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次の時間、ABの部分では車の通行ができません。
A 12 日土 19 時～ 21 時
B 12 日土 14 時～ 21 時、13 日日 10 時～ 17 時

９月は防災月間です
　1923 年９月１日、甚大な被害をもたらした関東大震災が発生しました。
　この震災を教訓に、「災害への備えを怠らないように」という意味を込
め、９月１日は「防災の日」と定められています。
　豪雨、台風、地震、津波…。私たちの脅威となる自然災害は、いつ、ど
こで起こるかわかりません。この機会に災害への備えを見直しましょう。
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　市は今年８月に、企業立地促進奨励金の交付対象企業と
して２社を指定しました。
　１社は有田市に本社を構え、和歌山市小倉新工場を建設
するライオンケミカル株式会社、もう１社は大阪市福島区
の本社を和歌山市雑賀崎に移転し新工場を設置する株式会
社西日本建設物流です。平成 27 年４月１日の制度改正か
ら指定した企業数は４件となります。
　市は今後も産業振興の重要施策として、企業誘致や市内
企業の拡充を推進し、雇用機会の拡大を図ってまいります。

和歌山市の企業誘致
市外企業２社を指定

　　　問 産業政策課 ℡ 435-1040
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06　　和歌山で働きたい人を応援します
わかやま市UIJターン就職フェア

問 わかやま市 UIJ ターン就職支援室 ℡ 497-8115  

　和歌山への UIJ ターン就職希望者を対象に、東京と京都で合
同企業面談会を開催します。都市部に住む家
族・友人にもお知らせください。
京都会場（京都商工会議所）
　日時　９月７日月 13 時～ 17 時　
東京会場（東京新卒応援ハローワーク）
　日時　９月 10 日木 12 時 30 分～ 16 時

対象　○ 20 歳以上で、市内同一住所に１年以上居住
　　　○労働組合や貸付共済制度のない中小企業に１年
　　　　以上継続勤務
　　　○年収 150 万円以上などを満たす方
融資内容　200 万円以内・７年以内、年利 1.8％（保証
　　　　　料別途要 1.2％）
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05　　市内の就労者をサポート
わかやましライフアップローン

問 近畿労働金庫和歌山支店 ℡ 432-1181

　このプロジェクトは、「市駅周辺の魅力や資源を拾い集め（GLEAN）、緑あふれる（GREEN）、人と
環境にやさしいまちづくりをめざす」をコンセプトとしています。ワークショップでの議論をもとにし
た実証実験として、市道の一部を歩行者天国化し、緑と憩いの空間を創り出すイベントを開催します。

日時　９月 12 日土 15 時～ 20 時、13 日日 11 時～ 16 時
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　昨年５月、各家庭へ配布した防災マップ。「地震・
津波」「風水害」と災害の種類で分かれた地図に、避
難所や津波避難場所（津波避難ビル）などが示されて
いるほか、避難時の目安となるよう避難先安全レベル
も表記されています。
　また、災害に備える上で必要なことや災害時の対策
についても記載されています。防災マップは市ＨＰで

も確認できます。家族や地域の方と防災について話し合う際や、災害時
の判断材料として活用してください。

災害予防・対策に「防災マップ」 問地域安全課 ℡ 435-1005

　津波が発生した場合は、より高く、より安全な高台
等へ避難することが重要です。もし、高台への避難が
困難な場合は、市が指定した津波避難場所または津波
避難ビルへ緊急避難することができます。避難に利用
できる施設や場所には看板がついています（左の写

真）。万が一に備え、避難場所や経路についても確認してください。
▶次の施設等が新たに避難所等に指定されました
　避難所　　　　つつじが丘テニスコート（つつじが丘 4-4）
　津波避難場所　沖見の里（雑賀崎 1729 初め 12 筆）
　津波避難ビル　スーパーセンターオークワセントラルシティ和歌山店
　　　　　　　　 （小雑賀 805-1）

避難場所・避難経路の確認を 問総合防災課 ℡ 435-1199

　阪神淡路大震災や新潟県中越地震の際、家具類の転倒や落下による被
害が多く発生しました。家具類の転倒や落下は負傷の原因となるだけで
なく、避難の妨げにもなります。普段から家具を固定しておきましょう。
▶家具転倒防止用固定金具を取り付けます
　対象　65 歳以上の方のみの世帯、身体障害者手帳等を持つ方がいる世帯
　　　　※取付作業は無料。固定できる家具は３つまで。固定金具代は
　　　　自己負担。
　定員　300 人
　申込　平成 28 年２月 29 日月までに申込書を郵送・持参で地域安全課
　　　　（消防局５階）へ

家具の転倒・落下を防止 問地域安全課 ℡ 435-1005

11 月１日日（9 時～ 12 時）に総合防災訓練を行います
市民のみなさんに参加していただく防災訓練を行います。

訓練の内容等は決まり次第、市報わかやま等でお知らせします。

Twitter（和歌山市公式ツイッター）
和歌山市役所▶ @wakayama_master
和歌山市災害警戒・対策本部▶ @w_city_saigai

Check!

防災行政無線
気象情報や地震情報等の防災情
報を放送します。

防災情報電話案内サービス
☎0180-997-199（通話料有料）
防災行政無線と同じ内容を聞く
ことができます。

和歌山市防災情報メール
防災行政無線の放送内容を配信
します。次のアドレスへ空メー
ルを送信してください。

touroku@bosai-mail.city.wakayama
.wakayama.jp

※迷惑メール対策をしている方は、
osirase@bosai-mail.city.wakayama
.wakayama.jp
からのメールを受信できるよう設定してください。

ラジオ
和歌山放送　　　▶ 1431KHz
エフエム和歌山　▶ 87.7MHz

大規模災害時に、気象情報や避難情報のほ
か、市民の安否情報やライフラインの被害・
復旧状況などをお知らせします。

テレビ（データ放送）
ＮＨＫテレビ　　▶１ch
テレビ和歌山　　▶５ch

チャンネルを合わせて d ボタンを押すと、
データ放送で災害情報を確認できます。

ＳＮＳ
Facebook　▶和歌山市役所

（和歌山市公式フェイスブック）

ご確認ください
災害時の情報収集手段

どんな状況で被災するかわかりません。
情報収集の方法をたくさん知っておくのが
大切です。

NTT災害伝言ダイヤル
大規模災害時、声の伝言板とし
て利用できるサービスです（通
話料有料）。

録音　▶ 171 → 1 →自分の番号→録音
再生　▶ 171 → 2 →相手の番号→再生
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　　吹上・砂山・今福・高松地区
市政報告会を開催します

　　　問 広報広聴課 ℡ 435-1009

　市民の皆さんと尾花市長が一緒に、これか
らの和歌山市を考える機会として「市政報告
会」を順次開催しています。防災・観光・ま
ちづくり・子育てなどの市政情報を発信し、
皆さんから市政への様々な意見を伺います。
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日時　９月 18 日 金 19 時～ 20 時
場所　県立図書館２階　メディア・アート・ホール
※申込不要です。駐車スペースに限りがあります。車の乗り合わせや公共
交通機関の利用など、ご協力をお願いします。

　　市駅前通りを緑と憩いの広場にする社会実験
市駅“グリーングリーン”プロジェクト

　　　問 都市再生課 ℡ 435-1048

　　　※ 12 日土は和歌山 JC による「市駅プロジェクションマッピング in 市駅」、
　　　13 日日はポポロハスマーケット「まちなかフェスティバル」と同時開催。

場所　市駅前通りの西側２車線（地図の　　　　の部分）
内容　●芝生でピクニック体験／敷設した芝生の上で過ごすことができます。
　　　●ブックカフェ／沿道の空き店舗と隣接する屋外で、本を読みながら
　　　　　　　　　　　過ごせるカフェを開きます。
　　　●マーケット／地元産品などを販売します。
　　　●市堀川で船運行／市駅付近から京橋周辺まで、遊覧船（プラグインハ
　　　　　　　　　　　　 イブリッド船）を運航します。
主催　市駅まちづくり実行会議
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