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対象者　①身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方
　　　　②精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
配布物　1バスカード 2公衆浴場回数券 3福祉タクシー利用券
　　　　※3福祉タクシー利用券は、１・２級、Ａ１・Ａ２の手帳を
　　　　お持ちの方のみ。
配布場所　①障害者支援課（市役所東庁舎１階）、 支所・連絡所
　　　　　※サービスセンターでは配布しません。
　　　　　※中之島連絡所は耐震工事中のため、５月末までは
　　　　　市役所東庁舎のみでの受付・配布となります。
　　　　　②保健対策課のみ（保健所２階８番窓口）
配布開始　左の表を参照
受取に必要なもの
　　　　　①身体障害者手帳・療育手帳、印鑑
　　　　　②精神障害者保健福祉手帳、印鑑
　　　　　※代理人が受け取る場合、本人の①または②に加え
　　　　　て代理人の本人確認ができるものを持参。
問合先　①障害者支援課℡ 435-1060
　　　　②保健対策課℡ 488-5117

対象者　70 歳以上の方　
　　　　※平成 27 年度中に 70 歳になる方は誕生月以降
配布物　1バスカードまたは市営駐車場利用券
　　　　2公衆浴場回数券
配布場所　高齢者・地域福祉課（市役所東庁舎２階）、
　　　　　支所・連絡所
　　　　　※サービスセンターでは配布しません。

　　　　　※中之島連絡所は耐震工事中のため、５月末まで
　　　　　は市役所東庁舎のみでの受付・配布となります。
配布開始　７ページの表を参照
受取に必要なもの　
　　　　①本人確認ができるもの（老人優待利用券、健康
　　　　保険証、運転免許証など）
　　　　②印鑑
　　　　③顔写真（初めて受け取る方のみ。縦４cm×横３
　　　　cmで、３か月以内に撮影したもの。）
　　　　※代理人が受け取る場合、本人の①～③に加えて
　　　　代理人の本人確認ができるものを持参。
問合先　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（🅐か🅑どちらかを選択）

利用料金 利用できるところ

🅐
バスカード

１乗車 100 円
（１日何回でも利用可）

和歌山バス
和歌山バス那賀

（市内運行分のみ）

🅑
市営駐車場
利用券（※）

最初の１時間まで無料
（けやき大通り地下駐
車場は、最初の１時間
30分まで無料）

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

※無料時間を超えた分の料金は自己負担。本人が同乗して
いれば利用可。他の減免との併用不可。

2公衆浴場回数券　
　（月４回利用できる券 + 年６回利用できる券）

利用可能浴場・料金
地区 利用できる浴場 電話番号 利用料金
芦原 ◦芦原共同浴場 ℡ 436-0717  100 円

今福
◦今福湯 ℡ 423-2341

 200 円◦神明湯 ℡ 423-6484
◦ユーバス（ロイヤル除く）℡ 426-2641

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（月～土の 11
時～ 17 時のみ。祝日・
12/31 ～ 1/3 は不可）

℡ 444-1004 470 円

野崎
◦きらくゆ

（10 時～ 17 時のみ）
℡ 480-1126  300 円

本町

◦山吹温泉 ℡ 423-3991  200 円
◦ふくろうの湯

（月～金の 10 時～ 17 時
のみ。祝日不可。）

℡ 423-4126  540 円

宮

◦花山温泉
（ 月 ～ 金 の 10 時 ～ 22
時のみ。祝日・８/15・
12/29 ～１/ ４は不可。）

℡ 471-3277  430 円

宮北 ◦信節温泉 ℡ 471-3737  200 円

宮前
◦杭ノ瀬共同浴場 ℡ 473-0793  100 円
◦手平温泉 ℡ 423-1020

 200 円
◦万歳湯 ℡ 425-4862

和歌浦

◦浜湯温泉 ℡ 444-7623

200 円◦フレックス
（火～土の 11 時～ 17 時
のみ。祝日不可。）

℡ 447-3123

3福祉タクシー利用券 （１・２級、A１・A２の手帳をお持ちの方）

内容 利用できるタクシー

１枚 500 円の利用券を 24 枚
（乗車１回につき１枚まで利用可）

市と契約している
法人・個人タクシー

●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）

PickUp

平成 27 年度元気 70 パス事業・障害児者外出支援事業

バスカード・公衆浴場回数券等の配布

2公衆浴場回数券（月２回利用できる券）

利用料金 利用できる浴場

大人１回100円
※小学生以下
は無料。
※各公衆浴場
の電話番号は
６ページの表
を参照。

◦ 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（火～土の 11時～17時。祝日不可。）
◦ユーバス（ロイヤルを除く）
◦きらくゆ（月～土の 10 時～ 17 時。祝日不可。）
◦芦原共同浴場　
◦杭ノ瀬共同浴場

障害児者外出支援（障害のある方）
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。

元気 70 パス（70 歳以上の方） サービスの利用には、顔写真貼付済みの老人優待利用
券の提示が必要です。

対象　65 歳以上の方　

　　　※平成 27 年度中に 65 歳になる方は誕生月以降
申請に必要なもの
　①本人確認ができるもの（健康保険証、運転免許証など）
　②印鑑　
　③顔写真（元気 70 パス事業を利用する場合）

◎平成27年度分のカード等の有効期間は平成27年４月１日～平成28年３月31日です。
◎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。　

ご利用にあたっての
注意点（共通）

●配布期間　配布開始日～平成28年３月31日
※支所・連絡所の受付は 10時～16時
※中之島連絡所分は５月末まで市役所窓口で配布

配布開始 配布場所

３/18 水～ 市役所
東庁舎

高齢者・地域福祉課
　　　  　℡ 435-1063
障害者支援課  ℡ 435-1060

保健所 保健対策課  ℡ 488-5117

３/19 木～ 雑　賀 支所 ℡ 446-2701
雑賀崎 支所 ℡ 444-0049
和歌浦 支所 ℡ 444-0001

３/20 金～ 名　草 支所 ℡ 444-1001
田　野 支所 ℡ 445-0356

３/24 火～ 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 水～ 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
岡　崎 支所 ℡ 471-1783
西　脇 支所 ℡ 455-0030
安　原 支所 ℡ 479-0001
加　太 支所 ℡ 459-0001

３/26 木～ 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

３/27 金～ 大　新 連絡所 ℡ 422-4534
新　南 連絡所 ℡ 422-1621
紀　伊 支所 ℡ 461-0031
川　永 支所 ℡ 461-1004
山　口 支所 ℡ 461-1011

３/30 月～ 宮 連絡所 ℡ 471-0486
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

元気70パス事業・
障害児者外出支援事業
配布開始日一覧表

共通

申請場所　高齢者・地域福祉課、支所・連絡所
　　　　　※中之島連絡所分は５月末までは
　　　　　高齢者・地域福祉課での受付。
利用可能施設　

　【無料】和歌山城天守閣・市立博物館
　　　　市民温水プール・こども科学館・親子つりパーク

　【割引】養翠園・紀三井寺・番
ばんどこ

所庭園

老人優待利用券（65歳以上の方） 市内公共施設等を無料または割引料金で利用できます。
有効期限はありません。

見 本


