
          
 

 

令和４年１１月２５日号掲載内容 

 

 

 

 

○問商工課 ℡４３－６８３８ FAX４６－３４００ 

あこう地域応援プレミアム付商品券の利用期限は、12月 31日(土)までです。期限を過

ぎると利用できませんので、ご注意ください。最新の利用可能店舗は、商品券ホームペ

ージでご確認ください。 

 

 

 

○問区画整理課 ℡４３－６８２９ FAX４３－６８９２ 

西播都市計画事業浜市土地区画整理事業の事業計画第７回変更(案)を縦覧に供します。この変更

(案)に意見のある利害関係人は、12月 22日(木)まで兵庫県知事宛に意見書を提出できます。 

◎縦覧期間 11月 25日(金)～12月８日(木) 午前８時半～午後５時 15分 

◎縦覧場所 市役所２階 区画整理課 

 

 

 

○問秘書広報課 ℡４３－６８７０ FAX４３－６８２２ 

◎日  時 令和５年１月４日(水) 午前 11時～ 

◎場  所 赤穂ロイヤルホテル 

◎会    費 千円(申込時に納付してください) 

◎締    切 12月 14日(水) 

◎申 込 先 (市役所)秘書広報課・市民対話課、赤穂商工会議所 

※当日配布する名簿には、氏名および役職名のみ登載します。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、飲食はありません。 

・あこう地域応援プレミアム付商品券…………１ 

・縦覧のお知らせ…………………………………１ 

・令和５年新年交礼会のご案内…………………１ 

・市立小・中学校講師登録のお願い……………２ 

・年末の交通事故防止運動………………………２ 

・12 月３日～９日は「障がい者週間」…………２ 

・美術工芸館 臨時休館のお知らせ………………２ 

・人権意識を高めましょう………………………３ 

・人権・男女共同参画フォーラムの講師変更…３ 

・赤穂軽トラ朝市開催日のお知らせ……………３ 

・県保険医協会 健康情報テレホンサービス……４ 

・放送大学 入学生募集のお知らせ………………４ 

・12 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 



 

 

○問学校教育課 ℡４３－６８６０ FAX４３－６８９５ 

 市教育委員会では、市内の小学校または中学校で勤務できる臨時講師および臨時養護教諭の登録

を随時受け付けています。学校で教員の欠員補充や追加配置が必要になった場合、登録者を臨時職

員として配置します。資格をお持ちの人はぜひお申し込みください。 

◎必要資格 小学校または中学校の教員・養護教諭・栄養教諭のいずれかの免許 

      ※免許の有効期限が切れている場合は、ご相談ください。 

◎申込書類 写真付き履歴書(任意様式) 

◎申 込 先 学校教育課 

 

 

 

○問危機管理担当 ℡４３－６８６６ FAX４３－６８９２ 

12月１日(木)～10日(土)まで、年末の交通事故防止運動を実施します。午後４時以降、早めのラ

イト点灯を心がけるなど、市民一人ひとりが交通ルールを守り、悲惨な交通事故が発生することの

ないように心がけましょう。 

◎スローガン 「やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道」 

◎運動重点 

①子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保 

②安全運転意識の向上 

③自転車の交通安全 

④飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

⑤夕暮れ時と夜間の交通事故防止 

 

 

 

○問社会福祉課 ℡４３－６８３３ FAX４５－３３９６ 

広く障がいのある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が社会、経

済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、「障がい

者週間」が定められています。 

 

■障がい者週間ともに考える市民のつどい 

◎日  時 12月３日(土) 午後１時半～４時 

◎会  場 総合福祉会館３階 集会室 

◎対  象 １５０人(事前申込制) ※入場無料 

◎内  容 福祉作文入賞者発表 

記念講演「相模原障がい者無差別殺傷事件から６年を経て 

     障がいのある方と共に暮らす共生社会とは 

     ～これからわたしたちがすべきこと～」 

(講師 津久井やまゆり園家族会 前会長・尾野 剛司 氏) 

◎主  催 赤穂市社会福祉協議会 

℡４２－１３９７ FAX４５－２４４４ メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp 

 

 

 

 
○問市立美術工芸館 田淵記念館 ℡・FAX４２－０５２０ 

◎臨時休館 12月５日(月)、令和５年３月１日(水) 



 

 

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

■12月４日(日)～10日(土)は「人権週間」です 

人権啓発キャッチコピー「『誰か』のこと じゃない」 

 人権週間にあわせて、特設人権相談所を開設します。皆さまが普段これは人権問題ではないかと

感じることや悩みごとがありましたら、どうぞご利用ください。 

◎日  時 12月５日(月) 午後１時～４時 

◎相談場所 市役所会議室 

◎受  付 市民対話課 

◎相 談 員 人権擁護委員 

 

■12月 10日(土)～16日(金)は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です 

 平成 18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行

され、この問題についての国民の関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」が定め

られました。 

 

 

 

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

 12月 17日(土)に開催を予定している人権・男女共同参画フォーラムの講師が、アマデウス大西

氏から京大卒大道芸人たっきゅうさん氏に変更になりました。 

 

■人権・男女共同参画フォーラム 

◎日  時 12月 17日(土) 午後１時半～ 

◎場  所 文化会館 赤穂化成ハーモニーホール(小ホール) 

◎内  容 人権作文・標語・ポスターコンテスト表彰式 

      講演会「わたしもあなたも輝くイキイキ人生」 

(講師 京大卒大道芸人たっきゅうさん 氏) 

◎定  員 200人(先着順・要事前申し込み) 

◎参 加 費 無料 

 

 

 

○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 12月 11日(日) 午前９時～10時 

大津くろがねの里 12月 11日(日) 午前９時～11時 

主婦の店 尾崎店 12月 17日(土) 午前９時半～正午 

坂越ふるさと海岸広場 12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。 



 

 

 
○問兵庫県保険医協会 ℡０７８－３９３－１８４０ FAX０７８－３９３－１８２０ 

兵庫県保険医協会・健康情報テレホンサービスでは、開業医監修の約３分間の健康・医療情報を

下記の電話番号で放送しています。曜日ごとにテーマを変え、午前９時半～翌日午前９時半まで 24

時間いつでも聞くことができます。 

 

通話料無料 ０１２０－９７９－４５１ 

※携帯電話・PHSからは利用できません。 

 

兵庫県保険医協会のホームページ 

からもご覧いただけます。 

 

 

 

 
○問姫路サテライトスペース ℡０７９－２８４－５７８８ FAX０７９－２８４－５８１２ 

当大学では、心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、３００以上の授業科目が

あり、テレビやインターネットで１科目から学ぶことができます。資料請求は無料です。 

◎出願期間 (第１回) 令和５年２月 28日(火) まで (第２回) 令和５年３月 14日(火) まで 

 

12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、12月 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 

法律相談【要予約】 

日時：12月 15日(木)・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 

姫路年金事務所出張年

金相談【要予約】 

日時：12月８日(木) 午前 10時半～午後３時 

場所：市役所１階 医療介護課(受付) 

※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 

日時：12月 15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：12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 

【12月のテーマ】※12月 27日(火)まで 

月 伝染性紅斑(リンゴ病) 

火 乳歯の虫歯は永久歯に影響するの？ 

水 気胸について 

木 EDの治療薬 

金・土・日 医薬品の供給不足問題について 


