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01 環境のためにできること 考えてみませんか？
６月は環境月間！

今日からできる！かんたん生活排水対策
１お買い物のムダを省く
２食べ残しナシ・飲み残しナシ
３三角コーナー・排水口にネットを
４米のとぎ汁は活用
５洗う前にふきとる
６洗剤は適量を

　　　　クールチョイス
１エアコンは扇風機を併用して室温２８℃をめやすに
２電気の使用は適切に
３家電を買い替えるときは環境にやさしいものを
４短い距離なら徒歩・自転車で
５積極的な公共交通機関の利用を
６エコドライブ
７クールシェア

エコワットを貸出しています
エコワットとは、家電製品の使用電力量などを表示で
きる機器です。ご家庭で省エネの「見える化」をして
みませんか？環境家計簿もあります。

●貸出期間／最大３か月

環境パネル展
●期間／６月 11 日月～ 15 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 13 日水 14 時～

活用してください♪「出前講座」
テーマ❶家庭でできる生活排水対策
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。

日頃の小さな選択が
未来を大きく変えていく

エコワット→

問 環境政策課 ☎ 435-1114
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６月１日～７日は水道への理解と
関心を深める「水道週間」です
企業局では料金収入の減少などの課題がありま
すが、経営の安定を図りながら、耐震構造の配
水場や老朽化した浄水場の更新工事など計画的
に事業に取り組み、安定給水に努めています。

真砂配水場新設（平成31年度稼働予定）

蛇口からあたり前に出る水道水

次の世代に継承するために
問 企業総務課 ☎ 435-1124 問 一般廃棄物課 ☎435-1352

よりきれいな和歌山市へ

不法投棄監視ボランティア

ごみの不法投棄を未然に防ぐため、不法投棄監視
ボランティアを募集します。

●活動例／市が貸与する腕章とベストを着用し、
散歩しながら市内をパトロール
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／ 2021 年３月 31 日

※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。
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合併処理浄化槽の設置、単独処理浄化槽の撤去に必要な費用を補助します。
平成 30 年度から単独処理浄化槽または、汲み取り便所から改造する場合は
配管工事費用も対象になります。

●対象区域／公共下水道事業計画区域と集落排水整備区域を除く区域
●対象／平成 30 年４月以降に着工し、平成 31 年３月末までに
　　　　合併処理浄化槽の設置工事が完了する個人住宅
　　　　※販売や賃貸目的のものは対象外
●申請期間／平成 30 年６月 11 日月～平成 31 年１月 31 日木
●申請方法／浄化槽設置の届出後、本人または同居する家族が印鑑を持参し
　　　　　　浄化衛生課（市役所７階）へ　※予算がなくなり次第受付終了
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浄化槽の設置・撤去・配管工事費を補助
問 浄化衛生課 ☎435-1067

暑い夏は O157 やサルモネラなどの細菌が増殖しやすい季節です。細菌による食中毒を防
ぐために、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「ふやさない」、食べ物
や器具に付着した細菌を「やっつける」という 3 原則を心がけ食中毒を防ぎましょう。

問 生活保健課 ☎ 488-5111

食中毒予防の３原則

「つけない　ふやさない　やっつける」

第１回 紀の国ものづくり就職フェア
製造業などの合同企業説明会

問 和歌山県労働政策課 ☎ 441-2807

●日時／７月 29 日日 13 時～ 16 時
●場所／和歌山ビッグ愛　大ホール（手平２－１－２）
●対象／一般求職者、平成 31 年 3 月卒業予定者
　　　　（大学、短大、高専、専門）
●費用／無料
●申込み／不要（入退場自由）
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つけない
手にはさまざまな細菌が付着しています。調理前には必ず
手を洗いましょう。また、生の肉や魚などを切った包丁・
まな板などの器具から、加熱しないで食べる野菜などへ細
菌が付着しないよう器具の洗浄や使い分けを行いましょう。

ふやさない　
細菌は２０～５０℃でよく増殖します。
購入した食品は速やかに冷蔵保存しましょ
う。調理済み食品はできるだけ早く食べま
しょう。

やっつける　
ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅します（特にお肉は中心部を 75℃で 1 分以上加熱することが目
安）。フキンやまな板・包丁などの器具にも、細菌やウイルスが付着するので、肉や魚、卵などを使った後の器具
は洗浄後、熱湯をかけて殺菌しましょう（台所用殺菌剤の使用も効果的）。

2018 年度

UI わかやま就職ガイド
ホームページ

製造業・情報通信業などの合同企業説明会を開催します。
世界で活躍する和歌山の“ものづくり”企業（35 社程度）
の人事担当者から直接話が聞けるたいへん貴重な機会です。
是非ご参加ください。
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経済的理由で結婚に踏み出せない方に、結婚に伴う新生活に係る経費を支援し、結婚の希望をかなえます。

●対象者／平成 30 年１月１日～平成 31 年 3 月 31 日に婚姻する夫婦で、次の条件をすべて満たす方

　　　　　①結婚後、市内に住民票がある　②夫婦共に婚姻日における年齢が 34 歳以下
　　　　　③市税の滞納がない　　　　　　④平成 29 年度の世帯の所得合計が 340 万円未満
　　　　　※結婚を機に夫婦の双方または一方が離職し申請時に無職の場合や、奨学を目的とした資金を返済して
　　　　　　いる場合などは、所得の算定方法が異なります。
●対象経費／対象者が平成 30 年 1 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日に支払った結婚に伴う新生活に係る次の経費を、
　　　　　　最大 30 万円まで助成します。

（1）住宅取得又は賃借に係る経費
・住宅購入に要する経費
・賃借している住宅の賃料（１か月分）、敷金、礼金、共益費（１か月分）、仲介手数料
（2）引越し費用
引越しにかかる費用（引越し業者又は運送業者への支払い）
●申請期限／平成３１年３月末まで　※予算の上限に達し次第受付を終了します。

問 子育て支援課 ☎ 435-1329

結婚に伴う新生活を経済的に支援  ハッピーウエディング事業
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096 月から開始
狭あい道路の後退用地舗装整備を補助

狭あい道路の事前協議の結果通知を受けた物件で、後退
用地に一定の舗装（アスファルト舗装やコンクリート舗
装）をする場合は、補助金が活用できます。
募集期間は平成 30 年６月１日～平成 31 年１月 31 日で
す。
●対象
①市税の滞納がない者
②狭あい道路拡幅整備協議結果通知書の交付を受け
た者
●補助内容
舗装整備１㎡あたり 3,000 円（最大 10 万円）
事前協議及び補助申請に関する詳細は建築指導課までお
問い合わせください。※詳細は市 HP（ID：1020208）

問建築指導課 ☎ 435-1100

企業版ふるさと納税を活用
問 財政課 ☎435-1031

４社から寄附がありました

次の 4 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。

●㈱紀和　　　●㈱キナン
●㈱ナガトヤ　●匿名企業

納税寄附企業

頂いた寄附金は、平成 29 年 11 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～

◎和歌山城内観光案内板のインバウンド対応化
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◎和歌山城の新たなビュースポットの創出

◎桜の花見スポットの整備（湊御殿公園）

◎わかちか広場の賑わい創出

　（けやき大通り地下駐車場の 30 分無料化）

◎子育て世帯の応援図書の充実

　（和歌山市民図書館西分館の図書の購入）

大学誘致を核としたコンパクトなまちづくり計画

市駅前の再開発工事がスタート
和歌山市駅前地区市街地再開発事業　起工式　４/18 水

　和歌山市駅前地区市街地再開発事業の起工式が行われ、
建築工事が始まりました。式典には尾花市長や工事関係者
ら約 50 名が出席し、今後の工事の安全を祈願しました。
全体竣工は平成 32 年３月予定。新しい施設には市民図書
館やホテル、商業施設などが入る予定で、和歌山市駅に新
たな賑わいが生まれます！

子どもたちの笑顔でいっぱいに
2018 子どもなかよしまつり・音楽大行進　　　　　5/5 土

　晴天の下、５月５日のこどもの日に｢子どもなかよしま
つり・音楽大行進｣ が和歌山城周辺で開催されました。小
学生や中学生の子どもたちを中心とした 37団体による楽
器演奏など、華やかなマーチングが披露され、元気いっぱ
いにけやき大通りを行進しました。今年はパレードに、「東
京ディズニーリゾート ®35周年スペシャルパレード」が
特別参加。ディズニーのキャラクターを一目見ようと約
６万人の観客が訪れました。

加太地域の活性化に向けて連携
加太地域活性化策検討に係る検討会議　　　　  ４/25 水

　加太地域活性化に向けた東京大学生産技術研究所との連
携に係わるプロジェクトチームの発足に併せ、地域の方な
どを交えた連携会議が開かれました。会議では、尾花市長、
加太まちづくり株式会社の尾家社長、東京大学の青木特任
助教らが、加太地域の現状や課題などについて意見交換を
行いました。プロジェクトチームは月１回程度のペースで
会議を開催し、地域活性化策の検討を重ねていきます。

音楽とエンジン音がお城に響く
和歌山城カブオーナーズミーティング　  　　４/22 日
わかやまマジカルミュージックツアー

　和歌山城天守閣と同じく、ホンダ「スーパーカブ」が
生誕 60 周年を迎えたことを記念して「和歌山城カブオー
ナーズミーティング」が開催されました。また同日、西の
丸広場にて「わかやまマジカルミュージックツアー」が開
催され、和歌山城はスーパーカブのエンジン音とジャズや
クラシックの音楽で大きな賑わいを見せました。
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