「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/

みはま100 景〈No.4〉

年中み か ん の と れ る 町
Public Information of Mihama Town

柿原の集落風景（柿原）

4
2009
No

480

卒業式で答辞を述べる御浜中学校の生徒の皆さん

２～５ 平成２１年度 御浜町施政方針
６
定額給付金の申請受付が始まりました
７
８
９
10
11
12 ～13
14 ～15
16 ～17
18

子育て応援特別手当が支給されます
市町対抗駅伝で御浜町チームがタスキをつなぐ
紀南地域写真コンテスト審査結果／死亡届及び埋火葬許可についてのお願い
狂犬病予防注射及び畜犬登録／お買い物はマイバックを持って行きましょう
皆さんのご意見をお聞かせください／年金だより
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21年4月1日発行

平成 21 年度

御浜町施政方針

内政の充実と外部との
[ １．まちづくりの理念 ]
昨今の社会経済状況を顧みますと、歯止めの
かからない少子 ･ 高齢化の進行や世界経済の急
激な悪化などの大きな時代の流れの中で、人々
の日常生活の基礎となる ｢食｣ や ｢住｣、｢社会
保障制度｣などに対する信頼を揺るがす問題や、
様々な格差問題が相次いで顕在化するなど、将
来の生活に対する不安や不透明感というもの
が、日々強くなってきていると感じています。
また、地方分権が進展している中で、我々地
方自治体は、自らの判断と責任、創意工夫のも
とで、複雑化 ･ 多様化する様々な行政課題に、
的確かつ迅速に対応する力量を備えることが強
く求められている時代であります。

[ ２．合併と地域おこし ]
私は、これまで現行の合併特例法期限内での
新設合併を目指すということをお伝えしてきま
した。地域のことは地域の責任で運営していく
という地方分権社会に対応できる自治体とし
て、御浜町が住民サービスを維持発展させてい
くためには、合併は必要であり断念する訳には
いかないと考えています。今後熊野市との合併
については、双方充分納得のいく合併でなけれ
ばならず、期限、方式にこだわらないで目指し
て参りたいと言う現時点における私自身の考え
方です。２月には、熊野市との合併に関する住
民説明会を開催し、これまでの経緯を説明させ
て頂き、また、私自身の考え方をお話した上で、
住民の皆さんから、合併についてのご意見やご
提案を伺いました。今後は、議会で議論を頂き、
御浜町として合併についての方向性を改めて示
したいと考えています。
次に町づくりの将来ビジョンについては、福
祉や教育、環境、地域の習慣や特性に充分に配
慮しつつ、行政サービスの充実に努めること、
それを可能にする経済力のある町を目指し、地
域おこしに取り組みます。地域資源の掘り起こ
しなど、これまでの取り組みを進めるために組
織的にも一層の充実を図って対応します。
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また「美し国おこし・三重」地域プロジェク
ふ る さ と
ト支援事業や、
「農山漁村地域力発掘支援モデ
ル事業」などを活用して、地域の自主的な活動
の支援をします。

[ ３．政策課題への対応 ]
（１）かんきつ振興を含めた産業振興
当町の基幹産業である柑橘農家をとりまく環
境は、ますます厳しくなっています。食生活の
変化から生食用みかんの需要が大きく減少し、
全国の生産量が減少しているにもかかわらず、
需給バランスが供給過多で、価格が安定せず農
家経営を圧迫しています。また、生産者の高齢
化、兼業農家の減少、獣害被害、後継者・担い
手不足、農作業の雇用問題など急速に深刻化し
ています。
町内における柑橘の生産、流通、加工及び販
売を総合的に推進するため、平成 21 年度から
産業建設課内に柑橘対策室を設置し、農業者を
はじめ、県や農協等と連携し、積極的な対応を
図ります。具体的には、基礎調査等の実施や経
営類型の見直し、柑橘振興基本計画の策定など
専門家等の力も借りながら、抜本的な取り組み
を推進します。
また、この取り組みを総合的に、かつ果敢に
推進するため、平成 21 年３月補正予算におい
て柑橘振興基金を造成し、将来を見据えた強い
基幹産業づくりを行います。
有害鳥獣対策では、野生鳥獣による被害が
年々増加しており、現在地域ぐるみで行う対策
を推進し、研修会やワークショップなどを通じ
て地域や集落単位での取り組みを積極的に支援
します。
農業後継者対策では、Ｕターン就農者のフォ
ローに取り組み、農業に関する基礎的な知識や
技術の指導、優良農地の積極的な紹介、他産地
や市場への視察研修を支援する農業後継者研修
制度の創設などによって効率的かつ効果的な後
継者対策を目指します。
基盤整備では、村づくり交付金事業として、

連携共生のために
ほ場整備・集落道整備・農業用排水路整備を実
施します。中山間地域総合整備事業では、新規
事業箇所の実施計画を策定いたします。また、
林業振興、商工振興にも取り組みます。
（２）紀南病院医師確保対策
全国的な医師不足の中、当地域の紀南病院で
も同様に厳しい状況が続いています。これまで
も、医師確保に懸命の努力をしておりますが、
現状は非常に厳しいものがあります。紀南病院
においても、院長を先頭に医師の公募や各地で
開催される研修医への就職説明会などに参加す
るなど医師の確保に努めています。また、紀南
病院、紀南医師会と行政の連携でタウンミー
ティングをきめ細かく実施し、地域医療の現状
について情報や意識を共有する成果をあげてい
ます。三重大学医学部における地域出身者に対
する推薦特別枠も創設され、将来の医師確保に
向けた取り組みが始まりました。県においては、
地域医療体制の整備の一つとして、紀南病院に、
｢地域医療研修センター｣ を開設する方針が打
ち出され、将来の医療の充実に大いに役立つも
のと期待しています。現状の医師不足をなんと
しても乗り越え、今後も、行政として、紀南病
院の医療体制が充実するよう近隣市町と力をあ
わせ、地域医療の充実に頑張って参ります。
（３）安心安全社会の構築
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、公共施設の耐震化について
は、早急かつ着実に推し進めるべきと考えます。
すべての公共施設の耐震化に向けた対策を講じ
ます。一般の建物では、昭和 56 年以前に建築
された木造住宅を対象に、無料耐震診断を行い
ます。診断の結果、耐震の基準未満であった木
造住宅に対し、基準以上への耐震補強工事に係
る経費の一部を補助します。
自主防災組織活動では、全国瞬時警報システ
ムを活用した防災訓練や家具の固定など自分た
ちで出来る防災対策の講習会を各地区で計画致

御浜町長

古川

弘典

します。消防施策として消防車２台の更新、中
立地内にある消防車庫を建て替えます。また、
防犯対策、交通安全対策にも取り組みます。
（４）緊急経済対策、雇用対策
100 年に一度と言われる経済危機に対応し、
政府は 75 兆円規模の経済対策を打ち出しまし
た。本町においても平成 20 年度補正予算にお
いて、実施計画の前倒しを中心に「地域活性
化・生活対策臨時交付金事業」として総額約
１億９千万円規模の事業を実施いたします。
また、国の平成 20 年度第２次補正予算を受
け、
「ふるさと雇用再生特別交付金事業」
「緊急
雇用創出事業」を利用し、21 年度から３年間
で総額 6023 万円の予算配分が予定されており、
初年度は 2710 万３千円で、期間に差はありま
すが 15 人程度の雇用を見込んでいます。効果
的な事業活用によって雇用創出に努めるととも
に行政サービスの向上に繋げていきたいと考え
ています。

[ ４．平成 21 年度当初予算 ]
（１）予算編成方針及び予算規模
政府は、平成 21 年度の地方財政対策におい
て、
「生活防衛のための緊急対策」として、
「雇
用創出」や「地方の元気回復」の財源として地
方交付税を 1 兆円増額し、地方に対し、一定の
配慮を示しています。しかしながら、これまで
行ってきた歳出改革の努力を決して緩めること
なく、国、地方を通じ、各分野における歳出抑
制について、引き続き取り組んでいくことが、
平成 21 年度予算編成の前提条件となっていま
す。
新年度の町財政については、歳入では地方経
済の低迷が継続する中、税収入の減少を想定し
ています。また地方交付税についても、一部事
務組合に対する特別負担金の減少に伴い減少し
ています。歳出については、マンパワーの減少
に対応した事務事業の改善に取り組みながら、
国の平成 20 年度２次補正、緊急雇用対策事業
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を活用し、行政サービスの維持・充実を図りま
す。
平成 21 年度当初予算は、一般会計では５年
連続で前年度を下回り、総額 37 億 1536 万８千
円、特別会計を合わせた全体予算規模は 58 億
8345 万８千円となっています。
（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決めな
ければならないと考えています。役場の仕事の
専門化、高度化、複雑化、量的拡大の問題に直
面しています。その為にも時代にあった行政組
織に再編することが、より将来の行政サービス
を持続可能なものにするという考えに変わりあ
りません。そのため、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り
組みます。
②第４次総合計画の進捗状況と第５次総合計画
平成 22 年度までを計画年度としている第４
次総合計画も、あと２ヵ年を残すのみとなり、
計画の達成状況の検証が求められています。今
後も、行政改革について継続した取り組みを実
施しながら、平成 23 年度以降の 10 年間を計画
年度とする新たな「第５次御浜町長期総合計画」
策定に取り組みます。これは、御浜の将来を構
想する上で、合併問題と矛盾するものではあり
ません。住民の皆さんの意見を十分に伺いなが
ら、より良い計画作りに取り組みたいと考えて
おります。
③情報の発信と交換・徹底対話
高度成長社会から成熟社会へとギアチェンジ
しなければならない日本にとって、基礎自治体
である市町村は、住民間の情報共有や情報交換
が不可欠です。広報みはま、防災行政無線、
ホー
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ムページ、御浜トーク等それぞれの情報伝達方
法の特性を生かし、より有効な情報発信、伝達
に努めて参ります。
（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、レジ袋削減・マ
イバッグ推進運動に取り組みます。
町道の改良は、厳しい財政状況ですが地域活
力基盤創造交付金による側溝及び路肩整備、歩
道整備を行うと共に、継続事業を主体とした道
路整備を実施します。
上水道事業は、
経営の健全化をはかりながら、
より安定的な水道水の供給、大震災時の生活水
の確保を行うため、中長期的な水道ビジョンを
策定し、
計画的に基幹施設の耐震化を行います。
下水道事業は、処理施設整備の事業計画見直
し等を行う中で財政運営の改善が見込めること
から、今日の地域経済状況の悪化を考え本年度
予定していた料金の改定は、来年度以降に先送
りします。尚、事業経営の安定を図るため、今
後とも更に一層の加入促進に取り組みます。
②保健・福祉・医療の充実
国レベルで人口が減少する中、
超高齢化地域、
超少子化地域が出てきている中で、将来を担う
こども達への支援として、学童保育を放課後こ
ども支援事業として実施します。場所が決定次
第、試行的に実施する放課後こども支援事業に
対して人件費等の支援を行います。
また、市木・阿田和の保育所改修を実施する
ほか、志原保育所に併設しております「子育て
支援センター」へ正規保育士を兼務であります
が配置し子育て支援の充実を図ります。
母子保健の充実として、妊婦健康診査の助成
回数を５回から 14 回に増やします。
高齢者の方への施策については、できるかぎ
り在宅での生活が継続できるように、高齢者見
守りサポーターや認知症サポーターを地域包括
支援センターが中心となってさらに充実させま

す。新規事業として、65 歳以上の方が人工透
析を受けられる場合の通院費用も支援します。
健康づくりでは、乳幼児の重症感染症を予防
するヒブワクチンや日本脳炎などの予防接種体
制の拡充や、肺結核、肺がん検診等がん検診に
積極的に取り組むと共に、病気の「一次予防」
を重視していただき、生活の質の向上を図り、
いつまでも健康であることを目標にして、地域
全体での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。
国民健康保険は、高齢化の進展や低所得者の
増加等により厳しい状況となっています。御浜
町国民健康保険税の内、介護費用に充当するた
めの介護納付金課税の割合が、低下の一途をた
どっていることから、適正な状態に近づけてい
くことを目的とした介護納付金課税率等の改正
を行います。
③教育 ･ 文化の振興
学校教育では、子どもたちが安全で安心な学
校生活が送れることを最優先に考え、これまで、
小学校各校舎の耐震補強工事を実施してきまし
たが、引き続き、平成 22 年度工事予定の阿田
和小学校屋内体育館の耐震補強工事、阿田和小
学校校舎の大規模改修工事施工のための実施設
計に着手します。御浜小学校屋内体育館の改築
のため、基本計画策定の設計を実施するととも
に、今後予定しています御浜中学校、神志山小
学校の各屋内体育館の改築についても、繰上げ
施工できるよう検討します。
学校の登下校時における不審者等から子ども
たちを守るための対策につきましても、スクー
ルガード組織や保護者、学校関係者の協力を得
ながら、積極的に推進します。
阿田和公民館、片川分館、教員住宅、裏の屋
敷の耐震診断をはじめ、中央公民館の修繕、寺
谷総合公園の人工芝テニスコートをはじめとす
る公園全体の大規模整備を実施します。
文化振興事業では、自主文化事業の演劇や
音楽公演などを予定しています。

このほか、土曜、日曜日の子ども居場所づく
りのため、
「みはまっ子体験クラブ」の発足を
はじめ、幅広い事業推進を図ります。

[ ５．県や広域事業 ]
県道の改良では、今年２月に御浜紀和線の上
野地区でバイパスが全線開通いたしました。未
改良の西原地区は、計画路線１．２ｋｍの協議
を進めており、新年度では、測量設計を実施す
る予定です。
高速道路では、近畿自動車道紀勢線の紀勢大
内山インターまでが今年２月に開通しました
が、引き続き紀伊長島インターまでと、それ以
降の新直轄区間、熊野尾鷲道路の熊野市大泊ま
での平成 24 年度開通を、県及び関係市町と連
携し国に要望します。
紀南中核的交流施設整備事業は、補助事業者
において現在、各施設等の建築工事が順調に進
められており、今年７月 17 日にオープン予定
です。地域活性化につながる事業として、引き
続き県と関係市町で支援します。
東紀州観光まちづくり公社では、東紀州５市
町の活性化を目ざし、広域的に産業振興、観光
振興、まちづくりに取り組んでいますが、新年
度は熊野古道が世界遺産登録５周年という節目
の年であり、記念事業としてウォーク事業、講
演会、フォーラム等を企画しており、御浜町と
しても集客や情報発信、産業振興に大きく寄与
させるべく、積極的に連携協働します。
以上、予算編成を中心としまして私の平成
21 年度の町政の方針を述べさせていただきま
した。
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 21 年度施政の方針とさせ
ていただきます。
（一部抜粋・平成 21 年３月４日）
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３月 30 日から

定額給付金の申請受付 が始まりました
●

給付対象者
基準日（平成 21 年２月１日）で御浜町の住民基本台帳に登録されている方
または、基準日（平成 21 年２月１日）で外国人登録原票に登録されている方

●

給

付

額

世帯構成員 1 人につき１２，０００円（ただし平成 21 年２月１日において 65 歳以上、

または 18 歳以下の方は１人につき２０，
０００円）として算出される額。
●

申請の手続き
申請書に記載された家族構成をご確認のうえ、世帯主の方のお名前、住所、振込みを希望す
る金融機関、口座等を記入し、申請者の身分証明書類（運転免許証、保険証、パスポートなど）
と、口座がわかる通帳やキャッシュカードのコピーを裏面に貼り付け、郵送または窓口に提出
してください。コピーは、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、町
内の金融機関でもできます。
くわしくは、申請書類に同封しています「定額給付金のお知らせ」をご覧いただくか、下記
の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
※口座のない方など、現金による受け取りを希望される場合は、申請書受付の後、５月 21 日
以降にお渡しさせていただきます。

◎専用ダイヤル
●

2 － 4331

窓口受付時間（３月 30 日から開設）
◆役場本庁 1 階 第 1 第 2 会議所
月 ～ 金 ８：３０～１８：００
土・日
８：３０～１７：００
（４月 26 日まで土・日開設）
◆尾呂志支所・神志山連絡所・町民サービス
センター
月・水・金 ８：３０～１７：００

●

給付方法
申請内容を審査後、口座に振り込みます。
（振込日は郵送でお知らせします。）

●

申請期限

送付する定額給付金受給申請書ほか

９月 30 日（当日消印有効）

振り込め詐欺にご注意！
定額給付金の給付を装った「振り込め詐欺」の被害が全国で出ています。
役場職員が電話で「口座番号」や「個人情報」を聞いたり、ＡＴＭの操作をお願いする
ことは絶対にありません。
おかしいな？と思ったら、すぐにお電話ください。

†問い合わせ先†
定額給付金担当（担当
6

ひがしじ ま さ と

東地正登）☎２―４３３１（直通）

平成 20 年度緊急措置

子育て応援特別手当 が支給されます
●

手当支給の対象となる子ども
平成 14 年４月２日から平成 17 年４月１日生まれの、第２子以降の子ども
※「第２子以降の子ども」とは、平成 21 年４月１日時点で 18 歳以下の子どものうちで、２人
目以降の子どもをいいます。
＝支給対象児童
ケース１
子

１

子

H12 生まれ

ケース３
子

１

36,000 円支給。 ケース２
子２が対象者。 子 １ 子 ２

２

H12 生まれ

H15 生まれ

子

２

子

３

H １生まれ H12 生まれ H15 生まれ

ケース５
子

１

H15 生まれ

●

子

２

H19 生まれ

36,000 円支給。
子 1 が 18 歳を超
えるが、子 2 は 18
歳以下のため、子
３が対象者。

ケース４

対象外。
子２が平成 14 年
４月２日から平成
17 年４月１日生
まれでないため

ケース６

子

１

H １生まれ

子

１

子

72,000 円支給。

３ 子２と子３が対

象者。

H15 生まれ H16 生まれ

子

２

対象外。
子１が 18 歳を超
えるため。

H15 生まれ

子

２

H ７生まれ（別居） H15 生まれ

子 1 が別居でも子 2 が
対象者となる場合があ
ります。ただし、この
場合、事前に申請書は
送付されませんので、
ご連絡ください。

支給対象者
対象となる子の属する世帯の世帯主（平成 21 年２月１日時点で御浜町に住所があった方）

●

支

給

額

●

申請の手続き

支給対象児童一人あたり、３６, ０００円

支給対象者には、３月末頃、申請に必要な書類を送付します。
申請書が届きましたら、必要事項を記入していただき、必要な添付書類を添えて郵送、又は
健康福祉課、支所等へ提出してください。
※申請の際には、申請者の本人確認書類（運転免許証、保険証、パスポートなど）が必要です。
※支給対象となるにもかかわらず、４月に入っても申請書が届かない場合は、下記問い合わせ
先までご連絡ください。
●

申請期間

平成 21 年４月１日～９月 30 日（当日消印有効）

※期間内に提出されなかった場合は、辞退とみなされ手当は支給されませんので、必ず期日ま
でに提出してください。
†問い合わせ先†
健康福祉課福祉係（担当

さかぐち か ず み

阪口和美）☎３―０５１５
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市町対抗駅伝で御浜町チームがタスキをつなぐ
２月 22 日に「第２回美し国三重市町対抗駅
伝」が開催されました。
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、42.195km を県内の 29
市町のチームで競い合いました。御浜町も、１
月の選考会で選抜された選手の皆さんが走りま
したが、健闘するも成績は２時間 44 分 13 秒で、
総合 26 位、町の部 12 位（15 町中）でした。
監督：宇城

公子

コーチ：久保

区間（距離）／区分
１区（1.28km）
小学生女子

選
おくにし

手

選手の皆さん

淳
名

区間（距離）／区分

なつき

奥西

菜月（神志山小）

つじ

辻

６区（6.36km）
ジュニア男子

すみれ（阿田和小）

さかもと

だいし

２区（1.85km）
小学生男子

阪本

３区（3.76km）
20 歳以上女子

大井

４区（5.65km）
中学生男子

大井

５区（4.60km）
40 歳以上男子

浜畑

幸一（農業）

やまもと

のりお

うえの

上野
おおい

ました ゆ

大志（阿田和小）

７区（2.89km）
一般女子

かずひろ

和浩（阿田和小）
かずみ

和美（大井運送）
か

８区（3.43km）
中学生女子

こ

間下有香子（第三銀行）
おおい

いけがみ

池上
はまはた

山本

かずと

一登（御浜中）

９区（5.95km）
ジュニア女子

ゆうし

侑志（御浜中）
こういち

10 区（6.425km）
20 歳以上男子

雅生（熊野消防）

選
おかむら

りょうた

やなぎ

たかゆき

岡村
柳

おおい

大井
うしろ

宇城
かわぐち か

※敬称略

手

亮汰（近大高専）
貴之（木本高）
ま

ゆ

真優（御浜中）
なつこ

夏子（名古屋大）
す

み

ま

や

ゆ

な

ま

み

川口佳寿美（御浜中）
ふくだ

福田
おかはな

岡鼻

はしもと

麻椰（御浜中）
由奈（皇學館高）

橋本

麻美（紀南高）

さかぐち

たかのり

坂口

はたなか

尊紀（JA 三重南紀）
しげる

畑中
滋（熊野消防）
※上段の選手が出場。下段の選手は補欠。

選手コメント
奥西

菜月さん（神志山小５年）

阪本

スタートだったので
緊張したけど、次の人
にタスキをつなぐこと
ができてよかったです。

大志さん（阿田和小６年）

え ら か っ た け ど、
最後までみんなで走
りきれてよかった。

また行きたいです。

大井

和美さん（大井 一登さん、大井 真優さん）

走る前は不安と緊張でガチガチでしたが… 親子三人で参加
できることを幸せに思い走りました。決して速くない記録でもっ
と…という気持ちもありますが、今の自分の精一杯の走りでし
た。沿道の声援や事務局の皆さんのおかげで無事完走でき本当
に楽しい一日でした。ありがとうございました。
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名

堀さんの写真が御浜町長賞に ！
第 18 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
■ グランプリ
た お か
ほ づ み
田岡 穂積（熊野市）
『早春のシラス漁』

御浜町関係分
■ 御浜町長賞
ほり

ゆきよし

幸義（阿田和）
『天空の彩り』

堀

■ 熊野記者会賞
こばやし

小林

よ し み

良美（神木） 『霧に囲まれる大丹倉』

■ くまどこ特別賞
ば

ば

馬場

ひろし

弘（阿田和）
『大好物ゲット（たばらして）
』

グランプリ

御浜町長賞

熊野記者会賞

くまどこ特別賞

死亡届及び埋火葬許可 についてのお願い
死亡届を出される方は、次の点に留意してい
ただきますようお願いします。
【死亡届】
○死亡届書の左欄（氏名、住所、世帯主氏名、
本籍、筆頭者氏名等）は、事前に確認し正確
に記入した上で届けていただくか、別の用紙
に必要事項をメモしてご持参ください。
○届出人の欄は、次のように届出者の順位があ
りますのでご注意ください。
第１順位は「同居の親族」です。
亡くなられた方と同居（住民票の世帯が同
じ）していた配偶者や子、父母、兄弟姉妹等
が該当します。
第２順位は「同居していない親族」です。
亡くなられた方と別世帯の子、父母、兄弟
姉妹等が該当します。
【埋火葬許可等について】
○火葬、通夜、葬儀の日時・場所、喪主の氏名・

続柄は事前に打ち合わせを済ませてから届け
てください。
○新宮市の火葬場については、役場において火
葬時間の予約を行いますが、熊野市の火葬場
については、事前に熊野市役所（☎０５９７
－８９－４１１１）で予約を済ませてから届
けてください。
【その他】
○届出人の印鑑は必ず持参してください。
○死亡届の受付時間は原則として、平日、休日
とも通常の執務時間内とさせていただきま
す。特別な事情のある場合は申し出ていただ
ければ、時間外でも受付いたしますが、深夜
や早朝はご遠慮ください。
†問い合わせ先†
税務住民課住民係（担当
☎３―０５１２

おかもと ゆ う じ

岡本有司）
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平成 21年度

狂犬病予防注射
及び畜犬登録について

平成 21 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させてください。
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。

４月 10 日（金）

４月 13 日（月）

０９：２０～１０：００
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：４５
１０：５５～１１：０５
１１：１５～１１：４５
１２：５０～１３：４０
１４：０５～１４：５０
１５：００～１５：３０
０９：００～０９：３０
０９：４５～１０：３５
１０：４５～１１：１５
１１：３０～１１：５０

尾呂志支所
西原バス停付近広場
中立コミュニティセンター
柿原コミュニティセンター
阿田和神社横広場
阿田和公民館
下市木公民館
上市木公民館
神木公民館
志原公民館
東平見集会所
御浜町役場駐車場

〈手数料（１頭につき）〉
登録済みの犬・・・３，２００円（狂犬病予防注射料金３，
２００円）
未 登 録 の 犬・・・６，２００円（狂犬病予防注射３，
２００円＋畜犬登録手数料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†
生活環境課環境係（担当

さかぐちてるゆき

坂口照幸）☎３―０５３１

いよいよ４月１日からレジ袋の有料化がはじまります
お買い物にはマイバッグを持参して、
レジ袋の削減にご協力をお願いします。

４月１日からレジ袋の有料化がはじまるお店
イオンリテール㈱ ジャスコ熊野店
㈱オークワ 熊野店・有馬店・神志山店・阿田和店
㈴サンワ 成川店
㈱主婦の店 熊野店
ＪＡ三重南紀Ａコープ くまの店・鵜殿店
㈲マエオカストア まいどかん成川店
㈱マル井マート
㈱森山薬局 ドラッグモリヤマ熊野店・御浜店
【推進団体】紀南地域マイバッグ推進協議会

店頭での啓発活動

†問い合わせ先†
生活環境課環境係（担当
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さかぐちてるゆき

坂口照幸）☎３―０５３１

レジ袋ない・ない君

お買い物はマイバッグを
持って行きましょう

皆さんのご意見をお聞かせください
｢御浜町新型インフルエンザ対策
行動計画（案）｣に対する意見募集

「御浜都市計画道路の見直し
（素案）」に対する意見募集

新型インフルエンザ発生による健康被害を最
小限にとどめ、住民の安全確保を目指すため、
行政が行う新型インフルエンザ対策行動計画を
策定することとなりました。策定にあたり皆様
からご意見を募集します。
【募集期間】４月１日（水）～４月 21 日（火）
必着
【資料の入手方法】
町ホームページよりダウンロードしていた
だくか、健康福祉課窓口で配布しています。
【提出方法】
標題に「新型インフルエンザ対策行動計画
への意見」と記入し、下記あてに郵送 ･ 送信
ください。
〈郵送〉〒 519-5292
御浜町健康福祉課健康づくり係
〈Fax〉２－３５０２
〈メール〉m-kenkou@town.mihama.mie.jp
【ご意見の取扱い】
いただいたご意見は、行動計画決定のため
の参考にさせていただきます。また、取りま
とめの上、公表する場合もあります。
なお、ご意見をいただいたご本人様への個
別の回答はいたしませんので、ご了承くださ
い。
†問い合わせ先†
う え の きいちろう
健康福祉課健康づくり係（担当 上野喜一郎）
☎３―０５１１

御浜町では三重県と協働で、計画決定後長期
間未整備となっている都市計画道路の必要性を
検証し、見直し作業を行っております。
このたび、見直し（素案）を取りまとめまし
たので、皆様からご意見を募集します。
【募集期間】４月１日（水）～４月 30 日（木）
必着
【資料の入手方法】
町ホームページよりダウンロードしていた
だくか、産業建設課窓口で配布しています。
【提出方法】
標題に「都市計画道路見直し（素案）への
意見」と記入し、下記あてに郵送 ･ 送信くだ
さい。
〈郵送〉〒 519-5292 御浜町産業建設課管理係
〈Fax〉２－３５０２
〈メール〉m-sangyou@town.mihama.mie.jp
【ご意見の取扱い】
いただいたご意見は、都市計画決定のため
の参考にさせていただきます。また、取りま
とめの上、公表する場合もあります。
なお、ご意見をいただいたご本人様への個
別の回答はいたしませんので、ご了承くださ
い。
†問い合わせ先†
いけうちまさひろ
産業建設課管理係（担当 池内昌洋）
☎３―０５１９

年金だより

忘れないでね!! 国民年金保険料の納付

国民年金の保険料は、月額 14,660 円
（平成 21 年度）です。
保険料をまとめて前払いすることにより、
割引される前納制度があります。
１年前納
3,120 円の割引
半年前納（６ケ月分） 710 円の割引
（現金での１年前納は、４月 30 日までに
納めてください）
国民年金保険料の納付は、
「口座振替」が“便利”で“お得”です。
口座振替には、毎月の保険料が翌月末に引

落しされる翌月末振替と、その月の月末に引
き落としされる当月末振替（早割）がありま
す。早割は月額 50 円（年間 600 円）が割引
されます。
その他、口座振替での半年（６ケ月分）前
納割引（1,000 円の割引）もあります。
※口座振替での平成 21 年度１年前納の受付
は終了致しました。
†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
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合

併

通

信

合併に関する

住民説明会を開催しました
２月に開催した「熊野市との合併に関する
住民説明会」には、町内６ヶ所で延べ 280 名
の方に参加いただきました。
最初に熊野市との合併に関するこれまでの
経緯についての説明を行ったあと、町長が、
自身の考えと断った上で、「合併特例法期限
内での新設合併を目指すことを断念したが、
今後は期限や方式にとらわれずに熊野市との
合併を目指したい。現時点では御浜町の合併
についての方向性は決まっておらず、住民の
皆さんや、議会のご意見を伺った上で改めて御浜町の方向性を示したい。
」と述べました。
ここでは、皆さんからの代表的な意見について紹介させていただきます。詳細につきましては、総
務課 合併推進室までお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。

（1）合併の方式についての意見
合併の方式の違いについては多くの住民の方が関心を示し、編入合併の場合に対する疑問や不安が
寄せられました。
「編入合併の場合、編入される側の町長や議員は失職し、編入する側の市長や議員が残る事になる
ため、合併後に御浜町民が不利益を受けないか。
」との不安の声や、
「熊野市の条例が適用される事に
なっても、現在の熊野市の条例が悪いということはないので影響は無い。
」
といった意見がありました。
また、新設合併と編入合併の違いについては、編入の場合は新市の名称や本庁舎の位置は原則編入
する側に合わせる事になるが、住民サービス等の合併協議に関しては新設と編入の違いに関係なく協
議が行われることを説明しました。そのことに対して、
「本当に対等な立場での協議が出来るのか。
」
といった疑問の声や、
「十分協議が行われるのであれば合併を推進すべき。
」といった声がありました。

（2）住民投票についての意見
６月に行われた住民投票の結果についても意見がありました。
「合併推進が多数を占めた結果から、
住民の意思は合併推進であり、町長も合併を公約に当選しているので早く進めるべきである。
」また、
「住民投票は新設合併を前提に行われたのであり、反対票も多くあった。新設合併が条件で賛成した
人もいる。」といった意見もありました。
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（3）合併の賛否についての意見
「5 年前と比べて予算規模や職員数が約３割近く縮小
し、今後において住民サービスが継続できるか心配で
ある。合併以外に御浜町の将来はない。
」
といった声や、
「合併特例法の期限内に合併をして有利な財政支援措
置を活用した地域産業の活性化に取り組むべき。
」と
いった意見がありました。
また、
「合併した市町村は、本当に合併が住民のた
めになるのか十分検証すべきである。合併で行政改革
が進むと過疎地を切り捨てることになる。
」といった

合併説明会（志原）

意見がありました。

（4）各地区の参加者人数
日
場

程
所

2 月 9 日（月）

2 月 13 日（金）

2 月 16 日（月）

上市木公民館

神木公民館

阿田和公民館

30 人

45 人

85 人

2 月 17 日（火）

2 月 19 日（木）

2 月 20 日（金）

志原公民館

尾呂志公民館

下市木公民館

50 人

30 人

40 人

参加人数
日程
場

所

参加人数

《お詫びと訂正》
阿田和地区での説明会の席上で、「紀南中核的交流施設事業負担金が 4,000 万円ある。
」と住民の
方から発言があり、これに対して私は、「2,000 万円」と申し上げましたが、私の方が間違った数字
を申し上げており、お詫びして訂正させていただきます。なお、間違えた理由は、下記「町長だよ
り」の記事を念頭に、町長報酬１人分のカットでまかなえる額と勘違いしたことによるものです。
御浜町長 古川弘典
この紀南中核的交流施設事業予算を、福祉バスや支所連絡所の経費、つまり消費的経費に回し、住民
サービスに当てるべきだという意見もあります。しかし、消費的経費と投資的経費は性格が違うもので
す。この両方の兼ね合いが大事です。実際、夕張のようなことにならないためにも、御浜町の予算は当
然、収入と支出が釣り合ったものでなければなりません。そのために様々の工夫や努力が必要です。た
とえば予算だけのことで言えば、御浜町は、特別職である町長、副町長、教育長 3 人の報酬を共済費な
どと合わせて、１年間で 1,542 万円カットしました。任期４年間分に直せば、6,168 万円節約したこと
になります。その額は紀南中核的交流施設事業に 10 年間で御浜町が投入する最高限度額 4,667 万円を
上回る額になっています。
（
「町長だより」№ 6 平成 19 年 8 月号より）

合併についての情報などは、御浜町のホームページの「合併推進室」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。）
†問い合わせ先†
総務課合併推進室（担当
☎３―０５０５

にしくらひろゆき

西倉啓之）
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役場の開庁時間

情報 コ ー ナ ー
妊婦健康診査公費負担回数が増えました
４月１日から、妊婦健康診査の公費負担が５
回から 14 回に増えます。
受診票９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、個別に通知します。
町外で妊娠の届出をされた方は、お問い合わ
せください。
【対象者】御浜町に住民登録があり、平成 21 年
４月１日以降に出産予定の妊婦
†問い合わせ先†
みやざわ か え
健康福祉課健康づくり係（担当 宮澤佳永）
☎３―０５１１

ヒブワクチン予防接種への補助について
町では、インフルエンザ菌ｂ型による細菌性
髄膜炎感染予防を図り、乳幼児の健康を確保す
るため、任意による予防接種に対し一部補助を
行います。
【対象】生後３ヶ月以上満５歳未満の御浜町に
住所を有する乳幼児
※接種日を基準とします。
【補助額】１回につき 4,000 円（最高４回まで）
※接種開始年齢により接種回数が異なります。
†問い合わせ先†
う え の きいちろう
健康福祉課健康づくり係（担当 上野喜一郎）
☎３―０５１１

■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。

長寿医療保険料が年金天引きされている方の
４・６・８月の保険料について
平成 20 年８月にご通知致しましたとおり、
保険料が年金天引き（特別徴収）されている方
の平成 21 年４・６・８月分の保険料については、
仮徴収としまして、平成 21 年２月分と同額を
それぞれ年金から天引きさせていただきます。
†問い合わせ先†
なか
みさき
税務住民課税務係（担当 仲 美咲）
☎３―０５１０

紀南特別養護老人ホーム組合職員募集
【職種及び人員】宝寿園職員 若干名
【応募資格】
○介護福祉士資格取得者で健康な方
○平成 21 年６月１日から勤務できる方
【試験の内容・日時及び場所】
〈試験内容〉作文・面接
〈日時〉４月 26 日（日）午前９時
〈場所〉紀宝町役場内（紀宝町鵜殿 324 番地）
【受付期間及び場所】
〈日時〉３月 31 日～４月 21 日午前８時 30 分
～午後５時（土、日、祝日を除く）
〈場所〉宝寿園事務所（紀宝町北桧杖 90 番地）
提出書類などはお問い合わせください。
†問い合わせ先†
宝寿園事務所
☎０７３５―２１―０９０３

葬祭費の支給額が４月から
５万円に改正されました！

日曜・無料公証法律相談開催

国民健康保険の加入者が亡くなられた場合、
その葬祭を行った方に対して葬祭費５万円が支
給されます。
申請の際には「保険証」
・
「印鑑」
・
「葬祭を行っ
た方の預金通帳（郵便局除く）」を持参し、税
務住民課保険年金係で手続きをお願いします。
†問い合わせ先†
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

【日時】４月 19 日（日）午前９時～午後５時
５月 24 日（日）午前９時～午後５時
【場所】新宮公証役場（新宮市緑ヶ丘 2―1―31）
【相談員】中村 司 氏（和歌山地方法務局所属）
【相談内容】遺言、
相続、
離婚、
養育費、
年金分割、
賃貸借、売買、各種契約、会社定款など
※予約が必要です。
†予約・問い合わせ先†
新宮公証役場（公証人 中村司）
☎０７３５―２１―２３４４
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平成 21 年度みはまスポーツクラブ
会員募集
みはまスポーツクラブは、会費制による自主
運営の地域総合型スポーツクラブです。どなた
でも気軽にスポーツを楽しんでいただけるよう、
様々な種目のスポーツ教室を開催しています。
ご入会・お申込みは、みはまスポーツクラブ
事務局までご連絡ください。
４月は、おためし期間ですのでお気軽にご参
加ください。
†申込・問い合わせ先†
みはまスポーツクラブ事務局
☎０９０―２０６０―３１５１

奥地氏が
町議会議長に再任
３月４日に開かれた第１回
御浜町議会定例会において、
御浜町議会議長に奥地守氏が
再任されました。

紀宝警察署メールボックス

うま

「美し国おこし・三重」座談会開催募集
座談会は、ご希望により随時開催します。
地域づくりに関心のある皆さん、地域づくりに
取り組まれているグループの皆さんからのお申
込みをお待ちしています。
†申込・問い合わせ先† あ か ね よしひと
総務課企画財政係（担当 赤根義人）
℡３－０５０５

平成 21 年度労働基準監督官採用試験
「労働基準監督官」は、毎年６月に人事院・
厚生労働省が実施する「労働基準監督官採用試
験」合格者から採用されます。
採用試験の申し込みなど、試験の詳細は、お
気軽にお問合わせください。
お問い合せ先
三重労働局労働基準部監督課
☎０５９―２２６―２１０６

裁判所事務官採用Ⅰ種・Ⅱ種試験及び
家庭裁判所調査官補採用Ⅰ種試験の実施
【受験資格】昭和 54 年４月２日から昭和 63 年
４月１日までに生まれた者
【第１次試験】５月 31 日（日）
【受付期間】４月１日～４月 15 日当日消印有効
受験案内は最寄りの裁判所で配布しています。
†問い合わせ先†
津地方裁判所事務局総務課人事第一係
☎０５９―２２６―４８０５

春の全国交通安全運動の実施
【運動の期間】
４月６日（月）～４月 15 日（水）
【運動の基本】
子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
○全ての座席の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（金）は
交通事故死「ゼロ」を目指す日！
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５―３３―０１１０

第一次救急医療休日在宅当番医
●●●

5日
12 日
19 日
26 日
29 日

４月の担当医

●●●

原田医院（熊野市木本町） ☎ 88 － 0035
あすか診療所（熊野市飛鳥町） ☎ 84 － 0562
谷口クリニック（御浜町阿田和）☎ ２ － 4333
神川診療所（熊野市神川町） ☎ 82 － 0232
まつうらクリニック（御浜町下市木）☎ ３ － 0150
紀和診療所（熊野市紀和町） ☎ 97 － 0710
寺本クリニック（紀宝町鵜殿）☎ 32 － 0005
荒坂診療所（熊野市二木島町）  ☎ 87 － 0626
小山医院（熊野市有馬町） ☎ 89 － 2701
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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せま

よさむ

い

ひといき

妻 留守の 厨の暗き 寒さかな

杉目 黄渓

うめ

梅の香の ただよう野道の 狭きこと

湊

ぺいじ く

頁 繰る 更けゆく夜の 余寒かな

谷口 希世

おおいわ

あ

きゅうきゅうしゃ

巨岩に 新綱かけて 春に入る

ひ

さ

やど

小野はるみ

はる た

向井 春羊

くうき

たび

い け ん さくらもち

で おお

よかん

春 立つ日 カーテン開くる 一息に

救急車

だいかん

尾崎喜美子

といろ

ひ

大寒や 空気を裂いて

桜餅

あつ

集まれば 十色の意見

榎本 宣子

きゅうしょう

く

すそ

要子

旧 正 や 日の出大きく 旅の宿

はる

やま

しあが

真砂 笑子

かざおと

か

風音も やさしく春の 来る予感

けむり

ひ

小野まあり

あぜ や

ぼ

畦 焼きや 煙たなびく 山の裾

き

今回、表紙の撮影に御浜中学校の卒業式にお伺
いしました。新たな旅立ちに向け、すがすがし
い顔の生徒や中学生活の思い出や先生、友人た
ちとの別れに涙する生徒たちを見ると、へたな
ドラマを見るより感動させられます▼さて、卒
業式のあとは入学式です。４月になると小さな
体に大きなランドセルを背負う小学生をみる
と、ほのぼのとしてきます。皆さんもお気づき
だと思いますが、新１年生のランドセルには黄

神志山

石橋 柚希くん

真将さん・るみさん

ⅱ↗ⅻⅼ

り え

明仁さん・利恵さん

中門 登将くん

智司さん・千代さん

切り干しの 日の香いっぱい 仕上りぬ 山本

後呂 智子

世帯数 4,352 戸 （＋ 1 戸）

こ が ね みち

うめ ま し ろ

女05,265 人 （－ 3 人）

はるまんげつ

おおわだ み

きがい

男04,614 人 （－ 4 人）

なだ

灘はいま 春満月の 黄金道

中納 米子

ゆ や し おん

熊野四温 大海満たす ひかりかな

そ

はな

がさ

うめ

わす

昭

大川 青螺

じょくせ

とお

あまた

かろ

濁世にも 染まらぬ気概 梅真白

やまが

やど

あし

川本 素秋

み

ゆ

ふ

わら

見えていて 山家は遠く 梅の花

日浦とよ乃

はるさめ

春雨や 温泉宿に数多 忘れ傘

大平

はるいちばん

春一番 吹かれて足の 軽きこと

植地喜代次

お びな め びな

ひなまつり 男雛女雛が 笑ってる

人 口 9,879 人 （－ 7 人）

恭章さん・りえさん

とうま

茂本 野々香ちゃん

則行さん・美奈さん

３月１日現在の人の動き
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木

♥
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平成21年１月１日
～31日届出分

市

♥

じ

めま して

色いカバーが付いています。あのカバーは、熊
野ロータリークラブさんから、昭和 50 年から
毎年寄贈していただいています。また、同時期
に保育所園児には、熊野ライオンズクラブさん
から、文房具（今年は貯金箱）を昭和 53 年か
ら毎年寄贈していただいています。このような
善意が続けられているのはありがたいですね▼
それにしても昭和 50 年からいただいていたと
いうことは、私が背負っていたランドセルにも、
あのカバーが付いていたのですね。年をとった
ものです。
はしじまさなお

（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。
）
※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。
※ 4 月中は、お試し期間です。どなたでも参加して下さい。

暮 ら し の カレンダー
３歳児健診（個別通知） 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

1 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

16 木

神木老人いこいの家・志原東平見集会所

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

3 金
4 土

17 金 子どもの広場 ( 自主活動）9:30 ～ 11:30

ランニング教室 8:00 ～ 9:00 志原防波堤

みはまっこ体験クラブ「犬とふれあおう」
（予約制）

17:30 ～ 19:00

19 日 資源持込日

貯筋体操教室 山地コミュニティセンター・福祉健康センター

21 火

17:45 ～ 19:00

22 水

23 木

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

9 木 貯筋体操教室

阿田和養真荘・上市木公民館

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

福祉健康センター

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

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
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
貯筋体操教室 阿田和養真荘・上市木公民館

24 金 太極拳教室

19:00 ～ 20:30

ソフトボール教室 14:00 ～ 16:00 御浜小学校
8:00 ～ 12:00

27 月 バレーボール教室

17:30 ～ 19:00

（市木・神志山地区）

14 火 貯筋体操教室

中立集会所・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（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 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
生命の貯蓄体操 14:00 ～ 15:00 福祉健康センター
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）
バレーボール教室 17:45 ～ 19:00 体育センター

17:30 ～ 19:00

体育センター

収集日（市木・神志山地区）
中立集会所・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

体育センター

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

リサイクルセンター

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

28 火 貯筋体操教室

13 月 バレーボール教室

志原公民館

ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

26 日 資源持込日

ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

12 日

貯筋体操教室 山地コミュニティセンター・尾呂志青年クラブ寿楽荘

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 25 土

10 金 子育て相談・7 ～ 8 か月児相談 9:30 ～ 11:30

収集日（阿田和・尾呂志地区）

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00

体育センター

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 ミハマＧＧ

体育センター

卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

年金相談 10:00 ～ 14:00 役場 1 階会議室

8 水 バレーボール教室

17:30 ～ 19:00

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

うんどう教室（自主活動）10:00 ～ 11:30 福祉健康センター
卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

役場

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

15 水

8:00 ～ 12:00

多重債務者相談 10:00 ～ 12:00 役場 1 階会議室

体育センター

（阿田和・尾呂志地区）

中央公民館ロビー他

ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

11 土

10:00 ～ 11:00

20 月 バレーボール教室

6 月 バレーボール教室

福祉健康センター

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

18 土

ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

5 日

7 火

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校
ちょっと気になる子ども相談
（予約制） 役場

子どもの広場 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

貯筋体操教室 神木老人いこいの家
サッカー教室 19:00 ～ 21:00 御浜中グラウンド

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

2 木 貯筋体操教室

4

卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

29 水

●昭和の日●

30 木 卓球教室

19:00 ～ 21:00

阿田和中学校

４月の納税期限
●国民健康保険税
納期限

第１期

４月 30日（木）

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。
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５万人に南三重地域の魅力をＰＲ 南三重ふれあいフェスタ

御浜町の特産品をＰＲ

南三重８市町とは、
大台町・大紀町・南伊勢町・紀北町・尾鷲市・熊野市・
御浜町・紀宝町のことです。

冬鳥などを観察 野鳥観察会
紀南地域活性化協議会と近畿地方環境事務所が自然環境への関心を
深めてもらうために実施し、20 人が参加しました。
日本野鳥の会の方を講師に、市木川とその周辺の水田で、バード
ウォッチングを行ないました。参加者の皆さんは、珍しいカワラヒワ
やチュウゲンボウなど様々な種類を確認し楽しんでいました。
バードウォッチングをする皆さん

３／１

本番さながらに防災訓練実施 上野区避難・防災訓練

熊野市消防署御浜分署員からＡＥＤ
の講習を受ける皆さん

上野区自主防災組織（リーダー時田守さ
ん）が避難訓練及び防災訓練を実施し、80
人の区民が参加しました。
同区は昨年度から「東紀州防災ネット
ワーク推進会議」のモデルとして、孤立地
域対策協議会を設置し、中山間地域の減災
対策に取組み、その継続事業として実施。
午前９時に合図とともに区内 15 ヶ所の
「第１次避難場所」に集合し、安否確認後、
総合避難場所の公民館に集合しました。集
合後は、ＡＥＤの使用方法など、本番さな
がらに訓練が行なわれました。

火災を起こさないことが大切 老人クラブ福寿会防災・防火研修会
犬
神木老人クラブ福寿会（中門丈夫会長）主催の防災・防火研修会が同
地区の老人いこいの家で開かれました。
研修会では、熊野市消防署御浜分署長から火災現場の状況や原因の話
などがされ、「火災報知機の設置は大切ですが、まずは火災を起こさな
いことが一番大切。
」と参加者に呼びかけました。
福寿会の皆さん

〒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/

第１次避難場所で安否確認

３／２

発行／御浜町役場
編集／総務課行政係
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人気のみかん試食販売

名古屋市のオアシス 21 で、南三重地域活
性化事業推進協議会（会長・河上敢二熊野市
長）主催の「南三重ふれあいフェスタが開催
されました。
このフェスタは、南三重８市町の豊かな自
然、歴史、食、文化などをアピールし、名古
屋市を中心とした中京圏から当地域に誘客を
促すよう実施されました。各ブースでは、み
かんやさんま寿司、干物などの水産加工品な
ど、各地域の名産、特産品を展示・販売しま
した。

みはま

２／２２

広報

みて見て みはま

