
　日程などくわしくは、問い合わせください。

困ったときの相談

　法務局から委嘱された人権擁護委員が人権全般について
の相談に応じます。
　基本日は毎月第2水曜日　午後1時～3時（くわしくは、人
権施策推進課に問い合わせください。）
　TEL�0736-77-2511（人権施策推進課）

紀の川市人権相談

　総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般に
ついて相談に応じます。
　相談日は市民課に問い合わせください。
※予約不要。来庁者順に応対します。
　TEL�0736-77-2511（市民課）

紀の川市行政相談

　紀の川市顧問弁護士が法律全般についての相談に応じます。
　基本日は毎月第1水曜日　午後1時30分～4時20分
　※事前に電話予約（先着7人）が必要です。
　TEL�0736-77-2511（市民課）

紀の川市弁護士相談（月1回）

人権相談

行政相談

弁護士相談

各種相談

　平日の午前9時～11時30分、午後1時～4時
　TEL�0736-66-0404（桃山子育て支援センター）
　TEL�0736-75-2331（那賀子育て支援センター）
　TEL�0736-79-7228（レイモンド子育て支援センター）

子育て支援センターの子育てに関する相談

子どもの相談

　平日の午前8時45分～午後5時30分
　TEL�0736-77-2511（こども課）

市役所こども課の家庭児童相談

　妊娠、出産、子育てに関する相談に応じます。
　平日の午前8時45分～午後5時30分
　TEL�0736-79-3106（直通専用電話）

紀の川市子育て世代包括支援センター「はぐくみサポート紀の川」

　子どもの発育、発達、子育ての悩みなどに関する相談に応
じます。
　平日の午前9時～午後5時
　�TEL�073-441-0826（和歌山県立医科大学小児成育医療
支援室）

小児成育医療支援室

　ひきこもりの状態の人とその家族や支援者の相談に応じ
ます。
　毎週火曜～土曜日の午前10時～午後4時
　TEL�0736-60-8233

ハートフルハウス創

ひきこもりに関する相談
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※�法テラスは国が設立した法人で、法律相談、弁護士、司法
書士費用の立て替え等を行います。
　TEL�0570-0

お な や み な し
78374

※消費生活相談窓口についてはP86を参照ください。

法テラス・サポートダイヤル
　TEL�0570-051-051

日本貸金業協会による貸金業相談・紛争解決センター

　TEL�073-422-6141

和歌山財務事務所の多重債務相談窓口
　TEL�06-6949-6523、06-6949-6875

近畿財務局の多重債務相談窓口
　TEL�073-433-1551

和歌山県消費生活センター
　TEL�0736-77-2511（市民課）

市役所の多重債務相談窓口

多重債務に関する相談

　高齢者の健康の維持・向上や安定した生活のための支援
をします。
　平日の午前8時45分～午後5時30分
　TEL�0736-77-0350
※高齢者なんでも相談窓口についてはP68を参照ください。

紀の川市地域包括支援センター�愛の手

高齢者に関する相談

　平日の午前9時30分～午後5時
　TEL�0736-65-3435

紀の川市ふるさとハローワーク（ワークサロン貴志川）

就職に関する相談

　就職についての相談に応じます。
相談時間／相談場所
午前10時30分～11時30分／井阪文化会館
午後1時～2時／市那賀総合センター
午後2時30分～3時30分／古和田会館
相談日
基本日は毎月第3火曜日
TEL�0736-77-2511（商工労働課）

巡回職業相談

　TEL�0570-078374／TEL�03-6745-5600（IP電話から）
　平日�午前9時～午後9時、土�午前9時～午後5時
※日・祝日・年末年始を除く

法テラス（日本司法支援センター）

　TEL�＃9110（携帯電話からも可）
　土日、祝日および夜間は、「当直に接続」または「留守番電
話」のいずれかになっています。お住まいの都道府県警察の
相談窓口をご利用ください。

警察総合相談

　TEL�188（イヤヤ！）
　お住まいの近くにある消費生活センター等の相談窓口に
つながります。受付時間は相談窓口によって異なります。

消費者ホットライン

　TEL�073-433-1551
　平日�午前9時～午後5時、土日�午前10時～午後4時
※祝日・年末年始は休み　※土日は電話相談のみ

和歌山県消費生活センター

　TEL�0736-79-3919
場所 �紀の川市役所�南別館2階相談室（小）
◦専門相談員による消費者相談
　休日を除く毎週月曜日�午後1時～4時
◦くらしの窓口
　第1・第3水曜日�午後1時～3時

紀の川市消費生活相談窓口（紀の川市役所�商工労働課）

相談窓口
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どんなとき 届出の種類 いつまでに だれが どこに 何が必要

他の市町村から引
越ししてきたとき

転入届または
特例転入届
（※1）

転入した日から
14日以内

本人または本人と
同一世帯の人
（代理人は委任状
が必要です）

◦市民課
◦各支所
◦出張所

�前住所地で発行した転出証明書（特例転入の
場合は不要）
印鑑（認印）　 本人確認書類（※2）
�マイナンバーカードまたは住民基本台帳カー
ド（お持ちの人）
�入国日のスタンプ押印のあるパスポート、戸
籍謄本、戸籍の附票の写し（海外からの転入）

他の市町村に引っ
越すとき

転出届または
特例転出届
（※1）

転出する前、ま
たは転出してか
ら14日以内

本人確認書類（※2）　 印鑑（認印）
�マイナンバーカードまたは住民基本台帳カー
ド（お持ちの人）

市内で引っ越した
とき 転居届 転居した日から

14日以内

本人確認書類（※2）　 印鑑（認印）
�マイナンバーカードまたは住民基本台帳カー
ド（お持ちの人）

世帯の合併や分離
等、世帯構成に変
更があったとき

世帯変更届 変更した日から
14日以内 本人確認書類（※2）　 印鑑（認印）

（※1）マイナンバーカードを持っている人は、特例転入届・特例転出届による届出が可能です。
（※2）�官公署発行で写真貼付のもの1点（運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・身体障害者手帳等）、または写真なしの

もの2点（健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書等）

届出の種類 いつまでに だれが（届出人） どこに 何が必要

出生届 生まれた日から14日以
内 父または母 ◦出生地　◦父母の本籍地

◦届出人の所在地
出生証明書　 母子健康手帳
届出人の認印

死亡届 死亡の事実を知った日
から7日以内

親族、同居人、家
主、地主等

◦死亡地　◦死亡者の本籍地
◦届出人の所在地 死亡診断書または検案書　 届出人の認印

婚姻届 期間の定めなし 夫と妻 ◦�夫または妻の本籍地また
は所在地

婚姻届書　 夫妻双方の旧姓の印鑑
夫妻の戸籍謄本（本籍地に届出する場合は不要）
届出人の本人確認書類（※）
�未成年が婚姻する場合、父母の同意書（2022年
3月末まで）
�マイナンバーカード（お持ちの人で姓がかわる人）
住民基本台帳カード（お持ちの人で姓がかわる人）

離婚届

【協議離婚】
期間の定めなし
【調停離婚】
調停成立から10日以内
【審判・裁判離婚】
確定の日から10日以内

【協議離婚】
夫と妻
【調停離婚】
申立人
【審判・裁判離婚】
申立人

◦夫妻の本籍地または所在地

離婚届書　 夫妻双方の印鑑
�夫妻の戸籍謄本（本籍地に届出する場合は不要）
届出人の本人確認書類（※）
調停離婚の場合、調停調書の謄本
�審判または裁判離婚の場合、審判判決の謄本と
確定証明書
�マイナンバーカード（お持ちの人で姓がかわる人）
住民基本台帳カード（お持ちの人で姓がかわる人）

転籍届 期間の定めなし
◦�筆頭者および
配偶者

◦生存配偶者

◦�届出人の本籍地または転
籍地

◦届出人の所在地

転籍届書
�戸籍謄本（同一市町村内に転籍する場合は不
要）
届出人の認印（筆頭者・配偶者それぞれ）

戸籍の届出

住所変更等の届出

住民票・戸籍・印鑑登録
市民課　P50～53はすべて市民課が担当です

（※）�官公署発行で写真貼付のもの1点（運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・身体障害者手帳等）、または写真なしの
もの2点（健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書等）
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種 類 手数料
（1通） 必要なもの・注意事項

住民票（謄本・抄本） 200円 本人確認書類（※1）
認印（代理人の場合）（※2）
�委任状（同一世帯員以外の
場合）

除かれた住民票（除票） 200円

住民票記載事項証明書 200円

印鑑登録証明書 200円 印鑑登録証
認印（代理人の場合）（※2）

戸籍謄本・抄本 450円 本人確認書類（※1）
認印（※2）
�委任状（直系親族以外の場
合）

※�戸籍届出受理証明書の発行
は、戸籍届出人以外の場合、
委任状が必要

除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍附票 200円
除かれた戸籍附票 200円
戸籍届出受理証明書 350円

身分証明書 200円
本人確認書類（※1）
認印（※2）
委任状（本人以外の場合）

マイナンバーカード
再交付 800円

本人確認書類（※1）
認印（※2）
�警察署へ提出した遺失届
の受付番号

公的個人認証
電子証明書再発行 200円 マイナンバーカード

認印（※2）

（※1）�官公署発行で写真貼付のもの1点（運転免許証・マイナ
ンバーカード・パスポート・身体障害者手帳等）、また
は写真なしのもの2点（健康保険証・介護保険証・年金
手帳・年金証書等）

（※2）窓口にお越しの人が自署する場合は不要です。

　戸籍関係証明書は本籍地、住民票関係証明書は住所地の
市区町村に郵送で請求することができます。以下のものを
同封して、下記の住所まで郵送してください。

　市役所の業務時間内に来庁できない人は、あらかじめ電
話予約をすることで、日曜日に住民票や印鑑登録証明書、税
関係の証明書を受け取ることができます。

休日の証明書発行（日曜予約発行サービス）

郵送による各種証明書の請求市民課・各支所・出張所で発行できる各種証明書

�戸籍証明書等郵送請求書または住民票の写し等郵送請
求書（紀の川市ホームページ、市民課、各支所・出張所窓
口で入手できます）
�返信用封筒（切手を貼り、請求者の住所、氏名を記入した
もの）
手数料分の定額小為替（郵便局で購入できます）
�本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証等官公署
発行のもので現住所の記載されたもの）

※�本人確認書類の写しは、裏面に現住所の記載がある場合には
裏面の写しも必要です。
※�本人以外の請求の場合、委任状や直系親族であることを証明
する戸籍等が必要になることがあります。
※�住民票で別世帯の人が請求される場合は委任状が必要です。
※�戸籍を請求する場合で、直系親族の人以外が請求する場
合は委任状が必要です。

【郵送先】　〒649-6492　和歌山県紀の川市西大井338
　　　　　紀の川市役所　市民部市民課　宛

郵送請求に必要なもの

本人確認書類　 証明書にかかる手数料　
印鑑（認印）
印鑑登録証（印鑑登録証明書を発行予約した場合）

※市役所本庁に必ず本人が来庁してください。
※委任状による代理人交付はできません。

発行できる証明書

日曜日にお越しのときに必要なもの

①�月曜日から金曜日（祝日・年末年始は除く）の午前9時から
午後5時までに、交付を希望する証明書の担当窓口へ本人
が電話で申し込みしてください。
②翌週の日曜日に来庁して証明書を受け取ってください。
※�翌週の日曜日にお越しいただけない場合は、再度電話予
約が必要です。

【予約先電話番号】　0736-77-2511（紀の川市役所�代表）

手続き方法

＜担当：市民課＞◦印鑑登録証明書
　　　　　 　　◦住民票※戸籍証明書は発行できません
＜担当：税務課＞◦所得証明書　◦評価証明書
　　　　　 　　◦公課証明書　◦課税台帳名寄帳
＜担当：収納対策課＞◦納税証明書
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　平成24年7月9日に住民基本台帳法が一部改正し、外国人登録制度が廃止されたことにより、外国人の住民にも住民票が作
成されています。また、住民票の交付・マイナンバーカードの交付も可能です。

①特別永住者　②中長期在留者（在留カード交付対象者）　③一時庇護許可者か仮滞在許可者　④出生による経過滞在者か国籍喪失による経過滞在者

　新たに入国をされた人は、市民課で住民登録の手続きが必要です。
だれが どこに 何が必要

特別永住者
市民課へ14日以内に手続きをしてください。

特別永住者証明書　 パスポート
中長期在留者等 在留カード　 パスポート

＜登録に必要なもの＞
※�申請日に印鑑登録証の即日交付はできないので、申請受付のみ
となります。
登録する印鑑　 登録希望者からの委任状
登録希望者の本人確認書類（原本）
代理人の認印と本人確認書類

＜照会書による確認＞
本人（登録希望者）以外による申請の場合は、登録希望者の意思
確認が必要のため、市役所から登録希望者宛に「照会書」を郵送
します。（簡易書留・転送不可）

＜印鑑登録証の交付＞
申請時の代理人が、下記を持参してください。
◦照会書　◦登録する印鑑
◦登録希望者の本人確認書類（原本）
◦代理人の本人確認書類　◦代理人の認印

後日

14日以内

②本人（登録希望者）以外による申請

◦�住民票に記録されている氏名、氏、名、通称またはその一
部を組み合わせたものでないもの
◦職業、資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの
◦ゴム印、その他印鑑で変形しやすいもの
◦�印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、
または1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
◦印影の判読または照合が困難と認められるもの
◦�氏名の彫刻が欠けている、または輪郭が30％以上欠けて
いるもの
◦同一世帯内の他の人がすでに登録しているもの
◦文字が白抜きの印影のもの
◦�その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
など

登録できない印鑑

※�顔写真付の本人確認書類がない場合は、以下の方法によ
り交付します。

①保証人方式

紀の川市に印鑑登録している者が保証人となり、
登録希望者と保証人が共に来庁し保証書を提出
する方法（印鑑登録証は即日交付できます）。
必要なもの
登録する印鑑
�登録希望者の本人確認書類（健康保険証・介護
保険証・年金手帳・年金証書等）
保証人の印鑑登録証および登録印鑑
�保証人の官公署発行の顔写真付の本人確認書類

②照会書方式

登録希望者宛に照会書を送付し、後日その照会
書を持って印鑑登録証を受け取りに来る方法
（印鑑登録証は申請日に即日交付できません）。
後日受け取りの時に必要なもの
照会書　 登録する印鑑
�登録希望者の本人確認書類（健康保険証・介護
保険証・年金手帳・年金証書等）

　市民課、各支所・出張所

印鑑登録

①本人（登録希望者）による申請

登録方法

登録できる場所

＜登録に必要なもの＞
登録する印鑑
�官公署発行の顔写真付の本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）

＜印鑑登録証の交付＞
即日、印鑑登録証を交付しますので、印鑑登録証明書も同時に
申請いただけます。

対象となる人

海外から入国された人

どんなとき だれが どこに 何が必要

住居地が変更となったとき
本人または本人と同一
世帯の人
（代理人の人は委任状
が必要です）

市民課

�在留カードまたは特別永住者証明書
マイナンバーカード（お持ちの人）
�住民基本台帳カード（お持ちの人）
印鑑（認印）
転出証明書（転入の場合。特例転入の場合は不要）

　住居地が変更となった場合には、日本人と同様に転入・転出・転居の届出が必要です。

日本国内での転入・転出・転居

外国人住民の住民登録等
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どんなとき だれが どこに 何が必要
氏名、国籍・地域等を変更
したとき

（変更の日から14日以内に） 本人または本人と同一
世帯の親族
（16歳未満の人は、本人
と同一世帯の16歳以上
の親族）

市民課

申請書（市民課に備付）　 写真1枚（縦40mm、横30mm）
パスポート　 特別永住者証明書（※1）
変更した事実が分かる資料

特別永住者証明書の有効期
間が満了するとき（※2）

申請書（市民課に備付）　 写真1枚（縦40mm、横30mm）
パスポート　 特別永住者証明書（※1）

特別永住者証明書を紛失
または汚損したとき

申請書（市民課に備付）　 写真1枚（縦40mm、横30mm）
パスポート　 特別永住者証明書（※1）（紛失の場合は不要）
紛失の場合、その事実が分かる資料

　特別永住者の人は、次のようなときには届出・申請が必要です。

　本人通知制度とは、住民票または戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、交付した事実を登録者本人に通知す
るものです。本人通知をすることにより、不正請求の早期発見や事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入によ
り不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑制する効果が期待されます。
◎第三者とは…住民票関係の場合：同一世帯員以外の者
　　　　　　　戸籍、戸籍の附票関係の場合：戸籍に記載のある者、またはその配偶者、直系親族以外の者

登録できる人 登録方法 通知対象となる証明書 通知内容
◦ 住民基本台帳に記載され

ている人（住民基本台帳か
ら除かれた人を含む）

◦ 戸籍に記載されている人
（戸籍から除かれた人を含む）

市民課・各支所・出
張所へ本人確認書
類を持参し、手続き
してください。

◦住民票写し（除票を含む）
◦住民票記載事項証明書
◦戸籍の附票（除附票を含む）
◦戸籍謄本および戸籍抄本（除籍・改製含む）
◦戸籍記載事項証明書

◦証明書の交付年月日
◦交付した証明書の種別（住民票等）
◦交付枚数
◦�交付請求者の種別（代理人・第三者等）

（※1）「特別永住者証明書」への切替前の場合は「外国人登録証明書」
（※2）�16歳以上の特別永住者…各種申請、届出後7回目の誕生日まで（誕生日の2か月前から申請可）� �

16歳未満の特別永住者…16歳の誕生日まで（誕生日の6か月前から申請可）

特別永住者の人の届出・申請

本人通知制度

　平成27年10月5日にマイナンバー制度が施行され、マイナンバー通知カードが国民一人ひとりに発行されました。マイナン
バー通知カードとともに送付された「マイナンバーカード交付申請書」により申請すると、マイナンバーカードの交付を受け
ることができます。
　住民基本台帳カードをお持ちの人は、有効期間まで利用できますが、有効期間満了や紛失等による再交付はできません。
　また、住民基本台帳カード用の電子証明書の再発行も終了していますので、電子証明書の再発行が必要な場合には、マイナ
ンバーカードおよび電子証明書の交付申請をしていただく必要があります。

＜マイナンバー通知カードが各世帯に到着＞
平成27年10月5日のマイナンバー制度施行後、各世帯に転送不可の簡易書留郵便で郵送されました。

＜以下の①～④の方法によりマイナンバーカードを交付申請＞
①郵送による申請………………マイナンバーカードの交付申請書に本人の顔写真を貼付し、郵送する方法。
②スマートフォンによる申請…スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請する方法。
③パソコンによる申請…………デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請する方法。
④証明用写真機による申請……申請書を持参して、申請可能な証明用写真機で顔写真を撮影して申請する方法。

＜マイナンバーカードの受け取り＞
マイナンバーカードの交付の準備ができましたら、交付通知書（ハガキ）を市役所から送付しますので、指定の窓口（市民課・各支所・出
張所）でお受け取りください（必ず申請者本人がお越しください）。
受け取りに必要なもの
交付通知書（ハガキ）　 本人確認書類（※）　 マイナンバー通知カード（お持ちの人）　 認印　
住民基本台帳カード（お持ちの人）

（※）�官公署発行で写真貼付のもの1点（運転免許証・パスポート・身体障害者手帳等）、または写真なしのもの2点（健康保険証・介護保険
証・年金手帳・年金証書等）

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの交付までの流れ
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市税

　市内に事務所・営業所を有する法人は、法人市民税を納め
なければなりません。
　課税は、次の4つに区分されます。
◦�市内に事務所または事業所を有する法人（均等割と法人
税割）
◦�市内に寮等を有する法人で、市内に事務所または事業所
を有しないもの（均等割）
◦�市内に事務所、事業所、寮等を有する人格のない社団等
で、代表者または管理人の定めのあるもの（均等割）〔収益
事業を行うものは、均等割と法人税割〕
◦�法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税さ
れる個人で市内に事務所・事業所を有するもの

4月1日現在、市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自
動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。

課税は・・・

　軽自動車等の取得または申告事項の変更は15日以内、廃
車・売却した場合は30日以内に届け出が必要です。
　税務課から送付した納税通知書で、納期内に納めてくだ
さい（毎年5月上旬発送）。なお、年度途中で廃車しても、税金
の払い戻しはありません。

申告・届出先
125cc以下のバイク・小型特殊自動車▶市役所
三輪以上の軽自動車▶軽自動車検査協会和歌山事務所
二輪の軽自動車・小型自動車▶近畿運輸局和歌山運輸支局

申告と納税は・・・

　原則として、その法人の事業年度終了の日の翌日から2か
月以内に申告し、同時に納税することになっています。

申告と納税は・・・

課税は・・・

　毎年1月1日現在、市内に住所を有する人で、前年中に所
得のあった人は3月15日（土・日・祝日の場合は、その翌開庁
日）までに申告してください。
　ただし、次の場合は、申告する必要がありません。
◦�勤務先から給与支払報告書の提出があり、他に所得のな
い人
◦公的年金収入のみの人
◦税務署へ確定申告書を提出した人
※�医療費や社会保険料などの各種控除を加えようとする場
合は、確定申告や市県民税の申告が必要です。
※�県民税は、市民税と併せて市が賦課徴収することになっ
ており、税率・税額控除を除き、すべて市民税と同じ扱い
になります。

納税方法
◦普通徴収
　�納税義務者が、納付書または口座振替等により直接納め
る方法
◦�給与からの特別徴収
　�給与支払者が毎月納税義務者の給与から天引きし、納め
る方法
◦公的年金からの特別徴収
　�年金支払者が、年金支給月に納税義務者の年金から天引
きし、納める方法

申告と納税は・・・

　毎年1月1日現在、市内に住所を有する人のうち、前年所得
に応じて課税されます。
　広く均等に負担する「均等割」と、所得に応じて負担する
「所得割」があります。

課税は・・・

軽自動車税（種別割）

法人市民税

個人市・県民税

税務課・収納対策課

税金

納税窓口
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　都市計画法による都市計画区域内に所在する土地および
家屋です。固定資産税と違って償却資産には課税されませ
ん。

①課税の対象となる資産

　1月1日現在における、土地または家屋の所有者です。
　この場合の所有者とは、固定資産税の場合と同様です。

②都市計画税を納める人（納税義務者）

　都市計画税額＝課税標準額×税率【0.2％】
　固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税され
ません。

③税率と税額の計算方法

　土地または家屋の納税者の人は、自己の所有する土地ま
たは家屋の評価額と、当該市内にあるほかの土地または家
屋の評価額との比較や確認にご利用いただけます。
縦覧期間 4月1日から第1期納期限まで（土・日・祝日を除く）

固定資産税価格の縦覧

土　　地 � 30万円
家　　屋 � 20万円
償却資産 150万円

　同一人が市内に所有する土地、家
屋、償却資産のそれぞれの課税標準
額の合計額が右表の金額に満たな
い場合には、固定資産税は課税され
ません。

免税点

　固定資産税における評価額は、総務大臣の定めた固定資
産評価基準に基づき、土地については地価公示価格等、家屋
については再建築価格、償却資産については取得価格によ
り算出しています。

固定資産税における評価額

　土地や家屋以外の事業用資産（償却資産）を所有する法人
または個人は、1月1日現在の所有状況の申告が必要です。
申告期間 毎年1月31日まで

償却資産の申告

　固定資産税額＝課税標準額×税率【1.4％】
課税標準額
税額計算の基になる額で、原則として、固定資産課税台帳に
登録された価格（評価額）が課税標準額になります。
なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措
置や負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額
よりも低くなる場合があります。

税額の算定方法

　毎年1月1日（賦課期日）現在、市内に固定資産を所有して
いる人で固定資産課税台帳に登録されている人。

固定資産税を納める人（納税義務者）

　納期は固定資産税と同じです。
　納税通知書も固定資産税と一緒になっていますので、あ
わせて納めていただくことになります。

④納税の方法

　納付は、次の方法があります。
①�指定・収納代理金融機関または市役所（支所を含む）に直
接持参
②口座振替（特徴市県民税、法人市民税を除く）
③コンビニエンスストアで納付（同上）
④スマートフォンアプリで納付（同上）
※�納付に対応している金融機関・コンビニエンスストア・ス
マートフォンアプリは、各税の納付書裏面または紀の川
市ホームページでご確認ください。

各税の納付

　都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に
要する費用にあてるために、目的税として課税されるもの
です。

都市計画税
　固定資産税は、所有している土地、家屋、償却資産（これら
を総称して「固定資産」といいます）の資産価値に応じて課
税されます。

固定資産税

納期月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
市・県民税 第1期 第2期 第3期 第4期
固定資産税 第1期 第2期 第3期 第4期

軽自動車税（種別割） 全期
国民健康保険税

介護保険料 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期

後期高齢者医療保険料 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

　納期限は、納期月の末日です（ただし、12月は25日）。納期限が土曜・日曜日、祝日に当たるときは次の平日になります。

市税等納期限カレンダー

55

２０１０紀の川市2(SG40)行政最終.indd   55 2020/09/01   17:04:36



　会社等職場の健康保険に加入している人や生活保護を受
けている人、後期高齢者医療保険に加入している人を除い
たすべての人が加入しなければなりません。

　国民健康保険（国保）は、病気やけがをしたとき、安心して
治療が受けられるようにするための大切な医療制度です。

　加入や脱退等、次のようなときには14日以内に届出が必
要です。
　各種届出の際、マイナンバーの記入が必要となりますの
で、お越しの際は、マイナンバーカードをご持参ください。

こんなとき 手続きに必要なもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他市町村から転入したとき 本人確認書類
印鑑　 転出証明書

職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者か
ら外れたとき

本人確認書類
健康保険資格喪失証明書
印鑑

子どもが生まれたとき 本人確認書類
母子手帳　 印鑑

生活保護を受けなくなったとき
本人確認書類
生活保護廃止決定通知書
印鑑

国
保
を
脱
退
す
る
と
き

他市町村に転出するとき 保険証　 印鑑

職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者に
なったとき

国保と職場の健康保険証
印鑑

死亡したとき 保険証
喪主の印鑑・通帳

生活保護を受けることになっ
たとき

保険証
生活保護開始決定通知書
印鑑

そ
の
他

住所、世帯主、氏名等が変わっ
たとき 保険証　 印鑑

世帯分離・世帯合併したとき 保険証　 印鑑

修学のため他市町村に住むとき 保険証
在学証明書　 印鑑

保険証をなくしたり破損した
とき

�本人確認書類または保
険証
印鑑

　本人確認書類とは免許証・パスポート・住基カード・マイ
ナンバーカード・介護保険証等。（官公署発行の写真付きの
ものを本人が持参する場合は1点、それ以外は2点必要）
◦�加入の届出が遅れると国保の資格を得た月までさかの
ぼって保険税を納めていただくこととなりますので、ご
注意ください。
◦�脱退の届出が遅れて、使えなくなった保険証を使ってし
まうと、国保が負担した医療費を返還していただくこと
がありますのでご注意ください。

小学校入学前　2割
小学校入学後70歳未満　3割
70歳以上75歳未満 2割 現役並み所得者　3割

※�70～74歳の人は「国民健康保険高齢受給者証」も併せて
提示してください。

国民健康保険

医療機関での自己負担割合

国保に関する届出

国保に加入する人

国保年金課

保険・年金

　国保加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給され
ます。出産育児一時金は原則として、国保から直接医療機関
に支払う「直接支払制度」が導入されています。

出産育児一時金

　世帯内で1年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の医療保険
と介護保険における自己負担の合算額が一定の限度額を超
えた場合に、その超えた分が支給されます。

高額医療・高額介護合算制度

高額療養費
　1か月の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、申
請することにより、超えた分が国保から払い戻されます。た
だし、保険適用外の差額ベッド代、食事代等は対象外となり
ます。「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口で
の支払いは自己負担限度額までとなります。必要な人は国
保年金課、各支所・出張所で申請してください。（国民健康保
険税に滞納がある世帯には交付できません。）
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　内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目し、
その要因となっている生活習慣を改善し、生活習慣病等の
有病者および予備群を減少させることを目的とした健診と
保健指導を行います。
対 象 者 �40歳～75歳未満の国民健康保険加入者（被保

険者）
健診方法 �受診票・保険証を持参の上、集団健診または個別

健診（医療機関）で受診します。（対象者には、受
診票等を個別通知します。）

健診内容
○ 特定健康診査…問診、身体計測、尿検査、血圧測定、診察、
血液検査、心電図検査を行います。
○�特定保健指導…健診結果により、生活習慣病の発症リスク
等から3つのグループに階層化して、保健指導を行います。

　◦「情報提供」受診者全員に情報提供
　◦「動機づけ支援」原則1回の保健指導
　◦「積極的支援」6か月の継続的な保健指導

　医療給付費分と後期高齢者支援金分・介護納付金分を合
わせた金額が国民健康保険税（保険税）となり、世帯主に課
税されます。
　医療給付費分と後期高齢者支援金分・介護納付金分の保
険税は、それぞれ、所得、加入者の世帯と加入者数に応じて
算出された所得割、世帯別平等割（一世帯当たりの定額）、被
保険者均等割（世帯の加入者数に応じて計算）の合計です。
ただし、介護納付金分保険税は介護保険の第2号被保険者
（40～64歳の人）についてのみ算定します。
　保険税率と賦課限度額は、年度ごとに医療給付費分と後
期高齢者支援金分・介護納付金分それぞれに定めています。

　6月から翌年3月までの計10回の納期に分けて納付して
いただきます。定められた納期限までに納税がない場合に
は延滞金が加算され、納税が遅くなるほど延滞金がかさん
で負担が大きくなります。納期内に納められなくなった場
合は、速やかに国保年金課にご連絡ください。支払方法等の
相談をお受けします。（なお、特別の事情がなく滞納すると、
被保険者証の交付が受けられなくなる場合があります。）

保険税の納付

　低所得者層の負担を少なくするため、世帯の所得に応じ
た税額の軽減制度（7割・5割・2割）があります。これは、各軽
減世帯に対し、均等割額と平等割額を軽減するものです。
●7割・5割・2割軽減の適用を受けるためには・・・
　�軽減のための申請書を提出する必要はありませんが、所
得申告をしていることが必要です。
※�所得申告がない場合、軽減対象世帯であっても軽減が受
けられないことがありますので、必ず所得申告をしてく
ださい。

軽減制度

　会社の都合（倒産、リストラ等）で失業した人（雇用保険受
給資格者証の離職理由コードにより判断）の保険税額を計
算する時に、給与所得額を30/100とみなすことで保険税を
軽減する制度があります。この軽減を受けるには申請が必
要です。くわしくは国保年金課にお問い合わせください。

非自発的失業者の軽減

特定健康診査・特定保健指導

国民健康保険税

　交通事故等第三者から傷病を受けた場合でも、国保へ届
出することにより保険診療が受けられます。
　加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりす
ると国保が使えなくなりますので、示談の前に必ずご相談
ください。

交通事故にあった場合

　国保加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭
費が支給されます。

葬祭費

　国保加入者がコルセット等治療用補装具を作ったときや
緊急その他やむを得ない理由で医療機関等に被保険者証を
提示できなかった場合等は申請することにより、審査決定
後、自己負担額を除いた額が国保から払い戻されます。

療養費

　日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず加
入することになっています。
　国民年金は、就職・転職・退職・結婚等により、加入のしか
た（種別）が変わる場合があり、その都度届出が必要になり
ます。忘れずに届出をしてください。

国民年金

　自営業の人、学生、アルバイト等の人。� �
　第2号、第3号被保険者以外の人は必ず第1号被保険者に
なります。ご自身で加入手続きをして保険料を納めます。

第1号被保険者

被保険者の種別

国保年金課

◦日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
◦日本人で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人
◦�昭和40年4月1日以前生まれの人で、65歳以上70歳未満
の人（ただし、年金受給権のある人は加入できません）

希望すれば加入できる人（任意加入被保険者）

　第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配
偶者。
　配偶者の勤務する会社等に種別変更届を提出することに
なります。ご自身で保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者

　職場の厚生年金や共済組合に加入している人。
　厚生年金等の制度を通して国民年金に加入しています。
加入の手続きや保険料の納付は会社等が行うため、ご自身
で行う必要はありません。

第2号被保険者
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こんなとき 手続き 必要なもの

退職したとき 国民年金の加入手
続き

印鑑　 年金手帳
�退職日の分かる書類、
免除を希望する場合は
雇用保険の離職票また
は受給者証

配偶者の扶養
から外れたと
きや配偶者が
退職したとき

第1号被保険者へ
の種別変更手続き

印鑑　 年金手帳
�扶養の喪失日が分かる
書類

市外から転入
したとき

国民年金の住所変
更手続き 印鑑　 年金手帳

海外へ転出す
るとき

国民年金を納付す
る場合は任意加入
の手続き

印鑑　 年金手帳

後期高齢者医療保険

　国民年金の期間のみで老齢基礎年金の受給資格を満たし
た夫が、年金を受けずに死亡したときに、10年以上婚姻関係
のあった妻に60歳から65歳までの間支給されます。

寡婦年金

　3年以上国民年金保険料を納めた人が、年金を受けずに死
亡したとき、生計関係のあった遺族に支給されます。

死亡一時金

　国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たし
た人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子の
ある妻または子に支給されます。障害基礎年金と同じく一
定の保険料納付要件がありますので、くわしくは年金事務
所・国保年金課にお問い合わせください。

遺族基礎年金

　国民年金加入中や20歳前または60歳から65歳になるま
での年金受給待機期間中に初診日のある病気やけがで、一
定の障害が残った場合に支給されます。一定の保険料納付
要件がありますので、くわしくは年金事務所・国保年金課に
お問い合わせください。

障害基礎年金

　保険料を納めた期間と免除された期間、合算対象期間を
合わせて10年以上ある人が65歳になったときに支給され
ます。

老齢基礎年金

　学生の場合は、本人の所得により申請すると保険料納付
が猶予される場合があります。猶予期間は年金受給資格期
間として計算されますが、年金額には反映されません。
※�免除・猶予いずれの場合も、10年以内であれば後から保険
料を追納することができます。

学生納付特例

　50歳未満の人は、本人の所得により申請すると保険料納
付が猶予される場合があります。猶予期間は年金受給資格
期間として計算されますが、年金額には反映されません。

納付猶予

　後期高齢者医療は都道府県単位で設置された広域連合が
運営主体（保険者）となり、市町村と協力して実施しています。

後期高齢者医療制度のしくみ

◦�75歳以上の人（75歳誕生日から加入します。加入手続き
は必要ありません）
◦�65歳以上で申請により広域連合が一定の障害があると認
めた人
　後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、国保
年金課までご相談ください。

対象者（被保険者）について

国民年金の給付

　経済的な事情等から保険料を納められないときには、申
請すると保険料納付を免除される場合があります。免除に
は全額免除や一部免除があり、免除された期間は年金受給
資格期間として計算されますが、免除割合に応じて年金額
は減額されます。

申請免除

保険料の免除・猶予制度

　国民年金の保険料は、日本年金機構から送られてくる納付
書で全国の金融機関（銀行、郵便局等）やコンビニエンススト
ア、インターネットバンキング等の電子納付で納めることが
できます。前納や口座振替による割引制度もあります。
　また、月400円の保険料を上乗せして納付することで、老
齢基礎年金に上乗せした付加年金を受給できます。
　さらに、国民年金に上乗せできる国民年金基金制度もあ
ります。くわしくは国民年金基金連合会ホームページまた
は和歌山県国民年金基金ホームページをご覧ください。
（注：付加年金と国民年金基金の同時加入はできません。）

保険料の納め方

こんなときは届出を

国保年金課

◦�交通事故にあったとき� �
（交通事故等、第三者（加害者）から傷害を受けて、医療機
関にかかった場合でも、被保険者証を使って治療を受け
ることができますが、必ず届け出なければなりません）
◦住所・氏名等を変更したとき
◦�生活保護を受けるようになったときや生活保護を受けな
くなったとき
◦�被保険者証を紛失したとき
◦被保険者が亡くなったとき
◦�他の健康保険に加入するとき（65歳以上75歳未満の人で
一定の障害のある人）

こんな時には届出が必要です。
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制 度 対象者 切替年月日 助成内容

老人医療
67歳以上70歳未満の人で
収入制限等の適用要件に該
当する人

定期判定
毎年
8月1日

保険適用
医療費の
1割

ひとり親
家庭医療

ひとり親家庭等で扶養され
ている18歳に達する日以
降の最初の3月31日までの
間にある児童を扶養してい
る父母とその児童で、所得
が一定基準以下の人。

定期判定
毎年
11月1日
申請は8月

保険適用
医療費の
自己負担
分

心身障害児
（者）医療

次の1～5に該当し、所得が
一定基準額以下の人
1．�身体障害者手帳1、2、3級
所持者

2．�療育手帳（A・B）所持者
3．�精神障害者保健福祉手帳
1級所持者

4．障害年金1、2級受給者
5．�特別児童扶養手当1、2級
の要件児童

※�ただし、65歳以上で新規
または障害程度変更によ
り上記に該当となった人
は、対象外となります。

定期判定
毎年
8月1日

子ども医療 15歳に達する日以降の最
初の3月31日までの児童

小学校、中
学校入学
時に切替。
申請が必
要です。

　医療保険加入者で、他の公費負担医療制度により、医療費
の全額補助を受けていない人で、下記の制度の対象者条件
に該当する人に医療費を助成します。

福祉医療

　次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請に
より支払った費用の一部について払い戻しが受けられます。
◦�旅行中等に、急病等でやむを得ず被保険者証を持たずに
診療を受けたとき
◦�医師の指示により、コルセットやギプス等の補装具をつ
くったとき

療養費（やむを得ず全額負担したとき）

福祉医療

　原則として保険料は年金からの天引き（特別徴収）です。
　ただし、年金が年額18万円未満の人や、介護保険料との合
算額が年金額の2分の1を超える場合等は年金天引きの対象
となりません。
　また資格を取得された年度や年の途中で保険料に変更の
あった人等も一定期間、特別徴収ができなくなりますので、
納付書での納付（普通徴収）が必要になります。
※�一時的に普通徴収になる人の納付忘れが増えていますの
で、引き落としの口座振替の申し込みにご協力ください。

保険料の納め方

　後期高齢者医療制度では被保険者一人一人に納めていた
だきます。

保険料は
①被保険者全員が負担する「均等割額」
②被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」

� 2つの合計額です。

保険料について（被保険者全員が納めます）

　この申請は1度だけで、2回目以降の申請は不要です。
　該当された際に自動的に振り込まれますが、振込先口座
等に変更が生じた場合には再度申請が必要となります。

高額療養費の申請について

　同じ月内に支払った自己負担額が、自己負担限度額を超
える場合には、高額療養費として差額が広域連合から支給
されます。

自己負担限度額（高額療養費）

　保険証を医療機関の窓口へ提出してください。
　次の額が自己負担となります。

医療費の1割（現役並み所得者は3割）

※ただし、自己負担には限度額があります。

お医者さんにかかる時は（自己負担額）

国保年金課

給付内容の一部

　被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に対して申請
により葬祭費が支給されます。

葬祭費
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対象者 �中学校卒業まで（15歳に達した日以降の最初の3
月31日）の児童を養育している人

支給額（月額）

3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円（第3子以降は15,000円）
中学生 一律10,000円

支給時期
2月、6月、10月にそれぞれの前4か月分が支給されます。
※�受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制
限があります。

　ひとり親家庭の人の自立支援と児童福祉を推進するため
に、無利子または低金利で資金の貸付を行っています。くわ
しくはこども課にお問い合わせください。

母子父子寡婦福祉資金貸付

子どもが1人の場合
全部支給：43,160円
一部支給：43,150円～10,180円
（所得に応じて決定されます）

子ども2人目の加算額
全部支給：10,190円
一部支給：10,180円～5,100円
（所得に応じて決定されます）

子ども3人目以降の加算額
（1人につき）

全部支給：6,110円
一部支給：6,100円～3,060円
（所得に応じて決定されます）

※�手当の額は、消費者物価指数の変動率に応じて改定され
ます。
支給時期 �5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前2

か月分が支給されます。�
※�受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制
限があります。

対象者
ひとり親家庭または父母にかわって18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの間にある児童（一定の障害を有する
場合は20歳未満の児童）を監護している人
支給額（月額）

児童扶養手当

児童手当

児童福祉・母子福祉
こども課

子育て・教育
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保育所（園）名 受入年齢 住 所 電話番号
1 こばと保育所 生後3か月から 上野85 77-2010
2 なるき保育所 2歳児から 南中367 77-3022
3 八王子保育所 2歳児から 下井阪416 77-5012
4 （私立）粉河保育園（社会福祉法人陸美会） 生後6か月から 粉河460-1 73-2222
5 （私立）名手保育園（社会福祉法人陸美会） 生後6か月から 名手市場736 75-2046
6 （私立）安楽川保育園（社会福祉法人こうま会） 生後6か月から 桃山町元386-1 66-0531
7 中貴志保育所 2歳児から 貴志川町神戸338 64-2843
8 東貴志保育所 1歳児から 貴志川町井ノ口183 64-5007
9 西貴志保育所 3歳児から 貴志川町長原722 64-6563
10 丸栖保育所 1歳児から 貴志川町丸栖275 64-6198

11 （私立）ながやま保育園
（社会福祉法人ながやま福祉会） 生後4か月から 貴志川町長山277-781 64-6633

※�粉河保育園、名手保育園、ながやま保育園、安楽川保育園は私立保育園です。�
それ以外は公立保育所です。

※�保育所により保育時間が異なる場合がありますので、く
わしくは各保育施設までご確認ください。

保育
こども課

　保育所とは児童福祉法に基づき、保育が必要な児童を預
かり、保育することを目的とする児童福祉施設です。
　保護者が就業や病気等何らかの理由で家庭で保育をする
ことができない児童を保護者に代わり保育します。

保育所（園）

　0～2歳児までの子どもの保育料は、父母の市町村民税所
得割課税額（父母の合計所得金額が一定より少ない場合で、
同居の祖父母等が家計の主宰者であると判断した場合は祖
父母等も合計対象）および児童の年齢等により決定します。
　なお、父母が家計の主宰者と判断できる場合は、父母以外
の扶養義務者の税額は合算しません。
※�3～5歳児の子どもの保育料は無償。

保育料 　平日�午前7時～午後7時　土曜日�午前7時～午後1時

延長保育
　平日�午前8時～午後4時　土曜日�午前8時～正午

通常保育

保育時間

保育施設
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〒640-0416 和歌山県紀の川市貴志川町長山277-781

延長保育
7：00～19：007：00～19：00

土日保育
8：００～１４：００8：００～１４：００

Nagayama Nursery School

（代）0736-64-6633  0736-64-0533
FAX 0736-64-8811

（代）0736-64-6633  0736-64-0533
FAX 0736-64-8811 （子育て専用電話）（子育て専用電話）

●英会話（月２回）
●子育て支援センター
  育児相談・情報提供など子育てを支援
●通園バスによる送迎

ながやま保育園
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施設名 受入年齢 住 所 電話番号 事業の種類

1 （私立）レイモンドこども園（社会福祉法人檸檬会） 生後8週から 古和田238-1 78-1881 幼保連携型
認定こども園

2 （私立）愛の光幼稚園（学校法人愛の光学園） 1歳児から 粉河4620-4 73-3356 幼保連携型
認定こども園

3 （私立）あおば幼稚園（学校法人内山学園） 2歳児から 貴志川町岸小野207 64-9514 幼稚園型
認定こども園

※�認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ち、保護者が働いている、働いていないに関わらず、子どもを受け入
れて、教育・保育を一体的に行う施設です。

　入学する児童・生徒の保護者に対して、入学する年の1月
末日までに教育委員会から入学すべき学校および入学期日
を記載した入学通知書を送付します。
　次の場合は、教育総務課にお問い合わせください。
◦入学通知書が届かないとき
◦入学通知書を受け取った後に転居、転出するとき
◦入学通知書の記載内容に誤りがあるとき
◦国立、県立、私立の学校に入学するとき

　市民課、各支所・出張所で、転入の手続きをし、前の学校の
在学証明書と教科書給与証明書を指定された学校、教育委
員会へ提出してください。

施設名（事業者名） 受入年齢 住 所 電話番号 事業の種類
1 （私立）未来保育園（学校法人藤田教育学園） 生後10か月から 中三谷18-1 77-7776 小規模保育事業A型

2 （私立）ニチイキッズきのかわ保育園（株式会社ニチイ学館） 生後8週から 打田704-5 78-1480 小規模保育事業A型

3 （私立）山の子共同保育園（NPO法人子育てサポート山の子） 満1歳児から 北長田546 60-1812 小規模保育事業B型

※�小規模保育は、0～2歳の子どもを少人数（定員6～19人）で、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います（※
小規模保育施設は平成28年4月開設）。

小学校・中学校私立幼稚園

　在学している学校に転出学を申し出ると、転出学に必要
な書類（①在学証明書と②教科書給与証明書）が発行されま
す。その後、市民課、各支所・出張所で住所異動（転出・転居）
の手続きをしてください。

　新住所地で転入の手続きをした後、新しく指定された学
校へ①および②の書類を提出してください。

転出する場合

　転居の届け出をした後、新しく指定された学校へ①およ
び②の書類を提出してください。

転居する場合

転出学をするとき

転入学をするとき

入学するとき

法人名 幼稚園名 所在地 電話番号
学校法人
藤田教育学園 智徳幼稚園 中三谷17-1 77-6189

私立幼稚園

　私立幼稚園の募集年齢は、3、4、5歳児です。
　入園（満3歳児入園）等、その他詳細については、幼稚園に
お問い合わせください。

入園について

認定こども園

小規模保育施設

教育総務課教育総務課
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№ 学校名 所在地 電話番号
1 池田小学校 南中327 77-3053
2 田中小学校 打田1491 77-2004
3 長田小学校 長田中538 73-3139
4 粉河小学校 粉河1558-1 73-2251
5 竜門小学校 杉原257-1 73-3138
6 川原小学校 野上126 73-3330
7 鞆渕小学校 中鞆渕968-1 79-0895
8 名手小学校 名手西野328 75-2054
9 上名手小学校 江川中988 75-3065
10 麻生津小学校 麻生津中16 75-2320
11 安楽川小学校 桃山町市場2 66-0022
12 調月小学校 桃山町調月1101 66-0595
13 丸栖小学校 貴志川町丸栖206 64-3004
14 西貴志小学校 貴志川町長原167 64-2024
15 中貴志小学校 貴志川町上野山55 64-2106
16 東貴志小学校 貴志川町井ノ口148 64-2027
17 打田中学校 東大井345 77-2533
18 　　〝　　仙渓分校 東三谷900 77-3664
19 粉河中学校 粉河925 73-2218
20 鞆渕中学校 中鞆渕968-1 79-0006
21 那賀中学校 名手市場1061 75-2078
22 荒川中学校 桃山町元249 66-0003
23 貴志川中学校 貴志川町上野山232 64-2521

　保護者の就労等により放課後の家庭保育が困難な児童に
対し、適切な遊びと生活の場を与えて、児童の健全な育成を
支援します。

名 称 対象小学校区 所在地 電話番号
てのひら 池田小 南中326-1 77-5177
太陽の子 田中小 打田1491 77-0367
粉河アットホー
ムクラブ

粉河、長田、竜門、
川原小 粉河1479 73-2282

チャレンジ
児童クラブ

名手、上名手、
麻生津小 名手西野256 75-5206

あらかわ放課後
児童クラブ 安楽川小 桃山町市場

73-1 66-3234

ももやま放課後
児童クラブ 調月小 桃山町調月384 66-3399

丸栖っ子クラブ 丸栖小 貴志川町丸栖
270-4 64-0711

ほたるっこ 東貴志小 貴志川町井ノ口
148 64-8840

こどもくらぶ 中貴志小 貴志川町上野山
146 64-1102

西貴志
こどもくらぶ 西貴志小 貴志川町長原

165 65-2215

　紀の川市の学校給食は、安全安心な給食を目指し、できる
だけ地元の食材を使って、すべてセンター方式で運営して
います。食物アレルギーへの対応等については、入学予定校
や在籍校へお問い合わせください。
給食センター一覧

№ 名 称 所在地 電話番号
1 河南学校給食センター 桃山町元142-3 66-1181
2 粉河学校給食センター 粉河681-1 73-7711

その他の福祉関係制度

給食センター

放課後児童健全育成事業

対象者
ひとり親家庭の親（事前の相談が必要です。また、所得等の
条件があります）
内　容
◦�自立支援教育訓練給付金� �
対象講座の受講費用の6割を給付（上限20万円）
◦�高等職業訓練促進給付金� �
看護学校等で修学する期間（上限4年）について、月額10
万円（課税世帯は70,500円）を給付
◦�ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業� �
対象講座の受講費用の4割（高卒認定試験に合格した場合
はさらに2割）を給付（上限15万円）

ひとり親家庭自立支援給付金事業

紀の川市立小中学校

こども課

こども課
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　介護保険は、高齢者等が寝たきりや認知症で常に介護を
必要とする状態になったり、家事や身支度等日常生活に支
援が必要な状態になったりしたときに、介護サービスを受
けることができる制度です。

対象者 65歳以上の人

給付の対象者
（介護サービスを
利用できる人）

◦�寝たきりや認知症等で入浴、排せつ、食事
等の日常の生活動作について常に介護が
必要と認定された人

◦�家事や身支度等の日常生活に支援が必要
と認定された人

保険料（※1） 市町村ごとに異なります。本人の所得や世
帯の課税状況に応じて段階別に算定します

保険料の
納付方法（※2）

特別徴収…�老齢（退職）年金・遺族年金・障害
年金が年額18万円以上の人。年
金から天引き

普通徴収…�特別徴収以外の人。納付書か口
座振替等で個別に納付

対象者 40～64歳で医療保険に加入している人

給付の対象者 初老期認知症、脳血管疾患等、老化に伴う特定
の病気によって介護等が必要と認定された人

保険料

加入している医療保険の算定方法に基づいて
設定
◦�会社員等被用者の場合
　�健康保険の加入者は、加入している健康保
険の定めた算定方法により保険料が決ま
り、給料から天引きされることになります。
また、保険料の半分は事業主が負担します。

◦�国民健康保険の場合
　�国民健康保険の加入者は、所得割・均等割・
平等割により保険料を算定します。

保険料の
納付方法 医療保険料と一括して納付

（※1）�災害等で保険料の納付が困難な人を対象とした保険
料の軽減制度もあります。くわしくは高齢介護課へお
問い合わせください。

（※2）申し出による納付方法の変更はできません。

　介護保険のサービスを利用するには、要支援・要介護認定
を受ける必要があります。
　介護が必要となったらまず、高齢介護課、各支所・出張所
で要介護認定の申請をしてください。専門の調査員が調査
し、その結果とかかりつけの医師の意見書をもとに、介護認
定審査会で介護の手間や、状態の維持・改善の可能性等につ
いて審査を行います。要介護認定の申請は、指定居宅介護支
援事業者や介護保険施設、地域包括支援センター等に代行
してもらうこともできます。
　要介護1～5と認定された人の介護サービス計画（ケアプ
ラン）は、専門家である介護支援専門員（ケアマネジャー）が
本人や家族の希望を尊重して作成し、そのサービスを利用
するための調整や手配を行います。介護サービス計画の作
成依頼が済めば、作成依頼先の事業者の届出を高齢介護課
に届け出てください。
　また、要支援1・2と認定された人は、介護予防サービスを
利用することができます。介護予防サービス計画の作成等
は、地域包括支援センターが中心となって行います。

介護保険

　介護保険に加入するのは、市内に住所のある65歳以上の
人（第1号被保険者）と40～64歳の医療保険加入者（第2号被
保険者）です。介護保険被保険者証は、65歳以上の人と、40
～64歳で要支援・要介護の認定を受けた人にお送りします。

第2号被保険者

第1号被保険者

介護サービスを利用するとき

加入者と保険料

高齢介護課

介護・福祉
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●特別養護老人ホーム 
●ショートステイ
●養護老人ホーム

●特別養護老人ホーム
●ショートステイ
●デイサービスセンター
●認知症対応型デイサービス
●居宅介護支援センター

●グループホーム

髙木内科髙木内科

紀の川市粉河460-1 (粉河保育園 職員室内)

紀の川市粉河418-2

内科,呼吸器科,循環器科,消化器科,心療内科,小児科

紀の川市黒土153 TEL 0736-73-5881

髙陽会 検索

TEL 0736-73-2222

グループホーム 凪の里
城東保育園
指定管理者 泉南市立 浜保育所

特別養護老人ホーム 髙陽園
総合福祉センター 風の里

福祉センター のぞみ野

老人保健施設 さくらの丘
総合福祉センター 風倶楽部

https://www.seianna.jp/

聖アンナ訪問看護ステーション
聖アンナケアプランセンター
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対　象 要介護1～5の人。要支援と認定された人も利用で
きます。

内　容
高齢の人を住み慣れた身近な地域で支えるためのサービス
です。原則として他市町村の人は、サービスを受けることは
できません。
◦小規模多機能型居宅介護　◦夜間対応型訪問介護
◦認知症対応型通所介護
◦認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
◦�地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（原則とし
て要介護3以上の人）
◦地域密着型通所介護
◦定期巡回・随時対応型訪問介護看護
◦地域密着型特定施設入居者生活介護
◦看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型サービス

対　象 要介護1～5の人。要支援と認定された人は利用で
きません。

内　容
◦�介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）=常に介護が必
要で、居宅での介護が困難な人が入所できます（原則とし
て要介護3以上の人）。
◦�介護老人保健施設=病状が安定し、リハビリテーションが
必要な人が入所できます。
◦�介護療養型医療施設=病状が安定し、長期間にわたる療養
が必要な人が入所できます。
◦�介護医療院（医療的ケアを行える施設）=医学的管理のも
とで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場
としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護を受けられ
ます。

施設サービス

対　象 �要介護1～5の人。要支援と認定された人も利用で
きます。

内　容
◦訪問介護（ホームヘルプサービス）　◦訪問入浴介護
◦訪問看護　◦訪問・通所によるリハビリテーション
◦�居宅療養管理指導（かかりつけの医師等の療養上の管理・
指導）
◦通所介護（デイサービス）
◦短期入所サービス（ショートステイ）
◦�特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム等での
介護）
◦福祉用具の貸与や購入費の支給　◦住宅改修費の支給
◦居宅介護支援（ケアマネジメント）
　�なお、介護予防サービスの一部を、平成29年4月からは、
市が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行して
います。

居宅サービス

　介護保険のサービスを利用したとき、利用者はかかった
費用の1割（一定以上の所得がある人は2割または3割）を負
担します。
　利用者負担が所定の限度額を超えた場合、申請により高
額介護サービス費が支給されます。施設サービス等利用す
るサービスの種類によっては、1・2・3割の利用者負担のほ
か、食費・居住費（滞在費）・日常生活費がかかり、その全額が
利用者負担となります。

利用者負担等

　障害福祉サービスを受けている障害のある人も、40歳以
上の人は介護保険の被保険者になります。従って、65歳以上
の人と特定の病気によって介護等が必要になった40～64
歳の人が介護保険のサービスを利用しようとする場合は、
介護保険の認定申請を行い、要介護認定を受けて介護保険
のサービスを受けることができます。ただし、障害福祉サー
ビスのうち、介護保険の保険給付にないサービスについて
は、引き続き障害福祉サービスを利用できます。

障害のある人の介護サービス

介護保険で受けられるサービス
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閉じこもりがちになる 出かける回数が減る

ちょっとした痛みや生
活不活発から

筋肉量の低下

フレイル

心身機能の
低下から

活動量が減る
ため

参考に☝
高齢期にある悪循環を断ち切るために

　元気で長生きするためには、生活習慣病を予防するだけ
ではなく、フレイル（加齢による虚弱化）を積極的に予防す
る必要があります。介護が必要となる原因は、高齢による衰
弱、転倒・骨折、認知症や関節の痛み等「フレイル」によるも
のが多く、加齢とともに身体機能は衰えます。また、使いす
ぎによる痛みも出ます。老化や痛み等をそのまま放置せず、
適切な対策を行えば、維持・改善することはできます。

年齢を重ねても元気でいきいきと住み慣れたところで生
活するためにも、「フレイル予防」が必要です。

　「足腰が弱くなってきた」や「物忘れがひどくなってき
た」、「転倒がこわい」等、加齢に伴い不安に思うことが増え、
その先に「介護がいるようになったらどうしよう」と思う人
も多いのではないでしょうか？
　高齢期に必要なことはたくさんありますが、特に「運動」
と「栄養、口腔ケア、社会参加」が重要です！
ちょっとしたきっかけから下図のような悪循環に陥る人

も少なくありません。身体機能を維持するために「運動」を！
筋肉量を保つためにしっかりと「栄養」を！人と接する機会

を増やし、ドキドキや感動のある生活を心がけてください！

紀の川市の介護予防サービス

●ピンシャン元気教室
　生活の中に運動を取り入れていただくための教室です。
ストレッチや筋力トレーニング、踏み台昇降運動等を行い
ます。（週1回、約3か月間、全12回）
●健口教室
　お口の健康についての教室です。歯のみがき方や入れ歯
の手入れ、体操等を行います。（全3回、約2か月間）
●紀の川料理教室
　高齢期に必要な栄養、調理法を学べる教室です。（全4回、
約2か月間）

●出張講座　元気プラス塾
　介護予防を広く市民のみなさんに知っていただくため、
地域の集会所等へ直接お伺いし講座を開く事業。（運動やお
口の健康、栄養、認知症予防等）

介護予防教室

介護予防を知る

紀の川市が実施する介護予防教室等

　市が行う介護予防事業は、みなさんにとって健康づくり
を身近に感じていただくためのきっかけでしかありませ
ん。ご自身が健康でありたいと願い、ご自身で運動等を継続
いただかなければなりません。「生活の中に何かを取り入れ
ないと」と感じている人やそう感じても何をしていいか分
からないという人も多いと思います。高齢介護課では、身近
な場所で市民のみなさんが集まり、介護予防を実践できる
よう支援しています。個々では、継続が難しいなどとお悩み
の人は、下記の事業も参考にしていただき、お気軽にお問い
合わせください。

高齢介護課から

フレイル予防

何をしなければならないの？

高齢介護課

平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業
が開始され、要支援の認定をお受けの人や要支援状
態に近い人を対象にサービスを提供。健康的なまち
づくりを目指して、事業を展開しています。

介護予防・日常生活支援総合事業
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　介護予防や地域の総合的な相談拠点として、平成18年度
から設置されています。平成25年度から紀の川市地域包括
支援センターは市直営となり、通称を「愛の手」として運営
しています。ご家族の介護やご自身の生活、介護保険等の制
度利用等について、お困りごとや心配ご
とがありましたら、「愛の手」までご相談
ください。
　「愛の手」は、高齢者の生活を総合的に
支えていくための拠点です。お気軽にご
相談ください。
※夜間・休日等の緊急時連絡先　TEL�0736-78-3314

　市民のみなさんの多様な相談に応じ、いつまでも住みな
れた地域で自分らしく暮らしていただくため、「愛の手」に
は経験豊かな保健師や主任介護支援専門員、社会福祉士を
配置し、専門知識や技能を互いに生か
しながらチームで協働しています。

高齢者本人や家族、地域住民、ケアマ
ネジャー等から受けた相談を、適切な
機関と連携しながら解決に努めていま
す。

主任介護
支援専門員

保健師

社会
福祉士

YouTube（市役所〔公式〕）

紀の川市地域包括支援センター「愛の手」

●つどい場事業（社会福祉法人等に委託）
　市民のみなさんが気軽に集まり、おしゃべりをすること
や介護予防を楽しめる場所を提供します。（毎月1回開催）
●フレイルチェック事業
　東京大学高齢社会総合研究機構と連携し、市民ボラン
ティアとして活動しているフレイルサポーターが、フレイ
ルとなっている生活機能がないかどうかをチェックしま
す。（随時）

つどい場づくり

●地域リハビリテーション活動支援
　地域でリハビリを実践していただくための支援事業で
す。リハビリ専門職が活動を支援します。（地域の集会所等
で実施）

ひざ痛・腰痛予防

このようなとき「愛の手」がお役に立ちます！

「愛の手」の専門職員

高齢介護課地域包括支援センター

●認知症サポーター養成講座
　認知症を広く正しく知っていただくための講座です。

認知症の理解を

●いきいき元気塾事業（社会福祉法人に委託）
　自宅に閉じこもらないよう、毎月1回開催する介護予防教
室です。（実施地区内の送迎があります。）
◦いきいき元気塾なが
　那賀保健福祉センターで実施（那賀地区内の送迎あり）
◦いきいき元気塾こかわ
　粉河ふるさとセンターで実施（粉河地区内の送迎あり）
◦はつらつくらぶ
　市役所本庁舎で実施（打田地区内の送迎あり）
◦しゃきっと教室
　桃山支所で実施（桃山地区の送迎あり）

送迎のある事業

◦介護保険の申請の仕方が分からない。
◦介護認定を受けたけれど、どうしたらいいのか分からない。
　介護保険制度・介護サービスの説明や申請の代行等を行
い、スムーズに制度利用ができるようサポートします。

介護や介護予防、健康のこと（介護予防ケアマネジメント）

◦最近もの忘れがひどくなってきた。
◦近所の高齢者を最近見かけない。どこに相談したらよい
か分からない。　など

　適切な機関と連携をとり、問題解決に努めます。

さまざまな相談ごと（総合相談）
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◦（福）皆楽園��皆楽園打田ケアプランセンター
� TEL�0736-77-0830
◦（医）篤眞会��奥クリニック� TEL�0736-77-3575
◦（福）髙陽会��髙陽会居宅介護支援事業所
� TEL�0736-74-3116
◦（福）光栄会��栄寿苑居宅介護支援センター
� TEL�0736-75-6888
◦（福）渉久会�ケアプランセンターももの里
� TEL�0736-66-3741
◦（福）聖アンナ福祉会��聖アンナケアプランセンター
� TEL�0736-64-9201
◦（福）光栄会��特別養護老人ホーム白水園
� TEL�0736-73-2210

◦本所　　　　TEL�0736-66-1211
◦打田支所　　TEL�0736-77-0859
◦粉河支所　　TEL�0736-73-8863
◦那賀支所　　TEL�0736-75-9060
◦貴志川支所　TEL�0736-65-2552

社会福祉協議会

介護支援事業所等

◦市役所粉河支所　　TEL�0736-73-3311
◦市役所那賀支所　　TEL�0736-75-3111
◦市役所桃山支所　　TEL�0736-66-1100
◦市役所貴志川支所　TEL�0736-64-2525
◦市役所鞆渕出張所　TEL�0736-79-0001

地域包括支援センター取次所等

◦要介護状態にならないようにしたい。
◦介護予防教室のようなところに行きたい。
　地域の社会資源や当市介護予防事業等の紹介を行います。
　また、暮らしやすいまちづくりのため会議や研修を行っ
ています。

暮らしやすい地域づくり（包括的・継続的ケアマネジメント）

◦悪質商法の被害にあっている。
◦金銭等の管理が困難になってきた。
◦虐待にあっている人がいる。または、してしまう。
◦介護サービスに不満・疑問がある。
　成年後見制度の利用を支援することや虐待の事実確認等
を行います。

権利を守る（権利擁護）

高齢者なんでも相談窓口

対 象 者
本市に居住し、住民基本台帳に記録されているおおむね65
歳以上の在宅高齢者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
サービス内容
見守り事業として、事業対象者の居宅を1か月に1回以上週
3回以内訪問することにより、見守りおよび安否確認を行う
とともに、他の事業による支援の必要性を把握する事業で
す。
負 担 金 等 無料
※お弁当宅配業者による見守りについて、お弁当代は実費

高齢者見守り事業

対 象 者
加齢に伴う身体機能の低下や病気等により一般交通機関を
利用することが困難で、要介護4または5に認定されたおお
むね65歳以上の在宅高齢者
サービス内容
車椅子のまま乗ることのできるリフト車や寝たまま乗るこ
とができるストレッチャー装着車等で、居宅と医療機関等
の間を週1回以内で送迎します。
※�事業所の人員や機材確保の都合上、受診予約日の希望に
添えないまたは変更をお願いする場合があります。
負 担 金 等
紀の川市・岩出市200円　その他の地域500円� �
駐車料金　実費

外出支援（移送）サービス

　高齢者が快適で安心して暮らせるように、各種福祉サー
ビス事業を実施しています。各種サービス等を希望される
人は、あらかじめ申請が必要です。（長寿祝金等の支給事業
を除く）
●高齢者福祉事業を紹介します●
 ※対象者は市内に住所を有する人です。

高齢者福祉事業
高齢介護課

対 象 者
日常生活を営む上で注意を要する必要にあり、次に該当す
る人
（1）�おおむね65歳以上のひとり暮らしの人または高齢者夫

婦のみの世帯
（2）ひとり暮らしの重度心身障害者
サービス内容
急病・事故等緊急時に簡単な操作で外部「警備会社」等に通
報できる緊急通報装置システムを貸与します。
負 担 金 等 装置の使用によってかかった電話の通話料等
※�所得税課税世帯の場合は利用料（月額1,000円（税別））な
どが必要となります。

緊急通報システム事業
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　電磁調理器・自動消火器・火災警報器等を給付または貸与
することにより日常生活の安全と便宜を図ります。
　それぞれの用具や課税状況等により、対象者や負担金が
変わります。

老人日常生活用具給付（貸与）事業

対象となる改修および補助
介護保険の住宅改修を実施する場合で、40万円または補助
対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から介護保
険の住宅改修適用分を除いた額（介護保険の住宅改修をす
る場合で、介護保険の対象となる工事部分で介護保険の給
付以上の費用がかかる部分）
※20万円を上限として上記金額の全額を補助
下記のすべてに該当する人が、対象となります。
1．市内に住居を有する65歳以上の人
2．介護保険による介護認定されている人
3．�過去に重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けて
いない人

4．日常生活を営むのに支障があり、住宅改修が必要な人
5．市町村民税非課税世帯の人
6．�世帯の前年の収入金額の合計額が100万円（世帯の人数
が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のう
ち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額）以下
であること

7．�世帯の金融資産が350万円に世帯員の人数を乗じて得た
額以下であること

8．世帯に活用できる資産がないこと
9．対象者が世帯員以外の者から扶養を受けていないこと
（注）�同一世帯とは、実際の居住実態で判断し、住民票上、世

帯分離しているかどうかを問いません。

高齢者居宅改修補助事業

高齢者紙おむつ助成事業
対 象 者
市内に住所を有し、下記のいずれにも該当する人
1．介護保険法に基づく要介護度が1～5の人
2．常時失禁状態の人
3．所得税非課税世帯の人
支 給 額
◦�要介護1・2の場合� �
上限　年30,000円（月当たり2,500円）
◦�要介護3・4・5の場合� �
上限　年55,200円（月当たり4,600円）
支給方法
購入助成券により、指定事業者で紙おむつを購入
病院や施設（介護保険で紙おむつが給付される施設を除く）
で指定の紙おむつ購入の場合は、支給額の範囲内で購入に
要した金額を市から給付

在宅高齢者等訪問理容サービス事業

　住民税非課税世帯で要介護4または5の高齢者を常時在宅
で1年以上介護している市内在住の家族で、下記のいずれに
も該当する人に、慰労金を支給します。
1．�市内に住所を有する紀の川市の介護被保険者
2．�被介護者が住民税非課税
3．�期間中介護保険のサービスを受けていない。（福祉用具貸
与・販売・住宅改修・年間10日以内のショートステイを除
く）

4．期間中90日を超えて入院していない。（通算）
5．生活保護を受けていない。

家族介護慰労事業

　「敬老の日」前後に長寿のお祝いをお贈りします。

88歳

　100歳のお誕生日を迎えられた時に、訪問し長寿のお祝
いをお贈りします。

100歳

　「敬老の日」前後に、訪問し長寿のお祝いをお贈りします。

市内最高齢の男女：各1名

長寿祝金等の支給事業
（9月1日現在�引き続き6ヶ月以上市内に住所を有する人）

対 象 者
市内に住所を有し、現に居住する在宅高齢者等で、下記のい
ずれにも該当する人
1．おおむね65歳以上の人
2．介護保険法に基づく要介護度が3・4・5の人
3．自ら理容店に行くことが困難である人
サービス内容
自宅に理容師を派遣し、調髪・顔そり・洗髪等のサービスを
提供します。
負 担 金 等
1枚当たり一律2,000円の利用助成券を1人につき年間4枚
まで下記区分にしたがって交付する。
利用者は1回につき1枚の利用助成券と理髪料との差額を自
己負担として、派遣理容師に支払う。
1．申請月が4～6月まで�� � �4枚
2．申請月が7～9月まで�� � �3枚
3．申請月が10～12月まで�� �2枚
4．申請月が1～3月まで�� � �1枚
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対 象 者
市内に住所を有し、現に居住する在宅高齢者等で、徘徊の恐
れのある認知症高齢者等の本人または家族
サービス内容
徘徊の恐れのある認知症高齢者等について、事前に情報を
登録する。徘徊発生時は事前登録内容および発生時の情報
を協力機関に提供することで、早期・安全に発見することを
目的にしたサービス
※�徘徊発生時の情報提供については、警察署へ捜索願の届
出の必要があります。
協 力 機 関
紀の川市役所各課および紀の川市・岩出市の介護事業所、金
融機関等の事業所で、提供された個人情報を適切に管理・廃
棄することに同意し、本事業に協力することを申し出た機関

　災害対策の強化を図るため、平成25年6月に災害対策基
本法が改正され、市町村に災害時要援護者（避難行動要支援
者）名簿の作成が義務付けられました。それに基づき、紀の
川市においても災害時に自ら避難することが困難な人で特
に支援が必要な対象者【下記①】の名簿作成を実施してい
ます。（名簿には氏名、生年月日、性別、住所を記載していま
す。）
　名簿に登載した人のうち「要援護者情報提供同意確認書」
により同意を得られた人については、避難支援関係者【下記
②】へ名簿情報を提供することにより、避難支援や安否確認
等に役立てられるよう体制整備も進めています。また、対象
者に該当しない人でも家族構成等を考慮し、必要と認めら
れる場合は避難支援関係者に対して情報提供することもで
きます。
①対象者
紀の川市において自宅で生活する人で次に該当する人
◦要介護状態区分3～5の人　◦身体障害者1・2級の人
◦知的障害者Ａの人　　　　�◦精神障害者1・2級の人
◦特定疾患医療受給者
◦小児慢性特定疾患医療受給者
②避難支援関係者
◦自治会役員および関係者　◦民生委員児童委員協議会
◦社会福祉協議会　　　　　◦自主防災組織
◦警察　　　　　　　　　　◦消防機関
情報提供の同意について
情報提供に同意される人は「要援護者情報提供同意確認書」
に記入の上、高齢介護課、各支所・出張所に直接提出するか
郵送してください。

障害福祉

災害発生時における要援護者避難支援事業

　現在、認定される障害は下記のとおりです。
①視覚障害　　②聴覚または平衡機能障害
③音声・言語またはそしゃく機能障害
④肢体不自由（上肢・下肢・体幹機能障害等）
⑤�内部障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小
腸・免疫・肝臓）

認定される障害

身体障害者手帳の交付

対 象 者
市内に住所を有し、要介護または要支援に該当する徘徊高
齢者を在宅で介護している家族等
サービス内容
認知症による徘徊行動が認められる高齢者を在宅で介護し
ている家族に対し、その居場所を発見できるGPS端末機を
貸与し、行方不明時には警備会社のインターネット上の専
用サイトにおいて現在位置を探索するサービスです。
位置探索については、利用者自身が探索するか、電話で警備
会社に探索依頼することもできます。
家族が発見現場に迎えに行けない場合は、警備会社に現場
へ駆けつけてもらうこともできます。
※�警備会社に現場へ駆けつけてもらう場合、別途自己負担
が必要となります。
負 担 金 等
1．端末機の貸与および位置探索にかかる費用は無料
2．�徘徊高齢者を保護するために、警備会社の現場急行サー
ビスを利用したとき…1回：10,000円（税別）

※�端末機のバッテリー交換および修理費は原則として市の
負担とするが、明らかに利用者の責に帰すると認められ
る場合は、利用者負担となります。
　例：誤った使用や紛失等

徘徊高齢者位置探索サービス事業

ほっと安心ネットワーク（徘徊高齢者早期発見）事業

障害福祉課

高齢介護課

①申請書
②診断書（所定の診断書で指定医師の作成したもの）
③�顔写真1枚（上半身、正面、脱帽・サイズは縦3cm×横
2.5cm・1年以内に撮影されたもの）　※ポラロイド写真
は不可
④認印
⑤マイナンバーの分かるもの（マイナンバーカード等）
⑥来庁される人の本人確認書類
　�（身体に障害のある15歳未満の児童に係る申請は、保護者
が代わって申請してください）

身体障害者手帳の申請方法
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支給要件 20歳未満で、日常生活において常時介護を必要
とする重度の障害児（者）

認定基準
身体障害者手帳1級または2級（一部）、療育手帳
A1の認定を受けた人およびそれに準ずる障害を
有する人

支給制限
①�本人、配偶者および扶養義務者の所得が一定額
以上の場合

②施設に入所している場合（通園施設は除く）
受給資格者 障害児（者）本人

支給月 5・8・11・2月（年4回）

申請に
必要なもの

所定の申請書類
認印　 受給中の年金額が分かるもの
所定の診断書
手当の振込先口座（本人名義のもの）
マイナンバーの分かるもの（マイナンバーカード等）
来庁される人の本人確認書類

支給要件

市内に居住し、次のいずれかの要件に該当する
20歳未満の児童を監護する保護者等
◦身体障害者手帳の交付を受けている人
◦療育手帳の交付を受けている人
◦精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
◦�国または和歌山県が指定した特定医療費（指
定難病）受給者証、特定疾患医療受給者証、小
児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けて
いる人

支給制限
①�本人、配偶者および扶養義務者の所得が一定
額以上の場合

②�特別児童扶養手当または障害児福祉手当の支
給を受けている場合

療育手帳の交付

①申請書
②�（18歳未満）診断書と相談票�
（18歳以上）聞き取り調査があります
③顔写真1枚（上半身、正面、脱帽・サイズは縦3cm×横2.5cm）
　※ポラロイド写真は不可
④認印

療育手帳の申請方法

①申請書　
②写真　縦4cm×横3cm�（脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの）
③認印
④添付書類（ア、イのいずれか）
　ア．医師の診断書（精神障害者保健福祉手帳用）
　イ．�精神障害を支給事由とする障害年金を受けている場

合、障害年金証書（写）、年金振込通知書および支払通
知書（写）、同意書

⑤マイナンバーの分かるもの（マイナンバーカード等）
⑥来庁される人の本人確認書類

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳の交付

支給要件
20歳以上の在宅の人で、精神または身体に著し
く重度の障害があり、日常生活において常時特別
の介護を必要とする人

認定基準
重度の障害が重複している人およびそれに準ず
る人（医師が作成した所定の診断書に基づいて判
定します）

支給制限
①�本人、配偶者および扶養義務者の所得が一定額
以上の場合

②�施設に入所している場合、または病院等に3か
月以上継続して入院している場合

受給資格者 障害者本人
支給月 5・8・11・2月（年4回）

手当ておよび年金制度
特別障害者手当（国制度）

障害児福祉手当（国制度）

紀の川市心身障害児扶養手当（市単独）

申請に
必要なもの

所定の申請書類
認印　 受給中の年金額が分かるもの
所定の診断書
手当の振込先口座（本人名義のもの）
マイナンバーの分かるもの（マイナンバーカード等）
来庁される人の本人確認書類
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支給額
（月額）

受給区分 障害等程度 支給月額
身体障害者手帳 1～6級

一律
5,000円

療育手帳 A1・A2
B1・B2

精神障害者
保健福祉手帳 1～3級

特定医療費（指定
難病）受給者証・小
児慢性特定疾病医
療受給者証・特定
疾患医療受給者証

支給月 4・8・12月（年3回）

申請に
必要なもの

「1受給資格」に該当する手帳、受給者証など
振込先の分かるもの（通帳の写し）　 印鑑
�世帯全員の市県民税（非課税）証明書（前年度
分の所得が紀の川市で確認できない人のみ・
写し可）

※申請書等は窓口にあります。

●居宅介護（ホームヘルプ）
　自宅で、入浴や排せつ、食事の介護等、生活全般にわたる
介護サービスを行います。
●重度訪問介護
　重度の肢体不自由、知的および精神障害があり常に介護
が必要な人に、自宅での介護や外出時の移動支援等を総合
的に行います。
●同行援護
　視覚障害により移動が困難な人に、移動に必要な情報提
供、移動の援護等の外出の支援を行います。

訪問系サービス

障害福祉サービス

利用要件

◦身体障害者手帳を有する人
◦療育手帳を有する人
◦�知的障害者更生相談所等の意見により知的障
害が認められる人

◦精神障害者保健福祉手帳を有する人
◦�精神障害を事由とする年金を受けている人
◦�精神障害を事由とする特別障害給付金を受け
ている人

◦自立支援医療（精神通院）を受けている人
◦�医師の診断書により精神障害であることが確
認できる人

◦�難病等対象者（361疾病）
◦�発達相談員および保健師の意見書によりサー
ビスが必要と判断された人（児童発達支援等
利用の場合）

利用者負担 サービス量と所得に応じた利用者負担。ただし、
月ごとの利用者負担には上限があります。

申請に
必要なもの

所定の申請書類
利用者とその配偶者の市県民税（非課税）証明
書。利用者が18歳未満の場合は、世帯全員の市
県民税（非課税）証明書。前年度分の所得が紀の
川市で確認できない人のみ。
認印
利用要件に該当する手帳、受給者証等
マイナンバーの分かるもの（マイナンバーカード等）
来庁される人の本人確認書類

障害者総合支援法によるサービス

1級 52,500円
2級 34,970円

※�手当の額は、消費者物価指数の変動率に応じて改定され
ます。
支給時期
4月、8月、12月にそれぞれの前月までの分が支給されます。
※�受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制
限があります。

対象者 �身体や知的または精神に障害のある児童または長
期にわたる安静を必要とする病状にある20歳未
満の児童の養育者

支給額（月額）

特別児童扶養手当
障害福祉課
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●生活介護
　常に介護を必要とする人に日中、入浴、排せつ、食事の介
護や創作的活動、生産活動の機会を提供します。
●療養介護
　医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練
や療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。
●自立訓練（機能訓練・生活訓練）
　自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や
生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づ
き行います。
●就労移行支援
　就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上の
ための訓練や職場実習等を、一定期間の支援計画に基づき
行います。
●就労継続支援（A型・B型）
一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供

や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
●就労定着支援
一般就労へ移行した障害のある人が、就労にともなう環境

変化による生活面の課題に対応できるように、企業や自宅へ
の訪問、来所により必要な支援を行います。

日中活動系サービス

●共同生活援助（グループホーム）
　障害がある人に、地域の共同生活の場において、相談や日
常生活上の援助を行います。
●施設入所支援
　介護が必要な人や通所が困難な人に、居住の場を提供し、
主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生
活上の支援を行います。

居住系サービス

●移動支援
　屋外での移動に困難がある障害児・者に、外出のための支
援を行います。
●日中一時支援
　障害児・者を一時的に預かることにより、日中における活
動の場を確保し、家族の就労支援と介護負担の一時的な軽
減を図ることを目的としています。
●生活支援
　通所により、創作的活動、文化的活動、機能訓練、社会適応
訓練および入浴等の支援を行います。

地域生活支援事業等の福祉サービス

●児童発達支援
　療育の観点から集団療育または個別療育を行う必要性が
あると認められた未就学児に対し、日常生活における基本
的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等
の支援を行います。
●居宅訪問型児童発達支援
　重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障害のあ
る児童に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。
●医療型児童発達支援
　肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的
管理下での支援が必要と認められた未就学児に対して、日
常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練等の支援を行います。また、身体の状況に
より治療も行います。
●放課後等デイサービス
　就学しており、授業の終了後または学校が休みの時等に
支援が必要と認められた障害のある児童に対し、生活能力
の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必
要な支援を行います。
●保育所等訪問支援
　障害児施設等で指導経験がある児童指導員や保育士が保
育所等を訪問し、障害のある児童や保育所等のスタッフに
対して、障害のある児童が集団生活に適応するための専門
的な支援を行います。

障害児通所支援事業

●行動援護
　知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護
の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危
険回避のための援護等を行います。
●重度障害者等包括支援
　常に介護を必要とする人の中でも介護の必要性が特に高
い人に、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供し
ます。
●短期入所
　自宅で介護を行う人が病気の場合等に、短期の入所によ
る入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

●自立生活援助
　施設を利用していた障害のある人がひとり暮らしをはじ
めたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がない
か、訪問して必要な助言などの支援を行います。
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　在宅の障害者（児）の人に対して、日常生活上の困難を改
善するために日常生活用具を給付します。
※事前の申請が必要です。
※�市民税課税世帯は基準価格の1割が原則として自己負担
となります。
申請に必要なもの
所定の申請書
手帳等または自立支援医療受給者証（精神通院）
認印　 見積書
�医師意見書（用具によって必要な場合あり。難病患者等
は、難病用意見書が必要です。）
�同意書（前年度分の所得が市で確認できない人のみ）
�世帯全員のマイナンバーの分かるもの（マイナンバー
カード等）
来庁される人の本人確認書類

日常生活用具の給付
　18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの人が日常生活を容
易にするために障害程度を軽減する手術等の医療を必要と
するとき、指定医療機関で公費により医療を受けることが
でき、自己負担額は原則1割となります。ただし、本人および
本人と同じ医療保険に加入している人の、収入・所得に応じ
て月額自己負担上限額が定められています。
自立支援医療の例
◦肢体不自由…人工関節置換術、形成術等
◦心臓障害……�ペースメーカー植込術、冠動脈バイパス術、

人工弁置換術、心臓移植後抗免疫療法等
◦じん臓障害…人工透析療法、腎移植術、腎移植後抗免疫療法
　上記は対象の一例です。くわしくはお問い合わせください。
申請に必要なもの
自立支援医療（更生医療）支給認定申請書
�自立支援医療（更生医療）意見書、医療費概算内訳表（所
定の様式で指定自立支援医療機関で作成したもの）、心
電図のコピー（心臓機能障害の場合）
同意書　 身体障害者手帳　
健康保険証等　 認印
障害年金等非課税の収入が分かる書類
�本人および本人と同じ医療保険に加入している人のマ
イナンバーの分かるもの（マイナンバーカード等）
来庁される人の本人確認書類

※�18歳未満の人については自立支援医療（育成医療）を給付
します。

自立支援医療（更生医療）

助成要件

毎年4月1日を基準日とし、市内に居住し、次の
いずれかの要件に該当する人
◦身体障害者手帳…1級または2級
◦療育手帳…A1またはA2（Aも可）
◦精神障害者保健福祉手帳…1級または2級

利用券の
内容

福祉タクシー利用券か燃料費利用券を選択
◦福祉タクシー利用券の場合
　�利用1回につき、福祉タクシーの基本料金（距
離制運賃の初乗運賃）分を1枚とし20枚分

◦燃料費利用券の場合
　�4リットル券10枚分（ただし、原動機付自転車を
含む自動二輪の場合は、1リットル券40枚分）

申請に
必要なもの

所定の申請書　 認印
助成要件に該当する手帳
�燃料費利用券の場合は、本人または介護者の
免許証

福祉タクシー利用料または自動車燃料費の助成
　身体上の障害を補うための補装具の購入および借り受
け、修理にかかる費用を支給します。
※事前の申請が必要です。
※�市民税課税世帯については、金額の1割が原則として自己
負担となります。
　補装具費の支給を受けるためには、和歌山県子ども・女
性・障害者相談センターの判定を受けていただく必要があ
ります。その判定に基づいて支給決定したものを製作所等
で製作します。
申請に必要なもの
所定の申請書　 身体障害者手帳
認印　 見積書
�支給対象者のマイナンバーの分かるもの（マイナンバー
カード等）
来庁される人の本人確認書類

※�その他、補装具の種類や支給対象者によって必要な書類
がありますのでお問い合わせください。

補装具費の支給

74

２０１０紀の川市2(SG40)行政最終.indd   74 2020/09/01   17:04:49



　障害者総合支援法第52条に基づく精神科の通院医療公費
負担制度です。
　指定の医療機関において、こころの病で通院医療を受け
た場合、自己負担額が1割となります。また、本人および本人
と同じ医療保険に加入している人の所得に応じて月額自己
負担上限額が定められています。
申請に必要なもの
自立支援医療（精神通院）支給認定申請書
診断書（精神通院医療用※）　 同意書
健康保険証　 認印
�障害年金等非課税の収入が分かる書類
�本人および本人と同じ医療保険に加入している人のマ
イナンバーの分かるもの（マイナンバーカード等）
来庁される人の本人確認書類

※�精神障害者保健福祉手帳と同時申請される場合は、手帳
用の診断書をもって、精神通院医療用の診断書を省略す
ることができます。
※�自立支援医療の更新時における診断書の提出は、原則2年
に1度です。
※�更新手続きは、有効期間の終了する3か月前から行うこと
ができます。

自立支援医療（精神通院）

　聴覚・言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通お
よび日常生活を営むのに支障がある障害者等に意思疎通支
援者（手話通訳者および要約筆記者等）を派遣します。
派 遣 内 容
◦各種申請手続きや医療機関等、日常生活全般に関すること。
◦�講演会などの行事等の主催者側からも申請いただけま
す。（内容により費用が発生する場合もあります。）
申請に必要なもの 所定の申請書 　 認印

意思疎通支援事業

聴覚障害者ファックス使用に伴う経費助成

助成要件

毎年4月1日を基準日とし、市内に引き続き1年
以上住所を有し、次の要件に該当する人
◦�緊急連絡等の手段として自宅にファックスを
設置している人（送受信の確認が必要となりま
す。）

◦�身体障害者手帳の障害の程度が聴覚機能障害
1級または2級の人

助成額 500円（月額）　※申請月からの算出となります。

申請に
必要なもの

所定の申請書　 身体障害者手帳
認印　 振込先の通帳

有料道路通行料金の割引
　有料道路における通行料金が割引（おおむね通常料金の
半額）になります。
対 象 者
•障害者本人運転……�第1種・第2種の身体障害者手帳を所

持する人（障害の種別は問いません）
•介護者運転…………�第1種の身体障害者手帳、第1種の療

育手帳を所持する人
対象自動車の範囲
（1）�本人または介護人の所有する自動車等（自家用で個人名

義のものに限ります。事業用および法人名義のものは登
録できません。）※障害者1人につき1台に限定

（2）自動車の種類
　①乗用自動車………�普通自動車、小型自動車、軽自動車で

定員10人以下の乗用のものに限る
　②貨物自動車………�乗用車と類似した構造と機能を有す

るライトバン等
　③特殊用途自動車…�乗用車と類似した構造と機能を有す

る身体障害者輸送車
申 請 方 法
身体障害者手帳または療育手帳に割引資格証明シール（有効
期限有）を受け、料金所で提示の上料金を支払ってください。
ETC利用申請の場合は、証明書を発行しますので、所定の封
筒にて有料道路事業者設置窓口に郵送してください。
申請に必要なもの
①身体障害者手帳または療育手帳
②運転免許証（障害者本人運転の場合のみ）
③車検証　 ④ETCカード（障害者本人名義）
⑤ETC車載器セットアップ申込書・証明書

•手帳で割引の場合…①～③
•ETC利用の場合……①～⑤が必要です。
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　重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合
に、その自動車の改造に必要な経費を助成することで、重度
身体障害者の社会復帰を促すことを目的としています。
助 成 対 象 者
2級以上の身体障害者手帳（上・下肢、体幹機能障害に限る）
の交付を受けた人で、就労等に伴い、本人が所有し、運転す
る自動車の操向装置および駆動装置の一部を改造する必要
のある人。ただし、本人、配偶者および扶養義務者の所得に
より助成が制限されます。また、前回の助成から6年以上経
過していることが必要です。（改造登録から1年以内に申請
してください。）
助 成 対 象 経 費
操向装置、駆動装置等の改造に要する経費で10万円を限度
とします。
申請に必要なもの
所定の申請書類
�本人、その配偶者および扶養義務者の前年の所得証明
（省略できる場合あり。お問い合わせください。）
身体障害者手帳　 運転免許証
車検証　 認印

身体障害者自動車改造費助成

　身体障害者が自動車運転免許を取得する場合に、取得に
要する費用の一部を助成することで、身体障害者の就労等
社会活動への参加を促すことを目的としています。
助 成 対 象 者
市内に1年以上住所を有し、1～4級までの身体障害者で、自
動車運転免許を取得することによって就労が見込まれる等
社会活動への参加に効果があると認められる人。ただし、本
人、配偶者および扶養義務者の所得により、助成が制限され
ます。� �
くわしくは、お問い合わせください。
助 成 金
自動車運転免許取得に要した費用の2/3以内の額で10万円
を上限とする。
申請に必要なもの
免許取得後90日以内に交付申請をしてください。
指定の申請書類　 取得した免許の写し
身体障害者手帳
免許を取得するのに要した費用を証明する書類
同意書等

身体障害者自動車操作訓練費助成

対 象 者
市内に住所を有し、在宅の障害者などで自ら理容店に行く
ことが困難な人で、下記のいずれかに該当する人
1．身体障害者手帳1級または2級
2．療育手帳AまたはA2
3．精神障害者保健福祉手帳1級または2級
※�介護保険制度において要介護3～5の認定を受けている人
については、高齢介護課へ問い合わせてください。
サービスの内容
自宅に理容師を派遣し、調髪・顔そり・洗髪等のサービスを
提供します。
負 担 金 等
1枚当たり一律2,000円の利用助成券を一人につき年間4枚
まで下記区分にしたがって交付する。
利用者は1回につき1枚の利用助成券と理髪料との差額を自
己負担として、派遣理容師に支払う。
1．申請月が4～6月まで� � 4枚
2．申請月が7～9月まで� � 3枚
3．申請月が10～12月まで� 2枚
4．申請月が1～3月まで� � 1枚
申請に必要なもの
所定の申請書　 付近の見取図
理由書　 助成要件に該当する手帳
認印

在宅高齢者等訪問理容サービス事業

（1）�半額免除…�契約者が視覚・聴覚障害者または重度の障害
者（身体障害者（1級・2級）、知的障害者（A1・
A2）、精神障害者（1級））で世帯主の場合

（2）全額免除…�身体障害者、知的障害者、精神障害者が世帯構
成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合

申請方法
障害福祉課・各支所（出張所を除く）で、証明を受けた放送受
信料免除申請書をNHKへ提出してください。

申請書発行に必要なもの
�身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
認印

NHK受信料の減免
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　身体障害者手帳の対象外となっている軽度・中度難聴児
の補聴器の購入費用を一部助成します。
対　象
◦市内に住所を有する18歳未満の人
◦�両耳ともに聴力レベルが30dB以上70dB未満で、身体障
害者手帳の交付の対象とならない人
◦世帯員の市町村民税所得割課税額が46万円未満の人
◦指定医師による意見書が必要
助成額
購入費の2/3を助成します。（市町村民税非課税世帯は全額
助成）
ただし、購入費には基準額があります。

難聴児補聴器購入費の一部助成

　生活保護は経済的理由で生活に困っている世帯に最低限
度の生活を保障する制度です。自分たちの資産や能力その
他あらゆるものを生活の維持に活用し、さらに年金・保険等
他の制度や親族等からの援助を受けても、国が決めた最低
限度の生活が営めないときに、保護の対象となります。

生活保護
社会福祉課

　民生委員児童委員は、厚生労働大臣の委嘱を受け、高齢
者、障害者、子育て家庭や生活困窮者等の援助を必要として
いる地域住民の相談相手となり、関係機関とのパイプ役と
して、地域福祉の推進のために活動しています。
　また、民生委員児童委員のうち主任児童委員に指名され
た委員は、児童福祉に関する相談を専門的に担当していま
す。
　民生委員児童委員は法律に基づき活動しています。守秘
義務があり、秘密を守ることが義務付けられていますので、
相談者のプライバシーは守られます。

民生委員児童委員（主任児童委員）
社会福祉課

　災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金
や災害障害見舞金の支給および災害援護資金の貸付を実施
します。

災害弔慰金・災害障害見舞金・
災害援護資金貸付

社会福祉課

　生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供と助言を
行うとともに、生活困窮者に対する自立の促進を図ります。

生活困窮者自立支援事業
社会福祉課

　心身障害者（児）の保護者（加入者）が死亡したまたは重度
障害者になった場合に、残された障害者（児）に終身一定額
の年金を支給することで、障害者（児）の生活の安定と福祉
の増進に資することを目的とした制度です。
対象となる心身障害者の範囲
①身体障害者手帳1～3級の身体障害者（児）
②知的障害者（児）
③�精神または身体に永続的な障害があり、その程度が①ま
たは②と同程度と認められる場合
加入できる保護者
年齢65歳未満で、特別の疾病または障害がなく生命保険に
加入できる健康状態にある人
年 金 額
◦1口加入…月額20,000円　◦2口加入…月額40,000円
掛 　 金
掛金額は、加入時の年齢により異なります。支払いは月払い。
申請に必要なもの
所定の申請書類
身体障害者手帳または療育手帳、年金証書等
加入者および障害者（児）の住民票

心身障害者扶養共済制度（県）
障害福祉課
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　市民がいつでもどこでも安心して医療が受けることがで
きるよう、救急時の対応を含めた医療体制の整備を推進し
ます。

公共医療機関

住　　所 紀の川市打田1282　TEL�0736-77-2019

診療科目

内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、外科、整形外
科、リハビリテーション科、脳神経外科、呼吸器外科、
乳腺外科、胸部外科、泌尿器科、産婦人科、小児科、皮膚
科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、病理診断科、臨床腫
瘍科、救急科、眼科、リウマチ科、血液内科、脳神経内
科、精神科、臨床検査科、健診科

診  療  日 月・火・水・木・金

受付時間 午前8時～11時まで
（診療科／曜日により、異なる場合があります。）

診療時間 午前9時～午後5時（急患はこの限りではありません。）

公立那賀病院

住　　所 紀の川市東大井350　TEL�0736-77-6410
診療科目 内科、外科
診  療  日 日・祝日・年末年始
診療時間 午前9時～正午、午後1時～5時（受付終了：4時30分）

那賀休日急患診療所

住　　所 紀の川市中鞆渕911　TEL�0736-79-0009
診療科目 内科
診  療  日 月・火・水・金

診療時間 午前9時～正午、午後2時～5時
※水は午前9時～正午のみ

鞆渕診療所種 類
Hib（ヒブ） 小児用肺炎球菌 BCG

DPT-IPV（四種混合） 麻しん・風しん混合 DT（二種混合）
日本脳炎 水痘 B型肝炎

ロタウイルス※1 子宮頸がん
高齢者肺炎球菌 高齢者インフルエンザ

※1��定期接種は、令和2年10月から、令和2年8月生まれ以降
の乳児が対象となります。

　それぞれの年齢に応じて、感染症予防のために、個別接種
を行っています。
　かかりつけ医に相談し、計画的に接種してください。
　また、予防接種スケジュール管理に、母子手帳アプリ「は
ぐくみ紀の川by母子モ」もご活用ください。

予防接種
健康推進課

検診の種類 検診の内容

胃がん検診 胃部X線検査（バリウム検査）または胃内
視鏡検査（胃カメラ検査）

大腸がん検診 便潜血検査（検便検査）
肺がん検診 胸部X線検査（結核検診含む）
乳がん検診 乳房X線検査（マンモグラフィ検査）
子宮頸がん検診 視診、内診、頸部細胞診
肝炎ウイルス検査 血液検査（B型肝炎、C型肝炎）
歯周病検診 歯周組織検査

成人保健（各種検診）

※�対象者、対象年齢、検診内容等については、国の指針や県
の実施要領等に基づいて実施年度で変更する場合もあり
ますので、広報紙・ホームページ等で年度ごとにお知らせ
します。

健康推進課

健康・保健
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精神科・心療内科・訪問看護
心理カウンセリング・デイケア

紀の川病院
医療法人 宮本会

（但し､新規受付は予約制となっています｡）
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妊娠届・母子健康
手帳交付

妊娠をしたら、妊娠届出書を提出してくだ
さい。母子健康手帳を交付します。

妊産婦健康診査
等受診票交付

妊娠届出時に妊産婦健康診査・妊婦歯科健
診受診票を交付します。

妊産婦・新生児・
　乳児家庭訪問

妊産婦や乳児（生後1～2か月頃）に保健師や
助産師が家庭訪問を行います。妊産婦や赤
ちゃんの健康状態の確認や育児相談を行い
ます。

乳幼児健康診査
4か月児・7か月
児・1歳8か月児・
3歳8か月児健康
診査

問診・身体計測・内科健診・育児発達相談等を
行います。年齢・月齢に応じて、聴力検査・離
乳食相談や歯科健診、視力検査を行います。
＊対象児には、個別通知を行います。

乳幼児健康相談
1歳児・2歳6か月
児健康相談

問診・身体計測・歯科相談・育児発達相談等
を行います。
＊対象児には、個別通知を行います。

発達相談 発達相談員による相談を行います。（就学前）

母子保健推進員
こんにちは赤ちゃん訪問活動や健診時の保
育等、地域の身近な相談役として子育ての
サポートをしています。

未熟児の
養育医療給付

身体の発達が未熟（2,000ｇ以下）なままで
生まれた赤ちゃんが指定医療機関におい
て、入院治療をうける場合の医療費の一部
を助成します。

小児慢性特定疾
病児童日常生活
用具給付

小児慢性特定疾病医療費助成の対象児童
に、家庭で日常生活を送る上で必要な用具
を給付します。
※世帯の所得に応じた負担があります。

不妊治療
一般不妊治療、特定不妊治療とそれに伴う
男性不妊治療に要する費用の一部を助成し
ます。

◦��産後の母子への心身のケアや育児のサポートを行いま
す。宿泊型と通所型があります。
※要申請

産後ケア事業

◦はぐくみサポート紀の川
　�妊娠中から出産・産後・子育てについて、助産師・保健師が
相談に応じます。�
TEL�0736-79-3106（直通専用電話）�
※平日の午前8時45分～午後5時30分

子育て世代包括支援センター母子保健
こども課

◦プレパパママ教室
　�妊婦さんとパートナー、家族を対象に妊娠中の過ごし方や
出産についてのお話、沐浴体験等を行います。
◦はぐくみサロン
　妊産婦を対象にミニ講話・個別相談・交流会等を行います。
◦助産師や保健師の家庭訪問

産前産後サポート事業
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女性のからだを知る助産師がケアいたします｡

お乳トラブル･妊娠･出産･育児に関する相談
妊娠中や産後の腰痛､体のトラブルは
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　家庭から日常的に出るごみと事業系一般廃棄物は、直接
紀の海クリーンセンターへ搬入できます。

紀の海クリーンセンター搬入受入日および受入時間
1月1日～1月3日を除き、月～土曜日（祝日含む）
午前9時～午後4時まで
問合せ先
紀の海広域施設組合（紀の海クリーンセンター）　TEL�0736-66-1813
月～金曜日（祝日除く）　午前9時～午後5時�
株式会社紀の海エコクリーン　TEL�0736-66-2951
月～土曜日（祝日含む）　午前9時～午後5時

家庭廃棄物 事業系一般廃棄物
可燃ごみ・資源ごみ 50円/10kg 100円/10kg

持ち込みごみについて（有料）

　計画収集以外で市が集めるごみは次のとおりです。
種 類 概 要

粗大ごみ（一部リサイクル）
（家庭の日常生活に伴って
生じたもの）

粗大ごみ戸別回収（くわしくは
「ごみ収集カレンダー」または「ご
みの出し方ルールとマナー」をご
覧ください）。

ペットボトル（リサイクル） スーパー等に専用ボックスを設置

小型家電（リサイクル）
本庁、各支所・出張所、貴志川生
涯学習センター、那賀総合セン
ター、桃山会館に回収ボックスを
設置

使用済乾電池（リサイクル）
本庁、各支所・出張所、貴志川生
涯学習センター、那賀総合セン
ター、桃山会館に回収ボックスを
設置

廃食用油（リサイクル） 本庁、各支所・出張所に回収ボッ
クスを設置

計画収集以外で市が集めるごみ

　市が収集するごみは、家庭から日常的に出るごみだけで
す。各地区のごみ収集日程については、毎年3月中旬に配布
しています「ごみ収集カレンダー」で、ご確認ください。
　市指定ごみ袋に入れて指定日の午前8時までに出してく
ださい。

種 類
頻 度

（鞆渕地区は収集日程表
を参照してください）

もやすごみ（焼却処分） 週2回

資源ごみ
（リサイクル）

カン類
カン類 2週間に1回
金属類 2週間に1回
小型家電 2週間に1回

ビン類 ビン類・ガラス類 2週間に1回

古紙
段ボール・紙パック 1か月に2回
新聞 1か月に1回
雑誌 1か月に1回

ペットボトル 1か月に1回
白色トレイ 週1回
プラスチック製容器包装類 週1回

セトモノ類
電球・蛍光灯 1か月に1回
乾電池 1か月に1回

埋立ごみ セトモノ類 1か月に1回

ごみの計画収集

　ごみの分別については、「ごみの出し
方ルールとマナー」（平成28年2月版）を
ご覧ください。

ごみの出し方
生活環境課

市・紀の海クリーンセンターにおいて
収集や受入れができない廃棄物

種 類 概 要
リ
サ
イ
ク
ル
が
義
務

化
さ
れ
て
い
る
も
の

家電リサイクル品目 テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、
洗濯機、衣類乾燥機

PCリサイクル対象
製品

ノート型パソコン、デスク型パソ
コン

自動車・二輪車およ
び関連部品 自動車・二輪車リサイクル法

産業廃棄物 一般廃棄物処理施設では産業廃棄
物を処理できません

事業所等から排出される
不燃性粗大ごみ 産業廃棄物

　専門業者や民間処理業者等にご相談ください。

生活・環境・産業
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073-489-3041
073-489-3838

TEL
FAX

浄化槽工事・保守,点検
給排水衛生設備・排水管等通管・解体工事
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給排水衛生設備工事

（0736）64-1422

紀の川市貴志川町神戸564-11

上下水道工事一式
水回りリフォーム
住宅設備器具販売・修理

明渡設備
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種 類 概 要

特別管理一般廃棄物とし
て指定されている対象物

◦�廃エアコン、廃テレビ、廃電子レ
ンジに含まれるPCB（ポリ塩化
ビフェニル）を使用した部品

◦�医療機関等から排出される血液
等の付着した包帯、脱脂綿、注射
針等の感染性病原体を含むもの
または恐れのあるもの

ガスボンベおよび消火器、
灯油、ニス、ガソリン、ス
レート等の爆発物ならび
に危険物

処理困難物

農薬容器、農業用ビニー
ル、農機具 処理困難物

重量物および破砕が困難
な堅牢なもの 処理困難物

土砂およびガレキ 処理困難物
建築および増改築等に伴
う建築廃材 処理困難物

一辺の長さが2.5ｍを超
過する粗大ごみ 処理困難物

塩化ビニール、ボタン電
池、ピアノ 処理困難物

処理施設の機能に支障を
きたす恐れがあるもの 処理困難物

　売買や相続等により給水装置の所有者を変更するとき
は、所有者変更届を水道総務課、各支所・出張所に提出して
ください。
（新旧所有者の記名押印と印鑑証明等の添付が必要です）

給水装置の所有者を変更するとき

　売買や相続等により水道の使用者を変更するときは、使
用者変更届を水道総務課、各支所・出張所に提出してくださ
い。（給水装置の所有者と新使用者の記名押印が必要です）

水道の使用者を変更するとき

　市では、2か月毎に水道メーター検針を実施し、この間の
使用水量を「前期分」、「後期分」に等分し（端数が生じた場合
は「前期分」に計上）、メーター口径に応じた「基本料金」と等
分した水量に応じた「従量料金」の合計額をもって水道料金
とし、検針月と検針翌月の2回に分けて請求しています。

水道料金の算定方法

水道料金について

　新たに水道を引く場合等水道工事を申し込むときは、給
水装置工事申込申請書類を水道工務課に提出していただく
必要がありますので、事前に市指定給水装置工事業者に依
頼してください。
　なお、工事費用等は自己負担となります。
　また、新設では水道加入金が別途必要です。
� （金額：消費税抜き）

水道工事（新設・改造・撤去等）を行うとき

口 径 水道加入金 口 径 水道加入金
13mm � �237,963円 40mm 2,285,186円
20mm � �571,297円 50mm 3,523,149円
25mm � �885,186円 75mm 7,951,852円
30mm 1,285,186円 臨時用 � � �47,223円

（指定給水装置工事業者は、市ホームページでご確認ください）

水道工事の申し込み

上水道事業

　休止していた水道を再度使用するときは、開始届を水道
総務課に提出してください。（給水装置の所有者と使用者の
記名押印、開栓手数料2,200円が必要です）

水道の使用を開始するとき

　転出、転居、長期間水道を使用しないときは、休止届を水
道総務課、各支所・出張所に提出してください。（給水装置の
所有者と使用者の記名押印が必要です）

水道の使用を休止するとき

水道使用に関する手続き

水道総務課　水道工務課
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口 径 基本料金
従量料金

1～10㎥ 11～20㎥ 21～30㎥ 31～40㎥ 41㎥～
13・20mm � 1,144円

43円
（円/㎥）

170円
（円/㎥）

191円
（円/㎥）

203円
（円/㎥）

223円
（円/㎥）

25mm � 1,829円
30mm � 2,629円
40mm � 4,572円
50mm � 7,086円
75mm 15,887円

　なお、水道料金の単価（基本料金、従量料金）については、
下記のとおりです。� （金額：消費税抜き）

　基本料金と従量料金の合計額に消費税を加算し、10円未
満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

　水道料金の納期限（口座振替日）は、毎月24日（休日の場合
は翌営業日）です。
　お支払いには、納入通知書による納付（市役所、取扱金融
機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ）
と口座振替の方法があります。
　安心、便利な口座振替を推進しています。
　口座振替を開始する際は、ご利用の取扱金融機関に口座
振替依頼書を提出してください。（口座振替依頼書は金融機
関窓口にあります。お客様番号が分かる「使用水量のお知ら
せ」等と通帳印を持参してください）
※口座振替取扱金融機関
　�紀の里農業協同組合、紀陽銀行、きのくに信用金庫、近畿
労働金庫、南都銀行、池田泉州銀行、ゆうちょ銀行

水道料金の支払い

利用できる地域 旧桃山地区の善田の一部�
旧貴志川地区の西山の一部

受益者負担金 40万円
使 用 料 �基本料金1,905円／戸　�

排水料金� �572円／人（税別）

農業集落排水事業

浄化槽

　浄化槽は、微生物のはたらきを利用して汚水を浄化する
装置であるため、微生物が活躍しやすい環境を保つように
維持管理を行うことが大切です。
　浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・法定（水質）検査の3
つがありますが、それぞれ定期的に実施することが法律で
義務づけられています。

　保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修
理、消毒剤の補充等を定期的に行います。
浄化槽の型式等により点検回数が定められており、県の登録

を受けた保守点検業者に行ってもらわなければなりません。

保守点検〔浄化槽法第10条〕

浄化槽を設置したら

生活環境課

利用できる地域
旧打田地区（上野、打田、東大井、西大井、久留壁、花野の各一部）
旧粉河地区（粉河、上田井、深田、松井、東野の各一部）
旧那賀地区（名手市場、藤崎、王子の各一部）
旧桃山地区（市場、元、段、調月、最上の各一部）

下水道事業

公共下水道事業

下水道課・水道総務課

旧貴志川地区（丸栖、北山、前田、長山の各一部）
※くわしくは下水道課にお問い合わせください。
受益者負担金 �1敷地当たりの基本金額（10万円）＋50

円×土地の所有面積（㎡）
助 成 金 供用開始後3年以内に接続すると交付し

ています。
※�ただし、交付には条件がありますので、くわしくは下水道
課にお問い合わせください。
使 用 料 基本料金（10㎥まで）1,300円�

以後1㎥増えるごとに160円（税別）
水道の使用水量＝下水道の使用水量として算定します。
※�井戸水のみの世帯や、水道水と井戸水の併用世帯につき
ましては算定方法が異なりますので、くわしくは水道総
務課にお問い合わせください。
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　使用開始後の3～5か月間に1回、その後は年に1回、和歌
山県知事が指定する検査機関公益社団法人和歌山県水質保
全センターによる水質検査を受けなければなりません。

法定（水質）検査〔浄化槽法第7・11条〕

　年1回以上、浄化槽内に溜まったスカムや微生物によって
分解された汚泥等を汲み取るとともに、装置の洗浄を行わ
なければなりません。

清掃〔浄化槽法第10条〕

次のことを守って他人に迷惑をかけないようにしましょう。
　①必ずつないで飼う。
　②�散歩をさせるときもリードを放さず、他人に脅威を与

えないようにする。�
また、ふんの後始末を確実に行う。

　③�万一、飼うことができなくなったときは、生活環境課、
各支所・出張所に連絡してください。

◦登録手数料� � 3,000円
◦鑑札再交付手数料� 1,600円
◦注射済票交付手数料� � �550円
◦注射済票再交付手数料� � �340円

犬の飼い方

　登録した犬が死亡したり、飼い主の氏名や住所が変わっ
たりしたときは、速やかに届け出をしてください。

登録内容の変更

　狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、狂犬
病予防注射を毎年1回受けさせ、注射済票の交付を受けるこ
とが義務づけられています。
　紀の川市・岩出市内の動物病院では、予防注射とともに注
射済票の交付も受けられます。
　それ以外の動物病院では、予防注射を受けた証明書を発
行してもらい、生活環境課または各支所で注射済票の交付
を受けてください。

狂犬病予防注射

　狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、生涯に1回の
登録が義務づけられています。
　登録は生活環境課、各支所または紀の川市・岩出市の動物
病院で行ってください。
　登録をすると「犬の鑑札」が交付されますので、必ず首輪
に取り付けてください。

飼い犬の管理

犬の登録

生活環境課

　生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環
境の保全と公衆衛生の向上を図るため、浄化槽（合併浄化
槽）を設置する者に対し、その設置に要する経費の一部を予
算の範囲内で補助金を交付します。（ただし、下水道事業認
可区域、農業集落排水事業実施区域を除く）
補助金額 �5人槽�� � �332,000円（限度）�

6～7人槽�� � �414,000円（限度）�
8～50人槽� � �548,000円（限度）

※�浄化槽設置補助金の補助条件を満たし、単独処理浄化槽か
ら合併浄化槽に転換する場合の既存単独浄化槽の撤去費
用…上限90,000円
※�既存単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理
浄化槽に転換する場合の配管設備の工事費用…上限
300,000円
補助条件
◦年度内（4月1日から翌年3月31までの期間）に、
　�①住宅または店舗付住宅（住宅部分の延床面積が全体の2
分の1以上の建物）に浄化槽を設置し、②設置場所に住民
登録を行い、③浄化槽管理講習会を受講できる人で、④市
町村民税等を完納している人。
◦�毎年3月31日までに、浄化槽の設置完了届が受理され、補
助金実績報告書を提出すること。

浄化槽設置整備事業

85

２０１０紀の川市2(SG40)行政最終.indd   85 2020/09/23   10:53:33



（信販会社住所）
（信販会社名）

御中

簡
易
書
留

通知書
契約年月日　○年○月○日
商品名　○○○○
契約金額　○○○○円
販売会社　○○○株式会社
販売担当者　○○○○○

上記契約は解除します。

� （通知を出した年月日）
� （自分の住所・氏名）

通知書
契約年月日　○年○月○日
商品名　○○○○
契約金額　○○○○円
販売会社　○○○株式会社
販売担当者　○○○○○

上記契約は解除します。
支払い済みの○○○○円を
返金し、商品お引き取りく
ださい。
� （通知を出した年月日）
� （自分の住所・氏名）

（事業者住所）
（事業社名）

御中

簡
易
書
留

＜事業所への通知例＞ ＜信販会社への通知例＞

◦�契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内に、は
がき等の書面で行います。簡易書留等記録の残る方法で
郵送します。
◦�「契約を解除する」旨を明記し、既払い金の返金、商品の引
き取り等を求めます。
◦はがきの場合は、表と裏のコピーを保管します。
◦�個別クレジット契約をした場合は、同時に信販会社にも
「契約を解除する」旨を通知します。

クーリング・オフの方法

　クーリング・オフとは、いったん契約してしまっても法律
で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できる制
度です。ただし、訪問販売でも、乗用車や使用してしまった
消耗品等一部適用されないものもあります。
※通信販売はクーリング・オフできません。

クーリング・オフを活用しましょう
区 分 市 民 市民外

12歳以上 20,000円／1体 50,000円／1体
12歳未満 10,000円／1体 25,000円／1体
16週以上の死胎 10,000円／1胎 25,000円／1胎
16週未満の死胎 � 5,230円／1胎 13,080円／1胎
その他 � 5,230円／1件 13,080円／1件

火葬料等

　個人情報を保護するために、市が持っている個人情報の
取扱いに関する基本的な事項を条例等で定めています。自
己に関する個人情報について、開示請求する権利と、開示
された個人情報に誤りがあれば訂正するように請求する権
利、不適法な利用があれば利用停止するように請求する権
利が保障されています。

個人情報保護制度
総務課

情報公開制度

　市が持っている公文書を請求に応じて開示します。ただ
し、開示することによって、個人のプライバシーや法人、団体
等の正当な権利や利益が侵害されたり、市の事務事業の適正
な執行に支障を及ぼすと判断した場合は開示できません。

総務課

　巧妙な手口による高額な商品の購入・サービスの勧誘と
いった悪質商法による被害は、決して人ごとではありませ
ん。「おかしいな」・「怪しいな」と思ったら、勇気を出して
キッパリ・ハッキリ断りましょう。困ったときやトラブルに
巻き込まれたときは、一人で悩まずに消費生活相談窓口や
消費生活センターに、すぐに連絡してください。

消費生活相談窓口
商工労働課

火葬

名 称 住 所 電話番号

五色台聖苑 海草郡紀美野町
国木原577-4 073-489-5505

火葬場

生活環境課
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　農作物を有害獣から守るために、電気柵やワイヤーメッ
シュ柵等の設置に係る経費を支援します。

有害獣被害防止対策事業

◦�創業セミナー
　紀の川市内で創業を考えている人を対象に創業セミナー
を開催しています。年1回、2か月程度にわたるカリキュラム
で、経営・財務・人材育成・販路開拓などの創業に必須となる
知識が習得できます。くわしくは問い合わせください。
◦�創業支援補助金
　創業セミナーを一定回数以上受講した人が創業する場合
には、創業にかかった費用の一部を補助します。

創業支援

◦�小規模事業者経営資金利子補給制度
　小規模事業者を対象に、借入金の支払利息の一部を市が
補給します。
申 請 方 法 ��紀の川市内の商工会に問い合わせください。
紀の川市商工会　TEL�0736-74-3000
那賀町商工会　TEL�0736-75-4026

小規模事業者支援

　有害鳥獣の被害防止のために、アライグマの捕獲檻の貸
し出しや、猟友会と連携してイノシシ等の捕獲活動を行っ
ています。

有害鳥獣捕獲事業

農業・林業

　優良農地について農用地区域を定め、その区域では原則
として農地転用を禁止し、農業振興の基礎となる農用地の
確保を図っています。農用地等を農用地区域から除外する
場合は、農用地利用計画の変更手続きが必要となります。

農業振興地域制度

農林振興課

農業者の認定制度
　農業者が経営の改善を目的に計画を作成する認定農業者
の制度や、農業経営を開始して5年を経過していない農業者
が、達成すべき目標を立て計画を作成する認定新規就農者
の制度があります。認定を受けた人には各種支援制度があ
ります。

　地域森林計画の対象となっている森林において立木を伐
採するときには、森林法に基づく伐採の届出等を市へ提出
する必要があります。
　森林の所有者が変更になった場合は市への届出が必要と
なります。

森林の届出

　農地を売買・貸借したり、宅地等に転用するとき、農地法
に基づき県知事や農業委員会の許可が必要となりますの
で、事前にご相談ください。
　なお、許可等を受けないで行った農地の売買・貸借や転用
には、法的な効力がないだけでなく、処分または罰則が適用
される場合があります。

農地の売買、貸借、転用
農業委員会事務局

　農業者の安心で豊かな老後のために、農業者年金の加入
を促進しています。納めた保険料は、全額社会保険料控除の
対象になる等、税制上の優遇措置があります。

農業者年金
農業委員会事務局

　大雨が降ったときに、水路にゴミや草が落ちてい
ると水があふれる原因となります。水路はこまめに
草刈りや清掃を行うなど、適正に管理してください。
　また、大雨が予想される場合には、あらかじめ農地
への引き込みのためのせき板を外すなど協力もお願
いします。� 農林整備課

水路の適正な管理について（お願い）

商工・労働

紀の川市シルバー人材センター

商工労働課

　高齢者の生きがいの充実と健康の増進のため、市内在住
の60歳以上の人が会員となって、草刈りや農作業などの臨
時的、かつ短期的な仕事に就いています。
　関心のある人は、問い合わせください。
平日の8時45分～午後5時30分
TEL�0736-67-7333（紀の川市シルバー人材センター）
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地 域 建ぺい率（%） 容積率（%）

都
市
計
画
区
域
内

用途地域
第2種低層住居専用地域 60 100
第2種住居地域 60 200
近隣商業地域 80 200

特定用途
制限地域

自然保全地区 70 200
農住共生地区 60（桃山）・70 200
産業業務地区 60（桃山）・70 200

　知りたい場所の地域や用途、その他、宅地造成工事規制区
域、都市計画道路、斜線制限、日影制限等の規制があります
ので、くわしくはお問い合わせください。

　都市計画区域内で建物を建築する場合は、建物の大きさ
等の制限があります。主要な制限は下記のとおりです。
※都市計画、建築基準法上の建築制限

都市計画、建築基準法上の建築制限

名　　称 第1駐車場（駅北側） 第2駐車場（駅南側）

場　　所 紀の川市粉河1514-4
（駅まで徒歩2分）

紀の川市粉河826
（駅まで徒歩3分）

収容台数 64台 35台

使  用  料 月極利用の場合　月額　5,200円
���1日利用の場合　日額　　500円

利用申込先
紀の川市商工会（駅南側）
住所：紀の川市粉河878-2　TEL：0736-74-3000
※�ご利用を希望される場合は、事前にお問合せく
ださい。

紀の川市営駐車場

　通勤・通学・お出かけの際に、鉄道やバス等の公共交通を
ご利用いただく「パークアンドライド」を推進するために、
JR粉河駅前において市営駐車場を開設しています。

駐車場の情報

地域創生課

交通防犯

　駅や歩道等の公共の場所に自転車を長期間放置しないで
ください。駐輪場に放置されれば、駐輪スペースがなくな
り、また歩道の点字ブロック上に放置されれば視覚障害者
等の通行の妨げになる等多大な迷惑を被ります。
　また、自転車が放置されることによって、自転車窃盗等の
犯罪を誘発する起因となります。よって、このような放置自
転車には紀の川市条例に基づき、警告札を貼付し、期間内に
移動されない場合は撤去措置を講じます。（撤去費用は所有
者より徴収させていただく場合があります。）

放置自転車
危機管理消防課

　市道に張り出した樹木で、通行に支障があると感
じたことはありませんか？
　張り出した樹木は、車両や歩行者の通行の妨げと
なりますので、所有者（管理者）は、伐採や枝払い等定
期的な管理をお願いします。
　みなさんが使う大切な道路です。ご協力よろしく
お願いします。� 道路河川課

道路に張り出している樹木等の管理について（お願い）

建設

開発について

都市計画課

　紀の川市内で開発を行う場合は、「都市計画法」および「紀
の川市開発指導要綱」に沿って事業を実施してください。ま
た、開発を行おうとする場合は、事前に、都市計画課と協議
してください。

　都市計画区域内および確認適用地区※において、建物を
建築する場合は、建築確認申請の手続きが必要です。なお、
都市計画区域外であっても、工事届が必要となります。
※確認適用地区：高野全域、竹房の一部

建物の建築

　地籍調査は、国土調査法（昭和26年6月1日法律第180号）
に基づく調査の一つであり、主に市町村が主体となって、一
筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と
面積を測量するものです。
　「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。
　我が国において、土地に関する記録として広く利用され
ている登記所に備え付けの地図（公図）は、その半分ほどが、
いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図（字限図）等
をもとにしたものです。

地籍調査
地籍調査課

　公図は、境界、形状等が現実とは違う場合があります。ま
た、土地登記簿に記載された土地の面積も、正確でない場合
があるのが実態です。地籍調査の成果（地籍簿および地籍
図）の写しは登記所に送付し、登記所において、これまでの
土地登記簿は更新され、地籍図は不動産登記法第14条地図
として備え付けられます。これらは、その後の土地取引の円
滑化、土地にかかるトラブルの未然防止、災害等復旧事業を
円滑に進めることにつながります。
地籍調査の成果に関する資料の交付手数料
◦筆界点座標値（1筆�500円）
◦図根点座標値（20点ごとに�500円）
◦地籍集成図（A3：1枚�500円）
◦地籍調査の成果に関する証明（1件�200円）
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