お知らせ
全国一斉緊急情報伝達訓練
地震・津波や武力攻撃などの災害時
に︑全国瞬時警報システム︵Ｊアラー
ト︶から送られてくる国からの緊急情
報を︑さまざまな手段を用いて確実に
皆様へお伝えするため︑緊急情報伝達
訓練が全国で一斉に
実施されます︒
有田市が当日実施
する訓練は次のとお
りです︒
日時／ 月 日︵金︶午前 時ごろ
内容／防災行政無線の試験放送
防災安全課︵内線３９３︶
問

国民年金についてのお知らせ
﹁社会保険料︵国民年金保険料︶控除
証明書﹂が送付されます︒
国民年金保険料は︑所得税及び住民
税の申告において１月１日から 月
日までに納付した保険料全額が社会保
険料控除の対象となります︒
社会保険料控除を受けるためには︑
納付した事を証明する書類の添付等が
必要です︒その書類として︑社会保険
料︵国民年金保険料︶控除証明書が日
本年金機構から送付されます︒
○毎年 月上旬に送付
平成 年１月１日から９月 日まで
の間に保険料を納付された方について
は︑控除証明が 月上旬に日本年金機
構から送付されます︵ 月末までの納
付見込み額も含む︶︒

港町児童公園が新しくなりました
この度︑港
町児童公園に
新しい遊具を
設置いたしま
した︒地域の
保育所︑小学
校の児童にア
ンケートを実
施し︑意見を
反映させた遊
具となってい
ます︒是非ご
利用ください︒
なお︑小さなお子さまが遊ぶ際に
は︑保護者等大人の方が付き添ってく
ださい︒
問 建設課︵内線３３１︶

家屋を取り壊したら必ず連絡を
固定資産税は毎年１月１日を基準日
として課税されます︒
住宅や車庫などの建物を取り壊した
場合は︑必ずご連絡ください︒ご連絡
がない場合︑翌年度も課税される原因
となります︒
問 税務課︵内線２３４︶

年末調整説明会

○２月上旬に送付
月１日から 月 日までの間に今
年初めて保険料を納付された方につい
ては︑翌年２月上旬に送付されます︒
﹁ねんきんネット﹂について
年金記録や将来の年金受給見込額を
確認し︑未来の生活設計について考え
てみませんか︒
﹁ ね ん き ん ネット ﹂を ご利 用いた だく
と︑いつでもご自身の年金記録を確認で
きるほか︑将来の年金受給見込額につい
て︑ご自身の年 金記録を基に様々なパ
ターンの試算をすることもできます︒
﹁ねんきんネット﹂については︑日本
年金機構のホームページでご確認いた
だけます︒
問 和歌山西年金事務所
℡０７３ ４４７ １６８８
健康課︵内線５１６︶
平成 年度浄化槽設置整備
事業補助金交付申請

集

市内全域︵矢櫃・逢井地区を除く︶
において︑浄化槽設置に対する補助金
交付申請の受付を行っています︒
補助対象
・市税等を完納されている方
・平成 年３月 日︵金︶までに設置
が完了する浄化槽
・設置者の居住する為の建物
・のべ床面積の半分以上が設置者の居
住する為の建物
補助金額
・５人槽／３３２︐０００円
・６〜７人槽／４１４︐０００円
・８人槽以上／５４８︐０００円

募
平成 年度臨時職員募集

受付／ 月 日︵金︶まで
浄化槽管理者の皆様へ
管理されている浄化槽で次の場合︑
市役所まで届出をしてください︒
・相続や売買等で管理者の変更があっ
た場合
・浄化槽の使用を３ヶ月以上休止する
場合
・浄化槽の使用を廃止した場合
・浄化槽の使用を開始した場合
・５０１人槽以上の浄化槽で︑技術管
理者を変更した場合
生活環境課︵内線２２９︶
問

みかん農家の皆さんにお願い
今年も本市職員が県外の小学校に出
向き︑児童の皆さんに﹁有田みかん﹂
の学習会を開催します︒みかん農家の
皆さん︑学校給食などに使用するみか
んの提供にご協力をお願いします︒
みかん使用時期／ 月上旬
みかんの規格／ ㎏ ダンボール箱で
Ｓ級程度
募集期限／ 月 日︵木︶まで
※集荷日は後日連絡いたします︒
有田みかん課︵内線２６１︶
問

﹁２０１５年農林業センサス﹂
調査員募集
平 成 年 ２月１日
現 在において実 施 さ
れる﹁２０１５年農林
業センサス﹂に協力し
ていた だける調 査員
の方 を 募 集していま
す︒興味のある方は︑
経 営 企画課までお問
合せください︒
対象者／ 歳以上
任命期間／
平成 年
１月９日︵金︶〜３月８日︵日︶
農林業センサス調査員 Ｑ ＆ Ａ
Ｑ ﹁農林業センサス﹂とは何ですか︒
Ａ 全国の農林業経営体を対象に︑農
林水産省が５年に１回実施する農林
業・農山村の基本構造の実態とその
動向を把握する最も基本的な統計調
査です︒
Ｑ 調査員とはどのような仕事をする
のですか︒
Ａ 事前説明会への出席や︑調査客体
の把握︑調査票の配布・回収などの
業務を行っていただきます︒
Ｑ 報酬は出るのですか︒
Ａ 事務量に応じて報酬を支払わせて
いただきます︒
Ｑ 今までそのような仕事をしたこと
がないのですが大丈夫ですか︒
Ａ 資格・経験などは問いません︒
問 経営企画課︵内線３２２︶

宝くじの助成金で整備しました
財団法人自治総合センターが宝
くじの社会貢献広報事業として︑宝
くじの受託事業収入を財源として
実施しているコミュ
ニティ助 成 事 業 を
活用して次のとお
り整備しました︒

子育てサポーター募集
市では︑パパ︑ママ︑おじいちゃ
ん︑おばあちゃんなどいろんな世代の
方に︑地域の子育てに関われる取組み
を進めています︒
﹁子育てサポーター﹂の方には︑ま
ず次の講座を受けていただき︑子育て
中のパパやママを支援する活動を進め
ていただきます︒
フラダンスで子どもを楽しませよう！
日時／ 月 日︵月︶
月１日︵月︶８日︵月︶ 日︵金︶
午前 時〜午後 時 分
場所／宮原公民館
定員／ 名
申込締切／ 月 日︵水︶まで
ウクレレで子どもを楽しませよう！
日時／平成 年１月 日︵火︶
日︵火︶ 日︵火︶
午後７時 分〜午後９時
場所／糸我公民館
定員／ 名
申込締切／ 月 日︵金︶まで
※ウクレレはご用意願います︒
両講座合同での﹁子育てサポーター
お披露目会﹂を平成 年３月頃予定し
ています︒
たくさんの方のご参加をお待ちして
います！
申・ 問

福祉課︵内線３９４︶
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採用職種・人員／保育士・若干名
採用期間／平成 年４月１日〜
９月 日︵更新あり／予定︶
応募資格／保育士免許︵保育士登録を
していること︶を有する方︑または
取得見込みの方
給与等／日額８︐０００円
超過勤務手当︑通勤手当︵交通用具
使用︑片道２㎞以上︶︑雇用保険︑
健康保険︑厚生年金保険あり
勤務時間／午前８時 分〜
午後５時 分
※週５日勤務︑シフト制で早出・遅
出・土曜日勤務あり
就業場所／市内保育所
試験日等／ 月６日︵土︶
市役所で面接試験
※試験時間等については︑申込締切後
にご連絡します︒
募集期間／ 月 日︵金︶まで
※郵送は 月 日︵金︶必着
受付時間／平日午前８時 分〜
午後５時 分
申込先／総務課人事係
※ 申込書は︑所定の物を備えています︒
市ホームページからもダウンロード
できます︒
※申込時︑資格免許の写し・資格取得
見込証明書等を添付してください︒
総務課︵内線２１２︶
仕事内容は︑福祉課︵内線３７６︶
問
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日時／ 月 日︵木︶午後２時〜４時
場所／湯浅納税協会
対象者／事業所の源泉徴収事務担当
湯浅税務署 ℡
５３５１
問
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だれにでも 優しい笑顔 大切に
平成25年度 人権啓発標語 入選作品 中学校の部
⑦ 広報ありだ 2014.11

12

30

17

10

11

27

11

昨年、京都の小学校で開催した学習
会の様子
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保田地区高田自治会
祭り用備品
●はっぴの新調や太鼓の張替等
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27
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−

30

有田市消防本部
幼年消防用活動資器材
●太鼓19台 ●シンバル５個等
箕島保育所に配布
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−
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有田市の人口世帯数

人口 30,312 人（前月比− 14 人）
男 14,392 人 女 15,920 人 世帯数 11,925 戸
（平成 26 年 10 月 1 日現在）
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82-3168
88-5524
88-5500
82-1093
保田公民館…………
宮原公民館…………
糸我公民館…………
中央地区公民館……
82-3220
82-4159
82-5957
82-2276
83-3955
有田市図書館………
初島公民館…………
港町公民館…………
箕島公民館…………
宮崎公民館…………
83-1111
83-0119
82-2151
83-2141
82-3221
有田市役所…………
有田市消防本部……
有田市立病院………
有田市水道事務所…
有田市文化福祉センター …

市庁舎関係
連絡先

