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そに

■平成31年曽爾村成人式
新年あけましておめでとうございます。
平成31年曽爾村成人式が1月2日、曽爾
中学校で行われました。
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新 年 のご 挨 拶

や地域資源、伝統文化、豊かな人情に、何よ

ましてその責任の重大さを痛感しています。

より再選をさせて頂くことが出来ました。改め

きましては、村民の皆さま方の温かいご支援に

を申し上げます。また、１月の村長選挙にお

て、温かいご支援とご協力を賜り、厚くお礼

旧年中は、村政運営の各般にわたりまし

育）学校開校に向けての取り組みや観光施

育てていくための、小中一貫教育（義務教

生徒数が減少する中、しっかりと曽爾っ子を

に発信することができました。また、児童、

にも多く取り上げられ、曽爾村の名を県内外

（ねんりん舎）の建築などにより、マスコミ

事業では、米焼酎の醸造や漆復興拠点施設

上げます。

のご支援とご協力を賜りますようお願い申し

り組みを進めてまいりますので、今年も一層

村」の構築に向けて村民皆さまと共に更に取

たり「光輝くオンリーワン、ぬるべの郷曽爾

よりも必要であります。小さくとも将来にわ

そのためには、村民皆さま方のご協力が何

目の年であります。改めて先人のご苦労を偲

また、今年は置村１３０年の記念すべき節

とを心から祈念申し上げ、新年のご挨拶とい

い前進がはかられる、そんな年になりますこ

なりますと共に曽爾村の発展に向けて、力強
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であります。しかしながら、過疎化や少子高

齢化が益々進む、これからの村づくりをどの

ようにして取り組むか、本村を取り巻く社会

経済情勢は大変厳しく、また、課題も多い

中、決して容易なことではありませんが、こ

河川などの災害が多く発生し、現在その復旧

りも私たち村民自身がこの「故郷曽爾村」に

秀数

新年明けましておめでとうございます。

に取り組んでいるところであります。このよ

誇りと自信を持って、村づくりをしていかな

曽爾村長 芝田

村民の皆さまにおかれましては、希望に満

うに暗い出来事もありましたが、各大字の特

の恵まれた、どこの町や村にもない自然景観

年の新春を健やかにお迎えのこと

ければならないと思っています。

ちた平成

性や地域資源を活かした地域イノベーション

さて、昨年を振り返りますと、昨年の漢字

設、老人福祉施設の改修、修理などにも取り

雨量が１００ミリを超えるという過去には経

び感謝するとともに、村づくりに尽くされた

たします。

とりまして、喜びと幸せに満ちあふれた年と

験したことのない大雨が降り、記録的短時間

先人の思いを受け継ぎ村の更なる発展を期し
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結びに、迎えました新年が村民の皆さまに

「災」にも現れていますように、台風や地震

組んでまいりました。

大雨情報が発令されました。幸いに致しまし

てまいりたいと決意も新たにしているところ

号では時間

て人的な被害はありませんでしたが、道路や

に本村においては、７月の台風

などによる自然災害が多く発生しました。特

と、謹んでお慶びを申し上げます。
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新 年 のご 挨 拶

復 旧に取 り 組 まれておられま すことに敬 意 を

英治

新年あけましておめでとうございます。
表します。

曽爾村議会 議長 坂井

村民の皆様には、新たな期待と希望に満ちた

と英知を結集して課題解決に努力してまいりた

いと考えております。

人口減 少 時 代において、地 方 再 生が求められ

ている今日、村民皆様の声や意見 を 広く反映さ

せ、わがふるさと曽 爾 村にずっと住み続けたいと

思われるような村づく り をつく りあげていける

よう、議会一丸となって取り組んでまいります。

また、村政の進展と円滑な議会運営に微力で

あり ま す 。これも、村民の皆様 を はじめ関係各

られましたことは、誠に慶びに堪えないところで

施設ねんりん舎が立派に完成し、竣工式を迎え

昨年 を 振り返り ま すと、曽爾村漆復興 拠点

民 皆 様のご健 勝とご多 幸 を 心からご祈 念 申し

年の初めにあた り、曽爾 村の更なる発展と村

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

く所存ですので、今後とも、なお一層のご支援と

皆 様の付 託に応えられるよう 全 力 で頑 張ってい

本年も議会がその機能を十分に発揮し、村民

はあり ま すが、全力 を 尽くしてまいり ました。

位のご理解とご協力があったからこそであり、改

上げまして、新年のごあいさつといたします。

輝かしい新年をお迎えになられたことと、心から

その間、村議会に対しまして、皆様から賜り ま

めてここに深く感謝申し上げます。

した。改めて自然災害の恐ろしさを実感させら

で自然災害が発生し、各地に深い傷跡 を 残しま

震、異 常 気 象による西 日 本 豪 雨 災 害 など全 国

昨年は、大阪府北部地震、北海道胆振東部地

光と一体して取 り 組 まれるものと期 待していま

た、漆工房での漆塗り体験や漆カフェなどで観

動の拠 点 施 設になるものと思っており ま す 。ま

の復興と漆の復興に携わる関係者などが集う活

新しく完成したねんりん舎は、漆の伝統文化

お慶び申し上げます。

したご理解とご協力に厚くお礼申し上げます。

れたところです 。被災された地域の皆様には謹

る曽爾村 を 目指して、地域産業の推進、教育文

議会としましては、安心して心豊かに暮らせ

す。
号、８月には台

んでお見舞申し上げます。
一方、村内では、７月に台風

号、 号と立て続けに接

化の振 興、住 民 福 祉の向 上など、多 くの政 策 課

号、その後 台 風

近し、甚大な被害を受けました。被災された皆

風
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題について、行政と議論 を 重ね、ともに創意工夫
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様には心からお見 舞い申し上げ ま すとともに、
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年第４回曽爾村議会定例会

議会だより
平成
は、 月 日から同月 日までの 日

□平成 年度曽爾村一般会計補正予算

■専
専決
決処処
■
分分
のの
承承
認認

等は次のとおりです。

この定例会に提案、審議された議案

た。

間の会期で開かれ、 日に閉会しまし
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（第５号）
・既定の歳入歳出予算総額にそれぞ
れ１１，２００千円を追加し、歳入
歳出予算の総額は、２，５２０，
２６４千円となりました。
24

□平成 年度曽爾村一般会計補正予算

執行するためのものです。

号による災害の応急対策業務を緊急

処分内容は、台風 号、 号、
21

（第６号）
・既定の歳入歳出予算総額にそれぞれ
２４，５６３千円を追加し、歳入

災害復旧事業３１，２１２千円、

るものです。

道路橋りょう災害復旧事業７３，

歳入歳出予算の総額は、それぞれ

にそれぞれ５７１千円を追加し、

・既定の事業勘定の歳入歳出予算総額

の増額などによるものです。

金の返還金の確定による１１１千円

件費、平成 年度の国庫及び県負担

□曽爾村災害弔慰金の支給等に関する
条例の一部を改正する条例

主な内容は、事業勘定では国保情

議員）から２つの質問がありました。

２名の議員（松本喬議員、岡本一重

主な内容は、人事院勧告に伴う人

4

部を改正する条例
□特別職の職員で常勤のものの給与及

６２４千円、河川災害復旧事業

・既定の歳入歳出予算総額にそれぞ

□平成 年度曽爾村介護保険特別会計

び旅費に関する条例の一部を改正す

１９，５１６千円、観光振興公社施

れ３４１千円を追加し、歳入歳出

４４１千円となりました。

２４９，９１３千円に、直営診療施

条例、補正予算、専決処分案件な

主な内容は、人事院勧告に伴う人

設勘定の歳入歳出予算総額にそれぞ

ど、全員賛成で原案のとおり可決、承

会計補正予算（第３号）

補正予算（第１号）

る条例

設の修繕経費補助１１，７０２千円

□曽爾村の一般職の職員の給与に関す

予算の総額は、それぞれ３０３，

る条例の一部を改正する条例
・人事院勧告により所要の改正をする
ものです。

・施設のリニューアル予定に伴い、利

れ１４５千円を追加し、歳入歳出予

認されました。

改正する条例
用料金の上限額を改定するため、所

算の総額は、１４７，００８千円と

■
問問
■一
一般
般質質

部改正に伴い、市町村の判断に基づ

報データベースの改修費用等の増額

詳細は、２月号に掲載します。

・災害弔慰金の支給に関する法律の一
く利率により災害援護金の貸し付け

などによるものです。

■審
審議
議結結
■
果果

要の改正をするものです。

なりました。

□奥香落キャンプ場設置条例の一部を

□平成 年度曽爾村国民健康保険特別

などにより補正するものです。
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が可能となるため、所要の改正をす

直営診療施設勘定では人事院勧告
に伴う職員人件費の増額などによる

るものです。

■補
補正
正予予
■
算算

ものです。
□平成 年度曽爾村簡易水道事業特別

□平成 年度曽爾村一般会計補正予算
（第７号）

・既定の歳入歳出予算総額にそれぞ

会計補正予算（第２号）
れ１９１，１１９千円を追加し、歳

れ１３７千円を追加し、歳入歳出

・既定の歳入歳出予算総額にそれぞ
入歳出予算の総額は、それぞれ２，

予算の総額は、それぞれ１３７，

歳出予算の総額は、２，５４４，
処分内容は、台風 号で被災した

７３５，９４６千円となりました。

８２７千円となりました。
農地及び農業用施設の復旧につい

主な内容は、人事院勧告に伴う職
員人件費３，５７８千円、ふるさと

件費及び水質検査手数料の増額によ

２８５千円となりました。

て、緊急執行するためのものです。
■
一一
部部
改改
正正
■条
条例
例のの

納税事業３２，１４１千円、林道
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29
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21

20

30

30
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□議会議員の報酬等に関する条例の一

予算決算委員会

30

30

12

30

30

☆クリスマス会☆
12月14日（金）にクリスマス会を行いま
した。練習していたクリスマスの歌やダンス
も、緊張しながらも楽しんで発表することが
できました。そして、「サンタさん来るのか
な？」と楽しみにしていた子どもたちは、鈴
の音が鳴りサンタさんが登場すると、目をキ
ラキラ輝かせていました。サンタさんに質問
をしたり、プレゼントをもらったり、楽しい
時間を過ごしました。
うさぎ組（1才児）

きりん組（2才児）

赤組（3才児）

黄組（4才児）

青組（5才児）

『税についての作文』入賞者
国税庁及び全国納税貯蓄連合会が実施する、
中学生を対象に募集した「税についての作文」
の表彰式が去る12月11日に役場で行われまし
た。
応募作品の中から、曽爾中学校2年生の萩原亘
さんに村長表彰、同じく3年生の岡本夢穂さんに
桜井納税貯蓄組合連合会・銀賞がそれぞれ贈ら
れました。
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萩原さん

岡本さん

平成31年 曽爾村成人式
今年成人を迎えられた皆さんには晴れやかな新成人としての決意を胸に、式典に参加いただきまし
た。
芝田村長、尾上教育長、坂井議長からの励ましの言葉に対し、新成人を代表して酒井美吹さんが「新
しい人生に向かってふるさと曽爾村を愛することを忘れず、大人としての自覚を固め、恥ずかしくない
人格を備えたいと思います」と応えられました。
式典後は、懇親会が催され、久しぶりに会う級友や中学校時代の恩師の先生と当時を懐かしみなが
ら近況報告などに花を咲かせ、和やかな時間を過ごしました。
新成人の皆様の今後のご活躍を期待いたします。

成人を迎えられた皆さん

（敬称略）

懇親会の様子

大
桂
北
黒
酒
鳥
西
森

手 奈 々 華
原 亜 佳 莉
出
麻 衣
岩
加 奈
井
美 吹
井
隆 司
村 み ど り
澤
颯 以
（五十音順）

第12回「宇陀郡民マラソン大会」
12月9日（日）第12回宇陀郡民マラソン大会が御杖村で開催されました。
当日は気温の低い日でしたが、曽爾・御杖・郡外の方を含め５７名の参加者がありました。
今回、走る距離が１キロ・２キロ・５キロ・１０キロコースがあり、沿道からはあたたかい声援が送られ
ていました。
また、マラソン終了後は「ボランティアスタッフ」
の皆さんによる炊き出しを美味しくいただきまし
た。
ドライバー、郡民の皆さん、曽爾村・御杖村体育
協会の役員、スポーツ推進委員の皆様をはじめ、
多くの関係者のご協力により無事大会を終えるこ
とができました。誠にありがとうございました。

宇陀郡体育協会
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曽爾村

美 人 通 信 【第10回】 脳を緩める

〜アロマ・ハーブ・タッチセラピーで心を緩める〜

今回は「身体を緩める」方法の１つとして“脳を緩める紹介”をして
いきます。
脳を緩める必要がある人は、緊張したり、不安になったり、考えやす
い人です。「人前では緊張します」、「クヨクヨ考えてしまいます」な
どは、脳がアクセルを踏みすぎている証拠です。なお、アクセルが踏み
込まれているかの判断は、脳の場合でも身体の硬さやバランスに現れま
す。これらの評価に異常がある人は身体だけでなく、脳も緩めることが
効果的です。
明治国際医療大学
伊藤 和憲教授
脳を緩める方法としては、五感を刺激する方法があります。美しい・
きれいな景色を見る、好きな音楽を聴く、いいにおいを嗅ぐ、おいしいものを味わう、身体を
触れられるなど、五感を刺激するものは、脳をリラックスさせてくれます。
例えば、眼からリラックスを行う場合には、オレンジや黄色、緑などの色が効果的です。逆
に赤系の色はやる気を出すときに、青系の色は冷静になる時に効果的です。また、耳からリラ
ックスする場合には、一定のテンポでリズムがゆっくりしていて懐かしい音楽が効果的です。
一方、においによりリラックスする場合は、アロマセラピーが有効です。フローラル系や樹
皮系などの匂いは強いリラックス効果があることが証明されています。また、味わいながらリ
ラックスする場合には、ハーブが有効です。カモミールは不安などを取り除く抗うつ薬と同様
の効果があることが証明されています。また、触れられることに関してはタッチセラピーが有
効です。一定リズムで心地よく触れられるとリラックス効果や安心効果が高いことが証明され
ています。
以上のように五感を刺激することは脳を緩める（リラックスさせる）にはとても有効であ
り、アロマセラピーやハーブ、タッチセラピーなどは医学的にも効果が認められたセルフケア
となっています。緊張や不安が強い方、また身体を動かすのが苦手な方は、脳を緩めるセルフ
ケアを実践してみましょう。
1. 指

2. 手のひら

3. 手の甲

4. 最後に

会谷

やり方
1. 椅子の背やテーブルにもたれて楽な姿勢をとる。
2. 2名で行う場合は、背中に手のひらをぴったりつけ、背中全体をなでる。また、自分で行う場
合は、手や太ももなど、触れやすいところに手のひらをぴったりつけ、全体をなでる。
3. 1秒間に5㎝程度のゆっくりした動きで背中の中心から外側に向かって円を描くようになでて
いく。手のひらでアイロンをかけるようなイメージで！
4. 2名で行う場合は、腰から背中の中心、上、肩、肩から下というようになでる。自分で行う場合
は、指や手のひらまで全体的に行う。
5. 1回10分程度が目安です。
https://hamsonic.net/gatten-happy/ 一部改変
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〜新成人のみなさんへ〜 20歳になったら国民年金
国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったと
きに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務づけられています。
20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！

国民年金のポイント
○将来の大きな支えになります
国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障され
ます。
○老後のためだけのものではありません
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金
は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
また、遺族年金は加入者が死亡した場合、
その加入者により生計を維持されていた遺族
（
「子のある配偶者」
や
「子」
）
が受け取れます。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
◇「学生納付特例制度」
学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料
の納付が猶予される制度です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学
校、専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在
学する方です。
◇「納付猶予制度」
学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険
料の納付が猶予される制度です。
※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。。
国民年金のご相談・手続き等については、曽爾村役場住民生活課（☎94-2102）または桜
井年金事務所（☎0744-42-0033（代表））までお問い合わせください。

村内業者の皆様へ
平成31年度（2019年度）・2020年度中に、曽爾村が発注する物品の販売、製造並びに役務

の提供等に関する競争入札に参加を希望される方（法人又は個人）は、入札参加資格審査申
請が必要となりますので、次のとおり申請書の提出をお願いします。
申請受付期間

平成31年2月1日（金）～2月28日（木）（土日祝日を除く）

業

・事務用品、事務用備品、電気製品等物品の販売

種

・軽微な電気工事等役務の提供

※参加資格条件や必要となる書類など、詳細は曽爾村ホームページをご覧ください。
受付場所及びお問い合わせ先

曽爾村役場総務課（☎94-2101）
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初年度登録年月 平成９年３月
の学生の交流も行われてい

れており、サークル活動など

ますので、この機会に受講して

参加いただける内容になってい

時か

型式 ＫＣ Ｒ
- Ｍ２１１ＥＡＮ

日（土）

みてはいかがでしょうか。

ら 時まで

日時 ２月

ます。

す。 お 気 軽 に 放 送 大 学 奈 良

○資料を無料で差し上げていま

売却方法 ヤフー（株）が運営
する「官公庁オークション」
による入札

下さい。

２０ ７
- ８７０）までご請求

ホームページアドレス
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○出願期間は、第 回は 月

日まで、第 回は 月 日ま
でです。

中和保健所がん患者

サロン
「すずらん」

がん患者サロンは、がん患者や

家族同士が悩みや不安を語り合

ス講習及び間伐木の選定や

内容 チェンソーのメンテナン

榛原桧牧１０２６番地）

ん専門相談員も参加します。

らず参加頂けます。 当日は、が

る医療機関やがんの種別に関わ

仲間が集う場です。かかられてい

うことができ、同じ体験をした

伐採実技講習（チェンソーを

日時 １月 日（金） 時〜 時

名（先着順）

対象者 林業に関心のある方
募集人員

参加費 無料（昼食はご持参下

砂災害の防止、生態系の保全な

森林には、水源のかん養、土

持ちの方はご持参ください。

ボン、手袋。ヘルメットをお

持ち物 作業しやすい長袖長ズ

さい）

どの多くの公益的機能があり、

主催 宇陀市森林組合・宇陀林

森林の公益的機能を発揮する

お申し込み １月 日（水）まで

業振興協議会
文学・情報・自然科学など、

曽爾村役場地域建設課

お問い合わせ

に曽爾村役場地域建設課へ

ない必要なものです。

ためには間伐が必要で、良い木

います。

私たちの生活と深くかかわって

「チェンソー整備・
間伐講習会」
の参
加者募集

お持ち方はご持参下さい。
）

学習センター（☎０７４２ - 場所 宇陀市森林組合（宇陀市

koubai.auctions.yahoo.

http://

co.jp/
この物件にかかる入札参加申
込み等の詳細は、１月 日午後
１時より同サイトにて公開予定
です。
総務課・教育委員会事務局

放送大学 ４月生
募集のお知らせ
○放送大学は、平成 年度第

23

約３００の幅広い授業科目

ができます。

０７４４ ４
-７ ２
- ３１５

☎０７４４ ４
-８ ３
- ０３４

健康づくり推進係

奈良県中和保健所健康増進課

加人数を左記まで

で住所、氏名、電話番号、参

お申し込み 電話またはＦＡＸ

流、情報交換）

内容 交流会（参加者相互の交

ん患者や家族

対象 県内に居住されているが

５
-）

１０１（橿原市常磐町６０５

場所 橿原総合庁舎１階会議室

16

28

公有財産売却のお
知らせ

売却物件 トヨタクラウン１台
（５人乗り）
初年度登録年月 平成 年５月
型式 ＧＨ Ｊ
- ＺＳ１７１

学期の学生を募集していま
す。

16

（内線２６３）
☎９４ ２-１０５

14

2
17

初心者からベテランの方まで

25

1

3

良い山林を育むためにも欠かせ

○心理学・福祉・経済・歴史・

2

があり、 科目から学ぶこと

30

1

50

15

31

○全国に学習センターが設置さ

9

売却物件 ニッサンディーゼル
社製バス１台

FAX

1

12

地元企業の「業界研究＆職場見学ツアー」
地元企業の魅力を学んでそして感じてもらうため、今回は

概要

酒造業界と旅館･ホテル業界を取り上げました。

午前中は、セミナー形式で業界事情を学んでもらった後、

午後それぞれの企業へ見学ツアーを行います。

酒造業界は豊澤酒造株式会社、旅館･ホテル業界は春日ホ

テルの見学ツアーを実施します。
服装は自由です。

開催時間内に会場にお越しください。
日時・場所
【酒造業界】 2 月 19 日（火）10 時～ 16 時

やまと会議室（奈良市登大路町 36 番地）

【旅館 ･ ホテル業界】 2 月 26 日（火）10 時～ 16 時
奈良商工会議所（奈良市登大路町 36 番地の 2）

※両日とも、午前：業界研究セミナー / 午後：企業見学（バス又は徒
歩移動）

・2020年３月卒業予定の大学生等

対象者

・15歳以上でおおむね40代前半までの若年求職者
主催

ならジョブカフェ
受託事業者

お問い合わせ

奈良県中小企業団体中央会

☎0742-22-3200

FAX0742-26-0125

http://www.chuokai-nara.or.jp/jigyo/01zenkoku/
jigyo10.html

お申し込み

上記奈良県中小企業団体中央会のホームページから
お願いします。

奈良県の最低賃金

最低賃金、確認した？
地域別最低賃金
時間額 811円
（平成30年10月4日発効）

奈良県最低賃金
特 定 最 低 賃 金
奈良県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低
賃金

時間額 878円
（平成30年12月26日発効）

奈良県電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械
器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業最低賃金

時間額 865円
（平成30年12月26日発効）

奈良県自動車小売業最低賃金

時間額 867円
（平成30年12月26日発効）

奈良県木材・木製品・家具・装備品製造業最低賃金

時間額
816円
日 額 6,527円
（平成元年1月25日発効）

奈良県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
奈良県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高いほうの最低賃金が適用されます。
奈良労働局賃金室 ☎0742‑32‑0206
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後期高齢者医療

高額療養費(外来年間合算)制度について

平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の高額療養費の制度が見直されました。それにより、

年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設
けられました。

平成30年7月31日時点で、自己負担額が一般又は低所得(住民税非課税)区分である被保険者につい

て、計算期間(※1)のうち一般又は低所得(住民税非課税)区分であった月の外来療養に係る額が14万
4,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
基準日

平成30年7月31日

計算期間（※１）

平成29年8月1日から平成30年7月31日までの1年間

年間上限額

144,000円

なお、支給対象見込みの方には、広域連合より平成31年1月中旬に申請書を送付しますので、必要事

項を記入の上、平成30年7月31日時点の被保険者証の資格のある住所地の市町村後期高齢者医療担当課
に「申請書」を提出してください。

※下記の被保険者は高額療養費(外来年間合算)の申請を省略して支給します。

平成29年8月1日〜平成30年7月31日までの全期間で、奈良県後期高齢者医療広域連合の被保険者であ

り、高額療養費又は、外来年間合算の振込口座が登録されている方

お問い合わせ 奈良県後期高齢者医療広域連合 ☎0744-29-8430

平成31年4月1日採用予定の保健師募集試験を実施します
詳しくは、曽爾村ホームページをご覧下さい。

１．職種、採用予定人員、受験資格
採用職種

採用予定

保 健 師

1名

受

験

資

格

昭和53年4月2日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人又は

平成31年3月31日までに取得見込みの人

２．申込書受付期間
2月15日（金）までの土･日･祝を除く午後5時まで
３．試験日及び内容
試

験

試験の日時 ・ 試験会場
平成31年3月3日（日）

第一次試験

受

付：午前 9:00〜 9:40

教養試験：午前10:00〜12:00
曽爾村役場 2階会議室

第二次試験

平成31年3月中旬

第一次試験合格者に別途通知します

内
筆記試験［教養試験］

公務員として必要な一般知識及び知能

について、大学卒業程度の学力試験を実
施します。

作文試験・口述試験

（作文及び個別面接による口述試験）

※申込書の請求やお問い合わせは 曽爾村役場総務課まで ☎94-2101（内線221）
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容

確定申告書の発送に代わる「確定申告のお知らせ」はがきについて
e-TAX等を利用した申告件数が増加しており、税務署から送付した申告用紙が利用される割合は年々

低下しています。そのため、国税庁からは申告書用紙の送付に代えて「確定申告のお知らせ」はがき
（納付書を利用する方には封書）が送付されます。

はがきには、確定申告に必要な情報が載っていますので、申告相談される際にご持参ください。

◆はがきが送付される方

昨年の所得税または消費税の確定申告の提出方法が以下のいずれかに当てはまる方で、今年も申告が

必要と見込まれる方（※１）
作成場所

作成方法

提出方法

ご自宅等

確定申告書等作成コーナー

書面

税務署の申告会場

申告会場のパソコン

e-Tax及び書面

市区町村の申告会場

全て

e-Tax及び書面

青色申告会、商工会などの指導会場

全て

e-Tax及び書面

※１．事業・農業・不動産所得があり、青色申告決算書・収支内訳書の作成が必要な方、予定納税や公
的年金等所得のある方のほか、消費税の課税事業者の方などをいいます。

なお、ご自宅で手書き作成した申告書を提出された方など、確定申告のお知らせはがきの送付対

象に該当しない方で、翌年も申告が必要と見込まれる方に対しては、確定申告書用紙を送付していま
す。

※２．所得税又は消費税の申告を、ご自宅等からe-Taxにより送信された方（各申告会場や指導会場に

おいてご本人の電子証明書のみを付してe-Taxにより送信された方を含む。）や、税理士に依頼して
作成・提出をされた方は、お知らせはがきが送付されません。

※３．e-Taxをご利用の場合は、e-Taxにログイン後、メッセージボックスにて「申告のお知らせ」を
ご参照ください。

「確定申告等作成コーナー」のご利用について
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って金額などを入力すれば

税額等が自動計算され、所得税や消費税の申告書、青色申告決算書・収支内訳書などを作成できます。

また、作成した申告書はe-Taxで送信できる（事前準備が必要）ほか、印刷して書面で提出できます

ので、是非ご利用ください。
e-TAXとは？

パソコン等で作成された確定申告書等をインターネットを利用して電子送信するものです。

〜 e-Taxをご利用いただくメリット 〜

○税務署に行かずに自宅から申告できます。

○源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略するこ
とができます。

※法定申告期限から５年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。

○自宅等からe-Taxで提出された還付申告は３週間程度で処理しています。
○確定申告期間中は、24時間いつでも利用可能です。

※メンテナンス時間を除きます。平成31年1月４日から24時間の受付を開始します。
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平成31年１月から、e-Taxをご利用になる場合、以下の
２つの方式がご利用いただけます。
＊マイナンバーカード方式
①マイナンバーカード、②ＩＣカードリーダライタの2つを用意していただき、e-TAXで
申告します。
既にe-TAXのID（利用者識別番号）を取得している方もe-TAXのID・パスワード（暗証
番号）が不要になります。
マイナンバーカードやＩＣカードリーダライタをお持ちでない方は、

＊ID・パスワード方式
①ＩＤ（利用者識別番号）、②パスワード（暗証番号）が
必要になります。
・IDとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行
った後に発行しますので、発行を希望される方は、運転免許
証などの本人確認書類をお持ちの上、桜井税務署にお越し下
さい。
2月18日から3月15日までの確定申告期間は、桜井税務署の
申告書作成会場である「桜井市商工会館3階」でID・パスワー
ドの取得会を同時開催します。
・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できます。
※マイナンバーカード及びＩＣカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。
平成31年(2019年)1月以降も、引き続き、従来の方式でもe-Taxによる申告書の送信がで
きます。

いつでもどこでもスマホで申告
平成31年（2019年）1月から、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、スマ
ートフォンでも所得税の確定申告書をID・パスワード方式を利用してe-Taxで送信する
ことができるようになります。
さらに、給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金
控除を適用して申告する方は、見やすいスマホ専用画面をご利用いただけるようにもな
ります。

曽爾村議会議員選挙

立候補予定者説明会

平成31年4月21日執行予定の曽爾村議会議員選挙の立候補予定者説明会を下記のとおり開催します。

●日 時

平成３１年２月１４日(木) 午後1時30分〜

●場 所

曽爾村振興センター２階大ホール
お問い合わせ 曽爾村選挙管理委員会 ☎94-2101
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平成30年分の申告から配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が変更になります。
税制改正により、平成30年分の申告から次の3点が変更になりました。
１．配偶者控除は、申告者の合計所得金額に制限が設けられました（1,000万円以下）。
２．配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超え123万円以下（改正前：38万円超え76万円未
満）が対象になります。
３．配偶者控除・配偶者特別控除ともに、申告者の合計所得金額に応じて段階的に減少します。
変更後の控除額は表の通りです。
※納税者本人・配偶者の収入は、
給与のみの場合です。

配偶 者 控 除

配偶者の合計所得
（カッコ内は収入
（※）
）

納税者本人の合計所得金額（カッコ内は収入（※））
900万円以下
950万円以下
1,000万円以下 1,000万円超え
(1,120万円以下) (1,170万円以下) (1,220万円以下) (1,220万円超え)
住民税の配偶者控除・配偶者特別控除額（万円）
〔 〕内は所得税の控除額

配偶者特別控除

70歳未満

３３〔３８〕

２２〔２６〕

１１〔１３〕

０〔０〕

70歳以上

３８〔４８〕

２６〔３２〕

１３〔１６〕

０〔０〕

38万円超え85万円以下（103万円超え150万円以下）

３３〔３８〕

２２〔２６〕

１１〔１３〕

０〔０〕

85万円超え90万円以下（150万円超え 155万円以下）

３３〔３６〕

２２〔２４〕

１１〔１２〕

０〔０〕

90万円超え95万円以下（155万円超え160万円以下）

３１〔３１〕

２１〔２１〕

１１〔１１〕

０〔０〕

95万円超え 100万円以下（160万円超え 166万8千円以下）

２６〔２６〕

１８〔１８〕

９〔９〕

０〔０〕

100万円超え105万円以下(166万8千円超え175万2千円以下）

２１〔２１〕

１４〔１４〕

７〔７〕

０〔０〕

105万円超え110万円以下(175万2千円超え183万2千円以下)

１６〔１６〕

１１〔１１〕

６〔６〕

０〔０〕

110万円超え115万円以下(183万2千円超え190万4千円以下)

１１〔１１〕

８〔８〕

４〔４〕

０〔０〕

115万円超え120万円以下(190万4千円超え197万2千円以下)

６〔６〕

４〔４〕

２〔２〕

０〔０〕

120万円超え123万円以下(197万2千円超え201万6千円以下)

３〔３〕

２〔２〕

１〔１〕

０〔０〕

123万円超え（201万6千円超え）

０〔０〕

０〔０〕

０〔０〕

０〔０〕

38万円以下
(103万円以下)

お問い合わせ 曽爾村役場住民生活課 ☎94-2102

曽爾村消防団組織改善協議会の設立について
年々、消防団員の不足や高齢化、新入団員の確保が難しい状況になっており、従来の消防団活動の維持が厳

しくなってきています。そのような状況を踏まえ、芝田村長より｢曽爾村消防団の組織改善について｣諮問を受け
たことにより、曽爾村消防団組織改善協議会を設立し、平成30年9月より審議を開催しています。今後、協議を
重ねた上、検討していく予定としていますので、村民の皆様のご理解をよろしくお願いします。
■主な意見内容
項

目

意

見

内

容

曽爾村消防団組織の見直し

現行の３分団９部から部を廃止してはどうか。

装備資機材（消防車両等）の
見直し

現在、保有している消防車両を９台（各部１台）から６台（各分団２台）
に減らしてはどうか。

消防力を落とさない取り組み

自主防災組織の強化、機能別消防団（消防団OB等）の設立、奈良県
広域消防組合との連携を検討してはどうか。

■事務局 曽爾村役場総務課
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「定住促進奨励金制度」の案内
曽爾村では、定住したい方をバックアップするための「定住促進奨励金制度」を用意しています。Ｕターン奨

励金、転入奨励金（45歳以下が対象）、ふるさと就労奨励金の３タイプあります。
種 類

奨 励 金
世帯 200,000円(農林業300,000円)※義務教育終了前の方には１年２万円支給

●Ｕターン奨励金

（45歳以下対象）

単身者 50,000円（農林業100,000円）
世帯 100,000円（農林業300,000円）※義務教育終了前の方には１年２万円支給

●転入奨励金

（45歳以下対象）

単身者 50,000円（農林業100,000円）

●ふるさと就労奨励金

地元企業就職 100,000円、村外企業就職

70,000円

※Ｕターン奨励金及び転入奨励金は5年を経過したときに交付されます。

「定住促進若者定住住宅支援整備奨励金」の案内
曽爾村では、定住する意志のある若者が、住宅を新築・改築・増築・購入する場合、毎年10万円ずつ5年間

交付します。
□主な要件

○村に住所を有する本人か配偶者が45歳以下であり、生計を一にする夫婦、または子供と同居し、養育して
いる者であること

○平成28年4月1日から平成33年3月31日までに取得した住宅であり、取得から6カ月以内に申請書等の書
類を提出すること

○居住部分の延べ床面積が50平方メートル以上で、家屋調査が行われた住宅であること
お問い合わせ 曽爾村役場企画課 ☎94-2116

インフルエンザ予防接種助成期間の延長について
インフルエンザワクチンの供給が1月以降も継続する可能性があることに伴い、65歳以上の方、中

学生以下の方を対象としたインフルエンザ予防接種の助成期間が１月
20日（日）まで延長となります。接種がまだの方は医療機関に予約
の上接種を行って下さい。

※ただし曽爾村国民健康保険診療所のインフルエンザ予防接種は終了
しています。
助成内容
申請方法

65歳以上の高齢者：自己負担1,500円で受けられます。

中学生以下の小児：1回につき1,000円補助があります。

65歳以上の方： 宇陀地区内の医療機関･･･直接医療機関で1,500円を支払って下さい。
奈良県内（宇陀地区外）の医療機関･･･接種前に保健福祉課へ1,500円をお支払い

下さい。医療機関でお支払いはありません。

奈良県外の医療機関･･･医療機関で全額支払った後、領収書・接種済み証、印鑑を持って
保健福祉課で助成の申請をして下さい。

中学生以下の方：医療機関で全額支払った後、領収書・接種済み証、印鑑を持って保健福祉課で助成の
申請をして下さい。

お問い合わせ 曽爾村役場保健福祉課 ☎94-2103
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1月号

平成31年1月15日発行
（通巻567号）
人口1,468人
（− 4）
男 682人
（− 1）
女 786人
（− 3）
世帯数693世帯
（− 2）

み んな の 広 場

ほけん事業予定表（1月）

事 業 名

実施日

1月8日㈫

13:30〜
15:30

65歳以上の
対象者

男性の料理教室①

1月10日㈭

10:00〜
13:00

65歳以上の
男性

健康いきいき教室⑥

1月15日㈫

13:30〜
15:30

65歳以上の
対象者

健康いきいき教室⑦

1月22日㈫

13:30〜
15:30

65歳以上の
対象者

乳幼児健診

1月23日㈬

13:00〜

3ヵ月〜
4歳未満

男性の料理教室②

1月24日㈭

10:00〜
13:00

65歳以上の
男性

健康いきいき教室⑧

1月29日㈫

13:30〜
15:30

65歳以上の
対象者

粕

食生活改善推進員

1月30日㈬

10:00〜
13:00

食生活改善
推進員

曽爾村起業等人材育成支援事業
補助金制度のご案内
曽爾村の区域内において起業の創出や起業者
及びその関係者の定住等の促進を図るため、起

の
あ

●発行 曽爾村役場
●編集 総務課
〒633-1212
奈良県宇陀郡曽爾村
大字今井495-1
☎ 0745-94-2101
ＦＡＸ
94-2066
●印刷 伊和印刷
●広報曽爾題字
故 清水公照
（第207世、第208世
東大寺別当）

ちゃん

（全て13：30〜）
カラオケ 第1・第3㊍
大正琴 第1・第3㊌
民 謡 月1回
手 芸 月1回 ㊎
陶 芸 第4
㊌
民 踊 第2・第4㊍
大正琴
アミーゴ 月 2 回
（10:00〜）
せせらぎ 月 2 回
（13:00〜）

場所・内容等
○場所：振興センター
○内容：介護予防のためのスト
レッチ、筋力トレーニング等
○場所：老人福祉センター
○内容：調理実習
○場所：振興センター
○内容：介護予防のためのスト
レッチ、筋力トレーニング等
○場所：振興センター
○内容：介護予防のためのスト
レッチ、筋力トレーニング等
○場所：老人福祉センター
○内容：診察、身体計測、栄養
指導、育児相談、発達相談など
○スタッフ：診療所医師、看護師、
栄養士、保育士、心理士、保健師
○場所：老人福祉センター
○内容：調理実習
○場所：振興センター
○内容：介護予防のためのスト
レッチ、筋力トレーニング等
○場所：老人福祉センター
○内容：伝達研修（調理実習）

業及び新たな事業を開始する創業者の方に対し
て下記のとおり助成いたします。
対象者の要件
12
・20歳以上60歳未満の者で住民基本台帳に登
録されている者、又は村内に法人登記でき
これからもおねぇ
る法人。
ちゃんと仲良くし
・補助金交付後5年以上継続できる者（法人含
む）。
てね（＾＾）
・創業支援セミナーを受講し、経営、財務、
パパママより
人材育成及び販路開拓の4分野すべての知識
ご結婚おめでとうございます
を身についたと認められた者。
11月17日 三重県伊賀市
森永 真康 さん
・村税等の滞納がない者。
大字伊賀見
政木沙夜香 さん
補助内容
・予算の範囲内で補助対象経費の2分の1
謹んでお悔やみ申し上げます
（1件あたり上限100万円）。
11月27日 大字塩井 西口キミノさん（104歳）
・対象期間は補助開始年度を含め継続した3年
善
意
銀
行
度を限度。
西口 賢次さんより
なお、補助対象者や補助対象経費の使途な
亡母 キミノさんの生前のご厚情に対し金一封
どについては条件がありますので、詳しくは
尊い善意をお寄せ下さいまして、誠にありがとう
下記までお問い合わせください。
ございました。
お問い合わせ 曽爾村役場企画課 ☎94-2116
日生

高齢者クラブ活動

大字 太良路

30

小田 乃愛

こんなに大きくなりました
年１月

（平成30年12月1日現在）

広報 誌デビュー

平成

人口
世帯
185
97
（±0）（±0）
掛
108
56
（±0）（±0）
長 野 180
83
（±0）（±0）
小長尾 123
54
（＋1）（±0）
今 井 190
88
（−1）（±0）
塩 井 100
47
（−2）（−2）
葛
122
52
（±0）（±0）
太良路 114
55
（±0）（±0）
伊賀見 346
161
（−2）（±0）
山

対象者

健康いきいき教室⑤

（平成30年12月1日現在）

大字別の人口・世帯数

時 間
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