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2月の市民相談
・ 法律相談（予約制）　
  5日（水） ･12日（水） ･19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）　
  26日（水）
  13時〜 16時20分　市民相談室

・ 行政相談
  20日（木）　　
  13時〜 16時　市民相談室　

・ 人権相談
  27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（無料・予約制）
  19日（水）（受付：5日（水）〜12日（水））
  13時30分〜　市役所内401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〉
・ 固定資産税・都市計画税（第4期）【税務課】
・ 国民健康保険税（普通徴収第8期）【保険年金課】
・ 後期高齢者医療保険料（普通徴収2月分）【保険年金課】
・ 介護保険料（普通徴収2月分）【介護福祉課】

＜納期限：3月2日（月）＞

大和郡山市の人口･世帯数
（12月31日現在･カッコ内は前月比）

・ 人口
 ・総計 85,871人 （－37）
 ・男 40,840人 （－9）
 ・女 45,031人 （－28）
・ 世帯数 38,212世帯 （ + 9）

12月の消防･救急出動件数
（カッコ内は前月比）

・ 消防件数 2件 （－2）
・ 救急件数 429件 （+7）

12月21日（土）
郡山城天守台プロジェクションマッピングの開催

郡山城跡において、この日初めてプロ
ジェクションマッピングが開催されました。
主催は、郡山城にぎわいづくり実行委員会。
6月に、阪南大学・国立奈良工業高等専門学
校との地域連携事業に関する連携協定が締結
されたのをうけ、阪南大学の学生と国立奈良工

業高等専門学校の生徒たちが協力して作成した映像が石垣に投影されました。
また、阪南大学国際観光学部教授 来村 多加史さんによる歴史講座や奈
良工業高等専門学校准教授 稲田 直久さんによる天体講義も行われまし
た。会場では、天体観測コーナーや模擬店も催されていました。
特別観覧席には、260名の募集に400人を超える募集が集まり抽選が
行われ、特別観覧席を囲むように多くの来場者が集まりました。城や金魚
などさまざまな映像が流れ、来場者のみなさんは見入っていました。終了
後は拍手が自然と沸き起こりました。

1月13日（月・祝）
新成人の集い 「成人式」
新成人のみなさんの門出をお祝いし、
大人としての自覚を高めてもらおう
とこの日、DMG MORI やまと郡山城
ホールにて成人式が行われました。
今年のテーマは、「滑走路〜令和に翔

びたて、平成生まれの新成人〜」。
受付時間前から鮮やかな振袖やスー

ツ姿などの新成人で会場が埋め尽くされ、久しぶりに会う旧友と記念撮
影をしたり、思い出話に花を咲かせていました。
またエントランスには、平成と令和の元号を描いた千羽鶴が展示されました。
成人式では、新成人スタッフが考えたクイズ企画や先生からのビデオ

レターなど様々な企画が催され会場を盛り上げました。最後は、AKB48
の「365日の紙飛行機」をみんなで合唱し、盛大に幕をとじました。

お立ち寄りください。元気城下町プラザ・ぷらっと
イオンモール大和郡山内にある「元気城下町プラザ」、アピタ大和郡山
店内にある「元気城下町ぷらっと」では、大きな水槽を泳ぐ金魚たちが来
店されたみなさんをお出迎えします。
「元気城下町プラザ」では季節感を出した飾り付けに力を入れており、イオン
モールで行われたディスプレイコンテストでは賞を頂きました。また、「元気
城下町ぷらっと」ではゆっくり金魚が見られるように水槽横にベンチを配置し
ています。ぜひ「元気城下町プラザ」「元気城下町ぷらっと」にお越しください。
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開催日時＝2月8日（土）〜 3月10日（火）
　9時30分 〜 16時30分（土･日曜、祝日は17時まで）
　●初日2月8日（土）は、開幕記念式典終了後から入場可。

開催場所＝郡山城跡 追手門･多聞櫓･追手向櫓

入場料＝500円  60歳以上400円（小学生以下無料）
　● 初日２月8日（土）は、60歳以上の人の入場は無料
になります。

　● 期間中、本紙を持参し会場入口の入場券売場で 提示
いただいた人は、入場料が400円となります。

問合せ＝地域振興課（内線562）
●  柳沢文庫の入場割引があります
　 期間中、盆梅展入場券の半券は柳沢文庫の入館割引券
となります。また、柳沢文庫入館券の半券で、盆梅展入
場料が400円となります。

●日本伝統芸能 ｢猿まわし｣ も開催します
日本の伝統芸能  ｢猿まわし｣を土･日
祝日を中心に行います。あわせてご
覧ください。（天候等で中止の場合あ
り）。

大和郡山に‘春’を呼ぶイベント「大和郡
山 盆梅展」。市内の愛好家のみなさんが
丹誠込めて育てられた大小120点あま
りの盆梅がお城の櫓の中で、そして会場
周辺のしだれ梅との競演をお楽しみい
ただけます。

明かりをつけましょ 大和郡山に

第9回 
大和な雛まつり
2/22土〜3/3火
　早春の大和郡山を彩る「第9
回大和な雛まつり」 を開催しま
す。
　町家物語館や箱本館「紺屋」 を中心に「吊るし
雛」を始め、市内の寺社・旧家・店舗の軒先に、
親王飾りから段飾りまで、大小様々な雛人形が、
また、アスモ大和郡山店内には、園児による「手
作りお雛様」もお目見えします。
　可愛らしいお雛様との出会いを楽しみながら、
梅香る城下町を散策してみませんか？
開催場所＝郡山城下町一円
◆ 開催場所など詳細は、箱本館「紺屋」などの主
な展示場や、近鉄・ＪＲ郡山駅で配布している
「てくてくＭＡＰ」をご覧ください。

問 合せ＝市商工会（☎53-5955）･市観光協会　
（☎52-2010）

第60回大和郡山

お城まつり
3/24火〜4/7火
郡山城下町一帯
　「お城まつり」は、昭和36年
（1961年）に、郡山城の天守台
をはじめそのまわりの石垣に積み込まれた石仏並
びに城史有縁の諸霊を慰めるために始められ、今
回で第60回という伝統と歴史のある行事です。
＜主な行事・イベント＞
◆奉告祭・数珠くり法要：3月24日（火）10時〜 11時
◆第100回 金魚品評会：3月28日（土）
◆時代行列･白狐御渡：3月29日（日）14時〜
　（雨天中止）
◆卑弥呼交代式：4月4日（土）
◆市民パレード：4月5日（日）14時（雨天中止）
◆ 天守台ライトアップ・ぼんぼり点灯：開催期
間中の18時〜 21時
◆ 第60回開催記念イベント
　プロジェクションマッピング等実施予定
問合せ＝市観光協会（☎52-2010）

春の訪れを感じませんか。
〜大和郡山　春のイベント案内〜

春の息吹を感じて
第17回 大和郡山

盆梅展
2/8土〜 3/10火
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2月は大和川水質改善　　　　　
強化月間です 

　大和川では水質の悪化する2月を「水質改善強化月
間」としています。大和川の汚れの原因は家庭から出
る生活排水です。生活排水を減らして、きれいな大和
川のために、特に下記の点についてご協力ください。 
　① 食べ残しや残りクズを、直接流さないようにしま
しょう。 

　② 食器やフライパンなどの汚れは、拭き取ってから
洗いましょう。 

　③ 石けんやシャンプー、洗剤類は使いすぎないよう
に気をつけましょう。 

　④ 食用油は使い切るか、新聞紙にしみこませたり固
めるなどしてゴミとして出しましょう。 

◆市では、家庭から出た食用廃油の回収を行っています 
日時＝毎月第4水曜 9時〜 15時 
場所＝中央公民館（三の丸会館） 体育館下駐車場 
問合せ＝環境政策課（内線572） 

小学校入学前に　　　　　　　　　
麻しん風しん予防接種はお済みですか 

　母子健康手帳で麻しん風しん2期の接種がすんでい
るかどうかを確認して、早めに接種しましょう。 
　公費で無料で受けられるのは3月末までです。 
令 和元年度2期対象者＝小学校就学前の1年間にある
子ども（平成25年4月2日〜平成26年4月1日生
まれ） 

実施期間＝3月31日（火）まで 
実施場所＝市内指定医療機関 
費用＝無料（実施期間を過ぎると全額自己負担） 
※ 対象者で予診票を持っていない人は、下記までご連
絡ください。 

問合せ＝保健センター 「さんて郡山」（☎58-3333） 

く ら しく ら し

市が行う競争入札等に参加するために必要な申請になります。
登録を希望される場合は、下記の受付期間中に関係書類を添えて提出してください。

種類 建設工事、
測量･建設コンサル等業務

物品購入･委託業務等
建設工事･測量･建設コンサルタント等を除く

申請先
問合せ

入札検査課　市役所3階307番窓口
内線623･☎53-1634（直通）

総務課 管財係
☎53-1508（直通）

有効期間
〈市内本店業者〉
令和２・3年度
（2年間）
【定期受付】

〈市外本店業者〉
令和2年度
（1年間）
【追加受付】

令和２・3年度
（2年間）

受付期間 2月14日（金）まで 2月3日（月）〜14日（金）

申請方法
関係書類を、入札検査課窓口（市役所3階307
番）へ直接持参してください。
（受付期間中の土･日曜と祝日を除く、9時
〜12時･13時〜17時）

関係書類を、総務課あてに郵送してください。
※郵送でのみ受け付けます。
　（2月14日（金）消印有効）

備考

※ 提出要領と申請書類を、市ホームページから
ダウンロードしてください。入札検査課窓口
でも配布します（申請書類は市指定様式。国
土交通省の様式は不可）。
※ 提出要領を郵便で請求する場合は、返信用封
筒（定形外で140円切手を貼ったもの）を同
封して、入札検査課へ郵送してください。

※受領書返信用封筒（定形外）に120円切手を
貼ったものを必ず同封してください。
※申請書様式を市ホームページに掲載しますの
で、ご利用ください（総務課窓口での申請書
様式の配布は有料になりますのでご注意くだ
さい）。

市の建設工事･物品購入など 業者登録申請 のお知らせ
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く ら しく ら し
初度検査が平成19年3月以前の 
軽自動車には重課税がかかります！

〜廃車・名義変更はお早めに〜
　初度検査年月（新車時、使用する前に受ける検査）
より13年以上を経過した軽自動車については重課が
課されます。令和2年度に対象になるのは、平成19
年3月以前に初度検査を受けた車両です。 
　軽自動車税（種別割）は、4月1日時点で所有する人
にかかります。4月2日以降に廃車や名義変更をして
も、払い戻しはありません。手続きをされる場合は、
お早めにお願いします。 
　令和2年度の三輪・四輪の軽自動車税（種別割）は
以下のとおりです。（令和元年10月１日から、軽自動
車税は軽自動車税（種別割）に変わりました。）

種別
初度検査年月

平成19年
3月以前
（重課）

平成19年4月
〜

平成27年3月
平成27年
4月以降

三輪 4,600円 3,100円 3,900円

四
輪
以
上

乗
用

営
業
用

8,200円 5,500円   6,900円

自
家
用
12,900円 7,200円 10,800円

貨
物
用

営
業
用

4,500円 3,000円 3,800円

自
家
用

6,000円 4,000円 5,000円

問合せ＝税務課 市民税係（内線281〜 283）

農業委員・農地利用最適化推進委員
募集説明会について 

　次期農業委員・農地利用最適化推進委員の募集説明
会を開催いたします。詳細につきましては、次号の「つ
ながり」にて掲載いたします。 
日時＝2月16日（日） 農業委員募集説明会：10時〜 
　農地利用最適化推進委員募集説明会：11時〜 
場所＝三の丸会館3階 小ホール 
問 合せ＝【農業委員募集説明会】農業水産課（☎53-
1158）、【農地利用最適化推進委員募集説明会】農業
委員会事務局（☎53-1746） 
※ 募集要項は農業水産課・農業委員会事務局の窓口に
て配布、また、市のホームページからもダウンロー
ドできます。 

国民年金保険料の　　　　　　　
納め忘れはありませんか？

　国民年金保険料は日本年金機
構からお送りする納付案内書等
により、毎月の保険料を翌月の
末日までに納めていただくこと
になっています。
　保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基礎
年金の額が少なくなったり、場合によっては年金が受
けられなくなることがあります。また、万一のときに
障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなること
があります。
　そこで、便利で安心な口座振替のご利用をお勧めし
ます。口座振替にしておくと、毎月、納めに行く時間
と手間がかからず便利で安心です。
　また、口座振替のなかには割引のあるお得な振替方
法（早割・二年前納・一年前納・半年前納）もあります。
申 込＝口座振替申出書に必要事項を記入・押印（金融
機関の届出印）し、奈良年金事務所、市役所 保険年
金課 国民年金係、または金融機関窓口へ提出
※ なお、前納をご希望の人は２月末日までにお申し込
みください。
※ また、年金保険料の納付が困難な人は、納付が免除
される制度や猶予される制度があります。所得制限
もありますので、希望する人は、一度市役所 保険年
金課 国民年金係までご相談ください。

問合せ＝奈良年金事務所（☎0742-35-1371）
（保険年金課）

パブリックコメントの募集 　　　
子ども・子育て支援事業計画（第二期）（素案） 

　2月7日（金）までの期間、ホームページにおいて、
多くのみなさんにご意見をいただき、計画に反映する
ため、「大和郡山市子ども・子育て支援事業計画（第二
期）（素案）」に対するパブリックコメント（意見募集）
を募集しています。 
意見の提出方法＝ 
　・市役所 こども福祉課（窓口119番）に直接提出 
　・ 郵送により提出（〒639-1198 北郡山町248-4 
市役所 こども福祉課あて） 

　・ 0743-53-1049
　・ Eメール（KODOMO＠city.yamatokoriyama.
lg.jp） 

※詳しくは市ホームページを参照ください。 
問 合せ＝こども福祉課（内線526） 
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▶申告受付
　○期　　間：2月17日（月）〜 3月16日（月）（土･日曜と祝日を除く）
　○受付時間：9時〜 17時（混雑の状況に応じ、受付時間を変更することがあります）
　○場　　所：市役所1階 税務課 市民税係（106番窓口）
　○問 合 せ：税務課 市民税係(内線281〜 283) 
　※ 申告期間中は、受付窓口や電話等大変混み合います。また、自動車等による来庁時に市役所
駐車場の混雑状況によっては駐車できない場合がありますので、ご了承ください。

　※申告書の控えが必要な人は、あらかじめコピーを取っておいてください。

▶申告が必要な人 
１. 令和2年1月1日現在、市内在住で、次の要件に　

あてはまる人
　①給与所得者で次のような人 
　・ 勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない
人(提出があるか不明な場合は勤務先で確認してく
ださい) 

　・ 給与を2カ所以上の事業所から受け取っている人
で、合算して年末調整を受けていない人 

　②前年中に営業・農業・不動産などの所得のあった人 
　③ 前年中の所得が公的年金だけで、医療費控除など
の諸控除を受ける人 

　④ 控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者になって
いない人 

　⑤ 前年中の所得がなく、市外の人の扶養親族になっ
ている人 

２.市外の人で、市内に事業所や家屋敷のある人 
※ 所得税の確定申告をする場合は、市民税・県民税の
申告をする必要はありません。ただし、上場株式等の
配当または譲渡所得について、所得税確定申告とは
異なる課税方式を選択する人は市民税・県民税の申
告が必要です。 
　 また、所得税の確定申告が不要となる少額の所得で
あっても、市民税・県民税の申告は必要です。 

▶申告に必要なもの  
１.令和2年度 市民税･県民税申告書 
２.印かん (認印でかまいません) 
３.前年中の所得を証明する書類(原本) 
　・ 給与所得・雑(年金)所得があった場合は源泉徴
収票 

　・ その他の所得を証明する書類(各種営業帳簿、決算
書、 収支明細書など) 

４.前年中の控除を証明する書類(原本) 
　・ 控除証明書（生命保険料・介護医療保険料・ 個人
年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料） 

令和2年度 市⺠税･県⺠税の申告 受付は２⽉17⽇（⽉）から
税務課からのお知らせ

　・国民年金保険料の支払いをした旨を証する書類 
　・国民健康保険税などの支払金額がわかるもの 
　・医療費の明細書及び寄附金の証明書 
　※ 医療費の特例(セルフメディケーション税制)を受
ける人は、セルフメディケーション税制の明細書及
び「一定の取組」を明らかにする、検診等または予
防接種を受けた書類 

　・ 障害のある人や、障害者を扶養している人について
は障害者手帳等 

　※ 65歳以上の要介護認定を受けている人が障害者
控除対象者と認定される場合があります。詳しく
は、介護福祉課(内線514・515)へ 

５. 配偶者特別控除を受ける人は、配偶者の前年中の所
得がわかる源泉徴収票など 

６. 国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける人
は｢親族関係書類｣と｢送金関係書類｣ 

７. 「マイナンバーカード」または「通知カード（紙製）　
及び身元確認書類」 

◆令和２年度から適用される主な税制改正 
・ふるさと納税制度の見直し 
　 　ふるさと納税の対象となる地方団体（都道府県・市
区町村）は、令和元年6月1日以後、一定の基準に基
づき総務大臣が指定するようになりました。 

・住宅借入金等特別税額控除の見直し 
　 　令和元年10月1日から令和2年12月31日までに
居住の用に供した場合、適用年数と住宅借入金等特
別税額控除額が見直しされました。 

▶お知らせ  
　この申告期間のみ、所得税の確定申告書の提出が市
役所312会議室でできます。（記入内容の確認・相談
はできません。）確定申告書の控えに、奈良税務署の受
付印が必要な場合は、直接、奈良税務署へ提出してく
ださい。
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く ら しく ら し
ならジョブカフェセミナー 　　

（3月） 
日 時＝①3月4日（水）「対人スキル実践トレーニン
グ」、②12日（木）「就活スタートセミナー」、③18
日（水）「面接対策セミナー」、④25日（水）・27日
（金） 「２日間集中自己分析セミナー」 
　①・③・④：各日13時30分〜 16時30分 
　②：14時〜 16時 
場所＝ならジョブカフェ（奈良市西木辻町） 
対 象･定員＝就職活動中の学生やおおむね35歳未満
の求職者（40代前半までの不安定就労者を含む）、
各10人程度（先着順） 

申 込･問合せ＝各セミナー前日までに、ならジョブカ
フェ（☎0742-23-5730）へ 　　　  （地域振興課）
 

令和2年度放置自転車等の　　
買受希望業者を募集します 

　大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例に基づ
き移動・保管した自転車等で、所有者不明などの理由
により返還できない自転車等の買受を希望される業者
を募集します（一般個人の買受はできません）。 
資格要件＝下記の全てにあてはまること 
　① 古物商の許可を受けていて、自転車組立整備士
（自転車技師）か自転車安全整備士の資格を有す
る人（使用人がこれらの資格を有する場合も可） 

　②代表者・法人の所在地が市内であること 
　③暴力団等排除措置要件に該当していないこと 
申 込＝2月21日（金）までに自転車等買受業者登録申
請書類を市民安全課へ提出してください
※申請書は市民安全課にあります。 
問合せ＝市民安全課（内線625） 

ポリテクセンター奈良 　　　　
公共職業訓練 受講生募集 

訓 練科＝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･定員＝訓練を受講して再就職を希望する人 
定員＝①② 各5人、③ 15人 
訓練期間＝4月2日（木）〜 9月30日（水） 
訓 練場所＝ポリテクセンター奈良（橿原市城殿町433） 
費 用＝受講料無料（ただし、教科書代等は自己負担） 
申 込・問合せ＝2月3日（月）〜 28日（金）に、ポリテ
クセンター奈良（☎0744-22-5226）へ   （地域振興課） 

サポステ合同企業説明会　　　 
（参加無料・要申込） 

日時＝2月7日（金） 13時〜 16時30分 
場 所＝指定障がい福祉サービス事業所 さくらんぼ（桜井市桜井） 
対 象・定員＝15歳〜 39歳の働くことに悩みを抱え
る人、30人（申し込み先着順） 

持ち物＝スーツ、筆記用具 
申 込・詳細・問合せ＝若者サポートステーション やまと　
（☎0744-44-2055） 　　　　　　　（地域振興課） 

NARAジョブフェア　　　　　
（参加無料・申込不要） 

日時＝2月17日（月） 10時〜 17時 
◆奈良県産業魅力発信フェア（業界研究会）　10時〜 13時 
◆NARAプレミアム合説（企業合同説明会） 　13時15分〜 17時 
場所＝ホテル日航奈良（奈良市三条本町） 
対 象＝2020年卒業予定・2021年以降卒業予定の大
学（院）、短大、高専、専修学校等の学生、 若年求職
者、復職・転職を希望される人など 

詳細・問合せ＝奈良県中小企業団体中央会 （☎0742-22-3200） （地域振興課） 
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市営住宅・改良住宅の　　　　　
入居者募集（指定入居日4月1日）

募集住宅名・戸数・間取り＝ 
　①井路住宅（13号、4階、3DK） 
　②井路西住宅（403号、4階、3DK） 
　③向畑住宅（9号、3階、3DK） 
　④ 西田中町地区小集落改良住宅（27号、2階建、
3LDK）（単身者不可） 

　⑤ 西田中町地区小集落改良住宅（61号、2階建、
3LDK）（単身者不可） 

※ ①〜③についても、一定の要件を満たす場合のみ、
単身者可。 
※ 家賃は、住宅の大きさや入居者の収入などによっ
て、金額が異なります。敷金は入居時家賃の3ヵ月
分です。 

入居申込案内書の配布及び申込受付期間＝ 
　2月3日（月）〜２月17日（月） 
　8時30分〜 17時15分（土･日曜、祝日は除く） 
受付場所＝住宅課（市役所3階302番窓口） 
※郵便での申し込みは受け付けません。 
※申し込みは１世帯１戸に限ります。 
※申し込み時、印鑑必要。
申込資格（①〜④全て該当の人のみ） 
① 夫婦（指定入居日から3ヵ月以内に婚姻予定者を含
む）･親子を主体とした家族。両親の片方とだけ同
居するなど、世帯を不自然に分割した申し込みはで
きません。ただし、60歳以上の人や身体障害者手帳
の交付を受けている人など、単身で申し込むことが
可能な場合もあります。詳しくは、お問い合わせく
ださい。 
② 市内に住んでいる（外国人は外国人登録済の人）ま
たは、市内で働いている人で、住宅に困っている人
（例外あり）。 
③基準収入（月額）が15万8千円以下であること。 
※基準収入は総収入ではありません（例外あり）。 
④ 入居予定者または入居予定者と現に同居し、もしく
は同居しようとする親族が、暴力団員でないこと。 
※詳しくは、「入居申込案内」をご覧ください。 
※ 公開抽選は、2月18日（火）10時から、市役所４階
401会議室で行い、結果
を当日15時から市役所
住宅課前に掲示します。
落選された人への結果
の通知は行いません。 

詳 細･問合せ＝住宅課（内
線643・644） 

一般廃棄物処理業（収集運搬業･ 
処分業）許可申請の受付について 

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項お
よび同条第6項の規定による許可申請を受け付けます。 
申 請＝2月3日（月）〜 28日（金）（土･日曜と祝日は
除く）の8時30分〜 12時･14時〜 16時に、許可
申請書（市指定様式）等の必要書類を、清掃センター 
へ提出してください 
※  申請書類は、補正期間も考慮して、できるだけ2月 
14日（金）までに提出してください。 
※ 申請書等は、市ホームページからダウンロードしてください。 
提出先・問合せ＝清掃センター（☎53-3463） 

清掃センター休日業務のご案内 
〜ご協力をお願いします〜

月　日 可燃ごみの 
収集

持込ごみの 
受付

不燃物ごみの 
収集

2/11（火） 
建国記念の日

休み 9時〜
12時

毎月第2火曜の
区域は2月13
日（木）に収集

2/24（月） 
振替休日

毎月第4月曜の
区域は2月27
日（木）に収集

問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

不動産無料相談会　　　　　　 
（予約可） 
　土地有効活用、建築、借地借家、税務、贈与と相続、売買・
賃貸など不動産に関する諸問題を専門家がアドバイス。 
日時＝2月15日（土） 10時〜 16時 
場所＝DMG MORI やまと郡山城ホール 
申 込･問合せ＝NPO法人奈良県不動産コンサルティ
ング協会（☎86-4285） 　　　　（人権施策推進課）

◆
昭
和
20
年
3
月
2
日
〜
4
月
1
日
生
ま
れ
の
人
へ
…
今
月
下
旬
に
、「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
を
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留
郵
便
で
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送
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す
。（
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年
金
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療
係
）
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● 大和郡山市議会だより　令和元年　第4回定例会 1

▎▎議決結果について

大和郡山市議会だより　令和元年  第4回  定例会

市議会の第４回定例会が、12月5日（木）〜 18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

同 

意 

案

教育委員会委員の任命について
　岩田 淳尚 氏を教育委員会委員に任命することについて、議会の同意を得ます。

賛成 19
反対 0 同

意教育委員会委員の任命について
　松山 末子 氏を教育委員会委員に任命することについて、議会の同意を得ます。

賛成 19
反対 0

議　
案

大和郡山市附属機関設置条例の一部改正について
　 次世代を担う新規就農者に対し、就農直後の経営確立等のために行う資金交付事業において、交付対
象者の中間評価を行うべく、「農業次世代人材投資事業中間評価会」を設置するものです。

賛成 19
反対 0

原
案
可
決

大和郡山市附属機関設置条例の一部改正について
　 郡山城跡の国史跡指定を推進するため、「郡山城跡調査委員会」を設置します。また、「郡山城天守台展望施設
整備委員会」の機能等を強化するため、同委員会を発展的に解消して「郡山城跡整備検討委員会」に改めます。

賛成 19
反対 0

大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
　 公職選挙法施行令が一部改正され、投票所の投票管理者に交代制が導入されたことから、管理者
の実働時間に応じた報酬の支払いを可能とするため、所要の改正を行うものです。

賛成 19
反対 0

大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について
　 人事院勧告に伴い、市議会議員、市長、副市長、教育長の令和元年12月の期末手当を0.05月分、
一般職の給料月額を平均0.1％程度、勤勉手当を0.05月分、それぞれ引き上げ、また、令和2年4
月から住居手当について、支給の対象となる家賃額の上限及び下限の引き上げを行うものです。

賛成 17
反対 2

大和郡山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
　 災害弔慰金の支給等に関する法律等が一部改正され、災害援護資金の償還免除の対象範囲の拡大
等が行われたことから、条文の整備を行うものです。

賛成 19
反対 0

大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について
　 地方公務員法等が一部改正され、令和2年4月1日から、一般職の非常勤職員の任用等に関する制
度の明確化を目的として、「会計年度任用職員制度」が創設されることから、その給与及び費用弁
償について、必要な事項を定めるものです。

賛成 19
反対 0

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
　 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、特別職の任用及び臨時的任用
の厳格化が図られ、会計年度任用職員制度が導入されることから、関係する条例について、所要の
改正を行うものです。

賛成 19
反対 0

大和郡山市下水道条例の一部改正について
　 下水道事業経営の健全化と経営基盤の強化のため、令和2年5月分から下水道使用料を改定し、改
定当初の1年間については、改定の幅を2分の1程度に緩和する経過措置を設けるものです。

賛成 14
反対 5

大和郡山市立南井町ふれあいセンターの指定管理者の指定について
　 令和2年3月末日をもって指定期間が満了する指定管理者について、管理が適正かつ効率的に行
われていることから、引き続き「南井町自治会」を指定管理者として指定するものです。指定の期
間は令和3年3月31日までとします。

賛成 19
反対 0

可
決

財産の譲与について
　 地域の保育サービスの充実を図るため、社会福祉法人郡山双葉会へ、保育所施設に用途を指定し
て、昭和保育園の建物およびその附属建物を譲与するものです。

賛成 19
反対 0

市道路線の認定について
　都市計画法に基づき帰属された野垣内町砂田線を市道認定するものです。 

賛成19
反対 0

大和郡山市新庁舎建設工事請負契約について
　 共同企業体による条件付一般競争入札により、淺沼・藤本特定建設工事共同企業体を選定し、
契約金額76億4千500万円にて、大和郡山市新庁舎建設工事請負契約を締結するものです。

賛成16
反対 3

（仮称）平和認定こども園建設工事請負契約について
　 共同企業体による条件付一般競争入札により、クラハラ・和光・木村特定建設工事共同企業体を選定し、
契約金額5億4千450万円にて、（仮称）平和認定こども園建設工事請負契約を締結するものです。

賛成16
反対 3

令和元年度大和郡山市一般会計補正予算（第４号）について
・補正額　　1億7,544万7,000円の増額　・歳入歳出総額　　347億3,235万2,000円
・ 主な補正内容：人事院勧告に伴う職員給与費の補正、生活保護システムの改修に要する経費、
東京オリンピック聖火リレー事業に要する経費、母子保健情報連携システムの改修に要する
経費、第100回金魚品評会開催に要する経費、DMG MORIやまと郡山城ホール施設の改修
に要する経費、お城まつりの警備体制の充実に要する経費など

賛成14
反対 5

原
案
可
決

● 広報　つながり　令和2年2月1日号　No.1202



● 大和郡山市議会だより　令和元年　第4回定例会 2

件　　　　　　　　　名 議決結果

意 

見 

書 

案

女子差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書について 賛成 19
反対 0

原
案
可
決

教職員定数の改善、少人数学級の推進及び義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書
について

賛成 19
反対 0

「桜を見る会」の徹底究明を求める意見書について 賛成 8
反対 11

否
決

「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書について 賛成 19
反対 0

原
案
可
決

※市議会議員の定数は20人で、議長は採決に加わりません。
※ 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、3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。

▎▎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。

学童保育所について
 冨野 孝之 議員

㉄私は、地域の学童保育所にかかわっております。働 
く保護者にとって魅力ある市となるよう、児童増加

により不足するスペース対策、先生（支援員）確保、「思
いやり教育に優れる保護者会での運営」の負担軽減を図る
運営委員との協議制の理想形検討、運営委員への助成金な
ど幅広い追加支援をお願いします。 

答建物の増設や小学校の余裕教室を活用できるように
働きかけを行なっています。片桐学童のように各学

童保育所に運営委員を置く方法や現在、４学童が加盟され
ている協議会に運営を委託する方法など具体的な方法を検
討しながら、各学童の保護者会と議論を深めていきたいと
考えています。

幼稚園へのエアコン設置について
 堀 川　力 議員

㉄本市では、昨年度に中学校で、本年度に小学校でエ
アコンが設置・稼働され、安心安全な学習環境が確

保でき嬉しく思う。一方、幼稚園ではエアコンが未設置で
あり、近年の猛暑による熱中症の危険から子どもたちの生
命を守るために、また、健やかな成長のために、一日も早
い全ての幼稚園へのエアコン設置・稼働を強く要望する。 

答小・中学校に引き続き、幼稚園につきましても年次
的なエアコンの整備が必要であると考えております。

できるだけ早期の稼働を図るため、リース方式での整備を
検討するなど、来年度の事業化に向けた予算確保に努めて
まいります。仮に新年度で予算が確保でき、順調に工事が
進めば、来年夏には稼働できると見込んでおります。

大和郡山市のまちづくりについて
公営住宅について 福田 浩実 議員

㉄①リノベーションスクールの取り組み内容と計画は？
城内学舎の跡地利用の整備内容は？②市営丸尾南団

地Ａ棟・Ｂ棟にエレベーターを設置すべきと考えますが、
ご予定は？市営住宅・改良住宅の募集回数を年１回から年
２回以上に増やすことは出来ませんか？

答①遊休不動産の活用によるまちづくりの担い手を育
成するスクールを今後３回開催するとともに、平成

３０年度改定の郡山城跡公園基本計画をもとに歴史公園と
して親しまれる公園整備に取り組んで参ります。②設置可
能な丸尾南団地Ａ棟・Ｂ棟について、今後、前向きに進め
ていきます。空家募集には住宅修繕費用が伴う為、今後も
予算の範囲内で１戸でも多くの住宅提供に努めます。

一般質問
発言の要旨
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新庁舎建て替えの広報について
 西川 貴雄 議員

㉄新庁舎の建設事業について、市民の皆様に関心を持 
って頂くためにも広報活動は重要だと考えるが、今 

までどのような広報を行なってきたのか。これから建設工 
事が始まるが、工事の進み具合や市民の皆様への影響など 
随時広報活動を行なって頂きたい。

答新庁舎建設事業は基本計画・基本設計策定など節目 
ごとに市広報紙「つながり」やホームページなどを 

中心に広報を行なってきています。建設工事が始まれば、 
工事の影響等を庁舎の入口に掲示し、同時にホームページ
や「つながり」を活用して工事の進捗状況などを写真付き 
で掲載して積極的に広報活動を行い、本事業の市民の皆様
への周知を図っていきます。

郡山南小学校の教員間いじめ問題
について 丸谷 利一 議員

㉄郡山南小学校で４名の先生方が教師間のいじめによ 
って休職されている。学校・市教委はいじめはなか 

ったとしているが、４名もの先生方が休職されているのは 
いじめ・パワハラが原因だ。いじめが発覚しても、人事を 
含め具体策を取らず、放置してきた学校側と市教委の責任
は重い。今後の同校の正常化についての具体策について。

答今回、市教委として客観的な立場で全教職員から聞
き取り調査をしましたが、いじめ・パワーハラスメ 

ントに当たる行為があったという事実は確認できませんで 
した。お互いが話し合い、誤解や行き違いがあれば、その 
解消ができるように、そして、何よりも子どもたちが落ち 
着いて学習に励むことができるよう支援してまいります。

奈良国体に向けてスポーツの盛んな
まちづくりについて 金銅 成悟 議員

㉄①グラウンドの維持管理に精通した市文化体育振興
公社の職員・体制を充実させることで、各施設を充

実させ、スポーツの盛んな大和郡山市づくりをするつもり 
はあるのか。②これまでに何度も要望をしているが、市営 
球場のスコアボード等の改修は？③奈良県が令和12年に 
開催を目指す奈良国体に向けて、市が取り組む計画は？

答①市文化体育振興公社で新たに職員採用の予定はな 
く、在籍職員のスキルアップを図ること等により、 

施設の管理運営の充実に努めます。②市営球場のスコアボ 
ードなど大きな費用を要する改修については、市全体の事 
業計画と財源を踏まえて検討します。③今後、市としても 
県と連携して必要な取り組みを進めます。

子ども達の未来のための学校の働き方
改革について 西村千鶴子 議員

㉄予測不能な未来社会を、子ども達が自立的に生きる
ための学校教育の改善・充実には、教職員の長時間

勤務の解消や、メンタルケアなど、思い切った働き方改革 
が早急に必要です。今後の市の具体的な方針と予定は？

答既に学校行事や事務作業を見直し、夏期休業中の閉
校日や中学校部活動の休養日設定など、教員が休み

やすい工夫も進めております。効率化のためＩＣＴ機器の 
整備や夜間の留守番電話の活用も考えております。今後も
保護者や地域の方々の理解を得ながら教員の本来業務につ
いて議論し、教育の質の向上につながる働き方改革を進め
てまいります。年度末を目途に「学校の業務改善推進プラ 
ン」を策定したいと考えております。

会計年度任用職員について
 德 野　衆 議員

㉄来年度から会計年度任用職員に移行する臨時職員は
市民と接する業務が多く、相当数の非正規職員によ 

って公務が支えられており、これまでも勤務条件の改善を
訴えてきた。非正規職員の各種手当の改善や新制度におけ
る任用はどのようになるのか。

答日額・時給臨時職員は常勤職員に準じた地域手当と 
通勤手当相当分を支給し、新たに期末手当も支給し

ます。月額臨時職員は期末手当の支給率が下がりますが、
地域手当を支給し、年収の水準は守ります。また、制度移
行前の臨時・非常勤職員を従前の勤務実績に基づく能力実 
証を行い、積極的に任用し、欠員については公募します。 
・他の質問項目：介護関連について

ごみ処理の広域化について
 尾口 五三 議員

㉄本市、奈良市、生駒市、平群町、斑鳩町の５市町に 
よるごみ処理の広域化勉強会の現状はどうか。本市

の現在の清掃センターはいつまで使用可能で、新しいセン 
ターの建設にはどのくらいの期間がかかるか。広域化には 
課題もあり、これからも本市単独でごみ処理すべきと考え 
るが、市として単独か、広域化かどう考えているか。

答平成29年2月から勉強会がスタート、昨年12月 
に中間報告書を作成しました。今月、副市長が初め

て出席して11回目が開催されます。現センターは長寿命 
化から15年、令和14年度末まで使用可能で、新センタ 
ー建設には約10年を要します。そう遠くない時期に単独 
か広域化か、様々な角度から検討して方針を決定します。

令和元年
第4回  市議会定例会の結果
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地域福祉ついて
  関本 真樹 議員

㉄介護予防・日常生活支援総合事業の中の訪問型サー
ビスについて、今後どのような方向性で進めていく

のかお答えください。また、地域住民の支え合いの一環と 
なる有償ボランティア団体の立ち上げ支援、担い手の育成
についての考えをお聞かせください。

答総合事業における住民主体の訪問サービスが、今後
重要性を増し、担い手の育成が必要となってくるも

のと考えております。それに備えた対策として、支援団体 
の設立や育成支援、従事する支援員への研修会の開催など
を検討します。有償ボランティアの育成支援については、 
生活支援コーディネーターによる生活支援体制整備事業を
充実し育成支援を考えます。

学童保育について
  大垣 良夫 議員

㉄運営されておられる保護者会の負担を減らすため、
支払業務等を市で、また、学童によって異なった保

育料を一律に安く設定できませんか。加えて、公平かつ適 
正な補助金支出という観点から監査の強化を求めます。

答運営主体であります保護者会に対して補助しており 
ますので、現状では支払業務等を市で行うことはで

きません。保護者会の負担を減らすため、運営方法につい
て調査や視察等をしております。また、要綱を改正するな
ど、保育料に大幅な差がないよう、上昇しないように、ま 
た、繰越金の扱いも含め、適正な運営ができるよう検討す
ることも必要であると考えます。

高齢者の外出支援について
  𠮷川 幸喜 議員

㉄自動車運転免許の返納等、通院や買い物等をしたり
することが困難な高齢者が増えてきています。地域

福祉活動の取り組みの中で、地域住民・団体の方々が主体
となって、高齢者の方を無償で送迎を行う事業について、
具体的な内容についてお聞かせください。

答道路運送法上の許可・登録を要しない輸送として行
われる輸送サービスとして、大和郡山市が主体とな 

った輸送サービスの提供を行うという方法です。実施には
当市自身が費用の全額を負担して運行主体となり、運転は
地域住民やボランティア団体等が行い、利用者から運送の
対価を一切得ない形とする輸送サービスです。実現に向け
ては地域福祉の取り組みの中で進めてまいります。

道路整備について
～キッズゾーン等～ 村田俊太郎 議員

㉄滋賀県大津市で、散歩中の園児らの列に車が突っ込
み、園児らが死傷した事故をきっかけに、園児らが 

日常的に集団で移動する経路の安全点検の実施が求められ、 
さらに保育所等を中心に周囲500ｍを目安としたキッズ
ゾーンを保育担当部局が設定し道路整備をする通知が出て 
いますが、本市の取り組み状況をお聞かせください。

答各保育園、認定こども園から危険箇所の聞き取りを 
行い、9箇所の危険箇所を把握し、対策に時間を要

しない事項については、対策を完了しておりますが、引き
続き関係機関と対策を講じてまいります。キッズゾーンの
設定は、安全確保の有効性を検討し、関係機関と協議しな
がら、調査・研究を進めてまいります。

SDGsの取り組みと進捗状況について
 河田 和美 議員

㉄①共生社会ホストタウンについてお聞かせください。 
②造血幹細胞移植後、移植前の予防接種の抗体が低 

下もしくは消失します。その際の20歳未満の再接種費用
の助成をするお考えはありますか。③来年10月より定期 
接種になるロタワクチンを４月生まれの乳児から接種出来
るよう前倒しするお考えはありますか。

答①パラリンピアンとの交流をきっかけに共生社会の
実現に向けた取り組みを行う自治体を国が募集して 

おり現在申請中です。内容はシンガポール選手団との交流、 
簡易スロープの助成、小中学校のトイレの洋式化等です。
②他市の状況を見ながら検討してまいります。③費用面で
の負担がございますので、財政当局と協議してまいります。

自衛隊員適齢者の名簿提出について
 上田 健二 議員

㉄大和郡山市は、自衛隊からの要請を受けて、18歳 
と22歳を対象に1,637名の個人情報を紙媒体 

で提出しています。日本平和委員会が全国で行った調査で
は、全体の66％の自治体で、提出義務がないことを根拠 
に台帳の閲覧・書き写しのみの対応となっています。本市
も名簿提出の対応を改めるべきだがどうか。

答本市の個人情報保護条例におきまして、法令等に定
めがあるときは個人情報を提供することが認められ 

ていることから、現時点で対応を変更する予定はありませ 
んが、今後は社会情勢の変化や、国の見解の変更等につい 
て注意深く見守って参りたいと考えています。
・他の質問項目：やまと郡山城ホールの演劇鑑賞について

令和元年
第4回  市議会定例会の結果

大和郡山市 広報 つながり  ●
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■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
 9時〜16時

⺠法改正で 何が　　
変わるの？～その①

　「民法」と聞くと「難しそう」と思われる人も多いので
はないでしょうか？「民法」は私たちの生活に一番身近
な法律です。電車やバスに乗ったり、コンビニで買い
物をしたり、私たちはいろいろな「契約」をして暮らし
ています。「民法」の中で「契約」に関する基本的なルー
ルが定められている部分を「債権法」と言います。 
　「債権法」は1896（明治29）年に制定されてから、
約120年間大きな改正はありませんでした。120年前
は、消費者と事業者が直接会って契約を結んでいまし
たが、インターネットが発達した現代では、消費者と事
業者が会わずに商品を購入することができます。また
支払方法も銀行振り込みやクレジットカードでの支払
いなどいろいろな手段が用いられています。このよう
な時代の変化に対応するため「民法（債権法）」が改正
されることになりました。改正民法は2020年4月1日
から施行されます。この改正は私たちの暮らしに深く
関わる点も含まれています。これから３回にわたり改
正の概要を紹介します。
 

【消滅時効に関する改正】 
　消滅時効とは、一定期間の経過によって権利を消滅
させるという制度です。現行では消滅時効により債権
が消滅する期間は原則10年であるとしつつ、例外的に
「職業別の短期消滅時効」を設けていました。今回の改
正では消滅時効期間について、わかりやすいものとす
るため、「職業別の短期消滅時効」を廃止するとともに
消滅時効期間を原則「知った時から５年」としています。

●職業別の短期消滅時効の例 
現行民法 改正民法

債権の種類 時効時間
原則5年

（ケースによって
は最長10年）

飲食代金 1年
授業料 2年

医師の診療報酬 3年

令和元年度 第3回 　　　　　　　
障害者家族教室（参加無料・申込不要） 

　「障害者家族教室」は、精神障害のある人を支える家
族が集い、話し合う勉強会です。障害について、理解
し、知識を深めませんか。 
日時＝2月20日（木） 14時〜 16時 
場所＝市民交流館１階 集会室 
内 容＝「精神障害者を支える家族の相談事例と福祉
サービスの紹介〜福祉サービスを利用する当事者の
体験談をもとに〜」 

講師＝彩食キッチンBon 山口所長と当事者の人 
※内容・講師等、変更がある場合があります。 
問合せ＝厚生福祉課 障害福祉係（内線535） 

障害者パソコン教室 参加者募集 
〜パソコンの基礎を学ぼう〜 

　「パソコンを始めたいけど、ちょっと不安」「難しそ
うで自信がない」という人も、パソコンの基礎から始
めるので、安心して学べます。 
日 時＝2月17日（月）〜3月23日（月）の毎週月曜（全
５回・祝日を除く）、各日13時30分〜 15時 

場所＝社会福祉会館（植槻町） 
対 象＝市内在住の身体障害者手帳または精神障害者 
保健福祉手帳を持っている人 

定員＝10人（応募者多数の場合は抽選） 
受講料＝無料（テキスト代は自己負担） 
申 込 ･ 問合せ＝2月3日（月）〜
12日（水）（土･日曜、祝日を除
く8時30分〜 17時15分）ま
でに、社会福祉協議会 福祉課
（☎53-6531･  55-0986）へ 

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）
のみなさん、色々な悩み・苦労を専門看護師･支部役
員･ストーマ装具業者や同じ立場の人に相談しません
か。気軽に参加してください。 
日時・場所＝※各日、時間は9時〜 12時。
　①2月18日（火） 県文化会館（奈良市登大路町） 
　② 2月22日（土） 県社会福祉総合センター（橿原

市大久保） 
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 本間（☎090-
4908-7619） 　　　　　　  　 　　（厚生福祉課） 
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大和郡山市立幼稚園　　　　　
預かり保育について 

　幼児の心身の健全な発達の促進とともに、保護者の子育て支援
を目的として預かり保育を、令和2年4月より実施いたします。 
◆通常保育日（1回200円） 
　月・火・木・金曜 保育終了後〜 16時30分 
◆長期休業中（1回400円・除外日あり） 
　月・火・木・金曜 8時30分〜 16時30分 
※ 令和２年度は、4・5歳児は4月21日より、3歳児
は5月1日より実施いたします。 
※ 保育の必要性があると認定された人は、預かり保育料
が無償化の対象となります。なお、認定の手続きにつ
いては、別途、幼稚園をとおしてお知らせいたします。 

詳細・問合せ＝各幼稚園または学校教育課（内線723） 

児童手当の　　　　　　　　　
支払いについて 

　児童手当（令和元年10月分〜令和2年1月分）は、
2月14日（金）に受給者の預金口座に振り込みます。
15日（土）以降に入金を確認してください。 
※次のときには、速やかに届をしてください。 
　①児童の数が減少したとき 
　②振り込み口座の変更や解約をしたとき 
　③氏名や住所の変更をしたとき 
　④受給者が公務員になったとき 
問合せ＝こども福祉課 こども係（内線522）
 

都市計画（生産緑地地区）の　　
変更について 

　大和都市計画生産緑地地区が変更されましたので、縦覧を行います。
変更する地域＝九条町地内、野垣内町地内
縦覧の場所・問合せ＝都市計画課（内線674）

く ら しく ら し
就学通知書は　　　　　　　　
届いていますか 

　4月から新一年生（小・中学校）になる児童・生徒
の保護者のみなさんへ「就学通知書」を送付しました。
該当する人は下記までご連絡ください。 
　・通知書がまだ届いていない人 
　・転入後まだ通知書を受け取っていない人 
　・通知書記載の注意事項に該当する人 
※ 大規模災害等の影響により当市へ避難されているみ
なさんで家庭に新一年生になる子どもがいる場合
は、4月からの就学校についてご相談ください。 

問合せ＝学校教育課（内線 724）

大和都市計画公園の変更（大和郡
山市決定）案に係る縦覧について 

　市では、都市計画公園8・5・2郡山城跡公園の区域
変更案がまとまりましたので、縦覧を行います。 
縦覧の期間＝2月3日（月）〜 2月20日（木） 
※ ただし、土・日・祝日・年末年始を除く８時30分〜17時15分まで。 
変更する地域＝城内町ほか 
※ 市民及び利害関係人で、この都市計画の案について意見を提出す
る場合は、住所・名前・意見の要旨とその理由を記載した市長宛
の文書を、2月20日（木）必着で下記まで提出してください。 

縦 覧の場所・提出先・問合せ＝都市計画課（〒639-
1198 北郡山町248-4、内線634） 

大和都市計画の決定について　　
（小泉工業団地地区地区計画）
　令和元年12月26日付で、大和都市計画（小泉工業団
地地区地区計画）を決定しましたので、縦覧を行います。
決定する区域＝小泉町地内（小泉工業団地）
縦覧の場所・問合せ＝都市計画課（内線674）
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もの忘れ相談会in図書館 　　　　　　　　
(参加無料・要申込） 

　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。 
　地域包括支援センター職員が、もの忘れについての
相談に応じますのでお気軽にお越しください。 
日時＝2月12日（水） 9時30分〜 11時30分 
場所＝市立図書館 2階 集会展示室 
対象・定員＝市民、15人（申し込み先着順） 
申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733） 

認知症講演会　　　　　　　　 
（参加無料・申込不要）  

　認知症は誰もがかかる可能性のある病気です。認知
症という病気を正しく理解し対応することが大切で
す。安心して暮らしていくために大切なことを一緒に
考えてみませんか。 
日時＝2月20日（木） 12時30分 
　◆第1部 認知症関連展示・相談（12時30分〜14時） 
　◆第2部 認知症講演会（14時〜 16時） 
　・ 「私にしかできないこと　私にしか話せないこと　
〜母がいなくなって〜」（吉岡 陽子さん）

　・「認知症の予防と対応〜ひととのつながりが大事〜」 
　　（高井病院・脳神経内科 原 健二 医師） 
　・ 寸劇「いつもと様子が違う？！あなたならどうし
ますか？」 

※手話通訳・要約筆記あり。 
※ アンケート協力者に「わたしノート」（エンディング
ノート）をお渡しします。

場所＝DMG MORIやまと郡山城ホール 大ホール 
定員＝先着600人 
問合せ＝地域包括支援センター
　（☎55-7733・ 55-6831） 

若年性認知症相談会 　　　　　
（相談無料・要予約）  

　奈良県若年性認知症サポートセンター室長 尾崎 京
子さんが、若年性認知症の相談を受け付けます。ご家
族からの相談も受け付けます。（30分程度） 
日時＝ 3 月 3日（火） 10 時〜 12時 
場所＝第二地域包括支援センター（片桐地区公民館内）
申込・問合せ＝第二地域包括支援センター （☎ 55-7011） 

健康長寿のための健康づくり講座
（無料・要申込）  

日時＝ 2 月 18日（火） 10 時〜 11時 30分
場所＝社会福祉会館 2 階会議室
定員＝ 15 人（申し込み先着順）
内容＝①「フレイル予防の健康体操」②「認知症予防」
　③「みんなで考えよう すみやすいまちづくり」
申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎ 55-7733）

認知症サポーター養成講座 　　
（受講無料・要申込）  

日程 時間 場所

①2月10日（月） 14:00 〜 16:00 市立図書館2階
集会展示室

②2月13日（木） 13:30 〜 15:00 治道地区公民館
会議実習室

定員＝各25人 
内 容＝認知症の症状と対応、予防についての基礎知識
など（①は上記内容のほか図書館司書からの認知症
関連図書の紹介・朗読が入る特別講座です） 

申 込・問合せ＝①地域包括支援センター（☎55-
7733）、②第三地域包括支援センター（☎57-2233） 
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イベント

募集

募集 募集

募集

募集

イベント・募集
春季市民歩こう会 参加者募集  　
〜大仏鉄道遺構めぐりコース〜

日 時＝3月8日（日）9時30分〜受
付･10時出発･15時頃解散予定
（参加無料･要申込） 
※ 当日7時現在で雨天の場合は、中
止します。 

集合場所＝JR加茂駅東口前広場 
コ ース＝ JR加茂駅東口前広場→観
音寺橋台→梶ヶ谷隧道→梅美台公
園（昼食）→松谷川隧道→黒髪山
トンネル跡→鴻ノ池運動公園（約
9km） 
※ 希望者は解散後も大仏鉄道記念公
園までガイドします（約2km） 

対 象＝市内在住･在勤･在学で全
コースを完歩できる人 

定員＝各コース100人（先着順） 
◆ 自生する季節の草花等を解説する
「野草」コース 
◆ 当時の歴史や町並み等を解説する
「歴史」コース
※ どのコースもルートは同じで、大
仏鉄道遺構の解説はあります。 
※ 移動中に大仏鉄道研究会による解
説があります。 

持ち物＝弁当・飲み物・雨カッパ等 
※ 昼食場所付近にはスーパー・コン
ビニがあります。 

申 込＝2月3日（月）〜 17日（月）
にスポーツ推進課（市役所2階
218番窓口）（内線556）へ 
※ 電話での申し込みも可能です。締切
後や当日の申し込みはできません。 

令和元年度公民館クラブ　
連絡協議会研修会　

〜大和郡山市の歴史と文化〜
日 時＝2月15日（土）10時〜11時30分
場所＝三の丸会館 小ホール
定員＝150人（先着順）
講師＝市文化財審議会会長
　長田 光男さん
問合せ＝三の丸会館（☎53-5350）

救命入門コースの開催 　
（参加無料・要電話予約）

　AEDを含む心肺蘇生法などを、
救急救命士が楽しく分かりやすく教
えます。
日 時＝2月20日（木）9時〜 10時
30分

場所＝市防災センター（本庄町）
※修了者には参加証を交付します。
定員＝20人
申 込・問合せ＝2月15日（土）ま
でに電話で、奈良県広域消防組合 
大和郡山消防署 救急課（☎59-
1331）へ

第18回 歩きんとっと　　
参加者募集

　子どもたちからお年寄りまで気軽
に参加いただき、「大和な雛まつり」
巡りコースも含めて、大和郡山市内を
歩きます。ふるってご参加ください。 
日 時＝３月１日（日）9時集合 （雨天
決行） 

コ ース＝ＪＲ郡山駅東口（市民交流館
前）9時30分スタート〜郡山城址
会館前ゴール 
※ 模擬店（焼きそば等）も開店してい
ます。 

申 込・問合せ＝大和郡山市レクリエー 
ション協会（☎52-0729・ 85-
6313）　　　　 （スポーツ推進課）

第17回３クラブ合同　　
撮影会写真展

日時・場所＝
　◆三の丸会館１階ロビー
　　2月1日（土）〜2月29日（土）
　◆南部公民館１階ロビー
　　3月1日（日）〜3月21日（土）
※ 各公民館、水曜と祝日は休館、最終
日は15時まで。

問 合せ＝三の丸写真
クラブ 妻鹿
　（☎53-2409）

第20回 奈良県障害者　
スポーツ大会 参加者募集

日程･会場＝
4月12日（日）
バスケット 
ボール

県心身障害者福祉
センター体育館

サッカー 県立高等養護学校
グランドフット　　

ベースボール
4月19日（日）
卓球競技 　
（シングルスのみ）

県心身障害者福祉
センター体育館

ソフトボール 県立高等養護学校
グランド

5月10日（日）
フライング 
ディスク

県立高等養護学校      
グランド

バレーボール 県心身障害者福祉
センター体育館

5月17日（日）
水泳競技     
（1人2種目まで）

まほろば健康パーク
スイムピア奈良

5月24日（日）
陸上競技（２種
目まで等の制限あり）県立橿原公苑陸上競技場

※ この大会の出場者の中から、全国大
会への出場選手が選考されます。た
だし団体競技は県大会で優勝した
チームが近畿ブロック予選会に出場
します。 

出 場資格＝4月1日時点で満年齢13
歳以上の奈良県内に居住する、下記
①〜③のいずれかを満たす人
①身体障害者手帳の交付を受けた人
② 療育手帳の交付を受けた人、あるい
はその取得の対象に準ずる障害の
ある人
③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を
受けた人、あるいはその取得の対
象に準ずる障害のある人（卓球、バ
レーボール競技のみ出場可）
※ 競技毎に出場種目・回数に制限があ
ります。詳細は下記へ問い合わせて
ください。

申 込･問合せ＝2月28日（金）まで
に、厚生福祉課（内線535）（ 55-
2351）へ 
※ 障害者手帳の交付
を受けている人は、
障害者手帳を持参
してください。 

ええとこ 大和郡山
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ボンネットバスでつなぐ
～大和郡山・高取 雛めぐり～

　大和郡山市の旧城下町一帯では毎年「大和な雛まつり」が開催され、町家物語館や箱
本館「紺屋」をはじめとした町家や寺社、店舗に様々なお雛様が展示されます。 
　同じく高取城の城下町として栄えた高取町でも、昔からの町家が当時の佇まいを多
く残す土佐街道にて、町家に飾られたお雛様をご覧いただける「町家の雛めぐり」が毎
年開催されています。 
　奈良県内でも有数のひなまつりを開催している大和郡山市と高取町。ボンネットバスで訪れながら、高取
町・土佐街道にある江戸時代の趣のある町家を蘇らせた食事処でランチを召し上がっていただきます。 
日程＝3月1日（日） 
集合場所＝JR郡山駅東口バス停9時発、近鉄郡山駅バス停9時20分発 
解散場所＝近鉄郡山駅バス停16時着、JR郡山駅東口バス停16時15分着 
コース＝各駅＝大和郡山市役所前→柳町商店街（雛めぐり）→三の丸会館前＝道の駅レスティ唐古・鍵＝
　高取町（昼食）＝土佐街道（雛めぐり）＝壺阪寺（大雛曼茶羅）＝各駅（＝：ボンネットバスで移動、→：徒歩で移動） 
参加費＝1人7,900円 
予約・問合せ＝奈良交通本社旅行センター（☎0742-20-3140） 
※受付開始は2月1日（土）より。また、最少催行人数は20人となります。 
問合せ＝観光協会（☎52-2010） 

ええとこ 大和郡山
　町家物語館は、大正時代に建てられた元遊
郭の建物で、当時では珍しい木造三階建てで
す。昭和33年に遊郭を廃業した後は、下宿と
して利用されました。今も尚、当時の上流花
街の繁栄を偲ばせて、内部には意匠を凝らし
た欄間や上質な数寄屋造りの小部屋など、遊
郭建築ならではの造形美を創出しています。

　平成26年に登録有形文化財となり、耐震工事
を行い、平成30年１月から案内スタッフが常駐
し、一般公開しています。イベント等への貸し出
し（展示やライブなど）も行っています。

　また、１階にはカフェを設置。１杯100円
のコーヒーを飲みながら、ゆっくり観光情報
などを入手することもできるスペースです。

場　　所＝洞泉寺町10
休 館 日＝月曜日（祝日の場合は開館し翌平日が休館）
　　　　　祝日の翌日・年末年始
開館時間＝9:00 〜 17:00（入館は16:30まで）
　　　　　カフェは10:00 〜 16:00
入 館 料＝無料
電話番号＝☎52-8008

地元の市民のみなさんにこそ知ってもらいたい大和郡山のええとこを紹介

町家物語館
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イベント

イベント・募集

イベント

イベント

募集

募集

募集

募集
第17回「はーとふる市」 　　　

（参加無料・申込不要）
主催：ハートフルこおりやま

(精神障害者の社会参加をすすめる会）
　福祉団体によるバザー出店や健康
相談コーナー、キッズコーナー、サ
ロンコンサートなどを行います。イ
ベントを通して、精神障害者への理
解を促進し、すべての人が住みやす
い地域づくりを行う事を目的としま
す。ぜひ、お気軽にご参加ください。
日 時 ＝2月15日（土）10時〜 14
時30分

場 所=地域活動支援センターふらっ
と（小泉町）

問 合せ＝地域活動支援センターふ
らっと（☎54-3977）　

（厚生福祉課） 

額田部運動公園施設　　　
教室案内　

◆ヨガ教室（1回500円･定員各20人） 
　月 10時30分〜11時30分 
　金 19時30分〜20時30分 
◆グラウンドゴルフ教室
　 （月600円･定員20人） 
　月 水 金 10時〜12時 
◆整体健康教室（1回500円･定員20人） 
　第2･4金 13時30分〜14時30分 
◆社交ダンス教室（定員各15人） 
　入門クラス（各曜日 月2,500円） 
　水 18時〜19時、 
　　 19時〜20時30分 
　金 11時〜12時 
　初級クラス･中級クラス 
　（ 水 月4,200円 金 月4,400円）
　水 19時〜20時30分 
　金 9時30分〜11時 
◆サッカー教室（月3,000円） 
　木 16時〜17時 
◆合気道教室（月3,000円･定員各20人） 
　木 （子ども）18時30分〜19時30分 
　　 （大人）19時40分〜20時40分 
詳 細･問合せ＝額田部運動公園施設
（☎59-2088） 

第47回 市自治会別男子ソフ
トボール大会 参加チーム募集

　令和2年度の市自治会別男子ソフ
トボール大会のチーム登録を受け付
けます。各自治会長にチーム登録票･
競技要項等、大会に必要な書類を送付
しますので、参加を希望する自治会は
下記のとおり申し込んでください。
大 会日程＝4月12日（日）・19日（日）
予備日＝4月26日（日）・5月24日（日）
申 込＝所定の登録票に必要な事項を
記入して、2月17日（月）までに、
市総務課か各支所に提出
※ 3月6日（金）に大会説明と組み
合わせ抽選会を行います。

問合せ＝総務課（内線252･255）

里山の駅「風とんぼ」 　　
自然の中でピザ作り

　早春の中、家族、友人と石窯でピザ
作りをして楽しみませんか。
日時＝3月1日（日）10時〜14時
場所＝里山の駅「風とんぼ」（矢田町）
定員＝30人（申し込み先着順）
参加費＝1人500円（材料費込み）
持 ち物＝飲み物、軍手、マスク、エプロン
申 込・問合せ＝2月4日（火）〜20日（木）
に、里山の駅「風とんぼ」（☎53-7290）へ
※毎週月曜と12日（水）は休館。

九条スポーツセンターからのお知らせ〜初開催！春休み短期教室〜

教室名 開催日 時間 対象 費用 定員

子ども
水泳教室

3月23日（月）〜
27日（金）（4日間） 8:30 〜

9:45
水慣れ〜 4泳法
ひよこ級〜たか級

5,280
円 24人3月30日（月）〜

4月3日（金）（4日間）

子ども
体操教室

3月6・13・20・27日（金）
（全4回）

15:40 〜
16:30 新年中〜新年長 3,930

円 若干名

空手教室 3月7・14・21・28日（土）（全4回）
16:45 〜
17:45 4歳〜 3,930

円 8人

申込・問合せ＝2月20日（木）9時から、九条スポーツセンター（☎52-1245） 
※ フロント来館優先受付となります。申込用紙に記入（認印が必要です）の上、 
料金の支払いをお願いいたします。（定員に達した場合は受付終了します。） 
※フロント来館優先受付後、12時から電話で受付を行います。（定員に空きがある場合のみ） 

こおりやまワールドカフェ開催　
（参加無料・要申込）

　現在当市では市の基本計画である
「大和郡山市第4次総合計画」につい
て、後半5年に向けて改定・検討作
業を進めております。 
　市が抱える課題や未来について意
見交換を行いませんか。みなさまの
ご参加をお待ちしております。 
日 時＝2月28日（金） 13時30分〜
15時30分 

場 所＝DMG MORI  やまと郡山城
ホール レセプションホール 

対象・定員＝市民、30人（先着順）
申 込・問合せ＝2月14日（金）までに、
名前・連絡先を、電話・FAX・メー
ルで企画政策課（内線232）へ 

食の語り部プロジェクト
「まちなかティーサロン」

　食の語り部 非常食研究班による
お話し ｢非常食の簡単な作り方｣。
安全で安心な非常食を紹介します。
日時＝ 2 月 28日（金）13時〜
場 所＝良い食品処｢さとなか｣（豆腐町）
定員＝ 20 人（要予約 ･先着順）
参加費＝ 500 円
申 込 ･ 問合せ＝食の語り部プロジェ
クト事務局（☎52-2218）
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日＝日時 所＝場所
対 =対象 費 =会費
問＝問合せ 持 =持ち物

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 2カ月前の末日までに企画政策課へ。

郡山川柳会（経験不問）
日  勉強会：毎月第1日曜
  例会：第2日曜
  13:00〜16:00
所   共に三の丸会館
対  成人男女
費  勉強会無料/例会500円
  （見学無料）
問  郡山川柳会 吉田　☎54-1211

認知症予防をお考えの方へ
中高年から始める「脳活ピアノ」

（無料体験募集）
日   月2回　月・火・水・木曜の
いずれか

  10:00〜11:30
所   DMG MORI  やまと郡山城
ホール、平和地区公民館、片桐
地区公民館、矢田コミュニティ
会館

対   初心者歓迎
費  月3,000円
問  山根（要問合せ）　☎53-3279

■ イ ベ ン ト

ようこそ笑いヨガ出張講座へ（無料）
日   ①2月16日（日）
  ② 2月24日（ 月・祝 ）・3月

30日（月）
   　 10:00 〜 11:30（参加回数

に制限はありません）
所  ①南部公民館
  ②総合公園施設
対  市内在住、在勤の人
問  実吉
  ☎090-9623-4881

おもちゃ病院（無料）
日   2月17日（月）・3月9日（月）
  9:30〜14:30
所   DMG MORIやまと郡山城
ホール

対  大和郡山市近隣の親子
問   大柿　☎090-6903-1204

０歳〜リトミックで育脳しよう！
日   ① 2月26日（水）・②2月27

日（木）
  ① 14:00〜14:40
  ②10:45〜11:45
所   DMG MORI  やまと郡山城
ホール

対  ① 生後3ヵ月〜 7ヵ月位のお
子様とその保護者

  ②1歳位〜未就園児とその保護者
費   500円
問   知育リトミックピアノちゃお・
ばんびーに！ 木村

  ☎090-1580-1192

合唱体験講座〜「糸」を歌う（無料）
日    2月29日（土）
  14:00〜16:00
所   南部公民館
対  どなたでも
 問   奈良蟻の会合唱団 田中
  ☎080-3032-9274

■ 会 員 募 集
茶道を楽しみませんか！
日   毎月第1・3木曜 13:30〜15:30
所  山田町スポーツ会館、和室
対  初心者歓迎・男女問わず
費  1回800円（水屋代のみ）
問  大西　☎53-9514

会員募集（無料体験歓迎）
日   月3回金曜日 
  18：30〜20：00
所  南部公民館 多目的ホール
対  市内在住・在勤の人
費  月2,000円
問  健康エアロビクスクラブ 小林
  ☎56-1284

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  大和郡山市立片桐小学校 体育館
対  奈良県内男子女子小学生
問  片桐VBC 河合
  ☎090-9878-7837

奈良県総合医療センター公開講座「がん治療の進歩」
（参加無料・申込不要）

　がんと付き合いながら生きてゆく。そばで支えていくための情報等、昔に比べてさまざまに進歩している
それらの内容を、各専門家がリレー講演形式でご紹介いたします。
日時＝2月15日（土） 14時〜 16時（受付13時30分〜）
場所＝奈良県総合医療センター １階講堂（奈良市七条西町）
定員＝300人　　　
問合せ＝奈良県総合医療センター 患者支援センター（☎0742-46-6001・代表）
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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） 

＜2月の休館日：4日（火）･18日（火）･19日（水）･25日（火）＞

※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　ぴ：チケットぴあ　 ロ：ローソンチケット　e+：イープラス

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

2/11 
（火・祝）

開演 14:00
（開場 13:30）

スーパーキッズ・オーケストラ
～夢いっぱいの子どもたちから音楽のおくりもの～

大ホール
全席指定 1,000 円 発売中

ホ  ロ e+ ×

全国から集まった小学生から高校生までの凄腕ジュニア演奏家たちの輝く演奏をお楽しみください。
出演：指揮：加藤 完二、スーパーキッズ・オーケストラ　

2/29 
（土）

開演 12:30
（開場 12:00）
開演 17:00

（開場 16:30）

大和郡山市民劇団「古事語り部座」公演 
郡山ラプソディ
～麗しの 20 世紀少女歌集～

大ホール
（1 階席）
全席自由

1,000 円 発売中
ホ  ロ e+

作・演出・出演：松村 武、音楽・演奏：サキタハヂメ、特別出演：さけもと あきら、出演：大和郡山市民劇団 「古事語り部座」、
演奏：山下憲治（ピアノ）、えぐち ひろし（ベース・ギター）、池田 安友子（パーカッション）、ユン ファソン（トランペット）、
SO-SO（ヒューマンビートボックス）

3/14 
（土）

開演 13:00
（開場 12:30） 第15回　大和郡山合唱フェスティバル 大ホール

全席自由
入場無料（要整理券）
※整理券はホール事務所で配布中

出演：片桐みんなで歌おう、郡山エコー、Ｍ’ｓコーラス、三の丸合唱団、三の丸少年少女合唱団、ヴォーチェ・アマービレ、やまと郡山城
ホール混声合唱団、コーラスき・ら・ら、三の丸唱歌の部屋、郡山高校合唱部、混声『萠』、コーラス歌団、おたまじゃくし、奈良蟻の会合唱団、
女声コーラス きんとっと、郡山中学校コーラス部、ひかり園音楽隊、女声アンサンブル・ティアラ

3/15 
（⽇）

開演 14:00
（開場 13:30） 中丸三千繪 ソプラノリサイタル 大ホール

全席指定

一般 4,000 円　
メイト会員：3,600 円
※当日は 500 円増

発売中
ホ ぴ
ロ e+

×

出演：中丸 三千繪、安達 朋博（ピアノ）

　「この度は水木十五堂賞を授与くださり、本当に
嬉しい限りです。芸に関しては、芸術大賞等多く受
賞していますが、私自身の博士論文にスポットを当
てていただいた事は、無上の喜びです。」
　明治から昭和にかけて市内豆腐町に住まいし、今
の郡山高校の教諭や奈良女子大学の教授を務める一
方、古今東西ありとあらゆる文書や資料などを集め
た「水木コレクション」を残すとともに、数多くの
文人や芸術家と交流し、大和を代表する研究者、文
人として「大和の水木か、水木の大和か」と称され
るようになった水木要太郎（十五堂）の功績にちな
んで創設された『水木十五堂賞』。
　冒頭の文章は今年度、第8回受賞者に決定した講
談師四代目旭堂南陵さんの受賞コメントです。
　わが国は、芸能文化の面だけではありませんが、
二度の「断絶」を経験しました。
　いわゆる明治維新と第二次世界大戦です。
　たとえば、わが国では明治に至るまでの長い間、

太陽と月のめぐりの両方を取り入れた太陰太陽暦を
改良に改良を重ねながら使ってきました。
　ところが、旧暦から新暦つまり太陽暦への移動
により、明治5（1873）年12月3日が新暦の明治6
年1月1日になったため、季節がおよそ1か月早くな
り、桃の節句に桃の花が咲かず、七夕は梅雨の真っ
最中、ということになったのだそうです。
　こうした断絶を通じて、失われたり忘れられて
いった芸能文化も数え切れないといわれます。
　そうしたなか、独特の語りが人々を引きつける講
談師として幅広く活躍されるかたわら近代文学など
に大きな影響を与えたにもかかわらず埋もれていた
講談の速記本などを約50年もかけて蒐集研究を重
ね、博士号を取得された旭堂南陵さんのご努力とご
功績に心から敬意を表する次第です。
　授賞式は2月8日（土）午後1時30分〜
　講談をお聴きになったことがない方もこの機会に
是非、お出かけください。

市長てくてく城下町 174
講談師四代目旭堂南陵さんの世界
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