
　この１年は、新型コロナウイルス感染症という
未曽有の事態に見舞われ、さまざまな対応に追わ
れた１年でした。一刻も早い収束へとつながるよ
う、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に全
力で取り組みます。

　まちづくりに不可欠なことは、地域住民の皆さ
んの地域をよくしていこうとする気持ち、行動で
あり、シチズンシップの醸成と発揮が、西宮の市
政にはとても大切であると位置づけ、今後も施策
を進めます。教育大綱の改定、コミュニティ・ス
クールの取組、生涯学習推進計画の改定など、理
念的な部分のテコ入れを行い、シチズンシップの
醸成に力を注ぎます。
　また、行政経営改革の前期実行計画を進めてい
ます。「市民と共に新たな価値を生み出す市役所
改革」を旗印に、「OPEN(市民に開かれた市役所
へ)」、「SMART(合理的で無駄のない市役所へ)」、
「RELIABLE(市民から信頼される市役所へ)」の
視点をもち、各般にわたる改革に着手しています。

　乳幼児等医療費助成制度の所得制限を見直し、
対象外となっている世帯の児童への医療費自己負
担額の一部助成を、小学３年生まで拡大します。
また、多胎児妊婦への支援を新たに拡充します。
　待機児童対策では、１～３歳児の小規模保育事
業を開始し、卒園後の受入先として、令和４(2022)
年度から公立幼稚園で預かり保育を実施します。

　2月19日に石井市長が令和３(2021)年度の施政方針を表明しました。
ここでは、その概要を紹介します。

　子供の居場所づくり事業は、数年をかけて全校
で実施することを目指します。
　児童虐待防止・在宅支援強化のため、令和４年
度までに「子ども家庭総合支援拠点」を設置しま
す。不登校児童生徒への対応として、「あすなろ
学級かわらぎ」をオープンするほか、北部地域で
も安定した居場所づくりを進めます。
　学校教育においては、１人１台のＩＣＴ端末を
活用し、個別最適化された教育および社会とつな
がる協働的な学びの実現を目指します。また、学
校の校舎改築や、予防保全型の改修を進め、トイ
レの環境改善にも取り組みます。
　また、幼稚園・保育所・認定こども園等で子供
たちを育む共通理念となる「（仮称）幼児教育・
保育ビジョン」を令和３年度中に策定します。

　高齢者の介護予防や健康寿命の延伸のため、健
康ポイント事業をスタートします。また、お出か
け時の休憩場所として「どうぞベンチ」の設置を
進めます。高齢者交通助成制度は、現行の仕組み
に代わり、バス運賃助成制度を設けます。
　市立中央病院と県立西宮病院との統合は、令和
７(2025)年度中の開院を目指して、基本設計・実
施設計を進めます。
　「西宮市性の多様性に関する取組の方針」を策定
し、パートナーシップ宣誓証明制度を導入します。

　４月に市の危機管理拠点となる第二庁舎（危機
管理センター）が竣工します。新たな防災情報シ
ステムを駆使し、防災体制の構築を促進します。
消防本部を第二庁舎に移転し、新たな消防緊急情
報システムの運用を開始します。
　また、多発する局地的な豪雨等に対応するため、

雨水浸水対策事業を進めています。
　ピクトマークの明示など、安全な自転車通行環
境につなげる取組に加え、交通安全啓発活動など
により安全意識の向上を図ります。

　森林を適切に管理し整備していくために、里山
林の保全に必要な森林調査等に着手します。
　2050年までにＣＯ2排出量を実質ゼロにする
ことを目指し、ごみ焼却施設で得られるカーボン
フリーな電力の、公共施設への供給のモデル実施
などに取り組みます。
　プラスチックごみ削減運動を推進するため、方
針を策定して周知を図ります。まずは、市の施設
に給水スポットを整備します。
　ごみの減量と分別排出の徹底を促進するため、
ごみ排出時の指定袋制度の導入に向けた取組とご
みの分別区分の見直しを進めます。

　市民の皆さんが、地域の資源である公民館・図
書館等を活用し、よりよい地域社会に向けて、学
び、行動するきっかけとなる場づくりを進めます。
　「大学のまち・西宮」がさらに発展していくた
め、開館20周年を迎える大学交流センターの機
能拡充に努めます。また、西宮商工会議所と連携
して「起業家支援センター」を整備します。

　政策推進の柱は、シチズンシップの醸成と行政
経営改革の推進です。「市民の声」とその回答を
公開するほか、ウイズコロナに対応する地域団体
の新たな取組への支援を検討します。また、効率
的で効果的な公共施設マネジメントの推進に向
け、個別施設計画を取りまとめます。

区分 予算額 前年度比
一般会計 1938億5621万円 0.4%増
特別会計 908億8514万円 2.5%増
企業会計 476億8922万円 0.6%増
合計 3324億3057万円 1.0%増

■ 令和３年度予算案の内訳 

衛生費
新型コロナウイルスワクチン接種事業など、
新型コロナウイルス感染症対策事業の実施に
より、32億8267万円の増額

教育費
一部事業を総務費に変更したことに加えて、
春風小学校教育環境整備事業の減により、
26億2130万円の減額

前年度より7億7565万円増
歳出 歳入

令和３(2021)年度 令和2(2020)年度■ 令和３年度一般会計予算案の内訳
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民生費…福祉の充実に▶総務費…文化
振興や広報に▶教育費…学校教育や社
会教育の充実に▶衛生費…保健医療や
清掃事業に▶土木費…道路や公園の維
持管理等に▶公債費…借金の返済に

市税

国県支出金

市債

繰入金

譲与税・交付金

分担金・負担金
使用料・手数料、

諸収入

地方交付税

5000 億円1000

その他

851億2828万円 (4３.9%)

510億３082万円 (26.4%)

166億    90万円 (  8.6%)

1３３億5620万円 (  6.8%）

  9３億5644万円 (  4.8%）

  75億499３万円 (  ３.9%）

  67億4859万円 (  ３.5%）

  ３1億7000万円 (  1.6%）

    9億1505万円 (  0.5%）

877億7374万円 (45.5%)

467億5059万円 (24.３%)

167億4600万円 (  8.7%)

1３0億4020万円 (  6.6%）

  71億9540万円 (  ３.7%）

  77億３8３4万円 (  4.1%）

107億  128万円 (  5.5%）

  19億8000万円 (  1.0%）

  11億5501万円 (  0.6%）

民生費

総務費

教育費

衛生費

土木費

公債費

消防費

その他

5000 億円

897億9309万円 (46.３%)

219億5209万円 (11.３%)

217億9144万円 (11.３%)

188億7695万円 (  9.7%）

162億190３万円 (  8.4%）

148億  ３62万円 (  7.6%）

  78億３988万円 (  4.1%）

  25億8011万円 (  1.３%）

883億  494万円 (45.7%)

2３0億9421万円 (12.0%)

244億1275万円 (12.6%)

155億9427万円 (  8.1%）

169億88３0万円 (  8.8%）

156億6970万円 (  8.1%）

  66億  129万円 (  ３.4%）

  24億1510万円 (  1.３%）

1000

※予算案は開会中の３月定例市議会で審議中 問 財政課（0798・35・3414）

令和3年度　施政方針を表明

市民と共に新たな価値を生み出す
市役所改革へ 施政方針の全文は市ホームページへ

予算案は市HPで公表しています

32408033HP

18417305HP

市公式YouTubeで
動画を閲覧できます

シチズンシップの醸成と
行政経営改革の推進

福祉、健康、共生

都市基盤、安全・安心
子育て支援、教育

新年度の主な事業・施策について
本紙2面でも紹介しています

環境政策

政策推進

都市の魅力・産業

一般会計予算案令和3年度

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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待機児童の解消や小学4年生の受入等を図るため、留守家庭児童対策
施設を整備

高齢者の外出支援のため、70歳以上
を対象に、年額5000円を上限として
バス利用運賃の半額を助成

高齢者バス運賃の助成

多胎妊婦が通常よりも追加で受診する妊婦健康診査に係る費用について
補助を行う

多胎妊娠の妊婦健康診査を支援

☎：市外局番はいずれも≪0798≫  ▶全体について…政策推進課 ☎35・3476  ▶各事業の詳細について…各項目に記載の担当課へ

子供の遊び場等の充実を図るため、古くなった公園を順次リニューアル。
また、西宮浜総合公園の整備を継続して実施

公園の整備

乳幼児等医療費助成制度を拡充

子育てアプリ「みやハグ」での情報発信を、市公式LINEに移行し、経
費縮減とサービス向上を図る

あすなろ学級（不登校児童生徒支援施設）について、休園した幼稚園等
を利用して、拡充を行う

教育支援センターを拡充

LINEで子育て情報を発信

市民力・地域力向上につながる生涯学習の推進のため、ポータルサイト
の立上げやオンライン講座の開催など、誰もが参加しやすい学びの環境
づくりに取り組む

生涯学習の推進

欠席連絡アプリを導入し、学校・保護者の負担軽減や感染症対策として
接触機会の低減を図る

公立小学校・義務教育学校に欠席連絡アプリを導入

放課後の児童のための居場所を整備

放課後の小学校の運動場や教室等を活用し、子供たちに居場所を提供

市域の約37%を占める森林について、
森林環境譲与税を活用し、今後の森林
整備に関する調査等を行う

森林調査保全事業

医療機関等までタクシーを利用する際の料金を助成。令和3年度は交付
枚数・対象要件ともに拡充

福祉タクシー利用券の助成

学校施設の環境を改善

施設の老朽化等に対応するため、西宮養護学校、安井小学校、瓦木中
学校等を整備

1～3歳児の待機児童対策として、�国家戦略特区制度を活用した小
規�模保育事業所を開設。また、卒園後の受入先として公立幼稚園に入
園枠を設け、令和4(2022)年度から預かり保育を実施

西宮市一般廃棄物処理基本計画の数値目標達成に向けて、廃棄物の減量
および分別排出の徹底を図るため、ごみ袋の指定を行う

ごみの指定袋制度を導入

西宮市学校施設長寿命化計画に基づ
き、外壁改修などの学校施設の改修等
を実施。加えてトイレについては、部
位改修および洋式便器化を行い、環境
改善を図る

保育所等の整備

電子申請システムの導入

高齢者の健康増進のため、70歳以上を対象に、歩数等に応じてポイン
トを付与する事業を実施

健康ポイント事業

待機児童の解消に向けて、保育所
等を整備する社会福祉法人等に対
し、施設整備費を補助

保育施設整備課 ☎35・3718

特定不妊治療を受けた夫婦に対する治療費の助成について、所得制限の
撤廃や助成額の増額等を行う

特定不妊治療費の助成

行政手続きのオンライン化のため、電子申請システム基盤を導入し、サー
ビス向上と業務効率化を図る

公立保育所等について、耐震診断の結果を踏まえ、順次施設の移転、
建て替え、改修等を実施 保育施設整備課 ☎35・3928

児童の医療費について、所得基準額以上の世
帯でも、小学3年生まで一部助成を受けられ
るよう拡充

地球温暖化、海洋汚染など環境問題への対応
地球温暖化対策事業として、エネファーム、蓄電池等の設置の補助や、
省エネを推進する事業等を実施
海洋汚染で問題となっているプラスチックごみを削減する取組の一環
として、給水スポットの整備を行う

学校保健安全課 ☎35・3812

育成センター課 ☎35・3646

情報企画課 ☎35・3519

高齢福祉課 ☎35・3077

▶65歳以上で要介護3～5の人について …………高齢福祉課 ☎35・3199
▶上記以外の重度の障害者手帳所持者について…障害福祉課 ☎35・3757

健康増進課 ☎26・3154

生涯学習企画課 ☎35・3869

地域学校協働課 ☎35・3651

公園緑地課 ☎35・3622

子育て総合センター ☎39・1521

子供支援総務課 ☎35・3648

教育職員課 ☎35・3866

学校管理課 ☎35・3792

学校施設計画課 ☎35・3893

地域保健課 ☎35・3302

環境学習都市推進課 ☎35・3803

美化企画課 ☎35・1571

美化企画課 ☎35・1571

高齢福祉課 ☎35・3199

教育研修課 ☎67・7050

タブレットPCを使った授業の様子

4月開園予定の民間保育所のイメージ

医療年金課 ☎35・3131

改修後のトイレ

▶森林全般について…農政課 ☎34・8481
▶森林調査について…みどり保全課 ☎35・3039

学校園でICT機器を活用できる環境を整
備するため、学校インターネット回線の
増強等を実施

学校の情報化を推進

政策推進

環境政策

都市の魅力・産業

福祉・健康・共生

子育て支援・教育

令和 3 年度の主な事業と施策 下記事業を含む令和 3(2021)
年度予算案については、3 月
定例市議会で審議中です

※



　第2期協力金(2月8日以降の時短要請分)の申請方法など詳しく
は、県のホームページで確認を。問合せは県時短協力金コールセン
ター（078・361・2501…午前9時～午後5時（土・日曜、祝・休
日は休み））へ。

　新型コロナワクチンについて、市民の皆さんから
寄せられた質問の一部を紹介します。最新情報は、
市のホームページでご確認ください。

厚生労働省の
コールセンター 【受付時間】9:00～21:00（土・日曜、祝・休日も受付）

☎0120・761770(フリーダイヤル)

【受付時間】9:00～17:30（土・日曜、祝・休日も受付）

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター

(ナビダイヤル)☎0570・097・724

新型コロナワクチンＱ Ａ＆

予防接種の有効性・安全性、副反応のリスク・防止については

本紙は３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

営業時間短縮への協力金の
支給申請について

受付：9:00～19:00
(土・日曜、祝・休日は17:00まで）

FAX：0798・33・1174
受付：9:00～17:30
(土・日曜、祝・休日は休み）

FAX：0798・34・1358
生活一般相談窓口は3月12日に終了します※

　所得税の確定申告および市県民税の申告期限は4月15日に延長され
ましたが、3月16日以降の申告は、税額や各種保険料等への反映が遅れ
るなどの影響があるため、早めの申告にご協力ください。詳しくは市
のホームページで確認を。問合せは市民税課（0798・35・3214）へ。

市県民税申告
早めの申告にご協力をお願いします

　対象は、新型コロナウイルス感染症PCR検査を、昨年4月～11月
に県内の産科医療機関で受検、または令和2（2020）年度中に県
外の産科医療機関で受検した妊婦です。詳しくは市のホームページ
で確認を。問合せは地域保健課（0798・35・3310）へ。

分娩前PCR検査の費用助成
申請は4月30日までです

※①面談のみ（受付は15:30まで）、②面談・電話相談、③～⑤電話相談のみ

相談窓口　 問合せ 相談日時
①市民相談課での人権困りごと相談 0798・35・3320 第1・3木曜の13:00～16:00
②神戸地方法務局西宮支局 常設相談 0798・26・0061

月曜～金曜の8:30～17:15③みんなの人権110番 0570・003・110
④子どもの人権110番 0120・007・110
⑤外国語人権相談ダイヤル 0570・090911 月曜～金曜の9:00～17:00

感染者が発生した学校の学生や、
その家族に対して来店を拒否する

無症状・無自覚で訪れた店舗から、
感染判明後に謝罪や賠償を強要される

感染者個人の名前や行動を特定し、
SNS等で公表・非難する

病院で感染者が出たことを理由に、
医療従事者の子供の保育園等の利用を
拒否される

新型コロナの症状が回復しているのに
出社を拒否される

感染したことを理由に解雇される

こんな偏見や差別が発生しています ひとりで悩まずに、以下の窓口に相談を

 偏見
 や 
差別

 は 
絶対にやめましょう！新型コロナに

関連した
　被害を受けている人や、被害に気付いた人は、以下の窓口へご相談くだ
さい。問合せは人権平和推進課（0798・35・3320）へ。

2月17日から、国立病院等の医療従事者の先行接種が始まっています。
今後、その他の医療従事者等に優先接種を行い、その後市民の皆さんの
接種となります。市に4月に供給されるワクチンの量が少ない見込みで
あるため、接種開始時期や方法について、検討を行っています。最新情
報は市のホームページ等でお知らせします

ワクチンはいつから接種を受けることができますかＱ

引き続き、感染 防止対策にご協力を
　兵庫県は3月1日に緊急事態宣言が解除となりましたが、引き続き
マスクの着用や手洗いなど、感染防止対策にご協力をお願いします。
　なお、市が管理する市民利用施設（屋内スポーツ施設、公民館等）の

利用時間等については、市のホームページや各施設でご確認く
ださい。市のホームページでは、感染症患者の発生・検査状況
をはじめ、各種支援情報なども公開しています。

原則、住民登録のある市町村の医療機関や接種会場で接種となりますが、
入院・入所中の医療機関や施設、基礎疾患で治療中の医療機関等が市外
の場合などには、市外で接種が可能となる見込みです

市外の医療機関でも、ワクチン接種は可能ですかＱ

持病があり薬を飲んでいる人は、接種できますかＱ
服用していることでワクチン接種ができない薬はありませんが、基礎疾
患のある人で、免疫不全のある人、症状が重い人などは、かかりつけ医
にご相談ください　
※抗凝固薬（いわゆる「血をサラサラにする薬」の一部）を飲んでいる
　人は、接種後2分以上しっかり押さえてください

ワクチンの接種に注意が必要なのはどのような人ですかＱ
以下の人は、ワクチン接種に注意が必要です。当てはまる人は、かかり
つけ医にご相談ください
・過去に免疫不全の診断を受けた、または先天性免疫不全症の近親者がいる
・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患がある
・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に、発熱や全身性の発疹などの
　アレルギーが疑われる症状がでた
・過去にけいれんを起こしたことがある
・ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある
※�ワクチンは筋肉内に注射するため、抗凝固療法を受けている人、血小板減少
症または凝固障害のある人は、接種後の出血に注意が必要とされています

詐欺にご注意！ワクチン接種に
便乗した

0798・26・2240医療相談

0798・35・0567生活一般相談

新型 に関するコロナ 電話相談窓口

保健所が新型コロナのワクチン接種に関して
金銭を要求することは絶対にありません

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

ワクチン情報

市HP
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　上下水道局は、施設や管路の耐震化を進めるとともに、地震などの災害
時に備え、水道水を蓄える施設として、公園など13カ所に「緊急貯水槽
＝表①」を、浄水場など水道施設11カ所に「緊急遮断弁付き配水池・配
水槽＝表②」を設置し、災害時の応急給水拠点として整備しています。

…平常時は水道管の一部として水が流れ、災害時には断水な
どによる水圧の低下を感知して遮断弁が自動的に作動し、水を確保する

会場 日時
こども未来センター 4月21日、5月19日、６月1６日、７月21日 水 午前9時半～11時半

子育て総合センター 4月2７日、5月18日、６月22日、７月2７日 火 午前10時～11時半
塩瀬公民館 4月12日 月 午後1時～3時

山口保健福祉センター ７月12日 月 午後1時～3時

鳴尾中央センター 4月19日、5月10・24日、６月14・28日、
７月2６日 月 午後1時～2時

※こども未来センターの駐車場は肢体不自由のある人を優先しています。
　できるだけ公共交通機関をご利用ください

　こども未来センターでは、子供の発達への
理解を深めるため、子供の社会性の成長の目
安を知ることができる「かおテレビ」（視線計
測装置）を導入しています。「子供が映像のど
の部分をどのくらい見ていたか」などを調べ
ることで、その子の傾向を知ることができま
す。日頃の子供との関わりに、ぜひお役立て
ください。

【対象】1歳～小学校入学前　　【定員】あり
【申込】実施日＝下表参照＝の2日前までにこども未来センターまで

　市は、西宮市生涯学習大学「宮水学園」（教養コースA・B、選択コー
ス、塩瀬地域講座、山口地域講座）の受講者を募集します＝右表参照。
重複受講可。
　募集案内冊子（申込書付き）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、公民館などで配布しているほか、市のホー
ムページ（下記参照）からダウンロード可。

津門中央公園 高木公園 上ケ原南小学校 南甲子園小学校 山口センター
西宮東高校 森具公園 甲陵中学校 浜脇小学校
今津中学校 夙川小学校 春風小学校 両度緑地

宮水学園
コース 教養コースA・B 選択コース

期間

5月22日（土）～来年3月12日（土）
各11回シリーズ
※会場（3回▷A…６・9・11月▷B…
７・10・12月）とラジオ（8回）で受講

各15回シリーズ
※会場（12回）とオンライン（3回）
　で受講

会場 市民会館アミティホール、フレンテ西宮など

内容
生きかた、暮らしかた、健康づくり、
まちづくり、社会の動き、文化など
の一般教養講座

教養コースA・Bのいずれかに加え、
12種類の選択講座（ことば、芸術、
園芸、歴史など）から1講座を受講

対象 令和3年（2021年）4月1日時点で６0歳以上
受講料 各2000円 各６000円（別途教材費が必要な場合あり）
定員 各5７0人（多数の場合抽選） 各39人～150人（多数の場合抽選）

塩瀬地域講座 山口地域講座

期間 5月19日（水）～来年2月1６日（水）。
9回シリーズ

5月18日（火）～来年2月15日（火）。
9回シリーズ

会場 塩瀬公民館 山口ホール
内容 音楽、国際、せいかつ 自然科学、園芸、歴史
対象 令和3年（2021年）4月1日時点で６0歳以上（定員に満たない場合は59歳以下も可）
受講料 各2000円
定員 50人程度（多数の場合抽選） ６0人程度（多数の場合抽選）

申込書と冊子添付の返信用封筒を3月26日（必着）までに同課へ。
詳しくは募集案内冊子で確認を

　市は、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」
を行っています。4月から始まる講座は下表のとおり。

インターネット（３月28日までに申込を）

●宮水学園 ●塩瀬・山口地域講座

※市外局番のないものは《0798》
講座名 日時 公民館 費用 申込・問合せ

中国語で台湾観光
を楽しもう！

第1・3月曜の
午前10時半～ 大社 各回1000円 050・5857・

5265（ウ）

初めての子供将棋 おおむね第1・2・4・5水曜の午後4時半～〔対象：小学生〕 高木 各回500円
（別途教材費あり）

70・1216
（早㟢）

初心者のための
オカリナ

第1火曜午後0時45分～ 上ケ原
各回1000円
（別途教材費あり）

080・4766・
5651（岡嶋）

第2木曜午前9時15分～ 鳴尾東
第3木曜午後2時半～ 段上
第1金曜午後0時45分～ 越木岩

絽（ろ）ざし刺しゅう
をたのしむ 第1・3金曜の午後1時～ 高木 各回1000円

（別途教材費あり）
050・7115・
1517（永井）

やさしい気功と
タッピングタッチ

おおむね第1日曜
午後1時～ 甲東 各回500円 090・8124・

6902（みうら、夜）

問 地域学習推進課（0798・67・1567）

　災害時の速やかな水の確保に向けて、緊急貯水槽を使った市民向け
訓練を実施しています。実際に貯水槽と給水栓をつなぎ、ポンプ等で
水をくみ上げ応急給水拠点を作ります。訓練については問合せを。

58032634ＨＰ
または右コードから または右コードから

14000033ＨＰ

郵送

（注）�３月１０日午後８時～１１日午前８時まで、システムメンテナンスのため
インターネット申込は利用できません

新型コロナの影響によって、会場や募集人員を変更する場合があります

　市は、西宮市生涯学習大学「宮水学園」マスター講座（前期）の受講
者を募集します。講座（下表参照）は5月～９月に開催。各コース10回。
　募集案内は生涯学習事業課、市役所本庁舎1階総合案内所横、各支所・
公民館・図書館などで配布しているほか、市HPからダウンロード可。

講座 リスクマネジメントを
考える

人生100年時代の
「幸せ戦略」

シルクロードに悠久の夢と
ロマンを馳（は）せて

日時 月曜午前10時半～ 火曜午前10時半～ 金曜午後2時～
会場 市民会館 大学交流センター フレンテ西宮4階
定員 ６0人 ７0人 39人
対象は令和3年（2021年）4月1日時点で６0歳以上の人。各７500円。申込多数の場合抽選

問 生涯学習事業課(0798・35・5165)

ハガキに希望コース（第3希望まで可）、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書き、3月24日（必着）までに同課（〒662
－0９11池田町11－1）へ。持参も可。右コードからも申込可
※3月10日午後8時～11日午前8時までシステムメンテナンスのため、インターネット申込不可

ＨＰ 29075122
宮水学園マスター講座受講者

募集

申 

込

4月からはじまる講座を紹介

公民館活用促進プロジェクト

問 こども未来センター（0798・65・1882）問 危機管理企画課（0798・74・6629）

緊急貯水槽を使った市民向け訓練を実施

応急給水拠点 整備しています
災害時に備え

緊急貯水槽表①

越水浄水場配水池 苦楽園中区配水槽 鷲林寺南配水槽 北六甲台配水所配水池
西宮浜配水所配水池 苦楽園高区配水槽 宝生ケ丘高区配水槽 名塩さくら台配水槽
北山配水所配水池 目神山配水槽 丸山浄水場配水池

…地震による大きな揺れ等を感知して
遮断弁が自動的に作動し、水の流出を防止する
緊急遮断弁付き配水池・配水槽

子供の社会性の成長の目安に

体験してみませんか？かおテレビかおテレビ

問 生涯学習事業課（0798・35・5165）

生涯学習大学「宮水学園」受講者募集学び続けたい
シニアの皆さんへ

申込

表②
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⑧鳴尾体育館（46・1333）
親子ふれあい体操 2・3歳児と保護者
キッズ体操 4歳児、5歳児
アスレチッククラブ 小学1年生～3年生
Jr.スポーツ 小学4年生～6年生
Jr.バスケットボール 小学4年生～6年生
エクササイズde
リフレッシュ 一般

クォーターテニス 一般
健康レクリエーション 60歳以上

　市は、市内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に「固定資産
税・都市計画税」を納付していただいています。令和3(2021)年度の固定
資産課税台帳の閲覧制度などについて紹介します=右表参照。

問
・資産税課（0798・35・3269）
　 塩瀬・山口地区は
・北部土地家屋チーム（0797・61・0048）

【令和3年度分固定資産税に関する閲覧・縦覧制度】
固定資産課税台帳の閲覧 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

期
間・会
場

4月1日以降の午前9時～午後5時半
（土・日曜、祝・休日を除く）（注）

4月1日～5月31日の午前9時～午後5時半
（土・日曜、祝・休日を除く）

資産税課（市役所本庁舎2階）、北部土地家屋チーム（塩瀬・山口センター内）

対
象

・固定資産税の納税義務者
・借地人
・借家人
・破産管財人など
※それぞれ代理人も可

・固定資産税の納税者
※代理人も可
※土地のみ所有する人は土地価格等縦覧
　帳簿、家屋のみ所有する人は家屋価格
　等縦覧帳簿のみ縦覧可能

必
要
な
も
の

固定資産税の納税義務者・納税者…運転免許証やパスポート、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）など官公署が発行した顔写真付きの本人確認ができるもの
1点（ない場合は本人確認ができる健康保険証や福祉医療費受給者証など2点）
※代理人の場合は、委任状。相続人は、相続人であることが確認できる書類（戸
　籍謄本など）、借地・借家人等は賃貸借契約書など権利関係を証明できるも
　の、および対価の支払いが確認できる領収書など

（注）山口センターでの閲覧は5月31日まで

　「固定資産課税台帳」の閲覧は、納税義務者等が固定資産課税台帳に
登録された自己の資産に関する内容（評価額など）を確認できる制度で
す。また、4月1日～5月31日（土・日曜、祝・休日を除く）は、課税台
帳の写し（名寄帳）を無料で受け取ることができます。郵送対応につい
ては、電話でご相談ください。
　なお、課税台帳の内容は、5月に送付する固定資産税・都市計画税納
税通知書に添付の課税明細書でも確認することができます。

　4月1日から、納税通知書を受け取った日の翌日以降3カ月間については、
西宮市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。問合
せは西宮市固定資産評価審査委員会事務局（0798・35・3200…税務管
理課内）へ。

　法務局で不動産の登記申請をする際に記載する固定資産の価格は、固定
資産税・都市計画税納税通知書に添付している課税明細書で確認できます。
　問合せは資産税課（0798・35・3269）へ。

　「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧は、自己の土地・家屋の評価額
と、他の土地・家屋の評価額を比較することができる制度です。

①～⑥

教室名 対象

①スポーツセンター（７3・７581）
ひよこっこ体操 2・3歳児と保護者
幼児体操 4歳児、5歳児
小学生体操 小学1・2年生

⑩～⑫⑦～⑨

②中央体育館（７4・0７20）
JUDOチャレンジ 4・5歳児、小学1・2年生
ミニ
バスケットボール

小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

スポバス 中学生以上
スポバレ 中学生以上
クォ―タ―テニス

（基礎・応用） 一般

卓球（初級・中級） 一般
初・中級バドミントン 一般
なぎなた 小学生、中学生以上

フットサル 小学1・2年生、
小学3年生～6年生

③中央体育館分館（6７・0７７1）
親子でリフレッシュ 2・3歳児と保護者
幼児体操 4歳児、5歳児
小学生バレーボール 小学4年生～6年生
初・中級バドミントン 一般
初心者バドミントン 一般

小学生卓球 小学1年生～6年生、
小学4年生～6年生

中学生卓球 中学生
小学生バドミントン 小学4年生～6年生
基礎クォーターテニス 一般

教室名 対象

④北夙川体育館（７0・2222）
親子でリフレッシュ 2・3歲児と保護者
幼児体操 4歳児、5歳児
ボールパーク 小学1年生～4年生
ミニ
バスケットボール 小学4年生～6年生

リフレッシュ＆
シェイプ 一般

のびのび健康体操 一般
クォーターテニス

（基礎・応用） 一般

⑤流通東体育館（0７8・903・3801）
親子でリフレッシュ 2・3歳児と保護者
幼児体操 4歳児、5歳児
ミニ
バスケットボール

小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

リフレッシュ＆
シェイプ 一般

　西宮スポーツセンターや市内体育館等では、月謝制の多彩な教室を
開催しています。
　各教室の曜日・時間・申込方法など詳しくは各館等または各ホーム
ページで確認を。

◎開催期間は４月～来年3月
◎要受講料（月謝制）。定員あり
　（①～⑨は多数の場合抽選、⑩～⑫は先着順）
◎対象は、令和3年（2021年）４月2日時点の学年等で確認を

※市外局番のないものは《0798》

⑩浜甲子園体育館（43・8７8７）

ス
マ
イ
ル
！

運
動
教
室
　

健康クラス 60歳以上
親子クラス 2歳児と保護者
ひよこクラス 3歳児～5歳児

キッズクラス 5歳児～小学6年生、
小学1年生～6年生

西宮ストークス
バスケットボール
スクール

小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生、
中学生

スマイル！
サッカースクール

4歳児～小学2年生、
小学3年生～6年生

フットサルスクール 小学3年生～中学生、中学生以上
浜甲子園
テニススクール

5・6歳児、小学生、
60歳以上、一般

⑫能登運動場（７4・34７2)
能登 スマイル！
Let's親子教室 2歳児と保護者

ジム＆リズム
～健康体操教室 18歳以上の女性

⑪鳴尾浜臨海公園（43・0200)
鳴尾浜臨海テニス
スクール（初級・中級）20歳以上

⑨甲武体育館（続き）
教室名 対象

親子ふれあい体操 2・3歳児と保護者
親子エクササイズ 3歳児と保護者
エクササイズde
リフレッシュ 一般

応用クォーターテニス 一般
健康レクリエーション 60歳以上

96851535ＨＰ

⑥塩瀬体育館（0７9７・62・2565）
親子でリフレッシュ 2・3歳児と保護者
室内テニス 4歳児～小学2年生
幼児体操 4歳児、5歳児
リフレッシュ＆
シェイプ 一般

のびのび健康体操 一般
クォーターテニス 一般
初・中級卓球 一般

教室名 対象

⑦今津体育館（48・4828）
親子ふれあい体操 2・3歳児と保護者
親子エクササイズ 3歳児と保護者
キッズ体操 4歳児、5歳児

アスレチッククラブ 小学1年生～3年生、小学4年生～6年生
Jr.バスケットボール 小学4年生～6年生
Jr.スキルアップスクール 小学4年生～6年生
エクササイズde
リフレッシュ 一般

いきいき健康体操 一般
クォーターテニス 一般
健康レクリエーション 60歳以上

⑨甲武体育館（52・5293）
キッズ体操 4歳児、5歳児

アスレチッククラブ 小学1年生～3年生、
小学4年生～6年生

西
宮
ス
ト
ー
ク
ス

チアダンス
スクール

4歳児～小学1年生、
小学2年生～6年生

バスケットボール
スクール（ジュニ
ア・チャレンジ）

小学4年生～6年生

　4月1日以降に税務管理課（市役所本庁舎2階）、各支所、アクタ西宮
ステーションで発行。要発行手数料。問合せは税務管理課（0798・
35・3251）へ。　　　　　　　　　　※アクタ西宮ステーションでは、土・日曜、祝・休日
も交付できます。ただし、納税義務者死亡の場合や、1月2日以後に所有者が
変更されている場合等は、証明書の発行はできません

西宮スポーツ
センター

西宮スポーツ
コミュニティ共同体

西宮市立屋内・
屋外体育施設

固定資産課税台帳の閲覧

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

自己資産の評価額などが確認できます

■令和3年度　固定資産課税台帳登録事項証明書の交付

固定資産税 閲覧・縦覧制度

≪登記申請時に課税明細書が利用できます≫

≪固定資産課税台帳登録価格の審査申出ができます≫

通年制教室を紹介

健康づくり・リフレッシュに最適

スポーツスポーツしませんか
各教室について
詳しくはこちら ➡

令和3年（2021年）3月10日	 （5）



子  供・子 育 て子  供・子 育 て
Mommy&Me 英語で遊ぼう!

日 ３月2４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CoCoCa
ra（080・３8４7・020３…梅畑方）

①農とくらしの親子塾、
②農とくらしの学び塾

日 いずれも４月～来年2月。15回シ
リーズ▷①土曜▷②土・日曜
会 鷲林寺農地、社家郷山
対 小学生を含む家族
￥ ①5万5000円、②6万6000円
定 あり
申・問 同事務局（070・157３・４３４４
…久世方）　※３月20・21日に現地
見学可。要申込

はじめまして赤ちゃんといっしょ
～プレママも寄っといDay

日 ４月22日（木）・2３日（金）の午前9時
50分、午後1時50分～。いずれか1回
会 子育て総合センター
対 令和2年（2020年）10月1日以降に
生まれた子と保護者、初妊婦
定 各回10組程度。多数の場合日程調整
申 ハガキに催し名、希望回（第４希望
まで可）、住所、氏名、子の氏名（ふ
りがな）・生年月日（初妊婦は出産予
定日）、電話番号を書き、４月5日（必
着 ） ま で に 同 セ ン タ ー（ 〒662ー
085３津 田 町３ー４0☎３9・1521）。
市HPからも申込可
HP 9510198３

西宮市貝類館特別展
「ヤドカリの変」

日 ３月18日（木）～４月20日（火）の午
前10時～午後5時（入館は４時半まで）。
水曜休館
￥ 要入館料
問 同館（３３・４888）

芸　術芸　術
市民文化賞受賞記念 伊藤弘之展

日 ３月2３日（火）～28日（日）の午前11
時～午後5時（28日は４時まで）
会 市民ギャラリー 内 洋画
問 同事務局（26・４0４0…伊藤方）

講座・講演会講座・講演会
大学共通単位講座（前期）
市民聴講

日・内 下表のとおり。４月7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３月17日
～2４日（必着）に同センター（69・
３155）へ郵送
※願書は同センター等で配布
曜日・時間 科目名

水曜10：50～ 現代社会を考えるための観
光学

水曜15：30～ イギリス文化史入門

木曜10：50～ ハイブリッドリアリティの
社会学

木曜17：50～ 論理回路～コンピュータを
作るための数理

金曜10：50～ エアラインの実務を学ぶ
※授業形態を変更する場合あり

市民交流センターの
オンライン講座

日 いずれも３月10日（水）～2４日（水）
内 下表のとおり。いずれも同センターＨ
Ｐから視聴可。DVD貸出も実施。要申込
問 同センター（65・2251）
コロナに負けない地域活動運営講座
内 地域活動を続けていくための感染症対
策について、医師が講義
オンラインでつながる！Zoomの使い方講座
内 Zoomの使い方の解説

知って得する毎月講座

日 ４月1４日（水）午後2時～
会 消費生活センター 学習室
内 テーマは「キャッシュレス決済の
活用法や注意点」
対 在勤・在学者可 定 ３0人。先着順
申 ３月15日から同センター（69・３157）

ネイティブによる英会話講座

日・内 いずれも5月～11月。各コース
20回シリーズ▷入門…月曜▷初級…
金曜▷中級…水・金曜▷キッズ…月曜
会 西宮市国際交流協会 
￥・定 あり
申・問 ４月9日までに同協会
（３2・8680）

外国人のための
日本語おしゃべりひろば

日 5月1３日～7月15日の木曜午前10
時半～。各クラス10回シリーズ
会 西宮市国際交流協会
内 日本語のクラスレッスン。入門・
初級クラス
￥ 各2500円 定 あり
申・問 ４月16日までに同協会
（３2・8680）

催　し催　し
ユネスコ世界児童画展

日 ３月16日(火)～21日（日）の午前10
時～午後5時（21日は３時まで）
会 市民ギャラリー
問 地域学校協働課（３5・３868）
※昨年度出展作品も展示

春季展「富岡鉄斎展」

日 ３月27日（土）～5月5日（水・祝）の
午前10時～午後４時半（入館は４時ま
で）。月曜休館。5月３日は開館
￥ 200円。大学生100円、高校生以
下無料
会・問 辰馬考古資料館（３４・01３0）

 てづくりサーカス

日 ３月28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）

市立図書館の催し

日・内 下表のとおり
中央図書館（33・0189）
東日本大震災関連ブックフェア「3.11
～あれから10年」
日 3月31日（水）までの午前9時半～午後6時
展示＆ブックフェア「正しいごみの
出し方～分別のススメ」
日 5月5日（水・祝）までの午前9時半～午
後6時　※4・5月の火曜～金曜（祝・休
日を除く）は7時まで

北口図書館（69・3151）
東日本大震災関連ブックフェア「3.11
～あれから10年」
日 3月1２日（金）～31日（水）の午前9時～
午後８時（土・日曜、祝・休日は6時まで）
ブックフェア「夢を紡ぐ物語～銀河
鉄道の夜を読む」
日 3月1２日（金）～31日（水）の午前9時～
午後８時（土・日曜、祝・休日は6時まで）
パネル展示＆ブックフェア「自転車
を楽しむ～ルールを知って安全に」
日 3月1２日（金）～31日（水）の午前9時～
午後８時（土・日曜、祝・休日は6時まで）
ブックフェア「仕事のヒント～働く
あなたを応援します！」
日 3月1２日（金）～5月5日（水・祝）の午前9
時～午後８時（土・日曜、祝・休日は6時まで）

※いずれも月曜（5月3日を含む）と4月1日休館

市立郷土資料館の催し

日・内 いずれも午前10時～午後5時
（入館は４時半まで）。月曜休館▷４月
10日（土）～5月9日（日）…アラカルト
展示「旧西宮町の宗旨人別帳」▷４月
10日（土）～5月３0日（日）…パネル展
示「西宮歴史調査団15年のあゆみ」
問 同館（３３・1298）

◎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

　スマホの通話プランで「かけ放
題」プランの利用が増えています。
かけ放題と言っても、通信会社ご
とに内容は違い、通話時間が無制
限に無料のものや5分間無料のも
の、専用アプリの利用で無料にな
るものもあります。ただし、かけ
放題でも、ナビダイヤル〈0570〉
など、無料通話の対象外の発信先
では通話料がかかります。
《相談事例》
　通話の終了時、画面が消えてい
たり、「ホームボタン」や「戻る
ボタン」を押すと、画面からアプ

リが消えたりするため、通話が終
了したと思っていたが、実は終了
しておらず10時間以上通話した
ことになり、高額請求された。
《対策ポイント》
◎必ず「通話終了ボタン」を押し
　て、終話を確認する
◎電源ボタンを押すと通話が終了
　するよう設定する（アンドロイ
　ドの場合は、設定→ユーザー補
　助→電源ボタンで通話を終了）
◎設定した通話時間になると、通
　知したり、自動切断したりする
　アプリを利用する

か
け
放
題
プ
ラ
ン
の
は
ず
が

　
　
　
　
　
　
　
　
高
額
請
求
！？

記号の見方 対 対象内 内容 申 申込 問 問合せ日日時 ￥ 参加費等 託 託児会 会場 定 定員 HP 市ホームページ番号

※費用の表記のないものは無料。市外局番のないものは《0798》にしナビ
くらしを豊かにする情報をお届け
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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）



　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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※市外局番のないものは《0798》
グループ名 公民館 日時 問合せ

男の厨房（料理実習） 中央 第4金曜午前10時半～ 090・4308・4346（湊）
春風将棋グループ 春風 第1～4水曜の午後5時半～ 49・0331（楠、夜）
JEFの会（英会話） 夙川 第1～4水曜の午前10時～ 51・0744（木下、昼）
「彩」越木岩（水彩画） 越木岩 第２・4火曜の午後0時半～ 71・1679（岡、昼）
太極拳グループ

上ケ原

第1～4金曜の午前10時～ 71・6886（中松、昼）
クラシックを歌う会
ヴィヴァーチェ 第1～3金曜の午後1時～ 20・6062（細見、昼）

グループアルエット
（コーラス） 第1～4月曜の午前10時～ 55・5118（友金）

公 民 館 定期使用グループ会員募集

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
会 樋之池テニスコート
申 ３月15日（②は16日）午前10時か
ら電話で北夙川体育館（70・19３2）
①ダブルスゲームを楽しもう
日 3月２８日(日)のⒶ午前9時、Ⓑ10時、Ⓒ
11時、Ⓓ正午～ 内 Ⓐ男子ダブルス、Ⓓ女
子ダブルス　※ⒷⒸは男女ペア可 対 テニ
ス経験者（コーチ経験者は不可） ￥ 1人
500円 定 各1２人。先着順
②樋之池こどものテニスイベント
日・内 3月２８日(日)のⒶ午後1時～…テニ
ス体験 ▽Ⓑ２時～…シングルス 対 Ⓐ4・5
歳児、小学生 ▽Ⓑ小学生 ￥ 各500円
定 あり。先着順

農とくらしのミライ塾

日 ４月～来年３月のおおむね水曜。15
回シリーズ（ほか実習日３３回）
会 鷲林寺農地、社家郷山など
対 18歳以上
￥ ３万３000円 定 あり
申・問 同事務局（080・４665・３806…久
世方）　※３月2４日に現地見学可。要申込

人事募集人事募集
市の保育士登録・相談会
（会計年度任用職員）

日 ３月28日（日）の午後1時～5時（受
付は４時半まで）
会 職員会館
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

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 HP ３2４80116
動物管理センターでの
予防注射関連事務
内 4月3日～14日のうち週3日の午前10時
～午後5時15分 ￥ 日額6２70円以上
市役所・各支所・アクタ西宮ステーショ
ンでの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　
※アクタ西宮ステーションは土・日曜を
含む週5日シフト制 ￥ 日額7２40円以上
※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ＨＰで確認を

市立保育所の保育補助員
（会計年度任用職員Ｂ）

内 月曜～金曜の午前7時半～午後6時半
のうち2時間半～４時間勤務　※無資格可
￥ 1時間1000円
申・問 保育所事業課（３5・３906）

健康・福祉健康・福祉
手話入門講座

日 ４月15日～9月16日の木曜午後1時
半～。20回シリーズ
会 中央公民館
対 手話初心者。在勤・在学者可
￥  ３３00円。テキスト「手話を学ぼ
う 手話で話そう」を持つ人は無料
定 20人。多数の場合抽選
申  往復ハガキに講座名、志望動機、テ
キストの有無、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書き、３月22日（必着）
までに地域学習推進課（〒66３ー820４
高松町４ー8☎67・1567）。市HP可
HP 55298３88

盲ろう者向け
通訳・介助員養成講座

日 5月15日～7月10日の土曜午前10
時～。9回シリーズ
会 姫路市総合福祉会館など
対 在勤・在学者可。講座修了後、ひょ
うご盲ろう者支援センターに登録し活
動できる人
￥ 5000円 定 ４0人。多数の場合選考
申 Ａ４サイズの用紙に講座名、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、職業、視覚・
聴覚障害の有無、電話・ＦＡＸ番号を書
き、４月12日（必着）までに同センター
（〒650－0022神戸市中央区元町通
5丁目2－20☎078・３81・881４ FAX

078・３81・8716）

その他その他
山東自然の家
夏休み期間利用申込

日・内 ４月2日（金）…7月17日～３1日宿泊
分▷5月1日（土）…8月1日～29日宿泊分

会 職員会館
対 団体、家族
申  市内団体は午前9時半～10時、市
外団体と家族利用は午後1時～1時半
に受付。受付終了後に抽選会を実施（抽
選・利用に関する権利譲渡不可）　
※8月11日～1４日宿泊分は家族利用
限定。申込は、5月2日から電話で同
自然の家（079・676・４100）。先着順
問 青少年育成課（３5・３871）

ようこそ！ようこそ！

【問合せ】北山緑化植物園
（0798・72・9391…水曜休み）

花と緑の教室《4月分》
春の山野草
日 4月２3日(金)午後1時～ ￥ 1500円 
定 15人。先着順 申 3月15日午前9時
から同園

展示
春蘭展
日  3 月 16日（火）・1８日（木）の午前10時
～午後4時 申 不要

　このコーナーでは、北山緑化植物園で
行われる催しを紹介します。

　スポーツやアウトドアを通して甲子園エリアの活性化を図ることを目的と
して設置された協議会事業の一環として、「ららぽーと甲子園 キャンピング
&アウトドア/スポーツフェア」を開催します。

「スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会」にぎわい創出イベント

都市ブランド発信課（0798・35・3071）問

調査報告書の
閲覧

・ステージイベント
・アウトドアショップ
・キャンピングカー展示
・キッズコーナー　など

内 容

ららぽーと甲子園

同協議会HP

３月27日（土）・28日（日）の
午前10時半～午後４時

日 時

ららぽーと甲子園 G駐車場会 場

入場無料 ※一部コーナー有料参加費

キャンピング＆ フェアアウトドアスポーツ/

※実施時間は変更の場合あり
　最新情報は同協議会HPに掲載

インフォメーションi
information

市から

市営住宅入居者募集
詳細は次号でお知らせ

　市は、市営住宅の新規入居者を募集
します。募集期間は４月5日～15日。
　募集戸数、申込書の配布場所など詳
しくは本紙３月25日号でお知らせしま
す。申込案内書は募集期間中のみ配布
します。問合せは西宮市営住宅管理セ
ンター（0798・35・5028）へ。

包括外部監査を実施

　市は、地方自治法の規定に基づき、
令和2（2020）年度の包括外部監査

を実施しました。これは、外部の専門
家（公認会計士等）の目から自治体の
事務を点検し、監査機能をより充実さ
せるものです。監査テーマは「市営住
宅の管理運営について」です。監査結
果は、市のホームページ（ページ番号：
7785４267）に掲載しています。問
合せは総務課（0798・35・3533）へ。

　◆3月2４日は「世界結核デー」　結
核は過去の病気ではありません。日本
では、今でも1日に４３人の新しい患者
が発生し、6人が命を落としています。
しかし、薬を確実に飲むことで完治し
ます。予防のポイントは、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

　 ◆3月1４日～19日は図書館甲東園
分室と若竹分室が休室　蔵書点検と整
理のため休室。返却ポストは利用可。
ただしCDは返却不可。問合せは中央
図書館（0798・33・0189）へ
　 ◆都市計画道路　小曽根線のリ
ニューアル事業（若草町1丁目～甲子
園一番町）が認可　事業認可図書は、
執務時間中に道路建設課（市役所本庁
舎7階 ） で 縦 覧 可。 問 合 せ は 同 課
（0798・35・3793）へ
　 ◆市税還付方法の変更　４月からは
口座振込のみ。窓口での還付は行いま
せん。問合せは税務管理課（0798・
35・3218）へ
　◆生瀬市民館の電話番号を変更　
新しい番号は【0797・86・5030】。
受付時間は午前9時～午後5時（日曜、
祝・休日を除く）。問合せは地域コミュ
ニティ推進課（0798・35・3197）へ

　◆慰霊巡拝の参加者募集（厚生労働
省主催）　対象は戦没者のご遺族。巡
拝地域は、旧ソ連、中国東北地方（旧
満州地区全域）、南方地域（フィリピン、
東部ニューギニア、硫黄島など）。参
加条件、日程、参加費、申込方法など
問合せは地域共生推進課（0798・
35・3032）へ
　◆宝くじ助成でコミュニティの備品
などを整備　自治総合センターの宝く
じ社会貢献広報事業「一般コミュニ
ティ助成事業」による助成金を活用し、
大市神輿太鼓保存会が太鼓台の布団締
めを整備。同事業の制度については市
民協働推進課（0798・35・3４58）
へ問合せを
　◆子育て総合センター親子サロンの
臨時休館　３月16日は定期清掃のため
正午以降は休館。問合せは子育て総合
センター（0798・39・1521）へ

　市は、市政に対する市民の皆さんの意識とその動向を知り、施策の策定や
市政運営の基礎資料とするため、18歳以上の市民３500人を対象に「市民意
識調査」を実施しています。
　今年度は「住宅用火災警報器」、「公共サイン」、「食品ロスの削減」、「参画
と協働のまちづくり」の４つのテーマを調査し、調査回収率は5４.7％でした。
ご回答いただいた皆さん、ご協力ありがとうございました。

市民意識調査の結果まとまりました

市民相談課（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などで閲覧できるほか、
市のホームページ（ページ番号：４３6３78３6）にも掲載

問 市民相談課(0798・35・3100)

令和３年（2021年）３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)



市内で引っ越す場合

● 手続き場所、受付時間

市民課の窓口の混雑・呼び出し状況はウェブサイトから

２ 質問を入力

①

リアルタイムで確認できます

②

　平成23年(2011年)3月11日に発生した東日本大震災から10年を迎え
ます。
　本市では、震災発生当初から、宝塚市・川西市・猪名川町と阪神支援
チームを結成し、宮城県の女川町・南三陸町に職員派遣を行ってきまし
た。支援チームとして10年間の職員派遣は3月末で終了となります。な
お、南三陸町へは、復興事業の終息に向け、引き続き職員を派遣するこ
ととしています。

▶市役所本庁舎１階ロビー・広報コーナー　▶鳴尾支所、鳴尾中央センター
▶塩瀬支所、塩瀬公民館　▶山口支所、山口公民館 
▶アクタ西宮ステーション　▶市立中央病院　▶西宮市国際交流協会 
▶中央・北口図書館　▶生涯学習情報コーナー　▶塩瀬体育館
▶市立郷土資料館　▶西宮市貝類館　▶市民交流センター　▶津門中央公園

　市は、市民の皆さんや施設利用者の利便性の向上、
災害時の通信確保を図るため、公衆無線LANスポッ
ト「NISHINOMIYA CITY Free Wi ‐ Fi」を設置し
ました。設置場所には右ステッカーを掲示し、その
周辺で利用できます。利用可能時間や利用方法など
詳しくは、市のホームページでご確認ください。

ＨＰ48937745

問 情報企画課（0798・35・3655）

※各施設の閉庁日等は利用できません
※電波の状況により、接続しづらいまたは接続できない場合があります

2月13日に福島県沖で発生した地震により被災された方に、心からお見舞い
申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします

　電話または市のホームページから申込可。電話申込は上下水道局電話受
付センター（0798・32・2201、0797・61・1703、078・904・2481
…午前8時45分～午後8時。土・日曜、祝・休日は5時半まで）へ。

　就職や転勤、進学などで引っ越しが多い時期です。住民票
は、行政サービスや選挙人名簿への登録などにつながる大切
な情報です。引っ越しするときは、必ず転出・転居手続きを
行い、住民票を居住地に移しましょう。
　引っ越しに関する届出について詳しくは市のホームページで確認を。

問 市民課（0798・35・3108）

ＨＰ26215773

転出日の
前日までに 西宮市に転出届を提出 転入から

14日以内に
引っ越し後の市区町
村に転入届を提出

転居から14日以内に 転居届を提出

手続き場所 市民課（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　※転出届は郵送でも手続きできます

受付時間 午前９時～午後５時半（土・日曜、祝・休日を除く）
※アクタ西宮ステーションは午後７時半まで

3月下旬から4月上旬にかけて窓口が大変混雑します。市役所本庁舎のほか、
お近くの支所等でも手続きができますので、ご利用ください

上下水道の使用開始・中止の申込もお忘れなく！
ＨＰ 91542614

　市は、ＤＸ(※)を推進し、市民サービスの向上、業務効率化を進めています。このたび、窓口・
手続き案内を「かんたん・便利に」行うことのできる2つのサービスを開始しました。ぜひ、
ご利用ください。

※ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）…ＩＣＴ（情
　報通信技術）の活用などを通して、市民の暮らしや市役
　所をよりよいものに変革していく取組

問 情報企画課（0798・35・3521）

「転入」「転出」「転居」「結婚」「出生」「離婚」
「死亡」「氏名変更」の8つのライフイベン
トについて、あなたに必要な手続きや窓口、
持ち物を案内します

１

２

３ 質問に回答

４ 必要な手続き等を表示

必要な手続き、窓口、必要な
持ち物等の案内が表示されます

質問・回答時間の目安を表示

市役所の閉庁時間でも、皆さんからの質問に
「みやたん・みにゃっこ」が答えます

３ みやたん・みにゃっこが回答
質問への回答、回答に関係する市ホー
ムページを案内します

市公式LINEのメニューから
「ＡＩ総合案内」を選択

市の公式
LINEを
友だち登録 ココを選択→

出典：三菱総合研究所

確認はこちらから→

ＨＰ 59382820

※パソコンでの画面表示

他の市区町村へ引っ越す場合

を移しましょう住民票 市内公共施設

東日本大震災から10年 被災地を引き続き支援

フリー Wi―Fi１９カ所に 環境を整備

設 置 場 所

引っ越し
したら

窓口・手続き案内が

かんたん・便利・スマートに

にしのみやスマート手続きナビ ＡＩ総合案内
ライフイベントに合わせて必要となる手続きを案内 いつでも・どこでも、会話形式で質問に回答

ライフイベントの中から選択

市ホームページから

市公式LINE からも利用できます

（８）� 令和3年（2021年）3月10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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