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危険物取扱者保安講習
時･場 9月7～9日＝県民文化会
館(和歌山市）、9月13日＝東牟婁
総合庁舎(新宮市）、9月14日＝紀
南文化会館(田辺市）、9月16･17
日＝文化福祉センター(有田市) 
問 県危険物安全協会t073-
441-2280 ※事前申込要

金融広報バス教室
貸切バスで日本銀行大阪支店、
大阪造幣局を訪問
時 10月18日 8:20 県庁正面
対 県内在住の15歳以上の方
(過去の参加者除く)

定 42人　抽
費 無料(昼食は各自持参)
申往復ハガキ(1枚に2人まで)に
住所、氏名、年齢、職業、性別、
電話番号を記入し、8月30日ま
でに県庁県民生活課
問 申込先

要約筆記奉仕員養成講座
耳で聞いた情報を書き留め、聴
覚に障害のある方に伝える
時 9月11日～11月20日の毎週
土曜日 13:00～16:00(計11回)
場 ふれ愛センター(和歌山市)
申･問 要約筆記会 山田 t073-
445-0881 ※9月11日会場受付可

生活教養講座(木曜教室)
衣食住に役立つ基礎知識を習得
時 9月9日～11月11日の毎週木
曜日(祝日の場合前日) 13:30～
15:30 
場 県消費生活センター(和歌山市)
定 40人(先着順)
申･問 電話で9月3日までに会場
t073-433-1551

女性のための起業支援講座(全5回)
時 9月25日14:00～16:00、10月
6･13･20･30日14:00～17:00
※9月25日(公開講座)のみの参加可
場 和歌山ビッグ愛(和歌山市)
対 起業をめざしている女性で、
全日程に参加できる方
定 30人(9月25日のみ80人)
申 電話、FAXで住所、氏名、年齢、
電話番号を※県男女共生社会推
進センターt073-435-5245
FAX073-435-5247
※一時保育は9月13日までに申込要

わかやま食の安全サポーター
食に関する情報提供、意見交換
やアンケート調査への協力
(平成18年3月末までの間)
対･定 県内に在住･通勤･通学す
る方500人 ※先着順　
申 電話、FAX、ハガキで9月30
日までに県庁食品安全企画課
FAX073-441-2639
問 申込先

ガイドヘルパー養成研修
対 ホームヘルパー、介護福祉士
※事業所に勤務又は勤務を予定
する方
時･場 重度視覚障害者研修課程

和歌山市会場＝①10月(20)～22日
②10月(20)日、12月8･9日
田辺市会場＝③10月5･6･(7)日
重度脳性まひ者等全身性障害者

研修課程 和歌山市会場＝④10月
(20)･27･28日 ⑤10月(20)日、
11月25･26日 田辺市会場＝⑥10
月12･13･(14)日
※カッコ付き日程は、ホームヘ
ルパー1・2級及び介護福祉士の
方は受講免除
定 各40人　抽
申 8月25日までに市町村役場
問 県庁障害福祉課

県シニアマイスター登録者
対伝統・伝承、農林漁業やスポ
ーツなどの様々な分野で5年以
上の経験･実績があり、他者に
それを伝える意欲･熱意のある
県内在住の60歳以上の方
申所定の申込書で8月31日まで
に県庁長寿社会推進課、振興局
健康推進課、市町村役場
問申込先

いきいきガーデンサポーター
(ボランティア)養成講座
園芸を活用した地域活動や園芸

療法の基礎的な知識習得と実習
対県内在住の60歳以上で、講
座修了後、県内の福祉施設、地
域等で確実に活動できる方
時 10月29日～11月26日の毎週
金曜日 10:00～15:00 
場県植物公園緑花センター(岩
出町) ※11月12日のみ和歌山ビ
ッグ愛(和歌山市) 
定 30人　抽
申所定の用紙で、8月10～31日
に県庁長寿社会推進課、振興局
健康推進課、市町村役場
問県庁長寿社会推進課

県優良土産品推せん審査会出品
対県内で製造･加工された土産
品全般(製造販売1年以上のもの) 
申所定の申請書で9月6～8日に
振興局地域行政課(和歌山市内
は市観光課)
問申込先、県庁観光交流課

平成17年度公立学校校長･教頭
募集区分･人数
[ア]県立高等学校長、公立小学
校長、公立中学校長　各1人
[イ]県立高等学校教頭　1人
対①校長＝昭和24年4月2日～
昭和33年4月1日に生まれた方、
教頭＝昭和24年4月2日～昭和
38年4月1日に生まれた方 ②県
内のどの地域にでも勤務できる
こと ※教頭は、教育に関する職

に10年以上就いていたこと等
募集要項配布 9月6日から県教
育委員会小中学校課･県立学校
課、地方教育事務所
問県教育委員会小中学校課

初級スポーツ教室
時 10月4日～12月21日
場県体力開発センター(和歌山市)
費 5,500～8,000円(保険料込)
申幼児･児童＝往復ハガキに希望
教室名、住所、氏名、年齢(生年
月日）、学年、保護者名、電話番
号を記入し、8月28日までに会場
〒640-8392和歌山市中之島
2252 ※1人1教室につき1枚 抽
成人＝9月5日 9:00から会場受
付(先着順) 
問会場t073-431-7173 

県職員採用
[ア]県資格免許職等職員採用

試験区分･採用予定人数
社会福祉＝1人
受験資格 昭和40年4月2日以降
生まれた方で、臨床心理士資格
取得者
[イ]県職員採用Ⅱ･Ⅲ種

試験区分･採用予定人数
Ⅱ種 土木＝1人
Ⅲ種 一般事務＝5人、土木＝1
人、農業＝1人、学校事務＝2人、
警察事務＝6人
受験資格 Ⅱ種＝昭和52年4月2
日～昭和60年4月1日に生まれ
た方（4年制大学卒業者及び来
春卒業予定者を除く）
Ⅲ種＝昭和55年4月2日～昭和
62年4月1日に生まれた方 (土木
は平成17年3月末で、大学・短

大在学期間が2年以上となる方
及び高等専門学校在学期間が5
年以上となる方を除く。その他
の職は大学在学期間が平成17年
3月末で2年を超える方を除く)
[ウ]県育休任期付職員採用

育児休業取得中の職員の代替職
員として勤務(任用期間はおお
むね8カ月以上3年未満)
試験区分･採用予定人数
①一般事務5人(和歌山･海草2、
紀北2、東牟婁1) ②保健師2人
(和歌山･海草1、紀北1) ③土木
(紀中) ④農業(紀中) ⑤農業土木
(紀北) ⑥学校事務(西牟婁) ⑦看
護師(紀中) ⑧臨床検査技師(和
歌山･海草) ③～⑧各1人 ※カッ
コ内は勤務地区分
受験資格 昭和23年4月2日～昭
和61年4月1日に生まれた方
(②･⑦･⑧は申込時に資格免許
所持者に限る)
時 [ア][イ][ウ]ともに9月26日(日)

場 [ア][イ][ウ]共通
県立和歌山商業高校(和歌山市)、
県立田辺工業高校(田辺市)、県
立新宮高校(新宮市:Ⅲ種・育休
のみ) 
申 [ア][イ]共通
郵送＝8月16～27日、持参＝8
月23～27日に県人事委員会事
務局
[ウ] 郵送＝8月23日～9月3日、
持参＝8月30日～9月3日に県人
事委員会事務局
申込書配布 県人事委員会事務局、
振興局県民行政部総務課等
※申込みは[ア][イ][ウ]いずれか1つ
問 申込先t073-441-3763

職業訓練指導員
時 10月17日(日) 9:00～
場県立和歌山高等技術専門校
(和歌山市)

申 9月3～15日に県庁雇用推進課
問申込先

行政書士
時 10月24日(日) 13:00～
場 和歌山ビッグホエール(和歌山市)
願書配布 8月2～31日に県行政
書士会、県庁市町村課、振興局
地域行政課
申 8月4～31日に※行政書士試
験研究センター
問申込先t03-5251-5600

県文化財専門職員採用
時 10月1日(金)
場県民文化会館(和歌山市)
採用予定人数 2人
問県教育委員会文化遺産課
※事前申込要

採石業務管理者
時 10月8日(金) 10:00～
場県民文化会館(和歌山市)
問 県庁砂防課、振興局建設部管
理課 ※事前申込要

液化石油ガス設備士
時･場 筆記＝11月14日(日) 
県エルピーガス協会(和歌山市)
技能＝11月28日(日) 
農協物流わかやま(海南市)
問 ※県液化石油ガス設備士試験
事務所t073-475-4740 
※事前申込要

高圧ガス製造保安責任者･高圧
ガス販売主任者
時 11月14日(日) 9:30～
場日進中学校(和歌山市)
問 ※高圧ガス保安協会和歌山県
試験事務所t073-432-1896
※事前申込要

和歌山県歯科衛生士専門学校
対高卒(見込)以上の女子 40人
願書受付 推薦＝9月9日～10月
6日、11月11日～12月8日
一般＝2月10日～3月9日
問同学校t073-431-8616 

3歳児と親 火 20
体操 4～6歳児 月 各

小学1～6年生 月 30
1～3歳児と親 金 各

水泳 4～6歳児 木 50
小学1～6年生 土 60

体操
レディースアスレ 火 各
ティック 木 30

水泳 レディーススイミング 月 60
アスレティックシルバー 月・木 30

体操
リズムエクササイズ 金 25
アスレティックナイト 月

各アスレティック＆アクア 木
30

水泳 ナイトスイミング
火
土 50

水中
アクアソフト 木 40

運動
アクアエクササイズ 月 50
アクアケア 金 20

対象 種別 教室名 曜日 定員
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Ｉターン創業支援補助金
Ιターン者による、県内山村地
域での地域資源をいかした創業
に必要な機械設備・工具器具等

の購入･賃借･修繕経費
補助率 対象経費の2分の1以内
補助限度額 500万円
申所定の用紙で8月31日までに
県庁定住促進課
問申込先

りぃぶる タウントーク
男女共同参画によるまちづくり
をテーマに、県内18会場で座談
会を開催
開催期間 8月～翌年1月
問 ※県男女共生社会推進センター
t073-435-5245

※一時保育あり(事前申込要)

児童扶養手当、特別児童扶養
手当受給者の皆さんへ
8月2～31日に、お住まいの市
町村役場へ現況届(所得状況届)
を提出してください。未提出の
場合、8月以降分の手当は支給
されません
問 市町村役場、振興局健康福
祉部、県庁子育て推進課･障害
福祉課

就職活動パワーアップセミナー
35歳以下の求職者を対象に、民
間就職支援会社の相談員による
講習会(翌日、希望者に個別模
擬面接訓練等を同会場で実施) 
時･場 いずれも10:00～17:00
①8月9日 西牟婁振興局(田辺市)
②8月11日和歌山ビッグ愛

(和歌山市) 
③8月13日 東牟婁振興局(新宮市)
問 県庁雇用推進課

輝け･病気の子どもたち！
リゾートキャンプ(公開催し)
｢県難病の子ども家族会｣が交
流･学習する催しを一般公開
時･内容 ①9月4日 15:00～
17:00  交流会、人形劇等　
②9月5日 9:00～11:00 病気の
子どもに関する講演会、腹話術等
場 わかやま館(和歌山市)
問 県子ども保健福祉相談センター
t073-445-0520

最新の医療カンファランス
(講演)
｢腎不全はどんな病気｣
時 9月9日 15:00～17:00
場 県立医科大学 生涯研修・地
域医療センター(和歌山市)
問 会場t073-441-0789

介護の講習会と体験教室
①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
※いつからでも受講可
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
②介護体験教室

時 8月5･6･12･13･19･26日の
いずれか1日の9:00～16:00 
対 中学生～大学生
場 (①②共通)※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 和歌山市)
問 会場t073-446-4811


