理、チーム医

療に関する業務など 

【勤務時間】 

平日午前８時 20分～午後５時５分 

月給199,704～206,382円 

※地域手当含む。 

看護助手 若干名 

【勤務内容】 

入院患者の介助、搬送や薬剤の運搬な

ど 

【勤務時間】 

週５日シフト制 ７時間 45分勤務 

月給152,428～156,774円 

※地域手当含む。夜勤手

当等あり。 

医師事務作業補助

(パートタイム) 
若干名 

【勤務内容】 

電子カルテへの入力など 

【勤務時間】 

平日午前８時 30分～午後４時 30分 

月給139,878～144,186円 

※地域手当含む。 

 

◎採用予定 随時 

◎任用期間 令和５年３月 31日まで(勤務状況等により引き続き任用される可能性があります。) 

◎採用試験 書類選考・面接(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してください。 

・会計年度任用職員(市民病院)募集…………１ 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ出張申請サポート窓口………２ 

・10 月１日から兵庫県最低賃金が 960 円に改正…２ 

・「あこう認知症カフェ」開催…………………２ 

・赤穂軽トラ朝市開催日のお知らせ……………２ 

・「オクトーバーラン＆ウォーク 2022」募集……３ 

・「暮らしを楽しむ手づくり講座」募集………３ 

・「えん(塩)結び・赤穂の結婚式」募集……３ 

・県立ものづくり大学校入校生募集……………４ 

・10 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 



 

 

○問市民課戸籍係 ℡４３－６８１９ FAX４３－６８９１ 

令和５年３月までに出張申請サポート窓口ではじめてマイナンバーカードを取得された人に対し

て、５００円分のＱＵＯカードを進呈します。数に限りがありますので、早めにご申請ください。 

※最大２万円分のマイナポイントをもらうための交付申請期限が 12月末まで延長されました。 

 

◎出張申請サポート窓口 

10月 11日(火) 午前 10時～午後２時 総合福祉会館１階 

※予約優先制です。電話または予約サイトからお申し込みください。 

 

 

 

○問商工課 ℡４３－６８３８ FAX４６－３４００ 

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。詳しくは、以下の

窓口にお問い合わせください。 

兵庫労働局労働基準部賃金室(℡０７８－３６７－９１５４ FAX０７８－３６７－９１６５) 

相生労働基準監督署(℡０７９１－２２－１０２０ FAX０７９１－２２―１０２１) 

【助成金などの支援相談・申請窓口】 

相談 業務改善助成金コールセンター    ℡０１２０－３６６－４４０ 

申請 兵庫労働局雇用環境・均等部企画課  ℡０７８－３６７－０７００ 

FAX０７８－３６７－９０５０ 

 

 

 

○問地域包括支援センター ℡４２－１２０１ FAX４２－１２６０ 

「あこう認知症カフェ」では、市内の認知症カフェを紹介するとともに、認知症について考える講

座を開催します。講座のテーマは、「認知症の方が地域で安心して暮らし続けるために」で、参加費

は無料です。認知症やその支援について興味のある方はぜひご参加ください。 

◎日 時 等 10月 20日(木) 午後１時半～３時 総合福祉会館３階 集会兼運動指導室 

◎申込方法 10月 17日(月)までに電話でお申し込みください。(定員 30人) 

 

 

 

○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。 

場所 日時 

ＪＡ兵庫西 旧坂越支店 10月９日(日) 午前９時～10時 

大津くろがねの里 10月９日(日) 午前９時～11時 

主婦の店 尾崎店 10月 15日(土) 午前９時半～正午 

坂越ふるさと海岸広場 10月 23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。 



 

 

○問スポーツ推進課 ℡４３－６８６９ FAX４３－６８９５ 

 10月の１か月間、専用のスマホアプリで記録したウォーキングの歩数やランニングの距離を、個

人間や全国の市区町村間で競い合う、参加費無料のオンラインイベントです。当市も「スポーツ都

市宣言のまち」として、全国市区町村対抗戦にエントリーしています。 

家族や友人同士で参加して、ランキング上位を 

目指しましょう！ 

 

イベントの詳細や参加方法については、 

ホームページをご確認ください。 

https://arbeee.net/pj/octoberrun2022 

 

 

 

 

○問中央公民館 ℡４３－７４５０ FAX４３－８４４０ 

この講座では、クリスマスやお正月の飾りものなどを作ります。季節に合わせて、暮らしを彩る

手づくりのものを飾って楽しみましょう。講師は、木目込こてまりの会の久野
ひさの

氏です。 

◎日  程 11月８日(火)、22日(火)、12月６日(火)の全３回 午前９時半～11時半 

◎場  所 中央公民館 

◎対  象 市内在住・在勤・在学の 18歳以上の人 

◎参 加 料 １，０００円(別途、材料費が必要) 

◎定  員 20人(先着順) 

◎申込期間 10月 12日(水)～28日(金) 午前９時～午後５時(月曜日休館) 

 

 

 

○問加里屋城下町ウェディング実行委員会 

℡０８０－５３０７－１２８５(水野) FAX４５－３５１３ 

『「日本第一」の塩を産したまち 播州赤穂』「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船

寄港地・船主集落～」２つの日本遺産があるまちで、すてきな結婚式を挙げませんか？ 

 

【赤穂お城ウェディング(１組限定)】 

12月４日(日)に、大石神社で挙式、人力車で花嫁道中、赤穂城跡内でセレモニーを行う特別なプ

ランです。申込締切は、10月８日(土)です。 

特典１ 費用の割引(衣裳・着付け・ヘアメイク代の一部を実行委員会が負担) 

特典２ 無料オプション(紅白もちのふるまい・花束贈呈・折り鶴シャワー・新郎新婦対象の「赤穂

段通体験」または「塩づくり体験」・カメラマン(データ渡し)・司会) 

※その他ご希望で、伝統文化(長持ち唄・恵比寿大黒舞の披露など)でのお祝いも可能です。 

 

【フォトウェディング(２～３組)】 

「北前船の寄港地・坂越」「恋人の聖地・赤穂御崎」「加里屋城下町」など、赤穂の映えるスポット

で撮影するプランです。撮影時期・場所については、相談に応じます。申込締切は、10月 31日(月)

です。 

特典 費用の割引(衣裳・着付け・ヘアメイク代の一部を実行委員会が負担) 

 

※本事業は、令和４年度西播磨県民局「地域づくり活動応援事業」として実施します。 



 

 

○問県立ものづくり大学校 ℡０７９－２４０－７０７７ FAX０７９－２８１－６６２６ 

ものづくり現場を支える住宅系・金属系・機械系に分類される７コースで、令和５年度入校生を

募集します。見学は随時受け付けしています。 

 

◎募集コース 

 住宅系 住宅設備コース(15人)、木造建築コース(15人) 

 機械系 機械加工コース(15人)、機械製図・工作コース(10人) 

 金属系 溶接コース(15人)、金属塗装コース(15人)、ものづくり複合コース(10人) 

※()内は定員 

◎対 象 者 高等学校等新規学卒者または 18歳以上の求職者 

      ※ものづくり複合コースは 15歳以上、機械製図・工作コースはおおむね 55歳未満 

◎訓練期間 令和５年４月 11日(火)～令和６年３月 13日(水) 

◎出願期間 10月３日(月)～13日(木) 

◎選 考 日 10月 20日(木) 

◎試験内容 面接・学力試験(国語・数学) 

◎授 業 料 無料(別途、諸経費および検定受検料等が必要) 

 

10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、10月 21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 

法律相談【要予約】 

日時：10月 12日(水)・26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 

姫路年金事務所出張年

金相談【要予約】 

日時：10月 27日(木) 午前 10時半～午後３時 

場所：市役所２階 204会議室 

※相談予約は、姫路年金事務所へ ℡079-224-6382(案内１番) 

○問医療介護課 国保年金係 ℡43-6813 FAX43-6892 

ひめじ若者サポートス

テーションによる若者

就業サポート相談 

おおむね 15～49歳の求職者やその保護者からの相談に応じます。 

日時：10月 20日(木) 午後１時半～ 午後２時半～ 午後３時半～ 

場所：加里屋まちづくり会館 

○問商工課 ℡43-6838 FAX46-3400 

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：10月 18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 

 


