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市の情報を発信中

秋の景色オススメスポット

　さくらやまなみバスは南北をつなぐ便利な
交通機関としてだけではなく、地域間の交流
の促進にも寄与しています。
　今年はノンステップバスを
2台導入しました。さくらやま
なみバスを利用して西宮の秋
を満喫してください。

交通政策課
安田技師

感染症対策の徹底
　バス内の換気、消毒など感染症対策を徹底
しています。安心してご利用ください。

　今年からノンステップバス
を順次導入しています。
　令和６（２０２４）年度中までに
全車両をノンステップバスに
更新する予定です。

ノンステップバスの導入

より利用しやすいバスへ…より利用しやすいバスへ…

さくらやまなみバスで市内のさまざまな秋の景色を満喫してみませんか？

秋になるとケヤキが色づきとても秋になるとケヤキが色づきとても
きれいです。買い物帰りに立ちきれいです。買い物帰りに立ち
寄ってみてはいかがですか寄ってみてはいかがですか

⑨高松公園

春の桜が有名な夙川沿いを、秋春の桜が有名な夙川沿いを、秋
に散歩をするのもおすすめです。に散歩をするのもおすすめです。
自然を感じて歩いてみましょう自然を感じて歩いてみましょう

⑦夙川

　

　

北山山荘の庭園は紅葉がきれ北山山荘の庭園は紅葉がきれ
いで落ち着きます。園内ではたいで落ち着きます。園内ではた
くさんの植物を観察できますくさんの植物を観察できます

⑥北山緑化植物園　

　

④船坂の里山

里山の景色は季節に応じて変化里山の景色は季節に応じて変化
します。ゆっくりとした時間で秋します。ゆっくりとした時間で秋
を感じてみてはを感じてみては

⑧西宮神社

十日えびすでおなじみの西宮神十日えびすでおなじみの西宮神
社。紅葉を楽しみながらえべっ社。紅葉を楽しみながらえべっ
さんからパワーをもらいましょうさんからパワーをもらいましょう

⑤甲山

ハイキングをしながら秋の景色ハイキングをしながら秋の景色
を満喫。甲山森林公園では渡を満喫。甲山森林公園では渡
り鳥が見られるかもり鳥が見られるかも

　　
　

　

②丸山と金仙寺湖

頂上にある、丸山稲荷神社の頂上にある、丸山稲荷神社の
奥社まで、3つの登山道があり奥社まで、3つの登山道があり
ます。登山で秋を楽しみましょうます。登山で秋を楽しみましょう

③金仙寺橋

金仙寺橋と金仙寺湖、そして紅金仙寺橋と金仙寺湖、そして紅
葉が合わさった景色は絶好の葉が合わさった景色は絶好の
写真スポットです写真スポットです

紅葉できれいな緑道をゆっくり紅葉できれいな緑道をゆっくり
散歩。近くには樹齢約300年の散歩。近くには樹齢約300年の
大ケヤキも大ケヤキも

①有馬川緑道

山口センター前など山口センター前など

回数券
1２枚つづり６４２０円

1２枚つづり６8２０円

▷運賃６６０円
　以下の区間

▷全区間

一日乗車券
大人１１２０円
小人  56０円

お得なチケット情報お得なチケット情報

１乗車当たり535円に

１乗車当たり569円に

さくらやまなみバスで
温泉に行こう！

最大で１35０円お得に

南部地域～有馬温泉南部地域～有馬温泉
往復乗車券往復乗車券

太閤の湯入館券太閤の湯入館券
＋＋

2570円2570円

太閤の湯太閤の湯
バス得チケットバス得チケット

⑤甲山

①有馬川緑道
②丸山と
　金仙寺湖
③金仙寺橋

④船坂の
里山

⑥北山緑化
植物園

⑦夙川

⑨高松公園
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⑧西宮神社

有馬温泉へは、
「有馬系統」の
バスに乗車してね

さくらやまなみバスでマイクロツーリズムさくらやまなみバスでマイクロツーリズム

西宮の西宮の みーつけたみーつけた

いろんな場所を回り
たい人にオススメ！

阪急バス営業所・案
内所のみ取り扱い

秋秋秋秋秋秋

詳しくは
市HPで確認を

沿線鉄道駅周辺のコンビニや阪神
西宮おでかけ案内所等で販売中！



応募方法

　期間中に対象家電へ買い替え、応募した
人の中から抽選で50人にクオカード5000
円分をプレゼントします。
　この機会に家計にもやさしく地球にもや
さしい省エネ家電へ買い替えてみませんか。
　必要書類など詳しくは、市のホームペー
ジでご確認ください。

　市では、家庭でのエコな生活を応援するために「省
エネアクションキャンペーン」と「省エネ家電買替
キャンペーン」の2つのキャンペーンを実施してい
ます。皆さん、ぜひご参加ください。

環境学習都市推進課（0798・35・3818）問

　アンケートに回答する「普段の生活振り返り
コース」と１カ月間省エネ行動を実践する「省
エネ実践コース」があります。電気使用量の削
減は地球にやさしいだけでなく、電気代の節約
にもつながります。楽しみながら省エネに取り
組んでみましょう！在勤・在学者可。
　必要書類など詳しくは、市のホームページで
ご確認ください。

ＨＰ 74570424

ＨＰ 51536308

（※）�「統一省エネラベル」星４
以上のもの

自宅で１0年以上（平成22年
（20１0年）以前から）使用
しているエアコン・テレビ・冷
蔵庫を期間中に対象家電（※）
へ買い替えていること

【応募資格】

必要事項を入力し、　
必要書類を写した写　
真等を添付して送信

以下のいずれかの方法で

応募用紙に必要事項を記入し、必要書
類を添付の上、環境学習都市推進課へ
※応募用紙は同課（市役所本庁舎８階）、
　環境学習サポートセンターなどで配
　布するほか、市のホームページから
　もダウンロード可。封筒と切手は各
　自ご準備ください

▶郵送

▶市のホームページの
　申込専用フォーム

コース 内容

普段の生活
振り返りコース

日ごろの省エネ意識について「普段
の生活振り返りアンケート」に回答
した人（先着２００人）に限定オリジ
ナルマイボトルをプレゼント

省エネ
実践コース

期間中の好きな１カ月を「省エネ月
間」として定め、省エネ行動を実践。
前年同月比で電気使用量を削減でき
た人の中から、抽選で１5０人にクオ
カード１０００円分をプレゼント

来年2月28日まで

市と西宮市土地開発公社は、宅地分譲を行います。
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（HP6１70４８03）をご覧ください。

分譲地・区画数 価格 申込

① 名塩さくら台…１5区画
464万円～
8１０万円

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② 津門綾羽町…8区画

最低売却価格
3１２7万円～
34１8万円

１２月１日～１０日
（入札）

　市は、在宅介護をサポートするため、介護保険サービス（ホームヘ
ルプサービスなど）以外にも、下記のようにさまざまな在宅福祉サー
ビスを提供しています。在宅福祉サービスについて詳しくは、市のホー
ムページに掲載しています。

　認知症などにより行方不明になるおそれのある人を介護している家
族に、受付センターに問い合わせるだけで、居場所を素早く特定でき
る「位置検索システム専用端末機」を貸与します。

　認知症の人などを介護する際、介護しているこ
とが周りの人からは分かりにくく、誤解や偏見を
持たれることがあります。市は、介護中であると
周囲に理解してもらうため、介護する人が首から
掛ける「介護マーク」を配布しています。
【配布場所】高齢福祉課（市役所本庁舎１階）、高齢者あんしん窓口

在宅福祉サービス
在宅福祉サービスご利用ください
ご利用ください

　在宅で高齢者等を介護する家族に、月1回、紙おむつ等を自宅まで
配達します。　
※助成限度額（月額6500円）を超える額は利用者負担

次の全ての条件を満たす人▷①要介護認定で要介護４・5
に認定されている▷②常に失禁状態にある▷③おむつ使用
者と介護者の世帯全員がともに市民税非課税であるなど

対象

　自宅から病院などを移動する際の福祉タ
クシーについて、利用券を交付します。利
用券は「定額制」と「予約制」の2種類。「定
額制」は１枚の助成額が500円で、１回の乗
車で3枚まで使用できます。「予約制」はタ
クシー料金の9割（助成限度額あり）を助成します。

要介護3～5の65歳以上の高齢者で、一般の交通機関を利
用することが困難な在宅の人

対象

高齢福祉課（0798・35・3077）問
　市は、①来年１月以降採用の医師、②４月採用の技術職（土木・建築）
を募集します。
【申込】申込書など必要書類を11月10日～26日（①は12月９日）
　　　　までに人事課へ持参か郵送（消印有効）を
※募集要項・申込書は、１１月１0日から人事課（市役所本庁舎5階）で
　配布するほか、市のホームページからもダウンロード可

問 人事課（0798・35・3549）

職種・定員 対象者 基本給月額 HP 試験日
来年1月以降採用

医師
公衆衛生医師

１人

昭和52年（1977年）1月
2日以降に出生し、医師
免許を有し、臨床研修を
修了している人

勤務条件等に
ついては募集
要項で確認を

66436794 12月19日（日）

来年4月採用
技術職

土木：若干名
建築：２人

平成元年（1989年）
4月2日以降に出生し、
大学や高等専門学校な
どで各々の職に関する
専門課程・科目等を履
修してきた人

21万5740円
（22歳大学卒
の場合）

82821942 12月11日（土）

※�基本給月額は令和3年（２０２１年）4月１日時点の額。経歴、給与改定などに
より異なる場合あり。別途諸手当あり

申込はこちらから

地球にやさしい行動で、クオカードやオリジナルマイボトルをプレゼント地球にやさしい行動で、クオカードやオリジナルマイボトルをプレゼント

福祉タクシー利用券福祉タクシー利用券

紙おむつ等紙おむつ等

〝介護マーク〟〝介護マーク〟

居場所検索ができる機器居場所検索ができる機器

を交付

を支給

を貸与

ご利用ください

市職員をを募集募集
来年１月以降採用 来年４月採用医師医師 土木・建築土木・建築

西宮市土地開発公社の西宮市土地開発公社の宅地分譲宅地分譲
名塩さくら台

( )

津門綾羽町

問 西宮市土地開発公社（0798・34・7262）

①個人、法人、宅地建物取引業者、②個人対象

にしのみや省エネチャレンジに
参加しよう
省エネ省エネ
アクションアクションキャンペーンキャンペーン

省エネ省エネ
家電買い替え家電買い替えキャンペーンキャンペーン

在宅介護在宅介護ををサポートサポート

( )

（2）� 令和3年（2021年）11月10日



　国民健康保険（以下、国保）は、職場の健康保険などに加入していな
い人を対象とした公的医療保険制度です。１２月１日から新しくなる国民
健康保険被保険者証（以下、被保険者証）等についてお知らせします。

　新しい被保険者証を１１月中旬までに郵送します（保険料滞納世帯を
除く）。紙カード様式で１人１枚、世帯主宛てにまとめて簡易書留郵便で
送付します。　（注）現在の被保険者証の有効期限は１１月３０日まで

国民健康保険課（0798・35・3117）問

　日本では、職場の健康保険などに加入している人以外は、原則とし
て住所地の国保に加入する必要があります。
　国保の加入・脱退が必要な下記の事実が発生した場合、発生日から
14日以内に手続きが必要です。郵送でも手続きできますので、電話
でお問い合わせください。必要書類など詳しくは、国民健康保険課ま
たは市のホームページ（（HP57２56１98）57２56１98）でご確認ください。
※事実発生前には手続き不可

国民健康保険

　保険料は、その年度の最初の納期限の翌日から２年を経過すると変
更できなくなり、脱退手続きが遅れると、国保に加入していない期間
の保険料も支払う必要が生じます。また、職場の健康保険などに加入
後に誤って被保険者証を使用すると、給付費を返還してもらう場合が
あります。

！

！

若草色若草色

記号は空白、枝番を追加記号は空白、枝番を追加

手元に届き次第、使用可手元に届き次第、使用可

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等につい
て、保険料の減免制度があります。必要書類など詳しくは国民健康保
険課へお問い合わせください。

　一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用
できます。利用するためには、事前にマイナポータル等からの利用登録が必要です。
詳しくはマイナポータルをご確認ください。

　保険料の滞納により、新しい被保険者証を郵送できない世帯には、事
前に文書でお知らせします。未納保険料については、納付または納付相
談が必要です。納付に関する相談は国保収納課（0798・35・3091）へ。

　火災が発生しやすい季節を迎え、１１月9日
～１5日の期間、全国一斉に「秋の火災予防運
動」が実施されています。火災の発生を防ぐ
ために、日頃から防火意識を高めておくこと
が大切です。

ＨＰ 39678412

消防局予防課（0798・32・7313）
または各消防署

問

加入

脱退

「台所」、「寝室」、「階段」への設置が義務付けられてい
ます。定期的なメンテナンスもお忘れなく

通常の消火器よりも安価で軽量。女性や子供でも手軽に
扱うことができるので、設置をおすすめします

スプレー缶の多くは、可燃性ガスが注入されている
ため、コンロ周りには決して置かないでください

住民自らが「放火されない・させない・されても被害を大
きくさせない」街づくりをするという認識を持ちましょう

　近年、粗大ごみの収集申込件数は増加傾向に
あり、現在、申込から収集まで３週間以上の日
数を要する状況です。特に、年末は申込が増え
ますので、早めに申込をしてください。

市公式LINEアカウントの登録（友だち追加）で、
２4時間受付。右記コードから登録できます

被保険者証の更新日12月1日は

国民健康保険のお知らせ

新しい被保険者証を順次送付１１月中旬
までに

新しい被保険者証は「記号」を空白とし、
個人を特定するために個人ごとに付番さ
れる「枝番」を追加しています

手続きは発生日から
１４日以内に。郵送可

他の市区町村から転入した▷職場の健康保険を脱退した、被扶
養者から外れた▷子供が生まれた
他の市区町村へ転出した▷職場の健康保険に加入した、被扶養
者になった▷国保の加入者が死亡した

！ 被保険者証は台紙に貼り付けていますので、
下方の中央部分からゆっくりはがして使用してください

職場の健康保険など加入時は
忘れず早めに脱退手続きを

より一層防火意識を高めよう
11月９日～1５日 全国秋の火災予防運動全国秋の火災予防運動

保険料保険料のの減免制度減免制度新型コロナ関連新型コロナ関連

住宅用火災警報器は必ず設置・しっかり管理

住宅用消火器を設置

コンロの周りのスプレー缶に注意

放火されない環境をつくる

加入・脱退の手続きが必要なとき

119番通報 4つのポイント
火事・救急どちらなのかはっきりと① 状況を具体的に（出火場所の階など）③

通報者の氏名・連絡先を④住所は正しく、目安となる建物も②

納付相談納付相談をを実施実施

マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます

納付が困難な人等は納付が困難な人等は
ご相談をご相談を

119番通報は落ち着いて119番通報は落ち着いて

おうち時間
家族で点検
火の始末

マイナポータル

粗大ごみ粗大ごみのの収集収集
申込申込ははお早めにお早めに

年末は収集が年末は収集が
増えます！増えます！

ごみ電話受付センター（0798・３３・6776）
【受付】月曜～金曜の午前9時～午後7時、土・日曜の午前9時～午後5時

電話
受付

LINE
受付

申込多数の場合、年内に収集できない場合あり

令和3年（2021年）11月10日	 （3）



令和２(２0２0)年度の水道事業会計および下水道事業会計決算の概要をお知らせします。
詳しくは市のホームページに掲載しています。

家庭等の汚水を浄化センターに集めるために… 30円
汚水をくみ上げ、浄化センターまで流すために… 7円
集められた汚水を浄化するために……………… 52円
使用料徴収等の費用として……………………… 5円

計 94円

原水を調達するために…………………………… 7円
浄水場で水をきれいにするために……………… 17円
浄水場から皆さんの蛇口まで水を届けるために… 64円
検針・料金徴収等の費用として………………… 12円
阪神水道企業団等から受水するために………… 64円

計 164円

　水道施設の整備として、老朽化した水道管の耐震化や浄水場の整備工事
などを行い、44億3100万円を支出しました。支出は、企業債の借り入れ
等の収入（15億２300万円）や減価償却費等の現金支出を伴わない費用等の
内部留保資金（２9億800万円）で賄いました。

　下水道施設の整備として、浸水対策や下水処理場などの設備・下水道管
の老朽化対策工事等を行い、1２1億円を支出しました。支出は企業債の借
り入れなどの収入（74億1600万円）のほか、減価償却費等の現金支出を
伴わない費用等の内部留保資金（46億8400万円）で賄いました。

　収益的収支（水道水を作るための収入と
支出）は、収入98億69２4万円、支出9２億
4２14万円で、差し引き6億２710万円の黒
字でした＝内訳は下グラフ参照。

　収益的収支（下水を処理するための収入
と支出）は、収入116億２643万円、支出
111億104万円で、差し引き5億２539万円
の黒字でした＝内訳は下グラフ参照。
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問 上下水道局 財務課（0798・32・2268）

水道
事業

下水道
事業

2
令和

年度

水道・下水道事業決算
料金収入・下水道使用料が減収となるも黒字を確保

　今後も水道施設や下水道施設の老朽化に伴う整備や、地震
や浸水等による被害の軽減対策等により、多くの費用を見込
んでいます。
　一方、収入の基礎となる使用水量は、人口減少社会の到来や
ライフスタイルの変化等により減少が進むと予測され、経営

状況は引き続き厳しい状況が予想されます。
　皆さんの生活に不可欠なサービスなどの提供を安定的
に継続して行っていくため、引き続き経営戦略（ＨＰ
43430091）で掲げた事業等の着実な推進を図るとと
もに、効率的な事業運営に努めます。

健全な財政運営を継続するために
上下水道の使用開始・中止の申込、
漏水修繕等の問合せは

上下水道局電話受付センター
0798・32・2201
0797・61・1703
078・904・2481

受付時間 8：45～20：00(土・日曜、祝・休日は17：30まで)

水道水 1立方㍍作るのに164円必要でした

水道施設を整備するのにかかった経費は…

令和2年度 決算の特徴
他会計補助金等の減少により、前年度比 4億7401万円減
減価償却費等の増加により、前年度比 3億 302万円増

収入

支出

1立方㍍の生活排水等を
きれいな水に変えるのに94円必要でした

下水道施設を整備するのにかかった経費は…

令和2年度 決算の特徴
新型コロナ感染症対策の水道基本料金の免除（4カ
月間）による料金収入の減少等により、前年度比 6億2477万円減収入

受水費や減価償却費等の減少により、前年度比 1億1840万円減支出

（4）� 令和３年（2021年）11月10日



インフォメーションi
information

市から

西宮浜義務教育学校
就学願を受付中

　市は、来年４月就学の西宮浜義務教
育学校の就学願を受け付けています。
義務教育学校は、小中9年間を1つの
学校として一貫の教育を実施する学校
で、市内在住の人は校区に関係なく通
学できます。
【就学願の提出】11月30日までに学
事課（市役所本庁舎６階☎0798・35・
3850）へ持参か郵送（必着）を。募集要
項や就学願は市のホームページ（ HP
53531003）からダウンロード可

スポーツ推進審議会
委員を公募

　市は、本市のスポーツ推進施策につ
いて検討する委員を２人募集します。 
【任期】来年６月1日から２年間
【対象】来年６月1日時点で２0歳以上
の人。在勤・在学者可　※本市の他の
審議会委員、市職員、市議会議員を除く
【応募方法】所定の応募用紙と設定さ
れたテーマの小論文を1２月６日までに
郵送（消印有効）かＥメールでスポー
ツ推進課（市役所本庁舎８階☎0798・
35・3426）へ。持参も可　※応募用
紙等は同課、各市立体育館等で配布す
るほか、市のホームページ（ HP ４9６６5
２19）からダウンロード可

子育てひろば
設置・運営団体募集

　市は、子育て中の親子が気軽に集い
交流したり、子育てに関する疑問や悩
みを相談できる場の提供を行う「地域
子育て支援拠点事業（子育てひろば）」
の実施団体を、瓦木周辺地域で募集し
ます。詳しくは募集要項等でご確認く
ださい。
【申込】11月10日～1２月3日に子育て
総合センター（津田町3－４0☎0798・
39・1521）。募集要項は同センターで
配布するほか、市のホームページ（ HP
４7４05111）からダウンロード可

執務室移転のお知らせ

　以下の執務室が移転します。各課の
移転情報は市のホームページ（ HP
２70４２95６）でご確認ください。
　問合せは庁舎管理課（0798・35・
3338）へ。
【執務室・移転先】①11月２9日（月）
▷住宅部…市役所南館3階▷教育研修
課（総合教育センター）…市役所東館7
階、②1２月６日（月）▷斎園管理課…市
役所東館7階

　◆阪神間都市計画の変更案を縦覧　
市は、「生産緑地地区（上山口・丸山
区画15生産緑地地区ほか11地区）」の
変更案を11月10日～２４日の執務時間
中に都市計画課（市役所本庁舎5階）
と市のホームページ（ HP ６８８31２1６）
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
　◆伝統文化親子教室補助事業の募集
子供たちに伝統文化を体験させる団体
に文化庁が補助。事業の実施期間は令
和４年(２0２２年)４月 ～ 5年(２0２3年)1
月。応募は所定の提案書等を1２月3日
までに文化振興課（市役所本庁舎８階
☎0798・35・3425）へ持参か郵送
（必着）を。詳しくは市のホームペー
ジ（ HP ６05８9351）で確認を
　◆11月12日～25日は「女性に対す
る暴力をなくす運動」期間　望まない
性的な行為は性暴力であり、性別や年
齢に関わらず起こります。身近な人や
交際相手、配偶者から受けることもあ
ります。性暴力被害に関する支援の窓
口は市のホームページ（ HP 39４８9６８5）
に掲載。問合せは男女共同参画推進課
（0798・64・9495）へ
　◆鳴尾図書館の休館　長期整理のた
め、11月２9日～1２月7日は休館。問
合 せ は 鳴 尾 図 書 館（0798・45・
5003）へ

　◆ノロウイルスによる食中毒に注意
　ノロウイルスによる食中毒の発生は
冬季にピークを迎えます。ノロウイル
スは感染力が非常に強く、わずかな量
のウイルスで食中毒を引き起こしま
す。症状・予防方法等は次のとおり。
問合せは食品衛生課（0798・26・
3668）へ
【感染原因】ノロウイルスに汚染され
た二枚貝などを生または加熱不十分な
状態で食べることで感染。また、感染
している人が手洗いを十分に行わない
まま調理等をしたことにより、汚染し
た食品を食べたときに感染
【症状】おう吐、下痢、腹痛、発熱など
※おう吐物や便には大量のウイルスが
含まれており、症状が治ってからも1
週間～1カ月程度はウイルスが排出さ
れることがある。なお、感染しても症
状が出ない人もいるが、同様にウイル
スが排出される
【予防方法】手洗い…こまめに、石け
んでしっかりと ▽調理するとき…食品
の中心部までしっかり加熱する、使用
した調理器具は熱湯や漂白剤で殺菌・
消毒する ▽おう吐物などの処理…マス
ク・使い捨て手袋・エプロンを着用し、
処理後は手洗い・うがいをしっかりと
　◆ふぐ毒に注意　ふぐの毒は、わず
かな量で運動神経を麻痺（まひ）させ、
死亡することもあります。注意点は次
の と お り。 問 合 せ は 食 品 衛 生 課
（0798・26・3776）へ
【注意点】素人はふぐの調理をしない

▽釣ったふぐをあげたりもらったりし
ない ▽ふぐ毒は加熱しても壊れない ▽

ふぐは種類によって毒を持つ部位が異

なる ▽飲食店や魚介類販売店は、未処
理のふぐやキモ（肝臓）、マコ（卵巣）
などの有毒部位を消費者に提供しない

◆官公署から

個人事業税第2期分
納期限は11月３０日

　個人事業税は、所得税、住民税とは
別に個人で事業を行う人にかかる税で
す。第２期分の納期限は、11月30日
です。必ず納期限までに納付してくだ
さい。納税はPay-easy（ペイジー）
対応金融機関のインターネットバンキ
ング・ATMや、スマートフォン決済
アプリ（PayB・PayPay・LINEPay）
でも可能です。
　問合せは西宮県税事務所（0798・
39・1535）へ。

　◆県立美術館西宮分館頴川グリーン
ホールの利用者を募集　旧頴川美術館
グリーンホール（上甲東園1丁目）の
リニューアル工事が完了し、会議室・
和室の利用が可能に。講演会・ミニコ
ンサート・会議・茶会・美術制作など
に広くご利用ください。問合せは同館
事務室（0798・51・3915…月・火
曜休館）へ

善意の寄託善意の寄託

【9月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造、匿名1件＝合計
5000円　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（敬称略）

件名 市HP 担当課
第2次西宮市消費者教育
推進計画（素案） 81072905 消費生活センター（アクタ西宮西館3階☎0798・69・3156）
西宮市文化財保存活用地
域計画(素案) 19620284 文化財課（川添町15－26☎0798・33・2074）

　意見募集の結果は、11月10日～1２月10日に担当課、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、図書館
等で配布するほか、市のホームページでもご覧いただけます。

パブリックコメント 結果を公表

お詫びと訂正
　本紙10月２5日号４面に掲載し
た「令和２年度決算報告」のうち
「健全化判断比率」の表内の年号
に誤りがありました。「平成元年
度」は、正しくは「令和元年度」
です。お詫びして訂正します。問
合 せ は 広 報 課（0798・35・
3401）へ。

家事を仕事にしませんか家事を仕事にしませんか
介護予防・生活支援員養成研修

　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として、3日間の研修を開催
します（座学のみ）。修了後に、同サービスを行う民間法人に採用されると、
介護予防・生活支援員として働くことができます。

日程 11月29日（月）、12月1日（水）・6日（月）の午前10時～
会場 市民会館 申込 ソラスト（06・6265・8555）
※受講料無料。定員あり。詳しくは市のホームページ（HP47327167）

福祉のまちづくり課（0798・35・3135）問

ご案内
研修の

　介護福祉士等の資格を持つ人が、介護の仕事から離れても再び介護の仕事
で活躍するための届出制度があります。届出・登録をした人には、復職する
際に必要となる情報が提供されるほか、職場体験、職業紹介などのサポート
もあります。
　復職に向けてスムーズに支援が受けられるよう、離職する際は、県福祉人
材センターに届出をしてください。

介護職離職時の届出制度介護職離職時の届出制度

県福祉人材センター（078・271・3881）問

復職支援介護の仕事の

・介護職員初任者研修　・介護職員実務者研修
・旧ホームヘルパー養成研修1・２級課程等

【対象者】介護福祉士または以下の研修修了者

会場 日時

こども未来センター 12月15日、来年1月19日、2月16日、3月16日 水 午前9時半～11時半

子育て総合センター 12月28日、来年1月18日、2月22日、3月22日 火 午前10時～11時半

山口保健福祉センター 来年3月14日 月 午後1時～3時

鳴尾中央センター 12月13・20日、来年1月17・24日、
2月14・28日、3月28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、社会性の
成長の目安が分かる「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歳以上の未就学児　　【定員】あり
【申込】実施日の２日前までにこども未来センターまで

問 こども未来センター（0798・65・1882）体験してみませんかかおテレビ ＨＰ 54797236

令和3年（2021年）11月10日	 （５）



　山・川・海や町の自然、資源やエネルギー、ごみやリサイクルなど、環境
に関する1年間の取組を発表する「EWC環境パネル展」への、出展作品を
募集します（在勤・在学者も応募可）。

内 容 応募方法
「環境」に関することをテーマにし
た作品。模造紙、ポスター、工作、
作文など、形式は問いません

作品票(※)と作品を、
来年1月11日までに
環境学習サポートセンターへ持参
(※)同センターやEWCのHPから入手可

子 供・子育て子 供・子育て
Mommy&Me英語であそぼう!

日 11月17日（水）午前10時～
会 安井市民館
対 2歳～未就学児と保護者
￥ 1家族500円
定 あり
申・問 同会
（090・4282・7282…木下方）

マタニティヨガ

日・会 いずれも土曜午前10時半～▷
11月20日、12月18日…ゆうゆうサ
ロン(川東町)▷12月4日…市民交流セ
ンター
対 妊婦
￥ 各1500円
申 ア・リトルHP
問 同法人（090・5557・9783）

冬野菜の魅力に全集中！！
～さつまいも編

日 11月27日（土）午前10時半～
会 甲山農地
内 さつまいもと冬野菜の収穫、焼き
芋、リース作り（半日）
対 小学生を含む家族
定 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、11月17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）

手がたアートをやってみよう！

日 12月4日（土）午前10時～
会 甲山森林公園
内 絵の具遊び
対 2歳～小学生と保護者
￥ 1500円
定 あり
申・問 同公園管理事務所
（73・4600）

�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、住所、参加者全
員の氏名・年齢、電話番号、②③は希
望の部・作成個数を書き、11月22日
（③は29日。いずれも必着）までに
同館（〒662－0934西宮浜4丁目13
－4☎33・4888）
①貝類館セミナー
「大阪湾の磯の生物：昔と今」
日 12月4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
②貝を使ったクリスマスリースづくり
日 12月5日（日）の午前10時半、午後2時～ 
対 小学生以下は保護者同伴 
￥ 各個1500円。別途要入館料
定 各回8組。多数の場合抽選
③まつぼっくりツリー作り
日 12月11日（土）の午前10時半、午後1時半、
3時～ 対 小学生以下は保護者同伴 
￥ 各個100円。別途要入館料
定 各回8組。多数の場合抽選

みやっこワイルド塾
家族で挑戦！ポイントゲーム

日 12月5日（日）の午前10時、10時半、
11時～
会 浜甲子園運動公園
対 小学1年生～3年生（在学者可）を
含む家族
￥ 1家族200円
定 各回5家族。多数の場合抽選
申 11月18日までに市HP
HP 64110737
問 青少年育成課（35・3871）

森であそぼう!落ち葉のゆくえ

日 12月12日(日)午前10時～
会 社家郷山、甲山農地
内 落ち葉堆肥作り、収穫体験（半日）
対 小学生を含む家族
￥ 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、メールアドレス、電
話番号を書き、11月26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）

子どものためのクリスマス・
コンサート

日 12月11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 詳細は同大学音楽学部アウトリー
チ・センター HPへ
問 同センター（51・8584）

ワンコイン工作　クリスマス
スノードームを作ろう

日 12月12日（日）午前10時～
会 県立総合体育館
対 5歳～小学6年生
￥ 500円
定 20人。先着順
申 11月16日午前9時から同館
（43・1143）

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 12月24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3年（2021年）6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。多数の場合抽選
申 12月6日までに市HP
HP 74727006
問 同センター（39・1521）

芸　術芸　術
西宮クラシックギター練習会
コンサート

日 11月23日（火・祝）午前11時～
会 夙川公民館
問 同会（090・2015・7547…古橋方）

ニューイヤーコンサートプレ企画
ピアノと弦楽アンサンブルの楽しみ

日 12月8日（水）午後2時～
会 市民会館
対 小学生以上 ￥ 500円
申 ハガキに催し名、住所、参加者全
員（4人まで）の氏名（ふりがな）、
電話番号を書き、11月25日（必着）
までに西宮市文化振興財団（〒662－
0918六湛寺町10－11☎33・3146）

Shall�We�Noh（能）？

日 12月19日（日）午後2時～
会 西宮能楽堂
内 能の解説や演奏を交えた組曲など
￥ 4000円、大学生以下2000円、未
就学児無料
定 あり
申・問 同堂（48・5570）

講座・講演会講座・講演会
発達障害勉強会

日 11月21日(日)、12月19日（日）の
午前10時～
会 市民交流センター
￥・定 あり
申・問 こころ・からだ研究所（70・4487）
※詳細は同研究所HPへ

韓国語市民講座�入門

日 12月7日～来年2月8日の火曜午後
6時～。8回シリーズ
会 プレラにしのみや4階
￥ 7000円 定 あり
申・問 国際文化交流協会
（090・6489・2803）

普通救命講習会

日 12月8日（水）午前9時半～
会 消防局
定 10人。先着順
申 11月17日から市HPか救急課
（38・6577）
HP 13098195

催　し催　し
�男女共同参画センター�
ウェーブの催し

日・内 下表のとおり 
定 あり 託 あり
申・問 ウェーブ（64・9495）
市民企画講座「産前のカップル向け講座
出産準備を二人でしよう。」　
日 11月28日（日）、12月5日(日)の午後2時～
働く女性のための夜活　
快眠ボディメンテナンス
日 12月3日（金）午後6時半～ ￥ あり
女性に対する暴力をなくす運動講演会
痴漢問題を男尊女卑依存症社会から考える
日 12月11日（土）午後2時～

◎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

問 環境学習サポートセンター（0798・67・4520）

EWC環境パネル展
今年で30周年！作品

募集

問 大学交流センター（0798・69・3155）

 ハガキに講座名、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を書
き、11月28日(必着)までに同センター
（〒663－8035北口町1－2－602）

申込方法

ポストコロナ社会のグローバルシティズンシップ教育テーマ
(講師：関西学院大学教育学部教育学科・岩坂 二規准教授)

12月12日(日)午後3時～日 時
会 場 大学交流センター
受講料 無料
定 員 50人。多数の場合抽選

シティズンシップと
教育レクチャー

インターカレッジ西宮 特別講座

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

来年2月9日～20日に市民ギャラリーで開催

（6）� 令和３年（2021年）11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）



市立図書館の催し

日・内 下表のとおり
中央図書館（33・0189）
ブックフェア「税のあれこれ」
日 12月1日（水）までの午前9時半～午後
6時。月曜休館
北口図書館（69・3151）
ブックフェア
「防ごう、暮らしの中の感染症」
日 12月5日（日）までの午前9時～午後8
時(土・日曜、祝・休日は午後6時まで)。
月曜、12月2日休館
展示&ブックフェア
「甲子園浜の自然を学ぼう」
日 12月1日（水）までの午前9時～午後8
時(土・日曜、祝・休日は午後6時まで)。
月曜休館
鳴尾図書館（45・5003）
ブックフェア「〇〇さんおすすめの本
～面白い本は誰かが読んでいる」
日 11月28日（日）までの午前9時半～午
後6時。月曜休館
ブックフェア
「"福祉"を知る～私にできること」
日 11月28日（日）までの午前9時半～午
後6時。月曜休館
北部図書館（33・0189…中央図書館）
展示&ブックフェア「スポーツと読書」
日 12月1日（水）までの午前9時半～午後
6時。月曜休館

英語の歌を歌って脳トレ

日 11月26日（金）、12月3日(金)の午
前10時～
会 プレラホール ￥・定 あり
申・問 同ホール（64・9485）

CAP～子どもへの暴力防止
プログラム

日 11月27日（土）午前10時～
会 今津公民館
内・対 子どもワークショップ（小学4
年生～6年生）、おとなワークショップ
定 あり
申・問 子どもの生きる力を考える会
（080・4070・0157…川崎方）

平和のつどい

日 11月28日（日）午後1時半～
会 アミティ・ベイコムホール
内 ミニコンサートと映画「母と暮せ
ば」上映
定 300人。多数の場合抽選
申 11月18日までに市HP
HP 28282473
問 人権平和推進課（35・3473）

読み語り「えんとつ町のプぺル」

日 12月4日（土）の午後3時、6時～、
5日（日）の正午、午後3時～
会 門戸寄席J：SPACE（下大市東町）
￥ 2800円。小学生以下1000円
定 あり
申・問 華夢工房
（078・691・8954…鎌田方）

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
始めてみようフィットネスライフ

日 12月4日（土）午前9時半～
会 中央体育館武道場
内 リズムに合わせてかんたん体操等
対 18歳以上。在勤・在学者可
定 30人。先着順
申 11月15日午前10時から電話で西
宮スポーツセンター（73・7581）

健康・福祉健康・福祉
一羊会オンライン実践発表会

日 11月29日（月）午前10時～
内 知的障害のある人への支援の取組
を発表
申 同会HP
問 同会（31・1760）

福祉ボランティア入門講座

日 12月3・10・17日。いずれも金曜
午前10時～。3回シリーズ
会 総合福祉センター
対 在勤者可
￥ 500円 定 あり
申・問 ボランティアセンター
（23・1142）

認知症サポーター養成講座

日・会 12月7日（火）午後1時半～…ア
プリ甲東▷来年1月21日（金）午前10
時～…オンライン(Zoom)▷2月9日

（水）午後1時半～…西宮浜公民館▷3
月12日（土）午後1時半～…オンライン
(Zoom)
定 あり
申・問 西宮市社会福祉協議会
（31・3006）　※詳細は同協議会HP

人事募集人事募集
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）、免許証の写し、
登録票を人事課（市役所本庁舎5階☎
35・3514）へ持参か郵送
食肉衛生検査所での獣医師業務
内 月曜～金曜の午前8時～午後4時半 
対 獣医師免許取得者 ￥ 日額1万1310円
保育所事業課または地域保健課での
管理栄養士業務
内 月曜～金曜の午前8時45分～午後5時
15分 対 管理栄養士免許取得者 
￥ 日額9150円
※このほか、事務補助等の会計年度任用職
員Bも登録受付中。詳細は市HP(HP 42735
459)

市立学校の給食調理員（会計
年度任用職員パートタイム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 若干名
申・問 所定の申込書を11月10日～12
月3日に教育人事課（市役所本庁舎6
階☎35・3834）。 申 込 書 は11月10
日から同課か市HPから入手可
HP 51062345
※一次試験は12月18日

市立保育所の職員
（会計年度任用職員）

内 下表のとおり 
申・問 保育所事業課（35・3906）
保育士（要保育士登録）
内 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）￥ 月額19万
1820円以上 HP 25568861
※詳細は市HP。週3日勤務も募集中
パート職員（要保育士登録）
内 月曜～土曜の午前7時15分～10時半の
うち2時間半▷月曜～金曜の午後3時～7時
のうち3時間▷土曜の正午～午後7時のう
ち6時間 ￥ 1時間1265円以上
HP 94564109
※詳細は市HP。週3日勤務も募集中

市の保育士登録・相談会
（会計年度任用職員）

日 11月21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

乳幼児の健康診査・相談事業等
の従事スタッフ

内 市内5カ所の保健福祉センター、公
民館等で勤務（主に午後）　※特に塩
瀬・山口地区で勤務できる人を募集
対 以下のいずれかの資格・免許取得者
▷看護師▷保健師▷助産師▷保育士▷
臨床心理士または公認心理師▷歯科衛
生士
￥ あり
定 若干名
申・問 11月24日までに中央保健福祉
センター (35・3310)

相　談相　談
調停手続相談

日 11月20日(土)の午前10時～午後4
時（受付は3時半まで）
会 小田北生涯学習プラザ（尼崎市）
内 日常生活で生じた問題等について、
調停委員が調停手続の相談を実施
問 尼崎調停協会（06・6438・3781
…神戸地裁尼崎支部内）

スクール・資格スクール・資格
甲種防火管理新規講習

日 12月23日（木）・24日（金）の午前
10時～。2回シリーズ
会 市役所第二庁舎3階
￥ 5000円
定 あり
申 11月18日～25日に市HP
HP 85475517
問 消防局予防課（32・7316）

その他その他
公民館定期使用グループ(中央公
民館以外)継続登録申請説明会

日・会 12月～来年1月に各公民館
内 来年9月から2年間の公民館定期使
用グループ・団体の継続登録申請につ
いて、申請方法等の説明会
問 各公民館または地域学習推進課
（67・1567）

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）

　このコーナーでは、北山緑化植物園で
行われる教室や催し等を紹介します。

展示
北山・秋の生け花展
日 11月13日（土）・14日（日）
寒蘭展
日 11月16日（火）・18日（木）
写真・水彩画展～美・自然
日 11月20日（土）～30日（火）
色鉛筆絵画展～季節の花だより
日 12月4日（土）～13日（月）
※時間はいずれも午前10時～午後4時

花と緑の教室
年内の教室は、新型コロナウイルス
感染症の影響のため中止

▪「人権困りごと相談」もご利用を　次回は11月18日（木）の午後1時～4時
に市民相談課（市役所本庁舎1階）で実施します　※受付は3時半まで

　法務局は、女性をめぐるさまざまな人権
問題の電話相談を受け付けています。
　11月12日（金）～18日（木）は以下の通り
相談時間を延長し、土・日曜も実施します。

【受付時間】午前8時半～午後7時
　　　　   (土・日曜は午前10時～午後5時)

ひとりで悩まず
お電話を

相談無料（要通話料） 秘密厳守

11月12日～18日は「女性の人権ホットライン」強化週間

☎0570・070・810

人権平和推進課（0798・35・3320）問 担当課：子供家庭支援課☎0798・35・3089

11月は児童虐待防止推進月間です

「だれか」じゃなくて
「あなた」から

あなたの電話で、守れる命があります

いち はや く

189
児童相談所 虐待対応ダイヤル

24時間
365日対応

通話料無料

みやっ子

赤ちゃんモデル募集

内 本紙25日号（12月は10日号）「保
健だより」に掲載の「みやっ子すく
すく」コーナーのモデルになる赤
ちゃんを募集。今回は来年1月25日
号～6月25日号に掲載する6人。多
数の場合抽選
対 令和3年（2021年）1月～6月に
出生した市内在住の子
申 11月24日までに市HP内の申込
フォームへ
※結果は当選者にのみ
12月1日までに連絡
HP 92617367
問 広報課（0798・35・3401）

令和３年（2021年）11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)



　日頃より、市政に関するご意見やご提案をいただき、あ
りがとうございます。市では、４月から市民の声システム
を導入し、市役所に寄せられる市民の声（市長への手紙）
への対応と制度の充実に取り組んでいます。手紙や投稿
フォーム等によりいただいたご意見やご提案等は、全て拝

読し、必要に応じて担当部局へ対応を指示しています。また、システム
化に伴い、投稿フォームを通じていただいた市民の声の一部を、ホーム
ページで公開しています。公開しているご意見と市の回答はまだ多くは
ありませんが、充実を図ってまいります。
ぜひ、ご活用ください。

※市のホームページ内の専用投稿フォームから「市民の声」として受け付
　けたものの内、本市から回答を行い、かつ広く市民の皆さんと共有すべ
　きと考えたものなどを公開（投稿時に公開を可としたものに限る）

市のホームページ
（ ＨＰ 64647862）内
のリンク先から。ま
たは、下記コードか
らご覧いただけます

「キーワード指定」や「カテゴリ選択」、「公開時期選択」を
利用して、意見や提案を検索

市民の声公開サイト画面 →

「市民の声（意見や提案）」、「市の考え方（回答）」などを公開

【投稿フォーム】　市のホームページから ＨＰ 64647862

【投函箱】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に設置の投函箱へ投函

【F A X】0798・34・１358「西宮市長行　市民の声（市長への手紙）」

新型コロナウイルス感染症関連情報
☎0798・26・2240　 FAX  0798・33・1174  9:00～19:00（土・日曜、祝・休日は17:00まで）

感染後に発病する可能性を低減させる効果があるほか、
発症しても重症化の防止に有効です

流水・せっけんを使った手洗いが有効
アルコール製剤を使った手指衛生も効果あり 日頃から、体の抵抗力を高めておきましょう

咳エチケットを心掛ける

咳やくしゃみが出る人は、不織布マスクの使用を

咳やくしゃみの時にマスクが無ければ、ティッシュなどで口や鼻を覆う

鼻汁・痰(たん)などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手を洗う

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター

　皆さんのご協力により、市内の感染状況等は、改善傾向が続いていま
す。徐々に、飲食・レジャー・旅行などの日常生活を取り戻しながらも、
引き続き基本的な感染対策を行い、今後の感染再拡大に十分警戒しま
しょう。

 9:00～17:30
（土・日曜、祝・休日も受付）

受付時間ワクチン接種関連情報ワクチン接種関連情報
新型コロナ新型コロナ

海外渡航を予定している場合

国内で使用する場合国内で使用する場合

▼  医療従事者などで接種券付き予診票で接種した人

▼  市が発行した接種券で接種した人

接種証明書（ワクチンパスポート）の発行手続きが必要
申請方法等は市のホームページで確認を

→接種券に付属の→接種券に付属の新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）

→→新型コロナワクチン接種記録書新型コロナワクチン接種記録書

接種券は対象者に11月下旬頃から順次発送予定接種券は対象者に11月下旬頃から順次発送予定

実施準備を
進めています

医療従事者は12月頃、それ以外の人は来年2月頃から医療従事者は12月頃、それ以外の人は来年2月頃から
接種開始の見込み接種開始の見込み

【郵　送】　〒662－8567　六湛寺町１0－3
　　　　　「西宮市長行　市民の声（市長への手紙）」

※1・2回目接種を希望する人は、市のホームページで接種可能な
　医療機関・接種会場の確認を

(ワクチンの供給状況により変更となる可能性あり)

国内利用に
新たな申請は

不要
新型コロナワクチン接種を２回終了し、2回目の接種日から8カ月を2回目の接種日から8カ月を
経過する人に順次発送経過する人に順次発送

受付時間

☎0120・622・999 FAX  0798・3２・1030

新型コロナウイルス医療相談窓口

市民の声公開サイト 問 市民相談課（0798・35・3100）

ご覧ください
皆さんからの皆さんからの 意見・提案への回答を公開

①

②

市民の声（意見や提案）と回答を見るには

インフルエンザを予防しようインフルエンザを予防しよう
１．流行前のワクチン接種

２．外出後の手洗い

３．適度な湿度(50％～60％)を保つ

４．こまめに換気する

5． 十分な睡眠と栄養バランスの
　　とれた食事を心掛ける

6．人混みや繁華街への外出を避ける

6つの6つの
ポイントでポイントで 保健予防課

(0798・26・3675）問

飛沫感染飛沫感染
対策も対策も
忘れずに忘れずに

感染再拡大に十分な警戒を！ マスク着用・手洗いなど
基本的な感染対策を続けよう

感染対策を徹底している飲食店等を利用しよう

会食はテーブル４人以内、２時間以内で

ワクチン接種済を証明する書類 ワクチン3回目接種

※11月1日時点の情報で作成

市民の声（意見や提案）の提出は
市政に関する市政に関する 下記の方法で下記の方法で

提出を提出を

（８）� 令和3年（2021年）11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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