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町の 財 政
役場では、いよいよ来年度の予算編成作業が本格化しますが、その前に、町の決算から平成 17 年度の町の
活動を振り返り、御浜町の「財政（家計）」の抱える課題についてご説明します。
御浜町は、福祉・衛生・教育・消防などのサービス、道路・水道・下水道・学校などの整備といったさまざまな行
政分野の担い手として、活動しています。
この活動をお金という面でとらえたものを「財政」といい、これは、家庭に例えると「家計」にあたります。
この「財政」には、「家計」と同じように収入と支出があり、それぞれに予定としての予算と結果としての決算が
あります。

〔
〔収
収 入
入〕
〕
自主財源の根幹である町税が収入全体に占める割合を見ると、15.4％と
なっています。町民一人あたりの町税の収入が約７万円と、全国の市町村
平均約 15 万円と比べて半分以下となっていることなどから、全国の市町
村平均 34.0％（平成 16 年度決算ベース）と比べると半分以下の割合です。

税収入が乏しい町でも一定
水準の行政サービスを提供でき
るようにするため、国から地方

町にとって、大切な地方交付税ですが・・・

交付税というお金が交付されま

国の財政は、大幅な赤字が続き、多くの借金を抱えています。当然、こ
す。このお金は町の収入全体の
の苦しい家計を立て直すことが政府にとって重要な課題となっています。
48.5％にものぼり、町が活動す
この対策は、支出を節約し、入る税収を増やすという方法で行われます。
るためには無くてはならない非
これを政府では「歳入歳出一体改革」と呼んで、より強力に推進しようと
常に大切な収入となっています。
しています。
日本の将来にとって大切なこの改革ですが、国が支出を節約した場合、
町に入ってくる収入が減ってしまうということが考えられます。
町の収入の大半を占める地方交付税や国庫支出金という
町 税
地方交付税
70,194
お金は、国から地方（都道府県や市町村）に対して
221,681
その他（自主財源）
15.4％
支出されているため、「町にとっての収入＝国にと
48.5％
36,488
8.0％
っての支出→節約の対象」となります。
歳入総額
これらの影響もあって、町の家計のやりくりが
その他（依存財源）
456,618
難しくなってきています。
27,372
■ 自主財源：２３％
町が自主的に確保できるお金
■ 依存財源：７７％
国や県から町に対して、交付や
割当てされるお金

〔収 支〕
平成１７年度の決算収支

収 入 ４５億 ６，６１８万円
支 出 ４４億 ４，６８２万円
――――――――――――――――――
差引
１億 １，９３６万円（黒字）


（万円）

6.0％

町債
38,290
8.4％
国庫支出金
28,326
6.2％

県支出金
34,267
7.5％

〔貯 金〕

〔 借 金〕

町の貯金

町の借金

６億３，５８４万円
住民一人あたり

６万３千円

５６億３，５２２万円
住民一人あたり

５５万８千円

御浜町では、収入と支出を一般会計と４つの特別会計に分けて経理しています。一方、
個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているなどの理由で財政比較が困難
なため、全地方公共団体で統一的に用いられる会計区分として、普通会計というもの
があります。今回は、この普通会計をもとに説明しています。

〔支 出〕
次のグラフは、支出を御浜町の活動の目的別に表した
ものです。
住民一人あたりに換算すると年間約 44 万円分の、行
政サービスや施設整備を行ったことになります。
①議会費
7,509
1.7％
⑩災害復旧費
1,353
0.3％

⑪公債費
65,608
14.8％

⑨教育費
28,728
6.5％
⑧消防費
19,257
4.3％

⑦土木費
50,458
11.3％

②総務費
55,181
12.4％

歳出総額
444,682
（万円）

③民生費
101,011
22.7％

④衛生費
75,619
17.0％

⑥商工費
845
0.2％
⑤農林水産業費
39,113
8.8％

この借金の返
済金の半分程
度 は、 地 方
交付税で措置
（補てん）さ
れます。

詳しい財政状況や予算・決算の
詳細については、町の公式ホーム
ページの「御浜の財政」にて、ご
覧いただけます。また、この内容
については、役場総務課に備え置
いていますので、どうぞご利用く
ださい。

町の活動を目的に分類すると ･･･
①議 会 費 （町議会の運営）
②総 務 費 （徴税、戸籍、住民票、
その他行政運営など）
③民 生 費 （児童・高齢者・障害者福祉、
保育所など）
④衛 生 費 （保健、ごみ処理、し尿処理、
環境対策など）
⑤農林水産業費 （農林水産業の振興など）
⑥商 工 費 （商業の振興など）
⑦土 木 費 （道路、公園の整備・維持のなど）
⑧消 防 費 （消防 ･ 救急、地震・防災対策など）
⑨教 育 費 （学校運営や整備、生涯学習など）
⑩災害復旧費 （災害時の道路 ･ 河川等の復旧）
⑪公 債 費 （町の借り入れたお金の返済金）

来年度（平成１９年度）に向けて・・・
今後、地方分権の推進などによって、町の担う役割も
変化し、その活動の範囲がますます広がっていきます。
また、いろいろな町民の皆様のニーズに答えていくた
めには、サービスの内容を、今よりさらに高めていくこ
とも必要とされています。
収入が減少すると見込まれる状況ですから、来年度に
向けても、収入に見合った支出になるようにお金の使い
方や使い道の見直し（職員削減や、サービス内容の見直
しなど）をより一層進めなければ、必要とされているサー
ビスの提供が難しくなります。
これらの課題を抱えながら、役場では、よりよい来年
度予算にしようと取り組んでいます。
ひがしじ

はやし

総務課財政管理係 東地・林



税務署だより

税 申告の
おしらせ

収支計算の準備は進んでいますか？
農業所得の申告に用いられてきました農業所得標準
は廃止されました。
これまで、農業所得標準を適用し、確定申告をされて
きた方は、平成 18 年分の確定申告からは、収入金額か
ら必要経費を差し引く「収支計算」で農業所得を計算し
ていただくことになります。
販売代金が振り込まれる口座の通帳や出荷伝票など
収入金額のわかる書類と、請求書や領収書など必要経費
のわかる書類を保存し、ノートなどに記帳することが大
切です。ご不明な点は、お問い合わせください。
†問い合わせ先†
尾鷲税務署個人課税部門 ☎０５９７―２２―２２２４
しも
税務住民課税務係 ☎３―０５１０（担当 下）

１月 31 日は償却資産の申告期限です
農業、漁業、製造業、サービス業などの事業を行って
いる個人事業主の方は毎年、所得を算出して確定申告し
ていただいています。
これらのほかにも申告しなければいけないものが固
定資産税の償却資産です。固定資産税のうち土地、家
屋は申告の必要はありませんが、御浜町内に償却資産を
持っている事業主の方は御浜町に対して申告しなければ
なりません。
償却資産の申告期限は、毎年１月 31 日となっていま
す。毎年１月１日現在で所有している資産について申告
いただきますので、所有する資産と平成 18 年中一年間
の償却資産の移動についてご確認いただき、償却資産の
申告に備えてください。
償却資産の申告書は、償却資産課税台帳に登録されて
いる事業者については、毎年 12 月中に申告書を送付し
ています。新規で事業を開始した場合や、新たな償却資
産の取得により申告用紙が必要な場合は、申告用紙を税
務住民課に用意していますので、ご連絡をお願いします。


償却資産についてくわしくは、来月の広報１月号にて
とりあげます。また御浜町ホームページでも償却資産（固
定資産税）についてご覧いただけます。
†問い合わせ先†
おくだ
税務住民課税務係 ☎３―０５１０（担当 奥田）

年金 だ よ り

「安心」は国民年金に加入することから

公的年金制度は社会全体で老後を支える仕組み
現役時代から老後までの長期間には、予測不可能なこ
とがいろいろあります。国民年金などの公的年金は、誰
にとってもやがて訪れる老後の生活保障の不確定要因を
解消する第一の方法です。
老齢基礎年金の受給開始年齢である 65 歳時の平均余
命（平成 17 年）は、男性が 18 年、女性が 23 年となっ
ています。長寿は喜ばしいことですが、老後に自分がど
れくらい生きるかは、あらかじめ分かりません。また、
長い老後生活の保障を、自分の子供に頼るだけでは万全
とは言えません。貯蓄などで備えることも大切ですが、
将来の社会経済がどうなっているのか、どれくらいの備
えが必要かは、誰も分かりません。
このような老後を、社会全体で支える仕組みが国民年
金などの公的年金制度です。しかも、国民年金は老後だ
けではなく、病気やけがで障害が残り、働けなくなった
ときの障害年金や、万が一亡くなられたときの遺族（子
のある妻又は子）保証もあります。

高齢者世帯の年間所得の約７割が公的年金・恩給
国民生活基礎調査によれば、平成 16 年の高齢者世帯
の年間所得は 296 万 1 千円で、そのうち「公的年金・恩
給」が 206 万円で所得の約 7 割を占めています。
また、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯の中
で、「総所得がすべて公的年金・恩給で占めている世帯」
は 62.6 パーセントとなっており、高齢者の生活を担う
公的年金の役割はますます高まっています。
今と老後の「安心」は、国民年金に加入し、保険料を
納付することから始まります。
※毎月、第 2 水曜日（原則）に尾鷲社会保険事務所職員
による、出張年金相談を行っています。（開催日が近
づきましたら、防災行政無線でお知らせ致します）
†手続き・問い合わせ先†
みなみ
税務住民課保険年金係 ☎３―０５１２（担当 南）

紀宝警察署
メールボックス
◆悪質商法の被害防止
１ 悪質商法にはどんなものがある？
○催眠商法・・・・一ヶ所に人を集め、小物をただ同然の価格で
売り、「安い安い」と興奮状態に陥れ、最後
には何十万円もする布団などを高値で売り
つける。
○送り付け商法・・注文していない商品を勝手に送り付け、代金
を一方的に請求する。
○点検商法・・・・無料で点検や検査をし、法外な値段で修理や
工事をする。
※契約するときは、身内の方や近所の方などに相談するようにし
ましょう。
２ 対応の仕方は？
「いりません」「帰ってください」等はっきり断りましょう。あ
いまいな返事はダメです。
※契約後８日以内であれば解約できますが、店舗内販売等は対象
外とされる場合があります。（クーリング・オフ制度）
詳しくは、
○消費生活相談（三重県民生活センター）０５９－２２８－２２１２
○紀 宝 警 察 署
０７３５－３３－０１１０
にお尋ねください。

◆平成 18 年「年末の交通安全県民運動」の実施
【期間】
12 月 11 日（月）～ 20 日（水）までの 10 日間
【運動の重点】
(1) 飲酒運転の根絶
(2) 高齢者の交通事故防止
(3) 後部座席を含むシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
【交通事故防止に向けて】
町内における本年 10 月末現在の交通事故発生状況は
○総発生件数 153 件（前年対比 － 15 件）
○人身事故
36 件（前年対比 －１件）
○負傷者数
40 名（前年対比 －９名）
で、減少傾向にあります。
交通事故の当事者とならないためには、まず自分自
身が交通ルールをしっかりと守り、そして周囲の交通状
況に十分注意し、安全運転に心掛けましょう。
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５―３３―０１１０


シリーズ

防 災 （自主防災編）

― １人１人の力が大きな力に
みなさんの力で防災力の向上を ―
全壊した我が家から脱出した時は、まさに着のみ着のままという状態。パジャマに裸足です。８割ほ
どの家屋が全壊という悲惨な状態に驚きながら公園に行くと、
近所の人たちも集ってきていました。皆、
ご近所同士の顔をよく知り合っていたので、どこの誰がいないのかをすぐに把握。まだ生き埋め状態の
人がいるとわかると、家族を中心にグループを分け、道具なんか何もない状態で救出活動に向かいまし
た。

（阪神淡路大震災で被災した方の言葉）

平成７年に発生した「阪神・淡路大震災」では、火災や救急を求める通報や駆け込みが消防機関に殺到しましたが、
要員や資機材の不足、建物の倒壊で通行不能となり現場に急行できませんでした。火災現場では断水で消火活動がで
きず、被害を大きくしました。
こうした中、大きな力を発揮したのは、近隣の人たちでした。生き埋めや建物等に閉じ込められた被災者のうち、
95％の人が、自力または家族、近隣の人々によって救助されました。
この経験を活かし、住民が災害対策を組織的に行う自主防災組織の結成が日本全国で進み、その活発な活動が注目
されるようになっています。

１．自主防災組織とは

自主防災組織は、住民の皆さんが地域ごとに活動する組織です。大規模
な災害が発生した時、被害を最小限に抑えるために活動を行います。

２．自主防災組織の活動は
平常時にやるべきこと
（1）防災知識の普及・啓発活動
講演会、勉強会を開催したり、行政や消防機関などが行う研修会への参加を呼びかけることも大切な仕事です。
継続的に行なうことが必要です。
（2）災害時の活動に備えての訓練の実施
避難訓練や救急法の訓練など目的や組織の状態に応じて行います。繰り返し、積み重ねていくことが大切です。
また、最近は、発災対応型訓練や DIG（ディグ）図上訓練などの実践的な訓練も行われています。
（3）防災資機材等の備蓄
地域の実情に応じて何が必要か話し合って準備しておきましょう。
・消火用：消火器、消火バケツ、防火用水など
・救出用：バール、のこぎり、スコップ、ジャッキ、ビニールシート、
ロープなど
・避難用：食料品、水、容器、釜、鍋、燃料、毛布など。
（4）危険箇所などの把握と防災マップの作成
避難場所などの安全な場所やブロック塀、がけなどの危険箇所を確認しましょう。また、防災マップを作成し、
みんなで情報を共有しましょう。


災害時にやるべきこと
（1）出火防止と初期消火
隣近所でお互いに声をかけあって出火防止と初期消火に努めましょう。
・使用中のガス器具、ストーブなどは、すばやく火を消す。
・電気のブレーカーを落とす。
（2）救出救護活動
災害現場での救出活動は、二次災害に注意し、組織的に行います。
救護活動は、負傷者の状態に応じた手当が求められます。行政や消防機関などの講習会に参加し、熟練しておく
ことが大切です。また、大規模災害時には、救護所も設置されますので、情報に注意しましょう。
（3）避難所
避難所での生活は不安と不自由が道連れです。ゴミやトイレなど、避難生活のルールを決めたり、情報の共有や
伝達方法を構築しなければなりません。 お年寄や子ども、身体の不自由な人への配慮も重要です。

３．御浜町では

御浜町では、町内全域で自主防災組織（61 組織）が結成されており、定期的に消火訓練や防災訓練などを行う積
極的な団体も増えてきました。自主防災組織相互や関係機関との連携を深めるため、平成 16 年６月に「御浜町自主
防災組織連絡会議」が設立されております。
これからは地域ごとの取り組みや消防機関、区・自治会、企業、ボランティアなど多様な団体との連携による地域
防災の強化が期待されています。
災害から危険な場所、安全な場所、一人暮らしの方の家などそれぞれの地域の実情を最も知っているのは地域の
方々です。力を合わせて地域の防災力を高めていきましょう。

防災対策室からのお知らせ
地震体験車「体験くん」による
巡回体験研修の開催

御浜町国民保護計画（素案）に関する
ご意見を募集します !

地震体験車による巡回体験研修を行いますので、ご参
加ください。
○日時・場所：12 月６日（水）
午前 10 時～正午
役場本庁駐車場
午後１時 30 分～３時 神木公民館駐車場

平成 16 年９月に施行された「武力攻撃事態等におけ
る国民の保護のための措置に関する法律」（国民保護法）
に伴い、御浜町国民保護計画の策定作業を行っています。
現在、町国民保護協議会においてご議論いただいてお
りますが、広く皆さんのご意見を募集し、検討に反映し
たいと思います。
○募集期間：12 月１日（金）～ 12 月 26 日（火）
○提出方法：所定の意見提出用紙に必要事項を記入し、
メール又は郵送等で
○提 出 先：御浜町役場総務課
御浜町大字阿田和６１２０－１
○素案配付：町ホームページに掲載又は役場総務課、
支所連絡所

†問い合わせ先†

総務課

防災対策室

☎３―０５０５（担当

なかむら

中村）


きれいな川や海を守るため

合併処理浄化槽
を設置しましょう

合併処理浄化槽とは

合併処理浄化槽の設置には補助金が受けられます

し尿だけを処理する単独処理浄化槽と違って、家庭か
ら出る洗濯、台所、風呂、トイレ、洗面等に使用された
汚れた水をまとめて処理できる浄化槽のことで、下水道
施設と同等の処理能力を持っています。
私たちが１日に排出するＢＯＤ ( ※ ) の量は１人 40 ｇ
とされ、し尿が 13 ｇで洗濯、台所等で 27 ｇとなってい
ます。

川や海の水質をよくするために
川や海の汚れの原因は、大きく生活排水、農業・畜産
排水、産業排水の３つに分けられます。近年は生活水準
の向上により生活排水の占める割合が全体の半分以上と
なっており、きれいな川や海を守り次世代に引き継ぐた
めには、下水道地区以外では合併処理浄化槽の普及が緊
急の課題となっています。
御浜町では、平成３年度からこの問題に取り組み、現
在は 1,000 基余りの合併処理浄化槽が設置され、水質の
改善に努めていますが、いぜんとして単独処理浄化槽の
数が上回っています。公共用水域の改善ができない単独
処理浄化槽の生産、設置が禁止されたことに伴い、今後
は合併処理浄化槽への転換を図ることが大きな問題とし
て残っています。

合併処理浄化槽の設置には水環境の改善を図ると共
に、設置者の負担の軽減を目的として国、県、町で補助
金を出しております。５人槽では 354,000 円の補助が受
けられますが、19 年度から補助金が減額される予定で
すので、是非この機会に合併処理浄化槽の設置を考えて
いただきますようお願いします。
※ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）とは水中の
有機物が微生物の働きによって分解されるときに
消費される酸素量のことで、河川の有機汚濁を測
る代表的な指標。
■こんな物にこれだけのＢＯＤがあります
項

目

ラ－メンの汁
てんぷら油

２７，０００

魚の住める水質に
するための水量（ド
ラム缶数１本 200ℓ
基準）（本）

３００

８．１

１，５００，０００

２０

３０．０

ビ－ル

８１，０００

１８０

１４．６

生ジュ－ス

７７，０００

１８０

１３．９

おでんの汁

１００，０００

５００

５０．０

肉じゃが煮汁

５２，０００

１００

５．２

牛 乳

７８，０００

２００

１５．６

味噌汁

３７，０００

１８０

６．７

１３０，０００

１８０

２３．４

コ－ンス－プ

※ 魚の住むことのできる水質（ＢＯＤ：５㎎／ℓ）にするために必要な水の量をドラ
ム缶の本数で表しています。

合併処理浄化槽を設置した場合は、
単独処理浄化槽を設置した場合に比
べ、川などに放流される汚れの量が
８分の１になります。

じょうない

†問い合わせ先† 生活環境課環境係 ☎３―０５３１（担当 城内）


これだけ捨
ＢＯＤ
てるとする
（㎎／ℓ）
と （ｍℓ）

保健

はじめましょう高齢者の介護予防〈第 4 弾〉

だより
No.312

口腔機能の維持向上に
努めましょう

「口腔ケアを始めましょう」
１．生活をいきいきさせる口の機能
口には「食べる」「話す」「表情をつくる」といった大切な機能
があります。命をつなぐためだけでなく、人間的な生活を送るう
えで欠かせない機能です。食べ物をよくかんでおいしく味わった
り、会話を楽しんだり、声を出して笑ったりといったいきいきと
した生活は口の機能がしっかり保たれてこそ成り立ちます。
２．きれいな歯は毎日のきちんとした口の手入れから
しっかり磨いて、いつまでも健康な歯を保ちましょう。
３．始めよう健口体操
健口体操はお口を健やかに保つための体操です。
しも

†問い合わせ先† 健康福祉課健康づくり推進室 ☎３―０５１１（担当 下）

舌体操

筋肉のかたまりである舌を動かして筋力をアップし、誤
食事前に、目をパチクリしながらやると効果的です。

を防ぎます。

唾液腺マッサージ
唾液は、口の中の細菌を洗い流すととも
に、食べ物を飲み込みやすくして誤
を防ぎます。食事前にマッサージをして、
唾液分泌量を増やしましょう。

①舌を出したり入れたり
する。

顔面体操

②舌を左右に動かす。

③舌ぐるりと回す。左回
りと右回りをする。

④舌を上下に動かす。

顔全体の筋肉を動かすことで、食べるために必要な機能を維持する効果があ
ります。食事前に、①～③を 10 秒間、3 回繰り返します。

①十分に息を吸い、唇を左右に引き、
ほおを上げ、しっかり目を閉じる。

②目と口を思い切り開ける。

③口をしっかり閉じてほおをふくら
ませ、口を左右に動かす。

①耳下腺への刺激
親指以外の 4 本の
指を使って、上の奥
歯のあたりを後ろか
ら前に向かって回す
（10 回）。

②顎下腺への刺激
親指をあごの骨の内
側のやわらかい部分
に当て、耳の下から
あごの先まで 5 か
所を軽く押す（10
回）
。

③舌下腺への刺激
両手の親指をあごの
真下に当て、突き上
げるようにゆっくり
と押す（10 回）。

参考／保健同人社 介護予防シリーズ「口腔ケア」

12 月

旬を食べる～かき～
かきは海のミルクとも呼ばれ、良質
のたんぱく質をはじめビタミンやミネ
ラルなどほとんどの栄養素がふくまれ
た栄養価の高い素材です。特に、ミネ
ラルの含有量は抜群で貧血予防に役立
つ鉄や銅のほか、カルシウムやマグネ

シウム、亜鉛などが豊富です。また活力の源になるグリ
コーゲンやタウリンも含まれています。
かきは生食用と加熱用に分けられていますが、鮮度の
違いではなく、生食用は食品衛生法をクリアしたもので
食中毒を防止するために滅菌・浄化を繰り返しています。
その分、風味が少なく加熱調理では持ち味が出ません。
やはり、料理には表示どおりのものを使いましょう。
参考／健康・体力づくり事業財団「健康づくり 2005 年 11 月号」


くらし の

情報

■役場本庁での窓口証明業務（戸籍・住民票・印鑑証明のみ）は
月曜～金曜の午後６時15分まで受付しています。
■「広報みはま」は御浜町ホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス http://www.town.mihama.mie.jp/

お知らせ
国民健康保険出産育児一時金
受取代理制度ができました
この制度は、被保険者（世帯主）の出産費用の負担軽
減を図るため、退院時の医療機関への支払いを、国保か
ら医療機関へ直接、出産育児一時金の 35 万円を上限と
して支払われる仕組みです。
【分娩請求額が出産育児一時金を下回る場合】
差額を保険者（町）が被保険者（世帯主）に支給します。
【分娩請求額が出産育児一時金を上回る場合】
差額を医療機関が被保険者
（世帯主）
に直接請求します。
この制度を利用する場合
●出産予定日の１カ月前から税務住民課で申請をし
ていただきます。（申請書は税務住民課にあります）
●医療機関の同意が受けられる場合に限ります。
●国民健康保険税を滞納している世帯については納
付相談が必要となります。
†手続き・問い合わせ先†
はたなか
税務住民課保険年金係 ☎３―０５１２（担当 畑中）

平成 18 年工業統計調査が
実施されます
経済産業省では、工業統計調査を平成 18 年 12 月 31
日現在で実施します。この調査は、製造業を営む全ての
事業所を対象として、その活動実態を明らかにすること
を目的にしています。
調査の結果は、国や地方公共団体の行政施策の基礎資
料として活用されるとともに、企業・大学などでの研究
資料、小・中・高等学校での教材など、広く利用されます。
12 月下旬から各事業所に調査員証を携行した調査員
がお伺いします。年末のお忙しい時期ですが、どうぞご
協力をお願いいたします。
†問い合わせ先†
あかね
総務課企画係 ☎３―０５０５（担当 赤根）
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公用車の競売について（予告）
御浜町では、各課で管理していた公用車を一括で管理
し、運用の効率化を図りながら台数削減による経費節減
に取り組んでいます。
そこで、今回新たに、２台の公用車（クラウン、カル
ディナ）について競売による処分を実施します。詳しい
内容については、広報１月号でお知らせいたします。
†問い合わせ先†
にしくら
総務課 財政管理係 ☎３―０５０５（担当 西倉）

紀南地域母子保健医療推進協議会が
ホームページ開設
紀南地域母子保健医療推進協議会では、紀南地域の子
どもたちが、いきいきとすこやかに育つように、熊野市、
御浜町、紀宝町、三重県、三重大学、医療機関等が一緒
になって子育てを支援しています。
紀南地域における母子保健医療についての情報提供
を行っておりますので、ぜひご覧ください。
URL http://www.kinan-boshi.org/
†問い合わせ先†
紀南母子保健医療推進協議会（熊野市保健センター内）
☎０５９７―８９―３１１３

相

談

精神科医師による
「こころの健康相談」の開催
【日 時】12 月 12 日（火）午後１時～午後３時 30 分
【場 所】熊野保健福祉事務所（熊野保健所）２階相談室
【対 象】精神医療機関での治療を受けていない方で精
神的な悩みを持つ方や家族など
【相談者】熊野病院 林医師
【費 用】無料
【申込締切り】12 月８日（金）
†申込み・問い合わせ先†
熊野保健福祉事務所
なかや
☎０５９７―８９―６１１５（担当 中谷）

女性が抱える悩みや心配ごとの相談は
女性相談へ
夫婦・男女問題（家庭問題、結婚、離婚、配偶者等か
らの暴力等）地域や職場での人間関係、生活上の困りご
となど、女性が抱えるいろいろな悩みや心配ごとについ
て、婦人相談員が問題解決の方法を共に考えていきます。
※相談は、婦人相談員がお受けし、相談内容等個人の
秘密は固く守ります。
※来所される方は事前にお電話ください。
†相談場所・問い合わせ先†
《火・水・金曜日》
尾鷲保健福祉事務所・福祉相談室
☎０５９７―２３―３４２９
《月・木曜日》
熊野保健福祉事務所・福祉相談室
☎０５９７―８５―４１０１

紀南病院内科系日曜外来診療
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

●●●

３日
10 日
17 日
24 日

平谷

11 月の担当医

一人

●●●

医師
（荒坂診療所）

松波

久雄

医師

中央
公民館

図書館 だより

開館時間●午前 9 時～午後 4 時
休 館 日●毎週月曜日

一

冊 の

本
てぶくろをかいに
新見 南吉・作
いもと ようこ・絵

私は新美南吉の作品が大好きです。とりわけ、こ
の『てぶくろをかいに』は、動物と人間のあったか
い愛でつつまれた、ほっこりとした感じが伝わって
きて、とってもすきです。母ぎつねが、かわいい子
ぎつねにひとりで町へ行かせる時の気持ちを思う
と、胸がいたくなります。（中略）
この絵本の制作にあたり、子ぎつねはどこまでも
むじゃきで明るく、そして、純粋でこわいもの知ら
ずのかわいい子としての表現を心がけました。しか
し、子ぎつねをこよなく愛し、また、人間のおそろ
しさを知っているがゆえに複雑な、母ぎつねの表情
はむずかしく、未熟な私にはとても描ききれるもの
ではありません。私にできることは、ただ、この親
子に精一杯の愛をそそぎ、ひと筆、ひと筆、心をこ
めて描きこむことだけでした。
（表紙・作者のことばより）

（尾呂志診療所）
二村

昭

医師
（相野谷診療所）

紀南病院

12 月の納税期限
●町県民税第４期
●国民健康保険税第５期

納期限 12 月 25 日（月）
※納税は便利で確実な口座振替をどうぞ
ご利用ください。

新刊案内

《一般書》
◦チョッちゃんはもうじき１００歳
（黒柳 朝著）
◦農民運動家としての三宅正一
（飯田 洋著）
◦人間の十字架
（森村 誠一著）
◦本朝金瓶梅
（林 真理子著）
《絵本》
◦ぐりとぐらとすみれちゃん
（なかやまりえこ作やまわきゆりこ絵）
◦ラチとらいおん
（マレーク・ベロニカ文・絵）
※絵本選定協力『グランマの会』
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募 集 し て い ま す！
第 16 回 紀南地域写真コンテスト開催
【テーマ】
一般の部・・・紀南の鮮やかな輝きと感動
特別部門・・・次世代に語り継がれる紀南の産業
【受付期間】
12 月１日（金）～ 12 月 30 日（木）（当日消印有効）
【紀南地域写真コンテスト各賞】
《一般の部》
グランプリ 賞金 10 万円・楯・賞状・副賞（地域特産品）
《特別部門》
金賞 賞金５万円・賞状・副賞（地域特産品）
そのほか多数の賞品をご用意しております。

第 15 回グランプリ「虫送りの夕べ」

応募規定、応募方法等、詳しくは役場産業建設課内、
または道の駅「パーク七里御浜」内活性化センターに備
え付けてあるチラシをご覧ください。
†問い合わせ先†
紀南地域活性化協議会事務局（産業建設課内）
まえ
☎３―０５１７（担当 前）

第 14 回グランプリ「熊野川の光景」

第 7 回 みえ人権フォーラム開催

腰痛講演会開催

世界人権宣言の普及啓発とあらゆる差別をなくして
いくため、県内の人権問題に積極的に取り組んでいる企
業・団体、福祉関係団体との協働で、「みえ人権フォー
ラム」を開催します。
あらゆる世代の方に楽しんでいただけるイベントで
す。みなさんの参加をお待ちしております。
【日 時】12 月 ９日㈯ 午後 12 時～午後 4 時
12 月 10 日㈰ 午前 ９時 30 分～午後 3 時
【場 所】三重県総合文化センター（津市一身田）
＊路線バス 津駅西口から運行「総合文化センター行」
「夢が丘団地行」
【内 容】
・楽団「ソウル・フラワー・モノノケ・サミット」
・映画「ガーダ～パレスチナの詩」上映と監督講演
・食文化コーナー、親子体験コーナー、福祉カー展示
など
【参加料】無料
†問い合わせ先†
三重県人権フォーラム実行委員会
☎０５９―２３３―５５２５

腰痛についての診断・予防などの最新知識の習得・関
連法規知識の習得・現場で知っておくべき知識の習慣を
目的とした講演会を開催します。

12

【日 時】12 月９日（土）午後２時～
【場 所】熊野市保健福祉センター ２階 多目的ホール
○演題１：腰痛予防の労働安全衛生関係法令について
講 師：熊野労働基準監督署第１課長 福田剛之氏
○演題２：腰痛予防対策のガイドラインについて
講 師：三重産業保健推進センター所長 和田文明氏
○演題３：明日から役立つ腰痛体操（実技）
講 師：紀州製紙紀州工場安全衛生課長 榎本宣央氏
○演題４：重量物取扱いの健康管理について
―問診、診察、腰椎写真の読影の実際と事後措置―
講 師：島崎整形外科医院院長 島崎和久氏
【参加費】無料
【主 催】紀南医師会・東紀州地域産業保健センター
†申込み・問い合わせ先†
紀南医師会事務局（紀南病院内）
☎３―１２１１

あなたのページ

御浜町の将来を担う子どもたちに

かんきつ現地学習会開催

総務課
身近な話題を
お寄せください
行政係

11 月８日、阿田和、御浜、神志山、尾呂志の各小学校の児童を対象にかんきつ現地学習会が開催され
ました。これは御浜町の将来を担う子どもたちの健全育成と、ふるさとの産業に対する理解を深めるこ
とを目的として毎年実施しているもので、今回は３年生 95 人が紀南果樹研究室と三重南紀統一選果場
を訪れました。

糖度計で甘さをはかる子どもたち

選果場内を見学する子どもたち

紀南果樹研究室では、御浜町で採れるみかんの種類や
栽培方法などの話のあと、園地内を見学。収穫場所へ移
動し、チームに分かれて一番甘いと思うみかんをそれぞ
れ収穫し、糖度計を使ってみかんの甘さを競い合いまし
た。さすが御浜町の子どもたちで、しっかり甘いみかん
を選んでいました。

一方、統一選果場では収穫されたみかんの選別から出
荷されるまでの工程を一通り見学。ご両親や祖父母の方
がみかんに携わっているという子供たちも、巨大な選果
場には圧倒されていたようでした。
熱心に質問する姿も見られ、みかんへの関心の高さが
はしじ
さらに増したように感じました。（総務課行政係 端地）

作品抄

川端りつ子

和田真沙恵
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下 川 幸子

御浜町俳句大会
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第三十三回 町 民文化 祭協 賛
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須崎久美子
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鉱採の
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にえ

贄刺して
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♥

まして

はるひ

み

竹本 明未ちゃん
靖史さん・美樹さん

山根 玄士くん
陽治さん・美緒さん

♥
ゆうま

ほのか

伊藤 佑真くん
志朗さん・友規さん

檜作 和香ちゃん
孝明さん・有美さん

よしあき

けいた

奥田 啓太くん
潤さん・幾世さん

一人一人の

人権意識

まちづくり

人権週間
12/4 ～ 12/10

12 月 10 日～ 16 日「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
本年 6 月、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵
害問題への対処に関する法律」が施行されました。
それにより、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮
当局による人権侵害についての関心と認識を深めること
を目的として、12 月 10 日から 16 日までの 1 週間を「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとなりました。
さて、あなたは、「北朝鮮」や「拉致」という言葉を
聞いて何を想像しますか。
「こわい」と思った人。どうしてですか？
「自分には関係ない」と思った人。本当にそうでしょ
うか？
これまでの歴史を正確に認識し、拉致といった大き
な人権侵害問題の実態を明らかにして、その解決に私た
ち一人ひとりが取り組まなければ、また誰かに悲劇が起
きるかもしれません。「他人事」ではすまされないので
す。12 月 10 日からの 1 週間、新聞や雑誌、テレビなど
でこの問題についての啓発が行われますので、ぜひ関心
をもってご覧になってみてください。また、この機会に
家族の方やまわりの方々とこの問題について話し合って
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やまと

庵前 大和くん
友樹さん・理恵さん

‐ 身近なことから人権を考えてみませんか ‐

教育委員会

みましょう。

市木

服部 慈明くん
育郎さん・扶美佳さん

育てよう

〜シリーズ〜

人を大切にする

げんじ

産屋敷 羚夢ちゃん
鉄也さん・由花さん

♥

あ

阿田和

れいむ

三石 陽日くん
裕紀さん・寛子さん

♥

♥

平成18年9月1日～30日届出分

神志山

♥

は

じめ

はたなか

（教育委員会 畑中）

人権イメージキャラクター

人権イメージキャラクター

人ＫＥＮまもる君

人ＫＥＮあゆみちゃん

人権擁護委員はあなたの相談相手です。
隣近所のもめごと、家庭内（夫婦・親子・相続等）
の問題、いじめや体罰、職場でのセクハラ等でお悩
みの方は、下記人権擁護委員又は相談所へお気軽に
御相談下さい。相談は無料で秘密は守られます。
【特設人権相談】
日時：平成１８年１２月２０日（水）
午前９時～正午
場所：御浜町役場 一階 会議室
【人権擁護委員】
山下 榮一郎 ( 栗須 )
市ノ木山 愛子 ( 志原 )

下田 文男 ( 阿田和 )

相談場所等についての詳しいことは、津地方法務
局熊野支局（☎０５９７－８５－２３１０）へお問
い合わせ下さい。
津地方法務局熊野支局
熊野人権擁護委員協議会
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…ごみ関係（生活環境課 ☎３－０５３１）
…健康づくり推進室関係（健康福祉課 ☎３－０５１１）
…みはまスポーツクラブ関係（教育委員会 ☎３－０５２６）
※ゴルフ教室以外の屋外種目は、雨天時中止
（不明な場合は、お問い合わせください。）

１ 金 太極拳教室

19:00 ～ 20:30

暮 ら し の カレンダー

志原公民館

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

柄本明ひとり芝居「煙草の害について」 中央公民館

２ 土 子育て講演会

13:00 ～

役場

14 木

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00
グラウンドゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 寺谷総合公園
こどもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

４ 月

健康相談・お達者相談・栄養相談 9:30 ～ 11:00 神木老人いこいの家
13:30 ～ 14:30 阿田和公民館

15 金
16 土

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（阿田和・尾呂志地区）

５ 火 うんどう教室（自主活動）10:00 ～ 11:30

13:30 ～ 14:30 中立集会所

18 月

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

７ 木 こどもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30

19 火

20 水

９ 土

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ
収集日（阿田和・尾呂志地区）

男性料理教室（予約制）9:30 ～ 12:30 福祉健康センター
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）

9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

22 金 太極拳教室

19:00 ～ 20:30

志原公民館

●天皇誕生日●

23 土 ジュニアバンドクリスマスコンサート

中央公民館

卓球教室 14:00 ～ 16:00 阿田和中学校

健康相談・お達者相談・栄養相談 9:30 ～ 10:30 志原公民館 24 日 リサイクルセンター資源持込日 8:00 ～ 16:00
13:30 ～ 14:30 山地コミュニティーセンター

バレーボール教室 17:30 ～ 19:00 体育センター
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）

25 月
26 火

10:00 ～ 11:00 尾呂志公民館

27 水

13:30 ～ 14:30 柿原公民館

28 木

グラウンドゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

29 金

年金相談 10:00 ～ 14:00 役場 1 階会議室

30 土

12 火 健康相談・お達者相談・栄養相談
  

13 水

13:30 ～ 15:00 福祉健康センター

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

こどもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

11 月

健康相談・お達者相談・栄養相談 9:30 ～ 10:30 引作集会所

21 木 こどもの広場＜クリスマス会要予約＞

卓球教室 14:00 ～ 16:00 阿田和中学校

10 日

寺谷総合公園

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館
くまの木て海て市場 「道の駅」パーク七里御浜

9:00 ～ 11:00

バレーボール教室 17:30 ～ 19:00 体育センター

福祉健康センター

生命の貯蓄体操 13:30 ～ 15:00 福祉健康センター

卓球教室 14:00 ～ 16:00 阿田和中学校

行政 ･ 人権 ･ 心配ごと相談 9:00 ～ 12:00 役場１階会議室

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

８ 金

岡村喬生リサイタル 中央公民館

バレーボール教室 17:30 ～ 19:00 体育センター

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）
バレーボール教室 17:30 ～ 19:00 体育センター

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

こどもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

福祉健康センター

健康相談・お達者相談・栄養相談 9:30 ～ 11:00 上市木公民館

ちょっと気になる子ども相談（予約制） 役場

17 日 グラウンドゴルフ教室

バレーボール教室 17:30 ～ 19:00 体育センター

６ 水

乳児健診（個別通知） 福祉健康センター
ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

卓球教室 14:00 ～ 16:00 阿田和中学校

３ 日

こどもの広場 ( 自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

ありんこ広場 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 ミハマＧＧ
バレーボール教室 17:30 ～ 19:00 体育センター

こどもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター
バレーボール教室 17:30 ～ 19:00 体育センター
ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ
収集日（市木・神志山地区）

農業委員会委員選挙は 12 月３日（日）投票予定日です。
※農業委員会選挙人名簿登録者（平成 18 年１月１日現在）
が有権者となります。
※立候補届出者が定数を超えない場合、選挙はありません。
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１０／２９ 阿田和小学校運動会

2006.12. No.452

学校の運動会の締めくくり
に、阿田和小学校の運動会が開
催されました。
保護者たちの声援のなか、子
どもたちはさまざまな競技を一
生懸命頑張っていました。

１１／３、４ 第３３回御浜町民文化祭
発行／御浜町役場
編集／総務課行政係

文化活動の振興と文化水準の
向上を目的に、中央公民館で開催
されました。
書、俳句・俳画、絵画、写真、
生け花、盆栽、民芸、児童・生徒、
保育園児の各部門に計 967 点の力
作が出品されました。

１０／２０ 夜間防犯パトロール

１１／９ 御浜町消防団による防火パレード

り鍵を掛け、外から見てわかる場所に貴重品を置かない
よう、注意してください。

11月１日現在の人の動き

秋の全国火災
予防運動週間（11
月 ９ 日 ～ 15 日 ）
にあわせて消防団
による防火パレー
ドが行われまし
た。これから空気
の乾燥する時期を
向かえ、火災が発生しやすくなっておりますので、十分
注意してください。

ⅱ↗ⅻⅼ
皆さん、今月の広報を見て何かお気づ

人  口10,123 人（＋   3 人） きになりましたか。「最終ページが変
  男04,737 人（－   3 人） わった」「なんか変わった」など、色々

感じた方がいると思います。大きく変
化したところがあります。今までの
世帯数 4,364 戸（＋   9 戸） 「広報みはま」は縦書きだったのです
が、今月号から横書きにしました。そ

  女05,386 人（＋   6 人）
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れに伴い、綴じ方も反対になりました。
お気づきになりましたか▼記事の内容
はもちろんですが、より見やすい広報
作りに向け、今後も色々と試みていく
予定です▼「このページが好き」「前
の方がよかった」「こんな特集をして」
など、どんどん皆さんのご意見をくだ
さい。
（総務課 端地）

〒5195292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120-1
TEL 05979 ③ 0505 FAX ② 3502
ホームページアドレス http://www.town.mihama.mie.jp/

紀宝警察職員
と役場担当者、地
域の防災委員らが
侵入盗や車上狙い
を警戒しながら駐
車中の車のロック
などを点検しまし
た。車にはしっか

