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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

市民相談センター・消費生活センター

種別 相談内容 日時 受付・予約・定員 担当

一般相談 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※注

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

相談一覧表（平成 30 年度）

（※注）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

●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。直接お問い合わせください。

●受付時間／ 30 分間　●対象／ 65 歳以上　※今年度中に 65 歳になる方も対象。予約不要、無料。無地の肌着を着用。

問保健対策課 ☎ 488-5118
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04 平成30年度結核住民健診前期日程

日程 受付時間 場所

６/ １金 14：30～ 四箇郷 JA わかやま四ヶ郷中之島支店
15：30～ 楠見 河北コミュニティセンター

６/ ６水 14：30～ 田野 田野浦漁業協同組合
15：30～ 雑賀 松下体育館

６/ ７木 14：30～ 岡崎 東部コミュニティセンター
15：30～ プライスカット神前店

６/11 月 14：30～ 吹上 吹上連絡所
15：30～ 城北 ダイワロイネットホテル

６/15 金 14：30～ 西脇 松源 西庄店
15：40～ 加太 加太支所

６/27 水 14：30～ 新南 新南公園
15：30～ 大新 大新公園

７/ ３火 14：00～ 中之島 中之島連絡所
15：00～ 本町 本町公園

７/ ９月 14：00～ 宮北 プライスカットヒラマツ黒田店
15：00～ 川永 ショップ玉島 店舗前駐車場

７/11 水 14：00～ 紀伊 弘西文化会館
15：00～ 西和佐 西和佐支所

７/17 火 14：00～ 名草 紀三井寺「はやし」第５駐車場
15：00～ 紀三井寺団地自治会館公園

日程 受付時間 場所

７/31 火 ９：30～ 東山東 東山東小学校
10：30～ 西山東 JA わかやま西山東支店

８/ ９木 14：00～ 高松 高松連絡所
15：00～ 三田 南保健センター

８/10 金 ９：30～ 松江 河西コミュニティセンター
10：30～ 楠見 河北コミュニティセンター

８/16 木 ９：30～ 宮前 宮前小学校
10：30～ 雑賀 雑賀小学校

８/23 木 14：00～ 和歌浦 和歌浦小学校
15：00～ 今福 神明神社

８/30 木 14：00～ 直川 北コミュニティセンター
15：00～ 和佐 和佐支所

９/11 火 14：00～ 小倉 小倉小学校
15：00～ 山口 イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店

９/13 木 14：00～ 楠見 善明寺文化会館
15：00～ 貴志 向団地１号棟北側

９/18 火 14：00～ 雄湊 牛町公園
15：00～ 砂山 砂山連絡所

９/28 金 ９：30～ 安原 本渡児童館
10：30～ 安原支所

※日程以外で受診を希望する方は、市内がん検診実施医療機関で「肺がん検診」を受診してください。40 ～ 69 歳は 1,000 円、70 歳以
上は 500 円です。平成 30 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。
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平成31年４月１日採用予定

和歌山市職員募集（第１回） 問人事委員会事務局  ☎435-1371

試験区分 採用予定 主な受験資格

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 11 人 昭和 58 年４月２日～平成９年４月１日生まれ（学歴不問）。
化学職・建築職・土木職・電気職は、各専門課程を修了（平成 31 年３
月修了見込を含む）。
※事務職［１型］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］は、特別な事前対策を必要としない一般教養試験を行
い、面接回数を増やすなど、より口述試験を重視。

事務職［２型］ 18 人

化学職 １ 人

建築職 １ 人

土木職 ４ 人

電気職 １ 人

消防職Ⅰ種 ８ 人 昭和 63 年４月２日～平成９年４月１日生まれ（学歴不問）。

●受験案内／５月１日火～人事委員会事務局・総合案内所（市役所１階）
で配布、市 HP（ID：1002972）でダウンロードできます。※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 28 日月・29 日火   【郵送】５月 29 日火〈消印有効〉

●第１次試験日／６月 24 日日
※詳細は受験案内・市 HP（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 HP（ID：10190
84）をご覧ください。

南部地域の生涯学習や地域活動の振興、サービスの向上のため、南コミュ
ニティセンター・南サービスセンターがオープン。多目的ホールや活動
室などの貸館業務や各種窓口業務を行います。

問 生涯学習課 ☎ 435-1138（南コミュニティセンター関係）、自治振興課 ☎ 435-1011（南サービスセンター関係）
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５月 28 日月オープンします

南コミュニティセンター・南サービスセンター

●所在地／紀三井寺 856
　　　　  （旧地場産振興センター）

南コミュニティセンター（☎ 494-3755)

●開館時間／９時～ 21 時 30 分
●休館日／水曜（祝日の場合、翌日）
　　　　　年末年始

南サービスセンター（☎ 494-3200)
●開館時間／８時 30 分～ 17 時 15 分
　　　　　　木曜のみ 19 時まで
●休館日／土曜・祝日・年末年始
※雑賀・雑賀崎・田野・名草・和歌浦支所の窓
口業務を集約し、日曜も窓口業務を行います。

５階　多目的ホール
４階　活動室、和室
３階　活動室
２階　自習室・子育て交流室等
１階　コミュニティセンター
　　　サービスセンター
　　　展示コーナー

（外観イメージ）

●施設概要

●サービスセンターの業務
住民登録、印鑑登録、戸籍、マイナンバー、国民健康保険、税証明、国
民年金、介護保険、その他
※木曜の延長窓口・日曜は、一部業務の取り扱いができません。

●雑賀・雑賀崎・田野・名草・和歌浦支所での業務
老人優待利用券・元気 70 パスの配布や、各種団体に関する業務、地域
防災活動に関する業務は、これまで通り行います。なお、75 歳以上の
方、身体障害者手帳の交付や要介護認定を受けている方で、サービスセ
ンターへ申請に行くことができない方は、申請者本人の各種証明書に限
り、支所で取次業務を行います。
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地震の時、自動で電気を止める感震ブレーカーをつけましょう

感震ブレーカー購入・設置費用の補助 問 地域安全課  ☎435-1005

●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とされている方がいる世帯
　　　　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方がいる世帯

●予定件数／先着 100 件　※１世帯１回、上限１万円

●申込／郵送・持参で事前相談依頼書を提出

●申込先／〒 640-8157　八番丁 12　地域安全課（消防局５階）
※事前相談依頼書は同課・支所・連絡所で配布、市 HP（ID：1020109）で。
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マイナポータルを通じてお届けします

子育て手続きお知らせサービス開始

制度 おしらせ内容 開始予定 問合先

児童手当
現況届の案内 ５月

こども家庭課
☎435-1219

各種申請（新規認定請求・額改定届）の結果通知 ７月
現況届の結果通知 ８月

児童扶養手当
現況届の案内 ７月
現況届の結果通知 10 月

保育 現況届の案内、募集に関する案内 ９月 保育こども園課
☎435-1064

母子保健
乳幼児健康診査のおしらせ ７月

各保健センター
中☎ 488-5122
南☎ 499-5566
西☎ 455-4181
北☎ 464-5051

予防接種のおしらせ ７月 保健対策課
☎488-5118

事前にマイナポータルの
アカウントを

開設してください

和歌山市では、セミナーの受講により
証明書を発行します

① 登録免許税の軽減

② 新創業融資制度の
　 自己資金要件充足
③創業関連保証の特例
④日本政策金融公庫の金利引き下げ
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創業を考えている方、創業して間もない方

和歌山市創業支援セミナー
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

地震発生時、設定以上の揺
れを感知した場合に電気を
自動的に止める器具です。

！

感震ブレーカー
とは…

1 経　　営　●日時／６月９日土 13 時 30 分～ 16 時 30 分
　　　　 　　●内容／創業（第二創業）に必要な事前準備とポイント等

2 財　　務　●日時／６月 23 日土 13 時 30 分～ 16 時 30 分
　　　　 　　●内容／開業資金について考える（資金調達と返済計画）等

3 人材育成　●日時／７月７日土 13 時 30 分～ 16 時 30 分
　　　　　　 ●内容／人を雇用した時の賃金の決め方・管理の仕方等

4 販路開拓　●日時／７月 21 日土 13 時 30 分～ 16 時 30 分
　　　　　　 ●内容／超基本から学ぶマーケティング、顧客ニーズの把握等

1～4とも　 ●場所／和歌山商工会議所４階　※詳細は市 HP（ID：1003194)

４つのメリット

地震発生時に自らブレーカーを切って避難することが困難だと思われる方が
お住いの世帯を対象に、感震ブレーカーの購入・設置費用を補助します。

子育て手続きのお知らせをマイナポータルにお届けします。本市から対象となる方に配信する
ため、サービス利用の手続きは不要です。詳細は、各担当課にお問い合わせください。

自分自身や家族、大切な人の生命を守るため、住宅の耐震化を進めませんか。
和歌山市では、地震に強い安全なまちにするため、各種補助制度を実施して
います。まずは、耐震診断を受けてみましょう。

問 住宅政策課 （市役所８階）☎435-1099
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耐震診断・耐震改修など

住宅の地震対策はできていますか

対象住宅 補助内容

①
昭和 56 年 5 月以前に着工された木造の戸建
て住宅、長屋、共同住宅で２階建て以下、延
べ面積 400㎡以下のもの

無料で耐震診断士
を派遣

②

平成 12 年 5 月以前に着工された木造の戸建
て住宅、長屋、共同住宅で２階建て以下、延
べ面積 400㎡以下のもので建築基準法に規定
する検査済み証の交付を受けているもの

③
昭和 56 年 5 月以前に着工された、非木造住
宅の戸建て住宅、長屋、共同住宅で、延べ面
積が 400㎡以下のもの

耐震診断費の２/ ３
（最大 89,000 円）

1 申込後、耐震診断を受けます
●申込方法
①②／申込書を住宅政策課へ郵送・持参
※随時受付。申込書は同課・支所・連絡所・サー
ビスセンターで配布、市 HP（ID：1001898）で。
③／５月８日火～ 12 月 21 日金に申込書を住宅
　　政策課へ持参
※予算に達し次第締切。申込書は同課で配布、
市 HP（ID：1001898）で。

2 耐震性が低い場合、次の補助が受けられます

●申込方法／５月８日火～ 12 月 21 日金に申込書を住宅政策課へ持参
※⑥のみ９月 28 日金まで。予算に達し次第締切。申込書は同課で配布、市 HP（ID：1001898）で。

耐震診断の結果

補助内容 対象

④ 耐震改修費 ( 設計費、工事費 ) の補助
上限 66 万 6,000 円＋工事費の 40％ ( 上限 50 万円 )= 最大 116 万 6,000 円

①②③

⑤ ④の耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事の補助（市内業者に工事依頼）
リフォーム工事費の１/ ５( 最大 10 万円 ) 　※３か年限定 

①③

⑥ 現地建替え費 ( 設計費、工事費 ) の補助
上限 66 万 6,000 円＋α（10 万円・３か年限定）＋工事費の 40％（上限 50 万円）= 最大 126 万 6,000 円

①③

⑦ 耐震ベッド・耐震シェルター設置費の補助
耐震ベッド・耐震シェルター設置費の５/ ６〈最大 26 万 6,000 円＋α（10 万円・３か年限定）〉

①

⑧ 除却工事費 ( 転居先は市内で、現在居住の住宅を除去する工事費 ) の補助
除却工事費用の１/ ５( 最大 20 万円 ) 　※３か年限定

①③

平成 30 ～ 32 年度の３か年限定で、補助金の上乗せ、
除去工事の補助制度の新設などがあります

● 耐震診断・耐震改修等の補助

● 危険なブロック塀などの撤去費用等の補助
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。
※建築基準法に規定する道路に面している危険なブロック塀が対象。

補助内容

⑨ 撤去費または１万円×長さ（m）の低い方の金
額の１/ ２ ⑨＋⑩

＝最大 10 万円
⑩ 軽量の塀の新設費または１万円×長さ（m）の

低い方の金額の１/ ２

●申込方法
５月８日火～ 12 月 21 日金に事前相談書を住宅
政策課へ持参
※随時受付、予算に達し次第締切。申込書は同
課・支所・連絡所・サービスセンターで配布、市
HP（ID：1012723）で。

マイナポータルとは
国が運営するインターネット
サービスで、マイナンバーカー
ドを使って利用します。
●利用に必要なもの

・マイナンバーカード
・IC カードリーダー
・インターネットに接続可能な
　パソコンかスマートフォン
●マイナポータルの URL
⇒ https://myna.go.jp
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今回、応募数が過去最多となりました。受賞者の皆さん、おめでとうございます。

優れた取組・作品制作者を表彰
平成 29 年度和歌山市川端龍子賞等表彰式　　   ３/28水

市の美術振興に実績をあげている学校等に団体賞を、優れ
た図工美術作品を制作した幼児児童生徒に個人賞を贈る賞
です。平成 29 年度の受賞者は次のとおりです（敬称略）。
●団体賞／和歌浦小学校　●個人賞／【保育所園･幼稚園】
松田怜奈・稲川結士・前田湊音・野方悠真・西川莉央【小学
校】〈低学年〉前田琉伽・淡路七海・大岡咲耶子・瀧本怜華・東
友衣菜〈高学年〉伊織有萌・上野愛未・冨上真・玉置瀬里葉・
吉田結愛【中学校】天野菫・堀部陽暉・土生陽香・鎌田雄成・
酒井奈々【高等学校】佐伯彩乃・南美羽

（上）旧雄湊小学校の跡地を整備してつくられた新キャンパス。

（左）希望を胸に 104 人の学生が入学しました。ここから、和歌山市に愛
着を持った看護師が育つことを期待します。

東京医療保健大学竣工式・入学式
東京医療保健大学和歌山看護学部竣工式  　　　３/28水
　　　　　　　　　　　　　　　入学式  　　　４/ ８ 日

番所庭園からウォーキング開始。語り部の解説を聞きながら和歌の浦を散策。

和歌の浦の絶景の数々を堪能
日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」ウォーク　　 ３/24土

　日本遺産に認定された和歌の浦の魅力を知ってもらおう
と開催されたイベント。番所庭園や雑賀崎灯台、紀州東照
宮等を巡り、昼には地元の食材を使った料理がふるまわれ
ました。今回は大阪周辺に住む方を中心に 40 人が参加。
堺市から参加した西尾千代子さんは「和歌の浦は風光明媚
で素敵な場所。友達を誘ってまた来たい」と話しました。 制度施行後、初となる認証状交付式。平松さんを含む４人を認証しました。

全国の精鋭達が和歌山市で激突
ロボカップジュニア・ジャパンオープン 2018 和歌山大会　３/31土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４/ １日

　19 歳以下の選手が組み立て、プログラミングした自律
ロボットの国際的競技会が和歌山市で初めて開催されまし
た。日本各地から選手が集まり、サッカー、レスキュー、
オンステージと特色の異なる３つの競技で競い合い、熾烈
な戦いが繰り広げられました。今回から３年連続で和歌山
市での開催を予定しています。

サッカー競技は、人のサッカーと同様に前半・後半の合計点で勝敗を競う。

消防団活動を認証し、就活で PR
和歌山市学生消防団活動認証状交付式　　　　  ３/16金

　大学等に通学しながら消防団員として活動した学生の功
績を市長が認証し、就職活動時に企業への自己 PR とする
ことができる制度が３月から始まり、初の認証状交付式が
行われました。大新消防分団で活動に取り組んだ平松加奈
子さんは「火災発生時、どう対応すべきかという意識が高
まりました。今後も活動を続けていきたい」と話しました。

町娘など時代衣装をまとったスタッフがおもてなし。

ようこそ、お城の「お天
て ん す

守茶
ち ゃ や

屋」へ
和歌山城天守閣前売店リニューアルオープン　  ４/ ６金

改修工事が行われていた和歌山城天守閣前の売店が、４月
６日の「シロの日」にリニューアルオープンしました。か
つて天守閣は和歌山弁で「おてんす」と呼ばれており、そ
れにちなみ「お天守茶屋」と名付けました。地元和歌山の
素材を使ったうどん・そば、ソフトクリームなどを販売し
ます。

市の花「つつじ」が咲きました✿
平成 30 年度「アゼリア」委嘱式　 　　 　 ４/ ２月～

平成 30 年度の和歌山市観光キャンペーンスタッフ「アゼ
リア」が決定し、委嘱式が行われました。アゼリアとは市
の花つつじの英語名。18 歳以上の男女 28 人から応募が
あり、　吉田野の花さん・鎌田美早貴さん・西岡佐苗さん
が第 24 期のアゼリアに選ばれました。任期の 1 年間、和
歌山市のイベントや観光キャンペーンなどで全国に向けて
本市のＰＲをしていきます。

第 24 期のアゼリアの 3 人（左から、吉田 野の花さん・鎌田 美早貴さん・

西岡 佐苗さん）

「まちなか３大学誘致」の１校目として、東京医療保健大
学和歌山看護学部の雄湊キャンパスが完成しました。同
キャンパスは旧雄湊小学校の跡地に整備され、１・２年生
が看護職の基礎を学びます。４月８日、県民文化会館で入
学式が行われ、これから１０４人の「看護師の卵」が和歌
山市のまちなかで看護を学びます。


