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平成 28 年熊本地震災害義援金　　 9,760,145 円

３月 31 日で、平成 28 年熊本地震災害義援金箱の設置を終了しました。
多くの皆さまからご協力いただき、集まった義援金の総額は次のとおりです。
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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。
●検査日程／受付時間は 30 分間です

胸部エックス線検査は、結核・肺がんなどの早期発見に有効です。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、年 1 回は検査を受け、肺の健康状態を確かめましょう。

日程 受付時間 場所

６/ １木
14：30～ 善明寺文化会館

楠見
15：30～ 河北コミュニティセンター

６/ ６火
14：30～ 田野浦漁業協同組合 田野

15：30～ 松下体育館 雑賀

６/ ７水
14：30～ 東部コミュニティセンター 岡崎

15：30～ 稲田運送駐車場 三田

６/12 月
14：30～ 広瀬連絡所 広瀬

15：30～ ダイワロイネットホテル 城北

６/14 水
14：30～ ＪＡわかやま かせい支店 木本

15：45～ 加太支所 加太

６/22 木
14：30～ 新南公園 新南

15：30～ 大新公園 大新

７/ ６木
14：00～ 中之島連絡所 中之島

15：00～ 本町公園 本町

７/10 月
14：00～ プライスカットヒラマツ黒田店 宮北

15：00～ 太田第１公園 宮

７/12 水
14：00～ 弘西文化会館 紀伊

15：00～ 西和佐支所 西和佐

７/19 水
14：00～ 名草支所

名草
15：00～ 紀三井寺団地自治会公園

日程 受付時間 場所

７/21 金
14：00～ 高松連絡所 高松

15：00～ 南保健センター 三田

８/ ７月
14：00～ 和歌浦支所 和歌浦

15：00～ 神明神社 今福

８/10 木
９：30～ 東山東小学校 東山東

10：30～ ＪＡわかやま 西山東支店 西山東

８/24 木
14：00～ 向団地１号棟北側 貴志

15：00～ 湊文化会館 湊

８/28 月
14：00～ ＪＡわかやま四ケ郷中之島支店

四箇郷
15：00～ エバグリーン四ヶ郷店

８/29 火
14：00～ 北コミュニティセンター 直川

15：00～ 有功地区自治会館 有功

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

※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。平成 29 年度の全日程は和歌山市感染症情報センター HP（http://www.kansen-
wakayama.jp/index.html）に掲載。

●風しん抗体検査費用の助成
実施期間　４月１日～平成 30 年３月 31 日

対象　市内に住民票のある、次の①～③に該当する方
　　　①16 歳以上 50 歳未満の妊娠を希望している女性
　　　②妊娠を希望している女性の配偶者等
　　　③抗体検査の結果が低抗体である妊婦の配偶者等
　　　※②③は事実上婚姻関係にある方を含む
　　　※平成 25 年度以降の風しん抗体検査費用助成・予防接種費用助成を受けた
　　　　方、明らかに風しんにかかった方、過去に抗体検査を受けたことがある方、
　　　　明らかに風しんの予防接種歴がある方は除く。

費用　無料　※助成回数１回

受診方法　①の方は実施医療機関に予約のうえ、健康保険証または運転免許証を持参。
　　　　　②③の方は保健所での事前手続きが必要。　

●風しん予防接種費用の助成
実施期間　４月１日～平成 30 年３月 31 日

対象　市内に住民票があり、①②に該当する低抗体の方
　　　①16 歳以上 50 歳未満の妊娠を希望している女性 
　　　②抗体検査の結果が低抗体である妊婦の配偶者等（ 事実上婚姻関係にある方を含む ）
　　　※平成 25 年度の費用助成を受けた方は除く

費用　①無料　② 4,600 円　※①②とも助成回数１回

接種方法　①の方は実施医療機関に予約のうえ、健康保険証または運転免許証と、低抗体であることを証明するものを持参。
　　　　　②の方は保健所での事前手続きが必要。　　

麻しん（はしか）は、高熱と発疹を特徴とする感染力の強い病気で
す。肺炎や脳炎を合併し、重い後遺症を残すこともあります。
予防には麻しん風しん混合ワクチンの接種が効果的です。なる
べく早めの接種をお勧めします。

抗体検査でご自身に免疫があるかどうかを確認し、抗体が低い方※は予防接種で赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防しま
しょう。 ※ＨⅠ法 16 倍以下、ＥⅠＡ法 8.0 未満の方

対象：麻しん風しん
混合ワクチン（ＭＲ）

無料接種の対象
【１期】１歳児（１歳の誕生日～２歳の誕生日前日まで）
【２期】小学校就学前の１年間
　　　　（平成 23 年４月２日～平成 24 年４月１日生まれ）

接種方法
医療機関に予約の上、母子健康手帳と予診票を持参し受診。

申込不要
保険証不要

無料

平成28年熊本地震にかかる義援金 問 高齢者・地域福祉課 ☎435-1063

ありがとうございました！

問 保健対策課  ☎488-5118

赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するために

風しん抗体検査費用・予防接種
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01問 保健対策課 ☎488-5118

胸部エックス線検査

平成29年度 結核住民健診日程（前期）
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❖実施医療機関などは和歌山市感染症情報センター HP（http://www.kansen-wakayama.jp/）をご覧ください。
❖原則、市内実施医療機関で受診してください。市外での検査・接種を希望される方は、必ず保健対策課までご相談ください。

問 保健対策課 ☎488-5118麻しん（はしか）にご注意！
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わたしたちのためにうけてね♪

これらは、日本赤十字社を通じて、熊本県に送金しました。
皆さまのあたたかいご支援ご協力、ありがとうございました。
なお、日本赤十字社では、現金による義援金を継続して受け付けています。

●義援金受付先
〒 640-8226　小人町 29（あいあいセンター１階）
日本赤十字社和歌山県支部和歌山市地区 ☎431-5246
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種　別 相談内容 日　時 受付・予約・定員 担　当
一般相談

（民事・家事）
金銭貸借、離婚、相続、借地・借家、不動
産、相隣など 月～金

９時～ 16 時
予約不要
実施日時にお越しください 相談員

交通事故相談 示談の進め方、損害賠償、自動車保険
関係など

弁護士による
法律相談 民事関係の法律全般 毎週月

13 時～
相談日の前週木曜（祝日の場合は次の平日）
９時～電話で（先着 10 人）　予約制※

弁護士
弁護士による 
交通事故相談

示談の進め方、損害賠償、自動車保険
関係など

毎月第１・３水
13 時～ 当日 13 時～ 14 時受付（先着５人）

司法書士による
民事相談

相続など不動産登記、成年後見、140万
円以下の金銭問題、民事トラブルなど

毎月第４水
13 時～ 当日 13 時～ 15 時受付（先着８人 ） 司法書士

税理士による
税務相談 所得税、相続税、贈与税など税金全般 毎月第４水

13 時～ 当日 13 時～ 15 時受付（先着８人） 税理士

消費生活相談
（消費生活センター）

契約トラブル、架空請求、悪質商法に
よる被害など

月～金
９時～ 16 時 予約不要（電話相談も可能） 消費生活

相談員

場所　市民生活課内（市役所２階）
※相談日が変更になる場合がありますので、直接お問い合わせください。

相談一覧表（平成 29 年度）

※予約時に、簡単に相談内容を伺います。高度な法律解釈を必要とする
複雑な内容でなければ、予約不要で待ち時間が少ない一般相談をお勧め
します。なお、消費生活相談は消費生活センター（☎435-1188）で行
います。場所は市民相談センターと同じです。

▶相談無料・秘密厳守　▶相談は市民の方のみ
▶契約書などの関係書類があれば、ご持参ください。
▶裁判所で係争中のもの・刑事事件は除きます。
▶祝日・年末年始は実施していません。
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06 和歌山市職員を募集します　             問 人事委員会事務局 ☎435-1371

和歌山市の未来を創造する

●受験案内／５月１日月～人事委員会事務局・総合案内所（市役所１階）で配布
※郵送請求は、返信用封筒（角２、試験区分・あて先を記入し 140 円切手を貼付）
を事務局（〒 640-8511 七番丁 23）へ郵送。

●申込／【持参】５月 25 日木・26 日金   【郵送】５月 26 日金〈消印有効〉

●第１次試験日／６月 25 日日　　
※詳細は受験案内・市ホームページ（ID:1002972）をご覧ください。

医師（公衆衛生）募集中！

●業務内容／保健所での結核予防、
　　　　　　感染症予防業務等
●採用予定／１人　
※詳細は受験案内・市ホームページ

（ID：1002978）をご覧ください。

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。

メリカ・イギリスの留学から帰国した熊楠
は、約１年間和歌山に滞在し、秋葉町の円

珠院を拠点に市内各地へ植物採集に訪れました。
　明治 34 年（1901 年）5 月 19 日に加太へ訪れ
た熊楠は、淡嶋神社境内の店で食事を済ませた後、
海に入って海藻を採集し、海岸に生えるスナビキソ
ウやハマダイコン、ハマボツスなどの植物も採集し

ました。この日に集めた
藻はおよそ 41 種類で、
25 日までその整理に費
やしています。

  第５回　植物採集に訪れた加太

ア

写真：淡嶋神社（加太）

川端龍子賞は、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
美術作品を制作した生徒などに個人賞を贈るものです。
今回の受賞者は次のとおりです。

【団体賞】　貴志南小学校・高積中学校
【個人賞】※敬称略
保育所園・幼稚園部門　吉田知咲希・下向柊也・大倉安稀・六反田基・西山陽菜
小学校低学年部門　　  太田早紀・江川潤・松本空・鈴木友理香・寄留妃予奈
小学校高学年部門　　  岡田葵・鎌倉蓮・福本彩乃・川端心菜・関井咲菜
中学校部門　　　　　  三木陽愛・前東大城・馬田眞佑沙・松下咲弥３月 30 日木に表彰式が行われました。
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09 南方熊楠ゆかりの地を歩く
問 博物館（月曜休館） ☎423-0003

史跡散歩

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。

◦日時／ 5 月 28 日日 13 時 30 分～ 16 時頃　※小雨決行
◦コース／和歌山市駅（13 時 20 分集合）～生誕の地～寄合
　　　　　橋～医学館～南方酒造～雄小学校～博物館～和
　　　　　歌山市駅
◦対象／小学３年生以上
◦定員／ 30 人（抽選）
◦費用／一般・大学生 100 円　※高校生以下無料
◦申込／５月10日水～16日火〈消印有効〉にメール・はがき・
　　　　直接来館で
※住所・氏名・年齢・電話番号・「史跡散歩希望」（メール
の場合は件名へ）記入
◦申込先／〒 640-8222　湊本町 3-2
　　　　　市立博物館
　　　　　✉ hakubutsukan@city.wakayama.lg.jp

●● 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  ●●

試験区分 採用予定 主な受験資格

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 15 人 昭和 57 年４月２日～平成８年４月１日生まれ（学歴不問）。
化学職・建築職・土木職・電気職・機械職は、各専門課程を修了（平
成 30 年３月修了見込を含む）。
※事務職［１型］では、幅広い分野での知識を問う教養試験や専門試験
を実施。
※事務職［２型］では、特別な事前対策を必要としない一般教養試験を
行い、集団討論の実施や面接回数を増やすなど、より口述試験を重視。

事務職［２型］ 22 人
化学職 １ 人
建築職 ３ 人
土木職 ７ 人
電気職 １ 人
機械職 ３ 人
事務職（法務職） １ 人 昭和 57 年４月２日以降生まれ。資格等に関する要件あり。

消防職Ⅰ種 ８ 人 昭和 62 年４月２日～平成８年４月１日生まれ（学歴不問）。

【平成 30 年４月１日採用予定】

試験区分 採用予定 主な受験資格
資格免許職Ⅱ種 保育士 ７ 人 昭和 58 年４月２日以降生まれ（学歴不問）。資格等に関する要件あり。
技能労務職 保育調理業務員 ３ 人 昭和 56 年４月２日以降生まれ（学歴不問）。資格等に関する要件あり。

【平成29年10月１日採用予定】

問 市民相談センター ☎435-1025、消費生活センター ☎435-1188

日常生活から生じる問題の解決方法の相談・助言をしています

民事問題などは市民相談センター・消費生活センターへ
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平成 28 年度

和歌山市川
か わ ば た

端龍
り ゅ う し

子賞等表彰式
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07 問 学校教育課 ☎435-1139

問 産業政策課 ☎435-1040

◦採用説明会の情報や、ＵＩＪターン優遇情報などが新たに追加
◦スマートフォン対応でより見やすく
◦メルマガ配信（市内事業者の事業内容・求人情報・就職イベント情報など）

←わく和～ク NAVI への
　二次元コード

←メルマガ登録への
　二次元コード

今後の就職活動に
ぜひ役立ててくだ
さい！

事業者の方も無料
で手軽に情報発信
できます。ぜひご
利用ください。

和歌山市企業情報サイト

わく和
ワ

～クN
ナ ビ

AVIリニューアル
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