
　平成15年（2003年）12月、本市は「環境学習都市宣言」を行い、市民の皆さんが暮らしの中で、環境に対する理解を深め学び合うための取組を、
市民・事業者などの参画と協働により進めてきました。地球温暖化防止月間でもある12月を前に、暮らしと環境のつながりについて考えてみませんか。

問 環境学習都市推進課（0798・35・38２１）

　　平成27（2015）年
　度の市民意識調査で

は、約９割の人が「自然との近接性」を本市の魅力と
答えています。これは、先人達が西宮の自然を大切に
思い、考え、行動し続けてきた結果で、私たちはそれ
を引き継ぎ、未来へとつないでいく責任があります。

　昨年、環境学習都市宣言を行ったソロモン諸島の首
都・ホニアラ市と相互交流を行うなど、本市の環境学習
都市宣言の理念は、西宮モデルとして世界にも広がりつ
つあります。市民の皆さんには、コロナ禍での生活が続
く今だからこそ、宣言について考え、暮らしを見つめ直
す機会にしていただければと願っています。

石井市長からのメッセージ

宣言全文は市のホームページ（ページ番号：85603056）に掲載

環境学習都市宣言（抜粋）
　いま、地球は危機に瀕しています。西宮の環境を、そして地球の
未来を次世代に持続可能な状態で引き継いでいくためには、私たち
一人ひとりが社会のありかたやくらしを見直さなければなりません。
環境学習とは、私たちのくらしが自然にどう支えられ、自然をどう
利用してきたかを考え、自然・歴史や文化・産業・伝統といった地
域資源を活用しながら、地域や地球環境との望ましい関係を築いて
いくために学びあうことです。西宮に住み、学び、働くすべての人々
が、環境学習を軸とした21世紀の持続可能なまちづくりを進めるこ
とをここに宣言します。　 平成15年（2003年）12月14日

コロナ禍でも
できる!

日々の暮らしと
環境は

つながっています

暮らしと環境がつながるまち

日々の暮らしを省エネに
環境を考えながらおサイフにもやさしく 　コロナ禍で、自宅で過ごす時間も増えているので

はないでしょうか。実は、普段の生活の中で、節約
しながら地球温暖化防止の取組ができます。

暖房の目安を21℃
から20℃にすると

年間1430円節約
年間31.2㌔減ＣＯ２

冷蔵庫に詰める量を
半分にすると

年間1180円節約
年間25.7㌔減ＣＯ２

間を空けずお風呂に入り、
追い炊きを控えると

年間6880円節約
年間87㌔減ＣＯ２

白熱電球をLEDに
買い替えると

年間2430円節約
年間52.8㌔減ＣＯ２

環境学習都市にしのみや

西宮オリジナル！ＥＷＣエコカード
　小学生が環境について学んだり、環境にやさしい商
品を購入した際に、サポーターを担う先生や地域の人
から、カードにスタンプを押してもらえる仕組みです。
10個以上スタンプを集めると、地球を守る人「アー
スレンジャー」に認定されます。

あらためて考える

環境学習都市 主な特徴

取組を行い応募した500人
にオリジナルみやたん風呂
敷をプレゼント！

にしのみや省エネ
チャレンジ実施中！

応募方法など詳
しくはこちらへ※左記は、資源エネルギー庁「家

庭の省エネ徹底ガイド」より抜粋

山・川・海の
豊かな自然が身近にある

環境学習が
安全・気軽にできる施設がある

環境学習を
みんなで支える仕組みがある

　今年度は、コロナ禍でも取り組めるように、
家庭で使う特別仕様のエコカードを、生活に
欠かせない水やエネルギーをテーマとした
リーフレット「エコチャレンジブック」とと
もに配布しました。

コロナ禍でも環境学習やっています

世代を越えて、親子で
アースレンジャーにな
る人も登場

アースレンジャーは
累計約8万人

▲11月6日に行われたホニアラ市長とのテレビ会議

国勢調査の集計作業終了まで、人口は「住民基本台帳人口」を掲載します
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《住民基本台帳人口：48万4302人  世帯数：22万3946世帯 ／ 令和２年 2020年）11月1日現在  》

学校・地域・事業者など
約２000のサポーター
カードを持つ子供たちへの
声掛けなど、交流の機会に
もなっています

わがまちクリーン大作戦。12月の開催については６面へナシオン創造の森での森林整備活動親子で楽しみながら学ぶエコ・クッキング

EWC：地球と地域を結ぶ、西宮独自の環境学習システム

学年に合わせて
3種類作成

ココ が す ごい！ ココ す ごい！が

スタンプを集めて
アースレンジャーになろう！

エコカードは学年ごとに用意



　教育委員会は、来年度入学の大学奨学生（貸付）を募集します。
　希望者は、所定の願書に必要書類を添えて、来年1月15日（必着）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：88394828）からもダウンロード可。
【対　象】経済的な理由で修学困難な学生で、来春に大学・短大・大学
　　　　　院に進学を希望する人または高等専門学校4年生に進級する
　　　　　人。保護者が市内在住の人に限る

【貸付額】国公立は月額1万円、私立は月額1万4000円
【返　還】卒業後10年間で半年ごとに均等払い。無利子

　市は、病気やけがなどにより保育所等での集団生活が困難な子供を一時
的に預かる、病児保育事業を実施しています。利用方法や必要書類など詳
しくは、市のホームページ（ページ番号：4７19935７）をご覧ください。

問 保育幼稚園支援課（0798・35・3044）

◇病児保育室（ルーム）一覧
施設名 住所・電話番号等

①つぼみの子保育園 
　病児保育ルーム 林田町8－42 ☎0798・66・6673

②西宮回生病院 病児保育室 大浜町1－4 ☎0798・33・0601
③あんどうこどもクリニック 
　病児保育室

名塩新町8 エコール・なじお5階
☎0797・62・0111HP https://ando－kodomo.com

④ニコニコ桜今津灯保育園
　病児保育ルーム 今津水波町9－8 ☎0798・31・6242

⑤高須の森 病児保育ルーム 高須町1丁目1－2０ ☎080・2441・0014

訪問型病児・病後児保育利用料金助成制度

ごみの再資源化に取り組む団体に奨励金

　市は、地域で自主的に、家庭から排出される新聞やダ
ンボールなどを回収し、ごみの減量と再資源化に取り組
んでいる団体へ奨励金を交付しています。奨励金の交付
には事前登録が必要ですので、希望団体は登録手続きを
してください。

新規団体は登録手続きを

センター名 申込先 住所・電話番号
香櫨園・浜脇・
用海

西宮YMCA
（神戸ＹＭＣＡ西宮ブランチ）

〒662－０977神楽町5－23
☎0798・35・5987

鳴尾 三光事業団
鳴尾育成センター事務局

〒663－8125小松西町2丁目6－3０
☎0798・41・4421

上甲子園・
甲子園浜・夙川・
大社・鳴尾東

労協センター事業団
西宮事業所

〒663－8113甲子園口3丁目5－1
A・I APTS2０2号
☎0798・67・5170

高木・高木北・
高須西 セリオ 西宮事務局

〒662－００34西田町1－22
ＮＤビルハイツ2０6号
☎0798・78・3908

苦楽園・深津 シダックス大新東ヒューマン
サービス 西宮事務局

〒663－8184鳴尾町1丁目24－2０
田中ビル3階
☎0798・44・3536

津門 ライクアカデミー
(津門育成センター)

〒663－8245津門呉羽町5－13
☎0798・34・2044

瓦木 ライクアカデミー
(瓦木育成センター )

〒663－81０6大屋町1０－2０
☎0798・65・5443

平木 日本デイケアセンター
大阪営業所

〒531－００75大阪市北区大淀南
1丁目9－16山彦ビル3階
☎06・6147・5001

上記以外 西宮市社会福祉協議会
育成センター事業課

〒662－０913染殿町8－17
総合福祉センター1階
☎0798・36・7127

問 美化企画課（0798・35・8653）

クラブ名 定員 事業者 住所・電話番号
放課後クラブ
いつざいや 25人 エムステージ 甲東園1丁目2－1 オーチャム・ダ

イウメ1階 ☎0120・214・620
学童保育じゃんぷ
甲子園クラブ 4０人 子ども支援

ホーム
若草町2丁目1０－13 カーサカペラ
1ーＤ ☎048・253・5949

アフタースクール
にしのみや上ケ原 4０人 三楽

上ケ原五番町6－33
☎0798・65・3499

アフタースクール丸橋 33人 丸橋町6－8☎0798・65・3499

　留守家庭児童育成センター（以下、育成センター）は、就労等により
昼間に家庭で保護者がいない児童に、放課後や夏休み等の長期休業期間
中、適切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図るため、市が設置
している施設です。

▶小学校の授業日…下校時～午後5時（延長は７時まで）
▶小学校の休業日（日曜、祝・休日を除く）…午前8時～午後5時
（延長は月曜～金曜のみ７時まで）　※土曜は延長なし

月額8200円（延長料月額3000円）　※減免制度あり。別途要実費

申請書など必要書類を12月1日～28日に右表の申込先へ持参
か郵送（必着）を。来年2月5日まで追加申込を受け付けますが、
12月28日までに申込をした人が優先されます

利用資格(※)を満たす家庭の小学1年生～3年生（障害のある児
童は6年生まで。市が指定する育成センターは4年生まで）
(※)詳細は利用案内か市のホームページ (ページ番号：91611０84) で
　  確認を

問 育成センター課（0798・35・3659）

※�新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、できる限り郵
送での提出をお願いします

利用案内や申請書などは、各育成センター、各申込先、一部
を除く保育所・幼稚園で配布しているほか、市のホームペー
ジ（ページ番号：91611０84）からダウンロード可

今津、上甲子園、瓦木、苦楽園、甲子園浜、甲東、香櫨園、夙川、高木、高木北、
高須、高須西、段上、段上西、鳴尾、鳴尾東、西宮浜、樋ノ口、山口

申込多数の場合は提出書類をもとに、保護者が児童を育成でき
ない状況等を点数化し、優先順位を決定。各申込先から利用の
許可・不許可通知が郵送されます

まず事前登録を！

病児保育を実施しています
小学生も利用できます

1日2000円（生活保護世帯は減免制度あり）
※①②④⑤は給食あり（500円。弁当持参可）
　③は給食なし（弁当持参）
月曜～金曜の午前8時～午後6時、土曜の午前8時～午後1時
※日曜、祝・休日、12月29日～1月3日は休み

保育幼稚園支援課（市役所本庁舎７階）または各施設で事前登録の
上、利用希望日の前日までに電話（③はホームページ）で予約を

※家族数に応じた所得制限あり。4人家族の場合、384万円以下

生後6カ月～小学生（事前に医療機関を受診）

　全国保育サービス協会加盟事業者、および内閣府「ベビーシッター派遣
事業」割引券取扱事業者が実施する在宅の病児・病後児保育サービスを利
用した場合、保育利用料の半額を助成します。必要書類などは、市のホー
ムページ（ページ番号：11877571）からダウンロードできます。

【対象児童】生後6カ月～小学生（利用の前後7日以内に医療機関を受診）
【助成上限】児童1人につき年間4万円。入会金や年会費は対象外
【申請方法】利用後6カ月以内に、領収書等を添付した所定の申請書を保
　　　　　　育幼稚園支援課へ

【対象】次のいずれの要件も満たす営利を目的としない市内の地域団体
　　　　▷世帯数20世帯以上または構成人数20人以上
　　　　▷年2回以上かつ半年間に500㌔㌘以上の再生資源を回収
　　　　※今回の新規登録団体は、来年1月回収分から奨励金交付の対象
【新規登録手続き受付期間】12月1日～28日（毎年6・12月に受付）

　民設放課後児童クラブは、民間の事業者が市の補助を受け、設置・運営す
る施設です。来年度は市内4カ所で運営されます＝右表参照。申込受付期間
等は各事業者に問合せを。民設放課後児童クラブについて詳しくは、市のホー
ムページ（ページ番号：22428523）でご確認ください。
【利用資格・時間・料金】育成センターと同じ
【対象】利用資格を満たす小学1年生～4年生

※受入れは4年生より1年生～3年生が優先

募集

問 学事課（0798・35・3817）

来年度入学 大学奨学生（貸付）
来年1月15日までに申込を

対 象

時 間

料 金

申 込 ４年生を受け入れる育成センター

利用の
決定

対 象

利用料

開所日

利 用
方 法

民設放課後児童クラブも利用を受付

学童保育の来年度利用申請を受付
留守家庭児童育成センター留守家庭児童育成センター
（2）� 令和２年（２0２0年）11月２5日



広告主を募集

　市は、広告主を募集します。広告の
内容は、市営住宅の入居者に火災や漏
水等の事故に備えるための保険加入を
促進するものとします。
　広告を掲載する「西宮市営住宅だよ
り（春号）」は、約9200部の発行を予定
しており、市営住宅入居住戸の集合ポ
スト等への投函および市営住宅管理セ
ンター、市役所南館1階に設置します。
　募集内容など詳しくは市のホーム
ページ（ページ番号：25411494）に
掲載している募集要項、仕様書をご覧
ください。
【広告料・募集枠数】1枠3万円以上（税
込）・1枠

【配布日】来年5月上旬
【申込】必要書類を12月7日～21日（消
印有効）に住宅管理課（市役所南館1
階☎0798・35・3638）へ郵送。持
参も可　※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
高いところに決定

競争入札参加資格審査
申請は1月12日まで

　市、上下水道局および市立中央病院
は、競争入札参加資格者の登録申請を
11月24日から受け付けます。
　「工事」は令和3・4（2021・2022）年
度2カ年有効の本登録、「委託・物品」
は3年度1カ年有効の補充登録です。
　申請は、所定の申請書を来年1月12日
までに契約管理課（0798・35・3405）
へ郵送（消印有効）を。申請書は市の
ホームページ（ページ番号：828259
75）からダウンロードできます。

　◆阪神間都市計画の変更案を縦覧
「①浜甲子園団地地区計画」および「②
生産緑地地区（中野奥畑2生産緑地地

区ほか9地区）」の変更案を、11月25
日～12月9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：①58587982、②
78118278）で縦覧。縦覧期間中、
市長宛てに意見書を提出可。問合せは
都市計画課（0798・35・3660）へ
　◆11月25日～12月1日は「犯罪被
害者週間」　犯罪被害は、いつ誰の身
に起きるか分かりません。被害に遭っ
た人や家族が被害から立ち直り、再び
平穏に過ごせるよう、犯罪被害につい
て考えてみましょう。市は、犯罪によ
り傷害・死亡などの被害を受けた人や
家族への支援（支援金支給等）を行っ
ています（交通事故等を除くほか諸条
件あり）。問合せは人権平和推進課
（0798・35・3471）へ
　◆12月1日は世界エイズデー　世界
各国で、エイズのまん延防止と感染者
への差別や偏見の解消を目指していま
す。保健所では不定期でHIV即日検査
（要予約）を実施。問合せは保健所保
健予防課（0798・26・3675）へ
　◆12月1日～10日は「年末の交通
事故防止運動」期間　日頃から交通
ルールやマナーを守り、他者を思いや
る行動を心掛けましょう。問合せは交
通安全対策課（0798・35・3806）へ
　◆北部図書館は12月7日～15日は
蔵書点検のため休館　返却ポストは通
常どおり利用可。ただしCDは返却不
可。問合せは中央図書館（0798・
33・0189）へ
　◆西宮市を定置場とする市外ナン
バーの原付等は本市ナンバーに変更を
　市内を主たる定置場（車両を運行し
ないときに主に駐車している場所）と
するミニカーを含む原動機付自転車等
は、本市ナンバープレートに変更して

ください。詳しくは税務管理課
（0798・35・3209）へ問合せを

◆その他

リゾ鳴尾浜が営業終了

　リゾ鳴尾浜は、11月末をもって営
業を終了します。皆さんの長年にわた
るご厚情に感謝申し上げます。
　なお、鳴尾浜臨海公園北地区（野球
場・テニスコート）・中地区・南地区
（海づり広場・芝生広場・花工房）は
引き続き利用できます。

【営業最終日】11月30日(月)
【最終日営業時間】午前10時～午後6
時（受付は5時まで）

【問合せ】リゾ鳴尾浜（0798・42・
2161）

就職氷河期世代の
正社員就職をサポート

　県労働局の委託事業として、大原学
園は就職氷河期世代を中心とした35
歳～54歳の正社員就職をサポートす
る「不安定就労者再チャレンジ支援事
業」を実施しています。
　この事業ではパソコン講座や面接対
策の研修（2カ月）、就職あっせん（3
カ月）、定着支援（1年間）をキャリ
アコンサルタント等がサポートしま
す。費用は無料。
　問合せは同事務局（03・3237・
7010）へ。
※次回は12月17日開始の神戸会場
（大原簿記専門学校神戸校）分。以降
も実施予定あり

インフォインフォ
メーションメーション

◆市から

12月定例市議会を開催

　12月定例市議会が、11月27日～
12月17日に開かれる予定です。
　主な日程は、本会議での一般質問が
12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16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
（https://www.nishi.or.jp/nishinomi
yashigikai/）の本会議インターネッ
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。

県立西宮病院・市立中央病院
「統合再編基本計画」を見直し

　市と県は、令和2年(2020年)2月に
両病院にかかる「統合再編基本計画」
を策定しましたが、新型コロナウイル
ス感染症に対する阪神医療圏域での対
応状況を踏まえ、10月に以下の機能
を新たに盛り込みました。
▶感染症対応機能の充実・強化
平常時は一般患者に対応しつつ、感染
症流行時には感染症患者を受け入れで
きるよう設備の整備や動線確保を行う
▶救急ワークステーションとの連携
新病院敷地内に設置予定の救急ワーク
ステーション(救急隊を配備)と連携・
協力し、市民の救命率向上に取り組む
　詳しくは中央病院のホームページ
（https://www.hospital-nishinomiy
a.jp/info/feature/way/02.html）に
掲載しています。問合せは中央病院
（0798・64・1515）へ。

問　西宮市土地開発公社（0798・34・7262）

市と西宮市土地開発公社は、宅地分譲を行います＝下表参照。
詳しくは、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、アクタ西宮ステーションなどで配布している申込書付パンフレット
か、市のホームページ（ページ番号：61704803）をご覧ください。
【対象】個人（区画により法人、宅地建物取引業者も可）

分譲地・区画数 価格 申込

山口町…2区画 218万円、
237万円 受付中（先着順）

所定の申込書を
同公社(市役所東
館7階)へ持参
※郵送不可

名塩さくら台…26区画 470万円～
831万円 受付中（先着順）

南甲子園3丁目…7区画
神祇官町…1区画
津門飯田町…1区画

最低売却価格
2972万円～
8479万円

12月9日～18日
（入札）

西宮市土地開発公社の宅地分譲

①空家等対策審議会（臨時委員） ②地域福祉計画策定委員会（臨時委員）

内 容 「空家等対策計画」の改定案に
関する審議

「西宮市地域福祉計画」の改定に
関する審議

任 期 来年4月1日から1年間

対 象 任期開始日時点で20歳以上。
本市の他の審議会委員・市職員・市議会議員を除く。①は在勤者可

定 員 2人 3人
Ｈ Ｐ ページ番号：91707027 ページ番号：45504555

担当課 環境衛生課（西宮浜3丁目4
☎0798・35・0002）

地域共生推進課（市役所本庁舎3階
☎0798・35・3286）

各種委員を公募
　市は、各種委員を公募します＝下表参照。詳しくは各担当課で配布する募集
要項または市のホームページをご覧ください。

【申込】

【選考】

所定の応募用紙、設定されたテーマの小論文を12月22日（②は24日）
までに各担当課へ郵送（①消印有効、②必着）かEメールを。持参も可
書類選考および面接（対象者には個別通知）

問　消防局救急課（0798・32・7319）

　厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民によ
る救急蘇生法について（指針）」が示されました。
　コロナ禍でも人の命を救うため、できる限り感染防止に努めながら応急
手当を実施していただきますよう、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：41921334）をご覧ください。

コロナ禍での救命処置について
もしものときに！

▪ 自分のマスクがあれば着用を 布・タオル・マスク等があれば、
倒れている人の鼻と口にかぶせる

▪ 

人工呼吸は実施しない(※)▪ 
▪ 呼吸を確認するときも、倒れて

いる人の口元に顔を近づけない

倒れている人の反応を確認する 胸骨圧迫

倒れている人が子供の場合、人工呼吸の訓練を受けており、それを行う意思のある家族
等は、胸骨圧迫に加えて人工呼吸を（人工呼吸用の感染防護具があれば使用を）

(※)

　税務署で発行するIDとパス
ワードがあれば、ICカードリーダ
ライタを持っていない人も、自宅
のパソコン、スマートフォンから
申告書を作成・送信できます。
　右記の日程でID・パスワード
の臨時発行会を開催しますので、
この機会にぜひお越しください。

ID・パスの発行会
11月27日(金)・30日(月)の
午前10時～午後4時
市民会館1階
本人確認書類（運転免許証等）

【日　時】

【会　場】
【持ち物】

西宮税務署（0798・34・3930）問

確定申告は便利なネット申告を
自宅でかんたん！時間も節約！密を避けて感染防止も！

来年の確定申告に向けて

を開催

令和2年（2020年）11月25日	 （3）
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　本市は、事務事業や事務執行体制の見直しなどにより、継続して定員の適正化に取
り組んでいます。令和２年4月1日現在の部門別の職員数の状況および主な増減理由、
定員適正化の進捗状況については、下表のとおりです。

　本市では職員に対して、令和元年度は3回にわたり綱紀の粛正に関する通達等を出
し、公務員としての自覚を促すなどして、市政への市民の信頼確保に努めています。
令和元年度の懲戒処分件数は、懲戒免職3件、停職4件、戒告4件でした。

　市長・副市長の給料および市議会議員の報酬は、学識経験者や市内の公共的団体の
代表者等で構成される特別職報酬等審議会の意見を聴き、市議会の議決を経て、条例
で定められています。それぞれの支給額は、下表のとおりです。

　一般職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時半までです。また、職員の休暇
制度としては、年次休暇、公務傷病等による療養休暇、私傷病による療養休暇、産前
休暇、産後休暇、育児時間、生理休暇、結婚休暇、忌服休暇、特別休暇（夏季休暇、
子の看護休暇等）、介護休暇、介護時間、組合休暇、育児休業があります。

　職員の給与は、毎月の給料のほか、扶養手当や住居手当等の諸手当から構成されて
います。額については、生計費のほか、国や他の地方公共団体の職員の給与や民間企
業の従事者等の給与との均衡を考慮して定められています。人件費と職員給与費の状
況は、下表のとおりです。なお、普通会計とは、地方財政の統計上用いられる全国共
通の会計区分です。各会計の範囲は地方公共団体ごとに異なっているため、財政状況
を比較する際には、この普通会計が用いられます。

　地方公務員法の規定により、職員の福利厚生の増進を図ることを目的として「一般
財団法人西宮市職員自治振興会」を設置しています。
　共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき設置されている「兵庫県市
町村職員共済組合（公立学校の教職員については公立学校共済組合）」に加入してい
ます。研修については、西宮市人材育成基本方針に基づいて、さまざまな研修に取り
組んでいます。令和元年度は各階層別研修を基本に、技術職員の中からリーダーとな
る人材を育成するための派遣研修や建築職への国家資格登録助成制度を活用しなが
ら、専門的知識が特に必要とされる技術職員に対する人材育成に引き続き取り組みま
した。また、高度な専門的知識の修得と人的ネットワーク構築のために外部研修専門
機関へ積極的に職員を派遣しました。

　職員の給料月額は、行政職、技能労務職、医療職（3種類）、消防職、教育職（２種類）
の職種ごとに分かれる8種類の給料表によって定められており、各給料表は職務内容
と職責に応じて級が区分されています。近年では、平成２9年度に、前年度まで実施
していた一般行政職等の給料削減を反映させた新たな給料表を導入するなど、人事給
与制度の見直しを行いました。
　一般行政職の給料水準については、令和２年4月1日現在、市の職員構成を国と同じ
と仮定して算定するラスパイレス指数では、国100に対して101.4（昨年は101.２）、
国の職員構成を市と同じと仮定して算定するパーシェ指数では、国100に対して99.4
（昨年は100.1）となっています。

　職員手当の支給状況については下表のとおりです。なお、支給職員1人当たりの平
均支給年額は、令和元年度普通会計決算額です（退職手当を除く）。

問
1～6…人事課（0798・35・3502）
7～9…人事課（0798・35・3513）

…研修厚生課（0798・35・3941）10

　市職員の給与などの状況について、お知らせします。

　　　　　　　　　　　　　　（令和元年度）
職員数

A
給与費 1人当たり給与費

B／A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B
3244人 122億974万円 44億5390万円 57億815万円 223億7179万円 690万円
※職員数は、令和2年4月1日現在の人数
※職員手当には、退職手当と通勤手当を含まない

（令和2年4月1日現在）

期末・
勤勉手当

支給月数 期末手当2.6月、勤勉手当1.9月
加算措置 役職に応じて5％～20％を加算

支給職員1人当たり平均年額 177万2000円

退職手当

支給月数

自己都合退職 定年退職
勤続20年 19.6695月 24.586875月
勤続25年 28.0395月 33.27075月
勤続35年 39.7575月 47.709月
最高限度 47.709月 47.709月

定年前早期退職特例措置 退職時給料月額に2％～45％を加算
調整額 在職中の職位に応じた調整額を加算

令和元年度退職者
と1人当たり平均

支給額
（全職種分）

退職者数 平均支給額
自己都合 32人 177万4000円

定年 66人 2244万2000円
その他（死亡・勧奨） 18人 2207万6000円

地域手当 本市の支給率 15％
支給職員1人当たり平均年額 59万8000円

特殊勤務手当 手当の種類 じんかい処理作業従事手当等26種類
支給職員1人当たり平均年額 16万円

超過勤務手当 支給職員1人当たり平均年額 29万3000円

扶養手当 支給基準
子1万円、その他の扶養親族6500円
など。16歳以上22歳以下の子など1
人につき5000円加算

支給職員1人当たり平均年額 23万7000円

住居手当 支給基準 世帯主1万3000円
支給職員1人当たり平均年額 15万3000円

通勤手当 支給基準

通勤のためにバス・電車などの交通機
関を利用する者に、6カ月定期券等の
価額により支給（1カ月当たりの最高
支給限度額は5万5000円）
交通用具（自転車、単車、自動車）利用者
は用具、距離に応じて2000円～3万
1600円

支給職員1人当たり平均年額 10万7000円

管理職手当 支給基準 役職に応じて4万5000円～11万2000円
を支給

支給職員1人当たり平均年額 81万7000円

（令和2年4月1日現在）
一般行政職（1615人） 技能労務職（435人）

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
西宮市 40.1歳 31万3254円 40万9574円 51.0歳 35万  809円 42万3597円

国 43.2歳 32万7564円 40万8868円 50.9歳 28万7283円 32万8862円
※平均給料月額は、令和2年4月1日現在における職員の基本給の平均額
※平均給与月額は、基本給と扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当を合計したものの平均額

（令和２年4月1日現在）
大学卒 高校卒

初任給 18万7600円 16万1800円
10年目         ２5万円 ２1万7300円
20年目 33万7800円 30万２500円

 （令和元年度）
職種 試験区分 応募者数 受験者数 最終合格者数

事務職 事務、司書等 984人 722人 38人
技術職 土木、建築等 72人 62人 21人
保育職 保育士 217人 209人 11人

看護保健職 看護師、保健師 48人 37人 11人
医療技術職 薬剤師 6人 4人 1人
技能労務職 衛生作業員等 117人 113人 9人

消防職 消防士 330人 287人 19人
合計 1774人 1434人 110人

平成30年 平成31年 令和2年
人口 48万5225人 48万5189人 48万4357人

普通会計職員数 3206人 3233人 3244人
人口1000人当たりの普通会計職員数 6．61人 6．66人 6．70人

※人口は各年1月1日現在、普通会計職員数と人口1000人当たりの普通会計職員数は各年4月1日現在の数

◆ 定員適正化の進捗状況

　　　   （各年4月1日現在）
職員数（常勤職） 対前年

増減数 主な増減理由平成31年 令和2年

一
般
行
政
部
門

議会 18人 18人 ー     

総務・企画 528人 537人 9人 国勢調査実施に向けた体制強化
財務局新設に伴う体制整備

税務 137人 135人 －2人 職員配置の見直し
民生 729人 724人 －5人 職員配置の見直し
衛生 443人 444人 1人
労働 9人 10人 1人

農林水産 8人 9人 1人
商工 24人 23人 －1人
土木 313人 315人 2人 事務執行体制の強化
小計 2209人 2215人 6人

教
育・消
防

部
門

教育 561人 552人 －9人 用海・瓦木幼稚園休園に伴う職員配置の
見直し

消防 463人 477人 14人 消防体制の強化
小計 1024人 1029人 5人

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院 221人 224人 3人 診療体制の充実
水道 172人 174人 2人 水道事業の体制強化

下水道 77人 79人 2人 下水道事業の体制強化
その他 107人 105人 －2人 職員配置の見直し
小計 577人 582人 5人

合計 3810人 3826人 16人

◆ 部門別職員数の状況と主な増減理由

　　　　　　　　　　　　（令和元年度）
住民基本台帳人口

（令和2年3月31日現在）
歳出額

A
人件費

B
人件費率
B／A

人件費率
(平成30年度)

48万3744人 1743億8394万円 352億4761万円 20．21％ 20．23％
※人件費には、職員の給与、退職手当、共済費、特別職に支払われる給料や報酬が含まれる

◆ 人件費の状況（普通会計決算）

◆ 職員給与費の状況（普通会計決算）

◆ 職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況

3 初任給、経験年数・学歴別平均給料月額

◆ 職員手当の支給状況

4 職員手当の状況

6 特別職の報酬等 の状況

5 職員の勤務時間､ 休暇制度 の状況

7 職員の服務の状況

8 職員採用試験の状況

9職員数の状況

職員の福利厚生 研修および の状況

の状況

（令和2年10月1日現在）
給料・報酬月額等 期末手当 退職手当支給額 減額前

給
料

市長 A 84万  582円  120万6000円
4.5月分

令和元年度
支給割合

A×在職月数×0.43
副市長 82万7900円 B 97万4000円 B×在職月数×0.28

報
酬

議長 70万2950円 82万7000円
副議長 63万5800円 74万8000円
議員 58万3950円 68万7000円

※新型コロナウイルス感染拡大を受け、令和2年6月1日から令和3年3月31日まで、給料・報酬月額
　を15％減額（市長はすでに実施中の18％自主減額後の給料額から15％減額）
※市長の現任期にかかる退職手当については不支給

市職員 給与 公表の など

2平均給料月額等

1 人件費・職員給与費 の状況

の状況

（ ）

（4）� 令和２年（２0２0年）11月２5日

≪元号・西暦対照≫平成29年…2017年▶平成30年…2018年▶平成31年・令和元年…2019年▶令和2年…2020年▶令和3年…2021年



来年１月の健診（検診）

応急診療
内科、小児科 小児科 歯科 耳鼻咽喉科、眼科

名称・
住所

西宮市応急診療所（池田町13－3）
※発熱患者の受診は必ず事前予約を。発熱症状の無い人は予約不要

阪神北広域こども急病センター
（伊丹市昆陽池2丁目10）

西宮歯科総合福祉センター
（甲子園洲鳥町3－8）

尼崎健康医療財団休日夜間急病診療所
（尼崎市水堂町3丁目15－20）

電話 0798・32・002１ 予約電話 0570・082・438 072・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、12月29日～1月3日
… 9：00～13：45、17：00～23：15

【予約時間】月曜～金曜…20：00～21：00
土曜…16：30～17：30、20：00～21：00
日曜、祝・休日、12月29日～1月3日…
8：30～9：30、16：30～17：30、20：00～21：00

全日…深夜0：00～翌朝6：30
日曜、祝・休日
…9：30～12：00
12月29日～1月3日…9：30
～11：30、13：00～14：30

土曜（耳鼻咽喉科のみ）
…18：00～20：30
日曜、祝・休日…9：00～16：00
12月29日～1月3日…9：00～翌朝5：30

みやっ子
 

）

歳
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月

1

1
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山
﨑 

寿
莉

保険証など持参を

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

子育て関係・相談など（１2月分）
要予約。先着順。申込・問合せは各会場へ。会場の表記は次のとおり
▪中央…中央保健福祉センター（染殿町8－3 ☎0798・35・33１0）
▪鳴尾…鳴尾保健福祉センター（鳴尾町3丁目5－14 ☎0798・42・6630）
▪北口…北口保健福祉センター（北口町1－1 ☎0798・64・5097）
▪塩瀬…塩瀬保健福祉センター（名塩新町1 ☎0797・6１・１766）
▪山口…山口保健福祉センター（山口町下山口4丁目1－8 ☎078・904・3１60）
▪保健所（江上町3－26 ☎0798・26・3667）

子育て関係
事業名 12月（一部来年1月）の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

2日（水）・10日（木）・17
日（木）の9：45～11：45

助産師等による相談。対象は妊娠中
から産後1年までの妊産婦。申込は市
の ホ ー ム ペ ー ジ（ ペ ー ジ 番 号：
44926114）から。問合せは北口へ

マザークラス
1月13日（水）・20日（水）
の13：30～16：00。
2回シリーズ

中央
対象は令和3年3月～5月出産予定の
初妊婦。定員24人。申込は12月9日
から

はじめての
離乳食講座 18日（金）10：30～11：20 中央

対象は令和2年6・7月出生の第1子と
保護者。定員24人。申込は12月1日
から

離乳食講座 15日（火）10：30～11：20 鳴尾
公民館

対象は令和元年11月～2年3月出生の
第1子と保護者。定員16人。申込は11
月30日から鳴尾へ

親子の
歯の教室 9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11月30日から

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
（※）4か月児健診…令和2年8月出生▷10か月児健診…令和2年2月出生
▷1歳6か月児健診…令和元年5月出生▷3歳児健診…平成29年7月出生

相談
ぜん息・呼吸器
相談 23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

8日（火）10：00～12：00
塩瀬

栄養士による相談22日（火）13：00～15：00

24日（木）の10：00～12：
00、13：00～15：00 山口

栄養相談 月曜～金曜（祝・休日を
除く）の9：30～16：30 保健所 対象は食事制限が必要な人など

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 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

精神保健福祉
相談

1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

10日（木）9：20～10：00 鳴尾

10日（木）13：20～14：20 塩瀬

18日（金）13：10～14：00 北口

歯科健康相談 9日（水）14：30～15：30 保健所 歯科医師による相談。
申込は11月30日から

健康増進課
（0798・35・3127）

令和2年4月～令和3年3月に誕生日を迎える年齢【対象年齢】

▷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
▷〔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、
　　　　  集団検診のみ実施

▷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)
詳細は下記参照【受 診 料】

▪総合健康診査…30歳以上。1万6900円

受診券不要

受診券不要

「すこやか健康診査」と「基本健康診査」の希
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

（※）

会場 1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、1日～5日を
除く)、17日（日）の8：45～12：00

0798・6１・7１33…月曜～金曜（祝・
休日、12月29日～1月4日を除く）

西宮市医師会診療所 18・25日の8：45～12：00。
いずれも月曜

0798・6１・7077…月曜 ～金 曜
（祝・休日、12月29日～1月4日
を除く）の9：00～17：00

塩瀬公民館 26日（火）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）
…12月4日～18日（土・日曜、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〕

▪

すこやか健康診査
35歳～39歳。1500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

▪

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〕

▪

前立腺がん検診
50歳以上。1000円

▪

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〕

▪

肝炎ウイルス検診
40歳以上の未受診者。700円
〔個1200円〕

▪

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〕

▪

▪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〕

女性のための検診

健康ドック

対象者に個別通知。対象は40・50・60歳（500円）、70歳（無料）。個別検診のみ
歯周疾患検診

要受診券（※）西宮市各種健康診査 がんなど各種検診

☎保健予防課（0798・35・3301）

☎保健予防課（0798・35・3308）

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。詳し
くは市のホームページ（ページ番号：22784785）をご覧く
ださい。市外で接種する場合は、接種予定日の10日前までに
連絡を

このほかの健康・医療相談は、ハローにしのみや（ページ下参照）をご利用ください

≪元号・西暦対照≫平成29年…2017年▶平成30年…2018年▶平成31
年・令和元年…2019年▶令和2年…2020年▶令和3年…2021年

※詳しくは市のホームページ（ページ番号：64971580）をご覧ください

にしきた献血ルーム（全血献血・成分献血）…10：00～13：00、
14：00～17：30（成分献血は17：00まで）
市役所本庁舎前…12月9日（水）の10：00～12：00、13：15～
16：00

申込期間は１2月１日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※12月の空き区分も受付中
申込は各会場へ。

（注） 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

問 

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
ターネットで予約可。詳しくは西宮市医師会ホームページ(https://www.
nishinomiya.hyogo.med.or.jp/)から

➡
※

会場 1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、12月29
日～1月4日を除く）

会場 1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、12月29
日～1月4日を除く）

山口保健福祉センター 25日（月）9：00～11：00　※乳がん
検診（視触診）は2月25日（木）午後に実施

兵庫県健康財団（078・793・
9333） …11月30日 ～ 12
月17日（土・日曜、祝・休日を
除く）の9：00～17：00塩瀬公民館 25日（月）13：30～16：00　※乳がん

検診（視触診）は2月19日（金）午後に実施

献血

子供の定期予防接種

令和2年（2020年）11月25日	 （5）

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



子  供・子 育 て子  供・子 育 て

★�ちびっこ親子しぜんあそび

日 12月8日(火)午前10時40分～
会 鳴尾浜臨海公園 定 あり
申・問 同公園南地区管理事務所
（48・9386）

★�子どものためのクリスマス・コンサート
　楽しい「あの日」がやってくる

日 12月12日（土）の①午前11時、②
午後3時半～
会 神戸女学院講堂
対 ②は5歳児以上
￥ 各500円、19歳以下300円
定 あり
申・問 同大学音楽学部アウトリーチ・
センター（51・8584）

★�野菜でMAKE�YOU�HAPPY�

日 12月19日(土)午前10時～
会 甲山農地、協力農家さん宅
内 野菜の収穫、採った野菜でランチ、
リース作り
対 小学生のいる家族
定 4家族15人程度。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、住所、氏名（ふ
りがな）、大人・子供の人数、子供の
年齢、メールアドレス、電話番号を書
き、12月5日（必着）までに神戸女学
院大学人間科学部ESD推進室（〒662
－8505岡田山4－1☎51・8591)

★�貝のクリスマスオーナメント
をつくろう！

日 12月19日(土)の午前10時半、午後
1時半、3時～
会 西宮市貝類館
対 小学生以下は保護者同伴
￥ 1個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、作成
個数、住所、参加者全員の氏名・年齢、
電話番号を書き、12月7日（必着）ま
でに同館（〒662－0934西宮浜4丁
目13－4☎37・0485）

★�人形劇定期公演

日 12月19日（土）午後2時～
会 大学交流センター
￥ 300円（小学校入学前無料）
定 70人。多数の場合抽選
申 12月9日までに市のホームページ
（ページ番号：37863174）
問 文化振興課（35・3425）

★�山東でお正月準備

日 12月19日(土)・20日(日)。1泊
会 山東自然の家（朝来市）
内 餅つき、しめ縄づくりなど
対 4歳～17歳の子を含む家族（3歳以
下参加不可）
￥ あり 定 8家族。多数の場合抽選
申 12月6日までに同自然の家（079・
676・4100）

★�宮っ子Jリーガー祭

日 来年1月4日（月）午後1時～
会 西宮浜多目的人工芝グラウンド
内 西宮出身のJリーガーとサッカー
対 小学生 定 あり
申 市のホームページ（ページ番号：
59293784）
問 スポーツ推進課（35・3426）

芸     術芸     術

★12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
書

（藤下光世さん）
※展示替えで鑑賞
できない場合あり

幸和園・南幸和園・
大社幸和園園児
作品「たのしいふ
ゆがやってきた」

★�クリスマスのお話とオペラ
　「アマールと夜の訪問者たち」

日 12月25日(金)の午前11時、午後3時～
会 県立芸術文化センター中ホール
対 小学生以上 
￥ 各3000円、小・中学生1500円
問 同センター (68・0255)

★�西宮能楽堂の催し

日・内 下表のとおり
対 小学生以上 ￥ あり
申・問 西宮能楽堂（48・5570）

「雅楽会」～能にみる雅楽文化

日 12月6日(日)午後2時～
能「土蜘蛛」～伝説の刀剣�蜘蛛切

日 来年1月10日(日)午後2時～

★�甲東ホールの催し

日・内 下表のとおり ￥ あり
申・問 同ホール（51・5144）
SAKURAジェンヌ�&�MYザクラ�
クリスマスコンサート
日 12月12日(土)の午後1時半、5時～
ダンス甲東園
Dance×Piano×Song　On�Stage
日 12月20日(日)午後3時～

講  座・講 演 会講  座・講 演 会

★�相続対策セミナー
　「相続対策�事前準備のすべて」

日 12月12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 12月20日(日)午前9時半～
会 消防局 定 10人。先着順
申 11月30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

★�気象予報士・南利幸さんに
　よる講演会

日 来年3月17日(水)午後2時～
会 ホテルヒューイット甲子園
定 100人。多数の場合抽選
申 ハガキに住所、参加者全員の氏名・
年齢、電話番号を書き、12月31日(消
印 有 効)ま で に 西 宮 自 然 保 護 協 会

（〒659ー0023芦屋市大東町18ー6ー
615☎090・8525・9244…大谷方）

催     し催     し

★�市立図書館の催し

日・内 下表のとおり
①中央図書館（33・0189）
パネル展示&ブックフェア「自転車を
楽しむ～ルールを守って安全に」
日 12月4日（金）～来年1月24日（日）の午
前9時半～午後6時
②鳴尾図書館（45・5003）
消費生活関連ブックフェア
「家族で考えよう『図書館で終活』」
日 12月4日（金）～来年2月3日（水）の午前
9時半～午後6時
③北口図書館（69・3151）
展示＆ブックフェア「戦時下の西宮」
日 12月4日（金）～20日（日）の午前9時～
午後8時(土・日曜、祝日は6時まで)

※ いずれも休館日は月曜（祝日の場合は開
館し、翌日休館）、第1木曜、12月28日～来
年1月4日（②は1月19日～26日も）

★�人権学習会「気づきで広がる
こころの輪！」

日・内 下表のとおり
定 各70人。多数の場合抽選
申 12月18日までに市のホームページ
（ページ番号：99220451）
問 人権教育推進課（67・0075） 託 あり
コロナ禍における子どもたちの
ネットトラブルの現状と対策
日 来年1月14日（木）午前10時～ 
会 鳴尾公民館
発達障害と不登校
日 来年1月22日（金）午前10時～
会 段上公民館
多様な性について
お話をきいてみませんか
日 来年2月3日(水)午前10時～
会 浜脇公民館

★�なるお寄席番外編「ざこば・
南光・米團治三人会」

日 来年3月6日（土）午後2時～
会 市民会館アミティホール
対 小学生以上 ￥ 2500円
問 西宮市文化振興財団（33・3146）
※チケット販売は12月14日午前10時
から、市民会館窓口かイープラスへ。
なるお文化ホールでの販売無し

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

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

情報110番警察署からの

還付金詐欺 多発警報 発令中
電話しながらATMを操作する人を見かけたら、

代表的な手口
「市役所です。医療費の還付金があります」
「書類は届いていますか？すぐATMで手続きを」
「ATMで還付金受け取り手続きができます」

と声掛けと通報をお願いします！
「それ、詐欺じゃないですか？」

全部詐欺！
電話を切って110番！

　市民の皆さんで組織された団体や学校、事業所
などが、市内の公園・道路を清掃する「わがまち
クリーン大作戦」が12月13日（日）に行われます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、実施の
有無については、各団体にお問い合わせください。
参加する場合は、感染防止対策をお願いします。
問合せは美化企画課（0798・35・8653）へ。

わがまちクリーン大作戦
12/13（日） 市内の公園・道路で清掃活動！

不法投棄をなくすには、地域で協力して不法投棄を監視するなど、ごみ
を捨てられない環境を作ることが大切です。不法投棄を発見した場合は、
回収せず（移動させず）美化第2課（0798・41・6265）へ連絡を

◆ 不法投棄防止にご協力を！

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
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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）



★�出張いきいきごみ展�in�塩瀬

日 12月14日（月）～17日（木）の午前9
時半～午後3時半（17日は3時まで）
会 塩瀬センター
内 再生した家具など20点を展示。申
込者（1人1点）に抽選で無料提供。
抽選は17日午後3時から。配送なし
問 リサイクルプラザ（22・6655）

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

★�元近鉄バファローズ水口栄二
　に学ぼう！大人の野球教室

日 12月22日(火)午後7時15分～
会 中央多目的グラウンド
対 指導経験のある人、これから指導
する人、中学生以上。在勤・在学者可
定 30人。先着順
申 11月30日 午 前10時 か ら 西 宮 ス
ポーツセンター（73・7581）

★�西宮オープン卓球選手権大会

日 来年1月11日（月・祝）午前9時～
会 中央体育館・武道場
内 シングルス（年齢・男女別）
対 中学生以上 ￥ あり
申・問 12月12日までに西宮市卓球協
会（53・5558…馬場方）

★�甲子園浜マラソン大会

日 来年2月14日（日）午前9時～
会 浜甲子園運動公園
対 鳴尾地域の小学生～高校生
￥ 300円 定 あり
申・問 スポーツクラブ21甲子園浜
（48・2174…松本方）

健  康 ・ 福  祉健  康 ・ 福  祉

★�認知症サポーター養成講座

日・内 下表のとおり 定 あり
申・問 西宮市社会福祉協議会（31・3006）

日時 会場
12月15日(火)
午前10時～ オンライン(Zoom)

来年1月19日(火)
午前10時～ 市民交流センター

来年2月20日(土)
午前10時～ オンライン(Zoom)

来年3月11日(木)
午後1時半～ 山口公民館

来年3月17日(水)
午後1時半～ 総合福祉センター

★�相談ルーム(知的障害者相談
員による相談会）

日・会 いずれも火曜▷12月22日、来
年2月16日の午前10時～正午…総合
福祉センター▷来年1月26日、3月23
日の午前10時半～午後0時半…こども
未来センター
問 生活支援課（35・3130）

相     談 相     談 

★�消費生活センター�12月の相談会

日 8日（火）・22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） 

★�ウェーブにしきた
　就職面接相談会

日 12月16日(水)午前10時～正午、午
後1時半～3時半（受付は3時まで）
会 男女共同参画センター ウェーブ
内 参加企業は午前・午後各2社。履歴
書持参（企業ごとに必要）
問 ハローワーク西宮（75・6716）

人  事  募  集人  事  募  集

★�西宮養護学校の看護師
　（会計年度任用職員B）

内 児童生徒への医療的ケア。週1日～
3日、1日7時間30分勤務。早出あり
対 資格取得者。准看護師可
￥ 日額1万3690円
申 履歴書（写真貼付）、登録票、資格
証の写しを教育人事課（市役所東館8
階☎35・3834）へ持参か郵送

★�市の休暇応援保育士・保育補助員
　（会計年度任用職員Ｂ）

内 下表のとおり。いずれも公立保育
所23カ所での業務
申 履歴書（写真貼付）、保育士証の原
本（②は無くても可）を保育所事業課
（35・3906）　※面談あり
①休暇応援保育士
内 月曜～金曜の午前7時半～午後6時半の
内、指定する日および時間 
対 保育士登録者 ￥ 1時間1247円
②保育補助員（無資格可）
内 月曜～金曜の午前7時半～午後6時半の
内、2時間半～4時間 ￥ 1時間1000円

★�市立学校の給食調理員
　（会計年度任用職員A）

内 給食実施日等の午前8時半～午後3
時45分
￥ 月額17万7600円 定 15人程度
申 所定の申込書を11月25日～12月
11日に教育人事課（市役所東館8階☎
35・3834）。申込書は11月25日から
同課で配布するほか、市のホームペー
ジ（ページ番号：72583071）でダウン
ロード可　※一次試験は12月26日

★�市の保育士登録・相談会
　（会計年度任用職員）

日 12月6日（日）の午後1時～5時（受
付は4時半まで）
会 男女共同参画センター ウェーブ
問 保育所事業課（35・3906）
※履歴書（写真貼付）、保育士証の写
しの持参を

スクール・資格スクール・資格

★�阪神シニアカレッジ4月入学生

内 ①4年制大学講座（園芸、健康、国
際理解）、②2年制講座（阪神ひと・まち
創造）
対 来年4月1日時点で56歳以上の人
￥ あり
定 ①各50人、②30人。多数の場合抽選
申・問 来年1月4日～8日に同カレッジ
（0797・26・8001）

★�放送大学4月入学生

内 心理学、福祉、経済、歴史、文学、
情報、自然科学など
対 15歳以上 ￥ あり
申・問 11月26日～来年3月16日に同
大学兵庫学習センター（078・805・
0052）

そ   の   他そ   の   他

★�里親制度説明会&相談会

日 12月3日(木)・10日(木)の午後1時
～2時50分
会 大学交流センター
問 西宮こども家庭センター（71・4670）

　※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（12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。12月
のテーマは「郵便局だより」。ゲストティー
チャーは、西宮広田郵便局長の永原真一
郎さん
※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12月定例会　生中継

日 12月3日（木）・4日(金)・7日(月)・8日
(火)の午前10時～ 
内 市議会12月定例会の一般質問を生中継

月分 12
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）～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)～31日(木)

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）～31日（木）

スポトレ…自宅で簡単にできる運動を紹介

12月1日～15日…住宅防火対策に
ついて、16日～31日…年末特別火
災警戒について▷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

　教育委員会は、公民館を有効活用して市民の生涯学習を推
進する企画「公民館活用促進プロジェクト」を募集します。
同企画では受講料として、公民館使用料、講師謝金、材料費
の一部を徴収できます（上限あり）。

来年4月～9月に公民館で実施する、以下のいずれかを満たす企画

応募用紙と必要書類を12月11日までに郵送（必着）またはファクスかEメー
ルで地域学習推進課へ。選考あり　※応募用紙は各公民館で配布しているほ
か、市のホームページ（ページ番号：28445598）からダウンロード可

企業やNPO法人等の団体・個人による社会貢献活動または社会教育活動と
して行う講演会、演劇会、教室など
グループ作りを目的に個人が行う講座
放課後や休日に行う子供向けの生涯学習事業
①③は過去に活動実績があるもの、②はグループ活動の指導者として必要
な活動実績があると認められるものに限る

①

②
③
※

生かそう！あなたのチカラ
公民館活用促進プロジェクト

地域学習推進課（0798・67・1567）問

企画内容

申 込

募集
企画

　新型コロナウイルス感染症は誰も
が感染する可能性があり、差別や偏
見は絶対にあってはいけません。
　不安な気持ちに振り回されて、他
の誰かを傷つけていませんか？
　今、自分自身にできることとして、
正確な情報に基づいた冷静な行動を
心掛け、思いやりの心を大切にしま
しょう。

人権平和推進課
（0798・35・3320）問

人権週間12/4～10は
～「誰か」のこと  じゃない。

日 12月3日（木）の午後1時～4時
（受付は3時半まで）
会 市民相談課（市役所本庁舎1階）

「人権困りごと相談」を実施
　人権擁護委員による「人権困り
ごと相談」を実施します。いじめ
や差別、嫌がらせなどで悩んでい
る人は、気軽にご相談ください。
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【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)



　Go Toキャンペーンとは、新型コロナの影響で疲弊し
た景気・経済を再興させることを目的とした経済政策で
す。国が実施するGo To キャンペーンでは、以下の4つ
の事業を実施しています。内容は今後変更となる可能性が
あります。最新情報は各ホームページまたは各問合せ先へ。

（注）時間帯によっては、電話がつながりにくくなっています※11月17日時点の情報です

＋

概要 チケット代金の20%相当分の割引支援、または会場等での物販等で利用
できるクーポンを付与

利用
方法

販売受託事業者や、イベント等の主催者から割引後の価格でチケットを
購入。クーポンの場合、割引相当額分のクーポンを付与

上限 チケット１枚当たり2000円分の値引き

期限 来年１月3１日の開催分まで(予算の執行状況により前後する可能性あり)。
クーポンの場合、割引期間は来年１月3１日まで

問合せ

Go To イベント事業お客様専用窓口
☎0570・010・855（ナビダイヤル）
　03・6730・9454（IP電話等）
※受付時間はいずれも午前１0時～午後７時
　　https://gotoevent.go.jp/

支払額 旅行代金割引
（給付額）

地域共通
クーポン

☎0798・26・2240 FAX:0798・33・1174

（土・日曜、祝・休日は17：00まで）
9：00～19:00［受付時間］

旅行代金総額（１００％）

支援額

　第1・2回目の水曜～金曜に「資源Ａ（新聞、ダンボール、紙パック、
古着）」を収集する地域の年内最終日は右表のとおりです。年末年始は
生活ごみ、資源などが大変多くなるため収集時間が変わることがありま
す。収集日当日の午前8時までに出してください。 詳しくは市のホーム
ページ（ページ番号：33309847）をご覧ください。

●マスクの着用、手洗い ●３密の回避 ●換気を
徹底し、感染拡大防止にご協力ください

※12月16日以降に「資源A」を収集する地域の年内最終日や、年末年
　始のごみ収集については、本紙12月10日号に掲載します
粗大ごみの収集・持ち込みは大変混み合います。早めに申込を問 美化企画課（0798・35・8653）

感染者の
増加に注意

HP

キャンペーンとは？キャンペーンとは？

概要
国内旅行の代金総額の50%相当額を国が支援。35％は旅行代金の割引に、
１5％は旅行先および隣接する都道府県で使える地域共通クーポンとして
付与

利用
方法

対象旅行会社の窓口・旅行予約サイト、または対象の宿泊施設に直接キャ
ンペーン適用商品を申込・購入。旅行商品割引支援額を差し引いた額を
支払う
※�地域共通クーポンは、申し込んだ旅行会社の窓口や宿泊先で受け取り、
宿泊した翌日(日帰りの場合は当日)までクーポン利用可能店で利用可
(電子クーポンの場合は、チェックイン当日の１5時以降に専用サイトか
ら取得可)

上限 宿泊旅行…１泊当たり2万円(割引１万4000円、クーポン6000円)まで。
上限７泊分まで▷日帰り旅行…１万円(割引７000円、クーポン3000円)まで

期限 来年１月3１日の宿泊分まで(予算の執行状況により前後する可能性あり)

問合せ

Go To トラベル事務局
☎0570・002・442（ナビダイヤル）
　03・6636・9457（IP電話等）
※受付時間はいずれも午前１0時～午後７時
　　https://goto.jata-net.or.jp/HP

オンライン飲食予約
概要 対象オンライン飲食予約サイトから登録飲食店への予約を行い来店する

と、ポイントを付与。ただし、付与ポイント以上の飲食が必要

利用
方法

対象予約サイトからGoToイート対象店にネット予約を行い来店すると、
後日、利用した予約サイトで使用できるポイントを付与
(注)�11月17日時点で、ポイント付与が終了している予約サイトがあります。
ポイント付与が可能かどうか対象予約サイトを必ずご確認ください

上限 １人当たり昼食時間帯500ポイント、夕食時間帯１000ポイント

期限 付与されたポイントの利用期限は来年3月3１日まで
（注）予約サイトによって個別の利用期限あり

問合せ

Go To Eat キャンペーンコールセンター
☎0570・029・200（ナビダイヤル）
　050・3734・1523（IP電話等）
※受付時間はいずれも午前１0時～午後5時
（１2月2９日～来年１月3日を除く）
　　  https://gotoeat.maff.go.jp/HP

改めて、感染防止の徹底を！

キャンペーンとは？

12月上旬が年内最終日
「資源A」の収集日が第1・2回目の水曜〜金曜の地域は

新型コロナウイルス
医療相談窓口

新型コロナウイルス
生活一般相談窓口

☎0798・35・0567 FAX:0798・34・1358

（土・日曜、祝・休日は休み）
9：00～17：30［受付時間］

35％65％ 15％
総額の 総額の 総額の

食事券（Go To Eat ひょうごキャンペーンの場合）

概要 県内の登録飲食店で使用できる食事券１万2500円分を１万円で販売

申込
方法

専用ホームページ（下記参照）内から抽選申込。当選者に購入予約券発送
【申込期間】第4期…11月24日～27日▷第5期…12月7日～10日
（注）第1期～3期分の受付は終了しています
※第5期終了後、来年１月１8日～3１日に日本旅行の所定の店舗（現在未
　公表）のみで、食事券を直接販売予定。売り切れ次第終了

上限 各購入期間につき、１人2冊まで購入可能

問合せ

Go To Eat ひょうごキャンペーンコールセンター
☎0120・528・520
※受付時間は月曜～金曜（祝・休日、１2月2９日～来年
　１月3日を除く)の午前１0時～午後5時
　　 https://gotoeat-hyogo.com/HP

抽選申込受付 食事券購入予約券
（ハガキ）の送付

申込時に設定した
希望購入場所で購入

詳細はホームページの
申込マニュアルを確認

当選者のみ購入予約券を発送 ※必ず食事券購入予約券を持参
※支払いは現金のみ

〈販売店〉

Travel Eat Event 商店街

Go To イート　Go To トラベル

対象チケット
販売事業者等 消費者①チケット購入

③参加
②20％相当分の
　割引・クーポ
　ン付与

対象イベント
◦音楽コンサート
◦スポーツ観戦
◦伝統芸能　◦演劇
◦美術館　◦博物館
◦映画館
◦遊園地・テーマパーク等

　Go To イベント

収集地区 年内最終日

第1回目
水曜 12月 2日
木曜 　　��3日
金曜 　　��4日

収集地区 年内最終日

第2回目
水曜 12月   9日
木曜 　　��10日
金曜 　　��11日

「資源A」12月の収集日

概要 商店街等が実施する地元や商店街の良さを再認識するきっかけとなるよ
うな商店街イベント等に係る必要な経費を、最大300万円まで支援

問合せ

Go To 商店街事務局（事業者向け）
☎0120・304・060
※午前１0時～午後6時（１2月以降の土・日曜、
　祝・休日、１2月2９日～来年１月3日を除く）
　　https://gotoentry.meti.go.jp/HP

Go To 商店街 商店街運営事業者対象

（８）� 令和２年（２0２0年）11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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