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新人演奏会(9月15日)
公開オーディション参加者
部門 声楽･器楽･作曲･邦楽
時 6月29日(日)13:00～
場県民文化会館(和歌山市)
対大学院、大学(短大･専門学校
含む)において音楽を専攻した
平成13･14年度卒業者で、県出
身者、県内在住･勤務、和歌山
大学卒業生のいずれかの方
申所定の申込書で6月15日まで
に県文化振興財団〒640-8269
和歌山市小松原通1-1
問申込先t073(436)1331
※公開オーディションは無料で
見学可

講師等希望者登録
教員､学校事務、栄養職員の産
休･育休等に伴う補充講師等を
登録します
申履歴書(希望校種、教科名、
所有免許状を明記)を県教育委
員会小中学校課又は県立学校課
へ郵送
問申込先

ふれあい人権フェスタ2003
参加協力団体
対 11月15～16日開催の「ふれ
あい人権フェスタ2003」及び
11月11日～12月10日の「人権
を考える強調月間」で実施する
各種イベントへの参加協力団体
申 6月30日までに県人権啓発セ
ンター
問申込先t073(435)5420

メンタルフレンド
不登校等の子どもの家庭訪問を
行い心の支えになる18～23歳
の男女（若干名）を募集
申 6月20日までに子ども･障害
者相談センター(和歌山市)t073
(445)5312、紀南児童相談所
(田辺市)t0739(22)1588、
紀南児童相談所新宮分室(新宮市)
t0735(21)9634
問申込先

高校生による地域づくり事業
高校生年代の青少年自らが企画
運営するイベント企画を募集
対県内高校生年代のグループ又
は個人

申所定の応募用紙で7月11日ま
でに県庁青少年課
問申込先

水生生物による水質調査
県内河川で石に付着する生物を
観察し､その種類･数から水質を
調べていただける方
申 9月30日までに県庁環境管理
課､県立保健所
問申込先
http://www.mpd.jp/w_econet/
kids/kids_03.html

県青年大会参加者
勤労青年のスポーツ･文化の祭典
時文化の部＝8月24日(日)
体育の部＝9月7日(日)

場上富田町文化会館(主会場)
対平成15年4月1日現在35歳未
満の県内在住者
申 6月27日までに県青年団協議会
t073(433)1264

費 1人1種目 1,000円
問申込先(14:00～17:30)、県
庁青少年課

保育サポーター養成講座
時 7月2～4･10･11日
10:30～15:30(初日のみ16:00)

場田辺市民総合センター
対子育て経験のある方又は保育
士資格を有し今後サポーターと
して活動できる方
定 50人 抽
申ハガキ、FAXに住所、氏名
(ふりがな)、性別、生年月日(年
齢)、電話番号、保育資格の有
無を記入し、6月16日までに
21世紀職業財団和歌山事務所
〒640-8341和歌山市黒田84-1
阪和第一ビル FAX073(475)1766
問申込先t073(475)1765

訪問介護員(ホームヘルパー)
養成講習会(2級課程)
時 7月5日～11月下旬
※原則として土･日曜日

場海南市･海草郡内
対母子家庭の母、寡婦
※和歌山市在住の方を除く

定 20人程度
費無料(テキスト代は自己負担)
申 6月16日までに各振興局健康
推進課
問申込先

視覚障害者歩行訓練希望者
指導員が自宅を訪問して実施
対県内在住の視覚に障害のある
方で、歩行訓練により社会参加
が見込まれる方
申･問県身体障害者連盟

t073(423)2665

障害者･高齢者ホームヘルパー
養成研修3級課程
時 7月19～25日の7日間
(別に実習1日あり)

場ウェルハートピア南紀田辺
(田辺市)

定 50人　抽
費 10,000円(テキスト、資料･
材料費)
申往復ハガキに住所､氏名（ふ
りがな）､生年月日、電話番号を
記入し、6月30日までに県地域
介護普及センター研修課〒646-
0012田辺市神島台6-1
問申込先t0739(22)6589

高齢者向け優良賃貸住宅
バリアフリー構造で高齢者向け
賃貸住宅の供給を行おうとする
事業者を募集
定 50戸(和歌山市内を除く)
募集要領配布 6月16～30日に
県庁住宅環境課､各振興局(海草
を除く)建築課
問県庁住宅環境課

県営住宅入居者
申込書配付日時 7月1～22日
9:00～17:00(土･日･祝日除く)
配布場所 県住宅供給公社、県庁
住宅環境課、各振興局建設部(海
草を除く)、各所在市町村役場等

＜県住宅供給公社管内＞

問t073(425)6888
千旦 2戸
千旦第二 1
栄谷 1
西脇グリーン 7
西脇グリーン／肢体障害者向 1
紀伊 1
宮前駅前 和歌山市 2
和歌山東 1
三葛 1
東松江 2
楠見 5
ニューかわなが 5
雄湊 2
城北 1
海南あっそ 海南市 3
小畑 野上町 1
鴨沼2～5号棟

岩出町
3

鴨沼7号棟 2

＜那賀振興局建設部管内＞

問建築課t0736(61)0030
長山 貴志川町3戸

＜有田振興局建設部管内＞

問総務課t0737(64)1267
糸我

有田市

2戸
宮原 1
港 1
青木 1
青木／視覚障害者向

湯浅町
1

青木／肢体障害者向 1
御殿場 3
和田 広川町 1
糸野

金屋町
1

吉原 1

＜日高振興局建設部管内＞

問総務課t0738(24)2918
下富安

御坊市
1戸

第二吉田 1

＜西牟婁振興局建設部管内＞

問建築課t0739(26)7922
新万 2戸
内之浦

田辺市
2

西跡之浦 1
中芳養 2
阪田

白浜町
3

椿 2
丹田台 上富田町 1
日置 日置川町 1

＜東牟婁振興局串本建設部管内＞

問総務管理課t0735(62)0755
出雲 串本町 2戸

＜東牟婁振興局新宮建設部管内＞

問総務課t0735(21)9623
丸山 新宮市 2戸
宇久井 那智勝浦町 2
平見 太地町 1

放送大学学生(10月入学生)
入学試験はありません
内容 ①全科履修生＝大学卒業
(学士＜教養＞)をめざす
②選科履修生＝1年間在学
③科目履修生＝6カ月間在学
④修士科目生＝大学院に6カ月
間在学
対①④18歳以上②③15歳以上
申 6月15日～8月31日に放送大
学和歌山学習センター
問申込先t073(431)0360

紀の川河川愛護モニター
河川をやさしく見守ってくれる方
（7月～翌年6月までの1年間、
河川の状況を報告（月例、随時））
対和歌山市、橋本市、那賀町、
かつらぎ町で紀の川付近に住む
20歳以上の方
申 6月22日までに近畿地方整備

局和歌山河川国道事務所
問申込先t073(402)0267

ヒオウギ貝養殖オーナー
定 1,000人程度
費 1口3,000円(税･送料込み、1
人につき3口まで)1口で最低15
個保証(12月中に発送)
申所定の申込書を郵送又はＥメ
ールで7月31日までに県庁水産
振興課､http://www.wakayama.
go.jp/hiougi.htm
問申込先

地籍調査研修
時・場
①7月3日＝上富田町文化会館
②7月4日＝那賀振興局
ともに9:00～17:00
対県測量設計業協会会員、県公
共嘱託登記土地家屋調査士協会
会員、県内森林組合職員等
申込書配布場所 県測量設計業
協会、県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会、県森林組合連合会、
各振興局農地課
申 6月16～24日に各申込書配
布場所
問県庁地域振興課

宅地分譲
①岩出紀泉台(岩出町)15区画
②貴志川長山団地(貴志川町)3区画
③新宮蜂伏団地(新宮市)65区画
申・問 ①②は県土地開発公社
t073(448)1832③は同新宮駐在
t0735(31)5460

中高年女性の健康セミナー
時 6月28日(土)14:00～16:00
場県立医科大学講堂
申ハガキ、FAXに住所、氏名、性
別、年齢を記入し、6月23日まで
に県立医科大学産科･婦人科南佐
和子〒641-0012和歌山市紀三井
寺811-1  FAX073(445)1161
問申込先t073(445)1161

歯の衛生週間(6月4～10日)  
わたしの歯 みらいへつづく たからばこ
一生、自分の歯で食事を楽しむには20本の歯が必要です｡
定期的な検診や､ていねいな歯磨きで歯の健康を守りましょう｡

不動産取得税について
登記の有無、有償･無償、取得の理由にかかわらず､不動産(土地･家屋)の所有権を取得した人に
課税され、取得の日から60日以内に申告が必要です｡軽減措置が受けられる場合もあります｡
税制改正により今年度から平成17年度までの取得に対しては税率が引き下げられています。
問 各振興局税務課(海草は不動産取得税課)

夏休み特集（お知らせ）を5面に掲載
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児童手当の手続きをお忘れなく
児童手当は、義務教育就学前の
児童を養育している方に支給さ
れます。※所得制限あり
現在児童手当を受けている方は
6月30日までに現況届をお住ま
いの市町村役場に提出してくだ
さい｡
問 各市町村役場、県庁子育て推進課

認可外保育施設の届出
認可外保育施設を新たに設置又
は既設の事業者で、乳幼児を6
人以上保育している場合(和歌山
市の方は市役所へ)は県への届出
が必要です。
問 県庁幼保･少子化対策推進室

｢心の日｣特別講演
テーマ｢現在の若者とひきこもり｣
講師 宮西照夫和歌山大学教授
時 7月12日(土)13:00～15:00
場 わかやま館 (和歌山マリーナシティ)
申 ハガキに住所、氏名、電話番
号、参加人数を記入し、6月21日

までに日本精神看護技術協会和歌
山県支部事務局〒641-0054和歌
山市塩屋3-6-1宮本病院内
問 紀南綜合病院新庄別館
岩井芳男 t0739(22)2080

看護関係進路相談会
時・場 和歌山会場＝6月21日
(土)13:30～15:30県民文化会館
(和歌山市)
田辺会場＝6月28日(土)13:30～
15:30市民総合センター(田辺市)
対 看護師等学校養成所への進学希
望者や看護に関心のある高校生等
問 県庁医務課

旧日本赤十字社救護看護婦等
に対する書状贈呈について
対 外地での勤務経験があり、加
算年を含めた勤務期間が12年未
満の旧日本赤十字社救護看護婦
及び旧陸海軍従軍看護婦で慰労
給付金の対象とならない方。但
し､日本国籍を有する本人に限
ります。
請求 平成17年3月31日までに
総務省大臣官房管理室
問 請求先t03(5253)5182

犬、ねこの譲渡講習会
時 6月29日(日)、7月11日(金)
※いずれも14:00～

場 県動物愛護センター(野上町)
対 県動物愛護センターから犬、
ねこの譲渡を希望する方
(講習を受講していなければ、譲
渡は受けられません）
問 会場t073(489)6500

化学物質を取り扱う事業者の
みなさんへ
従業員21人以上の化学物質を取
り扱う事業者は6月30日までに
平成14年度分PRTRの届出が必
要です
問 県庁環境管理課

PCB廃棄物の届出
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物
保管事業者は毎年6月30日まで
に保管状況の届出が必要です。
問 県立保健所、県庁廃棄物対策課

建築物等実態調査にご協力を
住宅･建築行政の基礎資料を得
るため、6月10～30日に国が調
査します。調査員が訪問した際

にはご協力ください｡
問 県庁都市政策課

教科書展示会
時 6月20日～7月3日(伊都は7
月4日まで)
場 和歌山市＝県立図書館･和歌
山市立教育研究所、海草地方＝
海南市立黒江小学校･美里町文
化センター、那賀地方＝粉河ふ
るさとセンター･貴志川町生涯
学習センター、伊都地方＝伊都
振興局 ･町立高野山中学校、
有田地方＝湯浅町立図書館･
清水町コミュニティセンター、
日高地方＝市立御坊小学校･南
部町生涯学習センター、西牟婁
地方＝紀南教育研修所･串本町
文化センター、東牟婁地方＝東
牟婁地方教育事務所･那智勝浦
町教育センター
問 各地方教育事務所、和歌山市
教育委員会、県教育委員会小中
学校課

メジロの捕獲･飼養許可
愛玩飼養目的に捕獲できる鳥
は､メジロのみで、飼養できる

のは1世帯1羽です｡
問 捕獲許可＝各振興局林務課
飼養許可＝各市町村役場

みんなで守るまち
防災力UPシンポジウム
講師 石井隆一消防庁長官、河
田惠昭京都大学防災研究所教授
時 6月14日(土)13:00～17:00
場 御坊市民文化会館(御坊市)
問 県庁総合防災室

介護技術講習会
時 毎月第2火曜日の10:00～12:00、
13:00～15:00のいずれか
場 県介護普及センター(琴の浦
リハビリテーションセンター内)
対 家族を介護している方､介護
ボランティアに興味のある方
問 会場t073(446)4811

なくそう不法滞在･不法就労
外国人を雇用するときは、必ず
パスポートや就労資格証明書等
で在留資格と期間を確認してく
ださい。不法就労者を雇用した
場合は法律で処罰されます。
問 最寄りの警察署

火薬類取扱保安責任者
火薬類丙種製造保安責任者
時 8月24日(日)13:00～
場日赤会館(和歌山市)
願書配布 各振興局地域行政課、県
庁消防防災課、県火薬類保安協会
申 6月24日～7月3日に全国火薬
類保安協会和歌山県試験事務所
問申込先t073(432)7710

消防設備士
種類甲種、乙種
時 8月24日(日)9:00～
願書配布 消防試験研究センター和
歌山県支部(和歌山市)、各振興局地域
行政課、県庁消防防災課、各消防本部
申 7月1～4日に消防試験研究セ
ンター和歌山県支部
問申込先t073(425)3369

毒物劇物取扱者
時 8月5日(火)
場①県立和歌山高校(和歌山市)
②西牟婁総合庁舎(田辺市)

試験種別 一般、農業用品目、特
定品目
申 6月9～20日に住所を管轄す
る県立保健所（和歌山市在住者
は県庁薬務課）
問申込先

改良普及員資格
時 10月1～2日の2日間
場県民文化会館(和歌山市)
申願書等を6月23日～7月7日
に県庁経営支援課
問申込先

介護支援専門員実務研修受講
時10月26日10:00～
場紀北会場＝県立和歌山北高校
(和歌山市)、紀南会場＝県立田

辺工業高校(田辺市)
受験手引配布 7月7日～
県庁長寿社会推進課、各振興局
健康推進課、各市町村役場
申 8月4～21日
問県庁長寿社会推進課

県福祉事業団看護師採用
時 6月22日(日)
場南紀福祉センター(上富田町)
対有資格者
定 5人程度
勤務施設 南紀福祉センター（異
動あり）
申 6月16日までに県福祉事業団
総務経営課
問申込先t0739(47)6640

保育士
時筆記＝8月7･8日(紀北会場･
紀南会場)、実地＝8月29･30日
(紀北会場のみ)

場紀北会場＝和歌山信愛女子短
期大学(和歌山市)､紀南会場＝西
牟婁総合庁舎(田辺市)
願書配布 各振興局健康推進課､
各市町村役場
申郵送＝6月9～18日に県庁子
育て推進課、持参＝6月18日に
県民文化会館(和歌山市)
問県庁子育て推進課

県立陵雲高校(通信制課程)への
転入学･編入学
高校卒業資格取得コース
申事前面接を6月5日～7月8日
に陵雲高校(事前面接は要予約)
問申込先t073(422)8402

安全･衛生の国家資格免許
①第1種衛生管理者、第2種衛生
管理者
②1級ボイラー技士、2級ボイラー
技士(一般)、ボイラー整備士

③クレーン運転士、クレーン運
転士(床上運転式限定)、移動式
クレーン運転士
④林業架線作業主任者
試験日 8月21日(木)但し第1種
衛生管理者は8月20日(水)
※クレーン各運転士は別途実技有り
場県立医科大学看護短期大学部
(和歌山市)

受付期間 6月30日～7月14日
（土・日除く、2級ボイラー技士
は7月22日まで)
申込書配布･提出･問
①県労働基準連合会
t073(432)2540
②日本ボイラ協会和歌山支部
t073(433)0343

③日本クレーン協会和歌山支部
t073(431)8027
④林業･木材製造業労働災害防止協会
t073(447)2262

中小企業季節融資(夏季資金)
県信用保証協会の保証対象とな
る県内中小企業者の運転資金
融資限度額 1,000万円
融資利率 年1.4％
融資期間12カ月以内
償還方法 割賦償還
申 7月31日までに原則として県
内に本･支店のある金融機関
問県庁商工労働総務課、各振興
局地域行政課

中小企業試作品補助金
県内の中小企業等が自ら行う試作
品の作成等に要する研究開発費
補助率 対象経費の3分の2以内
補助金額 1件当たり100万円～
500万円
申所定の申請書等を6月30日ま
でに県庁新産業室へ持参又は郵送
問申込先

Ιターン創業支援補助金
Ιターン者による県内山村地域
での地域資源を活かした事業創
業に必要な機械設備･工具器具

の購入･修繕費
補助率 対象経費の2分の1以内
補助限度額 500万円
申所定の申込用紙で、7月31日
までに県庁新ふるさと推進課

自立支援教育訓練給付
母子家庭の母が就職に必要な資
格を取得するための各種講座受
講費用(事前相談必要)
対次のすべての要件を満たす方
(各市在住の方を除く)
①児童扶養手当受給者又は同様
の所得水準にある方

②受講開始日に雇用保険対象者
でない方
③適職へ就くために必要な資格
を取得しようとする方
助成率 受講費の4割(上限20万円)
申･問 各振興局健康推進課

高等技能訓練促進費給付
母子家庭の母が就職に有利な資
格を取得するため養成機関に通
う場合の一定額(事前相談必要)
対象資格 看護師、介護福祉士、
保育士、理学療法士、作業療法士
対次のすべての要件を満たす方

(各市在住の方を除く)
①児童扶養手当受給者又は同様
の所得水準にある方
②修業年限2年以上の養成機関
に修業中で資格取得が見込まれ
る方
③就業又は育児と修業の両立が
困難である方
支給期間 修業期間の最後の3分
の1(上限12カ月)
支給額 月額10万3千円
申･問 各振興局健康推進課
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「企画・編集基礎講座」
講師 井上はねこ氏(メディアとコミュ
ニケーション研究室amie主宰)
日時 6月25日､7月2･9･30日､8月6日

すべて水曜日 14:00～16:00
対象 広報誌やミニコミ紙の編集･発行
に興味のある方で、ワープロ又はパソ
コン操作ができ、全日程参加可能な方
定員 20人(先着順)
申込 電話、FAX、Ｅメールで住所、
氏名、年齢､電話番号、講座名を6月
23日までにりぃぶる
※一時保育あり(事前申込必要)

～あなたの企画を待っています～
男女共同参画を推進するための講座
の企画を募集
テーマ ①家族②介護､子育て③仕事
と家庭の両立④地域のネットワーク
づくり⑤高齢期と暮らし⑥その他
講座実施会場 りぃぶる研修室(81席)
申込 所定の様式でりぃぶる

(随時受付)

申込・問合先
県男女共生社会推進センターりぃぶる
〒640-8319和歌山市手平2-1-2
和歌山ビッグ愛9階
t073(435)5245
FAX073(435)5247
Eメール e0315012@office.wakaya
ma.go.jp

県立医科大学附属病院の入院医療費の
算定方式が変わりました
検査をしたら検査料を、投薬したらその投薬料をいただく従来の「出来高払
い方式」から、病気ごとに定められた１日当たりの医療費に日数を乗じた金
額をいただく「包括評価方式」となりました｡ただし、手術費や特別な入院費、
外来診療については従来どおりです｡
問い合わせ 県立医科大学附属病院 病院課 t073(447)2300

アメリカズカップ3連覇を成し遂げた世
界ヨット界の名艇長ラッセル・クーツ氏
の来県を記念して、和歌浦のすばらしい
海で、家族・友人とヨットを体験しよう
日時 7月20日(日)

午前の部＝10:00～
午後の部＝13:30～

対象 県内在住又は県内に通勤通学する小学生以上の健康な方
但し中学生以下は保護者同伴

定員 各部150人　応募者多数の場合抽選
申込 往復ハガキに、参加者全員の住所、

氏名、年齢、電話番号を6月30日
までに「ラッセル･クーツと紀州
の海」実行委員会事務局〒641-
0014和歌山市毛見1530和歌山マ
リーナ内

問い合わせ 申込先 t073(448)0250
10:00～17:00(火曜日除く）

県民の友WEB版をつくりました�
ウェブ�

｢県民の友｣は県ホームページでもご覧いただけますが、

これまでのPDF(ピーディーエフ)版に加え、さらに

読みやすい形にしたWEB版を今月号から掲載しま

した｡�

このWEB版は、市販の音声読み上げソフトによって、

視覚に障害のある方や小さな文字が読みづらい方に

もご利用いただけます。�

問い合わせ　県庁広報室�


