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お知らせ

子育て世帯臨時特例給付金
福祉課子ども係︵内線３９４︶
児童扶養手当・特別児童扶養手当
の届出は忘れずに
児童扶養手当や特別児童扶養手当を
受給している方は︑毎年８月中に現況
届を提出していただくことになってい
ます︒印鑑と証書をご持参のうえ︑担
当課で手続きをしてください︒手続き
が遅れますと８月以降の手当が受けら
れなくなります︒
問 児童扶養手当
福祉課子ども係︵内線３９４︶
特別児童扶養手当
福祉課福祉係︵内線２８４︶
火災等のお問合せは
０１１９︵災害ダイヤル︶へ
﹁１１９
番﹂は︑火災
の通報や救
急・救助の要
請のために必
要な緊急通報
用の電話番号
ですので︑そ
れ以外のお問
合せは次の電
話番号をご利
用ください︒
火災等の問合せ
有田市消防本部
０１１９ ※音声案内
℡
医療機関照会
有田市消防本部
０１１９
℡

和歌山県救急医療情報センター
℡073 426 1199
なお︑消防団を招集するとき︑防災
行政無線で放送及びサイレンを流しま
す︒その際︑ご家庭にある防災行政ラ
ジオからも流れますので︑ご了承くだ
さい︒

水環境の改善にご協力を
川の汚れの大きな原因には︑炊事︑
洗濯︑入浴などの生活排水が考えられ
ます︒
生活排水が
多くなりすぎ
ると︑それを
餌とする微生
物が大量に繁
殖し︑水の中
の酸素を使い
切ってしまい
ます︒
酸素が無く
なると︑そ
の川に住む魚
などがいなく
なるだけでな
く︑窒素や硫黄を餌とする微生物が繁
殖して︑周囲に悪臭を放ちます︒
きれいな川やそこに住む生き物を守
るため︑次のようなことに気をつけま
しょう︒
・食器に付いた油汚れなどは拭き
取ってから洗う︒
・米のとぎ汁や調理くずなどは肥料
として利用する︒
・洗剤は適量を使用し︑使いすぎな

いようにする︒
・お風呂の残り湯は洗濯などに利用
する︒
また︑廃油や薬品類などは絶対に川
に流さず︑適正に処分してください︒
大切な川や水環境をみんなで守って
いきましょう︒
問 生活環境課︵内線２２９︶
農地転用許可を受けた農地
︵田畑︶は課税が変わります
固定資産評価基準では︑農地法第４
条︑５条の規定により転用許可を受け
た土地については︑たとえ耕作されて
いる場合でも︑宅地等としての価値を
有しており︑宅地並みの課税をするこ
ととされています︒
本市では︑このような土地の課税地
目を﹁介在田﹂﹁介在畑﹂とし︑宅地
比準の２割評価とします︒
問 税務課︵内線２５８︶
NOSAI和歌山中部
園芸施設共済について

てん

和歌山中部農業共済組合
℡
５１２１

ほ

自然災害などでビニールハウス・ガ
ラス室等の施設が被害を受けたとき︑
損害を補填し︑農家の経営をバック
アップします︒
農家のみなさんの負担を軽くするた
め︑掛金の半分を国が負担していま
す︒
問

※電話での申込は受付けません︒
主催／有田市教育委員会
後援／有田市地域活動連絡協議会
生涯学習課︵内線２９７︶
申・ 問

自衛官募集説明会

市県民税︵第２期︶
国民健康保険税︵第２期︶

２︶
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「大丈夫？」 勇気をだして 一言を

﹁臨時福祉給付金﹂の申請は
お早めに
申請をしないと辞退したものとみな
されますので︑支給対象と思われる方
は申請しましょう︒なお︑支給に該当
する可能性があるかどうか︑本人の申
し出があればお答えできますので︑福
祉課までお問合せください︒
支給対象者／平成 年度市民税が非課
税の方︒ただし︑ご自身を扶養してい
る方 が課税の場合︵事業専従者を含
む︶や生活保護制度の被保護者の方
は対象外です︒
支給額／給付対象者１人につき１万円
※給付対象者で次に該当する方は５千
円を加算
・老齢基礎年金︑障害基礎年金︑遺族
基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当︑特別障害者手当等の
受給者など
受付期限／ 月１日︵水︶まで
受付時間／午前９時〜午後５時
※８月中の木曜日に限り午後８時まで
受付場所／市役所３階第３会議室
申請時に必要なもの／印鑑︵認印︶︑
本人確認書類︵給付対象者と思わ
れる方全員分︶︑振込先の通帳
︵キャッシュカード︶︑委任状兼誓
約及び同意書︵家族を代表して申請
する場合等︶
なお︑子育て世帯臨時特例給付金の申
請は９月３日︵水︶まで受付しています︒
問 臨時福祉給付金
福祉課福祉係︵内線２８９︶

成人式にしませんか︒
募集人数／司会者 男女各１名
誓いの言葉発表者 男女各１名
申込締切／８月 日︵金︶
※応募者多数の場合は選考します
申込方法／生涯学習課まで電話で申込

募集案内所︵有田市宮崎町１０６

30

18

後期高齢者医療保険料︵第２期︶
介護保険料︵第２期︶
納期限は９月１日︵月︶です︒
市税の納付は
安全・安心な口座振替で

18 27
21

63
−

日時／８月２日︵土︶・ 日︵土︶
午前 時〜午後４時
場所／自衛隊和歌山地方協力本部有田
−

10

27

種目／①自衛官候補生︻ 歳以上
歳未満対象︼②一般曹候補生︻
歳以上 歳未満対象︼③航空学生
︻高卒︵見込含︶ 歳未満対象︼
④防衛大学校学生︻高卒︵見込
含︶ 歳未満対象︼⑤防衛医科大
学校医学科学生︻高卒︵見込含︶
歳未満対象︼⑥防衛医科大学校
看護学科学生︻高卒︵見込含︶
歳未満対象︼⑦高等工科学校生徒
︻中卒︵見込含︶ 歳未満の男子
対象︼
問 自衛隊和歌山地方協力本部
有田募集案内所℡
６６３１
21

イベント

まがたま

平成 年成人式
日程／平成 年１月 日︵日︶
場所／文化福祉センター
対象／平成６年４月２日〜
平成７年４月１日に生まれた方
生涯学習課︵内線２９７︶
問

親子体験教室
日時／ 月 日︵月・祝︶
出発／午前８時市役所前
帰着／午後５時 分予定
行き先／東大寺大仏殿・平宗本社工場
︵奈良県︶
内容／東大寺大仏殿拝観︑柿の葉ずし
製造体験
参加者／市内在住在勤在学の方
※中学生以下は保護者同伴
参加費
子ども ︵中学生以下︶⁝⁝２︐０００円
大人 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝３︐０００円
※拝観料・体験料・バス代・保険料な
ど含みます︒
※昼食は各自でお願いします︒
定員／ 名
申込期間／９月９日︵火︶〜 日︵金︶
午前９時〜午後５時
※土・日・祝は除く
※参加費と印鑑をご持参ください︒
※定員になり次第締切ります︒
19

糸我町中番︵新沖池︶
※どちらかへお集まりください︒
区間／宮原町道︵夕暮れ橋︶〜
宮原町畑︵爪書地蔵︶間
糸我町中番 ︵糸我峠茶屋跡付近及び
糸我王子社跡︶
※小雨決行︑荒天時翌日に延期
問 建設課︵内線３３８︶

まが たま

集

﹃見て︑作って︑学ぼう﹄
勾玉作り体験
夏休みに体
験学習の一環と
して勾玉作りを
行います︒素敵
な宝物を作って
みませんか？夏休みの自由研究になる
かな？親子での参加も大歓迎です︒
期間／８月１日︵金︶〜 日︵日︶
時間／午前９時 分〜午後３時
材料費／２００円
※火曜日は休館日です︒
※当日申込も受付けます︒
申・ 問 郷 土 資 料 館 ℡
３２２１

募

平成 年成人式司会者・
新成人誓いの言葉発表者の募集
平成 年成人式を開催することに
伴い︑成人式対象者
の 中 か ら﹁ 司 会 者 ﹂
及 び﹁ 新 成 人 誓 い の
言葉発表者﹂を募集
します︒
新成人の代表と
して︑思い出に残る

21

−

11

29

40

第４回市民公開講座

はら いさむ

前 立 腺 が ん は︑ 中 高 年 の 男 性 に お
いて注意すべき病気のひとつです︒和
歌山県立医科大学附属病院で前立腺が
んなどの手術支援ロボット﹃ダヴィン
チ﹄の導入に携わった教授に︑診断と
治療についてお話していただきます︒
日時／９月４日︵木︶午後７時〜
場所／文化福祉センター
入場料／無料︵申込不要︶
定員／２００名
※定員を超えると入場できません
内容／和歌山県立医科大学泌尿器科学
教室原勲教授による講演
﹃前立腺がんの診断と治療﹄
市立病院℡
２１５１
問

紀州路クリーン大作戦
﹁ 道 路 ふ れ あい
月 間 ﹂の取 り 組
み と して ︑県 下
一斉 の 道 路 清 掃
ボランティア
﹁ 紀 州 路クリー
ン大 作 戦 ﹂を 実
施 しま す ︒県 道
沓掛糸我線及
び熊野古道のご
み・空き缶拾い︑除草等の清掃を行いま
す︒参 加いただける方 は当日︑集 合場
所へお集まりください︒
日時／８月 日︵土︶ 午前８時〜
集合場所／宮原町道︵山口王子社跡︶

30

−
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優しさと おもいやりで 笑顔咲く
平成25年度 人権啓発標語 入選作品 中学校の部
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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

