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市の情報を発信中

※参加・託児ともに、空きがある場合に限り、当日会場でも受け付けます

高齢者、子供、障害のある人は特に熱中症になりやすいので、周りの人の声掛けや気づきが大切です

こまめな水分補給
のどが渇いていなくても、こまめに水分
補給をしましょう
※目安は１日当たり１.2㍑

大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに

ペットボトル
500ml 2.5本

暑さに備えた体づくり
適度に運動（※）をしたり、入浴で汗
をかくことで暑さに慣れましょう

（※）やや暑い環境でややきついと
　　感じる強度で30分程度

エアコン使用中も
こまめな換気を

エアコン等を利用する際
は、感染症予防のため換気
しつつ、室内温度が28℃
を超えないようにこまめに
調整しましょう

●

●

屋外では
マスクを外す

※各施設等でのマスク着用は、
　施設管理者の指示に従いましょう

近距離（2㍍以内を目安）で会
話をする時はマスクを着用
しましょう
（2歳未満は着用不要）

●

●

気温が高くなる７月～８月が発症のピーク

問 健康増進課（0798・26・3667）

問 市民相談課（0798・35・3100）

　熱中症とは、室温や気温、湿度が高い環
境の中で体内の水分や塩分のバランスが崩
れ、体温調節機能が働かなくなり、体温上
昇やめまいなど、さまざまな症状を引き起
こす病気です。日頃から熱中症予防を心掛
け、元気に夏を過ごしましょう。

　市長が地域に出向き、各地域ごとに用意した
話題について報告します。また、参加者が会場で記述した意見等
を市長がいくつか取り上げてお話します。ぜひご参加ください。

外出時には日傘や帽子を着用

涼しい服装にする

暑い日や暑い時間帯
は無理をしない

保冷グッズや携帯型扇風機を
活用する

日頃から体調管理
日頃から体温測定、健康チェッ
クをし、体調が悪いと感じた
ときは、無理せず自宅で静養
しましょう

バランスの良い食事と十分な
睡眠を取って、熱中症にかか
りにくい体づくりを心掛けま
しょう

●

●

熱中症予防ポイント熱中症予防ポイント

市政市政報告報告・・広聴広聴会会開催開催
石井市長が地域に出向きます

申込 6月29日午前9時～①7/20、②③7/27の午後５時半まで

▶市のホームページから
▶電話で市民相談課（0798・35・3100）へ

ＨＰ 45930008
託児あり（対象は生後７カ月～未就学児。
定員各5人。先着順。要申込）

日程 時間 会場 定員（先着順）

①7月26日（火） 午前１0時 ～１１時20分 市役所第二庁舎６階 会場：50人
オンライン：１00人

②7月30日（土）
午前１0時半～１１時50分 鳴尾中央センター

（鳴尾支所3階）

各50人
午後１時半～  2時50分 大学交流センター

③7月31日（日）
午前１0時半～１１時50分 東山台コミュニティ会館

ナシオンホール
午後１時半～  2時50分 山口公民館

※①のオンラインはZoomで配信

暑さ指数暑さ指数2828以上以上はは要注意要注意
暑さ指数（WBGT）とは、「気温、湿度、輻（ふく）
射熱（※）」の3つを取り入れた、熱中症予防の
ための指標です。暑さ指数が2８を超えると熱
中症患者発生率が急に増えるため、注意が必要
です （※）輻射熱…地面や建物・体から出る熱

BBGGTTWW暑さ指数暑さ指数をを確認確認しようしよう

環境省のホームページから
確認できます

暑さを避ける

7/267/26ははオンラインオンラインでもでも参加できます参加できます

新型コロナウイルス感染症関連情報は２面に掲載



新型コロナウイルス感染症関連情報 ※6月16日時点の情報で作成

　４回目接種は、新型コロナウイルス感染症にかかったときの重症化予
防を目的に、３回目接種を受けた日から５カ月を経過し、接種を希望する
下記対象者に実施します。

３回目接種完了日 発送日(予定)

３月  1日～15日 7月  6日
３月16日～３1日 7月20日
４月  1日～３0日 ８月  ３日

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

発送日から1週間が経過しても接種券
が届かない場合や送付先を変更する
場合は市HPから手続き、またはコー
ルセンターへご連絡を

　新型コロナウイルス感染症の症状で働けない人（給与等の支払いを受
けているなどの要件あり）への傷病手当金の支給適用期間を9月３０日ま
で延長します。支給額など詳しくは、市のホームページをご覧ください。
　※郵送で申請ができます。事前に問合せを

対象 国民健康保険加入者 後期高齢者医療制度加入者
担当課 国民健康保険課（35・3120） 高齢者医療保険課（35・3154）
ＨＰ 12922895 92344027

※市外局番は≪079８≫

傷病手当金の適用期間を延長「国保」「後期高齢」加入者

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
国制度 対象児童１人につき5万円

子育て世帯特別給付金担当（0798・35・1800）問

ＨＰ 901064３５

▶ひとり親世帯分
対　象 申請 支給予定

①児童扶養手当
　受給世帯

令和4年(2022年)4月分の児童扶
養手当の支給を受けた人 不要 6月2９日

②公的年金等
　受給世帯

公的年金等を受給していることに
より、令和4年4月分の児童扶養手
当を受給していない人

要 7月以降
順次

③家計急変世帯

令和4年4月分の児童扶養手当は受
給していないが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で家計が急変
し、収入が児童扶養手当受給者と
同水準になっている人　

※①は児童扶養手当を支給する金融機関の口座に振込。
　②③は所得制限等の支給要件あり。申請内容を審査後、支給決定通知を送付

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高
騰等に直面する低所得の子育て世帯を支援します。申請は、来年2月28
日までに子育て手当課へ郵送（必着）を。
　申請書など詳しくは、市のホームページでご確認ください。

▶ひとり親世帯以外分
平成16年（200４年）４月2日（特別児童扶養手当の受給対象児童の場合、平成1４年（2002年）４月2日）
から令和5年（202３年）2月2８日に出生の児童を扶養する父母等で、次のいずれかに該当する人

※④－Aは各手当を支給する金融機関の口座に振込。税の申告状況等により、支給が遅れる場合あり。
　④－B、⑤は申請内容を審査後、支給決定通知を送付

対　象 申請 支給予定

④住民税
　非課税世帯

A
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養
手当の受給者で令和4年度分の住民税均等割
が非課税の人（公務員を除く）

不要
※対象者には
別途通知

7月以降

B 上記以外の人（公務員を含む）
例：高校生のみを扶養している人など 要 7月以降

順次

⑤家計急変世帯
令和4年１月１日以降、新型コロナウイルス感
染症の影響で家計が急変し、令和4年度分の
住民税均等割が非課税相当の収入となった人

要 7月以降
順次

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

60歳以上の人

市内約３00カ所で実施。まずは、かかりつけ医での接種の検討を個別医療機関

対象、接種券の発送・申請

いずれかの方法で予約を接種会場・予約方法

阪神西宮会場、市立中央病院、西宮北口アクタ会場
甲子園特設会場、山口ホール、塩瀬公民館

集団接種会場

４回目接種 使用ワクチン：ファイザー社、武田/モデルナ社新型コロナワクチン接種関連情報

１8歳以上59歳以下で基礎疾患を有する人、新型コロナウイルス感染
症に感染した場合に重症化リスクが高いと医師が認める人

申請が必要（申請方法は市HPまたはコールセンターで確認を）
※接種対象かどうかはかかりつけ医に相談を

おくすり手帳の持参、会場内でのマスクの着用にご協力をお願いします

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受付
時間 （土・日曜、祝・休日も受付）

市の予約システムに登録されている医療機関は、市HPまた
はコールセンターで予約、その他は直接医療機関で予約

　所得税の確定申告書・市県民税の申告書を３月16日以降に提出した人は、申
告内容が納税通知書や所得・課税証明書等に反映できていない場合がありま
す。順次処理を行い、新たに課税または税額が変更になる人に対しては、7月
以降に変更後の納税通知書でお知らせしますので、第1期分はすでに送付して
いる納付書で納めてください。
　なお、申告内容を反映した所得・課税証明書等が早急に必要な人は、市民税
課（0798・３５・３20３）までお問い合わせください。

所得税の確定申告書・市県民税の申告書を
3月1６日以降に提出した人へ

新型コロナ
関連

市HPまたはコールセンターで予約

【補助金額】

令和４年（2022）7月1日時点で在日外国人学校に在学している、平成19
年（2007年）４月2日～2８年（2016年）４月1日に出生した在日外国人児
童・生徒がいる市内在住の保護者。所得制限あり。詳しくは問合せを
年額８万5000円

【  対  象  】　教育委員会は、在日外国人学校就学補助金の
申請を7月1日～9月３0日に学事課で受け付け
ます。詳しくは学校で配布される申請書をご確
認ください。

在日外国人学校在日外国人学校
就学補助金就学補助金

【対　象】

【貸付額】

大学、短期大学、高等専門学校（４・5年）、大学院に在学し、
保護者（勤労学生等は本人）が市内在住の人。所得制限あり
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、
半年ごとの均等返還。無利子

高校、高等専門学校（1年～３年）、中等教育学校後期課程、
特別支援学校の高等部、朝鮮高級学校に在学し、保護者（勤
労学生等は本人）が市内在住の人。所得制限あり

【対　象】

問 学事課（0798・35・3817）

高校・大学の奨学生を募集高校・大学の奨学生を募集
奨学金・補助金のお知らせ

1３921490ＨＰ

　教育委員会は、令和４（2022）年度の高校・大学の奨学生を募集します。
申込方法など詳しくは、市のホームページで確認してください。

申請は申請は
7/29まで7/29まで

申請は7/１～9/30

◆ 高校奨学生（給付） ◆ ◆ 大学奨学生（貸付）大学奨学生（貸付）

（2）� 令和4年（2022年）6月25日



坂上議長

山口副議長

　6月定例市議会で、新しい議長、副議長が選ばれました。
　議長は坂上明さん（政新会）。平成19年（2007年）
から４期当選。副議長、阪神水道企業団監査委員・議会
議員などを歴任。60歳。
　副議長は山口英治さん（公明党議員団）。平成19年か
ら４期当選。監査委員、阪神水道企業団議会議員、総務
常任委員会委員長などを歴任。58歳。

問 議会事務局（0798・35・3373）

議長・坂上議長・坂上 明さんさん
副議長・山口副議長・山口 英治さんさん

6月定例市議会で決定

教育委員会は、学校の働き方を見直し、業務改善を進め
ています。教職員の健康を確保し、児童に対して効果的な
教育活動ができる環境づくりに、ご協力をお願いします。

保護者

各種団体・
事業者

問 教育職員課（0798・35・3866） ＨＰ46249683

全学校で自動音声案内の導入取
組
事
例

小・中・義務教育学校で
欠席連絡アプリを導入 中学校では週2日以上（平日1日、土日1日）の

休養日を設定。高校でも休養日を試行実施中

部活動の休養日の設定
登園・登校時間の設定

ＨＰ30632088

緊急の場合を除き、午後5時以降の学校園への電話連絡は
できるだけ控えるよう、ご協力ください。夜間の相談等を
希望する場合は事前に学校園へご相談ください

学校園への配布物の依頼は、教職員の負担となりますので、
控えるようご協力ください

学校園からのお願い
　国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民
年金に加入することができませんでした。
　市は、このような制度上の理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給
できない外国人等の高齢者（大正15年(1926年)４月1日以前に生まれた人）や障
害者（※）を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。

外国人等高齢者·障害者特別給付金

経済的な理由などで納付が困難な人へ

保険料の免除·納付猶予
　経済的な理由や失業などで国民年金保険料の納付が困難なときは、免
除・納付猶予の制度があります（所得制限等一定の要件あり）。
　令和４(2022)年度(４年7月分～5年6月分)の申請受付は7月1日からで
す。申請方法など詳しくは、市のホームページで確認を。

▷申請免除…所得に応じて、全部または一部を免除
　　　　　所得審査の対象：本人・配偶者・世帯主
▷納付猶予…50歳未満の人を対象に、所得に応じて、全額の納付を猶予

　　　　　所得審査の対象：本人・配偶者

問 医療年金課（0798・35・3124）

国民年金のお知らせ

受付開始
7/1

※過去2年以内はさかのぼって申請可。免除・猶予された期間分は、定額納付した
　場合と比べて、老齢基礎年金額が減額
※学生は利用不可。「学生納付特例制度」の利用を（手続きには学生証が必要）
※「新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置」は市のホームページで確認を

（※）障害の原因となった病気やけがの初診日が、昭和57年(1982年)より前の
　　　場合など。65歳に達する日の前日までに申請する必要あり

教職員の勤務時間適正化の取組紹介

問 高齢者医療保険課（0798・35・3192）

後期高齢者医療制度に加入している人へ

！

引き続き必要な人は申請を
国民健康保険　 限度額適用認定証

問 国民健康保険課（0798・35・3120）

ＨＰ25092193

・住民税非課税世帯を除く、課税所得が
　145万円未満の人のみの世帯

・課税所得が690万円以上の人がいる世帯

※所得区分等詳しくは市のホームページで確認を

70歳以上で次の所得区分の世帯の人は、高齢受給者証の
提示で自己負担限度額までの支払いとなるため申請不要！

ＨＰ 11833624

後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」や「限度額
適用・標準負担額減額認定証」をすでに持っており、8
月以降も引き続き対象となる人には、7月中旬に新しい
認定証を送付しますので、申請不要

　国民健康保険の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認
定証」の有効期限は7月31日です。引き続き必要な人は、7月1日以降に申請
をしてください。なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
　申請方法など詳しくは、市のホームページで確認を。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
　高額な療養を受ける場合、「限度額適用認定証」と国民健康保険被
保険者証（70歳以上の人は高齢受給者証も）を医療機関等に提示す
ると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
　また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定
証」を提示することで、入院時の食事代も減額することができます。

受付開始
7/1

問 総務課（0798・35・3774） ＨＰ73891225

　市は、令和3(2021)年度中の情報公開制度と個人情報保護制度の利用状
況をまとめました。両制度は、一定の制限がありますが、「市民参加によ
る開かれた市政」を推進するため、市の公文書を請求に応じて公開したり、
市が保有する個人情報を、本人が確認・訂正することができるものです。
　詳しくは市のホームページで確認してください。

公文書公開·自己情報開示請求
令和３年度は1３47件（前年度1244件）

　以下の対象施設・サービスを利用している人は、利用料の一部が償還払
い（※）により無償化の対象となります。

幼児教育・保育 無償化の
認可外保育施設等の利用料請求手続き

▪認可外保育施設（企業主導型保育事業を除く）
▪一時預かり事業　　　▪病児保育事業
▪ファミリー・サポート・センター事業（送迎のみの利用は対象外）

無償化について市からの「確認」を受けている
以下の施設・サービス

対象施設・サービス…

※施設等利用給付認定が未申請の人は保育入所課（0798・35・3160）に連絡を

市から施設等利用給付認定（新２号または新３号認定）を
受けた保護者

対象者…

※過去の利用分で請求漏れがある場合は、併せて請求できます。ただし、利用月
　の翌月1日から2年以内に請求が必要です。速やかに提出してください

受付期間…第1期分（4月～6月利用分）の受付期間は、7月1日～２9日
支払いは9月末頃を予定

※私立幼稚園、認定こども園（幼稚園として利用）と認可外保育施設等を併用
　している人には、幼稚園等を通して請求手続きの案内があります

問 保育幼稚園支援課（0798・35・3043）

ＨＰ
ＨＰ

▪市内の無償化対象施設について ➡ 
▪請求書ダウンロード、請求方法など ➡ 

手続きには、所定の請求書と利用施設等から受け取る各種書
類などが必要です。詳しくは市のホームページで確認を

80548234
78344031

（※）利用施設等に利用料をいったん支払い、その後市に請求することで、無償
化の上限金額の範囲内で払い戻しを受けること

令和4年（2022年）6月25日	 （3）



である▷同一職種の経験が25年以上
あり、中小企業に従事している（当該
経験に基づく技能の大部分を大企業や
官公庁で得た人を除く）▷現在もその
職に従事し、指導的立場にある▷各業
種団体（事業所を含む）か西宮商工会
議所または市長が特に推薦する人▷過
去にこの表彰を受けたことがない

花火禁止重点区域での
花火は終日禁止

　「快適な市民生活の確保に関する条
例」により、打ち上げ花火や大きな音
の出る花火(迷惑花火)は、以下の花火
禁止重点区域では、終日禁止です。な
お、重点区域以外でも、午後10時～
翌朝6時の迷惑花火は禁止です。皆さ
んのご理解・ご協力をお願いします。
　問合せは花と緑の課（0798・49・
6401）へ。
【花火禁止重点区域】甲子園浜海浜公
園（沖地区含む）▷香櫨園浜▷御前浜
▷西宮浜総合公園

　▪小曽根町1～4丁目での地籍調査
事業（街区境界調査）にご協力を　市
民の皆さんの土地と市の道路・水路と
の境界を調査・確認するため、6月下
旬～来年3月上旬に現地調査、測量、
立会い等を実施。問合せは土木調査課
（0798・35・3675）へ
　▪市立郷土資料館の臨時休館　展示
替えのため、７月5日～15日は休館。
問合せは市立郷土資料館（0798・
33・1298）へ

その他
　▪サマージャンボ宝くじ（市町村振
興宝くじ）を発売　期間は７月5日～8
月5日。収益金は市町の住み良いまち
づくりに活用。販売実績等に応じて交
付されるため、県内の宝くじ売り場ま
たはインターネットで購入を。問合せは
兵庫県市町村振興協会（078・322・
1151）へ

インフォメーションi
information

市から

広告主を募集

　市立中央病院は、「病院案内2022
年度版」の広告主を募集します。病院
案内は、各診療科の紹介・検査予約の
方法等を掲載したA4冊子で、市内お
よび芦屋・宝塚市内等の診療所や医療
従事者に11月上旬から配布します。
配布部数は1400部。
【広告料】半ページ…1万4500円以
上▷1ページ…2万9000円以上（いず
れも税抜き）
【申込】必要書類を6月26日～8月1
日（必着）に市立中央病院総務課（同
病 院3階☎0798・64・1515） へ。 
持参も可。募集要項・申込書は同課で
配布しているほか同病院のホームペー
ジからもダウンロード可

技能功労者表彰の推薦
7月２９日まで受付中

　市は、11月に表彰予定の技能功労
者表彰の推薦を受け付けています。
　この表彰は、優れた技能をもって社
会に貢献した人をたたえ、技能者の社
会的地位・技能水準の向上を目的とし
て行われるものです。
　候補者の推薦は、申込用紙を７月29
日までに労政課（勤労青少年ホーム1
階）へ。申込用紙は同課で配布してい
る ほ か、 市 の ホ ー ム ペ ー ジ（ HP
63162953）からもダウンロード可。
　 問 合 せ は 労 政 課（0798・35・
5286）へ。
【候補者の要件】次の要件を全て満た
す人▷10年以上市内に在住または在
勤し、今後も在住・在勤する▷極めて
優れた技能をもち、他の技能者の模範

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

西宮市西部総合処理センター焼却施設整備基本構想（素案）

内容
西部総合処理センター破砕選別施設解体跡地に、老朽化が進む西部総合処
理センター焼却施設の代替施設を整備するにあたり、東部総合処理センター
焼却施設との集約化検討を含め、今後の焼却施設の在り方を示す基本構想

担当課 施設整備課（西部総合処理センター管理棟３階☎0798・22・6601）

資料の
配布

６月２５日から担当課、環境総務課（市役所本庁舎８階）、市役所本庁舎1階
総合案内所横、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
※市のホームページからもダウンロード可

6月25日～7月25日に担当課か環境総務課へ窓口提出か郵送（消印有効）。
市のホームページ（ HP 20953337）、市公式LINEのメニューからも提出可

《意見の提出方法》

パブリックコメント 意見募集

　市は、下表施設の管理・運営を行う指定管理者（法人または団体）を募集し
ます。詳しくは募集要項または市のホームページをご覧ください。

指定管理者を募集

鳴尾老人福祉センター 市民ホール（フレンテ・甲東・プレラ・山口）、
市立ギャラリー（市民・北口）

指定期間 来年4月1日から５年間
募集要項

閲覧可能期間
６月２７日～７月８日
（担当課で配布・HP）

７月1日～８月３日
（HPのみ）

申込期間 ７月11日～２５日 ７月２７日～８月３日
（質疑の受付は７月11日～1９日）

市ＨＰ ６0７1５4８９ 1２３144２1

担当課
地域共生推進課

（市役所本庁舎３階）
☎0798・35・3286

文化振興課
（市役所本庁舎８階）
☎0798・35・3４25

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

6月27日～8月5日に保健予防課（保健所3階）へ郵送（消印有効）か、市のホー
ムページ、市公式LINEのメニュー（パブリックコメント）で受付。窓口提出も可

《意見の提出方法》
対象事務 予防接種に関する事務

問 保健予防課（0798・35・3308）

同課、市役所本庁舎1階総合案内所横、各支所・市民サービスセンター、
アクタ西宮ステーション　※市のホームページからもダウンロード可

《評価書の配布場所》

アシスタントの募集施設名・所在地 電話番号 説明会日程
にしのみや苑（甲山町） 0798・71・9210 ７/1５（金）
セントポーリア愛の郷（山口町上山口） 078・907・1165 ７/３0（土）
にしのみや聖徳園（段上町６丁目） 0798・5４・8885 ９/２６（月）いまづ聖徳園（今津港町）

近くの介護施設で働いてみませんか

ひょうごケア・アシスタントひょうごケア・アシスタント
　県は、介護施設で短時間の周辺業務（掃除や洗濯など。有給）に従事するひょ
うごケア・アシスタント推進事業を実施します。年齢・資格不問。申込は各
施設へ。詳しくは市のホームページをご覧ください。

説明会
開催

問 県高齢政策課（078・362・4401）

食品ロスをなくそう！

コロワでフードドライブ！コロワでフードドライブ！
　コロワ甲子園と市は、フードドライブ（家庭で余った食品を集め、福祉施設
等に無償で提供）を実施します。対象食品を3個以上寄付した人に、コロワ甲
子園グルメ券200円分をプレゼント（各日先着200人。1人1回限定）。詳し
くは市のホームページをご覧ください。

7/2・3
実施

問 美化企画課（0798・35・8653）

26116867ＨＰ

「自動販売機横のリサイクルボックスにごみを捨てないで！」６月は環境月間
カン・ビン・ペットボトルは大切な資源です。分別ルールを守り、リサイクルへご協力を！

【日　　時】７月２日（土）・３日（日）の午前11時～午後６時
【会　　場】コロワ甲子園３階フードコート
【対象食品】未開封▷賞味期限まで1カ月以上▷常温保存が可能（冷蔵・冷凍食品
　　　　　　以外）▷製造者か販売者の表示あり▷成分・アレルギー表示あり

にしのみや省エネチャレンジ 戸建住宅ZEH化、戸建住宅ZEH化、

内容
市内でネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）や高性
能建材を用いた既存住宅の断熱改修（断熱リフォーム）
の促進を目的に、対象経費の一部を補助
※詳細は市のホームページで確認を

補助額
▶ZEH…1戸につき1５万円
▶断熱リフォーム…一戸につき国から受けた補助金の
　　　　　　　　　８分の1（上限1５万円）

受付期間 ７月1日～来年３月３1日（予算が無くなり次第終了）

申込 所定の申請書と必要書類を同課へ郵送（消印有効）
※ZEH・断熱リフォーム共に、国の補助金の額の確定通知を受けている事が
　要件。申請を検討する場合、早めに販売施工業者等と確認を

市は、市内の二酸化炭素排出抑制に向けた取組を推進しています。地球にやさしい行動、始めませんか？

内容 応募方法

家電買い替え
キャンペーン

対象の省エネ家電へ買い替え、応募し
た人の中から抽選（※）でクオカードPay
かクオカード5000円分をプレゼント
（※）…前期・後期各７５人

次のいずれかの方法
▶市のホームページから
▶郵送
　封筒に応募用紙と必要書類を入れ
　て環境学習都市推進課へ
　エコライフ

キャンペーン

うちエコ診断を受診し、結果を提出し
た人の中から抽選（※）で①クオカー
ドPayかクオカード1000円分、または
②オリジナルマイボトルをプレゼント
（※）①…前期・後期各５0人
　　②…前期・後期各２５0人

※キャンペーンについて、詳しくは市のホームページで確認を

前期  7月1日～10月31日   後期  11月1日～来年2月2８日

74570424ＨＰ

86317272ＨＰ断熱リフォーム促進補助事業断熱リフォーム促進補助事業

応募用紙は７月1日から同課（市役所
本庁舎８階）、各支所・サービスセン
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

うちエコ診断もこちらから！

新制度

問問　環境学習都市推進課（0798・35・3818）

30582656ＨＰ
16880808ＨＰ

13816936ＨＰ
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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（7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 7月(一部8月)の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

6日(水)、14日(木)、
28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）

8月15日（月）・22日（月）
の13：30～16：00 北口 対象は令和4年10・11月出産予定の

初妊婦。定員24人。申込は7月12日から
はじめての
離乳食講座 15日（金）10：30～11：30 中央 対象は令和4年1・2月出生の第1子と

保護者。定員28人。申込は6月28日から

離乳食講座 12日（火）10：30～11：30 北口 対象は令和3年6月～10月出生の第1子と
保護者。定員24人。申込は6月30日から

山口・塩瀬
離乳食講習会

8月30日（火）
10：30～11：30

山口
公民館

対象は令和3年7月～4年3月出生の第
1子と保護者。定員10人。
申込は6月28日から山口へ

子どものアレ
ルギー講座 13日（水）10：00～11：15

Zoomによるオンライン配信。対象
はおおむね8か月～1歳9か月の子。
定員35人。申込は6月29日から市の
ホームページ（HP 51838455）から

ぜん息・アレ
ルギー相談 5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4年3月出生、10か月児健診…令和3年9月出生、
　　1歳6か月児健診…令和2年12月出生、3歳児健診…平成31年2月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談 27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

1日（ 金 ）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4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9：00～12：00 保健所

こころの悩みや生きづらさなどにつ
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
ストレス、不眠など心の悩みやひきこ
もりに関する相談。実施日に（0798・
35・5066）へ　※面接は要予約

ひきこもり青年
の家族交流会 14日（木）13：30～15：30 保健所 事前に面接が必要。

申込は（0798・35・5066）へ

精神保健福祉
相談

12日（火）13：20～14：00 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

14日（木）13：20～14：00 鳴尾
15日（金）13：20～14：00 北口
28日（木）13：20～14：00 中央

保健所家族教室 20日（水）13：30～15：30 江上
庁舎

対象は精神障害者の家族。
申込は（0798・26・3160）へ

歯科健康相談
13日（水）10：00～11：00 塩瀬 歯科医師による相談。申込は6月29

日から（0798・26・3667）へ14日（木）10：00～11：00 山口

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） 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▶令和5年…2023年

8月の健診（検診）

令和5年3月31日時点の年齢で確認を【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7月1日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※7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 8月の日程 申込
北口保健福祉センター
検診施設

月曜～金曜（祝・休日を除
く）の8:45～12:00

0798・61・7133…月曜～金曜
（祝・休日を除く）の8：45～17：15

▪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 8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）の8：45～17：15

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）
※このほかに、追加で実施する場合もあります

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▪

前立腺がん検診　50歳以上。1000円▪

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 8月（一部9月）の日程 申込
北口保健福祉センター
検診施設

月曜～金曜（祝・休日を除く）
の8：45～12：00

0798・61・7133…月曜～金曜
（祝・休日を除く）の8：45～17：15

西宮市医師会診療所 22日(月)・29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

塩瀬公民館
9月2日（金）9：00～15：30。
予約状況によって午前のみ
実施の場合あり

兵庫県健康財団（078・793・9333）
…7月21日～28日（土・日曜、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

40歳以上の対象者に
受診券を送付済み。
無料〔個  無料〕

長寿（後期高齢者）健康診査▪
対象者に受診券を送付済み。
無料〔個  無料〕

昨年度末に受診し
た人、特定保健指
導中の人は7月以
降に受診券を送付

発熱またはかぜ症状のある人は
必ず事前予約を

みやっ子

宮
野 

夏
羽
な
つ
は

（

歳
1

）

令和4年（2022年）6月25日	 （5）

令和４年度中に対象年齢を迎える人は、早めの受診をおすすめします



子 供・子育て子 供・子育て
Mommy&Me 英語で遊ぼう!

日・会  6月29日(水)、７月2７日（水）の
午前10時～…安井市民館▷７月20日

（水）午後3時～…コープ夙川
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）

親子でむし歯ZERO教室

日・会 ７月13日(水)…塩瀬公民館▷14
日(木)…山口保健福祉センター。いず
れも午前10時～
内 歯みがき指導、フッ化物塗布など
対 おおむね2歳～未就学児と保護者
定 各20組程度。先着順
申 6月29日午前8時45分から健康増
進課（26・366７）

よちよち広場～生活習慣について

日 ７月14日（木）午前9時45分～
対 未就学児と保護者
定 40人。当日先着順（受付は9時半から）
会・問 子育て総合センター（39・1521）

市立西宮高校 松柏講座

日・内 下表のとおり 
対 5歳～小学生と保護者
定 各回12組。多数の場合抽選
申 往復ハガキに講座名、参加希望日(第
2希望まで)、住所、参加者全員の氏名、
子の年齢・学年、電話番号を書き、７
月8日(消印有効)までに同校(〒662－
08７2高座町14－11７☎７4・6７11)
家族で挑戦～化石発掘体験
日 7月１９日(火)～22日（金）の午後2時半～
￥ 各回１組500円 
家族で挑戦～ペーパーストーンを作ろう
日 7月25日(月)～27日（水）の午後2時半～  
￥ 各回１組200円 

西宮市貝類館の催し

日・内 下表のとおり 
対 未就学児は保護者同伴
申 ①７月4日、②11日までに市HP
HP ７2７80858 問 同館（3７・0485）
①二枚貝のキーホルダー作り
日 7月１6日(土)の午前１0時半、午後１時半、
3時～ ￥ 各回１00円。別途要入館料 
定 各回8組。多数の場合抽選 
②貝と粘土の工作教室
日 7月23日(土)・24日（日）の午前１0時、午
後１時半～ 会 西宮浜公民館 ￥ 各回500円 
定 各回30人。多数の場合抽選

人形劇定期公演

日 ７月16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 ７月6日までに市HP HP 3７8631７4
問 文化振興課（35・3425）

大きなキャンバスに
気分は画家さん！

日 ７月29日（金）の①午前10時半、②
午後2時～
会 市民会館
対 ①1歳半～3歳、②4歳以上の未就
学児。いずれも保護者同伴
￥ 子供1人1600円
定 各回12組。多数の場合抽選
申 ７月16日までに西宮市文化振興財
団HP
問 同財団（33・3146）

夏休みエコいえ作り
体験ワークショップin船坂

日 8月７日（日）午前10時20分～
会 船坂里山学校
対 小学5・6年生と保護者。在学者可
￥ 1人500円  
定 15組。多数の場合抽選
申 ７月７日までに市HP HP 52７46960
問 すまいづくり推進課（35・3７７2）

伝統文化 いけばな教室

日 ７月～来年1月の第3日曜午後3時～
会 上甲子園公民館 
対 小・中学生
￥ 各880円 定 あり
申・問 同教室
（090・8146・5832…福武方、夜）

夏だ!みんなでスポーツしよう!

日・内 ７月18日（月・祝）の①午前8時～
…トライアスロン（スイム＆ラン）▷
②10時～…かけっこ教室▷③11時～
…走り方教室
対 ①4・5歳児～小学生、②4歳児～
小学1年生、③小学2年生～4年生
会 北夙川体育館 定 各30人。先着順
申・問 6月30日①午前9時、②10時、
③11時から電話でアスレチック・リ
エゾン・西宮事務局（７3・７581…西
宮スポーツセンター内）

夏休み親子紙すき教室

日 ７月26日（火）～29日（金）の午前10時～
会 リサイクルプラザ
内 牛乳パックを利用したハガキ作り
対 小学生と保護者
定 各10組。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、希望日、住所、
氏名、子の氏名・学年、電話番号を書
き、７月9日（消印有効）までに同プ
ラザ（〒662－0934西宮浜3丁目8☎
22・6655）

手話にふれる
夏休みおやこスクール

日 ７月28日（木）、8月8日（月）の午前
10時～。2回シリーズ
会 総合福祉センター
対 小学4年生～6年生と保護者。在学者可
定 15組。多数の場合抽選
申 ７月14日までに西宮市社会福祉協
議会HP
問 同協議会（31・3006）

夏休み親子消費者教室

日 ７月28日（木）午後2時～
会 北口図書館
内 ペットボトル風車を作ってエネル
ギーを知ろう
対 小学生と保護者 ￥ 1人220円
定 10組。多数の場合抽選
申  往復ハガキに催し名、住所、氏名、子
の氏名・学年、電話番号を書き、７月11日

（必着）までに消費生活センター（〒663
－8035北口町1－1☎69・315７）

森であそぼう！
昆虫博士をめざせ！

日 ７月31日（日）午前10時～
会 社家郷山 対 小学生とその家族 
￥ 1人500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、７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)

親子で学ぼう救急講習

日 ７月30日（土）の午前9時半、11時～
会 消防局 
対 小学4年生～6年生と保護者
定 各10組。先着順 
申 ７月8日から市HP HP 53316７36
問 救急課（38・65７７）

市立郷土資料館のサマースクール

日・内 下表のとおり 
会 市立郷土資料館 
対 小学5・6年生（①④は保護者同伴）
定 多数の場合抽選
申 ７月13日までに市HP HP 38864984
問 同館（33・1298）
①水うちわをつくろう
　～夏のくらしの工夫を学ぶ
日 7月30日(土)午前１0時～ ￥ １組300円 
定 5組１0人
②まわる民具・まわす民具 大実験！！
日 8月3日(水)午後１時半～ 定 １0人
③西宮砲台のポップアップカードを
　つくろう
日 8月5日(金)午後１時半～ 定 １0人
④こども考古学教室　
　～土器の文様を再現しよう
日 8月7日(日)午前１0時～ ￥ １組300円
定 5組１0人

芸　術芸　術
7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(中川理代さん) ※期間は１日～28日
ストリートギャラリー @ 札場筋
芦原むつみ保育所「あしはらむつみミュー
ジアム」※期間は１日～2９日
ららストリートギャラリー @ ららぽーと甲子園
貝類館パネル・標本展示 
※期間27日まで(6月も展示中)
※展示替えのため鑑賞できない場合あり

西宮市展

日 ７月2日（土）～9日（土）の午前10時～
午後5時（9日は3時まで）。4日は休館
会 市民ギャラリー
内 洋画、日本画、デザイン、書、写真、
彫塑・立体、工芸
問 西宮市文化振興財団（33・3146）

Nishinomiya パリ祭

日 ７月8日（金）午後2時～
会 プレラホール
内 シャンソンコンサート
￥ 2500円 定 あり
申・問 シャンソン・エ・ブリランテ
（090・8984・0502…柚木方）

県立西宮高校音楽科生による
ティーンズ・サマー・コンサート

日 ７月21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、７月6日（必着）までに
文化振興課（〒662－856７六湛寺町
10－3☎35・3425）

◎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

健康増進課（0798・26・3667）問

～保健師のひとりごと～

健康づくりコラム6月

熱中症は予防が大切。暑さ指数も参考に

小坂保健師

◆◆
　日に日に暑くなり、本格的な夏が近づいてきました。今年は感染対策
を図りながら、少しずつ夏のイベントの開催も増えてくるようです。気
温や湿度が高く、日差しが強い屋外では、熱中症のリスクが高くなり、
対策が必須です。水分補給は水や麦茶で。汗をたくさんかいた時は、
スポーツドリンク等で塩分も補給しま
しょう。緑茶、コーヒー、アルコール飲
料は利尿作用があるため脱水になり、熱
中症にかかりやすくなってしまいます。
　熱中症予防の指標になる暑さ指数（WBGT）は、環
境省のホームページから確認できます。暑さ指数も参
考に熱中症を予防し、今年の夏も元気に過ごしましょう。

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

熱中症の予防ポイントを
本紙１面で紹介！
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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）



講座・講演会講座・講演会
西宮ストークス選手と学ぶ
熱中症対策セミナー

日 ７月10日（日）午前10時～
会 職員会館 対 小学生以下保護者同伴
定 50人。先着順
申 6月29日午前9時から市HP
HP 41266020
問 スポーツ推進課（35・3426）

西宮文学案内 前期講座

日・内 下表のとおり  ￥ 各500円
定 ①200人、②③各７0人。多数の場合抽選
申 ７月７日までに西宮市文化振興財団HP
問 同財団（33・3113）
①井上靖の描く関西・西宮
日 8月5日（金）午後3時～ 会 勤労会館ホール
②西宮ゆかりの作家 藤本義一の思い出
日 8月26日（金）午後3時～ 会 大学交流センター
③西宮に住んだ文化人とノーベル賞との関係
日 ９月25日（日）午後2時～ 会 大学交流センター

資格取得準備講座

日・内 下表のとおり 
会 若竹生活文化会館 対 在勤・在学者可
定 各20人。多数の場合抽選
申 ７月8日までに市HP
HP ①18７７5410、②8７846250
問 同館（6７・７1７1）
①ビジネス文書２級
日 8月22日 ～１１月2１日 の 月 曜 午 後2時
～。１0回シリーズ ￥ 6000円
②ファイナンシャル・プランニング
　技能士3級
日 8月25日～来年１月１９日の木曜午後2時
～。１6回シリーズ ￥ 7400円

催　し催　し
「読んでごらんおもしろいよ」
選定図書の巡回展示

日・会 下表のとおり
問 中央図書館（33・0189）

会場 日程
中央図書館 7月１日（金）～１6日（土）
鳴尾図書館 7月2１日（木）～8月2日（火）
北口図書館 8月5日（金）～１8日（木）
北部図書館 8月20日（土）～3１日（水）
※開館時間中に児童コーナーで展示。いず
れも月曜、第１木曜休館

海底ゴミの引き上げ清掃見学

日 ７月2日（土）の午前10時15分～11時半
会 鳴尾浜臨海公園海づり広場
￥ 要入場料 問 同広場（40・７650）

ツーツーシキュー
消防テレホンサービス
0798・22・9999

７月1日～15日…放火対策につい
て▷16日～31日…熱中症予防に
ついて

　西宮市私立保育協会は、保育士就職フェアを開催します。対象は
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です。時
間帯や申込など詳しくは、市のホームページでご確認ください。

7/3 保育士就職フェアを開催

日時 会場
内容

７月3日（日）の午後1時～4時半（3部制） 西宮神社会館（社家町）

市内で私立保育所等を運営する2７法人の個別ブース等

問 西宮市私立保育協会（0798・39・8344）ＨＰ 14508696

きのこ観察会

日 ７月2日（土）午前10時半～
会 甲山森林公園 内 中級者向け
対 小学生以上 定 あり 
申・問 同公園管理事務所（７3・4600）

であい市門戸厄神

日 ７月3日（日）の午前10時～午後3時
会 門戸厄神東光寺
内 フリーマーケットや体験学習など
問 同実行委員会（54・6７33）

展示＆ブックフェア「平和を想う」

日 ７月8日(金)～8月3日（水）の午前9
時～午後8時（土・日曜、祝・休日は6
時まで）。月曜、７月19日休館
会・問 北口図書館（69・3151）

健康・福祉健康・福祉
湯友講座

日・会 下表のとおり
内 ①介護予防講師による講義等、②
介護予防講師による腰痛対策等、③認
知症ケア専門士による認知症予防講
座、④フレイル予防
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（7月） 会場（浴場）
① １日（金）午後１時半～ 新湯
② 5日（火）午後１時～ クア武庫川
③ １3日（水）午後１時半～ 双葉温泉

④ １4日（木）午後１時１5分～ 浜田温泉
１９日（火）午後１時半～ 大箇温泉

スクール・資格スクール・資格
甲種防火管理新規講習

日 8月4日（木）・5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 約50人。多数の場合抽選
申 6月30日～７月７日に市HP HP 854７551７ 
問 消防局予防課（32・７316）

クリーニング師試験

日 8月23日（火）午前10時～
会 ビューティーアーツ神戸 日本高等
美容専門学校（神戸市）
対 中学校卒業以上など ￥ ７000円
申 ７月4日～8日に生活環境課
(26・3692)

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
西宮スポーツセンターの催し

日・内 下表のとおり
からだを知ろう☆コグニケア体験会
日・会  ①7月１９日（火）の午前９時、１１時
～…松原体育館▷②7月20日（水）の午前９
時半、午後１時～…塩瀬体育館
対 50歳以上 ￥ 各回300円 定 各回①40
人、②20人。先着順 申 6月2９日午前１0
時から電話で同センター（73・758１）
水泳教室
日 7月26日（火）～2９日（金）、8月１日（月）
～5日（金）の午前8時半～ 会 樋之池プール 
対 小学生 ￥ 各回800円 定 各30人。先着
順 申 6月30日 午 前１0時 か ら 同 プ ー ル
（70・１９32）

遊ぼう屋 里山の昆虫観察会

日 ７月23日（土）午前10時～
会 社家郷山キャンプ場
対 小学生以上 ￥ 1人500円
定 20人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、住所、参加
者全員の氏名・年齢、電話番号を書き、
７月11日(必着)までに甲山自然環境セ
ン タ ー (〒662－0001甲 山 町6７☎
７2・003７）

相　談相　談
司法書士・弁護士・税理士に
よる相続相談会

日 ７月3日（日）午後1時半～
会 市民会館 定 あり
申・問 ウィズ法務司法書士事務所

（22・2250）

長生き対策＆終活 七夕相談会

日 ７月７日（木）午後2時～
会 フレンテホール練習室 定 あり
申・問 相続総合相談センター（0120・
640・339）

※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（7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。7月のテーマは「御台場築造～西
宮・今津の砲台」。ゲストティーチャー
は市立郷土資料館学芸員の瀬尾晶太さ
ん、中谷真悠香さん、椿原佳恵さん　
※放送終了後は、市のホームページ（ HP
54１4９6１９）から音声配信あり

ほけんしょ情報広場
日 月曜午後１時から5分間 内 健診(検
診)や予防接種、熱中症や禁煙など身近
な健康情報を保健所職員が紹介

人事募集
市の会計年度任用職員B
問 人事課（35・35１4）
夏休み期間の児童館行事の補助・遊びの指導
内 週2～6日で１日4時間～7時間勤務　
※児童館によって異なる ￥ 日額4500円
以上 申 履歴書（写真貼付）、会計年度任
用職員B登録票、保育士・教員免許取得者
は資格証の写しを同課へ持参か郵送

市立保育所の会計年度任用職員A
問 保育所事業課（35・3１84） 
フルタイム調理員
内 月曜～金曜の午前8時１5分～午後4時45
分 対 調理師または栄養士免許取得者(保育
所給食調理経験者が望ましい） 
￥ 月額2１万76９5円以上。賞与あり 
定 若干名 ※１次試験は7月１９日
申 7月１１日までに同課（必着）
HP 22600568　※詳細は市HPで確認を

消費生活センター 7月の相談会

日 12日（火）、26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）

月分7
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）

4日（月）～１0日（日）、１8日（月・祝）～２4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
１１日（月）～１7日（日）、２5日（月）～3１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
4日（月）～3１日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を
紹介

【期間】7月～９月の月曜～金曜
【時間】午前8時25分～午後4時40分
【日給】8850円
▷交通費実費支給 
▷勤務期間は応相談
詳しくは

【問合せ】保育所事業課（35・3９06）

夏の市立保育所
アルバイト募集

ＨＰ 49495374

※保育士未登録者は7800円

市立中央病院の会計年度任用職員A
申・問 同病院人事給与課（64・１5１5）
医療ソーシャルワーカー
内 市立中央病院での患者総合支援センター
業務。月曜～金曜の午前8時半～午後3時
１5分 対 社会福祉士免許取得者で実務経験
が１年以上ある人 
￥ 月額2１万8200円。賞与あり 定 １人 
HP ９4654807　※詳細は市HPで確認を

令和4年（2022年）6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)
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第1期に参加している人 第1期に参加していない人
→新たに申込は不要です →募集期間中にぜひ申込を

第2期から対象となる人には、
申込書・募集要項を送付します

：交付申請書(配架場所は下記窓口)と顔写真が必要です
▶市民課(市役所本庁舎1階)　▶アクタ西宮ステーション
▶各支所・市民サービスセンター

通知カード(マイナンバーが記載された紙製のカード)
※各窓口で無料撮影サービスあり顔写真

● カードの申請方法は全部で5種類

● カード申請の支援窓口を開設

運転免許証等の本人確認書類※詳細はコールセンターへ

スマートフォン
パソコン
まちなかの証明写真機
郵送
来庁

にしのみや市民祭り

HPからも
入手可

10月22日(土)に市役所本庁舎周辺で「にしのみや市民祭り」を開催します。

図書館の利用登録を行っている市民（在勤・在学者可）

▶市民協働推進課（市役所本庁舎７階）
▶各支所・市民サービスセンター
▶アクタ西宮ステーション

まずは借出券を持って、各図書館・分室窓口へ
(借出券を持っていない人は、図書館の利用登録を)

配布
場所

募集イベント等 内容 主な対象 締切
パフォーマンス in 西宮 ダンスやパフォーマンス

市民団体
グループ 7/29

西宮ミュージックライブ バンド演奏
Dancing☆甲子園☆ ストリートダンス競技大会

大学コーナー 販売や展示、体験等 大学生
市民ボランティア

当日の運営ボランティア
市民

8/31企業・団体ボランティア
企業・団体

協賛企業・団体 市民祭りへの協賛

開催日 受付時間 会場
6月 26日(日)まで   9:30～17:30 西宮浜公民館

7月

  2日(土)～  4日(月) 10:00～17:30 さらら仁川3階(宝塚市)
  8日(金)～10日(日) 10:00～18:00 アクタ西宮東館2階中央ひろば
16日(土)～18日(月・祝) 11:00～19:00 ららぽーと甲子園2階(オーシャンライドコート横)
22日(金)～24日(日)

10:00～18:00
ギャラリーフレンテ

29日(金)～31日(日) メルカードむこがわ三角広場横

8月 11日(木)～15日(月)
アクタ西宮東館2階中央ひろば

11:00～19:00 ららぽーと甲子園2階(オーシャンライドコート横)

にしのみや市民祭り協議会事務局
（0798・35・3458…市民協働推進課内）問

10 22
土( )

3年ぶりの現地開催

クラシック中心に200万曲以上を、パソコン・スマホで気軽に聴けます

人生100年時代。いつまでも元気に生き生き過ごすための健康習慣を、
ポイントを貯めながら「楽しく」「気軽に」始めてみませんか。

!

募集要項を確認の上、申込書の提出を 

中央図書館（0798・33・0189）問

期日前投票会場

期間 7月9日（土）まで
午前8時半（★は10時）～午後8時

7月2日（土）～9日（土）
午前8時半～午後8時

場所

選挙管理委員会事務局（市役所東館7階）鳴尾支所
塩瀬支所 瓦木公民館
大学交流センター（★） 甲東支所
ららぽーと甲子園（★） 山口支所

選挙管理委員会（0798・35・3732）問 ＨＰ92381395

ＨＰ76769939

60922344ＨＰ

図書館HP

健康ポイント西宮市

活動量計 スマホアプリコースお好きなコースを選択！ コース

※定員(各コース5000人)になり次第終了募集期間 6月25日～8月5日
実施期間

(ポイント獲得期間) 10月1日～来年9月30日

※令和4年(2022年)4月1日時点対象 70歳以上の市民
※活動量計コースは、送料1000円程度負担参加費 無料

(㈱タニタヘルスリンク内)西宮市健康ポイント事業運営事務局
☎0120・539・149問合せ

(月曜～金曜の9:00～18:00。土・日曜、祝・休日休み)

第2期

▶市役所第二庁舎1階ロビー (本庁舎1階から移転しました)
▶アクタ西宮ステーション　▶各支所窓 口

手続きが不安な人はご利用ください

本人確認書類を持って、お気軽に！

9月末までにカードを
申請した人が対象

Aは受付中。 B C のポイント
申込開始は6月30日午後予定
申込方法等詳細は、総務省HPで
確認を(市HPにリンクあり)

※

西宮市マイナポイント支援コールセンター（0798・98・2616）問

西宮市マイナンバーコールセンター（0798・30・6001）問

63147267ＨＰ
詳細はHPへ

窓　口

その他マイナンバーに関することは、
(国)マイナンバー総合フリーダイヤル（0120・95・0178）へ

対象

利用
方法

美化企画課（0798・35・8653）問

事業系・可燃ごみは
事業者の皆さんへ

事業系指定ごみ袋の使用を

持ち物

カード発行までは
申請から2カ月以上
かかります

56047095ＨＰ

マイナンバーカードの
新規取得等

円分5,000

健康保険証としての
利用申込

円分7,500

公金受取口座の
登録

円分7,500

A B C

8・9月は混雑の恐れあり。
申請はお早めに！

マイナンバーカードの申請方法

事業系廃棄物対策課
（0798・35・0185）、施 設
管理課（0798・22・6601）

問

募集 出演団体・ ・ボランティア 協賛企業
一緒に盛り上げよう !

７/10（日）参議院議員通常選挙
投票日に予定がある人は期日前投票へ

●袋の素材には炭酸カルシウムを20%以上配合しています。
●プラスチック使用量を抑え、製造・焼却時のＣＯ2排出量削減に
　貢献しています。

ダミー

その他プラ
た

西 宮 市 指 定 袋 家 庭 用 L30に し の み や   し  し て い ぶくろ

し ょ う に ん ば ん ご う

【承認番号 000000000】

か 　 　 て 　 い 　 よ  う

がついた袋・包装類、パック・容器類、
トレイ、ボトル類など

ふくろ ほ う そ う る い よ う き る い

る い

な か  み

よ ご と の ぞ

か ら

中身を空にして、
汚れを取り除いてください。

Household use   가정용  家庭用   Dùng cho gia đình   
Lixo Doméstico   Basura doméstica    Déchets ménagers

しゅうしゅうとう　じ　つ ご　ぜ　ん じかなら き ば し ょ だ

※その他プラ以外のごみが入っていると収集できません。※必ず、収集当日の午前８時までに決められた場所へお出しください。　　
い 　が いた は い しゅうしゅう

Be sure to deposit your refuse in the designated locations by 8:00 am on each collection day

Assurez-vous de les déposer à l’emplacement prévu avant 8h00 le jour de la collecte

请在收集日早晨8点以前投放于指定场所

Coloque no local designado até as 8 horas do dia da coleta

Vui lòng để rác vào khu vực quy định trước 8 giờ sáng ngày thu gom rác

반드시 수거요일 오전８시까지 지정된 장소에 배출해주십시오

Debe sacar sin falta la basura al lugar designado antes de las 8:00 a.m. del día de la recogida

Plastic containers and packaging with recycling mark

带有这个标记的塑料容器和包装

가 있는 플라스틱제 포장용기

Các vật dụng có ký hiệu　   ： Đồ đựng nhựa gia dụng • Túi nilon

Recipientes e embalagens de plástico com a marca

Envases y envoltorios de plástico con el símbolo 

Contenants et emballages en plastique avec 

西 宮 市 指 定 袋 家 庭 用 L

もやすごみ

45

生ごみ、皮革、プラスチック製品
ゴム類、再資源化できない紙・布など

な ま ひ 　か く せ い ひ ん

る い さ い し げ ん か

か 　 　 て 　 い 　 よ  う

か み ぬ の

し ょ う に ん ば ん ご う

【承認番号 000000000】

容 器 包 装
プラスチックを除く

よ う き ほ う そ う

のぞ（　 　　 ）、

に し の み や 　し 　 し 　て い ぶくろ

しゅうしゅうとう　じ　つ ご　ぜ　ん じかなら き ば し ょ だ

※もやすごみ以外のごみが入っていると収集できません。※必ず、収集当日の午前８時までに決められた場所へお出しください。　　
い 　が い は い しゅうしゅう

Be sure to deposit your refuse in the designated 
locations by 8:00 am on each collection day

반드시 수거요일 오전８시까지 지정된 

장소에 배출해주십시오

请在收集日早晨8点以前投放于指定场所

Coloque no local designado até as 8 horas 
do dia da coleta

Burnable
refuse

타는 쓰레기

可燃垃圾

Lixo 
In�amável

Assurez-vous de les déposer à l’emplacement 
prévu avant 8h00 le jour de la collecte

Déchets
combustibles

Rác cháy
được

Vui lòng để rác vào khu vực quy định trước 8 giờ 
sáng ngày thu gom rác

Debe sacar sin falta la basura al lugar designado
antes de las 8:00 a.m. del día de la recogida

Basura
incinerable

Household use   가정용  家庭用   Dùng cho gia đình   
Lixo Doméstico   Basura doméstica   Déchets ménagers
  

etc

●袋の素材には炭酸カルシウムを20%以上配合しています。
●プラスチック使用量を抑え、製造・焼却時のＣＯ2排出量削減に
　貢献しています。

ダミー

7 1 指定袋以外
収集できません集できません

月 日から で出された

「もやすごみ」「その他プラ」は

指定ごみ袋制度 暫定措置期間は6月30日まで

市立図書館

はじめました音楽配信サービス

便利なマイナンバーカード

もう取得しましたか？

●マイナポイント申込の支援窓口

● マイナポイント受取までの流れ
カードを準備 マイナポイントの申込2

3
2
1

5
4

1

マイナ
ポイント
第2弾 最大 円分もらえる！20,000

コンビニで
住民票がとれる

各種行政手続が
オンラインでできる

健康保険証として
使える

マイナンバーカードを使って申込すると

（８）� 令和4年（2022年）6月25日

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