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橋本の柿まつり
11月４日、県立橋本体育館で「第14回まっせ
せ
・はしもと〜柿まつり〜」が開催されました。
今年は、橋本かき大使が柿の魅力をＰＲし、出
出
展ブースやステージイベントに市内外から多くの
ントに市内外から多くの
の
家族連れなどが訪れました。
家族連れなどが訪れました
た
た。

【編集・発行】橋本市 総合政策部 秘書広報課
〒648−8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
☎0736
（33）
1111
■ホームページ h ttp :/ / www.c ity .h a s h imo to .lg .jp /
■業務時間 8：30〜17：15
（土・日曜、祝日、12月29日〜1月3日を除く）

ゴルフ・ソフトバレーボール交流大会

避難行動を再確認
11月1日、紀北工業高等学校で「橋本市防火管理者協議会モ
デル事業所訓練・研修会」が開催されました。
紀北工業高等学校の生徒や保育園・幼稚園の園児、防火管理
者など約600人が参加し、地震による火災を想定した避難訓練
者
および防火管理者の研修会が行われました。
研修会

排水ポンプ寄贈
平成29年の台風21号により学文路
地区が甚大な浸水被害を受けたことか
ら、10月23日、株式会社北川鉄工所
から排水ポンプなどの機材が寄贈され、
市から感謝状を贈呈しました。寄贈さ
あん

だ

じま

れた機材は、台風などによる安田嶋樋
門周辺の浸水対策に活用します。

市の人口（令和元年10月31日現在）
62,455人（前月比−13人）／女 32,979人／男 29,476人／世帯数 27,194世帯

この広報紙は地球環境に
やさしいインク
（植物油インキ）
と再生紙を使用しています。

コミュニティバスが便利で身近に

子育てぱーく

22

本のひろば
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健康カレンダー
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公共交通

コミュニティバス利用者の現状

30,000
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コミュニティバス が
便利 でで身近 にに

渋田 年男さん（南馬場）
左の﹁お試し乗車券﹂を切り取り︑
見直し後のコミュニティバスをぜひ
ご利用ください︒

まずは一度ご利用ください

誰もが利用しやすい
公共交通網を目指して
寄せられた意見を受け︑今年５月
に橋本市地域公共交通再編実施計画
を策定しました︒さまざまな交通手
段を組み合わせ︑より多くの皆さん
に利用してもらえるよう︑コミュニ
ティバスなどの公共交通網を見直し
ました︒次のページでは︑今回の見
直しによる変更点などについて紹介
します︒

コミュニティバスが変わります

21

コミュニティバスについて
寄せられた意見
地域懇談会や乗降調査などで︑次
のような意見が寄せられました︒
主な利用目的が︑買い物や通院
なのに利用しにくい︒
乗っている時間が長い︒
行きは乗れても帰りの便がない︒
デマンドタクシーの予約が不便︒

40,000

11月９日〜11日、市でねんり
んピック紀の国わかやま2019
のゴルフとソフトバレーボール
の交流大会が開催されました。
コミュニティバスの運行に深く係わりながら
協議会に参加しています。
協議会では、市民として、障がい者として、
利用者としての３つの目線から、民間事業者と
行政とのつなぎ役となって意見を取りまとめて
いければと思っています。
コミュニティバスの利用者が少ないため、今
回の再編により、交通手段を持たない高齢者な
どの利用が増えるよう期待しています。
今後も、さらに市民に利用してもらいやすい
公共交通を目指して議論を重ねていきたいと思
います。

タウン情報

市では︑平成 年にコミュニティ
バスを導入し︑路線バスが走らない
地域の交通手段を確保してきました︒
しかしながら︑﹁右回り左回りが
わかりにくい﹂﹁どこに行けるのか
わからない﹂などの意見をいただく
こともあり︑利用者数も年々減少し
ています︒
18

50,000

2019 Vol.166

高齢化が進む中︑自家用車に替わる地域住民の移動手段としてコ
ミュニティバスを利用していただいていますが︑近年利用者数は減
少傾向にあります︒このような中︑さまざまな課題を解決し︑誰も
が利用しやすいコミュニティバスを末永く維持していくために︑公
︻政策企画課︼
共交通網の見直しを行いました︒

お
し
と
た
ぶ
し
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60,000

今

今月の表紙
橋本市生活交通ネットワーク協議会
副会長

情報ひろば

(人)
70,000

▶入札参加資格審査受付
▶市政功労者表彰・文化表彰
▶年末年始の業務案内
▶水道料金の改定 など

橋本人
かける

情報ワイド

６

人
かけ橋

３ コミュニティバスが便利に

月の

13

コミュニティバス利用者の推移

「ガンバレ！」のまち 橋本市

コミュニティバスが便利で身近に

コミュニティバスが便利で身近に

コミュニティバスなどの公共交通網を見直しました

デマンド交通の見直し内容
デマンド交通（デマンドタクシー）について、公共交通機関が不足する地域の
移動を補うため、交通機関同士が競合しない範囲で見直しを行いました。
●デマンド交通とは
●主な再編内容
ルートの新設および細分化
「予約型乗合タクシー」のことで、予約があった
運行日、運行便数の見直し
場合のみ、バスと同様に決められた停留所とルー
目的地（起点、終点）の明確化
トを運行するサービスです。なお、利用を希望す
予約が便利に
る場合は電話予約が必要となります。
●運行内容比較表
見直し後

現行

ルート

８ルート

４ルート

運行日

平日（月〜金曜日）
※祝日、年末年始（12月29日〜１月３日）を除く

月・水・金曜日

便数（１日） ３往復６便

４便
午前の便は、前日予約
午後の便は、11時までに予約

予約時間

朝の１便は、前日予約
２便目以降、１時間前の予約

目的地

駅やスーパーマーケット、病院などに接続
紀見峠線 紀見峠〜林間田園都市駅
杉尾線 杉尾〜城山台〜御幸辻駅
あやの台線 あやの台〜平野・山内〜橋本市民病院
山田・出塔線
御幸辻駅〜山田・出塔〜紀伊山田駅
〜紀和病院・やっちょん広場
吉原線 御幸辻駅〜吉原〜紀伊山田駅
〜紀和病院・やっちょん広場
フルーツライン線
紀伊清水駅〜フルーツライン〜学文路駅
九重・田原線
九重・田原〜高野口駅〜エコパーク紀望の里
竹尾・嵯峨谷線 竹尾・嵯峨谷〜高野口駅

料金

コミュニティバス 令和２年１月４日㈯
デマンドタクシー 令和２年１月６日㈪
路線バス（橋本駅⇔橋本市民病院）
令和２年１月６日㈪
問い合わせ 政策企画課 ☎33-7117
※見直し後の時刻表は来月号と一緒に配布します。

令和２年の春から、路線バスやコミュニティ
バスで、従来の支払方法に加えて、下記のＩＣ
カードによる支払方法が追加される予定です。
●対応するＩＣカード
ＰｉＴａＰａ、ＩＣＯＣＡ、その他全国相互
利用対応の交通系ＩＣカード

今回の見直しにより、橋本市民はもちろん、仕事や観光などで橋本
市に訪れる皆さんも含め、すべての人が自家用車以外の手段で、市内
の一定範囲を移動できるようになります。今後も市のコミュニティバ
スが皆さんの交通手段として定着し、公共交通網を末永く維持してい
けるように努めますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

5

中ルート
御幸辻駅、紀伊山田駅
東ルート 橋本市民病院
北ルート 紀見峠駅
西ルート 高野口駅

ＩＣカードの導入について

地域に寄り添うコミュニティバスへ

広報はしもと2019年12月号

使いやすくなったポイント！
買い物や通院などを主目的にしたルートへ
活気があふれ、にぎわいのあるまちになるよう、
商業施設や病院などへのアクセスを中心にします。
さらに、乗車時間の短縮や便数を増加させること
で、買い物や通院がさらに便利になります。
商業施設への乗入れができるように

主要駅などに結節点を置き、
乗継ぎによる移動範囲を拡大
市外や都市圏への移動にも使えるよう、主要駅に
接続します。これにより、電車や路線バスなどへ
の乗継ぎがしやすくなり、目的地の選択肢が大き
く広がります。
停留所に施設名を利用し、目的地をわかりやすく

コミュニティバス東部線およびデマンドタクシー
あやの台線のルートについて、商業施設「オース
トリート橋本彩の台」に直接乗り入れ、施設内に
停留所を設置する予定です。

（例）
あやの台南口→あやの台オークワ前
名倉→東京屋／楽や前
大野西口→大野ローソン前 など

民間バス路線の見直し内容

大人200円、子ども100円（各種障がい者手帳をお持ちの人は、半額免除）
※デマンドタクシーからコミュニティバス、路線バスに乗り継ぐ場合（その逆も同様）
は、100円（または50円）の代わりとなる乗継券を発行します。

見直し後の運行開始日

今回の見直しによる変更点について紹介します。

民間バス路線は現在の運行ルートを確保しつつ、橋本駅から橋本市民病院へ
の運行ルート（平日10往復20便）が新設されるため、橋本駅と高野口駅から
橋本市民病院へ直接運行する無料送迎バスを廃止します。

コミュニティバスの見直し内容
地域懇談会や乗降調査などで寄せられた意見を参考に、次のとおり見直しを
行いました。
●主な再編内容
高野口駅から橋本駅までの国道24号の路線化
主要駅（橋本駅、林間田園都市駅、高野口駅）
への直接乗入れ
民間路線バスとコミュニティバスなどの競合区
間を解消
自由に降車できる区間の設定（交通規制の関係
上、一部区間で運用）
目的地（起点、終点）を明確にして、走行距離
を短縮
●運行内容比較表
見直し後

現行

運行日

月曜日〜土曜日 ※祝日、年末年始（12月29日〜１月３日）を除く

便数（１日）

４往復８便

右回り、左回り合わせて６便

運行時間

１便 20分〜40分

１便 57分〜80分

運行形態

目的地を定める起点、終点型
北 部 線 車庫前〜林間田園都市駅〜光陽台
東 部 線 車庫前〜橋本駅〜恋野
〜オーストリート橋本彩の台
西 部 線 橋本駅〜学文路駅
〜商業施設など〜高野口駅
東西幹線 橋本駅〜高野口駅

保健福祉センター環状型

料金

大人200円、子ども100円（各種障がい者手帳をお持ちの人は、半額免除）

その他

目的地からの帰りの便を60分〜120分後に設定
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入札参加資格審査受付のお知らせ
令和２・３年度 ︵新規登録︶

●申込資格
地方自治法施行令第１６７条の
４および第１６７条の 第１項の
規定と次の各項目を満たすこと︒
①令和２年１月１日現在︑引き
続き１年以上その営業に従事
していること︒
②国税・地方税および市に対す
る債務を滞納していないこと︒
③営業に関し許可︑認可などを
必要とする場合は当該許可︑
認可などを得ていること︒
④経営状態が健全であると認め
られること︒

物品購入︵工事用原材料︑修
繕︑機械点検︑リース︑レン
タル︑役務の提供︑水道用品
などを含む︶︑建設工事︑測
量・建設コンサルタントなど

令和２・３年度の入札参加資格審査︵新規登録︶の申請を受け付けま
す︒審査を希望する人は︑必ず受付期間内に申請してください︒
﹁橋本市役所﹂および﹁上下水道事業﹂の入札参加資格審査の申請は︑
総務課で受け付けます︒
なお︑その他の入札参加資格審査の申請については︑それぞれの内容
を確認の上︑申請してください︒

橋 本 市 役 所

学校給食用物資

●提出方法
持参または郵送
︵令和２年１月 日㈮
午後４時必着︶

●提出書類
物品
入札︵見積︶参加資格審査申
請書および市が指定する必要
書類
︵各１部︑Ａ４フラットファ
イル２穴綴り︶
建設工事︑測量・建設コンサ
ルタントなど
本市指定様式または国土交通
省統一様式︑その他必要書類
︵各１部︑Ａ４フラットファ
イル２穴綴り︶
※詳細は︑市ホームページをご覧
ください︒
●提出方法
持参または郵送
︵令和２年２月５日㈬
午後５時必着︶
●受付期間
令和２年１月６日㈪〜２月５日㈬
︵土・日曜︑祝日を除く︶
午前９時〜正午︑午後１時〜５時

院

事

業

※建設工事︑測量・設計コンサル
タントについては︑１月 日㈫︑
日㈬および 日㈮の３日間に
限り︑午後１時〜５時の受付と
なります︒

病

●受付場所・問い合わせ
橋本市 総務部 総務課 契約検査
係 ☎３３ １２１８
〒６４８ ８５８５
︵住所記入不要︶

上 下 水 道 事 業
総務課で審査を一括して受け付
けます︒重複して申請する必要は
ありません︒

⑦営業許可証︵該当する場合︶
※詳細は︑市民病院ホームページ
をご覧ください︒

１
−
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医療関連物品︵医療機器︑医
療材料︑医薬品︑試薬︑臨床
検査など︶
※右記以外の業種で︑市総務課に
登録した業者は︑橋本市民病院
へ重複して登録する必要はあり
ません︒

●提出方法
持参または郵送
︵令和２年２月５日㈬
午後５時必着︶
※郵送の場合︑ 円切手を貼り
付けた返信用封筒を同封して
ください︒
●受付期間

●受付場所・問い合わせ
橋本市民病院事務局
総務課 用度係
☎３４ ６１２８
〒６４８ ０００５
橋本市小峰台二丁目８

令和２年１月６日㈪〜２月５日㈬
︵土・日曜︑祝日を除く︶
午前９時〜正午︑午後１時〜５時

84

24

●申込資格
地方自治法施行令第１６７条の
４および第１６７条の 第１項の
規定と次の各項目を満たすこと︒
①令和２年１月１日現在︑引き
続き１年以上その営業に従事
していること︒
②国税・地方税および市に対す
る債務を滞納していないこと︒
③営業に関し許可︑認可などを
必要とする場合は当該許可︑
認可などを得ていること︒
④経営状態が健全であると認め
られること︒
11

11

●受付期間
令和２ 年１ 月６ 日㈪〜 日㈮
︵土・日曜︑祝日を除く︶
午前８時〜午後４時

milk

２
−

17

17

●受付場所・問い合わせ
橋本市学校給食センター
☎３９ ２３３８
〒６４８ ００１５
橋本市隅田町河瀬１８８
−

22

●提出書類
あて先は﹁橋本市病院事業管理
者﹂としてください︒
①病院指定の入札参加資格申請
書
②納税証明書︵完納証明書︶
③印鑑証明書
④登記簿謄本
⑤本人確認ができる書類など
⑥財務諸表

−

●申込資格
地方自治法施行令第１６７条の
４および第１６７条の 第１項の
規定と次の各項目を満たすこと︒
①令和２年１月１日現在︑引き
続き１年以上その営業に従事
していること︒
②国税・地方税および市に対す
る債務を滞納していないこと︒
③営業に関し許可などを必要と
する場合は当該許可などを得
ていること︒
④経営状態が健全であると認め
られること︒
⑤物資︵食材︶の衛生管理につ
いて︑適切に対応している者
であること︒
●提出書類
①学校給食用物資納入業者登録
申請書
②食品衛生監視票の写し
③保健所の食品営業許可証の写
し
④営業所︑製造所︑および倉庫
の所在地見取図
⑤主な販売先調書
⑥国税および地方税の納税︵完
納︶証明書
⑦誓約書
※①④⑤⑦の様式は︑学校給食セ
ンターおよび市ホームページで
入手できます︒

−

−−

−
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情報ワイド
情報ワイド

情報ワイド

情報ワイド

年末年始の業務案内
休
●市役所 ●中央・地区公民館※
●保健福祉センター

市政功労者表彰式を開催しました
業

●橋本市民病院

期

間

●上下水道

健康福祉部、遊戯室、屋外遊戯場、社会福祉協議会、市民活動サポートセンター※、
橋本・伊都障がい者相談支援センター、伊都障がい者就業・生活支援センター、
ファミリーサポートセンター、いきいきルーム※、足湯、急速充電ステーション※

●高野口斎場

●橋本周辺広域ごみ処理場（エコライフ紀北）

12月28日㈯〜１月５日㈰

■上下水道
●漏水など上水道に関する緊急連絡
橋本浄水場 ☎33-0260
●下水道に関する緊急連絡
市役所…… ☎33-1111

9
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長年にわたり民生委員児童委員として尽力され、
社会福祉の増進・向上に貢献されました。
にしぐち

なお

こ

（神野々）

行政部門
１月１日㈬〜１月２日㈭

休業期間の取扱業務

■急病・ケガ
●休日や夜間の診療（事前にご連絡ください）
橋本市民病院……………………… ☎37-1200
12月28日㈯〜１月５日㈰
※上記期間中、午前９時〜午後５時については、
通常救急より内科系・外科系の医師を増員し、
多くの救急患者に対応できるよう救急体制の
補充を行います。
伊都地方休日急患診療所………… ☎33-1903
12月30日㈪〜１月３日㈮
午前９時〜正午（受付は午前11時30分まで）
午後１時〜５時（受付は午後４時30分まで）
伊都地方休日急患歯科診療所…… ☎33-1905
12月30日㈪〜１月３日㈮ 午前９時〜正午
●医療機関の案内・紹介
県救急医療情報センター… ☎073-426-1199
橋本市消防本部…………………… ☎33-0119
伊都消防組合消防本部…………… ☎22-0119

社会福祉部門

西口 尚 子

（※）は12月28日㈯、１月４日㈯のみ利用できます。

■各種届出
婚姻届、離婚届、出生届、死亡届（埋・火葬許
可）などの戸籍届出は、市民課で午前８時30分
から午後５時まで受け付けます。
※ただし、転入届や転居届などの住民異動はでき
ません。
※住民票などのコンビニ交付は12月29日㈰〜１
月３日㈮の間、利用できません。

長年にわたり市政の発展に貢献してきた功績を称
え、11月７日、教育文化会館で市政功労者表彰式
を開催しました。本年度は、３部門から計４名と１
団体が受賞されました。（敬称略） 【秘書広報課】

■ごみの収集と持込みについて
年末12月30日㈪・31日㈫は通常通り収集を行い
ます。なお、年始は１月６日㈪から通常通り収集
を行います。ごみを持込みされる場合はエコライ
フ紀北へお願いします。持込みができるのは、埋
立ごみ以外の市が収集しているごみです。
（受入時間：午前８時〜午後４時）
ごみの持込み
可燃ごみと
その他プラの収集 （エコライフ紀北）
12月28日㈯
休み
通常通り受入
12月29日㈰
休み
通常通り受入
12月30日㈪ 通常通り収集
通常通り受入
12月31日㈫ 通常通り収集
通常通り受入
１ 月 １ 日㈬
休み
休み
１ 月 ２ 日㈭
休み
休み
１ 月 ３ 日㈮
休み
正午まで受入
１ 月 ４ 日㈯
休み
通常通り受入
１ 月 ５ 日㈰
休み
休み
●可燃ごみ週一回収集地区の臨時収集について
１月１日㈬に該当する地区は12月29日㈰、１月
２日㈭に該当する地区は１月４日㈯、１月３日㈮
に該当する地区は１月５日㈰に収集します。ごみ
を出す場合は必ず午前８時までに出してください。
■し尿収集
年末年始は、し尿のくみ取り依頼が多いため、希
望される人はお早めにお申し込みください。
●橋本市環境美化センター…………… ☎36-1153
し尿収集休業期間：12月28日㈯〜１月５日㈰
●橋本市許可業者
休業期間など詳しくは、お問い合わせください。
有限会社バッキーズ……………… ☎39-1233
中本環境株式会社………………… ☎32-0152
株式会社バッキーズ吉岡………… ☎33-8778
深野衛生社………………………… ☎42-3952
新生環境株式会社………………… ☎26-4190
田中衛生社………………………… ☎42-5032

長年にわたり区長として尽力され、自治振興と市
政伸展に貢献されました。
にし や ま

山

か

ぞう

嘉造

（高野口町名古曽）

長年にわたりボランティア活動団体として尽力さ
れ、河川の美化に貢献されました。
た

はら がわ

か

せんあい

ご

かい

田原川河川愛護会

保健衛生部門
長年にわたり母子健康推進員として尽力され、保
健衛生の増進・向上に貢献されました。
お

ざき

ゆ

り

こ

尾崎 百合子 （市脇）
やまもと

いく

よ

山本 育代

（向副）

橋本市文化表彰式を開催しました
11月３日、教育文化会館で橋本市文化表彰式を
開催しました。本年度は文化賞と文化奨励賞の受賞
者に表彰状と記念品が贈られました。（敬称略）
【生涯学習課】

文化賞
文化活動において優れた功績をあげられ、市民の
文化向上に寄与されました。
きよ

た

まこと

清田

信

なか

えつ

お

学術（自然科学）
こ

中 尾 悦子

芸術（文学）

文化奨励賞
優れた文化の創造、普及活動により、市民の文化
向上に寄与されました。
きのした

ま

ゆ

か

木下 麻由加

芸術（音楽）
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地域優良住宅および市営住宅の
入居者を募集します

令和２年４月から水道料金を改定します
将来世代の負担を増やさず、「安全な水道」「水道サービスの持続」
を実現するため、令和２年４月から水道料金の改定を行います。
今後も安全・安心な水道水を市民の皆さんにお届けするため、さらな
るコストの削減と経営の効率化に努めますので、ご理解とご協力をお願
いします。
【水道経営室】

市では、令和２年３月入居分の地域優良住宅および市営住宅の入居者を下記
のとおり募集します。申込資格など詳しくは市ホームページを確認していただ
くか、建築住宅課 住宅係までお問い合わせください。
【建築住宅課】

地域優良住宅について

水道料金改定の背景

▶入居予定日 令和２年３月19日㈭
▶申込用紙配布と申込受付期間
12月２日㈪〜27日㈮（土・日曜日を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
▶募集駐車場（使用料 月額6,000円）
自動車用11台分・二輪車など用１台分
▶募集住宅
住 宅 名
（所在地）

構 造 等

▶必要書類および申込方法
手続きに必要な書類を、「地域優良賃貸住宅募集
要網」でご確認の上、持参または郵送（受付期間
内必着）で申し込んでください。
募集要網は、建築住宅課、図書館、各地区公民館
および市ホームページで入手できます。

建設年度 間取り

２ＤＫ ６
橋本駅前団地
鉄筋コンクリート造
平成11年
（古佐田2−7−7）
９階建
２Ｋ ９

募集戸数

家賃月額 敷金額
うち優先枠 （円） （円）

備 考

０

50,000

150,000 ２階〜６階

３

42,000

126,000 ３階〜７階

※入居者選定時に、２Ｋは「単身世帯用」に３戸、優先的な取扱いが受けられます。
※上記以外の住戸については随時募集中のため、駐車場の募集区画数が減る可能性があります。

市営住宅について
▶入居予定日
令和２年３月27日㈮
▶申込用紙配布と申込受付期間
12月９日㈪〜令和２年１月10日㈮
（土・日曜日、年末年始を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
▶募集住宅
住宅名

所在地

構造等

▶必要書類および申込方法
手続きに必要な書類を、「市営住宅募集要網」で
ご確認の上、持参または郵送（受付期間内必着）
で申し込んでください。
募集要網は、建築住宅課、図書館、各地区公民館
および市ホームページで入手できます。

建設年度

募集戸数
優先枠

家賃月額（円） 間取り

備 考

0

11,700〜22,900

３ＤＫ ３階・単身者可

あ け ぼ の 神野々103

1

15,900〜31,200

３ＤＫ

東

家 東家4-5-15 中耐４階建 昭和52年 1

0

15,000〜29,400

３ＤＫ

田

Ｂ 原田132

中耐４階建 昭和48年 1

0

11,300〜22,200

３ＤＫ ４階・単身者可

原

田

Ｃ 原田106-1

簡耐２階建 昭和49年 1

0

15,800〜31,100

３ＤＫ

伏 原 第 ４ 伏原289-1

簡耐２階建 昭和59年 1

0

20,500〜40,200

４ＤＫ

３階

※優先枠…母子・父子世帯や多子世帯などは、入居者の選定について優先的な取扱いを受けられます。

〒648-8585（住所記入不要）
橋本市 建設部 建築住宅課 住宅係 ☎33-1115
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２．料金収入の減少と設備費用の増大
水道事業は独立採算の公営企業であり、水道料金によ
る収入が全体収入の大部分を占めています。近年、人口
の減少と節水機器の普及などにより水の使用量が減少し、
収益の減少が続いています。
さらに、支出においては、老朽化した施設や水道管の
更新および耐震補強などにより、多額の費用が必要とな
ります。

今後において適時適切な事業執行と一
層の経営状況の改善に努めたとしても、
令和３年度に赤字経営となり、令和８年
度には浄水場の更新工事などにより資金
が底をつき、水道事業経営が立ち行かな
くなる見通しであり、非常に厳しい状況
となっています。
こうした状況の中、平成30年度に水
道事業審議会を開催しました。その結果、
将来にわたって安定した給水を持続して
いくためには、「これまで整備してきた
水道施設や水道管の更新、地震対策に費
用を要するという厳しい経営環境を理解
し、料金を改定することはやむを得な
い」との答申が出されました。
この答申をもとにした料金改定案が９
月市議会定例会で可決されたことにより、
令和２年４月１日から水道料金を改定す
ることとなりました。

令和２年４月からの新しい料金は以下のとおりです。今回の改定では基本料金
を２段階とし、少量しか水を使わない世帯に配慮しています。
新水道料金表（１カ月分 税込み）

原

申し込み・問い合わせ

水道事業の根幹施設である浄水場に加え、市内各地の
配水池やポンプ場の多くは、老朽化が進行し、耐震強度
が不足しているため、施設の更新および耐震補強が必要
な状態となっています。
また、水道管についても順次取替えを行なっています
が、高度経済成長期に集中的に布設された水道管の多く
が法定耐用年数である40年を迎えており、市内全域で
急激に老朽化が進行しています。今後、約650kmある
市内全ての水道管更新を行うには莫大な費用がかかるた
め、主要となる水道管について更新を行い、その他につ
いては事後保全とするなど、順次対応を行います。

３．水道事業審議会からの答申

新しい料金体系について

あ け ぼ の 神野々84-1 中耐４階建 昭和49年 1
簡耐２階建 昭和49年 2

１．老朽化した水道施設や水道管などの更新

料金体系

使用水量

新水道料金
（旧料金との差額）

０〜５㎥

1,813円
（変更なし）

６〜10㎥

1,980円
（167円の増額）

10㎥を超える
１㎥ごと

198円
（17円の増額）

基本料金

◀地域優良住宅入居者募集ページへの携
帯電話用二次元コード

超過料金
◀市営住宅入居者募集ページへの携帯電
話用二次元コード

新水道料金のお支払いは

●問い合わせ

口座振替

６月17日振替分から

現地納付書

５月検針時投函分から

送付納付書

５月末送付分から

水道経営室 ☎33-2860
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たんぽぽ園・つくしんぼ園 園児募集
【こども課】

たんぽぽ園・つくしん
ぼ園では、毎日の集団生
活の中で、子どもたちの
心身の成長や発達を促し
ます。
●募集園
橋本市立 たんぽぽ園
社会福祉法人桃郷 つくしんぼ園
●対象
市内在住で発達支援を必要とする満２歳以上の幼児
●募集期間
12月２日㈪〜27日㈮（土・日曜、祝日を除く）
午前９時〜午後５時
※市の発達相談を受けていない場合は、12月６日
㈮までにこども課までご相談ください。
●申し込み・問い合わせ
こども課 保育幼稚園係 ☎33-6102

臨時職員を募集します

嘱託職員を募集します
【職員課】

●勤務場所・募集人員
介護保険課・１人
●募集内容
要介護認定にかかる訪問調査
●応募資格（次の要件をすべて満たす人）
介護支援専門員または、保健師、看護師、社会福
祉士、介護福祉士のいずれかの資格を有し、それ
ぞれの資格で実務経験のある人
パソコン（ワード、エクセルなど）の基本操作が
できる人
普通自動車運転免許を有する人
地方公務員法第 16 条の各号（欠格条項）に該当
しない人
●雇用期間
令和２年１月14日㈫〜３月31日㈫
●受付期間（郵送による受付は行いません）
12月23日㈪まで（土・日曜日を除く）
●試験日 12月25日㈬
●申し込み・問い合わせ 職員課 ☎33-1193
※勤務条件や申込方法など詳しくは、市ホームペー
ジを確認していただくか、お問い合わせください。

【職員課】

●勤務場所・募集人員 税務課・６人
●募集内容 申告受付事務、賦課作業補助など
●応募資格（次の要件をすべて満たす人）
パソコン（ワード、エクセルなど）の基本操作が
できる人
地方公務員法第16条の各号（欠格条項）に該当
しない人
●雇用期間 令和２年１月９日㈭〜３月31日㈫
●受付期間（郵送による受付は行いません）
12月17日㈫まで（土・日曜日を除く）
●試験日 12月19日㈭
●申し込み・問い合わせ 職員課 ☎33-1193
※勤務条件や申込方法など詳しくは、市ホームペー
ジを確認していただくか、お問い合わせください。

広 告

「スポーツ賞」候補者推薦の募集
【生涯学習課】

平成31年１月から令和元年12月に行われた各種ス
ポーツ大会で優秀な成績をおさめた個人・団体を対象
に各スポーツ賞候補者を募集しています。
県規模大会１位以上で入賞した個人（市内在住また
は出身）、または団体（市内で活動）を競技団体・職
場・学校などの代表者名で推薦してください。
なお、推薦調書と選考基準は生涯学習課スポーツ係
で配布しています。
●推薦締切
令和２年１月６日㈪
●提出先・問い合わせ
生涯学習課 スポーツ係 ☎ 33-3704

12月は「合同滞納整理強化月間」です
市税は、まちづくりを支える大切な財源です。市では、納付期限内に納付した人と
の公平を保ち、滞納の解消を図るために、和歌山県、和歌山地方税回収機構と合同で
12月を「滞納整理強化月間」として、滞納者の財産（給与・不動産など）の差し押
さえを集中的に行うなど、滞納整理の強化に取り組みます。
まだ納付していない人は、至急、金融機関または税務課で納付してください。また、
事情があり一時的に納付できない人は、未納のまま放置することなく税務課までご相
談ください。
【税務課】

市税は納付期限内に納付しましょう
市税は、自主的に納付期限内に納付することが原
則です。納付期限までに市税を納付しない場合、督
促状が送付され、本税に加えて督促手数料と延滞金
を合わせて納付していただくこととなります。

病気や失業、事業の経営不振など、やむを得ない
理由で一時的に市税を各納付期限内に納付すること
が困難な人は、滞納を放置することなく、ご相談く
ださい。生活状況など事情を伺ったうえで、徴収を
猶予できる場合があります。税務課では毎月第４日
滞納を放置しておくと滞納処分の対象となります
曜日と第４水曜日に休日・夜間の納付・納税相談窓
市では、納付期限内に納付している人との公正・
口を設けていますので、ご利用ください。
公平性を保つため、督促や催告により納付を促して
なお、今月の休日・夜間の相談日時は、
も納付がない人に対し、地方税法などに基づいて預
12月22日㈰ 午前８時30分〜午後５時と
貯金、給与、動産、不動産などの差し押さえを行い、
12月25日㈬ 午後５時15分〜８時です。
●問い合わせ 税務課 収納係 ☎33-6109
延滞金を含めた滞納税額を強制的に徴収します。

税金の滞納に関する Q ＆ A
市税を納め忘れて納付期限が過ぎてしまいま

広報はしもと2019年12月号

差し押さえのために勝手に財産を調査するの

Q した。このまま放置するとどうなりますか。
納付期限までに納税がない場合、督促状の送
A 付に係る督促手数料と、納付期限の翌日から

Q はプライバシーの侵害ではないのですか。
税金を滞納した場合、地方税法や国税徴収法
A に基づき滞納処分を行うために財産調査の権

完納までの期日の日数に応じて計算した延滞金を
本税に加算して納付していただきます。
滞納したままであれば、財産の差し押さえを行い、
滞納している市税に充てる滞納処分を行うことに
なります。

限が発生します。これにより、勤務先や金融機関
などに対し財産調査を行いますが、この財産調査
は個人情報保護法には抵触しません。

納付したのに督促状が送られてきました。

Q なぜですか。
納付の確認には、金融機関などで納付された
A 後、ある程度の日数を要するため、行き違い
になったものと思われます。ご了承ください。
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納められない事情のある人はご相談ください

事前連絡や承諾なしに、財産を差し押さえる

Q ことは許されるのですか。
法律では、納付期限が過ぎた後、督促状を発
A 送して10日を経過した日までに完納されない
場合は、財産の差し押さえをしなければならない
としています。この場合、本人に対して、事前の
連絡やその承諾は必要ありません。

Q 場合、どうすればいいですか。
納付期限までに納められない場合は、事前に
A 連絡してください。今後の納付計画の相談を

市税を納付期限までに納めることができない

Q 事などで忙しくて、市役所に行けません。
税務課では、毎月第４日曜日の午前８時30分
A から午後５時まで、第４水曜日の午後５時15

納税について相談したいのですが、平日は仕

お受けします。なお、連絡がない場合、どのよう
な事情で納付できないのか分からないため、滞納
処分の対象となります。

分から８時まで、休日・夜間の納付・納税相談窓
口を設けています。また、電話でも納税相談をお
受けしています。お気軽にご相談ください。
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・・・・・・ お 知 ら せ ・・・・・・
屋外広告物の申請について
【まちづくり課】

公衆に表示する目的で屋外に
一定期間継続して表示される看
板や広告板、壁面塗装など（商
品やサービスをイメージさせる
文字や商標、絵や写真も含む）
を屋外広告物といいます。
県では、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対
する危害を防止するため、屋外広告物に対して一定の
規制を行なっており、市内で屋外広告物を設置する場
合には、屋外広告物許可申請書を提出し、市の許可を
受ける必要があります。
規制内容など詳しくは、県ホームページの「和歌山
県屋外広告物の手引き」を確認していただくか、まち
づくり課までご相談ください。
●問い合わせ
まちづくり課 ☎33-6103

後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ
【保険年金課】

11月下旬から12月上旬にかけ、和歌山県後期高齢
者医療広域連合から、ジェネリック医薬品使用促進の
お知らせを送付しています。
ジェネリック医薬品への切替えを希望する人は、か
かりつけの医師や薬剤師に相談してください。
なお、薬によっては、ジェネリック医薬品への切替
えができない場合もあります。
●対象
ジェネリック医薬品に切り替えた場合、１カ月の自
己負担額が200円以上軽減される可能性がある人
●問い合わせ
後発医薬品利用差額通知コールセンター
☎0120-53-0006（通話無料）
和歌山県後期高齢者医療広域連合
☎073-428-6688

広 告

家庭内の暖房器具に目を配りましょう

「本人通知制度」の事前登録について

国民健康保険税などの納付額証明について

【消費生活センター】

【市民課】

【税務課】

暖房器具を使い始める時期になりました。
保管前にはなかった異常により、火災ややけどなど
の事故が起きないように、
暖房器具を久しぶりに使用
する際には、次のような項
目を点検してから使用する
ようにしましょう。
●使用前の点検目安の一例

住民票や戸籍謄本などの不正請求を防止するため、
事前に登録をした人に対し、代理人や第三者に証明書
を交付した場合にその交付事実を通知する制度です。
住民票の写しや戸籍などの交付を差し止める制度で
はありません。
●登録できる人
橋本市に住民登録や本籍のある人（過去にあった人
も含む）
●登録方法
本人確認書類（運転免許証・旅券など）と印鑑を持
参し、市民課窓口で申請してください。
●通知対象（除票・除籍などを含む）
住民票の写し、戸籍附票の写し、戸籍謄抄本など
●通知内容
交付年月日、交付した証明書の種別、通数および交
付請求者の種別（代理人・第三者）
●問い合わせ 市民課 ☎33-1131

平成31年１月から令和元年12月に納めていただい
た国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険
料は社会保険料控除の対象となります。
納付書または口座振替で納付していただいた金額に
ついては、令和２年１月下旬に納付額証明書を郵送し
ますのでご利用ください。
年金天引きにて納付されている人については、令和
２年１月下旬に日本年金機構などから送付される源泉
徴収票をご利用ください。
なお、納付書または口座振替で納付している人で、
事前に納付額証明が必要な人や、源泉徴収票が発行さ
れない遺族年金・障害年金などの非課税年金より年金
天引きされている人は、納付していただいた金額の証
明書を発行します。
●注意事項
納付金額は本人とその同一世帯の人にのみお答え
しています。
納付後、市で確認できるまで２週間程度かかる場
合があります。
●問い合わせ 税務課 収納係 ☎33-1169

製品の種類

項目

電気ストーブ

ホコリを取る
断線がないか
スイッチが作動するか

こたつ

コードにねじれ、断線がないか
スイッチ周りに変色がないか

石油ストーブ
・石油ファン
ヒーター

石油タンクの受け部分の水やゴ
ミを取る
タンク自体に穴やサビがないか
空気取り入れ口のホコリを取る

ホット
カーペット

配線に折れや重なり、よれがな
いか

エアコン

コンセント部分のホコリを取る
室外機周りを掃除する

実際にスイッチを入れてみて、作動しない、嫌な臭
いがする、音がおかしい、温度調節ができず高温に
なったままなどの異常を感じたらすぐに使用を中止
し、販売店やメーカーに相談しましょう。
●問い合わせ 消費生活センター

介護者交流会
【いきいき健康課】

介護家族や介護経験者を対象に交流会を開催します。
介護の豆知識も紹介します。
●日時 12月11日㈬
午後１時30分〜
●場所 保健福祉センター
●問い合わせ 地域包括支援センター ☎32-1957

広報紙へ有料広告を
掲載しませんか

不法投棄は重罪です！
【生活環境課】

不法投棄は、美しい自然や地域の景観を壊すだけで
なく、害虫の発生や悪臭の原因になるなど、市民の皆
さんの生活環境に悪影響を及ぼします。
不法投棄をした人には、懲役や罰金などの重い刑罰
が科せられます。絶対に不法投棄はやめましょう。
市では、環境監視パトロールを実施するとともに、
保健所や警察などの関係機関と連携して不法投棄の防
止に努めていますが、市民の皆さんや土地の所有者の
協力がなければ、不法投棄を防ぐことはできません。
地域ぐるみで監視を行い、不法投棄を発見した時は、
車のナンバーを控えるなどして、警察や生活環境課に
連絡をお願いします。
なお、土地の所有者は、定期的に清掃や草刈りを行
い、必要に応じてフェンスを設置するなど不法投棄さ
れないようにする対策を行なってください。
●問い合わせ 生活環境課 生活衛生係 ☎33-6100

年末火災特別警戒を実施します
【橋本市消防本部／伊都消防組合消防本部】

消防本部と消防団では、12月20日㈮から12月31
日㈫まで「年末火災特別警戒」を実施します。
今年１月から10月末までの火災
件数は22件で、そのうち８件は建
物火災です。これからの季節は空気
が乾燥し、風も強く、ストーブなど
火を使う機会も多くなります。火災
は、ちょっとした不注意や気のゆる
みで起こります。家族一人ひとりが注意して、火災か
ら我が家を守り、新しい年を迎えましょう。
●問い合わせ
橋本市消防本部 ☎33-0119
伊都消防組合消防本部 ☎22-0119

広 告

「広報はしもと」に掲載す
る有料広告を募集しています。
掲載料や申込方法など詳し
くは、市ホームページを確認
していただくか、お問い合わ
せください。
●申し込み・問い合わせ
秘書広報課 広報広聴係
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・・・・・・ 下 水 道 ・・・・・・
下水道排水設備指定工事店と責任技術者の
登録（更新・新規）について
【下水道課】
市内で下水道の排水設備工事を行う
には、排水設備指定工事店および責任
技術者として、市に登録する必要があ
ります。更新については、登録の期限
が令和２年３月31日になっている工
事店、技術者が対象となります。
本年度の更新および新規の登録受付については、下
記期間に実施します。
●登録用紙配布期間
12月16日㈪〜令和２年１月17日㈮
（土・日曜、祝日、年末年始を除く）
●受付期間
令和２年１月６日㈪〜17日㈮
（土・日曜、祝日を除く）
●登録用紙配布・申し込み・問い合わせ
下水道課 計画係 ☎33-3160

都市計画の変更に関する都市計画案の縦覧
および意見書の提出について
【下水道課】
公共下水道計画区域に関する都市計画の変更に伴う、
計画案の縦覧および意見を募集します。
●橋本都市計画区域の変更
公共下水道計画区域（汚水）の変更
●意見書の提出
案について意見のある人は、その意見と住所・氏名
などを記載した意見書を提出することができます。
●縦覧・意見書提出期間
12月11日㈬〜25日㈬（土・日曜日を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
●縦覧場所・問い合わせ
下水道課 計画係 ☎33-3160

農業集落排水事業について
【下水道課】

農業集落排水事業は、農業用排水の水質保全などの
ため浄化センターを設け、農村生活環境の改善を目的
として行われています。
市では吉原地区、山田地区（出塔の一部を含む）、
高野口町上中・下中地区（九重の一部を含む）、西川
地区（高野口町嵯峨谷・大野の一部を含む）の４カ所
で汚水を処理しています。
当該地区にお住まいの人で、未接続の人は早期に接
続してください。
●問い合わせ
下水道課 工務係 ☎33-3150

・・・・・・ 福

祉 ・・・・・・

・・・・・・ 大

会 ・・・・・・

橋本市衛生自治会大会
【生活環境課】

環境奉仕賞の授与式や、講演などを行います。
●日時 12月21日㈯ 午前10時〜
受付：午前９時30分〜
●場所 教育文化会館
●参加費 無料
●講演 「カラスとごみ」
●講師
松原始氏（東京大学総合研究博物館特任准教授）
●申込期限 12月13日㈮
●申し込み・問い合わせ
橋本市衛生自治会事務局（生活環境課内）
☎33-3715
ま つ ば ら はじめ

特別障害者手当などのご案内
【福祉課】

●対象（在宅の人で、下記のいずれかに該当する人）
重度の障がいが重複している人
重度の障がいのため、日常生活において常時特別
な介助が必要な人
※所得制限があります。また、施設入所や長期入院
（３カ月以上）などの場合は支給できません。
●手当額
特別障害者手当（20歳以上）
27,200円／月
障害児福祉手当（20歳未満）
14,790円／月
●手続きに必要なもの
認定請求書、所得状況届、所定の診断書（専門医に
よるもの）
●申し込み・問い合わせ
福祉課 障がい福祉係 ☎33-3708

・・・・・・ 講 演・研 修 ・・・・・・
人権を共に考える講演会「いのちの歌を響かせ
て」
【人権・男女共同推進室】
音楽を通じて、いのちの尊さを訴え、心安らかにな
る講演です。講師の関守さんは住職をしながら、音楽
活動をしています。
オープニングでは、橋本中央中学校と初芝橋本高等
学校の吹奏楽部の演奏もあります。
●日時 ２月１日㈯ 午後１時〜
●場所 市民会館
●講師
関守研悟氏（聖福寺住職）
●参加費 無料
※入場整理券が必要です。整理券は12月１日㈰か
ら各地区公民館、12月２日㈪から人権・男女共
同推進室、各文化センターなどで配布します。
●申し込み・問い合わせ
人権・男女共同推進室 ☎33-1229
せ きもり けん

ご

しょう ふ く

じ

メンタルヘルスセミナー
【いきいき健康課】

人間関係やあらゆる不安・ストレスに対処し、体や
心の不調を未然に防ぐための方法について学べる講座
です。
●日時 12月20日㈮ 午後１時30分〜３時30分
●場所 かつらぎ町保健福祉センター（かつらぎ町丁
ノ町2160）
●対象
橋本・伊都管内に在住、在勤している人とその家族
●参加費 無料
●講演
「自分でできる！心と体が元気になるマインドフル
ネス講座」
●講師
谷本由紀氏（関西マインドフルネス協会インストラ
クター）
●申込方法
参加者の氏名、住所、連絡先を電話またはファクス
で申し込んでください。
●申込期限 12月10日㈫
●申し込み・問い合わせ
橋本保健医療圏地域・職域連携推進協議会（橋本保
健所内） ☎42-5440 ファクス42-0886
たにもと

ゆ

き

人権研修会「ハラスメント〜コミュニケーショ
ン力を磨こう」
【人権・男女共同推進室】
●日時 12月15日㈰ 午後１時30分〜
●場所 教育文化会館
●定員 30人
●講師
田中純子氏（和歌山カウンセリングルーム代表）
●申込方法
事前に電話で申し込んでください。
※託児・手話通訳希望者は12月６日㈮まで
●申し込み・問い合わせ
人権・男女共同推進室 ☎33-1229
た

な か じゅん こ

空き家セミナーおよび相談会を開催します
空家等の管理、解体、売買、相続などに関するセミナーと相談会を開催し
ます。
【建築住宅課】

保育園・幼稚園・こども園の保育料納付について

●開催日 令和２年２月２日㈰
●セミナー
時間・定員 午後１時〜２時・先着30人
講師 南 順 子氏（ミチル空間プロジェクト理事長）
小川宏樹氏（徳島大学教授）
●相談会
時間・定員 午後２時10分〜４時15分・先着15組
●開催場所 市民会館
●申込期間 12月９日㈪〜令和２年１月17日㈮

保護者の皆さんに納めていただく保育料は、保育園や幼稚園、こども園で保育を
行うために必要な経費の一部になりますので、納付についてのご理解ご協力をお願
いします。納付期限までに納付できない人、また、未納となっている人は、下記の
納付相談会をご利用ください。
【こども課】
●保育料の納付について
●納付相談会（予約不要）
日時 12月９日㈪〜13日㈮
保育料の納付は、指定の金融機関からの口座振
午前９時〜午後５時
替を原則としており、振替日は毎月25日です。
場所 こども課
諸事情により期限内納付が難しい場合は、必ず
●問い合わせ こども課 保育幼稚園係 ☎33-6102
相談してください。

みなみじゅん こ

お
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●申込方法
氏名、住所、電話番号、参加人数、相談の
希望の有無について、郵送またはファクス、
Ｅメールで申し込んでください。
●申込先・問い合わせ
〒648-8585（住所記入不要）
橋本市 建設部 建築住宅課
☎33-1115 ファクス33-6151
Ｅメール kenjyu@city.hashimoto.lg.jp
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・・・・・・

Citizen consultation

相

談

名

行政相談
国や県、市の仕事に関する
苦情・要望について対応
法律相談会
弁護士が対応します
（予約制・先着９人）

相談日
12/24㈫

時

間

13:30〜16:00

場

所

保健福祉センター
３階（応接室）

受付方法

問い合わせ

当日午後３時30分までに
市民課 市民相談係
市民課へ
（先着順）

①高野口地区公民館 12/12㈭ 午前８時30分
①12/18㈬
から直通電話のみ受付 市民課 市民相談係
13:00〜16:00 ②市役所１階
②12/25㈬
（相談室）
☎39-7200
１/ ９ ㈭
１/23㈭

10:00〜15:00

教育文化会館３階
（第３研修室）

12/10㈫から和歌山東
和歌山東年金事務所
年金事務所お客様相談
☎073-474-1841
室へ電話申込

12/16㈪

13:00〜16:00

保健福祉センター
２階（会議室４）

相談日時に相談場所へ
（電話相談は相談日時
に☎33-0294へ）

社会福祉協議会
☎33-0294

こころの健康相談
（予約制）
こころの病気、ひきこもりな
どで悩まれている人や家族

12/ ６ ㈮
12/26㈭

午後から

橋本保健所

橋本保健所保健福祉課へ

橋本保健所保健福祉課
☎42-5440

認知症電話相談
認知症やその介護について
の電話相談

12/ ３ ㈫
12/17㈫

13:00〜17:00

相談日時に電話で受付
☎0120-555-294

橋本市地域包括支援
センター
☎32-1957

ＮＰＯ相談会（予約制）
ＮＰＯ法人の設立・運営管
理・各種手続きなど

12/11㈬
12/25㈬

10:00〜16:00

年金出張相談（予約制）
厚生年金や国民年金の相談
や手続き
心配ごと相談
市民生活での心配ごと全般

―――

市民活動サポート
市民活動サポートセ 市民活動サポートセン
センター
ンター
ターへ
☎33-0088

消費生活相談会
①12/ ３ ㈫
①かつらぎ町役場
悪質商法の被害、消費者の ②12/10㈫
②高野町役場
13:00〜16:00
相談日時に相談場所へ
契約・取引トラブルなど
③12/17㈫
③橋本市消費生活センター
④12/24㈫
④九度山町ふるさとセンター

消費生活センター

多重債務等無料法律相談
多重債務や相続などの相談

12/14㈯

13:00〜16:00 橋本商工会館

相談日時に相談場所へ

市民課 市民相談係

人権相談（※１）
いじめ、差別、虐待、家族
や近隣間の悩み事など

12/ ６ ㈮

13:30〜16:00

市役所２階（人権・ 当日午後３時までに相
男女共同推進室）
談場所へ 予約も可能

人権・男女共同推進室

女性電話相談
月〜金曜日 ９:00〜13:00
女性が抱える心配ごと全般

―――

相談日時に電話で受付
人権・男女共同推進室
☎33-8525

その他の相談
（詳細についてはお問い合わせください）
教育相談（市内に在住・在学する子どもの不登校、いじめなど）··· 問い合わせ：教育相談センター
家庭児童相談（子育ての悩み、児童虐待や不登校など） ················· 問い合わせ：家庭児童相談室
青少年センター相談（※2）（非行など） ··············································· 問い合わせ：青少年センター
消費生活相談（悪質商法や多重債務に関する悩みなど） ················· 問い合わせ：消費生活センター
耐震相談（耐震診断や耐震改修など）・空き家相談························· 問い合わせ：建築住宅課
※１
※２

☎32-1512
☎33-2111
☎32-2124
☎33-1227
☎33-1115

人権相談は、和歌山地方法務局橋本支局（☎32-0206）でも随時実施しています。
青少年センター相談は、Ｅメール（genki@city.hashimoto.lg.jp）による相談もできます。

税

・・・・・・

市民税・県民税の税制改正について
【税務課】

平成31年度税制改正により、平成31年１月から令
和元年12月の所得に対する令和２年度の市民税・県
民税から適用される主な改正についてお知らせします。
●ふるさと納税の見直し
総務大臣の指定を受けていない都道府県・市区町
村へ６月１日以後に寄附を行なった場合、寄附金税
額控除の特例控除額および申告特例控除額は控除さ
れません。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用
も受けられません。
●住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税率の引上げに
よる需要変動の平準化
のため、10月１日か
ら令和２年12月31日
までの間に住宅へ入居
した人については、住
宅ローン控除期間が現
行の10年間から13年
間へ３年間延長されます（費用の消費税率が10％
の場合に限る）。
今回の措置により、延長された控除期間（11年
目から13年目まで）の、所得税から控除しきれな
い住宅ローン控除額については、現行の制度と同じ
控除限度額の範囲内で、市民税・県民税の税額から
控除（控除額は下記①②のいずれか少ない額）され
ます。
①住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除
しきれなかった額
②所得税の課税総所得金額×7％
（上限136,500円）
●問い合わせ
税務課 ☎33-6212

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を利用した
電子申告が便利です
【税務課】
エルタックスとは、地方税に
おける手続きを、インターネッ
トを利用して電子的に行うシス
テムで、自宅やオフィス、税理
士事務所などから複数の地方公
共団体への申告をまとめて一度
に送信できます。申請方法など詳しくは、地方税共同
機構ホームページをご覧ください。
●エルタックスでできること
電子申告
個人住民税（給与支払報告書、特別徴収関連手
続）、法人市民税、固定資産税（償却資産）
電子申請・届出
個人住民税（特別徴収義務者の名称変更届出な
ど）、法人市民税（法人の設立届・異動届など）
電子納税
個人住民税（特別徴収分、退職所得分）、法人市
民税
●問い合わせ
地方税共同機構 ☎0570-081459

休日と夜間の納付・納税相談
【税務課】

●相談日時（毎月第４日曜日および第４水曜日）
12月22日㈰ 午前８時30分〜午後５時
12月25日㈬ 午後５時15分〜８時
●場所・問い合わせ 税務課 収納係 ☎33-6109

納付期限のお知らせ
【税務課】

●12月25日㈬
固定資産税・都市計画税………………………３期
国民健康保険税…………………………………６期
後期高齢者医療保険料…………………………６期
●令和２年１月６日㈪
介護保険料………………………………………６期

介護サービス相談
橋本市地域包括支援センター … ☎0120 - 555 - 294
ひかり苑在宅介護支援センター ……… ☎37-3000

紀和病院在宅介護支援センター … ☎33-5000
在宅介護支援センターさくら苑 … ☎44-1189

防災はしもとメール配信
●登録方法（詳しくは危機管理室へ）
bousai.hashimoto-city@raiden.ktaiwork.jp
に空メールを送信後、返信メールに従って登録
してください。
▲携帯電話用
●配信内容 気象警報、防災情報、行政情報
二次元コード
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防災行政無線
テレホンサービス
防災行政無線の放送内容を確認するこ
とができます。
☎0120-78-0620
※上記番号でつながらない場合は、
☎0736-39-0620へ（有料）

後期高齢者医療健康診査・歯科健康診査
後期高齢者医療の加入者で、健康診査と歯科健康診査の対象となる人には、５月下
旬に受診券を送付しています。
令和２年２月末日まで無料で受診できますので、まだ健康診査などを受けていない
人は、ぜひこの機会に健康状態をチェックするようにしましょう。
●対象者
健康診査…75歳以上の人や、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、
広域連合の認定を受けられた人
歯科健康診査…平成31年３月末で75歳、80歳、85歳の人と90歳以上の人
●問い合わせ 和歌山県後期高齢者医療広域連合 ☎073-428-6688
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子育てぱーく
子育てスマイル
子育て
スマイルひろば
ひろば
第９回 はらだ子ども館へおいでよ！
日当たりがよく、明るい部屋で一緒に遊びませんか。み
んなで誘い合って遊びに来てくださいね。
すくすくクラブ
絵本の読み聞かせや手遊びをするよ。
●日程
12月13日㈮
令和２年１月24日㈮
●時間 午前10時〜
●対象 未就園の親子
●定員 各日先着10組
●申込期限 実施日の前日まで
キッズヨガ教室
先生が優しくヨガを教えてくれます。
●日時 令和２年２月８日㈯
●時間 午後３時30分〜
●対象
３歳〜10歳の子どもと保護者
●定員 先着10組
●申込期限 実施日の前日まで
ママタイム スクラップブッキング
毎月第３金曜日の午前10時から開催しています。家族
のアルバムを作りましょう。
場所・申し込み・問い合わせ
はらだ子ども館（原田239） ☎33-0330
火曜日〜土曜日 午前９時〜午後５時

タウン情報

問い合わせ▶こども課 ☎33-6102

子育て支援センター
遊びや親子交流、子育て相談の場です。お気軽に
お越しください。詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
ポトフのおなべ（あやの台チルドレンセンター内） ☎34-7870
開設日時 平日10:00〜15:00
こののほっとルーム（神野々ふれあい会館内）… ☎32-9345
開設日時 平日10:00〜12:00、12:30〜15:30
※12月11日㈬午後・27日㈮午後は休み
（高野口こども園内）
……… ☎43-1305
キオラクラブ
開設日時 平日10:00〜15:00
さくらんぼルーム（すみだこども園内） … ☎33-1121
開設日時 平日９:00〜14:00
ひまわりルーム（応其こども園内） ……… ☎44-3322
開設日時 平日９:00〜14:00
カナカナクラブ（橋本こども園内） ……… ☎33-7070
開設日時 平日９:45〜14:45
ハッピールーム（学文路さつきこども園内） … ☎26-8669
開設日時 平日９:00〜14:00

パークゴルフ教室

中途失聴・難聴者交流の筆談会

日 12/15㈰ 時 集合８:40 場 垣花パークゴルフ場（高
野口町大野） 対 小学生以上（小学校低学年は保護
者同伴） 定 先着30人 費 無料（貸クラブ、貸ボール
有） 期 12/10㈫まで 申 問 橋本市パークゴルフ協会
藤原 ☎090-8884-6444

日 12/１㈰ 時 13:00〜15:00 場 教育文化会館
途失聴・難聴者および筆談のできる人 費 無料
務局 多田 ☎/ファクス36-0844

ここでしか学べないことがある！

日 ①12/７㈯・21㈯

ボーイスカウト体験会
日 12/22㈰ 時 11:00〜15:00 場 ボーイスカウト橋本
第２団 団ハウス（橋谷大橋高架下） 対 保育園・幼稚
園の年長以上と保護者 費 300円 期 12/20㈮まで 申
問 日本ボーイスカウト橋本第２団 父川 ☎36-1263

対中
問事

①キッズヨガ ②キッズダンスを体験しませんか！

キッズヨガ・キッズダンス体験会
②12/14㈯・21㈯ 時 ①15:45
〜16:45 ②17:00〜18:00 場 高野口地区公民館 対
小学生以上 定 各回先着８人 費 500円（運営協力
費） 期 実施日の３日前まで 持 屋内シューズ・飲み
物・タオル 申 問 ファインクラブ高野口 ☎43-1001
歌って心も体も元気に！ ストレス発散しませんか？

聞こえなくても要約筆記で話の内容はわかります

思い出のヒット曲をピアノ生伴奏で歌おう

県中途失聴・難聴者協会橋本支部月例会

日 12/18㈬ 時 13:30〜14:30 場 教育文化会館 対 懐

日 12/14㈯ 時 13:00〜15:00 場 保健福祉センター 対

聞こえに悩みや不安のある人 費 無料 問 和歌山県中途
失聴・難聴者協会 橋本支部 松山 ファクス33-1387

メロの好きな人 費 500円（運営協力費） 問 楽リズ
ム 石橋 ☎080-9128-2578

子育てタウン情報

ふれあい遊びやリズム体操、大型遊具などで、親
子が一緒になって元気いっぱい遊べます。申し込み
は不要です。開催時間内にご自由にお越しください。
日時 12月16日㈪ ９:30〜11:30
場所 県立橋本体育館
対象 市内在住の未就園児と保護者
費用 一家族につき100円（傷害保険代）
問い合わせ 福祉課 ☎33-3708

①おもちゃで遊ぼう ②園庭開放

「私」とゆっくり向き合う時間

三石保育園の園開放「ブロッサム」

映画「みんなの学校」鑑賞会

日 ①12/４㈬・11㈬・18㈬・25㈬

日 12/21㈯ 時 ①10:00〜

②12/６㈮・13
㈮・20㈮・27㈮ 時 ①10:00〜11:00 ②11:00〜
12:00 対 未就園の親子 定 各日先着12人 費 無料 期 各
日１週間前から受付 場 申 問 三石保育園 ☎36-2220

子育てママ
に
インタビュ
ー

②13:30〜 場 岸上文化セ
ンター 定 各回先着75人 費 700円（高・大学生300
円、中学生以下は無料） 他 右の二次元コー
ドから申し込んでください。 申 問 市民活動
団体ゆらそら 大谷 ☎080-2438-3215

①ママといっしょに ②③サンタからのおくりもの

①親子教室体験 ②③クリスマス会

①クリスマスパーティー ②ベビーマッサージ

②12/６㈮ ③12/16㈪
10:00〜11:00 対 ①平成29年４月２日〜平成30年
４月１日生まれ ②平成30年４月２日以降生まれ ③
平成28年４月２日〜平成30年４月１日生まれ 定 ①
各日先着10組 ②③各日先着30組 費 無料 期 実施日
前日まで 場 申 問 みついしこども園 ☎37-2236
時

香久の実保育園 たまごクラブ
日 ①12/19㈭

②12/26㈭ 時 ９:30〜11:00 対 未就
園の親子 費 無料 期 実施日前日まで 場 申 問 香久の実
保育園 ☎43-1015
※２月号への掲載依頼の締め切りは12月20日㈮です。

vol.92
今回
は

月で颯太は６歳６カ月︑悠月は４歳１
カ月になります︒
颯太も悠月も︑いつも元気いっぱいです︒
また︑体を動かすことが大好きで︑いつも
園のお友だちと一緒に仲良く遊んでいます︒
園の課外活動でサッカーを頑張っているの
で︑このまま続けてくれたらいいなと思っ
ています︒２人とも好きなものが似ている
ので︑よくおもちゃの取り合いなどをして
いますが︑仲の良い証拠だと思います︒
パパも私も︑市外出身でしたが︑子育て
しやすい環境について調べたり︑実際に園
見学へ行ったりして橋本市を選びました︒
周りに友だちがいなかったので︑不安も
ありましたが︑住んでみると良い人ばかり
で過ごしやすく︑良い環境で子育てができ
ていると感じています︒
子育ての悩みは尽きませんが︑その度に
ママ友や園の先生︑パパが相談を聞いてく
れるので︑本当に心の支えになっています︒
子どもたちは︑良い環境で成長してくれ
ていると思うの
で︑この調子で
元気で明るく︑
人に優しく︑体
を動かすことも
好きでいて欲し
いと思います︒
広報はしもと2019年12月号

他 その他事項 問 問い合わせ

文字でおしゃべりしましょう！どなたも大歓迎！

日 ①12/２㈪・12㈭
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定 定員 費 費用 申 申込先 期 申込期間 持 持ち物

芝生の上を歩いてスポーツしませんか

それいけ！わんパーク
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日 期日 時 時間 場 場所・会場 対 対象・資格

住 所
あやの台

ママ・パパ
𠮷村 弘子さん、友貴さん
お子さん
颯太くん
悠月くん
よし むら

そ う

た

ゆ

づ き

ひろ

こ

とも

き

令和元年度 自衛官などを募集します
募集種目
自衛官候補生
陸上自衛隊高等工科
学校生徒（男子）

受験資格
受付期間
18歳〜33歳未満
年間を通じて受付
中学校卒業（見込み含む）
令和２年１月６日㈪まで
17歳未満の男子

試験期日【一次】
受付時にお知らせします。
令和２年１月18日㈯

●願書請求・問い合わせ 自衛隊橋本地域事務所 ☎32-0744
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問い合わせ
▶子育て世代包括支援センター ☎33-0039
▶いきいき健康課 ☎33-6111

健康カレンダー
予防接種

休日診療 医療機関の紹介
橋本・伊都地域消防指令センター
☎34-0119
橋本市消防本部
☎33-0119
伊都消防組合消防本部
☎22-0119

対象者は１歳〜３歳未満で、２回の接種が必要となります。
接種が未完了の人は実施医療機関に予約の上、早めに接種を完了し
てください。
ただし、水痘にかかったことがある人は対象となりません。

休日・夜間の小児医療電話相談
☎♯8000 または 073-431-8000
▶平日
19:00〜翌9:00
▶土・日曜、祝日 ９:00〜翌9:00
保健福祉センター案内図

日

時

対

12月19日㈭
10:00〜11:30

象

定

員

12人
歯の生えた頃〜１歳半頃の
子どもとその保護者
（要予約）

場

ツナグ 想い人の心得

つじむら

日

時

対

12月20日㈮
13:30〜15:30

象

定

生後５カ月〜８カ月頃の
乳児とその保護者

献 血（400㎖）

員

保健福祉
センター

15人
（要予約）

場

間

銀行

橋本
市役所

12月 １ 日㈰

市脇交差点

۔郵便局

市役所前交差点

所

10:00〜12:00
13:00〜16:00

スーパーセンターオークワ 橋本店

13:30〜16:00

ＪＡ紀北かわかみ本店

۔スーパー

۔橋本市

振興局۔

۔病院

国保の特定健康診査の
受診期限は12月末です
国保の特定健康診査の受診期限が迫っ
ています。健康のために、年に１回の特
定健康診査を受けましょう。
●対象
本年度満40歳から74歳の橋本市国民
健康保険被保険者。
※対象となる人には３月末に受診券を送
付しています。医療機関で受診する場
合は、受診券に同封の案内でご確認の
上、予約してください。
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12月26日㈭

10:00〜12:00

伊都振興局総合庁舎

冷え性さようなら教室
女性に限らず男性にも冷え性の人が増えて
いるといわれています。冷え性を改善するた
めの工夫を一緒に学びましょう。
●日程
●内容
令和２年１月21日㈫
講義、調理実習
●時間
●費用
午前10時〜午後１時
400円（食材料費）
●場所 保健福祉センター
●申し込み・問い合わせ
いきいき健康課
●対象者
☎33-6111
40歳〜64歳の市民
●定員 先着25人

時 間

場

所

こどもの
本
ふじ

の

めぐ

13:20〜14:40 境原小学校
12/５㈭

み

９:20〜９:50 橋本さつき保育園
10:15〜11:30 城山小学校
９:30〜10:20 応其こども園

12/６㈮ 10:40〜11:10 つくしんぼ園
13:05〜14:20 隅田小学校

12/10㈫ 10:20〜11:35 応其小学校
13:30〜14:00 紀見北地区公民館

今月の催し
し

10:00〜10:40 柱本小学校

日 程

時 間

近代文学（石井照千代）

12/１㈰

12:00〜13:50

源氏物語（石井照千代）

12/１㈰

14:10〜16:00

English News（新聞）

12/１㈰
12/15㈰

９:30〜11:45

English Cafe（随筆）

12/３㈫
12/17㈫

English Lounge
（実践ビジネス英語）

12/８㈰
12/22㈰

９:30〜11:45

English Camp
（短編小説）

12/10㈫
12/24㈫

９:30〜11:45

英語で楽しむリア王（芝史郎）

12/８㈰

14:00〜16:00

赤ちゃんと絵本のひととき

12/３㈫

11:00〜11:30

影絵（上演と絵本つくり）

12/７㈯

15:00〜16:30

場 所

12/11㈬ 11:05〜11:35 境原幼稚園
13:30〜14:00 ごもうのいえ
９:25〜10:40 学文路小学校

消防本部

警察署۔

日 程

９:30〜10:00 産業文化会館

 ۔

12月19日㈭

移動図書館ブッキー

12/４㈬ 11:05〜11:35 悠久の郷（紀之川寮）

作
藤野恵美
出版社
講談社

文・絵
イザベル・シムレール
出版社
岩波書店

スーパー
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しあわせな
ハリネズミ

保健福祉
センター

市民会館

 ۔ ۔教育文化会館

出版社
文藝春秋

ゆめみるどうぶつたち

催

場

著者
かじ
こ
梶よう子

づき

９:30〜10:45 すみだこども園

所

※医師の判断でお断りする場合があります

時

み

12月29日㈰から令和２年１月３日㈮
は休館します。なお、休館中は返却ポス
トが利用できません。

菊花の仇討ち

著者
辻村深月
出版社
新潮社

離乳食教室

実 施 日

۔

年末年始の休館日

所

男女とも体重が50kg以上の人が対象です。

橋本市
保健福祉センター
P

新しく入った本

にこにこ歯みがき教室

伊都地方休日急患歯科診療所 ☎33-1905
９:00〜12:00
▶日曜・祝日
※事前に電話連絡してください。また、
受診の際は健康保険証をお持ちくだ
さい。

371

本のひろば

水痘 （水ぼうそう）

休日・夜間の診療所
伊都地方休日急患診療所 ☎33-1903
▶土曜日（内科系） 18:00〜21:00
▶日曜・祝日（内科系、外科系）
９:00〜12:00（受付は11:30まで）
13:00〜17:00（受付は16:30まで）

※母子健康手帳をお持ちください

問い合わせ▶ 橋本市図書館 ☎33-0899
利用時間：
９:00〜18:00
休 館 日：毎週月曜日

12/12㈭ 11:10〜11:40 山田地区公民館
13:20〜14:35 あやの台小学校
12/13㈮

９:30〜11:45

教育
文化会館

９:30〜10:45 三石小学校
13:20〜14:35 橋本小学校
９:25〜10:40 高野口小学校

12/17㈫ 11:00〜11:30 高野口こども園
13:30〜14:00 紀見地区公民館
12/18㈬

12/14㈯

14:00〜14:40

よみきかせ会

12/21㈯

14:00〜､15:00〜

13:20〜14:30 恋野小学校
９:30〜10:00 岸上文化センター

12/19㈭ 10:25〜11:35 清水小学校
13:30〜14:00 恋野地区公民館

図書館
クリスマスよみきかせ会

10:20〜11:35 西部小学校

９:20〜９:50 学文路さつきこども園
12/20㈮ 10:25〜11:35 紀見小学校
13:30〜14:00 香久の実保育園

今月のピックアップ『リサイクルブックフェア』
図書館に置いていた雑誌や本、利用者の皆さんから持ってきていただいた本な
どのリサイクルを行います。なお、当日リサイクル本の持込みはできません。
日程 12月７日㈯・８日㈰
場所 教育文化会館
時間 午前10時〜午後４時
持ち物 本を入れる袋
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