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市政報告会を開催！ 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、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。

℻：431-2931　E-mail：koho＠city.wakayama.lg.jp

10 月の開催

ヘルプマークを
配布します

問障害者支援課 (東庁舎１階）℡ 435-1060

ヘルプマークを
鞄につけた様子

開催日 時間 場所
９月 20 日火

19 時～

加太総合交流センター
９月 21 日水 さんさんセンター紀の川
９月 23 日金 地場産業振興センター
９月 26 日月 河西コミュニティセンター
９月 27 日火 河北コミュニティセンター
９月 28 日水 河南コミュニティセンター
９月 29 日木 東部コミュニティセンター
９月 30 日金 市役所 14 階　大会議室

問 都市計画課（市役所９階） ℡ 435-1228

 立地適正化計画についてご意見を募集します！
（パブリックコメント）

●日時／10月４日火
　　　　19時～20時
●対象地区／砂山地区
●場所／砂山連絡所

「ヘルプマーク」は、
外見から分からなくても、助けや配慮
を必要としている方が、周囲に分かる
ように知らせ、援助を得やすくなるよ
う手助けするためのマークです。

妊娠届出書は子育て世代包括支援センターへ
10 月から

※ 10 月以降市役所、各サービスセンター等では受付できません。妊娠届出書は、住民票のある市町村へご提出ください。

子育て世代包括支援センター所在地

問 地域保健課 ℡ 488-5120

●意見を提出できる方
　・市内に在住・通勤・通学する方
　・市内に事業所をもつ個人や法人、ほか任意団体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
●意見申出
　　期間内に住所・氏名・電話番号・意見を記入し、
　以下のいずれかの方法で提出してください。
　　E-mail　：toshikeikaku@city.wakayama.lg.jp
　　　℻ 　　：  435-1272
　持参・郵送 :〒 640-8511　和歌山市七番丁 23番地
　　　　　　 都市計画課

　関連する都市計画マスタープランの変更点についても
併せて説明会を行います。

●閲覧場所
　・市役所１階市政情報コーナー
　・都市計画課・市 HP（ID:1012739）

●申請方法／直接、障害者支援課
　　　　　　または保健対策課へ

　義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病、
妊娠初期の方などで、希望される方へヘルプマークを配
布します。※数量限定のため、1 人につき１つまで。身
体障害者手帳等は必要なし。

このマークをつけている方を見かけ
たら、日常生活や災害時に配慮や支
援をお願いします。
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　医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、住民の方が公共交通によりこれらの生活利便施設
等にアクセスできるなど、都市全体の構造を見直しコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画
を策定中です。市民の皆さんから意見と提案を募集します。

●「立地適正化計画」について説明会を開催します

●日時／10月７日金
　　　　19時～20時
●対象地区／吹上地区
●場所／吹上連絡所

※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。

10 月から妊娠届出書の提出先が、各保健センターに

新たに設置する子育て世代包括支援センターになります。
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　胃がん [ 胃部エックス線間接撮影（バリウム）]
　大腸がん [ 便潜血検査 ]　※セット検診・単独検診可

　
日 受付時間 場所

① 10月19日水 ９時～ 10 時 30 分 松源西庄店
② 10月27日木 ９時30分～10時30分 加太支所

③ 10月31日月 ９時～ 10 時 30 分 ショップ玉島

④ 11 月１日火 ９時～ 10 時 30 分 JAわかやまかせい支店
⑤ 11 月４日金 ９時～ 10 時 30 分 北保健センター

⑥ 11 月８日火 ９時～ 10 時 30 分 ユニクロ紀ノ川店
第二駐車場

※胃がん検診は検診バスによる集団検診です。

　乳がん [ マンモグラフィ (２方向撮影 )]
　大腸がん [ 便潜血検査 ]　※セット検診・単独検診可

日 受付時間 場所
① 10 月７日金 13 時 30 分～ 15 時 30 分

保健所
② 10月17日月 13 時 30 分～ 15 時 30 分

※乳がん検診は検診バスによる集団検診です。視触診は行いません。

●対象／胃がん：50歳以上で偶数年齢の方
　　　　※前年度に受診しなかった奇数年齢の方も可
　　　　大腸がん：40歳以上の方
●定員／胃がん：25人（抽選）※②のみ20人（抽選）
●自己負担金／胃がん：50～69歳 1,000円、70歳以上 500円
　　　   　　  大腸がん: 40～69歳 500円、70歳以上 250円
●申込期限／①～③は９月30日金、④～⑥は10月14日金まで

問 地域保健課 ℡ 488-5121９月は「がん征圧月間」です

募集期間
９月１日木～ 10 月７日金

北保健
センター

直川 326- ７
℡ 464-5051

問保健対策課 （保健所２階）℡ 488-5116

子育て世代包括支援センターは、
妊娠期から子育て期のさまざまな疑問・
質問・相談に対応する総合相談窓口です。
保健師・助産師等が相談をお受けします。
気軽にご相談ください。

●胃がん・大腸がん検診 ●乳がん・大腸がん検診

●対象／乳がん：40歳以上で偶数年齢の方
　　　　※前年度に受診しなかった奇数年齢の方も可
　　　　大腸がん：40歳以上の方
●定員／乳がん：20人（抽選）
●自己負担金／乳がん：40～69歳 1,500円、70歳以上 700円
　　　　 　　 大腸がん: 40～69歳 500円、70歳以上 250円
●申込期限／①は９月23日金、②は９月30日金まで

中保健
センター

吹上５- ２-15
℡ 488-5122

松江東３- ２-63
℡ 455-4181

西保健
センター

南保健
センター

Pic
k Up 

06

悩んでいませんか？
家族のこころの病で

問保健対策課℡ 488-5117

●申込（胃がん・乳がん・大腸がん）／
　電話・はがきで 〒 640-8137　和歌山市吹上５- ２-15　
　地域保健課　※住所・氏名・生年月日・電話番号・希望検
　診名を記入。

早期発見のために検査を受けましょう！

　家族のこころの病で悩んでいませんか？
　保健所で、こころの病について、正しい知
識や接し方を学び、家族の関わり方を一緒に
振り返りながら学びあう、精神保健福祉家族
教室を開催します。

●日時／ 10 月 25 日火９時 30 分～ 16 時 30 分
●場所／保健所３階　大ホール
●講師／高森信子氏（ＳＳＴ普及協会リーダー）
●テーマ／【第１部】住みよい優しい街にするために
　　　　　 【第２部】家族のお困りごと解消法
●対象／こころの病をお持ちの方のご家族や支援者
●定員／ 80 人程度
●申込／ 10 月７日金〈消印有効〉までに電話・はがき・ＦＡＸ・

　　　　メールで 〒640-8137　和歌山市吹上５-２-15　

　　　　保健対策課、ＦＡＸ：431-9980

　　　　E-mail：hokentaisaku@city.wakayama.lg.jp

　　　　※住所・氏名・電話番号・こころの病をお持ちの

　　　　　方との関係を記入。

田尻 493- １
℡ 499-5566

〈消印有効〉

（母子健康手帳の交付）
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　　振り込め詐欺等の被害防止のための

　自動通話録音機
　を無償貸与！

　市内在住の 65 歳以上の高齢者の方などを対象に、自動
で流れる警告メッセージと録音機能により、振り込め詐欺
等の防止効果のある自動通話録音機を無償貸与します。
※緊急通報システム等を既に設置している場合には、誤作
　動を起こす可能性があるためご注意ください。

問 消費生活センター （市役所２階）℡ 435-1188

●対象／・一人暮らしまたは高齢者のみの世帯
　　　   ・同居の家族が外出等で高齢者のみとなる時が   
　　　　　ある世帯の方（同居家族の申請可）
●配布台数／ 140 台（予定）（抽選）
●申込／９月30 日金までに免許証・保険証などの本人確認      
　　　　書類（原本）を持参し、直接消費生活センターへ
※代理でも申請可。必要書類など、詳しくは消費生活セン
　ターへお問い合わせください。

９月 24 日～ 30 日は

結核予防週間です

　結核を早期に発見するために、年に１回は胸部エックス
線検査による健康診断を受けましょう。
　和歌山市では、65 歳以上の方に無料で検診車による健
康診断を行っています。

問 保健対策課 ℡ 488-5118

　結核の初期症状は風邪とよく似ています。症状がでない
場合もあります。

臨時福祉給付金、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
問 臨時福祉給付金課コールセンター ℡ 435-1070

臨時福祉給付金
●対象／平成 28年１月１日時点で本市に住民登録してお
　　　　り、平成 28年度の市民税（均等割）が非課税の方
　　　　※市民税が課税されている方の扶養親族等、生活
　　　　　保護受給者等は対象外。
●支給額／１人につき 3,000 円

障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
●対象／臨時福祉給付金の対象者のうち、平成 28 年５月
　　　　分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給してい
　　　　る方　※高齢者向け給付金の受給者は対象外
●支給額／１人につき 30,000 円

　９月中旬から下旬にかけて、支給対象の可能性がある方へ
申請書を送付します。
　下記のいずれかの方法で申請してください。

　災害時、一般避難所において介護等の理由により、
避難生活に支障が出る高齢者、障害者の方など、特
別な配慮を必要とする方を受け入れるための二次的
避難所です。
　福祉避難所は、必要に応じて開設されるため、災
害発生時はまず一般避難所へ避難をお願いします。 
　詳しくは市 HP（ID:1006523）をご覧ください。

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

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）

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き、
“もしも” のときに備えましょう。

NTT災害用伝言ダイヤル
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）

▶ 171 → 1 →自分の番号→録音
▶ 171 → 2 →相手の番号→再生

体験利用日は、毎月１日・15日、１/１～
３、防災週間（８/30～９/５）、防災とボラ
ンティア週間（１/15～21）。

通話録音装置
イメージ

　電話の呼び出し音が鳴る前に、発信
者（犯人）に対して警告メッセージを
流すことで、通話を断念し、被害を未
然に防ぐ効果が期待できます。

申請期間 方法 申請先

９月15日木～
平成29年１月31日火

〈消印有効〉

持参・
返信用封筒
で郵送

臨時福祉給付金課
（市役所 14 階）
〒 640-8511
和歌山市七番丁23番地

９月15日木～
９月30日金

持参
臨時窓口

（市役所１階）

手続きをお忘れなく！

健診日程は、市 HP（ID：1005460）をご覧いた
だくか、保健対策課までお問い合わせください。

給付金を装った振り込め詐欺等には十分ご注意ください。
問高齢者・地域福祉課 ℡ 435-1063

B 型肝炎予防接種
10 月から定期接種化！

　10 月１日から B 型肝炎予防接種が、定期接
種（無料）になります。

問 保健対策課 ℡ 488-5118

●対象／平成28年４月１日以降に生まれた１歳までの乳児
●接種回数／３回
●接種方法／市内実施医療機関に予約のうえ、母子健康手
　　　　　　帳を持参し接種。予診票は市内実施医療機関
　　　　　　にあり。
※市外での接種を希望する場合は、事前にお問い合わせく
ださい。

費用
無料

　防災行政無線システムは、和歌山市からの防災情報を市内各所に設置し
ている屋外スピーカーを通して、市民の皆さんへ迅速かつ効率的に届ける
ための（情報伝達）システムです。
　また、国からの情報を瞬時に伝達する全国瞬時警報システム（J

ジェイアラート

-ALERT）
との連動時や避難勧告発令時等には、音量を上げて放送を行います。

・地震・津波等に関する情報
・緊急地震速報
  （震度５弱以上が予想される場合）
・大規模テロや弾道ミサイル等の情報
・その他の緊急事態に関する情報
                                           など

　毎日 17 時に和歌山市が放送している、「こちらは防
災和歌山市です。…」のアナウンスと「夕

ゆうやけこやけ

焼小焼」のメ
ロディ。聞いたことがある方も多いかと思います。この
放送を流しているシステム（防災行政無線システム）は、
災害時や緊急時などに非常に重要な役割を果たします。

・気象に関する情報
・災害時における避難所や市民の
  皆さんへのお知らせ
・地域の安心安全に関する情報
・行政関連情報
・定時放送（毎日 17 時）

災害等の緊急事態発生時には、
情報をしっかりと把握し、冷静に行動しましょう。

J-ALERTからの放送 本市からの放送

　万が一に備え、避難場所や経路についても日頃からしっかり
と把握しておくことが大切です。各家庭へ配布されている「防
災マップ」や市 HP(ID：1006038）で確認してください。

災害時に備えて確認を
問総合防災課 ℡ 435-1199

福祉避難所とは

録音
再生

９月は
防災月間
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ぜひご登録ください

9 市報わかやま  平成28年９月号

津波や地震など、
対処に時間的余裕がない
事態が発生したとき

屋外スピーカーから市民の
皆さんに伝達するシステム

国が人工衛星を
用いて

全国瞬時警報システム（J-ALERT）とは

緊急事態発生！

大津波警報が

発表されました。

市の防災行政無線を
自動起動！エフエム和歌山

AM　　　
ワイド FM［ ▶ 1431KHz 

▶ 94.2MHz

▶ 87.7MHz


