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平成 28 年度　元気 70 パス事業・障害児者外出支援事業

バスカード・公衆浴場回数券等を配布します
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◎ 平成 28年度分のカード等の有効期間は平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日です。
◎ サービスセンターでは配布しません。　◎ 紛失・盗難等による再発行はできません。
◎ 貸与・譲渡など不正に使用したとき、返還していただく場合があります。　

ご注意ください！

● 配布期間
配布開始日から平成 29 年３月 31 日まで
※期間中は、下記窓口で随時受け付けます。

● 配布開始日
配布開始 配布場所・電話番号

3/17 木～

高齢者・地域福祉課 ℡ 435-1063（東庁舎２階）
障害者支援課

（東庁舎１階） ℡ 435-1060

保健対策課
（保健所２階） ℡ 488-5117

３/18 金～
雑　賀 支所 ℡ 446-2701
雑賀崎 支所 ℡ 444-0049
和歌浦 支所 ℡ 444-0001

３/22 火～
名　草 支所 ℡ 444-1001
田　野 支所 ℡ 445-0356

３/24 木～

吹　上 連絡所 ℡ 425-8775
砂　山 連絡所 ℡ 423-3832
今　福 連絡所 ℡ 436-2782
高　松 連絡所 ℡ 422-2874
松　江 連絡所 ℡ 455-0022
木　本 連絡所 ℡ 455-0035

３/25 金～

宮　北 連絡所 ℡ 471-2218
四箇郷 連絡所 ℡ 471-2210
芦　原 連絡所 ℡ 422-1605
宮　前 連絡所 ℡ 422-1671
三　田 連絡所 ℡ 471-1754
西　脇 支所 ℡ 455-0030
安　原 支所 ℡ 479-0001
加　太 支所 ℡ 459-0001

３/28 月～

本　町 連絡所 ℡ 422-3028
城　北 連絡所 ℡ 431-2717
広　瀬 連絡所 ℡ 422-2007
雄　湊 連絡所 ℡ 422-9533
　湊　 連絡所 ℡ 455-0702
野　崎 連絡所 ℡ 455-1293
貴　志 連絡所 ℡ 455-0009
楠　見 連絡所 ℡ 455-1704
有　功 支所 ℡ 461-6279
直　川 支所 ℡ 461-0021

３/29 火～

大　新 連絡所 ℡ 422-4534
新　南 連絡所 ℡ 422-1621
岡　崎 支所 ℡ 471-1783
紀　伊 支所 ℡ 461-0031
山　口 支所 ℡ 461-1011
川　永 支所 ℡ 461-1004

３/30 水～

　宮　 連絡所 ℡ 471-0486
中之島 連絡所 ℡ 422-4695
西和佐 支所 ℡ 471-3651
和　佐 支所 ℡ 477-0001
西山東 支所 ℡ 478-0007
東山東 支所 ℡ 478-0004
小　倉 支所 ℡ 477-0415

（支所・連絡所の受付10時～16時）

障害児者外出支援事業
サービスの利用には、身体障害者手帳・療育手
帳・精神障害者保健福祉手帳の提示が必要です。

● 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方
▶配布場所
　障害者支援課（東庁舎１階）、支所・連絡所
▶受け取りに必要なもの
　①身体障害者手帳・療育手帳　②印鑑
　※代理人が受け取る場合、本人の①②と代理人の本
　人確認書類が必要。
問 障害者支援課 ℡ 435-1060

● 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
▶配布場所
　保健対策課（保健所２階８番窓口）のみ
▶受け取りに必要なもの
　①精神障害者保健福祉手帳　②印鑑
　※代理人が受け取る場合、本人の①②と代理人の本
　人確認書類が必要。
問 保健対策課 ℡ 488-5117

● サービスの内容
1 バスカード

利用料金 利用できる路線

無料
（月２日利用可）

和歌山バス・和歌山バス那賀
※市内運行分のみ

2 公衆浴場回数券
利用料金 利用できる浴場

大人１回 100 円
小学生以下無料

◦今福湯、紀和湯、幸福湯、雑賀湯、
信節温泉、新町温泉、神明湯、手平温泉、
浜湯温泉、万歳湯、山吹温泉
※公衆浴場生活衛生同業組合加入浴場
◦フレックス　◦ユーバス　◦きらくゆ
◦芦原共同浴場　◦杭の瀬共同浴場

（月２回利用できる券）

3 福祉タクシー利用券
利用料金 利用できる路線

500 円の利用券
を 24 枚

市と契約している法人・個人タクシー

※福祉タクシー利用券は、１・２級、Ａ１・２の手帳を
お持ちの方が対象です。

（乗車１回につき１枚まで利用可能）

※利用可能時間等は回数券に記載

元気 70 パス事業（70 歳以上の方）
サービスの利用には、顔写真を貼付した老人優待利用券の提示が必要です。

▶配布場所
　高齢者・地域福祉課（東庁舎２階）、支所・連絡所
▶受け取りに必要なもの
　①本人確認書類（老人優待利用券・運転免許証等）
　②印鑑
　③顔写真（４㎝×３㎝、３か月以内に撮影したもの）
　※③は初めて受け取る方のみ。
　※代理人が受け取る場合、本人の①～③と代理人の
　本人確認書類が必要。
問 高齢者・地域福祉課 ℡ 435-1063

● サービスの内容
1 交通機関等利用券

サービス 利用について

Ａ
バスカード

料金　１回の乗車につき 100 円
利用できる路線
　和歌山バス・和歌山バス那賀
　※市内運行分のみ

Ｂ
市営駐車場
利用券

料金　最初の１時間まで無料（けやき大通
り地下駐車場は１時間 30 分まで）。無料時
間を超えた分は自己負担。本人が乗車して
いれば利用可。他の減免との併用不可。
利用できる駐車場
　◦中央駐車場　◦城北公園地下駐車場　
　◦けやき大通り地下駐車場

（Ａ・Ｂいずれかを選択）

2 公衆浴場回数券
地区 利用できる浴場 料金
芦原 芦原共同浴場 ℡ 436-0717 100 円

今福
今福湯 ℡ 423-2341
神明湯 ℡ 423-6484
ユーバス ℡ 426-2641

200 円

加太 新町温泉 ℡ 459-1126 200 円
雑賀 雑賀湯 ℡ 444-1487 200 円
大新 幸福湯 ℡ 433-4526 200 円

中之島 紀和湯 ℡ 431-5938 200 円

名草

黒潮温泉 ℡ 448-1126 400 円
花の湯 ℡ 444-1004
※月～土の11時～17時。祝日・12/31～１/３
は利用不可。

470 円

野崎 きらくゆ ℡ 480-1126
※10時～17時のみ 200 円

本町
山吹温泉 ℡ 423-3991 200 円
ふくろうの湯 ℡ 423-4126
※月～金の10時～17時。祝日は利用不可。 540 円

宮
花山温泉 ℡ 471-3277
※月～金の10時～22時。祝日・８/15・12/29
～１/４は利用不可。

430 円

宮北 信節温泉 ℡ 471-3737 200 円

宮前
杭の瀬共同浴場 ℡ 473-0793 100 円
手平温泉 ℡ 423-1020
万歳湯 ℡ 425-4862 200 円

和歌浦
浜湯温泉 ℡ 444-7623
フレックス ℡ 447-3123
※火～土の10時～18時。祝日は利用不可。

200 円

（月４回と年６回利用できる券）

市内の公共施設等を無料または
割引で利用できます。交付には
申請が必要。

　老人優待利用券の交付
　（65 歳以上の方）

▶対象　65 歳以上の市民
　　　　 ※平成 28 年度中に 65 歳以上になる方は誕生月以降

▶申請場所　高齢者・地域福祉課、支所・連絡所

▶申請に必要なもの
　①本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）
　②印鑑

▶利用可能公共施設（無料）
　和歌山城天守閣、わかやま歴史館２階歴史展示室、
　市立博物館、市民温水プール、親子つりパーク、
　こども科学館

▶協力民間施設（割引）
　養翠園、紀三井寺、番所庭園

※老人優待利用券には有効期限はありません。

見本

平成 27 年度のバスカード
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　  廃車手続などの
　  申告は忘れずに！
　軽自動車税は、毎年４月１日現在で軽自動車・原動
機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所
有している人が納める税金です。
　廃車や譲渡、盗難などで現在所有していない場合は、
期限までに必ず廃車・名義変更の申告をしてください。
手続きが済んでいないと、平成 28 年度も課税されるこ
とになります。

●申告期限／４月１日 金　

※期限間近は窓口が混雑するので早めの手続きを。
※年度途中の廃車・名義変更による税金の還付はあり
ません。

●手続場所・問合先／
原動機付自転車（125㏄以下）、小型特殊自動車
　▶市民税課（市役所２階）℡ 435-1035　

軽二輪（125㏄超～ 250㏄以下）
二輪の小型自動車（250㏄超）
　▶和歌山運輸支局℡ 050-5540-2065（音声案内）

軽自動車（三輪・四輪）
　▶軽自動車検査協会和歌山事務所
　　℡ 050-3816-1846（コールセンター）
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リニューアル後イメージ

　　　和歌山市公式ホームページ
　　リニューアルします！
　誰もが見やすく利用しやすく、そして迅速に情報発
信できるホームページへと変わります。

●変更日／３月１日 火（午後から）

【リニューアルポイント】
●デザインを「和歌山市らしさ」に刷新
●必要な情報を探しやすいように分野別に再構築
●スマートフォン対応　●災害時の安定した情報発信
●障害のある方にも使いやすいページづくり
●日程・ジャンルから検索できるイベントカレンダー等
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問 広報広聴課 ℡ 435-1009

固定資産税　よくある質問！

減額
期間 階層 住宅の

種類
該当する住宅

の床面積
減額される

床面積

３年間

２階建
以下

制限なし

50㎡（一戸建
以外の借家住
宅は 40㎡）以
上 280㎡以下

※併用住宅は
居住部分の面
積が家屋全体
の２分の１以
上必要。

120㎡以内
のみ適用・
２分の１を
減額

３階建
以上

中高層耐火
建築物以外

５年間

２階建
以下

認定長期優
良住宅

３階建
以上

中高層耐火
建築物

認定長期優
良住宅

（中高層耐火
建築物以外）

７年間
３階建
以上

認定長期優
良住宅

（中高層耐
火建築物）

問 資産税課  
　▶償却資産一般、納税名義人・通知書
　　に関すること　℡ 435-1037
　▶土地一般に関すること　
　　℡ 435-1209
　▶家屋一般に関すること
　　℡ 435-1210

Ｑ４　地価が下がっているのに税額が上がる
　　　のはなぜ？

Ａ　税額が上がる理由として、①地価の上昇、
②土地の負担水準が低い、の２つがあります。

●「負担水準が低いと税額が上がる」仕組み
　土地・地域によって課税標準額の割合（負担
水準）は異なります。そのため、評価額が同じ
でも税額に差が生じる問題があります。その是
正のため、平成９年度以降、負担水準の均衡化
が図られてきました。負担水準が高い土地は税
の負担を軽くし、負担水準の低い土地は税の負
担を引き上げていく仕組みです。
　したがって、地価が下がっているのに税額
が上がるのは、②の理由によるものです。

Ｑ３　住宅用地と非住宅用地は税負担が違う？

Ａ　はい。住宅用地（住宅政策上の見地から
住宅が建つ土地）は特例で、住宅用地以外の
土地（工場や事務所用地、貸し駐車場用地な
ど）と比べ、税負担が非常に低くなっていま
す。住宅を壊して月極駐車場にした場合など
は、住宅用地に比べ、固定資産税の負担が非
常に大きくなりますのでご注意ください。

Ｑ１　私道は固定資産税の減免がある？

Ａ　個人名義の土地であっても、実際は公衆用道路とし
て使用されている、または２軒以上が進入路として使用
している場合は、税の減免措置が適用される場合があり
ます（申請が必要）。なお、土地の課税にはさまざまなケー
スがありますので資産税課へご相談ください。

Ｑ２　住宅の固定資産税が急に高くなるのはなぜ？

Ａ　新築住宅は、固定資産税が課税され始めた年度から 
３～７年間、固定資産税が２分の１減額されています。
急に高くなったのは減額期間が満了したからです。

2「固定資産課税台帳」の閲覧

3審査の申出・不服申立て

1「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧

固定資産税・都市計画税の納期限
●１期　５月31日 火　　
●２期　８月１日 月
●３期　11月30日 水　　
●４期　平成29年１月31日 火

※納期限を過ぎると延滞金等が加算されますので
ご注意ください。

軽減

引き上げ

負担水準の均衡化
▲

土地 A

負担水準が高い場合

負担水準が低い場合

土地 B

同
じ
評
価
額

税額

税額

平成 28 年度

固定資産に関する台帳の閲覧ができます
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●縦覧・閲覧期間／４月１日 金～５月31日 火　※土日祝除く

●場所／資産税課窓口（市役所２階） 　●費用／無料
●持ち物／本人確認できるもの（運転免許証、健康保険証等）を受付窓口
へ提示してください。※法人の場合は代表者印が必要（委任状でも可）。

●「価格（評価額）以外に不服」がある場合　問 資産税課 各担当係へ

　納税通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、市
長に対して審査請求ができます。

●固定資産課税台帳に登録された「価格（評価額）に不服」がある場合

問 固定資産評価審査委員会事務局  ℡ 435-1148
　市長が公示した日（４月１日）以後、納税通知書を受け取った日（５
月中旬予定）の翌日から起算して３か月以内に、固定資産評価審査
委員会に対して審査の申出ができます。

【平成 28 年度審査申出可能事項】①前年中に地目の変換や分筆等に
より新たに評価された土地の価格（評価額）　②前年中に新築、改築、
損壊等により新たに評価された家屋の価格（評価額）　③地価の下落
に伴う土地の価格（評価額）修正について

※縦覧・閲覧の注意点
①土地のみを所有する人は、家屋の縦覧はできません。
②家屋のみを所有する人は、土地の縦覧はできません。
③他の土地・家屋について、所有者の氏名・年税額は非開示です。
④借地人・借家人は、所有者と同等にみなされるので、税額まで開
　示されます。
⑤借家人は、借家の家屋部分の土地についてもすべて開示されます。
⑥期間終了後も通年において、課税台帳の閲覧や証明書の発行請求
　ができます（いずれも有料）。※借地人・借家人の場合は、賃借関
　係を証明するもの（賃貸借契約書等）が必要です。

　自己の資産内容を見ることができます。
●対象／市内に土地や家屋などを所有している、または借りている
　　　　方（賃貸借契約書等が必要）など

　自己の土地・家屋の評価が適正かを判断するために、市内にある
他の土地・家屋の価値を確認することができます。
●対象／市内に土地や家屋を所有し、固定資産税を課税されている方
●確認できる事項／【土地】所在・地番・地目・地積・価格（評価額）
　　　　　　　　　【家屋】所在・種類・構造・床面積・価格（評価額）

固定資産税　よくある質問！
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わかっこ
すくすく育ってね　和歌山市のこどもたち

３歳未満のお子さん写真大募集！
❶名前（ふりがな） ❷生年月日 ❸住所 ❹電話番号 ❺メールアドレ
スを記載のうえ、メールでご応募ください。抽選で掲載します。
また、市ホームページのトップにもランダムに表示（３月以降）。
※写真データは１MB以上。プリント写真の郵送も可。

あて先▶広報広聴課  koho@city.wakayama.lg.jp

坂
さかもと

本　柊
しゅうと

音ちゃん
H27. ９. ６生（中）

前
まえだ

田　紗
さ な

那ちゃん
H27. ９.10 生（鳴神）

堂
どうもと

本　鈴
すずの

乃ちゃん
H27. ９.25 生（西浜）

堂
どうもと

本　梨
り の

乃ちゃん
H25.10.30 生（西浜）

小
こばた

畑　駈
かける

ちゃん
H27.10.27 生（内原）

平
ひらい

井　美
み う

羽ちゃん
H25. ７.21 生（井戸）

「無防備な　心に火災が　かくれんぼ」

春の火災予防運動（３月１日～７日） 問 予防課 ℡ 427-0119
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　春先は空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節。一人ひとりが日常生活の
なかで、防火に関する意識を高め、火災の予防と対策をすることが大切です。

山火事予防運動も実施します！

　山火事の原因のほとんどが、ちょっとした火の取扱
いの不注意です。これからの時季、ハイキングなどを
楽しむためにも、火気を使用する場合は十分に注意し
ましょう。

●枯れ草等のある場所では、たき火をしない
●たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は
　完全に消火　
●喫煙は指定場所で。吸いがら
　は必ず消し、投げ捨てない 
●火遊びはしない

住宅防火  いのちを守る７つのポイント

３つの習慣
　❶寝たばこは、絶対やめる。
　❷ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　❸こんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策
　❹逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
　❺寝具やカーテンの延焼を防ぐため、防炎製品を使用する。
　❻火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器等を設置する。
　❼お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力
　　体制をつくる。

平成 27 年度

和歌山市児童生徒文化奨励賞
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「和歌山市つれもて子育て応援ブック」表紙

赤ちゃん写真募集中！
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　学校内外での文化活動で、 全国規模の大会・審査会等で特に優秀
な成績を収めた本市の小・中学校児童生徒を表彰します。平成 27
年度は、次の個人・団体が受賞しました。（敬称略・五十音順）

問 学校教育課 ℡435-1139

●個人賞　大浦 瑞季（向陽中１）、新宅 彩耶香（木本小２）、髙橋 
　　　　　茉莉亜（広瀬小４）、髙橋 友莉亜（広瀬小４）、田上 真大（桐
　　　　　蔭中１）、中出 了太（高松小６）、中部 晴陽（雑賀小５）、
　　　　　西脇　諒（西脇小４）、的場 琴海（雑賀小６）

●団体賞　貴志中学校合唱部（３年生４人）２月７日日表彰式が行われました。

問 子育て支援課 ℡ 435-1329

応募写真の規格

❶平成 26 年４月２日以降に本市で生まれた赤ちゃんの
写真
❷表情がはっきり写っており、影がかかっていないもの
❸キャラクターや商品名が衣類等に写っていないもの
❹デジタル写真（300 万画素以上の JPEG データ。メー
ルで応募する場合は２MB 以下。プリント写真不可）

応募方法
　３月 25 日金〈必着〉までにメールで応募
※赤ちゃんの名前（ふりがな）・生年月日・保護者氏名・
住所・電話番号・メールアドレス・件名に「つれもて
子育て応援ブック表紙写真への応募について」を記入。
※１人の赤ちゃんにつき１点まで。赤ちゃんの保護者
のみ応募可能。

応募先
　子育て支援課
　E-mail：kosodate@city.wakayama.lg.jp 

メッセージつき似顔絵はんこ
似てルンです！
　職場や学校など、日常生活の
さまざまな場面で、言葉を交わ
すように気持ちを伝える完全オ
リジナルの似顔絵はんこ（５種
セット）。誕生日や結婚などのお
祝い、離れて暮らすご家族への
心のこもったプレゼントとしても最適です！また、似顔
を使って LINE スタンプも作れます。

事業者▶有限会社 みの印章堂（東長町 1-41）　
℡ 423-0447、HP：http://minoinshoudou.com/

緊急携帯用トイレ
行っトイレ！
　高校生ならではの発想・アイ
デアが詰まってできた緊急用ト
イレキット。レジャーや災害時
などに袋を開けてセットするだ
けの簡単設計。軽くてコンパク
ト、さらに学生の視点により従
来のトイレキットにはなかった目隠しシートが付いてお
り、廃棄時には中身の見えない外袋としても使えます。

事業者▶株式会社 朋久（秋月 198）　℡ 475-2882

紀州甘辛物語
（ジャム編・みそ編・佃煮編）

　和歌山市の特産「しょう
が」にこだわり作られたジャ
ム・みそ・佃煮。保存料不使
用、しょうが本来の風味を残
しながらも、誰もがおいしく
食べやすい味付けです。商品名には、色々なアイデアで
料理に使い、それぞれの物語をつくってもらいたいとい
う思いが込められています。

事業者▶紀州甘辛屋（古屋 434-2 Ｋ＆Ｓプラザ１Ｆ - Ｄ）
℡ 494-6228、HP：http://www.amakaraya.jp/

ついに決定！

和歌山市チャレンジ新商品はこれだ！
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問 産業政策課 ℡435-1040

　平成 27 年度の新事業「チャレンジ新商品認定事業」
において、３商品を『チャレンジ新商品』として認定
しました。いずれも和歌山市で生まれた特徴的な商品
です！

「チャレンジ新商品」は、商品の「新規性・独創性」「優
位性」「市場性」「社会的有用性」、加工飲食料品・リデ
ザイン商品の場合はさらに「地域ブランド性」を、加
工飲食料品の場合は、和歌山市産の原材料を使用して
いることなどを要件とし、認定されます。
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