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少し子供を預けたい、 そんなときはどうしたら？

どの認定こども園や保育園、 幼稚園などに行ったらいいんだろう…、 最近子育てがしんどい…

相談したいけど、 どこにすればいいの？

子育てをしていると様々な悩みが出てくると思います。 悩むのは大切な子供のことだからこそ。

和歌山市では安心して子育てを行えるよう、 さまざまなサポートを行っています。

１人で抱え込まないで。 少し話をするだけで、 気が楽になるかもしれません。

問子育て支援課☎ 435-1329

対象／おおむね１歳以上で、発達の遅れやその心配があるため療育
　　　を必要とする児童
施設／

※申込など詳細は各施設に問い合わせください

児童発達支援センターは、発達に遅れや心配のある就学前の児童が、
毎日または幼稚園等との並行通園を通して、健やかに成長できるよう
支援していく療育の場です。

平成30年度 

児童発達支援センター
通所児童の申込受付

問 障害者支援課 ☎ 435-1060

対象／平成 24 年４月２日以降生まれで、発達の遅れやその心配が   
　　　あるため療育を必要とする児童
施設／

申込／希望する園を見学したうえで、10 月2 日月～12 月８日金８時
　　　30 分～17 時15 分（土日祝除く、木曜は19 時まで）に障害者
　　　支援課（東庁舎１階）まで。※後日調査あり。選考により決定。

 あおい学園 （今福 2-9-35） ☎ 422-0347 11人
 こじか園 （上黒谷 460-2） ☎ 462-2895 11人
 第二こじか園（田尻 155-1） ☎ 476-4410 13人

機能

子育て支援スマートフォンアプリ

「つれもて子育て応援ナビ」
問 子育て支援課☎ 435-1329

就学前の子供を持つ家庭を主な対象にしたスマート
フォン向けアプリを配信中！子育
てのお役立ち情報をギュッとつめ
こんでいます。
　「Google Play」「App Store」
各ストアで「つれもて子育て応援
ナビ」と検索し、ダウンロードし
てご活用ください。

※イメージ

●子供の生年月日に応じた健診や予防接種のプッシュ通知
●保育所や保育園、幼稚園、子育て支援施設の検索機能
●保育施設の空き情報検索
●子育て関連のイベントなどの情報配信　など

iphone Android

保育園・幼稚園の
お迎えに間に合わない…

子育ての手助けをして欲しい…そんなときは

ファミリー・サポート・センター！

提供会員
スタッフ会員

ファミリー・サポート・センター
（アドバイザー）

依頼会員

親子で楽しめる遊びやミニ講座（申込制・材料費等自己負担）に参
加できる地域交流会です。ぜひご参加ください。

場所／あいあいセンター
　　　（小人町 29）

費用／資料代自己負担
※一時保育（１歳～未就学
児）あり。要予約。

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（３×2.4㎝）２枚
※両方会員希望者は３枚

開催日 時間

10/24 火 10：50～15：40

10/26 木 10：00～15：40

11/ １ 水 10：30～15：40

11/ ２ 木 10：30～16：00

11/ ７ 火 10：30～16：00

11/10 金 10：00～15：00

講習（全６日）終了後、提供会員・スタッフ会員登録ができ
ます。子育て中の方もぜひご参加ください。

提供会員・スタッフ会員になるための講習会

内容 開催日 時間 場所

親子で楽しむ
ゆっくりじかん

①10/16月
②11/14火
③12/４月

10：00～12：00

① Bird of passage
② TeaRoom BURFORD 
③焼き菓子と小さな cafe
　chouchou

ファミサポを体
験しよう！

①10/29日
②11/21火

①９：30～11：30
②９：30～14：30
のうち２時間

①北コミュニティセンター
②イオンモール和歌山

みんなであそぼ
う！※申込不要

①10/29日
②11/21火 10：00～14：00

①さんさん公園
②イオンモール和歌山

親子でクッキン
グ 10/29日 10：00～11：30 北コミュニティセンター

講座「子どもの
育ち」に寄りそ
う子育て

12/17日 10：00～11：45 中央コミュニティセンター

ファミサポキャラバン 2017

 カナの家 （今福３-５-41） ☎ 425-2391 ４人
 若竹園 （毛見 1451-１） ☎ 445-5721 ５人

子育てを

応援したい子育てを

手伝って

もらいたい

❶援助の申込 ❷援助の打診

❸三者で事前打合せ

❹サポート

❺利用料の支払い

※スタッフ会員とは、提供会員のなかでも病児・病後児、宿泊サポートが
できる会員。依頼会員は、０歳～小学６年生までの子供がいる方。依頼
と援助、どちらもする「両方会員」の方もいます。

Q. 子育てに悩んだとき
どこに相談したらいいの？

お手伝いします！

相 談

子育ての悩みやちょっとした疑問、気になることなど、気軽に相談してください。
お話を聞きながら、困りごとを一緒に考え、子育てを支えるサービスの情報提供・相談先を紹介します。

こども総合支援センター

男の子育て指南本
和歌山市父子手帳

楽しく子育てに関わっていける

よう、男性の視点に立った「明

るい子育て導入本」です。

（市 HP：1001754）

子どもの子育て支援ガイドブック
てとて

子供の発達や発育に不安を感じ

たときなどに、手助けとなる情

報をまとめたものです。

（市 HP：1012467）

問 子育て支援課☎ 435-1329

つれもて子育て応援ブック
妊娠～出産～子育てにおける行

政の施策や様々なサービスなど、

子育てをしていく上で知ってお

くと役立つような情報を集約し

ています。（市 HP：1001767）

子育て支援課向かい窓口
（市役所東庁舎２階）
時間／８時30分～16時30分
☎ 435-1329

地域子育て支援センター
なかのしま（中之島1496）
時間／９時～16時30分
☎ 422-8661

※出張相談などにより不在の場合もあります

A.
まず子育てプランナーに相談してください。

地域子育て支援拠点施設

毎日通園

毎日通園、幼稚園・保育所（園）等との並行通園も可

妊娠期から子育て期の様々な疑問・質
問・相談に対応する相談窓口です。助
産師や保健師が相談にお答えします。

未就園児をもつ子育て中の方とその
子供を対象とした地域の遊びの広場
です。市内に 13 か所設置していま
す。（市 HP：1015930）

子育てひろば ０歳～就園前の子供とその保護者の
交流の広場です。コミュニティセ
ンターなど７会
場で実施してい
ま す。（ 市 HP：
1001762）

18 歳未満の子供の子育てに悩んで
いる、虐待の心配がある、子供が学
校へ行かないなどの相談に専門家が
お受けします。（市 HP：1001249）
相談時間（月曜～金曜）／
※１…９時～17時（予約制）、※２…９時～21時

交 流

電話相談専用ダイヤル
☎ 402-7831 ※２

☎ 402-7830 ※１

子育て世代包括支援センター
（各保健センター内）

問子育て支援課☎ 435-1329

市報わかやまでは、毎月子育てに関する情報を掲載（今月号は P.16）しています。
ご覧ください。

問子育て支援課☎ 435-1329

電話番号はP.16右上（各保健セン
ターの電話番号）に記載しています

問ファミリー・サポート・センター ☎ 424-3770
　小人町 29　あいあいセンター５階、月曜休み（祝日の場合翌日）

急な用事で
子供を見てほしい…

●● 市 HP のトップから関連ページを検索できます。①ページ番号（ID）を入力 ②表示ボタンをクリック  ●●3 市報わかやま  平成29年10月号

(卒園予定)

(卒園予定)

（注）iOS8.0、アンドロイド 4.4 以降対応

子育てプランナー
立石さん

「つれもて子育て応援ブック」、「和歌山市父子手帳」は母子
手帳交付時に配布しています。

サポートの内容

●保育施設までの送迎やその前後の預かり　●学童保育施設ま
での送迎やその前後の預かり　●仕事・病気・学校行事参加のた
めの預かり　●リフレッシュタイムの預かり　●病児・病後児
の預かり　●宿泊サポート（出張や夜勤のときの預かり）　など

悩みの種から、笑顔を咲かそう
　　　　　　　～子育て、ひとりで悩んでいませんか？～

困ったときは情報収集

子育ての強い味方を紹介！

困ったときは情報収集

子育ての強い味方を紹介！
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おのみなと（道場町） ☎ 431-0241

鷺森 （鷺森） ☎ 422-6952

さくら （吹上） ☎ 422-2191

聖愛 （吹上） ☎ 422-5010

たちばな（西） ☎ 471-3918

ナザレ （堀止西） ☎ 422-6593

のざき （梶取） ☎ 455-4113

東山東 （山東中） ☎ 478-0176

ひのくま（秋月） ☎ 471-0380

まつえ （松江中） ☎ 453-0050

みどり （東高松） ☎ 444-3261

安原 （松原） ☎ 479-0212

信愛 （屋形町） ☎ 423-0114

岡山 （吹上） ☎ 422-4583

中之島 （中之島） ☎ 423-7966

湊 （湊） ☎ 455-3822

本町 （住吉町） ☎ 422-8257

芦原 （雄松町） ☎ 424-7957

宮前 （北中島） ☎ 423-3133

西和佐 （栗栖） ☎ 471-3083

加太 （加太） ☎ 459-0356

紀伊 （弘西） ☎ 461-0371

山口 （里） ☎ 461-0084

和佐 （禰宜） ☎ 477-0167

西脇 （西庄） ☎ 455-1996

雑賀崎 （西浜） ☎ 445-3112

片男波 （和歌浦南）☎ 444-3627

ようすい（西浜） ☎ 445-6875

つくし （吉礼） ☎ 488-7470

さつき （中島） ☎ 473-2444

三宝 （楠本） ☎ 462-0444

いさお （園部） ☎ 461-9585

和歌山ひかり（関戸） ☎ 444-9014

広瀬 （片岡町） ☎ 425-7887

まことなるたき（園部）☎ 455-6469

新堀 （新堀東） ☎ 436-1022

名草 （紀三井寺）☎ 445-6902

愛徳 （今福） ☎ 423-9796

木ノ本 （木ノ本） ☎ 488-1700

たから （塩屋） ☎ 444-2773

むつみ （砂山南） ☎ 424-4414

こひつじ（木ノ本） ☎ 452-0001

しょうぶ（吉礼） ☎ 478-2001

ひまわり（有本） ☎ 432-4567

申込期間／ 11 月 20 日月～ 24 日金
願書配布／ 11 月１日水～各幼稚園で

対象／１年保育：平成 24 年４月２日～翌年４月１日生まれの子ども
　　　２年保育：平成 25 年４月２日～翌年４月１日生まれの子ども
　　　３年保育：平成 26 年４月２日～翌年４月１日生まれの子ども
※芦原幼稚園は１・２年保育のみ募集。

申込期間／ 11 月１日水～
願書配布／ 10 月 14 日土～各幼稚園で

　申込時期・願書配布時期については、各認定こども園へお問
い合わせください。

私立幼稚園

市立幼稚園

認定こども園（教育部分）

※申込・問合は各市立幼稚園へ

※一覧は９月１日現在のもの。申込・問合は各私立幼稚園へ。

※一覧は９月１日現在のもの。

※一覧は９月１日現在のもの

対象／次の「保育を必要とする事由」に該当することで２号認定・
　　　３号認定を受けた子ども
　　　※２号認定：３歳以上で保育を必要とする子ども
　　　　３号認定：３歳未満で保育を必要とする子ども

市立保育所・私立保育所（園）・認定こども園（保育部分） 問 保育こども園課☎ 435-1064

新規・転園の申込／
11 月９日木～ 30 日木に保育こども園課（東庁舎２階）に申込書
と必要書類を提出
※申込書は 10 月 20 日金～各保育所（園）・認定こども園・保育こど
も園課で配布。必要書類は市 HP（ID：1001802）参照。

継続利用の方／
利用中の施設から配布される現況届を提出。詳細は各施設を通じ
てお知らせします。

【保育を必要とする事由】
就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護・看護、
災害復旧、求職活動、就学、虐待やＤＶのおそれがある

【注意事項】
家庭調査を行うため、家庭事情に詳しい
方が申し込みにお越しください。平成 29
年度申し込み済みで待機中の方も、改め
て平成 30 年度分をお申し込みください。
受入予定人数は市 HP に掲載予定（11 月
上旬）です。※新制度への移行の有無や
認定こども園への移行等については直接
各施設へお問い合わせください。

城北 （小人町） ☎ 422-3239
まこと（つつじが丘） ☎ 453-0020
和歌山（島橋北ノ丁） ☎ 455-1983
さかえ （狐島） ☎ 455-2893
ふたば （友田町） ☎ 423-1103
東洋 （宇田森） ☎ 461-2890
のぞみ （善明寺） ☎ 452-0685
紀伊 （直川） ☎ 461-6566
みちる （毛見） ☎ 445-4488

こうま （下三毛） ☎ 477-3310
有功 （園部） ☎ 461-9130
布施屋 （布施屋） ☎ 477-2790
かんどり（平井） ☎ 451-4350
すみれ （木ノ本） ☎ 455-6656
山口 （谷） ☎ 462-0567
のざき （野崎） ☎ 452-1978
きわ （中之島） ☎ 432-2088
じろうまる（次郎丸）☎ 453-0190

紀之川 （松島） ☎ 473-2003
太陽 （土入） ☎ 455-3300
あわ （粟） ☎ 453-2003
しろがね（秋月） ☎ 473-4320
さんた （坂田） ☎ 473-2327
かぜのこ（大谷） ☎ 453-1506
岡崎 （井辺） ☎ 472-0774

┨私立保育所（園）

宮前 （北中島） ☎ 422-6622
砂山 （砂山南） ☎ 423-3833
中之島 （中之島） ☎ 422-8629
芦原 （島崎町） ☎ 423-3835
新南 （新生町） ☎ 423-0102
名草 （紀三井寺）☎ 444-0735
楠見 （楠見中） ☎ 455-1728
小倉 （新庄） ☎ 477-0310
西脇 （西庄） ☎ 455-3916

川永※ （楠本） ☎ 461-3504
安原 （本渡） ☎ 479-0257
四箇郷 （加納） ☎ 471-1283
宮北 （黒田） ☎ 471-1237
宮 （太田） ☎ 472-2523
西和佐 （岩橋） ☎ 472-7637
杭ノ瀬※（杭ノ瀬） ☎ 472-7638
鳴神 （鳴神） ☎ 473-2595
栄谷 （栄谷） ☎ 453-0807

┨市立保育所
片男波 （和歌浦南）☎ 444-3627
ようすい（西浜） ☎ 445-6875
つくし （吉礼） ☎ 488-7470
さつき （中島） ☎ 473-2444
三宝 （楠本） ☎ 462-0444
いさお （園部） ☎ 461-9585
和歌山ひかり（関戸）☎ 444-9014
広瀬 （片岡町） ☎ 425-7887
まことなるたき（園部）☎ 455-6469
新堀 （新堀東） ☎ 436-1022

名草 （紀三井寺）☎ 445-6902
愛徳 （今福） ☎ 423-9796
木ノ本 （木ノ本） ☎ 488-1700
たから （塩屋） ☎ 444-2773
むつみ （砂山南） ☎ 424-4414
こひつじ（木ノ本） ☎ 452-0001
しょうぶ（吉礼） ☎ 478-2001
ひまわり（有本） ☎ 432-4567
第二ひまわり（栄谷）☎ 455-2155

┨認定こども園（保育部分）

児童発達支援センター通所児童の申込は
P.３に掲載しています

※一覧は９月１日現在のもの。平成29年11月から、川永保育所
　で１・２歳児保育と標準時間、杭ノ瀬保育所で標準時間を開始。

※一覧は９月１日現在のもの

※一覧は９月１日現在のもの

平成 30年度

幼稚園・認定こども園・
保育所（園）の申込案内

●● 市 HP のトップから関連ページを検索できます。①ページ番号（ID）を入力 ②表示ボタンをクリック  ●●

第 12 回 和歌山城まちなかキャンドルイルミネーション  竹燈夜

●日時／ 10 月 14 日土・15 日日、各日 18 時～ 21 時　※雨天中止
●場所／和歌山城内・モンティグレ・スマイルホテル和歌山・　　
　　　　WAJIMA 十番丁・加太会場
　　　　※和歌山城天守閣も 21 時 30 分までナイター営業
　　　　　（入場は 21 時まで）
※当日の開催情報は 15 時 30 分頃に竹燈夜 HP でお知らせします。
　〈竹燈夜 HP〉http//www.taketouya.jp
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問 竹燈夜実行委員会（観光課内）☎ 435-1234

①和歌山城 いけばな野外アート展　14 日土 15 日日　18 時～ 21 時

②夜の動物園　14 日土　18 時～ 20 時

③わかやま お城クラシック♪　14 日土 15 日日　19 時 30 分～
④第 10 回わかやまクラシックプロムナード　14 日土 15 日日　19 時～
⑤フォルクローレ演奏　14 日土 15 日日　19 時～ 20 時

⑥竹取物語　～本光る竹、ひとすぢありけり～　14 日土　18 時～

⑦フラメンコ in 竹燈夜　～恋は魔術師・炎の舞～　14 日土　20 時～

⑧平調 ( ひょうじょう )、音取 ( ねとり )、越殿楽 ( えてんらく ) 他　14 日土　18 時～
⑨ Salsa アミーゴス in 竹燈夜　15 日日　20 時～ 20 時 45 分
⑩忍者影絵　15 日日　18 時～ 20 時

  加太サンセットライブ in 竹燈夜　14 日土　16 時～ 20 時
  “加太浜グランド”にてライブイベントを開催。
  友ヶ島周辺サンセットクルーズ（大人 800 円、小人 500 円）も運行します。
  ※南海加太線加太駅より送迎バス運行予定

　　　　　問　加太観光協会　☎ 073-459-0003 加太会場
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●寄附額／１口 10,000 円
●申込／寄附申込書に必要事項を記入のうえ郵送・FAX・メー
　　　　ル・担当課窓口へ持参。申込書は文化振興課・各支
　　　　所・各連絡所・各コミュニティセンターなどに設置、
　　　　市 HP（ID：1010100）で。
●申込・問合先／〒 640-8511　七番丁 23　文化振興課
　　　　　　　　☎ 435-1194、℻ 435-1294
　　　　　　　　✉ bunkashinko@city.wakayama.lg.jp

平成 33 年４月の開館をめざして、
市民会館 ( 仮称 ) 市民文化交流センターの整備を進めています。
皆さまからの温かいご寄附をお待ちしております。

問 文化振興課 ☎435-1194

Pic
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収穫体験や食事を通した独身男女の交流イベントです。

新市民会館整備への寄附金募集

※応募用紙のダウンロード
やイベントの詳細・申込は
こちらの専用フォームから

http://pado.me/oyull

関連イベント開催場所

和歌山城と周辺のまちなかで関連イベントを開催！
約8,000本の竹灯篭が作り出す幻想的な夜をお過ごしください。
西の丸広場では夜店が登場！キャンドル点灯に参加も可能です。

●日時／ 10 月 29 日日 11 時 30 分～ 15 時（受付 11 時～）
●場所／貴志川線沿いコスモス畑　※小雨決行
●対象／独身男性（30 ～ 45 歳）・独身女性（28 ～ 45 歳）
●定員／各 15 人（抽選）
●費用／ 1,000 円
●申込／ FAX・専用フォームからオンライン申込で
●問合先／泉州広告㈱和歌山市結婚応援事業係
　　　　　☎ 080-5343-9042
※イベント内でのカップリングは実施しません。

和歌山市若者出会い・結婚応援事業

収穫体験交流イベント in 山東
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小
こ た に

谷  一
い つ き

葵ちゃん
H29.4.26 生（松島）

井
いのうえ

上  和
かずひさ

恒ちゃん
H28.5.6 生（明王寺）

わかっこ
すくすく育ってね　和歌山市のこどもたち

３歳未満のお子さん写真大募集！
❶名前（ふりがな） ❷生年月日 ❸住所 ❹電話番号 ❺メール
アドレスを記載のうえ、メールでご応募ください。抽選で
掲載します。市 HP のトップにもランダムに表示します。
※写真データは１MB以上。プリント写真の郵送も可。

あて先▶広報広聴課  koho@city.wakayama.lg.jp

黒
くろかわ

川  彩
さ ら

愛ちゃん
H28.9.6 生（湊）
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アコースティックギター・ウクレレ用の
紀州備長炭を使用したサドルブリッジで
す。倍音効果により、他のサドルブリッ
ジとは異なる魅力的なサウンドを実現し
ています。

事業者／羅
ら ふ

布　陽
ようすけ

介

災害時の避難所などでパイプ椅子と組み
合わせることで、簡易ベッドになる段ボー
ル商品です。段ボールを利用した既存の
避難所用簡易ベッドと比べ、組立・撤去
が簡単になっています。

事業者／浅川組運輸㈱
ＨＰ／ http://www.asakawa-unyu.co.jp

自転車、バイク、アシスト走行と、１台
３役を果たす次世代型の乗り物です。静
音性や環境への配慮、折りたたみ可、指
紋認証システムなど、乗る人のことを考
えた機能を搭載しています。

事業者／㈱ FINE TRADING JAPAN
ＨＰ／ http://glafit.com（自社メーカーページ）
http://finetrading.co.jp/（コーポレートサイト）

和歌山市チャレンジ新商品認定Pic
k Up 

04 問 産業政策課 ☎ 435-1040

「チャレンジ新商品」として新たに３事業所３商品を認定しました。
いずれも開発者の意気込みが感じられる魅力的な商品です。

吉宗 300 イス de ベッド glafitバイク GFR-01

災害時は
まず自分の身を守る行動を
問 地域安全課 ☎ 435-1005、総合防災課 ☎ 435-1199

　11 月５日は「世界津波の日」です。1854 年に
発生した安政の南海地震に由来しています。地震は
いつ、どこで起こるかわかりません。地震が発生し
たときは、まず自分の身を守る行動をとりましょう。

11月１日水 10時  和歌山市一斉安全行動訓練
世界津波の日にちなみ、全国的な緊急地震速報訓練が行われます。
11 月１日水 10 時頃に全国一斉で防災行政無線から緊急地震速報（訓練用）が流れます。
ぜひ、家庭や職場で「地震の際の安全行動」（下イラスト）を行ってください。
※近くに防災行政無線がなく、放送が聞こえない場合は、10 時頃安全行動訓練を開始してくだ
さい。

　1854 年 11 月５日の安政の南海地震。地震による大津波の際、広村（現有田郡広川町）の濱口梧陵
が「稲むらの火」を灯し、村の人々を高台へ誘導して多くの命を救った逸話は有名です。
　国内では 2011 年から「津波防災の日」と定められていましたが、2015 年 12 月の第 70 回国連総
会本会議で採択され、「世界津波の日」として制定されました。

❶ まず、姿勢を低く
❷ 机の下などで頭を守り
❸ 揺れがおさまるまで動かない

地震の際の安全行動

【イラスト提供】
効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

※ 11 月１日水の訓練の
際は、１分間安全行動を
とり続けてください。

11月５日
世界津波の日

安全な場所に移動し

①わかやまの魅力発見「学生×企業」交流会 ②ワークライフバランスセミナー
日 時 11/ １水 18 時 10 分～ 20 時 30 分 11/ ８水 13 時～ 16 時
場 所 和歌山大学構内ふれあい会館　GENKI食堂 県民文化会館小ホール

内 容

～採用担当者とホンネトーーク！～　
気軽な雰囲気の中で語り合い、内定獲得の必勝法を聞き
出そう！
企業の人事担当者と学生が夕食を共にしながら、就職な
どに関する意見交換。市内企業約 20 社が参加。

菊池桃子氏による講演
「和歌山をもっともっと元気にする
～長期構想で考えるワークライフバランス～」

対 象 者 平成 31 年３月卒業予定の大学・大学院・短大・専門学校生 主に本市に本社・営業拠点を有する企業・その社員等
参 加 費 200円（飲食代） 無料
定 員 先着 50 人 先着 200 人

申 込
10月25日水 18時までに専用HPから
http://kokucheese.com/event/index/486089/

電話・FAX・メール
※住所・氏名 ( 団体名 )・電話番号等を記入。随時受付。

申込・問合先 株式会社キャリア･ブレスユー　☎0120-281-075、℻425-3600、✉info＠c-blessyou.com

和歌山県立医科大学薬学部設置に向けてPic
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問 政策調整課 ☎435-1013
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07 就活生・働く人々を応援します！

　市内に大学数が少ないことによる若年層の流出や人
口減少による中心市街地の衰退、医療・保育などの専
門分野の人材不足の進行が大きな課題となっています。

　和歌山市では、これまで専門性の高い分野の大学の
まちなかへの誘致に取り組んできましたが、今回、和
歌山県立医科大学薬学部の平成 33 年４月の設置に向
けて、公立大学法人和歌山県立医科大学、和歌山県、
和歌山市の３者による連携協力に関する協定書を締結
しました。

　同大学は、公立大学のため、将来にわたり安定的に
大学運営を続けていくことが期待できるとともに、医
師及び看護師の養成課程を有する学部を併設する全国
２校目の公立の医療系総合大学となり、今後さらなる
地域医療の発展に寄与するものと考えています。

和歌山県立医科大学薬学部設置にかかる
３者連携協定の締結式８月31日木

写真上：協定書締結の様子
写真左：建設地東側からのイメージ
　　　　パース図（和歌山県提供）


