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今できることから始めよう

いつ、どこで起こるかわからない災害に備えて
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　九州地方を中心に甚大な被害をもたらした平成 28 年熊本地震。最初に
地震が発生した４月 14 日から、まもなく２か月が経過します。
　地震や津波、豪雨、台風…。災害は、いつ、どこで起こるかわかりません。
ご家庭の災害への備えを見直しましょう。

　和歌山市には、まだ耐震化が済んでいない住居が３万
戸以上残っています。耐震性が低い場合は耐震改修や建
替えを行いましょう。まずは、耐震診断にお申し込みください。

耐震診断
●対象／昭和 56 年５月以前の着工で、延べ面積が 400㎡以下の住宅
●申込／申込書を郵送・持参し建築指導課（市役所９階）へ
　　　　※非木造住宅は 12 月 28 日水までに申込書を持参してください。
●申込・問合先／〒 640-8511　和歌山市七番丁 23
　　　　　　　　建築指導課℡ 435-1100

耐震改修や建替えへの補助があります
●対象／耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅
●申込／ 12 月 28 日水までに申請書を建築指導課へ持参
●問合先／建築指導課℡ 435-1100

住宅の耐震化

家具の転倒・落下を防ぐ

　今回の平成 28 年熊本地震では、住宅の倒壊や家具の転倒
などの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。

家具の固定金具の取り付け事業者を派遣します
●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。固定金具代は自己負担。
●定員／ 300 人
●申込／平成 29 年２月 28 日火までに申込書を郵送・持参し地域安全課（消
　　　　防局５階）へ
●申込先／〒 640-8157　和歌山市八番丁 12　地域安全課℡ 435-1005

義援金箱を設置しています

　被災された方々を
支援するため、４月
18 日月から義援金
箱 を 設 置 し て い ま
す。義援金は現金の
み受け付けます。集
まった義援金は日本

赤十字社を通じて被災地へ届けます。

期間／６月 30 日木まで
場所／市役所本庁舎１階（総合案内所
　　　横）、各支所・連絡所・サービ
　　　スセンター、各文化会館など
時間／各施設の開所時間
問合先／高齢者・地域福祉課
　　　　℡ 435-1063

●職員の派遣
　保健師や管理栄養士を派遣し、避
難所での健康管理や食生活支援等の
活動を行っています。
　また、被災建築物の調査や倒壊の
危険性の判定する応急危険度判定士、
配水管等の漏水修繕などを行う土木
工事応援隊等も支援活動行いました。

●住宅支援
　被災者を対象に、市営住宅を無償
で提供しています。敷金・連帯保証
人は不要です。
入居期間／６か月間
　　　　　※必要に応じて延長可能
提供戸数／ 10 戸
問合先／住宅第１課℡ 435-1098

熊本県内の避難所での活動の様子

平成 28 年熊本地震に対する和歌山市
の支援状況　　　　　　　  ※５月 12 日現在

防災マップ等を活用

　一昨年、各世帯へ配布した防災マップには、
避難所や津波避難場所などを示しているほ
か、避難先安全レベルも表記しています。市
HP（ID：1006038）からもダウンロードでき
ます。災害時の避難活動等にご活用ください。

　また、新たに内水ハザードマップを作成し、各世帯へ配
布しています。下水道施設等の排水能力を上回る降雨によ
り、浸水の発生が想定される区域を示したものです。市
HP（ID：1011906）からもダウンロードできます。

●問合先／【防災マップ】地域安全課℡ 435-1005
　　　　　【内水ハザードマップ】下水道経営課℡ 435-1093

　  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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03　   企業立地促進奨励金制度
対象業種に「旅館、ホテル」を追加！
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04　 UIJ ターン就職フェア in 東京
首都圏にいながら和歌山市内企業と出会える

問 わかやま市 UIJ ターン就職支援室 ℡ 497-8115

問 産業政策課 ℡ 435-1040
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05　   ファミリー・サポート・センター会員講習会　 
信頼のうえで支えあう

問 ファミリー・サポート・センター ℡ 424-3770 　月曜

　平成 28 年４月１日から、対象業

種に「旅館、ホテル」（客室数の増

加が 10 室以上）を追加しました。

旅館、ホテルは平成 30 年度までの

予定です。市内における宿泊施設の新設や既存施設の増築な

ど幅広い支援を行います。

　和歌山市へ UIJ ターン就職を希望される方を対象に、東京

で合同企業面談会を開催します。首都圏にお住いのご家族や

ご友人にもお知らせください。

●日時／平成 28 年７月 16 日土

　　　　12 時 30 分～ 16 時

●場所／東京交通会館ビル 12 階

　  　　（東京都千代田区有楽町 2-10-1）

※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。

FAX：431-2931

E-mail：koho ＠ city.wakayama.lg.jp

開催日 時間 内容

６月 22 日 水 10：50～15：40 ・ファミリー・サポート・センターの概要
・子どもの心と身体の発達
・地域での子育て
・子どもの安全と事故予防
・小児看護の基礎知識
・子どもの病気
・子どもの栄養と食生活
・子どもの遊び　　など

６月 23 日 木 10：00～15：40

６月 24 日 金 10：30～16：00

７月１日 金 10：30～15：40

７月６日 水 10：30～14：40

７月 14 日 木 10：30～16：00

　子育ての援助をしてほしい人（依頼会員）と、子育てをサポートしたい人（スタッフ会員・提供会員）

が登録をし、できる人ができる時にできることで支えあう会員組織です。依頼会員については随時

受付しており、スタッフ会員・提供会員は講習終了後に会員の登録ができます。

　子育ての参考になるお話なので、会員の登録に関係なく子育て中の方も

是非受けてみてください。

※１歳～就学前までの一時保育あり。（定員あり、要予約）

●場所／あいあいセンター

　　　　５階　研修室
　　　　（小人町 29 番地）
●費用／資料代自己負担

●会員登録に必要なもの／

　①本人確認書類（運転免許証等）
　②写真（3cm × 2.4cm）２枚
　※両方の会員登録は３枚
●申込先／

　　ファミリー・サポート・センター

６月の開催

日時／６月９日木　19 時～ 20 時
対象地区／四箇郷
場所／四箇郷小学校
　　　２階　ランチルーム

休
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和歌山市川端龍子賞表彰式　　　問 学校教育課 ℡ 435-1139

平成27年度Pic
k Up 
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　  毎年６月は環境月間 !
36万人でちょっとずつエコPic

k Up 

07 　  期日前投票が便利になります
　　　問 選挙管理委員会 ℡ 435-1145
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投票所入場券と期日前投票宣誓書が１つになり様式が大きく変更になります

　投票所入場券（ハガキ）の裏面が期日前投票宣誓書になりました。

事前に必要事項を記入していただくことで、よりスムーズに投票

できます。ぜひご活用ください。

　○期日前投票宣誓書の書き方

　　①期日前投票日・氏名・生年月日を記入

　　②投票日当日、投票できない事由を○で囲む

※投票日当日に投票される場合、裏面への記入は不要です。

期日前投票所の増設

　市民の投票環境の向上を図るため、期日前投票所を既設の３か所に加え、新たに３か所増設し、合計６か所設置します。

投票日当日、仕事や旅行等で投票にお越しいただけない方は、ぜひ最寄りの期日前投票所をご利用ください。

住所：西汀丁 36
時間：８時 30 分～ 20 時

住所：市小路 192 － 3
時間：９時～ 20 時

住所：直川 326 － 7
時間：９時～ 20 時

住所：寺内 665
時間：９時～ 20 時

住所：紀三井寺 856
時間：９時～ 20 時

新たに増設する期日前投票所

既設の期日前投票所

住所：布施屋 41
時間：９時～ 20 時

地域地場産業振興センター 2 階

市選挙管理委員会事務局 河北コミュニティセンター１階 東部コミュニティセンター１階

さんさんセンター紀の川１階 河南コミュニティセンター１階

　●期日前投票の際は、あらかじめ下記の宣誓書に、
　氏名・生年月日・事由をご記入のうえお持ちください。

期 日 前 投 票 宣 誓 書

　私は、第○○回○○○○○選挙の当日、次の事由に該
当する見込みです。

（↓↓ご記入ください⇒）　平成２８年　　月　　日

氏

名

生
年
月
日

明・大・昭・平・西暦

年　　月　　日

事

由

該当する番号に○をしてください
1 仕事・学業・その他
2 投票区外への外出・旅行・滞在・入院
3 疾病・負傷・出産・身体障がいのため歩行困難
4 友ヶ島に居住・滞在
5 住所移転のため、他の市町村に居住

以上の記載が真実であることを誓います。

　※期日前投票宣誓書はイメージです

　川端龍
りゅうし

子賞は、市の美術振興に実績をあげている学校などに団体賞を、優れ
た図工美術作品を制作した生徒などに個人賞を贈るものです。第３回の受賞者
は以下のとおりです。

期間：６月 20 日月～ 24 日金
場所：市役所１階正面ロビー

22 日水 14 時から
リリクルが来るよ！

「クイズ de わなげ」開催

テーマ①：生活排水対策「海や川　きれいにかえる」
　「市内河川の水質」「海や川をきれいにする方法」を、
　事例を交えて説明します。

テーマ②：上手に使おう！エネルギー
　生活に関わり深いエネルギー問題について説明しま
　す。また、環境家計簿やエコワットを用いて、身近
　な問題の「見える化」をします。

●申込・問合先／環境政策課 ℡ 435-1114

①　買い物のムダを省く！
　　　必要な分だけ買いましょう。

②　食べ残しナシ・飲み残しナシ！
　　　食べられる分だけ盛り付けよう。

③　三角コーナー・排水口にネットを！
　　　こまめに取り替えてより効果的に

④　米のとぎ汁は活用！　　　　　　　
　　　薄めて庭木にまこう

⑤　洗う前にふきとる！
　　　水で流す前に、汚れを取ろう

⑥　洗剤は適量を！
　　　適量使用が最も効率的

【団体賞】　雑賀崎小学校・本町小学校
【個人賞】※敬称略
保育所園・幼稚園部門　畑中崇亜・本野心春・若嶋架維・和中澪愛・海瀬歩実
小学校低学年部門　　　樋口結斗・下津優月・森下魁人・芝快仁・辻本露伴
小学校高学年部門　　　倉本芽唯・冨上真・村田尚駿・近藤愛美・籔田勝也
中学校部門　　　　　　上田恭子・丹野愛月４月 11 日に本町小学校で表彰式が行われました。

　３Ｒは、日常で実践できるごみ減量のヒントになっています。
皆さん一人一人がライフスタイルを見直して、環境に優しい暮
らしに変えていくことが循環型社会への近道です。

① Reduce（リデュース）
・自分からごみとなるものを出さない、買わない、もらわない

② Reuse（リユース）
・まだ使えるのに必要でなくなったものは誰かに使ってもらう

③ Recycle（リサイクル）
・使えなくなって捨ててしまう前に資源にならないか考えよう

　まずは Reduce（リデュース）・Reuse（リユース）に取り
組んでみましょう！

　電気量などを表示できる機器、エコワットを無料で貸
出します。使い方は簡単。コンセントに差し込み家電製
品とつなぐだけ。その製品の消費電力や電気代、CO2 排
出量を見てみませんか。
●貸出期間／
　最大３か月
●申込・問合先／
　環境政策課 ℡ 435-1114

エコワット

「海や川　きれいにかえる」６つの習慣

３Ｒに取り組んで循環型社会をめざそう

環境パネル展

出前講座をご活用ください

ご家庭の電気を「見える化」してみませんか

テーマ③：つれもて分別ごみ減量
　　　　　　～美しい海・山・川の城下町わかやま～
　ごみの分け方や出し方がわかるとごみの量に変化が !
　日頃、何気なく捨てているごみについて、一緒に考
　えてみませんか。

テーマ④：楽しい紙芝居でわかる！
                        ごみの出し方減らし方
　ごみの分別、減量について紙芝居を使って楽しめる
　よう説明します。３Ｒについてリリクルと一緒に学
　びましょう。

●申込・問合先／一般廃棄物課 ℡ 435-1352


