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住宅の耐震診断・耐震改修など

●申込方法
12▶申込書を建築指導課へ郵送・持参
※随時受付。申込書の配布は、建築指導課、支所・連絡所、
　サービスセンターまたは市 HP（ID:1001897）。
3～6▶申請書等を建築指導課へ持参

受付期間　５月８日月～ 12 月 28 日木
※予算に達し次第締切。申請書の配布は建築指導課また   
　は市HP（ID：1001898）。詳細はお問い合わせください。

　自分や家族、大切な人の生命を守るため、住宅の耐震化を行いませんか？ 
まずは耐震診断を受けてみましょう！
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4の耐震改修時に行う
リフォーム工事に補助金加算は今年度まで！
　風呂・トイレ設備の取替えなど、耐震補強と関係のない様々
なリフォーム工事が対象になります！　対象▶13のみ

補助額　最大 20 万円（リフォーム工事費の２分の１）
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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。 

●４月の開催予定　時間▶ 19 時～ 20 時
対象地区 開催日 場所
雄　湊 ４/10 月 雄湊連絡所

城　北 ４/18 火 城北連絡所

山　口 ４/20 木 山口小学校ランチルーム

紀　伊 ４/24 月 紀伊支所

安　原 ４/25 火 安原支所

東山東 ４/27 木 東山東支所

危険なブロック塀などの撤去費用などの補助

●申込方法
事前相談書を建築指導課へ持参
※随時受付。事前相談書の配布は、建築指導課、支所・連絡所、
　サービスセンターまたは市 HP（ID:1012723）で。
受付期間　５月８日月～ 12 月 28 日木
※予算に達し次第締切。詳細はお問い合わせください。
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02 河西ほほえみセンターが５月 1 日月にオープンします

平成29年度  組織改正
問 行政経営課 ☎435-1151

地震対策はできていますか？

Pick  Up  News

　和歌山市河西ほほえみセンターは、西保健センター、地域子育て支援拠点施設、
市民図書館西分館の機能を備えた新しい複合施設です。和歌山市北西部（湊・野崎・
松江・木本・貴志・楠見・西脇・加太地区）を中心とした地域保健や子育て、生涯
学習の拠点としてサービスの向上を図ります。
※月曜が休館の施設も、オープン日（５月 1日月）は下記開館時間に業務を行います。

問 建築指導課 ☎435-1100

　４月１日に組織改正し、新しい体制がスタートします。
主な改正は次のとおりです。

●再開発事業等の推進に向けた体制の整備
都市再生課に「再開発班」を新設
…中心拠点再生を図るため、「まちなか再生班」から再開
　発業務を分離し、再開発事業や都市再構築戦略事業等の
　円滑な推進を図ります。

●新市民会館の設置に向けた体制の整備
文化振興課に「建設班」を新設
…平成 33 年４月供用開始予定の市民会館をより充実した
　ものとするため、設置に向けた体制を強化します。

●観光課の再編
４班体制を３班体制に再編
…「観光推進班」、「政策誘客班」、「管理班」の３班
　体制に再編します。

耐震診断・耐震改修などの補助

　地震によるブロック塀などの倒壊の被害を軽減し、
避難経路の寸断を防ぐため、危険なブロック塀など
の撤去費用やフェンスなどの軽量の塀へのやり替え
費用の一部を補助します。
※建築基準法上の道路に面しているものが対象

補助額　最大 10 万円

旧耐震住宅の耐震改修・建替えに今年度のみ補助金
加算！さらに木造住宅の耐震診断・改修の助成の要
件が平成 12 年５月以前着工分までに拡大！

市民図書館西分館地域子育て支援拠点施設西保健センター

休　館

開館時間

TEL

休　館

開館時間

TEL

休　館

開館時間

TEL

土曜・日曜・祝日※ 月曜（祝日の場合翌日）※

10 時～ 20 時

455-3210

８時30分～17時15分

455-4181

月曜※

※上記以外に、西保健センター・地域子育て支援拠点施設は年末年始、市民図書館西分館は年末年始・特別整理期間が休館。

10 時～ 16 時

西保健センターについて
問 地域保健課 ☎488-5120
地域子育て支援拠点施設について
問 子育て支援課 ☎435-1329

市民図書館西分館について
問 市民図書館 ☎432-0010
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※2の場合、最大 101 万 1,000 円市政報告会を開催

●診断結果を受けて耐震改修や建替え、耐震          
　ベッド・耐震シェルターを設置する
対象住宅　耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅
補助内容　4耐震改修費の補助　対象▶123
　　　　　　耐震性を一定基準以上にする耐震補強設計・耐
　　　　　　震改修工事の費用補助
　　　　　5現地建替え費の補助　対象▶13のみ
　　　　　　戸建て住宅の所有者・二親等以内の親族による
　　　　　　戸建て住宅の現地建替えの建替設計費・建替工
　　　　　　事費の費用補助
　　　　　6耐震ベッド・耐震シェルター設置費の補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象▶1のみ
45▶設計費の３分の２（最大 13 万 2,000 円）を補助
　　　工事費の３分の２＋α（最大116万1,000円※）を補助
6　▶設置費の３分の２（最大 26 万 6,000 円）を補助

乳幼児健康診査・マタニティサーク
ルなどの母子保健事業・健康増進事
業などを行います。

子育て中の親子の交流や育児相談、
情報提供などを行います。
気軽に遊びに来てください。

図書館全域サービスの進展を目指し
ます。特に児童書や子育て世代向け
の本を充実させます。

●申込後、耐震診断を受ける
対象住宅　
12共通 木造住宅の戸建て住宅・長屋・共同住宅、２階 
　　　　 建て以下、延べ面積が400㎡以下のもの。

1昭和 56 年５月以前に着工されたもの

2平成 12 年５月以前に着工されたもので完了検査を
　受けているもの

3非木造住宅で昭和 56 年５月以前に着工された、戸
　建て住宅・長屋・共同住宅、延べ面積が 400㎡以
　下のもの。

補助内容　12▶無料で耐震診断士を派遣
　　　　　3　▶耐震診断費の３分の２
　　　　　　　　（最大８万 9,000 円）を補助

●所在地／　
　松江 775-1西保健センター 地域子育て支援拠点施設 市民図書館西分館

西保健センター内の子育て
世代包括支援センターでは、
妊娠届出の受理や母子健康
手帳の交付、さまざまな相
談に対応します。

未定
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　狂犬病予防法により、すべての飼い犬
に登録と毎年の予防注射が義務づけられ
ています。次の会場またはかかりつけの
動物病院で、登録の手続きと予防注射を
済ませてください。費用は同じです。

●費用／ 6,190 円
　　　　（登録済の犬は 3,190 円）

※詳細は市 HP（ID：1015613）

　  飼い犬の登録と
狂犬病予防注射の接種

　　　問 生活保健課 ☎488-5114
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●２年コース
講座名  ※○は回数 期間 時間 定員
初級囲碁　　　⑰ ５/24～２/14の水 13：30～16：00 40 人
将棋　　　　　⑰ ５/30～２/20の火 13：30～15：00 40 人
民踊　　　　　⑮ ５/30～２/20の火 13：30～16：00 20 人
陶芸Ａ　　　　⑮ ５/25～１/18の木 ９：30～11：30 20 人
陶芸Ｂ　　　　⑮ ６/１～１/25の木 ９：30～11：30 20 人
フラワー　　　⑮ ６/１～２/15の木 13：00～16：00 20 人
コーラス　　　⑮ ５/26～２/２の金 ９：30～11：30 30 人
日本画　　　　⑮ ５/23～２/20の火 13：30～16：00 20 人
初級書道（漢字）⑮ ５/30～２/20の火 ９：30～11：30 20 人
園芸　　　　　⑮ ５/26～２/９の金 13：30～15：30 20 人
初級社交ダンス⑮ ６/１～２/15の木 19：30～20：30 40 人
初級俳句　　　⑮ ５/30～２/20の火 ９：30～12：00 20 人
水墨画　　　　⑮ ６/16～２/２の金 13：30～15：30 20 人
大正琴　　　　⑮ ６/１～２/15の木 13：30～15：00 20 人
初級詩吟　　　⑮ ５/24～２/28の水 13：30～15：30 25 人
水彩画　　　　⑮ ６/１～２/15の木 14：00～16：00 20 人
手話　　　　　⑮ ６/１～２/15の木 18：30～20：00 20 人
初級英会話　　⑮ ６/１～１/18の木 18：30～20：00 20 人

●１年コース
初級書道（かな）⑯ ６/９～２/23の金 ９：30～11：30 20 人
初級ペン習字Ａ⑯ ５/26～２/９の金 ９：30～11：30 20 人
初級ペン習字Ｂ⑯ ６/２～２/２の金 ９：30～11：30 20 人
ストレッチ爽体操 ⑯ ５/26～２/９の金 10：00～11：00 35 人
太極拳　　　　⑯ ５/25～２/22の木 10：00～11：00 20 人
初級ワードＡ　⑯

５/30～１/30の火
10：00～12：00 20 人

初級ワードＢ　⑯ 13：00～15：00 20 人
初級ワードＣ　⑯

６/１～２/15の木
10：00～12：00 20 人

初級ワードＤ　⑯ 13：00～15：00 20 人
初級エクセルＡ⑯

５/31～１/31の水
10：00～12：00 20 人

初級エクセルＢ⑯ 13：00～15：00 20 人
初級トレッキング⑯ ５/30～２/20の火 18：30～20：30 20 人
ヨガ　　　　　⑯ ５/30～２/20の火 18：30～19：30 40 人
マジック　　　⑯ ５/30～２/20の火 18：30～20：30 20 人
初級写真　　　⑯ ５/30～２/20の火 19：00～20：30 20 人

※初級トレッキングはテキスト講義のみ。初級囲碁は初心者～
　５級程度の方。初級エクセルは基本的なパソコン操作ができ
　る方。各講座の詳細は市 HP（ID：1002167）をご覧ください。

●場所／あいあいセンター
●対象／市内在住・在勤の 20 歳以上の方
●費用（年額）／ 3,000 円（ワード・エクセルは 4,000 円）
　　　　　　　※教材費別途
●申込／４月 17 日月〈必着〉までに往復はがきで
　【往信側】住所・氏名・年齢・性別・電話番号 ･ 講座名を記入
　【返信側】住所・氏名を記入
※１人１講座まで。窓口で申込の場合、はがき（52 円）持参。
　申込多数の場合、抽選。
●申込先／〒 640-8226  和歌山市小人町 29
　　　　　あいあいセンター「市民大学」係

　  平成 29 年度市民大学
　受講生を募集します

　　　問 あいあいセンター ☎431-5247
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急な病気やケガ、適切な対応を
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電話
救急医療情報センター
☎426-1199

Web 検索
わかやま医療情報ネット

子どもの急病
こども救急ダイヤル
＃ 8000

今、診てくれる
病院は？

受診が必要情報を知りたい

平日
（診療時間内）

夜間・休日

！
急な病気やケガ

紹介
紹介

病気
夜間・休日応急診療
センター☎425-8181

ケガ
外科系当番医制度

（ページID「1001555」を
市HPで検索）

外来で対処可能 ▶ １次救急医療機関

転搬送

かかりつけ医

転搬送

入院や手術が必要 ▶ ２次救急医療機関（市内 21 病院）

（和歌山医大附属病院・日赤和歌山医療センター）
生命に関わる症状
高度な専門医療が必要

３次救急医療機関
▶

消防
119番通報

症
状
と
緊
急
度
に
応
じ
た
医
療
機
関
へ
搬
送

緊急性がない軽症者が、２次・３次救急医療機関を直接受診するケースが増加しています。本来の役割であ
る「重症者の対応」に支障が出ていますので、軽症の場合の直接受診は避けましょう。直接受診の場合は診
療費に加え、時間外の特別料金がかかります。
症状や緊急度に応じた医療機関が設けられています。あわてず適切な行動をお願いします。

実施日 時間 場所

４/10 月
13：30～14：30

木本連絡所
西山東支所

15：00～15：30
湊連絡所
岡崎支所

４/11 火

13：30～14：00 名草支所
13：30～14：30 紀伊支所
14：30～15：30 宮前連絡所
15：00～15：45 直川支所

４/12 水

13：30～14：00 親子つりパーク（雑賀崎）
13：30～14：15 楠見連絡所
14：30～15：30 松下体育館
14：45～15：30 北島公民館

４/13 木
13：30～14：15

加太支所
吹上連絡所

14：45～15：30 新南連絡所
14：45～15：45 西脇支所

４/14 金

13：30～14：15 有功支所
13：30～14：30 小倉支所
14：45～15：30 善明寺文化会館
15：00～15：45 和佐支所

４/17 月
13：30～14：15

砂山連絡所
山口支所

14：45～15：30 今福連絡所
14：45～15：45 川永支所

４/18 火
13：30～14：15

貴志連絡所
和歌浦支所

14：45～15：30
島橋公民館
高松連絡所

４/19 水

13：30～14：15 県立体育館
13：30～14：30 芦原地区会館
14：45～15：30 四箇郷連絡所
15：00～15：30 本町連絡所

４/20 木

13：30～14：15 東山東支所
13：30～14：30 西和佐支所
14：45～15：45 安原支所
15：00～15：45 宮連絡所

４/21 金 13：30～15：00 西保健センター

対象大学生等を募集！
問 総務課 ☎435-1018
　　　　✉soumu@city.wakayama.lg.jp
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　日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けた方で、本制度
の参画企業に専門的職種で就職し３年以上勤務した際に、
奨学金返還を助成する制度の対象となる方を募集します。

●対象／以下の①～⑥のすべての条件を満たす見込みの方

　①平成 31 年３月に卒業を予定している、大学生・短期
　　大学生・大学院修士課程の学生・専門学校生

　②独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を借り入れて
　　いる方・借り入れる予定の方

　③看護師・薬剤師・歯科衛生士・作業療法士・理学療法
　　士・言語聴覚士・社会福祉士・介護福祉士など参画企
　　業が採用を希望する資格を取得する方

　④大学等卒業後、参画企業に期限の定めのない雇用によ
　　り継続して３年間以上専門的職種で勤務する方

　⑤大学等卒業後、市内に在住する方

　⑥留年していない方

●応募／所定の様式に記入の上、必要書類を
　添付し、４月 10 日月～６月 30 日金に提出
※詳細・企業リストは市 HP（ID:1013432）

ヘルプマークへの
理解と協力を
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黒
くろかわ

川　拓
た く み

実さん 小
こ さ か

阪　碧
あおい

さん 田
た な か

中　瑠
る か

袈さん

　２月 20 日～ 24 日にヘルプマークポスターコンクール
が行われ、市立和歌山高等学校デザイン表現科２年生が作
成した 23 作品の中から、優秀作品３作品が決定しました。
　この３作品のポスターを市関係機関に掲示します。

問 障害者支援課 ☎435-1060

　ヘルプマークは、義足や難病の方、妊娠初期の方など、障害に

限らず援助や配慮を必要としていることを知らせるマークです。

問 総務企画課 ☎488-5109

緊急度が高い

今
年
も
連
れ
て
行
っ
て
ワ
ン
♪

見かけたら、
援助や配慮をお願いします。

奨学金返還助成制度
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