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①所得割 ②資産割 ③均等割 ④平等割

内容 加入者全員の前年中の
所得を基に算出した税額

加入者全員の固定資産
（土地・家屋）にかかる
税金を基に算出した税額

加入者1人
あたりに
かかる税額

1世帯に
かかる税額

医療保険 （総所得金額－33万）
×3.8%

固定資産税額
×30％

一人につき
18,900円

一世帯につき
21,500円

後期高齢者支援金 （総所得金額－33万）
×2%

固定資産税額
×15％

一人につき
7,100円

一世帯につき
8,500円

介護保険
（40～64歳の
方がいる世帯）

（総所得金額－33万）
×0.7%

固定資産税額
×5.4%

一人につき
7,500円

一世帯につき
6,000円

7月は国民健康保険税の第1期納期限です
1回目の納期限は7月31日（火）です。
●国民健康保険税は1年間の税額を7月～翌年2月の8回に分けて納めていただいています。
●税額計算の方法
　納めていただく税額は医療保険、後期高齢者支援金、介護保険それぞれを、
　①所得割　②資産割　③均等割　④平等割　の4方式から算出した額の合計になります。

●非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減
　「倒産・解雇などによる離職」や、「雇い止めなどによる離職」をされて、雇用保険の失業等給付を受け
る方は、国民健康保険税が軽減されます。税務課に申請してください。
　　期　　　　　　間：離職の翌日から翌年度末まで
　　　　　　　　　　　（国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社

の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します）
　　申請に必要なもの：雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者の証明・印鑑
　　軽　　　　　　減：所得割において、前年給与所得を30％と見なします

　就職などで会社の健康保険に加入された場合、または退職等で健康保険を脱退された場合は14日以内
に住民福祉課へ届出が必要になります。

国民健康保険の加入・脱退の届出をお忘れなく

●加入のときに必要な物
　退職等で健康保険を喪失した日付が確認できるもの（健康保険資格喪失証明書など）、認印
●脱退のときに必要な物
　国民健康保険被保険者証、会社の健康保険に加入した日付が確認できるもの（新しく加入した健康保険
証など）、認印

お問い合わせ先　住民福祉課　☎42－1738

お問い合わせ先　税務課　☎42－1731

※なお、加入の届出が遅れた場合でも、資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりません。

納税は便利で確実な口座振替を！
通帳と通帳印を持って、金融機関または郵便局でお申
し込み下さい。
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「国民健康保険」を考える
健全な国保財政運営のために①

　今回から国民健康保険の仕組みや現状について、お知らせします。

今回はこれまでの医療費の推移についてお知らせします。
平成20年に後期高齢者医療が創設され、現行の国保制度に変わってから、年々被保険者数は減少
しています。一番の要因は75歳になると全員が後期高齢者医療保険に加入することになったためで
す。しかしながら被保険者数が減少しているにもかかわらず、医療費は毎年、増えているのが現状です。

平成20年度から平成22年度までは緩やかな増加となっていましたが、平成23年度の決算見込では、
前年比の1.16倍、金額にして約1億2000万円の伸びとなっています。
主な要因としては、入院に係る医療費が大幅に上昇したことによるものです。
このまま医療費が上昇すると、皆さんの納める国民健康保険税も上がっていくことになります。

●特定健診を受診して、病気の早期発見・早期治療をする。
●普段の生活から、食べすぎを控え、適度な運動を心がける。

少しでも医療費を抑制するために皆さんができること

国民健康保険医療費の推移

シリーズ

お問い合わせ先　住民福祉課　☎42－1738
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日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は公的年金制度への加入が義務付けられて
います。自営業などの第1号被保険者の方が、経済的な理由で国民年金保険料を納付すること
が困難なとき、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予さ
れる制度があります。

国民年金保険料の免除制度をご存知ですか？

制　　度 審　査　基　準
老齢基礎年金の

受給資格期間には
受け取る老齢基礎

年金額には

障害基礎年金や
遺族年金の

受給資格期間には

全額免除
本人・世帯主・配偶者の前
年所得≦35万円×（扶養親
族数＋1）＋22万円

入ります
2分の1が
反映されます

保険料を納めたときと
同じ扱いになります

4分の3
免除

本人・世帯主・配偶者の前年
所得≦78万円＋扶養親族控除
額＋社会保険料控除額等

保険料の4分の1を
納めると入ります

8分の5が
反映されます

保険料の4分の1を
納めると入ります

半額免除

本人・世帯主・配偶者前の
年所得≦118万円＋扶養親
族控除額＋社会保険料控除
額等

保険料の半額を
納めると入ります

4分の3が
反映されます

保険料の半額を
納めると入ります

4分の1
免除

本人・世帯主・配偶者の前
年所得≦158万円＋扶養親
族控除額＋社会保険料控除
額等

保険料の4分の3を
納めると入ります

8分の7が
反映されます

保険料の4分の3を
納めると入ります

若年者
納付猶予

30歳未満の方で本人・配偶
者の前年所得≦35万円×
（扶養親族数＋1）＋22万円

入ります 反映されません
保険料を納めたときと
同じ扱いになります

退職や失業により保険料を納めることが困難な時は
申請者本人の前年度の所得が審査の対象から除外される特例免除となります。

【必要書類】雇用保険受給者証・雇用保険被保険者離職票など

お問い合わせ先　住民福祉課　☎42－1738

※本人または配偶者、世帯主のいずれかに16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は申出をお願いします。
　（平成24年7月から扶養親族の取扱いが変更になりましたのでご注意ください。）

● 認印
● 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの

●免除申請の承認期間と申請受付期間

●手続きに必要なもの

承認期間 申請受付期間

平成23年7月～平成24年6月 平成24年7月まで

平成24年7月～平成25年6月 平成24年7月～平成25年7月まで
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今年度から向こう3年間の介護保険料が新たに決定し、皆さまにご負担いただくことになり
ます。
そこで介護保険料について、さらに知っていただきたいことをお知らせしたいと思います。
[みんなで支える　介護保険 ]。サービスを利用する人も、しない人もお互いが思いやりの気
持ちで支え合っていきましょう。

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階 第7段階

1か月の
保険料

2,641円 3,301円 3,962円 4,596円 5,283円 6,603円 7,924円

年間の
保険料

31,692円 39,612円 47,544円 55,152円 63,396円 79,236円 95,088円

みんなで支える介護保険

①月々、年間の保険料

②1か月間でサービスにかかる費用（平成24年4月）

③今期の介護保険料の決め方

④65歳以上の方が
　納める保険料の使い道

訪 問 介 護. 約　510万円（234人利用）
通所サービス. 約1,436万円（214人利用　デイサービス等）
施 設 入 所. 約3,700万円（139人利用）
全　　　　体. 約7,375万円（460人利用）

　平成24～ 26年度で必要な給付費の額を予想、様々な計算をして高齢者の人数で割った
額が介護保険料になります。
　今期、必要な給付費は約29億円と予想されています。そこから自己負担1割を引くと、
約26億1,000万円。
　そのうち65歳以上の方の負担分21％は5億4,810万円。
　さらにいろいろな計算をしたのち、3年分の被保険者数7,938人で割った金額が介護保険
料になります。

　基準額を月額換算する
と5,238円になります、
この基準額を例に保険料
は右図のとおり使われて
います。

お問い合わせ先　住民福祉課　☎42－1738
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平成24年 7月 31日の有効期限満了に伴い被
保険者証（以下、「保険証」という。）を更新します。
新しい保険証は『みず色』です。７月中旬頃から
順次、特定記録郵便にて郵送する予定です。

今回お届けする

『みず色』の
保険証は７月１日から

使用できます。

「みず色」の保険証が届くまでは現在お持ちの「う
すい緑色」の保険証をご使用ください。
（「うすい緑色」の保険証は平成24年8月1日
以降使用できません。）

現在お持ちの「うすい緑色」の保険証について

お問い合わせ先　住民福祉課　☎42－1738

後期高齢者医療制度の被保険者証の色が
「うすい緑色」から『みず色』に変わります

　新しい「みず色」の保険証がお手元に届き次第、「うすい緑色」の保険証は、

役場にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして、

住所・氏名などが他人に知られないよう十分ご注意のうえ、処分してください。

※平成24年度住民税の課税所得により、一部負担金の割合が変更になっている場合が
ありますのでご確認ください（住民税の課税所得が145万円以上の被保険者のいる
世帯の方は、一部負担金の割合が３割となります）。

今まで１割だった方が３割負担に変更となる場合
「3割（平成24年7月31日までは１割）」と表示されます。

例



広報いなみ 2012・77

お問い合わせ先　産業課　☎42－1737

　サル追っ払い隊は、鳥獣害対策の一環として、平成22年11月から週3回町内（稲原、切目川、真妻の一部）
を巡回、追い払いを実施し、農作物被害の軽減に努めてきました。
　平成24年度も5月から週3回（月、水、金）、サル追っ払い隊が巡回しています。
そこで、サルの出没情報を役場産業課までお寄せください。みなさまから頂いた出没情報を基にサル追っ払
い隊が巡回します。

　狩猟免許取得にかかる費用、猟銃及び保管ロッカー購入費用の一部を補助しています。補助金を申請する
ときに上記の講習会費用と受験手数料の領収書が必要になりますので、大切に保存しておいて下さい。

補 助 対 象 者　　新規にわな免許または猟銃免許を取得し、猟友会に所属、有害駆除に協力いただける方

補助対象経費　　・資格取得にかかる講習会費用及び受験手数料の全額
　　　　　　　　・猟銃及びロッカー購入費用の2.分の1（限度額があります）

　現在、平成24年度狩猟免許試験及び講習会の申込受付が行われています。野生鳥獣を捕獲するためには狩
猟免許が必要です。野生鳥獣による被害などでお困りの方は、ぜひ狩猟免許の取得を！！

●試験・講習会の申込方法
　申込期間　　平成24年7月12日～平成24年8月3日
　申込受付　　平日午前9時～午後5時30分
　申 込 先　　猟友会日高支部（日高振興局3階農業振興課内）
　申請書類等
　　１．狩猟免許申請書、狩猟者講習会受講申込書
　　２．診断書（病院での診断が必要）
　　３．写真.1枚
　　４．講習会費用　10,000円
　　　　（猟友会日高支部で現金での支払い）
　　５．受験手数料　5,200円（県証紙での支払い、県証紙は、日高振興局で購入可能）
　　　　※狩猟免許申請書、狩猟者講習会受講申込書、診断書の各様式については、日高振興局農業振興課

及び印南町産業課に備え付けています。

●講習会の日時・場所

●狩猟免許試験の日時・場所

開催日 開始時刻 会場名 所在地
8月25日（土） 正午 和歌山ビッグ愛 和歌山市手平二丁目1-2
8月25日（土） 正午 上富田文化会館 上富田町朝来758-1

講習日 開始時刻 会場名 所在地
8月18日（土）～19日（日） 午前9時 和歌山ビッグ愛 和歌山市手平二丁目1-2
8月21日（火）～22日（水） 午前9時30分 上富田文化会館 上富田町朝来758-1

サル追っ払い隊巡回中！　サルの出没情報をお寄せください！！

免許取得に要する費用の補助制度があります

平成24年度狩猟免許試験申込受付中です

鳥獣被害でお困りの方へ！！
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健康ひろば健康ひろば

お問い合わせ先
　保健センター

☎43－8060

　≪日時≫　◆7月2日（月）午後１時30分～午後３時
　≪内容≫　

「ベビーマッサージ
と骨盤ケア」につ
いて、助産師さん
と理学療法士さん
のアドバイスがあ
ります。体験して
みませんか？

場　所　保健センター

子どもの健診・健康相談
◆乳幼児健康相談：7月23日（月）
＊6か月児（平成23年12月生）・1歳児（平成23年5月生）・
　2歳児（平成22年4月生）
＊6か月児と2歳児にはブックスタート・1歳、2歳児にはむし歯予防のお話も
　あります。ぜひご参加ください。

◆１歳６カ月児健診：7月12日（木）
＊平成22年10月生～12月生　　歯科健診もあります。

場　所：保健センター

仲間と一緒に　いい汗流しませんか！？
心も身体もリフレッシュ！！
準備の都合上、新たに参加を希望される方は、保健センターへ
ご連絡ください。

場　所　 保健センター
◆7月13日（金）・27日（金）　午後7時30分～

健診当日の受付時間は午前７時15分から午前９時までです。
＊お申込みがまだの方、ぜひこの機会に健康チェックしてみませんか？
　お電話でもＯＫ！お申込みお待ちしています！

みんなで「つれもて健診」に行こう！！

結果説明会：日程は健診当日チラシをお渡しします。時間については1週間前に特定
健診を受診した方のみにハガキでお知らせします。

月　日 会 　 　 場

7月21日（土） 切目川防災センター（乳がん検診あり）

7月27日（金） 印南町公民館

７月
1 日

2 月 はつらつママ教室

3 火 健診結果説明会（印南）
川又倒れんジャー

4 水 倒れんジャー

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火 川又倒れんジャー

11 水 倒れんジャー

12 木 １歳６か月児健診

13 金 運動deリフレッシュ教室

14 土

15 日

16 月

17 火 川又倒れんジャー

18 水 倒れんジャー

19 木

20 金 健診結果説明会（切目）

21 土 つれもて健診（切目川）

22 日

23 月 乳幼児健康相談

24 火 川又倒れんジャー

25 水 倒れんジャー

26 木

27 金 つれもて健診（印南）
運動deリフレッシュ教室

28 土

29 日 おやこクッキング

30 月

31 火 川又倒れんジャー
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日　　時　７月２９日（日）午前１０時～（午後１時頃終了予定）
場　　所　印南町公民館
対　　象　４歳児から小学６年生までのお子さんと保護者の方　先着20組
費　　用　無料
持ってくるもの　エプロン（マスクはこちらで用意します。三角巾は保護者の方のみご用意ください）
申し込み　７月２０日（金）までに　保健センター（43-8060）へ

子どもの健やかな心とからだを育むには、よい食習慣を身につけることが大切です。子どもは規則正
しく食事をとる・家族と一緒に楽しい食卓を囲む・自分で料理を作ることなどから多くのことを学びま
す。食生活改善推進員さんと一緒に、料理を作る楽しさを親子で体験してみましょう !

その咳、結核かも ?

咳が出ている時はマスクをする「咳エチケット」が大切になってきます。

今は医療や生活水準により、薬を飲めば完治できる時代。
でも１日に66人の新しい患者が発生し、６人が命を落としている日本の重
大な感染症です。

結核の初期症状は、風邪とよく似ています。咳やタンが２週間以上続いたら、
早めに医療機関を受診しましょう。

結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。結核菌の混ざったしぶきが
咳やくしゃみと一緒に空気中に飛び散り、それを周りの人が直接吸い込むこ
とによってうつってしまいます。これを「空気感染」と言います。

免疫力の低下などで発症を引き起こすので、普段から健康的な生活を心がけ、
免疫力を高めておきましょう。
　①睡眠を十分にとる　　
　②適度に運動する　　
　③好き嫌いせずバランスのとれた食事をする

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）によ
り「65歳以上の方は、年１回結核検診を受けること」とされています。

「つれもて健診」会場で結核・肺
がん検診を無料で受けることが
できます。今からでも、お申込
みＯＫです。

咳が２週間続く からだがだるいタンが出る 急に体重が減る

おやこクッキングに参加しませんか !?

結核は現代の病気です

こんなときは病院へ!！

結核とは？

結核の予防は

そして、結核検診を
受けましょう!！
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いなみっ子広場

■お問い合わせ先　教育委員会教育課　☎ 42 － 1700

メール　kyoiku@town.wakayama-inami.lg.jp

日　程　7月20日（金）

受　付　午前9時30分

集　合　いなみっ子交流センター

持ち物　お茶、タオル

その他　絵の具を使いますので、活動がしやすい服装でお越し
　　　　ください。

　ブックスタートは、親子で絵本を開く楽しさや、絵本による
ふれあいを応援する活動です。保健センターで行う6か月児と
2歳児の健康相談時に実施しています。

《参加者の声》
●どんな本から読んだらいいのかわからなかったので、おすす
め絵本を紹介してもらってよかったです。

●ブックスタートがきっかけで、公民館の図書室をよく利用す
るようになりました。

　地頭力とは、問題を解決するため、物事を筋道立てて考える力のことです。「幼い頃から、絵本や本に
触れさせ、言葉の習慣だけでなく物語の主人公だったらどうするのかを尋ねるなどして、自分で考える習
慣をつけさせる」、「子どもからの質問や疑問に対してもすぐに答えを与えず、まずは自分で考えて調べさ
せる」、「興味を示したものには躊

ちゅうちょ

躇せずに挑戦させる」。このような子育てで、地頭力アップをめざしま
せんか？

　7月の活動は「ジャンボお絵かき」です。のびのび自由なお絵
かきが表現力を育みます。いろいろな色を使って楽しみましょう。

　5月8日（火）に生活体験で「おでかけ」を実施し
ました。「社会のルールを知る」「集団で活動する大切
さを知る」を目的に、100円ずつ持ってＡコープまで、
おやつを買いに行きました。

◆「地
じあたまりょく

頭力」アップ法　その①　～すぐに答えを与えず、自分で考える習慣を付けよう～

育児ワンポイント あなたの家庭はどんな子育て？　ためしてみませんか！

印南町学童クラブ

ひまわり教室（育児教室）

印南町ブックスタート

育児ワンポイント あなたの家庭はどんな子育て？　ためしてみませんか！
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7 月 1日からコミュニティバス（デマンドタクシー）の
運行が区域運行に変更になります。

７月１日から、基本ルート以外の場所でも予約に応じて寄り道運行が可能になります。
運行区域については、下記地図をご参照ください。

●利 用 方 法	 予約により乗車することができます。（前日までに予約が必要です）
●予　約　先	 印南交通株式会社　☎42－0105
　（運行事業者）
●運 行 車 両	 乗客9人乗りジャンボタクシー
●運　行　日	 【切目川ルート】	　月・水・金曜日
	 【稲原ルート】　	　火・木・土曜日
　	 ＊日曜日・祝日・年末年始（12／29～ 1／3）は運行しません。
●臨時運休日	 大雨・台風等により運休する場合があります。
●利用対象者　	 ・移動手段を持たない方が利用できます。
　	 ・介護が必要な方は介助者付きで利用できます。
	 ・児童生徒については、通学には利用できませんが、長期休暇期間の利用はできます。
　　	 　＊空席があればどなたでも利用できます。（運行事業者への確認が必要です）
●利 用 料 金　	 ・１乗車	 300円
　	 ・運転免許証返納者	 150円（証明書の提示が必要です）
　	 ・路線バス・JRとの乗り継ぎ	 100円
　	 ・高校生以下	 無　料

コミバス等運行経路
（デマンドタクシー方式）

路線バス
稲原ルート
切目川ルート

稲原区域 稲原・切目川
共通区域

切目川区域

上記の色をぬっている区域
の場所なら、基本ルート以
外の場所でも予約に応じて
寄り道運行します。
★ただし、乗車場所はご希
望に沿えない場合があり
ます。

樮川、古井、羽六、宮ノ前、古屋、島田、印南切 目 川 区 域

印南、山口、立石、印南原のうち滝ノ口、中越、柳畑、南畑、白河稲 原 区 域
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平成 24 年度の印南町義務教育 9ヵ年皆勤賞・精勤
賞表彰式が開かれ、早田夏凜さん（切目小・田辺中卒）
が精勤賞（小中学校 9年間の欠席・遅刻・早退が 3日
以内）で表彰されました。

島田の永尾昭二さんに 5月 28日交通指導員の 10年
以上勤続表彰がありました。また 6月 18日には和歌山
県交通指導員会連絡協議会長から優良指導員として表
彰されました。

5月 20 日（日）に印南中学校で体育祭が、5月 26
日（土）に印南小学校で運動会が開催されました。両
日とも天気に恵まれ、児童生徒たちは日ごろの練習の
成果を発揮しました。

台湾・国立彰化女子高級中学校の高校生 55名が教育
旅行の一環として来町、印南町内の民泊グループ「い
なみかえるの宿」17家庭に宿泊しました。

印南町消防団新人団員の基礎訓練が行われました。
今年は 18名が入団し、規律訓練、ポンプ操作、初級救
急講習などの基礎訓練を実施しました。

社会教育委員・公民館分館長・公民館分館主事や家
庭教育支援員など、49名の方々が委嘱されました。社
会教育委員・公民館分館長・公民館分館主事の任期は 2
年、それ以外については 1年となっています。

義務教育９ヵ年皆勤賞・精勤賞表彰式

交通指導員表彰

民泊「いなみかえるの宿」

体育祭と運動会

印南町消防団新人団員基礎訓練

社会教育関係者委嘱式

5月28日

5月28日
6月18日

5月28日
　〜29日

5月20日
　　26日

5月22日
　〜24日

5月17日
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町内の小中学校で交通安全教室が開催されました。
警察官や交通指導員から横断歩道の正しい歩き方や安
全な自動車の乗り方を学習しました。

町内各小学校の 3年生が役場を見学しました。社会
科学習の一環で「たんけん、発見、わたしのまち」として、
社会に対する見方、考え方を深めています。

期　間　7月1日（日）～8月31日（金）
時　間　午前10時～午後４時
休館日　なし
利用料　無料
その他　詳細は各戸配布のチラシをご覧ください。
　　　　※町外の方は、原則利用できません。

日　時　7月14日（土）　開演：午後7時
会　場　いなみこども園　園庭
出　演　日高高校合唱部・南部高校合唱部
　　　　いなみこども園５歳児
ゲスト　にしゆきさん.（樮川出身）
　　　　SHINOさん. （西ノ地出身）

主　催　印南町教育委員会・公民館
共　催　いなみこども園

平成 24年度の子どもセーフティガード委嘱式が開か
れ、54名の方々が委嘱されました。また、6月 1日の
「セーフティネットの日」には、各小学校でセーフティ
ガードのみなさんが紹介されました。

第１回印南町役場庁舎建設検討委員会が開催され、
17名の委員に委嘱状を渡しました。委員会では庁舎建
設の総合的なことを検討し町長へ提言を行います。

交通安全教育

役場見学

子どもセーフティガード委嘱式

印南町役場庁舎建設検討委員会

　　　　※町外の方は、原則利用できません。

5月・6月

6月7日
8日
12日

5月29日

5月31日

七夕コンサートのお知らせ町民プール「遊水館」がオープン！

お問い合わせ先
教育課　☎42－1700
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コミュニティバスの利用状況（5月分）

世　帯：3,261世帯（ ＋6）
人　口：...9,041人（ −7）
　男性：...4,282人（ −1）
　女性：...4,759人（ −6）
※（　　）内は5月1日との比較です。

※相談日・相談場所は変更になる場合があります。7月
12日、8月9日は消費生活に関する相談も同時開設し
ます。

開.設.日 会　　場 相談時間

7月12日（木）
印南町社会福祉

センター
10：30
～15：00

8月 9日（木）
印南町社会福祉

センター
10：30
～15：00

人の動き
平成24年6月1日現在

心配事相談所開設予定

お問い合わせ先
印南町社会福祉協議会　☎42－1433

アルルおばさんのすきなこと. 松本　聡美
かぜびゅんびゅん. 新井　洋行
せかいいちの名探偵. 杉山　亮
男子☆弁当部４. イノウエ　ミホコ
チャレンジミッケ！５. ウォルター・ウィック
はしる！新幹線「のぞみ」. 鎌田　歩
もっかい！. エミリー・グラヴェット
モモンガのはいたつやさん. ふくざわ　ゆみこ
れいぞうこのなつやすみ. 村上　しいこ
わがままくまさん. ねじめ　しょういち

家族ずっと. 森　浩美
がれきの中の天使たち. 椎名　篤子
紀州の和菓子. 鈴木　裕範
ぎん言. 綾野　まさる
コンカツ？. 石田　衣良
サファイア. 湊　かなえ
師弟. オール巨人
太陽は動かない. 吉田　修一
はじめてのお誕生会. 辰元　草子
花晒し. 北　重人

公民館図書室の本は、印南町ホームページ
から検索することができます。
http://www.town.wakayama-inami.lg.jp/

絵本・児童書 一　般　書

新 刊 新 着 のおしらせ！

稲原ルート 切目川ルート 合　計

15人 66人 81人

図書室通信　〜レッツ・リーディング〜

お問い合わせ先　和歌山大学　入試課　☎073－457－7116
　　　　　　　　URL：http://www.wakayama-u.ac.jp/

お問い合わせ先　日高有田地域産業保健センター　☎22－5334
　　　　　　　　日高医師会　　　　　　　　　　☎22－3144

一般健康相談開設日
平成24年.7月10日 平成24年12月11日
　　　　　8月21日 平成25年 .1月22日

10月.9日 2月12日
11月13日

長時間労働に関する相談開設日　　　
平成24年9月11日
平成25年3月12日

医師が『あなたの健康づくり』をサポート！！

日　　時：平成24年7月22日(日)
　　　. 　10：00～ 16：00（予定）
場　　所：和歌山大学.栄谷キャンパス
アクセス：南海本線「和歌山大学前駅」からバス4分、徒歩約20分
. 　4月1日の新駅開業により、通学がとても便利になりました
. 　※詳細が決まり次第、大学ホームページでお知らせします！

国立大学法人　和歌山大学
オープンキャンパスのお知らせ

医師が相談や質問に応じま
す。どうぞお越しください。
開設場所：日高医師会館
開設時間：全日程
　　　　　13時30分から
条　　件：従業員50人未満
　　　　　の企業に勤める方
相談は無料です。詳しく
はお問い合わせください。

長時間労働に関する相談開設日　　　
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お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

田辺海上保安部
☎0739－22－2000

和歌山地方法務局人権擁護課内
和歌山県人権擁護委員会連合会

☎073－422－5131

お問い合わせ先

お問い合わせ先

被害者支援無料相談の開催

印南町木造住宅耐震改修事業補助金

印南町家具転倒防止器具設置事業

　犯罪や交通事故などの被害者（大規模災害被災者
を含む）や親族等からの面接及び電話による相談を
弁護士、臨床心理士、犯罪被害相談員がお受けしま
す。（無料、秘密厳守）
日　　時　7月28日（土）10時から16時
場　　所　田辺市民総合センター2階
面接相談　※できるだけ事前のご予約をお願いします
電話相談　0739−81−2600（当日のみ）

対象者　昭和56年5月以前に建築された木造住宅
にお住まいの方

内　容　耐 震 診 断…専門家が無料で診断
　　　　耐震補強設計…診断の結果、耐震改修が必

要となった場合、耐震補強
設計費の2/3を補助（補助
限度額13万2千円）

　　　　耐 震 改 修…耐震改修の一部を補助（補
助限度額60万円+国から
の補助）

対 象 者　全世帯（平成22年～平成23年に申請済
の世帯を除く）

期　　間　平成24年4月1日～平成25年3月31日
補助内容　器具代（上限5,000円まで）

　ライフジャケット非着用時の死亡率は着用時の約
２倍！！海で遊ぶときはライフジャケットを着用し
以下のことを守って楽しみましょう。

　人権に関わる（差別・暴行・虐待・セクハラ・パ
ワハラ・いじめ・体罰・名誉毀損・プライバシー侵
害等）悩みはありませんか？法務局職員又は人権擁
護委員が相談に応じますので、ひとりで悩まず気軽
にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守され
ます。
受付時間　平日　午前８時30分～午後5時15分
相談窓口　☎0570−003−110
※最寄りの法務局・地方法務局につながります
※ＰＨＳ・一部のＩＰ電話からは、ご利用できない
場合があります。

公益社団法人紀の国被害者支援センター
☎・FAX 073－427－2100

総務課　　☎42－0120

総務課　　☎42－0120

総務課　　　　　　　　☎42－0120
自衛隊御坊地域事務所　☎23－0020

ライフジャケットはあなたの命を守ります！

全国共通人権相談ダイヤル

平成24年度自衛官募集案内

●行き先は必ず家族に伝言
●気象・海象の変化に注意
●携帯電話の携行　　　　　●無理は禁物
●定期的に連絡　　　　　　●早期に避難

海の「もしも」は
118番

募集種目 応募資格 受付期間 試験期日（場所） 採用時期

自衛官候補生
男子

18歳以上
27歳未満

9月28日迄 9月20、29日（和歌山市）
9月27日（田辺市）

平成25年
3月下旬
～4月上旬

女子
8月1日
～9月7日

9月25日（和歌山市）
一般曹候補生 1次　9月17日（和歌山・田辺・新宮）

航空学生 高卒（見込含）
～21歳未満 1次　9月22日（和歌山市）

注）応募資格は平成25年4月1日現在の年齢

●説明会実施のお知らせ
　日　時　平成24年7月23日（月）　10：00～ 15：00
　場　所　印南町公民館　１F　研修室
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総務課………42-0120
住民福祉課…42―1738
税務課………42―1731
生活環境課…42―1732
出納室………42―1733

建設課………42―1734
秘書政策室…42―1736
産業課………42―1737
議会事務局…42―1739
教育課………42―1700

公民館…………42―1702
切目社会教育センター
………………43―0773

保健センター…43―8060

お問い合わせ・お申し込み先

印南町千両施設整備緊急対策事業
（本年度最終年度）

　千両施設の補修を行い、印南町の花「千両」の産
地維持及び活性化を図る事業の、平成24年度参加
申込書を受付中です。
補 助 対 象 経 費　施設の補修に必要な資材
　　　　　　　　　※既存施設のみ
補助対象経費限度額　50万円(対象経費の1/2以内)
申 込 締 切 日　平成24年7月末日
詳しくはお問い合わせください。

　今夏、全国の電力会社で電力不足が懸念さ
れています。印南町がある関西電力管内でも
最大15％の節電が求められています。無理の
ない範囲での節電へのご協力をお願いします。

室温28℃を目安に設定してく
ださい。

“すだれ”や“よしず”などで、
日差しを和らげてください。

不要な照明を消してください。

冷蔵庫の設定を「強」から「中」
に。
開閉は少なく、つめこまない
でください。

画面の輝度を下げ、必要なと
き以外は.消してください。

主電源を切り、使わない機器
はコンセントからプラグを抜
いてください。

　『緑の募金運動』にご協力いただきありがとうご
ざいました。皆様にご協力いただいた募金は、総額
257,807円となりました。
　和歌山県緑化推進会を通じて、地域の環境保全、
緑化や森作り活動等に役立てられます。
　今後ともご支援
ご協力のほど、よろ
しくお願いします。

印南町緑化推進会

JAみなべいなみ真妻出張所 ☎ 45－0212
いなみ営農センター ☎ 42－0215
産業課 ☎ 42－1737

緑の募金運動

節電へのご協力のお願い

7 月 2 日（ 月 ） ～ 9 月 7 日
（金）の平日、9時～20時の間、
15%以上の節電にご協力をお願
いします。
特に需要の多い 13 時～ 16 時の重点
的な節電にご協力をお願いします。

関西電力節電お問い合わせ専用ダイヤル
☎0120－911－777

お問い合わせ先

夏の昼間（14時頃）の電気機器の
使用例（在宅世帯の例）

エアコン

冷蔵庫

照明

テレビ

待機電力そ の 他
待 機 電 力
温 水 便 座
パ ソ コ ン
照 明
テ レ ビ




