
21　　広報 YOSHINO 広報 YOSHINO　　20

募　　集

お知らせ

奈良県警察官採用試験
◆①大卒区分：平成元年４月２日以降に

生まれた人で、学校教育法による大学

（短期大学を除く。）を卒業した人また

は、令和5年３月末日までに卒業見込み

の人　②大卒区分以外：平成元年４月２

日から平成17年4月1日までに生まれ

た人で上記「①大卒区分」以外の人

◆郵送(簡易書留で)・・・８月19日（金）、

持参(直接奈良県警察本部警務課採用

係へ)・・・８月19日（金）、インターネット

(県警ホームページから)・・・８月15日

（月）◆〔1次試験〕①教養試験・論（作)文

試験９月18日（日）　②体力試験・口述

試験10月8日（土）、9日（日）のうち指定

する１日▶採用予定人数①大卒区分：男

性8人程度・女性2人程度②大卒区分以

外：男性26人程度・女性4人程度

問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

☎０１２０(３５１)２０４(採用フリーダイヤ

ル)　https://www.police.

pref.nara.jp/

井戸水等を公共下水道に　
排出する場合は届け出が　
必要です
ご家庭や工場・事業所等で井戸水（地下

水）、雨水利用水など水道水以外の水

をご使用の方で、排水を公共下水道に

排出する場合は、下水道使用料を納め

ていただく必要があります。まだ「公共

下水道使用開始届」を提出していない

方は、下記問い合わせ先までご連絡く

ださい。

※この届出がなく、使用料の徴収を免

れた場合には、過料に処せられる場

合がありますので、ご注意ください。

詳しくは、お問い合わせください。

問暮らし環境整備課　☎(32)８１７５

奈良県広域消防組合　　　
消防職員採用試験（後期）
令和５年４月１日採用予定の消防職員を

募集します。

▶募集区分高校区分▶募集案内詳細

について8月上旬ウェブサイトにて掲

載予定

◆http://www.naraksk119.jp

問奈良県広域消防組合消防本部 人事

企画課 人事係 ☎０７４４(20)１１１９

し尿くみとり業務休業
８月13日(土)～15日(月)の３日間、休業

といたします。ご了承ください。収集開

始は16日(火)からです。

※休業前は大変混み合います。余裕を

もってご連絡ください。

問暮らし環境整備課 環境対策室

☎(32)９０２４

奈良県職員採用Ⅱ種試験　
（森林管理職）
奈良県では、「奈良県フォレスター」（市

町村において、長期間、同一の森林に

関する行政事務を担う奈良県職員）と

なる職員（森林管理職）を採用するため

の試験を実施します。

◆昭和57年４月２日から平成17年４月

１日までに生まれた人▶申込期間８月

17日（水）午前９時から８月31日（水）正

午まで◆〔1次試験〕９月25日（日）

▶その他 この試験に合格し、採用され

た方は、県職員として奈良県フォレスタ

ーアカデミーに入学し、２年間のフォレ

スター学科における教育を経て、卒業

後に「奈良県フォレスター」に任命され

る予定です。

採用試験の詳しい情報は、奈良県人事

委員会事務局　(https://

www.pref.nara.jp/9723.

htm)からご確認ください。

自衛官募集
自衛官候補生（中途採用含む）
　採用予定月の1日現在、18歳以上33
歳未満。32歳の方は、採用予定月の末
日現在、33歳に達していない方　9月
13日(火)　９月17日(土)、18日（日）の
うち１日・９月24日（土）、25日（日）のう
ち1日▶試験種目学科試験・作文・適性
検査・口述試験・身体検査※学科試験・
作文・適性検査はＷＥＢ試験を予定◆航
空自衛隊奈良基地
一般曹候補生
◆採用予定月の1日現在、18歳以上33
歳未満。32歳の方は、採用予定月の末
日現在、33歳に達していない方◆9月5
日(月)◆〔1次試験〕9月17日(土)、18日
(日)のうち１日〔2次試験〕10月8日
(土)、10日(月)のうち１日
▶試験種目〔1次試験〕筆記試験・適性
試験〔2次試験〕口述試験・身体検査
◆〔1次試験〕航空自衛隊奈良基地〔2次
試験〕1次合格時に通知
航空学生
◆令和5年4月1日現在、海：18歳以上
23歳未満、空：18歳以上21歳未満(高
卒者〔見込含〕または高専3年次修了者
〔見込含〕）◆９月８日(木)◆〔１次試験〕９
月19日(月)　〔２次・３次試験〕各次合格
時に通知▶試験種目〔1次試験〕筆記試
験・適性検査　〔2次試験〕口述試験・航
空身体検査・適性検査　〔３次試験〕海：
航空身体検査、空：操縦適性検査・医学
適性検査◆〔1次試験〕航空自衛隊奈良
基地　〔２次・３次試験〕各次合格時に通知
防衛大学校学生（一般）
◆令和5年4月1日現在、18歳以上21
歳未満(高卒者〔見込含〕または高専3
年次修了者〔見込含〕）◆10月26日(水)
◆〔１次試験〕11月５日(土)・６日(日)
〔２次試験〕12月６日(火)～10日(土)の
指定する１日▶試験種目〔1次試験〕学
科試験・小論文試験　〔2次試験〕口述
試験・身体検査◆〔1次試験〕航空自衛
隊奈良基地　〔2次試験〕1次合格時に
通知問自衛隊奈良地方協力本部 五條
地域事務所　☎０７４７(22)３７８９
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開催に関する詳細な内容については、１１月号の広報よ

しのでご案内します。今年度は、新型コロナウイルス感

染症の影響を考慮し即売会は行わず、出品された農作

物は吉野町社会福祉協議会の福祉事業に活用します。

●吉野町内に在住する方、もしくは吉
野町内で生産した作物であること

●出品数制限はありません。同一家
族で同一品種の３点以上の出品は
不可

●出品者には受付後、抽選会に参加
していただきます。

●出品物は下記の数量を満たすよう
にご準備ください。（規程数量に満
たない場合は、審査しませんので
ご注意ください。）

●出品物は、返却しません。

【協 力・協 賛】　ＪＡならけん大淀営農経済センター吉野営農経済／ 奈良県南部農林振興事務所
【お問い合わせ】　農林振興課　℡（32）3081　FAX（32）8855

特賞（町長賞、知事賞）・・・・・・2本
入賞（農業委員会会長賞他）・・・９本
特別賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・数本

賞数

穀　物

根菜類

葉菜類

芋　類

果菜類
果実類
きのこ類

林産物類

1

2

3

4

5
6
7

8

米・麦・大豆・小豆・落花生・ごま等
長大根・人参・ゴボウ・かぶら等
丸大根と大かぶら
白菜・キャベツ・ピーマン
ネギ・ほうれんそう
たまねぎ
甘藷・馬鈴薯・こんにゃく等
サトイモ
やまの芋
かぼちゃ・はやとうり
柿・梨・キウイ・柑橘類
シイタケ等
鉢物
庭木苗
切り花

0.36ℓ
5本
３本
3個
3束
5個
5個
7個
3個
3個
５個
３袋
２鉢
3本
5本

種　類 品　　目 数 量出品要項・品目量

令和３年４月に開校した奈良県フォレスターアカデミー

では、現在2学年36名の学生が在籍しており、森林・林

業の将来を担う技術者・技能者を目指し、様々な知識

や技能を習得しようと研鑽を積んでいるところです。

オープンキャンパスでは、オープン講座や施設見学、

学生企画による実習体験、在校生・職員とのフリートー

クなど魅力満載。未来の森を作るプロデューサーを目

指してみませんか。

奈良県フォレスターアカデミーオープンキャンパス

▶日　時　８月28日（日）１０時～１５時３０分

▶申込み　アカデミーHPに掲載している　　　　　
応募フォーム又は右記二次元　　　　　
コードから申込。電話での申込も可。

▶定　員　４０名(予定)　定員を超える場合は抽選

▶申込期限　８月１４日(日)17時１５分まで

※参加無料。参加者には、詳細資料をお送りします。

問奈良県フォレスターアカデミー
　〒639-3113 吉野町飯貝６８０　℡（42）８１００

出品募集
吉野町農林産物品評会
第50回第50回

については １１月号の広報よ

開催日：開催日：１１１１月月1818日（金）日（金）

令和５年度
入学向け

　
　

フォレスターアカデミーのサイトはこちらから➡
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便利な電気製品ですが、使用方法を誤ったり、使用環境によっ

ては思いがけない火災を引き起こします。

▶取扱い説明書をよく読む。

▶使用しない時は、電源プラグを抜く。

▶長年使用していなかった電化製品は、安全を確認してか
ら使用する。

▶故障したときは、自分で分解せず、業者に修理を依頼する。

電気火災を防ごう　問吉野消防署　℡（32）1011 マイナンバーカードに        
関するお知らせ
今年９月末までにマイナンバーカード

を申請された方は、マイナポイント付与

の対象となります。カード受領後、マイ

ナポイントを申込み、チャージまたはお

買い物をすることで上限５，０００円分の

ポイントを受け取ることができます。ま

た、健康保険証としての登録や、公金受

取口座の登録でそれぞれ7,500円分

のポイントがもらえます。ポイントの申

請期限は令和５年２月末までです。

【臨時窓口（休日・夜間）を開設】

◆休日窓口　８月13日(土)、28日(日)

　　　　　　９時～15時

◆夜間窓口　８月19日(金)

　　　　　　17時15分～19時

※前日までにご予約ください。（予約が

なければ窓口は開設しません。）

問町民税務課 戸籍住民担当　ＮＴＴ…

☎(32)３０８１　ＩＰ直通…☎(39)９０６１

奈良県中南和県税事務所　
からのお知らせ
個人事業税
第1期分　納期限　 8月31日（水）
第2期分　納期限　11月30日（水）
※納付書は第1期分・第2期分をまとめて

同封してあります。お間違いのないよ

うご注意ください。

※第1期分・第2期分をまとめて８月３１日

までに納付することもできます。

▶年税額が１万円以下の場合、第1期納

期限までに全額納付▶コンビニでの納

付やペイジー（ネットバンキング・モバイ

ルバンキング・ATMからの納付）、スマホ

決済アプリ、口座振替（金融機関で申込

み）もご利用いただけます。問中南和県

税事務所課税係☎0744（48）3004

マークの見方 問 問合せ　場 場所　日 日時　申 申込　　  ホームページ　対 対象　定 定員　内 内容　〆 締切　〠郵便　所 日 申 対 定 内 〆

８月は電気使用安全月間です　
　　　　　　　　　　　　　　経済産業省主唱

吉野町都市計画道路見直し
（案）に関するパブリックコメ
ントの実施
都市計画決定後も長期にわたり未整備

となっている都市計画道路について、

近年の社会情勢の変化を踏まえて見

直しを進めてきました。今回、未着手の

計画道路の計画を存続するか、廃止す

べきかを検討した見直し案について、

皆さんの意見を反映させるため、パブ

リックコメントにより意見募集します。

※奈良県が定める都市計画道路の見

直しについては、県が別途パブリック

コメントを行います。

◆〔次のいずれかに該当する方〕①町内

に住所を有する方　②町内に事務所又

は事業所を有する個人及び法人その他

の団体　③町内に在する事務所または

事業所に勤務する者　④町内に在する

学校に在学する者　⑤パブリックコメ

ント手続に係る政策等の案に利害を有

する者▶募集期間８月１日（月）～８月３１

日（水）（必着）▶資料の設置◆①吉野

町役場１階玄関②吉野町役場飯貝庁舎 

③吉野町中央公民館１階ロビー④吉野

運動公園体育館（※閲覧時間は、①②

の場所では、平日８時３０分～17時１５

分まで、③④の場所では、開館時間内）

※町ウェブサイトにも掲載します。▶提

出方法氏名・住所（法人その他の団体に

あってはその名称、代表者の氏名・所在

地）を明記のうえ、下記まで持参、〠

◆◆のいずれかの方法で提出▶意見

の取扱い提出されたご意見等を精査

し、ご意見に対する町の考え方や修正

の内容を町ウェブサイトで公表します。

（意見に対する個別の回答は行いませ

ん。）※意見の内容は個人情報等を除

き、原則として公表しますので、あらか

じめご了承ください。問〒639-3113吉

野町飯貝1217番地の6 吉野町暮らし

環境整備課 ☎(32)8844◆(32)5844

◆machidukuri_s@town.yoshino.

lg.jp

お知らせ

２０２3年度
県民手帳予約受付開始
◆申込締切　８月19日(金)

◆販売開始　10月上旬(予定）

◆価格　１冊６００円

暮らしに役立つ情報満載で、表紙は県

章の色であるすほう色と黒色の２種類

から選べます。県内官公庁や救急医療

施設の住所一覧、県民相談窓口に加

え、人口や産業等全国と県、市町村の

主要統計データ、県内の郵便番号、大

和の主な年中行事等の情報を掲載し、

日記ページには過去５年の天気マーク

も付いています。

問政策戦略課　ＮＴＴ…☎(32)３０８１

　ＩＰ直通…☎(39)９０７１

働くパパ・ママ応援セミナー
～子育てしながらお仕事はじめて

みませんか？～

これから子育てをしながら働きたいと

考えているパパ・ママや転職を考えて

いる方を対象に再就職に向けて知って

得するお金や税金のこと、就職、転職に

向けての準備情報等のセミナーを開催

します。（※町外の方も申込み可。）

◆8月２４日（水）13時30分～15時◆津

風呂湖カヌー競技場　管理棟内会議室

◆２０名▶講師奈良財務事務所（財務省

近畿財務局）職員、ハローワーク下市 

就職支援ナビゲーター（講演後、別室に

て個別に職業相談が実施されます。申

込不要ですが、多数の場合、順番に対

応となります。）◆8月1日（月）～ハロー

ワーク下市☎０７４７（５２）３８６７で受付

（先着順）▶主催ハローワーク下市（厚

生労働省）▶協力奈良財務事務所（財

務省近畿財務局）・吉野町

日 所

対

所

申

FAX

メール 電子メール

メール

FAX

メール

定

【支出の部】

【収入の部】

令和3年度

善意銀行へのご厚志ありがとうございました

今後も皆さまの善意を福祉のために有効活用してまいりますので、引き

続きご協力お願いします。問吉野町社会福祉協議会℡（32）8978

吉野町善意銀行預託・払い出し状況

科　　　　　　　目

預 託 金

そ の 他 の 収 入

前 年 度 繰 越 金

収 入 合 計

金 額（円）

100,000

1,211

16,564,424

16,665,635

摘　　　要

1件

預金利息（定期・普通）

定期、普通預金

科　　　　　　　目

ひとり暮らし老人他給食サービス食品代

証 明 書 発 行 手 数 料

振 込 手 数 料

支 出 合 計

金 額（円）

441,882

880

550

443,312

摘　　　要

835件

残高証明書発行手数料（2件）

ポ
イ
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電化製品の火災

トラッキング現象とは、コンセントやプラグのすき間に付着した

ほこり等が湿気を帯びて微小なスパークを繰り返し、やがて新

たな電気回路が形成され出火する現象を言います。

▶傷みやゆるみがあるプラグは使わない。

▶プラグはコンセントにしっかりと差し込む。

▶使用しない電気器具は、電源を切り、電源プラグを抜く。

▶コンセントやプラグは、ホコリがたまらないようにする。

トラッキング現象による火災

電気コードは使用できる電気の量が定められており、多くの電

気機器を接続して使用した時に許容量を超えてしまい、熱を持

つことがあります。

▶たこ足配線をしない。

▶テーブルタップを使用する場合は、電気容量を守る。

▶燃えやすい物の近くで使用しない。

▶使用しない時は、電源プラグを抜く。

たこ足配線（過電流）による火災

コンセントとプラグはコンセントとプラグは
いつもきれいに！いつもきれいに！
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吉野花火大会実行委員会　
からのお知らせ
「吉野ふるさと元気夏祭り花火大会
2022」は新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、中止いたしました。
今後、実行委員会にて次年度以降の
花火大会開催に向けて協議を続けて
いきます。

花火大会実行委員会 次年度繰越金

5,869,137円 
（2022年6月末日現在）

皆様からの

ご寄付に感謝

いたします。

吉野花火大会実行委員会

問協働のまち推進課 ☎(32)3081
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便利な電気製品ですが、使用方法を誤ったり、使用環境によっ

ては思いがけない火災を引き起こします。

▶取扱い説明書をよく読む。

▶使用しない時は、電源プラグを抜く。

▶長年使用していなかった電化製品は、安全を確認してか
ら使用する。

▶故障したときは、自分で分解せず、業者に修理を依頼する。

電気火災を防ごう　問吉野消防署　℡（32）1011 マイナンバーカードに        
関するお知らせ
今年９月末までにマイナンバーカード

を申請された方は、マイナポイント付与

の対象となります。カード受領後、マイ

ナポイントを申込み、チャージまたはお

買い物をすることで上限５，０００円分の

ポイントを受け取ることができます。ま

た、健康保険証としての登録や、公金受

取口座の登録でそれぞれ7,500円分

のポイントがもらえます。ポイントの申

請期限は令和５年２月末までです。

【臨時窓口（休日・夜間）を開設】

◆休日窓口　８月13日(土)、28日(日)

　　　　　　９時～15時

◆夜間窓口　８月19日(金)

　　　　　　17時15分～19時

※前日までにご予約ください。（予約が

なければ窓口は開設しません。）

問町民税務課 戸籍住民担当　ＮＴＴ…

☎(32)３０８１　ＩＰ直通…☎(39)９０６１

奈良県中南和県税事務所　
からのお知らせ
個人事業税
第1期分　納期限　 8月31日（水）
第2期分　納期限　11月30日（水）
※納付書は第1期分・第2期分をまとめて

同封してあります。お間違いのないよ

うご注意ください。

※第1期分・第2期分をまとめて８月３１日

までに納付することもできます。

▶年税額が１万円以下の場合、第1期納

期限までに全額納付▶コンビニでの納

付やペイジー（ネットバンキング・モバイ

ルバンキング・ATMからの納付）、スマホ

決済アプリ、口座振替（金融機関で申込

み）もご利用いただけます。問中南和県

税事務所課税係☎0744（48）3004

マークの見方 問 問合せ　場 場所　日 日時　申 申込　　  ホームページ　対 対象　定 定員　内 内容　〆 締切　〠郵便　所 日 申 対 定 内 〆

８月は電気使用安全月間です　
　　　　　　　　　　　　　　経済産業省主唱

吉野町都市計画道路見直し
（案）に関するパブリックコメ
ントの実施
都市計画決定後も長期にわたり未整備

となっている都市計画道路について、

近年の社会情勢の変化を踏まえて見

直しを進めてきました。今回、未着手の

計画道路の計画を存続するか、廃止す

べきかを検討した見直し案について、

皆さんの意見を反映させるため、パブ

リックコメントにより意見募集します。

※奈良県が定める都市計画道路の見

直しについては、県が別途パブリック

コメントを行います。

◆〔次のいずれかに該当する方〕①町内

に住所を有する方　②町内に事務所又

は事業所を有する個人及び法人その他

の団体　③町内に在する事務所または

事業所に勤務する者　④町内に在する

学校に在学する者　⑤パブリックコメ

ント手続に係る政策等の案に利害を有

する者▶募集期間８月１日（月）～８月３１

日（水）（必着）▶資料の設置◆①吉野

町役場１階玄関②吉野町役場飯貝庁舎 

③吉野町中央公民館１階ロビー④吉野

運動公園体育館（※閲覧時間は、①②

の場所では、平日８時３０分～17時１５

分まで、③④の場所では、開館時間内）

※町ウェブサイトにも掲載します。▶提

出方法氏名・住所（法人その他の団体に

あってはその名称、代表者の氏名・所在

地）を明記のうえ、下記まで持参、〠

◆◆のいずれかの方法で提出▶意見

の取扱い提出されたご意見等を精査

し、ご意見に対する町の考え方や修正

の内容を町ウェブサイトで公表します。

（意見に対する個別の回答は行いませ

ん。）※意見の内容は個人情報等を除

き、原則として公表しますので、あらか

じめご了承ください。問〒639-3113吉

野町飯貝1217番地の6 吉野町暮らし

環境整備課 ☎(32)8844◆(32)5844

◆machidukuri_s@town.yoshino.

lg.jp

お知らせ

２０２3年度
県民手帳予約受付開始
◆申込締切　８月19日(金)

◆販売開始　10月上旬(予定）

◆価格　１冊６００円

暮らしに役立つ情報満載で、表紙は県

章の色であるすほう色と黒色の２種類

から選べます。県内官公庁や救急医療

施設の住所一覧、県民相談窓口に加

え、人口や産業等全国と県、市町村の

主要統計データ、県内の郵便番号、大

和の主な年中行事等の情報を掲載し、

日記ページには過去５年の天気マーク

も付いています。

問政策戦略課　ＮＴＴ…☎(32)３０８１

　ＩＰ直通…☎(39)９０７１

働くパパ・ママ応援セミナー
～子育てしながらお仕事はじめて

みませんか？～

これから子育てをしながら働きたいと

考えているパパ・ママや転職を考えて

いる方を対象に再就職に向けて知って

得するお金や税金のこと、就職、転職に

向けての準備情報等のセミナーを開催

します。（※町外の方も申込み可。）

◆8月２４日（水）13時30分～15時◆津

風呂湖カヌー競技場　管理棟内会議室

◆２０名▶講師奈良財務事務所（財務省

近畿財務局）職員、ハローワーク下市 

就職支援ナビゲーター（講演後、別室に

て個別に職業相談が実施されます。申

込不要ですが、多数の場合、順番に対

応となります。）◆8月1日（月）～ハロー

ワーク下市☎０７４７（５２）３８６７で受付

（先着順）▶主催ハローワーク下市（厚

生労働省）▶協力奈良財務事務所（財

務省近畿財務局）・吉野町

日 所

対

所

申

FAX

メール 電子メール

メール

FAX

メール

定

【支出の部】

【収入の部】

令和3年度

善意銀行へのご厚志ありがとうございました

今後も皆さまの善意を福祉のために有効活用してまいりますので、引き

続きご協力お願いします。問吉野町社会福祉協議会℡（32）8978

吉野町善意銀行預託・払い出し状況

科　　　　　　　目

預 託 金

そ の 他 の 収 入

前 年 度 繰 越 金

収 入 合 計

金 額（円）

100,000

1,211

16,564,424

16,665,635

摘　　　要

1件

預金利息（定期・普通）

定期、普通預金

科　　　　　　　目

ひとり暮らし老人他給食サービス食品代

証 明 書 発 行 手 数 料

振 込 手 数 料

支 出 合 計

金 額（円）

441,882

880

550

443,312

摘　　　要

835件

残高証明書発行手数料（2件）
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電化製品の火災

トラッキング現象とは、コンセントやプラグのすき間に付着した

ほこり等が湿気を帯びて微小なスパークを繰り返し、やがて新

たな電気回路が形成され出火する現象を言います。

▶傷みやゆるみがあるプラグは使わない。

▶プラグはコンセントにしっかりと差し込む。

▶使用しない電気器具は、電源を切り、電源プラグを抜く。

▶コンセントやプラグは、ホコリがたまらないようにする。

トラッキング現象による火災

電気コードは使用できる電気の量が定められており、多くの電

気機器を接続して使用した時に許容量を超えてしまい、熱を持

つことがあります。

▶たこ足配線をしない。

▶テーブルタップを使用する場合は、電気容量を守る。

▶燃えやすい物の近くで使用しない。

▶使用しない時は、電源プラグを抜く。

たこ足配線（過電流）による火災

コンセントとプラグはコンセントとプラグは
いつもきれいに！いつもきれいに！
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吉野花火大会実行委員会　
からのお知らせ
「吉野ふるさと元気夏祭り花火大会
2022」は新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、中止いたしました。
今後、実行委員会にて次年度以降の
花火大会開催に向けて協議を続けて
いきます。

花火大会実行委員会 次年度繰越金

5,869,137円 
（2022年6月末日現在）

皆様からの

ご寄付に感謝

いたします。

吉野花火大会実行委員会

問協働のまち推進課 ☎(32)3081


