
新コンテンツも続 ！々 
「まなみや」で家庭学習

学校休業は5/31まで延長に

午前8時45分～午後9時（土・日曜、祝・休日含む）受付時間： 午前8時45分～午後7時（土・日曜、祝・休日含む）受付時間：
0798・26・2240☎ FAX 0798・33・1174

　家計への支援となる「特別定額給付金」については、5月下旬頃から随
時、申請書を送付予定です。少しでも早く市民の皆さんに行き渡るよう、
全力で準備を進めていきます。

　児童手当を受給する世帯に、対象児童一人当たり1万円を支給する「子
育て世帯への臨時特別給付金」を実施します。

　経済的に困窮した人に対して家賃相当額を給付する「住居確保給付金」
について、対象者を拡大しました。

　市独自の支援策以外にも、国・県でも制度を講じています。

ゼロコロナ

　市独自の緊急経済対策として、約2億4800万円の増額補正を行いま
した。補正した予算は、個人事業主への店舗賃料の支援や、商店街のアー
ケードや防犯灯等の維持管理経費の補助など、地域の商業団体の事業へ
の支援に使われます。

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、市民・事業者の皆さんの負担を少しでも軽減するため、国・県の支援に加え、市独自の
対策を実施しています。一日も早く安心・安全な生活を取り戻せるよう、引き続きご理解・ご協力をお願いします。

　「まなみや＝市のホームページ（ページ番号：84613012）」では、小・中学生の家庭学習の進
め方を紹介しています。また、同ページ内「みやたんとあそぼう！」では、ぬりえやお楽しみ動画
などを随時更新しています。問合せは教育研修課（0798・67・6855）へ。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市立学校の休業期間を5月31日まで延長しました。
　ご理解・ご協力をお願いします。

（帰国者・接触者相談センター）

　新型コロナウイルス感染症の拡大を収束させ、一日も早く平穏な日々を取り戻すことこそが、全ての市民の願いで
あり、我々市職員の使命だと考えています。そのためにも、国・県でもそれぞれ対策が示されておりますが、市独自
でも事業者向けの支援策や経済的に困難な家庭への支援、自粛期間中の対策も順次、進めているところです。
　また、この難局に際し、多くの市民や事業者が支え合い、助け合いの精神でさまざまな支援や取組を立ち上げつつ
あり、とても頼もしく、市長の私も大変勇気をもらっています。
　困難な日々が続きますが、市民の力を合わせることで、必ず乗り越えられると信じています。活力ある文教住宅都
市・西宮を、みんなの力で取り戻していきましょう！

新型コロナウイルス 相談窓口医療 新型コロナウイルス生活一般相談窓口

!

⬇新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口はこちら⬇

FAX0798・35・0567☎ 0798・34・1358

西宮の明るい未来のため
協力して乗り越えましょう

新型コロナウイルス感染症 関連情報

詐欺かもしれません！
それ、

不審に思った場合の問合せ先や、他の事例については8面へ

給付金を装った

個人情報・暗証番号を教えないで！
通帳・キャッシュカードを渡さないで！

ＡＴＭの操作をお願いすること
市や総務省などが

「特別定額給付金」で手数料の振込みを求めることは
絶対にありません！

事業者向けの各種支援について

3面へ詳しくは

特別定額給付金

個人事業主への店舗賃料支援金
(約2億1000万円)

住居確保給付金

子育て世帯への臨時特別給付金

個人向けの各種支援について
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面へ

面へ

詳しくは

3面へ詳しくは

詳しくは

西宮市長
石井 登志郎

西宮市商業団体等緊急対策事業
宅配・テイクアウト等促進事業

(約2500万円)

(約1300万円)

3面へ詳しくは
国「持続化給付金」
県「休業要請事業者経営継続支援金」

詳しくは市のホームページ
(ページ番号:69163284)へ

本紙は4月30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
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NEW!

新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ
＜「国保」「後期高齢」加入者へのお知らせ＞

傷病手当金コロナの症状で働けない場合に

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策の1つとして、傷病手当金
を支給します。郵送による申請ができますので、事前に問合せください。
☎ 国民健康保険加入者…国民健康保険課（0798・35・3120）
　　後期高齢者医療制度加入者…高齢者医療保険課（0798・35・3154）

市役所等に来庁しなくてもできる手続きを紹介します。以下で紹介す
る以外にもありますので、市のホームページでご確認ください。ぜひ
ご活用ください

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に支払・納付が困難
な場合は、以下の問合せ先にご相談ください

■ 障害福祉の手続き 
障害者手帳の申請など郵送で可能な手続きがありますので、問合せを
☎ 身体障害者手帳・療育手帳等の手続き…障害福祉課（35・3194）
　　精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療の手続き…障害福祉課（35・3174)
　　障害福祉サービスに関する手続き…生活支援課（35・3157）

HP ページ番号：32442128 ■ 福祉医療の手続き
福祉医療費受給者証の再交付や福祉医療費の支給申請などは郵送で申請可。
他にも一時的に郵送で対応できる手続きがありますので、問合せを。
☎ 受給者証の交付…医療年金課（35・3131）
　　支給申請…医療年金課（35・3188）    HP ページ番号：70568694

■ 税務証明(課税証明書・評価証明書など)の申請
課税証明書・所得証明書・固定資産課税台帳登録事項証明書（評価証明
書・公課証明書）などの税務証明は郵送で申請可
☎ 税務管理課（35・3251）　　　 　 　HP ページ番号：57313075

■ 住所の変更(転出)や住民票の写しなどの申請
住所変更の手続きのうち、転出は郵送で届出可。また、住民票の写しなど
の各種証明書も郵送で請求可
☎ 市民課（35・3105）　　　　　  　　HP ページ番号：34970021

■ 児童手当の申請
郵送で申請可。申請書等の様式はホームページに掲載。なお、申請者の状
況に応じて必要書類が異なる場合があります
☎ 子育て手当課（35・3189）　　 　 　HP ページ番号：86986813

 ■  国民健康保険料の納付相談
☎ 国保収納課（0798・35・315６）

 ■  後期高齢者医療保険料の納付相談
☎ 高齢者医療保険課（0798・35・3110）

 ■  介護保険料の納付相談
☎ 介護保険課（0798・35・3148）

 ■  市税の納付相談
☎ 納税課（0798・35・3238）

HP ページ番号：46469112■ 介護保険の手続き
要介護認定等の手続きなど、介護保険制度の多くは郵送で手続き可
☎ 要介護認定等の手続き…高齢福祉課（35・3133）
　　介護給付に関する手続き…介護保険課（35・3048）

■ 後期高齢者医療制度の手続き
被保険者証等の再交付や限度額適用（標準負担額減額）認定証の交付など、
後期高齢者医療制度の多くは郵送で手続き可
☎ 高齢者医療保険課（35・3192）  　 　HP ページ番号：65455276

■ 国民年金の手続き
国民年金第1号被保険者の加入届、保険料免除の申請、学生納付特例など
は郵送で申請可
☎ 医療年金課（35・3123）　　　  　　HP ページ番号：93006319

■ 国民健康保険の手続き
国民健康保険の加入・脱退や被保険者証の再交付、給付に関する手続きな
ども、特例として郵送で手続き可
☎ 国民健康保険課（35・311６）　　 　 HP ページ番号：41892182

■ ①児童扶養手当・②特別児童扶養手当の申請
郵送で申請可（①は緊急事態措置期間に限る）。申請者の状況に応じて必
要書類が異なる場合があります。事前に問合せを
☎ 子育て手当課（35・3190）HP ページ番号：①45163994、②43859088

対象者

次の全てを満たす人
①西宮市国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、給与
　等の支払いを受けている被保険者
②新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により同
　感染症が疑われ、その療養のため就労ができないこと
③就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支
　払いが受けられないこと

支給額
※上限あり

1日当たりの支給額(※1) × 支給対象となる日数(※2)
(※1)直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2／3 
(※2)仕事を休んだ期間（仕事を休んだ日から連続して3日間待機の後、4日目以降が
　　 対象）のうち、仕事を予定していた日

適用期間 令和2年(2020年)1月1日から9月30日の間で、療養のため就労がで
きない期間　※入院が継続する場合等は、支給を始めた日から最長1年6カ月まで

ホームページ ページ番号：国保…12922895、後期高齢…92344027

ホームページへ
最新情報は市の

HP ページ番号：25877104　

70歳以上の人が対象の「はり·きゅう·マッサージ施術費補助券」の交付に
ついて、当面の間、郵送で申請を受け付けます。希望者には申請書を送付
しますので、高齢福祉課（0798・35・3077）まで連絡してください

児童手当を受給する世帯に、対象児童（平成16年（2004年）4月2日～令和2年
（2020年）3月31日出生）一人当たり1万円を支給（特例給付受給者を除く）。申請
不要。支給は6月下旬を予定　※公務員は要申請（支給は7月以降予定）

 ■  水道料金の支払相談
☎ 上下水道局電話受付センター
　　　 0798・32・2201
　　 　0797・６1・ 1703
　　 　078・904・2481（ （

を支給

子育て世帯への臨時特別給付金

NEW!

　本紙掲載の情報は4月30日時点のものです。最新情報は随時ホームペー
ジ(ページ番号：49056506)等で発信していきます。

(仮称)について特別定額給付金

対象者 基準日（令和2年(2020年)4月27日）において、住民基本台帳に記
録されている者（受給権者はその者の属する世帯の世帯主）

給付額 対象者1人につき10万円

申請方法

①郵送申請方式(申請書は5月下旬から随時送付予定)
　市から受給権者宛てに送付された申請書に振込先口座を記入し、
　振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市に郵送
②オンライン申請方式(受付中）
　マイナンバーカード所持者が利用可能
　マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の
　確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認
　を実施。本人確認書類は不要)　
　※詳しい申請方法はホームページを参照

申請書は5月下旬頃から随時送付予定

　　受付時間：午前9時～午後5時半(土・日曜、祝・休日休み)
臨時給付金コールセンター（0798・35・3998）問

来庁せずにできる手続きはこちら

はり·きゅう·マッサージ施術費補助券 申請を郵送で受付

☎：市外局番は＜0798＞ ：市のホームページHP

各種支払期限の猶予などについて

（2）� 令和２年（２0２0年）5月10日

本紙は4月30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



本紙は4月30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

離職または事業の廃業により収入が減少し、住居を失った人または
失う恐れのある人を対象に、家賃相当額を給付する制度

令和２年（２0２0年）5月10日	 （3）

事業、イベント等が中止・延期に

※上記は中止・延期されるものの一部です。その他の事業等については
　各主催者にお問い合わせください

・ フラワーフェスティバルin西宮（５月２３・２４日）

・ 歯と口の健康週間行事（6月7日）
・ わがまちクリーン大作戦（6月7日）中止

延期

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市の事業、イベント等が
中止・延期となっています。　※カッコ内は当初の実施予定日

事業者向け支援制度等を紹介新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の皆さんに対して、店舗賃料の補助制度や事業継続を支える給付金制度など、
国や市の支援制度等があります。最新の制度等は市のホームページ（ページ番号：56665782）をご覧ください。

6月30日まで受付！店舗賃料を補助します
　市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している小売店や飲食店などの個人事業主に、店
舗の賃料（１カ月分）を補助します。詳しくは市のホームページ（ページ番号：82995439）をご覧ください。
問合せは賃料支援専用コールセンター（0798・35・3017…5月9・１0日と月曜〜金曜の午前9時〜午後5時）へ。

市の制度

NEW

住居確保給付金の対象者を拡大
　住居確保給付金の対象者を拡大し、新型コロナウイルス感染症の影響
など、個人の責に帰すべき理由・都合によらないで、給与等を得る機会
が減少したことで、経済的に困窮した場合も申請を受け付けます。
　申請する場合は、事前に勤労会館2階にあるソーシャルスポット西宮
よりそい（0798・31・0199）まで、電話予約が必要です。問合せは
厚生課（0798・35・3144）へ。詳しくは市のホームページ（ページ
番号：8１088１57）に掲載の住居確保給付金のしおりをご覧ください。

住居確保給付金制度

施設等の休館・休業が５月3１日まで延長に 市施設の休館・休業状況や使用料の還付等につい
ては、市のホームページをご確認ください

ホームページは
こちらから

・ 西宮市展（7月４日～1２日）※作品の応募も中止

事業者への
支援内容等について

・ 公民館活用促進プロジェクト（８月末まで）
※10月以降分の募集も中止

種別 例
各種商品小売 ミニスーパー、よろず屋
織物・衣服・身
の回り品小売 洋服・呉服・服地、靴・履物、その他身の回り品

飲食料品小売 各種食料品、野菜、果物、食肉、鮮魚、酒、菓子・パンなど
機械器具小売 自動車（4輪・2輪）、自転車、電器、事務機など

その他
家具・建具・畳、金物・荒物・瀬戸物、医薬品・化粧品、農耕
用品、燃料、書籍・文房具、スポーツ用品・玩具・娯楽用品・
楽器、写真機・時計・眼鏡、建築材料、宝石、ペット、骨とう
品、たばこ、花など

種別 例
飲食店、持ち
帰り・配達飲
食サービス

食堂、レストラン、専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒
場、ビヤホール、バー、キャバレー、ナイトクラブ、喫茶店、
ファストフード、粉物、弁当、総菜など

①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が20%
　以上減少
　※申請月前月と前年同月の売上高を比較
　※開業から１年未満で前年との比較ができない場合なども対象
　　となることがあります。詳しくはホームページで確認を

補助の対象は、以下のいずれも満たす個人事業主です
対象は個人事業主

②主たる事業実施のための店舗を市内で賃借している

③対象業種が下表に該当する

店舗の１カ月分の賃料を補助します。上限額は１0万円です
※補助対象となる店舗を複数賃借している場合は上限20万円

店舗の１カ月分の賃料を補助

申込は6月30日までに郵送、ホームページで
申込は、所定の申請書と必要書類（※）を6月30日（消印有効）
までに商工課（〒662－8567六湛寺町１0－3）へ郵送を。市の
ホームページからも申込可。申請書は、ホームページからダウン
ロードできます。ダウンロードできない人には申請書を送付しま
すので、コールセンターまでご連絡ください

（※）必要書類（郵送の場合は申請書も）
　①店舗の賃貸借契約書の写し（賃借人氏名、物件所在地、賃貸人と
　　賃借人の押印部分が明確に分かるもの）
　②主たる事業内容が分かる（氏名や屋号などの確認もできる）もの
　　例：�税務署提出の開業届や令和元年（20１9年）分確定申告の損益計算

書等の写し、許認可等が必要な事業については許認可証等の写し
　③本人確認書類の写し　
　　例：運転免許証、パスポート、健康保険証など

対象業種（小売業） 対象業種（飲食サービス業）

種別 例
洗濯・理容・
美容業

クリーニング、理容、美容、エステティック、リラクゼーショ
ン、ネイルサービスなど

その他 衣服裁縫修理、写真プリント、靴磨き、ペット美容など

対象業種（生活関連サービス業）

問合せ 持続化給付金事業コールセンター（0120・115570）
※IP電話専用回線（03・6831・0613）

事業継続を支える給付金

持続化給付金について
　国は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に厳しい状況に
ある事業者に対して、事業全般に広く使うことができる給付金を
法人は200万円以内、個人事業主等は１00万円以内で支給します。
対象、申込方法など詳しくは経済産業省のホームページ（https://
www.meti.go.jp/）をご覧ください。

国の制度

NEW

休業要請に応じた事業者への支援金

休業要請事業者経営継続支援金
　県は、休業要請に応じた事業者に、経営継続支援金（中小法人
１00万円、個人事業主50万円。飲食店および旅館等は中小法人
30万円、個人事業主１5万円）を支給します。対象、申込方法な
ど詳しくは県のホームページ（https://web.pref.hyogo.lg.jp/
sr07/kyugyoshien.html）をご覧ください。

県の制度

問合せ 経営継続支援金�相談ダイヤル（078・361・2281）

NEW

　新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者向けに、融資や
保証制度などがあります。詳しくは市のホームページ（ページ番号：
56665782）をご覧ください。

他にも各種支援制度等があります

個人向け

商工会議所の経営相談窓口があります
新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口は西宮商工会議所

（櫨塚町2－20☎0798・33・1131）。受付は月曜〜金曜の午前8時45分
〜午後5時半（祝・休日を除く）。　※市の商工課ではありません

※令和2年（2020年）5月１日時点で賃貸借契約締結中である
※インターネットショップなどは対象外

店舗賃料支援
について



　固定資産税・都市計画税（第1期分）、軽自動車税（種別割）、自動
車税種別割の納期限は6月1日です。納税通知書の発送日は下表のと
おりです。

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な人は下記
へご相談ください
①②…納税課（0798・35・3238）
③…西宮県税事務所（0798・39・1531）

　税に関する各種お知らせは次のとおりです。
　市税や納税について詳しくは市のホームページ（ページ番号：
46579387）でご覧いただけます。

　4月1日時点で65歳以上の人は、公的年金等所得にかかる市県民税
を、原則として特別徴収（公的年金からの引き去り）により納めてい
ただきます。ただし、適用初年度は、税額の半分を1期（6月）・2期（8
月）に普通徴収（納付書や口座振替）、残りの半分を10・12月、来年
2月に特別徴収により納めていただきます。

　公的年金収入400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人
は、所得税の確定申告の義務はありません。
　ただし、市県民税について、年金引き去り分以外の社会保険料控除、
医療費控除や生命保険料控除などを受ける場合は申告することができ
ます。なお、公的年金以外の所得がある場合は、市県民税の申告をし
てください。

　赤水が出たり、水の出が悪い古い鋼管や鉛管の取り替え工事には、
貸付制度があります。対象は給水装置の改造工事です。
【貸付制度】配水管分岐部から蛇口までの標準工事費を貸付。
　　　　　　上限30万円で無利子。20カ月以内の元金均等月賦償還

　水道料金・下水道使用料の一部を減免する制度があります。対象、
申請窓口等は下表のとおり。

対象 必要書類 申請窓口

身体障害者手帳1・2級、療育手帳
Ａまたは精神障害者保健福祉手帳1
級を持つ人が在宅している世帯

・「水道ご使用量等の
　お知らせ」
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉
　手帳
・印鑑

障害福祉課
（市役所本庁舎1階）

身体障害者手帳3級と療育手帳Ｂ1
の両方を持つ人が在宅している世帯

家族介護慰労金を受給している世帯
・「水道ご使用量等の
　お知らせ」
・印鑑

高齢福祉課
（市役所本庁舎1階）

※受付時間は午前8時45分～午後8時（土・日曜、祝・休日は5時半まで）
※上下水道の使用開始・中止の申込、漏水修繕などについても受付

　市は、市営住宅の住み替え募集を行います。募集住宅の概要など詳し
くは、5月18日から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）で配布する申込案内書をご覧ください
（郵送料着払いでの送付も可）。
　※次回の住み替え募集は10月の予定

【申込資格】 次の条件を全て満たす世帯▷現住宅に原則3年以上居住し
ている▷収入基準に合致する▷家賃滞納が全くない
▷以下のいずれかの理由で現在の住宅での生活に支障がある
（①要介護4・5、障害または疾病、②高齢、③世帯人員
　の増減、④生活環境の変化）

【募集数】 34戸
【 申 込 】 申込案内書に添付の申込書（1世帯1通）を西宮市営住宅

管理センターへ郵送（5月25日までの消印があり、かつ
27日までの到着分が有効）を。重複申込無効

　市は、子育て総合センター内における親子サロン業務（子育て親子の
交流・情報収集等のサポート業務）を実施する事業者を募集します。
　詳しくは市のホームページ（ページ番号：43517215）で確認を。
【募集期間】5月11日～25日

税目 発送日 問合せ
① 固定資産税・都市計画税 5月8日 資産税課（0798・35・3269）
② 軽自動車税（種別割） 5月1日 税務管理課（0798・35・3209）
③ 自動車税種別割 5月8日 西宮県税事務所（0798・39・6113）
※コンビニエンスストアでも納税できます。取扱店舗は納税通知書で確認を

◎水道料金・下水道使用料の減免制度

◎水道工事費の貸付

問 子育て総合センター（0798・39・1521）

問 給水装置課（0798・32・2230）

親子サロン業務 実施事業者を募集

市営住宅の住み替え募集
申込は5月18日～25日

対象は市営住宅に居住の人税に関するお知らせ

水道についてのお知らせ

　新型コロナウイルス等の感染症対策として、家庭で使用したマスクや
ティッシュ等、呼吸器系分泌物が付着した廃棄物は、必ずごみ袋等に入
れて封をし、「もやすごみ」として各ごみステーションに出してください。
その際、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかり縛って封をする」「ごみを
捨てた後は手を洗う」ことを心掛けてください。家族だけでなく、捨てたご
みを扱う市職員や業者に感染を広げないためにもご協力をお願いします。

ごみ箱にごみ袋をかぶ
せ、ごみがいっぱいにな
る前に、②のとおりごみ
袋を縛って封をする

マスク等のごみに直
接触れないようしっ
かり縛る

ごみを捨てた後は石
けんを使って、流水
で手をよく洗う

➡
① ② ③

➡

感染症対策

ごみの捨て方

家庭でのマスク等の捨て方

◆公的年金収入400万円以下で
　確定申告も市県民税申告もしていない人へ

◆固定資産税・都市計画税など
　納期限は6月1日

◆年金所得者で65歳の人へ（4月1日時点）

問 市民税課（0798・35・3267）

問 市民税課（0798・35・3217）

問 西宮市営住宅管理センター（0798・35・5028）

問
上下水道局電話受付センター
（0798・32・2201、0797・61・1703、

　　　078・904・2481）

（４）� 令和２年（２0２0年）5月10日



　火事や救急で119番通報するときは、落ち着いて用件をしっかり伝えま
しょう＝下表参照。携帯電話からの119番は、電波の状況によって他市の
消防につながる場合があるので、最初に発生場所の住所を市名から伝えて
ください。119番は、緊急時に人の命と財産を守る大切な電話です。いた
ずら電話などはやめましょう。

火災 救急
①第一声 「火事です」 「救急です」
②場所等 市名・町名・番地・マンション名など

③内容 どこで何が燃えていて、逃げ
遅れた人がいるかどうか

負傷部位・意識があるかないかな
どけがや病気の内容、傷病者の人
数・性別・年齢

④通報後 安全な場所に避難 応急手当をお願いする場合あり

　令和元年（2019年）に市内で発生した火災の主な出火原因はコンロ（19
件）、放火（12件）、たばこ（10件）でした。火災事例は下記のとおりです。
コンロ…てんぷら油を熱していた際、しばらく目を離した

△

コンロの周り
　　　　に置いていたふきんに火が燃え移った
たばこ…たばこの吸い殻をごみ箱に捨てたら、いつの間にか火が出ていた

◉コンロからは目を離さない

◉コンロ周辺を整理する

◉たばこの吸い殻は完全に消火する

IHコンロは加熱の力が強く、油が少量のときは、安全装置が正常に作
動せず、油の温度が上昇し火災になることがあります

コンロ周辺に燃えやすいものがあると、コンロの火が燃え移ったり、
輻(ふく)射熱によって火災が発生することがあります

灰皿が満杯になると、灰皿で消火しにくくなります。消火しきれてい
ないたばこは、紙類などに燃え広がることで火災の原因となります

　エステティックサロンで用いら
れる機器や同等の効果があるとう
たう機器（以下、エステ機器）等
や施設を事業者が提供し、店舗で
説明を受けて消費者自らがエステ
機器等を操作する、いわゆるセル
フエステに関する相談が近年増加
しています。
　「エステ機器を操作し、顔にあ
てたところ、やけどのように赤く
腫れた」といった健康被害や、「解
約を申し出たところ、６カ月は解
約できないと言われた」などのト

ラブルが多くなっています。
《注意点》
■セルフエステの利用を検討する
際には、エステ機器等の操作方法
やリスクなどについて十分に説明
を求め、不安な場合は契約しない
ようにしましょう
■「入会金無料」と説明されても、
契約する前に契約期間や解約条件
等についてよく確認しましょう
　契約等のトラブルに遭った場合
は、消費生活センターにご相談く
ださい。

　県は、地域の見守り力の向上を図るため、防犯カメラを新たに設置する
地域団体に補助金を交付します。
　申込は６月30日まで。申込方法など詳しくは市地域防犯課へ。
【対象】自治会、防犯協会、まちづくり防犯グループなどの地域団体
【補助額】1カ所につき上限8万円

　「西宮市政ニュース（10・25日号）」は、発行日前日と当日に全て
の世帯と事業所のポストへ戸別配布でお届けしています。
　発行日を過ぎても届かない場合は、西宮市シルバー人材センター
（0120・72・4833…午前9時～午後5時）へご連絡ください。

　市は、アスベストの飛散による市民の皆さんの健康被害を予防するため、
吹付けアスベストに関する調査費用、除去工事費用に対し補助を行ってい
ます＝下表参照。申込方法など詳しくは問合せを。

対象 補助金額

調査費補助 アスベストを含有している恐れのある吹付け建
材が露出して施工されている建築物

全額
（上限25万円）

除去工事費補助 アスベストを含有している吹付け建材が露出し
て施工されている建築物

工事費の３分の1
（上限100万円）

※解体予定の建築物は補助対象外です

　突然のけがや病気で「救急車を呼ぶべきか？」迷ったときには消防庁が作
成した「救急受診ガイド」、「救急受診アプリQ助（きゅーすけ）」のご利用を。
詳しくは、市のホームページ（ページ番号：39291087）をご覧ください。

　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。

セ
ル
フ
エ
ス
テ
の
契
約
は
慎
重
に

問 消防局指令課（0798・26・0119）

問 消防局予防課（0798・32・7316）

吹付けアスベスト
調査費・除去工事費を補助

県防犯カメラ設置に補助金交付
申込は6月30日まで

火事を出さないため
コンロ・たばこの取扱いに注意

正しく使おう
緊急ダイヤル119番

問 建築指導課（0798・35・3918）

問 市地域防犯課（0798・35・3474）

市政ニュースは戸別配布しています

火災予防のためのポイント

映像通報システム「Live119」実証実験を実施中

《突然のけがや病気、どうしたらいいか迷ったら…》
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新型コロナウイルス
感染症に関連する 人権への配慮について
　新型コロナウイルス感染症の拡大に関連して、感染した人やその濃
厚接触者に対する差別やいじめ、誹謗（ひぼう）中傷等の人権侵害は、
絶対にあってはなりません。また、大変な状況の中、感染症に対応し

ている医療・福祉関係等に従事している人やその家族に対しても同様
です。正しい情報に基づき、冷静に行動していただくようお願いしま
す。人権侵害を受けた場合は、ひとりで悩まずにご相談ください。

　人権擁護委員は、地域の皆さんのさまざまな人権相談を受け、問題
解決のお手伝いや、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の
救済を行っており、全国で約１万４０００人が活動しています。
　西宮でも、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるよう
な啓発活動をしています。

人権困りごと相談の相談員

あなたのまちの相談パートナー
「人権擁護委員」は

市役所の人権困りごと相談

人権侵害を受けた場合はひとりで悩まずに相談を

【受付時間】毎月第１・３木曜の午後１時～４時
　　　　　（受付は３時半まで）
【受付窓口】市民相談課（市役所本庁舎１階）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止
　の場合がありますので、事前に市のホームペー
　ジ（ページ番号：686898３9）をご確認ください

6月１日は
人権擁護委員の日

問 人権平和推進課（0798・35・33２0）

　5月上旬から、工業統計調査のため、顔写真入りの調査員証を身に
付けた調査員が製造業を営む事業所を訪問しています。事業所の皆さ
んはご協力をお願いします。

問 市情報公開課（0798・35・3503）

　工業統計調査とは、総務省・経済産業省が製造業を営む事業所を
対象にその活動実態を調査し、国の工業の実態を明らかにすること
を目的に実施するものです。

　工業統計調査の調査結果は、中小企業施策や地域振興など、国お
よび地域行政施策の基礎資料として利活用されます。

　5月２０日（水）午前１１時頃に、地震や津波、武力攻撃などの発生に
備えて、Ｊアラートを用いた情報伝達試験を行います。
　当日は市内146カ所に設置している防災スピーカーが鳴るととも
に、さくらＦＭからの訓練放送（緊急告知ラジオも起動）が流れます。
また、にしのみや防災ネットからのメール配信も行われます。
※放送された内容は、電話（050・5578・2628）で確認すること
ができます（通話料有料）

問 災害対策課（0798・35・36２6）

法務局では、人権相談電話窓口を設置しています。

みんなの人権１１０番（０57０・００3１１０）

子どもの人権１１０番（０１２０・００7１１０）

【受付】月曜～金曜の
　　　午前8時半～午後5時１5分

外国語人権相談ダイヤル（０57０・０９０９１１）

【受付】月曜～金曜の
　　　午前8時半～午後5時１5分
【受付】月曜～金曜の
　　　午前9時～午後5時

【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）

情報伝達試験を行います

■ 今後の訓練日程
全国一斉情報伝達試験（いずれも午前11時頃に実施予定）

緊急地震速報訓練（いずれも午前1０時頃に実施予定）
【日程】6月１7日（水）、１１月5日（木）

【日程】１０月7日（水）、来年２月１7日（水）

　※�詳しくは市のホームページ（ページ番号：65２569２9）をご覧
ください

地震・津波などに備えて
工業統計調査を実施します

製造業を営む事業所に

国の工業の実態を調査

行政施策の基礎資料に利活用

　※�詳しくは市のホームページ（ページ番号：757０5897）をご覧
ください
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子  供・子 育 て子  供・子 育 て

★山東でほたる観賞

日 6月１３日（土）・１４日（日）。１泊
会 山東自然の家（朝来市）
内 ほたる観賞、うどん作りなど
対 ４歳～１7歳の子を含む家族。３歳以
下参加不可
￥ ５９00円、１7歳以下５４00円
定 １５家族。多数の場合抽選
申 ５月22日までに同自然の家
（07９・676・４１00）

★はじめてテニスin体育館

日・会 6月１6日（火）…北夙川体育館▷
22日（月）…塩瀬体育館。いずれも①
午後３時～、②４時～
内 クォーターテニスの道具を使って
レクリエーション～簡易ゲーム
対 ①４・５歳児、②小学１・2年生
￥ 各５00円
定 各20人。先着順
申 ５月１４日午前１0時から各体育館
（北夙川体育館…70・2222、塩瀬体
育館…07９7・62・2５6５）

★�小学生スナッグゴルフ大会

日 8月１7日（月）午前8時～
会 西宮カントリー倶楽部
内  ①個人戦、②子と保護者のペア
対 ①小学３年生～6年生、②小学１・
2年生の子と保護者
定 ①１１0人、②20組。多数の場合抽選
申 所定の申込書を6月３0日（消印有
効）までに西宮市ゴルフ協会（67・
20５５…火・木・金曜の午前１0時～正
午）
※7月４日など４日間の事前練習会を実
施。詳しくは問合せを

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★�普通救命講習会

日 6月３日（水）・１0日（水）の午後１時半～
会 消防局
定 あり
申・問 救急課（３2・7３１９）。市のホー
ムページ（ページ番号：９５7１９３6９）
からも申込可

★�神戸女学院めぐみ公開講座
　アートセミナー

日 6月１2日(金）、7月１0日（金）の午
後１時半～
会 神戸女学院めぐみ会館
内 古典倶楽部「動物たち」
￥・定 あり
申・問 めぐみ会事務局（５１・３５４５）

催     し催     し

★高齢者のたのしい体力測定

日 6月１2日（金）午後１時４５分～
会 大阪ガス今津総合グラウンド体育館
対 西宮市老人クラブ連合会会員以外
の60歳以上
申 往復ハガキに催し名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書き、５月2９日（消
印有効）までに西宮市老人クラブ連合
会（〒662－0９１３染殿町8－１7☎
３４・３３３４）

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

★はじめてみよう
　フィットネスライフ

日 6月6日（土）午前９時半～
会 中央体育館武道場　
内 リズムに合わせたかんたん体操等
対 １8歳以上。在勤者可
定 ３0人。先着順
申 ５月１５日午前１0時から電話で西宮
スポーツセンター（7３・7５8１）

★市民体育大会ボウリング大会

日 6月7日（日）▷①午前１0時～…6
ゲーム▷②１１時～…３ゲーム
会 E－BOWLトマト
内 アメリカン方式、ハンディキャッ
プ制
対  在勤者可。小学2年生以下は保護
者同伴
￥  ①３600円、高校生以下2600円
②１800円、高校生以下１３00円
申  6月6日 ま で にE－BOWLト マ ト
（72・９0１１）

人  事  募  集人  事  募  集

★�市立保育所の保育士

内 月曜～金曜（祝・休日を除く）の
うち３日。①午前7時１５分～午後7時
のうち7時間４５分勤務、②午前8時～
午後6時の９時間勤務
￥ ①日額９280円、②日額１万１１５１円
申・問 保育所事業課（３５・３９06）

★西宮市社会福祉事業団の
　パートヘルパー

内 訪問介護業務
対 介護職員初任者研修課程（旧ヘル
パー2級）以上修了者
￥  １時間１１４0円以上
申・問 西宮市ホームヘルパー派遣セン
ター（68・27１2）

★�市の会計年度任用職員Ｂ

内 下表のとおり
申 履歴書（写真貼付）と登録票、①
②は免許証の写しを人事課（３５・
３５１４）へ持参（①②は郵送可）
①こども未来センターでの
　給食調理業務
内 月曜～金曜の午前9時～正午 対 免許取
得者 ￥ 日額３０００円
②市内施設での理学療法士業務
内 月曜、水曜～金曜の午前８時４５分～午
後５時１５分
対 免許取得者 ￥ 日額１万６８００円
③山口支所での個人番号カード関連
　業務および窓口業務
内 月曜～金曜の午前9時～午後５時半 
￥ 日額７２４０円

★�夏の市立保育所アルバイト

内 7月１日～９月３0日のうち数週間～
数カ月。月曜～金曜の午前8時2５分～
午後４時４0分
￥ 日額8800円（保育士未登録者は7
700円）
定 80人程度。多数の場合書類選考
申 申込書などを５月2９日（必着）ま
でに保育所事業課（３５・３９06）。申
込書は同課で配布するほか、市のホー
ムページ（ページ番号:４９４９５３7４）
からもダウンロード可

相     談 相     談 

★�ひとり親家庭のための弁護士
による特別法律相談

日 6月３0日(火)午後2時～
会 男女共同参画センター ウェーブ
内 離婚・親権などに関する相談
定 あり
申・問 子供家庭支援課（３５・３１66）
※申込時に相談員による事前相談あり

　にしナビの掲載内容は、4月３０日時点の情報です。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント
等を急きょ中止・延期する場合がありますので、実施
状況については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

￥
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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

ようこそ！ようこそ！

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、北山緑化植物園では、５・
6月の展示と花と緑の教室を中止し
ます。
　また、これまで利用可能として
いた園内ガーデン部分についても、
通り抜けが必要な人以外の立ち入
りを禁止します。

【問合せ】北山緑化植物園
（0798・72・9391…水曜休み）

換気の悪い「密閉空間」、多数が集まる「密
集場所」、間近で会話や発声をする「密接
場面」は避けましょう

さくらFM（78.7メガ
ヘルツ）では、新型コ
ロナウイルス感染症に
関する市からの情報を
提供しています

問 広報課（0798・35・3402）
※その他さまざまな番組を放送中です

【News Box にしのみや】
月曜～木曜の午前８時、午後２時、６時～

【西宮あんあん情報局】
月曜～金曜の午前9時4８分～

【聞いてなるほど！西宮市政】
当面の間、特別編成として、新型コ
ロナウイルス感染症関連情報を放送。
木曜午後８時、金曜午前７時4５分、
午後６時５分～

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。
番組では、市の施策や魅力、手軽
にできる運動などを紹介していま
す。新型コロナウイルスに関する
情報についても、番組内で放送
問 広報課（0798・35・3487）

酒造会社が市へ高濃度アルコールを提供

問 秘書課（０798・３5・３4３２）

手指消毒用エタノール不足に対応

新型コロナウイルス感染症関連情報

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、手指消毒用
エタノールが不足している状況ですが、その代替品
として医療機関等で高濃度エタノール製品が使用可
能になりました。
　それを受けて４月３0日、大関・日本盛の両酒造会
社から市へ、製造した高濃度アルコールの提供があ
りました。両社の高濃度アルコールは、５月下旬に
かけてそれぞれ約５000㍑の提供を予定しており、
順次、医療機関等に配布予定です。

日本盛提供の高濃度アルコール

大関提供の高濃度アルコール

※大関からは、あわせて医療従事者等へ「お米の発酵飲料」
　6000本の寄贈がありました

Facebook
【ページ名】西宮市役所

ＳＮＳ
情報発信

で

しています

Twitter
【アカウント名】nishinomiya_shi 【ID】@miyakko　※@を付けて検索

【アカウント名】西宮市
LINE
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【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)



　新型コロナウイルス感染症に関連した詐欺が多発しています。不安な
日々が続きますが、不正確な情報に惑わされることがないよう冷静に対処
してください。少しでも不審に思ったり、トラブルに遭ったときは、一人
で悩まずに消費生活センター等＝右参照＝にご相談ください。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、室内で過ごす時間が多く
なり、生活リズムが乱れている人も多いのではないでしょうか。
　普段からよい生活リズムで過ごすことはもちろん、十分な睡眠とバ

ランスのよい食事を心掛け、免疫力を高めることは今後の生活におい
ても重要だと言えます。自身や家族の健康管理のためのポイントをご
紹介します。

　消費者庁は、より多くの人へ直接的に情報を届けようと、「新型コロ
ナ関連消費者向け情報」を発信する消費者庁のLINE公式アカウントを
開設しています。最近の情報にアクセスできるようになるほか、消費者
庁から定期的に送られる注意喚起メッセージを受け取ることができます。

◆「マスクが購入できるサイトがある」というＳＮＳの書き込みが
　 あり、不審な通販サイトへ誘導された

◆封筒に入った使い捨てマスクが届き、請求書が同封されていた。
　注文した覚えがなく、どうすればいいのか分からない

【アカウント名】
　消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報
【ID】@line_caa　※@を付けて検索

LINE

◆市役所職員を名乗り、電話で口座番号や暗証番号を聞かれた
◆「携帯電話会社を通して、新型コロナウイルス関係の給付金を配
　布する」とメールが届いた

◆息子を名乗り「会社の上司に借りたお金を返さないといけない」
　と電話があり、その後、上司から「新型コロナウイルスで困って
　いるのですぐにお金を返してほしい」と言われ、現金を手渡した

電話やメール等で「給付金があるので個人情報や口座情報
を教えてほしい」と言われたら、詐欺の疑いがあります。
こうした電話はすぐに切り、メールは無視してください

他人には絶対に現金を手渡したり、暗証番号を教えてはい
けません
家族の職場の関係者や警察等の官公庁、金融機関等を名乗る電
話があっても、すぐに信じず、相手の電話番号を調べましょう。
そして必ず家族の本来の番号に電話をして確認しましょう

送り付けられる前に、事業者から電話連絡が無ければ、連
絡したり、使用したりせずに保管し、１４日間たってから
処分しましょう。また、事前に電話で勧誘があり、売買契
約の締結を申し込んだ場合でも、商品が届いて（契約書面
を受け取って）から8日以内であれば、クーリング・オフ
ができます

ＳＮＳの書き込みや広告の内容をうのみにせず、リンク先
の通販サイトの表示や注文手続きに不審な点はないか慎重
に確認してください

　朝食を食べると、眠っていた脳や体が目覚めます。欠食すると脳を
働かせるエネルギーが不足し、勉強に身が入らない、体がだるい、集
中力がないなどの症状が現れます。
　また、私たちの体には「体内時計」と呼ばれる機能があり、25時
間の周期で睡眠や体温、血圧、ホルモンの分泌などのリズムを刻んで
います。一日は24時間なので、このズレを調整する必要がありますが、
朝日を浴び、朝食を取ると、この体内時計がリセットされ、一日の生
活リズムが整います。ごはんやパンなどの主食をはじめ、主菜、副菜
を組み合わせてバランスのとれた朝食をしっかり食べて、元気に一日
を始めましょう。

　外出がままならない時こそ、食事は量より質（栄養バランス）に気
を付けましょう。
　主食（ごはん・パン・麺）、副菜（野菜・きのこ・
芋・海藻料理）、主菜（肉・魚・卵・大豆料理）、
牛乳・乳製品、果物をまんべんなく食べ、水分
も意識して取るようにしましょう。

お菓子等の食べ過ぎは避けて、不足しがちな野菜や牛乳、チーズ、
ヨーグルト等も取りましょう
高齢者は、肉・魚などたんぱく質をしっかり取りましょう

　市のホームページ（ページ番号：78217463）では、
手軽にバランスのよい食事を取り入れてもらえるように、
ライフステージ別にレシピ集を紹介しています。ぜひご
活用ください！

　夕食を食べる時間が遅かったり、寝る時間が遅くて朝ギリギリまで
寝ていたりすると、朝に食欲がわきません。だからといって、朝食を
抜き、昼までの長い時間を空腹のままでいると、脳が働くためのエネ
ルギーが不足して午前中をぼんやり過ごすことになります。
　生活リズムが乱れると、活動能力や感情が不安定になってしまいま
す。早く起きて朝食をしっかり取り、夜も早く寝て睡眠をしっかり取
るといった生活習慣を心掛けましょう。

!
!

!
!

新型コロナウイルスに関する相談事例

問 健康増進課（0798・26・3667）

西宮・甲子園警察署…110 番  または▶
西宮警察署（0798・33・0110）、
甲子園警察署（0798・41・0110）

▶消費生活センター
☎0798・64・0999（相談専用）

【受付時間】午前9時～正午、午後１時～４時４5分
　　　　　 （日曜、祝・休日除く）

注意点

■

■

不審に思ったり、
トラブルに遭った場合は下記へ相談を

消費者庁が
注意喚起メッセージ等を発信

LINEで
発信

市ホームページで
ライフステージ別レシピを紹介しています

だまされないで！

詐欺が急増！

毎日規則正しく過ごせていますか

生活リズム 免疫力アップを整えて

免疫力を高めるポイント

マスク関連

なりすまし

オレオレ詐欺

早寝、早起きの習慣をつけよう

バランスのとれた朝食を食べよう 食事は量より質（栄養バランス）に気を付けよう

新型コロナウイルス感染症関連の
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本紙は4月30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
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