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市の情報を発信中

市が実施している各種健康診査は、市政ニュース毎月
25日号（１2月は１０日号）「保健だより」か、市のホー
ムページで確認を

自粛生活で体力が衰えていませんか？自粛生活で体力が衰えていませんか？

　「動かない」状態が続くことにより、心身の機能が低下して「動けなくなる」状態になることが心配されます。筋力の低下を予防し、転倒などを防ぐ
には日頃からの運動が大切です。体操や筋力トレーニングなども大切ですが、普段の生活の中で「動かない」時間を減らし、自宅でもできるちょっとし
た運動で体と心を守りましょう。　※基本的な感染対策を徹底し、無理のない範囲で行いましょう

　フレイルとは、日本語で「虚弱」という意味です。フレイルは健
康と要介護状態の「中間的段階」のこと。早めに気づき、対応する
ことで健康を維持して、自立した生活を送ることもできます。

半年前より２㎏～３㎏体重が減った

以前より疲れやすくなった

出かけるのがおっくうになった

ペットボトルのふたを開けにくくなった

青信号の間に横断歩道を渡りきれなくなってきた

以前より人と会話をする機会が減った

とは・・・とは・・・フレイルフレイル
年をとって筋力や認知機能、
社会とのつながりが低下した状態のこと

チェックしよう！

体の状態体の状態 を知ろう！を知ろう！ 　人生100年時代、長い人生をできるだけ元気に
過ごしたい！そのカギは「フレイル予防」です。
　自分の体や心のサインを見逃していませんか？
ささいな衰えがフレイルのサインです。
　年をとってからではなく、若い頃から意識して
も早すぎることはありません。
　不安のある方は、ぜひご相談ください。

　日頃から、自分自身の健康状態を把握することは大切です。1年に1回
は健診（検診）を受診して、自分の体の状態を確認しましょう！

西宮いきいき体操西宮いきいき体操

カラダとココロのメンテナンスカラダとココロのメンテナンス
～みやたんとWe are here体操～～みやたんとWe are here体操～

ストレッチやリズム体操ストレッチやリズム体操
（市公式YouTube）（市公式YouTube）

　活動量計やスマホアプリを使用して、ウオーキングや健康づくりに関する
イベントなどに参加することでポイントを貯め、貯めたポイントを商品券な
どに交換できます。

フレイルフレイル はは予防予防 できます！できます！

健康増進課・野島係長

１つでも
当てはまれば
「フレイル」の
リスクあり！

ＨＰ 71３64951

ＨＰ ３1３77411

家事をキビキビ行う家事をキビキビ行う

できるだけ階段を使うできるだけ階段を使う

座っている時間を減らす座っている時間を減らす

人混みを避けて外に出る人混みを避けて外に出る

家事も立派な運動です！ 今より10分多く体を動かそう！

人と話す機会があるとベスト！ 立ち座りを行うのも効果的！

ＨＰ 1405３400

西宮市健康ポイント事業運営事務局（タニタヘルスリンク内）…０１2０・539・１49
〔受付時間〕午前9時～午後6時（土・日曜、祝・休日を除く）

普段の生活にちょっとプラス！普段の生活にちょっとプラス！ 動画を見て、レッツ体操！動画を見て、レッツ体操！

健康ポイント事業健康ポイント事業 （対象：７０歳以上…（対象：７０歳以上…令和３年（2０2１年）４月時点令和３年（2０2１年）４月時点））

コロナ禍でも体力・筋力の低下を食い止めましょう

「フロムにしのみや」（ケーブルテレビベイコ
ム11チャンネルで毎日4回放送）では、手軽
にできる運動を紹介するコーナー「スポトレ」
をお届けしています

　２月1日は「フレイルの日」。新型コロナ感染予防のため、外出機会の減少や、動かない時間の増加によるフレイルの進行が心配されています。
フレイルを予防して、健康で生き生きとした生活を送りましょう。

負けないで！にもにも にもにもコロナ フレイル

予防の秘訣は他にもあります！こちらをご覧ください

⇒リーフレットは保健所や公民館などで配架中

コロナコロナ フレイルフレイル 負けないで！負けないで！
健康増進課（0798・26・3157）問

↑市HP



新型コロナウイルス感染症関連情報 ※2月3日時点の情報で作成

国制度

▶高校生相当の児童　　のみ扶養している世帯

申請申請はは郵送郵送でで原則原則３３月月１８１８日日（必着）（必着）までまで

▶令和３年（2021年）９月1日～４年（2022年）３月３1日出生の
　新生児を新たに養育する世帯

▶これまでに「児童手当」を申請していなかった世帯

▶公務員で「児童手当」を職場から受け取っている世帯

国制度

対象

支給金額

申請が必要な人

西宮市臨時特別給付金コールセンター

0120・133・357
【受付時間】8:45～17:30（土・日曜、祝・休日を除く）

住民税非課税世帯
令和３年(2021年)12月10日時点
で世帯全員の令和３年度分の住
民税均等割が非課税の世帯
(条例により住民税均等割が減免
されている世帯や生活保護受給世
帯を含む)

住民税非課税世帯以外で新型コ
ロナウイルス感染症の影響で収
入が減少し、世帯全員が住民税
非課税相当(※)となった世帯
(※)世帯員全員のそれぞれの年収
見込額が住民税均等割非課税相当
水準以下

確認書の返送を受けた後、おおむね３週
間後に指定口座に振込

対象世帯には
確認書を順次送付しています

支給要件に当てはまる世帯は、
市のホームページで申請書を
ダウンロード、またはコールセ
ンター、にしのみやスマート申
請で申請書の発送依頼をして
ください

　市は、国事業「子育て世帯への臨時特別給付金（以下、国の給付
金）」で、所得制限により支給対象とならない世帯（※）に対して、
市独自に臨時特別給付金（対象児童１人当たり５万円）を支給します。

ＨＰ 2206３47５

世 帯 内 に１８歳 以 上6５歳 未 満 の 令 和３
（202１）年度住民税未申告者がいる場合
は送付不可。未申告者が非課税相当の場
合はコールセンターまで

※

※

「離婚等で受け取れなかった世帯」への給付金（対象児童１人当たり
１０万円）については、国と調整の上、詳細が決まり次第お知らせします▶

要申請

家計急変世帯

住民税非課税世帯・家計急変世帯

臨時特別給付金を支給

詳しくは市のホームページ
（ HP 45137536）で確認を

詳しくは市のホームページ
（ HP 59520807）で確認を

対象世帯に10万円
受給には手続きが必要

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）等を
理由に本市に避難している人へ

住民票を西宮市に移していない場合でも、住民票を移しているもの（独立した世帯）とみなして、支給
要件を満たす場合には給付対象となります。手続方法等の詳細については、決まり次第お知らせします

（※）国の給付金の対象児童を養育していて、令和２年（２0２0年）中の所得が
　　「児童手当所得制限限度額」を超過する人

子育て世帯への臨時特別給付金

問 子育て手当課（0798・23・8051）

申請不要の人（公務員を除く昨年９月の児童手当を西宮市から受給した人）

には、昨年12月27日に児童手当振込口座に振込済

平成15年（2003年）4月2日～令和4年（2022年）3月31日
に出生した児童を養育している父母等

対象児童1人当たり10万円

※令和２年（２0２0年）中の所得が児童手当の所得制限を超えないこと
  （扶養人数3人で９６0万円）

（※）平成１５年（２003年）４月２日～１８年（２00６年）４月１日に出生の人。
　　婚姻している場合は対象外

※本市は、現金５万円＋クーポン５万円相当ではなく、
　現金１0万円を一括支給

（※）

対象世帯に 10万円児童１人当たり

再周知

市独自NEW ＨＰ 69３6３2１１

確認書の返信を

5万円外対象 児童１人当たり 世帯に

申請は９月３０日まで

詳細は決まり次第
市のホームページと本紙2/25号に掲載します

対象児童一人当たり5万円を支給。受付期限は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

国制度申請は
2/28まで 再周知

申請は済んでいますか？

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

（2）� 令和4年（2022年）2月10日



ＨＰ27199572

　セルフ式ガソリンスタンドでの給油中に、給油ノズル付近から出火す
る事案が発生しています。給油前に静電気除去をせず給油したことで、
ガソリンの蒸気が静電気の火花により引火したおそれがあります。

問 消防局予防課（0798・32・7316）

▶静電気除去シートにより静電気を十分除去する
▶ライター、たばこ等の火気は絶対に使用しない

▶コンロからは目を離さない

▶コンロ周辺を整理整頓する

給油時の注意点

コンロ使用時の注意点

　令和3年(2021年)の消防局の出動状況の概要をお知らせします。

　コンロが原因の火災は、ここ数年間火災件数の1位となっています。
調理中は火災危険に十分注意してください。
【コンロが原因の火災事例】
◦油を熱していたことを忘れて、その場を離れてしまい出火
◦周辺に置いてあったスプレー缶が、輻（ふく）射熱を受けて破裂し出火

問 火災・救助…警防課（0798・32・7330）
救急…救急課（0798・32・7318）

　市は、市営住宅の住み替え募集を行います。募集数は35戸。募集住
宅の概要など詳しくは、2月18日から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）。次回の住み替え募集は5月の予定。

問 西宮市営住宅管理センター（0798・35・5028）

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
▶①～⑤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

申込

申込案内書に添付している申込書（１世帯１通）を西宮市営住宅管理セ
ンターへ郵送（2月28日までの消印があり、かつ３月３日までの到着分
が有効）を。重複申込無効
※申込案内書は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３階）で配布

消防隊

出動件数：1141件（前年比2３件増）
火災件数：81件（前年比３件減）
《主な火災原因》コンロ…１３件
　　　　　　　▷放火（疑いを含む）…１0件▷たばこ…９件
火災以外の出動（緊急確認、支援活動等）：1060件（前年比26件増）

救助
出動件数：481件（前年比３１件増）
救助人員：234人（前年比１0人増）
《主な内訳》建物事故…2３１件▷交通事故…27件

救急
出動件数：2万2230件（前年比628件増）
搬送人員：2万  170人（前年比５９５人増）
《主な内訳》急病…１万４26９件（全体の約6４％）
　　　　　▷一般負傷…３806件▷交通事故…１４76件

てんぷら油等が少量のときは、油の温度が急激に上昇し発火する危険がある

輻射熱は目に見えないので、コンロ付近には燃えやすいものを置かない

火災による死者5人火災による死者5人
負傷者8人負傷者8人

　インターネットや電話の光回
線を解約して、アナログ電話に
戻す「アナログ戻し」をめぐる相
談が増えています。
《相談事例》大手通信会社を名
乗る事業者から「電話を光回線
からアナログ回線に戻さないか」
と電話があり、ネットを使ってい
ないので契約した。その後、サ
ポート料金として毎月3000円が
引き落とされていたため確認する
と、1年間のサポート契約にされ

ていた。解約を申し出るとキャン
セル料が発生すると言われた。
《アドバイス》大手通信会社の
名前が出ても、実際は関係のな
い事業者が勧誘しているケース
があります。勧誘されたときは、
契約先、費用やサービス内容、
解約条件などをしっかり確認し、
必要ないと思ったらきっぱり断
り、アナログ回線に戻したい場
合は、現在の契約先や回線事業
者に問い合わせましょう。

ア
ナ
ロ
グ
回
線
に
戻
す
契
約
の
は
ず
が

サ
ポ
ー
ト
契
約
に
な
っ
て
い
た

ＨＰ71003195

　夜間中学は、さまざまな理由
で義務教育を受けられなかった
り、十分に学校で学ぶことがで
きなかった人のための学校です。
　兵庫県には、夜間中学が3校
あります。西宮市に居住してい
る人も入学できますので、入学
を希望する人は、学事課へご相
談ください。
【受付期間】尼崎市…3月31日
まで▷神戸市…７月21日まで

県内の夜間中学県内の夜間中学

尼崎市立成良中学校琴城分校尼崎市立成良中学校琴城分校
（尼崎市）

あまがさきしりつせいりょう　　　　　　きんじょうぶんこう

（神戸市兵庫区）
神戸市立兵庫中学校北分校神戸市立兵庫中学校北分校
こうべしりつひょうご　　　　　　きたぶんこう

（神戸市須磨区）

こうべしりつまるやまちゅうがっこうにしのぶんこう
神戸市立丸山中学校西野分校神戸市立丸山中学校西野分校

夜間中学夜間中学ののご案内ご案内
やかん　ちゅうがく あんない

問 学事課（0798・35・3850）

市営住宅の住み替え募集
申込は2月18日～28日

西宮市営住宅に居住の人が対象西宮市営住宅に居住の人が対象

令和3年 消防局出動状況

火災危険に十分注意を

災害 救急

セルフ式ガソリンスタンド

給油前は必ず静電気除去を

コンロ使用時は目を離さない

令和4年（2022年）2月10日	 （3）



市県民税の申告会場市県民税の申告会場
会場 開設期間（土・日曜、祝・休日を除く） 受付時間

市役所本庁舎2階 2月10日（木）～3月15日（火）   9：00～17：30
瓦木公民館 別館

(注)瓦木支所ではありません 2月1４日（月）・15日（火）   9：30～11：30
13：00～1６：30甲東支所 2月17日(木）・18日（金）

鳴尾支所 2月22日(火）・2４日（木）・25日（金）
山口支所 3月3日(木）・４日（金）   9：４5～11：30

13：00～1６：30塩瀬支所 3月8日(火）・9日（水）

　申告内容を確実に市県民税の計算に反映させるために、漏れなく正しい
申告をお願いします。申告書の様式や記入方法などについて詳しくは、市
のホームページをご覧ください。

問 市民税課（0798・35・3267）

　市県民税の申告期限は3月15日です。その後も申告はできますが、市県民
税や各種保険料等の算定、課税（所得）証明の発行時期等が遅れる場合が
あります。郵送の場合は、市民税課（〒６６2－85６7六湛寺町10－3）へ。

申告に必要なもの申告に必要なもの
▣市県民税申告書（市から事前送付されている人）
▣源泉徴収票など収入の分かるもの
▣本人確認書類（以下のいずれか。郵送の場合は写し）
　・マイナンバーカード
　・マイナンバーが確認できる通知カード等と運転免許証や旅券等

あらかじめ市県民税を特別徴収され、申告義務の無いこれらの内容
を市県民税に反映させたい場合は、市県民税の納税通知書が送達さ
れる日までに申告を

消費税率10％の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間
を13年とする特例の入居期限が令和４年12月31日までに延長され
ました

個人市県民税の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得
の全部について申告不要（源泉分離課税）とする場合に、原則として
確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職手当等の、令和４年1月1
日以降支払い分は、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を
超える部分の2分の1ではなく、全額が課税の対象となりました

　主な改正について詳しくは、市のホームページでご確認く
ださい。

　記載漏れや誤りが多い項目です。詳しくは、市のホームペー
ジでご確認ください。

ふるさと納税、県共同募金会・日本赤十字社兵庫県支部への寄附金
がある場合や、市・県の条例で指定した法人等への寄附がある場合

所得控除対象外の配偶者や1６歳未満の扶養家族でも、要件を満た
せば、扶養親族として申告することができます

▽▽  同一生計配偶者、１6歳未満の扶養親族の申告 同一生計配偶者、１6歳未満の扶養親族の申告

確定申告で源泉徴収票を添付せず、所得控除の内訳の記入も省略す
ると、市県民税の税額算定が正しく行えない可能性があります

▽▽  源泉徴収票の添付省略時の注意 源泉徴収票の添付省略時の注意

【開設期間】�2月16日（水）～3月15日（火）の�
9：00～16：00（土・日曜、祝・休日を除く）

所得税などの申告書作成会場のご案内 ※入場には、当日配付される「入場整理券」が必要です

※西宮税務署のみLINEで入場整理券を事前に発行で
　きます。詳しくは国税庁ホームページで確認を

2月20日 (日 )・27日 (日 )の
9：00～16：00

※芦屋税務署との合同開催のため、大変混雑することが予想されます

西宮税務署の西宮税務署の
休日申告相談休日申告相談

問 西宮税務署（0798・34・3930）

※入場整理券の配付状況により、早めに受付を終了する場合があります

※ 譲渡損失の損益通算、繰越控除を適用したい場合、所得税と市県民税で異なる
課税方式を選択する場合も同様

保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課
税所得とされました

申告書の第二表部分

※各申告会場での申告受付初日の午前中は大変混み合います
※山口・塩瀬支所では、上記受付日時以外でも申告書を預かることができます

▣各種控除を受ける人は、生命保険料や国民年金保険料等の控除証
　明書、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書、
　配偶者の所得が分かるもの、障害者手帳などが必要。また、医療費
　控除を申告する場合は、事前に明細書の記入が必要

フレンテホール（JR西宮駅前「フレンテ西宮」5階）
【期間】2月1６日（水）〜3月15日(火) 【相談受付時間】９：00〜1６：00

【対象】年金受給者、給与所得者の医療費控除など（住宅借入金等特別控除
の申告を除く）の還付申告者のみ（土地・建物・株式等の譲渡所得、
山林所得、贈与税および相続税の申告を除く）

アピアホール（阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階）
【期間】2月15日（火）まで 【相談受付時間】９：15〜15：30

【対象】年金受給者、給与所得者、事業所得者など（土地・建物・株式等の譲
渡所得、山林所得、贈与税および相続税の申告を除く）

国税庁HP

予約不要

※ 申告すると、国民健康保険料など市の各種行政サービスに影響がある場合あり

郵送での申告にご協力を！市県民税の申告

▶ 住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の特例の延長等
▽▽  特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告

▶ 退職所得課税の適正化▶ 退職所得課税の適正化

▶ 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの
    簡素化

▶ ▶ 国や地方自治体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置

特に注意してほしい申告の種類

▽▽  ふるさと納税などの寄附金税額控除の申告 ふるさと納税などの寄附金税額控除の申告

ＨＰ 53299702

ＨＰ 17723900 ＨＰ 43368523

西宮税務署以外の会場 ※土・日曜、祝・休日を除く西宮税務署

令和4（2022）年度からの主な改正点
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児童手当・特例給付を
２月15日に支給

　市は、２月15日に昨年1０月～1月分
の児童手当および特例給付を支給しま
す。支払内容は、昨年1０月に送付し
た支払通知書、または認定通知書、額
改定通知書等でご確認ください。
　問合せは子育て手当課（0798・
35・3189）へ。

２月1６日　防災スピーカー・
緊急告知ラジオが鳴ります

　２月1６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を配信
し 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（ HP ６5２5６9２9）で確認できます。
　問合せは災害対策課（0798・35・
3626）へ。

特別障害者手当・障害児福祉手当
視覚障害の認定基準が変更に

　4月1日から特別障害者手当・障害
児福祉手当の視覚障害の認定基準が変
わります。詳細や新しい診断書書式等
についての問合せは、障害福祉課
（0798・35・3757）へ。

市立中央病院の人間ドック
２月18日受付開始

　対象は4月～9月受診分です。来年
度から上部消化管検査は内視鏡検査
（経口・経鼻）のみで、Ｘ線検査は選
択不可となります。下部消化管検査（オ
プション）は廃止します。
　問合せは健康管理センター（0798・
64・1515…中央病院内）へ。
【予約方法】２月18日の午前8時半～
午 後4時 に 専 用 電 話（0798・68・
5170）、２1日以降は月曜～金曜（土・
日曜、祝・休日を除く）の午前9時～
午 後4時 に 代 表 電 話（0798・64・
1515）か窓口で受付　※今後の状況
により、人間ドックの実施を中止する
場合あり

軽自動車税（種別割）
廃車手続き等は３月中に

　軽自動車税（種別割）は4月1日現
在で、原動機付自転車や軽自動車など
を所有している人に1年分の税金がか
かります。
　所有していないのに廃車や譲渡の手
続きをしていない人は、３月中に手続き
が無ければ、令和4（２０２２）年度も課税
されますのでご注意ください。問合せ
は税務管理課（0798・35・3209）へ。

　◆北部図書館の休館・若竹分室の休
室　蔵書点検・整理のため、次の期間
は休館。返却ポストや休館等に関する
問合せは中央図書館（0798・33・
0189）へ
【期間】北部図書館…２月14日～1７
日▷若竹分室…２月２７日～３月３日
　◆西宮マリナパークシティ戸建地区
地区計画の原案を縦覧　２月1０日～２
5日の執務時間中に都市デザイン課
（市役所本庁舎5階）と市のホームペー
ジ（ HP ２２２589２8）で閲覧可。区域
内の土地に所有権等の権利を持ち、こ
の原案に意見のある人は、縦覧期間中
に市長宛てに意見書を提出可。問合せ
は都市デザイン課（0798・35・3688）へ
　 ◆ 西宮市森林整備計画案の縦覧　２
月２8日までの執務時間中に農政課（市
役所第二庁舎11階）のほか、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（ HP
5７1581６６）で閲覧可。計画案に意見

のある人は、縦覧期間中に市長宛てに
意 見 書 を 提 出 可。問合せは農政課
（0798・34・8489）へ
　◆都市計画防火の施設の変更案を縦
覧　２月1０日～２4日の執務時間中に
消防局警防課（市役所第二庁舎２階）
と市のホームページ（ HP ３94２999３）
で閲覧可。変更案に意見のある人は、
縦覧期間中に市長宛てに意見書を提出
可。問合せは消防局警防課（0798・
32・7310）へ

官公署から
　◆交通需要軽減キャンペーンを実施
期間は２月２8日まで。国道4３号・阪
神高速３号神戸線の大気環境改善に向
けて、阪神高速5号湾岸線等への迂

（う）回をお願いします。問合せは国土
交通省近畿地方整備局（06・6942・
1141）へ

その他
　▪3月8日からハローワーク西宮が移
転　移転先は、池田町1３－３JR西宮駅
南庁舎（旧西宮消防局庁舎）２階～4階。
駐車場はありません。３月７日（月）は
臨時休業。問合せはハローワーク西宮
（0798・75・6711）へ

善意の寄託善意の寄託

【12月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造、西宮市佛教会、
竹下みち子、佐々木冨之、マリン技研
サービス、匿名３件＝合計２３６万45０３円
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

インフォメーションi
information

市から

３月定例市議会を開催
来年度予算を審査

　３月定例市議会が、２月15日～３月
18日に開かれる予定です。主な日程
は、市長による施政方針演説が２月15
日、代表質問が２1日と２２日、一般質
問が２4日～３月1日、常任委員会が３
日～７日、予算特別委員会の各分科会
が8日～14日、本会議での採決が1７
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。

不用品売却の指名競争入札
参加業者の登録受付

　市と上下水道局は、令和4（２０２２）年
度内に行う車両・金属くずなど不用品
売却の指名競争入札に参加する業者の
登録申請を受け付けます。
【申請方法】所定の申請書(※)、納税
証明書の写し、古物商許可証および金
属くず商許可証の写しなどを２月1０日
～２8日に各申請先へ持参か郵送（消印
有効）を　(※)1０日から市のホームペー
ジ（市… HP 8０７２8３4３▷上下水道局…
HP ７9６０２18２）でダウンロード可
【申請先】市…会計課（〒６６２ー85６７
六湛寺町1０ー３市役所本庁舎1階☎
0798・35・3170）▷上下水道局…
同局上下水道総務課（〒６６２ー０918六
湛寺町8ー２8市役 所第二庁 舎７階☎
0798・32・2208）

固定資産税・都市計画税 第４期
納期限は２月２8日

　納付には口座振替が便利です。納付
が難しい人は、納期限までに納税課へ
ご相談ください。問合せは、課税につ
いては資産税課（0798・35・3269）、
納税については納税課（0798・35・
3238）、口座振替については税務管理
課（0798・35・3234）へ。

　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）、支所等のほかインターネットでもできます。
　他にも、クレジットカード（Yahoo!公金支払い）やスマホ決済（モバイ
ルレジ、PayPay、LINE Pay）も利用できます。
　市税の納付について詳しくは、市のホームページをご覧ください。

問 税務管理課（0798・35・3234）

市税の納付市税の納付にはには便利な口座振替等便利な口座振替等ののご利用をご利用を

　西宮市シニアサポート事業は、シニア世代相互の助け合いによる有償
のボランティア活動です。提供会員として掃除や草取り、買い物、外出
の付き添いなど、高齢者の身の回りのことをお手伝いしませんか。

問 西宮市シニアサポートセンター（0798・67・0630）
【受付時間】月曜～金曜（土・日曜、祝・休日を除く）の午前9時～午後5時

シニア同士のシニア同士の
助け合い事業助け合い事業

西宮市シニアサポート

有償ボランティア募集中！有償ボランティア募集中！
・ご高齢の人の生活を支えることができ、・ご高齢の人の生活を支えることができ、
　やりがいになっています！　やりがいになっています！

・個人の活動として気楽にボランティアに・個人の活動として気楽にボランティアに
　関わることができる　関わることができる

・市の事業で、事務局からのサポートも・市の事業で、事務局からのサポートも
　受けられるので安心　受けられるので安心

【登録要件】６０歳以上の人
【 　　　  】1時間5００円。３０分未満３００円
【活動時間】1～２時間程度

活動費
活動紹介動画

ボランティアボランティア
会員の声会員の声

ＨＰ 82062983

4月から1年間
２月1０日～２5日にスポーツ推進課（市役所本庁舎8階）へ持参・郵送
(必着)・Eメール ※要綱・基準に適合するものの中から、金額の高い順に決定
市のホームページ( HP ３9６11０9２)
スポーツ推進課（0798・35・3426）

【掲載期間】
【  申  込  】

【  Ｈ  Ｐ  】
【 問 合 せ 】

枠数 規格 月額掲載料
市立図書館

ホームページ
バナー

A 4 縦50ピクセル×横170ピクセル。20KB以
内。形式はGIF、JPEG、PNGのいずれか

各5000円

B 8 各4000円 

北口図書館 壁面 12 Ａ1サイズ(縦84.1㌢×横59.4㌢ ) 各5000円(※)
鳴尾図書館 壁面 8 Ａ2サイズ(縦59.4㌢×横42㌢ ) 各4000円(※)

(※)別途要行政財産目的外使用料(月額356円)。4月分からの12カ月分の一括申込で、1カ月分の広告料無料

内容

雑誌スポンサー 対象雑誌の購入費用相当額を負担することで、最新号のカバー
にスポンサー名や広告を掲載し、希望の図書館に配架

枠数・月額掲載料
中央体育館 屋内壁面 2枠…各1万円以上▷2枠…各4000円以上

ホームページ・壁面…1カ月単位(複数月可)
雑誌スポンサー………来年３月末まで
３月1日午前9時半から中央図書館へ持参・郵送・Eメール ※先着順
市立図書館ホームページ
中央図書館（0798・33・0189）

【掲載期間】

【  申  込  】
【  Ｈ  Ｐ  】
【 問 合 せ 】

広告主を募集

中央体育館の屋内壁面

市立図書館のホームページ、壁面、雑誌スポンサー

令和4年（2022年）2月10日	 （5）



子 供・子育て子 供・子育て
親子で暖まろう

日 2月25日（金）の①午後１時、②2時、
③３時～
会 市民交流センター
内 ①リトミック、②ベビーマッサー
ジ、③ママヨガ
￥ 各１組１000円 定 あり
申・問 こころ・からだ研究所（70・4487）
※詳しくは同研究所ホームページ

ウエルネスウォーキング
森林さんぽ

日 2月26日（土）、３月26日（土）の午
前１0時～ 会 甲山森林公園 
対 小学生以上 ￥・定 あり
申・問 同公園管理事務所（7３・4600）

乳幼児からはじめよう
おやこde防災イベント

日 2月27日（日）の午前１0時～午後2時
会 男女共同参画センター ウェーブ
内 防災講演会、防災ワークショップ等
￥・定・託 あり
申・問 ア・リトル（090・8１92・0３85
…さかぐち方）

�山東で燻製(くんせい)づくり

日 ３月5日(土)・6日(日)。１泊
会 山東自然の家（朝来市）
内 燻製づくり、火おこし体験など
対 4歳～１7歳の子を含む家族（３歳以
下は参加不可）
￥ 6000円。１7歳以下5400円。別途
材料代として１家族３000円
定 １0家族。多数の場合抽選
申 2月１8日までに同自然の家
（079・676・4１00）

わくわくバードウオッチング

日 ３月5日（土）午前１0時～
会 夙川周辺
対 小学３年生以下は保護者同伴

￥ １人200円 定 あり
申・問 コープこうべ（67・8927）

サクラガイを使った
ペンダント作り

日 ３月5日（土）の午前１0時半、午後１
時半、３時～
会 西宮市貝類館
対 未就学児は保護者同伴
￥ 200円。別途要入館料
定 各回8組。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、希望の部、住所、
参加者全員の氏名・年齢・作成個数、
電話番号を書き、2月2１日(必着)まで
に同館（〒662ー09３4西宮浜4丁目
１３ー4☎３7・0485）

みやっこワイルド塾
家族で広田山公園探検！

日 ３月6日（日）の午前１0時、１0時半、
１１時、１１時半～
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4家族。多数の場合抽選
申 2月１7日までに市HP
HP 64１１07３7
問 青少年育成課（３5・３87１）

里山をハイキング！
しゃけごう山で春をみつけよう

日 ３月１３日（日）午前１0時～
会 社家郷山
内 ハイキング、木の除伐
対 5歳以上の子と保護者
￥ １人200円 定 あり
申・問 コープこうべ（67・8927）

アスリートに学ぼう！
走り方教室

日・対 ３月20日、4月１0日・24日。い
ずれも日曜午前9時半～…5歳児～小
学１年生▷１１時～…小学2～4年生
会 甲武体育館 定 あり
申 市HP HP １492３96１
問 同館（52・529３）

森であそぼう！
間伐材をウッドチップに

日 ３月6日（日）午前１0時～
会 社家郷山 
対 小学生と保護者 
￥ １人200円 
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、2月１8日(必着)までにこども
環境活動支援協会(〒662ー08３2甲風
園１丁目8ー１☎080・4665・３806…
久世方)

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 ３月25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)9月１日以降に生
まれた子と母親、初妊婦
定 各回１0組程度。多数の場合抽選
申 ３月7日までに市HP
HP 74727006
問 同センター（３9・１52１）

催　し催　し
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「こんなエコ、あんな
エコ」、「それ、すてちゃうの！？」
日 3月2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）
展示＆ブックフェア
「西宮の大学から羽ばたいた人たち」
日 2月22日（火）～4月6日(水)の午前9時
～午後8時（土・日曜、祝・休日は午後6
時まで）。月曜、3月3日～9日は休館(3
月21日は開館し翌日休館)

市立郷土資料館の催し

日・内 下表のとおり
アラカルト展示
「西宮の土器・弥生土器」
日 3月1日(火)～2７日(日)の午前10時～午
後5時（入館は4時半まで）。月曜休館 
会・問 同資料館（33・1298）
春休み親子紙すき
日 3月26日（土）午前10時～ 
会 名塩和紙学習館 対 5歳以上 
￥ 800円。中学生以下500円 
定 5家族。先着順 
申 3月1日午前10時から電話で同学習館
（0７9７・61・0880）

芸　術芸　術
スプリングコンサート

日 ３月5日(土)午後4時～
会 甲東ホール
内 フルートアンサンブル等
￥ １500円。未就学児無料
定 あり 
申・問 同ホール(5１・5１44)

�西宮市文化振興財団の催し

日・内 下表のとおり
会 アミティ・ベイコムホール
申・問 同財団（３３・３１46）
芸術祭�古典芸能鑑賞会「日本舞踊」
日 3月10日（木）午後1時半～
対 小学生以上 ￥ 1000円
西宮少年合唱団定期演奏会
日 3月26日（土）午後2時～ 定 あり 
申 往復ハガキ(1枚に4人まで)に催し名、
住所、参加者全員の氏名・年齢、電話番号
を書き、3月10日（必着）までに同財団
（〒662－0918六湛寺町10－11）

講座・講演会講座・講演会
シニアのための
スマホ基礎おさらい

日 2月１7日(木)午後１時半～
会 市民交流センター
￥ １500円 
定 あり
申・問 関西イー・エルダー（090・
8756・448１…太田方）

権利擁護推進フォーラム

日 2月１9日(土)午後１時半～
会 オンライン（Zoom）
定 あり 
申 市HP 
HP 48295295
問 西宮市高齢者・障害者権利擁護支
援センター（３7・0024）

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～▷３月7日
（月）…夙川公民館▷26日（土）…鳴尾
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）

問 環境学習サポートセンター（0798・67・4520）

　EWC環境パネル展は、自然・資源・ごみやリサイクルなど、環境に関す
る取組を発表する催しです。個人の取組のほか、学校授業での活動をまとめ
た作品もあります。
　EWC事業（西宮独自の環境学習事業）の３0年の歩みや環境学習を紹介す
る「EWC３0周年特別展示」も実施します。
【日時】2月20日（日）までの午前１0時～午後5時（20日は4時まで）

EWC環境パネル展
2/20(日)まで  ＠市民ギャラリー30周年30周年

EWCEWC

問 ワークショップBOX西宮実行委員会
(0798・41・7676…午前10時～午後5時、火・土・日曜休み）

ワークショップBOX西宮
伝統文化・アートクラフトなどを動画で体験！

　ワークショップBOX西宮は、伝統文化やアート
クラフト、身体表現、音楽等のさまざまなジャンル
のワークショップの体験型動画や講座の情報を配信
するサイトです。何かを作り出す・表現す
る楽しさを体験してみませんか。

◎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

（6）� 令和4年（2022年）2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）



Web配信講座「発達の気にな
る子どもの不器用さへの支援」

日 2月22日(火)午後5時～３月2３日（水）
午後5時
￥ 2000円
申 関西学院子どもセンター発達支援
事業うぃんぐHP 
問 同事務局（52・4３7１）

交通事故被害者支援のための
セミナー

日 2月26日（土）午後１時半～
会 鳴尾公民館
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)

国際理解講座

日 ３月5日（土）午後１時半～
会 職員会館
内 アメリカ人講師による「親から始
まる正解のない時代を生き抜く世界基
準の子育て」
定 あり
申・問 西宮市国際交流協会
（３2・8680）

普通救命講習会

日 ①３月6日（日）の午前9時半、②１6
日（水）の午前9時半、午後2時～ 
会 消防局 
内 ②はeーラーニング
定 各１0人。先着順
申 ①2月１4日、②22日から市HPか専
用電話（３8・6577） 
HP １３098１95

人形劇団クラルテから学ぶ
人形劇おとな講座

日 ３月6日(日)午後１時～
会 大学交流センター
対 人形劇を演じることに興味がある人
定 ３0人。先着順
申 2月１4日から文化振興課
（３5・３425）

関西学院大学心理科学実践セ
ンター�公開講座(オンライン)

日 ３月7日（月）午前１0時～2１日（月・
祝）午後１１時
内 児童思春期の不安と心のケア
申 同センター HP
問 同センター（３１・079１）

健康・福祉健康・福祉
アイビー�みんなのつどい

日 ３月5日（土）の午後１時半、2時半～
会 総合福祉センター
内 障害のある人やその家族等の仲間
づくりや相談
定 あり 申 西宮市社会福祉協議会HP
問 西宮市障害者就労生活支援セン
ター アイビー（22・2725）

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
サバイバルマスター

日・内 いずれも日曜午前１0時～▷2月
20日…水のろ過装置をつくろう！▷
27日…キャンプでも使えるナイフ講座
会 甲山森林公園 対 小学生以上
￥ 各回5200円 定 あり
申・問 同公園管理事務所
（7３・4600）

西宮市長杯バドミントン大会

日 ３月１３日（日）午前9時～
会 中央体育館 
内 男女・クラス別ダブルス
対 中学生以上。在勤・在学者可
￥ １500円
申・問 2月１6日までに西宮市バドミン
トン協会（7１・2267…妹尾方）

基礎から学ぶ山歩きセミナー

日・内 いずれも日曜午前9時～▷３月
20日…市民会館で講義▷4月３日…六
甲・東お多福山周辺で実技講習
￥ 2000円 定 50人。先着順
申・問 ３月３日から西宮明昭山の会
（06・6878・5960…吉田方）

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）
自力de整体トレーニング体験会
日 2月23日（水・祝）午前11時～ 
会 同センター 定 20人。先着順 
申 2月14日午前10時から電話で同センター
コアボディメイク体験会
日 2月23日（水・祝）正午～ 
会 同センター 定 20人。先着順 
申 2月14日午前10時から電話で同センター
サッカー体験会!!
日・対 3月15日（火）・22日（火）の午後5時10分
～…①3歳児、②4歳児、③5歳児・小学1年生▷
6時25分～…④小学4・5年生▷6時40分～…
⑤小学2・3年生 会 中央多目的グラウンド 定 
①②各8人、③～⑤各24人。先着順
申 2月14日午前11時から電話で同センター
始めてみようフィットネスライフ
日 3月19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 2月15日午前10
時から電話で同センター
小学生バレーボール交流会
日 3月20日(日)午前9時～ 会 中央体育館
分館 対 小学4年生～6年生のバレーボール
経験者 ￥ 500円 定 30人。先着順 
申 2月14日午前9時から同センター HP

その他その他
市民・北口ギャラリー　
来年度下半期使用申込を受付

日・内 下半期（１0月4日～来年4月2日）
使用分の申込を受付。３月１日（火）の午前
１0時～１0時半に、市民ギャラリーは同
ギャラリー2階講座室、北口ギャラリー
は大学交流センター（創作室は空き区分
のみ受付）まで。抽選は１0時半から
問 市民ギャラリー（３３・１666）、
北口ギャラリー（69・３１60）

相　談相　談
ひとり親家庭のための
弁護士特別法律相談

日 ３月9日（水）午後2時～
会 男女共同参画センター ウェーブ

人事募集

市の会計年度任用職員A
 ☎人事課（35・3514） HP 26633429
 申 2月10日～16日に同課 
※詳細は市HPで確認を
①本庁舎衛士
対 健康で変則勤務に対応できる人
②生活保護受給者の健康管理指導等業務
対 保健師免許取得者でパソコン操作(エク
セル・ワード)ができる人
③高齢被保護世帯への訪問調査等業務
対 次の全ての条件を満たす人▷社会福祉
士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用
資 格のいずれかを有する▷福祉・医療・介
護分野での相談・対人援助実務経験が3年
以上ある▷普通自動車の運転ができる人
④生活保護の面談・訪問調査等業務
対 社会福祉士・精神保健福祉士のいずれ
かの資格を持ち、福祉施設・病院等での
相談業務の経験が2年以上ある人
⑤感染症予防対策業務
対 保健師免許取得者
⑥保育所等での保健指導業務
対 保健師免許取得者で普通自動車の運転
ができる人
⑦アスベスト飛散防止対策業務
対 次の全ての条件を満たす人▷パソコン
操作（エクセル・ワード）ができる▷普
通自動車の運転ができる▷土木・建築工
事の現場で施工管理の経験が3年以上あ
る、または土木・建築工事の現場で作業
に従事した経験が11年以上ある

来年度教育委員会の会計年度任用職員B
☎教育人事課(35・3834) HP 101７083７
※詳細は市HPで確認を
学校園を巡回し、医療的ケアを行う看護師
対 看護師または准看護師の資格取得者

日 ３月6日（日）の午後１時～5時（受付は
4時半まで） 会 プレラにしのみや4階
問 保育所事業課（３5・３906） ※履歴
書（写真貼付）、保育士証の写しの持参を

市の保育士登録・相談会
（会計年度任用職員）

市の会計年度任用職員B
春休み期間中の児童館行事の補助等
内 週2日～6日で1日4時間～７時間勤務。
児童館によって異なる HP 38901659 
申・問 人事課（35・3514)
AM調理員（市立保育所での調理業務）
対 給食調理経験者（調理師免許資格取得
者が望ましい）
申・問 保育所事業課（35・3906)
来年度市立保育所の保育士
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 HP 25568861
申・問 保育所事業課（35・3906)

⑧診療事業課での作業療法士業務
対 作業療法士の資格を持ち、小児作業療
法の実務経験が3年以上ある人
⑨水路使用料の訪問徴収、調査・指導業務
対 窓口業務の経験があり、普通自動車の
運転ができる人。金融機関・公共団体等
で債権管理・回収業務の経験があること
が望ましい

内 離婚・親権などに関する相談 
定 あり
申・問 子供家庭支援課（３5・３１66）

女性のためのチャレンジ相談

日 ３月１6日（水）の午後１時、2時、３時～
会 男女共同参画センター ウェーブ
内 転職・再就職・起業・資格取得な
どの相談 定・託 あり
申・問 同センター（64・9495）

スクール・資格スクール・資格
防火・防災管理再講習

日 ３月１8日（金）午前１0時～
会 市役所第二庁舎３階 
￥ 2000円 定 あり
申 2月１7日までに市HP HP 854755１7
問 消防局予防課（３2・7３１6）

県立総合衛生学院(神戸市)
介護福祉学科４月入学生

内 介護福祉士の専門学校（2年制）
対 高校卒業または同等程度の人
HP 8084３１64
申・問 同学院（078・３6１・400１）

ようこそ！ようこそ！

【問合せ】北山緑化植物園
（0798・72・9391…水曜休み）

花と緑の教室《3月分》
基本を学んで剪(せん)定上手になろう!
日 19日（土）午前10時～ ￥ 200円 
定 20人。先着順 
申 2月15日午前9時から同園

春の自然観察
日 24日（木）午後1時～ ￥ 200円 
定 20人。先着順 
申 2月15日午前9時から同園

　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。

施設の利用状況等の最新
情報は、同園HPでご確認
ください

申込はWEBのみ！ (2/17まで受付)

ログイン後、教室一覧から選択を

西宮スポーツセンター（0798・73・7581）問

ミライクスポーツ スポーツ塾 ロコトレ＆スポーツ
中央体育館 ー 〇 ー
中央体育館分館 〇 〇 〇
北夙川体育館 〇 ー ー
流通東体育館 〇 ー 〇
塩瀬体育館 〇 〇 ー
松原体育館 〇 〇 ー

項目会場

仲間づくり・健康づくりに仲間づくり・健康づくりに

(来年度実施・通年制)(来年度実施・通年制)

実施日、料金等詳細は、
西宮スポーツセンター
HPで確認を

会員登録(同HP右上 　ログインから)❶
❷

スポーツ教室スポーツ教室のの参加者募集！参加者募集！
市主催

【対象】小学１年生～3年生
体づくりや仲間づくり☆
さまざまなスポーツで
体も心も育てよう！

ミライクスポーツ

【対象】50歳以上
運動やスポーツで体力の
向上とレベルアップを目
指しましょう☆

スポーツ塾

【対象】60歳以上
自分のペースで楽しく健
康維持や仲間づくりがで
きます！

ロコトレ＆スポーツ

令和4年（2022年）2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)



　陽性と診断された人には、医療機関からの報告確認後、保健所から
自宅療養等の案内を連絡していますが、これを迅速に行うため、
SMSを活用します。

　オミクロン株は重症化率こそ低いものの、感染拡大が極めて速く、感染者(陽性者)数は急増、
高齢者の患者が増え、中等症(酸素投与必要等)以上の患者も増加しています。
　職員の感染も重なって保健所業務がひっ迫する中、医療資源を必要な人に届けるため、保健所
の連絡方針等を変更しています。日頃から感染対策を徹底し、食料品や衛生用品の備蓄など、自
宅療養への備えをしておきましょう。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

2回目接種完了日 発送日(予定)

昨年7月21日～31日 2月  9日
　　8月  1日～31日 2月12日
　　9月  1日～15日 2月22日

2回目接種完了日 発送日(予定)

昨年7月  1日～31日 2月12日
　　8月  1日～15日 2月22日
　　8月16日～31日 3月  2日

65歳以上の場合 18歳～64歳の場合

（８）� 令和4年（2022年）2月10日

兵庫県は2月20日まで「まん延防止等重点措置」実施区域に指定されています

3回目ワクチン接種
着実に進めています 西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター

0120・ ・622 999 9：00～17：30
（土・日曜、祝・休日も受付）

受付
時間

本紙は2/3時点情報。
最新情報は市HPで
確認を

※

※ 本 紙 は2/3時点
情 報。最 新 情 報
は市HPで確認を

電話がつながりにくい
場合があります。
よくある質問と
回答はこちらで
ご確認ください

新型コロナウイルス
医療相談窓口

0798・33・1174FAX
0798・ ・26 2240

受付
時間

9：00～19：00
（土・日曜、祝・休日は17:00まで）

体質や持病などの理由で、ワクチンを接種しない(できない)人もいます。接種の強制や差別、不利益な取り扱いを行う
ことのないよう、ご理解とご協力をお願いします

ワクチン接種は
強制ではありません

ワクチン接種をサポート ぜひ登録を

予約枠に空きが発生した場合に、
登録者に随時電話でお知らせ

　厚生労働省は、5歳～11歳に接種できるファイザー社製の新型コロナ
ウイルスワクチンについて、薬事承認しました。希望者が速やかに接種
を受けられるよう、市で小児科医と調整の上、3月10日頃から接種開始
となる見込みです。接種券は対象者に2月25日頃発送予定です。

西宮市ワクチンマッチングシステム予約方法

接種対象

接種券が
届く

市HPで
「予約可能な医療機関」
「集団接種会場」の確認を

WEBで予約できる人は
市HPでWEB予約を

HPの活用が難しい人は
電話で問合せ・予約を

かかりつけ医に問合せ
コールセンターで予約

一部の個別医療機関と
集団接種会場を予約可

一部の個別医療機関と
集団接種会場を予約可

接種券の発送スケジュール NEW

以降順次発送予定。届かない場合は市HPから申請するか、コールセンターへご連絡を※

集団接種会場
阪神西宮会場(産所町10ー2)▷市立中央病院▷
西宮北口アクタ会場▷甲子園特設会場(甲子園
高潮町3ー30)▷山口ホール▷塩瀬公民館

ファイザーか武田/モデルナ

接種会場

市内約250カ所で接種可。まずはかかりつけ医
の医療機関での接種のご検討を

個別医療機関 ファイザーか武田/モデルナ 県の大規模接種会場
(深津町2ー28)

詳細は特設サイトか
コールセンターへ
(0570・033・185)

武田/モデルナ

感染者・中等症以上の患者が増加しています！

一人ひとりが感染対策と療養の備えを新型コロナウイルス
感染症関連情報

(※)2月3日時点情報です

「陽性」と診断された人へ

自宅療養期間は？

20歳～69歳の には
従来の電話連絡に代えて、携帯電話にSMSで連絡

※固定電話番号しか分からない人には従来通り電話で連絡

無症状・軽症者

20歳～69歳の
無症状・軽症者

SMS(ショートメッセージサービス)

「0798263666」か「243063」です
西宮市保健所の発信元番号は

社会機能維持者は短縮で
きる場合あり。詳しくは
県HPで確認を

「自宅内での感染対策」
など、濃厚接触者の人向け
の情報をまとめています

5歳～11歳の1・2回目接種は？ NEW

症状がある場合はかかりつけ医等に電話で相談を

症状あり…発症日の翌日から10日間、
かつ症状軽快後72時間経過するまで

「自宅待機中の体調
確認」など、検査を
受 け た 人、 陽 性 と
なった人向けの情報
をまとめています

症状なし…検体採取日の翌日から7日間

濃厚接触者に該当します

▶陽性者と同居…住居内で感染対策を講じた日の
翌日から原則7日間(※)自宅待機を

▶陽性者と同居でない…Ⓒ最終接触日の翌日から原則7日間(※)自宅待機を

身近な人から「陽性だった」と連絡があれば

濃厚接触者に該当しません

以下の手順で「濃厚接触者かどうか」、ご自身で確認を

1）陽性者にⒶ検査日、Ⓑ発症日、Ⓒ(あなたとの)最終接触日を確認
2）陽性者の を計算する
…陽性者が無症状ならⒶ検査日の、症状ありならⒷ発症日の2日前以降

2

1

3

Ⓒ最終接触日は
内ですか？

以下のいずれかに該当しますか？
中の接触状況は、

陽性者と同居している
お互いにマスクなしで、手が触れる距離で15分以上会話した
陽性者がマスクせず、手が触れる距離で15分以上会話した

症状がある場合は
かかりつけ医等に電話で相談を

※陽性者数急増のため、同居家族や接触のあった人には、保健所からではなく陽性者
　本人から濃厚接触者である(または可能性がある)ことを伝えていただいています

いいえいいえ

いいえいいえ
はいはい

はいはい

2日前 1日前 Ⓐ検査日・Ⓑ発症日 … 療養終了日
感染可能期間

▶自宅待機の対象になりません

感染可能期間

感染可能期間

感染可能期間

12歳以上でワクチン1・2回目
接種がまだの人へ

一部の個別医療機関、
県の大規模接種会場
で接種できます

新型コロナワクチン
関連情報

接種券が届いた人から予約することができます。
ただし、接種ができるのは2回目接種日から6カ月が
経過した日以降です。

18歳以上

自宅療養期間中に発症した場合は、
下の「症状あり0日目」に移行し、
療養期間が延長されます
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