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阿田和地区下水道のしくみ
～快適な環境を未来へ～

下水道のしくみ

最近、私たちのまわりから排水の臭いが少なくなり、川もきれいになってきていると思いませんか。
町では環境改善のため、合併処理浄化槽の設置、下水道への接続を推進しています。今回は、阿田和
地区で整備した下水道について紹介します。

水の循環
水は海から大気中へ蒸発し雲となり、空から雨や雪として地上に降り、そして川となって海へ流れ、
地球上で常に循環しています。
水の循環の中で、下水道は私たちが使用し汚れた水をきれいに処理して自然にもどす重要な役割を
はたしています。

汚水

浄化した水

阿田和クリーンセンター
雨水
※雨水は側溝を通って直接川や海へ運ばれます。
阿田和地区の街並み

【下水道の役割】
●街が清潔になります。
家庭や店などから出る汚れた水が、側溝や水
路に流れると、悪臭や蚊、ハエの発生原因にな
ります。下水道へ接続がされると、これらの排
水が下水道管にながれ、住宅のまわりにたまら
なくなり、快適で衛生的な生活ができるように
なります。

下水道接続で明らかに清潔になる側溝

●トイレの水洗化で快適な生活ができます。
く

と

し尿は、汲み取り便所や浄化槽のように、家
にたまることなく、他の排水といっしょに下水
道管を通って下水処理場に運ばれ、きれいにな
り放流されます。
●川や海がきれいになります。
汚れた水を直接、川や海に流れないように、
下水道管で集めて下水処理場で、処理、浄化、
管理するため、きれいな水が放流されて、川や
海の水質が良好に保たれます。
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下水道整備によりきれいになった尾呂志川

阿田和クリーンセンター
（下水処理場）
のしくみ
私たちが生活する中で使った水やし尿は、下水道管を通って下水処理場に集まります。集まった排
水は、下水処理場で微生物のはたらきにより処理され、きれいな水によみがえり、川や海に放流され

スクリーンユニット

分配槽

すべての排水がここに集ま
り、ポンプによりスクリーン
ユニットへ送られます。

汚水中のごみや砂などを取
り除きます。

排水を流入調整し各生物反
応槽へ分配流入させます。

消毒設備

最終沈殿池

生物反応槽

排水

ポンプ井

下水道のしくみ

ます。

川へ
塩素で消毒し、安全できれ
いな水を放流します。

汚泥と水に分離します。

微生物が汚れを食べて、か
たまりとなり水と分離しやす
くします。

汚泥をとり除く
汚泥脱水機

汚泥貯留槽

汚泥濃縮槽

リサイクル業者へ
脱水し、汚泥のかたまりにし
ます。

一時的にためておきます。

今、川や海そして地球は長年の汚染により疲
れ果てています。将来を担う子や孫たちが快適
に生活できるように、阿田和地区のみなさんに
は下水道への接続をお願いします。

汚泥をしずませて、濃度を
高くし、体積を少なくします。

９月10日は下水道の日
†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係
にし
えい じ
（担当 西 栄二）
☎３－０５１３
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伝説に生きる不滅のグレン・ミラーサウンド

「グレン・ミラーオーケストラ」公演 を 開催します
グレン・ミラーオーケストラ公演／救急の日講演会

世代を超えて愛される名曲の数々。「ムーン

【日

時】 12月７日（水）18：30開演

ライト・セレナーゼ」「イン・ザ・ムード」
「茶

【場

所】 中央公民館

色の小瓶」など、みずみずしくロマンティック

【入場料】 全席指定4,000円（お一人４枚まで）

な雰囲気のある美しく心を癒す音楽。

【発売日】 10月23日（日）９：00 ～

トロンボーン奏者ラリー・オブライエンの指

【チケットお求めは】

揮による「グレン・ミラーサウンド」の醍醐味

◦中央公民館

をおおいに楽しんでください。

◦Ｗｅｂチケットサービス「エムズネット」

†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

https://www3.center-mie.or.jp/tickets/

いつくるか判らない巨大地震（津波）から 生き残るために‼
平成23年度救急の日講演会「大災害～その時、
私たちに何ができるか～」を開催します。
【日 時】 ９月３日（土）13：20 ～ 16：10
【場 所】 中央公民館
【講 演】 東日本大震災の教訓と東南海・南海
地震への適用
【講 師】 関西大学社会安全学部長 河田恵昭
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パネルディスカッション
【演 題】東日本大震災地への派遣体験を語る
【講演者】 熊野市消防隊員・御浜町、紀宝町保
健師・紀南医師会・看護師
†問い合わせ先†
熊野保険福祉事務所企画課
☎０５９７－８９－６１１４

防災無線個別受信機の電池 を交換しましょう
個別受信機は２種類のタイプがありますので、ご家庭の種類にあわせて電池交換等をお願いします。

裏側に電池が入るタイプ

防災無線個別受信機電池交換／火災警報器設置

防災行政無線個別受信機の電池は、１年に１回、９月１日に新しいものに交換しましょう。

表側に電池が入るタイプ

個別受信機タイプに関係せず、音量を同じ位置にして設置している
と、音が出ない等の故障が発生します。それぞれの個別受信機の右上に
ある音量つまみを３ヶ月に１回程度の割合で、動かしてください。
†問い合わせ先†
総務課行政係（担当
☎３－０５０５

にし

ゆう き

西 優輝）

９月１日は防災の日です

住宅用火災警報器 の 設置 は 義務化 されています
みなさんは住宅の寝室に火災警報器を設置し
ていますか。
平成20年６月に既存住宅への火災警報器の設
置が義務化されています。
現在、未設置であることに対する罰則はあり
ませんが、火災からみなさんの家族やご自身の
命を守るために、必ず設置していただきますよ
うお願いします。
また、すでに設置している方も、適正に設置
されているか今一度確認していただきますよう
お願いします。
【天井に設置する場合】

【換気口やエアコン等の空気吹き出し口がある場合】
1.5m以上離れた位置に設置。
吹き出し口
エアコン等

1.5m以上

1.5m以上

【壁に設置する場合】
天井から15㎝以上50㎝以内の位置に設置。

壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置。

15㎝
50㎝

設置範囲
（15㎝以上50㎝以内）

壁から0.6m以上
はりから0.6m以上

†問い合わせ先†
総務課行政係
にし
ゆう き
（担当 西 優輝）
☎３－０５０５
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こころをつなぐ絆づくり

～ 自殺に関する住民意識調査の結果から ～
自殺に関する住民意識調査の結果

平成23年１月５日～ 18日の期間で、東紀州

人（25％）であるとわかりました。その中で62

地域の方2,000人を対象に、地域の自殺の要因

人（63.2％）の方が「誰にも相談しなかった」

を明らかにするため、住民意識調査を実施しま

と答えました。また、「相談したことがある」

した。

と答えた方の多くは、
「同居している家族もし

その結果から、熊野・御浜・紀宝では392人
の方から回答をいただき、「今までに本気で自

くは友人」を相談相手にあげており、身近な人
に相談しているという傾向もわかりました。

殺したいと考えたことがある」と答えた方は98

今までに本気で自殺したいと考えたことがありますか？
ない

熊野・御浜・紀宝

262人（66.8％）

0%

20%

40%

98人（25％）

60%

32人
（8.2％）

80%

ある
無回答

100%

「ある」と答えた方に
質問しました。

自殺したいと思ったことを誰かに相談したか？
1人
7人

6人
相談していない

16人

同居家族
同居以外の親族

4人
15人

友人

62人

医者
その他
無回答

※複数回答あり

統計的にみると、東紀州地域は三重県の中で
最も自殺死亡率の高い地域です。熊野・御浜・
紀宝では40 ～ 50歳代の働き盛りの中高年男性
に自殺者が多い傾向にあります。

なげることが、大切な人を守っていく一番の近
道と言えます。
私たちがそれぞれできることを行い、お互い
が支える、あたたかな町を共に目指しましょう。

私たちが目指す『こころをつなぐ絆づくり』
とは、悩んでいる人の気持ちに『気づき、聴き、

†問い合わせ先†

つなぐ』ことです。家族や職場の同僚など、身

健康福祉課健康づくり係

近な人が悩んでいるサインに少しでも早く気づ
き、苦しんでいるこころを受け止め、相談につ
6

こ

ね がわ

さち

（担当 古根川 幸）
☎３－０５１１

認知症介護者 のつどい・交流会及び個別相談会を開催します
【日

時】 ９月13日（火）13：30 ～ 16：00

交流会」を開催します。仲間づくりや情報交換

【場

所】 役場

ができる機会です。あわせて、個別相談も受け

【対応者】 認知症の人と家族の会三重支部の者

付けています。参加を希望される方は、事前に

【参加費】 個別相談は無料

地域包括支援センター（健康福祉課内）までお

第１会議室

※つどい参加者については、本人は無料、会員
は100円、一般は200円

申込みください。

†問い合わせ先†
地域包括支援センター
（担当

にし

つとむ

西 勉）

☎３－０５１４

糖尿病予防健診 を 実施 します
町では今年度も住民の方を対象に、糖尿病負

【受付時間】 ８：30 ～９：30
【自己負担】 500円

荷検査による健診を実施します。
糖尿病になる前には必ず境界型の時期があり、

※定員になり次第締め切りますので、お早めに

この健診はその境界型の発見のために行われま

申し込みください。なお、
９月４日の健診は、

す。この機会にぜひ受診してください。

当日受付も可能です。
※健診を受けられる方は、前日の21：00以降飲

【検査対象者】 40 ～ 59才（昭和27年４月１日
から昭和46年３月31日生まれ）

食ができません。
※すでに糖尿病の診断を受けている方は受診で
きませんので、医療機関にご相談ください。

の町民
※60歳から65歳までの希望者も受けらますが上記
の対象者が優先されますのでご了承ください。

†申込み・問い合わせ先†

【実施日】 ９月４日（日）及び11月27日（日）

健康福祉課健康づくり係（担当

【場

☎３－０５１１

所】 御浜町福祉健康センター

こ

ね がわ

古根川

さち

幸）

がん検診 の お知らせ
【実施日】 10月５日（水）

※事前の予約が必要です。ただし、定員になり

【場

所】 中央公民館

次第締め切ります。

【予

約】 健康福祉課健康づくり係

９月22日までに申し込みください。

検診名

時間

対象
料金（円）
検診当日
胃がん検診 ８：00～10：00
1,400
満40歳以上の方
検診当日
子宮頸がん検診 13：00～14：00
満20歳以上の方

1,300

乳がん検診 ９：00～11：00 検診当日
（マンモグラフィー） 13：00～14：00 満40歳以上の方

1,800

９：00～11：00 検診当日
大 腸 が ん
13：00～14：00 満40歳以上の方

※70歳以上の方は無料です。ただし、大腸がん
検診のみ70歳以上の方も容器代500円いただ
きます。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
こ

900

ね がわ

さち

（担当 古根川 幸）
☎３－０５１１
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認知症介護者のつどい／糖尿病予防健診／がん検診

認知症の人や介護している人たちの「つどい・

御浜町入札参加資格申請 の県内共同受付 をお願いします
入札参加申請共同受付／くくり罠作り／年金だより

町（上下水道部局を含む）では、物品などの
調達や建設工事・測量等を発注する際、入札参
加資格者名簿に登載されている事業者から選定
しております。入札等に参加を希望する事業者
のみなさんについては、事前に「入札参加資格
申請書」の登録申請をお願いしています。
平成26年３月31日まで有効な資格の登録につ
いては下記のとおり共同受付にて随時受け付け
ております。
建設工事、測量・建設コンサルタント等
【提出先】（財）三重県建設技術センター
入札参加資格審査申請共同受付担当
〒５１４－０００２ 津市島崎町56番地
☎０５９－２２９－５６１０
【申請方法等の詳細・様式等】 三重県県土整備
部のホームページに掲載しています。
http://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/index.htm

物品・業務委託等
【提出先】 三重県自治会館組合
入札参加資格登録共同受付担当
〒５１４－０００３ 津市桜橋２－96
☎０５９－２２１－３７０１
【申請方法・様式等】 三重県自治会館組合の
ホームページに掲載しています。
http://jichikaikan-mie.jp/buppin.html
※申請はそれぞれの提出先へ郵送で行ってくだ
さい。
総務課での申請の受付はできません。

†問い合わせ先†
総務課企画財政係
なかもとのりあき
（担当 中本憲明）
☎３－０５０５

獣害対策 に くくり罠 を 活用 してみませんか
新規に狩猟免許を取得した人や、既に所有し
ている人を対象に「くくり罠づくりの講習会」
を開催します。くくり罠を安価で作るためには
どうしたらよいか。また、どのように仕掛ける
べきか等の内容となりますので、これから罠を
使って獣を捕らえようとしている方はぜひ参加
ください。
なお、材料などは全て用意します。

年金だより

時】 ９月10日（土）13：00 ～
所】 役場北側駐車場
容】 くくり罠の製作と設置法の講習
猟友会への加盟の仕方 等
【講 師】 御浜町内現猟友四支部
【参加条件】 狩猟免許所有者
†問い合わせ先† 産業建設課産業振興係
まえ
わたる
（担当 前 亘）☎３－０５１７

ちょっと増やせる
「付加年金」
を
ご存知ですか？

年金額をもっと引き上げたいとお考えの方に
は、
「付加年金」
という制度が設けられています。
対象になる方は、国民年金の第１号被保険者
（自
営業などの方や学生の方）で、国民年金基金に
加入されていない方です。
◦付加保険料の額は？
月額400円です。
※免除や猶予を受けている方は付加保険料を納
めることはできません。
◦付加年金額は？
200円×付加保険料納付月数です。
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【日
【場
【内

たとえば、10年付加保険料を納めた場合、10
（年）×12（月）×200（円）=24,000円（年額）
の金額が上乗せされ、終身受け取れます。
◦納付期限を過ぎると納められません
付加保険料の納付は申し込んだ月からとなり
ますが、納付期限を過ぎると納められなくなり
ます。また、任意のときに申し出て納付をやめ
ることもでき、その場合でも掛け捨てにはなり
ません。
†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

活 性 化 対 策 室 だ よ り

『地域づくり』どう 夢 みる

～ 自分たちの地域は自分たちの手で創る ～ № ２

「大字（集落）単位の地域づくり」を推進します
区域が同一であって、地縁での繋がりが強い範囲のことを意味します。
みなさんが生活する地域（集落）が、みなさんにとって住みよい町になるためには、住民のみなさ
んと行政がそれぞれの役割と責任を持って、力を合わせてまちづくりに取り組むことが大切です。
地域（集落）が抱える課題や問題について、みんなで考え、しっかりと話し合い、共通理解のもと
に課題解決に向けて取り組んでいくことが地域づくりの基本です。
今月号では、
「大字（集落）単位の地域づくり」を推進するにあたって、町の「現状と課題」と「目
指すべき目標」について整理しました。
現状と課題
【１】「住民と行政との協働」という言葉は、広く浸透されつつあるものの、協働のまちづくりの手
法や仕組みについての実践経験は乏しく、町にとっては不慣れな分野です。
まずは「連携・協働によるまちづくり」について、住民と行政が、その必要性や考え方を共有し、
お互いに理解を深めることが大切です。また、住民のみなさんが、主体的にまちづくりへ取り組むた
めの新しい仕組みをつくることも必要です。
【２】 住民のみなさんの多くの方々は、地域に愛着はあるものの、高齢化の進行や住民関係の希薄化
によって、自治会等の活動範囲の縮小や参加者が固定化するなど、集落としての機能が低下しています。
生活上の様々な問題や地域の身近な課題に気付くことから、自治意識が芽生えるものと考えます。
そのためには、個々の問題を近所や地域全体の問題として共有することが必要です。同時に、住民の
みなさん同士の繋がりをさらに密接にしていくことが大切です。
○御浜町の「目指すべき目標」を整理します。
まず最初に・・・
次の段階で・・・

ゴールイメージは…

■行政と住民が「住民と

■地域住民が「地域の課

■行政と住民による連携・

行政が一体となったま

題に対し自ら考え、決

協働の地域づくりを

ちづくり」についての

定し、解決する」仕組

行っています。

認識を共有し、理解を

みをつくります。

深めます。

■「自助・共助・公助」

■コミュニティ活動が活

の考え方に基づき、大

性化し、集落機能を維

字単位の地域おこしを

持しています。

行っています。

■地域住民が、お互いの
絆 を 深 め、 生 活 上 の
様々な問題や課題につ
いて関心を持ちます。

「大字（集落）単位の地域づくり」についてのご提案等がありましたら、下記までお寄せください。
†問い合わせ先†

なかもと

まさる

総務課活性化対策室（担当 中本 勝）
☎３―０５０５
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※ここでいう「大字（集落）単位」とは、阿田和や志原といった単に大字名を示すものでなく、生活

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

地域防犯灯の新規設置申請を受付します

国民健康保険証が更新されます

町では平成24年４月以降に設置予定の地域防
犯灯新規設置申請の受付を行います。
【申請方法】 区長・自治会長・住民自治組織の
代表者に申し出ていただき、所定の申請書に
必要書類を添えて申請してください。
※申請書は総務課・町民サービスセンター・支
所・連絡所に置いてあります。
【提出書類】
（１）申請書
（２）設置要望箇所の地図
（３）設置予定地の電柱等の写真（電柱の全体
写真と、関西電力電柱番号およびＮＴＴ
電柱番号がわかる写真）
【提出先】 総務課行政係
【受付期限】 ９月30日（金）
【主な設置基準】
・最寄りの地域防犯灯から50ｍ以上離れている
こと。
・設置場所に接する道路が通り抜け可能である
こと。
・設置する場所は、原則として関西電力、又は
ＮＴＴの電柱を利用すること。
詳しくは、
下記担当までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
まつうら
ゆたか
総務課行政係（担当 松浦 豊）
☎３−０５０５

現在使用中の国民健康保険証は、９月30日で
有効期限が切れます。
10月１日から使用できる新しい保険証は、９
月下旬に各世帯主あてにお送りします。
なお、有効期限の切れた保険証は、10月１日
以降に税務住民課又は支所等へ返却してくださ
い。
†問い合わせ先†
えのもとわかのり
税務住民課保険年金係（担当 榎本若典）
☎３－０５１２

熊野古道語り部育成講座を開催します
【日時】 ①「横垣峠」 ９月１日（木）13：00 ～
②「風伝峠」 ９月８日（木）13：00 ～
※両日とも荒天中止です。
【集合場所】 熊野古道地域センター
「さぎりの里」
【内容】 ベテラン語り部とともに現地を歩き、
実際の語り部活動の際に必要な知識・心構え
等について実践的な研修を行ないます。
【参加費】 無料
【募集人数】 各20名（先着順）
【申込方法】 参加者の氏名・電話番号を電話・
FAX等により下記のところまでご連絡くだ
さい。
【募集締切】 前日までに申込みしてください。
†申込み・問い合わせ先†
東紀州観光まちづくり公社
☎
０５９７－８９－６１７２
FAX ０５９７－８９－６１８４
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「法の日」司法書士、土地家屋調査士、
行政書士合同無料法律相談会が行われます
三重県司法書士会紀州支部、土地家屋調査士
会熊野支部、行政書士会熊野支部合同で、
「法
の日」にちなんで、次のとおり無料法律相談を
実施します。
【日時】 10月１日（土） 10：00 ～ 15：00
【場所】 中央公民館
【相談内容】 相続、贈与、売買、建物・土地の
表示、分合筆の登記、自己破産、法律扶助、
高齢者の財産管理・処分（成年後見）
、お金
の貸借り、官公署への提出書類などの身近な
問題
†問い合わせ先†
三重県司法書士会紀州支部
☎０５９８−８８−２０３０

獣害について考えるフォーラムが開催されます
９月は「野生鳥獣による農林水産物への被害
について考える月間」です。
そこで、
「野生獣による農林産物への被害に
ついて考えるフォーラム」を開催します。申込
みは不要ですのでぜひ参加ください。
【日程】 ９月15日（木）
、16日（金）
【場所】 合歓の郷（三重県志摩市浜島町迫子）
【内容】 ①講演会（人と野生獣との関わりの今
と昔、野生鳥獣による被害状況、獣害対策の
取り組みなど）
②鳥獣害対策資材・製品展示
③獣害対策資材の紹介
詳しくは下記担当までお問合せください。
†問い合わせ先†
三重県農水商工部農山漁村室
☎０５９－２２４－２５５１

■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。

ペットボトルキャップの分別にご協力ください

こころに悩みをもつ人自身、及びこころの病
気が疑われるが本人に自覚がないため対応に苦
慮している家族などを支援する目的で、こころ
の健康相談を開催します。
【日時】 10月１日（土）13：30 ～ 16：30
【場所】 役場１階会議室
【内容】 熊野病院 福田衆一院長による「ここ
ろの健康相談」
【対象者】こころに悩みをもつ人及びその家族
など
※料金は無料ですが、事前予約が必要ですので
９月14日（水）までに申し込みしてください。
†申し込み・問い合わせ先†
熊野保健福祉事務所健康増進課
☎０５９７－８９－６１１５

ペットボトルキャップについては、資源とし
て再生できるようになってきましたので、次の
ように分別をお願いします。
①ペットボトルから取り外し、透明または半透
明の小袋にまとめて入れてださい。
②ペットボトルを入れたごみ袋の中に、キャッ
プをまとめた小袋を一緒に入れて、
「ビンの
日」に出してください。
※金属のキャップは混ぜないで、
「金物・プラ
スチックの日」に埋立てごみとして出してく
ださい。
†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

紀宝警察署メールボックス

防衛大学校等学生募集
防衛省では、平成24年春採用予定の防衛大学
校等学生を募集しています。一般の大学と同じ
学位が授与される防衛大学校学生、医師免許取
得を目指す防衛医科大学校学生があります。採
用種目、試験日程等は次のとおりです。
採用種目

受付期間
推薦

防衛医科
大学校

一般

防衛大学校

試験日

９月５日
９月24、25日
～８日
１次
11月５、６日
９月５日
２次
～ 30日
12月13 ～ 17日
（日数未定）

１次
10月29、30日
９月５日～ 30日 ２次
12月２～４日
（うち１日）

受験資格等については、下記担当までお問い
合わせください。
†問い合わせ先†
自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７－８５－２２１４

情報コーナー

「こころの健康相談」
が開催されます

９月11日は警察安全相談の日
警察の相談ダイヤル ＃９１１０

110番は、事件・事故発生時の緊急通報電話です。
各種相談・要望については、警察総合相談電話
「♯９１１０」（一部回線では繋がらない場合があ
ります。）
または、警察本部警察安全相談室「０５９－
２２４－９１１０」
（土・日・祝日を除く平日の午
前９時～午後５時）、紀宝警察署警察安全相談室
「０７３５－３３－０１１０」をご利用ください。
†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
●●●

９月の担当医

●●●

谷口クリニック （御浜町阿田和）☎ 2 － 4333
相野谷診療所
（紀宝町井内）☎34 － 0011
寺本クリニック （紀宝町鵜殿）☎32 － 0005
11日
須崎医院
（御浜町志原）☎ 2 － 0005
大石医院
（熊野市井戸町）☎85 － 2043
18日
大石産婦人科 （熊野市有馬町）☎89 － 1717
小山医院
（熊野市有馬町）☎89 － 2701
19日
島崎整形外科 （熊野市有馬町）☎89 － 3739
原田医院
（熊野市木本町）☎88 － 0035
23日
神川診療所
（熊野市神川町）☎82 － 0232
尾辻内科クリニック（熊野市井戸町）☎85 － 2021
25日
五郷診療所
（熊野市五郷町）☎83 － 0356
4日

※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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町長だより
No.46
みなさん、こんにちは
暑い夏です。ゲリラ豪雨にあちこち
が見舞われています。残暑というには
猛暑の日々が続いておりますが、こよ
みの巡りに従い、こころから残暑お見
舞いを申し上げます。
この夏は、終戦66年目の夏。ひとが
平和を願う気持ちは、いつの世も変わ
らぬものと思いますが、それでも今年
の夏は、広島、長崎の原爆記念日、終
戦記念日、８月のお盆、はては夏の甲
子園大会まで、いくつもの行事の重な
りの中で、いつもの年と違った思いで
お盆を過ごしたという声が、マスコミ
等、あちこちから聞こえてきます。
もちろん、個々人、お一人お一人は
それぞれ個別の問題、他人とは取り替
え様のない問題を抱えていることも事
実です。それを踏まえた上でも、広く
我々を覆う、この声は３月11日の東日
本大震災の津波被害と、福島原発の事
故がもたらしたものと言えるでしょ
う。
この情況をとらえて、作家の五木寛
之氏は、
日本の時代区分の表現として、
たとえば、かつて鎌倉時代とか、戦国
時代というような呼び方がされている
ような意味で、我々の現在は、放射能
時代に入った、後世の人から、放射能
時代と言われるかもしれないと発言し
ていました。
この問題は深刻です。被災している
たくさんの地域、おおぜいの人々がこ
12

古川

弘典

の苦しみから立ち直るというのは容易
なことではないということは、たまた
ま直接被災しなかった我々にも、それ
こそ容易に想像がつきます。
いづれにしても、被災地の復興を願
いつつ、自分たちの地域の備えをどう
すべきかという時代の問題に直面して
います。
わたしは、今回この町長だよりを書
いていて、つらつら思うのは、ほんと
にいつごろの遠い昔からか分かりませ
んが、わが先人たちは、住まい、働き、
生きる場、暮らしの場所として、よく
ぞこの地で、代々、持続して伝えてき
て下さったなということです。それこ
そ日本全国そういう地域に満ち満ちて
いると思いますが。
そして、目の前の、現実の地域の過
疎化、少子高齢化の進行があります。
この対策として、行政としての役割
をしっかりと果たすために、地域全体
で、自助、共助、公助の考え方に立っ
て地域づくりを進めていきたいと考え
ております。この考え方を実践する具
体的な政策として、「大字（集落）単
位の地域づくり」を進めるべく活性化
対策室を設置し、役場全体の取り組み
として準備をしています。
誰のためというのではなく、他なら
ぬお互いのために、議会の協力を得な
がら住民のみなさんと共に、この施策
に取り組んで参ります。どうかご協力
をお願いいたします。

2011-No.28

かんきつ

対策室だより

味１号

開花の遅れ、６月の猛暑による落果、落葉被害など苦労の多い年でした。しかし、生産者のみなさん
の努力がみのり素晴らしいみかんができそうです。

農林水産省の補助事業を活用できます
農林水産省では平成23年度から平成25年度の期間中に、現在実施している優良品目・品種への改植
に対する支援に加え、未収益期間に対する支援を行います。改植については22万円／ 10a、さらに未
収益期間については20万円／ 10aの支援を受けることができます。
支援を受ける条件として①５a以上の面積を同一年度内改植すること②事業を行う団体が「果樹産
地構造改革計画」という産地計画を作成していること③農業振興地域の農用地に園地があることなど
の点が上げられます。
また、高接ぎについては１／２、廃園については10万円／ 10aの支援があります。
なお、農用地区域は産業建設課にて調べることができます。

みかんの品種更新を支援しています
町では、優良品種を導入する組織・団体に対
して、苗木１本あたり300円、穂木の購入金額
に対して１／２の助成を行っています。平成
23年度は約10,600本の苗木と60㎏の穂木の申請
ちょう ぶ

がありました。面積にすると約８ha（８町歩）
になります。新品種、優良品種の導入により、
産地が活気づくことを願います。
優良品種の味１号の苗

農業を考える会でかんきつ学習会を開催しました
７月５日、農業を考える会は、御浜小学校５
年生を対象にかんきつ学習会を行いました。
年間のみかん作業を勉強したあと、園地では、
果実を大きくするため１個につき葉15 ～ 20枚
の割合で摘果するということや害虫駆除の大切
さを学んでいただき、児童にも摘果作業やカミ
キリムシ駆除を体験していただきました。

†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室
せ

摘果作業を体験する児童

こ かつのぶ

（担当 瀬古勝信）
☎３－１７０７
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みなさんこんにちは。いよいよ極早生温州みかんの収穫時期を迎えます。今年は春先の低温による

は

じめ

まし

副町長、教育長が就任

て

残念ですが、今月（６月届出分）ご紹介
する赤ちゃんはいませんでした。
来月は、また元気な赤ちゃんを皆さんに
ご紹介します。お楽しみに。

大畑

覚 副町長

田岡

おおはた

隆 教育長

さめる

８月１日付で、副町長に大
畑 覚氏、教育長
た おか
たかし
に田岡 隆氏が就任されました。

紀南医師会応急診療所開設 の お知らせ
子育て支援室 の 開設時間 が 変更 になりました
変更前：９：00 ～ 12：00、13：45 ～ 15：45
変更後：９：00 ～ 12：00、13：30 ～ 15：30
利用される際は、時間を確認の上ご利用くだ
さい。
†問い合わせ先†
子育て支援室
☎２－０３３６

【開設日】 ９月４日からの日曜日・祝日及び12
月29日～平成24年１月３日の６日間
【場 所】 熊野市社会福祉センターふれあいセ
ンター内
【時 間】 ９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
☎０５９７－８８－１００１
†問い合わせ先†
紀南医師会
☎０５９７－８９－５５５８

米子

しらかべ

白壁の むこう見え初む

幸子

そ

広報俳句九月号

あおい

むらさき

立ち葵 中納

ふうしゃ ま

ぎ

あとがき

とう ね

梅雨明けの 遠嶺は暮るる 紫に 下川

要子

かろ

山本

ゆうやけぞら

て さば

高原の 夕焼空に 風車舞う

智子

なつおび

びと

瑞羽

夏帯の 手捌き軽き おつとめ着 後呂

しゃく ち

かん

小野はるみ

勝

かお

ゆび

正巳

石田

みね

か

いっぴき

雲の峰 我も地球の 借地人

いな だ

き

稲田刈り ただよふ香り 芳ばしき 矢口

ほたる び

よ

蛍火の はぐれ一匹 指の先

しちへん げ

たき子
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七変化 予期せぬ色と なりにけり 佐野

前

世帯数 4,314 戸 （＋ 1 戸）

ゆうどういん

女 05,073 人 （－13人）

ぷく

男 04,461 人 （＋ 5 人）

いっ

人 口 9,534 人 （－ 8 人）

ひら

８月１日現在の人の動き

はま ひ がざ

浜日傘 開き一服 誘導員

つえ

はすうき ば

貞

春羊

じ

湊

向井

りょくい ん

な な そ
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初蝉や 遠き昔に 思ひ馳せ

赤ちゃん／子育て支援室について／副町長・教育長就任／応急診療所開設／広報文芸／あとがき

平成23年６月1日～30日届出分

みを知っていただき、まだ下水道を接続していない方
は、環境のためにも接続をお願いいたします。

残暑が続いていますが、みなさんはいかがお過ごし
次に、自殺に関するアンケート結果です。
でしょうか。
熊野・紀宝・御浜の方でアンケートに協力いただい
今年は夏バテにならずに済みそうな気配です。
た方の25％が、本気で自殺を考えたことがあると回答
しています。そのうちの63.2％の方が誰にも相談して
今月の特集は、下水道の仕組みについてです。
いません。
阿田和地区は、下水道を整備することによって、安全
身近に相談できる相手いない方は、毎週金曜・土曜
できれいな水を河川に流し、環境の改善を進めています。 の夜７時～ 11時まで受付をしている熊野自殺防止セン
平成12年の供用開始から11年が経過し、下水道が整 ター（☎２－2277）に相談していただきたいと思います。
備される前と現在を比べると尾呂志川の環境が改善さ
一人で悩まずに相談することで、大切な命を守って
れていることは、一目瞭然ではないでしょうか。
いただきたいと思います。
しかし、下水道の仕組みとなると、漠然としか知ら
わ だ やすたか
ないという方もいると思いますので、この機会に仕組
（総務課 行政係 和田康高）

…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 木
2 金

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
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

3 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

4 日 糖尿病健診

8：30～9：30

5 月

くら し の カレンダー
17 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

18 日 資源持込日

8：00～12：00

役場

19 月 敬老の日
多重債務者相談 10：00～12：00 役場３階会議室

清掃センター
福祉健康センター

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ

20 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

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

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

行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 役場１階会議室

（阿田和・尾呂志地区）

卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

21 水

22 木 貯筋体操教室

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター

9 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

10 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

23 金 秋分の日
24 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

25 日 資源持込日

8：00～12：00

リサイクルセンター

26 月

13 火

うんどう教室（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター

27 火

収集日（市木・神志山地区）
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

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

（市木・神志山地区） 28

貯筋体操教室 中立コミュニティセンター・尾呂志寿楽荘

年金相談 10：00～14：00 役場１階会議室
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

水 ゴルフ教室

19：00～21：00

みはまＧＧ

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

29 木 卓球教室

19：00～21：00

30 金 太極拳教室

阿田和中学校

19：00～20：30

志原公民館

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館
粗大ごみ収集日 7：00～15：00

15 木

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

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

14 水

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

11 日
12 月

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

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）

ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

４か月児・10か月児健診（個別通知） 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
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

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 10：00～11：30 中央公民館

ありんこ広場 9：30～11：30 福祉健康センター

8 木

収集日（阿田和・尾呂志地区）

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター

6 火

7 水

9

９月の納税期限

貯筋体操教室 神木老人憩いの家・上市木公民館

●固定資産税

第３期

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

●後期高齢者医療保険料

第３期

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

16 金 子どもの広場（自主活動）

納期限

９月30日（金）

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

※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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７／２４、３１ 町内各地区で防災訓練、
避難訓練、消火訓練が行われました

〒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/

各地区の自主防災組織が日程・内容を企画し、
７月24日
（日）に下市木（萩内団地）地区で津
波避難訓練、神木地区で避難訓練及び消火訓練

（平成23年９月１日発行）

上地地区で定めた第２避難場所で安否確認を行う参加者（阿田和）

発行／御浜町役場
編集／総務課行政係

高台に避難する参加者（下市木）

が行われ、７月31日（日）に阿田和（上地）地
区で津波避難訓練が行われました。
津波避難訓練では、高台に避難した後、地区
住民の安否確認が行われました。また、消火訓
練では、消火器の使い方や消火栓のつなぎ方、
放水時の注意点などを学んでいました。
普段から訓練をしていないと、災害現場では
何もできないということを聞きますので、防災
や消火に関する訓練は継続的に行っていただき
たいと感じました。

放水訓練を行う参加者（神木）

