Kawanishi town news

広報

川西 1

2020

６００号発行記念特集

１

第
号
復刻表紙

広報紙を振り返る。
※上記画像に記載の内容は昭和40年10月現在の情報です。

令和２年

謹賀新年

新年のごあいさつ

新年明けましておめでとうござい
ます。
町民の皆様には、輝かしい新春を
お迎えのことと、
お慶び申し上げます。
また、日頃より町政推進に、格別の
ご理解とご協力を賜り、心から厚く
御礼申し上げます。
さて、昨年は、皇室の御代替わり
が 行 わ れ、 元 号 も「 令 和 」 に 改 元、
新しい時代の幕開けとなった年とな
りました。また、吉野彰氏が「リチ
ウムイオン電池の開発」によりノー
ベル化学賞を受賞されるなど、子供
たちに夢を与えるおめでたい話題も
ございました。
一方で、 月の台風で東日本各地
では、記録的な大雨による河川氾濫
が発生。多数の犠牲者を出すことと
なり、また、沖縄では首里城が火災
で焼失するなど、悲しい出来事もご
ざいました。毎年申し上げておりま
すが、本町の運営を任されている者
として、引き続き防災並びに災害対
策に漏れがないよう対応強化に努め
て参る所存です。
今年に関しましては、 大プロジ
ェクトである近鉄結崎駅周辺整備事
業と工業ゾーン創出事業（唐院工業
団地周辺整備事業）が、いよいよ目
に見える形で進んで参ります。町民
の皆様には、川西町の輝かしい未来
のためにも、変わらぬご理解、ご協
力を賜りますようお願い申し上げま
す。
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竹村 匡正

全国を見渡しますと、どの自治体
も、人口減少・少子化・高齢化をは
じめその他多くの課題を抱えており
ます。川西町は、「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」
で、町民一丸となって、この難局に、
挑戦して参りましょう。
最後になりますが、本年も町民の
皆様にとって、健康で幸多き年とな
りますことを心からお祈り申し上げ
まして、新年のご挨拶といたします。

川西町長
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川西

2020. １. １

新年あけましておめでとうござい
ます。令和２年の年頭にあたり、川
西町議会を代表いたしまして、謹ん
で新年のご挨拶を申し上げます。
町民の皆様方には、希望に満ちた
新年をお迎えのことと心からお慶び
申し上げます。また、日頃より町議
会に対し、深いご理解と温かいご支
援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さ て、 昨 年 を 振 り か え り ま す と、
日本国民にとって大変おめでたい出
来事がありました。４月 日に天皇
陛下（明仁さま）が御退位され上皇
となられるとともに、皇太子徳仁親
王さまが翌５月１日に新しく天皇陛
下に御即位されました。そして、年
号 が 平 成 か ら 令 和 に 代 わ り ま し た。
皇太子殿下が御即位され、新たな元
号が始まったことは、私たち日本国
民にとっても特別な年であったとい
えるでしょう。
もう一つは、昨年も自然災害によ
って大きな被害が発生したことで
す。昨年 月 日に東海、関東に上
陸した台風 号です。豪雨によって
静岡県、長野県以北の東日本の多く
の地域で河川の決壊、氾濫によって
浸水被害や土砂災害が発生し、多数
の犠牲者を出す甚大な災害となりま
し た。 犠 牲 に な ら れ た 方 々 を 悼 み、
町議会を代表しまして謹んでお悔や
み申し上げます。本町は、４つの河
川に囲まれた町であり、豪雨災害に
対する危機管理の必要性を再認識い
たしております。議会といたしまし
ても対策の強化を行政と共に進めて
10

12

19

伊藤 彰夫

参る所存です。
さて、本町に目を向けますと、今
年は本町の二大事業である結崎駅周
辺整備事業と唐院工業団地西側の工
業ゾーン創出事業が本格的に動き出
します。本町の将来を左右する重要
な事業となっておりますので、町民
の皆様のご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。
また、子ども子育て支援、社会福
祉、高齢者福祉の更なる充実、防災
力の強化を目指して議員一同一丸と
なって、町民のだれもが安心して暮
らせる町づくりのために一生懸命に
取り組んで参ります。
新しい年が皆様にとりまして、健
康で実り多い年になりますよう心よ
りご祈念申し上げまして、新年のご
挨拶とさせていただきます。

川西

2020. １. １
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年のごあいさつ

新
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川西町議会議長

広報「川西」が伝えたニュース

① 村から町へ
昭和50年4月1日、川西村から川西町へ町制が施行されました。
唐院・結崎工業団地の造成や結崎駅周辺の住宅開発により、
都市化・人口増加が活発になってきた時期です。
その後、人口増加が頭打ちになり、国の経済成長もゆるやか
になっていきます。自治体経営も先行きが見えなくなりました。
川西町でも周辺市町村と市町村合併の協議を行った時期もあり
ました。
現在は川西町が川西町として存在できるように、住民サービ
スの向上、町の活性化、自立した行政経営が続けられるよう、
結崎駅周辺の整備や唐院工業団地の拡張などを積極的に進めて
います。

昭和50年（1975年）4月号

平成28年（2016年）3月号

平成29年（2017年）11月号

平成27年（2015年）４月号

昭和 年 月 日、広報
「川西」第１号が発行され
ました。当初は毎月の発行
ではなく、手探りで始まっ
た広報紙。
今回、令和２年１月号第
６００号として発行するこ
とになりました。
この 年間、川西町では
いろんなできごとがありま
した。紙面を振り返りなが
ら、広報「川西」で伝えた
ニュースを６つの視点で振
り返ってみます。
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平成7年（1995年）11月号

600号
2020. １. １

川西
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平成27年（2015年）４月号

昭和40年～

広報「川西」が伝えたニュース

昭和 年

40

② 国体が川西に ！
昭和 年（１９８４年） 月 日～ 日に、
第 回国民体育大会（わ
かくさ国体）が開催されました。川西町はなぎなた競技の会場とし
て、会場運営や選手の民泊受け入れなど、町総出で国体開催を迎え
ました。開会前の様子、炬火リレーや開会式など、広報紙の記事も
わかくさ国体一色でした。
現在、川西町では、子どもたちが「川西スポーツクラブ」で元気
になぎなたに取り組んでいます。
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（１９８２年）８月号

広報「川西」の
あゆみ

昭和 年の創刊号から平
成６年４月号までは、１色
のＢ５版で印刷されていま
した。今月号表紙の創刊号
は 手 書 き 文 字 で 編 集 さ れ、
題字も漢字表記でした。年
代が進むにつれ、活字が使
われ、題字もひらがなに変
わっていきます。

川西

2020. １. １
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広報「川西」600号

特集
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平成31年（2019）４月号

平成27年（2015年）４月号

島の山古墳の発掘に町が
盛り上がった平成８年。６
月号では発掘の様子を紹介
しています。新聞やテレビ
でも大々的に取り上げら
れ、現地説明会には２日で
１万１千人以上の考古学フ
ァンが詰めかけたようで
す。
島の山古墳は平成 年に
は国の史跡に指定され、今
後、周辺整備が進められま
す。

平成9年（1997年）11月号

14

平成14年（2002年）12月号

平成８年（１９９６年）６年月号
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平成６年５月号から、Ａ
４版での発行になりまし
た。色も緑を基調とした２
色での印刷になっていま
す。
ページ数は ページでの
構成が基本ですが、多いと
きには ページになること
も。
この形式での発行は、平
成 年３月号までつづきま
す。

平成６年～
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川西

2020. １. １

③ 島の山古墳発掘
広報「川西」が伝えたニュース

広報「川西」600号

広報「川西」が伝えたニュース

川西町は河川に囲まれた土地
で、昔から水害に悩まされてき
ました。昭和57年8月、平成７年、
11年、29年と災害が途切れるこ
と は あ り ま せ ん。 広 報 紙 で は、
日ごろの備えを中心に記事を掲
載してきました。
また、日本全体でみると大き
な 地 震 が い く つ か あ り ま し た。
川西町では全国川西会議の協定
などを通じて、各地への応援・
支援を行ってきました。

④ 災害との関わ り

特集

右上
平成12年（1997年）12月号
右下
平成7年（1995年）3月号
左
平成16年（2004年）12月号

平成25年（2013年）12月号
平成23年（2011年）７月号

川西

災害と広報

2020. １. １

広報紙では行政情報と町
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の明るい話題が中心の構成
となっています。そのため、
災害に関係する情報は災害
への備えを中心とした構成
となっています。現在進行
形で必要な災害情報発信は
インターネットや防災無線
が中心となります。様々な
メディアを有効に活用しな
がら、広報の紙面でしか伝
えられない防災情報を模索
していきたいと思います。

平成26年（2014年）1月号

広報「川西」が伝えたニュース
平成21年（2009年）5月号

⑤ 小学校が１つに
今も昔も地域コミュニティの中心は小学校。川西町では平成
21年（2009年）
、長い歴史と伝統をもつ結崎小学校と唐院小学
校が統合され、川西小学校となりました。
平成25年（2013年）に新校舎も完成、最近では空調が整備さ
れるなど、安全で快適な環境で学習ができるようになりました。

平成26年（2012年）1月号
平成15年（2003年）6月号

左
昭和43年（1968年）７月号
右
昭和50年（1975年）７月号

平成 年４月号から、赤
を基調としたデザインにリ
ニューアルしました。平成
年には表紙がカラーにな
り、平成 年４月号までは
内面が２色刷りで印刷して
いました。ページ数も ペ
ージ前後となるなどボリュ
ームが増えてきました。
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平成10年～
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2020. １. １

川西

8

14

平成24年（2012年）12月号
令和元年（2019年）8月号

平成24年～

平成 年からロゴのデザ
インを控えめにして、写真
が映えるようにデザインが
変更されました。修正を重
ねて、平成 年４月からは、
「いい町ちかい町」のロゴ
マークを配した現行のデザ
インになりました。
今後も、記事の見つけや
すさ、読みやすさに重点を
おいたデザインを心掛けて
いきます。
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広報「川西」が伝えたニュース

⑥ 結崎ネブカ復活
川西町のシンボルとして定着してきた、伝
説のねぎ「結崎ネブカ」
。平成 年、商工会か
ら始まった復活への取り組みは、農協、生産者、
行政を巻き込み、市場流通、生産促進、地域
団体商標の登録、レシピ開発、加工品開発と
様々な分野での活動へと広がっています。そ
れは単に農業やそれを扱う商工業の活性化だ
けでなく、結崎ネブカを通じて、地域を知っ
てもらうことへとつながっています。

川西

2020. １. １
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広報「川西」600号

特集

平成22年（2010年）2月号

平成24年（2012年）10月号

まちのアルバム
結崎駅前イルミネーション

川西町公式 Facebook

12月1日～25日

太子道をたずねる集い

11月22日

冬の彩り

聖徳太子一行をおもてなし

平成25年から毎年開催されているイルミネーショ
ン。今回７回目の開催となりました。地元自治会の実
行委員会がボランティアで行っているものです。実行
委員会の高橋さん、中西さんは「駅のホームや電車か
ら見てもらうことで、他所の人から明るい町だと思っ
てもらいたい。
」
「最近は、車で見に来られる人も増え
てきた。楽しみにしてくれていると思うと頑張れます」
と語ってくれました。

斑鳩から飛鳥へと聖徳太子をしのんで歩くウォー
キングイベントが開催されました（法隆寺主催）
。
聖徳太子の伝承が残る吐田・油掛地蔵も中継ポイン
トとなっています。地元自治会、油掛地蔵保存会の
皆さまが一行をおもてなしされました。
保存会会長の南浦さんは「地域でまつるお地蔵さ
まですが、最近は県内外から多くの人が訪れてくれ
ます。油掛地蔵を通じていろんな人と交流できるの
も楽しみの一つです」と語ってくれました。

要望書を提出

創業支援セミナー

11月13日

10月24日・11月18日

まちの声を届けてきました

起業の思いをカタチに！

下水道事業促進全国大会終了後に、下水道事業に
おける国の財政支援確保に向けた提言活動を行いま
した。
竹村町長をはじめとした10市町村長が高市早苗総
務大臣に下水道事業の交付金制度の堅持について要
望書を提出しました。

「自分のアイデアをビジネスにしたい」
「自分らし
く働きたい」
「社会貢献につながるビジネスをしたい」
そんな人を応援するために、川西町商工会では、創
業支援相談窓口を開設しています（くわしくは25ペ
ージ）
。
また、創業・起業のヒントになればと、10月と11
月にセミナーも開催されました。参加者は、専門家
や創業の先輩から成功の秘訣や具体的なエピソード
を聞きながら、今後の活動へのイメージを広げてい
たようです。
2020. １. １

川西

10

まちのアルバム
秋季全国火災予防運動
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川西町公式 Facebook

11月9日～15日

ぬくもりの郷

11月

ひとつずつ いいね！で確認 火の用心

寄付金を活用

全国一斉に火災予防運動が実施されました。川西町
でも、11月10日に消防車両等による町内全域を巡回
する火災予防啓発パレードが行われました。
火災予防運動は火災が発生しやすい時季を迎えるに
あたり、火災予防の一層の普及を図り、火災の発生を
防止することを目的としています。
この運動を機会により一層の防火意識の向上に努め
てください。

住民からいただいた寄付金で、ぬくもりの郷デイ
サービスセンターにテレビ・ブルーレイレコーダー・
テレビ台を、同グループホームにプロジェクター・
パソコン・スピーカーを購入しました。
デイサービスセンターでは体操やカラオケ、クル
ープホームでは音楽療法やレクリエーション、家族
会等で活用します。
大切に使わせていただきます。

民生児童委員・感謝状授与

人権の花運動

11月21日

地域の福祉に尽力

やさしさと思いやりを

一斉改選により、長年、民生児童委員を務められ
た５名の民生児童委員の皆様に、奈良県知事から感
謝状が授与されました。併せて、竹村町長からも感
謝状が贈られました。５名の委員の皆様は、民生児
童委員を11月30日まで務められ、身近な地域の相談
役として尽力されました。
前列左から斧田委員 巽委員 小西委員
後列左から吉岡委員 竹村町長 田中委員

人権の花運動の一環として、川西町の人権擁護委
員から川西小学校へパンジーの花が贈られました。
この運動は、小学生を対象とした啓発運動で、贈
られた花を子どもたちが協力して育てることによっ
て生命の尊さを実感してもらうことを目的としてい
ます。花を贈った委員の皆さんは「花を育てる中で、
優しさと思いやりの心を育ててくれれば」と話して
いました。

2020. １. １

川西

まちのアルバム

川西町公式 Facebook

河川清掃ボランティア

11月14日

行政相談委員

11月3日

寺川周辺をきれいに！

行政相談制度を PR しました

奈良県士睦会（県の技術職を中心とした退職者の会）
によるボランティア活動が行われました。約30人の
参加者は1時間半にわたり、河川内の草刈りや、堤防
等に落ちているゴミ拾いを行いました。仲谷会長は
「昨
夜の雨で滑りやすくなっていたが、だれ一人けがをす
ることなく無事に終えることができました。小さな活
動だが、社会貢献の一環として、毎年この活動を続け
ている。昨年同様、地域の皆さんに、綺麗になったと
喜んでいただけたら幸いです。
」と話していました。

「行政に関してわからないこと」
「役所の仕事に関
する苦情や意見、要望」などがあるときは『行政相
談』をご利用ください。川西町では井村高子さんが
行政相談委員として、国から委嘱（任命）され活動
しています。
今回、行政相談制度のことを住民の皆さまに知っ
てもらおうと、文化祭で、PR 活動を行いました。
井村委員は「行政のことで気になることがあれば、
気軽に行政相談制度を利用してもらいたい。
」と話
していました。

文芸

インスタグラム「＃ちかい町かわにし」で投稿しよう

短歌

ぽとぽとと
落ちし椿の

義久

淋しさを

浅井

慶子

消しゆくに

重ねて慰めん

電話番号

捨てきれぬ歌と

逝きし友の

よみがえりくる

山村

子供らの

純代

呼びいし空地に

なく家の建つ

明るき声が

何ごとも

「三日月島」と
松井

川西町公式
インスタグラム

2020. １. １

川西
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く ら し

ごみ収集／マイナンバー

令和２年４月から

ごみの分別方法が変わります

今回、新しく分別収集を開始するものは、新聞・雑誌（雑がみ）・紙パック・古着・使用済小型家電

新聞・雑誌（雑がみ）
・紙パック

地元団体の資源回収を推奨

それぞれひもで縛って出してください

➡新聞・雑誌（雑がみ）・紙パック・古着は町の収集

※雑がみだけを出す場合は、紙袋かダンボールに入れて出して

を開始しますが、地元子ども会等の団体で行っている

も回収します

資源回収（廃品回収）も引き続きご利用ください。町

古着

としても、地元の団体活動を今後も積極的に推進して
いければと考えております。

45Ｌ以下の市販の透明もしくは半透明の袋に入れて出
してください

発砲スチロール分別収集は廃止

使用済小型家電

➡これまで月一回収集していた発泡スチロールの分別

30Ｌ以下の市販の透明もしくは半透明の袋に入れて出

装として出してください。

収集は廃止します。４月からはプラスチック製容器包

してください
▼袋の大きさの目安
町の燃やさないごみ袋（赤色）より小さい袋で出し
てください。
※使用済小型家電とは、家庭で使われていたコンセントまたは
電池で動く電気製品で不要になったものです。

くわしくは新しい「ごみパンフレット」を広報２月号
といっしょに配布します。確認ください。また、ごみ
を出す曜日は、４月からのごみ収集カレンダーを３月
に配布します。
問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

マイナンバーカード受付時間を延長 【事前予約制】
毎月第２・第４火曜日は午後7時まで受け付け
平日の昼間は時間的に役場に来庁することが困難な
人のために、マイナンバーカードの夜間交付を毎月第
２・第４火曜に実施します。
１月の受付時間延長
１月14日（火）
・28日（火）午後７時まで

13

事前予約 希望する人は、１月13日（月）・27日（月）

業務内容

の午後５時15分までに予約してください。予約の際に

マイナンバーカードの交付（その他の業務は行いません）

来庁する時間をお伝えください。

交付場所 役場１階住民保険課窓口

※だれからも予約が無い場合は開庁しません。

問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１
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町・県民税の申告
問

税務課

☎０７４５（４４）２６４２

▼申告にはマイナンバー（個人番号）が必要
納税義務者、控除対象配偶者等、扶養親族、事業
専従者等のマイナンバー（個人番号）の記載が必
要です。
▼申告が必要な人
令和２年１月１日現在、川西町内に住み、次の
①から④までのいずれかの要件にあてはまる人。
※た だし、所得税の確定申告をする人や、給与所得のみで

勤務先から年末調整が済み、川西町役場に給与支払報告
書を提出される人は、申告する必要はありません。

①令 和元（平成31）年中に営業・農業・不動産な
どの所得があった人
②給与所得者で次にあてはまる人
・勤 務先から川西町役場へ給与支払報告書の提
出がない人（勤務先で確認してください）
・給 与以外に不動産の貸し付け、報酬などの所
得があった人
※所得税では、給与所得者で給与以外の所得が20万円
以下の人は確定申告をする必要はありませんが、町・
県民税については申告が必要しなければなりません。

③控 除対象配偶者等・扶養または事業専従者にな
っていない人
※川西町内に住んでいない人の扶養になっている人も
申告してください。

④令和元（平成31）年中の所得が公的年金だけで、
年金等支払報告書に記載されている社会保険料
や扶養以外の諸控除を受けようとする人
▼申告に必要なもの
□申告書
※１ 月下旬に前年度に申告した人を対象に送付します。
申告が必要な方で、申告書のない人は税務課へ問い合
わせてください

町・県民税の申告は、町・県民税額や国民健康保険
税額、後期高齢者医療制度の保険料額等を正しく算
出するための基礎となります。また所得証明や課税
証明などの各種証明書の発行にも必要です。申告が
必要な人は必ず申告してください。

▼申告する場所・期限
役場税務課の窓口
３月16日（月）まで

▼自治会公民館での出張受付
２月３日（月）
午前９時～11時 中村公民館（中村・美ノ城）
午後２時～４時 市場公民館（市場）

２月４日（火）

午前９時～11時 辻公民館（辻）
午後２時～４時 井戸公民館（井戸）

２月５日（水）

午前９時～11時 結崎公民館
（結崎団地・結崎南団地・ハッピータウン）
午後２時～４時 出屋敷公民館（出屋敷・美幸）

２月６日（木）

午前９時～11時 西城公民館（西城）
午後２時～４時 東人権文化センター（東方）

２月７日（金）

午前９時～11時 旧上吐田公民館［金福寺内］
（上吐田）
午後２時～４時 北吐田公民館（北吐田）

２月10日（月）

午前９時～11時 南吐田公民館（南吐田）
午後２時～４時 西人権文化センター（梅戸）

２月12日（水）

午前９時～11時 下永公民館
（東城・スカイタウン）

２月13日（木）

午前９時～11時 唐院公民館（唐院）
午後２時～４時 保田公民館（保田）

□印鑑
□収入の内容などがわかる書類（源泉徴収票など）
□医 療費・国民年金の保険料・生命保険料・地震
保険料などの控除を証明する書類
□国 民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度
の保険の支払額がわかるもの
□マ イナンバー（個人番号）確認書類、本人等確
認書類

2020. １. １
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く ら し

税の申告

所得税

及び復興
特別所得税

の確定申告の役場相談

所得税の確定申告の受付は２月17日（月）から桜井税務署（申告会場：桜井市商工会館）及び役場税務課で行
います。役場での受付は次ページのとおり簡易な申告のみです。営業・農業・不動産・株式等の所得のあった
人等は、桜井税務署会場の利用をお願いします。くわしくは２月広報に掲載予定です。

▼役場相談日
２月18日（火）～３月13日（金）のうち、
火・木・金曜日
【※確定申告期間：２月17日（月）～３月16日（月）】

▼次 の確定申告をする人は、桜井税務署で相談し
てください
・譲渡所得（株式・土地・建物）
・事業所得（営業・農業）※
・不動産所得※

▼役場で受付できる確定申告
役場で受付できる確定申告は、令和元（平成31）

・青色申告、分離や損失申告
・住宅借入金等特別控除
・雑損控除

年分の簡易な申告（
「確定申告Ａ」内容相当）だけ

・修正申告、更正の請求

です。

・過年分の申告
・相続税・贈与税

※営 業・農業・不動産所
得の方で、収支内訳書

などが事前にすべて作

成 さ れ て い る 場 合 は、
役場でも申告相談を行
います。

など

・医療費控除の申告をする人は、事前に明細書の作
成をお願いします。平成29年分から『医療費控
除の明細書』の添付が必要となり、領収書の提出
は不要となっています。また、医療保険者から交
付を受けた医療費通知を添付すると、その分につ
いて明細の記入を省略できます。
・内容によっては税務署で相談していただく場合が
あります。

【注意】
マイナンバーの記載が
必要となります。

マイナンバーキャラクター・
マイナちゃん

問 税務課 ☎０７４５（４４）２６４２

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の

納付済額確認書を送付します
所得税の確定申告及び町・県民税申告で社会保険料
控除の対象となる納付分（平成31年１月１日～令和元
年12月31日）の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の納付済額確認書を１月下旬から２月上旬
までに送付します。
問 国民健康保険税・
納付済額確認書には普通徴収（納付書により支払っ
た額、又は口座振替により支払った額）と特別徴収（年
金からの天引きにより支払った額）の両方が記載され
ています。申告の際の参考にしてください。
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後期高齢者医療保険料については
住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１
介護保険料
長寿介護課 ☎０７４５（４４）２６３５

く ら し

民生委員・児童委員／インフルエンザ予防接種

川西町民生委員・児童委員
12月１日、厚生労働大臣から新たに民生委員・児童委員が委嘱されました。
担当地域

中村
市場
辻・ハッピータウン
井戸
出屋敷
出屋敷
美幸
結崎団地（3・4・5丁目）
結崎団地（1・2・6丁目）
結崎団地（7・8丁目）
結崎南団地
美ノ城
東城・西城・スカイタウン
東方
吐田
梅戸
唐院
唐院
保田
主任児童委員
主任児童委員

氏 名
西口 順啓
吉岡 さや子
森川 賴子
岡田 育子
島田 利級
吉村 雅夫
藤原 孝治郎
福本 年美
西村 嘉純
伊藤 光
船津 みどり
伊藤 雄二
竹村 圭司
出水 邦子
樋口 勝博
河村 幸子
太田 俊子
中堀 千惠子
杉岡 利康
辰巳 かおる
岡田 幸余

民生委員・児童委員は、
「社会奉仕の精神をもって、
常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を
行い、もって社会福祉の増進に努めること」とされてい
ます。その職務は低所得者の自立更生の援護、高齢者、
障害者、児童、ひとり親家庭等の福祉の向上など、広範
囲にわたるものです。地域福祉の充実強化が望まれるな
かで、その果たす役割は年々大きくなっています。
何かお困りのことがある場合は、お住まいの地域の
民生委員・児童委員に相談ください。

問 健康福祉課 ☎０７４５（４４）２６３１

インフルエンザワクチン接種費用の還付・助成
▼子どものインフルエンザ予防接種（任意接種）費用

護受給世帯の人も対象

の一部助成

手続き 保健センターで申請を受け付け後、接種費用

お子さんが接種されたインフルエンザの予防接種費用
の一部（1,500円）を助成しています。

（1,500円）を還付します。
必要書類 医療機関や保健センターで発行した領収書
（接種日が令和元年10月1日～12月31日のもの）
、印鑑、振込先

▼高齢者インフルエンザワクチン接種費用還付

口座番号が分かるもの、接種済証等接種したことが分か

低所得者を対象に接種費用の助成を行っています。

る書類。この他マイナンバーなど必要なものがあります。

生活保護受給世帯の人

申

対象者 接種当日65歳以上※の町民税非課税世帯又は

２月28日（金）まで

※接種当日60歳以上で心臓・腎臓・呼吸器等の内部障害がある

保健センター ☎０７４５（４３）１９００

障害者手帳１・２級を持つ人で、町民税非課税世帯又は生活保

くわしくは、お問い合せください。

2020. １. １
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まちの子育て情報
小学校に行くまでのお子さんの子育て情報をまとめました
お子さんの健診、予防接種、教室で保健センターへ来所する際には、
必ず母子健康手帳を持参してください。
転入等で予防接種の予診票を持っていない人は、保健センターまで
ご連絡ください。

こどもの健康

☎０７４５（４３）１９００

●子育て支援センター

☎０７４５（４３）２５７５

（相談専用） ☎０７４５（４３）２７７４

子育て相談

妊娠・出産

●保健センター（対象者には個別に通知）

●保健センター

●保健センター

４・５ヵ月児健康診査

出張発達相談

妊婦さんのための歯科検診

問診、身体計測、内科診察、生活・
栄養相談、絵本の読み聞かせに
ついてのお話
対象 生後４～５ヵ月児
令和元年８月6日～10月5日生

日時 ２月７日（金）
受付 午後１時～１時20分

●保健センター（対象者には個別に通知）

２歳児歯の教室
歯科検診、歯みがきのお話、フッ
素塗布（希望者のみ300円）、生活・
栄養相談
対象 ２歳４ヵ月～２歳７ヵ月児
平成29年5月20日～9月19日生

日時 １月16日（木）
受付 午前９時～９時40分

17

●保健センター

2020. １. １
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お子さんの成長などで心配なこ
とはありませんか？
保健センターでは、お子さんの
発達などに心配がある家族が気
軽に相談できるよう、お子さん
がふだん通っている保育園等で、
子育てについてのサポートを
行っていきます。
たとえば…
・ことばが遅い、ことばが出ない
・落ち着きがなく、集中できない
・お友達とのトラブルが多い など
このような不安や心配ごとがあ
る場合は、ご連絡ください。希
望に応じてスタッフ（臨床心理
士、保健師等）が保育園等へ出
向き、お子さんの様子を確認し、
相談にも応じます。
くわしくは保健センターへ。
●子育て支援センター

子育て相談（相談無料・秘密厳守）
子育てでの不安や悩みのご相談
はありませんか？ひとりで悩ま
ないでご相談ください。
対象 就学前の子どもの保護者
相 談 員 臨 床 心 理 士・ 保 健 師・
保育士
□電話相談
☎０７４５（４３）２７７４
□来 所相談 →子育て支援セン
ター
□訪問相談（相談員が伺います）
日時 火・水・木・金・土
午前９時～午後５時

妊娠中はいつもよりお口の中の
病気（むし歯や歯周病など）が
進みやすく、また歯周病が重度
になると、早産や低体重児の出
産を引き起こすといわれ、注目
されています。
対象 町内在住の妊婦さん
（歯科治療中の方は除きます）
日時 １月16日（木）
受付 午前10時～
※同日実施の2歳児歯の教室終了
後、案内します
内容 歯科医師による口腔内の
検査と、歯科衛生士による歯科
指導
●住民保険課（国民年金）

出産前後の国民年金保険料が
免除になります
平成31年4月から出産前後期間の
国民年金保険料が免除される制
度が始まりました。
対象 平成31年2月1日以降に出
産をした人が対象
内容 出産予定日または出産日
が属する月の前月から4か月間の
国民年金保険料が免除になりま
す。
届出 出産予定日の6か月前から
できます。早めの届出をお願い
します。
必要なもの 本人確認書類・出産
予定日のわかるもの（母子健康手
帳など）
・マイナンバー・認印
問 住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

まちの子育て情報

子育て・交流

子育て支援センター

行事予定表

▼１月

●子育て支援センター

お楽しみデー

時間はいずれも午前10時～11時30分

日

・
「たこ・こまを作って遊ぼう」
・１月生まれのお誕生日会
お子さんの誕生月には、誕生日
カードを作ってもらえます。事務
所に声をかけてください。
日時 １月10日（金）
午前10時～11時30分

内容

けやきホール

9日（木） 2歳児親子広場

文化会館しきの間

10日（金） お楽しみデー

保健センター

14日（火） わくわくリズム（親子で演奏会）

けやきホール

★

17日（金）

子育て講座

★

1歳児親子広場

保健センター

21日（火） わくわくリズム（親子で３B 体操）

けやきホール

23日（木） 0歳児親子広場

文化会館サークル室 AB

24日（金） めばえ広場

結崎公民館

28日（火） わくわくリズム（キッズダンス）

けやきホール

★

●子育て支援センター

場所

7日（火） わくわくリズム（親子リズム）

めばえ広場
近所の人との交流を深める広場で
す。
子育て支援センターに登録されて
いないも大歓迎です。どうぞお越
しください。対象児には、支援セ
ンター職員が案内状を持って訪問
します。
日時 １月24日（金）
対象自治会 出屋敷・美幸・マッ
ク結崎

ひだまり交流会

ふれあいセンター避難所対策整備工事に伴い、

子育て支援センターつどいの広場を一時閉鎖しています
期間 ２月末まで（予定）
▼各種行事 場所を変更して行います。各行事の場所は、館内の張り紙
やホームページ等からご確認ください。
▼相談業務 引き続き行いますが、工事の進行により対応できない場合
もあります。
ご理解、ご協力をお願いします。

出演者募集！
！

申

３月７日（土）に世代間交流を目的とした『ひだまり交流会～なんでも発表会』を計画しています。
ダンスや歌、演奏、舞踊、特技等なんでも結構です。
小さい子どもたちに披露してもらえる人を募集しています。
募集期間 1月28日（火）～2月14日（金）
子育て支援センター

2020. １. １

川西

18

まちの子育て情報

講座・教室
●子育て支援センター

第８回子育て講座
講演 身近なものを使った応急手
当の仕方
講師 日本赤十字社奈良県支部
日ごろ子育て支援センターを利用
していない人や子育て世代でない
人も参加してみてください。

●保健センター

●保健センター

赤ちゃん体操教室

ママ・パパ教室

お母さんやお父さんと楽しくふれ
合いながら、赤ちゃんのからだを
ほぐしてあげましょう！
対象 歩きはじめる前の赤ちゃん
と保護者
日時 １月20日（月）
受付 午前９時45分～10分
持ち物 母子健康手帳、バスタオ
ル、オムツ等お子さんに必要なも
の

これからママ・パパになる人に役
立つ情報や、さまざまな体験を提
供し、助産師・栄養士・保健師な
ど が、 み な さ ん の HAPPY な 妊
娠生活を応援する教室です。ママ
一人でも、おじいちゃんおばあ
ちゃんと一緒でも大歓迎！
日時 １月25日（土）
受付 午前９時15分～９時30分
（午後１時ごろ終了）
内容 出産後の手続きについて、
マタニティ・ランチを作って食べ
よう！沐浴の練習・パパの妊婦体
験、赤ちゃんのことをもっと知ろ
う！ など
持ち物 母子健康手帳、
エプロン、
三角巾、材料費（300円／人）

幼稚園・保育園
●川西幼稚園

●成和保育園

●川西こども園

ちからを合わせて『ぺったんこ！』

もちつきぺったん！

ぺったん ぺったん おもちつき♪

毎年恒例のもちつき大会。この日に
向けて絵本を見たり歌ったりして心
待ちにしていた子どもたち。当日は
袖まくりをして準備バッチリ！実際
にきねとうすを見ると
「大きい！」
「さ
るかに合戦に出てきたうすだね！」
と大喜びでした。地域の方々に力強
いお手本を披露していただき、子ど
もたちにバトンタッチ！「ぺったん
こ！」とかけ声とともに力いっぱい
つくことができました。

19
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川西

子どもたちが楽しみにしていたおも
ちつき大会がありました。３・４・５
歳児は杵を持ち「ぺったん！ぺった
ん！」の掛け声に合わせて、力いっぱ
いつきました。杵を持って「おもた～
い」
「おもちできるかな」とワクワク。
日本の文化や季節を感じ、とってもい
い経験となりました。
もちつきを楽しんだ子どもたち。みん
なの力で美味しいおもちが完成しま
した。

ほかほかに蒸しあがったもち米を大
きな石臼に入れて始まったおもちつ
き会。
最初に園長先生のお手本を見て、お
友だちは「ぺったんこ！それぺった
んこ！」と大きな声で応援しました。
その後、おもちつきと、おもちを丸
める体験しました。
小さいクラスのお友だちも、
“こねこ
ね・びよーん”と伸びるおもちの感
触を楽しんでいましたよ。

催し・講座
▼ 子どもフェスティバル２０２０
子どもによる和太鼓、琴、音楽劇
が披露されます。
（入場無料）
日時 ３月 日（日）
午後１時 分～
場所 コスモスホール
出演予
 定 和太鼓・少年少女合唱団・
琴・スマイル川西
問 教
 育委員会
２２１４
☎０７４５
（ ）

▼かわにしココ ロ カ フ ェ
新春ゲーム大 会

ー 米田氏（川西町社会福祉協議会）
と一緒に「新春ゲーム大会」で、新
しい年をにぎやかに迎えましょう。
日時 １月 日（木）
午後１時 分～３時 分
場所 文化会館サークル室Ｂ・Ｃ
対象 町内在住の高齢者に関する相
談事がある人、介護や認知症に関
心がある人ならどなたでも
参加費 １００円（飲み物・茶菓子
付き）
【お願い】カフェの送り迎えのお手伝
いのボランティアこことも（心の友）
と、カフェ運営ボランティアを随時
募集しています。高齢者とのふれあ
いなどに興味のある人はお問い合せ
ください。
問 川 西 町 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
（ぬくもりの郷内）
☎０７４５
（ ）
１１８０

▼いきいき広輪『身代わり申
（さ
る）を作ってみましょう！』

１時～３時
場所 東人権文化センター
参加費 ６００円（材料代）
定員
名（先着順）
持ち物 縫 い 針・ マ チ 針・ は さ み・
赤糸・白糸・ピンセット（ある人
のみ）
講師 森馬 有子 先生
申 １月６日（月）～ 日（金）
東人権文化センター
☎０７４３
（ ）
０６５０
10

無添加 ”手前みそ “づくり ～
生きてる味噌の味とパワーを！～

▼東人権文化センター１月短期講座



『茜八味噌 あ
( かはちみそ 』)で知
られ、２６０年続く老舗の味噌。自
家製米麴、国産大豆、赤穂の塩を使
った昔ながらのてごね製法・長期熟
成の味です。
日時 １月 日（金）
午前 時～ 時 分
場所 東人権文化センター
参加費 ４㎏ ３１００円（材料代）
定員
名（先着順）
持ち物 エプロン・三角巾・手ふき
タオル
講師 嶋田 稔 先生

600円

実行委員会

無料

午前10時

SMILE FESTA

文化会館

KAWANISHI

２月２日
（日）

教育委員会事務局

前売500円

ホール・ロビー

午後2時30分～

文化会館コスモス

新春サロンコンサート

1月19日
（日）

主催者

入場方法

開演

場所

イベント名

日

月

30 16

ならまちで、よく目にする身代わ
り申。これは「庚申（こうしん）さん」
のお使いの申をかたどったお守りで
す。家の軒先に家族の人数分を吊る
しておくと、災難から逃れられると
信じられています。丸くてユニーク
な形をした、身代わり申を作ってみ
ませんか？（全２回）
日時 ①１月 日（火）午前 時～
午後３時・②１月 日（火）午後

30

問 教育委員会事務局 ☎ ０７４５（４４）２２１４

イベントインフォメーション

▼文化会館等

64

24

11

また、年表記の記載がないもの
は原則として、直近の年の月日
を示しています。

心身の健康に不安を持つ高齢者や
家族、地域の人が集って、日ごろ感
じていることを話し、介護や認知症
の相談ができる場所です。
１月は、生活支援コーディネータ

10

30 15

15

10

20

30

28

くわしくは、お問い合わせ先の
ホームページ等で内容をご確認
ください。また、お問い合わせ
や申し込みにつきましては、特
記していない限り、平日の業務
時間内での対応となります。

44

42

21

情報ひろば

20

川西
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申 １月６日（月）～ 日（金）
東人権文化センター
☎０７４３
（ ）
０６５０

▼川西町将棋大 会 参 加 者 募 集
第五回川西町 長 杯 争 奪 戦

決勝トーナメント戦。
日時 １月 日（土）
午前 時～午後５時
場所 文化会館２階かりんの間
参加資格 町内在住・在勤及び将棋

同好会員。
年齢・性別は問いません。
参加無料。
申・主催 川西町将棋同好会
１月８日（水）まで
同会（吉岡秀夫）へ
☎０７４５
（ ）
２９８１
☎０９０
（８４８１）
９１９３

場所 橿原運動公園まほろば広場他
内容 消防職員、消防車両による部
隊行進／消防・救助総合訓練／奈
良県消防防災ヘリコプターの飛来
／奈良県ドクターヘリや大型の特
殊車両を展示／応急手当の体験／
ロープレスキュー体験（子ども対
象）／防火衣の着装体験
くわしくはホームページから確認
してください。
http://www.naraksk119.jp/
問 奈良県広域消防組合消防本部総

務課 ☎０７４４
（ ）
０１１９

日本リラクゼーション協会）
対象 女性／ 名（先着順）
※ジャージ等、動きやすい服装で参
加してください。
託児 １歳半～就学前の子ども・要
事前予約
申 １月６日（月）～ 日（月）
※祝日以外の土日も受け付け／定員
に満たない場合は前日まで受け付
けます。
午前８時 分～午後５時
教育委員会事務局
☎０７４５
（ ）
２２１４

自身が所属する事業所（デパート、
ホテル、駅舎等多数の者の出入りす
る事業所）の従業員や防災組織など
の構成員を対象に、消防機関と連携
して、
救命講習の指導を実施する「応
急手当普及員」を養成する講座です。
日時 ２月 日（水）～ 日（金）
場所 かしはら安心パーク
申 １月６日（月）～ 日（金）
磯城消防署
２４６１
☎０７４４
（ ）
実施要領及び申込用紙は奈良県広

▼応急手当普及員講習

20

14

24

http://www.naraksk119.jp/

域消防組合ホームページで確認して
ください。

33

がんばるワタシのセルフケア

20

44

30

12

▼男女共同参画講座

30

11

▼消防観閲式

30



日時 １月 日（土）
午前 時～午前 時 分
11

10

30

30

開場 午後２時
開演 午後２時30分
入場料 前売500円 当日600円
演奏曲 春の海 松竹梅 江南春色 空山鳥語
哀歌など
問・主催・チケット販売 教育委員会事務局





～自分でできるリンパマッサージ～

10

30

１月19日（日）文化会館コスモスホール ロビー
二胡 呉 延
箏
竹村 雅歌弥 ／竹村 雅萌

44

25

64

個人戦。日本将棋連盟の対局規定
に準じ、持ち時間は各 分切れ負け。
ただし優勝戦は各 分後 秒の秒読
みを採用。オール平手戦予選リーグ・

新春サロンコンサート

10

10



▼二胡＆箏

26

忙しい毎日、ついがんばりすぎて
無理をしていませんか？血流やリン
パの流れを良くし、体内に溜まった
老廃物を排出しやすくするといわれ
るリンパマッサージ。今回は、自分
で簡単にできるリンパマッサージを
学びます。
「こり」や「こわばり」を
ほぐし、疲れたからだをケアしまし
ょう。
日時 １月 日（土）
午前 時～ 時 分
場所 文化会館２階しきの間
講師 甲 田 泰 子 先 生（ 和 風 流 主 宰・

川西

2020. １. １

21

25

11

川西町公式ホームページ https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp

情報ひろば

川西町公式ホームページ https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp

情報ひろば

日時 １月 日（金）午前 時～
時 分ごろ
（受付：午前９時 分～）
場所 保健センター
申 前日までに保健センターへ
☎０７４５
（ ）
１９００

種類 胃がん内視鏡検診、乳がん検
診、子宮頸がん検診
申 ２月 日（金）まで
検診を希望する人は、保健センタ

ーへ ☎０７４５
（ ）
１９００

80

献血で集められた血液の ％以上
は、 病 気 の 治 療 に 使 わ れ て い ま す。
その多くはがん治療で使用されてい
ます。奈良県では毎日約１００名に
輸血を行っています。
使用される血液は未だに人工的に
造ることができず、長期保存もでき
ません。皆さまの献血への継続的な
協力をお願いします。
日時 ２月４日（火）
午前９時 分～正午
場所 役場玄関前
問 保健センター

１９００
☎０７４５
（ ）

43

「今は別のところに住んでいても、自分を育ててくれた

川西町は観世流能の発祥の地。観阿弥が室町時代に能
『ふるさと』に自分の意志で納税（寄附）できる制度が

の成功を祈願したとされる糸井神社では、能楽師の山

あってもいいのではないか」そんな問題提起から生ま

本章弘さんによる「神歌」や、住民等による『結崎観

れた『ふるさと納税制度』
。川西町でも「応援したい」
「貢

世会』の謡・仕舞が奉納されます。

22

川西

2020. １. １

10

45

▼医療機関で受けるがん検診

30

▼献血にご協力を

28

▼結崎駅前イル ミ ネ ー シ ョ ン

11

地元実行委員による手づくりのイ
ルミネーション。大晦日から正月に
かけて再点灯します。
日時
月 日（火）～１月３日（金）
午後５時～ 時／ 日のみ午後
時 分～
場所 結崎１号公園（近鉄結崎駅北
西）
問 結
 崎団地自治会イルミネーショ
ン実行委員会
☎０７４５
（ ）
０２８８

健康づくり
▼血糖値と食事 の 教 室

31

いつ、何を、どれだけ食べたらい
いの？バランスよく食べる工夫は？
川西町でも多くみられる糖尿病を予
防するための生活習慣や食習慣がわ
かる教室です。
対象 町内在住

問 糸井神社 ☎０７４５（４４）０４３４

問 総合政策課 ☎０７４５（４４）２２１３

糸井神社新春奉納
１月３日（金）午前11時～
ふるさと納税で、ふるさと・川西町の
まちづくりにご協力ください

31

43

30

43

▼結崎観世会
▼年末・年始で川西町に帰省中の皆さまへ

11





31

10

43

12

45

献したい」と思ってもらえるような『ふるさと』づく

りに取り組んでいます。

くわしくは下記 QR コードから確認ください。

返礼品として人気。地元の
特産品「貝ボタン」を使用
したオーダーシャツ

E メール kikaku@city.tenri.nara.jp

▼ 歳になったら国民年金

20

60

60

施設

国民年金
国民年金の相談・手続き等につい

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 歳以上 歳未満の方
は加入することが義務付けられてい
ます。 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 歳から 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。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。
20

▼学生納付特例制度

20

▼中央体育館ア リ ー ナ 開 放 日
体育館整備工事のため変更される
場合があります。
１月の町民開放日 １月 日（日）
対象者 町内在住・在勤
問 中央体育館

☎０７４５
（ ）
１６１６

ふれあいセンターでは避難所対応
の た め の 改 修 工 事 を 行 っ て い ま す。
このため２月 日（土）まで、ふれ
あ い セ ン タ ー の 貸 館 を 休 止 し ま す。
【貸館は３月から再開】
３月分の予約は２月４日（火）午
前９時 分からふれあいセンター事
務室で受け付けします。

▼ふれあいセン タ ー 貸 館 休 止

26

申 ふれあいセンター
２５３０
☎０７４５
（ ）

30

ては、桜井年金事務所または住民保
険課へ
問 桜井年金事務所

００３３
☎０７４４
（ ）
住民保険課
２６１１
☎０７４５
（ ）

募集期間 １月６日（月）～２月６日（木）
（必着）

現行の共生ビジョンは、今年度、最終年度を迎えます。

提出方法 提出用紙（町公式ホームページからダウン

そこで、新たに策定する「第２次大和まほろば広域定

ロードするか、任意の様式）に案件名、住所、氏名、

住自立圏共生ビジョン（案）
」について、パブリックコ

電話番号 ( メールアドレス )、意見等を記入し、直接持
自立圏では、協定に基づき圏域市町村が推進する具体

公表場所・方法 役場２階総合政策課内または町公式

的な取組などを記載する「大和まほろば広域定住自立

ホームページ内で閲覧

圏共生ビジョン」を策定して、
取り組みを進めています。

https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/
住自立圏の形成に関する協定を締結しています。定住

20

学生は一般的に所得が少ないた
め、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。

川西

2020. １. １

23



メントを実施します。ご意見、
ご提案をお寄せください。
天理市、山添村、川西町、三宅町、田原本町では、定

44

29

43

42

44

川西町公式ホームページ https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp

情報ひろば

▼パブリックコメントの募集

第２次大和まほろば広域定住自立圏共生ビジョン（案）

参するか、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで提出してく

ださい。電話によるご意見の受付はできません。

意見等の公表 寄せられた意見は、その概要とそれに

対する町の考え方を公表します（氏名等の個人情報は

除く）
。個々の意見に対して、直接個別の回答はしませ

んので了承ください。

提出先・問 天理市総合政策課

〒632-8555天理市川原城町605

☎0743（63）1001（内線465）FAX0743（62）5016

対象は、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
る学生です。
☎０７４５（４４）２６４２

▼税・保険料の納期

１月の納期限 １月31日
（金）

第４期分
②国民健康保険税（普通徴収）

第７期分
③後期高齢者医療保険料（普通徴収）

第７期分
④介護保険料（普通徴収）

第７期分
②③住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

ボーイスカウトとは、仲間たちと
自然の中で行動することで学び、将
来 の 良 き 社 会 人 を 育 て る 活 動 で す。
小学生以上の男女が入隊できます。
日時 １月 日（日） 午後２時～
場所 田原本町青垣生涯学習センタ
ー ２階研修室
問 城
 戸様方

▼ボーイスカウト磯城第一団隊
員募集／入団説明会、活動体
験会

http://www.mod.go.jp/pco/nara

問 ① 税務課

▼納付猶予制度

30

学生でない 歳未満の人で、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 年６月以前の期間は、 歳
未満であった期間が対象となりま
す。

▼自衛官等募集

採用・募集

28

防衛省では、令和元年度採用の自
衛官候補生、予備自衛官補を募集し
ています。試験期日や資格について
はホームページを確認してくださ
い。
【自衛官候補生（陸・海・空自衛隊）
】
年間を通じて受付を行っておりま
す。
【予備自衛官補】
受付 令和２年１月初旬～令和２年
４月初旬
問 自衛隊奈良地方協力本部 橿原
地域事務所
☎０７４４
（ ）
９０６０

④ 長寿介護課 ☎０７４５（４４）２６３５

▼検針にご協力ください
水道メーターの検針は、２か月ごとの基準日（奇数月の

15日前後）に検針員が訪問し、指示数を確認し、使用水

量をお知らせしています。
令和２年度１学期（４月）入学生
を 募 集 し て い ま す。 出 願 前 の 相 談、
見学だけでも歓迎。
期間 ３月 日（火）
申 放送大学奈良学習センター
☎０７４２
（ ）
７８７０

▼放送大学入学生募集

☎０７４４
（ ）
０９９７

10日
（金）
・14日
（火）
・15日
（水）
・16日
（木）

川西町にマルシェ（地元の農産品
や加工品などを販売する市場）が誕
生します。

▼川西町のはじまるマルシェ

https://www.ouj.ac.jp/
資料請求はホームページから

20

正確で能率的な検針ができるよう、次の点に注意してく

ださい。

・水道メーターボックスの上に物を置かない。

・水道メーターボックスの中

・水道メーターボックス付近

あるなどで検針できない。

といったことがないように

する。

問 事業課 ☎０７４５（４３）０３３１

出店者
 セミナー １月 日（日） 午
前 時～午後２時／文化会館

に犬がいる、車が駐車して

マ ル シ ェ の 開 催 ① ２ 月 ２ 日（ 日 ）
②３月 日（土）／文化会館
問 総合政策課

☎０７４５
（ ）
２２１３

左記
 ＵＲＬから申し込みできます。
http://kii3.com/hajimarumarche

12

１月は水道メーターの検針月
17

は、いつもきれいに。

採用・募集

▼１月 日は「１１０番の日」

44

１月の検診実施日

32

▼水道の定期検診



50

29

①町・県民税（普通徴収）
26

10

14

１１０番通報の適切な利用を！

10
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24

川西
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▼１月の相談窓口

人権なんでも
相談所

時

場

１月14日（火）
午後1時～4時

行政なんでも
相談所

１月15日（水）
午前10時～12時

１月７日・21日（火）
消費生活
午前10時～午後3時
相談窓口
（三宅町との
１月14日・28日（火）
広域連携事業）
午前10時～午後3時

健康相談

こころの
健康相談

高齢者の
相談窓口

保健センター

差別、いやがらせなど、人
権に関して悩みごとや困り
ごとなど／毎月第２火曜日
相談員：人権擁護委員（国か
ら委嘱）

役場２階
図書室

行 政 に つ い て 苦 情 や 意 見・
要望など／毎月第３水曜日
住民保険課
相談員：行政相談員（国から ☎0745（44）2611
委嘱）

役場２階
図書室

住民保険課
☎0745（44）2611

住民保険課
☎0745（44）2611

保健センター

健康診査結果の説明、生活習
慣病・日常生活に関すること
など

随時
※時間予約制

お問い合わせ
ください

随時

地域で暮らす皆さんがいつ
来 所・ 訪 問・ までも住み慣れた地域で生 川西町地域包括
電話にて相談 活できるよう、介護・福祉・ 支援センター
に応じます
健康・医療など、さまざまな ☎0745（42）1180
面から支援します。

※健康診査や血液検査の結果など

保健センター
☎0745（43）1900

本人・家族の心の悩みなど
保健センター
相 談 員： 精 神 保 健 福 祉 士・
☎0745（43）1900
保健師など

62

【１１０番通報の６つのポイント】
まず「落ち着いてください」
①何がありましたか？
②どこでありましたか？
③いつごろですか？
④犯人は？
⑤今どうなっていますか？
⑥あな
 たの住所、名前、電話番号（携
帯番号）
【不要 不· 急の１１０番通報の抑制】
～使い分けよう２つの１１０番～
１１０番は、事件・事故などの通

報に使用する緊急ダイヤルです。相
談 ご と 等 は、 警 察 相 談 ダ イ ヤ ル ♯
９１１０を活用してください。
事件・事故発生時に１１０番がス
ムーズにつながるよう皆さんのご協
力をお願いします。
問 天理警察署

０１１０
☎０７４３
（ ）

10

に同じ相談員が対応します。

三宅町役場総務課
☎0745（44）2001

あれば持参してください。

相談

川西

・

１月６日（月）
２月３日（月）
午前９時～11時30
分 ※時間予約制

▼川西町商工会
創業支援相談窓口

2020. １. １

容

三宅町役場３階
第2会議室

場所 川西町商工会館相談室
時間 午前 時～午後４時
土日祝・年末年始は閉館
申 川西町商工会
０４８０
☎０７４５
（ ）

kawa2445@kcn.jp
※事前予約がオススメ

25

内

消費生活（売買や賃貸借など
の契約に関することなど）に
ついて／毎週火曜日
相談員：消費生活相談員（国
から認定）※川西町と三宅町共



44

所

申

日

問

相談窓口

奈良

検索

扌蔵書の検索、利用案内や行事のお知らせ、
図書館カレンダー等、詳しい情報はこちらへ。

今月のおはなし会
◆えほんのへや（２･ ３さい） ◎小さい人（４歳～１年生）
18日（土）10：10〜10：30
18日（土）10：30〜11：00
＊保護者の方もご一緒にどうぞ
◎大きい人（２年生～中学生）
すべて２階 おはなしのへやで
18日（土）11：00〜11：30

▼児童書のおすすめ新着図書▼
あたまをつかった小さなおばあさん がんばる
ホープ・ニューウェル
経済とお金のはじまり くらす、はたらく、経済のはなし 1
山田博文
コレットのにげたインコ
イザベル・アルスノー
スポーツと君たち 10代のためのスポーツ教養
佐藤善人
はじめてのともだち ジャータカものがたり
バーサンスレン・ボロルマー
ヤナギ通りのおばけやしき
ルイス・スロボドキン

日
5

「やぎのグッドウィン」 「ひとりでおとまり」 「PEACE AND ME
わたしの平和」

ブックコート講習会へどうぞ！
図書館の本を保護するフィルムコートは、どのように
貼っているのでしょうか？ ぜひ体験してみてください｡

と き
ところ
対 象
定 員
持ち物

１月29日（水） 9：30～11：00
川西文化会館 １階 創作室
川西町内在住の大人の方
先着５名
はさみ、
定規（30㎝）
、
カッターマット（あれば）
、
ブックフィルムをかけたい本１冊
（縦22cm ×横16cm 程度の単行本）
申込み １月５日（日）から１階カウンター
または電話（0745-44-2212）で
受け付けます。( 開館時間中 )

6

火
7

水

木

金

土

１

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
※「本を返すポスト」は1/5まで閉まります

＊こんな本 どうぞ＊
※こちらに掲載した図書が貸出中の
場合は、ご来館の上、予約申込書
にご記入して、カウンターへご提
出をお願い致します。
（貸出中にな
っていない本は、予約できません）
｢ぼくはイエローでホワ
イトで､ ちょっとブルー｣

ブレイディみかこ／著
新潮社

「じゃない！」

月

（視聴覚資料は除く）

川西町立図書館

図書館だより

＊図書
 館が閉まっているときは、

（金〜19：00）

１月の休館日

「本を返すポスト」をご利用ください。

川西文化会館内
☎0745-44-2212
開館時間 ９：30〜17：00

英国在住で、優等生の「ぼく」
が通い始めたのは、人種も貧富
もごちゃまぜのイカした「元・
底辺中学校」だった。世界の縮
図のような日常を、思春期真っ
只中の息子とパンクな母ちゃん
の著者は、ともに考え悩み乗り
越えていく。私的で普遍的な親
子の成長物語。

ある「ＢＣ級戦犯」の手記
安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと
生きるための図書館 一人ひとりのために
親を老人ホームに入れようと思ったときに読む本
女に生まれてモヤってる！ 本当は「自分らしく」いたいだけなのに
観光公害 インバウンド4000万人時代の副作用
幻島図鑑 不思議な島の物語
検証奈良の古代遺跡 古墳・王宮の謎をさぐる
心を強くする ｢世界一のメンタル」50のルール
孤独こそ最高の老後
子どもを攻撃せずにはいられない親
最良の逝き方 特別養護老人ホームで見た生死の決断
座右の銘はない あそび人学者の自叙伝
女性のための鉄道旅行入門
父親が知らないとマズイ「女の子」の育て方
なかみグラフィックス 断面図・分解図・透過図のめくるめく世界
懐かしの昭和ドライブイン
なんにもなかった 戦中・戦後の暮しの記録 拾遺集戦後編
日常にひそむうつくしい数学
ネット予約時代の困ったお客のトリセツ
化物蝋燭
ひぐらし先生、俳句おしえてください。
｢ふつうの子」なんて、どこにもいない
星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた
３つのアポロ 月面着陸を実現させた人びと
やさしく正しい妊活大事典
ユダヤ人を命がけで救った人びと
夜と霧の明け渡る日に 未発表書簡、草稿、講演
40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか
我らが少女Ａ

冬至堅太郎
安藤 泰至
竹内
哲
小嶋 勝利
ジェーン・スーほか
佐滝 剛弘
清水 浩史
小笠原好彦
サーシャ・バイン
松原 惇子
片田 珠美
小村一左美
石毛 直道
蜂谷あす美
高橋
博
フアン・ベラスコ
越野 弘之
暮しの手帖社／編
冨島 佑允
飯野たから
木内
昇
堀本 裕樹
木村 泰子
大野 裕明
的川 泰宣
吉川 雄司
キャロル・リトナー
Ｖ・Ｅ．
フランクル
永島
計
高村
薫

2020. １. １

川西
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毎月 日は人権を確かめ合う日

問 川西町人権教育推進協議会事務局
（教育委員会事務局内）
☎０７４５（４４）２２１４

人権コーナー
ありがとうございました
20

11

11

子ども・若者の人権や命を
繋 ぐ 絆 の 力（ 地 域 力 ） 等、
いろいろな命・人権課題に
ついて話し合っていただき
ました。また、テーマＤＶ
Ｄ活用状況は、
「君が、いる
から」が 自治会で「被災
地からのメッセージ」が８
自治会でした。ある自治会
では、
日程を工夫して
「君が、
いるから」と「被災地から
のメッセージ」の両方を実
施された地区もありました。
地区別懇談会を終えた各
自治会から、次のような感
想が寄せられました。「君が、
いるから」を利用された自
治会からは、
「現在社会の中
で見られる児童虐待やＤＶ
12

2019年度 地区別懇談会、
人権教育地区別懇談会の
実施を２００９年度から各
自治会にお任せしてから
年目が終わりました。今年
度は、全自治会（ 自治会）
で地区別懇談会が実施さ
れ、多くの住民の方が参加
されました。地区別懇談会
の計画・運営にあたり、各
自治会長様をはじめ、お世
話 い た だ い た 自 治 会 役 員、
住民の皆様に感謝申し上げ
ます。ありがとうございま
した。
懇談会の内容は、
「君が、
いるから」
「被災地からのメ
ッセージ」
「泣いて笑って涙
してポコアポコ」の人権教
育 啓 発 Ｄ Ｖ Ｄ を 活 用 し て、

等は周囲の人からは見落と
されやすく、また、気づい
ても他人事として放置され
やすいと思う。今回のビデ
オを見て、これからは気づ
けば周りの人とも相談して
良い方向に進められるよう
努力したいと思う。
」や「
『あ
なたなんか産まなければよ
かった』というビデオ中の
母親の発言は心理的虐待に
当たる。２０００年に制定
さ れ た 児 童 虐 待 防 止 法 は、
われわれ国民に通告の義務
を課している。近くで、虐
待かなと思われる事案があ
れば、警察署や児童相談所
に連絡する、そのことが子
どもの人権を守っていく第

一歩かと思う。
」という意見
等ありました。また、
「被災
地からのメッセージ」のＤ
ＶＤを利用された自治会か
らは、
「川西町は、大地震・
噴火・豪雨災害の経験がな
い。多くの参加者は危機意
識がかなり低かった。しか
し、今回の懇談会で危機意
識の共有の必要性、地域の
コミュニケーションの大切
さを教えられた。特に、川
西町においては、温暖化の
影響で、豪雨・洪水の心配
が一段と高まっているよう
に思う。高齢者世帯も多く、
ご近所力の絆とコミュニケ
ーションを平素より強めて
いく必要がある。
」等、貴重

なご意見が寄せられまし
た。

地区別懇談会は地域社会の
話し合う場、これからも大
切に！
地区別懇談会は、身の回
りにある様々な課題に気づ
き、それについて話し合う
ことによって自分たちの地
域社会をより暮らしやすい
ものにしていく話し合いの
場です。また、地区別懇談
会に参加することによって、
近隣の人たちとのつながり
を深め、人の輪を広げると
いう大きな役割も果たして
います。今後とも、積極的
な参加をお願いいたします。

川西

2020. １. １
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毎月11日は「人権を確かめ合う日」

人権コラム

況を把握するために行った
「 国 民 健 康・ 栄 養 調 査（ 平
成 年実施）【厚生労働省】」
では、野菜摂取量の平均値
は２８８．２ｇという結果
が出ました（きのこ類や海
藻類含む）
。これは厚生労
働省が目標量としている１
日３５０ｇ摂取に約 ｇ届
かない値です。 ｇといえ
ば、ほうれん草のお浸し１
皿弱の量に相当し、少しの
工夫で摂れる量です。

刻んだ野菜を加えたソース
を作ることも１つの工夫に
なります。他にも野菜を鍋
で煮ることが面倒であれ
ば、マグカップにカットし
た野菜やキノコ類を入れ電
子レンジで加熱し、最後に
即席のスープの素とお湯を
入れるなどの方法もありま
す。
ライフスタイルの変化の
中、調理の余裕が無い人も
いると思います。そのよう
な場合でも、工夫１つで食
習 慣 を 変 え、「 野 菜 を 食 べ
ると元気になる」を実践に
向けてみてはいかがでしょ
うか。

煮立ったら、ほうれん草を加える。

水（600ml）

健康づくり
問 国保中央病院
☎０７４４（３２）８８００

幼い頃から「野菜を食べ
ると元気になる」
と教わり、
漠然と「野菜＝健康」とい
うイメージがついている人
は多いのではないでしょう
か？「 健 康 的 な 食 生 活 と
は？」と聞かれると上位に
「野菜を食べること」が挙
げられると思います。

ベーコンは１cm 幅に切る。

卵（２個）

29
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例えば寒い季節、スープ
やお味噌汁などの汁物料理
は、工夫１つで野菜がしっ
かりと摂れる食品です。数
種類の野菜を鍋で煮ればす
ぐ出来上がり、簡単な調理
で十分な量の野菜を摂るこ
とができます。さらに汁物
料理なら、煮込んでいる際
に野菜から出た水溶性ビタ
ミンを逃さず摂取できるの
で 栄 養 面 で も お 勧 め で す。
またカレーなどの煮込み料
理 で は、 水 の 代 わ り に
１００％の野菜ジュースを
用いる事も１つの工夫とな
ります。同様にトマトソー
スの利用や調味料に細かく

ソメの素を加えて火にかける。

③卵 を割りほぐし、とろけるチーズ

コンソメ（２個）

②鍋 に玉ねぎ、ベーコン、水、コン

とろけるチーズ（10ｇ）

にする。

ベーコン（２枚）

玉ねぎは薄くスライスする。

玉ねぎ（１/ ２玉）

①ほうれん草は３cm 程度のざく切り

ほうれん草（１束）

作り方

材料（４人分）

お好みでこしょうを加える。

問 保健センター
☎０７４５（４３）１９００

栄養科 管理栄養士
藤村 千紗

健康状態や生活習慣の状

プラス
１皿

を加えて混ぜ、②に回し入れる。

こしょう（適宜）

（１人分）エネルギー107kcal ／塩分1.2ｇ

が多く含まれます。

ほうれん草と卵のスープ

野菜の上手な摂り方

ラル、食物繊維などの栄養素を豊富に含んでいます。特に貧血防止

健康かわにし21 おいしくごはんを食べよう

ほうれん草は「総合栄養野菜」と評されるようにビタミン、ミネ

野菜をもっと食べよう

に有効な鉄分や、皮膚や粘膜を健康に保ってくれるβ－カロチン
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保持等の違反（手に持って通話、画像の注視）の場合

➡違反点数が３点（改正前は１点）
、反則金の引き上げ

（大型車：25,000円、普通車：18,000円、二輪車：


消費生活相談

罰金

基本料金が現在より安いだ
けの可能性もあります。必
ず現在の自分の契約内容と
比較しましょう。現在の契
約先と長期間契約している
場合、大きな割引を受けて
いる場合もあります。

➡違 反点数が６点（改正前は２点）、30万円以下の

※その他、自動車の自動運転技術の実用化に対応す
るための整備については、遅くとも、令和２年５
月23日までに施行

15,000円、原付車12,000）

②電話の説明だけで契約し
ない
電話で説明を聞いただけ
で決めてしまわず、書面や
パンフレットを送ってもら
い、じっくり内容を確認し
てから決めましょう。契約
は口頭でも成立します。電
話で契約の意思を示してい
れば、それだけで契約が成
立する場合もあるので注意
が必要です。

通話や画像の注視で交通の危険を生じさせた場合

▼運転経歴証明書を申請することができる者が拡大
されます
・更新を受けないまま失効させた場合にも、自主返
納者と同様に申請が可能

られます

卸売りを開始しました。卸
売りを受けた事業者が提供
する光回線サービスをコラ
ボ光といいます。この相談
のような勧誘電話をかけて
きたのは、光回線の卸売り
を受けたコラボ事業者で
す。こうした事業者は電話
で勧誘することが多いので
すが、消費者を勘違いさせ
る よ う な 説 明 が あ っ た り、
消費者側が思い込みで契約
してしまったりなどトラブ
ルも多く報告されていま
す。
▼相談事例
・安く な る と 言 わ れ た の
に、実際は安くならなか
った。
・料金
 プランの変更だと思
っていたら、別の会社と
の契約だった。
・説明
 されていないオプシ
ョンがつけられていた。
・契約
 したつもりがなかっ
たのに契約になってい
た。

③事業 者 名、 サ ー ビ ス 名、
月額料金、解約料等を確
認
ＮＴＴからの電話だと思
い込んでいたというケース
が多く発生しています。だ
れとどんな内容の契約をす
るのかしっかり確認してお
きましょう。
トラブルになった場合は
早めにご相談ください。

▼運転中の携帯電話使用等に関する罰則が引き上げ

▼運転免許証の再交付要件が緩和されます
・住所、名字変更など記載事項の変更の届出をした
とき
・運転免許証の写真を変更しようとするとき

道路交通法の一部改正（令和元年12月１日施行）

問 住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

先 日、
「光回線のお得
なプランがある。今より安
くなるのでおススメです。
」
という電話がかかってき
た。うちはＮＴＴと光回線
の契約をしているので、Ｎ
ＴＴからプランの変更をす
すめられているのかと思い
話 を 聞 い て い た。 し か し、
途中で別の会社だと気づい
た。もう少しで勘違いして
契約するところだった。私
のように勘違いする人もい
るのではないか。

▼トラ
 ブルにあわないため
に
①「安
 くなる」といわれて
も鵜呑みにしない
「安くなる」というのは、

☎０７４３（６２）０１１０
問 天理警察署

光回線サービスの勧誘電話
２ ０ １ ５ 年 ２ 月 か ら、
ＮＴＴが光回線サービスの

川西
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川西町職員の給与などの状況をお知らせします。
■ 職員の給与の状況

■ 職員の任免及び職員数に関する状況

人件費（H30決算）

職員の採用状況

歳出額（A）

人件費（B）

人件費率（B/A）

一般行政職

教育職

技能労務職

計

4,282,158千円

697,905千円

16.30％

0人

2人

0人

2人

※平成30年4月2日から平成31年4月1日までの状況

職員給与費（H30決算）
職員数

給料等の合計

職員１人あたり

86人

483,115千円

5,618千円

※退職手当を除いた諸手当を含みます。職員数は平成30年4月1日
現在に一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有す
る休職者、派遣職員を含み、臨時又は非常勤職員を除いています。

職員の退職状況
定年退職

勧奨退職

その他

計

3人

0人

2人

5人

※平成30年4月2日から平成31年4月1日までの状況

職員の平均年齢と平均給料月額 等
区分

年齢

給料月額

給与月額

一般行政職

43.8歳

306,900円

375,100円

教育職

32.7歳

257,600円

276,000円

技能労務職

50.8歳

278,600円

323,900円

企業職

42.1歳

313,100円

397,200円

※平成31年4月1日現在の状況です。平均給与月額は、給料月額と
毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当
（期末勤勉手当を除いた額）等の合計額での平均です。

区分

期末手当

職員１人あたり平均支給額

勤勉手当

1,400千円

支給割合（一般職）

2.60月

加算措置

1.85月

自己都合

勧奨・定年

勤続20年

19.66950月

24.586875月

勤続25年

28.03950月

33.27075月

勤続35年

39.75750月

47.70900月

最高限度額

47.70900月

47.70900月

－

定年前早期退職特例措置
１年につき、２％加算

平均支給額

主事

技能
労務職

教諭

計

14人

15人

25人

25人

8人

9人

96人

※平成31年4月1日現在の状況。上記には相当職を含みます。

職員数（部門別）
部門

特別

区分

その他

主任

5/100～15/100
退職手当

加算措置

課長

一般行政

期末勤勉手当（H30決算）

職員数（役職別）
課長
補佐

12,565千円

※平均支給額は、平成30年度中に退職した職員に支給された退職
手当の平均です。

行政

区分

H30

H31

比較

議会

1人

2人 (1)

1

総務

20人

19人

△1

税務

8人

7人

△1

農林水産

2人

2人

－

土木

7人

6人

△1

民生

13人 (1)

11人 (1)

△2

衛生

11人

11人

－

教育

24人 (2)

25人 (2)

1

水道

3人

3人

－

下水道

2人

2人

－

その他

7人

8人

1

合計

98人 (3)

96人 (4)

△2

※各 年度4月1日現在の状況。職
員数は、一般職に属する職員数
であり、地方公務員の身分を保
有する休職者、派遣職員を含み、
臨時又は非常勤職員を除いてい
ます。
（
）
内は再任用職員
（フ
ルタイム）の職員数です。

時間外勤務手当（H30決算）
支給実績

職員1人あたり平均支給年額

9,105千円

157千円

2020. １. １
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役場からの公表

人事行政の運営状況

町の人事行政について、住民の皆さまにご理解をいただくため、次のとおり公表します。
※町ホームページにはさらにくわしい情報を記載しています（左記 QR コード）
。
問 総務課 ☎０７４５（４４）２２１１

■ 職員の福祉及び利益の保護

■ 職員の勤務時間その他の勤務条件

共済組合等

標準的な職場における勤務時間の割振

短期給付事業
共済組合

始業時刻

長期給付事業

終業時刻

休憩時間

週休日

午前8時30分 午後5時15分 正午～午後1時

福祉事業

1週間の勤務時間

土・日

38時間45分

川西町職員互助会
川西町安全衛生管理規程

年次有給休暇（H30実績）
1人あたりの平均取得日数

健康診断（H30実績）
区分

受診者数

定期健康診断

74人

人間ドック

共済組合

脳ドック

52人

9.3日

育児休業（H30実績）
男

女

計

1人

2人

3人

6人

■ 職員の研修及び人事評価の状況
公務災害（H30実績）
区分

件数

公務災害補償

―

通勤災害補償

―

職員の研修（H30実績）
職場外研修

職場研修

15人

79人

参加者数

職場の人事評価
平成31年4月1日現在

■ 公平委員会の報告事項

実施

審査請求（H30実績）
区分

件数

勤務条件に関する措置の要求の審査

1

不利益処分に関する不服申立ての審査

―

■ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況
分限処分 （H30実績）
処分事由

■ 職員の服務の状況
服務に関する基本原則
服務の根本基準
服務の宣誓
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
信用失墜行為の禁止

降任

免職

休職

勤務実績が良くない

－

－

－

心身に故障の場合

－

－

6件

職に必要な適格性を欠く場合

－

－

－

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合

－

－

－

刑事事件に関し起訴された場合

－

－

－

地方公務員法第28条第４項
により失職したもの

－

－

－

秘密を守る義務
職務に専念する義務
政治的行為の制限
争議行為等の禁止
営利企業等の従事制限
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懲戒処分 （H30実績）
処分事由
法令に違反した場合

戒告

減給

停職

免職

－

－

－

－

職務上の義務に違反し
または職務を怠った場合

1件

－

－

－

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

1件

－

－

－

人の動き 12月１日現在
区分

問 住民保険課 ☎0745
（44）
2611

人口

年齢

総人口

8,583人

0～14歳

前月人口

8,608人

人口増減

△25人

人口

比率

999人

11.6％

15～64歳

4,662人

54.3％

65歳以上

2,922人

34.1％

（転入）

＋17人

（転出）

△24人

（出生）

＋ 2人

世帯数

3,663世帯

（死亡）

△10人

前月世帯数

3,670世帯

（その他増減）

△10人

世帯増減

（人）
10,000

15年前

世帯数

町のウェブ・コンテンツ
●川西町ホームページ

https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/

町が発信するあらゆる情報を
掲載しています。

●川西町公式 Facebook

https://www.facebook.com/kawanishi.nara

町 の ニ ュ ー ス、 イ ベ ン ト の

△ 7世帯

様子を掲載しています。

●川西町公式インスタグラム
10年前

9,000

5年前

0～14歳

https://www.instagram.com/kawanishi_
official/

町の魅力を町外の人に知って

8,000

もらえるような写真を掲載し
ています。

15～64歳

●川西町公式 You Tube

5,000

https://www.youtube.com/channel/
UC8enD9Eo_0fkCixEzQ6r8ng

町の魅力を町外の人に知って
もらえるような動画を掲載し

65歳以上

H16

H21

H26

H29

H16～30は各年の４月の人口

H30

現在

申込用紙
広報「川西」に掲載しているイベントや講座の申し込みに利用してください。

イベント名・
講座名
氏 名
住 所
連絡先

広告募集
▼コミュニティバス
「川西こすもす号」車両広告
価格 １月あたり３千円～７千円
（設置個所により異なります）
。
※ラッピングシートは広告主で作成
してください。
▼広報「川西」紙面広告
広告の規格
１号広告（縦59㎜×横87㎜）
２号広告（縦59㎜×横179㎜）
価格 ５千円～
くわしくは町ホームページで確認し
てください。
問・  総合政策課
☎０７４５（４４）２２１３
申

その他の項目

ています。
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役場・関係機関の
電話番号

家庭ごみの排出量
（11月分）

排出量

可燃ごみ

124.26 t

95.7％

97.2％

不燃ごみ

10.62 t

116.3％

101.0％

資源ごみ

7.71 t

110.3％

107.1％

役場代表番号

0745-44-2211

総務課

0745-44-2211

総合政策課

0745-44-2213

税務課

0745-44-2642

債権管理課

0745-44-2621

住民保険課

0745-44-2611

環境整備事務所

0745-43-1766

健康福祉課

0745-44-2631

長寿介護課

0745-44-2635

保健センター

0745-43-1900

100

事業課

0745-44-2679

事業課（上下水道）

0745-43-0331

80

議会事務局

0745-44-2681

会計課

0745-44-2648

40

教育委員会事務局

0745-44-2684

文化会館

0745-44-2214

20

図書館

0745-44-2212

西人権文化センター 0745-44-2080

問 住民保険課 ☎0745
（44）
2611

（ｔ）160

前月比

可燃ごみ

140
120

60

0
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