
            
令和５年１月２５日号掲載内容 

  
 

 

○問商工課 ℡43-6838 FAX46-3400 

 物価高騰の影響を受けている市内事業者と生活者を支援するため、市内のキャンペーン対象店舗

でキャッシュレス決済サービス「PayPay」を利用して買い物をすると、決済金額の最大 20％の PayPay

ポイントが付与されるキャンペーンを実施します。詳しくは、市ホームページをご確認ください。 

◎キャンペーン実施期間 

２月１日(水)～28日(火) ※キャンペーンは早期に終了することがあります。 

◎付与されるポイント 

１回 1,000ポイントを上限に、期間中最大 5,000ポイントを付与します。 

 

【PayPayの利用方法に関する問い合わせ】 PayPayカスタマーサポート窓口 ℡0120-990-634 

 

 

 

○問教育委員会 こども育成課 ℡43-7065 FAX43-6895 

◎募集人数 

赤穂幼稚園 10人(うち通常利用枠２人、預かり保育利用枠８人) 

塩屋幼稚園 17人(うち通常利用枠 10人、預かり保育利用枠７人) 

尾崎幼稚園 11人(うち通常利用枠４人、預かり保育利用枠７人) 

※募集人数を超えた場合、預かり保育利用枠は保育の必要性に基づき決

定し、通常利用枠は抽選で決定します。 

◎受付期間 ２月６日(月)～17日(金) 必着 

◎そ の 他 詳しくは、市ホームページをご確認ください。 

 

・PayPay で最大 20％戻ってくるキャンペーン……１ 

・市立幼稚園３歳児保育の園児を追加募集………１ 

・赤穂市都市計画マスタープラン(案)の 

パブリックコメント募集………２ 

・中央公民館サークル登録説明会のお知らせ……２ 

・生ごみ堆肥化容器等購入助成制度のお知らせ…２ 

・赤穂市史史料集第９集発刊……………………３ 

・マイナンバーカードの出張受付窓口開設……３ 

・県障害者のじぎくスポーツ大会参加者募集…３ 

・赤穂軽トラ朝市開催日のお知らせ……………３ 

・自筆証書遺言書保管制度………………………４ 

・２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 

預かり保育とは 
保護者が仕事などで

昼間家庭にいない場合、

通常保育以外の時間(午

前７時半～午後６時)で

園児を預かります。 

※利用には「保育を必要

とする事由」が必要で

す。求職活動は事由とし

て認められません。 



 

 

○問都市計画課 ℡43-6827 FAX43-6974 メール tosikei@city.ako.lg.jp 

 赤穂市都市計画マスタープランを改定するにあたり、市民の皆さまのご意見(パブリックコメン

ト)をお寄せください。マスタープラン(案)は、市ホームページに掲載するほか、市役所２階都市計

画課および各地区の公民館で閲覧できます。  
募集期間 １月 24日(火)～２月 22日(水) 必着 

意見を 

提出できる人 

市内に在住、在勤、在学の人、または市内に事務所や事業所などがある

法人、団体など 

意見の提出方法 

マスタープラン(案)に対する意見と住所、氏名(フリガナ)または団体名

(代表者名記載のこと)、電話番号を記入のうえ、当課まで持参(開庁日の午

前８時半～午後５時 15分)、郵送、FAX、メールのいずれかの方法で提出し

てください。(書式自由) 

提出された意見の 

取り扱い 

 提出された意見の概要と検討結果は、市ホームページ等で公表します。 

 提出者の住所、氏名、電話番号等は公表しません。 

 内容が類似する意見は、取りまとめて公表することがあります。 

 提出された意見に対する個別の回答は行いません。 

 

 

 

○問中央公民館 ℡43-7450 FAX43-8440 

令和５年度に中央公民館で活動するサークルの登録説明会を次のとおり実施しますので、登録を

希望する団体の代表の方は出席してください。 

 

◎日  時 ２月５日(日) 午前 10時～ 

◎場  所 市民会館２階 中会議室 

 

 

 

○問美化センター ℡42-3841 FAX42-3486 

市では、生ごみの減量・資源化を推進するため、ご家庭で「生ごみ堆肥化容器」または「生ごみ

処理機」を購入する際の助成制度を設けています。 

なお、制度の利用にあたっては、必ず、事前に美化センターまでご相談ください。購入後の申請

は、助成の対象になりませんので注意してください。 
 

生ごみ堆肥化容器 一世帯につき２個まで、購入金額の２分の１を助成(上限額３千円)  
生ごみ処理機 一世帯につき１台まで、購入金額の２分の１を助成(上限額２万円) 

※１００円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 

 

本年度の申請受付は、３月 10日(金)までとなっています(助成金がなくなり次第受付終了)。来年

度の申請受付は、４月３日(月)からの予定です。 

 

 



 

 

○問教育委員会 市史編さん担当 ℡・FAX43-6848 

第９集は、明治 25(1892)年７月に千種川流域の町村を襲った大水害の被害や復旧の状況を記録し

た「明治二十五年赤穂郡洪水史」を全文収録しています。また、付録として、江戸時代から明治時

代に至る自然災害に関する史料を、さまざまな記録から抄 出
しょうしゅつ

して収録しています。過去の災害記

録から今後の防災の取り組みに活かしていただければ幸いです。 

◎書  名 「赤穂市史史料集」第９集(明治二十五年赤穂郡洪水史) 

◎発 売 日 ２月６日(月) 

◎頒布
はん ぷ

価格 １冊４００円(送本希望の場合、１冊あたり送料３００円) 

◎頒布場所 教育委員会市史編さん室(市民会館西隣の旧図書館１階) 

 

 

 

○問市民課 戸籍係 ℡43-6819 FAX43-6891 

マイナンバーカードの出張受付窓口では、その場で写真を撮影して、約 10分で簡単に手続きでき

ます。最大２万円分のマイナポイントがもらえるカードの申請期限は２月末までとなっていますの

で、この機会に申請してください。 

◎日  時 ２月 10日(金) 午前 10時～午後２時 

◎場  所 市民会館１階 第４会議室 

※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。 

 

 

 

○問社会福祉課 障がい福祉係 ℡43-6833 FAX45-3396 

◎予定競技種目(１人につき１競技のみ出場可) 

陸上競技、水泳、卓球、サウンドテーブルテニス(視覚）、フライングディスク、ボウリングなど 

◎参加資格(以下の条件をすべて満たす人) 

・障がい者手帳の交付を受けている ・市内在住 ・６歳以上(令和５年４月１日現在） 

・在籍する施設・学校・団体等がない、またはそれらからの出場ができない 

◎参 加 費 無料(ボウリングのゲーム代および貸靴代・昼食代等は実費負担) 

◎申込期限 ２月 15日(水) 

※詳しい日程、開催場所等については、確定し次第、申し込みのあった人にお知らせします。 

 

 

 

○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。 

場所 日時 

大津くろがねの里 ２月 12日(日) 午前９時～11時 

ＪＡ兵庫西 旧坂越支店 ２月 12日(日) 午前９時～10時 

主婦の店 尾崎店 ２月 18日(土) 午前９時半～正午 

坂越ふるさと海岸広場 ２月 26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。 



 

 

○問神戸地方法務局龍野支局 ℡0791-63-3221(案内４番) FAX0791-63-3222 

あなたの遺言書、自宅等で保管していませんか？ 

自宅等で保管している遺言書は、あなたの死亡後、相続人等に発見されなかったり、改ざんされ

たりするおそれがあります。そうしたトラブルを防ぐため、法務局で遺言書を預かり、厳重に管理

する「自筆証書遺言書保管制度」という安心な制度があります。 

 あなたの死亡後に起こるかもしれない遺産をめぐるトラブルを防ぎ、円満に相続する一つの手段

として、本制度をぜひ利用してください。 

 

２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、２月 17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：２月６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 FAX 43-6810 

法律相談【要予約】 

日時：２月８日(水)・22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：２月 16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 

おおむね 15歳から 49歳の求職者やその保護者からの相談に専門家が応

じます。定員は３人(先着順)です。 

日時：２月 16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 

労務・社会保険相談 

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：２月 21日(火) 午後１時～４時 

場所：赤穂商工会館３階 小研修室ほか(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 

 


