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議会の動き
平成３０年６月
第２回定例議会
平成３０年６月１４日に招集され、１８日に下記の報告６件、議案５件が議決されました。
報告第 ３号
報告第 ４号
報告第 ５号
報告第 ６号
報告第 ７号
報告第 ８号
議案第３３号
議案第３４号
議案第３５号
議案第３６号
議案第３７号

専決処分の承認を求めることについて
専決処分の承認を求めることについて
専決処分の承認を求めることについて
専決処分の承認を求めることについて
専決処分の承認を求めることについて
繰越明許費繰越計算書について
野迫川村税条例の一部を改正する条例について
野迫川村手数料徴収条例の一部を改正する条例について
平成 30 年度野迫川村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第 1 号）
平成 30 年度野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第 1 号）
野迫川村副村長の選任につき同意を求めることについて

一般質問 松島議員
現在も村内の人口減少が止まりません。それに伴い空き家も増加しております。空き家で放置しておくと
やがて廃屋となり、景観を損なうだけでなく、村民の安心 ･ 安全な暮らしも脅かします。空き家の有効な利
用こそ村の活性化につながると考えます。
古民家の再生、事業資金等々、移住にはいろんな問題がありますが、村として後押しする取り組みについ
て質問いたします。
回
答 ⻆谷村長
私が村長に初就任した平成２２年の村内人口は５５７人でしたが、今回の選挙時は４０７人と、この８年
間で１５０人の減少、平均すると年間１８人の減少となっております。自然減少に対して、自然増加あるい
は移住増加の少ないことが原因であると考えており、伴って、空き家が増加している状況にあります。移住・
定住希望者に空き家を利用していただくことが、空き家対策においては最善の方法だと考えますが、村で暮
らしていくためには、収入源、住居、子どもの教育など、さまざまなものが必要となります。
住居については、利活用が可能な状態の良い空き家は、所有者の方が盆や正月に村に戻ってくる際に使用
されているため、村が移住希望者と空き家所有者とのマッチングを行うなど、人口の少ない本村ならではの、
きめ細かな対応をとっていきたいと考えています。
また、収入源については、村内産業の振興ということで、「きのこの村づくり」を推進しております。村の
原木しいたけをブランド化することで需要が増えれば、供給体制の充実を図るために担い手が必要となり、
村内に働く場が生まれるのではないかと考えております。
子どもの教育については、保・小 ･ 中一貫校や１８歳までの医療費無償化など、安心して子育てが出来る
よう本村独自の充実した施策を執っているところです。10 家族、２人の子供の世帯が移住すれば、20 人の
保小中学生ができること、それが目標となっています。理想としては 20 年後 40 人の子どもができることです。
以上のように、村としましては、地方創生の取り組みを進めるべく、本年度、北今西地区にある旧北今西
小学校を、移住 ･ 定住の体験施設として改修予定であります。また、村ホームページについてもリニューア
ル予定であり、多くの方に野迫川村を知っていただき、お越しいただき、村の良さを感じ取っていただきた
いと思っております。旧北今西小学校改修により、ホテルから北今西小学校への通りが賑わうのではないか
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と思います。今年２月から地域おこし協力隊も以前の空き家を借りて住んでおり、その利用という点では第１
歩になったと思います。
一度でも来ていただければ、村の魅力は感じ取っていただけると確信しています。そのためにも、より効果
的なＰＲを行ってまいります。
なお、村内の空き家の内、所有者の方がお使いになっていない家屋については老朽化が進み、利活用が困難
になっているものもございます。このような空き家については、全国的にも問題となっており、各自治体が対
応に苦慮している状況であります。今後は、国や県の動きをよく見ながら、村としても対応を検討してまいり
ます。
一般質問 西田議員
平成２２年の１期目で、「夢が持てる 夢が語れる村づくり」をスローガンとして始動した矢先に、災害に
見舞われた時においても大奮闘していただき、２期目では、「風を感じる村づくり」を掲げ、消防 ･ 救急体制
の充実など村民の命に直結する施策を実行してくださいました。
そして、今期は、「笑顔があふれる村づくり」をスローガンに掲げておられますが、今期４年間の村政で、
どのような施策を考えておられるのかをお尋ねいたします。
回
答 ⻆谷村長
まずもって、今回の村長選にあたりまして、村民の皆様の信託を受けて、無投票での当選を果たすことができ、
感謝申し上げますとともに、今後４年間の村政の舵取りを担わせていただくこととなり、身の引き締まる思い
であります。
１期目は「夢が持てる 夢が語れる村づくり」をスローガンに掲げましたが、くしくも紀伊半島大水害によ
り本村も大きな被害を被りました。しかし、村民の皆様のがんばりで、スローガンどおりの村づくりに邁進す
ることができたのではないかと感じております。復旧は果たしましたが、復興については道半ばであります。
３期目についても、完全復興に向けて努力してまいる所存です。
２期目のスローガンは「風を感じる村づくり」でした。奈良県広域消防組合野迫川分署の開署により、消防
･ 救急体制の充実を図ることができました。また、保・小・中一貫校の建設も果たし、未来を担う子どもたちに、
野迫川村の素晴らしい風を新しい木造の校舎で感じてもらえるようになりました。この小さな野迫川でも、工
夫をすれば村民の生活を中心に考えて施策を行えば、いろんなことが実現できるんじゃないかと思います。消
防の分署にしても、ごみ収集にしても、そういったことが実現できたんだと思ってます。
そして、３期目として、「笑顔があふれる村づくり」のスローガンを掲げた理由として、村民の皆様が笑顔
で暮らせる村でなければ、観光客も移住者も増えないのではないかと思います。
笑顔あふれる村づくりの施策として、まず、「自分らしく、なが～く暮らす」ために、本年４月から２名の
保健師による新たな体制を執っており、本村ならではのきめ細かな保健指導により、健康寿命が延びるように
村民の皆様の健康維持に努めてまいります。
続いて、あえて「地域創生」と申し上げますが、本村の素晴らしい自然環境と先人の知恵を生かした「きの
この村づくり事業」を推進し、原木しいたけのブランド化による産業振興と、担い手の確保を図ってまいります。
また、杉・桧の人工林から、しいたけ原木への利用が可能となるコナラの自然林に転換する「山づくりから森
づくりへ」という取り組みも継続して行ってまいります。この取り組みにより、産業振興はもとより、里山の
整備を行うことで獣害対策につながり、山つつじなどの草花が村を色づかせてくれるのではないかと考えてお
ります。
そして、生活の充実・観光の振興には、道路環境の整備も重要だと考えております。これまでも、道路整備
については国や県に対し、議会の皆様とともに要望活動を行ってまいりました。国道１６８号線は「命の道」
と言われますが、その国道が災害等により通れなくなった場合は、村内の道路が「命の道」としての役割を果
たすことになるのです。そして林道北股弓手原線の開通により、村の周遊がスムーズになると思います。トン
ネルの建設のために全力を尽くして参りたいと考えています。３期目も引き続いて、道路整備について注力し
てまいります。
今回、村民の皆様の信任を得て、３期目の村政を担わせていただくこととなりました。今後とも、村民の皆
様の声を良く聞き、議会の皆様と村制についての会話を重ね、
「始めなければ、何も始まらない。」を合言葉に、
役場職員とともに一丸となって、創意工夫を凝らした施策を実行してまいる所存であります。
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⻆谷喜一郎村長 ３期目初登庁

副村長選任

６月２０日、３期目の就任となった⻆谷喜一郎村長が初登
庁し、村議会議員や村職員、また野迫川村マスコットキャラ
クターであるこれもりくんとつる姫ちゃんから、盛大な拍手
で迎えられました。
その後、職員等に対して今後の村政についての訓示があり
ました。

平成３０年６月３０日をもっ
て野迫川村副村長職の任期満了
を迎える中本浩三氏は、６月定
例議会で選任同意を得て再任さ
れました。

野迫川村老人クラブ連合会県外研修旅行
野迫川村老人クラブ連合会県外研修旅行が、６月２３日（土）～２４日（日）の１泊２日で行われ、
３５名の方が参加されました。
１日目は、出発前から雨模様でしたが、昼食の前後以外は、
ほとんど傘を使うことなく旅館に到着し、温泉につかって１
日の疲れを癒しました。
２日目は、天気も回復し好天に恵まれました。たこせんべ
いや海産物の買い物をした後、神戸で中華料理に舌鼓を打ち
ました。また、白鶴酒造資料館では、酒造りの歴史を研修し
た後、試飲コーナーで、搾り方による味の違いを堪能し帰村
しました。

野迫川村林業研究会ワサビ収穫
６月９日（土）
、１０日（日）の２日間、野迫川村大字平コノ谷でワサビオーナー約６０名の方々が
参加され、沢ワサビの収穫を行いました。
このワサビは、野迫川村ワサビオーナー制度で会員登録いた
だいたオーナーと共に、野迫川村林業研究会が冷涼な気候と清
らかな流水のある山間で２年の歳月をかけて育てました。
そのワサビをオーナー自らの手で収穫し、その日のうちに新
鮮なワサビを味わいました。また、たくさんのお土産として持
ち帰りいただき、充実した２日間となりました。
※野迫川村ワサビオーナー制度の会員は随時募集しています。
問い合わせ：野迫川村林業研究会事務局（野迫川村森林組合内）
電話 ０７４７ｰ３７ｰ２００２
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高野山・龍神温泉ウルトラマラソン２０１８
６月１０日（日）、世界遺産高野山と龍神温泉を結ぶ「高野山・龍神温泉ウルトラマラソン２０１８」
が高野山・龍神温泉ウルトラマラソン実行委員会主催で開催されました。
当日は、台風の影響により大雨が予想されていましたが、なんとか天気はもち涼しい気候になりま
した。高野山～龍神温泉～高野山までの１００ｋｍコースは、４１９名の参加者のうち２２４名が
完走（完走率５３．５％）し、龍神温泉～高野山までの５０ｋｍコースは、３８８名の参加者のうち
３４２名が完走（完走率８８．１％）しました。
野迫川村エイドステーションは、野迫川口とレストラン
鶴姫の２箇所に設けられ、地元食品として野迫川そうめん
や山菜おにぎり等をランナーに提供しました。
たくさんのランナーが標高差約８００ｍの全国屈指の
ハードなコースを走り抜けました。
当日の通行規制にご協力いただきありがとうございまし
た。

第15回山岳グランフォンド in 吉野開催
７月１日（日）全国から６５０人が集い、吉野町をスタートし吉野の大自然を満喫しながら最長
２１０km にも及ぶ険しいコースに挑む、第１５回山岳グランフォンド in 吉野実行委員会主催のサイ
クリングイベントが開催されました。
野迫川村公民館は、難関コースのエイドステーショ
ンとなり、村のボランティアの方々からの手作りの食
品提供を行い、参加者からも好評でした。
体力を回復された参加者は、天狗木峠から池津川を
通り平川へ抜け、ゴールである吉野町を目指し、さっ
そうと走り抜けていきました。

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
平成３０年４月分から平成３１年３月分までの国民年金保険料は、月額１６，３４０円です。保険料は、
日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、
クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあり
ます。
日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、書面、面
談により早期に納めていただくよう案内をおこなっております。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除される制度や猶予される制度がありますので、下
記の国民年金窓口へご相談していただきますようお願いします。
問い合わせ

大和高田年金事務所

電話０７４５－２２－３５３１

野迫川村役場住民課

電話０７４７－３７－２１０１
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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。
少しずつ気温が高くなってきましたが、みなさん体調は崩されていませ
んか？
今回のテーマは、これからの暑い夏に注意が必要な「熱中症」です。
≪熱中症≫
熱中症で一番大切なこと、それは熱中症にならないよう予防をすること
です。
まずは「高温・多湿・風通りの悪いところ（＝ジメジメ蒸し蒸ししたところ）」に注意し、なる
べく暑い環境に長時間いないように気をつけましょう。
次に大切なことは、こまめな水分補給と塩分補給をすることです。「のどが渇いた」と感じた
時点ではすでに水分不足です。トイレの回数は増えてしまうかもしれませんが、これからの季節
はこまめにしっかり水分を取りましょう。水分は真水でなく、アクエリアスやポカリスエットな
どのスポーツ飲料がおススメです。しか
し！！糖尿病の方は糖分の取りすぎにも
注意しましょう。
服装は風通しの良いものがおススメで
す。帽子や日傘を着用するようにしましょ
う。
また、体調不良の時には熱中症により
なりやすくなってしまいます。体調を整
えておきましょう！
では、どのような時に熱中症を疑うのでしょうか？
気温や湿度が高い環境のなかで、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、体に力が入らない、ぐった
りとする、呼びかけへの反応がおかしい、けいれんがある、まっすぐに走れない・歩けない、体
が熱いなどの症状がみられたときには、熱中症が疑われます。
なかでも、高体温、汗をかいていなくて触ると熱い、ズキンズキンとする頭痛、めまいや吐き気、
意識障害がある場合は重症です。
熱中症が疑われたらまず下の対応をしましょう！
1. 涼しい環境に移す
風通しの良い日陰や、クーラーが効いている室内に移動しましょう。
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2. 脱衣と冷却

衣類を脱がせて、体の熱を外に出します。さらに、露出させた皮膚に水をかけ、うちわや扇風
機などで仰ぎ、氷嚢で首やわきの下・太ももの付け根を冷やし、体温を下げます。
3. 水分と塩分を補給する
冷たい水、特に塩分も同時に補える経口補水液やスポーツ飲料などを補給しましょう。ただし、
意識のない人に無理やり飲ませようとするとむせこんでしまう危険があるため、無理に飲ませな
いようにしましょう。また、吐き気や嘔吐の症状がある場合にも、胃腸の動きが弱っていると考
えられるので、口から水分を入れることは避けましょう。
最後に、熱中症の重症度と対応について表に示します。
≪熱中症の重症度と対応≫
重症度
症状
対応
現場での応急処置で 立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬 水分・塩分の補給、涼しい場所
Ⅰ度
対応できる軽症
直、大量の汗
で休む、服をゆるめる
涼しい場所で足を高くして休
病院への搬送を必要 頭痛、気分不良、吐き気、嘔吐、
む、水分と塩分を補給してから
Ⅱ度
とする中等症
倦怠感、虚脱感
病院を受診
すぐに救急車を呼ぶ！水や氷で
Ⅲ度

入院が必要な重症

意識障害、けいれん、手足の運 首・脇の下・太ももを冷やす
動障害、高体温、汗をかかない ※意識がなければ水は与えな
い！

熱中症の予防と対策を十分に行い、楽しく夏を過ごしましょう！
野迫川村国民健康保険診療所

根津

大樹

平成３０年７月豪雨災害義援金について
平成３０年７月に発生した豪雨により西日本地域が甚大なる被害を受けました。被害を受けた
被災地への支援のため、下記の場所において募金箱を設置いたしましたので、皆様のご協力をよ
ろしくお願いいたします。
記
【設置場所】 ①野迫川村役場窓口
②野迫川村国保診療所
【設置期間】 平成３０年７月３０日（月）～平成３０年８月３１日（金）
【問い合わせ】 野迫川村社会福祉協議会

電話

０７４７ｰ３７ｰ２９４１
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奈良県・市町村土木職員採用共同試験のお知らせ
下記の日程で、野迫川村と奈良県の土木技術職員の採用共同試験を行います。
【第１次筆記試験日】 平成３０年９月２３日（日曜日）
【第１次筆記試験会場】 奈良県立郡山高校
【試験科目】 教養・土木専門試験
【対

象】 Ⅰ種：平成元年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人

試験案内は、下記 HP からダウンロードまたは、野迫川村役場、警察署、県人事委員会事務局、
県内各総合庁舎などで配布。
申

込

インターネットで、平成３０年８月１７日（金） 午前９時
～平成３０年９月１１日（火） 正午まで

問い合わせ

奈良県人事委員会事務局
電話０７４２ｰ２０ｰ４４３０

(http://www.pref.nara.jp/42115.htm)

野迫川村役場総務課
電話０７４７ｰ３７ｰ２１０１

(http://www.vill.nosegawa.nara.jp/)

Ｊアラートの試験について
地震・津波といった災害や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達試験を行います。この試験は、
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）( ※ ) を用いた試験で、野迫川村だけでなく全国の市区町
村で様々な手段を用いた情報伝達試験が行われます。
・試験実施日時

平成３０年８月２９日（水） 午前１１時頃

・試験で放送される内容
 村内に設置されている防災無線スピーカーや、各ご家庭の受信機から次のような放送が
あります。
（チャイム音）
「これは、Ｊアラートのテストです」（３回くりかえし）
（チャイム音）
※Ｊアラート（Ｊ - ＡＬＡＲＴ）は、災害や武力攻撃などについての緊急情報を、国から瞬時
にお知らせするシステムです。
問い合わせ

野迫川村役場総務課

電話

０７４７ｰ３７ｰ２１０１

平成30年７月
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平成30年度自衛官募集のお知らせ
①自衛官候補生（任期制）
○対

象

１８歳以上２７歳未満の男女（平成３１年４月１日現在）

○受付期間

男子・女子

年間を通し随時

○試 験 日

平成３０年８月２５日（土）（男子・女子）
８月２６日（日）（男子）
９月１６日（日）（男子）
９月２４日（月・祝）（女子）

○試験会場

航空自衛隊奈良基地（奈良県奈良市法華寺町）

○試験内容

筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査

②一般曹候補生（陸上・海上・航空自衛隊）
○対

象

１８歳以上２７歳未満の男女（平成３１年４月１日現在）

○受付期間

平成３０年７月１日（日）～９月７日（金）

○試 験 日

一次試験

平成３０年９月２３日（日）

二次試験の詳細は一次試験合格発表後にお知らせします。
○試験会場

航空自衛隊奈良基地（奈良県奈良市法華寺町）

○試験内容

筆記試験、適性検査
※二次試験で口述試験及び身体検査があります。

○二次試験の詳細は、一次試験合格発表後にお知らせします。
③航空学生（海上・航空自衛隊）
○対

象

海上

１８歳以上２３歳未満の男女（平成３１年４月１日現在）

航空

１８歳以上２１歳未満の男女（平成３１年４月１日現在）

○受付期間

平成３０年７月１日（日）～９月７日（金）

○試 験 日

一次試験

平成３０年９月１７日（月・祝）

二次試験以降は一次試験合格者にお知らせします。
○試験会場

航空自衛隊奈良基地（奈良県奈良市法華寺町）

○試験内容

筆記試験、適性検査
※二次試験からは航空身体検査、口述試験等があります。

問い合わせ

自衛隊奈良地方協力本部
電話

五條地域事務所

０７４７（２２）３７８９

〒６３７ｰ０００４
奈良県五條市今井五丁目１ｰ１２

サンタウン２階

平成30年７月
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平成30年度
試験職種
区

分

奈良県警察官採用試験

警察官（第２回）
Ａ男性

Ａ女性

Ｂ男性

Ｂ女性

武道Ｂ男性

武道Ｂ女性

＜年齢＞
＜年齢＞
＜年齢＞
昭和６３年４月２日から平成 平 成 ５ 年 ４ 月 ２ 日 か ら 平 成
昭和６３年４月２日以降に生
１３年４月１日までに生まれ １３年４月１日までに生まれ
まれた者
た者
た者
受験資格

受付期間

＜学歴＞
学校教育法による大学（短期
大学を除く。）を卒業した者若
しくは平成３１年３月末日ま
でに卒業見込みの者又は人事
委員会が同等の資格があると
認める者

＜学歴＞

Ａ男性・Ａ女性以外の者

（郵送・持参）
平成３０年７月６日（金）～８月２４日（金）

（郵送・持参）
平成３０年７月６日（金）～
８月２４日（金）

（インターネット）
平成３０年７月６日（金）～８月２０日（月）
第１次試験

試験種目

試験日

試験会場
合格
発表日

体力試験
教養試験
（実技判定）
論作文試験
実技試験※１

第２次試験
口述試験①
※２

身体検査
適性検査

口述試験②

１０月６日
１１月２６日
９月１日（土）
（土）１０月７
（月）～１１月
９月２日（日）９ 月 １ ６ 日
１１月１日（木）１１月２日
日（日）のう
３ ０ 日（ 金 ）
のうち指定す（日）
（金）のうち指定する１日
ち指定する１
のうち指定す
る１日
日
る２日
奈良県
警察学校

県立
二階堂高校

奈良県
警察学校

（第１次試験
（口述試験①対象者発表） 合格発表）
９月２７日（木）
１０月１８日
（木）

奈良県警察学校又は警察本部第二庁舎
（最終合格者発表）
１２月１３日（木）

奈良県警察本部警務課採用係
問い合わせ 【住 所】 〒６３０ｰ８５７８ 奈良市登大路町８０番地
受験申込先 【連絡先】 ０１２０－３５１－２０４（採用フリーダイヤル）
【奈良県警察ＨＰ】 http://www.police.pref.nara.jp/

※１

実技試験は、武道区分のみ実施します。

※２

口述試験①は、Ａ男性・Ａ女性・Ｂ男性・Ｂ女性区分のうち、教養試験及び体力試験で一
定の点数に達している者に対して実施します。（武道区分は実施しません。）

☆武道区分については、受験資格等の確認のため、郵送・持参のみの受付となります。
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家族・ご近所・お友達
みんなで STop! 特殊詐欺
平成３０年５月末現在の奈良県内での被害状況

５２件

被害額 約１億９，７０７万円

五條警察署管内においても、市役所職員や息子、警察官などを名乗る
不審な電話が相次いでいます。
普段から、ご家族、ご近所、お友達などと特殊詐欺の対策について話
し合うなど被害に遭わないようにしましょう！

電話口

お金の話

それは詐欺

このキーワードを合い言葉にして、電話をかけながら銀行やコンビニ
の ATM を操作する方を見かけたら、声をかけるか行員や店員に連絡し
てください。
● ATM で還付金を受け取ることはできません！
●電話を切ってから市役所などに確認しましょう！
●息子や孫を名乗っても、お金やカードの話が出れば電話を切ってから
今までの連絡先で必ず本人に確認しましょう！
五條地区金融防犯協議会・五條警察署

電話０７４７（２３）０１１０

平成３０年度

後期高齢者医療保険料（第１期）
の納期限は

７月３１日（火）です
平成３０年度後期高齢者医療保険料第１期の納期限は７月３１日
（火）です。
この日までに役場窓口や、各金融機関で納付をお願いします。
また、口座振替の引落しもそれぞれこの日に行います。
口座残高に不足がないよう、事前にご確認ください。
問い合わせ 野迫川村役場住民課 電話０７４７ｰ３７ｰ２１０１

章

かけす来て
庭の虫とり有難し
ぎ ぼう し
紫陽花、擬宝珠五月を色どる
吉野 武文

朝霧が
立ちのぼりいる参道に
祈りの拍手響きわたりぬ
中西

早朝の
畑の見廻りたのしかり
蒔きて久しきゴーヤ芽を出す
中田 敬子

徳太郎

山すそに
清楚な卯の花咲き満ちて
車窓を開ければ薫風のすぐ
西前 睦代

漸くに
長雨あがりて薯を掘り
知人に送る宅配便にて
小倉

一冬を
部屋に育てし孔雀サボテン
ふくいく
七月の軒に馥郁と香る
西本 良子

若葉吹く
風渡りきて初夏の里の
百合も早々蕾ふくらむ
孤山

平成30年７月
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人口／６月３０日現在

■世帯数

編集・発行

２３０戸

奈良県野迫川村

■人口

４０１人

TEL0747-37-2101

■男

FAX37-2107

１９３人

印刷

■女

㈱五條印刷所

２０８人

