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大丈夫ですか？ 
あなたのお家のブロック塀

◆音声版・点字版「市報わかやま」
音声版市報わかやま（デイジー図書 CD）や点字版市報わ
かやま（冊子）を送付しています。ご希望の方は広報広
聴課へご連絡ください。

◆テキスト版「市報わかやま」メール
市報わかやまのテキストファイルをメールに添付して配
信します。「reg@mm.city.wakayama.wakayama.jp」
に空メールを送信し、登録してください。
※迷惑メール対策をしている方は｢mm.city.wakayama.
wakayama.jp｣からのメールが受信できるよう設定して

ください。

問 広報広聴課 ☎435-1009、ＦＡＸ 431-2931
　 ✉ koho ＠ city.wakayama.lg.jp

　障害者週間は、広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、
文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されました。
　みんなが暮らしやすいまちづくりのため、ご理解・ご協力をお願いします。

問 障害者支援課 ☎ 435-1060、ＦＡＸ 431-2840
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12 月３日～９日は「障害者週間」

みんなが暮らしやすいまちをめざして

音声や点字などで広報紙を送付します

障害者マーク
マークの意味を理解し、その場にあったご配慮をお願いします。

すべての障害者が利用できる建物・施設を表す
世界共通のシンボルマーク。

肢体に不自由のある方の運転を示すマーク。無理
な幅寄せや割り込みはしないようにしましょう。
※道路交通法の規定により罰せられることがあります

聴力障害のある方の運転を示すマーク。無理な
幅寄せや割り込みはしないようにしましょう。
※道路交通法の規定により罰せられることがあります

聴覚障害を示すマーク。手話や筆談で話したり、
正面を向いてゆっくりはっきり話したりしま
しょう。

視覚障害を示す世界共通のマーク。点字ブロッ
ク上や周辺には物を置いたり、駐車・駐輪した
りしないようにしましょう。

白杖を頭上 50㎝程度に掲げていれば SOS のシ
グナル。進んで声をかけ、サポートしましょう。

盲導犬・介助犬・聴導犬などの訓練された身体
障害者補助犬の同伴を啓発するためのマーク。
※障害のある方が補助犬を伴って利用できるようご協力ください

身体の内部に障害がある人を表すマーク。外見
からはわかりにくい不便さを抱えていることを
理解しましょう。

人工肛門・人工膀胱を造設した方（オストメイ
ト）の設備（主に装具の洗浄等を行える設備）が
あることを表すマーク。

在宅障害者就労支援・障害者就労支援を認めた
企業・団体へ付与されるマークです。
※実際のマークには通し番号が明記されています

義足を使用している方、内部障害のある方、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。

　視覚障害のある方を対象に、音声版（音楽用 CD・デ
イジー図書※ CD）を作成しました。
※デイジー（DAISY）図書：視覚障害者向けデジタル録音図書

●申込／障害者支援課（東庁舎１階）
　☎ 435-1060、FAX431-2840
　✉ shogaishashien@city.wakayama.lg.jp

　和歌山市障害福祉情報サイト「ふくりっち」は、「福
祉を豊かに」をコンセプトとして、障害者の就労を支援
する事業所の紹介や、その事業所で作られた製品の販売
等を行う web サイトです。ぜひご利用ください。
URL：http://fuku-rich.net/
※この web サイトは、「わかやまの底力・市民提案実施
事業」の採択を受けて制作されたものです。

　視覚障害のある方に対し点字対応の身体障害者手帳カ
バーと重度心身障害児者医療費受給者証を交付します。
●申込／障害者支援課☎ 435-1060（東庁舎１階）

障害者の就労事業所などを紹介

身体障害者手帳等の点字対応について

音声版「障害児者福祉のしおり」
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点検の結果、一つでも該当する場合は、建築士など専門家に 
相談し、修繕や撤去などの検討をお願いします。

名簿に掲載されている相談員に直接、電話等でお問い合わせください。
電話相談は無料です。ただし、現地相談については調査費、交通費等が必要となる場合があり
ますので事前にご確認ください。　※改修設計等は有料となります。

　今年度の補助金申請の期限が、12 月 21 日金までとなっていますので、申し込みを希望される方はお急ぎ
ください。
　なお、申請する前には必ず事前相談書の提出が必要となります。詳しくは住宅政策課までお問合せください。
※交付申請書、事前相談書の様式は、市 HP（ID:1012723）よりダウンロード可。補助金は予算の範囲内。

「ふくりっち」を開設！

高さ 塀が 2.2m（道路からの高さ）よりも高い

10㎝未満

塀の高さが 1.2m を超えているが、控壁がない

縦、横 80cm 以内の間隔で鉄筋が入ってい
ない、または不明

傾き、ひび割れ、欠けがある

高さが 2m 超であるが厚さが 15㎝未満

今一度チェック

塀の安全性について点検を！

厚み

控壁
間隔が 3.4m を超えている

基礎 コンクリートの基礎がない、または不明
（ブロックは基礎ではありません）

鉄筋

老朽化

一つでも当て
はまる場合は
相談を！！

相談内容

相談方法

改修方法、費用及び施工業者等に関する情報提供や助言など。

申請は
12月 2

1 日金まで！

問住宅政策課 ☎435-1099

問 建築指導課☎ 435-1100

　平成 30 年 6 月 18 日に大阪府北部で発生した地震によりブロック塀が倒壊し、尊い命が失われ
ました。また、台風 21 号によりブロック塀の倒壊被害が発生しました。
　現行の建築基準を満たしていないブロック塀や老朽化したブロック塀は、災害時に倒壊の恐れが
あり、非常に危険です。また、倒壊したブロック塀は避難活動や緊急車輌の通行の妨げの原因とな
ります。ブロック塀の維持管理は所有者の責任です。放置しておくと老朽化の進行等により、危険
性が増大するとともに、万が一他人に被害を与えた場合は、損害賠償等の責任を負うことがあります。

専門家への相談
市 HP（ID:1020838）に相談員名簿を掲載していますのでご活用ください。

危険なブロック塀などの撤去費用等の補助事業について
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問 予防課 ☎ 427-0119

消防局マスコット
キャラクター

12 月 15 日土～ 31 日月 年末火災特別警戒

いま一度、火の元の点検を

暖房器具 コ ン ロ 放　火

寒い季節は要注意！ 普段使うものこそ注意 ! １番の火災原因！

火の元の点検を

お願いしますピ
ョン！

◎ストーブは燃えやすい
ものから離して使用
◎給油は火を消してから
◎取扱説明書をよく読ん
で正しく利用

◎使用中は離れない
◎グリルを使用した後は
内部を掃除
◎過熱防止装置が付いた
コンロを

◎家の周りに新聞や雑誌
などの燃えやすいものを
置かないように

◎夜間や外出時は門扉、
車庫などに必ず施錠を

問 生涯学習課 ☎435-1193

大人へ
の一歩

を踏み
出す

門出の
日

●日時／１月６日日13 時～ 14 時 50 分（受付 12 時～）
●場所／和歌山県民文化会館
●対象／平成 10 年（1998 年）４月２日～ 11 年（1999 年）４月１日
　　　　生まれの方
※本市に住民登録（12 月１日現在）している方には、12 月中旬頃に
案内はがきを郵送します。進学や就職などで市外に転出している方で
参加を希望する場合は、12 月３日月以降、生涯学習課公民館振興班 

（☎435-1193）までご連絡ください。

防火防災の決意をこめて

消防出初式  ～みんなでみにいこら～
問 消防総務課 ☎426-0119

消 防 職 員 や 消 防 団 員 を は じ め 消 防 関 係 機 関 約 3,000 人 が 参 加 し ま す。 
消防自動車の行進や放水演技、救助訓練のほか、体験コーナーもあります。 
皆さんでお越しください。

師走のあわただしさで火に対する注意がおろそかになるこの時季、『ついうっかり』が原因の火災が多くなります。
いま一度、火の元点検をお願いします。
～ 消防局では、年末にかけて、消防車両で市内全域を巡回し、火災予防を呼びかけます。～

交流会やインターンシップで未来をイメージ !!

和歌山の企業の魅力を発見しよう
問 産業政策課 ☎435-1040

●日時／ 12 月 22 日土 13 時 30 分～ 16 時 30 分
●場所／イオンモール和歌山３階　イオンホール
●対象／ 2020 年３月卒業予定の大学・大学院・短大・専門学校の学生等
●定員／先着 30 人　※要事前申込。定員に達し次第締切
●費用／無料
●申込／ 12 月 10 日月までに住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号・
学校名・学部学科名・学年を記入のうえ、メールでお申し込みください。
●申込・問合先／和歌山県経営者協会　わかやま市 UIJ ターン就職支援室
☎ 497-8115　メール：uijturn@w-keikyo.com

「学生×企業」就活交流会 ～地元企業と出会える絶好の機会 !! ～

　市内企業 12 社が参加する就活交流会。リラックスした雰囲気のなかで企業の生の声や本音トークが聞けるため、
働くことへの視野を広め、市内企業の魅力を発見することができます。気軽に、自由な服装でご参加ください。

申込 QR コード

わかやま春季インターンシップ 2019 ～地域で学び　企業を知る　特別な春～

申込 QR コード

　学生と企業が接する機会を設け、和歌山への就職促進を図るため、春季インターンシップ（職業体
験）を開催します。経営者の話、オフィスや工場等の見学、就業体験・先輩社員との交流などを通して、
和歌山の産業や企業の魅力を知ることができます。複数企業へのインターンシップが可能！
是非ご参加ください。

●日時／ 2019 年２月 12 日火～３月 10 日日のなかで１日～７日間（企業により期間が異なります）
●対象／大学１～３年生、大学院１年生、短大１年生、高専２～４年生、専攻科１年生、専門学校生
●費用／無料
●申込先／１月 20 日日までに右記の QR コードからお申し込みください。
●問合先／和歌山県経営者協会　春季インターンシップ事務局☎ 431-7400
※参加学生を対象に事前説明会（１月 13 日日 13 時 30 分～・県 JA ビル）を開催

●日時／１月１日 火 ７時～
●受付／６時 30 分～砂の丸広場
●コース／和歌山城周辺歩道
①ファミリーコース（約１. ７㎞）
②健脚コース（約２. ２㎞）
※小雨決行。先着 2,100 人には記
念品（参加記念メダル）を贈呈します。

問スポーツ振興課 ☎ 435-1364

　今年も残すところあとわずかとなりました。皆さ
んにとって、2018年はどんな年になりましたか？
　年末から年始にかけてもイベント盛りだくさんの
和歌山市で思い思いの年越しをお過ごしください。

●日時／１月１日火６時～９時
●費用／無料
※９時以降は平常営業（有料）

新年を迎えて最初に上る太陽
と、朝日が照らす市内の景色を
天守閣からながめませんか？

問 和歌山城整備企画課☎ 435-1044

新春初登閣

初日の出を天守閣で 新春つれもて歩こう走ろう会

2018 年もあとわずか　年末年始のイベントを紹介！

行く年来る年　わかやまし

年越しの鐘を鳴らし、新年を迎えませんか？

大晦日の鐘つき会

●日時／ 12 月 31 日月 23 時～１月１日火１時頃
●場所／岡山の時鐘堂（吹上１丁目４－ 19）

問 生涯学習課☎ 435-1138

和歌山市はたちのつどい（成人式）

先着 1,000 人に、
記念品（かわらけ）
を贈呈！

●日時／１月 13 日日９時 30 分～
●場所／和歌山城
　　　　砂の丸広場：式典、分列行進
　　　　東側堀端：放水演技、救助訓練（11 時頃～）
　　　　東側広場：消防音楽隊ミニコンサート（放水演技・救助訓練終了後）


