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幼年消防クラブコンサート

　今回は雄湊幼稚園幼年消防クラブ・しょうぶこども園幼
年消防クラブにご参加していただきます。
可愛い隊員達の鼓笛演奏をお楽しみください。

「和びっとちゃん」と「消太」のコラボPR

　和歌山市消防局マスコットキャラクター「和びっとちゃ
ん」と全国消防イメージキャラクター「消太」くんのコラ
ボが実現。防火啓発を全力で実施します！

「和びっとちゃん」缶バッチの作成

　お好みデザインの和びっとちゃん缶バッ
チを作成し、お持ち帰りいただきます。

特別出演

　山形弁研究家としても活躍され、テレビでおなじみのタ
レント「ダニエル・カール」さんに特別にご出演いただき、
トークショーや防火クイズなどをとおして防火防災に関す
ることを学ぶことができます！

　消防局では、11 月９日土～ 15 日金の期間、秋の火災予防運動を実施します。これに先立ち「秋の
火災予防運動スタートキャンペーン」を実施します。今年は、雄湊幼稚園幼年消防クラブとしょうぶ
こども園幼年消防クラブの皆様による鼓笛演奏やタレントのダニエル・カールさんもご出演いだだき、
トークショーなどを実施します。　※駐車場は用意しておりません。近くの有料駐車場をご利用ください。
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02 ♪秋の火災予防運動��スタートキャンペーン�
in　わかちか広場

11 月２日土　10 時～ 12 時 30 分　わかちか広場

和歌山市消防局マス
コットキャラクター

問 予防課 ☎ 427-0119

ダニエル・カール
さんと一緒に！

全国消防イメージ
キャラクター
消太

※ イベント時に防火啓発テレビ番組の撮影をします。大型機材等
が会場に入り、ご迷惑をおかけすることや、来られた方々の顔
等がテレビに映り込む場合がありますのでご理解ください。

Pi

ck Up 

01
消費税率の引上げにともない

公共料金、各種施設使用料などが改定されます

改定されないものもあります
少額や非課税などのため、

消費税率の引上げ

　により料金を改定するおもなもの
８％ → 10％

用途および
メーターの口径 基本料金 従量料金（１㎥につき）

一般用 13㎜
20㎜
25㎜

1,540 円
2,200 円
3,080 円

1㎥～ 20㎥
21㎥～ 40㎥
41㎥～ 60㎥
61㎥～ 100㎥
101㎥～ 200㎥
201㎥～

22 円
154 円

181.5 円
220 円
275 円
363 円

40㎜
50㎜
75㎜

100㎜
150㎜
200㎜

7,700 円
14,520 円
29,480 円
47,080 円

101,200 円
145,200 円

1㎥～ 40㎥
41㎥～ 60㎥
61㎥～ 100㎥
101㎥～ 200㎥
201㎥～

154 円
181.5 円

220 円
275 円
363 円

公衆浴場用 17,600 円
※ 300㎥まで

301㎥～ 71.5 円

特殊用 15,840 円
※ 40㎥まで

41㎥～ 517 円

●こども科学館入館料

●プラネタリウム観覧料

●湊御殿観覧料

●旧中筋家住宅観覧料

●博物館入館料

●戸籍・住民票関係手数料

●�犬・猫等の死体処理手数料

　令和元年 10 月１日から、消費税率が８％から 10％に引き上げられることにともない、市の公共料金や施設使用料などが条
例に基づき改定されます。
　新たな料金の詳細は、市のホームページをご覧いただくか、各施設または担当課までお問い合わせください。

水道（２か月分）

し尿・汲取り

地区 単独浄化槽 合併浄化槽
５人槽 23,030 円 34,670 円
６人槽 25,030 円 37,500 円
７人槽 26,910 円 40,430 円
８人槽 28,900 円 43,360 円
10 人槽 30,800 円 46,200 円

地区 手数料（１人につき）
普通 簡易水洗

Ａ地区 月１回 635 円 1,270 円
月２回 775 円 1,410 円

Ｂ地区 月１回 665 円 1,325 円
月２回 805 円 1,465 円

地区 手数料（18ℓにつき）
Ａ地区 266 円
Ｂ地区 277 円

●Ａ地区…Ｂ地区以外　●Ｂ地区…加太・紀伊・山口・
川永・小倉・和佐・東山東・西山東・安原・雑賀崎・田野

浄化槽指導基準

駐車場・駐輪場料金

定期使用料が変わります。
※一時使用料金は変更ありません。

駐車場
中央、城北公園地下、
けやき大通り地下

駐輪場
市駅前、六十谷駅前、
和歌山駅東口、
けやき大通り地下

問 浄化衛生課 ℡ 435-1067

文化・スポーツ施設

施　設 電話番号
和歌の浦アート・キューブ ☎ 445-1188
市民会館 ☎ 432-1212
ふれ愛センター ☎ 433-8866
東部コミュニティセンター ☎ 475-0020
河南コミュニティセンター ☎ 477-6522
河西コミュニティセンター ☎ 480-1171
河北コミュニティセンター ☎ 480-3610
中央コミュニティセンター ☎ 402-2678
北コミュニティセンター ☎ 464-3031
南コミュニティセンター ☎ 494-3755
勤労者総合センター ☎ 433-1800
男女共生推進センター ☎ 436-8704
福祉交流館 ☎ 431-5246
湊御殿・茶室庭園 ☎ 444-4188
和歌山城入場料 ☎ 435-1044
青少年国際交流センター ☎ 459-2107

▶スポーツ施設
施　設 電話番号

松下体育館　　　 � ☎ 444-8274
河南総合体育館　  ☎�477-4009
市民体育館　　　 ☎ 453-2007
市民温水プール  ☎ 455-8022
市民スポーツ広場    ☎ 453-2007
東公園体育館　　  ☎ 474-3331
東公園市民球場　  ☎ 474-3331
せせらぎ運動公園等

（市民スポーツ広場を除く）
☎ 435-1076

（公園緑地課）
つつじが丘テニスコート ☎ 488-5702
西庄ふれあいの郷ゲートゴルフ場 ☎ 456-3566
中央終末処理場屋上スポーツ広場 ☎ 447-3331

和歌山城公園　テニスコート・運動広場 ☎ 435-1044
（和歌山城整備企画課）

区分
基本料金

※排除汚水量
20㎥まで

従量料金（１㎥につき）

一般汚水 2,494.8 円

21㎥～ 60㎥ 189.2 円
61㎥～ 200㎥ 243.1 円
201㎥～ 1,000㎥ 297 円
1,001㎥～ 344.3 円

公衆浴場
汚水 排除汚水量１㎥につき 11  円

下水道（２か月分）

区分 使用料

地域汚水処理施設 9,218 円

農業・漁業集落排水
処理施設（住居）

基本料金 世帯員１人につき

5,016 円 1,100 円

問 和歌山市水道料金センター
 ℡ 435-1290

問 和歌山市水道料金センター 

℡ 435-1298
問 まちなみ景観課 ℡ 435-1082 

※11人槽以上の浄化槽は引き抜き量18ℓにつき277円

▶文化施設

▶その他
施　設 電話番号

斎場　（使用料・霊柩自動車使用料） � ☎ 471-2921

利用条件によって料金が異なります。詳
しくは各施設へお問い合わせください。

人頭制

従量制
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申込時期・願書配布時期については、各認定こども園へお問い合
わせください。

●対象／おおむね１歳以上で、発達に課題や心配があるた
め療育を必要とする児童
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おのみなと（道場町）☎431-0241
鷺森 （鷺森） ☎422-6952
さくら （吹上） ☎422-2191
聖愛 （吹上） ☎422-5010
たちばな（西） ☎471-3918
ナザレ （堀止西）☎422-6593
のざき （梶取） ☎455-4113
ひのくま（秋月） ☎471-0380
まつえ （松江中）☎453-0050

安原 （松原） ☎479-0212
信愛 （屋形町）☎423-0114

岡山 （吹上） ☎422-4583
中之島 （中之島）☎423-7966
湊 （湊） ☎455-3822
宮前 （北中島）☎423-3133
西和佐 （栗栖） ☎471-3083
加太 （加太） ☎459-0356

紀伊 （弘西） ☎461-0371
山口 （里） ☎461-0084
和佐 （禰宜） ☎477-0167
西脇 （西庄） ☎455-1996
雑賀崎 （西浜） ☎445-3112

片男波 （和歌浦南）☎444-3627
ようすい（西浜） ☎445-6875
つくし （吉礼） ☎488-7470
さつき （中島） ☎473-2444
三宝 （楠本） ☎462-0444
いさお （園部） ☎461-9585
和歌山ひかり（関戸） ☎444-9014
広瀬 （片岡町） ☎425-7887
まことなるたき（園部）☎455-6469
新堀 （新堀東） ☎436-1022
名草 （紀三井寺）☎445-6902
愛徳 （今福） ☎423-9796

木ノ本 （木ノ本） ☎488-1700
たから （塩屋） ☎444-2773
むつみ （砂山南） ☎424-4414
こひつじ（木ノ本） ☎452-0001
しょうぶ（吉礼） ☎478-2001
ひまわり（有本） ☎432-4567
かんどり（平井） ☎451-4350
じろうまる（次郎丸）☎453-0190
みどり （東高松） ☎444-3261
山口 （谷） ☎462-0567
とうよう（宇田森） ☎461-2890

（一覧は９月１日現在のもの）

市立幼稚園

●申込期間／ 11 月 18 日月～ 22 日金
●願書配布／ 11 月１日金～各幼稚園で
●対象／
　５歳児（１年保育）：平成 26 年４月２日～翌年４月１日生まれ
　４歳児（２年保育）：平成 27 年４月２日～翌年４月１日生まれ
　３歳児（３年保育）：平成 28 年４月２日～翌年４月１日生まれ

●申込期間／ 11 月１日金～
●願書配布／ 10 月 15 日火～各幼稚園で

※東山東幼稚園は令和２年 3 月で休
園のため、令和２年度の園児募集は
行いません。

●対象／次の「保育を必要とする事由」に該当することで２号
　　　　認定・３号認定を受けた子ども
　　　※２号認定：３歳以上で保育を必要とする子ども
　　　　３号認定：３歳未満で保育を必要とする子ども

市立保育所・私立保育所（園）・認定こども園（保育部分） 問 保育こども園課☎435-1064

●新規・転園の申込／※先着順ではありません
11 月 11 日月～ 29 日金に保育こども園課（東庁舎２階）に申込
書と必要書類を提出
※申込書は 10 月 21 日月～各保育所（園）・認定こども園・保育こ
ども園課で配布。必要書類は市 HP（ID：1001802）参照。家庭
調査を行うため、家庭事情に詳しい方が申し込みにお越しくださ
い。年度ごとの申請のため、令和元年度分を申し込み済みで待機
中の方も、改めて令和２年度分をお申し込みください。受入予定
人数は市 HP に掲載予定（11 月上旬）です。認定こども園への移
行については、直接各施設へお問い合わせください。
●継続利用の方／利用中の施設から配布される現況届を提出。詳
細は各施設を通じてお知らせします。

【保育を必要とする事由】
就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護・看護、
災害復旧、求職活動、就学、虐待やＤＶのおそれがある

城北 （小人町） ☎422-3239
まこと（つつじが丘）☎453-0020
和歌山（島橋北ノ丁）☎455-1983
さかえ （狐島） ☎455-2893
ふたば （友田町） ☎423-1103
のぞみ （善明寺） ☎452-0685
紀伊 （直川） ☎461-6566
みちる （毛見） ☎445-4488
こうま （下三毛） ☎477-3310
有功 （園部） ☎461-9130
布施屋 （布施屋） ☎477-2790

すみれ （木ノ本） ☎455-6656
のざき （野崎） ☎451-2327
きわ （中之島） ☎432-2088
紀之川 （松島） ☎473-2003
太陽 （土入） ☎455-3300
あわ （粟） ☎453-2003
しろがね（秋月） ☎473-4320
さんた （坂田） ☎473-2327
かぜのこ（大谷） ☎453-1506
岡崎 （井辺） ☎472-0774

✿私立保育所（園）

宮前 （北中島） ☎422-6622
砂山 （砂山南） ☎423-3833
名草 （紀三井寺）☎444-0735
楠見 （楠見中） ☎455-1728
小倉 （新庄） ☎477-0310
西脇 （西庄） ☎455-3916
川永 （楠本） ☎461-3504

安原 （本渡） ☎479-0257
宮北 （黒田） ☎471-1237
宮 （太田） ☎472-2523
西和佐 （岩橋） ☎472-7637
杭ノ瀬 （杭ノ瀬） ☎472-7638
鳴神 （鳴神） ☎473-2595
栄谷 （栄谷） ☎453-0807

✿市立保育所

片男波 （和歌浦南）☎ 444-3627
ようすい（西浜） ☎ 445-6875
つくし （吉礼） ☎ 488-7470
さつき （中島） ☎ 473-2444
三宝 （楠本） ☎ 462-0444
いさお （園部） ☎ 461-9585
和歌山ひかり（関戸）☎ 444-9014
広瀬 （片岡町） ☎ 425-7887
まことなるたき（園部）☎ 455-6469
新堀 （新堀東） ☎ 436-1022
名草 （紀三井寺）☎ 445-6902
愛徳 （今福） ☎ 423-9796

木ノ本 （木ノ本） ☎ 488-1700
たから （塩屋） ☎ 444-2773
むつみ （砂山南） ☎ 424-4414
こひつじ（木ノ本） ☎ 452-0001
しょうぶ（吉礼） ☎ 478-2001
ひまわり（有本） ☎ 432-4567
第二ひまわり（栄谷）☎ 455-2155
かんどり（平井） ☎ 451-4350
じろうまる（次郎丸）☎ 453-0190
みどり（東高松） ☎ 444-3261
山口（谷） ☎ 462-0567
とうよう（宇田森） ☎ 461-2890

✿私立認定こども園（保育部分）

（一覧は９月１日現在のもの）

（一覧は９月１日現在のもの）

（一覧は９月１日現在のもの）

令和２年度

幼稚園・認定こども園・保育所（園）の申込案内Pi
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　様々な事情により家族と暮らすことができない子供た
ちがいます。里親は子供と家庭で一緒に暮らし、愛情と
正しい理解を持って育てています。家庭という居場所を
求める子供がたくさんいます。まずは窓口にご相談、お
問い合せください。

里親登録を
10 月は
里親月間です

　児童発達支援センターは、発達に課題や心配のある就学
前の児童が、通所を通して健やかに成長し、将来豊かな生
活ができるよう心身の発達を支援していく療育の場です。

令和２年度�児童発達支援センター
通所児童の申込受付

問 障害者支援課 ☎ 435-1060

●対象／平成 26 年４月２日以降生まれで、発達に課題や心
配があるため療育を必要とするおおむね３歳以上の児童

●申込／地区の保健センターに連絡し、園と見学調整をし
たうえで、10 月１日火～ 12 月６日金に直接、障害者支援
課（東庁舎１階）まで。※後日調査あり。選考により決定。

施設名（住所） 電話番号 予定数
 あおい学園 （今福 2-9-35） ☎ 422-0347 10 人
 こじか園 （上黒谷460-2） ☎ 462-2895 11 人
 第二こじか園（田尻 155-1） ☎ 476-4410 10 人

Pi

ck Up 

05
Pi

ck Up 

06

問こども総合支援センター☎402-7830、県子ども・女性・障害者
相談センター ☎445-5312、里親支援センター「なでしこ」☎0736-
69-1004、 児童養護施設 つつじが丘学舎☎480-1043、児童養護施
設 こばと学園☎461-0072、児童養護施設 旭学園☎479-0080

施設名（住所） 電話番号 予定数
 カナの家 （葵町３-25） ☎ 496-2368 10 人
 若竹園 （毛見 1451- １） ☎ 445-5721 13 人

毎日通園

毎日通園、幼稚園・保育所（園）等との並行通園も可

子供達の未来のために

申込・問合は各市立幼稚園へ

令和２年４月より（仮称）本町こども園・（仮称）芦原こども園が
開園予定です。それに伴い本町幼稚園・芦原幼稚園は令和２年３
月に閉園となります。
●申込期間／ 11月 18日月～ 22日金
●願書配布／ 11 月１日金～各幼稚園で
●申込／ ・（仮称）本町こども園　本町幼稚園☎ 422-8257 

・（仮称）芦原こども園　芦原幼稚園☎ 424-7957 
※問い合わせ　保育こども園課☎ 435-1064

　令和２年４月より（仮称）本町こども園・（仮称）芦原こども園が開園予定です。
それに伴い中之島・四箇郷・芦原・新南保育所は、閉所となります。
※市立認定こども園（保育部分）に関するお問い合わせは保育こども園課まで

里親のいろは～里親を知ろう～
里親、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター、里親支援
専門相談員から話をした後、希望者のみ個別相談会。
● 日時／ ① 10月 26日土 ② 10月 31日木 

各 13時 30分～ 15時 30分
● 場所／ ①イオンモール和歌山３階 イオンホール　 

②市役所東庁舎３階 第５会議室
●申込／各開催日前日までに電話・メールで
●申込先／ つつじが丘学舎（担当：戎

えびすじま
島） 

☎ 480-1043 
✉ wakayamashisatooyakai@outlook.jp

申込・問合は各私立幼稚園へ

（一覧は９月１日現在のもの）

（一覧は９月１日現在のもの）

✿市立認定こども園（保育部分）

第 19回和歌浦ベイマラソンwith ジャズ

交通規制のお知らせとお願い

10/27日 開催

雑賀崎工業団地の規制
　▶ 26 日土 17：00～27日日９：00
　　一般車両（工業団地関係車両除く）は団地内進入不可

和歌浦交差点について
　▶和歌浦口方面から片男波方面へ直進不可
　▶紀三井寺方面から西進する車両は左折不可
　※和歌浦口交差点でう回してください。

各場所の規制予定時刻

①８：30～13：30頃  
②８：45～13：30頃  
③９：50～12：00頃　
④９：45～12：00頃　

⑤９：40～11：15頃
⑥９：00～11：00頃
⑦９：00～10：30頃
⑧７：30～10：00頃

通行止
一方通行
車線減少
通行可能

大会当日は国道 42号の
混雑が予想されます。

交通規制は最終ランナー通過後
速やかに復旧・解除します。

問 スポーツ振興課 ☎ 435-1364

　今年で 19 回目を迎える「和歌浦ベイマラソン with ジャズ」。
当日、コースとなる道路について、次のとおり交通規制が行わ
れますので、同道路をご利用される方及び周辺の方々にご迷惑
をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。その他詳細は
市 HP（ID：1002158）。

✿私立認定こども園（教育部分）

✿市立認定こども園（教育部分）

✿私立幼稚園

✿市立幼稚園

※新制度への移行や認定こども園
への移行については、直接各施設
へお問い合わせください。

市立幼稚園・私立幼稚園・認定こども園（教育部分）
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