
　市民生活相談は、市民相談課（市役所本庁舎１階）で各種相談を行っ
ており、日程は下表のとおりです（希望者多数により受付できない場
合あり）。相談無料。なお、「法律相談」は１人20分程度で予約制です。
定員は月・金曜は各１6人、水曜は８人。申込は相談日当日の午前９時
から電話で。先着順。　
　※複数回の相談利用はご遠慮いただく場合があります

▪市民生活相談の年末年始の日程　　　　　　※市外局番は《0798》
種別 年内最終日 年始開始日 曜日・時間 問合せ

法律相談
（予約制） 12月 27日 1月 5日 月・水・金曜の

午後1時～4時

市民相談課
（35・3100）

家事相談 12月 27日 1月 5日 月・水・金曜の
午前9時半～正午

交通事故相談 12月 28日 1月 4日
月曜～金曜の
午前9時～正午、
午後1時～3時

公正証書相談 12月 20日 1月 17日
第1・3水曜の
午後1時～4時

（受付は3時半まで）
国・県の
行政相談 12月 27日 1月 10日 第2・4水曜の

午後1時～4時
登記・境界
相談 12月 21日 1月 4日 第1・3木曜の

午後1時～4時
建築・
リフォーム相談 12月 27日 1月 10日 水曜の

午前10時～正午
すまいづくり

推進課
（35・3778）

不動産相談 12月 21日 1月 11日 木曜の
午前9時半～正午

マンション
管理相談 12月 22日 1月 5日 金曜の

午前9時半～正午

人権相談 12月 21日 1月 4日
第1・3木曜の
午後1時～4時

（受付は3時半まで）

人権平和
推進課

（35・3320）

図書館 返却ポスト利用可能日時
中央・鳴尾図書館 12月29日～1月3日の午前10時～午後5時、

1月4日の午前7時半～午後8時

北部図書館 12月29日～1月3日の午前10時～午後5時、
1月4日の午前7時半～午後10時

北口図書館 12月29日～31日、1月3・4日の午前8時～午後9時、
1月1・2日の午前8時～午後6時

越木岩・段上・
上ケ原・山口分室 1月4日の午前9時～午後10時（12月29日～1月3日は利用不可）

甲東園分室 1月4日の午前8時半～午後8時（12月29日～1月3日は利用不可）

高須分室 1月4日の午前7時半～午後8時（12月29日～1月3日は利用不可）

若竹分室 1月4日の午前8時半～午後10時（12月29日～1月3日は利用不可）

　美術館やホール、公共駐車場など、市内の主な施設の年末
年始の休館・休業日は下表のとおりです。問合せは各施設へ。

▪主な施設の年末年始の休館・休業日　　　　※市外局番のないものは《0798》
施設 年末年始の休館・休業日など 問合せ

西宮市大谷記念美術館 展示入替のため1月12日まで休館 33・0164
かぶとやま荘 12月28日～1月4日 73・0688
総合福祉センター 12月29日～1月3日 33・5501
平和資料館

12月29日～1月4日
33・2086

郷土資料館 33・1298
名塩和紙学習館 0797・61・0880
西宮市貝類館 12月29日～1月3日 33・4888

ホ
ー
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー

市民会館 12月29日～1月3日 
※1月のホール抽選会は1月4日に実施
　ただし、市民会館アミティホールは
　平成31年1月から6月まで、なるお
　文化ホールは30年7月から12月ま
　で休館予定のため、抽選会なし

33・3111
なるお文化ホール 47・7977
フレンテホール 32・8660
プレラホール 64・9485
甲東ホール 51・5144
山口ホール 078・904・2760
市民ギャラリー 12月28日～1月4日 33・1666
北口ギャラリー 69・3160

西宮スポーツセンター
12月29日～1月3日 73・7581市内体育館（中央・中央

分館・今津・鳴尾・甲武・
北夙川・流通東・塩瀬）

リゾ鳴尾浜
12月27日～1月 1・5 日（12月25・
26日、1月2日～4日の営業時間は午前
10時～午後8時）

42・2161

芦乃湯
1月1・5日（12月31日は午後3時～10
時、2・3日は午前8時～正午、4日は午
後2時～8時の営業）

35・3318

公
共
駐
車
場

市役所前公共駐車場 年末年始も休まず、平常どおり営業 0120・72・8924
JR西宮駅南公共駐車場 1月1日のみ休業 33・9119
北口駐車場 年末年始も休まず、平常どおり営業 63・7333

4年生の受け入れ実施センター拡大
　留守家庭児童育成センター（以下、育成センター）の利用申請を受け付
けます。利用期間は来年4月から１年間です。対象は利用資格を満たして
いる家庭の小学１年～3年（障害のある児童は6年生まで、また、市が指定
する育成センターは4年生まで）です。

今津、上甲子園、瓦木、甲子園浜、高木、高木北、高須、
鳴尾、鳴尾東、西宮浜、山口の11育成センター

◉◉ 30年度4年生受け入れ実施センター ◉◉

【利用資格】児童の保護者いずれもが利用期間内に次の①～⑤のいずれかの
　�要件を備えていて、かつ同居の祖父母が当該児童を健全育成することがで
きないと認められる場合に限る▷①昼間に居宅内・外で１日4時間以上（勤
務終了時刻が午後2時より早い場合または勤務開始時刻が午後4時より遅
い場合を除く）かつ月曜～土曜に4日以上就労している▷②産前産後８週
間以内である▷③疾病もしくは負傷により１カ月以上の入院が必要である�
▷④親族の介護等により児童の健全育成ができない�▷⑤その他①～④と
同様の状態と認められる場合�
【利用時間】①小学校の授業日…下校時～午後5時（延長は7時まで）▷②
　�小学校の休業日（日曜、祝日を除く）…午前８時半～午後5時（延長は平日
のみ7時まで）　※土曜は延長がありません
【利用料】月額８200円（延長料月額3000円）※減免制度あり。別途おや
　つ代等の実費が必要
【利用の決定】申込多数の場合は提出書類をもとに、保護者が児童を育成で
　きない状況などを点数化し、優先順位を決定
【利用案内・申請書等の配布】利用案内・申請書等は、１2月１１日から各育成
　�センター、各申込先、一部を除く保育所・幼稚園で配布するほか、市のホーム
ページ（くらしの情報→子育て→保育所・幼稚園・小学校など）からもダ ウ ン
ロード可

留守家庭児童育成センター
（学童保育）来年度利用申請受付

年末年始業務案内 市などは、12月29日～来年1月3日に一部の業務を除いて休みます。施設などの
年末年始の業務についてお知らせします。詳しくは各問合せ先へご確認ください。

■�葬儀…１月１日は休業。それ以外は平常どおり業務を行います。
なお、申込受付は休業無しで毎日行います。受付時間は午前6時～午
後１１時。問合せは葬祭事務所（0798・72・4996）へ

■�満池谷納骨堂…１月１・3日は休館。それ以外は平常どおり業務を
行います。問合せは満池谷墓地管理事務所（0798・74・4199）へ

■�水道の漏水修繕…上下水道局は、１2月2９日～１月3日に急を要す
る水道の漏水修繕を行います（有料となる可能性あり）。問合せは上下水
道局宿直室（0798・32・2271）へ

■�上下水道局電話受付センター…上下水道局電話受付センター
は、１2月2９日～ １月3日まで休業します。それ以外は平常どおり業
務を行います。問合せは上下水道局電話受付センター（0798・32・
2201、0797・61・1703、078・904・2481）へ

■�火葬業務…１月１・3日は休業。それ以外は平常どおり業務を行い
ます。なお、申込受付は休業なしで毎日行います。受付時間は午前９
時～午後5時半。問合せは満池谷火葬場（0798・72・2340）へ

市立図書館・分室は、１2月2９日～１月4日に全館休館します。これ
に伴い、１2月１5日～2８日に借りた資料の貸出期間はおおむね3週

間になります。詳しくは各館・分室へ問合せを。なお、休館中の本の返却は、
返却ポストへお願いします（ＣＤは返却ポストに入れないでください）。返却ポ
ストが利用できる日時は下表のとおり。
　問合せは中央図書館（0798・33・0189）へ。

市民生活相談

その他
図書館

美術館・
ホールなど

※対象は過去に育成センターを利用した児童

【申込】申請書など必要書類を申請受付期間（12月18日～来年1月19日）
　　　 に下記の申込先へ持参か郵送（必着）を　
　※追加申請受付を1月22日～2月20日に実施しますが、小学1年～3 
　　年（障害のある児童は6年生まで）は1月19日までの申込を優先

センター名 申込先 住所・電話番号
香櫨園・浜脇・
用海 西宮YMCA 〒662－0９77神楽町5－23

☎0798・35・5987

鳴尾 三光事業団
鳴尾育成センター事務局

〒663－８１25小松西町2丁目
6－30☎0798・41・4421

甲子園浜・鳴尾東 労協センター事業団
西宮事業所

〒663－８１１2甲子園口北町4－2９
－１03☎0798・67・5170

高木・高木北・
高須西

セリオ西宮市留守家庭児童
育成センター事務局

〒530－0003大阪市北区堂島
１丁目5－１7堂島グランドビル８階
☎06・6442・0633

上記以外 西宮市社会福祉協議会
育成センター事業課

〒663－８233津門川町2－2８
福祉会館3階☎0798・36・7127
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