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紀の川水土里
み ど り

ウォーク

井堰
い せ き

、用水路、世界遺産の高野
山町石道などを徒歩で見学
時 10月16日(土)9:30～15:00
場高野口町役場集合･解散
約9.3Km

対小学4年生～一般
(小学生は保護者同伴)

定 120人　抽
申ハガキ、FAXで住所、氏名
(ふりがな)、年齢、学校名･学年、
保護者名、電話番号を、9月24
日までに水土里

み ど り

ネット和歌山
〒640-8249 和歌山市雑賀屋町1
FAX073- 433-1490
問県庁農村計画課

紀の川土木施設見学
紀の川流域下水道伊都浄化セン
ターと紀の川大堰

おおぜき

を見学
時 10月24日(日) JR和歌山駅東
口から9:20にバス出発
対小学3年生～一般
(小学生は保護者同伴)

定 60人　抽

費無料　※昼食は各自持参
申往復ハガキ(5人まで連記可)
で、住所、氏名(ふりがな)、年
齢、電話番号を、9月30日まで
に県庁県土整備総務課
問申込先

確かめよう!食の安全ツアー
生産者･流通関係者の取組を見学
時･場 ①日高･西牟婁方面＝10
月22日(金) 紀伊田辺駅集合
②日高･有田方面＝11月5日(金)
有田振興局集合(湯浅町)
③那賀･伊都方面＝11月11日(木)
那賀振興局集合(岩出町)
※各集合場所から8:30(①は
9:00)にバス出発
対 15歳以上の県内在住者
※1～8歳の保育ルームあり
※昼食は各自持参
定各40人　抽
費無料
申往復ハガキ(2人まで連記可)で
住所、氏名、年齢、電話番号、保育
希望の有無、希望方面1カ所を9
月30日までに県庁県民生活課
問申込先

食の安全タウンミーティング
行政担当者と不安や疑問点の意見
交換を行い、安全を共に考える
時･場 橋本会場＝10月14日(木)
伊都振興局(橋本市) 有田会

場＝10月20日(水)有田市文化福
祉センター　田辺会場＝10月
26日(火)田辺市民総合センター
※いずれも13:30～15:30
定各会場とも100人(先着順)
申ハガキ、FAX、Eメールで住
所、氏名、職業、電話番号、希
望会場、意見交換したい内容を
9月30日までに県庁食品安全企
画課FAX073-441- 2639 Eメール

e0316001@pref.wakayama.lg.jp
問申込先

県立高等学校再編整備計画案
に対する意見
今後の高等学校の在り方を示し
た計画案に対する意見を募集
閲覧場所 県教育委員会総務課、
県庁情報公開コーナー、県教育
委員会ホームページ
申郵便、FAX、Eメールで住所、
氏名、年齢、電話番号を9月21日
までに県教育委員会教育政策室
FAX073-432-4517 Eメール
e5001001@pref.wakayama.lg.jp
問申込先

和歌山県PCB(ポリ塩化ビフェ
ニル)廃棄物処理計画案に対す
る意見
PCB廃棄物の適正･確実な処理
をめざした計画案に対する意見
を募集
閲覧場所 県庁廃棄物対策課、
県立保健所、県ホームページ
申郵便、FAX、Eメールで住所、
氏名、電話番号を9月30日まで
に県庁廃棄物対策課 FAX073-
441-2685  Eメール e0322001
@pref.wakayama.lg.jp
問申込先

ライフスタイルを考える
人権セミナー
講演「心のストレスとのつきあい方」
講師 篠崎和弘県立医大教授
時 9月11日(土)14:30～16:30
場和歌山大学生涯学習教育研究
センター(和歌山市)
定 90人(先着順)
申電話、FAX、Eメールで住所、
氏名、電話番号を※県人権啓発
センターt073 -435 -5420
FAX073-435-5421 
Eメール kokoro@w-jinken.jp
問申込先

消防設備士講習
時･場 10月22日＝西牟婁振興局
(田辺市)、10月26～29日、11月2
日＝県民文化会館(和歌山市)
※講習区分により講習日を指定
対消防設備士免状取得後2年以
内又は前回受講後5年以内の方
申 10月4～7日に持参で※県消
防設備保守協会、振興局地域行
政課(海草を除く)
問県消防設備保守協会t073-
402-2657

近畿地区著作権セミナー
時 11月18･19日　2日間
場県勤労福祉会館プラザホープ
(和歌山市)

対･定 一般 300人　抽
申 9月21日までに県教育委員会
文化遺産課
問申込先

口腔衛生研修会
時 10月3日(日) 13:30～
場県障害児(者)･高齢者歯科口腔
保健センター研修室(和歌山ビ
ッグ愛内　和歌山市)
対･定 障害のある方･高齢者及
びその家族　20人(先着順)
申･問 9月21日までに県歯科医
師会 t073-428-3411、県庁
医務課

県立文書館歴史講座
和歌山の歴史･文化に関する講座
時 10月24･31日、11月7日(各日曜)
全3回 13:30～15:30

場きのくに志学館(和歌山市)
定 60人（先着順）
申往復ハガキで住所、氏名、電
話番号を10月13日までに県立
文書館〒641-0051和歌山市西
高松1-7-38きのくに志学館内
問申込先t073-436-9540

地域日本語支援コーディネータ研修
外国人に日本語指導を行うグルー
プリーダーを養成
時 9月25･26日 各10:00～17:00
場県国際交流センター
(和歌山ビッグ愛内 和歌山市)

対日本語指導経験等のある方
定 30人　抽
申所定の申込書をハガキ、FAX、
Ｅメールで9月14日までに県国
際交流協会〒640-8319和歌山
市手平2-1-2和歌山ビッグ愛8階
FAX073-435-5243
Eメール okubo@wixas.or.jp
問申込先t073-435-5240

地球温暖化防止活動推進員
養成講座
対知識･技能等を修得後、ボラ
ンティアとして活動できる方
時 12月12日、1月16･23日、
2月6･27日、3月6日(各日曜)
全6回
場書道資料館(和歌山市)
定 40人（多数の場合選考）
申所定の申込書を郵送、FAX、
Eメールで10月31日までに県庁
環境生活総務課 FAX073-433-
3590  Eメール e0317001@pr
ef.wakayama.lg.jp
問申込先、県ホームページ

メキシコ研修生(日墨交流)
メキシコ国立シナロア自治大学
でのスペイン語学習及び開設の
講座を聴講
派遣時期 平成17年8月～最長
12カ月
対 22歳以上35歳未満の県内在
住の心身共に健全で次の全てを
満たす方①日本国籍②単身渡航
が可能③スペイン語堪能④大学
卒業者又は準じる資格の者
定 1人(選考)
申所定の申込書に研修計画書、
履歴書、卒業証明書、写真(4cm
×5cm)を添え、9月16日までに
県庁文化国際課
問申込先

瀬戸内海環境保全月間ポスター
テーマ 瀬戸内海のイメージや
環境保全の大切さ
規格 四つ切りの縦長
申作品裏面に住所、氏名、年齢、
学校名･学年等を記入し、11月
30日までに瀬戸内海環境保全協
会〒651-0073神戸市中央区脇
浜海岸通1-5-1国際健康開発セ
ンター内
問県庁環境管理課

分譲住宅･分譲地
※各団地先着順受付中
※お客様紹介キャンペーン実施中
【分譲住宅】

①西庄･夢タウン(和歌山市)
【宅地分譲(住宅付も可)】

②岸宮サニータウン(貴志川町)

③長山団地(貴志川町)
④木ノ本ニュータウン(和歌山市)
⑤粉河栄町団地(粉河町)
⑥しもつ夢タウン(下津町)
⑦新宮蜂伏団地(新宮市)
⑧花野団地(打田町)
※現地案内会を9月18～20日に
①、②、③で実施
申･問 ※県住宅供給公社t073-
425-6885

住まいの総合相談
専門的立場で住まいのトラブル
にNPOがお答えします
時･場 10月16日(土)=ＪＡ会館
(和歌山市)  10月23日(土)=紀南
文化センター(田辺市)
※事前申込要
問県庁県民生活課

歯周病検診キャラクターの名称

歯周病の予防には、毎日のブラ
ッシングと定期的な検診が大切
です。市町村で実施している歯
周病検診をPRするキャラクター
の名称を募集
申ハガキで住所、氏名、年齢、
電話番号、名称を10月20日ま
でに県庁健康対策課
問申込先

障害者パソコンボランティア
①派遣希望者

対身体障害のある
方で、自宅でパソ
コン操作の指導を
希望する方
②養成講座受講希望者

時 9月18･19日10:00～15:00
対障害のある方の自宅でパソコ
ン操作を指導するボランティア
活動希望者
場県身体障害者総合福祉会館
(和歌山市)

申･問 ※県身体障害者連盟t073-
423-2665  FAX073-428-0515

身体障害者補助犬(盲導犬･介
助犬･聴導犬)給付希望者
対視覚障害1級、肢体不自由1
級又は聴覚障害2級の身体障害
者手帳を所持し、所定の要件
(補助犬の管理可能等)をすべて
満たす方
申 9月24日までに振興局生活福
祉課、県庁障害福祉課
問申込先

ひとり親家庭日常生活支援員
①派遣希望者

内容 自立のための修学や病気等
の時、家庭生活支援員を派遣し、
生活援助や保育サービスを実施
対母子、寡婦及び父子の各家庭
(和歌山市在住の方は和歌山市
役所へ)
費有料(支援内容等により決定)
②活動希望者

内容 ひとり親家庭への生活援
助、保育サービス
資格 生活援助＝ホームヘルパー
3級以上の資格を有する方
子育て支援＝保育士資格を有する方
手当 支援内容･時間数に応じ支給
申･問 県庁子育て推進課

その他

バスツアー･イベントなど

福祉関係など

意見募集など

講座･セミナー･講習など



宝くじまちの音楽会
～サーカスとともに～
時 9月18日(土)18:00～
場 紀南文化会館(田辺市)
費 前売 一般 2,000円　

高校生以下 1,000円
問会場t0739-25-3033

宝くじ文化公演
「宗次郎オカリナコンサート」
時･場①9月23日(祝) かつらぎ
総合文化会館(かつらぎ町)
②9月24日(金) 美里町文化セン
ター　※ともに18:30～
費 前売 2,000円
問 各会場　①t0736-22-0303、
②t073-495-9055

空の日フェスタ2004／南紀白浜
国内初複葉機飛行、曲技飛行、
航空機展示、管制塔見学会等
時 10月3日(日) 10:00～16:00
場 南紀白浜空港(白浜町)
問 南紀白浜空港管理事務所
t0739-42-2348

吉野熊野食フェア スタンプラリー
和歌山･奈良･三重にまたがる吉
野熊野地域の15の道の駅で地域
の食をPRするフェアとスタン
プラリーを11月末まで開催。楽
しいイベントも実施しています
問 吉野熊野地域振興協議会(奈
良県地域政策課内)t0742-27-
8473

県推奨映画「ウィニング･パス」
中田新一監督
内容 下半身不随になった主人公
が車いすバスケットとの出会いに
よって新しい人生への挑戦を行お
うとする模様を描いた作品
問 県庁青少年課

歌綴
つづ

り「ぶんざ」公演
和歌山の先人紀伊国屋文左衛門の
活躍を描く　作･音楽 小椋佳さん
時 12月3日(金)18:30～
場 県民文化会館(和歌山市)
費 前売 一般2,000円 学生1,000円
問 県文化振興財団t073-436-
1331

犯罪被害者フォーラム
講演「被害者の声に耳を傾け明日
への希望を示そう」講師 三木義
彦氏(神戸松蔭女子学院大学教授)
時 10月1日(金)13:30～16:30
場 県民文化会館(和歌山市)
問 ※紀の国被害者支援センター
t073-427-2100

保育士資格の登録
保育士の業務を行っている方は
平成18年11月末までに県に登録
申請を行わなければなりません
今後、業務を行う予定の方も登
録する必要があります
※登録しなくても資格は失いません
問 県庁子育て推進課

終戦後、外地からの引揚時に
預った通貨・証券等を返却
問 ※和歌山税関支署t073 -
428-3881～3、同新宮出張所
t0735-31-5258、大阪税関監
視部 総括部門t06-6576-3115

戦傷病者等の妻の方への特別
給付金
●平成5年4月2日以降に戦傷病
者と婚姻した妻又は同日以降に
障害給付を受け始めた戦傷病者
の妻で、平成13年4月1日に戦
傷病者である夫が増加恩給等を
受けていた方
●平成8年5月に最終償還を迎え
た戦傷病者等の妻に対する特別
給付金の受給権を取得した妻で、
夫が平成5年4月から平成8年9
月末までに公務傷病以外の原因
により死亡した方
請求期限 平成16年9月30日
問 市町村役場、県庁福祉保健総
務課

動物愛護週間（9/20～26）
動物愛護を楽しく学ぶイベント

WAW
わ う

フェスタ in 動物愛護週間
時 9月18～20日10:00～17:00
場 県動物愛護センター(野上町)
問 会場t073-489-6500

動物愛護フェスティバル in たなべ
時 9月23日(祝)13:00～16:00
場 紀南文化会館(田辺市)
問 県庁生活衛生課、県獣医師会
t073-436-4529

県立医大病院助産師･看護師
資格有資格者(取得見込者含む)
勤務場所 医大附属病院(和歌山
市)･紀北分院(かつらぎ町)
定 135人程度
時 10月23日(土)
申 9月24日までに県立医科大学
総務課
問県立医科大学看護部管理室
t073-447-2300、紀北分院看
護部長室t0736-22-0066

県農業大学校入学
時①推薦＝12月1日(水)9:00～
②一般1次＝1月12日(水)9:00～
対県内在住で23歳以下の高校
卒業(見込)者
願書配布 県農業大学校(かつら
ぎ町)
申①11月8～30日、②12月15
～28日に県農業大学校
問申込先t0736-22-2203、
県庁就農促進課、地域農業改良
普及センター

県立高等技術専門校入校
時 10月29日(金)9:30～
対高校卒業(見込)者等
願書配布 各高等技術専門校、
公共職業安定所
申 10月1～12日に各校

体験入校 9月11日(土)

問●和歌山高等技術専門校
t073-477-1253 ●田辺高等
技術専門校t0739-22-2259
●新宮高等技術専門校t0735-
31-7329

危険物取扱者
種類乙種4類、丙種
時 11月7日(日) 9:30～
場和歌山工業高校(和歌山市)
願書配布 9月1～30日に県庁消
防保安課、振興局地域行政課、
消防本部、消防試験研究センター
和歌山県支部
申･問 ※消防試験研究センター
和歌山県支部t073-425-3369

砂利採取業務主任者
時 11月12日(金) 10:00～
場県民文化会館(和歌山市)
願書配布 9月21日～10月8日に
県庁河川課、振興局建設部
申･問 願書配布場所

調理師
時 10月31日(日)13:00～15:30
場県内5会場（和歌山市･かつ
らぎ町･有田市･田辺市･新宮市）
願書配布 保健所、県庁生活衛
生課
申 9月13～17日に願書配布場所
問願書配布場所




