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野迫川村漁業協同組合通常総会
２月２２日（金）山村振興センターにおいて、平成３１年野迫川村漁業協同組合通常総会が
開催され、提出された下記の案件が承認されました。
また、あまごの解禁は４月１４日（日）に決定しました。
解禁前には、池津川川、北股川、中原川、川原樋川にアマゴの成魚４７０㎏を放流します。
案

件

アマゴ釣り解禁の
お知らせ

１．平成３０年度業務報告、決算報告について
２．役員改選について（任期3年）
役
職
氏
代表理事組合長（重任） 津田
理事（新任）
津守
理事（重任）
中本
理事（重任）
坂本
理事（新任）
地造
監事（重任）
雪谷
監事（重任）
中迫

名
宣幸
良直
章
静男
泰正
明良
喜昭

平成３１年４月１４日（日）
解

禁

解禁日券

３，５００円

日

券

２，５００円（解禁日翌日から）

年

券

７，０００円（解禁日翌日から）

現場販売

５００円増
野迫川村漁業協同組合

３．役員報酬について
４．平成３１年度事業計画並びに予算について

電話０７４７ｰ３７ｰ２１０１

元野迫川村消防団第３分団長 南谷 勇氏 瑞寶單光章受章
みなみたに

今回、南谷

いさむ

ずいほうたんこうしょう

勇氏（平）が高齢者叙勲で瑞寶單光章を受章されました。

南谷氏は、昭和２３年に野迫川村消防団に入団し約５７年という永きにわたり消防団員と
して野迫川村消防団の発展に大きく貢献されました。
このような功績により、今回の受章の運びとなりました。
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犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定合同調印式
２月２７日（水）、犯罪被害者等支援の連携協力
に関する協定合同調印式が、五條市人権総合セン
ターにて行われました。野迫川村長・十津川村長・
五條市長が、それぞれ五條警察署、公益社団法人
なら犯罪被害者支援センターとの協定書に署名し
ました。この協定により、行政・警察・支援センター
との連携が強化され、犯罪被害者等への支援がよ
り充実することとなります。

野迫川村犯罪被害者等支援条例が４月１日から施行されます
犯罪のない安全で安心して暮らせる村は、わたしたちみんなの願いです。しかし誰もが、ある日突然犯罪の被
害に巻き込まれる可能性があります。
野迫川村では、犯罪被害者やその家族が、被害の軽減・被害からの早期回復ができるように、犯罪被害者を支
える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指すため、本条例を制定しました。
（以下、条例抜粋）
（目的）
第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に基づき、本村における犯罪被害者等
の支援に関し、基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施
策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者
等の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮
らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
（相談及び情報の提供等）
第６条 村は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等
が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連
絡調整を行うものとする。
２ 村は、前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
（見舞金の支給）
第７条 村は、犯罪被害者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める見舞金を支給するものと
する。
（１） 遺族見舞金 ３００，０００円
（２） 傷害見舞金 １００，０００円
２ 前項の規定による見舞金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
（居住の安定）
第８条 村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、
必要な施策を講ずるものとする。
（広報及び啓発）
第９条 村は、犯罪被害者等の支援について、村民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。
～犯罪被害者等のための主な相談窓口～
◎奈良県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体
公益財団法人 なら犯罪被害者支援センター ℡：０７４２ｰ２４ｰ０７８３
性暴力被害者専用相談窓口 ℡：０９０ｰ１０７５ｰ６３１２
◎ナポくん相談コーナー（奈良県警察） ℡：♯９１１０
◎性犯罪被害相談１１０番（奈良県警察） ℡：０７４２ｰ２４ｰ４１１０
◎県の犯罪被害相談窓口（奈良県人権施策課） ℡：０７４２ｰ２７ｰ８７２６
◎五條警察署 ℡：０７４７ｰ２３ｰ０１１０
◎日本司法支援センター 法テラス犯罪被害支援ダイヤル ℡：０５７０ｰ０７９ｰ７１４

野迫川村役場

住民課

電話０７４７ｰ３７ｰ２１０１
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平成３１年度

狂犬病予防集合注射の実施について

狂犬病予防集合注射について
・犬の狂犬病予防注射を下記のとおり実施いたしますので、すでに登録済の飼い主の方は別途送付いたし
ますハガキをご持参のうえ、最寄りの実施会場へお越しください。
・会場へは、犬を十分に制御できる方がお連れください。
・集合注射料金

３，２００円をご持参ください。

犬の新規登録について
・犬の登録は、個々の犬に対して行うものです。新しい犬をお飼いになる際には、新たに登録が必要です。
・犬の登録手数料

３，０００円をご持参ください。
平成３１年度

月

日

４月４日（木）

問い合わせ

野迫川村役場

時

狂犬病予防集合注射
間

日程表

実

施

場

所

１０：３０～１０：４０

野迫川村高野豆腐伝承館前

１０：４５～１０：５５

野迫川村公民館

１１：１５～１１：２５

野迫川村山村振興センター前

１１：５０～１１：５５

立里生活改善センター前

１３：１５～１３：２０

池津川生活改善センター前

１４：１０～１４：１５

旧弓手原小学校前

１４：３０～１４：３５

旧檜股小学校前

１４：５０～１４：５５

北今西壽楽院お堂前

１５：００～１５：２０

大股橋詰

１５：４０～１５：４５

北股生活改善センター前

住民課

電話０７４７－３７－２１０１

国民年金への変更手続きはお済みですか
◆２０歳以上６０歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。勤務先を退職（失業）
されたときは、厚生年金保険（第２号保険者）から国民年金（第１号保険者）への変更手続きが必要です。
◆また、上記の方に扶養されていた配偶者（第３号被保険者）についても国民年金への手続きが必要とな
ります。
◆なお、経済的な理由により国民年金保険料を納めることが困難な場合は、
「免除制度」をご利用ください。
退職（失業）による特例免除制度がありますので、手続きの際は雇用保険被保険者離職票のコピーや雇
用保険受給資格者証のコピー等も併せてご提出ください。
問い合わせ

大和高田年金事務所

電話

０７４５ｰ２２ｰ３５３１

野迫川村役場住民課

電話

０７４７ｰ３７ｰ２１０１
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診療所だより
みなさん、こんにちは。診療所の根津です。
今年の冬は例年より雪が少なく、個人的には運転もしやすく助かりま
した。寒さも少しずつ和らぎ春へ向かっていますが、みなさん体調を崩
されていませんでしょうか。
今回のテーマは日本全体でも増えてきている「認知症」についてです。
≪認知症とは≫
御存じの方も多いと思いますが、認知症とはいわゆる「物忘れ」が多くなる病気のこ
とです。加齢とともに物忘れしやすくなることはありますが、年相応以上に物忘れしや
すくなった状態と考えていいと思います。ただし、認知症になると物忘れだけでなく、
不安、気分の落ち込み、妄想、徘徊、暴言、暴力などの行動・心理症状を伴うことがあ
ります。
≪認知症の診断・治療≫
もし周囲の方で上記のような症状がみられる方がいらっしゃれば、気軽に診療所へご相談ください。診
療所でも認知症の診療は可能ですが、より専門的な診療を希望される場合は、物忘れ外来という認知症専
門の外来を行っている病院もありますので、ご希望があればそちらへ紹介させて頂きます。
認知症はお薬による治療がメインになります。ただ、現時点で認知症の特効薬はなく、病気の進行を緩
やかにする程度の効果です。そのように医療による治療に限界があるため、ご家族や地域の方のサポート
が重要になります。
≪周囲の関わり方≫
認知症の方は、忘れていく恐怖感や生活していく難しさで常に不安を感じています。また、「話しても
どうせ忘れてしまう」「話しても通じない」と決めつけられ、周囲の方が本人の話を聞いてくれず、仲間
外れだと感じている場合もあります。しかし、その不安感や疎外感をうまく表現できず、はじめに説明し
た行動・心理症状（徘徊、暴力・興奮、幻覚・妄想、不安焦躁）となってあらわれます。そのため、本人
の立場にたって話を聞き、本人の安心感が得られるような対応が必要です。
また、認知症になっても長年つちかってきたこと（家事や畑仕事など）や好きなことは症状が進行しても、
できることが多いです。周囲の方が「できないから」と決めつけてしまうと、ときにその人の能力を発揮
する機会をなくしてしまいます。「できる能力」を見極めて、能力を発揮できるよう支援することが本人
の生きがいにもつながります。もし身の回りに認知症の方がいれば、周囲のみなさんでサポートしてあげ
てください。
とはいえ、認知症の方は毎日同じ言動を繰り返したり、妄想や暴言で周囲とトラ
ブルを起こしてしまい、ご家族や周囲の方が困ったり、付き合い疲れすることはよ
くあります。その負担を軽減するためにも、自分で抱え込まずに診療所や社会福祉
協議会へご相談いただければと思います。
≪さいごに≫
さて、２０１７年４月に診療所へ赴任して早くも２年が経ち、今年の３月いっぱいで転勤することとな
りました。始めは右も左も分からない状態でしたが、皆さんに助けて頂きながら医者としても成長できた
と思います。診療時間以外にも、村民の方と関わらせていただくことがあり、とても良い思い出になりま
した。４月からは、天野雅之先生が着任されますので、またお気軽にご相談いただければと思います。短
い間ではありましたが、ありがとうございました。
野迫川村国民健康保険診療所

根津

大樹

平成31年3月
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南和広域医療企業団からのお知らせ
４月２７日（土）から５月６日（月）までの期間における南奈良総合医療センター、吉野病院、五條病院
の診療体制については次のとおりです。
４月２７日（土）

休

診

４月２８日（日）

休

診

４月２９日（月・祝日）

休

診

４月３０日（火・休日）
５月１日（水・祝日）
５月２日（木・休日）

問い合わせ

平常どおり外来診療
休

診

平常どおり外来診療

５月３日（金・祝日）

休

診

５月４日（土・祝日）

休

診

５月５日（日・祝日）

休

診

５月６日（月・休日）

休

診

南和広域医療企業団
南奈良総合医療センター
吉野病院
五條病院

☎０７４７ｰ５４ｰ５０００
☎０７４６ｰ３２ｰ４３２１
☎０７４７ｰ２２ｰ１１１２

森林所有者の皆様へ
平成 31 年 4 月から新たな制度（森林経営管理制度）がスタートします
～森林の適切な経営管理が求められます～
森林の適切な経営や管理が行われないと、土砂災害の防止や水源
涵養等へ影響を及ぼすことが懸念されます。このため平成３１年４
月から「森林経営管理制度」がスタートし森林の適切な経営や管理を
進めることとしています。

森林が適切に経営管理されていない場合、森林所有者の皆さんに
意向調査を実施することとしておりますので、ご理解とご協力をお
願いします。
問い合わせ 野迫川村役場産業課
森林経営管理法
電話 ０７４７ｰ３７ｰ２１０１

「森林経営管理制度」とは
森林を適切に経営や管理していくた
めに、
① 森林所有者の皆さんが、所有して
いる森林を適切に経営や管理しなけ
ればいけないことを明確化していま
す
② 森林が適切に経営管理されていな
い場合、村から森林所有者の皆さん
に今後の森林の経営や管理について
の意向を調査します
③ 森林所有者の皆さんが自ら経営や
管理を続けることが難しい場合に
は、村は森林所有者の皆さんとご相
談をし、必要に応じ今後の経営管理
の計画を定め、計画を実施するため
の権利を村等に設定（経営管理を委
託）していただきます
④ 村は、森林の経営管理を実施する
ため、林業経営者の方に経営を再委
託するか、村が直接管理します。
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平成３１年度警察官（第１回）採用試験
１

第１次試験日

２

採用予定人員

３

受験資格

教養試験・論文試験

５月１２日（日）

体力試験・口述試験

５月２５日（土）、２６日（日）のうち指定する１日

警察官（大学区分） 男性３９人程度、女性５人程度       

昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を除
く）を卒業した人または平成３２年３月末までに卒業見込みの人

４

受付期間

郵送（簡易書留）・持参
インターネット

５

問合せ・受験申込先

３月４日（月）～４月１９日 ( 金 )

３月４日（月）～４月１５日（月）

奈良県警察本部警務課採用係
〒６３０ｰ８５７８
ＴＥＬ
ＵＲＬ

６

その他

奈良市登大路町８０番地

０１２０ｰ３５１ｰ２０４（採用フリーダイヤル）
http://www.police.pref.nara.jp/

上記「大卒区分」以外に、特別区分（「武道Ａ」「サイバー捜査官」）による採用試験
を実施します。
詳しくは上記問合せ・受験申込先までお問合せください。

７

担当者

奈良県警察本部警務課採用係
（０７４２ｰ２３ｰ０１１０

駒井

章人

内線２６３６）

「第１４回市町村対抗子ども駅伝大会」
野迫川村・黒滝村合同チームで出場
３月９日（土）、快晴に恵まれるなか、橿原運動公園にて「第１４回市町村対抗子ども駅伝大会」
たけ だ

こ

こ

やま だ かん た

なかさこ み

さ

き

が開催され、野迫川小学校５年生の竹田香子さん、山田寛太くん、中迫美紗希さんの３名と黒滝
村の小学生５名との合同チームで駅伝大会
に出場しました。タスキに想いを込めて、
新しい仲間とともに最後まで元気いっぱい
駆け抜けました。
県内の多くの小学生が集まって競い合う
場に参加でき、とても良い経験となりまし
た。

平成31年3月
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国税職員募集のお知らせ
平成３１年度（２０１９年度）国税専門官採用試験
受験資格

１

平成元年４月２日～平成１０年４月１日生まれの者

２

平成１０年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
⑴大学を卒業した者及び平成３２年（２０２０年）３月までに大学を卒業する見込みの者
⑵人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認める者

試験の程度

大学卒業程度

申込受付期間

平成３１年（２０１９年）３月２９日（金）～４月１０日（水）
原則として、インターネット申込みとなります。
インターネット申込専用アドレス [http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html]

試験日及び試験種目
試

験

試

験

日

試

験

種

目

解答時間

基礎能力試験（多肢選択式） ２時間２０分
第１次試験 ６月９日（日）

専門試験（多肢選択式）

２時間２０分

専門試験（記述式）

１時間２０分

７月１１日（木）～
人物試験
７月１９日（金）
第２次試験
※ 第１次試験合格通知 身体検査
書で指定する日時
（注）第２次試験の際、人物試験の参考とするため、性格検査を行います。
合格者発表日

第１次試験合格者発表日

平成３１年（２０１９年）７月

合格者発表日

最終合格者発表日

平成３１年（２０１９年）８月２０日（火）９時

２日（火）９時

試験地
近畿地域

その他の地域

第１次試験

京都市、
大阪市

札幌市、盛岡市、仙台市、高崎市、さいたま市、東京都、新潟市、松本市、
名古屋市、金沢市、松江市、岡山市、広島市、高松市、松山市、福岡市、熊
本市、鹿児島市、那覇市

第２次試験

大阪市

札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、
福岡市、熊本市、那覇市

（注）第１次試験地及び第２次試験地については、それぞれ受験に便利な１都市を選んでください。
採用予定数

１

採用予定数については、別途、人事院ホームページに掲載します。

２

採用予定数は変動することがあります。
最新情報は人事院ホームページで確認してください。

問合せ先

大阪国税局人事第二課（試験係）（☎０６ｰ６９４１ｰ５３３１）
又は吉野税務署総務課（☎０７４６ｰ３２ｰ３３８５）

その他

採用に関する情報は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）「採用案内」にも掲載し
ています。
大阪国税局・吉野税務署
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平成31年3月

軽自動車の登録について
軽自動車税は、４月１日に車両登録がある車の所有者に課税されます。
この日の前後に車の購入・買い替え・廃車を考えておられる方は、次の
ような事例にご注意ください。
（例）
・「４月２日に車を購入した」
→ この場合、その年度の軽自動車税は課税されません。
・「３月３１日に車を売却したが、名義変更は４月２日になった」
→ この場合、以前の所有者に対して軽自動車税が課税されます。
・「４月１日に廃車手続きを行った」
→ この場合、新たに軽自動車税は課税されません。
ただし、納付書の発送までに村に通知が届かないこともありますの
で、住民課までご連絡ください。
・
「３月２８日に県外の業者に車を売却し、
名義変更もその日のうちに行った」
→ この場合、新たに軽自動車税は課税されません。
ただし、県外での手続きは村に通知されるまで２ヶ月以上を要する
ことがあります。
そのため納付書を発送することがありますので、住民課までご連絡
ください。
問い合わせ 野迫川村役場 住民課 電話０７４７ｰ３７ｰ２１０１

軽自動車税の納期限は
５月７日（火）です
平成３１年度の軽自動車税の納期限は５月７日（火）です。
この日までに役場窓口や、郵便局・銀行等で納付をお願いします。
また、口座振替の引落しもこの日に行います。
口座残高に不足がないよう、ご確認ください。
『広報のせがわ』平成31年2月号 お詫びと訂正のお知らせ
『広報のせがわ』2月号「野迫川村子ども未来議会開催」4ページに掲載し
ている氏名に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
さらたに

と

も

み

（誤） 更谷 乙望美 議員

さらたに

と

も

み

（正） 更谷 乙百望 議員

むち

大寒も八十路にきつし雪の朝

怠け心へ鞭打ち外へ
吉野

待合に話せし人の戻りきて

武文

敬子

睦代

駅まで乗れとの言葉にあまえし

中田

秒針の音のきわだつ真夜中に

数を数えて眠れるを待つ

西前

山茶花はざわめく風に声もなく

白い花弁を葉かげに隠せり

章

良子

中西

西本

逝きましし父と母はも八十二歳

か

この年越えしを幸とぞ思ふ

ひ

徳太郎

乾涸らびし小川を満たす雪解けの

水は渦巻き歌奏でゆく

小倉

一本の椿の名さえ古びたり

花は真紅に落ちて地を染む
孤山

平成31年3月
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第１５回

野迫川小フェスティバル

２月１６日（土）野迫川小学校でこの１年間学習したことを発表する、
「第１５回野迫川小フェ
スティバル」（学習発表会）を開催し、PTA や地域の方など、多くの方々に観覧していただき
ました。音楽、ダンス、劇、展示作品などがあり、その中でパソコンを使ったり、英語や古語
で劇をしたり、工夫を凝らして発表しました。この日のためにつくりあげてきた成果に、会場
から大きな拍手をいただきました。

人口／２月２８日現在
編集・発行

■世帯数

２２６戸

奈良県野迫川村

■人口

TEL0747-37-2101

３９３人
FAX37-2107

■男
印刷

１８４人
㈱五條印刷所

■女

２０９人

