
　新型コロナウイルス感染症対策も、もう間もな
く３年目となります。市民の皆様への適切な情報
発信、３回目のワクチン接種が１日も早く行きわ
たるよう努めます。また、市民生活や地域経済へ
の支援にも引き続き取り組みます。

行政経営改革

　「市民と共に新たな価値を生み出す市役所改革」
を目指し、「ＯＰＥＮ（市民に開かれた市役所へ）」、
「ＳＭＡＲＴ（合理的で無駄のない市役所へ）」、
「ＲＥＬＩＡＢＬＥ（市民から信頼される市役所へ）」
を改革実行の三つの視点として、取組を進めてき
ました。社会保障費の増大や公共施設の老朽化対
策のほか、ウィズコロナ、カーボンニュートラル
など新たな行政課題にも対応するため、事業の「統
合」や、「改善」により、経営資源を捻出し、市民サー
ビスを低下させることなく、行政経営改革を前に
進めます。

新年度 主な事業・施策について

住環境・自然環境
　整備後３０年以上を経過した都市計画公園は、
公園を利用される方々の意見等を踏まえて再整備
に取り組みます。また、西宮浜総合公園には人工
芝ハーフグラウンドを整備します。
　公共交通不便地域において地域が主体となった
コミュニティ交通の導入・運営を行う取組に対
し、引き続き支援を行います。

子供・教育
　３月に策定される西宮の子供たちを育む共通理
念となる「西宮市幼児教育・保育ビジョン」に描い
た理念の実現に向けて、取組を進めます。

2月15日に石井市長が令和4(2０22)年度の施政方針を表明しました

　待機児童対策は、着実に成果を挙げており、4
月の待機児童数は大幅に減少する見込みです。引
き続き、保育所の整備等や民間保育所の保育士確
保に向けて取り組みます。
　コロナ禍で影響を受けているひとり親家庭等を
支援するため、家事・育児等に不安や負担を抱え
ている子育て世帯への訪問支援を始めます。また、
生活困窮世帯の子供の生活・学習支援の対象を中
学１年生まで拡充します。
　令和７（2０25）年度の完了を目指して全ての学
校体育館に空調を整備します。また、トイレの洋
式化など環境改善にも引き続き取り組みます。
　放課後キッズルーム事業については、６校で開
設します。不登校児童生徒への支援では、浜脇地
区・上ケ原地区にも「あすなろ学級」を拡充し、全
市での体制を整えます。

福祉、健康、共生
　コロナ禍で、生活困窮者が増えているため、相
談窓口である「ソーシャルスポット西宮よりそい」
の人員体制を引き続き強化し、就労など生活の安
定に向けて支援します。
　高齢者の健康増進を図り、できる限り健やかに
過ごせる持続可能な社会とするため、フレイル予
防事業を一体的に推進します。
　市立中央病院と県立西宮病院の統合新病院は、令
和７年度の開院を目指して建設工事に着手します。

都市の魅力・産業
　生涯学習では、各施策分野の連携を図り、学び
と活動の好循環を促進します。
　西宮商工会議所と連携して開設されるにしのみ
や起業家支援センターでは、起業前から起業後ま
での伴走型支援を行い、新たな産業の担い手を創
出する拠点とします。新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた市内事業者への支援や、求職者に

寄り添った就労支援を、引き続き行います。

環境・都市基盤、安全・安心
　戸建て住宅のＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ハウス）化など高断熱化に対しての補助や、
市民を対象とした太陽光発電・蓄電池システムの
共同購入支援事業を実施します。
　白水峡公園墓地で整備を進めている合葬式墓地
は、令和５（202３）年度の公募開始に向け、周辺
造園工事を実施します。
　多発する局地的な豪雨等に対応するため、治水
安全度を向上させるための雨水浸水対策事業を進
めます。また、防災情報システムを活用して、南海
トラフ巨大地震等の大規模災害に備えた防災体制
を構築し、防災・災害情報の発信強化を図ります。

政策推進
　シチズンシップ醸成の観点から、参画と協働に
関する検証を進め、新たな価値を生み出す市役所改
革の実現に向け、参画のさらなる取組と市民や企業
等多様な主体との協働について推進を図ります。
　コロナ禍において生じている課題に対して、市
民による自主的かつ自発的な活動を支援するた
め、未来づくりパートナー事業を拡充します。
　市民サービスの向上のため、窓口における
キャッシュレス決済や、電子申請システムの対象
手続きを拡大するなど、デジタル化を進めます。

むすびに
　新型コロナウイルス感染症対策や待機児童対策
などの喫緊の課題への対応を優先しながらも、環
境問題など将来を見据えた施策にも積極的に取り
組みました。これからも、行政と市民や企業など
の多様な主体が一緒になって地域や社会のために
積極的に役割を果たしていく、そのような西宮市
を目指していきます。

総額1958億２836万円

歳入歳出

令和4(2０22)年度 令和３(2０21)年度▶ 令和4年度一般会計予算案の内訳

主な項目 民生費…福祉の充実に▶教育費…学校教育や社会教育の充実に▶総務費…文化振興や広報に
▶衛生費…保健医療や清掃事業に▶土木費…道路や公園の維持管理等に▶公債費…借金の返済に
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159億  25７万円 (  8.1%）
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152億  616万円 (  ７.8%）

  ７8億３988万円 (  4.1%）
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  25億8０11万円 (  1.３%）
  24億1７65万円 (  1.2%）

億円1０００

区分 予算額 前年度比
一般会計 1958億2836万円 1.0%増
特別会計 904億1085万円 0.5%減
企業会計 459億8748万円 3.6%減
合計 3322億2669万円 0.1%減

▶ 令和4年度予算案の内訳 

教育費 小学校の大規模改修や、体育館の空調設備など
により、1７億16３万円の増額

総務費 第二庁舎（危機管理センター）整備事業の完了
などにより、15億8７７8万円の減額

▶ 令和4年度一般会計予算案の特徴

※予算案は３月定例市議会で審議中
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未来を見据え暮らしやすく
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（2）� 令和４年（2022年）2月25日

学校施設の整備や改修

西宮浜総合公園に約4300平方㍍の
人工芝ハーフグラウンドを増設

阪神国道駅の東側に約3000平方㍍の街区公園整備を計画

学校施設長寿命化計画に基づき、老朽校舎を改修。トイレについては
効果的な部分改修および洋式便器化を行い、環境改善を図る

公園やグラウンドの整備

全ての市立学校体育館に空調設備を計画的に導入

スポーツに対する意欲向上等を目的に、
市立学校園へ西宮ゆかりのトップアス
リートを講師として派遣

 ▶全体について…政策推進課 (0798・35・3476)  
 ▶各事業の詳細について…各項目に記載の担当課へ

市民力・地域力向上につながる生涯学習の推進

育児に負担を抱える家庭、ヤングケアラー等がいる家庭にヘルパーが訪
問し、家事・育児等の支援を実施
生活困窮世帯の子供に対する学習支援を、中学1年生～3年生および義
務教育学校7年生～9年生まで拡充

子育て支援の拡充

図書館や美術館の充実

にしのみや起業家支援センター運営の支援

アスリート先生の派遣

▲共生型地域交流拠点の様子

西宮市共生型地域交流拠点の開設・運営の支援

遊びの広場▶

問

窓口等におけるキャッシュレス化の推進
窓口等における証明書等の交付手数料についてキャッシュレス化を図る

政策推進課 ☎35・3475

（仮称）越木岩センターの整備

未耐震施設の越木岩公民館を建て替え、敷地内の図書館分室、消防団
車庫を合築し、施設管理の効率化を図る 地域学習推進課 ☎35・3072

未来づくりパートナー事業の実施

コロナ禍で生じた課題の解決を目的に市民活動団体等が行う事業へ資
金的なサポートを実施 市民協働推進課 ☎35・3196

東部総合処理センター破砕選別施設の整備
経年劣化した西部総合処理センター破砕選別施設の代替施設を、東部
総合処理センター将来施設用地に建設開始 施設整備課 ☎22・6601

救急ワークステーションの整備
（仮称）西宮総合医療センター敷地内に消防局と医療機関の連携拠点と
なる救急ワークステーションを整備 消防局 企画課 ☎26・0119

合葬式墓地の整備
低廉で良質な墓地の安定供給のため、白水峡公園墓地内に合葬式墓地
（令和5（2023）年度から公募開始）を整備 斎園管理課 ☎35・3296

人材育成講座のパンフレット発行、各公民館に貸出用Wi-Fiルーター
を整備、地域づくりワークショップの実施 生涯学習企画課 ☎35・3869

図書資料の充実、音楽ストリーミングサービスによる視聴覚資料の提
供、読書振興等に関する共同研究事業の実施 読書振興課 ☎33・0189

西宮市大谷記念美術館50周年事業の開催補助 文化振興課 ☎35・3477

子育て家庭ショートステイ事業について、里親の居宅を新たな預かり先
として追加するとともに、利用日数の上限を増やす

子供家庭支援課 ☎35・3658

年齢や心身の状況によって分け隔てるこ
となく、誰もが参加することができる地
域福祉活動の展開を目的とした共生型地
域交流拠点の開設・運営支援

地域共生推進課 ☎35・3286

（仮称）西宮総合医療センターの整備
令和７（2025）年度の開院を目指し、市立中央病院と県立西宮病院の
統合再編新病院建設工事に着工 病院統合推進課 ☎64・1515

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施
健康寿命の延伸を目指し、生活習慣病の重症化予防やフレイル予防を
医療専門職が積極的に支援 健康増進課 ☎26・3157

学校管理課 ☎35・3792

施設の老朽化等に対応するため、安井小学校、瓦木中学校を改築
学校施設計画課 ☎35・3893

不登校児童のための教育支援センターの拡充
浜脇・上ケ原地区に公民館を活用した新たなセンターを開設

学校保健安全課 ☎35・3812

保育入所業務のICT化

入所申請の電子申請導入、申請書類の電子化 保育入所課 ☎35・3011

スポーツ推進課 ☎35・3426

起業家を開業準備段階から伴走支援し、新たな産業の担い手を創出する拠
点施設「にしのみや起業家支援センター」の運営支援 商工課 ☎35・3327

放課後の小学校運動場や教室を活用して、子供の遊びや学習を支援す
る「放課後キッズルーム事業」を拡充 地域学校協働課 ☎35・3651

放課後の児童のために

整備後の育成センター室内▶

留守家庭児童対策として育成セン
ターの新設、教室改修等を実施

育成センター課 ☎35・3646

旧芦原小学校の旧校舎（東館）を解体、広場スペースを拡張し、今津西線に
面した歩行者スペースの拡幅と修景緑化を実施 政策推進課 ☎35・3485

公園施設の老朽化、バリアフリー対策等のため、八ツ松公園（甲子園六
番町）のリニューアル工事を実施 公園緑地課 ☎35・3615

脱炭素社会の実現に向けて
戸建住宅のZEH（ゼッチ）化や断熱リフォームへの補助、太陽光発電
システム等の市民共同購入事業などを実施
市公共施設の照明設備を計画的にLED照明に更新することにより、二
酸化炭素排出量の削減を図る 環境学習都市推進課 ☎35・3803

待機児童対策の推進

市内の民間保育所等に就職した保育士を対象に一時金の支給を実施

保育所・幼保連携型認定こども園等を整備する社会福祉法人等に対し、
施設整備費を補助

保育幼稚園支援課 ☎35・3006

保育施設整備課 ☎35・3289

夙川・高木幼稚園で特区小規模保育事
業の卒園児（4歳児）の預かり保育（長
時間保育）を開始

子供支援総務課 ☎35・3648
学校改革課 ☎35・3883

令和 4 年度
主な事業と施策

下記事業を含む令和 4(2022) 年度予算案は、3 月定例市議会で審議中です

住環境・自然環境

子供・教育

政策推進

☎：市外局番は≪0798≫ 

☎：市外局番は≪0798≫ 

都市の魅力・産業 ☎：市外局番は≪0798≫ 

環境・都市基盤、安全・安心 ☎：市外局番は≪0798≫ 

☎：市外局番は≪0798≫ 

福祉・健康・共生 ☎：市外局番は≪0798≫ 



新型コロナウイルス感染症関連情報

　国事業「子育て世帯への臨時特別給付金（以下、国給付
金）」で、所得制限等により支給対象とならない世帯に対し、
市が臨時特別給付金を支給します。

問 西宮市独自施策子育て給付金担当（0798・36・1551）

対象

　国給付金の申請は原則3月18日までです。申請が必要で、まだ
申請していない人は、お忘れのないようにご注意ください。

問 地域学校協働課（0798・35・3652）

　令和3年分の市県民税の申告期限は、原則3月15日です。

■ 実施校一覧
学校区 運営事業者

　香櫨園小学校 神戸YMCA福祉会
　　神原小学校 エデュケーショナルネットワーク
　甲陽園小学校 エデュケーショナルネットワーク
　　平木小学校 日本デイケアセンター
　高木北小学校 セリオ
南甲子園小学校 エデュケーショナルネットワーク

期限を過ぎても受付は可能ですが

　申告準備が整った人は、新型コロナウイルス感染症にご注意の上、
早めの申告にご協力をお願いします。なお、申告は郵送でも可能で
す。ぜひご活用ください。

所得税および
復興特別所得税

消費税および
地方消費税(個人事業者) 贈与税

申告・納期限 3月15日(火) 3月31日(木) 3月15日(火)

振替納税の振替日 4月21日（木） 4月26日（火） 振替納税制度なし

問 西宮税務署（0798・34・3930）※お掛け間違いのないようご注意ください

令和3(2021)年分の税の申告のお知らせ

申告・納期限後の納付は延滞税がかかる場合があります▶
▶納付書を持っていない場合は、税務署または金融機関に置いてある
納付書で、納期限までに納付を

希望者は口座振替依頼書を、納期限までに税務署または金融機関に提出を。
領収証書は送付されません。書面による証明が必要な人には、税務署で「口
座振替がなされた」旨の証明を交付

▶振替納税は、指定口座からの引き落としで自動的に納付できます

納付額に応じた決済手数料がかかります。納付できる金額は1000万円未満
（手数料込み）。税務署や金融機関の窓口・コンビニではクレジット納付不可

▶インターネットを利用したクレジット納付には、手数料がかかります

パソコンやスマートフォン等を使い、納付に必要な情報（氏名や税額など）
を二次元コードで作成し、コンビニで納付可。納付できる金額は30万円以下

▶二次元コードを利用したコンビニ納付ができます

西宮税務署などの申告書作成会場
での相談受付は、混雑状況により
早めに終了する場合があります

3月31日まで西宮税務署の駐車場
は利用できません。公共交通機関
をご利用ください

問 市民税課（0798・35・3217）

市県民税申告書を3月16日以降に提出した場合、

5・6月に送付する令和4(2022)年度
市県民税の税額通知に、申告内容を
反映できていない場合があります

国民健康保険料など各種保険料等
の算定、課税（所得）証明書への内容
反映が遅れる場合があります

税額通知書等への反映が遅れる場合があります

放課後キッズルーム事業

【活動時間】
放課後～午後5時
長期休業期間は( )午前8時半(一部8時)
～午後5時

申告書作成会場は大変混雑します
NEW

【申込】各運営事業者に問合せを

新型コロナウイルス感染症等の影響により申告等が困難な人は、
4月15日まで、簡易な方法(書面の場合は、申告書右上の余白に
その旨を記載する)で申告・納期限の延長を申請できます

※

【申込】登録申込書を3月31日まで
に地域学校協働課へ

　市と教育委員会は、放課後の子供に自由な遊び場や学びの場を提供する
「放課後キッズルーム事業(※)」を進めています。
(※) これまで「子供の居場所づくり事業」としていましたが、来年度から名称を「放課後

キッズルーム事業」にします

※事業の特徴など、
詳細は市のホーム
ページに掲載

運営スタッフ(有償)を募集
※詳細は各ホームページで確認を

子供たちの活動を見守る

来年度実施校を拡充

問 教育総務課（0798・35・3830）

　教育委員会は、教育の振興と発展に功績のあった1個人1団体を、教
育功労者として表彰しました（個人受賞者は本人の希望により非公表）。

教育の振興・発展に貢献
西宮市教育功労者表彰 

63年の長きにわたり、テニスの普及・振興に尽力し、
多数の児童生徒が全国大会に出場するなど、市民ス
ポーツの振興に大きく寄与。またジュニアテニス教室
を実施し、技術の向上だけでなく、テニスマナーを通
して人間性を向上させるなど、青少年の育成に貢献

西宮市テニス協会

市独自

国事業

放課後キッズ(委託)

放課後キッズ(直営)

子育て世帯への臨時特別給付金

対象

放課後キッズ(委託)

申請期限:5月31日

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、かつ令和2年(2020年)所得が児童手当所
得制限限度額超過のため国給付金を受け取ることができない世帯

令和3年(2021年)9月分児童手当(特例給付)を西宮市から支給された人
は申請不要です（支給予定日は3月16日）( )

平成15年4月2日～令和4年3月31日に出生した児童を養育してい
る、かつ2月28日までの離婚・離婚協議中の別居により、国給付
金を受け取ることができなかった養育者

　その他の理由で国給付金を受け取れない人も、対
象になる可能性があります。
　詳しくは市のホームページをご覧ください。

申請期限:5月31日

申請が必要
右記の場合、 ▶高校生等のみを養育している世帯

▶公務員世帯
▶児童手当未申請者
【支給予定日】4月下旬以降順次

申請が必要 支給要件等詳しくは、市のホームページを
ご覧ください
【支給予定日】4月下旬以降順次

国給付金の
「不支給決定」
を受けた人には
案内を送ります

確定申告・納期限・振替納税の振替日

詳細は国税庁HP

46104337HP

の申告期限市・県民税

ＨＰ69363211

87921685HP

49032255HP

学校区 活動開始時期
　甲東小学校  登録手続き完了後
　深津小学校  4月中旬頃開始予定
鳴尾北小学校  4月～5月頃開始予定

■ 募集校と活動開始時期

学校区
　香櫨園小学校 　甲陽園小学校
　　神原小学校 南甲子園小学校

■ 募集校

5万円国給付金対象外の世帯に
で所得制限 対象児童1人当たり更新

情報 10万円
離婚
国給付金を受け取れない養育者に

等で 対象児童1人当たり
NEW
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なるのは今回限りの予定です。２回目
以降の再接種は全額自己負担となり、
前回接種から５年以上の間隔が必要で
す（接種５年後以降も効果が期待でき、
５年以内に再接種すると副反応が強く
出る可能性あり）。
　対象者には接種券（ハガキ）を送付
済み。有効期間は3月31日まで。
　自己負担金など詳しくはハガキでご
確認ください。市外で接種する場合や
接種券が手元にない場合は必ず事前に
連絡を。問合せは保健予防課（0798・
35・3308）へ。

　 ◆甲子園口6丁目・津門飯田町の一
部の地図および簿冊の閲覧　地籍調査
事業（官民境界等先行調査）の実施に
より作成した街区調査図および街区整
理簿を、２月２５日～3月16日に土木調
査課（市役所第二庁舎9階☎0798・
35・3675）で閲覧可
　 ◆北口図書館の休館、越木岩・高
須・上ケ原・甲東園分室の休室　蔵書
点検と整理のため次の期間は休館（返
却ポストは利用可。ＣＤは返却不可）。
【休館期間】北口…3月3日～9日 ▽越
木岩・高須分室…3月6日～10日▷上
ケ原・甲東園分室…3月13日～17日
【問合せ】北口…（0798・69・3151）
▷各分室…中央図書館（0798・33・
0189）
　◆3月1日～7日は春の火災予防運動
実施期間　消防局は、市民の皆さんに
防火意識を高めてもらい、火災の発生

を防止するため、期間中、立ち入り検
査や防火広報活動などを実施。問合せ
は消防局予防課（0798・32・7313）
または各消防署へ
　 ◆3月1日～5月31日に「山火事予
防運動」を実施　期間中は、野山への
行楽やハイキングに出かける機会が多
くなります。貴重な自然・緑を守るた
め、次の点にご注意を。問合せは消防
局警防課（0798・32・7311）へ
【注意事項】
枯れ草等のある火災が起こりやすい場
所、風の強いときや空気が乾燥してい
るときは、たき火をしない▷たき火の
場所を離れるときは、完全に火を消す
▷たばこは指定された場所で喫煙し、
吸い殻は投げ捨てない▷火遊びをしな
い▷火災とまぎらわしい煙が出るとき
は、消防署に届出をする
　※消防局では、林野火災対応訓練を
消防団と連携して甲山森林公園内で実
施する等、災害対応に備えています
　 ◆3月9日は子育て総合センター親
子サロンの利用時間を変更　定期清掃
のため、利用時間を午前9時半～正午
に変更し、午後は休館。問合せは子育
て総合センター（0798・39・1521）へ

官公署から
　◆フェニックス共済に加入を　自然
災害で被害を受けた住宅の再建や家財
の購入等を支援。負担金・給付金は次
のとおり。いずれも市町が発行する「り
災証明書」が必要。問合せは兵庫県住
宅再建共済基金（078・362・9400）へ
【住宅再建共済制度】
《負担金》年額５000円
《給付金》再建・購入…600万円▷補
修…５0万円～２00万円▷賃貸住宅等
に入居…10万円
【準半壊特約】
《負担金》年額５00円
《給付金》再建・購入・補修…２５万円
▷賃貸住宅等に入居…10万円　
　※準半壊特約のみの申込不可
【家財再建共済制度】
《負担金》年額1５00円
《給付金》全壊…５0万円▷大規模半壊
…3５万円▷中規模半壊・半壊…２５万円
▷床上浸水…1５万円
　※3月２２日（火）の午前10時～午後3
時に市役所本庁舎1階広報コーナーで
出前受付を実施。問合せは阪神南県民
センター（06・6481・8061）へ

インフォメーションi
information

市から

高齢者バス運賃助成割引購入証
有効期限は３月３１日まで

　 市 は、令和3年（２0２1年 ）4月1日 時
点で、市内に1年以上住民登録をして
いる70歳以上の人で、高齢者バス運賃
助成事業登録者に「高齢者バス運賃助
成割引購入証」を送付しています。購
入証の有効期限は3月31日です。延長
はありませんので、利用予定がある人
は、お早めに購入証に記載の販売場所
にて購入、またはチャージの手続きを
お願いします。
　問合せは高齢福祉課（0798・35・
3077）へ。

成人用肺炎球菌定期予防接種
対象者は３月中に接種を

　成人用肺炎球菌定期予防接種は、
令和3年（２0２1年）4月２日～4年（２0２２
年）4月1日に6５・70・7５・80・8５・
90・9５・100歳になる人のうち、自費
の場合も含め２3価肺炎球菌ワクチンの
接種歴がない人が対象です。
　この制度は、1人につき1回の接種機
会を設けるもので、定期接種の対象と

　市と阪急バスは、3月２0日（日）・２1日（月・祝）に運行する白水峡公園
墓地への墓参バスの利用者を募集します。

　市は、NTTと共同で子供の絵本読み習慣アンケー
ト調査を実施しています。現在、同調査に協力して
いただける「えほんモニター」を募集しています。
モニターになった人は、全3回のWEBアンケート
への回答をお願いします（モニター特典として、名
前入りのオリジナル絵本をプレゼント）。

※両日とも同じ
行き   8:２0 阪急西宮北口駅南広場

バスターミナル 発
　　　　　　↓

  8:30 JR西宮駅北側 発
　　　　　　↓

  8:40 市役所本庁舎前 発
　　　　　　↓

  9:２0 白水峡公園墓地前 着
※途中乗下車はできません

  9:２５ 白水峡公園墓地前 発
(中央園地西側駐車場へ)

帰り 10:40 中央園地西側駐車場 発
　　　　　　↓

10:4５ 白水峡公園墓地前 発
※行きと反対経路をたどる

11:40 阪急西宮北口駅 着

運行経路

【時間】午前9時～午後4時
【場所】中央園地西側駐車場

臨時香花店が両日ともに営業

　市は、市のホームページバ
ナーに広告を掲載する事業者を
募集します。トップページアク
セス数は1カ月当たり約31万
ページビュー。募集内容は右表
のとおり。
　申込にあたっては、市のホー
ムページ（ HP 119２910２）に
掲載している西宮市ホームペー
ジ広告掲載基準・バナー作成ガ
イドラインをご確認ください。

掲載
ページ

サイズ
（ピクセル） 容量 月額掲載料

（税込み）
トップ
ページ

横80×縦50 3KB以内 2万円
横170×縦50 6KB以内 3万円

その他
ページ

横80×縦50 3KB以内 1万円
横170×縦50 6KB以内 1万5000円

【掲載期間】4月～来年3月（1カ月単位も可）
【画像形式】GIF、JPEG、PNGのいずれか

片道6５0円（小学生以下330円）

各日100人程度。
多数の場合、人数調整あり

往復ハガキに住所、氏名、電話番号、
希望日(第２希望まで)、人数、乗車
希望場所(阪急西宮北口駅かJR西宮
駅か市役所本庁舎前)、下車希望場
所(墓地前か中央園地西側)を書き、
3月4日(消印有効)までに斎園管理
課(〒66２－8５67六湛寺町10－3)
※通知は3月14日頃発送

下車場所は白水峡墓園前(十八丁
橋停留所)。問合せは交通政策課
（0798・35・3527）へ

さくらやまなみバスでも
白水峡公園墓地に行けます

※墓地内には入りません

料　金

定　員

申　込

名前入りオリジナル絵本プレゼント

次の全ての条件に当てはまる人
▶平成２8年（２016年）4月1日～令和２年（２0２0年）3月31日に出生した
　市内在住者
▶市立図書館の借出券を所有している
（申込時に借出券の発行手続きをする人も可）

①1回目のアンケートに回答
②中央・北部・鳴尾・北口図書館、山口分室のいずれ
　かの窓口で、1回目アンケート完了画面を提示
③対象者の市立図書館借出券を合わせて提示（その場
　で発行手続きも可）
④図書館で絵本注文チケットを受け取る
⑤注文チケットのコードにアクセスし、絵本を注文

締切：３月１５日まで

件名 市HP 担当課
第二次西宮市地球温暖化対策実行
計画（区域施策編）見直し（素案） 84632733 環境学習都市推進課（市役所本庁舎8階☎0798・35・3818）

　意見募集の結果は、3月２５日まで担当課、市役所本庁舎1階総合案内所横、
各支所等で配布するほか、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

　市は、市役所に行かなくても行政手続きができる「にしのみやスマート申
請」を導入しています。２月２５日午前9時からオンラインで受付を開始する
手続きは下記のとおり。手続きには有効な電子証明書（署名用電子証明書）
が搭載されたマイナンバーカードが必要です。

申請は市のホームページ（ HP  ３972５249）内ポータルサイトから

▶住民票の写し、住民票記載事項
　証明書の交付申請
問 市民課（0798・35・3105）

▶課税証明書（最新年度のみ）の
　交付申請
問 税務管理課（0798・35・3251）

※ 窓口・郵送での申請も可

問 斎園管理課（0798・35・3306） 問 読書振興課（0798・33・0189）

墓参バスの利用者募集
運行は3月20・21日、申込は3月4日まで

対象

応募の流れ

えほんモニター募集えほんモニター募集えほんモニター募集えほんモニター募集

デジタル推進課
（0798・35・3655）

問

市のホームページ 広告主を募集

住民票の写し等・課税証明書
オンライン申請を２月２５日から開始

ＨＰ 28152681
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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（3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 3月(一部4月)の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

2日（水）・10日（木）・17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）

4月13日（水）・20日（水）の
13：30～16：00 中央

対象は令和4年6月～8月出産予定の
初妊婦。定員24人。
申込は3月9日から

4月18日（月）・25日（月）の
13：30～16：00 北口

対象は令和4年6・7月出産予定の
初妊婦。定員24人。
申込は3月9日から

はじめての
離乳食講座 18日（金）10：30～11：30 中央

対象は令和3年9・10月出生の第1子
と保護者。定員28人。
申込は3月1日から

離乳食講座 15日（火）10：30～11：30 北口
対象は令和3年2月～6月出生の第1子
と保護者。定員24人。
申込は3月1日から

ぜん息・アレ
ルギー相談 1日（火）14：00～15：30 中央 医師などによる相談。

対象は中学生以下

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11月出生、10か月児健診…令和3年5月出生、
　　1歳6か月児健診…令和2年8月出生、3歳児健診…平成30年10月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談 23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

  7日（月）の10：00～12：
00、13：00～15：00 塩瀬 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28日（月）の10：00～12：

00、13：00～15：00 山口

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

  8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

18日（金）13：10～14：00 北口

24日（木）13：20～14：00 中央

24日（木）13：20～14：00 鳴尾

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

4月の健診（検診）

令和4年4月～5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3月1日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
（注）電話番号はよくお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いします
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 4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
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 4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）

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）

▪

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
送付予定。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月末に送付予定。
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 4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
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 18日(月)・25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

基本健康診査
40歳以上で、令和4
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
 も

も
か

ち
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ん

前
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令和4年（2022年）2月25日	 （5）

毎年４月実施分は、がん検診の予約が取りやすい状況です。令和４年度中に対象年齢を迎える人は、お早めに受診してください



芸　術芸　術
3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 ／ 市役所本庁舎１階
日本画（森岡篤子さん）※展示は１日～３０日
西宮ストリートギャラリー ／ 札場筋
「青葉から吹く風」青葉園・ふれぼの通所
者作品　※展示は１日～３１日
ららストリートギャラリー ／ ららぽーと甲子園
西宮市の友好都市「梼原町」「奄美市」
パネル展示　※展示は１日～29日
※展示替えのため鑑賞できない場合あり

 西宮市文化振興財団の催し

日・内 下表のとおり
対 小学生以上
問 同財団(〒662－0918六湛寺町10
－11☎33・3146)
ミ・べモル サクソフォンアンサンブル
音の泉コンサート

日 ３月１３日（日）午後2時～ 会 アミティ・
ベイコムホール ￥・定 あり 申 同財団
おさんぽアミティ 
大人のための読み聞かせ
日 ３月24日（木）午後2時～ 会 教育文化セ
ンター 内 奥野晃士さんによる「おしりを
つねられたえびすさま」、プレトークなど 
定 4０人。多数の場合抽選 申 往復ハガキ(１
枚に2人まで)に催し名、参加者全員の住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、
プレトークの参加人数、催しを知った理
由を書き、３月６日（必着）までに同財団

県立西宮高校音楽科
ハンブルク公演プレコンサート

日 3月1７日（木）午後3時半～
会 プレラホール
定 100人程度。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、参加人数（3
人まで）、代表者の住所・氏名・電話
番号を書き、3月11日（必着）までに
文化振興課（〒662－856７六湛寺町
10－3☎35・3425）

子 供・子育て子 供・子育て
バスケットボール練習会

日・対 3月12日（土）▷①午前9時～…
5歳児～小学2年生▷②10時10分～…
小学3年生～5年生▷③11時20分～…
小学6年生～中学2年生。①②は保護
者も一部参加可
会 浜甲子園体育館 
定 各20人。先着順
申 2月28日午前10時から電話で同館
（43・8７8７） 

ファミリーデイキャンプ

日 3月13日(日)午前10時～
会 甲山キャンプ場 内 野外炊事など
対 小学生以上の子を含む家族
￥ 1人500円 
定 6家族。多数の場合抽選
申 3月3日までに市HP HP 9938７396
問 青少年育成課（35・38７1）

人形劇定期公演

日 3月19日（土）午後2時～
会 大学交流センター
￥ 100円。未就学児無料
定 90人。多数の場合抽選
申 3月10日までに市ＨＰ HP 3７8631７4
問 文化振興課（35・3425）

貝類館特別展セミナー

日 3月26日（土）午後1時半～
会 西宮浜公民館 
内 テーマは「世界のカタツムリ 陸に
棲（す）む巻貝の多様性」
対 小学生以上 
定 20人。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、参加者全員の住
所・氏名・年齢、電話番号を書き、3
月14日（必着）までに貝類館（〒662ー
0934西宮浜4丁目13ー4☎33・4888）

わんぱくキッズ スプリングキャンプ

日 3月28日（月）・29日（火）。1泊
会 丹波少年自然の家（丹波市）
内 野外炊事、ハイキングなど
対 小学2年生～4年生 
￥ ７000円
定 40人。多数の場合抽選
申 3月4日午後5時までに同自然の家HP
問 同自然の家（0７95・8７・1633）

ゆめ・まち×スタジモ
こども学びウィーク

日 3月28日（月）～4月3日（日）
内 プログラミング体験やSDGsを学
ぶなど14プログラム（オンライン）
対 小学生と保護者 定 あり
申・問 スタジモにしのみや（７8・2７53）
※詳しくはスタジモにしのみやHP

若竹こども講座

日・内 ▷①将棋…4月～9月の火曜（12
回）午後4時45分～▷②習字…4月～9
月の火曜（18回）午後5時～▷③絵画…
4月～9月の木曜（12回）午後4時半～
▷④そろばん…4月～来年2月の木曜

（24回）午後5時15分～
対 ①③小学生、②小学2年生～6年生、
④小学2年生～4年生
￥・定 あり
申 3月７日までに市HP HP 9431７089
会・問 若竹生活文化会館（6７・７1７1）

講座・講演会講座・講演会
託児ボランティア養成講座

日 3月７日（月）午前10時～
会 プレラにしのみや6階
内 テーマは「心つながるふれあい遊び」
定・託 あり
申・問 地域学習推進課（6７・156７）

マンション管理ZOOMセミナー
「１00年マンションに向けて」

日 3月2７日（日）午後1時半～
会 オンライン（Zoom）、市民交流セ
ンター 定 あり
申・問 西宮市マンション管理組合ネッ
トワーク（36・6005…中野方）

飲食店開業セミナー

日 3月2日（水）・9日（水）の午後1時半
～。2回シリーズ 
会 市民会館
内 飲食店経営に必要なノウハウ
対 飲食店開業予定、開業間もない人
定 あり
申 西宮商工会議所HP
問 同会議所（33・125７）

催　し催　し
市立図書館の催し

日・内 下表のとおり
北部図書館（33・0１89…中央図書館）
写真展示&ブックフェア
「西宮の道～行きかう人々とまちの姿」
日 4月６日（水）までの午前9時半～午後６
時。月曜、３月３日休館

鳴尾図書館（45・5003）
展示&ブックフェア「もっと！図書館
活用法～調べる力を身につけよう」
日 ３月4日(金)～4月6日(水)の午前9時半
～午後６時（4月１・５・６日は７時まで）。
月曜休館

中央図書館（33・0１89）
ブックフェア「大人も読みたい絵本」
日 ３月4日(金)～4月6日(水)の午前9時半～
午後６時（4月１・５・６日は７時まで）。月曜休館

※３月2１日は開館し翌日休館

働く女性のための夜活

日 3月14日（月）午後6時半～
内 テーマは「ミドル世代、お金から
考えるこれからのこと」
￥・定・託 あり
会・問 男女共同参画センター ウェーブ
（64・9495）

西宮蘭亭曲水の宴

日 4月23日（土）午後2時～
会 北山緑化植物園 
内 詩歌の創作・発表
￥ 2000円。観覧無料
定 あり
申・問 西宮神社（33・0321）
※同宴で十二単衣を着る参加者（高校
生以上の女性）も募集
◆ 西宮蘭亭書道作品展　4月23日～6
月30日に同園で開催

◎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）問健康増進課（0798・26・3160）問

～臨床心理士のひとりごと～

健康づくりコラム2月

　ひきこもりは多くの人に見られる自分を守るための行動であり、個
人や家族の責任ではありません。長期にわたって困難や大きな傷つき
を体験した結果、自分を守る最後の手段として、自分を傷つける対象
（例えば学校・職場・人等）を避け、ひきこもる人が多いのです。

ひきこもりについて悩んでいる人へ◆ ◆

井戸臨床心理士

　本人には休養と充電を、本人を支える周りの人
は、自身の人生も大事にしながら、ご本人の意欲
の回復を見守ることが基本となります。
　市では、保健・教育・福祉（生活困窮、障害）・労働等、
さまざまな機関が連携し、安心して相談できる体制
を作っています。お気軽にご相談ください。

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

インターネット閲覧中インターネット閲覧中ににニセ警告表示ニセ警告表示
「ウイルスに感染した」「ウイルスに感染した」

詐欺詐欺です！です！多発多発しています！しています！

「ウイルス対策のために電子マネー買って」「ウイルス対策のために電子マネー買って」

「ウイルス対策を行う」などと言われ、遠隔操作ソフトをインストール  
  するよう指示されたら…
ウイルス対策などを名目に、電子マネーカードの購入を指示されたら…

　  無視して画面を閉じる　 　 表示された連絡先に電話しない
　 画面に出た入力フォームには入力しない

（6）� 令和4年（2022年）2月25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）

相談案内

市HP
79507060



大社公民館オープンデー
～ひらけ！公民館＠大社・安井

日 3月20日（日）の午前10時～午後1時
内 モルック、木管五重奏など
問 生涯学習企画課（35・3869）

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
肩甲骨・股関節ほぐしヨガ

日 3月3日～31日の木曜午前10時～。
5回シリーズ
会 県立総合体育館
￥ 2800円 定 あり
申・問 同館（43・1143）

浜甲子園スポーツフェスタ

日 3月19日（土）の午前10時～午後4
時。小雨決行
会 浜甲子園運動公園など
内 まちなかハイク、スタンプラリー等
定 あり 
申 浜甲子園体育館HP
問 同館（43・8７8７）

市民ファミリーハイキング

日 3月19日（土）午前10時に阪神西宮
駅戎口改札前に集合
内 酒蔵、今津灯台、浜甲子園運動公
園など。約5.5㌔ 
定 30人。先着順
申 3月1日午前10時から市HP
HP 829７3908
問 能登運動場（７4・34７2）

西宮市卓球協会の卓球教室

日 3月25日（金）・28日（月）・30日（水）・
31日（木）の午後1時～。4回シリーズ 
会 中央体育館分館 
対 小・中学生 
￥・定 あり 
申・問 3月12日までに同協会
(090・4７65・2066…石川方)

西宮市テニス協会の催し

日・内 下表のとおり
会 中央運動公園テニスコート
対 在勤・在学者可 ￥・定 あり
申・問 3月７日までに同協会
（080・2505・3562）
市民大会シングルス
日 4月３日～６月１9日のおおむね日曜（9回）
内 男女・年齢・クラス別
前期定例テニス会
日 4月～9月の土曜午後・日曜午前（月2回）
前期ジュニア教室（小学生）
日 4月～9月の日曜午前７時１５分～(月2回)

人事募集人事募集
市立保育所の会計年度任用職員

内 下表のとおり 
申・問 保育所事業課 （35・3906）
来年度採用 保育士(会計年度任用職員B)
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。賞与あり HP 2５５６88６１
来年度採用 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　※週３日勤務も募集中 ￥ １時間
１2６５円以上。賞与あり HP 94５６4１０9
AM調理員(会計年度任用職員B)
内 月曜～金曜の午前8時１５分～１１時4５分 
対 給食調理等経験者。（調理師免許取得者
が望ましい） ￥ 日額３７9０円以上。賞与あり
定 あり HP 2６７０１2１３

市の保育士登録・相談会
（会計年度任用職員）

日・会 いずれも午後1時～5時（受付は4
時半まで）▷3月6日（日）…プレラにし
のみや4階▷21日（月・祝）…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

西宮市社会福祉事業団パート職員
内 介護老人保健施設すこやかケア西
宮の①入浴介助員、②運転員
対 ②は普通自動車運転免許取得者 
定 若干名 申・問 同事業団（34・2611）

西宮市社会福祉協議会の職員

内 下表のとおり。詳しくは同協議会HP 
嘱託職員（重度障害者の看護・生活支援業務）
対 昭和３７年（１9６2年）4月2日以降に出生
し、看護師・准看護師免許のいずれかの資
格取得者。（普通自動車運転免許取得者が
望ましい） ￥ 月額24万円程度 定 １名
申・問 同協議会（３4・３３６３）
臨時職員（温水プールの監視業務等）
対 １8歳以上（高校生不可）定 若干名
申・問 同協議会（３３・５５０１）

健康・福祉健康・福祉
手話通訳者養成講座
「手話通訳Ⅱ」

日 4月6日～12月７日の水曜午後７時
～。34回シリーズ
会 若竹生活文化会館、若竹公民館など
対  「手話通訳Ⅰ」を修了または同程度
の技術と知識がある人。在勤・在学者可
￥・定 あり
申・問 所定の申込用紙を3月23日(必
着)までに西宮市聴力言語障害者協会
ろうあ部会（ FAX ７8・2100）

※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（3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。３月のテー
マは「西宮の橋梁（りょう）～市内の橋を
ハシからハシまで」。ゲストティーチャーは
市立郷土資料館学芸員の早栗佐知子さん
※放送終了後は、市のホームページ（ HP
５4１49６１9）から音声配信あり

西宮あんあん情報局
日 月曜～金曜の午前9時48分から１０分間
内 防犯、防災など暮らしの「安全・安
心」に関わる情報を生放送

ツーツーシキュー

消防テレホンサービス

3月8日～31日…山火事予防運動
について

大学交流センター開設・
大学交流協議会設立20周年記念

月分3
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）

７日（月）～１3日（日）、2１日（月・祝）～2７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
１4日（月）～20日（日）、28日（月）～4月3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
７日（月）～4月3日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を紹介

相　談相　談
消費生活センター
3月の相談会

日 8日（火）、22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）

精神対話士による「ほっ！と相談」

日 3月13日（ 日 ）・20日（ 日 ）・2７日
(日)の午後1時～
会 勤労会館 定 あり
申・問 メンタルケア協会
（080・5638・3７68…福岡方）

暮らしとこころの
なんでも電話相談

日 3月6日（日）の午前9時～11時半、
12日（土）の午後1時半～4時に専用電
話（35・5066）
内 暮らし（借金・生活苦等）、こころ
の悩みなどを司法書士、臨床心理士等
に相談
問 健康増進課（26・3160）

記念座談会記念座談会

「地域との交流～学生たちの活動記録」「地域との交流～学生たちの活動記録」

時 間

会 場

午前１０時～午後５時

アクタ西宮東館2階中央ひろば ←大学交流センター
　HP

←フロムにしのみや
※2/28（月）から
　ケーブルテレビで放送予定

テーマ

時 間

会 場

「大学とともに歩む西宮、これからのまちづくりを考える」「大学とともに歩む西宮、これからのまちづくりを考える」

午前１０時半～午後０時半

オンライン（YouTube配信）

視
聴
は

コ
チ
ラ

問 大学交流センター（0798・69・3155） ＨＰ 25401984

　昨年１１月2６日（金）に大学交流センターで実施した、記
念座談会の様子をご覧いただけます。

「学生から見た、学びやすい、 
 暮らしやすいまち
 ～地域との関わりから考える」

３月12日（土）開催
３月12日（土）開催

■ 式典・講演会・パネルディスカッション式典・講演会・パネルディスカッション ■ 記念パネル展記念パネル展

令和4年（2022年）2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)



新型コロナウイルス感染症関連情報

最新情報は
市HPで確認を

☎0798・26・2240 FAX  0798・33・1174
※2月21日時点の情報で作成

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

2回目接種完了日 発送日(予定)

昨年9月16日～30日 3月10日頃
2回目接種完了日 発送日(予定)

昨年8月16日～
　9月15日 2月28日

（８）� 令和4年（2022年）2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

陰性

濃厚接触者でないが
検査受検した人

18歳～64歳の場合

新型コロナワクチン接種
関連情報

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

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

予約方法

以降順次発送。届かない場合は市HPから申請するか、コールセンターへ連絡を※

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

接種会場

市内約250カ所で接種可。まずはかかりつけ医での接種の検討を

接種券なしでも接種可。手続き方法など、詳細は県特設サイトか県
コールセンター（0570・033・185）へ

「まん延防止等重点措置」「まん延防止等重点措置」 感染対策感染対策とと療養の備え療養の備えをを

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。

(対象は18歳以上)３回目接種
　5～11歳のワクチン接種を希望者に3月から開始します。接種費用は
無料で、接種には保護者の同意と立ち会いが必要です。

コールセンターで予約

接種券が届いた人から予約することができます

かかりつけ医に問合せ

市HPを活用できる人は市HPでWEB予約を
市HPの活用が難しい人は電話で問合せ・予約を

ファイザーか武田/モデルナ集団接種会場

(深津町2ー28) 武田/モデルナ県の大規模接種会場

個別医療機関 ファイザーか武田/モデルナ

65歳以上の場合

接種券の発送スケジュール

5～11歳の1・2回目接種

12歳以上の1・2回目接種
　市内の一部医療機関で接種できます。市HPからWEB予約、
またはコールセンターで予約を受け付けています。
※県大規模接種会場では16歳以上の人が接種できます

ファイザー小児用ワクチン

　ワクチンは、ファイザー小児用ワクチン(12歳以上で使用しているワ
クチンとは異なります)を使用します。通常、3週間の間隔を空け、合計
2回を接種します。　※他の予防接種を行う場合は、新型コロナワクチ
ン接種と13日以上の間隔を空けてください

接種券発送
2/25

予約開始 接種開始
3/9～3/3～ (※)

　接種は、個別医療機関(小児科医)で実施します。実施医療機関は、市
HPでご確認ください。

スケジュール・接種会場・予約方法

使用するワクチン、接種回数

接種会場

市HPで各医療機関の申込方法を確認してください。
(※) 3/3～6は、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等の重症化リスクの高い

基礎疾患を有する人の優先予約日とします

予約方法

5～11歳のワクチン接種について詳しくは、市HPで確認を

PCR検査等を
受けたい

３月6日まで延長３月6日まで延長 引き続き引き続き

　消毒用アルコールは消防法で危険物に指定されているものもあり、火災発生時に引火すると火が燃え広がりま
す。消毒用アルコールを日常的に使用する機会が多くなりましたが、台所など火気のある場所の近くには置かな
いよう、注意してください。問合せは消防局予防課（0798・32・7316）へ。

消毒用アルコールの
取り扱いに注意

新型コロナウイルス感染症のPCR検査等の受検、検査後の流れ
風邪症状等がなく、濃厚接触者でない 県実施の「感染拡大傾向時の一般検査事業」で検査を無料で

受けることができます 保健所では検査を実施していません
・風邪症状等あり　・濃厚接触者
・簡易検査や検査キットで陽性

かかりつけ医あり かかりつけ医なし

検査実施

かかりつけ医で検査できなかった場合

兵庫県PCR検査等無料化事業事務局コールセンター（078・845・9011）
【受付時間】9：00～17：00（土・日曜、祝・休日を除く）

県HP内「発熱等診療・検査医療機関公表一覧」を参照
県新型コロナウイルス健康相談コールセンター（078・362・9980） 

【受付時間】24時間受付（土・日曜、祝・休日を含む）

陽性

外出制限なし

濃厚接触者として
検査を受検した人 (原則)陽性者との最終接触日翌日から7日間の自宅待機

保健所
から
連絡

・79歳以下の無症状・軽症者はSMS

・聞き取り内容や体調により療養先(入院や宿泊療養)を決定

症状なし 検体採取日の翌日から7日間

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

　市内の新規感染者(陽性者)数は一時期より減少傾向にあるものの、高齢者が占める割合が増えており、予断を許さな
い状況です。いつ、誰が、どこで感染してもおかしくありません。日頃の感染対策に加え、いざという時のために療養
への備えにも、ご協力をお願いします

濃厚接触者かどうかは…
市HP( HP 16232300)で確認を

保健所では医療機関を
案内していません（原則）

（19歳以下、70歳以上の人には電話でも連絡）

発症日や自宅療養
期間等については
市HPで確認を

≪自宅療養期間≫

( HP 76118783)

発送スケジュールより前に接種券の発送(早期発送)を希望する場合は、WEB・郵
送・FAXで発行申請を行うことができます。必要書類等について詳しくは、市HP
で確認、またはコールセンターへ連絡を

※

・80歳以上、固定電話の人には電話
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