
　新型コロナウイルス感染症は、世界中で感染が確認され、市民の皆さんの生活に大きな影響を及ぼしています。西宮市におい
ても３月1日に感染が確認されて以来、感染拡大防止に向けた取組を続けている所です。一方で、国の専門家会議において、「屋外
での活動や人との接触が少ない活動をすること、例えば、散歩やジョギングなどは、感染のリスクが低い活動です。」という見解
が示されています。気分転換のために外で散歩することなどは、心の健康維持を図る方法の一つです。
　もし、公園で子供たちの姿を見かけたら、地域の皆さんは温かく見守っていただきたいと思います。そして、子供たちは、外
から家に帰ったら、しっかりと手を洗い、よく寝て、ご飯をしっかり食べるなど規則正しい生活をしましょう。
　今年は暖冬の影響で桜も早く咲くようです。日常を出来るだけ早く取り戻すために、みんなで協力して感染防止に努めましょう。

■ 市施設の休館等の情報は適宜ご確認ください

　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。医療的な内容以外の一般的な相談については市の電話相談窓口へ。

（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

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）

受付時間：

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

医療的な 相談について

0798・26・2240☎
西宮市帰国者・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： 0798・36・1990

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：

新型コロナウイルス感染症に関する 新型コロナウイルス感染症に関する 新型コロナウイルス感染症に関する

新型コロナウイルス感染症に関する

　市内での新型コロナウイルス感染症の発生状況や感染の有無を確認
するＰＣＲ検査状況（前日判明分を翌日に反映）を市ホームページで
公開しています。

　市ホームページ（https://www.nishi.or.jp/）内「重要なお知らせ」
では、市内での新型コロナウイルス感染症の発生状況や市施設の休館
情報、事業者向け情報などについてお知らせしています。また、市民
の皆さんからのよくある質問への回答も掲載してい
ます。情報の取得にぜひお役立てください。
　※市ホームページ内の新型コロナウイルス感染症
関連情報のページからは神戸市や宝塚市、尼崎市な
どの近隣市のホームページをご覧いただけます

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、多数の人が屋内に集ま
る市の施設については、当面の間、継続して休館・休業しています。
各施設で行っている各種相談業務等の実施状況については、市のホー
ムページまたは各施設へお問い合わせください。

ホームページは
こちらから

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は
■ 新型コロナウイルス感染症の市内発生・検査状況

～ 子供たちの外遊びにご理解を ～

外遊び
これだけは守って

■ 狭い場所でたくさんの人と長い時間遊ばない
■ 外で遊んだ後は、せっけんでしっかり手洗いを

新型コロナウイルス感染症 関連情報

市ホームページで確認を

本紙は3月16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

西宮市長
石井 登志郎

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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　新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、感染のことやそれぞれ
の環境の変化などについて、気になることがある人も多いかと思わ
れます。ここでは、市民の皆さんから寄せられた、新型コロナウイ
ルスに関する質問の一部を紹介します。

新型コロナウイルス感染症関連

よくあるご質問を紹介
感染者のことについてもっと情報公開
することはできませんか？Q

　情報の公表については、感染症法で規定
されている「個人情報の保護」に留意し、
厚生労働省の示す方針に従って取り扱いを
行っております。
　現在は、検査において陽性が出た時点で、
まずはその事実を公表・周知しています。
　今後も感染拡大防止に必要と判断された
情報の公表を行っていきます。

会社が休業中で、非正規のため無収入
の状況です。どうしたらいいですか？Q

　「新型コロナ感染症の影響による特別労
働相談窓口」兵庫労働局総合労働相談コー
ナー（078・367・0850）にお問い合わせ
ください。受付時間は、午前9時～午後5時
（土・日曜、祝・休日除く）です。
　相談コーナーでは、新型コロナウイルス
感染症の影響による一般的な労働相談を受
け付けています。

子供たちが外で遊んでいるのを
見かけますがいいのですか？Q

　学校を臨時休業にしたのは、集団の接触
を避けるためです。特に集団で密集して長
時間遊んだり、閉鎖的な空間で複数人で遊
ばないように、保護者からお話いただくよ
うお願いしています。ただし、時には近隣
を散歩したり、公園で体を動かすなど、気
分転換をすることは、心身の健康維持を図
る一つの方策と考えています。

※上記以外にも「よくあるご質問」を市のホームページ（ページ番号：40109218）で紹介しています

選抜高等学校野球大会が開催中止
　3月19日から開催を予定していた第
9２回選抜高等学校野球大会は、主催
者の日本高等学校野球連盟と毎日新聞
社が中止を決定しました。

　市や県は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者・従
業員に向けて、経営相談や労働相談、融資・資金繰り制度などを実
施しています。

　西宮商工会議所では、新型コロナウイルスの流行により影響を受
ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に、経
営相談窓口を設置しています。
　問合せは、西宮商工会議所経営支援課（0798・33・1257…月
曜～金曜の午前8時45分～午後5時半）へ。

■ 経営相談窓口を設置

経営・雇用・資金繰り等の窓口について新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた事業者・従業員の皆さんへ

■ 雇用調整助成金に特例措置
　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が、雇用調整助
成金の受給対象となりました。
　これは、経済上の理由により、事業の縮小を余儀なくされた事業
主が、一時的な雇用調整（休業、教育訓練または出向）を実施する
ことで、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。
　問合せは、ハローワーク助成金デスク（078・221・5440）へ。
詳しくは市のホームページ（ページ番号：58339181）をご覧く
ださい。

■ 資金繰り支援制度や融資制度について

融資 新型コロナウイルス対策貸付
（兵庫県融資制度） 西宮市の中小企業融資制度

対象 県内で事業を営む中小企業者等 市内で事業を営む中小企業者等で市税
の滞納がない

要件 最近１カ月間の売上高等が前年同期に
比べ5％以上減少している

県信用保証協会の保証対象業種で、信
用保証協会の代位弁済を受けた場合に
その残高がない等

問合せ 県地域金融室（078・362・3321）、
商工課（0798・35・3326） 商工課（0798・35・3326）

ホーム
ページ ページ番号：59376642 ページ番号：39395709

資金
繰り

セーフティネット保証制度
危機関連保証の認定

4号（自然災害等）  ５号（業況の悪化して  
 いる業種）

対象 市内で事業を営む中小企業者等

要件

新型コロナウイルス感染
症の影響により、最近１
カ月間の売上高が前年同
月に比べ20％以上減少
し、その後2カ月を含む3
カ月間の売上高等が前年
同期と比べ20％以上減少
が見込まれる

次のいずれも満たすもの 
①理容・美容業など指定
　の約500業種
②最近3カ月間の売上高
　等が前年同期に比して
　5％以上減少すること
　が見込まれること（時
　限的な運用緩和あり）

新型コロナウイルス感染
症の影響により、最近１カ
月間の売上高が前年同月
に比べ１5％以上減少し、
その後2カ月を含む3カ月
間の売上高等が前年同期
と比べ１5％以上減少が見
込まれる

問合せ 商工課（0798・35・3326）
ホーム
ページ ページ番号：6１694058 ページ番号：63545252 ページ番号：965１１287

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市の労働相談は当面の
間、電話相談（0798・32・7170）のみ実施します。なお、3月
～6月の電話相談実施日時は以下のとおり変更します。
【火・木曜】午後3時～7時　【土曜】午後1時～6時

■ 労働相談は電話のみ実施（実施日は変更）

要介護認定の更新手続きについて新型コロナ
関連情報

　新型コロナウイルス感染拡大防止のために、介護保
険施設等で入所者との面会を禁止する措置が取られて
いる場合があります。 これにより、要介護（要支援）認

定のための訪問調査が困難な場合には、臨時的に従来
の要介護認定有効期間に、新たに1２カ月を合算する
可能性があります。対象者には個別に通知します。

問 高齢福祉課（0798・35・3133）

本紙は3月16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

（2）� 令和2年（2020年）3月25日　



　市は、「西宮市まちづくり賞」受賞者を決定しました。
　同賞は、活力と潤いのあるまちづくりに向け、都市の基盤整備や教育・
文化・福祉などの分野で功績のあった個人・団体に贈るものです。受賞者
は次の4個人2団体です。　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
贈呈式は中止します

 普通市営住宅 計30戸（高齢・障害者等の一部優先枠あり）

 特定公共賃貸住宅 計3戸…両度町

注
意
点

●阪急夙川駅から大井手橋までの夙川両岸、片鉾池北側の一部は民家に接し
　ているため、午後６時～翌朝の夜間花見を禁止
●4月13日（月）以降は、夙川河川敷緑地全域において、宴会などに類する行
　為を禁止します。なお、落花状況に応じて、期間を変更する場合があります。
　詳しくは市のホームページ（ページ番号：5６9424６9）で確認を
●開花期間中の土・日曜は、羽衣橋からこほろぎ橋まで歩行者の交通整理を
　実施（阪急夙川駅東側は、夙川さくら道に沿って、西側を北向き、東側を
　南向きの一方通行に）
●火器の使用・場所取り・商行為は禁止。ごみは各自で持ち帰る

　市は、普通市営住宅と特定公共賃貸住宅の入居者を募集します。今回の
募集は計33戸＝下表参照。申込資格など詳しくは4月６日から配布する申
込案内書をご覧ください。　
　※次回の募集は9月の予定

【申込案内書の配布場所】
　西宮市営住宅管理センター（六湛寺町9－8）、住宅入居・家賃課（市
　役所南館1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・分室、アクタ西宮ステーション、若竹生活文化会館
【申込】申込案内書に添付している申込書（1世帯1通）を西宮市営
　住宅管理センターへ郵送（4月1６日までの消印があり、かつ20日
　までの到着分が有効）を。重複申込無効

西宮浜4丁目（うちシルバー住宅1戸）、樋ノ口町2丁目（うちシルバー住宅1戸）、
六軒町、泉町、東町1丁目、甲子園春風町、小松北町1丁目、甲子園口6丁目、
上ケ原三・七・十番町、田近野町、東山台1丁目、中殿町、石在町、高須町1
丁目、津田町

問 西宮市営住宅管理センター（0798・35・5028）
問 公園緑地課（0798・35・3611）

【期間】3月25日（水）～4月28日（火）の午前9時～午後5時（土・日曜を除く）
【場所】市環境学習都市推進課（市役所本庁舎8階）▷国兵庫国道事務所計画課
（神戸市中央区波止場町3－11）▷県環境影響評価室（兵庫県庁3号館12階）

▷西宮浜公民館(新型コロナウイルス感染拡大の影響で休館している場合あり。臨時休
館中は縦覧不可。開館状況については、地域学習推進課☎0798・６7・15６7へ）

縦覧

　名神高速道路と阪神高速5号湾岸線をつなぐ名神湾岸連絡線について、国土交通省近畿地方整備局は、以下のとおり環境影響評価準備書の縦覧および説
明会を行います。なお、準備書は3月25日から兵庫国道事務所ホームページ（https://www.kkr.mlit.go.jp/hyogo/）でも確認できます。

　5月8日までに、県農政環境部環境管理局環境影響評価室（〒６50－85６7神戸市中央
区下山手通5丁目10－1）へ郵送（必着）または持参を。

日時 場所 定員
4月17日（金）午後7時～ 西宮浜産業

交流会館 各135人4月19日（日）午前10時～
4月22日（水）午後7時～ 今津公民館 120人
4月25日（土）午前10時～ 市役所東館8階 180人
※会場へは公共交通機関をご利用ください
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う説明会の開催状況につ
　いては、左記問合せ先に連絡を

　西宮市食品衛生協会の会長として、食品衛生思想の
普及啓発等に努め、「にしのみや食育フェスタ」を立
ち上げるなど本市の食の安全安心の確保に大きく貢
献。また、和菓子ブランド発信事業にも取り組み、本
市の食産業の発展にも尽力。

　学生たちが「子ども防災教育」、「高齢者
福祉」、「西宮浜の活性化」、「門戸厄神地域
の活性化」などさまざまなテーマのもと、
地域住民と共に地域を活性化する活動を展
開し、まちのにぎわいづくり、教育振興、
文化振興に大きく貢献。

　甲陽地区環境衛生協議会会長、また西宮市環境衛生
協議会副会長、常任理事として長年にわたり地域のご
み減量、環境美化活動に率先して参加し、指導者とし
て市民の環境意識を高め「環境学習都市にしのみや」
のまちづくりに大きく寄与。

　長年にわたり、広田地区青少年愛護協議会会長とし
て、子供たちや地域住民同士が触れ合える機会を提供
し、地域の青少年健全育成に尽力。また、広田・大社
町地区自治会長として、本市の明るく住みよいまちづ
くりにも大きく貢献。

　西宮コミュニティ協会の役員として長年にわたり地域
情報誌『宮っ子』の発行や「宮っ子ウォーキング」の開
催など、同協会事業を推進し、地域コミュニティの活性
化に寄与。現在は理事長として、本市の明るく住みよい
まちづくりに大きく貢献。

　県受動喫煙の防止等に関する条例（以下、県条例）の改正に伴い、4月
1日から市内の公園・児童遊園（喫煙区域を設ける運動施設等を除く）では、
原則禁煙になります。ご理解とご協力をお願いします。
◆加熱式たばこも規制の対象　県条例では、加熱式たばこについて「製造
たばこに分類されるもので、かつ、紙巻きたばこの煙に似たニコチン等のた
ばこ成分を吸い込むものは、本条例の規制の対象となる」としています

　桜の開花期間中、夙川河川敷緑地は、多くの人が訪れることが予想され
ます。訪れる際は、以下のことに注意してください。
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休憩や飲食の際には、
一定程度の距離を確保し、手洗いや咳エチケットなどの感染症対策の徹底
や風邪の症状があれば外出を控えるなど、感染拡大防止にご理解とご協力
をお願いします。

説明会
　下表のとおり説明会を開催します。各
回2時間を予定。申込不要。定員を超え
る場合、入場制限あり。

◆桜の開花期間中の注意点

公園内は禁煙に4月1日から

清水　勝巳さん

中西　光子さん

　高齢者、介護者や介護従事者が、情報交
換や悩みを分かち合う交流の場である「つ
どい場」を立ち上げ、介護現場で働く人々
の孤立を防ぐさまざまな活動を展開するな
ど、心の通った福祉のまちづくりに大きく
貢献。

特定非営利活動法人　つどい場さくらちゃん

川東　美千代さん

坂本　満鶴子さん

神戸女学院大学　地域創りリーダー養成プログラム

4個人2団体を表彰

西宮市まちづくり賞
問 秘書課（0798・35・3432）

市営住宅の入居者募集
申込は4月6日～16日

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）問

名神湾岸連絡線環境影響評価準備書の ・縦覧 説明会

★準備書に対する意見は書面で提出できます★

令和２年（２0２0年）3月２5日	 （3）



　狂犬病予防集合注射を4月4日～15日に巡回実施します（悪天候
等で中止の場合あり）。なお、指定の動物病院でも登録と予防注射
を行うことができます（案内通知の持参を）。

　狂犬病予防注射は、狂犬病予防法により毎年1回、生後91日以上の犬に
接種が義務付けられています。料金は3400円（注射済票交付手数料含む）
です。ただし、犬の登録が済んでいない場合は、別途登録料3000円が必
要です。登録済みの人には案内通知を3月下旬に送付します。通知裏面の
問診票に署名のうえ、下表の注射会場へご来場ください。

　市は、市民農園・川西花園の令和２（２0２0）年度の利用者を募集しま
す。対象は、作物・花の栽培と農園管理が十分にでき、他の市民農園を
利用していない人（4月２0日に利用期間が終了する人は申込可）です。
利用期間は5月1日～来年4月２0日。ただし、1年を限度に更新可（樋ノ
口と樋ノ口第２の両農園は土地区画整理事業のため1年間のみ利用可）。
車での来園不可。

【申込】往復ハガキに、希望農園名、住所、氏名（ふりがな）、生年月
日、電話番号を書き、3月31日（消印有効）までに農政課（〒66２－
8567六湛寺町10－3）へ。1世帯につき1農園1区画のみ。記載内容
の不備や複数申込、消せるボールペンでの記入は無効。名義貸し厳禁

■遺棄・虐待は犯罪です。愛情と責任をもって正しく飼いましょう
■犬の放し飼い、放し散歩は絶対にやめましょう
■散歩時の糞（ふん）尿は必ず始末しましょう
■迷子になってもすぐ見つかるように、首輪や迷子札で連絡先が分かるよ
　うにしましょう
■望まない子犬や子猫をつくらないように、不妊・去勢手術をしましょう
■猫は屋内で飼育しましょう

　市は、市の施設の管理運営に指定管理者制度を導入しています。指定期
間満了により、新たに指定管理者を指定した施設は下表のとおりです。

施設名 指定管理者 担当課
※市外局番は《0798》

大箇市民館ほか20館 各地区市民館運営委員会 地域担当課（35・3197）

市民交流センター コミュニティ事業支援ネット 市民協働推進課
（35・3764）

留守家庭児童育成センター
（瓦林・広田・今津・鳴尾北・
生瀬）

西宮市社会福祉協議会

育成センター課
（35・3206）

留守家庭児童育成センター
（用海・浜脇） 神戸ＹＭＣＡ福祉会

留守家庭児童育成センター
（平木） 日本デイケアセンター

留守家庭児童育成センター
（津門・瓦木） ライクアカデミー
留守家庭児童育成センター
（高須西・高木・高木北） セリオ

高木北地域子育て支援施設 セリオ 子育て総合センター
（39・1521）児童センター（塩瀬・山口） 西宮市社会福祉事業団

西宮市自転車駐車場 サイカパーキング、
日本管財グループ 自転車対策課（35・3898）

【抽選】4月9日に抽選し（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
公開抽選は行いません）、結果は申込者全員に通知　※利用契約締結
時に、住民票（世帯全員分）、申込者本人の印鑑登録証明書の提出が
必要（実印も持参を）

募集農園 区画数
樋ノ口 23（2）
樋ノ口第2 16（3）
神垣 53（8）
下山口 19（3）
川西花園 23

（※）「若竹生活文化会館」会場は廃止と
　　　なり、総合教育センター内北に変更

4月 会場 時間

11日
（土）

山口支所 14：00～14：30
東三公園 14：00～14：40
すみれ台東公園 14：50～15：05
マリナパーク南バス
停北（海辺の道公園）15：00～15：40

中野青木児童遊園 15：20～15：30

12日
（日）

総合教育センター
内北（※） 14：00～14：20

瓦林公園東 14：50～15：40
14日
(火)

船坂小学校跡施設 14：00～14：10
剣谷第三公園 14：35～14：55

15日
（水）

宝生ケ丘
くすのき公園 14：00～14：10

青葉台第四公園 14：30～14：45
清瀬台南公園 15：05～15：20

4月 会場 時間

4日
（土）

高雄台公園 14：00～14：30
東山台東公園 14：00～14：30
生瀬市民館 14：45～14：55
ＪＡ名塩支店 14：45～15：00
花の峯第二公園 15：10～15：20

5日
（日）

鍋倉公園 14：00～14：20
赤坂峠公園 14：00～14：10
名塩さくら台
中央公園 14：25～14：45
茶園場公園 14：40～14：55
名塩平成台中央公園 15：05～15：20
名塩山荘北公園 15：15～15：30

7日
（火）

東山台北公園 14：00～14：15
名塩南台中央公園 14：35～14：45
名塩ガーデン公園 15：10～15：20

8日
（水）

北六甲台天上公園 14：00～14：15
下山口公園 14：40～14：50

★1区画約25平方㍍
★カッコ内は65歳以上の高齢者優先区画数
★管理経費は、1区画につき年1万400円。納入後は
　返還しません
★各園に水道を設置
★川西花園は観賞用の花のみ栽培可（野菜の栽培は
　不可）
★大森農園は令和2年4月20日に閉園

　市は、甲子園浜の自然環境を保全するため、
甲子園浜の一部を条例で「生物保護地区」に
指定しています。渡り鳥（シギ・チドリ類等）
が飛来する4月1日～5月31日は、同条例に基
づき、渡り鳥の餌場確保のため指定区域内へ
の立入りを禁止します（遊歩道は通行可）。区
域内での海釣りや潮干狩りはご遠慮ください。

阪神電鉄

西宮浜

鳴尾浜
立ち入り制限区域

枝
川

甲子園浜甲子園浜

4月～5月

　市と教育委員会は、放課後の学校施設を
利用して子供たちの遊び場や学習の場を提
供する「放課後キッズルーム事業（放課後
キッズ）」の実施校を、令和２（２0２0）年
度からさらに拡充します。そこで、子供た
ちの活動を見守るサポーター（有償スタッ
フ）を募集します。
　詳しくは市のホームページ（ページ番号：4903２２55）をご確認くだ
さい。

【募集する学校】甲陽園小学校
【 活 動 内 容 】子供たちの遊びや学習の見守りなど

問 甲子園浜自然環境センター（0798・49・6401）

　甲子園浜の一部
渡り鳥保護のため立入り禁止

飼い主のマナーを守りましょう

令和２（２0２0）年度　狂犬病予防集合注射会場

犬を飼っている人へ
狂犬病予防注射 お忘れなく指定管理者を新たに指定 

利用者募集
市民農園・川西花園

見守りサポーターを募集
放課後キッズ

問 放課後事業課（0798・35・3652）

問 農政課（0798・34・8495）

▶指定管理者制度について…政策経営課（0798・35・3600）
▶各施設の管理運営について…各担当課へ問

問 動物管理センター（0798・81・1220）

（4）� 令和２年（２0２0年）3月２5日

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。



 応急診療
内科、小児科 小児科 歯科 耳鼻咽喉科、眼科 外科、産婦人科、内科、小児科

名称 西宮市応急診療所 阪神北広域こども急病センター 西宮歯科総合福祉センター 尼崎健康医療財団休日夜間急病診療所 在宅当番医制…消防テレホンサービス
（0798・22・9999）、健康医療相談ハロー
にしのみや（0120・86・2438）で確認を

住所 池田町13－3 伊丹市昆陽池2丁目10 甲子園洲鳥町3－8 尼崎市水堂町3丁目15－20
電話 0798・32・0021 072・770・9988 0798・41・2031 06・6436・8701

受付
時間

月曜～金曜…20：30～23：15
土曜…17：00～23：15
日曜、祝・休日… 9：00～13：45、  
　　　　　　   17：00～23：15

全日…深夜0：00～翌朝6：30 日曜、祝・休日…9：30～12：00
土曜（耳鼻咽喉科のみ）
…18：00～20：30
日曜、祝・休日…9：00～16：00

月曜～金曜…18：00～翌朝8：00
土曜…12:00～翌朝8：00
日曜、祝・休日…8：00～翌朝8：00

Ｂ型肝炎、四種混合、ＢＣＧ、麻しん風しん混合、日本脳炎などの各種定期予防接種
を市内委託医療機関で実施しています。市外で接種する場合は事前に手続きが必要で
す。接種予定日の10日前までに保健予防課に連絡してください。
【麻しん風しん混合2期の接種】4月から小学校に入学する人は、3月31日までに委
託医療機関で接種してください。4月以降は有料になりますのでご注意を。

子供の定期予防接種 問合せは保健予防課
（0798・35・3308）へ
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保険証など持参を

【対象年齢】令和2年4月～令和3年3月に誕生日を迎える年齢
【  申  込  】4月1日～実施日の2週間前（4月の空き区分は受付中）。定員あり。先着順
◆ 電話番号はよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします

５月の健診（検診） 問合せは健康増進課
（0798・35・3127）へ

【受 診 料】詳細は下記参照。70歳以上無料(肺がん・結核検診の胸部X線検査に限り65歳以
上無料)。市民税非課税・生活保護世帯は、事前の申請により無料（前立腺がん検診、健康
ドックは対象外）。申請は希望の健診（検診）を申込後、 受診の2週間前までに健康増進課へ

申込は各会場へ

歯周疾患検診
対象者に個別通知。対象は40・50・60歳〔個 500円〕、70歳〔個 無料〕

西宮市各種健康診査 会場・日程は下表のとおり

▪すこやか健康診査…35歳～39歳。1500円
▪国民健康保険特定健康診査…40歳以上の対象者に受診券を4月末に送付予定。無料〔個 無料〕
▪長寿（後期高齢者）健康診査…対象者に受診券を4月末に送付予定。無料〔個 無料〕
▪基本健康診査…40歳以上で令和2年度中に健康保険証が変わった人と生活保護受給者。
　　　　　　　　無料〔個 無料〕

※健診予約には受診券が必要です。「すこやか健康診査」と「基本健康診査」の健診希望者は、
　健康増進課へ受診券発行の申込を。申込後、受診券を送付します。40歳～74歳で職場の
　健康保険に加入している人は、加入先の健康保険組合等に問合せを 健康ドック

▪総合健康診査…30歳以上。1万6900円
会場 5月の日程 申込

北口保健福祉センター
検診施設（☆）

月曜～金曜(祝・休日を除く)の
8:45～12:00

0798・61・7133…
月曜～金曜（祝・休日を除く）

■西宮市各種健康診査、がんなど各種検診の会場・日程など
会場 5月の日程 申込

北口保健福祉センター
検診施設（☆）

月曜～金曜(祝・休日を除く)
の8：45～12：00、
17日（日）の8：45～12：00

0798・61・7133…月曜～金曜
（祝・休日を除く）

西宮市医師会診療所 18日（月）・25日（月）の
8：45～12：00

0798・61・7077…月曜～金曜
（祝・休日を除く）の9：00～17：00

▪胃がん検診…40歳以上。1000円　▪大腸がん検診…40歳以上。600円〔個 1200円〕
▪肺がん・結核検診…40歳以上。300円。喀痰(かくたん)検査を対象者に700円で実施。
　　　　　　　　　　アスベストに不安のある人は予約時に申し出を
▪前立腺がん検診…50歳以上。1000円
▪肝炎ウイルス検診…40歳以上の未受診者。700円〔個 1200円〕

がんなど各種検診 会場・日程は下表のとおり　※受診券不要

　北口保健福祉センター検診施設で実施している健康診査・がん検診
はインターネットで予約ができます。詳しくは西宮市医師会ホーム
ページ(https://www.nishinomiya.hyogo.med.or.jp/)。

予
約
は
こ
ち
ら

（☆）はインターネットで予約ができます

▪乳がんマンモグラフィ併用検診…40歳以上の偶数歳。1500円〔個 1800円〕
▪骨粗しょう症検診…30歳以上。900円
▪子宮頸(けい)がん検診…20歳以上の偶数歳。1000円〔個 1400円〕

会場 5月の日程 申込
北口保健福祉センター
検診施設（☆）

水・木曜（祝・休日を除く）の
13：00～16：30
※子宮頸がん検診は木曜のみ

0798・61・7133…
月曜～金曜（祝・休日を除く）

女性のための検診 ※受診券不要

　受付時間は午前8時45分～午後5時半。市のホームページ（ペー
ジ番号:26040122、96395942）からも健診などの情報を見るこ
とができます。

【問合せ】　　市外局番のないものは（0798）

中央保健福祉センター 染殿町8ー3 西宮健康開発センター1・2階
☎35・3310、35・3127

鳴尾保健福祉センター 鳴尾町3丁目5－14 鳴尾支所2階
☎42・6630

北口保健福祉センター 北口町1ー1 アクタ西宮西館5階
☎64・5097

塩瀬保健福祉センター 名塩新町1 塩瀬センター1階
☎0797・61・1766

山口保健福祉センター 山口町下山口4丁目1ー8 山口センター2階
☎078・904・3160

保健所 江上町3ー26☎26・3667
※会場の表記は次のとおり▷中央…中央保健福祉センター
▷鳴尾…鳴尾保健福祉センター▷北口…北口保健福祉センター
▷塩瀬…塩瀬保健福祉センター▷山口…山口保健福祉センター

〔個〕…個別検診（市内の委託医療機関で受診）の金額。記載のないものは
　　　  個別検診を実施していません

事業名 4月の日程 会場 備考
ぜん息・呼吸器
相談 22日（水）14：00～15：30 中央 医師などによる相談。対象は成人。

肺年齢測定可

歯科健康相談 8日（水）・22日（水）の
14：30～15：30 保健所 歯科医師等による相談。申込は3

月30日から

お悩み解決！
栄養相談

10日（金）10：00～12：00
塩瀬

栄養士による相談28日（火）13：00～15：00
23日（木）の10：00～12：
00、13：00～15：00 山口

①栄養相談
②栄養成分表示
　にかかる相談

月曜～金曜（祝・休日を除く）の
9：30～16：30 保健所 ①対象は食事制限が必要な人など

②対象は製造業者、市民

こころのケア相談
（電話・面接）

月曜～金曜（祝・休日を除く）の
9：00～11：30、
13：00～16：30

保健所
ストレスや不眠など心の悩みやひきこ
もりに関する相談。実施日に（0798・
35・5066）へ　※面接は要予約

ひきこもり青年の
家族交流会 9日（木）13：30～15：30 保健所 事前の面接が必要。

申込は（0798・35・5066）へ

精神保健福祉相談

7日（火）13：10～14：00 保健所

精神疾患、認知症、アルコール依
存など心の悩みに関する相談。
申込は（0798・26・3160）へ

9日（木）9：20～10：00 鳴尾

9日（木）13：20～14：20 塩瀬

17日（金）13：10～14：00 北口

保健所家族教室 15日（水）13：30～15：30 保健所 対象は精神障害者の家族。
申込は（0798・26・3160）へ

相談など (4月分) 要予約。先着順。申込・問合せは各会場へ
※備考に記載のあるものを除く

子供の定期健康診査　対象者に個別通知。通知が届かない場合は中央へ連絡を
健診 4か月児健診 10か月児健診 1歳6か月児健診 3歳児健診

対象 令和元年12月出生 令和元年6月出生 平成30年9月出生 平成28年11月出生
事業名 4月の日程 ※一部5月あり 会場 備考

プレママ
料理教室

5月27日（水）
10：45～13：15

若竹
公民館

対象は7月～9月出産予定の初妊婦。
定員25人。申込は4月3日から北口へ

はじめての
離乳食講座 21日（火）10：30～11：50 北口

対象は令和元年10・11月出生の第
1子と保護者。定員36人。申込は4
月2日から

離乳食講座 24日（金）10：30～11：45 中央
対象は平成31年3月～令和元年7月
出生の第1子と保護者。定員30人。
申込は4月3日から

山口・塩瀬
離乳食講習会

5月15日（金）
10：30～11：45

塩瀬
公民館

対象は平成31年4月～令和元年12
月出生の第1子と保護者。定員15人。
申込は3月30日から塩瀬へ

親子の歯の
教室

8日(水）・22日(水)の
13：30～15：00 保健所 歯科健診・歯磨き指導など。対象は

小学校入学前。申込は3月30日から

子育て関係 (4月分) 要予約。先着順。申込・問合せは各会場へ
※備考に記載のあるものを除く

献血協力者の深刻な減少が続いています
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、献血協力者の深刻な減少が続いていま
す。今後も献血協力者の減少が続くと、血液製剤の在庫量を安定的に維持すること
が困難になることが危惧されます。献血へのご協力をお願いします。
≪にしきた献血ルームでの献血予約について≫
　新型コロナウイルスの感染拡大のリスクを避けるため、献血する人が一時期に集
中しないよう、可能な限り、前日の午後5時までに献血の予約をお願いします。そ
の際、献血日の調整をする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
【電話予約】にしきた献血ルーム（0120・005201）

献血 (4月分) 問合せは保健予防課
（0798・35・3301）へ

にしきた献血ルーム
全血献血

毎日
10：00～17：30 13：00～14：00は

休憩成分献血 10：00～17：00
西宮市役所前

全血献血
8日（水） 10：00～16：00

12：00～13：15は
休憩メルカードむこがわ 12日（日） 10：00～16：30

ＪＲ西宮名塩駅前 26日（日）   9：30～16：00
※このほかに追加で実施する場合あり

献血にご協力を
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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。



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
　in�鳴尾児童館

日 4月24日(金)午前10時半～
対 おおむね6カ月までの子と保護者、
初妊婦
定 20組。多数の場合抽選
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、4月8日（必着）まで
に同センター（〒662－0853津田町
3－40☎39・1521）。市のホームペー
ジ（ページ番号：74727006）から
も申込可

★�丹波少年自然の家の催し

日・内 下表のとおり
申 4月14日までに（②は4月4日から）
同自然の家（0795・87・1633）

①わくわく親子キャンプ
日 4月25日（土）・26日（日）。1泊 
内 野外炊事やテント体験など 
対 小学3年生以下の子を含む家族 
￥ 1人5500円 定 15組。多数の場合抽選 
②「土」にふれあう米づくり

日 5月2日（土）・3日（日・祝）。1泊 
内 田植えやバーベキューなど 
対 6・9・11月にも参加できる家族・グ
ループ（20歳以上は一人でも参加可） 
￥ あり 定 40組。先着順 

★�NIA地球っ子クラブ

日 5月～来年2月の土曜（9回）午前
10時10分～
会 西宮市国際交流協会
内 国際理解ワークショップや外国人
ゲストとの交流など
対 小学2年生～6年生（2年生は保護
者同伴）
￥ 3000円
定 20人。多数の場合抽選（小学4年
生～6年生優先）
申 4月17日までに同協会（32・8680）

芸     術芸     術

★4月のギャラリー

日・内 下表のとおり
問 文化振興課（35・3425）

ロビーギャラリー ストリートギャラリー

会場 市役所本庁舎1階 札場筋

内容
書（熊原麻里子さん）
※展示替えで鑑賞で
きない場合あり

EWC環境パネル展
受賞作品

★�西宮JAZZスクランブル

日 5月31日（日）午後1時～
会 市民会館アミティホールなど
内 プロ・アマによるジャズ
￥ 1200円（当日券は300円増し）
定 あり
問 西宮市文化振興財団（33・3111）

★�オータニ・ミュージアム・コンサート

日 5月17日（日）午後2時～
会 西宮市大谷記念美術館
対 小学生以上 定 100人。先着順
申 4月5日午前9時から電話で同館
（33・0164）

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
※会場はいずれも公民館
楽しく学ぼうお金の話
～今日から使える賢いお金の貯め方
日・会 いずれも午前10時～（夙川のみ午後
5時半～）▷4月8日(水)・12日(日)…西宮
浜▷4月19日(日)…学文▷5月16日(土)…
夙川▷6月14日(日)・17日(水)…用海▷6
月24日(水)・28日(日)… 若 竹 ▷7月8日
(水)・12日(日)…山口▷7月15日(水)・19
日(日)…神原▷8月12日(水)・23日(日)…
瓦木 申・問 070・4420・1141…荒木方・昼
楽しくやさしく古典を読む会
日 第2・4火曜午前9時～ 会 南甲子園 
￥ 各250円 申・問 47・1078…伊藤方
パソコンデビュー！（初心者パソコン講座）
日 4月15日以降の水曜午前9時～ 会 中央 
￥ あり 申・問 70・1803…野口方
土曜朝活ファシリテーションセミナー (9回連続)
日 第2・4土曜午前9時～ 会 中央 ￥ 各
1000円 申・問 090・1220・1934…薮田方
好奇心が動き出す！
子どもと読みたい自然科学絵本
日 4月11日(土)、5月16日(土)、6月13日
(土)、7月19日(日)の午前10時～ 
会 若竹 ￥ 各1000円 
申・問 050・5435・0802…久賀方
レッツ�シング！�
心も身体もリフレッシュ♪
日 第1・3火曜午前10時半～ 
会 大社 ￥ 各1000円 
申・問 090・9716・9740…堀方
各国の材料でつくる�はじめての手製本
日 第2・4火曜午前9時10分～ 会 中央 
￥ 各1000円 (別途要材料費)
申・問 080・7881・7925…清水方
体のために何か始めたい方へ
自力整体してみませんか？
日 木曜(月2回)午前10時40分～ 
会 用海 ￥ 各1000円 
申・問 070・5540・5158…ばんの方
セミナー「正しい知識で笑顔の相続を」
日・会 いずれも午前10時～ ▷5月16日
(土)・21日(木)…越木岩▷6月10日（水）・
27日(土)… 瓦 木 ▷7月4日(土)・16日(木)
…大社▷8月5日(水)・29日(土)…甲東 
申・問 相続・信託支援センター (0120・
930・745)

日・内 友好都市の紹介。下表のとおり
会 西宮市国際交流協会（アジャンス
ケッチ旅行会作品展は北口ギャラリー）
問 同協会（32・8680）

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★�知って得する毎月講座

日 4月8日(水)午後2時～
会 消費生活センター学習室
内 テーマは「旅行契約をするときの
注意点」
定 あり 申・問 同センター（69・3157）

★�西宮文学案内�春期講座

日・内 下表のとおり
会 勤労会館ホール ￥ 各500円
定 各400人。多数の場合抽選（連続
受講希望者優先）
申 ハガキに講座名、参加者全員（1枚
に3人まで）の受講希望日・住所・氏
名・年齢・性別・電話番号を書き、4
月10日（必着）までに西宮市文化振
興財団（〒662－0918六湛寺町10－
11☎33・3113）
西宮ゆかりの作家�
藤本義一の思い出
日 4月26日（日）午後2時～
阪神淡路大震災25年�
作家たちは如何に伝えたか
日 6月14日（日）午後2時～
小田実と戦後デモクラシー
日 8月2日（日）午後2時～

★�武庫川女子大学オープンカレッジ
　きれいで元気になれる食育レッスン

日 5月15日～7月10日の金曜(6回)午
前10時45分～
会 同大学ステーションキャンパス
￥・定 あり
申・問 同大学オープンカレッジ事務室
（45・3700）

★�インターカレッジ西宮
　「キリスト教思想文化史レクチャー」

日・内 いずれも火曜午後6時半～。2回
シリーズ▷5月19日…中世末期の死生
観と「死の技法」▷26日…宗教改革の
死生観と「反技法」
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、
3月25日～5月5日（消印有効）に同
センター（〒663－8035北口町1－2
－602☎69・3155）

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

★�県立総合体育館の体験会

日・内 下表のとおり 定 あり
申・問 同館（43・1143）
フラダンス金曜コース
日 4月3日(金)・24日(金)の午後1時～ 
￥ 各550円
幼児スポーツたまごコース
日 4月10日(金)午後3時～ 対 3歳児 
￥ 300円
親子体操
日 4月14日(火)・21日(火)の午前10時～ 
対 1歳6カ月～未就園児と保護者 
￥ 各回550円

★�SSKグラウンドゴルフ大会

日 4月27日(月)午前9時半～
会 西宮浜多目的人工芝グラウンド
￥ 500円 定 あり
申・問 同グラウンド（33・1148）
※詳しくは市のホームページ（ページ
番号：85308217）で確認を

★�硬式テニス教室・スクール

日・内 下表のとおり。いずれも週1回
（通年制）。曜日等詳しくは問合せを
￥・定 あり
①中央・②樋之池・③塩瀬テニスコートの
硬式テニス教室
内 初級(一般)、中級(一般)、キッズ(4・5
歳児、小学1・2年生)、ジュニア（小学生）
※①のみキッズなし 申・問 ①中央体育館

（74・0720）、②北夙川体育館(70・1932)、 
③塩瀬体育館(0797・62・2565)
浜甲子園テニススクール
内 一般（初・初中・中級。いずれも18歳
以上。高校生不可）・シニア（60歳以上）・
ジュニア（小学生）・キッズ（5・6歳児）
申・問 浜甲子園体育館（43・8787）
鳴尾浜臨海テニススクール
内 初・中級（いずれも18歳以上。高校生
不可） 申・問 鳴尾浜臨海公園（43・0200）

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★�認知症サポーター養成講座

日・内 下表のとおり 
定 あり
申・問 西宮市社会福祉協議会
（23・1140）
日時 会場
4月14日(火)午前10時～ 職員会館

5月18日(月)午前10時～ コープこうべ
西宮南店

6月12日(金)午後1時半～ 職員会館

★�歌レク体操「ひな菊会」

日 4月17日～9月11日のおおむね第2
金曜午前10時～
会 若竹公民館
内 懐かしい歌に合わせた体操講座
定 あり
申・問 3月30日から保健所健康増進課
（26・3667）

★�身体障害者巡回（移動）相談会

日 4月24日（金）の午前9時～正午
会 総合福祉センター
内 義手・義足などの補装具の相談と指導
対 18歳以上の身体障害者手帳を持つ
肢体不自由者
定 あり
申・問 生活支援課（35・3157）

★�要約筆記者養成講座
　手書きコース

日 5月15日～12月4日の金曜（29回）
午後1時半～
会 総合福祉センター
対 講座修了後に要約筆記者として活動
できる18歳以上の人。在勤・在学者可
￥ 3670円 定 あり
申・問 障害福祉課（35・3291）
※詳しくは市のホームページ(ページ
番号：29330315)で確認を

★�ロット・エ・ガロンヌ
　アジャンウィーク

ロット・エ・ガロンヌ県　
およびアジャン市との交流展(パネル)
日 4月13日（月）～20日（月）の午前10時

（13日は正午）～午後6時（20日は4時まで）
アジャンスケッチ旅行会作品展(絵画・写真)
日 4月14日（火）～19日(日)の午前10時～
午後6時（19日は4時まで） 
フランス語でエンジョイ
日 4月18日（土）午後1時半～ 
対 フランス語での交流を楽しめる人 
￥ 500円 定 あり 申 同協会

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

（6）� 令和2年（2020年）3月25日

【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）

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
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
今号の「健康づくりコラム」はお休みさせていただきます

にしナビ欄の掲載情報は3月16日時点のものです

※対象は、令和2年（2020年）4月2日時点の学年等で確認を



人  事  募  集人  事  募  集
★来年度�会計年度任用職員A
　（現行の嘱託職員）
内 下表のとおり
申 履歴書（職種を明記）と職務経歴
書を3月25日～4月10日（必着）に人
事課（市役所本庁舎5階☎35・3514）。
持参も可。郵送の場合84円切手を貼っ
た返信用封筒を同封。職務経歴書は市
のホームページ（ページ番号：4414
5385）からダウンロード可
障害者（児）の補装具・
日常生活用具給付等業務
内 週4日30時間勤務 対 基本的なパソコン
操作と窓口業務の経験がある人 
￥ 月額18万9700円 定 1人
事業系ごみの対策に関する業務
内 週4日30時間勤務
対 基本的なパソコン操作と普通自動車の
運転ができ、窓口業務の経験がある人 
￥ 月額18万円 定 1人

★来年度�会計年度任用職員B
　（現行の臨時職員）

内 下表のとおり
申・問 ①②…履歴書（写真貼付）と登
録票（①は免許証の写しも）を人事課

（市役所本庁舎5階☎35・3514）へ
持参（①は郵送も可）▷③④…まずは
電話で特別支援教育課（35・3897）
▷⑤…中央病院人事給与課（64・
1515）

市の職員
①市内施設での看護師業務
内 週5日37時間30分以内勤務  
対 免許取得者 
￥ 日額1万980円(7時間30分勤務の場合) 
②破砕選別施設搬入ごみ
　選別作業の補助
内 月曜～金曜のうち週4日と土曜の午前7
時45分～午後4時15分
￥ 日額1万640円(土曜は1万1700円) 

市立幼稚園・小学校・中学校の職員
③市立幼稚園の保育支援員
内 週5日28時間勤務 
対 教員免許等資格を有する人、保育補助
経験者等が望ましい 
￥ 日額6300円（4時間勤務日は4200円） 
④市立小・中学校の介助支援員
内 週5日30時間勤務 
対 児童生徒に関わる経験のある人が望ま
しい ￥ 日額6300円

市立中央病院の職員
⑤管理栄養士（育休代替職員）
内 週5日37時間30分勤務。土・日曜、祝・
休日勤務あり 対 免許取得者 
￥ 日額9160円以上 定 1人

相     談 相     談 

★�消費生活センター�4月の相談会

日 14日（火）、28日（火）の午後1時～
内 借金（多重債務）相談。1組1時間
以内。司法書士が応対
定 あり
申・問 同センター（64・0999）

4月1日～15日…救急講習会につ
いて、16日～30日…119番の通
報要領について▷病院情報…平日
の午後5時（土曜は午前11時）～
翌朝8時と日曜・祝日の24時間

35・3117）へ。
【届け出が必要な事例】
◉加入…他の市区町村から転入▷職場
の健康保険を脱退した、または被扶養
者から外れた▷子供が生まれた
◉脱退…他の市区町村へ転出▷職場の
健康保険に加入した、または被扶養者
になった▷国保の加入者が死亡した
◉その他…市内で住所が変わった▷世
帯主が変わった▷修学のために別に住
所を定めた

後期高齢者医療保険料 
仮徴収額の決定

　市は、4月から新たに後期高齢者医
療制度の特別徴収（年金からの引き去
り）を開始する人に、平成30年(2018
年)中の所得を基に仮徴収額を決定し、
「仮徴収額決定通知書」を送付します。
　既に特別徴収している人について
は、2月の特別徴収額と同額を仮徴収
します。ただし、4月以降の仮徴収額
が変更になる人には、「仮徴収額変更

決定通知書」を送付します（6月以降
に変更になる人には、5月以降に送付）。
　なお、令和2(2020)年度保険料につ
いては、7月中旬に通知書を送付しま
す。 問 合 せ は 高 齢 者 医 療 保 険 課
（0798・35・3110）へ。

　 ◆4月6日～15日に春の全国交通安
全運動を実施　日頃から交通ルールや
マナーを守り、他者を思いやる行動を
心掛けましょう。問合せは交通安全対
策課（0798・35・3806）へ
【重点項目】子供をはじめとする歩行
者の安全の確保▷高齢運転者等の安全
運転の励行▷自転車の安全利用の推進

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

国民健康保険　加入・脱退の
手続きをお忘れなく

　国民健康保険（以下、国保）の加入・
脱退などには届出が必要です。以下の
事例が発生した場合は、14日以内に
国民健康保険課（市役所本庁舎1階）
または各支所・市民サービスセン
ター、アクタ西宮ステーション（土・
日曜、祝・休日を除く）に届け出てく
ださい。
　脱退の手続きが遅れると保険料を二
重に支払わないといけない場合があり
ます。手続きに必要なものなど、詳し
くは市のホームページ（ページ番号：
57256198）でご確認ください。
　問合せは国民健康保険課（0798・

月分4
ケーブルテレビ
ベイコム 11ch

市広報番組

毎週月曜更新。放送は午前9時、午後2
時、5時45分、9時45分から　
※番組内容を変更する場合があります
問 広報課（0798・35・3487）

6日（月）～12日（日）、20日（月）～26日（日）
イベントリポート…市内で行われたイベ
ントなどを紹介
13日（月）～19日（日）、27日（月）～5月3日（日・祝）
ＰＲ…テーマは「文化財」。「まもる・い
かす・つたえる」文化財の保存活用につ
いて文化財課の業務を取材して紹介
4月6日（月）～5月3日（日・祝）
スポトレ…気軽にできる運動を紹介。
テーマは「寝た姿勢でできる運動」

　※災害時等には随時、緊急情報を放送

さくらFM（78.7メガヘルツ）
で放送している市の提供番組
を月替わりで紹介 
問 広報課（0798・35・3402）

西宮徹底解剖（4月分）
日 第1～4月曜午後8時半から30分間 
内 さまざまな角度から知られざる西宮を
解き明かす、驚き・発見・感動が満載の番
組。1週目～3週目に出題されるクイズに
全問正解した人の中から抽選で1人にクオ
カード3000円分をプレゼント。4月のテー
マは「見てみよう！西宮の川の魚たち」。
ゲストティーチャーは環境省環境カウンセ
ラー・淡水魚研究家の木下勝治さん
※放送終了後は、市のホームページ（ペー
ジ番号：54149619）から音声配信あり

西宮徹底解剖（番外編）
日 3月30日（月）午後8時半から30分間 
内 過去に出演したゲストティーチャーに
スポットをあて、素顔や魅力に迫る。今回
のゲストは山内英正さん

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

　市は、各種委員を公募します＝下表参照。詳しくは各担当課で配布する募集
要項または市のホームページをご覧ください。
【申込】所定の応募用紙、設定されたテーマの小論文（②は不要）を4月24日

（②は27日）までに各担当課へ郵送（①②必着、③④消印有効）かEメール（②
は不可）を。持参も可
【選考】書類選考および面接（②は必要に応じて）。対象者には個別通知

①こども未来センター運営審議会 ②農業委員会

内 容
福祉・教育・医療の支援や地域社会・学校
園・関係機関等との連携を行う「こど
も未来センター」の運営について審議

農地法に基づく農地の権利移転・転用
の許認可や農地の適正利用などに関す
る調査・審議

任 期 5月24日から2年間 7月20日から3年間

対 象
任期開始日時点で20歳以上。①は本市の他の審議会委員・市職員・市議会議
員を除く。②は法令等で兼職が禁止されている職に就いている人を除く
※詳しくは募集要項で確認を

定 員 1人 15人（推薦および募集）
Ｈ Ｐ ページ番号：89729049 ページ番号：58982101 

担当課 発達支援課（こども未来センター内
☎0798・65・1936）

農政課（市役所前ビル6階
☎0798・34・8481）

③都市計画審議会 ④都市景観・屋外広告物審議会

内 容
都市の健全な発展と秩序ある整備を図
り、将来の姿を決定する「都市計画案」
の調査・審議

美しい都市景観を形成するために都市
景観および屋外広告物に関する重要事
項を調査・審議

任 期 7月1日から2年間 12月1日から2年間

対 象 任期開始日時点で20歳以上。本市の他の審議会委員・市職員・市議会議員を
除く　※詳しくは募集要項で確認を

定 員 2人 2人
Ｈ Ｐ ページ番号：22052717

担当課 都市計画課（市役所南館3階
☎0798・35・3684）

都市デザイン課（市役所南館3階
☎0798・35・3950）

各種委員を公募

第2期西宮市子ども・子育て支援事業計画

西宮市自転車利用環境改善計画

パブリックコメント意見募集・結果公表

　市は、「西宮市自転車利用環境改善計画(素案)」への意見を募集します。
　本計画は、安全・安心で快適な自転車利用の環境および歩行者の安全性が高
まる歩行環境の実現に向けて、今後の取組方針や具体的な施策等をとりまとめ
たものです。
　この素案は4月1日から道路計画課(市役所本庁舎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
するほか、市のホームページ(ページ番号：86938337)からもダウンロードで
きます。いただいた意見は市の見解とともに公表します(個人情報を除く)。電
話での意見の受付や個別回答は行いません。
【意見の提出】5月1日までに道路計画課（0798・35・3793）へ持参か郵送
(消印有効)を。市のホームページからも提出可　

意見募集

【配布期間】3月25日～4月30日
【配布場所】子供支援総務課(市役所本庁舎7階☎0798・35・3146)、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、子育て総合センター、こども未来センターで配布するほか、市のホー
ムページ(ページ番号：16366752)にも掲載

結果公表

　市立幼・小・中・特別支援学校等
の入園・入学式は、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のため、規模を
縮小して予定の日程で開催します。
規模縮小のため、各家庭からの出席
は1人としていただきますよう、保
護者の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。詳しくは各入園・入学
予定先のホームページ等でご確認く
だ さ い。 問 合 せ は 学 校 教 育 課
（0798・35・3857）へ

市立幼·小·中学校等
入園·入学式の実施について

令和2年（2020年）3月25日� （7）

【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)



本市では、高齢者等を狙って電話をかけ、キャッシュカードをだまし取る
などの特殊詐欺が急増しています。令和元年（2019年）は、平成30年（2018
年）から 28件増の 108 件、約 1億 2500 万円の被害がありました。高齢

者の人も高齢者を親に持つ人も、ご注意ください。　
※新型コロナウイルスに便乗した詐欺にもご注意ください

西宮警察署（0798・33・0１１0）甲子園警察署（0798・４１・0１１0）問

市内で特殊詐欺が多発！ご注意を！

実録！特殊詐欺24時 市内で実際に発生した詐欺事例を紹介

ひょうご防犯ネットでは
最新の詐欺手口等を配信

ひょうご防犯ネットでは、
兵庫県警察から、最新の詐
欺事案や手口について情報
配信します

登録はこちらから➡

電話でできる
特殊詐欺対策を

紹介します

甲子園警察署
特殊詐欺被害防止キャラクター
「トラポリス」

50代女性　被害額３0万円

特殊詐欺被害件数（2019年）
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市内特殊詐欺被害者 年代別（2019年）

80 歳代以上

60歳代～ 70歳代

40歳代～ 50歳代

20歳代～ 30歳代

市内被害者の
8割超が６0歳以上

①スマートフォンに左画面のようなメールが届いた
②記載の番号に電話すると、「確かに登録されております。今日中に
　支払いいただけない場合は裁判となります」と伝えられた
③「コンビニで電子マネーを購入して番号を教えてください」と言われた
④電子マネーを購入。番号を伝えると、購入代金をだましとられた

★サイト閲覧のみで料金の請求はない！
★「電子マネーの番号を教えて」は詐欺！

80 歳代以上

60歳代～ 70歳代

40歳代～ 50歳代

20歳代～ 30歳代

市内特殊詐欺 交付形態別（2019年）

キャッシュカード手交型

電子マネー型

現金手交型

ATM振り込みなど

7割がカードを
だまし取る手口

キャッシュカード手交型

電子マネー型

現金手交型

ATM振り込みなど
73％

１2％

１１％

４％

52％35％

１0％

3％

１08
件

４9件

西宮市から特殊詐欺をなくすために

西宮警察署長
宮根 正憲

架空請求で電子マネーを購入させられ、番号を教えてしまいました電子マネー型

カード手交型

８0代女性　被害額50万円
銀行員をかたる電話でキャッシュカードを
だまし取られました

あなたのキャッシュカードが新しく変わりま
す。古いカードを受け取りに行きますので、暗
証番号を教えてください

銀行員をかたる男

現金50万円が引き出された！

実際に古いカードを使っているし、新しく
なるならうれしいな…。お願いしよう

被害者女性

銀行の者です。古いカードを受け取りに
来ました

銀行員をかたり
家を訪れた男

暗証番号を教えてしまった！

キャッシュカードを渡してしまった！

★「キャッシュカード・通帳を預かる」は詐欺！
　絶対に渡してはいけない！

★「暗証番号を教えて」は詐欺！

防犯！これに気を付けて

防犯！これに気を付けて

４６件

27件

西宮市 尼崎市 宝塚市 芦屋市

新型コロナウイルスに便乗した
詐欺にご注意ください

SMSを悪用した詐欺 コロナウイルス除去費用を請求 市役所職員などを装った詐欺

市内では昨年に引き続き特殊詐欺が
多発しています。特殊詐欺は、皆さん
をだまして財産を一瞬にして奪ってし
まう卑劣な犯罪です。「知らない番号
の電話には出ない・暗証番号は教えな
い・現金やカードは渡さない」ことを
心掛けてください。
みんなで力を合わせて、西宮市から

特殊詐欺をなくしましょう。

　本当に用件がある相手であれば、留守番電話にメッセージを
録音するはずです。留守番電話のメッセージを確認することで、
不審な電話への対応を防ぐことができます。

■ 留守番電話設定

不在時だけでなく、在宅時にも設定しましょう
犯罪者は自分の声が電話に残るのを嫌がります

　電話機の中には、通知番号の登録の有無を判別する機能が付いて
いるものがあり、知らない相手からの電話に出るのを防ぐことがで
きます。サービスの利用方法は、ご利用の電話会社へ。

掲載のURLにアクセスすると、個人
情報などを搾取される恐れあり！

「水道管にウイルスが付着」と言われ
除去費用を請求される恐れあり！

市職員などをかたった詐欺電話で個
人情報を聞き出される恐れあり！

７0代女性　被害額90万円

西宮市役所保険課の者です。
医療費の還付金がありますが、手続きの期限が
切れています。本日手続きいただければ還付金
を振り込みます

市職員をかたる男

現金90万円を振り込んでしまった！

払い過ぎていた医療費が戻ってくるのなら
うれしいな…。急いで手続きしないと

被害者女性

近くの無人ATMに誘導され、相手の指示するままに
ATMの操作を行ってしまった！

市役所職員をかたる還付金の電話で現金を
だまし取られました

★電話で還付金の話になれば、一度電話を切っ
　て、警察や家族に相談を！

★市職員がATMに誘導することはない！

防犯！これに気を付けて

振込型

※３月に入り、市職員をかたった医療費の還付金詐欺が多発しています

■ 電話番号通知サービス

87％

（8）� 令和２年（２0２0年）3月２5日
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