
新型コロナ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等に活用。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

暑さ指数とは、「気温、湿度、輻射熱（※）」
の3つを取り入れた、熱中症予防のための

指標です。暑さ指数が28℃を超えると熱中症患者発生率が急
に増えるため、注意が必要です

暑さ指数は環境省のホームページから確認できます➡

（※）輻（ふく）射熱…地面や建物・体から出る熱

県内の医療従事者等の支援に活用。詳しくは県の
ホームページ（https://hyogo-kikin.jp/）でご確
認ください

!

救急車を呼ぶ目安など詳しくは、市のホームページ（ページ番号：
19759440）で確認を

今夏は特に気をつけて
熱中症を予防しよう

新しい生活様式における熱中症予防ポイント

新型コロナ対策みやっこ元気寄附金寄附
を募集

●涼しい場所へ移動し、衣服を緩めて安静にする
●首の周り・脇の下・太ももの付け根を冷やす
●十分な水分と塩分の補給

熱中症かな…と思ったら熱中症かな…と思ったら

暑さを避ける
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市の情報を発信中

問 保健所健康増進課（0798・26・3667）

　新型コロナウイルス感染症への感染防止策として、身体的距離の
確保、マスクの着用、手洗いのほか「3密（密集、密接、密閉）」を
避ける等「新しい生活様式」の実践が求められています。
　今夏は、これまでとは異なる生活環境下であることから、例年以
上に熱中症に気をつけることが重要です。
　感染防止策を取りながら、熱中症予防をこれまで以上に心掛けて
ください。詳しくは市のホームページ（ページ番号：43007277）
をご覧ください。

※いずれも土・日曜、祝・休日も受付

新型コロナ
相談窓口

ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金

暑さ指数とは？
が は暑さ指数 ℃以上28 要注意！

新型コロナウイルス医療相談窓口 ☎0798・26・2240 FAX:0798・33・1174

新型コロナウイルス生活一般相談窓口 ☎0798・35・0567 FAX:0798・34・1358

※7/1から8：45～19：00に変更
8:45～21:00
［受付時間］

8:45～19:00
［受付時間］

めまい 頭痛 など

こまめな水分補給
室内でも、外出時でも、のどの
渇きを感じなくても、こまめ
に水分補給をしましょう
※目安は１日当たり１.2㍑

高齢者、子供、障害のある人は特に熱中症になりやすいので、周りの人の声掛けや気づきが大切です

体調を整える
日頃からバランスの良い食事
と十分な睡眠を取って、熱中
症にかかりにくい体づくりを
心掛けましょう

適宜マスクを外す
屋外で人と十分な距離（2㍍以上）を確保
できる場合はマスクを外しましょう
※2歳未満の子は、窒息等の恐れがあるため、
　マスクは着用しないでください ２㍍以上

暑さに慣れる
適度に運動（※）をしたり、
入浴で汗をかくことで暑さに
慣れましょう
（※）やや暑い環境でややきついと
　　感じる強度で30分程度

室内では、適度に扇風機やエアコン等を利用しま
しょう。感染症予防のため換気しつつ、室内温度
が28℃を超えないようにこまめに調整しましょう

●

外出時には、日傘や帽子を着用しましょう●

☞



　市内の全ての水道契約者に対して、水道料金の基本料金を、4カ月間
全額減免します（下水道使用料は減免対象外）。詳しくは市のホームペー
ジ（ページ番号：42818520）または7月および8月検針時に配布する
お知らせをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症関連 各種お知らせ

■ 対象期間
奇数月検針の場合⇒7・9月検針分（6月～9月使用分）
偶数月検針の場合⇒8・10月検針分（7月～10月使用分）

7月または8月検針分から4カ月間

■ 減免額
※メーター口径20㍉の一般家庭の場合

基本料金（２カ月、税込）２101円×２期分＝4２0２円

申込不要 水道基本料金を全額減免4カ月間

地域情報誌『宮っ子』5・6月号を発行
　発行を延期していた地域情報誌『宮っ子』5・6月号（記事は5月1日時点の
内容）を6月末頃に発行。7・8月号および9・10月号については休刊。問合せは、
西宮コミュニティ協会（0798・35・3458…市民協働推進課内）へ。

※�新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に上下水道料金の支
払いが困難な場合は、下記までご相談ください

にしのみや市民祭りなど毎年10月開催のイベントを中止
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下のイベントを中止します。

特別定額給付金1人10万円
順次、振込手続き中です

給付金の詐欺にご注意ください!！
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！

被害防止
のために

申請要件を一部変更しました

にしのみや市民祭り

登録は簡単！
施設設置の
コードから

野外アートフェスティバル
西宮酒ぐらルネサンスと食フェア

3月17日以降に確定申告書を提出した人へ

その他
注意点

施設等で感染者が発生した場合に、
感染の恐れがある登録者に通知あり

（2）� 令和２年（２0２0年）6月２5日

上下水道局電話受付センター（07９８・3２・２２01、07９7・61・1703、07８・９04・２4８1）問

午前9時～午後5時半
（土・日曜、祝・休日休み）

【受付時間】

0570・012438☎
特別定額給付金コールセンター

　特別定額給付金は要件審査を終了したものから順次、振込手続き中
です。なお、申請期限は8月31日（消印有効）です。未申請の人は、
忘れずに手続きしてください。詳しい申請方法等は、市のホームペー
ジ（ページ番号：49056506）をご覧ください。

市内店舗等事業者や
イベント主催者の皆さんへ

個人事業主への店舗賃料支援

店舗賃料支援金コールセンター（07９８・35・3017）問

　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個人事
業主向けの店舗賃料支援制度について、申請要件を一部変更（下線部分）
しました。未申請の人は、7月31日（消印有効）までに手続きしてくだ
さい。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。

支援対象：主に以下のいずれも満たす個人事業主（1回限り）
　　①�県に緊急事態宣言が発令されていた4月または5月の売上高が

前年同月比２0％以上減少
　　②市内に店舗を賃借（借地の上に店舗を所有している場合を含む）
　　③小売業などの事業を営んでいる
　　※③の対象業種は、ホームページを確認または以下まで問合せを

支援内容：店舗の賃料1カ月分（上限10万円。対象となる店舗が複数　
　　　　　の場合は上限20万円）を補助

　市は、新型コロナウイルス感染拡大に備え、市公式LINEアカウント
を活用したお知らせシステムの運用を開始しました。市内施設およびイ
ベント会場等において新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合

に、同日同じ場所にいた利用者（要登録）に対し、注意喚起を通知しま
す。まずは、図書館など公共施設の一部で登録用コードの設置を開始し
ています。施設利用の際はぜひ登録し、感染拡大防止にご協力ください。

利用した施設等で感染者が発生したら、通知が届きます
LINEコロナお知らせシステム施設利用時に

登録を

コードが施設内に複数設置されている
場合は、それぞれの場所で読み取りを
訪問日時を基準に通知するので、同じ
場所でも訪問のたびに読み取りを

通知を受けた人は、通知に記載の
連絡先（保健所）に相談を
電話相談をお願いします。状況を聞き取
り、受診・検査等について案内します

①コードの設置施設等で、感染者の利用が
　判明
②保健所が不特定多数への感染の恐れがあ
　ると判断した場合、感染者と同日に利用
　していた対象者にメッセージを通知

通知までの流れは以下のとおりです

※登録者全員に通知するわけではありません

施設等を利用時に、コードの設置があれ
ば、読み取って登録を

登録までの流れは以下のとおりです
①設置コードをスマートフォンで読み取り

③施設訪問の情報が自動登録されます。
　市公式LINEの友だち登録がされていな
　い人は、自動で友だち登録されます

※LINEアプリが必要

②市公式LINEアカウントにて、施設訪問　
　の認証許可を求める画面が出てくるので
　「許可する」を選択

　市・県民税申告書や所得税の確定申告書を3月17日以降に提出した場合、
税額決定通知書や所得・課税証明書等に申告内容が反映されていない場合が
あります。申告内容が反映されていない、または反映されているか不明な場
合は、市民税課（0798・35・3２67）までお問い合わせください。

問合せ：保健予防課（07９８・35・44９２）

LINEコロナお知らせシステムは店舗等を簡単にスポット登録できるので、ぜひご参加く
ださい。詳しくは市のホームページ（ページ番号：63863523）をご覧ください



　教育委員会は、令和2（2020）年度の高校・大学の奨学生を募集します。
　申込は所定の願書を７月31日までに学事課（市役所東館７階）へ。願書
は同課で配布するほか、市のホームページ（ページ番号：13921490）
からダウンロードできます。　※申込期間以降に申請した人は、採用の場
合、申請月分からの給付となります

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変した世帯について
対象者を拡充しています。詳しくは市のホームページをご覧ください

▶高校奨学生の選考基準・給付額

所得区分 給付額（月額）
国公立 私立

基準所得以下の世帯
（市民税所得割非課税世帯は除く） 5500円 1万1000円

市民税所得割非課税世帯（※1） 対象外
第1子 第2子以降（※2）
2800円 対象外

（※1）�市民税所得割非課税世帯、生活保護受給世帯は、県の「高等学校等奨学給付金」
制度が利用できます

（※2）�令和2年度市民税所得割が非課税の世帯で、保護者の扶養控除の対象となる23
歳未満の兄姉がいる第2子以降

　市は、街頭補導車による市内全域を対象とした巡回や相談活動の実施
など、さまざまな取組を行っています。

　教育委員会は、在日外国人学校就学補助金の申請を７月1日～9月30日
に学事課で受け付けます。

　市は、すでに設置している市民会館に加え、上甲子園センター、
春風・大社公民館に貸出図書の返却ポスト（左写真）を設置しました
＝右表参照。ぜひご利用ください。なお、ＣＤ、CD－ROM付の本、大
型絵本、他市から借りている「図書館間協力図書」は利用できません。

高校、高等専門学校（1年～3年）、中等教育学校後期課程、①特
別支援学校の高等部、②朝鮮高級学校に在学し、保護者（勤労学
生等は本人）が市内在住の人。所得制限あり（詳しくはホームペー
ジで確認を）。生活保護受給世帯は対象外
※�①②に在学の人で市民税所得割非課税世帯に該当の人は、基準
所得以下の世帯と同額（下表参照）を給付

【対　象】

　6月定例市議会で、新しい議長、副議長が選ばれました。
　議長は澁谷祐介さん（会派・ぜんしん）。平成16年
（2004年）から5期当選。副議長、議会運営委員会委
員長、総務常任委員会委員長などを歴任。46歳。
　副議長は山田ますとさん（公明党議員団）。平成19年
（200７年）から4期当選。議会運営委員会委員長、監
査委員、総務常任委員会委員長などを歴任。59歳。

澁谷議長

山田副議長

【対　象】

【貸付額】

令和2年（2020年）７月1日時点で在日外国人学校に在学して
いる、平成1７年（2005年）4月2日～26年（2014年）4月1
日に出生した在日外国人児童・生徒がいる市内在住の保護者。
所得制限あり。詳しくは問合せを

【��対  象  】

大学、短期大学、高等専門学校（4・5年）、大学院に在学し、保
護者（勤労学生等は本人）が市内在住の人。所得制限あり
国公立は月額1万円、私立は月額1万4000円。卒業後10年間で、
半年ごとの均等返還。無利子

▷相談先一覧 ※市外局番は《0798》。来所相談は要申込。いずれも祝・休日を除く
相談内容 相談窓口 日程 電話番号

発達相談・
教育相談

こども未来センター
（高畑町2－77）

月曜～土曜の午前9時～
午後7時（土曜は5時まで）65・1881

乳幼児の
子育て相談

子育て総合センター
（津田町3－40）

月曜～土曜の
午前9時～午後5時半 35・5151

家庭児童相談 子供家庭支援課
（市役所本庁舎7階）

月曜～金曜の
午前9時～午後5時半

35・3089
35・3749

こころのケア
相談

西宮市こころのケア相談
（江上町3－26）

月曜～金曜の午前9時～
11時半、午後1時～4時半 35・5066

就労相談 西宮若者サポート
ステーション（松原町2－37）

月曜～金曜、第2土曜の
午前9時半～午後6時 31・5951

少年の
非行相談

西宮少年サポートセンター
（江上町3－40）

月曜～金曜の
午前9時～午後5時半 35・3875

　教育や子育てなど青少年に関するさまざまな相談を受け付けています。
相談内容などは下表のとおりです。

※受付期間中に提出してください

　昨年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。以下の対象施
設を利用している人も、利用料の一部が償還払いにて無償化の対象となり
ます。償還払いとは、利用施設に利用料をいったん支払い、その後、市に
請求することで、無償化の上限金額の範囲内で払い戻しを受けることです。

無償化について市からの「確認」を受けている以下の施設・サービス
▪認可外保育施設（企業主導型保育事業を除く）
▪一時預かり事業　　　▪病児保育事業
▪ファミリー・サポート・センター事業（送迎のみの利用は対象外）
※市内の無償化対象施設について詳しくは、市のホームページ（ページ番
　号：80548234）で確認できます

市から施設等利用給付認定（新2号または新3号認定）を受けた保護者
※施設等利用給付認定が未申請の人は保育入所課（0798・35・3160）
　に連絡を

※過去の利用分について請求漏れがある場合は、併せて請求できます

利用時期 請求書等の受付期間 支払時期
第1期（4月～6月分） 7月1日～31日 9月末頃

返却ポスト設置場所 利用可能時間
•市民会館
•上甲子園センター
•春風公民館
•大社公民館

午前9時～午後10時
※市民会館は午前9時～午後9時（火曜を除く。
　火曜が祝日の場合は翌日休館）

高校奨学生（給付）◆

大学奨学生（貸付）◆

年額8万5000円【補助金額】

青少年に関する相談先

心豊かで健やかな成長を願って

幼児教育・保育 無償化の
認可外保育施設等の利用料請求手続きについて

貸出図書返却用ポストを増設 問 中央図書館（0798・33・0189）

問 保育幼稚園支援課（0798・35・3043）問 学事課（0798・35・3817）

手続きには、所定の請求書と利用施設等から受け取る各種書類など
が必要です。詳しくは市のホームページ（ページ番号：783440
31）をご覧ください
私立幼稚園、認定こども園（幼稚園として利用）の預かり保育等と
認可外保育施設等を併用している人については、幼稚園等を通して
請求手続きの案内があります

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、できるだけ郵送での
手続きをお願いします

▶

▶

▶

対象施設・サービス

対　象　者

請　求　時　期

問　青少年施策推進課（0798・35・3429）

7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」

一人で悩まず、
まずお電話を

奨学金・補助金について奨学金・補助金について
高校・大学の奨学生

在日外国人学校就学補助金

問 議会事務局（0798・35・3373）

議長・澁谷 祐介さん
副議長・山田 ますとさん

6月定例市議会で決定

令和２年（２0２0年）6月２5日	 （3）



問 国民健康保険課（0798・35・3120）

問 情報公開課（0798・35・3774）

　国民健康保険の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」の有効期限は7月31日です。
　これらの認定証が引き続き必要な人は、7月1日以降に申請をし
てください。なお、保険料の滞納があると交付できない場合があり
ます。

　経済的な理由や失業などで国民年金保険料の納付が困難なときは、免
除・納付猶予の制度があります（所得制限等一定の要件あり）。
　令和2(2020)年度(2年7月分～3年6月分)の申請受付は7月1日からです。

問 医療年金課（0798・35・3124）国民年金のお知らせ

　国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、
国民年金に加入することができませんでした。
　市は、このような制度上の理由により老齢基礎年金、障害基礎年金など
を受給できない外国人等の高齢者（※1）や障害者（※2）を対象に「外
国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
(※1)
(※2)

大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた人
障害の原因となった病気やけがの初診日が、昭和57年(1982年)よ
り前の場合など。65歳に達する日の前日までに請求する必要あり

外国人等高齢者·障害者 特別給付金
経済的な理由などで納付が困難な人へ
保険料の免除·納付猶予

▶年齢・所得に応じて、認定証の種類や自己負担限度額が異なります

▶新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、郵送での申請にご協力ください

　すでに認定証を持っており、8月以降も引き続き対象となる人には、
7月中旬に新しい認定証を送付しますので、申請は不要です。新しく
認定証が必要な人は高齢者医療保険課（0798・35・3192）へ。

後期高齢者医療制度に加入している人は
申請不要の場合があります！

所得区分 認定証の種類 1カ月当たりの自己負担限度額

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ 課税所得
690万円以上

申請は不要です
（※4）

25万2600円
◦総医療費が84万2000円を超過した
　場合は、その超過分の１％を加算
◦多数回該当(※2)は１4万１00円

Ⅱ
課税所得
380万円以上
690万円未満

限度額適用認定証

１6万7400円
◦総医療費が55万8000円を超過した
　場合は、その超過分の１％を加算
◦多数回該当(※2)は9万3000円

Ⅰ
課税所得
１45万円以上
380万円未満

8万１00円
◦総医療費が26万7000円を超過した
　場合は、その超過分の１％を加算
◦多数回該当(※2)は4万4400円

一般 申請は不要です
（※4）

外来(個人ごと) 外来＋入院(世帯単位)
１万8000円
◦年間上限
　１4万4000円

5万7600円
◦多数回該当(※2)は
　4万4400円

低
所
得
者

Ⅱ 住民税非課税世帯
（※3）

限度額適用・標準
負担額減額認定証 8000円

2万4600円

Ⅰ １万5000円

(※１)基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計。所得不明の場合は「ア」
(※2)過去１2カ月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、

限度額が表記の金額に下がります

(※3)

(※4)

低所得者Ⅰ…世帯の各所得から必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万
円として計算）を差し引くと0円になる人▷低所得者Ⅱ…低所得者Ⅰ以外
高齢受給者証があれば、自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用
認定証の手続きは必要ありません

所得区分（※１） 認定証の種類 1カ月当たりの自己負担限度額

ア 90１万円超

限度額適用認定証

25万2600円
◦総医療費が84万2000円を超過した
　場合は、その超過分の１％を加算
◦多数回該当(※2)は１4万１00円

イ 600万円超
90１万円以下

１6万7400円
◦総医療費が55万8000円を超過した
　場合は、その超過分の１％を加算
◦多数回該当(※2)は9万3000円

ウ 2１0万円超
600万円以下

8万１00円
◦総医療費が26万7000円を超過した
　場合は、その超過分の１％を加算
◦多数回該当(※2)は4万4400円

エ
2１0万円以下
住民税非課税
世帯を除く

5万7600円
◦多数回該当(※2)は4万4400円

オ 住民税
非課税世帯

限度額適用・標準
負担額減額認定証

3万5400円
◦多数回該当(※2)は2万4600円

▷申請免除

▷納付猶予

…所得に応じて、全部または一部を免除
所得審査の対象：本人・配偶者・世帯主

…50歳未満の人を対象に、所得に応じて、全額の納付を猶予
所得審査の対象：本人・配偶者
過去2年以内はさかのぼって申請可。免除・猶予された期間分は、定額
納付した場合と比べて、老齢基礎年金額が減額

70歳未満の人

郵送…希望者に申請書を送付しますので、国民健康保険課に問合せを
来庁…国民健康保険課（市役所本庁舎1階）、各支所（各市民サービ
　　　スセンターは除く）、アクタ西宮ステーション
　　　※認定証は国民健康保険課では即日交付、それ以外では後日郵
　　　　送します

▷
▷

受付方法

※新型コロナの感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力を受付方法

認定証が必要な人の国民健康保険被保険者証
手続きする人の本人確認書類…免許証、マイナンバーカードなど
世帯主と認定証が必要な人のマイナンバー（個人番号）が分かるもの
≪手続きする人が世帯主や同一世帯員でない場合≫
代理権が確認できる書類…世帯主の保険証や委任状など

▷
▷
▷
▷

手続きに必要なもの

手続きに必要なもの

70歳以上の人

　令和元(2019)年度中の情報公開制度と個人情報保護制度の利用状況を
まとめました。両制度は、一定の制限がありますが、「市民参加による開
かれた市政」を推進するため、市の公文書を請求に応じて公開したり、市
が保有する個人情報を本人が確認・訂正することができるものです。
　両制度に伴う請求件数の合計は1417件（前年度1409件）でした。詳
しくは市のホームページ(ページ番号：73891225)に掲載しています。

公文書公開·自己情報開示請求
令和元年度は1417件

限度額適用認定証
引き続き必要な人は、7月1日以降に申請を国保

加入者へ

年金手帳　▷認め印
≪退職による所得審査の特例を使う場合≫
離職の事実を証明できる公的機関の証明書（雇用保険被保険者離職票、
雇用保険受給資格者証など）
新型コロナウイルス感染症の影響による特例については、市のホームペー
ジ（ページ番号：96607920）で確認を

▷
▷

※

制度上の理由で国民年金に加入できなかった人へ

限度額適用認定証とは？
　高額な療養を受ける場合、「限度額適用認定証」と国民健康保険被保
険者証（70歳以上の人は高齢受給者証も）を医療機関等に提示すると、
窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
　また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を提示することで、入院時の食事代も減額することができます。

郵送…医療年金課に問合せを　
来庁…�医療年金課（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

▷
▷

※

（ ）

【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）6月２5日



　省エネな取組を応援

　ビルやマンションなどに設置されている、有効容量が10立方㍍以下の
受水槽は、設置者（マンション所有者等）が維持管理をする必要がありま
す。適切な維持管理を怠ると、
雨水・汚水の流入や虫の侵入
などにより、水が汚れて水質
事故につながります＝右図参
照。

マンホール

通気管

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
管

侵入したねずみなどの腐敗

汚水の逆流

防虫網不良に
よる虫の侵入

マンホールの
整備不良による
鳥のふん
雨水の混入

亀裂による
汚水の流入

底部のサビ、土砂・異物の堆積

受水槽を適正管理しないとこんなことに…

受水槽(小規模貯水槽)の適正管理を

問 給水装置課（0798・32・2229）

のホームページ（ページ番号：
57936247）で確認を。問合せは保
育施設整備課（0798・35・3718）へ。

阪神間都市計画の素案を公開

　市は、市立中央病院と県立西宮病院
の統合新病院整備に伴う用途地域、高
度地区の素案を、6月25日～7月9日
に、都市計画課（市役所南館3階）と
市のホームページ（ページ番号：
87314605）で再度公開します。公
開期間中、市長宛てに意見書を提出で
きます。問合せは都市計画課（0798・
35・3660）へ。

地区計画の変更案を縦覧

　市は、浜甲子園団地地区計画の変更
案を、6月25日～7月9日に、都市計
画課（市役所南館3階）と市のホーム
ページ（ページ番号：58587982）
で再度公開します。公開期間中、市長
宛てに意見書を提出できます。問合せ
は都市計画課（0798・35・3660）へ。

　▪花火禁止重点区域での花火は終日
禁止　「快適な市民生活の確保に関す
る条例」により、打ち上げ花火や大き

な音の出る花火(迷惑花火)は、重点区
域の甲子園浜海浜公園（沖地区含む）、
香櫨園浜、御前浜、西宮浜総合公園に
おいては終日禁止。重点区域以外でも、
午後10時～翌朝6時の迷惑花火は禁
止。問合せはみどり保全課（0798・
49・6401）へ
　◆名塩財産区議会議員選挙の立候補
予定者説明会を開催　7月10日（金）午
前10時半から名塩会館で開催。選挙
期日は８月２日（日）。問合せは選挙管
理委員会（0798・35・3732）へ

◆官公署から
　◆西宮税務署での面接相談は事前予

約を　法人課税部門では、事前予約に
よる面接相談（電話での回答が困難な
相談内容等）を開始（個人・資産課税
部門では従前より実施）。希望者は電
話で相談日時の予約を。問合せは西宮
税務署（0798・34・3930）へ
　▪阪神地域都市計画区域マスタープ
ラン等の見直し案について説明会を開
催　7月9日（木）午後2時からアステ川
西（川西市）で開催。問合せは県都市
計画課（078・36２・3578）へ　
※公述申出の手続方法を含む公聴会の
詳細は、県ホームページ（https://
web.pre f .hyogo. lg . jp/town/
cate3_201.html）で確認を

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

長寿歯科健康診査を実施

　市は、「長寿歯科健康診査」を実施
しています。対象者には6月中旬に受
診券を送付しました。来年3月31日ま
でに受診してください。受診料は無料。
　 問 合 せ は 高 齢 者 医 療 保 険 課
（0798・35・3994）へ。
【対象】令和2年（2020年）4月1日
時点で75・80歳の人
【受診場所】市内の委託歯科医療機関
【健診内容】むし歯・歯周病・噛（か）
む力・飲み込む力のチェックなど

認可保育所の
設置・運営事業者を募集

　市は、待機児童対策および保育サー
ビスの拡充を目的に、用地確保から認
可保育所の設置・運営までを行う事業
者を募集します。開設時期、募集地域、
応募資格、応募方法など詳しくは、市

令和2年（2020年）4月1日～3年（2021年）3月31日に市内で対象機
器を導入した、市税の滞納がないなど

　市は、地球環境にやさしい取組やライフスタイルの定着を進めるため、
「にしのみや省エネチャレンジ」を実施します。
　同事業では、地球温暖化の現状を学び、省エネに取り組んだ人（在勤・
在学者可）先着500人に、マイバッグなどに使用できる「みやたんオリ
ジナルふろしき」をプレゼントします。詳しくは市のホームページ（ペー
ジ番号：74570424）をご覧ください。

視聴編：市のホームページから環境省ホームページの動画
　　　　「2100年未来の天気予報」を視聴
実践編：省エネ行動、省エネ機器、エコ移動、植樹の4部門から
　　　　いずれか一つを選んで実施（詳しくはホームページ参照）

　調理中の油による火災は、昨年は1年間で9件の発生でしたが、今年
は5月だけで2件発生しています。新型コロナウイルス感染症
の影響により、家で調理する機会が増えている状況ですので、
いま一度、火の取扱いにご注意ください。

てんぷら油火災にご注意を

問 消防局予防課（0798・2６・0１１9）

【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)

【申請】�所定の申請書と必要書類を、7月1日～来年3月31日に環
境学習都市推進課へ郵送（必着）を。申請書は同課（市役
所本庁舎8階）、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮
ステーションで配布するほか、市のホームページ（ページ番
号：86317272）からもダウンロード可　※申請は設置後

　市は、省エネ設備導入に対する補助金交付や、省エネに取り組む
人への事業などを実施しています。

環境学習都市推進課（0798・35・38１8）問

対象機器（新品に限る） 条件 補助金額
家庭用燃料電池
（エネファーム）

国（一般社団法人燃料電池普及協会）の
補助を受けて設置した ４万円

定置用リチウムイオン蓄電池 太陽光発電システムと接続している 上限５万円
※予算が無くなり次第終了

　県は、介護施設で短時間の周辺業
務（掃除・洗濯など。介護の専門知
識は不要）に従事するひょうごケ
ア・アシスタント推進事業を実施し
ます。アシスタント募集施設と説明
会開催日は右表のとおり（年齢・資
格不問。有給）。説明会の申込は各
施設へ。詳しくは市のホームページ
（ページ番号：30582656）をご
覧ください。

施設名 
市外局番のないものは≪0798≫

説明会
開催日

陽喜な家（52・2003） 7/2（木）
西宮恵泉（32・6060） 7月中旬
セントポーリア愛の郷
（078・907・1165） 8/8（土）

にしのみや聖徳園
（5４・8885）9/2５（金）

いまづ聖徳園

～介護施設の周辺業務に従事ひょうごケア・アシスタント

問 県高齢政策課（078・3６2・9１１7）

説明会
開催

　市は、家庭用燃料電池、定置用リチウムイオン蓄電池を設置した個人
に対して補助金を交付します。主な要件、補助金額などは以下のとおり。

家庭用燃料電池・蓄電池導入に
補助金を交付

にしのみや省エネチャレンジに
参加しませんか

主な要件

対象機器の条件、補助金額 まずは 取組メニュー「視聴編」と「実践編」の両方を実施

所定の応募用紙に必要書類（写真など）を添えて、7月1日～来年3月
31日に環境学習都市推進課へ郵送（消印有効）か持参を。市のホー
ムページからも応募できます。応募用紙は同課（市役所本庁舎8階）、
環境学習サポートセンターで配布するほか、ホームページからもダウ
ンロード可

郵送、ホームページなどで応募そして

正しい管理について
市のホームページ（ページ番
号：29915215）では、水槽
の清掃や水質検査の実施、設
備の点検・改修など、正しい
管理について掲載しています

★天ぷら油火災を防ぐために
①調理中は絶対に調理場を離れない

②天ぷら油を使用した調理は、過熱防止
　装置が設置されたコンロを使用する

★天ぷら油火災が起こったら
①消火器を使用する
②消火器がない場合は、水が垂
　れない程度に絞ったぬれタオ
　ルを鍋全体に覆いかける

消火時の注意ポイント
・火が出ている鍋には水をかけない、ぬれタオルを投げ入れない
・火が出ている鍋を持ち運ばない ・着ている服に着火しないように注意

爆発的な燃焼現象が起きるため危険

令和2年（2020年）6月25日	 （5）



　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。新型コロナウイルス感染症のり患リスクを
考慮して、定期接種の対象期間外に接種を希望する場合は事前に連絡してください。
　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。

子供の定期予防接種 問合せは保健予防課
（0798・35・3308）へ

 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
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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  】7月1日～実施日の2週間前（7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

8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送付済み。無料〔個 無料〕
▪長寿（後期高齢者）健康診査…対象者に受診券を送付済み。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 8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 8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）

西宮市医師会診療所 24日（月）・31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 8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。※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

事業名 7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

お悩み解決！
栄養相談

3日（金）10：00～12：00
山口

栄養士による相談
17日（金）13：00～15：00
6日（月）10：00～12：00

塩瀬
28日（火）13：00～15：00

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（0798・
35・5066）へ　※面接は要予約

ひきこもり青年の
家族交流会 8日（水）13：30～15：30 保健所 事前の面接が必要。申込は6月29

日から（0798・35・5066）へ

精神保健福祉
相談

9日（木）13：20～14：00 鳴尾
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

14日（火）13：10～14：00 保健所
16日（木）13：20～14：00 中央
17日（金）13：10～14：00 北口

保健所家族教室 17日（金）13：30～15：30 保健所
対象は精神障害者の家族。申込は
6月29日から（0798・26・316
0）へ

相談など (７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

事業名 7月の日程 ※一部8月あり 会場 備考

はじめての
離乳食講座 10日（金）10：30～11：50 中央

対象は令和2年1・2月出生の第1子と
保護者。定員24人。
申込は6月29日から

離乳食講座 14日（火）10：30～11：45 北口
対象は令和元年6月～10月出生の第1
子と保護者。定員24人。
申込は6月30日から

山口・塩瀬
離乳食講習会

8月31日（月）
10：30～11：45

山口
公民館

対象は令和元年7月～2年3月出生の
第1子と保護者。定員15人。
申込は6月29日から山口へ

ぜん息・アレ
ルギー相談 7日（火）14：00～15：30 中央 医師などによる相談。

対象は中学生以下

子育て関係 (７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 4か月児健診(個別) 10か月児健診(個別) 1歳6か月児健診 3歳児健診
対象 令和2年3月出生 令和元年9月出生 実施時に別途通知します

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

献血 (７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

ＪＲ西宮駅前コープ 全血献血 18日（土） 10：00～16：30 12：00～13：15は
休憩

※市役所前献血は偶数月の第2水曜に実施。7月の実施はありません

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

〔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

献血にご協力を
　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。

献血協力者の深刻な減少が続いています

・血液は人工的に造れません献血が
必要な
理由 ・血液は長期保存できません

・１日約3000人が輸血を受けています
・がん治療等で輸血が必要な人が多くいます
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子  供・子 育 て子  供・子 育 て

★�西宮ストークスバスケットボール
スクール甲子園校（体験会）

日・対 7月16日(木)午後4時半～…小
学1年生～3年生▷５時4５分～…小学3
年生～6年生▷7時～…中学生
会 浜甲子園体育館 
定 あり
申・問 同体育館（43・8787）

★�伝統文化いけばな教室

日 7月～11月の第3土曜午後6時～。
５回シリーズ
会 上甲子園公民館
対 小学生～高校生 ￥・定 あり
申・問 同 教 室（090・8146・５832
…福武方、夜）

芸     術芸     術

★7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

日本画
（古澤麻澄さん）
※展示替えで鑑賞
できない場合あり

芦原むつみ保育所
「ほしにねがいを
☆」

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★�おひとり様の老後対策セミナー

日・会 いずれも午後1時半～▷7月6日
（月）…夙川公民館▷2５日（土）…今津
公民館
内 行政書士による遺言書作成など
定 あり
申・問 相続遺言・交通事故支援セン
ター（090・５6５9・6891…松本方）

★�中国語会話初級講座

日 7月12日～来年3月28日の第2～4
日曜午後3時～。27回シリーズ
会 中央公民館
￥・定 あり
申・問 日中友好協会
（74・0024…皿海方）

★�相続対策セミナー
　「相続対策と遺言�徹底解説」

日 7月2５日(土)午後2時～
会 大学交流センター 定 あり
申・問 西宮納税貯蓄組合連合会事務局
（33・５216）

催     し催     し

★�シングルマザーズ・カフェ

日 7月18日（土）午後2時～
会 男女共同参画センター ウェーブ
対 シングルマザー、これからシング

ルマザーになるかもしれない人
定 あり 申・問 ウェーブ（64・949５）
託 あり

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
金曜スポーツDAY！！
日 7月17日（金）午後7時～ 会 中央体育館 
内 車いすバスケットボール 対 小学生以上 
￥ 500円。17歳以下300円 定 30人。先
着順 申 6月29日午前10時から西宮スポー
ツセンター（73・7581）
フライングディスク体験会
日 7月28日(火)午後5時15分～ 会 中央体
育館武道場 対 小学生以上 定 25人。先着
順 申 6月30日午前10時から西宮スポーツ
センター（73・7581)
�サーズディテニスゲーム会(ダブルス)
日 7月30日(木)の午前9時、10時、11時、
正午～ 会 樋之池テニスコート 対 テニス
経験者（学生・コーチ経験者不可） ￥ 各
５00円 定 各12人。先着順 申 7月2日午前
10時から北夙川体育館（70・1932）

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★�身体障害者巡回（移動）相談会

日 7月17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）

人  事  募  集人  事  募  集

★�市の会計年度任用職員Ａ
　（児童厚生員業務）

内 週５日32時間勤務
対 保育士資格または教員免許取得者
￥ 月額19万５100円
定 1人
申 履歴書（職種を明記）と職務経歴書、
資格・免許証等の写しを6月2５日～7
月17日（必着）に人事課（市役所本
庁舎５階☎3５・3５14）。郵送の場合は
84円切手を貼った返信用封筒を同封
のこと　※詳しくは市のホームページ

（ページ番号：５4５03792）で確認を

★�西宮市社会福祉協議会
　正規職員（支援専門職）

内 重度障害者の介護、または障害者
の生活全般の相談・支援等。週５日38
時間4５分勤務。9月採用
対 次の条件をすべて満たす人▷昭和
５1年(1976年)4月2日以降に出生▷
普通自動車運転免許取得者（8月まで
に取得見込みも可）▷社会福祉士・介
護福祉士・精神保健福祉士・相談支援
専門員のいずれかの資格取得者
￥ 月額22万3200円程度 定 2人
申・問 6月2５日～7月10日に同協議会
（34・3363）

★�市立保育所の会計年度任用
　職員B（保育補助員）

内 月曜～金曜の正午～午後4時
￥ 1時間1000円
申・問 保育所事業課（3５・3906）

★�学校給食の代替調理員（登録制）

内 給食実施日のうち要請のある日の
午前8時30分～午後3時30分
￥ 日額7800円
申 履歴書を教育人事課（3５・3834）

★�市委託の専門職

内 介護予防に関する業務（不定期）
対 看護師免許取得者
定 若干名
申・問 7月8日までに地域共生推進課
（3５・3294）

作  品  募  集作  品  募  集

★�人権問題文芸作品
　「のじぎく文芸賞」

内 人権の大切さや、人権文化の創造、
人権課題の解決に関する内容が書かれ
た小説、随想（手記・作文）、詩、創
作童話。インターネット上を含む未発
表・未投稿の自作品。字数制限あり
対 在勤・在学者可
申・問 9月10日までに県人権啓発協会
（078・242・５3５５）

スクール・資格スクール・資格

★�甲種防火管理新規講習

日 7月20日（月）・21日（火）の午前10
時～。2回シリーズ
会 消防局
￥ ５000円 
定 あり
申・問 消防局予防課（32・7316）

相     談 相     談 

★ようこそ西宮へ!～転勤・転入
　生活のお困りごとは何ですか？

内 転入してきた女性の困りごとや知
りたいことをメールで募集。転勤族の
先輩から回答をもらい、市のホーム
ページなどに掲載予定
問 男女共同参画センターウェーブ
（64・949５）
※詳しくは市のホームページ（ページ
番号：88５98300）に掲載

★�消費生活センター�7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）

そ   の   他そ   の   他

★�犬と猫の休日譲渡会

日 7月12日(日)の午前10時～午後3時
会 動物管理センター
内 同センターで保護している犬・猫
の譲渡申込受付　
※収容状況により譲渡対象となる犬・
猫がいない場合あり
定 1５組程度。多数の場合抽選（当選
者のみ参加時間を指定して通知）
申 申込用紙（様式自由）に住所、氏名、
連絡先（電話番号、メールなど）を書
き、7月6日(必着)までに同センター
（〒663－8142鳴尾浜2丁目1－4☎
81・1220）。市のホームページ（ペー
ジ番号：8５8５9097）からも申込可
※譲渡は月曜～金曜（祝・休日を除く）
の午前9時～午後５時半も実施

★�ボーイスカウト説明会

日 7月18日（土）午前10時～
会 市民交流センター
申 日本ボーイスカウト阪神さくら地
区（090・8886・9826…瀬山方）

7月1日～1５日…放火対策につい
て、16日～31日…熱中症予防に
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 7
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
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）～8月2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
6日（月）～8月2日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を紹介

　※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（7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。7月の
テーマは「西宮の戦争の記録」。ゲスト
ティーチャーは西宮文化協会会長の山下
忠男さん
※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

市議会6月定例会�生中継
日 6月26日(金)・29日(月)・30日(火)、7月
1日(水)
内 市議会6月定例会の一般質問を生中継

手洗いや手指消毒の実施、咳エチケットへの配慮

体調不良時の参加自粛

各施設での利用制限の厳守

※イベントは急きょ中止・延期する場合があります。
　実施状況については主催者へ問合せを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 感染防止策の実施にご協力を

令和2年（2020年）6月25日	 （7）

６月１６日時点の情報です。実施状況については主催者へ問合せを



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

【募集地域】本庁北・甲東・瓦木周辺＝右図
　　　　　　参照　※その他地域については
　　　　　　問合せを
【募集要件】20歳以上（登録時点）で責任を
　　　　　　もって従事できる人など
【従事期間】8月中旬～10月中旬
【調査報酬】調査区ごとに約3万円～5万円
　　　　　　（調査区の人口による）

　今年は、日本国内に住む全ての人と世帯を対象に、5年に一度の国勢
調査が行われます。このたび、市内で調査にご協力いただける人を下記
地域を中心に再募集します。登録に当たっては、簡単な面接があります
ので、事前に国勢調査課までご連絡ください。

問 国勢調査課（0798・35・3551）

　全ての市民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を生まれな
がらに持っており、かけがえのない個人として尊重されるものです。
　しかし、障害のある人は、周囲の理解不足や偏見等により、不当な差別
的取扱いを受けたり、情報の取得や意思疎通ができずに自立や社会参加が
妨げられていることがあります。

　市は、これらの課題を解決するために、７月1日に「障害を理由とする
差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」を施
行し、障害に対する理解を促進し、障害の有無にかかわらず、誰もが暮ら
しやすいまちづくりを進めていきます。

　市は、市民や事業者の皆さんと協力して、障害を理由と
する差別をなくし、誰もが暮らしやすいまちを
目指しています。障害について理解し、一緒に
まちづくりを進めていきましょう。私も少し手
話を覚えました。どうぞ、ご覧ください。

情報110番警察署からの

　「あいサポート運動」は、さまざまな障害の特性を理
解し、障害のある人へのちょっとした配慮や手助けがで
きる「あいサポーター」を養成する事業です。養成講座は、
障害のある人や支援者が講師となって行います。

　障害のある人の社会参加を進めるため、合理的配慮の提
供（点字メニューの作成、筆談ボードの購入、簡易スロー
プの設置など）を行う際の費用の一部を助成します。対象
は不特定多数の人が利用する市内の事業所で、助成には事
前申請が必要です。
　助成額や申請書など詳しくは、市のホームページ（ページ番号：
21580300）でご確認ください。

　 ヘルプマークとは、義足を使用している人や難病の人、妊
娠初期の人など、外見からは分からなくても援助や配慮を必
要としている人が、周囲に配慮を必要としていることを知ら
せるためのマークです。ヘルプマークは、障害福祉課（市役
所本庁舎1階）や各保健福祉センター等で交付しています。

電車・バスの中では、席を譲るなどの配慮をお願いします
ヘルプマークをもっている人を見かけたら…

誰もが暮らしやすいまちづくりを

※新型コロナウイルス感染症の影響で、養成講座の開催を見合わせてい
　ます。あいサポート運動や市の取組について詳しくは、市のホームペー
　ジ（ページ番号：93026819）でご確認ください

　外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるな
どの同じ姿勢を保つことが困難な人がいます。

　緊急事態宣言の解除に伴い、6月から学校が再開しました。今年の5
月末までの市内での犯罪被害件
数（＝右表）は減っていますが、
まちに活気が戻ることで、犯罪の
増加が懸念されます。
　不審者に関する情報を得た場
合には、警察への通報をお願いし
ます。

≪1月～5月に市内で発生した主な犯罪被害件数≫
被害件数 前年比

自転車盗 305 －97
器物損壊 155 －8
車上ねらい 65 －8
暴行 59 －3
その他 634 －142

犯罪被害件数合計 1218 －258

手話動画

耳が聞こえない人と聞こえにくい人がいます
「筆談」など、視覚情報があれば分かりやすいです

聴 覚 障 害 …

　障害のある人への合理的配慮を行うことが市内の事業者の義務
となります。しかし、事業者に負担を強いることや罰を与えるこ
とが目的ではありません。話し合いによる解決の場を設け、お互
いを理解し、歩み寄ることで差別をなくすことを目指します。
　また、手話がコミュニケーション手段の１つというだけでなく、
日本語や英語と同じように大切な「言語」であることや、点字や
絵カードなど障害の特性に応じたさまざまなコミュニケーション
手段で情報を得たり、伝えたりしやすくすることへの理解を促進
します。

　障害のある人が障害のない人と同じように社会参加できるよう、
無理のない範囲で調整を行うことです。例えば、お店の入口に段
差があると、車椅子に乗っている人は入ることができませんが、
スロープを設置すれば入ることができます。

　障害は人それぞれであり、必要とする配慮もさまざまです。障
害のある人もない人もお互いに尊重し、障害のある人が何に困っ
ているか、必要な配慮は何かを知ることが大切です。

障害福祉課（0798・35・3147       0798・35・5300）問 FAX

令和２年（２0２0年）

国 勢 調 査 員再募集！
報酬あり

誰もが暮らしやすい西宮を目指して
障害のある人もない人も

事業者の合理的配慮に費用助成

障害に対する理解って、どんなこと

障害の特性や
困っていることの例

あいサポート運動

全く見えない人と見えづらい人がいます
移動に困っていたら、「誘導」が助かります

視 覚 障 害 …

ヘルプマークの普及

※あくまで一例です。他にもさまざまな障害があり、人によって必要としていることも異なります。
　障害のある人と十分にコミュニケーションをとり、必要な支援をお願いします

西宮市長
石井 登志郎

独特のこだわりや感覚過敏から、周りに理解されにくい場合が
あります。何かをお願いする場合は、具体的に伝えてください

発 達 障 害 …

～市の取組を紹介配慮や手助けを、必要な人に届けるために

身体の一部にまひや筋力低下などが生じています
困っていそうなときは、積極的に声を掛けてください

肢体不自由 …

子供の安全・安心を守ろう！
登下校時間帯の見守り活動など安全対策にご協力を

合理的配慮って、どんなこと条例の施行で、どうなるの
差別をなくし、手話や意思疎通手段への理解を促進します

「障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」を施行

（8）� 令和２年（２0２0年）6月２5日

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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