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てる？

もう持っ

ド

バーカー

マイナン

あなたの身の回りでも…

マイナンバーカードでできること
1 本人確認書類として使える

＃

マイナンバーと本人確認書類が同
時に必要な場面も１枚で確認できま
す。他にも、会員登録やライブ会場
の入場などに幅広く使えます。

3 健康保険証として使える

＃

本人が同意すれば、全国どこにい
ても、医療機関や薬局で過去の服薬
履歴や特定検診情報などが確認でき
ます。

5 オンラインで行政手続き

＃

自宅のパソコンやスマートフォン
から、確定申告や子育てに関する手
続きなどが便利に行えます。

7 図書館で本を借りられる

＃

西脇市図書館で本を借りることが
できます。マイナンバーカード連携
登録をされた方は、図書の貸し出し
上限数が５冊増え、25冊となります。

３
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2 コンビニで各種証明書を取得できる

？
る
て
っ
もう持

ド
ー
カ
ンバー

マイナ

＃

全国のコンビニエンスストアで住
民票の写しと印鑑登録証明書が取得
できます。市役所の窓口より50円お
得に取得できます。

マイナンバーカードは、本人確認書類とし
て利用できるほか、マイナンバーカードに搭
載されている電子証明書を利用することで、
さまざまなサービスを受けることができます。
今後、ますます利用の幅が広がるマイナン
バーカードをあなたも作りませんか。
▶問合せ 戸籍住民課（市役所内線1042）

4 給付金の受け取りがスマートに

＃

公金受取口座を登録することで、
今後、給付金などを申請するときに、
口座情報の記入や通帳の写しなどを
提出する必要がなくなります。

6 コロナワクチン証明書としても

＃

新型コロナワクチン接種証明書を
スマートフォンアプリで取得。アプ
リを起動すれば、いつでも表示でき
ます。

8 運転免許証として使える

＃

マイナンバーって？
日本に住民票がある全て
の人に１人１つの番号をお
知らせして、行政の効率化
や皆さんの利便性を高める
制度です。
現在、社会保障、税、災
害対策の分野で使用されて
おり、マイナンバーによっ
て個人の特定を確実で迅速
に行うことが可能になりま
した。

マイナンバーカードって？
マ イナンバー（個人番
号）が記載されたプラスチ
ック製のICチップ付きカ
ード。券面には、氏名、住
所、生年月日、顔写真など
が表示されています。
本人確認のための身分証
明書として利用できるほか、
さまざまなサービスにも利
用できます。

令和６年度
実施予定

マイナンバーカードに運転免許証
の情報が記録できるようになります。
住所変更などがあったときも、警
察への手続きが不要となる予定です。
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２

てる？

もう持っ

ド

バーカー

マイナン

マイナポイントをもらおう
・・

３つの
キャンペーンで

マイナンバーカード取得者を対象にした国の「マイナポイント
第２弾」が始まっています。３つのキャンペーンがあり、全てに
申し込むと１人最大２万円分のマイナポイントを受け取ることが
できます。スマートフォンやパソコン、マイナポイント手続きス
ポットで申請してください。

マイナンバーカードの申請がまだの方に、順次、国からマイナ
ンバーカードの申請書が送られています。スマートフォンやパソ
コン、サポート窓口など、あなたに合った方法で申請しましょう。
申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

詳しくは
こちら

最大２万円分のマイナポイントがもらえる
カードの新規取得等
（※）

マイナンバーカードをつくろう

健康保険証の利用登録

公金受取口座の登録

最大５千円分のポイント

7,500円分のポイント

7,500円分のポイント

選択した決済サービスでチャ
ージ（入金）または買い物する
と、金額の25％（上限５千円）
のポイントを受け取れます。

マイナンバーカードを健康保
険証として利用登録すると、
7,500円分のポイントを受け取
れます。

公金を受け取るための口座と
して預貯金口座を登録すると、
7,500円分のポイントを受け取
れます。

１ 2 3

で

３ＳＴＥＰ

1

STEP
１

STEP
２

STEP
３

マイナポイントアプリを起動

2

申請用サイトで必要事項を入力し、
顔写真を登録してください。

3

ポイントを受け取る決済サービスを選択

マイナポイントアプリの
ダウンロードはこちらから

５
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Android 版

マイナポイント
手続きスポット

iPhone 版

詳しくは
こちら

サポート窓口

も

オリナスで

申し込み用の写真撮影と、申請用紙の書き
方などをサポートします。
▶とき 午前９時〜午後５時
▶ところ 市民交流施設オリナスラウンジ

必要事項を入力

カードの受け取り

請！
姉妹で申
単でした
意外と簡

お知らせはがきが届いたら、戸籍
住民課にお越しください。

宮崎弥桜 さん 楓彩さん
（下戸田）

出張その１

市役所や郵便局、コンビニ
エンスストアなど、マイナポ
イントの申し込み手続きが安
全、安心にできる場所です。
自宅での手続きができない場
合などにご利用ください。
マイナポイント手続きスポ
ットはQRコードから確認で
きます。

申し込むキャンペーンを全て選択

顔写真を撮影
スマートフォンのカメラなどで顔
写真を撮影してください。

※マイナポイント第１弾に申し込んでいない方が対象です。
「健康保険証の利用登録」と「公金受取口座の登録」は、マイナポイント第１弾を申し込まれた方も対象となります。

スマートフォンでの
マイナポイント手続き方法

オンライン申請

詳しくは
こちら

申請サポート窓口

市内各所で申請サポート窓口を開設し、申
請をお手伝いします。マイナンバーカードの
申請を希望する方は、ぜひご利用ください。
▶申請サポート窓口
と

き

ところ

８月 13 日（土）

芳田の里ふれあい館

８月 20 日（土）

センティア西脇

８月 21 日（日）

茜が丘複合施設みらいえ

８月 27 日（土）

大野隣保館

９月 ３ 日（土）

サンパル日野

９月 10 日（土）

こみせん比也野

９月 17 日（土）

黒っこプラザ

※時間はいずれも午前９時30分〜正午、午後１時〜４時30分
※マイナポイントの手続き支援はしていませんので、ご注意ください。

出張その２

訪問申請受け付け

公民館や自宅、会社などの希望場所に市職
員が訪問し、申請書類の書き方や写真撮影な
どを支援します。おおむね３人以上の希望者
が集まると対応できます。代表の方が下記へ
連絡してください。
できあがったマイナンバーカードは、ご自
宅へ本人限定受け取り郵便または書留郵便で
お届けします。
▶申込み 戸籍住民課（市役所内線1042）

５月 14 日以降に申請をした方へ

国は５月13日（金）現在のマイナンバーカ
ードの取得状態をもとに、申請書を送付して
います。すでに申請がお済みの方は、申請書
が届いても、申請する必要はありませんので、
ご注意ください。
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４

てる？

もう持っ

国民健康保険

新型コロナワクチン

医療費は限度額まで

４回目接種のお知らせ

限度額適用認定証等の手続きを

者
対象
・60歳以上の方
・基礎疾患がある方（18歳以上）
・新型コロナの重症化リスクが高いと
医師が認める方（18歳以上）
・医療従事者等（18歳以上）

接種券、基礎疾患がある方などは連絡を
60歳以上の方または、コールセンターへ
連絡いただいた基礎疾患がある方などに３
回目の接種から５ヵ月が経過する２週間前
をめどに、接種券をお送りします。

８月の集団接種予定
８月の集団接種は接種日を追加し、下記
の日程の午後１時30分から旧西脇市民会館
で実施します。使用するワクチンは武田／
モデルナ社製です。

８ ４（木）６（土）20（土）27（土）
/

個別医院での接種は随時実施
個別医院では、３回目（12歳以上）、４
回目の接種や、小児（５〜11歳）対象の接
種を行っています。
実施する日時や病院などについては、予
約コールセンターへお問い合わせいただく
か、予約サイトでご確認ください。

最新情報はホームページで
市ホームページ

予約コールセンター

☎22‑3300

22‑3310

（午前９時〜午後５時） （受け付けは24時間）

※７月21日
（木）
現在。状況により変更することがあります。

７
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国民健康保険（国保）では加入者の年齢や世
帯の所得に応じて、１ヵ月の医療費の自己負担
限度額が決まっています。
医療費が高額になりそうなときは、事前に
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標
準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関
などの窓口で被保険者証と一緒に提示すると、
支払いが限度額までとなります（食事代や部屋
代は含みません）。
有効期限が令和４年７月31日の認定証をお持
ちの方は、更新手続きをお願いします。
◆対象
・70歳未満の国保加入者で国保税の滞納がない
世帯の方
・70〜74歳の国保加入者で、所得区分が
現役並み所得者Ⅰ（課税所得145万円以上）
現役並み所得者Ⅱ（課税所得380万円以上）
低所得者Ⅰ
（世帯主と国保加入者全員が住民税
非課税世帯で各所得が０円の方）
低所得者Ⅱ
（世帯主と国保加入者全員が住民
税非課税世帯の方）
の方
◆申請に必要なもの
・被保険者証
・世帯主と対象者の個人番号確認書類
（マイナンバーカード、通知カードなど）
・市役所で手続きする方の本人確認書類
（マイナンバーカード、運転免許証など）
◆注意事項
①「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準
負担額減額認定証」は、申請した月の１日か
ら有効です。
②所得区分で、住民税非課税世帯の方や「低所
得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」の世帯の方には、入
院時の食事代が減額される「限度額適用・標
準負担額減額認定証」を交付します。事前に
申請が必要です。
③所得区分の判定には、世帯主と世帯の国保加
入者全員の所得申告が必要です。
◆問合せ
保険医療課（市役所内線 1061･1063）

ド

バーカー

マイナン

マイナンバー

カードやマイナポイントについて

あなたの

にお答えします

マイナンバーカードは
いつ申請したらいいですか？

マイナンバーカードは
本当に安全ですか？

今が
オススメです

さまざまな
安全対策をしています

最大２万円分のマイナポ
イントをもらうためには、
９月末までにマイナンバ
ーカードを申請する必要
があります。

盗難、紛失の場合は、24時間、
365日体制で一時利用停止ができ
ます。また、カード自体に税や年
金などの個人情報は記録されてい
ません。不正に情報を読み出そう
とすると、ICチップが壊れるよ
うになっていますので安心です。

公金受取口座とは
なんですか？
給付金を受け取る
口座です
登録しておくことで、今
後、給付金の申請手続き
の際に、口座情報の記載
や、通帳の写しなどの添
付が不要になります。

マイナポイントは
どこで使えますか？
選択した決済サービスが
使えるお店です
マイナポイントは、選択
したキャッシュレス決済
サービスのポイントとし
てもらえます。対応する
お店で、お使いください。

預貯金額や医療履歴などが
国に監視されるのですか？

?

個人情報を監視する
仕組みではありません。
マイナンバー制度は、手
続きを受け付ける行政職
員のみ、必要な情報に限
定してアクセスすること
が許されています。

マイナポイントは
先着順ですか？
先着順では
ありません
マイナポイントの申込期
限は令和５年２月末です。
期限内にお申し込みくだ
さい。
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６

検討会議の答申内容
答申を受けた市立小中学校の「学校規模の適正化」と「適正な配置」の内容
は次のとおりです。具体的に推進する対象期間は、15 年間（令和５〜19 年度）
と定め、中学校区などの再編方針が示されています＝ＱＲコード。
中学校区

適正規模（方針）

適正配置（方針）

次の２つの方針を、段階的に満たすこと。

３拠点化

西脇中学校区

西脇南中学校区

西脇東
黒田庄 中学校区

中学校１校

中学校１校

中学校１校

①複式学級編制の回避・解消を図る。
②全学年に、一定規模の児童生徒数確保を目
指す（１学年２学級以上）。

年間︵令和５〜 年度︶

過度な小人数規模の学級は、学校運営や教
育活動に制限や支障が生じます。特に、学習
指導や活動が限られたり、少ない教員数での
教育活動の実施は、教育上の課題が多いとさ
れます。
一定規模の集団活動は、教育効果の向上に
つながり、また、多様な児童生徒による活動
や話し合いなどによって学びを深める「協働
的な学び」を進めることができます。

15

小学校

現在の４つの中学校区（西中・東中
・南中 ・黒中）に１校ずつ配置。

検証
適正化の推進効果を検証し、学校配置や
施設、通学方法などを検討。
中学校区

２拠点化

19

答申の趣旨を尊重しながら、西脇市と西脇市
教育委員会は令和４年度中に「学校学習環境規
模適正化実施計画（仮称）」を策定・公表し、
今冬にパブリック・コメントを実施します。ま
た、地区ごとに説明会なども開催する予定です。

準備

西脇南中学校区

西脇・西脇東・黒田庄中学校区

中学校１校

中学校１校

中学校区の２拠点化準備と並行して、
４小学校の配置を見直し。

小中学生の適正な学習環境を整
備するため︑西脇市は令和２年７
月︑﹁西脇市立学校学習環境規模
適正化検討会議﹂を設置︒検討会
議に市立小中学校の﹁学校規模の
適正化﹂と﹁適正な配置﹂に関し
て諮問しました︒学識経験者や学
校関係者︑保護者︑地域の代表ら
人で構成する同会は︑ 回にわ
たり︑子どもたちの学習環境に関
して協議してきたほか︑地域の皆
さんの声を直接聞くため︑中学校
区ごとに﹁地域会議﹂を 回開催︒
また︑現状説明会を 回行って︑
検討会議での議論に反映してきま
した︒
令和４年７月︑２年間に及ぶ検
討会議の審議の結果が答申書とし
てまとめられました︒

令和4年8月号

答申書提出

広報にしわき

学校適正推進課（市役所内線 4033）

20

21

■市長へ

９

な観点から建設的に協議してきました。
とりまとめた答申は、これからの方向
性と必要な取り組みを示すものであり、
実施計画（仮称）で具体的なプランが示
されることになります。
答申を契機として、西脇市における学
校教育への関心が一層高まり、児童生徒
にとって望ましい学習環境が実現するこ
とを期待します。

▶問合せ

きよさね

當山清実 会長

学校教育の
“いま” と “これから”
検討会議がまとめた答申書は７
月 日︑當山清実会長︵兵庫教育
大学教授︶と川上泰彦副会長︵同
大学教授︶から片山市長に手渡さ
れました︒片山市長は﹁慎重に議
論を深めていただいた︒将来を担
う子どもたちのよりよい教育環境
の整備に取り組んでいきます﹂と
述べました︒
西脇市と西脇市教育委員会は︑
今後︑提出された答申の趣旨を尊
重しながら︑学習環境規模の適正
化実現に向けた具体的な学校規模
や配置などを検討します︒

答申を終えて

西脇市立学校学習環境規模適正化検討会議

６回

第

小学校

学校教育を取り巻く諸情勢の急激な変
化に伴い、西脇市でも学校規模・配置の
適正化を検討することが喫緊の課題とな
っています。委嘱を受けた20人の委員
は、地域会議や地区の説明会で出された
意見・要望等を尊重しながら、さまざま

シリーズ

―未来を生き抜く力をつけるための学校のかたち―

16

17

12
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８

西脇こども園

比延こども園

どれみこども園

幼保連携型

どこの園がいいかな...
かな...

①西脇760‑1
②22‒2909
③すべての
子どもたちの笑顔のために

日野こども園

①比延町867‑5
②22‒7258
③人生の土台が育つ乳幼児期は
「よく遊び よく学べ」

市内にある
認定こども園

認定こども園見学会

①高松町597
②22‒5740
③個性を尊重する保育
（ひとりひとりを大切にする保育）

西脇市には８つの「幼保連携型認定こども園」があり、０〜５歳児の
就学前教育・保育を実施しています。
令和５年度のお子さんの入園先を考えておられる保護者の皆さんに、園
の見学会（オープンこども園）を実施します。各園の特長ある就学前教育・
保育を、目で見て、話を聞いてみませんか。
▶問合せ 幼保連携課（市役所内線1161）

かすがこども園

見学一覧は
市ホームページでも公開

▶見学会一覧表
西脇市内には８つの認定こども園
があります。
いずれの園も、独自の教育・保育
理念の基、西脇市で育つ子どもたち
の心身の成長を目指しています。

①西田町5‑1
②22‒7023
③真心のこもった教育・保育
いきいき元気に！ぴかぴか笑顔！
わくわく楽しく！

①住所
②電話番号
③教育・保育理念
教育・保育目標
目指すこども像

①高田井町781
②22‒5787
③ときめき☆ひらめき！
発見が生まれるこども園

見 学 日

など

西脇

比延

どれみ

日野

かすが

つま

芳田

黒田庄

８/18
（木）

８/５
（金）

８/８
（月）

８/18
（木）

８/24
（水）

８/４
（木）

８/２
（火）

８/22
（月）

８/25
（木）

８/26
（金）

８/19
（金）

８/19
（金）

８/25
（木）

８/9
（火）

８/４
（木）

８/24
（水）

９/１
（木）

9/15
（木）

８/23
（火）

８/25
（木）

８/26
（金）

８/23
（火）

８/30
（火）

８/25
（木）

９/８
（木）

̶

９/１
（木）

８/26
（金）

̶

８/24
（水）

̶

̶

11：00

10：45

11：00

11：30

11：00

11：00

11：00

11：00

各10人

各10人

各５人

各10人

̶

各10人

̶

各５人

（不要）

電話

電話

電話

電話

電話

電話

電話

〜

9：30

〜

10：00

〜

10：00

〜

10：00

〜

10：00

〜

10：00

〜

9：45

〜

10：00
見学時間

つまこども園

芳田こども園

黒田庄こども園
定

員

申込方法
問 合 せ

①寺内8‑1
②22‒1693
③明るい声が響き
笑顔あふれる 楽しいこども園
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広報にしわき

令和4年8月号

①岡崎町523
②27‒0550
③感性の芽生えを大切に、
生きる力の基礎をはぐくむ

①黒田庄町
前坂930
②28‒4357
③個々の子どもたちの自立・自律支
援、共育ち（共生・共同）

11㌻をご覧ください

※事前申し込みが必要な園があります。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、見学会当日に体調がすぐれない方、
発熱のある方は見学をご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止する場合があります。

！

しばざくら幼稚園は、令和５年３月で閉園します。令和５年度の入園募集はありません。
令和５年度の各認定こども園の入園募集は、広報にしわき10月号でお知らせします。

広報にしわき

令和4年8月号
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第69回

出場者を大募集

西脇市民スポーツ大会
総合開会式

第１回

10
月２日
（日）
午前８時30分〜
西脇中学校グラウンド

詳しくは、市ホームページ＝ＱＲコード＝をご覧いただくか、各協会へお問い合わせください。
▶問合せ 生涯学習課（総合市民センター内／☎22-5996）
競技名
陸上競技
ソフトテニス
卓球
バレーボール
軟式野球
柔道
剣道
ソフトボール
空手
少林寺拳法

開催日（月）
11月
（予定）
９〜10月
10月２日
（日）
10・12月
10月
10月２日
（日）
10月２日
（日）
９〜10月
10月２日
（日）
10月２日
（日）

会場
都麻の郷交流グラウンド周辺
西脇公園テニスコート
西脇中学校体育館
西脇東中学校体育館ほか
西脇公園野球場
総合市民センター武道館
西脇小学校体育館
野村公園グラウンドほか
西脇中学校格技場
日野小学校体育館

申込締切
調整中
９月 ４ 日
（日）
８月29日
（月）
８月31日
（水）
８月31日
（水）
８月21日
（日）
８月15日
（月）
９月10日
（土）
８月31日
（水）
８月31日
（水）

申込み・問合せ（協会）
小宿義幸さん
☎090‒1891‒9930
891‒9930
高瀬善久さん
☎23‒7353
53
篠田春生さん
☎090‒6961‒0076
961‒0076
萩原靖久さん
☎22‒0642
42
489‒2978
平林 要さん
☎090‒1489‒2978
長谷川広幸さん ☎090‒5899‒5468
899‒5468
三宅正倫さん
☎22‒4049
49
北村 守さん
☎22‒4027
27
750‒6130
永井邦由さん
☎090‒8750‒6130
03
岡崎修士さん
☎22‒8103

硬式テニス

10月２日
（日）

西脇南中学校テニスコート

９月28日
（水）

青山義明さん
hoo.co.jp
aoyama7̲11@yahoo.co.jp

サッカー
山岳
グラウンド・ゴルフ
硬式野球

調整中
９〜10月
あかねが丘グラウンド
11月18日
（金）
11月20日
（日）
高御位山
（高砂市）
９月15日
（木）
10月２日
（日）
西脇中学校グラウンドほか
（金）
黒田庄ふれあいスタジアムほか ９月30日
10〜11月

高橋克明さん
清水賢一さん
藤原茂雄さん
江本智裕さん

641‒5591
☎090‒4641‒5591
055‒9437
☎090‒9055‒9437
80
☎28‒3680
53‒6354
☎079‒253‒6354

代理人・第三者への証明書交付時にお知らせ

本人通知制度に登録を
本人通知制度は、住民票や戸籍謄本などを
代理人や第三者に交付した場合に、事前登録
している人に対して、交付したことを郵送で
通知する制度です。不正請求の抑止や不正取
得の早期発見等の効果が期待できます。
▶通知対象の証明書
①住民票の写し②戸籍の附票の写し③住民
票記載事項証明書④戸籍の謄抄本⑤戸籍記載
事項証明書（いずれも、除票や除籍を含む）
▶本人通知の内容
①交付年月日②交付した証明書の種類③交
付通数④交付請求者の種別（登録者の代理人・
登録者の親族等の代理人・第三者（個人・法
人・八業士））⑤交付請求者が登録者の代理人
である場合に限り、代理人の氏名・住所
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令和4年8月号

▶登録できる人
西脇市の住民基本台帳、戸籍および戸籍の
戸籍の
附票に記録されている方（除票や除籍に記載
に記載
されている方を含む）
▶登録に必要なもの
①事前登録申出書（戸籍住民課、各隣保館、
隣保館、
市ホームページで取得できます）②本人確認
人確認
書類（運転免許証、パスポート、マイナンバ
ナンバ
ーカードなど）③代理人による申し出の場合
の場合
は、委任状および代理人の本人確認書類
類
※手続きは、戸籍住民課窓口で行います。
す。
▶変更等の届け出
登録後に住所などの変更があった場合や登
合や登
録を廃止する場合は、届け出が必要です。
す。
▶申請・問合せ
戸籍住民課（市役所内線1032）

日本のへそ

第43回

にしわき市・

西脇夏まつり

黒田庄夏まつり

/27
8
15:00-21:00

/16
8
19:00-21:20

日本へそ公園

黒田庄グラウンド

土

2022

※雨天決行

火

2022

※小雨決行

市ホームページはこちら

約

発
午後８時〜

▶イベント内容
▷セレモニー
▷地元小中学生による踊り・演奏
▷音楽イベント
「へそのミュージックフェスタ」
▷踊りイベント「加杉野おどり」
▷金魚すくい・シャボン玉とばし
▷屋台の出店
▶臨時駐車場・シャトルバス
日本へそ公園ほか、市内約20ヵ所に臨時
駐車場を設け、一部の駐車場から会場まで
シャトルバスを運行。また、花火観覧専用の
駐車場もあります
（詳しくは、市ホームペー
ジへ）。

市ホームページはこちら

約

発
午後９時〜

▶イベント内容
▷特産品・黒田庄和牛などが当たる福引
（先着1500人／午後７時〜抽選券を配布）
▷盆踊り
▷屋台の出店
▶臨時駐車場・シャトルバス
黒っこプラザ周辺、楠丘小学校、兵主神社
に臨時駐車場を設け、一部の駐車場から会場
までシャトルバスを運行（詳しくは、市ホー
ムページへ）。

▶フォトコンテストの開催
テーマは「第１回日本のへそ西脇夏まつり」
の全ての行事（詳しくは、
市ホームページへ）
。

日本のへそ西脇夏まつり
実行委員会事務局
（商工観光課内／市役所内線 4211）

黒田庄夏まつり実行委員会事務局
（黒っこプラザ内／☎28-2121）

広報にしわき

令和4年8月号
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今年の夏も暑くなる――

熱中症を防ぐ方法
熱中症の危険性が極めて高くなると予想さ
れたとき、環境省と気象庁は「熱中症警戒ア
ラート」を発表します。発表中には、次の熱
中症を防ぐ行動を積極的に取りましょう。

歩く

５ヵ条

にしわき

健幸ポイント2022
けんこう

「健幸ポイント」事業は、歩数などを測る活動量計を身に着けて、ウオー
キングや健康イベントへの参加でポイントを貯める取り組みです。貯まっ
たポイントは、最大６千円相当の地域商品券と交換できます。
▶申込み・問合せ
健幸都市推進課（市役所内線 1184）

④マスクを外す
（必要に応じて）
屋外で会話をしないときや、人と２㍍以上
（十分な距離）離れている場合は、マスクを外
しましょう。

活動量計を身に着けて歩くだけ

喉が渇いていなくても、水分を取りましょ
う（目安は１日 1.5 ㍑以上）
。
は、必ず
ぶとき きます！
遊
で
外
い
持って
水筒を

松永 恵
康生

⑤外での運動は、原則中止・延期
屋外だけでなく、エアコンなどが設置され
ていない場所での運動は、無理をせず中止や
延期をしましょう。
▶問合せ 健幸都市推進課（市役所内線1181）
きょうの暑さを確認

さん
ちゃん

（熱中症予防情報サイト）
※環境省

（野村町茜が丘）

のＰＲ

広告を掲載しませんか

▶提出書類
・広告掲載申込書
・事業内容が分かる書類
※資格や免許が必要な業種の広告を掲載す
るときは、資格の所有を証明する書面や
免許証の写しなども必要です。
▶掲載料（１ヵ月当たり）
・広報にしわき＝10,000〜25,000円
※掲載枠によって掲載料が異なります。
・市ホームページ＝10,000円
※縦60ピクセル×横150ピクセル

広報にしわき

40歳以上の方（市内在住・在勤）
240人（先着順）
２千円
８月31日（水）まで
申込方法 ①電話
②市ホームページ
③健幸都市推進課窓口
で受け付け
対象
定員
参加費
申込期間

令和4年8月号

▶その他
・規程などに基づく審査があります。内容に
よっては、掲載できない場合があります。
・掲載は先着順です。申し込み多数の場合、
市内の申込者を優先します。
・広報にしわきへの掲載の申込締切は、掲載
月の１ヵ月前です。
・詳しくは、市ホームページをご覧ください。
▶申込み・問合せ
市長公室（市役所内線 3051）
広報にしわき
に掲載を希望する場合

将来の健康のために
定年退職した後の自分のために、今できる
ことからやってみようと参加しました。この
事業は、自分のペースで取り組めて、強制で
事業は、自
はないのがいいところ。その上、頑
は
張
張った分だけポイントがもらえてう
れしいです。
活動量計に示される歩数を見る
ことが、毎日の楽しみになってい
ます。普段は仕事中に歩くことが
多いですが、夜に歩いて買い物に
行ったり、休日に家族と公園に行
って歩いたりもしています。歩き
ながら、趣味のカメラも楽しんで
います。

市ホームページ
に掲載を希望する場合

ポイント取得対象期間
活動量計のお渡し日〜令和５年２月末
※貯まったポイントは、令和５年３月下旬
に地域商品券と交換

詳しくはこちら
（市ホームページ）

参加する皆さんの 声

広報にしわき・市ホームページ

市では、地域企業のＰＲや生活情報の提供、
財源の確保などを目的に、「広報にしわき」
と「市ホームページ」に有料広告を掲載して
います。申し込みは随時、受け付けています。
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参加者募集

―「歩くこと」から始める健康づくり―

子どもや高齢者、障害者、持病がある方な
ど体調管理が難しい方は熱中症になりやすい
傾向があります。身近な人に、エアコンの使
用や水分補給などの声掛けをしましょう。

②こまめな水分補給

事業
お店・ に

追加

③声を掛ける

①外出を控えて、暑さを避ける
昼夜を問わずエアコンなどを使って、部屋
の温度を調整しましょう。また、不要不急の
外出はやめましょう。

→ ポイントが貯まる → 健康＆幸せに

夫婦で楽しんで参加
以前から参加している妻に勧められ、私も
参加することにしました。夫婦そろって、そ
れぞれの目標歩数を満たすように、午前と夕
方に歩いています。
活動量計を身に着けて歩くことで、体を動
かす心地よさを感じ、姿勢や速力も意識する
ようになりました。また、送られてくるレポー
ト（からだカルテ）を確認することで、体を
ほぐすことの大切さも認識
するようになりました。
今後も体力アップに
励みたいと思って
います。

八馬厚雄 さん（83）
順子 さん（80）
よりこ

名井義和 さん（51）

広報にしわき

令和4年8月号
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公式ＳＮＳ

まちの 話 題

西脇市Facebookでも情報発信中！
紙面に載せきれないまちの話題がど
んどん届きます。

まちの 話 題
「東播丹波連絡道路」早
期実現を―促進大会開催

地域の力が犯罪や非行防ぐ
７月の「社会を明るくする運動」強調月間に合
わせ、総理大臣メッセージ伝達式が行われ、北播
保護区西多分区保護司会のメンバーが片山市長を
訪ねました。岩本幸久会長は「犯罪や非行の防止
と立ち直り支援は、社会全体で取り組むことが大
切」などと総理大臣メッセージを読み上げました。
運動は犯罪や非行のない安全で安心な明るい地
域社会を築くために行われる全国的な取り組みで、
今年で72回目。〔７月１日／市役所〕

中学生が交通安全運動の啓発
夏の交通事故防止運動に合わせ、黒田庄中学校
の３年生や西脇多可交通安全協会員、西脇警察署
員ら約40人が、街頭啓発を実施。国道175号を走
行するドライバーのほか、スーパーや薬局の買い
物客らに安全運転を呼び掛けながら、啓発チラシ
やグッズを手渡しました。
運動開始日の15日には、協会の皆さんは茜が丘
複合施設みらいえでも実施し、来館者に啓発しま
した。〔７月17日、国道175号田高交差点など〕

災害時物資輸送で連携

みらいえで水遊び満喫

４回目の集団接種開始

災害時に支援物資を円滑に輸送
するため、兵庫県トラック協会と
「災害時における物資等の緊急輸
送等に関する協定」を締結。支援
物資が行き渡るように、同協会は
市の要請を受けて緊急輸送に協力
します。〔７月15日／市役所〕

こどもプラザと男女共同参画セ
ンター、西脇パパサークルＪＡＯ
による水遊びのイベントで、ウオ
ータースライダーが登場。参加し
た子ども34人は、水しぶきを上げ
ながら滑り降りました。〔７月18
日／茜が丘複合施設みらいえ〕

新型コロナウイルスワクチンの
４回目の集団接種が始まりました。
60歳以上と基礎疾患のある方等が
対象で、３回目の接種から５ヵ月
以上経過すると受けることができ、
初日には297人が接種を受けまし
た。〔７月７日／旧市民会館〕
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「国道175号東播丹波連絡道路」
の早期実現を目指し、西脇市と丹波
市、両市の整備促進協議会でつくる
実行委員会が促進大会を開催。沿線
の地域住民や行政関係者など、約
150人が出席しました。
東播丹波連絡道路は中国自動車
道・滝野社インターと北近畿豊岡自
動車道・氷上インター付近の約30㌔
を結ぶ「高規格道路」。地域経済の
活性化や渋滞の解消、救急搬送の時
間短縮、災害時の交通確保などが期
待されています。
大会では、計画的に道路整備を進
めるための十分な予算確保のほか、
全線の早期実現を求める決議書を採
択。実行委員会会長の片山市長らが
藤井比早之衆議院議員らに、早期の
全線開通と黒田庄町以北の早期事業
化などを求める要望書を手渡しまし
た。〔７月18日／市民交流施設〕

薬物の危険性学ぶ特別授業
西脇ライオンズクラブが薬物乱用防止教室を開
き、西脇中学校の全校生徒が薬物の危険性を学習
しました。東播少年サポートセンターの講師は薬
物の種類や隠語、症状などを紹介。「依存症に陥
ると、薬物を手に入れるために犯罪に手を染める
ことが多い」と語り、薬物に手を出さないよう強
く訴えました。〔７月８日／西脇中学校〕

関学生がふるさと納税の事業提案
包括的連携協定を結ぶ関西学院大学の総合政策
学部で都市財政論を受講する14人が、本市のふる
さと納税に関する施策を研究。日本酒の飲み比べ
とキャンプを組み合わせた体験型の返礼品や、市
外からの来訪者が手軽にふるさと納税をできる自
動販売機の設置などを片山市長らに提案しました。
〔７月９日／茜が丘複合施設みらいえ〕

広報にしわき
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―人つどい 人つながり 人はぐくむ 交流の場―

今月のおすすめ図書
テーマは

みらいえ

図書館イベント

西脇市図書館の
▶おはなし会
▶読書会
▶ビブリオバトル

毎週水・土曜日の午前10時30分〜11時
毎月第２日曜日の午前10時30分〜正午
毎月第２日曜日の午後２時〜３時
〒677-0057
西脇市野村町茜が丘 16-1
☎25-2800（代表）
25-2220

山の日

▶男女共同参画センター（☎25-2800）
▶こどもプラザ（☎25-2801）
▶図書館（☎23-5991）
▶コミュニティセンター重春・野村地区会館（☎25-2100）

司書がすすめる図書リスト

今月のブックレシピ

シリーズ

山女日記

八月の六日間

淳子のてっぺん

湊かなえ／著（幻冬舎）

北村薫／著（KADOKAWA）

唯川恵／著（幻冬舎）

恋愛、結婚、仕事、将来――。
悩みを抱えた女性たちは頂を
目指し、山で見た景色に小さ
な答えを見つけます。

仕事は順調な一方、元カレの
結婚を耳にし落ち込む主人公。
忙しい仕事の合間をぬって訪
れる山に、ささくれだった心
が癒されます。

女性として、世界で初めてエ
ベレスト登頂に成功した登山
家・田部井淳子さんをモデル
にした長編小説です。

▶お問い合わせは各担当へ（電話番号は 18 ㌻）
＝こどもプラザ
＝みらいえ

みらいえコンサート（ギター弾
き語り）
▶とき ８月13日（土）午後５時
〜５時50分▶ところ ビュールー
プ▶出演 菅野晴行さん
みんなのつどい（リトミック）
▶とき ８月19日（金）午前10時
30分〜11時30分▶ところ 多目
的ホール▶対象 おおむね就学

図書館では、山登りやキャン
プにぴったりのブックレシピ
をご用意しています。夏休み
のレジャーに、ぜひお役立て
ください。

▶他にもいろいろな体験教室を開催中！
詳しくは、みらいえホームページ（QR コード）へ

みらいえ行事予定

ぴよぴよのつどい
▶とき ８月12日（金）午前10時
30分〜11時30分▶ところ こど
もプラザ▶対象 ６か月までの乳
児とその保護者▶定員 ８組（当
日先着順）

夏だ‼
キャンプに出かけよう‼

＝男女共同参画センター

前の児童とその保護者▶定員
20組（当日先着順）
児童館クッキング（夏のスイー
ツを作ろう！）
▶とき ８月20日（土）午前10時
〜正午▶ところ 調理室▶対象
小学生〜18歳の児童▶定員 15
人（要申し込み・多数の場合は抽
選）▶参加費 １人200円▶受付
期間 ８月５日（金）〜14日（日）
映画上映会「すみっコぐらし」
▶とき ８月28日（日）午前10時
30分〜正午▶ところ 多目的ホー
ル▶定員 50人（要申し込み・先
着順）▶受付開始 ８月13日（土）

あなたは、お昼に来る？夜に来る？

夏休み特別企画

こどもプラザ夏まつり

図書館のお楽しみイベント

昼の部、夜の部でブースが変わる夏まつり。
楽しいひと時をこどもプラザで過ごしましょう。
▶とき ８月13日（土）
①昼の部＝午後２時〜４時
②夜の部＝午後５時〜７時
▶ところ 多目的ホールほか
▶対象 おおむね２〜18歳の児童とその保護者
（未就学児は要保護者同伴）
▶定員
①なし ②子ども150人（当日先着順）
▶参加費
①無料 ②子ども１人100円
▶問合せ
こどもプラザ（☎25-2801）

“作って飛ばそう！おりがみひこうき”
図書館にある工作本を見ながら、ひこうきを
つくろう。
▶とき ８月21日（日）午前10時30分〜正午
▶ところ 多目的ホール
▶対象 中学生以下
▶定員 30人（要申し込み・先着順）
“コワ〜イおはなし月間（読み聞かせ）”
毎週水・土曜日に開催するおはなし会で、毎
回１話以上、コワイおはなしをお届けします。
▶とき 午前10時30分〜11時
▶ところ 会議室１・２
▶問合せ
図書館（☎23-5991）

＝図書館

ベビーマッサージ
▶とき ８月29日（月）午前10時
30分〜11時30分▶ところ こど
もプラザ▶対象 首が据わってか
ら６か月までの乳児とその保護者
▶定員 ５組（当日先着順）▶持
ち物 バスタオル
お泊り体験（カレー作り＆天体
観測）
▶とき ８月30日（火）午後４時
〜31日（水）午前８時30分▶とこ
ろ 多目的ホールほか▶対象 小
学４〜６年生の児童▶定員 20人
（要申し込み・多数の場合は抽選）
▶参加費 １人500円▶受付期間
８月８日（月）〜17日（水）

「こどもプラザ」からのおたより

ボランティアも、子育てを “応援”
みんなで楽しく遊びましょう▶

西脇市内には、「子どもたちと一緒に、楽し
みながら子育てを頑張る人を応援したい」との
思いで活動する、２つの子育て支援ボランティ
アグループがあります。グループは「きらき
ら」と「ハッピーネーブル」。こどもプラザは
両グループに子育て世帯への遊びを通じた支援
業務を委託し、それぞれが「きらきら広場」と
「へそっこ広場」を開いています。
広場は未就学児とその保護者を対象に、親子
のふれあい遊びや季節を感じる工作、食育活動
や絵本の読み聞かせなど、さまざまな遊びが体
験できるもので、毎月１回、こどもプラザやサ
テライトなどで活動しています。ペットボトル

のふたなど身近にある材料を使った工作やふれ
あい遊びで「これを使うと、もっと面白くな
る！」「こんなに楽しい遊びができるんだ！」
と、おうち遊びのヒントにもなっています。
広場はアットホームな雰囲気で、子どもも保
護者もみんなが笑顔になれる場所です。ボラン
ティアメンバーとして参加したいという方も大
歓迎！ぜひ、遊びに来てください。
日程などの詳しい情報は、子育
て新聞「ことのは」やみらいえホ
ームページ＝ＱＲコード＝でお知
らせしています。

今月の休館日≫ ８月 31日（水）
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地域に信頼される良質な医療を提供します
おいしく食べて、元気なからだに

今月のメニュー

いきいき健康レシピ

揚げないコロッケ

西脇病院

材料（８個分）

ひだまりサロン

表紙を飾りました
表紙を

24

詳しくは
こちら

10

◆選定療養費料金表（消費税込み）
選定
９月30日まで 10月１日から
療養費

詳しく
詳しくは
こちら
こち

初診時

5,000円
7,000円
（歯科3,000円）
（歯科5,000円）

再診時

2,500円
3,000円
（歯科1,500円）
（歯科1,900円）

広報にしわき

覧ください︒適正受診へのご
理解とご協力をお願いします︒
▼問合せ 医事課︵病院内線
３69・370︶

月〜金曜日の午前 10 時〜午後５時
（祝日・年末年始除く）

とき

22-3515

▼とき ８月 日︵水︶午後
１時〜３時
▼ところ 病 院 講 堂 ︵イ ン タ
ーネット参加も可︶
▼対象 がん体験者とその家族
▼内容 交流会とミニ講座
﹁食事が摂れない時の工夫﹂
▼その他 新型コロナの感染
拡大状況によっては︑インタ
ーネット開催のみになる場合
があります︒
▼申込み・問合せ がん相談
支援センター︵病院内線３３
︶
１／
tiiki@nshp.jp

☎22-3111

当院の取り組みが評価

西脇市消費生活センター

24

師をはじめ﹁チーム医療﹂に
選定療養費の改定
携わるスタッフが表紙を飾る
ことになりました︒
選定療養費は︑病院と地域
西脇病院では︑ 時間体制 の﹁かかりつけ医﹂との機能
で患者を受け入れており︑可 分担の推進を目的に国が定め
能な限り早期手術を行い︑離 た制度で︑ 月１日診療分か
床を早めることで合併症の予 ら下表のとおり料金を改定し
防や身体機能の維持に努めて ます︒かかりつけ医などから
います︒取り組みは病院ホー の紹介状を持たずに西脇病院
ムページでも紹介しています︒ を受診する場合や︑患者さん
▼問合せ 医事課︵病院内線 の病状が安定し︑地域の医療
３69・370︶
機関での受診を勧めたにもか
かわらず︑患者さんの希望で
引き続き西脇病院を受診する
場合に︑診療費とは別に負担
いただく必要があります︒
ただし︑救急搬送による緊
急受診や検診後の精密検査受
診など︑選定療養費の対象と
ならない場合があります︒詳
しくは病院ホームページをご

談
は、すぐ相
困ったとき

聖士

令和4年8月号

険金を請求すると、保険加入者本人が詐欺罪に
問われる場合があります。
▶事例２ 悪質修理業者
災害後に訪ねてきたリフォーム業者に「屋根
が壊れている」「大変なことになる」と言われ
契約したが、必要な修理ではなかった。
▷落ち着いて契約を
その場で契約せず、家族や周囲の人に相談し、
修理の必要性や内容をよく確認しましょう。ま
た、複数の業者から工事の見積もりを取り、金
額が適正かどうか確認するようにしましょう。

大内

広報にしわき

災害に便乗した悪質商法に注意！

整形外科主任部長

21

№202

善しないときや再発する場合
に注射を漫然と繰り返すこと
はお薦めできません︒その場
合は伳鞘を切り開く手術を局
所麻酔で行うことで︑多くの
方は症状がよくなります︒
日常生活に支障が出るよう
であれば︑早めの治療を検討
してみては
いかがでし
ょうか︒

◆事例とアドバイス
▶事例１ 保険金請求代行サポート
「火災保険で実費負担なく工事できる」など
と勧誘され契約した。しかし、手数料が必要と
分かり、解約したいと申し出ると高額なキャン
セル料を請求された。
▷まずは自分で保険会社に確認を
自然災害による住宅修理は、「保険金が使え
る」と勧誘されても、保険金がいくら支払われ
るのか、そもそも支払い対象かどうか、保険会
社に確認するまで分かりません。まずは、契約
している保険会社や代理店に相談しましょう。
業者に勧められた場合でも、うその理由で保

なく乾燥パン粉を使うことによって、さらにカロリー
をカットできます。

り︑伳が伳鞘に滑らかに出入
りできなくなるためです︒手
の使い過ぎやスポーツ選手︑
指を良く使う仕事の人に多い
のが特徴ですが︑そうでない
人にも起こります︒
治療は︑まず指の使用を減
らすことで安静を図ります︒
装具や添え木で固定すること
もあります︒安静を保つこと
が難しい場合には︑伳鞘内に
ステロイド注射をします︒改

豪雨、台風、地震などの自然災害が起こった
後には、住宅修理などに便乗したトラブルが発
生する恐れがあります。下記の事例を参考に被
害に遭わないように注意しましょう。

西脇市いずみ会

けんしょうえん

にしわき消費生活通信

▶協力

192
92

いわれます︒
伳鞘︵伳が通るトンネル︶
に炎症が起きると︑まず指の
付け根に痛みやしこりが生じ
ます︒初期は︑指を曲げ伸ば
しする際に痛みや抵抗を感じ︑
悪化すると徐々にばね仕掛け
のような引っ掛かり︵ばね現
象︶を感じ︑さらに進行する
と指が曲がったまま伸びなく
なることもあります︒これは︑
指の使い過ぎで炎症が強くな

トラブルを未然に防ぐために――

エネルギー ……500 ㌔㌍
タンパク質 ………21.6 ㌘
脂質 ………………12.3 ㌘
カルシウム …… 105 ㍉㌘
塩分量 …………… 2.5 ㌘
食物繊維 ………… 9.8 ㌘

だんぱつし

①乾燥パン粉をフライパンできつね色になるまで炒る。
②ジャガイモは水で濡らしたキッチンペーパー、ラップの順に包
み、電子レンジで３〜５分加熱。熱いうちに皮を除いてつぶす。
③みじん切りにしたタマネギとニンジンを、油を敷いたフライパ
ンで炒め、豚ひき肉と A の調味料を加えてさらに炒める。
④③が冷めたら、②と混ぜ合わせて小判型に形を整え①をまぶす。
⑤トースターで５分焼き、とろけるチーズを上にのせる。
バイス
健康アド

大腿骨骨折の早期手術に対
する論文が﹁全国自治体病院
協議会雑誌﹂に掲載され︑医

作り方

油で揚げないコロッケは、衣に油が吸収されない分、
カロリーがカットされてヘルシーです。生パン粉では

・マスク着用と自宅での検温
・全入院棟への入館を禁止
にご協力ください

健康バンザイ

豚ひき肉 ……… 80 ㌘
砂糖 …………… 大さじ１
A 酒 ……………… 大さじ１
薄口しょうゆ … 大さじ１
とろけるチーズ … 20 ㌘

ばね指について

適量
大４個
１/４個
50 ㌘
小さじ１

新型コロナ院内感染防止対策

〒677-0043
西脇市下戸田 652-1
☎22-0111
23-0699

ばね指は︑指を曲げるため
の伳の周りに生じる伳鞘炎が
進行した状態で︑弾発指とも

乾燥パン粉 ……
ジャガイモ ……
タマネギ ………
ニンジン ………
サラダ油 ………

実施中

令和4年8月号
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160
▶執筆

人権教育課（市役所内線 4012）

地下鉄での出会い

日本へそ公園
●

35

夏の夜のひとときを楽しく過ごそう
４年ぶり開催！にしわき市・黒田庄夏まつり

35
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５-９９２︶

13

郷土資料館︵☎

令和4年8月号

103

西脇の自然 581

ニラ
ゆり科

片山象三

広報にしわき
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日本へそ
公園駅

50

▼問合せ

こ
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経緯度
交差点標柱

みんなでまちづくり―市民の皆さんのまちづくり活動―

西脇市長

に

これは本市の健康づくりを
いつまでも健幸に暮らせるま
進める上で最大の強みであり︑
ち・西脇
コロナ禍における発熱トリア
令和２年９月からスタート ージ外来の運営やワクチン集
し た 健 幸 運 動 教 室 Ｎ ｉ Ｃ-ｏ 団接種などにも十分に発揮さ
は︑順調に参加者が増えてお れました︒
り︑高血圧︑血糖値などの改
７ 月 日には︑東京大学な
善効果だけでなく︑体力年齢 ど日本を代表するフレイルの
の８・２歳若返りなど︑全国 研究者の皆さんを前に︑本市
の中でもトップクラスの成果 の健幸運動教室などを事例発
が出ています︒大変うれしい 表する機会に恵まれたほか︑
ことです︒本市が︑健幸運動 ７ 月 日には医師会と西脇病
教室やフレイル︵虚弱︶予防 院︑市がそろって東北医科薬
事業などに安心して取り組め 科大学ヘルスケア・フォーラ
るのは︑医師会や歯科医師会︑ ムから﹁医療と地方創生大賞
薬剤師会︑そして西脇病院と ２０２２﹂を頂くなど︑本市
の強固な連携があるからです︒ の健康施策に対する注目度は
高まりつつあります︒これも
平成 年の西脇病院小児科の
危機に端を発した市民の﹁地
域医療への理解﹂と﹁医療関
係者の献身﹂という全国に誇
れる〝２つの宝〟があるおか
げと感謝しています︒
皆さんがいつまでも健やか
で幸せに暮らせる﹁健幸都市
・にしわき﹂をともに創って
まいりましょう︒

西脇市多可郡医師会の村上典正会長
（左）と西脇病院の岩井正秀病院長

●
青年の家

きごう

― 西脇を元気に‼ ―

14

●上比延友遊
農村公園

まち

市長からの手紙

19

鈴木貫太郎書の刻字 大正13（1924）年建設の経緯度交差点標柱

西脇市が﹁日本のへそ﹂と呼ばれる
きっかけとなったのは大正８︵１９１
９︶年に多可郡で行われた小学校教師
の研修会で︑講師として招かれた肥後
盛熊氏が﹁ここには日本の中心に当た
る東経１３５度と北緯 度の交点があ
る﹂と指摘したことにさかのぼります︒
その指摘から多可郡教育会︵当時︶
は︑学制頒布 周年記念事業として標
柱の建設を決定︒陸軍参謀本部陸地測
量部の小野原次郎氏と大野幸太郎氏が
交点の位置を特定し︑大正 ︵１９２
４︶年に標柱が建てられました︒
標柱の文字の揮毫は︑当時の鈴木貫
太郎海軍大将が行いました︒同氏は太
平洋戦争終戦時の内閣総理大臣で︑ポ
ツダム宣言を受諾した人物です︒

当時は、障害のある方も人目を気にしてか、
なかなか外出できない時代だったように思いま
す。それに加えて、ユニバーサルデザイン化が
進んだ現在とは違い、ハード面でも障害のある
方の社会生活は大きく制限されていました。こ
のことがご縁で、この方と毎週出会うようにな
ったのですが、後に「まず、私のような車いす
に乗っている人間がいるということを社会に知
ってもらわないと、私たちの生活は一向に良く
ならない。そのために私は、用もないのに毎日
外出しているんですよ」と言われました。
「そよ風のように街へ出よう」がこの方たち
の合言葉でした。しかし、実際は大きな向かい
風だったことと思います。向かい風に立ち向か
う勇気が、今のユニバーサルデザイン化が進ん
だ社会の礎になったのではないでしょうか。

加 古 川

先日、大阪で久々に地下鉄に乗った時、40
数年前の出来事を思い出しました。
＊
＊
＊
今では車いすに乗っている方を見かけること
は珍しくありませんが、当時はめったに見かけ
ることはありませんでした。そんな折、車いす
に乗った方とその介助者の方が、地下鉄の階段
を降りられずに困っておられる場面に遭遇しま
した。それは、西脇暮らししかしていなかった
私にとって、初めて目にする光景でした。私は
良かれと思い、介助者の方に「一緒に運びまし
ょうか」と声を掛けました。すると車いすに乗
った方が、「私は物ではありません！それに声
を掛けるのなら、私に対して掛けるべきでしょ
う！」と大激怒されました。確かにその通りで
す。車いすに乗られている方に「お困りですか。
よろしかったらお手伝いしましょうか」と声を
掛けるべきだったと猛省しました。

経緯度交差点標柱︵上比延町︶

心のスケッチ

黒田庄まちづくり協議会では、「千年の風土を未来
につなぐＮＥＷ黒田庄づくり」をまちづくりの目標と
し、参画する人々が話し合い、主体的に計画を実践し
ながら、地域課題の解決を目指し、事業に取り組んで
います。
８月16日（火）には、地域の交流の場を提供すると
ともに、市の活性化と黒田庄地区のまちづくり推進の
ため、盆踊りや打ち上げ花火、福引きを行う第43回に
しわき市・黒田庄夏まつりを開催します（12㌻に関連
記事）。

野菜のニラと同じものです。日本に自生し
ていたのか、中国から野菜として輸入して栽
培されていたものが野生化した「逸出植物」
か、はっきりしないそうです。
野生のニラの葉を料理して食べることはで
きるようで、インターネットでは野生ニラを
採取して料理しているサイトもあります。た
だし、よく似ているスイセンやハナニラを間
違って食べると、下痢や嘔吐を起こすそうな
ので、野生のものは注意が必要です。
８〜９月に花茎の先に白い星型の花をたく
さん咲かせます。残暑厳しい時期に、いかに
も涼しげな花を見ると、秋の到来を感じてう
れしくなります。
おうと

【西脇市動植物生態調査研究グループ】

広報にしわき

令和4年8月号
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催

し

ＭＯ︵☎ ９１１９︶
◯長濱晋介 備前焼作品展
▼とき ８月 日︵木︶〜
日︵水︶午前 時〜午後６時
▼ と こ ろ 旧 来 住 家 住 宅▼ 休
館 日 毎 週 月 曜 日▼ 問 合 せ
９１１９︶
西脇ＴＭＯ︵☎
まがたま

夏休み体験教室﹁勾玉消し
ゴムをつくろう！﹂
▼とき ８月 日︵日︶︑
日︵日︶︑ 日︵日︶午後 １
時 分〜２時 分▼ところ
郷 土 資 料 館▼ 定 員 各回 人
︵小学生以下は要保護者同伴︶
／要申込み▼参加費 １００
円▼申込み・問合せ 郷土資
料館︵☎ ５９９２︶
▼とき ８月 日︵土︶〜
日︵日︶午前９時〜午後５時
／ 日︵日︶は午後４時まで
▼ところ 総合市民センター
体育館▼表彰式 ８月 日
︵日︶午後３時〜／部門ごと
に審査員から講評あり
◯入賞作品常設展示
▼とき ９月 日︵土︶〜
日 ︵ 火 ︶▼ と こ ろ 茜 が 丘 複
合施設みらいえ／令和５年７
月 日︵月︶まで市ホームペ
ージでオンライン展示も実施
◯第 回記念ワークショップ
︵ 日のみ／要申込み︶
▼ 対 象 中 学 生 以 下▼ 内 容
アート書道︵絵の具と筆ペン
でカードを作成︶▽シカツノ
細工︵鹿の角を加工してキー

様相談室︵☎０７９ ４２７
４７４０︶

28

国民年金保険料の免除申請

ホ ル ダ ー を 製 作 ︶▼ 申 込 期 間
８月１日︵月︶〜 日︵土︶
に市ホームページまたは左記
へ▼定員 各回約 人／全 ４
回▼参加費 １００円▼申込
み・問合せ 生涯学習課︵市
役所内線４０５１︶
◯子どもステージ
市内の団体・グループで練
習に励んでいる子どもたちが︑
成果を発表します︒演奏や合
唱︑バレエ︑ダンスなど８団
体が出演します︒
▼とき ８月 日︵日︶午後
０ 時 分 ／ 正 午 開 場▼ と こ ろ
市民交流施設オリナスホール
▼ 入 場 料 ５ ０ ０ 円▼ 問 合 せ
生涯学習課︵市役所内線４０
５１︶

介護保険施設︵老人福祉施
設︑老人保健施設︑療養型医
療施設・介護医療院︶への入
所やショートステイを利用す
る場合︑食費・居住費は原則︑
本人の負担となります︒低所
得者を対象に︑これらの負担
軽減を行っています︒
軽減を受けるには﹁介護保
険負担限度額認定証﹂の交付
を受ける必要があります︒詳
しくは左記へお問い合わせく
ださい︒
▼問合せ 長寿福祉課︵市役
所内線１１３４︶

食費・居住費の負担を軽減

介護保険

28

８月６日（土）〜12月25日（日）

新型コロナウイルス感染症
で収入源となる業務の喪失や
売り上げの減少などが生じて
所得が相当程度まで下がった
場合は︑臨時特例措置として
本人申告の所得見込額を用い
た簡易な手続きにより︑国民
年金保険料の免除申請をする
ことができます︒
▼対象期間 令和２年度分＝
２年７月分〜３年６月分▽令
和３年度分＝３年７月分〜４
年６月分▽令和４年度分＝４
年７月分〜５年６月分▼申
請・問合せ 戸籍住民課︵市
役所内線１０４２︶

20

12

郷土資料館企画展
﹁日野北バイパス建設に伴
う発掘調査展﹂と題し︑旧鍛
冶屋線跡でのバイパス建設で
見つかった遺跡について︑出
土遺物や写真を展示します︒
▼とき ８月２日︵火︶〜９
月 日︵金︶午前９時〜午後
５ 時 ▼ と こ ろ 郷 土 資 料 館▼
休館日 毎週月曜日︵祝日の
場 合 は 翌 平 日 ︶▼ 問 合 せ 郷
土資料館︵☎ ５９９２︶
第 回西脇市子ども芸術祭

金

◯子ども美術展︵絵画︑書部
門の入賞・入選作品を展示︶

年

27

17

令和４年度西脇市平和展

おも

▼とき ８月６日︵土︶〜
日︵火︶午前９時〜午後９時
／ 日︵火︶は午後３時まで
▼ところ 播磨内陸生活文化
総 合 セ ン タ ー ド ウ ジ ア ム▼ テ
ー マ 世 界 の 平 和 を 想 う▼ 内
容 展示﹁沖縄戦とひめゆり
学徒隊﹂﹁ウクライナの風景
と文化﹂▼ 休 館 日 月 曜 日▼
問合せ 企画調整課︵市役所
内線３０３３︶
西脇ＴＭＯからのお知らせ

募チャリティー作品展示販売会

◯ 北はりま障がい者美術公募展応
▼とき ８月３日︵水︶〜
日︵金︶午前 時〜午後６時
／ 日 ︵ 金 ︶ は 正 午 ま で▼ と
こ ろ 旧 来 住 家 住 宅▼ 休 館 日
毎 週 月 曜 日▼ 問 合 せ 西 脇 Ｔ

企業セミナー

加古川年金事務所出張相談
▼とき ８月 日︵木︶午前
時 分〜午後２時▼ところ
市民交流施設ひらめくスタジ
オ１▼予約受付期間 ８月１
日︵ 月 ︶ 〜 日 ︵ 水 ︶ 午 前 ８
時 分〜午後５時／土・日・
祝 日 を 除 く▼ 定 員
人／定
員 に な り 次 第 締 め 切 り ま す▼
相談内容 年金︵老齢・障害
・遺族︶請求︑その他年金に
関する相談︵代理相談は委任
状 必 要 ︶▼ 持 ち 物 年 金 手 帳
または基礎年金番号通知書︑
障 害 者 手 帳 な ど▼ 申 込 み ・ 問
合せ 加古川年金事務所お客

28

新型コロナウイルス感染拡大防止のため︑紙面の催しなどを中止・延期することがあります︒その場合は︑市ホームページや防災行政無線などでお知らせします︒

27

「横尾さんのパレット」開幕
28

31

15

くらしの情報

ハラスメントのない働きや
すい職場づくりに役立てても
らうため︑企業経営者︑人事
・総務担当を対象にしたハラ
スメント防止対策セミナーを
開催︒事例を交えて︑予防と
対策についてお話しします︒
▼とき ８月 日︵月︶午後
２時〜３時 分▼ところ 茜
が 丘 複 合 施 設 み ら い え▼ 演 題
ハラスメント防止対策セミナ
ー〜具体的事例から考える誰
もが働きやすい職場づくり〜
▼定員
人▼講師 特定社
会保険労務士 沼澤郁美さん
▼その他 託児あり／要申込
み▼申込み・問合せ 人権教
育課︵市役所内線４０１２︶

30

式典に合わせて、家庭や職場、地域で黙と
うを捧げ、戦没者や犠牲者の冥福を祈るとと
もに、世界の恒久平和を祈りましょう。
▶広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式
８月６日（土）午前８時15分
▶長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典
８月９日（火）午前11時２分
▶全国戦没者追悼式 ８月15日（月）正午

14
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23
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横尾忠則さんによる展
覧会「開館10周年記念展
横尾さんのパレット」
が開かれます。横尾作品
の特長である鮮やかな色
彩に着目し、約40年間の
ポスター
画家活動を振り返ります。 （デザイン：横尾忠則）
▶とき ８月６日（土）〜12月25日（日）
午前10時〜午後６時（入場は午後５時30分
まで）／月曜休館（９月19日、10月10日は
開館。いずれも翌日が休館）
▶ところ 横尾忠則現代美術館（神戸市）
▶観覧料 700円（年齢により割引あり）
▶問合せ
横尾忠則現代美術館（☎078‑855‑5607）
戦没者、犠牲者の追悼と平和祈念の黙とう

50

30

西脇市役所☎22-3111㈹
16
12

30

30

10

市民の皆さんに
役立つさまざまな
情報をお知らせ
します。

10

22

８月１日（月）から公
ら公
金の支払い方法に「ｄ払い
ｄ払い
請求書払い」と「FamiPay
miPay
請求書払い」が加わります。税金や水道
税金
道
料金などの納付書のバーコードを利用し
て、スマートフォン決済ができます。
▶新たに利用できる決済サービス
・ｄ払い請求書払い
・FamiPay請求書払い
▶対象の税と料金
▷市税＝市県民税（普通徴収）、固定資
産税・都市計画税、軽自動車税、国民健
康保険税
▷水道関係料金＝水道料金、下水道使用
料
▶その他
詳細や注意事項については、市のホー
ムページをご確認ください。支払いは納
期限内の納付書に限ります。
▶問合せ
▷市税に関すること
税務課（市役所内線1101）
▷水道料金・下水道使用料に関すること
経営管理課（市役所内線2071）

30

20

新たに「ｄ払い」と「FamiPay」も

30

Information
16

12

スマホ決済がさらに便利に

24
令和4年8月号
広報にしわき
令和4年8月号
広報にしわき
25

22-1014
西脇市役所☎22-3111㈹

募

集

／ い ず れ も 字 数 制 限 あ り▼ 募
集期間 ９月９日︵金︶まで
▼応募・問合せ 県人権啓発
協会︵☎０７８ ２４２ ５３
市営・県営住宅入居者募集
５５︶
▼募集住宅 ▽市営住宅 ①
第 回記念 西脇市美術展
下戸田団地／３ＤＫ一般１戸
覧会作品募集
︵３人以上︶②西林寺団地／
３ＤＫ一般１戸︵３人以上︶ ▼部門 日本画︵ 〜１００
③黒田北団地／３ＤＫ一般 １ 号／軸装不可︶︑洋画︵ 〜
１００号／版画は 号未満も
戸︵２人以上︶▽県営住宅
①西脇蒲江住宅／３ＬＤＫ一 可︶︑彫塑︵長辺が２㍍以内
般１戸︵３人以上︶②西脇日 で人力で展示が可能なもの︶︑
野ヶ丘住宅／２ＤＫ高齢１戸 工芸︵ ㌕以内で長辺が２㍍
︵単身のみ︶③西脇谷町鉄筋 以内︶︑書︵詳細は市ホーム
住 宅 ／ ３ Ｋ 一 般 １ 戸 ︵ 単 身 ページを参照︶︑写真︵全紙
可 ︶ ▼ 申 込 受 付 ８ 月 日 の単写真︶︑デザイン︵平面
︵火︶午後５時まで左記で受 作品は絵画︑立体作品は工芸
付 ▼ 必 要 書 類 ・ 申 込 資 格 市 の 規 格 に 準 ず る ︶▼ 出 品 点 数
ホームページか左記へ▼その １部門につき２点以内︵写真
他 他の住宅もありますので︑ の部は１点︶▼出品料 １点
電話で予約の上ご相談くださ につき５００円▼応募資格
歳以上 ▼作品搬入
月
い▼申込み・問合せ 都市住
宅課︵市役所内線２１２２︶ 日︵日︶午前９時〜午後５時
に総合市民センター体育館へ
のじぎく文芸賞作品募集
／ 書 は 月 ９ 日 ︵ 日 ︶▼ 表 彰
第 回記念大賞＝１点︵賞状︑
副賞︑記念トロフィー︶▽優
秀賞＝３点︵賞状︑副賞︶▽
神戸新聞社賞＝１点︵同︶▽
奨励賞＝若干︵同︶▽しばざ
くら賞︵西脇市民賞︶＝１点
︵ 市 民 の 入 選 者 ／ 副 賞 ︶▼ 表
彰式
月６日︵日︶午後 ２
時 分から総合市民センター
県と県人権啓発協会では︑
人権の大切さや思いやり︑支
え合うことの素晴らしさなど︑
人権文化の創造や人権課題の
解決に関する文芸作品を募集
しています︒
▼募集作品 未発表・未投稿
で自作した小説︑随想︵手記︑
作文を含む︶︑詩︑創作童話

23

日︶

１１０１︶

体 育 館 で 開 催▼ 作 品 展 示 入
賞・入選作品を 月３日
︵木・祝︶〜６日︵日︶午前
９時〜午後５時に総合市民セ
ンター体育館で展示／６日は
午後４時まで▽第 回記念大
賞展 月７日︵月︶〜 日
︵土︶午前９時〜午後５時／
日は午後３時まで市民交流
施設あつまるスタジオで展示
▼ 応 募 ・ 問 合 せ市 美 術 展 覧 会
事務局︵生涯学習課内／市役
所内線４０５１︶
11

﹁戦没者遺児による慰霊友
好親善事業﹂参加者募集

70

子 育 て

日本遺族会では︑厚生労働
省から補助を受け︑慰霊友好
親善事業を実施しています︒
戦没者の遺児となった方を対
象に︑旧戦域を訪れて慰霊追

12

【主な取り組み】
地産地消の推進、野生鳥
獣による農作物被害の防
止、河川の環境整備

市税の納期限︵８月
個人事業税の納期限

12

◯かんきょうすくすく事業（１億円）
西脇市らしい環境の保全・育成などにつ
ながるまちづくりに活用します。

悼を行うとともに︑現地住民
と友好親善を図ります︒
▼参加費
万 円▼ 申 込 み
兵庫県遺族会︵☎０７ ８ ３
４１ ２９５ ２︶▼問合せ
日本遺族会事務局︵☎
３
２６１ ５５２１︶

近畿税理士会西脇支部の税
理士が︑無料相談に応じます︒
▼とき ８月４日︵木︶午後
１時〜４時／予約優先▼とこ
ろ 播磨内陸生活文化総合セ
ン タ ー ド ウ ジ ア ム▼ 予 約 ・ 問
合せ 近畿税理士会西脇支部
３２４５︶
︵☎

税理士による税務相談

税

10

活用できる空き家はありませんか
11

20

20

30 31

も福祉課︵市役所内線１１５
２︶

広告
広告
広告

23

【主な取り組み】
健幸運動教室「Ni-Co」
の開催、小中学校へのＡ
ＬＴ（外国語指導助手）
の配置、認定こども園な
どの給食副食費の無償化

03

【主な取り組み】
乗合タクシー「むすブ
ン」の運行、各地区のま
ちづくり団体が実施する
事業の支援、新規起業や
創業者の支援

15

◯第１期分 ８月 日︵水︶
児童扶養手当の手続き
◯第２期分
月 日︵水︶
８月は﹁児童扶養手当現況
個人事業税は所得税︑住民
税とは別に個人で事業を行う 届﹂﹁特別児童扶養手当所得
方にかかる税です︒納期限ま 状況届﹂の提出月です︒対象
でに金融機関またはコンビニ 者に郵送で通知しますので︑
エンスストアで納めてくださ 期限までに提出してください︒
い︒スマートフォン決済アプ 未提出の場合は手当が停止や
リ︵Ｐａｙ Ｂ︑Ｐａｙ Ｐａｙ ︑ 減額になる場合があります︒
ＬＩＮＥＰａｙ ︶も利用でき 児童扶養手当の受給から５年
ます︵コンビニエンスストア︑ を経過するなどの要件に該当
スマートフォン決済アプリは する方は﹁児童扶養手当一部
支給停止適用除外事由届出
上限 万円︶︒
▼ 問 合 せ 加 東 県 税 事 務 所 書﹂も提出してください︒
▼提出締切 通知をご確認く
︵☎ ５１１１︶
だ さ い▼ 提 出 ・ 問 合 せ こ ど
11

22

20

10

市では、空き
家を有効活用す
るため、移住希
望者らに空き家
情報を提供する
「空き家バンク
登録制度」を設けています。物件の
需要が高まっており、現在は紹介で
きる空き家が不足している状況です。
空き家を有効活用するため、空き
家をお持ちの方は、家が傷む前に下
記へ相談・登録をお願いします。オ
ンラインによる相談も受け付けてい
ます（要事前予約）。
▶申込み・問合せ
都市住宅課（市役所内線2121）
◯まちぐんぐん事業（２億９千万円）
市の活性化や魅力向上につながるまちづ
くりに活用します。

60

10

11

70

30

31

70

42

31

市では、ふるさと納税でいただいた寄附
金を基金に積み立て、まちづくりの貴重な
財源として寄附者の意向に沿った３事業に
活用しています。昨年度は全国から約２万
３千件・約７億１千万円の寄附をいただき
ました。基金から約６億５千万円を取り崩
し、さまざまな市の事業に活用しました。
▶問合せ 企画調整課（市役所内線3031）

31

30

◯いのちいきいき事業（２億６千万円）
市民の皆さんが生き生きと活躍できるま
ちづくりに活用します。

30

ふるさと納税でまちを元気に！

○市・県民税２期分
○国民健康保険税２期分
納付書で８月 日︵水︶ま
でに納付してください︒口座
振替の方は︑８月 日︵水︶
にお申し込み口座から振り替
えます︒
市税はコンビニエンススト
アやスマートフォンアプリで
納付することができます︵上
限 万円／バーコードの印字
がないものや金額を訂正した
ものは取り扱いできません︶︒
詳しくは市ホームページをご
覧ください︒市税の納付は口
座振替をお勧めします︒
▼問合せ 税務課︵市役所内

𠮷田圭孝
弁護士

26
令和4年8月号
広報にしわき
令和4年8月号
広報にしわき
27

○債務整理・破産
○離婚
○労働事件
○債権回収
○交通事故
○相続・遺言
○土地・建物
○会社法務
○刑事事件

22-1014
西脇市役所☎22-3111㈹

相談料30分5,000円
（税別）

休日・夜間相談についてはお問い合わせください。

および運用︑ＡＩ・チャット
ボットの導入︑電子契約の導
入による業務の効率化︑生産
に取り組む事業
性向上︶ ――
▼補助対象経費 デジタルツ
ール︵ソフトウェア︑ハード
ウェア等︶の導入費／ソフト
ウ ェ ア の 導 入 は 必 須▼ 補 助 金
額 ３分の２︵上限 万円︶
／ハードウェア導入費用は︑
２分の１︵上限 万円︶▼申
請 西脇商工会議所ホームペ
ージにある申請書類に必要事
項 を 記 入 し て 提 出▼ 申 請 ・ 問
合せ 西脇商工会議所︵☎
３９０１︶
西脇・多可 シ ル バ ー 人 材 セ ン
ター入会説 明 会

▼縦覧期間 ８月８日︵月︶
〜 日︵月︶午前８時 分〜
午後５時 分／閉庁日を除く
▼ 縦 覧 場 所 都 市 住 宅 課▼ 提
出・問合せ 都市住宅課︵市
役所内線２１１３︶
社会福祉法人等の活動資金を
支援

者に物品を届ける送料や運搬
経費③居場所づくりに必要な
借 り 上 げ 料 な ど▼ 対 象 期 間
令和５年３月 日︵金︶まで
▼募 集 期 間 ８ 月 １ 日︵月︶
〜▼その他 申込方法など詳
しくは左記へ▼申込み・問合
せ 社会福祉課︵市役所内線
１１４０︶
日曜窓口開設

▼とき ８月 日︵日︶︑
日︵日︶８時 分 〜 正 午▼ 取
扱業務 ①住民票︑課税証明
等の証明書の発行②印鑑登録
③転入・転出などの住民異動
届の受付︵平日に改めて来庁
が必要な場合があります︶④
マイナンバーカードの申請支
援︑交付︵要予約︶︑電子証
明 書 の 発 行▼ 問 合 せ 戸 籍 住
民課︵市役所内線１０３１︶

総 踊 り な ど▼ 問 合 せ 津 万 地
区自治協議会︵みんなの家あ
じさい内／☎ ８２２０︶

相

談
全国一斉﹁子どもの人権 １１
０番﹂強化週間

人権擁護委員と法務局職員
が︑子どもをめぐるさまざま
な人権問題について電話で相
談に応じます︒相談は無料で︑
秘密は厳守されます︒
▼とき ８月 日︵金︶〜９
月１日︵木︶午前８時 分〜
午後７時／土・日は午前 時
〜午後５時▼相談窓口 ０１
２０ ００７ １１０▼問合せ
神戸地方法務局︵☎０７ ８
３９２ １８２１︶

28
令和4年8月号

お知らせ
Ｊアラートの伝達試験

全国瞬時警報システム︵Ｊ
アラート︶は︑ミサイルの発
射や津波などの緊急事態が発
生したことを迅速に伝達する
仕組みです︒国が情報を発信
すると︑戸別受信機や屋外拡
声子局から音声が放送されま
す︒正常に動作するか確認す
るため︑全国一斉に放送試験
が実施されます︒
▼ と き ８月 日︵水︶午前
時／気象状況などにより︑
中 止 と な る 場 合 が あ り ま す▼
問合せ 防災安全課︵市役所
内線２０１２︶
▼ と き ８月 日 ︵ 水 ︶ 午 後
２時〜３時 分▼ところ シ
ルバー人材センター西脇事業
所︵本部︶▼対象 健康で働く
意欲のある 歳 以 上 の 方▼ 問
合せ 西脇・多可シルバー人
材センター︵☎ ５６８６︶
生活困窮者に対して物資支
援等を行う団体などを対象に︑
活動資金を支援します︒
▼対象 福 祉 事 務 所 と 連 携 し
た生活困窮者支援を行う︵予
定も含む︶団体で︑コロナ禍
における物価高騰等の影響を
受け︑生活困窮者支援の事業
量が増加または新たに生活困
窮者支援を行う団体▼補助額
上限 万円▼対象経費 ①食
料や日常生活用品等の物資支
援に必要な物品購入費②相談

日 ︵ 日 ︶ 午 前 ９ 時 〜 正 午▼ と
こ ろ み ん な の 家 あ じ さ い▼
問合せ 津万地区自治協議会
︵みんなの家あじさい内／☎
８２２０︶
ゆかたの着付け教室

▼とき ８月 日︵土︶午後
２時〜午後４時▼ところ み
ん な の 家 あ じ さ い▼ 問 合 せ
津万地区自治協議会︵みんな
８２
の家あじさい内／☎
２０︶
秋こいフェスティバル

▼とき ９月３日︵土︶午後
４時 分〜／雨天決行▼とこ
ろ 北はりま田園空間博物館
芝生広場／雨天時は一部天神
池 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 体 育 館▼
内容 屋台村︑音楽ステージ︑

31

宝くじの収益による助成事業
22

広告
広告
広告

東播都市計画ごみ焼却場・ご
み処理場の 変 更 ︵ 案 ︶ の 縦 覧

８月６日︵土︶〜７

みんなで宿 題 を し よ う ！

▼とき

28

22

デジタル化促進事業助成金

康

の女性／２年ごとに受診可▼
検診料金
代＝２１００円
▽ 代以上＝１７００円
◯大腸がん検診
▼対象 市内在住の 歳以上
の方▼検診料金 ７ ００円／
集団健診で大腸がん検診を受
ける方は受診不可

まちづくり
精霊ながし

▼とき ８月 日︵月︶午後
７ 時〜８時 分▼ところ 豊
川歩道橋と蓬莱橋間︵西脇︶
▼問合せ 西脇区事務所︵☎
２１２７︶

25

30 14

30

東播都市計画ごみ焼却場・
ごみ処理場︵第２号西脇多可
ごみ処理施設︶の変更案を縦
覧します︒意見のある方は︑
縦覧期間中に市長宛てで意見
書を提出することができます︒

31

▼対象 市内に本店または主
たる事業所がある中小事業者
・個人事業主︑中小企業組合
等 ▼ 対 象 事 業︵ 併 用 可 ︶ デ
ジタルツールを導入し︑①新
しい生活様式対応︵電子商取
引の導入︑キャッシュレス対
応等非接触型サービス︶②働
き方改革︵出退勤システム︑
オンライン会議システムの導
入等の多様で柔軟な働き方改
革︶③業務の効率化︵顧客管
理︑在庫管理システムの導入

健
がん検診を受けましょう

▼検診期間 令和５年３月
日 ︵ 金 ︶ ま で▼ 検 診 場 所 指
定 医 療 機 関▼ そ の 他 次 に 該
当する方は検診料金が無料①
後期高齢者医療保険の方②生
活保護を受けている方③令和
４年度市民税非課税世帯の方
／ ② ③ は 事 前 申 請 が 必 要▼ 申
込み・問合せ 健幸都市推進
課︵市役所内線１１７０︶
◯子宮がん検診
▼対象 市内在住の 歳以上
の女性／２年ごとに受診可▼
検診料金 ２千円
◯乳がん検診
▼対象 市内在住の 歳以上

30

10

23

30

38

38

26

▶給付額 １世帯当たり10万円
▶その他 新型コロナウイルス感染症
の影響により、今年１月以降の家計が
急変し、世帯の全員が住民税非課税相
当の収入となった世帯も支給対象です。
詳しくは下記または市ホームページで。
▶問合せ
社会福祉課（市役所内線1146）

27

10

17

60

40

15

30

自治総合セ
ンターが宝く
じの社会貢献
広報事業とし
て実施するコ
ミュニティ助
成事業を活用
し、谷町が公
民館備品（テレビ、エアコン、プ
リンターなど）を購入しました。
この事業は、宝くじの受託事業収
入を財源としており、地域社会の
健全な発展を図ることを目的に実
施されています。
▶問合せ
まちづくり課（市役所内線3021）
※すでに支給を受けた世帯などは対象外です。

50

22

15

住民税非課税世帯等に対する臨時特
別給付金は、対象世帯に確認書を送っ
ています。確認書の返送があり、支給
要件に該当する世帯に順次、支給して
います。返送期限は原則３ヵ月です。
早めの手続きをお願いします。
▶対象 令和４年度住民税非課税世帯

20

40

50

30

臨時特別給付金手続き

10

今冬に市民交流施設でプロジェクシ
ョンマッピングを計画しており、西脇
の懐かしい風景、思い出などをテーマ
に映像素材を募集します。使用許可の
ある素材は、子どもを対象にした映像
の制作体験にも活用します。
▶募集期間
▷一次＝９月30日（金）まで
▷二次＝11月30日（水）まで
▶応募方法
応募用紙を添え持参または郵送
▶応募・問合せ
Órinasカルチャーミッ
クス2022実行委員会事務局
（生涯学習課内／市役所内
線4052）

38

11

30

昔の町並みの映像素材を募集

広報にしわき
令和4年8月号
広報にしわき
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22-1014
西脇市役所☎22-3111㈹

相続・離婚・交通事故・債務整理
訴状・調停申立書が届いた方
初回 時間まで相談無料（要予約）

上記以外のご相談は60分／5000円（税別）
*詳しくはお問い合わせ下さい。

西脇市役所☎22-3111㈹

22-1014

備える

コロナ

急病
登録無料

受診前に電話連絡を

相談窓口
感染を疑うときに

いずれも無料

窓口名
法律相談
要申し込み

にしわき防災ネット
避難情報や気象情報などの防災情報、
不審者情報、火災情報といった緊急
のお知らせをメールで配信します。
スマートフォンやパソコンなどから、
①〜③のいずれかの方法で「にしわ
き防災ネット」にアクセスし、ご登
録ください。
①http://bosai.net/nishiwaki/に接続
②ＱＲコードを読み取り、
空メールを送信
③nishiwaki@bosai.net
に空メールを送信
▶問合せ
防災安全課（市役所内線2011）

西脇多可休日急患センター

新型コロナ感染症相談窓口

西脇市多可郡医師会の医師が、入院
を必要としない内科系の軽症患者を
診察します。
▶診察日 日曜日（年末年始を除く）
▶診察時間 午前９時〜午後５時
▶ところ 西脇病院救急外来室
▶持ち物 保険証

発熱などの症状が続き、相談できる
かかりつけ医がないときは、下記へ
お問い合わせください。

とき

担当医

８月 ７ 日（日）

迫 順一 医師

８月14日（日）

山本壽幸 医師

８月 21日（日）

生野哲雄 医師

８月 28日（日）

林 武志 医師

▶問合せ
休日急患センタ―（☎23-5380）

発熱等受診・相談センター
▶対応日時
月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜午後５時30分
▶問合せ
☎42-9436（加東健康福祉事務所内）

▶市役所 ……………………… ☎22-3111
22-1014
▶市民交流施設 ……………… ☎24-3010
27-8453
▶西脇病院 …………………… ☎22-0111
23-0699
▶西脇消防署 ………………… ☎22-0119
23-6119
▶西脇消防署西脇北出張所 … ☎24-0119
24-0130
▶みどり園 …………………… ☎23-2808
23-3941
▶住民サービス公社 ………… ☎23-2802
23-2803
▶春日浄水場 ………………… ☎22-7213
25-0088
▶やすらぎ苑 ………………… ☎22-3644
22-0771
▶社会福祉協議会（総合福祉センター萩ヶ瀬会館）
……………………………… ☎22-5400
23-1891
▶老人保健施設しばざくら荘 … ☎23-5958
23-5465
▶茜が丘複合施設みらいえ … ☎25-2800
25-2220
▶図書館 ……………………… ☎23-5991
25-2220
▶総合市民センター・中央公民館
……………………………… ☎22-5996
22-6015
▶青少年センター …………… ☎22-4000
23-3591
▶郷土資料館 ………………… ☎23-5992
22-5580

人権相談

第１水曜日
午後１時30分〜４時

総合福祉センター
萩ヶ瀬会館

心配ごと相談

月曜日
午前９時〜午後４時

総合福祉センター
萩ヶ瀬会館

ひきこもり相談

月〜金曜日
午前８時30分〜午後５時

市役所１階
社会福祉課窓口

ひきこもりに関すること

DV（暴力）相談

月〜金曜日
午前８時30分〜午後５時

市役所１階
こども福祉課窓口

配偶者やパートナーからの暴力などに こども福祉課
関すること
（市役所内線 1156）

月〜金曜日
午前９時〜午後５時

障害者基幹相談支援セ
ンター うぃーぶねっと

月〜金曜日
午前８時〜午後５時

障害者相談支援センター
ぱれっと

うぃーぶねっと
障害者福祉全般、障害者への虐待に関 （☎27-8450）
すること
ぱれっと
（☎25-0551）

身体障害者相談

火・金曜日
午後１時〜３時

総合福祉センター
萩ヶ瀬会館

身体障害者福祉全般に関すること

知的障害者（児）相談

火・金曜日
午後１時〜３時

ワークホームタンポポ

知的障害者・障害児福祉全般に関する ワークホームタンポポ
こと
（☎22-8149）

月〜金曜日
午前８時30分〜午後５時

市役所１階
はぴいく

妊娠・出産・育児に関すること

月〜金曜日
午前８時30分〜午後５時

市役所１階
こども福祉課窓口

月〜金曜日
午前８時30分〜午後５時

市役所１階
こども福祉課窓口

月〜金曜日
午前９時〜午後５時

青少年センター

第１・３水曜日
午後１時30分〜３時30分

市役所２階
ミーティングルーム

住宅建物全般、リフォーム、耐震診断 都市住宅課
に関すること
（市役所内線2111）

月〜金曜日
午前８時30分〜午後５時

市役所２階
農業委員会事務局窓口

農地申請、農業者年金の手続き、農地 農業委員会事務局
に関すること
（市役所内線2051）

第２木曜日
午後１時30分〜３時30分

みらいえ
ワークルーム

女性が抱える悩みや課題に関すること

男女共同参画センター
（☎25-2800）

女性のためのお仕事相談 第１金曜日・第３土曜日
予約優先
午前９時30分〜午後０時30分
女性のための起業相談 奇数月の第２土曜日
要申し込み
午前９時30分〜午後０時30分
ハローワーク就労相談
第２水曜日
要申し込み
午前10時〜正午
就職氷河期世代・
第１・３木曜日
若者自立支援相談
午後１時〜３時50分

みらいえ
ワークルーム

女性の仕事の悩みなどに関すること

男女共同参画センター
（☎25-2800）

みらいえ
ワークルーム

起業に興味がある・起業して間もない 男女共同参画センター
女性の疑問や悩みなどに関すること
（☎25-2800）

みらいえ
ワークルーム

※申し込みは前々日まで

みらいえ
ワークルーム

仕事に就いていない15〜49歳の就労
に関すること

28-4854
28-5122
24-7910
22-2123

乗合タクシー

「むすブン」予約センター

☎22-1015

ひとり親家庭相談
教育相談

38-7270
23-6223
23-9031
23-2528
22-1899
23-3110

月〜土曜日運行

22-1014

一部要申し込み

住宅相談
要申し込み

農家相談
女性のなんでも相談
予約優先

要申し込み

市民活動の相談

※受け付けは乗車の７日〜１時間前
在宅介護支援相談
（７ヵ所）

金曜日、第２・４土曜日
午前10時30分〜午後５時
実施する右記の
・地域包括支援センター
・在宅介護支援センター
による

健幸都市推進課行事予定
母子健康手帳の交付
健幸都市推進課へ来所

まちのうごき（令和 4 年 7 月1日現在）
▶人 口
男 性
女 性
▶世帯数

………………
………………
………………
………………

38,974 人（前月比 ＋ 4 人）
18,763 人（前月比 ＋15 人）
20,211 人（前月比 −11 人）
17,284 世帯

広報紙面アンケート実施中
広報紙へのご意見・ご感想をお聞かせください。い
ただいたご意見などは、今後の紙面づくりの参考と
します。
ＱＲコードを読み取ると、アンケートフ
ォームにつながります。

３か月児健診

広報にしわき

令和4年8月号

国など行政への苦情や意見、要望など

社会福祉課
（市役所内線 1142）

身体障害者福祉協会
（☎22-2727）

はぴいく
（☎22-3222）

子どもや子育ての心配事・悩みに関す
ること

こども福祉課
大人が担うような家事や家族の世話な （市役所内線 1155）
どを日常的に行う子どもに関すること
母子・父子家庭などの悩みに関すること
教育全般に関する悩み事など

こども福祉課
（市役所内線1156）
青少年センター

※木曜日はカウンセラー対応（要申し込み） （☎22-8080）

就職活動や雇用、労働に関すること

男女共同参画センター
（☎25-2800）
あかし若者サポートステ
ーション
（☎078-915-0677）

地域課題の解決、地域資源を生かした NPO法人兵庫SPO支援セ
まちづくり活動などに関すること
ンター（☎23-1200）
高齢者の生活や介護に関すること
にしわき北地域包括支援センター
（☎27-8012）
、
にしわき南地域包括支援センター
（☎27-8560）
在宅介護支援センター
（みぎわ園
（☎22-9000）
、楽寿園
（☎23-7700）
、向陽苑
（☎28-3293）
、
オンベリーコ
（☎25-0020）
、コモエスタにしわき
（☎23-6551）
）
西脇135（西脇138-2）

▶問合せ 健幸都市推進課（市役所内線 1173）

月〜金曜日（祝日を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
令和４年４月生まれ／８月２日（火）
令和４年５月生まれ／９月６日（火）

※個別通知
※個別通知

10 か月児乳児相談

令和３年10月生まれ／８月18日
（木） ※個別通知

１歳６か月児健診

令和３年１月生まれ／８月24日（水）※個別通知

加東健康福祉事務所の相談窓口

防災安全課
（市役所内線 2011）

人権の保護、プライバシーの侵害など まちづくり課人権室
に関すること
（市役所内線 3021）
社会福祉協議会
家庭内のもめ事や悩みなどに関すること
（☎22-5400）

市民交流施設で実施

３歳児健診

令和元年７月生まれ／８月26日（金） ※個別通知

離乳食教室

８月１日（月）午後１時30分〜２時45分

健康相談
要申し込み

こころの相談
要申し込み

８月３日（水）午前９時30分〜11時
８月25日（木）午前９時30分〜11時30分

要申し込み

栄養相談
ＨＩＶ
（エイズ）抗体、肝炎ウイルス、梅毒検査・相談

31

商品やサービスなどの契約トラブル等 防災安全課
に関すること
（市役所内線 2012）

市役所２階
ミーティングルーム

ヤングケアラー相談

▶播磨内陸生活文化総合センタードウジアム
……………………………… ☎22-5715
▶岡之山美術館 ……………… ☎23-6223
▶アピカホール ……………… ☎23-9000
▶青年の家 …………………… ☎22-3703
▶天神池スポーツセンター … ☎22-0072
▶テラ・ドーム ……………… ☎23-2772
▶日本のへそ日時計の丘公園
オートキャンプ場 ………… ☎28-4851
フォルクスガーデン ……… ☎28-5120
▶北はりま旬菜館 …………… ☎24-7900
▶北はりま田園空間博物館 … ☎25-2370

法律に関すること

申込み・問合せ
防災安全課
（市役所内線 2011）

第３火曜日
午後１時〜３時

家庭児童相談

電話の掛け間違いにはご注意ください。

消費生活センター
（防災安全課内）

対応内容

行政相談

子育て応援ステーション
『はぴいく』

くらしのダイヤル（市外局番は 0795）

ところ
市役所２階
ミーティングルーム

消費生活・多重債務相談 月〜金曜日
予約優先
午前10時〜午後５時

障害者（児）相談

新型コロナ健康相談コールセンター
▶対応日時
24時間対応
▶連絡先
☎078-362-9980
078-362-9874

お気軽にご相談ください。

原則、実施は祝日を除く（詳細は要問い合わせ）

とき
第２・４金曜日
午後１時〜４時

８月５日（金）・９月２日（金）午後１時30分〜３時
８月４日（木）・18日（木）・９月１日（木）午後１時30分〜２時10分

広報にしわき

☎42-9365
☎42-9436

令和4年8月号
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広 報

にし わ き

2022

―今、
「旬」の人や団体をご紹介―

8

40

12

西脇市で文化芸術活動の活性化を図る

西脇市アートサポーター
西山枝里さん 藤原宏元さん

り

西脇市HP／https://www.city.nishiwaki.lg.jp

〒677 8511 西脇市下戸田128-1

ひかり

ずっと仲良しでいてね♥
頌平さん・かなえさん（谷町）

TEL.0795(22)3111 FAX.0795(22)1014

発行／西脇市

お子さんの写真を広報紙に掲載しませんか。ＱＲコードを読み
取ると、応募専用フォームにつながります。
▶対象 市内在住のおおむね12歳までのお子さん
▶申込み・問合せ 市長公室（市役所内線3051）
編集／市長公室
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令和4年8月号

広報にしわき

１歳３か月

４歳５か月

１歳５か月

４歳７か月

11か月

うまれてきてくれて、ありがとう！
裕樹さん・茉由さん（富吉南町）

我が家のアイドル♥采春しか勝たん！
英一さん・里香さん（西脇）

光莉ちゃん

遠藤明音ちゃん

稜月ちゃん

あかね

りつき

こうが

ことは

坂本煌芽ちゃん

足立 采春 ちゃん

芸術は心を育ててくれる栄養

ひろゆき

え

昨年４月に西脇市出身者や︑ の企画や事業の提案に取り組
在住者など︑本市にゆかりの んでいます︒
ある 〜 代のメンバーを中
メンバーの藤原宏元さんは︑
心に結成された西脇市アート 芸術の魅力について﹁感性を
サポーター︒文化芸術活動を 豊かにしたり︑価値観の多様
通して︑まちを盛り上げてい 性を認め合ったりできるなど︑
くことを目指して︑歩み出し 心を育ててくれる芸術は︑心
ています︒
の栄養﹂と話します︒
＊
＊
＊
同じくメンバーの西山枝里
メンバーは音楽︑演劇︑バ さんは︑﹁西脇市ではコンサ
レエなど︑さまざまな分野で ートや演劇が頻繁にあるわけ
活躍する 人︒﹁さらにワク ではなく︑都市部に比べて︑
ワクする西脇暮らしのために︑ 芸術に触れる機会は少ない︒
芸 術 を 身 近 に 楽 し ん で ほ し 私たちの活動を通して︑少し
い﹂という思いを胸に︑市民 でも芸術に触れるきっかけを
交流施設で実施するイベント 増やしていきたい﹂と抱負を
語ります︒
今冬に第１弾として開催す
る文化イベント﹁オリナスカ
ルチャーミックス﹂では︑プ
ロジェクションマッピングを
計画︒公募で寄せられた動画
や写真を使った子ども向けの
映像制作ワークショップを開
き︑市民の皆さんと一緒に作
品を作り上げていきます︒
﹁芸術の力で︑大人も子ど
もも生き生きしたまちにして
いきたい︒そのためにも︑多
くの人に参加してもらえるイ
ベントを企画したい﹂と意気
込むメンバー︒彼らの挑戦が
始まりました︒
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「広報にしわき」は市民の皆さんとともに作っています。情報をお寄せください。

