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　８月15日（月）山村開発センター大ホールにおいて、「天
川村二十歳の門出式」が開かれ、今年度二十歳を迎える
11名の皆さんの門出を祝福しました。
　民法の一部改正により、令和４年４月１日から成人年齢
が20歳から18歳に引き下げられましたが、一方で飲酒や
喫煙等に関しては今までどおり20歳まで禁止されており
ます。全てにおいて20歳という年齢が、真の大人として
認められる節目の年であることから、村では「成人式」か
ら名称を改め、今後も20歳を対象として式典を開催いた
します。
　車谷村長及び銭谷議長より、温かい祝福のお言葉をいた
だき、記念品贈呈・誓いの言葉へと続き、式典は滞りなく
終了しました。コロナ禍ではありますが、３年ぶりに懇親
会も開催することができ、スライドショーによるなつかし
い写真を見ながら、恩師からの当時の様々なエピソードや、
20歳を迎えた皆さんの近況報告など話していただきまし
た。久しぶりに会う恩師や友人らと写真を撮りあったり、
話に花を咲かせたりと、旧交をあたため合う様子が見られ、
場内は笑顔であふれたひとときでした。

～はたちの門出を祝う～～はたちの門出を祝う～
2022年2022年  天川村二十歳の門出式天川村二十歳の門出式
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誓いの言葉を述べる新子愛華さん

記念品贈呈　玉井鉄成さん

２０歳の抱負・目標２０歳の抱負・目標
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　天川村では、次のとおり職員を募集します。（令和５年４月１日採用予定）

◆幼稚園教諭・保育士は、一般行政職の採用となります。
※地方公務員法第16条に該当する人は受験できません。
・�禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで
の者
・天川村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
・�日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を
結成し、又はこれに加入した者
※日本国籍を有しない人については、在留活動に制限のない在留の資格を有する人に限ります。

★ 試験日時・場所

★ 受験申込先・受付期間
（１）申込先　　〒638-0392　奈良県吉野郡天川村大字沢谷６０番地

天川村役場総務課人事係
（２）期　間　　令和４年９月２０日（火）～１０月１１日（火）　８：３０～１７：００
　　　　　　　　（ただし、土・日曜日、祝祭日は除く。郵送の場合１０月１１日必着）
★ 資料請求
　　試験申込書は、天川村役場総務課人事係で配布します。
　　※�郵便による場合は、「採用試験申込用紙請求」と朱書した封筒に、郵便番号 / 住所 / 氏

名 / 電話番号 / 希望する職種を明記して９４円切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、
天川村役場総務課人事係（〒638-0392　奈良県吉野郡天川村大字沢谷60番地）へ請
求してください。

★ 受験申込
　　�受験希望者は、所定の志願書及び申込書に必要事項を記入し、写真２枚（最近３ヶ月以内

に撮影した上半身脱帽正面向、縦５㎝、横４㎝：１枚は申込書に貼付）を同封して、天川
村役場総務課人事係に提出ください。

　※�郵便による場合は、封筒の表に必ず「職員採用受験」と朱書し、簡易書留で郵送してくだ
さい。

　※インターネット・メールによる受験申込はできません。

★ 問い合わせ　　天川村役場総務課人事係　☎０７４７－６３－０３２１

職種 採用予定人数 受　験　資　格
一般行政職 若干名 平成元年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた人

幼稚園教諭
　・ 保育士 若干名 昭和62年４月２日以降に生まれた人で、両免許を有する人

または、令和５年３月末日までに取得・登録見込みの人

第１次試験 第２次試験

日 時
令和４年１０月２３日（日）
受付時間　午前８時２０分～８時４０分
試験開始　午前９時　　教養・作文試験

令和４年11月下旬
口述試験（面接）

場 所 天川村大字沢谷60番地�天川村山村開発センター
幼稚園教諭・保育士は、天川幼稚園で実技試験

天川村大字沢谷60番地
天川村山村開発センター

天川村職員募集
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　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、低所得の子育て世帯に対し、
その実情をふまえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しま
す。

対象者（次の①～③のいずれかに該当する人）
①　�令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和４年度分の住民
税（均等割）が非課税の人

　　➡ 申請の必要はありません。対象者には、通知後、支払いを行っています。

②　�令和４年３月３１日の時点で１８歳未満の児童（障がい児の場合は２０歳未満）を養
育する人で、令和４年度の住民税（均等割）が非課税の人、または新型コロナウイル
ス感染症の影響により令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収
入となった人

③　�令和４年４月１日から令和５年２月２８日までに生まれた新生児を養育する人で、令
和４年度分の住民税（均等割）が非課税の人、または新型コロナウイルス感染症の影
響により令和４年１月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人

　　➡  申請が必要です。申請書類をお渡ししますので、健康福祉課にお問い合わせくだ
さい。

注意事項
●�奈良県等から子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を受け取る人は、①②
に該当しても支給の対象とはなりません。③に該当する場合は、お問い合わせください。
●�①に該当し、かつ４月以降に転入された場合は、本村からの支給の対象とはなりません。
前住所地等で支給される場合がありますので、４月分の各手当を支給した市区町村にお
問い合わせください。

支給額
児童１人あたり　５万円（１回限りの支給）

支給方法
児童手当または特別児童扶養手当の受給者については、４月分の各手当の振込口座へ振り
込みます。それ以外の人については、申請者が指定した金融機関の口座へ振り込みます。

申請受付期間
令和5年２月２８日（月）まで

問い合わせ先
健康福祉課（ほほえみポート天川内）　☎0747-63-9110

子育て世帯生活支援特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）
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天川村戦没者追悼慰霊祭天川村戦没者追悼慰霊祭

もみじの里よりお知らせもみじの里よりお知らせ

　天川村戦没者追悼慰霊祭が令和４年８月
15日正午より執り行われました。
　コロナ禍の中でしたが、車谷村長、大西
教育長、銭谷議会議長、森田副村長そして
遺族会の方々にご参列をいただきました。
　はじめに戦没者のご冥福を祈って黙祷を
行いました。
　続いて、天川村遺族会の松谷健児会長が
挨拶をおこない、日本が二度と戦争に巻き
込まれない安心で幸せな国になることをお
祈りしました。
　続いて、焼香を行われ、参列者の皆さん
が順々に登壇し、それぞれの思いを胸に祈
りを捧げていました。
　参列者全員が焼香を終えた後、天川村遺
族会の松谷健児会長に謝辞をいただきまし
た。
　今年で終戦から77年が過ぎ、当時のこ
とを知る人も徐々に少なくなってきましたが、今こそ戦争の記憶と平和への願いを未来へ
と引き継いでいかなければならないと、誓いを新たにする慰霊祭となりました。

　７月４日（月）に、奈良県共同募金会から
共同募金運動啓発助成として150万円の助
成金をいただき、洞川地区にある小規模多
機能型居宅介護施設「もみじの里」に新し
く車両が仲間入りいたしました。ご利用者
様の「通い」の送迎、職員の「訪問」に大
変ありがたく利用させて頂いております。
　村民の皆様におかれましては、送迎時に
はご迷惑おかけすることがありましたら、
ご容赦頂けますようお願いいたします。
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高齢者保健福祉月間高齢者保健福祉月間
　９月は、「高齢者保健福祉月間」です。近年、高齢化・少子化が急速に進み、大
きな社会問題となっています。本村においても６５才以上の高齢者人口が全人口の約５０
％を超えています。高齢者が生きがいをもち、健康で安心して生活できる長寿社会をつく
るためには、国民一人一人が高齢者の問題を自分自身のものとして身近に理解し、家庭、
地域社会、職場、学校等あらゆる場面で適切に役割を果たして行くことが必要です。この
ような観点から、この月間中に本村においても下記のとおり社会福祉大会を開催します。
みなさんお誘いあわせてご参加下さい。

◎日　　時　　９月１４日（水）午前９時から受付（約３時間）

◎場　　所　　天川村山村開発センタ－　大ホ－ル

◆開会行事　　午前　９時３０分から

◆演　　芸　　午前１０時３０分頃から
　　　　　　　【バナナのたたき売り】石原　耕
　　　　　　　【天童よしみのそっくりさん】藤田　のりえ
　　　　　　　【漫才】西川のりお・上方よしお

　※�当日、送迎（バス・ハイエース）があります。
　※�当日、昼食（持ち帰り）を用意しています。
　※�午前１０時３０分頃から、演芸を予定しております。

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感染予防対策を徹底すると
共に、開始時間を早め午前９時より受付致します。

社会福祉大会社会福祉大会のの開催について開催について
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村 税 等 の 納 期 に つ い て村 税 等 の 納 期 に つ い て
９月３０日（金）は、

国民健康保険税第３期・介護保険料第３期・後期高齢者医療保険料第３期
の納期限日です。

お手元の納付書により納付をお願いします。口座振替の方は、預金の準備をお願いします。
※納期内の納付にご協力ください。納期内の納付は、徴収経費の削減につながります。

　ふるさと学習の一環として、天川小中学校７年生の生徒たちが条例啓発用ティッシュ
を作成しました。
　全部で５種類あり、役場入口に置いていますので、来庁された際はぜひお持ち帰りく
ださい。

　現在、かん・びん・ペットボトルは「資源１」の日にまとめて収集を行っていますが、
令和５年４月１日から、それぞれ「かん」の日・「びん」の日・「ペットボトル」の日に
収集日が分かれます。
　袋は、「資源」の袋に入れて出してください。
　また、分別区分は以下のとおりです。（下線部は変更部分になります）
◦かん  ➡��アルミ缶、スチール缶、食品缶、粉ミルク缶、ペットフード缶�等
◦びん  ➡��飲料瓶、酒瓶、食品・調味料の瓶、化粧品の瓶等
◦ペットボトル  ➡��ペットボトル（ のマークのあるもの）

　次回は、「プラスチック製容器包装・古紙類・古布（資源２）」についてお伝えします。

天川村をきれいにする条例啓発用ティッシュを作成しました天川村をきれいにする条例啓発用ティッシュを作成しました

かん・びん・ペットボトル（資源１）についてかん・びん・ペットボトル（資源１）について
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　令和５年１０月稼働を目指し、さくら広域環境衛生組合のごみ処理施設を建設してい
ます。
●事業概要

さくら広域環境衛生組合　新ごみ処理施設さくら広域環境衛生組合　新ごみ処理施設

事 業 名 さくら広域環境衛生組合　新ごみ処理施設整備事業
建 設 場 所 大淀町西増地内
敷 地 面 積 等 約3.6ｈａ（平地部約1.9ｈａ）
主 要 施 設 焼却施設、リサイクル施設、管理居室、場内付帯施設
工 期 令和３年１月２９日　～　令和５年９月３０日
焼 却 施 設 炉の形式：准連続燃焼式ストーカ炉　21ｔ /日

リサイクル施設 施設規模：6.7ｔ
（破砕処理２．７ｔ/日・選別処理２．１ｔ/日・貯留保管１．９ｔ/日）

場 内 付 帯 施 設 ・広場（災害廃棄物仮置場）・屋外トイレ棟、付属倉庫等

●完成予想パース図

●施設配置図●工事の状況（Ｒ4.8. １現在）
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　令和４年８月７日（日）～８日（月）に、全国町村会
U-3000の視察研修会が開催されました。U-3000
とは、人口3,000人未満の町村会長が集う会で、地
域資源の魅力の再発見や地域活性化への手がかりを
見つけることを目的に視察研修を行っています。車
谷村長が奈良県町村会の会長であることから、福井
県池田町の杉本町長、沖縄県座間味村の宮里村長、
山梨県小菅村の船木村長が来村され、洞川夏いちご
ハウス、もみじの里、バイオマス工場、トラフグ養殖場などを視察し、事業の説明を行
いました。次回は山梨県小菅村で開催予定です。

全国町村会（U-3000）視察研修会全国町村会（U-3000）視察研修会

　７月26日（火）にホテル野迫川にて「令和４年度奈良県簡易水道協会」総会が開催され
ました。
　法適化への移行業務や水道一体化に伴う水質検査センター解散等の課題に向けて、協
会が一丸となって対応していく姿勢を誓い合いました。
　当日は、現会長である車谷村長が議事を進行し、全会一致で各議案について承認を得
ました。その中で選任された次期役員は下記のとおりです。また、来年度の総会は下北
山村にて開催されます。

【令和４・５年度役員】
　　会　長：車谷�天川村長
　　副会長：伊藤�御杖村長
　　　　　　芳川�奈良県水資源政策課長
　　理　事：栗山�川上村長
　　　　　　南�　下北山村長

「令和４年度奈良県簡易水道協会」総会の開催について「令和４年度奈良県簡易水道協会」総会の開催について

左から船木村長、車谷村長、宮里村長、杉本町長左から船木村長、車谷村長、宮里村長、杉本町長
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脳のトレーニング教室のお知らせ
　認知症予防の一環として、毎年好評を頂いております「脳のトレーニング教室」を開催しますので、
みなさまふるってご参加ください。
●「脳のトレーニング教室」は、こんな教室です●
　♪週１回の教室で、仲間との会話と学習を楽しみます。
　♪教室のない日も毎日約１０分程度でできる自宅教材があります。
　♪�脳の活性化に効果のある「簡単な計算」「読み書き」教材を使用するため、

気軽に取り組んでいただけます。

運動機能向上教室のお知らせ
　毎年好評をいただいております運動機能向上教室、今年も９月より開催します！専門指導員による
体操やストレッチを行なうことにより、運動不足の解消や、日常生活を行なう上での身体能力を高め
ます。みなさまのご参加をお待ちしています！

発達相談のご案内
　お子様のしつけや発達などについて、臨床心理士の先生との個別相談会を開催します。
　相談は無料で、臨床心理士との個別相談となっておりますので、予約制です。また、定員に達し次
第受付を終了いたします。相談を希望される方は、下記までお申込みください。

９月は「健康増進普及月間」です！　～健康寿命をのばそう～
≪統一標語≫　… １に運動　２に食事　しっかり禁煙　最後にクスリ　～健康寿命の延伸～ …

　近年、日本では生活習慣病が問題となってきています。生活習慣病を日常の生活習慣が大きく関係
しており、健康に生活していくためにも、運動習慣の定着・食習慣の改善が重要になってきます。健
康寿命を延ばしていくためにも、運動習慣・食習慣を改善、禁煙を行っていくとともに、各種がん検
診を受診しましょう。

●参加対象　：　天川村に住民票がある６５歳以上の人。お１人で会場まで通える方。
●開催日時　：　９月下旬～翌年３月までの毎週金曜日
　　　　　　　　９時００分～１２時　※お１人の学習時間は３０分程度です。
●会　　場　：　ほほえみポート天川　２階
●参加費用　：　毎月　５００円
●お申込み　：　ほほえみポート天川内健康福祉課までお電話にてお申込ください。
※９月22日に、参加者説明会の開催を予定していますので、参加を希望される方は
　説明会にぜひご出席下さい。（申込み後、詳しいご案内をさせていただきます。）

●参加対象　：　天川村に住民票がある６５歳以上の人。
●開催日時　：　９月２２日（木）～翌年３月までの毎週金曜日　１０時３５分～１２時
●会　　場　：　ほほえみポート天川　２階
●お申込み　：　ほほえみポート天川内健康福祉課までお電話にてお申込み下さい。

日　程 会　場
９月２８日（水） ほほえみポート天川　２階

保 健 事 業 の お 知 ら せ



12

日 曜日

国　保　診　療　所
ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

午　前
（受付�午前8：30

～11：00）

午　後
（受付�午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

16 金 診　　察 診　　察 燃　焼

17 土 閉　　　　館　　　　日

18 日 閉　　　　館　　　　日

19 月 閉　　　　館　　　　日 燃　焼

20 火 診　　察 検 査 日 資源１

21 水 診　　察
１松村医師、２庄司医師 検 査 日 資源２

22 木 休　　診 診察（西尾医師）
脳のトレーニング教室
（説明会）
運動機能向上教室

燃　焼

23 金 閉　　　　館　　　　日

24 土 閉　　　　館　　　　日

25 日 閉　　　　館　　　　日

26 月 診　　察 診　　察 燃　焼

27 火 診　　察 検 査 日 資源１

28 水 診　　察
１松村医師、２庄司医師 検 査 日 発達相談会 粗　大

（予約）

29 木 休　　診 診察（西尾医師） 不　燃

30 金 休　　診 休　　診 脳のトレーニング教室
運動機能向上教室 燃　焼

見える所に貼り、ご活用下さい。

川・ごみ収集　９月の予定表
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＊　医師不在時は投薬できません。薬の切れる方は早めに受診して下さい。
＊　整形外科診療は水曜の午前のみです。
＊　診察を受けずに投薬はできません。

日 曜日

国　保　診　療　所
ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

午　前
（受付�午前8：30

～11：00）

午　後
（受付�午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

1 木 休　　診 診察（西尾医師） 不　燃

2 金 診　　察 診　　察 燃　焼

3 土 閉　　　　館　　　　日

4 日 閉　　　　館　　　　日

5 月 診　　察 診　　察 燃　焼

6 火 診　　察 検 査 日 資源１

7 水 診　　察
１松村医師、２庄司医師 検 査 日 粗　大

（予約）

8 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源２

9 金 診　　察 診　　察 燃　焼

10 土 閉　　　　館　　　　日

11 日 閉　　　　館　　　　日

12 月 診　　察 診　　察 燃　焼

13 火 診　　察 検 査 日 資源１

14 水 診　　察
１松村医師、２庄司医師 検 査 日 粗　大

（予約）

15 木 休　　診 診察（西尾医師） 不　燃

国保診療所・ほほえみポート天
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　検診や教室等の内容や申込み方法、その他、疑問な点やご不明な点に
つきましては、ほほえみポート天川　保健師までお問い合わせ下さい。

■ 連絡先　☎ ６３－９１１０

９月24日～９月30日は「結核予防週間」です！
　毎年９月２４日～９月３０日は、結核予防週間となっております。
　　・せきが２週間以上続く
　　・痰が出る
　　・急に体重が減った
　　・からだがだるい
　　　このような症状が続いたら、結核かもしれません。
　　　結核を疑わせる症状がある時は医療機関を受診しましょう。
　　　高齢者の結核が増えています。65歳以上の方は年に1回、
　　　結核健診を受けましょう。
　〈問い合わせ先〉吉野保健所健康増進課感染症係（☎0747-64-8132）

新型コロナウイルス感染拡大を防ぎましょう
　新型コロナウイルス感染症の患者が奈良県内でも多く発生しています。
　感染を拡大させないためにも、今一度うつらない・うつさない習慣を徹底しましょう。
　また、ワクチン接種後も、感染予防対策をしっかり行いましょう。

　＊マスクの着用
　＊手洗い・手指消毒をこまめにしましょう。
　＊３つの『密』を避けましょう
　　　感染リスクが高まる「密接」「密集」「密閉」を避けましょう。

〈発熱等の症状がある場合〉
　発熱等の症状がある方は、まず身近な医療機関へ必ず電話相談ください。
　また、受診する際は必ず医療機関の指示に従って受診してください。

～ 新型コロナウイルス感染症の相談窓口 ～
　発熱等の症状のある方で、身近な医療機関がない方や、発熱等の症状がない場合で感染の不安のあ
る方については、下記に電話相談してください。

～ 一般的な相談窓口 ～
　新型コロナウイルス感染症に関する一般的なご相談は、下記の窓口にお電話ください。

専 用 窓 口 電 話 番 号 対 応 時 間

奈 良 県 庁 ０７４２－２７－８５６１ 平日・土日祝 ８：３０～１７：１５

吉野保健所 ０７４７－５２－０５５１ 平日 ８：３０～１７：１５

専 用 窓 口 電 話 番 号 対 応 時 間

新型コロナ・発熱患者
受診相談窓口

（奈良県庁内）
０７４２－２７－１１３２ 平日・土日祝　２４時間
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　空き家を所有されている方、空き家を活用したいと考えられている方、その他空き家に
関する事などご相談をお受けしております。

【日　時】…�令和４年１０月８日（土）１３時～１６時１５分
【場　所】…�天川村山村開発センター３０１会議室
【内　容】…�前半（１３時～１４時）
　　　　　　　空き家セミナー・・・空き家の現状・管理に関する基礎知識など
� 後半（１４時１５分～１６時１５分）
　　　　　　　空き家個別相談会・・・空き家管理や解体などの個別相談会
主　　催：天川村・黒滝村・NPO法人空き家コンシェルジュ
後　　援：奈良県
入場料・相談料：無料
※個別相談会参加にはご予約が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止または延期する可能性があります。
▶お問い合わせ先◀
　■個別相談会の予約・空き家バンク登録などのご相談
　　NPO法人空き家コンシェルジュ
　　　奈良県橿原市小房町9-32
　　　☎0744-35-6211

空き家セミナー・個別相談会開催空き家セミナー・個別相談会開催

　同和問題をはじめ、あらゆる人権問題をイベントや資料展示等を通じて考える催しです。
コロナウィルス感染症の影響で２年間はパネル展示での開催でしたが、今年は３年ぶりに
縮小ですが開催いたします。会場も五條市と近隣です。皆さんのご来場をお待ちしていま
す。
■日時：令和４年１０月２２日（土）１３時～１５時３０分
■場所：五條市上野公園総合体育館（五條市上野町246番地）
■イベント内容
　◎講演会【講師：清水　健さん】
　　●フリーアナウンサー
　　●�2013年結婚。翌年、長男が誕生。３ヶ月後、乳がんのため妻・奈緒さん逝去（享

年29）
　　●著書『112日間のママ』（小学館）�『笑顔のママと僕と息子の973日間』（小学館）
　◎啓発パネル等資料展示
　◎各市町村、関係団体等からの出店による物産展
■講演会は座席指定で３００人抽選です。（９月１６日までに住民課にお申込みください。）
■問い合わせ先
　天川村人権・同和問題啓発活動推進本部事務局
　　住民課内　　☎６３–０３２１（内１６０）

第２８回　なら・ヒューマンフェスティバル第２８回　なら・ヒューマンフェスティバル
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ここ くく みみ んん ねね んん きき んん

　国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により、保険料を納
めることができなくなることもあります。しかし、保険料を未納のままにしておくと、将
来の年金（老齢年金）や障害や死亡といった不測の事態が生じたときに、「障害年金」や「遺
族年金」を受け取ることができない場合があります。
　そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶
予」される制度があります。

① 免除（全額免除・一部免除）制度
　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除ま
たは一部免除となります。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間と
なりますので、各期日までに必ず納めてください。

② 納付猶予制度
　５０歳未満の人で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料
納付が猶予されます。

【学生の人は、学生納付特例をご利用ください】
　学生の人で、本人の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料納付が猶予される
「学生納付特例制度」を利用することができます。

■ 免除が承認された場合の免除額と保険料

※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。

■ 過去２年までさかのぼって免除申請ができます
　平成２６年４月より、過去２年（申請月の２年１ヶ月�前の月分）まで免除を申請できるようにな
りました。

■ ご希望により、２年目からは免除・納付猶予申請が不要になります
　全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降に引き続き、全額免除または納付猶予の
承認を希望する場合は、申請が不要になります。ただし、失業等を理由とした特例による免除承認で
あった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。

国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請を！国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請を！

【令和４年度の月額保険料】

全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除
免除額 １６，５９０円 １２，４４０円　 ８，２９０円　 ４，１５０円
保険料 ０円 ４，１５０円※ ８，３００円※ １２，４４０円※
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　＊�翌年度以降は、毎年日本年金機構が審査を行い、審査結果を通知します。審査は、住
民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。

　＊�審査の結果、全額免除または納付猶予が不承認になった場合でも、一部免除に該当す
る場合には、あらためて申請が必要です。

■ 免除期間の保険料は、あとから納めることができます（追納制度）
　免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに
比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、１０年以内であれば、
あとから納めることができ、納めると年金額は減少しません。これを「追納制度」といい
ます。
　追納を行うには、申込みが必要です。
　＊老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

■ 未納だと損をします！「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と
「未納」の違い

⚠付加年金・国民年金基金に加入している方はご注意ください
　全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できま
せん。また、付加年金および国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません。

《免除・納付猶予申請方法》
　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を役場住民課窓口または年金事務所に提出し
てください。
　郵送でも可能です。

お問い合わせ先　　役場　住民課　国民年金係　６３- ０３２１（内線☎165）

「免除」、「追納」に関する詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp/

納付状況

年金への影響
納付 全額

免除
一部
免除

納付猶予
学生（納付特例） 未納

老齢・障害・遺族
基礎年金の受給資格期間に… 含まれる 含まれる 含まれる 含まれる 含まれ

ない

老齢基礎年金の年金額に… 計算
される

計算
される

計算
される

計算
されない

計算
されない



18

　天川村、吉野町、曽爾村を舞台にした芸術祭
「M

マ イ ン ド
IND�T

ト レ イ ル
RAIL�奥大和�心のなかの美術館」は

今年で３回目の開催を迎えます。MIND�TRAIL
はそれぞれのエリアを最大５時間かけて歩いて
めぐる芸術祭で、吉野は熊野へ続く道を、曽爾
は雄大な自然を、そして天川では美しい川と水
の流れを、自分の足で確かめながら作品ととも
に鑑賞するコースを多くの方に楽しんでいただ
きました。
　これまでの天川エリアでは美術業界で活躍す
るアーティストたちによる、自然と作品の饗宴
を楽しんでいただきましたが、今年は植物療法
士、アウトドアライフアドバイザー、書家、ダ
ンサー、昆虫博士などなど、多彩なジャンルか
らアーティストが参加します。
　そして今年のコースは天川を語る上で外すこ
とができない女人結界まで延長し、各アーティ
ストたちは天川の自然と歴史を深く理解した上
で地域の方々と一緒に作品を作り上げています。
　時に街中で制作するアーティストもいますの
でぜひ声をかけて彼らとの対話も楽しんでくだ
さい。
　みなさんとの交流を、アーティストたちも楽
しみにしています。

MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館
会　期：2022年９月17日（土）～11月13日（日）会期中無休
会　場：奈良県天川村、吉野町、曽爾村
入場料：無料
キュレーター：【天川エリア】KIKI　　【吉野エリア】井口�皓太　　【曽爾エリア】西岡�潔、
天川参加アーティスト：ATSUSHI、覚和歌子、華雪、川口大輔、KIKI、坂本大三郎、寒川一、

西尾美也、平勝久・平瑞穂／ STUDIO�PREPA、横山寛多（50音順）
プロデューサー：齋藤�精一（パノラマティクス主宰）

天川、吉野、曽爾のアーティスト情報やそのほか詳細はウェブサイトをご覧ください。
QRコードからも読み取れます。
https://mindtrail.okuyamato.jp

お問い合わせ：天川村地域政策課　☎0747-63-0321

今年も天川村を舞台にした芸術祭今年も天川村を舞台にした芸術祭
「「MM

マ イ ン ドマ イ ン ド
INDIND  TT

ト レ イ ルト レ イ ル
RAILRAIL 奥大和 心のなかの美術館」を開催します 奥大和 心のなかの美術館」を開催します
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石田　幸史（いしだ　こうじ）

　地域おこし協力隊夏いちご担当の石田幸史（いしだこうじ）です。協力隊にはいって
から3ヶ月程経ちました。仕事をする中で、夏いちごで働いて下さっているアルバイト
の方々や夏いちごの出荷先の方々と話すようになり、仕事だけでなく天川村の歴史や方
言など、この短い期間で多くの見聞を広めることができたと思います。
　また栽培に関しても、知識の無い自分にアルバイトの方や職員の方々が優しくまた丁
寧に教えて頂き、これで得た知識を少しでも仕事に還元できるように精進したいと思い
ます。
　現在、夏いちご事業は繁忙期を迎えておりますが、沢山の方々の支えもあって順調だ
と思います。天川村でもかなり暑くなってきていますが、いちごに負けないくらい頑張
っていきたいです。
　まだまだ知らないことがたくさんありますが、これからも夏イチゴ事業だけでなく天
川村のことについてより深く知るために、これからも積極的に地域のイベント等に参加、
交流を深めようと思いますので、これからもよろしくお願いします。

林　晃太（はやし　こうた）

　地域おこし協力隊夏いちご担当の林晃太（はやしこうた）です。協力隊にはいってか
ら早3ヶ月が経ちました。知らない土地で初めての一人暮らしだったので、やっていけ
るのかなと心配していましたが、周りの方々に助けて頂き徐々に慣れてきて、ここ最近
は同僚や上司、バイトの方々と仲良くさせてもらっています。
　５月から６月中はいちごの栽培作業をしておりましたが、現在はイチゴの選別・出荷
作業を中心に行っています。収穫はバイトの方々にして頂き、自分達は収穫して頂いた
イチゴをサイズ別に分け、検品・梱包・出荷作業をしています。
　またイチゴをパック詰めして「小路の駅てん」や「ごろごろ茶屋」、「シェアオフィス
西友」などへ出荷したり、残ったイチゴはなるべく廃棄せず、イチゴのへたを取って冷
凍用のイチゴとして保存しています。
　今は繁忙期で地域へほとんど貢献できていませんが、イチゴのシーズンが終われば地
域の方々と交流する機会も増えるとおもいます。その際はよろしくお願い致します。

産業建設課

産業建設課

天川村地域おこし協力隊だより　天川村地域おこし協力隊だより　 ６８
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お し ら せ

　奈良県無料職業紹介所は、県が行う無料職
業紹介所です。専門のマッチングアドバイザ
ーが求人企業のニーズ、求職者の経験や将来
の方向性を把握し、互いのニーズに合った紹
介を行います。ご利用にあたっては面談が必
要ですので、電話で面談日の予約をお願いし
ます。（事前に求職票をWeb登録後、電話
で面談日予約していただくことも可能です。）

【問い合わせ】
奈良県無料職業紹介所
業務時間：�月～金曜日　９時～１７時（祝・

休日、年末年始を除く）
https://www.pref.nara.jp/23193.htm
・奈良しごと i センター
　奈良市西木辻町93-6
　エルトピア奈良１階
　TEL　0742-23-5729
　FAX　0742-23-5757
・高田しごと i センター
　大和高田市幸町2-33　奈良産業会館
　TEL　0745-24-2007
　FAX　0745-24-0101

奈良県無料職業紹介所
求職登録を受け付けいてます

　悪質な契約をしてしまった、ある製品を使
ってけがをしてしまったなどの消費生活に関
するトラブルを専門の相談員に相談できます。
開催日時
　令和４年９月１日・８日・15日
　22日・25日（予定）毎週木曜日
　午後１時～午後４時
※�新型コロナウイルス感染症の影響等で中止
となる可能性がございます。日程等は直接
お問い合わせください。

開催場所
　吉野町役場
お問い合わせ先　
　吉野町役場　町民税務課
　☎0746-32-3081（代表）

消費生活相談

　お気軽にご利用下さい。なお、健康相談は
無料相談のみで、診療・検査等は行なってお
りませんので、あらかじめご了承ください。

精神科に関する健康相談（精神神経科部会）
９月６日（火）
午前９時30分～午前10時30分（予約必要）

皮膚科に関する健康相談（皮膚科部会）
９月６日（火）
午後１時30分～午後２時30分（予約必要）

目に関する健康相談（眼科部会）
９月13日（火）
午後２時00分～午後３時00分（予約必要）

内科疾患に関する健康相談（内科部会）
９月29日（木）
午後１時30分～午後２時30分（予約必要）

※�新型コロナウイルス感染症の影響により中
止になる場合がございますので、必ず事前
にお問い合わせ下さい。

場　所：奈良県医師会館・
　　　　１階県民健康サービス室
　　　　（近鉄大和八木駅から北へ徒歩7分）
連絡先：〒634-8502
　　　　橿原市内膳町5-5-8
　　　　奈良県医師会各主催部会
　　　　（☎0744-22-8502）

奈良県医師会の学術部会が行う
健康相談のお知らせ
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I N F O R M A T I O N

　奈良県（奈良・高田）しごと i センターでは、
Webでの就職相談を受け付けています。対
面での相談が難しい方やWeb面接の練習を
したい方におすすめです。詳しくはホームペ
ージをご覧ください。
問い合わせ
　奈良県仕事 i センター
　奈良市西木辻町93-6　エルトピア奈良1階
　0742-23-6730
　https://www.pref.nara.jp/56565.html

Web での就職相談を受け付けています

① ② ③ ④

　弁護士、大学教授などの「公益委員」、労
働組合の役員など「労働委員」、会社役員、
企業経営者などの「使用者委員」の３名が相
談員となり、労働条件その他労働関係に関す
る相談（募集採用などの相談は対象外）をお
受けします。1人30分程度です。
開催日時・会場

【休日相談会】
〈相談会①〉
日　時：10月16日（日）13：30～16：00
会　場 : 奈良県産業会館（大和高田市幸町2-33）

〈相談会②〉
日　時：10月23日（日）13：30～16：00
会　場：奈良県文化会館（奈良市登大路町6-2）

【夜間相談会】
〈相談会〉
日　時：10月13日（木）18：30～20：30
会　場：奈良県文化会館（奈良市登大路町6-2）
費　用：無料（全会場）
対　象：①県内在住または在勤の労働者
　　　　②県内に事業所のある事業主
申　込：�全会場とも予約が必要ですので、下

記へお問合せください。
　　　　奈良県労働委員会事務局
　　　　☎0742-20-4431

職場のお悩み、ご相談ください
～休日・夜間労働相談会の開催～【自衛官候補生】

１　応募資格
　18歳以上33歳未満※採用予定月の末日現在
２　受　　付　通年募集
３　試　　験
　�学科試験、作文、適性検査、口述試験、身
体検査

　試験期日は、受付時にお知らせします。
　※�学科試験、作文、適性検査はweb 試験

を予定しいます。
【防衛大学校生（一般）】
１　応募資格
　�18歳以上21歳未満※令和５年４月１日現
在（高卒者（見込含）又は高専３年次修了
者（見込含））

２　受付締切　令和４年10月26日（水）
３　試　　験
　１次試験・・・学科試験、小論文試験
　令和４年11月５日（土）及び６日（日）
　２次試験・・・口述試験、身体検査
　試験期日は、１次試験合格時に通知します。

【陸上自衛隊高等学校生徒】
１　応募資格
　�15歳以上17歳未満※令和５年４月１日現
在中卒者（見込み含む）

２　受　　付
　�令和４年10月１日（土）～令和５年１月６
日（金）

３　試　　験
　１次試験・・・学科試験、作文
　�令和５年１月14日（土）～15日（日）の指定
する１日

　２次試験・・・口述試験、身体検査
　�令和５年１月26日（木）～29日（日）の指定
する１日

【問い合わせ】
　自衛隊奈良地方協力本部五條地域事務所
　☎0747-22-3789

自衛隊よりお知らせ
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※ ポイント内訳

　マイナンバーカードを新規取得し、キャッシュレス決済サービスでチャージまたは
　お買い物の金額に応じて　　　　　　５，０００円分（金額の２５％最大２万円分）
　健康保険証としての利用申し込みで　７，５００円分
　公金受取口座の登録で　　　　　　　７，５００円分
　それらの合計で 最大２０，０００円分がポイントとして付与されます
１５歳未満の未成年者については、親御さん等の法定代理人が公金受取口座の登録や、
マイナポイントの申請を行うことができます。口座の名義は未成年者のものに限りま
すが、マイナポイントは親御さん名義のキャッシュレス決済サービスで申し込むこと
が出来ます。ただし、１つの決済サービスに紐付けできるマイナンバーカードは1種
のみのため、親御さんと子どもで別の決裁サービスが必要になり、親御さんにポイン
トを集約するといったことは出来ません。ご了承下さい。

お問い合わせ先　　　役場　住民課　☎６３－０３２１（内線１６３）

　指定のキャッシュレス決済サービスで使える、マイナポイントを受け取る
ために必要なマイナンバーカードの申請期限は９月末までとなっておりま
す。（マイナポイント自体の申請は２０２３年２月末まで可能）
　 最大２万円分のポイント※ となるお得な制度ですので、
是非ご利用ください。
　役場窓口で写真を撮影させていただき申請させて頂くほか、ご要望があれ
ばご自宅まで申請の補助に伺いますので、お気軽にご連絡ください。また、
７月下旬から９月上旬にかけて、オンライン申請用ＱＲコード付きマイナン
バーカード交付申請書が順次送付されます。スマートフォン等で申請書の
ＱＲコードを読み取り、写真を添付して申請することで、簡単に申請ができ
ますので、そちらも是非ご活用下さい。
　この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください！
　申請の方法が分からない等ご要望があれば役場までご相談ください。

マイナポイントの貰える
マイナンバーカードの申請は９月末まで！

マイナンバーカードマイナンバーカード
つくるならつくるなら今！今！
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マイナポイントの申請手続き

身近で対応している電子決済サービスや
クレジットカードを一部紹介いたします！

スマートフォンや役場窓口でマイナポイントの申請手続きは出来ます！！
※スマートフォンについては、一部対応していない機種もございます。

電子マネー：nanaco 電子マネー、WAON、オーカード電子マネー、コーナン
Pay トライアル電子マネー、楽天 Edy、LaCuCa

QR コード ：auPay、ゆうちょ Pay、ｄ払い、PayPay、RPay
クレジットカード ：オリコカード、エポスカード、ｄカード、三井住友カード、
auPAY カード、ＪＣＢカード、イオンカード、セゾンカード、ＪＰＢＡＮＫ
カード（ゆうちょ）、楽天カード

手続きの際、用意するもの
◆　マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号
◆　銀行等の通帳、健康保険証
◆　ポイントを受け取るための電子決済サービス、
　　またはクレジットカード
　　（ID・セキュリティコード、暗証番号なども必要となります。）

⚠ マイナポイント事業を騙った不審な電話、メール、手紙、
訪問等には十分注意してください。

⚠ マイナポイントへの申込サポートは、マイナポイント事業
ホームページ記載の「マイナポイント手続きスポット」で
お受けください。

最新の情報はマイナ
ポイントホームペー
ジをご覧下さい！

マイナンバーカードの普及率について
　国は、令和５年度からマイナンバーカードの普
及率に応じて、普通交付税を増減させる方針です。
村の財源確保のためにもマイナンバーカードの取
得をお願い致します。

マイナンバー普及率
全　国：４５．９％
天川村：３３．２％

（７月末現在）

意外と簡単 !!
約1 0分 で

すべての
手続きが

完了します。
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The river of heaven

人口　1,285人（－1） 男　620人（＋２） 女　665人（－３） 世帯数　654戸（＋４）

燃焼 42.39トン 前月比：162.60％ 前年同月比：104.15％ 不燃 2.74トン 前月比： 58.55％ 前年同月比： 53.83％

資源 5.98トン 前月比：153.33％ 前年同月比：135.91％ 粗大 2.94トン 前月比： 63.50％ 前年同月比： 97.67％

　一人一人を大切にし、なかまとともに育ち
あい、いろいろな生活体験をするなかで、た
くましく感性豊かな子どもを育てる。

・丈夫なからだと強い心をもった子を育てる。
・進んで遊びに取り組む子を育てる。
・誰とでも遊べる思いやりのあるやさしい子を育てる。

　全身で水と触れ合う子ども達は、心も体
も開放され、夏ならではの遊びを十分に楽
しみました。
　友達が顔をつけたり、潜ったり、泳いだ
りする姿を見て刺激を受け、自分もやって
みよう！とチャレンジする姿も見られました。

　毎日、水やりをしながら育てた野菜を収穫し、カレーライス・ピザ・
キュウリの塩もみ・しそジューズなど、調理して食べる経験をしました。
　栽培から調理まで、すべてに関わってきた味は、子ども達にとっ
ては格別です。食べる楽しさやおいしさを味わいました。保育園児
にも、おすそわけ！「おいしい♡」と食べる姿が見られ大成功でした。

　年長組にとっては大イベント
のお泊まり保育。天川の大自然、
施設、温かい人々との触れ合い
の中で、素敵な思い出がたくさ
んできました。
　一つ一つの体験で満足感や達
成感を味わった子ども達は、自
信がつき、ひと回り大きくなり
ました！

村のうごき

７月のごみ収集状況

　日常の一場面。幼保園
児が♪あるこ～あるこ～
わたしはげんき～♪と手
をつないで、大合唱！

プール遊び・泥遊び

食育活動

お泊まり保育
昼食は、設施横の広場でバーベキュー！スイカ割り
や魚のつかみどりもさせていただきました。

「まって～」と夢中になって
魚を追いかけていました。

みずはの湯は最高！設施で働くみな
さん、ありがとうございました。 おやすみおやすみ zzzzzz

　残暑という言葉どおり、暑さが残る日々ですが、子ども達は汗をかきながらも元気いっぱいに過ごしています。
夏の遊びを思いきり楽しんだ子ども達。水遊びやプール遊び、泥遊びでたくさん身体を動かした子ども達の体つ
きや表情からも成長を感じます。運動会、発表会など大きな行事がある二学期。一つ一つの経験を子どもの大き
な成長へとつなげていきたと思います。

天川保育園・天川幼稚園だより天川保育園・天川幼稚園だより

天川保育園保育目標
げんきいっぱい　えがおいっぱい 心豊かにたくましく生きる力の基礎を育む

天川幼稚園教育目標

保育園児も水と
仲良しになりました！


