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議会の動き
令和２年２月

第１回臨時議会

令和２年２月第１回臨時議会が１９日に召集され、議案１件が次
のとおり議決されました。
臨時議会後、改修工事中の旧北股小学校を視察いたしました。
旧北股小学校は、地区の避難所や災害研修施設に活用すべく改修
されます。
議案第１号

変更請負契約の締結について

小・中学校招待給食
野迫川小・中学校の子どもたちが、村や学校での生活に感謝する気持ちを込めて、１月
３０日（木）に角谷村長と中迫教育長を招いて「感謝給食」の会を行いました。
生徒代表の挨拶に続いて始まった会食では、村長が中学生と、教育長が小学生とテーブル
を囲み、野迫川小・中学校の美味しい手作り給食を味わいながら、学校のことや、家庭のこと、
村での生活のこと、好きな食べ物など、様々な話題で楽しく過ごす時間になりました。
最後に、村長からは、子どもたちに期待することや、学校の設備充実などのことはもちろん、
村に住む一人一人を大切にするために村がしていることのお話などをいただきました。教育
長からは、空手をされていた経験から「礼に始まり、礼に終わる」という言葉の意味から、感
謝することの大切さや、食事をいただくことと健康との関係についてのお話しなどがありま
した。
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令和２年３月

野迫川村漁業協同組合通常総会
令和２年２月２７日（木）、山村振興センターにおいて、令和
２年野迫川村漁業協同組合通常総会が開催され、下記の案件が
承認されました。
記
案 件
１．令和元年業務報告、決算報告について
２．役員報酬について
３．令和２年事業計画並びに予算について
４．その他について

アマゴ釣り解禁のお知らせ
令和２年４月１２日（日） 解

禁

放流量

４７０㎏

現場販売

５００円増

解禁日券

３，５００円

追加放流量

川 原樋川のみ８０ｋｇ（４月中旬、

日券

２，５００円（解禁日翌日から）

年券

７，０００円（解禁日翌日から）

下旬、５月上旬予定）

野迫川村漁業協同組合
吉野郡野迫川村大字北股８４

令和２年度

役場産業課内

電話０７４７ｰ３７ｰ２１０１

狂犬病予防集合注射の実施について

・令和２年度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 ３，４００円を持参ください。
犬の新規登録について
・犬の登録は、個々の犬に対してのものです。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円を持参ください。
令和２年度 狂犬病予防集合注射 日程表
月 日
時
間
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
４月９日（木）
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
問い合わせ 野迫川村役場 住民課 電話０７４７－３７－２１０１

令和２年３月
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新型コロナウィルス感染症について
○新型コロナウィルス感染症が日本国内で発生していますが、過剰に心配することなく、厚生労働省や奈
良県が発信する正確な情報に基づき、落ち着いて行動してください。
○風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、お一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても
重要です。
感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
〈咳エチケット〉
マスクを着用しましょう。
マスクがない時はティッシュやハンカチで、とっさの時は袖を使って、口や鼻を覆いましょう。
〈手洗い〉
帰宅時・調理の前後・食事前など石けんと流水による手洗いをこまめに行いましょう。
消毒用アルコールも有効です。
○咳や発熱など体調がすぐれない時は、症状を悪化させないために、また人にうすさないために、無理せ
ず休むようにしましょう。
咳や発熱等の症状が続く場合や、不安な場合は保健所又は役場にご相談ください。
奈良県内吉野保健所

０７４７ｰ２２ｰ３０５１

野迫川村

０７４７ｰ３７ｰ２１０１

住民課

令和２年度警察官（第1回）採用試験実施
１．第 １ 次 試 験 日

教養試験・論文試験：５月１０日（日）
体力試験・口述試験：５月２３日（土）、２４日（日）のうち指定する１日

２．採 用 予 定 人 員

警察官（大卒区分）：男性４０人程度、女性４人程度

３．受

昭和６２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

験

資

格

除く。）を卒業した人又は令和３年３月末日までに卒業見込みの人
４．受

付

期

間

郵便（簡易書留で）
持参（直接下記受験申込先へ）

：

３/５（木）～４/１７（金）

インターネット（県警ホームページから） ：
５．問合せ・受験申込先

奈良県警察本部警務課採用係
〒630 ｰ 8578

６．そ

の

他

３/５（木）～４/１３（月）

奈良市登大路町８０番地

TEL

0120-351-204（採用フリーダイヤル）

URL

http://www.police.pref.nara.jp/

上記の「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。
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国税職員募集のお知らせ
令和２年度 国税専門官採用試験
受 験 資 格

１

平成２年４月２日～平成１１年４月１日生まれの者

２

平成１１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令和２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

令和２年３月２７日（金）～令和２年４月８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７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８日（水）～
人物試験
７月１７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

令和２年６月３０日（火）９時

合格者発表日

最終合格者発表日

令和２年８月１８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

令和２年３月
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自衛官募集
〇予備自衛官補

令和２年度の採用になります。

◇採 用 試 験 令和２年４月１８日（土）～２２日（水）のうち一日
受付締切日：令和２年４月１０日（金）
◇お問い合わせ

自衛隊奈良地方協力本部五條地域事務所
電話：０７４７ｰ２２ｰ３７８９
就職・転職お考えの方、まずはご連絡ください。

離婚時の年金分割制度のお知らせ
▼離婚後２年以内に手続きを行うと、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金と
することができます。
年金分割とは
サラリーマン等が加入する厚生年金は、給与等の報酬額に応じて保険料を納付し、報酬額の記録に応じ
て年金が支払われます。
年金分割を行うと、婚姻期間中について、厚生年金支給額計算の基となる報酬額の記録が分割されるこ
ととなり、年金額をお二人で分割できます。
【例：サラリーマン夫と専業主婦妻の場合】

年金分割の方法

※離婚後２年以内に行うこと

①合意分割
お二人からの請求で年金を分割します。分割の割合は、お二人の同意、または裁判手続きによって決定
されます。
②３号分割
専業主婦など国民年金第３号被保険者＊１であった方からの請求で年金を分割します。分割の割合は、２
分の１ずつです。（平成２０年４月以降の報酬額が対象）
＊１

厚生年金保険被保険者または共済組合員の被扶養配偶者で２０歳以上６０歳未満の方
手続き・ご相談はお近くの年金事務所
または街角の年金相談センターまで！
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令和２年３月

令和２年４月１日から
奈良地方気象台の電話窓口が変わります
職員による対応
０７４２ｰ２２ｰ２５５５
平日日中

８時３０分～１７時１５分

自動音声による気象情報
０７４２ｰ２７ｰ７３２９
終日利用可能（夜間・休日含む２４時間）
自動音声による気象情報の利用方法は以下をご覧ください。
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待ち兼ねし

緑は萌えてやっと春

吉野

今年も多忙野良の予定を

冬山の

杉の根元を守ること

中田

ひかげのかずら緑延ばせり

アフガンに

緑を生みし熱き医師

西前

志半ばにて無念は如何に

わが家の

池のほとりは苔むして

雪の無きまま春きたるらし

西本

武文

敬子

睦代

良子

令和2年3月
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『第１６回野迫川小フェスティバル』
The final ザ・ファイナル
２月１５日（土）、ご家族、ご親戚、PTA、地域の方など、
野迫川小学校に関わる約５０名の方々に来校をいただき、盛
大に「第１６回野迫川小フェスティバル」（学習発表会）を開
催することができました。
現在全校児童は７名ですが、今後減少することが見込まれ、
この規模での「野迫川小フェスティバル」は最終回となってし
まいました。
そんな中、１年生から６年生までが力を合わせ、全力でこ
の１年間の学習の成果を皆様方に披露することができました。
太鼓演奏、ダンス、劇、音楽、作品展示などに加え、PTA の
渾身の出し物にも大きな拍手と感動があり、楽しいひととき
を過ごし、思い出を刻むことができました。

人口／２月２９日現在
編集・発行

■世帯数

２１８戸

奈良県野迫川村

■人口

TEL0747-37-2101

３６８人
FAX37-2107

■男
印刷

１７５人
㈱五條印刷所

■女

１９３人

