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補助内容 対象住宅

④ 耐震改修費（設計費、工事費）の補助
上限 66 万６千円＋工事費の 40％（上限 50 万円）=最大 116 万６千円

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66万６千円＋工事費の40％（上限50万円）=最大116万６千円

①③
戸建てのみ

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２/３〈最大 26 万６千円〉

①

本市では、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、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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01自分自身や家族、大切な人のいのちを守るため

住宅の耐震化を進めませんか？

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または
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８万９千円）

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
※②の確認済証の交付を受け、かつ各階平面
図を所持しているものは郵送不可。随時受
付。申込書は同課・支所・連絡所・サービスセン
ターで配布または市 HP（ID：1001897）で。
③／５月 14 日金～ 12 月 10 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 14 日金～ 12 月 10 日金

（⑥のみ５月７日金～９月 30
日木）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
は同課で配布または市 HP（ID：
1001898）で。

● 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
塀へのやり替え費用を一部補助します。※通学路また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

⑧ 撤去費または１万５千円×長さ（m）
の低い方の金額の２/３ ⑧＋⑨

＝最大40万円
※期間限定⑨ 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２/３

申請の前に事前相談が必要です。（事前相談は随時受付）
事前相談書は、同課で配布または市 HP（ID：1012723）で。
●申請方法／事前相談の上、５月 21 日金～ 12 月 10 日
金に申込書を住宅政策課へ持参。

健康を守るために  年に一度の健康チェックを
●特定健診 （自己負担は無料）

特定健診は、日本人の死亡原因の６割を占める「生活習慣病」の前触れである 
「メタボリックシンドローム」に着目した健診です。１年に一度の特定健診で、
ご自身の健康状態を確認し、健康づくりに役立てましょう。

受診の流れ

●  「特定健康診査
受診券」 が届く
５月上旬ごろ対
象者に「特定健
康診査受診券」
が郵送されます。

●医療機関へ予約
同封の特定健診
実施医療機関を
ご覧ください。

受診日当日に、「国民
健康保険」に加入して
いる必要があります

●受診期限／令和４年１月 31 日月まで
●対象／令和３年４月１日時点で国民健康保険加入の40歳～74歳の方 
　　　　※令和３年度中に 40 歳の誕生日を迎える方も対象です

問国保年金課 ☎ 435-1215

●受診当日
「特定健康診査受診券」「国民健康保険被保険者証」
を持参

【検査項目】
☐☐ 血液検査�（脂質・血糖・肝機能・腎機能・痛風・貧血）
☐ 心電図
☐ 尿検査
☐ 内科診察
☐ 身体計測
☐ 血圧測定

日程 受付時間 場所

６/ ９水 14：30～ 田野 田野浦漁業協同組合
15：30～ 雑賀 松下体育館

６/17木 14：00～ 加太 加太支所
15：00～ 西脇 松源　西庄店

６/22火 14：00～ 吹上 吹上連絡所
15：00～ 城北 ダイワロイネットホテル

６/30水 14：00～ 雄湊 牛町公園
15：00～ 砂山 砂山連絡所

７/ ５月 14：00～ 松江 河西ほほえみセンター
15：00～ 楠見 河北コミュニティセンター

７/12月 14：00～ 和歌浦 和歌浦支所
15：00～ 今福 神明神社

７/16金 ９：30～ 楠見 善明寺文化会館
10：30～ 木本 JA わかやま�かせい支店

７/19月 14：00～ 川永 ショップ玉島�店舗前駐車場
15：00～ イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店

８/12木 ９：30～ 宮前 宮前小学校
10：30～ 雑賀 雑賀小学校

８/16月 14：00～ 高松 高松連絡所
15：00～ 三田 南保健センター

８/18水 14：00～ 紀伊 弘西文化会館
15：00～ 西和佐 西和佐支所

受診者の中から、毎月抽選で 10 名様に図書カード
（1,000 円分） が当たるキャンペーンを開催中

●結核住民健診 （予約不要・無料）
胸部エックス線検査は、肺の病気である結核・肺がんなどの早期発見に有効です。長引く咳、痰など
の特徴的な症状が出ない場合もありますので、年１回は検査を受け、肺の健康状態を確かめましょう。
各地区を巡回して無料検査を実施しますので、この機会にぜひ受診してください。

問保健対策課 ☎ 488-5118

●対象／ 65 歳以上の方　※令和３年度中に 65 歳の誕生日を迎える方も対象です

前期日程表（６月～９月分）

感染症法で65歳以上
の方は年１回定期健診
（胸部エックス線検査）
を受けるよう定められ
ています

※令和３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。
※緊急事態宣言が再び発令された場合など、状況によって中止にな
ることがあります。

日程 受付時間 場所

８/25水 14：00～ 宮 太田第１公園
15：00～ 宮北 ホームセンターコーナン和歌山中之島店

８/27金 14：00～ 小倉 小倉小学校
15：00～ 和佐 和佐支所

９/ ９木 14：00～ 名草 紀三井寺はやし�第五駐車場
15：00～ 紀三井寺団地自治会公園

９/10金 14：00～ 四ヶ郷 JAわかやま�四ヶ郷・中之島支店
15：00～ エバーグリーン四ヶ郷店

９/14火 14：00～ 野崎 野崎連絡所
15：00～ 楠見 河北コミュニティセンター

９/17金 14：00～ 中之島 中之島連絡所
15：00～ 本町 本町公園

９/21火 ９：30～ 広瀬 広瀬連絡所
10：30～ 芦原 芦原連絡所

９/24金 ９：30～ 東山東 東山東小学校
10：30～ 西山東 旧�JAわかやま��西山東支店

※�各日、受付時間は30分間です。どこの地区でも受けられます。

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）をした場合に、
舗装費用の一部を補助します。
● 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／次のABのいずれか少ない方（最大 10 万円） 

A舗装工事費（要見積書）×２/ ３　B舗装面積（㎡）× 3 千円
●募集期間／ 令和４年１月 31 日月まで　※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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　当会は透析治療を行っている患者団体です。
　近年、糖尿病を患い人工透析を導入する人が、
透析患者全体の 43％と多くみられます。この傾
向は、糖尿病に対する認識の甘さが原因と思わ
れます。腎臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、痛み
がなく症状が出た時は既に遅く、腎臓に大きく
負担がかかった時です。
　一生続く辛い透析治療を避けるために、皆様、
40 歳になればできる限り早期に、健康診断や定
期健診を受診し早期発見に努めましょう。

糖尿病からの透析導入を避けるため‼
― 特定非営利活動法人和歌山県腎友会 ―

●糖尿病から透析導入になった方の声 （抜粋）
・ 週 3 回、4 ～ 5 時間の透析治療が一生続くと

思うと辛い
・ 針金のような太い針を動脈・静脈、2 ヶ所刺

すのが非常に痛い
・ 糖尿病と分かった時に、食事管理をもっとき

ちんとすれば良かった
・ 透析導入した時、すでに合併症を患っている

ため苦しい　　　　　　　　　　　　
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５月は空き家の利活用促進強化月間です

あなたの空き家、「損」していませんか？
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05 問 空家対策課 
（市役所８階） 
☎435-1091

市では、空き家の有効活用を促進しています。空き家は放置すると劣化し、資産価値を損ねます。
損しないコツはすぐに対応すること。いずれ空き家を持つなら「備え」を、使う予定がある空
き家は「管理」を、使う予定のない空き家は「処分」を考えましょう。

▶空き家なんでも相談会（無料）
　空き家を所有・管理する方や自宅等が空き家になる見
込みのある方等を対象に、行政と専門家が連携し、相談
会および空き家をテーマにしたセミナーを開催します。
●日時／ ５月 16 日日 13 時～ 16 時（セミナー 13 時～　

相談会 13 時 30 分～）
●場所／和歌山県立図書館２階研修室
●申込／県庁 建築住宅課☎ 441-3184（予約優先）

空き家に関する相談は

空き家の有効活用
▶ 空き家を地域交流拠点等として活用する 

場合の改修費補助 
　自治会同意の上、空き家を地域交流拠点等として 10
年以上活用する場合、改修費用等の一部を補助します。 
● 補助内容／ 水周り、外装・内装、耐震改修、家財

の処分、外構等の改修工事に要する合
計額の３分の２まで（上限 300 万円）

　●予定件数／１件（審査により決定）
　●申込／ ６月 14 日月～７月９日金に申請書類を提

出（事前相談は５月６日木～開始）

▶インターネットでの無料空き家相談（無料）
　TAKUSERU（タクセル）では行政と専
門家団体が連携し、空き家のインターネッ
ト相談を随時受け付けています。　
問県庁 建築住宅課 ☎ 441-3184

▶ わかやま空き家バンクへの登録（無料） 
　売りたい・貸したい空き家の情報をホームページに
掲載し、移住希望者等に公開する制度です。農業委員
会の手続を経れば、家庭菜園程度の小さな農地もセッ
トで売買等もできます。　●申込／随時　 
※登録要件等、詳細は市 HP（ID:1021256）

売りたい
貸したい

買いたい
借りたい

空き家所有者 わかやま空き家バンク 移住希望者など
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06 和歌山市職員募集 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
事務職（コロナ雇用対策枠） 10 人 昭和 46 年４月２日～平成 11 年４月１日生まれ（学歴不問）。

試験区分 採用予定 主な受験資格

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 10 人
昭和 61 年４月２日～平成 12 年４月１日生まれ（学歴不問）。
事務職（情報職）は、情報処理に関する資格要件あり。
化学職・建築職・土木職・電気職・機械職は、各専門課程を修了（令
和４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］ 22 人
事務職（情報職） １ 人
化学職 ２ 人
建築職 １ 人
土木職 ７ 人
電気職 １ 人
機械職 １ 人

消防職Ⅰ種 ６ 人 平成３年４月２日～平成 12 年４月１日生まれ（学歴不問）。

● 受験案内／４月 30 日金～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）でダウンロード可。※郵送請求は、返信用封筒（角２、試験区分・
宛先を記入し 140 円切手を貼付）を事務局（〒 640-8511 七番丁 23）へ郵送。

●申込方法・締切／郵送のみ・５月 25 日火〈消印有効〉
●第１次試験日／６月 20 日日　
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により試験日程等を変更する場合は、市 HP
（ID:1002972）でお知らせしますので、適宜ご確認ください。

　コロナ禍において、採用内定を取り消された方、離職を余儀なくされた方や本市への移住を考えている方、また、就職氷
河期世代の方などを対象とし、意欲・能力を発揮して本市の一員として活躍していただくことを目的とした試験区分です。
※この試験は、コロナ雇用対策を主な目的としていますが、受験資格を満たしていればどなたでも受験することができます。

【令和３年 10 月１日採用予定】

【令和４年４月１日採用予定】

・医師（公衆衛生）・医師（公衆衛生）
・法務職・法務職（（弁護士）弁護士）
●採用予定／各１人　
※ 詳 細 は 各 受 験 案 内・ 市 HP

（医師 ID：1019097、法務職
ID:1002972）をご覧ください。

【２年コース】
講座名  ※○は回数 期間 時間 人数

初級囲碁�※４ ⑰ ６/２～２/16の水 13：30～16：00 34 人
将棋　 ⑰ ６/１～２/１の火 13：30～15：00 11 人
民踊 ⑯ ６/１～３/１の火 13：30～15：00 ４人
フラワー ⑯ ６/10～２/24の木 13：00～16：00 12 人
日本画�※５ ⑯ ６/８～３/１の火 13：30～16：00 ５人
初級書道（漢字） ⑯ ６/９～２/23の水 ９：30～11：30 ９人
園芸 ⑯ ６/４～２/４の金 13：30～15：30 ３人
初級社交ダンス ⑯ ６/10～３/17の木 19：00～20：00 21 人
初級俳句 ⑯ ６/10～２/24の木 ９：30～12：00 ５人
水墨画�※６ ⑯ ６/４～３/４の金 13：30～15：30 ９人
水彩画�※７ ⑯ ６/10～２/24の木 14：00～16：00 10 人
初級英会話 ⑯ ６/３～２/３の木 18：30～20：00 ６人

令和３年度市民大学受講生募集 問 あいあいセンター ☎ 431-5246
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【１年コース】
講座名  ※○は回数 期間 時間 人数

初級書道（かな） ⑯ ６/11～２/25の金 ９：00～11：00 １人
初級ペン習字 ⑯ ６/11～２/25の金 ９：30～11：30 １人
ストレッチ爽体操 ⑯ ６/11～３/４の金 10：00～11：00 15 人
太極拳　 ⑯ ６/10～２/24の木 10：00～11：00 ８人
初心者ワードＡ�※１ ⑯

６/２～１/19の水
10：00～12：00 15 人

初心者ワードＢ�※１ ⑯ 13：00～15：00 10 人
初心者エクセルＡ�※２ ⑯

６/３～12/16の木
10：00～12：00 ２人

初心者エクセルＢ�※２ ⑯ 13：00～15：00 １人
初級トレッキング�※３ ⑯ ６/10～２/24の木 ９：30～11：30 ９人
マジック ⑯ ６/８～２/22の火 18：30～20：00 ３人
ヨガ ⑯ ６/８～２/22の火 18：30～19：30 14 人
初級写真 ⑯ ６/８～２/22の火 19：00～20：30 ７人
初級手話 ⑯ ６/10～２/24の木 18：30～20：00 11 人
応用手話 ⑯ ６/３～２/17の木 18：30～20：00 15 人
リンパ改善運動 ⑯ ６/10～２/24の木 13：30～14：30 15 人
大正琴 ⑯ ６/３～２/24の木 13：30～15：00 10 人
川柳 ⑯ ６/２～２/16の水 13：30～15：30 15 人

●対象／市内在住・在勤の 20 歳以上の方　●費用（年額）／ 3,000 円（パソコン教室は 4,000 円）※教材費別
● 申込／５月 18 日火〈必着〉までに往復はがきで　【往信側】住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・電話番号 ･ 講座名を記入　 
【返信側】住所・氏名を記入　※１人１講座まで。窓口で申込の場合はがき持参。申込多数の場合５月 21 日金 13:30～
抽選（見学自由）。昨年度（令和２年度）は全講座の開講を見合わせたため、昨年度の応募者優先。

●場所・申込先／〒 640-8226  小人町 29 あいあいセンター「市民大学」係　※詳細は市 HP（ID:1002167）

※１・２�インターネット非接続、テキスト代 2,000 円程度　※２�基
本的なパソコン操作（キーボード入力、ファイルの保存・呼び出し等）
ができる方　※３�テキスト講義のみですが、名草山での歩行の実技
と読図（現在地の確認）を教えています。　※４�初心者から５級
程度の方　※５�道具代 12,000 円程度　※６�テキスト代 5,000 円　
※７�道具代 13,000 円程度、モデル代・花代等年間 4,000 円　

息子が帰ってきたときのために
置いておくだけだよ

帰ってくると思う ...
たぶん ...

それ、空き家です。

リアルな災害現場を最先端の VR システムで再現

VR 防災体験車の運用を始めました
㈱賃貸住宅センター代表取締役　塚本 治雄 様に寄贈し
ていただいた VR 防災体験車の運用を開始しました。
東京消防庁に次ぐ日本で２台目の車両です。
最新のVRによる学習を通じて防災意識を高めましょう。

問予防課☎ 427-0119

Pic
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詳しくは、市 HP（ID：1000181）をご覧ください。

ＶＲ防災体験車を利用するには
▶ 『消防局防災学習センターで体験』 

防災学習センターでの施設の一環として、体験
することができます。

▶ 『出前講座で体験』 
消防局で実施する「防火防災等出前講座（防火
防災のつどい）」で出張します。

伏虎義務教育学校の４年生が体験しました。

募集募集


