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市の情報を発信中

郵送での回答は10月7日まで
　スマホやパソコンを持っていない人、インターネッ
トでの回答が難しい人は、紙の調査票に記入の上、郵
送提出用封筒に入れて郵送で回答してください。

国勢調査はインターネット回答をご利用ください

9/14 ～ 10/7回答期間

※希望があれば調査員が取りに伺うことも可能です。その場合は、調査書類
　配布時に申し出てください

　国勢調査では金銭を要求すること、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。また、調査員は必ず顔
写真付きの「国勢調査員証」を携行しています。やり取りに不安を
感じたら、以下の問合せ窓口までご連絡ください。

国勢調査を装った「かたり調査」にご注意を!

インターネット回答の操作方法
その他一般的な問合せ 【設置期間】11月30日（月）まで　【受付時間】午前8時～午後9時

総務省国勢調査コールセンター (0570・07・2020)
※IP電話の場合（03・6636・9607）

今年は、日本に住む全ての人を対象とする、5年に 1度の国勢調査が実施されます。同種の人口調査は諸外国においても
広く行われており、日本の国勢調査は 100年にわたって続けられています。国勢調査の回答はインターネットで！意外と簡
単です。皆さんのご協力をお願いします。

国勢調査課
貴志課長

　お持ちのスマホ、パソコン、タブレットで国勢調査
オンライン（https://www.e-kokusei.go.jp/）にア
クセスし、「インターネット回答利用ガイド」に記載されている
「ログインID」と「アクセスキー」を入力してください。

国勢調査オンラインにアクセス
　表示される画面の案内に沿って回答してください。調査項目は、
世帯に関すること（世帯員の数など）や出生の年月など1６項目です。
最後にパスワードを設定して送信してください。

画面の案内に沿って調査項目を回答

※入力した回答情報は暗号化され、安全に国のシステムに送信されます

台風への備えはできていますか 9月は毎年、台風が多い時季です。台風に備えて避難先を確認しましょう！詳しくは 4面へ

ご協力をお願いします
回答はインターネットが便利

１ ２

　9月下旬までに、「国勢調査員証」を携行した国勢調査員が市内の全
世帯を訪問します。今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
インターホンや玄関越しに調査の説明を行い、「国勢調
査のお願い」と書かれた青色の封筒を、郵便受けに入
れて配布します。
※数回訪問しても不在の場合は、直接郵便受けに投かん
　する場合があります

5年に1度の国勢調査が実施されます 国勢調査員が全ての世帯を訪問します
今年の訪問は非接触で実施

配布書類は5種類
　配布書類は、①インターネット回答利用ガイド、
②紙の調査票、③調査票の記入のしかた、④郵送提出用封筒、⑤新型
コロナウイルス感染防止に関するお知らせです。

　調査結果は国・地方の施策策定や民間企業における
店舗の立地計画など、幅広く利用されます。

調査結果は行政施策等の基礎データに

国勢調査は国の最も重要な統計調査
　国勢調査は、国内の人口・世帯の実態を明らかにするための国の最も
重要な統計調査であり、日本に住む全ての人を対象とします。統計法と
いう法律に基づき、調査項目に回答する義務が定められています。

選挙区の画定
災害対策

労働力調査等への活用
将来人口の推計

店舗・工場の立地計画
製品・サービスの需要予測

調査結果の活用例

　国勢調査の回答は、スマホ、パソコン、タブレットで24時間いつでもできる
インターネット回答をおすすめします。

かんたん 安心・安全 エコ＆効率

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

国勢調査
問合せ窓口

（土・日曜、祝・休日は5時まで）【設置期間】10月23日（金）まで　【受付時間】午前9時～午後７時
国勢調査西宮市電話受付センター (0798・35・5111)調査員の訪問日時の変更など

市域での問合せ



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症関連情報は本紙8面にも掲載

　所得税の確定申告書を4月16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。
　順次、変更処理を行い、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お問い合
わせください。

4月16日以降に
確定申告書を提出した人へ

市民税課（07９８・35・3214）問

民間文化施設の
感染症予防対策費を補助

文化振興課（07９８・35・3425）問

　市内の劇場等や博物館に対し、各施設が新型コロナウイルス感染症拡
大予防対策を実施するにあたって必要となる経費を支援します。

【対象施設】

【対象経費】

【補助金額】

【申請期間】
【ホームページ】

▶�劇場など（ホール等の舞台が設置されている文化芸術施
設で、100人以上を収容できるもの）

▶�登録博物館、博物館相当施設または博物館と同種の事業
を行う類似施設で博物館相当施設と同規模以上のもの

令和2年(2020年)4月1日から3年(2021年)2月28日の間
に支出する（または支出した）経費で、新型コロナウイル
ス感染症対策のために必要な物品購入費等
補助対象経費の10分の9かつ20万円を上限
（期間内に提出された申請を審査の上、予算の範囲内で補助金額を決定）
10月9日まで
市のホームページ（ページ番号：77341090）

最新情報は
市のホームページへ

　本紙は9月1日時点の情報で作成しています。新型コロナウイルス感染症に関する市の最新情報は、
市のホームページでご確認ください。

▣ 「西宮市民文化賞」「西宮市まちづくり賞」を中止
　「西宮市民文化賞」と「西宮市まちづくり賞」について、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度は実施しません。
【問合せ】秘書課（0798・35・3432）

受付中
応募

西宮市文化振興財団（07９８・33・3146）問

　コンサートや演劇といった実演芸術公演について、有料公演にかかっ
た会場使用料などの一部費用を支援します(応募多数の場合は抽選)。
【対象公演】

【対象経費】
【支援金額】
【応募期限】

市内在住者、または市内在住者が所属する団体が、令和2
年(2020年)6月1日～3年(2021年)2月28日に、定員100
人以上のホール等市内屋内施設で実施する（または実施し
た）実演芸術の有料公演（一般料金1000円以上）
会場使用料、付帯設備の使用料、舞台人件費
最大30万円（支払いは公演終了後）
9月25日まで

【ホームページ】西宮市文化振興財団（https://nishi-bunka.or.jp/）
※募集要項や応募方法など詳しくはホームページへ

FIGHT TOGETHER PROJECT Ⅱ

実演芸術公演をサポート
ホール等での

※検査には医療機関の判断が必要で、希望者に実施するもので
　はありません。検査に関する問合せは、新型コロナウイルス
　医療相談窓口（0798・26・2240）へ

　市は、新型コロナウイルスの感染拡
大を受け、必要機器の購入等により、
PCR検査ができる体制を整えました。
引き続き感染拡大防止対策に取り組ん
でいきます。

PCR検査体制を整備

食品衛生課（07９８・26・3167）問

　新生児1人につき5万円を支給する「新生児特別定額給付金」について、
9月10日から順次、申請書を対象の各世帯主に送付します。申請書が届
いたら、同封の返信用封筒にて、早期の申請にご協力をお願いします。
　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
※市外からの転入により住民登録された新生児は対象外

新生児
特別定額給付金申請書発送

/ ～9 10

新生児特別定額給付金コールセンター（0570・03243８）問
受付時間：月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前9時～午後5時半

勤労会館で無償提供

　新型コロナウイルス感染症の影響で就職活動の形態が変化しているこ
とを受け、勤労会館ではパソコンやインターネット環境を持っていない
求職者の人に、予約制で環境を提供し、ウェブ就活をサポートします。

企業情報収集、求人検索、応募書類作成、ウェブ説明会参加等に利用
できます
【利用時間】月曜～金曜の午前10時～午後5時

ウェブ説明会・面接等に利用できます
【利用時間】月・水・金曜の午前10時～午後5時（火・木曜は応相談）

ウェブ就活を応援！
パソコン・インターネット環境提供サービスを開始

●ウェブ就活コーナー（勤労会館1階）

●ウェブ面接コーナー（勤労青少年ホーム2階）

※音声通話不可

※音声通話可

西宮若者サポートステーション（07９８・31・5９51）問

【対　象】

【備　考】

原則18歳以上で求職活動中の人（市内大学等在学生・卒業
者可）。または市内に事業所のある採用担当者
無料・要予約

※いずれも祝・休日は休み。1申込当たり2時間まで�

　市と西宮商工会議所は、「持続化給付金」と「家賃支援給付金」（※）の
電子申請の方法が分からない人、できない人に対し、申請をサポートす
る会場を、9月23日から設置します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、完全予約制です。事
前予約なしで来場してもサポートを受けることができませんのでご注意
ください。

申請サポート会場を開設
持続化給付金・家賃支援給付金
電子申請ができない人へ

西宮商工会議所（07９８・33・125８）問

【 会 場 】
【 開 設 期 間 】
【 予 約 方 法 】
【ホームページ】

西宮商工会議所
9月23日～12月末を予定
電話で西宮商工会議所へ
市のホームページ（ページ番号：59798020）

持続化給付金・家賃支援給付金とは、いずれも経済産業省が実施する事
業で、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、給付金を支給します。申請方法は電子申請を基本としています

(※）

（2）� 令和２年（２0２0年）9月10日



　市立中央病院は、来年4月採用予定の職員（薬剤師）を募集します＝
下表参照。募集要項・申込書は、市立中央病院人事給与課（同病院3階）
で配布するほか、市のホームページ（ペ―ジ番号：89321523）から
もダウンロードできます。試験は10月3日（土）。
【申込】�申込書など必要書類を9月25日までの午前8時半～午後5時に

同課へ持参か郵送（必着）を

　教育委員会は、来年4月に小学校または義務教育学校へ入学する幼児を
対象に「就学時健康診断」を行います＝下表参照。対象者は保護者同伴の
うえ、必ず受診してください。
【対象】平成26年(2014年)4月2日～27年(2015年)4月1日に出生した幼児
※9月2日時点で、市内に住民登録している人（外国籍の
　人は就学申請を出した人のみ）へ、9月中旬に「健康診
　断通知書」を送付します。9月3日以降に転入した人は、
　転入手続きの際に窓口で配付する「小学校・義務教育
　学校入学手続案内」をご覧ください

職種 対象者 基本給月額 定員

薬剤師
昭和55年（1980年）4月2日以降に出生の、
薬剤師免許取得者（来春の国家試験で取得見
込みも可）

22万6404円～
32万5698円 1人

※基本給月額は令和2年（2020年）7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

支援窓口 市役所本庁舎１階、各支所、アクタ西宮ステーション（市民サービス
センター・分室は除く）

受付時間 月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前9時～午後5時　※アクタ西宮
ステーションのみ土・日曜、祝・休日の午前9時～午後4時も受付

必要なもの

◎マイナンバーカード
◎カード交付時に設定した4桁の利用者証明用パスワード
◎選択する決済サービスの決済手段（電子マネー、クレジットカード、
　決済サービスアプリをダウンロードしたスマホ等）�
◎各サービス固有の決済サービスID、セキュリティコード等

（注）決済サービスによっては、会員登録など事前登録が必要なものがあります。
　　 また、申込支援ができないサービスが一部あります

　総務省は、9月より、マイナンバーカードを活用した消費活性化策と
して「マイナポイント事業」を実施しています（来年3月末まで）。
　同事業は、マイナンバーカード所持者が来年3月末までに、事業対象
となるキャッシュレス決済サービスの決済を利用した場合などに、ポイ
ント（還元率25％、上限5000円分）が付与されるというものです。

　マイナポイントを受け取るためには、事前にマイナポイント予約・申
込が必要です。予約・申込は、スマートフォン（対応機種に限る）など
からできます。予約・申込方法や対象となるキャッシュレス決済サービ
スなど詳しくは、総務省のホームページ（https://mynumbercard.
point.soumu.go.jp/）をご覧ください。

　市は、マイナポイントの予約・申込に対応のスマホを持っていない人
などを対象に、支援窓口・コールセンターを設けています＝下表参照。

マイナポイントを受け取るためには？

　市は、保育所等利用申込の受付・相談について、９・１０月は、混雑緩和
および新型コロナウイルス感染症対策のため、LINEで事前予約の受付を
行います。詳しくは市のホームページでご確認ください。例年窓口が非常
に混み合いますので、事前予約をした上でお越しください。

保育所などの利用申込手続き・相談
※来年4月1日入所の利用申込手続きだけでなく、来年3月入所まで
　の利用申込についても予約対象
※10月７日に塩瀬センター、14日に山口センターで実施される利
　用申込受付については予約不要

LINEで予約希望日の2日前（市役所閉庁日の場合
はその直前の開庁日）の午後5時までに予約して
ください。詳しくは市のホームページで確認を

【ページ番号】16841757

　下表は、来年4月開園予定の私立の保育施設です。
　なお、下表のほかに、1歳児～3歳児を保育する小規模保育施設が、
夙川エリアおよび高木エリアに開設される予定です。この小規模保育施
設は、卒園後、施設が連携する公立幼稚園に入園することができます。
　詳しくは市のホームページ（ページ番号：91255203）でご確認く
ださい。

種類 施設名
認可保育所 （仮称）松籟荘つばさ保育園（松籟荘）

認可保育所 （仮称）西宮さんしょ保育園（産所町）

幼保連携型認定こども園 （仮称）幼保連携型認定こども園
　　　　生瀬ぽぽこども園（生瀬町2丁目）

幼保連携型認定こども園へ移行 （仮称）幼保連携型認定こども園　　　　夙川学院ソレイユ認定こども園（神園町）

対
象

予
約
方
法

ホーム
ページ

　各申込締切日＝右表＝まで
に、申込に必要な書類および母
子健康手帳を乳幼児同伴で持参
を（郵送申込不可）。詳しくは市
のホームページ（ページ番号：
518７8666）や申込書に添付の
資料等で確認を。
※来年4月1日入所については、　11月2日以降も追加申込を受け付けますが、　
　10月30日までに申込をした人が優先されます。追加申込の1回目の締切日は
　12月28日、最終締切日は来年1月29日です

入所希望日（１6日入所は
地域型保育事業所のみ） 申込締切日

１0月１6日   9月30日まで
１１月  １日 １0月  9日まで

１１月１6日～来年3月１6日 １0月30日まで
来年４月１日 １0月30日まで

《保育所など利用申込の手続き方法》

▣就学時健康診断の日程・会場　　　　　　　　※受付時間は午後2時～3時
日程 会場

10月21日（水）上ケ原小学校
10月26日（月）香櫨園・夙川・平木・今津・山口小学校
10月27日（火）安井・大社・神原小学校
10月28日（水）段上西・瓦木・用海・小松・北六甲台小学校
10月30日（金）広田・高木小学校
11月  2日（月）浜脇・北夙川・名塩小学校
11月  4日（水）西宮浜義務教育学校
11月  6日（金）高木北・高須・生瀬小学校
11月  9日（月）苦楽園・甲東・瓦林・津門・鳴尾小学校
11月10日（火）高須西・鳴尾東小学校
11月11日（水）甲陽園・春風・甲子園浜小学校
11月13日（金）上甲子園小学校
11月16日（月）上ケ原南・深津・東山台小学校
11月17日（火）樋ノ口・鳴尾北小学校
11月18日（水）段上・南甲子園小学校
※感染症対策として、マスク着用・各家庭での検温をお願いします。当日、
　健康診断を欠席する場合は、入学予定の小学校または義務教育学校に連絡を

各学校のホームページも
ご確認ください
（連絡事項掲載の場合あり）

《支援窓口・コールセンターについて》

支援窓口・コールセンター
設置しています

マイナポイント予約・申込

来年4月に小学校・義務教育学校へ入学予定の人

就学時健康診断の受診を

来年４月開園予定 新設する保育施設

問 学事課（0798・35・3850）
健康診断について ……… 
通知書が届かない場合 …

学校保健安全課（0798・35・3860）

市立中央病院の薬剤師

問 市立中央病院人事給与課（0798・64・1515）

西宮市マイナポイント支援コールセンター
☎0798・31・0510
受付時間：月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前9時～午後5時半

市職員を募集来年４月
採用予定

問 保育入所課（0798・35・3160）

保育所等の利用申込・相談の
9・10月は

事前予約が でできますLINE
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　市では、年に１回、日常の見守りや緊急時に備えて「高齢者実態把握調査」
を行っています。調査は、７０歳以上の１人暮らしまたは高齢者のみの世帯
を中心に行います（その他の世帯も必要に応じて実施する場合あり）。
　９月から、顔写真付きの証明書を携帯した民生委員が訪問し、世帯の状
況や緊急連絡先などの聞き取りを行っていますが、今年は新型コロナウイ
ルス感染防止策として、チラシの投かんや電話による調査となる場合があ
ります。

　この調査は、災害などの緊急時に円滑な対応ができ
るよう事前の情報把握を行うものです。可能な限りの
ご協力をお願いします。
（注）新型コロナウイルス感染症の状況によっては、　
　　　調査を実施できない場合があります

問 高齢福祉課（0798・35・3077）

今年度中に100歳を迎えられる皆さんへ10月上旬に記念品を贈呈（自
宅へ配送）します。対象は大正9年（1920年）４月1日～10年（1921年）
３月３1日に出生し、７月３1日時点で本市に住民登録をしている人

今年は新型コロナウイルス
感染症の感染リスクを避けるため、
開設する避難所を一部変更しています

今年度中に88歳を迎えられる皆さんへ10月下旬に記念品を贈呈（自宅
へ配送）します。対象は昭和７年（19３2年）４月1日～8年（19３３年）
３月３1日に出生し、７月３1日時点で本市に住民登録をしている人

４月1日時点で、本市に住民登録をしている７0歳以上の人に、「はり・
きゅう・マッサージ補助券（1000円の補助券5枚つづり）」を交付していま
す。1人につき年度中に1回申請できます。申請方法など詳しくは問合せを

在宅での生活が不安な高齢者等に、緊急時に通報する機器を貸与してい
ます=下図参照。２４時間対応の健康相談や、月１回の「お元気コール（安
否確認連絡）」も行います。詳しくは高齢福祉課へ問合せを

■ 見守りホットライン利用イメージ

①緊急通報

②安否確認

③通報・出動要請

④出動・救助

【緊急通報受信センター】
・24時間365日体制
・市の委託業者

委託業者出動員 消防署等

＊避難所が開設されているか確認

※車での避難を希望する人に、避難所として　開設された学校の駐車場も開放

＊新型コロナウイルス感染防止策として、　マスク・スリッパ・体温計の持参を

◎100歳到達者への祝福

◎米寿のお祝い

◎はり・きゅう・マッサージ補助券の交付

④避難所に行く場合は

①自宅周辺に危険箇所があるか防災マップ等で確認②安全な場所にいる人は、自宅にとどまる③安全な場所に住む親戚・知人宅への避難

《避難先の確認ポイント》

9・10月は敬老月間 　市は、高齢者の皆さんがいつまでも元気に過ごせるよう、次の事業を実施し
ています。

問 地域共生推進課（0798・35・3032）

高齢者対象の事業紹介

キリトリ

台風に備えて避難先を確認
災害の発生が予想される場合

早めに開設する避難所
北部地域
生瀬小、塩瀬中、山口小
南部地域
鳴尾小、上甲子園小、今津小、浜脇小、瓦林小、樋ノ口小、平木小、
大社小、段上西小、北夙川小

➡

《登録方法》
①右記コードを読み取り、空メールを送信
②送られてきたメールに沿って登録

どこの避難所が開設されたか等の情報がメールで届く
「にしのみや防災ネット」が便利！ ➡

災害の状況によっては、上記避難所に加えて、
下記の避難所が開きます

民生委員による高齢者実態把握調査にご協力を民生委員による高齢者実態把握調査にご協力を

◎見守りホットライン事業

土砂災害のおそれが高まったとき

高潮被害のおそれが高まったとき
西宮浜義務教育学校、高須小、鳴尾東小、甲子園浜小、
南甲子園小、用海小、香櫨園小、県立西宮香風高

南
部
地
域

●避難準備・高齢者等避難開始情報が発令された段階 北
部
地
域
名塩小、
山口中

鳴尾南中、鳴尾東小、学文中、甲武中、瓦木中

● 避難勧告が発令された段階

高須小、甲子園浜小、鳴尾北小、春風小、高木小

● 避難指示（緊急）が発令された段階

南甲子園小、上甲子園中、用海小、津門小、勤労会館、
深津中、平木中、広田小

のおそれが高まったとき
武庫川

はん濫有馬川

問 地域防災支援課（0798・35・3092）
まず

次に

※地震などの大規模災害時は、全ての避難所を原則開設します

北部地域
名塩小、東山台小、塩瀬体育館、北六甲台小、山口中
南部地域
大社中、上ケ原南小、広田小、上ケ原小、甲陵中、甲陽園小、
苦楽園中、夙川小

保存版 目に付く所に貼っておきましょう
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インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

駅前花壇他育成業務等
公募型プロポーザルを実施

　市は、「駅前花壇他育成業務」、「武
庫川河川敷緑地 季節の花畑育成業
務」、「西宮を彩るバラ園育成業務」に
ついて、豊富な管理実績・技術を有す
る事業者から提案を募集するためにプ
ロポーザルを実施します。管理提案書、
実施要項等は市のホームページ（ペー
ジ番号：93113366）でご確認くだ
さい。
【申込】実施要項に記載の提出書類を
10月5日までに花と緑の課（市役所本
庁 舎6階☎0798・35・3683） へ 持
参か郵送（必着）を
【プレゼンテーション・選考委員会】
12月下旬に受託候補者を決定

20歳の歯科健診
受診券の送付について

　市と歯科医師会は、今年度中に20歳
になる人を対象に「20歳の歯科健診
（むし歯・歯周病のチェック、歯科相
談）」を実施します。対象者には9月
中に受診券を送付します。費用は無料。
健康な歯と歯ぐき、さわやかな息は大
人のエチケットです。この機会にぜひ
歯科健診を受けましょう。
　問合せは保健所健康増進課（0798・
26・3667）へ。
【受診方法】市内の協力歯科医院を予
約し、受診券と保険証を持って受診　
※歯科医院の一覧は市のホームページ
（ページ番号：34681354）に掲載
【有効期限】来年3月31日まで

私道のアスファルト舗装
条件満たせば市が工事

　市は、申請により1回に限り、私道
のアスファルト舗装工事を行っていま
す。申請方法など詳しくは道路補修課
（0798・35・3631）へ。
【舗装の主な条件】道幅が側溝を含め
て1.8メートル以上あり、不特定多数
の人が利用している▷公道から沿道に
家屋がおおむね続き、通行や整備の支
障になる占用物がない▷道沿いの家屋
から適正に排水が行われており、当分
路面を掘り返さない▷所有者や管理者
の承諾があり、道沿いの住民の要望が
ある▷両端が公道に接している、また
は一端が公道に接続している行き止ま
り道で、この道を利用する家屋が10
戸以上あるなど
　※申請が多数の場合、工事は翌年度
以降になることがあります

一般コミュニティ助成事業
助成金を活用する団体を募集 

　市は、自治総合センターが宝くじ社
会貢献広報事業として実施する「一般
コミュニティ助成事業」による助成金
を活用する団体を募集しています。
　同事業は、コミュニティ活動備品等
の整備に対し助成を行うものです。
　募集等について詳しくは市のホーム
ページ（ページ番号：47190377）
をご覧ください。受付は9月23日まで。
　問合せは市民協働推進課（0798・
35・3458）へ。

阪神間都市計画の
変更案を縦覧

　市は、統合新病院整備に伴う用途地
域、高度地区の変更案を9月10日～
24日の執務時間中に都市計画課（市

役所南館3階）と市のホームページ
（ページ番号：87314605）で縦覧
します。縦覧期間中、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。

浜甲子園団地地区計画の
変更原案を縦覧

　市は、「浜甲子園団地地区計画」の
変更原案を9月10日～24日の執務時
間中に都市計画課（市役所南館3階）
と市のホームページ（ページ番号：
90145251）で縦覧します。区域内
の土地に所有権等の権利を持ち、この
原案に意見のある人は、縦覧期間中に
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。

　◆市立郷土資料館の休館　展示替え
のため10月26日～30日は休館。問合
せは同館（0798・33・1298）へ
　◆9月20日～26日は「動物愛護週
間」～ペットの遺棄・虐待は犯罪です
ふん尿の放置や放し飼い、鳴き声など
で他人に迷惑をかけないよう、ペットの
飼い方について今一度考えましょう。

「ペットの面倒は最期までみる」という
自覚と責任を持ちましょう。問合せは動
物管理センター（0798・81・1220）へ
　 ◆9月21日～30日は「秋の全国交
通安全運動」期間　交通ルールやマ
ナーを守り、思いやりのある行動で交
通事故を防止しましょう。運動重点は、
①歩行者と自転車の安全確保、②高齢
運転者の交通事故防止、③夕暮れ時と
夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危
険運転の防止。問合せは交通安全対策
課(0798・35・3806)へ
　 ◆9月24日～30日は「結核予防週
間」　結核は過去の病気ではなく、現
在も多数の人が発病していますが、薬
を飲むことで完治します。予防ポイント

は、①年に1回は胸部エックス線検査
を受ける、②乳児はBCG予防接種を受
ける、③バランスのよい食事、適度な
運動、十分な睡眠等で免疫力を高める、
④2週間以上せきが続くときは早めに
医療機関を受診する。問合せは保健所
保健予防課（0798・26・3675）へ

◆官公署から

不正薬物の密輸は犯罪です

　税関は、覚醒剤などの不正薬物の密
輸を、全国の港や空港で厳しく取り締
まっています。他人から預かった荷物
でも、携行した荷物については責任を
問われます。「荷物を運ばないか」、「渡
航費用の心配はいらない」等の甘い誘
いに乗らず、他人から不審な荷物は絶
対に預からないようにしましょう。
問合せは尼崎税関支署（06・6481・
6196）へ。　※税関と芸人の鉄拳の
コラボレーションによる啓
発 動 画 を 配 信 中(https://
youtu.be/4w0pc9BEzZU）

小規模企業共済制度のご案内

　国が作った経営者の退職金の積立制
度で、個人事業主や小規模企業の経営
者が対象です。商工会議所や金融機関
等で加入できます。掛金は全額所得控
除、共済金の受取時も税制メリットが
あります。問合せは中小企業基盤整備
機構（050・5541・7171）へ。

善意の寄託善意の寄託
【7月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造、ニッカウヰス
キー、宮水学園時事経済コース、小西
印刷所、匿名1件＝合計114万2017円
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

　市は、次の媒体の広告主を募集します＝下表参照。募集内容など詳しくは市
のホームページ（ページ番号：11929102）をご覧ください。
【申込】必要書類を9月25日～10月16日に政策経営課（市役所本庁舎4階☎
0798・35・3600）へ持参か郵送（必着）を。ホームページからの申込も可

媒体 内容 備考

　図書貸出票等
　印刷用感熱
　ロール紙

市立図書館（4拠点館、7分室）の図書貸
出票等として使用する「印刷用感熱ロール
紙」の裏面に広告を掲載して市に提供。市
立図書館の昨年度利用者は83万5422人

広告料は8万5000円以
上（税込み）、提供数
は2000巻。使用期間
は来年1月から1年間

　はり・きゅう・
　マッサージ
　施術費補助券

市内のはり・きゅう・マッサージ指定施術
所で、健康保険適用外の施術費を1回1000
円補助。裏面に広告が掲載された補助券を
申請者（対象は70歳以上）に交付

広告料は2万7000円以
上（税込み）。交付期
間は来年4月から1年間

※西宮市広告掲載要綱・基準に適合するものの中から、金額の最も高いところを広告主
　に決定

　市は、市内の交通施設の整備、移動手段の利便性向上などの交通施策を効果
的に推進するため、西宮市都市交通会議の委員を募集します。詳しくは、交通
計画課、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションなどで配布す
る申込書または市のホームページ（ページ番号：34485401）をご覧ください。

西宮市都市交通会議
内容 交通計画の策定や地域に応じた公共交通に関する事項について協議
任期 来年1月26日から2年間 定員 2人

対象 来年1月26日時点で20歳以上。在勤者可
※本市の他の審議会等の委員・職員・市議会議員を除く

申込 所定の申込書、設定されたテーマの小論文を9月15日～10月15日に交
通計画課へ郵送（消印有効）かＥメールで提出。持参も可

選考 書類審査。必要に応じて面接を実施
担当課 交通計画課（市役所南館3階☎0798・35・3527）

西宮市都市交通会議　委員を公募 広告主を募集

ＩＨクッキングヒーターからの
火災にご注意を

　ＩＨクッキングヒーター（以下、ＩＨ）は、取扱説明書に従って使用
すれば安全な製品ですが、誤った取扱いにより火災が発生する危険があ
ります。市内でも、ＩＨが火災原因となった事例が報告されています。
ＩＨを正しく使い、火災予防に努めましょう。

問 消防局予防課（0798・32・7313）

≪ＩＨの火災を防ぐポイント≫
● 加熱中はその場を離れず、注意をそらさない

● フライパンや鍋はＩＨ対応のものを使う

● 揚げ物をするときは、適切な量の油を使う

● 普段からＩＨ上や周辺に可燃物を置かない

ラジエントヒーター上に可
燃物があったため

市内で発生した火災事例
フライパンに1㌢程度のサラダ油を
入れてＩＨで揚げ物調理をしていた
ところ、サラダ油から発火した

ＩＨのラジエントヒーターの上にチラシが置かれ
た状態で、誤ってスイッチを入れて着火した

サラダ油が規定量未満だったため
※油が少ない場合、ＩＨの温度セン
　サーが正確な温度を測れず、安全
　装置が作動しないことがあります

※�ヒーター部分は使用中に高
温になるため、可燃物に着
火することがあります

IH IH

ラジエント
ヒーター 
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子  供・子 育 て子  供・子 育 て

★�走り方教室

日・対 9月19日（土） ▽ 午前9時半～…
小学1年生～３年生 ▽10時45分～…小
学4年生～6年生
会 県立総合体育館
￥ 各1000円 
定 あり
申・問 同体育館（4３・114３）

★�Mommy&Me�英語で遊ぼう!

日 9月３0日（水）午前10時～
会 安井市民館
対 2歳～小学校入学前の子と保護者
￥ 1家族500円 
定 あり
申・問 日本語・教科学習支援CoCo
Cara（080・３847・020３…梅畑方）

★�二枚貝のキーホルダー作り

日 10月10日（土）の午前10時半、11
時半、午後1時半、2時半～
会 西宮市貝類館
￥ 各100円（別途要入館料）
定 各8組。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、希望の部、住所、
参加者全員（付き添いも含む）の氏名・
年齢、電話番号を書き、9月28日（必
着）までに同館（〒662－09３4西宮
浜4丁目1３－4☎３7・0485）

★�親子でスポーツ
　in中央体育館分館

日・対 い ず れ も10月10・17・24日
の土曜 ▽午前11時15分～…4・5歳児
と保護者 ▽午後1時～…小学1・2年生
と保護者
会 中央体育館分館
内 ふれあい遊び、ドッジボールなど
¥  各回1人３00円 
定 各回20組。先着順
申 9月14日午前10時から中央体育館
分館（67・0771）

★�ファミリーキャンプ

日 10月17日（土）・18日（日）。1泊
会 丹波少年自然の家（丹波市）
内 染物体験、たき火体験など
対 家族など
¥  1人2160円（別途要材料費）
定 10組40人。先着順
申 9月17日午前9時から同自然の家
（0795・87・16３３）

芸     術芸     術

★�Wool�felt�of�Art
　羊毛フェルト作品展

日 9月15日（火）～20日（日）の午前10
時～午後5時（20日は３時まで）
会・問 市民ギャラリー（３３・1666）

★�西宮日本画協会
　秋の新作展

日 9月29日（火）～10月4日（日）の午
前10時～午後5時（4日は4時まで）
会 北口ギャラリー
問 同協会（6３・7028…遠藤方）

★�Classicコンサートinプレラ

日 10月３日（土）午後2時～
会 プレラホール
対 小学生以上
￥ 1000円
問 西宮市文化振興財団（３３・３146）

催     し催     し

★�市役所本庁舎１階南側
　展示コーナー「アーカイブ西宮」

日 10月３0日（金）まで
内 「絵葉書にみる甲陽園 華やかなり
し頃」をテーマにした写真展示
問 情報公開課（３5・３798）
※西宮のまちなみ・暮らし・自然など
を撮影した懐かしい風景写真や当時の
パンフレットなどを募集中

★�男女共同参画センター
　ウェーブの催し

日・内 下表のとおり
定 あり
申・問 ウェーブ（64・9495）
託 あり
ラストフライデイシネマ
「ビリーブ�未来への大逆転」
日 9月25日（金）の午前10時、午後2時、6
時半～ 
市民企画講座「女性の社会参画を拒む
ものを乗り越えるために」
日 9月26日（土）午後2時～
内 基調講座「女性の参画を拒むもの」
女性のための就労支援講座「私の仕事
探し～資格があった方が有利ですか？」
日 10月2日（金）午前10時～
何が足りない？シングルマザー支援
～コロナ禍のアンケート結果と住居支援
日 10月3日（土）午後1時半～
内 多様な家族の安心生活を探る
※Zoom参加可。問合せを
市民企画講座「ヨガで身体とこころの
トータルなセルフケアを学ぶ」
日・内 いずれも日曜午後2時～ ▽10月4日
…ストレス軽減のための呼吸法 ▽18日…
基礎体力向上
対 テーマに関心がある女性

★てづくりサーカス

日 9月27日（日）の午前10時～午後4
時
会 西宮神社
内 手作り作品の展示・販売
問 H.E.N.（78・7087…肥後方、土・
日曜、祝・休日休み）

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★�司法書士による障害者のため
の成年後見制度勉強会

日 9月24日（木）午後1時半～
会 総合福祉センター
対 親族後見人または親族後見人の利
用を検討している人
定 あり
申・問 西宮市高齢者・障害者権利擁護
支援センター（３7・0024）

★�相続対策セミナー
　「相続税対策と遺言�徹底解説」

日 10月３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）

★�普通救命講習会

日 10月7日(水)午前10時～
会 消防局　
定 10人。先着順
申� 9月16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

★�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～▷10月
12日（月）…段上公民館▷24日（土）…
上甲子園公民館
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）

★�武庫川女子大学オープンカレッジ
　きれいで元気になれる食育レッスン

日 10月2３日～来年2月19日の金曜午
前10時45分～。6回シリーズ
会 同大学ステーションキャンパス
￥・定 あり
申・問 同大学オープンカレッジ事務室
（45・３700）

　任意自動車保険では、「対人・
対物無制限」という補償内容が主
流です。それは、加害事故による
法律上の損害賠償責任の範囲内
で、無制限に補償するということ
ですが、次のような場合には、相
手方の修理費用が必ず全額補償さ
れるわけではありません。
　物損事故の場合、被害を受けた
自動車の賠償は、事故当時のその
自動車の時価額が上限となりま
す。古い自動車だと、時価額が
10万円程度ということも珍しく
なく、時価額を超える修理が行わ

れても、加害者には時価額を超え
た金額の賠償責任はありません。
被害者は、被害を受けた上に、十
分な修理額の賠償を受けることが
できず、トラブルになることがあ
ります。
　保険会社によって、対物賠償に
対して時価額を超えた修理費用
を、一定額までに補償する特約を
付けることや、自動付帯されてい
る場合があります。自動車保険証
券を確認し、必要に応じて、契約
内容を見直してみてはいかがで
しょうか。

ＦＩＧＨＴ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ
ＰＲＯＪＥＣＴ

ファイト　トゥギャザー　プロジェクト

　西宮市文化振興財団は、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。さまざまなジャンルの作品
を同団のホームページ（https://
n ish i -bunka.or . jp/
ftp/）で公開中。
　ぜひ、ご覧ください。
問 西宮市文化振興財団（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

対
人
・
対
物
無
制
限
の

　
　
　
　
　
自
動
車
保
険
な
ら
安
心
！？

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
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【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）
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★�保育サポーター養成講座

日 10月14日（ 水 ）～16日（ 金 ）、19日
（月）、20日（火）の午前10時～。5回シ
リーズ
会 子育て総合センター
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・小学校教諭、
看護師など）を持つ人で、講座修了後
に自宅での預かり、送迎などができる
人
定 20人。多数の場合人数調整
申 10月6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)

★権利擁護支援者養成研修説明会

日 10月23日（ 金 ）午 後6時 半、24日
（土）午前10時～
会 総合福祉センター 
定 あり
申・問 西宮市高齢者・障害者権利擁護
支援センター（37・0024）
※同研修は11月～来年3月の土曜に開
催。7回シリーズ

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

★�+Park�Yoga
　（プラスパークヨーガ）

日 9月16日（水）午前10時～
会 甲山森林公園
内 体力に応じた初心者向けヨーガ
￥・定 あり
申・問 同公園管理事務所（73・4600）

★�始めてみよう
　フィットネスライフ

日 10月3日（土）午前9時半～
会 中央体育館武道場
内 リズムに合わせた簡単な体操等
対 18歳以上。在勤・在学者可
定 30人。先着順
申 9月15日午前10時から西宮スポー
ツセンター（73・7581）

★�ジム＆リズム
　健康体操教室体験レッスン

日 10月7日～28日の水曜午前9時15
分～

会 能登運動場会議室
対 18歳以上の女性
定 あり
申・問 同運動場（74・3472）

★�西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり

ウェルネススポーツ
日 10月1日～来年1月14日の木曜午後7時
半～。14回シリーズ 会 サン・アビリ
ティーズにしのみや 内 クォーターテニス
など ￥ 3420円 定 25人。先着順 申 9月
14日午前9時から同センター（73・7581）
テニスレッスンin流通
日 10月7日～12月9日の水曜午前9時20
分～。10回シリーズ 会 流通東テニスコー
ト 対 18歳以上 ￥ 1万円 定 10人。先着
順 申 9月14日午前10時から流通東体育館

（078・903・3801）
みんなでドッジボール＆かんたん野球
日 10月17日（土）午後2時～ 会 山口町船
坂多目的グラウンド 対 小学生以上 
￥ 500円 定 40人。先着順 
申 9月14日 午 前10時 か ら 同 セ ン タ ー
（73・7581）
ＧＯ！ＧＯ！ハイキング
日 10月19日（月）午前9時15分～  
内 門戸厄神東光寺、武庫川河川敷など 
対 50歳以上とその家族 ￥ 300円。 小 学
生以下200円 定 30人。先着順 申 9月14
日午前10時から同センター（73・7581）

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★はじめての手話講座

日 10月3日（土）の午前10時、午後2時～
会 総合福祉センター
対 高校生以上 
定 あり
申・問 県立聴覚障害者情報センター
（078・805・4175）

★�阪神くすの木学級西宮教室

日 10月18日（日）午前10時～
会 浜脇公民館など
内 日本酒・火垂るの墓など西宮ゆか
りの歴史・文化の学習
対 16歳以上の聴覚・言語障害のある人
¥・定 あり
申・問 9月18日までに生涯学習企画課
（35・3869 FAX36・1208）。詳しく
は市のホームページ（ページ番号：
96096732）で確認を
※手話通訳・要約筆記あり

★�身体障害者巡回（移動）相談会

日 10月2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Ｂ
　（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
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
※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

★�西宮市社会福祉事業団の
　正規職員

内 下表のとおり
申・問 同事業団（34・2611）
介護老人保健施設の介護員（来年４月採用）
対 平成7年（1995年）4月2日以降に出生
し、社会福祉士または介護福祉士資格取得
者（来年3月末までに取得見込みも可）
定 若干名 
介護老人保健施設の相談員
対 介護支援専門員または社会福祉士 
定 1人 

スクール・資格スクール・資格

★�西宮市ふぐ調理衛生講習会
日 10月16日（金）午前9時25分～
会 兵庫栄養調理製菓専門学校
対 飲食店、魚介類販売業等でふぐを
処理する人
￥ 1万5000円 定 あり
申・問 西宮市食品衛生協会（35・8952）
※現在のふぐ処理者の認定要件が見直
された場合、補足の講習会等の受講が
必要となる場合があります

★�ポリテクセンター兵庫（尼崎市）

日・内 11月開講。ビル設備サービス
科、IoTシステム技術科など
対 ハローワークに求職の申込をして
いる人など 
￥・定 あり 
申 9月30日までにハローワーク
問 同センター（06・6431・7367）
託 あり

★�クリーニング師試験

日 11月7日(土)午前10時～
会 ビューティーアーツ神戸 日本高等
美容専門学校（神戸市）
対 中学卒業以上など 
￥ 7000円
申 9月14日～18日に保健所生活環境
課（26・3692）

【中央公民館】
中公陶芸グループ（67・7641…西
川方）　第2木曜、第4月曜の午後0
時半から
西宮市中国語同好会（53・1064…
村本方、夜）　第1・3金曜の午後7
時から
【鳴尾公民館】
なるお歌唱クラブ（080・6109・
9079…西久保方、昼）　第2・4土
曜の午後1時から。歌唱練習

【夙川公民館】
光川会（72・9365…大島方）　
第1・3土曜の午後1時から。書道
【越木岩公民館】
歌声サロン・越木岩（73・4425…
泉谷方）  第1・3・4土曜の午前10時、
第2土曜の午後1時から。混声合唱
【高木公民館】
たんぽぽ民謡グループ（65・7501
…杉本方、夜）　第1・2・4木曜の
午前9時から。三味線と民謡

　このコーナーでは、北山緑化植物園
で行われる教室や催し等を紹介します。

【問合せ】北山緑化植物園
（0798・72・9391…水曜休み）

絵画展「西宮・木に咲く花」
日 9月18日（金）～10月11日（日）
東洋蘭柄物展
日 10月13日（火）・15日（木）
※時間はいずれも午前10時～午後4時

展示

北山緑化植物園 展示出展者募集
　期間は令和3年(2021年)4月～4年
(2022年)3月。植物や園芸に関する展
示。申込・問合せは11月10日までに
同園へ。

《今月の花》シュウメイギクの仲間

　公民館で活動しているグループの会員を募集します。活動
内容など詳しくは各グループへお問い合わせください。
※電話番号で市外局番のないものは《0798》

　市は、コープこうべと共催で9月14日（月）～16日（水）に、市内のコー
プこうべ全20店舗でフードドライブ（家庭で余った食品を集め、福祉
施設や福祉団体等に無償で提供）を実施します。
　また、市内の食品系量販店（4事業者20店舗）では、常設型のフード
ドライブを実施しています。詳しくは、市のホームページ（ページ番号：
98719999）をご覧ください。

問 美化企画課（0798・３5・865３）

【フードドライブで回収する食品】以下の全てを満たすもの
・未開封
・賞味期限まで1カ月以上ある
・常温保存が可能（冷蔵・冷凍食品以外）
・製造者または販売者が表示されている
・成分またはアレルギー表示がある　
※生鮮食品、アルコール類、賞味期限が明記されていないものは対象外

植木屋さんに学ぶ�年に一度のマツの手入れ
日 10日（土）午前10時～ ￥ 200円 
定 20人。先着順 申 9月15日午前9時から
同園

花と緑の教室≪10月分≫

定期使用グループ会員募集

ＳＮＳ
情報発信

で

しています

Facebook
【ページ名】西宮市役所

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

コープこうべで
フードドライブを実施9/14～16

公民館

令和2年（2020年）9月10日	 （7）

【経済的な困りごと相談】ソーシャルスポット西宮よりそい（0798・31・0199）…月曜～金曜の午前9時～午後5時(祝・休日を除く)
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　9月1日、県内の新型コロナウイルスの新規感染者数が、1週間平均で1日20人を下回
り、県の警戒フェーズは「感染警戒期」になりました。一時より落ち着いたとはいえ、
市内でも新規陽性患者が発生しており、依然として警戒が必要です。
　市では、引き続き感染予防対策や事業継続等の支援を拡充して取り組みます。市民・
事業者の皆さんも引き続き、感染拡大防止にご協力をお願いします。

引き続き にご協力を「うつらない」「うつさない」

事業者の皆さんへ市民の皆さんへ

問 保健予防課（0798・35・4492）

　市では、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を運用しています。
　市公式YouTubeでは、同システムの利用方法を分かりやすく紹介し
た動画を公開しています。ぜひご覧ください。

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)

感染拡大を抑えましょう
　厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大に備え、新型コロナウイ
ルス接触確認アプリ（COCOA）を開発しました。
　本アプリは、スマートフォンを持っている人同士の近接した状態(お
おむね1㍍以内15分以上)を検知して記録し、新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した可能性について通知します。通知を受けた場合、
希望者のＰＣＲ検査費用が無料になります。 施設にあるコードを読み

込むと、陽性患者の利用
が判明した場合に、感染
の恐れがある登録者に通
知があります 動画はこちら

※個人情報の入力の必要はありません。また、接触者同士がお互いに分からな
　いようプライバシーは確保されます

詳しくは
厚生労働省

ホームページへ
≪アプリのインストールはこちら≫

Androidの人はこちら iPhoneの人はこちら

　本紙は9月1日時点の情報で作成しています。新型コ
ロナウイルス感染症に関する市の最新情報は、市のホー
ムページでご確認ください。

各種支援策や最新情報は市のホームページへ

ガイドラインに基づき、感染防止対策の徹底を

　市は店舗等が適切に感染防止策を行っていることを示せるよう、「感
染症対策セルフチェックリスト」と「感染症対策PRステッカー」を
作成しました。市民の皆さんに安心して店舗を利用してもらえるよう、
ご活用ください（詳しくは紙面下段の記事へ）。

「感染症対策セルフチェックリスト」に従い、
「感染症対策PRステッカー」の掲示を

感染防止対策がなされていない
施設の利用を控えましょう

「3密」の回避

手洗いは
30秒程度

健康チェック
体温測定・

いつ、誰と、 どこで、
会ったかを記録

㍍、できるだけ2
㍍最低1

密集 密接密閉

石けん、消毒液の利用

熱や風邪の症状があるときは
自宅で療養

「ひょうごスタイル」に
  ついて詳しくはこちら

身体的距離(ソーシャルディスタンス)の確保

マスクの着用、
咳エチケットの徹底

　店舗等利用者に感染が判明した場合、感染の恐れがある他の利用者
に通知され、感染拡大を防ぐことができます（詳しくは紙面下段の記
事へ）。

(※)本社や支社ではない小規模オフィスや、遠隔勤務用の施設のこと

「LINEコロナお知らせシステム」に登録を

在宅勤務（テレワーク）や分散出勤、
サテライトオフィス(※)の取組を定着させましょう

接触確認アプリ「COCOA」や
「LINEコロナお知らせシステム」に登録を

　感染拡大を防ぐため、県が策定した「感染拡大予防
ガイドライン」の実践をお願いします。
　ガイドラインでは、消毒などの基本事項に加え、業
種ごとの予防措置を示しています。
県HP https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_guideline.html

感染警戒期

「ひょうごスタイル」に取り組みましょう
感染拡大を予防する生活様式

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症関連情報は本紙2面にも掲載

で

使い方を動画で紹介
LINEコロナお知らせシステム

市長が
登場！

県境をまたぐ不要不急の移動を自粛しましょう
東京や大阪など、

誹謗（ひぼう）中傷や差別などは絶対にやめましょう
患者、医療・福祉関係者、お店などへの

対策済み店舗にステッカーを配付
　市は、新型コロナウイルス感染拡大防止と社会経済活動の両
立を図るため、「感染症対策セルフチェックリスト」と「感染
症対策PRステッカー」を作成しました。市内店舗の事業者の皆

さんは、チェックリストに従って感染症対策を行い、ステッカーをご活用くだ
さい。（ステッカーは1店舗につき1枚配付、在庫が無くなり次第配付終了）

商工課（市役所本庁舎8階☎0798・35・3641）問
市のホームページ（ページ番号：70780323）HP

【入手方法】チェックリスト…市のホームページからダウンロード
可▷ステッカー…商工課または西宮商工会議所の窓口で申請を
※一部商店街へは武庫川女子大学経営学部の学生が訪問し、チェッ
クリストを確認、ステッカーを配付予定。店舗の皆さんには、学生
が実施するアンケートへの協力もお願いします

※祝・休日も受付
FAX:0798・34・1358

8:45～19:00

新型コロナウイルス医療相談窓口
☎0798・26・2240

新型コロナウイルス生活一般相談窓口
☎0798・35・0567FAX:0798・33・1174

［受付時間］ 月曜～金曜（祝・休日は除く）の9:00～17:30［受付時間］

新型コロナウイルス
感染症相談窓口

小康期

兵庫県警戒フェーズ

増加期 拡大期Ⅱ拡大期Ⅰ
拡大
特別期

（８）� 令和２年（２0２0年）9月１0日

本紙は9月1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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