
 
 

 

 

 

 

　文化・教育施設（1） 

830  中央図書館 

831  市民会館アミティホール 

832  フレンテホール 

833  プレラホール 

834  公民館 

835  若竹生活文化会館 

836  勤労会館 

837  勤労青少年ホーム 

838  西宮浜産業交流会館（NICC） 

839  西宮市情報センターの教室 

　文化・教育施設（2） 

840  共同利用施設・地区市民館・ 

　    市民憩の家の利用 

841  北山緑化植物園 

842  北山山荘 

843  万葉植物苑～西田公園 

844  環境学習ルームをご利用く 

        ださい 

845  大学交流センター 

 

 

 

　 

 
 

　美術館、博物館、ギャラリー 
　などの催し案内 

900  西宮市大谷記念美術館 

901  西宮市貝類館 

902  市民ギャラリー 

903  北口ギャラリー 

　文化・教育施設の催し案内 

910  移動図書館の日程 

911  環境学習ルーム 

912  北山緑化植物園 

913  大学交流センター 

914  市民会館アミティホール 

915  フレンテホール 

916  プレラホール 

　講習会・講座などの案内 

920  救急講習会 

921  健康講座、体操教室など 

　最新情報 

930  イベント等変更のお知らせ 

931  緊急のお知らせ 

   その他 

990「まち知るべ」サービスコー 

　　ド一覧 

999  墓地利用申し込み案内 

　　 (募集時のみ） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

566  身体障害者・身体障害児の 

　　 補装具の給付 

567  自動車運転免許取得助成 

568  精神障害者保健福祉手帳の 

　　 交付 

　母子（父子）・乳幼児・児童に 

570  電話育児相談 

571  母子（父子）相談・婦人相 

　　 談及び家庭児童相談 

572  母子・寡婦福祉資金の貸付  

573  保育所の入所 

574  幼児一時預り所 

575  留守家庭児童育成センター 

576  児童館・児童センター 

　福祉人材バンク 

580   福祉人材バンク 

 

 

 

 

　診療 

600  市立中央病院の外来診療 

601  市立中央病院の人間ドック 

602  休日・夜間の急病診療 

603  国民健康保険の人間ドック 

　　 の受診費用の助成 

　検診・健康相談 

610  乳がん・子宮がん・骨粗鬆 

　　 症の検診 

611  胃がん・肺がん・大腸がん 

　　 の検診 

612  基本健康診査 

613  生活習慣病予防の健康相談 

614  乳幼児健診 

615  ぜん息・アレルギー相談 

616  市立中央病院の両親学級 

617  エイズってどんな病気 

618  エイズの感染経路と予防 

619  乳児相談・離乳食講座・マ 

　　 ザークラス 

　保健所の検診・健康相談 

620  エイズ相談・検査について 

621  栄養相談 

622  母と子の歯の教室 

623  結核とは 

624  心のケア相談 

625  精神障害者デイケア事業 

626  精神保健福祉相談 

627  難病相談事業 

628  母と子の心の相談 

629  結核・感染症健康相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　施設 

510  総合福祉センター 

511  日帰り保養施設「かぶとや 

　　 ま荘」 

512  ボランティアセンター  

　介護保険制度について 

520  介護保険制度 

　高齢者に(1) 

530  住宅改造費助成 

531  日常生活用具の給付 

532  配食サービス 

533  徘徊高齢者家族支援サービス 

534  介護用品の支給 

535  寝たきりの人などの家庭介 

　　 護方法を習いたい方に 

　高齢者に(2) 

540  高齢者住宅整備資金貸付 

541  高齢者交通助成金 

542  敬老祝金 

543  敬老入浴券 

544  はり・きゅう・マッサージ 

　　 施術費補助 

545  寿手帳の配布 

546  老人クラブ 

547  老人いこいの家 

548  車いすの貸出し 

　障害者（児）に（1） 

550  住宅改造費助成 

551  日常生活用具の給付・貸与 

552  法外日常生活用具の購入補助 

553  短期入所 

554  訪問入浴サービス 

555  ホームヘルパー・ガイドヘ 

        ルパーの派遣 

556  福祉タクシー及びリフト付 

　　 自動車の派遣サービスにつ 

　　 いて 

557  寝たきりの人などの家庭介 

　　 護方法を習いたい方に 

558  車いすの貸出し 

　障害者（児）に（2） 

560  自動車の改造費またはガソ 

        リン費用の助成 

561  身体障害者手帳や療育手帳 

　　 の交付 

562  在宅障害者介護手当について 

563  兵庫県心身障害者扶養共済 

        制度について      

564  障害者・障害児の歯科診療 

565  身体障害者の交通運賃の割 

　　 引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　              

 

　予防接種 

630  子どもの予防接種 

631  三種混合または二種混合・ 

　　 麻しん・風しんの各予防接 

　　 種の受け方 

　献血 

640  献血の会場と日時 

  

 

 

　手続き 

700  市立幼稚園の入園手続き 

701  市立小・中学校の転校手続き 

　助成・奨学金 

710  教育費の負担軽減と奨学金 

　施設 

720  視聴覚ライブラリー 

　成人式 

730  成人式 

　相談 

740  青少年相談 

741  教育相談 

 

 

 

 

　スポーツ施設 

800  市立運動施設 

801  高座山公園野球場 

802  鳴尾浜臨海公園の施設 

803  流通東公園の施設 

804  西宮スポーツセンター 

805  勤労者体育館（サン・アビ 

　　 リティーズにしのみや） 

806  浜甲子園運動公園の施設 

　レクリエーション施設 

810  枝川浄化センター屋上広場 

　　 の開放 

811  海や山の研修施設とキャン 

        プ場 

812  市民農園 

813  交通公園 

814  鳴尾浜臨海公園（南地区） 

　美術館・博物館 

820  市内の美術館・博物館 

821  郷土資料館と名塩和紙学習館 

822  市民ギャラリー 

823  北口ギャラリー 

824  西宮市大谷記念美術館 

825  名塩和紙学習館 

826  西宮市貝類館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452  ねずみ及び害虫の駆除 

453  畳のダニ退治 

454  松くい虫の退治 

455  あき地の適正管理 

　斎園サービス公社 

460  葬儀 

461  満池谷斎場 

　開発・建築 

470  保護地区や保護樹木 

471  開発事業等におけるまちづ 

        くりに関する条例などによ 

　　 る届出・協議 

472  建築物の新築・増改築など 

        の届出 

473  住宅資金融資あっせん 

474  住居表示番号の手続き 

475  都市計画法による開発許可 

　　 など 

　道路 

480  道路占用と道路改築申請に 

　　 ついて 

481  私道の舗装 

482  有料自転車駐車場と放置自 

        転車等の移動保管について 

483  花と緑の生垣助成 

484  屋外広告物許可申請と規制 

　　 について 

485  開発事業その他の工事に伴 

　　 う工事車両と道路使用     

　中小企業・勤労者 

490  中小企業勤労者福祉共済制度 

491  中小企業者への資金融資の 

        あっせん 

492  労働相談 

493  勤労者体育館(サン・アビリ 

        ティーズにしのみや） 

494  西宮市シルバー人材センター 

 

 

 

 

　助成 

500  医療費の助成制度について 

501  援護資金の貸付 

502  生活保護 

503  育成医療費の公費負担 

504  結核医療費の公費負担 

505  精神障害者に対する通院医 

　　 療費公費負担 

506  特定疾患医療費の公費負担 

507  未熟児養育医療費の公費負担 

 

 

 

 

214  青少年相談 

215  教育相談 

216  労働相談 

 

 

 

　 

　住所の異動 

300  転入届 

301  転出届 

302  転居届 

　戸籍の届け 

310  出生届 

311  婚姻届 

312  死亡届 

313  転籍届 

　外国人登録 

320  外国人登録原票記載事項証 

　　 明書   

321  外国人の住所変更 

　印鑑登録 

330  印鑑登録 

331  印鑑証明 

　各種証明書の交付 

340  住民票の請求 

341  住民票の時間外の交付 

342  戸籍の全部事項証明書・個 

        人事項証明書の請求 

343  住民票・戸籍・転出証明の 

　　 郵送による請求 

　国民年金 

350   知ってほしい国民年金の魅力 

351  みんなが加入する国民年金 

352  こんなときは届け出を！ 

353  保険料～お得で便利な納め方 

354  保険料の免除制度など 

355  老齢基礎年金 

356  障害基礎年金 

357  遺族基礎年金 

358  国民年金のその他の給付 

　市民福祉金 

360  市民福祉金 

　児童手当など 

370  児童手当 

371  児童扶養手当と特別児童扶 

        養手当 

372  外国人等重度障害者特別給 

　　 付金 

373  外国人等高齢者特別給付金 

 

 

 

 

 

 

 

　市政への提案 

100  あなたの提案をお聴かせく 

　　 ださい 

　市議会 

110  議会の傍聴 

111  請願と陳情 

　選挙 

120  公職選挙法の寄附の禁止 

121  不在者投票制度 

122  明るい選挙推進協議会 

　情報公開制度 

130  情報公開と個人情報保護 

　市役所から 

140  今月のお知らせコーナー 

141  支所・市民サービスセンター 

　　・分室の利用 

142  市政ニュースが届いていな 

　　 い方に 

143  生涯学習 

　善意の寄託 

150  あなたの善意を 

　観光30選 

160  西宮の観光PRコーナーの 

　　ご案内 

　姉妹・友好都市 

170  外国の姉妹・友好都市 

171  国内の友好交流 

　西宮の歌 

180  西宮市歌 

181  西宮市民歌 

182  西宮市平和の歌「愛してま 

        すかふるさとを」 

183  文教住宅都市・西宮の歌 

 

 

 

 

　いざというときには 

200  休日・夜間の急病診療 

201  火災予防と救急 

202  市民共済に加入しましょう 

　相談 

210  生活相談と市政相談 

211  消費生活相談 

212  電話育児相談 

213  母子（父子）相談・婦人相 

　　 談及び家庭児童相談 

 

 

 

 

 

 

 

　国民健康保険 

380  加入 

381  資格喪失 

382  退職者医療制度 

383  保険証の再交付 

384  保険料 

385  療養費・移送費の支給 

386  高額療養費の支給 

387  人間ドック受診費用の助成 

388  入院時食事療養費標準負担 

　　 額認定証の交付 

　市税 

390  市税の納付と税務証明書の 

　　 発行 

391  個人市県民税 

392  固定資産税・都市計画税 

393  軽自動車税 

 

 

 

 

　住まい 

400  市営住宅の募集 

401  住宅資金融資あっせん 

402  西宮市特定優良賃貸住宅 

　　（西宮タイ・アップ住宅） 

　消費生活 

410  訪問販売などの契約 

　　（クーリング・オフ） 

411  計量器の検査 

412  消費生活相談 

　ごみ・し尿 

420  定日ごみの収集 

421  粗大ごみの収集 

422  西部総合処理センターの見学 

423  し尿の収集と浄化槽の清掃 

　水路・下水道 

430  水路や排水管の使用 

431  宅地内の排水設備工事・排 

　　 水管のつまり 

432  水路の清掃 

433  排水設備の改造工事 

　水道 

440   水道の届け出とご用、ご相談 

441  水道料金 

442  水道の修繕 

443  水道の新設・改造  

444  水道サ－ビス協会の業務 

　犬・猫・害虫 

450  犬の登録と狂犬病予防注射 

451  猫の引取り 
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