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新型コロナワクチン
当初予算
耐震改修
市の魅力とジオパーク

体を動かしてリフレッシュ！
元気クラブしんぐう ～佐野体育館～
※会員募集中！ 詳しくは13ページ

今日も元気いっぱいです！

防災行政無線フリーダイヤル

☎0120−506−043

放送内容が電話で確認できます
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新型コロナワクチン接種のお知らせ
新宮市では、
３月初旬までに高齢者の追加接種（３回目接種）が概ね完了しました。
今後の予定をお知らせします。

１８ 歳 以 上 の 人 の 追 加 接 種

接種券の発送・接種方法
２回目の接種から６カ月が経過した人に、順次、接種券を発送しています。
２回目の接種が個別接種であった人は追加接種も個別接種、集団接種であった人は
集団接種となります。
詳細は、接種券に同封の案内をご確認ください。

接種券が届く前の医療機関への問い合わせ等はお控えください。

4月の集団接種日程
接種会場

市役所別館

日

程

4月 9日（土）
4月10日（日）
4月16日（土）
4月17日（日）
4月23日（土）
4月24日（日）

定

員

各回
600人
程度

１２〜１７歳 の 人 の 追 加 接 種
今後、新たに追加接種（３回目接種）の対象となる見通しです。
国により正式に追加接種の対象となることが決定され次第、順次、追加接種用の接
種券を発送します。接種方法等の詳細については、接種券に案内を同封します。
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小 児（ ５〜１１歳 ）へ の 接 種
〇今回、新たに５歳から小学校３年生の人に、案内を送付しました。

〇次の日程で集団接種を実施します。小児科医が問診、接種を行います。

〇新年度の小学校４〜６年生の人（案内送付済み）も、引き続き予約できます。
接種を希望する人は推進室にご連絡ください。

接種会場

市役所
別館

日

程

定

員

各回
350人
程度

1回目：5月14日（土） 2回目：6月4日（土）
1回目：5月15日（日） 2回目：6月5日（日）
※ファイザー社製の小児用ワクチンを使用します。

新たに新宮市に転入した人へ

新型コロナワクチンの接種には、新宮市の接種券が必要です。
接種を希望する人には、接種券を発行しますので、推進室にご連絡ください。

《問》新型コロナワクチン接種推進室

☎２２ｰ５０７０

新型コロナウイルス感染症

感染拡大防止へのご協力をお願いします！
● ３つの密の回避、マスクの着用（不織布マスクを奨励）、手洗いや手指消毒、換気など、
日常生活での基本的な感染対策の徹底をお願いします。
● 発熱、せきなど少しでも体調が悪い場合は、通勤・通学・通園を
やめ、医療機関に電話の上、受診してください。
● 県が発表している「県民の皆様へのお願い」についてもご協力を
お願いします。

和歌山県ホームページ

受診相談
〈かかりつけ医等がある人〉

〈かかりつけ医等がない人〉

電話で症状や行動履歴を伝え、医療機関の
指示に従い受診してください。

どこで受診すればよいか分からない場合は
保健所に相談を。
受診・相談センター（県 新宮保健所）

受診の際は必ず電話で事前連絡を！
※かかりつけ医等で診療や検査ができない
場合は、別の医療機関が案内されます。

上記相談先が対応時間外のときは

☎ 21 ｰ 9630 ／ FAX 21 ｰ 9639
午前 9 時〜午後 5 時 45 分（平日のみ）
※緊急時に限り時間外も相談可（FAX を除く）

和歌山県コールセンター

☎073 ｰ 441 ｰ 2170／FAX 073 ｰ 431 ｰ 1800
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へ

※土・日・祝日を含め24時間対応

一般会計

令和4年度新宮市当初予算

169億6697万円

（前年度比2.3％増）

特別会計87億2512万円／企業会計103億4695万円／総額360億3904万円
令和4年度の市の予算（一般会計）の内容と主な取り組みをお知らせします。

一般会計

歳入

予算

地方消費税交付金
6億1,000万円 3.6%

市税は、新型コロナウイルス感染症の影
響による中小事業者等への税負担軽減措
置が終了したことによる固定資産税の増
加等を見込み、0.9％増となっています。
また、国の地方財政計画を踏まえ、普
通交付税は4.9％増、臨時財政対策債は
70％減を見込んでいます。
市債は、千穂王子ヶ浜線整備事業等に
より過疎対策事業債が増加する一方で、
臨時財政対策債の大幅減や三輪崎庁舎
整備事業に伴う合併特例事業債の減少等
により、総額で7.1％減。繰入金は、退職
手当基金や合併市町村振興基金の減少
により6.8％減となっています。

前年度比 0.0%

地方譲与税等
2億6,891万円 1.7%
前年度比 18.4% ↗

県支出金
11億9,802万円 7.0%

市税
29億4,043万円 17.3%

前年度比 5.4% ↗

市債
15億390万円
8.9%

前年度比 7.1% ↘

国庫支出金
24億7,145万円
14.6%

前年度比 7.3% ↗

前年度比 0.9% ↗

自主財源
45億1,469万円 26.5%
前年度比 0.6% ↘

歳入

繰入金
7億5,079万円 4.4%
前年度比 6.8% ↘

財産収入等
5億3,746万円 3.2%
前年度比 2.0% ↗

169億6,697万円
依存財源
124億5,228万円 73.5%
前年度比 3.4% ↗

地方交付税
64億円 37.7%

使用料及び手数料
2億4,623万円 1.4%
前年度比 0.9% ↘

分担金及び負担金
3,978万円 0.2%
前年度比 12.9%

↘

前年度比 4.1% ↗

積立金 2,559万円 0.2%
前年度比 102.3% ↗

投資・出資金 5,788万円 0.3%

予備費 500万円 0.０%
前年度比 0.0%

前年度比 皆増

公債費
30億7,239万円
18.1%

繰出金
16億1,316万円 9.5%

前年度比 3.3% ↗

普通建設事業費
（県営事業負担金）
4,167万円 0.2%

前年度比 1.0% ↘

前年度比 0.8% ↗

その他
47億7,402万円 28.1%
前年度比 3.2% ↗

歳出

169億6,697万円

投資的経費
普通建設事業費
（補助） 15億5,534万円
5億2,948万円 3.1%
9.1%
前年度比 19.6% ↗

普通建設事業費
（単独）
9億8,419万円 5.8%

消費的経費
106億3,761万円 62.8%

（性質別）

前年度比 56.2% ↗

前年度比 0.1% ↗

人件費
29億7,807万円
17.6%

前年度比 4.0% ↘

前年度比 16.5% ↗

前年度比 13.6% ↗

維持補修費
1億2,916万円 0.8%
前年度比 5.3% ↗

扶助費
35億5,876万円 21.0%

補助費等
15億612万円 8.9%
前年度比 4.0% ↗

物件費
24億6,550万円 14.5%
前年度比 1.8% ↗

一般会計

歳出

予算 （性質別）

投資的経費では、三輪崎庁舎整備事業
や緑丘中学校屋内運動場防水塗装工事
が皆減となる一方で、三輪崎保育園園舎
改修事業補助金、神倉小学校屋内運動
場改修工事分を新たに計上し、総額で
16.5％増となりました。
義務的経費は、人事院勧告に基づく期
末手当の減少や退職者（退職手当）の減
少等により人件費が4.0％減、公債費
は、平成24年度に借り入れた第三セク
ター等改革推進債、退職手当債の繰上償
還等により3.3％増、扶助費は、生活保
護扶助費等の増加により0.8％増となっ
ています。
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令和４年度 新宮市当初予算 ｰ 予算大綱 ｰ

まで続いてきた大型建設事業が

文化複合施設が完成し、これ
震改修やブロック塀等の除去・

点施設の充実を進め、住宅の耐

じめ、適確な情報発信に努めな

クチンの３回目接種の推進をは

います。紀南延伸の一日も早い

われる等、着実に事業が進んで

｟串本～太地間｠の起工式が行

快適性向上のため、引き続き、

市道では、通行時の安全性・

実現に向け、国・県への要望を

がら関連業務に取り組みます。

区切りを迎えたことから、今後
路・上水道・排水ポンプ等の整

改修の補助を拡充。併せて、道

はハード事業からソフト事業へ
備を継続的に実施し、地域防災

続けます。

の転換を図ります。

地域産業の活力増進と
観光振興の推進

力のさらなる向上を図ります。

依然、コロナの影響により市

また、昨年度から高田地域の

老朽化が著しい路線の舗装を重

き商品券を販売し、市内消費に

公共交通の再編に着手しており 、

内経済の冷え込みが懸念される

エ コ 広 場 方 式 を 継 続 し つ つ、

よる地域内循環を推進します。

本年も地域に合った持続可能な

点的に行います。

とし、併せて、逼迫する市内経

さらに市民の利便性を向上させ

また、当面はマイクロツーリ

交通体系の実現に向け、取り組

ため、昨年に続きプレミアム付

済の回復や市民生活の下支えと

る た め、「 ふ れ あ い 収 集 」 等 の

ズム｟近場旅行｠やサイクルツー

みを進めます。

安全で快適な
生活環境の確保

「 ウ ィ ズ コ ロ ナ・ ア フ タ ー コ
ロナ」を見据えた対応も必要と
なります。まずはワクチン接種
の推進等、感染予防対策を基本

なる事業等に、住民ニーズを捉

施策を周知するとともに、市役

リズム｟電動自転車を活用した

ひっぱく

えながら取り組みます。

所開庁時間帯にいつでも利用で

まちなか周遊観光｠等に取り組

を指針として、さらなる歳入確

新宮市行財政改革プログラム

健全な行財政運営

きる常設のエコ広場を新たに開

に備えた情報発信に努めます。

む と と も に「 ア フ タ ー コ ロ ナ 」

子育て環境の充実

設します。

災害に強いまちづくり
「 自 助・ 共 助・ 公 助 」 の 連 携
を強化し、職員一丸となって防

有利な財源の獲得、ふるさと納

保 や 歳 出 抑 制 に 取 り 組 み ま す。

昨年完成した文化複合施設

税等の収入拡大に向けた取り組

熊野文化の活用
て、公立小中学校の給食費の完

「 丹 鶴 ホ ー ル 」 で は、 各 種 イ ベ

今年度からの新たな施策とし

政 無 線 放 送 の「 聞 こ え な い！」

全無償化等、子育て世代を強く

みを積極的に進めます。

災対策に取り組みます。防災行
を少しでも解消するため、電話

ントを開催し、好評の声をいた

だいています。オープニングイ

ヤー後期となる今後も、多くの

人が集まる熊野文化の拠点施設

となるよう、創意工夫した事業

田岡実千年

サポートします。

保健・福祉・介護・医療の各

展開を図ります。

基幹道路・公共交通網の
充実

先般、紀伊半島一周高速道路

新宮市長

やメール等で情報を受け取るこ
とのできない高齢者や障がい者
世帯の方々を対象に、戸別受信
また、防犯・防火の面でも住

機関との連携強化を維持し、引

地域での支え合いと
健康的な暮らしの推進

環境に悪影響を及ぼす恐れのあ

き続き、地域共生社会の構築に

機の無償貸与を開始します。

る、老朽化した空き家の除却を

向けた取り組みを進めます。
染予防対策を重要課題とし、ワ

また、新型コロナウイルス感

促進するための補助制度を創設
します。
その他、中核避難所や防災拠
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新宮市はこんなことに取り組みます

防 災
防災行政無線システム
改修
４７４２万円
防災行政無線の機能強化
のため、津波警戒区域にあ

三輪崎分団詰所を併設し今
年中に開所する三輪崎庁舎
の防災活動拠点としての機
能を強化するため、隣接地

貯留します。

空家等対策

５３４万円

不良空家除却補助金を新

設し、不良空家対策に取り

に消防団の防災倉庫等を整
備します。

住宅耐震改修事業補助

４３３７万円

耐震改修工事等を実施す

７３１１万円

組みます。

市田川水系
内水排水ポンプ整備

市田川沿い低地の浸水被

る人に交付する補助金の対

る拡声子局へのパトランプ
戸別受信

害を軽減するため、ポンプ

の設置や
機の追加

象件数を拡充します。

ページに関連記事

施設を設置します。

＊

ページに関連記事

す。

や法人に補助金を交付しま

ク塀等を撤去改修する個人

道路沿いの危険なブロッ

６００万円

ブロック塀等耐震対策事
業補助

＊

配備を行
います。

消防緊急通信指令システ
ム改修
６９００万円
今後の消防指令業務共同
年が経過す

施設を整備し、大雨時にグ

浸水対策として雨水貯留

９１０万円

蓬莱グラウンド雨水貯留
施設整備

〈緊急ポンプ場イメージ〉

ラウンドに雨水を一時的に

10

11

運用等の広域連携を考慮
し、整備から

消防吏員派出所、消防団

４３４５万円

三輪崎庁舎
防災拠点機能強化

ための改修を行います。

ムの機能強化と適正維持の

る消防緊急通信指令システ

10

主な施策・事業
令和４年度

敷屋大橋補修

第二王子橋補強補修

１億９９６０万円

４５６６万円

各橋梁の補修工事等を行

います。

ため池調査

３３０万円

豪雨災害や大規模地震に

よる被害を防ぐため、市内

のため池の劣化状況調査を

行います。
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令和４年度 新宮市当初予算 - 主な施策・事業 -

三輪崎保育園園舎改修事
業補助

９２３万円

生きがい対応型デイサロ
ン事業

症の影響を受けている市民

フ ァ ミ リ ー・ サ ポ ー ト・
センター

１億２１０６万円

コロナ対策
３２９万円

園舎の老朽化に伴う保育

を受けていない人に対し、

６５３７万円

を目的として、

内経済の活性化

の生活支援と市

小学６年生までの子ども

室等の改修工事に対し、補

生活指導や健康づくり等、

歳以上の介護認定

各校の屋内運動場につい

万

改修を行います。

どもの生活実態調査の結果

結婚新生活支援

します。

て、外壁や床面の塗装等の

計 １億１８２０万円

神倉小・城南中・光洋中
学校 屋内運動場改修

教育・文化

進をサポートします。

心身の機能の向上と健康増

概ね

市独自の商品券
の預かり援助を受けたい人

助金を交付します。

新型コロナウイルス
ワクチン接種推進
を発行します。

と援助を行いたい人が会員

ページに関連記事

65

を踏まえ、推進計画を策定

令和３年度に実施した子

３３０万円

子どもの貧困対策推進計
画策定

＊

への手数料等を補助します。

作成費用や養育費保証会社

離婚前後の親に公正証書

養育費確保支援

希望する全ての人に、新

ンターを運営します。

公立小中学校の給食費無
償化

子育て世帯をサポートす

万円

となって子育てを助け合う

新型コロナウイルス感染
症生活困窮者自立支援金
支給
２１４１万円

終了し、特例貸付を利用で

るため、公立小中学校の給

約６０００万円

きない世帯に対し、国が定

｟保険適用分｠の自己負担

通院・入院にかかる医療費

中学校卒業までの児童の

７１００万円

子ども医療費助成

食を完全無償化します。

２５０万円

子育て世代包括支援セン
ター運営

子育て・福祉

める支援金を支給します。

総合支援資金等の貸付が

ファミリー・サポート・セ

型コロナウイルスワクチン
の追加接種を行います。

旅館等宿泊避難の支援
１２５万円
市内の旅館やホテルが、
災害時に避難のため宿泊し
た市民の宿泊料金を割引し

妊娠、出産、育児の相談

４６７万円

千円を上限に、割り引いた

に応じ、必要な情報提供や

る費用を１世帯当たり

分を助成します。

額の全部または一部を旅館

助言、保健指導を実施。関

円を上限に助成します。

ページに関連記事

新生活のスタートにかか

等に対し助成します。

係機関と連絡調整しなが

＊

わたる切れ目のない支援を
提供します。

30

た場合、１人１泊につき３

50

ら、妊娠期から子育て期に

プレミアム付商品券発行
２億９０４４万円
新型コロナウイルス感染
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15

教育活動支援
６５６８万円

力を発信する事業等、文化
ホールを中心に多彩なイベ
ントを開催します。

初之地町堀地町線交差点
改良
２６４８万円

産業・雇用

ビジネスチャンス支援

します。

林道上地平瀬線開設

５３５０万円

木をつなぐ森林管理道を開

の き

県道池田港線拡幅に伴う

市内中小企業者等の販路

設します。今年度は、延長

少人数学習、習熟度別学
習等や特別な教育的支援を
安全確保や車両の視認性の

拡大と需要開拓を促進しビ

２００メートルの工事を行

１億５６９０万円

４４９５万円
那智勝浦新宮道路ＩＣか
号、大型商業施設

います。

働く意欲のある中高年齢

５５０万円

熊野材需要拡大

地域活性化起業人活用

４２０万円

三大都市圏に所在する企

業の社員を一定期間受け入

｟ 乾 燥 材 ｠ で 家 を 新 築・ 増

市内で製材された県産材

性化に取り組みます。

価値の向上、地域経済の活

生かして地域独自の魅力や

れ、そのノウハウや知見を

改築する人に補助金を交付

１２００万円

まちの魅力向上

ため、商談会への出展等を
支援します。

生涯現役促進地域連携

までを結ぶアクセス道路で

者 が 能 力 や 経 験 を 生 か し、

２９２万円

ある本路線の交差点を改良

年齢に関わりなく働き続け

ら国道

し、交通の円滑化を図りま

ることができる生涯現役社

して支出します。

熊野川町能城山本から赤

必要とする児童生徒に対す

確保等のため、交差点を改

ジネスチャンスを創出する

１１０万円

る個に応じた指導、不登校
良します。

徒指導の充実を図ります。

学校統廃合会議運営
万円

市内中学校の統廃合につ
いて議論するため会議を開
催します。

比奈久保線交差点改良

やいじめの未然防止等の生

生活・交通

す。

８３６万円

会の実現に向けて、きめ細

かな相談業務を行います。

５００万円

さまざまな理由でエコ広

常設エコ広場運営

新宮市地域公共交通活性
化協議会負担金

劣化や損傷が著しく将来

場の利用が困難な人等のた

地域にとって望ましい公

高低差の大きい耕作地に

２３００万円

新宮駅前交差点から蓬

里高田地内農道整備

への継承が危惧されるた

め、市役所第４駐車場に常

共交通網の姿を明らかにす

農道を新設し、農業経営の

前期に続き、丹鶴ホール

莱 ３ 丁 目 ま で の 市 道、 約

９００万円

め、保全処理や修理を行い

設のエコ広場を設置しま

る地域公共交通計画の策定

の開館記念事業を継続して

５００メートル区間を拡幅

ます。

す。

改善と振興を図ります。

行います。著名アーティス

します。

千穂王子ヶ浜線整備

ト等の公演や熊野新宮の魅

文化複合施設オープニン
グイヤー事業 （後期）

にかかる費用を、負担金と

重要文化財阿須賀神社境
内出土品修理

42

83
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令和４年度 新宮市当初予算 - 主な施策・事業 -

〈2 次試験〉令和 3 年 11 月 6 日実施
全職種…論述・面接試験

その他

一般事務職、消防職…個別面接

熊野川川舟運航事業補助

〈1 次面接〉令和 3 年 10 月 17 日実施

３８０７万円

消防職…教養・適性・実技試験

サイクルツーリズム推進

保健師…教養・適性・専門試験

５１８万円

同事務組合への那智勝浦

一般事務職…教養・適性試験

６００万円

として熊野川舟下りを実施

耐用年数

町加入に伴う火葬場増設等

〈1 次試験〉令和 3 年 9 月 19 日実施

患者の搬送

にかかわる機能を強化して

◆試験科目

高規格救急自動車更新

コロナを見据えた自転車観

している熊野川ふれあい公

を経過して

の経費を２市８町で負担し

採用試験の状況

「世界遺産 川の参詣道」

光を推進するため、信金中

社 へ 補 助 金 を 交 付 し ま す。

いる高規格

消防職 2 人、情報職 1 人

ウィズコロナ・アフター

央金庫からの企業版ふるさ

今年度からは瀞峡めぐり事

一般事務職 7 人、建築技術職 1 人、

どろきょう

と納税を活用し、電動サイ

ます。

採用職種・人数

救急自動車

「はまゆう」

内線４１０２

業を実施します。

か周遊により誘客を促進し

を、感染症

《問》総務課

クルでの市内全域・まちな

ます。

観光振興・誘客促進

２５０万円

県内や近隣都市からの誘

客を促す「マイクロツーリ

ズム」を推進します。また、

新型コロナウイルス感染症

収束後に備え、国内外への

情報発信や受け入れ体制の

構築を行います。

新宮市新規採用職員を決定

〈追加募集 1 次試験〉令和 4 年 1 月 23 日実施

1次試験 2 次試験
通過
通過

49

16

6

5

建築技術職

1

1

1

1

1

保健師

1

1

0

ｰ

ｰ

消防職

13

11

6

2

2

一般事務職（追加）

23

23

7

2

2

2

2

1

1

1

96

87

31

12

11

計

※市職員の採用に関する規則に基づき採用者を決定。
※受験者本人の希望により、本人に試験結果（本人の
得点・順位、合格ラインの得点）を開示。
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年建築｠の老

56

園舎｟昭和

一般事務職

情報職（追加）

採用

朽化に伴う改築の経費を２

受験

市５町村で負担します。

申込

３６７１万円

単位：人

４１０１万円

◆実施状況

更新します。

全職種…論述・面接試験

紀南環境衛生施設事務組
合負担金（建設費負担分）

〈追加募集 2 次試験〉令和 4 年 2 月 13 日実施

紀南学園改築事業負担金

情報職…教養・適性試験

児童養護施設 紀南学園

一般事務職…教養・適性試験

45

１日の中で長い時間を過ごす住宅の耐震化は、
特に有効な地震対策の1つです。
また、土砂災害にも警戒が必要です。平成30年
の北海道胆振（いぶり）東部地震では、強い揺れ
により大規模な土砂崩れが発生しました。同年の
大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀等
の倒壊により人的被害が発生し、ブロック塀等の
耐震対策の重要性が広く認識されました。

大地震に備えて
〜耐震改修補助金のご案内〜

《申・問》 防災対策課 内線4202

住宅の耐震化や土砂災害対策、ブロック塀等の耐震対策にかかる費用を補助します
ブロック塀等耐震対策補助金での補助上限額の
引き上げ、対象の拡大（法人を追加）など、
制度が拡充されています。
大切な命を守るため、制度の活用をご検討ください。

無料

住宅の耐震診断

募集
期間

各申請書は4月11日（月）から
防災対策課で配布します

※市ホームページからもダウンロード可

住宅の耐震性を診断します。

募集
戸数

50戸（先着順）

対象

平成１２年５月31日以前に着工または設計された木造住宅
地上２階以下で延べ面積が２００㎡以下 等 ※非木造住宅はお問い合わせください。

4月22日（金）〜令和5年1月31日（火）

住宅の耐震改修（補強設計・工事） 住宅の耐震改修工事費用を補助します。
対象

耐震診断の結果、倒壊の危険性があると
診断された住宅

募集 ① 4月22日（金）〜12月23日（金）
期間

補助額

上限額146万6千円と補助対象経費の
いずれか低い額（千円未満切り捨て）

▼

募集 ① 耐震改修（一般型補強・避難重視型補強）
戸数
45戸（先着順）

5戸

▼

② 現地建て替え

② 4月22日（金）〜5月20日（金）で
応募多数の場合は5月25日（水）に抽選、
募集戸数に満たない場合は
5月23日（月）〜8月1日（月）で
再募集（先着順）

※避難重視型補強と現地建て替えは116万6千円

一般型補強 ……… 耐震診断の結果、評点1.0未満を1.0以上にする補強

避難重視型補強 … 耐震診断の結果、評点が0.7未満を0.7以上1.0未満にする補強

現地建て替え …… 耐震性が無いと診断された住宅を解体し、同じ敷地内に新たに住宅を建てること

2022（R4）.4 広報新宮 10

土砂災害対策改修

耐震ベッド・シェルター設置

住宅を土砂から守るため、外壁の改修や
塀の設置をする場合に費用を補助します。
住宅耐震改修と併用できます。

設置費用を補助します。

募集
戸数

1戸（先着順）

募集
期間

4月22日（金）〜12月23日（金）

対象

土砂災害特別警戒区域に
建てられている住宅（建て替えは対象外）

※改修の結果、土砂災害に対して安全な構造
（建築基準法施行令第80条の3の規程に
適合）となること

募集
件数

2件（先着順）

募集
期間

4月22日（金）〜12月23日（金）

対象

補助額

耐震診断の結果、倒壊の危険性があると
診断された住宅
※1階へ設置すること
工事費用の3分の2
（上限26万6千円、千円未満切り捨て）

補助額 工事費用の２３％（上限７７万2,８００円）

補助金の代理受領制度をご利用ください
代理受領制度は、市が申請者に代わって工事
業者へ補助金を支払う制度です。申請者は工事
費から補助額を引いた差額分を用意するだけで
よく、少ない経済的負担で工事できます。
希望する人は、申請時にご相談ください。

対象

住宅耐震診断（非木造）、耐震改修、
土砂災害対策改修、
耐震ベッド・シェルター設置
（ブロック塀等耐震対策は対象外）

ブロック塀等の耐震対策
① 撤去

不特定多数の人が避難時に通る道路に面し、地震発生時に倒壊等の危険性がある
ブロック塀等の撤去費用を補助します。

② 改善

①の後に引き続き、新たに軽量な塀等を設置する際の費用を補助します。

募集
戸数 ①②各20戸（先着順）

対象

募集
期間

補助額

※募集戸数を超えても、予算の状況により
実施できる場合があります。

4月22日（金）〜令和5年1月31日（火）

市内にあるブロック塀等の所有者（死亡の
場合は相続人）か、所有者から同意を得て
工事を行う個人または法人
①工事費と［撤去する面積（㎡）×9千円
（定額）］のいずれか低い額の10分の9
②工事費と［新設する長さ（ｍ）×1万5千円
（定額）］のいずれか低い額の10分の9
※①②ともに上限額15万円
（令和６年度まで）
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新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等は許されません！！
≪問≫県人権政策課 ☎073-441-2561
新型コロナウイルス感染症の感染者が急増し、感染を恐れる不安な気持ちが高まる中、感染者
やその家族、医療従事者等に対するデマや誹謗中傷が発生しています。
県では、どのような理由があっても誹謗中傷等は許さないという思いから「和歌山県新型コ
ロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例」を令和2年12月に施行しています。
誹謗中傷等が発生した場合
誹謗中傷等を行った人から話を聞き、この条例に基づき、誹謗中傷等を行わない
ことやインターネット上に投稿した情報を削除するよう指導し、従わない場合にはや
めるよう勧告します。
また、誹謗中傷等を行った人は、懲役等の刑事罰が科されたり、被害者から損害
賠償を請求される場合もあります。
誹謗中傷等は被害者だけでなく、行った人の人

一人で悩まず、ご相談ください

生も変えてしまうことがあります。

コロナ差別相談ダイヤル（県人権政策課内）

不確かな情報や根拠のないうわさに惑わされ

☎073-441-2563
Fax 073-433-4540

ることなく、人権に配慮した行動をお願いします。

高校生も成人に！？

民法の改正により、4月1日から
成年年齢が18歳に引き下げられました！

高校生であっても、
１８歳の誕生日が来ると、もう成人です！
親の同意なしにさまざまな契約が一人でできるようになります。
その一方で「責任」も生じるため、注意が必要です。
どんな契約ができるようになるの？

注意！

携帯電話の購入、アパートを借りる等の契約ができるようになります。
「インターネットで商品を注文する」ことも契約です。

飲酒や喫煙等は

契約するときに注意することは？

とできません。

2 0 歳 に ならな い

成人を迎えると…未成年者取消権※が行使できません！
そのため、契約についての知識や社会経験が少ない若者をターゲットにする
悪質な業者も数多く存在します。契約を結ぶときは慎重によく考えましょう。

※未成年者が保護者の同意なしに結んだ契約を取り消すことができる権利

契約や買い物で困ったときは… 新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口に相談を！
い や

や！

☎29-7176 または ☎188
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総合型地域スポーツクラブ

元気クラブしんぐう 会員募集中！
《申・問》生涯学習課 ☎23-3366

好きな種目をいくつでも
子どもから高齢者まで、初心者も経験者も参加できます。
会員になると、全17教室の中から、
自分に合った教室にいくつでも参加できます。

申込方法

申込書に必要事項を記入し、
会費とともに生涯学習課または
各教室に提出してください。

年会費（傷害保険料込み ）
小・中学生 3,000円／高校生以上 6,000円
65歳以上 5,500円

＊開始日はお問い合わせください

〈ファミリー会員特典〉

家族で２人以上入会の場合、
１人につき３００円割引

楽しく
体を動かし
ましょう♪

会員特典

次の市内店舗で会員証を提示すると割引が受けられます。
シモジスポーツ、野尻畳店、高田グリーンランド（温泉）
スポーツギアアダチ
教室

実施日時

場所

毎週月曜日

9：30〜11：30

佐野体育館

フォークダンスⅠ

第1・3月曜日

9：30〜11：30

総合体育館

火曜教室（中学生以上） リズムストレッチなど

毎週火曜日

19：00〜21：00

総合体育館

水曜教室（朝） エアロビクス・バドミントンなど

毎週水曜日

9：30〜11：30

総合体育館

水曜教室（夜・中学生以上） ヨガ・ソフトバレーなど

毎週水曜日

19：00〜21：00

総合体育館

フォークダンスⅡ（中学生以上）

毎週水曜日

19：00〜21：00

福祉センター

三佐木

毎週木曜日

13：30〜15：30

佐野体育館

毎週金曜日

9：30〜11：30

総合体育館

リラックスヨガ

毎週水曜日

10：00〜11：00

バドミントン（小学生以上）

第1・3金曜日 19：00〜21：00

総合体育館

卓球（小学生以上）

第1・3金曜日
19：00〜21：00
毎週月曜日

総合体育館

太極拳（中学生以上）

第1・3金曜日 19：30〜21：00

佐野会館

ソフトテニス（小学生以上）

第2・4金曜日 19：00〜21：00

総合体育館

ソフトバレー（小学生以上）

毎週土曜日

9：30〜11：30

総合体育館

子ども遊びクラブ（小学生・保護者）

毎週土曜日

9：30〜11：30

総合体育館

フォークダンスⅢ（中学生以上）

毎週日曜日

19：00〜21：00

蓬莱体育館

ボウリング

毎週月曜日

19：00〜21：00

新宮東宝ボウル

三佐木

月曜教室 エアロビクス・健康体操など

木曜教室 エアロビクス・健康体操など

金曜教室

簡単エアロ・バドミントンなど

※1回参加につき800円必要
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熊野川町総合開発センター

★ 掲 載 行 事 等 は、 時 節 柄、
中止や変更になる場合が

米良孝志氏 ｟米良医院｠
※日時、場所は要相談
内容

問診、簡易検査等

あ り ま す。 事 前 確 認 等、
※家族のみの相談も可。

峯規雄氏

新谷寧世氏

分～ ｟要予約｠

・３３０６

４月１日から火曜日は休

熊野川診療所の
診療日が変わります

お知らせ

☎

申・問 高齢者相談センター

ご注意をお願いします。

相 談
医師による健康相談

日

日

日時・医師 ※変更の場合あり
４月
４月
午後１時

診となり、診療日は祝日を

新宮市医師会館

場所

なります。

除く月・水・木・金曜日と

・３３１３

午後は出張診療や往診が
あるため、来院の際は事前
にご連絡ください。

広げよう
やさしい心と
思いやり

市民憲章

「われら地球人
われら新宮人」
いのち

日

と５月３日

は、クリーンセン

☎

か

・５３３７

問 クリーンセンター

ら通常通り営業します。

みはできません。６日

ターへの家庭ごみの持ち込

～５日

４月

時までに出してください。

す。決められた曜日の朝８

ごみ収集は通常通り行いま

ゴールデンウイーク中、

クリーンセンター
連休中の営業

開庁時間 8：30〜17：15

４月２日～
生まれ｠

丹鶴幼稚園

年４月１日

申請できます。制度を利用

連絡してください。

随時、入園児を受け入れ
合わせください。

しない場合は年金事務所へ

返送すると令和４年度分を

する人は、申請書に記入し

付されます。同一校に在学

中に申請書｟はがき｠が送

続き在学予定の人に、４月

付を猶予され４年度も引き

令和３年度に保険料の納

■保険料の学生納付特例

国民年金の諸手続き

☎

・６８６２

内線２５０４

問 教育政策課

年

市に住民登録してい

●お互いを認め合い とも
に生きる社会をめざします

る３～５歳児｟平成

対象

●自然の恵みに感謝し 絶
やすことなく未来の子ども
たちに引き継ぎます

ます。希望する人はお問い

丹鶴幼稚園園児募集

●いつもキラリと生きる私た
ちでいます

28

熊野川行政局
☎0735-44-0301㈹

・０３１４

●熊野の歴史に学び文化を
愛し こころ豊 か な「 ひ
と」を育みます

31

22

市役所
☎0735-２３-３３３３㈹

問 熊野川診療所

☎

（火）

高田支所
☎0735-29-0003

２３

●地球も私たちも同じ生命
あるもの すべてのいの
ちを尊びます

（金）

4 月のお知らせ

申・問 紀南地域産業保健

センター☎

４月の担当医師

に相談を。要予約、先着順。

認知症かもと心配する前

ものわすれ相談会

21

（金）

三輪崎支所
☎0735-31-7008

44

28

の

30 （火）（木）

（木）29

くらし
情報
19 14

有

料

広

告
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望する人は、学生証｟表・裏｠

新たに学生納付特例を希
日以上の出産｟死産、

加入している人｠の妊娠

の写しまたは令和４年度分
出産日または出

流産、早産を含む｠
免除期間
産予定日が属する月の前

の在学証明書の原本を添え
て申請してください。
月から４カ月間｟多胎妊

申請時期

出産予定日の６

６カ月間｠

娠の場合は３カ月前から

■配偶者状況変更届
保険料の全額免除または
納付猶予の承認を受け、翌
年度以降も継続希望を申し

問 田辺年金事務所

・3347

☎0739・ ・0432

市民窓口課
☎

令和４年４月以降、

年金手帳が基礎年金番
号通知書に変わります
対象

問 田辺年金事務所

・3347

☎0739・ ・0432

市民窓口課
☎

マイナンバーカードを

保険証として
利用できます

月から、医療機関

行政局

※運転免許証、保険証、マ

イナンバーカード等、本

人確認できるものを持参

してください。

帳簿を縦覧できる人

①土地、家屋の納税者

②納税者の世帯員、相続

人、納税管理人③納税者

の代理人｟委任状持参｠

昨年

や薬局でマイナンバーカー

※免税点未満等の理由で

新たに年金制度に加入す
る人、紛失等により再発

ドを健康保険証として使え

納税の対象にならない

カ月前から

行を希望する人

るようになりました。利用

人、令和４年１月２日

かかる費用を補助する事業が始まります。

〇令和 4 年 1 月 1 日から 5 年 3 月 31
日の間に婚姻

費（1 カ月分）、敷金・礼金、仲介手

数料〉

への引越費用

母子手帳等｟出

②引越業者や運送業者に支払った新居

市民窓口課

※既に年金手帳を

には登録が必要です。対応

以降に所有者になった

①新居の住宅費〈購入費／家賃・共益

申請先

持っている人に

している医療機関・薬局等、

年 3 月 31 日の間に支払った次の費用。

状況に変更｟婚姻・離婚・
産後の場合は原則不要｠

は通知書は発行

人は対象外。

※その他市税の滞納がない等の要件あり。

必要書類

更届の提出が必要です。
※被保険者と子が別世帯

詳細は市または厚生労働省

〇夫婦の所得の合計が 400 万円未満

死亡等｠が生じた場合、変
■第１号被保険者の産前産

されません。年

新婚世帯を対象に、新生活のスタートに

課税台帳を閲覧できる人

の場合は、出生証明書

《申・問》子育て推進課 ☎ 23 ｰ 3344

①土地、家屋、償却資産

の納税義務者②納税義務

者の世帯員、相続人、納

税管理人③納税義務者の

４年度固定資産税の評価額

次に該当する人は、令和

産のみ閲覧可｠⑤令和４

た借地・借家人｟該当資

④賃貸借契約書を持参し

代理人｟委任状持参｠

等を記載した帳簿の縦覧と

年１月２日以降に売買等
期間

で所有者になった人｟令

～５月

４月１日

和４年１月１日時点の所

縦覧▽税務課

数料が必要｠。
場所

問 税務課

内線１２０６

有者の委任状を持参｠

｟土日祝日を除く｠

31

※閲覧は期限後も可｟手

日

（金）

課税台帳の閲覧ができます。

固定資産税評価額の
縦覧・閲覧

内線１５０７

後期間の保険料免除

出た人は、申請後に配偶者

24

23

ホームページ参照。

3 月 31 日まで

金手帳を大切に

（①～③の合計）

等、出産日や親子関係

〇夫婦とも婚姻日の年齢が 39 歳以下

国民年金第１号被保

（世帯年収約 540 万円未満に相当）

対象

費用

問 市民窓口課

③住宅をリフォームした際に支払った

保管してください。

令和 5 年
申請期間

（火）

閲覧▽税務課、各支所・

15 広報新宮2022（R4）.4

10

24

23

85

を明らかにする書類。

1 世帯当たり上限 30 万円
補助額

次の要件を全て満たす世帯。
対象世帯

令和 4 年 4 月 1 日から 5
補助対象費用

険者｟自身が国民年金に

結婚後の新生活を支援します

要件

｟上限月額２万円｠
市税の滞納がない／

れる／昼間の営業を主と
じ立場で思いを話してみま

認知症について学び、同

認知症の人と
介護者のつどい

日以上営

対象商店街の承認が得ら
して毎月概ね
せんか。
日

業／専門家による経営診
４月

日時
午後１時

分～３時

断等を受けるよう努める
等

日

人程度｟先着｠

ンストラクター｠
定員

４月

～

日

運動できる服・靴、

申込期間
持ち物

飲み物、タオル、マスク

・７１９３

申・問 健康長寿課

☎

人

令和４年度の

和５年３月の月１回開催。
対象・定員

小学４～６年生・

～

年間４千円

日

｟材料費・保険料等｠

内線２４０３

申・問 生涯学習課

５月

日～令和５年

音楽教室 （ピアノ・成人）
日時

３月の隔週木曜日｟月２
市役所別館

間で１人

・２２８４

図書館だより

☎

:tosyo@city.shingu.lg.jp

※事前申込制

「ぷちぷち」０歳から
日㈮午前 時 分～
約 分間 ・先着５組

おはなし会

✉

22

事業者の皆さんへ

補助金の受け付けを
開始しました
※予算がなくなり次第、受
け付けを終了。
■新規開業にぎわい支援事
業補助金
市役所別館

子どもの科学やものづく

場所

鶴・仲之町商店街、神倉

に申し込んでください。

駅前本通り・丹

開業初期に行う広告宣伝の
商店会の地域内

音楽に合わせ発声しなが

スポーツボイス教室

令和４年度

☎

※本人が参加の場合は事前

費用を一部補助します。

りへの関心を大切にしなが

カ月以内に

申・問 高齢者相談センター

開業後

講座・催し

内線３００１

申・問 商工観光課

対象
対象経費の２分の

行う広告宣伝事業
補助額
万円｠

市税の滞納がない／

１｟上限
要件
新宮商工会議所の会員に

｟応募多数の場合は抽選｠

日

日

ら楽しく運動します。口腔・

歳以上

日～９月
時

４月

申込期間
市内在住の

防等が期待できます。
対象

で医師に運動を制限され
ていない要介護認定非該
月

当者または事業対象者
日時

時～

の毎月第２、第４水曜日
午前

分ごろ集合
場所

森まりかさん

回 ｠・ 午 前 ９ 時 ～ 正 午 の
講師

※３月に成果発表会

分程度
｟スポーツボイス公認イ

※９時

参加費

運動機能の向上、認知症予

20

22（月）

なる 等

佐藤春夫記念館を
無料開放
佐藤春夫の生誕日に合わ
４月９日

せ記念館を無料開放します。

日時

分まで

午前９時～午後５時
※入館は４時

く取り組みます。５月～令

ら、製作・野外活動に楽し

対象地域

28（月）

・３３０６

市内で開業した市民等が

11

11

みんなで考えよう 歳成人』

『大人になるって
どういうこと？

顕微鏡をのぞきながら描く、
わ
ずか数ミリの虫たちの姿。
希代の
標本画家が「手作業」
の感覚ひと
つで描くことの楽しさを語る初の
作品集。

標本画家川島逸郎の仕事』
川島 逸郎 著
グラフィック社

『虫を観る、虫を描く

今月の本

５ 日 ㈫ ９ 時 か ら 受 付。来 館 ま
たは電話、メールで参加者全員の
名前、お子さんの年齢、電話番号
を連絡。

30

（木）

（金）

■商店街空店舗対策事業補
助金
対象地域の空店舗で開業
等する際の費用を一部補助
します。
対象・補助額
改装・改修費｟備品を除く｠
万円｠

・１７５５

21

10

30

令和４年度 発明クラブ

29

20

問 佐藤春夫記念館

☎

歳 成 人 が 巻 き 込まれそう な
契約やＳＮＳでのトラブル紹介は
も ち ろん 、随 所 に「 考 え る 設 問 」
も 掲 載し た 歳 成 人の 入 門 書で
す。

神内 聡 著
くもん出版

18

65

20

18

30（木）

23

22

18

21

11

11

▽対象経費の２分の１
｟上限

家賃 ｟敷金、礼金を除く｠
１年目▽２分の１
｟上限月額４万円｠
２年目▽４分の１

5

10

45

12

30

30

（土）

30

21

6

30
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４月

30

分

人

日 午後１時

（土）

１～

の本も併せて展示、貸し出

10

位を発表。

４月７日

します。

日時

11

（日）

令和５年以降の成人式

民法の改正により、４月

１日から成年年齢が 歳に

引き下げられます。

受験や就職等、進路選択

に大きく影響する時期であ

18

位以降

～５月８日

【ボランティア募集】

おはなし会でのよみきか

（木）

【スペシャルおはなし会】

日時

おはなしのへや

・２時・３時～ 各

場所

付き添い含め

日

定員
｟先着｠

４月

23

松山教育集会所

人｟応募多数の場

10

場所

定員

合、市内在住・在勤者と

４月４日

日

申込期間

18

新規の人を優先し抽選｠

申込期間
～

月額千円

『いきもの漢字図』

えざき みつる 作
あすなろ書房

■休館 ■午後５時まで（日・祝）

受講料

7

10

「鷽」なんて読む？身近な動植
物 の 難 読 漢 字 、読 ん だ ら 答 え 合
わせをしてみましょう。版画家え
ざきみつるが描く漢字の絵本。

6

5

（火）

歳を対象とすると負担

5

る

4

せ 、本の整備 、書棚の整理、

3

午前９時～

2

開館時間 午前９時〜午後６時

申・問 生涯学習課

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

が大きいこと等から、市で

10 11 12 13 14 15 16

（金）

配布物の準備等。お気軽に

3 4 5 6 7 8 9

15（月）

※申込方法は右ページ「図

1 2

内線 ２ ４ ０ ４

日 月 火 水 木 金 土

1

歳を対

17 広報新宮2022（R4）.4

20

4月の図書館カレンダー
27 28 29 30 31

は令和５年以降、

※受診するときは事前に電話連絡をお願いします。

ご連絡ください。

内科
外科
小児科
内科
内科
小児科
内科
外科

書館だより」のおはなし

湊口内科クリニック 21-3710
山口整形外科
31-8052
真砂小児科
29-7313
熊野路クリニック
21-2110
谷地内科医院
23-3088
すずきこどもクリニック 28-0111
みね内科クリニック 22-5551
新谷クリニック
23-2226

象として「新宮市二十歳の

4月 3日
10日
17日
24日
5月 1日
3日
4日
5日

集い」を開催します。

内線２４０４

4月〜連休中の休日救急当直医

開催日は、従来の成人式

すくすく子育て相談

25 月 （新宮市保健センター 9:30～11:00）
26 火
27 水
28 木
29 金 昭和の日
30 土

と同じ１月４日です。

スペシャルおはなし会

23 土 （図書館 13:00～、14:00～、15:00～）
24 日

問 生涯学習課

21 木
22 金 おはなし会「ぷちぷち」（図書館 10:30～）

22

・２２８４

自動車文庫巡回（熊野川小学校 14:10～14:40、
熊野川B&G海洋センター横 15:00～16:50）

tosyo@city.shingu.lg.jp

20 水

介護予防教室健康相談
（野田隣保館 9:00～10:00）

会と同じ。

自動車文庫巡回（佐野会館 13:00～14:00、寿楽荘

16 土 前 入居者14:30～14:45、その他14:50～15:30）
17 日 日曜エコ広場（クリーンセンター 8:00～11:00）
18 月
19 火

【本の特設コーナー】

行政相談（福祉センター 13:30～15:30）

15 金

「２０２１年度

人権相談（人権政策課 13:00～15:00）

申・問 図書館

14 木

貸出ベストリーダー」

自動車文庫巡回（高田小・中学校14:10～15:00、旧高田

13 水 会館15:20～15:50、高田交流センター16:00～16:30）

☎

金
土 佐藤春夫記念館無料開放（9:00～17:00）
日
月 市立小・中学校入学式
火 丹鶴幼稚園入園式

昨年度中に貸し出しの多

8
9
10
11
12

かった一般書、児童書の各

7

本の展示「2021年度 貸出ベストリーダー」
木
（図書館） ～5/8

図書館へ行こう

6 水 三津ノ保育所入所式

23

日～

行政相談（熊野川行政局 13:30～15:30）

４月

蓬莱・佐野保育所入所式

本にどきどき

5 火

こどもの

自動車文庫巡回（蜂伏会館 11:00～13:00、

2 土 三輪崎会館 14:30～16:00）
3 日 日曜エコ広場（クリーンセンター 8:00～11:00）
4 月

読書週間

1 金

ひとみキラキラ

4月の市民カレンダー

子育て中の皆さんへのお知らせ

《申・問》子育て推進課

☎ 23-3344

■令和 4 年 10 月支給分から児童手当の制度が変わります
特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます
所得額によっては特例給付の

単位：万円

①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の数

支給を受けられない場合があり
ます。

所得額

例

令 和 4 年 10 月 支 給 分 か ら、

収入額の
収入額の
所得額
目安
目安

0 人 前年末に児童が生まれていない

622

833.3

858

1,071

1 人 児童 1 人

660

875.6

896

1,124

2 人 児童 1 人と年収 103 万円以下の配偶者

698

917.8

934

1,162

※児童手当等が支給されなくなっ

3 人 児童 2 人と年収 103 万円以下の配偶者

736

960

972

1,200

4 人 児童 3 人と年収 103 万円以下の配偶者

774

1,002

1,010

1,238

合、改めて申請が必要となる

5 人 児童 4 人と年収 103 万円以下の配偶者

812

1,040

1,048

1,276

児童を養育している人の所得が

右表②以上の場合、児童手当等
が支給されません。

た後に所得が②を下回った場

ためご注意ください。

※児童を養育している人の所得

毎年６月に提出していた現況届が不要になります

が、右表の①（所得制限限度額）

※下記の人は引き続き現況届の提出が必要です。

未満の場合は児童手当を、①

〇配偶者からの暴力等により住民票の所在地が新宮市と異なる

以上②未満の場合は法律の附

〇支給要件児童の戸籍や住民票がない

則に基づく特例給付（児童 1

〇離婚協議中で配偶者と別居している

人当たり月額 5 千円）を支給

〇法人である未成年後見人、施設等の受給者

します。

〇その他、市から提出の案内があった人

■養育費確保支援事業が始まります
児童扶養手当の支給を受けているか同程度の所得水準に

あるひとり親世帯を対象に、養育費に関する下記の費用を
補助します。

■令和 4 年度児童扶養手当額
令和 4 年４月分から、児童扶養手当額（月

額）が次の通りとなります。

※一部支給の額は所得に応じて決定。
全部支給

〈補助を受けられる費用と上限額〉
公正証書等作成費用
（養育費に関する公正証書等の

債務名義の作成に必要な費用）

上限 3 万円

・公証人手数料令に定める公証人
が受ける手数料

・家庭裁判所の調停等、申し立て

または裁判に要する収入印紙代

・戸籍謄本等添付書類取得費用
・連絡用の郵便切手代

一部支給

第１子

43,070 円

43,060 円
～ 10,160 円

第２子

10,170 円加算

10,160 円
～ 5,090 円

第３子
以降

6,100 円加算
（1 人当たり）

6,090 円
～ 3,050 円

養育費保証契約締結費用
（養育費保証会社と養育費保証契
約を締結する際に必要な費用）

・保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、
保証料として本人が負担する費用

上限 5 万円

養育費強制執行費用
（養育費確保のための強制執行に
必要な費用）

上限 3 万円

・裁判所への養育費の強制執行申立てに要する収入印紙代
・戸籍謄本等添付書類取得費用
・連絡用の郵便切手代

・財産開示手続き申立て費用、第三者からの情報取得手続きの申立て費用
・その他申立てに必要な費用（債務者に請求しない場合に限る）
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狂犬病予防集合注射と犬の登録

日

9：00 ～ 9：25

佐野会館

9：40 ～ 9：50

9：30 ～ 9：50

佐野駅前

10：10 ～10：15

九重：植様宅前

9：55 ～10：05

木ノ川会館

10：25 ～10：35

四滝：バス停付近

10：10 ～10：25

蜂伏会館

10：40 ～10：45

宮井：ヘリポート

10：40 ～10：50

広角交番

10：50 ～11：00

相須：相須集会所前

11：05 ～11：20

新宮浄水場入口前

11：15 ～11：20

宮井：変電所横

11：25 ～11：40

神倉小学校横

11：30 ～11：35

東敷屋：敷屋バス停

13：15 ～13：20

篠尾：倉家様宅前

４月

（月） 13：35 ～13：40

31

広角市営住宅前

14：00 ～14：10

鴻田会館付近

13：45 ～13：50

山手：平様宅前

14：20 ～14：35

橋本隣保館

13：55 ～14：00

西敷屋：元・小学校

14：40 ～14：50

橋本会館

14：10 ～14：20

志古：小谷様宅前

14：25～ 14：35

日足：熊野川行政局前

14：40 ～14：50

日足：三津ノ保育所前

山手：山手バス停付近

王子神社

9：50 ～10：05

王子会館

10：00 ～10：05

鎌塚：集会所前

10：15 ～10：35

熊野地会館

10：20 ～10：25

西：寿橋付近

10：45～ 11：05

蓬莱会館駐車場（テニス場横）

10：35 ～10：40

西：集会所

11：15 ～11：25

徐福公園駐車場

10：50 ～10：55

東：上尾様宅前

阿須賀神社

11：00 ～11：10

大山：真砂様宅前

11：15 ～11：20

上長井：南方商店様前

11：25 ～11：35

赤木：集会所前

11：40 ～11：45

椋井：真砂様宅前

丹鶴ホール観光バス駐車場

13：35 ～13：45

元・三本杉保育園付近

13：50 ～13：55

営林署前（相筋）

14：05 ～14：15

大王地会館付近

日

19

（火） 11：50 ～11：55

日足相須：バス停前

４月

14：25 ～14：35 （有）ひだまり様前付近（下田）

12：00 ～12：10

神丸：促進住宅正門前

14：45 ～15：05

13：20～ 13：30

能城：農協倉庫前

13：35 ～13：40

田長：下田様宅付近

13：55 ～14：05

口高田会館

14：15 ～14：30

高田支所

手数料

未登録

東牟婁振興局地下駐車場

9：00 ～ 9：30

三輪崎支所

9：40 ～10：05

三輪崎駅前

日

10：15 ～10：30

市民運動競技場入口付近

10：50 ～11：05

新宮消防署横（海側）付近

11：15 ～11：30

浮島の森駐車場

（金） 13：10 ～13：20
13：25 ～13：35

登録済
ー
2,700 円

550 円

550 円

6,250 円

3,250 円

伝 言 板

第５回

新宮ロータリークラブ旗

学童軟式 野球大会

日程
５月 ３ 日・４ 日・５ 日
場所

くろしおスタジアム

越しください。

※できるだけ乗り合わせでお
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内容変更や中止の場合があ

斎藤佑樹さん

※初日第１試合まで観戦予定

計

23

※できるだけお釣りが出ないようにお願いします。

※新型コロナ等の状況により

５月３日開会式

2,700 円

合

（浜野皮フ泌尿器科様隣）

スペシャルゲスト

予防注射
注射済票交付

市役所第２駐車場

ります。

《問》
新宮ロータリークラブ

☎ ・１８５５

23

野田隣保館

犬の登録

3,000 円

・３３４８

13：15 ～13：25

«問»生活環境課

9：25 ～ 9：40

☎

下田隣保館

４月

9：00 ～ 9：15

日

22

松山隣保館

嶋津：平野様宅前

13：40 ～13：50

21 11：30 ～11：50
（木）

18

日

（水） 13：15 ～13：35

４月

４月
20

熊野川地区

狂犬病予防注射は、狂犬病予防法で年１回の接種が義務付
けられています。動物病院へ行くことが困難な人は、ぜひ集
合注射を利用してください。
３月 日現在、犬の登録が済んでいる人には、はがきで案
内します。未登録の人は、会場で係員に申し出てください。

新宮地区

新宮市の魅力とジオパーク

第

1弾

≪問≫商工観光課 内線 3005
南紀熊野ジオパークセンター ☎0735-67-7100

これから1年間、市内のジオパークの魅力を旬の食べ物とともに紹介します！
今回は4月・5月・6月の旬をお届け
！
今回は4月・5月・6月の旬をお届け！
ジオパークって何？
ジオ ： 地球 ・ 大地

+ パーク ： 公園 ＝ 大地の公園

地域の地質だけでなく、そこに生きている動植物、人びとの関わりから

生まれた地域に息づく文化や歴史を知ることができるものをいいます。

4月 イチゴ 〜川が運ぶ栄養豊富な土壌〜

大地の恵みを受けて育ったイチゴは新鮮！

熊野川町の赤木川と熊野川が合流する地域には、日当たり
の良い平地が広がっています。ここは下流の川幅が狭く氾濫が
起きやすい場所ですが、上流から栄養豊富な土が運ばれるた
め農作物がおいしく育ちます。そんな土地で育ったイチゴは甘
くて程よい酸味があり、生はもちろん、ジャムなどに加工して
も絶品。一般的なイチゴは傷みにくいよう完熟前に収穫されま
すが、完熟で摘んだイチゴが食べられるのは地元ならではです。

5月

お茶 〜寒暖差がおいしさの秘密！？〜

５月上旬が新茶の季節です♪

内陸の高田、熊野川町九重や篠尾地区などではお茶が栽培
されています。お茶は寒暖差が大きい方がおいしく育つと言わ
れており、海沿いよりも内陸の方がより栽培に適しています。
ところで、なぜ内陸は寒暖差が大きいのでしょうか。陸地（岩・
土）は海（水）よりも温まりやすく冷めやすい性質を持ちます。
そのため、太陽の光による温まり方、冷め方が違うのです。
夏も近づく八十八夜♪おいしい地元のお茶で一息いれませ
んか？

6月

熊野川のアユ 〜川底の環境が大事！〜

きれいな水で育ったアユを味わってみては？

石に付いたコケを食べて成長するアユ。アユが元気に育つに
は、きれいな水と、雨が降り、速い流れによって川床がかき混
ぜられる必要があります。その理由は、川の流れが緩やかだと
川底に泥がたまってコケが育ちにくくなり、石が動かないとア
ユの生育に適さないコケが多くなるから。熊野川とその支流は
きれいな水に恵まれ、流れが速いためアユが育つ条件にぴっ
たりなのです！
2022（R4）.4 広報新宮 20

30
高齢者の相談窓口からのお知らせ○

新宮市聴覚障害者協会がお届け

手話でひとこと

No.34

手話は「目で見る言葉」です。簡単で、
身近な場面で
すぐに使える言葉をシリーズで紹介します！

「入学」

教科書を開いて
いるイメージ

①両手の甲を前に
向けて胸の前で
並べる動作を
2回繰り返す。
（学校という意味）

手前から見ると…

高齢者相談センターは、いつまでも自分らしく住み慣れた
地域で暮らすために、介護・福祉・健康・医療などさまざま
な面から皆さんを支える相談窓口です。地域包括支援セン
ターと在宅医療相談窓口が連携して相談に応じます。

地域包括支援センター
保健師・社会福祉士・主任介護支援
専門員などが連携して支援します。

お気軽に
ご相談ください！

連携
在宅医療相談窓口
安心して在宅療養ができるように、看護師が医療と
介護の悩みや不安などの相談に対応します。
《申・問》高齢者相談センター（市役所別館）
地域包括支援センター ☎23-3306 Fax28-5885
在宅医療相談窓口 ☎29-7211 ☎080-2477-1818

はっぴぃ子育て ⑬

②両手人さし指で「入」の
字を作り、前に倒す。

《問》子育て世代包括支援センター「はっぴぃ」
子育てひろばの電話番号も同じになりました！ ☎29-7246

新宮市手話言語条例
の条文はこちらから

エ コ

得心ごみ

ご存じですか？ 高齢者相談センター

No.8

ごみの出し方の心得をお知らせする
「得心ごみ」
。
今月のテーマは…缶の分別です！

エコ広場で缶を出すときの参考にどうぞ♪

飲料用

子育てひろばの「くらぶ」紹介♪
こんにちは！子育てひろばです。今回は「くらぶ」のお知
らせです。子育てひろばでは、お子さんの年齢でグループ
を分けた「くらぶ」を月に1回開催中！親子でふれあい遊び
やいろいろな活動を楽しんでいます♪

ぴよぴよくらぶ（0歳）
●みかんちゃん 午後1時〜2時（10月から開始）
●いちごちゃん・りんごちゃん 午前10時〜11時

よちよちくらぶ（1歳）・ちびっこくらぶ（2歳〜）
午前10時〜11時
＊詳しくは遊びのひろばカレンダーを見てね！

→ アルミ缶またはスチール缶に
分別

よちよちくらぶの様子
しんぶんしで遊んだよ

その他（缶詰など）
→ 金属・金属付プラスチック類に

ごみ収集・分別アプリ さんあ〜る 配信中！
◀iPhone
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◀Android

一緒に楽しく
遊びましょう♪
「はっぴぃ」公式LINE

運用中！

遊びのカレンダー、乳幼児健康相談、
ママサークルなどのお知らせを配信中♪
ID：＠６８１ｎｕｆｉｌ ぜひ友だち登録を▷

3月1日

子育て支援センター「つぼみ」育児講座
もとだてかづ こ

かづこ助産院院長の本舘千子さんを招き、育

児講座「幼児期に伝えたい性のお話」を開催し

ました。本舘さんは「大人が正しい知識を学んで

－まちの出来事を紹介－

ニュースフラッシュ

伝えることが大切。」と話し、自身の経験を交え

News Flash

ながら性教育の重要性を丁寧に解説。参加者は

熱心に聞き入りながら、子どもの発達に応じた
性の学びの重要性を学んでいました。

漫才師によるトークコーナーも盛り上がりました

命の大切さを伝えるきっかけにも
会場の様子はオンラインでも配信されました

2月26日

漫才のDENDO 全国ツアー in 新宮
「漫才のDENDO 全国ツアー in 新宮」を丹

鶴ホールで開催しました。当日は、中田カウスさ

んをはじめ、笑い飯、スーパーマラドーナ、プラ

ス・マイナス、マヂカルラブリー、ミルクボーイが
出演し、本格漫才を披露。よしもと厳選の漫才

師たちが話芸を繰り広げ、約６５０人が訪れた

3月5日

会場は笑いに包まれました。

熊野地方就職フェア2022
丹鶴ホールで熊野地方就職フェア２０２２を開

催しました。地元での雇用・就職を促進するた

め、熊野地方の企業など２１社が出展し来春卒業

予定の学生や一般就職希望者を対象に自社の

魅力をアピール。参加者は興味のあるブースの

担当者から仕事内容について説明を受けたり、
積極的に質問するなどしていました。
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市の歴史・文化を守るため
届け出をお願いします
～文化財保護にご協力を〜

≪申・問≫文化振興課
☎23-3368 Fax23-3370
市内には、法律や条例により保護された文
化財が数多く存在します。工事などを行う場
合は、事前にご相談ください。
手続きや事前調査に時間を要する場合があ
りますので、早めのご相談をお願いします。
※文化財の範囲は文化財係窓口（丹鶴ホール
２階）でご確認ください。
(確認したい土地の住所と位置図、連絡先を
記載の上、
Ｆａｘやメールでの問い合わせも可。
)

3月9日

王子ヶ浜小学校

丹鶴ホール見学

王子ヶ浜小学校の６年生６０人が卒業遠足で

丹鶴ホールの文化ホールと図書館を見学しまし

た。ホールでは、舞台や普段は公開していない照

明・音響室などを見学。舞台技術者から説明を
受けた後、身に付けたイヤホンマイクで連絡を取

りながらどんちょうの開閉や照明の調整などを
行い、貴重な体験を楽しんでいました。

歴史文化的景観保全地区
＊景観保全地区とは？
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は、
熊野速玉大社などの霊場や中辺路、伊勢路な
どの熊野参詣道だけでなく、その周辺の森
林、農耕地、集落などの文化的景観も重要な
要素です。
市では、これらの景観を守るため、条例で
さまざまな行為を規制しています。

照明の色味を調整して色の変化を体験
クイズを交えながら分かりやすく解説

＊景観保全地区内の規制
規制の対象となる行為を行うときは、許可
申請が必要です。世界遺産周辺で工事や作業
をする場合は事前にご相談ください。
埋蔵文化財包蔵地内での工事など
＊埋蔵文化財とは？
土器・石器などの遺物と、古墳・住居跡な
どの遺構が埋まっている場所を埋蔵文化財包
蔵地（一般的には遺跡と呼ばれる）といい、
市内には３７カ所あります。
埋蔵文化財は、文化財保護法で保存・保護
のための諸手続きが定められています。
＊工事着手前に届け出を
埋蔵文化財包蔵地内で住宅の建築や土地の
造成工事などを行う場合は、文化財保護法に
基づき、工事着手の６０日前までに文化振興
課を通じ、県教育委員会へ届け出が必
要です。
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3月10日

近畿大学附属新宮中学校 名誉市民出前講座
近畿大学附属新宮中学校で１年生を対象に名

誉市民についての出前講座を行いました。市秘
書課の職員が講師となり、初めに名誉市民とい

う称号の意味などを説明。
その後、一人一人の功

績について「近畿大学創設」
「戦災・震災復興」な

どのキーワードを使って丁寧に解説しました。生

徒たちは熱心に耳を傾け、名誉市民について学
びを深めていました。

佐藤春夫記念館の収蔵品紹介 ◯
6

佐藤春夫記念館所蔵の「お宝」紹介

あい さつ

話題を呼んだ「結婚（離婚）挨拶状」
さ

ん

ま

令和4年No.1９9

佐藤春夫の「秋刀魚の歌」から約10年、谷崎潤一郎は千代と離

婚し、春夫は千代と結婚します。1930年8月17日、谷崎邸の座
りち ぎ

敷で、3人連名の挨拶状の文案が協議されました。律義な谷崎の
意向で、自筆で書き記されました。ここに至るまでには、当事者は
あゆ こ

もちろん、谷崎と千代の娘鮎子をはじめ、親族たちの「ドラマ」が
ありました。何度も互いの気持ちを確かめ合っての決定であり、驚
しん し

くほど真摯な対応の中で書かれた挨拶状でしたが、世間からは不

道徳極まりないとの非難にさらされます。その結果、鮎子は通って

結婚（離婚）挨拶状

いた女学校を退学せざるをえなくなるのです。

観光協会広報委員が順にペンをとりさまざまな情報をお知らせ

新宮市観光の要 協会登録ガイド募集中！

〜新宮の魅力を伝えませんか♪〜

観光協会では、観光客に市内の観光地や史跡、文化財など
を案内する登録ガイドを募集中。ガイドは、お客さまにとって市
のイメージを決定する大切な存在であり、熊野を全国に伝える
び く に
現代の「熊野比丘尼」です。コロナ禍で近隣地域を観光するマ
イクロツーリズムも注目され、その需要は今後増加するものと
思われます。
20歳以上70歳未満の方、経験の有無は問いません。新宮
が好き！ガイドをやってみたい！という方は観光協会までお問
い合わせください♪
※お客さまから協会が定めたガイド料が支払われます。

◆協会会員随時募集中◆ 新宮市観光協会 ☎22-2840

約20人のガイドが活躍中です

人口／27,320
（男 12,686・女 14,634）
世帯数／14,578
※住民基本台帳に基づく【2月末現在】

コロナ 禍 で 外 出 の 機 会 が
減った からか 、パソコンやス
マートフォンを見つめる時間が
長過ぎたのか…。先日受けた健
診で視力がかなり下がってい
ることが分かり、少し焦ってい
る私です。そういえば最近、脚
力も落ちたような？皆さんは大
丈夫ですか？過ごしやすいこの
季節、ときには散歩などに出掛
けて景色を眺めてみるのもい
いかもしれませんね。

うみ べ

海

こう た ろう

康太朗くん

令和３年４月２７日生まれ
父・真哉さん 母・有紀子さん
〜お父さんお母さんから〜
お誕生日おめでとう
笑顔で元気に大きくなあれ！

みなみ

南

す ず ら

朱々蘭ちゃん

令和２年４月２１日生まれ
父・真也さん 母・亜耶芳さん
〜お父さんお母さんから〜
元気いっぱいの すーちゃん♡♡
誕生日おめでとう♡

『今月のお誕生日』では5月に誕生日を迎えるお子さんを募集しています。希望する人は、4月8日までに広報広聴係（内線４００８）へご連絡ください。（応募多数の場合は抽選）

