
非接触の取組とし
て、学校園や市民集
会施設等のトイレ等
手洗い場の、自動水
栓化を実施

避難所が感染症クラスターとならないよう、
避難所指定の体育館に換気設備を導入

感染防止対策を強化しつつ、事業を継続する
ために必要な経費を支援

分娩前のＰＣＲ検査費用の補助や感染した場
合の寄り添い型支援事業等を実施

感染拡大を防止す
るため、自動貸出
機を導入し、来館
者や職員の接触機
会を削減

新型コロナウイルスの影響により離職を余儀
なくされた人を、会計年度任用職員として任用
（教育委員会の募集を２面に掲載）

就労支援機関と連携し、離職者の適正把握や
希望に応じた伴走型の就労支援を実施

地域商業のダメージを
回復するため、消費喚
起と地域商業の活性化
を図る事業を実施

新型コロナウイルスの影響により、里帰り出産
が困難となった妊産婦が育児支援サービスを
利用した際の利用料を補助（詳細は２面に掲載)

4月２8日～1２月31日に出
生した新生児の世帯主に新
生児1人当たり5万円を支給
（詳細は２面に掲載）

「3つの密」や人との接触の機会をできる限
り少なくするために、窓口のデジタル化や各
種ネットワーク環境整備を実施

「密」を避けるための交通手段として自転車
を利用する際の、安全・安心につながる矢羽
根（車道の走行位置）やピクトマーク（歩道
の走行ルール）を設置

料金等の支払時に、接
触機会を減らし、利用
者に安心してもらうた
めにキャッシュレス決
済を導入（来年以降予
定）

　臨時会で可決された補正予算のポイントは下記のとおりです。支援等は順次実施していきます。
詳細は適宜本紙等でお知らせします。

利用イメージ

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

（土・日曜、祝・休日も受付）［受付時間］8:45～19:00

新型コロナウイルス
感染症相談窓口

新型コロナウイルス生活一般相談窓口
☎0798・35・0567

（土・日曜、祝・休日は休み）
FAX:0798・34・1358

9:00～17:30［受付時間］

感染予防対策を
実施します

雇用や経済活動、
市民生活を支えます

「新しい生活様式」の確立に
向けて取り組みます

学校園等の公共施設の自動水栓化

避難所となる体育館に換気設備を導入

介護・障害・児童福祉施設等へ
感染防止対策を支援

図書館での非対面サービスの促進

不安を抱える妊産婦への支援

緊急雇用対策の実施

離職者の就労支援

商店街お買物券・ポイントシール
発行による地域商業の活性化

育児等支援サービスの提供

新生児特別定額給付金を支給

行政サービスのデジタル化の推進

市税・運動施設にキャッシュレス
決済を導入

自転車利用環境の改善

西宮市長
石井 登志郎

公演等に係る施設使
用料などの経費を助
成することにより、
芸術文化公演活動の
再開を支援

芸術文化公演等の再開支援

　8月７日に開催された市議会臨時会において、新型コロナウイルス感染症関連の補正予算案、総額約3２億4600万円が、全会一
致で可決されました。支援や対策を強化した今回の内容は、機を逸することなく実施していきます。
　写真は、雨上がりの本市を撮影した一枚です。8月下旬以降は、新型コロナウイルス感染症対策に加え、残暑や豪雨・台風へ
の備えも必要です。市といたしましては、市民・事業者の皆さんが、日常生活の中でこのような自然や風景を楽しむなど、安心
して生活を送っていただけるための環境整備に、引き続き全力で取り組んでまいります。 写真は平成30年（2018年）12月に市役所本庁舎屋上より撮影

新型コロナウイルス感染症

市民の皆さんが安心して生活できる環境整備に取り組みます

支援と対策を強化

8月補正予算のポイント

個人向け・事業者向け各種支援・相談は5～8面に掲載　

本紙は８月17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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新型コロナウイルス感染症関連情報

業務内容 週5日37時間30分勤務。
市立図書館でのＩＣタグの貼付作業、パソコン作業等の一般事務

受験資格 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた、市内
在住または市内企業で就労していた人

報酬 日額7240円以上。期末手当、通勤費あり。社会保険完備
募集人数 20人程度 採用 10月1日（予定）任用期間 来年3月末まで

申込
履歴書、職務経歴書、受験資格確認資料を教育人事課（市役所東館
８階）へ。詳しくは市のホームページ（ページ番号：93062432）
で確認を

　新型コロナウイルス感染症の影響により、離職を余儀なくされた人を
対象に、緊急雇用対策として、会計年度任用職員Ｂの募集を行います。

4月10日以降に確定申告書を
提出した人へ

　所得税の確定申告書を4月１０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。現在、変更処理を行っており、順次納税通知書等でお知らせします。申告内容を
反映した所得・課税証明書等が早急に必要な人は、市民税課（0798・35・3204）までお問い合わせください。

　市は、特別定額給付金の支給基準日翌日（令和２年（２０２０
年）4月２8日）以降に出産した家庭の経済的負担を軽減する
ため、「新生児特別定額給付金」を支給します。詳しくは、市の
ホームページ（ページ番号：9０5１4２94）でご確認ください。
【対象】
令和２年（２０２０年）4月２8日～１２月３１日に出生し、西宮市民として住
民登録し、申請日まで引き続き西宮市に住民登録がある新生児（受給権
者は新生児の属する世帯の世帯主）
※市外からの転入により住民登録された新生児は対象外
【給付金】
新生児１人につき5万円
【申請方法】
8月３１日時点の対象世帯へ9月１０日に申請書を発送予定。
同封の返信用封筒で申請を
※これ以後は対象世帯に順次発送。申請期限は来年２月２6日（消印有効）
【支給開始】
9月２9日（予定）

　市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、里帰り出産が困難と
なった妊産婦が、育児支援サービス等を利用した際の利用料の補助を行
います。申込は、電話で子供家庭支援課へご連絡を。詳しくは、市のホー
ムページ（ページ番号：78１２7１44）でご確認ください。
【対象】以下の全てを満たす妊産婦
・申請時点で西宮市に住民登録がある

・里帰り出産の予定があった

・新型コロナウイルス感染症の影響で、予定していた里帰り
　出産ができなくなった
【対象サービス】
4月～来年３月に利用した民間事業者やＮＰＯ法人等が運営する育児支
援サービス全般　※市の子育て支援事業等の、公のサービスの利用者負
担金は対象外
【補助金額】
１世帯当たり最大で２4万円　※１回につき１万円（税込み）が上限。月4
回まで。初回利用申請月を含む最大6カ月（出生児が生後6カ月を迎え
るまで）が限度。入会金・年会費等の費用は対象外

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収集を中止していた「資
源Ａ“古着”」について、海外での受け入れが可能となったため、9月１
日から収集を再開します。問合せは美化企画課（0798・35・8653）へ。

9月１２日（土）・１３日（日）に予定していた下記事業は中止となりました。
◇小・中学校 理科・生活科作品展
◇西宮湯川記念こども科学教室

　新型コロナウイルス感染症の影響により、取材・編集活動、配布が
困難なため、「宮っ子」9・１０月号、１１・１２月号は休刊します。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、市内の公共交通利用者が大
幅に減少しており、交通事業者の事業継続が危ぶまれる状況となってい
ます。学識経験者等で構成する西宮市都市交通会議は、各公共交通機関
の感染防止の取組等を知ってもらい、市民の皆さんへ利用を促進するた
め、「西宮市の地域公共交通の崩壊を食い止めるための緊急アピール」
を 宣 言 し ま し た。 宣 言 内 容 は 市 の ホ ー ム ペ ー ジ（ ペ ー ジ 番 号：
648１6２86）をご覧ください。

　厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で、アルコール綿お
よび精製水の入手が困難となっている、在宅で以下の医療的ケアを受け
ている障害児者に、これらの物品を無償で配布することとしました。申
込方法など詳しくは、厚生労働省ホームページ（https://
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_１２79３.html）でご確認
ください。問合せは厚生労働省（03・5253・1111）へ。
【対象の医療的ケア】
①人工呼吸器装着、②在宅中心静脈栄養（ＨＰＮ）、③気管切開（①に
該当しない人）、④喀痰(かくたん)吸引（①・③に該当しない人）

　現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、劇場や美術館、公
共文化施設が本来の機能を発揮できない状況となっています。
　 こ の 現 状 に 対 し 西 宮 市 文 化 振 興 財 団 は、FIGHT TOGETHER 
PROJECT(ファイト トゥギャザー プロジェクト)を立ち上げ、市内で活
躍するアーティストが作品を発表する場と市民の皆さんが芸術に触れる

機会を、動画配信という形で提供しています。
　採用されたさまざまなジャンルの動画を6月から順次配信し、このた
び、9０作品を同団のホームページ（https://nishi-bunka.
or.jp/ftp/）で公開しました。ぜひ、ご覧ください。

■古着の収集を９月から再開

新生児特別定額給付金
９月10日から申請書を送付

新生児1人につき
5万円

育児支援サービス料を補助

新型コロナウイルス感染症の影響で
里帰り出産が困難となった妊産婦へ

1世帯当たり
最大24万円

■地域情報誌「宮っ子」の休刊

■新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止

「地域公共交通の崩壊を
　食い止めるための緊急アピール」を宣言

会計年度任用職員を募集
緊急雇用対策

医療的ケア児者へ
アルコール綿と精製水を配布

厚生労働省へ
申込を

ＦＩＧＨＴ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ　ＰＲＯＪＥＣＴ市内で活躍するアーティストの
動画作品が勢ぞろい

（2）� 令和２年（２0２0年）8月２5日

本紙は８月17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

新生児特別定額給付金コールセンター（0570・032438）問

教育人事課（07９8・35・3834）問

子供家庭支援課（07９8・35・3177）問

交通計画課（07９8・35・3527）問

西宮市文化振興財団（07９8・33・3146）問



　市では「緊急告知ラジオ」の販売を行っています。販売価格は2200
円（税込み）です。台風シーズンを迎え、災害に対する注意が必要にな
ります。災害時の備えとして、ぜひご購入ください（販売台数には限り
があります）。

◎電源を切っていても、緊急時には自動で電源が入り、防災スピーカー
　（防災行政無線）と同じ放送内容を最大音量で聞くことができる
◎緊急時には他のラジオ局を選局していても、自動で緊急放送に切り
　替わり、情報収集ができる
◎ライト機能があり、停電時には自動で点灯

　市は、来年4月採用予定の職員（有資格者）を募集します＝下表参照。
　募集要項・申込書は、8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：89094555）からもダ
ウンロードできます。１次試験は１0月4日（日）。
【申込】�8月25日～9月１8日に、申込書など必要書類を人事課へ持参か

郵送（消印有効）を

　市と阪急バスは、9月20日（日）・22日（火・祝）に運行する白水峡公園墓
地行きの墓参バスの利用者を募集します。両日とも、運行経路・時間は同
じです。また、9月20・22日の午前9時～午後4時に、中央園地西側駐車
場内で臨時香花店が出店します。

　◆さくらやまなみバスで白水峡公園墓地へ　下車場所は白水峡墓園前
（十八丁橋停留所）。なお、バスは墓地内には入りませんのでご注意くだ
さい。問合せは交通計画課（0798・35・3527）へ

　国際アルツハイマー病協会は、9月を「世界アルツハイマー月間」と定め、
認知症への正しい理解が進むことを目的に、世界中でさまざまな啓発活動
を行っています。

　本市では、9月に中央・北部・鳴尾・北口図書館の4館で、特設コーナー
を設け、認知症についての普及・啓発を行っているほか、認知症の人や周
りの家族等を支えるさまざまな取組を実施しています。

最近の生活についての簡単な質問に答えることで、現状把握や認知症
の4年以内のリスクが分かります。チェックは、健康ひょうご2１
（https://www.kenko-hyogo2１.jp/selfcheck_top/）から

◎行方不明の恐れのある人を家族などの申請で事前登録
◎行方不明者が出たら、捜索協力者（要事前登録）にメール配信
◎市内警察署と協定を結び、情報連携

◎認知症を正しく理解し、本人と家族を見守る応援者。誰でもなれます
◎興味のある人は、右記の養成講座へご参加ください

【申込】①③は電話、②はメールで西宮市社会福祉協議会（0798・
　　　　31・3006 ai-support@n-shakyo.jp ）へ

【運行経路・時間】
　午前8時20分　阪急西宮北口駅南広場バスターミナル
　　　8時30分　JR西宮駅北側
　　　8時40分　市役所本庁舎前
　　　9時20分　白水峡公園墓地前
　　　9時25分　中央園地西側駐車場へ出発

【料金】片道650円（小学生以下330円）
【定員】各日１00人程度
【申込】往復ハガキに住所、氏名、電話番号、希望日（第2希望まで）、
　　　　人数、乗車希望場所（阪急西宮北口駅かJR西宮駅か市役所本
　　　　庁舎前）、下車希望場所（墓地前か中央園地西側）を書き、9月
　　　　6日（消印有効）までに斎園管理課（〒662ー8567六湛寺
　　　　町１0－3）へ。多数の場合、人数調整あり。通知は9月１4日
　　　　頃発送

　※中央園地西側駐車場へ行く人は、9時25分に墓地前から出発
　　（墓地前～駐車場の間は途中下車不可）
　※帰りは１0時40分に駐車場、１0時45分に墓地前を出発予定
　　（行きと反対の経路をたどります）

　市は、特定公共賃貸住宅の入居者を随時募集しています＝下表参照。特
定公共賃貸住宅は、中堅所得の家族向けに市が供給している市営住宅です。
　申込資格・方法など詳しくは、市のホームページ（ページ番号：
33662706）でご確認ください。
【申込書の配布場所】
西宮市営住宅管理センター（六湛寺町9－8）

　市は、普通市営住宅の入居者を募集します。今回の募集は計44戸＝下表参
照。申込資格など詳しくは9月7日から配布する申込案内書をご覧ください。
【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（9月１7日までの消印があり、かつ9月23日までの到着分が有
効）を。重複申込無効　※次回の募集は来年１月の予定

普通市営住宅（高齢・障害者等の一部優先枠あり）
計44戸▷西宮浜4丁目（うちシルバー住宅1戸）、高須町1丁目（うちシルバー住
宅1戸）、獅子ケ口町、六軒町、弓場町、泉町、東町1・2丁目、今津巽町、小松北
町1丁目、東鳴尾町1丁目、甲子園口６丁目、上ケ原七・八・十番町、樋ノ口町2丁
目、東山台1丁目、中殿町、田近野町、神原

住宅名 所在地 建設年 間取り 月額家賃
（別途要共益費） 敷金

両度町住宅 両度町3－3 平成11年（1999年）3ＬＤＫ 11万9000円 35万7000円

開催日 時間 場所
① 9月18日（金） 午前10時から 鳴尾公民館
② 10月8日（木） 午前10時から オンラインで実施（※）
③ 11月25日（水） 午後1時半から アプリ甲東
（※）「Zoom」アプリのインストールをお願いします。通信料は参加者の負担と
　　　なります。パソコン等を含めた周辺環境の設定については、事前に各自で
　　　準備してください

問 斎園管理課（0798・35・3306）

問 地域共生推進課（0798・35・3286）

問 人事課（0798・35・3549）

職種・定員 対象者　※学歴は問いません 基本給月額

事務D

社会福祉
若干名

昭和６3年（1988年）4月2日以降に出生の、
社会福祉士資格または精神保健福祉士資格取
得者 21万5740円

（22歳大学卒の場合）
法務
若干名

昭和６3年（1988年）4月2日以降に出生の、
司法書士試験合格者または司法試験合格者

※基本給月額は令和2年（2020年）4月1日現在の額。経歴、給与改定などにより
　異なる場合あり。また、別途諸手当あり

市職員を募集
来年4月採用予定

事務Ｄ（有資格者）

9月20・22日の2日間
墓参バスの利用者募集

は世界アルツハイマー月間

▣兵庫県版認知症チェックシート

▣認知症ＳＯＳメール ※登録は市のホームページ
（ページ番号：15463841）から

▣認知症サポーター

認知症サポーター養成講座を開催 定員あり

9月

緊急告知ラジオ
購入しませんか

緊急告知ラジオとは？

販売場所など詳しくは、市のホームページ（ページ番号：
55118079）で確認を

申込は9月7日～17日

■特定公共賃貸住宅の入居者を随時募集

問 西宮市営住宅管理センター（0798・35・5028）

問 災害対策課（0798・35・3626）

市営住宅の入居者募集

災害時に役立つ！

令和2年（2020年）8月25日	 （3）



施設名 所在地 電話番号
幸和園 中須佐町3－36 36・4850
南幸和園 池田町9－6NKビル 22・3669
一麦保育園 高木東町30－3 67・2775
月影保育所 広田町6－30 72・5731
パドマ・
ナーサリースクール 高須町2丁目1－47 48・5700
マーヤこども園 末広町1－3 36・3220
船坂保育園 山口町船坂572 078・904・3773
やまよし
Kids garden

山口町下山口4丁目7
－31 078・904・0757

名塩保育園 名塩1丁目20－15 0797・61・0754
聖和乳幼児
保育センター 門戸西町1－46 53・2656

甲子園子ども学舎 甲子園浦風町9－5 45・2232
段上保育園 段上町2丁目10－19 52・7979
ちどり保育園 今津真砂町1－5 41・2510
なぎさ保育園 西宮浜4丁目13－3 33・6920
新甲東保育園 門戸東町3－15 57・5235
なでしこ保育園 荒木町16－37 66・7678
安井保育園 安井町4－15 34・6677
夙川さくらんぼ保育園 羽衣町7－30－208 31・6155
西宮ＹＭＣＡ
保育園 神楽町5－23 35・5992

あんず保育園 甲東園2丁目6－5 53・7512
ひかり保育園 上大市4丁目12－3 52・9081
みどり園保育所 今津山中町12－28 22・1376

施設名 所在地 電話番号
まつぼっくり
保育園

甲子園口6丁目
1－36 68・1010

西宮セリジェ保育園 戸崎町4－12 39・7863
マザーシップ
西宮北口こども園 中島町17－16 81・3715

日野の森こども園 日野町18－71 64・7560
西北セリジェ保育園 高畑町1－47 64・5514
夙川さくら保育園 千歳町4－19 23・1211
やまと保育園 大屋町28－8 67・4089
コペル保育園 上鳴尾町3－11 49・8777
ニコニコ桜
今津灯保育園 今津水波町9－8 22・0034

日野ひかりの森
こども園 日野町18－43 67・3131
西宮北口
こどもの園 高松町5－19 64・0800
大社幸和園 柳本町9－25 73・5570
越水幸和園 越水町7－7 74・5888
高須の森保育園 高須町1丁目1－20 45・5750
夙川あすなろ
保育園 松園町10－21 32・8811
西宮本町
つきの保育園 本町11－15 34・1123
安井ゆりの花
保育園（★） 平松町7－28 38・0738
上甲子園保育園(★) 上甲子園5丁目4－1 32・0234
(★)電話による育児相談を実施していない園

施設名 所在地 電話番号
みどり園保育所
あやは 津門綾羽町6－10 42・7091

東山ぽぽこども園 東山台1丁目106－2 0797・63・1332
東山ぽぽこども園分園 東山台1丁目11－1 0797・91・2242
夙川宝
プリスクール 鷲林寺2丁目3ー2 72・7234
ゆめっこ保育園 石在町16ー25 35・2758
ゆめっこ
わかば保育園 久保町9－25 33・1616
ニコニコ桜保育園 南郷町8－12 75・0024
ニコニコ桜夙水園 結善町1－28 75・0024
西宮夢 南甲子園1丁目10－15 45・9614
西北夢 長田町4－8 65・9614
つぼみの子保育園 林田町8－42 66・6670
めばえの子保育園 市庭町9－12 22・1666
武庫川女子大学
附属保育園 鳴尾町4丁目14－29 44・3025

かえで保育園 浜町2－11 32・2713
きりん園 段上町8丁目9－13 57・3789
善照マイトレーヤ
認定こども園 郷免町1－12 26・1765

西宮つとがわ
ＹＭＣＡ保育園 津門川町2－14 26・1016
のぞみ夢 樋之池町4－21 71・9614
夙川夢 北名次町15－27 73・9614
つぼみ夢 南越木岩町10－15－2F 74・9614

施設名 所在地 電話番号
津門 津門稲荷町5－23 35・6204
瓦木みのり 甲子園口5丁目15－4 65・4400
甲東北 仁川町4丁目3－10 52・8412
北夙川 松風町7－25 72・3711
今津南 今津出在家町10－6 23・5011
上之町 上之町24－44 64・0053

施設名 所在地 電話番号
鳴尾北 戸崎町1－70 65・1022
高須東 高須町1丁目1－39 49・5643
大社 神垣町7－32 73・4703
高須西 高須町2丁目1－46 48・2840
芦原むつみ 芦原町7－7 66・0505

施設名 所在地 電話番号
朝日愛児館 与古道町4－31 22・6901
小松朝日 小松北町1丁目7ー9 41・0618
建石 川添町10－3 22・4468
鳴尾 笠屋町19－1 41・0754
芦原 神明町7－18 67・3577
学文殿 学文殿町1丁目6－22 41・1083

施設名 所在地 電話番号
用海 石在町10－22 33・0757
浜甲子園 枝川町12－8 41・0086
瓦木北 大屋町13－8 67・4050
今津文協 今津水波町11－26 22・3320
鳴尾東 上田東町4－120 47・3062
浜脇 浜脇町3－13 35・2358

　市内の保育所等では例年、子育て中の皆さんを支援するため、地域
子育て支援事業（育児相談、園庭開放、体験保育など）を実施しています。
　ただし、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、園庭開放
や体験保育の実施を見合わせている場合があります。
　詳しくは各保育所等にご確認ください。

▣ 市立保育所

▣ 私立保育所・幼保連携型認定こども園一覧

一覧

10月28日（水）午後1時から
勤労会館ホール
カラオケ、民謡、民踊、新舞踊、
日舞など
20組。多数の場合は10月21日（水）
午前10時から総合福祉センターで予
選会（1種目1000円）を実施

【日時】
【会場】
【種目】

【定員】

10月23日（金）午前9時40分
から。雨天中止
中央運動公園陸上競技場
1チーム2500円
10チーム（1チーム5人）。
多数の場合抽選

【日時】

【会場】
【費用】
【定員】

60歳以上の人へ！

保育所等で実施する
地域子育て支援事業

実施状況については
問合せを

特技を披露しませんか
西宮市高齢者芸能大会グラウンド・ゴルフ大会

西宮市
高齢者作品展

10月6日（火）～9日（金）の午前10時～午後
4時（入館は3時半まで、9日は正午まで）
市民ギャラリー

【日程】

【会場】

各保育所等の開所時間に合わせて、電話による育児相談を随時実施しています。
その他の実施状況については問合せを　※市外局番のないものは≪0798≫

スマイル子育て相談（乳幼児の生活や遊び・子育てに関する電話相談）を、月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前10時～午後4時に実施し
ています。スマイル短期体験（体験保育）、スマイル遊ぼう会（園庭開放）の実施は見合わせています　※市外局番のないものは≪0798≫

申込 往復ハガキに催し名、チーム
名、参加者全員の住所・氏名
（代表者に〇印）・年齢・電
話番号を書き、9月16日（消
印有効）までに同連合会へ

作品
受付

作品
規格

9月28日（月）～30日（水）の午前9時半～午後4時に同連合会へ持ち込み。
出展は部門ごとに1人1点まで。出展料は1点1000円。個人が制作した未
発表のものに限る
①～③の額装はガラス不可▷①絵画…4号～50号。水墨画は210㌢×90.9
㌢以内。額装か外枠を▷②書…半紙以上で縦形240㌢×70㌢以内、横形
86㌢×180㌢以内、方形152㌢×152㌢以内。額装・軸装などを▷③写真
…四つ切り以上（組写真は3枚までで四つ切りのみ）。額装かパネル張りを
▷④工芸…魚拓・珍木・盆栽類を除く

申込 往復ハガキに催し名、種目、題名、
住所、氏名、年齢、電話番号を書
き、9月18日（消印有効）までに
同連合会へ

　市と西宮市老人クラブ連合会などは、10月に60歳以上を対象とした催
しを開催します。申込方法など問合せは同連合会へ。

西宮市老人クラブ連合会（〒662－0913染殿町
8－17総合福祉センター内☎0798・34・3334）問
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　　新型コロナウイルス感染症

各種支援 ・ 相談
個人向け

生　活

収入が減って
家計が苦しい人

緊急小口資金 特例貸付 10万円以内
※要件に該当する場合は20万円以内 西宮市社会福祉協議会

（37・0010）総合支援資金 特例貸付
（生活支援費）

2人以上の世帯は20万円以内/月。
単身世帯は15万円以内/月

経済的な理由で
生活に困窮

生活保護 最低限の生活を維持できない世帯に、生活費・住宅
費等を支給 厚生課（35・3056）

暮らしや仕事、その他経済的な困りごとを抱える人
を対象に、専門機関と連携しながら、支援を実施

ソーシャルスポット西宮
よりそい（31・0199）
西宮市くらし相談センター
つむぎ（２3・1031）

生活困窮者の自立支援相談窓口

家賃が払えない 住居確保給付金
離職またはやむを得ない休業等により経済的に困窮
し、住居を喪失する恐れのある人等に家賃相当額分
を支給。金額に上限、期間に制限あり

厚生課（35・3144）
予約はソーシャルスポット
西宮よりそい（31・0199）

コロナの症状で
働けない

傷病手当金
（国民健康保険加入者） 給与等の支払いを受けている人が、療養のため就労が

できなかった期間に、傷病手当金を支給（要件あり）

国民健康保険課
（35・31２0）

高齢者医療保険課
（35・3154）

傷病手当金
（後期高齢者医療制度加入者）

解雇・雇止めにより
居住困難

使用期間：6カ月　　使用料：月額1万6900円～
5万3900円（光熱水費、共益費は別途負担）

市営住宅管理センター
（35・50２8）市営住宅の一時使用

妊産婦への支援

不安を抱える
妊産婦への支援 地域保健課（35・3310）

予定していた里帰り出産ができなくなった妊婦等に、
民間の育児支援サービス等の利用にかかる費用を補助

子供家庭支援課
（35・3177）

育児支援サービス利用料金
補助金

分娩前のウイルス検査補助等の支援、感染者への寄り
添い型支援、オンラインでの保健指導等を実施

こころのケア電話相談こころのケア 感染者や濃厚接触者、医療従事者等を対象に、臨床心
理士等による電話相談を実施（来年3月まで）。要予約 健康増進課（２6・3160）

　  は市独自の支援・相談です。詳しくは市のホームページをご覧ください
※市外局番のないものは（0798） 　　　≪元号・西暦対照≫令和2年…2020年

5面～8面の記載内容およびそ
の他の支援等については、随時、
市のホームページに最新情報を
掲載していきます

ひとり親世帯臨時特別給付金
児童扶養手当受給者、公的年金等の受給または所得
超過等により児童扶養手当を受給していないひとり
親世帯に給付金を支給（要件あり）

子育て手当課
（35・3190）

ひとり親世帯への
給付

本紙は8月17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

大学学費等の支援
（貸付または給付）

高等教育修学支援制度 授業料・入学金の免除（または減額）、給付型奨学金
奨学金相談センター
（0570・666301）

緊急・応急採用奨学金 緊急採用（第一種奨学金）…無利子
応急採用（第二種奨学金）…有利子

教育委員会奨学金
（大学生等対象）

令和2年度分は随時受付中。
また、家計が急変した世帯については令和2年4月
または5月の収入をもとに貸付対象を決定

学事課（35・3817）

子育て世帯への
給付

就学奨励金
（小・中学生対象） 令和2年度分は随時受付中。

また、家計が急変した世帯については令和2年4月
または5月の収入をもとに給付対象を決定

学事課（35・3851）

学事課（35・3817）教育委員会奨学金
（高校生等対象）

新生児特別定額給付金
令和2年4月28日～12月31日に出生したことにより、
新たに市民となった新生児1人につき5万円を世帯主
に支給

新生児特別定額給付金
コールセンター
（0570・03２438）

令和2年（2020年）8月25日	 （5）
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仕　事

委託を受けて個人で仕事をする人向けの支援金。
1人当たりの日額は、令和2年2月27日～3月31日は
4100円、4月～9月は7500円を定額で支給

学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金コールセン
ター（0120・603999）

仕事・労働の相談 （市の）労働相談
労働に関するさまざまな問題（賃金・退職金・労働
災害・雇用保険など）について社会保険労務士が相
談・助言を行う

労政課（32・７1７0）

総合労働相談コーナー 一般的な労働相談 兵庫労働局総合労働相談コ
ーナー（0７８・36７・0８５0）

労働条件相談ほっとライン 労働基準関係法令に関する問題について、専門知識
を持つ相談員が、相談や関係機関の紹介などを行う

小学校休業等対応支援金

労働条件相談ほっとライン
（0120・８11610）

税 など
納税の猶予 要件を満たすときは、申請により最大で1年間、

徴収の猶予が認められる 納税課（3５・323８）

市県民税の減免制度
生活に困窮し、分割納付や納期限延長等の方法によっ
ても納税が困難な場合、申請により納期限の過ぎてい
ない未納付の市県民税の一部が減額される（要件あり）

市民税課（3５・321７）

国民健康保険料の減免制度 国民健康保険課
（3５・311７）

令和2年7月または8月検針分から4カ月間、水道料金
の基本料金を免除（下水道使用料は対象外）。申請不要水道料金の減免 上下水道局電話受付セ

ンター（32・2201、
0７9７・61・1７03、
0７８・904・24８1）

コロナ離職者就労支援 労政課（34・1662）
10月1日開始予定。休業要請等により、離職を余儀
なくされたまたは離職の恐れがある人の就職活動が
円滑に進むよう、職業紹介等の就労支援を行う

上下水道料金を納付することが困難な場合、
相談に応じる

上下水道料金の
支払いに関する相談

個人向け ～前ページの続き

小学校休業への対応
補助（フリーランス）

休業要請された中小企業の労働者で、休業中に賃金（休
業手当）を受けられなかった人に対する支援。休業前
1日当たり平均賃金（上限あり）×80％×休業実績

新型コロナウイルス感染
症対応休業支援金・給付
金コールセンター（0120
・2212７6）

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金

休業中の賃金
（休業手当）の支給

緊急雇用対策
人事課（3５・3５14）新型コロナウイルス感染症の影響により、

離職を余儀なくされた人を対象に、
会計年度任用職員として任用 教育人事課（3５・3８34）

会計年度任用職員
（市役所）への任用

会計年度任用職員
（教育委員会）への任用

市税・保険料
について

国民健康保険料の納付相談

収入減等により、一時的に保険料を納付することが
困難な場合は、納付義務者からの申出により、納付
の猶予、減免、免除等が認められる場合がある

国保収納課（3５・31５6）

高齢者医療保険課
（3５・3110）

後期高齢者医療保険料の
納付相談・減免制度

介護保険料の
納付相談・減免制度

国民年金保険料の
免除・納付猶予

国民年金保険料
学生納付特例の特例措置

介護保険課（3５・314８）

医療年金課（3５・3123）

水道料金について

施設使用料補助

アーティスト等
への支援

動画作成・配信時に利用した市内の民間文化芸術施設
の使用料を補助（上限2万円）

文化振興課（3５・342５）
芸術文化公演等
再開支援事業

各市民ホールおよび県立芸術文化センターで実施され
る芸術文化公演等について、施設使用料の半額を減免

実演芸術公演支援 市内で実施される実演芸術の有料公演について、公演
にかかる費用の一部（会場使用料等）を支援

文化振興財団
（33・3146）

（6）� 令和2年（2020年）8月25日

本紙は8月17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



休業要請された中小企業の労働者で、休業中に賃金（休
業手当）を受けられなかった人に対する支援。休業前
1日当たり平均賃金（上限あり）×80％×休業実績
※雇用調整助成金との併用不可。まずは雇用調整助成
金の活用を

新型コロナウイルス感染
症対応休業支援金・給付
金コールセンター
（0120・221276）

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金

本紙は8月17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

感染防止対策への
支援

休業手当の助成

介護サービス事業所・
介護施設・障害福祉
サービス事業所等
への支援

文化芸術施設への
支援

地代・家賃（賃料）の
負担軽減

子ども食堂への支援

休業中の賃金
（休業手当）の支給

令和2年（2020年）8月25日	 （7）

事業者向け

給　付

売上が半分以下に 持続化給付金 中小法人等は200万円以内。
個人事業者等は100万円以内

持続化給付金事業コールセ
ンター（0120・115570）

県内に事業所を置く中小法人および個人事業主が、
従業員の労働環境確保のために、接触感染や飛沫
（まつ）感染の拡大防止に取り組んだ経費を支給

県中小企業事業
再開支援金事務局
（07８・３61・1500）

兵庫県中小企業事業
再開支援事業

文化振興課（３5・３425）

雇用調整助成金 1人1日1万5000円が上限。一定の条件を満たす場
合、休業手当全体の助成率が100％ 学校等休業助成金・支援

金、雇用調整助成金コー
ルセンター
（0120・60３999）小学校休業への

対応助成
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
を支給。1人当たりの上限日額は、令和2年2月27日～
3月31日は8330円、4月～9月は1万5000円を支給

小学校休業等対応助成金

子ども食堂が弁当を無償提供する場合の経費の一部
を補助。補助額は1回実施につき上限2万円（上限月
額20万円）

政策総務課（３5・３4３1）

子どもの食サポート事業

サービス継続支援事業
感染者が発生した場合に必要な介護サービス・障害
福祉サービスを継続して提供するために必要な経費
（消毒・衛生用品費用等）を支援 法人指導課（３5・３152）

濃厚接触者等への介護サービス従事者・障害福祉サー
ビス従事者へ特殊勤務手当を支給する事業所を支援

濃厚接触者へのサービス
提供継続支援事業

感染が疑われる人が発生した場合に、事業者が行う消
毒・洗浄のために必要な消毒薬等の費用などを支援

感染拡大防止対策事業
感染対策に必要となる衛生用品等の費用や感染症が発
生した場合等の消毒を依頼する費用を支援

介護保険課（３5・３３14）

障害福祉課（３5・３767）

ICT導入支援事業 面会者等との接触機会削減のためのICT機器導入
費用を補助

福祉のまちづくり課
（３5・３050）

家賃支援給付金 資本金10億円未満の中堅・中小法人等に最大600万円。
個人事業主に最大300万円

家賃支援給付金
コールセンター
（0120・65３9３0）

文化芸術施設の
活動継続支援事業

市内の民間文化芸術施設に対し、無観客での映像配信
にかかる経費を補助（上限30万円）

民間ホール、博物館等に対し、感染予防対策費用を
一部補助（上限20万円）

文化施設における
感染予防対策事業

食事の提供は1回実施につき上限1万円。学習支援、
子供の居場所づくり事業等は1回実施につき上限
5000円。それぞれ年度で上限あり

西宮市子ども食堂
運営支援事業

路線バス事業者への
支援 路線バス運行継続支援事業 路線バス車内での密集・密接を避けるため、人数に余

裕のある便数での運行を継続した場合、奨励金を交付 交通計画課（３5・３565）

感染症対策を徹底した上で、介護サービス・障害
福祉サービスを提供するために必要なかかり増し
経費（物品購入など）への支援や、慰労金の支給

県新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援事業事
務局（07８・３62・３056）

兵庫県新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援事業

　  は市独自の支援・相談です。詳しくは市のホームページをご覧ください
※市外局番のないものは（0798） 　　　≪元号・西暦対照≫令和2年…2020年



兵庫県中小企業等融資制度
県産業労働部産業振興局
地域金融室
（0７８・３６２・３３２１）

西宮市中小企業融資制度
市内での事業資金限定。また、土地のみの購入資金に
は利用不可。利用にあたっては別途、信用保証協会へ
の信用保証料が必要

商工課（３５・３３２６）

経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証
枠（最大2億8000万円）とは別枠の保証の対象とす
る資金繰り支援制度で、借入債務の100％を保証

商工課（３５・３３２６）

セーフティネット保証４号

一般保証枠とは別枠（最大2億8000万円、4号と同枠）
で借入債務の80％を保証セーフティネット保証５号

一般保証枠およびセーフティネット保証枠とは別枠
（最大2億8000万円）で借入債務の100％を保証危機関連保証の認定

売上高が減少している市内事業者の支援のため、
キャッシュレス事業者によるポイント還元を実施し、
消費喚起を図る

商工課（３５・３１６9）西宮市内店舗キャッシュレス
ポイント還元事業

市ホームページ上に感染症対策チェックリストを掲載
し、対策済みの事業者にはステッカーを配布店舗等の感染症対策PR事業

（市の）労働相談 労働に関する問題（賃金・退職金・労働災害・雇用保
険など）について社会保険労務士が相談・助言を行う 労政課（３２・７１７0）

総合労働相談 一般的な労働相談 兵庫労働局総合労働相談コ
ーナー（0７８・３６７・0８５0）

労働条件相談ほっとライン 労働条件相談ほっとライン
（0１２0・８１１６１0）

労働基準関係法令に関する問題について、専門知識
を持つ相談員が、相談や関係機関の紹介などを行う

商工課（３５・３６4１）

本紙は8月17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

納税の猶予等

資金の融資

経営相談

債務の保証

仕事・労働の相談

消費喚起

事業者向け ～前ページの続き

感染症対策

（8）� 令和２年（２0２0年）8月２5日

資 金 繰 り

相　談
経営相談窓口 西宮商工会議所

（３３・１１３１）

①国民生活事業…融資限度額6000万円／設備資金
および運転資金、②中小企業事業…直接貸付3億円
／設備資金および長期運転資金

日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
（0１２0・１５4５0５）

新型コロナウイルス感染症
特別貸付

①新型コロナウイルス感染症対応資金、②新型コロ
ナウイルス対策貸付、③新型コロナウイルス危機対
応貸付、④経営活性化資金（新型コロナウイルス対
策）、⑤借換等貸付（新型コロナウイルス対策）

各窓口に申請し、要件のすべてに該当するときは、
原則として1年以内の期間に限り、税の徴収猶予が
認められる

大阪国税局猶予相談セン
ター（0１２0・５２７３６３）国税の納税猶予

西宮県税事務所
収税第1課（３9・６１１２）
自動車税課（３9・１５３１）

県税の納税猶予

納税課（３５・３２３８）市税の納税猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税
の申告・納付を期限内に行うことが困難な場合、原則
として、申告書の提出日が申告・納付期限となる

法人市民税の
申告期限等の延長 市民税課（３５・３２0８）

雇用調整助成金・
小学校休業対応助
成金等の相談

対象は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける、
またはその恐れがある中小企業・小規模事業者

手続きや制度概要の解説など、さまざまな相談に
対応する無料相談会を実施雇用継続相談会等 西宮商工会議所

（３３・１２５７）

給付金の相談 市内事業者が持続化給付金および家賃支援給付金を
申請するための、助言・相談等を行う各種給付金申請支援相談

消費喚起・感染症対策

西宮商工会議所
（３３・１２５８）



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  】9月1日～実施日の2週間前（9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

10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 10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 10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 12・19・26日の8：45～
12：00。いずれも月曜

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

①塩瀬公民館 14日（水）9：00～15：30
※午前のみの実施となる場合あり

兵 庫 県 健 康 財 団（078・793・
9333）…①8月31日～9月7日、
②9月17日～28日（土・日曜、祝
日を除く）の9：00～17：00②山口保健福祉センター 29日（木）9：00～15：30

※午前のみの実施となる場合あり

▪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 10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）

塩瀬公民館 19日（月）9：00～11：00　※乳がん
検診（視触診）は11月20日（金）午後に実施

兵 庫 県 健 康 財 団（078・
793・9333）…9月2日～
17日（土・日曜、祝日を除
く）の9：00～17：00山口保健福祉センター 19日（月）13：30～16：00　※乳がん

検診（視触診）は11月26日（木）午後に実施

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 9月の日程 会場 備考
ぜん息・呼吸器
相談 23日（水）14：00～15：30 鳴尾 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

4日（金）13：00～15：00 山口
栄養士による相談18日（金）10：00～12：00

7日（月）13：00～15：00 塩瀬28日（月）10：00～12：00
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。実施日に（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（火）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

8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

17日（木）13：20～14：00 中央
18日（金）13：10～14：00 北口
24日（木）13：20～14：00 鳴尾

保健所家族教室 16日（水）13：30～15：30 江上
庁舎

対象は精神障害者の家族。
申込は（0798・26・3160）へ

歯科健康相談 23日（水）14：30～15：30 保健所 歯科医師による相談。
申込は8月31日から

相談など (9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 9月の日程
※一部10月あり 会場 備考

マザークラス

10月1日（木）・7日（水）の
13：30～16：00。
2回シリーズ

山口
対象は令和2年12月～3年4月出産予
定の妊婦。定員15人。
申込は9月1日～25日まで

10月14日（水）・21日（水）
の13：30～16：00。
2回シリーズ

中央
対象は令和2年12月～3年2月出産予
定の初妊婦。定員24人。
申込は9月9日から

はじめての
離乳食講座 16日（水）10：30～11：50 中央 対象は令和2年3・4月出生の第1子と

保護者。定員24人。申込は9月1日から

離乳食講座 15日（火）10：30～11：45 北口 対象は令和元年8月～12月出生の第1子
と保護者。定員24人。申込は8月31日から

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

対象は中学生以下

親子の
歯の教室 23日（水）13：30～15：00 保健所

歯科健診、フッ化物塗布（希望者に1
回限り）など。対象は小学校入学前
の子。申込は8月31日から

子育て関係 (9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5月出生 令和元年11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 (9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西宮名塩駅前 全血献血 27日（日） 9：30～16：00 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。9月は実施しません

〔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

　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。
　また、ロタウイルスワクチンは、今年10月1日から定期予防接種になります。対
象者は、令和2年8月1日以降に出生した人。対象者で9月30日までに接種した場合は
任意接種となり、費用は自己負担になりますのでご注意ください。
　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。
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子  供・子 育 て子  供・子 育 て

★�産後のママヨガ&
　ベビーマッサージ体験会

日 9月4日（金）午後1時～
会 市民交流センター
定 あり
申・問 こころ・からだ研究所
（70・4487…久保方）

★�みやっ子冒険ハイキング

日 9月13日(日)午後1時～
会 甲山森林公園
内 野外ゲーム（ポイントラリー）
対 小学4年生～6年生。在学者可
￥ 300円
定 12人。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、住所、参加者全
員の氏名（ふりがな）・年齢・性別、
電話番号を書き、9月1日(必着)まで
に青少年育成課（〒662－0855江上
町3－40☎35・3871）。電話も可

★�のと親子教室&体験会

日 9月16・23・30日。いずれも水曜
午前10時半～
会 能登運動場
内 サーキット（マット、鉄棒、跳び箱、
平均台など）と手作りおもちゃで遊ぶ
対 2歳児と保護者
定 あり
申・問 同運動場（74・3472）

★�人形劇定期公演

日 9月19日(土)午後2時～
会 大学交流センター
￥ 100円（小学校入学前無料）
定 50人。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、住所、参加者全
員の氏名・年齢、電話番号を書き、9
月9日(必着)までに文化振興課（〒662
－8567六湛寺町10－3☎35・3425）。
市 の ホ ー ム ペ ー ジ（ ペ ー ジ 番 号：
37863174）からも申込可

★�西宮市貝類館の催し

日・内 下表のとおり
申 ハガキに催し名、②は希望の部、
住所、参加者全員の氏名・年齢、電話
番号を書き、9月7日(②は14日。いず
れも必着）までに同館（〒662－0934
西宮浜4丁目13－4☎37・0485）
①甲子園浜の生きものウォッチング
日 9月19日(土)午後1時～ 会 甲子園浜 
対 小学生以上（小学生は保護者同伴） 
￥ 100円 定 20人。多数の場合抽選 
②貝を使ったサンドグラス作り
日 9月27日（日）の午前10時半、午後2時
～ 対 小学生以下は保護者同伴 ￥ 500円。
別途要入館料 定 各回8組。多数の場合抽選

芸     術芸     術

★�西宮ぎゃらりーさんぽ

日・内 8月29日（土）～9月30日（水）に
市内9カ所のギャラリーで、「イタリ
ア・ボローニャ国際絵本原画展」入選
作家や絵本作家の個展などを開催
問 西 宮 ギ ャ ラ リ ー 連 絡 会（65・
3790…ギャラリーねうねう内）
H  P  https://ngl2011.jimdo.com

★9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

洋画
(加藤省吾さん)
※展示替えで鑑賞
できない場合あり

「かえでのおおきなき」
「みんな なかよし あい
じかん」
かえで保育園・朝日愛児館

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★大学共通単位講座（後期）市民聴講

日・内 下表のとおり。9月24日開講。
各15回シリーズ
会 大学交流センター
対 高校卒業、またはそれと同等以上
の学力がある人。在勤者可 
￥ 各5000円 
定 各5人。多数の場合抽選

申 所定の願書と必要書類を9月3日～
10日（必着）に同センター（69・
3155…月曜休館）。持参も可　
※願書は同センター等で配布
曜日・開講時間 科目名

火曜

10：50 誰でもわかるマーケティング
13：20 製品開発とマーケティング

17:50 20世紀初頭の英国社会：
Downton Abbeyとその時代

水曜 13：20 音声学の理論と実践
17：50 教養のための生命科学

木曜
10：50 道徳・教育・社会

17：50 データ分析から考える現代ビ
ジネス

金曜

10：50 ビジネス活動とキャリアデザイン：
仕事の実態と働き方を考える

15：30 色と暮らしのデザイン
～色彩心理学の世界

17：50 楽しく学ぶサイエンス
※新型コロナウイルスの感染状況により、
　遠隔実施、閉講、定員削減等の場合あり

★�インターカレッジ西宮　
　アニメーションレクチャー

日・内 いずれも午後6時半～。2回シ
リーズ▷10月13日（火）…間のアニ
メーション▷20日(火)…余韻と予感
のアニメーション
会 大学交流センター
￥ 1500円
定 30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、
9月29日（消印有効）までに同センター
（〒663ー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

★�宮水マスタープール講座

日 10月7日～12月9日の水曜おおむ
ね午前10時～。10回シリーズ
会 リゾ鳴尾浜
内 水中運動と温泉浴
対 10月1日時点で60歳以上で、健康
な人
￥ 8500円
定 60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、生年月日、電

話番号を書き、9月7日(必着)までに
リゾ鳴尾浜（〒663－8142鳴尾浜3
丁目13☎46・1555）

★西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり
申 8月31日（②は9月1日）午前10時
から西宮スポーツセンター（73・
7581）
①金曜スポーツDAY!!
日 9月18日(金)午後7時～ 会 中央体育館 
内 フットサル 対 小学生以上 ￥ 500円。
17歳以下300円 定 30人。先着順
②野球体験会
日 9月19・26日、10月3日。いずれも土
曜午前9時半～ 会 中央多目的グラウンド
対  小学1年生～3年生 定 各30人。先着順

★�リゾ鳴尾浜の催し

日・内 下表のとおり
申・問 リゾ鳴尾浜（46・1555）
市民ジョグランサークル

日 9月19日（土）午後4時にリゾ鳴尾浜に集合 
内 リゾ鳴尾浜を起点にランニング（3～5㌔） 
対 中学生以上。在勤・在学者可 定 あり

市民ファミリーハイキング
日 9月20日（日）午前10時に阪急芦屋川駅
に集合。雨天中止 内 海浜公園等など約8㌔ 
申 不要　※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）

催     し催     し

★�おさんぽアミティ
　みんなで脚本を読む

日 9月28日(月)午前10時～
会 市民会館
内 劇作家や俳優の人と一緒に、チェー
ホフ「三人姉妹」を声に出して読む
対 18歳以上（高校生不可）
￥ 1000円
定 15人。多数の場合抽選
申 ハガキ（1枚に1人まで）に催し名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、メールアドレス、このイベ
ントを知った理由を書き、9月7日（必
着）までに西宮市文化振興財団（〒662
－0918六 湛 寺 町10－11☎33・
3146）

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

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

感染防止策の実施にご協力を

保健所健康増進課（0798・26・3160）問

～保健師のひとりごと～

健康づくりコラム8月

　新型コロナウイルス感染症の影響による自粛や生活環境の変化に
よって、ストレスを感じていませんか？自分が何にストレスを感じる
か、ストレスを感じた時にどんな反応をするのか、知っていると早く
対処できますし、意識するだけでも効果的です。
　対処法はさまざまですが、休息や深呼吸、本音を
吐き出すことでストレスを弱めたり、自分をたくさ
ん褒めてあげることも大切です。市のホームページ
(ページ番号：89322720)ではマインドフルネスを
取り入れた “We are here体操”のポイントを、リー
フレットと動画で載せています。ぜひご活用ください。

カラダとココロのメンテナンスできていますか？◆ ◆

池澤保健師

情報110番警察署からの

身近で発生する犯罪に注意！
防犯対策を確実に行い、犯罪から身を守りましょう

≪自転車盗難防止のポイント≫

≪置引き防止のポイント≫

≪空き巣・忍び込み防止のポイント≫
わずかな時間でも必ず鍵を ちょっとの外出でも確実に

戸締りを鍵は2つ掛ける。
合言葉は“ツーロック” 夏場は網戸のまま外出しない

防犯カメラの設置が特に有効

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

座席等に荷物を置いて離れない
可能な限り有料ロッカー等の活用を

【配偶者からの暴力の相談】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）
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★�市立図書館の催し

日・内 下表のとおり。いずれも月曜休
館（9月21日は開館し翌日休館）
中央図書館（33・0189）
いのちとこころ関連図書ブックフェア
日 9月4日(金)～30日（水）の午前9時半～
午後7時（土・日曜、祝・休日は6時まで）
日本遺産関連ブックフェア「樽(たる)
廻船と下り酒」
日 9月4日(金)～30日（水）の午前9時半～
午後7時（土・日曜、祝・休日は6時まで）
北口図書館（69・3151）
展示＆ブックフェア「ご用心！人に
危害をあたえる虫やけもの」
日 9月4日(金)～30日(水)の午前9時～午
後8時（土・日曜、祝・休日は6時まで）
鳴尾図書館（45・5003）
ブックフェア「こころに残る写真集」
日 9月4日(金)～30日(水)の午前9時半～
午後7時（土・日曜、祝・休日は6時まで）

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★�県立西宮病院�がんフォーラム

日 9月26日(土)午後2時～
会 フレンテホール
内 血液がんのおはなし
定 あり
申・問 同病院（34・5151）

★�手話基礎講座

日 10月1日～来年2月25日の木曜午
後1時半～。20回シリーズ
会 中央公民館
対 在勤・在学者可。以下の全ての条
件を満たす人▷手話入門講座を修了
▷全国手話検定4級以上(受験予定も
可)▷手話サークルに所属　※過去に
2回以上受講経験がある人は不可
定 20人程度。多数の場合抽選
申 往復ハガキに講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、志望動機、所属サー
クル名、全国手話検定取得級、テキス
トの有無、電話番号を書き、9月8日（必
着）までに地域学習推進課（〒663－
8204高松町4－8☎67・1567）

人  事  募  集人  事  募  集

　新型コロナウイルス感染症の影響
　により、離職を余儀なくされた人
　を対象に、緊急雇用対策として、
　会計年度任用職員Ｂの募集を行い
　ます。詳しくは2面を参照

★�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）と登録票を人
事 課（ 市 役 所 本 庁 舎5階 ☎35・
3514）へ持参か郵送
公立保育所での事務補助
内 月曜～金曜の午前9時～午後1時 
￥ 日額3860円
マイナンバーカード関連業務
内 月曜～金曜の午前9時～午後5時半 
￥ 日額7240円
※事務補助等の会計年度任用職員Bの登録
も受付中。詳しくは市のホームページ(ペー
ジ番号：96606393)で確認を

★�市立中学校の部活動指導員
　（会計年度任用職員A）

内 週当たり、月曜～金曜に3時間を4
日以内、土・日曜、祝日に4時間を1
日以内を基本に、月40時間勤務
￥ 月額4万8000円
申 8月27日～9月11日に所定の申込
書（写真貼付）を学校教育課（市役所
東館7階☎35・3857）へ持参か郵送
(必着)。郵送の場合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：75108422）で確認を

★�西宮市社会福祉協議会の
　臨時職員

内 障害者啓発事業の企画・事務補助。
月曜～金曜の午前9時～午後5時半
対 ワード・エクセルの操作ができる人
￥ 日額7058円 
定 1人
申・問 9月8日までに同協議会（34・
3363）　※試験は9月11日

★�公共スポーツ施設（浜甲子園
体育館）の管理運営職員

内 ①アルバイト・パート職員、②契
約社員
対 18歳～63歳（高校卒業以上）
￥ ①1時間900円以上、②月額17万円
以上
申・問 同体育館（43・8787）
※市指定管理者（奥アンツーカ）の募集

相     談 相     談 

★�いじめ相談ダイヤル開設中

日 月曜～金曜の午前9時～午後5時
半。祝・休日、年末年始は休み
内 いじめの電話相談（33・0077）
対 児童・生徒および保護者
問 学校保健安全課（35・3795）

★�消費生活センター�9月の相談会

日 8日（火）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

★�長寿動物表彰

内 表彰状の授与　※表彰式・写真展
示は中止
対 9月30日時点で、18歳以上の猫、
17歳以上の小・中型犬、14歳以上の
大型犬(25㌔以上)
申 9月30日までに西宮市開業獣医師
会所属の動物病院へ
問 動物管理センター（81・1220）

★�里親になってみませんか

内 子供を短期なら預かれる人、まだ
まだ子育てしたい人を募集
問 西宮こども家庭センター
（71・4670）
※同センターでは、里親制度について
学べる出前講座を皆さんの地域・学
校・職場などへ出張して行っています

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

9月定例市議会を開催
令和元(2019)年度決算を審査

　9月定例市議会が、8月28日～10月
2日の日程で開かれる予定です。
　主な日程は、本会議での一般質問が
9月3日～8日、常任委員会が10日～
14日、本会議での議案の採決が15日、
決算特別委員会の各分科会が23日～
29日、本会議での決算の採決が10月
1日の予定です。なお、日程は変更に
なる場合があります。
　本会議の模様は市議会ホームページ
（ht tp s : / /www.n i sh i . o r . j p /
nishinomiyashigikai/） の イ ン タ ー
ネット中継で見ることができます。　
　問合せは議会事務局（0798・35・
3378）へ。

小規模保育事業の
運営法人を募集

　市は、保育所等待機児童対策のため、
令和3年(2021年)4月から小規模保育
事業の運営を行う法人を募集します。
募集地域、応募資格、応募方法など詳
しくは市のホームページ（ページ番
号：12958093）でご確認ください。
　問合せは保育施設整備課（0798・
35・3718）へ。

　 ◆ 平成31(2019)年度住民基本台帳
の一部の写しの閲覧状況を公表　8月

25日～9月24日に市民課（市役所本
庁舎1階）、各支所（各市民サービス
センター・分室を除く）で公表するほ
か、市のホームページ（ページ番号：
41069649）からも閲覧可。問合せ
は市民課（0798・35・3112）へ
　◆蚊やダニが媒介する感染症に注意
蚊はデング熱や日本脳炎、マダニは重
症熱性血小板減少症候群（SFTS）や
日本紅斑熱などの感染症を媒介するこ
とがあります。草むら等での野外活動
の際にかまれないよう、以下の対策を
▷①長袖・長ズボンを着用し、サンダ
ルを避けて靴や靴下を履く▷②帽子や
手袋をする、首にタオルを巻く▷③虫
よけ剤・スプレーを使うなど。問合せ
は保健所保健予防課（0798・26・
3675）へ　※マダニにかまれた箇所
は、直接触らず皮膚科などで処置（除
去・洗浄）し、発熱等があれば受診を

◆官公署から
　◆フェニックス共済に加入を　自然
災害で被害を受けた住宅の再建や家財
の購入等を支援。負担金・給付金は次
のとおり。問合せは県住宅再建共済基
金（078・362・9400）へ　
《住宅再建共済制度》
【負担金】年額5000円
【給付金】再建・購入…600万円▷補
修…50万円～200万円など
《一部損壊特約》
【負担金】年額500円
【給付金】再建・購入・補修…25万円
など　※一部損壊特約のみの申込不可
《家財再建共済制度》
【負担金】年額1500円
【給付金】全壊…50万円▷大規模半
壊…35万円など

　※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（9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。9月の
テーマは「西宮から響くメロディー～西
宮ゆかりの作曲家たち」。ゲストティー
チャーは、テノール歌手の畑儀文さん
※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9月定例会
日 9月3日(木)・4日(金)・7日(月)・8日(火)
の午前10時～ 内 市議会9月定例会の一般
質問を生中継

月分 9
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）

7日（月）～13日（日）、21日（月・祝）～27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
14日（月）～20日（日）、28日（月）～10月4日（日）
ＰＲ…ドラマ仕立てで市の取組や魅力を
分かりやすく紹介
7日（月）～10月4日（日）
スポトレ…気軽にできる運動を紹介
※番組内容が変更となる場合あり

9月1日～15日…119番の通報要領
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

都市ブランド発信課（0798・35・3071）問

　市は、阪神電気鉄道などとともに、スポーツを通して甲子園エリアの活性化
を図るため、「スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会」を立ち上
げました。協議会事業の一環である「賑わい創出イベント」として、甲子園球
場内で開催される投球イベントに市民の皆さんを招待します。

2020阪神甲子園球場

9月26日(土)・27日(日)の午後3時、3時45分、4時半、5時15分～日時

市民
無料招待 マウンド投球イベント

対象 4歳以上の市民（投球体験者1人、付き添い1人の2人1組で申込を。2
人とも市民であることが条件。2人とも中学生以下の場合参加不可)

定員 投球体験者80人(各回10人)。多数の場合抽選

申込 8月25日～9月4日に市のホームページ（ページ番号：39338955）
内の申込フォームから

内容 ※雨天等によるグラウンド状況によっては、投球体験を中止し、球場内を
　巡るスタジアムツアーに変更

甲子園球場マウンドでの投球体験、写真撮影、甲子園歴史館入館

【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時半（祝・休日を除く）

令和2年（2020年）8月25日	 （11）



幼児教育・保育の無償化により、月額2万
5700円まで無償。ただし、教材費、通園バス
代などは無償化の対象外です。詳しくは、市
のホームページ（ページ番号：87805753）
をご覧ください

保育料等

保育料等

保育料等願書の配布

願書の配布

願書の配布

申込

申込

対象 申込

〇国勢調査では金銭を要求することはありません
〇銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号などを聞くことはありません
〇調査員は必ず顔写真付きの「国勢調査員証」を携帯しています

　令和２年（２0２0年）１0月１日を調査期日として国勢調査が実施されます。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、インターホン越しの聞き取りやポストへの
書類投函など、非接触方法により実施しますので、ご理解・ご協力をお願いします。

　市立幼稚園と市内の私立幼稚園（新制度に移行した私立幼稚園を含む）・認定こども園（幼稚園として
の利用に限る）は、来年（２0２１年）4月の入園申込を受け付けます。　※表内に市外局番のないものは《0798》

問

紙の調査票に記入し、
同封の郵送提出用封筒に入れて、
10月７日までにポストに投函

インターネッ
トでの

回答がおすす
め！

９月上旬から下旬にかけて、紙の調査票とインターネット回答
利用ガイドが封入された封筒を各世帯に配布

専用サイトから
９月1４日～10月７日の間に回答

園名 所在地 電話番号
一里山 一里山町15－14 51・0616
関西学院 岡田山7－54 53・3950
甲子園学院 熊野町5－18 67・7272
甲子園口 甲子園口4丁目22－9 67・4666
甲子園二葉 甲子園三保町6－10 41・0278
神戸海星女子学院マリア 木津山町5－26 73・4418
甲陽 甲陽園本庄町7－23 74・4610
香櫨園 上葭原町3－31 22・8522
こばと 津門西口町5－9 22・2101
こひつじ 津門呉羽町7－36 23・1950
西光 鳴尾町1丁目16－2 47・1737
松風 鳴尾町3丁目4－6 47・2289
段上 段上町8丁目9－13 51・3509
つぼみ 甲子園浜田町10－18 22・4405
仁川 上甲東園2丁目4－43 51・0751
仁川学院マリアの園 甲東園2丁目13－9 51・2454
西宮甲武 樋ノ口町2丁目6－1 67・2017
浜甲子園健康 浜甲子園2丁目10－4 41・1759
阪急 大屋町28－18 66・2015

東山 東山台2丁目8－1 0797・61・
3603

光明 甲子園七番町22－3 47・1585
広田 広田町11－27 72・2952
松秀 千歳町7－10 36・3560
武庫川女子大学附属 池開町10－3 45・3537
睦 高須町1丁目1－5 49・0581
安井 平松町6－7 34・0607
和光 室川町1－4 71・6895

平成27年（2015年）４月2日～29年（2017年）
４月1日出生の市内に住民登録のある幼児

類型 園名 所在地 電話番号

幼稚園

くるみ 仁川町5丁目6－49 51・0638
甲子園東 甲子園四番町4－32 41・1735
すずらん 甲風園2丁目4－15 65・1166
西宮公同 南昭和町10－22 67・4691
花園 上鳴尾町19－19 47・2214
みそら 若松町1－1 72・1388

類型 園名 所在地 電話番号

認定
こども園

いるか 西宮浜4丁目13－2 32・1089
上甲子園 甲子園口2丁目16－31 67・1733
甲東 甲東園1丁目2－15 53・6740

幸 北六甲台1丁目23－10 078・903・1551
むこがわ 松並町9－4 67・3002
夙川学院
ソレイユ
（※）

神園町2番街区 74・6455

（※）「夙川学院短期大学付属幼稚園」は、来年度から認定
　　こども園へ移行し、園名を「夙川学院ソレイユ認定こ
　　ども園」に変更予定。また、移行後は電話番号が変更
　　となる場合があります

9月1日からの月曜～金曜（祝日を除く）の午
後2時～４時に各園で配布

幼児教育・保育の無償化の対象となるため、
保育料（利用者負担額）の支払はありません。
ただし、教材費や副食費（おやつ・牛乳等）
などは無償化の対象外です

幼児教育・保育の無償化により、保育料（利
用者負担額）の支払はありません。ただし、
教材費、通園バス代などは無償化の対象外で
す。詳しくは、市のホームページ（ページ番号：
7290４97４）をご覧ください

１０月１日～6日（3・4日は除く）の午後２時～
4時に入園を希望する幼稚園で。多数の場合抽選
※１０月6日までの応募状況を各園で掲示

※認定こども園を保育所として利用する場合は市に
　申込

１０月１日から受付（詳しくは各園に問合せを）

９月1日から各園で配布

９月1日から各園で配布

１０月１日から受付（詳しくは各園に問合せを）

園名 所在地 電話番号
定員（※１）（※3）
4歳児 5歳児

浜脇 宮前町8－22 33・0835 30 70
夙川 松ケ丘町9－23 72・2951 30 70
越木岩 美作町6－10 72・4499 30 70
大社 柳本町1－8 74・4051 30（※2） 70
付属
あおぞら

津田町3－40
(子育て総合センター内) 35・8086 30 70

上ケ原 上ケ原三番町6－27 51・2700 30 70
門戸 門戸東町3－25 52・5447 30 70
高木 伏原町3－40 65・0055 30 70
春風 今津野田町2－6 26・6152 30 70
南甲子園 南甲子園3丁目2－24 46・1608 30 35
鳴尾東 笠屋町30－47 41・4542 30 70

山口 山口町下山口4丁目1－5 078・904・3707 30 70

生瀬 生瀬町2丁目26－24 0797・
84・9464 30 35

　市内の私立幼稚園等では、子育て中の皆さんを支援するため、園庭開放などさまざまな取組を
行っています。　※新型コロナウイルス感染症の影響により、私立幼稚園等の取組は各園によっ
て異なりますので、実施の有無や詳細は各私立幼稚園等（上記参照）に確認してください

５歳児の定員は、今年度4歳児からの進級組を含む（※１）
大社は、多様な教育的ニーズに対応するため、4歳児の
応募状況によっては受け入れ人数の調整を行う場合あり

（※２）

令和4（２0２２）年度以降、保育所等待機児童の多い
エリアの市立幼稚園（夙川・越木岩・高木幼稚園）で、
上記4歳児募集定員とは別に保育を必要とする小規
模保育施設卒園児の受け入れを開始する予定

（※3）

国勢調査西宮市
電話受付センター

☎０798・35・5１１１
設置期間：10月23日（金）まで
受付時間：午前9時～午後7時　　
　　　　（土・日曜、祝日は5時まで）

9月から調査員が各世帯を訪問

インターネットで回答

回答方法

調査票で回答

＊スマホ・タブレット・パソコン
　から24時間いつでも回答OK！
＊紙の調査票の提出不要！

国勢調査にご協力を国勢調査にご協力を

詐欺や不審な調査に注意！国勢調査を装った!

５年に一度
の

調査です

国内の人口・世帯の実態を明らかにするための国の最も重
要な統計調査で、調査項目に回答する義務が定められ
ています

●

調査の結果はさまざまな
行政施策の基礎データとして利用されます

● 調査結果は、国や地方の施策策定や、民間企業におけ
る商品・サービスの開発や店舗の立地計画など、幅広
く利用されます

国勢調査とは

申込
10/1～

来年4月入園

幼稚園の園児募集
＊市立幼稚園

学事課（0798・35・3850）
＊私立幼稚園

各園 ＝②③参照
保育入所課（0798・35・3160）

②新制度に移行した
　私立幼稚園・認定こども園 

③新制度に移行していない
　私立幼稚園 

①市立幼稚園 

（12）� 令和２年（２0２0年）8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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