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地域福祉ひろがるカレッジ　キックオフ
　地域福祉の先進事例共有と、地域福祉
の課題に関する意見交換会です。

●日時／ 10 月 24 日火 13 時 30 分～
●場所／和歌山県 JA ビル２階　和ホール C

団体訪問
ヒアリング

公開講座

熱い！と感じるような激しい痛みがはしります。
❶ 20 ～ 30 分程度安静にし、体調の変化に注
　意する。
❷容体が急激に変化したら、最寄りの病院を
　受診し、「アリに刺されたこと」「アナフィ
　ラキシーの可能性があること」を伝える。

日程 受付時間 場所

９/ １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

９/ ７木
14：00～ 安原支所

安原
15：00～ 本渡児童館

９/27 水
９：30～ 河北コミュニティセンター 楠見

10：30～ 野崎連絡所 野崎

９/28 木
９：30～ 宮前小学校 宮前

10：30～ 雑賀小学校 雑賀

10/ ２月
14：00～ ショップ玉島 店舗前駐車場 川永

15：00～ イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店 山口

ヒアリにご注意を！Pic
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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。
●健診日程／受付時間は 30 分間

日程 受付時間 場所

10/ ５木
14：00～ 牛町公園 雄湊

15：00～ 砂山連絡所 砂山

10/27金
14：00～ プライスカット神前店 岡崎

15：00～ 日前宮 駐車場 宮

10/31火
14：00～ 吹上連絡所 吹上

15：00～ 芦原連絡所 芦原

11/ ２木
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

11/ ８水
14：00～ ママショップ小倉店 小倉

15：00～ 和佐支所 和佐

２/21 水 ９：00～ 雑賀崎漁業協同組合 雑賀崎

※日程以外で受診を希望する方は、和医大附属病院・日赤和歌山医療センター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。

問 保健対策課 ☎488-5118

９月24日～30日は結核予防週間です

平成29年度 結核住民健診日程（後期）

Pic
k Up 

04
　結核は、日本の重大な感染症で、毎年新たに約１万 8,000 人の患者が発生しています。
　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、早期発見のために年 1 回は胸部エックス線
検査を受けましょう。

申込不要
保険証不要

無料

問 環境政策課 ☎ 435-1114、生活保健課 ☎ 488-5113
　環境省 近畿地方環境事務所 野生生物課 ☎ 06-4792-0706

　和歌山市ではヒアリは発見されていませんが、万が一、ヒアリを見つけた場合は、刺激せず、環境政策課・生活保健課・
近畿地方環境事務所へ連絡してください。

●● 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  ●●

●ヒアリの特徴／
　❶体長 2.5 ～６㎜程度 ❷カラダは赤茶色でツヤがあり、腹部の色は暗め ❸集団の中には小さいものから大き
　いものまであり、大きさが不ぞろい

ヒアリに刺されたら…

　今年の秋頃から自治体や国などの行政機関の間で、マイ
ナンバーを活用した個人情報のやりとり（情報連携）が本
格的に始まります。
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問 共通番号調整課 ☎435-1212
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問 高齢者・地域福祉課（東庁舎２階） ☎435-1063

第10回 戦没者等遺族
への特別弔慰金

●対象者／
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成 27 年４月１日時
　点で公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない次の順
　番による先順位のご遺族１人。
1平成 27 年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
　による弔慰金の受給権を取得した方
2戦没者等の子
3父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
　※3は戦没者等の死亡当時、生計関係の有無などにより
　　順番が入れ替わります。
4上記以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　※4は戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関
　　係を有していた方のみ
●内容／平成 28 年から額面 25 万円５年償還の記名国債
●申請／
　平成30 年４月２日月までに①請求者の印鑑　②代理の
　方が手続きを行う場合は、本人確認書類（運転免許証な
　ど）③戸籍等の必要書類※を持参し高齢者・地域福祉課へ
※必要書類の詳細については同課へお問い合わせください。

　必要書類の取得等に時間がかかる場合がありますので、
未請求の方は早めにお手続きください。

申請などの手続きの際に
必要な添付書類※が
一部省略できます

マイナンバー情報連携まもなく開始

窓口での添付書類
が省略できます

　省略できる書類は、手続によって異なります。詳しくは、
各手続の担当課までお問い合わせください。
※各手続にはマイナンバーの記載が必要です。

ヒアリを見つけたら…

・強い毒性を持つため、素手で触らない。
・アリを踏む、巣を壊すなどの刺激を与えず、
　上記問合先へ連絡する。
※連絡の際は、❶発見日時 ❷発見場所 ❸発見
　時の状況についての報告、できる限り写真
　の撮影をお願いします。

▶情報連携が始まると

※住民票の写し、課税証明書など

マイナンバーカード
通知カード

運転免許証などの
本人確認書類

または

　住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる「我が事の地域づくり」に向けて、市内で既に活動する団体の方と、地
域福祉の課題を一緒に考え、解決に向けて取り組んでいく「地域福祉ひろがるカレッジ」を開催します。

●日時／９月 29 日金 15 時～
●場所／中央コミュニティセンター 1階
　　　　多目的ホール（小）
●内容／山崎亮氏（㈱ studio-L 代表、東北芸
　　　　術工科大学コミュニティデザイン学
　　　　科長）による講演「地域福祉とコミュ
　　　　ニティデザイン」
●定員／先着 100人

問 高齢者・地域福祉課（東庁舎２階） ☎435-1063

地域福祉の課題を一緒に解決しませんか？
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　　　　　　❶講演会 ❷モデル５団体を募集！※応募多数の場合選考あり

「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書
類（運転免許証など）」を必ずご持参ください。

地域福祉ひろがるカレッジを開催します！

●応募方法／❶９月 11日月～ 22 日金 ❷９月 11日月～ 10 月９日月に申込書（チラシの裏面）の
内容を郵送・FAX・メール・持参で　●応募先／〒 640-8511 七番丁 23 番地　高齢者・地域福祉課
ＦＡＸ 435-1268、✉koureisha@city.wakayama.lg.jp
※チラシ（裏面が申込書）は同課で配布・市 HP（ID：1017526）

●対象／和歌山市の地域福祉をテーマに活動している団体

請求期限は平成30年４月２日まで！

11月頃

市内在住の方
どなたでも

参加できます

12月頃
～

１月頃

今年の秋頃から

内容
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南
みなかたくまぐす

方熊楠
ゆかりの地

和歌山市の偉人・南方熊楠
の生誕 150 周年を記念し、
ゆかりの地を紹介します。

治33 年（1900 年）、熊楠は、約14 年に及ぶ長
い海外生活を終え、イギリスから帰国しま

す。和歌山に戻ると、すぐにキノコやコケなど、花の咲
かない隠花植物の採集を始めました。仮住まいであっ
た円

えんじゅいん

珠院では、境内の桜の木から新種の粘菌を採集
しています。また、それまで西半球にしか自生しない
と考えられていた淡水藻を、東半球に位置する日本の

和歌山市郊外で発見しま
す。この発見で、熊楠は隠
花植物の研究を本格的に
始めていくのです。

  第９回　円珠院で新種の粘菌発見

明

写真：円珠院（秋葉町）
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09 南方熊楠ゆかりの地を歩く
問 文化振興課 ☎435-1194

好評につき史跡散歩第２弾を開催！

　南方熊楠生誕 150 周年を記念し、熊楠ゆかりの地を訪ね
歩きます。語り部の解説を聞きながら、身近にある熊楠の
足跡をたどってみませんか。※参加賞あり
●日時／９月 24 日日９時 30 分～12 時 30 分頃
　　　　※小雨決行
●コース／わかやま歴史館前（９時 20 分集合）～岡口門～
　　　　　扇の芝～医学館跡～寄合橋～生誕の地～南方酒
　　　　　造～雄小学校跡～市立博物館
●対象／小学生以上　※小学生の場合保護者同伴
●定員／ 40 人（抽選）
●申込／９月 15 日金〈消印有効〉までにメール・往復は
　　　　がきで　※〒・住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号・「熊
　　　　楠フィールドワーク参加希望」（メールの場合は件
　　　　名へ）記入
●申込先／〒 640-8511　七番丁 23　文化振興課
　　　　　熊楠フィールドワーク係
　　　　　✉ bunkashinko@city.wakayama.lg.jp

消火器の配布は、当選通知書をお持ちの方のみ。

●時間／９時 30 分～ 11 時 30 分

●持ち物／
　①当選通知書
　　※委任状欄に申込時の世帯主住所・氏名を記入、押印。
　②購入負担金（1,500 円）

消火器の配布・廃棄日が決定しました
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08 問 予防課 ☎427-0119

配付日 地区
※（　）は支所・連絡所以外が配付場所の場合

９月 19 日火 四箇郷・西脇・有功（鳴滝消防出張所）

　　20 日水 広瀬・高松・山口

　　21 日木 松江・湊・雑賀崎（雑賀崎漁業協同組合駐車場）

　　22 日金 中之島・小倉・西山東

　 25 日月 和佐・安原・直川

　　26 日火 東山東・野崎・名草

　 27 日水 芦原・新南・雑賀（高津公園）

　 28 日木 西和佐・和歌浦（南消防分署）・楠見

　　29 日金 大新・宮（東消防署）・貴志

10 月２日月 今福・砂山・木本

　   ３日火 田野・宮前（宮前消防出張所）・川永

　   ４日水 城北（中消防署）・加太・三田

　   ５日木 雄湊・吹上

　  ６日金 本町・紀伊（紀伊消防分署）

　   11 日水 宮北・岡崎

７月中に受け付けた「消火器設置奨励補助事業」の消火器配布日時と場所が決定しました。なお、古くなった消火器の廃棄
を希望する場合は、配布場所で回収します。

●回収費用

高
たかはし

橋  一
い ぶ き

颯ちゃん
H28.12. ４生（布施屋）

瀬
せ と う

藤  楓
かえで

ちゃん
H29. ２.14 生（平尾）

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

佐
さ だ

田  明
あ す か

華ちゃん
H28.11. ４生（西小二里）

配布

どなたでも廃棄できます。
希望する場合、右記配布場所へ古い
消火器を持参してください。

●時間／９時 30 分～ 11 時 30 分

リサイクルシールの一例
シールは数種類あります

見本 問 国保年金課 ☎435-1215入院時生活療養費の見直しPic
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07

対象
生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分（１日）

変更前 変更後

A B、C 以外の者 １日につき 320 円 １日につき 370 円

B 厚生労働大臣の定める者※１

（指定難病患者を除く） １日につき０円
１日につき 200 円
平成 30 年４月１日から１日につき 370 円

C 指定難病患者※２ １日につき０円 １日につき０円

　10 月以降、65 歳以上の保険医療機関の療養病床に入院する患者の生活療養標準負担額のうち、居住費（光熱水費）につ
いて見直しがあります。

※１／健康保険法施行規則第 62 条の３第４号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者　※２／難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１
項に規定する指定難病の患者

●境界層該当者の生活療養標準負担額
　10 月１日から、境界層該当者の食費１食につき 100 円、居住費１日につき０円とする。
　※境界層該当者とは、本来適用されるべき居住費や食費、高額介護サービス費などの基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の
　　低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方

●生活療養標準負担額のうち食費にかかる部分の見直し
　65 歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、医療の必要性の高い者（指定難病患者を除く）の一般所得者の食費の標
　準負担額を、平成 30 年４月１日から、医療の必要性の低い者の一般所得者と同様に、生活療養（Ⅰ）※の場合は１食 460 円、
　生活療養（Ⅱ）の場合は１食 420 円とする。
　※管理栄養士・栄養士による適切な栄養量および適時・適温の食事の提供が行われているなどの基準を満たす場合

こども茶道体験してみませんか？

●開催日／ 10 月 21 日土・22 日日
●時間／①９時 30 分～ ② 11 時～ ③ 13 時～ ④ 14 時 30 分～
●場所／和歌山城紅松庵（茶室）
●対象・定員／小学生、各回 20 人（抽選）※保護者同伴
●申込／９月 29 日金〈必着〉までに往復はがきで
　　　　【往信側】住所・氏名・学年・電話番号・希望日時を記入
　　　　【返信側】住所・氏名を記入　※１人につき１枚
●申込先／〒 640-8511　七番丁 23
　　　　　和歌山城市民茶会実行委員会（観光課内）「こども茶道体験」係
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問 和歌山城市民茶会実行委員会　☎ 435-1234

廃棄

見本

リサイクルシール

あり／ 800 円 なし／ 1,300 円


