問

有田再生資源協同組合 12 月 29 日（火）
（古勝商店℡ 52-2002） 午後５時まで

1 月４日（月）
午前９時から

年末年始のごみ収集については︑特
別収集体制で実施しますので︑お間違
いのないようご注意ください︒
生活環境課︵内線２２９︶
問

年集団健診

■特定健診
対象者／ 〜 歳の国保加入者
内容／問診・診察・身体測定・血圧測
定・尿検査・心電図・血液検査
■がん検診
対象者／満 歳以上の有田市民
検診種別／胃がん・大腸がん・胸部・
乳がん・肝炎ウイルス
健康課︵内線３４３︶
保健センター℡
３２２３
申・ 問

月下旬から 月上旬にかけ︑ジェ
ネリック医薬品を使用した場合︑１か
月の自己負担額が２００円以上軽減さ
れる可能性がある方を対象にジェネ
リック医薬品使用促進のお知らせを送
付しています︒
患者負担の軽減や医療保険財政の改
善のため︑ジェネリック医薬品の使用
をご検討ください︒
※ジェネリック医薬品への切り替えを
強制するものではありません︒
※お薬によっては︑ジェネリック医薬
品への切り替えができない場合もあ
ります︒かかりつけの医師又は薬剤
師にご相談ください︒
問 後発医薬品利用
差額通知コールセンター
℡０１２０ ５３ ０００６
和歌山県後期高齢者医療広域連合
℡０７３ ４２８ ６６８８

後期高齢者医療制度に
加入されているみなさまへ

40

℡０７３

４８８ １１０２

和歌山労働局総務部労働保険徴収室

注意！
プレミアム商品券有効期限間近

紀州有田商工会議所

℡

４７７７

有田市郷土資料館からの
お願いとお知らせ
有田市郷土資料館では︑戦争中や戦
後復興の苦労を伝える資料を探してい
ます︒
千人針・出征兵士を送る日の丸・衣
料・切符・軍隊手帳・進駐軍関係資料
などお持ちの方は︑郷土資料館までご
連絡ください︒
また︑特別展終了に伴い 月 日
水
( よ
) り展示替えをしました︒内容
は︑﹃有田に伝わった染付﹄・﹃有田
市内古代遺跡の出土遺物﹄・﹃描かれ
た紀州の風景﹄・﹃描かれた草花﹄で
す︒是非︑ご来場ください︒
３２２１
問 郷土資料館 ℡

問

﹃有田市プレミアム
商品券﹄の有効期限
は︑ 月 日 木( ま)で
となっております︒
まだ︑プレミアム商
品券をご利用でない方
は期限内に必ずご利用
ください︒
有効期限を過ぎる
と︑一切使用ができなくなります︒

問

きが必要です︒詳しくは和歌山労働
局︑最寄りの労働基準監督署︑ハロー
ワークにご相談ください︒

−

年末年始のトイレのくみ取り
申込先／各清掃業者
受付最終日／ 月 日︵土︶正午
受付開始日／１月７日︵木︶
年末は混雑が予想されますので︑お
早めにお申込みください︒
問 有田市清掃組合 ℡
６４５４
※平日 午前８時 分〜正午

平成

・給与支払報告書︵個人別明細書︶
その他
・給与支払報告書︵総括表︶は 月中
に送付いたします︒新規に必要な方
は税務課までご連絡ください︒
・専従者以外の生計を一にする親族に
支払った賃金︑および確定申告時︑
支払先が不明な場合︑支払った賃金
を必要経費・雇人費に算入すること
はできません︒
税務課︵内線３７３︶
問

月は﹁税の合同滞納整理
強化月間﹂です
本市では︑納期内に納付された方と
の公平を保ち︑滞納の解消を図るため
に︑和歌山県及び和歌山地方税回収機
構と合同で︑ 月を﹁合同滞納整理強
化月間﹂として︑税収確保に取り組み
ます︒
■納税相談の実施
納付 が困難な事情 がある場 合は︑滞
納を放置することなく︑税 務課及 び健
康課までご相談ください︒なお︑仕事の
都合等の理由で︑昼間市役所へ来所でき
ない場 合は︑事 前に担 当課まで電話連
絡をください︒夜間でも随時︑職員が納
税相談に応じさせていただきます︒
税務課︵内線２３２︶
健康課︵内線５１５︶
問

11

お知らせ

ビン・缶・ペットボトル

平成 年度給与支払報告書を
提出してください

83
−

事業主の皆さまへ
労働保険に入っていますか？

−

−

12

掲載しています︒今後シンポジウムを
開催するなど︑市民の皆さまへの周知
に努めていきます︒
経営企画課︵内線３２３︶
問

1 月４日（月）
午前８時 30 分から

年末年始のごみの収集

有田再生資源協同組合 12 月 24 日（木）
（西山商店℡ 82-2872） 午後３時まで

いる住民基本台帳カード︑公的個人認
証︵現行３年︶は︑有効期間までお使
いいただけます︒
■個人番号カード発行の時期
個人番号カードに搭載される公的個
人認証を使い電子申告をお考えの方
は︑個人番号カードの交付申請が集中
した場合︑確定申告期間中に交付が受
けられないおそれがあります︒どうし
ても電子申告をされたい方は︑現行の
住民基本台帳カード向け公的個人認証
を使っていただくことになります︒
市民課︵内線２４１︶
問

プラスチック

有田市まち・ひと・しごと創生
総合戦略の策定
全国的に人口減少・少子高齢化が進
行している中で﹁まち・ひと・しごと
創生法﹂に基づき︑市町村においても
地域特性に応じた総合的な戦略を策定
することが求められています︒有田市
では︑２０６０年までの有田市人口の
展望を﹁有田市長期人口ビジョン﹂と
してまとめるとともに︑次の３つの基
本目標に沿って２０１５〜２０１９年
度の政策目標・施策を﹁有田市まち・
ひと・しごと創生総合戦略﹂として策
定しました︒
基本目標１ 誇れるまち有田市︵結
婚・出産・子育て︑教育︑防災等住環
境整備︑市民協働︶
市民と協働して地域の課題に取り組
むことで安全・安心な暮らしを実現す
るとともに︑結婚・出産・子育ての希
望をかなえることで︑活力あふれ︑誇
れる明るい未来のまちを目指す︒
基本目標２ アクティブなまち有田市
︵産業︑雇用関係︶
次代を見据えてチャレンジし︑チャ
レンジを応援することにより︑地域産
業の発展・維持や新規産業の立地を促
し︑安定した雇用を創出する︒
基本目標３ モテるまち有田市︵観光
資源︑移住促進関係︶
地域資源を掘り起こし︑自分たちの
まちを磨き上げることにより︑観光客
や移住者の増加を促進し︑有田市への
新しいひとの流れをつくる︒
詳細については︑市ホームページに

お知らせ
﹁街角の年金相談センター
和歌山︵オフィス︶﹂開所
月７日 月
( 和
) 歌山市に開所しま
す︒
所在地／損保ジャパン和歌山ビル１階
受付時間／月〜金曜日
午前８時 分〜午後５時 分
※土・日・休祝日は休みです︒
※街角の年金相談センター︵オフィ
ス︶は﹁対面による年金相談﹂を
行っています︒日本年金機構の委託
を受けて︑全国社会保険労務士会連
合会が運営しています︒
問 和歌山西年金事務所
℡０７３ ４４７ １６８８
健康課 内(線５１６ )

1 月５日（火）
午前８時 30 分から
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−

年始開始日

40

−
31

広報ありだ 2015.12 ⑥
「やめようよ」 言える勇気と きく勇気

82
−

−
83
−
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26

受付時間／午前８時〜９時
※無料で受診できます
※事前に電話にてご予約ください。

30

２月 8 日（月）
２月 21 日（日） 保健センター

28

１月 13 日（水）
１月 24 日（日） 保健センター

申込締切日
場所
実施日

12 月 24 日（木） １月４日（月）
午後５時 15 分まで 午前８時 30 分から
清掃センター
（℡ 82-5747）
粗大ごみ

受付開始日
受付最終日
申込先
ごみの種類

年末最終日
持ち込み先

12 月 28 日（月） 1 月４日（月）
午後５時 15 分まで 午前８時 30 分から
（資源ごみ）
清掃センター
新聞・段ボール・雑誌・古布・古着 （℡ 82-5747）

28

12

12 月 30 日（水）
午後３時まで

28

27

ただいま
２月 4 日（木） JA ありだ宮原支所 １月 21 日（木）
受付中です !!
12

環境センター
（℡ 52-5384）

27

やめようよ 自分がされて いやなこと
平成26年度人権啓発標語入選作品 中学生の部
⑦ 広報ありだ 2015.12

−

燃えるごみ・粗大ごみ
その他の不燃物

28

15

12

12

正社員︑パート︑アルバイトなど︑
雇用形態にかかわらず︑１人でも労働
者を雇っている場合︑事業主は︑労働
保険に加入する義務があり︑その手続

11

−

市民課からのお知らせ

12

ごみの種類

平成 年中に給与等を支払われた
方は︑支払いをしたすべての従業員
︵パート︑アルバイト︑専従者給与等
を含む︶の給与所得等を記載した﹁給
与支払報告書﹂を提出してください︒
平成 年中に退職された方についても
提出が必要となります︒
給与支払報告書は︑給与所得者︵従
業員︶にとって市県民税の申告に代わ
る重要な書類となりますので︑給与支
払額の多少にかかわらず必ず提出して
ください︒
提出期限／平成 年２月１日︵月︶
提出先／受給者の平成 年１月１日現
在の住所地の市町村に提出してくだ
さい︒住所地が有田市の場合は税務
課になります︒
提出書類
・総括表
※名称・所在地等に変更がございまし
たら︑朱書きで訂正してください︒

11

30

■マイナンバーの通知カードについて
通知カードが届いている方で︑通知
された内容︵氏名︑住所︑性別︑生年
月日︶から変更がある方については︑
通知カードと運転免許証等の本人確認
書類をお持ちの上︑市役所にお越しく
ださい︒
また︑ 月中旬になっても届いてい
ない方については︑市役所までお問合
せください︒
■公的個人認証サービスの変更
住民基本台帳カード向け公的個人認
証サービス︵電子証明書の発行︶は
月 日︵火︶で終了します︒また︑住
民基本台帳カードの発行は︑ 月 日
︵金︶で終了します︒すでに持たれて

82

−

12
25

保健センター ℡ 82- ３２２３

献血へ
行こう！

12

22

82-3168
88-5524
88-5500
82-1093
保田公民館…………
宮原公民館…………
糸我公民館…………
中央地区公民館……
82-3220
82-4159
82-5957
82-2276
83-3955
有田市図書館………
初島公民館…………
港町公民館…………
箕島公民館…………
宮崎公民館…………
83-1111
83-0119
82-2151
83-2141
82-3221
有田市役所…………
有田市消防本部……
有田市立病院………
有田市水道事務所…
有田市文化福祉センター …

市庁舎関係
連絡先
12月 2日(水)ｵｰｸﾜ箕島店 午前10時 11時45分･午後1時 4時30分
12月16日(水)有田警察署 午前10時 午後0時15分 有田市立病院 午後2時 4時30分

