
地域の観光資源の魅力を拡散するための写真
撮影講習会を開催します。参加費は無料です。
●日時　11月17日㈭　午後１時～５時
●集合場所　みそや呉服店（橋本一丁目5-15）
●対象　橋本市および橋本市周辺の事業者
●定員　先着15人
●持ち物　カメラ
●問い合わせ

高野山麓ツーリズムビューロー ☎26-7988

土地区画整理事業換地処分内の市有地を
売却します 【総務課・まちづくり課】

市有財産（土地）を売却します
【総務課】

●土地〈一般競争入札〉
所在地 地目 面積 最低価格

橋本一丁目
1008番地 宅地 353.19㎡ 21,610,000円

●入札参加方法（詳細は売却要項をご覧ください）
入札参加申込書を提出してください。申込書と売却
要項は11月１日㈫から総務課の窓口または市ホー
ムページから入手できます。

●申込期間
11月１日㈫～15日㈫（土・日曜、祝日を除く）

●入札日　11月28日㈪
●問い合わせ

◦申し込み・入札に関すること
総務課 契約検査係 ☎33-1218

◦物件に関すること
まちづくり課 都市計画係 ☎33-6103

・・・・・・　催 し　・・・・・・
伊都地方スポーツ少年団指導者等研修会

【生涯学習課】
●日時　12月11日㈰　午後６時30分～８時30分
●場所

かつらぎ体育センター（かつらぎ町丁ノ町2527）
●対象　スポーツ少年団指導者・団員、スポーツ関係者
●テーマ　心と身体を整えるアスリートのためのヨガ
●講師　花

は な

澤
ざ わ

真
ま

由
ゆ

美
み

氏（ヨガインストラクター）
●定員　先着30人
●申込期間　11月４日㈮～12月２日㈮
●持ち物　屋内シューズ、バスタオル、飲み物

※運動できる服装でお越しください。
●申し込み・問い合わせ

伊都地方スポーツ少年団指導者連絡協議会事務局
（生涯学習課内）
☎33-3704　ファクス33-2657

●土地〈一般競争入札〉
所在地 地目 面積 最低価格

柏原433番７ 宅地 305.04㎡ 5,217,000円

高野口町名古曽
1150番２ 雑種地 333.55㎡ 3,403,000円

隅田町中島
144番２ 他１筆

宅地
他 4,894.49㎡ 16,933,000円

高野口町小田
593番１ 宅地 985.73㎡ 4,421,000円

高野口町小田
659番13 宅地 348.98㎡ 6,282,000円

高野口町大野
580番４ 宅地 248.49㎡ 5,019,000円

高野口町大野
580番５ 宅地 243.46㎡ 4,674,000円

南馬場
1173番77 宅地 1,509.32㎡ 17,810,000円

高野口町名古曽
1141番３ 宅地 220.23㎡ 1,938,000円

●入札参加方法（詳細は売却要項をご覧ください）
入札参加申込書を提出してください。申込書と売却
要項は11月１日㈫から総務課の窓口または市ホー
ムページから入手できます。

●申込期間
11月１日㈫～15日㈫（土・日曜、祝日を除く）

●入札日
11月28日㈪

●申し込み・問い合わせ　
総務課 契約検査係 ☎33-1218

地域の魅力を発見し、よりよい活用を考えるワー
クショップを開催します。参加費は無料です。
●日時　11月29日㈫　午後１時30分～
●場所　ＪＡ紀北かわかみ 本店
●対象　橋本市および橋本市周辺に在住する人
●講師　関

せ き

根
ね

智
と も

典
の り

氏（ゲストハウス経営者）
●定員　先着20人
●問い合わせ

高野山麓ツーリズムビューロー ☎26-7988

「地域の魅力発見と活用」を考える
ワークショップ

事業者向け写真撮影テクニック
講習会

・・・・・・　売　　　却　・・・・・・

情報ひろば
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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

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

▲二次元コード

防災はしもとメール配信

相　　談　　名 相 談 日 時　　間 場　　所 受 付 方 法 問い合わせ
行政相談会

国の行政機関などに関する
苦情・要望について対応

11/22㈫ 13:30～16:00
保健福祉センター
３階
（栄養指導室洋室）

当日午後３時30分までに
相談場所へ（先着順） 市民課 市民相談係

法律相談会
弁護士が対応します
（予約制・先着９人）

①11/17㈭
②11/24㈭ 13:00～16:00

①高野口地区公民館
②市役所１階
　（相談室）

11/10㈭ 午前８時30分
から直通電話のみ受付
☎39-7200

市民課 市民相談係

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

①12/８㈭
②12/22㈭ 10:00～15:00 教育文化会館３階

（第３研修室）

11/10㈭から和歌山東
年金事務所お客様相談
室へ電話申込

和歌山東年金事務所
☎073-474-1841

心配ごと相談所
市民生活での心配ごと全般

①11/４㈮
②11/ ７ ㈪
　11/21㈪

13:00～16:00 ①高野口地区公民館
②保健福祉センター

相談日時に相談場所へ
（相談日時に電話相談
も受け付けています）

社会福祉協議会
☎33-0294

こころの相談（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

11/４㈮
11/24㈭ 午後から 橋本保健所 橋本保健所保健課へ

電話申込
橋本保健所保健課
☎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

月～金曜日 13:00～17:00 ――― 相談日時に電話で受付
☎0120-555-294

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

11/９㈬
11/24㈭ 10:00～16:00 市民活動サポートセ

ンター
市民活動サポートセン
ターへ電話申込

市民活動サポート
センター
☎33-0088

消費生活相談会
悪質商法の被害、消費者の
契約・取引トラブルなど

①11/１㈫
②11/８㈫
③11/15㈫
④11/22㈫

13:00～16:00

①かつらぎ町役場
②高野町役場
③橋本市消費生活センター
④九度山町ふるさとセンター

相談日時に相談場所へ 消費生活センター

多重債務等無料相談会
司法書士による相談 月～金曜日 10:00～15:00 ――― 相談日時に電話で受付

司法書士総合相談
センター
☎073-422-4272

人権相談（※１）

いじめ、差別、虐待、家族
や近隣間の悩みごとなど

11/11㈮ 13:30～16:00 高野口地区公民館 当日午後３時までに相
談場所へ　予約も可能 人権・男女共同推進室

女性電話相談
女性が抱える心配ごと全般 月～金曜日 ９:00～13:00

※１回30分程度 ――― 相談日時に電話で受付
☎33-8525 人権・男女共同推進室

その他の相談（詳しくはお問い合わせください）
子育て相談（妊娠期から18歳までの子どもに関する悩みなど） ······問い合わせ：子育て世代包括支援センター　☎33-0039
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 ☎32-1512
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 ☎33-2111
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 ☎32-2124
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 ☎33-1227
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 ☎33-1115

※１　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。
※２　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。

●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。
●配信内容　気象警報、防災情報、行政情報

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）

介護サービス相談

Citizen consultation
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