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子ども食堂相談窓口子ども食堂相談窓口

こどもサポート財団
事務局長 小谷さん

090・3673・5379090・3673・5379

 「 「参加者の話や地域のニーズを聞きながら必参加者の話や地域のニーズを聞きながら必
要とされるものを作りたい」とその都度形を要とされるものを作りたい」とその都度形を

変えて運営してきました。変えて運営してきました。
新型コロナが流行してか新型コロナが流行してか
らは、お弁当の配布・配らは、お弁当の配布・配
達を行っています。達を行っています。フーフー
ドパントリー（食材提供）や、月に２回、大学生による学びのドパントリー（食材提供）や、月に２回、大学生による学びの
サポートの場「おべんきょう会」も実施。これからも子どもサポートの場「おべんきょう会」も実施。これからも子ども
食堂を通じて、人と人をつなぐ場でありたいと思います。食堂を通じて、人と人をつなぐ場でありたいと思います。

月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前10時～午後５時

いろんな世代が集まる拠点に

子供が楽しく過ごせる居場所を

お弁当配達や学習支援で人をつなぐ

地域の力で子供を見守る

運営団体：みやっこサポート

津門川町６－６ 天理教兵南分教会
運営団体：同食堂実行委員会

運営団体：上山口東自治会

ともだち食堂ともだち食堂

みやっこ食堂みやっこ食堂 みんな集まれみんな集まれ

　こどもサポート財団は、子ども食堂の運営、ボランティア、食材の
提供などの相談を受け付けています。

子供達がみんなで子供達がみんなで安全に安全に過ごせる居場所過ごせる居場所
を作りたいと、自治会で始めました。食事を作りたいと、自治会で始めました。食事

作りから片付けまで、作りから片付けまで、
すべて子供だけで行うすべて子供だけで行う
日を作り「食育」にも日を作り「食育」にも
取り組んでいます。地域の人なら誰でも知っている、なじ取り組んでいます。地域の人なら誰でも知っている、なじ
みの自治会館で行うことで、子供達も安心して、のびのびみの自治会館で行うことで、子供達も安心して、のびのび
過ごすことができていると感じています。これからも、楽過ごすことができていると感じています。これからも、楽
しい時間を共有できる場所になればと思います。しい時間を共有できる場所になればと思います。

へいなんこども食堂へいなんこども食堂
  地域に暮らすみんなで、一緒に楽しく食地域に暮らすみんなで、一緒に楽しく食

事ができる場ができればと思い始めました。事ができる場ができればと思い始めました。
子供だけでなく、家族や子供だけでなく、家族や
地域の方、大学生ボラン地域の方、大学生ボラン
ティアも来られ、自然とティアも来られ、自然と
多世代交流が生まれてい多世代交流が生まれてい
ます。ます。井戸端会議井戸端会議の中で、地域の困りごとの発見や解決にの中で、地域の困りごとの発見や解決に
つながった事もあります。地域とのつながりの大切さ、温つながった事もあります。地域とのつながりの大切さ、温
かさを感じることができる場にしていきたいと思います。かさを感じることができる場にしていきたいと思います。

山口町上山口２丁目１８－１８ 上山口東自治会館

おおむね第３日曜 午前１１時半～

西田町６－３ SUN－TA

代表  一山さん 代表  福本さん

会長  佐藤さん理事長  中島さん

子供達がみんなで集まってご飯を食べ、お子供達がみんなで集まってご飯を食べ、お
しゃべりし、思いっきり遊べる場所を作りたしゃべりし、思いっきり遊べる場所を作りた

いと思い、始めました。食いと思い、始めました。食
堂には地域の人も来られる堂には地域の人も来られる
ため、世代間交流も生まれため、世代間交流も生まれ
ています。今は新型コロナの影響でお弁当の配布になってています。今は新型コロナの影響でお弁当の配布になって
いますが、早く食堂を復活できたらと思っています。子供いますが、早く食堂を復活できたらと思っています。子供
の良い成長は元気があってこそ。子供達にとって楽しく、の良い成長は元気があってこそ。子供達にとって楽しく、
居心地の良い場所としてあり続けたいと思います。居心地の良い場所としてあり続けたいと思います。

※新型コロナウイルスの影響により、開催方法や時間等が変更となる場合あり

こどもサポート財団こどもサポート財団

特色特色のあるのある子ども食堂子ども食堂の一部をの一部を紹介紹介

つながろう！子ども食堂つながろう！子ども食堂にに関わりたい人関わりたい人

市内市内にに広げよう！子ども食堂広げよう！子ども食堂

上大市５丁目１０－２９ 上大市第二自治会集会所
毎週金曜 午後４時半～運営団体：同食堂実行委員会

毎週金曜 午後５時～
※食堂は現在休止中

毎週水曜 午後３時～

市は、子ども食堂ネットワーク会議を開催します。市内の各子
ども食堂を運営している人が相互に連携したり、情報交換等を行
えるような場を考えています。日時は来年 ２ 月 ３ 日（木）午前 １０
時からの予定です。詳細は決まり次第、本紙等でお知らせします。

　西宮市内で、続々と子ども食堂が増えています。
「子ども食堂を開設したい」、「ボランティアした
い」などの相談もたくさんいただいています。
　子供はもちろん、大人にも楽しい子ども食堂。
ぜひ一度、お近くの子ども食堂をのぞいてみてく
ださい。

市は、子ども食堂が実施する事業に要する経費の一部
を補助しています。詳しくは市のホームページ（ HP
２7００４４１１）でご確認ください。

市もサポートします

子ども食堂ネットワーク会議 開催します！子ども食堂ネットワーク会議 開催します！
予　告

子ども食堂は、東京都で八百屋を営む店主が子ども食堂は、東京都で八百屋を営む店主が

NPOやボランティアなどにより運営され、NPOやボランティアなどにより運営され、

食事の提供だけでなく、食事の提供だけでなく、誰でも行ける「地域の場所」。誰でも行ける「地域の場所」。

子供の居場所子供の居場所やや幅広い世代が交流できる場所幅広い世代が交流できる場所としてのとしての

役割も担っています。役割も担っています。

店の一角を使って始めたのが、はじまりと言われています。店の一角を使って始めたのが、はじまりと言われています。

開催日時　　 開催場所



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

　留守家庭児童育成センター（以下、育成センター）は、就労等により
昼間に保護者がいない児童に、放課後や夏休み等の長期休業期間中、適
切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図るための市の施設です。
　なお、運営は各指定管理者（市ホームページ参照）が行っています。

問 育成センター課（0798・35・3659）

　民設放課後児童クラブは、民間の事業者が市の補助を受け、
設置・運営する施設です。申込方法、他校受け入れ等詳しくは、
市のホームページ記載の各運営事業者へご確認ください。

利用および申込の詳細は市ホームページ記載の各指定管理者へ確認を

▶来年度は市内6カ所で運営
【クラブ所在の小学校区】段上西、鳴尾北、上ケ原、広田、南甲子園、夙川
【利用資格・時間・料金】育成センターと同じ
【対象】利用資格を満たす小学１年生～４年生

病児保育室（ルーム）一覧
施設名 住所・電話番号等

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

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

名塩新町8 エコール・なじお5階
☎0797・62・0111　※予約は同クリニックHPへ

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

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

まずは事前登録を！まずは事前登録を！

病児保育病児保育をを実施実施していますしています

小学生も小学生も
利用できます利用できます

問 保育幼稚園支援課（0798・35・3044）

ＨＰ 47199357

訪問型病児・病後児保育利用料金助成制度訪問型病児・病後児保育利用料金助成制度 ＨＰ 11877571

住宅住宅
防火防火

　市内で今年発生した建物火災は、11月1日時点で49件
です。冬は暖房器具等、火気使用の増加により火災リスク
が高まるので、住宅防火対策を徹底しましょう。

問 消防局予防課（0798・32・7316）

❶寝たばこは絶対にしない、させない
❷ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
❸コンロを使うときは火のそばを離れない
❹コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

6
つ
の
対
策

4
つ
の
習
慣

❶ストーブやコンロ等は安全装置の付いた機器を使用する
❷住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
❸部屋を整理整頓し、寝具、衣類やカーテンは、防炎品を使用する
❹消火器等を設置し、使い方を確認しておく
❺お年寄りや体の不自由な人は、避難経路・方法を常に確保し、備えておく
❻防火訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

いのちを守る10のポイント

利用案内や申請書などは、各育成センター、各指定管理
者、一部を除く保育所・幼稚園で配布しているほか、市
のホームページからダウンロードできます

　ひとり暮らしの高齢者などか
ら、自宅マンション等を強引に
買い取る「押し買い」について
の相談が寄せられています。
　消費者が所有する自宅を不動
産業者に売却した場合は、クー
リング・オフができません。内
容をよく確認せずに売却の契約
をしてしまうと、住む場所が無
くなってしまったり、契約解除
をするための違約金で生活資金
が減ってしまったりして、今後

の生活に大きな影響が生じる可
能性があります。
　不動産業者から「有利な話が
ある」、「賃貸として住み続けら
れる」などという勧誘の電話が
かかってきても、売却の意思が
ない場合は、きっぱり断りま
しょう。また、迷惑な電話勧誘
への対策として、留守番電話機
能などを利用したり、知らない
番号からの電話には出ないとい
うのも一つの方法です。

自
宅
の
売
却
契
約
は

　
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
ま
せ
ん

ＨＰ 22428523

学童保育の来年度利用申請を受付学童保育の来年度利用申請を受付
留守家庭児童育成センター留守家庭児童育成センター

民設放課後児童クラブも利用を受付民設放課後児童クラブも利用を受付

ＨＰ 91611084

月額8200円（延長料月額3000円）※減免制度あり。別途要実費料 金

申請書など必要書類を12月1日～28日に各指定管理者へ
持参か郵送（必着）を。来年2月4日まで追加申込を受け
付けますが、12月28日までの申込を優先します
※�新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
できる限り郵送での提出をお願いします

申 込

提出書類をもとに、保護者が児童を育成できない状況等を
点数化し、入所の優先順位を決定。各指定管理者から利用
の許可・不許可通知が郵送されます

利用の
決定

利用資格を満たす家庭の小学1年生～3年生（障害のある児
童は6年生まで。市が指定する育成センターは4年生まで）

※受け入れは4年生より1年生～3年生を優先

（※）6月から4年生の受け入れを開始。申請時期は別途お知らせ

今津、上甲子園、瓦木、苦楽園、甲子園浜、甲東、香櫨園、小松、
夙川、高木、高木北、高須、高須西、段上、段上西、鳴尾、鳴尾東、
西宮浜、春風（※）、樋ノ口、平木、深津、山口

対 象

4年生の受け入れ施設が23施設に！

生後6カ月～小学生（事前に医療機関を受診）対 象

1日2000円（生活保護世帯は減免制度あり）
※①②④⑤は給食あり（500円。弁当持参可）
　③は給食なし（弁当持参）

利用料

月曜～金曜の午前8時～午後6時、土曜の午前8時～午後1時
※日曜、祝・休日、12月29日～1月3日は休み開所日

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

利用方法

　全国保育サービス協会加盟事業者、および内閣府「ベビーシッター派
遣事業」割引券取扱事業者が実施する在宅の病児・病後児保育サービス
を利用した場合、保育利用料の半額を助成します。必要書類などは、市
のホームページからダウンロードできます。
【対象児童】生後6カ月～小学生（利用の前後7日以内に医療機関を受診）
【助成上限】児童1人につき年間4万円。入会金や年会費は対象外
【申請方法】利用後6カ月以内に、領収書等を添付した所定の申請書を　
　　　　　　保育幼稚園支援課へ

（2）� 令和3年（2021年）11月25日



水等の事故に備えるための保険加入を
促進するものとします。
　広告を掲載する「西宮市営住宅だよ
り（春号）」は、約9200部の発行を
予定しており、市営住宅入居住戸の集
合ポスト等へ投函、市営住宅管理セン
ター、市役所南館に配架します。
　詳しくは市のホームページ（ HP
25411494）に掲載している募集要
項、仕様書をご覧ください。
【広告料】1枠3万円以上（税込）
【募集枠数】1枠
【配布時期】来年5月上旬
【申込】必要書類を12月6日～20日（消
印有効）に住宅管理課（市役所南館☎
0798・35・3638）へ郵送。持参も可
※西宮市広告掲載要綱・基準に適合す
るものの中から、金額の最も高いとこ
ろに決定

競争入札参加資格審査
申請は来年1月11日まで

　市、上下水道局および市立中央病院
は、競争入札参加資格者の登録申請を
受け付けています。
　「委託・物品」は令和4・5（2022・
2023）年度2カ年有効の本登録、「工
事」は4年度1カ年有効の補充登録です。
　申請は、所定の申請書を来年1月11
日までに契約管理課（0798・35・
3407）へ郵送（消印有効）を。申請
書は市のホームページ（HP82825975）
からダウンロードできます。

学校給食用物資購入契約に係る
登録事業者を募集

　市は、学校給食用物資購入契約に係
る登録事業者を募集します。登録期間
は来年4月1日から2年間。
　申請は、学校給食課（市役所江上庁舎
3階☎0798・35・3777）で配布する所
定の申請書を11月25日～12月20日
の月曜～金曜（祝・休日除く）の午前8
時半～午後4時半に同課まで持参を。
【対象】市の令和4・5（2022・2023）
年度競争入札参加資格審査申請書（物
品）を提出し、西宮市学校給食用物資
調達に関する要綱第2条に記載の基準
を満たす事業者

事業主の皆さんへ
特別徴収にご協力を

　個人住民税の特別徴収は、事業主が
毎月、従業員の給与から個人住民税を
引き去り、従業員に代わって市町に納
入する制度です。
　この制度は、所得税の源泉徴収を行
う全ての事業主に義務付けられてお
り、従業員にとっても納付忘れがなく
なるなどのメリットがあります。
　特別徴収の徹底にご理解・ご協力を
お願いします。問合せは市民税課
（0798・35・3２03）へ。

　◆歴史資料チーム執務室は1２月２0
日～来年1月31日は閉鎖　市役所本庁
舎3階への移転準備のため、市役所東
館8階の執務室を一時閉鎖。電話での
問合せは受け付けます。問合せは総務
課（0798・35・3740）へ
　◆鳴尾浜臨海公園南地区西駐車場を
1２月13日午前9時から一時閉鎖　鳴
尾浜浸水対策工事のため、西駐車場を
を一時閉鎖。期間は17日午後5時まで
を予定(延長の場合あり)。工事開始日
までの出庫、期間中は東駐車場の利用
をお願いします。問合せは公園緑地課
（0798・35・3611）へ
　 ◆西宮市長寿(後期高齢者)健康診
査・西宮市長寿歯科健康診査受診券の
ご利用はお早めに　受診券は対象者に
送付済み。有効期限は来年3月31日。
1月～3月は医療機関等が混雑するた
め早めの受診を。問合せは高齢者医療
保険課（0798・35・3994）へ
　◆冬の省エネにご協力を　暖房は冷
房より多くのエネルギーを消費しま
す。温かい服装をする、暖房は室温
20度目安で定期的に換気するなど、
健康に影響のない範囲で省エネにご協
力ください。問合せは環境学習都市推
進課（0798・35・3818）へ
　◆1２月1日は世界エイズデー　世界
各国で、エイズのまん延防止と感染者
への差別や偏見の解消を目指していま
す。HIVの感染は検査しなければ分か
りません。市の保健所では電話相談等
を実施しています。問合せは保健予防
課（0798・２6・3675）へ

　◆西宮市を定置場とする市外ナン
バーの原付等は本市ナンバーに変更を
　市内を主たる定置場（車両を運行し
ないときに主に駐車している場所）と
するミニカーを含む原動機付自転車等
は、本市ナンバープレートに変更して
ください。問合せは税務管理課
（0798・35・3２09）へ
　◆1２月1日～10日は「年末の交通
事故防止運動」期間　日頃から交通
ルールやマナーを守り、他者を思いや
る行動を心掛けましょう。問合せは交
通安全対策課（0798・35・3806）へ

官公署から

西宮市情報センターが閉鎖

　印刷機器共同利用サービスなどの業
務を行ってきた「西宮市情報センター」
は、来年2月末をもって閉鎖します。
　皆さんの長年にわたるご厚情に感謝
申し上げます。
【営業最終日】来年2月28日(月)
【最終日営業時間】午前9時～午後4時
45分
【問合せ】西宮市情報センター
（0798・3２・8864）

　◆県産業別最低賃金が1２月1日から
改正　適用職種や金額など詳しくは市
のホームページ（HP90213867）で
確認を。問合せは西宮労働基準監督署
（0798・２6・3733）へ

インフォメーションi
information

市から

12月定例市議会を開催

　12月定例市議会が、11月29日～
12月17日に開かれる予定です。
　主な日程は、本会議での一般質問が
12月3日～8日、常任委員会が10日～
14日、本会議での議案の採決が16日
の予定です。なお、日程は変更になる
場合があります。
　本会議の模様は市議会ホームページ
の本会議インターネット中継で見るこ
とができます。問合せは議会事務局
（0798・35・3378）へ。

執務室移転のお知らせ

　12月20日から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（HP27042956）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】厚生課…市役所南
館1・2階

マイナンバーカードで手軽に
住民票の写しを取得できます

　マイナンバーカードがあれば、コン
ビニエンスストアのマルチコピー機
や、市役所本庁舎・アクタ西宮ステー
ションの証明書自動交付機で、住民票
の写しや印鑑登録証明書などが取得で
きます。
　また、手数料も窓口での交付より安
くなります。詳しくは市のホームペー
ジ(HP60738050)に掲載しています。
　マイナンバーカードの申請方法につ
いての問合せは、西宮市マイナンバー
コールセンター(0798・30・6001)へ。

広告主を募集

　市は、広告主を募集します。広告の
内容は、市営住宅の入居者に火災や漏

　教育委員会は、来年度入学の大学奨学生（貸付）を募集します。
　希望者は、所定の願書に必要書類を添えて、来年1月14日（必着）ま
でに学事課（市役所本庁舎6階）へ。願書は同課で配布するほか、市のホー
ムページからもダウンロード可。

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

経済的な理由で修学困難な学生で、来春に大学・短大・大学院
に進学を希望する人または高等専門学校4年生に進級する人。
保護者が市内在住の人に限る　※家族数に応じた所得制限あり

　市は「介護職再就職支援講習」を開催します。復職を考
えている人も、資格を持つ未経験の人も、ぜひこの機会に
ご利用ください。申込はソラスト（06・6２65・8555…月
曜～金曜の午前9時～午後5時半。祝・休日を除く）へ。

問 福祉のまちづくり課（0798・35・3135） ＨＰ 9２07065２問 学事課（0798・35・3817） ＨＰ 883948２8

日程 会場 講習内容

12月
13日(月)

午後0時半～ 市民
会館

高齢者の尊厳、移動・移乗、車いす操作等
15日(水) 衣服着脱、食事介助等
20日(月) 体位変換、排せつ、終末期の介護技術等

※受講料無料。定員あり。1回のみの参加も可

もう一度介護の仕事しませんか?
不安な人も大丈夫！

　これまで開催時期を検討してき
ましたが、新型コロナウイルス感
染防止のため、今年度も開催を中
止します。
　慰霊祭は中止となりましたが、
引き続き犠牲者を追悼し、平和を
祈念していきます。
　問合せは地域共生推進課（0798・
35・303２）へ。

戦没者・戦災死没者戦没者・戦災死没者
海外物故者・原爆死没者海外物故者・原爆死没者
合同慰霊祭合同慰霊祭

今年度
中止

対　象

貸付額
返　還

介護職再就職支援講習を開催

希望者は来年1月14日までに申込を
大学奨学生(貸付)来年度入学

　西宮市私立保育協会は、市内の私立保育所や幼保連携型認定こ
ども園で働きたい人を対象に、保育士就職フェアを開催します。

12/5 保育士就職フェアを開催

問 西宮市私立保育協会（0798・39・8344）

日時 12月5日（日）の正午～午後4時（3部制）

会場 西宮神社会館(社家町)

内容 市内で私立保育所等を運営する25法人の個別ブース等

申込 同協会ホームページから
同協会HP
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ＨＰ 28445598

一般行政職（1618人） 技能労務職（422人）
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

西宮市 40.7歳 31万6165円 41万3009円 51.5歳 34万7800円 41万8886円
国 43.0歳 32万5827円 40万7153円 50.9歳 28万6947円 32万8603円

※給与…給料および扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当
※令和3年4月1日現在の一般行政職のラスパイレス指数は101.5

◆ 平均給料月額等（令和3年4月1日現在）

支給基準等 支給職員1人当たり平均支給額
期末・
勤勉手当

給料月額等の4．45月分
（期末2.55月、勤勉1．9月） 175万円/年

超過勤務手当 1時間当たり給料額の
125/100～175/100の額/時間 25万2000円/年

扶養手当 子1万円/月
その他の扶養親族6500円/月 23万9000円/年

地域手当 給料月額等の15/100の額/月 59万5000円/年
住居手当 世帯主等1万3000円/月 15万2000円/年
特殊勤務手当 じんかい処理作業従事手当等26種類 16万2000円/年

退職手当
在職年数に応じた基本額

（給料月額の最大47.709月分）と在職中
の職位に応じた調整額の合計額

200万6000円（自己都合）
2282万円（定年）

2147万3000円（死亡・勧奨）
※上記以外に通勤手当、管理職手当等の手当あり

◆ 手当（令和2年度実績）

令和2年度普通会計決算における状況

歳出に占める人件費率

職員1人当たりの給与費

※人件費…一般職の給料・報酬、手当、共済費、特別職の給料・報酬等
※給与費…一般職の給料および手当（退職手当および通勤手当を除く）
※職員数…令和3年4月1日現在の普通会計職員数

◆ 人件費・職員の給与費（令和2年度普通会計決算）

≪元号・西暦対照≫令和2年…2020年▶令和3年…2021年

職員数（一般職） 対前年
増減数 主な増減理由令和2年 令和３年

一
般
行
政
部
門

議会 18人 18人 ー     
総務・企画 537人 538人 1人
税務 135人 135人 －
民生 724人 723人 －1人
衛生 444人 455人 11人 新型コロナウイルス感染症の対応
労働 10人 9人 －1人
農林水産 9人 9人 －
商工 23人 25人 2人 職員配置の見直し

土木 315人 309人 －6人 職員配置の見直し
災害復旧のための職員派遣終了

小計 2215人 2221人 6人
教
育・消
防

部
門

教育 552人 582人 30人 臨時的任用職員の計上
消防 477人 484人 7人 消防体制の強化
小計 1029人 1066人 37人

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院 224人 222人 －2人 職員配置の見直し
水道 174人 168人 －6人 一部部門の市長部局移管
下水道 79人 79人 －
その他 105人 104人 －1人
小計 582人 573人 －9人

合計 3826人 3860人 34人

ＨＰ 97388978

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

①

②
③
※

公民館活用促進プロジェクト

地域学習推進課（0798・67・1567）

応募用紙と必要書類を12月13日までに郵送（必着）
またはEメールで地域学習推進課へ。選考あり

▪技能功労賞▪

　市は、技能功労賞に5職種6人を選びました。「技能功労賞」は、同一職
種の経験が25年以上あり、現在もその職で働き、優れた技能をもつ市内
在住または在勤者を表彰するものです。

人事・給与関係資料は市のホームページでも公開しています
問   人事課（0798・35・3502）

申 込

企画
募集

▪左官…黒松勉(黒松左官)　　　
▪内装…今川修二（今川企画）　
▪左官…田端貞光（㈲左官山本組）
▪鍼灸マッサージ師…森田孝子（鍼灸しあわせ）

▪外装工…日南英明（リフォーム日南）
▪サッシ工…牧伸二（牧硝子建具店）

ごみごみのの再資源化再資源化に取り組む団体にに取り組む団体に奨励金奨励金

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

新規団体は登録手続きを新規団体は登録手続きを

問 美化企画課（0798・35・8653）

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

市税の納付には

　口座振替を利用すると、納期ごとに金融機関等へ行く必要がなく、納
め忘れもないため便利です。口座振替の申込は、金融機関の窓口や税務
管理課（市役所本庁舎2階）、支所等で受け付けています。
　また、WEBからも口座振替の申込ができます。詳しくは
市のホームページでご確認ください。

【対象税目】市県民税（普通徴収）、固定資産税（償却資産を含む）・
　　　　　　都市計画税、軽自動車税（種別割）
　　　　　　※いずれも定期課税分

問 税務管理課（0798・35・3234）

便利便利なな口座振替口座振替ののご利用ご利用をを
開始もOK！

※応募用紙は各公民館で配布しているほか、市の
　ホームページからダウンロード可

問 労政課（0798・35・5286）

技能功労賞を5職種6人に
表彰表彰

ＨＰ 82062983

優れた技能をたたえて

特別職の給与・報酬（令和3年4月1日現在）

給料・報酬月額 期末手当 退職手当

給
料
市長（※）        A 98万8920円  

（減額前120万6000円）
4.45月分
令和2年度
支給割合

A×在職月数×43/100

副市長 　　  B 97万4000円 B×在職月数×28/100

報
酬

議長 82万7000円
副議長 74万8000円
議員 68万7000円

（※）市長の現任期中の給料は18％を減額、現任期にかかる退職手当は不支給

（ ）

（各年4月1日現在）職員数

市職員の給与など公表
職員の給与

【人件費】365億8813万円
【歳出】2342億7862万円（ ）15.62％

【給与費】221億8370万円
【職員数】3336人 ）（665万円

市職員の給与など公表

年度途中の

問

（4）� 令和3年（2021年）11月25日

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

企画内容 来年4月～8月に実施の、以下のいずれかを満たす企画



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

子育て関係
事業名 12月（来年1月）の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

1日（水）・9日（木）・16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

マザークラス
（２回シリーズ）

1月12日（水）・19日（水）の
13：30～16：00 中央

対象は令和4年3月～5月出産予定の
初妊婦。定員24人。
申込は12月8日から

はじめての
離乳食講座 23日（木）10：30～11：30 中央

対象は令和3年6・7月出生の第1子と
保護者。定員28人。
申込は11月30日から

離乳食講座 17日（金）10：30～11：30 鳴尾
公民館

対象は令和2年11月～3年3月出生の
第1子と保護者。定員16人。
申込は12月2日から鳴尾へ

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8月出生、10か月児健診…令和3年2月出生、
　　1歳6か月児健診…令和2年5月出生、3歳児健診…平成30年7月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談   8日（水）14：00～15：30 中央 医師などによる相談。対象は成人

お悩み解決！
栄養相談

  9日（木）10：00～12：00
山口 離乳食を始める乳幼児から

高齢者の食事まで、
栄養士による相談

14日（火）13：00～15：00
20日（月）10：00～12：00

塩瀬
20日（月）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

  7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

  9日（木）  9：20～10：00 鳴尾
  9日（木）13：20～14：20 塩瀬
17日（金）13：10～14：00 北口

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）
※発熱またはかぜ症状のある人は必ず事前予約を。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

来年1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【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

( )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

詳細は下記の各種健康診査・検診の項目を参照【受 診 料】

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

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

➡北口保健福祉センター検診施設で実施の健康診査・がん検診は
インターネット予約可。詳細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 1月の日程 申込
北口保健福祉
センター検診施設

月曜～金曜(祝・休日、1日～5日を
除く)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 1月の日程 申込

北口保健福祉
センター検診施設

水・木曜（祝・休日、1日～5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）

塩瀬公民館 27日(木)9:00～11:30 兵庫県健康財団（078・793・9333）
…12月3日～17日（土・日曜、祝・
休日を除く）の9：00～17：00山口保健福祉センター 27日(木)14:00～16:30

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）

西宮市役所前…12月8日（水）の10：00～12：00、13：15～16：00

JR西宮駅前コープ
…12月4日（土）の10：00～12：00、13：15～16：30

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）

▪

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

▷70歳以上無料 ( )

受診券の申込は
健康増進課へ。
40歳～74歳の職
場の健康保険加
入者は、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〕

▪

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〕

▪

 要受診券 西宮市各種健康診査 受診券不要がんなど各種検診

会場 1月の日程 申込
北口保健福祉センター
検診施設

月曜～金曜
（祝・休日、1日～5日を除く）、
16日(日)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 17・24・31日の8：45～12：00。
いずれも月曜

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

①山口保健福祉
　センター

25日（火）
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）
…①11月29日～12月13日、②12
月7日～21日（いずれも土・日曜、
祝・休日を除く）の9：00～17：00②塩瀬公民館 28日（金）

9：00～15：30

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〕

すこやか健康診査
20歳～39歳。1500円

▪

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

▪  要受診券 

同年度の受診は
どちらか一つ

みやっ子
 り 

お

ち
ゃ
ん

小
西  

莉
央
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芸　術芸　術
12月のギャラリー

日・内 下表のとおり。いずれも28日ま
で（③は27日まで)
問 文化振興課（35・3425）
①ロビーギャラリー ／ 市役所本庁舎1階
書（山根亙清さん）
※展示替えで鑑賞できない場合あり
②西宮ストリートギャラリー ／ 札場筋
三井住友銀行西宮支店…建石保育所「自然
物を使ってクリスマスの飾りをつくろう」

▽三菱UFJ銀行西宮支店…大社幸和園「お
さんぽだいすき」
③ららストリートギャラリー ／ ららぽーと甲子園
MOA美術館西宮児童作品展後の作品

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）
まちかどコンサート
日 12月6日（月）の午前11時、午後1時～
会 アクタ西宮東館中央ひろば 申 不要
名画観賞会
日 12月10日（金）の①午前10時半、②午
後2時～ 会 アミティ・ベイコムホール
内 ①愛の調べ、②ローマの休日 ￥ あり
ニューイヤー・コンサート
日 来年1月7日（金）午後3時～ 
会 県立芸術文化センター小ホール 
対 小学生以上 ￥ 2500円
文楽に遊ぶ
日 来年1月29日（土）の午前11時15分、午
後2時15分～ 会 プレラホール 対 小学生以
上 ￥ 各2500円。大学生以下2000円
合唱講習会（混声合唱指導）
日 来年1月30日（日）午後1時半～ 会 なる
お文化ホール 内 混声合唱組曲「今日もひ
とつ」全曲　※要正規楽譜 定 150人。多
数の場合抽選 申 往復ハガキに催し名、住
所、氏名（ふりがな）、パート（S・A・T・B）、電
話番号を書き、11月30日（必着）までに同
財団（〒662－0918六湛寺町10－11）
なるお寄席番外編
「ざこば・南光・米團治三人会」
日 来年2月11日（金・祝）午後2時～ 
会 アミティ・ベイコムホール 対 小学生以上 
￥ 2500円　※チケット販売は12月13日
午前10時から、市民会館窓口かイープラ
スへ。なるお文化ホールでの販売なし。詳
しくは同財団HPへ

雅楽会～能に表れたる雅楽
日 12月12日（日）午後2時～
会 西宮能楽堂
対 小学生以上 
￥ 3500円ほか
定 あり 
申・問 同堂（48・5570）

子 供・子育て子 供・子育て
貝のクリスマスオーナメントを
つくろう！

日 12月18日（土）の午前10時半、午
後1時半、3時～
会 西宮市貝類館
対 小学生以下は保護者同伴
￥ 各個100円。別途要入館料
定 各8組。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、希望の部、参加
者全員の住所・氏名・年齢・作成個
数、電話番号を書き、12月6日（必着）
までに同館（〒662ー0934西宮浜4
丁目13ー4☎37・0485）

人形劇定期公演

日 12月18日（土）午後2時～
会 大学交流センター
￥ 300円（未就学児無料）
定 70人。多数の場合抽選
申 12月7日までに市HP
HP 37863174
問 文化振興課（35・3425）

宮っ子Jリーガー祭

日 来年1月4日（火）午後1時～
会 西宮浜多目的人工芝グラウンド
内 西宮出身のJリーガーとサッカー
対 小学生 定 100人。先着順
申 11月29日午前10時から市HP 
HP 59293784
問 スポーツ推進課（35・3567）

Mommy&Me英語であそぼう!

日 ①12月8日（水）午後3時～、②15
日（水）午前10時～
会 ①コープ夙川、②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）

0歳からの親子コンサート
英語でXmas＆クラシック

日 12月19日（日）午後5時～
会 プレラホール練習室
￥ 1組1500円 定 あり
申・問 同ホール（64・9486）

親子ふれあい いきいき わく
わく バスケットボール観戦

日 来年1月9日（日）午後2時～
会 中央体育館
内 プロバスケットボール観戦
￥ 1組1000円 定 あり
申 阪神南県民センター HP
問 同センター（06・6481・4634）

催　し催　し
展示＆ブックフェア「姉妹都市提携
60周年スポーケンってどんな街？」

日 12月3日（金）～来年1月23日（日）
の午前9時半～午後6時。月曜（1月
10日は開館）、12月29日～来年1月4
日、6・11日は休館
会・問 中央図書館（33・0189）

西宮お手玉遊び教室

日 12月4日（土）の午後1時半～3時半
会 市民交流センター
問 西宮お手玉の会（34・4627）

出張いきいきごみ展in塩瀬

日 12月6日（月）～9日（木）の午前9時
半～午後3時半（9日は3時まで）
会 塩瀬センター
内 再生した家具など20点を展示。申
込者（1人1点）に抽選で無料提供。
抽選は9日午後3時から。配送なし
問 リサイクルプラザ（22・6655）

にしのみやノーラマルシェ

日 12月11日（土）の午前10時～午後2時
会 六湛寺公園
内 地場野菜・伝統野菜の販売、パネ
ル展示、リサイクルマーケットなど
問 にしのみやを農すプロジェクト実行
委員会（090・8192・0385…さかぐち方）

ゴスペル1dayワークショップ

日 12月11日（土）午後2時～
会 プレラホール 
￥ 2500円 定 あり 
申・問 同ホール（64・9485）

しめ縄づくり体験

日 12月25日（土）午後1時～
会 県立総合体育館
￥ 1000円 定 20人。先着順
申 11月30日午前9時から同館
（43・1143）

講座・講演会講座・講演会
親族のための成年後見研修

日 12月2日（木）午後1時半～
会 総合福祉センター
定 あり
申・問 西宮市権利擁護支援センター
（37・0024）

相続対策セミナー・相談会

日 12月4日（土）午後1時半～
会 市民会館
内 テーマは「不動産対策、相続発生3
年以内に対応すべき事」
定 あり
申・問 ウィズ法務司法書士事務所
（22・2250）

おひとり様の老後対策セミナー

日・会 いずれも午後1時半～▷12月6
日（月）…夙川公民館▷25日（土）…今
津公民館
内 行政書士による遺言書の作成など
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）

◎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

情報110番警察署からの

西宮警察署（0798・33・0110）、甲子園警察署（0798・41・0110）問地域保健課（0798・35・3310）問

～保健師のひとりごと～

健康づくりコラム11月

　新型コロナウイルス感染症の流行で外出の機会が減り、親も子供も
ストレスを感じていませんか？深呼吸やスキンシップをして、一度リ
ラックスをしてみましょう。深呼吸は、副交感神経を優位にし、心や
体をほぐしてくれます。また、スキンシップは子供に安心感を与える
だけでなく、脳や心の発達にもつながります。子供をぎゅっと抱きし
めたり、寝る前になでてあげるなど、ふれあいを通し
て親と子の安らぎの時間を作りましょう。
　これ以外にも、自分の悩みを誰かに話す事でもスト
レス軽減になります。一人でため込まず、困った事が
あればお気軽に保健師に相談してくださいね。

親子でリラックス◆ ◆

大野保健師

▼  メールに記載の連絡先には電話しない

▼ 「コンビニで電子マネーを買って」は
　 詐欺

▼  身に覚えのない料金請求メールが届い
 　たら、最寄りの警察署などに相談を！

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

架空料金請求のショートメールに注意！架空料金請求のショートメールに注意！
ご利用料金のお支払い確認が取れていません。
本日中に△△サポートセンターまでご連絡ください。
TEL：□□ー□□□□
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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）



インボイス制度説明会

日 12月9日（木）午前11時、15日（水）午
後2時、21日（火）午前11時～
会 西宮税務署別館
定 あり
申・問 同署（34・3930）※自動音声
案内で「2」を選択

空き家・空き室対策
啓発セミナー

日 12月16日（木）午後2時～
会 市民会館
定 あり
申・問 あんじゅうサポートクラブ
（39・8408）

普通救命講習会

日 12月19日（日）午前9時半～
会 消防局 
定 10人。先着順
申 11月29日から市HPか専用電話
（38 ・6577）
HP 13098195

健康・福祉健康・福祉
湯友講座

日・会 下表のとおり
内 ①フレイル予防、②介護予防講師
による体操など、③認知症ケア専門士
による認知症予防講座
対 65歳以上 
定 あり
問 西宮市シルバー人材センター
（72・3461）

日時（12月） 会場（浴場）
① 3日（金）午後1時半～ 新湯
② 7日（火）午後1時～ クア武庫川

③ 9日（木）午後1時15分～ 浜田温泉
21日（火）午後1時半～ 大箇温泉

なかよしスポーツDAY

日 12月12日（日）、来年1月29日（土）、
2月26日（土）、3月26日（土）の午前
10時半～。4回シリーズ
会 総合福祉センター
内 ボール遊びなど
対 障害を持つ小学6年生までの子と保
護者または介護者。兄弟の参加も可
定 8組。多数の場合抽選
申 12月8日までに同センター
（33・5501 FAX 35・1132）

相談ルーム（知的障害者相談
員による相談会）

日・会 いずれも火曜▷12月21日、来
年2月15日の午前10時～正午…総合
福祉センター▷来年1月25日、3月22
日の午前10時半～午後0時半…こども
未来センター
問 生活支援課（35・3130）

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
みんな集まれ 丹波deクリスマス

日 12月18日（土）・19日（日）。1泊
会 丹波少年自然の家（丹波市）
内 星空観察、クリスマスパーティなど
対 家族・グループ ￥ 1人5700円
定 15組40人。多数の場合抽選
申 12月1日までに電話で同自然の家
（0795・87・1633）

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）
みんなで楽しい！
囲碁ボールとフライングディスク
日 12月19日（日）午前10時～ 会 北夙川体
育館 対 50歳以上の人を含む家族 ￥ 300
円。小学生以下200円 定 30人。先着順 
申 11月30日 午 前10時 か ら 電 話 で 同 館
（70・2222）
ENJOY！ベースボール♡
日 12月20日（月）・来年1月21日（金）の午
後7時15分～。2回シリーズ  会 中央体育
館 対 小学5年生以上 定 20人。先着順 
申 11月29日午前9時から同センター HP

西宮オープン卓球選手権大会

日 来年1月16日（日）午前9時～
会 中央体育館・武道場
内 シングルス・ダブルス（年齢・男
女別）
対 中学生以上 ￥ あり
申・問 12月18日までに西宮市卓球協
会（53・5558…馬場方）

スクール・資格スクール・資格
阪神シニアカレッジ４月入学生

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

人事募集人事募集
市立幼稚園での保育業務等
（会計年度任用職員A)

内 来年4月以降の月曜～金曜。午前7
時15分～午後1時15分、午後0時45
分～6時45分のシフト制
対 保育士資格または幼稚園教諭免許
取得者（来年3月末までに取得見込み
も可）
￥ 月額18万9700円。賞与あり
定 12人程度
申・問 所定の申込書を11月25日～12
月15日に教育人事課（市役所本庁舎6
階☎35・3834）。 申 込 書 は11月25
日から同課か市HPから入手可
HP 15930480
※採用試験は12月25日

相　談相　談
助産師による
妊産婦さんと乳児の子育て相談

日 12月9日（木）の午前10時～正午、
22日（水）の午後1時～3時
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)

 消費生活センター 12月の相談会

日 14日(火)、28日（火）の午後1時～
内 借金（多重債務）相談。1組1時間 
以内。司法書士が応対
定 あり
申・問 同センター（64・0999)

※災害時等には随時、緊急情報を放送

さくらFM（78.7メガヘルツ）
で放送している市の提供番組
を月替わりで紹介 
問 広報課（0798・35・3402）

西宮徹底解剖（12月分）
日 第1～4月曜午後8時半から30分間 
内 さまざまな角度から知られざる西宮
を解き明かす、驚き・発見・感動が満
載の番組。1週目～3週目に出題される
クイズに全問正解した人の中から抽選
で1人にクオカード3000円分をプレゼ
ント。12月のテーマは「舞台はニシキ
タ～西宮北口物語」。ゲストティー
チャーは地域ポータルサイト西宮流の
岡本順子さん　※放送終了後は、市の
ホームページ（ HP 54149619）から音
声配信あり

12月定例市議会　生中継
日 12月3日（金）・6日（月）～8日（水）の
午前10時～
内 12月定例市議会の一般質問を生中継

ツーツーシキュー

消防テレホンサービス

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

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

わがまちクリーン大作戦わがまちクリーン大作戦
12/12（日） 市内の公園・道路で清掃活動！

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

◆不法投棄防止にご協力を！

月分12
ケーブルテレビ
ベイコム 11ch

市広報番組

毎週月曜更新。放送は午前9時、
午後2時、5時45分、9時45分から
問 広報課（0798・35・3487）

6日（月）～12日（日）、20日（月）～26日（日）
イベントリポート…市内で行われたイ
ベント等をキャスターがスタジオから
紹介
13日（月）～19日（日）、27日（月）～31日（金）
ＰＲ…ドラマ仕立てで市の取組や魅力
を分かりやすく紹介
6日（月）～31日（金）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を
紹介

パネル展11/25～12/1
犯罪被害者週間
　犯罪被害に遭った人や家族が立
ち直り、平穏に過ごせるよう、犯
罪被害について考えてみましょう。
【会場】市役所本庁舎2階ギャラ
リー
※このほか、随時、犯罪被害者や
家族への支援（支援金支給等）を
行っています（交通事故等を除く
ほか諸条件あり）

人権平和推進課
（0798・35・3471）問

人権週間12/4～10は

北朝鮮人権侵害問題啓発週間12/10～16は

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染者や医療従事者等への偏見
や差別、インターネットやSNSによる誹謗中傷など、新たな人権問題が発生
しています。この機会に「思いやりの心」「かけがえないのない命」について、
もう一度考えてみませんか。

　映画「めぐみー引き裂かれた
家族の30年」の上映会を開催し
ます。

　会場参加は12月9日までに事前申込が必要です。上映会の様子はYouTube拉
致問題対策本部公式動画チャンネルでライブ配信するほか、12月26日まで視聴
できます。詳しくは市のホームページ（ HP 76396585）で確認を。
【日時】12月24日（金）午後2時～　【会場】大学交流センター

映画「めぐみ」の上映会・動画配信
拉致問題啓発事業

日 12月2日（木）の午後1時～4時
（受付は3時半まで）
会 市民相談課（市役所本庁舎1階）
内 人権擁護委員による相談

「人権困りごと相談」を実施

人権平和推進課（0798・35・3320）問

世界人権デー12/10は

日 12月5日（日）午後0時半～
内 全国中学生人権作文コンテス
ト西宮地区予選の金賞作文を紹介

さくらFM
特別番組「人権のひろば」

（78.7メガヘルツ）

　拉致問題は、一刻も早く解決しなければならない人権侵害問題です。
この機会に、改めて考えてみませんか。拉致問題について詳しくは、
政府HP「拉致問題対策本部」をご覧ください。

令和３年（2021年）11月25日� （7）

【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)



　市は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の影響を
受けた中小・小規模事業者を支援するため、「西宮市中小事業者応
援給付金」を支給します。対象・提出書類など詳
しくは、同事業事務局へ問合せいただくか、市の
ホームページをご覧ください。
　※西宮市一時支援金を受給した事業者へは、
　　１２月初旬に市から申請書を送付します

各支所等で配布しているほか、
市のホームページからもダウンロード可

　市は、皆さんにもっと気軽に音楽に触れてもら
うため、「西宮ライブミュージックマップ」を発
行しました。マップを片手に迫力と臨場感満載の
ライブを楽しみませんか。

　市は、NTTグループとの絵本の読み聞かせに関する共同研究の一
環として、令和2年（2020年）4月～９月出生の子を対象に「パーソナ
ルちいくえほん」をプレゼントしています。ぜひお申し込みください。

※12月15日以降に「資源A」を収集する地域の年内最終日や※12月15日以降に「資源A」を収集する地域の年内最終日や
　「年末年始のごみ収集」については、本紙12月10日号に掲載します　「年末年始のごみ収集」については、本紙12月10日号に掲載します

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

問 美化企画課
　（0798・35・8653）

問 文化振興課（0798・35・3425）問 読書振興課（0798・33・0189）

「資源A」収集地区 年内最終日 「資源A」収集地区 年内最終日

第1回目
水曜 1２月 1日

第２回目
水曜 1２月   8日

木曜 　　  ２日 木曜 　　    9日
金曜 　　  3日 金曜 　　  10日

２回目接種が完了した月 発送時期

令和3年
（２0２1年）

3・4月 発送済み
5月 1２月に送付（予定）
6月 来年1月に送付（予定）

　市は、新型コロナワクチンの３回目接種に向けて準備を進めています。
接種券は、２回目接種から８カ月経過する日の前月に送付します。

（８）� 令和3年（2021年）11月25日

健康・医療相談は「ハローにしのみや（0120・86・2438）」へ。24時間年中無休。通話・相談無料！　※非通知設定は解除してください

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

ＨＰ 3844359１

西宮ライブミュージックマップ発行西宮ライブミュージックマップ発行

★★

★★

★★

公共ホールをはじめ公共ホールをはじめ
２６２６カ所のライブスポットを掲載カ所のライブスポットを掲載

演奏ジャンルや特徴を写真付きで紹介演奏ジャンルや特徴を写真付きで紹介

初心者も安心！初心者も安心！
「ライブハウスのお作法辞典」を掲載「ライブハウスのお作法辞典」を掲載

配布
場所

生演奏生演奏のの魅力感じて魅力感じてパーソナル知育絵本パーソナル知育絵本パーソナル知育絵本パーソナル知育絵本もらえますもらえます
注文チケットは1歳6か月児健診の案内に同封

申込には期限がありますので、必ずご確認ください!

POINT １
子供一人ひとりに
合わせて絵本の内容が変

化します NTT独自の研究成果
を活用した内容で、
言葉の発達を後押し
します

POINT 2

対象は令和２年４月～９月出生の子

１歳６か月児健診の案内に同封の注文チケットから

初めて話した言葉や
子供へのメッセージ
を思い出として残す
ことができます

POINT 3

ＨＰ 33309847

新型コロナウイルス感染症関連情報

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

※11月17日時点の情報で作成

申込

国が実施を検討している給付等の支援については、国が実施を検討している給付等の支援については、
決まり次第、市のホームページ等でお知らせします決まり次第、市のホームページ等でお知らせします

法人に２０万円　個人事業者に１０万円

ＨＰ ２05659１6

応援給付金応援給付金をを支給支給市内の中小企業
小規模事業者に

応援給付金を
申請できます

（一般対象者枠）

西宮市中小事業者応援給付金事業事務局コールセンター

９:00～17:３0（土・日曜、祝・休日、12/2９～来年1/３は休み）【受付時間】

☎01２0・70２・600 FAX  078・３71・0717

法人…２0万円▷個人事業者…10万円

11月２9日～来年1月31日までに同事務局へ郵送（消印有効）

今年（２0２1年）4月～9月の売上が昨年（２0２0年）および一昨年
（２019年）の同月と比較し、50％未満の月が連続して3カ月ある

西宮市一時支援金を受給した

該当3カ月のうち、いずれか1カ月以上の売上
減少率が２0％以上50％未満である

応援給付金を
申請できます

（みなし対象者枠）

応援給付金を
申請できません

支 給 額

申込方法

受給した受給した 受給していない受給していない

該当する該当する 該当しない該当しない

ないないあるある

11/25から開設

予約
方法

! 3・4月に2回目接種が完了した人で
接種券が届かない人は市のホームページから申請を

新型コロナ
ワクチン情報 3回目接種券を送付します

２回目接種から８カ月経過する人に

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター

 ９:00～17:３0（土・日曜、祝・休日も受付）　※12/2９～来年1/３は休み
☎01２0・6２２・999 FAX  07９8・３2・10３0

【受付時間】

ワクチン接種済を証明するとき

海外渡航を予定している人海外渡航を予定している人
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HPで確認を

国内利用に
新たな申請は不要国内で使用する人国内で使用する人 …………………………………………

▷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）

→→新型コロナワクチン接種記録書

!
市内医療機関または集団接種会場
での接種となります。
詳しくは決まり次第、本紙または
市のホームページ等に掲載します

※市のコールセンターでも受付可

※７月以降に２回目接種が完了した人については、決まり次第お知らせします

医療従事者…勤務先に問合せを
医療従事者以外の人…市のホームページから確認を
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