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仕事や旅行、入院中などは

不在者投票をご利用ください
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01 問 選挙管理委員会 ℡435-1145

仕事や旅行などの滞在先で

　市の選挙人名簿に登録されている方が
選挙期間中、仕事や旅行などで市外に滞
在している場合、滞在先の市町村の選挙
管理委員会で投票できます。

病院や老人ホーム等で

「不在者投票宣誓書兼請求書」を記入し、市選挙
管理委員会に郵送か直接持参。

※「不在者投票宣誓書兼請求書」は、市選挙管理委員
会または全国の選挙管理委員会に設置。市選挙管理委
員会 HP からもダウンロード可能。

▼
請求内容を確認後、滞在先に投票用紙などの書類
一式を送付。

▼
送付された書類一式を、滞在先の最寄りの選挙管
理員会に持参し、指示に従い投票。

▼
滞在先の選挙管理委員会が、記載された投票用紙
を市選挙管理委員会へ送付し、完了。

　都道府県の選挙管理委員会が指
定した病院や老人ホーム等に入院
または入所中の方は、その施設内
で投票を行うことができます。

入所施設先の事務担当者に、不在者投票をしたい
旨を伝える。

指定施設の長が、選挙人に代わって投票用紙など
を選挙管理委員会へ請求。

指定施設内で投票。指定施設の長が、記載された投
票用紙を市選挙管理委員会へ送付し、完了。

●指定施設／和歌山県選挙管理委員会が不在者投票施
　　　　　　設として指定した病院・老人ホーム・身
　　　　　　体障害者支援施設・介護老人保健施設など。

●指定施設に関する問合先／県選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　℡ 441-3785

郵便等による不在者投票

　身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ち
で一定の障害がある方、介護保険の被保険
証の要介護状態区分が「要介護 5」の方は、
自宅から郵便等で投票することができます。

●身体障害者手帳

障害区分 障害の程度 証明書の
有効期限１級 ２級 ３級

両下肢・体幹・移動機能の障害 ○ ○ ×
７年心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸 ○ ― ○

免疫・肝臓の障害 ○ ○ ○

●戦傷病者手帳

障害区分
障害の程度

証明書の
有効期限特別

項症
第１
項症

第２
項症

第３
項症

両下肢・体幹の障害 ○ ○ ○ ×
７年

内臓機能の障害 ○ ○ ○ ○

▼

▼

●介護保険の被保険者証
要介護状態区分 証明書の有効期限

要介護５
被保険者証の認定の

有効期限の終期

郵便による制度を利用するには、申請が必要です。「郵
便等投票証明書」の交付を受け、選挙時に投票用紙
等を請求してください。

●交付／郵便等投票証明書交付申請書（選挙管理委
　　　　員会で配布・市 HP で）に身体障害者手帳・
　　　　戦傷病者手帳・介護保険被保険者証を添え、
　　　　選挙管理委員会事務局に申請してください。
※代理の方でも申請できます。
※郵便等投票証明書には期限があります。期限が切れた
方、紛失した方は、再手続きをお願いします。

　郵便等による不在者投票に該当する方のうち、障害の程度が次に該当し、自ら記載することができない場合は、代理記
載人（選挙権を有する方に限る）を指定し、代理記載（投票用紙の請求・投票用紙への記載）による投票ができます。

●障害の程度／【身体障害者手帳】上肢・視覚の障害、１級 【戦傷病者手帳】上肢・視覚の障害、特別項症から第２項症

代理記載人制度

　  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。
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●対象／ 65 歳以上（今年度中に 65 歳に達する方も対象です。）　
●注意／肌着１枚で撮影します。ボタンやプリントのないものを着用してください。
●検査日程／受付時間は 30 分間です。

　胸部エックス線検査は、結核・肺がんなどの早期発見に有効です。長引く咳
せき

、痰
たん

などの症状が
出ない場合もあるので、年 1 回は検査を受け、肺の健康状態を確かめましょう。

日程 受付時間 場所

６/２木 14：30～ ＪＡわかやま かせい支店 木本
15：30～ 加太支所 加太

６/８水 14：30～ 田野浦漁業協同組合 田野
15：30～ 松下体育館 雑賀

６/13月 14：30～ 東部コミュニティセンター 岡崎
15：30～ 稲田運送駐車場 三田

６/15水 14：30～ 弘西文化会館 紀伊
15：30～ 西和佐支所 西和佐

６/23木 14：30～ 善明寺文化会館
楠見

15：30～ 河北コミュニティセンター

６/27月 14：30～ 湊文化会館 湊
15：30～ ダイワロイネットホテル 城北

６/29水 14：30～ ママショップ小倉店 小倉
15：30～ 和佐支所 和佐

７/６水 14：00～ 中之島連絡所 中之島
15：00～ 本町公園 本町

７/13水 14：00～ 岡崎団地８号棟北側 岡崎
15：15～ 大新公園 大新

７/15金 14：00～ 名草支所
名草

15：00～ 紀三井寺団地自治会公園

７/19火 14：00～ 吹上連絡所
吹上

15：00～ 長町公園

７/21木 14：00～ プライスカットヒラマツ黒田店 宮北
15：00～ 太田第１公園 宮

８/10水 ９：30～ 東山東小学校 東山東
10：30～ ＪＡわかやま 西山東支店 西山東

８/12金 ９：30～ 島橋公民館 野崎
10：30～ 河西コミュニティセンター西駐車場 松江

日程 受付時間 場所

８/18木 14：00～ ＪＡわかやま四ケ郷中之島支店
四箇郷

15：00～ エバグリーン四ヶ郷店

８/24水 14：00～ 向団地１号棟北側 貴志
15：00～ 野崎連絡所 野崎

８/25木 14：00～ 高松連絡所 高松
15：00～ 神明神社 今福

８/31水 14：00～ 北コミュニティセンター東口 直川
15：00～ 有功地区自治会館 有功

９/８木 14：00～ 安原支所
安原

15：00～ 本渡児童館

９/20火 ９：30～ 宮前小学校 宮前
10：30～ 雑賀小学校 雑賀

９/21水 ９：30～ 西保健センター 松江
10：30～ 河北コミュニティセンター 楠見

９/28水 14：00～ 和歌浦支所 和歌浦
15：00～ 南保健センター 三田

10/３月 14：00～ あいあいセンター 雄湊
15：00～ 広瀬連絡所 広瀬

10/６木 14：00～ 新南公園 新南
15：00～ 日前宮駐車場 宮

10/24月 14：00～ ショップ玉島前駐車場 川永
15：00～ イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店 山口

10/28金 14：00～ 牛町公園 雄湊
15：00～ 砂山連絡所 砂山

11/２水 14：00～ 保健所 吹上
15：00～ 芦原地区会館（芦原連絡所） 芦原

11/８火 14：00～ 松源西庄店 西脇
15：00～ パームシティグルメタウン東側外部駐車場 貴志

２月予定 未定 雑賀崎漁業協同組合 雑賀崎

　  平成28年度 結核住民検診日程  問 保健対策課 ℡ 488-5118

胸部エックス線検査

※日程以外で受診を希望する方は、医大を除く市内医療機関で「肺がん検診」を受けてください。40 ～ 69 歳は 1,000 円、70
歳以上は 500 円です。

申込不要
保険証不要

無料

1

2

3

●５月の開催

　　　　日時／５月 12 日木 19 時～ 20 時
　　　　対象地区／本町　　場所／本町連絡所

　　　　日時／５月 19 日木 19 時～ 20 時
　　　　対象地区／直川　　場所／直川自治会館

　　　　日時／５月 25 日水19 時～ 20 時
　　　　対象地区／高松　　場所／高松連絡所

※当日、手話通訳や要約筆記が必要な方は、10 日前まで
に広報広聴課までご連絡ください。
℻：431-2931、E-mail：koho ＠ city.wakayama.lg.jp
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放置禁止区域に放置された自転車・バイクは条例により撤去します。

近鉄百貨店近鉄百貨店

和歌山県
JA ビル
和歌山県
JA ビル 交番交番

銀行銀行

銀行

駐輪場

放置禁止区域

自転車バイクは駐輪場へ！　問 都市整備課 ℡ 435-1082

放置自転車等は条例に基づき撤去しますPic
k Up 
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市道中平井線

国
道
26
号
線

大学前駅西

有
本
田
尻
線

有
本
田
尻
線

銀行銀行

太 田

種　別 相談内容 日　時 受付・予約・定員 担　当
一般相談

（民事・家事）
金銭貸借、離婚、相続、借地・借家、不動
産、相隣など 月～金

９時～ 16 時
予約不要。
実施日時にお越しください。 相談員

交通事故相談 示談の進め方、損害賠償、自動車保険関
係など

弁護士による
法律相談 民事関係の法律全般 毎週月

13 時～
相談日の前週木曜（祝日の場合は次の平日）
９時～電話で（先着 10 人）。予約制（※）

弁護士
弁護士による 
交通事故相談

示談の進め方、損害賠償、自動車保険関
係など

毎月第１・３水
13 時～ 当日 13 時～ 14 時受付（先着５人）

司法書士相談 相続など不動産登記、成年後見、140万
円以下の金銭問題、民事トラブルなど

毎月第４水
13 時～ 当日 13 時～ 15 時受付（先着８人 ） 司法書士

税理士による
税経相談 所得税、相続税、贈与税など税金全般 毎月第４水

13 時～ 当日 13 時～ 15 時受付（先着８人） 税理士

　  民事問題などは市民相談センターへ
　　　問 市民相談センター ℡ 435-1025

日常生活から生じる問題の解決方法の相談・助言をしていますPic
k Up 
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場所・予約先　市民相談センター（市役所２階）
※相談日が変更になる場合がありますので、直接お問い合わせください。

相談一覧表（平成 28 年度）

※予約時に、簡単に相談内容を伺います。高度な法律解釈を必要とする

複雑な内容でなければ、予約不要で待ち時間が少ない一般相談をお勧め

します。なお、消費生活相談は消費生活センター（℡ 435-1188）で行

います。場所は市民相談センターと同じです。

▶相談無料・秘密厳守。▶相談は市民の方のみ。
▶契約書などの関係書類があれば、ご持参ください。
▶裁判所で係争中のもの・刑事事件は除きます。
▶祝日・年末年始は実施していません。

紀和駅前自転
車等保管所

▶返還手続
時間／９時～ 18 時（日・祝・12/29 ～１/ ４休み）
持参物／自転車等のカギ、住所・氏名を明らかにする
　　　　もの（運転免許証など）、印鑑
費用　自転車 2,500 円、原付 4,000 円
場所／紀和駅前自転車等保管所（宇治家裏 167-1）
　　　℡ 422-4100

　  耐震改修時のリフォーム工事に補助金加算！
　　　問 建築指導課（市役所９階）℡ 435-1100

最大20万円！

●申込方法
1▶申込書を建築指導課へ郵送・持参
※随時受付。申込書の配布は、建築指導課、支所・連絡所、
サービスセンターまたは市ホームページで。
2～4▶申請書等を建築指導課へ持参
受付期間　５月９日月～ 12 月 28 日水
※予算に達し次第締切。申請書の配布は建築指導課または
市ホームページで。詳細はお問い合わせください。
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●診断結果を受けて耐震改修や建替えを行う
対象住宅　耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅
補助内容　3耐震性を一定基準以上にする耐震補強設計・耐震
　　　　　　改修工事の費用補助
　　　　　4住宅の所有者・二親等以内の親族による戸建て住
　　　　　　宅の現地建替えの建替設計費・建替工事費の費用
　　　　　　補助
　　　　　5耐震ベッド・耐震シェルターの設置費の３分の２
　　　　　　（最大 26 万 6,000 円）を補助
34とも　設計費の３分の２（最大 13 万 2,000 円）を補助
　　　　　工事費の３分の２＋α（最大101万1,000円）を補助

●申込後、耐震診断を受ける
対象住宅　昭和 56 年５月以前に着工された、自
　　　　　己が所有、居住または居住予定の専用
　　　　　住宅・兼用住宅・長屋・共同住宅で、
　　　　　延べ面積が 400㎡以下のもの。木造住
　　　　　宅は２階建て以下。

補助内容　1木造住宅は無料で耐震診断士を派遣
　　　　　2非木造住宅は耐震診断費の３分の２
　　　　　　（最大８万 9,000 円）を補助

3の耐震改修時に行う
リフォーム工事に補助金を加算！
　風呂・トイレ設備の取替えなど、耐震補強と関係のない
様々なリフォーム工事が対象になります！

補助内容　最大 20 万円（リフォーム工事費の２分の１）
※平成 29 年度まで実施予定。

　  企業を応援！融資や支援、ご相談ください
　　　問 商工振興課（市役所 10 階）℡ 435-1233

Pic
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まちなか新規出店促進事業
　和歌山市中小企業融資制度の、保証料の一部を
補給します。

対象／まちなかに事業所を新設する方を対象とし
　　　た資金を借り受けた方
補助金額／和歌山県信用保証協会に支払う保証料
　　　　　の２分の１（上限 30 万円）

対象／①平成 28年中に株式会社日本政策金融公庫から
　　　　この資金の貸付を受け、利子を支払った方
　　　②資金の申込日に市内で事業を営む方
　　　③市内に住所がある個人・本店がある法人

内容／利息分の年利 1.0％相当額を、３年間交付
　　　※マル経融資には商工会議所の推薦が必要。

小規模事業者経営改善資金（マル経融資資金）利子補給

対象／市内に主たる事業所がある中小企業者
　　　※前年度に同補助の交付を受けていないこと。

内容／県外の見本市や展示会に出品するための経費の２
　　　分の１（上限 20 万円）
　　　※申請日前に代金支払い済みのものを除く。

申請／随時（見本市等が開催される 30 日前まで）
　　　※予算額に達し次第締切。

販路開拓支援事業

対象／① 55 歳以上・女性起業家　②市内に住所がある
　　　個人・本店がある法人　③資金の申込日に市内で
　　　事業を営む・具体的計画がある方　④平成 28 年
　　　中に株式会社日本政策金融公庫から女性、若者／
　　　シニア起業家支援資金の貸付を受け、利子を支　
　　　払った方
内容／利息分の年利 1.0％相当額を、３年間交付。

シニア・女性起業家支援制度

中小企業融資制度
　和歌山市の中小企業を対象とした融資制度があ
ります。融資対象や融資取扱金融機関等、詳しく
は市ＨＰ（ID：1009272）をご覧ください。

新産業育成支援事業
　ベンチャー企業、SOHO 事業者、起業家等に、
経営相談などの支援が受けられるインターネット
環境を整備したブースを低料金で提供します。施設
概要や入居資格等、詳しくは市 HP（ID：1001202)
をご覧ください。


