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胃がん

受診を控えていませんか？

大

腸がん

肺がん

子

宮がん

乳がん

いずれ

も

２年連

続低下

国が推奨するがん検診には、
「胃
がん」「大腸がん」
「肺がん」
「子
宮がん」
「乳がん」の５つがあり
ます。
西脇市における５つのがん検診
受診率は、平成30年度〜令和２年
度において軒並み低下。その要因
の一つには、新型コロナウイルス
への感染を恐れて外出を控える
「受診控え」が考えられます。
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検診のススメ
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令和２年度

出典：兵庫県疾病対策課 令和 2 年度市町がん検診受診率（西脇市分）
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医師も警鐘を鳴らす事態

西脇市や多可郡内の開業医や病
院勤務医で構成する「西脇市多可
郡医師会」では、西脇市における
がん検診の受診率の低さを「深刻
な問題」と受け止めています。

がん検診に関するよくある質問
に、同会の村上典正会長にお答え
いただきました。

Q１
血圧が高く、定期的にかかりつ
け医に診てもらっています。だか
ら、がん検診は受けなくてもいい
ですか。
Ａ１
かかりつけ医では、基本的に持
病や症状のある病気に対して、必
要な検査をしたり経過を見たりし
ます。例えば、咳などの症状があ
れば胸部レントゲン検査を行いま
すが、症状がなければ不必要な検
査は行いません。このため、症状
のない初期のがんが見逃されるこ
とがあります。高血圧や糖尿病な
ど生活習慣病で治療中の方も、が
ん検診は必ず受けましょう。

Q２
昨年がん検診を受けました。結
果は「異常なし」でした。今年は
受けなくてもいいですか。
Ａ２
がんは発見できる大きさに限界
があります。小さながんの発見は
難しく、発見できる大きさになっ
た状態から早期がんのステージに
進むまでは、たった１〜２年とも
いわれています。年に１回（がん
の種類によっては２年に１回）の
間隔で、がん検診を受けることを
お勧めします。

西脇市における死因上位
出典：兵庫県人口動態統計
令和２年死因別割合（西脇市分）
１位

肺炎

４位

脳血管疾患

16.9％

３位
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24.7％

心疾患

３

村上典正 会長

２位

西脇市多可郡医師会

がん ︵悪性腫瘍︶

「がん」という病は突然やってきます。症状がなくても、
「が
ん検診」を受けるようにしてください。
がんの発生には、喫煙や食生活、飲酒、運動などの生活習慣
が深く関係しています。コロナ禍で、在宅勤務や外出控えが増
え、生活に変化があった方が多いと思います。禁煙や食生活の
見直し、運動不足の解消など生活習慣の改善を心掛け、その上
で定期的にがん検診を受けることが大切です。さらに、生活習
慣を見直すために、特定（基本）健診を受けることも重要です。

6.1％

5.5％

「がん？私は大丈夫―――」。そう思って、このページの
タイトルを見られた方はどれだけいらっしゃるでしょう。
日本における死因の第１位は「がん」
。西脇市において
も同様の結果で、亡くなられた方のおよそ４人に１人の死
因が「がん」となっています＝左図。
また、高齢化によってがん患者は年々増加し、全国的に
みると２人に１人ががんにかかっているという統計もあり
ます（※１）。
「もっと早くに気付いていれば…」を避けるために、が
ん検診を受けて、自分の体の状態を確認しましょう。
▶問合せ
健幸都市推進課（市役所内線 1184）
（※１）国立がん研究センター・がん対策情報センター・ がん情報サービス
「最新がん統計」（平成30年）
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２

項目と内容
検診料金は市が一部を負担しており、お得に受けられます。また、無料で受けら
れる対象年齢の方には、令和４年５月にクーポン券をお送りしています。

胃がん検診

肺がん検診
▶検診料金
400円

▶検診料金
1,500円

※９月24〜31日は「結核
予防週間」。咳・痰が２週
間以上続く方は受診を。

大腸がん検診

子宮がん検診

▶検診料金
700円
▶無料対象
40・60歳

▶検診料金
2,000円
▶無料対象 20・
25・30・35・40歳

乳がん検診
▶検診料金
1,700円〜
▶無料対象 40・
45・50・55・60歳

※年齢基準日は、令和４年４月
１日現在
※クーポン券を紛失された方は
健幸都市推進課
（☎22-3111）
へお問い合わせください。

格段

プラス
α

次の検診でも、対象
年齢の方は無料で受診
できます（クーポン券
をお送りしています）。
▶歯周病検査
大人が歯を失う原因菌の
「歯周病」を検査します。

▶肝炎ウイルス検診
感染した状態を放置する
と、肝硬変や肝がんに進行
する場合があります。

▶骨粗しょう症検診
骨の強さを検査します。

まとめて受ける方法

５

広報にしわき

健診日

備考

９月25日（日）

歯周病検診あり
（午前のみ実施）

９月26日（月）

―

９月28日（水）

―

９月29日（木）

レディースデー
（女性限定日）

９月30日（金）

託児あり

10月１日（土）

―

個別に受ける方法

▶受診可能な項目
・大腸がん検診
・子宮がん検診（２年に１回）
・乳がん検診（２年に１回）
・歯周病検診
▶申込方法
専用フォーム＝ＱＲコード＝ま
たは電話で下記へ
▶申込み・問合せ
健幸都市推進課
（市役所内線 1170）

令和4年9月号

▶受診日
個別に調整
▶ところ
▷大腸がん
指定医療機関
＝右ＱＲコード＝
▷子宮がん
・西脇病院
・いわたウィメンズクリニック
・遠藤産婦人科医院
・大山記念病院
・多可赤十字病院
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※Ⅰ期（ステージ１／早期）
がんが筋肉層でとどまっている
状態。転移はない。
※Ⅳ期（ステージ４／進行）
がんが他の臓器へ移転している
状態。
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子宮がん

乳がん

Ⅳ期（ステージ４／進行）

出典：全国がんセンター協議会の生存率共同調査
（令和４年７月集計による５年生存率（平成 23 〜 25 年））

別名：

がん検診を受ける方法には右の
２つがあります。いずれも事前に
申し込みが必要です。
５㌻を参考に、ご自身に合った
方法で受診しましょう。

集団健診はこちら

町ぐ

まとめて受ける

る
診
健

個別検診

▶申込方法 専用フォーム＝ＱＲ
コード＝または電話で下記へ
▶申込み・問合せ
健幸都市推進課
（市役所内線1170）
▶受付時間
▷日曜日
午前８時30分〜午後２時50分
▷月〜土曜日
午前８時30分〜11時50分
▶ところ
市民交流施設オリナスホール

（％）

み

▶受診可能な項目
・胃がん検診
・大腸がん検診
・肺がん検診（結核健診含む）
・歯周病検診（25日午前のみ）
・肝炎ウイルス検診
・骨粗しょう症検診（女性のみ）
・前立腺がん検診
・特定（基本）健診
・胃の健康度チェック
※乳がん検診の申し込みは終了し
ました。

定期的にがん検診を受けること
が、早期発見につながります。そ
して、早期に治療を開始すること
で５年生存率が大きく変わります。

各がんの進行度と５年生存率の関係

がん検診の受け方

町ぐるみ

集団健診

早期発見で変わる生存率

る
に変わ

個別に受ける

集団健診

個別検診

がん検診に加え、「特定（基
本）健診」など他の項目も同
時に受けることができます。

自分の都合に合わせて受診日
が調整できます。

※市民交流施設で受診

※指定医療機関で受診

個別検診はこちら
※詳しくは、市ホームページ（左ＱＲコード）または健幸都市推進課へ

がん検診で「自分の体を自分で守る」
がん検
▷乳がん検診
・西脇病院
・大山記念病院
・多可赤十字病院
▷歯周病検診
指定医療機関
＝右ＱＲコード＝
いずれの医療機関も、検診の手
順や施設環境を整え、感染症対策
を徹底しています。安心して受診
してください。

毎年の「町ぐるみ健診」と２年ごとの「個別検診」で、５つ全て
のがん検診を受けています。私の両親や祖父ががんで亡くなったこ
ともあり、亡くなった年齢に近づくにつれて、より意識して受診す
るようになりました。続けて受けることで安心感があります。
「町ぐるみ健診」は、レディースデーや託児があって、女性やお子
さんがいる方でも受けやすいと感じています。また、「個別検診」は
土曜日でも受けられる病院があり、働いている方でも自分の都合に
合わせて受けられるのではないでしょうか。
いつまでも元気で健康に暮らすためにも、検診を受けて自分の体
は自分で守りたいと思います。

５つのがん検診を受診
５つのが

内橋淳子 さん
内橋
広報にしわき
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事業者の商いを応援

04 雇用や営業を守る支援メニューを準備
中小事業者雇用人材支援事業

国の補助金を活用し、西脇市は原油価格・物価高騰などを踏ま
えた新型コロナウイルス感染症対策に取り組むことで、市民の皆
さんの暮らしや事業者の商いを応援します。
主な取り組みは次のとおりです。

健やかな成長を支援

申請不要

暮らしを応援＆地域経済を活性化

02 プレミアム商品券を発行

18歳までの児童を対象に、「こども応援商品
券（へその街にしわき共通商品券）」を支給し
ます。お子さんの健やかな成長のためにご利用
ください。
▶対象
平成16年４月２日〜令和５年３月31日生まれ
の児童
※令和４年８月１日以降に生まれた児童には、
出生の届け出から１ヵ月後に発送を予定
▶支給額
児童１人につき５千円分
▶支給方法
簡易書留で郵送
※児童１人につき１通を郵送しています。
※きょうだいでも届く時期が異なることがあり
ます。
※９月中旬になっても届かない場合は、下記へ
お問い合わせください。
▶問合せ
こども福祉課（市役所内線1152）

お得に買い物できるお買い物応援券「第２弾
西脇エールプレミアム商品券」を発行します。
商品券は、12月〜令和５年２月の間に使用で
きます。販売方法など詳しくは、広報にしわき
11月号でお伝えします。

利用はお早めに
商品券は同封する「へその街にしわき共通商
品券取扱店舗一覧」＝ＱＲコード＝にあるお店
で利用できます。
商品券に使用期限はありません
が、事業者への応援の観点から、
ぜひ年内にご利用ください。

７

広報にしわき
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まずは

取扱店を募集

▶応募要件
西脇市内に店舗または事業所があること
※西脇商工会議所の会員以外でも応募可
▶対象商品など
店舗が取り扱う商品や提供するサービス
▶登録料・換金手数料 不要
▶受付期間 ９月16日（金）まで
▶申込み・問合せ
西脇商工会議所（☎22‑3901）
小中学生の「学び」を継続

03 授業等オンライン配信の充実
小中学生が１人１台持つタブレット端末を有
効に活用するため、授業配信用端末とWebカ
メラ、ワイヤレスマイクを整備します。新型コ
ロナウイルス感染症などの影響で、やむを得ず
登校できない子どもたちが学校とのつながりを
維持し、「学びを継続する」取り組みを進め
ます。

中小事業者原油価格等高騰対策事業
▶対象
市内に本店・主たる事業所を置く法人および
個人事業主等（電気業、ガス業、熱供給業、燃
料小売業は除く）
▶補助対象経費
令和４年１〜９月の間で、任意の連続する３
ヵ月の光熱費と燃料費の合計額から、前年同期
分の光熱費と燃料費の合計額を差し引いた額
▶補助金額
５万〜30万円

中小事業者等原油価格・物価高騰対策
一時支援金（県事業）
▶対象
令和３年11月以降に燃料費・光熱水費等の価
格高騰の影響を受け、国の事業復活支援金を受
給、または兵庫県の経営円滑化貸付（原油価格
高騰）を利用している中小事業者
▶支援金額
・中小法人等 20万円または30万円
・個人事業主 10万円または15万円
▶受付期間
９月30日（金）まで
※受付終了前でも予算額に達し次第終了
▶申請方法
電子申請（兵庫県ホームページ）
※必要な書類は、県ホームページ
＝ＱＲコード＝で確認できます。
※郵送申請も可（審査・支給に時間を要します）
▶申請・問合せ
兵庫県中小企業等一時支援金事務局コールセ
ンター（☎050‑8882‑9440）

市役所
で

抗原検査キットを無料配布中（ドライブスルー方式）
医療機関のひっ迫を防ぐため、兵庫県は症状が軽く、重症化リスクが低い方を対象
に「自主療養制度」を創設。市でも抗原検査キットが受け取れます。
感染拡大を防止するため、市役所建物への入館はお控えください。
▶利用方法（原則、県ホームページから申し込み）
諸事情で早急に検査キットが必要な場合に限り、市ホームページ＝ＱＲコード＝ま
たは電話で申込み（自動車での来庁が困難な場合は要相談）。
▶申込み・問合せ 健幸都市推進課（市役所内線 1182）

広報にしわき

対象等はこちら

01 こども応援商品券を支給

▶対象
令和４年４月以降に雇用調整助成金（新型コ
ロナ特例）の交付決定を受けている中小事業者
▶支援金額
10万〜30万円
※従業員（雇用保険被保険者）数に応じて支給
▶受付期間
９月５日（月）〜12月28日（水）
▶申請方法
必要書類を下記へ郵送または持参
※書類は、西脇商工会議所ホームページ＝ＱＲ
コード＝からダウンロードできます。
▶申請・問合せ
〒677‑0015
西脇市西脇990
西脇商工会議所（☎22‑3901）

▶受付期間
９月１日（木）〜12月28日（水）
▶申請方法
必要書類を下記へ郵送または持参
※書類は、市ホームページ＝ＱＲコ
ード＝からダウンロードできます。
▶申請・問合せ
〒677‑8511 西脇市下戸田128‑1
西脇市商工観光課（市役所内線2021）

令和4年9月号

６

最大
健康 × 睡眠 × 若返り
〜快眠を導くコツ〜

西脇市公式ＳＮＳ

情報発信中！
市では、情報を皆さんの元にお届けするた
めに、会員制交流サイト（ＳＮＳ）を活用し
ています。市が発信するさまざまな情報をあ
なたに合った方法で受け取ってみませんか。
▶問合せ 市長公室（市役所内線3052）

睡眠講演会
睡眠は、体と心を回復する働きがあり、食事
や運動などの生活習慣と同じように健康に深く
関わっています。質の高い睡眠と健康な生活に
ついて、この機会に考えてみませんか。

LINE

９月末までの申請で２万円分のマイナポイントがもらえる！

マイナンバーカードの申請は今がオススメ
最大２万円分のポイントがもらえる国の「マイナポイント第２弾」は、９月末
までにマイナンバーカードの申請をした方が対象になります。
市ではさまざまな方法でマイナンバーカードの申請サポートを実施しています。
あなたに合った方法で申請しましょう。
▶問合せ 戸籍住民課（市役所内線1033）

2 申請サポート窓口

1 オンライン申請

市内のイベント告知や緊急情
報をお知らせ！

健幸ポイント

50 ポイント
Instagram

もらえる！

国から送付されている「マイナンバーカード交付申
請書」のＱＲコードをスマートフォンなどで読み取る
ことで、いつでも、どこでもマイナンバーカードの申
請ができます。

動画や写真を中心に市の魅力
を発信！
顔写真を撮影

facebook
旬なまちの話題やイベント情
報などを投稿！

YouTube
風景やイベントなど、これま
での公開動画は260本以上！

必要事項を入力

市民交流施設オリナスホール
▶講師
古谷真樹さん（神戸大学大学院人間発達環境
学研究科准教授）
▶申込方法
①電話
②ファクス
③市ホームページ で受け付け
▶申込み・問合せ
健幸都市推進課（市役所内線1182
／ 23‑5219）

・・

3 訪問申請受付サービス

市役所で
カードを受け取る

マイナンバーカード申し込み用の
写真撮影と、申請用紙の書き方など
をサポートしています。ご自宅での
申請が難しい場合など、ぜひご利用
ください。
▶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
みらいえや総合市民センター、
各隣保館でもサポートを実施！

（要申し込み）

希望場所（ご自宅や公民館など）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。代表の方が下記へご連絡ください。詳
しくは、今月号の広報紙と一緒に配布するチラシをご覧ください。
できあがったマイナンバーカードは郵送で届きますので、受け取りのために市役所に行く必要が
ありません。
▶申込み 戸籍住民課（市役所内線1033）

YouTube ではこんな動画を公開中

西脇の車窓から
ＪＲ加古川線西脇市
駅から終点谷川駅まで
の心落ち着く風景を収
録。あなたも一緒に電
車の旅に出掛けません
か。

９
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書類が届く
訪問申請を申し込むと、
申請時に必要な書類が事前
に届きます。

書類に記入する
顔写真を撮影してもらい、
申請書類に必要事項を記入
して市職員に手渡します。

カードが届く
約２ヵ月後に本人限定受
取郵便などでマイナンバー
カードが自宅に届きます。

広報にしわき
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８

後期高齢者医療制度に加入する皆さんへ

新型コロナワクチン

ご意見をお寄せください

４回目接種のお知らせ

パブリック・コメント

対象 ・60歳以上の方
・基礎疾患がある方（18歳以上）
・新型コロナ感染症の重症化リスクが高
いと医師が認める方（18歳以上）
・医療従事者など（18歳以上）

接種券、基礎疾患がある方などは連絡を
コールセンターへ連絡いただいた基礎疾
患がある方や医療従事者などに、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。
▶接種会場 個別医院（要予約）
▶使用ワクチン ファイザー社製
３回目・小児ワクチン接種も受け付け中
若い世代の３回目ワクチン接種は、３〜
５割台にとどまっています。12歳以上対象
の３回目接種や、５〜11歳対象の小児ワク
チン接種も受け付けています。
▶接種会場 個別医院（要予約）
▶使用ワクチン
ファイザー社製（５〜11歳は小児用）
接種証明書のコンビニ交付を開始

要マイナカード

コンビニエンスストア
（セブン‑イレブン）
等で紙の「接種証明書」が取得できます。
ただし、「海外渡航用の接種証明書」は事
前に市役所窓口または、スマートフォンア
プリでパスポート情報の登録が必要です。
▶利用可能時間
午前６時30分〜午後11時
▶手数料 １通120円

予約コールセンター

☎22‑3300

（午前９時〜午後５時）

22‑3310

（受け付けは24時間）

※8月23日
（火）
現在。状況により変更することがあります。
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窓口負担割合が変わります

医療費の

10月１日から、後期高齢者医療制度に加入する方の病院窓口で
の負担割合が見直され、新たに「２割負担」が追加されます。負担
割合は、次の流れに沿って決定します。
また、10月以降に病院を受診するときは、９月に届く新しい被
保険者証をご利用ください。
▶問合せ 保険医療課（市役所内線1052・1053）
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
（☎078‑326‑2612）

対象
西脇市平和都市宣言
「都市宣言」とは、地方自治体が重要な課
題などについて、自らの意思や主張、方針を
明らかにするものです。
広島と長崎に原爆が投下され、今年で77年
広島と長崎に原爆が投下され、今年で77年
の歳月が経過しました。今を生きる私たちは、
その悲惨さを人々の記憶に深く刻んでいかな
ければなりません。そして、今なお続くロシ
ければなりません。
アによるウクライナへの軍事侵攻は、世界平
そして、続くロシアによるウクライナへの
和と国際秩序の根幹を揺るがす、断じて許す
軍事侵攻は、世界平和と国際秩序の根幹を揺
ことができない行為です。
るがす、断じて許すことができない行為です。
西脇市は、市民一人一人が手を携え、「平
西脇市は、西脇市民一人一人が手を携え、
和で安心なまち・西脇」を創造していくこと
「平和で安心なまち・西脇」を創造していく
を再確認する「西脇市平和都市宣言」を行い
ことを再確認する「西脇市平和都市宣言」を
ます。宣言に当たり、市民の皆さんからご意
行います。宣言に当たり、市民の皆さんから
見を募集します。
ご意見を募集します。
▶募集期間
９月１日（木）〜30日（金）
▶閲覧場所
企画調整課・情報公開コーナー（市役所
内）
、図書館（みらいえ内）、市ホームページ
▶意見の提出方法
任意の様式で持参、郵送、ファクスまたは
メールで下記へ（住所・氏名や団体名、電話
番号を明記）
▶意見の提出先・問合せ
〒677-8511
西脇市下戸田128-1
西脇市企画調整課
☎22‑3111（内線3033）
22‑1014
kikaku@city.nishiwaki.lg.jp

一定の所得
がある

75歳以上
※65〜74歳で一定の
障害があると認定
された方を含む

現役並み所得者（※１）に該当する
該当する

該当しない

世帯の75歳以上の方（※２）のうち
課税所得（※３）が28万円以上の方がいる
いない

いる

世帯に75歳以上の方（※２）が２人以上いる
いない

いる

年金収入（※４）
+
その他の合計所得金額（※５）
が200万円以上ある
ない
世帯全員が

世帯全員が

３割

１割

年金収入（※４）
+
その他の合計所得金額（※５）
の合計が320万円以上ある

ある

１割

２割

（※１）課税所得が145万円以上で、医療費の窓口負担割合が
３割の方
（※２）65〜74 歳で一定の障害があると認定された方を含む
（※３）住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、
給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除（基礎控
除や社会保険料控除等）等を差し引いた後の金額）

ない

ある

世帯全員が

世帯全員が

１割

２割

（※４）「年金収入」に遺族年金や障害年金は含まず
（※５）事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控
除等を差し引いた後の金額

自己負担限度額も変わります
窓口負担割合の変更に伴って、
10月から自己負担額も変更され
ます＝右表。

所得区分

一部
負担金
の割合

現役並み所得者３
現役並み所得者２

一般２

252,600 円 +
（総医療費 -842,000 円）
×１％
［140,100 円］
（※１）
167,400 円 +（総医療費 -558,000 円）×１％［93,000 円］
（※１）

２割

18,000円または6,000円+（総医
療費-30,000円）×10％の低い金
額を適用（※２）

80,100 円 +（総医療費 -267,000 円）×１％［44,400 円］
（※１）

18,000 円（※２）

一般１
低所得２
低所得１

入院（個人）または世帯合算

３割

現役並み所得者１

（※１）後期高齢者医療制度で、過去１年
間に世帯で３回以上高額療養費の
支給がある場合の４回目からの額
（※２）１年間（８月〜翌年７月）の外来
の自己負担額の合計額の年間上限
額は、144,000円

外来（個人）

１割

57,600 円（※１）
［44,400 円］

8,000 円

24,600 円

8,000 円

15,000 円
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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
「にしわき横尾忠則コレ
クション」展開幕

発掘調査の出土品ずらり

盆踊りや屋台、久々の夏祭り楽しむ

平成29年〜30年度にＪＲ鍛冶屋線跡地から発掘
された弥生時代や奈良時代、室町時代の壺や小皿
を展示する郷土資料館の企画展「日野北バイパス
建設に伴う発掘調査展」を開催中。出土品から古
代の暮らしをうかがい知ることができます。
調査では、奈良時代の製塩土器も出土したこと
かんが
から、当時の役所に当たる官衙があったと考えら
れています。会期は９月30日まで。月曜日と９月
20日は休館（９月19日は開館）。入館無料。

「第43回にしわき市・黒田庄夏まつり」に市内
外から約2200人が来場。盆踊りや福引、約400発
の打ち上げ花火があったほか、会場には31店の屋
台が軒を連ね、浴衣姿の踊り手が音頭や太鼓のリ
ズムに合わせて踊ったり、親子連れらが飲食や花
火を楽しんだりして祭りを楽しみました。
祭りは令和元年の台風接近と過去２年間の新型
コロナウイルス感染拡大による中止を挟んで、４
年ぶりの開催。〔８月16日、黒田庄グラウンド〕

世界平和願い写真展示

国重文の木造校舎見学

夏の思い出づくり

おも

「世界の平和を想う」をテーマ
に、沖縄戦を語り継ぐパネル31点
と侵攻前のウクライナの美しい景
色を収めた写真33枚などを展示。
ウクライナの文化を紹介するとと
もに、戦争の悲惨さを伝えました。
〔８月６〜16日、ドウジアム〕
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西脇市出身で世界的美術家・横尾
忠則さんの企画展「にしわき横尾忠
則コレクション」展が、岡之山美術
館で開幕しました。同館での横尾さ
んの作品展示は３年ぶりで、所蔵す
る作品500点余りから、職員が選ん
だポスターやレコードジャケット計
25点が並んでおり、横尾芸術の魅力
に触れることができます。
館内には昭和45年の大阪万博で横
尾さんが手掛けたパビリオンのポス
ター「日本万国博覧会せんい館」や、
16世紀の絵画「ガブリエル・デスト
レとその姉妹」と小説家の澁澤龍彦
さんなどのイメージを組み合わせた
舞踏家土方巽の公演ポスターなど、
1960年代に制作された貴重な作品な
どが展示されています。
10月30日まで。月曜日と９月20日、
10月11日は休館（９月19日、10月10
日は開館）。大人300円。

高校生が「黒っ娘巻き」作りに挑戦

市民交流施設オープン１周年

こ

国の重要文化財に指定された木
造校舎の見学会に県内外から卒業
生や建築愛好家ら約160人が参加。
意匠を残しつつ安全な教育施設に
改修された校舎を写真に収めたり、
職員の説明に耳を傾けたりしまし
た。〔７月31日／西脇小学校〕

射的やボールすくいのほか、木
工品や風車作り、手形アートなど
のワークショップを行った「こど
もプラザ夏まつり」。市内外から
子どもたち154人が参加し、館内
を巡りながら遊びや工作を体験し
ました。〔８月13日／みらいえ〕

西脇工業高校家庭部の９人が黒っ娘おばんざい
の巻きずし「黒っ娘巻き」作りに挑戦。作り方の
こつを教わりながら、のりと紫黒米の酢飯で玉子
焼きなど５種類の具材を丁寧に巻き上げました。
取り組みは家庭部が地産地消を学びたいと打診。
同団体は「地元食材のおいしさを知ってほしい」
と実現しました。〔８月５日／黒っこプラザ〕

昨年５月にオープンした市民交流施設の１周年
を記念して「にしわきあいあい―ふれあいフェス
ティバル」が開かれ、西脇高校生や市内の団体が
歌や演奏を披露。スカッシュやヨガ、ハンドドリ
ップの体験コーナーのほか、キッチンカーの出店
などもあり、会場は多くの家族連れでにぎわいま
した。〔７月31日／市民交流施設〕
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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

ペンギン

世界一おもしろい
ペンギンのひみつ

ペンギン

ランド

ぺんぎんたいそう

PENGUIN LAND
ペンギンたちの国

ペンギンうらない
カラフル

上田一生／監修
（サンマーク出版）

齋藤槙／作
（福音館書店）

福田幸広／著
（青菁社）

坂崎千春／著
（すみれ書房）

コウテイペンギンが生まれて
から大人になるまでを、絵日
記とイラストで解説していま
す。楽しくペンギンの秘密に
迫ってみませんか。

ペンギンのユニークな動きや
伸び縮みをしている姿は、ま
るで体操のようです。ペンギ
ンと一緒に体を動かしたくな
る絵本です。

フォークランド諸島のペンギ
ンたちの写真集です。生き生
きとしたかわいらしいペンギ
ンがいっぱいで、見るだけで
楽しくなります。

知りたいことを思い浮かべ、
ページを開くと、そこに答え
が書いてある占いの本です。
かわいいペンギンがあなたに
答えを示してくれます。

▶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
▶お問い合わせは各担当へ（電話番号は 14 ㌻）
＝こどもプラザ
＝みらいえ

ボランティア講座（愛着障害の
理解と支援）
▶とき ９月２日（金）午後３時
〜５時 ▶ところ 多目的ホール▶
定員 15人（要申し込み・先着
順）
ぴよぴよのつどい
▶とき ９月５日（月）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）
みらいえコンサート
▶とき ９月11日（日）午後２時
〜３時▶ところ ビューループ▶

＝男女共同参画センター

出演 いちゃりばちょーでー（沖
縄音楽）▶その他 観覧自由
映画上映会「シャレード」
▶とき ９月15日（木）午前10時
〜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 ９月３日（土）
敬老の日のプレゼントをつくろ
う！
▶とき ９月18日（日）①午前11
時〜正午②午後２時30分〜３時
30分▶ところ こどもプラザ▶対
象 おおむね２〜18歳の児童▶
定員 各回10人（当日先着順）

▶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）

生き生きと輝いているひとコマを募集！

絵本で広がる、みんなの笑顔

男女共同参画フォトコンテスト

絵本の読み聞かせ基礎講座

▶テーマ あなたらしく 私らしく みんなち
がって みんないい
▶応募規定（応募は３点まで）
・９㍋ バイ
ト 以内、未加工のJPEG形式データか、２
Ｌ版でプリントしたもの
・写っている本人に承諾を得ていること など
▶応募方法 ９月30日（金）までに応募用紙
（市ホームページからダウンロード可）を添え
て下記へ提出。メールでも受け付けます。
▶賞・副賞 最優秀賞１点、優秀賞１点、入選
１点（副賞として、市の特産品を贈呈）
▶申込み・問合せ
男女共同参画センター（☎25‑2800
／ danjyo-c@city.nishiwaki.lg.jp）

絵本の選び方や読み聞かせについて、基礎か
ら楽しく学びませんか。
▶とき（いずれも午前10時30分〜午後０時30分
／原則５回連続の受講）
９月27日（火）、10月11日（火）、10月25日
（火）、11月15日（火）、12月13日（火）
▶ところ 会議室１
▶対象 高校生以上
▶定員 15人（要申し込み・先着順）
▶申込期間 ９月10日（土）〜23日（金・祝）
▶申込方法 図書館備え付けの申込書または電
話で下記へお申し込みください。
▶申込み・問合せ
図書館（☎23‑5991）

＝図書館

児童館クッキング（夏バテもス
ッキリ！栄養満点のお弁当を作ろ
う）
▶とき ９月24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300円▶受付
期間 ９月10日（土）〜17日（土）
映画上映会「トムとジェリー」
▶とき 10月２日（日）午前10時
30分〜11時30分▶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 ９月17
日（土）

に
も一緒
た
な
あ
か?
ません
し
動
活

「男女共同参画センター」からのおたより

男女共同参画センターで活動するグループを紹介

一人一人が自分らしく生き生きと暮らせる男女共同参画社会の実現に向け、活動する２グループ
を紹介します。活動に興味がある方は、男女共同参画センターへお問い合わせください。
じ

もっとすてきに“パートナー”委員会
平成14年に開催された、男女共同参画フ
ォーラムをきっかけに活動を開始。男女共同
参画セミナーやフォトコンテストなどの企
画・運営を市と協働で実施しています。

ゃ

お

西脇パパサークルＪＡＯ
「自由に（Ｊ）、遊ぼう（Ａ）、おとんと
（Ｏ）」をモットーに、市内在住のパパを中
心に活動。親子で遊べるイベントや父親同士
の交流会を実施しています。

今月の休館日≫ 9 月 28 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

鮭のちゃんちゃん焼き風

西脇病院

材料（4人分）

はなみずきの会
紹介状持参で来院を

月〜金曜日の午前 10 時〜午後５時
（祝日・年末年始除く）

（令和５年４月採用）
（令和

30

職種

予定人員

薬剤師

4人

理
理学療法士

２人

作
作業療法士

２人

看護師

10人程度

助産師

若干名

事務職
（
（医療事務）

１人

詳し
詳しくは病院
ホー
ホームぺージへ
▶▶▶

30
郵送請求にも応じます︒
▼試験日
月 日︵水︶
▼試験内容 筆記︵論文︶・
面接︒合格者には︑後日健康
診断あり︒
▼試験会場 西脇病院
▼合格発表
月中旬
▼申込み・問合せ 病院総務
課︵病院内線 364︶

22-3515

◆募集する職種
◆募集

務職と医療職を募集します︒
▼受付期間 ９月５日︵月︶
〜９月 日︵金︶午前８時
分〜午後５時︵土・日・祝日
を除く︶
▼申込方法 申込書に必要事
項を記入し下記へ申し込んで
ください︒試験案内と申込書
は︑病院ホームページからダ
ウンロードできます︒また︑

☎22-3111

24

西脇病院では︑地域の診療
所︵かかりつけ医︶との病診
連携強化に取り組んでいます︒
初診の方が︑かかりつけ医か
ら紹介状︵診療情報提供書︶
を持参すると︑当院とかかり
つけ医の間で患者さんの症状
などの情報共有ができ︑より
効率的な診察を受けることが
できます︒
紹介状をお持ちでない方に
は︑西脇病院からかかりつけ
医に紹介状の発行を依頼する
ことがあります︒
▼問合せ 医事課︵病院内線
３69︶

西脇市消費生活センター

乳がんについて話し︑とも
に歩んでいきませんか︒他の
医療機関で治療を受けていて
も参加可能です︒事前申し込
みも不要ですので︑気軽にご
参加ください︒
▼とき ９月 日︵土︶午後
２時〜４時／申し込み不要
▼ところ 病院講堂︵２階︶
▼対象 乳がん体験者とその
家族︵西脇病院の受診の有無
は問いません︶
▼内容 治療相談・交流会
▼費用 会員は無料／非会員
は５００円
▼問合せ 乳腺外科 三輪

談
は、すぐ相
困ったとき

X

病院職員募集

令和4年9月号

▷契約したことを忘れない
利用していなくても、解約していなければ料
金を支払う必要がありますが、まずは事業者に
相談してみましょう。
▶事例３ ログイン情報忘れ
ログイン情報を忘れてしまった。
▷自分の登録情報の管理と更新の徹底を
ＩＤやパスワードなどは自分でしっかり管理
しましょう。登録メールアドレスや電話番号は
パスワードの再設定時に必要です。

22

令和５年4月に採用する事

広報にしわき

サブスクリプションサービスのトラブルに注意！

︵☎ 0111
nishiwaki
nyugan@yahoo.co.jp)
n

17

№203

40

痛くても使わなくてはならな
いときは︑テーピングや装具
療法がお勧めです︒個人差が
あるものの︑数ヵ月〜数年の
うちに痛みは落ち着くことが
多いことから︑関節固定術
︵骨同士を癒合させる手術︶
などの手術を希望される患者
さんは︑あまり多くありませ
ん︒このような指の痛みや変
形で悩んでいる方は︑ぜひ整
形外科医師にご相談ください︒

◆事例とアドバイス
▶事例１ 気付かないうちに有料に
無料のはずがいつの間にか有料になっている。
▷無料期間の終了日の確認を
無料キャンペーンの期間終了後は、自動的に
有料サービスに移行する場合が多いので注意し
ましょう。
▶事例２ 解約忘れ
サービスを利用していないのに引き落としが
続いていた。

い食材です。食物繊維も含まれ、便秘予防や血糖値の
上昇、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。

193
93

伝︑更年期障害によるホルモ
ンバランスの乱れなどとの関
わりが指摘されています︒ほ
とんどの方は問診︑触診︑
線検査で診断可能です︒なお︑
同じように指の関節が腫れた
り痛くなったりする︑関節リ
ウマチを心配する方が多いで
すが︑第１関節に関節リウマ
チが現れるのはまれなことで
す︒治療としては︑まずは患
部の使用を減らしましょう︒

サブスクリプションサービス（サブスク）と
は「月額（または年間）○○円で使い放題」の
ような定額制サービスのことです。映像や音
楽・電子コミックなどの配信、洋服やバッグの
レンタルなど、さまざまな分野に広がっていま
す。便利なサービスですが、トラブルも発生し
ています。下記の事例に注意しましょう。

西脇市いずみ会

大内 聖士

にしわき消費生活通信

▶協力

整形外科主任部長

トラブルを未然に防ぐために――

エネルギー …… 216㌔㌍
タンパク質 ………16.1㌘
脂質 ………………13.0㌘
カルシウム ………27㍉㌘
塩分量 …………… 0.9㌘
食物繊維 ………… 3.0㌘

なんで﹁ヘバーデン結節﹂と
呼ばれています︒指の第１関
節が腫れたり曲がったりして︑
痛みのために強い力を入れづ
らくなります︒
一般に 歳代以降の女性に
多く生じる傾向があり︑骨棘
︵骨のとげ︶ができたり︑関
節のクッションである軟骨が
摩耗したりする加齢現象の一
つです︒原因は解明されてい
ませんが︑手の使い過ぎ︑遺

エノキダケやシイタケなどのきのこ類は、低カロ
リーで料理のボリュームも増し、満腹感が得られやす

・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

作り方

ヘバーデン結節とは

生鮭 ………４切れ（240 ㌘）
マヨネーズ ……… 大さじ３
A みそ ……………… 大さじ１
みりん …………… 小さじ２
有塩バター ……… 10 ㌘

①タマネギと生シイタケは薄切りに、白ネギは小口切りにする。
②エノキダケは石づきを除き３等分に。シメジは小房に分ける。
③ボウルに A の調味料と白ネギを加える。
④アルミホイルにバターを塗り、タマネギを敷く。生鮭をのせて
③の半分を塗る。生シイタケと②をのせて残りの③を塗り、ホ
イルを閉じる。
⑤④をフライパンに並べ、少し水を入れて蓋をし、蒸し焼きに。
バイス
健康アド

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

手の指の第１関節に起こる
変形性関節症のことで︑最初
の報告者へバーデンの名にち

タマネギ ……… 小１個
生シイタケ …… ４個
白ネギ ………… １/３本
エノキダケ ……１/２株
シメジ ………… １株

実施中
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16

161
▶執筆

人権教育課（市役所内線 4012）

きょうの夕飯を作るのはどっち？

野間川

鳴尾山城跡

36

23

５-９９２︶

北はりま
職業訓練センター
●

郷土資料館︵☎

あかねが丘
グラウンド

▼問合せ

104

西脇の自然 582

ひとが活き生き！まちが活き生き！
つ

ま

笑顔あふれるＴＵＭＡの里を目指して

マルバルコウ
ひるがお科

41

西脇市長
片山象三

10

な き や ま じ ょ う

ご存じの総務省の方から指摘
﹁マイナンバーカード﹂暮ら
があり︑県の上層部の方から
しやすい社会のために
は︑直々に交付率アップの依
﹁全ての人がデジタル化の 頼 が あ り ま し た ︒ そ の 後 ︑
メリットを享受できる暮らし ﹁普及率に応じて地方交付税
の実現﹂を目指し︑デジタル に差をつける﹂と国の方針が
田園都市国家構想基本方針が 発表され︑大きな衝撃を受け
今年６月上旬に閣議決定され︑ ました︒交付税の減額は︑市
マイナンバーカードの普及促 民の皆さまに対するサービス
進について︑国や県から強く に大きく影響します︒
指摘がありました︒５月末時
カードは保険証としても使
点の西脇市民へのマイナンバ 用できますが︑ 月からはマ
ーカード交付率は︑県下 市 イナ保険証を使った方が受診
町の中で 位︒最下位ではな 時の窓口負担が下がるよう制
いものの下から２番目でした︒ 度が改正されます︒また︑①
７ 月の上京時には︑西脇市を 確定申告などの行政手続きが
オンラインで可能︑②各種証
明書がコンビニで 時間︑遠
方でも取得できる︑③児童手
当などの申請が簡単にできる
など︑カードを持つメリット
がどんどん増えています︒
職員がご希望の場所へ訪問
し︑写真の撮影も含めて申請
や交付手続きのサポートをさ
せていただきます︒ぜひ︑
〝あ
なたのために〟マイナンバー
カードを作りましょう︒
24

北はりま
旬菜館 西脇市駅
●

い

40

カードの普及促進に向けて、企業にも
協力を依頼

北からの鳴尾山（山頂が鳴尾山城跡）

みんなでまちづくり―市民の皆さんのまちづくり活動―

市長からの手紙
― 西脇を元気に‼ ―

主郭に建つ愛宕神社

鳴尾山城は︑野間川と加古川の合流
地点の南西にある鳴尾山の北端山頂
︵標高１７６㍍︑平地との比高約１１
０㍍︶に築かれた山城です︒
あたご
山頂の主郭には︑愛宕神社があり︑
主郭とそれを囲む副郭が確認できる小
規模な山城です︒南の尾根筋を除いて
険しい地形に築かれており︑草木に覆
われていますが︑石積みも確認できま
す︒
城主や城史は明らかではありません
が︑戦国時代末に築かれたと思われま
す︒北は重春地区をはじめとする市内
を一望でき︑西は芳田地区への入り口
が見渡せる交通の要衝であることから︑
それらを監視する重要な拠点だったと
考えられます︒

際は女性の家事負担が大きいことが分かります。
また、家庭の中だけでなく、男性が育児休業
を取得すると驚かれたり、出張や残業が多い部
署に女性を配置しにくいと感じている人がいた
りするなど、まだまだ「男性は仕事優先、女性
は家庭優先」という意識が根強く残っているよ
うです。
私の家庭も夫婦共働きです。最近は「どっち
が夕飯をつくろうか」「洗濯しておこうか」と
声を掛け合うことが増えました。家事分担につ
いて、夫婦で意見がぶつかることもありますが、
話し合いをしながら夫婦間のバランスが取れて
きたように感じています。帰宅した時に部屋に
灯っている明かりを見て、お互いに「ほっ」と
できるような、そんな家庭を築いていきたいと
思います。

加 古
川

―― もし、夫婦共働きだったら、帰宅したとき
に部屋に灯っている明かりを見て、あなたは
「ほっ」としますか。「はっ」としますか。
この質問に対し、少し前までは「男性は仕事
優先、女性は家庭優先」という性別役割分担意
識から、男性は「帰ったら夕飯ができている」
と「ほっ」とし、女性は「早く夕飯を作らなく
ては」と「はっ」とすると回答する割合が多か
ったようです。
令和２年版厚生労働白書によると、男性雇用
者世帯のうち、共働き世帯の割合は66.2％とな
っています。専業主婦世帯より共働き世帯が多
い現代では、夫婦間の理想的な家事・育児分担
比率は「夫５：妻５」だといわれています。し
かし、内閣府の家事・育児分担比率の調査では
「夫１：妻９」という回答が31.6％で最も多く、
次に「夫２：妻８」が24％、「夫０：妻10」と
いう回答も9.6％あったと発表されており、実

鳴尾山城跡︵板波町︶

心のスケッチ

津万地区自治協議会は「多
世代が交流を深めながら活動
をともに行い、人がつながり
地域が元気になる」というコ
ンセプトのもと、事業に取り
組んでいます。
５月に開催した「ＴＵＭＡルシェ」のように、みん
なの家「あじさい」を拠点とした多世代の交流やコミ
ュニティーの活性化を図るイベントの開催はもちろん
のこと、地域住民が安心して暮らせるよう、子どもや
高齢者の見守り活動にも重点を置いていきます。
また、各種団体と
課題、問題を相互に
共有し、協力、連携
することで活動を進
展させ、課題解決に
つなげます。

北アメリカ原産の外来植物で、江戸時代に
観賞用として輸入されました。同じひるがお
科のルコウソウは、切れ込みの深い葉が特徴
ですが、マルバルコウは名前のとおり、葉が
アサガオのように丸い形をしています。
堤防の草むらには必ずといっていいほど繁
茂しており、８月後半から10月にかけて、朱
色でラッパ状の花を咲かせ、殺風景な草むら
に色を添えてくれます。堤防には他にもアメ
リカアサガオ、ホシアサガオなど、つる性の
帰化植物がきれいな花を咲かせています。ウ
オーキングをされるときなどに立ち止まって、
野生の花の美しさを鑑賞されてはいかがでし
ょうか。
【西脇市動植物生態調査研究グループ】
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表

彰

勝さん︵野村町︶

瑞宝双光章
・細川

し

元県立工業技術センター繊
維工業指導所長および東播磨
県民局参事として産業の振興
に尽力

催
アピカホールからのお知らせ

▼ と こ ろ ア ピ カ ホ ー ル▼ 問
合せ アピカホール︵☎
９０００︶
◯絵画と音楽が奏でる平和へ
の祈り
ベン・シャーンとフルート

税
税理士による税務相談
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 ９月８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︶

が共演する一日限りのコンサ
ート︒本市出身のフルート奏
者・村上成美さんによる演奏
と絵画の解説が楽しめます︒
▼とき ９月４日︵日︶午後
２時〜３時 分ごろ
ステッラ
アピカ
コンサート
〜
◯ Stella Apika Concert
バイオリンと連弾のひととき〜

▼とき
月 日︵日︶午後
２時〜▼チケット発売 ９月
４日︵日︶〜▼入場料 大人
＝千円▽高校生以下＝５００
円▽親子ペア＝１２００円
かおり

パラダイス

岸谷香 KAORI PARADISE 2022
シンガーソングライターの
岸谷香さんが︑ソロ楽曲をは
じめ︑プリンセスプリンセス
ダイアモンド
﹂﹁Ｍ﹂な
の楽曲﹁ Diamonds
どをピアノとアコースティッ
クギターで披露します︒
▼とき ９月 日︵日︶午後
４時 分〜／午後４時開場▼
ところ 市民交流施設オリナ
スホール▼入場料 ６千円
︵全席指定／２歳以下の膝上
鑑賞は１人まで無料︶▼申込
み・問合せ 市民交流施設
︵☎ ３０１０︶
オリナスホール ロビーコン
サート
▼とき ９月 日︵土︶午後
２時〜／午後１時 分開場▼
ところ 市民交流施設オリナ

談

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
１１０１︶

相

ス ホ ー ル ロ ビ ー▼ 定 員
人
▼出演者 儀間明日花︵ソプ
ラノ︶︑加門隆太朗︵ピア
ノ ︶▼ 問 合 せ 市 民 交 流 施 設
︵☎ ３０１０︶

11月開催の期間限定グルメイベント

西脇シニアカレッジ公開講座

最新作﹁帆神﹂で新田次郎
文学賞を受賞された作家・玉
岡かおるさんの講演会を開催
します︒作品を振り返りなが
ら︑玉岡さんの魅力を感じる
ことができます︒
▼とき ９月 日︵金︶午前

時〜 時 分▼ところ 総
合 市 民 セ ン タ ー 体 育 館▼ テ ー
マ 播磨に生きた先人の足跡
▼講師 作家・玉岡かおるさ
ん▼その他 上履き持参▽人
数 制 限 を す る 場 合 あ り▼ 問 合
せ 西脇シニアカレッジ事務
５
局︵中央公民館内／☎
９９６︶
西脇ＴＭＯからのお知らせ
◯ 岡本昭代〜アート書の世界〜
▼とき ９月２日︵金︶〜
日︵木︶午前 時〜午後６時
▼ところ 旧来住家住宅／入
場無料▼休館日 月曜日︵祝
日 の 場 合 は 翌 日 ︶▼ 問 合 せ
９
西脇ＴＭＯ推進室︵☎
１１９︶

まちづくり

会を開催します︵秘密厳守︶︒ オンライン申請が可能な手
▼とき ９月 日︵日︶午前 続きや申請方法については︑
市ホームページをご覧くださ
時〜午後４時▼専用電話
０１２０ ５６７ ３０１▼問 い︒手続きに伴う添付書類に
合せ 県青年司法書士会︵☎ ついては︑窓口への提出︵郵
０９０ ８８８７ ３６２５︶ 送も可︶が必要です︒
▼申請・問合せ 長寿福祉課
︵市役所内線１１３２︶

介護保険

介護ワンストップサービス

よってけライブ

きょうえん

◯ 昭和と令和の音楽会〜高階正
浩と西脇東中吹奏楽部の饗宴〜

みせん比也野︵☎

25

日︶

22

23

29

０１２０︶

▼とき ９月 日︵日︶午後
１時 分〜／午後１時開場▼
と こ ろ こ み せ ん 比 也 野▼ 入
場料 ２００円▼問合せ こ
30

市税の納期限︵９月

10

にしわきグルメぐり参加店募集
市ではマイナンバーカード
を使い︑介護保険に関する申
請をオンラインでできる﹁介
護ワンストップサービス﹂を
実施しています︒これまで市
役所に出向いていた申請手続
きを国の﹁マイナポータル﹂
を活用し︑家庭や事業所など
で申請の手続きができます︒

24

全国一斉養育費相談会

30

10

40

12

県青年司法書士会は全国青
年司法書士協議会とともに養
育費に関する無料の電話相談

11

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︒

市教委は学校園で役立ててほしいと、
市老人クラブ連合会から新品のタオル２
千枚を寄贈いただきました。
同クラブでは毎年７月に会員からタオ
ルを募り、教育機関などへ贈る取り組み
を行っています。

○国民健康保険税３期分
納付書で９月 日︵金︶ま
でに納付してください︒口座
振替の方は︑９月 日︵金︶
にお申し込みの口座から振り

16

25

40

24

30

18

18

10

西脇市役所☎22-3111㈹
23

昨年に初開催され大好評であったグルメ
イベント「にしわきグルメぐり」が、今年
も11月に開催されます。飲食店や小売店を
対象に、イベント参加店を募集します。
▶とき 11月３日（木・祝）〜６日（日）
▶参加店への助成 期間中、独自のお得な
サービスを行った店に５万円を上限に補助
▶対象 飲食店、食品や酒類の小売店（ス
ーパーは対象外）
▶サービス例 ランチメニュー半額（先着
50人）▷テイクアウトメニュー20％引き▷
ドリンク１杯無料
▶申込期間 ９月20日（火）まで
▶申込み・問合せ
西脇商工会議所（☎22‑3901）

老人クラブ連合会がタオル寄贈

30

10

停止線の手前（約10ｍ）をカラー化し
て目立たせることで、ドライバーの視覚
に訴え、横断歩道の手前で一時停止を促
すことができます。
今回は重春小学校周辺の市道野村12号
線など６ヵ所の交差点で整備しており、
今後も通学中の子どもたちの安全確保に
取り組みます。横断歩道付近に歩行者が
いたら、確実に一時停止をしましょう。
▶問合せ 工務課（市役所内線2102）

30

30

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。

30

市では、登下校時の子どもたちを守る
新たな通学路の交通安全対策として、信
号機のない市道横断歩道で、停止線手前
の道路をカラー化しました。

24

くらしの情報

横断歩道の停止線手前をカラー化

30

Information
22

安全・安心に通学できるように

20
令和4年9月号
広報にしわき
令和4年9月号
広報にしわき
21

22-1014
西脇市役所☎22-3111㈹

全 回④Ｊｗ キャド基礎コー
ス／全 回⑤エクセルＶＢＡ
基礎コース／全 回▼受講料
①５万１千円︵別途教材費６
６００円が必要︶②３万８千
円③４万円④３万１千円︵別
途教材費３５００円が必要︶
⑤２万６千円／いずれも雇用
保険未加入者は３千円を加算
▼その他 期間は左記へお問
い 合 わ せ く だ さ い▼ 申 込 み ・
問合せ 北はりま職業訓練セ
ンター︵☎
４３２６︶

Ｌ3

Ｕ4

天神池スポーツセンター（☎22-0072）

22
令和4年9月号
広報にしわき

Ｄ6

・
・
・特にオススメのコースです!!!

薦を受け付けています︒選考
の上︑ 月 日︵水・祝︶開
催の式典で表彰します︒
▼ 資 格 要 件︵ 全 て の 該 当 者 ︶
市内に居住し︑同一職種の経
験が 年以上あり︑現役とし
てその職に従事し︑指導的立
場にある▽優れた技能を持ち︑
他の模範と認められる▽技術
を後輩に指導育成した功績が
多大である▽技能を証明でき
る各種団体や事業所の責任者
な ど か ら 推 薦 が 得 ら れ る▼ 申
請 締 切 ９ 月 日 ︵ 金 ︶▼ そ
の他 応募の書類や方法など
詳 細 は 左 記 へ▼ 問 合 せ 商 工
観光課︵市役所内線２０２
１︶

▶申込み・問合せ

集
幼児・小学生
5歳〜小6

市技能功労賞候補者の推薦

小・中学生
小1〜中3

募
Ｃ5
幼児
3歳〜小1

スイミング
15歳以上男女
30

スイミング
アクアプログラム
15歳以上男女 18歳以上男女

な ど 別 途 負 担 ︶▼ 申 込 方 法
９月 日︵火︶までに受講料
を 添 え て 左 記 へ▼ 申 込 み ・ 問
合せ 青年の家︵☎
３７
０３︶
幼小（低学年）
4歳〜小3

長年同じ職業に従事し︑優
れた技能を持って社会に貢献
された方を表彰しており︑推

幼児・小学生
3歳〜小6

20:00

宅地建物取引業者募集
空き家の利活用を通じて移
住・定住を促進するため︑空
き家バンク制度を設けていま
す︒物件の媒介などを行う宅
地建物取引業者を募集します︒
▼主な要件 宅地建物取引業
法第２条第３号に規定する宅
地建物取引業者のうち︑北播
磨５市１町に事業所を置く▽
暴力団員または暴力団密接関
係者に該当しない▽市税の滞
納がない▽市と﹁西脇市空き
家バンクにおける空き家の媒
介等に関する協定書﹂を締結
▼募集事業者数 ５ 事業者程
度▼募集期間 募集事業者数
に 達 す る ま で▼ 申 込 方 法 申
込書を左記へ︒様式は市ホー
ムページからダウンロード可
▼申込み・問合せ 建築住宅
課︵市役所内線２１２１︶
北はりま職業訓練センター
講座案内
▼コース ①介護職員初任者
研修／全 回②ワード・エク
セル基礎コース／全 回③ワ
ード・エクセル応用コース／

数 制 限 を す る 場 合 あ り▼ 問 合
せ 生涯学習課スポーツ振興
担当︵総合市民センター内／
☎ ５９９６︶

Ｂ5
Ｃ4

市営・県営住宅入居者募集
▼募集住宅 ▽市営住宅 ①
下戸田団地／３ＤＫ一般１戸
︵３人以上︶②殿ヶ丘団地／
３ＤＫ一般１戸︵３人以上︶
③黒田団地／３ＤＫ一般１戸
︵３人以上︶▽県営住宅 ①
西脇蒲江住宅／３ＬＤＫ一般
１戸︵３人以上︶②西脇日野
ヶ丘住宅／２ＬＤＫ高齢１戸
︵２人以上︶③西脇鹿野住宅
／３ＬＤＫ一般１戸︵３人以
上︶▼受付期間 ９月 日
︵火︶午後５時まで▼必要書
類・申込資格 市ホームペー
ジ か 左 記 へ▼ そ の 他 他 の 住
宅もありますので︑電話で予
約 の 上 ご 相 談 く だ さ い▼ 申 込
み・問合せ 都市住宅課︵市
役所内線２１２２︶
令和４年度後期絵手紙教室
生募集

みらいえ

Ｂ4

ニ ス 協 会 認 定 指 導 員▼ 参 加 費
小・中学生＝千円▽高校生・
一般＝２千円／初回に集金し
ま す▼ 申 込 方 法 申 込 書 を 左
記 へ▼ 申 込 み ・ 問 合 せ 生 涯
学習課スポーツ振興担当︵総
合市民センター内／☎
５
９９６︶

小・中学生
小1〜中3

30

Ｌ5

スイミング
15歳以上男女

天神池スポーツセンター温
水プール休館

※８月19日
（金）
〜31日
（木）
は９月練習になります。
※９月９日
（金）
〜15日
（木）
は進級テストのため、子どものコースは体験できません。

兵庫県

▼とき
月〜令和５年３月
の毎月第１・３日曜日午後１
時 分〜３時 分／全 回▼
と こ ろ 青 年 の 家 研 修 室▼ 講
師 日本絵手紙協会公認講師
村 上 惠 子 さ ん▼ 定 員
人／
人以下は開講しない場合あ
り▼受講料 ６千円︵材料費

スポーツ
ボッチャ体験会

硬式テニス教室

幼児・小学生
3歳〜小6

23

Ａ4

親子ベビー
6ヵ月〜2歳

天神池スポーツセンターの
温水プールは９月 日︵金︶
〜 月５日︵水︶の間︑点検
・修理のため休館します︒な
お︑体育館は通常どおり開館
します︒
▼問合せ 天神池スポーツセ
ンター︵☎ ００７２︶

Ｄ5

・Ｈｏｔ Ｓｐｏｔ実行委員
10月１日に北はりまエコミュージアムで、食
やファッション、音楽、ダンス、アート、スケ
ートボードなど、さまざまな文化に触れて楽し
ｓむマルシェを開催予定。本市の店や文化を市
内外に発信し、西脇の魅力をＰＲします。

広告
広告
広告

Ｂ3

Ｃ3

20

▼とき
月 日︵日︶午前
時 〜 正 午 ／ 全 ８ 回▼ と こ ろ
平 野 テ ニ ス コ ー ト▼ 対 象 小
学 生 以 上 ／ 初 級 者 ︑ 中 級 者▼
定員 計 人▼指導 日本テ

𠮷田圭孝
弁護士

令和4年9月号
広報にしわき
23

○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

Ｂ2

Ｃ2

Ｌ6

Ｄ4
スポット

Ｇ3

親ばなれ応援
2〜3歳

小・中学生
小1〜中3

Ｄ3
30
19:00
30

幼児（未就学者）
3歳〜年長

幼児・小学生
5歳〜小6
30

Ｄ2
18:00

ウォーキング
18歳以上男女

Ⅰ3

22

17:00

Ｕ2

16

30

ウォーキング
18歳以上男女

12

16:00

ウォーク＆スイム
18歳以上男女
スイミング
18歳以上女性

23

22

Ｅ6

ウォーキング
18歳以上男女

30

〜 8月19日
（金）
〜9月15日
（木）
の間で実施 〜

12

Ｃ6

Ｗ5
スイミング
18歳以上女性
30

Ⅰ5

Ｂ6

Ｗ4
ウォーキング
18歳以上男女
15:00

金曜日

Ｎ4
11:00

Ｗ2

スイミング
18歳以上女性

木曜日

Ｓ3

土曜日
水曜日

Ⅰ2
10:00

火曜日
曜日
時間

アクアプログラム
18歳以上男女
12:00
14:00

・西脇スミレ座上映会プロジェクト
まちなかの旧洋装店空き店舗を劇場に見立て
た西脇スミレ座で、西脇に縁のある映画作品を
秋に上映予定。かつて市内に多数の映画館があ
ったことから、映画館のまち・西脇を市内外に
ＰＲし、まちの映画文化の再興を目指します。

▲誰でも楽しめるボッチャ

天神池スポーツセンター水泳教室
無料体験レッスンに参加してみよう!!
・北はりま障がい者美術公募展世話人会
令和５年３月８〜19日に播磨内陸生活文化総
合センターで、北はりま障がい者美術公募展を
開催予定。障害のある方の美術作品を鑑賞して
もらい、障害者と健常者との交流を図ります。

22

24

◯今年度に採択された４団体
・西脇市美術協会
11月９〜13日に総合市民センターで、同協会
70周年事業・アートフェスティバルにしわきを
開催予定。美術活動を通じて、多様な課題に対
応できる地域・人材の育成を目指します。

20

12

ボッチャは老若男女︑障害
の有無に関わらず︑誰もが楽
しめるスポーツです︒市スポ
ーツ推進委員会はボッチャの
普及活動に取り組んでおり︑
体験会を開催します︒
▼ と き ９月 日︵日︶午前
時〜正午▽ 月９日︵日︶
午前 時〜正午▽ 月 日
︵土︶午後２時〜４時▽ 月
日︵日︶午前 時 〜 正 午▼
ところ 茜が丘複合施設みら
い え 多 目 的 ホ ー ル▼ 持 ち 物
飲 み 物 ︑ タ オ ル▼ そ の 他 人
16

24

10

22

10

20

in
10

22

10

30

10 18

25

11 22

10

市では「参画と協働によるまちづくり」
を推進するため、ボランティア団体やＮＰ
Ｏなどが、自主的、自発的に行うまちの魅
力を高める活動を支援しています（市民提
案型まちづくり事業）。市民の皆さんの自
由な発想と行動力を生かした事
業提案を募集します。詳細は市
ホームページをご覧ください。
▶募集期間 ９月１日（木）〜21日（水）
▶補助額 上限30万円
▶申請・問合せ
まちづくり課（市役所内線3021）

10

まちづくり活動を応援します

10

30

10

10

27

11

ホット

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。

日曜窓口開設

９月 〜

日は動物愛護週間

動物愛護週間は命ある動物
を愛する気持ちとペットの正
しい飼い方について︑理解と
関心を深めてもらうために設
けられています︒飼い主は▽
動物の習性を理解し︑最後ま
で責任をもって飼う▽周囲に
迷惑を掛けないように飼う▽
むやみに繁殖させない▽散歩
時は袋を携帯し︑ふんを持ち
県農業共済の収入保険
収入保険は︑自然災害や価

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
様相談 室 ︵ ☎ ０ ７ ９ ４２７
４７４０︶

中小企業退職金共済制度は︑
中小企業の振興のための退職
金制度︒国が掛け金の一部を
助成します︒
▼問合せ 中小企業退職金共
６９０７
済事業本部︵☎
１２３４︶

帰る▽猫は屋内で飼う ――
こ 格低下だけでなく︑農業者の
とを心掛け︑美しく住みよい 経営努力だけでは避けられな
まちをつくりましょう︒
いさまざまなリスクから農業
▼問合せ 環境課︵市役所内 経営を守る新しい保険です︒
兵庫県では安定的な農業経
線１１１３︶
営を支援するため︑今年７月
以降に収入保険に加入する農
家を対象に︑保険料︵掛け捨
て部分︶の半額を補助します︒
リスクに備えるため︑この機
ふるさとユーキ無料配布
会に加入をご検討ください︒
ふるさとユーキは︑氷上多 ▼申込み・問合せ 県農業共
可衛生事務組合︵丹波市︶で 済組合西脇多可事務所︵☎
９００２︶
製造される有機肥料で︑豊富
なミネラルと有機質を含む肥
中退共の退職金制度
料 取 締 法 に 準 じ た も の で す︒
希望者に無料で配布します︒
▼申込み・問合せ 氷上多可
衛 生 事 務 組 合︵☎０ ７ ９ ５
０４０４︶

就業構造基本調査
年金生活者支援給付金制度
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お知らせ
▼とき ９ 月 日︵日︶︑
日︵日︶午前８時 分〜正午
９月 日は﹁下水道の日﹂
▼取扱業務 ①住民票︑課税
異物を流すと︑下水道管の 証明等の証明書の発行②印鑑
詰まりやポンプ設備の故障の 登録③転入・転出などの住民
原因となりますので︑流さな 異動届の受付︵平日に改めて
来庁が必要な場合あり︶④マ
いようお願いします︒
調理器具や食器にたくさん イナンバーカードの申請支援︑
油が付いているときは▽紙な 交付︵要予約︶︑電子証明書
どで拭き取ってから洗う▽水 の発行▼問合せ 戸籍住民課
洗トイレではトイレットペー ︵市役所内線１０３１︶
パー以外の紙や異物を流さな
西脇・多可 シ ル バ ー 人 材 セ ン
い▽食べ残しや野菜くずを流
ター入会説 明 会
さない▽グリース阻集器など
の除害施設を設置している店 ▼とき ９月 日︵水︶午後
舗は毎日内部を清掃する
２時〜３時 分▼ところ シ
――
ルバー人材センター西脇事業
にご協力をお願いします︒
▼問合せ 施設管理課︵市役 所▼対象 健康で働く意欲の
所内線２０８１︶
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︶
下水使用人数の変更

康

21

してください︒すでに受給し
ている方の手続きは不要です︒
▼対象︵全てに該当︶ 老齢
年金受給者＝① 歳以上②同
一世帯員全員の市町村税が非
課税③年金収入額とその他所
得額の合計が約 万円以下▽
障害基礎年金・遺族基礎年金
受給者＝前年の所得額が約 ４
７２万円以下▼問合せ 給付
金専用ダイヤル︵☎０５７０
４０９２︶▽加古川年金
事務所お客様相談室︵☎０７
９ ４２７ ４７４０︶
◯不審な電話や案内に注意を
日本年金機構や厚生労働省︑
市から電話で家族構成や金融
機関の口座番号︑暗証番号を
尋ねたり︑手数料などの金銭
を求めたりすることはありま
せん︒

03

広告
広告
広告

井戸水使用世帯の下水道使
用料は︑処理対象人数で算定
されています︒住民票の異動
︵転出入や出生︑死亡など︶
手続きでは︑処理対象人数は
増減されません︒人数の変更
には届け出が必要です︒長期
不在が確認できる書類を持参
し︑左記へ届け出てください︒
▼届出・問合せ 上下水道お
客さまセンター︵市役所内線
２０６１︶

健

金

健康福祉事務所地域保健課
５ １１１／祝日と年
︵☎
末年始を除く月〜金＝午前９
時〜午後５時▽健幸都市推進
課︵市役所内線１１８２／祝
日と年末年始を除く月〜金＝
午前８時 分〜午後５時
分︶

年
加古川年金事務所出張相談
22

77

この制度は公的年金等の収
入やその他の所得額が一定基
準以下の年金受給者の生活を
支援するため︑年金に上乗せ
して支給されるものです︒新
たに受け取りの対象となった
方に︑９月上旬に日本年金機
構からお知らせが届きます︒
同封のはがきに必要事項を記
入し︑期限までに下記へ提出

05

11

21

30

30

21

65

88

25

15

23

26

60

30

９月 〜 日は自殺予防週間

30

20

42

▼とき ９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 ９月１
日︵木︶〜 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▼

▲島田妙子さん

24

就業、不就業の実態を明らか
にするため、10月１日現在で就
業構造基本調査を実施します。
９月下旬から調査員が対象の
世帯に伺いますので、ご協力を
お願いします。パソコンやスマ
ートフォンで回答するインター
ネット回答のほか、郵送で回答
できます。詳細は総務省統計局
ホームページをご覧ください。
▶問合せ
情報推進課（市役所内線3041）
▲菊池省三さん

30

14

10

16

市教育スーパーアンバサダー・菊池
省三さんによる講演会を開催。児童虐
待防止機構オレンジＣＡＰＯ理事長・
島田妙子さんとの対談もあり、子ども
が心身ともに健やかに成長し、安らぐ
ことができる家庭環境づくりのヒント
がもらえます（要申込み、託児あり）。
▶とき 10月８日（土）午後１時15分
〜３時30分
▶ところ 茜が丘複合施設みらいえ
▶定員 先着100人
▶申込方法
電話、ファクスまたは窓
口で下記へ。
▶申込み・問合せ
こども福祉課（市役所内線1153）

30

10

10

新型コロナウイルスの影響
で︑仕事や生活環境の変化︑
コミュニケーション不足など
により︑不安や恐怖︑怒りな
どの感情︑抑うつ︑不眠とい
った症状が現れやすくなりま
す︒これらは誰にでも起こり
うる心理的反応ですが︑症状
が続く場合は一人で悩んだり︑
家族だけで抱え込んだりせず︑
左記へご相談ください︒
▼相談機関 県いのちと心の
サポートダイヤル︵☎０７８
３８２ ３５６６／月〜金＝
午後６時〜翌午前８時 分／
土・日・祝＝ 時間︶▽加東

こどもの笑顔をはぐくむ講演会

広報にしわき
令和4年9月号
広報にしわき
25

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

９月 ４ 日（日）

和田良勝 医師

９月11日（日）

畑澤幸雄 医師

９月18日（日）

柳井映二 医師

９月 25日（日）

大隅昭幸 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

国など行政への苦情や意見、要望など

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

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）

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

家庭内のもめ事や悩みなどに関すること

社会福祉協議会
（☎22-5400）

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

社会福祉課
（市役所内線 1142）

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

▶人 口
男 性
女 性
▶世帯数

………………
………………
………………
………………

38,926 人（前月比 −48 人）
18,741 人（前月比 −22 人）
20,185 人（前月比 −26 人）
17,265 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。

広報にしわき

令和4年9月号

母子・父子家庭などの悩みに関すること

はぴいく
（☎22-3222）

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）
３歳児健診

３か月児健診

令和４年５月生まれ／９月６日（火）※個別通知
令和４年６月生まれ／10月４日（火）※個別通知

離乳食教室

10 か月児乳児相談

令和３年11月生まれ／９月22日（木）※個別通知

１歳６か月児健診

令和３年２月生まれ／９月14日（水）※個別通知

健康相談
要申し込み

こころの相談
要申し込み

令和元年８月生まれ／９月16日（金）※個別通知

第１・３水曜日（祝日を除く）
午前９時30分〜11時
９月29日（木）午後１時30分〜４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
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身体障害者福祉協会
（☎22-2727）

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

市民交流施設で実施

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）

子どもや子育ての心配事・悩みに関す
ること

月〜金曜日（祝日を除く）
午前８時30分〜午後５時15分

健幸都市推進課へ来所

まちのうごき（令和 4 年 8 月1日現在）

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

９月２日（金）・10月７日（金）午後１時30分〜３時
９月１日（木）・15日（木）・10月６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9月号
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広 報

にし わ き

2022

―今、
「旬」の人や団体をご紹介―

9

あ り ん

おも

ものづくりワークショップを
開催するほか︑播州織小物や
金ゴマクッキーの販売などを
毎月第２土曜日に行っていま
す︒
大会は︑全国の高校家庭ク
ラブが実践研究の成果を発表
するもので︑古民家をアトリ
エとして活用し︑地域住民と
交流する同校の取り組みが高
く評価されました︒研究を発
表した３年生の前田菜緒さん
は﹁受賞は︑支援してくださ
る地域の方とのつながりや先
生の指導のおかげ︒取り組ん
できたことが評価されてうれ
しい﹂と笑顔を見せます︒
生徒らは︑﹁受賞に満足す
ることなく︑古民家アトリエ
を地域の笑顔をつなぐ場所に
していきたい︒多くの人に訪
れてもらい︑播州織の魅力や
ものづくりの楽しさを感じて
ほしい﹂と声をそろえます︒
﹁今後は︑活動を持続可能な
ものとし︑発展させていくた
めにも︑後輩に引き継いでい
きたい﹂と話す３年生の大久
保明凛さん︒学校を飛び出し
た高校生の活動は︑先輩から
後輩へ想いの糸を紡ぎながら︑
これからも続いていきます︒

♡♡仲良しこよし♡♡
潤さん・千恵さん（高田井町）

ずっと仲良しでいてね！大好き♡
大昂さん・歩美さん（大野）
発行／西脇市

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

〒677 8511 西脇市下戸田128-1 TEL.0795(22)3111 FAX.0795(22)1014

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

これからも仲良しでいてね♡
隼也さん・愛さん（明楽寺町）

７歳
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令和4年9月号

広報にしわき

ちこちゃん
２歳11か月

金河にこ さん

陽和ちゃん

金島大和 ちゃん

古民家アトリエで地域の笑顔をつなぐ

（後列）達可葵衣さん、野元梨央さん
（前列）宮崎優里菜さん、前田菜緒さん、大久保明凛さん

５歳10か月

３歳６か月

３歳

１歳

西脇高校家庭クラブが︑７
月に行われた﹁第 回全国高
等学校家庭クラブ研究発表大
会﹂で﹁古民家アトリエプロ
ジェクト〜播州織でやさしさ
と笑顔あふれる町づくり〜﹂
と題して発表︒最高位に当た
る文部科学大臣賞と生徒間投
票によって決まるクラブ員奨
励賞をダブル受賞しました︒
＊
＊
＊
プロジェクトは︑播州織工
房館の西隣にある古民家﹁丸
山邸﹂を活用し︑つながりを
大切にした地域づくりを目指
す取り組み︒播州織を使った

No.222
令和4年9月1日発行

家庭クラブ研究発表大会で文部科学大臣賞受賞

ひより

やまと

ひまわり

かえで

向日葵ちゃん

ちゃん

上田楓

70

西脇高校家庭クラブの皆さん

「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。

