
　4月15日から2期目の任期がスタートいた
します。2期目は、「文教住宅都市・西宮市」
のバージョンアップへの歩みを、市民の皆
さんと共に進めていく仕組み作り、機運の
醸成に力を入れてまいりたいと思います。
　また、この任期中に、西宮市は2つの大き
な節目の年を迎えます。2023年は、文教住
宅都市宣言から60年、平和非核都市宣言か
ら40年、そして環境学習都市宣言から20年
の年であり、2025年には市制100周年を迎
えます。
　第二次世界大戦を経て、高度経済成長一
辺倒だった時に文教住宅都市宣言をし、ア
メリカとソ連の核軍縮交渉が膠（こう）着し
ていた時に、平和非核都市宣言をした。そ

して、今ほど環境問題に対する社会の意識
が高まっていない時に、環境学習都市宣言
をしたという先人の先見の明を感じるこの
まちの舵（かじ）取りを担わせていただくこ
とになります。
　コロナ禍という未曽有の危機が継続し、
環境問題は待ったなしの状況で、市政にお
いても、さまざまな課題や改善しなければ
ならない問題があります。こうした中で、
引き続き市長の任に就くことに、大変気の
引き締まる思いであります。
　市民の皆さんの力を借り、そして市職員
と力を合わせ、明るく、前向きに、市長と
しての職責に向き合いたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

開館50周年記念特別展
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市の情報を発信中

　3月27日の選挙で再選した石井登志郎市長は、
市民や市議会議員、市職員が見守る中、4月15日
に登庁式を行いました。
　再任あいさつ（一部抜粋）を紹介します。

今年度開催の展覧会

西宮市大谷記念美術館

【開館時間】午前10時～午後5時
（入館は4時半まで）。水曜休館
【住所】中浜町4－38
【電話】0798・33・0164

～６月5日（日）
佐藤健寿展　奇界／世界

《マンモス公園/中国》2018年©KENJI SATO

川村悦子《ありふれた季節Ⅲ》（部分）

©Manuela Montoya Escobar

8月13日(土)～9月25日(日)
2022イタリア・ボローニャ
国際絵本原画展

歌川国芳《相馬の古内裏》（部分）

６月18日(土)～7月24日(日)
西宮で観る至高の美術
和泉市久保惣記念美術館展

10月8日(土)～12月11日(日)
Back to 1972
50年前の現代美術へ

来年2月18日(土)～3月19日(日)
新収蔵品展

開催中！

開館50周年記念・和泉市久保惣
記念美術館40周年記念交換展

西宮市大谷記念美術館館長・越智裕二郎

　西宮市大谷記念美術館は、故大谷竹次郎氏から敷地やコレクションの寄贈を受けて、昭
和47年（1972年）に開館して以来、開催する展覧会はもとより、水と緑が豊かな庭園が来館
者にやすらぎと憩いを与える、関西でもユニークな美術館として親しまれてきました。
　また、市民文化の向上に貢献する施設として、学校連携を中心とし
た子供たちへの美術に接する機会の提供や生涯学習の観点を意識した
活動を行い、市民の皆さんに親しまれる空間づくりを目指しています。
　今年は開館50周年となりますが、企業からの寄附（企業版ふるさと納
税）を活用した記念特別展も企画しています。皆さんぜひお越しください。

文教住宅都市のバージョンアップを市民の皆さんと

新型コロナウイルス感染症関連情報は２面に掲載



税目 発送予定日 納期限
市県民税

　・普通徴収分
　・公的年金からの
　　特別徴収分

  6月  8日
第1期 　　  6月30日
第2期 　　  8月31日
第3期 　　10月31日
第4期 来年  1月31日

固定資産税
都市計画税

  5月10日
第1期 　　  5月31日
第2期 　　  8月  1日
第3期 　　12月26日
第4期 来年  2月28日

軽自動車税   4月28日 　　  5月31日
※公的年金からの特別徴収分は、納期限に限らず、原則、年金支給時に引き去りさ
　れます
※給与からの引き去りで納める市県民税（特別徴収分）の納税通知書は、勤務先の
　会社等宛てに5月12日に発送予定です

→

→

申告内容が初回の納税通知書に反映できていない場合があります。
この場合、処理を行った後、新たに課税または税額が変更になる人
に対して、納税通知書等によりお知らせします
国民健康保険料、介護保険料等の算定、課税(所得)証明書への内容
反映が遅れる場合があります。申告書の申告内容を反映でき次第、
各担当課が順次保険料等に反映していきます

　令和4（2022）年度市県民税の課税証明書や所得証明書の発行は、給与
からの特別徴収の人は5月12日から、普通徴収および公的年金からの特別
徴収の人は6月8日から。問合せは税務管理課（0798・35・3251）へ。

課税・所得証明書の発行開始日令和4年度市県民税

問合せ

市県民税　 市民税課（0798・35・3203）
固定資産税・都市計画税　 資産税課（0798・35・3269）

軽自動車税　 税務管理課（0798・35・3209）
納税について　 納税課（0798・35・3238）

　上下水道局は、水質検査計画に基づき、水源から蛇口
まで厳しい水質管理を行い、皆さんに安全な水道水をお
届けしています。

　令和4(2022)年度市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
の納税通知書の発送予定日と、納期限をお知らせします。

問 浄水課（0798・74・6623）

厳しい水質管理で
安全な水道水をお届け

　学生納付特例は、学生で所得が少ない等の理由から国民年金の保険料
を納めることが困難な場合に、申請して認められると保険料の納付を猶
予できる制度です。令和4(2022)年度分の申請を受け付けています。 学生納付特例は年度ごとに申請が必要です

受付
窓口

必要
書類

水質検査の
項目

水質検査の
採水地点

水質検査の
頻度

NEW

(※)市への手続き等をインターネットで簡単に行うことができるサービス

今年度から分納希望を「にしのみやスマート申請(※)」で受
付できるようになりました。問合せは納税課へ

定期的に行う水質検査の項目・採水地点・頻度などを
定めたもので、水源の種別・状況、浄水処理方法など
を考慮して策定しています
市のホームページ、上下水道総務課（市役所第二庁舎7
階）、北部水道事業所（丸山浄水場）でご覧いただけます

水質検査計画
とは？

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う申告期限の個別延長により、
所得税の確定申告書・市県民税の申告書を３月１６日以降に提出した場合

浄水場の井戸や貯水池等の水源7カ所、配水池等9カ所、
市内の蛇口14カ所で採水した水は、性質に応じて必要
な検査項目を毎月または3カ月ごとに検査します。
また、市内12カ所の配水管末水質監視装置では、色度、
濁度、残留塩素について24時間監視しています

医療年金課（市役所本庁舎1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　※郵送申請も可
基礎年金番号の分かるもの、学生証等
※昨年度も同特例を利用している人は、日本年金機構から送付さ
れるハガキによる申請も可

申請が遅れて未納期間があると、万が一病気やけがで障害の状態
となった場合に障害基礎年金を受給できなくなることがあります

市では、鳴尾・丸山の各浄水場で浄水処理した水のほか、
阪神水道企業団・兵庫県営水道から購入した水道水を供
給しています。それぞれの給水系統ごとに水源から蛇口
まで各段階で採水地点を設定しています

法律で検査を義務付けられた水質基準項目に加え、水質
管理目標設定項目（※）や市独自の項目を含め、最大で約
200項目の検査をします
(※) 水道水中で検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項

目（農薬類など）

国民年金のお知らせ

学生納付特例の申請を受付

ＨＰ 14745530
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新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナワクチン接種関連情報

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

　現在の予約状況を鑑み、順次縮小しつつ、幅広い世代へ接種機会を提供する
観点から、一部会場では週末や夜間に集団接種を実施する体制に変更します。
▶継続実施…阪神西宮会場、西宮北口アクタ会場、市立中央病院、塩瀬公民館
▶4月29日で終了…山口ホール

　国内利用のために、別途申請する必要はありません。
　なお、デジタル庁のアプリでも接種証明は可能です。
「予防接種済証(臨時接種)」がなく、アプリも使用できな
い場合はコールセンターにご相談ください。

国内での3回目接種の証明は
接種後に渡す「予防接種済証(臨時接種)」で可能

　西宮市に転入したばかりで、これからワクチン接
種を考えている人はワクチン接種券の申請が必要で
す（転入前の自治体で発行の接種券は使用できませ
ん）。詳しくは市のホームページでご確認ください。

１・２回目
接種

３回目
接種

転入した人は西宮市発行の接種券が必要です

　いまだに感染者数は減少せず、1日当たりの新規感染者数も200人
超が何度も確認されています。これ以上感染を拡大させないため、連
休中も引き続き、一人ひとりの感染防止策の徹底をお願いします。

☎0798・26・2240 FAX  0798・33・1174
受付

受付

時間 

時間 

9:00～19:00
（土・日曜、祝・休日は17:00まで）

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0120・622・999 FAX  0798・32・1030

9:00～17:30
(土・日曜、祝・休日も受付）

新型コロナウイルス医療相談窓口

連休中も、引き続き感染対策を 定期的な室内換気、適切なマスク着用・こまめな手洗い
など基本的な感染防止策の徹底を
発熱・咳など体調が悪い場合は外出を控える
飲食は短時間(2時間程度以内)、少人数で

３回目接種について
■接種券の発送スケジュール

■集団接種会場での今後の実施予定 (4月18日時点)

(4月18日時点)

市HP

2回目接種完了日 発送日(予定)

昨年11月16日～30日 4月27日
昨年12月  1日～15日 5月11日

発送日から1週間が経過しても
接種券が届かない場合は、市の
ホームページから発行申請また
はコールセンターへご連絡を

問 医療年金課（0798・35・3124） ＨＰ 30834123

市県民税、固定資産税・都市計画税 など

令和4年度 納税通知書を送付

（2）� 令和4年（2022年）4月25日



対象研修 介護職員初任者研修、実務者研修、居宅介護職員初任者研修、
生活援助従事者研修

対象者

助成金額 対象研修に係る受講費および教材費等の半額（1000円未満切り捨
て）。上限あり

申込 所定の申請書と必要書類を、来年３月１０日までに福祉のまちづく
り課へ郵送（必着）を　※予算が無くなり次第終了

　市は、介護保険・障害福祉サービスを提供する職員の確保を図るた
め、介護職員初任者研修や実務者研修などを修了した人に、研修受講
費の一部を助成します。

問 福祉のまちづくり課（0798・35・3135）

介護職員初任者研修等を修了した人に

研修受講費の一部を助成

　市は、市内の中小事業者の振興を図るため、市内の施工業者を利用
して、住宅の修繕・補修工事などを行う場合に費用の一部を助成します。

対象者
次の全てを満たす人
▶市内に住宅を所有している▶市内に住民登録があり、対象住宅
に居住している▶市税の滞納がない▶過去に同事業の助成を受け
たことがない

対象工事

助成金額 助成対象工事費の10%（限度額10万円）
定員 60人。多数の場合抽選

申込
往復ハガキに①住所、②氏名(ふりがな)、③電話番号、④工事日程（6
月１5日以降）、⑤工事内容、⑥住宅の所有者、⑦申込者と所有者が
違う場合はその理由を書き、5月2０日（消印有効）までに商工課
（〒662－8567六湛寺町10－3）へ郵送を　※持参不可

問 商工課(0798・35・3641)

　市は、住宅に行う耐震改修工事の費用に対する補助
の受付を、5月11日から開始します。

問 建築指導課（0798・35・3705）

対象住宅 耐震診断の結果、安全性が低いと判断された、
昭和56年（1981年）5月以前に着工された住宅

対象者 上記住宅を市内に所有する兵庫県民等

補助額

戸建て
住宅

▶耐震改修計画策定費補助・・・上限  20万円
▶耐震改修工事費補助・・・・・上限100万円
▶簡易耐震改修工事費補助・・・上限  50万円
▶シェルター型工事費補助・・・定額  50万円
▶屋根軽量化工事費補助・・・・定額  50万円
▶建替工事費補助・・・・・・・上限100万円
▶防災ベッド等設置助成・・・・定額  10万円

申込 12月28日まで ※予算が無くなり次第終了。
申込方法などは、市のホームページで確認を

　県は、地域の見守り力の向上を図るため、防犯カメラを新たに設置
する地域団体に補助金を交付します。
　申込は6月30日まで。申込方法など詳しくは市地域防犯課へ。
【対　象】自治会、防犯協会、まちづくり防犯グループなどの地域団体
【補助額】1カ所につき上限6万円

問 市地域防犯課（0798・35・3474）
　市は、緑豊かな潤いのある美しいまちづくりの
ため、住まいの緑化助成制度として、3種類の助
成対象工事を設けています。

樹木の規格（高さ） 助成単価
高　木    3㍍以上 1万5000円／本
中木②    2㍍以上   3㍍未満      4800円／本
中木① 1.5㍍以上   2㍍未満      2300円／本
低木②    1㍍以上1.5㍍未満      1600円／本
低木① 0.3㍍以上   1㍍未満        450円／本

問 花と緑の課（0798・35・3682）

緑化助成制度
ぜひご利用ください

住まいの

防犯カメラ設置に補助金交付

市内施工業者による

5月11日から受付スタート

リフォーム費用 助成の一部を

住宅 耐震化 補助の を

次の全てを満たす人
▶市内の対象事業所に勤務、または市内在住かつ対象事業所に勤務
▶研修修了日の翌日から起算して1年以内
▶研修修了日以降の対象事業所1カ所の勤務
　期間が3カ月経過、かつ引き続き勤務中
▶受講費を完納　▶他の助成を受けていない
※各要件の詳細は市のホームページで確認を

次の全てを満たす工事
▶住宅の機能維持・向上のための改修
▶費用が40万円以上▶助成手続き完
了後に着工し、来年3月31日までに完
了して、費用の支払いができる

対象経費の２分の１を助成
(限度額１5万円)

対象経費の２分の１を助成
(限度額１0万円)

助成額は樹木の規格に
よります(限度額5万円)

抽選の上、当選者に申請書類を送付します。市からの助成決定
の通知前に工事に着工した場合は、助成対象外になります

特定の設計事務所や工務店を派遣・紹介することはありません。
また、補助金交付決定前に契約を結ぶと補助の対象になりません

同一場所での助成対象工事は1工事まで。助成の重複申請はでき
ません。施工前に花と緑の課に相談の上、申請を

庭、植栽等の工事や家電製品の取付けなどは対
象外。対象工事は市のホームページで確認を

( )

※

簡易耐震診断は、
4月28日から受付
開始します
ＨＰ 94145098

活動場所 段上西小学校 深津小学校 鳴尾北小学校 小松小学校

活動開始予定 7月頃までに 5月頃 5月頃 登録完了後

活動日時 ・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

活動内容 安全な事業実施のための見守りや子供たちへの声掛け等

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時間に満たない場合は1000円
　　　　　　1時間に満たない場合は支給なし

申込 等

　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。
　実施にあたり、以下の4校で「見守
りサポーター（有償）」を募集します。

見守りサポーター 募集を
放課後キッズルーム事業(直営型)深津小

小松小

段上西小

鳴尾北小

問 地域学校協働課（0798・35・3652）

部品不足のため、リフォーム
が期間内に完了しないケース
が多く見られます。事前に施
工業者にご確認ください

■屋上緑化…植栽に必要な厚みを持ち、
雨水がかかる建築物上を緑化するもの

■壁面緑化…建築物やネットフェンス、
ブロック塀などに、木本性のつる植物を1
㍍につき3株以上植栽し、壁面を覆うもの

■接道緑化…次の全てを満たすもの▶住居専用の敷地内で道路などに
接するところから7㍍以内の部分に植栽し、外部から眺望できるもの
▶高木・中木を合わせて3本以上植栽するもの

※低木も助成対象ですが、
低木のみの申請はでき
ません

5月31日(必着)までに登録申込書等(※)
に必要事項を記入し、地域学校協働課（市
役所本庁舎6階）へ。持参も可
(※)同課、市のホームページから入手可

ＨＰ 24924937

ＨＰ 40519664

ＨＰ 62116473

ＨＰ 86539997

ＨＰ 57450924
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スマイルあそぼう会…園庭開放日（週１回。祝・休日を除く）の正午から午後2時。多数の場合入場制限あり

施設名 所在地 電話番号 開放日
今津南 今津出在家町10－6 23・5011 火
上之町 上之町24－44 64・0053 木
鳴尾北 戸崎町1－70 65・1022 木
高須東 高須町1丁目1－39 49・5643 金
大社 神垣町7－32 73・4703 月
高須西 高須町2丁目1－46 48・2840 木
芦原むつみ 芦原町7－7 66・0505 水

施設名 所在地 電話番号 開放日
朝日愛児館 与古道町4－31 22・6901 月
小松朝日 小松北町1丁目7ー9 41・0618 水
建石 川添町10－3 22・4468 月
鳴尾 笠屋町19－1 41・0754 水
芦原 神明町7－18 67・3577 木
学文殿 学文殿町1丁目6－22 41・1083 火
用海 石在町10－22 33・0757 月
浜甲子園 枝川町17－43 41・0086 金

施設名 所在地 電話番号 開放日
瓦木北 大屋町13－8 67・4050 火
今津文協 今津水波町11－26 22・3320 水
鳴尾東 上田東町4－120 47・3062 火
浜脇 浜脇町3－13 35・2358 月
津門 津門呉羽町9－29 35・6204 火
瓦木みのり 甲子園口5丁目15－4 65・4400 火
甲東北 仁川町4丁目3－10 52・8412 火
北夙川 南越木岩町8－8 72・3711 金

各保育所等の開所時間に合わせて、電話による子育て相談を随時実施しています。
実施状況については各施設へ問合せを　※市外局番のないものは≪0798≫

スマイル子育て相談…月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前１0時～午後4時

各幼稚園の開園時間に合わせて、子育て相談を随時実施しています。開かれた幼稚園事業や園庭開放の実施状況については
各幼稚園へ問合せを　※市外局番のないものは≪0798≫

園名 所在地 電話番号
光明 甲子園七番町22－3 47・1585
東山 東山台2丁目8－1 0797・61・3603
広田 広田町11－27 72・2952
松秀 千歳町7－10 36・3560
みそら 若松町1－1 72・1388
むこがわ 松並町9－4 67・3002
武庫川女子
大学附属 池開町10－3 45・3537

睦 高須町1丁目1－5 49・0581
安井 平松町6－7 34・0607
和光 室川町1－4 71・6895
こばと（★） 津門西口町5－9 22・2101
西宮公同（★）南昭和町10－22 67・4691
（★）電話による子育て相談を実施していない園

園名 所在地 電話番号
一里山 一里山町15－14 51・0616
いるか 西宮浜4丁目13－2 32・1089
上甲子園 甲子園口2丁目16－31 67・1733
関西学院 岡田山7－54 53・3950
くるみ 仁川町5丁目6－49 51・0638
甲子園学院 熊野町5－18 67・7272
甲子園口 甲子園口4丁目22－9 67・4666
甲子園東 甲子園四番町4－32 41・1735
甲子園二葉 甲子園三保町6－10 41・0278
甲東 甲東園1丁目2－15 53・6740
神戸海星
女子学院マリア 木津山町5－26 73・4418

甲陽 甲陽園本庄町7－23 74・4610
香櫨園 上葭原町3－31 22・8522

園名 所在地 電話番号
西宮教会こひつじ 津門呉羽町7－36 23・1950
西光 鳴尾町1丁目16－2 47・1737
幸 北六甲台1丁目23－10 078・903・1551
松風 鳴尾町3丁目4－6 47・2289
すずらん 甲風園2丁目4－15 65・1166
段上 段上町8丁目9－13 51・3509
つぼみ 甲子園浜田町10－18 22・4405
仁川学院
マリアの園 甲東園2丁目13－9 51・2454

仁川 上甲東園2丁目4－43 51・0751
西宮甲武 樋ノ口町2丁目6－1 67・2017
花園 上鳴尾町19－19 47・2214
浜甲子園健康 浜甲子園2丁目10－4 41・1759
阪急 大屋町28－18 66・2015

園名 所在地 電話番号
浜脇 宮前町8－22 33・0835
夙川 松ケ丘町9－23 72・2951

越木岩 美作町6－10 72・4499
大社 柳本町1－8 74・4051

上ケ原 上ケ原三番町6－27 51・2700

園名 所在地 電話番号
門戸 門戸東町3－25 52・5447
高木 伏原町3－40 65・0055
春風 今津野田町2－6 26・6152

南甲子園 南甲子園3丁目2－24 46・1608
鳴尾東 笠屋町30－47 41・4542

園名 所在地 電話番号
山口 山口町下山口4丁目1－5 078・904・3707
生瀬 生瀬町2丁目26－24 0797・84・9464
付属

あおぞら
津田町3－40
(子育て総合センター内) 35・8086

施設名 所在地 電話番号
幸和園 中須佐町3－36 36・4850
南幸和園 池田町9－6NKビル 22・3669
一麦保育園 高木東町30－3 67・2775
月影保育所 広田町6－30 72・5731
パドマ・
ナーサリースクール 高須町2丁目1－47 48・5700

マーヤこども園 末広町1－3 36・3220
船坂保育園 山口町船坂572 078・904・3773
やまよし
Kids garden

山口町下山口4丁目
7－31 078・904・0757

名塩保育園 名塩1丁目20－15 0797・61・0754
聖和乳幼児
保育センター 門戸西町1－46 53・2656

甲子園子ども学舎 甲子園浦風町9－5 45・2232
段上保育園 段上町2丁目10－19 52・7979
ちどり保育園 今津真砂町1－5 41・2510
なぎさ保育園 西宮浜4丁目13－3 33・6920
新甲東保育園 門戸東町3－15 57・5235
なでしこ保育園 荒木町16－37 66・7678
安井保育園 安井町4－15 34・6677
夙川さくらんぼ保育園 羽衣町7－30－208 31・6155
西宮ＹＭＣＡ保育園 神楽町5－23 35・5992
あんず保育園 甲東園2丁目6－5 53・7512
ひかり保育園 上大市4丁目12－3 52・9081
みどり園保育所 今津山中町12－28 22・1376
みどり園保育所
あやは 津門綾羽町6－10 42・7091

東山ぽぽこども園 東山台1丁目106－2 0797・63・1332
東山ぽぽこども園
分園 東山台1丁目11－1 0797・91・2242

施設名 所在地 電話番号
夙川宝
プリスクール 鷲林寺2丁目3－2 72・7234

ゆめっこ保育園 石在町16－25 35・2758
ゆめっこ
わかば保育園 久保町9－25 33・1616

ニコニコ桜保育園 南郷町8－12 75・0024
ニコニコ桜夙水園 結善町1－28 75・0024
西宮夢 南甲子園1丁目10－15 45・9614
西北夢 長田町4－8 65・9614
つぼみの子保育園 林田町8－42 66・6670
めばえの子保育園 市庭町9－12 22・1666
武庫川女子大学
附属保育園 鳴尾町4丁目14－29 44・3025

かえで保育園 浜町2－11 32・2713
きりん園 段上町8丁目9－13 57・3789
善照マイトレーヤ
認定こども園 郷免町1－12 26・1765

西宮つとがわ
ＹＭＣＡ保育園 津門川町2－14 26・1016

のぞみ夢 樋之池町4－21 71・9614
夙川夢 北名次町15－27 73・9614
つぼみ夢 南越木岩町10－15－2F 74・9614
まつぼっくり保育園 甲子園口6丁目1－36 68・1010
西宮セリジェ保育園 戸崎町4－12 39・7863
マザーシップ
西宮北口こども園 中島町17－16 81・3715

日野の森こども園 日野町18－71 64・7560
西北セリジェ保育園 高畑町1－47 64・5514
夙川さくら保育園 千歳町4－19 23・1211
安井ゆりの花
保育園 平松町7－28 38・0738

施設名 所在地 電話番号
やまと保育園 大屋町28－8 67・4089
コペル保育園 上鳴尾町3－11 49・8777
ニコニコ桜
今津灯保育園 今津水波町9－8 22・0034

日野ひかりの森
こども園 日野町18－43 67・3131

西宮北口
こどもの園 高松町5－19 64・0800

大社幸和園 柳本町9－25 73・5570
越水幸和園 越水町7－7 74・5888
高須の森 高須町1丁目1－20 45・5750
夙川あすなろ
保育園 松園町10－21 32・8811

上甲子園保育園 上甲子園5丁目4－1 32・0234
西宮本町
つきの保育園 本町11－15 34・1123

鈴ノ音つばさ保育園 松籟荘2－7 51・0283
西宮さんしょ保育園 産所町9－10 61・5767
生瀬ぽぽこども園 生瀬町2丁目3－16 0797・91・2360
夙川学院ソレイユ
認定こども園 神園町2－20 74・6455

スター保育園 荒戎町6－19 26・4152
樋之池保育園 樋之池町21－8 78・3164
浜甲子園2丁目
保育園 浜甲子園2丁目8－11 31・2990

りんりん保育園
屋敷町 屋敷町2－6 35・7779

りんりん保育園
南昭和町 南昭和町1－11 68・5550

ニコニコ桜今津灯
保育園分園 今津水波町8－28 22・0034

各幼稚園等の開園時間に合わせて、電話による子育て相談を随時実施しています。
実施状況については各施設へ問合せを　※市外局番のないものは≪0798≫私立幼稚園・幼稚園型認定こども園 一覧

園庭を開放し、遊ぶことができる「スマイルあそぼう会」や、乳幼児の生活や遊び・子育てに関する電話相談ができる「スマイル子育て相談」を
行っています。実施状況については各施設へ問合せを　※市外局番のないものは≪0798≫市立保育所 一覧

私立保育所・幼保連携型認定こども園 一覧 

市立幼稚園 一覧

地域子育て支援事業を実施しています

子育て中の皆さんを支援するため
園庭園庭
開放開放

子育て子育て
相談相談

体験体験
保育保育

などなど

HP  89722415

新型コロナウイルス感染症の影響により、園庭開放や体験保育の実施を見合わせている場合があります。詳しくは各保育所・幼稚園等にご確認ください
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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（5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 5月(一部6月)の日程 会場 備考

妊産婦
オンライン相談

11日（水）・1９日（木）・26
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）

6月1日（水）・7日（火）の
13:30～16：00 塩瀬 対象は令和4年8月～12月出産予定の

妊婦。定員8人。申込は5月９日～27日
6月９日（ 木 ）・16日（ 木 ）
の13：30～16：00 鳴尾 対象は令和4年8月～10月出産予定の

初妊婦。定員14人。申込は5月12日から
6月20日（月）・27日（月）
の13：30～16：00 北口 対象は令和4年8・９月出産予定の初

妊婦。定員24人。申込は5月12日から

はじめての
離乳食講座 1９日（木）14：00～15：00 鳴尾

公民館
対象は令和3年11・12月出生の
第1子と保護者。定員16人。
申込は4月28日から鳴尾へ

離乳食講座 17日（火）10：30～11：30 北口 対象は令和3年4月～8月出生の第1子と
保護者。定員24人。申込は4月28日から

家族で学ぼう
離乳食講座

6月4日（土）
10：15～11：30 北口

対象は令和3年5月～10月出生の第1
子と保護者2名。定員10組。
申込は5月10日から

幼児食講座 31日（火）10：30～11：30 中央
対象は令和元年5月～令和2年10月出
生の第1子と保護者。定員16人。
申込は5月2日から

ぜん息・
アレルギー相談 ９日（月）14：00～15：30 北口 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1月出生、10か月児健診…令和3年7月出生、
　　1歳6か月児健診…令和2年10月出生、3歳児健診…平成30年12月出生

相談
ぜん息・
呼吸器相談 25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

13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20日（金）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

誰にも話せないしんどさや生きづら
さなどのこころの悩みについて臨床
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

ひきこもり青年
の家族交流会 12日（木）13：30～15：30 江上

庁舎
事前に面接が必要。
申込は（0798・35・5066）

精神保健福祉
相談

10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

12日（木）13：20～14：00 鳴尾
20日（金）13：20～14：00 北口
26日（木）13：20～14：00 中央

保健所家族教室 18日（水）13：30～15：30 江上
庁舎

精神障害者の家族対象。
申込は（0798・26・3160）

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▶令和5年…2023年

6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5月2日～実施日の2週間前。定員あり。先着順
※５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 6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 6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 6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 20日(月)・27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
2９日（水）９：00～15：30。
予約状況によって午前のみ
実施の場合あり

078・793・9333…5月18日～
25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4月末に送付
予定。無料〔個  無料〕

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〕

昨年度末に受診し
た人、特定保健指
導中の人は5月以
降に受診券を送付

みやっ子

１
歳
３
カ
月

政
岡 

澄
春
す
ば
る

（

）
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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



健康増進課（0798・26・3157）問

～理学療法士のひとりごと～

健康づくりコラム4月

子 供・子育て子 供・子育て
親子で作ろう！母の日
フラワーアレンジメント

日 5月7日（土）午前10時半～
会 甲山森林公園
対 5歳児以上と保護者
￥ 1作品2500円
定 あり
申・問 同公園管理事務所（73・4600）

�西宮市貝類館の催し

日・内 下表のとおり 
申 ①5月9日、②16日までに市HP 
HP 72780858
問 同館（37・0485）
①海をただよう小さな生き物
　プランクトンを見てみよう
日 5月21日（土）の午前10時半、午後2時～  
対 小学４年生以上 ￥ 要入館料 
定 各回7組。多数の場合抽選
②シェルストラップをつくろう！
日 5月28日（土）の午前10時半、午後1時半、
3時～ 対 未就学児は保護者同伴 
￥ 100円。別途要入館料 
定 各回8組。多数の場合抽選

サロンDE講座
～薬剤師さんに聞いてみよう!

日 5月19日（木）午前9時45分～
会 子育て総合センター
内 夏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）

親子ガラス工房

日 5月21日（土）午前10時～
会 リサイクルプラザ
内 サンドブラストで絵付け体験
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、5月7日

（消印有効)までに同プラザ（〒662－
0934西宮浜3丁目8☎22・6655）

山東ファミリーウィーク

日 8月10日（水）～14日（日）
会 山東自然の家（朝来市）
内 アマゴつかみ、天体観測など
￥・定 あり
申・問 5月2日午前8時から同自然の家
（079・676・4100）

芸　術芸　術
5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
洋画(湯原祐子さん) ※期間は2日～30日
ストリートギャラリー�@�札場筋
消費者問題啓発作品「考えよう！大人にな
るとできること、気を付けること」
※期間は2日～31日
ららストリートギャラリー�@�ららぽーと甲子園
大手前大学建築＆芸術学部学生作品
※期間は26日まで（４月も展示中）
※展示替えのため鑑賞できない場合あり

催　し催　し
であい市門戸厄神

日 5月1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）

能「鵜飼」～高僧の功力

日 5月7日(土)午後2時～
会 西宮能楽堂 対 小学生以上
￥ 4000円ほか 定 あり
申・問 同能楽堂(48・5570)

カラオケ教室

日 6月3・10・17日。いずれも金曜午後
1時～。3回シリーズ
会 総合福祉センター 対 60歳以上 
￥ 1000円 定 40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、5月18日（消印有効）
までに西宮市老人クラブ連合会（〒662
ー0913染殿町8ー17☎34・3334）

ゑびす寄席

日 6月4日（土）午後2時～ 
会 生瀬市民館
内 出演は露の団四郎、笑福亭松喬ほか
対 小学生以上 
￥ 1500円。高校生以下、65歳以上
等1200円
定 30人。多数の場合抽選
申 ハガキに催し名、代表者の住所・氏名

（ふりがな）・年齢・電話番号、参加者全
員（4人まで）の氏名（ふりがな）・年齢
を書き、5月8日（必着）までに西宮市文
化振興財団（〒662－0918六湛寺町
10－11☎33・3146）。重複申込不可

講座・講演会講座・講演会
発達障害勉強会

日 5月15日(日)、6月19日（日）の午前
10時～
会 市民交流センター ￥・定 あり
申・問 こころ・からだ研究所（70・4487）
※詳細は同研究所HPへ

わかたけ人権講演会

日 5月26日（木）午後1時半～
会 若竹生活文化会館
内 パパは女子高生だった～自分らし
く生きること
定 30人。先着順
申 5月9日午前9時から同館
（67・7171）

�植物生産研究センターの講座

日・内 下表のとおり
対 在勤・在学者可
￥ 各講座2500円
申 5月27日までに同センター
（74・5970）
HP 81907740
植物バイテククラブ
日 6月～11月の土曜午前10時または午後
1時半～。おおむね月1・2回 会 花工房
内 植物バイオテクノロジーの体験 
定 20人。多数の場合抽選 
きのこクラブ
日 6月～12月の土曜午後1時半～。おおむ
ね月1・2回 会 同センター
内 きのこを通じて自然に目を向ける 
定 25人。多数の場合抽選 

人権学習会
気づきで広がるこころの輪！

日 6月8日（水）午前10時～
会 越木岩公民館
内 テーマは「GIGAスクール時代の子
どもたちに大人ができること」
定 50人。多数の場合抽選
申 5月18日までに市HP 
HP 22898080
問 人権教育推進課（67・0075）

インターカレッジ西宮　
化粧品学レクチャー

日・内 6月15日（水）…皮膚の役割・化
粧品の役割▷22日（水）…年齢・季節
に合わせたスキンケアのコツ。いずれ
も午後1時半～。2回シリーズ
会 大学交流センター  
￥ 1500円
定 50人。多数の場合抽選
申  ハガキに講座名、住所、氏名(ふりが
な)、年齢、性別、電話番号を書き、6月
1日(必着)までに同センター(〒663－
8035北口町1－2－602☎69・3155）

◎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

　ロコモ(ロコモティブシンドローム)とは、疾患や加齢による関節や
筋力の低下などにより、移動能力が低下してしまった状態です。
　フレイルとは、健康と要介護の間の状態で、体やこころ、認知機能
や社会参加の低下が見られる、いわゆる虚弱といわれる状態です。ど
ちらも放っておくと介護が必要な状態に進んでしまう可能性がありま
す。ロコモの人はフレイルになりやすく、フレイルだとロコモを助長
させるという悪循環となってしまいます。元気な
うちから運動習慣をつけておくことが大切です。
　良い季節になりました。外に出て、散歩やお買
い物、ウオーキングなど少し体を動かしていきま
せんか？

ロコモとフレイル、どう違う？◆ ◆

日 6月～10月の土曜午前
会 公民館
内 料理、理科、能楽、陶芸、絵画、英
会話、将棋、書道、マジックなど
※夏休み特別講座「落語」あり
対 おおむね小学4年生～中学生。
在学者可
￥ 材料費等必要な講座あり
定 あり。多数の場合抽選
申 5月6日まで。詳しくは、4月
中旬に公立小・中学校を通じて配
布されたリーフレットまたは市
HPで確認を
HP 25741048　
問 地域学習推進課（67・1567）

宮水ジュニア募集
やってみたいこと、きっと見つかる！

(前期)

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

加納理学療法士

（6）� 令和４年（2022年）４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）



普通救命講習会

日 5月25日（水）午前9時半～
会 消防局 定 10人。先着順
申 5月6日から市HPか救急課
(38・6577)
HP 53316736

スポーツ･アウトドアスポーツ･アウトドア
芝生deヨガ

日 5月7日（土）午前9時～
会 鳴尾浜臨海公園芝生広場
￥・定 あり
申・問 同公園管理事務所（48・9386）

ふれあいハイキング

日 5月15日（日）午前9時にJR元町駅
西改札口に集合。雨天中止
内 再度公園、布引雄滝など約4時間（神
戸市）
対 70歳以下 ￥ 100円 
問 やまゆき会
（090・6607・7999…松川方）

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）
Let's�TRY！ビーチバレー
日 5月29日(日)、6月5日（日）の①午前9時、
②11時～ 会 武庫川女子大学ビーチバレー
コート 対 ①小学４年生～6年生、②中学・高
校生。いずれもバレーボール経験者 
￥ 各500円 定 各20人。先着順 
申 ４月29日午前9時から同センター HP
「走る・跳ぶ・投げる・打つ」
親子でやってみよう☆
日 6月11日～7月2日の土曜午前11時半
～。４回シリーズ 対 ４・5歳児と保護者 
会 中央体育館分館 定 25組。先着順 
申 5月2日午前9時から同センター HP

民設放課後児童クラブ
(学童保育)の運営事業者募集

　市は、来年4月から「放課後児童健
全育成事業」を実施する事業者を募集
します。同事業は、就労等により昼間、
家庭に保護者のいない小学1年生～4
年生（障害のある児童は6年生まで）
を対象に、放課後や夏休み等の期間中、
適切な遊びや生活の場を提供し、健全
な育成を図るものです。運営事業者に
は、開設費、運営費を補助します。
【申込】4月25日～6月3日に育成セ
ンター課（市役所本庁舎7階☎0798・
35・3206）。募集要項等は、市のホー
ムページ（ HP 65206191）からダウ
ンロードできるほか、同課で配布

身体障害者補助犬の貸付
希望者募集

　県は、身体障害者の自立や社会参加
の促進を図るため、身体障害者補助犬
（盲導犬、介助犬、聴導犬）の貸付希
望者を募集しています。定員あり。申
込は5月10日まで。対象・申込方法な
ど 詳 し く は、 生 活 支 援 課(0798・
35・3157)へ。面談による審査あり。

　▪事業系ごみの適正処理推進のた
め立入検査を実施　市内事業者を対象
に立入検査を実施し、ごみの適正処理
や資源の分別・再資源化などの協力を
依頼します。問合せは事業系廃棄物対
策課（0798・35・0185）へ

　◆市税の滞納により差し押さえた不
動産の公売を実施　詳しくは市のホー
ムページ（ HP 47162409）で確認を。
問合せは納税課（0798・35・3274）へ
【予定物件】甲陽園目神山町の宅地、
建物（最低入札価額）は1979万円。
入札に参加するためには、198万円の
公売保証金が必要
【参加申込期間】5月10日午後11時
まで

【入札期間・場所】5月17日午後1時
～24日午後1時にインターネット公売
システムで
◆「戦没者・戦災死没者・海外物故
者・原爆死没者合同慰霊祭」を開催　
5月19日（木）の午前9時から正午にア
ミティ・ベイコムホールで。式典は行
わず献花のみ。西宮市へ転入したなど、
新たに参列を希望されるご遺族は地域
共生推進課（0798・35・3032）へ

インフォメーションi
information

市から

西宮市都市景観形成基本計画、
西宮市景観計画を改定

　市は、社会状況の変化を踏まえた新
しい視点を取り入れ、美しい都市景観
の形成を推進するため、「西宮市都市
景観形成基本計画」、「西宮市景観計画」
の改定を行いました。10月1日施行の
西宮市景観計画では、建築行為等に関
する規制内容を示しているため、建築
物の新築等を予定している人は、必ず
改定内容をご確認ください。計画本文
は市のホームページ(基本計画… HP
65346884、景観計画… HP 359075
67)で公開しています。
　問合せは都市デザイン課（0798・
35・3526）へ。

ため池等での水難事故防止を

　ため池や用水路等での水難事故が全
国で毎年報告されています。これから
ため池や用水路等の水量が増え、子供
の水遊びへの興味も増す時期です。子
供たちがため池等に近寄らないように
呼びかけ、もし遊んでいた場合は注意
をお願いします。
　 問 合 せ は 農 政 課（0798・34・
8488）へ。

件名 市HP 担当課

西宮市地域福祉計画（素案） 8853508４ 地域共生推進課（市役所本庁舎3階
☎0798・35・3286）

第11次西宮市交通安全計画(素案) 59600297 交通安全対策課（市役所第二庁舎9階
☎0798・35・3806）

　意見募集の結果等は、5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・計画を公表

　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。

西宮市地域防災計画等(改定素案) 西宮市国土強靱化地域計画(改定素案)

内容 地域防災計画等を大幅に見直し、実
効性・実用性の高いものとするもの

西宮市地域防災計画・兵庫県強靱化
計画と調和のとれた内容とするもの

市HP 712４４801 197792４3
素案の
配布

担当課、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

担当課 災害対策課（市役所第二庁舎４階
☎0798・35・3988）

政策推進課（市役所本庁舎４階
☎0798・35・3666）

4月25日～5月25日に担当課へ窓口提出か郵送（消印有効）。市のホーム
ページ、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

月分 5
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）

2日（月）～8日（日）、１6日(月)～22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
9日（月）～１5日（日）、23日(月)～29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
30日（月）～6月5日（日）
中国紹興市交換番組…友好都市中国紹
興市との交換番組を放送
2日（月）～6月5日（日）
スポトレ…自宅で簡単にできる運動を紹介

※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（5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。5月のテーマは「さあ、武庫川線
と赤胴車を語ろう！」。ゲストティー
チャーは武庫川女子大学名誉教授の丸
山健夫さん　※放送終了後は、市のホー
ムページ（ HP 5４1４9619）から音声
配信あり

News�Box�にしのみや
日 月曜～木曜の午前8時から約5分間
（再放送は午後6時から） 内 最新の市
政情報などをニュース形式で紹介

ツーツーシキュー
消防テレホンサービス

5月1日～15日…救急講習会につ
いて、16日～31日…住宅用火災警
報器の設置について

健康・福祉健康・福祉
手話奉仕員養成講座「入門編」

日 6月7日～10月18日の火曜午後2時
～。20回シリーズ
会 総合福祉センター
対 手話初心者で講座受講後に手話活
動ができる人。在勤・在学者可
￥ 3300円 定 13人。多数の場合抽選
申 往復ハガキに催し名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号、メールア
ドレス、志望動機を書き、5月20日（必
着）までに西宮ろうあ部会（〒663－
8243津門大箇町9－17－101☎070・
3149・1447）

相　談相　談
消費生活センター�5月の相談会

日 10日（火）、24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）

その他その他
にしのみやオペラ合唱団
団員募集

内 来年2月公演「不思議の国のアリス」
への出演
対 9月～来年2月の音楽・舞台稽古等に
参加できる人　※6月にオーディショ
ンあり
申 5月9日までに西宮市文化振興財団HP
問 にしのみやオペラ実行委員会

（070・4473・9260）

人事募集人事募集
市立保育所の職員

内 下表のとおり
申・問 保育所事業課（35・3906）
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
81４5円以上。賞与あり HP 25568861
パート保育士（会計年度任用職員A）
内 月曜～土曜の午前7時15分～10時半の
うち2時間30分▷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 ￥ 1時間1307円以上。賞与あ
り HP 9４56４109　
※いずれも要保育士登録

市の保育士登録・相談会
（会計年度任用職員）

日 5月15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

社会福祉事業団の職員

内 下表のとおり 
申・問 同事業団（34・2611）
相談員（正規職員）
内 地域包括支援センターでの介護予防ケ
アマネジメント業務等 対 保健師、看護師

（地域ケア等の経験が5年以上）、社会福祉
士、主任介護支援専門員の資格取得者
パート職員
（①介護員、②看護師、③運転員）
内 浜脇デイサービスセンターでの①介
護・機能訓練補助、②看護・介護業務等、
③ 送 迎 業 務  対 ②看護師（准看護師）、③普
通自動車運転免許取得者

令和４年（2022年）４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)



阪神甲子園球場（0798・47・1041…月曜休み）問

※一部体験は事前申込が必要です。詳しくは同イベントホームページで確認を

同時開催 　3×3 BASKETBALL EPIC GAMES IN 甲子園駅前広場

子供のための特別な１日子供のための特別な１日

作品募集します作品募集します西宮市展西宮市展

問 西宮市文化振興財団（0798・33・3146）

必ず一時停止

徐行をして、
十分に安全確認

令和3年（2021年）
西宮市内事故発生件数

自転車関係自転車関係

33５33５件件
人身事故人身事故

※出品申込書・募集要項は市のホームページ（HP 75595964）からダウンロード可。
　市役所本庁舎１階総合案内所横、市民会館、公民館などでも配布

970970件件

！！

HP 11633274

　市と西宮市文化振興財団は、7月２日～9日に市民ギャラリーで実施する
「西宮市展」の作品を募集します。搬入日は6月１８・１9日のいずれかで
すが、事前申込のない作品は搬入できません。必ず事前に申込を。
　対　象　１5歳以上
　出品料　１点につき２000円（１部門２点以内）
　部　門　洋画、日本画、デザイン、書、写真、彫塑・立体、工芸
　　賞　　市展賞（１5万円）ほか。各部門１点ずつ
　申　込　出品申込書を5月２0日（必着）までに郵送

第三者行為…相手がいる交通事故▷暴力行為を受けた▷他人のペット
にかまれた▷車やバイク等の自損事故で同乗者としてけがをした▷飲
食店で食べたものが原因の食中毒　など

交通事故等で保険証使用時は市に届出を
国保・後期高齢者医療制度・福祉医療に加入している人へ

　交通事故や傷害事件など、第三者からの行為によって受けた傷病の治
療に要する医療費は、原則として加害者の負担となります。交通事故等
の治療で医療機関を受診する際は、次の点に注意してください。

被害者が保険証等を使って治療を受けると、市はその医療費を一
時的に立て替え、後で加害者に立て替えた医療費を請求します。
市への届出に必要な書類など詳しくは、各担当課へ問合せを

医療機関で保険証や福祉医療費受給者証を使用する場合

市市へへ届出届出がが必要必要

第三者行為が発生

保険証や福祉医療費受給者証を出す前に、必ず伝えてください

対象 担当課　※市外局番は《0798》 市HP

問
合
せ

国民健康保険の人 国民健康保険課（35・3120） 13277716
後期高齢者医療制度の人 高齢者医療保険課（35・3154） 79706805
福祉医療費受給者証を
持っている人 医療年金課（35・3188） 19385758

「「交通事故等交通事故等によるによる受診受診であることであること」を」を伝える伝える

市へ届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませて
しまうと、健康保険と福祉医療を使えなくなる場合があります！

　阪神甲子園球場で、「甲子園キッズフェスタ」を開催します。小学生以
下の子供が家族で楽しめるスポーツ体験・はたらくくるま見学・ワーク
ショップなど、さまざまなコンテンツが甲子園エリアに集合します。

　日　時　5月15日（日）の午前10時～午後４時
　会　場　阪神甲子園球場、ららぽーと甲子園など
　入場料　無料（一部有料の体験あり）

甲子園キッズフェスタ甲子園キッズフェスタ甲甲子子園園キキッッズズフフェェススタタ
５
１５

毎月２日の「自転車安全利用の日」に併せて、
県下一斉取り締まりを強化しています。自転車
は車の仲間です。交通ルールを守りましょう
問合せは西宮警察署（0798・33・0110）、甲
子園警察署（0798・41・0110）へ

交差点交差点ではでは一時停止一時停止とと安全確認安全確認を！を！

一時停止の標識がある場所

一時停止の標識がない交差点
見通しの悪い曲がり角

人身事故の多くは、交差点とその付近で発生しています

！自転車はどこを走ったらいいの？Q
A

Q
A
歩道を通行するときのルールは？

車道の左側通行が原則

歩行者優先で、車道寄りを徐行

▶道路標識などで指定された場合
▶運転者が１3歳未満の子供と70歳以上の高齢者等の場合
▶車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合

▶すぐ止まれる速度で通行
▶歩行者の通行の妨げとなる場合は一時停止

歩道を通行できるのは

普通自転車の歩道
通行可の標識

交通安全動画集

子供向けの「こうつうあんぜんきょうしつ」も！
自転車の交通ルールやマナーなどを紹介。

人身事故マップ

大人も子供も楽しく交通ルールが学べます。
ぜひ、チャレンジしてみてください！

事故発生箇所を小学校区ごとにまとめています。
事故が特に多い箇所などを確認しましょう！

クイズ・すごろく・
ぬりえ・クロスワード

市公式YouTube

（2018年～2020年）

身近な交通手段である自転車のニーズが高まっています。
市では、さまざまな啓発活動に取り組んでいます。

市内で起こる人身事故の約3割は自転車が関係する事故です。
今一度、自転車の交通ルールを確認し、安全な利用を心掛けましょう。

多発しています！！
交通安全対策課（0798・35・3806）問

自転車の事故が

守 てっ 交 通 安 全 の 基 本

！使 てっ 交 通 安 全 ツ ー ル

！

　 車両相互
　 人対車両
　 車両単独

凡例

※「車両」は自転車を含む

（８）� 令和4年（2022年）4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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