
■ 市の施設の休館等について

　市は、新型コロナウイルス感染症に迅速かつ冷静な対応を図るため、2月27日(木)、市長を本部長とする「西
宮市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。3月1日(日)には、新型コロナウイルスの感染者を
市内で初めて確認しました。市民の皆さんにおかれましては、かぜや季節性インフルエンザと同様に手洗いや咳
エチケットなどの感染症対策に努めていただくようお願いいたします。市としましては、引き続き市民の安全・
安心を確保するため、全力で対策を講じていきます。

　新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、帰国者・接触者相談センターへご連絡
ください。その他の一般的な相談については市の電話相談窓口へ。

　本市においても新型コロナウイルスの感染が確認される事態となりました。市としては、緊急事態と位置づけ、
感染拡大の防止と一刻も早い収束に向けた体制を取るべく、一層対策を強化して参る所存です。
　市民の皆様におかれましても、是非とも市と同様に、感染拡大防止のために不要・不急の外出を控えるととも
に、可能な限り、テレワークなどの活用や休暇の取得をしていただき、接触機会を減らしていただくよう、ご協
力をお願い申し上げます。最も大切なのは、手洗い、うがいや、十分な睡眠、栄養のある食事を通じて自己免疫
力を高めていくことです。それぞれの市民の皆さんのご理解、ご協力を心よりお願い申し上げます。
　市といたしましては、今後も日々変化する状況を注視し、医療機関等と連携を密にしながら、一日も早い事態
の鎮静化に向けて全力を尽くしてまいります。 西宮市長　石井　登志郎

　感染拡大防止のため当面の間、多数の人が屋内に集ま
る施設については、休館・休業いたします。また、開館
する施設でも利用可能なスペースを制限いたします。各
施設での相談業務等の実施状況については問合せを。

（解熱剤を飲み続ける必要があるときを含む）

※新型コロナウイルス感染症以外の病気が多い状況のため、インフルエンザ等の心配がある場合は通常通りかかりつけ医等にご相談ください

休館期間 施設・事業 運営状況 問合せ

～3/31

共同利用施設 休館 35・3197
勤労福祉施設 休館(※1) 34・1662
公民館 休館(※1) 各館へ
市民交流センター 休館 65・2251
消費生活センター 一部利用不可 69・3156
市立郷土資料館 休館 33・1298
大学交流センター 休館(※1) 69・3155
男女共同参画センター 
ウェーブ 休館(※1) 64・9495

地区市民館・広田山荘 休館 35・3197
図書館・図書館分室 休館(※3) 33・0189
名塩和紙学習館 休館 0797・

61・0880
西宮市貝類館 休館 33・4888
西宮市情報センター 休館 32・8899
船坂里山学校 一部利用不可 35・3276
平和資料館 休館 33・2086 
ホール・ギャラリー 休館(※4) 各施設へ
若竹生活文化会館 休館(※1) 67・7171

※市外局番のないものは《0798》
休館期間 施設・事業 運営状況 問合せ

当面

甲山自然環境センター 休館 72・0037
環境学習サポートセンター 休館 67・4520
北山緑化植物園 建物施設は休館 72・9391
甲子園浜自然環境センター 休館 49・6401
子育て総合センター 一部休業 39・1521
子育てひろば 詳細は各ひろばへ
児童館 休館 39・1521
みやっこキッズパーク 休園 39・1521
リサイクルプラザ 休館 22・6601

～3/15 西宮市大谷記念美術館 休館 33・0164

～3/25

山東自然の家 休館(※1) 35・3873
総合福祉センター 一部利用不可 35・3767
老人いこいの家・
老人福祉センター 休館(※2) 35・3077

～3/31 芦乃湯・大黒会館 集会施設は休館 67・3300
屋内運動施設 休館 各施設へ

「新型コロナウイルス感染症」対策本部を設置

本紙は3月3日時点の情報です。最新情報は市のホームページでご確認ください

安全・安心確保 全力に で取り組みます

(※1)施設予約、窓口での返金手続きは実施　(※2)北口老人い
こいの家は31日まで休館　(※3)予約図書の貸出と資料の返却
は可　(※4)市民会館は10日から休館。市民ギャラリーは開館、
北口ギャラリーは一部利用不可

　公民館等では、感染拡大防止のため
施設使用をキャンセルするグループ・団
体等に使用料を還付します。問合せは
各施設窓口へご連絡を。

■ 施設使用料の還付について

　感染症の流行により影響を受けた、
または、経営の安定に支障が生じてい
る中小企業者等の資金繰りを支援する
ため、以下の制度が実施されています。
問合せは商工課（0798・35・3326）へ。
▶セーフティネット保証制度4・5号の
認定…認定要件、必要書類等は市のホー
ムページ（4号のページ番号：616940
58、5号：63545252）に掲載
▶県融資制度…案内書、申込書は市の
ホームページ（ページ番号：593766
42）に掲載

■ 事業者の皆様へ

　令和元年（2019年）分の所得税・消費
税等の確定申告・市県民税の申告は、受
付期限が4月16日まで延長されました。

■ 確定申告・市県民税 期限延長

新型コロナウイルス　一刻も早い収束に向けて一致協力を

厚生労働省 の電話相談窓口

0120・565653☎
フリーダイヤル

午前9時～午後9時
（土・日曜、祝・休日含む）

一般的な 相談について

0798・35・3456☎
市の電話相談窓口

午前8時45分～午後7時
（土・日曜、祝・休日含む）

受付時間： 受付時間：

医療的な 相談について

0798・26・2240☎
帰国者・接触者相談センター

午前8時45分～午後9時
（土・日曜、祝・休日含む）

受付時間：

FAX番号： 0798・33・1174 FAX番号： 03・3595・2756

☎ 電話相談窓口はこちら
■ 帰国者・接触者相談センターに相談する目安 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く人

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ （呼吸困難）がある人
　右記のいずれかの症状がある人は、帰国者・接触者相談センターにご相
談ください。　※高齢者や基礎疾患等のある人は重症化しやすいため、右
記の状態が2日程度続く場合にも相談を

新型コロナウイルス感染症などの予防対策として、手洗いや咳エチケットなどをしっかり行いましょう。
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令和２年度 施政方針を表明
市民と共に新たな価値を生み出す市役所改革

　令和２（２0２0）年度は、昨年に基本方針を示した行政経営改革に本格的に取り組む最初の年となります。「市民
と共に新たな価値を生み出す市役所改革」を目指すため、①『OPEN』市民に開かれた市役所へ、②『SMART』
合理的で無駄のない市役所へ、③『RELIABLE』市民から信頼される市役所へ、の３つの視点を掲げて取り組み
ます。

令和２年度の一般会計予算案
1930億8056万円 区分 予算額 前年度比

一般会計 1930億8056万円 4.9%増
特別会計 886億4166万円 1.２%増
企業会計 4７4億２２２8万円 0.1%減
合計 3２91億4450万円 3.1%増

▶令和２年度予算案の内訳

※予算案は開会中の3月定例市議会で審議中

総務費 第二庁舎（危機管理センター）の建設工事の進捗な
どにより、約40億円の増額

民生費 幼児教育・保育の無償化の通年での実施や、保育所
等の待機児童対策などにより、約31億円の増額

▶一般会計予算案の特徴

    予算案については、市のホームページ（ページ番号：67
    119248）からご覧いただけます

施政方針は、市のホームページ（ページ番号：
84301169）や「にしのみやインターネッ
トテレビ」の動画で閲覧可

　子供の遊び場としての機能、バリアフリー化や
健康増進機能、防災機能などを充実させるため、
老朽化した都市公園の再整備に着手します。
　魅力的な都市核や良好な市街地の形成を進める
ため、阪神西宮駅北地区において民間活力の導入
も含めたまちづくりの検討や、阪急武庫川新駅の
設置に向けた関係者協議などを進めます。

文教住宅都市の価値を

　保育所等の待機児童対策については、引き続き
受入れ枠の拡大に向けた取組を推進します。留守
家庭児童育成センターは、待機児童の解消のため
引き続き施設整備を進めるとともに、民設の放課
後児童クラブの誘致に取り組みます。
　不登校児童生徒のための、あすなろ学級を増設
します。障害のある子供に合理的配慮の提供がで
きるよう基礎的環境整備に引き続き取り組みます。
　４月に小中一貫校として開校する「西宮市立総
合教育センター付属西宮浜義務教育学校」では、
一人一台のタブレットパソコンを活用した学びの
個別化についての研究を進めます。また、それぞ
れの児童生徒の学習履歴や心理状態などを記録し
たうえで、必要な対策を早期に講ずることができ
ることを目指した研究を市内大学と連携して進め
ます。このほか、学校図書館の地域への開放など
地域拠点・地域づくりに貢献していきます。
　学校施設については、老朽化や教室不足等の解
消のため、引き続き校舎の改築等による教育環境
の整備を進めるほか、教育活動における熱中症対
策および災害時の避難所環境改善等の観点から、
中学校全校の体育館に空調設備を設置します。

　近年、高齢者交通助成事業を取り巻く環境が大
きく変化し、現在の枠組みでは継続が困難な状況
です。高齢者の外出促進や健康増進を促す施策へ
の転換を図るため、令和２年度中に事業を見直し、
３年度から実施できるよう検討を進めます。
　高齢者人口の増加に対応するため、認知症の初
期対応を行う支援チームの体制強化や、地域包括
支援センターの職員の増員を行います。
　中央病院と県立西宮病院の統合再編新病院の基
本設計・実施設計を進めます。また、中央病院は
統合するまでの間、引き続き地域医療支援病院と
して市民の命と健康を守るため、経営改善に向け
一層努力します。
　産後間もない時期における産婦健康診査の助成
を行い、産後の初期段階の支援を強化します。

社会全体で子供を育てる

みんなが元気に、
安心して暮らせるまちへ

甲子園周辺のスポーツ関連資源のPRやイベン
トの実施、スポーツ関連ビジネスが展開しやすい
環境づくりを進め、地域の活性化につなげていき
ます。
　生涯学習を推進するため、「生涯学習推進計画」
の策定を進めます。図書館業務の効率化を図り、
レファレンス機能や学校図書館への支援を充実さ
せます。
　生産緑地の保全・活用に向けた取組を進め、農
地貸借のマッチングや就農などを支援するほか、
市民農園の開設を希望する個人や団体に対し、開
設費用の助成を行います。

市民と共にまちづくりを

　東部総合処理センター破砕選別施設の整備に向
けた基本計画の策定等を実施し、分別区分などの
ごみ処理体制を見直し、市民・事業者への啓発強
化も含め、ごみ減量とさらなる再資源化に向けた
取組を進めます。芦屋市とのごみ処理広域化につ
いては引き続き協議を進めます。
　道路の整備については小曽根線の予備設計に着
手し、今津西線の事業化に向けて調査を行います。
　令和３年度の運用開始に向け建設中の第二庁舎
（危機管理センター）での災害対応が効果的に機
能するよう、各種訓練や検証を行うほか、地域版
防災マップや地区防災計画の作成など、地域の自
主的な取組を支援します。

　情報発信で活用しているLINEについて、行政
手続きの受付や問い合わせなどへの活用を検討
し、粗大ごみの収集申込み、ごみに関する問い合
わせ対応の機能を導入し、不法投棄や道路等の不
具合の通報にも活用します。
　市民の利便性の向上や避難所における通信確保
を図るため、公共施設にフリーWi－Fi環境を整
備し、市民啓発に関する情報発信を行います。
　これからは魅力あるまちづくりに必要な投資も
行いながら、ハードの整備はもちろん、SDGｓを
踏まえた施策やAIなどの新技術の導入、
Society5.0など最先端の概念も検討しながら、行
政課題の解決に向けた意欲的で先進的な取組につ
いて積極的に進めてまいります。

高めるために

環境づくり

よき財産を生かし、

安全で安心して
暮らせるまちづくり

持続可能な行政運営を

前年度より90億708万円増

▶動画はこちら

問 財政課（0798・35・3414）
≪主な項目の説明≫
民生費…福祉の充実に 　教育費…学校教育や社会教育の充実に 　総務費…文化振興や広報に
土木費…道路や公園の維持管理等に 　公債費…借金の返済に 　衛生費…保健医療や清掃事業に

0 200 400 600 800 1,000億円 0 200 400 600 800 1,000億円

歳出 歳入
民生費

教育費

総務費

土木費

公債費

衛生費

消防費

その他

852億4358万円（46.3%)

234億2092万 （12.7%）234億2092万円（12.7%）
244億1275万 （12.6%）244億1275万円（12.6%）

191億　267万 （10.4%）191億　267万円（10.4%）
230億9421万 （12.0%）230億9421万円（12.0%）

170億3472万 （9.3%）170億3472万円（9.3%）
169億8830万 （8.8%）169億8830万円（8.8%）

159億1153万 （8.6%）159億1153万円（8.6%）
156億6970万 （8.1%）156億6970万円（8.1%）

146億8513万 （8.0%）146億8513万円（8.0%）
155億9427万 （8.1%）155億9427万円（8.1%）

66億　129万 （3.4%）66億　129万円（3.4%）
57億2554万 （3.1%）57億2554万円（3.1%）

29億4939万 （1.6%）29億4939万円（1.6%）
24億1510万 （1.3%）24億1510万円（1.3%）

　883億　494万円（45.7%）
873億6219万円（47.5%）
877億7374万円（45.5%）

445億2545万 （24.2%）445億2545万円（24.2%）
467億5059万 （24.3%）467億5059万円（24.3%）

132億5140万 （7.2%）132億5140万円（7.2%）
167億4600万 （8.7%）167億4600万円（8.7%）

121億1520万 （6.5%）121億1520万円（6.5%）
130億4020万 （6.6%）130億4020万円（6.6%）

50億9555万 （2.8%）50億9555万円（2.8%）
107億　128万 （5.5%）107億　128万円（5.5%）

80億7300万 （4.4%）80億7300万円（4.4%）
77億3834万 （4.1%）77億3834万円（4.1%）

89億4845万 （4.9%）89億4845万円（4.9%）
71億9540万 （3.7%）71億9540万円（3.7%）

35億9900万 （1.9%）35億9900万円（1.9%）
19億8000万 （1.0%）19億8000万円（1.0%）

11億　324万 （0.6%）11億　324万円（0.6%）
11億5501万 （0.6%）11億5501万円（0.6%）

国県支出金

市税

市債

使用料・手数料
分担金・負担金

地方交付税

譲与税・交付金

諸収入

繰入金

その他

予算案の内訳一般会計 令和２(2020)年度 令和元(2019)年度



問 政策推進課（0798・35・3476）

業務効率化を推進
業務効率化に向けた全庁的な方針の策定、実行の支援を進める

フリー Wi-Fiを設置
利便性の向上等を目的に、公共施設にフリーWi-Fi環境を整備する

市民の声システムを導入
市⺠の声をより効果的に活用できるよう新システムを導入し、ホーム
ページでの公開対象を拡大することで開かれた市政を目指す

第二庁舎(危機管理センター )を整備
災害時の初動体制を担う部署を集約した第二庁舎
（危機管理センター）を整備。令和3(2021)年度
供用開始予定

都市計画道路の整備、老朽化区間の更新、無電柱化を行う
街路を整備

ごみステーションにおけるカラス被害の防止対策とし
て、折り畳み式ネットボックス購入費用の一部を補助

折り畳み式ネットボックス等の

西部総合処理センターの代替施設を整備
経年劣化した同センターの代替施設として、新たな焼却施設の整備
に向け、各種調査を開始

警察との意見交換を踏まえた、防犯カメラの増設を行う
防犯カメラを設置

地球温暖化対策を実施
蓄電池等の設置への補助金交付や、省エネを推進する事業等を実施 粗大ごみ収集受付機能を拡充（LINEによる受付）

粗大ごみの収集申込など、LINEを活用した受付システムを導入

購入費用を補助

東京2020オリンピック・パラリンピックに伴い
スポーツに触れる機会を創出
オリンピック・パラリンピック聖火リレー、東京2020競技大会パ
ブリックビューイングを実施

スポーツを核に甲子園地域を活性化

市道西第178・180号線等を整備
臨港線から御前浜入口までの車道および歩道を拡幅するため、既設
防潮堤を撤去する

市と阪神電鉄、関連事業者等による協議会を設置し、エリアPR媒
体の発行やイベント等を実施

樋ノ口地区のまちづくり
樋ノ口地区の農地を主体とした区域において、組合施行による土地
区画整理事業を支援

都市農地を保全し、活用を促進
都市農地活用の提案とその実施までのサポートを行うほか、市⺠農園
の開設を希望する農家に費用補助を行う

生涯学習推進計画を策定
生涯学習を推進する体制や生涯学習施設のあり方など、生涯学習施策
の指針となる計画を定める

公園のリニューアル
子供の遊び場、健康増進、防災減災等の機能の
充実・向上を図るため、都市公園を再整備

認知症初期集中支援体制を強化
認知症が疑われる人やその家族等を訪問して支援を行う、医療・介護
の専門職および専門医で構成される支援チームの数を増やす

胃がんの早期発見に有用なため、胃内視鏡検診の令和3(2021)年度
開始を目指す

胃内視鏡検診の実施に向け、システムを改修

令和2年(2020年)4月に兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例等が
完全施行されることに伴い、受動喫煙防止の啓発等を実施

 「スモークフリーにしのみや」 を推進

図書館のサービスを向上

西宮浜小・中学校を9年間一貫の義務教育学校として開校し、特色あ
る学校づくりを進める

司書の専門性を生かしたレファレンス機能の充実や、返却ポストの増
設、西宮浜義務教育学校図書館の地域開放に取り組む

西宮浜の小中一貫教育を推進 乳幼児期の教育・保育の質向上を目的にビジョンの策定等を行う
西宮市幼児教育・保育ビジョンの策定（仮称）

市内11校の小・中・義務教育学校で地域とともにある学校づくりに
取り組む

コミュニティ・スクールがパイロット校でスタート

 「こころん・サーモ」 の導入
武庫川女子大学と共同開発した心理状態チェックシステム「こころ
ん・サーモ」の全小・中学校への本格導入を進める

あすなろ学級(社会的自立を目指す不登校児童生徒支援施設)への入級
ニーズの高まりを踏まえ、休園した幼稚園施設を利用して拡充を行う

不登校児童生徒のための教育支援センターを拡充

保育所等待機児童の解消と保育の質の向上

（10月開始予定）
産後初期段階における母子支援を強化するため、健康診査費用を助
成

産婦の健康診査費用を助成

ドナーにかかる休業等による経済的負担を軽減することで、提供辞
退者の減少を図る

骨髄·末梢血幹細胞移植ドナーに助成金を交付

認可保育所等を利用保留となった世帯が、やむを得ず認可外保育
施設を利用する場合の費用の一部を補助
認可保育所等を利用保留となった世帯が、指定の私立幼稚園を利
用する場合の預かり保育にかかる費用の一部を補助

⺠間保育所等の整備費用を補助

保育士確保のため、保育士用の宿舎借上げ費用や奨学金返済費用
を補助

生瀬幼稚園を生瀬小学校内に移転・整備し、生瀬幼稚園舎を⺠間
の幼保連携型認定こども園として整備

中学校体育館に空調設備を設置
香櫨園・春風・安井小学校、瓦木中学校、西宮養護学校の増改築等
を実施

学校施設の整備

令和 2 年度の主な事業と施策 ※各事業の詳細については
担当部署をご案内します※現在、下記事業を含む令和 2(2020) 年度予算案は 3月定例市議会で審議中です

子供・教育

住環境・自然環境

福祉・健康・共生

政策推進

都市の魅力・産業

環境・都市基盤、安全・安心

令和2年（2020年）3月10日	 （3）



災
害
に
関
連
す
る
詐
欺
に
ご
注
意
を
！

・義援金を寄付する人は、募ってい
る団体等の活動状況や使途をよく確
認し、納得した上で寄付しましょう。
・公的機関が各家庭に電話等で義援
金を求めたり、訪問して義援金を募
ることは絶対にありません。名乗る
団体名称や話の内容をうのみにせ
ず、自分で相手方の連絡先を調べ、
直接内容を確認しましょう。
　不審に思ったとき、被害に遭った
ときは消費生活センターや警察に相
談してください。

　大規模災害が発生すると、点検商
法や便乗商法など、災害に関連した
消費者トラブルが発生する傾向にあ
ります。過去の災害時には、福祉団
体や公的機関などを名乗り、義援金
をだまし取ろうとする義援金詐欺と
疑われる情報が消費者庁に寄せられ
ていました。
◆消費者へのアドバイス
・修理工事等の契約は、迫られても
その場で決めず、内容を確認するな
どして慎重に行いましょう。問 市民相談課（0798・35・3100）

上下水道の使用開始・中止の申込もお忘れなく！
　電話または市のホームページ（ページ番号：91542614）から申込可。
電話申込は上下水道局電話受付センター（0798・32・
2201、0797・61・1703、078・904・2481…午前8時45
分～午後8時。土・日曜、祝・休日は5時半まで）へ。

　市は、市政に対する市民の皆さんの意識とその動向を知り、施策の策
定や市政運営の基礎資料とするため、18歳以上の市民3500人を対象に
「市民意識調査」を実施しています。
　今年度は「自転車利用環境の改善」、「公民館地域学習推進員会講座」、
「消費生活に関する意識・行動」、「男女共同参画に関する意識」、「多文
化共生」の5つのテーマを調査しました。
　調査回収率は51.1％でした。ご回答いただいた市民の皆さん、ご協
力ありがとうございました。
　調査報告書は、市民相談課（市役所本庁舎1階）、各支所・市民サー
ビスセンター、アクタ西宮ステーションなどで閲覧できるほか、市のホー
ムページ(ページ番号：39366252)に掲載しています。

※運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの
　ものは1点、健康保険証や年金手帳などの場合は2点必要

■ 市民第2課（市役所本庁舎1階） ■ 各支所

■ アクタ西宮ステーション■ 各市民サービスセンター

【受付時間】土・日曜、祝・休日を除く午前 9 時～午後 5 時半
※アクタ西宮ステーションは午後 7 時半まで。ただし 5 時半以降は手
　続き内容により受付できない場合あり
※各支所・市民サービスセンターは、正午～午後 1 時に受付できない
　場合あり

・転居届の場合は、マイナンバー通知カード、マイナンバーカード、住民基本
  台帳カード、在留カード等も持参し、住所変更手続きを

・ 転出・転居届に伴い、国民健康保険や介護保険などの手続きが必要な場合あり

引っ越しに関する届出について詳しくは、市のホームペー
ジ（ページ番号：26215773）で確認を

※マイナンバー通知カードは５月３０日までの政令で定められる日以降廃止
　となります。廃止されると通知カードの住所変更はできなくなります

　上下水道局は、施設や管路の耐震化を進めるとともに、地震などの災害
時に備え、水道水を蓄える施設として、公園など13カ所に「緊急貯水槽」
を、浄水場など水道施設11カ所に「緊急遮断弁付き配水池・配水槽」を
設置し、災害時の応急給水拠点として整備しています。

緊急遮断弁付き配水池・配水槽
越水浄水場配水池 苦楽園中区配水槽 鷲林寺南配水槽 北六甲台配水所配水池
西宮浜配水所配水池 苦楽園高区配水槽 宝生ケ丘高区配水槽 名塩さくら台配水槽
北山配水所配水池 目神山配水槽 丸山浄水場配水池

平常時は水道管の一部として水が流れ、災害時には断水など
による水圧の低下を感知して遮断弁が自動的に作動し、水を

確保します。災害時に備え、自宅近くの緊急貯水槽を確認しておきましょう

地震による大きな揺れ等を感知して
遮断弁が自動的に作動し、水の流出を防止します

　災害時の速やかな水の確保に向けて、緊急貯水槽を使った市民向け
訓練を、自治会などの団体から依頼を受けて実施。実際に貯水槽と給
水栓をつなぎ、ポンプ等で水をくみ上げ応急給水拠点を作ります。
　訓練については問合せを。

問 こども未来センター（0798・65・1882）

会場 日時
こども未来センター 4月8日、5月13日、６月10日、７月8日 水 午前9時半～11時半
子育て総合センター 4月28日、5月2６日、６月23日、７月28日 火 午前10時～11時半
塩瀬公民館 ６月8日 月 午後1時～3時

山口保健福祉センター ７月13日 月 午後1時～3時

鳴尾中央センター 4月６・13日、5月11・25日、６月22日、
７月６日 月 午後1時～2時

※こども未来センターの駐車場は肢体不自由のある人を優先しています。
　できるだけ公共交通機関をご利用ください

子供の社会性の成長の目安にお役立てください

　こども未来センターでは、子供の発達への理解を深めるため、子供の社
会性の成長の目安を知ることができる「かおテレビ」（視線計測装置）を
導入しています。
　かおテレビの体験では、子供にテレビ画面に映る人の顔や模様などの動
画を約2分間見てもらいます。
　この測定の結果だけで社会性の成長が早
い、遅いなどの確定はできませんが、「子供
が映像のどの部分をどのくらい見ていたか」
などを調べることで、その子の傾向を知るこ
とができます。日頃の子供との関わりに、ぜ
ひお役立てください。

【対象】1歳～小学校入学前　　【定員】あり
【申込】実施日＝下表参照＝の2日前までにこども未来センターまで

　就職や転勤、進学などで引っ越しが多い時期です。引っ越しするときに
は、必ず転出・転居手続きを行い、住民票を居住地に移しましょう。
　3月下旬から4月上旬にかけて窓口が大変混雑します。市役所本庁舎の
ほか、お近くの支所等でも手続きができますので、ご利用ください。

問 市民第2課（0798・35・3108）

転出日の前日までに、転出届を西宮市に提出し、転出証明書を受け取る。
引っ越し後の市区町村に転入した日から14日以内に転出証明書を添えて、
転入届を提出

転居した日から14日以内に転居届を提出

緊急貯水槽
津門中央公園 高木公園 上ケ原南小学校 南甲子園小学校 山口センター
西宮東高校 森具公園 甲陵中学校 浜脇小学校
今津中学校 夙川小学校 春風小学校 両度緑地

問 危機管理企画課（0798・74・6629）

かおテレビ 体験してみませんか？

市民意識調査まとまる

転出・転居の手続き
≪西宮市から他の市区町村へ引っ越す場合≫

≪西宮市内で引っ越す場合≫

手続きに必要なもの
■ 来庁する人の
　 本人確認書類

■ 印鑑 ■ 委任状 (代理人の場合)

手続き場所・受付時間

引っ越ししたら を移しましょう！
住民票は行政サービスや選挙人名簿への登録などに
つながる大切な情報です

住民票

緊急遮断弁付き配水池・配水槽

災害時に備えて整備しています緊急貯水槽
緊急遮断弁付き水道施設

緊急貯水槽

緊急貯水槽を使った市民向け訓練を実施
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郵送申込

　市は、西宮市生涯学習大学「宮水学園」（①教養コース・選択コース）、
②同塩瀬地域講座、および③同山口地域講座の受講者を募集します＝右表
参照。重複受講可。募集案内冊子（申込書付）
は、生涯学習推進課（フレンテ西宮4階）、
市役所本庁舎1階総合案内所横、各支所、各
公民館などで配布しているほか、市のホーム
ページ（ページ番号:①58032634、②③
14000033）からダウンロード可。

①宮水学園
教養コース（教養講座のみを受講） 選択コース（教養講座と選択講座を受講）

日程 5月28日（木）～来年3月18日（木）
11回シリーズ 15回シリーズ

会場 市民会館アミティホール、フレンテ西宮など

内容
生きかた、暮らしかた、健康づくり、
まちづくり、社会の動き、文化など
の一般教養講座

教養講座に加え、12種類の選択講座
（絵画、国際、園芸、文学など）から
1講座を受講

対象 令和2年（2020年）4月1日時点で60歳以上
受講料 2000円 6000円。別途教材費が必要な場合あり
定員 2500人 各40人～180人。多数の場合抽選

②塩瀬地域講座 ③山口地域講座

日程 5月20日（水）～来年2月17日（水）。
9回シリーズ

5月19日（火）～来年2月16日（火）。
9回シリーズ

会場 塩瀬公民館 山口ホール
内容 音楽、ふるさと、文学 自然科学、せいかつ、芸術
対象 令和2年4月1日時点で60歳以上（定員に満たない場合は59歳以下も可）
受講料 各2000円
定員 各100人。多数の場合抽選

生涯学習大学「宮水学園」学び続けたい
シニアの皆さんへ

　市は、市内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に
「固定資産税・都市計画税」を納付していただいています。令
和2(2020)年度の固定資産課税台帳の閲覧制度などについて
紹介します。

固定資産税 などに関する
お知らせ

問
資産税課（0798・35・3269）、
塩瀬・山口地区は 北部土地家屋チーム（0797・61・0048）

【令和２年度分固定資産税に関する閲覧・縦覧制度】
固定資産課税台帳の閲覧 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

期
間
4月1日以降の午前9時～午後5時半
（土・日曜、祝・休日を除く）（注）

4月1日～6月1日の午前9時～午後5時半
（土・日曜、祝・休日を除く）

会
場資産税課（市役所本庁舎2階）、北部土地家屋チーム（塩瀬・山口センター内）

対
象

・固定資産税の納税義務者
・借地人
・借家人
・破産管財人など
※それぞれ代理人も可

・固定資産税の納税者
※代理人も可
※土地のみ所有する人は土地価格等縦覧
　帳簿、家屋のみ所有する人は家屋価格
　等縦覧帳簿のみ縦覧可能

必
要
な
も
の

固定資産税の納税義務者・納税者は、運転免許証やパスポート、マイナンバー
カード（個人番号カード）など官公署が発行した顔写真付きの本人確認ができ
るもの1点（ない場合は本人確認ができる健康保険証や福祉医療費受給者証な
ど2点）。代理人の場合は、委任状。相続人は、相続人であることが確認でき
る書類（戸籍謄本など）、借地・借家人等は賃貸借契約書など権利関係を証明
できるもの、および対価の支払いが確認できる領収書など

（注）山口センターでの閲覧は6月1日まで

　固定資産課税台帳の閲覧は、納税義務者等が固定資産課税台帳に登録
された自己の資産に関する内容（評価額など）を確認できる制度です。
　閲覧期間などは右表のとおりです。
　また、4月1日～6月1日（土・日曜、祝・休日を除く）は、課税台帳
の写し（名寄帳）を無料で受け取ることができます。なお、課税台帳の
内容は、5月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書に添付の課
税明細書でも確認することができます。

　4月1日以降に税務管理課（市役所本庁舎2階）、各支所、アクタ西
宮ステーションで発行。要発行手数料。問合せは税務管理課（0798・
35・3251）へ。　※アクタ西宮ステーションでは、土・日曜、祝・
休日も交付できます。ただし、納税義務者死亡の場合や、1月2日以
後に所有者が変更されている場合等は、証明書の発行はできません

　4月1日から納税通知書を受け取った日の翌日以後3カ月間について
は、西宮市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができま
す。
　問合せは西宮市固定資産評価審査委員会事務局（0798・35・
3200…税務管理課内）へ。

閲覧・縦覧制度

固定資産課税台帳の閲覧

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

今回の申込は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年実施している会場申込を中止しています

市のホームページ（ペー
ジ番号：58032634）ま
たは右記コードから

申込書と冊子添付の返信用封筒（①の選択コースを希望する人は、63円
切手を貼った返信用ハガキも)を3月27日（必着）までに同課（〒662－
0911池田町11－1）へ。詳しくは募集案内冊子で確認を

市のホームページ（ペー
ジ番号：14000033）ま
たは右記コードから

問 生涯学習推進課（0798・35・5165）

　市は、税務証明書の不正な請求を防止し、個人情報の保護を図るため、
固定資産課税台帳登録事項証明書（評価証明書）などの証明書の交付申
請時に申請者の本人確認を行っています。窓口では、本人確認書類を提
示してください。郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを同封し
てください。代理人が申請する場合は、委任状も必要となりますのでご

注意ください。
【本人確認書類の例】運転免許証、パスポート（旅券）、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）、住民基本台帳カード（写真付き）、身体障害者手
帳など

問 税務管理課（0798・35・3251）

≪税務証明書の交付申請時の本人確認にご協力を≫

≪登記申請時に課税明細書が利用できます≫
　法務局で不動産の登記申請をする際に記載が必要な固定資産の価格
は、固定資産税・都市計画税納税通知書に添付している課税明細書で確

認できます。固定資産の価格を確認する書類としてご利用ください。

資産税課（0798・35・3269）問

自己資産の評価額などが
確認できます

　土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、自己の土地・家屋の評価額と、
他の土地・家屋の評価額を比較することができる制度です＝右表参照。

インターネット申込（３月29日までに申込を）
◆宮水学園 ◆塩瀬・山口地域講座

受講者募集

▪令和２年度　固定資産課税台帳登録事項証明書の交付 ▪固定資産課税台帳登録価格の審査申出
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　西宮スポーツセンターや市内体育館等では、月謝制の多彩な
教室を開催しています。

日程 事業名

3月14日(土)
阪神南圏域看護職合同就職説明会
医療と介護STUDY！
生瀬幼稚園施設における保育施設整備説明会

3月15日（日）
育児セミナー（両親学級）
西宮市吹奏楽団定期演奏会
LALALAミュージシャンコンテスト

3月17日（火）～22日(日) ユネスコ世界児童画展

3月21日（土）ＮＰＯフェスティバル人形劇定期公演
3月22日（日）みやっこキッズパーク春まつり

3月22日(日)・23日（月）統合新病院・基本計画市民説明会
3月28日(土)～4月5日（日）越水浄水場さくらの通り抜け

3月29日(日) 西宮少年合唱団定期演奏会
4月4日(土)・5日(日) にしのみや水道フェスタ

4月5日(日) 西宮さくら祭

　開催期間は４月～来年３月。要受講料（月謝制）。定員あり。各教室の曜日・時間・申込方法等について詳しくは、
各館または各ホームページで確認を。
▶①～⑥…西宮スポーツセンターのホームページ（https://nsc-sports.jp/）
▶⑦～⑨…西宮スポーツコミュニティ共同体のホームページ（https://www.nishinomiya-sf.jp/）

市からさまざまな情報を発信しています。
ぜひご利用ください

Facebook

【ページ名】西宮市役所

Twitter

【アカウント名】nishinomiya_shi

　市は、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」等を
踏まえ、不特定多数の人が集まるもの等（市外や他府県から集ま
る等）に該当するイベント・集会等は、原則として中止もしくは
延期を検討してきました。
　このたび、市内で新型コロナウイルスの感染者が確認された事
態を受け、市が主催・共催するイベント・集会等を中止または延
期します。ただし、試験や卒業式など日程の変更が困難なものに
ついては、感染予防対策を講じたうえで実施するものがあります。
※掲載情報は3月3日時点のものです

教室名 対象

①スポーツセンター（７３・７581）
ひよこっこ体操 2・3歳児と保護者
幼児体操 4・5歳児
小学生体操 小学1・2年生

②中央体育館（７4・0７20）
幼児体操 4・5歳児
JUDOチャレンジ 4歳児～小学1年生
ミニバスケットボール 小学4年生～6年生
スポバス 中学生以上
スポバレ 中学生以上
基礎クォ―タ―テニス 一般
応用クォ―タ―テニス 一般
初級卓球 一般
中級卓球 一般
初・中級バドミントン 一般
なぎなた 小学生、中学生以上

フットサル 小学1・2年生、
小学3年生～6年生

ミニバスケットボール
※開催は6月から 小学1年生～3年生

教室名 対象

③中央体育館分館（6７・0７７1）
親子でリフレッシュ 2・3歳児と保護者
幼児体操 4・5歳児
小学生スポーツ 小学4年生～6年生
小学生バレーボール 小学4年生～6年生
初・中級
バドミントン 一般

初心者バドミントン 一般

小学生卓球 小学生、
小学4年生～6年生

中学生卓球 中学生
基礎
クォーターテニス 一般

④北夙川体育館（７0・2222）
親子でリフレッシュ 2・3歲児と保護者
幼児体操 4・5歳児
小学生スポーツ 小学4年生～6年生
ミニ
バスケットボール 小学4年生～6年生

リフレッシュ＆
シェイプ 一般

のびのび健康体操 一般
応用
クォーターテニス 一般

⑥塩瀬体育館（0７9７・62・2565）
親子でリフレッシュ 2・3歳児と保護者
幼児体操 4・5歳児
小学生スポーツ 小学4年生～6年生
リフレッシュ＆シェイプ 一般
のびのび健康体操 一般
クォーターテニス 一般
初・中級卓球 一般

教室名 対象

⑤流通東体育館（0７8・90３・３801）
親子でリフレッシュ 2・3歳児と保護者
幼児体操 4・5歳児
小学生スポーツ 小学4年生～6年生
ミニバスケットボール 小学4年生～6年生
リフレッシュ＆シェイプ 一般

下表については
申込方法が異なります➡

　開催期間は４月～来年３月。要受講料（月謝制）。定員あり。曜日・時間・申込方法等について詳しくは、
⑩は浜甲子園体育館、⑪は能登運動場または西宮市立屋内・屋外体育施設のホームぺージ（https://oku-
nishinomiya.jp/school/）で確認を

⑦今津体育館（48・4828）
親子エクササイズ 2・3歳児と保護者
キッズ体操 4・5歳児

アスレチッククラブ 小学1年生～3年生、小学4年生～6年生
Jr.バスケットボール 小学4年生～6年生
Jr.バレーボール 小学4年生～6年生
エクササイズde
リフレッシュ 一般

いきいき健康体操 一般
クォーターテニス 一般
健康レクリエーション 60歳以上

通年制教室

⑨甲武体育館（52・529３）
親子エクササイズ 2・3歳児と保護者
キッズ体操 4・5歳児

アスレチッククラブ 小学1年生～3年生、小学4年生～6年生
西宮ストークス
バスケットボール
スクール甲武校

小学4年生～6年生

Jr.バレーボール 小学4年生～6年生
エクササイズde
リフレッシュ 一般

応用クォーターテニス 一般
健康レクリエーション 60歳以上

教室名 対象

⑧鳴尾体育館（46・1３３３）
親子エクササイズ 2・3歳児と保護者
キッズ体操 4・5歳児

アスレチッククラブ 小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

Jr.バレーボール 小学4年生～6年生
Jr.バスケットボール 小学4年生～6年生
エクササイズde
リフレッシュ 一般

クォーターテニス 一般
健康レクリエーション 60歳以上
健康レクリエーション
60 60歳以上

⑩浜甲子園体育館（4３・8７8７）
教室名 対象

ス
マ
イ
ル
！

運
動
教
室
　

健康クラス 60歳以上
親子クラス 2・3歳児と保護者
ひよこクラス 3歳児～5歳児
キッズクラス 5歳児～小学生（Ａ）、

小学生（Ｂ）

浜甲子園体育館の続き
教室名 対象

西宮ストークスバスケット
ボールスクール甲子園校 小学1年生～3年生、小学4年生～6年生、中学生

スマイル！サッカースクール 4歳児～小学2年生（U－8）、小学3年生～6年生（Ｕ－12）
フットサルスクール 小学3年生～中学生（ユース）、中学生以上（エンジョイ）

⑪能登運動場（７4・３4７2)
教室名 対象

◆能登 スマイル！
　Let's親子教室 2・3歳児と保護者

※他のイベントについては各主催者にご確認ください

※市外局番のないものは《0798》
※対象は、令和２年（２0２0年）
　4月２日時点の学年等で確認を

イベントの中止等については、市のホームページ
（ページ番号：92063338）にも掲載しています ➡

スポーツ教室のご案内

イベント等の開催にご注意を新型コロナウイルス感染症
関連情報

■ 市が主催・共催等する
　 イベント・集会等は中止または延期

■ 中止となったイベント等(一部)

ＳＮＳで
情報発信しています

【アカウント名】西宮市
【ID】@miyakko　※@を付けて検索

LINE
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【配偶者等からの暴力の相談】西宮市DV相談室（0798・23・6011）…月曜～金曜の午前9時～午後５時半（祝・休日を除く）



子  供・子 育 て子  供・子 育 て

★�はじめまして赤ちゃんといっしょ
～プレママも寄っといDay

日 ４月１０日（金）・１７日（金）の午前１０時～
会 子育て総合センター
対 令和元年（2０１9年）１０月１日以降
に生まれた子と保護者、初妊婦
定 各日2０組程度。多数の場合日程調整
申 ハガキに催し名、希望日（どちらか）、住
所、氏名、子の氏名（ふりがな）・生年月日（初
妊婦は出産予定日）、電話番号を書き、３月2３
日（必着）までに同センター（〒662ー０85３
津田町３ー４０☎３9・１52１）。市のホームペー
ジ（ページ番号：７４７2７００6）からも申込可

★�祝�新入学・進級　
　自分だけのポーセラーツを作ろう

日 ４月26日（日）午前１１時～
会 総合福祉センター
対 ３歳～中学生のひとり親家庭の子と保護者
￥ 5００円。中学生以下無料
定 ４０人。多数の場合抽選
申 ３月１9日までに西宮市婦人共励会
（０9０・5０9３・2988）

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★�大学共通単位講座（前期）市民聴講

日・内 下表のとおり。４月７日開講。
各１5回シリーズ 会 大学交流センター
対 高校卒業、またはそれと同等以上
の学力がある人。在勤者可 
￥  各5０００円 定 各5人。多数の場合抽選
申 所定の願書と必要書類を３月１７日
～2４日に同センター（69・３１55…
月曜休館）へ持参か郵送（必着）　
※願書は同センター等で配布
曜日・時間 科目名

火曜10：50～ 物語・情動・思考
火曜1３：２0～ 行動経済学の考え方と使い方

火曜1７：50～ 「わたし」をめぐる思想
～哲学入門

水曜10：50～ キャリアと組織の心理学
金曜10：50～ エアラインの実務を学ぶ

★インターカレッジ西宮
　「医学レクチャー」

日・内 いずれも水曜午後３時半～。2
回シリーズ▷４月１5日…ワクチンの影
の立役者、「アジュバント」のお話▷
22日…ゲノム編集食品は安全か？

会 大学交流センター
¥  １5００円 定 １００人。多数の場合抽選
申 ハガキに講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号を書き、
４月１日（消印有効）までに同センター
（〒66３－8０３5北口町１－2－6０2☎
69・３１55）

★�西宮市民大学
　令和２（２0２0）年度1学期

日・内 下表のとおり
会 大学交流センターなど
申・問 同 大 学（０７8・9０４・４8７１…
月曜～水曜の午前１０時～午後１時）
万葉の人とこころ
～日本人の魂の原郷をさぐる
日 4月15日～6月２4日の水曜（9回）午前
10時半～ ￥ 1万円 定 ２人
「源氏物語」を読む～平安文学名作の旅
日 4月16日～７月２日の木曜（9回）午前
10時半～ ￥ 1万円 定 5人
大人のための音楽の時間
日 4月1７日～７月３日の金曜（9回）午後1
時半～ ￥ 1万円 定 10人
人間学講座「出会い～喜怒哀楽の人間学」
日 4月２1日～７月７日の第1・３火曜（5回）
午後1時半～ ￥ 6000円 定 10人

★�「韓国語・英会話市民講座」入門

日 ４月４日～5月３０日の土曜午後6時
～、４月７日～6月2日の火曜午後７時
半～。いずれも8回シリーズ
会 プレラにしのみや４階

内 韓国語または英会話
￥ 各７０００円 定 各１４人。先着順
申 ３月１４日から国際文化交流協会
（０9０・6４89・28０３）

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★�ゆる楽体操

日 ４月１４日～9月8日の第2火曜午後１
時半～。6回シリーズ
会 保健所
内 体を自分で調整する簡単な体操
定 25人。先着順
申 ３月１6日午前9時から保健所健康増
進課（26・３66７）

★手話入門講座

日 ４月１４日～9月8日の火曜午後７時
～。2０回シリーズ
会 中央公民館
対 在勤・在学者可
￥  ３３００円。テキスト「手話を学ぼ
う 手話で話そう」を持つ人は無料
定 ４5人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに講座名、志望動機、
テキストの有無、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号を書き、３月2３
日（必着）までに地域学習推進課
（〒66３ー82０４高松町４ー8☎6７・
１56７）

にしナビ欄の掲載情報は3月3日時点のものです
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴うイベント等の開催状況については
　各主催者にお問い合わせください

・イベント等に参加される場合は、手洗いや咳エチケットなどの実施を
　心掛けていただき、感染拡大の防止にご協力ください

・新型コロナウイルスに関しては、随時状況が変わる可能性があります。
　今後開催されるイベント等についても各主催者にお問い合わせください

電話番号で市外局番がないものは≪0798≫です。
費用の表記がないものは無料。先着順申込の受付
は表記のない場合は午前８時４５分から。

電話番号で市外局番がないものは≪0798≫です。
費用の表記がないものは無料。先着順申込の受付
は表記のない場合は午前８時４５分から。

ナビ
◆くらしに役立つ情報コーナー◆◆くらしに役立つ情報コーナー◆

にしにし西 宮西 宮

日 …日時

￥

会

対
内

定
申
問
託

…会場
…内容
…対象
…参加費等
…定員
…申込
…問合せ
…託児

マークの見方
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　東京2０2０オリンピック聖火リレーを盛り上げるとともに、小・中学生が
オリンピックに関わる貴重な機会として、西宮から聖火リレーを盛り上げる
サポートランナーを募集します。サポートランナーは聖火ランナーの後方を
走行します。

5月25日（月）の午後2時スタート（予定）走行日時
阪神甲子園駅前広場（走行距離は１００㍍程度）走行場所

東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業
西宮市実行委員会 (0798・35・3４2６…スポーツ推進課内)問

西宮でオリンピック聖火リレー！
サポートランナー募集東京2020

オリンピック

【定員】2０人。多数の場合抽選

【対象】小・中学生（走行日時点）で、走行場所までの送迎・待機等につい
　　　　て保護者の責任下で実施できる人

所定の申込書を３月１6日～３１日にスポーツ推進課（市役所本庁舎5
階）へ持参か郵送（必着）。申込書は市のホームページ（ページ番号：
5１82７6３４）からダウンロード可

申 

込

　市は、西宮市生涯学習大学「宮水学園」マスター講座（前期）の受講者を募
集します。講座は5月～9月に開催。各コース１０回。
　募集案内は生涯学習推進課、市役所本庁舎１階総合案内所横、各支所・市民
サービスセンター、アクタ西宮ステーション、各公民館・図書館などで配布して
いるほか、市のホームページ（ページ番号:96４5０526）からダウンロード可。

バイオミメティクス
～生物に倣う先端科学

海を渡り世界を拓く
～海と人の歴史

イギリス文学に描かれる世相
～物語の中の現実（リアル）

日時 月曜午前10時半～ 水曜午後２時～ 金曜午前10時半～
会場 フレンテ西宮 市民会館 フレンテ西宮
対象 令和２年（２0２0年）4月1日時点で60歳以上
受講料 各７500円
定員 各40人。多数の場合抽選

問 生涯学習推進課(0798・35・5１６5)

宮水学園マスター講座受講者
募集

ハガキに希望コース（第３希望まで）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を書き、３月25日（必着）までに同課（〒662－０9１１池田
町１１－１）へ。持参も可。市のホームページからも申込可

申 

込

【経済的な困りごと相談】ソーシャルスポット西宮よりそい（0798・31・0199）…月曜～金曜の午前9時～午後5時(祝・休日を除く)



催     し催     し

★�4月から始まる
　公民館活用促進プロジェクト

日・内 下表のとおり 定 あり
疲労負債をチャラにしよう！～自分の
からだを知って明日からすっきり
日・会 いずれも午後２時～▷第１木曜…鳴
尾公民館▷第２木曜…学文公民館 ￥ 各回５
00円 申・問 090・８２３８・90４9…よしだ方
やさしいヨーガ
日 水曜午後２時半～ 会 南甲子園公民館
￥ 各回５00円 申・問 090・８２１２・２１9４
…ぎょうぶ方
筆文字アート�己書（おのれしょ）講座
日・会 ①～③は午前１0時～、④は午後１時
半～▷①おおむね第２月曜…西宮浜公民
館、第３金曜…高木公民館▷②第１金曜…
鳴尾東公民館、第１土曜…用海公民館▷③
第４木曜…今津公民館▷④第１木曜…浜脇
公民館 ￥ 各回１５00円（材料費含む）
申・問 ①090・２２８１・9５１１…赤穂方、②
090・9１6３・３7２7…疋田方、③④090・
３6１３・0８５0…濱﨑方。いずれも夜
子どもの成長・発達を豊かにする
おたすけツールをつくろう！
日 第１日曜午前9時～ 会 春風公民館
￥ 各回１000円
申・問 0８0・５３２４・7２３9…坂元方
出前・終活の図書館
日・会 いずれも午前１0時～▷おおむね第２
土曜…用海公民館▷おおむね第３土曜…南
甲子園公民館 ￥ 各回５00円
申・問 同事務局（06・４706・7１１１）

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

★�西宮市テニス協会の催し

日・内 下表のとおり
会 中央運動公園テニスコート
対 在勤・在学者可。②は小学生
￥・定 あり 
申・問 3月16日までに同協会
（080・２505・356２）

①前期定例テニス会
日 ４月～9月の土・日曜（月２回）
②前期ジュニア教室
日 ４月～9月の日曜（月２回）
③市民大会シングルス
日 ４月１２日～6月２１日のおおむね日曜 
内 男女・年齢・クラス別

人  事  募  集人  事  募  集

★市の会計年度任用職員B
　（現行の臨時職員）

内 下表のとおり
申 履歴書（写真貼付）と登録票を人
事課（35・3514）へ持参を
市役所での電話交換手業務
内 月曜～金曜の午前9時～午後５時半
￥ 日額7３３0円
アクタ西宮ステーションでの個人番号
カード関連業務および窓口業務
内 週５日３7時間３0分勤務 ￥ 日額7２４0円以上
動物管理センターでの予防注射関連事務
内 ４月４日～１５日のうち週３日の午前１0時
～午後５時１５分 ￥ 日額6２70円以上

★市立中央病院の会計年度任用
　職員A（現行の嘱託職員）
内 医事関係業務。週5日30時間勤務。
ただし、レセプト点検などによる時間
外勤務・休日出勤の場合あり
対 各種医療事務試験合格者で入院レセ
プトおよびDPC病院の勤務経験者。診療
報酬請求事務能力認定試験合格者または
診療情報管理士の資格保有者が望ましい
￥  月額19万4300円 
定 1人。書類選考あり
申・問 同病院人事給与課（64・1515）
★市立保育所の会計年度任用
　職員A（現行の嘱託調理員A）

内 月曜～金曜の午前8時15分～午後4
時45分。土曜勤務あり

対 調理師または栄養士免許取得者
（3月31日までに取得見込みも可。保
育所給食調理経験者が望ましい）
￥ 月額２1万979円 定 若干名
申 申込書など必要書類を3月２3日ま
でに保育所事業課（市役所本庁舎7階
☎35・3906）へ持参か郵送（必着）
※試験は3月２9日

★�防衛省採用試験幹部候補生

内 平成7年（1995年）4月２日～11
年（1999年）4月1日に出生した人
※院卒者は平成5年（1993年）4月２
日～11年4月1日に出生した人
申・問 5月1日までに自衛隊西宮地域事務
所（66・7066）　※1次試験は5月9・10日

★�鳴尾浜臨海公園南地区のパート社員

内 同公園での受付業務。週3日程度の
午前8時半～午後5時半。勤務日数・
時間は応相談 ￥  1時間900円 定 1人
申・問 同公園南地区管理事務所（48・9386）

そ   の   他そ   の   他

★�山東自然の家 夏休み期間利用申込

日・内 4月２日（木）…7月18日～31日 

宿泊分▷5月1日（金）…8月1日～30日
宿泊分 対 団体、家族
申  市内団体は午前9時半～10時、市
外団体と市内・市外の家族利用は午後
1時～1時半に職員会館にて受付。受
付終了後に抽選会を実施
※8月16日～２0日宿泊分は家族利用
限定。申込は、5月２日から電話で同自
然の家（079・676・4100）。先着順
問 青少年育成課（35・3871）

春の山野草
日 ２３日（木）午後１時～ ￥ １５00円 定 ３0
人。先着順 申 ３月１５日午前9時から同園

花と緑の教室≪4月分≫

ようこそ！ようこそ！

　このコーナーでは、北山緑化植物園
で行われる教室や催しを紹介します。

【問合せ】北山緑化植物園
（0798・72・9391…水曜休み）

写真展「四季おりおり」を「観る」
日 4月２日（木)～１9日（日）
絵画展「花と花のある風景」
日 4月２３日（木)～５月１８日（月）
※いずれも午前１0時～午後４時

展示

　問 合 せ は 総 務 課（0798・35・
3533）へ。

市営住宅入居者募集
詳細は次号でお知らせ

　市は、市営住宅の新規入居者を募集
します。募集期間は4月6日～16日。
　募集戸数、申込書の配布場所など詳
しくは本紙3月２5日号でお知らせしま
す。申込案内書は募集期間中のみ配布
します。問合せは西宮市営住宅管理セ
ンター（0798・35・5028）へ。

映像通報システム
「Ｌive119」実証実験を実施中

　市は、5月31日まで映像通報システ
ム「Ｌive119」の実証実験を実施し
ています。このシステムは、スマート

フォンからの119番通報者に動画の送
信を依頼し、消防隊到着前に現場の映
像を通信指令室で受信、確認できるシ
ステムです。実験期間中、スマホから
の119番通報の際にLive119による映
像の送信をお願いすることがあります
ので、ご協力をお願いします。
　 問 合 せ は 消 防 局 指 令 課（0798・
26・0119）へ。

妊娠届・妊婦健診費用助成申請
受付窓口の変更について

　4月から母子健康手帳の交付・妊婦
健康診査費用助成申請の受付窓口は、
各保健福祉センター、市役所本庁舎1
階（10番窓口）、アクタ西宮ステーショ
ンのみになります（各支所・市民サー
ビスセンター・分室では受付不可）。
　なお、アクタ西宮ステーションでは
申請受付時に助成券の発行はできませ
ん。郵送を希望する人は、２10円分の
切手を貼った返信用封筒の提出を。
　問合せは保健所地域保健課（0798・
35・3310）へ。

　◆市収納代理金融機関の変更につい
て　3月30日から、「兵庫六甲農業協
同組合」の店舗が統廃合により次の支
店に変更に。問合せは会計課（0798・
35・3171）へ
【変更内容】生瀬出張所が廃止され、
名塩支店に▷名塩駅前出張所が廃止さ

れ、現店舗は名塩支店の子店に▷船坂
出張所が廃止され、山口支店に
　◆慰霊巡拝の参加者募集（厚生労働
省主催）　対象は戦没者のご遺族。巡
拝地域は、旧ソ連、中国東北地方（旧
満州地区全域）、南方地域（フィリピン、
東部ニューギニア、硫黄島など）。参
加条件、日程、参加費、申込方法など
問合せは地域共生推進課（0798・
35・3032）へ
　◆3月2４日は「世界結核デー」　結
核は過去の病気ではありません。日本
では、今でも1日に46人の新しい患者
が発生し、6人が命を落としています。
しかし、薬を確実に飲むことで完治し
ます。予防のポイントは、①年に1回
は胸部エックス線検査を受ける、②乳
児はBCG予防接種を受ける、③バラ
ンスのよい食事、適度な運動、十分な
睡眠等で免疫力を高める、④２週間以
上せきが続くときは早めに医療機関を
受診する。問合せは保健所保健予防課
（0798・26・3675）へ

◆官公署から
　◆神戸地方気象台の問合せについて
4月から夜間、土・日曜、祝・休日は
自動音声のみの対応に
【問合せ】神戸地方気象台（078・
222・8915…月曜～金曜の午前8時
半～午後5時15分）　※夜間、土・日曜、
祝・休 日 は 自 動 音 声（078・222・
４４21）による気象情報（終日利用可）

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

包括外部監査を実施

　市は、地方自治法の規定に基づき、
令和元（２019）年度の包括外部監査
を実施しました。これは、外部の専門
家（公認会計士）の目から自治体の事
務を点検し、監査機能の一層の充実を
図るものです。監査テーマは「西宮市
教育委員会所管の市立教育施設に関す
る財務事務の執行及び運営の管理につ
いて」です。監査結果は、市のホーム
ページ（ページ番号：77854２67）
に掲載しています。

件名【ページ番号】 担当課

瓦木中学校教育環境整備事業基本計画　【26214821】 学校施設計画課
（0798・35・3325）

瓦木中学校教育環境整備事業基本計画を策定
パブリックコメント結果も公表

　市は、次の計画と、その策定にあたり実施した素案に対するパブリックコ
メントの結果を併せて公表します＝下表参照。計画とパブリックコメントの
結果は、学校施設計画課（市役所東館7階）、市役所本庁舎1階総合案内所横、
各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで配布しています。
また、市のホームページからもダウンロードできます。

　平成２3年（２011年）3月11日に発生した東日本大震災から9年を迎えます。市民の皆さんにおかれましては、当日
午後２時46分から1分間の黙とうをお願いいたします。本市では、今後も職員派遣など支援を続けていきます。

活動内容などは各グループへ問合せを。市外局番のない電話番号は≪0798≫

公民館定期使用グループ 会員募集

【中央】西宮市中国語同好会
　中国語学習（53・1064…村本、夜）
　第1・3金曜の午後7時から

【若竹】そろばんクラブ
　そろばん・暗算（090・3２6２・6375…ヤブキ、朝）第1～3火曜の午前10時半から
【山口】さくらやまなみ楽団
　スウィングジャズ演奏（080・6174・8２38…矢口）第２・4土曜の午後２時から

【上甲子園】陶和会
　陶芸（64・２866…畑、昼・夜）
　第２・4水曜の午前9時から
【甲東】三味会
　家庭料理の実習（71・0073…薬師）
　第1水曜の午前10時から

【学文】学文おはなし文庫
　読み聞かせなど（47・２176…川合）
　第1・3月曜の午後２時半から

東日本大震災から9年
被災地を引き続き支援

新型コロナウイルスの感染拡大に伴うイベント等の開催状況については、各主催者にお問い合わせください

新型コロナウイルス感染症などの予防対策として、手洗いや咳エチケットなどをしっかり行いましょう。

（8）� 令和2年（2020年）3月10日
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