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02 企業版ふるさと納税を活用 問 財政課 ☎435-1031

問 商工振興課  ☎435-1233
　（公財）わかやま産業振興財団 和歌山県よろず支援拠点　☎433-3100

創業をお考えの方、創業されて間もない方

和歌山市創業支援セミナーを開催します！
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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

川
かわさき

崎　乃
の あ

愛ちゃん
H28.11.19 生（善明寺）

西
さいごう

郷　湧
ゆ う ま

真ちゃん
H28. ３. ３生（粟）

安
やすむら

村  実
み の り

莉ちゃん
H27.10. ４生（広瀬通丁）

先輩移住者を募集！
問 政策調整課 ☎435-1013
　　　　　 ✉ seisakuchosei@city.wakayama.lg.jp

市政報告会
移住体験談を聞かせてください

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。

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（℻：431-2931、✉ koho ＠ city.
wakayama.lg.jp）までご連絡ください。 

●６月の開催予定　時間▶ 19 時～ 20 時
対象地区 開催日 場所

川　永 ６/ ８木 川永支所
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▶創業（第二創業）に必要な事前準備とポイント
▶事業計画書（創業計画書）を作って活かそう！

▶創業に必須！“超”基本から学ぶマーケティング！
▶顧客ニーズの把握と具体的なマーケティングのやり方

▶人を雇用したときの賃金の決め方・管理の仕方
▶人を育成し、貴重な戦力にするための重要ポイント！

▶開業資金について考える（資金調達と返済計画）
▶最低限ここは押さえておく！～計数管理と資金繰り～

経  営

財  務

人材育成

販路開拓

６月10日土
６月24日土
７月８日土

７月22日土

●場所／プラザホープ（北出島１- ５-47）　●時間／ 13 時 30 分～ 16 時 30 分

３つのメリット
セミナーを受講すると証明書を発行！

①登録免許税の軽減
②融資限度額の拡大
③新創業融資制度の
　自己資金用件充足

※詳細は市 HP（ID:1003194）

　体験談をお聞かせいただくなど、移住定住促進事業
にご協力いただける先輩移住者を募集します。

●対象／転勤などではなく、自身の希望や意思で本市
　　　　に移住してきた方
●提出／市 HP に掲載している様式に記入の上、政策
　　　　調整課へ郵送・持参・メールで
※詳細は市 HP（ID：1016060）

6 月は環境月間です

クールチョイス
１. 買い物のムダを省く
２. 食べ残し・飲み残しナシ
３. 食器を洗う前に汚れをふきとる
４. 洗剤は適量を
５. エコドライブ
６. 電気の使用は適切に

私たちの暮らしのなかで、環境のためにできることを考えてみませんか？

エコワットを貸出しています
　エコワットとは、電力量などを表示できる機器です。
コンセントに差し込み家電製品をつなぐと、使用時の
消費電力・電気代・CO2 排出量が表示されます。
省エネに向けて、電気の「見える化」をして
みませんか。

●貸出期間／最大３か月
●申込／環境政策課☎ 435-1114

環境イベントもあります！楽しみながら環境問題について学び、実践してみましょう

環境パネル展
「クールチョイスで地球温暖化防止！」

●期間／６月 19 日月～ 23 日金
●場所／市役所１階ロビー

リリクルが来るよ！
　　　　　　＆クイズ de わなげ
●開催日／６月 21 日水 14 時～

リリクルクッキング参加者募集
●日時／①６月 28 日水　②６月 30 日金
　　　　 ③７月１日土　10時～ 13時 30分
●場所／大阪ガスディリパ和歌山（十一番丁１- ２）
●内容／食材を使いきり生ごみを減らせるメニューづくり
●対象／市内在住で、水きり器のモニターができる方
●定員／各 24 人（抽選）
●申込／６月 16 日金〈必着〉までにはがき・メールで
　　　※住所・氏名・年齢・電話番号・参加希望日を記入。
　　　　１通につき２人まで。全員の申込事項を記入。
●申込・問合先／
　一般廃棄物課「リリクルクッキング係」
　☎ 435-1352、✉ ippanhaiki@city.wakayama.lg.jp

活用してください「出前講座」　
●申込・問合先／環境政策課☎ 435-1114

テーマ❶生活排水対策「海や川きれいにかえる」
　河川の水質や、海や川をきれいにする方法について、実験
を交えながら説明します。

テーマ❷上手に使おう！エネルギー
　生活に深い関わりがあるエネルギーについて、環境家計簿
やエコワットを使い、「見える化」します。

できることから始めよう

※イベントの詳細についてはリリクル通信 vol.19、  
　リリクルネットをご覧ください。

３Rに取り組もう
　毎日の食事で出る生ごみをちょっとしたアイデアや工
夫で簡単に減らすことができます。３R や「使いきり、食
べきり、水きり」に取り組んで生ごみを減らしましょう。

R
リ デ ュ ー ス

educe 無駄なものは買わない、もらわない

生ごみを堆肥化

残り物を別の料理にアレンジR
リ ユ ー ス

euse

R
リ サ イ ク ル

ecycle

日頃の小さな選択が
未来を大きく変えていく

３社から寄附がありました

　次の３社から地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の寄附がありました。

友ヶ島

●㈱ブレイザーズスポーツクラブ　●㈱紀和　●トランスコスモス㈱納税寄附企業

頂いた寄附金は、平成 28 年８月に内閣府から認定を受けた和歌山市「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に活用させ
ていただきました。

地域資源を活用した

広域観光プロジェクト

～海・まち・山、 多彩な資源
が織り成す地域産業の振興～

友ヶ島の整備

桜の花見スポットの整備

来島者が安全に観光できるように整備しました。

汀公園に桜の木を植樹して、新たな花見スポットを
整備し、桜のまちとして知名度向上を目指します。

エコワット→
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●対象／1 65 歳以上の方のみの世帯　2介護保険の要介護認定で要介護３・４・５とされている方
　　　　3身体障害者手帳（１級・２級）・療育手帳（A1・A2）・精神障害者保健福祉手帳・
　　　　特定医療費（指定難病）受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかをお
　　　　持ちの世帯

●定員／先着 270 人　※固定金具代は自己負担。固定する家具は３つまで。

●申込／平成 30 年２月 28 日水までに郵送・持参で申込書を提出

●申込先／〒 640-8157　八番丁 12　地域安全課（消防局５階）
※申込書は同課・支所・連絡所で配布、市 HP（ID：1004384）
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災害時、生活に必要な「水」の助け合いを

和歌山市災害時協力井戸を募集します

地震などの災害が起こり、水道が使えなくなったときに、無償で
生活用水を提供していただける井戸（和歌山市災害時協力井戸）
を募集します。ご協力お願いします。

●申込／６月１日木～郵送・持参で登
　　　　 録申出書を提出

●申込先／〒 640-8157　八番丁 12
　　　　　地域安全課（消防局５階）

※登録申出書は同課で配布・市 HP（ID：
1016039）
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今年度も引き続き、費用などを助成します

「子育て環境日本一」をめざして 問 子育て支援課 ☎435-1329
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取付作業員を無料で派遣します

家具転倒防止用固定金具の取付 問 地域安全課 ☎435-1005
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人と農地のマッチング、農地利用の最適化を推進

農地利用最適化推進委員の候補者を募集

◦ 市内に所在する井戸で、色・濁り・臭
　 いなど、生活用水としての使用に問題
　 がない

◦ 現在使用中の井戸で、引き続き使用予
　 定である

◦ 電動式・手動式ポンプ、つるべなど、
　 井戸を使用するための設備がある

◦ 市が交付する登録標識を外から認識し
　 やすい場所に掲示できる

募 集 要 件

農業委員会法の改正により、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、
新規参入の促進といった「農地利用の最適化」の推進が必須となりました。
現場での中心的な役割として「農地利用最適化推進委員」の候補者を募集します。

●募集人数／ 13 人　

●任期／９月１日～平成 32 年７月 19 日

●応募／６月５日月～７月 28 日金に応募・推薦申込書を持参　※自薦他薦不問

●応募・問合先／農業委員会事務局（市役所西側アラスカビル３階）☎435-1147
※応募・推薦申込書は農業委員会事務局・サービスセンターに設置、市 HP（ID：1003217）

子育て世代を含む三世代が、同居や
近居のために新築・リフォーム工事
をした場合、費用の 10 分の１以内
を助成します。

●対象／平成 28 年４月１日以降に転入または転居し、新築
　　　　等の工事請負契約等をして取得した方、リフォー
　　　　ム工事契約をしリフォーム工事をした方

●助成／　　　  上限 30 万円　　　　 上限 10 万円

●要件／　　　  　　　 ① 義務教育修了前の子（出産予定
　　　　含む）と親が同居している ② 前述の①と二親等以
　　　　内の直系尊属と同居・近居（直線距離で２㎞以内
　　　　に居住）　③ 市税等の滞納がない　④ 新築・中古
　　　　物件の住宅を取得またはリフォーム工事をして同
　　　　居　⑤新築・中古物件の住宅を取得して近居
　　　　※①～③に加え、④⑤のいずれかを満たすこと
　　　　　　　 ① 受入世帯が３年以上継続して市内に住
　　　　民登録し、居住している　② 転入世帯が１年以
　　　　上市外に住民登録し居住後、市内に転入している

　　　　　　　 転居前の親世帯と子世帯が直線距離２km
　　　　以内に居住していない

空き家活用で、さらに費用を補助！

●対象／三世代世帯が同居・近居するために空き家を
　　　　除却した跡地での住宅新築費用・空き家の増
　　　　改築費用
●補助／新築費用・増改築費用の２分の１（上限 10
　　　　万円）
●募集数／予定 30 戸
※要件等詳細はお問い合わせください。
●申請・問合先／空家対策課☎435-1091

転入 転居

転入

転居

転入 転居

市内に住民登録があり、小学生以下の子供を３人以上養育
している家庭の負担軽減のため、就学前の子供に係る対象
事業の自己負担分（上限 15,000 円）を助成します。

●対象事業／ファミリー・サポート・センター事業、病児・
　　　　　　病後児保育事業、子育て短期支援事業（ショー
　　　　　　トステイ・トワイライトステイ）、一時預か
　　　　　　り事業（保育所等の利用のみ）
　　　　　　※助成対象は平成 29 年４月１日利用分から

●申請期限／平成 30 年３月 30 日金
　　　　　　※平成 30 年３月利用分は４月 27 日金まで

第３子以降の誕生の際、市長のお祝いメッセー
ジカード入りのギフトを贈ります。

●対象／市内に住民登録があり、子供の出生で３人以上の
　　　　子の父・母になった方
※対象児の出生日から６か月以内に申請が必要

結婚する際にかかる新生活の経費（住宅取得・
賃貸に係る経費、引越し費用）を 24 万円を上
限に支援します。

●対象／平成 29 年１月 31 日～翌年３月 31 日に婚姻し
　　　　た夫婦　※平成 30 年３月 30 日までに申請が必要

●要件／①結婚後、市内に住民登録がある　②平成 28 年
　　　　度の世帯の所得が 340 万円未満　③市税の滞納
　　　　がない

●補助件数／先着 20 件
※奨学金を返済している場合や、結婚を機に離職し申請時
に無職である場合などは、所得の算定方法が異なります。
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一緒に、和歌山市を「もっときれいなまち」にしましょう

不法投棄ボランティア監視員 問 一般廃棄物課 ☎435-1352

ごみの不法投棄を未然に防ぐため、不法投棄ボランティア監視員を募集します。

●活動例／市が貸与する腕章を付け、散歩しながらパトロール
　　　　　不法投棄物を発見した時は、市へ連絡
　　　　　不法投棄している現場を見つけた場合は、警察・市へ連絡

●任期／平成 30 年３月 31 日土

※活動例の内容は強制ではありません。活動中のケガや事故に備え、保険に加入（保険料は市
が負担）しますが、身体に危険が及ぶ行為などは行わないでください。

育児支援助成事業

しあわせたく３未来ギフト事業

ハッピーウエディング事業

三世代同居・近居にかかる費用の助成
問 地域安全課 ☎435-1005

など

●● 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  ●●


