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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

児童１人あたり５万円を支給します

和歌山市組合等経済活動促進事業補助金

中小企業組合を支援します

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、

児童 1 人あたり５万円を支給します。

問 商工振興課 ☎ 435-1233

事業協同組合、商店街振興組合等の各種組合が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止と社会経済活動の両立を推進

する事業に係る費用の一部を補助します。

（上記組合のうち、団体およびその構成員の３分の２以上が主たる事務所を本市に置くもの）

● 対象事業／３密防止、安全性等感染拡大防止に係る情

報発信、感染拡大防止に配慮した販促活動、感染拡大

防止に取り組む事業等（令和３年４月１日～令和４年

１月 31 日実施分）

令和４年２月 28 日月〈必着〉までに郵送・持参
※ 令和４年３月分からの児童手当または特別児童扶養手

当の認定・額改定を請求した場合は、

　令和４年３月 15 日火〈必着〉まで

※申請が必要な場合と不要な場合があります。

※詳細は市 HP（ID：1036379）で。

① 平成 15 年４月２日～令和４年２月 28 日生まれの児童を

養育する父母等（特別児童扶養手当の対象児童は平成 13

年４月２日以降に生まれた児童）

② 令和３年度住民税（均等割）が非課税の方または、新型

コロナウイルス感染症の影響により令和３年１月１日以

降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※本給付金のひとり親世帯分の対象児童は除く

※既に給付済みの方もありますので、ご注意ください。

●支給対象者　①②の両方に当てはまる方 ●申請

●申請・問合先／こども家庭課（東庁舎２階）　☎ 435-1219

人 権 コ ラ ム

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する

中、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）

等において、その匿名性や情報発信の容易さから、

感染者やその家族、関係者などに対し誹謗中傷など

の心ない書き込みが見受けられます。

　新型コロナウイルスに感染するかもしれないとい

う不安や恐れから、感染者等に対する偏見が生まれ

やすくなっていますが、どのような場合であっても、

感染症を理由とした差別、偏見、SNSでの誹謗中傷

等は許されることではありません。

　こんな時だからこそ、私たちは信頼できる正しい

情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動を心がけ、

一人ひとりがお互いに思いやりの心を持つことが大

切です。

～思いやりの心を～わかっこ
すくすく育ってね　和歌山市のこどもたち

３歳未満のお子さん写真大募集！
❶名前（ふりがな） ❷生年月日 ❸住所 ❹電話番号 ❺メールアドレスを
記載のうえ、メールでご応募ください。抽選で掲載します。市 HP の
トップにもランダムに表示します。

※写真データは１MB以上。プリント写真の郵送も可。
あて先▶広報広聴課  koho@city.wakayama.lg.jp
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R ２.11.20 生（堀止東）

●申請期限／令和４年１月 31 日月　※予算に達し次第終了

※詳細は電話または市 HP（ID:1035667）で。

●支援内容／上限 50 万円（対象経費の２分の１）
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もっと
知りたい！

　競技かるたは、畳の上の格闘技
と言われるほど激しいスポーツで、
読手の声に集中して札をはねる光
景は凄まじいものです。
   国民文化祭では、ほぼ全ての都
道府県チームが参加し、各チーム
5 人制による団体戦を行い頂点を
競います。全国から有力選手が集
い、全員和装での華やかな大会です。集中力、瞬発力、気力、
体力すべてが要求される競技かるたの魅力をぜひ会場でお楽
しみください。

小倉百人一首競技かるた全国大会
和歌山城　光と音の饗宴

　和歌山城公園西の丸広場周辺に

幻想的な光の演出を行います。その

空間のなか、津軽三味線や箏などの

伝統芸能をはじめとしたステージ

イベントを開催し、和歌山の魅力を

発信します。また、ワークショップ、グルメブース（予定）

も出店します。光と音の饗宴をぜひお楽しみください。

この秋開催！
「紀の国わかやま文化祭

2021」に向けて連載中

‐連載‐

11第 回

※詳細は市HP（ID:1033132）をご確認ください。 ●日時／ 【予選リーグ】11 月６日土９時 30 分～、
　  【決勝トーナメント】11 月７日日８時 40 分～
●場所／県立体育館　※入場無料

和歌山県かるた協会 

会長    中
なかすじ

筋 規
のり

江
え

 さん
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問 保健対策課 ☎488-5118

結核住民健診日程
９月 24 日～ 30 日は結核予防週間です 日程 受付時間 場所

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

９/10 金 14：00～ JA わかやま四ヶ郷・中之島支店 四箇郷15：00～ エバーグリーン四ヶ郷店

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

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

９/21 火 ９：30～ 広瀬連絡所 広瀬
10：30～ 芦原連絡所 芦原

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

10/ ６ 水 14：00～ 東部コミュニティセンター 岡崎15：00～ プライスカット　神前店

10/14 木 14：00～ 湊文化会館 湊
15：00～ 島橋公民館 野崎

10/21 木 14：00～ 本渡児童館 安原15：00～ 安原支所

10/27 水 14：00～ 北コミュニティセンター 直川
15：00～ 有功地区自治会館 有功

10/29 金 14：00～ 新南公園 新南
15：00～ 大新公園 大新

11/ １月 14：00～ 向団地　1 号棟北側 貴志
15:00～ 河西コミュニティセンター西駐車場 松江

11/ ４木 14:00～ 三田連絡所 三田
15:00～ 日前宮駐車場 宮

２/ ８火 ９:30～ 雑賀崎漁業協同組合 雑賀崎

●対象／ 65 歳以上の方

　　　　※今年度中に 65 歳になる方も対象

●注意／ 肌着１枚で撮影します。ボタンやプリントの

ないものを着用してください。

※受付時間は30分間です。どこの地区でも受けられます。

※ 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 HP 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。

　結核は現在日本で、年間 14,000 人以上が新たに発症している
感染症です。市では令和２年の新規患者 55 人のうち、65 歳以
上の方が８割を占めています。
　代表的な症状として微熱、からだのだるさ、長引く咳・痰な
どがあります。しかし初期段階ではほとんど症状が表れず、気
づかないうちに進行してしまうことがあります。
　早期に発見できれば、本人の重症化が防げるだけでなく、大
切な家族や友人等への感染の拡大を防ぐことができます。１年
に１回は検査を受け、肺の健康状態を確かめましょう。

申込不要・保険証不要・無料

各地区を巡回して無料検査を実施します。
この機会にぜひ受診してください。

●日時／ 10 月 30 日土 17 時～ 21 時（17 時から点灯式）、

10 月 31 日日 13 時～ 21 時　※光の演出は両日 17 時～

●会場／和歌山城公園　西の丸広場周辺　※入場無料

文化祭の情報をツイッターでも発信中！
紀の国わかやま文化祭2021・和歌山市

（＠ kokubun2021_w）


