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町 の 財 政 状 況
町の財政状況

御浜町議会９月定例会において、一般会計及び特別会計の平成 21 年度決算が承認されました。
町の代表的な会計の一般会計を中心に、そのポイントをお知らせします。

歳出（一般会計）
歳出規模は国の緊急経済対策に伴う中央公民館大規模改修事業をはじめ各種の事業の実施などによ
り 44 億 1,037 万円（前年度対比４億 7,094 万円）と５年ぶりに増加に転じました。

歳入（一般会計）
歳入規模についても国の緊急経済対策などによる国庫支出金の大幅増などにより 47 億 2,635 万円
（前年度対比５億 6,986 万円）と増加しています。

収支（歳入と歳出のバランス）
実質収支は２億 3,111 万円となり、黒字
を維持しています。このうち１億 2,000 万
円は、22 年度において、突発的な災害や
緊急を要する経費に備えるために財政調整
基金に積み立て、１億 1,111 万円を 22 年
度に繰り越しています。

歳入・歳出決算額の推移

（億円）
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財政構造の弾力性
財政の弾力性を測定する指標「経常収支
比率」は、4.4％改善し 85.3％と、県下平
均 88.6％を下回っています。しかし経常収
支比率は、一般的に町村では 75％を超え
ると弾力性を失っている傾向にあると考え
られているので留意が必要です。
財政調整基金残高は、６億 3,737 万円で
前年度比１億 321 万円増加しています。
一方、町債残高は、43 億 2,240 万円で前
年度比１億 7,267 万円減少しています。

（億円）

財政調整基金、町債残高の推移
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－ 平成21年度 決 算 の 概 要 －
自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期に健全化を促すため財政健
全化法が制定され、健全化判断比率として４つの指標が定められています。平成 19 年度決算から指
標の公開がされています。
４つの指標のうち１つでも早期健全化基準以上となった場合には、財政健全化計画を策定し、計画
に基づく自主的な財政健全化を行うことになります。
実質公債費比率

将来負担比率
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それぞれの比率は改善されてきていますが、いずれの指標も県下平均を下回っています。指標のう
ち、実質赤字比率、連結実質赤字比率については、御浜町は黒字のため比率はありません。

用

語

解

説

○ 実 質 赤 字 比 率

・・・・

一般会計と一部の特別会計における実質赤字の比率。翌年度の収入を前倒
ししたり、翌年度へ支払いを繰り延べたりした場合は、それらを調整します。

○ 連結実質赤字比率

・・・・

一般会計に公営企業（水道・下水道・国民健康保険・老人保健）を含めた
実質赤字の比率。翌年度の収入を前倒ししたり、翌年度へ支払いを繰り延
べたりした場合は、それらを調整します。

○ 実質公債費比率

・・・・

借金の返済額及びこれに準じる額の標準財政規模（町税や普通交付税のよ
うに使途が特定されていない財源の標準的な規模）を基本とした額に対す
る比率です。
借入金の返済額及びこれに準じる額（普通交付税により措置されるものを除
く）の大きさを指標化したもので、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。

○ 将 来 負 担 比 率

・・・・

町の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の標
準財政規模を基本とした額に対する比率です。
将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。

財政状況の詳細については、町ホームページなどでご覧いただくことが
できます。
†問い合わせ先†

総務課財政係（担当

お く だ やすひろ

奥田恭大）☎３―０５０５
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町の財政状況

健全化判断比率

動き出した地域の獣害対策
動き出した地域獣害対策

獣害被害をなくすためには、地区やグループ
で取り組んでいくことが重要と言われていま
す。町内にも積極的に獣害対策に取り組んでい
る地区がありますので、今回はそのような地区

■ 上野地区獣害対策
上野地区では獣害対策に取り組む有志メン
バーが中心となり座談会を開いています。
座談会では、野生動物に対抗するために区民
が発明した「上野地区オリジナルの獣害対策グッ

の対策例を紹介いたします。これから取り組ん
でいかれる皆さんは、是非これらを参考に、獣
害対策の最初の一歩に踏み出してみてくださ
い。
ズ」の紹介、上野地区として今後どう獣害に取
り組んでいくかが積極的に話し合われてます。
また、今回、県の「獣害に強い集落づくり促
進緊急雇用創出事業」を利用し、地区内に緩衝
帯をつくる取組みに挑戦します。

上野地区

仲

獣害対策グッズ
「時限発火式バクチク」

ひとつで８時間程度、時限式に
バクチクが鳴るので、仕掛ければ
一晩の対策になります。夜間に活
動するイノシシの対策として、大
昔の農業新聞に載っていたものに
改良を加えて作りました。
身近にあるもので安価で作れま
すので、材料や作り方、設置法は
役場に問い合わせてください。
進さん

■ 引作地区獣害対策

■ 神木地区獣害対策

引作地区では獣害対策に取り組む有志メン
バーが集まり、昨年度より獣害対策の専門家で
ある井上雅央先生や県の専門職員を招いて、獣
害の原因となる集落の弱点の点検や、獣害に強
い栽培法等の指導を受け、実践しています。
また、今回、県の「緩衝帯整備モデル支援緊
急雇用創出事業」を利用し、地区内に緩衝帯を
つくる取組みに挑戦します。

神木地区では獣害対策意識の高い区民が集ま
り、県の職員を招いて獣害対策についての勉強
会を開いております。
また、有志のメンバー５～６人によるサルの
追い払いも実施しており、集落での対策に積極
的に取り組んでいます。

獣害対策の様子（引作）

獣害研修会の様子（神木）

6

～ 獣害に 負け ない産地を目指して～
農地に隣接する里山を帯状に整備し、野生動
物が生息しにくく追い払い等が行いやすい環境
を作ることです。
具体的には木や藪を刈り払い、
見通しのよい空間を確保します。この空間を確
保することで、藪などを好んで生息する野生動
物を集落に寄せ付けにくい効果を発揮します。
今回の県事業の実施にあたっては、地元の獣

農地

未管理地

害対策に対する理解や、普段から自発的に研修
会を実施する等、集落全体の地域ぐるみで取り
組んでいこうという熱意をもった地区が対象と
なりました。
もちろん、獣害対策には、この緩衝帯の整備
のみならず、あわせて放棄作物の処分、日々の
追い払いを地道に行うことで、
『被害を受けに
くい地域』を作っていくことが重要です。

農地

未管理地
見通しの良い空間

緩衝帯なし（動物が近づきやすい）

■ これから集落・グループで

獣害対策に取り組む皆様に

現在、集落・グループで獣害に取り組む地域
も、最初から多くの人数が集まってたわけでは
なく、最初は２～３人が発起人となり地域で座
談会や説明会を開催しているうちに参加人数が
増え、大きな事業にも取り組んでいくことがで
きました。
これから集落やグループで獣害に取り組もう
とする方は、少人数でも話しあうことが獣害対
策の第一歩になります。人を集めるのが難しい
場合等は、地域のリーダーのような方に相談し
て、人を集めてみるのも手段かもしれません。
もし、地域で獣害について話し合うときに、
県の専門職員や役場職員の参加が必要な場合は
役場獣害担当までお問い合わせください。

■ 集落・園地の点検を

実施してみましょう（募集）

12 月３、４日に全国的に獣害対策の場で活
躍している井上雅央先生が来町します。そこ

緩衝帯あり（動物が近づきにくい）

で、この日程で集落や園地を井上先生と一緒に
歩き、弱点などがないか点検したい集落を募集
します。現在、集落やグループで獣害対策に取
り組んでいる方も、これから取り組む方もこの
機会を是非ご利用ください。利用についてはま
ずは役場獣害担当にお問い合わせください。

■ 電気柵の補助申請はお済みですか？
町が４月から実施している電気柵設置事業補助
金ですが、20件以上の申請がありました。まだま
だ受け付けておりますので、申請がお済みでない
方は下記獣害担当までお問い合わせください。
御浜町電気柵設置事業補助金
町が指定する研修会を受講した人が設置
する電気柵資材購入費用の一部を補助する
制度です。補助額は全体の設置費の１／３
若しくは５万円のうち、いずれか低いほう
の金額となります。
†問い合わせ先†
産業建設課農業振興係
まえ

わたる

（担当 前 亘）
☎３―０５１７
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動き出した地域獣害対策

■ 緩衝帯（かんしょうたい）ってなに？

町長選挙結果
町長選挙結果／電子申告／本の寄贈

10 月９日任期満了に伴う御浜町長選挙が、
９月 26 日（日）町内 13 ヶ所の投票所で行われ、
即日開票されました。
投票率は 74.09％、投票者数 5,890名です。
†問い合わせ先†
選挙管理委員会（担当
☎３―０５０５

なかがき た か し

中垣卓已）

開票結果
新現
得票数
元別

当落
の別

候補者名

当

古川ひろふみ

男

63

現

3,543

次

はしじ

男

52

新

2,225

常浩

性別 年齢

地方税の 電子申告 が可能になります
12 月 20 日から、地方税ポータルシステム（エ
ルタックス）による電子申告が可能になります。
エルタックスとは、地方税の手続きをインター
ネットにより電子的に行うシステムです。
御浜町で利用できる電子申告
個人住民税

給与支払報告書
公的年金等支払報告書など

法人町民税

確定申告書
予定申告書
修正申告書など

償却資産申告書（償却資産課税台帳）
固定資産税
種類別明細書（増加資産・全資産用）
（償却資産）
種類別明細書（減少資産用）など

エルタックス利用時間

午前８時 30 分～午後８時まで
（土日祝日、年末年始を除く）

エルタックスに関するお問い合わせ先
エルタックスに関する利用届出や電子申告の
手続きについては、エルタックスのホームペー
ジで、ご確認いただくか、㈳地方電子化協議会
にお問い合わせください。
㈳地方電子化協議会 ☎０５７０―０８１４５９
†問い合わせ先†
税務住民課税務係
しも

まさひろ

（担当 下 博昌）
☎３―０５１０

本の寄贈 ありがとうございます
「心・からだのエッセイ

（倉本牧雄 著）
元気で長生き」

昨年の 10 月号広報で、100 歳を迎えられたことを紹介
しました倉本きよのさんを題材とした「心・からだのエッ
セイ 元気で長生き」という本がご親族の方により作成さ
れ町に寄贈いただきました。
倉本きよのさんは、今年 101 歳の天命をまっとうされま
した。
この本は、介護をされてる方や介護をされていない方で
もためになる内容となっています。
次の書店で取り扱われています。
・たがみ書店（御浜町） ☎２―３６８９
・かたおか書店（熊野市）☎０５９７―８５―２３８６
†問い合わせ先†
総務課企画行政係
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☎３―０５０５

平成23年度

町内保育所園児募集

受付期間
平成22年11月１日（月）～11月11日（木）まで
入所申請の資格
幼児の保護者のいずれもが次のいずれかに該
当する家庭です。
○居宅外で労働することを常態としている
○居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の
労働をすることを常態としている
○妊娠中であるか又は出産後間がない
○疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若
しくは身体に障害を有している
○長期にわたり疾病の状態にあるか又は精神若
しくは身体に障害を有する
○同居の親族を常時介護している
○震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当

町内保育所園児募集／学童クラブ

通園区域は設定しておりませんので、希望す
る保育所へ申し込みをしてください。
また、広域入所（熊野市～那智勝浦町管内）
も、
同じ要領で健康福祉課へ申し込んでください。
休園中の神木保育所を希望される方は、最寄
りの保育所に申し込んでください。

たっている
○その他特別の事情がある
保育年齢と通常保育時間
保育所 保育年齢
通常保育時間
阿田和
1 ～ 5 歳児
市 木
午前７時 40 分～午後４時
志 原 0 ～ 5 歳児
神 木
2 ～ 5 歳児
午前８時～午後４時
尾呂志

※０歳児定員は３名、
１歳児定員は各５名です。
※０歳児の対象年齢は、平成22年４月２日から
同年11月１日に生まれた幼児です。
延長保育
延長保育は、阿田和保育園、市木保育所、志
原保育所で行いますので、詳しくはお問い合わ
せください。
†申込・問い合わせ先†
阿田和保育園
☎２―２０７１
市木保育所
☎２―２３４８
志原保育所
☎２―００５８
市木保育所分園尾呂志保育所
☎４―１０４９
おかもとゆう じ
健康福祉課（担当 岡本有司）☎３―０５１５

学童クラブ の仲間になろうよ！
みはまっ子学童クラブでは、平成 23 年度入
所児童を募集しています。
学童クラブとは、保護者が仕事等で昼間家庭
にいない子どもたちの楽しく安心のできる第二
の家庭です。野山で仲間と一緒に遊んだり、水
泳やキャンプ等の様々な取り組みを通じて人間
関係等を学ぶことのお手伝いをいたします。
【募集期間】10 月 18 日（月）～ 12 月１日（水）
【保育期間】 平日：放課後～午後６時 20 分
土曜日：午前７時 45 分～午後４時 30 分

長期休暇・学校代休日：
午前７時 45 分～午後６時 20 分
【月額保育料】17,000 円
※長期休暇期間は別料金になります。
【入会金】10,000 円
【実施場所】御浜町下市木（川本鉄工所前）
†問い合わせ先†
ＮＰＯ法人子どもステ－ションくまの
みはまっ子学童クラブ
☎０５９７―８９―５６０７
9

「わたしの作品展」の紹介
わたしの作品展／川井郁子とＮ響の仲間たち

今回、介護認定を受けた利用者が様々な支援
を受けながらでも、生きがいづくりや趣味活動
等で素敵な作品をつくり、その多くが自宅で
眠っていることを知りました。
そんな作品が気軽に出展できる作品展があれ
ば、新たな楽しみを見つけて作品づくりができ
る様になるのではないかと思い、今回の作品展
を企画しました。
作品の展示については、地域により身近なと
ころということで、今回は阿田和郵便局さんの
手さげカバンや人形など色々な作品

ご好意により９月１日～ 30 日まで、この作品
展を開催することができました。
今後も開催場所等についても検討しながら、
年１回程度は継続して開催していきたいと考え
ていますので、よろしくお願いします。
†問い合わせ先†
健康福祉課包括支援センター（担当
☎３―０５１４

にし

つとむ

西 勉）

川井郁子とＮ響の仲間たち コンサートを開催します
ヴァイオリニスト、作曲家として活躍している川井
郁子さんとＮＨＫ交響楽団のメンバーによる弦楽アン
サンブル、名器アントニオ・ストラディバリウスの響
き「川井郁子とＮ響の仲間たち」を開催します。
【日 時】平成 23 年２月４日（金）
開場：午後６時 30 分
開演：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 2,500 円、高校生以下 1,500 円
全自由席
宝くじの助成により、特別
料金となっております。
チケットは 12 月 12 日（日）
午前９時から中央公民館にて
発売します。
†問い合わせ先†
中央公民館

かみがいと も り お

（担当 上垣内守雄）
☎２―３１５１
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プロフィール
香川県高松市出身。東京芸術大学卒業。同大学院
修了。大阪芸術大学（芸術学部）教授。
ソリストとして、今までに国内外の主要オーケス
トラと共演、更にジャンルを超えて、ポップス系
のアーティスト達、バレエ・ダンサーの熊川哲也、
フィギアスケーター荒川静香とも共演。

かけがえのない命

40.00
東紀州
三重県

30.00
20.00
10.00
55
64

65
74

-歳

45
54

-歳

35
44

-歳

25
34

-歳

15
24

75

歳以上

0.00

東紀州地域の自殺の原因・動機（％）
不明13%
仕事の問題5%
家庭問題15%

健康問題
33%

経済･生活問題21%
内閣府自殺対策推進室「地域における蹴る自殺の基礎資料」
（H19,20 集計より）

†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

社会保険料（国民年金保険料）
だよ
年金 り 控除証明書が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管をお願いします～
○国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の
対象です。
○社会保険料控除を受けるためには、年末調整
や確定申告の際に「社会保険料控除証明書」
の添付が必要です。
○「社会保険料控除証明書」は、11 月上旬に
日本年金機構から送付されますので、申告の
際まで大切に保管してください。なお、10
月１日から 12 月 31 日までの間に初めて国民
年金保険料を納付された方については、翌年
の２月上旬に送付されます。
○ご家族の国民年金保険料を納付された場合
も、ご本人の社会保険料控除に加えることが
できますので、ご家族あてに送られた控除証
明証書を添付のうえ申告してください。

年金受給者のみなさまへ
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得
として所得税の課税対象とされています（障害
年金・遺族年金は課税されません。
）
。課税対象
となる受給者の方には、毎年 11 月上旬までに
日本年金機構から扶養親族等申告書が送付され
ますので、12 月１日の提出期限までに必ず提
出してください。もし提出を忘れると各種控除
が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くな
る場合がありますのでご注意ください。
なお、年金以外に収入がある方は確定申告が
必要です。
†問い合わせ先†
みなみ
な お
税務住民課住民係（担当 南 菜緒）
☎３―０５１２
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自殺防止／年金だより

50.00

-歳

〈住民意識調査へご協力ください〉
東紀州地域の自殺死亡率が高い現状につい
て、原因や地域特性を明らかにするため、三
重県立看護大学の協力を得て、今年度住民意
識調査を実施します。
アンケートの対象者は無作為で抽出し、実
施は 11 月を予定しています。
ぜひ、趣旨をご理解いただき、ご協力いた
だきますようお願いします。

年齢調整死亡率（総数）

60.00

-歳

今回のテーマは、
「自殺の現状について」です。
〈全国の自殺の現状〉
（警察庁による平成 21 年
度中における自殺の概要資料より）
平成 21 年における自殺者の総数は、32,845
人で、前年度に比べて 596 人増加しています。
性別では、男性が全体の約７割を占めています。
年齢別の状況では、「50 歳代」が全体の約２
割を占め、職業別では、「無職者」が全体の約
６割を占めています。
原因・動機としては、
「健康問題」が最も多く、
次いで「経済 ･ 生活」、「家庭」、「仕事」の順と
なっています。
〈東紀州地域の特徴〉
①三重県内の他の地域と比較して、40 歳～ 70
歳の働き盛りの年代での死亡率が高い。
②特に中高年の男性に自殺の危険性が高い。
③複数の原因 ･ 動機による自殺が多い。
などがあります。

を みんなで守ろう

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

糖尿病予防教室のお知らせ
糖尿病は全国的にもかなりの勢いで増加してい
ます。町では下記のとおり糖尿病予防のための教
室を実施します。この機会にぜひ参加ください。

＜第１回＞
【日時】12 月 13 日（月）13：00 ～ 14：30
【場所】御浜町福祉健康センター
【内容】講話「糖尿病予防の最新情報とメタボ

リックシンドロームについて」
【講師】三重大学健康管理センター所長
教授 住田 安弘先生
無料
【参加費】
講話後、個別相談会もあります（事前予約要）

＜第２回＞
【日時】12 月 21 日（火）９：30 ～ 13：00
【場所】御浜町福祉健康センター
【内容】日常生活予防実践教室「糖尿病を予防

する食事・運動など日常生活における予防
について」
【講師】保健師・栄養士
【参加費】300 円（食材費）
※調理実習・試食を行います。
※参加希望の方は 12 月３日（金）までに申し
込みください。どちらか１回だけの参加で
も可能です。
†申込・問い合わせ先†
ふたむら
さち
健康福祉課健康づくり係（担当 二村 幸）
☎３―０５１１

読み聞かせ講座を開催します
【日時】12 月７日（火）14：00 ～ 17：00
【会場】中央公民館
【対象】 学校、家庭、地域で子どもの読書に

かかわる活動を推進・実践されている方や、
このような活動に興味、関心がある方
【講師】三重県子ども読書活動推進会議委員
中井 千保子さん
【講演内容】本へのきっかけスキルアップ講座
「聴き入らせる、を願って」
【募集人数】30 名
【募集期間】11 月１日（月）より受付開始
†問い合わせ先†
す ず き もとあき
教育委員会生涯学習係（担当 鈴木基朗）
☎３―０５２６
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がん検診のお知らせ
【実施日】12 月５日（日）
【場所】福祉健康センター
【予約先】健康福祉課 健康づくり係

※事前の予約が必要です。ただし、定員になり
次第締め切ります。
11 月 26 日までに申し込みください。
※ 70 歳以上の方は無料です。
検診名

時

間

対

象

料金
（円）

胃 が ん 検 診 8：00 ～ 10：00 検診当日満40歳以上の方 1,400
子宮頸がん検診 13：00 ～ 14：00 検診当日満20歳以上の方 1,300
乳 が ん 検 診 9：00 ～ 11：00
検診当日満30歳以上の方 1,200
（エコー） 13：00 ～ 14：00
大 腸 が ん

9：00 ～ 11：00

検診当日満40歳以上の方

900

9：00 ～ 11：00 ①過去に町が実施した肝
炎ウイルス検査や町の
肝炎ウイルス検査相当
肝炎ウイルス
の内容の検査を受けて
検 査
13：00 ～ 14：00 いない40歳以上の方
②特定健康診査等で肝機
能の数値が高かった方

700

前 立 腺 が ん 9：00 ～ 11：00
検診当日満40歳以上の方
検 診
13：00 ～ 14：00

600

13：00 ～ 14：00

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３―０５１１

きたおか

北岡あゆみ）

更生保護を知っていますか？
更生保護とは、犯罪や非行を犯してしまった
少年が社会復帰するのを支える制度です。
犯した罪をつぐない、自立するには、本人の
更正しようとする意思が最も大切ですが、それ
に加えて、保護司の働きかけや、彼らを迎え入
れる地域の多くの方々のあたたかいご理解とご
協力が必要です。どうか皆様、更正保護活動に
ご理解をお願いします。
†問い合わせ先†
こ う べ ゆ う こ
健康福祉課福祉係（担当 古部裕子）
☎３―０５１５

中門副町長が退任されました
10 月９日をもって中門雅弘副町長が退任さ
れました。

■役場の開庁時間

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。

秋の全国火災予防運動

津地方法務局熊野支局では、法務局の業務内
容について、広く地域住民のみなさまに理解し
ていただけるよう市民講座を開催します。
【開催日】11 月 24 日（水）～ 26 日（金）
【受講時間】13：30 ～ 15：00
【開催場所】津地方法務局熊野支局
【定員】各日 10 名程度
※応募者多数の場合は先着順となります。
【受講料】無料
【申込期間】11 月 15 日（月）まで
※定員になり次第締切ます。
†申込・問い合わせ先†
津地方法務局熊野支局総務係
☎０５９７―８５―２３１０

11 月９日～ 15 日まで、
『
「消したかな」 あ
なたを守る合言葉』をスローガンに、秋の全
国火災予防運動が実施されます。
私達の大切な生命、財産を失わないためにも
火災を発生させないように注意しましょう
○可燃物を放置しないで整理しましょう。
○不審者の動向を注視し地域一体となって警戒
心を高めましょう。
○空家・車庫・物置は必ず施錠しましょう。

人権講演会のお知らせ

ストーカーやＤＶの被害に遭われて
いる方は、ひとりで悩まず警察署・交番・駐
在 所 又 は、 三 重 県 女 性 相 談 所（ ☎ ０ ５ ９ ―
２３１―５６００）までご相談ください。

【日時】11 月 22 日（月） 開場 18：30

開演 19：00

【場所】熊野市民会館ホール
【講師】リカバリー・サポート・センター

理事 河野義行 氏
【講演内容】「松本サリン事件つくられた虚像」
【入場料】無料（入場整理券が必要です）
※入場整理券は 11 月１日 ( 月 ) から配布します。
†問い合わせ先†
熊野市市民保険課
☎０５９７―８９―４１１１（内線１３３）

紀宝警察署メールボックス
11 月はストーカー及び
配偶者暴力排除月間です

被害者相談窓口
＊（社）みえ犯罪被害者総合支援センター
【相談電話】０５９―２２１―７８３０
【受付時間】月～金曜日（祝祭日を除く）
10：00 ～ 16：00

＊三重県警察本部 広聴広報課 被害者支援室
【相談電話】０５９―２２２―０１１０（代表）
【受付時間】月～金曜日（祝祭日を除く）
８：30 ～ 17：15

地上デジタル放送を受信するための
支援をおこないます
総務省では、経済的な理由等で地上デジタル
放送に移行することが難しい世帯に対し、簡易
なチューナー（１台）の無償給付等の支援を実
施しています。
【対象者】ＮＨＫ放送受信料が全額免除となっ
ている世帯

【支援内容】

・簡易なチューナー（１台）の無償給付
・必要に応じたアンテナ改修等の経費
【申込期間】12 月 28 日まで（消印有効）
天候不順などの理由で支援が遅れることがあ
ります。支援を希望される方は受付期限にかか
わらずお早めにお申込みください。
†問い合わせ先†
総務省地デジチューナー支援実施センター
☎０５７０―０３３―８４０

情報コーナー

「なっとく！法務局」市民講座受講者募集

第一次救急医療休日在宅当番医

11 月の担当医 ●●●
谷口クリニック （御浜町阿田和）☎ 2 － 4333
●●●

3日
7日
14 日
21 日
23 日
28 日

（御浜町上野）☎ 4 － 1014
尾呂志診療所
（熊野市有馬町）
小山医院
☎ 89 － 2701
（熊野市有馬町）☎ 89 － 2701
小山医院
尾辻内科クリニック（熊野市井戸町）☎ 85 － 2021
（熊野市有馬町）☎ 89 － 1717
大石産婦人科
（熊野市井戸町）☎ 85 － 2043
大石医院
（熊野市新鹿町）☎ 86 － 0016
井本医院
（熊野市木本町）☎ 88 － 0035
原田医院
（熊野市有馬町）☎ 89 － 3739
島崎整形外科
（紀宝町鵜殿）☎ 32 － 0005
寺本クリニック
（熊野市神川町）☎ 82 － 0232
神川診療所

※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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かんきつ

対策室だより
早生温州みかん

かんきつ対策室だより

かんきつのＰＲについて
秋も深まり、「年中みかんのとれるまち」御浜町でも
美味しそうに色づいたみかんが、いたるところで見られ
るようになりました。
新聞やテレビなど、色々な報道機関もみかんについて
取材に訪れています。
かんきつ対策室では、新聞の取材やテレビ、ラジオの
企画などに参加することで、かんきつのＰＲにも努めて
います。

生産量や栽培面積の調査結果について

ＦＭ三重の取材を受ける
若手農家の西地陽二さん（写真左）

生産量の推移

（ｔ）

極早生温州
早生温州
甘夏
セミノール
カラ
デコポン

かんきつ対策室では、産地の現状を把握するために、 8000

JA 三重南紀を含めた集出荷業者や公設市場などの協力 6000
4000
を得て、三重南紀管内（熊野市、御浜町、紀宝町）の生 2000
産量及び栽培面積の調査を実施しました。
0
国、町などの補助を利用し、優良品種（みえ紀南 1 号、
カラなど）への品種更新が進められていますが、近年の
（ha）
異常気象、うら年やおもて年などの影響により、年によ 400
る生産量の増減が激しく、また、耕作放棄地の増加によ 300
り、栽培面積も減少傾向にあります。
200

H19

H20

H21

栽培面積の推移
極早生温州
早生温州
甘夏
セミノール
カラ
デコポン

100

産地のできごと

0

H19

H20

H21

私たちの産地では、ＪＡ三重南紀など、さまざまな集出
荷団体や生産者団体が、日々、産地を盛り上げるために活
動を実施しています。このコーナーでは、産地での主なで
きごとや組織・団体の活動をかんたんに掲載していきます。
みかんマイスター研修会の開催（９月22日）
三重南紀元気なみかんの里プロジェクト協議会が、
「三重南紀みかん」の消費宣伝や観光 PR を行ってい
ただく「産地マイスター育成研修会」を開催しました。
●

マイスター育成研修の様子

御浜町長が三重南紀統一選果場を訪問（10月６日）
御浜町長が三重南紀統一選果場を訪問し、今年の極
早生の状況や選果設備の視察をおこないました。

●

統一選果場を視察する古川町長
14

†問い合わせ先†
産業建設課かんきつ対策室
さ き く ぼ ゆ う じ
（担当 﨑久保友司）
☎３―１７０７

町長だより
No.39
みなさん、
こんにちは
想像を超えた猛暑の夏が過ぎました。
様々な不都合が皆様にも生じたことと
存じます。あらためて順調な季節の巡
りを願わずにはいられません。
町長再任にあたり
９月26日の町長選挙において、活力
ある町づくりを目指してゆくことを訴
え、再度の信任をいただき、二期目の町
政を担当させていただくことになりま
した。
御浜の将来、あしたの地域づくりの
ためには、
様々な意見の違いは違いとし
て、町民の間で正確な情報が共有され
て、前向きの議論がなされ、事をすすめ
るにあたっては、
一致協力していくこと
が何よりも大事だと思っています。
役場職員には町づくりのプロとして
邁進してもらいますが、どうか町民の
皆様におかれましても、自分のこと、自
分たちのこととして町政への積極的な
ご参加、ご協力をあらためてお願い申
し上げる次第です。
住民訴訟の名古屋高裁における裁判に
ついて
「御浜町は古川個人に5,000万円を弁
償させよ」という裁判で、津地方裁判所
判決は、その訴えを認めず、町が完全勝
利をした判決を不当判決であるとし
て、この裁判の原告団は更に名古屋高
裁に控訴しました。12月から裁判が始
まります。
ところが先日、原告団に名をつらね
ている180名の方々のうち２度にわた
り、
合わせて18名の方が、
名古屋高裁に、

古川

弘典

この控訴を取り下げるという
「控訴取下
書」が出され、その写しが名古屋高裁から
送られてきました。
この裁判においても、津地裁の裁判と
同じく当方の主張を述べ、名古屋高裁の
適切な判断を求めて参ります。
親の介護についての感動的な記録
昨年、100歳のお祝いに慰問させて頂い
た下市木の倉本ちよのさんが、今年、101
歳の天寿を全うされました。元気に長生
きされた、ちよのさんの供養にと、息子の
倉本牧雄さんが、介護の記録と介護の心
得をまとめた本を出版されました。読ま
せて頂いて本当に感動いたしました。
その感想を少し記したいと思います。
著者あとがきに、
「在宅介護をしている
と、介護するほうも、介護されるほうもど
んどん生活条件が悪くなるばかりであ
る。
良くなることはない。
『老々介護』
は、
ま
だ我慢できるとしても、
『 認々介護』だけ
はなんとか避けたいと願っていた。介護
される者の人権は尊重し、大切にして行
きたい。それと同時に、介護する者の人権
も認められないと介護生活は維持できな
くなる。
安心して在宅介護できる仕組みに
なっていない社会生活の中で一般の人々
と同じように付き合っていくには、
どうし
ても負担を感じていた。
」
とあります。
まさに著者はこの葛藤の中で、書くと
恥ずかしいようなことも、自分をかざら
ず坦々と記述して、人間の尊厳について
考え続けます。人間の本能から目をそむ
けることなく、忍耐強く夫婦で介護を最
後までやりぬいた貴重な記録をぜひ多く
の方々に読んで頂きたいと思いました。
15

は

赤ちゃん／広報文芸

♥

玉置

♥

♥

倖輝くん

逢野

さち

はる

濱地

晴くん

たかひろ

リコちゃん

西

と も

み ほ

貴広さん・美穂さん

安博さん・幸さん

神志山

♥

こうき

芝
やすひろ

滉くん

詠士さん・ほたるさん

♥

木

こう

えいじ

平成22年８月１日～
31日届出分

市

♥

尾呂志

て

じ

めまし

たかし

りょうへい

涼平くん
しょうこ

高志さん・昇子さん

都茂さん・ルミさん

※西さんは７月
届出分です。
うた
ね
やわ

とお

前 たき子

貞

花井 祥子

湊

榎本 孤星

広報俳句 十一月抄

けはい

秋気配

いと と ん ぼ

糸蜻蛉

夏休み

里ごころ

えはがき

お

かい

あそ

浜遊び

和らぐ風に

川面に遊ぶ

転た寝の

清流遠し

谷口 希世

かわも

新転地

旅の絵葉書

須崎 行雄

にお

鮎匂ふ

すんなり降りし 秋の水

杉目 黄渓

か っ ぱ ばし

河童橋

峡暮るゝ

しらさぎ

白鷺の

去らぬ残暑や

しゅうらく

集 落を

小学生の

えんそく

遠足や

矢口 瑞羽
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十三夜

世帯数 4,326 戸 （＋ 3 戸）

はし

後呂 智子

女 05,170 人 （－ 8 人）

海岸走る

ゆ

逝きし人

中納 米子

そら

宙をゆく

男 04,540 人（－ 10 人）

うみ な

もちづきひと

山本 要子

りょうしまち

漁師 町

長尾 あや

人 口 9,710 人（－ 18 人）

海 鳴りの

花びらのごと

の ぼたん

野牡丹の

望月独り

ら

げっか

はか

計りえず

月下に沈む

たに

峡の深さを

子等さりて

しお

潮の香や

くず

葛の花

10 月１日現在の人の動き

まな取り組みが行われています。まだ、対策
を講じていない方も、今回の取り組みを参考
に、自分の農作物を守るために対策を始めて
10 月は、町内各地区で運動会が行われ、 いただければと思います。
子供さん、お孫さんの応援に熱が入ったので
そして、運動会です。今年の運動会は、暑
はないでしょうか。
い日が多く、先生や生徒、さらには応援に来
今回の特集は、町の決算です。難しい言葉 ているご家族の方も大変だったのではないで
もあるかと思いますが、みなさんの住んでいる しょうか。
一生懸命頑張っている子供の姿は、
町がどのような状況なのか知っていただくため いつの時代でも心を和ませてくれますね。
にも、ぜひ読んでいただきたいと思います。
わだやすたか
次に、獣害対策です。町内各地区でさまざ
（総務課 企画行政係 和田康高）

あとがき

…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（事務局 ☎ 090－2060－3151）
※ゴルフ教室以外の屋外種目は、雨天時中止（不明な場合は、お問い合わせください。
）

1 月 バレーボール教室

17：30～19：00

くら し の カレンダー 11

体育センター

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

2 火

（阿田和・尾呂志地区）

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
卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

3 水 ゴルフ教室

19：00～21：00

ダイヤモンドヒル

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

4 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

5 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

6 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

7 日

行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 役場１階会議室
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル
17 水 ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
バレエエクササイズサークル 10：00～11：00 中央公民館
いきいきシニア
（第１回） 9：30～11：00 尾呂志公民館
粗大ごみ収集日 7：00～15：00
貯筋体操教室 神木老人憩いの家
18 木 １歳６か月児健診（個別通知） 御浜町福祉健康センター
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
ちょっと気になる子ども相談（予約制） 役場
子どもの広場(自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター
19 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
いきいきシニア
（第２回） 9：30～11：30 福祉健康センター

20 土 ゴルフ教室

9：00～11：00

清掃センター

21 日 資源持込日

8：00～12：00

役場

22 月 バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター
うんどう教室（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター
8 月
バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター
23 火 卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）

9 火 貯筋体操教室

中立集会所・志原東平見集会所

卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校
いきいきシニア
（第１回） 9：30～11：00 福祉健康センター

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG

24 水 ソフトテニス教室

19：00～21：00

阿田和小学校

バレエエクササイズサークル 10：00～11：00 中央公民館
貯筋体操教室 阿田和養真荘・柿原公民館

25 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

年金相談 10：00～14：00 役場1階会議室
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
10 水
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
26 金
バレエエクササイズサークル 10：00～11：00 中央公民館
いきいきシニア
（第２回） 9：30～11：30 中央公民館
紙、
衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
貯筋体操教室 阿田和養真荘・柿原公民館
11 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
いきいきシニア
（第１回） 9：30～11：00 中央公民館

子ども囲碁教室 10：00～11：30 中央公民館和室

27 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

28 日 資源持込日 8：00～12：00 リサイクルセンター
子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター
12 金 子どもの広場(自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター 29 月 バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
13 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

14 日
15 月 バレーボール教室

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
16 火 収集日（阿田和・尾呂志地区）
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
卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

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）
30 火
卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校
いきいきシニア
（第２回） 9：30～11：30 尾呂志公民館

11 月の納税期限
●固定資産税

第４期

●後期高齢者医療保険料

第５期

納期限

11月 30日（火）

※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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９／ 28 自殺防止啓発劇「いきる」が上演されました

18

10 ／４

米寿の座布団を配布

88 歳（米寿）を迎えられる 59 名の方に、
記念品として座布団を配布させていただきま
した。
まだまだお元気な方も多く、大変喜ばしい
ことです。
これからも健康に気をつけて元気に長生き
していただきたいですね。

〒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/

９月 29 日に安全協会行神志山支部、
紀宝警察、
志原保育所かもしかクラブ、志原保育所が合同
で、志原地区の危険箇所点検を実施しました。
参加された方は、未来の町を担う子供たちの
安全のために、見落としのないように熱心に
チェックしていました。
交通事故ゼロを目標に、今後も継続的な活動
をお願いします。

米寿の記念品を受けとる仲はつみさん（中立）

（平成22年11月1日発行）

９／ 29 交通安全 危険箇所点検を実施

熱演する劇団員と地元住民

発行／御浜町役場
編集／総務課企画行政係

入念なチェックをする参加者たち

2010.11. No.499

９月 28 日（火）中央公民館で自殺
防止劇「いきる」が上演されました。
この劇は、自殺には前兆があり、家
庭や身近な方がその症状に気づいてあ
げないといけないというもので、紀ノ
川良子市民劇団員と地元住民とが演じ
たものです。また、自殺することによ
り家庭崩壊など身の回りの方にも大き
な影響を与えてしまうので、絶対に防
がないといけないことであるという内
容でした。
少しでも自殺のことが頭をよぎって
しまうときは、一人で悩まず「自殺防
止センター ☎２－２２７７（金・土
の夜７時～夜 11 時）」まで相談してく
ださい。

みはま

みて見てみはま

