11

10

おしらせ
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令和元年度有田市文化賞表彰式

有田市文化賞は︑本市文化の発展に貢
献 し た と 認 め ら れ る 個人 また は 団 体 に 対
し︑その功績をたたえ︑市が表彰するも
のです︒
表彰式は次の日程で執り行います︒
月７日︵木︶ 時〜
日時
場所 文化福祉センター
なか しま れい こ
文化功労賞 中島 玲子 氏
の だ
まさ お
文化奨励賞 野田 政男 氏
おお みね しょう じ
大峯 章嗣 氏
ー
３７１５
秘書広報課 ℡

﹁第 回和歌山県小学校人権の花運動﹂
入賞校が決定！

県下１２４校の応募の中
から︑市内では次の小学校
が入賞しました︒

37

問

Arida Information
〜有田市からのおしらせ〜

人口・世帯数
【令和元年10月 1 日現在】
人口 27,815人（前月比+2人）
男 13,237人 女 14,578人
世帯数 11,743戸

50

20

11

11

10

82

25

10

11

12

15

スプレー缶・カセットボンベのごみ出し方法
環境省からの通知や他自治体における事故を踏まえ、２月か
ら中身を出し切って、穴を開けずにごみ出しできるよう変更し

最優秀賞 保田小学校
優秀賞 田鶴小学校・港小学校
奨励賞 箕島小学校・初島小学校
ー
３５５８
市民課 ℡

問

ママと赤ちゃんが笑顔になる講座
〜体の基礎は骨盤から〜

忘れていませんか？

毎日しているだっこ︒ちょっ
とした体の使い方でこんなに変
わる︒ママと赤ちゃんが笑顔に
なる︑そんな時間を体験しませんか？
月 日︵月︶ 時〜 時
日時
場所 保健センター
対象 生後 か月までの赤ちゃんとその
お母さん︵有田市民に限る︶
組︵定員を超えた場合は抽選︶
定員
おお ひら しょう こ
講師 ちひろ助産院 大平 昌子 先生
用意するもの バスタオル１枚︑タオル
１枚︑運動できる服装︑飲み物︑保険
代 円
月５日︵火︶〜 月 日︵金︶
申込期間
ー
３２２３
保健センター ℡

浄化槽の届出

家屋の解体や新築︑転居などにより次
の項目に該当する場合は︑届出が必要で
す︒各種届出書は︑市ホームページから
もダウンロードできます︒
◇浄化槽の使用を開始した場合
◇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
◇相続や売買等で管理者の変更があった
場合
◇５０１人槽以上の浄化槽で︑技術管理
者を変更した場合
ー
３５６５
生活環境課 ℡
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よって育まれる礼儀、思いやり、感謝といった人間力の育成 ▶「Society5.0」といわれる新しい時代を見据え、
ICT教育の施設の充実、指導者の技量向上を一層進めたいと考えています。
教育委員会のホームページにある募集要領をご参照の上、ふるってご応募ください。

浄化槽は適正な管理をしないと、故障や臭いの原因となるお
それがあります。
には、浄化槽法により浄化槽の維持管理として次の３つが義務

「その他の不燃物」の収集時
に、作業員がスプレー缶やカ

づけられていますので、必ず実施してください。

セットボンベの中身を確認し、

①保守点検（家庭の場合は年３、４回）
・機器類の調整、修繕

残っている場合はごみ袋に赤

・消毒剤の補充等

い「お願い」シールを貼って、

・県の登録を受けた業者へ依頼

収集せずに集積所に残してい

②清掃（年１回以上）

ます。
シールを貼られたごみ袋については、スプレー缶等の中身を
出し切った後、処理した目印としてシールに大きく×を書き、
次の収集日に集積所へ出してください。
中身の残ったスプレー缶・カセットボンベをごみ出しされま
すと、ごみの収集車
両や処理施設で火災
事故の危険がありま
す。必ず中身を使い
切りましょう。

・汚泥の引抜
・機器類の洗浄
・市の許可を受けた業者へ依頼
③法定検査
・保守点検と清掃の実施状況を確認
・水質検査により浄化槽が正常に機能しているかを確認
・検査は２種類あり
７条検査 （使用開始後３ヶ月を経過した日から５ヶ月以内）
11条検査（７条検査後毎年１回）
・県の指定検査機関へ依頼
公益社団法人和歌山県水質保全センター
℡ 073-432-6433

問 生活環境課 ℡ 22-3565

問 生活環境課 ℡ 22-3565

市役所（２階エレベーターホール、４階教育委員会）
、市民会館、市内各公民館、
文化福祉センター、市内各小中学校
※一般の方向けの応募用紙は、市ホームページからもダウンロードできます。

応募締切

11月15日（金）まで

統合スケジュール（概要）
令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度
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浄化槽の適正な管理を！

〜４中学校の良さを継承する〜』という理想を掲げ、市内外に誇れる中学校を開校

します。▶全国トップレベルの学力の育成 ▶全国レベルの部活動の展開や、競技力をもった生徒の育成 ▶武道に

問

浄化槽管理者（浄化槽を使用している方または設置した方）

ています。

2019. 11

『文武両道とICT教育の推進

応募要領、応募用紙配布場所

問

⑤ ARIDA

令和６年4月に開校する新中学校名を募集しています

校舎建設
学校名・校歌
制服

等

設計
校名選定

新校舎建設工事

開校

校歌・校章等の決定

制服・体操服・くつ・カバン等の決定

通学に関して

新校舎使用
グラウンド整備

新入生から順次新制服で入学

通学方法、通学路の検討、危険箇所の調査・改善
問

紀文シアター市民参加劇
『有田川』
チケット
発売開始！
有吉佐和子の小説を原作とし
た市民参加による劇「有田川」
を上演します。
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
ニティ助成事業です。
日時 令和２年３月１日（日）１４時開演
（約１３５分）
場所 市民会館 紀文ホール
チケット １１月２日（土）９時発売開始
販売先 市民会館【全席自由】
一般 前売券８００円（当日１０００円）
高校生以下 ４００円（当日５００円）
※前売券が完売の場合、当日券の販売はありません。
※字幕、一部手話通訳・音声ガイド利用可
問

市民会館

℡ 82-2626

教育総務課

℡ 22-3758

箕島漁港に来年5月、産直施設
「浜のうたせ」が誕生します！

来年4月末プレオープン、GWにグランドオープンを
予定しています。
このたび、有田箕島漁業協同組合、株式会社松源、有
田市の三者は、箕島漁港に新設される産直施設「浜のう
たせ」を中心とした有田市地域産業の振興に係る事業連
携協定調印式を行いました。
この産直施設が観光客にとって目的地となるとともに、
地元の方にも喜んでもらえるエネルギー溢れる施設にし
ていけるよう、三者で協力して事業を進めてまいります。
問

産業振興課

℡ 22-3628

ARIDA

2019. 11 ④

