
9 市報わかやま  平成28年４月号 市報わかやま  平成28年４月号 8

 P
ic

k 
Up

 N
ew

s

　  市政報告会開催！
　問 広報広聴課 ℡ 435-1009

　これからの和歌山市について、市民の皆さんと尾花市長が
一緒に考える機会として「市政報告会」を開催します。今回
は地区別に開催し、防災・観光・ま
ちづくり・子育てなどの市政に関す
る課題を話し合います。会場が満員
の場合は対象地区にお住まいの方が
優先となりますので、ご理解・ご協
力をお願いします。

●４月の開催

　　　　日時／４月 14 日木 19 時～ 20 時
　　　　対象地区／加太　　場所／加太支所

　　　　日時／４月 25 日月 19 時～ 20 時
　　　　対象地区／新南　　場所／新南連絡所

　　　　日時／４月 28 日木 19 時～ 20 時
　　　　対象地区／野崎　　場所／野崎連絡所

※当日、手話通訳や要約筆記が必要な方は、広報広聴課ま
でご連絡ください。
FAX：431-2931、E-mail：koho ＠ city.wakayama.lg.jp
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03 　  平成28年度  組織改正
　　　問 行政経営課 ℡ 435-1151

　４月１日に組織改正し、新しい体制がスタートします。
主な改正は次のとおりです。

●観光の国際化や産業の重点化
産業観光部を「観光国際部」と「産業部」に再編
観光国際部：観光と国際交流が一体となり、外国人観　
　　　　　　光客への誘客活動を強化します。
産業部：新たな産業の創出などの産業振興に重点的・機
　　　　動的に取り組みます。

●道路事業の推進に向けた体制
道路部に「道路用地課」を新設し、道路に係る用地およ
び補償業務を集約。効率的な事業用地の取得を進めます。

●空家対策課の新設
　空き家の適正管理の促進や、空き家の利活用に係る事業
　などの空家対策を総合的に推進します。
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地域ぐるみで元気になろう！

WAKAYAMAつれもて健康体操スタート！
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　高齢者の介護予防や閉じこもり予防、ご近所さん同士の交流を目
的とした、市の新しい事業が始まります！「身近な場所で」「みんな
一緒に」健康体操を始めてみませんか？

●いつまでも元気で過ごしたい！
　いつまでも元気でいたい気持ちは誰でも同じです。
　「家の近くで運動できるところがあれば、参加したい！」
　そう思う人はたくさんいるはずです。

●ご近所さん・みんなで元気に !
　どんな運動も継続が大切ですが、なかなか一人では続かないもの
です。お友達や仲間と一緒に運動すれば、おしゃべりしたり、笑っ
たり、楽しく続けることができ、健康維持につながります。

　対象／週１回以上、５人以上で体操をしたいと考えているグループ
　内容／①リハビリの専門スタッフが、体操のスタートを応援！
　　　　　体操が継続できるよう、約１か月（４回）専門スタッフが、
　　　　　介護予防等の健康講座・体操・体力測定等を行います。
　　　　②その後は、皆さんで活動を継続！
　　　　　活動継続の３か月後に、専門スタッフによるさまざまな
　　　　　アドバイスが受けられます。
　利用方法／お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

問 地域包括支援課 ℡ 435-1197

●地域包括支援センター

名称／対象地区 電話番号
西脇／加太・西脇 ℡ 456-1212
木本／木本・貴志 ℡ 480-3010
松江／松江・湊 ℡ 488-8782
野崎／野崎・楠見 ℡ 453-8102
有功／有功・直川 ℡ 464-1033
川永／紀伊・山口・川永 ℡ 464-2468
和佐／西和佐・和佐・小倉 ℡ 477-7181
東山東／岡崎・西山東・東山東 ℡ 466-3344
名草／名草・三田・安原 ℡ 444-3142
雑賀／雑賀崎・田野・和歌浦・雑賀 ℡ 445-1700
宮前／宮・宮前 ℡ 474-5535
高松／砂山・今福・吹上・高松 ℡ 435-0312
広瀬／広瀬・芦原・新南・大新 ℡ 427-3261
宮北／中之島・宮北・四箇郷 ℡ 432-0077
城北／本町・城北・雄湊 ℡ 488-5518
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平成 28 年７月　市街化調整区域における開発基準が変わります

コンパクトで便利なまちづくりに向けて
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❶既存集落区域（50 戸連たん）廃止

　住宅の拡散を防止するため、市街化調整区域で分譲住
宅等の立地を認めていた基準を廃止します。

　▶平成 28 年７月 1 日
　　開発できる場所を集落内側に縮小

　▶平成 29 年４月 1 日　全面廃止

※廃止後も、既存建物の建替、農業者住宅・分家住宅（子
ども世帯が親世帯の近隣に建てる住宅）は立地が可能です。
※若年世帯の市外流出を防ぐため、駅や小学校周辺、指定

集落などでは、分譲住宅等の立地が可能です。

❷特定集落の新基準を制定

　小学校や支所等、複数の公共公益施設がある区域を、
将来の生活拠点の形成をめざして、緩やかに誘導します。

　▶平成 29 年４月 1 日　運用開始

　対象地／小学校（避難所）・支所等の施設から 300m 内
　　　　　の宅地・雑種地・集落内側にある農地
　許可用途／住宅（分譲含む）・自己業務の事務所や倉庫等

❸鉄道駅周辺の区域についての改正

　駅の外縁部が虫食い的に開発されることを防止し、駅の
中心部からの開発を促すことで、連続した道路整備を可能

にすることをめざします。

　▶平成 28 年７月 1 日　改正

　対象地／駅周辺の原則 100m 内

　　　　　（やむを得ない場合は 300m 内まで）

❹インターチェンジ周辺・国道26号沿線・主要幹線
　道路沿道についての改正
　集客施設となる大・中規模の店舗や飲食店を許可用途か
ら除外することで、まちなか・生活拠点への誘導を図ります。

　▶平成 28 年７月 1 日　改正

※周辺住民の日常生活上必要な店舗（コンビニエンススト
アを含む）・休憩（給油）所は立地が可能です。

問 都市計画課 ℡435-1228

主な改正点

　市街化調整区域で、住宅や店舗等の建物を建てる場合、
都市計画法の開発許可が必要です。市では条例に基づき、
その開発許可の基準を定めていますが、その基準を見直す
ことで、当面の人口減少下においても、誰もが安心して快
適に暮らせるコンパクトで便利なまちづくりをめざします。

各地域の将来イメージ

詳しくは市 HP をご覧ください。
（ページ ID「1010641」を市 HP で検索）

郊外の宅地拡散を防止し、ゴミ収集やイン
フラ整備、福祉サービスの利用を効率化。
また、田園環境の保全を図ります。

見直しのポイント

❶市街地の無秩序な拡散を抑制します

❷鉄道駅や小学校（避難所）周辺など
　の生活拠点に、居住と日常生活に必
　要な施設を緩やかに誘導します
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　狂犬病予防法により、すべての
飼い犬に登録と毎年の予防注射が
義務づけられています。次の会場
またはかかりつけの動物病院で、
登録の手続きと予防注射を済ませ
てください。費用は同じです。

●費用／ 6,190 円
（登録済の犬は 3,190 円）

実施日 時間 場所
４/13 水 ９：30～10：30 西保健センター

11：10～12：00 湊連絡所
13：30～14：30 吹上連絡所
９：30～10：30 西和佐支所
11：00～12：00 和佐支所
13：30～14：30 直川支所

４/14 木 10：30～11：30 東山東支所
13：00～14：30 小倉支所
９：30～10：30 本町連絡所
11：00～12：00 県立体育館（中之島）
13：30～14：30 四箇郷連絡所

４/15 金 10：30～11：30 山口支所
13：00～14：30 川永支所
10：30～11：30 加太支所
13：00～14：30 西脇支所

４/18 月 ９：30～10：20 善明寺文化会館
11：00～12：00 有功支所
13：30～15：00 紀伊支所
10：30～11：30 島橋公民館
13：00～14：30 木本連絡所

４/19 火 ９：30～10：30 高松連絡所
11：00～11：30 今福連絡所
13：00～14：30 砂山連絡所
10：00～10：30 名草支所
11：00～12：00 紀三井寺団地自治会館
13：30～14：30 安原支所

４/20 水 10：00～11：00 和歌浦支所
11：30～12：00 親子つりパーク（雑賀崎）
13：30～14：30 松下体育館
９：30～10：30 宮連絡所
11：00～12：00 新南連絡所
13：30～14：30 芦原連絡所

４/21 木 ９：30～10：20 貴志連絡所
11：00～12：00 楠見連絡所
13：30～14：30 北島公民館
９：30～10：30 西山東支所
11：10～12：00 岡崎支所
13：30～15：00 宮前連絡所

　  飼い犬の登録と
狂犬病予防注射の接種

　　　問 生活保健課 ℡ 488-5114
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●２年コース
講座名  ※○は回数 期間 時間 定員
初級囲碁　　　⑰ ５/18～２/15の水 13：30～16：00 40 人
将棋　　　　　⑰ ５/17～２/21の火 13：30～15：00 40 人
民踊　　　　　⑮ ５/17～２/21の火 13：30～16：00 20 人
陶芸　　　　　⑮ ５/19～２/２の木 ９：30～11：30 40 人
フラワー　　　⑮ ５/19～２/２の木 13：00～16：00 20 人
コーラス　　　⑮ ５/20～２/17の金 ９：30～11：30 30 人
日本画　　　　⑮ ５/17～２/21の火 13：30～16：00 20 人
初級書道（漢字）⑮ ５/18～２/１の水 ９：30～11：30 20 人
園芸　　　　　⑮ ５/18～２/１の水 13：30～16：00 20 人

初級社交ダンス⑮ ５/19～２/16の木 19：30～20：30 男女
各20人

初級俳句　　　⑮ ５/24～２/28の火 ９：30～12：00 20 人
水墨画　　　　⑮ ５/20～２/３の金 13：30～15：30 20 人
大正琴　　　　⑮ ５/26～２/23の木 13：30～15：00 20 人
初級詩吟　　　⑮ ５/18～２/22の水 ９：30～11：30 25 人
水彩画　　　　⑮ ５/26～２/23の木 14：00～16：00 20 人
手話　　　　　⑮ ５/26～２/23の木 18：30～20：00 20 人

●１年コース
初級ペン習字　⑯ ５/20～２/３の金 13：30～15：30 20 人
初級ワードＡ　⑯

５/31～１/31の火
10：00～12：00 20 人

初級ワードＢ　⑯ 13：00～15：00 20 人
初級ワードＣ　⑯

６/１～２/１の水
10：00～12：00 20 人

初級ワードＤ　⑯ 13：00～15：00 20 人
初級ワードＥ　⑯

６/２～２/２の木
10：00～12：00 20 人

初級ワードＦ　⑯ 13：00～15：00 20 人
初級エクセルＡ⑯

６/３～２/３の金
10：00～12：00 20 人

初級エクセルＢ⑯ 13：00～15：00 20 人
初級登山　　　⑯ ５/19～２/16の木 ９：30～12：00 20 人
初級書道（かな）⑯ ５/20～２/17の金 ９：30～11：30 20 人
ヨガ　　　　　⑯ ５/17～１/31の火 18：30～19：30 40 人
マジック　　　⑯ ５/17～１/31の火 18：30～20：30 20 人
ストレッチ爽体操 ⑯ ５/27～２/10の金 10：00～11：00 35 人
初級写真　　　⑯ ５/19～２/２の木 19：00～20：30 20 人
初級英会話　　⑯ ５/19～２/２の木 18：30～20：00 20 人

※初級登山はテキスト講義のみ。初級囲碁は初心者～５級程度
の方。初級エクセルは文字入力ができる方。各講座の詳細は市
HP（ページ ID：1002167、検索方法は 16 ページ参照）をご
覧ください。

●場所／あいあいセンター
●対象／市内在住・在勤の 20 歳以上の方
●費用（年額）／ 3,000 円（ワード・エクセルは 4,000 円）
　　　　　　　※教材費別途
●申込／４月 15 日金〈必着〉までに往復はがきで（住所・氏名・
年齢・性別・電話番号 ･ 希望講座名を記入）※１人１講座まで。
窓口で申込の場合、はがき（52 円）持参。申込多数の場合、抽選。
●申込先／〒 640-8226  和歌山市小人町 29　あいあいセン
ター「市民大学」係
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　  平成 28 年度市民大学
　受講生を募集します

　　　問 あいあいセンター ℡ 431-5247
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06急な病気やケガ、適切な対応を　　問 総務企画課 ℡ 488-5109
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電話
救急医療情報センター
℡ 426-1199

Web 検索
わかやま医療情報ネット

子どもの急病
こども救急ダイヤル
＃ 8000

今、診てくれる
病院は？

受診が必要情報を知りたい

平日・
診療時間内

夜間・休日

緊急度が高い

！
急な病気やケガ

紹介 紹介

病気
夜間・休日応急診療
センター℡425-8181

ケガ
外科系当番医制度

（ページID「1001555」を
市HPで検索）

外来で対処可能 ▶ 一次救急医療機関

搬送

かかりつけ医

転搬送

入院や手術が必要 ▶ 二次救急医療機関（市内 22 病院）

（和歌山医大附属病院・日赤和歌山医療センター）
生命に関わる症状
高度な専門医療が必要

三次救急医療機関
▶

消防
119番通報

症
状
と
緊
急
度
に
応
じ
た
医
療
機
関
へ
搬
送

緊急性がない軽症者が、二次・三次救急医療機関を直接受診するケースが増加しています。
本来の役割である「重症者の対応」に支障が出ていますので、軽症の場合の直接受診は避けましょう。

症状や緊急度に応じた医療機関が設けられています。あわてず適切な行動をお願いします。

　   和歌山市×和歌山大学共同制作

和歌山市 PR 動画

「おかえりなさい」 完成
　　　問 広報広聴課 ℡ 435-1009 
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Story

　大学卒業を間近に控え、都会で生ま
れ育った彼女を連れて、故郷・和歌山
市を訪れた青年。各所を巡り、市の魅
力を肌で感じるうちに、２人が見つけ
たものとは…。

　和歌山市地域共同研究事業として、和歌山市と和歌山大学
が連携・協力して制作してきた和歌山市 PR 動画「おかえり
なさい」が完成しました。

　テーマは「定住促進」。出演や撮影は和歌山大学の学生が
主体となって行いました。また、和歌山市出身のシンガーソ
ングライター・宝子氏が音楽を担当。「和歌山市を愛する人」
による「和歌山市を愛してもらう動画」です。
　YouTube「和歌山市公式チャンネル」に動画を掲載して
います。ぜひご覧ください。今後は、和歌山市の魅力を全国
へ発信するコンテンツのひとつとして活用していきます。

撮影の様子。和歌山城をはじめ、番所庭園など市内各地で撮影しました。
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https://www.youtube.com/user/wakayamacitychannel/


