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問 保健対策課  ☎488-5118

問 保健対策課  ☎488-5118

風しん抗体検査と予防接種の費用を助成

●対象／ 65 歳以上の方　※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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03 平成 31 年度　結核住民健診日程（前期）

日程 受付時間 場所

６/13 木
14：00～ 加太 加太支所
15：00～ 西脇 松源 西庄店

６/19 水
14：00～ 田野 田野浦漁業協同組合
15：00～ 雑賀 松下体育館

６/24 月
14：00～

岡崎
東部コミュニティセンター

15：00～ プライスカット神前店

６/26 水
14：00～ 吹上 吹上連絡所
15：00～ 城北 ダイワロイネットホテル

７/ １月
14：00～ 四ヶ郷 JA わかやま四ヶ郷・中之島支店
15：00～ 楠見 河北コミュニティセンター

７/ ８月
14：00～ 新南 新南公園
15：00～ 広瀬 広瀬連絡所

７/16 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

７/18 木
14：00～ 宮北 プライスカットヒラマツ黒田店
15：00～ 宮 太田第１公園

７/29 月
14：00～ 直川 北コミュニティセンター
15：00～ 山口 イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店

７/31 水
14：30～ 紀伊 弘西文化会館
15：30～ 有功 有功地区自治会館

日程 受付時間 場所

８/ ７水
14：00～ 高松 高松連絡所
15：00～ 大新 大新公園

８/ ９金
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

８/16 金
９：30～ 貴志 河西ほほえみセンター
10：30～ 木本 JA わかやま かせい支店

８/19 月
９：30～ 宮前 宮前小学校
10：30～ 雑賀 雑賀小学校

８/28 水
14：00～ 和歌浦 和歌浦支所
15：00～ 今福 神明神社

９/ ４水
14：00～ 中之島 中之島連絡所
15：00～ 本町 本町公園

９/10 火
14：00～ 湊 湊文化会館
15：00～ 野崎 島橋公民館

９/12 木
14：00～ 楠見 善明寺文化会館
15：00～ 四ヶ郷 エバグリーン四ヶ郷店

９/19 木
14：00～ 小倉 小倉小学校
15：00～ 西和佐 西和佐支所

※各日、受付時間は30 分間です

日程以外で個別検診を希望する方は、市内の個別検診機関で「肺がん検診」として受診できます。40 ～ 69 歳は 1,000 円、70 歳以
上は 500 円です。集団検診は、市報わかやまで日程をご確認ください。
※平成 31 年度結核住民健診の全日程は和歌山市感染症情報センターのホームページに掲載しています。

企業を応援！融資や支援
ご相談ください 麻しん（はしか）にご注意！

問 商工振興課 ☎ 435-1233
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06 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
　　　　※過去に本補助金の支給を受けた方は除く
●予定件数／先着 100 件　※１世帯１回、上限１万円
●申込／５月 10 日金～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
防局庁舎５階）※事前相談依頼書は同課・支所・連絡所・サー
ビスセンターで配布、市 HP（ID：1020109）で。

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…

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。

狭あい道路の後退用地
舗装整備の補助

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。

●対象／①後退用地等の舗装整備を行う建築主等
　　　　②市税の滞納がない者
　　　　③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）
●募集期間／令和２年１月 31 日まで金
　　　　　　※予算に達し次第締切
※事前協議・補助申請に関する詳細は建築指導課、市 HP

（ID：1020208）へ

問建築指導課 ☎435-1100
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風しん抗体検査費用の助成
●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し受診。
　　　　　　②③の方は保健所での事前手続きが必要。

●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25年４月２日～
平成26年４月１日生まれ）　※接種期限：令和２年３月
31 日火まで
●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。
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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。また風しんは軽い風邪症状ではじまり、
発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが主症状です。
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。

●対象／昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性
　　　　【平成31年度クーポン券送付対象者】昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性
●接種方法／クーポン券と本人確認書類をもって、医療機関を受診する又は職場健診や特定健診等の機会
　　　　　　を活用し、抗体検査を受け、その結果が低抗体の場合、予防接種を受けることができます。
●費用／抗体検査、予防接種とも無料
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胸部エックス線検査

和歌山市では中小企業の方などを支援する各種融資・支
援制度を実施しています。

　①中小企業融資制度
　②起業家支援資金保証料補給金
　③まちなか新規出店促進事業
　④小規模事業者経営改善資金（マル経融資資金）
　　利子補給
　⑤シニア・女性起業家支援制度
　⑥ビジネスチャンス創出支援事業
　⑦若者創業支援事業者補助金

問 保健対策課  ☎488-5118
風しん予防接種費用の助成
●対象／市内に住民票のある、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
　　　　※②は 事実上婚姻関係にある方を含む 。
　　　　※平成 25 年度以降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し受診。
　　　　　　②の方は保健所での事前手続きが必要。

※各制度の詳細は商工振興
課、市 HP（ID：
①＝ 1009272、
② ③ ④ ⑤ ＝ 1009293、
⑥＝ 1017324、
⑦＝ 1021099）へ
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02 成人の風しん第５期予防接種

抗体検査・予防接種とも

実施期間／４月１日月～令和２年３月 31 日火
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文化活動の成果をたたえて
平成 30 年度 和歌山市川端龍子賞等表彰式 ３/28 木

加太に新たな交流拠点が誕生
加太カフェ「S

セ レ ー ノ

ERENO seafood & cafe」オープン ４/1 月
　市の美術振興に実績をあげている学校などに団体賞を、
優れた図工美術作品を制作した幼児児童生徒に個人賞を贈
るものです。平成 30 年度の受賞者は次のとおりです（敬
称略）。
●団体賞／東山東小学校・高松小学校　●個人賞／【保育
所園 ･ 幼稚園】橋本大知・高塚眞・坂井琥南・高井美月・
森川拓飛【小学校】＜低学年＞池上杏奈・大西蓮・奥原隆作・
藤田朋也・結城悠良＜高学年＞山﨑悠功・梁村果憂・井上
葵衣・吉岡龍大・佐貫歌凛【中学校】山本菜月・原田想来・
土屋暉人・池永悠人・宮本志穂【高等学校】峪悠里子

和歌山信愛大学教育学部が開学
和歌山信愛大学入学式 　４/10 水
　まちなかでの大学開学の２校目として、和歌山信愛大学
教育学部が開学し、一期生として 83 名の学生が入学式を
迎えました。キャンパスは本町小学校の跡地を活用。まち
全体をキャンパスと捉え、地域と積極的に連携・交流しな
がら、初等教育の分野の保育士や教師を目指して学んでい
きます。４年後には 320 人規模の大学となることが見込
まれており、まちなかにさらなる賑わいが生まれます！

自転車活用へ、ペダル漕ぎ出す
全国シクロサミット in 和歌山 ３/23 土

　県立わかやま館で「第１回全国シクロサミット」が開か
れ、本市を含む全国約 100 の自治体や関係団体など約 200
人以上が参加しました。サミットでは各種講演に加え、各
自治体の首長の方々などがそれぞれの取組を紹介し、自転
車の利活用について熱い議論を交わしました。また、翌日
に開催された「わかやまサイクリングフェスタ 2019」では、
首長の方々も含めたサミット参加者がスーツからサイクル
ジャージに衣替え。青空の下、全国から参加した約 1,000
人のサイクリストとともに和歌の浦などの名所を駆け抜け、
爽やかな汗を流しました。

　昨年 6 月にオープンした「東京大学 生産技術研究所 川
添研究室 加太分室 地域ラボ」に続き、地域交流や情報発
信等の機能をもつカフェ「S

セ レ ー ノ

ERENO seafood & cafe」が
４月１日にオープンしました。これは、市が国の補助金を
活用して改修費用を一部支援し、東京大学が設計・デザイン、
加太まちづくり会社が設置し、地元出身の方によって運用
されるものです。今後は、住民同士や観光客との交流拠点
として、人々の集う場所になることが期待されます。

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 ) 　※期間限定 

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・期間限定）＋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・期間限定）〉

①

⑧ 除却工事費 ( 市内に移転し現住所を除却する除却工事費 ) の補助　※期間限定
除却工事費用の１/ ５( 最大 20 万円 ) 　

①③

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、
建築基準法による検査済証の交付を受けている又は、建
築基準法による確認済証の交付を受けており、かつ耐震
診断の参考となる各階平面図を所持しているもの

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：1001897）で。
③／５月 10 日金～ 11 月 29 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：1001901）で。

2 診断の結果、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 10 日金～ 11 月 29 日金（⑥のみ５月８日水～９月 30 日月まで）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。

令和２年度までの
期間限定で、補助金を上乗せ

● 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軽量の
塀のやり替え費用の一部を補助します。※通学路又は、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 ５ 千 円 × 長 さ
（m）の低い方の金額の９/10 ⑨＋⑩

＝最大 40 万円
⑩ 軽量の塀の新設費または１万５千円

×長さ（m）の低い方の金額の９/10

●申込方法／５月 15 日水～ 11 月 29 日金に申込書を
住宅政策課へ持参　※申請の 2 週間前までに事前相談書
の提出が必要。予算に達し次第締切。申込書は同課で配布、
市 HP（ID：1012723）で。

● 土砂災害特別警戒区域内既存住宅の土砂災害対策補助
　土砂災害の対策として、土砂災害特別警戒区域内にあり特別
警戒区域の指定前にある既存住宅に対して想定土砂等の衝撃に
対抗できる外壁の補強又は塀の設置にかかる費用の一部を補助
します。

補助内容

⑪ 外壁の補強または塀の設置の費用
費用の 23％
最大 75.9 万円

●申込方法／ 5 月 10 日金～ 11 月 29 日金に申込書を
住宅政策課へ持参　※申請前に事前相談が必要。※予算に
達し次第締切。土砂災害特別警戒区域等に関する問い合わ
せは県の砂防課☎441-3171・総合防災課☎435-1199
まで。

わかやまサイクリングフェスタ 2019 ３/24 日

参加した人たちは爽やかな笑顔でサイクリング
ロードを駆け抜けていきました。


