10
Kitayama
広報きたやま

Ja
ba
ra

Public Relations

スポーツの秋
一生懸命走りました

2017

No.236

１０

/

第２９回

1

村民運動会

2

kitayama

kitayama

3

歳出
平成２８年度決算報告

報告

決算

6

教育費
5,811（3.7％）

一般会計実質収支額は

201

月定例会において承認されましたので、決算内容につい

村税
6,632（3.8％）

歳入

財産収入
6,444（3.7%）

てご説明いたします。
一般会計決算は歳入が１７億２，
５７４万円（前年度比
+ ３７．
０％）となり、歳出が１５億６，
３５８万円（前
年度比 + ３３．
６％）となっております。歳入から歳出
を差し引くと１億６，
２１６万円の黒字となりますが、そ
のうち平成２９年度へ繰り越す事業に必要なお金が５，

◆

県支出金
1 億 370（6.0%）

国庫支出金
1 億 7,493
（10.1%）
その他交付金等
1,652（1.0％）

０１３万円ありますので、実質的な収支は１億１，
２０２
の黒字決算となりました。

村債
2 億 8,064
(16.4％）

歳 入
17 億 2,574
単 位：万 円

その他収入
1 億 1,069（6.6％）
諸収入
1 億 895（6.3％）

ふるさと納税関連費用

5,070 万円

ふるさと納税謝礼

8,543 万円

防犯カメラ設置事業

156 万円

依存財源：11 億 9,287 万円（69.1％）

民生費
高齢者生活福祉センター運営委託

3,230 万円

生活支援ハウス増床建築工事

8,769 万円

臨時福祉給付事業

468 万円

衛生費
集団健診・インフルエンザ等予防接種
一般廃棄物処理委託料

165 万円
1,207 万円

農林水産業費
地籍測量委託
有害駆除補助金
林道平田大谷線開設工事

1,598 万円
258 万円
8,513 万円

商工費
プロパンガス保管庫建設工事

414 万円

薪ストーブ設置工事

222 万円

土木費
村道舗装補修工事

1,723 万円

不動トンネル照明 LED 化事業

2,016 万円

村道四の川線道路防災対策工事

2,825 万円

消防費
消防・救急業務委託費用
防災行政無線デジタル化整備事業

2,549 万円
1 億 5,055 万円

◆ 自主財源が全体の約３０％
歳入は１７億２，５７４万円となりました。そのうち村
税や寄附金、諸収入など村が自主的に確保することができ
る自主財源は全体の約３０％となりました。地方交付税や
国・県からの補助金などの依存財源は全体の７０％を占め
ています。しかしながら平成２７年度の自主財源を見てみ
ると全体の約１９％しかなく、１１％も全体に占める自主
財源率が上昇していることが分かります。その１番の理由
として挙げられるのが寄附金です。寄附金とは主にふるさ
と納税です。平成２７年度の１，６５６万円から平成２８
は 1 億８，２５０万円と約１１倍となっています。また、
平成２９年度においても９月中旬時点で１億５，０００万
円を突破しており、まだ年度の半分も経過していないこと
から今年度も大幅な増加が見込めます。
一方、依存財源で最も多いのが地方交付税で、６億 １，
７０８万円となっており全体の約３６％を占めておりま
す。平成２７年度と比べると４，１００万円の減となって
おり、年々減少しております。
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化整備事業で１億５，
０５５万円となっております。目的別の
覧ください。

民生費
農林水産総務費
1 億 6,970
（10.9％）

グラフにはしていませんが性質別で見ると、普通建設事

2 億 6,680

業費が４億８４８２万円（３１．０％）でトップにあり、次

（17.1％）

いで物件費が４億３，
７２２万円（２８．０％）、人件費が
１億７，
５０６万円（１１．
２％）となってます。

特別会計決算額

平成２８年度の特別会計の決算額は、歳入８億４，
２１８万円、歳出８億１，
７９５万円で繰越額を除くと２，００６万円の黒
字となっております。詳しくは下記の表のとおりです。

会計名

歳入決算額

歳出決算額

収支額（繰越額）

１億２，１３１千万円

１億１，５５４万円

５７７万円

介護保険

８，１４４万円

７，８１０万円

３３４万円

後期高齢者医療

２，５１１万円

２，５１１万円

０万円

簡易水道

８，９９７万円

８，５７９万円

国民健康保険直営診療所

６，４８６万円

６，４８４万円

2 万円

地域振興事業

4 億５，９４８万円

４億４，８５６万円

１，０９２万円

特別会計合計

8 億４，２１８万円

８億１，７９５万円 ２，００６万円（４１７万円）

村の借金と貯金

1 万円（４１７万円）

（単位：千円）

村債（借金）については、3 億 2,354 万円の借入に対し 1 億
2,717 万円の償還なので 1 億 9,637 万の増となっております。

基金（貯金）

２８年度積立額

28 年度末残高

財政調整基金

0

640,673

円と非常に多かったため基金へ約 5 千万積立しております。基

社会福祉基金

0

255,732

金の残高は約 15 億円となっております。

ふるさと
むらづくり基金

49,453

59,758

安心・安全
まちづくり基金

60,363

221,449

0

255,831

13,720

71,859

123,536

1,505,302

基金（貯金）については、ふるさと納税額が 1 億 8,250 万

（単位：千円）
村債（借金） ２８年度借入額 ２８年度償還額 ２８年度末残高

一般会計

280,643

122,153

1,386,219

簡易水道

42,900

5,019

296,495

323,543

127,172

1,682,714

合計
4

年度１番大きかった事業については、防災行政無線デジタル
主な事業につきましては左ページに記載しておりますのでご

国民健康保険
自主財源：5 億 3,287 万円（30.9％）

２億４，
０００万円の増加となっております。また、平成２８

（31.2％）

単 位：万 円

平成２８年度

6 億 1,708(35.8％）

総務費

プとなりました。平成２７年度の２億４，９５７万円から約

4 億 8,984

衛生費
7,505（4.8％）

地方交付税

平成２８年度の主な事業

が４億８，
９８４万円となり、全体の約３１％を占めてトッ

歳 出
15 億 6,359

寄附金
1 億 8,250
（10.6％）

歳出は１５億６，
３５９万円となり、目的別でみると総務費
総務費

土木費
1 億 2,388（7.9％）
商工費
4,249（2.7％）

◆ トップは総務費の４億８，９８４万円

公債費
1 億 990
（7.0％）

消防費
1 億 9368
（12.4％）

１億１，
２０２万円の黒字

平成２８年度の一般会計・特別会計の決算が村議会９

議会費
3,482（2.2％）

その他一般会計基金
特別会計基金合計
合計
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筏師の道
左のページに載せてるように、筏下りが２０万人
突破し、来年には４０周年を迎えるということで少
し筏師の事について勉強しようと、先日歩いてきた

スタート地点の瀞八丁、綺麗な景色を見て

「筏師の道」について紹介させていて頂きます。

最高のスタートが出来ます。

まだ新宮まで筏を運んでいた時代に使われていた
という通称「筏師の道」。今回歩いたのは瀞八丁から
小松までの５．５キロのコースで . ２０代から６０代の６人で約３
時間３０分かけて歩いてきました。
スタート直後、２０分ほどの急激な石畳の坂道に襲われた。正直、
この「筏師の道」の辛さのピークはここだと思う。これさえ乗り切
れば後の３時間ほどは緩やかな道が続きます。道中は写真にあるよ
うな場所以外にも景色の綺麗なところや神秘的なところもありま
した。昔の筏師はこのような道を新宮市から北山村まで櫂を担いで
一日で歩いてきたという。今回の道を歩いただけでもそのすごさが
わかった気がします。自分の運動不足をひしひしと感じたウォーキ
ングでした。

「筏師の道」の一番の見どころともいえ
るべき立合川の吊り橋
一緒に歩いた役場の荒井恵理ちゃんの
記念写真

急な階段があり、この階段の上
には全国に４００社あるとい

観光筏下り
累計２０万人突破

う秋葉神社がある。神仏習合の
火防、火伏せの神として広く信
仰された秋葉大権現（通称：か
らす天狗）を祀る。

来年は４０周年

ウォーキングも終盤に
差し掛かると、山水が
わき出ていたり、小さ
な滝になっており山の
天然水を飲むことがで
きます。参加者の一人
はこの山水を持ち帰っ
て帰ってからこの水で
水割りを飲むとおいし
い気がすると言ってい
ました。

記念品を受け取る、２０万人目と
なった岩田さん一家

７月２３日、観光筏下り乗船者数が、累計２０万人を突破

村長は「筏下りに２０万人と多くの人が来てくれた

し、それを記念して観光センターにおいてセレモニーが開

ことに加えて、来年は筏下りを開始してから４０周年

催されました。２０万人目となったのは大阪市からツアー

となりここまで長く続けてこられてたことに感謝した

企画で参加していた岩田泰典さん（４４）
、妻の昭子さん

い、また岩田さんにはこれを機に、北山村のファンに

（４４）
、息子の晴太郎君（１２）一家となり、山口村長と共

なってください。」と呼びかけました。またこの日筏

に、２０万人達成記念のくす玉を割りました。また、村長か

に乗船した全員にじゃばらの商品が贈られました。

現在「平成２９年度

筏師の道ウォーキング」とし

少し道が崩れていました。
数カ所ありましたが難なく
帰ってくることができました。

また、
「筏師の道」を利用して、１０月２９日に

て、語り部とともに歩くツアーを開催しております。

北山村商工会青年部主催で婚活イベントを開催し

昭和５４年にスタートした筏下りですが、初年度は

第１回、第２回はすでに受付は終了しておりますが、

ます。参加人数は男女各１５人（男女５人以下の

泰典さんは、
「妻に言われて付いて来ただけだったのに貴

２１９人、２年目も１６２人と少なかったが、３９年

１０月１５日（日）に行われる第３回、１１月１８日

場合は中止）まで、対象年齢は２０歳から４５

重な体験ができてうれしい。２０万人目なのはバスの中で知

もの間続け、年々増加していき、平成２９年度は７，

らされて驚いた。
」とコメントしていました。

３９２人もの方に乗船していただきました。

らじゃばら商品の記念品が手渡されました。

（土）に行われる第４回は、開催日の４日前まで受付
していますので北山村観光センター（0735-49-2324）

歳。参加費は２，
０００円で応募締め切りは１０
月２３日までです。

までお申込みください。
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村のできごと 7 9

village events

追
０１

善盆踊り

０２

０１

０３

０４

０５

０２

０６

祝 敬老の日おめでとう
０４

０３

第６４回北山村敬老会が９月１４日、北山村村民会館で執り行
われました。今年は来賓者含め合計７７名の出席者があり、模範

北山村追善盆踊りが８月１５日おくとろ公

老人の表彰が行われたほか、子どもたちによる歌やダンスの披露、

園で行われました。今年は吉本の芸人と北山

ステージでのカラオケ大会など大いに盛り上がりました。

０５

０１． 音頭取りの皆様と盆踊り
をしている盆踊り参加者の皆様

村の若手がコラボして「北山村ふるさと劇団」 ０２．「北山村ふるさと劇団」

０７
０１． 敬老会の締めに全員でバンザ～イ！０２ ・ ０３ ・ ０４． 村長
から表彰を受ける村民の方々。０５． 新宮警察署の方が特殊詐欺
の講演をしてくれました。０６． 乾杯の音頭をとる久保隆俊議員。
０７． 小学生による歌の披露。０８． 中学生による「ハレヤ音頭」
披露。０９． 保育園児によるダンス「おまつり忍者」披露。１０．
Hana Hana さんによるフラダンス披露。１１ ・ １２ ・ １３． カラオケ

として劇を披露しました。好評につき左記ペー

による劇。０３． 出店の様子。

ジの敬老会においても披露させていただきま

０４． 子ども用柱松ゲームの様

した。そして、フェイスペインティングや子

子。０５． 盆踊りに遊びに来た

ども用の柱松ゲームなど今年から新たに始め

子ども達。０６． フェイスペイ

た出し物も含め、出店・柱松・盆踊りなど終

ンティングを書いてもらってい

始盛り上がりを見せていました。

る様子。

０６

を熱唱する山口村長・澤居ふみよさん・久保學議員。１４． 会話
が弾む村民の方々。１５． 抽選会で見事当たった久保善和さん

０８

じゃばライダー

の活動記録

北山村ご当地ヒーローであるじゃばライダーの活動
をこれから不定期ですが載せていきたいと思います。
今回じゃばライダーが参加したのは７月２３日に行

１１

１２

１３

０９

われた、上富田町にある道の駅「くちくまの」でのイ
ベントです。去年からじゃばライダーは参加させてい

１４

ただき今年で２回目です。７月の暑い中和歌山県内の
ゆるキャラたちと一緒に会場を賑わせました。
次回の活動は１１月１２日に北山村内で
行われる「じゃばらの里の収穫祭」で毎年
恒例のじゃばライダーショーで活動予定で
す。お楽しみにして下さい。

１５ １０
8
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多田先生 ・ 山﨑保健師の

第１８回

北山村青年会

健康講座

「油断は禁物！痛み止め」

北山川ラフティング大会
第３位入賞

朝晩は急に冷え込んできましたね。
こんな季節は、朝目覚めると膝や腰など様々な場所に

８月２７日（日）に、第１８回北山川ラフティング大会が開催

痛みが走るという方も多いのではないでしょうか。

されました。今年は、ラフト・インフレータブル・ダッキー部門

NSAIDs グループの鎮痛剤の注意点

そんなときに使用することも多い「痛み止め」
「鎮

合して１５チーム総勢６４名の方が参加していただき、遠方は静

痛剤」ですが、使う機会が多いからこそ知っていただ

岡県から参加いただきました。今年は村内からも北山村青年会が

□ 胃や十二指腸からの出血

きたい注意点がいくつかあります。

ラフト部門で出場し、途中パドルを落としてしまうハプニングも

突然の吐血・血便が出ることで緊急手

診療所でよく希望される痛み止めとして、
「NSAIDs

ありましたが、接戦の上６チーム中３位入賞を果たしました。

術を要することがあります。

（エヌセイズ）
」というグループの鎮痛剤があり、診

ラフティング大会のコースは、音乗から小松まで筏下りと同じ

特に、過去に胃潰瘍、十二指腸潰瘍を起

療所の内服薬だとロキソニン ®、湿布薬だとモーラス

コースで早いチームで３０分を掛からない程度でゴールします。

こしたことがある方、高齢の方、血液サ

テープ ®、ロキソニンテープ ® などがこれにあたりま

ラサラの薬を飲んでいる方、ピロリ菌に

す。右に NSAIDs グループの注意点を記載しておりま

感染している方は要注意です！

す。また下には痛め止めにかかわる副作用を防ぐ重要
な心得を記載しております。

□ 腎臓の障害
腎臓は尿を使って体の水分をコント
ロールしたり、体の老廃物を排出してく
れる大事な臓器です。特に高齢の方に危

３位に入賞した北山村青年会のメンバーと村長
ラフティング経験者は２名で他は初心者でした。ぶっつけ
本番で挑んだので来年は練習を重ねて１位を狙います。

世耕弘成経済産業大臣来村

険性があり、漫然と内服を続けることは

得

３つの心
副作用を防ぐ

なるべく避けないといけません。
る

また、喘息・心不全などの合併症も有

め
の使用にとど
り痛い時だけ
□ 可能な限
す）
過ぎは禁物で
（湿布の貼り

名です。

更する

痛み止めに変

少ない
□ 副作用の

７月３０日、経済産業大臣・ロシア

合は

とはいえ痛みは生活に大きく関わってく

が必要な場
ず連日の内服
得
を
む
や
□
十分注意する
右記の症状に

経済分野協力大臣の世耕弘成参議院議
員が北山村に来村し、国政報告会が行
われました。来場者は６０名ほどおり

る症状です。どの方法がよいかは診療所
で一緒に相談しましょう。
診療所

多くの方に集まっていただきました。

多田先生

( 写真は先日の敬老会で熱唱している姿です。）

世耕氏の方からは、自動運転自動車や

北山村診療所の新人紹介

再生可能エネルギーについて非常に関
心のある話をしていただけました。

既にご存知の方も多いと思

その物忘れ大丈夫？

いくつ

認知症チェックシート

チェックが

いますが、今年の６月１日か

第４８回衆

議院議員総選挙 投票日 １０月２２日

衆議院議員総選挙が１０月２２日（日曜日）に投

時間
場所

７時～１８時

現在は診療所でおもに事務全

各区民会館

敬老会で熱唱する福岡さん

また、投票日当日に投票所いけない方は期日前投票や不在者
投票を事前に行うことができます。
期日前投票の日程及び場所が下記の通りです。

kitayama

やすひ

入りましたのでご紹介します。

（大沼地区は村民会館）

投票日の時間及び場所は右記のとおりです。

10

福岡泰弘（ふくおか

ろ）さん（２６歳）が新しく

票日を迎えます。大切な一票です。棄権しないで必
ず投票しましょう。

ら診療所のスタッフとして、

日

【日

程】 １０月１１日～１０月２１日

【場

所】 村民会館

８時３０分～２０時

般及び雑用をしています。
他の診療所のスタッフから

は、福ちゃんはいつもニコニコしていて、愛想も良
くて爽やかな青年とのことです。本人からは「４か
月仕事して、だんだん村民の方の顔も覚えられて、
村民の人からも声をかけていただくこともあり非常

入るかな？

□

もの忘れが多いと感じますか

□

１年前と比べて物忘れが増えたと感じますか

□

財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなることが
ありますか

□

５分前に聞いた話を思い出せないことがありますか

□

自分の生年月日がわからないときがありますか

□

自分のいる場所がわからなくなることはありますか

□

季節や状況にあった服を自分で選ぶ事ができますか

□

１人で買い物はできますか

□

自分で、薬を決まった時間・分量で飲むことはできますか

に嬉しいです。現在彼女募集中です。気軽に声をか

物忘れが多くなったと感じたら気軽に相談しましょう！

けてください。
」とのことです。

相談先：北山村地域包括支援センター（0735-49-2331）

kitayama
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北山村の子供たち

7/
28

7/
7

避難訓練

保育所で火事の避難訓練が行わ
れました。園児たちは先生の指

七夕

示のもと迅速に避難しました。
新宮消防の方に来ていただき、
先生方に消火器の使い方など火
災時の対応についてご指導いた

7/ プール教室
24

だきました。

保育園児たちが短冊や七夕飾りを笹の枝に飾
り付け役場に持ってきてくれました！
小学生の生徒の水泳教室が下尾井の
プールで行われました。
教室が終わるとスイカがふるまわれ

7/
28

みんなで美味しくいただきました。

～

8/
1

8/11

社会福祉協議会ボランティア

小学校６年生が夏休み中に社協
でボランティア体験を行いまし

海外語学研修

た。職員の人たちに教えてもら
いながら利用者の方々と交流し
ました。

7/25

中学生の生徒が夏休みを利用して海

筏下り体験

外語学研修として約２週間、アメリ
カ、フロリダ州でホームステイをし

小学６年生を対象に筏下りを体験して

てきました。現地で英語の勉強をし、

きました。たまたま乗った日がテレビ

ディズニー・ワールド、MLB 鑑賞な

の取材をしていて、山田邦子さん・森

どアメリカを堪能してきました。

末慎二さんとお会いしました。

8/
27

鮎つかみ取り

熊野川漁業協同組合さんに、
２５０匹の鮎を提供していた
だき、北山村の子供たちがつ
かみ取りを行いました。みん
な楽しそうに鮎を捕まえてい
ました。そのあとはみんなで

7/
27

塩焼きを頂きました。

じゃばらバーガー作り
8/
29

新宮警察署見学

中学生が新宮警察署に見
食生活改善推進員（食推）さんの指導の下、
小学生がじゃばらバーガー作りを体験し
ました。最後は自分たちが作ったバーガー
を口いっぱいにほおばりました。

12
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学に行きました。署内の
見学以外にもパトカー・
白バイに乗車させていた
だき貴重な体験をしてき
ました。*

kitayama
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村のおしらせ

village
information

国年通信

行政相談の開設について

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

～～～１０月１６日から２２日は行政相談週間です。～～～
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険
総務省では、行政相談制度に関する国民の理解と認識
を深め、同制度の利用を促進するよう努めており、毎年

【日

度「行政相談週間」を設け、全国一斉に各相談活動を実

時】 10 月 19 日（木）13 時～ 15 時

や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社

このため、平成２９年１月１日から９月３０日までの

会保険料控除をしてその年の課税所得から控除され、税

間に国民年金保険料を納付された方には、１１月上旬に

額が軽減されます。

日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除

控除の対象となるのは、平成２９年１月から１２月ま

施しています。

【会

場】 下尾井区民会館

本年度も、来る１０月１６日（月）から２２日（日）

【相談担当者】 谷口 寿雄 行政相談員
（総務大臣委嘱）

までの一週間を、行政相談委員による行政相談所を右記
のとおり開設いたします。
相談は無料で、秘密は固く守られますので、ご気軽に

でに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納
された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけでなく、ご家族（配偶者や
お子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている
なお、平成２９年度中に納付した国民年金保険料につ

火災報知器・感震ブレーカーの設置
にかかる自宅訪問について
今年度、北山村において村内の
全世帯に火災報知器・感震ブレー
カーの設置することになりました。
設置については１０月以降（詳しい
日程については再度通知いたします

和歌山市市町村合同公売会
税金滞納により差押えた家電・雑貨などを下記のとお
り公売します。

【日時】 平成２９年１１月１8 日（土）
【会場】 岩手市立市民総合体育館 １階アリーナ
（岩手市荊本６３－２）

。）となり、随時設置していきます。
また、設置個所の写真を撮る場合も

【公売会参加に必要なもの】

ございますのでご了承ください。

購入代金・本人確認ができるもの（運転免許証等）・印鑑

設置について、料金を請求することはございませんの
で、あらかじめお知らせします。
（火災報知器・感震ブレー
カー各１個しか設置いたしませんので各２ヶ所以上に設
置する場合はお金がかかります。
）

軽減税率制度説明会
平成３１年１０月１日から消費税が１０％になります。
しかし、一部対象品については８％のまま軽減されます。
詳しい話を聞きたい方は下記日程により説明会を開催し
ますので、ご参加ください。

委任状（代理人が入札する場合）・同意書（未成年の場合）
問合せ先：和歌山地方税回収機構
TEL

０７３－４２２－３６３０

税を考える週間

証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ず
この証明書または領収証書を添付してください。（平成
２９年１０月１日から１２月３１日までの間に、今年は
じめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の２月
上旬に送られます。
）

場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

ご利用ください。

とを証明する書類の添付が必要となります。

税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮

いて、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確

の事故など万が一のときにも心強い味方となる制度です。

定申告を行うときに、領収証書など保険料の支払ったこ

保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。

「免許よし！ヘルメットよし！自賠責は！？」
交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるもの

一人一人が、より一層自賠責制度の役割

の、平成２８年の事故発生数は約５０万件、死傷者数は約

や重要性、保険金・共済金の支払いのしく

６２万人と国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にも

みなどを十分に理解・認識することがとて

なり得る極めて深刻な状況となっております。

も大切です。

交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！

加害者にとっても悲惨な結果をもたらすものです。
自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク１台ごと
に加入が義務づけられており、

自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本

加害者の賠償責任を担保するこ

的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に

とで、被害者に基本的な賠償を

基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入

保障する制度であり、被害者の

が義務づけされており、自賠責保険・共済なしで運行

救済を目的としています。

することは法令違反ですのでご注意下さい！

国税庁では国民の皆様に税の意義、役割や税務行政の現状
をより理解していただくために下記の通り活動しております。

防衛省・自衛隊和歌山地方協力本部からのお知らせ
自衛隊和歌山地方協本部では、下記のとおり自衛官等募集を行っております。

【日時】 平成２９年１１月１４日（火）
午後３時から午後４時

試験種目

応募資格

受付

【会場】 新宮商工会議所（新宮市井の沢３－８）

試験会場

採用月

和歌山市内

平成３０年４月頃

平成２９年１０月３１日（火）

※どなたでもご参加いただけますが、会場の収容人数を超え
た場合には、受付を終了する場合があります。

試験日

自衛官候補生

18 歳以上
27 歳未満の男女

または
随時

また、説明会場には駐車場はありません。

平成２９年１１月２５日（土）
※いずれか希望する日
（女性は１１月２５日）

問合せ先：新宮税務署
TEL

法人課税部門

０７３５－２２ー５２６１
（内線３１）

※お電話いただく際は、音声ガイダンスに
沿って、「２」を選択してください。
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※試験内容は、筆記試験（国語・数学・社会及び作文）
・口述試験・
適正検査・身体検査
問合せ先：自衛隊和歌山地方協力本部

TEL・FAX

新宮市域事務所（新宮市五新 1-24）

０７３５－２１－３４４９
kitayama
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今回は、恒例の村長のつぶやきが休載なので、代わりに運動会のページで載せたいけど載
せることの出来なかった一押し写真を何枚か載せていこうと思います。

広報きたやま

運動会の
あとがき

10

去年に引き続き２回目の出場です。麻袋を
「まる子ちゃん対お母さん」において、

はいて必死に飛んでおります。

ちびまる子ちゃんの芝居を行った学校
の先生方。会場は大爆笑でした。

大沼にお住いの木原和花ちゃん
（１歳４か月）
ラジオ体操の時にみんなと一緒に体操
していました。家でも音楽がかかると

以前までしていた「つなとり」に代わっ

一生懸命踊っているらしいです。

て今年から新しい親子競技となった「移
動玉入れ」。かごを担いでいた川辺雄大
くんが捕まえられ玉をかごに入れられ
てます。

枠

の
当
担
広報

一児の父になりました

■発行 北山村役場 総務課
広報も見える！北山村行政サイト⇒
〒 647-1603 和歌山県東牟婁郡北山村大字大沼４２番地
TEL:0735-49-2331 FAX:0735-49-2207

月号

「職域障害物リレー」に参加した山口村長

前回の広報において、もうすぐ娘が産まれると言いましたが、タイトルにあるように７月６日に無事、娘が産ま
日菜子（はしづめ

ひなこ）です。現在は３か月でもうすぐ首が座ってくれるかな～みた

いな感じです。最近は話しかけると笑顔になったり、言葉を発してくれたりするので、より一層可愛く感じ、親ば
かまっしぐらです。自宅に帰る楽しみがまた一つ増え、仕事が終わるのに近づくにつれソワソワすることもあり、
帰って子どもの顔を見ると癒され、明日からも仕事を頑張ろうと思います。
広報について言えば、夏から今の時期までは、夏祭り・敬老会・運動会とイベントごとが多くカメラを片手にう
ろちょろする機会が多くだんだんカメラも慣れてきて、写真を撮る楽しさというのがわかってきたような気がしま
す。
運動会において言えば、
一日で１，
５００枚以上の写真を撮っていて帰って写真の整理をしたときに驚きました。
その中から広報に載せる写真を選別するのは大変でした。載せたい写真はまだまだあったのですがこれだけしか載
せれず残念です。
（今年の収穫祭でまぜそばを作ることになって今からワクワクが止まらない

広報担当

橋爪大希）

こんにちは。広報副担当の荒井です。まだ１０月なのに、最近は朝晩とっても寒いことに驚いています。秋はど
こへ行ったのかと感じざるを得ません。こんな私にこれから訪れる北山村の冬の乗り切り方を教えてください .......
そんな中、秋のさわやかなお天気のもとで行われた先日の運動会は、はりきって参加させてもらいました。一輪
車やダンスを頑張る子供たちの笑顔、どの地区も気合が入った綱引き、速いだけじゃ勝てない障害物競争などなど、
どれも印象的でした。子どもたちの頑張りに涙が出そうになったのもここだけの話・・・・
（笑）村の人みんなで
参加し、応援し運営する、そんなあったかい運動会がいつまでも続いてほしいと願うばかりです。
（来年の運動会に向け、けん玉の練習が必要な

広報副担当

荒井恵理）

村の人口 人 口 ４５３ 人（ー１） 男性 ２０１ 人（ー１）
世帯数 ２６９戸（ー１）
女性 ２５２人（±０）Ja
ba
10 月１日現在 高齢化率 47.0％
ra
※（ ）内は前号比

れました。名前は橋爪

