花園あじさい園

今月の主な内容
●町からのお知らせ
●令和２年度自治区長さん紹介
●人権作文
●くらしの情報INFO
●相談窓口
●図書館だより
●子育て・健康福祉のお知らせ
●おうち時間の紹介

２〜９
10
11
12〜13
14
15
16〜17
18
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月号

令和2年（2020年）第736号

町からのお知らせ
＝新型コロナウイルス感染症の最新情報を素早く取得＝

かつらぎ町防災メールに登録しよう！

かつらぎ町では︑災害情報をは
じめ新型コロナウイルス感染症に
関する情報などを︑速やかに町民
の皆様へ周知するため︑防災メー
ルによる情報発信を行っておりま
す︒防災メールの登録方法は次の
ページをご覧ください︒
また︑町ホームページにおいて
も︑感染拡大予防に関することや︑
公共施設の休館情報などを︑お知
らせしています︒

● 特別定額給付金の申請受付について

（内線2215・2217・2218）

受付日時

月曜〜金曜日 ※祝日除く

午前8時30分〜午後5時15分

・町や総務省などが現金自動預払機（Ａ

ＴＭ）の操作をお願いすることは、絶

対にありません。

・町や総務省などが『特別定額給付金』

10

給付額 対象者１人につき 万円
申請方法 感染拡大防止の観点か
ら﹃郵送申請﹄と﹃オンライン申
請 ﹄ の ２つ の 方 法 で 受 け 付 け て い
ます︒やむを得ない場合︵銀行口
座 を お 持 ち で な い 場 合 等︶︑ 窓 口
での申請を受け付けますので︑事
前にお電話にてご予約ください︒
受付期限 令和２年８月 日まで
問い合わせ 新型コロナウイルス
感染症総合窓口︵内線２２１５︶

給付金を装った詐欺に
ご注意ください

めることは、絶対にありません。

18

の給付のために、手数料や振込みを求

現在︑申請書を全世帯の世帯主
様に送付させていただいておりま
す︒受給を希望されており︑手続
きがお済みでない方は︑お早めに
申請書の提出をお願いします︒

総合窓口

対象者 基準日︵令和２年４月２
７ 日︶において︑住民基本台帳に
記載されている方
受給権者 給付対象者の属する世
帯の世帯主

新型コロナウイルス感染症

2
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町からのお知らせ

防災メールの登録方法
STEP１ 空メールの送信
※「空メール」とは件名や本文が何も
記載していないメールです。
※iPhoneの場合は、仮で件名や本文の
入力が必要です。

下記アドレスに「空メール」を送信してください。

t-katsuragi@sg-m.jp

STEP２ 仮登録完了通知メールの確認

※メールが届かない場合は、ページ下
部の【受信許可設定】を確認・変更し
てください。

すぐに「仮登録完了のお知らせ」メールが届きます。

STEP３ 新規登録
①メール中のURLをクリック

②利用規約を確認し、「メール
配信に同意する」をクリック

仮登録完了のお知らせ

③地区を選択し「確認画面に
進む」をクリック

利用者登録

ご利用ありがとうございます。
仮登録が完了致しました。
下記のURLにアクセスして、詳細情報を
ご登録下さい。
本登録はコチラからお願いします。
https://service.sugumail.com/xxxx
xxxx/m/u/i/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

地区選択

◌メール配信サービスの申込みを行いま
す。利用規約に同意の上、下記メール配
信に同意するリンクをクリックしてくだ
さい。
利用規約を確認する
メール配信に同意する

地区を選択してください。
※は入力必須項目になります。
■地区※
□ 高田（たかだ）
□ 笠田西部（かせだせいぶ）
□
□

上花園（かみはなぞの）
下花園（しもはなぞの）

メール配信に同意しない
確認画面に進む
利用者情報確認

④利用者情報確認画面で、
地区選択に間違いがなけ
れば「入力内容を確認す
る」をクリック

入力内容を確認して、「入力内容を登録
する」を押してください。
■地区
●●（●●）
●●●（●●●●）
■修正する
■メールアドレス
〇〇〇〇〇＠〇〇.〇〇.〇〇

⑤利用者登録完了のメッ
セージ確認後、画面を
閉じ「本登録完了のお
知らせ」メールが届い
たら登録完了です。

入力内容を登録する

受信許可設定 ※STEP2のメールが届かない場合はこちらの設定が必要です
携帯キャリア(docomo、au、softbank)の「迷惑
メールフィルター」の設定を変更してメールを受
信できるようにします。
１．送信元のドメインを登録し受信可能にします

ドメイン ： @sg-m.jp
２．URL付きメールの受信を許可する設定にして
ください

問い合わせ

3
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※a）迷惑メールフィルターは有効にしたまま、受信
許可設定を追加してください。
※b）詳細な設定方法は、携帯各社HPの迷惑メール
対策のページをご参照ください。
※c）それでも不明な場合は、携帯ショップへお問い
合わせください。
※d）当システムから配信するときのアドレス（送信
元アドレス）は、「katsuragi@sg-m.jp」です。

危機管理課（内線２０２２・２０２３）

町からのお知らせ

注意点

・頻繁に手洗いをするとともに︑
咳エチケットなど基本的な感染
対策の徹底をお願いします︒
・避難する際︑ご自身に必要なも
の︵マスク・ティッシュ・ス
リッパ・体温計︑食料や飲料水︑
防寒対策の出来る物など︶はご
自身でご用意いただき︑時間に
余裕をもって避難してください︒
・避難所内は十分な換気に努める
とともに︑十分なスペースを確
保できるよう留意しますが︑避
難者の方々にも換気のご協力を
お願いします︒
・発熱・咳などの症状が出ている
場合は︑避難所に避難を開始す
る 前 に ﹁ 災 害 対 策 本 部 ☎ ０７ ３
６︱ ︱０３００﹂まで必ずご
連絡ください︒

問い合わせ 危機管理課︵内線 ２
０２２・２０２３︶
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● 避難所における新型コロナウイルス感染症
への対応について

頃から確認をお願いします。また、自宅が危険な
場合は、避難先は町が指定する避難所だけではあ
りません。安全な親戚・知人宅に避難することも
考えておきましょう。遠くの親戚や知人の家に避
難する場合は、避難途中に災害に遭わないよう警
戒レベル３を待たずに早めの避難をしましょう。
なお、新型コロナウイルス感染症がまん延する状
況においての避難所開設情報などは「かつらぎ町
防災メール」にてお知らせします。

新型コロナウイルス感染症がま
ん延する状況において︑災害が予
想される又は災害が発生するなど
避難所を開設する場合︑密集した
環境下により感染症の感染が拡大
するリスクが高まる恐れがありま
す︒
避難所に避難される場合は︑次
の注意点などを守っていただきま
すようお願いします︒

避 難とは…「難」を「避」けることでありま
す。身のまわりの災害リスクについて常日

新型コロナウイルス感染症影響による

町税などの納付猶予について
第62回水道週間
６／１（月）〜７（日）
本年の水道週間スローガンは
「飲み水を 未来につなごう
ぼくたちで」です。
水道週間は、厚生労働省、都
道府県をはじめ、各市町村の水
道事業体等によって実施される
様々な広報活動等の運動を通し
て、水道について国民の理解と
関心を高め、公衆衛生の向上と
生活環境の改善を図るとともに、
水道事業の更なる発展に資する
ことを目的として実施されてい
ます。
問い合わせ
上下水道課（☎22−6566）

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税等の納
付が困難な方には、支払い猶予制度が適用される場合が
あります。来庁による申請が困難な場合は、郵送申請な
どの方法もありますので、詳細は各担当課までお問い合
わせください。
内 容

担当課

問い合わせ

町税など

税務課
徴収係

内線2041
2044

介護保険料

健康推進課
介護保険係

内線2051
2052

後期高齢者医療
保険料

健康推進課
保険年金係

内線2058
2055

国民年金

健康推進課
保険年金係

内線2056

町営住宅使用料
など

建設課
住宅係

内線2085

水道
下水道使用料

上下水道課

☎22−6566
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町からのお知らせ

納税通知書・納付書を６月13日（土）に発送します!
個人町民税・県民税、固定資産税・都市計画税の納税通知書・納付書を
６月13日（土）に発送しますので、下記納期限までに納付してください。
【納期限】
第１期
６月３０日（火）
第２期
７月３１日（金）
第３期
８月３１日（月）
第４期
９月３０日（水）
第５期 １１月 ２日（月）
第６期 １１月３０日（月）
第７期 １２月２５日（金）

【納付場所】
かつらぎ町役場／きのくに信用金庫
紀北川上農業協同組合
近畿労働金庫／㈱紀陽銀行
㈱ゆうちょ銀行（近畿2府4県に限る）
㈱南都銀行／㈱関西みらい銀行
納付書に記載のあるコンビニエンスストア・ス
マートフォンアプリ

●口座振替よにる納税
税務課または指定金融機関等に備えている「町
税等口座振替申込書」に必要事項をご記入のうえ、
預貯金口座届印を押印して指定金融機関にお申し
込みください。

申告期限延長による町民税・県民税への影響
所得税の確定申告や、町民税・県民税の申告
について、３月16日（月）までを期限としてい
ましたが、新型コロナウイルス感染症拡大予防
の観点から申告期限が延長されました。そのた
め、３月17日（火）以降に提出された申告書の
内容を、今回発送する納税通知書に反映できな
い場合があります。
この場合は、のちに更正納税通知書をお送り
しますので、ご理解賜りますようお願いします。
固定資産税課税物件明細書
固定資産税納税通知書に課税物件明細書を同
封していますので、所有されている土地・家屋
などをご確認ください。
また、農業や営業などの事業用の土地・家屋
について、確定申告における租税公課の計算に
利用できますので大切に保管してください。

問い合わせ

５
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●スマートフォンアプリによる納税
納付書裏面に記載のあるスマートフォンアプリ
を登録し、納付書のバーコードを読み取ることで、
銀行口座や電子マネーを利用して納付できます。
詳しくは、税務課徴収係へお尋ねください。

個人町民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度
この制度は、納税義務者（年金受給者）が支
払うべき、年金所得に係る個人町民税・県民税
を日本年金機構などの「年金保険者」が町に直
接納めるように納税方法を変更するものであり、
新たな税負担が生じるものではありません。
（年金以外の所得に係る町民税・県民税がある
場合は、別途納めていただきます）
対象者 ４月１日現在65歳以上の公的年金の
受給者で、年金所得に係る個人町民税・県民税
の納税義務のある方。※ただし、次のような場
合は対象となりません。「介護保険料が特別徴
収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収
税額が老齢基礎年金等の額を超える方」
※今年度から新たにこの制度の対象となっ
た方は、10月支給分の年金から特別徴収
を開始しますので、６月〜９月は普通徴収
となり納付書により納めていただきます。

町民税・県民税 住民税係（内線2042）
固定資産税・都市計画税 固定資産税係（内線2043）
納税、証明書発行など 徴収係（内線2041）

町からのお知らせ

分別しましょう！
一部のごみ袋の中には、分別されずに
入れられているものがあります。

ڮ

●ごみ出しのルールを
守りましょう！



ごみ出しのルールを︑きちんと
守れていない方がいます︒例えば︑
燃えるごみ専用袋にスプレー缶や
ビン・乾電池が入っていたことも
あります︒
ルールを守ったごみ出しで︑住
みよくきれいな環境を守っていき
ましょう！

問い合わせ 住民福祉課生活環境
係︵内線２２３０・２２３１︶

ごみ出し
３つのルール！

収集日を守りましょう！
一部のごみ集積場所では、収集日より
何日も前からごみが置かれ、乱雑な状
態になっている場合があります。

گ
朝８時までに出しましょう！
収集業者は、ごみの量や収集ルートの
都合で、いつも同じ時間に通るとは限
りません。

よくある質問・注意点
布団を捨てるとき
可燃粗大ごみとなります。橋本周辺広域ごみ処理場
（橋本市高野口町大野1827-28 ☎0736-42-5300）
に直接持ち込み処分していただくか、役場に予約収集
を依頼してください。（別途料金が必要です。３か月
に１度で地区割り有り。）

注射針を捨てるとき
集積場所について
収集日より何日も前からごみが置かれ、乱雑
な状態になっている場所もあります。
ごみを何日も放置すると…
○悪臭がする。
○カラスや猫などに荒らされる
○景観を損ねる。
○近隣同士の関係悪化に繋がる。
など、リサイクル以前の問題が出てきます。

医療廃棄物は家庭で使用されたものであ
っても収集はできません。処分について
は、処方を受けた医療機関や薬局に引き
取りを依頼してください。
ごみ袋の使用
ごみ袋を誤った使い方で出したものは収
集されません。正しい使い方を心がけま
しょう。

誤ったごみ出しの一例です

ペットボトルや缶が混入したごみ

何日も前から出されているごみ

指定のごみ袋を使用していないごみ

広報かつらぎ 令和2年（2020年）6月号
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町からのお知らせ
● 浄化槽設置整備事業補助金について
行政相談所開設
令和２年度の住宅への浄化槽設置整備にかかる補助金申請を
行政相談委員制度は、国の行政

受け付けています。

機関などの仕事に対するみなさん
からの苦情や意見・要望を受けて、

対象者

公正・中立の立場から解決や実現

対象地域

町内全域（公共下水道に接続可能な住宅を除く）

の促進を図る制度です。

申請期限

１１月３０日（月）まで

本町では、行政相談委員による

住宅に合併処理浄化槽の設置を予定している方

※浄化槽設置工事を令和３年２月末日までに完了すること

行政相談所を開設します。相談は
無料で、秘密は固く守られます。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため中止となる場合があります。
相談所開設日
６月１８日（木）
天野地域交流センター
８月２０日（木）

補助金額
人槽区分

補助金額

加算額（※）

５人槽

３３２，
０００円

１６６，
０００円

７人槽

４１４，
０００円

２０７，
０００円

１０人槽

５４８，
０００円

２７４，
０００円

※加算額は都市計画区域のみ（花園、天野、志賀、新城、四邑
地区を除く地域）※人槽区分は算定人員に基づきます。

四郷地域交流センター
１０月１５日（木）
笠田公民館佐野分館
１２月１７日（木）

浄化槽は微生物の力を利用して生活排水の汚れを分解し、き
れいな水にしてから排出するものです。公共下水道が未整備の

丁ノ町地域交流センター

地域においては、トイレを水洗化できるだけでなく、水質汚濁

令和３年２月１８日（木）

を防ぐ重要な設備です。また、浄化槽法第10条において、浄

三谷公民館
受付時間（先着順）
午後１時３０分〜３時３０分
相談時間

午後４時まで

＼マイナンバーカードの申請＆受取／

休日窓口の開設
平日、役場開庁時間内でのマ
イナンバーカードの申請・受取
が難しい方はお越しください。

６月２８日（日）
午前９時〜午後４時
※新型コロナウイルス感染防
止のため完全予約制。事前に
住民係まで予約ください。

問い合わせ
住民福祉課住民係（内線2061）
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浄化槽について
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化槽管理者は年１回、浄化槽の保守点検及び清掃が義務付けら
れており、次の３つの事項を徹底してください。
項

目

内

容

① 保守点検
浄化槽の調整・修理や消毒薬の補充等
（４か月に１回以上） を保守点検業者に依頼して行います。
② 清掃
（年１回以上）

浄化槽内に溜まった汚泥の引き抜きや
洗浄を汲取業者に依頼して行います。

③ 法定検査
（年１回以上）

保守点検や清掃等の維持管理が適正に
され、機能に問題がないかを県水質保
全センターが実施します。

浄化槽の各種届出
・使用開始報告書…使用を開始・再開時
・休止届…３か月以上使用しない時
・使用廃止届出書…取り壊すまたは公共下水道に接続する時
・管理者変更報告書…管理者を変更した時
問い合わせ

住民福祉課生活環境係（内線2230）

町からのお知らせ

＼後期高齢者医療保険の被保険者の方を対象に／

１日人間ドックを実施します！
後期高齢者医療保険の被保険者を対象に生活習慣病予防の一環として１日人間ドックを実
施します。ぜひ、この機会に受診し、健康管理にお役立てください。
なお、県内医療機関、かつらぎ町集団健診による特定健診を受診予定の方、受診された方
は１日人間ドックの受診は出来ませんので、ご了承ください。（新型コロナウイルス感染防
止のため、例年６月〜８月に実施しているかつらぎ町集団健診は中止します。）
かつらぎ町後期高齢者医療保険 ｢75歳以上（一定障害がある方で65歳以上75歳未満）の方｣
実 施 期 間

令和２年９月１日（火）〜令和３年１月２９日（金）まで

受 付 期 間

６月１日（月）〜３０日（火）
午前８時３０分〜午後５時（土・日は除く）

対

者

下記ア、イ、ウ、エのすべてに該当される方
ア．かつらぎ町に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療に加入し
ている被保険者
イ．後期高齢者医療保険料を滞納していない方
ウ．県内医療機関、かつらぎ町集団健診による特定健診を受診し
ていない方
エ．個人情報保護法に基づく検査結果などの個人情報を、町が医
療機関から提供を受けることに同意をいただける方

検 査 項 目

診察・血圧・眼・耳・尿・大腸ガン・血液検査・胸部・心臓・胃部
・腹部 ※乳ガン・子宮ガン検診は含まれていません。ご希望の方
は一般検診をご利用ください。

検 査 費 用

自己負担金

実施医療機関

紀和病院・橋本市民病院・名手病院

申 込 方 法

後期高齢者医療被保険者証、和歌山県後期高齢者医療広域連合から
送付された特定健診受診券、問診票（特定健診受診券、問診票をお
持ちで無い時は申込出来ません）及び印鑑を持参のうえ、健康推進
課保険年金係（４番窓口）で手続きを行ってください。

象

５，
０００円

※新型コロナウイルス感染症の影響により、実施期間の変更や中止となる場合もありますの
で、ご了承下さい。
問い合わせ

健康推進課保険年金係（内線2058）
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町からのお知らせ

画社会基本法が公布・施行された

ことを踏まえ、国では毎年この1週

間を「男女共同参画週間」として、

様々な取り組みを行っています。

問い合わせ 住民福祉課福祉係
︵内線２０６４︶

︽補聴器をお使いの方へ︾

いい時間の使い方なんだ。」「ワ

クワク・ライフ・バランス」が

キャッチフレーズです。「男女共

同参画社会」を実現するため、こ

の機会に男女共同のあり方につい

て考えてみませんか？

課（内線3016）

30

末

平成11年６月23日に男女共同参

住民福祉課福祉係︵２番窓口︶
ではヒアリングループを設置
しています︒

教育委員会生涯学習
問い合わせ

問い合わせ 総務課管理係
︵内線２０２３４︶

かつらぎ町固定資産評価審査
委員会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件

かつらぎ町農業委員会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件

かつらぎ町監査委員
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件

かつらぎ町公平委員会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件

● 情報公開条例・個人情報保護条例
かつらぎ町長
公文書開示請求件数 ７件
︵内訳︶全部開示
２件
部分開示
２件
非開示
２件
却下
１件
個人情報開示請求件数５件
︵内訳︶部分開示
２件
非開示
３件
かつらぎ町議会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件
かつらぎ町教育委員会
公文書開示請求件数 ４件
︵内訳︶全部開示
１件
部分開示
１件
非開示
２件
個人情報開示請求件数２件
︵内訳︶部分開示
２件
かつらぎ町選挙管理委員会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件
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児童手当 〜現況届をお忘れなく〜

６／２３
（火）
〜２９
（月）

６月以降も継続して児童手当を
受けるには︑﹁現況届﹂を提出す
る必要があります︒
この届の提出がないと︑６月分
以降の手当が受けられなくなりま
すのでご注意ください︒
提出期限 ６月 日︵火︶まで
町から児童手当を受給中の方
現 況 届 を５ 月 日 に 発 送 し ま す
ので︑提出期限内に必ずご提出く
ださい︒
勤務先や別の市町村から児童手当
を受給している方
勤務先などに現況届を提出して
ください︒

男女共同参画週間

今年度は「そっか。いい人生は、

自治区名

氏

名

自治区名

氏

名

高 田

小西 誓也

中飯降

笠勝 清人

笠田西部

山本 泰弘

短 野

大浦 俊一

笠田中

山根木弘修

東渋田

南

笠田東一

田村

哲男

西渋田

西中

啓

笠田東二

藤岡 稔忠

中央部

土谷

正

真 和

松山 憲央

三 谷

北辻 勝彦

佐 野

久保 正永

四 邑

中川 靖之

四郷第一

西浦 康祐

志 賀

辰巳 佳行

四郷第二

南

雅隆

天 野

土屋垣内仁巳

大 谷

清水 良一

新 城

中前 光雄

丁ノ町

谷本 惠則

上花園

西浦 秀男

新 田

森岡 壯太

下花園

亀井 嘉一

妙 寺

櫻井 邦男

裕規

退任された自治区長さん。ありがとうございました。
自治区名

氏

名

自治区名

氏

名

高 田

森本 誠吾

四郷第二

尾西 利文

笠田西部

和田 道隆

新 田

岡浦 啓之

笠田東第一

清田 典彦

東渋田

草田 宗和

四郷第一

岡本 光央

四 邑

西浦 正忠

令和２年度

自治区長さん紹介
各自治区の運営をはじめ、
自治区と町との連絡調整な
ど、さまざまなことでお世
話になります。＜敬称略＞

、
きから
御用聞
区民の 関わることま
し
幹に
町の根 いろなことを
ろ
い
で、
に
す。
ていま 町になるよう
な
敵
素
！
います
願って

自治区長会長
中前さん

寄贈式の様子（左から）村山様、中阪町長

寄贈式の様子（左から）池田教育長、大家社長、中阪町長

橋本ロータリークラブ様より
ご寄付いただきました

日の丸観光バス株式会社様より
マスク10,000枚の寄贈

４月22日に、橋本ロータリークラブ様よ
り、かつらぎ町にご寄付がありました。
お越し頂いた村山様は、「こんな時だか
らこそ力になりたい、コロナ対策の予防や、
町の活性化等にお役立てください」とのこ
とでした。
心よりお礼申し上げます。

４月15日に、町内事業者「日の丸観光バ
ス株式会社」様より、かつらぎ町にマスク
10,000枚のご寄贈がありました。大家社長
は、こんな時期だからこそ、なにかできる
ことはないかと考え、かつらぎ町へマスク
と笑顔をお届けにまいりましたと笑顔いっ
ぱいでした。心よりお礼申し上げます。
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いうキーホルダーをつけていると︑
今 ま で ２回 声 を か け て く れ た 事 を
教えてくれました︒お腹が小さい
時は断ってしまったけれど︑今︑
少しずつ大きくなってきていて︑
仕事中も立っていると︑こしが痛
くつらくなってきているので初め
てゆずってもらったと︑すごく助
かった様子を話してくれました︒
優先席を必要とされる人を目に
見て感じられる人ばかりだとは限
らない︒体調の悪い人などは︑見
た目で判断しづらいと思うと︑や
っぱり優先座席に座る事はさけ︑
空けといた方がいいのではないか
と感じました︒優先席に限らず︑
どのような席でも︑場所でも︑勇
気を持って一声かけてゆく必要が
あることを思いました︒
毎日の生活の中では︑見えなか
ったことが夏休みの体験を通して
私たちができる事の一つを見つけ
ることができました︒
これから︑こまっている人たち
の力になれるように︑一人の時も
勇気を持って声かけできるように
なっていきたいです︒

যਥཕ૧৩भ

人権作文
﹁ 勇気の一声 ﹂
枇由

私たちは︑きんちょうしながら︑
周りをキョロキョロと見わたして︑
ドアの付近で立たれている年ぱい
のおばあちゃんに目がとまりまし
た︒﹁どうする？変わった方がい
いよね︒﹂と︑友だちと相談しな
がら︑勇気を出してその人の所へ
と声をかけに行きました︒
おばあちゃんは︑﹁ありがとう︒
ひざが痛くて︑立ったり座ったり
するのがしんどくてドアの所で立
っている方が楽でいいからここで
大丈夫よ︒ありがとう︒﹂と︑や
さしく返してくれました︒ドキド
キしながら︑元の場所へもどって
座りました︒
私たちの前に︑年配のおばあち
ゃんが来られたので︑友だちと目
を合わせながら︑﹁ここに座って
下さい︒﹂と席をゆずることがで
きました︒座ってもらえて良かっ
たとうれしい気持ちになりました︒
私のお兄ちゃんのおくさんは︑
今︑お腹が大きいです︒それでも︑
毎日︑仕事で大阪まで電車でかよ
っています︒妊婦さんがつける
﹁お腹に赤ちゃんがいます︒﹂と
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ڲাڭ

人権とは、人が人間らしく生きていく権利で、全ての人が生ま
れながらにして持っている権利です。人権は日本国憲法で、全て
の国民に保障されています。
互いに相手を思いやり、自分の人権も相手の人権も大切に守り
ながら、共に暮らせる社会を築いていくことが、人権擁護委員の
願いです。

妙寺小学校６年
池田

先日︑友だちとお母さんたちと
電車に乗る機会がありました︒
終点まで乗るから︑﹁座りたい﹂
と急いで座った席は︑優先席だっ
た事に少しして気が付きました︒
﹁ここって︑私たちが座っては
いけない席だったんじゃ？﹂と︑
友だちと話しながら︑どうしよう
と︑お母さんたちに相談すると
﹁周りに人が来られたら︑ゆずら
せてもらおうか﹂と言いました︒
その優先席の説明を見てみると︑
お年寄りの方︑体の不自由な方︑
妊婦の方︑乳幼児をお連れの方等
に︑おゆずり下さい︒この席を必
要とされているお客様がいます︒
と書いてありました︒

６月１日は、人権擁護委員の日です。

お知らせ
笠田まつり中止

集

までの間に申告・納付をお願いし
ます︒
なお︑新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため︑申告書
の提出にあたっては︑電子申請や
郵送の積極的なご活用をお願いし
ます︒
※詳細は︑和歌山労働局ホームペ
ージまたはお電話でお問い合わせ
ください︒
問い合わせ 和歌山労働局総務部
労働保険徴収室︵☎０７３︱４８
８︱１１０２︶

募

交際費の公表

い方
身分 会計年度任用職員
募 集 期 間 ６ 月 １ 日︵月︶〜 日
︵金︶︵土︑日を除く︶
選考方法 書類選考・面接
申込方法 市販の履歴書に記入の
上︑ご持参ください︒
申し込み・問い合わせ 総務課総
務係︵内線２３００︶

弔 意
見舞い
お祝い
賛 助
会 費
その他
計

７月に予定しておりました︑
﹁第 回笠田まつり﹂は新型コロ
ナウイルス感染防止のため中止し
ます︒ご理解とご協力お願いしま
す︒
問い合わせ 笠田まつり事務局
︵☎ ︱１００４︶

を支えてくれる大変便利なもので
す︒
もっとも身近なものに︑ガソリ
ン︑灯油︑軽油などがあげられま
す︒
これらの危険物は管理や取り扱
いを誤ると火災・漏洩事故など重
大な事故につながり︑特にガソリ
ンの引火点は私たちが生活してい
る温度より低く︑非常に引火しや
すいものです︒
取り扱いについては︑数量・容
器など法律により定められており︑
十分注意が必要です︒
家族や地域の生命・財産を守る
ため︑危険物は正しく取り扱いま
しょう︒
問い合わせ 伊都消防組合消防本
部︵☎ ︱０１１９︶

国勢調査事務補助員募集

議会および議長
金 額
件数
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
０件
０円

３・４月分

町および町長
金 額
件数
―
―
―
―
１件
10,000円
―
―
―
―
―
―
１件
10,000円

19

令和２年度労働保険年度
更新について

11

福祉かつらぎ６月号休刊
毎月発行の﹁福祉かつらぎ﹂
︵６月号︶は休刊とさせていただ
きます︒
問い合わせ 社会福祉協議会︵☎
︱４３１１︶

危険物安全週間

募集人員 １名
業 務 内 容 令 和 ２年 国 勢 調 査 事 務
補助︵書類整理︑データ入力︑電
話応対など︶
任用期間 ８月１日︵土︶〜 月
日︵月︶
業 務 時 間 午 前 ８ 時 分 〜 午 後５
時︵平日︶
応募資格 ワード・エクセルが使
用できること︑地方公務員法第
条に規定する欠格事項に該当しな
30

22

﹁労働保険﹂とは︑労災保険と
雇用保険を総称したもので︑年度
当初に労働保険料を概算で申告・
納付し︑翌年度当初に確定精算す
ることとなっています︒この手続
きを﹁年度更新﹂といいます︒
事業場あてに年度更新用の申告
書が郵送されますので︑申告書を
作成の上︑６月１日から７月 日

10

19

22

令 和 ２年 度 危 険 物 安 全 週 間 推 進
標語は﹃訓練で 確かな信頼 積
み重ね﹄
危険物は︑現在の私たちの生活

30
16

22

INFO
くらしの情報

12
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インターネット︵原

則︶６月 日︵月︶〜７月１日︵水︶
試験日 ９月６日︵日︶
試験地 和歌山市︑大阪市ほか
※詳細は︑人事院ホームページ
﹁国家公務員試験採用情報ＮＡＶ
Ｉ﹂をご覧ください︒
問い合わせ 人事院近畿事務局試
験第二係︵☎ ︱４７９６︱２１
９１︶

募集学科
・定員

園芸学科 ３０名
アグリビジネス学科

１０名

受験資格

推薦：県内に住所を有し、令和３年３月まで
に高卒見込みの方
一般（前期・後期）：県内に住所を有し、高
卒または令和３年３月までに高卒見込みの方

一次、二次、追加：高卒または令和３年
３月までに高卒見込みの方

出願期間
※必着

推薦：９月１５日
（火）
〜２４日
（木）
一般
（前期）
：１１月１９日
（木）
〜２６日
（木）
一般
（後期）
：令和３年２月１０日（水）〜２月１８日（木）

一次：６月９日
（火）
〜２３日
（火）
二次：８月１８日
（火）
〜９月１日
（火）
追加：１１月１７日
（火）
〜１２月１日
（火）

受付時間

午前９時〜午後５時４５分

午前９時〜午後５時４５分

試験日

推薦：１０月６日
（火）
一般
（前期）
：１２月８日
（火）
一般
（後期）
：令和３年３月３日
（水）

一次：７月４日
（土）
二次：９月１２日
（土）
追加：１２月１２日
（土）

その他

一般入試（前期）までに定員を満たした場合、 二次募集、追加募集は、各募集までに定
一般入試（後期）は実施しません。
員を満たした場合、実施しません。
林業経営コース
１０名

談

10

林業研修部１年制
農学部（専修学校）２年制

相

49

06

若者サポートステーション
就職相談

15

問い合わせ 農学部（☎22-2203）
林業研修部（☎0739-47-4141）

学生・研修生募集
和歌山県農林大学校

22

﹁働きたい！﹂を応援します︒
就職に向けての不安や困りごとを
ご相談ください︒
対象
歳から 歳までの方とそ
のご家族
内容 個別相談︑職場体験︑スキ
ルアップ講座などを通じて就労に
向けた支援をします︒
日時 月〜金曜日の午前 時〜午
後５時︵祝日除く︶
※電話での事前予約が必要です︒
費用 無料
予約・問い合わせ 若者サポート
ス テ ー シ ョ ン き の か わ ︵ ☎ ０７ ３
６︱ ︱２９００︶
33

一般事務補助員募集

12

役場の健康推進課では︑一般事
務補助員を募集します︒
募集人員 １名
業務内容 保健衛生事務に伴う補
助事務︵パソコン入力作業・各種
申請受付など︶
任用期間 ７月１日︵水︶〜令和３
年３月 日︵水︶
業 務 時 間 午 前 ８ 時 分 〜 午 後５
時︵平日︶
応募資格 普通自動車運転免許を
有する方︒ワード・エクセルなど
基本的なパソコン操作が可能な方︒
地方公務員法第 条に規定する欠
格事項に該当しない方︒
身分 会計年度任用職員
募集期間 ５月１日︵金︶〜６月
日︵金︶午後５時必着
選考方法 書類選考・面接
申込方法 履歴書︵職務経歴を含
む︶を持参または郵送︒
申し込み・問い合わせ 健康推進
課衛生係︵内線６０３１︶
16

２０２０年度国家公務員採
用一般職試験
︵高卒者試験︶

31

受付期間
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くらしの情報

INFO

相 談 窓 口
相談名

相談日

時間

場所

問い合わせ

ひきこもり青年の
ための
「居場所」

６/ １㈪、３㈬、８㈪
大谷地域
10㈬、
15㈪、
17㈬
13:30〜15:30
交流センター
22㈪、
24㈬
１階和室
７/ ６㈪、８㈬

ひきこもり青年の
ための
「親の会」

６/３㈬ 、７/１㈬

19:00〜21:00 同上

同上

無料法律相談

６/８㈪ 、22㈪

13:30〜15:30
地域福祉センター
（先着順）

社会福祉協議会
☎22-4311

ふくし何でも相談

月〜金曜
（祝日除く）
※電話相談や、訪問 8:30〜17:15
相談も行っています

日常生活上の困りごと
など幅広い相談に

理学療法士相談

ＮＰＯ法人よりみち
☎090-7093-9595
※開所時間内のみ

同上

同上

保健福祉センター
１階機能訓練室

健康推進課衛生係
内線6031

自宅での自主リハビリ
や健康体操の方法など
でお悩みの方

６/５㈮、６/19㈮

13:00〜17:00

消費生活相談

①６/ ２㈫
②６/ ９㈫
③６/16㈫
④６/23㈫

①かつらぎ町役場
産業観光課商工観
13:00〜16:00 ②高野町役場住民ホール 光係
③橋本市役所消費生活センター
内線2212
④九度山町ふるさとセンター

①６/ ９㈫
②６/16㈫
③６/ ３㈬、24㈬

①笠田公民館佐野分館 伊都振興局企画産
業課
14:00〜15:30 ②笠田東児童館
③かつらぎ総合文化会館 ☎0736-33-4909

悪質な訪問販売や契
約・取引に関するトラ
ブルなどでお悩みの方

就職相談
無料職業紹介所
町内事業者・住民の方
に対して、求人求職の
情報提供・あっせん

月〜金曜
（祝日除く） 8:30〜17:00

児童虐待相談ダイヤル
「虐待を受けていると思われる子どもを発見した｣｢子育て
が辛くてつい子どもにあたってしまう｣など、１人で抱え
ないでお気軽にご相談ください。※秘密は厳守されます。
かつらぎ町児童虐待相談ダイヤル（☎22−8877）
【その他の通告先】
伊都振興局健康福祉部（☎0736−42−3210）
和歌山県子ども・女性・障害者相談センター（189番）
※緊急を要する場合は警察（110番）まで

役場産業観光課

かつらぎ町
無料職業紹介所
（産業観光課内）
内線2212

納期限
６月30日（火）
●町民税・県民税 全期・第１期
●町内固定資産税 全期・第1期
●介護保険料
第２期
町税などの納付は便利で確実な
口座振替をご利用ください。

有
料
広
告
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● 趣味・実用書など

島崎 晋/著

今月のおすすめ図書

22

開館時間午前９時〜午後５時 問い合わせ︵☎ ︱０３０３︶
︻花園分館︼水曜･土曜日午後１時〜午後５時︵年末年始除く︶

舘 暲/著

伝説の家政婦志麻さんがうちに来
た！
タサン 志麻
知的再武装６０のヒント
池上
彰
運気を磨く
田坂 広志
何度でも泣ける﹁沁みる夜汽車﹂
の物語
ＮＨＫ沁みる夜汽車制作チーム
話し方が上手くなる！声まで良く
なる！１日１分朗読
魚住 りえ
図解よくわかるスマート農業
三輪 泰史

面白くて眠れなくなる
「古事記」

よくわかるＶＲ

沼津 りえ/著

大倉 ちはる/著

食材保存大全

アイロンビーズで作る
すみっコぐらし

つばた 英子/著
寺西 恵里子/著

きのう、
きょう、あした。
フライパンで作る
はじめてのごはん

イェンス・
イェンセン/著
岡本 よしろう/著

新 着 図 書
● 小説・エッセイなど
● 児童書

ねずみくんはめいたんてい
上野 紀子
えんそくのおばけずかん
斉藤
洋
名探偵テスとミナ︵１〜４︶
ポーラ・ハリソン
ほとんど憲法︵上・下︶
木村 草太
おやくそくえほん
高濱 正伸
ホントに食べる？世界をすくう虫
のすべて
内山 昭一

日本で、
ヒュッゲに暮らす
おうち

６月の休 館日

１日・８日・15日
22日・29日

怖い患者
久坂部 羊
雪と心臓
生馬 直樹
バスへ誘う男
西村
健
大一揆
平谷 美樹
時代へ︑世界へ︑理想へ
高村
薫
いかがなものか
群 ようこ
天下取
村木
嵐
約束の果て
高丘 哲次
老いてこそ生き甲斐
石原 慎太郎
誘拐屋のエチケット 横関
大
惚れるマナー
大下 一真
ブラッド・ロンダリング
吉川 英梨
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一般書
児童書

図書館
だより

かつらぎ町図書館司書いちおし

も ね
で
つ きて
い に
び
…………………………………………………………………………
遊

子育て支援センターからのお知らせ

６月のスケジュール

カレンダー台紙作りの様子

6/11（木）10:00〜11:00
わくわく広場
内容
「水遊びのおもちゃを作ろう」
子どもたちの遊びの広場で製作など楽しい
活動がいっぱいです！
6/15（月）10:00〜11:00
赤ちゃん広場「よちよち」
内容
「ベビーマッサージ」
持ち物：バスタオル・飲み物等
※5/18〜6/8の間に要予約
6/17（水）10:00〜11:00
なかよし広場

４月９日開催の
「わくわく広場」
では、カレンダーの台紙作
りをしました。色画用紙を重ねて蝶々を作り、とっても可
愛くできました。

内容
「ハンドマッサージ」
定員9組
（先着順）※5/18〜要予約

完成

6/18（木）13:00〜15:00
育児相談

品は

子育て支援センター
「はぐくみ」
開館：月〜土曜日
（祝日除く）
時間：9:00 〜 12:00
13:00 〜 16:00
※土曜は午前中のみ
場所：保健福祉センター 1 階
問い合わせ
（内線 6013）

この日以外でも気軽にご相談ください。
6/24（水）10:00〜11:00
おしゃべりサロン
テーマ
「歯科衛生士さんのおはなし」
6/5（金）・12（金）9:00〜11:30
おめでとうコーナー

こち

ら

５月 31 日（日）まで新型コロナウイルス感染防止のため閉所し
てます。６月開催のイベントについても変更が生じる場合があ
りますので、ご理解とご協力お願いします。

対象：誕生月の未就園児
誕生日の記念に手形または足形を残しませ
んか？（毎月第1・２金曜日）

悦子

文芸の窓

沼田

寛子

句

早苗田に小さな波の生まれけり

大原

俳

実梅選る口に酸っぱさわきいでて

菅野多何子

︵三土会︶

大原登史子

歌

産土を詠みし人逝く山若葉

旅先の楽しき一夜明易し

短

コロナウイルス握手とハグを自粛して孫との距離に戸
惑ふ弥生
木村いく子

人生に時が解決してくれぬ事の二つ三つ引き出しの奥
木村 召子

改札はぴっと音して人せかす幾度通るも追われるよう
に
梶
和子

道の辺にたんぽぽ咲いておおいぬのふぐりも咲いて新
型コロナ
実宝 教雄

︵かつらぎ短歌会︶

広報かつらぎ 令和2年（2020年）6月号

16

健 康 ひろば

●

育児サークル
日 程

サークル名

場

所

6/19（金）

笠田育児サークル

笠田ふるさと交流館

7/17（金）

笠田育児サークル

笠田ふるさと交流館

※新型コロナウイルス感染防止のため、中止となる場合が
あります。詳細は、衛生係までお問い合わせください。
問い合わせ

●

健康推進課衛生係（2054・2059）

子育て世代包括支援センター
（SUKU²）
妊娠中から子育て期に関する相談に応じます。保健師が

常駐しておりますので、お気軽にご利用ください。
時間：8：30〜17：15
場所：保健福祉センター

新型コロナウイルス感染防止
による各種変更のお知らせ
６月の保健カレンダー

広報担当からの
お知らせ
毎月、広報の裏表紙に掲載してお
ります「こんにちは赤ちゃん」は、撮
影を行う健診が新型コロナウイルス
感染防止のため中止となったため、
今月号はお休みとなります。
健診が再開しましたら、掲載させ
ていただきますので、ご理解のほど
よろしくお願いします。
問い合わせ 総務課総務係（内線 2025）

17
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日時・対象・内容については、当面の間個別に通知しま
す。詳しくは衛生係までお問い合わせください。
問い合わせ 健康推進課衛生係（内線2053）

糖尿病フォローアップ教室
当面の間開催を中止します。再開は９月を予定しており
ますが、状況により変更となる場合があります。
問い合わせ 健康推進課衛生係（内線2054）

園庭開放
当面の間園庭開放を中止します。詳細は町ホームページ
をご確認ください。
問い合わせ 教育委員会総務課（内線3008）

〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160
TEL：0736-22-0300 FAX：0736-22-6432

みんなでふみふみうどん
作り。しっかりコシのあ
るうどんができました☆
（りこまこさん)

「おうち時間」の過ごし方を4/21〜5/6の間
町ホームページにて募集させていただきまし
た。応募のあった投稿を紹介します。
問い合わせ 総務課総務係（内線2025）

ママのお誕生日
ケーキを家で手
作りしました！
〔ミキサーの音
が大きくて少し
こわい〕
（あちょんさん）

家庭菜園に野菜をいっ
ぱい植えました♪
（junrinさん）

発 行 日：令和2年6月1日（通巻736号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

我が家で流行っている
ボードゲーム。小学２
年生から声がかかり、
家族が集合。１日１回
以上３回未満のはまり
具合です^̲?☆（みん
なでのりこえようさん）

お家で手巻き寿司
パーティしました。
子どもたちは大喜
びでした！
（ashzさん）

かつらぎ体育センター

ホームページ：http：//www.town.katsuragi.wakayama.jp/
電子メール：info@town.katsuragi.wakayama.jp

アリーナ写真

昨年９月より行っておりました耐震改
修工事が終了しました。アリーナ面は
もちろんトイレや更衣室等も新しく
なっています。皆さまのスポーツ活
動・健康促進にご活用ください。

丁ノ町2527 ☎22-6916
㊡月曜
（祝日の場合は翌日）
、年末年始

9:00〜22:00

新しくオープンした町内の
体育施設をご紹介します。
問い合わせ 生涯学習課
（内線3017）

パークゴルフ場クラブハウス

左）クラブハウス
内観写真
右）外観写真

窪378-1 ☎22-8952
㊡月曜
（祝日の場合は翌日）
、年末年始
（4〜9月）8:00〜17:00
（10〜3月）9:00〜17:00

３月31日に、西部公園パークゴルフ場クラブハウス
をオープンしました。クラブハウス内には、休憩ス
ペース・更衣室・シャワー室・空調（冷暖房）等完
備。パークゴルフ利用者の方はもちろん、どなたで
もご利用いただけます。キッズスペースも用意して
いますので、気軽にお子様連れでお越しください。
※お子様のみでのご使用はお控えください。

※新型コロナウイルス感染防止のため閉館している場合がありますので事前にご確認ください。

かつらぎ町の人口
（４月末日現在）

16,508人（前月比＋６人） 男 7,770人 女 8,738人
出生 6人 死亡 22人 転入 66人 転出 44人

世帯数 7,140世帯

かつらぎ町
ホームページ→

