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みんなで支え合うまちづくりを目指して
〜町内地域の集落機能の維持・再生を〜
御浜町長

古川

弘典

[1．まちづくりの理念と地域の将来像 ]

御浜の魅力づくりと都市部への情報発信、交

３つの理念をもってまちづくりを進めてまい

流などを通じ消費者ニーズを捉え、時代の流れ

ります。

に合った産地形成を図り、地場産業の盛んなま

①連携・協働のまちづくり

ちとして、
各種の産業振興策を推進いたします。

１つには、住民自治の確立です。
町内各地区の町民による自治活動や各種団体
の社会貢献活動等を支援し、新しい時代の住民
自治による個性豊かな地域づくり、自立したコ

[ ２．政策課題への対応 ]
①２期目の政策目標

ミュニティの形成に向けた取り組みを進め、町

２期目の町政について、今後４年間で、様々な

民と行政とが連携・協働するまちづくりを目指

政策課題の解決に向け、目標を持って取り組み

してまいります。

ます。
かんきつ振興については、御浜町の経済を支

②快適で健やかなまちづくり

える基幹産業として、また、魅力が持てる産業

２つには、快適で健やかなまちづくりです。

となるよう、生産支援や後継者対策などあらゆ

子どもからお年寄りまで、快適な住環境のも

る施策をもって、生産者や関係団体と連携し、

とで誰もが健康で安全、安心して暮らし、学び、
そして地域の中で生涯を送ることができる快適
で健やかなまちづくりを進めてまいります。
そのために地域医療体制を堅持し、住民の自
主的な健康づくりを支援、推進します。
高齢者や障がい者が住みなれた地域で安心し
て暮らし続けることができるよう地域福祉の充
実を図ります。

振興します。
地域ぐるみで産地を守り、
“生き残れる産地”
となるよう、多面的な農業振興を総合的、計画
的に推進します。
これには、生産者、関係者の地域合意が何よ
りも必要ですので、一層の情報共有を図ってい
きます。
熊野市まで延伸される高速道路網による交流

さらに防災対策を強化し、道路、上下水道の

人口の増大が予想される中で、基幹作物である

整備など、安全安心で快適な生活基盤の整備を

「かんきつ」を柱とした活性化施策を引き続き

進めます。

推進しながら、世界遺産熊野古道である浜街道
のバリアフリー化の整備やエコツーリズムの積

③活力ある地域経済（地場産業の振興）
３つには、活力ある地域経済、地場産業の振
興です。

極的な推進による体験型交流など、地域資源を
活用した地域ブランド化を図り、交流人口の増
大につなげたいと考えます。

我が地域の気候風土や自然、歴史、文化など、
「みはまらしさ」を生かした地場産業の振興を
地域一体となって進めます。
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紀南病院の医師確保については、引き続き三
重県や関係市町と協力しながら、三重大学との

地域住民の皆さんと一体となった地域医療体制

連携協働のまちづくりを実現するために、大

の保持、充実に向けて引き続き取り組みます。

字単位の地域おこしを目指した住民主体の地域

学校施設の耐震補強については、安全な環境

活性化委員会を立ち上げ、学識経験者をアドバ

の下で安心して学校教育が受けられるよう、引

イザーとして、町職員が事務局を担当する組織

き続き計画的に実施します。

体制を整備します。

中学校給食の実施については、学校施設の耐

住民と行政がそれぞれの役割と責任を持って

震化完了の後、実施できるよう、将来的な児童

協働し、地域社会における課題解決の仕組みづ

生徒数の推移、施設改修費等の検討を進めなが

くりに向けた住民参画のまちづくりに取り組み

ら、取り組みます。

ます。

学童保育事業については、施設の整備など、

自主防災組織については、情報交換や連携の

今後は更なる事業の充実を図ってまいります。

ための「自主防災連絡会議」の開催や、防災訓

現在、御浜小学校の近隣に新たな施設の建設を

練の合同実施、防災活動や研修などに関する情

計画しております。

報の提供など、今後、さらに積極的な支援を行い、
自主防災組織の活動強化を図ります。

子育て世代の経済的な負担を軽減し、小児医
療環境の充実を目指して、現在の小学校入学前
までの乳幼児医療費助成制度を中学生までに拡
大します。
地域やボランティア等の連携の下で、一人住
まい高齢者等への見守り対策の充実や認知症対
策の強化に取り組むなど、高齢者福祉の推進に
努めます。
また、災害時の要援護者対策についても、更
に地域との協働を進め、見守りや救助体制の構
築に取り組みます。

熊野市との合併問題につきましては、まず相
手あってのことでありますが、合併の必要性に
対する私の考えは、変わっておりません。

地域の公共交通体系については、更なる高齢

現在は、職員間において、お互いの住民に対

化、過疎化を見据え、的確に町民ニーズを把握

し情報提供する内容を検討しているところでご

するための住民アンケート調査の実施など、効

ざいます。ゆるやかでも少しずつ良い方向に進

果的な公共交通体系のあり方について調査研究

むよう、合併協議に向けての気運が醸成される

を行います。

べき時期を見極めながら、今後も誠実に取り組
みたいと考えております。

阿田和向山地区の町有地については、すべて
の登記手続きが完了し、町有地としての場所を
確定させて、利活用について幅広く議論し、有
効活用を図りたいと考えております。

②自治体経営の健全化
政策課題に全力で取り組むためにも、自治体
経営の健全化を推し進めます。
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施政方針

連携を図る中で、我が地域の中核病院として、

施政方針

行政改革につきましては、「行政改革推進委

道路網の整備については、国の交付金等を活

員会」を設置し、新たな行政改革計画の策定に

用し、道路改良及び側溝整備、歩道整備を実施

取り組みます。この計画は、定員の適正化や将

するとともに、維持管理の徹底を図りながら、

来の財政状況等を踏まえた上で、住民との協働

災害に強い道づくり、安全で安心な道づくりに

や公共サービスのあり方について改めて検討す

努めます。

るとともに、効果的な自治体経営の指針となる
よう策定を目指します。

町営住宅については、老朽化が激しい阿田和
団地、広田団地、広田第２団地の３団地を一つに

[ ３．平成23年度当初予算について ]

まとめて建て替えを計画していますが、新年度
においては、
そのための調査設計を実施します。

①予算編成方針及び予算規模
新年度当初予算は、「町民生活の安全と安心

地震対策については、一般住宅の無料耐震診

を支える」という役割を果たすため、重点分野

断や耐震補強工事に係る経費の補助に加え、新

を中心に基本計画で明らかにする目標実現に向

年度からは、家具の固定器具購入や耐震シェル

けた施策の具体化を図っています。

ター設置に係る経費の一部を補助します。

一般会計について２年連続で増加し、総額
41 億 4,307 万 8 千円、昨年比 4.0％の増として
います。

上・下水道事業つきましては、引き続き、安
心で安全な水道水の供給及び安定的な汚水処理
を行います。

②重点施策
・かんきつ振興

合併処理浄化槽の設置促進やごみ減量化への

かんきつ振興については、御浜町の活性化を

資源ごみ分別の徹底やレジ袋削減など、水質汚

図る上でもっとも重要な課題として取り組んで

濁の防止や自然環境の保全、ごみ減量化に繋が

いるところで、新年度においても引き続き産地

るよう、積極的に取り組みます。

化に向けての合意形成に絶えず努めながら、積
極的な生産振興に取り組みます。

・保健、福祉、医療の充実
紀南病院をはじめとする地域医療機関や保健

・学校施設の耐震化
新年度では、御浜小学校屋内体育館の耐震化

所と協力し、
引き続き予防接種やガン検診助成、
介護予防対策に取組みます。

のための改築を実施するとともに、御浜中学校
講堂の改築に向けた実施設計等も行います。

高齢者の方がこれまで暮らし続けた地域の中
で、少しでも長く、安心して暮らせるまちづく

・学童保育施設の整備
御浜小学校の近隣で用地を確保し、新たな学
童保育施設を建設いたします。
・福祉医療費（乳幼児等医療）制度の拡大
新年度の９月から、対象年齢を中学生まで引
き上げます。
③主な実施事業
・生活環境の整備
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りを目指し、認知症対策や一人暮らし高齢者、
寝たきり高齢者等の見守り対策に引き続き取り
組みます。
国民健康保険や後期高齢者医療制度について
は、住民の皆さんが安心して医療を受けられる
よう、適切な運営に努めます。
少子化対策については、出産前の対策としまし
て妊婦検診に係る広報ＰＲを積極的に行います。

・教育、文化の振興
学校教育においては、
「豊かなこころと確かな
学力を備えた子どもの育成」を目標に、ATL
施政方針

（外国語指導助手）の活用や、電子黒板等 ICT
を使った授業を進め、確かな学力を備えた子ど
もの育成に努めます。
また、国の交付金を活用して学校図書室、中
央公民館図書室の整備充実を図ります。
生涯学習については、各種の生涯学習プログ
ラムを実施し、生涯を通した“学び”の場を提

商工振興事業については、御浜町商工会と連

供し、総合的な学習環境づくりを進めてまいり

携し、経営健全化に向けた支援や新たな特産品

ます。

づくりに向けた取り組みを講じます。

また、山地コミュニティセンターの修繕や、
人権尊重の社会づくり、男女共同参画社会の推

集客交流事業については、春の「みかんの花

進、スポーツ振興、松本市梓川とのふれあい交

祭り」
、
秋の「みかん祭り」を引き続いて開催し、

流等、幅広く実施します。

エコツーリズムにも積極的に取り組み、町の魅
力を広く発信します。

文化振興事業については、自主文化事業の演
劇、音楽公演など、子どもから一般の方々まで
誰もが楽しめる事業を実施します。

・広域事業
国や県、広域で行われている事業について
は、高速道路網の計画どおりの整備を、引き続

・産業振興
農業基盤整備として、村づくり交付金事業や
県営中山間事業による農道、用排水路等の整備
を実施します。
かんきつの振興については、引き続き、柑橘

き県、関係市町と連携しながら国へ要望して参
ります。
県道の改良は、御浜紀和線の西原地区及び御
浜北山線の神志山駅前交差点について設計や改
良調査を実施していただきます。

振興基金を活用し、生産対策として高品質果実

また、志原川の河川改修や萩内海岸の堤防整

生産のためのマルチ栽培、優良品種への更新等

備につきましても、引き続き実施していただき

を推進します。

ます。

また、担い手対策として、かんきつ経営の法

東紀州観光まちづくり公社については、東紀

人化の促進や新規就農者への支援、さらに集客

州地域の豊富な資源を生かし、高速道路完成に

交流事業として消費地との交流や地域のＰＲ活

伴う新たなまちづくりに取り組む中で、御浜町

動にも積極的に取り組みます。

の産業の振興や集客交流に繋げてまいります。

獣害対策については、電気柵に加え捕獲檻等
にも対象を拡大して補助し、国の交付金事業と
合わせて、総合的な対策に取り組みます。

以上、新年度における町政の方針を述べさせ
ていただきました。
町民の皆さんに対し、
格別のご理解とご支援、
ご協力をお願い申し上げます。

林業・水産振興事業では、各組合と連携を図
りながら、間伐や作業道の開設、稚魚の放流な
ど、各種の振興策に取り組みます。
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獣害対策 の 最前線 より
獣害対策事例紹介

上野区は昨年、有志の区民 12 名からなる獣
害対策班を編成しました。区長の浦中佳男さん
（リーダー）と仲 進さん（サブリーダー）が
中心となり積極的に区内の獣害対策を進めてい
ます。ここでは昨年度に取り組んだ上野区の取
り組みを紹介します。

専門家による上野区地域講習会
井上雅央先生を講師に獣害対策のために何に
気をつけ、何をすればいいのかを勉強しました。
また、実際に園地をまわり獣害に強い栽培方
法や剪定などを習いました。

～ 上野区の獣害対策の紹介 ～
獣害対策班による、勉強会、獣害対策グッズ
づくり

獣害対策班が中心となり、
獣害対策グッズ
「さ
るおど君」を作り、希望する上野区民全てに配
布しました。
※「さるおど君」は、
上野獣害対策班のサブリー
ダー仲 進さんが開発した、パイプの切り方を
工夫し、車の中からでも安全にロケット花火が
撃てる道具です。

獣害対策グッズ「さるおど君」
パイプの先をななめに
切るのがポイントです

現地講習会の様子
か ん しょう た い

県の緊急雇用制度を利用した緩 衝 帯づくり
集落に加害鳥獣が寄り付きにくいよう、また、
追い払いが容易に行えるように集落と山の間の
か ん しょう た い
樹木を切り払い緩 衝 帯 を整備しました。切り
払い場所の決定、地権者の同意の取り付けは全
て上野区の有志メンバーが行いました。

これから集落・グループで獣害対策に取り
組むみなさまに
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たわけではありま
せん。
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、
大きな対策に取り組んでいくことができました。
これから集落・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
第一歩になると思います。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知らせください。
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獣害対策班の仲 進さん

□猟友会も活躍中です！

２月 15 日、下市木の濱畑幸一さんの畑で 90kg
ものイノシシが捕獲されました。捕獲に成功し
たのは紀南猟友会市木支部の支部長の城内隆夫
さんと崎久保勇二さんらのグループで、このイノ
シシは昨年から町内の畑を荒らしていました。
今回捕獲に成功した城内さんは「畑を荒らす
イノシシはまだまだ居るのでこれからも捕獲し
ていきたい。
」と意気込みを語ってくれました。

捕獲したイノシシと猟友会のみなさん

†問い合わせ先†
産業建設課産業振興係（担当
☎ ３−０５１７

まえ

前

わたる

亘）

平成23年度

狂犬病予防注射 及び 畜犬登録 を行います

４月１４日
（木）

４月１５日
（金）

時
間
９：２０～１０：００
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：４５
１０：５５～１１：０５
１１：１５～１１：４５
１２：５０～１３：４０

場
所
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
柿原公民館
阿田和神社横広場
阿田和保育園前
（阿田和公民館跡地）

１４：０５～１４：５０
１５：００～１５：３０
９：００～ ９：３０
９：４５～１０：３５
１０：４５～１１：１５
１１：３０～１１：５０

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。
※登録した犬が死亡したときは、ご連絡お願いします。
†問い合わせ先†
はしむらもりひろ
生活環境課環境係（担当 橋村守裕）☎３−０５３１

昨年の予防接種の様子

カセットボンベ等 は ガスを抜いて出してください
２月 24 日に南牟婁清掃施設組合一般廃棄物
最終処分場で埋立てごみを処理中に爆発があ
り、ごみが燃え出しました。幸い職員はケガも
無く、消火作業により 15 分程で鎮火できまし
たが、重大な事故になった恐れがありました。
原因は不明ですが、卓上コンロ用カセットボン
ベ等の可能性が高いため、カセットボンベ等は、
次のような方法で出して頂くようお願いします。
◎カセットボンベ・スプレー缶等は
必ず中身を使い切り、火の気が無く風通しの
良い屋外で穴を開けてからカセットボンベ・ス
プレー缶だけを透明袋に入れ「金物の日」に出
してください。

穴を開けるときは、缶切りや市販の穴開け器
具などを使用し
て、火花が出る
ような強い衝撃
を与えないよ
う、十分注意し
てください。
ガス抜きの例

†問い合わせ先†
生活環境課環境係
はしむらもりひろ
（担当 橋村守裕）
☎ ３－０５３１
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狂犬病予防注射／埋立ゴミの出し方（爆発事案あり）

平成23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。

みはまスポーツクラブ

平成23年度会員募集中

スポーツクラブ

４月中はお試し期間です！ 飛び込み・お試し参加ＯＫです！
みはまスポーツクラブは、年代を問わず様々な種目を楽しんでいただけます。
競技としてのスポーツに捉われず、シンプルに体を動かす場として、また新
しい出会いの場として自由に参加できることを目的としています。
特に小学生のみなさんには、一生に一度しかない「ゴールデンエイジ」の準
備段階として、各教室を利用してもらえます。
競技種目としての動きだけではなく、いろいろな動きの基礎となるコーディ
ネーション（体の調整力、バランス感覚、柔軟性を養う）トレーニングの一環
として参加してみてください。

【開催教室の場所と時間】
開 催 教 室
サッカー教室 ◆★
（小学校低学年対象）
バレーボール教室 ◆
ランニング教室 ★
ソフトテニス教室 ★
卓球教室（中学生以上）
卓球教室（小学生～大人、
全般）
太極拳教室
ゴルフ教室
ゴルフ教室★
バレエエクササイズ・サークル

曜 日
第１,２，
４月曜
第３木曜
毎週月曜
※祝日はお休み
第２,４土曜
毎週水曜
毎週火曜
毎週木曜
毎週金曜
※祝日はお休み
第1,3水曜
第2,4水曜
毎週土曜
毎週水曜

◆は、ジュニア（小・中学生）対象です。

時

間

場

所

19：00～20：30

御浜中グラウンド

17：30～19：00

体育センター

8：00～ 9：00
19：00～21：00
19：00～21：00
19：00～21：00

志原～市木防波堤
阿田和小テニスコート
阿田和中学第２体育館
阿田和中学第２体育館

19：00～20：30

志原公民館

19：00～21：00
9：00～12：00
10：00～11：30

ダイヤモンドヒル
（旧エル）
みはまＧＧ
清掃センター
中央公民館

★は、雨天の場合、中止になります。

季節の教室
○水泳教室（夏）○スキー・スノボ教室（冬）など企画中 !!
みはまスポーツクラブ年会費（事務費＋スポーツ保険料込み）
４月～９月に入会の方
個 人
会
員

小 学 生
中 学 生
一
般
高 校 生
シ ニ ア
(65歳以上)
幼
児
(未就学)

フ ァ ミ リ ー
(親子２名以上)

３，４００円（内訳：事務費1,000円、
スポーツ保険料600円、会費1,800円）

2,300円

５，２００円（内訳：事務費1,000円、

3,300円

３，７００円（内訳：事務費1,000円、

2,500円

２，２００円（内訳：事務費1,000円、

1,700円

スポーツ保険料1,600円、会費2,600円）

スポーツ保険料800円、会費1,900円）
スポーツ保険料600円、会費600円）

７，６００円～（内訳：事務費1,000円、
スポーツ保険料1,600円＋600円～、会費
1,800円＋2,600円～）
※４月～９月に入会の家族のみの割引です

ご入会・お申込みは、みはまスポーツクラブ事務局まで
†問い合わせ先†
みはまスポーツクラブ事務局（寺谷総合公園管理棟内）
☎２－３１５１ ☎０９０－２０６０－３１５１
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10月～３月
に入会の方

みんなの想いをタスキに込めて見事完走

～ 美し国三重市町対抗駅伝 ～

御浜町は、
２時間 45 分 39 秒のタイムで走破。
総合 25 位、町の部 11 位（昨年は総合 24 位、

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

町の部 10 位）でした。

市町のチームで競い合いました。
監督：宇城

公子

コーチ：久保

区間（距離）／区分

選

手

淳

（敬称略）

名

区間
（距離）
／区分

１区（1.28km）
小学生女子

山本

真央
（阿田和小）

上地

里奈
（阿田和小）

２区（1.85km）
小学生男子

端地賢太郎
（阿田和小）
藤井

伊織
（尾呂志学園小）

３区（3.76km）
中学生女子

奥西

菜月
（御浜中）

宇城

杏菜
（御浜中）

４区（5.65km）
中学生男子

笹之内

功
（御浜中）

大和田

翼
（御浜中）

５区（4.60km）
40歳以上男子

久保

一郎
（紀南森林組合）

下古谷克典
（有馬中学校）

選

手

名

６区
（6.36km）
ジュニア男子

大井

一登
（近大高専）

岡村

亮汰（伊勢理容美容専門学校）

７区
（2.89km）
一般女子

大井

和美
（大井運送
（有））

８区
（3.43km）
20歳以上女子

宇城

翔子
（愛知県立芸術大学）

９区
（5.95km）
ジュニア女子

岡鼻

10区
（6.425km）
20歳以上男子

坂口

尊紀
（ＪＡ三重南紀）

畑中

滋
（熊野市消防）

金城多恵子
（熊野病院）
洞

由奈
（皇學館高校）
千祥
（木本高校）

監督のコメント
第４回の駅伝も、無事“みんなの力”で走り終えることができました。暖かい応援に感謝です。
御浜チームの目標は『楽しく走る。ベストを尽くす！』です。毎年、七里御浜での朝練でお互
いの名前を覚えることから始まります。みかんパワーと自然からの力をもらい、
一人一人が頑張っ
て練習を重ねていきます。継続は力なりで、力は徐々についてきています。
監督として、一番うれしい時は、大会当日、
走り終えた選手たちのさわやかな顔を見るときです。
たくさんの笑顔の中で、
「明日からまた走ります。
」
「タイム縮まりました。
」
「来年も頑張ります。
」
など、頼もしい声を聞くと、御浜のたすきは、もう来年につながったなあと思いました。

選手のみなさん
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駅伝

２月20日に「第４回美し国三重市町対抗駅伝」
が開催されました。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

御浜町奨学金及び大久保奨学金の
支給案内

農業者戸別所得補償制度が
本格実施されます

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。
奨学金には
「御浜町奨学金」
と
「大
久保奨学金」の２種類があり、次のような要件
で支給を行っていますのでご利用ください。
１．御浜町奨学金
【対象者】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
【支給人員】２人
※平成 22 年度の申請件数・・・１件
２．大久保奨学金
【対象者】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
【支給人員】１人
※平成 22 年度の申請はありませんでした

昨年度のモデル事業に引続き、本年度から農
業者戸別所得補償制度が本格実施されます。
【目的】販売価格が生産費を恒常的に下回って
いる作物を対象として、その差額を交付す
ることにより、農業経営の安定と国内生産
力の確保を図る。
【対象作物】米、麦、大豆、てん菜、でん粉原
料用ばれいしょ、そば、なたね他
※米以外の作物についてはお問い合わせください
【対象者】米の生産数量目標に従って、販売目的
で生産（耕作）する販売農家、水稲共済加入者
【対象面積】主食用米の作付面積から、自家消
費米相当分として一律 10a 控除した面積
【単価】面積 10a あたり 15,000 円
≪例≫
米の生産数量目標に従って 50a 耕作している方

〈申請の手続き〉

４月 28 日（木）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くだ
さい。

50a－10a
（自家消費米）
×15,000円＝60,000円

交付対象となる方へは、４月～５月の間に直
接、加入申請書等を送付させていただきます。
†問い合わせ先†
御浜町水田農業推進協議会（産業建設課内）
た じ ま かずなり
（担当 田嶋一成）☎３―０５１７

〈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†
し ま だ ひ ろ こ
教育委員会学校教育係（担当 島田寛子）
☎３―０５２６

自殺防止の相談ボランティアを
募集します
死にたくなるほど辛い想いを抱えた人を精神
的に支えるため、私たちと一緒に活動していた
だく電話相談員を募集しています。
説明会の日程
【日時】５月８日（日）13：00
【場所】役場１階会議室
※相談ボランティアを行うにあたり事前に研修
を受けていただくこととなります。
（第１段階：
基礎訓練３ｈ× 10 回，第２段階：電話実習）
†問い合わせ先†
にし
熊野自殺防止センター（担当 西）
☎０５９７―８２―１２１２
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ご存知ですか？食品表示のこと
・青果物・食肉・鮮魚などの生鮮食品

「名称」
「原産地」の表示が必要です。

・袋詰めされているお米

決められた様式に「名称」
「原料玄米」
「内容
量」
「精米年月日」
「販売者」の記載が必要です。

・容器包装に入れられた加工食品

「名称」
「原材料名」
「内容量」
「期限表示」
「保
存方法」
「製造者又は販売者」の表示が必要
です。また、一部の加工食品には、「原料原
産地名」の表示も必要です。

・有機食品

有機ＪＡＳマークが付けら
れたものだけが「有機○○」
「オーガニック○○○」と表示できます。
※有機ＪＡＳマークは、登録認定機関から認定を
受けた業者により、有機ＪＡＳ規格に基づいて
生産・製造された有機食品につけられます。
†問い合わせ先†
三重県農政事務所表示・規格課
☎０５９―２２９―４３００

■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。

国家公務員採用試験のお知らせ

４月10日執行の三重県知事・三重県議会議員
選挙から下記の２地区の投票所が変更になりま
すので、お間違いのないようお願いいたします。
片川地区

平成 23 年度の国家公務員Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種
の採用試験が実施されます。
受験案内・受験申込書は郵便でも請求できます。

変更前
片川公民館

変更後
尾呂志公民館

志原（西平見、
東平見、
平見団地）
地区
変更前
東平見集会所
†問い合わせ先†
御浜町選挙管理委員会（担当
☎３－０５０５

変更後
志原公民館
なかがきたか し

中垣卓已）

平成 23 年度ＮＨＫ学園生徒募集
ＮＨＫ学園では、通信制の高等学校「４月生
普通科」の生徒を募集しています。
【出願期間】２月１日～４月 20 日（必着）
【履修年数】３年
【募集対象】中学校を卒業した方、平成 23 年３
月に卒業見込みの方、高等学校中退者など
まずは入学案内書と願書を請求いただき申込
みをしてください。
†問い合わせ先†
ＮＨＫ学園 広報・学習支援センター
〒186-8001 東京都国立市富士見台2－36－2
☎０４２－５７２－３１５１

試験の種類

第１次試験

Ⅰ種

４月１日
（金）
５月１日（日）
～８日
（金）

Ⅱ種

４月11日
（月）
６月19日（日）
～ 20日
（水）

Ⅲ種

６月21日
（火）
９月４日（日）
～ 28日
（火）

※Ⅰ種・Ⅱ種試験については、インターネット
で申込みが可能です。
†問い合わせ先†
人事院中部事務局第二課試験係
☎０５２－９６１－６８３８
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

紀宝警察署メールボックス
新学期における少年の非行防止

子どもの変化に「無関心でいない」
不良行為に「知らんふりしない」
活動範囲の広い子どもの行動は、家庭や学校
だけでは把握できません。
他人の子どもの不良行為であっても見て見ぬ
ふりをせず、
「きちんと注意したり叱ってくれ
る。
」地域住民の存在が非行防止に重要な役割
を果たします。
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５―３３―０１１０

裁判所職員採用試験のお知らせ
平成 23 年度の裁判所事務官採用Ⅰ種・Ⅱ種
試験及び家庭裁判所調査官補採用Ⅰ種試験が実
施されます。
【受付期間】４月１日（金）～４月 15 日（金）
当日消印有効
【第１次試験】５月 29 日（日）
【受験資格】昭和 56 年４月２日～平成２年４月
１日までに生まれた者
※受験案内は、
最寄の裁判所で配布いたします。
†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

申込受付期間

第一次救急医療休日在宅当番医
●●●

3日
10 日
17 日
24 日
29 日

４月の担当医 ●●●
（熊野市井戸町）☎85－3668

和田医院
（熊野市五郷町）☎83 －0356
五郷診療所
谷口クリニック （御浜町阿田和）☎ 2－4333
（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）☎87 －0626
荒坂診療所
まつうらクリニック（御浜町下市木）☎ 3－0150
（熊野市神川町）☎82 －0232
神川診療所
尾辻内科クリニック（熊野市井戸町）☎85 －2021
（熊野市紀和町）☎97－0710
紀和診療所

※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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情報コーナー

投票所が変更されます

ジェイ

緊急時は防災無線がなります

ア

ラ

ー

ト

～ 全国瞬時警報システム（J －A LERT）～
ジェイ

ア

ラ

ー

ト

全国瞬時警報システム／年金だより

町では、平成 21 年度より全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の運用を開始しています。
このシステムは、大地震や津波、テロなどの緊急事態が発生した場合に、国（消防庁）からの緊急
情報を自動的に防災行政無線を通じて住民の方々に情報伝達することができるものです。

放送される地震・津波情報
情報の種類
緊急地震速報
（推定震度４以上）

放送内容
「（警告音） 緊急地震速報。

大地震です。大地震です。
」×３回

震度速報
（推定震度４以上）

「（チャイム） 震度○の地震が発生しました。火の始末をして下さい。
テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。
」×３回

大津波・津波警報

「
（サイレン） ○○警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難し
てください。
」×３回

津波注意報

「（サイレン） 津波注意報が発表されました。海岸付近の方は注意して
ください。」×３回

・これらの情報は、自動的に放送するシステムのため昼夜を問わず放送されます。
・瞬時に伝達する必要があり、登録された内容を自動放送することから、限定的な内容となりますの
で、放送を聞いた後、可能な場合においては、テレビ・ラジオ等での情報収集も必要です。
・津波情報については、切り下げ時（大津波警報→津波警報、津波警報→津波注意報）にも、自動的
にサイレンと音声が放送されます。
しもかわたか し

†問い合わせ先† 総務課企画行政係（担当 下川崇志） ☎３－０５０５

年金だより

国民年金保険料の月額が引き下げられました

平成 23 年度の国民年金保険料が前年度に比べ
て 80 円引き下げられ、月額 15,020 円となります。
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。
一年前納
3,200 円の割引
半年前納
730 円の割引
現金での１年前納は、５月２日までにお支払
いください。
前納用の納付書は４月上旬に郵送される納付
案内書につづられています。
国民年金保険料の納付は、「口座振替」が
“便利でお得”です。
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口座振替には、毎月の保険料が翌月末に引き
落としされる翌月末振替、その月の月末に引き
落としされる当月末振替（早割）
、半年（６ヶ月
分）前納振替及び１年前納振替の４種類があり、
翌月末振替以外については、割引があります。
割引額、制度等については、お気軽にお問い
合わせください。
なお、平成 23 年度の１年前納振替及び半年
（４月～９月分）前納振替の受付は、２月末で
終了しました。
また、半年（10 月～翌年３月）前納振替を
ご希望の方は、
８月末までにお申込みください。
†問い合わせ先† 税務住民課保険年金係
みなみ
な お
（担当 南 菜緒）☎３―０５１２

2011-No.23

かんきつ

対策室だより
せとか

みかんの産地といってもとらえかたにはいろ
いろな視点があります。栽培技術、労働力、後
継者の確保、農地の流動化、獣害対策など課題
は様々で、高齢者や若手農家など個人によって
も異なってきます。
かんきつ対策室では、産地をとりまく関係者
のみなさんの率直な意見をうかがうため、町長を
交えた懇談会「明日の御浜のかんきつを語る会」
を開催しています。２月 23 日には指導農業士や
農業委員会会長など、これまで産地の中心的な役
農業振興について町と意見交換をする生産者のみなさん
割を担ってきた方々と、現在実行されている町の
農業振興に関する施策を踏まえ、産地としての全体の方向性から品種更新、栽培技術、農業後継者など個々
の課題まで広く意見を交換しました。
今後とも、多くのみなさんの意見をうかがい、産地の特色を正しく理解し、効率的な産地の改善に
取り組んでいきたいと考えています。

農業経営の法人化の取組みについて
かんきつ対策室では、今後の産地の「担い手」
として農業の法人化を志す方を支援するため、
研修会の開催や法人設立に関する相談業務、法
人の設立・運営に関する支援などを実施してい
ます。
●法人に対する支援実績
法人の設立経費への支援 １件
150,000円
法人への農地集積
4.23ha 846,000円
かきうちきよあき

法人として農業経営を開始した垣内清明さん（阿田和）

産地のできごと

シカ・イノシシを食肉として加工する工場を見学する委員のみなさん

●獣害対策の視察（３月３日）
御浜町農業委員会が、獣害対策に先進的に取
組んでいる和歌山県日高町を視察しました。
シカ、イノシシを地域資源として利用する取
組みや緩衝帯・防護柵の設置活動などについて
説明を受けました。

†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
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かんきつ対策室だより

明日の御浜のかんきつを語る会
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正枝
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浦

石橋 寛朝

広報俳句

ひ だいこん

干大根

酔ひしれて

かんたき び

缶焚火

たよ

便り書く

さむ

春寒し

うすごお

榎本 宣子

清

勝

薄氷り（久保久子さん追悼）
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つな は
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春の宵弦の響きに

処処に

そうせき

葬席の

いざな

もぐ

お

旅へ誘ふ
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よ

浜浦

いわや
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えが

黄泉に発つ

綱映える

き げんせつ

花井 祥子

紀元節

いただけり

ぬく

旧家の温み

ひなまつりきゅう か

石田

雛祭

描きけり

たび

世帯数 4,313 戸 （－ ９ 戸）

いちりん

かし

み

女 05,141 人 （－ 13 人）

くも

七海 笑涙

すずめ

よ

男 04,534 人 （－ 10 人）

花は雲 梅は一輪

首傾ぐ

とびいし

雪に雀の

）

後呂 智子

〃

昭

飛石の

ゆ

逝き給う （
大平

山本 要子

中納 米子

黄泉の旅 （畑中一代さん追悼）

ただよ

春より先を

春の雪

き しょう

気 性 出て

下川 幸子

香り漂ふ

そうばい

み あし

あかとう

赤灯よぎる

いたゞ

頂けり

田すがた人の

つばさ

大きな翼

早梅の

三歩ほど

ちゅう ざい

駐在の

あぜ や

畦焼きの

ごうかく し

合格子

人口 9,675 人 （－ 23 人）

み

阿田和

村上

一平くん

政敬さん・しのさん

３月１日現在の人の動き
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♥
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優ちゃん

み

♥

♥

たかし

神志山

あ

愛弥ちゃん

弘二さん・美和さん

平成23年１月１日～31日届出分

赤土

木

♥

市

て

じ

めまし

いつ起こってもおかしくないと言われてい
る大地震に備えるためにも、震災のための備
えをしていただくことをお願いいたします。
また、避難所生活は、長引けば長引くほど
みなさん、こんにちは
季節の過ぎるのは早いもので、広報を担当さ 避難者に負担がかかってしまいます。１日で
せていただくようになって、１年が過ぎました。 も早い復興が進むことをお祈り申し上げます。
そして、本格的な花粉の時期となり、症状
なお、町のホームページにも載せています
もひどくなってきてます。
が、役場本庁、サービスセンター、支所、連
さて、さる３月11日に東北地方太平洋沖地震 絡所などに東北地方太平洋沖地震義援金のた
が発生し、甚大な被害が発生しました。テレビで めの募金箱を設置しています。
みなさまのご協力をお願いいたします。
被災の状況を見ていると、東海・東南海・南海地震
が発生した場合、同じような光景が広がってし
わだやすたか
（総務課 企画行政係 和田康高）
まうのではないかと不安を感じてしまいました。

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 金

くら し の カレンダー

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

2 土 ゴルフ教室

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、
ビン類ごみ

19 火

バレーボール教室 17：30～19：00 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

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 役場１階会議室

5 火

（阿田和・尾呂志地区）

20 水

ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

ありんこ広場 9：30～11：30 福祉健康センター

粗大ごみ収集日 7：00～15：00

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
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）

３才児健診
（個別通知） 御浜町福祉健康センター

21 木 貯筋体操教室

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

22 金 太極拳教室

子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター

23 土

福祉健康センター

太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
ランニング教室 8：00～9：00 志原防波堤

25 月

10 日 三重県知事・県議会議員選挙

19：00～20：30 志原公民館

ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター
ランニング教室 8：00～9：00 志原防波堤

24 日 資源持込日

ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター

神木老人憩いの家

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

貯筋体操教室 神木老人憩いの家・上市木公民館

8 金 子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30

9 土

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

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

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

7 木

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

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

6 水

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

9：00～12：00 清掃センター

3 日
4 月

18 月 バレーボール教室
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8：00～12：00 リサイクルセンター

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
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）
うんどう教室（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター 26 火
貯筋体操教室
中立集会所・志原東平見集会所
11 月 バレーボール教室 17：30～19：00 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
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

12 火

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG

貯筋体操教室 引作集会所・尾呂志寿楽荘

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

（市木・神志山地区） 27 水 ソフトテニス教室

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

13 水

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館
紙、
衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

14 木 貯筋体操教室

阿田和養真荘・柿原公民館

ちょっと気になる子ども相談
（予約制） 役場

15 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
ゴルフ教室 9：00～11：00 清掃センター
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

17 日 資源持込日

8：00～12：00 役場

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

29 金

昭和の日

30 土

4月の納税期限

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

16 土

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

28 木 貯筋体操教室

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG

19：00～21：00 阿田和小学校

●国民健康保険税
納期限

第１期

５月２日
（月）

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

２／２７ 役場本庁及び尾呂志地区で合同の防災訓練を実施

３月２日に中央公民館で、落語「桂 歌丸、
桂 米助」二人会が行われました。
約 470 人の来場者は、普段見ているテレビ番
組の「笑点」や「突撃！隣の晩ごはん」の話で
心をつかまれ、大御所２人の落語を聞いて、会
場は大きな笑いで包まれました。

３／１３

親子お菓子作り

３月 13 日に福祉健康センターで、ホワイ
トデーに贈るための親子お菓子作り教室が行
われました。
この教室には、小学校１年生～６年生の親
子４組 10 名が参加し、ホワイトデーに贈る
ためのクッキーやフォンダンショコラ、マ
フィンを作りました。
参加した児童は、慣れない手つきながら、
心を込めて作っていました。

〒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/

３／２ 落語「桂 歌丸、桂 米助」二人会

心を込めたお菓子を作る参加者

（平成23年４月１日発行）

来場者を魅了した桂 歌丸（左）と桂 米助（右）

１次集合場所で住民の安否確認をする参加者

発行／御浜町役場
編集／総務課企画行政係

役場で行われた図上訓練の様子

2011.4. No.504

２月 27 日、御浜町及び尾呂志地区
で東海・東南海・南海地震を想定した
防災訓練が行われました。
尾呂志地区では、避難や安否確認、
役場への情報伝達、避難所の設置、救
護所の設置などの訓練が行われました。
また、役場では、災害時に、より迅
速な対応ができるよう図上訓練が行わ
れました。

みはま

みて見てみはま

