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７月１９日（月） 議長杯グラウンドゴルフ大会

主な内容
Ｐ２

議会だより
村の話題
Ｐ３〜４ お知らせ
Ｐ５
健康づくり情報
Ｐ８
黒滝村国民健康保険
診療所看護師紹介

議 会
議会活動状況
月
日●第４回議会臨時会
日●議長杯グラウンド
ゴルフ大会

日●例月出納検査

日に令和３年第４回議

◆第４回議会臨時会
７月
工事請負契約

会臨時会が開催されました︒
・議案第１号
の締結について︵黒滝村簡易
水道改良工事︶可決

人事異動
月１日及び７月 日付で︑村職
員の異動を行いました︒
これからも︑
村民の皆さまのご期待に応えてまい
ります︒

題題
話話

※︵ ︶内は前役職等
黒滝村国民健康保険診療所
︻新規採用職員︼ 月１日付
看護師 坂本 保乃花
︻退職︼６月 日付
看護師 小松 由美子
︻住民生活課︼ 月 日付
課長補佐 前田 博

のの
村村

︵教育委員会事務局次長補佐︶
︻教育委員会事務局︼ 月 日付
次長補佐 阪口 稔一

番

︵住民生活課長補佐︶

子どもの人権

日 ︵月︶ 黒 滝 村 ふ れ

第７回議長杯
グラウンドゴルフ大会
７月

黒滝中学校
ボランティア活動
︵花 の 寄 贈︶
日︵ 水 ︶︑ 黒 滝 中

学校の生徒の皆さんからボ

６月

議長杯グラウンドゴルフ大会
ランティア活動として︑花

あ い 運 動 場 に お い て ︑ 第７ 回
︵黒滝グラウンドゴルフ同好
を寄贈していただきまし
いただいた花は︑生徒の

会 ・ 黒 滝 村 議 会 共 催︶ が 行 わ
名の方が

た︒

す︒

上位入賞者は次のとおりで

奈良県広域消防組合
消防職員採用募集案内

ので是非ご覧ください︒

役場入口に飾っています

ていました︒

参加され︑楽しくも熱気溢れ 皆さんが毎日欠かさず水を
る ゲ ー ム 展 開 と な り ま し た︒ やり︑丹精込めて育てられ

炎 天 下 の な か︑

れ ま し た︒
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自衛官募集
︻一般曹候補生採用試験 ︼
︵終身雇用コース︶
◆受験資格
歳以上 歳未満の方
◆受付期間
月 日︵木︶〜
９月６日︵月︶
◆試験日
︽一次試験︾９月 日︵土︶
筆記試験︑適性検査
︽二次試験︾ 月９日︵土︶
口述試験︑身体検査
◆試験会場
航空自衛隊奈良基地
︵１次・２次とも︶
◆お問合せ先
自衛隊奈良地方協力本部
五條地域事務所
☎０７４７︲２２︲３７８９

33

新型コロナウイルス
感染症予防接種証明書
発行について

奈良県広域消防組合では︑令和
年４月１日採用予定の消防職員
を募集します︒
◆募集区分
高校卒業
◆募集案内詳細
ホームページにて掲載
http://www.naraksk119.jp
◆お問合せ先
奈良県広域消防組合消防本部
人事企画課人事係
☎０７４４︲２０︲１１１９

８月は
電気使用安全月間です
この季節は︑暑さにによる疲労
で注意力が散漫になり︑感電事故
が起こりやすくなります︒
経済産業省主唱のもと毎年８月
を電気使用安全月間と定め︑全国
で一斉に電気の安全運動を実施し
ています︒日頃から電気安全を心
がけましょう︒
◆お問合せ先
関西電気保安協会 奈良支店
技術部広報グループ
☎０７４２︲３２︲１３７１
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いじめ・体罰・不登校・児童虐
待などの子どもの人権に関わる問
題について︑人権擁護委員及び法
務局職員が左記のとおり無料・秘
密厳守で相談に応じます︒
◆日時
８月 日︵金︶〜９月２日︵木︶
午前８時 分〜午後７時
※土日は午前 時〜午後５時
◆全国一斉﹁子どもの人権 番﹂
☎０１２０︲００７︲１１０
︵フリーダイヤル︶
※携帯電話・ＰＨＳ使用可︑
一部のＩＰ電話使用不可
◆対象
県内在住の児童・生徒及びその
保護者
◆相談員
人権擁護委員及び法務局職員
◆お問合せ先
奈良地方法務局人権擁護課
☎０７４２︲２３︲５４５７
110

東 敏成 ［35］
脇阪 武男［38］（敬称略）
玉田 美鈴 ［39］［スコア］
優 勝
準優勝
３ 位
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http://www.ksdh.or.jp/
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忘れずに
納付しましょう！

30

７

第２期
第２期
第２期
第２期
住民税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療
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８月３１日（火）

新型コロナウイルス感染症の予
防接種を済まされた方が海外に渡
航される際に渡航先入国時におけ
る防疫措置が緩和されることを目
的に︑パスポート記載情報と接種
情報を日本語と英語で併記した
﹁新型コロナウイルス感染症予防
接種証明書﹂の発行を︑ワクチン
住民接種を実施した市区町村に申
請することができます︒
◆必要書類等
①申請書︵本人や代理人の情報
並びに渡航先等を記入︶
②パスポート︵写し可︶
③ワクチン接種済証︵ない場合
は︑マイナンバーが確認でき
る書類︶※出来る限り
◆詳細については保健福祉課にお
問合せください︒
※また証明書制度全般に関する
お問い合わせなどについては︑
左記にお問い合わせいただけま
す︒
◆お問合せ先
新型コロナワクチン
コールセンター
☎０１２０︲７６１︲７７０
27
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税等の納期

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内
肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の２５〜４０％を占め、特に高齢者での重篤化が問題になってい
ます。肺炎球菌は鼻やノドの奥につきやすい細菌の一つですが、健康で体力のある状態ならば、
免疫力が十分あるため感染症を引き起こすことはありません。しかし、体調を崩すなど何らかの
原因で免疫力が低下していたりすると、発症することがあります。
＜注意＞５年以内の再接種は、注射部位の副反応が強く出るなど報告されていますので、これま
で接種されたことがある方は接種間隔に注意してください。
◆対 象 者
村内に住民票がある下表に該当する方のうち、初めてこの予防接種を受けられる方。
○令和３年度の定期接種の対象者
・６０〜６４歳の方で心臓・じん臓・呼
吸器やヒト免疫不全ウイルスにより
重い障害のある方は対象となる場合
があります。お問い合わせください。
・ワクチンの安定供給のため、６５歳以
上の５歳刻みの方を定期接種の対象
として実施します。※現時点では、定
期接種を受ける機会は生涯を通じて
１回です。

○「令和 3 年度の定期接種の対象者」以外で接種を希望される、今年度６５歳以上の方は任意
接種（全額自己負担）となります。
◆費
用 １，
０００円（接種当日、
黒滝村診療所にお支払いください）※生活保護の方は無料。
◆接種期間・場所等 役場保健福祉課からお渡しする問診票にあらかじめご記入、ご持参のうえ
８月中に黒滝村診療所において接種を受けてください。
※村外で接種を希望される方は保健福祉課までご連絡ください。
接種期間は１２月末までです。
（村の公費負担の上限は５，
０００円です。
）
◆接種場所 黒滝村国民健康保険診療所
◆申込締切 ８月１６日（月）
◆お申込み・お問合せ先 保健福祉課

みんなでできる健康づくり・介護予防〜気軽に集える地域の居場所〜
住民の皆さまが中心となって、集会所等で
いきいき百歳体操を取り入れた通いの場の
運営支援を開始して 1 年が過ぎました。新
型コロナウイルスの影響で、外出や人との交
流を自粛していくなかでの活動となってお
ります。今月は、1 年間体操を継続してこら
れた、長瀬区の紹介をします。
今年４月からは、第 1・3 月曜日の月 2 回で
活動を継続しています。
世話役の方が、集会所を開錠、体温チェック、
そして、皆で椅子を並べ準備を進めていきます。
参加者がそろうと、即、DVD を再生して、体
操を開始！体操が終わると、荷造りバンドを用
いた、かごづくりも楽しまれ、和やかに時間が
過ぎていきます。
7 月 5 日は、支援者（保健師、地域包括支援
センター職員）がお邪魔させていただき、
「フ
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レイル予防のためのチェック」や体力測定
を行いました。多くの方が、体力を維持さ
れており、趣味も含めた活動を継続してい
くことが、元気でいきいきとした生活につ
ながることは大切だなと感じています。
◆お問合せ先 保健福祉課

空き家への補助事業 申請受付中！
空き家除却補助事業（再募集）
将来的に周辺に影響を及ぼす恐れのあ
る空き家について、空き家の自発的な除
却（解体）を促進して適正な管理や美観
維持を図るため、除却工事費用の一部を
補助します。
◆補助額
補助対象経費の１／２（上限５０万円）
◆募集期間
８月２日〜８月３１日

空き家リフォーム補助事業
空き家を利用し黒滝村へ移住するため
に空き家バンク登録物件のリフォームを
行う場合に、その経費の一部を補助しま
す。移住者または空き家所有者のどちら
かが申請できます。（売買契約または賃
貸借契約締結後の改修が対象です。
）
◆補助額
補助対象経費の１／２（上限５０万円）

※補助事業の採択は審査会にて決定します。 ◆募集期間
（１件を予定）
随時 募集期間に期限はありません。
※交付（採択）決定後に除却事業を実施し
てください。
※補助事業にはその他諸条件があります。
（事前実施は対象となりません。）
◆お問合せ先 企画政策課

令和３年度

起業支援補助事業の採択及び再募集について

村内における起業の環境を整え、定住の促進
を図り、地域振興につなげるため、起業に必要
な経費の一部を補助する事業で、申請書を審査
の結果、今年度の採択者は次の事業者となりま
した。
◆事業者

谷本

英雄

◆事業の名称

飲食業

個人事業税について

なお、１件の再募集を行います。
（今年度内の事業執行についての補
助となります。
）
◆再募集期間 ８月２日〜８月３１日
※補助事業の採択は審査会にて決定し
ます。
※交付（採択）決定後に事業を実施し
てください。
◆お問合せ先 企画政策課

奈良県中南和県税事務所からのお知らせ

個人事業税の
第１期分の納期限は

８月３１日（火）
第 2 期分の納期限は１１月３０日（火）です。
個人事業税の納付書は、第１期分 ･ 第２期分を
まとめて同封しています。お間違いのないようご
注意ください。
第２期分の納付書は、納期限まで保管していた

※年税額が１万円以下の場合は、第１期分
の納期限までに全額を納付いただくこ
とになっております。
※コンビニエンスストアやペイジー（ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ・ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ・ATM か
らの納付）
、スマートフォン決済アプリ
ケーションでの納付もできます。
※ 口座振替制度もご活用ください。お申し
込みは金融機関にてお願いします。

だき、１１月３０日までに納付してください。
◆お問合せ先
※第１期分・第２期分をまとめて８月３１日まで
奈良県中南和県税事務所 課税係
に納付することもできます。
☎０７４４−４８−３００４
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下市消防署救急係からのお知らせ 救命講習の開催について

令和３年度奈良県警察官採用試験のお知らせ

新型コロナウイルスの影響で中止しておりました救命講習の一部を、７月１日（木）
より再開しております。
下市消防署では下記のとおり応急手当講習会を実施しますので、受講を希望される
方は下記（お申込先）までご連絡ください。
○普通救命講習
◆日時 ９月１２日（日）午前９時００分〜正午
◆対象 中学生以上
◆定員 １０名（定員に達した場合、募集を締め切らせていただきます。
）
◆申込期間 ８月１２日（木）〜９月７日（火）まで
◆お申込・お問合せ先 下市消防署救急係 （☎０７４７−５２−２２９９）

入札日

６月３０日

入

札

結

果
落札金額

入札工事名

落札者

期間・納期

黒滝村簡易水道
水道施設改良工事設計業務

株式会社新大阪エンジニ
アリング 奈良事務所

18,150,000 円

令和４年
２月２８日まで

黒滝村簡易水道改良工事

大七建設株式会社

74,797,800 円

令和４年
２月２８日まで

（消費税込）

書 室 だ よ り
図
■ 貸し出し日

月〜金曜日（祝日は休み）
第２、第４日曜日
( ８月は、８日・２２日）
■ 貸し出し期間 ２週間
※ただし、それ以上になる場合は、教育委員会へ連絡し
てください。

｢鬼滅の刃｣ 折れない心をつくる言葉 / 藤寺 郁光
昨年に大流行したアニメ ｢鬼滅の刃｣ の名言集です。現

※上記以外に、特別区分（サイバー捜査官）による採用試験を実施します。
詳しくは、下記までお問合せください。
◆お問合せ・お申込先 奈良県警察本部警務課採用係
〒６３０−８５７８ 奈良市登大路町８０番地
＜代表＞☎０７４２−２３−０１１０（内線）２６２４
＜採用フリーダイヤル＞☎０１２０−３５１−２０４
URL http://www.police.pref.nara.jp/

元気ふれあい活動ポイント手帳をご活用ください
６０歳以上の方・障害者
手帳等をお持ちの方へ。
（令和３年４月１日現在）
笑顔と元気あふれる毎日
を過ごせるよう応援してい
ます。
サロン活動やこもれびク
ラブなどに参加して、ぜひ
ポイントためてください。
◆お問合せ先 保健福祉課

善意銀行
（７月２日受理分まで）
皆さまの善意に対して心から
感謝申し上げます。

阪中
姉

勉 様
國枝の弔いとして
５０，
０００円

在は、アメリカをはじめヨーロッパでも大好評のようです。
この本には、映画 ｢無限列車編｣ で柱の煉獄さんが、最
期に放った ｢俺は俺の責務を全うする ! ！ここにいる者は
誰も死なせない！ !｣ も記載されています。
この皆が涙した台詞は、仕事等で
行き詰まっている多くの人々に使命
感を喚起したといわれています。
このように勉学・仕事・人間関係
に悩んでいる方に特にお薦めで、勇
気や希望そして仲間との絆・家族愛

毎月１１日は

【人権を確かめあう日】
黒滝村人権・同和問題
啓発活動推進本部
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を呼び覚ましてくれること間違いな
いです。

２０２２年版奈良県民手帳 受付開始
２０２２年版奈良県民手帳の予約受付を
開始します。表紙の色はすほう色と黒色の
２種類です。
県内の官公庁や救急医療施設の住所一
覧、県民相談窓口に加え、県と市町村の主
要統計データ、県内の郵便番号、県内の主
な行事、近畿圏の路線図などが掲載された
便利な手帳です。

価格 １冊６００円（消費税込）
予約 ８月２０日（金）まで
（各区長へご連絡ください）
発売 １０月中旬

◆お問合せ先 総務課
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人口・世帯数

黒滝村国民健康保険診療所 看護師紹介

（７月１日現在）

坂本

男
女
計
世帯

３２２人
３４６人
６６８人
３５４世帯

（＋１）
（−２）
（−１）
（±０）

◆趣味・最近好きなこと
ヨガ
◆自分はこんな人間
人と関わることが好きです。
自然とふれあうことも好きで、じっ
としていられないタイプなので、散歩
をしたり、畑をしたり、体を動かすこ
とが多いです。

村の施設の電話番号
市外局番（0747）
役

場
62-2031
ＩＰ電話【0747-68-9200
〜 9203】
防災放送電話音声対応サービス
（専用ダイヤル）
62-9010
教育委員会事務局
62-2314
ＩＰ電話【0747-68-9204】
診療所
62-2747
ＩＰ電話【0747-68-9700】
歯科診療所
62-2621
デイサービスセンター
（社会福祉協議会） 62-2850
ＩＰ電話【0747-68-9023】
こもれびホール
62-2280
黒滝駐在所
62-2034

◆ごあいさつ
黒滝村へ貢献できるよう、皆さまのお役に立てるよう精一杯努
めさせていただきます。
また、村民の方との出会いを大切にしたいと思いますので、気
軽にお声がけいただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

「黒滝村過疎地域持続的発展計画」案の意見募集
（パブリックコメント）の実施について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、黒
滝村の持続的発展の基本方針を定めるため、「黒滝村過疎地域持
続的発展計画」の案を作成いたしました。この案について、広く
村民から意見を募集いたします。
◆募集期間
８月２日（月）〜８月 16 日（月）まで
◆閲覧場所
黒滝村ホームページ及び黒滝村役場企画政策課
◆意見提出方法
任意の様式に「黒滝村過疎地域持続的発展計画案への意見」と
明記し、住所・氏名・意見をご記入の上、黒滝村役場企画政策課
まで、ファックス、Ｅメール、郵送又は直接持参してください。
※お寄せいただいたご意見は、本村の考え方とともに、後日ホー
ムページで公表します。個別の回答はいたしませんので、あら
かじめご了承ください。
◆お問合せ先 企画政策課

観光施設に関することは、
観光施設指定管理者
（株）黒滝森物語村 62-2770

くろたきテレビ
11ch で放映中
11ch では、村からの様々な
お知らせを掲載しています
ので、是非ご視聴ください。

発行 黒滝村役場 〒 638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸７７番地
℡ 0747-62-2031
FAX 0747-62-2569
E-mail kurotaki@vill.kurotaki.lg.jp
URL http://www.vill.kurotaki.nara.jp

黒滝村村民憲章

わたくしたちは、黒滝村の

よさを活かし、先人の努力に学

び、知恵と心を結集し、明るく

豊かで活力ある村づくりをめ

ざしてこの憲章を制定します。

・豊かな自然をまもり、より住

み良い生活環境づくりに努め

うるおいとやすらぎのある村

をつくりましょう。

・互いの人権を尊重しあい、や

さしさとあたたかさにみちた

村をつくりましょう。

・郷土の文化遺産を大切にし、

若い力をはぐくみ、生涯学習の

ふくらむ村をつくりましょう。

・勤労を尊び、産業の振興に努

め、未来を拓く活力ある村をつ

くりましょう。

・長寿のよろこびをみんなで支

え、健康で生きがいのもてる福

祉の村をつくりましょう。
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