御浜町は今年９月、町制施行５０周年を迎えます
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２
３
４～ 5
６
７
８
９
10 ～ 11
12 ～ 13
14 ～ 15
16 ～ 17
18

合併処理浄化槽への切替や下水道接続をお願いいたします
浄化槽をご使用の皆さまへ

「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/

9月1日から福祉医療費助成制度の一部が変わります／国民健康保険税の特別徴収について
みはま100景選定写真募集／タイムカプセル発掘事業
紀南地域写真コンテストを開催します／熊野古道浜街道自然観察会
平和な世界をめざして／御浜町地域貢献促進事業費補助金の補助事業が決定
麻しんの流行と予防接種のお知らせ／後期高齢者医療のお知らせ／年金だより
保育園（所）から町民の皆さんへ／その他の課から町民の皆さんへ
情報コーナー
合併通信／町長だより
はじめまして／カートリッジ式ガスボンベなどの出し方／広報文芸／暮らしのカレンダー
平成20年8月1日発行
みて見てみはま

単独浄化槽、くみとり式トイレ等ご使用の皆さまへ

合併処理浄化槽への切替や下水道接続をお願いいたします
生活排水が、河川や海の水を汚しています
川や海など公共水域の汚れの原因は、家庭からの生活排水、農業・畜産排水、産業排水の３つに
大きくわけられます。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の世代に引き継ぐには、合併処理浄化槽や下水道の普及が緊急の
課題となっております。

生活排水の川、海への影響は！

数値は１人１日あたりの BOD 負荷量を表示

BOD とは水の汚れ度合いを表す指標で、微生物が水の汚れを分解するときに使う酸素の量です。
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合併処理浄化槽の設置、下水道接続状況

４ｇ

平成 20 年４月１日現在

合併処理浄化槽整備地区（阿田和以外の地区）
3,125 世帯の内

設置世帯
1,084 世帯（35％）

未設置世帯
2,041 世帯（65％）

下水道整備地区（阿田和地区（山地・向山・上地の一部以外））
1,209 世帯の内

接続世帯
867 世帯（71％）

未接続世帯
342 世帯（29％）

合併処理浄化槽への切替、設置には、補助金があります
補助金額は、
５人槽 ３３２，０００円 ６，７人槽 ４１４，０００円
８～ 10 人槽 ５４８，０００円
11 人槽以上
無
御浜町の今年度の予定予算は、45 基分で、平成 20 年７月１日現在残り 38 基分となっ
ています。数に限りがありますので、早めの申込をお願いいたします。
†問い合わせ先†
ささのうち
かつみ
にし
えいじ
生活環境課上下水道係 （担当 笹ノ内 克己・西 栄二） ☎３―０５１３


浄化槽 をご使用の皆さまへ
水質汚濁の主な原因は、生活排水といわれています。浄化槽は微生物のはたらきにより生活
排水をキレイにして放流する施設です。このため、適正な維持管理により微生物がはたらきや
すい環境を維持していくことが大切です。浄化槽を適正に維持管理して川や海を守りましょう。

㈳三重県水質保全協会は三重県知事の指定す
る検査機関で、浄化槽の維持管理に大切な法定
検査を行っています。法定検査では次のような
ことについて検査します。
検査員の左胸にある身分証

・浄化槽が正常に機能しているか。
・良好な放流水質が確保されているか。
・保守点検、清掃が適正に実施されているか。

浄化槽の適正な維持管理のため法定検査を
受検してください。
御浜町内の法定検査は、８月～ 10 月に実
施させていただきますので、ご協力をお願い
します。
詳しくは後日、受検対象者に案内文書を送
付致します。
ご不明な点は、下記までお問い合わせくだ
さい。

†問い合わせ先†
三重県知事指定検査機関
社団法人 三重県水質保全協会
検査課
☎０５９―２２６―００１０
平日（８：３０～１７：１５）
関係行政機関
役場生活環境課上下水道係
☎３―０５１３

検査員の正装

車体の両側に協会名称

皆様のご家庭には検査員が上記の
写真で訪問させて頂きますので、ご
不審の場合は当協会へご連絡をして
いただくようお願いします。



障がい者・一人親家庭等・乳幼児保護者の皆さんに
～９月１日から福祉医療費助成制度の一部が変わります～

① 障がい者医療費助成について、精神障害者保健福祉手帳１級にかかる
通院分医療費が新たに助成対象となります。
② 乳幼児医療費助成について、対象年齢が小学校就学前までに拡大され
ました。
③ 入院時の食事代の助成については、廃止となります。
※ ①②の対象となる方には事前に申請書を送付しますので、健康福祉課まで提出してください。

改正後の福祉医療費助成制度の概要
助成の種類

対

象

者

助

成

額

◆身体障害者手帳１級～３級の認定を受けた方
◆知的障害の判定を受けたＩＱ 50 以下の方、または療育 医療費の自己負担額
障 が い 者
手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１の認定を受けた方
※医療機関での 10 円
◆精神障害者保健福祉手帳１級の認定を受けた方
未満の端数処理に
（通院にかかる費用のみ）
より、実際に負担
◆一人親家庭の父または母と、18 歳年度末までの児童
した額と異なる場
一人親家庭等
◆父母のいない 18 歳年度末までの児童
合があります。
乳

幼

児

◆小学校就学前の乳幼児

※ 各種類とも、所得制限があります。
これらの医療費の助成を受けるためには、健康福祉課への申請が必要です。
また、福祉医療費助成制度は毎年９月１日で受給資格の更新をします。現在、福祉医療費の助成を受
けている方には、８月上旬に更新申請書を送付しますので、期日までに健康福祉課へ提出してください。

■ 新規の申請に必要なもの
①健康保険証
②郵便局以外の預金通帳
③身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳（障がい者の場合のみ）

■ 診療を受けるときは
健康保険証と一緒に受給資格証を医療機関（調剤薬局を含む）の窓口へ必ず提示してください。医
療費の自己負担額については、一旦お支払いください。

■ 助成を受けるには
《県内で受診する場合》受診時に医療機関へ受給資格証を提示していただければ、役場から振込み
します。
《県外で受診する場合》受診した医療機関で福祉医療費領収証明書（役場様式）を書いてもらって、
役場へ提出していただければ、役場から振込みします。
※後期高齢者医療保険対象者の方は、県内外にかかわらず医療機関での手続きの
必要はありません。
※レセプト等の確認のため、振込みには３～５ヶ月程度かかる場合があります。

†問い合わせ先†


さかぐち か ず み

健康福祉課福祉係 （担当 阪口和美） ☎３―０５１５

65 歳以上の国保加入者の皆さんへ

国民健康保険税 の 特別徴収（年金天引き）について
国の医療制度改革により、平成 20 年４月か
ら、介護保険の特別徴収に加え、国民健康保険
税の特別徴収がはじまりました。特別徴収とは、
年金からあらかじめ保険税が徴収（年金天引き）
されるというものです。
御浜町の特別徴収予定者は、372 名（７月現
在）で、今年の 10 月から年金天引きの実施を
予定しています。

○対象となる方
次の①～③すべてにあてはまる方が対象となり、それ以外の方はこれまでと同じ納付方法となります。
①国民健康保険加入者全員が、65 歳以上 75 歳未満で構成されている世帯の世帯主
※擬制世帯主（他の健康保険に加入している世帯主）は除きます。
②すでに介護保険料が年金天引きされている 65 歳以上の方（年額 18 万円以上の年金受給者）
③国民健康保険税と介護保険料の１回あたりに徴収する保険料（税）
（合算額）が、２カ月に
１回支給される年金受給額の２分の１を超えない方

○年金天引きをやめて、口座振替にする場合
今年の 10 月から年金天引きとなる方のうち、次の①、②のどちらにもあてはまる方は、税務住
民課の窓口へお申し出いただくことにより、
保険税を口座振替により納付いただくことができます。
①これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方
②これからの保険税を、口座振替により納めていただける方

お申し出は、８月 15 日（金）までにお願いします。
※８月 15 日を過ぎてお申し出いただいた場合は、12 月分以降の年金から中止させていただくことに
なります。ご了承ください。
†問い合わせ先†
なかむらかずひこ
税務住民課税務係（担当 仲村和彦）
☎３―０５１０


町制施行 50 周年記念
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選定写真募集

町制施行 50 周年を記念して、御浜町の人々の生活・文化・風習・自然景観など、100 景を選定し、
御浜町の素晴らしさを再確認し、後世に引き継ぐことを目的として、写真を募集します。
【対象作品】御浜町内の行事・自然・街並みなど
【応募資格】御浜町在住者または御浜町出身者。
年齢は問いません。
【作品規格】特にサイズは問いません。
※カラー、モノクロは問いません。デジタ
ルカメラも可（600 万画素以上）。インク
ジェットプリントは不可。ＣＧ、合成写真
は不可。３年以内程度に撮影された写真。
【応募方法】
①１人３点まで。
②役場本庁・尾呂志支所・神志山連絡所・町民
サービスセンターに備え付けの応募用紙に必
要事項を記入して提出してください。その際
撮影場所・撮影年月日・撮影者氏名を忘れず
に記入してください。
③写真裏面に作品の天地を明記してください。
④作品は、展示終了後に返却いたしません。
※作品の使用権は主催者に帰属します。作品
は作品集や展示会など、主催者や関連団体
の広報活動に使用させていただく場合があ
ります。また、この場合において、撮影者
のお名前を掲載させていただく場合がござ
います。

阪本地区の風景

【応募締切】８月 29 日（金）
【各賞紹介】町長賞、議長賞 他
【審査・発表】審査：９月下旬
発表：10 月中旬
※入選者には直接通知します。
【作品展示】作品を 11 月上旬予定の町制 50 周
年記念式典時に会場周辺で展示予定です。
†問い合わせ先†
税務住民課
おかもと ゆ う じ

（担当 岡本有司）
☎３―０５１２

町制施行 50 周年記念 タイムカプセル発掘事業

20 年前にタイムスリップ してみませんか？
御浜町では、昭和 63 年度に町内４小学校の
児童らの作文、自作の絵、写真などを密封容器
に入れ、それぞれの学校のグラウンドに「タイ
ムカプセル」として埋設しました。
それから 20 年後の本年、「町制施行 50 周年
記念事業」として、この「タイムカプセル」を
当時小学生の皆さんと教員ら関係者により、思
い出とともに掘り起こそうというものです。
【日時】８月 31 日（日） ※小雨決行
①御浜小学校 ･･･ 午前９時 30 分～
②神志山小学校 ･･･ 午前 11 時～
③尾呂志学園小学校 ･･･ 午後 12 時 30 分～
④阿田和小学校 ･･･ 午後２時～


20 年前の小学生の皆さん、また地域住民の皆
さん、「タイムカプセル発掘事業」に参加して、
懐かしい時代にタイムスリップしてみませんか。
†問い合わせ先†
御浜町中央公民館
かみがいと も り お

（担当 上垣内守雄）
☎２―３１５１

第18 回

グラ
賞金 ンプリ
10 万
円 !!

紀南地域写真コンテストを開催します

紀南地域活性化協議会は、紀南地域の生活や美しい景観など生活感、季節感あふれた
姿を写した作品を募集し、紀南地域写真コンテストを開催します。
【募集テーマ】
①一般部門 「紀南の人々と暮らし」
②特別部門 熊野賞「熊野の夏」
御浜賞「御浜の四季」
紀宝賞「紀宝の風景」
【募集期間】 平成 20 年 12 月 15 日（月）
～平成 21 年１月 15 日（木）
【発表・表彰式】 平成 21 年３月 14 日（土）
（予定）
【審査員】
筒井 三四郎 氏
（社）日本広告写真家協会会員（APA）
第 17 回 写真コンテストグランプリ
（有）ツツイスタジオ主宰
「鬼ヶ城から見る満月」倉中亀男氏
川村 文康 氏
（株）Advision （デザイン、広告、総合企画会社）代表取締役
※住民の皆様にお願い
撮影をされる方のうち希望される方には「参加者カード」を発行しております。
もし「参加者カード」を身に着けた方を見かけましたら、できるだけ撮影にご協力ください。
†問い合わせ先†
紀南地域活性化協議会（御浜町産業建設課内）
まえ
わたる
（担当 前 亘）☎３―０５１７

熊野古道浜街道自然観察会

花や木 と 仲良くしよう！
熊野古道浜街道周辺の花や木を観察します。また、
木のラベルや間伐材でオリジナルキーホルダーを作ります。
自然と親しみ、自然から学び、自然を守る大切さを学びましょう。
【実施日】８月 24 日（日）午前９時～正午
【集合場所】道の駅パーク七里御浜 駐車場
【講 師】花尻 薫 氏（熊野古道語り部友の会会長）ほか
【対 象】小学生親子 15 組（先着順）
【申込み】８月 20 日（水）までにお申し込みください。
†問い合わせ先†
紀南地域活性化協議会（御浜町産業建設課内）
まえ

（担当 前

わたる

亘） ☎３―０５１７


平和な世界をめざして
御浜町では、８月を「御浜町平和月間」と定め、町民の皆さんの自主的な
活動と連携を図りながら平和を願う取り組みを行います。
一人ひとりが、戦争のない社会、平和な世界を作るためにはどうしたらよ
いかを考えたり、みんなで話し合ったりしてみましょう。

原爆ポスター展

【日
【場
【主

時】７月 25 日（金）～８月８日（金）
所】中央公民館ロビー
催】御浜町、教育委員会
☎３―０５０５（役場総務課）

原水協夏の平和展

【日

時】８月 24 日（日）
午後１時 30 分～午後３時
【場 所】尾呂志公民館
【内 容】写真展、ビデオ上映
【参加費】無料
【主 催】原水爆禁止御浜協議会
☎２―１７８３

へいわのつどい in みはま

【日

時】８月 24 日（日）
午後１時 30 分～午後６時
【場 所】福祉健康センター
【内 容】講演、朗読、コンサート、喫茶コーナー
（歌声喫茶）など
【参加費】無料
【主 催】ボランティアグループ きゃん
☎２―３８１３
（ボランティアセンター）
†問い合わせ先†
総務課庶務管理係
や ま だ かずなり
（担当 山田一成）
☎３―０５１２

御浜町地域貢献促進事業費補助金の補助事業が決定しました
平成 20 年度御浜町地域貢献促進事業費補助金の
補助事業が、次の４事業に決定しました。この補助
金は、住民が自ら考え主体となって行う、より良い
地域づくりのための活動に対し、支援するものです。
選ばれた４つの団体は、事業の実施を通して自分
たちのまちを良くしていこう、元気にしていこうと
張り切って事業の準備を進めています。今後の活動
にご期待ください。
団 体 名
趣味の会「和」なごみ
〈代表 北地 哲子〉
きゃん（ボランティアグループ）
〈代表 宇城 公子〉
尾呂志地区自主防災連絡協議会
〈代表 亀田 昭治〉
御浜ミュージックフェスティバル実行委員会
〈代表 野地本 隆〉

事 業 名
地域ふれあい広場開催
及びゴミ減量化啓発事業
「へいわのつどい in みはま」開催事業
防災啓発事業

補助金額

14 万 5 千円
20 万円
25 万円

御浜ミュージックフェスティバル実施事業 17 万 9 千円

※各事業の開催日時や場所等はそのつど団体からの
ご案内、呼びかけ等があります。

†問い合わせ先†
しもかわひろなる
総務課行政係（担当 下川博愛）☎３―０５０５


御浜ミュージックフェスティバル（平成 19 年度）

麻しんの流行と予防接種のお知らせ
麻しん（はしか）の流行は、例年６月まで
にピークを迎えますが関東地区ではいまだ
に麻しん患者の届出があります。三重県でも
41 件の感染例（7/15 現在）があり、四日市
大学では９名が感染したため休講措置を行う
など大きな社会問題となりました。
麻しんは、ワクチン接種により予防できま
す。予防接種の通知を受けた方は、できるだ
け早く予防接種を受けてください。
高校３年生に相当する年齢の方は、夏休み
期間中、紀南病院内科にて接種を受けること
ができます。この機会に予防接種を受けてく
ださい。

75 歳以上の皆さんへ

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
う え の きいちろう
（担当 上野喜一郎）
☎３―０５１１

後期高齢者医療のお知らせ

保険料通知のお届け時期の変更について
広報６月号で、保険料の通知を７月中旬に
送付させていただくことをお知らせしました
が、あらたに政府において低所得のかたに対
する保険料の追加軽減措置が実施することが
決まったため、８月中旬の送付に変更させて
いただきます。
納付方法の変更について
（年金天引きをやめて、口座振替にする場合）
年金天引きの方のうち、ご希望により、ご本
人又は世帯主・配偶者の口座からの振替に変更

年金だより

【対象年齢】平成２年４月２日～
平成３年４月１日生まれの方
【接種期間】７月 22 日（火）～８月 29 日（金）
の月 ･ 木 ･ 金曜日の 13 時から
※接種を希望する日の１週間前までに内科外
来にて予約をお願いします。
【予約電話受付】月～金曜日の 14 時～ 17 時
＜時間厳守＞☎２―１３３３

できる場合があります。国民健康保険税の納付
状況、収入等の一定の基準がありますので、詳
しくは税務住民課までご相談ください。
10 月天引き分からの変更をご希望の場合
は８月 15 日（金）までにご相談をいただき
ますようお願いします。
†問い合わせ先†
税務住民課税務係
なか
み さ き
（担当 仲 美咲）
☎３―０５１０

すべての方に『ねんきん特別便』が届きます！

年金記録を確認して、必ず回答しましょう
すべての現役加入者に、10 月までに「ね
んきん特別便」が届けられます。
年金記録に「もれ」や「間違い」がなくて
も、すべての方が必ず回答することになって
います。忘れずに必ず回答しましょう。
自営業者、専業主婦、学生などの現役加入
者の方には、
直接本人の住所に届けられます。
また会社勤めの方には、お勤めの会社を通じ
て、もしくは、直接、本人の住所に届けられ
ます。年金受給者の方には、直接、本人の住
所に届けられます。

住所変更の手続はお済ですか
「ねんきん特別便」が確実に届けられるた
めには、正しい住所が必要です。変更の手続
きを忘れずに。
氏名が変更されていませんか
平成８年以前に旧姓で年金に加入していた
方は、特に、注意して記録を確認してください。
†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



保 育 園 （所）から町民の皆さんへ
御浜っ子、未来に向かって ジャンピングゥー !!
課の紹介
地域とのつながりを大切にしながら、子どもを健やかに育てること、子育てをしている保護者を支
援することが保育所の役割です。保育目標として、
◎元気に挨拶の出来る子
◎思いやりの気持ちを持ち友達と仲良く遊べる子
◎自分で工夫しながら遊べる子
◎好き嫌いなく何でも食べられる子
◎草花や動物たちに興味・関心をもつ子
これらを目標として、愛情豊かで思慮深い保育を
進めることにより、豊かな人間性を育成できるよう
に心がけています。
市木保育所長 梶家 洋子
市木保育所

阿田和保育園

市木保育所分園尾呂志保育所

志原保育所

市木保育所分園神木保育所

子育て支援室

下田恭子のつぶやき
「せんせいおはようございます！！」 子ども達と元気な挨拶を交わすことから一日は始まります。今日はみ
んな笑顔で保育所へ来てくれるかな・・・とドキドキ。「せんせい だいすき！」と抱きついてきてくれるとやっ
ぱり嬉しいものです。子ども達の笑顔は「やる気の元。」無邪気な笑顔を見ると今日も
頑張ろうと思えてきます。子ども達にたくさん助けてもらって癒されているなと実感
する毎日です。保育士の仕事の難しさ、責任の重さも感じ、落ち込んだり、悩んだり
どうしたら良いか分からなくなったりする事も多々ありますが、上手くいかなくても
焦らず試行錯誤を繰り返しながら、子ども達と共に自分も成長していきたいです。
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そ の 他 の 課 から町民の皆さんへ
出納室の紹介
出納室は、皆さんの
家庭に例えると「家計
のやりくり」にあたる
仕事をする部署で、税
金や国・県からの補助
金を金融機関を通じて
収納するとともに、各課から提出される支出の
ための書類を審査し、法令に照らして支払事務
を行っています。また、役場で使用する事務用
品の一括購入や備品の管理、決算書の作成など
も行います。
出納室長 林 義尊

議会事務局の紹介
議会事務局は、議会
の運営の事務、監査委
員会の事務、公平委員
会の事務を行なってい
ます。また、これらは
別々の機関で、町役場
とは独立した機関になります。町議会では、町
民の意思や要望を行政に反映させるため、町の
発展のために議論されており、事務局職員は、
本会議・委員会の事務や会議録の作成を行なっ
ています。
議会事務局長 松本繁春

東紀州観光まちづくり公社の紹介
東紀州観光まちづく
り公社は県、紀北町、
尾鷲市、熊野市、御浜
町、紀宝町の職員、総
数 15 名で東紀州地域
の活性化に取り組んで
おります。
熊野古道をはじめとした地域資源の魅力を理
解してもらうとともに、来訪者の増加を目指す
取組みや地域の特産品を全国の消費者をター
ゲットにした販路の開拓・拡大への取組み、ま
た、熊野古道語り部友の会やみえ熊野学研究会
など、地域の人々による自主的な地域づくり活
動の促進など、さまざまな取り組みを行ってい
ます。

紀南介護保険広域連合の紹介
紀南介護保険広域連
合は、介護保険を正し
く効率よく運用するた
め、平成 12 年度の介
護保険制度開始と同時
に設立されました。
三重県熊野庁舎内に事務所を設置し、熊野
市・御浜町・紀宝町よりそれぞれ職員が派遣さ
れ運営しています。保険料の賦課徴収や保険給
付、要介護・要支援認定など、介護保険に関す
る業務全般の他、紀南地域の保健・医療・福祉
の総合的な調整機関としても位置付けられてい
ます。

崎本まさかずのつぶやき
久しぶりに世界遺産熊野古道横垣峠を歩いてみよう。現在一部通行止めなので阪本地区折山神社から峠付近
の東屋までの往復を歩く。きれいな花、動物などカメラに収められたらいいな。ということでしたが、出会え
た動物は猿２匹にトカゲ、川トンボのみ。花にいたっては、カメラ写りのいい
ものは見つけられませんでした。そこで阪本川上流にある人工の溜池の三倉池
を見にいくことに、1846 年に作られ、現在は利用されていない池ですがこの日
は水が溜まっていませんでした。残念！（写真は以前撮ったものです。）古道を
はじめ歴史に触れるのはいいものですね。すがすがしい空気を吸いながら一度
歩いてみませんか。
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役場の開庁時間

情報 コ ー ナ ー
児童扶養手当制度のお知らせ
児童扶養手当とは、離婚等により母子家庭と
なった場合、
18 歳までの児童を養育している母、
又は母にかわる養育者に支給される手当です。
手当支給額は、児童１人の場合、所得に応じ
て月額 9,850 円～ 41,710 円の範囲で決定されま
す。ただし、手当を受ける人の所得が限度額を
超えている場合は、支給停止となります。
所得制限限度額や受給資格等詳しくは、下記ま
でお問い合わせください。

８月は現況届の提出月です
現在、児童扶養手当の認定を受けている方に
は、８月上旬に現況届に関する案内を送付します
ので、期限内に忘れずに手続きをしてください。
†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

特別児童扶養手当制度のお知らせ
特別児童扶養手当とは、20 歳未満で精神又
は身体に一定の障害を有する児童を養育してい
る父、もしくは母、又は父母にかわる養育者に
支給される手当です。
手当支給額は、１級該当児童１人につき月額
50,750 円、２級該当児童１人につき 33,800 円
です。ただし、手当を受ける人の所得が限度額
を超えている場合は、支給停止となります。
所得制限限度額や受給資格等詳しくは、下記
までお問い合わせください。

８月は所得状況届の提出月です
現在、特別児童扶養手当の認定を受けている
方には、８月上旬に所得状況届に関する案内を
送付しますので、期限内に忘れずに手続きをし
てください。
†問い合わせ先†
さかぐち か ず み
健康福祉課福祉係（担当 阪口和美）
☎３―０５１５
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■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。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」
で入院時の食事代が減額できます
対象者は、国民健康保険及び長寿医療制度加
入者で世帯全員が住民税非課税の方です。
すでに認定証をお持ちの方は、有効期限が７
月 31 日ですので、８月中に更新の手続きをお
願いします。
（新規に申請する方は、随時受付
けています。
）
申請に必要なもの
国民健康保険証又は長寿医療保険証、印鑑、
認定証（更新者のみ）
、入院した医療機関の領
収書（過去 12 ヶ月の入院日数が 90 日を超えて
いる場合）
※ 70 歳未満の国民健康保険加入者については、
課税世帯であっても手続きができます。この
場合、
「限度額適用認定証」が交付されます。
（食事代の減額はありません。
）
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係
やまもとこういちろう

（担当 山本幸一郎）
☎３―０５１２

特定健康診査が始まります
８月上旬に 40 歳以上の方を対象に特定健診
に必要な受診券等を送付します。同封する案内
文にて期間・場所・持参物・申込み方法等を確
認の上、実施期間内に受診してください。
【対象者】40 歳以上の御浜町国民健康保険加入
者又は健康保険未加入者、65 歳以上の生活
機能評価検査対象者
【自己負担金】原則 500 円
†問い合わせ先†
国民健康保険特定健診については
はたなかよしなり
税務住民課保険年金係（担当 畑中芳成）
☎３―０５１２
生活機能評価検査・健康保険未加入者の健診に
ついては
しも
み ほ
健康福祉課健康づくり係（担当 下 美穂）
☎３―０５１１

紀宝警察署メールボックス

町制施行 50 周年記念事業
東京混声合唱団コンサート実施
【日 時】９月６日（土）午後７時～
【場 所】中央公民館アメニティーホール
【入場料】大人 1,000 円、高校生以下 500 円
全席自由
【チケット】７月 13 日（日）から発売しており
ますので、お問い合わせください。
この公演は宝くじの助成により特別価格にて
行われます。
†問い合わせ先†
御浜町中央公民館
かみがいと も り お
（担当 上垣内守雄）
☎２―３１５１

陸・海・空自衛官募集
採用種目

受付期間

試験日

受験資格

男 年間を通じて ９月24日
２等
陸・海・空士
８月１日～
（任期制隊員）女
９月29日 18 歳以上
９月10日
27 歳未満の者
一般曹候補生
９月20日
（非任期制隊員） 男女とも
８月１日～
高卒
９月10日
航 空 学 生
９月23日（見込み含）
（パイロット養成）
21 歳未満の者

†問い合わせ先†
自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７―８５―２２１４

水稲共済加入の皆さんへ
水稲作付田で３割以上の被害があると思われ
る方は、すぐに地区の損害評価員又は東紀州農
業共済事務組合に連絡し、損害評価野帳に必要
事項をご記入のうえ、被害田に「被害表示の立
札」を立ててください。
詳しくは、東紀州農業共済事務組合までお問
い合わせください。
†問い合わせ先†
東紀州農業共済事務組合
☎０５９７―８５－３８２１

道路交通法の一部改正について
～平成 20 年６月施行～

《運転者に関する新しい交通ルール》
○運転者は助手席以外の座席の同乗者にもシート
ベルトを着用させなければなりません。
○ 75 歳以上の自動車運転者は「高齢運転者標識」
を表示しなければなりません。
《自転車の新しい通行ルール》
○自転車は「子供や高齢者が運転する場合」や「車
道通行が危険な場合」も歩道を通行できます。
○自転車は、歩行者用信号機のある横断歩道を通
行できます。
○ 13 歳未満の子供を自転車に乗車させるとき、
保護者はヘルメットを着用させるよう努めな
ければなりません。
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５―３３―０１１０

ふるさとで働こらい

就職説明会

【日時】８月 14 日（木）午後 1 時 30 分～ 3 時
【場所】パーク七里御浜モール・ピネ 3 階会議室
†問い合わせ先†
東紀州地域雇用創造推進協議会事務局
☎０１２０―３８５―２４５
URL http://www.higashikishu-koyou.org/

第一次救急医療休日在宅当番医
●●●

3日
10 日
14 日
15 日
16 日
17 日
24 日
31 日

８月の担当医

●●●

原 田医院（熊野市木本町）     ☎ 88－0035
島崎整形外科（熊野市有馬町）  ☎ 89－3739
和田医院（熊野市井戸町）         ☎ 85－3668
紀和診療所（熊野市紀和町）     ☎ 97－0710
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
熊野病院（熊野市久生屋町）      ☎ 89－2711
井本医院（熊野市新鹿町）         ☎ 86－0016
尾辻内科クリニック（熊野市井戸町） ☎ 85－2021
大石産婦人科（熊野市有馬町）  ☎ 89－1717
寺本クリニック（紀宝町鵜殿） ☎ 32－0005
多田医院（熊野市新鹿町）        ☎ 86－0011
熊野病院（熊野市久生屋町）      ☎ 89－2711
尾呂志診療所（御浜町上野）     ☎  4－1014
協立医院（熊野市井戸町）         ☎ 89－5035
相野谷診療所（紀宝町井内）     ☎ 34－0011

※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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総務省の「市町村の合併に関する研究会」は、「平成の大合併」を検証した報告書を今年
６月に発表しました。
今後、御浜町が合併に向けて取り組むに当たって参考となる部分を紹介します。

合併による行財政（市町村） への効果
○組織・行政運営
合併した市町村の約９割の市町村において、
組織体制の充実・専門化を図っています。特に、
少子化対策や地域振興を担当する部署や職員が
充実しています。
＜事例＞
◆子ども総合支援室の設置（三重県亀山市）
◆コミュニティ推進室の設置（山口県宇部市）

○財 政
全国で特別職・議会議員が約 21,000 人減少し、
年間約1,200億円の効率化が図られる見込みです。
人口が１万人未満であった市町村の中で合併
した市町村と、未合併の市町村で財政力指数の
平均を比較すると、合併した市町村で 0.22 か
ら 0.42 になり、未合併市町村で 0.26 から 0.30
となっています。

合併による住民生活への効果
○住民サービスへの取り組み
合併した市町村の約８割で、専門的なサービス
の実施、住民サービスの維持・向上に取り組んで
います。特に少子・高齢化対策などの福祉分野で
の住民サービスの拡充を図っています。
＜事例＞
◆無医地区への診療所開設（山梨県南部町）
◆学校選択制の導入（福岡県宗像市）
○コミュニティ振興への取り組み
合併によって行政区域が広くなり住民の声が

届きにくくなる等の懸案に対処するため、コ
ミュニティ組織の設置や人的・財源的支援の取
り組みを行っています。また、住民の中にも、
行政に頼らず自助自立の意識が高まり、自立に
向けた動きも出てきています。
＜事例＞
◆地区コミュニティ協議会制度の導入（鹿児島
県薩摩川内市）
◆「地域創造基金」を活用し、自治会等の活動
支援（岩手県宮古市）

全国の市町村合併の状況
「平成の大合併」の始まった平成 11 年 4 月か
ら平成 20 年 11 月（見込み）までの間に全国の
市町村数は 3,232 から 1,784 まで減少していま
す。全体の 63.6%に当たる 2,054 の市町村が合
併を決めたことになり、合併が相当進展したと
いえる一方で、人口１万人未満の小規模市町村
が現時点でも 482 存在しています。

また、現在でも各地域で合併協議が進められ
ています。全国で、189 市町村が 43 の協議会、
研究会等を組織して合併に向けた取り組みが行
われています。
†問い合わせ先†
総務課合併推進室
なかもと

まさる

（担当 中本 勝）
☎３―０５０５

＜お知らせ＞
御浜町のホームページに「合併推進室」のコーナーが出来ました。合併についての情報など、
こちらでもチェック出来ますので、是非、ご覧ください。
ＵＲＬ http://www.town.mihama.mie.jp/ （トップ画面の左側の青いボタンです。
）
14

町長だより
No.16
皆さん、こんにちは。暑い日が続いて
おります。お体に気をつけてください。

いつ石油高が収まるのでしょうか
世界の投機マネーによる石油の値上が
りがガソリンそのものと、それに伴う
諸物価の値上げをまねき、仕事と暮ら
しに大きなマイナスの影響を与えてお
ります。
35 年ぐらい前になるでしょうか、第
一次オイルショックがあり、それから
ほどなく第二次のオイルショックがあ
りました。
いわゆる買いだめでトイレットペー
パーをはじめ、いろんな生活物資が店
頭から消え、都会では街のネオンが消
えるなど、大騒ぎになったことを記憶
しておられると思います。
この時は、国をあげての省エネの工夫
や生活防衛の努力で何とか乗り切った
わけですが、経済全体で言えば、その後、
バブルがはじけるまで高度成長が続い
ており、経済面での豊かさは増え続け
ていました。ただ今起きているオイル
ショックとは性質の違うものだと言わ
れています。
現代の日々の暮らしは世界経済に大き
く組み込まれていて、その度合いは 30
年前、40 年前よりはるかに大きくなっ
ています。
どんな形でこの状態から脱することが
できるのか容易に想像がつきませんが、
何としても新たな安定に到達しなけれ
ばなりません。
夏です
先日、７月５日、神木と尾呂志の夕
涼み会におじゃまして来ました。また、

古川

弘典

12 日には選果場でのビアガーデンに行っ
てきました。どこにおいても子供たちの笑
顔が一番目に付きました。お年寄りから
子供までという言い方のとおり、各年代
が交じり合った集まりは人の心を和ませ、
幸せ感に満ちています。
神木では、子供たちの俳句会がおこなわ
れておりました。かわいい句がたくさん
会場広場の中央に設けられた、やぐらの
周りに吊るされていました。昨年は公民
館の中で催されていましたが、暗くなっ
てきた外での会はいかにも夏の夕涼み会
にふさわしいものと感じました。
ここを後にして、尾呂志に回りました。
尾呂志会場もとてもにぎやかでしたが、着
いた時、丁度、公民館の舞台では子供た
ちの合唱が披露されていて、その上手な
ことにびっくりしました。
少子高齢化はまぎれもない事実ですが、
これらのお祭りの場では、どっこいみんな
頑張っているぞという感じです。７月４日
に開催された老人クラブ連合会ふれあい
健康研修会では、集まりに出席できない
体調の方々もおられることを思いながら
も、
元気なお年寄りが 200 人以上参加され、
紀南病院の野口院長の楽しいユーモアあ
ふれる講和や体操やゲームなどを楽しん
でおられました。老人パワー、熟年パワー
を発揮しつづけていただきたいものです。
13 日の早朝、七里御浜クリーン作戦が
実施されました。今年は 18 回目でしたが
スタートした時から、ほとんど参加して
いるという方もおられ頭が下がりました。
ほかにも沢山あります夏の行事がこれか
らも元気に続きますように。
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カートリッジ式ガスボンベ
などの出し方について
紀南清掃センターＲＤＦ施設において、収集さ
れた燃料ごみの中に、卓上コンロ用のカートリッ

阿田和

♥

♥

平成20年５月1日～31日届出分

やよい

今回は大事には至りませんでしたが、人命に関
わる重大な事故になる恐れがありますので、清掃
センターから各市町に対し、分別を徹底し、カー
トリッジ式ガスボンベやスプレー缶は、絶対混入

さくら

畠山 弥生ちゃん
ゆたか

ジ式ガスボンベが混入していたことが原因で爆発
事故がありました。

宮尻 桜ちゃん

ゆう き

ゆうき

かずな

雄樹さん・和奈さん

市

木

しない様にとお願いがありました。
カートリッジ式ガスボンベやスプレー缶は、燃
料ごみに出さず最後まで使い切り、必ず缶に穴を開

♥

♥

裕さん・結季さん

け金物の日に出していただくようお願い致します。
†問い合わせ先†
生活環境課環境係
も な

げん

須川 颯太くん

とし え

まさかず

玄さん・敏恵さん

ゆ み こ

雅一さん・由美子さん

後呂 智子

うめかお

梅 香る よろこび定む 耳順かな

榎本 弧星

あお

仰ぎ見る 花も浴びたり 車椅子

榎本 宣子

にわさき

庭先の 病葉を掃く 日課かな

大平

うで

腕を組む 畦の農夫や 春立ちぬ

尾崎貴美子

みずい

み

く

あ

は

くるまいす

じじゅん

にっか

はる た

春季俳句大会作品抄

さだ

のうふ

やま い く え

ゆう ぐ

平成二十年度

はな

わくらば

あぜ

かわず がっしょう

くかい

入選句他

昭

杉目 黄渓

水入りて 蛙の合唱 山幾重

にお

初燕

はつつばめ

蛙 鳴く

かわず な

かぜ

小野はるみ

もち

き

なつ

うみ

さくら餅 匂ふ句会や 夕暮れる

たび み や げ

ゆ

う

旅 土産 聞かせておくれ

須崎久美子

さとやま

里山を 行けば懐かし

須崎 行雄

はつちょう

初 蝶 の 生れしばかり 海の風

も

世帯数 4,349 戸 （＋8 戸）

中納 米子

ごと

あ

はな

女05,293 人 （＋9 人）

ぼ け せきじつ

らっか

ぼ け

男04,622 人 （＋1人）

いどばた

たいじゅ

にわ

人 口 9,915 人
（＋ 10 人）

井戸端の 木瓜昔日の 如く燃え

梛山 てい

しふく

至福かな 大樹の落花 ひとり浴び

し

ぼしゅん

いろ

えき

はなふぶき

はな

七海 笑涙

はいおく

はな

あおぞらのこ

な

せかいいさん

もめん ざ ぶ と ん

廃屋と 知らずや庭の 木瓜の花

真砂 笑子

こうてい

校庭に 青空残る 暮春かな

向井かおり

ひとあめ

一雨に 菜の花の彩 こぼれけり

向井 春羊

むらじゅう

村 中 が 世界遺産や 花吹雪

山本 要子

れっしゃ ま

列 車 待つ 木綿座布団 花の駅

7 月１日現在の人の動き
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さかぐちてるゆき

（担当 坂口照幸）
☎３―０５３１

そう た

田室 杜梛ちゃん

は無いと思います。でも、水泳だけでなく、何
かが出来るということは、それだけいろいろな
ことに対して、可能性や選択肢が増えます。今
今回、表紙の撮影に阿田和小学校の水泳の授
は、水が怖い子どもも、水への恐怖を少しずつ
業に行ってきました。暑い日が続いていたこと
でも克服していければいいですね▼来月の９月
もあり、子どもたちは、楽しそうに泳いだり、
１日に、御浜町は町制施行 50 周年を迎えます。
水を掛け合ったりしていました。なかには、水
広報も９月号に町制施行 50 周年特別ページを予
に顔をつけるのが苦手な子どももいましたが、
定しています。昔の写真とかも入れますが、風
先生に手をとってもらい、おそるおそる顔を水
景の懐かしさと周辺の変わり様に驚きがつきま
につけて頑張っていました▼泳げなくても、ス
せん。皆さんも楽しみにしてください。
キューバーダイビングは出来るそうですし、一
は し じ まさなお
（総務課行政係 端地正尚）
生泳げなくても日常生活で、そんなに困ること

ⅱ↗ⅻⅼ

…ごみ関係（生活環境課 ☎３－０５３１）
…健康づくり係関係（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。
）

暮 ら し の カレンダー

※火曜日のソフトテニス教室が、雨天のため中止の時は、その週の木曜日に変更になります。

1 金

子どもの広場 ( 自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター 18 月
太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

2 土 ゴルフ教室

9:00 ～ 11:00

多重債務者相談 10:00 ～ 12:00 役場 1 階会議室

清掃センター

19 火

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00
13:00 ～ 14:00

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

胃がん検診
（予約制） 8:00 ～ 10:00 尾呂志公民館

3 日 子宮がん検診（予約制）

8

行政 ･ 人権 ･ 心配ごと相談 9:00 ～ 12:00 役場１階会議室

尾呂志公民館

乳がん検診【エコー】
（予約制）9:00～11:00 13:00～14:00 尾呂志公民館 20 水 ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）
バレーボール教室 17:45 ～ 19:00 体育センター

グラウンドゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 寺谷総合公園

4 月 バレーボール教室

17:30 ～ 19:00

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

5 火

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00

体育センター

21 木

（阿田和・尾呂志地区）

22 金

ありんこ広場 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

6 水 バレーボール教室

17:45 ～ 19:00

体育センター

23 土

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）

7 木

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

8 金

24 日

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

ソフトボール教室 14:00 ～ 16:00 御浜小学校
熊野古道浜街道自然観察会（申込制）9:00 ～ 12:00 浜街道周辺
資源持込日 8:00 ～ 12:00 リサイクルセンター
17:30 ～ 19:00

体育センター

26 火 収集日（市木・神志山地区）
ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

くまの木て海て市場 「道の駅」パーク七里御浜

生命の貯蓄体操 14:00 ～ 15:00 福祉健康センター

9:00 ～ 11:00

清掃センター

10 日

27 水 ゴルフ教室

28 木

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）

年金相談 10:00 ～ 14:00 役場 1 階会議室
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 ミハマＧＧ

14 木 紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
15 金 子どもの広場 ( 自主活動）9:30 ～ 11:30
16 土 ゴルフ教室

9:00 ～ 11:00

福祉健康センター

清掃センター

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

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

11 月

17 日

ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

バスケットボール教室 14:00 ～ 15:30 体育センター

13 水

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

9 土 ゴルフ教室

12 火

子どもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

25 月 バレーボール教室

子育て相談・7 ～ 8 か月児相談 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター
ちょっと気になる子ども相談
（予約制） 役場

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校
サッカー教室 19:00 ～ 21:00 御浜中グラウンド

うんどう教室（自主活動） 10:00 ～ 11:30 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

１歳６か月児健診（個別通知） 福祉健康センター

29 金

４か月児・10 か月児健診（個別通知） 熊野市保健福祉センター
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
太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

30 土 ゴルフ教室

9:00 ～ 11:00

31 日 タイムカプセル発掘

清掃センター

町内各小学校

８月の納税期限

●町 県 民 税 第２期
●国民健康保険税 第３期
納期限 9月 1日（月）
なお、国民健康保険税本算定（第３期～第６期分）の納税
通知書は、８月中旬にお届けしますのでご確認ください。
※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。
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広報

６／ 24

みんなで上手にできたかな ふれあい会

７／５

七夕飾りを作る皆さん

夏の思い出 夕涼み会、夏祭り

市木保育所

阿田和保育園

志原保育所

神木公民館

私たちの財産をいつまでも美しく 七里御浜クリーン作戦
毎年恒例の七里御浜海
岸のクリーン作戦が実施
されました。
早朝から暑い中の作業
でしたが、今回は約300
人の住民の方が参加し、
約 2.5 ｔのゴミを集めて
いただきました。

御浜野球スポーツ少年団の皆さん

ふれあいビーチ付近の草刈もしました

〒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/

尾呂志公民館

発行／御浜町役場
編集／総務課行政係

町内各地で、夕涼み会や夏祭
りが行なわれました。
どの会場も子どもたちの楽し
そうな声や笑顔で埋め尽くされ
ていました。
準備や片付けをされたスタッ
フの皆さん、お疲れ様でした。

７／ 13

2008.8. No.472

炭坑節を踊る子どもたち

市木保育所分園尾呂志保育所
で、園児たちがおじいさん、おば
あさんを招待した、ふれあい会が
開催されました。地域のお年寄り
の皆さんも参加し、園児たちと一
緒に七夕飾りを作りました。参加
したおじいさん、おばあさんたち
も園児たちと笑顔のなか楽しく七
夕飾りを作っていました。

みはま

みて見て みはま

