
町のうごき
（令和５年2月1日）（前月比）

人口…11,154（－ 18）
世帯… 5,317（－ 9）

男性… 5,233（－ 9）
女性… 5,921（－ 9）

こんなときは水道事務所に
ご連絡・届出を

問 水道事務所 ℡62-4171

■引っ越しするとき（給水中止届）
■長期間水道を使用しないとき
　（給水中止届）
■引っ越ししてきたとき（給水開始届）
■水道の使用者や所有者が変わるとき
　（給水装置所有者変更届など）
・給水中止の届出がない場合、水道の使
用がなくても基本料金がかかります。

・給水中止される場合は、中止日までの
水道料金の精算が必要となります。

・水道使用の開始・中止の手続きは、開
栓日・中止日の3日前までにお願いし
ます。（閉所日のご連絡や急なご連絡
には対応できない場合があります。）

・詳しくは、水道事務所にお問い合わせ
ください。

介護保険アンケートへのご協力
ありがとうございました

問 福祉課介護保険係（12番窓口）℡64-1120

広報ゆあさ１月号にて、ご協力をお
願いしました介護保険アンケート調査
（「湯浅町在宅介護実態調査」・「湯
浅町介護予防・日常生活圏域ニーズ調
査」）に、お蔭様でたくさんの方々から
ご回答をいただくことができました。貴
重なご意見を参考に、今後の介護保険事
業計画等の作成に着手していきます。あ
りがとうございました。

マイナポータルから転出届を
提出できるようになりました

問 住民生活課住民係（３・４番窓口）℡64-1102

マイナポータルからオンラインで転出
届を提出できるようになりました。この
サービスを利用する方は、転出にあたり
役場への来庁が原則不要になります。
電子証明書が有効なマイナンバーカー

ドをお持ちの方で、日本国内へ引越しを
する方が対象です。詳しくはデジタル庁
のホームページをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出
をした後は、別途転入先市区町村の窓
口で転入届等の手続きが
必要です。

※手続き内容により、来庁
いただく場合があります。

春の全国火災予防運動を実施します
問 湯浅広川消防組合消防本部　℡64-0119

「お出かけは　マスク戸締まり　火の用心」
春季全国火災予防運動を３月１日㊌～

７日㊋まで実施します。冬の寒さも峠を越
え、火の取扱いに対する注意がゆるみがち
になるこの時期は、空気が乾燥し、風の強
い日が多いことから、火災が発生しやすく
なっています。家庭や職場で暖房器具や火
を取り扱う際には十分注意しましょう。
住宅防火　いのちを守る７つのポイント
○寝タバコは絶対しない。
○ストーブは、燃えやすいものから離れ
た位置で使用する。

○ガスコンロなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す。

○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警
報器を設置する。

○寝具、衣類及びカーテンからの火災を
防ぐために、防炎品を使用する。

○火災を小さいうちに消すために、住宅
用消火器等を設置する。

○お年寄りや身体の不自由な人を守るた
めに、隣近所の協力体制をつくる。

あなたも統計調査員になりませんか？
問 申 政策企画課秘書広報係（15番窓口）℡63-2552

統計調査員として調査の業務に従事し
ていただける方を募集しています。
■統計調査員とは
各種統計調査の調査対象を訪問して調
査内容を説明し、調査票を配布・回収等
していただく方で、統計調査事務の最も
重要な部分を担っていただきます。
また、調査活動に応じて、報酬をお支
払いします。
■統計調査員に登録できる方
①町内在住の満20歳以上の方
②秘密の保護に関して徹底できる方
③責任を持って調査員の仕事を行える方
④税務、警察、選挙に直接関係のない方

■これから実施される統計調査
・令和５年住宅・土地統計調査（令和５
年10月）
統計調査員に関心がある方、または調

査員としてご協力いただける方は、ぜひ
ご連絡ください。

行政相談の相談所移設について
問 総務課総務係（16番窓口）℡64-1108

湯浅町で毎月第３水曜日に相談所を開
設し、行政相談を実施しておりますが、
４月より湯浅えき蔵から下記の場所に移
設いたします。
相談は無料で、秘密は堅く守られます。

■日時：毎月第３水曜日　13時30分～15時
■受付：湯浅町役場２階 総務課窓口（予約不要）
■相談員（総務大臣委嘱）
成
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■相談例
年金・医療保険・道路・
登記手続きについて等

行政相談
マスコット
「キクーン」

▲デジタル庁
ホームページ
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おしらせ 問＝問合せ　申＝申し込み

マイナンバーカードの
休日申請受付・交付を行います

問 申 住民生活課 住民係（３・４番窓口）℡64-1102

次の日程で、マイナンバーカードの休
日申請受付・交付を行います。
予約制となりますので、事前にお問い

合わせ先までご予約をお願いします。
■日時：３月12日㊐９時～12時
■予約：３月10日㊎締切

平日９時～17時(土日祝日を除く)
※必要書類は予約時にお伝えします。

●受験料：無料　●他社との併願可能　●各種無料相談会も実施中
　　　　　詳細については、問合せ先まで連絡ください。
問合せ先：防衛省自衛隊和歌山地方協力本部　有田募集案内所　〒649-0316　和歌山県有田市宮崎町106-2
　　　　TEL：0737-82-6631　E-MAIL：wakayama.pco-arita@rct.gsdf.mod.go.jp

令和５年度 国税専門官 採用試験
■申込受付期間
３月１日㊌～３月20日㊊

■申込み方法
原則、インターネットより行ってください。
インターネット申込専用アドレス
【https://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html】

『防衛省・自衛隊からのお知らせ』令和４・５年度各種目自衛官の募集

募集種目 資　格 受付期間 試験期日 入隊時期 試験会場

予備自衛官補（一般） 18 歳以上 34歳未満の者
※詳細は有田募集案内所に問い合わせ

～４月６日㊍

Web試験
４月８日㊏～ 11日㊋
口述　４月 16日㊐

７月以降

和歌山地方協力
本部庁舎
（和歌山市）

予備自衛官補（技能）
18 歳以上の者で指定された国家免許資
格等を有するもの
※詳細は有田募集案内所に問い合わせ

４月15日㊏、16日㊐
いずれかの１日

陸上自衛隊伊丹駐屯地
（兵庫県伊丹市）

第１回
自衛隊幹部候補生（一般） 大卒程度　22歳以上 26歳未満の者

院 卒 者　20歳以上 28歳未満の者
※詳細は有田募集案内所に問い合わせ

３月１日㊌～
４月 14日㊎

４月 22日㊏、23日㊐
（飛行要員のみ）

令和６年
３月中旬～
４月上旬

和歌山地方協力
本部庁舎
（和歌山市）

第２回
自衛隊幹部候補生（一般）

３月１日㊌～
６月 15日㊍

６月 24日㊏
（飛行要員除く）

第１回
自衛隊歯科・薬剤科幹部候補生 専門大卒（見込含）

歯　科：20歳以上 30歳未満の者
薬剤科：20歳以上 28歳未満の者
※詳細は有田募集案内所に問い合わせ

３月１日㊌～
４月 14日㊎ ４月 23日㊐

第２回
自衛隊歯科・薬剤科幹部候補生

３月１日㊌～
６月 15日㊍ ６月 24日㊏

自衛隊医科・歯科幹部 医師免許又は歯科医師の免許取得者
※詳細は有田募集案内所に問い合わせ ～６月８日㊍ ６月 23日㊎ ９月下旬～

10月上旬 受験票交付時通知

海上自衛隊・航空自衛隊
技術海上幹部・技術航空幹部

大卒以上の者で応募資格に定められた
学科、専攻学科等を卒業後、２年以上
の業務経験のある者
※詳細は有田募集案内所に問い合わせ ３月１日㊌～

５月 19日㊎

６月 19日㊊
９月下旬以降 受験票交付時通知

海上自衛隊・航空自衛隊
技術海曹・空曹

20 歳以上の者で国家免許資格取得者
※詳細は有田募集案内所に問い合わせ ６月 16日㊎

第１回　一般曹候補生 18 歳以上 33歳未満の者
※詳細は有田募集案内所に問い合わせ

３月１日㊌～
５月９日㊋

５月19日㊎～ 21日㊐
いずれか１日

令和６年
３月下旬～
４月上旬

和歌山県民文化会館
（和歌山市）

■受験資格・試験日等
国税庁ホームページ「採用情報」を

ご覧ください。
国税庁ホームページアドレス
【https://www.nta.go.jp】

国税職員募集のお知らせ
問 大阪国税局人事第二課（試験係）℡06-6941-5331／湯浅税務署総務課　℡63-5351

お申込みはこちら→
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