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記事内の８桁のページ番号を、市の
ホームページの検索ボックスに入力
すると､該当ページをご覧いただけます

西宮市ホームページ

市の情報を発信中

　アスリート先生派遣事業は、「西宮こどもの『ゆめ』育みプロジェクト」に位置付け
た事業として、企業版ふるさと納税の対象となっています。市では、このほかにも、
市の地方創生に資する事業に対して企業からの寄附を受け付けています。詳しくは
市のホームページでご確認ください。問合せは政策推進課（0798・35・3666）へ。 HP 90818974

アスリート先生派遣事業は

企業版ふるさと納税の対象です

夢をかなえる子供たちへ

アスレチック・リエゾン・西宮
会長の朝原宣治さん

　「アスリート先生派遣事業」は、市立学校園を対象に、西宮に
ゆかりのあるトップアスリートを授業や部活動に講師として派遣
し、子供たちの技術向上を図るとともに、子供たちに夢や希望を
もつ大切さを伝えています。また、指導者向けの研修会や講習会
なども実施し、指導力の向上を目指します。

問 スポーツ推進課（0798・35・3426）

アスレチック・リエゾン・西宮

※運営はアスレチック・リエゾン・西宮事務局が行います

　西宮市は、プロスポーツ団体、大学やスポーツ
クラブ、個人アスリートなど、スポーツ資産に
恵まれています。私たちアスリートがその技術
や経験を生かし、子供たちに直接指導すること
が子供たちにとって良い経験となり、スポーツ
の楽しさを知ることにつながるよう、活動を広
げていきたいと思います。

走り方のコツを教えて
もらえたから、走ることが
楽しくなったよ！

メリット

1

2

アスリート先生派遣
事業を紹介

小・中学校の授業で
実技指導や講演会を開催

アスリート先生派遣事業アスリート先生派遣事業とは
今年度から今年度から
スタートスタート

できることを伸ばして
自分が挑戦したいことが見つかる

寄附寄附
募集募集

私たちが教えます！私たちが教えます！私たちが教えます！私たちが教えます！

メリット

▲授業に参加した児童

朝原宣治（陸上）朝原宣治（陸上）

中学生に
は部活動

での

実技指導
も行いま

す

体育の指導者を対象に研修会や講演会も開催

スポーツの魅力スポーツの魅力をを子
供たちへ子供たちへ

体を動かす楽しさや
自分の得意なことを知るきっかけになる

▲荒川さんを講師に迎えた
「アスリート先生派遣事業」
授業の様子

西宮スポーツセンター

水口栄二（野球）水口栄二（野球） 荒川大輔（陸上）荒川大輔（陸上） 中村友梨香（陸上）中村友梨香（陸上） 朴康造（サッカー）朴康造（サッカー） 西内洋行西内洋行（トライアスロン）（トライアスロン） 松岡亮輔（サッカー）松岡亮輔（サッカー）

新型コロナウイルス感染症関連情報は２面に掲載



国制度

5万円

　市は、来年4月採用の職員を募集します。募集要項は、10月25日から
市のホームページで入手できます。

来年４月採用

職種・定員 対象要件 基本給月額 HP

保育士
（経験者）
若干名

昭和38年（1963年）4月2日～平成6年（199
4年）4月1日に出生し、保育士登録を受けて
いる人。来年3月31日時点で、所定施設等
での5年以上の実務経験要

21万9190円
～

28万6695円
81603525

調理員
（保育所給食）
若干名

昭和38年（1963年）4月2日以降に出生し、
調理師または栄養士免許を所持している
人。来年3月31日時点で、所定施設等での
5年以上の実務経験要

17万8940円
～

29万5205円
36535257

※基本給月額は令和4年（2022年）4月1日現在の額。経歴、給与改定などにより異なる
　場合あり。また、別途諸手当あり

職種・定員 対象要件 基本給月額 HP
Ⓐ衛生作業員
10人程度

昭和62年（1987年）4月2日以降に出生
した、以下の免許を所持している人（来
年3月末までに取得見込みも可）
▷ⒶⒸ平成29年(2017年)3月12日施行
の改正道路交通法に基づく大型自動車免
許、中型自動車免許または準中型自動車
免許（車両総重量5㌧以上の自動車が運転
可能な免許）。ⒸはAT限定不可
▷Ⓑボイラー技士またはクレーン・デ
リック運転士免許（クレーン限定も可）

17万315円
以上

62960319
Ⓑ施設技能員

3人
17万1580円
以上

Ⓒ水道業務員
２人

17万315円
以上 77140542

※基本給月額は令和4年（2022年）4月1日現在の額。経歴、給与改定などにより異なる
　場合あり。また、別途諸手当あり

0120・000・273
西宮市緊急支援給付金コールセンター

(土・日曜、祝・休日を除く)

令和4年（2022年）9月30日時点で住民登録があり、
世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯

11月初旬から対象世帯に確認書を順次送付。
確認書の返信を
※確認書の返送を受けた後、おおむね3週間後に口座振込

※新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年1月以降の家計
　急変世帯に対する臨時特別給付金の支給をすでに受けた世帯で、
　世帯状況に変更がない場合は申請書を市から送付予定

住民税非課税世帯以外で令和4年（2022年）1月～12月までの
家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当（※）となった世帯

11月初旬から申請書の受付を開始予定

●住民税非課税世帯 ●家計急変世帯
対象 対象

（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）

（※）世帯全員の年収見込額が住民税均等割非課税世帯水準以下

詳細は市のホーム
ページで確認を

問 水道業務員…上下水道総務課（0798・32・2200）
その他職種…人事課（0798・35・3549）

詳細な要件や試験日等は、１０月２５日から市のホームページで確認を

①は11月1日、②は7日までに市のホームページから申込

ＨＰ 45137536

オミクロン株対応ワクチン

6カ月～4歳用6カ月～4歳用
ワクチン接種ワクチン接種がが始まります始まります

　市は、9月下旬からオミクロン株「BA.1」対応の新型コロナワクチン
接種を進めていましたが、オミクロン株「BA.4－5」に対応したワクチ
ンが国で承認されたため、使用するワクチンを順次移行しています。

主
な
質
問
と
回
答

初回(1・２回目)接種を完了し、前回の接種日から
5カ月(※)以上経過している1２歳以上の人

　接種券は11月中旬に発送します。接種するワクチ
ンの種類や予約方法など、詳しくは市のホームページ
で確認してください。

ワクチン接種は強制ではありません。体質や持病等で、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

阪神西宮会場(産所町10－２)、市立中央病院、塩瀬公民館、山口ホール、甲子園特設会場
予約は市HPまたはコールセンターへ

予約は医療機関へ直接または市HP、コールセンターへ

オミクロン株対応ワクチンの接種は1人1回
※新型コロナワクチン接種が受けられる期間は来年3月末まで

11月中旬から開始 接種回数・間隔 初回接種の接種回数は3回です

1回目 3週間 ８週間2回目 3回目

県実施の新型コロナワクチン接種センター・西宮会場（アクタ西宮西館2階）
については、県HPまたは県コールセンター（0570・033・185）で確認を

10/19時点情報
新型コロナウイルス感染症関連情報

使用するワクチンの種類が変わります
BA.1 BA.4－5

接種対象者
（※）接種間隔は10月中に3カ月以上に変更となる見込みです

接種会場・使用ワクチン・予約方法

0798・26・2240 0798・33・1174FAX
(土・日曜、祝・休日は17:00まで)9:00～19:00受付時間：

個別医療機関

新型コロナウイルス
医療相談窓口

10月27日以降にファイザー社（BA.4－５対応）へ順次移行

10月2５日からファイザー社（BA.4－５対応）へ移行集団接種会場

10月26日から予約開始

ワクチン接種情報 受付時間：9:00～17:30(土・日曜、祝・休日も受付)
0120・622・999新型コロナワクチン接種

コールセンター

8:45～17:30受付時間：

②保育士（経験者）・調理員（保育所給食）

①衛生作業員・施設技能員・水道業務員

市職員を募集

電力・ガス・食料品等電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金価格高騰緊急支援給付金

職種 対象者 基本給月額 定員 HP

看護師
（中途・経験者）

昭和52年(1977年)4月2日以降
に出生した看護師免許取得者

23万4255円
～

37万2830円
若干名 59295831

※�基本給月額は令和4年（2022年）1月1日時点の額。経歴、給与改定などにより異
なる場合あり。別途諸手当あり

　市立中央病院は、看護師を募集します。募集要項・申込書は、同病院人
事給与課（同病院3階）や市のホームページから入手できます。

中途・経験者採用

市立中央病院  看護師を募集

問 市立中央病院人事給与課（0798・64・1515）

申込書など必要書類を来年2月10日までの午前8時半～午後5時
（土・日曜、祝・休日を除く）に同病院人事給与課へ持参か郵送(必着)を申込

※試験日と採用日は申込受付日で決定。詳しくは市のホームページで確認を

（2）� 令和4年（2022年）10月25日



官公署から

11月は労働保険未手続事業
一掃強化期間

　事業者が労働者を一人でも雇い入れ
た場合は、原則として労働保険の適用
事業となり、事業主は労働保険の加入
手続きを行い、保険料を納付すること
が義務付けられています。
　まだ労働保険の加入手続きをしてい
ない事業主は、今すぐ最寄りの労働基
準監督署または公共職業安定所に連絡
をして、加入手続きを確認してくださ
い。
　問合せは西宮公共職業安定所
（0798・22・8613）へ。

善意の寄託善意の寄託
【8月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造、竹下みち子、匿
名1件＝合計1万5099円� （敬称略）

　市は、介護保険制度のもと提供される「家事援助限定型訪問サービス（掃
除・洗濯・買物など）」の新たな担い手の養成を目的に、３日間の研修（座
学）を実施します。研修修了後に、同サービスを行う民間法人に採用され
ると、介護予防・生活支援員として働くことができます。

日程 会場 申込

12月5日（月）・7日（水）・
12日（月）の午前10時～

市民
会館

11月29日までにソラスト
（06・6265・8555…月曜～金曜の午前9時
～午後5時半。土・日曜、祝・休日を除く）

※受講料無料。定員あり。詳しくは市のホームページをご覧ください

福祉のまちづくり課（0798・３５・３１３５）問 ＨＰ 47327167

インフォメーションi
information

市から

11月2日　南海トラフ地震等に
備えた訓練を実施

　11月2日（水）午前10時から、西宮市
を含む県内対象地域で一斉に津波避難
訓練を実施します。同訓練では、防災
スピーカーや皆さんの携帯電話に「緊
急速報メール」が大きな音とともに届
きます。次の行動をとり、避難方法を
考えましょう。問合せは災害対策課
（0798・35・3626）へ。
【午前10時…地震発生】シェイクア
ウト（安全確保行動）訓練を行い、安
全な行動を身に付ける▷家具の配置場
所を見直す等、転倒防止対策を行う
【午前10時2分頃…大津波警報発表・
避難指示】強い揺れや弱くても長い揺
れがあった場合には、津波の発生があ
ることを考える▷津波浸水想定区域の
人は、津波から避難する方法を確認

　◆11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
　◆11月9日～15日は「秋の火災予
防運動」期間　消防局は、市民の皆さ
んに防火意識を高めてもらうため、期
間中に立入検査等を実施。問合せは消
防局予防課（0798・32・7313）、
または各消防署へ

　西宮浜・甲子園浜料金所はETC
車専用です。現金での利用など、
ETC車載器を設置していない車両
は、誤って進入することのないよう
にご注意ください。
　現金での利用は同湾岸線の鳴尾
浜・南芦屋浜料金所のご利用を。
【問合せ】阪神高速お客さまセン
ター（06・6576・1484）

西宮浜・甲子園浜
料金所はETC専用

阪神高速5号湾岸線

！

　火事や救急で119番通報するときは、落ち着いて用件をしっかり伝
えましょう。　※いたずら電話などは絶対にやめましょう

火災 救急
①第一声 「火事です」 「救急です」

②場　所 市名・町名・番地・マンション名など

③内　容 どこで何が燃えているか、
逃げ遅れた人がいるか

けがや病気の内容、
傷病者の人数・性別・年齢

④氏　名 通報者の名前、電話番号など

問 消防局指令課（0798・26・0１１9）

問 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
 　（0１20・20５・５５３…午前9時～午後５時。土・日曜、祝・休日を除く）

　来年10月1日からインボイス制度が始まります。制度開始以降は、登録
していない事業者の発行する請求書では取引先が消費税の仕入税額控除を
できなくなります（経過措置あり）。登録申請を来年３月３1日までに行うと、
制度開始時に間に合います。

インボイス登録をしないとどうなるの？

HP 60454114インボイス制度説明会を開催します
【日時】�11月2日(水)・17日(木) 

12月5日(月)・22日(木) 
いずれも午後2時～

【会場】西宮税務署別館

【定員】あり
【申込】各開催日の3日前までに西宮税務署（0798・34・3930）へ電話
          ※自動音声案内で「2」を選択

　市と教育委員会は、放課後等に学校施設や社会教育施設を活用し、
子供の自主的な活動の場をつくる「放課後キッズルーム事業」を進め
ています。事業の実施にあたり、見守りや子供たちへの声掛け等を行
う「見守りサポーター（有償）」を募集します。

活動場所 深津小学校 瓦林小学校
活動開始予定 登録手続き完了後

活動日時
下記の時間内の希望日・時間帯での活動
・給食実施日の放課後や夏季休業中の午前中
・活動時間はおおむね放課後から下校時刻まで

謝礼金 ・1回の活動につき2000円（交通費・所得税込み）
・活動時間が2時間未満の場合は1000円、1時間未満は支給なし

申込 等
11月30日(必着)までに登録申込書等(※)を
地域学校協働課（市役所本庁舎6階）へ　
(※)同課、市のホームページから入手可

ＨＰ 62116473問 地域学校協働課（0798・３５・３6５2）

　教育委員会は、来年度の「髙橋・廣藤・藤田奨学生」を募集します。
所得制限あり。各奨学金は併願できますが、採用の重複はありません。
　願書は学事課（市役所本庁舎6階）や、市のホームページから入手可。
金額など詳細は市のホームページで確認を。

詳しくは
国税庁HPで
確認を

ＨＰ 13921490問 学事課（0798・３５・３8１7）

奨学生・定員 資格
給付

（各1人）
髙橋

来年４月に修業年限４年以上の大学へ進学しようとする人
廣藤

貸付
（2人） 藤田

来年４月に修業年限４年以上の大学、修業年限3年以上の短大・
専修学校専門課程（医療・衛生・社会福祉関係学科に限る）、
修業年限2年以上の介護福祉士養成施設へ進学しようとする人

11/11
まで

市が公募する他の奨学金（藤田奨学生は市以外を含む）を受けない▷学校
長の推薦を受けている（髙橋奨学生は各校1人のみ）▷保護者が市内在住

申込 必要書類を11月11日までに同課へ持参か郵送（必着）を。選考あり
※髙橋奨学生は作文あり

　西宮市コロナ離職者就労支援事業「Re:work（りわーく）にしのみ
や」は、合同企業説明会を開催します。どなたでも参加できますので、
ぜひお申し込みください。参加費無料。

問 Re:workにしのみや（0798・2３・１１５３）

11/
2４・2５

対象 ※以下の全てを満たす人

【日時】11月2４日（木）・25日（金）の正午～午後４時
【会場】フレンテホール
【参加企業】各日８社　※事務・製造・食品など多数
【申込】Re:workにしのみやホームページ

【受付時間】月曜～金曜、第2・４土曜の午前10時～午後6時　※祝・休日を除く

取引額の縮小や取引の打ち切りなどが発生する
恐れがあります

放課後キッズルーム事業（直営型）

見守りサポーターを募集深津
瓦林 小

髙橋・廣藤・藤田奨学生

合同企業説明会を開催
「あなたの働きたい」をサポート！

家事を仕事にしませんか
介護予防・生活支援員養成研修

消費税消費税  ののインボイスインボイス制度に備えを制度に備えを
事業者の皆さん要チェック！事業者の皆さん要チェック！

重要

緊急ダイヤル119番
正しく使おう！ 11/9は「119番の日」

令和4年（2022年）10月25日	 （3）



R3

R1

R2

(年度)

335 1382

1391

1389

347

402

≪元号・西暦対照≫令和元年（R1）…2019年▶令和2年（R2）…2020年▶令和3年（R3）…2021年▶令和4年（R4）…2022年

◆ 基金残高（貯金）は前年度比55億円増、市債残高（借金）は2億円減

※基金・市債残高はいずれも
　一般会計、特別会計の合計額

A 歳入総額 ：1年間の収入の総額 2104億  808万円
B 歳出総額 ：1年間の支出の総額 2049億3420万円
C 差引額 ：A－B 54億7388万円
D 繰越財源 ：令和4年度に繰り越す事業に充てる額 2億8298万円
E 実質収支 ：C－D（実質的な黒字額） 51億9090万円

財政課（0798・35・3414）問

道路・公園の整備などに

2104億
  808万円

待機児童対策・高齢化の進展による社会保障費の増加、新
型コロナウイルス感染症対策・物価高騰への対応、公共施
設の老朽化対策などで、今後も財政支出の増が見込まれる

　蔵書冊数は104万922冊、利用登録
者数は11万3978人、年間貸出冊数は
331万1639冊でした。

令和元年度 令和2年度 令和3年度
人件費…職員の給与など 352.1 365.5 371.4
扶助費…生活保護費などの福祉や医療 510.6 536.8 667.0
公債費…借金の返済 157.1 155.1 146.1
普通建設事業費…公共施設の整備など 153.5 218.3 179.1
物件費…施設の維持管理経費や運営委託料など 248.0 251.6 310.5
補助費等…各団体への補助金など 155.8 639.8 158.0

　舗装道補修を238カ所、道路側溝等
修繕を594カ所実施しました。

　老朽校舎の改修や良好な教育環境を
確保するため、西宮支援学校や安井小
学校などの校舎の増改築工事を実施し
ました。また、学校施設長寿命化計画
に基づき、外壁改修や屋上防水、トイ
レ改修などの工事を実施しました。

　ごみの年間総量は15万2298㌧で、
皆さんの家庭から出たごみは9万6143
㌧、1世帯当たり442㌔㌘、事業所か
ら出たごみは5万6157㌧、ごみ1㌔㌘
当たり収集費用は25.6円、処分費用は
20.7円でした。

新型コロナウイルス感染症や国際情勢等の影響で、大幅な
増加は期待できない

決算の詳細は市HPに掲載しています

国や県が必要と
認めた事業に対して
配分されたお金

借金の返済に

消防・救急に

保健医療、
清掃事業などに

学校教育などの
充実に

ＨＰ 14493345

国や銀行などから
借りたお金

市民の皆さんが
納めた税金

　実質収支額には、国や県へ返還予定の補助金などが約29億円含まれて
います。また、国・県からの地方交付税や交付金など、市の自主財源では
ない収入が大幅に増加していることが、黒字の主な要因となっています。

高齢者・障害者施策、
子育て支援などの充実に

文化振興や広報に

前年度の2352億円から
303億円減

◆ 歳出決算額は2049億円
前年度の2402億円から
298億円減

◆ 歳入決算額は2104億円

▶実質公債費比率…財政規模に対する、1年間で支払った借金返済額などの割合
▶将来負担比率……財政規模に対する、将来市が支払う借金返済額などの割合

財政の健全度を示す指数は基準値内に収まっています(数値が低いほど財政は健全)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 類似都市平均
(令和2年度)

実質公債費比率 3.3％ 4.1％ 4.5％ 5.4％
将来負担比率 6.3％ 6.3％ 4.7％ 31.5％

令和３年度
決算報告

令和3年度 決算のポイント（一般会計）

市の収入と支出

実質収支額は52億円の黒字だが…

歳入

137.9億円

健全化判断比率

その他 124.6億円

地方消費税交付金 
103.3億円

諸収入 62.9億円
地方交付税 68.3億円

使用料および手数料 62.7億円

実質公債費比率は悪化
将来負担比率は改善

市税

678.6億円

国県
支出金

865.8
億円

市債

市の貯金や借金
単位：億円

借金は減少
貯金は増加傾向

基金 (貯金) 市債 (借金)残高の推移

ごみの収集・処分に
事業費 54億4797万円 

学校の整備に
48億8368万円事業費

図書館の管理運営に
  7億9856万円 事業費

道路の維持・管理に
  9億2662万円事業費

市のおカネ こんなことに使われました

146.1
億円

消防費 74.7億円

公債費

2049億
３420万円

総務費
253.1億円

民生費
994.1
億円

199.3億円
教育費

195.3億円
衛生費

148.9億円
土木費

その他 37.8億円

■ 歳出（主な性質別）の推移 単位：億円

歳入

歳出

特別定額給付金事業の終了など総務費 455億円減

子育て世帯への臨時特別給付金事業、非課
税世帯等臨時特別給付金事業の実施など

民生費 148億円増

春風小学校の改築工事の進捗など教育費 41億円減

給与所得や営業所得の減による個人市民
税の減収など市税 11億円減

令和2年度に国が講じた特別定額給付金
事業の終了など

国県
支出金 322億円減

地方交付税の算定基礎となる基準財政需
要額に臨時費目が追加された影響など

● 入湯税…観光の振興や環境衛生施設、消防施設の整備に▷860万円
● 事業所税…学校や保育所などの整備に▷13億9116万円
● 都市計画税…街路事業や下水道整備事業に▷77億3726万円

ＨＰ32677515税務管理課（0798・35・3229）問

市税の中には使い道を定めた3つの目的税があります

持続可能な財政運営が行えるよう、事務を効率化し、経費削減や
施策・事業の一層の見直しを図り、財源確保に努めていきます

令和3年度決算から見る今後の見通し

歳出
(目的別)

40億円増

※増減は前年度比

※増減は前年度比

地方
交付税

（4）� 令和4年（2022年）10月25日



▪総合健康診査…30歳以上。1万6900円
健康ドック

会場 12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

保健所・各保健福祉センターの電話受付は午前9時～午後5
時半。健診などの情報は市のホームページ(HP26040122、
HP96395942）にも掲載

子育て関係・相談など（11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）
▪池田庁舎（池田町8ー11 ☎0798・26・3667）

子育て関係
事業名 11月(一部12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
HP44926114。問合せは北口へ

はじめての
離乳食講座 10日（木）14：00～15：00 鳴尾

公民館
対象は令和4年5・6月出生の第1子と
保護者。定員16人。申込は10月28
日から鳴尾へ

マザークラス

12月8・15日（木）
13：30～16：00 鳴尾 対象は令和5年2月～4月出産予定の初

妊婦。定員14人。申込は11月10日から
12月12・19日（月）
13：30～16：00 北口 対象は令和5年2・3月出産予定の初妊

婦。定員24人。申込は11月10日から

離乳食講座 15日（火）10：30～11：30 北口 対象は令和3年10月～4年2月出生の第1子
と保護者。定員24人。申込は10月28日から

家族で学ぼう
離乳食講座

12月3日（土）
10：15～11：30 中央

対象は令和3年11月～4年4月出生の
第1子と保護者2人。定員10組。
申込は11月8日から

幼児食講座 25日（金）10：30～11：30 中央
対象は令和元年11月～3年4月出生の
第1子と保護者。定員16人。申込は
10月31日から

育児セミナー 12月17日（土）
12：30～15：00

なるお
文 化
ホール

対象は令和5年2月～4月出産予定の
初妊婦とその配偶者。定員あり。申込
は11月11日まで に HP65566164。
多数の場合抽選。問合せは鳴尾へ

子供のアレル
ギーオンライ
ン講座

16日（水）10:00～11：15
対象はおおむね8カ月～1歳9カ月の
子と保護者。定員35名。申込は10月
31日からHP51838455

ぜん息・アレ
ルギー相談 14日（月）14：00～15：30 北口 対象は中学生以下の子。

医師などによる相談

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7月出生、10か月児健診…令和4年1月出生、
　　1歳6か月児健診…令和3年4月出生、3歳児健診…令和元年6月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談 16日（水）14：00～15：30 北口 医師などによる相談。対象は成人

お悩み解決！
栄養相談

17日（木）10：00～12：00、
13：00～15：00 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24日（木）10：00～12：00、

13：00～15：00 塩瀬

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

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

池田
庁舎

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 10日（木）13：30～15：30 職員

会館
事前に面接が必要。
申込は（0798・35・5066）へ

精神保健福祉
相談

  8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
（※）江上町3－26

10日（木）13：20～14：00 鳴尾
18日（金）13：20～14：00 北口
24日（木）13：20～14：00 中央

保健所家族教室 16日（水）13：30～15：30 第二
庁舎

対象は精神障害者の家族。
申込は（0798・26・3160）へ

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 072・770・9988 0798・41・2031 06・6436・8701

電話
受付時間

月曜～金曜……20：00～23：00
土曜……………16：30～23：00
日曜、祝・休日…  8：30～13：30、
　　　　　　　16：30～23：00

診療
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
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≫▶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

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

12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11月1日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※11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

※

▪乳がん検診…40歳以上の偶数歳。1500円〔個  1800円〕
▪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

【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

▪

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

▪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

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〕

特定保健指導中
の人は除く

会場 12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 12・19・26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

山口保健福祉センター
（※） 1日（木）9：00～15：30 10月26日～11月2日

の9：00～17：00
兵庫県健康財団

（078・793・
9333）
※土・日曜、祝・休
　日を除く塩瀬公民館（※） 18日（日）9：30～16：00 11月9日～11月16日

の9：00～17：00
（※）予約状況によって午前のみ実施の場合あり

新型コロナウイルス感染防止のため、
受診前に必ず電話で問合せを

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

みやっ子

小
森 

絢
稀
あ
や
き

（

歳
1

カ
月

2

）

会場 12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

※ HP 00000000は市ホームページ番号

令和4年（2022年）10月25日	 （5）



子 供・子育て子 供・子育て
サロンDE講座～薬剤師さん
に聞いてみよう！

日 11月10日（木）午前9時45分～
会 子育て総合センター 親子サロン
内 冬に向けて知っておきたいこと
対 未就学児と保護者
定 40人。当日先着順（受付は15分前から）
問 同センター（39・1521）

人形劇定期公演

日 11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
HP 37863174 申 11月9日までに市HP
問 文化振興課（35・3425）

森であそぼう！芋ほりと恵み
の水を辿(たど)るハイキング

日 11月20日(日)午前10時～
会 社家郷山、甲山農地 
対 小学生を含む家族
￥ 1人500円。3歳以下無料
定 30人程度。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、住所、参加者全員の
氏名・年齢、電話番号、メールアドレスを
書き、11月4日(必着)までにこども環境
活動支援協会（〒662－0832甲風園1丁
目8－1☎080・4665・3806…久世方）

食育講座

日 11月23日（水・祝）午前10時～
会 西宮浜公民館
内 牡蠣(カキ)を使った料理（持ち帰り）
対 未就学児は保護者同伴
￥ 1500円
定 4組。多数の場合抽選
HP 72780858 申 11月7日までに市HP
問 西宮市貝類館（37・0485）

秋のスポーツ体験会

日・内 11月23日（水・祝）の①午前9時～
…野球体験会、②11時～…走り方教室
会 中央体育館
対 ①5歳児～小学3年生、②小学生
定 各40人。先着順
申 11月1日午前10時（②は11時）から
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）

子連れ防災大作戦！オンライ
ンで災害食＆備蓄を学ぼう

日 11月23日（水・祝）午前10時～
会 オンライン
内 防災学習や災害食作り
対 小学生以下と保護者
定 あり 申 コープこうべHP
問 コープこうべ第2地区本部
（67・8927）

親子でクリスマスリース作り

日 11月26日（土）午前10時～
会 リサイクルプラザ
対 小学生と保護者
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、11月12
日（消印有効）までに同プラザ（〒662
－0934西宮浜3丁目8☎22・6655）

おやこ健康教室
クリスマスイベント

日 11月26日（土）午後2時～
会 西宮JA総合センター (江上町)
対 小学生(②は3～6年生)と保護者
HP 45642976
申 11月13日までに市HP
問 地域保健課（35・3310）
①クリスマスリース作り
￥ 1500円 定 20人。多数の場合抽選
②クリスマスデザート作り
￥ 500円 定 10人。多数の場合抽選
※イベント中、保護者は健康講座を受講

親子で行こう！USJ

日・会 11月27日（日）午前8時半にユニ
バーサル・スタジオ・ジャパン（大阪市）
対 3歳～中学生のひとり親家庭の子と
保護者 ￥ あり
定 15組。多数の場合抽選
申 11月5日までに西宮市婦人共励会
（090・5093・2988）

芸　術芸　術
１１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(渡部徹さん) ※期間は1日～29日
ストリートギャラリー @ 札場筋
大手前大学 建築＆芸術学部 学生作品
※期間は1日～３0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
問 同財団（33・3146）
西宮市民音楽祭宮っ子みんなのコンサート
日 11月３日（木・祝）午後2時～
会 アミティ・ベイコムホール 定 あり
まちかどコンサート
日 11月26日（土）午後1時半～ 会 山口ホー
ル 内 木管五重奏 定 150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(4人まで)の氏名・年齢、電話番号、催しを
知ったきっかけを書き、11月9日（必着）まで
に同財団（〒662－0918六湛寺町10－11）
文楽に遊ぶ
日 12月2３日（金）午後2時～ 会 西宮能楽堂  
内 文楽の楽しい見どころ等 対 小学生以上 
￥ 2500円 申 10月28日午前10時から市
民会館（３３・３111）

ユネスコチャリティーバザー

日 10月30日（日）の午前11時～午後2時
会 夙川公民館
問 西宮ユネスコ協会（35・3868…
地域学校協働課内）

であい市門戸厄神

日 11月6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ステージなど
問 同実行委員会（54・6733）

展示＆ブックフェア
子供たちの生きる世界

日 11月5日（土）～30日（水）の午前9
時半～午後6時。月曜休館
内 世界こどもの日（11月20日）にちな
んだパネル展示と本の紹介
会・問 中央図書館（33・0189）

 男女共同参画センター 
ウェーブの催し

日・内 下表のとおり 定 あり
申・問 ウェーブ（64・9495）託 あり
家庭と両立して働きたい方のための
マザーズ個別就職相談
日 11月11日（金）の午前9時半～午後0時
半（1人45分）対 子育て中の女性
講演会～コロナ禍と女性への暴力。被
害者によりそう取材をめざして
日 11月19日（土）午後2時～ 会 オンライン可
管理職に求められるダイバーシティマ
ネジメントを学ぶ
日 11月28日（月）午後2時～ 会 オンライ
ン 内 講座、意見交換のワークショップ 

朗読発表サロン体験会

日 11月11日（金）・25日（金）の午前
10時半～
会 中央公民館 ￥ 各500円 定 あり
申・問 同サロン（54・8813…難波方）

読み語り～江戸川乱歩「人間椅子」

日 11月12日（土）の午後3時、6時、
13日（日）の正午、午後3時～
会 門戸寄席J：SPACE（下大市東町）
￥ 2800円。小学生以下1000円 定 あり 
申・問 華夢工房
（078・691・8954…鎌田方）

秋のとおかしまつり

日 11月13日（日）午前10時～
会 西宮神社
内 とおかしを一同に販売。各店20個。
無くなり次第終了
HP 64023567 問 商工課（35・3169）
※詳細は市HP

ヴィーガンフェス「環境保全と食」

日 11月13日（日）の午前10時～午後4時
会 六湛寺公園、六湛寺南公園
内 ヴィーガン飲食ブース、環境学習
展示、講演、ワークショップなど
問 日本ヴィーガン協会
（070・5434・0530…三宅方）

◎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

健康増進課（0798・26・3667）問

健康づくりコラム10月 歯科衛生士の
ひとりごと

　県は、4月に「歯及び口腔の健康づくり推進条例」を制定しました。
　いつでも、どこでも、どなたでも、歯科口腔保健サービスを受けられ
る体制を整備し、生涯にわたって切れ目のない健康づくりを推進するも
のです。その中で、「いい歯の日＝11月8日」が含
まれる11月を「歯及び口腔の健康づくり啓発月間」
としました。
　子供から大人まで、「健口（けんこう）」は「健康」
の基盤です。人生100年時代、生涯健康で過ごせ
るよう日々のお口のケアを見直し、半年に一度は、
かかりつけ歯科医院で歯科健診を受けましょう。

11月は「歯及び口腔の健康づくり啓発月間」◆ ◆

　阪神甲子園球場は、野球開催日以外の地域のにぎわい創出の一環として、
「甲子園キッズフェスタ」を開催します。小学生以下の子供たちを対象に、
スポーツやものづくりで頭と体を動かし、感性を育むイベントです。

「スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会」にぎわい創出イベント

阪神甲子園球場（0798・47・1041 ※月曜、祝・休日は休み）問

甲子園キッズフェスタ甲子園キッズフェスタ
いろんな「〇〇の秋」を見つけよう！いろんな「〇〇の秋」を見つけよう！

一部体験は個別に要事前申込。
詳細は同イベントHPで確認を

無料（一部有料の体験あり）入場料11月12日（土）
午前10時～午後4時日 時

会 場 阪神甲子園球場
ららぽーと甲子園 など

11
12

スポーツ体験のほかワークショップや謎解き体験も！

催　し催　し

神田歯科衛生士

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
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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）



１１/１１～１7は税を考える週間
～税に関する作品の展示

日・会 11月4日(金)～11日（金）の午前
9時～午後5時半…市役所本庁舎2階▷
11月15日（火）～21日（月）の午前10
時～午後9時…ららぽーと甲子園1階
内 市内の小・中学生、高校生の税に
関する作文や書道作品等の展示
問 西宮宝塚租税教育推進協議会事務
局（34・3930）

Shall We Noh（能）？

日 11月13日（日）午後2時～ 
会 西宮能楽堂
内 能の解説や演奏を交えた組曲など
￥ 5000円、大学生以下2000円 
定 あリ 
申・問 同能楽堂（48・5570）

青少年健全育成のつどい

日 11月18日（金）午前10時～
会 なるお文化ホール、オンライン
内 青少年健全育成功労者表彰、講演会
HP 47050826
申 オンラインは市HPから要申込
問 青少年育成課（31・5421）

平和のつどい

日 11月20日（日）午後1時半～
会 アミティ・ベイコムホール
内 ミニコンサートと映画「この世界
の片隅に」上映
定 500人。多数の場合抽選
HP 28282473
申 11月10日までに市HP
問 人権平和推進課（35・3473）

うたごえ喫茶

日 11月30日（水）午後1時半～
会 総合福祉センター
内 童謡・歌謡曲・フォークソング
対 60歳以上 
￥ 500円
定 32人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、住所、氏名、年齢、
電話番号を書き、11月11日（消印有効）ま
でに西宮市老人クラブ連合会（〒662－
0913染殿町8－17☎34・3334）

講座・講演会講座・講演会
銅鐸(たく)生産技術とその系譜

日 10月29日（土）午後1時半～
会 市立郷土資料館
定 30人。当日先着順（受付は30分前から）
問 辰馬考古資料館（34・0130）

いきいきフェスタいきいきフェスタ
＠男女共同参画センター ウェーブ＠男女共同参画センター ウェーブ

手作りワークショップ手作りワークショップ

11月
26(土) 27(日)

　市内の消費者団体が日頃の活動成果を発表する展示やワーク
ショップ、エコバッグがもらえる食品ロスアンケートなどを実施し
ます。

　市民グループが企画する講座や展示、ワークショップやモルック
体験など多彩な催しを行います。詳しくは市のホームページ、公民
館や図書館等で配布のチラシをご確認ください。

講座講座

活動展示活動展示

上映会上映会

カフェカフェ

ツーツーシキュー
消防テレホンサービス
0798・22・9999

11月1日～9日…119番の日▷10
日～15日…秋の火災予防運動▷
16日～30日…救急車の適正利用

※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（１１月号）
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。11月のテーマは「映像作品に見
る西宮」。ゲストティーチャーは西宮流
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
まちたびラヂヲ特番
「さくらFMウォーク」
日 11月20日（日）の午前9時から３時間半 
内 市立郷土資料館主催の文化財ウォー
ク「西宮神社周辺の文化財をめぐる」
を生中継。スタジオ解説あり。雨天中
止の場合は通常番組を放送

公民館活用促進プロジェクト
音読で老化予防をしましょう

日・会 ①11月17日（木）、来年1月26日
（木）…山口、②12月7日（水）、来年2月
8日（水）…塩瀬、③来年2月24日（金）…
今津、④来年3月23日（木）…瓦木。①②
午前10時半、③④午後0時半～
￥ 各800円 定 あり
申・問 070・8955・3521…竹内方

スマホ講座
（デジタル活用支援講習会）

日 ①11月7日（月）・17日（木）、12月20日
（火）、来年1月19日（木）の午後1時～5時
▷②12月13日（火）の午前10時～正午
会 市民交流センター
内 ①アプリ・インターネットの利用
方法など、②入門コース。いずれも1
時間単位でさまざまな講習を実施
定 あり 申・問 関西イー・エルダー
（050・3637・0447）

司法書士・FPによる
相続・資産対策セミナー

日 11月7日（月）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）

訪問看護師と考えるシンポジウム
「家での看取(みと)りを語ろう」

日 11月12日(土)午後1時15分～
会 訪問看護ステーションそよかぜ(弓
場町)、山口公民館 定 あり 
申・問 同そよかぜ（32・7831）

マンション管理セミナー

日 11月12日（土）午後1時半～
会 市民会館
内 マンション管理に必要な知識を解説
定 50人。当日先着順（受付は30分前から）
問 すまいづくり推進課（35・3761）

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
西宮市ボウリング協会会長杯
ボウリング大会

日 11月13日（日）の①午前10時～…6
ゲーム、②11時～…3ゲーム
会 E－BOWLトマト西宮（室川町）
内 アメリカ方式、ハンディキャップ制
対 在勤者可。小学2年生以下は保護者同伴
￥ ①3800円。高校生以下2800円、
②1900円。高校生以下1400円
申 11月12日までにE－BOWLトマト
西宮（72・9011）

甲武体育館の催し

日・内 下表のとおり 
申 10月31日までに同体育館
問 同体育館（52・5293）
秋のウォーキング教室
日 11月5日（土）午前10時～ 対 18歳以上 
￥ 1000円 定 20人。多数の場合抽選
かけっこ教室
日・対 11月5日（土）の①午後1時半～…4・
5歳児、②３時半～…小学1～３年生
￥ 各500円 定 各３0人。多数の場合抽選

さわやかな秋の里山へGO！
「しゃけごう山ハイキング」

日 11月13日（日）午前10時～
会 コープの森・社家郷山
対 中学生以上 ￥ 200円 定 あり
申・問 コープこうべ第2地区本部
（67・8927）

人事募集人事募集
市立中央病院の
会計年度任用職員

内 下表のとおり
申・問 同病院人事給与課（64・1515）
会計年度任用職員A
医療ソーシャルワーカー
内 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
病棟勤務看護師
内 日曜～土曜のうち週4日３2時間。2交
代シフト制 対 看護師免許取得者 
￥ 月額29万5000円。賞与あり 定 若干名

会計年度任用職員B
メディカルアシスタント
内 月曜～金曜のうち週３日。午前9時～午
後4時。患者案内、電子カルテの代行入力
など 対 基本的なパソコン操作ができる
人 ￥ 日額6260円。賞与あり 定 1人

西宮市都市整備公社の
嘱託職員
内 市霊きゅうバス運転、満池谷斎場で
の受付相談・祭壇設営等業務。週5日
勤務。土・日曜、祝・休日勤務あり
対 普通第二種自動車免許を取得し、パ
ソコン操作（エクセル・ワード）ができる人
￥ 月額21万5500円。賞与あり
定 1人 申 11月4日までに同整備公社
（32・8855）

市の保育士登録・相談会
（会計年度任用職員）

日 11月13日（日）の午後1時～5時（受
付は4時半まで）
会 職員会館
問 保育所事業課（35・3906） ※履歴書

（写真貼付）、保育士証の写しの持参を

相　談相　談
消費生活センター １１月の相談会

日 8日（火）、22日（火）の午後1時～4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)

ひとり親家庭のための弁護士
による特別法律相談

日 11月22日（火）の午後2時～5時
会 男女共同参画センター ウェーブ
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）
※申込時に相談員による事前相談あり

男女共同参画推進課（0798・64・9495）問 92365230HP

※入場無料。託児は11月18日までに要申込

ぷちだがしやさんぷちだがしやさん

などなど

11/5(土) 10：30～16：30
6(日) 10：00～16：00

＠アクタ西宮東館２階中央ひろば＠アクタ西宮東館２階中央ひろば

消費生活センター（0798・69・3157）問 31992445HP

※入場無料

生活に役立つパネル展
消費者教育資料展示コーナー

11/5

11/6 ワークショップ
「もったいない！食べものを大切に」

11/5
11/6

食品ロスアンケート

特別版

【日時】11月6日午後1時～
【会場】大学交流センター
【申込】11月4日までに市HP

知って得する消費生活講座知って得する消費生活講座
“子どもの成長にかかるお金の話”“子どもの成長にかかるお金の話”

資産運用の基礎知識資産運用の基礎知識
さをり織体験さをり織体験

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）～27日（日）
イベントリポート…市内で行われたイ
ベント等を紹介
１4日（月）～20日（日）、28日（月）～１2月4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）～１2月4日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を
紹介

月分11
ケーブルテレビ
ベイコム 11ch

市広報番組

くらしに役立つくらしに役立つ
情報満載！情報満載！ 消費生活展消費生活展
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【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)



大江 与喜子 さん
おおえ よ き こ

山本 直希
やまもと

さん
なおき

秘書課（0798・35・3432）

地域学習推進課（0798・35・5166） ＨＰ 56240497

　市は、「西宮湯川記念賞」の受賞者を慶應義塾大
学理工学部物理学科准教授・山本直希さん山本直希さんに決定し
ました。山本さんの受賞研究は「カイラル運動論の受賞研究は「カイラル運動論の
構築と応用」構築と応用」です。
　贈呈式は１2月３日（土）午後１時からフレンテホー
ルで行われます。贈呈式の参加希望者は、右記セミ
ナー (１2月３日実施分)に申込を。

　市は、「西宮湯川記念科学セミナー」をフレンテホールで開催し
ます。3日のセミナー開始前（午後1時から）には西宮湯川記念賞
の贈呈式を行い、受賞者の研究についての話を聞くことができます。

日時 テーマ（講師） 定員

12/３12/３
（土)（土)

午後2時～午後2時～

地震予知はなぜ難しいか
（大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻教授・
 波多野恭弘さん） 各各

200人200人12/1０12/1０
（土）（土）

ブラックホールが見えた！？ブラックホールが見えた！？
（大阪公立大学南部陽一郎物理学研究所特任教授・（大阪公立大学南部陽一郎物理学研究所特任教授・
 石原秀樹さん） 石原秀樹さん）

※在勤・在学者受講可。受講料無料。いずれも多数の場合抽選

「西宮湯川記念賞」は、故湯川秀樹博士が市内在住中に提唱した
中間子論により、日本人初のノーベル賞を受賞したことを市の誇
りと考え実施しているもので、理論物理学で顕著な成果を挙げた
若手研究者に贈呈されます

西宮湯川記念賞西宮湯川記念賞とは？とは？

　市は、「令和４年度西宮市民文化賞」の受賞者を決定しました。同賞は、学術・芸術・
体育・社会事業・生活文化等に功績があった個人や団体に贈られるものです。
　受賞者は大江与喜子さん、報徳学園高等学校ラグビー部の１個人１団体で
す。受賞者の詳しいプロフィール等は市のホームページに掲載しています。
　なお、贈呈式は１１月３日（木・祝）午前１0時から西宮神社会館で行われます。

　優れた指導力と積極的な姿勢で会の発展と会員
の資質向上に尽力。救急医療体制の構築や在宅医
療の推進、市内の病院同士の連携等、重要課題の
検討や、さまざまな事業の展開により、本市の保
健衛生の普及と地域医療の充実に大きく貢献。

　市は、いただいた寄附金の使い道として１３事業を用意し、寄附者の皆
さんの指定する事業に活用しました。昨年度の活用事例を紹介します。 市税の減収額が年々拡大中

　昭和３２年（1957年）に全国
高校ラグビーフットボール大
会に初出場でベスト８進出の
好成績を残して以来、通算
４7回の出場回数を誇るなど、
数々の輝かしい成績を収めた。

報徳学園高等学校 ラグビー部

12月3日にフレンテホールで贈呈式  

申
込

11月11日(必着)までにいずれかの方法で
市のホームページ（HP ４３１8１１１9）から申込
ハガキに講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、参加希望日（両
日も可）、市内在住・在勤・在学のいずれに該当するかを書き、地域学習推
進課（〒662－09１１池田町１１－１）へ ※１人１枚（連名での申込不可）

西宮市医師会 元会長・副会長として

　県立阪神特別支援学校の学校医の経験等により、本市の学校保健の
促進に力を注ぐ一方、公衆衛生の普及・向上と市民の健康増進のため
幅広い分野で各種委員に就任。近年のコロナ禍では、検査・診療を幅
広く展開し、障害者の感染対応にも尽力した。

学校医の経験を生かし、市民の健康増進に寄与

今年で創部７０周年

全国大会で２冠の快挙
　日頃の鍛錬とチームワークにより、今年は全国高校選抜ラグビー
フットボール大会、全国7人制高校ラグビーフットボール大会で２冠
の快挙を成し遂げ、本市のスポーツ推進と西宮の知名度の向上に大き
く寄与した。

市は、国への要望（地方交付税による全額補填等）と併せて、
引き続き寄附金の獲得に向けて取り組みます

ＨＰ 89409250

専門家が最先端の科学を分かりやすく解説

湯川記念科学セミナー
12月３日
　　1０日

交通機関「さくらやまな
みバス」の車両をノンス
テップバスに２台更新

バス事業基金

夙川公園に桜を3２本植樹
し、衰弱した桜の樹勢回
復処置を実施

緑化基金 図書館振興基金

全ての人が読書を楽しめる
よう、絵本・学校での調べ学
習用の本、大活字本を購入

市税の減収額は、地方交付税によっ
て約75％が補填されますが、この
状況が続くと、市民サービスの低
下を招く恐れがあります

市民が他の自治体に寄附すると、
市政を支える税収等が減少します

寄附額 控除額

－19.8億円1億
6970万円

令和
３年度

（2０21年）

－16.8億円5580万円
令和
元年度

（2０19年）

－5.3億円5610万円
平成
28年度

（2０16年）

（市税の減収額）

マイナポイント第2弾（※） 締切り迫る！締切り迫る！マイナンバーカード申請はお早めに！マイナンバーカード申請はお早めに！ （※）選んだ決済サービスのポイントが、
　　　最大2万円分もらえる事業

マイナポイント受取までの流れ

対象 ▷カードを取得済みの人
　　 ▷12月末までにカードを               
　　　 申請し、取得した人

マイナンバーカードを準備1 マイナポイントの申込2

申込期限は来年2月末まで
詳しくは総務省HPで確認を

12月はカードの申請が混み合い、カードの取得がポイントの
申込期限に間に合わない可能性があります。早めの申請を！

西宮市マイナンバーコールセンター（0798・30・6001）問 ※お掛け間違いのないようご注意ください

開催日 受付時間 会場
1０月 29日（土）・３０日（日）  9:３０～17:３０ 上ケ原公民館

11月

  ３日(木・祝)・ 4日(金) 1０:００～18:００ コロワ甲子園
  ５日(土)

  9:３０～17:３０
越木岩公民館

  6日(日) 西宮浜公民館
12日(土)・1３日(日) 甲東センター
19日(土)・2０日(日) 1０:００～18:００ メルカードむこがわ

□ 本人確認書類
　 ・運転免許証
　 ・パスポートなど
□ 通知カード
　 ※紛失の場合も
　　 受付可能

≪持ち物≫

カード申請のサポート窓口を開設

問

問

西宮湯川記念賞西宮湯川記念賞

11月3日に西宮神社会館で贈呈式  

市民文化賞市民文化賞受賞者決定受賞者決定

受賞者決定受賞者決定

西宮市のふるさと納税 昨年度の寄附昨年度の寄附  //  84898489件件  11億億69716971万万24072407円円

寄附額が増加する一方で…

財務総務課（0798・35・3653） ＨＰ 42264680問

（８）� 令和4年（2022年）10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！　※非通知設定時は0120の前に186を
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