問子育て支援課（東庁舎２階）☎ 435-1329

和歌山市が行う、子育て・結婚等に対するおもな支援事
業を紹介します。対象の方はぜひご利用ください。

育児支援助成事業

小学生以下の子供を３人以上養育する家庭を対象に、就学前の
子供に係る対象事業の利用料を助成します。
●助成額／年額上限 15,000 円

●対象事業／ファミリー・サポート・センター、病児・病後児

※予算が無くなり次第終了する場合があります。

保育、子育て短期支援（ショートステイ・トワイライトステ
イ）
、一時預かり（保育所等の利用に限る）

＼ 第３子以降の出生をお祝い！ ／

●申請期限／令和５年３月まで

さん

しあわせたく３未来ギフト

出産

子育て

＼ 一時預かりやファミサポの利用料を助成！ ／

利用分は、４月末まで申請可能

※令和５年３月

※申請方法は市 HP（ID：1012114）で→

第３子以降の出生をお祝いし、市
長のメッセージカードや

おもちゃなどが入ったギフトを贈
ります。

子育て

＼ ひとりで抱え込まずに話してください ／

子育てプランナー事業（利用者支援事業）

●対象／子 供の出生により３人以上の子の父・母になった方
※住民票に記載があること

子育ての悩みや気になることなど、

※申請方法は市 HP（ID：1013075）で→

のニーズに応じて、子育てを支え

気軽にご相談ください。それぞれ

●申請期限／対象児出生日から６か月以内

るサービスの紹介など、適切な機

＼ 三世代での同居・近居を検討される方へ ／

住居

三世代同居・近居促進補助金

関とつなぐお手伝いをします。

●相談方法／来所、電話（☎ 435-1329）
、オンライン、メー
ル（✉ planner-soudan@city.wakayama.lg.jp）

おやこの座談会・相談会も実施しています。

子育て世代を含む三世代が新たに同居ま

※詳細は市 HP（ID：1001764）で→

たは近居するために、市内に転入・転居し、

新築やリフォーム工事をした方に対して、
費用の一部を助成します。

●助成額／【転入】上限 30 万円 【転居】上限 10 万円

※住宅取得やリフォーム費用の 10 分の 1 まで

※申請には期限があります。要件等の詳

転入型

転居型

細は市 HP〈転入型（ID：1012174）、

お見合い応援プロジェクト

18 歳以上で結婚を希望する市民の方に、
の場を提供してきた世話人同士が連携し、
お見合い型の出会いの場を提供します。

＼ 新婚世帯を応援します！ ／

結婚のお相手探しのお手伝いを希望される
方は、ぜひご登録ください。

ハッピーウエディング事業

詳細は市 HP（ID:1035498）で→

結婚に伴う新生活に係る経費を支援します。

素敵な縁を結ぶ 世話人募集！（無償ボランティア）

●助成額／上限 30 万円

●活動内容／出会いに関する相談、縁結び会への出席、お見合
いへの同席等

●対象／令和４年１月１日～令和５年３月
①婚姻日での年齢が夫婦とも 34 歳以下

①民生・児童委員や自治会役員等、地域活動を行っている方

②令和３年度（令和２年中）の世帯の所得合計が 340 万円以下

などの条件をすべて満たす方

●対象経費／住宅取得・賃借の費用、引越し費用
※申請方法は市 HP（ID：1012164）で→

市報わかやま 令和４年８月号

コロナ時代の新分野展開・業態転換等を進める市内事業者を支援

01 国の「事業再構築補助金」に市独自で上乗せしています
問産業政策課☎ 435-1040

②縁結びの実績・知識・経験を有していると市が認める方ま
たは興味のある方

※結婚相談等を生業として行う方は対象外

●申込／ 9 月 30 日金までに申請書とアンケートを持参

◦◦ 和歌山市役所 ☎ 073-432-0001
（代表） 〒640-8511 和歌山市七番丁23 ◦◦

（例）事業費 600 万円の新たな取組を実施する場合

新分野展開や業態転換等、事業・業種転換等の新たな挑戦を支
援する国の「事業再構築補助金」の対象となった市内中小企業

者等に対し、さらに「和歌山市事業再構築支援補助金」として

●補助額／上限

100 万円（対象経費の６分の１）

市が支援（1/6）
100 万円
市が上乗せ

●対象／国の事業再構築補助金の採択を受けていること等
●期限／ 10 月 31 日月

自己資金（1/6）
100 万円

自己資金（1/3）
200 万円

市独自の上乗せ支援を行っています。

国が支援（2/3）
400 万円

※令和４年度中に第２回公募を予定

しています。ただし、予算額に達した場合はそ
の時点で申請受付を終了します。

国が支援（2/3）
400 万円

100 万円の資金で 600 万円規模の取組が可能！

※詳細は、市 HP（ID:1034204）で
Up
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02 医療費助成受給者証の年次更新

８月１日から次の受給者証が更新されます。受給資格のある方には「新しい受給者証」を、所得制限超過等の理由により資
格をお持ちいただけない方には「受給資格についてのお知らせ」を７月中に郵送しています。

●重度心身障害児者医療費受給者証
●重度心身障害者（後期高齢者医療）医療費受給者証
●対象／1身体障害者手帳１～３級 2療育手帳Ａ１・Ａ２ 3特別児童扶養手

当１級（20 歳未満）のいずれかの認定を受けている方（65 歳を超えて平成
20 年４月１日以降に新たに認定を受けた方を除く）
、

4精神障害者保健福祉手帳１級の認定を受けている方（65 歳を超えて新た
に認定を受けられた方を除く）※1～4とも所得制限あり

●助成対象／保険診療に係る通院・入院医療費の自己負担分（身体障害者手帳
３級は入院のみ）、入院時食事療養費の自己負担額の半額（身体障害者手帳
３級を除く）

問 1～3障害者支援課☎ 435-1060

4保健対策課☎ 488-5163

●こども医療費受給資格証
●対象／中学校卒業までの全ての子供

●助成対象／保険診療に係る通院・入
院医療費の自己負担分、入院時食事
療養費の自己負担額の半額

問 こども家庭課☎ 435-1219

●要件／市内在住の 18 歳以上で、①または②に当てはまる方

31 日に婚姻する夫婦で、

5

出会い

出会いの機会を提供します。地域で出会い

転居型（ID：1012175）〉で→

結婚

＼ 結婚したいけど出会いが少ない ... そんな方に！ ／

Up
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03 子育て世帯の方・
結婚を考える方へ

Pi

Up
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こども医療費

⃝老人医療受給者証
●対象／①～③全てに該当する方
① 67 ～ 69 歳

②市民税非課税世帯

③収入・資産等が一定基準以下
問 保険総務課☎ 435-1062

８月１日から所得制限を撤廃、中学校卒業までの全ての子供が対象となります

７月下旬から、受給資格証を順次送付しています。（本制度の申請をしたことがない方など、受給者証の交付には申請
が必要な場合があります。
）８月に入っても受給者証が届かない方は、こども家庭課までお問い合わせください。
※その他の医療費助成制度を受給している方は手続き不要

問こども家庭課☎ 435-1219

◦◦ 市HPのトップから関連ページを検索できます。①記事記載のIDを入力 ②表示ボタンをクリック ◦◦

市報わかやま 令和４年８月号

4
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特別な手続き不要で 1 人あたり最大 3,000 円お得に！

Pi

04 和歌山市宿泊・日帰りとくとくプラン

問観光課☎ 435-1234

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光需要を回復するため、お得な宿泊・日帰りプランの販売を促進す

る「和歌山市宿泊・日帰りとくとくプラン」の販売を開始しました。

※販売価格がすでに値引きされた金額となっておりますので、利用者は特別な申請・精算等をする必要はありません。
●販売期間／令和５年１月 31 日まで

宿泊・日帰りとくとくプランの一例

※販売施設は市 HP（ID：
1029772）にて順次公表

内に本社と宿泊施設がある事業者）

和歌山市

ランを承認した市内の宿泊施設（市

●利 用方法／施設の HP や各種予約
サイト等から直接施設へ予約

Up
ck

9,000 円のプランを

宿泊施設

●対 象施設／市が宿泊等プ

利用者

6,000 円で販売

割引分を補助
1 人あたり
最大 3,000 円

お得に利用！

和歌山城まちなかキャンドルイルミネーション

Pi

05 竹燈夜 ボランティア募集
和歌山城や周辺のまちなかを竹灯篭の灯りで包む『和歌山城まちなか

キャンドルイルミネーション・竹燈夜』のボランティアを募集します。
●日時／ 10 月 29 日土・30 日日

16 時～ 22 時（予定）

●内容／竹灯篭の搬入・設置・点灯・撤去作業

●申込／９ 月２日金〈必着〉までに、はがき・電話・FAX・メールで
※参加希望日・住所・氏名・生年月日・電話番号を記入

●申込・問合先／〒 640-8511

七番丁 23

竹燈夜実行委員会（観光課内）☎ 435-1234、

FAX 435-1263、✉ kanko@city.wakayama.lg.jp
Up
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06 令和４年度 和歌山市自治功労章

自治功労章は、市の自治行政の振興と公益増進に顕著な功績が

問秘書課 ☎ 435-1000

受 章 者 一 覧 （ 24 人）

あった方に贈られます。
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（五十音順・敬称略）

◦◦ 市HPのトップから関連ページを検索できます。①記事記載のIDを入力 ②表示ボタンをクリック ◦◦
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