
          
 

 

令和５年２月２４日号掲載内容 

 

 

 

 

○問上下水道部 総務課 ℡43-6888 FAX43-6872 

委託期間 募集人数 応募資格 委託料(見込) 

令和５年５月～ １人程度 

下記の条件をすべて満たす人 

 市内在住 

 単車で検針可能 

 長期継続可能 

月額８万円程度 

(件数により増減あり) 

 

◎採用試験 ４月 14日(金) 午前 10時から、市役所２階会議室で面接試験を実施します。 

◎応募方法 

市役所２階の当課窓口で配布する応募申込書兼履歴書に必要事項を記入し、４月７日(金)までに

同窓口に提出してください。(受付時間：午前８時半～午後５時 15分) 

なお、業務内容等を記載した書類を同窓口に準備していますので、応募前にご確認ください。 

 

 

 

○問赤穂市青少年育成センター ℡43-7851 FAX43-7823 

 市内の小中学校で勤務できるスクールソーシャルワーカーを募集します。勤務条件等については、

当センターにお問い合わせください。 

◎募集人数 １人程度 

◎応募資格 精神福祉士または社会福祉士の資格を有する人 

◎応募期限 ３月 17日(金) 

 

・水道メーター検針事務受託者募集………………１ 

・スクールソーシャルワーカー募集………………１ 

・千寿園の教養講座参加者募集……………………２ 

・兵庫ゆずりあい駐車場利用証交付………………２ 

・赤穂市高齢者見守りネット協定事業者募集……３ 

・赤穂市男女共同参画審議会開催…………………３ 

・介護者リフレッシュ交流会開催………………３ 

・赤穂軽トラ朝市開催日のお知らせ……………３ 

・AKB(赤穂・上郡・備前)縁結び婚活事業………４ 

・３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 



 

 

○問社会福祉課 いきがい福祉総務係 ℡43-6809 FAX45-3396 

総合福祉会館内にある千寿園では、60歳以上の人を対象に教養講座を開催しています。受講を希

望される人は、当課にお申し込みください。 

 

講座名 開催日 時間 講座名 開催日 時間 

お茶 第１・３月曜日 正午～午後５時 民踊 第２・４金曜日 午前 10時～正午 

将棋 

毎週火曜日 

午前 10時～ 

午後４時半 

刺しゅう 第１・３水曜日 午後１時～４時 

第２土曜日 ちぎり絵 第１月曜日 午前９時～正午 

囲碁 

毎週火曜日 料理 第３金曜日 
午前９時半～ 

午後１時 

第２土曜日 

大正琴 第１・４水曜日 

(経験者) 

午前９時～10時半 

日舞 第１・３金曜日 午前 10時～正午 

(初心者) 

午前 10時半～ 

午後０時 20分 

民謡 

第２月曜日 

午後１時～４時 

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ 第２・４月曜日 午前９時半～正午 

偶数月の 

第４月曜日 
   

※開催日が祝日の場合など、一部日程を変更することがあります。 

 

 

 

○問社会福祉課 いきがい福祉総務係 ℡43-6809 FAX45-3396 

 

障がいのある人などのための駐車スペースを適正にご

利用いただくため、県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利

用証」を交付しています。 

 

利用証の交付対象者は、身体・知的・精神に障がいのあ

る人、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで歩行が困

難な人です。 

 

利用証の交付を希望される人は、歩行が困難なことが確

認できる書類(障害者手帳、特定医療費受給者証、介護保

険被保険者証、母子健康手帳など)を持参のうえ、当課窓

口でお申し込みください。 

※申請書は同窓口または県ホームページにあります。 

 

◎対象となる駐車施設 

公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐

車場」の案内標示がある駐車区画です。利用証は、他府県が実施する同様の制度の

駐車場でも利用できます。 

※対象施設については、右記の県ホームページでご確認ください。 

 



 

 

○問社会福祉課 いきがい福祉総務係 ℡43-6809 FAX45-3396 

高齢者の見守り体制を拡充するため、市と協定を締結していただける民間事業者を募集していま

す。協定事業者の一覧は、市ホームページで確認できます。(１月 31日現在、73事業者(103店舗)) 

 

【赤穂市高齢者見守りネット】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、市と民間事業者が連携し

て見守りを行う仕組み。協定事業者は日々の業務の中で高齢者の見守り活動を行い、異

変に気づいた時には市に通報することで、支援が必要な高齢者の早期発見につなげます。 

 

 

 

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

◎日  時 ３月 17日(金) 午後３時～ 

◎場  所 市役所６階 大会議室 

◎内  容 令和４年度実施事業について、令和５年度事業計画について、その他 

◎傍聴定員 10人(先着順) 

◎申し込み方法 

開催時間の 15分前までに、傍聴申込票に住所、氏名を記入して申し込んでください。傍聴すると

きは、必ずマスクを着用のうえ、会場内の指示に従ってください。 

 

 

 

○問地域包括支援センター ℡42-1201 FAX42-1260 

自宅で介護をされている人同士で交流して、リフレッシュしませんか？ 

無料の講演会も実施します。気軽にご参加ください。 

◎日  時 ３月 23日(木) 午後１時半～３時 

◎場  所 総合福祉会館３階 集会兼運動指導室 

◎講  演 「コミュニケーション方法について」 ＮＰＯ法人いねいぶる 宮崎 宏
ひろ

興
おき

 氏 

◎定  員 30人(先着順) 

◎申し込み方法 ３月 15日(水)までに当センターにお申し込みください。 

 

 

 

○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 ３月 12日(日) 午前９時～10時 

大津くろがねの里 ３月 12日(日) 午前９時～11時 

主婦の店 尾崎店 ３月 18日(土) 午前９時半～正午 

坂越ふるさと海岸広場 ３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 AKB(赤穂・上郡・備前)フォトウェディングプロジェクト実行委員会 

℡080-5307-1285(水野) FAX45-3513 メール akbenmusubi@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、若い人たちに出会いの場を提供するイ

ベントを開催します。 

■婚活に向けて自己診断会～まずは自分を知ろう～ 

◎日  時 ３月 21日(火・祝) 午後１時～４時 

◎場  所 ひなせうみラボ１階 多目的室(備前市日生町日生 3518-5) 

◎内  容 才能発掘鑑定、カラーセラピーなど 

◎対  象 ２市 1町に在住または移住の意思があり、婚活に興味のある人 

◎定  員 12人(先着順) 

◎参 加 費 3,000円(ワンドリンク付き) 

◎申込期限 ３月 15日(水) 

 

■Spring 恋活 in びぜん～はじまりの予感💛出会いの春～ 

◎日  時 ３月 25日(土) 午後１時～４時 

◎場  所 地ビールレストラン レマーニ(備前市吉永町岩崎 741) 

◎内  容 れんが建築が建ち並ぶ「れんが広場」の散策、レクリエーション(クイズなど) 

◎対  象 ２市 1町に在住または移住の意思のある、おおむね 25～40歳の独身の男女各 10人 

◎参 加 費 男女とも 2,500円(スイーツ＆ワンドリンク付き) 

◎申込期限 ３月 15日(水) ※応募多数の場合は抽選 

 

３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、３月３日(金)・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 

法律相談【要予約】 

日時：３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 

社会保険労務士による

年金相談 

日時：３月９日(木) 午後１時半～４時 

場所：市役所１階 医療介護課(受付) 

○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：３月 22日(水) 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 

 


