「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/
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＜六部の墓＞
慶 応 ３（1867） 年
親娘の巡礼が、山地ま
で来て父親が病で倒
れ、亡くなった。
故人の遺言どおり娘
は、大塔村の梵光寺に預
けられ、後日、尼僧とな
り、この墓を建てた。
首から上の病気によ
く効くといってお参り
する人が多い。
山地の国道 42 号に
ある信号機付近の浜側
にこの墓があります。
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平成20年度 御浜町施政方針
窓口での本人確認が必要になります
第３日曜日も資源ごみを持ち込めるようになりました／狂犬病予防注射と畜犬登録
美し国三重市町対抗駅伝結果
第17回紀南コンテスト審査結果／年金だより
連帯保証人に対する裁判が行われています／農業者年金に加入しませんか
児童扶養手当の一部支給停止措置が導入されます／合併通信
情報コーナー
はじめまして／広報文芸／暮らしのカレンダー
みて見てみはま

平成20年4月1日発行

平成 20 年度

御浜町施政方針

地域の活力を目覚めさせ、
一部抜粋しています

[1．まちづくりの理念 ]
私は、町長に就任以来、「新しいまちづくり
の指針」の精神に沿って町政を進めていくこと
を約束し、これまで施策の推進を図って参りま
した。
行政運営の健全化については、職員の大幅減
少の中で、財政の健全性を維持しつつ、出来う
る限りの工夫をして参ります。
また、行政から積極的にわかりやすい情報を
提供し、住民の意見を聞く中で、住民の満足度
の高い施策の推進を図っていきたいと考えてお
ります。

[ ２．合併に向けて ]
私の最大の公約であり政策目標であります合
併への取組みについては、住民の納得できるプ
ロセスを踏みながら進めて参ります。
本年２月に入って、開催された議員協議会の
席上で議長との連名での申し入れをお願いしま
したが、結論として、まず私が一人で熊野市長
へ協議を申し入れることに対しての議会のご理
解をいただき、去る２月 21 日に熊野市長を訪
問し、正式に合併協議の申入れを行って参りま
した。
私は、平成 22 年３月の新合併特例法の期限
までの合併を目指しておりますので、できるだ
け早い時期に熊野市と合併に向けた協議に入れ
るよう希望しております。いつまでも現在の状
態に留まっている訳には参りません。合併協議
の申し入れのために議会の方向性と立場をはっ
きりしていただくことを望んでおります。御浜
の将来のために、住民の意にかなう方向を出し、
議会の協力を得て、双方が率直な話し合いので
きる場を作れることを心から念願いたしている
ところです。

[ ３．政策課題への対応 ]
①かんきつ振興
担い手の高齢化に伴う遊休地、荒廃地が年々
増加傾向にあり、後継者対策の一環として、か
んきつ学習会の開催や新たな就農者の確保のた
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御浜町長

古川

弘典

めのＰＲなど継続的な取組に加え、県、近隣市
町とともに
「紀南版元気なみかんの里創生事業」
を立ち上げ、新規就農者の確保、遊休地、荒廃
地の活用を組み合わせた、担い手支援システム
の構築を図り、新規就農者が円滑に就農できる
ための支援に努めて参ります。
また、地場産品の流通販売の促進のために行
政として可能な方策を追求しなければなりませ
ん。３ヶ年計画の２年目を迎える「年中みかん
のとれるまち」ブランド化事業では、新たにポ
スター、パンフレットを活用し、様々なルート
を通じ、各種イベントへの参加や都市部を中心
に積極的なＰＲなどを展開することで、町の知
名度を向上させるとともに、かんきつ類をはじ
めとする地場産品の消費拡大に努めて参ります。
②紀南病院医師確保対策
全国的な医師不足の中で、紀南病院も同様に
厳しい状況が続いています。医師確保に関する
具体的な取り組みは、三重大学からの内科医の
派遣の再開について、20 年４月から内科医１
名の派遣を再開するとの回答をいただき、
今後、
大学病院からの追加派遣の可能性についても期
待を寄せています。
また、県における就学資金貸付制度の見直し
や三重大学における県内高校出身者を優先する
地域枠の募集定員の増員等、将来の医師確保に
向けた明るい見通しも出てきています。
現在、紀南病院、紀南医師会と行政の連携で
回を重ねておりますタウンミーティングが、地
域医療について、住民と医療側が医療の現実と
将来について情報や意識を共有する成果をあげ
つつあり、今後も行政として、現況の医療体制
を維持しながら改善を図れるよう熊野市、紀宝
町と力をあわせ、
紀南病院の医師確保に努力し、
地域医療の充実に頑張っていきます。
③町制施行５０周年
昭和 33 年９月１日に御浜町が誕生しました。
これまでの御浜町の来し方を振り返り、先人に
感謝し、御浜の歴史を未来につなげる記念式典

希望のある未来へ
を開催します。
また、かんきつ振興の一環として、みかん祭
りを開催し、シンポジウムや物産販売、いろい
ろなみかんの展示等を通して、改めて御浜町が
みかんを主産業とするまちであること、それが
町の繁栄とどう結びついているかを、再認識す
る年中行事のはじまりとなればと考えています。
また、50 周年を記念して、みはま百景の選定、
ウォーキング・マップの作成、既存事業に町制
50 周年の冠をつけて実施する等を考えています。
④訴訟における和解について
パーク七里御浜株式会社との特定調停に基づ
く連帯保証人に対する訴訟についてですが、私
は、この裁判を２回目の審理の時から引き継ぎ、
特定調停で合意された条項に則り進めており、
現在までに７回の審理が行われています。
現時点では、原告、被告とも和解での解決を
希望し、被告側から提出された和解案に対し、
弁護士とも十分協議・検討を重ね、又、議会に
おいて協議いただいた結果を踏まえ、去る２月
21 日に、原告側からの和解案提示書を提出し
たところであります。

[ ４．平成２０年度当初予算 ]
（１）予算編成方針及び予算規模
政府は、「地方と都市の共生」の考え方のも
と、地域間格差の是正を図るために地方再生
対策費の創設、地方交付税等の一般財源総額の
増額確保など、非常に厳しい財政運営を強いら
れてきた地方に対し、一定の猶予を示していま
す。しかしながら、「基本方針 2006」に沿って
地方財政の抑制に引き続き取り組んでいくこと
が、平成 20 年度予算編成の前提条件となって
います。
町財政については、歳入では、税収は三重県
地方税管理回収機構への移管による徴収等によ
り収納率の向上を図っておりますが、地方経済
の低迷が継続する中、税収入の減少を想定して
います。逆に地方交付税等は増加を見込んでい
ます。また、依然高い水準にある公債費の財源

として減債基金から６千万円、さらに不足する
部分については、財政調整基金から４千万円を
取り崩し繰入金として計上し、適正に歳入の確
保を図っていますが、総体的には非常に厳しい
財政運営が継続しています。
歳出については、マンパワーの減少の中でで
きる限り質を維持しつつ行政サービスの維持・
充実を図ります。
平成 20 年度当初予算は、一般会計では４年
連続で前年度を下回り、総額 39 億 8,383 万 8
千円、対前年度 1.4％減、特別会計を合わせた
全体予算規模は 64 億 7,032 万 9 千円（対前年
度 8.1％減）となっています。
（２）主な取り組み
①行政改革の推進
行政改革の推進につきましては、戦後 60 年
を経た地方自治体にとって、時代に即応した最
大の行財政改革であると考えます自治体再編、
すなわち合併に向けての御浜町の方向を議会の
協力を得て、はっきりと決める時期が来ている
と考えています。
それに合わせて、質と量の両面からの行政改
革に取り組むという理念を尊重しつつ、合併協
議や合併後の協議において検討すべきものと、
そうでないものに大別したうえで、行政改革へ
の歩みを止めることなく、今後も迅速かつ積極
的に推進して参ります。
②情報の発信と交換・徹底対話
成熟社会に当然の
「住民が主役のまちづくり」
を進めていく上で欠かせないものとして、住民
の皆さんへの情報発信や情報交換や対話を図っ
ていきます。
20 年度は、住民の皆さんのご意見やご提案
を広くお聞かせいただくため、広報みはま、防
災行政無線、ホームページ、御浜トークなどの
情報伝達方法の特性を生かし、住民の皆さんに
とって、より有効な活用方法で情報発信、伝達
に努め、住民のみなさんとの情報の共有化に取
り組んで参ります。
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（３）主な実施事業
①生活環境の整備
ごみ減量化につきましては、19 年度から「ご
み減量化キャンペーン」に取り組み、20 年度は、
更に資源ごみを出しやすくするため、現在、第
４日曜日にリサイクルセンターで行っている資
源の個人持ち込みに加えて、第３日曜日にも役
場駐車場にて資源の個人持ち込みを行い、分別
の徹底に取り組みます。また、生ごみの減量化
を促進するため、家庭用生ごみ処理機に対する
助成の強化を行います。
住宅の整備については、一般住宅の耐震化に
ついて、倒壊が予想される古い木造住宅の被害
軽減を図るため、引き続き耐震診断事業と耐震
補強事業費補助を実施します。
町道の改良についは、生活道路として、また
産業振興を図る上でも重要な施策であり、側溝
整備と継続事業を主とした生活道路の整備を実
施します。
水道事業は、川瀬簡易水道の老朽化により、
これを尾呂志簡易水道に統合し、御浜町の水道
施設を上水道と尾呂志簡易水道の２施設としま
す。このことにより、維持管理経費の節減を図
り、より安全で安定的な水道水の供給に努めま
す。
昨年 10 月１日から「緊急地震速報」が始まっ
ており、これを「全国瞬時警報システム」の導
入により防災行政無線を通じて情報提供しま
す。東海、東南海、南海地震という巨大地震の
発生が懸念される今、わずかな時間であっても
情報を事前に入手し、適切な避難行動をとること
によって減災効果が高まるものと期待しています。
また、スポーツをしている時などに、心臓麻
痺が起きた場合に備えて、ＡＥＤと呼ばれる
「自
動体外式除細動器」を小中学校等に配備します。
②保健・福祉・医療の充実
健康づくり対策は、疾病を予防する「一時予
防」を重視し、健康寿命の延伸等を目標に地域
ぐるみによる運動やバランスのとれた食事を通
した健康づくりを支援します。また、高齢者に
とって、長年暮らし続けた地域への愛着は深い
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ものがあり、高齢者が生きがいを持って充実し
た生活を送ることができるよう地域包括支援セ
ンターを中心に支援します。
少子化・子育て支援対策は、次世代育成行動
計画に基づきブックスタートの導入・子育て支
援室の設置などを行ってきました。20 年度に
は、妊婦健康診査の町からの助成回数を２回か
ら５回に増やすことにより、妊婦の健康管理の
増進と医療費の負担の軽減を図ります。
また、学童保育は 21 年度までに町内で１箇
所の設置を目指す計画になっており、今後は、
アンケートによるニーズ調査などを実施しなが
ら学童保育の実施に向け、住民の意見を十分聞
く中で検討を進めていきたいと考えています。
（後期高齢者医療制度）
国の医療制度改革に伴い、後期高齢者医療制
度が 20 年４月から施行されます。この制度は、
75 歳以上の高齢者と 65 歳以上 75 歳未満で一
定の障害の状態にあると認定を受けた高齢者を
対象とする医療制度で、現行の老人保健制度に
変わるものです。
関係する事務につきましては、都道府県単位
で全市町村が加入する広域連合が保険者となっ
て財政運営等を行い、窓口業務や保険料の徴収
等の取扱事務が町の役割となります。
（特定健康診査等）
老人保健法の基本健康診査に変わり、40 歳
から 74 歳以下の被保険者を対象に各医療保険
者が健康診査・保健指導の実施義務を負うこと
になりました。
町では、国民健康保険被保険者の 40 歳から
74 歳以下の被保険者が対象になり、75 歳以上
の高齢者については、三重県後期高齢者医療広
域連合が行います。
③教育 ･ 文化の振興
（学校教育）
尾呂志学園において、20 年度から教育委員
会の指定により、地域連携のひとつの形とも言
える「コミュニテイ・スクール」を導入致しま

す。この取り組みが、尾呂志学園の活性化はも
とより、地域における活性化の一助になるよう
大きな期待を寄せるものです。
また、少しでも実践的な外国語に触れる機会
を与える目的で外国語指導助手（ＡＬＴ）制度
を継続します。教育上特別な支援を必要とする
児童、生徒に対する支援として、特別支援教育
支援員を配置します。
（文化振興）
文化振興事業は、東京混声合唱団の公演、子
どもから一般町民向けとしての演劇や音楽鑑賞
などを予定しています。
昨年、文化財である「引作の大楠」の一部が
倒木してしまいました。この大楠の修復治療を
行うほか、倒れた大枝の活用策についても検討
します。
（生涯スポーツ振興）
次の時代を担う青少年の健全な成長は誰もが
願うものであります。児童生徒が地区予選等を
経て県大会以上の各種スポーツ大会、文化活動
の参加を支援するため、「小中学生スポーツ・
文化活動等支援補助金」を創設します。
④産業の振興
（農業振興）
次に、これまで述べて参りました全ての施策
を進めるための基礎でもあります地場産業の振
興についてです。まず、基幹産業としての農業
について、全国的な課題として、鳥獣害対策が
急務とされています。
かんきつをはじめとする農産物の生産環境を
守るため、ハード面につなげるためのソフト面
が重要であると考え、鳥獣による農作物被害状
況を図面上に整理しています。
これを 20 年度には、図面から見えてくる動
物の習性、土地の形状、集落の営農方式などを
専門家の指導を受けながら、どの手段が最良の
対策かを探り出すとともに、農家との連携強化
を図りながら、研修会、勉強会を開催して、鳥
獣害対策の知識の向上に努めます。

基盤整備については、現在、事業を実施して
います「村づくり交付金事業」
、
県営事業の「中
山間地域総合整備事業」は引き続き実施して参
ります。主な事業は、ほ場整備、農業用排水路
整備、農道整備、集落道整備です。
昨年７月に発生しました、林道阪本神木線の
地すべりは、県が行なったボーリング調査の結
果に基づき、地すべり対策は県が、林道部分は
町において、復旧工事を実施します。

[ ５．県や広域事業 ]
高速道路網の整備ですが、近畿自動車道紀勢
線の大台・大宮インターから紀勢インターまで
の開通が、20 年度に予定されています。また、
今年の２月には熊野尾鷲道路の熊野市内での起
工式も行なわれ、熊野市大泊までの開通が見え
てまいりました。引き続き関係市町で国・県に
要望します。
県道では、現在工事中の上野地区内の御浜
紀和線は、20 年度内の完成を予定しています。
今後も未改良区間の計画促進を県に要望しま
す。
以上、予算編成を中心として私の 20 年度の
町政の方針を述べさせていただきました。町民
の皆さまに対し、大きな予算を伴う事業を華々
しく展開できないのは残念ですが、町民の力を
結集し、行財政の改革を果敢に進め、わが地域
の特性を最大限に活かした地場産業の振興に努
め、地域の活力を目覚めさせ、希望のある未来
への道を歩んでいきたいものと考えています。
20 年度は新合併特例法の期限内の合併に向
けて、住民のために、ぜひとも議会の協力を得
て、取り組みの方向性をはっきりさせ、御浜町
の内政充実と、外部との連携共生のために全職
員一丸となって取組んでまいります。
全町民の皆さんに対し最大のご協力をお願い
申し上げまして平成 20 年度施政の方針とさせ
ていただきます。
（平成 20 年３月４日）
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平成 20年

５月１日
から

窓口での本人確認が必要になります

戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正に伴い、５月１日から、戸籍関係証明書、住民票の写しな
どの交付申請の際に、運転免許証等の書類により、窓口にこられた方の本人確認が必要になります。
また、代理人等による申請の場合、委任状と代理人等の本人確認が必要となります。
本人になりすました第三者が、証明書等を不正に取得することを防ぎ、皆様の大切な個人情報を
保護するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認が必要な証明書
○住民票の写し
○住民票記載事項証明書
○戸籍謄抄本
○除籍・改製原戸籍謄抄本

○身分証明書
○戸籍の附票の写し
○戸籍届書記載事項証明書
○登録原票記載事項証明書
など

本人確認が必要な届出
【住民異動届関係】
【戸籍届関係】
○転入届
○婚姻届
○転出届 （付記転出届を除く） ○離婚届
○転居届
○養子縁組届
○世帯変更届
○養子離縁届
○認知届

本人確認の書類
◆１点で確認を行うもの
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写真付きのもの）
、身体障害者手帳、外国
人登録証明書など官公署発行の写真付きの証明書
◆２点以上で確認を行うもの
健康保険証、年金手帳、介護保険証、住民基本台帳カード（写真無しのもの）
、社員証、学生証、
キャッシュカード、預金通帳など
書類により確認ができない場合は、口頭で質問するなどの方法で本人確認をさせていただく
ことがありますのでご了承ください。

代理人による申請の場合
窓口に来られる方が請求者本人でない場合は、委任状が必要となります。
ただし、次の場合は委任状を省略することができます。
○住民票の写し等
・・・代理人が請求者と同一世帯の場合
○戸籍謄抄本等（身分証明書を除く）
・・・代理人が請求者の配偶者や親子などの直系親族の場合
その他、ご不明な点がございましたら、
担当までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
はたなか

税務住民課住民係（担当 畑中まさみ）
☎３－０５１２
6

ご理解のほどよろしくお願いします

第３日曜日も

資源ごみ を持ち込めるようになりました

毎月、第３日曜日の午前８時～正午まで、役場玄関横駐車場へ分別・洗浄された資源ごみの持
ち込みが出来るようになりました。皆さん、是非ご利用ください。
リサイクルセンター（神志山連絡所横）への資源ごみの持ち込みも引き続き行っています。
〔毎月第４日曜日午前８時～正午、第１～第４火曜日午前９時～午後４時（祝日は除きます）
〕

紙

類

衣類等

新聞紙、チラシ、ダンボール、牛乳パック、 濡れ、大きな汚れ破れがなく洗濯済みの古
雑誌その他の紙。
着、シーツ、毛布、
カーテン等。

金物類
アルミ缶・スチール缶
は中を洗ってください。
鉄・銅・ステンレス類、
スプレー缶等。
※スプレー缶は使いきって穴をあけてください。

ペットボトル
中を洗って、
キャップは燃料ごみへ。

ビン類
ビール、酒、酢、ジュースのビン
ワンウェイビン、その他のビン。
※ビンは中を洗ってください。

トレー
マークのあるもの。
洗ってください。

※自主回収を実施している店で購入したものは、自主回収店へ持っていきましょう。
※事業系の資源ごみや、資源にならないものは持ち込みできません。
さかぐちてるゆき
†問い合わせ先† 生活環境課環境係（担当 坂口照幸）☎３－０５３１

狂犬病予防注射と畜犬登録をしましょう
平成 20 年度の狂犬病予防注射を行いますので
犬を飼育されている方は、最寄りの会場で受けて
ください。
同時に登録の受付も実施します。飼育にあたっ
ては一生涯に１回の登録が必要ですので、 未登
録の犬は必ず登録を行ってください。
予防注射手数料
（１頭につき） ･･･ ３，２００円
登録手数料
（1頭につき）
･･･３，０００円
※なるべくおつりの要らないよう、ご用意くだ
さい。
†問い合わせ先†
さかぐちてるゆき
生活環境課環境係（担当 坂口照幸）
☎３－０５３１

９:20 ～ 10:00 尾呂志支所
10:20 ～ 10:30 西原バス停付近広場
10:40 ～ 10:45 中立コミュニティセンター
４月 10:55 ～ 11:05 柿原コミュニティセンター
14 日
（月） 11:15 ～ 11:45 阿田和神社横広場
12:50 ～ 13:40 阿田和公民館
14:05 ～ 14:50 下市木公民館
15:00 ～ 15:30 上市木公民館
９:00 ～９:30 神木公民館
４月 ９:45 ～ 10:35 志原公民館
15 日
（火） 10:45 ～ 11:15 東平見集会所
11:30 ～ 11:50 御浜町役場駐車場


美し国三重市町対抗駅伝結果

市町対抗駅伝 で 御浜町チーム が 大健闘
うま

３月 16 日に「美し国三重市町対抗駅伝」が、
津市の県庁から伊勢市の県営総合競技場陸上競
技場までの 10 区間、42.195㎞を舞台に開催さ
れました。
この駅伝は、市町村合併が進み 29 市町になっ
たことに伴い、各市町間の交流及び一体化の促
進による市町の振興と、併せてスポーツに対す
る県民意識の高揚を目的としたもので、県内の
全市町が集い、29 チームで競い合いました。
１月の選考会で選抜された選手の皆さんは、
御浜町の代表として走りぬきました。総合 20
位、町の部９位（15 町中）の成績（２時間 43
分 13 秒）でした。
※１位は伊勢市で２時間 19 分９秒でした。
区間（距離）／区分

選

手

選手の皆さん

監

督

コーチ

はまはた

こういち

う しろ

きみ こ

浜畑 幸一

名

区間（距離）／区分
６区（6.36km）

１区（1.28km）
小学生女子

古田

佳帆（御浜小）

阪口

優（御浜小）

ジュニア男子

２区（1.85km）
小学生男子

宮永

貴大（阿田和小）

７区（2.89km）

３区（3.76km）
20 歳以上女子

宇城

夏子（名古屋大）

大井

和美（大井運送）

４区（5.65km）
40 歳以上男子

山本

雅生（熊野消防）

９区（5.95km）

関

義長（紀南病院）

ジュニア女子

大井

一登（御浜中）

平野

圭佑（御浜中）

古城

拓弥（御浜中）

５区（4.60km）
中学生男子

――

く

宇城 公子

一般女子
８区（3.43km）
中学生女子

10 区（6.425km）
20 歳以上男子

ぼ

じゅん

久保

淳（※敬称略）

選
岡村

手

名

亮汰（近大高専）
――

宇城

陽子（皇學館高）

西垣内美穂（御浜中）
向井

美保（御浜中）

宮西

紀子（御浜中）

尾崎

南海（三重高）
――

坂口

尊紀（JA 三重南紀）

赤崎

龍太（紀南病院）

※上段の選手が出場。下段の選手は補欠。

監督と選手のコメント

浜畑監督

10 区走者の坂口選手
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岡村選手

今回初めて市町対抗駅伝が開催されることになり、短期間でチーム編成をしての参加と
なりました。ここまで選手が一丸となり頑張ってくれたおかげで、総合の部 20 位、町の
部９位とよく健闘してくれたと思います。選手の中には、普段の力を出し切れずに悔しい
思いをした選手もいたと思いますが、今後はそれをバネに頑張ってもらいたいと思います。
スタートだったので、とても緊張しました。目標としていた記録に届かず、
悔しかったです。1 区〜 10 区までみんな御浜町代表として、一生懸命走り
ました。10 区の坂口さんが、競技場へ入ってくる姿は、ステキで感動しま
した。

古田選手
一度下見をしたとはいえ、慣れていないコースを走るのはとても長く感じられました。
でも、走り終わった後は気持ちよく、達成感で一杯でした。あと一歩というところで入賞
を逃してしまったので、来年は皆で力を合わせて入賞目指して頑張りたいと思います。
今回のメンバーは最高でした。

高須さんの写真が活性化大賞に！
第 17 回紀南地域写真コンテストの審査がこのほど行われ、グランプリ他各賞が決定しました。
上位入賞者及び当町関係分は次のとおりです。

※敬称略

御浜町関係分
■グランプリ
くらなか

倉中

■御浜町賞

かめお

亀男（熊野市）
『鬼が城から見る満月』

■活性化大賞
たかす

■特

勲（下市木）『春の風伝おろし』

選

たにあい

谷合

みさお

操（上

みさお

谷合

操（上

■紀宝町賞

いさお

高須

たにあい

野）『ホーズキ出荷の頃』

こばやし

よしみ

こばやし

よしみ

野）
『年中みかんの取れる町
御浜町』

小林 良美（神 木）
『飛雪の滝』
■観光まちづくり公社賞
小林 良美（神
■入 選
こばやし

よしみ

木）
『大馬の清滝』

小林

良美（神

堀

幸義（阿田和）
『霧に咲く』

ほり
ば

ば

馬場
うしば

牛場

ゆきよし

木）
『収穫』

ひろし

弘（阿田和）
『早朝の二木島港』

まさひろ

雅浩（阿田和）
『大吹峠』

グランプリ『鬼が城から見る満月』

特 選『ホーズキ出荷の頃』

活性化大賞『春の風伝おろし』

年金だより

御浜町賞『年中みかんの取れる町御浜町』

紀宝町賞『飛雪の滝』

「ねんきん特別便」
を受け取られたら

～あなたの年金記録の確認をお願いいたします～

「ねんきん特別便」には、「ねんきん記録のお
知らせ」などが入っています。
この用紙を受け取られた場合には、そこに載
せられているお勤め先や、国民年金加入の記録
に漏れがないか、確認をお願いいたします。
用紙のなかにあるお勤め先や国民年金の加入
や退職・脱退の時期をご覧ください。お勤め先
や国民年金加入の期間がつながっていますか？
つながっていない場合には、その間に漏れて
いる記録がある可能性があります

「ねんきん特別便」によるご本人の確認及び
手続きを経て、はじめて記録が結びつくことが
できます。
お手数ですが、お手元に届きました「ねんきん
特別便」により、確認後、記録の漏れ等がある場
合は必ず手続をされますようお願いいたします。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係
（担当 南 学）☎３－０５１２
みなみ

まなぶ



連帯保証人に対する裁判が行われています
現在、パーク七里御浜株式会社（以下「会社」という。
）への貸付金にかかる連帯保証債務履行請
求事件（以下「訴訟」という。
）の裁判が行われていますので、その状況をお知らせします。
特定調停とはどういうものか
会社が、御浜町と金融機関を相手にして申し
立てを行った特定調停について、平成 18 年６
月、町と会社との間で合意に至りました。
その内容は、
「町から会社への株の全額一括
無償譲渡及び債務免除、会社から町への土地の
一部売却による取得資金での固定資産税の支払
い及び債務の一部返済、連帯保証人の債務残額
の返済等」を約束したものでありました。
このうち、連帯保証人の債務残額の返済に
ついては、
「会社に対する貸付金約８億８千万
円を免除した後の残金６千万円の内、連帯保証
人から回収した金額を差し引いた残額を免除す
る。
」となっております。
どういう訴訟なのか
本訴訟は、この特定調停に基づき、履行され
ていない債務残額の回収のため、平成 18 年７
月、津地方裁判所熊野支部に、町が連帯保証人
２名を相手に債務残額の返済を求めたもので
す。

なお、訴訟に先立ち、平成 18 年３月、連帯
保証人の財産を保全するため、連帯保証人２名
の預金及び土地等の財産の仮差押え・仮処分の
申請を行い、同年４月に決定されております。
これまでの裁判の経過
平成 18 年９月、第１回口頭弁論が行われ、
現在までに７回の弁論準備が行われております
が、その間、裁判官から和解勧告を受け、原告
（町）
・被告（連帯保証人）とも和解による解決
を希望いたしました。
平成 19 年８月、被告側から和解額 200 万円
での案が提出されましたが、原告側からは、平
成 20 年２月、和解額 1,500 万円での案を提出
したところです。
今後の裁判の経過については適宜お知らせい
たします。
†問い合わせ先†

おおはた

さめる

総務課（担当 大畑 覚）
☎３－０５０５

老後の備えに農業者年金に加入しませんか！
農業者年金制度は、将来受け取る年金を自分で積み立てる確定拠出型の年金制度です。少子・高
齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない公的年金です。
加入できる方
○年間 60 日以上農業に従事する 20 歳以上 60 歳
未満の者（農地を持ってない農業者や、
配偶者・
後継者などの家族従事者も加入できます）
。
○国民年金の第１号被保険者。
加入方法
加入申込みは、農協が窓口です。
なお、農協では、申込み時の必要書類の説明
等も行っていますので、事前にＪＡ三重南紀本
店金融課☎２－１４１１までお問い合わせくだ
さい。
†問い合わせ先†
御浜町農業委員会事務局（産業建設課内）
にしだひでお

（担当 西田秀雄）☎３－０５１７
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メリット
○保険料は積み立て方式で、加入者ご自身が２万
円～６万７千円の千円単位で月額を選択できま
す。また、いつでも月額の見直しが可能です。
○支払った保険料の全額が社会保険料控除の対
象となり、税制の優遇措置を利用した節税効
果もあります。
○年金は終身にわたり支給され、仮に 80 歳前
に亡くなられた場合でも、80 歳までに受け
取れるはずだった年金が、一時金として遺族
に支給されます。
○脱退は自由です。その際、脱退一時金の支給
はありませんが、それまでに支払った保険料
は、
将来年金として受け取ることができます。
○一定の要件をみたす方は、保険料の国庫補助
が受けられます。

児童扶養手当の一部支給停止措置が導入されます
平成 20 年４月から、手当を受けてから５年以上経過した方
等については、その一部（手当額の２分の１）が支給停止され
ることとなりました。
対 象 者
○支給開始月の初日から起算して５年が経過す
る方 ( ただし、手当の認定請求をした日にお
いて３歳未満のお子さんがいた方は、お子さ
んが３歳になった日の翌月から起算して５年 )
○支給要件に該当するに至った月の初日から７
年が経過する方
ただし、次のいずれかに該当する方は、一部
支給停止にはなりません。
①就業している。
②求職活動等の自立を図るための活動をしている。
③身体上又は精神上の障害がある。
④負傷又は疾病等により就業することが困難で
ある。
⑤養育する児童又は親族が障害、負傷、疾病、
要介護状態等にあり、あなたが介護する必要
があり、就業することが困難である。

合

併

熊野市長への公式訪問について
２月 21 日、熊野市長を訪問し、合併協議に
ついて申入れを行いました。
市長との会談内容は次のとおりです。
まず町長から、御浜町議会議員協議会（平成
20 年２月 14 日開催）において、町長が熊野市
長に合併協議の申し入れにいくことに異議なし
ということで来訪しました。
河上市長からは、「合併の必要性については、
常々申し上げているとおりです。私は、古川町
長が合併を訴えて当選されたことは十分に理解
しております。御浜町との合併問題について首
長同士の判断でできることとして、これまで執
行部同士で情報交換を行ってきました。更なる
次のステップに行くには、当然のことながら、
首長同士だけの判断で決めることはできませ

一部支給停止措置を受けないための手続き
５年等経過月を迎える受給者には、対象月の
２ヶ月前に通知します。左記①～⑤に該当する
方については、期限内に届出書及び必要書類を
役場へ提出していただければ、今までどおりの
手当額を受給することができます。
†問い合わせ先†
健康福祉課福祉係
さかぐち か ず み
（担当 阪口和美）
☎３－０５１５

通

信

ん。首長と議会は二元代表制ですから、双方の
議会の同意が必要になります。御浜町議会にお
かれても合併に対する方向性、立場を明らかに
していただくことが、次のステップへの必要条
件ではないでしょうか。その上で、町長さんと
議長さんとで、私と熊野市議会議長に話をして
いただいたらどうでしょうか？」との回答を得
て、２月 27 日御浜町議会全員協議会へその旨
報告し、早急に議会としての方向性と立場を明
確にしていただくようお願いしております。
この広報がお手元に届く頃には、その方向性
が示されていると期待しています。

†問い合わせ先†
なか

やすひろ

総務課（担当 仲 康弘）
☎３－０５０５
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役場の開庁時間

情報 コ ー ナ ー

■役場の開庁時間は午前８時30分～午後５時30分です。
窓口証明業務（戸籍・住民票・印鑑証明のみ）は午後６時15分
まで受付しています。

多重債務者に対する住民相談の開催

サルの群れの位置情報をお知らせします

どこにも相談できない多重債務者に対し、関
連機関と連携のもと、その解消を図り、安全で
安心できる生活を送ることが出来るよう、アド
バイスを行なう窓口を設置します。
【相談日】毎月第３火曜日（予約制）
【時間】午前 10 時～正午まで
【場所】役場 1 階会議室
【相談専任者】司法書士
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係
みなみ まなぶ
（担当 南 学）☎３－０５１２

有害鳥獣対策の一環として、御浜町で生息
している主なサルの群れの位置情報をメールや
FAX で提供しております。位置情報の提供を希
望される方はメールアドレスまたは FAX 番号
を下記問い合わせ先までご連絡ください。
†問い合わせ先†
産業建設課農業振興室
さき く ぼ ゆう じ
（担当 崎久保友司）
☎３－０５１７

御浜町奨学金及び大久保奨学金の支給案内
御浜町では、高等学校に在学する方で、経済
的理由によって修学が困難な方に対し、奨学金
を支給しています。下記の要件で支給を行って
いますのでご利用ください。
御浜町奨学金
【対象】御浜町出身者で現在も御浜町に住所が
  ある方
【支給額】１人につき年額 60,000 円以内
【人員】２人以内
大久保奨学金
【対象】市木地区出身者で現在も市木地区に住
  所がある方
【支給額】１人につき年額 60,000 円以内
【人員】１人
＜申請の手続き＞
４月 30 日までに教育委員会事務局に備え付
けている申請書等の書類を提出して下さい。
＜結果の通知＞
教育委員会において選考審査を行い、結果を
本人に通知します。
†問い合わせ先†
教育委員会学校教育係
つじ
いく お
（担当 辻 郁夫）
☎３－０５２６
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健康相談及び健康カレンダーについて
各地区での健康相談は 3 月末で廃止となりま
した。4 月からは保健師・栄養士が電話や役場
本庁で随時相談に応じますのでご利用くださ
い。
また、
「健康カレンダー（健診等の年間予定
表）
」を希望される方は、役場本庁・支所・連
絡所までお越しください。ホームページにも掲
載します。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり推進室

はしか ( 麻疹 ) に注意
はしか（麻疹）が、再び流行の兆しを見せて
います。国内では南関東地方を中心に患者数が
増えており、県内でも６件（３/11 現在）報告
されています。
10 代後半から 30 代前半の世代は、予防接種
を受けていても過去に流行を経験していないた
め、接種したワクチンの効果が薄れている場合
があります。また、これまでに予防接種を受け
たことがない方やはしか（麻疹）にかかったこ
とがない方は、予防接種を受けられることをお
勧めします。
感染したと感じたら受診する前にかかりつけ
医に電話で症状を伝え、
指示に従ってください。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり推進室
うえ の き いちろう
（担当 上野喜一郎）
☎３－０５１１

妊婦健康診査の公費負担回数が変わります
４月１日から、妊婦健康診査の公費負担が２
回から５回に増えます。
受診票３回分の追加交付について、御浜町で
妊娠の届出をされた方には個別通知いたします。
町外で妊娠の届出をされた方は、ご連絡くだ
さい。
【対象者】御浜町に住民登録があり、平成 20 年
4 月 1 日以降に出産予定の妊婦
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり推進室
しば
か え
（担当 芝 香衣）
☎３－０５１１

紀南病院各診療科の受診について
○内科、外科、整形外科（※1）、産婦人科、小児科、
眼科（※2）、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科
…月～金まで診察（内科は「かかりつけ医」
の紹介状が必要）
○皮膚科…月・水・金の診察。
○泌尿器科…毎週水曜午後診察（地域連携室に
電話で予約してください）。
○脳神経外科、神経内科…毎週金曜日に病院内
からの紹介患者のみを診察。直接受診はでき
ません。
※ 1 整形外科は、当面の間、木曜日の診療は予
約の診療のみで、新規外来診療は中止です。
※ 2 眼科は、５月から第１・第３月曜日は休診
†問い合わせ先†
紀南病院総務課☎２－１３３３

肝炎ウイルス検査が医療機関で
受けられるようになりました
保健所で実施しています、肝炎ウイルス検査
が、医療機関でも無料で検査を受けていただけ
ることになりました。検査希望者はあらかじめ
保健所で三重県が発行する受診券を受け取り、
希望の医療機関で受診してください。
†問い合わせ先†
熊野保健所健康増進課
☎０５９７－８９－６１１５

紀宝警察署メールボックス
春の全国交通安全運動 ４月６日～４月 15 日
【運動の基本】
子どもと高齢者の交通死亡事故防止
【運動の重点】
○全ての座席シートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
○自転車の安全利用の推進
○飲酒運転の根絶
４月 10 日 ( 木 ) は交通事故死
「ゼロ」
を目指す日！
平成 20 年度三重県警察官募集中！
【受付期間】４月１日（火）～４月 28 日（月）
三重県ＨＰ（http://www.pref.mie.jp/）からイ
ンターネットでも申し込みができます。
）
【募集に関するお問い合わせ】警察本部警務課
採用係 ☎０５９－２２２－０１１０
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０

新刊
刊案
案内
内
新

○「陰日向に咲く」

（劇団ひとり 著）

○「星 新一 空想工房へようこそ」（最相 葉月 著）
○「イチロー×矢沢永吉 英雄の哲学」（ぴあ 編）
○「それいけ！アンパンマン なかまたちブック２」
（やなせ

たかし 作）

他、一般書・児童書多数入荷
今年から中央公民館職員・図書室職員が所用
で不在となる時、図書室を一時閉室させて頂く
ことがあります。ご不便をおかけ致しますがご
理解・ご協力をお願い致します。

第一次救急医療休日在宅当番医
●●●

6日
13 日
20 日
27 日
29 日

４月の担当医

●●●

大石医院（熊野市井戸町） ☎ 85 － 2043
荒坂診療所（熊野市二木島町）☎ 87 － 0626
原田医院（熊野市木本町） ☎ 88 － 0035
井本医院（熊野市新鹿町） ☎ 86 － 0016
協立医院（熊野市井戸町） ☎ 89 － 5035
多田医院（熊野市新鹿町） ☎ 86 － 0011
寺本クリニック（紀宝町鵜殿）☎ 32 － 0005
あすか診療所（熊野市飛鳥町）  ☎ 84 － 0562
須崎医院（御浜町志原）
☎ ２－ 0005
五郷診療所（熊野市五郷町） ☎ 83 － 0356

※熊野市の市外局番０５９７、紀宝町の市外局番０７３５
※変更になる場合がありますので、確認のうえ受診してください。
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は

じめ

まし

て

ワイドビュー南紀を
ご利用ください
ＪＲ特急「ワイドビュー南紀」は、車社会
の進展などの影響により、年々利用者が減少し
ています。運行本数の確保や利便性の向上には、
地元のみなさんの積極的な利用が必要です。
津や松阪などへは往復割引や回数券などの
お得な切符も用意されていますので、出張や
観光の際にはぜひ「ワイドビュー南紀」をご
利用ください。

こ

市

木

♥

♥

平成20年１月１日～31日届出分

た ろう

しん た ろう

中道虎太郎くん

中道信太郎くん

政信 ・恵

政信 ん・恵

まさのぶ

さ
ん

めぐみ

まさのぶ

さ
ん

さ

往復割引切符＜指定席＞（４日間有効）
区 間
大 人
通常期
所要時間
熊野市⇔ 津 7,740 円 9,620 円
約 2 時間
熊野市⇔松阪 7,240 円 9,000 円 約 1 時間 45 分

めぐみ

さ
ん

♥ 阿田和

りゅう い

ま ひろ

龍衣くん

ゆうじ

♥

宮﨑

ひろみ

祐二さん・裕美さん

宇井 真優くん

せいいちろう

誠一郎さん・まどかさん

やま と ぢ

大和路の

ふか
ねむ

かいわ
ふゆぬく

冬温し

とう

あ

ゆき げ しょう

ふき

蕗の薹

深き眠りや 雪化粧

つう

ゆうば

通じる会話

一代

広報俳句二月抄

畑中

下 川 幸子

あや

やま

あのあれで

長尾

てい

はいこう

廃校の 山の夕映え

梛山

う てき

う

先月に続き、今月も双子の赤ちゃんを紹介
することができました。広報で年間 60 人ぐ
らい紹介していますが、私が担当してきたな
かでは初めてです。双子が生まれる確率は
1,000 の出産に対して約４組と言われている
そうです。そう考えると、２ヶ月連続という
のはすごい確率ですね。いずれ同じ学校に進
み、同じクラスになるかもしれませんが、お

た お

ご

敦子

ⅱ↗ⅻⅼ

うめ い つ し

ご かたき

西

梅一枝 手折りて雨滴 もろに浴び

さ

ひなた

ひと

青螺

め つ

か ぜ

風邪の人

信勝

大川

おに

み つ

せき

織田

須崎久美子

鬼の目突き 提げて碁敵 碁を打ちに

くも

となり

ま

正枝

川本 素秋

うご

あわ

しょどうてん

く

来るを待つ

浦

動かざる 雲を見詰めて 日向ぼこ

ま

すみにお

こ ら

待ち合の 隣の席も

ぼんばい

もち

餅ほり子等の

にがつ

二月かな

盆梅の 墨匂いたる 書道展

はつうま

初午や

く

榎 本 楢代

榎本 宣子

たき子

世帯数 4,340 戸（－ 3 戸）

こえ

はな

前

女05,291 人（－ 5 人）

声ひびき来る

うめ

梅の花

こえ

男04,650 人（－ 10 人）

ほいく じ

はな な あ

は り ど

こ ら

花菜明かりの ひとところ

う

あ

ととの

整えり

人 口 9,941 人
（－ 15 人）

保育児の

く

暮れのこる

ゆう ひ ざ

ゆ

ら せんきょう

オクターブ揚ぐ 子等の声

あし

ときなが

脚で湯たんぽ

かれくさ と

お ば みね ご

夕日差し 受けて玻璃戸に

かんぶり

寒鰤に

小野はるみ

ぶしょう

無精して

小野まあり

ゆき

こうてい

校庭の 枯草採りの 時長し

中村 幸子

ま

舞ふ雪や 伯母峰越えの 螺旋橋

3 月１日現在の人の動き
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※利用条件や利用できない期間などはＪＲ東
海テレフォンセンター（☎０５０－３７７２－
３９１０）へお問い合わせください。
†問い合わせ先†
なかもと まさる
総務課企画係（担当 中本 勝）
☎３―０５０５

互い刺激しあういい関係になればいいですね
▼町内各学校で卒業式が行なわれ、今回は
母校の阿田和中学校の卒業式へ取材に行きま
した。卒業式の懐かしさより、自分が校歌を
覚えていることに驚き、また、担任の先生が
今は校長先生になり、自分の重ねてきた年月
を実感しました。卒業式では時代が変わった
なぁと思う演出がありましたが、生徒たちの
涙は、今も昔も変わりなく、参加者の心を打
は し じ まさなお
ちますね。
（総務課行政係 端地正尚）

…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。
）

4

暮 ら し の カレンダー

※ソフトテニス教室の曜日が未確定ですので、ご注意してください。
（参加状況によって決める予定です。
）

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

1 火

行政 ･ 人権 ･ 心配ごと相談 9:00 ～ 12:00 役場１階会議室

（阿田和・尾呂志地区） 16

水 バレーボール教室

うんどう教室（自主活動）10:00 ～ 11:30 福祉健康センター

2 水 バレーボール教室

3 木

17:45 ～ 19:00

体育センター

1 木

子どもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

貯筋体操教室

10:00 ～ 11:00

神木老人いこいの家

13:30 ～ 14:30

上市木公民館

18 金 ちょっと気になる子ども相談（予約制）

1 土 ゴルフ教室

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館
9:00 ～ 11:00

20 日

清掃センター

9:00 ～ 11:00

17:30 ～ 19:00

寺谷総合公園

22 火

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区） 23

資源持込日 8:00 ～ 12:00 役場
グラウンドゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 寺谷総合公園
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）

水 ゴルフ教室

19:00 ～ 21:00

ミハマＧＧ

バレーボール教室 17:45 ～ 19:00 体育センター

生命の貯蓄体操 13:30 ～ 15:00 福祉健康センター

４か月児・10 か月児健診（個別通知） 福祉健康センター

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 ミハマＧＧ

貯筋体操教室 10:00 ～ 11:00 阿田和公民館

バレーボール教室 17:45 ～ 19:00 体育センター

24 木

貯筋体操教室

10:00 ～ 11:00

阿田和公民館

13:30 ～ 14:30

志原東平見集会所

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

11 金 子育て相談・7 ～ 8 か月児相談 9:30 ～ 11:30

福祉健康センター

25 金

26 土

子どもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター
太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館
ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター
ソフトボール教室 14:00 ～ 16:00 御浜小学校

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

2 日 資源持込日

くまの木て海て市場 「道の駅」パーク七里御浜

28 月 バレーボール教室

ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

2 火

13 日

上市木公民館

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校
子どもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

13:30 ～ 14:30

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

8:00 ～ 12:00

リサイクルセンター

17:30 ～ 19:00

体育センター

●昭和の日●

30 水

14 月 バレーボール教室

17:30 ～ 19:00

体育センター

多重債務相談 10:00 ～ 12:00 役場 1 階会議室

15 火

清掃センター

生命の貯蓄体操 13:30 ～ 15:00 福祉健康センター

年金相談 10:00 ～ 14:00 役場 1 階会議室

12 土

9:00 ～ 11:00

21 月 バレーボール教室

体育センター

役場

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

子どもの広場 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

 月 バレーボール教室

10 木

貯筋体操教室 10:00 ～ 11:00 神木老人いこいの家

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

6 日 グラウンドゴルフ教室

 水

３歳児健診（個別通知） 福祉健康センター
卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

5 土 ゴルフ教室

8 火

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

4 金

体育センター

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校
ありんこ広場 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

17:45 ～ 19:00

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）
ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

４月の納税期限

●国民健康保険税 第１期
納期限４月 30日（水）
なお、国民健康保険税仮算定（第１期、第２期分）
の納税通知書は４月中旬にお届けします。
※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。
15

広報

産地内でのマルチ栽培普及に貢献

第 67 回中日農業賞優秀賞受賞

産地を守っていく

第 47 回全国青年農業者会議奨励賞受賞

２／ 19 ごみはポイ捨てしないで！ 中立地区清掃活動

２／ 21 素晴らしい御浜町のために 第 40 回御浜町老連福祉大会

左上：御浜町長表彰者
左下：老人クラブ連合会長表彰者
右下：参加会員の皆さん

阿田和公民館で、御浜町老人クラブ
連合会（池上徳雄会長）の御浜町老連
福祉大会が開催されました。
会員約220人が参加。式典では、君
が代斉唱、物故会員を偲んで黙祷をし
たあと、池上会長があいさつされまし
た。
「多少の勉強もして、健康な体を
つくり、素晴らしい御浜町のために貢
献しましょう」と述べられました。
続いて行われた表彰式では、老人ク
ラブの指導者として活躍された４名の
方が御浜町長表彰、また、８名の方が
老人クラブ連合会長表彰を受けられま
した。

〒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/

ごみを拾う地域住民の皆さん

県熊野建設事務所の職員と地域住民約40名が、中立の県道御
浜紀和線で道路沿いの清掃活動を昨年に引き続き行いました。
軽トラック一杯分の集まったごみはアルミ缶、スチール缶、
ペットボトル、不燃ごみ、可燃ごみの５種類に分別して処理さ
れました。
ごみはポイ捨てせずに分別して決められた日にごみステー
ションに出しましょう。

発行／御浜町役場
編集／総務課行政係

西地陽二さん
（上市木）が、第 47 回全国青年農業者会議に東海ブロッ
ク代表として出場し、意見発表の部で奨励賞を受賞しました。
意見交換会では「これからの農業経営について」と題して、農業を
始めるに至った経緯から、現在の経営内容や重点的に取り組んでいる
マルチ栽培について詳しく説明し、その内容が評価されました。
西地さんは受賞した喜びのなか「若い人たちと一緒に頑張って産地
を守っていきたい」と抱負を語りました。

2008.4. No.468

マルチ部会会長の瀬古勝信さん（下市木）が、第 67 回中日農業賞
の優秀賞を受賞しました。
マルチシートを使用して、みかんの品質を高める技術をいち早く取
り入れ、セミノールやカラといった中晩柑類の導入し、省力化の成果
などでも、地域の経営モデルになっていることが評価されました。
瀬古さんは「農協をはじめ地元農家の皆さん、普及センターや町の皆
さんのおかげで受賞することができました。今後もマルチ部会を通じて
三重南紀みかんの品質向上に努めていきます」と抱負を語りました。

みはま

みて見て みはま

