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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

有害鳥獣駆除対策
◆有害鳥獣捕獲頭数（10月分)
　ニホンジカ52頭　イノシシ18頭 
　令和４年度　累計193頭
問農林振興課☎(32)３０８１

お知らせ

募　　集

公営住宅入居者募集
【随時募集（受付中）】
◆上市駅東口町営住宅　１戸
◆飯貝町営住宅　１戸
◆燦上市テナント
　（1A・1B・1C・2A）
◆燦上市住居（４C）
※家賃や入居資格等
　詳しくはこちらから➡
問町民税務課 住宅担当 ☎(32)３０８１

（土・日・祝日は除く）

今こそ正社員
正社員就職を希望している方へ
ハローワーク下市では、五條、吉野地
域の多くの優良企業の皆様から正社
員求人のお申込みをいただいていま
す。今こそ正社員就職の絶好のチャン
スです！
ぜひ一度、ハローワーク下市をご利用
ください。詳しくは、ハローワーク下市
求人・職業相談部門へ。
問ハローワーク下市
☎０７４７(52)３８６７

自衛官募集
自衛官候補生
　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◆12月
13日(火)◆12月17日(土)◆航空自衛
隊奈良基地
陸上自衛隊高等工科学校生徒
◆令和5年4月1日現在、男子で15歳以
上17歳未満(中卒〔見込含〕）◆令和５年
1月6日(金)◆〔１次試験〕令和５年1月
14日(土）または15日（日）〔２次試験〕令
和５年1月26日(木)～29日(日)の指定
する１日◆自衛隊奈良地方協力本部
問自衛隊奈良地方協力本部 五條地域
事務所☎０７４７(22)３７８９
詳しくはウェブサイトへ➡

対

対

〆

〆

日

日

所

所

12月４日～12月10日は　
人権週間です
国際連合は、昭和23年（１９４８年）第３回
総会で世界人権宣言が採択されたのを
記念し、第５回総会において採択日の
12月10日を「世界人権デー（Human 
Rights Day）」と定めています。
法務省・全国人権擁護委員連合会は、
12月４日から10日までを「人権週間」と
定め、人権尊重思想の普及高揚の為の
啓発活動を全国的に展開しています。
この機会に、人権について改めて考え
てみましょう。
【特設人権相談所】
人権週間に合わせ吉野町人権擁護委員
による特設人権相談所が開設されます。
◆12月5日（月）13時～15時
◆吉野町中央公民館1階 応接室　
問町民税務課 人権担当 ☎(32)３０８１

日

所

萌　こころの相談室
【精神保健福祉電話相談事業】

精神障害者および家族の支援をしてい
る社会福祉法人萌では、障害者週間に
ちなみ、県民を対象にした電話相談事
業を実施します。眠れない日や気分が
落ち込む日が続く、やる気が出ない、不
安でしかたない、精神科への受診や薬
への不安など、こころの健康に関する
相談を受け付けます。
精神科ソーシャルワーカーがつらい気
持ちに耳を傾け、制度や福祉サービス、
関係団体等の情報提供をします。
◆秘密厳守・相談無料（通話料は必要）
◆12月5日（月）～9日（金）
　いずれも９時～21時
相談電話番号　０７４３（85）５６３９

問萌 法人本部　☎０７４3(54)0821

日

相続登記定期無料相談会
令和6年度から相続登記は義務化

土地や建物を相続しても、亡くなった人
の名義のままにしておくと後日困る場
合があります。相続登記に関するお悩
みは司法書士にご相談ください。
▶相続等相談センター橿原
◆毎週木曜日　13時～16時10分
◆すみれホール（橿原市内膳町1-2-24）
◆相続登記、その他相続に関する相談
◆事前に奈良県司法書士会ホームペ
ージからご予約ください。➡

電話による予約も受け付けています。
問奈良県司法書士会
☎0742(81)8050

日

所

内職（家内労働）求人情報を
公開しています
奈良県（奈良・高田）しごとｉセンターで
は、内職（家内労働）の求人情報をホー
ムページ上に公開しています。自分に
合った求人を一覧表から自由に検索し、
事業所に直接連絡することができます。
問奈良県奈良しごとｉセンター
☎0742(23)5730 
◆https://www.pref.
nara.jp/21004.htm

●１２月２９日（木）から１月４日（水）までは、年末年始の
休みとさせていただきます。

●年末は汲み取り依頼が多いのでお早めにご連絡く
ださい。

●新年は１月５日（木）から平常どおり収集します。

●１２月21日（水）～２８日（水）に１月分を繰り上げて収
集する地区があります。

し　尿

問暮らし環境整備課 環境対策室 ℡（３２）９０２４ 皆様のご協力をお願いします。

持ち込み処理（有料）

１２月２９日（木）
３０日（金）

　８時３０分～１５時

※時間厳守でお願い
します。

※１２月３１日～１月３日
まで休業です。

収　　　集

ご　み

吉野町
美吉野環境ステーション
　　　　　 ℡（39）9145

◆12月30日（金）
　町内全域の可燃物ごみ
の収集を行います。

※必ず８時までに指定の　
場所に出してください。

※指定時間以降に出された
ごみは収集できません。

◆新年は１月４日（水）から
平常どおり収集をします。

吉野三町村
　クリーンセンター
　　　　　 ℡（32）1275

家庭ごみ

年末の汲み取り
依頼はお早めに。

１２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」⇨

問［収集について］ 美吉野環境ステーション【℡（３９）９１４５】

★１２月18、29、30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

19日（月）
20日（火）
15日（木）

千股のみ19日（月）
16日（金）

26日（月）
27日（火）
22日（木）

千股のみ26日（月）
23日（金）

12日（月）
13日（火）
8日（木）

千股のみ12日（月）
9日（金）

ビ  ン 古  紙
21日（水）
28日（水）

21日（水）

28日（水）

5日（月）
6日（火）
1日（木）

千股のみ5日（月）
2日（金）

粗大ごみ 不燃物
7日（水）
14日（水）

7日（水）

14日（水）

役場から役場からののお知らせお知らせ役場からのお知らせ役場からのお知らせ

年末・年始の町の業務　一般業務は12月29日（木）～１月３日（火）まで休みます

年末のごみ収集・し尿くみ取り日程

《町民税務課窓口》
出生・婚姻・死亡等の戸籍に関する
届出については年末年始も受け付
けます。（吉野斎場…１月１日は休場）
※各種証明書の必要な方は12月
28日（水）までにお越しください。

《暮らし環境整備課》
　水道管の破裂、断水など緊急時は
 役場　℡（32）３０８１へ

《健やか一番館（長寿福祉課）》
12月2９日～１月３日まで休業

《町中央公民館》
12月2９日～１月3日まで休館

《町老人福祉センター 中荘温泉》
12月26日～１月4日まで休館

《吉野歴史資料館》
12月１日～２月末日まで冬期休館

《吉野運動公園》
12月26日～１月５日まで休業

《津風呂湖カヌー競技場》
12月28日～１月4日まで休業

《CVY（政策戦略課広報広聴室）》
12月2９日～１月３日まで休業

※こまどりケーブルの問い合わせ
先は19頁をご覧ください。
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有害鳥獣駆除対策
◆有害鳥獣捕獲頭数（10月分)
　ニホンジカ52頭　イノシシ18頭 
　令和４年度　累計193頭
問農林振興課☎(32)３０８１

お知らせ

募　　集

公営住宅入居者募集
【随時募集（受付中）】
◆上市駅東口町営住宅　１戸
◆飯貝町営住宅　１戸
◆燦上市テナント
　（1A・1B・1C・2A）
◆燦上市住居（４C）
※家賃や入居資格等
　詳しくはこちらから➡
問町民税務課 住宅担当 ☎(32)３０８１

（土・日・祝日は除く）

今こそ正社員
正社員就職を希望している方へ
ハローワーク下市では、五條、吉野地
域の多くの優良企業の皆様から正社
員求人のお申込みをいただいていま
す。今こそ正社員就職の絶好のチャン
スです！
ぜひ一度、ハローワーク下市をご利用
ください。詳しくは、ハローワーク下市
求人・職業相談部門へ。
問ハローワーク下市
☎０７４７(52)３８６７

自衛官募集
自衛官候補生
　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◆12月
13日(火)◆12月17日(土)◆航空自衛
隊奈良基地
陸上自衛隊高等工科学校生徒
◆令和5年4月1日現在、男子で15歳以
上17歳未満(中卒〔見込含〕）◆令和５年
1月6日(金)◆〔１次試験〕令和５年1月
14日(土）または15日（日）〔２次試験〕令
和５年1月26日(木)～29日(日)の指定
する１日◆自衛隊奈良地方協力本部
問自衛隊奈良地方協力本部 五條地域
事務所☎０７４７(22)３７８９
詳しくはウェブサイトへ➡

対

対

〆

〆

日

日

所

所

12月４日～12月10日は　
人権週間です
国際連合は、昭和23年（１９４８年）第３回
総会で世界人権宣言が採択されたのを
記念し、第５回総会において採択日の
12月10日を「世界人権デー（Human 
Rights Day）」と定めています。
法務省・全国人権擁護委員連合会は、
12月４日から10日までを「人権週間」と
定め、人権尊重思想の普及高揚の為の
啓発活動を全国的に展開しています。
この機会に、人権について改めて考え
てみましょう。
【特設人権相談所】
人権週間に合わせ吉野町人権擁護委員
による特設人権相談所が開設されます。
◆12月5日（月）13時～15時
◆吉野町中央公民館1階 応接室　
問町民税務課 人権担当 ☎(32)３０８１

日

所

萌　こころの相談室
【精神保健福祉電話相談事業】

精神障害者および家族の支援をしてい
る社会福祉法人萌では、障害者週間に
ちなみ、県民を対象にした電話相談事
業を実施します。眠れない日や気分が
落ち込む日が続く、やる気が出ない、不
安でしかたない、精神科への受診や薬
への不安など、こころの健康に関する
相談を受け付けます。
精神科ソーシャルワーカーがつらい気
持ちに耳を傾け、制度や福祉サービス、
関係団体等の情報提供をします。
◆秘密厳守・相談無料（通話料は必要）
◆12月5日（月）～9日（金）
　いずれも９時～21時
相談電話番号　０７４３（85）５６３９

問萌 法人本部　☎０７４3(54)0821

日

相続登記定期無料相談会
令和6年度から相続登記は義務化

土地や建物を相続しても、亡くなった人
の名義のままにしておくと後日困る場
合があります。相続登記に関するお悩
みは司法書士にご相談ください。
▶相続等相談センター橿原
◆毎週木曜日　13時～16時10分
◆すみれホール（橿原市内膳町1-2-24）
◆相続登記、その他相続に関する相談
◆事前に奈良県司法書士会ホームペ
ージからご予約ください。➡

電話による予約も受け付けています。
問奈良県司法書士会
☎0742(81)8050

日

所

内職（家内労働）求人情報を
公開しています
奈良県（奈良・高田）しごとｉセンターで
は、内職（家内労働）の求人情報をホー
ムページ上に公開しています。自分に
合った求人を一覧表から自由に検索し、
事業所に直接連絡することができます。
問奈良県奈良しごとｉセンター
☎0742(23)5730 
◆https://www.pref.
nara.jp/21004.htm

●１２月２９日（木）から１月４日（水）までは、年末年始の
休みとさせていただきます。

●年末は汲み取り依頼が多いのでお早めにご連絡く
ださい。

●新年は１月５日（木）から平常どおり収集します。

●１２月21日（水）～２８日（水）に１月分を繰り上げて収
集する地区があります。

し　尿

問暮らし環境整備課 環境対策室 ℡（３２）９０２４ 皆様のご協力をお願いします。

持ち込み処理（有料）

１２月２９日（木）
３０日（金）

　８時３０分～１５時

※時間厳守でお願い
します。

※１２月３１日～１月３日
まで休業です。

収　　　集

ご　み

吉野町
美吉野環境ステーション
　　　　　 ℡（39）9145

◆12月30日（金）
　町内全域の可燃物ごみ
の収集を行います。

※必ず８時までに指定の　
場所に出してください。

※指定時間以降に出された
ごみは収集できません。

◆新年は１月４日（水）から
平常どおり収集をします。

吉野三町村
　クリーンセンター
　　　　　 ℡（32）1275

家庭ごみ

年末の汲み取り
依頼はお早めに。

１２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」⇨

問［収集について］ 美吉野環境ステーション【℡（３９）９１４５】

★１２月18、29、30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

19日（月）
20日（火）
15日（木）

千股のみ19日（月）
16日（金）

26日（月）
27日（火）
22日（木）

千股のみ26日（月）
23日（金）

12日（月）
13日（火）
8日（木）

千股のみ12日（月）
9日（金）

ビ  ン 古  紙
21日（水）
28日（水）

21日（水）

28日（水）

5日（月）
6日（火）
1日（木）

千股のみ5日（月）
2日（金）

粗大ごみ 不燃物
7日（水）
14日（水）

7日（水）

14日（水）

役場から役場からののお知らせお知らせ役場からのお知らせ役場からのお知らせ

年末・年始の町の業務　一般業務は12月29日（木）～１月３日（火）まで休みます

年末のごみ収集・し尿くみ取り日程

《町民税務課窓口》
出生・婚姻・死亡等の戸籍に関する
届出については年末年始も受け付
けます。（吉野斎場…１月１日は休場）
※各種証明書の必要な方は12月
28日（水）までにお越しください。

《暮らし環境整備課》
　水道管の破裂、断水など緊急時は
 役場　℡（32）３０８１へ

《健やか一番館（長寿福祉課）》
12月2９日～１月３日まで休業

《町中央公民館》
12月2９日～１月3日まで休館

《町老人福祉センター 中荘温泉》
12月26日～１月4日まで休館

《吉野歴史資料館》
12月１日～２月末日まで冬期休館

《吉野運動公園》
12月26日～１月５日まで休業

《津風呂湖カヌー競技場》
12月28日～１月4日まで休業

《CVY（政策戦略課広報広聴室）》
12月2９日～１月３日まで休業

※こまどりケーブルの問い合わせ
先は19頁をご覧ください。


