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胸部エックス線検査が無料で受けられます

結核住民健診 前期日程表

大切な方の死亡後の手続きを行うご遺族の負担を軽減

おくやみコーナーを設置しました
８月１日以降、中学校卒業までの全ての子供にかかる医療費の自己負担額が無料になります

こども医療費助成制度の所得制限を撤廃します

問保健対策課�☎ 488-5118

問市民課おくやみコーナー�
　（市役所１階）☎435-1312

※どこの地区でも受けられます。
※�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。
※�新型コロナウイルスの影響を考慮し、中止や延期にすることが
あります。

※各会場へのお問い合わせはお控えください。

日程 時間 場所

６/８水
14:30～15：00 加太 加太支所
15:30～16：00 西脇 松源　西庄店

６/16木 14:00～14：30 田野 田野浦漁業協同組合
15:00～15：30 雑賀 松下体育館

６/23木 14:00～14：30 吹上 吹上連絡所
15:00～15：30 城北 ダイワロイネットホテル

６/29水 14:00～14：30 岡崎 東部コミュニティセンター
15:00～15：30 プライスカット　神前店

７/４月 14:00～14：30 貴志 向団地　１号棟北側
15:00～15：30 河西ほほえみセンター

７/13水 14:00～14：30 紀伊 弘西文化会館
15:00～15：30 西和佐 西和佐支所

７/15金 ９:30～10：00 新南 新南公園
10:30～11：00 大新 大新公園

７/20水 14:00～14：30 四ヶ郷 JAわかやま�四ヶ郷・中之島支店
15:00～15：30 エバグリーン�四ヶ郷店

８/１月 14:00～14：30 和歌浦 和歌浦支所15:00～15：30 今福 神明神社

８/９火 ９:30～10：00 東山東 東山東小学校
10:30～11：00 西山東（旧）JAわかやま�西山東支店

８/10水 ９:30～10：00 宮前 宮前小学校
10:30～11：00 雑賀 雑賀小学校

日程 時間 場所

８/19金 14:00～14：30 小倉 小倉小学校
15:00～15：30 和佐 和佐支所

８/24水
14:00～14：30 宮 太田第一公園

15:00～15：30 宮北 ホームセンターコーナン　
和歌山中之島店

８/26金 14:00～14：30 高松 高松連絡所
15:00～15：30 三田 南保健センター

９/２金 14:00～14：30 名草 紀三井寺はやし�第五駐車場
15:30～16：00 紀三井寺団地自治会公園

９/８木 14:00～14：30 広瀬 広瀬連絡所
15:00～15：30 芦原 芦原連絡所

９/16金 14:00～14：30 湊 湊文化会館
15:00～15：30 野崎 島橋公民館

９/21水 14:00～14：30 野崎 野崎連絡所
15:00～15：30 楠見 河北コミュニティセンター

９/22木 ９:30～10：00 雄湊 牛町公園
10:30～11：00 砂山 砂山連絡所

　肺の病気である結核・肺がんなどの早期発見に有効な胸部エックス線検査が
無料で受けられます。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。
各地区を巡回して実施しますので、この機会にぜひ受診してください。
●対象／65歳以上の方　※令和４年度中に65歳になる方も対象です

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

毎年必ず定期健診を

　ご家族や大切な方がお亡くなりになると、死亡届や年金、保険に関する
手続きや名義変更など、さまざまな手続きが必要となります。
　そこで、死亡届提出後の手続きを、少しでも負担なくご遺族の方に行っ
ていただけるよう、ご親族等が亡くなられた後の市役所での必要な手続き
を案内する専用の窓口「おくやみコーナー」を市役所１階に開設します。
　なお、おくやみコーナーは事前予約制です。５月９日月から予約を受付
ますので、インターネットまたは電話で予約のうえ、お越しください。

●窓口受付時間／土日祝除く10時～ 15時
●対象／亡くなった方（死亡時に和歌山市に住民票があった方）のご遺族
●予約／利用日の３開庁日前までにインターネット・電話で
　【ネット予約】右のQRコードからいつでも予約可能です
　【電話予約】��おくやみコーナー専用ダイヤル☎435-1312�

受付時間：９時～17時　※土日祝除く

聞き取り内容を
もとに、必要な
手続きの担当窓
口を案内

おくやみコーナー

おくやみコーナーのイメージ

どんな
手続きが
必要？

どの窓口
に行けば
いい？

予約して来庁予約して来庁予約して来庁

　８月１日以降、こども医療費助成制度の所得制限を撤廃し
ます。これにより、本市に住所を有する中学校を卒業するま
での全ての子供が医療費助成を受けられ、医療費の自己負担
額が無料になります。※健康保険のきかない診療等は対象外
　申請が必要な方は、令和４年６月末までに申請をお願いい
たします。
　なお、４月１日時点で対象となる方のうち、申
請が必要な方には順次案内を送付する予定です。
※申請方法等、詳細は市HP（ID：1001751）で。

　申請が不要な方　 申請が必要な方
▼�現在こども医療費�
助成を受けている�
方（受給者証を持っている）
▼�以前に申請したが、現在は
所得制限を超えて資格停止
中の方（昨年７月以降に資
格停止の通知が来た）

▼�こども医療費助成
制度の申請をして
いない方�
（平成 28年に制度が
拡充され、新たに対
象となってから申請
していない方も含む）

問こども家庭課☎435-1219
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新型コロナワクチン

集団接種のおしらせ

接種会場／時間 定員 日程
イオンモール和歌山 

（10 時～ 18 時）
320 人 ５/15 日

南保健センター
（９時～ 17 時）

各日 320 人 ５/14 土・15 日

北コミュニティセンター 
（９時～ 17 時）

各日 480 人 ５/28 土・29 日

和歌山ビッグホエール 
（９時～ 17 時）

各日 1960 人 ５/21 土★・22 日★

※４月14日時点の情報です。最新情報は
市HP（ID：1033802）でご確認ください。

追加接種（３回目接種）用の接種券は、２回目接種時期を
基に順次発送しています。

※医療機関での個別接種を希望する方は、接種券一体
型予診票と一緒に送付している接種協力医療
機関一覧表〈市HP（ID：1034778）にも掲載〉
から医療機関を選び、直接予約してください。

下表の日程分の予約受付を開始しています

▶追加接種（３回目接種）【モデルナ社製ワクチン】

集団接種の日程（５月実施分）

相談・問合先相談・問合先
〈和歌山市でのワクチン接種に関する手続きについて〉

▶ 和歌山市新型コロナワクチンコールセンター 
☎ 0120-375-567（土日祝含む９時～ 17 時）
FAX 427-7660

〈ワクチンの効果、安全性、副反応など専門的な内容〉
▶ 和歌山県新型コロナワクチンコールセンター  

☎ 441-2593（土日祝含む９時～ 18 時） 
FAX 431-1800

〈ワクチン全般〉
▶ 厚生労働省　新型コロナワクチンコールセンター 

☎ 0120-761-770（土日祝含む９時～ 21 時）

３回目接種券の発送スケジュール（予定）

▶集団接種の予約方法は３通り

1  ＷＥＢ予約（24 時間受付）　 
市 HP（ID:1035509） から予約ページに進めます。

2  ＬＩＮＥで予約　 
（24 時間受付）

　 和歌山市ワクチン接種予約
アカウントを友だち追加

LINE BRAND ICON

CMYK

C82  M0  Y83  K0

友だち追加は
こちらから

3  和歌山市のコールセンターへ電話で予約 
☎ 0120-375-567（土日祝含む９時～ 17 時） 
※電話予約は混雑が予想されます。

※接種会場への直接予約申込やお問い合わせはできません。
※予約は接種日の前日 17時まで。

詳細は市HP（ID：1035509）でご確認ください。
※�日程等は変更となることがあります。
※（★）マークの日程は手話・要約筆記者を配置します。
※�集団接種の予約は３月 19 日土より始まっていますので、すでに
定員に達している可能性があります。予約時にご確認ください。

※５歳～ 11 歳は集団接種の対象外です。個別接種をお願いします。

２回目接種を完了した日 接種券発送予定日
令和３年 10 月 15 日までに完了 発送済み
令和３年 10 月 16 日～ 31 日に完了 ４/28 木
令和３年 11 月１日～ 15 日に完了 ５/13 金

※郵便事情等で、発送日から到着まで1週間程度かかる場合があります。
※一部、事務処理の都合等で上記の日程から変更となる場合があります。
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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、利活用しませんか？
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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推進しています。あなたの空き家の利活用を考えてみませんか？
市の空き家対策事業について、詳しくは市HP（ID：1001889）に掲載しています。

▶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
見込みのある方などを対象に、行政と専門家が連携し、
相談会を開催します。
●日時／�５月 15日日 13時 30分～
●場所／和歌山県立図書館
●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かかる合
計額の３分の２まで（上限200万円）

　●予定件数／１件（審査により決定）
　●申込／�６月 13日月～７月８日金に申請書類を提出

▶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ができます。　●申込／随時　�
※登録要件等、詳細は市HP（ID:1021256）

▶ まちなかの空き家を活用して学生専用シェ 
アハウスを整備する場合の改修費補助 
　中心市街地の空き家を活用して学生専用シェアハウ
スを整備する場合、改修費用等の一部を補助します。�

●補助内容／�シェアハウスにするために必要な改修
工事等にかかる合計額の３分の２まで
（１室あたり上限200万円）

　●予定件数／�３室分（１軒のシェアハウスで入居者専
用個室を３室以上整備する場合は１件）

　●応募／�５月９日月～６月10日金に応募用紙を提出　
※応募多数の場合、審査により選定

　※�補助を受ける際には、事前に空き家をセーフティ
ネット住宅に登録する必要があるなど、諸条件があ
ります。詳細は市HP（ID：1043353）
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07 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

コロナ
関連

事務職（一般枠） ５ 人 昭和 47 年 4 月２日～平成 12 年 4 月 1 日生まれ（学歴不問）。

事務職
（観光業経験者枠） ３ 人 昭和 47 年 4 月 2 日～昭和 62 年 4 月 1 日生まれ（学歴不問）。

民間企業や公的機関等で観光に関する職務経験が通算 5 年以上ある方。

試験区分 採用予定 主な受験資格

行政職Ⅰ種

事務職［１型］ 13 人 昭和 62 年４月２日～平成 13 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・機械職は次のいずれかに該当する方
①各専門課程を修了した方（令和５年３月修了見込を含む）
②受験試験区分に応じた資格を有する方
③受験試験区分に応じた職務経験が３年以上ある方
※ 事務職［１型］は、幅広い分野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］ 36 人
事務職（情報職） １ 人
化学職 １ 人
建築職 １ 人
土木職 ７ 人
電気職 ２ 人
機械職 １ 人

消防職Ⅰ種 ８ 人 平成４年４月２日～平成 13 年４月１日生まれ（学歴不問）。

● 受験案内／４月 28日木～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23日月〈消印有効〉
●第１次試験日／６月19日日　

※�コロナ関連・一般枠は、コロナ禍において、離職を余儀なくされた方、転職を考えている方、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ています。

【令和４年 10 月１日採用予定】

【令和５年４月１日採用予定】

医師（公衆衛生） 募集医師（公衆衛生） 募集
●業務内容／保健所での結核予防、感
染症予防業務等　● 採用予定／１人　
※�詳細は受験案内または市HP（ID：
1019097）をご覧ください。

問�市民相談センター�☎435-1025、消費生活センター�☎435-1188、FAX435-1257
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日常生活から生じる問題の解決方法の相談・助言をしています

民事問題等の相談は市民相談センター・消費生活センターへ

種別 相談内容 日時 受付�予約�定員
相談専門員による

法律相談
金銭貸借、離婚、相続、借地・借家、
不動産、相隣、DV、損害賠償等 月～金９時～ 16 時

※祝日を除く
予約不要
実施日時にお越しください相談専門員による

交通事故相談
示談の進め方、損害賠償、自動車
保険関係等

弁護士による
法律相談

民事関係の法律全般
（１人につき毎年度２回まで）

毎週月 13 時～
※祝日を除く

相談日の前週木（祝日の場合は次の平日）９時～電話で
（先着 10 人）　予約制※注　●相談時間／ 30 分以内

弁護士による
交通事故相談

示談の進め方、損害賠償、自動車
保険関係等

毎月第１・３水
13 時～  ※祝日を除く

相談日の前週水（祝日の場合は次の平日）９時～電話で
（先着５人）　予約制※注　●相談時間／ 30 分以内

司法書士による 
民事相談

不動産登記、成年後見、140万円
以下の金銭問題、民事トラブル等

毎月第４水 13 時～
※祝日の場合は次の平日

相談日の前週水（祝日の場合は次の平日）９時～電話で
（先着８人）　予約制※注　●相談時間／ 30 分以内

税理士による
税務相談

所得税、相続税、贈与税など税金
全般

毎月第４水 13 時～
※祝日の場合は次の平日

相談日の前週水（祝日の場合は次の平日）９時～電話で
（先着８人）　予約制※注　●相談時間／ 30 分以内

消費生活相談
（消費生活センター）

契約トラブル、架空請求、悪質商
法による被害等

月～金９時～ 16 時
※祝日を除く 予約不要（電話相談も可能）

相談一覧表（令和４年度）

（※注）予約時に、簡単に相談内容を伺います。高度な法律解釈を必要とする複雑な内容でなければ、予約不要で待ち時間が少ない相談専門
員による相談をお勧めします。なお、消費生活相談は消費生活センター（☎435-1188）で行います。場所は市民相談センターと同じです。
▶相談無料・秘密厳守　▶相談は市民の方のみ　▶契約書等の関係書類があればご持参ください
▶裁判所で係争中のもの・刑事事件は除きます　▶祝日・年末年始は実施していません

●場所／市民生活課内（市役所２階）

※�相談日および相談方法が変更になる場合があります。直接お問い合わせください。

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５年１月31日火まで　※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

Pi
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詳細はこちら

市HP（ID：1001889）


