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　風薫るあたたかい季節になりました。しかし未だ新型コロナウイルス感染

防止に気を緩めることのできない状況のなか、ゆっくりと季節感を感じ、楽

しめる余裕がないとおっしゃるかたも多いことと存じます。

　さて、皆様にご覧いただいております広報「かんまき」は、今月号からこ

れまでの「縦書き右開き」から、「横書き左開き」へと変更しました。これ

はホームページやメールのアドレス、表の掲載などが多くなり、それらの視

認性を重視し、リニューアルいたしました。表紙は滝川沿いのささゆり台西

側斜面に、今を盛りと咲く芝桜を掲載しました。心と身体の健康にぜひ遊歩

道を散歩されながら花を愛で心を癒していただければ幸いです。

　また、迎える町制50周年を、未来へ飛躍するための礎の年として、「人」、

「自然」、「文化」や「暮らし」などの本町の魅力を活かし、未来を展望しな

がらさらに活力と魅力を創出する彩（いろどり）のあるまちづくりと、未来

を担う子どもたちをはじめとする町民の皆様の郷土愛を育むことを目指し、

広報紙名を「広報かんまき 彩－いろあい－愛」と名付けました。

　今後ともより多くの皆様に親しまれ、関心をお寄せいただける広報紙を目

指し、より充実した紙面をお届けいたしますので、皆様のご理解とご協力を

お願い申し上げます。

　結びに、皆様のますますのご健勝をお祈り申し上げます。

令和4年度　夏期巡回　ラジオ体操・みんなの体操会

特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会
NHKラジオ体操が上牧町にやってくる ！

未来に　やさしく　力強く
未来に飛躍する礎の年を記念し、町民の皆様の健康・福祉の向上と
地域文化の振興を目指し記念事業を開催します。

「彩 －いろあい－ 愛」の発行にあたって

詳細が決まり次第
順次広報紙等で
お知らせします。

※新型コロナウイルス感染症にかかる事情により、内容が変更・中止になる場合があります。ご了承ください。

タイムカプセルオープンセレモニー  ……… 令和4年10月予定
劇団ペガサス記念公演    ……… 令和4年11月6日予定
町制50周年記念式典    ……… 令和4年11月予定
よみがえる片岡城ＡＲ体験   ……… 令和4年11月予定
町制50周年記念オリジナルフレーム切手発行 ……… 令和4年12月予定
メタセコイヤライトアップ（役場正面の大木ライトアップ） ……… 令和4年12月予定
ご当地ナンバープレート導入   ……… 令和4年12月予定
ＮＨＫ公開番組「民謡魂　ふるさとの歌」   ……… 令和5年2月19日予定
50周年の掉尾を飾る！「さくら祭り」  ……… 令和5年3月予定

上牧町長上牧町長

今　中　富　夫今　中　富　夫

ラジオ体操イベント運営事務局　☎03－6427－1610
社会教育課　スポーツ振興係（第一町民体育館内・月曜休館日）☎0745－78－0118

問合先

5月1日から6月24日（金）までに、はがき（必着）で開催会場名（上牧町健民グ
ラウンド）、開催日、氏名、参加人数（6人まで）、郵便番号、住所、連絡先（携
帯電話可能）をラジオ体操イベント運営事務局

※巡回ラジオ体操ポータルサイト巡回ラジオ体操みんなの体操会特設ページからも申込可。
※申込者多数の場合は抽選。

〒150－8681　渋谷郵便局留め
「ラジオ体操イベント運営事務局」巡回ラジオ体操参加申込係

へお申し込みください。

申込み

7月25日（月）午前6時から6時45分（30分前から受付。雨天中止）日　時

上牧町健民グラウンド場　所

当日の様子はＮＨＫラジオ第一放送で全国に生放送されます。

みんな元気に、いち に さん ！・ ・
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　健全な行財政運営につきましては、行財政改
革を積極的に推進し、真に必要な行政サービス
の質と量を確保しながら、健全な行政運営を進
めてまいります。
　高齢者防犯電話購入費支援事業につきまして
は、特殊詐欺の被害を受けやすい65歳以上の
高齢者世帯に、防犯電話購入費の一部を補助す
ることにより、防犯電話機器を普及・促進し、
高齢者の特殊詐欺被害の未然防止を図ってまい
ります。自転車用ヘルメット購入費助成事業に
つきましては、自転車による事故の防止と交
通安全の推進、被害の軽減を図るため、令和4
年度からは65歳以上の高齢者に加え、7歳から
18歳までのかたも補助対象に含めることとし、
交通安全対策を進めてまいります。
　町制50周年記念事業につきましては、記念
式典の開催をはじめ、タイムカプセルオープン
セレモニー、NHK公開番組、メタセコイヤの
ライトアップ、ご当地ナンバープレートの導入、
巡回ラジオ体操など、様々な記念事業を行う予
定です。また、魅力的なまちづくりを推進する
ため、遊休公共不動産再生事業として、地域活
性化などの地域課題の解決に資する施設として
利用できるよう、旧JA跡地を改修し、賃貸ス

　令和4年度予算を編成するにあたり、令和4年第1回定例会（令和4年3月4日）で、
今中町長が施政方針を述べました。
　そのなかの新たな施策や重点的に取り組む施策について抜粋してお知らせします。

ペースやコミュニティスペースの整備を行いま
す。魅力発信発掘推進事業では、地域の担い手
の確保や地域産業に寄与するため、ふるさと納
税制度を利用した地域産品等のPRを行い、上
牧町の魅力づくりに取り組みます。 
　また、魅力の発信とあわせて、商品の発掘や
開発などの支援を行ってまいります。

　将来にわたり、活力ある地域社会を維持する
ため、若年世代が定住し、上牧町で子どもを産
み育て、その子どもたちが親となり、さらに次
の世代を育てていくことが大事であります。子
育て世代包括支援センター事業につきまして
は、妊娠・出産・子育て期に関する相談に応じ
るなど、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ
目のない支援を提供することにより、安心して
子育てができる体制の確保を図ってまいりま
す。また、「療育相談支援事業（ほほ笑み教室）」、

「不妊・不育治療助成事業」といった子育て支
援の取組を継続的に行い、「子育てしやすいま
ちづくり」の更なる向上を図ってまいります。
保育所等ICT化推進事業につきましては、帳票
管理システムの環境を整え、紙媒体での連絡帳
等をICT化することにより、保護者の利便性の
向上と保育所職員の業務効率化を図ってまいり

町民とともに築く安全で
笑顔あふれるまちづくり

ともに支え合い健やかで
ときめきがうまれるまちづくり

令和4年度予算
一般会計・特別会計合わせて

総額139億1,800万4千円
一般会計　81億3,772万4千円
特別会計　57億8,028万円

（借換債除き）
（借換債除き）
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ます。
　新型コロナウイルス感染症による自宅療養者
のための生活支援事業として、支援を受けるこ
とが困難なかたに対して、食糧や日用品の買い
物代行、パルスオキシメーターの貸出等の支援
を行います。国民健康保険におきまして、国民
健康保険財政調整基金を活用しまして、満40
歳以上75歳未満の被保険者を対象に人間ドッ
グ・脳ドッグの受診費用の助成を行い、健康維
持増進と受診率の向上を図ってまいります。

　地域活性や賑わいづくり、郷土愛の一環とし
て、健康・環境・文化をテーマにペガサスフェ
スタ2022を開催いたします。町のミュージカ
ル劇団である劇団ペガサスが特別公演として開
催するものでございます。片岡城復刻AR製作
事業につきましては、片岡城やその周辺地域の

当時を再現した画像を製作し、上牧らしい魅力
ある地域資源として情報発信し、地域活性と誘
客力の向上を図ってまいります。
　さくら祭りにつきましては、保健福祉セン
ター敷地内の桜を活用したライトアップ事業と
集客効果の高いイベントの開催を予定しており
ます。

　学校適正化事業につきましては、上牧町学校
適正化協議会の提言をもとに策定された「上牧
町学校適正化基本計画」に沿って、小・中学校
の統廃合を含む学校適正化に向けた具体的な施
策に取り組んでまいりたいと考えております。
また、「認定こども園」の推進につきましては、
上牧町の子どもを取り巻く環境を踏まえなが
ら、認定こども園の設置・運営を検討してまい
ります。小中学校体育館空調整備事業につきま
しては、指定避難所である学校の体育館に、避
難者の生活環境の改善を図るため、また児童生
徒の健康管理の観点から空調を整備するための
実施設計業務を実施いたします。フリースクー
ル事業につきましては、不登校児童生徒が安心
して活動できる居場所づくりとして「フリース
クール」を設置し、児童生徒の学校復帰や社会
的自立に向けた支援に取り組んでまいります。
　学校・地域パートナーシップ事業につきまし
ては、優れた能力・技術、豊富な知識・経験を
有する学校支援ボランティアのかたがたに、地
域の教育力の向上と地域ぐるみの学校教育の充
実と活性化を図ってまいります。放課後塾「ま
きっ子塾」事業では、基礎学力の向上や家庭学
習の定着を目的に、学習アドバイザーによる宿
題や自習活動の支援を行ってまいります。他国
の中学生との交流を通じて異文化に触れること
により、外国語に対する興味・意欲・関心をさ
らに深め、国際感覚豊かな人材育成を目的に、
中学生の国際交流事業を進めてまいります。平
成27年に国の史跡に指定されました「上牧久
渡古墳群」は、地域における重要な文化財と位
置付けられております。上牧久渡古墳群の計画
的な公園整備を進め、また、歴史ボランティア
ガイドの養成に取り組んでまいります。

　ごみ処理の広域化につきましては、令和7年
度の稼働に向け、現在、事業を進めているとこ
ろでございます。道路・橋梁長寿命化事業につ
きましては、長寿命化修繕計画に基づき、計画
的に道路・歩道の整備や道路橋梁定期点検を進
め、長寿命化を図ってまいります。
　また、地域住民の利便性・快適性の向上と円
滑化を図るため、服部台明星線道路改良事業、
道路環境改善事業、道路冠水防止対策事業、滝
川水辺周辺地区整備事業を進めてまいります。
地域公共交通環境整備事業につきましては、高
齢者や未就学児等が快適に利用できる環境を確
保するため、バス停ベンチに上屋の設置を進め、
利用者の利便性向上を図ってまいります。地方
公営企業法適用事業につきましては、令和5年
度に下水道事業を公営企業会計の適用にするこ
とにより、経営・資産の状況を「見える化」し、
中長期的な収支見通しに基づく経営基盤の強化
に取り組んでまいります。県域水道一体化につ
きましては、利益剰余金を活用させていただき、
水道庁舎や配水池の耐震化及び配水管等の更新
などを行ってまいります。

快適で住み良く自慢できるまちづくり

地域の魅力を活かした
賑わいがあふれるまちづくり

歴史文化が息づき上牧っ子を
育むまちづくり
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■総務費…主に全般的な事務や
財産管理、選挙、税務に係る
経費で構成されています。町
制施行50周年記念事業や旧
JA跡地の改修工事を行うこと
により、前年度と比較して
8.4％の増加となりました。
■民生費…主に児童・高齢者・

障がい者の支援に要する経費に
より構成されています。近年で
は高齢社会の進展に伴い社会
保障関係費が増加傾向であり、
前年度と比較して4.8％の増加
となりました。
■公債費…町が発行した地方債

の元利償還等に要する経費に
より構成されています。令和
４年度は第三セクター等改革
推進債の繰上償還を行うこと
により、前年度と比較して
4.9％の増加となりました。

予算額

依存財源
67.6％

地方交付税〈7.5％〉
28億3,336万9千円（34.8％）

国庫支出金〈▲22.9％〉
9億4,440万4千円（11.6％）

県支出金〈3.6％〉
6億606万円（7.4％）

譲与税・交付金〈6.7％〉
5億8,197万1千円（7.2％）

その他〈346.0％〉
2億4,740万7千円（3.0％）

分担金及び負担金〈0.6％〉
1億1,809万3千円（1.5％）

使用料及び手数料〈▲1.7％〉
1億8,873万1千円（2.3％）

町税〈0.6％〉
20億8,212万円（25.6％）

町債〈▲53.1％〉
5億3,556万9千円（6.6％）

自主財源
32.4％

81億3,772万
4千円

その他〈▲16.3％〉
1億7,530万2千円（2.1％）

総務費〈8.4％〉
10億3,669万2千円（12.7％）

公債費〈4.9％〉
12億89万5千円（14.8％）

教育費〈1.1％〉
8億9,634万8千円（11.0％）

消防費〈▲0.7％〉
2億9,735万2千円（3.7％）

土木費〈1.9％〉

8億6,473万5千円（10.7％）

衛生費〈▲45.5％〉
8億4,148万1千円（10.3％）

民生費〈4.8％〉
28億2,491万9千円（34.7％）

予算額
81億3,772万
4千円

　令和4年度の当初予算がまとまり、3月の町議会定例会で可決されました。今年度の当初予算に
おいては、町制施行50周年を迎えるにあたり記念事業を積極的に計上しました。また引き続き「上牧
町第5次総合計画」に掲げる事業を中心に、教育の充実や生涯学習機会の創出、子育て世帯や高齢者
に対する福祉支援、生きがいや活躍できる場の提供など、「ほほ笑みあふれる　和のまちづくり」を
目指した施策を計上しました。

　上牧町のホームページでは、財政状況などに関する資料を公表しており
ます。今年度の当初予算に関する資料（令和4年度当初予算案の概要）に
ついては、お持ちの携帯電話で右記のQRコードを読み込んでいただくこ
とでご覧になれます。
ホームページ：https://www.town.kanmaki.nara.jp
お問い合わせ：総務部 企画財政課 財政係
TEL 76－2502（内線261）

一般会計…福祉、教育、道路・公園の整備など、町の基本的な事業を行う会計です。
特別会計…特定の収入で特定の事業を行う会計です。上牧町では5会計あります。
企業会計…主に利用者のみなさんが支払う料金収入で事業を行う会計です。

令和4年度の予算をお知らせします
一般会計当初予算額は前年度より5.2％減の81億3,772万4千円に

令和4年度
各会計当初予算の総括表

一般会計（借換債除き）

国民健康保険

後期高齢者医療

下水道事業（借換債除き）

住宅新築資金等貸付事業

介護保険（保険事業勘定）

　　　　（介護サービス事業勘定）

4億6,265万7千円

4億5,373万2千円

226万5千円

4億3,357万9千円

▲4.9％

▲3.1％

41.5％

173.9％

26億2,810万4千円

4億5,645万5千円

5億5,381万1千円

153万円

21億3,257万5千円

780万5千円

6.8％

14.8％

▲5.1％

0.0％

4.7％

6.8％

81億3,772万4千円

令和4年度
当初予算額

対前年度
増減率

▲5.2％

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

特

別

会

計

企

業

会

計

水

道

事

業

歳入の主な特徴

歳出の主な特徴

■譲与税・交付金…地方消費税交付金、株式等譲渡所得割交付金などの増加が見込まれることから、前年度
と比較して6.7％の増加となりました。
■町債…地方交付税の代替として配分される臨時財政対策債の発行抑制や建設事業債の減少により、前年度

と比較して53.1％の減少となりました。

一般会計 歳入

一般会計 歳出

〈　〉は対前年度増減率
（　）は構成比

〈　〉は対前年度増減率
（　）は構成比

6



■総務費…主に全般的な事務や
財産管理、選挙、税務に係る
経費で構成されています。町
制施行50周年記念事業や旧
JA跡地の改修工事を行うこと
により、前年度と比較して
8.4％の増加となりました。
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となりました。
■公債費…町が発行した地方債

の元利償還等に要する経費に
より構成されています。令和
４年度は第三セクター等改革
推進債の繰上償還を行うこと
により、前年度と比較して
4.9％の増加となりました。

予算額

依存財源
67.6％

地方交付税〈7.5％〉
28億3,336万9千円（34.8％）

国庫支出金〈▲22.9％〉
9億4,440万4千円（11.6％）

県支出金〈3.6％〉
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おいては、町制施行50周年を迎えるにあたり記念事業を積極的に計上しました。また引き続き「上牧
町第5次総合計画」に掲げる事業を中心に、教育の充実や生涯学習機会の創出、子育て世帯や高齢者
に対する福祉支援、生きがいや活躍できる場の提供など、「ほほ笑みあふれる　和のまちづくり」を
目指した施策を計上しました。

　上牧町のホームページでは、財政状況などに関する資料を公表しており
ます。今年度の当初予算に関する資料（令和4年度当初予算案の概要）に
ついては、お持ちの携帯電話で右記のQRコードを読み込んでいただくこ
とでご覧になれます。
ホームページ：https://www.town.kanmaki.nara.jp
お問い合わせ：総務部 企画財政課 財政係
TEL 76－2502（内線261）

一般会計…福祉、教育、道路・公園の整備など、町の基本的な事業を行う会計です。
特別会計…特定の収入で特定の事業を行う会計です。上牧町では5会計あります。
企業会計…主に利用者のみなさんが支払う料金収入で事業を行う会計です。

令和4年度の予算をお知らせします
一般会計当初予算額は前年度より5.2％減の81億3,772万4千円に
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一般会計（借換債除き）
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後期高齢者医療

下水道事業（借換債除き）

住宅新築資金等貸付事業
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■譲与税・交付金…地方消費税交付金、株式等譲渡所得割交付金などの増加が見込まれることから、前年度
と比較して6.7％の増加となりました。
■町債…地方交付税の代替として配分される臨時財政対策債の発行抑制や建設事業債の減少により、前年度

と比較して53.1％の減少となりました。

一般会計 歳入

一般会計 歳出

〈　〉は対前年度増減率
（　）は構成比

〈　〉は対前年度増減率
（　）は構成比
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令和4年度 主な予算の使いみち

町民とともに築く安全で笑顔あふれるまちづくり

ともに支え合い健やかでときめきがうまれるまちづくり

■町制施行50周年記念式典　…　621万円
　これまでの50年の節目の年を全町で祝い、先人が築いてきた歴史、業績に感謝するとともに、未来に
飛躍する礎の年として町制施行50周年記念式典を開催します。

■上牧魅力発信発掘推進事業　…　317万円
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により地域経済が疲弊する中、事業者の事業継続や雇用維持を促進
するとともに、地域の担い手の確保や地域産業の振興に寄与するため、地域の魅力として町内で製造・生産・
販売されている産品等のPRを行い、「上牧町ファン」づくりに取り組みます。また、魅力の発信とあわせて、
新たな魅力の発掘や商品の開発などの支援も行います。

■遊休公共不動産再生事業　…　1,857万円
　民間主導による魅力的なまちづくりを推進するため、
現在遊休中の公共不動産を地域活性化や魅力創出などの
地域課題の解決に資する施設として利用できるよう旧
JA跡地を整備します。1階は町民や民間事業者に賃貸す
ることで、起業支援や販路拡大、商品生産力向上を支援
するとともに、2階については地域課題の解決に資する
コミュニティスペースとします。また、このコミュニティ
スペースについては、フリースクール施設としても活用
します。

■保育所等ICT化推進事業　…　193万円
　町立保育所の様々な帳票管理をシステム内で行うことができる環境を整えます。紙媒体での連絡帳の提
出や電話連絡等が不要となることから、新型コロナウイルス感染拡大防止、保護者の利便性向上及び保育
所職員の業務効率化につながります。

■新型コロナウイルス感染症による自宅療養者のための生活支援事業　…　7万円
　新型コロナウイルス感染症により保健所から自宅療養などを要請されたかたで、親族等から支援を受け
ることが困難なかたなどに対して、生活に必要な食糧及び日用品の買い物代行、医薬品の代理受領及びパ
ルスオキシメーターの貸出などを行います。

■新型コロナウイルスワクチン接種事業　…　5,257万円
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、町民の生命及び健康を守るため、ワクチン接種のため
に必要な体制を構築し、円滑にワクチン接種を実施できるよう関係機関と連携協力しながら、全庁的に取
り組みます。

旧JA跡地

第5次総合計画（平成29年度から10年間の町の将来像）の5つの政策体系により主要な事業を紹介します。
※表示単位未満は四捨五入しております。
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快適で住み良く自慢できるまちづくり

地域の魅力を活かした賑わいがあふれるまちづくり

■道路長寿命化事業　…　1億440万円
　道路長寿命化計画に基づき、上牧町内主要幹線道路及びその他住宅地内道路において、路面の長寿命化
を図り円滑な走行環境を確保するため整備工事を行います。また今後、計画的な歩道整備を進めていくた
めの歩道修繕計画を策定します。

■服部台明星線道路改良事業　…　1億5,629万円
　都市計画道路服部台明星線は、町の中心部を南北に縦断する（都）下牧高田線から東西に横断する県道
中筋出作川合線に連絡する幹線道路であります。本事業では主要施設へのアクセス性の強化と、地域住民
の利便性・快適性の向上と交通の円滑化を図るため、道路の開通を目指した整備を行います。

歴史文化が息づき上牧っ子を育むまちづくり
■フリースクール事業　…　555万円
　不登校児童生徒が安心して活動出来る場を提供するとともに、不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立
に向けて支援し、不登校児童生徒の減少を目指す目的のために、居場所づくりとしてフリースクールを設
置します。不登校児童生徒が、主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう、児童生徒自身を見守りつつ、
不登校のきっかけや継続理由に応じて、その環境づくりのために適切な支援や働き掛けを行います。

■学校適正化事業　…　104万円
　少子化に伴う児童生徒の減少が予想されることから、小・中学校の統廃合等を含む「学校適正化」を検
討するに当たり、「上牧町学校適正化協議会」を令和2年10月1日に設置し、学校適正規模、適正配置等の諸
課題について協議を重ねました。令和4年度は、協議会の提言をもとに策定された「上牧町学校適正化基
本計画」に沿って、上牧町立学校の統合を円滑に推進するため、「上牧町学校統合準備委員会」を設置し、
統合についての調査審議を行います。

■ペガサスフェスタ2022　…　894万円
　「ペガサスフェスタ」は、地域活性や賑わいづくり、郷土愛の醸成の一環として、健康・環境・文化をテー
マに毎年開催している秋の恒例行事です。ひとと地球に優しいコンテンツを豊富に取り揃え、イベントの
開催を通じて上牧町の魅力を伝えます。令和4年度は町制施行50周年を記念して、花きを活用した展示や
特設会場の設置、町外で活躍する町民等の招待などの企画を予定しています。また、開催にあたっては、
新型コロナウイルス感染対策として、消毒液の設置のほか、ブースの設営、提供する商品などに配慮しな
がら実施します。

■劇団ペガサス記念公演　…　395万円
　上牧町には、旧跡の「片岡城跡」と町花の「ささゆり」を題材とした、創作作品の「片岡城笹ゆり姫物語」
があります。それをベースに「令和の上牧町・未来の輝かしい上牧町」を案内するミュージカルとし、町
のミュージカル劇団である劇団ペガサスが上演する特別公演開催企画です。脚本家をはじめ、上牧町にゆ
かりのあるかたがたにご協力を賜り、町制施行50周年を町全体で祝います。

■さくら祭り　…　271万円
　夜の賑わいコンテンツを強化することで、在住者をはじめ、在勤者、観光客、買い物客など、多様な人
の滞在時間の延伸と観光需要の創出を図るとともに、地域活性、域内消費の喚起につなげるため、保健福
祉センター敷地内の桜を活用したライトアップ事業と集客効果の高いイベントを実施します。



　ウクライナで軍事行
動が開始され、情勢が
著しく悪化し、現在も
命がけで避難している
人々がいます。
　危機に瀕するウクラ
イナの人々への人道支
援募金にご協力をお願
いいたします。
　寄せられた募金は、
日本赤十字社を通じて
送られます。

▶設置場所
・役場1階　住民保険課窓口
・2000年会館　2番福祉課窓口
・中央公民館　ロビー
・片岡台出張所　

　「親子で作るおやつ教室」が3月25日、2000年会
館で開催されました。コロナ感染予防対策で1家族
1テーブルにし、家族仲良く、おやつ作りを楽しみ
ました。メニューは「ロールサンドイッチ」「スコー
ン」「りんごジュースかん」。参加者は4歳から小学
4年生までそれぞれ自分に合うレベルで頑張ってく
れました。「簡単で美味しい」「家でも手軽に作れそ
う」「次のおやつ教室にも参加したい」などの感想
が寄せられました。令和4年度も8月と3月に開催予
定です。参加をお待ちしております。

　3月13日 に 大 阪 城
ホールで開催された、
2022日本室内陸上競
技大阪大会に、久松
来
ら

虹
に

さん（当時上牧
小学校6年）が小学女
子60ｍに出場し、8秒
18の記録を打ち立て
見事3位で表彰台に立
ちました。
　久松さんは、令和

3年9月に開催された第37回全国小学生陸上競技交
流大会（横浜市日産スタジアム）6年女子100ｍで
も7位入賞、また、同年10月開催の第12回奈良県
少年少女学年別陸上競技大会６年女子200ｍでは、
27秒27を打ち立てるなど自身が持つ奈良県小学生
記録を更新するなど輝かしい成績を収めています。
　久松さんは「2年連続の県新記録は記録も名前も
残るので嬉しいです。中学校では全国大会で優勝す
ることを目標に頑張りたいです」とコメントされま
した。

　こども食堂の運営に役立ててもらおうと、やまと西
和ロータリークラブ様から町を通じてこども食堂を運
営する地域防衛軍COKAに支援金が贈られました。
　副代表中山眞由美さんは「コロナ禍で活動が制

限されていますが、
ありがたく、子ども
たちのために活用さ
せていただきます」
と感謝を述べられま
した。

　桜ケ丘在住の西村
幸三さんが中世山城

「片岡城跡」の想像
画をアクリルで描か
れ、その絵を本町に
ご寄贈いただき、3
月31日に寄贈式が
行われました。村田

修三氏の著書「片岡城跡縄張図」などを参考に、本
町文化財専門員とも打ち合わせを重ねられ、制作期
間約3か月を経て完成されました。
　西村さんは「子どもたちに興味を持ってもらえる
ように、武士の姿を描くなど当時の様子がよく分か
るような仕上がりを心がけました」と話されました。

親子で作るおやつ教室

室内陸上大阪大会で入賞！久松さん

3月29日　こども食堂に支援金

当時の姿が浮き彫りに －片岡城跡想像画を寄贈－

世界の平和を願って －ウクライナ人道支援募金－

住民保険課の窓口に設置した募金箱

寄贈していただいた
西村さん（左）と今中町長

支援金を受け取る地域防衛軍COKA
副代表の中山眞由美さん

3位入賞で表彰台に立つ
久松来虹さん
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新型コロナワクチン接種情報
上牧町新型コロナワクチンコールセンター（☎0120 539 157）問

小児接種（5～11歳） の予約について
3月から

予約通知ハガキ

を廃止しています。

予約状況の確認は、

ご自身で予約システム

を確認するか、

コールセンターへ

お問合せください。

ご注意ください！

5月の集団接種

3回目接種 の集団接種を終了します

12～17歳のかたも
3回目接種を受けられるようになりました

重症化リスクが高い具体的な基礎
疾患については、「新型コロナワ
クチンＱ＆Ａ」をご覧ください。

上牧町

公式LINE

　上牧町では、新型コロナワクチンの3回目接種について、令和4年2月よ

り、2000年会館において集団接種会場を設けて実施してきましたが、集団

接種と個別接種の予約枠の空き状況を踏まえ、5月21日（土）をもって集団

接種を終了することになりました。

　集団接種は終了しますが、医療機関での個別接種は、5月22日以降も引き

続き実施します。

　集団接種と個別接種では、取り扱うワクチンメーカーが異なります。集

団接種では「武田／モデルナ社」、個別接種では「ファイザー社」のワク

チンを使用しています。

　集団接種を希望するかたは、早めの予約をお願いします。

　3月26日（土）から小児への新型コロナワクチン接種を開始しており、対象

となるかたに接種券の発送を行っています。

　5月以降のワクチン接種については、現在、5月28日（土）と6月4日（土）で予

約ができます。この2日間の予約状況によっては、接種日程を設けた集団接

種を終了することも検討しています。

（※6月5日以降の小児接種の予定については、ホームページ・公式LINE等で

お知らせします。）

　小児接種を希望するかたについては、早めに予約をお願いします。

　ファイザー社ワクチンを使用した、12歳から17歳までの

かたの3回目接種を開始しており3回目接種の予約が可能な

かたには、4月中旬から「3回目接種に関する案内」を送付

しています。

　基礎疾患がある方などの「重症化リスクが高いかた」に

ついては、特に接種をおすすめします。

●5月28日（土）　14：30～16：45

接種日程
→（2回目：6月18日（土）14：30～16：45）

●6月4日（土）　14：30～16：45

→（2回目：6月25日（土）14：30～16：45）

接種日時

●5月8日（日）

9：15～15：45

●5月21日（土）

14：15～16：45



現在、犬・猫を飼っている飼い主のかたは、下記の確認をしてください。

環境省のデータベースに登録（努力義務）することと、上牧町に犬の登録（義務）をすることは別となります。
飼い犬の場合、最大で3カ所（民間事業者、環境省、上牧町）の登録となります。（飼い猫は1カ所｟環境省｠）

【手数料について】

※ただし、飼い犬・飼い猫にマイクロチップを装着済みのかたが令和4年5月31日までに右ページの
　「移行サイト」で手続きを行った場合は無料となります。

【令和4年6月1日以降に犬・猫を家族にお迎えされたかた】

令和4年6月1日以降に、ペットショップやブリーダー等の事業者または、環境省のデータベースに
登録されている犬・猫を飼われたかたは、環境省での変更登録が必須となります。

また、別途上牧町で犬の登録や変更手続きをしていただく必要があります 。

料　　　金

3,000円

各事業所へお問い合わせください。

登 録 団 体

上牧町

民間事業者

環境省
※300円

手続きの方法

建設環境課へお越しください。

民間事業所へお問い合わせください。

オンライン申請
（詳しくは右ページのお問い合わせ先へ。）

紙申請（詳しくは右ページのお問い合わせ先へ。） ※1,000円

飼い犬と飼い猫のマイクロチップの装着が義務化されます！

環境省のマイクロチップ登録サイト
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」が

令和4年6月1日から始まります︕

犬や猫のマイクロチップを、既存の民間登録団体
（Fam、JKC、AIPOなど）に登録している飼い主のかたへ

手続きはこちら→
h�ps://www.aipo.jp/transfer

大切な家族であるペットの
ために、手続きは今すぐ︕
環境省のデータベースに登録されるのは
令和4年6月1日となります

両方に
登録すれば
より安心︕

※　本サイトで登録受付後、現在、登録
されている登録団体に、登録があるか
どうかの確認を行います。登録がな
かった場合には、装着・登録が証明で
きないため移行登録はできません。

お問合せ

公益社団法人日本獣医師会
電話 03－6384－5320
メール infomc@nichiju.or.jp

犬や猫のマイクロチップの登録をしている飼い主のかたは、
令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし、

手続きをすれば、無料※ で環境省のデータベースにも登録できます

犬を飼っているかた

上牧町で
犬の登録を
している。

はい

いいえ
役場建設環境課で犬の
登録手続きをしてくだ
さい。

上牧町での手続きは
不要です。はい

いいえ

民間事業者（※）による
マイクロチップを装着し
ている。

右ページの移行サイトで
手続きを行ってください。

右ページ移行サイトでの
手続きは不要です。

猫の登録はありません。

猫を飼っているかた
はい

いいえ

民間事業者（※）による
マイクロチップを装着し
ている。

右ページの移行サイトで
手続きを行ってください。

右ページ移行サイトでの
手続きは不要です。

※「民間事業者」とは、ペットショップやブリーダーのことをいう。
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※「民間事業者」とは、ペットショップやブリーダーのことをいう。
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【交通安全対策事業】
〇歩行者の安全確保のため、町内

の交差点4箇所に車止めを設置
します。（予算額1,485万円）

【地域の安全安心推進事業】
〇「安全安心なまちづくり」の実

現に向けて、町内で交通量が多
い交差点や通学路の危険箇所を
中心に6台の防犯カメラを設置
します。（予算額335万円）

【宅地耐震化推進事業】
〇大規模地震災害に備え、高度経

済成長以降に集中的に整備され
た大規模盛土造成宅地につい
て、奈良県との協働により第2
次スクリーニング計画を作成
し、造成地の安全性を確認しま
す。（予算額270万円）

【子育て世帯への臨時特別給付金
給付事業】
〇所得制限などにより国の給付金

の対象外となった子育て世帯に
対して、児童1人あたり10万円
を支給します。※令和4年3月
31日までに出生した児童が対
象です。（予算額1,806万円）

【住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金給付事業】
〇新型コロナウイルス感染症の影

響が長期化する中で生活・暮ら
しの支援を行うため、住民税非
課税世帯および家計急変世帯に
対して、1世帯あたり10万円を
支給します。※令和4年3月11
日から支給を開始し、令和4年
9月30日まで申請を受け付けて
います。

（予算額3億3,742万円）
【補正予算に関する問合先】
総務部 企画財政課 財政係
TEL 0745－76－2502
mail:seisaku@town.kanmaki.lg.jp

　町役場では、4月1日付で人事異動があり
ました。
課長補佐級以上を掲載します。（　）内は旧職

部長
▶住民生活部長

山下　純司　（総務部理事兼企画財政課長）
▶教育部長

松井　良明　（教育部長兼文化振興課長兼
文化センター館長兼中央公民館長兼図書館長）

理事
▶都市環境部理事

吉川　昭仁　（建設環境課長）

課長
▶企画財政課長

中本　義雄（福祉課長）
▶総務課長

丸橋　秀行（教育総務課長）
▶まちづくり推進課長

金﨑　恭彦（税務課長）
▶建設環境課長

武安　康至（建設環境課長補佐兼係長）
▶住民保険課長

和田　　暁（徴収課長補佐兼係長）
▶税務課長

木下　優子（こども未来課長補佐）

▶徴収課長
山本　敏光（総務課長）

▶福祉課長
俵本　大輔（生き活き対策課長補佐兼係長）

▶教育総務課長
辻村　　純（教育総務課主幹兼係長）

▶社会教育課長
吉川信一郎（まちづくり推進課長補佐兼
係長）

▶文化振興課長兼文化センター館長兼中央公
民館長兼図書館長
野﨑　威志（社会教育課長）

主幹
▶上牧幼稚園長

藤川　規子（上牧幼稚園教頭）

課長補佐
▶企画財政課長補佐兼係長

土井　教晴（企画財政課係長）
▶総務課長補佐兼係長

吉川　貴尋（文化振興課長補佐）
▶まちづくり推進課長補佐兼係長

岡下由美子（まちづくり推進課係長）
▶まちづくり推進課長補佐兼係長

福本　年宏（まちづくり推進課係長）
▶建設環境課長補佐兼係長

佐々木秀寛（建設環境課係長）
▶上下水道課長補佐

牧浦　香織（住民保険課長補佐）
▶住民保険課長補佐

木村　美樹（住民保険課係長）

　町議会1月臨時会及び3月定例会において、可決（承認）されました令和3年度一般会計補正予
算（第10回、第12回）、また令和4年1月26日付けで専決処分しました令和3年度一般会計補正
予算（第11回）について主な事業をお知らせします。

▶住民保険課長補佐
中岡　美鈴（教育総務課長補佐兼係長）

▶税務課長補佐兼係長
勝井　　恵（税務課係長）

▶徴収課長補佐兼係長
細川　夏人（建設環境課係長）

▶福祉課長補佐兼係長
上田　充代（秘書人事課係長）

▶福祉課長補佐兼係長
福井　謙三（福祉課係長）

▶生き活き対策課長補佐兼係長
杉分　　太（税務課長補佐兼係長）

▶生き活き対策課長補佐兼係長
杉田香代子（生き活き対策課係長）

▶こども未来課長補佐兼係長
水本多朱子（こども未来課係長）

▶第1保育所主任
阪田　　奏（第1保育所副主任）

▶会計管理者
松田　志穂（会計課長補佐兼係長）

▶教育総務課長補佐兼係長
萩原由香里（住民保険課長補佐）

▶教育総務課長補佐兼係長
日髙良太郎（企画財政課長補佐兼係長）

▶上牧幼稚園教頭
柏原希美子（上牧幼稚園主任）

▶社会教育課長補佐兼係長
南浦　基量（社会教育課係長）

▶文化振興課長補佐兼係長
藤本香代子（福祉課長補佐兼係長）

町役場人事異動
（4月1日付）

補正予算のお知らせ（第4弾）
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　「同じ所得・同じ世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となる、令和6
年度奈良県保険料統一化に向けて上牧町では、加入者の急激な負担増とならないように段階的に
保険税の見直しを行っています。

　子育て世帯の経済的負担軽減のため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の2分
の1を減額します。申請は不要です。
※未就学児とは年齢が6歳になってから初めて3月31日を迎えるまでのお子さんです。

令和4年度に国民健康保険税の税率を改定します！

令和4年度から未就学児の均等割額を減額します！

国民健康保険税の税率の改定および未就学児の均等割額減額について

医療分 支援分 介護分
所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額

（現行）
令和3年度 8.00% 27,600 18,800 2.27% 7,500 8,200 2.20% 13,000

（改定後）
令和4年度 7.90% 27,300 19,200 2.62% 8,700 8,200 2.62% 15,100

差 －0.10% －300 400 0.35% 1,200 0 0.42% 2,100

令和3年度 令和4年度

87,761円 90,413円

（現行）
令和3年度

（改定後）
令和4年度

医療分 275,200 272,500
支援分 79,900 91,100
介護分 73,700 87,000

保険税合計 428,800 450,600

所得に応じた軽減 均等割額（減額前） 均等割額（減額後）

7割軽減該当世帯 10,800円 5,400円

5割軽減該当世帯 18,000円 9,000円

2割軽減該当世帯 28,800円 14,400円

軽減非該当世帯 36,000円 18,000円

（現行）
令和3年度

（改定後）
令和4年度

医療分 120,800 119,800
支援分 36,000 40,600
介護分 37,700 44,300

保険税合計 194,500 204,700

1人あたりの保険税

（単位：円）

（単位：円）（単位：円）

令和4年度モデルケース
■40歳夫婦2人・10歳子ども1人の世帯
（世帯の所得260万円）

■64歳夫婦2人の世帯
（世帯の所得120万円<2割軽減>）

変更前との差額　　＋21,800円

問合先：住民保険課　保険年金係　TEL 76－2508

一人あたりの均等割軽減額

変更前との差額　　＋10,200円

変更前との差額　　＋2,652円
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軽自動車税の減免について

◎知的障がい者のかたの障がいの区分

療育手帳をお持ちのかた A1（最重度）・　A2（重度）
※ただし、A（重度）と記載されているものも同様とする。

◎精神障がい者のかたの障がいの区分
精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたで
通院医療費の公費負担を受けているかた

1級
（自立支援医療受給者証（精神通院）を受けているかたに限ります）

◎戦傷病者のかたの障がいの区分
減免できる障がいの程度は、税務課までお問い合わせください。戦傷病者手帳をお持ちのかた

【問合先】　税務課　☎76－2509
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請も可能です。その際は、必要書類をそろえて郵送してください。

　歩行が困難な障がい者等が所有する車両で、日常生活を送るのに欠かせない「生活手段」となっている軽自動
車等の税を減免する制度が設けられています。
　軽自動車の所有者本人が障害認定を受けておられる場合のほかに、18歳未満の身体障がい者、または精神・
知的障がい者と生計が同一であるかたが所有されている軽自動車も減免が適用されます。
　減免の適用を希望されるかたは、5月11日（水）から5月31日（火）までに税務課で申請してください。
　※申請期限が過ぎてからの受付はできませんので、ご注意ください。
【申請に必要なもの】
①運転免許証　②減免を受けようとする軽自動車の車検証　③印鑑　④個人番号通知カード又は個人番号カード
⑤次のうちのア～エのいずれか一点
ア．身体障害者手帳　イ．精神障害者保健福祉手帳及び、自立支援医療受給者証(精神通院)　
ウ．療育手帳　エ．戦傷病者手帳
※減免できるのは、お一人一台となります。（普通自動車で減免申請を受けておられるかたは申請できません）

身体障がい者（身体障害者手帳の交付を受けている
かた）の障がいの区分

音声機能障がい（咽頭摘出による音声機能障がいが
ある場合に限る）

乳幼児期以前の非進行性脳病変に
よる運動機能障がい

視覚障がい

聴覚障がい

平衡機能障がい

上肢不自由

下肢不自由

体幹不自由

心臓機能障がい

腎臓機能障がい

呼吸器機能障がい

ぼうこうまたは直腸の機能障がい

小腸機能障がい

肝臓機能障がい

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

上肢機能

下肢機能

障がいの級別

1級～4級

2級～3級

3級

1級・2級

1級～6級

1級～3級・5級

1級・2級

1級～6級

1級・3級

1級・3級

1級・3級

1級・3級

1級・3級

1級～3級

1級～3級

3級

本人の運転

1級・2級

1級～3級

1級～3級

1級・2級

1級～3級

1級・3級

1級・3級

1級・3級

1級・3級

1級・3級

1級～3級

1級～3級

1級～4級

2級～3級

3級

－

生計同一の家族運転

1級・2級

1級～3級

1級～3級

1級・2級

1級～3級

1級・3級

1級・3級

1級・3級

1級・3級

1級・3級

1級～3級

1級～3級

1級～4級

2級～3級

3級

－

常時介護者の運転

※2つ以上の部位に障がいがある場合は、いずれかの部位の障がいが「減免できる範囲」の級別に該当している
ことが必要です。
※同一の部位に重複して障がいがある場合は、手帳交付先の奈良県障害福祉課でその部位の合計した等級を確認
してください。
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　2022（令和4）年度分の
納税通知書については、固定
資産税・軽自動車税（種別割）・
個人住民税（特別徴収）は5
月10日（火）、個人住民税（普
通徴収）は6月10日（金）の
発送予定です。
▶問合先　税務課
TEL 76－2509

納税通知書の発送について

　新町地区、下牧地区、南上
牧地区、松里園地区にて実施
しておりました出張徴収に
ついて、利用者数減少に伴い、
令和4年度より廃止します。
▶問合先　徴収課
TEL 76－2511

固定資産税・軽自動車税の
出張徴収を廃止します

▶とき　5月8日（日）
※新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、完全予約制で
実施させていただきます。ご
希望のかたは、事前に電話予
約をお願いします。ご希望に
沿えない場合がございます
が、ご了承ください。
▶問合先　住民保険課
TEL 76－2508

個人番号（マイナンバー）
カードの5月土・日・

休日交付について

▶とき　5月22日（日）
（雨天中止）
選手集合　午前8時
試合開始　午前9時
▶ところ　健民グラウンド・
上牧中学校グラウンド
▶対象者　町内在住および在
勤の高校生以上の男女のかた。
スポーツクラブ登録チーム。
▶参加資格　参加チームは、
監督・コーチ・選手合わせて
20名以内とする。
女子の部は、1チーム以下の
参加の場合は、中止とします。
▶申込期間　5月6日（金）
から13日（金）まで
▶間合先
社会教育課　スポーツ振興係

（第一町民体育館内・月曜休
館日）
TEL 0745－78－0118
※新型コロナウイルス感染

拡大防止に伴い、開会式は
中止します。なお、新型コ
ロナウイルス感染症の状況
により中止する場合があり
ます。

2022町長杯
ソフトボール大会について

特定健診を受けましょう

　生活習慣病は自覚症状がな
く進行します。予防するには、
健康管理が決め手です。
　年に1回は健診を受けて、
自分の健康状態を知る機会を
作りましょう。
▶対象者　40歳以上の国民
健康保険加入者のかたと後期
高齢者医療保険加入者のかた
▶費用　国民健康保険加入者：
無料（結果通知送付時にクオ
カードを贈呈します。）
後期高齡者医療保険加入者：
500円
▶内容　問診、身体計測、BMI

（肥満度）、腹囲（40～74歳
のかた）、検尿（糖・蛋白）、
血圧測定、血液検査（脂質・
血糖・肝機能・腎機能・貧血）、
心電図検査、医師による内科
診察
▶受診期間
受診券が届いたとき（5月中
旬）から翌年1月末まで
▶受診方法
個別健診：奈良県内の登録医
療機関で受診できます。
集団健診：2000年会館

（上牧町保健福祉センター）
一部実施場所が変更になる可
能性があります。
※詳細については、受診券送

付時のパンフレットをご覧
ください。
▶事業主健診や病院などで受
診されているかたへ
　国民健康保険加人者（40
歳以上）のかたで、健診結果

（令和4年4月～翌年3月末受
診分）を提供していただいた
かたにはクオカードを贈呈し

　上牧町議会第2回臨時会は、
5月11日（水）の午前10時か
ら開催される予定です。
　議会運営委員会は、5月9
日（月）午前10時の開催予
定です。
▶問合先　議会事務局
TEL 0745－76－2538

・お知らせ・

上牧町議会第2回臨時会は
5月11日開催予定
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ます。（ただし、特定健診の
項目と同様の結果がある場合
に限ります。）
　特定保健指導が必要となっ
た場合は、食事や運動面の改善
ができるようお手伝いします。
▶問合先
住民保険課　保険年金係
TEL 76－2508

認知症相談のお知らせ

　ご自身やご家族等のことで
「物忘れが増えた」「忘れ物や
物をなくすことが増えた」「以
前はできた料理や買い物に手
間取る」などのお悩みはあり
ませんか？以前とは様子がち
がうなど些細な変化に気づい
たら、一人で悩まずに相談す
ることが重要です。
　上牧町では月1回、認知症
の専門家が様々なご相談に対
応しています。また、物忘れ
の状態を簡単にチェックでき
る機械も用意しておりますの
で、ぜひお気軽にご相談くだ
さい。
▶とき
令和4年5月24日（火）　
①13時30分～14時30分
②14時30分～15時30分
※予約制
▶ところ　2000年会館内
▶問合先・予約先
生き活き対策課　地域包括ケ
ア推進係（2000年会館内）　
TEL 79－2020

個別胃内視鏡検査・乳がん・子宮頸がん検診のお知らせ

実施期間
胃内視鏡検査	 　　　　　令和4年5月～令和5年1月末まで
乳がん・子宮頸がん検診　令和4年5月～令和5年2月末まで
受診方法：問診票を生き活き対策課で受け取り、実施医療機関を確認

のうえ、予約をしてから受診してください。（乳がん・子宮頸がん検
診は、片岡台出張所での発行も可能です）

※生活保護世帯のかたの費用は無料です。事前に生き活き対策課で申
請してください。
問合先：生き活き対策課（79－2020）

胃内視鏡検査
対象：50歳以上のかた（2年に1回）
※令和3年度に町の胃内視鏡検査・令和4年度に集団胃がん検診を受診

されたかたは受診できません。
内容：胃カメラによる検査
費用：3,500円

乳がん検診
対象：1．40歳以上で誕生の年が西暦偶数年のかた（昭和奇数年）

2．無料クーポン対象者（対象のかたには5月上旬に個別送付します） 
内容：マンモグラフィ
費用：2,000円（75歳以上のかたは　1,000円）

子宮頸がん検診
対象：1．20歳以上で誕生の年が西暦偶数年のかた（昭和奇数年、平成偶数年）

2．無料クーポン対象者（対象のかたには5月上旬に個別送付します） 
内容：子宮頸部の細胞診
費用：2,000円（75歳以上のかたは　1,000円）

胃内視鏡検査実施医療機関

乳がん検診実施医療機関

子宮頸がん検診実施医療機関

医療機関名 住所 電話番号
国保中央病院 田原本町大字宮古404－1 0744－32－8800
まつおかクリニック　内視鏡検査・
CT検査クリニック

王寺町王寺2－9－15ル・
カーラ3階

33－1500

ヤマト健診クリニック 王寺町久度4－5－27 32－8620

医療機関名 住所 電話番号
服部記念病院 上牧4244 77－1333
ヤマト健診クリニック 王寺町久度4－5－27 32－8620
平成記念病院 橿原市四条町827 0744－29－3300
国保中央病院 田原本町大字宮古404－1 0744－32－8800
大和高田市立病院 大和高田市磯野北町1－1 53－2901
三恵クリニック 広陵町寺戸621－1 56－6701

医療機関名 住所 電話番号
服部記念病院 上牧4244 77－1333
ヤマト健診クリニック 王寺町久度4－5－27 32－8620
国保中央病院 田原本町大字宮古404－1 0744－32－8800
大和高田市立病院 大和高田市磯野北町1－1 53－2901
三恵クリニック 広陵町寺戸621－1 56－6701

※子宮頸がん検診は、その他県内の指定医療機関でも受けられます。詳し
くはホームページまたは生き活き対策課までお問い合わせください。

18



今年度も歴史を学ぶ講座を開講します。
「上牧町ゆかりの飛鳥時代の人々」について2名の講師による講座を開講します。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止する場合があります。
※その他諸事情により日程・場所などを変更する場合があります。
▶講師…金井貴一さん（作家・元放送作家）、関川尚功さん（上牧町教育委員会　文化財専門員） 
▶場所…上牧町役場　庁舎西館3階　集会室      
▶対象…町内在住・在勤の18歳以上のかた      
▶定員…各コース40名（申込順・登録制）      
▶申込方法…5月19日（木）から31日（火）までの平日午前8時30分から午後5時15分までに

社会教育課　生涯学習推進係窓口又は電話・FAXにてお申し込みください。 
FAXでのお申し込みの場合、コース・名前・住所・連絡先・生年月日を必ず記入の上、
送信してください。      

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各回 同内容の講座を2回実施します。
　一人につき①木曜コース②金曜コースのどちらかの1コースを選択してください。
　なお、申し込み後のコース変更はできませんのでご了承ください。    
▶問合先…社会教育課　TEL 76－2532　FAX 76－1199      

内　容 講　師 ①木曜コース ②金曜コース
第1回 上牧町の文化財について 関川 6月23日 14:00～15:30 6月24日 10:00～11:30

第2回 推理で探る押坂彦人皇子
の素顔 金井 7月21日 14:00～15:30 7月22日 10:00～11:30

第3回 仏教伝来と敏達天皇 関川 8月25日 14:00～15:30 8月26日 10:00～11:30
第4回 悲劇の女性　宝皇女の素顔 金井 9月29日 14:00～15:30 9月30日 10:00～11:30
第5回 斉明天皇の飛鳥 関川 10月20日 14:00～15:30 10月21日 10:00～11:30
第6回 現地見学 関川 11月（未定）　場所　未定
第7回 中大兄皇子の隠された素顔 金井 12月22日 14:00～15:30 12月23日 10:00～11:30
第8回 中大兄皇子と川原寺 関川 1月26日 14:00～15:30 1月27日 10:00～11:30

第9回 波乱を生きた高市皇子と
長屋王の素顔 金井 2月16日 14:00～15:30 2月17日 10:00～11:30

第10回 壬申の乱と高市皇子 関川 3月23日 14:00～15:30 3月24日 10:00～11:30

令和4年度　歴史を学ぶ講座（全10回）を開講します

広告 広告

TEL 0745-78-0280 お気軽にお問い合わせください

住所 〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町上牧2174-2

• 日帰り白内障手術
• 低侵襲緑内障手術

地域の皆さまの「眼の健康」を守ります

HP Web予約

眼科専門医 医学博士 院長 岡本全弘

電話予約

Nishiyamato eye clinic
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　西和警察署及び奈良県交通
安全協会西和支部では、優良
運転者などを選考し、秋の交
通安全県民運動期間中に表彰
します。
▶受付期間　5月9日（月）か
ら5月31日（火）まで（土日
祝日を除く）
▶受付時間　8時30分から
12時／13時から17時
▶受付場所　奈良県交通安全
協会西和支部（西和警察署内）
▶表彰を受けられる資格
・西和警察署管内に住所を有

する運転免許保有者である
こと

・自動車及び原動機付自転車
の運転を継続して行ってい
ること
▶表彰の種別・基準
①ベストドライバー顕彰
・上級顕彰受賞後1年以上経

過し、10年以上無事故・
無違反であること

・運転免許の効力の停止処分
を受けたことがないこと

②その他
　緑十字銅章及び近畿交通栄
誉章については、お問い合わ
せください。
▶申請手続
　所定の申請書（協会窓口に
あります）に記入して、申請
日から1か月以内に自動車安
全運転センターが発行した無
事故・無違反証明書、運転免
許証のコピーを添えて、西和
警察署へ申請してください。
※表彰人数には制限があります。

　人権擁護委員は、人権擁護
委員法に基づいて、人権相談
を受けたり人権の考えを広め
たりする活動をしている民間
の方々で、様々な分野の人た
ちが人権思想を広め、地域の
中で人権が侵害されないよう
に配慮して、人権を擁護して
いくことが望ましいという考
えから設けられた制度です。
　人権擁護委員は無報酬です
が、現在約14,000人が法務
大臣から委嘱され、全国の各
市区町村に配置されて、積極
的な人権擁護活動を行ってい
ます。
　人権擁護委員が組織する全
国人権擁護委員連合会では、
人権擁護委員法が施行された
6月1日を「人権擁護委員の
日」と定め、人権擁護委員が
国民の皆さんの相談に応じる
存在として各市町村に配置さ
れていることを伝えるととも
に、その活動の一環として「全
国一斉特設人権相談所」を開
設します。
▶とき　6月1日（水）午前
10時から午後4時まで
▶ところ　上牧町役場3階・
第5会議室
▶相談員　人権擁護委員
▶内容　人権問題全般
▶問合先　社会教育課
TEL 役場内線255番
▶法務局における常設相談所　
TEL 0570－003－110

▶助成対象者
おたふくかぜ1回分：生後12
か月から小学校就学前の幼
児：上限3,000円を助成
成人風しん：①19歳以上で
妊娠予定の女性
②妊娠している女性の配偶者
および同居家族：上限4,000
円（風しん単独）または上限
6,000円（麻しん風しん混合）
を助成　
生活保護世帯のかたは、
9,000円上限
▶申請方法
　医療機関で接種後、翌月の
5日までに生き活き対策課⑤
番窓口へ下記の必要書類を持
参して申請してください。
⑴ワクチン接種の費用を支払っ

たことを証する領収書原本
（被接種者氏名、接種年月日、
ワクチン名、領収金額、接種
医療機関名が記載された領収
印があるもの）

⑵乳幼児または成人風しん②
番のかたは、母子健康手帳

⑶通帳の写し（口座名義人・
振込先が分かるページ）※
乳幼児の場合は保護者名義
のもの

⑷印鑑（朱肉で押印するタイ
プのもの）

⑸健康保険証などの名前、住
所、生年月日が確認できる
もの
▶問合先　生き活き対策課

（⑤番窓口もしくは
　TEL 0745－79－2020）

西和警察署、奈良県交通安全
協会西和支部協会
TEL 0745－72－0110

・お知らせ・

優良運転者等表彰申請の
お知らせ

「全国一斉特設人権相談所」
を開設します

おたふくかぜ、成人風しん
ワクチン接種費用の一部

助成しています
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　地震から家族と財産を守る
には、強い我が家にすること
が不可欠で、その第一歩が我
が家の健康診断ともいえる

「耐震診断」です。
　町では、木造住宅の耐震化
を図り、地震による住宅の倒
壊の被害から住民の生命・財
産を守り、災害に強いまちづ
くりを推進することを目的と
して、「耐震診断」を無料で
実施します。
▶対象となる住宅（次のすべ
てを満たすものが対象）
・昭和56年5月31日以前に

着工された木造住宅
・延べ床面積が二百五十平方

メートル以下のもの
・二階建以下もの（地階を

除く）
▶募集期間
令和4年5月2日（月）から
令和4年10月31日（月）まで
▶申込み方法
　申請用紙に必要書類を添え
て、まちづくり推進課窓口へ
持参、郵送のいずれかでご申
請ください。申請用紙は、上
牧町役場2階まちづくり推進
課窓口に備え付けています。
町ホームページからダウン
ロードできます。（窓口持参
は、土日祝日を除きます）
▶問合先　
〒639－0293
上牧町大字上牧3350番地　
まちづくり推進課
TEL 76－2503　
役場内線216番

　この事業は、地震に強い安
心で安全なまちづくりを目指
すために、昭和56年5月31
日以前に着工された木造住宅
を一定の耐震基準に適合する
ように「耐震改修工事」を行
われる方に対して、費用の一
部を補助するものです。
▶対象となる住宅（次のすべ
てを満たすものが対象）
・昭和56年5月31日以前に

着工された木造住宅
・在来軸組工法、伝統的工法及

び枠組み壁工法で建築され
た木造住宅であって、地階を
除く階数が3階以下の住宅

・50万円以上の耐震改修工
事費で、耐震診断結果の構
造評点1.0未満と診断され
た住宅を1.0以上とする耐
震改修工事、または、構造
評点0.7未満と診断された
住宅を0.7以上とする耐震
改修工事
▶対象者
・当該住宅の所有者
・町税を滞納していない者
・補助金交付決定後に工事契

約し、原則として翌年2月
中に工事を完了できるかた
▶補助金額
　補助金の額は、耐震改修工
事に23％を乗じて得た額（補
助額が、20万円に満たない
場合は20万円）で、50万円
を最高限度額とします。
※耐震改修工事に付随しない模

様替えなどの改装費や設備工
事費、調査費、耐震診断費、
設計費、申請書類などの作成
費用、その他直接耐震改修工

事の施工以外のものは補助の
対象になりません。

▶募集期間
令和4年5月2日（月）から 
令和4年11月30日（水）まで
▶申込み方法
　事前にまちづくり推進課の
窓口にてご相談下さい。対象
住宅かどうか確認後の申請に
なります。（相談日は、土日
祝日を除きます）
　申請用紙は、上牧町役場2
階まちづくり推進課窓口に備
え付けています。町ホームペー
ジよりダウンロードできます。
▶問合先
〒639－0293
上牧町大字上牧3350番地　
まちづくり推進課
TEL 76－2503
役場内線216番

　地震などの自然災害や老朽
化に伴うブロック塀等の倒壊
等による被害の軽減を図り、
道路利用者の安全確保等に資
するため、ブロック塀等の撤
去工事を行う方に対して、費
用の一部を補助します。
▶対象となるブロック塀等
（次のすべてを満たすものが対象）
・道路の接地面からブロック

塀等の部分の頂部までの高
さが60cmを超えるもの

・下図に示すとおり、ブロッ
ク塀等の高さが道路境界ま
での水平距離より高いもの

・避難路に面する部分
※避難路…住宅や事業所等か

ら避難所や避難地等へ至る
私道を除く経路

・お知らせ・

既存木造住宅耐震診断
支援について

既存木造住宅耐震改修
補助について

ブロック塀等の撤去工事
補助について
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▶対象者
・町税を滞納していないこと。
・所有者が複数の場合は、申

請者以外の所有者の同意を
得ること。

・当該ブロック塀等が設置さ
れている敷地で、既に同様
な補助金の交付を受けてい
ないこと。
▶補助金額　ブロック塀等の
撤去工事費の2分の1以内で
上限10万円を補助します。
▶募集期間　令和4年5月2日

（月）から 令和4年12月23
日（金）まで
▶申込み方法
　事前にまちづくり推進課の
窓口にてご相談下さい。対象
となるか確認後の申請になり
ます。（相談日は、土日祝日
を除きます）
　申請用紙は、上牧町役場2
階まちづくり推進課窓口に備
え付けています。町ホームペー
ジよりダウンロードできます。
※注意事項
・ブロック塀等の撤去工事に

着手する前に上牧町に補助
申請を行い、町からの補助
金交付決定を受けて頂かな
いと補助対象となりません。

▶問合先
〒639－0293
上牧町大字上牧3350番地　
まちづくり推進課
TEL 76－2503
役場内線216番

　5月は、固定資産税（第1
期）と軽自動車税（全期）の
納付月です。納期限は5月31
日（火）です。
★町税などの納付について
　町税や保険料などの納付は、
みなさん自身が自主的に納期
限までに納付する「自主納付」
が基本です。納付には、納付
書により納付場所（納付書に
記載）で納める方法と、口座
振替による納付があります。
　納め忘れた町税や保険料な
どには、納期限を過ぎると督
促手数料や延滞金が加算され
ます。納め忘れのない口座振
替をお薦めします。
　また、仕事の都合や家庭の
事情などで納期限までに納付
できない場合は、早めに相談
にお越しください。
★納付は便利な口座振替で！
▶申込み方法
　申込書、通帳、届出印鑑を
持参のうえ、金融機関の窓口
で手続きをしてください。
　申込書は徴収課、片岡台出
張所、町内の金融機関に備え
付けています。
※手続き完了まで3週間以上

必要な場合があります。
※振替日　各納期限月の月末
（末日が　休日・祝祭日の
場合は、翌月営業日）
★納付は便利なスマートフォ
ンアプリで！
　スマートフォンアプリを利
用して、各種町税などの納付
がいつでもどこでも手軽にで
きます。詳細については、町
ホームページをご覧ください。

町税や保険料などの
納め忘れはありませんか

★督促手数料について
　督促状を発送すると、本税
とは別に、1期につき100円
の督促手数料を加算します。
督促を受けると余分な手数料
が発生しますので、必ず納付
期限内に納付してください。
★納付が困難なかたについて
　病気、怪我などで納付に行
くことが難しい、高齢で外出
することに不安があるかたな
どはご相談ください。精査の
うえ、個別徴収（訪問徴収）
をさせていただきます。
★納付相談について（時間外）　
　開庁時間内（午前8時30分
から午後5時15分）に納付相
談に来られないかたに対応す
るため、毎週金曜日（祝日は
除く）の午後5時15分から8時
まで納付相談を行います。ご
希望のかたは必ず、事前に徴
収課まで電話予約をお願いし
ます。
▶問合先　徴収課
TEL 76－2511

　身体や知的に障がいのある
かたの更生援護の相談に応じ
て、必要な助言をします。お
気軽にご相談ください。
●身体障がい者相談員
・中野和代さん　松里園3丁目13－13
TEL 76－6501
・家弓惠子さん　服部台1丁目3－34
TEL 090－6671－1131
●知的障がい者相談員
・竹原金子さん　松里園1丁目3－16
TEL 78－8735
▶問合先　福祉課
TEL 43－5031　FAX 76－1196

身体・知的障がい者
相談員の紹介
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　全国的な少子化に伴い、本町においても子どもの
数は年々減少しており、町内各小・中学校の児童・
生徒数も減少傾向にあります。また、それに伴って
学級数も減少しており、学校の小規模化が進んでい
ます。
　学校の小規模化により、
●児童・生徒が多様な考えに触れる機会が減少する
●運動会や体育大会等の学校行事が小規模化する
●児童・生徒間や保護者間で起こった人間関係上の

トラブルに対し、クラス替え等による物理的な解
消ができない

などの問題が懸念されています。
　特に中学校においては、
●生徒数が少ないことで、部活動の選択肢が限定される
●教員定数の関係から、円滑な学校運営に必要な教

員数が確保できない
などの問題がすでに発現しています。
　これらを踏まえ、本町では、令和2年10月に上牧
町学校適正化協議会を設置し、諸課題の緩和・解消
はもとより、児童・生徒一人ひとりが能力・学力を
伸ばすことができる教育体制・教育環境を整備する
ため、本町における今後の学校のあり方に関する基
本方針としての「上牧町学校適正化基本計画」の策
定に向け、計12回にわたる会議において協議・検討
を重ねてきました。
　会議を進めるなかで、令和3年6月には、小・中学
校に在学する児童・生徒の保護者のかたや、未就学
児がいる世帯、無作為に抽出した世帯に対してアン
ケート調査を実施し、学校の規模や通学などに関す
る皆さんのお考えを伺い、協議会で検討するに当たっ
ての基礎資料として活用させていただきました。
　また、これらの調査結果や人口動向等をもとに協
議を重ねた結果、「上牧町学校適正化基本計画（素案）」
が協議会にて取りまとめられ、令和4年1月から2月

　本町では、提言された「上牧町学校適正化基本計
画(案)」に基づき、上牧町教育委員会会議での審議
等を経て、このたび、「上牧町学校適正化基本計画」
を策定しました。
　今後は、本計画に基づき、町民の皆さんへの説明
会等も適時行いながら、子どもたちが伸び伸びと過
ごせる、また、保護者の皆さんが安心できる学校教
育環境の整備・充実に努めていきます。
※「上牧町学校適正化基本計画」は、次の場所でご

覧いただけます。
〇上牧町ホームページ
〇役場本庁１階(総合案内窓口)
〇役場西館１階(教育総務課)
〇保健福祉センター(2000年会館) ※ロビー
〇片岡台出張所
〇中央公民館 ※事務所前
〇図書館
▶問合先
教育総務課　学校適正化係　
TEL 0745－76－2528（ダイヤルイン）

にかけてパブリックコメントを実施し、17件の貴
重なご意見をお寄せいただきました。
　こうした経緯を経て、「上牧町学校適正化基本計画

（案）」が協議会にて取りまとめられ、令和4年3月に
上牧町及び上牧町教育委員会に提言されました。

「上牧町学校適正化基本計画」を策定しました

上牧町長、上牧町教育委員会教育長に
「上牧町学校適正化基本計画（案）」を手渡す会長の根田克彦さん（左端）

写真左から、板橋副会長、牧浦副会長、根田会長、松浦教育長、今中町長

必要だと思う

どちらかというと必要だと思う

どちらかというと必要ないと思う
必要ないと思う
無回答

★質問の一部を抜粋

本町には現在、小学校が3校と中学校が2校ありますが、少子化
の現状を見据え、近い将来、小中学校の統廃合等は必要だと思
いますか。

0% 50% 100%

30.1% 42.3% 14.7% 11.4%

23.4% 37.7% 19.1% 61 .6%

1.5%

3.2%

30.1% 42.3% 14.7% 11.4%

23.4% 37.7% 19.1% 61 .6%

1.5%

3.2%
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　「上牧町学校適正化基本計
画」に基づいて「上牧町学校
統合準備委員会」を設置し、
円滑な統廃合等の実施に向け
た個別具体的な検討を進める
に当たり、当該委員会の委員
を募集します。
募集内容
▶募集人数　4名
▶応募資格　町内在住のかた
▶委員任期　2年以内
▶応募期間　令和4年5月2日

（月）から5月31日（火）まで
消印有効
▶応募方法　所定の応募用紙
に必要事項を記入し、教育総
務課へ直接持参、郵送又は
メールのいずれかの方法で応
募してください。
※応募用紙は、教育総務課窓

口、片岡台出張所に備え付
けています。また、町ホー
ムページからダウンロード
できます。
▶問合先・予約先
教育総務課　学校適正化係　
TEL 0745－76－2528
kyousou@town.kanmaki.lg.jp

上牧町学校統合準備委員会
委員を募集します

　経験不問！舞台に立って
みたい！おしばい、歌、ダン
ス何かひとつでも好きなか
た！まずは劇団のベテラン
講師によるダンス教室（ジャ
ズダンス）を体験してみま
せんか？

　2022年11月6日（日）上
牧町町制施行50周年記念劇
団ペガサス特別公演をペガ
サスホールにて予定してい
ます。上牧町50周年を祝い
たいという気持ちをミュージ
カルで一緒に表現してみま
せんか？
▶とき　6月19日（日）・
6月26日（日）午後2時45分
から午後4時まで
▶ところ　ペガサスホール　
小ホール
▶対象者　小学生以上（小学
生のかたは、保護者同伴でお
願いします）
▶持ち物
運動できる服・体育館シュー
ズ・タオル・飲料水・マスク
▶申込期間　5月3日（火）
から5月24日（火）までにペ
ガサスホール事務所へお申し
込みください。
※電話での申込可
▶感染症対策
　ダンス教室当日は、マスク
の着用・自宅での検温・発熱
や風邪の症状がある場合の参
加の見合わせ等、感染防止に
ご協力ください。
▶講師　美影ひとみ先生
OSK日本歌劇団出身。男役
として主演作品に出演。退団
後タレントスクール、近鉄文
化サロン講師、振付師、劇団
ペガサス講師、「京都南座」「大
丸心斎橋劇場」「梅田ロイヤ
ルホース」「茨木グリル」 等
で歌のLIVEにも出演。
▶問合先　ペガサスホール事
務所（午前9時から午後5時
まで・月曜休館日）
TEL 78－9900

　上牧町ダンススクールの参
加者を募集します。専門のイ
ンストラクターによる楽しい
ヒップホップダンスレッスン
です。
▶とき　7月から10月までの
指定された日の9時から10時
30分まで

（計10回　スクール開催予定
日は申込時にお渡しする要綱
に記載）
▶募集人数　先着20名
▶募集資格
町内在住の小学生
▶ところ　ペガサスホール　
小ホール
▶持ち物　運動のできる服
装・タオル・飲料水・体育館
シューズ
▶保険料　800円（自己負担）
▶申込期間　5月10日（火）
から5月31日（火）までにペ
ガサスホール事務所へお申込
みください。ホームページか
ら「参加申込書」をダウンロー
ドできます。
※応募用紙は、返却しません。
▶感染症対策
※スクールに参加されるかた

は、マスクの着用・当日、
自宅での検温・発熱や風邪
の症状がある場合の参加の
見合わせなど、感染防止に
ご協力をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大
状況によりスクールの開催
を中止する場合があります。
▶問合先　上牧町ペガサス
ホール事務所及び中央公民館
事務所（午前9時から午後5
時まで・月曜休館日）

・募　集・

劇団ダンス教室開催

ダンスで輝いて
みませんか?
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※新型コロナウイルス感染拡
大状況により研修の開催を
中止する場合があります。
▶問合先　ペガサスホールボ
ランティアスタッフの会
上牧町ペガサスホール事務所

（午前9時から午後5時まで・月
曜休館日）
〒639－0214　上牧町大字
上牧3241番地　
TEL 78－9900

高齢者・婦人学級生募集

▶ところ　上牧町役場　庁舎
西館3階　集会室
▶定員　各学級60名（申込順）
▶申込先　
社会教育課　生涯学習推進係

（電話・FAX受付可）
▶申込期間　5月9日（月）
から16日（月）まで
▶費用　授業料などの直接的
な費用は不要ですが、教材実
習の材料費や社会見学での昼
食代・見学代・バス利用代を
負担していただきます。
※新型コロナウイルス感染状

況により中止する場合があ
ります。　

　その他諸事情により日程・
場所などを変更する場合があ
ります。ご了承下さい。
▶問合先　社会教育課
TEL 76－2532
役場内線257・253番
FAX 76－1199

　生涯学習事業として高齢者
学級と婦人学級を開催します。
　町内にお住まいのかたなら
参加していただけます。
★高齢者（やよい）学級
　町内にお住まいの60歳以
上が対象です。高齢者が地域
社会にどのような役割をもっ
て参加するのかを中心に、健
康で生きがいのある人生をめ
ざした学習を行います。
★婦人（さゆり）学級
　町内にお住まいの20歳以
上の女性が対象です。女性が
もつ様々な生活上の問題点に
ついて学習を行います。
▶学習内容　講演会・人権学
習・社会見学・教材実習・体
験講座など
※令和3年度実績
健康教室・音楽鑑賞会・フラ
ワーアレンジメント教室・映
画鑑賞会・絵手紙教室ほか
▶とき　6月から毎月1回開
催予定
高齢者（やよい）学級 基本
第2火曜日
婦人（さゆり）学級 基本第1
月曜日

TEL 78－9900
TEL 76－3610

　文化活動の拠点であるペガ
サスホールにおいて、利用者
と共に舞台製作に携わってい
ただけるボランティアステー
ジスタッフ（舞台・照明・音
響）を募集します。 実際の
活動に参加される前に、舞台
専門員による養成研修に参加
していただきます。
▶活動内容　ペガサスホール
の舞台で行われる催し物への
音響、照明、舞台道具による
作業。（実際の活動時は、若
千の謝礼があります。）
▶募集人数　3名（応募多数
の場合は抽選）
▶募集資格　19才以上
催し物の裏方に興味があり、
機械操作などを得意とする方。
▶研修期間　7月から3月ま
で約10回程度。

（各回無料）1回約2時間程度
受講していただきます。
▶申込期間
5月11日（水）から5月31日

（火）までにペガサスホール
事務所へお申込みください。
町ホームページから「応募用紙」
をダウンロードもできます。
※応募用紙は、返却しません。
※郵送での申込可
▶感染症対策
※研修を受講されるかたは、

マスクの着用・当日、自宅
での検温・発熱や風邪の
症状がある場合の参加の
見合わせなど、感染防止に
ご協力をお願いします。

ペガサスホールボランティア
ステージスタッフの募集
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NO.24

特定非営利活動法人かんまきマリッジサポート・赤い糸　眞　柴　淳　彦

　私たち「かんまき未来創造マリッジサポーター」15名は、このほど法人として活動を
スタートするため、設立総会を開いてメンバーの法人設立意思や今後の活動内容を確認し
合い、4月からNPO法人として、より積極的に上牧町の結婚支援事業のお手伝いをする
ことになりました。
　法人の名称は「特定非営利活動法人かんまきマリッジサポート・赤い糸」です。
　私たちの主な活動は、結婚を希望する方のお話を伺いアドバイスをさせていただく結婚
相談、出会いの場を提供するマッチングイベント、カップル誕生後ゴールインに向けての
サポート支援ですが、これらの三つを活動の柱にして上牧町と連携を図りながら進めてま
いります。
　メンバーは活動が楽しい、地域に貢献したいとの思いで活動をおこなっております。出
会いの場がない、結婚に不安を感じておられるなど、お悩みのかたはぜひ「赤い糸」にご
相談ください。
　そのほか結婚・出産・家庭の慶事など、愛のモニュメントとして2000年会館敷地内に
ある鐘の再生作業も行っています。フォトスポットとしてご利用ください。
　赤い糸へのお問合せは　kanmaki.fcs@gmail.com　へご連絡ください。お待ちしてい
ます。
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＊乳幼児健康診査＊
ところ：保健福祉センター（2000年会館）集団検診室

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、時間を調整し、個別通知します。なお、新型コロナウイルス感染症の状況
　によっては、日時が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

☆新型コロナウイルス感染状況により、
　内容が変更になる場合があります。
　ご了承ください。体温測定・マスク
　着用のうえ、お越しください。

［教室に参加された方の感想］
　・サプリ等ではなく、食材から栄養をとることの大切さがわかった。
　・分娩の話を聞いてイメージをもつことができた。
　・教室に参加するたびに、こどもが生まれるという実感がわいてきた。

と　き 受付時間対象者

個別通知します。

個別通知します。

令和4年1月生まれ

令和3年7月生まれ

個別通知します。平成30年10月11月生まれ

5月13日（金）午後

5月19日（木）午後

3か月児健康診査

3歳児健康診査

10か月児健康診査

と　き 受付時間 受付時間

【内　容】身体計測・育児・離乳食・栄養相談
【持参品】母子健康手帳、バスタオル
お子様と保護者のかたの体温測定・マスク着用（2歳
未満のお子様のマスク着用は保護者の判断でお願いし
ます。）のうえ、お越しください。

9：00～

11：30

対象者

乳幼児
（0歳～就学前
　までのお子さん）
　と保護者

5月10日（火）

5月27日（金）

☆【要予約】
　 乳幼児相談
　　（無料）

問合先：生き活き対策課　☎79－2020

＊相談事業＊　
保健福祉センター（2000年会館）

☆新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

と　き 対象者受付時間

【場所】保健福祉センター（2000年会館）
　糖尿病・高血圧・高脂血症・禁煙・生活習慣を改善
　したいなど、何でもお気軽にご相談ください。

9：00～12：005月24日（火）☆【要予約】
　 成人健康相談

問合先：生き活き対策課　☎79－2020

＊乳幼児相談＊　
保健福祉センター（2000年会館内）集団検診室

☆新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

問合先：こども未来課　☎43－5034

＊プレパパママ教室＊　
保健福祉センター（2000年会館内）集団検診室

と　き 対象者受付時間 対象者

・分娩の経過と呼吸法
・母乳育児について
・妊娠中によいお食事の話　他
【申込方法】こども未来課窓口または電話でお申込みください。
【持　参　品】母子健康手帳・筆記用具

9：30～

11：30

妊婦さんと
パートナー5月26日（木）

☆【要予約】
　 プレパパママ教室
　　　　　（無料）

問合先：こども未来課　☎43－5034

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所者の重複を避ける目的で、妊娠届（母子健康手帳の交付）を予約制にしています。
問合先：こども未来課　TEL 43－5034

＊妊娠届の予約制について

＊プレイルーム利用日について
平日の午前9時から午後4時45分まで利用できます（12時～13時は消毒のため利用できません）。
利用人数制限（10名以内）を設けています。
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コロナ禍における健康管理について

１．感染の不安から、受診を控えていませんか？

２．お口の健康管理はできていますか？

　新型コロナウイルスの感染拡大に対し、WHO＝世界保健機関が緊急事態宣言を出してから2年が経
過しました。新型コロナウイルス感染症は、罹患しても約8割は軽症で経過し、治癒する例が多いこと
が報告されていますが、高齢者や基礎疾患をお持ちのかたは、重症化するリスクが高いことが報告され
ています。ワクチン接種も進んでおり、重症化予防の飲み薬も使用できるようになりましたが、皆さま
ご自身を守るため、そして、大切な人を守るため、引き続き感染対策に留意し、安心できる日常生活を
送れるようご協力をお願いします。また、この機会に、健康について見直してみませんか？

　過度な受診控えは、健康上のリスクを高めてしまう恐れ
があります。日本対がん協会が、全国で令和元年にがんの
診断をされた人が前年より9.2％減少したと発表しました。
がん検診を受ける人が減少したことが原因だと見られてい
ます。胃・肺・大腸・乳・子宮頸がん検診で、約４万５千
人の診断が遅れ、進行がんの状態で発見されるケースが増
えることが危惧されています。コロナ禍だからこそ、健

（検）診を積極的に受けましょう。

　感染症予防や健康な生活のためには、お口の健康管理も
重要です。定期的な管理が中断してしまうと、う蝕（むし
歯）や歯周病が悪化したり、高齢者では、お口のケアが十
分にできないことで、 誤嚥性肺炎のリスクが高くなってし
まうおそれがあります。 感染対策においては、できる限り

「ゼロ密」を目指しましょう。

マスク着用 外出控え 密集回避 密接回避

密閉回避 回避 咳エチケット 手洗い

Catalog
Pocket

広報「かんまき」を
多言語・読み上げアプリで
配信します

広報「かんまき」を
多言語・読み上げアプリで
配信します

アプリをインストール
した後、上のQRを読み
取ると広報「かんまき」
をご覧いただけます。

広報「かんまき」
（カタログポケット版）

広報「かんまき」が多言語や自動読み上げでスマート
フォンやタブレットから読めるようになりました。
専用無料アプリをダウンロードするだけで簡単に読
むことができますので、ぜひご利用ください。 

広報「かんまき」が多言語や自動読み上げでスマート
フォンやタブレットから読めるようになりました。
専用無料アプリをダウンロードするだけで簡単に読
むことができますので、ぜひご利用ください。 

上牧町におけるがん検診受診率は、
新型コロナウイルス感染症流行前の
令和元年に比べ、令和2年度は3割
程度減少、令和3年度は2割程度減
少まで回復しましたが、例年まで
戻っていません。

発熱・風邪症状がある場合は、かかりつけ医に相談・受診しましょう。
かかりつけ医がない場合は、奈良県新型コロナ・発熱患者受診相談窓口へ

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

奈良県新型コロナ発熱患者受診相談窓口　平日・土日祝24時間対応
ＴＥＬ 0742－27－1132
ＦＡＸ 0742－27－8565

受付時間は下記の通り（土日祝も対応）
　日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 ⇒ 9：00～21：00
　タ　イ　語 ⇒   9：00～18：00
　ベトナム語 ⇒ 10：00～19：00

相 談 窓 口

ＴＥＬ 0120－565653（フリーダイヤル）

かかりつけ医がいないかたは、
　　この機会にぜひ作りましょう

新型コロナウイルス
に関するQ＆A
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図書館通信
新刊
紹介

L i b r a r y  c o m m u n i c a t i o n

　主人公の水咲は、高校3年生の受
験生。ある日、高校の先生であり、想
い人の「お兄ちゃん」が警察に逮捕さ
れてしまいました。先生を信じたい一
心から水咲は、別の事件に巻き込ま
れてしまいます。さて、水咲はどうなっ
てしまうのでしょうか？この本は、リア
ル受験生の青春を描いた小説です。

●複写サービス　●自習室の利用（利用制限付き）　●新聞の閲覧、インターネット端末の利用を再開
しました。滞在時間60分程度、図書の貸出・返却、閲覧再開しています。　　　　　　☎ 78-9903

落花流水
●鈴木るりか著／小学館

　「かず」と聞いて思い浮かべるこ
とばは何でしょうか？この本では、選
び抜いた100以上の「かず」のこと
ばを多数の写真や絵画とともに紹
介します。また、関連する文学作品
や数にまつわるコラムなども掲載。

（児童書）

かず
●神永暁監修／講談社

　遊んだおもちゃなど、なんで
もちらかしっぱなしで片付けな
い男の子「ぱなしくん」。ある日、
こわ～いおばけたちがやってき
て部屋の机や服を食べてしま
いました。このまま、ぱなしくん
もおばけに食べられてしまうの
でしょうか？この本は、ユーモア
いっぱいの片付け絵本です。

（児童書）

ぱなしくん
●柴田ケイコさく／PHP研究所

　エベレストよりも高い山があ
るという火星に行きたいと思っ
ていた、シェルパのポルパ。ある
時、宇宙まで行けるというヘリ
コプターを貸してもらったポル
パは、相棒のヤクのプモリと一
緒に火星へ向かいます。さて、
彼らは無事に山の頂上までの
ぼることができるのでしょうか？

（児童書）

シェルパのポルパ
火星の山にのぼる

●石川直樹ぶん・岩波書店

　英国の病院で終末期医療を受ける少
女レニーは17歳。好奇心旺盛な彼女
は、老人向けアートセラピーに潜り込
み、83歳のマーゴと知り合います。二
人は自分たちが生きた証として、合わ
せて100年分の人生を絵に描いて残す
計画を立てます。はたして、絵は完成す
るのでしょうか？

図書館カレンダー

休館のお知らせ

休館日のお知らせ

上牧町ホームページ・図書館ページ
から蔵書検索ができます。

※本、ＡＶ資料は期限内に返却しましょう。

レニーとマーゴで100歳
●マリアンヌ・クローニン著／新潮社

『
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 図書館に展示していますので読んでね。

　文化センター・図書館の空調機更新工事お
よび蔵書点検のため、令和4年5月9日（月）か
ら6月10日（金）まで休館いたします。閉館中
の返却本は、「公民館側」のブックポストが使
用できませんので、「ペガサスホール側」に入
れて下さい。巡回バスの返却もできます。

（月）

5 2/ ～
（月）

5 9/
（金）

6 10/

※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
　毎月末日（休館日にあたる時はその翌日も休館）
※日程につきましては諸般の事情により変更に
なる場合があります。

　今月号から広報紙名を「彩-いろあい-愛」として発行します。

これまでの広報紙を継承しつつ「彩りのあるまち」にふさわし

い紙面づくりを手掛けてまいりますのでご協力をお願いします。

　芝桜ライトアップの様子を撮影するため水道タンクの上に初めて上りました。平静をよそおっていまし

たが、高所恐怖症のためとても怖かったです…。

　でも、高いところから見る夜の上牧町は美しくライトに照らされる芝桜も綺麗だったので頑張って上

がったかいがありました。

編集後記

Y のあとがき
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こちら消費生活相談室です

3月、4月に引き続いて成人年齢の引下げについて考えます。

2022年4月1日から、満18歳以上の人は 成人＝大人

18歳（成人）になったら
できること

20歳にならないと
できないこと

成人になって、一人で契約する際に注意することは？

新成人は考えよう！

●「未成年者取消権」がなくなる。
●契約を結ぶかどうかを決めるのが自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分。

●親の同意がなくても物を買ったり、
　申し込んだりなどの様々な契約や
　申請ができます。

●裁判員に選任される
●事件を起こして起訴された場合、
　実名報道がされる場合もある

・アパートを借りる
・性別変更審判の申し立て（性同一性障がいの人）
・10年有効のパスポートの取得申請　など

●飲酒をする
●喫煙をする
●競馬、競輪、オートレース、
　競艇の投票券（馬券など）を買う
●大型・中型自動車運転免許の取得

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込ま
れる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの新成人を狙い撃ちにする悪質
な業者もいます。

これまでと変わらないこと３月号、４月号に載っていることの他にも

大人なので、取り消せません。
成人なので、未成年取消権は使えません。

大人なので、契約できます。
成人になればクレジットカードなど
さまざまな契約ができるようになります。

大人なので、必ず確認。
契約を結ぶ際には、事前に契約内容を確認しよう。

大人なので、無理はしない。
本当に支払いができるのか、自分の収入に見合った
買い物する。

毎週火曜日午後1時～午後5時、木曜日午前9時から午後1時
上牧町役場1階町民相談室（祝日は休室）　☎76－2501相談日
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こちら消費生活相談室です

3月、4月に引き続いて成人年齢の引下げについて考えます。

2022年4月1日から、満18歳以上の人は 成人＝大人

18歳（成人）になったら
できること

20歳にならないと
できないこと

成人になって、一人で契約する際に注意することは？

新成人は考えよう！

●「未成年者取消権」がなくなる。
●契約を結ぶかどうかを決めるのが自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分。

●親の同意がなくても物を買ったり、
　申し込んだりなどの様々な契約や
　申請ができます。

●裁判員に選任される
●事件を起こして起訴された場合、
　実名報道がされる場合もある

・アパートを借りる
・性別変更審判の申し立て（性同一性障がいの人）
・10年有効のパスポートの取得申請　など

●飲酒をする
●喫煙をする
●競馬、競輪、オートレース、
　競艇の投票券（馬券など）を買う
●大型・中型自動車運転免許の取得

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込ま
れる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの新成人を狙い撃ちにする悪質
な業者もいます。

これまでと変わらないこと３月号、４月号に載っていることの他にも

大人なので、取り消せません。
成人なので、未成年取消権は使えません。

大人なので、契約できます。
成人になればクレジットカードなど
さまざまな契約ができるようになります。

大人なので、必ず確認。
契約を結ぶ際には、事前に契約内容を確認しよう。

大人なので、無理はしない。
本当に支払いができるのか、自分の収入に見合った
買い物する。

毎週火曜日午後1時～午後5時、木曜日午前9時から午後1時
上牧町役場1階町民相談室（祝日は休室）　☎76－2501相談日
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世帯数
男　性
女　性

10,109
10,344
11,486

（＋　6）
（−19）
（−10）

合　計 21,830（−29）

町の木 まき 町の花 ゆり

町の動き

※（　）は前月比

令和4年3月31日現在

●担　当／徴税吏員
●と　き／毎月第2水曜日 午後1時～3時30分
●ところ／役場1階　徴収課
●定　員／申込順5名（相談日1週間前から予約受付）
●内　容／町税と介護保険料、後期医療保険料について
●申込・問合先／徴収課　☎役場内線125番

●担　当／行政相談委員
●と　き／毎月第2金曜日 午前9時～12時
●ところ／役場3階　会議室5
●内　容／役所の仕事について全般
●問合先／秘書人事課　☎役場内線248番

●担　当／学校指導主事
●と　き／毎週火曜日 午後1時30分～4時
●相　談／電話による相談
●内　容／教育問題全般
●問合先／教育総務課　 ☎役場内線119番

●担　当／消費生活相談員
●と　き／毎週火曜日 午後1時～5時
　　　　　毎週木曜日 午前9時～午後1時
　　　　　（上記とも、祝日は除く）
●ところ／上牧町役場1階　町民相談室
●と　き／毎週月曜日 午後1時～5時
　　　　　毎週金曜日 午前9時～午後1時
　　　　　（上記とも、祝日は除く）
●ところ／河合町役場2階相談室
　　　　　（河合町での相談もできます）
●内　容／消費生活問題全般・多重債務問題
●問合先／秘書人事課　☎役場内線248番

●担　当／人権擁護委員
●と　き／毎月第2金曜日　午前9時～12時
●ところ／役場3階　会議室5
●内　容／人権問題全般
●問合先／社会教育課　☎役場内線253番

●担　当／かんまき未来創造マリッジサポーター
●と　き／偶数月第3土曜日　午後1時～午後5時
　　　　　奇数月第4木曜日　午後1時～午後5時
●ところ／2000年会館
●内　容／結婚に向けての悩みや相談にお答えする
　　　　　結婚相談
　　　　　親御さんのみの相談もお受けします。
●定　員／申込み順4名（予約制）
●申込・問合先／こども未来課　☎43－5034

◆土・日・祝日に利用できる消費生活相談窓口
公益社団法人　全国消費生活相談員協会　
大　　阪　日曜日　午前10時～12時　午後1時～4時
　　　　　☎06－6203－7650
公益社団法人　日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
関西分室　土曜日　午前10時～午後4時
　　　　　☎06－4790－8110

上牧町主催（偶数月に開催）
●担　当／弁護士
●と　き／2・4・6・8・10・12月の第1水曜日
　　　　　午後1時30分～4時30分
●ところ／役場3階　会議室5
●定　員／申込順6名（予約制・随時予約）
●内　容／各種法律問題全般
●申込・問合先／秘書人事課　☎役場内線248番
中南和法律相談センター（奇数月に開催）
●担　当／弁護士
●と　き／1・3・5・7・9・11月の第２金曜日
　　　　　午後1時～4時
●ところ／役場3階　会議室5
●定　員／申込順6名（相談日2週間前から予約受付）
●内　容／各種法律問題全般
●申込・問合先／奈良弁護士会　☎0742－22－2035

※初めに相談された相談室で事案終了まで対応させていただ
　くことになります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
相談にお越しの際は、マスクなどの予防
対策をしてお越しください。

各種相談 のご案内

地域密着型で効率的な広告

月1回、町内全戸配布の広告で商売繁盛

広報 かんまき
上牧町役場秘書人事課　　☎0745－76－2501

●掲載料…1枠 1万円／2枠 2万円

お店の広告は広報紙で

見本

年間３枠以上掲載の場合、割引が適用されますので、ご相談ください。
※この見本の大きさは1枠です。高さ55mm×幅82.5mm

◆上牧町ホームページ　https://www.town.kanmaki.nara.jp/
◆Ｅメール　hisyo＠town.kanmaki.lg.jp

■広報「かんまき」の広告／広報「かんまき」の紙面に町の財源確保の一環として申し込み
順に有料広告を掲載しています。これらについては町が広告主の利用を特別に推奨した
り、その内容を保証するものではありませんので、ご利用にあたってはご自身の判断でお
願いします。掲載ご希望のかたは、毎月５日までに広告案を持参のうえ、秘書人事課へお
申し込みください。 (内容により掲載できない場合もあります）

法律相談 結婚相談会

人権相談

消費生活相談

教育相談

上牧町は非核・平和都市宣言の町です

行政相談

納税相談



［問合せ・送付先］
　〒639-0293 北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
　上牧町役場 秘書人事課 ☎0745-76-2501（内線229番）

わが家のアイドル、広報「かんまき」で町民のみなさんに

お披露目しませんか？お子さんのかわいい瞬間を載せてみませんか?

掲載児童募集中
みなさんのご応募お待ちしています。
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優しくてニコニコ笑顔の
プリンセス！大好きよ♡

結花ちゃん

ゆい か

（3歳）

いつも笑顔いっぱいの
れいやくんがだいすき♡

麗矢くん

れい や

（2歳1か月）

いつもにこにこ笑顔の
ふーちゃんだいすき♡

楓斗くん

ふう と

（4か月）

よく食べよく泣きよく笑う！
大好きよ♡

樹ちゃん

いつき

（1歳）

もうすぐ1歳！生まれて
きてくれてありがとう♡

和花ちゃん

わ か

（11か月）

Hello
  everyone

問合先：総務課  安全安心係  内線243番

全国一斉試験放送
動作確認のため全国一斉試験放送が
防災行政無線から放送が流れます！

日時： 月5 18 日（水）
11時00分頃

Ｊ-ＡＬＥＲＴ（アラート）
防災行政無線による

【放送内容】
♪上りチャイム

「これは、Jアラートのテストです。」×３回
「こちらは、ぼうさい上牧町です。」
♪下りチャイム

※町内在住又は、在勤のかたのお子さん・お孫さんの笑顔を募集し
ます。就学前のお子さん・お孫さんに限ります。

　（兄弟・姉妹と一緒の場合は除く）お孫さんの掲載にあたっては、
ご両親の承諾を得てください。

※応募多数の場合は掲載までに時間がかかりますが、ご了承のほど
お願いします。

※個人情報については、当該応募手続きのためのみに使用します。
写真・データの返却はいたしません。

※発行者の許可なしに無断転載されることは固く禁じます。
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月
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