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　準用河川改修事業（永山川）に伴う和歌山電鐵鉄道橋の架
替工事にあたり、次の時間帯において列車運休が必要となる
ため、バスによる代行輸送を行います。

●作業日（運休日）／11月26日土〈予備日：12月３日土〉

●運休列車�／�〈上り〉貴志駅9時８分発～17時 15分発の列車�
〈下り〉和歌山駅9時 30分発～ 17時７分発の列車

●運休区間／和歌山電鐵貴志川線　和歌山駅～貴志駅
※�詳細は和歌山電鐵HP・駅舎お知らせ・市HP
（ID:1002716）にて

和歌山駅から貴志駅間の各駅近隣の主要道路沿いに�
バス乗降場所を設置します。
●時間／上り・下りとも 30 分に１本間隔で運行
〈上り〉貴志駅→和歌山駅　9時 20分～ 17時 00分
〈下り〉和歌山駅→貴志駅　9時 30分～ 17時 00分

Pi

ck
Up 

04
鉄道橋の架替工事に伴い　列車が運休になります

和歌山電鐵貴志川線のバス代行輸送について

和歌山電鐵株式会社☎478-0110�
河川港湾課�☎ 435-1090

バス代行輸送のご案内

問合先

４つの習慣
1寝たばこは絶対にしない、させない。
2ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
3こんろを使うときは火のそばを離れない。
4コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

６つの対策
1ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
2住宅用火災警報器を定期的に点検し、10 年を目安に交換する。
3部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
4消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
5お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保する。
6防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの対策を行う。

　空気が乾燥し、火災が発生しやすい
季節です。また、寒くなり火を取り扱
う機会も増えます。
　火災予防に対する意識を高め、火災
の発生を未然に防ぎましょう。住宅火
災を未然に防ぎ、“もしも
の時 ”に被害を最小限に
するため、次のことを心
掛けてください。

秋の火災予防運動 11月９日水～ 15日火 問�予防課☎427-0119

『住宅防火  いのちを守る  10 のポイント（４つの習慣・６つの対策）』

消防局マスコットキャラクター
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「お出かけは　

マスク戸締まり
火の用心」

　（令和４年度　全国統一防火標語）
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マイナンバーカードを申請した方に、コンビニ等で
使える 3,000 円分のＱＵＯカードを郵送します。 

●�対象／本市に住民票があり、12月 16日金までにマイナン
バーカードの交付申請をした方（すでにお持ちの方も含む）

●QUOカードやマイナポイント受け取りの申請期限／

●場所／�全サービスセンター（河北・東部・北・河西・
中央・河南・南）

●日時／�平日、第２・４日曜　９時～16時 30分�
（１月のみ第２・５日曜）

●�持ち物／①マイナンバーカード �
②マイナンバーカードに設定した数字４桁の暗証番号 �
③キャッシュレス決済（電子マネー付きカード、QR決済等）　
④金融機関の通帳等、口座の情報がわかるもの��
���※公金受取口座を登録する場合
※本庁舎でも引き続き支援窓口を開設しています。

マイナポイント申込支援窓口を増設！マイナポイント申込支援窓口を増設！

マイナンバーカードの申請はお早めに！

マイナンバーカード申請者に 3,000 円分の Q
ク オ

UO カード
問�市民課�☎435-1027（QUOカード、マイナンバーカード申請）、デジタル推進課�☎435-1212（マイナポイント）

特典 マイナンバーカードの
交付申請期限

特典を受け取るための
申請期限

QUOカード 12月 16日金 申請不要

マイナポイント 12月末まで延長 令和５年２月末までに
マイナポイント申請

欲し
かった服が買える

！

ず

っと
行きたかったお店に

！

最大50％のプレミアムが付いてくる！

和歌山市 プレミアム付商品券 ２次募集！
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お得な「和歌山市プレミアム付商品券～わかやまペイ～」の２次購入申込が始まります。
スマホ型デジタル商品券とチケット型非デジタル商品券の２種類を販売します。購入には事前の申込が必要となります。

    デジタル 
  （スマホ型）

非デジタル   
  （チケット型）

1口4,500 円分を

3,000 円で販売
仕様

1口4,000 円分を

3,000 円で販売

中小：2,500 円
共通：2,000 円 内訳※ 中小：2,000 円

共通：2,000 円
※「中小」は中小店舗限定分、「共通」は全店舗共通分

購入上限

購入対象者

10月 31日月～令和５年２月15日水

デジタル・非デジタル商品券のい
・ ・ ・ ・
ずれかを１人４口まで

※�同一世帯の家族分をまとめて申込可能

和歌山市プレミアム付商品券事業事務局コールセンター
☎ 0120-885-205（平日９時～ 17 時 )

問
合
先

購入申込期間

11月１日�火�～13日�日〈必着〉

（１次募集で購入済みの方も追加購入可能）

【（スマホ型）デジタル商品券】 
・専用ポータルサイトから申込

申込方法
＼使えるお店も検索できます／

↓�専用ポータルサイトはこちら↓�
（https://wakayama-premium.jp）

【（チケット型）非デジタル商品券】 
・専用ポータルサイト　または�
はがき〈11月 13日必着〉にて申込�
※�はがきでの応募方法や必要記載事項については２次募集
チラシをご確認ください。チラシ設置場所等の詳細は下
記コールセンターまでお問い合わせください。

どなたでも購入可能

追加購入できる！
１次ですでに購入済みの方も

利用期間

おトク！
（スマホ型）デジタル商品券を４口購入の場合

ひとり
最大

＼いつもの買い物がお得に！／

＼久しぶりに温泉でも行こう！／

【３人分】
スマホ型
12口購入

おトク！
（1,500円×４口×３人分）

【２人分】
チケット型
８口購入

おトク！
（1,000円×４口×２人分）

【１人分】
スマホ型
４口購入

【２人分】
スマホ型
８口購入

おトク！
（1,500円×４口）

おトク！
（1,500円×４口×２人分）

手続きをお手伝い！商品券申込・購入サポートデスク

イオンモール和歌山 11 月４日金～６日日
12 月２日金～４日日 10 時

～
18 時スーパーセンターオークワ

セントラルシティ和歌山店
11 月 11 日金～ 13 日日
12 月９日金～ 11 日日

※�申込多数の場合は和歌山市民を優先し、残りは抽選

放
送
内
容

警戒レベル５がサイレン音に変更！　 11月５日に訓練実施
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問�総合防災課�☎ 435-1199
●放送日時／11月５日土　　�12時 30分（予告放送）�

12時 50分（訓練放送）
訓練、訓練、訓練。
ウゥー�⤴�（サイレン４秒）

２回
繰り返し

本年９月１日から、警戒レベル５「緊急安全確保」の発令時、サイレン音（20秒）に変更しています。
世界津波の日（11月５日）に、和歌山市内一斉でサイレンによる情報伝達訓練を実施します。

・警戒レベル５の場合、直ちに身の安全を確保してください。 
・津波の場合、直ちに高い場所へ避難してください。

突然、サイレンが鳴ったときは
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　一般会計の黒字が増加したことや、特別会計も全体で黒字となったこ
とにより、健全化判断比率は、全ての比率で前年度に引き続き、基準値
を下回る結果となりました。資金不足比率は、土地造成事業特別会計
で赤字となりましたが、将来的に見込まれる土地収入見込額が赤字額
を上回ったため、前年度に引き続き、全ての会計で算定されていません。
　今後も引き続き、財政の健全化に努めてまいります。

令和３年度決算に基づく 健全化判断比率等を算定 問 財政課☎ 435-1031

【用語説明】
▶�健全化判断比率…地方公共団体の財政の早期健全化や
再生の必要性を判断するためのものとして、以下の４つ

の財政指標を健全化判断比率として定めています。

　⑴�実質赤字比率…一般会計等の実質赤字額の標
準財政規模（通常収入が見込まれる税などの一

般財源の規模）に対する比率

　⑵�連結実質赤字比率…全ての会計の赤字や黒字
を合算した額の標準財政規模に対する比率

　⑶�実質公債費比率…一般会計等が負担する元利償還
金等の標準財政規模を基本とした額に対する比率

　⑷�将来負担比率…一般会計等が将来負担すべき
実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に

対する比率

▶�資金不足比率…公営企業の資金不足
を事業規模と比較して指標化し、経営状

態の悪化度合いを示すもの
※�詳細は、総務省HPをご確認ください。
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　人事行政の透明性を一層高めるために市職員の給与の現状や
人件費等を公表します。詳細は、市 HP（ID：1002815）で。

●特別職の報酬（令和４年４月１日現在）
区分 給料月額 期末手当（令和３年度）
市長 95 万円 3.15 月分副市長 82 万円
議長 79 万円

4.30 月分副議長 72 万円
議員 66 万円

●令和３年度　普通会計決算
歳出額　1,695 億 3,576 万９千円

⃝ 職員給与費（年額）（普通会計・令和３年度決算） 
１人あたり給与費　649 万１千円 
※給料、職員手当（退職手当除く）、期末・勤勉手当を含む。 
※期末・勤勉手当は６月 2.225 月分、12 月 2.075 月分。

● 平均給料月額・平均年齢（令和４年４月１日現在） 
【一般行政職】32 万 2,048 円・43.5 歳 
【技能労務職】31 万 2,111 円・48.8 歳

● 職員数の状況／常勤職員 2,814 人（令和４年４月１日現在）

243 億 1,933 万７千円

人事行政の運営等の状況 問 人事課☎ 435-1019

財政悪化 財政健全
財政再生基準

▼
早期健全化基準

▼レッド
カード

イエロー
カード

健全段階

連結実質赤字比率 △14.36 （△ 15.47）16.2530.0

実質公債費比率 25.035.0

実質赤字比率 △2.86（△ 1.76）11.2520.0

将来負担比率 107.7（119.7）350.0

9.6（10.6）

人件費
（14.3％）

★
★★

★
★ ★
★ ★

人件費以外（85.7％）
1,452 億 1,643 万２千円

※数値の単位は%、（　）は前年度の数値です。
※実質赤字比率と連結実質赤字比率の△は、黒字をマイナス表示した場合の数値です。

移動市長室　11 月の開設日程 問�広報広聴課�☎ 435-1009
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　市政へのご意見やご提案などを市長
が直接お聴きする「移動市長室」の開
設日程をお知らせします。

※ ご意見・ご提案のある市民の方は、開
設時間内に自由にご参加いただけま
す。なお、時間の都合上、参加人数を制
限させていただく場合があります。

開設日 開設時間 地区 会場

11/12 土

13：00 ～ 13：45 有 功 有功支所
14：00 ～ 14：45 直 川 直川支所
15：00 ～ 15：45 川 永 川永支所
16：00 ～ 16：45 山 口 山口支所

11/19 土

10：00 ～ 10：45 紀 伊 紀伊支所
13：00 ～ 13：45 高 松 高松連絡所
14：00 ～ 14：45 吹 上 吹上連絡所
15：00 ～ 15：45 砂 山 砂山連絡所
16：00 ～ 16：45 今 福 今福連絡所

11/26 土

13：00 ～ 13：45 四箇郷 四箇郷連絡所
14：00 ～ 14：45 宮 北 宮北連絡所
15：00 ～ 15：45 宮 宮連絡所
16：00 ～ 16：45 宮 前 宮前連絡所

※  12 月以降の日程など、詳細については決ま
り次第、市 HP（ID：1045745）等でお知
らせします。




