
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

ゼロコロナ

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている皆さんの生活を守り、支えていくための新たな支援が始まります。また、支援に活用
するための財源として、寄附金の受付も開始しました。最新情報などは市のホームページをご覧ください。

（帰国者・接触者相談センター）

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

FAX0798・35・0567☎ 0798・34・1358

皆さんを支えるために
新型コロナの影響を受けた 市の新たな支援がスタート

みんなで支える 新型コロナ対策みやっこ元気寄附金

３．郵送、ＦＡＸ、メール等による申込
４．クレジットカード決済
５．ふるさと納税ポータルサイトからの申込（６月～）
※２・３は、申込受付後に納付書を送付します

　市は、新型コロナウイルス感染症対策基金を設置し、寄附金を受け付けています。いただいた寄附
金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、子育て世帯への生活・教育支援、困窮している市
民や事業者への支援、感染症拡大防止対策などに活用します。詳しくは市のホームページ（ページ番
号：8２３01４9３）をご覧ください。問合せは政策推進課（0798・35・3６６６）へ。

医療従事者への支援は
県の基金へ

　県と市町（政令市を除く）は、医療従事
者等に対して、感謝・激励の気持ちを込め
て、「ひょうご新型コロナウイルス対策支
援基金」を設置し、皆さんからの寄附金を
受け付けています。いただいた寄附金は、
県内の感染者受入医療機関などで活用され
ます。詳しくは県ホームページ
（https://hyogo-kikin.jp/）を
ご覧ください。

みんなでつくる「元気な西宮」支援４

新型コロナウイルス感染症対策基金の創設とみやっ
こ元気寄附金の受付開始など

市民の生活、文化を支える
働く障害のある人への支援、店舗賃料支援金の拡充

、アーティストや

文化芸術施設への支援、水道基本料金を４カ月間全
額減免など

支援３

子供の学び、暮らしを守る
小・中学生への就学奨励金、高校生等への奨学金対

象者拡充（家計急変世帯への

支援）、児童扶養手当受給者への経済的支援（5万円
）、子供の食サポートなど

支援２

感染症拡大を防止する
ＰＣＲ検査センターの設置、避難所等における感染

症対策拡充、医療・介護施設等へ

の衛生用品等の支給、妊婦へのマスク・手指消毒用
ジェル配布など

支援１

ＰＣＲ検査センターの設置 働く障害のある人への支援 アーティストや
文化芸術施設への支援

児童扶養手当の受給者で５月定期
支給の対象となる人に、一律５万
円（1回限り）を臨時支給します。
支給は６月中旬予定。申込不要
※全部支給停止者を除く

障害者就労施設で働く障害のある
人に、減った工賃の一部に相当す
る額を給付します。また、同施設
の販路開拓や商品製作の経費を補
助し、売上増を図ります

活動の機会が減少しているアー
ティストや、活動の場を提供する
事業者等の映像配信による取組を
支援し、市民が文化芸術に触れら
れる機会を提供します

【ホームページ番号】３0２６0３４0 【ホームページ番号】２７５６1７６0

西宮市医師会と連携・協力して、
地域外来・検査センター（仮称）
を設置し、ＰＣＲ検査を必要とす
る患者に適切な検査を行う体制を
整備します

特別定額給付金（１人１０万円）については３面に掲載市の支援内容については、２面にも掲載

児童扶養手当受給者への
経済的支援

寄附金の受付方法は
口座振込など多数ご用意

２．市ホームページからの電子申請

1．専用口座への振込
口座名：新型コロナ対策みやっこ元気寄附金
三井住友銀行西宮支店（普通預金） 口座番号：88６5171

寄附金は特例控除の対象となります。ただし、下記1は受
領証明書が発行されないため、税控除の適用には振込票の
控え等が必要です。詳しくはホームページで確認を

【問合せ】県防災企画課（078・3６2・9870）

　※掲載内容は５月18日時点の情報です。各種支援は、５月２２日の市議会臨時会を経て、順次実施していきます

【ホームページ番号】10７４89４４

本紙は５月18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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　図書館では、予約本の貸出を再開しています。また、混雑を避ける
ため、市内在住者には郵送でも対応します（1人1回限り。上限は単
行本で2・3冊程度。送料無料）。郵送希望者は5月29日までに市のホー
ムページ（ページ番号：35739330）の専用フォームから申し込むか、
各館に電話でお問い合わせください。　※このほかにも、段階的にサー
ビスを再開していきます。実施中のサービスについては問合せを

中央図書館（0798・33・0189）問

段階的にサービスを再開
利用者
図書館

予約本の貸出や郵送対応など

　子ども食堂が昼食(弁当)等を子供たちに無償提供する場合に、経費
の一部を補助します。詳しい要件等は市のホームページ（ページ番号：
27004411）でご確認ください。

令和2年(2020年)4月1日時点で市内に開設している
子ども食堂
令和2年4月1日～6月30日
1回実施につき2万円（月額上限20万円）

【対象施設】

【対象期間】
【補助基準額】

　雇用調整助成金や小学校休業等対応助成金等の申請手続きや制度概
要について、社会保険労務士が解説します。要申込。参加費無料。
【日　時】6月の火曜。いずれも午後1時～5時（各回1時間）
【会　場】勤労会館

※受付できるマスクは不織布マスク・ガーゼマスク・サージカルマスクです
　(新品で未開封のものに限ります。手作りマスクは不可)

　学校再開に備えて、必要とする子供たちに提供するため、マスクの寄
附を募集しています。接触機会削減のため、郵送でのご協力をお願いし
ます。宛先は教育総務課（〒662－8567六湛寺町3－1）へ。

　西宮青年会議所は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食
店などを支援するため、「西宮青年会議所×さきめしプロジェクト～西宮
で発見！先見の名店」を企画しました。
　外出自粛などで行くことができないお店に、「後で食べに行く」応援の
気持ちを込めて食事を先に購入し、落ち着いた後に食べに行くことができ
ます。応援したい人、登録したい店舗は同会議所のホームページ
（http://nishinomiyajc.or.jp/sakimeshi/）まで。
　問合せは同会議所（0798・33・1615）へ。

【支援内容】

【 対 象 】

【 申 込 】

（※1）

（※2）

店舗の1カ月分賃料を支援。支援対象となる店舗が1店
舗の場合は10万円を上限（複数の場合は20万円）
主に以下のいずれも満たす個人事業主（1回限り）
▶売上高が20%以上減少 ▶市内に店舗を賃借している
▶次のいずれかの事業を営んでいる（太字は追加分）
　小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、卸売
　業、不動産業、娯楽業（マージャン店等）、学習支援
　業（文化教室・塾等）、療術業（はり・マッサージ等）
申請期間を7月31日（消印有効）までに延長
▶郵送…申請書(※1)と必要書類(※2)を商工課（〒662－
　8567六湛寺町10－3）へ
▶ネット申請…市のホームページ（ページ番号：82995439）
申請書はホームページでダウンロードできるほか、市役所本庁
舎1階総合案内所窓口前に設置。郵送希望の人は問合せを
①店舗の賃貸借契約書の写し、②事業を営んでいることが分か
るもの（許認可証や開業届の写しなど）、③本人確認書類の写し

問 地域保健課（0798・35・3310）

　感染拡大防止のため、今後、妊娠届を出す人に対し、妊
婦健康診査受診助成券発行時にマスクと手指消毒用ジェル
をセットで配布します。すでに母子健康手帳を持っている
人には、5月25日から順次発送していきます。

受付時間：午前9時～午後5時(土・日曜、祝・休日休み)
問 店舗賃料支援金コールセンター（0798・35・3017）

問 西宮商工会議所（0798・33・1257）

感染症拡大を防止する 市民の生活、文化を支える

国民年金保険料の免除・猶予等を開始

新型コロナの影響で経済的に苦しくなった人や事業者のための、税制上の特例措置について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な人
への免除・納付猶予・学生納付特例の受付を開始しました。接触機会削減のた
め、郵送での申請にご協力ください。詳しくは市のホームページ（免除・納付
猶予：96607920、学生納付特例：40407096）でご確認ください。
　問合せは医療年金課（0798・35・3123）へ。

　緊急経済対策として、さまざまな税制上の特例措置がとられています。要件
など詳しくは市のホームページ（ページ番号：12150948）でご確認ください。
※⑤以外は申請手続きなどが必要です

小児慢性特定疾病・特定医療費の受給者証は更新不要
　①小児慢性特定疾病、②特定医療費(指定難病)の受給者証について、有効期
間の終期が令和2年(2020年)9月30日（②は令和2年10月31日）の受給者証を
持っている人には、有効期限を1年延長した受給者証を発行します。
　このため、更新申請のための医療意見書（②は臨床調査個人票）の取得は不
要です。問合せは保健所健康増進課（0798・26・3669）へ。

問 学事課（0798・35・3851）

　小・中学生への就学奨励金と、高校生等への給付奨学金について、
支給対象を拡充して受付します。
　就学奨励金については5月下旬に各校から案内し、申請期限は6月
10日まで延長します。給付奨学金については6月下旬に別途案内予定
で、申請期間は6月24日～7月31日を予定しています。

家計が急変した世帯を支援
就学奨励金·奨学金の支給対象を拡充

小・中
高校生

西宮青年会議所　×　さきめしプロジェクト

まちのお店を「先払い」 で応援

①徴収の猶予制度の特例（前年比おおむね20%以上の減収で最長1年納税を猶予）

　☎ 納税課（0798・35・3238）
②イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客などへの
　寄附金控除の適用

　☎ 市民税課（0798・35・3204)

③�売上が30%以上減少した中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る�
固定資産税および都市計画税の軽減措置（令和3年度課税分。申告は来年1月から）

④�先端設備等導入計画に従って、中小事業者等が取得した償却資産および事業用家屋に係
る固定資産税の軽減対象の拡充（令和3年度以降課税分。申告は来年1月から）

　☎ 資産税課（償却資産担当：0798・35・3254、家屋担当：0798・35・3225）
⑤軽自動車税（市税）、自動車税（県税）の環境性能割の税率の臨時的軽減の延長
　※申請不要
⑥住宅借入金税額控除の適用要件の弾力化
　☎ 市民税課（0798・35・3267）

問 政策総務課（0798・35・3431）

子供の学び、暮らしを守る

妊婦にマスク等を配布妊婦

事業者 子供の食をサポート
子ども食堂の食事提供を支援

「善意のマスク」を募集学校再開後の子供たちへの

事業者 個人事業主に店舗賃料を支援
対象業種を拡大、申請期間を延長

事業者
雇用継続のための制度を社労士が解説
雇用継続相談会を実施

（2）� 令和２年（２0２0年）5月２5日

本紙は5月18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

市が新たに実施または拡充する、新型コロナウイルス感染症に対する取組 (1面続き)

新型コロナウイルス感染症に関連するお知らせ



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

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、家計への支援を行うため、「特別定額給付金」を実施しています。市は、5月25日から特別定額給付
金の申請書を同封したご案内を、各世帯主宛てに順次送付します。詳しくは、市のホームページ（ページ番号：49056506）をご覧ください。

0570・012438☎

市は、5月25日から順次申請書を送付します。
6月5日までに届かない場合は、下記コールセンターまでご連絡ください

※電話が大変混み合って、つながりにくい時間帯があります。
　�つながらない場合、呼び出し続けても応答がない場合は、しばら
く時間を置いてからお掛け直しいただきますようお願いします

不審に思ったり、
トラブル・被害に
遭った場合は相談を

休業や営業時間短縮の店舗、子供のみが在宅する住居は
確実な戸締り等の防犯対策をしましょう

給付対象者
基準日（令和2年（2020年）４月27日）において、
市の住民基本台帳に記録されている人

手続きする人
給付対象者の属する世帯の世帯主

給付額
給付対象者１人につき１0万円が指定された世帯主の口座
に振り込まれます　※申請から給付までに約３週間かかります

申請方法
①郵送申請　※申請は8月31日（必着）まで
申請書に必要事項を記載の上、本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
および口座確認書類（通帳、キャッシュカード等）の写しを申請書の裏
面に貼り付けて、同封の返信用封筒で申請を
　※マイナンバー通知カードは、本人確認書類として認められません
　※代理申請については、市のホームページをご覧ください

②オンライン申請（マイナンバーカード所持者のみ利用可能）
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、市のホームページをご覧ください
（注）マイナンバーカードの新規交付には、申請から約2カ月かかります。
　　そのため、これからマイナンバーカードの交付申請をする人は、
　　郵送申請の方が早く給付されますので、郵送申請をご利用ください

!

本紙は5月18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

申請書がまだ届きません。いつまでに届きますか

市施設等の開館状況など最新情報は市のホームページで確認を
ホ
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ム
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特別定額給付金の手続きについて

Q&AQ&A

5月25日から
申請書を順次送付

1人10万円を給付

注意

午前9時～午後5時半（土・日曜、祝・休日休み）受付時間：

窓口では申請の受付はできません!
市役所や支所などの

最新の詐欺手口等を配信

ひょうご防犯ネットに登録を

▶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）

目　…人の目での警戒や防犯カメラの設置
光　…防犯灯やセンサーライトの設置
音　…防犯アラームの設置や防犯砂利を敷く
時間…ワンドア・ツーロックで簡単に侵入されないようにする

《泥棒が嫌う「目」「光」「音」「時間」で防犯対策》

新型コロナウイルス感染症に便乗した

給付金の詐欺、侵入盗に注意を!！

「空き巣」「忍び込み」などの侵入盗に注意

●ＡＴＭの操作をお願いすること　　●受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
●メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きをすすめること

市や総務省などが以下のようなことをすることは

暗証番号、口座番号、通帳、キャッシュカード、マイナンバーは 絶対に教えない！渡さない！

絶対にありません！給付金の詐欺に注意

総務省のホームページ（https://kyufukin.soumu.go.
jp/）では、特別定額給付金に関する情報を順次更新して
います。最新の情報についてはこちらをご覧ください

?

同一世帯で住民登録している場合は、世帯主宛てに申請書が送付される
ため、振込口座を分けることができません　※同居でも世帯を分けて
登録している場合は、それぞれの世帯主宛てに申請書が送付されます

振込口座を分けてもらえますか?

西宮市特別定額給付金コールセンター

感染リスクを避けるため、ご協力をお願いします

窓口では申請の受付はできません!
市役所や支所などの

令和２年（２0２0年）5月２5日	 （3）



　自然災害などの影響で停電が発生し
た場合、マンションやビルなどの高層
建築物では、電気を必要とするポンプ
等が停止し、断水が発生することがあ
ります。
　マンションやビルなどには、電気を
必要としない非常用給水栓が地上付近
に備えられています。非常用給水栓の
位置の確認や使用方法については、管
理会社等にお問い合わせください。
　また、停電が解消してもポンプ等を
手動で再起動しなければならない場合があります。このような場合も、
管理会社等にお問い合わせください。

高置水槽

揚水ポンプ

受水槽

水道本管

非常用給水栓

問 給水装置課（0798・32・2230）

問 人事課（0798・35・3549）

市は、来年4月採用予定の職員（事務・技術・消防）を募集します。
※新型コロナウイルス感染症の状況により試験日程等が変更となる場合あり

来年4月採用予定

市職員（事務・技術・消防）を募集

　第１次試験では、筆記試験を事務Ａ－１（ＳＰＩ）と事務Ａ－２（教養・
専門試験）に分けて行います。募集要項は5月２5日から人事
課（市役所本庁舎5階）で配布するほか、市のホームページ（ペー
ジ番号：７８６２７３７３）でダウンロード可。

　募集要項および申込書は5月２5日から人事課（市役所本庁
舎5階）で配布するほか、市のホームページ（ページ番号：
８７0８２１３８）でダウンロード可。

対象

平成７年（１９９５年）4月2日～１１年（１９９９年）4月１日に出生し、
次の身体要件を全て満たす人（学歴不問）
① 視力が左右それぞれ0.3以上かつ両眼で0.７以上（矯正視力も可）
② 赤・青・黄色の色彩の識別ができる
③ 聴力、言語および運動機能等に障害がない

基本給月額 23万１７2５円（22歳大学卒の場合。別途諸手当あり）
採用予定人数 ９人程度
1次試験 7月１２日（日）に関西学院大学西宮上ケ原キャンパス

対象
昭和６3年（１９88年）4月2日以降に出生し、大学や高等専門学校
などでそれぞれの職に関する専門課程・科目等を履修してきた人
※以下の資格保有者は１次試験を免除▷建築：一級建築士
　▷電気：電気主任技術者（第一種・二種・三種のいずれか）

基本給月額 2１万５７40円（22歳大学卒の場合。別途諸手当あり）
職種：

採用予定人数 土木：５人、建築：若干名、電気：若干名、化学：若干名

1次試験 7月１２日（日）に関西学院大学西宮上ケ原キャンパス
※基本給月額は令和2年4月１日現在の額。経歴、給与改定等により異なる場合あり

※基本給月額は令和2年4月１日現在の額。経歴、給与改定等により異なる場合あり

　募集要項および申込書は5月２5日から消防局総務課（消防
局庁舎３階）および各消防署で配布するほか、市のホームペー
ジ（ページ番号：８２4７３4３4）でダウンロード可。

事務職（大学卒程度）

技術職 問 人事課（0798・35・3549）

問 消防局総務課（0798・2６・0１１9）

対象 平成4年（１９９2年）4月2日以降に出生した人（学歴不問）
基本給月額 2１万５７40円（22歳大学卒の場合。別途諸手当あり）
採用予定人数 事務Ａ－１・Ａ－2合わせて１0人程度

筆記試験 事務Ａ－１は６月28日（日）、事務Ａ－2は７月１2日（日）に関西学院
大学西宮上ケ原キャンパス

※基本給月額は令和2年4月１日現在の額。経歴、給与改定等により異なる場合あり

停電による断水に備えて
ー 日頃から非常用給水栓の確認を ー

マンション
ビルなど

50歳以上の就職をサポート
西宮市中高年しごと相談室

　西宮市中高年しごと相談室は、50歳以上の求職者を対象とした就職
支援の窓口です。
　キャリアコンサルタントやファイナンシャルプランナー等の専門家
が、転職や再就職などに関する相談のほか、セカンドキャリアを考える
に当たってのさまざまな情報提供を行います。相談料無料。

【受　付】�月・火曜、木曜～土曜（祝・休日、１２月２9日～１月３日を
除く）の午前１0時～午後６時　

　　　　　※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、勤労会館閉
館中は電話相談のみ実施

【会　場】勤労会館１階
【対　象】50歳以上で求職中の人
【問合せ】0798・42・7717

【申込】�市のホームページから申込（5月２5日～６月１２日）　完了後、
申込書①②（申込書①には、申込完了後に通知された到達番
号を記載）を６月１２日（消印有効）までに人事課へ郵送

ごみの収集車両の
火災事故が発生しています

　中身が残ったスプレー缶やカセットボンベが原因とみられる車両火災
が、全国的に発生しています。収集車両内で、缶内に残ったガスが漏れ
出して引火することで、火災や爆発が発
生し、作業員や近隣住民に被害が出る恐
れがあります。カセットボンベ等をごみ
に出す際には、必ず中身を使い切ってか
ら出すようにしてください。
　詳しくは市のホームページ（ページ番
号：３２２445７６）をご覧ください。

問 美化企画課（0798・35・8６53）

注意

消防職（大学卒程度）

【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）

（４）� 令和２年（２0２0年）5月２5日

【申込】�5月２5日～６月１5日に、申込書など必要書類を人事課へ郵送
（消印有効）を

【申込】�5月２5日～６月１9日に、申込書など必要書類を消防局総務課
へ郵送（必着）を

ごみの収集車両内での火災



はかりの定期検査
JR神戸線以南が対象

　市は、はかりの定期検査を実施しま
す。対象は取引・証明で使用している
はかり。2年に1回検査を受ける義務が
あり、検査手数料が必要です。今年度
は、JR神戸線以南地域を対象に6月下
旬～9月末に実施します。
　対象者には事前にハガキでお知らせ
します。ご協力をお願いします。
　問合せは消費生活センター（0798・
69・3157）へ。

身体障害者手帳４級による
障害者医療費助成受給中の人へ

　市は、これまで、身体障害者手帳４
級による障害者医療費助成を受給中の
人には、入院にかかる医療費を償還払
いで助成をしていましたが、７月から
は県内医療機関で入院の場合は、受給
者証が使用できるようになります。
　問合せは医療年金課（0798・35・
3131）へ。

小規模修繕契約
希望者の登録受付

　市は、市内事業者の受注機会拡大と、
地域経済の活性化を図るため、「西宮
市小規模修繕契約希望者登録制度」を
設けています。今回は、令和2（2020）・
3（2021）年度の新規登録です。登録
を希望する全ての人の申請が必要です。
　なお、今年度は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、郵送による提

出をお願いします。問合せは契約管理
課（0798・35・3405）へ。
【申請方法】登録申請書などの必要書
類を6月1日～19日に契約管理課へ郵送
（消印有効）を　※登録申請書は6月
1日から市のホームページ（ページ番
号:４４91380４）からダウンロード可

　 ◆漏水調査にご協力を　5月下旬か
ら来年3月中旬にかけて、市から委託
を受けた調査員が、道路や各家庭の
メーター付近を調査。調査員は顔写真
付きの調査員証を携帯し、腕章・名
札・ベストを着用。調査により漏水が
見つかった場合、上下水道局職員が修
繕方法などの相談に応じます。問合せ
は管路維持課（0798・74・6664）へ
　 ◆6月7日～13日は危険物安全週間
消防局は、同期間中に危険物施設にお

ける保安体制の充実強化を図るため、
危険物施設への立ち入り検査、ポス
ターの掲出などを実施予定。今年度の
標語は「訓練で　確かな信頼　積み重
ね」。問合せは消防局予防課（0798・
32・7315）へ

◆その他
　◆優良運転者表彰の申請を受付　対
象は金賞20年（営業用15年、原付30
年）・銀賞15年（営業用10年、原付
20年)・銅賞8年（営業用5年、原付
10年）以上の運転者で無事故・無違
反5年（銅賞3年）以上、前賞受賞後3
年以上経過した交通安全協会会員。申
請は6月1日～30日。申請方法など問
合せは西宮交通安全協会（0798・
33・2377）、 甲 子 園 交 通 安 全 協 会
（0798・46・0369）へ

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

特に教育的配慮が必要な
幼児の就園相談

　教育委員会は、令和3（2021）年度
の市立幼稚園入園希望者を対象に、「特
に教育的配慮を要する幼児の就園相
談」を行います。申込は入園を希望す
る各市立幼稚園で6月～9月に受け付
けます。
　問合せは特別支援教育課（0798・
35・3897）へ。

令和３年度小学校入学予定
幼児の就学相談について

　教育委員会は、令和3（2021）年
度小学校入学予定幼児を持つ人で、特
別支援学級や特別支援学校への就学を
考えている人、または、就学について
悩んでいる人の就学相談を行っていま
す。
　詳しくは市のホームページ（ページ
番号：6４1７89７1）をご覧ください。
　なお、例年実施している「就学に関
するガイダンス」は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、今年度は全
て中止とします。
　問合せは特別支援教育課（0798・
35・3897）へ。

　市は、地域で自主的に新聞やダンボールなどを回収し、再資源化に取り
組んでいる団体に奨励金を交付しています。昨年度は、590団体により約
1万㌧の紙類やアルミ缶などがリサイクルされました。
新規登録希望団体は6月1日～30日に登録手続きをしてください。
【対象】
世帯数20世帯以上または構成人数20人以上で、年2回以上かつ半年間で
500㌔以上の再生資源を回収する、営利を目的としない市内の地域団体（環
境衛生協議会、自治会、子供会、PTAなど）　※新しく実施しようとして
いる団体も含む

　6月頃まではカラスの繁殖期です。子育て中のカ
ラスはヒナを守るため、巣に近づくと威嚇や攻撃を
してきます。攻撃は、単独やつがいによるもので、
群れで襲うことはありません。ヒナが巣立つまで、
巣やヒナに近づかないよう迂（う）回しましょう。

◆どうしても巣の近くを通らなければならない時
　→ 帽子をかぶったり、傘を差すなど注意して通行してください
◆ヒナがうまく飛べずに、地面をうろついている時
　→ 触らないでください。1・2日すれば巣立ちます

　鳥獣保護法により、許可なくカラスや卵、ヒナを捕獲し処分することは
禁止されており、市の許可が必要です。
　※市では、カラスの駆除は行っていません

　７月から、小売店等でのレジ袋の有料化が義務付けられ
ます。市では、レジ袋等のプラスチックごみによる環境汚
染などを防止するため、レジ袋削減・マイバッグ持参を推
進しています。買い物にはマイバッグを持参しましょう。

◎実施期間・店舗　※各店舗のサービスカウンターにお持ち寄りください
実施期間 実施店舗

常設 コープ苦楽園・北口食彩館・甲陽園・西宮東・西宮南・
甲子園口・西宮・西宮北

第１月曜～翌日曜 KOHYO 甲東園店・甲子園店、MaxValu 西宮浜町店・
西宮上田店、MaxValu Express 西宮北口店

第２月曜～翌日曜 イオンスタイル甲子園(地下2階)、イオン西宮店(地下1階)

第３月曜～翌日曜 ダイエー阪神西宮店、ダイエーグルメシティ夙川店、
グルメシティ今津店・北鳴尾店、マルナカ西宮店

　市では、家庭の食品ロスを減らし、ごみの減量を図るため、フードドラ
イブ（※）を実施しています。市内の食品系量販店（下表参照）にボック
スを設置し、家庭で使用されないまま廃棄される食品（未開封で賞味期限
が1カ月以上のもの。野菜や鮮魚などの生鮮食品は不可）を持ち寄り回収
しています。
　回収した食品は、フードバンク関西を通じて子ども食堂や食品を必要と
する団体、個人に提供しています。食品ロス問題を改善するために、一人
ひとりが「もったいない」という意識を持ち、実施していくことが大切で
す。皆さんのご協力をお願いします。
（※）フードドライブ…家庭で余っている食品等を持ち寄り、福祉団体や施設等に
　　　　　　　　　　　寄贈する活動

食べ物を無駄なく大切に
問 美化企画課（0798・35・8653）

再生資源の集団回収に
奨励金交付お買い物にはマイバッグを

身を守るために

巣の撤去・相談

レジ袋が有料義務化

環境にやさしいまちへ
7月から

フードドライブにご協力を

問 美化企画課（0798・35・8653） 問 農政課（0798・34・8490）

子育て中のカラスにご注意

令和2年（2020年）5月25日	 （5）

【経済的な困りごと相談】西宮市くらし相談センターつむぎ（0798・23・1031）…月曜～金曜の午前9時～午後5時(祝・休日を除く)



【会場・日程】西宮市役所前…10日(水)の10:00～12:00、13:15～16:00　
　※このほかに追加で実施する場合あり
《にしきた献血ルーム》毎日受付 ▽全血献血…10:00～13:00、14:00～17:30
　　　　　　　　　　　▷成分献血…10:00～13:00、14:00～17:00

 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

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  】6月1日～実施日の2週間前。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

7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 ※緊急事態宣言の発令に伴い、受診券の送付を停止しています
▪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…実施再開時に40歳以上の対象者に受診券を送付。無料〔個 無料〕
▪長寿（後期高齢者）健康診査…実施再開時に対象者に受診券を送付。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。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 7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 7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)、
19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 20日（月）・27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

※山口保健福祉センターで7月15日（水）に実施を予定していた健診（検診）は中止になりました

▪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 7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）

※山口保健福祉センター、塩瀬公民館で7月21日（火）に実施を予定していた女性のため
　の検診は中止になりました

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。※元号・西暦の対照は欄下を参照

【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 6月の日程 会場 備考
ぜん息・呼吸器
相談 24日（水）14：00～15：30 北口 医師などによる相談。対象は成人。

肺年齢測定可

お悩み解決！
栄養相談

3日（水）10：00～12：00、
13：00～15：00 塩瀬

栄養士による相談16日（火）10：00～12：00、
23日（火）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 11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

2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

11日（木）9：20～10：00 鳴尾
11日（木）13：20～14：20 山口
26日（金）13：10～14：00 北口

保健所家族教室 17日（水）13：30～15：30 保健所 対象は精神障害者の家族。要予約。
申込は（0798・26・3160）へ

相談など (6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

子供の定期予防接種 問合せは保健予防課
（0798・35・3308）へ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず定期予防接種を規定の期間内
に受けることができなかった人について、対象期間を過ぎても、定期予防接種として
公費助成により接種することが可能な場合があります。対象期間を過ぎて接種を希望
する人は、原則として、接種前（接種予定日より10日以上前）に保健予防課まで連絡を。

事業名 6月の日程 ※一部7月あり 会場 備考

マザークラス

22日（月）・29日（月）の
13：30～16：00。
2回シリーズ

北口 対象は8月～10月出産予定の初妊婦。
定員24人。申込は5月29日から

7月8日（水）・15日（水）の
13：30～16：00。
2回シリーズ

中央 対象は9月～11月出産予定の初妊婦。
定員24人。申込は6月10日から

プレママ
料理教室 7月16日（木）10：45～13：15 若竹

公民館
調理実習と講話。対象は9月～11月
出産予定の初妊婦。定員25人。
申込は6月1日から中央へ

はじめての
離乳食講座 9日（火）10：30～11：50 北口

対象は令和元年12月～2年1月出生の
第1子と保護者。定員36人。
申込は5月29日から

離乳食講座 12日（金）10：30～11：45 鳴尾
公民館

対象は令和元年5月～9月出生の第1
子と保護者。定員25人。
申込は5月29日から鳴尾へ

子どもの
アレルギー講座 25日（木）10：00～11：45 中央 対象は2歳以下の子をもつ親。

定員20人。申込は6月1日から

アレルギー
幼児食講座 7月1日（水）10：30～11：45 北口

対象は平成30年7月～令和元年7月出
生の子と保護者。定員20人。
申込は6月1日から

子育て関係 (6月分)
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 10か月児健診(個別) 4か月児健診（個別）1歳6か月児健診 3歳児健診

対象 令和元年8月出生 実施時には別途通知します
※1歳6か月児健診、3歳児健診は当面の間中止します

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

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を中止・延期する場合があります。実施状況については、各主催者にお問い合わせください
※緊急事態宣言の発令に伴い、健診（検診）は、当面の間中止しています。
　7月分は申込を受け付けますが、中止となる場合があります

　新型コロナウイルス感染症の影響により、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。

献血 (6月分) 問合せは保健予防課
（0798・35・3301）へ
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献血にご協力を 献血協力者の深刻な減少が続いています
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芸     術芸     術

★�6月のロビーギャラリー

会 市役所本庁舎1階
内 写真（宮本和彦さん）
問 文化振興課（35・3425）
※展示替えで鑑賞できない場合あり

★�6月のストリートギャラリー

会 札場筋にある、三井住友銀行西宮
支店、三菱UFJ銀行西宮支店の外側
ショーウィンドウ
内 アトリエつとポート作品展「フリー
ダム」
問 文化振興課（35・3425）

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★�普通救命講習会

日・会 いずれも日曜午前9時半～▷①
6月21日…西宮消防署▷②28日…北消
防署 
定 各30人
申 6月1日（②は8日）から救急課

（32・7319）。市のホームページ（ペー
ジ番号：95719369）からも申込可

★�保育サポーター養成講座�in�塩瀬

日 6月24日（水）～26日（金）の午前10時～
会 塩瀬公民館
対 子育て経験者または子供に関する
資格(保育士や幼稚園教諭など)を持つ
人で、講座修了後に自宅等での預かり、
送迎などができる人
定 40人。多数の場合抽選
申 6月19日までににしのみやしファミ
リー・サポート・センター（39・1534）

催     し催     し

★�笹部さくらコレクション「春爛漫
　さくら名所巡り」(YouTubeで配信)

日 6月8日(月)まで
内 展示作品の紹介動画を公開

【YouTubeチャンネル名】白鹿記念
酒造博物館 Hakushika Sake Museum
問 同館（33・0008）

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

★�西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり
レッツゴー親子体操
日・対 6月20・27日。いずれも土曜▷①午
前10時～…0歳児と保護者▷②10時45分
～…1歳児と保護者 
会 中央体育館武道場 内 手遊びなど 
￥ 子供1人につき①300円、②500円 
定 各クラス15組。先着順 申 5月29日午
前10時から電話で同センター（73・7581)
親子でスポーツ
日 7月4・11・18日。いずれも土曜▷午前9
時～…4・5歳児と保護者▷午前10時半～
…小学1・2年生と保護者 
会 塩瀬体育館 内 リレー・ドッジボール 
￥ 各クラス1人300円 定 各クラス20組。
先着順 申 5月29日午前10時から電話で同
体育館（0797・62・2565)
ドキドキ☆わくわく〜西宮スポーツセ
ンタークォーターテニス交流会

日 7月6日(月)午前9時～ 会 中央体育館
￥ 1組1000円 定 32組。先着順 
申 5月29日午前10時から電話で同セン
ター（73・7581)

★�市民ジョグランサークル

日 6月20日（土）午後4時にリゾ鳴尾浜
に集合 
内 3㌔～5㌔のランニング 
対 中学生以上。在勤・在学者可 
定 あり 
申・問 リゾ鳴尾浜（46・1555）

★�市民ファミリーハイキング

日 6月21日（日）午前10時に阪急箕面
駅に集合。雨天中止 
内 箕面大滝（箕面市）など約7㌔　
問 リゾ鳴尾浜
（46・1555）
※当日雨天中止の
問 合 せ は 午 前7時
半 か ら 専 用 電 話
（080・2412・
8363）

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★�前期健康講座

日 7月1日（水）午後1時半～
会 総合福祉センター
内 テーマは「音楽で いきいき元気に!」
対 60歳以上 
定 20人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書き、6月17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）

人  事  募  集人  事  募  集

★�樋之池プール（北夙川市民
プール）臨時職員

内 ①プール監視業務、②受付・改札
業務、③看護師。いずれも7月1日～8
月31日の午前9時半～午後6時半（③
は午前9時45分～午後6時）。土・日
曜、祝日勤務あり。勤務日は応相談
￥ 日額7120円以上
定 ①30人、②6人、③2人
申 6月1日から北夙川体育館（70・
1932）。履歴書持参

スクール・資格スクール・資格

★�防火防災管理新規講習

日 6月18日（木）・19日（金）の午前10
時～。2回シリーズ
会 消防局 
￥ 7140円 
定 あり
申・問 消防局予防課（32・7316）

相     談 相     談 

★�消費生活センター�6月の相談会

日 9・23日。いずれも火曜午後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）

6月1日～15日…危険物安全週間に
ついて、16日～30日…救急講習会
について▷病院情報…月曜～金曜の
午後5時（土曜は午前11時）～翌朝8
時と日曜・祝日の24時間

月分 6
ケーブルテレビ
ベイコム 11ch

市広報番組

問 広報課（0798・35・3487）

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

1日（月）〜7日（日）、15日（月）〜21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
8日（月）〜14日（日）、22日(月)〜28日(日)
ＰＲ…ドラマ仕立てで市の取組や魅力
をわかりやすく紹介
29日(月)〜7月5日(日)
中国紹興市交換番組…西宮市の友好都
市・中国紹興市との交換番組を放送
1日（月）〜7月5日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を紹介

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～

　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。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、咳エチケット、
手洗いの徹底に加え、「３つの密（密閉・密集・密接）」を避ける、
人との間隔はできるだけ2㍍（最低1㍍）空けるなど、引き続き
一人ひとりができる感染対策を実践していきましょう。

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

令和2年（2020年）5月25日	 （7）

本紙は5月18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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避難
情報 ー ー 避難準備・

高齢者等避難開始
避難勧告
避難指示（緊急） 災害発生

皆さん
の行動

災害への
心構え

避難行動
の確認 高齢者等は避難 全員避難 命を守る

行動を

　市は、災害が発生または予想される場合に、避難を助ける情報として、
下表のとおり避難勧告等の避難情報を発令します。

　「避難」とは、「難」を「避」けることです。市が開設する避難所へ
避難することだけが避難ではありません。安全な場所にいる人は、
避難所に行く必要はありません。また、安全な親戚や知人宅に避
難することも有効な避難方法です。
　特に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されている
状況では、感染リスクを避けるために在宅避難ができるよう、自
宅が安全な場所かどうかを「防災マップ」で確認するなど、自宅
での備えを万全にしておきましょう。
　また、避難所へ避難する場合は、マス
ク（布マスクも可）・体温計・スリッパ
を加えて持参していただくとともに、事
前の検温等にご協力をお願いします。

　土砂災害警戒区域、武庫川・有馬川の洪水浸水想定区域は防災マップの
６・７ページに掲載しています。
　土砂災害警戒区域の最新情報は、県ＣＧハザードマップ
（http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/）でも確認するこ
とができます。

　今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、
これまで大雨・台風時に開設していた避難所の一部を変更し
ます。詳しくは、本紙 ６月 １０日号でお知らせします。

　昨年 ５ 月に全戸配布した「防災マップ」はありますか。これからの
時期は、大雨や台風により土砂災害や洪水が発生する恐れがあります。
防災マップを見直し、しっかりと災害に備えましょう。防災マップは

市のホームページ（ページ番号：94177５84）で確認することができ
ます。

　市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画として定める地
区で、積極的に良好な景観の保全・形成に取り組む必要があると判
断された地区のこと。建築物や工作物のデザインや色彩などの形態

意匠や高さ等の制限、緑化や造成等の開発行為等の基準が定められ
ます。景観地区で一定の行為を行う場合は、実施前に認定や許可を
受けなければなりません。

　市は、豊かな自然環境や歴史的背景などの恵まれた景観資源を生かした都市景観を「まもり、つくり、そだてる」
ため、景観行政に取り組んできました。
　その一つとして、６月１日、関西学院西宮上ケ原キャンパスとその周辺地区を市内で初となる景観地区として指定し、
その景観の維持・継承を図ることとしました（＝右地図参照）。同地区は、関西学院西宮上ケ原キャンパスの統一さ
れた美しい建築物群や、学園花通りから正門、中央広場空間、時計台、甲山を見通す眺望など市を代表する景観を
有し、周辺の緑豊かで閑静な住宅地と一体となって「文教住宅都市にしのみや」らしいまちなみを形成しています。
　景観地区について詳しくは、市のホームページ（ページ番号：3389６4６4）をご覧ください。 N

関西学院周辺
景観地区

神戸市水道局
上ケ原浄水場

仁川

くすの木通り

甲陵中学校

県立西宮高校

上ケ原小学校

関西学院大学

関西学院周辺を
文教住宅都市らしいまちなみの保全と創造を目指して

景観地区に指定

都市デザイン課（０798・35・352６）問

景観地区
とは

地域防災支援課（０798・35・3０92）問

自宅周辺の危険箇所・避難ルート、
避難所等を確認しましょう

避難を判断する情報

正しい避難の選択を
新型コロナウイルス感染症の拡大を避けるために

防災マップの確認をもう一度
大雨・台風シーズン前に

　災害時、ペットを守るためには飼い主や家族の安全確保が第一です。その上
で、ペットと安全に避難するために、次のことを準備しておきましょう。

● ペットフードや水、トイレ用品を用意
● 鑑札や写真、マイクロチップで迷子に備える

● 避難所ではペットケージ、リード等を使用

　災害発生から数日は、普段どおりに買い物ができな
いことが予想されますので、自分や家族の生活必需品
を日頃から十分準備しておくと安心です。

■ ７ 日分以上の食料、飲料水 ■燃料■トイレ用品、毛布・寝袋など

飛ばされそうな物がないかの確認、土のう袋の準備など
土のう袋の無償配布…災害対策課（市役所本庁舎６階）、各支所・市民サービス
　　　　　　　　　　センター・消防署　※袋のみ配布。１世帯１0枚まで

非常用備蓄品の確認

※救急用品や医薬品など、家族構成によって必要なものも忘れずに

　災害発生の危険が高まった時や災害発生時には、さ
まざまな方法で情報が発信されます。大切な情報を自
ら入手できるよう、普段から確認しておきましょう。

災害時に緊急情報（避難所開設情報など）を配信

防災・災害情報を随時掲載しています
(https://www.nishi.or.jp/)

緊急時に自動で電源が入り、防災・避難情報等を放送

にしのみや防災ネット（メール）

西宮市ホームページ

緊急告知ラジオ（さくら FM 78.7MHz）

【アカウント名 / ID】
西宮市 / @miyakko

LINE

要事前登録

【アカウント名】
nishinomiya_shi

Twitter

【ページ名】
西宮市役所

Facebook

※防災マップの避難所一覧には、ペット利用についても記載しています

マンション・ビルでの停電による断水については本紙 ４面で確認を

情報収集手段を確認しましょう

ペット（動物）の防災準備を確認しましょう

自宅での備えを確認しましょう
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健康・医療相談は「ハローにしのみや（0120・86・2438）」へ。24時間年中無休。通話・相談無料！　※非通知設定は解除してください
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