
で、社会との接点を持ちにくい子育て中の方も
おられます。そのため、「シチズンシップの醸成」
や社会全体で子供を育てていこう、ということ
が重要だと考えました。

　以前の教育大綱には、子供たちの育
ちとしての「知育・徳育・体育」とい
う面がはっきり示されていませんでし

た。特に今の子供たちは体力が落ちており、
「知・徳・体」について教育大綱で触れておく
ことは必要なことだと考えました。
　単に勉強するということだけではなく、がま
んする力、傾聴、表現力、コミュニケーション
力などの社会性を獲得することで、全ての子供
が生涯にわたって自立して、個人として豊かな
人生を送るための基礎となる力を育むことが公
教育には求められていると感じています。

　教育大綱の改定は、「ただ文言を変
更しました」「作り変えました」というも
のではありません。教育大綱に込めた

思いを市民の皆さんに広く知ってもらい、共有す
ることにより、「生涯にわたって学び、豊かな人
生を送ってもらいたい」と考えています。市とし
ても、教育大綱を礎とした生涯学習の場を提供す
るなどの施策・取組を進めていきます。

　「教育大綱」は、平成27年（2015
年）に改正された地方教育行政法で市
長に教育大綱を定めることが義務付け

られたもので、その趣旨は、そのまちの教育に
関する理念や方針を示したものです。
　西宮市でも平成2８年（2016年）11月に教
育大綱を定めました。この教育大綱では、子供
たちの育ちに焦点を当て、「西宮の子供たちへ」、
「西宮の大人たちへ」として、それぞれに対し
て「こうあってほしい」と期待することを記載
しており、全国的に見ても、とてもユニークな
構成になっています。改定後の教育大綱でもこ
の部分は引き継がれています。

　改定前の教育大綱も良い内容でし
たが、私も教育長も、学習指導要領
の改定などを受けて、もう少し内容

に厚みを持たせたいと思っていました。
　特に、私が付け加えたいと考えたのは、「子
供たちも社会の一員として位置付ける環境をつ
くっていこう。子育ては行政だけでなく、地域
全体で温かく支えていこう」という教育や子育
ての場を通じた市民一人ひとりの「シチズン
シップの醸成」という考え方です。
　西宮には転勤族の人も多く、また、近所で親
しく付き合うという意識が希薄化してきている
ようにも感じます。核家族化が進み、今は新型
コロナの影響で帰省もしにくくなっている中

　教育委員会で導入を進めているコ
ミュニティ・スクール(※)は、まさに
教育大綱の理念を進めていく取組で、

市長の考えているシチズンシップの醸成とも親
和性のあるものです。今はまだ取組を広げてい
る段階ですが、今後は学校を中心に、保護者だ
けでなく地域も一緒になって子供を育てていこ
うという取組が広まることで、社会全体で子供
を育てていくという姿の実現に近づくのではな
いかと思います。
(※)詳細は

　本市では、現在もトライやる・
ウィークや環境学習事業など、地域
における実践的な学びの場を提供す

るさまざまな取組を行っていますが、これは、
子供たちにとっての学びにとどまらず、子供た
ちとの触れ合いを通じて大人も地域の課題を学
ぶ場になっていると考えています。
　教育大綱に込めた理念を具現化するさまざま
な事業を展開する中で、文教住宅都市・西宮ら
しい、公教育の在り方、生涯学習の在り方が実
現できるのではないかと考えています。

西宮市教育大綱は、概要版を市内公立小・
中学校で配布したほか、各支所・市民サー
ビスセンター等に配架、市のホームページ
で公開しています ＨＰ 30101501

“夢はぐくむ教育のまち”の教育大綱にこめた思い
石井登志郎(西宮市長)
市長４年目、父親８年目。どちらも毎日
勉強中。庭いじりとウオーキングが
趣味。実は高校公民の教育免許を所持

重松司郎(教育長)
教育者として、小学校から大学、特
別支援教育に関わる。城巡りが趣味
で、全国の城を巡るのが目標

石井市長、重松教育長に聞きました

知・徳・体
(確かな学力、豊かな心、健康・体力)の
バランスのとれた学校教育

社会全体で子供を育てる、
子供も社会の一員であることを意識した
シチズンシップの醸成

生涯学習の機会を提供し、
子供も大人も共に学び、
豊かな人生を送ることができるまち

大切な要素を
追加しました

まず、教育大綱とは何ですか？

なぜ、改定したのですか？

教育大綱の改定で、
目指していることは何ですか？

これからの西宮の教育をどうして
いきたいと考えますか？

夢はぐくむ教育のまち夢はぐくむ教育のまち

教育大綱教育大綱
のの

改定改定

ＨＰ 41674８25

ー 社会全体で子供を育てる ーー 社会全体で子供を育てる ー

昨年11月に行われた西宮浜義務教育学校の開校記念式典の様子。同校は
「ふるさと教育」を大切にし、地域とともにある学校運営を行っています 政策推進課（0798・35・3441）問

１．

２．

３．

【改定のポイント】

新型コロナウイルス感染症関連情報は２面に掲載
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市の情報を発信中１０



　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ます。ま
た、ワクチン接種は任意であり、体質等の理由から接種できない人も
います。
　思いやりをもって人と接し、正しい情報に基づいた、冷静な行動を
こころがけましょう。

STOP！コロナ差別

68689839HP

市は阪神間の7市1町と共同で「新型コロナウイルス感染症に
関する差別を許さない」メッセージを発出しています

新型コロナウイルスの感染・ワクチン接種の有無による差別をなくそう
疾患等が原因でマスクを着用できない人への差別をなくそう
医療現場や福祉施設など最前線で働いている人への差別をなくそう
新型コロナウイルス感染症が発生した施設や場所への差別をなくそう

給付金事業

　対象児童一人当たり5万円を支給。受付期限は来年2月28日。収入
制限等の支給要件あり。詳細は市のホームページでご確認ください。
▶ひとり親世帯………子育て手当課（0798・23・0185 HP  84802671)
▶ひとり親世帯以外…同課（0798・23・8051 HP  70280854)

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金国制度

西宮市中小事業者応援給付金市独自

　緊急事態宣言の影響により売上が減少した市内中小・小規模事業者
に、法人20万円、個人10万円を給付します。11月の申請受付開始に向
けて準備中です。詳細は決まり次第、市政ニュース等で広報します。

再周知です。
対象者は
お忘れなく

令和3年(2021年)4月分児童扶養手当受給者、同月分児童手当および特
別児童扶養手当受給者で令和3年度の住民税均等割が非課税の人は、す
でに同手当を支給する口座に振込済みのため、対象外です

※

9月議会
補正予算で可決

申込書など必要書類を、以下の期日までに各担当課へ持参か郵送を
▶衛生作業員　10月25日～11月1日の執務時間中に人事課。消印有効
▶保育士　10月25日～11月5日の執務時間中に人事課。消印有効
▶看護師　11月5日までの午前8時半～午後5時に同病院人事給与課。必着
※ 募集要項・申込書は、10月25日（看護師は配布中）から各担当課で配

布するほか、各ホームページからダウンロード可

　市は、いつでも・どこでも行政手続きができる環境整備に向け、新たなオ
ンライン申請システム「にしのみやスマート申請」を稼働させます。
　10月25日午前9時からオンラインで受付を開始する手続きは右記のとお
り。いずれの手続きも、引き続き窓口・郵送でも申請できます。
※対象手続きは今後順次拡大予定

職種(定員) 対象者 基本給月額 試験日

看護師
経験者

(若干名)

昭和46年(1971年)4月2日以降に出生した
看護師免許取得者

23万4255円
～
38万3180円
(別途諸手当あり)

11/14
（日）

基本給月額は令和3年(2021年)1月1日現在の額。経歴、給与改定等により異なる場合あり

問 同病院人事給与課（同病院3階☎0798・64・1515）

新型コロナウイルス感染症関連情報

▶集団接種の予約はまもなく終了

集団接種 新規予約枠 ≪接種ワクチンはファイザー社製≫

予約
方法

　国からのワクチン供給が終了したことに伴い、市の集団接種の新規
予約枠の追加は、１０月で終了します。

▶個別接種は一部で継続しつつ、ワクチン接種枠は縮小
　予約方法は医療機関ごとに異なります。市のホーム
ページでまとめていますので、ご確認ください。

■にしきた接種会場…11月5日(金)、12日(金)　≪夜間枠≫
■市立中央病院………11月9日(火)、10日(水)、11日(木)

ワクチン接種

正規職員の募集

職種(定員) 対象者 基本給月額 試験日

衛生作業員
ごみ収集業務

(9人)

昭和61年（1986年）4月2日以降に出生し、
道路交通法による準中型自動車運転免許(※)
所持者(来年3月31日までに取得見込も可)
(※)平成29年(2017年)3月12日改正後の道路交通法で
　  定義される準中型自動車運転免許

17万4110円
～
27万3470円
(別途諸手当あり)

1次:11/21
　　（日）

2次:12/12
　　（日）

保育士
経験者

(若干名)

昭和37年(1962年)4月2日～平成5年(1993年)
4月1日に出生し、保育士登録を受けている
人で、認可保育所または次のいずれかの施
設において、保育士としての実務経験が来
年3月31日時点で5年以上ある人

▽幼保連携型認定こども園 ▽児童養護施設

▽障害児入所施設 ▽児童発達支援センター

▽児童心理治療施設

21万9190円
～
28万6695円
(別途諸手当あり)

1次:11/21
　　（日）

2次:12/  5
　　（日）

基本給月額は令和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

月
採用

4来年

問 人事課（市役所本庁舎5階☎0798・35・3549）

衛生作業員 保育士ＨＰ12400433 ＨＰ75743075

オンライン申請は市のホームページ（ HP  39725249）内ポータルサイトへ

市立中央病院の看護師月
採用

1来年
ＨＰ 59295831

▶乳幼児等医療費受給者証の交付申請（0歳児のみ）
▶乳幼児等・こども、障害者・高齢障害者、母子家庭等、高齢期移行医療費
　受給者証再交付申請

▶はり・きゅう・マッサージ補助券の交付申請
問 医療年金課（0798・35・3131）

問 高齢福祉課（0798・35・3077）問 デジタル推進課（0798・35・3520）※ 各申請手続きについては
各担当課へ問合せを

行政手続きのオンライン化を推進 一部手続きのオンライン申請を１０月25日から開始

申込方法

10月28日(木)12:30から、市のホームページ
または市のコールセンターで受付

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター

▶国内での接種証明は「予防接種済証（臨時）」で
　国内での接種証明は、接種券の右側にある「予防接種済証(臨時)」(※)
で証明できます。国内利用において新たに予防接種済証や接種証明書
（ワクチンパスポート）の発行を申請する必要はありません。

医療従事者等で、接種券付き予診票にて接種した人は「接種記録
書」で証明できます

(※)

最後の追加枠です。
検討している人はお早めに※3回目接種については、詳細が決まり次第お知らせします

受付時間 9:00～17:30（土・日曜、祝・休日も受付）

▶若年男性2回目接種 ファイザーへの振替対応
　10・20歳代の男性において、ファイザー社製に比べて
武田／モデルナ社製ワクチンの方が、心筋炎等の発生頻度
が高い傾向が見られました（参考：厚生労働省作成チラシ＝右
記コード）。このため、希望者に振替対応を行います。

10・20歳代の男性で、武田/モデルナ社製ワクチンを1回接
種済、かつ2回目にファイザー社製ワクチンを希望する人
12月3日までの金曜19:30
市のコールセンターで受付

対 象 者

接種日時
予約方法

厚労省作成
チラシ

最新情報は
市HPで確認を

集団接種

個別接種
新たな申請は
不要です

☎０798・26・224０　 FAX  ０798・33・１１74 受付時間 9:00～19:00（土・日曜、祝・休日は17:00まで）新型コロナウイルス医療相談窓口

☎０１2０・622・999 FAX  0798・32・1030

（2）� 令和3年（2021年）10月25日



ＨＰ 13921490
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22

　教育委員会は、来年度の「藤田・廣藤・髙橋奨学生」を募集します。
所得制限あり。各奨学金は併願できますが、採用の重複はありません。
願書は学事課（市役所本庁舎6階）で配布するほか、市のホームページ
からダウンロード可。

問 学事課（0798・35・3817）

ＨＰ 72348238問 事業系廃棄物対策課（0798・35・0185） 奨学生・定員 資格 金額

貸付 藤田奨学生
（２人）

来 年４月 に 修 業 年 限４年 以 上 の 大 
学、修業年限３年以上の短大・専修 
学校専門課程（医療・衛生・社会 
福祉関係学科に限る）、修業年限２ 
年以上の介護福祉士養成施設へ進学
しようとする人

月額２万9000円
～４万8000円
※半年ごとの４0回
　均等返還（２0年）。
　無利子

給付

廣藤奨学生
（１人） 来年４月に修業年限４年以上の大学

へ進学しようとする人

月額9000円～
１万２000円

髙橋奨学生
（２人）

入学準備金４0万円
と年額１0万円

対象

申込

▷市が公募する他の奨学金（藤田奨学生は市以外を含む）を受けない
▷学校長の推薦を受けている（髙橋奨学生は各校１人のみ）
▷保護者が市内在住

必要書類を１１月１2日までに同課へ持参か郵送（必着）を。選考あり　
※髙橋奨学生は論文あり　

　市は、１0月３0日から「西宮市食品ロス削減パート
ナー制度」を開始し、世界的にも問題となっている食
品ロスの削減に本市のパートナーとして共に取り組む
事業者を募集します。登録要件を満たしていれば、飲
食関係事業者以外でも登録できます。
　登録事業者には認定証ステッカーを配布し、市の
ホームページでも紹介します。登録要件・申込方法な
ど詳しくは、市のホームページをご覧ください。

　西宮市コロナ離職者就労支援事業「Re:work（りわーく）にしのみや」
は、「合同企業説明会」を開催します。どなたでも参加できますので、
ぜひお申し込みください。参加費無料。

↑認定証ステッカー

インフォメーションi
information

市から

１１月5日　南海トラフ地震等に
備えた訓練を実施

　１１月5日（金）午前１0時から、県下
一斉に南海トラフ地震等を想定した
「津波避難訓練」を実施します。同訓
練では、防災スピーカーのほか、皆さ
んの携帯電話・スマートフォンに「緊
急速報メール」が、大きな音とともに
届きます。次の行動をとり、いざとい
う時の避難方法を考えましょう。
　問合せは災害対策課（0798・35・
3626）へ。

【午前10時…地震発生】シェイクア
ウト（安全確保行動）訓練を行い、安
全な行動を身に付ける▷家具の配置場
所を見直す等、転倒防止対策を行う
【午前10時2分頃…大津波警報発表・
避難指示】強い揺れや弱くても長い揺
れがあった場合には、津波の発生があ
ることを考える▷津波浸水想定区域の
人は、津波から避難する方法を確認

広告付き周辺案内地図
設置事業者を募集

　市は、市役所本庁舎１階の売店横に
設置している「広告付き周辺案内地図」
の設置事業者を募集します。事業者は
地図上に所在する企業等の広告主を募
集し、広告（西宮市広告掲載要綱・基
準に適合するもの）を掲載できます。
詳しくは市のホームページ（ HP

68３58400）に掲載している募集要
項等をご覧ください。
【設置期間】来年３月から5年間
【申込】必要書類を１１月8日～29日に
庁舎管理課（市役所本庁舎5階☎
0798・35・3418）へ持参か郵送（必
着）を

まもなく狩猟シーズン
入山者・狩猟者はご注意を

　１１月１5日～来年2月１5日は狩猟が
解禁となります（ツキノワグマは県本
州部で１2月１4日まで、ニホンジカお
よびイノシシは県全域で来年３月１5日
まで）。問合せは農政課（0798・
34・8481）へ。
【注意点】①入山者…黄色など明るい
色の目立つ服装を心掛け、白色タオル
の使用は控える（シカと間違えられる
のを防ぐため）▷土・日曜、祝・休日
は狩猟者が集中するため特に注意を▷
「わな」設置の看板がある場所には近
づかない②狩猟者…「絶対に違反・事

故を起こさない」ことを誓い、心にゆ
とりのある狩猟を

　◆小曽根町1丁目～4丁目で基準点
測量を実施　地籍調査（街区境界調査）
に先行して、１0月下旬から基準点測
量を実施。問合せは土木調査課
（0798・35・3675）へ
　◆道路を清掃する団体に清掃用具を
提供　市内の道路の清掃活動をする自
治会等の団体に、清掃用具（ほうき、
ちりとり、火ばさみ、軍手、ごみ袋など）
を提供。対象団体は、市が実施する地
域自治団体調査で調査票を提出した単
位自治会、連合自治会に所属している
自治会や町内会等の団体であること等
の要件あり。申請手続きなど詳しくは
道路補修課（0798・35・3631）へ
　◆11月9日～15日は「秋の火災予
防運動」期間　消防局は、市民の皆さ
んに防火意識を高めてもらうため、期
間中に立入検査等を実施。問合せは消
防局予防課（0798・32・7313）、
または各消防署へ

　市は、以下の素案への意見を募集します。いただいた意見は市の見解ととも
に公表します（個人情報を除く）。電話での意見の受付や個別回答は行いません。

第二次西宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

内容 平成３１年（２0１9年）３月に策定した同計画に、目標設定や社会情勢の変化
を踏まえた見直しを行うもの

担当課 環境学習都市推進課（市役所本庁舎8階☎0798・35・3818）

資料の
配布

１0月２5日から同課、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、環境学習サポートセンター、甲
子園浜自然環境センター　※市のホームページからもダウンロード可

10月25日～11月24日に担当課へ郵送（消印有効）か、市のホームページ
（HP84632733）またはLINEで受付。持参も可
　※LINEでの意見の提出方法は下記参照

《意見の提出方法》

パブリックコメント 意見募集

①市の公式
　LINEを
　友だち登録

②市公式LINEのメニュー
　から「市民の声・パブ
　リックコメント・通報」
　を選択

LINEでの
提出方法

ここを
選択

←

特定個人情報保護評価書へ意見募集
　市は、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の実施にあたり、「特定
個人情報保護評価書」のうち、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響
が特に大きい、全項目評価の対象となる事務について、意見を募集します。い
ただいた意見を踏まえ、必要に応じて評価書の見直しを行います。

10月25日～11月25日に各担当課かデジタル推進課（市役所第二庁舎5階）
へ郵送（消印有効）か、市のホームページ（HP59678124）またはLINE
で受付。持参も可　※LINEでの意見の提出方法は紙面右下参照

《意見の提出方法》

対象事務 担当課
住民基本台帳に関する事務 市民課（市役所本庁舎１階☎0798・35・3108）
地方税に関する事務
（市税証明発行業務） 税務管理課（市役所本庁舎２階☎0798・35・3251）

地方税に関する事務
（市県民税業務） 市民税課（市役所本庁舎２階☎0798・35・3211）

地方税に関する事務
（市税徴収事務） 納税課（市役所本庁舎２階☎0798・35・3238）

予防接種に関する事務 保健予防課（保健所３階☎0798・35・3308）

各担当課、デジタル推進課、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
　※市のホームページからもダウンロード可

問 各担当課、デジタル推進課（0798・35・3748）

《評価書の配布場所》

「あなたの働きたい」をサポート！

【日時】１１月22日（月）の正午～午後4時半　【会場】西宮神社会館
【参加企業】１2社　※官公庁・事務・製造・食品など多数
【申込】Re:workにしのみやホームページ
　　　　または電話（予約優先）

問 Re:workにしのみや（0798・23・1153）
【受付時間】月曜～金曜、第2・4土曜の午前１0時～午後6時　※祝・休日を除く

合同企業説明会を開催

申込は11/12まで

※以下の全てを満たす人

登録事業者登録事業者をを募集！募集！
"食品ロス削減パートナー制度""食品ロス削減パートナー制度" 藤田・廣藤・髙橋奨学生

令和３年（2021年）10月25日	 （3）



≪元号・西暦対照≫平成28年…2016年▶平成29年…2017年▶平成30年…2018年▶令和元年…2019年▶令和2年…2020年▶令和3年…2021年

2352億
  837万円

▶実質公債費比率…財政規模に対する、１年間で支払った借金返済額などの割合
▶将来負担比率……財政規模に対する、将来市が支払う借金返済額などの割合

※基金・市債残高はいずれも一般会計、特別会計の合計額

2402億
4284万円

A 歳入総額 ：１年間の収入の総額 2402億4284万円
B 歳出総額 ：１年間の支出の総額 2352億  837万円
C 差引額 ：A－B 50億3447万円
D 繰越財源 ：令和3年度に繰り越す事業に充てる額 3億  293万円
E 実質収支 ：実質的な黒字額。C－D 47億3１54万円

財政課（0798・35・3414）問

道路・公園の整備などに

国や県が必要と
認めた事業に対して
配分されたお金

市民の皆さんが
納めた税金

春風小学校や西宮支援学校の改築工事の進展などにより、前年度に
比べ23億円増

財政の健全度を示す指数は基準値内に収まっています(数値が低いほど財政は健全)

特別定額給付金事業や地方創生臨時交付金充当事業など、新型コロ
ナウイルス感染症関連経費により、前年度に比べ58１億円増

幼児教育・保育の無償化の通年での実施などによる児童保育費の増や、
障害者介護給付等事業経費の増などにより前年度に比べ43億円増

特別定額給付金事業の実施や、第二庁舎（危機管理センター）新築
工事の進展などにより、前年度に比べ527億円増

第二庁舎（危機管理センター）の整備や、春風小学校、西宮支援学
校の改築工事の増などにより、前年度に比べ54億円増

国や銀行などから
借りたお金

福祉の
充実に

新型コロナウイルス感染症の影響などにより法人市民税は減収と
なったが、個人市民税は増収となり、総額では前年度に比べ１千万
円増

借金の返済に

保健医療、
清掃事業などに

学校教育などの
充実に

文化振興や広報に
また特別定額給付金事業に

令和2年度 平成元年度 平成30年度 類似都市平均
(令和元年度)

実質公債費比率 4.1％ 3.3％ 2.9％ 5.7％
将来負担比率 6.3％ 6.3％ 8.6％ 33.9％

令和2年度 令和元年度 平成30年度
人件費 職員の給与など 365.5 352.１ 347.7
扶助費 生活保護費などの福祉や医療 536.8 5１0.6 485.7
公債費 借金の返済 155.1 １57.１ １52.0

普通建設事業費 公共施設の整備など 218.3 １53.5 １69.１
物件費 施設の維持管理経費や運営委託料など 251.6 248.0 237.6

補助費等 特別定額給付金や各団体への補助金など 639.8 １55.8 １52.5

　利用登録者数は１１万77１１人、蔵
書冊数は１06万846冊、年間貸出冊
数は266万8287冊でした。

　救急出動件数は2万１１05件、傷
病者搬送人員は１万909１人、ドク
ターカー出動件数は57件でした。

　公園、児童遊園合わせて658カ所
の維持管理や、公園樹・街路樹の維
持管理を行いました。
　補修工事、修繕を合わせて275件
実施しました。

　老朽校舎の解消や良好な教育環境の
確保のため、春風小学校や西宮支援学
校などの校舎の増改築工事を実施しま
した。また、長寿命化計画に基づき、
大規模改修工事や屋上防水、トイレ改
修など施設改修工事を実施しました。

新型コロナウイルス感染症対策にかかる主な事業として、

決算の詳細については、
市HPに掲載しています

１人１0万円の特別定額給付金や、児童手当・児童扶養手当受給世帯に対す
る給付金の支給で、約500億円を執行
新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金約36億円を活用し、公共
施設の自動水栓化や網戸・飛沫（まつ）防止パネルの設置などの感染症対
策、水道基本料金の減免、キャッシュレス決済を活用したポイント還元に
よる消費喚起事業などを実施

令和2年度決算では、財政基金を取り崩すことなく、約47億円の実質収支
額の黒字を確保しました。これは土地開発公社貸付元金収入約55億円の
臨時収入があったことなどによるものであり、実質的には財政基金(貯金)
の取り崩しを行った令和元年度決算に引き続き2年連続の赤字であったと
言え、厳しい財政状況となっています
年度末市債残高（借金）は22年ぶりに増加に転じ、今後は増加傾向で推移
することが見込まれます

社会保障経費の増大や公共施設の老朽化対策に加え、引き続き、新型コロ
ナウイルス感染症対策として、感染拡大防止・困窮する市民や事業者支援
などにかかる財政支出が見込まれます
一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、市税収入は大幅に減収
となる見込みで、地方交付税・交付金も含めて財源の確保が極めて難しく
なると想定されます
将来にわたって安定的な財政運営が行えるよう、施策・事業の一層の見直
しを図り、必要な財源の確保に努めていきます

●

●

▶

▶

▶

▶

▶

ＨＰ 17450966

令和2年度決算報告

一般会計決算額は震災時（平成7・8(1995・1996)年度）に次ぐ規模

市の収入と支出

民生費

歳入

市税

国県
支出金

市債

税務管理課（0798・35・3229）問

入湯税 965万円  観光の振興や環境衛生施設、消防施設の整備に
事業所税 13億3012万円  学校や保育所などの整備に

都市計画税 77億4447万円  街路事業や下水道整備事業に

市税の中には使い道を定めた3つの目的税があります

学校の整備に
事業費 69億3075万円 

総務費

民生費

教育費

健全化判断比率

財政状況 実質的に2年連続の赤字

今後の見通し

市の貯金や借金

1473

H28 H28

1442

H29 H29

1425

H30 H30

1382

R1 R1

1391

344 359 384 335 347

R2 R2

846.5億円

総務費
708.5億円

155.1億円

164.1億円

150.9
億円

158.4億円

240.6億円

その他 30.2億円その他 73.2億円 消防費 61.8億円地方交付税 27.8億円
使用料および手数料 61.3億円

地方消費税交付金 94.4億円
諸収入 104.4億円

市税
876.5億円

国県
支出金

1000.6億円

■ 歳出（主な性質別）の推移

単位：億円

単位：億円

単位：億円

(年度) (年度)

公債費

市債

土木費

衛生費

教育費

実質公債費比率は2年連続で悪化
将来負担比率は昨年と同水準

借金は22年ぶりに増
貯金は増

基金 (貯金) 市債 (借金)残高の推移

14億5189万円

公園・街路樹の
維持管理に
事業費

図書館の管理運営に
  9億2799万円 事業費

救急活動に
  6億  537万円事業費

市のおカネ こんなことに使われました

歳出 (目的別)
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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…���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…��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
土曜……………18：00～20：30
（耳鼻咽喉科のみ）
日曜、祝・休日…��9：00～16：00

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
（HP26040122、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（11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 11月（一部12月）の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

4日（木）・10日（水）・25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（HP44926
114）から。問合せは北口へ

はじめての
離乳食講座 12日（金）14：00～15：00 鳴尾

公民館
対象は令和3年5・6月出生の第1子と保護者。
定員16人。申込は10月28日から鳴尾へ

マザークラス
（２回シリーズ）

12月9日（木）・16日（木）の
13：30～16：00 鳴尾 対象は令和4年2月～4月出産予定の

初妊婦。定員14人。申込は11月9日から
12月13日（月）・20日（月）の
13：30～16：00 北口 対象は令和4年2月～4月出産予定の

初妊婦。定員24人。申込は11月9日から

離乳食講座 18日（木）10：30～11：30 北口
対象は令和2年10月～3年2月出生の
第1子と保護者。定員24人。
申込は10月29日から

家族で学ぼう
離乳食講習会

12月4日（土）10：15～
11：30 北口

対象は令和2年11月～3年4月出生の
第1子と保護者2名。定員10組。
申込は11月5日から

幼児食講座 19日（金）10：30～11：30 中央
対象は平成30年11月～令和2年4月
出生の第1子と保護者。定員16人。
申込は10月29日から

育児セミナー 12月18日（土）12：30～
なるお
文化
ホール

対象は令和3年7月～9月に妊娠届を出し
た初妊婦とその配偶者、転入した初妊婦
とその配偶者。定員あり。申込は11月
12日までに市のホームページ（ HP
65566164）から。多数の場合抽選

子どもの
アレルギー講座 24日（水）10：00～11：15

Zoomによるオンライン配信。
対象はおおむね8か月～1歳9か月の子と
保護者。定員あり。申込は10月29日から
市のホームページ（HP51838455）へ

ぜん息・
アレルギー相談 8日（月）14：00～15：30 北口 医師などによる相談。

対象は中学生以下の子

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3年7月出生▷10か月児健診…令和3年1月出生
▷1歳6か月児健診…令和2年4月出生▷3歳児健診…平成30年6月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談 17日（水）14：00～15：30 北口 医師などによる相談。対象は成人

お悩み解決！
栄養相談

1日（月）13：00～15：00 山口
栄養士による相談30日（火）10：00～12：00

10日（水）10：00～12：00
塩瀬

24日（水）13：00～15：00
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 対象は製造業者、市民

みやっこ
こころのサポー
トダイヤル

月・水・金曜（祝・休日を除
く）の13：30～16：30 保健所

新型コロナの影響によるこころの悩み、
生きづらさについて臨床心理士等による
相談。実施日に（0798・35・5082）へ

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
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

9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

11日（木）13：20～14：00 鳴尾
19日（金）13：10～14：00 北口
25日（木）13：20～14：00 中央

このほかの健康・医療相談は、ハローにしのみや（01２0・86・２438）をご利用ください

≪元号・西暦対照≫▶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▶令和4年…2022年

12月の健診（検診）

令和3年4月～4年3月に誕生日を迎える年齢
詳細は下記の各種健康診査・検診の項目を参照

【対象年齢】

▷市民税非課税世帯・生活保護受給中の人は、事前の申請により無料

胃がん(内視鏡)検診、前立腺がん検診、健康ドックは対象外
肺がん・結核検診の胸部X線検査は65歳以上無料

( )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。記載なしは集団検診のみ実施

▷70歳以上無料
【受 診 料】

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

（※）

胃がん（バリウム）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
20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4月末に
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4月末に送付済み。
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〕

▪

対象者に個別通知。対象は40・50・60歳は500円、70歳は無料。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

申込期間は11月1日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※11月の空き区分は受付中
申込は各会場へ。

➡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から

※

▪総合健康診査…30歳以上。1万6900円
健康ドック

会場 12月の日程 申込
北口保健福祉
センター検診施設

月曜～金曜 (祝・休日を除く)の
8:45～12:00

0798・61・7133
…月曜～金曜（祝・休日を除く）

▪乳がん検診…40歳以上の偶数歳。1500円〔個 �1800円〕�※視触診は実施していません
▪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〕

受診券不要女性のための検診

会場 12月の日程 申込
北口保健福祉
センター検診施設

水・木曜（祝・休日を除く）の13：00～
16：30　※子宮頸がん検診は木曜のみ

0798・61・7133
…月曜～金曜（祝・休日を除く）

会場 12月の日程 申込
北口保健福祉センター
検診施設

27日までの月曜～金曜（祝・休日
を除く）の8：45～12：00

0798・61・7133
…月曜～金曜（祝・休日を除く）

西宮市医師会診療所 13日(月)・20日(月)・27日(月)
の8：45～12：00

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

東山台コミュニティ会館
ナシオンホール
※塩瀬公民館から会場
　変更

12日（日）9：00～15：30
※予約者数により、午前のみ
　の実施となる場合あり

兵庫県健康財団（078・793・9333）
…11月2日～10日（土・日曜、祝・
　休日を除く）の9：00～17：00

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）

献血 保健予防課（0798・35・3301）☎
64971580HP

各種定期予防接種を市内委託医療機関で実施。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

保健予防課（0798・35・3308）☎
22784785HP

子供の
定期予防接種

【申　込】受診する会場へ
【問合せ】健康増進課（0798・35・3127）

基本健康診査
40歳以上で令和3年度途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〕

▪ （※）

（※）

( )

胃がん（内視鏡）検診
50歳以上の偶数歳。〔個 �3800円〕個別
検診のみ。受診券の申込は健康増進課
（HP98966487)へ

▪

※胃がん検診は同一年度に一つのみ受診可

 要受診券 

みやっ子
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子 供・子育て子 供・子育て
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、①③は希望の部
（③は作成個数も）、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まつぼっくりツリー作り
日 11月1３日(土)の午前10時半、午後1時半、
３時～ 対 未就学児は保護者同伴 
￥ 100円。別途要入館料 定 各回8組。多
数の場合抽選 申 11月1日まで
②貝類館セミナー「甲子園浜に生息す
る貝類と底生生物」
日 11月20日(土)午後1時半～ 
対 小学生以上 ￥ 要入館料 定 10人。多数
の場合抽選 申 11月8日まで
③貝を使ったオリジナル万華鏡づくり
日 11月21日(日)の午前10時半、午後2時～ 
対 小学３年生以下は保護者同伴 
￥ 2５00円。別途要入館料 定 各回8組。
多数の場合抽選 申 11月8日まで

Nature to Future 

日 11月21日(日)午後1時～
会 関西学院大学上ケ原キャンパス
内 自然ふれあい体験教室
対 小・中学生 定 あり
申 関西学院大学栗田研究会Moribito
HPから
問 同会（050・6881・1280）

畑と山で子育て
～サツマイモほり体験

日 11月23日（火・祝）午前10時に阪神
バス甲山大師バス停に集合
￥ 1人550円。3歳以下無料
定 5組。多数の場合抽選
申  往復ハガキに催し名、住所、参加
者全員の氏名・年齢、電話番号、ＦＡＸ
番号を書き11月12日（必着）までに
甲山自然環境センター(〒662－0001
甲山町67☎72・0037)

親子で行こう！USJ

日 11月13日（土）午前8時半～
会 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪市）
対 4歳～中学生のひとり親家庭等の子
と保護者 ￥ あり
定 20組。多数の場合抽選
申 11月5日までに西宮市婦人共励会
（090・5093・2988）

森であそぼう！芋ほりと
恵みの水を辿るハイキング

日 11月23日(火・祝)午前10時～
会 社家郷山、甲山農地
内 ハイキング、芋ほり（半日）
対 小学生とその家族
￥ 1人500円。3歳以下無料
定 30人程度。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、住所、参加者全員
の氏名・年齢、電話番号、メールアドレ
スを書き、11月5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☎080・4665・3806）

親子でクリスマスリース作り

日 11月27日（土）午前10時～
会 リサイクルプラザ
対 小学生と保護者
定 10組。多数の場合抽選
申  往復ハガキに催し名、住所、氏名、子
の氏名・学年、電話番号を書き、11月13
日（消印有効）までに同プラザ（〒662
－0934西宮浜3丁目8☎22・6655）

市立西宮高校　松柏講座

日 11月27日（土）午後1時半～
内 フライングディスク講習会 
対 小学生と保護者
定 10組。多数の場合抽選
申 往復ハガキに講座名、住所、参加者全
員の氏名、子の学年、電話番号を書き、11
月12日（消印有効）までに同校（〒662－
0872高座町14－117☎74・6711）

芸　術芸　術
11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

日本画
（三宅由紀さん）
※展示替えで鑑賞
できない場合あり

大手前大学　
建築＆芸術学部
学生作品

西宮市文化振興財団の催し

日・内 下表のとおり
問 同財団（33・3146）
西宮市民音楽祭
宮っ子みんなのコンサート
日 11月３日（水・祝）午後2時～
会 アミティ・ベイコムホール 定 あり
セレノグラフィカ×田村緑
市民参加ダンス公演「千花模様」
日 11月6日（土）午後３時～ 会 フレンテ
ホール 対 小学生以上 ￥・定 あり
さよならコンサート
日 12月12日（日）午後2時～ 会 アミティ・
ベイコムホール 内 家族で参加できるクリ
スマス音楽会 定 あり
申 往復ハガキに催し名、住所、参加者全員
(同居者4人まで)の氏名（ふりがな）・年齢、
電話番号を書き、11月1５日（必着）までに
同財団（〒662－0918六湛寺町10－11）

プレラホールスタッフによる
クラシック名曲コンサート

日 11月6日(土)午後1時～
対 小学生以上
￥ 1000円 定 あり
会・問 プレラホール（64・9485）

CELTSITTOLKEコンサート
～てんこもりSession

日 11月7日(日)午後4時半～
会 甲東ホール
￥ 5000円
定 あり
申・問 同ホール（51・5144）

新しい日本の歌

日 11月19日（金）午後7時～
会 県立芸術文化センター小ホール
内 詩人、作曲家、歌手が協力して新
作歌曲を創作するコンサート

￥ 3000円 定 あり
申・問 同事務局（090・3714・5128…
薬谷方）

講座・講演会講座・講演会
シニアのためのスマホ安全教室

日 11月10日（水）午後1時～
会 市民交流センター
￥ 500円 定 あり
申・問 関西イー・エルダー
（090・8756・4481…太田方）

住まい探しにお困りの方
支援セミナー

日 11月18日（木）午後2時～
会 オンライン（Zooｍ）
内 テーマは「西宮市の居住支援の取組
紹介他」など  定 あり
申・問 あんじゅうサポートクラブ
（39・8408）

「週末の朝のオンライン講座」
ライブビューイング

日 11月20日(土)午前10時半～
会 消費生活センター学習室
内 テーマは「悪質商法に負けない！
知らんとアカン！おカネのこわ～い話」
対 在勤・在学者可 定 30人。先着順
申 10月25日午前8時45分から同セン
ター（69・3157）

中国語会話初級（上）講座

日 11月21日～来年11月20日の日曜
（おおむね月3回） 
会 中央公民館 
￥ あり 定 18人。先着順
申 10月29日から日中友好協会
（74・0024…皿海方）

わかたけ人権講演会

日 12月9日(木)午後1時半～
会 若竹生活文化会館
内 テーマは「水平社創立100年の今
日的意味と今後の課題」
対 在勤・在学者可 定 30人。先着順
申 11月4日午前9時から同館

（67・7171）

健康増進課（0798・26・3667）問

～歯科衛生士のひとりごと～

健康づくりコラム10月

　マスクを着用していると、口呼吸の回数が増え、口が渇きやすくな
ります。そして、口を動かす機会が減ると、唾液が減少し、自浄力も
低下します。口の機能が低下する「マスク口」を
防ぐために、次の3つの体操をしてみましょう。
①顎を軽く上げ「うー」と力を入れて唇をすぼめ
　た後「いー」と唇を横に引き伸ばす
②口を閉じたまま舌で頬を力一杯、左右交互に押す
③頬を膨らませ、すぼめるを繰り返す
　一つひとつの動きを意識し、大きく動かすことが効果的です。ガム
も意識して強めに噛（か）むと唾液の分泌や口の機能維持に有効です。
　また、市実施の歯周疾患検診・長寿歯科健診も活用して下さい。

マスク口(くち)に注意！◆ ◆

上田歯科衛生士

◎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

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

【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）

情報110番警察署からの

ATMで還付金・過払金は受取できません

あなたの勇気と声掛けが、目の前の人を詐欺被害から救います

携帯電話で指示を受けながらATMを操作する人を見かけたら

「それ、詐欺じゃないですか？」と
声掛けと通報をお願いします。

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

「ひょうご防犯ネット」に
登録を

県警察が犯罪情報や防犯情報などをメールで
お知らせします。右記コードから空メールを
送って登録を

STOP！
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オンライン講座
共同親権制度って安全なの？

日 11月20日(土)午後1時半～
定 あり
申・問 ひょうごDV被害者支援連絡会
事務局（078・360・6211）

普通救命講習会

日 ①11月24日（水）、②12月1日（水）
の午前9時半～
会 消防局 定 10人。先着順
申 ①は11月2日、②は10日から市HP
か専用電話（38 ・6577）
HP 13098195

催　し催　し
11/11～17は税を考える週間
税に関する作品の展示

日・会 11月4日(木)～11日（木）の午前
9時～午後5時半…市役所本庁舎2階▷
11月16日（火）～23日（火・祝）の午前10
時～午後9時…ららぽーと甲子園1階
内 市内の小・中学生、高校生の税に
関する作文や書道作品等の展示
問 西宮宝塚租税教育推進協議会事務
局（34・3930）

シングルマザーズ・カフェ

日 11月13日（土）午後2時～
会 男女共同参画センター ウェーブ
対 シングルマザー、これからシング
ルマザーになるかもしれない人
定 あり 申・問 ウェーブ（64・9495）
託 あり

ゆめ・まち
大人の社会科見学in西宮

日・内 いずれも金曜午後7時～▷11月
19日…大人のアウトドア入門▷12月
3日…西宮の海×山リースづくり▷来
年1月14日 … 酒 樽 を 用 い た ワ ー ク
ショップ▷来年2月18日…スペシャル
ティコーヒーの挑戦
会 オンライン（Zoom） 対 18歳以上
定 あり 申 スタジモにしのみやHP
問 同事務局（78・2753）

生講談を楽しみ、学ぶ
「心に響く　物語の語り方」

日・会 いずれも火曜▷11月16日午前
10時半～…上甲子園公民館▷来年1月
11日午前10時半～…学文公民館▷来
年3月15日午後2時～…春風公民館
¥  各回600円 定 あり
申・問 090・8534・6054…天神堂甲
梅方

消費生活展

日 11月6日(土)・7日（日）
会 アクタ西宮東館2階
内 消費者問題や環境問題など身近な
消費者情報等をテーマにしたパネルの
展示
問 消費生活センター（69・3157）

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
西宮市ボウリング協会会長杯
ボウリング大会

日 11月3日（水・祝）▷①午前10時～
…6ゲーム▷②11時～…3ゲーム
会 E－BOWLトマト西宮（室川町）
内 アメリカン方式、ハンディキャッ
プ制
対 在勤者可。小学2年生以下は保護者
同伴
￥ ①3800円。高校生以下2800円、
②1900円。高校生以下1400円
申 11月2日までにE－BOWLトマト
西宮（72・9011）

西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり
問 同センター（73・7581）
子育てママ・パパ応援！
ママ・パパフィット☆
日  11月11日～来年３月17日の木曜午前9
時半～。17回シリーズ
会 勤労青少年ホーム 内 ストレッチ・リズ
ム体操・筋トレなど 対 子育て中の保護者 
定 20人。先着順 申 10月29日午前10時
から電話で同センター
ENJOY！バスケットボール♡
日 11月27日（土）午前10時～ 会 北夙川体
育館 対 小学５年生以上 定 ３0人。多数の
場合抽選 申 10月29日～11月３日に同セ
ンター HP

西宮ストークス
市民応援デー

日 ①11月13日（土）、②14日（日）、
③27日（土）、④28日（日）。①③は午
後5時～、②④は午後2時～
会 中央体育館 対 在勤・在学者可
￥ 1980円。高校生以下500円
定 あり
申 西宮ストークスHP
問 西宮ストークス（22・0770）

ピザづくり＆ナイトハイク

日 11月27日（土）・28日（日）。1泊
会 丹波少年自然の家（丹波市）
対 家族など
￥ あり
定 10組。多数の場合抽選
申 11月5日午後5時までに電話で同自
然の家（0795・87・1633）

秋のスポーツ体験会

日・内 下表のとおり
会 中央体育館 
定 各50人。先着順
申 11月1日の①②午前11時、③正午
から電話でアスレチック・リエゾン・
西宮事務局（73・7581…西宮スポー
ツセンター内）
①野球体験
日 11月2３日(火・祝)午前9時～ 対 小学生
②ロコモ健康体操＆ロコモ測定
日 11月2３日(火・祝)午前10時4５分～ 
対 4歳児以上
③３×３体験会/サッカー体験会
日 11月2３日(火・祝)午後1時半～ 内 各体
験を1時間ずつ実施 対 4歳児～小学2年生

JTマーヴェラス
市民応援デー

日 11月27日（土）・28日（日）の午後1
時～
会 ベイコム総合体育館（尼崎市）
対 在勤・在学者可
定 30人。多数の場合抽選
申 11月8日まで。市HPで確認を
問 JT女子バレーボール部事務局
（06・6450・1270）
HP 10028160

西宮ストークスによる
指導者講習会

日・内 12月2日（木）、16日（木）の午
後6時半～。2回シリーズ
会 中央体育館
対 バスケットボールチームやミニバ
スケットボールチームの指導者
定 30人。先着順 
申 10月29日午前10時から市HP
問 スポーツ推進課（35・3567）
HP 32957968

相　談相　談
 消費生活センター 11月の相談会

日 9日(火)午後1時～
内 借金（多重債務）相談。1組1時間 
以内。司法書士が応対
定 あり
申・問 同センター（64・0999)

助産師による
妊産婦さんと乳児の子育て相談

日 11月12日（金）の午前10時～正午、
26日（金）の午後1時半～午後3時半
内 オンライン（Zoom）か電話での相談
申 西宮市助産師会HP
問 同会（090・1158・7075…森田方)

相続全般に関する相談会

日 11月14日（日）午後1時半～
会 市民会館
内 各士業による、相続に係る法律・
税務・不動産問題の相談会
定 あり
申・問 ウィズ法務司法書士事務所
（22・2250）

月分11
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）

1日（月）～7日（日）、15日（月）～21日（日）
イベントリポート…市内で行われたイ
ベント等を紹介
8日（月）～14日（日）、22日（月）～28日（日）
ＰＲ…ドラマ仕立てで市の取組や魅力
を分かりやすく紹介
29日（月）～12月5日（日）
中国紹興市交換番組…友好都市中国紹
興市との交換番組を放送
1日（月）～12月5日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を
紹介

※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（11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。11月のテーマは「道路の発展と
街の変遷」。ゲストティーチャーは総務
課公文書・歴史資料チームの住田未絵
さん　※放送終了後は、市のホームペー
ジ（ HP ５4149619）から音声配信あり

まちたびラヂヲ特番
「さくらFMウォーク」

日 11月21日（日）の午前9時～午後0時半 
内 市立郷土資料館の文化財ウォーク

「甲東周辺の文化財をめぐる」を生中継。
スタジオ解説あり。雨天中止の場合は
通常番組を放送

ツーツーシキュー

消防テレホンサービス

11月1日～9日…119番の日につ
いて▷10日～15日…秋の火災予
防運動について▷16日～30日…
救急車の適正利用について

【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)

　阪神甲子園球場は、野球開催日以外の地域のにぎわい創出の一環として、
「甲子園キッズフェスタ」を開催します。同球場を中心に、スポーツ体験や
まなび体験を、次代を担う子供たち（対象は小学生以下）に提供します。

「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

阪神甲子園球場（0798・47・1041…月曜休み）問

甲子園キッズフェスタ甲子園キッズフェスタ
子供向けのスポーツ体験やまなび体験！子供向けのスポーツ体験やまなび体験！

加えて一部体験は個別に要事前申込。
詳細は同イベントHPで確認を

入場は事前登録制
無料
（一部有料の体験あり）入場料

11月3日（水・祝）の
午前10時～午後4時日 時 会 場 阪神甲子園球場など

スポーツ体験のほか

ドローン操作など

普段できない体験も！
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家庭学習における教材費
やマスク等感染予防策に
係る経費を支援するた
め、西宮市就学奨励金の
受給者等に対し児童生徒
１人当たり５０００円の家庭
学習等支援給付金を支給

みやっこキッズパーク内
の井戸の流出量が十分で
ないことから、田植えや
園内の環境整備などに必
要な水資源を確保するた
め、井戸を新たに設置

「みんなが暮らしやすく、
お出かけしたくなるま
ち」を目指して、市内の
歩道等に皆さんがちょっ
と一休みできる「どうぞ
ベンチ」を設置

　西宮洋菓子ブランド発信事業実行委員会は、
市内洋菓子店パティシエによる「リアルタイ
ム動画配信イベント」を開催します。Zoom
を使い、参加者とパティシエがリモートでつ
ながりながら、西宮の洋菓子店を体験できる
イベントです。ぜひ、ご応募ください。

問 西宮洋菓子ブランド発信事業実行委員会
　　（0798・33・1258…西宮商工会議所内）

※毎年１１月に実施している「西宮洋菓子園遊会～にしのみやスイーツライブ」は、
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年の開催は中止になりました

　10月31日(日)は衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投
票日です。当日投票に行けない人、また混雑を避けたい人等は、期日前
投票をご利用ください。

　平成２９年（２017年）の衆議院小選挙区の区割り改定により、投票可
能な期日前投票所がお住まいの地域によって限定されています。異なる
選挙区の期日前投票所では投票できませんので、ご注意ください。

選挙管理委員会（0798・35・3732）問

期日前投票会場

選挙区 【兵庫２区】
塩瀬・山口支所管内

【兵庫７区】
本庁・鳴尾・瓦木・甲東支所管内

時間 午前８時半～午後８時 午前８時半～午後８時 午前１０時～午後８時

場所

・塩瀬支所
・山口支所

・選挙管理委員会事務局
   （市役所東館７階）
・鳴尾支所
・瓦木公民館
・甲東支所

・大学交流センター（★）
・ららぽーと甲子園（★）

１０月１８日時点の情報です。各施設の営業状況等により、中止・時間変更の可能
性があります。最新情報は市のホームページ(HP ７462５62１)で確認の上、ご来
場ください

（★）

　ふるさと納税は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自
分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設さ
れました。市では、いただいた寄附金の使い道として、昨年度は1２
事業を用意し、皆さんの指定する事業に活用しました。以下に活用の
事例を紹介します。
　ふるさと納税について詳しくは、市のホームページをご覧ください。

　市は、「西宮湯川記念賞」の受賞者をペリメー
ター理論物理学研究所教員・吉田紅さん吉田紅さんに決定し
ました。吉田さんの受賞研究は「量子情報理論に受賞研究は「量子情報理論に
基づくホログラフィック双対模型の構成」基づくホログラフィック双対模型の構成」で、理
論物理学の「素粒子」分野に大きく貢献しました。
　贈呈式は1２月4日（土）午後1時からフレンテ
ホールで行われます（受賞者は海外在住のため、
Zoomで参加）。
※贈呈式の参加希望者は、右記セミナー (1２月4
　日実施分)に申込を

　市は、「西宮湯川記念科学セミナー」をフレンテホールで開催し
ます。なお、4日のセミナー開始前（午後１時から）に西宮湯川記
念賞の贈呈式を行い、参加者は受賞者の研究についての話を聞くこ
とができます。

※写真はイメージで、
　実際のケーキとは異なります

吉田 紅
よしだ

さん
べに

こちらからも
申込可

専門家が最先端の科学を分かりやすく解説

湯川記念科学セミナー12月４日にフレンテホールで贈呈式  

塩瀬・山口支所管内は
兵庫２区

本庁・鳴尾・瓦木・甲東支所管内は
兵庫７区

本市の選挙区は、兵庫２区と７区に分かれています

期日前投票は 10月30日（土）まで

おうちでひと足早いクリスマスを楽しもうおうちでひと足早いクリスマスを楽しもう★★ ★★
西宮市のふるさと納税

皆さんの思いを事業に活用

62156215件件 11 5970597027212721億億 万万 円円

昨年度いただいた皆さんからの寄附昨年度いただいた皆さんからの寄附

新型コロナ対策新型コロナ対策
みやっこ元気寄附金みやっこ元気寄附金 「青い鳥」福祉基金「青い鳥」福祉基金 どうぞベンチ寄附金どうぞベンチ寄附金

問 財務総務課（0798・35・3653） ＨＰ 42264680

問 地域学習推進課（0798・35・5166）

日時 テーマ（講師） 定員
1２/41２/4
（土)（土)

午後２時～午後２時～

素粒子ニュートリノで見る小さな世界と大きな宇宙
（京都大学大学院理学研究科教授・中家剛さん） １2０人

1２/111２/11
（土）（土）

クォークが作るハドロンと原子核の世界クォークが作るハドロンと原子核の世界
（大阪大学核物理研究センター教授・保坂淳さん）（大阪大学核物理研究センター教授・保坂淳さん） 9０人9０人

※在勤・在学者受講可。受講料無料。いずれも多数の場合抽選

市のホームページ（HP 43181119）から申込
ハガキに講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、参加希望日（両日も可）を書き、地域学
習推進課（〒662－0911池田町11－1）へ
※1人1枚（連名での申込不可）

「西宮湯川記念賞」は、故湯川秀樹博士が市内在住中に提唱した
中間子論により、日本人初のノーベル賞を受賞したことを市の誇
りと考え実施しているもので、理論物理学で極めて優秀な成果を
修めた若手研究者に贈呈されます

11月12日(必着)までにいずれかの方法で申込

1010//3131（日）（日）衆議院議員総選挙衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査・最高裁判所裁判官国民審査

参加者は事前にイベント限定商品（洋菓子の詰め合わせ）
を購入し、動画配信日に洋菓子を食べながら、他の参加
者と一緒にオンラインで動画を閲覧。ケーキを作ってい
る様子を見たり、おいしい食べ方を知ることができるほ
か、配信中にパティシエに質問もできます

参加条件や定員、申込締切日など詳しくは、
まちたびにしのみやのホームページで確認を

１１月23日（火・祝）午後4時から日時

内容

申込等

（動画配信日）

※配信は１・2時間程度。後日、収録動画の閲覧ができます

スイーツライブ オンラインオンライン
市内洋菓子店パティシエによる

西宮湯川記念賞西宮湯川記念賞とは？とは？

受賞者決定受賞者決定西宮湯川記念賞西宮湯川記念賞 12月4日
　　11日

（８）� 令和3年（2021年）10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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