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証明書のコンビニ交付が
　　　 ２月１日から始まります

発行までの
手順を説明
するよ

地方公共団体情報システム機構サイトから引用

吉野町に住民登録がある本人・同一世帯の一部及び世帯全員
の記載された住民票の写しが取得できます。
※住民票コードの記載はできません。

住民票の写し ３００円

３００円印鑑登録証明書

マイナンバーカード（４ケタの暗証番号）と
交付手数料が必要です。

Q＆A ご質問にお答えします

記載事項選択
証明書に記載する項目の
有無を選択します。

交付種別入力
証明書の交付種別を選択し
ます。

➡

料金支払い
必要部数の交付手数料を
入金します。

発行内容確認
これまで入力した内容の最終
確認を行います。訂正が必要
な場合は、該当項目の入力画
面又は選択画面まで戻って訂
正することができます。

➡

領収書発行
領収書が発行されますので
お取りください。

取り忘れ確認
証明書をお取り下さい。証明書
の印刷が終わりますと取り忘れ
防止の音声が流れますので、証
明書をお取りいただいた後に、音
声停止ボタンを押してください。

8

部数選択
証明書の必要部数を入力
します。

証明書印刷
証明書が必要部数印刷され
ます。

710

11

912

10

11

12

証明書の種別選択
お取りになりたい証明書を
選択します。

13

14

15

終了

A１

暗証番号がわからないときはどうしたら
いいですか？

Q２

取得できる
証明書の種類 内　　　容 利用できる時間手数料

６時３０分～２３時

（年末年始、システムメン

テナンス日は利用できま

せん。）

マイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストアなどで、
夜間や休日も住民票・印鑑証明の発行ができるようになります。

問町民課 戸籍住民係　℡（32）3081

店舗に設置されているキ
オスク端末（マルチコピ
ー機）の画面に表示され
ている「行政サービス」ボ
タンを押します。

メニュー選択
証明書交付サービスを選択
します。

スタート

➡
交付市町村の選択
証明書を交付する市町村を
選択します。➡

暗証番号の入力
カード交付時に設定した４ケ
タの暗証番号（利用者証明
用電子証明）を入力し、本人
確認を行います。

1５

２４

注意
暗証番号を
３回間違えると
カードにロックが
かかります

カードの読み取り
カードリーダー部にマイナン
バーカードをセットします。

３

カードの取り外し
カードをお忘れにならない
ようご注意ください。

６

次のページの⑦番へ続く

吉野町に住民登録があり、印鑑登録されているご本人のみ取得
できます。
※役場で印鑑証明書を取得する際は、今までどおり印鑑登録証
が必要です。

コンビニに行くときは何が必要ですか？Q1

暗証番号がわからない、番号のロックがか
かったときは役場、町民課でご本人が再
設定の手続きを行ってください。
（持ち物：マイナンバーカード、印鑑）

A２
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原動機付自転車・軽自動車を廃車したと

きは、廃車手続きを忘れずに済ませてく

ださい。手続きを忘れていると、実際に

原動機付自転車・軽自動車を所有してい

なくても、毎年４月１日現在で軽自動車

税が課税されます。他の市町村に転出

される方で、原動機付自転車を所有して

いる方は、標識（ナンバープレート）の交

換が必要です。

３月末は、決算期や自動車税の賦課期日
の終期等の影響で、廃車や名義変更な
どの申請が集中し窓口が混雑します。各
種手続きはできるだけお早めにすませ
ましょう。お越しの際は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止へのご協力をお願い

します。

車　　種 手 続 き を す る と こ ろ 持ち物

役場　税務収納課
℡0746（32）3081

標識
印鑑

原動機付自転車（125cc以下）
小型特殊自動車

軽二輪車
（125ccを超え250cc以下のもの）

小型二輪車
  （250ccを超えるもの）

軽自動車
（軽四輪・軽三輪）

軽自動車検査協会奈良事務所
大和郡山市額田部北町980-３
℡050（3816）1845

近畿運輸局奈良運輸支局
大和郡山市額田部北町981-２
℡050（5540）2063

○軽自動車の各種手続き案内　
　軽自動車検査協会ホームページ https://www.keikenkyo.or.jp/

○自動車の各種手続き案内…℡050（5540）2063  
　近畿運輸局ホームページ http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/

廃車手続きをお忘れなく

台所では、野菜くずや残飯を流さないよう
にしましょう
生ごみは、配水管が詰まるもとです。水切りをし
て、ごみ収集日に出しましょう。

水洗トイレにはトイレットペーパー以外の　
ものは流さないようにしましょう
トイレットペーパー以外の紙、生理用品、異物など
を流すと、下水道管が詰まるもとです。

てんぷら油やサラダ油の廃油を流さないで
ください
お料理のあとの油は配水管に流すと管の内側に付
いて固まって下水が流れなくなる恐れがあります。

宅地内の排水設備の管理は皆さんでお願
いします
快適な生活をするための水洗化ですが、使用上の
注意を怠ると故障したり、設備の寿命を縮めたりし
ます。
また、修理に多額の費用がかかる場合がありますの
で、故障しないよう日常の管理を行ってください。

下水道供用開始区域内の皆さんは
　一日でも早く下水道に接続しましょう！

紙オムツは流さないで！

下水道ができたからといって、何でも流していいということではありません。下水道は、吉野川をはじめとする河川
の環境保全や皆様の生活環境をより良くするための大切な財産です。下水道に汚水を流すときは、一人ひとりが十
分に注意をして、大切に正しく使用しないと故障の原因となって、設備の寿命を縮めることになります。下水道の使
用については、次の点にご注意ください。

下水道の使用に関する相談・お問い合わせ先　　暮らし環境整備課　上下水道推進室　℡（32）8175

下水道 をご利用の皆様へお願い

2月のごみ収集日程

問［分別について］ 吉野三町村クリーンセンター【℡（３２）1275】 「ごみの区別と出し方」を町ホーム
ページに掲載しています。⇨

問［収集について］ 美吉野環境ステーション【℡（３９）９１４５】

★2月21日（日）は、家庭系ごみの持ち込みを受け付けします。

★ごみは午前８時までに出してください。

収 集 日
カ ン 類収 集 地 区 名 ペットボトル

上市地区全域・橋屋・左曽・六田
吉野山地区全域・飯貝・丹治

龍門地区全域・中竜門地区全域

国栖地区全域・中荘地区全域

1５日（月）
1６日（火）
１８日（木）

千股のみ1５日（月）
１９日（金）

2２日（月）
2３日（火）
2５日（木）

千股のみ2２日（月）
2６日（金）

８日（月）
９日（火）
1１日（木）

千股のみ８日（月）
12日（金）

ビ  ン 古  紙
1７日（水）
2４日（水）

1７日（水）

2４日（水）

１日（月）
２日（火）
４日（木）

千股のみ１日（月）
５日（金）

粗大ごみ 不燃物
３日（水）
1０日（水）

３日（水）

1０日（水）

家庭でできる排水対策は…

　　

 ・ごみはこまめに取り除きましょう。
・排水口には水切り袋や使えなくなったストッキ
　ングなど細かい網をつけましょう。

・使った食用油（植物油）は吉野町内にある回収
　ボックスにだしてください。ごみの減量、水質
　保全にもつながります。

・料理は食べきれる量を作りましょう。
・煮汁は工夫して使い切りましょう。
・米のとぎ汁は庭や植木にまくようにしましょう。
・調理くず・食べ残しは肥料にする方法もあります。

・鍋・食器のよごれは古新聞や、ゴムべらなどで
　ふき取ってから洗いましょう。

・洗剤は適正に使用しましょう。
・計量スプーンなどで量って適量を使いましょう。
・洗剤は自然にかえりやすいものを使いましょう。

・身近な水路や河川を定期的に掃除しましょう。

台所で

川や湖をきれいにするために、私たちが家庭でで
きることを実施し、身近なところから汚れの原因
となるものを流さないように心がけましょう。

流し台

食用油

調  理

食器洗い

洗  剤

水  路
地域で

洗濯で

※ごみ収集及び吉野三町村クリーンセンターへの持ち込みは、４月以降も今まで同様に行います。

浄化槽をご使用の皆様に！

清掃は　
　○毎年1回以上、町長の許可を受けた浄化槽清掃業者で
　行ってください。

　※全ばっき方式の既存単独処理浄化槽にあっては、

　おおむね6か月ごとに1回以上。

○浄化槽の機能を維持するため、スカムや汚泥を引き抜き、

　付属装置等を洗浄し掃除します。

　詳しくは、暮らし環境整備課 環境対策室まで
　お問い合わせください。℡（32）9024

保守点検は　
　○毎年3回以上、県の登録を受けた浄化槽保守点検業者

　に委託して実施してください。

○保守点検業者等の維持管理に関するお問い合わせは、

　奈良県景観・環境総合センターまでご連絡ください。

○浄化槽の保守点検は主な内容

　・消毒剤の点検補給　・汚泥の調整移送

　　・ブロワの点検　・機能の診断　・水量、水質の測定
→お問い合わせ　
　奈良県景観・環境総合センターまで
　　　〒633－0062　桜井市粟殿1000　
　　　℡0744（47）3805

11条検査は（水質検査等）　
　→お申し込み　
　社団法人　奈良県環境保全協会
  　　〒635－0095　大和高田市大中18－4
 　　　　　　　　　　　　　　　　　YBBビル2F　
　　　℡0745（22）5161

皆さん一人ひとりの協力で
きれいな水を目指しましょう！

左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
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収 集 日
カ ン 類収 集 地 区 名 ペットボトル

上市地区全域・橋屋・左曽・六田
吉野山地区全域・飯貝・丹治

龍門地区全域・中竜門地区全域

国栖地区全域・中荘地区全域

1５日（月）
1６日（火）
１８日（木）

千股のみ1５日（月）
１９日（金）

2２日（月）
2３日（火）
2５日（木）

千股のみ2２日（月）
2６日（金）

８日（月）
９日（火）
1１日（木）

千股のみ８日（月）
12日（金）

ビ  ン 古  紙
1７日（水）
2４日（水）

1７日（水）

2４日（水）

１日（月）
２日（火）
４日（木）

千股のみ１日（月）
５日（金）

粗大ごみ 不燃物
３日（水）
1０日（水）

３日（水）

1０日（水）

家庭でできる排水対策は…

　　

 ・ごみはこまめに取り除きましょう。
・排水口には水切り袋や使えなくなったストッキ
　ングなど細かい網をつけましょう。

・使った食用油（植物油）は吉野町内にある回収
　ボックスにだしてください。ごみの減量、水質
　保全にもつながります。

・料理は食べきれる量を作りましょう。
・煮汁は工夫して使い切りましょう。
・米のとぎ汁は庭や植木にまくようにしましょう。
・調理くず・食べ残しは肥料にする方法もあります。

・鍋・食器のよごれは古新聞や、ゴムべらなどで
　ふき取ってから洗いましょう。

・洗剤は適正に使用しましょう。
・計量スプーンなどで量って適量を使いましょう。
・洗剤は自然にかえりやすいものを使いましょう。

・身近な水路や河川を定期的に掃除しましょう。

台所で

川や湖をきれいにするために、私たちが家庭でで
きることを実施し、身近なところから汚れの原因
となるものを流さないように心がけましょう。

流し台

食用油

調  理

食器洗い

洗  剤

水  路
地域で

洗濯で

※ごみ収集及び吉野三町村クリーンセンターへの持ち込みは、４月以降も今まで同様に行います。

浄化槽をご使用の皆様に！

清掃は　
　○毎年1回以上、町長の許可を受けた浄化槽清掃業者で
　行ってください。

　※全ばっき方式の既存単独処理浄化槽にあっては、

　おおむね6か月ごとに1回以上。

○浄化槽の機能を維持するため、スカムや汚泥を引き抜き、

　付属装置等を洗浄し掃除します。

　詳しくは、暮らし環境整備課 環境対策室まで
　お問い合わせください。℡（32）9024

保守点検は　
　○毎年3回以上、県の登録を受けた浄化槽保守点検業者

　に委託して実施してください。

○保守点検業者等の維持管理に関するお問い合わせは、

　奈良県景観・環境総合センターまでご連絡ください。

○浄化槽の保守点検は主な内容

　・消毒剤の点検補給　・汚泥の調整移送

　　・ブロワの点検　・機能の診断　・水量、水質の測定
→お問い合わせ　
　奈良県景観・環境総合センターまで
　　　〒633－0062　桜井市粟殿1000　
　　　℡0744（47）3805

11条検査は（水質検査等）　
　→お申し込み　
　社団法人　奈良県環境保全協会
  　　〒635－0095　大和高田市大中18－4
 　　　　　　　　　　　　　　　　　YBBビル2F　
　　　℡0745（22）5161

皆さん一人ひとりの協力で
きれいな水を目指しましょう！

左
記
に
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