
地区・町名 医療機関 電話番号

山
口
・
北
六
甲
台

山口町上山口４丁目 高田上谷病院 078・903・3333
山口町下山口 阪神福祉センター診療所 078・903・1667
山口町下山口４丁目 内橋内科医院 078・903・5722
山口町名来1丁目 白川外科胃腸科 078・90４・2020
北六甲台2丁目 三木医院 078・90４・3４61

地区・町名 医療機関 電話番号
名
塩
・
生
瀬
・
東
山
台

名塩2丁目 南堂病院 0797・61・0638
生瀬町2丁目 山根内科クリニック 0797・69・0360
生瀬東町 よねくらクリニック 0797・83・6632
名塩新町 あんどうこどもクリニック 0797・62・0111
東山台1丁目 浜本医院 0797・63・2588

（電話・インターネット等）

16歳～64歳の人への接種券の発送は決まり次第、市のホーム
ページ等でお知らせします。
（※）昭和32年(1957年)4月1日以前に生まれた人

　高齢者施設の入所者以外の65歳以上(※)の人への新型コロナワクチン
の予約を5月12日から開始します。ワクチンの接種には、事前に郵送して
いる接種券が必要です。接種場所や方法等は、下記でご確認ください。

・発熱症状があるときや体調不良の場合は接種を控えてください
（予約したコールセンターや医療機関に連絡を）
・ワクチンは肩付近に接種します。肩を出しやすい服装で来場を
・接種後は15分以上、接種会場で待機が必要です
（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こした
　　ことのある人は30分以上）
・1回目の接種から3週間後を目安に2回目を接種します
（3週間以上間隔が空く場合は、できるだけ早く接種を）

市ＨＰ

新型コロナワクチン接種
６５歳以上対象 予約は５/12～

接種は５/1７～

市内医療機関１．

２．集団接種

予約
方法

本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

接種券（２回分が１セット。切り離さず持参を）

【受付時間】9:00～17:30
（土・日曜、祝・休日も受付）

0120・217・610
　 西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター 

FAX：0798・32・1030

副反応等に係る
専門的な相談

兵庫県新型コロナワクチン専門相談窓口

【受付時間】9:00～17:30（土・日曜、祝・休日も受付）
078・361・1779 FAX：078・361・1814

【受付時間】9:00～21:00（土・日曜、祝・休日も受付）

厚生労働省のコールセンター(フリーダイヤル)ワクチンの有効性・
安全性等は 0120・761770

接種券が届いていない、接種券・予診票を紛失した、
集団接種会場の予約等ワクチン接種に関する問合せ

予約開始時は、電話がつながりにくく、予約もとりづらい状況が続くと
予想されます。ワクチンは十分な量が供給される予定です。落ち着いて
ご対応ください

会場 接種日

市立中央病院（林田町）
5月20日（木）、25日（火）～27日（木）の
13：00～16：00　
※6月以降分は市のホームページで確認を

山口ホール（山口町下山口４丁目） 5月22日
以降 毎週土曜…1４：00～17：00

毎週日曜…  9：30～12：30
1４：00～17：00

塩瀬公民館（名塩新町）

中央保健福祉センター（染殿町） 6月12日
以降北口保健福祉センター（北口町）

これらの症状は通常、数日以内に治まります。ひどい痛み・腫れ、
高熱などの症状が出た場合は医師の診察を受けてください
※１回目の接種より、２回目の接種時に高い頻度で確認されています

・注射した部位の痛み、腫れ　・頭痛
・関節や筋肉の痛み ・疲労、寒気、発熱など

①新型コロナワクチン接種コールセンター

②市のホームページで検索

１88カ所（4月23日時点）
５月12日から各医療機関に直接予約
接種は5月１7日から順次

※各施設や支所、市役所窓口でワクチン接種の予約はできません

予診票（接種券に同封。記入した状態で持参）
※予診票に記載の「新型コロナワクチンの説明書」は、5月14日に
「予約方法等のお知らせ、接種会場・医療機関一覧」とともに郵送
します。市のホームページからも確認できます

ワクチン接種が
可能な医療機関
（北部）

（4月23日時点）

副反応の症状など ※ワクチンの接種は強制ではありません。副反応等のリスクを勘案の上、ご自身で判断してください

５月12日午前9時から

要予約

予約は

(フリーダイヤル)

(フリーダイヤル）0120・217・610
※0570・097・7２4（有料）も利用可

※0570・097・7２4（有料）も利用可

新設

予約

集団接種（予約システム等） 検索

新設

※FAXでの予約受付はできません

ワクチン接種が可能な医療機関（南部）は８面に掲載

接種場所・予約方法

接種費用無料

注意事項当日の持ち物

本紙は4月27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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最新の情報は市のホームページ（新型コロナワクチンの接種について）でご確認ください。



　兵庫県は、4月25日から「緊急事態措置実施区域」に指定されています。
　入院病床が満床状態となるなど、医療崩壊により救えるはずの命が救え
なくなるという事態が起こりえるところまできています。市民の皆さんの
いのちと健康を守るため、さらなるご理解、ご協力をお願いします。

公共施設の利用制限
　人の移動を抑え、これ以上の感染拡大を阻止するため、公民
館、市民館、共同利用施設、体育館、老人いこいの家等の公共
施設は、緊急事態宣言期間中、原則として休館しています。
　詳しくは市のホームページや各施設にご確認ください。

新型コロナウイルス医療相談窓口

【受付時間】9:00～19:00(土・日曜、祝・休日は17:00まで）
FAX：0798・33・11740798·26·2240

　県の対処方針として、飲食店等に対して休業・営業時間短縮等の要請
が出ています。市民の皆さんは、生活に必要な場合を除き、みだりに居
宅等から外出しないようお願いします。

外出自粛のお願い

▶市内に本店または主たる事務所や事業所がある
▶時短営業要請・国一時支援金の対象となっていない
▶緊急事態宣言の影響を受け、1月～3月のいずれかの月の売上が、
　昨年または一昨年の同じ月と比べて、「20％以上50％未満」
　減少している中小・小規模事業者
5月17日～６月30日にオンラインまたは郵送（消印有効）

　市のコロナ離職者支援事業「Re:workにしのみや」は、受付時間を
拡充し、より多くの就職相談に対応します。求職者に寄り添った伴走
型就労支援を行います。ぜひご相談ください。
【受付時間】月曜～金曜、第2・4土曜の午前10時～午後6時
　　　　　　※土曜の相談は要予約。事前にご連絡を

新型コロナウイルス感染症の影響により、6月6日に予定していた「わがまちクリーン大作戦」は中止します。
そのほか、中止・延期になった事業等については、各主催者にお問い合わせください

一時支援金を支給
10万円

市内の中小企業
小規模事業者に

市独自

「わがまちクリーン大作戦」は中止

【対象】

申請対象要件や提出書類など
詳しくは市のホームページで確認を ＨＰ74093６25

【申込】

受付時間を拡充 第2・4土曜も就職相談できます
問 Re:workにしのみや運営事務局（0798・23・1153）

コロナ離職者
就労支援事業 Re:work

りわーく
にしのみや

国制度 低所得の子育て世帯
生活支援特別給付金

ひとり親世帯分

新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ

ひとりで悩まず相談を人権侵害を受けた場合は

みんなの人権１１０番
0570・003・110

月曜～金曜（祝・休日除く）の8:30～17:15

外国語人権相談ダイヤル
0570・0９0・９11

月曜～金曜（祝・休日除く）の9:00～17:00

　ウイルスには気を付けても、誰でも感染の可能性があります。
相手の立場に立って、正しい知識をもとに、感染者とその家族に
思いやりを持って接しましょう。

　病気や障害などの理由でマスクをつけることができず困ってい
る人もいます。また、ぜんそくなどの持病で咳が出る人もいます。
「何か事情があるかもしれない」と考え、冷静に行動しましょう。

感染者とその家族への差別・偏見

思い込み・過剰反応による差別や偏見

新型コロナに関連する

問 西宮市一時支援金コールセンター（0120・670・303） 問 子育て手当課（0798・35・3190）
※5月26日以降は（0798・23・0185）へ【受付時間】5月10日以降の9:00～17:30

対象 申請 給付予定
児童扶養手当
受給世帯

令和3年(2021年)4月分の児童扶養手当の支給を
受ける人 不要 6月中旬

公的年金
受給世帯

公的年金等を受給していることにより、令和3年
4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人

必要 7月以降家計急変
世帯

令和3年4月分の児童扶養手当は受給していない
が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同
水準になっている人

※ひとり親世帯分の申請方法や、ひとり親世帯以外への給付などについては、
　決まり次第、改めて本紙等でお知らせします

土・日曜、祝・休日休み。
ただし5月15・1６日は開設( )

差別や偏見に気づこう感染拡大を抑える行動を
マスク着用の徹底（うっかりはずして会話しない）

普段一緒にいない人との接触を避ける

入念な手洗い、部屋の換気を行う

3密（密閉・密集・密接）、人混みを避ける

狭い空間に人が集まるイベント、
歓送迎会は行わない

個食（他の人との距離を確保し、一人で食べる）、
黙食（黙って食べる）に努める

体調管理に努め、違和感を感じたら
早めにかかりつけ医で受診する

児童1人につき

給付5万円

市民一丸となって感染拡大を防ぎましょう
緊急事態宣言が発令されています

かかりつけ医へ相
談・受診の目安等
について

緊急事態措置の内
容について

兵庫県緊急事態措置コールセンター

【受付時間】9:00～17:00(土・日曜、祝・休日休み）
※5月9日(日)は開設

078·362·9921

（2）� 令和3年（2021年）5月10日

本紙は4月27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



　市では、40歳以上を対象に各種検診を実施しています（子宮頸がん
検診は20歳以上）。詳しくは毎月25日号の保健だよりをご確認の上、
申込先に直接お問い合わせください。

問 健康増進課（0798・35・3127）

　市は、対象者に子宮頸（けい）・乳・大腸がん、肝炎ウイルス検診の無
料クーポン券を6月末に送付します＝下表参照。クーポン券の利用で市の
検診(有料)を無料で受けることができます。有効期限は来年３月３1日まで。
　なお、クーポン券が届く前に受診した市の検診についても助成対象にな
ります。詳しくはクーポン券に同封の案内通知をご確認ください。
対象年齢 生年月日

子宮頸がん 21歳 平成12年(2000年)4月2日～13年(2001年)4月1日

乳がん 41歳 昭和55年(1980年)4月2日～56年(1981年)4月1日

大腸がん 56歳 昭和40年(1965年)4月2日～41年(1966年)4月1日

肝炎
ウイルス
(※)

41歳 昭和55年(1980年)4月2日～56年(1981年)4月1日

46歳 昭和50年(1975年)4月2日～51年(1976年)4月1日

51歳 昭和45年(1970年)4月2日～46年(1971年)4月1日

56歳 昭和40年(1965年)4月2日～41年(1966年)4月1日

61歳 昭和35年(1960年)4月2日～36年(1961年)4月1日

66歳 昭和30年(1955年)4月2日～31年(1956年)4月1日
(※)過去に市が実施する肝炎ウイルス検診を受けたことがな

い人が対象

5月25日号で防災マップの活用方法などを紹介予定です

防災マップは新聞紙サイズです

※絶対に捨てず、保管しておいてください

5/19～
来年4月
採用 市職員（消防）を募集防災マップ 全戸配布

防災啓発チラシホームページで公開
一人でも始められる防災活動を紹介

対象

平成8年（1996年）4月2日～12年（2000年）4月1日に出生し、
次の身体要件を全て満たす人（学歴不問）
① 視力が左右それぞれ0.3以上かつ両眼で0.7以上（矯正視力も可）
② 赤・青・黄色の色彩の識別ができる
③ 聴力、言語および運動機能等に障害がない

基本給月額 23万1725円（22歳大学卒の場合）。別途諸手当あり
※令和3年(2021年)４月1日現在の額。経歴、給与改定等により異なる場合あり

採用人数 10人程度
1次試験 7月11日（日）に関西学院大学西宮上ケ原キャンパス

　市は来年4月採用の職員（消防職・大学卒程度）を募集します。

問 消防局総務課（0798・2６・0119）

　固定資産税・都市計画税（第1期分）、軽自動車税（種別割）、自動
車税種別割の納期限は5月３1日です。

　市は、5月19日～2３日に防災マップの全戸配布を行います。
　「災害時にどうなるか想像し、どうするか考え、動けるように備える」
ため、ぜひご活用ください。

【主な掲載内容】
■ 想定される災害のハザードマップ
■ 災害別に開設する避難所
■ 災害情報の収集方法
■ 非常持出品・備蓄品の考え方
■ 避難情報の種類と必要な行動
■ 避難行動判定フロー
■ コロナ禍における避難の注意点

　4月1日時点で65歳以上の人は、公的年金等所得にかかる市県民税
を、原則として特別徴収（公的年金からの引き去り）により納めてい
ただきます。
　ただし、適用初年度は、税額の半分を1期（6月）・2期（8月）に普
通徴収（納付書や口座振替）、残りの半分を10・12月、来年2月に特
別徴収により納めていただきます。
【問合せ】市民税課（0798・35・3214）

　公的年金収入400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人
は、所得税の確定申告の義務はありません。
　ただし、市県民税について、年金引き去り分以外の社会保険料控除、
医療費控除や生命保険料控除などを受ける場合は申告することができ
ます。
　なお、公的年金以外の所得がある場合は、市県民税の申告をしてく
ださい。
【問合せ】市民税課（0798・35・3217）

納税通知書の発送日
税目 発送日 問合せ

①固定資産税・都市計画税 5月10日 資産税課（0798・35・3269）
②軽自動車税（種別割） 4月30日 税務管理課（0798・35・3209）
③自動車税種別割 5月  6日 西宮県税事務所（0798・39・6113）
※コンビニエンスストアでも納税できます。取扱店舗は納税通知書で確認を

固定資産税・都市計画税など

公的年金収入400万円以下で
確定申告も市県民税申告もしていない人へ

年金所得者で65歳の人へ

■ 

■ 

■ 

納期限は5月31日

（4月1日時点）

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人は、
下記へご相談ください
①②…納税課（0798・35・3238）
③……西宮県税事務所（0798・39・1531）

　市は、市営住宅の住み替え募集を行います。
　募集住宅の概要など詳しくは、5月17日から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）で配布す
る申込案内書をご覧ください（郵送料着払いでの送付も可）。
　なお、次回の住み替え募集は10月を予定しています。

５月10日～６月18日に以下の手順で申し込みを
①市HP内リンク「インターネット専用フォーム」から申請
②申込書など必要書類を消防局総務課へ郵送（消印有効）

募集要項および申込書は、5月10日から同課
（市役所第二庁舎2階）および各消防署で配
布するほか、市HPからダウンロード可

【申込資格】次の条件を全て満たす世帯▷現住宅に原則３年以上居住し
ている▷収入基準に合致する▷家賃滞納が全くない
▷以下のいずれかの理由で現在の住宅での生活に支障がある
　①要介護4・5、障害または疾病、②車いす、③高齢、
　④世帯人員の増減、⑤生活環境の変化

【募集数】 ３5戸
【 申 込 】 申込案内書に添付の申込書（1世帯1通）を西宮市営住宅

管理センターへ郵送（5月24日までの消印があり、かつ
26日までの到着分が有効）を。重複申込無効

市営住宅の住み替え募集
5月17日～24日に申込を

対象は「市営住宅に居住の人」

問 西宮市営住宅管理センター（0798・35・5028）

問 地域防災支援課（0798・35・3092）

税に関するお知らせ

クーポン券が使え
る委託医療機関や
受診方法などは市
HPで確認できます

来年3月31日までに
委託医療機関等で

受診を

83357419HP

申
込

　災害はいつどこで起こるかわからず、日頃の備えをお
ろそかにすることはできません。このチラシ集では、一
人でも始められる防災活動を紹介しています。市のホー
ムページで公開しています。ぜひご確認ください。 87361954HP

46579387HP

82473434HP

無料クーポン券を6月末送付
がん検診など
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　市は、介護保険制度のもと提供される「家事援助限定型訪問サービス
（掃除・洗濯・買物など）」の新たな担い手の養成を目的に、３日間の研修
（座学）を開催します。研修修了後に、同サービスを行う民間の介護事
業所に採用されると、介護予防・生活支援員として働くことができます。

日程 会場 申込

第21期 6月２１日（月）・２３日（水）・
３０日（水）の午前１０時～ 市民会館

6月１6日
までに ソラスト（0120・33・

5533…月・水・金曜の
午前１０時～午後4時）第22期 7月7日（水）・8日（木）・

１4日（水）の午前１０時～
7月２日
までに

※受講料無料。定員あり。詳しくは市のホームページをご覧ください

　市は、住宅などをバリアフリー改造する場合、費用の一部を助成して
います。助成の対象は下表のとおりです。
　なお、工事契約前に申請し、助成の決定を受けることが必要です。契
約・着工は必ず助成決定後に行ってください。問合せは各担当窓口へ。
　※②③の受付は11月３0日まで。予算が無くなり次第終了
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※市外局番は《0798》
助成種別 対象 担当窓口

①特別型

介護保険の要支援・要介護認定を受けた被保険
者のいる世帯

介護保険課
（35・3048）

介護保険の対象にならない身体障害者手帳、療
育手帳を交付されている人のいる世帯

生活支援課
（35・3157）

②一般型
①以外で、65歳以上の人がいる世帯

すまいづくり
推進課

（35・3761）

あんしん賃貸住宅として登録されている住宅の
所有者

③共用型
（共同分譲住宅）

分譲マンションの管理組合
　１棟２１戸以上の分譲マンションの共用部分の
　改造工事について費用の一部を助成
≪助成対象外≫
・平成１4年（２００２年）１０月１日以降建築
・5１戸以上で平成5年（１99３年）１０月１日以降建築

※助成対象によって、制度の内容が異なります。詳しくは担当窓口まで問合せを

　市は、アスベストの飛散から皆さんの健康被害を予防するため、吹付
けアスベストに関する調査費用、除去工事費用の一部に対し補助を行っ
ています＝下表参照。申込方法など詳しくは問合せを。

対象 補助金額（消費税等除く）

調査費補助 アスベストを含有している恐れのある吹付け建材が施工されている建築物
全額

（上限２5万円）
除去工事費
補助

吹付けアスベストまたはアスベスト含有吹付け
ロックウールが施工されている建築物

工事費の３分の１
（上限１００万円）

問 建築指導課（0798・35・3918）

福祉のまちづくり課（0798・35・3135）問

ＨＰ 47327167

　赤水が出たり、水の出が悪い古い鋼管や鉛管の取り替え工事には、
貸付制度があります。対象は給水装置の改造工事です。
【貸付制度】配水管分岐部から蛇口までの標準工事費を貸付。
　　　　　　上限３0万円で無利子。20カ月以内の元金均等月賦償還

　水道料金・下水道使用料の一部を減免する制度があります。対象、
申請窓口等は下表のとおり。

対象 必要書類 申請窓口
「身体障害者手帳１・２級」、「療育手帳
Ａ」または「精神障害者保健福祉手帳１
級」を持つ人が在宅している世帯

・「水道ご使用量等の
　お知らせ」
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉
　手帳

障害福祉課
（市役所本庁舎１階）

「身体障害者手帳３級」と「療育手帳Ｂ
１」の両方を持つ人が在宅している世帯

家族介護慰労金を受給している世帯 ・「水道ご使用量等の
　お知らせ」

高齢福祉課
（市役所本庁舎１階）

※上下水道の使用開始・中止の申込、漏水修繕などについても受付
【受付時間】午前８時45分～午後８時（土・日曜、祝・休日は5時半まで）

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

　　　078・904・2481）

問 給水装置課（0798・32・2230）

　令和2年（2020年）中に市内で発生した火災の主な出火原因は、コンロ
（24件）、放火（10件）、たばこ（9件）でした。また、今年に入ってか
ら火災が増加しており、昨年の同時期と比べ、すでに15件増となっています。

コンロは加熱の力が強く、油が少量のときは、安全装置が正常に作動せ
ず、油の温度が上昇し火災になることがあります

コンロ周辺に燃えやすいものがあると、コンロの火が燃え移ったり、輻
(ふく)射熱によって火災が発生することがあります

灰皿が満杯になると、灰皿で消火しにくくなります。消火しきれていな
いたばこは、紙類などに燃え広がることで火災の原因となります

問 消防局予防課（0798・32・7316）

⃝てんぷら油を熱していた際、しばらく目を離した
⃝コンロの周りに置いていたふきんに火が燃え移った
⃝たばこの吸い殻をごみ箱に捨てたら、いつの間にか火が出ていた

火
災
事
例

！吹付けアスベスト

◉コンロ周辺を整理する

◉たばこの吸い殻は完全に消火する

◉コンロからは目を離さない

特に

費用を
一部助成

家事を仕事にしませんか
介護予防・生活支援員養成研修 上下水道局からのお知らせ

◎水道工事費の貸付

◎水道料金・下水道使用料の減免制度

コンロ・たばこコンロ・たばこの取扱いに注意
火災が増加しています

火災予防のためのポイント解体予定の
建築物も対象に 調査費・除去工事費を補助

住宅のバリアフリー化
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インフォメーションi
information

市から

5月17・24日に
土木局が第二庁舎に移転

　5月17日（月）・24日（月）に土木局
が第二庁舎に移転します。
　移転スケジュールについて詳しく
は、市のホームページ（ページ番号：
27042956）でご確認ください。
　問合せは庁舎管理課（0798・35・
3338）へ。

5月19日　防災スピーカー・
緊急告知ラジオが鳴ります

　5月19日（水）午前11時頃、地震・
津波や武力攻撃などの発生に備え、情
報伝達試験を行います。市内147カ所
に設置の防災スピーカーとさくらFM
から訓練放送（緊急告知ラジオも起動）
が流れるほか、にしのみや防災ネット
からメールが配信されます。
　放送された内容は、電話（050・
5578・2628）で確認できます（通
話料有料）。
　詳しくは市のホームページ（ページ
番号：65256929）で確認を。
　問合せは災害対策課（0798・35・
3626）へ。

「経済センサス-活動調査」に
ご協力ください

　総務省と経済産業省は、6月1日時
点で、「経済センサス–活動調査」を実
施します。

　同調査は、全ての産業分野における
事業所および企業の活動状態等を明ら
かにするために行われるものです。
　調査票は、5月中に調査員証を身に
付けた調査員が訪問して直接配布する
か、国が郵送しますので、調査への回
答をお願いします。
　回答は、安心・安全なインターネッ
ト回答が便利です。
　 問 合 せ は 総 務 課（0798・35・
3503）へ。

「中高年しごと相談室」
開室日が増えました

　市は、4月から「中高年しごと相談
室」の開室日を変更しています。開室
日は次のとおり。
　 問 合 せ は 中 高 年 し ご と 相 談 室
（0798・42・7717）へ。
【開室日】時間はいずれも午前10時
～午後6時。祝・休日を除く▷月・
火・木・金曜、第1・３・5水曜、第2・
4土曜

　 ◆はかりの定期検査（JR神戸線以北
が対象）を6月上旬～8月上旬に実施　
取引・証明ではかりを使用している人
は、2年に1回検査を受ける義務があ
ります。要検査手数料。対象者には事
前にお知らせ。問合せは消費生活セン
ター（0798・69・3157）へ

善意の寄託善意の寄託

【2月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造、遺言者松木昭治
遺言執行者上小澤由美、高友福祉積善
会、匿名1件＝合計76３万1941円
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

　マイナポイント事業の予約・申込について案内している市の支援コー
ルセンターの電話番号が、5月から変わりました。

　市は、「公民館地域学習推進員会（※）講座」の講師を募集します。募
集内容は下表のとおり。同推進員会では、地域について学ぶ歴史講座や
健康増進のための体操講座、家族で楽しめるコンサートなどさまざまな
講座を開催しています。なお、営利目的・政治活動・宗教活動は禁止。
応募しても講座が必ず実施されるとは限りません。
（※）市内各公民館にある、地域から選考された推進員で構成される組織

問 地域学習推進課（0798・67・1567）

ＨＰ 45414428

会場 各公民館

講座
内容

地域、人権、福祉・高齢者、青少年、消費者生活、家庭・家族、健康、
環境・自然・科学、時事・国際、文化・芸術に関すること
※YouTubeを使ったオンライン講座も実施しています。詳しくは市の
　ホームページで確認を

費用 受講料は徴収不可（教材費の実費徴収は可）
謝金 ２万円（助手５０００円）

申込 所定の応募用紙を、５月３１日（必着）までに同課（〒66３－8２０4高松町
4－8）へ　※応募用紙は市のホームページからダウンロード可

※講座の実施時間は１時間半～２時間程度

　所有者のいない猫の糞（ふん）尿による悪臭などの苦情や相談が寄せ
られています。地域に生息する所有者のいない猫に不妊手術を受けさせ、
その後、適切に管理していくことで、被害を減らしていくことも可能に
なります。

　市では、所有者のいない猫の不妊手術を行う際に、その費用の一部を
助成しています。助成金を受けるには、所有者のいない猫対策活動員と
して、地域の合意の下で活動することなどの条件があります。

【 対 象 】20歳以上。在勤者可　※面談の上、活動員として認定
【助成額】雌猫1匹1万円、雄猫1匹5500円

問 生活環境課（0798・81・1220）

　市では、収容された離乳前の子猫が、自力
で固形フードを食べることができるようにな
るまで一時的に預かり育てていただける人
（ミルクボランティア）を募集しています。
【対象】20歳以上で離乳前の子猫を飼養し
　　　　た経験のある人など
　　　　※その他条件あり。 面接後、ボランティアとして認定
【定員】5人程度

※手術費用が助成金額以下の場合、実際にかかった
　手術費用を助成。予算が無くなり次第終了

西宮市マイナポイント支援コールセンター

【受付時間】月曜～金曜（祝・休日除く）の午前9時～午後5時半
☎0798・98・2616

　スマートフォンが小型軽量化
し、電池の持ちが良くなったの
は、リチウムイオン電池が発明
されたからだと言われています。
　リチウムイオン電池は、スマ
ホ以外にも、モバイルバッテ
リーやノートパソコンなどのモ
バイル機器、コードレス掃除機
などの家電製品、また電動アシ
スト自転車やハイブリッド自動
車にも使われていて、今や私た
ちの生活に欠かせない存在とな
りました。
　生活が便利になる一方で、モ
バイルバッテリーを充電中に内

部ショートが生じ、火災が発生
する等の事故も起きています。
使用にあたっては、次のような
注意点を守りましょう。
《注意点》
◉製品本体に強い衝撃を与えない
◉充電中は使用を避け、周囲に
　可燃物を置かない
◉変形・変色・発熱・異臭など
　がある場合は使用しない
　また、製造上の不具合による
事故も起こっています。製品の
リコール情報は、消費者庁や
メーカーのホームページ等で確
認してみましょう。

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
使
用
上
の
注
意
点

子猫を一時預かる ミルクボランティア募集

動物の遺棄虐待は犯罪です。絶対にやめましょう

に取り組みませんか猫対策
所有者のいない

電話番号が変わりました
マイナポイント支援コールセンター

推進員会講座の講師募集
あなたのスキルを地域に生かそう

所有者のいない猫対策活動員を募集
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子 供・子育て子 供・子育て
みやっこキッズパーク
田植え体験

日 5月2３日(日)午前10時～
問 同パーク（67・7３21…月曜休み）

こども農業塾

日・内 5月３0日、7月25日、9月26日、
10月10日、11月28日。いずれも日曜
午前9時または10時～。5回シリーズ
会 甲山農地
対 小学生とその家族 ￥ 1万2000円
定 10家族。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、代表者の住所・
氏名（ふりがな）、人数、電話番号を
書き、5月18日（必着）までにこども
環境活動支援協会（〒662－08３2甲
風園1丁目8－1☎74・026３）

山東ファミリーウィーク

日 8月11日（水）～15日（日）
会 山東自然の家（朝来市）
内 アマゴつかみ、天体観測、自然散
策とかき氷、ナイトハイクなど
￥・定 あり
申・問 5月15日午前8時から同自然の
家（079・676・4100）

小学生スナッグゴルフ大会

日 8月16日（月）午前8時～
会 西宮カントリー倶楽部
内  ①個人戦、②子と保護者のペア
対 ①小学３年生～6年生、②小学1・
2年生と保護者
定 ①110人、②20組。多数の場合抽選
申 所定の申込書を6月３0日（消印有
効）までに西宮市ゴルフ協会（67・
2055…火・木・金曜の午前10時～正
午）　※4日間の事前練習会あり。詳
しくは問合せを

�Mommy&Me�英語で遊ぼう!

日 5月26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 同会
（080・３847・020３…梅畑方）

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（①は希望の部も）、
住所、参加者全員の氏名、年齢、電話
番号を書き、各締切日（必着）までに
同館（〒662－09３4西宮浜4丁目1３
－4☎３7・0485）
①オリジナルカタツムリづくり
日 6月５日（土）の午前10時半、午後1時半、
３時～ 対 小学校入学前は保護者同伴 ￥ 1
人100円。別途要入館料 定 各回8組。多
数の場合抽選 申 ５月2４日まで
②夙川河口の生きものウォッチング
日 6月12日（土）正午～ 対 小学生以上（小
学生は保護者同伴） ￥ 1人100円 定 20
人。多数の場合抽選 申 ５月３1日まで

芸　術芸　術
西宮クラシックギター練習会
コンサート

日 5月29日（土）午前11時～
会 夙川公民館
問 同会
（090・2015・7547…古橋方）

西宮・浜脇のふるさとづくり
えびすかきから人形浄瑠璃へ

日 6月5日(土)午後1時～
会 浜脇小学校
内 人形浄瑠璃の鑑賞など 
定 あり
申・問 人形芝居えびす座（３9・172３）

�西宮市文化振興財団の催し

日・内 下表のとおり
問 同団（３３・３146）
甲東サロンコンサート
日 6月12日（土）午後３時～ 会 甲東ホール 
内 バイオリン、ピアノ 対 小学生以上 
￥ 1５00円ほか 
西宮市吹奏楽団定期演奏会
日 6月1３日（日）午後2時～ 会 市民会館ア
ミティホール 対 小学生以上 ￥ ５00円。
高校生以下３00円　 ※当日券の販売なし
西宮太鼓フェスティバル番外編
日 6月2７日（日）午後1時～ 会 市民会館ア
ミティホール 内 和太鼓松村組ほか 
￥ 2５00円　※当日券の販売なし

講座・講演会講座・講演会
�中国語講座

日・内 いずれも5月15日（土）から毎週
土曜。20回シリーズ ▽①初級（基礎
が少し分かる人）…午後1時半～ ▽②
中級（中国語を2年程度学習した人）
…午後３時20分～
会 勤労会館など ￥ 各1万5000円
申・問 西宮・紹興友好交流協会
（74・49３8…吉野方）

�消費者月間記念講演会

日 5月25日（火）午後1時半～
会 大学交流センター
内 テーマは「プラスチック汚染に立
ち向かうために」
定 あり
申・問 消費生活センター（69・３157）

わかたけ人権講演会
（オンライン）

日 公開期間は5月27日(木)～6月10
日（木）午後5時
内 テーマは「隣保館だからできる隣
保館活動を活かす活動について共に考
える」。市ＨＰから視聴可
問 若竹生活文化会館（67・7171）
HP 79898604

普通救命講習会

日  6月9日（水）の午前9時半、午後2時～
会 消防局
定 各10人。先着順
申 5月19日から市HPか救急課
（３8・6577）
HP 1３098195

就職につながる！
パソコンスキルアップ講座

日・内 いずれも午後1時～▷Word・
Excel・PowerPoint編 …6月1日(火)
～３日(木)、 8日(火)▷Excel活用編…
6月10日(木) 
対 49歳以下で就職活動中の人
会 勤労会館 
定 あり
申・問 西宮若者サポートステーション
（３1・5951）

�交通事故被害者支援のための
セミナー

日・会 いずれも午後1時半～▷6月5日
（土）…中央公民館▷26日（土）…今津
公民館
内 行政書士による適正な自賠責保険
の請求方法など
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）

�知って得する毎月講座

日 6月9日(水)午後2時～
会 消費生活センター学習室
内 テーマは「家庭でできる省エネのポ
イント」
対 在勤・在学者可
定 ３0人。先着順
申 5月17日午前8時45分から同セン
ター（69・３157）

�愛と家事労働～わりきれない
からモヤモヤする

日 6月12日(土)午後2時～
会 男女共同参画センター ウェーブ
定 あり
申・問 ウェーブ（64・9495)
託 あり

催　し催　し
市立郷土資料館の
アラカルト展示

日・会 いずれも午前10時～午後5時
（入館は4時半まで）▷5月11日（火）
～6月6日（日）…旧西宮町宗旨人別帳2
～浜東町の分割▷6月8日（火）～7月4
日（日）…今津村の宗旨人別帳
問 同館（３３・1298）※月曜休館

◎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

　人権擁護委員は、地域の皆さんの人権相談を受け、問題解決のお手伝いや、
皆さんに人権に関心を持ってもらえるような啓発活動をしています。
　詳しい活動内容は、5月27日（木）午後8時からさくらＦＭ（78.7メガヘルツ）
の「聞いてなるほど！西宮市政」で紹介されます。ぜひお聞きください。

【日時】6月３日（木）の午後1時～4時（受付は３時半まで）
【会場】市民相談課（市役所本庁舎1階）
【ＨＰ】３３809３20

　市は、6月1日の人権擁護委員の日にちなみ、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、嫌がらせで悩んでいる人は、気
軽にご相談ください。相談無料。秘密厳守。

人権困りごと相談を実施

問 人権平和推進課（0798・35・33２0）

「人権擁護委員」はあなたのまちの相談パートナー

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

（6）� 令和３年（2021年）5月10日

【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）

U1F64B4
取り消し線



大菊苗等無償配布

日 5月29日（土）午前10時～
会 西宮神社 
内 1３00本程度
問 西宮菊花協会
（090・３84３・7904…長崎方）

市立図書館の催し

日・内 下表のとおり
中央図書館（33・0189）
消費生活関連ブックフェア「暮らし
を守る豆知識～“食”について」
日 ５月７日（金）～6月2日（水）の 午 前9時 半
～午後７時（土・日曜、祝・休日は6時まで）
北部図書館（33・0189…中央図書館）
ブックフェア「もっと知りたい！街
の景色～地域の魅力再発見」
日 ５月8日（土）～6月2日（水）の午前9時
半～午後6時
鳴尾図書館（４５・５003）
ブックフェア「近代の建物とくらし
～西宮の登録文化財」
日 ５月11日（火）～6月2日（水）の午前9時半
～午後７時（土・日曜、祝・休日は6時まで）

※いずれも月曜休館

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
市民ファミリーハイキング

日 6月6日（日）午後0時半に近鉄奈良
駅行基像噴水前に集合。雨天中止
内 東大寺南大門（奈良市）など約6㌔
定 50人。先着順 申 5月14日午前10時
から市HP内リンクから
問 能登運動場（74・３472）
HP 8297３908

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 6月11日（金）～10月29日（金）の午後7
時半～ 。15回シリーズ 会 北夙川体育館 
内 リズム体操ほか  ￥ ３４５0円 定 20人。
先着順 申 ５月1４日午前10時から同館
（７0・2222）
「走る・跳ぶ・投げる・打つ」
親子でやってみよう☆
日 6月12日～７月３日の土曜午前11時半
～。４回シリーズ 会 中央体育館分館 
対 ４・５歳児とその保護者 定 2５組。先着順
申 ５月1４日午前9時から同センターＨＰ
問 同センター（７３・７５81）
金曜スポーツDAY!!
日 6月～来年1月の第３金曜日（8・12月を除
く） 会 中央体育館 内 フットサル、野球等 
対 小学生以上 ￥ 各回５00円 定 各回５0
人。先着順 申 ５月28日午前9時から順次同
センターＨＰ 問 同センター（７３・７５81）

春のスポーツ体験会

日・内 下表のとおり
会 市民交流センター
対 小・中学生
申・問 S.H.A.R.E（090・7３40・1271）
チアダンス体験
日 ①５月16日（日）午後1時～、②6月1３日

（日）午前10時～（受付は1５分前から） ￥ 各
５00円 定 ①10人、②2５人。当日先着順
コーディネーショントレーニング体験
日 ５月16日(日)午後2時半～（受付は1５分
前から） 内 元Ｊリーガーのサッカー選手
が楽しくスポーツに有効な身体の使い方を
指導 ￥ ５00円 定 10人。当日先着順

芝生でノルディック
ウォーキング

日 5月22日（土）午後1時半に旧リゾ鳴
尾浜北側入口前集合
￥・定 あり 
申・問 鳴尾浜臨海公園南地区管理事務
所（48・9３86）

ロープで木登り！
ツリーイング体験

日 5月29日（土）、6月12日（土）の午
前10時半、午後1時～
会 甲山森林公園 対 小学生以上
￥ ３500円 定 あり
申・問 同公園管理事務所（7３・4600）

健康・福祉健康・福祉
�歯と口の健康週間イベント

日 6月6日（日）の午前9時～午後1時半
会 歯科総合福祉センター（甲子園洲鳥町）
内 歯科健診、保健相談、フッ素塗布
対 小学生以下
定 45人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書き、5月24日（消
印有効）までに西宮市歯科医師会
（ 〒662－0911池 田 町1３－2☎３３・
5698）

人事募集人事募集
�夏の市立保育所アルバイト

日 7月1日～9月３0日のうち数週間～
数カ月。月曜～金曜の午前8時25分～
午後4時40分
￥ 日額8800円（保育士未登録者は7
700円） 

定 80人程度。多数の場合書類選考
申 申込書などを5月３1日までに保育
所事業課（市役所本庁舎7階☎３5・
３906）へ持参か郵送（必着）。申込
書は同課で配布するほか、市ＨＰでダ
ウンロード可
HP 49495３74

市立保育所の保育士
（会計年度任用職員）

日 ①月曜～金曜の午前8時25分～午
後4時55分（早出・遅出勤務あり）▷
②月曜～金曜のうち３日（曜日固定）
の午前7時15分～午後7時のうち7時
間45分勤務
対 保育士登録者
￥ ①月額19万1820円以上、②日額
9280円
申・問 保育所事業課（３5・３906）
※詳しくは市ＨＰに掲載
HP 25568861

市立中央病院の会計年度任用
職員Ｂ（ナースエイド）

日 週5日。土日勤務あり。午前7時半
～午後8時のうち8時間。シフト制（夜
勤の場合午後7時45分から翌午前9時）
対 介護福祉士または介護職員初任者
研修修了者（ホームヘルパー2級以上
修了者）
￥ 日額92３0円（夜勤は2万810円）
定 2人
申・問 同病院人事給与課（64・1515）

相　談相　談
ひとり親家庭のための弁護士
による特別法律相談

日 6月9日（水）午後2時～
会 男女共同参画センター ウェーブ
内 離婚・親権問題などに関する相談
定 あり
申・問 子供家庭支援課（３5・３166）
※申込時に相談員による事前相談あり

その他その他
�武庫川女子大学附属図書館
オープン・ライブラリー

日 来年３月28日（月）まで
対 中学生・高校生。在学者可
問 同館（45・３5３2）

男女共同参画
市民企画講座を募集

内 性別にとらわれず、いきいきと暮
らすために役立つ講座や企画を募集。
講師謝礼や会場は市が提供
定 5企画程度
申 所定の申込書を6月21日（必着）
までに男女共同参画センター ウェー
ブ（64・9495）　※募集要領等は
ウェーブ、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ＨＰからもダウンロード可
HP 16３091３３

�青少年体験学習リーダー募集

日・内 6月1日から1年間、リーダース
キルを学ぶセミナーや子供たちとの日
帰りイベント、成人式の手伝いなどの
体験活動を実施
対 24歳以下で、高校・高等専門学校・
大学・短期大学・専門学校の在学者
申・問 青少年育成課（３5・３871）

国際ソロプチミスト西宮の
奨学金制度

対 次の全てを満たす女性▷家族に対
して主な経済的扶養責任があり、経済
的援助を必要としている▷職業技能訓
練プログラムまたは専門学校・短期大
学・大学の学部課程に在籍または入学
許可（最終学年は不可）を得ている
￥ 年間24万円（返還不要） 
定 1人
申・問 10月３1日までに国際ソロプチ
ミスト西宮（22・2３10…新井方）

　聖火リレールートとその周辺おおむね３00㍍の地域の上空で、全てのドローン
の飛行が禁止です。詳しくは兵庫県警察のホームページでご確認ください。

　聖火リレーの様子はＮＨＫのライブストリーミングで見ることができます。
　西宮市は5月24日（月）の正午～午後2時頃の間に中継される予定です。
　沿道の密集を避けるため、自宅でライブ中継をご覧ください。

　阪神甲子園駅周辺道路で右図のとおり
交通規制が行われます。規制時間内は走行
ルートおよび周辺道路は通行・横断でき
ません。自転車・歩行者のルート横断も規
制されます。ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解・ご協力をお願いします。

※県道甲子園筋以西の国道4３号線側道は午前9時～午後2時頃
※規制時間は目安であり、当日のリレー状況により変更される場合があります

甲子園駅

浜甲子園運動公園

阪神高速

阪神電車

臨港線
甲
子
園
筋

阪神甲子園
球場

ＳＮＳで情報発信中

Facebook
【ページ名】

西宮市役所

Twitter
【アカウント名】
nishinomiya_shi

西宮市

LINE

【ID】@miyakko
※@を付けて検索

【アカウント名】

５月２４日（月）の【規制日時】
正午～午後２時頃

甲子園周辺道路を交通規制 ＮＨＫで聖火リレー中継
東京２０２０オリンピック聖火リレー情報

新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、東京２０２０組織委員会の決定により、聖火リレーが中止または実施方式が変更になる場合があります

問 スポーツ推進課（0798・35・3567）

聖火リレールート周辺でのドローン禁止

令和３年（2021年）5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)



地区・町名 医療機関 電話番号

浜
脇

荒戎町 横山クリニック 23・6755

久保町
小池クリニック 42・7692
坂谷内科 33・6644
日野小児科内科医院 35・1003

鞍掛町 えいしん内科・消化器内科
クリニック 34・8600

産所町 川野内科クリニック 34・7737
建石町 中嶋クリニック 36・8330

田中町

岡崎内科 22・2756
奥平整形外科 36・5521
星野耳鼻咽喉科医院 35・5965
みま整形外科 33・1141
山路クリニック 34・6650

戸田町
平本医院 22・2658
山内内科 36・2700

浜町 辻みみはなのクリニック 23・4133

和上町

さきたクリニック 26・1222
髙橋内科循環器科クリニック 26・3600
たにざわこどもクリニック 22・8341
吉岡整形クリニック 36・3360
渡辺内科クリニック 23・5160

西
宮
浜

西宮浜4丁目 ふじた内科クリニック 35・1530

香
櫨
園

市庭町
いながき内科クリニック 35・8585
やまかげクリニック 38・2030

神楽町 柴田医院 22・1060
堀切町 西山医院 34・2537
屋敷町 大野医院 26・3640
弓場町 笹生病院 22・3535

用
海

池田町
岩下内科クリニック 23・8868
こたけ泌尿器科 39・7072
兒玉内科醫院 33・0210

東町1丁目 一幡・馬場クリニック 33・1733
東町2丁目 臨港クリニック 23・1300

松原町

浅井診療所 22・3136
おかむらクリニック 34・2030
こんどうクリニック西宮分院 31・5911
中村整形外科 37・3122

広
田

高座町 内科・消化器内科
ますだクリニック 39・7561

中屋町 はせがわクリニック 70・5850
能登町 鈴木内科小児科クリニック 76・3101

平
木

高松町
岸田内科クリニック 69・1320
さこだ耳鼻咽喉科 69・3003

南昭和町

かとう内科･外科･整形外科
クリニック 67・3650

消化器内視鏡クリニック
西宮北口院 63・0088

室川町
すぎもとクリニック 76・0008
山戸外科医院 72・3323

両度町
石山整形外科 68・1800
亀田内科クリニック 68・5110

安
井

神楽町 みやけ内科クリニック 23・3899
寿町 田村クリニック 38・6500
産所町 松澤整形外科 33・4181
千歳町 森医院 33・0958
櫨塚町 ひゃくぶん会クリニック 32・0277

安井町
平井クリニック 38・1601
まりウィメンズクリニック 39・0777

夙
川

相生町 沢井クリニック 75・1381

霞町
はしもと医院 38・1377
撫順医院 22・1274

殿山町 林田クリニック 74・2288

羽衣町
シミズクリニック 39・1215
谷口耳鼻咽喉科 23・3714
ひぐち内科 33・3788

松生町 みうら小児科 75・6321

※地区内の町名を五十音順に表記。町内は医療機関名の五十音順。市外局番は≪0798≫

地区・町名 医療機関 電話番号

瓦
林 松山町 ユニコの森 あかちゃんと

こどものクリニック 81・5082

上
甲
子
園

甲子園口
2丁目

いはらクリニック 68・2577

いろどり・みやしたこども
クリニック 65・1610

きんたか医院 31・3171
国夫新生クリニック 67・1574
耳鼻咽喉科 福武医院 66・1817
西本クリニック 65・5111
三浦医院 66・0948

甲子園口
3丁目

林医院 64・1551
前田クリニック 67・6663
松島医院 67・1071

甲子園口北町 三好病院 67・3503

津
門

今津曙町
大西内科循環器科 26・3751
タブセクリニック 37・5500

津門大塚町
エレガーノ西宮・めいわ
クリニック 35・1170

増田耳鼻咽喉科 36・8733

津門呉羽町
伊賀内科・循環器科 39・1516
ひだ耳鼻咽喉科 39・3788

津門仁辺町 坂上田病院 34・0002

春
風

上甲子園1丁目 勝部医院 48・1188
甲子園浦風町 ふなもとクリニック 81・1192
甲子園三番町 半田医院 41・1716
甲子園砂田町 髙井小児科 31・5671
甲子園春風町 御幡医院 33・0273
甲子園三保町 いわたクリニック 40・8451

今
津

今津社前町 おおの整形外科・リウマチ科 33・9111
今津二葉町 松本整形外科診療所 35・5535
今津真砂町 谷口医院 45・5075

南
甲
子
園

甲子園町

大西医院 41・1727
辻医院 41・5689
中田内科医院 40・5053
なかた内科クリニック 41・6660

浜甲子園
1丁目

橋本医院 41・4133
はまおかクリニック 47・3353

南甲子園1丁目 ひらいクリニック 41・1456
南甲子園2丁目 松崎医院 41・1620

鳴
尾

甲子園七番町 吉岡医院 41・1121

鳴尾町2丁目

栗本医院 47・5515
志水医院 48・1414
松尾医院 41・6401
山本医院 41・1029

鳴
尾
東

上田中町
北垣クリニック 44・5258
都クリニック 40・5222

笠屋町
小寺外科 47・1246
辰巳クリニック 46・6184

東鳴尾町1丁目 布谷整形外科病院 46・7770
東鳴尾町2丁目 たかはし内科クリニック 43・0300

高
須
西

高須町1丁目 ジン医院 40・6091
高須町2丁目 大岡内科医院 41・5211

鳴
尾
北

甲子園二番町
関小児科 47・0015
マサダ医院 41・0133

甲子園四番町 中村医院 47・3322

甲子園六番町
岡田クリニック 41・3322
たてクリニック 47・9971
のり整形外科クリニック 45・2233

里中町2丁目 橋野医院 41・6328
里中町3丁目 高橋クリニック 45・1226
若草町1丁目 むとう耳鼻咽喉科クリニック 42・3387

小
松

小松北町2丁目 たかき循環器・内科
クリニック 61・8105

小松東町3丁目 福井内科医院 47・0190
小松南町1丁目 大岡クリニック 41・8186
小松南町2丁目 白瀉医院 41・6360

地区・町名 医療機関 電話番号

北
夙
川

石刎町 大森内科医院 74・5030

樋之池町

あらいクリニック 71・4112
勝部北夙川医院 72・5555
たけまさクリニック 72・5951
西岡医院 74・4430
西本医院 72・6222

南越木岩町

大矢医院 73・6673
けいクリニック 73・8080
園田内科 72・4601
田中整形外科クリニック 70・3625

大
社

越水町 川﨑医院 71・6236

南郷町
Ashida Clinic 73・8000
夙川よしだハートクリニック 72・1158

柳本町 阿波クリニック 74・7666

甲
陽
園

甲山町
アガペ甲山病院 73・5111
板野甲山診療所 70・2201

甲陽園西山町 おりたクリニック 75・0120
甲陽園本庄町 やまだ小児科 71・9821
六軒町 片岡クリニック 73・0871

神
原

北名次町 さかお内科消化器内科 73・1001
名次町 大井クリニック 73・7000

上
ケ
原

上ケ原四番町 おやどまりクリニック 57・5557

上
ケ
原
南

上ケ原七番町 玉置医院 51・6616
上ケ原九番町 桝谷医院 52・6876
上ケ原十番町 上ケ原病院 52・2001

甲
東

上大市1丁目 内科小児科たきぐち医院 57・2811

甲東園1丁目
森耳鼻咽喉科医院 52・3387
横山整形外科 57・0800

甲東園3丁目
にじゅう内科クリニック 51・2011
山内医院 52・0306

下大市西町 熊野病院 52・3221

下大市東町
いのうえウィメンズクリニック 51・2556
奥田医院 54・0131

松籟荘
徐クリニック 54・8551
法西医院 51・0317

門戸荘

あしだこども診療所 51・0811
風川医院 52・2018
鹿子木クリニック泌尿器科 52・3450
しもながたクリニック 53・8200

段
上

上大市5丁目 おぐしクリニック 57・5531
段上町6丁目 森口クリニック 57・3792

段
上
西

上大市3丁目 中島クリニック 57・5170

段上町1丁目
相生胃腸科外科クリニック 51・0100
ふじもと内科クリニック 57・3600
よしおかクリニック泌尿器科 57・5535

段上町2丁目 清田診療所 54・2250
仁川町2丁目 さいとう内科・肝臓クリニック 54・7771

高
木

北口町 はら外科胃腸科クリニック 69・1180

甲風園1丁目
小田内科循環器内科 67・2541
岩沢神経科クリニック 64・5131

長田町
山内内科クリニック 67・1808

ユニコの森 
村上こどもクリニック 69・0335

瓦
木

瓦林町
おおやぶ内科・循環器内科 66・2000
整形外科たかひろクリニック 31・5656
わしお耳鼻咽喉科 56・8733

二見町
岩切クリニック 56・9411
江原産婦人科医院 67・1162
しげやまクリニック 65・9292

深
津

大屋町 平川クリニック 66・8080
西福町 さいとう内科・呼吸器クリニック 66・1114
高松町 相馬胃腸科医院 65・3160
深津町 いわもと内科クリニック 65・6611

瓦
林

日野町 松本内科クリニック 67・5103
松山町 ゆぐちクリニック 67・3400

予約は５月１２日から各医療
機関に直接予約（電話・インターネット等）

ワクチン接種が可能な医療機関（南部）
（４月23日時点）

ワクチン接種を実施する医療機関の追加等の情報は市のホームページや本紙で適宜お知らせします

（８）� 令和3年（2021年）5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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最新の情報は市のホームページ（新型コロナワクチンの接種について）でご確認ください。
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