
広 報広 報

No.837No.837
令和３年９月10日発行令和３年９月10日発行

20212021

9



写真①　記念式典は陸上自衛隊第３音楽隊による演奏で幕を明けました。

写真② 　70 周年記念表彰。市長より市政に功績のあった方々に、市政特別功労者顕彰、市政特

別感謝状、市政功労者感謝状を贈りました。

写真③　荒木兵庫県副知事より、来賓を代表して祝辞をいただきました。

写真④　赤穂観光大使の黄梅院住職小林太玄氏による記念講演が行われました。 ４

１

２

３

令和３年（２０２１年）９月１日
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　「忠臣蔵のふるさと」そして「塩」と「北前船」の２つの日本遺産を持つ赤穂市は、昭和 26 年９月１日

に赤穂町、坂越町、高雄村の合併により兵庫県下 13 番目の市として誕生し、その後、有年村、福浦地区の

合併編入を経て、令和３年９月１日に市制施行 70 周年を迎えました。

　本市の中央を流れる千種川は、名水百選にも選ばれ、その清らかな水面に木々の緑を映し、空の青さをた

たえ陽光きらめく播磨灘へと穏やかに注ぎこみます。この美しい景観は、70 年という歳月を経ても変わる

ことなく、私たちに豊かな恵と大きな誇りを与え続けてくれています。その他にも本市には、古代遺跡が多

く残る北部、港町として栄えた東部、旧城下町として発達した中心部、そして塩田開発によって開かれた南

部があり、それぞれの魅力を活かしながら、産業と歴史・文化が調和した住みやすいまちとして発展してま

いりました。

　先人たちから引き継いだバトンを確かに次世代へつないでいくために、本年度スタートした２０３０赤穂

市総合計画の将来像である「自然と歴史に育まれ 笑顔と希望あふれる 活力のあるまち」の実現に向けて市

民の皆さまと一緒に歩んでまいりますので、今後とも、一層のご支援を賜わりますようお願い申し上げます。

　この記念すべき日が、本市のさらなる飛躍への第一歩となり、皆さまがふるさとへの誇りと愛着をさらに

深めていただくきっかけとなりますようご期待申し上げますとともに、皆さまのご健勝とご多幸を心よりお

祈り申し上げます。

2021年 市制70周年

はばたけ未来へ 赤穂

市制施行　70周年を迎えました

市政特別功労者顕彰

　有田光一　赤穂市議会議員さらには市議会議長として市政の発展に尽くされました。

　樫本大進　ル・ポン国際音楽祭音楽監督として芸術文化の振興に尽くされました。

　亀井義明　地区自治会長さらには赤穂市自治会連合会副会長として市民福祉の向上に尽くされました。

　重松英二　赤穂市議会議員さらには市議会議長として市政の発展に尽くされました。

　住所知之　 赤穂市自治会連合会副会長また赤穂市公害等紛争調整委員会委員として市民福祉の向上に尽く

されました。

　高田國弘　地区自治会長また赤穂市青少年育成推進委員として市民福祉の向上に尽くされました。

　多田憲子　赤穂市選挙管理委員会委員長また民生委員児童委員として市民福祉の向上に尽くされました。

　田端智孝　赤穂市議会議員さらには市議会議長として市政の発展に尽くされました。

　永安　弘　赤穂市議会議員さらには市議会議長として市政の発展に尽くされました。

　豆田正明　赤穂市長として市政の発展に尽くされました。

　望月昌次　赤穂市消防団長として市民福祉の向上に尽くされました。

　涌元雅代　赤穂市スポーツ推進委員委員長また民生委員児童委員として市民福祉の向上に尽くされました。

市政の功労者に対し特別功労者顕彰・特別感謝状および功労者感謝状を贈呈

　市政に功績のあった方々に感謝の気持ちを表し、市政特別功労者の顕彰（12 名）をはじめ、特別感謝状（７

名）、功労者感謝状（319 名、11 団体）の贈呈を行いました。

（敬称略・五十音順）

市制施行 70 周年を祝い、９月１日に記念式典を挙行
　赤穂市は９月１日に市制施行 70 周年を迎えました。これを記念して荒木兵庫県副知事をはじめ、近隣市

町長などご来賓の隣席のもと、文化会館大ホールで記念式典を開催しました。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、規模縮小での開催となりましたが、出席者の皆さまとともに記念

すべき節目を祝い、赤穂市のさらなる飛躍を誓いました。

　式典では、長年にわたり市の発展にご貢献いただいた方々に、市政特別功労者顕彰及び特別感謝状並びに

功労者感謝状を贈呈しました。（受賞された方々は３～５ページに掲載）

　また、陸上自衛隊第３音楽隊による赤穂市歌などのオープニング演奏や赤穂観光大使の黄
おう

梅
ばい

院
いん

住職 小林

太
たい

玄
げん

氏による講演が行われ、式典に花を添えていただきました。

　そのほか、赤穂市の魅力を市内外へ発信するため、70 周年を記念し作成した赤穂市政ＰＲ動画を初披露

しました。

市長あいさつ
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市政特別感謝状

　木村音彦　高井 　中村文代　平野新作　邉見公雄　萬代新一郎　睦谷博

平野勝　福田洋三　古江實夫　旧林茂存　本田勝一　前田政一　前田護　松原貞　三島芳延　溝田泰司　

宮地信作　村下龍彦　牟礼宗弘　室井眞智子　目木敏明　門田昌弘　八木洋造　矢野喬司　山﨑昇　　　

山下周治　山下豊行　山田勝利　山本薫　渡代嘉継

●地域振興部門（11 団体）

　 アース製薬株式会社　あこう絵マップコンクール実行委員会　赤穂化成株式会社　有年駅周辺地区まちづ

くり協議会　尾崎のまちを考える会　加里屋川ふるさとの川整備連絡協議会　坂越のまち並みを創る会　

品川リフラクトリーズ株式会社　住みよい塩屋をつくる会　タテホ化学工業株式会社　株式会社日本海水

　掲記の事業については、新型コロナウイルス感染状況などにより、延期または中止する場合があります。

市制施行70周年記念事業のお知らせ
●問い合わせ先　企画政策課企画係　☎４３・６８６７　FAX４３・６８２２

　詳細は、広報やホームページなどを通じて順次紹介します。

事　　　　業 主管団体など

25日（土） 赤穂観月芸能の夕べ
中央公民館（市民会館）

☎４３・７４５０　FAX４３・８４４０

9月～ 3月 「まるごと赤穂城博」（歴史文化遺産活用推進事業）
文化財課

☎４３・６９６２　FAX４３・６８９５

９月
９月の実施予定

事　　　　業 主管団体など

1日（金）
～ 11月28日（日） 第60回赤穂市民文化祭

中央公民館（市民会館）
☎４３・７４５０　FAX４３・８４４０

2日（土）～ 31日（日）
民俗資料館　企画展

「命 ふたたび『古民具再生作品展』」【協賛】
（公財）赤穂市文化とみどり財団

9日（土） あこう　スポーツ＆健康フェスティバル
スポーツ推進課

☎４３・６８６９　FAX４３・６８９５

10日（日） 評論家 石 平氏 講演会【協賛】 山鹿素行研究会

13日（水）

～ 3月14日（月）

大嶋 黄谷 生誕２００年記念展 in 桃井ミュージアム

【協賛】
桃井ミュージアム

18日（月）

～ 11月27日（土）
ＪＲ赤穂線「70年の歩み」写真展【協賛】 吉栖 清美氏

21日（木）～ 24日（日） 赤穂市美術展
中央公民館（市民会館）

☎４３・７４５０　FAX４３・８４４０

29日（金）

～ 11月7日（日）
世界のこどもの本展

図書館
☎４３・０２７５　FAX４３・６２９１

10月
10月の実施予定

市政功労者感謝状

●総括部門（39 名）

　 明石元秀　有吉一美　家入時治　江見美里　大島靖彦　奥道義巳　籠谷義則　川本孝明　国澤一男　　　

小林篤二　宍戸一雅　竹内友江　武本敬子　谷山甫　釣昭彦　長岡壯壽　中西優　西田隆男　根来良一　

橋本勝利　林直樹　林賴夫　瓢敏雄　廣瀬充　藤本敏弘　北條脩　本田潤　松田正久　松原宏　松本隆博

眞殿二充　溝田忍　三谷幸雄　宮本邦夫　村阪やす子　山﨑正信　山田孝志　山手良友　横田則征

●教育部門（55 名）

　 赤井高之　赤井亨　尼子勝義　尼﨑博正　井口昌彦　入江秀史　氏平源吾　内田享　内田学　梅本邦夫　

上崎久美子　大嶋芬　大鷹正明　岡島三郎　起塚典子　折方啓三　柿本鈴子　金碇庄平　亀井利信　　　

亀井直就　木曽文人　木南寛　木村重圭　葛島好巳　黒田和司　黒田龍二　小西利夫　米谷安史　　　　

篠宮欣子　髙瀨愛子　髙瀬要一　田邊悦生　谷中進　田淵誠一　茶谷勝也　寺内多希子　冨田三惠子　　

長谷川徹　濱田学　久田秀子　平井正彦　葊畑誠　深井光浩　藤田晴基　正木善告　三木宏志　峯近高明

三宅一代　目木達也　森本晋平　山田昌弘　山本亮　山本亜生　横川晶子　渡邉節雄

●福祉部門（87 名）

　 穐本千津子　有田勝美　有田きみ子　池田正男　伊東康子　今井久美子　井本千代子　魚住昌生　　　　

浮田和子 丑田洋二　氏平美智子　浦池伸朔　太田史　大西則子　大西平八郎　尾﨑隆司　籠谷伸策　　

梶原聖志　柏原博子　金丸町子　亀井紀代子　川原洋三　河部登史子　木村繁滿　木村佳史　木本岩夫　

桐谷宙佳　久須暉　久須律子　小池りさ子　小島愛子　小島由美子　米谷康子　材木敏夫　斯波随覚　　

島田玲子　霜尾孝紹　末政埵眞子　炭田喜久美　髙木啓子　髙田裕弘　髙力久枝　谷正行　團増治　　　

釣本清司　出口卓　寺脇治夫　頭金彌壽子　鳥羽弘晃　虎津禎一　中道昭之　長棟千代子　中村眞理子　

中元龍己　中森逸彌　名田美佐枝　鳴神義量　西﨑要　沼田覚　野山貴久子　萩原博志　橋本チヅコ　　

長谷起世子　服部洋子　久野朝代　藤田佳子　前田一江　前原喜和子　槙美智代　松尾千ず子　真殿澄江

萬代一三　三島市雄　水野亮　溝口將　村上順照　本家洋史　森田珠惠　森田みよ子　安井絹代　　　　

山家志穂　山﨑悦男　山谷義光　山根寿美子　横山文子　横山菜穂子　米田絹子

●保健衛生部門（19 名）

　 今井眞治　小野成樹　菅野新治　北川佳永　小林枝美　實光章　津村文洋　寺田晋一郎　寺田祐三　　　

長棟勝代　 房幸一　 房龍生　馬場清志　平田一典　前川渉　水野和子　山田和子　山根知代子　　　

山本俊郎

●産業部門（25 名）

　 赤松長四郎　庵原喜助　岩野敏樹　大木慶生　大西龍彦　岡田房子　奥道芳博　酒谷明良　清山美千子　

髙田和郎　高見成志　團武司　中島正輝　橋本捷一郎　平岡登美子　葊門幸司　前田哲　松田光司　　　

水野純夫　宮﨑正光　柳原昭宏　山﨑靖夫　山田忠行　横山和弘　吉川克之

●消防公安部門（14 名）

　 大橋博文　籠谷健　後藤利樹　酒田宗一　土手一弘　富田義則　中総一郎　中西尙　中村裕彦　藤野高之

柳原義宏　山脇明男　横田孝敏　吉田清光

●自治振興部門（80 名）

　 秋山義之　尼子公一　池田勝 　伊多義典　植村洋輔　梅本弘幸　江端正雄　大河廣明　大崎清　　　　

大鹿雄康　太田孝雄　大野重德　岡榮　岡野良治　沖知道　加賀宏之　笠木大海　柏野幸男　勝田三好　

角岡一賴　金谷芳紀　鎌田正彰　河西義勝　河原忠善　木虎春男　木村繁之　國重正義　粂田幸男　　　

黒田慶二　光庵豊一　小林達郎　米谷豊彦　榊敏　佐藤正明　澁谷守　嶋田健剛　島田裕弘　清水政幸　

末政拓雄　高田耕吉　田川芳弘　竹本隆　谷口重雄　寺井秀光　寺田耕二　頭巾嘉葊　内藤茂男　　　　

永石正勝　長田進　中村政好　西江紘一郎　西川瑞穂　橋本博幸　畑中靖之　浜野好正　平野孝昭　　　

はばたけ未来へ 赤穂
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　赤穂市水道の水源地域について保全涵養を図るとともに、水質の汚濁及び水源の枯渇を防止するため、赤

穂市水道水源保護条例に基づき赤穂市水道水源保護審議会を開催し「水源保護地域」を指定しました。

　指定地域内で対象となる事業を行う場合は、届け出が必要になります。

　なお、対象事業や手続きの方法など、詳細については、赤穂市ホームぺージで確認してください。

●問い合わせ先　上下水道部水道課　☎４３・６８８９　FAX４５・２９１０

「水源保護地域」を指定しました

赤穂市水道水源保護条例
水源保護地域指定図

赤穂市ホームぺージ

「赤穂市水源保護地域の指定について」▷

「暗号資産の投資話に気をつけて！」

●問い合わせ先　消費生活センター

　☎４３・７０６７　FAX４３・６８１０

知人に「儲
もう

かる話がある」と誘われセミナーに参加した。「日本円を暗号資産に換えて海外

事業者の専用口座に入金すると高い利息がつく」と説明され、１００万円を送金した。しか

し、後日、出金しようとしたところ、出金できなかった。

事　例

ちょっと

待った！

～簡単にはもうかりません～

　インターネットを使って電子的に取引される暗号資産（旧名称：仮想通貨）に関

する相談が増加しています。暗号資産に関連づけた投資話は、その実態や内容を確

認することが難しく、詐欺的な投資話の可能性があります。

　納得のいかない取引は断りましょう！

用語解説

暗号資産：インターネットを通して電子的に

取引されるデータで、代表的なものには、ビ

ットコインやイーサリアムなどがあり、さま

ざまな要因によって価格が変動することがあ

ります。日本円やドルのように、国がその価

値を保証している「法定通貨」ではありません。

●問い合わせ先　教育委員会文化財課

　☎４３・６９６２　FAX４３・６８９５
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No.27【塩竃神社】

　尾崎の赤穂八幡宮の東側、宮山と呼ばれる丘陵上に祀
まつ

られています。祭神は、

塩
しおつちおじのかみ

土老翁神で、かつては東浜塩田内に祀られていましたが、大正 6（1917）年に

現在地に移築されました。その後、金比羅神社と天満神社を合
ごう

祀
し

しています。大正

7（1918）年に尾崎村の製塩業者によって奉納された石
いし

燈
どう

籠
ろう

などが残されています。

●トラブル防止のポイント

▷ 知人や友人から勧誘されても、必要のない契

約はきっぱり断る。

▷ 投資の実態や内容が分からない場合は取り引

きしない。

▷ 勧誘をう呑
の

みにせず、リスクが十分に理解で

きなければ取引しない。

▷ 登録業者であるかどうかを必ず確認し、無登

録業者との取り引きはしない。

ル･ポン国際音楽祭 2021 赤穂・姫路 通常開催中止のお知らせ

　10 月 2 日（土）～ 9 日（土）に開催を予定しておりました「ル・ポン国際音楽祭 2021 赤穂・姫路」は、新

型コロナウイルス感染症の影響により参加アーティストの入国制限解除の見通しが立たないため、樫本大進

音楽監督のほか、参加アーティストが来日して行う音楽祭については、やむなく中止することになりました。

　なお、その代替として何らかの方法で音楽祭を開催できないか検討しております。詳細が決まり次第お知

らせします。

　今後とも、ル・ポン国際音楽祭をどうぞよろしくお願いします。

赤穂国際音楽祭実行委員会

●問い合わせ先　赤穂国際音楽祭実行委員会事務局（企画政策課内）　☎４３・６８６７　FAX４３・６８２２
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税務課からの大切なお知らせ
●問い合わせ先　税務課市民税係　☎４３・６８０３　FAX４３・６８９２

●問い合わせ先　教育委員会スポーツ推進課　☎４３・６８６９　FAX４３・６８９５

　今年度も、スマートフォンアプリを使用した“オンラインマラソン大会”を開催します。申し込み、参加

方法等は、次の大会ホームページにてご確認ください。

　赤穂シティマラソン大会ホームページ　http://akocity-marathon.com/

参加者全員に参加賞を贈呈します。また、抽選で素敵な賞品も当たります！

●開催期間　令和３年 11 月 13 日（土）～ 11 月 28 日（日）

●種目・設定コース・参加料・定員

競技種目 内容 設定コース 参加料 定員

60 分間走
制限時間内に設定コース
を走った距離を競います。

A. 赤穂城南緑地コース
B. 赤穂海浜公園コース

各種目 1,000 円
（中学生以下 500 円）

合計
先着 1,000 名

20 分間走

●申込期間　令和３年９月 13 日（月）～ 10 月 17 日（日）

関連イベント　「ランニングクリニック＆チャレンジ記録会」

　オンラインマラソン大会に先立ち、「ランニングクリニック＆チャレンジ記録会」を３回開催し、陸上の

トップアスリートによる技術指導と記録会（計測チップ使用）を行います。内容の詳細や申し込み方法は、

市ホームページにてご確認ください。（事前申し込みが必要です。）

　ホームページ　http://www.city.ako.lg.jp/edu/sports/clinic03.html

日時 場所 ゲスト

第１回
９月 24 日（金）

19：00 ～ 21：00
城南緑地野球場 大川　久之さん

1995 アムステルダムマラソン優勝ほか

第２回
10 月９日（土）

10：30 ～ 12：30
城南緑地陸上競技場 小林　祐梨子さん

2008 北京五輪 5000m 日本代表ほか

第３回
10 月 23 日（土）

10：00 ～ 12：00
城南緑地陸上競技場 岡村　輝将さん

2004 世界ハーフマラソン日本代表ほか

●参加料　各回５００円（オンライン大会にエントリーされた方は無料）

●定　員　各回１００名程度（先着順）

国民健康保険の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす人は、国民健康保険税（以下「保険税」といい

ます。）が減免となる可能性があります。

●保険税の減免の対象

　①保険税を全額免除

　　▷新型コロナウイルス感染症により、主な生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人

　② 保険税の一部を減額

　　▷新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人

●保険税の一部が減額される具体的な要件

　世帯の主な生計維持者について、下記の全ての条件を満たすことが必要です。

　①前年の所得の合計額が１，０００万円以下であること。

　② 令和３年中の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが、前年に比べて 10 分

の３以上減少する見込みであること。

　③収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること。

●必要な書類

　㋐主な生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の人

　　▷国民健康保険税減免申請書　▷医師による死亡診断書や診断書等

　㋑主な生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人

　　▷国民健康保険税減免申請書と下記の全ての書類

　　▷令和２年中の収入が分かる書類（確定申告書控え、源泉徴収票など）

　　▷令和３年中の収入が分かる書類（収入が確認できる帳簿、給与明細書など）

　　▷令和３年中の収入見込み計算書

　　▷失業、廃業した場合に必要な書類（離職票、廃業届など）

　　（国民健康保険税減免申請書および令和３年中の収入見込み計算書の様式は、税務課にあります。）

●減免申請受付期限　令和４年３月 31 日（木）

　具体的な減免額や、減免の対象となるかなど、詳細については、市ホームページまたは税務課市民税係に

お問い合わせください。

令和３年度の主な税制改正の内容

●個人市県民税

　①住宅ローン控除の特例の延長

　 住宅ローン控除の特例が延長され、下表の期間に契約した場合、令和４年末までの入居者が控除期間を

13 年間とする特例の対象となりました。

　②セルフメディケーション税制の延長

　 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）について、

対象となる医薬品の見直しを行った上で、適用期限が令和９年度まで５年間延長されます。

　（令和４年１月１日から適用）

●軽自動車税

　 軽自動車税環境性能割の税率を１％軽減する特例措置について、適用期限が令和３年 12 月 31 日まで９

ヵ月間延長されました。

区分 期間

新築 令和２年 10 月１日～令和３年９月 30 日

建売・中古・増改築等 令和２年 12 月１日～令和３年 11 月 30 日

「第 11 回　赤穂シティマラソンオンライン大会」
を開催します！

赤穂市 HP
新型コロナの影響による

各種保険税の減免について

訂正対象の記事 誤 正

２ページ
新型コロナワクチンの個別接種を
開始しました

シオヤ外科胃腸科医院の住所
新田 561 番地

シオヤ外科胃腸科医院の住所
新田 56 番地１

お詫びと訂正
　広報あこう２０２１年８月号に掲載していた内容に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。
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市制施行 70 周年記念協賛事業

令和３年（第 17 回）　赤穂観月芸能の夕べ
　今年は、お茶席はありませんが、ホール内の名月と邦楽の調べで秋の訪れを感じ、楽しいひと時を過ごし

ませんか！

●日　時　９月 25 日（土）午後１時～４時半

●場　所　赤穂市文化会館（ハーモニーホール）大ホール

● 邦楽等　 赤穂芸能文化協会、吟道摂楠流赤穂吟詠会、神伝真正早渕流剣詩舞道赤穂支部、吟道賀堂流赤穂

吟詠会、日本民謡赤穂塩華会、琴伝流大正琴赤穂グループ、赤穂歌謡同好会、赤穂民俗芸能保存

会連合会、赤穂伝統義士踊実行委員会、播州城山流しの笛穂有会

●入場無料　ただし入場には整理券が必要です。市民会館で事前配布するほか、当日会場でも配布します。

●問い合わせ先　赤穂観月芸能の夕べ実行委員会

　　　　　　　　事務局　市民会館　☎４３・７４５０　FAX４３・８４４０

　※新型コロナウイルスの状況により、中止又は入場を制限させていただく場合があります。

取　組　計　画 取組結果・効果額

ごみの減量化、リサイクルの推進
直営収集の燃やすごみの割合80.1％

（対平成29年度比2.8％減少）

電子申請システムの活用 電子申請利用件数74,289件

個人番号カードの有効活用の検討 個人番号カード交付枚数13,446枚

幼稚園３歳児保育の実施 赤穂・塩屋・尾崎幼稚園で試行実施

市税収納率の向上 94.9％　8,470千円

住宅使用料収納率の向上 88.4％　1,500千円

ふるさとづくり寄付金の推進 15,915件　215,563千円

事業の見直し、経費の削減  58,238千円

補助金、負担金の見直し 　8,564千円

繰出金の見直し  14,543千円

特別職の給料、報酬等の見直し 　5,600千円

投資事業の抑制 99,456千円

ジェネリック医薬品の利用促進 使用割合（数量ベース）81.2％

基幹システムのクラウド化の実施 　6,817千円

基金残高の増加促進  財政調整基金残高比率10.8%

入札制度の見直し 随意契約ガイドラインの作成など

職員数の適正化 職員数948人（R3.4.1）

年次休暇の取得推進 年休取得（9.5日／人）

効　果　額 418,777千円

第８次行政改革大綱
～令和２年度の取組結果～

日程 行事名 会場 時間

10 月２日（土） 市民短歌会 市民会館第 4 会議室 14 時開会

10 月２日（土）
・３日（日）

押絵展 市民会館第 2 会議室
９～ 17 時
３日（日）は 16 時 30 分まで

10 月７日（木） 市民俳句会 市民会館大会議室 13 時 30 分開会

10 月９日（土） 舞踊の会 文化会館小ホール 13 時 30 分開演

10 月９日（土）
・10 日（日）

生花展 文化会館展示室
9 ～ 17 時
10 日（日）は 16 時まで

10 月 29 日（金）
～ 11 月４日（木）

学童美術展
市民会館

大会議室・第 4 会議室

9 ～ 19 時
1 日（月）は休館日
４日（木）は 15 時まで

10 月 30 日（土） 朗読と音楽の調べ 文化会館小ホール 13 時開演

11 月３日（水・祝）
第 60 回市民文化祭表彰
式

市民会館中会議室 13 時 30 分開会

11 月７日（日） 日本民謡「塩華会」発表会 文化会館小ホール 13 時開演

11 月 12 日（金）
～ 14 日（日）

女・女・女展
（絵画作品展）

図書館ギャラリー
10 ～ 18 時
14 日（日）は 16 時まで

11 月 13 日（土）
～ 14 日（日）

木目込み人形展 市民会館第 4 会議室
10 ～ 17 時
14 日（日）は 15 時まで

11 月 14 日（日） 歌謡の祭典 文化会館小ホール 12 時 20 分開演

11 月 21 日（日） 詩吟・詩舞発表会 文化会館小ホール 12 時開演

11 月 21 日（日） しの笛の調べ 市民会館第 4 会議室 13 時 30 分開演

11 月 23 日（火・祝） 尺八と琴の演奏会 文化会館小ホール 13 時開演

11 月 26 日（金）
～ 28 日（日）

美術協会　小品展 図書館ギャラリー
10 ～ 17 時
28 日（日）は 16 時まで

11 月 28 日（日）
児童合唱団ファミリーコ
ンサート

文化会館小ホール 14 時開演

市制施行 70 周年記念協賛事業

令和３年度 第 60 回 赤穂市民文化祭のお知らせ
●問い合わせ先　中央公民館（市民会館）　☎４３・７４５０　FAX４３・８４４０

　中　止　

　第８次行政改革大綱（計画期間：平成 30 年度～令和４年度）は、市民サービスの質の向上と人口減少社会

に対応した将来にわたる健全で効率的な行財政運営の推進を基本方針とします。

　令和２年度の主な取組結果は、次のとおりです。

　厳しい財政状況の中、今後とも行財政改革の推進に取り組んでまいりますので、ご協力をお願いします。

●問い合わせ先　行政課　☎４３・６８５０

FAX４３・６８９２

　文化芸術の秋を満喫してみませんか？

　各文化芸術団体が日頃の練習成果や作品を発表します。入場は無料ですので、お気軽にお越しください。
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介護保険相談室

社会福祉法人による利用者負担の軽減制度について
高齢者を見守る支えるネットワーク

医療介護課 介護保険係　☎ ４３・６９４７　FAX４３・７１３８

13

交通事故などに遭った場合は、まず届け出を！

国保だより

　交通事故に遭い、治療が必要となる場合には、警察署で「交通事故証明書」を発行してもらうと同時に、医

療介護課まで届け出をしてください。なお、届出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりす

ると、国民健康保険（国保）が使えなくなる場合がありますので、示談をする前に必ず医療介護課にご相談くだ

さい。

　また、自損事故の場合は、一般的には国保の給付対象になりますが、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な

法令違反の場合は、給付対象にはなりませんので、ご注意ください。

●交通事故などに遭ったときの届け出に必要なもの

　▷国民健康保険被保険者証　▷印鑑　▷交通事故証明書（後日でも可）

 医療介護課 国保年金係　☎４３・６８１３　FAX４３・６８９２

国民年金掲示板

～年金生活者支援給付金の請求手続きについて～

 医療介護課 国保年金係　☎４３・６８１３　FAX４３・６８９２

  

軽減対象介護保険サービス 軽減対象費用 軽減割合

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額
※食費及び居住費

１/ ４
（ただし、老齢福祉年金受
給者は、１/ ２）

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

利用者負担額
※食費及び滞在費

訪問介護
第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護相当事業

（自己負担割合が介護給付と同様のものに限る）
利用者負担額

医療の連絡帳

医療介護課医療係　☎４３・６８２０　FAX ４３・６８９２

失業時や災害にあったときなどの福祉医療費助成制度の特例について

　失業などにより大幅に所得が減少した人や、災害により大規模半壊以上の被害を受けた人には、次の二つの

特例措置があります。

　社会福祉法人が運営主体となっている下表の事業所で、介護保険サービスを利用した場合、住民税非課税

世帯で、次の①～⑤の要件すべてに該当する人は、申請により、利用者負担額などが軽減されます。

　①年間収入が単身世帯で 150 万円、世帯員が 1 人増えるごとに 50 万円を加算した額以下であること

　②預貯金などの額が単身世帯で 350 万円、世帯員が 1 人増えるごとに 100 万円を加算した額以下であること

　③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

　④負担能力のある親族などに扶養されていないこと

　⑤介護保険料の滞納がないこと

●申請に必要なもの

　① 世帯全員の年金収入がわかるもの

　　（年金額改定通知書の写し、年金振込通知書の写しなど）

　② 世帯全員の預貯金などの状況がわかるもの

　　（通帳の写し、有価証券の写しなど）

　③ 医療保険の扶養状況がわかるもの（後期高齢者医療加入者の人は不要）

①一部負担金の免除

　福祉医療費助成制度の受給対象者やその生計を維持

している人などが次のようなときには、申請すること

により、医療機関などで支払う一部負担金の免除（医

療費の自己負担がなくなること）を受けられる場合が

あります。

▷災害などにより、大規模半壊以上の被害を受けたとき

▷災害などで死亡した、または重度障害者になったとき

▷ 災害や解雇などの意図しない失業、事業の休廃止な

どにより、それ以降の所得額が大幅に減少し、かつ資

産がない状態であるとき

②受給資格の特例適用

　所得制限により福祉医療費助成制度の受給対象者で

ない人でも、次のようなときには、申請することによ

り、受給資格の適用を受けられる場合があります。

▷ 解雇などの意図しない失業や事業の休廃止により、

その年の所得の減少が見込まれるとき

　その年の見込所得を使って再判定を行うことで受給

対象者となる場合には、受給資格の適用を受けること

ができます。

　年金生活者支援給付金（以下「給付金」という。）は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準

額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

　この給付金を受け取るためには請求書の提出が必要です。

●対象となる人

⽼齢基礎年金を受給している人

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

▷ 65 歳以上である

▷世帯員全員が市町村民税非課税となっている

▷ 年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以

下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人

次の要件を満たしている必要があります。

▷前年の所得額が約 472 万円以下である

●請求手続き

　①新たに給付金を受け取ることができる人　

　　 ８月下旬頃から、対象者に、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封されてい

るはがき
4 4 4

（年金生活者支援給付金請求書）に記入し、速やかに提出してください。令和 4 年 1 月 4 日

までに請求手続きが完了すると、令和３年 10 月分まで遡って受け取ることができます。

　②年金の受給がはじまる人

　　年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください。

　※すでに給付金を受給している人は、新たな手続きは不要です。

●日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

　 電話で給付金の手続きについて、家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をたずねたり、手数料などの

金銭を求めることは、決してありません。

●問い合わせ先

　『ねんきんダイヤル』　☎０５７０・０５・４０９２（ナビダイヤル）

　姫路年金事務所　　　☎０７９・２２４・６３８２

厚生労働省ＨＰ年金給付金 検索

申請方法や条件など、詳しくは医療介護課医療係

までお問い合わせください。

　交通事故や傷害事件、飲食店などでの食中毒など、第三者（加害者）の行為によってケガや病気をした

ときの治療費は、本来、加害者が負担すべきものですが、届け出をすることにより国保を使って治療を

受けることもできます。ただし、これはあくまでも、国保が一時的に立て替えるものであり、後日、国

保から加害者に費用を請求します。
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市民病院有地（宅地）を売却します

市有地（宅地）を売却します

番号 所在地 地目 地積 最低売却価格

１ 三樋町69番２ 宅地 331.87㎡ 1,748万円

２ 片浜町118番１ 宅地 292.17㎡ 1,498万円

３ 板屋町257番 宅地 117.46㎡ 662万円

４ 黒崎町７番、10番 宅地 493.36㎡ 3,053万円

５ 黒崎町218番 宅地 172.28㎡ 1,007万円

６ 海浜町８番２ 宅地 261.47㎡ 1,349万円

７ 海浜町20番 宅地 250.44㎡ 1,392万円

８ 元禄橋町69番１ 宅地 1,237.83㎡ 6,028万円

９ 尾崎3109番42、3109番181 宅地 138.07㎡ 583万円

10 板屋町155番 宅地 297.37㎡ 1,590万円

11 板屋町287番 宅地 52.49㎡ 126万円

12 加里屋2193番10 宅地 21.55㎡ 124万円

　一般競争入札で、市民病院有地（宅地）を売却します。

　購入希望者は、市民病院ホームページ、または市民病院総務課で配布している「赤穂市民病院有地売却一

般競争入札実施要項」の内容と現地を確認のうえ、入札に参加してください。

●入札参加申込受付期間

　9月10日（金）～ 10月13日（水）

　午前８時30分～午後５時（土日・祝日を除く）

※事前の参加申し込みの無い人は、入札できません。

●申込先

　市民病院４階総務課

●入札の実施日時

　10月20日（水）午前10時～

●入札の実施場所

　市民病院３階講義室

　一般競争入札で、12カ所の市有地（宅地）を売却します。

　購入希望者は、市ホームページ、または契約管財課で配布している「赤穂市有地売却一般競争入札実施要項」

の内容と現地を確認のうえ、入札に参加してください。
●入札参加申込受付期間

　９月10日（金）～ 10月13日（水）

　午前８時30分～午後６時（土日・祝日を除く）

※ 事前の参加申し込みの無い人は、入札できません。

●申込先　

　市役所３階契約管財課

●入札の実施日時

　10月20日（水）午前９時～

●入札の実施場所

　市役所２階２０４会議室

●一時貸し付けの受け付け

 　入札物件について売却決定までの期間、駐車場利

用などに限り、有償で一時貸し付けを行います。

※ 詳しい位置図などは、市ホームページで「市有地

売却」と検索するか、QR コードでアクセスし確

認してください。

番号 所在地 地目 地積 最低売却価格

１ 上仮屋南15番21 宅地 341.01㎡ 2,189万円

●入札物件一覧

●入札物件一覧

●問い合わせ先　契約管財課　☎４３・６８６５　FAX４３・６８９２

●問い合わせ先　市民病院 総務課　☎４３・６４１４　FAX４３・０３５１

市ＨＰ
ＱＲコード

９月 10 日（金）～16 日（木）は自殺予防週間です

　自殺を防ぐためには、悩んでいる人に寄り添い、関わり
を通して「孤立・孤独」を防ぎ、支援することが重要です。

　ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援に
つなげ、見守る人のことです。
　家族や身近な人に「最近元気がない」「体調不良や不眠を訴えている」など気になる人が
いたら、まずはさりげなく声をかけてあげましょう。そして相手の話に耳を傾け、適切
な相談機関を勧めるなどの支援につなぐことが大切です。

知っていますか？「ゲートキーパー」

●兵庫県いのちと心のサポートダイヤル

　（月～金：午後６時～翌午前８時 30 分、
土日・祝日：24 時間対応）

　☎０７８・３８２・３５６６
●はりまいのちの電話（年中無休：午後２時～翌午前１時）
　☎０７９・２２２・４３４３

いのちの電話・自殺防止電話相談

市職員対象のゲートキーパー研修

10 月は「乳がん月間」です

　10 月１日（金）、乳がんの正しい知識の啓発と早期発見の大切さを情報発信するため、赤穂城隅櫓をピンク
色にライトアップします。
　また、市では 12 月末まで女性がん（乳がん・子宮がん）検診を実施しています。ぜひ、受診しましょう。

風しんの予防接種はお済ですか？

　風しんは、風しんウイルスの飛
ひ

沫
まつ

感染によって起こります。感染すると、発
ほっ

疹
しん

、発熱、首の後ろのリンパ節
の腫

は

れなどの症状がでたり、ほかの人に感染させる可能性があります。
　また、妊娠初期の妊婦が感染すると、先天性心疾患、白内障、難聴を特徴とする先天性風しん症候群を持っ
た子どもが生まれる可能性が高くなります。
　感染拡大を防ぐため、抗体検査を受け、必要に応じて、予防接種を受けましょう。市では風しんの抗体検査
および予防接種費を助成しています。詳しくは、保健センターへお問い合わせください。

●問い合わせ先　保健センター　☎４６・８７０１　FAX４６・８７０５

保健センターからのお知らせ

ピンクリボンライトアップ

　●日時　10 月１日（金）午後６時～８時
　●場所　赤穂城隅櫓

　Ｊ．Ｍ．Ｓは、子育て、仕事、家事などで多忙な女性のために、年に一度、日曜日に、全国どこでもマンモグ
ラフィ検査を受診できる環境づくりへの取り組みです。乳がん検診を受診しましょう。
● 実施日時　10 月 31 日（日）午前９時～午後４時
●検査内容　マンモグラフィ検査
●検診料金　１,８００円（赤穂市民）、２,６００円（上郡町民で受診券をお持ちの人）
　　　　　　５,６１０円（赤穂、上郡以外の人）
●対象者　40 歳以上の人
● 定員　先着 50 人（予約制、定員に達し次第受付終了）
●予約受付　９月 13 日（月）　～（土日・祝日除く）
● 持ち物　診察券、健康保険証、クーポン券（該当者）、検査費用
● その他　検査は女性技師が行います。

●問い合わせ先　市民病院健診センター　 ☎４３・３２２２（内線１３８２・１３８３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX４３・８５７７

Ｊ．Ｍ．Ｓ（ジャパン・マンモグラフィ・サンデー）
～休日に乳がん検診を実施します～

市民病院ＨＰ
ＱＲコード
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　あなたの看護師免許をもう一度いかして、一緒に看護を実践しませんか？あなたの力を待っています！

　「ついていけるかな？」「ブランクが長いけど大丈夫かな？」「子育て中でも働けるかな？」など、再就職

に不安を感じている人や、今すぐ再就職はできないが今後復帰を考えている人を対象に、赤穂市民病院職員

が相談をお受けします。気軽にご参加ください。

●応募条件

　看護師免許を有し、将来的に臨床現場への復帰を希望される人

　（赤穂市民病院への就職が、研修の条件ではありません。）

●募集人数　5 人程度

●開催日時および申し込み締切

開催日 開催時間 申し込み締切

  9 月 14 日（火） 9：30 ～ 15：00   9 月 7 日（火）

12 月 14 日（火） 9：30 ～ 15：00 12 月 7 日（火）

令和 4 年 3 月 8 日（火） 9：30 ～ 15：00 令和 4 年 3 月 1 日（火）

●場所　赤穂市民病院　4 階寺子屋

●服装

　ユニフォームは病院で用意します。（申し込み時に、洋服のサイズと身長をお知らせください。）

　シューズは、白系の運動靴等（上履き）をご用意ください。

　髪が長い人は、束ねてください。

●参加者が準備する物

　筆記用具、白系の運動靴（上履き）

●その他

　昼食は、自分で用意ください。病院には、食堂およびコンビニがあります。

　研修日当日は、未就学児のお子様をお預かりすることができます。（申し込みの際に、お知らせください。）

　一度研修を受講され、再度希望する人も申し込むことができます。

　新型コロナウィルス感染症の影響で、やむをえず研修を中止する場合があります。

●申し込み方法

　受講申込書に氏名、住所等を明記し、下記にメール、FAX または、電話で申し込みください。

　ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

●申し込み・問い合わせ先

　赤穂市民病院（教育担当：高木）

　メール：kyouiku@amh.ako.hyogo.jp

　☎４３・３２２２（代）　FAX４３・０３５１

赤穂幼稚園 ☎４２・２６１５ 御崎幼稚園 ☎４５・１０５５

城西幼稚園 ☎４２・０５３１ 坂越幼稚園 ☎４８・８１２４

塩屋幼稚園 ☎４２・０２１３ 高雄幼稚園 ☎４８・７１８５

赤穂西幼稚園 ☎４５・１００６ 有年幼稚園 ☎４９・３５３７

尾崎幼稚園 ☎４２・５２９２ 原幼稚園 ☎４９・３５３８

幼稚園 定員 うち預かり保育利用枠

赤穂幼稚園 50 名 20 名

塩屋幼稚園 50 名 20 名

尾崎幼稚園 50 名 20 名

計 150 名 60 名

●入園の決定について

　▷ 定員を超える応募があった場合、預かり保育利用希望者を除き、抽選により決定します。

　　（抽選日 10 月 15 日（金））

　▷ 預かり保育利用希望者が各園 20 名を超えた場合は、保育の必要性の高い人から優先順により決定します。

令和４年度　幼稚園の利用の申し込みのお知らせ

幼稚園（４歳児・５歳児）

●入園資格

　▷就園区域は小学校区となります。

　▷４歳児　Ｈ29. ４. ２～Ｈ30. ４. １生まれ　▷５歳児　Ｈ28. ４. ２～Ｈ29. ４. １生まれ

●願書等の配布・受付

　 必要書類は各幼稚園・こども育成課で配布します。

（幼稚園は午後２時から５時まで。）

　▷配布期間　９月 21 日（火）～ 10 月 13 日（水）

　▷受付場所　各幼稚園

　▷受付期間　10 月 12 日（火）～ 13 日（水）

　　　　　　　午後２時から５時まで

　※ 就労等により家庭で保育ができない場合は、預

かり保育を利用できます。

　 ※詳しくは、各幼稚園に問い合わせてください。

●問い合わせ先　教育委員会こども育成課　☎４３・７０６５　FAX４３・６８９５

幼稚園３歳児保育

●実施園

　▷赤穂幼稚園、塩屋幼稚園、尾崎幼稚園の 3 園

●入園資格

　▷就園区域は市内全域です。

　▷ 令和 4 年 4 月 1 日時点で赤穂市に住民登録し

ている３歳児（Ｈ30. ４. ２～Ｈ31. ４. ２生まれ）

●応募書類の配布・受付

　▷配布場所　各幼稚園・こども育成課

　▷配布期間　９月 13 日（月）～ 10 月１日（金）

　▷受付場所　こども育成課

　　※郵送可（当日消印有効）

　▷受付期間　９月 21 日（火）～ 10 月１日（金）

　※いずれか１園のみ応募可能です。

　※ 翌年度に４歳児保育を受けられる場合は、住所

地の小学校区の幼稚園への転園となります。
●募集人数

預かり保育（３歳児保育）

　就労している家庭への支援として、預かり保育

を実施しています。

●実施時間　月曜日～金曜日（土日祝日除く）

　▷午前７時30分～通常保育開始時間

　▷通常保育終了後～午後６時

　※夏休みなど長期休業期間中は午前 7 時 30 分

～午後６時

●利用条件

　 ▷ 令和４年４月１日時点で就労している人（内

定含む。求職活動中を除く。）

　▷ 産前産後（申し込み後に妊娠が分かった場合

は、各園に相談してください。）

　▷介護・療養等の理由により保育の必要のある人

必要な様式は下記からもダウンロードできます。

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

kodomo/nyuenmousikomi.html

必要な様式は下記からもダウンロードできます。

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

kodomo/sansaijihoikuboshu.html

保育所

　保育所は広報あこう 10 月号でご案内します。

認定こども園（赤穂あけぼの幼稚園 ☎４２・２２９７）

　赤穂あけぼの幼稚園では、１歳６カ月からの保育が必要な児童、満３歳以上の教育を希望する児童の入園

を募集しています。保育が必要な児童は、保育所利用希望者と合わせて利用調整をします。

　詳しくは、赤穂あけぼの幼稚園に問い合わせてください。

市外の施設、認可外保育施設等について

　市外の保育所や幼稚園、認定こども園を利用する場合も、赤穂市での手続きが必要です。

　認可外保育所や事業所内託児所については、各施設に直接問い合わせてください。

看護師免許はあるけれど、今、働いていない皆さまへ
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相談機関名 担当地区 電話番号 FAX 番号

赤穂市地域包括支援センター 市内全域 42・1201 42・1260

在宅介護支援センター
はくほう

赤穂・城西地区 45・1114 45・0019

在宅介護支援センター
やすらぎ

塩屋・西部地区 43・6424 43・9701

在宅介護支援センター
しおさい

尾崎・御崎地区 42・0519 42・0534

在宅介護支援センター
いきしま

坂越・高雄（一部）地区 46・8182 48・7668

在宅介護支援センター
千種の苑

高雄（一部）・有年地区 49・2887 49・2890

　人生１００年時代といわれる現在、誰もが健康で安心して、生きがいのある生活を送ることができる健康

長寿社会を築くことが重要です。

　「老人の日」の９月 15 日から 21 日までの「老人週間」は、高齢者福祉についての関心と理解を深めると

ともに、高齢者が自らの生活の向上に努めることとされています。なお、「敬老の日」は、９月の第３月曜日で、

今年は９月 20 日です。

ふれあい敬老会

　本年度のふれあい敬老会は、新型コロナウイルス感染症のため、お住まいの地区によっては公民館や地区

の集会施設での行事などはありませんが、老人週間の前後に、対象者には、敬老長寿をお祝いする訪問など

を行う予定です。

　例年の行事を楽しみにされている皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解をお願いします。

主な在宅福祉サービス

　高齢者の皆さまがいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるように、在宅福祉サービスの充実を図っ

ています。介護保険サービス以外の高齢者福祉サービスの一部を紹介します。

みんなで築こう安心と活力ある健康長寿社会
「すこやかで、いつまでも安心して暮らせるまち　あこう」を目指して

●問い合わせ先　社会福祉課　☎４３・６８０９　FAX４５・３３９６

敬老祝金等を贈呈します

●市祝金

　米寿（88 歳）

　　昭和７年９月 17 日～

　　昭和８年９月 16 日生まれの人

　白寿（99 歳）

　　大正 10 年９月 17 日～

　　大正 11 年９月 16 日生まれの人

●県祝品

　１００歳　知事の祝状・記念品

　　大正 10 年４月１日～

　　大正 11 年３月 31 日生まれの人

最高齢者等を紹介します

●男性最高齢・周世

　中土井　四郎さん（102 歳）

●女性最高齢・東有年

　久保　をやすさん（108 歳）

●最高齢夫婦・加里屋

　神吉　多美夫さん（101 歳）

　　　　フサヱさん（  94 歳）

高齢者福祉の相談窓口

　高齢者福祉の相談は、総合相談窓口の「地域包括支援センター」をはじめ、各中学校区に１カ所ずつ設置さ

れている「在宅介護支援センター」で受け付けています。また、社会福祉課いきがい福祉総務係でも相談で

きます。気軽にご相談ください。

●地域包括支援センター

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、さまざまな相談ができ、必要な援助や支援を総合的に

行っています。

　保健・福祉・医療・介護など、どこに相談していいか分からない場合は、地域包括支援センターにご相談

ください。

●在宅介護支援センター

　地域の身近な相談窓口とし

て、在宅介護に関するさまざま

な相談ができるほか、各種保

健、福祉サービスの情報提供や

連絡調整などを行います。

　また、高齢者の実態把握や介

護予防教室の開催など、地域に

根ざした高齢者福祉の拠点とし

ての役割を担っています。

赤穂市ホームヘルプサービス

　日常生活が困難になった時、掃除や買い物など

の家事援助に限り、赤穂市ホームケアセンター（☎

４２・３３７６）のヘルパーを派遣し、その利用料

金を助成します。（週２回、１回１時間が限度）

●対象者

　 65 歳以上の日常生活を営むのに支障があるひと

り暮らしの人、または高齢者だけの世帯で、いず

れも介護保険の対象とならない人

●利用者負担

　 利用料金１時間あたり９７０円のうち１割

生きがいデイサービス

　老人福祉センター「万寿園」で、毎週１回、レ

クリエーション、健康チェックを行います。作

業療法士による簡単で楽しい体操や、歌や楽器

を用いた音楽療法も行っています。

※ 入浴サービスは休止中

●対象者

　 65 歳以上の介護保険の対象とならない人

●利用者負担

　１回２５０円

　※昼食代は別途実費がかかります。

ひとり暮らし老人等火災警報器購入助成事業

　ひとり暮らし等の高齢者が寝室に火災警報器を購

入設置したとき１軒につき１個まで設置費の一部を

助成します。

●対象者　

　 75 歳以上の高齢者のみの世帯

●火災警報器の種類

　 検定品マークまたはＮＳマークのついた煙感知器

●助成の上限額

　２，５００円

徘徊高齢者家族支援サービス

　徘徊高齢者が携帯電話と同じくらいの大きさの機

器を身につけることによって、居場所が不明になっ

た場合に、その居場所を家族に伝えます。

●対象者

　 市の認知症老人台帳に登録されている人

●利用者負担　

　 毎月の基本使用料５００円（税別）

　※ 利用状況により位置情報提供料金、現場急行料

金が別途必要です。

ひとり暮らし老人等緊急通報システム（安心見守りコール）

　ひとり暮らしの高齢者等が急病や事故などの緊急時に、受信センターに通報できる装置を設置します。

●対象者

　 65 歳以上の見守りを要するひとり暮らしの人など

●利用者負担

　 所得税課税世帯は、設置時に１２，６００円負担。その他利用にあたって必要な経費を負担。

　シルバー人材センターでは会員をひろく募集して

います。「生きがい作り」、「仲間作り」、「健康維持」

「達成感・充実感を得たい」など、赤穂市内在住の

男性 60 歳以上、女性 58 歳以上で健康で働く意欲

のある人ならどなたでも入会できます。

　特に、植木の剪定や草刈、草抜の仕事にチャレン

ジされる人、大歓迎！

　まずは、入会説明会にお越しください。

●９・10 月の入会説明会

　▷日時　午後 1 時 30 分～

　９月 13 日（月）・22 日（水）

　10 月 11 日（月）・27 日（水）

　▷場所　センター事務所

●お仕事承ります　

　▷施設等の管理業務▷家事手伝い▷人材派遣等 

　お気軽にご相談ください。

あ
シ ル バ ー

なたのパワーが必要です！
●問い合わせ先　シルバー人材センター　☎４３・７２００　FAX４３・４６８７
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求められています！祖父母世代の力
～第１回「知っておこう、今と昔の育児のちがい」～

　安全週間　10 月１日～ 10 月７日（準備期間　９月１日～９月 30 日）

（主唱者　厚生労働省　中央労働災害防止協会）

　全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動

を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきました。

　今年度のスローガンは、「向き合おう！こころとからだの健康管理」で、事業者及び労働者が連携・協力

しつつ労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動

の定着を目指すよう呼びかけることとしています。

　また、副スローガンは、「うつらぬうつさぬルールとともに　みんなで守る健康職場」で、職場における

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の継続と徹底を呼び掛けています。

令和３年度全国労働衛生週間（厚生労働省ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19768.html

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html

　近年、共働き家庭の増加や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化などにより、育児に不安や負担を抱

える子育て家庭が増えています。そんな中で、家族だけでなく、近くに住んでいる祖父母世代が、気軽に声

をかけてくれたり、気持ちに寄り添ってくれることは、子育て世代の大きな安心感につながります。

　豊かな人生経験を持つ祖父母世代は、子育て世代の強い味方！そして、子どもたちにとっても、健やかな成

長を支える大きな力です。ぜひ、皆さんの力を生かして、お孫さんを始め、子育て家庭を気軽にサポートを！

　いかがでしたか？育児について、パパやママと同じ情報を持つことは、子育てをめぐるすれ違いや意見の

対立の解消にもつながります。時代を経ても変わらない知恵を大切にしながら、新しい考え方も取り入れて

みてください。

　次回は、子育て世代から祖父母世代へ伝えたいメッセージをお届けします！

９月 21 日は世界アルツハイマーデーです
●問い合わせ先　地域包括支援センター　☎４２・１２０１　FAX４２・１２６０

　認知症は、誰でも起こる可能性のある脳の病気です。さまざまな原因で、脳の細胞が死んでしまったり、

働きが悪くなるために起こります。認知症が進行すると、もの忘れがひどくなったり、日常生活や仕事など

の社会生活がうまく送れなくなるといったことが出てきます。

　気になることがあれば、毎月１回認知症専門医による「もの忘れ健康相談（要予約）」を実施していますので、

地域包括支援センター（認知症相談センター）にご相談ください。

　認知症の人とそのご家族が安心して暮らせるよう地域全体で見守り、できることから一緒に取り組みまし

ょう。

　銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（令和３年６月 16 日）は、

公布日から９カ月以内に施行され、施行日以降クロスボウ（ボウガン）の所持

が原則禁止され、許可制となります。改正法の施行後、クロスボウを不法に

所持した者は、罪に問われます（３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金）。

　現在、自宅などにクロスボウを所持している人は、必ず下記のいずれかの

対応をしてください。

●所持を希望する場合

　改正法の施行日から６カ月以内に所持許可の申請を行ってください。

●廃棄を希望する場合

　赤穂警察署に申し出てください。警察署にて無償で廃棄します。

クロスボウ（ボウガン）の所持が禁止されます
●問い合わせ先　赤穂警察署刑事生活安全課生活安全係　☎４３・０１１０　FAX４５・０１１０

令和３年度　「全国労働衛生週間」（第 72 回）
●問い合わせ先　兵庫労働局労働基準部健康課　☎０７８・３６７・９１５３　FAX０７８・３６７・９１６６

　この連載では、子育て世代と関わるときに役立つ情報を様々な角度か

らお伝えします。第１回目のテーマは「知っておこう、今と昔の育児の

ちがい」です。

　育児の常識は時代と共に変化しており、以前は当たり前だったこと

が、現在では推奨されないこともあります。今、主流の子育て法を、次

のクイズで確認してみましょう。

問題 回答 解説

①
赤ちゃんは生まれたらすぐ産湯につ
かる。 × 産湯につかると、赤ちゃんの体温が下がるため、最近

は生まれてすぐは、拭くだけのところが増えています。

②
抱き癖がつくので、赤ちゃんが泣い
てもすぐに抱かない方が良い。 ×

赤ちゃんは、泣いて信号を送っています。抱き癖は心
配せず、泣いたらすぐに抱っこして安心させてあげま
しょう。

③
大人が使用しているお箸で、赤ちゃ
んに食べ物を取り分けてはいけな
い。

○
赤ちゃんの口の中には虫歯菌はいません。大人の口の
中の虫歯菌がお箸などを通してうつることがあります
ので、子ども専用のお箸やスプーンを使いましょう。

④
お風呂上りやお散歩から帰ったら白
湯を飲ませる。 ×

母乳が十分出ている場合は、水分補給も母乳で。ミル
クを足している場合は、白湯やノンカフェインの麦茶
や番茶などを与えましょう。

⑤
赤ちゃんの健康のために、日光浴は
した方がいい。 ×

昔に比べ紫外線が強くなっています。外出時には、長
袖を着る、紫外線予防クリームをつけるなど、紫外線
対策をしましょう。

⑥ 赤ちゃんは、あまり厚着をさせない。 ○
住宅環境も、空調も整っているので薄着でＯＫです。
フローリングで靴下を履いていると滑って危ないの
で、靴下は脱がせましょう。

⑦
頭の形をよくするために、赤ちゃん
にはうつぶせ寝が良い。 ×

乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）から赤ちゃんを守る
ため、厚生労働省は「医学上の理由で必要なとき以外
は、赤ちゃんの顔が見えるあおむけで寝かせるように
しましょう」と啓発しています。

⑧ オムツは早めに外したほうが良い。 × オムツ外しは、子どもの体調や発達をみながら、焦ら
ずのんびり進めるのが主流になっています。

●問い合わせ先　子育て支援課　☎４３・６８０８　FAX４５・３３９６
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市営住宅入居者（定時募集）

●募集住宅および募集戸数

　 ①千鳥団地２ＬＤＫ（車いす

対応）＝１戸

　 ※申し込みができるのは、常

時車いすを必要とされている

人のいる世帯のみです。

　②千鳥団地２ＬＤＫ＝２戸

　③千鳥団地３ＤＫ　＝８戸

●入居時期（予定）

　市営住宅＝11月10日（水）

● 募 集 期 間　 ９ 月10日（ 金）～

24日（金）土日祝を除く。

●抽選日　９月30日（木）

●申し込み方法

　 市役所１階市民課住宅係に、

申込書がありますので、必要

事 項 を 記 入 し、 所 得 確 認 書

類を添付して提出してくださ

い。（収入基準等の申込資格

要件があります。）

　 書 類 提 出 時 は 本 人 確 認 書 類

（個人番号カード・運転免許

証・健康保険証など）をご持

参ください。

●申し込み・問い合わせ先

　市民課住宅係

　☎４３・７０６６　FAX４３・６８１０

市営住宅入居者（随時募集）

　令和３年５月より、市営住宅

入居者を随時募集しています。

●対象住宅

　坂越高谷団地

　塩屋西団地

　塩屋団地

●申し込み方法

　 定時募集と同様の方法で申し

込みいただけます。

●申し込み・問い合わせ先

　市民課住宅係

　☎４３・７０６６　FAX４３・６８１０

県営住宅入居者（随時募集）

　令和３年５月より、県営住宅

入居者を随時募集しています。

　市民課住宅係に申込書を用意

しています。

　詳細は兵庫県住宅供給公社ま

で問い合わせてください。

●申し込み・問い合わせ先

　兵庫県住宅供給公社

　播磨・明舞管理事務所

　☎０７８・９１２・４１１０

　FAX０７８・９１２・４１０６

花と緑の教室「秋の草花の寄せ

植えと管理法」参加者

　赤穂海浜公園では、毎月、季

節にあわせたテーマで寄せ植え

教室を開催しています。フラワ

ーセンターの良質な花苗を使用

し、「秋の草花の寄せ植えと管

理法」をテーマに開催します。

●日時　10月13日（水）

　午後１時30分～３時

● 場所　赤穂海浜公園オートキャ

ンプ場内　キャンパーズルーム

●定員　先着30人

●参加費　２，５００円

　 ※車での来場者は、キャンプ

場駐車場を利用可（無料）

● 講師　兵庫県立フラワーセン

ター 非常勤講師

● 申し込み方法

　 ▷窓口・電話（受付時間は午

前９時から午後５時まで。）

　 ▷ FAX（「氏名」と「電話番号」

を記載し、「花と緑の教室担

当」宛てに送付する。）

● 申込期限　９月29日（水）　　

ただし、定員になり次第締切

●申し込み・問い合わせ先

　 （公財）兵庫県園芸 ･ 公園協会 

赤穂海浜公園管理事務所

　☎４５・０８００　FAX４５・０１８３

第17回アンサンブル・フェステ

ィバル兵庫２０２１in赤穂出演者

　アンサンブル・フェスティバ

ルの参加者を募集しています。

応募者の中から、審査のうえ、

出演者を決定します。

●日時　11月28日（日）

　　　　午後１時30分～

● 場所　赤穂市文化会館ハーモ

ニーホール

● 応募方法　申込用紙に音源を

添えて申し込んでください。

申込用紙は文化会館・各地区

公民館で配布しているほか、

下記からも入手できます。

　 ht tp : / /www.mus ic -a r t -

hyogo . com/ in fo /2021-

008/20211128_Afall.pdf

●応募締め切り

　９月30日（木）当日消印有効

●申し込み・問い合わせ先

　  詳しくはお問い合わせください。

　 アンサンブル・フェスティバル

兵庫２０２１ in 赤穂市実行委員会

図書館〜Library〜
らいぶらり http://www.ako-city-lib.com

「ポッポーきかんしゃよるさんぽ」
とよた かずひこ

夜です。一日働いた機関車は、
顔をきれいにしてもらい、おや
すみです。機関車が「ぐーぐー、
すーすー」と寝ていると、子羊
さんが「しくしく、メエメエ、
眠れないよう」とやってきて…。

図書館からのお知らせ

●「ストーリーテリング講座」（全５回）受講者募集中！

　日　時：①10/22、②11/26、③12/10、④１/28、
　　　　　⑤ 2/25 
　　　　　毎回金曜日　10:15 ～ 11:45　
　場　所：２階集会室
　定　員：15名
　受講料：無料
　講　師：姫路おはなしの会　小栗栖　真弓氏
　対　象：ストーリーテリングに興味のある方

●市制70周年記念事業「世界のこどもの本展」の開催

　世界の絵本、児童書を広い視野で鑑賞ください。
　日程：10月29日（金）～ 11月7日（日）
　 内容： 国際アンデルセン賞 / ＩＢＢＹオナーリスト

2020年受賞作など約200点を含む作品の展示
　場所：１階ギャラリー
　 ※関連事業として「読書講演会」を11月6日（土）に予定

しています。

「体験の哲学」／飲茶
「直向きに勝つ」／橘　京平
「つながり続けるこども食堂」／湯浅　誠
「僕だって、大丈夫じゃない」／キム　シヨン
「買わない暮らし。」／筆子
「鉄道と政治」／佐藤　信之
「ぼくのお父さん」／矢部　太郎
「夏井いつきの俳句道場」／夏井　いつき
「星に祈る」／あさの　あつこ
「神よ憐れみたまえ」／小池　真理子
「すごすぎる天気の図鑑」／荒木　健太郎
「そらをとぶのりものえほん」／秋本　俊二
「くっくのおてつだい」／中島　和子
「あんなにあんなに」／ヨシタケ　シンスケ
「用具室の日曜日」／村上　しいこ

「最強の剣豪へタイムワープ」
イセケヌ

日本史上ナンバー 1の剣豪は誰
だ !? 最強の剣豪を探すために
タイムワープした未来の小学
生たちは、宮本武蔵や柳生宗
矩など、８人の有名な剣豪と
出会い…。

「白髪は防げる！」　　辻 敦哉
白髪の改善にはできることがた
くさんある。食事、洗髪、睡眠
方法、紫外線対策、ツボ押しや
マッサージ、電磁波対策など、
白髪をつくる可能性を減らすさ
まざまな方法を紹介。

「光をえがく人」　一色 さゆり
ミャンマーの料理店の店主に、
反政府運動に加わって投獄さ
れた話を聞く。劣悪な環境の
中での奇妙な体験とは…。表
題作ほか、芸術に導かれた希
望の光が照らし出す物語全5編
を収録する。

☎４３・０２７５　FAX４３・６２９１

アンサンブル・フェス
ティバル兵庫 2021 in 
赤穂　　　 申込用紙▷

山崎喜代志法律事務所山崎喜代志法律事務所
弁護士がアドバイスします弁護士がアドバイスします

まずはお気軽にお電話ください

TEL.079-223-1772
土日祝日、早朝及び赤穂市内での相談も可能です。（要予約）

ホームページもご覧ください。

交通事故・離婚・相続問題
刑事事件・その他

広 告
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　広報あこうに掲載しているイベントなどは、新型コロナウイルス感
染症のため「中止・延期」となる場合があります。詳しくは、主催者に
確認してください。

赤穂市男女共同参画審議会の開催

●日時　９月28日（火）

　　　　午前11時～

●場所　市役所２階２０４会議室

● 内容　▷男女共同参画プラン

の実施状況について　▷男女

共同参画関連事業の提案等に

ついて　▷その他

●傍聴定員　10名（受付順）

●申し込み方法

　 当 日 の 会 議 開 催 予 定 時 刻 の

15分前までに、傍聴申込票に

住所、氏名、当日の体温を記

入して申し込んでください。

傍聴するときは、必ずマスク

着用のうえ、会場内の指示に

従ってください。

●申し込み・問い合わせ先

　市民対話課

　人権・男女共同参画係

　☎４３・６８１８　FAX４３・６８１０

「全国一斉　子どものための養

育費相談会」開催のお知らせ

　兵庫県青年司法書士会は全国

司法書士協議会と共催で、養育

費に関する電話相談会を開催し

ます。養育費でお悩みの方は、

ご相談ください。

　相談無料、秘密厳守、予約不

要です。 ●発売期間　９月22日㈬～ 10月22日㈮

まちづくりに役立つハロウィンジャンボ宝くじ

 ハロウィンジャンボ宝くじの売上金の約４割は、市や町の住み

良いまちづくりに活用されています。売上金は、各都道府県の販

売実績等に応じて交付されますので、ぜひ、兵庫

県内の宝くじ売り場でお買い求めください。

問（公財）兵庫県市町村振興協会

　☎078・322・1151

赤穂市文化会館

チケット予約専用　☎ 43・5144　FAX 43・5950

ホームページ　http://www.ako-harmony.jp/

Facebook https://www.facebook.com/akoharmony

自主事業のお知らせはFacebookで配信中！！

主催（公財）赤穂市文化とみどり財団☎４３ ・ ５１１１

※上記公演は、新型コロナウイルス感染拡大状況により、座席定員を減らすことがあります。
　また公演日の延期、中止になる場合があります。
※詳細は、赤穂市文化会館までお問合せください。
　（休館日：火曜日を除く午前９時～午後５時 15 分）

入場料：７，０００円(友の会６，５００円)

11月６日(土) 午後５時開演 大ホール  全席指定

財津和夫コンサート 2021

　　　with 姫野達也～ All Izz Well ～　

好評発売中

10月23日(土)午後４時開演
                                  大ホール  全席指定

広瀬香美　香美別邸

　　　2021 ～ピアノ弾き語りライブ～

入場料：５,５００円(友の会５,０００円) ※2021年２月28日（日）のチケットで
そのままご入場いただけます。※未就学児のご入場はお断りします。

※未就学児のご入場はお断りします。

劇団四季新作ファミリーミュージカル

　　　　　　　　はじまりの樹の神話～こそあどの森の物語～

12月4日(土)午後5時開演
                                大ホール  全席指定

入場料：一　般　S席５,５００円　A席３,３００円、　高校生以下　S席３,３００円　A席２,２００円

　　　 友の会　S席５,０００円　A席３,０００円、　高校生以下　S席３,０００円　A席２,０００円

　　　 ※３歳以上有料（３歳未満は保護者の膝上鑑賞１名無料。席が必要な場合は有料）

発売日：友の会９月18日（土）、一般９月25日（土）

　　　 ※いずれの日も窓口販売午前９時～、電話予約午後１時～

好評発売中

自筆証書遺言書の保管制度

　法務局では、自筆証書遺言書

を預かり、厳重に管理を行って

います。円満な遺産相続の一つ

の手段として、ご利用ください。

　なお、公正証書遺言書につい

ては、龍野公証役場（☎０７９１・

６２・１３９３）へお問い合わせく

ださい。

●問い合わせ先

　神戸地方法務局龍野支局

　☎０７９１・６３・３２２１

　FAX０７９１・６３・３２２２

全国道路・街路交通情勢調査

　国土交通省では、都道府県、

政令指定市及び高速道路会社と

連携して、９月から11月に、全

国道路・街路交通情勢調査を実

施します。

　無作為に抽出されたご家庭に

調査票を配布しますので、調査

にご協力をお願いします。

●問い合わせ先

　 国土交通省近畿地方整備局

　兵庫国道事務所計画課

　☎０７８・３３１・４４９８

　FAX０７８・３３４・１６２２

社会生活基本調査

　 総 務 省 統 計 局 で は、10月 上

旬から中旬に、社会生活基本調

査を実施します。調査員が調査

をお願いする世帯に伺いますの

で、調査にご協力をお願いしま

す。

●問い合わせ先　兵庫県統計課

　☎０７８・３６２・４１２７

　FAX０７８・３６２・４１３１

東備西播定住自立圏民間イベント事業

～ハロウィーン～恋人の聖地で

大人の婚活

● 日時　10月31日（日）

　　　　午後１時～４時

● 場所　桃井ミュージアム

● 対象　25 ～ 45歳ぐらいの男

女各10人

●参加費　男性２,５００円

　　　　　女性２,０００円

● 内容　海の見えるミュージア

ムカフェでの婚活です。雲火

焼ネックレスを作ったり、ゆ

っくりとお喋
しゃべ

りしたり、楽し

い出会いの時間を過ごしませ

んか。

● 締め切り　10月17日（日）

　※定員になり次第締切

● 申し込み先

　桃井ミュージアム

　☎・FAX５６・９９３３

　（午前10時～午後４時

火曜日定休）

● 主催・問い合わせ先

　 AKB フォトウェディングプロ

ジェクト実行委員会

　（代表：水野）

　☎０８０・５３０７・１２８５

　FAX４５・３５１３

赤穂観光アクションプログラム推進事業

赤穂コスプレ珍道中

　色とりどりのコスチューム、

アニメや好きなキャラクターに

なりきって、赤穂の街に繰り出

そう！登録コスプレイヤーだけ

でなく、一般の方も参加できる

ので、この機会にコスプレの世

界を体験してください！

● 場所　お城通り・赤穂城跡・

大石神社など

●日時　９月19日（日）

　 小雨決行（荒天・緊急事態宣

言等により開催不能の場合は

11月７日（日）に延期）

● 問い合わせ先

　 赤穂ごほうび委員会

　☎０９０・２５９８・０１６６（亀井）

　☎０８０・５５９７・７５６７（福岡）

　FAX４３・８４６０

　 〒６５０－００１１　神戸市中央区

下山手通５丁目12－19－501

　アートフォレスト内

　☎０７８・３６７・３５６０

　FAX０７８・３６７・３５６１

●開催日時

　９月25日（土）

　午前10時～午後４時

●相談専用電話番号（当日のみ）

　☎０１２０・５６７・３０１

　（フリーダイヤル）

●問い合わせ先

　兵庫県青年司法書士会

　担当者　上垣隼人

　☎０７９・２２３・３３１８

　FAX０７９・２２４・８４０５

秋・冬のフルーツなら西播磨に

おまかせ！～フルーツ∞（エイ

ト）プロジェクト～

　「西播磨フルーツ∞（エイト）

プロジェクト」では西播磨で生

産されているフルーツに関する

さまざまな情報を集約して、専

用ホームページ や Instagram

で、情報発信を行っています。

● ホームぺージ https://www.

nishiharimafruits8project.

org/

●参加・協力者募集中

　 プロジェクトに参加・協力い

ただける下記のような人・団

体を募集しています。

　 ①フルーツをもっとPRしたい

生産者や団体等

　 ②西播磨のフルーツを使った

新しいスイーツ等の新商品の

開発に協力可能な事業者等

●問い合わせ先

　光都農林振興事務所

　農政振興第２課

　☎５８・２１９６　FAX５８・２２８１

広 告
引越し＆大掃除で出た不用品の処分でお困りではありませんか？
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9/10 ～ 10/15健康・相談

人口の動き（７月） 住民基本台帳登録者人口

世帯数 20,523 戸 （ + 6）

人口 46,235 人 （ － 28）

男 22,332 人 （ － 17）

女 23,903 人 （ － 11）

 （　）内は前月比
◎７月中の異動

出生 12 人（± 0 ） 転出 67 人（－ 6）

死亡 38 人（－ 4） その他増 1 人（+ 1）

転入 68 人（－ 9） その他減 4 人（+ 4 ）

 （　）内は前月比

交通事故発生状況
区分 ７月 2021年累計

発生件数 86（－ 20） 571（－ 19）

　人身 6（－ 7） 51（－ 16）

　物損 80（－ 13） 520（－ 3）

死者 0（－ 1） 0（－ 2）

重傷 2（－ 2） 11（＋ 2）

軽傷 5（－ 4） 52（－ 11）

 （　）内は前年比

火災・救急状況
区分 ７月 2021年累計

火災 1（ ＋ 1） 4（ － 7）

救急 183（ ＋ 40） 1117（ ＋ 112）

（　）内は前年比

火災発生時での問い合わせ

 ☎43・6899（自動案内）

　　　　　  FAX45・0119（FAX返信）

９月

10 ●栄養相談（前日までに要予約） 9：30 ～ 11：30 

11 ●生活習慣病健診（赤穂すこやかセンター） 8：30 ～ 

12 黒田医院 ☎４３・５２１０
9：00 ～ 17：00

13

14 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

15 ●心配ごと相談（弁護士・要予約） 13：00 ～ 17：00 

16 ●社会保険労務士による相談 13：30 ～ 16：00 

17 ●女性問題専門相談 （要予約） 13：00 ～ 16：00 

18 ●司法書士による法律相談（市民会館） 9：30 ～ 12：00 

19 杉口整形外科 ☎４５・１４５１
9：00 ～ 17：00

20 田淵医院 ☎４３・４１１４
9：00 ～ 17：00

21 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
● HIV・肝炎相談（前日までに要予約） 13：20 ～ 15：00 

22

●生活習慣病健診（総合福祉会館） 8：30 ～ 
●精神障がい者相談 10：00 ～ 12：00 
●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 
●こころの相談（要予約） 13：00 ～ 17：00 
●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 

23 三木内科 ☎４２・１７７１
9：00 ～ 17：00

24
25

26 福田産婦人科麻酔科 ☎４３・５３５７
9：00 ～ 17：00

27

28

●生活習慣病健診（尾崎地区体育館） 8：30 ～ 
●知的障がい者相談 10：00 ～ 12：00 
●行政相談 10：00 ～ 12：00 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
●もの忘れ健康相談 13：00 ～ 15：00 包括

29 ●生活習慣病健診（尾崎地区体育館） 8：30 ～ 
●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 

30 ●生活習慣病健診（尾崎地区体育館） 8：30 ～ 
●身体障がい者相談 10：00 ～ 12：00 

10月
1 ●健康相談 9：00 ～ 11：00 

2

3 正木医院 ☎４５・３５５５
9：00 ～ 17：00

4

5
●生活習慣病健診（総合福祉会館） 8：30 ～ 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
● HIV・肝炎相談（前日までに要予約） 13：20 ～ 15：00 

6
●農事相談 10：00 ～ 11：30 

農
●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 
●こころの相談（要予約） 13：00 ～ 17：00 

7

8 ●栄養相談（前日までに要予約） 9：30 ～ 11：30 

9 ●行政書士・司法書士・土地家屋調査士無料相談   
　（市民会館） 10：00 ～ 12：00

10
●生活習慣病健診（赤穂すこやかセンター） 8：30 ～ 

梶原外科 ☎４２・９９３４
9：00 ～ 17：00

11

12 ●生活習慣病健診（総合福祉会館） 8：30 ～ 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

13 ●心配ごと相談 13：00 ～ 17：00 
●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 

14 ●子育てカウンセリング 13：30 ～ 16：00　子育て学習センター

15 ●生活習慣病健診（総合福祉会館） 8：30 ～ 

くらしのカレンダー掲載の事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「中止・延期」となる場合があります。

ま うち ごの き

保育所子育て 赤穂☎42・3368 塩屋☎42・0323 尾崎☎42・2297
　電話相談 御崎☎42・3338 坂越☎48・8458 有年☎49・2297
子育て相談（子育て学習センター） ☎45・3290
青少年育成相談　青少年育成センター（随時） ☎43・7831
 フリーダイヤル 0120・783・115
消費生活センター（市民対話課内）  （随時） ☎43・7067（相談専用）
女性問題電話相談　女性交流センター （火～金 13:00～16:00祝日除く）☎43・7800
犬・ねこの引取り問い合わせ　動物愛護センター龍野支所 ☎0791・63・5146

保健センター（すこやかセンター内） ☎46・8701
地域包括支援センター ☎42・1201
赤穂健康福祉事務所 ☎43・2321
地域活動支援センター ☎48・1615

ＦＡＸでの問い合わせ　市役所（代表）43・6892

問 い 合 わ せ 先

包括

市役所(代表)　 ☎43・3201
総合福祉会館　☎42・1397
農業委員会　　☎43・6845
市民対話課　　☎43・6818農

フォトニュース

優優勝おめでとう！勝おめでとう！

赤穂市役所で関西福祉大学の学生がインターンシップ活動を実施

　関西福祉大学の４名の学生が赤穂市役所で８月 16 日（月）から 20 日（金）の間インターンシップ（就労体験）

に参加しました。

　関西福祉大学教育学部保健教育学科３回生の野
の

元
もと

政
まさ

輝
き

です。私は、秘書広報課広報係で５日間お世話にな

りました。活動４日目に、他のインターンシップ生にインタビューを行い、このレポートをまとめました。

　今回参加した４名の学生は、それぞれ違う部署にお世話になりました。実際に消費者相談に同席したり、

福祉関係の施設で活動したり、SNS で赤穂市の魅力を伝えたりといろいろな体験をしました。私自身もイ

ンターンシップを通じて、普段では聞くことのできない業務内容や仕事のやりがいなどを教えていただいた

り、職員の方々が地域に密着し、市民の声に耳を傾けている姿を目の当たりにするなど、とても貴重な体験

をし、有意義な５日間を過ごすことができました。

インターンシップ参加学生によるレポート

社会福祉学部社会福祉学科１回生

の松
まつ

本
もと

千
ち

佳
か

子
こ

さんは、SNS で赤

穂市の魅力発信を行うために取材

をした体験を語ってくれました。

（観光課）

教育学部児童教育学科２回生の児
こ

玉
だま

大
そ

空
ら

さんは、消費者相談に同

席。消費者問題について学んだ体

験を語ってくれました。

（市民対話課）

教育学部保健教育学科１回生の山
やま

口
ぐち

結
ゆ

生
い

さんは、福祉施設等への訪

問体験について、資料を活用して

語ってくれました。

（社会福祉課）

●問い合わせ先　企画政策課企画係　☎４３・６８６７　FAX４３・６８２２

第 25 回全国高等学校女子公式野球選手権大会で全

国制覇を果たした神戸弘陵高校の主将、小林芽
め

生
い

さ

ん（鷏和）が、優勝報告のため市長を訪問しました。

（8/25　市役所）

寄寄贈ありがとうございました贈ありがとうございました

タイガーマスク 伊達直人さんから、消毒液 200 本

と、「恕
じょ

」の文字を折り鶴を連ねて表現した「連鶴額」

を寄贈いただきました。　　　　　（8/10　市役所）
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◆表紙の説明◆
　コロナ禍のため、第50回市民の夕べの通常開催はできま
せんでしたが、赤穂海浜公園と東有年でシークレット花火
を開催しました。市政施行70周年ということで、各会場70
発の花火が夜空を彩

いろど

りました。　　　（9/1　赤穂海浜公園）

▪ 広報あこうは自治会を通じてお届けしています。

▪ スーパー、コンビニエンスストア、観光案内所（播
州赤穂駅）、各地区公民館、市役所にも設置して
います。

▪ 次回の回覧広報あこうは９月24日（金）、
　広報あこうは10月12日（火）発行予定です。
▪広報あこうは再生紙を使っています。

広 報

各コンテンツの視聴に関して 　
　Facebook・YouTube・Aurasma（AR 動画）・マチイロは無料でダウンロード・利用できますが、ダウンロードおよび視聴にかかる通信料は自己
負担です。利用する端末の契約内容によっては高額となる場合がありますので、ご注意ください。

広報あこうがスマホで見られます。

https://machiiro.town/lp/hyogo_ako

▲

すくすく育て！わが家のホープすくすく育て！わが家のホープ

東有年梨
な し

本
も と

　彩
い ろ

羽
は

平成30年９月５日生まれ

ちゃん

父・善
よし

之
ゆき

さん　母・麻
ま

美
み

さん

ちゃん新
あ ら

居
い

　琴
こ と

葉
は

平成29年９月15日生まれ

ちゃん新
あ ら

居
い

　弦
げ ん

士
と

令和元年10月６日生まれ

大豆は動脈硬化、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の予防効果

が期待されると近年、脚光を浴びています。

作り方

① 豚肉は3㎝幅に切る。
② 豆腐はしっかり水気を切ってさいの目に切る。
③  長ネギは斜め薄切りに、しょうがとにんにくはみじん切りに、
他の野菜すべて細切りにする。

④  鍋に油を熱し、長ネギ、しょうが、にんにくを炒めてから豚肉
を加える。残りの野菜すべてを加えて、火が通ったらAを入れる。

⑤ 豆腐を加えてさっと煮て、水溶き片栗粉でとろみをつける。

材　料（4人分）

にぎやか麻婆豆腐
大豆製品を食べよう

一口メモ

　豚もも肉 ( 薄切り ) 200g
　木綿豆腐・・・・ １丁1/3
　長ネギ・・・・・・・ １本
　しょうが・・・・・ １かけ
　にんにく・・・・・・ 少々
　ニンジン・・・・・・８cm
　ピーマン・・・・・・ ２個
　干ししいたけ・・・・ 10枚
　たけのこ ( 水煮 ) 1/2ﾊﾟｯｸ

* １人分栄養素 *　エネルギー 283kcal　塩分2.1g

父・信彦さん　母・聖子さん

　９月 1 日は市制施行記
念日です。
　例年はあまり意識するこ
となく過ごしてしまう一日
ですが、今年は市制施行
70 周年ということで、市
制施行記念式典や第 50 回
市民の夕べシークレット花
火インターネット中継、市
政ＰＲ動画の制作・公開な
ど、髙にとって大変密度
の濃い一日となりました。
　特にインターネットでの
ライブ配信については予期

せぬハプニング等を乗り越
えてなんとか実施できたこ
とに今は安

あん

堵
ど

しています。
　今回得たノウハウを生か
して、より有効で幅広い情
報発信に取り組んでまいり
ます。
　９月１日に公開した市政
ＰＲ動画をはじめ、赤穂市
公式 YouTube チャンネル
のコンテンツも、充実させ
ていきますので、チャンネ
ル登録をお願いします。

髙

  

☆未就学児のわが家のホープモデルさんを募集しています☆

●申し込み・問い合わせ先　広報係　☎４３・６８７３　FAX４３・６８９２　メール kouhou@city.ako.lg.jp
　ホームぺージ https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/hishokouhou/hope.html

▪編集後記▪

　水溶き片栗粉・・・・ 適宜
　油・・・・・・・ 小さじ１

A（調味料）
　豆板醤・ ・・・・・・ 少々
　しょうゆ・・・・ 大さじ１
　みりん・・・・・ 大さじ１
　みそ・・・・・・ 大さじ１
　酒・・・・・・・ 小さじ２
　中華スープ・・・・ 200cc

塩屋


