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御浜

み
かん 祭り
みかん

「御浜みかん祭り」が１１月８日、道の駅パーク七里御
浜駐車場を会場に行なわれました。
名古屋や四日市、津方面からのみかん狩りに来られた方
も含め、3,000 人もの多くの方が訪れました。
会場では、地元の特産品をはじめ、愛知県、福井県、和
歌山県のミハマ町の特産品や友好親善提携の松本市梓川自
治区のりんご販売もあり、大いに盛り上がりました。
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特

獣害対策

集

私たちは

「 餌 づ け 」に 成 功 で き る か ？
皆さんは、次のような経験はありませんか？
１．サルを見かけたが、かわいいのでミカンやサツ
マイモをあげた。
２．庭の柿の実をサルが食べていて、しぐさがかわ
いかったので見ていた。
３．川原でバーベキューをし、ゴミは持ち帰ったが、
残った野菜を草むらに捨てた。
４．お盆に墓参りをして故人の好きだった果物を置
いてきた。
５．家庭選別で出荷しないみかんを休耕している田
んぼのすみにすてた。
６．畑を金網で囲ったが、サルが網目から手を入れ
て大豆やキュウリを食べられた。
７．あぜ道や道路ののり面を冬前に刈り払った。
これらの行動は、野生鳥獣による農産物被害（獣害）などを引き起こす大きな要因になっているこ
とは、皆さんご存知でしょうか。
今回は、農家の方々はもちろん一般の皆さんにも、獣害についていっしょに考えていただきたい
と思います。

獣害は農家だけの問題？
近年、野生鳥獣による農産物被害（獣害）
が全国で大きな社会問題となっており、毎年
200 億円ほどの被害が報告されています。こ
うした被害は、農家の営農意欲を減退させ、
耕作放棄の引き金となるだけでなく、子ども
がサルに追いかけられたり、イノシシに庭を
荒らされたりするなど深刻な社会問題になり
つつあります。
「獣害は農家の問題で自分には関係ない」
とか「獣害を解決するのは猟友会や行政の仕
事だ」といった考えを持っておられる方はい
らっしゃいませんか？
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野生鳥獣により被害を受けたミカン

しかし、獣害が年々激化する中で、
「あな
たも獣害の加害者の一人かもしれなない」と
いわれたらいかがでしょうか。

私たちは被害者？加害者？
一般的に、サル、イノシシ、シカなどの野
生鳥獣は臆病で、人にその姿を見せることを
嫌うといわれています。
山で育った動物たちは、餌を求めて里にやっ
てきますが、長時間姿をさらさなくてすむよ
う耕作放棄地や茂みをつたってやってきます。
心臓をドキドキさせながら、軽トラックの音
や人間の話し声に耳をすませて、里にやって
くるのかもしれません。そんな彼らに、ミカ
ンをあげたり、庭の柿を食べていても見過ご
していれば、人に対する恐怖心は薄れ、人に
慣れることにつながります。野菜や果物を草
むらやお墓、田んぼのすみにおいてしまうこ
とが、動物たちに上等の餌を与えることになっ
ているのです。また、ヒコバエを生やしたり、
畦畔の草刈を冬前に行うことも、結果として
食糧に乏しい冬の餌をつくることになります。
つまり、野生鳥獣を追払いもせず、人に対
する恐怖心をなくしてしまうことで人慣れ
（人慣れ学習）はすすみ、無意識であれ継続
的に餌を与える状況をつくることで、里にい
つくように「餌づけ」をすることになります。
その結果、里やその周辺に住み着く動物が増

加し、里での被害が増加することにつながる
のです。
獣害問題は、集落や地域で日頃何気なく
行っていることの積み重ねの結果であり、私
たちみんなが加害者にも被害者にもなるおそ
れがあるといえます。

これまでの獣害原因説
これまで全国的に野生鳥獣による被害が
増えたのは、①温暖化・暖冬化②スギ・ヒ
ノキなどの人工林の増加③過疎化と高齢化
による耕作放棄地の増加④ハンターの減少
などが原因であるといわれてきました。
しかし、本当でしょうか？温暖化や暖冬
が原因であれば、東北や北海道で被害が少
なかったり、進行が遅いことになります。
獣害は、日本中でほぼ同時に進行していま
せんか。また、人工林や耕作放棄地が増加
すれば、餌自体は減少しますので、動物が
増加する原因としては不適当です。また、
ハンターは減少傾向ですが、獲れる有害鳥

獣の数は増加しています。

サル、イノシシ、シカの基礎知識

サ

ル

生態

数頭～ 70 頭くらいの群れ
（メスと子ザルの集団）
で生活し、
昼間のみ活動。
オスは４～５歳で群れを離れ、オスだけの少数の群れに入るかハナレザ
ルとなる。警戒心は強いが、慣れると大胆。

食物

植物性のものを中心に、果実・虫も食べる。

出産

イノシシ

シ

カ

生態

野生のサルは２～３年おきに、集落をエサ場にしているサルは１～ 2 年
おきに１頭を産む。
人を警戒し夜間活動する。１ｍ以上の柵を飛び越し、20 センチをくぐり
ぬける。臭覚がすぐれ、学習能力も高い。茂み、耕作放棄地、竹林等で
生活する。警戒心が強く臆病。

食物

雑食性。特に根、ドングリ、栗、芋類、ミミズを好む。

出産

春に４～５頭を産む。春までに出産出来なかった場合は、秋に出産する
こともある。

生態

群れで生活し、昼間は森林、夜間は農耕地で活動する。
警戒心は強いが、意外と図々しい。

食物

造林木、農作物、果実類、飼料作物と幅が広い。食料は１日３㌔食べる。

出産

年１回５～７月頃、1 頭を産む。
5

特

獣害対策

集
御浜町に強力な助っ人

井上先生が提唱する獣害対策のポイント

当町では、
獣害対策の進め方を見直す中で、
今年から鳥獣害対策の第一人者である井上雅
央先生（近畿中国四国農業研究センター鳥獣
害研究チーム長）の指導を仰ぐことになりま
した。
先生は、以前、奈良県果樹振興センターで
獣害指導を担当されており、現場を大切にし
ながら農家の視点でアドバイスされる方で、
地域ぐるみで取り組む実践的な活動を推進さ
れています。
現在、井上先生には、町全体の獣害対策の
進め方と引作地区をモデル地区として集落ぐ
るみで行う獣害対策を指導していただいてい
ます。

インタビュー

獣害対策の基本は「人慣れ学習」や「餌づけ」
を止めることにあります。対策は、次の４つ
のポイントを順番に行なっていくことが大切
です。
（写真は引作の皆さんの取り組みです。
）

① みんなで勉強
「人慣れ学習」と「餌づけ」が原因で被害が起き
ていることをみんなで理解し、対策に取り組むこ
とが大切です。熱心な一握りの人が取り組んでも、
家族や集落全体でやらなければ効果はでません。

研修会

「区民の意識も変わりつつあります」

② 守れる集落、守れる畑

皆さんで集落をまわって潜み場になっている
場所や獣道などをチェックします。また、作業が
しやすい畑をめざします。

引作区長
やまもと

山本

としひで

俊英さん

井上先生は有名な方だそうですが、気さく
な方です。集落点検では、個々の農家の問題
を具体的にわかりやすく指導してくれました
し、猿害防止柵「猿落君」を作るときも、の
こぎりを持って先頭に立ってくれました。
これまで獣害対策というと農家と猟友会
の問題でしたが、井上先生の指導を受ける
ようになって個人も集落も取り組むように
なりました。
個人で刈り払いをする人が増えたり、柵
づくりをみんなで行ったりと無理のない範
囲でやっています。高齢者が多く、獣害対
策は若い人に頼まないとできないと思って
いた人も声を出したり、花火を打ったりす
るなど協力してもらえるようになりまし
た。息長く続けていきたいと考えています。
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集落を回り潜み場をチェック

③ 自分でやる囲いや追い払い

囲いの役割は、集落に行ったが囲いの中の農作
物は食べられなかったと動物に思わせることが大
切です。柵の近くの動物はロケット花火を活用し
追い払います。

みんなで作る猿害防止柵「猿落君」

④ 駆除や大規模柵

①～③の取り組みを行った上での対策は効果が
あります。しかし、餌づけ環境が改善されるもの
ではなく、いやがらせ手段の一つです。

いのうえ

まさてる

井上 雅央 氏

明日から取り組む獣害対策

■ プロフィール
奈良県生まれ。
愛媛大学大学院農学研究科修士課程修了。
京都大学博士（農学）
。
現在、
（独）農研機構 近畿中国四国農業研
究センター 鳥獣害研究チーム長。
著書に『山の畑をサルから守る』
『山と田
畑をシカから守る』などがある。

みんなでやらなければならないこと
○茶殻や古くなった菓子を外に捨てない。
○墓参りの後は、お供え物は持ち帰る。
○竹やぶを伐採したり、背の高い雑草は刈
り払う。
○サルを見たら、みんなで大声を出したり
ロケット花火やパチンコなどを使って追
払う。

農家の方にやっていただきたいこと
○収穫しない柿や栗などは、伐採するか、
収穫できる高さにする。
○畑で落としたみかんは、踏んですぐ腐ら
せ、野菜くずは、すきこむ。
○電気柵があるみかん畑は、収穫後もしば
らく電気を入れておく。
○蚊取り線香と爆竹を組み合わせて夜間隠
れ家の嫌がらせを行う。

最後に
私たちは今、順調に「餌づけ」を成功させ
ようとしています。このままでは、里のグル
メなエサで育った動物は、早熟ですくすく育
ち、活動範囲をどんどん広げていくでしょう。
しかし、元々自然に生息するサル、イノシ
シ、シカなどの動物が、里で暮らす人間と同
じ場所で共存共栄できるはずがありません。
まして、里におりてきて農作物が荒らされた
り、子どもたちが追いかけられたりするよう
な野生動物との共生はあってはならないこと
です。
「餌づけ」をやめるのは、農家だけでなく、
地域や集落ぐるみで取り組まなければならな
い課題です。
「餌づけ」が成功してしまうか
どうかは我々みんなの意識と取り組みにか
かっています。
†問い合わせ先†
産業建設課
なかむら ま さ お
（担当 中村正男）
☎３―０５１７

獣害が増えたということは、みんなで餌づけに成
功したということです。人慣れと一年中餌を知らず
知らずのうちに準備してしまった。
例えば、稲の種類をコシヒカリに変えて収穫が早
くなり、ヒコバエが生えるようになることも餌場を
増やしてきたことになります。また、動物を見ても
追わず、潜み場所を畑や家のそばに作ってしまった
から、人慣れがすすんでしまったんです。
動物にとって、集落にはエサが二種類あります。
一番目のエサは動物が食ったら“人が腹を立てるエ
サ”
、二番目は動物がいくら食っても“誰も怒らん
エサ”です。農家の皆さんが大切に育てているミカ
ンは一番目のエサで、隣の荒廃園のミカンは二番目
のエサになりますね。二番目のエサは食べてもええ
けど、一番目のエサはあかんゆうても、動物にはわ
からんですよね。そやから、一番目のエサだけやな
しに、二番目のエサについてもみんなで考えないと
獣害対策にはなりません。農家だけでなく、非農家
の皆さんの取り組みも大切なんです。
獣害対策は、住民の一人ひとりが「こんなことを
したら餌付けになるんじゃないか。
」と考え、人慣
れさせないこと、エサをあげないことを勉強するこ
とから始まります。また、私たちは年令も違えば性
別も違う、できることは一人ひとり違っています。
無理なことをみんなで歯を食いしばってやるんじゃ
なくて、みんなで考えながらやっていく。無理をし
ないというのが長続きする秘訣です。引作の皆さん
はよくがんばっています。他の地区でもきっとでき
ると思いますよ。
もっと井上先生の獣害対策を学びたい方へ

獣害対策研修会
【日時】平成 2 2 年 2 月 16 日（火）午後 6 時 30 分
【場所】御浜町役場くろしおホール
【内容】これならできる獣害対策（仮題）
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みんなで人権の
御浜町では、一人ひとりの人権が尊重され、豊かで明るく、
生きがいのある社会の実現に向けた取り組みの一環として、児
童生徒の皆さんに人権標語を募集しました。
応募された標語とその中でも特に優秀だった４つの標語をご
紹介します。

優秀賞

「うれしいな

みんなで一緒に笑うとき」
す ず き

鈴木

けい

渓 さん（御浜小３）

今回、優秀賞を受賞して今はどういう気持ちですか？
中学生とかもいる中で一番だったのが嬉しい。
今回の標語はどういう気持ちで作りましたか？
正午ぐらいから夜の 10 時ぐらいまでかけて、
50 個ぐらい考えました。
大きくなっても友だちと遊んで笑っていたい、もっと楽しいときが
来るといいなということを思って作りました。
外国にいる友だちもできたらいいな。東京にいる４年生の友だちと
も会って色々と楽しいことをしたいです。

応募された全ての標語をご紹介します
阿田和小学校 （ ）内の数字は学年です。
いじめるなそのこはぼくのおともだち
辻
零之（１）
いじめません人も動物もみんな仲良し
畑中 華月（４）
みんななかよく 手をつなごう
南
咲良（２）

御浜小学校 （ ）内の数字は学年です。
みんな大切な命大事にしよう
岡村 大輔（５）
人の気持ちになって考えよう
杉谷今日香（４）
阿田和中学校 ２年生
みてみぬふりはしないこと
石橋
人を救えるのは人間のあなた
伊東
いじめは人を傷つける
岩田
いじめはしないやらせない
上地
人に優しく
榎本
一つの正しい行いが十の行いにつながる
垣内
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勇人
彩夏
直也
佑季
真実
貴斗

持ってる？人を思いやる心 消えた？人を差別する心
工藤彩由佳
なくそう差別親切な心を大切に
小島 光樹
いじめは人を傷つける
下川 英朗
一つ一つの細かい行動が大きなものとなる
下川 竜平
いじめは暴力
下田
望
しっかり結ぼう心の絆
辻本愛里奈
あなたのやっていることは
人権侵害ではありませんか？
中村 浩介
いじめは人を傷つける
端地
真
「ごめんなさい」その一言が大事です 畑中 大樹
心へ自分の気持ち
浜﨑 那央
いじめを感じよう謝ろうそして止めよう 東
邦光
いじめは悪い絶対にしてはいけないもの 堀 あゆみ
一人で抱え込んじゃダメ
堀 真一郎
咲かそう心の花
宮永 貴大
前を向いて歩こう
一人のためにみんなが
漁野 桃子

みんなで人権の大切さを考えてみませんか

大切さを考えてみませんか
佳

作

「その言葉傷つけるか癒すかは あなたしだい」
おおかわ

え り か

大川

衿佳 さん（御浜中２）

言葉を発するのは人です。話の流れで軽い気持ちで「バカ」という言
葉を発しても、冗談でとって励ましととる人もいれば、悪気はなくても
傷つく人がいるので、考えて使ってねという気持ちで作りました。

佳

作

「あなたがかわればみんなもかわる」
ほり

ゆ

か

こ

堀 裕佳子 さん（阿田和中２）
私がこれまでに体験したことや見たこと感じたことから、みんながい
いほうに変わることで、みんな仲よくなってきたので、そうなって欲し
いなぁと思って作りました。

佳

作

「誰とでもみんなと仲よく元気よく」
や し き

屋敷

き

ら

光来 さん（阿田和小１）

友だちとブランコなどでたくさん遊ぶことが大好きで、みんなと仲よ
くすると学校が楽しくなるからと思って作りました。

御浜中学校 ２年生
障害者いじめる人も心の障害者
東
薫
何になるそんなことしていじめるな
池内 祐人
がんばろういじめに負けずにがんばろう
池上 沙希
なくそうよいじめは今の社会問題
宇城 貴也
世界中の子どもたちの中にはごはんも食べられない
子どももいるから、残さず食べよう大事なごはん
大谷 真生
いやなこと家族の笑顔で消えていく
大畑 慶子
失うな自分の権利大きいぞ
奥地 泰久
誰だって立派な一人の人間だ
尾白 早希
思いやりみんなにあればけんかなし
河口 奈央
白色黒色はだいろどれも個性があってきれい
城平 奈南
いじめは事件のもと
杉本 祐貴
「外国人」外の国なんて言わないで
瀬古さくら
輪になってみんなで思いを伝え合おう
そうすればみんな笑顔になれるから 瀬古 優子
必死に生きようこの世の中で
谷口 航平

村八分悲しい事しか生まれない
谷口
優
いやなこと言うことだけは忘れてね
仲
知邑
ここにもさあるなあるなとバリアフリー
二斗蒔田亜実
奪うなよ私の大事な人権を
濱田 奈月
いじめをなくして絆をひろげよう
福田 伊織
考えて人間みんな君じゃない
松田珠里亜
話す前に傷つけないか考えて話そう
萬浪 研人
人の価値中身はみんな違うけど
その大きさはみんな同じ
山本 愛美
尾呂志学園中学校 ２年生
イジメはね後悔するよやめようね
やってはダメ人種差別は大きな罪

石本 笑華
石本 和樹

†問い合わせ先†
教育委員会生涯学習係
なかみち の り こ
（担当 中道紀子）
☎３―０５２６
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みんなで人権の大切さを考えてみませんか

気球ゲーム
熱
の
利
権
10 月 16 日に役場にて開催しました、人権講演会で参加者の皆さんに「権利の熱気球ゲーム」
をやっていただきました。ご家族皆さんで一緒にやってみてください。
あなたは10 個の権利をもって気球に乗っています
１．知りたいことや学びたいことを勉強する権利
２．安全な家に住む権利
３．家族に愛される権利
４．必要な食べ物や水が得られる権利
５．おこづかいをもらう権利
６．自分の携帯電話を持つ権利
７．自分の意見を言って、きいてもらえる権利
８．自分だけの部屋を持つ権利
９．家族で旅行に行くことの出来る権利
10．遊んだり休息したり自分の好きな事をする時間
を持つ権利
①から順にはじめ、上の表から権利を選んで
捨てていってください。

①故障してだんだん気球が落ちてきて、サメのいる
海に落ちそうです。どれか２つ権利を手放さなく
てはなりません。さて、どれを捨てますか？
②今度は、山にさしかかりましたが、恐ろしい熊が
下で待ち構えています。また、２つ権利を捨てな
ければなりません。どれを捨てますか？
③今度は、ジャングルの中の川の上です。ワニがい
て今にも気球が落ちそうです。捨てるだけ捨てて
気球を軽くしてください。

なぜそれを捨てたか考えてください。ど
うしても捨てられなかった権利はいくつ
残っていますか？あなたにとってなぜそれ
が大切か考えてみましょう。
人によって大切さの順位が違い、一つだ
けの結論や正解はありません。社会の中で
お互いに幸せに生きていくためには、他の
人の権利を尊重することが大切です。
†問い合わせ先†
教育委員会生涯学習係（担当
☎３―０５２６

なかみち の り こ

中道紀子）

『みんなで築こう 人権の世紀』

第61回 人権週間

～考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～
人権週間

12月４日～10日

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、家族間の問題（離婚や扶
養、相続等）、体罰やいじめ、職場でのセクハ
ラ、ＤＶ等でお悩みの方は、人権擁護委員また
は、相談所へお気軽にご相談ください。相談は
無料で、秘密は厳守します。
【特設人権相談】毎月第３水曜日実施の「行政
・人権・心配ごと相談」と兼用
【相談日】12 月 16 日（水）
【場 所】役場 １階 第１会議室
【時 間】午前９時～正午まで
【人権擁護委員】
山下榮一郎（栗須）、下田 文男（阿田和）
、
北地 哲子（神木）
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人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮあゆみちゃん

†問い合わせ先†
津地方法務局熊野支局・熊野人権擁護委員協議会
☎０５９７―８５―２３１０

新議員12人 が 決定

～御浜町議会議員選挙結果～

任期満了に伴う御浜町議会議員選挙が、
11 月 15 日
（日）
に町内 13 ヶ所の投票所で行われました。議員定数が 12
人に対し、現職 10 人、新人６人の計 16 人が激しい選挙
戦を繰り広げました。投開票結果は次のとおりです。
なお、議員の任期は、平成 21 年 12 月２日から平成
25 年 12 月１日までの４年間となります。

新議員に選ばれた

いまにし

今西

こうぞう

孝三（63）
無所属

う ど ひ ら まさとし

さ き く ぼ

宇戸平正敏（63）
無所属

﨑久保

たかし

隆（64）

笹之内俊雄（76）

たかおか

ひろし

野地本

無所属

さ さ の う ち と し お

無所属

人の皆さん （敬称略・あいうえお順）

12

す ず き

鈴木ひろみ（68）
無所属

ひ ら み

平見

よしひろ

喜啓（61）

投票結果

無所属

せ

こ

世古

ふ な ね

舟根

ただし

正（60）

日本共産党

か ず お

みついし

和夫（58）
無所属

投票率は

●当日有権者数
男 3,617 人
女 4,343 人
計 7,960 人

82.78％

●投票者数
男 2,969 人
女 3,620 人
計 6,589 人

●投票率
男 82.08％
女 83.35％
計 82.78％

†問い合わせ先†

髙岡

前回の町議選は 78.50％

三石

洋（45）
無所属

つ ね こ

恒子（67）
無所属

開票結果
結果
当
当
当
当
当
当
当
当

新現

候補者名 元別
髙岡 洋 現
舟根 和夫 新
山門 亮彦 現
笹之内俊雄 新
宇戸平正敏 現
今西 孝三 新
野地本 隆 新
世古 正 現

の じ も と

やまかど

山門

たかし

隆（35）
無所属

あきひこ

亮彦（64）
無所属

新現

得票数 結果 候補者名 元別
596 当 鈴木ひろみ 現
550 当 﨑久保 隆 新
494 当 三石 恒子 現
442 当 平見 喜啓 現
442 ― 端地 常浩 現
442 ― 出口 康一 現
430 ― 宇城 公子 現
407 ― 端地友起子 新

なかがき た か し

御浜町選挙管理委員会（総務課内）
（担当 中垣卓已）

得票数
388
372
371
359
351.434
338
279
262.565

☎３―０５０５
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新型インフルエンザワクチン接種 の
スケジュール が決まりました
医療機関には限られたワクチンしか入荷していないため、基礎疾患を有する方と妊婦の方を最優先に接
種します。今後は月２回の頻度でワクチンが供給されます。下記の対象者の方のワクチンは必ず確保され
ますので、冷静な対応をお願いします。
基礎疾患を有する方（最優先･その他）
※：11月16日～
妊婦：11月16 日～
幼児
（1歳～就学前）
：11月16日～
小 学 校 1 ～ 3 年 生：11月16日～
1歳未満児等の保護者
小学校4 ～ 6年生
中学生

11月17日現在の状況です。

11 月

（輸入ワクチン）

高校生

65歳以上の高齢者（国産のワクチンは2月中旬からの予定です）

12 月

1月

2月

3月

※「基礎疾患を有する方（最優先）
」とは、とくに重症化リスクが高い方で、一定の基準に該当するものとかかりつ
け医が判断した方となります。

接種対象者以外の方は、現在予防接種の対象者ではありません。優先接種が終了次第、接種の状況やワ
クチンの使用量、流行の状況などを踏まえて、健康な人への接種が検討されます。

ワクチン接種費用

ワクチン接種費用の助成

１回目 3,600 円
２回目 2,550 円（１回目と異なる医療機関で
接種した場合は、3,600 円となります。
）
住民税非課税世帯及び生活保護世帯の方で接
種対象者の方については、費用負担の軽減を行
ないますので、接種を希望される方は必ず健康
福祉課へ連絡ください。
接種できる町内の医療機関
大久保医院
尾呂志診療所
尾呂志リハビリ診療所
谷口クリニック
まつうらクリニック

☎２－３２６５
☎４－１０１４
☎４－１７８０
☎２－４３３３

紀南病院

☎２－１３３３

（通院している患者のみの対応）

☎３－０１５０

基礎疾患をお持ちの方が、かかりつけ医以外の
医療機関で接種を受ける場合には、かかりつけ医
等が発行する優先接種対象者証明書が必要になり
ます。
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接種対象者（医療従事者を除く）の方で接種
を希望される場合には、１回目の接種費用の内
2,600 円を御浜町が負担します。かかりつけの
医療機関（小山医院、新宮市立医療センターを
除く）で助成券に必要事項を記入いただければ
助成を受けることができます。ただし、熊野市
から新宮市以外の医療機関で接種を希望される
場合は、
事前に健康福祉課へ申し込みください。
なお、新宮市を除く県外等の医療機関ではそ
の取り扱いを行っていません。接種前に健康福
祉課にお問い合わせください。
すでにワクチン接種を受け費用を全額支払わ
れている方は、健康福祉課で償還払いの手続き
を行ってください。

†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

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました

高額医療・高額介護合算療養費制度
支給要件
世帯内の長寿医療制度もしくは国民健康保険
の加入者の方全員が、一年間に支払った医療保
険と介護保険の自己負担（毎年８月から翌年７
月までの年額）を合計し、基準額を超えた場合
に、その超えた金額を支給します。
ただし、世帯内で医療保険と介護保険のどち
らかの負担額が０円の場合は支給されません。
支給対象者へのお知らせ

ご

○長寿医療制度加入者の場合

次に該当する方には、申請の対象となる旨の
お知らせができない場合があります。ご不明な
点については、保険年金係へご相談ください。
◆平成 20 年４月から平成 21 年７月までの間に、
・市町を越える転居をし、加入する保険がか
わった方

･･･ 支給の対象となる被保険者の方には、
１月頃に郵便でお知らせします。

○国民健康保険制度加入者の場合
･･･12 月頃に郵便でお知らせします。

はたなかよしなり

意

・他の医療保険（制度）から移られた方

お知らせが届いた場合は、税務住民課の窓口
へ申請してください。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当
☎３―０５１２

注

◆長寿医療制度に加入されている方で、住所地
と介護保険の市町が違う方（介護保険住所地
特例者）

えのもとわかのり

畑中芳成、榎本若典）

にっぽん

本年金機構』
が来年１月１日からスタート
年金だより 『日
～社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします～
国民の皆様の信頼にこたえ、一層のサービス
向上の実現を目指し、社会保険庁は組織・人員
を一新し、
「日本年金機構」として生まれ変わ
ります。
○現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに
「年金事務所」と名称が変わりますが、年金
相談などの窓口として引き続きご利用いただ
けます。また、「年金事務所」は、現在ある
社会保険事務所の建物をそのまま使用します
ので、所在地に変更はありません。
○日本年金機構の設立に伴い、これまで社会保
険庁や社会保険事務所の名義でご案内してい
た各種の関係書類は、内容により、今後は厚

生労働省または日本年金機構の名義でご案内
させていただくことになりますが、皆さま方
には何らかの手続きをしていただくことは一
切ございませんので、ご安心ください。
○日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の
運営業務を引き継いで行うこととなります
が、公的年金制度は、国の制度として、その
財政や運営は国が引き続き責任を持つことに
ついては、これまでと変わりません。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当

☎３―０５１２

みなみ

まなぶ

南 学）
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假屋崎 省吾

＆

神崎 愛

コンサート

～ 華 と 音楽 の 共演 ～

「美を紡ぎだす手を持つ人」假屋崎 省吾さんのフラワー
デモンストレーション＆トークとフルート奏者・神崎 愛
さんによる華とクラッシック音楽とのコラボレーションコ
ンサートです。
【日 時】１月 17 日（日）午後７時開演（午後６時 30 分開場）
【場 所】中央公民館 アメニティーホール
【チケット】全指定席１枚 2,500 円（１人４枚まで）
【チケット発売日】平成 21 年 12 月６日（日）
午前９時から中央公民館にて発売
このコンサートは、平成 21 年度御浜町自主文化振興事
業で行います。
†問い合わせ先†
中央公民館（担当
☎３―３１５１

かみがいと も り お

上垣内守雄）

認知症講演会

～ 認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して ～
長谷川式スケールや「痴呆症」から「認知症」への名称変更の
立役者で、認知症ケアの第一人者である長谷川和夫氏と、58 歳
で若年性アルツハイマー型認知症と診断され、認知症と向き合い
続けている佐野さんご夫婦（富士宮市）をお迎えし、認知症講演
会を開催します。
【日 時】１月９日（土） 午後２時～５時（午後１時開場）
【場 所】中央公民館 アメニティホール
【内 容】〈第１部〉「認知症を受け入れるということ」
ある日突然認知症と告げられ、戸惑い苦しんだ思い
を佐野さんご夫婦に語っていただきます。
〈第２部〉「認知症を理解するということ」
長谷川氏より認知症をどのように理解し、接すれば
いいのかなどについてご講演いただきます
【予 約】予約が必要です。御浜町地域包括支援センターまでご
連絡をください。
†問い合わせ先†
御浜町地域包括支援センター（担当
☎３―０５１４
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にし

つとむ

西 勉）

長谷川和夫氏
認知症介護研究・研修東京
センター名誉センター長

かんきつ 対策室だより
今年のみかんの状況は
御浜町の主力品種である極早生温州みかんの販
売も終了し、早生温州みかんも終盤となっていま
す。今年、産地では「おもて年」に対応した栽培
に取り組んできました。しかしながら、８月上旬

の乾燥による小玉果の発生や、10 月に襲来した
台風 18 号の影響により、計画よりも収量が減少
しました。ＪＡでは販売金額で前年対比 101％、
８億９千万円を見込んでいます。

御浜みかんまつり
11 月８日パーク七里御浜前の駐車場をメイ
ン会場に「御浜みかんまつり」が実施されまし
た。さまざまな催しのひとつとして、地域外か
らの「みかん狩り」ツアーが開催されました。
みかんまつり実行委員会の募集したバスに加
えて、ＪＡが招待した近鉄百貨店のお客様グ
ループ、
朝日新聞社が主催した「モリゾー・キッ
コロ里山学校」のツアー、計 100 人の皆さんが
参加し、みかん狩りだけでなく、ＪＡ選果場の
見学や熊野古道浜街道の散策など、御浜町での
休日を楽しんでいただきました。産地を知って
もらうことで、スーパーで見かけるみかんもよ
り身近に感じてもらえるのではないでしょう
か？

みかん狩りツアーの参加者の皆さん

情報の共有をすすめよう （ＪＡのＦＡＸ情報・みかんの里協議会のメール情報）
情報の共有は、あらゆる分野で重要視されて
いるキーワードです。私たちの産地でも正確で
新しい情報の共有を進めることはとても大切で
す。ＪＡやみかんの里協議会では、ＦＡＸやメー

ルによる情報発信を行っています。営農情報や
ＪＡの市況など、参考になる情報も多いと思い
ます。ぜひ登録して産地全体で情報を共有しま
しょう。

●ＪＡ三重南紀ＦＡＸ情報…ＪＡ組合員向けの営農情報。紙ベー
スでの情報は目で見て確認できるので安心感があります。
申し込み：ＪＡ三重南紀営農振興部

☎２―０３９８まで。

●元気なみかんの里創生プロジェクト協議会メール情報…協議
会事務局が収集した情報の配信、ＪＡ市況やＪＡ講習会の開催案内、
事務局ではこまめな情報提供を心がけています。
申し込み：mikanproject@ztv.ne.jp に、件名「メール配信希望」
、本
文に住所・氏名を記入してメールしてください（携帯でもパソコン
でも受信できます）。
†問い合わせ先†
ひがしじ ま さ と
産業建設課柑橘対策室（担当 東地正登）☎３―１７０７
Ｅ -mail : kankitsutaisakushitsu@town.mihama.mie.jp
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役場の閉庁時間

情報 コ ー ナ ー

■役場の開庁時間は午前８時30分～午後５時15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。

平成２２年成人式開催案内

御浜町内の母子寡婦家庭の皆様にお知らせ

【日時】平成 22 年１月２日（土）午後１時～
【場所】中央公民館 アメニティホール
【対象者】
○平成 16 年度の町内中学校卒業生（平成元年
４月２日～平成２年４月１日生まれの方）
※町外私立中学校等を卒業された方も対象です。
○平成 21 年 12 月１日現在で御浜町に住所を有
する方
【式典の案内について】
○対象者の方には、式典の案内ハガキを 11 月
初旬に発送済みです。（出欠に関わらず、必
ず返信ハガキをご返送ください。）
○対象者以外の方で、当町での成人式典へのご
参加を希望される方はご連絡ください。
†問い合わせ先†
教育委員会生涯学習係（中央公民館）
はしむらもりひろ
（担当 橋村守裕）☎２―３１５１

御浜町母子寡婦福祉会親睦会を開催します。
当日は、来春小学校に入学又は卒業のお子様
をお持ちの方を対象とした激励会も開催しま
す。
ゲ－ム等もたくさん用意しておりますので、
お母様方も日頃のお仕事やご苦労を忘れて、お
子さんと一緒に遊び、温泉に浸かってのんびり
と楽しいひと時を過ごしませんか。
【日時】12 月 13 日（日） 午前 10 時～午後３時
【場所】瀞流荘（熊野市紀和町）
【参加費】無料（昼食は福祉会で用意します）
なお、
当日は送迎バスを用意いたしますので、
参加を希望の方は 12 月３日（木）までに、下
記の役員までご連絡ください。
間下 たみ子 ☎２―１４３９ （下市木地区）
寺前 八重子 ☎２―２３５３ （阿田和地区）
畑
タミ代 ☎４―１０３３ （尾呂志地区）
樋口 恵 子 ☎２―０２０１ （志原地区）
†問い合わせ先†
おかもと ゆ う じ
健康福祉課福祉係（担当 岡本有司）
☎３―０５１５

事業経営者の皆さんに特別徴収のお願い
給与所得者の個人住民税（町・県民税）は、
法律により、雇い主が給与から特別徴収（天引
き）して、従業員に代わって町に納税すること
になっています。
○所得税は源泉徴収しているけれど、町県民税は特
別徴収していないということはありませんか？
○原則として、パート・アルバイトを含むすべて
の従業員から特別徴収をする必要があります。
○税額の計算は市町で行いますので、所得税の
ように税額の計算や年末調整をする手間はか
かりません。
従業員の皆さまには次のようなメリットがあり
ます
■納税の手間が省けます。
■普通徴収が原則４回払いなのに対して、12
回払いとなるので、１回あたりの負担が軽く
なります。
三重県と県内全市町では、個人住民税の特別
徴収の徹底に取り組んでいます。すべての従業
員から特別徴収を行っていない事業所は、切替
えをお願いします。
†問い合わせ先†
しも
ひろまさ
税務住民課税務係（担当 下 博昌）
☎３―０５１０
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血管いきいき教室

（高血圧・脂質代謝異常症予防）開催
【日程】12 月 16 日（水）
午前９時 30 分～午後１時
【場所】御浜町福祉健康センター
【参加対象者】40 歳以上の町民の方
※高血圧・脂質代謝異常症ですでに治療中の方
は主治医に相談の上参加ください。
【内容】高血圧・脂質代謝異常症予防の話、
調理実習
【費用】材料代 300 円、米１／２合
【準備物】エプロン、三角巾、筆記用具
【定員】25 名
【締切】12 月 7 日（月）
※定員になり次第締め切ります。
†問い合わせ先†
しも
み ほ
健康福祉課健康づくり係（担当 下 美穂）
☎３―０５１１

「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。
しもかわひろなる
†申込・問い合わせ先† 総務課（担当 下川博愛） ☎３―０５０５

子育て応援特別手当の執行を停止します
子育て応援特別手当（平成 21 年度版）につき
ましては、12 月中旬からの申請受付開始に向け
て準備を進めておりましたが、すでに報道等で
発表されているとおり、国が執行停止を決定し
たことにより支給されないこととなりました。
対象者の方には大変ご迷惑をおかけいたします
が、ご理解いただきますようお願いいたします。
†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

ひきこもり出張相談会のご案内
三重県こころの健康センターでは、ひきこも
り、不登校、対人関係問題など思春期に特有な
こころの問題に悩む、ご本人・ご家族および関
係者からのご相談に対応するため、下記の日程
で、出張相談会を開催いたします。
【対象】
（尾鷲・熊野地域在住の）ひきこもり、
不登校、対人関係問題など思春期に特有なこ
ころの問題に悩む、ご本人・ご家族および関
係者
【日時・場所】
12月25日
（金）
午後10時～正午 尾鷲保健所１階
午後２時～４時 熊野保健所２階
【内容】ひきこもりなどに関するご相談、他機
関紹介および情報提供
【申込み】12 月 22 日までに、下記までご連絡
ください。
†申込み・問い合わせ先†
こころの健康センター
☎０５９―２２３―５２４３

紀宝警察署メールボックス
年末の交通安全県民運動の実施
〈実施期間〉12月11日
（金）～ 12月20日
（日）
運動は、
○高齢者の交通事故防止
○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
○飲酒運転の根絶
を重点として取組みます。

三重県交通安全スローガン
安全運転 いつも三重から あなたから
～ゆずりあい 一人ひとりの 心がけ～
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５―３３―０１１０

新刊案内

○「二十四節気でわかる園芸作業」 （山田 幸子・著）
○「いえででんしゃはがんばります。」
（あさの あつこ作・佐藤 真紀子・絵）
他、一般書・児童書多数入荷
（その他の本については、図書室掲示板にてお知らせします。）

第一次救急医療休日在宅当番医
●●●

6日
13 日
20 日

陸・海・空自衛官の募集

23 日

防衛省では、２等陸・海・空士を募集してい
ます。採用種目等は次のとおりです。
【採用種目】２等陸・海・空士（任期制隊員）
【受験資格】18 歳以上 27 歳未満の男子
【受付期間】年間を通じて行なっています
†問い合わせ先†
自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７―８５―２２１４

27 日
29 日
30 日
31 日

12 月の担当医

●●●

尾辻内科クリニック（熊野市井戸町）☎ 85 － 2021
神川診療所（熊野市神川町） ☎ 82 － 0232
☎ 88 － 0035
原田医院（熊野市木本町）
まつうらクリニック（御浜町下市木） ☎ 3 － 0150
☎ 89 － 2701
小山医院（熊野市有馬町）
紀和診療所（熊野市紀和町） ☎ 97 － 0710
谷口クリニック（御浜町阿田和） ☎ 2 － 4333
井本医院（熊野市新鹿町）
☎ 86 － 0016
寺本クリニック（紀宝町鵜殿） ☎ 32 － 0005
協立内科外科医院（熊野市井戸町）☎ 89 － 5035
☎ 2 － 0005
須崎医院（御浜町志原）
荒坂診療所（熊野市神川町） ☎ 87 － 0626
☎ 85 － 2043
大石医院（熊野市井戸町）
神川診療所（熊野市神川町） ☎ 82 － 0232
☎ 85 － 3668
和田医院（熊野市井戸町）
尾呂志診療所（御浜町上野） ☎ 4 － 1014

※熊野市の市外局番０５９７、紀宝町の市外局番０７３５
※変更す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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「市町村合併」の目的は、住民の皆さんへの行政サービスをより充実するために、市町村の
規模を大きくすることにあります。「市町村合併」の一般的な効果は、次のとおりといわれて
います。
サービスの多様化・高度化への対応
小規模な市町村では、多様化する住民ニーズ
や専門的な知識が欠かせない課題に対して、充
実した体制を整えることが困難とされていまし
た。市町村の規模が大きくなることで、専門職
（社会福祉士・保健師・土木技師・建築技師など）
を配置することができ、専門的で高度なサービ
スの提供が可能になります。また、役所の組織
力が拡充することで、様々な行政課題に対応で
きる政策形成能力の向上につながります。
住民の利便性の向上
車社会の発展に伴い、私たちの日常生活圏は
拡大しています。市町村の規模が大きくなるこ
とで、それぞれの市町村にある体育施設や文化
会館などの公共施設が利用しやすくなります。
また、役所の窓口サービスも、住居地、勤務地、
買い物先など広範囲で利用可能になります。
重点的な投資による基盤整備の推進
市町村の規模が大きくなることで、予算規模
も大きくなり、重点的な投資や、地域の中核と
なるグレードの高い施設の整備、大規模な投資
を必要とするプロジェクトの実施が可能になり
ます。
広域的観点に立ったまちづくりと施策展開
市町村の規模が大きくなることで、広域的視

点に立って、道路や公共施設の整備、土地利用、
地域の個性を活かしたゾーンニングなど、まち
づくりをより効果的に実施することが可能にな
り、環境問題や観光振興など、広域的な取り組
みを必要とする課題に対する施策の推進につな
がります。
行財政の効率化
合併によるスケールメリット ( 規模の利益 )
を生かし、中・長期的な視点での効率的な行財
政運営が行えます。また、行政組織の管理部門
( 総務、企画など ) の効率化を図ることにより、
直接サービスを提供する部門や事業実施を行う
部門などを強化することができるようになりま
す。また、広域的な観点からスポーツ施設や文
化施設などの公共施設が効率的に配置され、狭
い地域での類似施設の重複がなくなります。
地域のイメージアップと総合的な活力の強化
合併による新しい市町村の誕生が、地域の存
在感の向上と地域のイメージアップにつながり、
地域の総合力が向上し、全体的な成長や苦境を
乗り越える力が備わります。
†問い合わせ先†
総務課企画行政係（担当
☎３―０５０５

e-Tax をご利用ください

ご自宅のパソコンから申告などの手続ができ
e-Tax を利用して所得税の申告をすると
①国税庁H P から電子申告
②最高5,000円の税額控除

さらに便利で使いやすく！

③添付書類を提出省略

ネットでどこでも申告・納税。

e-Tax

④還付金がスピーディー

国税電子申告・納税システム

詳しくは、e-Tax ホームページでご覧ください。
イータックス

で

検索

http://www.e-tax.nta.go.jp

電子証明書の有効期間は、大丈夫ですか？
公的認証サービスで使用する電子証明書の有効期間は、電子証明
書発行の日から３年間です。有効期間満了日の３ヶ月前から更新手
続きができます。
（更新には手数料 500 円が必要です）

18

しもかわ た か し

下川崇志）

住民基本台帳カード及び電子
証 明 書 の 取 得 は お 早 め に！
e-Tax を利用するためには、原則
「電子証明書」が必要になります。
個人向けの電子証明書は、地方公共団体によ
る「公的個人認証サービス」にて発行してい
ます。税務住民課（住民）の窓口で住民基本台帳
カードを入手した後、申請書等を提出して発行
を受けてください。発行手数料は、住基カード、
電子証明書とも各500円が必要です。
詳しくは、税務住民課までお問い合わせください。
公的個人認証サービスについて、
詳しくはコチラへ。
http://www.jpki.go.jp/ 公的個人

†問い合わせ先†
税務住民課税務係（担当
☎３―０５１０

しも

検索

ひろまさ

下 博昌）

町長だより
No.31
皆さん、こんにちは。
11月15日 は 町 議 選 が あ り、結 果 は
みなさんご存知のとおりです。それぞ
れ、さまざまの思いで受け止めておら
れることと思います。わたしといたし
ましては、新たな議会のもとで、合併
問題をはじめ、これまで申し上げて参
りましたことを一所懸命進めて参る
所存です。
前後しますが11月５日付けで、役場
においては来年度の予算の編成方針
を示し、各課において、その作業をし
ているところですが、その指示の大筋
をお伝えしたいと思います。
平成22年度予算編成方針
昨年来の国内経済の悪化に加え、国
の政治、行政の情勢の変化により、御
浜町の財政運営も的確な対応が必要
となっています。
御浜町の財政の現状は、収支や財政
構造の弾力性等の面で行政の効率化
について一定の成果が得られた姿と
なっているものの、各財政指標は県下
市町平均に比べ未だ厳しい状況にあ
ります。
（これは御浜町の収入に対する支出の
割合が他の多くの市町より大きいこ
とを示しています。県下では、自前の
収入、いわゆる町税収入だけで町の支
出をまかなえるところもあるわけで
すが、他の多くの自治体は、国からの
交付金や補助金だのみで財政運営を
しています。これらの内容、配分方法、
額や割合がどうなるのか、新政権のも

古川

弘典

とでの見直し作業の様子が連日のよう
にテレビなどで報道されています。われ
われもその成り行きに注目していると
ころです。）
さて、わが御浜町においては、減少を
続けてきた人件費総額が、今後、増加に
転じる見込みであることなどから、これ
までの行財政改革の成果がさらに拡大
する余地は無く、主として財政健全化に
向けた取り組みを持って安定を保つと
いう、これまでの財政運営の終了を認識
しておく必要があります。
（これは単独行政を選んだ７年前から、
指針にもとづいて行財政改革が進めら
れてきましたが、その中で、歳出削減に
つながった最大の要因は、大幅な職員数
の減少によるものでした。一般的に、合
併した自治体においては、職員数適正化
という課題は、およそ10年かけて達成す
るという目標で取り組まれており、今後
も職員数の削減による、財政健全化は継
続して進められるでしょう。）
御浜町においては、将来に向かって、
さらなる財政の健全化を進めるために
は、財政力に見合った形で収支のバラン
スを安定的に保ちながらも政策的経費
を確保し、なおかつ、将来世代の負担を
軽減していくという難しさに挑戦して
いかなければなりません。
今年度は第４次総合計画の最終年度
と な り ま す の で、次 の10年 を 見 据 え つ
つ、現状の行政サービスの水準を基本
に、課題への的確な対応を図った予算編
成に取り組むものとします。
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平成21年９月１日～30日届出分

勝本

まおちゃん

えつし

あ

り

さ

たかし

隆之介くん

しょう た

市

う

く

濱浦

み か

御浜町教育長賞

ゆび

杉目 黄渓

下川 幸子

秋季俳句大会（入賞・入選句）

お

おくて か

山本 要子

第三十六回町民文化祭協賛

きがる

で き

あき

赤トンボ 気軽にとまれ 老いの指

たた

き そ

みずひきそう

世帯数 4,357 戸 （＋８戸）

杉目 黄渓

女 05,208 人 （－４人）

御浜町文化協会会長賞

とりまき

にお

か

むれすずめ

ゆび

小野はるみ

男 04,565 人 （＋６人）

まこと

真人くん

直樹さん・ホアン ティ リエウさん

取巻の 讃える出来や 晩稲刈る

きくず

互選賞（高点句）

いっとうぼり

す

あそ

はか

一刀彫 木屑の匂い 木曽の秋

中納 米子

つい

女旅 終の住み家の 水引草

おんなたび

小野はるみ

ち

てり は

見えかくれ 照葉に遊ぶ 群 雀

いっき

お

あきびより

織田 信勝

畑中 一代

しらはぎ

ね

あき

山本 要子

白萩や 一揆に散りし 墓ばかり

うた

きがる

句会代表選者賞

織田信勝 選

やや

ひと

あき

人 口 9,773 人 （＋２人）

こ

なおき

裕一郎さん・久美香さん

赤トンボ 気軽にとまれ 老いの指

大平 昭 選

えんがわ

いでたち は

かい

縁側に 嬰の転た寝 秋日和

下川幸子 選

き

かわぶね

着こなしの 出立映ゆる 女の秋

向井春羊 選

いえ

家ごとに 川舟おいて 峡の秋

11 月１日現在の人の動き

木

美海ちゃん

ゆういちろう

章 太さん・さちこさん

20

み

村本

り

卓さん・真理子さん

♥

りゅうのすけ

芽ちゃん

ま

♥

清水

♥

♥

悦吏さん・亜理沙さん

神志山

めい

北出

報はほとんど１人で作成していますので、もし
広報作成ピーク時にかかってしまうと ･･･ とい
うことを考えると、広報が発行できるのか不安
です。現在は新型インフルエンザワクチンの接
皆さんは「御浜みかん祭り」に行きましたか。 種対象者でもありませんので、なんとかこの流
今年は、昨年のような子ども向けの○○レン 行に乗らないように頑張ります▼今月号の新型
ジャーショーのような派手さはありませんでし インフルエンザワクチンの接種スケジュールの
たが、各ブースで笑みがこぼれ、実行委員会や ページは１枚で保管できますので、接種時期ま
出店者の気持ちが伝わった、いいイベントでし でご利用ください▼早いもので、今年もあと
た。写真もこの日だけで 700 枚近く撮らせてい １ヶ月になりました。少し早いですが、今年も
ただきました。少しでも祭りの雰囲気が伝われ 「広報みはま」を見ていただきありがとうござ
ばうれしいです▼御浜町でも新型インフルエン いました。来年も皆さんにとって良い年を迎え
ザが猛威を振るい始めています。私は幸いに、 られますように。
はしじまさなお
まだインフルエンザにかかっていませんが、広
（総務課企画行政係 端地正尚）

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。
）
※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。
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暮 ら し の カレンダー

行政 ･ 人権 ･ 心配ごと相談 9:00 ～ 12:00 役場１階会議室
生命の貯蓄体操教室 14:00 ～ 15:00 福祉健康センター
16 水
血管いきいき教室（要予約）9:30 ～ 13:00 福祉健康センター
うんどう教室（自主活動）10:00 ～ 11:30 福祉健康センター
1 火
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）
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
ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校
貯筋体操教室 神木老人憩いの家
卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校
卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校
17 木
サッカー教室 19:00 ～ 21:00 御浜中グラウンド
ありんこ広場 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター
2 水
バスケットボール教室 18:00 ～ 19:30 体育センター
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）
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）

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
3 木 貯筋体操教室 神木老人憩いの家・上市木公民館
卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

4 金

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

5 土

ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター
ランニング教室 8:00 ～ 9:00 志原防波堤

6 日 粗大ごみ収集日

7:00 ～ 15:00

胃がん ･ 大腸がん ･ 乳がん（エコー）･ 子宮がん

7 月 の検診（すべて予約制）

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
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）

8 火 貯筋体操教室

中立集会所・尾呂志寿楽荘

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

9 水

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

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
10 木 貯筋体操教室 阿田和養真荘・柿原公民館
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
18 金 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

19 土

子ども囲碁教室 10:00 ～ 11:30 中央公民館和室
ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

20 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00 役場

21 月 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）
22 火 貯筋体操教室 中立集会所・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
卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

23 水

●天皇誕生日●

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 ミハマ GG

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00
24 木 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・柿原公民館

25 金
26 土

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

資源持込日 8:00 ～ 12:00 リサイクルセンター
子育て相談・7 ～ 8 か月児相談 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター 27 日
11 金 子どもの広場（自主活動） 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター 28 月
太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館
子ども囲碁教室 10:00 ～ 11:30 中央公民館和室
12 土
ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

13 日
14 月 バレーボール教室

29 火
30 水
31 木

17:30 ～ 19:00 体育センター

多重債務者相談 10:00 ～ 12:00 役場 3 階会議室
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）
15 火
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
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

12 月の納税期限
●町県民税
第４期
●国民健康保険税 第５期
●長寿医療保険料 第６期
納期限 12月 25日（金）
※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

１０／２６ 「年中みかんのとれるまち」の子どもたちに かんきつ現地学習会

１０／３１

たくさんのサツマイモが採れたかな みはまっこ体験クラブ

１１／９

サツマイモ収穫した児童たち

発行／御浜町役場
編集／総務課企画行政係

サツマイモの苗植えをする児童たち
（６／13）

「みはまっこ体験クラブ」で、自分たち
で畑を耕しサツマイモを作る講座が開かれ
ました。
参加した児童たちは６月の「サツマイモ
の苗植え」に始まり、７月に「草抜きなど
の世話」を行ってきました。そして今回は
待ちに待った「収穫とやきいも作り」
。参
加した児童たちは、大きなイモを収穫し、
やきいもにしておいしく食べていました。

2009.12. No.488

みかんの糖度を調べる児童たち

町内小学校の３年生の児童 97 人を対象に、紀南果樹研究室とＪ
Ａ三重南紀統一選果場で学習会が開催されました。
紀南果樹研究室では、みかんについての学習後、糖度計を使いみ
かんの甘さを競い合いました。また、選果場では、出荷作業の模様
などを見学しました。
学習会では、参加した子どもたちから「一番大きなみかんは何で
すか」「高く売れるみかんは何ですか」などの質問が出ていました。

みはま

みて見て みはま

みかん産地のＰＲ 「三重南紀みかん」消費宣伝活動

１１／１０

津駅前でのＰＲ

梓川のりんごはおいしい 学校給食

梓川のりんごを食べる児童たち

町内小学校の児童 560 人の学校給食に梓川のりんごが供給されま
した。
これは、御浜町と友好親善提携を結んでいる松本市梓川自治区と、
それぞれの基幹産業である果物を通じた交流で、10 月には松本市
で約 6,900 人の児童に御浜町のみかんを給食で食べていただきまし
た。梓川のりんごを食べた子どもたちは「甘くておいしい」
「食感
がいい」
「また給食で食べたい」
などの感想がでるほど大好評でした。

〒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/

知事を表敬訪問

三重南紀みかんの産地である熊野市、御浜
町、紀宝町とＪＡ三重南紀が、県庁とＪＲ津
駅前で三重南紀みかんのＰＲをしました。
三重ブランド品目「南紀みかん」の知名度
向上と観光との連携による販売促進の強化を
図るために行われたものです。津駅前のＰＲ
では、みかん 500 袋が数十分でなくなり、津
市での「南紀みかん」の知名度もかなり高く
なっているようです。

