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5 庁舎建設事業の今後のスケジュールと南側地上駐車場について
11-14 元気城下町デジタルチケット

大和郡山市役所
〒639-1198 大和郡山市北郡山町 248-4 

電話 0743-53-1151（代表）
FAX 0743-53-1049（代表）

https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/

ミュージックビデオ「響け！大和郡山」撮影
市内名所、旧跡各所で合唱リレーを歌い継いだミュージックビデオの撮影が

クランクアップしました。8月末目途に完成し市ホームページで公開予定です。
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奈良県ローラースポーツ連盟
所属選手として初めて世界選手
権出場資格を獲得し、6月26日
から7月3日にイタリアのロー
マで開催される「ワールドスケー
ト世界選手権ストリート・ロー
マ大会」に出場が決まった中島 
野々花選手が妹の中島 茉瑚選手
と共に市長を表敬訪問しました。
「ローマ大会はパリオリンピックに繋がる大きな大会。良い演技が出

来るよう頑張りたいです。」と中島選手から大会出場の報告がされ、市長
は「活躍する人は皆感謝の気持ちを持っている人たちです。支えてくれ
ている人たちに感謝の気持ちを忘れず、思い切りのびのび頑張ってきて
ください。」と激励しました。

この日、筒井小学校の4年
生が、株式会社丸島アクアシ
ステムの工場を見学しました。
郷育プロジェクトの一環と

して、企業とつながるキャリア
教育を通じて、ふるさとへの愛
着と誇りを育むため実施され
た今回の地域の工場見学では、

事前学習で勉強したことをもとに、実際に工場で働いている人から話を聞
きながら、工場の機械や製品が出来上がる様子を見て回りました。子ども
達は工場で出来たものがどう使われているかに興味津々。他にも会社の
名前の由来や会社のスローガンを尋ねる姿が見られました。

令和4年6月8日(水曜日) 
ワールドスケート世界選手権ストリート・
ローマ大会出場報告 市長表敬訪問

令和4年7月1日（金曜日）
郷育プロジェクト 地域の工場見学

「COCOAR2」を使ってA「COCOAR2」を使ってARR動画を見てみよう！動画を見てみよう！

 ステップ 1 　アプリをインストール
左記QRコードを読み込むか、「App Store」
もしくは「Google Play」で「COCOAR2」と
検索し、インストール。

※AR動画を視聴する場合は、通信料がかかりますのでご注意ください。

  ステップ 2 　スキャンして動画を見てみよう！
登録画面が終わると、スキャンが始まりますので、画面の内側
に下記のような枠に囲まれた記事を入れてください。スキャ
ンが成功するとダウンロードして、AR動画が始まります。

8月の市民相談
・ 法律相談（予約制）　
 10日（水）･17日（水）
 13 時～ 16 時 20 分 市民相談室
・ 女性のための法律相談（予約制）　
  24日（水）13時～16時20分 

※ 新型コロナウイルス感染症予防のため、
現在電話による相談となります。

・ 行政相談
 18日（木） 13時～16時 市民相談室
・人権相談
 25日（木）13時～16時
 三の丸会館円卓ルーム
・ DV・女性相談（専用電話☎52-6240）
 （月～金）8時30分～ 17時15分　
※ このほか、消費者相談・一般相談など各種相談

を行っています。詳しくは、市民相談室（市役
所人権施策推進課内・内線245）へ
・ 住宅相談
 17 日（水）（受付 : 3日（水）～10日（水））
 13時30分～ 市役所301会議室
 受付・問合せ＝入札検査課 施設整備室
 （内線646・647）

納税・納付〈納期限〉
・市県民税（第2期）【税務課】
・国民健康保険税（普通徴収第2期）【保険年金課】
・後期高齢者医療保険料（普通徴収第2期）【保険年金課】
・介護保険料（普通徴収第2期）【介護保険課】

＜納期限：8月31日（水）＞
大和郡山市の人口・世帯数
（6月30日現在・カッコ内は前月比）
・  人口
  ・総計  84,230人  （－39）
  ・男  39,937人  （－17）
  ・女  44,293人  （－22）
・  世帯数  38,962世帯  （＋18）
6月の消防・救急出動件数

（カッコ内は前月比）
・  消防件数  1件 （－3）
・  救急件数  366件 （－4）

令和4年度の  
特殊詐欺発生件数・被害額
（カッコ内は前月比）（6月30日現在）
・  市　15件（＋7）   63,341,966円
  （＋53,559,412）
・  県　97件（＋38）  227,969,129円
  （＋66,593,721）
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く ら しく ら し
第72回大和郡山市都市計画 
審議会の開催について

　都市計画審議会を次のとおり開催します。
日時＝8月4日（木）15時～
場所＝市役所4階 大会議室
内容＝第１号議案 特定生産緑地の指定案について
　 第２号議案 大和都市計画生産緑地地区の変更案に
ついて（大和郡山市決定）

　第３号議案 下水道排水区域の変更について
※案件については、変更になる場合があります。
傍 聴の申込み＝会議の当日、14時～14時30分までの間に、
市役所4階 大会議室前にて傍聴申出書に名前・住所を記入
定員＝10人（定員を超える場合は抽選）
問合せ＝まちづくり戦略課（内線673）

令和5年度 市立幼稚園入園児を
募集します

入園資格＝市内在住で、下記年齢の幼児
　3歳児：平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれ
　4歳児：平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ
　5歳児：平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ
※幼児は市内在住であること。
※ 当市に令和5年3月31日までに転入予定の人も申し
込みできます。

※園児の送迎は、保護者の責任とします。
申 込＝8月25日（木）～9月1日（木）の9時～16時（土･日曜
を除く）に、①入園願 ②誓約書 ③入園児の住民票の写し 
を持って入園を希望する幼稚園へ（1園に限る）

※ ①②の書類は各幼稚園にあります。期間内に受け取
り提出してください。

※ 入園願提出者には、入園願受付票をその場で交付し、
後日、入園前健康診断と面接を行います。

◆ 昭和幼稚園は令和6年度末で閉園となります。在籍
園児については、令和7年度より郡山双葉会幼保連
携型認定こども園 昭和こども園に編入予定です。

問合せ＝入園希望の幼稚園または学校教育課（内線723）

資源集団回収活動の新規団体の
登録を受け付けます

　資源集団回収活動に対する報償金の交付対象となる
地域住民団体（自治会等）を新規に募集します。
対象団体＝下記①～③のすべてにあてはまる団体
① 市内で、一定の地域住民（おおむね20世帯以上）で構
成された団体であること

②営利を目的としない団体であること
③ 年間活動計画（原則として、月１回以上）を有し、継
続した回収活動を行う団体であること
対 象資源＝ダンボール、古新聞、古雑誌、古布、牛乳
パック

報償金＝回収業者に引き渡した資源1kgにつき2円
※ 新規登録団体の報償金は、9月1日以後の活動分から
適用します。

※すでに登録済みの団体の手続きは不要です。
申 込･問合せ＝8月19日（金）までに、清掃センター（☎
53-3463）へ

新型コロナウイルス感染症の影響
による介護保険料の減免について

　次のいずれかの第1号被保険者（65歳以上の人）は、
申請により介護保険料が減免される場合があります。
① 65歳以上の人で、その人が属する世帯の主たる生計
維持者が、新型コロナウイルス感染症により死亡ま
たは重篤な傷病を負った場合

② 65歳以上の人で、その人が属する世帯の主たる生計
維持者の1月から12月までの事業収入･不動産収入
･山林収入･給与収入のいずれかについて、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、前年に比べて30％
以上の減少が見込まれる場合

※ 詳しい条件や申請方法は、下記へお問い合わせくだ
さい。
問合せ＝介護福祉課（内線516・517）

清掃センター　休日業務のご案内
下記の祝日のごみ収集・持込ごみの受付は、下の表のとおりとします。 問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

※可燃ごみの収集は、交通事情により早めに収集する場合があります。ごみは７時30分までに出していただきますよう、お願いします。
※お盆期間中（8月15日）も、ごみの収集及び清掃センターへのごみ持込の受付（11時～12時、13時～16時）は平常通り行います。

月　　日 可燃ごみの収集 持込ごみの受付 不燃ごみの収集日

8月11日（木） 山の日 通常どおり収集
（可燃ごみのみ）月・木コース 9：00～ 12：00
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　街の中で白杖を持った人が困っている様子を見かけたら､「何かお手伝いしましょ
うか。」と声をかけてみてください。そして、援助を求められたら､ どのように誘
導すればよいか聞いてください。知らない人に声をかけるのは少し勇気がいること
ですが、ちょっとした声かけが､ 視覚障害者の安全で安心な外出につながります。

あなたの声かけで防げる事故があります
　危険なときは「白い杖の人､ 止まって､ 危ない！」と呼びかけてください。
　「危ない」だけでは何が危ないのかわからない事もあります。「ホームの端ですよ」
「もうすぐ信号が赤に変わりますよ」など､ 具体的な状況を説明し､ 安全な場所ま
で誘導してください。

点字ブロックの上には物を置かないで…
　点字ブロックの上やその周囲に自転車や看板などがあると大変危険です。目の不自由な人が安全に移動
するため､ みなさんのご協力をお願いします。  （障害福祉課）

困っている人を見かけたら、積極的に声かけを！

後期高齢者医療保険限度額適用認定証の交付について後期高齢者医療保険限度額適用認定証の交付について

保険証

限度額適用・
標準負担額減額認定証

保険証

保険証

　医療費の限度額は所得区分によって異なります。医療機関の支払いを限度額までにするためには、所得区分に
より「限度額適用認定証」が必要な場合があります。
　認定証が必要な人で、医療費が高額になる場合は、あらかじめ保険年金課（１階24番窓口）で「限度額適用認定
証」の交付申請をし、医療機関に提示するようにしてください。

所得区分 医療機関に提示するもの

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ（住民税課税所得 690万円以上）

Ⅱ（住民税課税所得 380万円以上）

Ⅰ（住民税課税所得 145万円以上）

一般（住民税課税所得 145万円未満）（注 1）

非
課
税
世
帯

低所得者Ⅱ（注 2）

低所得者Ⅰ（注 3）

（注1） 令和4年10月1日から、「一般」は「一般Ⅰ」（窓口負担１割）と「一般Ⅱ」（窓口負担２割）に分かれます。ど
ちらの所得区分でも、認定証の申請は不要です。

（注2）世帯員全員が住民税非課税の人。
（注3） 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が0円（年金の所得は控除を80万円として計算）の人。

なお、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には、給与所得から10万円を控除します。 
※ 令和３年度に認定証の交付を受けている人で、8月以降も認定できる人には、7月下旬に認定証を送付していま
すのでご確認ください。（後期高齢者医療被保険者証とは異なり、有効期限が令和５年７月31日までとなって
おりますのでご注意ください。）

※ 所得区分が”非課税世帯”から”現役並み所得者”、または”現役並み所得者”から”非課税世帯”へと変更になっ
た場合は、再度所得区分に対応した限度額適用認定証の申請が必要となります。   

※ 所得区分を判定するためには、世帯全員の所得の確認が必要となります。所得の申告がない場合、認定証の交付
ができないことがありますのでご注意ください。   

※ 新たに認定証の交付を受けられる人は申請が必要です。（申請に必要なもの…保険証・代理人が手続きされる場
合は代理人の身分証も必要です。）   

問合せ＝保険年金課 医療係（内線327・328） 

保険証 限度額適用認定証 申請
必要

申請
必要

（認定証の申請は不要）

（認定証の申請は不要）
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　庁舎建設事業は、現在、旧庁舎の解体工事を行っております。
　今後は旧庁舎解体、交流棟建設、駐車場・外構整備と進んでいき、令和５年７月中にグランドオープンとなる予
定です。来庁者駐車場についても、同時期に新庁舎南側地上駐車場をご利用いただけるようになりますので、今し
ばらくお待ちください。
　引き続き、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
【スケジュール】

工種 年 2022（令和 4）年 2023（令和 5）年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

新庁舎建設 完成

旧庁舎解体

交流棟建設
駐車場整備

新型コロナワクチン４回目接種について

３回目のワクチン接種から５カ月が
経過した次の条件にあたる人

8月16日（火）8時30分～
予約受付開始

Web予約QRコード

①60歳以上の人（手続き不要）

②�18歳以上59歳以下で、基礎疾患のある人（基
準値〈BMI値30以上〉を満たす肥満の人を含む）
やその他重症化リスクが高いと医師が認めた人

対象者 集団接種について

４回目接種を希望する人は
接種券送付の申請をしてください

接種券送付申請方法
①電子申請　②郵便　③ＦＡＸ
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

➡ 市への申請なく接種券を送付します

実施日 会　場

9/10（土） 保健センター
さんて郡山

旧庁舎解体

交流棟建設、駐車場・外構整備

令和５年７月中
新庁舎グランドオープン

南側地上駐車場も利用できます

４回目接種券の発送準備ができた人のうち、３回
目接種から概ね５ヵ月経過した時期以降に順次発
送する予定です。

問合せ＝
市コールセンター ☎59-0567

【受付時間（平日） 8時30分～17時15分】

⃝ 4 回目接種に関する最新の情報は、市ホームペー
ジをご覧ください。

庁舎建設事業の今後のスケジュールと南側地上駐車場について庁舎建設事業の今後のスケジュールと南側地上駐車場について

要申請

➡
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南側駐車場は
令和５年７月中に
利用可能となる予定です。

問合せ＝総務課 庁舎建設室（内線481）



く ら しく ら し
特別児童扶養手当制度の 
おしらせ

　20歳未満の身体や精神に中程度以上の障害や病気
（おおむね身体障害者手帳の1～3級と4級の一部、療育
手帳AとBの一部など）の児童を家庭で育てている父
か母、または父母にかわってその児童を育てている人
に支給されます。
手当の額＝１級：52,400円 2級：34,900円
支 給方法＝請求をして認定されると、請求の翌月から
の手当が4月･8月･11月に（それぞれの前月分まで。
11月は当月分まで。）支給されます

※ 前年（1月～7月分までの手当については前々年）の所
得が所得制限限度額以上の場合は、手当は支給され
ません。

※ 対象となる児童の範囲や所得制限など、詳しくは下
記へお問い合わせください。
◆手当を受けているみなさんへのお知らせ
【特別児童扶養手当の所得状況届を提出してください】
　所得状況届は、前年の所得や児童の養育状況などを
確認するための大切な届です。この届をしないと８月
分以降の手当が受けられないので必ず届をしてくださ
い。
対象＝７月末現在、手当を受けている人
期 間＝8月12日（金）～9月9日（金）（土･日曜、祝日を除
く）
届 に必要なもの＝①手当証書 ②その他必要な書類は
各個人に通知します
届出先･詳細･問合せ＝子育ち支援課（内線522）

住民税非課税世帯等に対する 
臨時特別給付金について

　新たに令和4年度分の住民税均等割が非課税となっ
た世帯に対して給付金の支給に必要な確認書を送付し
ましたので、ご確認ください。なお、既に本給付金を受
け取られた世帯に対しては支給されませんのでご注意
ください。
　令和4年1月以降の家計急変世帯の人は別途申請が必
要になります。
問合せ＝生活支援課（内線536・537）

児童扶養手当制度のおしらせ
　児童扶養手当は、父（母）と生計を共にできない場合

（死亡･離婚･未婚･生死不明･その他）か、父（母）が重
度の障害者である場合に児童の父（母）、または父母に
かわってその児童を育てている人に支給されます。
※ 児童とは、18歳に達する日以降最初の3月31日まで
の人のこと。心身に一定の障害がある場合は20歳ま
での人。ただし、世帯の状況等によっては支給されな
い場合があります。詳しくは、下記へお問い合わせく
ださい。
支 給方法＝請求をして認定されると、請求の翌月分か
らの手当が奇数月に（それぞれの前月分まで）支給さ
れます

※ 前年（1月～10月分までの手当については前々年）の
所得が所得制限限度額以上の場合は、手当は支給さ
れません。

※ 対象となる児童の範囲や所得制限など、詳しくは下
記へお問い合わせください。
◆手当を受けているみなさんへのお知らせ
【児童扶養手当の現況届を提出してください】
　現況届は、前年の所得や児童の養育状況などを確認
するための大切な届です。この届をしないと、11月分
以降の手当が受けられないので、必ず受給者本人が届
をしてください。
対 象＝７月末現在で手当を受けている人･全部停止の人
※対象となる人には、郵送で通知を送付します。
期 間＝8月1日（月）～31日（水）（土･日曜、祝日を除く）
届 に必要なもの＝①手当証書 ②その他必要な書類は
各個人に通知します

【児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の申
請について】（該当者のみ）
　児童扶養手当を受給して5年、または支給要件に該当
した時から7年を経過した人は、それまでの手当額の2
分の1が減額されます。
　ただし、就業中や求職活動中である場合、障害・病気
により就業ができない等の事由に該当する場合は、届
出により減額の対象にはなりません。
　該当する人にはすでに届出用紙を送付していますの
で、現況届提出時にあわせて提出してください。
　なお、届出のない場合は、手当額が減額される場合が
ありますので注意してください。
◆共通
届出先･詳細･問合せ＝子育ち支援課（内線522）
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0 ～ 6才の就学前の子どもの医
療費受給資格証の更新について

　7月下旬に、乳幼児医療費受給資格証をお持ちのすべ
ての人に、有効期限を更新した資格証を送付しています。
　8月以降は新しい資格証をご使用いただき、有効期限
が令和4年7月31日までになっている古い資格証は破
棄していただきますようお願いいたします。更新した
資格証が届いていない場合は、下記までご連絡ください。
問合せ＝子育ち支援課 給付係（内線529）

預けて安心！ 
自筆証書遺言書保管制度

本制度の特徴＝
・ 遺言書を作成しておくと、あなたの意思に従った遺産
の分配ができます

・ 相続人以外の人にも財産の分配（遺贈）ができます
・遺言書の紛失・改ざん・隠ぺいの心配がありません
・家庭裁判所の検認が不要です
留意事項＝
・ 遺言書の保管の申請には、１通につき手数料3,900円
がかかります

・法務局への申請手続きは、事前予約が必要です
問 合せ＝奈良地方法務局供託課（☎0742-23-5456）（市民課）

令和４年度奈良県広域消防組合
消防職員採用募集案内【後期】

　令和５年４月１日採用予定の消防職員を募集します。
募集区分＝高校区分
募集案内詳細＝８月上旬ホームページにて掲載予定
　http://www.naraksk119.jp
問 合せ＝奈良県広域消防組合 消防本部 人事企画課 人
事係（☎0744-20-1119）

公共職業訓練受講生募集
訓練科名＝※①②は企業実習付き。
　①CAD/NC技術科　②電気設備技術科
　③住環境コーディネート科
対象＝訓練を受講して、再就職を希望する人
　（①②は概ね55歳未満の人）
定員＝①②各6人程度、③16人　
訓練期間＝10月3日（月）～令和5年3月31日（金）
訓 練場所＝ポリテクセンター奈良（橿原市城殿町433･
無料駐車場あり）
費用＝受講料無料（ただし、教科書代等は自己負担）
募集期間＝8月1日（月）～26日（金）
問 合せ＝ポリテクセンター奈良（☎0744-22-5226）
  （地域振興課）

オストメイトの個別無料相談会
を開催します（申込不要）

　オストメイト（人工肛門･人工膀胱をもっている人）で、
色々な悩み･苦労を、専門看護師･支部役員･ストーマ
装具業者に相談しませんか。
日時・場所＝①８月16日（火） 9時～12時
　県文化会館（奈良市登大路町）
　②８月27日（土） 9時～12時
　県社会福祉総合センター（橿原市大久保町）
対象＝県内在住のオストメイトの人
問 合せ＝日本オストミー協会 奈良県支部 川崎（☎090-
2110-5032）  （障害福祉課）

空き家セミナー（予約不要） 
空き家相談会（要予約）開催

　空き家セミナーでは、空き家の現状、予防管理、活用
等について講演を行います。空き家をお持ちの人も、お
持ちでない人も対象とした内容となっております。
日時＝8月6日（土）
　第1部 セミナー 13時～14時
　第2部 相談会 14時15分～16時15分
場所＝中央公民館 研修室1・2
※相談会以外でも下記にて相談を受け付けています。
詳 細・問合せ＝まちづくり戦略課 公民連携空き家利活
用推進室（内線673）

　 市空き家バンク指定相談窓口 NPO法人空き家コン
シェルジュ 橿原相談窓口（☎0744-35-6211）（日曜・
祝日を除く9時～18時）
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く ら しく ら し
■くらしのインフォメーション■
ひとりで悩まないで

わたしたちに
ご相談ください!

大和郡山市消費者センター 
☎ 53-1583（直通）
相談受付 月～金曜日
　9時～16時

その出会い、仕組ま
れていませんか･･･？

【事例1】
「紛争地帯で医師として活動している」とい
う外国人男性とSNSで知り合った。ビデオ通
話でやり取りをする中で、彼を好きになってし
まった。ある日彼が「医療活動が終了し、紛争
地帯の政府から多額の報酬をもらうことがで
きた。日本に行くので受け取ってほしい」と言っ
てきた。彼から日本までの旅費を振り込んで
欲しいと言われ、早く会いたい気持ちで指定口
座に振り込んだ。しかし会えないまま、これま
で200万円振り込んでいる。  （60代女性）

この事例は「国際ロマンス詐欺」と呼ばれて
います。恋愛感情を巧みに利用するこの詐欺は、
本人が巻き込まれていることになかなか気づけ
ません。周囲の人が話をよく聞き、おかしな点
を本人と一緒に考えて冷静に対応することが重
要です。一度、お金を振り込むと取り戻すこと
は非常に困難になります。

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

【事例2】
マッチングアプリで知り合った女性から

暗号資産（仮想通貨）の投資を持ちかけられ、
150万円を預けた。女性から「利益が出てい
る」と言われたので、出金を申請すると「税
金がかかる」と言われ支払った。しかし、出
金できず女性とも連絡が取れなくなってし
まった。  （40代男性）

事例のように出金しようとすると「手数料」
や「保証金」などいろいろな名目で請求されま
す。しかし、出金できず、相手とも連絡がとれな
くなるケースがほとんどです。運用実態も不透
明なものが多く見られます。出会い系サイトや
マッチングアプリなどで出会った相手からの投
資話は要注意です。被害回復が困難になること
を知っておきましょう。

大和郡山市高齢者運転免許 
自主返納等促進支援事業

　自動車等運転免許証を自主返納後または免許証の失
効後に「運転経歴証明書」の交付を受けられた満65歳以
上の市民のみなさんに大和郡山市商工会登録加盟店「市
内共通商品券」を交付しています。
対 象＝平成27年4月１日以後に自動車等運転免許証を自
主返納後または免許証の失効後に「運転経歴証明書」
の交付を受けた、次の①②いずれにも該当する人

① 免許返納時および商品券交付申請時に市内に住所を
有し、現に居住している満65歳以上の人

② 過去にバス回数券及び商品券の交付を受けていない
人

【交付する商品券】
使用範囲＝市商工会登録加盟店
交付額面＝1人あたり5,000円分（1,000円分5枚）
使用できる人＝交付をうけた本人に限る
使用期限＝商品券の発行日より6ヵ月
※払い戻しおよび再発行は一切できません。
【申請手続について】
受 付日時＝土・日曜、祝日、年末年始を除く、８時30分～
17時
申請場所＝市民安全課（市役所4階1番窓口）
持 参するもの＝・運転経歴証明書（コピー不可、確認後
に返却）・申請による運転免許の取消通知書

※ やむをえず代理人が手続きをする場合は、上記のも
ののほか、下記のものを持参。

・ 委任状（委任する人（本人）の住所・名前、委任される人
（代理人）の住所・名前を記入し、本人の捺印（認印）を
したもの）

・ 委任される人の証明書類（運転免許証、パスポートなど）
・委任する人（本人）の印鑑（委任状と同一のもの）
問合せ＝市民安全課 交通対策係（内線625）

● 広報　つながり　令和4年8月1日号　No.12608



熱中症予防×コロナ感染防止

熱中症予防のために！
暑さを避ける

日頃から体調管理を こまめに換気

こまめに水分を補給する
・涼しい服装、日傘や帽子
・少しでも体調が悪くなったら、涼しい場所へ移動
・涼しい室内に入れなければ、外でも日陰へ

・ 無理のない範囲で適度に運動（「やや暑い環境」で
「ややきつい」と感じる程度で毎日 30分程度）
・毎朝など、定期の体温測定と健康チェック
・体調が悪い時は無理せず自宅で静養

【注意】 一般的な家庭用エアコンは、室内の空気を
循環させるだけで、換気は行っていません。

・窓とドアなど 2ヵ所を開ける
・扇風機や換気扇を併用する
・換気後は、エアコンの温度をこまめに再設定

・ のどの渇きを感じなくても、こまめに   
水分（1日当たり 1.2ℓを目安に）・塩な   
どを補給する。

高齢者、子ども、障がいをお持ちの人は熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。
周囲の人からも積極的な声かけをお願いします。  （保健センター）

　今夏も猛暑が予想されます。熱中症対策の一環として、暑さにより屋外等で気分が悪くなられる市民の
みなさんが、暑さや日差しから逃れて、一時的にクールダウンできる場所『クールシェルター』として、
下記の市の公共施設をご利用ください。
対 象施設＝市役所、中央公民館、南部公民館、昭和地区公民館、治道地区公民館、平和地区公民館、片桐
地区公民館、DMG MORI やまと郡山城ホ－ル、市立図書館、総合公園施設、矢田コミュニティ会館、
社会福祉会館、里山の駅「風とんぼ」、西田中町ふれあいセンター、新町ふれあいセンター、南井町ふれ
あいセンター、小泉出屋敷コミュニティセンター、保健センター　

上水道基本料金免除のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症対策に伴う生活支援等として、上水道料金を下記のとおり免除します。
免除料金＝上水道基本料金 2カ月分
対象月分＝偶数月検針の人７～８月分、奇数月検針の人８～９月分、毎月検針の人８･９月分
◆上水道基本料金（例）※税込み２カ月分。なお官公庁等の施設は除きます。

熱中症予防のために～市の施設をご利用ください～

口径 基本料金（例）

口径 13㎜
0～ 16㎡ 2,266円

17㎡ 2,420円
18㎡～ 2,574円

口径 20㎜
0～ 16㎡ 3,674円

17㎡ 3,795円
18㎡～ 3,916円

口径 基本料金（例）

口径 25㎜
0～ 16㎡ 5,280円

17㎡ 5,379円
18㎡～ 5,478円

口径 40㎜ 22,440円
口径 50㎜ 33,440円
口径 75㎜ 83,600円

口径 基本料金（例）
口径 100㎜ 140,800円
口径 150㎜ 308,000円

問 合せ＝業務課お客さまセンター
（☎ 53-3661）

熱中症を防ぐために屋外ではマスクを外しましょう。
　　屋外ではマスク着用により、熱中症のリスクが高まります。
　 　特に運動時には、忘れずにマスクを外しましょう。屋外での散歩やランニング、
通勤、通学等もマスクの着用は必要ありません。

屋内でもマスクが必要ない場合があります。
　 　人との距離（2ｍ以上を目安）が確保できていて、会話をほとんど行わない場合は、
マスクを着用する必要はありません。

　 　マスクを着用する場合でも、屋内で熱中症のリスクが高い場合には、エアコンや
扇風機、換気により、温度や湿度を調整して避け、こまめに水分補給をしましょう。
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く ら しく ら し
もの忘れ相談会（相談無料・要申込）

　もの忘れ相談プログラム（タッチパネルパソコン）を
使った認知症のセルフチェック型テストができます。
チェック後に地域包括支援センター職員がもの忘れや
認知症についての相談をお受けします。
日時＝8月16日（火） 13時～16時
場所＝昭和地区公民館 研修室
定員＝4人（1人30分程度）
申 込・問合せ＝第三地域包括支援センター（☎57-
2233・ 57-1153）

若年性認知症相談会（無料・要申込）
　65歳未満で発症する認知症のことを若年性認知症と
いいます。医療・介護・就労・経済的支援などについてお気
軽にご相談ください。ご家族からの相談も受け付けます。
日時＝9月3日（土） 14時～16時（1人30分程度）
場所＝市民交流館 ２階多目的ルーム　
定員＝2人
相 談員＝尾崎 京子さん（奈良県若年性認知症サポート
センター室長）　
申 込・問合せ＝第四地域包括支援センター（☎51-
0700・ 51-0710）

大和郡山市認知症サポーター 
養成講座（受講無料・要申込）

～認知症になっても安心して暮らせるまちづくり～
　認知症の症状と対応、予防についての基礎知識など
について学び、認知症を理解し、認知症の人や家族を見
守る、認知症サポーターになりませんか。
　講座終了後、もの忘れ相談プログラム（タッチパネル
パソコン）を使用してもの忘れ相談を行います。（希望
者のみ・要申込）
日時＝9月8日（木） 14時～15時30分
場所＝市役所 306会議室　
定員＝10人
問 合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733・ 55-6831）

８月は｢電気使用安全月間｣です
　日常の暮らしの中で、電気を安全に上手に使いましょ
う。自家用設備は適切な保守点検と計画的な更新で電
気事故を未然に防ぎましょう。自然災害に備え、日ごろ
の電気の安全に努めましょう。
問 合せ＝関西電気保安協会 奈良支店（☎0742-32-1371）

思い出に残る夏祭り 
in外堀緑地南側

日時＝８月23日（火）15時～20時 ※小雨決行・雨天中止。
場所＝外堀緑地南側 ※会場に駐車場はありません。
内容＝15時～16時：子供たちが遊べる水遊びコーナー
 15時～19時：地元ゆかりのミュージシャンの
ミニライブ
 17時～20時：縁日ブース、大和郡山の美味いものを
集めた飲食ブース
詳 細・問合せ＝地元もりあげ隊実行委員会（松原・☎
090-9701-7699）  （まちづくり戦略課）

令和２年度「大和郡山市文化財調査
年報」発行記念・「文化財発掘調査
報告ダイジェスト！」

　令和２年度に発掘調査を行った、郡山城や平城京な
どの発掘調査の成果を報告します。　　　　
日時＝８月27日（土）13時30分～15時
講 師＝市まちづくり戦略課 文化財保存活用係 青山 加
奈子学芸員
場所＝市立図書館２階 集会展示室　定員＝30人
申 込・問合せ＝電話または直接市立図書館カウンター（☎
55-6600）へ（定員になり次第締切）

奈良大文字送り火に伴う 
郡山城天守台展望施設の特別開放

　郡山城天守台展望施設を、奈良の夏の伝統行事「大文
字送り火」にあわせて、時間外に特別開放いたします。
※ 火床となる高円山との位置関係上、展望施設からは
「大」の一部分が見えにくいので予めご理解のうえ、
ご来場ください。
日時＝８月15日（月）19時～21時 ※荒天中止。
場所＝郡山城天守台展望施設
【ご利用にあたってのお願い】
・ お車でのご来場はご遠慮ください。・展望施設は周辺
を含み飲食禁止となっています。・転倒防止のためご
来場の際はライトを持参ください。・展望デッキ上で
の三脚を使用しての写真撮影はご遠慮願います。
※ 天守台周辺ではソーシャルディスタンスの確保にご
協力お願いします。※マスク着用や咳エチケット、大
声での会話は控える等の感染防止対策にご協力お願
いします。※咳・頭痛等風邪症状のある人、その他体
調のすぐれない人は来場をお控えください。
問合せ＝まちづくり事業課（内線631）
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▎▎議決結果について

大和郡山市議会だより　令和4年  第2回  定例会

　市議会の第2回定例会が、6月16日（木）～6月29日（水）に開かれました
  問合せ＝議会事務局（内線774）

件　　　　　　　　　名 議決結果

報　
告

報告第3号　専決処分報告について（大和郡山市税条例の一部を改正する条例）
　 地方税法の一部改正に伴い、商業地等にかかる固定資産税及び都市計画税の負担調整措置、河
川の氾濫による水を一時的に貯留することができる貯留機能保全区域にかかる固定資産税及
び都市計画税の特例の適用割合等、所要の改正を行うものです。

承認
（賛成全員）

報告第4号　専決処分報告について（令和3年度大和郡山市一般会計補正予算（第14号））
　 ・補正額　　7億5,697万2,000円の増額   　・歳入歳出総額　　417億316万5,000円
　・主な補正内容：歳入の決定による財源更正、事務事業の執行残等の減額及び基金費の増額

承認
（賛成全員）

報告第5号　 専決処分報告について（令和3年度大和郡山市国民健康保険事業特別会計補正
予算（第1号））

　 ・補正額　　2億7,550万円の減額   　　　　・歳入歳出総額　　97億7,370万3,000円
　・主な補正内容：歳入の決定による財源更正及び保険給付費等の執行残の減額

承認
（賛成全員）

報告第6号　専決処分報告について（令和4年度大和郡山市一般会計補正予算（第1号））
　・補正額　　1億2,662万5,000円の増額   　・歳入歳出総額　　339億3,662万5,000円
　・ 主な補正内容：新型コロナウイルス感染症の長期化により生活に大きな影響を受けた低所得

の子育て世帯への特別給付金の給付に要する経費など

承認
（賛成全員）

議　
　
　
　
案

議案第26号　 大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙における選挙運動用自動車の使
用の公営に関する条例等の一部改正について

　 公職選挙法施行令が一部改正され、選挙運動用自動車の使用等、公営に要する経費に係る限度
額が引き上げられたことから、これに準じ、大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙にお
ける選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例、大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選
挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例、大和郡山市議会議員及び大和郡山
市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の3条例について、公費支払の限度額の引
き上げを行うものです。

原案可決
（賛成全員）

議案第27号　大和郡山市介護保険条例の一部改正について
　 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者への介護保険料につい
て、令和4年度を納期限とする保険料において減免措置を適用するための申請期限の例外につ
いて定めるものです。

原案可決
（賛成全員）

議案第28号　大和郡山市税条例等の一部改正について
　 地方税法等の一部改正に伴い、大和郡山市税条例について、住宅借入金等特別控除の適用年度
及び居住年を延長するとともに、上場株式等の配当所得等に係る課税方式について所得税と課
税方式を一致させ、また、大和郡山市手数料徴収条例について、固定資産課税台帳等の閲覧や
証明書の交付事務において所有名義人等の住所に代えて登記所から通知のあった事項を記載
することができる旨を規定するものです。

原案可決
（賛成全員）

議案第29号　市道路線の認定について
　 都市計画法により帰属した九条町山本線について市道認定するものです。

可決
（賛成全員）

議案第30号　令和4年度大和郡山市一般会計補正予算（第2号）について
　・補正額　　13億6,367万2,000円の増額     ・歳入歳出総額　　353億29万7,000円
　・ 主な補正内容：矢田山町自治連絡協議会及び小泉北之町自治会におけるコミュニティ活動に

必要な備品の整備に対する補助に要する経費、マイナンバーカードの取得等に際しポイント
申請のサポート事業を実施するための経費、こども食堂等の整備としてNPO法人等への委
託に要する経費、60歳以上及び基礎疾患を有する市民を対象とした新型コロナウイルスワク
チンの4回目接種を実施するための経費、郡山城跡公園整備に要する経費、幼稚園における
新型コロナウイルス感染症対策に必要となる物品等の購入に要する経費など

原案可決
（賛成全員）

議案第31号　令和4年度大和郡山市一般会計補正予算（第3号）について
　・補正額　　1億6,699万7,000円の増額     ・歳入歳出総額　　354億6,729万4,000円
　・ 主な補正内容：原油価格の上昇により経営がひっ迫している市内バス・タクシー事業者に対する

燃料費の補助に要する経費、市内で農業、水産業、畜産業を営む事業者の肥料代やエサ代、燃料代
等の負担軽減に要する経費、踏切を含む道路上の点字ブロックの新設及び補修に要する経費など

原案可決
（賛成全員）
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※ 携帯電話回線で視聴する場合は、データ通信量の上限に
ご注意ください。

※ 携帯電話回線の契約内容によっては、通信料の支払いが
必要となる場合があります。

1日目
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意見書案第4号 議
長 × 〇 〇 × 〇 〇 × × × × × 〇 × × × × × × 〇

賛成…〇　　反対…×  ※議長は採決に加わりません。

　賛否が分かれた議案

▎▎市議会からのお知らせ

大和郡山市議会議員は政務活動費を受け取っていません
　平成13年に制度化され、議員が受け取ることのできる政務調査費（現在は政務活動費）ですが、市の財政状況
等を鑑み、大和郡山市議会議員は、当初から受け取っていません。

一般質問
発言の要旨

2日目1日目

①学力向上の取組について
②婚活について� 西村千鶴子 議員

㉄①全国や県平均より低い本市の子ども達の学力向上
のために学校図書館充実など、今後の計画は？②未

婚化率増加による人口減少の課題解決策として、自治体に
よる婚活支援の取り組みが増えているが、本市の施策は？

答①読解力向上プロジェクトでワークシート作成の検
討をしたり、学校司書の配置を計画的に進めるなど、

学校図書館をより機能的に利用できるよう取り組んでまい
りたいと考えております。②まずは、先進自治体の事例を 
研究します。また、市関係団体との連携強化を図り、ご協 
力を得ながら、婚活支援を求める声の実態把握に努めると
ともに、例えば様々な交流の場を出会いの場に活用するな
どの支援を検討したいと考えております。

令和4年
第2回  市議会定例会の結果

件　　　　　　　　　名 議決結果

議　
案

議案第32号　令和4年度大和郡山市水道事業会計補正予算（第1号）について
　・収益的収入の補正額　135万6,000円の増額  収益的収入の総額  21億9,347万3,000円
　・収益的支出の補正額　135万6,000円の増額  収益的支出の総額  19億9,440万6,000円
　・ 主な補正内容：原油価格・物価高騰の負担を軽減するため市民や企業の水道料金2ヵ月分

の基本料金の免除に要する経費など

原案可決
（賛成全員）

意
見
書
案

意見書案第4号　 感染症法上における新型コロナウイルスの取扱いの見直しを求める意見書
について

否決
（賛成少数）
※賛否は別表

意見書案第5号　国内の食料自給率引き上げを求める意見書について 原案可決
（賛成全員）

意見書案第6号　 環境教育の推進及びカーボンニュートラル達成に向けた学校施設のZEB
化のさらなる推進を求める意見書について

原案可決
（賛成全員）

※ 請願書 (陳情書、要望書)の提出について：請願書等はいつでも受付をしていますが、審査の都合上、できるだけ定例会開会前の議会運営委員会が開か
れるまでに提出してください。なお次の定例会は、９月上旬の予定です。詳しくは、議会事務局(内線774)までお問い合わせください。

QRコードから、議会
インターネット中継を
ご覧いただけます
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①学童保育について　
②３歳児健診について 村田俊太郎 議員

㉄①会計事務や人事管理等をサポートする体制をどの
ように考えているのか？

②眼の異常を早期発見するため、弱視を数秒で検知できる
屈折検査機器の導入を要望しますが、お考えは？

答①保護者会の皆様には、負担がかからない形での参
画を呼びかけ、現場に熟知した支援員の皆様には、

新たな体制で従事いただき、市といたしましては、その運
営をサポートしていくという三位一体となった実用性の高
い運営体制の確立に向けて、体制整備に努めていきたいと
考えております。
②適用できる補助金を活用しながら、早期の機器の購入に
向けて準備を進めてまいりたいと考えております。

いじめ問題について�
  德 野　衆 議員

㉄①市内中学校で起きたいじめに関して、第三者委員
会報告書では学校と市教育委員会の対応も問題指摘

されていたことについて、今後の対応は？②いじめ対策と 
して、他市では市が調査協力する方式や、２４時間相談ア 
プリの活用事例などがあるが、本市でも採用できないか。

答①いじめ問題対策委員会より提出された調査報告書
には、学校及び教育委員会の対応の問題点及びその

後の対応についての指摘があり、改善するよう取り組んで
まいってきたところであります。②本市においても、様々
な課題を考慮しつつ、いじめ等の問題の早期発見、早期対
応に向け、先進的な取組を調査・研究してまいりたいと考
えております。

上田市政２１年について
� 金銅　成悟 議員

㉄１項目①平端バイパス実現に向けて、上田市長は荒 
井知事と何回会ってどのような要望をしたか。②県 

との包括協定締結以後、上田市長は荒井知事と何回会って 
どのような要望をしたか。③近鉄郡山駅舎移転について、 
上田市長は近鉄と何回会ってどのような話をしたか。２項 
目、近鉄郡山駅周辺地区まちづくりの事業に約6,500 
万円が支出されたが、駅前がどのように変わったか。

答１項目、諸課題には市の行政組織として取り組んで
おり、今後も担当部局との報告・連絡・相談を密に

適切に対応していきます。２項目、近鉄郡山駅前のまちづ
くりは基本計画に基づき段階的かつ丁寧に検討を進めてい
るところです。今後は県と近鉄との三者協議を進めます。

バリアフリー化を進める街づくり�
について   福田　浩実 議員

㉄４月に視覚障害者の方が踏切内で列車と接触し死亡 
するという痛ましい事故が発生しました。安全安心

に歩いて暮らせる街を目指す上で、今後、踏切を含む道路、
観光施設、公共施設及び学校等におけるバリアフリー化を
どのように進めていくのかお聞きしたい。

答国のガイドライン改定に伴い、障害者団体、鉄道事
業者、国とも協議し、踏切道周辺の対策を積極的に

進めます。さらに学校教育と連携して心のバリアフリー教
育を推進し、支え合い助け合うことでバリアをなくすソフ
ト面での取り組みを進めます。また観光面でもお城まつり
期間にバリアフリーデーを設定し、郡山城天守台への登城
をサポートする社会実験を実施したいと考えています。

コロナ感染症対策と支援について
  林　浩 史 議員

㉄コロナ感染症については、未だ収束が望めない中、 
落ち込んだ経済を復活させる為に企業、商業、学校、

各家庭への支援が必要不可欠である。そこでその具体支援
策についてお聞きいたします。

答コロナ禍において、熱中症予防については「屋外で 
の運動時にはマスクを外すこと」、各種がん検診受 

診率向上については、「各種検診は不要不急の外出ではな 
いこと」等を広く周知するため情報発信に努めます。学校 
においては、今年度からスクールカウンセラーを市内全小 
中学校に配置し、相談の機会を拡充しております。学校行 
事についても感染防止対策を徹底し、コロナ禍以前の状況 
に近づくように検討してまいりたいと考えております。

予算編成過程の見える化について
� 関本　真樹 議員

㉄市の予算には市民の皆さんのための事業の全てが盛
り込まれています。関心を高めて、深く知ってもら 

うためにも積極的な情報の発信が望まれます。予算編成過
程のうち、どの工程において見える化が図れそうか市の考
えをお聞かせください。

答予算編成過程の公表については課題もあるため、他
市の実施状況について調査・研究してまいります。

市としましては、市民の皆様に情報をわかりやすく伝える
ことが最も大切であると考えており、広報紙「つながり」
等におきまして、よりわかりやすい予算広報に取り組んで
いきます。
・他の質問項目：循環型社会の推進について
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中学校の部活動について   
𠮷川　幸喜 議員

㉄①小学校から続けている競技が校区内の中学校にな
い場合、実施している校区外の中学校に進学するこ

とはできますか②BMXやスケードボードなど個人で活動
している子どもたちが全国や世界で活躍していますが、本
市においては何か支援をしているのかお聞きします。

答①小学校から継続して活動を行っていることの確認 
を行い、通学の安全性を考慮し自宅から近いその競 

技を実施している中学校への校区外就学を認めております。
②個人での活動となり、遠征費の一部補助など金銭的な支
援などはございませんが、大きな大会に出場する場合など
は、学校長の判断によりできるだけ協力体制がとれるよう
対応させていただいております。

高齢者の外出支援について
上田　健二 議員

㉄この事業は、公共交通空白地を地域住民が助け合っ
て自主運行するものとして始まったが、情報が少な

く外出そのものをあきらめている方、他の地区でも行いた
いが、どのように始めればよいかわからないとの声もある。
そこで、実証地区をモデルとした「移動支援スタートアッ
プマニュアル」を作成し、周知する必要があるのでは？

答現在、矢田地区ではのべ533人の方が利用されて 
います。筒井地区ではアンケート調査を実施し協議

を行っています。また、関係団体との調整役として活動す 
る第２層生活支援コーディネーターが矢田地区の取組みを
他の地区に紹介し、実施について働きかけているところで
す。マニュアルの作成については今後検討してまいります。

市所有地の利活用について
� 尾口　五三 議員

㉄市が所有して、利用していない土地はどのくらいあ
るのか、その土地はどうするのかを質問。市民病院

としての利用を提案・要望しました。

答市所有の未利用地は５１箇所、約６５，０００㎡で 
す。市民病院の設置や病院の誘致につきましては現

在のところ予定はございませんが、新たに病院の開院など
で市有地の買い取りの相談などがありましたら、市医師会
のご意見もいただきながら、検討してまいります。なお、
病院に限らず現在未利用であり、将来においても利用が見
込めない市有地につきましては売却に取り組み、行財政改
革に努めてまいります。

①こども施策について�
②農業施策について� 冨野　孝之 議員

㉄①－１学童保育所の保護者負担軽減「実務者会議」
のステップと目標は?①－２短縮授業期間も学校給

食の実施を！②－１多面的機能交付金の対象に白地農地も
追加？また農家負担が軽減できる「池ソーラ」を市が推奨 
するよう要望します。②－２本市の食料自給率引上げ策は？

答①－１実務者会議から（仮称）サポートセンターを
立ち上げ、将来的には、地域に見合った運営方式を

確立していきたいと考えております。①－２学校現場や物 
質調達を行っている県学校給食会等の関係機関と協議を進 
めてまいります。②－１白地農地では、作物を作ることが 
条件となっております。②－２耕作放棄地の解消、担い手
への農地集積等、農地が有効活用されるよう努めます。

住民訴訟における連続敗訴責任と行政の
在り方について� 丸谷　利一 議員

㉄金魚電話ボックス訴訟公金補助の住民訴訟で市は敗
訴。市は３年前にも税金の超過差押えの住民訴訟で

全面敗訴。行政が住民訴訟で敗訴することは異例でその要
因は、組織団体の圧力に弱く、弱者である個人に強い硬直
化した行政組織にある。これをどう考えるのか。JR郡山駅
東側市有地訴訟は大阪高裁で７月判決。これに従うのか。

答二つの判決につきましては本市の主張が受け入れら 
れず残念ですが、結果につきましては真摯に受け入 

れ、今後の行政運営に活かしてまいります。また、これま 
でも常に全体のことを考えて判断しており、特定の団体な 
どに向けた政治的打算はありません。JR郡山駅に関する裁
判については適正な行政執行であったと解釈しています。

環境を考慮した学校（エコスクール）に
ついて� 河田　和美 議員

㉄①環境教育とプラごみ削減にもなる、給食での牛乳
パック・ストローレス化について導入のお考えは？

②環境を考慮した学校施設、環境・エネルギー教育（エコ
スクール）の推進について、今後の取り組みのお考えは？

答①学校給食における牛乳パック・ストローレス化に
ついては、最近は「ストローレスパック」という製

品も開発されているとのことですので、奈良県や他の市町
村とも協議をしながら、その動向を注視してまいります。
②エコスクールの促進については、他市の事例等も参考に
学校施設の整備促進を行ってまいります。また、環境・エ
ネルギー教育については、地域、家庭、学校・園の間で連
携し、今後も積極的に取り組んでまいります。

2日目
令和4年
第2回  市議会定例会の結果

● 大和郡山市議会だより　令和4年　第2回定例会 44



問合せ＝ 大和郡山市プレミアム付商品券コールセンター 
☎0120-407-916（10時～17時 土・日曜、祝日含む）  （地域振興課）

チケットが使えるお店の一覧は
特設サイトをご覧ください！
（https://genkijoukamachi.ticket-dx.jp/）

特設サイト
QRコード

8月1日（月）
から利用開始！

大和郡山市 広報 つながり  ● 11



当選者には、当選通知ハガキを送付しています。
紙商品券販売窓口で現金で購入してください。
≪持ち物≫ ・当選通知ハガキ（ハガキと引き換えになります）
  ・現金
  ・本人確認書類（住所・名前・生年月日が確認できるもの）

紙 商 品 券 販 売 窓 口

① イオンモール大和郡山
下三橋町741

8/6（土）、7（日）、11（木・祝）、13（土）、14（日） 全5日 10：00～19：00

② アピタ大和郡山店
田中町517

8/1（月）～8/15（月） 全15日 10：00～17：00

③ 大和郡山市商工会
北郡山町185-3

8/1（月）～8/5（金）、9（火）、10（水）、12（金） 全8日 10：00～17：00

④ 南部公民館
筒井町600-4

8/1（月）、2（火）、4（木）、5（金）、8（月）、12（金）、15（月） 全7日 10：00～17：00

代 理 人 が 購 入 す る 場 合

代理人（実際に販売窓口に来る人）の本人確認書類が必要です。
当選通知ハガキの代理人欄に住所・名前・生年月日を記入してください。

①デジタル商品券の買い方 について《元気城下町デジタルチケット》

紙商品券の買い方 について《元気城下町デジタルチケット》

ユーザ登録と初回ログインについて
※当選通知ハガキが届いてからユーザ登録をしてください。

①

● 広報　つながり　令和4年8月1日号　No.126012



購入・チャージについて②
②デジタル商品券の買い方 について《元気城下町デジタルチケット》

大和郡山市 広報 つながり  ● 13



デジタル商品券のお店での使い方 について《元気城下町デジタルチケット》

必ずお店の人と画面の確認をしながら決済をしてください。
（注） 現金やクレジットカード等との併用払いは、お店によって取扱が異なりますので店頭にてご確認ください。

● 広報　つながり　令和4年8月1日号　No.126014



く ら し
救命入門コースの開催

　救急救命士が楽しく分かりやすく教えます！！
日時＝8月28日（日）10時～ 11時30分
場所＝大和郡山消防署 4階多目的ホール
内容＝心肺蘇生法（AEDを含む）
申込期間＝8月1日（月）～ 23日（火）
※修了者には参加証を交付します。
受講料＝無料　定員＝20人（要電話予約）
申 込・問合せ＝奈良県広域消防組合 大和郡山消防署 
救急課（☎59-1331）

中小企業の退職金 
国の制度がサポートします！　　

　中小企業退職金共済（中退共）制度は、中小企業の
事業主が従業員の退職金を計画的に準備できる国の退
職金制度です。国からの掛金助成があり、掛金は全額
非課税で手数料もかかりません。家族従業員やパート
タイマーも加入できます。
問合せ＝中退共本部（☎03-6907-1234）

箱本館「紺屋」「藍で包む」体験講座
　「包む」をテーマに風呂敷をデザインし、ロウで描
き、藍で染め、白と紺のコントラストを楽しみましょ
う。（素材：綿 75cm×75cm風呂敷）
日時＝9月11日（日）10時～ 15時終了予定
※途中1時間昼食休憩あり。
定員＝4人（高校生以上）　費用＝4,000円
申 込・問合せ＝8月7日（日）9時より箱本館「紺屋」（☎
58-5531）で電話予約受付開始

※ 1コール1人分のみ予約可。※作業工程上、乳幼児を
含む子どもの同伴はご遠慮ください。ご本人のみの受
講をお願いします。※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため開催が中止、延期等となる場合があります。

いきいき元気教室 
参加者募集中（初回体験無料）

　65歳からの健康体力づくり始めてみませんか！
日時＝①第2・４月曜13時30分～ 14時30分
　②第2・4木曜 10時～ 11時
場 所＝①平和地区公民館 ②南井町スポーツ会館（ミニ
体育館 和室）
対 象＝おおむね65歳以上の市民で、医師から運動制
限を受けていない人

申 込・問合せ＝①第四地域包括支援センター（☎51-
0700） ②第二地域包括支援センター（☎55-7011）

劇団青年座公演「明日 一九四五年
八月八日・長崎」観劇会

　原爆投下全日の長崎。
　人々にとってあたり前の「明日」が突然消えた。
日時＝８月28日（日）17時～、29日（月）14時～
場所＝橿原文化会館大ホール
費用＝要（中・高校生は無料）
申込＝８月20日（土）まで
問合せ＝奈良演劇鑑賞会（☎0742-49-0448）

市立幼稚園・小学校・中学校の 
講師登録について

　市立幼稚園・小学校・中学校で毎日勤務いただく講
師や教諭の産休や育休を取得した場合に任用する臨時
講師等を募集します。
要 件＝幼稚園・小学校・中学校の教員免許を取得して
いる人
問合せ=学校教育課（内線728）

出張ハローワーク「ひとり親全力
サポートキャンペーン」

　ハローワークでは、児童扶養手当を受給している「ひ
とり親」世帯のみなさんの就職活動支援として、奈良
県スマイルセンターと連携し、市役所内で臨時に「出張
ハローワーク」を開設します。（相談無料・申込不要）
　仕事に関する相談を受けますので、この機会にぜひ
ご利用ください。
日時＝８月15日（月）・26日（金） 9時～ 16時
場所＝子育ち支援課前フロア（1階4番窓口）
対象＝児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の人
詳 細・問合せ＝ハローワーク大和郡山（☎52-4355）
  （子育ち支援課）

2023年版奈良県民手帳 
予約受付を開始します

　10月発売予定の2023年版県民
手帳の予約受付を開始します。
費用＝1冊600円
※ 様式は表紙146mm×88mm、
約290ページ。

※ 表紙の色は、すほう色（県章の色）と黒色の2種類
から選んでいただけます。
予 約・問合せ＝8月22日（月）までに、地域振興課（内
線564）へ
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ベジたべちゃん

8
や
月3
さ い

1日は�野菜の日
8月20日～9月10日は
大和郡山市野菜週間です

地域支えあい市民フォーラム 
（要申込）

　大和郡山市での支えあい活動の実践報告を交えながら、
住民同士の支えあいについて一緒に考えてみましょう。
日 時＝８月31日（水）13時30分～15時30分（受付13時～）
場所＝DMG MORIやまと郡山城ホール 小ホール
内容＝①講演 天理大学教授 渡辺 一城さん
　 ②地域での実践報告（高齢者移動支援事業「矢田お
でかけGO」、気軽に集まる場・矢田サロン会館）
対象＝地域福祉に関心のある市民なら誰でも
定員＝100人
申 込＝８月19日（金）までに、名前・
住所・電話番号をQRコード・☎
53-6531・ 55-0986のいずれ
かで社会福祉協議会 福祉課へ

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により中止または
延期する場合があります。

額田部運動公園施設でいろんな
スポーツを体験しませんか

◆ラジオ体操（申込不要・服装自由・無料）
　（指導：市スポーツ推進委員）
日 時＝8月24日（水）まで（８月14日（日）・15日（月）休
み）７時30分～７時45分
◆夏休み子どもスポーツ体験教室（無料）
時間＝７時45分～9時ごろ
　月　合氣道教室
　火　走り方教室
　水　ホッケー教室
　木　サッカー教室
　金　卓球教室
　土　グラウンド開放（昔の遊び体験など）
　日　野球・ソフトボール教室
※ 日程・内容は申込状況等により変更する場合があります。（雨天中止）
対象＝小学生
詳細・問合せ＝額田部運動公園施設（☎59-2088）

市の調査（H30年）で、
1日に食べる野菜の量
が両手１杯（120g）未
満の人が男性の４人に
１人、女性の５人に１
人もいることが分かり
ました。

大和郡山市は「いつもの食事に野菜をプラス」
する『ベジたべプラスキャンペーン』に取り組
んでいます

大和郡山すこやか２１
推進委員のみなさん

まずは
両手１杯分
（１２０ｇ）の
野菜を食べる
ことから

始めませんか？

さんて郡山公式SNS
野菜週間の情報はこちらから

アクセスしてね

Twitter

すこやか21
アドバイザー

藤崎 和彦先生

かんたんベジたべ
レシピはここをチェック！

instagram

● 広報　つながり　令和4年8月1日号　No.126016



第14回ふれあい駅伝交流大会 
参加者募集

日時＝9月11日（日）（受付８時～、開会式８時30分～）
コ ース＝まほろば健康パーク内特設ランニングコース（１周約３km）
競技内容＝
【子どもマラソンの部】※特設折り返しコース。
・高学年（5～6年生の男・女）2㎞ 9時15分スタート
・中学年（3～4年生の男・女）1㎞ 9時35分スタート
・低学年（1～2年生の男・女）1㎞ 9時45分スタート
【駅伝の部】
駅伝１部（４区間12㎞※全区間１周3㎞。）10時20分
スタート
・シニアの部　４人合計満年齢240歳以上となるチーム
・女子の部　　女子のみのチーム（４人）
・一般Ｂの部　１チーム（４人）
駅伝２部（5区間21㎞※1･5区2周6㎞、2･3･4区１周3
㎞。） 10時25分スタート
・一般Ａの部　１チーム（5人）
※ 原則１部は4人・２部は5人でチームを編成すること
としますが、特別の事情があれば、制限人数以内で
の出場も可とします（1部・２部のかけもちも可）。た
だし各区間に対応したゼッケンの着用・たすきリレー
無しで走ることはできません。

参 加料＝駅伝１部：4,000円／チーム　駅伝２部：5,000
円／チーム　※「振込取扱票」で［ゆうちょ銀行］にて
8月27日（土）までにお振込みください。振込の確認
後、大会事務局より受付票、承諾書を送付します。

　こどもマラソン：500円（当日受付時支払い）
※それぞれチップ、ゼッケン、保険代含む。
表 彰・結果＝各部門1～3位を競技終了後、随時表彰（区
間賞あり）

　 各チ－ムのタイムは自動計測（チップ）で行い、当日
掲示板に随時掲示し、後日、大和ふれあいスポ－ツ
クラブのホームページにも掲載致します
申 込・問合せ＝8月27日（土）までに市額田部運動公園
施設内NPO法人大和ふれあいスポーツクラブ（☎・
59-2088、 yamatofureai@yahoo.co.jp）へ

市民交流館主催講座 
「こども絵画教室」受講者募集

　あおい海、入道雲、ひまわりの黄、真赤なほっぺ、森
のみどり、たそがれ時の一番星、地球は美しい！
　さあ、絵の冒険に出発しよう！
日時＝月２回 日曜（計10回）
　10月①２日　②16日
　11月③６日　④23日（水・祝）
　12月⑤11日　⑥18日
　１月⑦８日　⑧22日
　２月⑨５日　⑩19日　※予備日26日。
　各回13時30分～15時
場所＝市民交流館　定員＝８人
講師＝横堀 喜寛さん
受講料＝12,000円　※別途材料費1,000円。
対象＝市内在住 小学2～6年生
申 込・問合せ＝８月１日（月）～19日（金）9時～17時に
官製ハガキに住所・名前を記入のうえ市民交流館（☎
51-1155）へ

　 往復ハガキで申込みの場合は８月19日（金）必着で
住所・名前・ふりがな・性別・年齢・学年・電話番号を記
入し市民交流館（〒639-1132 高田町92-16）へ

※兄弟で申し込みの場合は1人につき1枚必要。
※ 定員を超えた場合は、８月20日（土）に抽選し結果を
ハガキで通知します。

※ 申し込みが5人以下の場合は開講を見合わせる事が
あります。

第67回秋の芸能祭出演者募集
日時＝11月6日(日) 10時30分開始予定
場所＝DMG MORI やまと郡山城ホール 小ホール
対 象＝芸能文化協会に所属していない市内在住または
在勤で、舞踊・邦楽・詩吟などの活動をされている団
体および個人
締切＝8月12日(金)
詳細・問合せ＝生涯学習課（☎53-1156）
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九条スポーツセンターからのお知らせ
◆2022年9～10月教室案内
教室日程＝9月1日（木）～10月26日（水） 各教室全８回
　子どもプール・大人プール・各種スタジオ（Jr.ダンス、チアダンス、バレエ教室を除く）
料金＝5,030円～8,800円（税込）　申込＝8月21日（日）9時から受付開始
　参加費・認印を持って直接、九条スポーツセンター（☎52-1245）へ
※電話での申し込みはできません。※定員に達しているクラスもございますので、事前にお問い合わせください。
◆教室1回体験募集中
　大人気のスタジオ教室を１回1,100円（税込）で体験していただくことができます。9～10月度教室の新規受付
にむけて、ご興味のある教室を体験してみませんか？
※体験には予約が必要となります。
※定員のクラスは体験募集はございません。予めご了承ください。詳しくはお問い合わせください。
◆プール・トレーニング利用のご案内

利用場所 高校生以上 ４歳～中学生 3歳未満
全施設

（プール・トレーニング） 〇　940円 ×　利用不可 ×利用不可

プール
７月１日～８月31日

（夏期利用期間）

〇　250円
10時～12時/18時～20時
〇　500円
13時～17時

〇　120円
10時～12時/18時～20時
〇　250円
13時～17時

〇　無料
おむつが取れている幼児
※18歳以上の付き添いが必要です。
※付き添いの人も利用券が必要。

プール
9月1日～3月31日 〇　620円

〇　310円
※ 身長130㎝未満の人は18歳以上
の付き添いが必要です。

※付き添いの人も利用券が必要。

〇　無料
おむつが取れている幼児
※18歳以上の付き添いが必要です。
※付き添いの人も利用券が必要。

トレーニング 〇　520円 ×　利用不可 ×　利用不可

※トレーニングコーナーは、室内シューズをご用意ください。
問合せ＝九条スポーツセンター（☎52-1245）

使用済小型家電のリサイクルにご協力をお願いします使用済小型家電のリサイクルにご協力をお願いします
　清掃センターでは、デジタルカメラ・携帯電話・ゲーム機・パソコンなど、有用な金属資
源が含まれる使用済小型家電の回収を行っています。
　下記施設に回収ボックスを設置しています。大切な資源を循環させるため、使用済小
型家電のリサイクルにご協力をお願いします。
【回収箱設置場所】
市役所・各支所・中央公民館・南部公民館・清掃センター・総合公園施設・DMG MORIやま
と郡山城ホール・西田中町ふれあいセンター・保健センター
※家電リサイクル法対象品目（テレビ・冷蔵庫等）や大型家電、有害ごみ（電池・バッテリー等）は回収できません。
問合せ＝清掃センター（☎53-3463）
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消防法違反について（大和郡山消防署からのお知らせ）消防法違反について（大和郡山消防署からのお知らせ）
　近年、「建物に新たなテナントが入居する」、「テナントが入れ替わる」、「建物を増改築する」などにより、
知らない間に消防法違反となっていることが多い状況にありますので、これらをお考えの人はまず、新たに
消防用設備等が必要になるかなどを消防署に相談し、消防用設備等の設置や必要な届出をしてください。
　消防法に違反した場合は、公表制度により建物名称、所在地、違反内容の消防本部ホームページ等への掲載、
使用停止命令や告発といった行政処分の対象となる場合がありますのでご注意ください。
問合せ＝奈良県広域消防組合 大和郡山消防署 予防課（☎59-1289）

癒しのグリーンインテリア・
デザイン教室
日  ①8月26日（金）カラーサンドアート 

②9月22日（木）苔テラリウム 
③ 11月25日（金）X‘mas・お正月の
寄せ植え

　　全3回10：30～11：30
所  DMG MORI やまと郡山城ホール 

会議室
対  男女問わずだれでも
費  入会費1,000円/①②2,800円

③3,800円（材料費込み）
問  ガーデンセラピスト・西原 

☎080-1516-2073

平和陶作クラブ（基礎から）
日  8月25日（木）9：00～12：00
所  平和地区公民館
対  市民
費  1日体験無料
問  平和陶作クラブ・安江 

☎090-6734-5367

三の丸囲碁クラブ（経験不問）
日  毎週日曜（1回は大会、他は例会） 

13:00～17:00
所  三の丸会館 3階和室
対  原則市内在住の成人男女
費  見学無料・入会費年3,000円（途

中入会は減額）
問  三の丸囲碁クラブ・吉田 

☎54-1211

男性料理教室（新たな歩み）
日  毎月第2月曜（原則）4・8・12月は

除く9：30～14:00
所  保健センター「さんて郡山」
対  市内在住60歳以上の男性
費  年10,000円（材料費込み）
問  さんてクッキングクラブ・小林 

☎090-2198-9123

はじめてのお習字
日  毎週金曜（祝日・5週目は休み） 

15:30～20:45
所  市民交流館
対  小学1・2年生と一般
費 学童3,000円・一般4,000円
問 加納　☎090-4038-3014

くらしの書道Ⅰ
日  第1・3月曜 9：00～12：00
所  三の丸会館
対  市内在住の人
費 月2,000円前後
問 木村　☎54-6194

傾聴ボランティア“よりそい”
でおしゃべりしませんか！
日  毎週月・金曜 1回30分13：00～

15：00※新型コロナウイルス感
染症の状況により休止あり。

所  アスモ地下1階ボランティア 
ビューロ―会議室

対  市内在住の人
費 無料
問  大和郡山市社会福祉協議会 

福祉課　☎53-6531
ちょこっとしたお手伝いします
日  お困りの内容をお知らせいただ

いてから日時を決めます
所  内容により訪問場所が異なります
対  だれでも
費 交通費程度
問 ちょこっとわかば　☎080-2508-9498

■会員募集
小学生男女バレーボール教室（無料）
日 毎週土･日曜　9:00～12:00
所  片桐小学校体育館
対  県内男子女子小学生
費 無料
問  片桐VBC・河合　☎090-9878-7837
グラウンドゴルフ楽しみと健康維持
日  毎週木曜 13:00～15:30
所  ホウワグラウンド
対  男女問わずだれでも
費 ３カ月1,000円
問  グラウンドゴルフ同好会・奥村 

☎54-9145

■イベント
大和郡山平和祭
日  8月12日（金）15：00～19：00
  13日（土）9：30～19：00
  14日（日）9：30～16：00
所  DMG MORI やまと郡山城ホー

ル 展示室ほか
対  市民
費 無料
問 松本　☎52-0998

第7回大和郡山あったか写真フェスタ
日  8月26日（金）～28日（日）
  10：00～18：00
所  DMG MORI やまと郡山城ホール
対  だれでも
費 無料
問 塚本　☎090-3894-9462

第39回チャリティコンサート
日  8月28日（日）14:00～16：00
所  DMG MORI やまと郡山城ホー

ル 小ホール
対  市民
費 1,000円
問  大和郡山市音楽芸術協会事務

局・数井　☎53-2640

フラダンス体験しませんか（要申込）
日  8月30日（火）13:30～15：30
所  野ばらサロン（柳五丁目）
対  だれでも
費 500円
問 野ばらサロン　☎20-5988

掲載について　営利を目的としないで、独自に行っているイベントや、そのサークルへの参加を
広く市民に呼びかける内容とします。掲載希望号発行日の 1ヵ月前までに企画政策課へ。

日＝日時   所＝場所   対 =対象   費 =会費   申 =申込   問＝問合せ   持 =持ち物
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〒639-1160 北郡山町211-3（☎54-8000　  54-8001）
開館時間　9：00～ 21：30 （受付は20：00まで） 

〈8月の休館日：2日（火）・9日（火）・16日（火）・17日（水）・23日（火）・30日（火）〉

日　時 タイトル名 場所・座席 料　金 チケット
発売場所

未就
学児

8/27
（土）

開演14：00
（開場13：30）

奈良フィルサロンコンサート
音楽の土曜日vol.191
変幻自在デュオ～歌とピアノとヴァイ
オリンと口笛と～

レセプション 
ホール

全席自由
2,000円

発売中
ホ  

※ 定員の50人になり次第
締め切り。

×

出演：氷置 晋（シンガーソングライター）、農澤 明大（ヴァイオリン）
曲目：やまとしうるはし、愛の挨拶、チャールダーシュ、チョコレート・ダモーレ ほか

10/2
（日）

開演14：00
（開場13：30）

松本真理子ファミリーコンサート’２２
～愛する人へ～

大ホール
全席自由

2,500円
（当日3,000円）

高校生以下
1,500円

8月6日（土）10時～
発売日の電話予約は

13時～
ホ ロ e+

×

出演：松本 真理子（マリンバ・企画・司会）、植村 伸子（ピアノ）、大江 可奈子（マリンバ）、深津 友佳子（マリンバ）、川野 容子（マ
リンバ）ほか
曲目：青いドレスの女へ／千秋 次郎、今日も生きている／阪口 和世 作詞・水野 直美 作曲　ほか

市長てくてく城下町202
大和の伝統を誇る

平安初期に完成した歴史書で、奈良時代の基
本史料とされる『続

し よ く に ほ ん ぎ

日本紀』の和銅7（714）年12
月の条には平城京に到着した新

し ら ぎ

羅の使節を「三椅」
で迎えたと書かれていますが、この「椅

い

」とは「橋」
を意味し、三橋は羅城門の前にあった三本の橋
を示しているのだそうです。
その後、三橋は下ツ道沿いの地名として残り、

下三橋と東方の上三橋に受け継がれるとともに、
農業の盛んな地域として発展してきました。
近年は、大和丸なすやイチゴなどの施設園芸

が盛んに行われていますが、その三橋地区が「特
定農業振興ゾーン」に認定され、8月8日に地元と
県、市の間で協定を結ぶ運びとなりました。
特定農業振興ゾーンは、農地を有効に活用し、

生産性を高めるため、農業に関する施策を集中
的・優先的に推進する区域を知事が認定する奈良
県独自の取り組みで、今回は平群町と大和郡山
市がその対象となったのです。

50年あまり前から生産・販売が始まり、現在は
7農家が生産し、丸三出荷組合が共同出荷する大
和丸なすは、肉質がしまり、歯ごたえの良いのが
何よりの特徴で、どんな料理にも使いやすく、人
気急上昇中で、首都圏にも出荷されていますが、
今回の特定農業振興ゾーン認定により県内消費
を含めた販路の拡大、さまざまなレシピの開発
と大和丸なすファンの拡大、ハウス内の作業環
境の改善などが大いに期待されています。
市としても金魚すくい大会でご縁ができた「チ

キンガーリックステーキ」（無伴奏で歌うアカペ
ラの草分けともいえる5人グループ）を大和丸な
すPR大使に任命、素敵な『大和丸なすの歌』も誕
生しました。この春に続き来年6月4日、即売も
兼ねたコンサートを開催する予定です。
食料自給率を高めるうえで大切な農業の発展

につながる「地産地消」にお力添えください。

※チケット欄の記号＝発売場所　 ホ：DMG MORI やまと郡山城ホール窓口　 ロ：ローソンチケット e+：イープラス

令和４年度少年少女マリンバ教室受講生募集
日時=９月22日～令和５年３月２日までの木曜17時～18時
※９月15日（木）に開講式、令和５年３月４日（土）リハーサル、３月５日（日）に発表会があります。
場所＝DMG MORIやまと郡山城ホール リハーサル室 ほか
対象・定員＝市内在住の小学３年生～６年生 20人　　講師＝松本 真理子さん
受講料＝5,000円 ※練習用のマリンバとマレットが必要です（購入については、別途ご案内します）。
申込・問合せ＝８月11日（木・祝）９時～先着順でDMG MORIやまと郡山城ホール事務室（☎54-8000）へ
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