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防災

土砂災害情報等メール配信サービスを
ご利用ください
町では、昨年から土石流、地すべり、がけ崩れなどによる土砂災害から
人命を守るために、土砂災害関連情報を提供するシステムを導入していま
す。このシステムの一つにメールによる土砂災害情報等の配信サービスが
あります。
このサービスは、土砂災害情報、気象情報（警報）等や役場からの防災
情報をメールによりお届けするサービスです。
下記メールアドレスを直接入力し、空メールを送信するか、又は携帯電
話のカメラ機能を使用して❶のＱＲコードを読み取り、
登録してください。

❶

登録アドレス ： touroku@dosha-info-mihama.jp
❸

❷

❹

御浜町土砂災害情報

御浜町メール配信

■警戒情報
現在試運転中です。
■処理選択
・観測局雨量
・雨量分布
・危険度情報
・メール配信

・利用規約を読む

御浜町メール配信

よく読んで

配信を希望する方は、下記
のメールアドレスをクリッ
クし、空メールを送信して
下さい。
クリック
・配信登録用メール

上記利用規約にご同意いた
だける方は下記の［同意す
る］を押し登録画面にて登
録してください。

クリック

配信を停止する方は、下記
のメールアドレスをクリッ
クし、空メールを送信して
下さい。
・配信停止用メール

クリック

［同意する］
［同意しない］

❺

❻
受信したいメッシュ地域を
チェックして下さい。
御浜町メール配信

御浜町メール配信

パスワードを入力して下さい。
もう一度入力して下さい。

配信希望
チェックに

受信する情報を選択してください
□気象警戒情報
□お知らせ情報
□危険度情報
危険度レベルを選択してください
□注意
□警戒
□危険

メール配信をご利用いただ
きありがとうございます。
配信の登録を受け付けました。

記入
希望する
区
にチェッ地
ク

□①柿原・引作・阿田和
□②片川・上野・栗須・西原・中立
□③西原・中立・柿原・阿田和・下

戻る

市木・上市木・志原

□④志原
□⑤上野・栗須・川瀬・阪本
□⑥阪本・上市木・神木・志原
送信

登録の手順
①携帯カメラ機能を使用し、ＱＲコードから読み込みます。
②処理選択の「メール配信」をクリックしてください。
③利用規約をご確認いただき「同意する」をクリックすると登録画面に移ります。
④配信を希望する方は
「配信登録用メール」
をクリックし、
空メールを送信します。
⑤空メールを送信すると配信希望内容の選択画面に移ります。
パスワードを含め、
全ての項目を選択してから
「送信」
をクリックしてください。
⑥登録が完了しましたら、登録完了のメールが届きます。
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注意事項
○ 情報料 は無料ですが、パ

ケット通信料は発生します。
サイトをよくご覧になる方
は、「パケホーダイダブル」
などの定額サービスのご利
用をお勧めします。
○迷惑メールの設定をされて
いる方は、次のドメインを
入力し受信設定をしてくだ
さい。
「@dosha-info-mihama.jp」

土砂災害関連情報がパソコンや携帯電話からご覧になれます
土砂災害に関する危険度情報、雨量情報等の

パソコン用アドレス
（http://dosha-info-mihama.jp/dsyhome.htm）
携帯用アドレス

↑メニュー

コンや携帯からご覧になれます。

防災

土砂災害関連情報を閲覧できるサービスがパソ

（http://www.dosha-info-mihama.jp/m/）
パコソンで下表のことが表示されます。また、
携帯電話では、
「観測局雨量」「雨量分布」
「危
険度情報」をご覧いただくことができます。
メニュー名

説

明

土 砂 災 害

◦危険度情報を４段階で色分け表示します。

危

険

度

◦観測局ごとに連続雨量を棒グラフで表示します。あわせて危険度も４段階で

現

況

図

色分け表示されます。
◦雨量状況を６段階の色分けで分布表示します。また１時間後、２時間後の予測

雨量現況図

雨量も閲覧することができます。
※表示される雨量は予測であり実際の降雨量とは異なります。

雨量一覧表
雨量グラフ

◦雨量観測局ごとの10分間雨量・１時間雨量・連続雨量を時系列で一覧表示し
ます。
◦雨量観測局ごとの10分間雨量・１時間雨量を棒グラフで表示し、連続雨量は
折れ線グラフで表示します。

緊急速報「エリアメール配信サービス」が 6月1日から始まります。
このサービスはＮＴＴドコモの携帯を所有している方に、緊急性の高い情報を自動的にメール
配信するサービスです。このサービスは、新たな費用負担や、事前の登録をすることなく（一部
の機種を除く）受信できます。
【配信範囲】御浜町内（配信時に町外にいる場合は受信できません。
）
【配信情報】緊急地震速報 津波警報 避難に関する情報など
【対象機種】ＮＴＴドコモの携帯電話で2007年秋冬モデル以降の機種は登録不要。
機種（905ｉ、906ｉ、705ｉ、706ｉシリーズ）
によっては受信設定を行う必要があります。
対応機種や受信設定についてご不明な点はお近くの携帯電話購入店やドコモショップ
でご確認ください。
対応機種（参考）
http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/areamail/compatible_model/
†問い合わせ先†
防災課防災係（担当

にし

西

ゆう き

優輝）☎３－０５０７
3

獣害対策 は グループ、集落 で 取り組もう！
獣害対策補助

あなたの集落、こんなことになっていませんか？
山からイノシシが
対策しなくちゃ！

被害があるのはお隣さん。
こっちは大丈夫。

一人では対策も限界。
ここは放棄しよう。

隣が放棄地になったら
今度はこっちに被害が！

町ではグループ、集落での獣害対策を推進しています。一般的に、一人で対策するよりも集団で対
策を行う方が効果は高くなります。しかし、集落の中に獣害に対して無関心な方が多いと、獣の人慣
れが進み、獣が寄り付きやすい環境ができてしまいます。効果的に獣害対策を進めるためにも、獣害
対策はみんなで取り組んでいきましょう。

□獣害対策に取り組む集落・グループにはさまざまな支援があります！
町は獣害対策に取り組むグループや集落に対して、提案型の支援を実施します。
提案型支援とは集落・グループの「獣害対策のために、こんなことをしてみたい！」という提案に
対し、町が支援を行うものです。そして集落・グループは支援を受け、自らの力で解決を目指します。
もちろん全ての提案に対して支援が可能なわけではありませんが、従来の支援制度に比べ柔軟な対
策が可能となりますので、これから取り組もうとしている方はぜひご相談ください。

こんなことができます！
◦集落やグループで箱罠を作ってみたいので、資材提供を受けたい。
◦追い払いや捕獲に取り組みたいので、各種エキスパートを招き、専門的な話を聞き、資材を使った
実演が見たい。

このようなことは対応できません。

◦集落に防護柵を作ってほしい。
◦集落からイノシシを追い払ってほしい。
※獣害対策は自分で取り組むことが重要です。他人任せや、
「○○してほしい」では解決しません。

グループ、集落での取り組みはすでに始まってます！

エキスパートによる栽培講習
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グループでの箱罠作り

従来の

獣害対策のための

各種支援制度もご利用ください

町ではこれまでどおり、獣害対策に取り組む方のためにいろいろな支援制度を用意しています。獣
害に苦しむ方、これから獣害対策に取り組む方はぜひご利用ください。

町が指定する研修会を受講した方が設置する獣害対策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か５万円のうち、いずれか低い方の金額で、平成24年４月以降に購入し
たものが対象となります。補助申請の受付期間は６月15日から８月31日までですので、期間内に申請
をお願いします。
研修会を開催します
【日時】６月19日（火）、７月12日（木） 19時～
【場所】役場３階くろしおホール

これらの物が補助対象となります

捕獲用おり

電気柵

メッシュ柵

防獣ネット等

い かく

□電動ガン（威嚇用）の貸し出し
い かく

い かく

有害鳥獣を威嚇し追い払うために20歳以上の方に威嚇用電動ガンを貸し出しています。効果をお試
しください。
※猟銃と違い、電動ガンを撃つための免許は必要ありません。
※電動ガン貸出しは無料ですが、弾代として500円の負担が必要となります。

□捕獲檻の貸し出し
イノシシ用の大型檻やアライグマ用の小型檻まで必要な方に貸し出しています。
※申請はどなたでも行えますが、罠の設置や捕獲には資格が必要となります。詳しくは産業建設課ま
でお問い合せください。

猟友会のみなさんが御浜小学校付近を根城にしていた
イノシシの駆除に成功しました！
今回捕獲されたイノシシは御浜小学校付近に出没していたも
ので120kgを超える大物。以前より目撃情報があり、学校側も
児童の安全を懸念し、校長が猟友会等に相談もしていました。
相談を受けた猟友会紀南支部市木分会長の城内隆夫さんが、
崎久保勇二さん、西垣戸寅治さん、笹之内悌二さん、倉屋接夫
さん、清水孝祐さんらとチームを結成。事前にイノシシの行動範囲を調査し、５月３日に駆除に
成功しました。
チームのみなさんは「小学校付近に出没すると危ない個体だったので駆除することができて良
かった」と一言。また、「潜みやすい雑草林やエサになりやすい廃果が放置されていると、駆除
してもすぐに他の個体がやってくるので注意してほしい」と、専門家としての注意喚起もされて
いました。
†問い合わせ先†
産業建設課産業振興係（担当

まえ

わたる

前 亘） ☎３－０５１１
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獣害対策補助

□獣害対策事業補助制度

各 課 紹 介

総

務

課

課

長

なか

やす ひろ

仲

康弘

○今年度の主な取組（重点項目）
各課紹介

総務課には、総務係と企画財政係の２つの係
があります。
総務係では、町長秘書業務や職員の管理、
町の広報誌「広報みはま」の発行、行政放送
などのほか、住民のみなさんの交通安全や防犯
対策の業務を行っています。また、各種選挙が
実施される場合の選挙管理員会事務局も兼ねて
います。
企画財政係では、町の根幹をなす御浜町総合
計画の推進、毎年度の予算編成などのほか、住
民自治、行政改革、工事入札等の実施、各種統
計調査、交通政策の推進、松本市梓川自治区と
の交流などに取り組んでいます。

職員氏名
おく だ やすひろ

まつうら

ゆたか

なか

やすひろ

さき く ぼ

左から１列目：奥田恭大、松浦 豊、仲 康弘、㟢久保かな、
わ だ やすたか

たにあいてるゆき

和田康高、谷合輝幸
しもかわひろなる

うえ の き いちろう

やまもとこういちろう

なかもとのりあき

２列目：下川博愛、上野喜一郎、山本幸一郎、中本憲明、
さかぐちかず み

阪口和美

防

災

課

○今年度の主な取り組み（重点項目）
防災課は、地震・風水害等、危機管理への対
応、対策にあたることを目的とし、この４月よ
り、スタートし、振り返れば早や２カ月が過ぎ
ました。
職員一同、いつ起こるか分からない大地震
（東
海・東南海、南海地震）や風水害等の自然災害
のほか、消防・有事等に対する備え、対応を図

課

長

つじ

いく お

辻

郁夫

がる支援ができるよう努めていきたいと考えて
います。
今後も防災に対するみなさんの不安を少しで
も和らげられるよう、防災課として、できる限
りの支援を図っていきますので、よろしくお願
いします。

るべく業務に従事しています。
今年度、本課として取り組む主な事業として
は、町内沿岸地域に津波避難タワーの建設や利
用可能なビルを住民の津波一時避難場所として
の指定に向け協議・検討を進めています。
また、避難場所への誘導表示として、主要道
路へ避難誘導標識の設置、自己の「命」を守る
対策として、継続事業となりますが家具固定や
耐震シェルターの推進・助成につきましても更
に進めていきます。
なお、地域における自主防災組織に対する行
政としての関わり方を一新させ、町職員が地域
に積極的に入っていき、組織の育成・強化に繋
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職員氏名
はし じ まさなお

つじ

いく お

なかもと

まさる

にし

ゆう き

左から：端地正尚、辻 郁夫、中本 勝、西 優輝

税

務

住

民

課

課

長

まつ もと しげ はる

松本繁春

○今年度の主な取組（重点項目）
国保財政の健全化
国民健康保険をめぐる状況は、一人あたり医
療費等の増加と景気の低迷等による保険税収入
の伸び悩みにより、厳しい状況にあります。
国保制度の健全な運営を行っていくには、税
率の適正化が不可欠となっています。そのため、
段階的な税率の改正を図っていく中で、国保制
度の健全化に努めていきます。
国保加入者を対象とした特定健診を実施して
います。ご自身の健康状態を確認するためにも、
是非この機会に健診を受けていただくことをお
勧めします。
税や年金、国民健康保険などは、分かりにく
い部分が多いと思いますが、“誠意ある態度”
をモットーにみなさんと接しご理解していただ
けるよう心がけていきます。

健

康

福

祉

課

○今年度の主な取り組み（重点項目）
◦ひとり暮らし高齢者見守り事業
ひとり暮らし等で見守りを要する高齢者を対象
として、日々の安否情報確認やセンサー付きで緊

職員氏名
みなみ

な

お

にし だ

ち

か

つじ もと よし こ

まつ もと しげ はる

左から１列目：南 奈緒、西田千賀、辻本淑子、松本繁春、
こ やま み さき

いまにし ち ひ ろ

あかざきれい こ

にしやま

お ぐら く め

小山美咲、今西千姫路、赤崎玲子、西山ひとみ、小倉久米
あか ね よしひと

おか だ おりかね

しも

ひろまさ

えのもとわかのり

やま だ かずなり

２列目：赤根義人、岡田織謙、下 博昌、榎本若典、山田一成、
かり たに

仮谷

さとし

はぜ やま しん や

みや じ えい こ

いけ だ やす こ

はた なか

智、櫨山慎也、宮地詠子、池田康子、畑中まさみ、

みなみ まなぶ

南 学

課

長

はやし

よし たか

林

義尊

音楽とやさしい運動を組み合わせ、脳活性化の
リズム運動、ストレッチ、発声トレーニングな
どを楽しみながら行う事業などを実施します。

急時の通報が可能な装置を希望者に貸与すること
により、24時間対応可能な緊急時における連絡
体制を確保し、
迅速かつ適切な対応を行います。
また、救急情報等を記したシート（救急キット）
を配布することにより、緊急時に支援者が円滑
に情報を得られる体制の整備を図り、その情報
を地域包括支援センターと共有することで、見
守り支援体制を強化します。
◦家族介護用品支援事業
在宅であることを条件に、住民税非課税世帯
で要介護度が４・５の重度介護者に対して、紙
おむつ、尿取りパットなどが購入できる月額
６千円分の利用券を配布する事業を実施します。
◦介護二次予防事業
認知症予防のための運動教室を三重大学認知
症医療講座とヤマハ音楽振興会の共同で行い、

職員氏名
とき た とも こ

はたなかよしなり

はやし

よしたか

にし

つとむ

うえむら ゆ み

左から１列目：時田智子、畑中芳成、林 義尊、西 勉、植村由美
ひがし

こ

ね がわ

さち

みや ざわ か

え

く

ぼ

ゆ

か

お

２列目：東ひとみ、古根川 幸、宮澤佳永、久保由賀、尾
ざき ち え

こう べ ゆう こ

㟢千恵、古部裕子
おお や ひで き

はやし

３列目：大家英樹、林
むか い だ きよ み

お しろ み

けん た ろう

きた おか

しも

健太郎、北岡あゆみ、下

はつ み

初 美、

ち

向井田清美、尾白実千
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平成24年７月検針分から

下水道使用料 が 改定 されます
下水道料金改定

下水道使用料は、家庭や店などから出される
汚水をきれいにするため下水道施設の管理費用
と、建設費用の借入金返済等にあてていますが、
今の使用料のままでは、良好な維持管理が困難
になります。このため、平成24年７月検針分よ
り国が目安としている使用料に近づけ15％値上
げさせていただきます。
みなさまのご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。
下水道使用料金表（１ヶ月あたり、消費税抜き）
用
一般用
営業用

途

基本料金
基本水量10㎥まで

超過料金

使用水量１㎥につき

11 ～ 300㎥ 301 ～ 1000㎥ 1001 ～ 5000㎥

5001㎥～

新料金

１，２００円

１５０円

１６０円

１７０円

１８０円

旧料金

１，０５０円

１３０円

１４０円

１５０円

１６０円

新料金

１，９４０円

１５０円

１６０円

１７０円

１８０円

旧料金

１，７００円

１３０円

１４０円

１５０円

１６０円

＜備考＞一般用とは、一般家庭、福祉施設、その他です。
営業用とは、料理、飲食、会社、工場、公衆浴場、劇場など営業に使用するもの及び官公庁、
病院、学校、保育所、公園、臨時用です。
○下水道使用料の計算方法、計算例
基本料金＋超過料金＋消費税＝下水使用料
＜一般用計算例 20㎥使用した場合＞
基本料金（10㎥まで）
1,200円
超過料金（11～300㎥）
10㎥×150円=1,500円
小計
2,700円
消費税５％
135円
合計（10円未満切捨て）
2,830円

＜営業用計算例 500㎥使用した場合＞
基本料金
（10㎥まで）
1,940円
超過料金
（11～300㎥） 290㎥×150円=43,500円
超過料金
（301～1,000㎥）200㎥×160円=32,000円
小計
77,440円
消費税５％
3,872円
合計（10円未満切捨て）
81,310円

○１ヶ月あたり下水道使用料の新旧早見表
（消費税込）
＜一般用＞
使用水量
10㎥以下

新料金
1,260円

旧料金
1,100円

差額
160円

15㎥

2,040円

1,780円

260円

20㎥
30㎥
50㎥

2,830円
4,410円
7,560円

2,460円
3,830円
6,560円

370円
580円
1,000円

新料金
2,030円

旧料金
1,780円

＜営業用＞
使用水量
10㎥以下
30㎥
50㎥
100㎥
500㎥

5,180円 4,510円
670円
8,330円 7,240円
1,090円
16,210円 14,070円 2,140円
81,310円 70,770円 10,540円

†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係 （担当
☎３－０５１３
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差額
250円

にし

えい じ

西 栄二）

第54回「水道週間」６月１日～７日

（さあ今日も 水と元気が 蛇口から）

たちはつい忘れがちです。水道水は限りある資源です。みなさん大切に使用しましょう。
■宅内での漏水の発見方法
水道管が古くなって劣化してきたり、寒さで凍ったりすると管に亀裂が入って漏水することがあ
ります。漏水は水道料金に影響しますので、早めに発見するために、定期的な確認をお勧めします。
①家の中の蛇口を全部しめて、水道水が使われてい
ないことを確認する
②水道メーターのパイロット（銀色の星）が回って
いるかどうか調べる
パイロット
水が流れていると回るようになっています。

水道メーター

もしパイロットが回っていたら宅内で漏水してい
る可能性がありますので、お近くの水道屋さんに修
理を依頼してください。なお、修理後は１カ月分だ
け漏水分の半分を減額しますので、役場までご連絡
ください。

■クロスコネクションは禁止されています！

混合水

◎クロスコネクションとは？
「水道の給水管」
と
「井戸水など水道以外の管」
が直接連結されていることをいいます。バルブ

井戸ポンプ

をつけて必要に応じて水道水と井戸水等を切り
替えて使用している状態もクロスコネクション
になります。

バルブ
井戸水

水道メーター BOX
水道水

◎クロスコネクションになっている場合は？
水道の給水管と井戸水などの管を接続してい
ると、井戸水が水道管へ逆流し水質汚染事故を

水道水

井戸水

引き起こす恐れがありますので、クロスコネク
ションは水道法により固く禁止されています。
もし発見された場合は速やかに水道の給水管と
水道以外の管を切り離してください。
（費用は

井戸ポンプ

使用者負担）
バルブ
井戸水

†問い合わせ先†
水道メーター BOX
水道水

生活環境課上下水道係
（担当

はま じ やすあき

濵地靖章）

☎３－０５１３
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水道について

水道週間は、水道について理解と関心を高めることを目的に全国で一斉に実施されます。
蛇口をひねれば簡単に得られるきれいな水。あまりにも身近にあるため水のありがたさを現代の私

平成24年度から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました
児童手当

平成24年６月分の手当（10月振込予定）から所得制限が導入されます。なお、限度額を超えない場
合は、これまでの支給額と変わりません。
（支給額）
年 齢
金 額
※第○子とは、18歳到達後の最
３歳未満
１５，
０００円（一律）
初の年度末（３月31日）まで
第１子・第２子
１０，
０００円
３歳以上小学校修了前
の児童のうち、年齢が上の児
第３子以降
１５，
０００円
童から数えて何人目かを表す
中学生
１０，
０００円（一律）
ものです。
所得制限限度額を超える方
５，
０００円（一律）
（所得制限）
所得制限限度額表
扶養親族等の数

所得額

０人

６２２万円

１人

６６０万円

２人

６９８万円

３人

７３６万円

４人

７７４万円

５人

８１２万円

◦老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、左記の額
に１人当たり６万円を加算します。
◦扶養親族等の数が一人増えるごとに、所得額に38万円加算します。
◦扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶
養親族（施設入所等児童を除く。
）の数のことです。
◦所得額とは、サラリーマンなどの給与所得のみの方は、源泉徴収
票の「給与所得控除後の金額」
、自営業者等で確定申告をしてい
る方は、確定申告書の「所得金額合計」のことです。
◦所得額は、主な生計者（所得が高い方）お一人が対象で、世帯や
夫婦の合算した所得ではありません。
◦左記表の金額は、一律控除の８万円を引いた金額です。この他に
も、下記のとおり、様々な控除があります。

（控除額）
所得から表中の該当するものを控除して、所得制限限度額表と比較してください。
控除額表
各種控除項目
控除額
障害者控除（１人当たり）
27万円（特別障害者の場合は40万円）
寡婦（夫）控除
27万円（特別寡婦の場合は35万円）
勤労学生控除
27万円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除
相当額

児童手当を受給している方は現況届を提出してください
児童手当の「現況届」とは、毎年６月に行う児童手当の更新の手続きです。児童の養育状況や所得
状況の確認を行います。
６月初旬にこの「現況届」をお送りしますので、必ず６月中に提出してください。提出されない場
合は、６月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
（提出するもの）
現在受給中の方全員

①現況届（必要事項を記入・訂正の上、提出してください。
）
②請求者本人
（保護者）
の健康保険証の写し等（お子さんの保険証は不可）
③印鑑（認印・朱肉を使うもの）

平成24年度（平成23年度分）所得証明書
平 成24年 １ 月 １ 日 時 点 で
※平成24年１月１日時点で住民登録していた市区町村から取り寄せてく
御浜町に住所がなかった方
ださい。
児童が御浜町外に住民登録 ①児童の属する世帯全員の住民票（本籍と続柄が省略されていないもの）
している方
②別居監護申立書
※この他にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
†問い合わせ先† はやし け ん た ろ う
健康福祉課福祉係 （林 健太郎）☎３－０５１５
10

各種がん検診

医療機関検診
今年度より、医療機関でのがん検診が４月から３月末まで、年間を通じて受診できるようになりま
した。ご希望の方は、直接医療機関へ電話でお申込みください。（要外科内科医院のみ５月開始。役
場への申し込みです。）
（※病院へ直接予約）
検診名
実施期間
対象
料金
実施医療機関
紀南病院（産婦人科外来）
、大
４月１日～
石 産 婦 人 科 医 院、 和 田 医院、
子宮頸がん検診
20歳以上の女性
2,000円
３月31日
矢島産婦人科医院、
いずみウィ
メンズクリニック
４月1日～
紀南病院（外科外来）
乳がん検診
３月31日
40歳以上の女性
2,500円
※要外科内科医院
（マンモグラフィ） ※要医院のみ
…事前に役場へ申し込み
５月１日～
４月1日～
町内各医療機関、熊野市内各
大腸がん検診
40歳以上の方
1,500円
３月31日
医療機関、とみむろクリニック
※70歳以上の方は、全ての検診が無料になります。
集団検診
【実施日】７月７日（土）
【場 所】中央公民館
【予 約】６月27日までに役場へ申し込みください。※ただし定員になり次第締め切ります。
検 診 名
胃がん検診
乳がん検診
（マンモグラフィ）
子宮頸がん検診
大腸がん検診

時 間
８：00 ～ 10：00
９：00 ～ 11：00
13：00 ～ 14：00
13：00 ～ 14：00
８：00 ～ 11：00
13：00 ～ 14：00

対
象
検診当日満40歳以上の方

料金
１，
４００円

検診当日満40歳以上の方

１，
８００円

検診当日満20歳以上の方

１，
３００円

検診当日満40歳以上の方

９００円

○70歳以上及び生活保護受給者の方は無料です。ただし、大腸がん検診を受診する場合に限り
採便容器代（500円）が必要となります。

無料クーポン券を送付します
がんには早期発見・早期治療が有効と言われていますが、町でも受診率が伸び悩んでいるのが現状
です。
そのため町では、がん対策の一環として、一定の年齢に達した町民の方に対して「子宮頸がん」
「乳
がん」
「大腸がん」を無料で受けられるクーポン券を送付します。対象の方は、この機会にクーポン
券を使い、ぜひがん検診をお受けください。
【無料クーポン券対象者】 ※いずれも平成24年４月１日現在の年齢です。
子宮頸がん
乳がん
大腸がん
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当

20歳、25歳、30歳、35歳、40歳の女性
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の女性
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男性・女性
こ

ね がわ

古根川

さち

幸） ☎３－０５１１
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がん検診

がんは御浜町民の死亡原因の第１位です。しかし近年、がんは早期発見・早期治療により、治る病
気になってきました。町では、医療機関と集団検診にて早期発見に適したがんの検診を行いますので、
どうぞご自身の健康管理に活用ください。

予防接種 の お知らせ
予防接種／献血

日本脳炎
平成17～21年度まで接種後に重い副反応が
あったため、案内を行いませんでしたが、平成
23年５月20日より、新たなワクチンが開発され
たため、平成７年６月１日～平成19年４月１日
生まれの方に対して、20歳未満の間、不足して
いる回数分を接種できるようになりました。
今年度においては、国より指示のあった平成
15年４月２日～平成17年４月１日生まれの方を
対象にⅠ期追加までの接種（３日分）を個別通
知させていただいています。
なお、接種機会を逃した方々においてはワク
チンの供給量も踏まえ、次年度以降ご案内する
予定ですが、接種を希望される場合は接種でき
ますので、母子手帳をご確認の上お問い合せく
ださい。
子宮頸がん
任意接種による子宮頸がん予防ワクチンの接
種費用の助成期限が、平成25年３月31日まで延
長されました。
対象年齢は、中学１年生から高校１年生（平
成８年４月２日から平成12年４月１日生まれ）
に相当する女子です。また、高校２年生（平成
７年４月２日～平成８年４月１日生まれ）相当
の女子についても、平成23年度中（平成24年３

月31日まで）にワクチン接種を受け始めていれ
ば対象です。
なお、平成25年３月31日までに３回全ての接
種を済ませていただく必要があるため、平成24
年９月30日までに１回目を接種してください。
また、町では平成23年度中の未接種の高校２
年及び３年相当の女子についても、助成制度を
実施しておりますのでお問合せください。
ヒブワクチン・小児肺炎球菌予防ワクチン
任意接種によるヒブワクチン・小児肺炎球菌
予防ワクチンの接種費用の助成期限が、平成25
年３月31日まで延長されました。
対象年齢は、２ヶ月以上５歳未満です。BCG
予防接種等と同封で個別通知しますので、注意
事項等を熟読の上、接種してください。
予防接種に持参する『母子手帳』について
平成10年４月２日～平成18年４月２日生まれ
のお子さまは、２冊の母子手帳があると思いま
すので、予防接種の際は２冊とも医療機関にご
持参ください。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

献血 に ご協力ください
血液は、人工的につくることも長期間保存す
ることもできません。
輸血に必要な血液を充分確保しておくため、
献血にご協力ください。
【実施日】７月５日（木）
【場所・時間】
御浜町役場
９：00 ～ 10：00
三重南紀農業協同組合
11：00 ～ 12：00
紀南病院
13：30 ～ 16：00
【対象年齢】男性 17 ～ 69歳
女性 18 ～ 69歳
※65歳以上の方は、60歳～ 64歳までに一度献
血をしたことがある方
【献血量】400㎖
【体重】男女ともに50kg以上
【献血間隔】男性３ヶ月・女性４ヶ月
※事前に医師の診断があります。
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†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
むか い だ きよ み
（担当 向井田清美）
☎３－０５１１

とき た とも こ

時田智子）

人間ドック（日帰り）利用者募集
【実施期間】
７月～12月
人間ドッグ／暴力団排除措置要綱運用協定

平日の紀南病院が指定する日（祝祭日を除く）
【医療機関】
紀南病院
【検査項目】身体計測・腹囲・血液・胸部X線・
腹部超音波検査・血圧・心電図・胃部X線又は
胃部内視鏡・大腸・尿・眼部・聴力・子宮がん
及び乳がん検査（女性のみ）等
【対象者】御浜町国民健康保険加入者で、35歳以
上75歳未満の方（納期限到来までの国民健康保
険税完納者とします。）

【申込場所】税務住民課保険年金係・支所・町民

【募集人員】
40人

サービスセンター・連絡所

【自己負担金】
10,000円（申込みと同時にお支払

※申込み時に自己負担金・保険証・認印を持参

いください。）
【申込開始月日】６月４日から

のうえ、お申込みください。
申込後は、紀南病院から問診表が届きます
ので、必要事項を記入のうえ、病院の指示に
従い受診してください。
※40歳以上の方は特定健診を兼ねた健診となり
ます。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当

えのもとわかのり

榎本若典）

☎３－０５１２

公の施設からの暴力団排除措置要綱運用協定を締結しました
御浜町と御浜町教育委員会は、「御浜町が設
置する公の施設からの暴力団排除措置要綱」、
「御浜町教育委員会が設置する公の施設からの
暴力団排除措置要綱」に基づき、公の施設から
の暴力団排除を実現するために相互協力する運
用協定を紀宝警察署と締結する調印式を、３月
30日（金）に紀宝町役場で行いました。
主な内容は、御浜町及び御浜町教育委員会が
設置する公の施設で暴力団の利用が疑われる場
合、申請者や利用目的等について町から警察署
に照会ができるほか、暴力団からの不当介入等

左から田岡教育長、古川町長、伊野紀宝警察署長、
西田町長（紀宝町）、長村教育長（紀宝町）

があった場合に、警察官の出動等を要請できる
というものです。
なお、紀宝町、紀宝町教育委員会も同日、同
じ席で調印しました。

†問い合わせ先†
総務課総務係（担当

たにあいてるゆき

谷合輝幸）

☎３－０５０５
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老後の備え に 農業者年金 に 加入しませんか
農業者年金／農業者所得補償制度／農業区域変更相談

現在の農業者年金制度は、自らが納めた保険
料とその運用収入を、将来受給する年金の原資
として積み立てる積立型の年金制度です。少子・
高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右
されない、今の時代にあった公的年金です。
【加入できる方】
●年間60日以上農業に従事する20歳以上60歳未
満の者（農地を持ってない農業者や、配偶者・
後継者などの家族従事者も加入できます。
）
●国民年金の第１号被保険者で付加年金への加
入が必要です。
【メリット】
○保険料は積み立て方式で、加入者ご自身が
２万円～６万７千円まで、千円単位で月額を
選択できます。また、いつでも月額の見直し
が可能です。
○支払った保険料の全額が社会保険料控除の対
象となり、税制の優遇措置を利用した節税効
果があります。

○年金は終身にわたり支給され、仮に80歳前に
亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れ
るはずだった年金が、一時金として遺族に支
給されます。
○脱退は自由です。その際、脱退一時金の支給
はありませんが、それまでに支払った保険料
は、
将来年金として受け取ることができます。
○一定の要件をみたす方は、保険料の国庫補助
が受けられます。
【加入方法】
○加入申込は、農協（ＪＡ）が窓口です。申込
み・必要書類の確認につきましては、事前に
ＪＡ三重南紀本店 ☎２－１３８８までお問
い合わせください。
†問い合わせ先†
御浜町農業委員会事務局（産業建設課内）
た じまかずなり
（担当 田嶋一成）
☎３－０５１７

農業者戸別所得補償制度 が 実施されます
農業経営の安定と国内生産力の確保を図るた
め、本年度も農業者戸別所得補償制度が実施さ
れます。
対象者は、米の生産数量目標に従って販売目
的で生産する販売農家、及び水稲共済加入者で、
交付対象者へは、５月末～６月初旬の間に直接、
加入申請書等を送付させていただきますので、

平成24年７月２日までに必要書類をご提出く
ださい。
†問合わせ先・提出先†
御浜町農業再生協議会（産業建設課内）
た じまかずなり
（担当 田嶋一成）
☎３－０５１７

農用地区域 の 変更相談 を 行います
町では、「農業振興地域の整備に関する法律」
により、優良な田畑を「農用地区域」として設
定しています。
農用地区域内の土地を農地以外の目的に利用
するときは、事前に変更手続き（農振除外の申
し出）が必要になります。（要件等により、農
振除外ができない場合があります。）
平成24年度分の変更手続きについては、次のと
おり相談窓口を開設しますのでご相談ください。
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【期間】６月１日～ 29日（土日を除く）
【相談窓口】産業建設課農業振興係

†問い合わせ先†
産業建設課農業振興係
さかぐちてるゆき
（担当 坂口照幸）
☎３－０５１７

三重県男女共同参画連携映画祭2012
男女共同参画／年金だより

三重県の男女共同参画を推進するため、「つ
ながる ひろがる メッセージ 映画祭でみつ
けよう！～ 男女が共に生きるヒント ～ 」をス
ローガンに、県内５つの男女共同参画センター
と19市町が連携し、「映画祭」を各地で開催し
ています。今年で６年目となり県内各地18ケ所
で13作品を上映します。
【日

時】
７月７日（土）

開場13：00
上映13：15～15：10
【上映映画】
「毎日かあさん」
漫画家 西原理恵子の実話
仕事に子育てにと愛があふれる物語
【出 演 者】
小泉今日子 永瀬正敏 他
【会
場】
紀北町 東長島公民館
【入 場 料】
無料（５月８日～整理券配付）
託児所有り（１歳～未就学児 先着５名まで
申込締切６/22）
【共
催】フ レ ン テ み え・ 紀 北 町・ 尾 鷲 市・
熊野市・紀宝町・御浜町
†問い合わせ先†
御浜町教育委員会（担当
☎３－０５２６

みなみ

年金だより

のり こ

南 紀子）

平成24年10月より３年間、
過去の保険
料の納付ができます

国民年金の毎月の保険料は、翌月末日までに
納付しなければなりません。また、保険料を滞

限って保険料の後払いが、過去10年分までさか
のぼって出来るようになります。

納した場合には、２年前までさかのぼって納付

納付を希望される方はご相談ください。

することができます、しかし、２年を経過する

なお、すでに老齢基礎年金を受給している人

と時効により納付できないことになっていま

は、対象となりません。

す。ただし、保険料の免除等の適用を受けてい
る場合は10年前の分までさかのぼって納めるこ
とができます。
今回の保険料納付の特例措置は、この保険料
の追納とは別に、保険料を納め忘れた方を対象
にしたもので、平成24年10月１日から３年間に

†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係
（担当

はたなか

畑中まさみ）

☎３－０５１２
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平和月間
（８月１日～31日）
の
取り組み団体等を募集します
町では、平成16年度から８月を「御浜町平和
月間」と定め、戦争の悲惨さや平和の尊さにつ
いて考える取り組みを行っています。その内容
は、
「平和」をテーマに自主的な取り組みを行
う個人・団体（企業、グループなど）と連携を
図りながら、平和を希求するまちづくりを行う
ものです。
昨年は２団体が、絵本朗読会、写真展といっ
たイベントなどを行っていただきました。
趣旨に賛同していただける団体等は、６月29
日（金）までに、日時、場所、取り組み内容等
を総務課までお知らせください。
†問い合わせ先†
総務課総務係 （担当
☎３－０５０５

やまもとこういちろう

山本幸一郎）

『歯』についてのお話を聞きませんか
歯についてのお話しがあります
【日時】６月６日（水） 午前11時～
【場所】子育て支援室（志原保育所内）
【講師】歯科衛生士の山本奈美さん
【内容】虫歯はどうしてできる？、子供の正しい
歯のみがき方は？など歯についての悩み相談も
していただきますので、たくさんの参加をお待
ちしています。
†問い合わせ先†
子育て支援室（担当
☎２－０３３６

献血事業、医療事業、災害時における被災者
の救護活動や海外支援等に充てるため、今年も
日本赤十字社事業資金を募集しています。町か
ら委託を受けた連絡員・区長、女性の会会員が
訪問いたしますので、ご協力よろしくお願いし
ます。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

みやざわ か

え

宮澤佳永）

一人で悩まず相談してください
全国人権擁護委員連合会は、毎年６月１日を
「人権擁護委員の日」と定め、全国的な啓発活
動を展開しています。
本年も、その啓発活動の一環として「全国一
斉特設人権相談所」を開設いたします。
町では、次のとおり「特設人権相談所」を開
設しますので、人権についてお悩みの方は、一
人で悩まず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。
特設相談日
【日時】
６月１日（金） 午前10時～午後３時
【場所】
役場１階第１会議室
【相談員】
人権擁護委員
（下田文男・北地哲子・山田裕一）
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

おか だ おりかね

岡田織謙）

しんたに

新谷さゆり）

乗り入れ規制パトロールの実施について

６月は「楽しく生活！特集」を行います。
育児や家事、趣味の本など、忙しい合間に
ちょっと覗ける楽しい本を集めました。また、
梅雨で外遊びできないお子さんの為に絵本や手
遊びの本も展示します。ご利用をお待ちしてい
ます。

自然公園法に基づいて、七里御浜海岸では、
ウミガメの上陸・産卵を保護するため、５月１
日から９月30日まで車等の乗り入れを規制して
います。
近畿地方環境事務所熊野自然保護官事務所で
は、同期間に関係機関と連携して、乗り入れ規
制パトロールを実施します。ご協力をお願いし
ます。
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†
中央公民館（担当
☎２－３１５１

†問い合わせ先†
環境省 近畿地方環境事務所
☎０７３５－２２－０３４２

御浜町中央公民館図書室より６月企画のお知らせ

16

日赤事業資金
（社資）
を募集します

さら た

ま ゆみ

更田真弓）

■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。

労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新はお早めに！

【期間】６月25日（月）～７月１日（日）
【受付時間】
〈平日〉
午前８時30分から午後７時まで
〈土曜・日曜日〉
午前10時から午後５時まで
【内容】学校における「いじめ」や家庭内での「児
童虐待」など、子どもの人権に関する相談
【電話】０１２０－００７－１１０
（フリーダイヤル・相談無料）

労働保険料（平成23年度確定・24年度概算）
の申告・納付は６月１日（金）から７月10日（火）
までです。お忘れなく！お早めに！

【女性の専用電話相談案内】
ＤＶ・セクハラ等 女性に関する相談は
女性の人権ホットライン【０５７０－０７０－
８１０（ナビダイヤル・相談無料）
】
＊相談内容についての秘密は守ります。
†問い合わせ先†
津地方法務局人権擁護課
☎０５９－２２８－４１９３

水稲共済加入のみなさんへ
掛金の納期限は６月29日です！
平成24年産水稲共済掛金の納入期限は６月29
日（金）です。
納付書等が届きましたら、内容をご確認のう
え、納期限までにお納めください。
また、内容に変更がある場合は、東紀州農業
共済事務組合までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
東紀州農業共済事務組合
☎０５９７－８５－３８２１

農薬を使用されるみなさんへ

年度更新集合受付会を開催します
【日時】
７月６日（金）
・９日（月）
・10日（火）
午前９時～午後４時
【場所】
熊野労働基準監督署
†問い合わせ先†
三重労働局総務部 労働保険徴収室
☎０５９－２２６－２１００

紀宝警察署メールボックス
薬物乱用は重大な犯罪‼
薬物乱用は、自身の精神・身体をむしばむばか
りではなく、幻覚・妄想等により、殺人・放火等
の凶悪な事件や重大な交通事故等を引き起こしか
ねません。
薬物乱用のない安全な社会を実現するために
は、一人一人が薬物を拒絶する意識を持つことが
大切です。
みなさんからの通報が薬物事犯の検挙に結びつ
きます。ささいな情報でもかまいません。
薬物に関する情報を得たときは、紀宝警察署や
交番、駐在所に連絡してください。
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０

未来に残そう熊野灘の美しい海

農薬の使用に際してはラベルにある使用基準
及び注意事項に十分留意のうえ、散布対象外への
飛散が発生しないように十分注意してください。
特に、住宅地付近で農薬を使用する場合は、
事前に近隣の方々に農薬を使用することを伝え
ていただき、事故等のないようお願いします。
また、使用する分だけを購入・調整するよう
にし、余った農薬は県や市町に確認し、適切に
処分するようお願いします。

海上保安庁では、６月１日から30日までの
１ヶ月間を
「海洋環境保全推進月間」
と定め、
「未
来に残そう青い海」をスローガンに、
○吸殻や釣り糸などゴミのポイ捨てはしない‼
○弁当容器や空き缶は持ち帰る‼
などの海洋環境保全指導・啓発活動を行います。
美しい熊野灘を未来の子供たちに引き継いでい
くために一人一人が環境保全を心がけましょう。

†問い合わせ先 †
三重県農林水産部農産物安全課
☎０５９－２２４－２５４３

†問い合わせ先†
尾鷲海上保安部
☎０５９７－２５－０１１８
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『子どもの人権110番』強化週間が実施されます

2012-No.37

かんきつ

対策室だより
みかんの花

かんきつ対策室だより

「税収から、御浜町の農業を見てみると…」
「年中みかんのとれるまち」御浜町は、「農業の町」です。ところが、農業からの税収は、あまり多
くはありません。このことから、私たちは町の産業をどのようにとらえることができるのでしょうか。

農業の町
少し古い統計ですが、御浜町の農業算出額は51.1億円で県下第７位
（平成18年度：町では１位）
。一方、
第２次産業総生産額等は県下29位（最下位：平成19年度）です。これは、とても特徴的で「農業の町」
のイメージを客観的に裏付けています。
また町内では、多くの関連産業が活動をしていて、農業が地域経済に与える影響は大きなものです。
これまでにも農地開発や農道、圃場整備など、多くの公共投資が実施され、農業振興は現在も町政の
柱となっています。

御浜町の農業の実像
税収から見みてみると、農業の位置付けは一変します。例えば住民税の所得割額では、農業の占め
る税額は２％です。これでは、町の農業政策は本当にバランスの良いモノなのだろうか？という疑問
を抱きかねない数字です。
農産物は、流通する中で大きな経済効果を生みますが、生産者に還元される利益は小さなものです。
また、生産に要するコストは、税制上多くの項目で経費算入が可能です。すると、結果的に所得が上
がらず、税収につながらないという一面があるようです。
最近は、生産活動に対する苦情など新たな課題も増加しています。私たちを含めたすべての農業関
係者がこれからも農業振興を推進するには、生活者のみなさんの理解が不可欠で、そのための努力を
惜しんではいけません。「御浜町の農業は税収は少ないが、50億円の生産額が地域内で循環して経済
的な効果があるし、農業は大切。でも、生産者もみかん園も減っているし、これからは生活者の視点
に立った農業経営をしていくことが大切だ…。」このような
説明が、御浜町の農業の実像のような気がします。

産地の将来に向けて
御浜町は、まだまだ農業の経済効果を実感できる町です。
農業抜きに、地域の活性化は語れません。ただし今のままで

分離分
5.0%

農業 2.0%

その他
（年金等）
8.4%

営業等
9.2%

は「守り」であり、「じり貧」です。「税収が少ないのにこの

給与
75.5%

ままでいいのか？」という問いかけに対して「農業から税収
が上がらないのは仕方がない…。
」という発想ではなく、将
来につながる可能性をさまざまな角度からみなさんと一緒に
考えたいと思います。

図１．平成23年度住民税所得割額

†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室
ひがしじまさ と
（担当 東地正登）
☎３－０５１７
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町長だより
No.51

古川

弘典

みなさん、こんにちは
この原稿は21日の金環食の前に書い
ていますが、御浜町も絶好の観測ポイ
ントです。天気の結果はさてどうなっ
ているでしょうか？

こも「危機の大安売り。世界史的に見
れば、この百年同じことを言い続けて
いるのだ・・・。
メディアでも、ネット上でも、僕の
目に入ってくるのは、はげしく、単純
な攻撃の言葉の応酬です。人々は自分
自主防の支援、強化について
がいかに不快であるか、いかに怒って
自主防災組織の構成員は全町民です
いるかを競い合っている。
・・・僕は
それこそがこの時代の危機のもっとも
が、その支援、強化のために役場職員
危機的な徴候ではないかと思います。
全員で、自主防62組織全部に関わる
体制作りを進めており、６月議会にそ
「危機だ、危機だ」と警鐘を乱打す
の概要等を報告し、そして、みなさん
ることは少しもむずかしいことではな
い。・・・でも、「危機を回避するため
にしっかりと周知していきたいと思っ
ています。
に、人々が知恵を出し合い、手持ちの
資源を分かち合うための対話と相互支
防災の取り組みは、日常（普段の生
援の場をどうやって立ち上げるか」と
活）での取り組みであり、非日常的事
態（地震、
津波等の自然災害）がいつ、 いう実践的な問いに答えることはむず
かしい。たいへんにむずかしい。
・・・
何時起こるか分からないが、いつか必
そのためには何よりも他者に対する寛
ず起こるという想定のもとに、緊急性
容と想像力が必要なのですが、まさに
と計画性の両面から考えていかなけれ
ばなりません。
「明日来るかも知れな 「寛容と想像力」の必要を訴える言葉
がどこからも聞かれなくなったという
いし30年後かもしれないし100年後か
も知れない」というような事態に対し
当の事実、つまり危機を回避するため
ては、その備えとして「緊急的かつ計
のただ一つの道を人々が寄ってたかっ
てふさいでいるという悲しむべき事実
画的に」という考え方が必要になるゆ
こそが、この社会の実相だと僕には思
えんです。
われるのです。
「自助」
、
「共助」
、
「公助」について
内田氏の話をはしおって紹介しまし
防災の取り組みに当たり、参考にな
たが、
「自助」
、
「共助」
、
「公助」を考
ると思われることとして、
「３．11後
えるとき、氏は「自分は自分や自分の
の日本の危機的状況」について、著名
家族を愛するから、他の人もそれぞれ
な学者である内田樹氏（思想家、教育
自分や自分の家族を愛するということ
者、武道家）が語っている一端を紹介
を理解する」という相互的な思いやり
したいと思います。
の必要性を強く語っていると私は受け
止めています。
いまや日本のメディアはどこもかし
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は

♥

て

赤ちゃん／広報文芸／あとがき

俊介さん・あゆみさん

崇さん・かおりさん

阿田和

なぎ

凪ちゃん

まさやす

玉置

さき

まさやす

将泰さん・咲さん

ただす

はる ま

陽真くん
ま

そう

颯くん

山野

さき

まさ し

将泰さん・咲さん

と

あ

十愛ちゃん
ま

村本

り

ゆういちろう

将史さん・真理さん

有城

き

かつ や

貞さん・真紀さん

♥

♥
しゅんすけ

たかし

松本

ゆ

ら

結咲ちゃん
あ

す

か

克哉さん・明日香さん

市

木

ぎん じ

銀二くん

♥

玉置

慶佑くん

♥

そう ま

蒼真くん

けいすけ

赤土

平成24年３月１日～
31日届出分

鈴木

神志山

♥

まし
め
じ

下古谷

く み か

裕一郎さん・久美香さん

かつのり

あきひろ

彰大くん
ち

え

克典さん・知恵さん

※鈴木さんは
２月届出分です。

平成二十四年六月号

春羊

御浜町俳句会

はな み ざか

春季大会（通信句）入賞・入選句

◎御浜町俳句会会長賞

ささ

今回の特集は土砂災害情報システムと獣害対策
です。災害から身を守るためにはいち早く情報を

お

おぎな

今回の表紙についてですが、尾呂志学園の田植
えを取材させていただきました。学校の行事でこ
のような田植えの経験をできるのは貴重なことだ
と思います。私自身田植えを経験したことがなく、
取材しながら「手ではこのように植えるのか」と
学ばさせていただきました。このような作業を見
ていると、普段何気なく食べているお米のありが
たみを再認識させられました。

お

ぶ

あとがき

老いの手が 老いを支えし 花見坂 向井

正巳

め

ひた

さ にわ

芽吹きの力 補へり

くわ

◎互選賞（高点句）

佐野

笑子

ひと よ あめ

一夜雨

真砂

ゆる

春水に 緩みし鍬を 浸しけり

はなびと

貞

須崎久美子

りんじん

ふ

米子

隣人も 花人となる 狭庭かな

はるおち ば

中納

春落葉 踏めばやさしき 音のあり 湊

うしお

春の潮の たゞ中へ

祥子
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がわ

花井

信勝

世帯数 4,295 戸（－ 1 戸）

にご

織田

康

女 04,997 人（－ 15 人）

濁り川

出口

春羊

男 04,405 人（－ 12 人）

◎句会代表選者賞

しんきょ

向井

人 口 9,402 人（－ 27 人）

向井春羊 選

ひかり あ ふ

よわい

ながばな

長話し

山桜 光溢れる 新居かな

ひ と え かさ

石田 勝 選

はなびえ

おとこ

こうしゃあと

花冷に 単衣重ぬる 齢かな

と

下川幸子 選

た うえ き

田植機を 止めて漢の

織田信勝 選

しず

花静か 人も静かに 校舎跡

5月１日現在の人の動き

得ることが大切です。土砂災害情報システムでは、
パソコンや携帯電話から土砂災害関連情報がご覧
になれます。事前の準備としてご利用をお願いい
たします。
獣害対策は一人で対策するよりも、グループ、
集落で対策を行う方が効果が高くなります。獣が
寄り付きにくい環境を作るためにも、町では、グ
ループ、集落で獣害対策に取り組む方のためのい
ろいろな支援を用意していますので、よろしくお
願いいたします。
たに あい てる ゆき

（総務課 総務係 谷合輝幸）

…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。）

特設人権相談所

くら し の カレンダー

10：00～15：00 役場１階会議室

1 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

2 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

17：30～19：00

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ

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

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

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

貯筋体操教室 13：30～14：30 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

収集日（阿田和・尾呂志地区）
貯筋体操教室 13：30～14：30 中立集会所

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター

（阿田和・尾呂志地区）

体育センター

多重債務者相談（予約制） 10：00～12：00 役場１階会議室

行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 役場１階会議室

卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

6 水

役場

19 火

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

5 火

8：00～12：00

18 月 バレーボール教室

清掃センター

3 日
4 月

17 日 資源持込日

6

21 木

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

粗大ごみ収集日 7：00～15：00
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

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 22 金 太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

7 木 貯筋体操教室

10：00～11：00

神木公民館

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

8 金

ちょっと気になる子ども相談
（予約制） 役場

23 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

24 日 資源持込日

8：00～12：00

リサイクルセンター

各種がん検診 8：00～14：00 尾呂志公民館

25 月 バレーボール教室

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ

9：00～12：00

清掃センター

26 火

収集日（市木・神志山地区）
貯筋体操教室 13：30～14：30 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

10 日
うんどう教室
（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター

11 月 バレーボール教室

17：30～19：00

体育センター

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

27 水 ゴルフ教室

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

12 火

28 木

（市木・神志山地区）

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
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
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

10：00～11：00

中央公民館

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
子どもの広場（自主活動） 9：00～12：00 福祉健康センター
太極拳教室

16 土 ゴルフ教室

19：00～20：30
9：00～12：00

志原公民館
清掃センター

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

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

15 金

体育センター

子どもの広場（自主活動） 9：00～12：00 福祉健康センター

9 土 ゴルフ教室

13 水

17：30～19：00

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
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

29 金 太極拳教室
30 土

19：00～20：30

志原公民館

もうすぐ１年生広場（要予約） 9：30～11：00 福祉健康センター
ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター

６月の納税期限
●町県民税
●国民健康保険税
納期限

第１期
第２期

７月２日（月）

町県民税の納税通知書は、６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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みかんの花と春の甘夏みかん狩りツアー

2012.6. No.518

４月29日に町外の方を対
象とした甘夏みかん狩りツ
アーが行われました。
このツアーには、県内外
から75名の方が参加し、み
かん狩りやみかんジュース
作りを楽しみました。
甘夏みかんで搾ったジュ
ースを飲んだ参加者からは、
「すごく美味しい」という
声があがっていました。子
どもにも人気で何杯も飲ん
でいました。
秋 に は、 温 州 み か ん の
みかん狩りツアーを企画し
ます。

ウォークラリーを楽しんでごみを集めてきた生徒たち

〒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/

５月８日に御浜中学校で、
新入生と在校生の交流を深
めるための一環として、ま
ちの清掃に取り組むウォー
クラリーが行われました。
生徒たちは、ごみ袋とバ
ケツを手にして燃料ゴミや
空き缶、ペットボトルを拾
い集めました。
拾ったごみは学校に持ち
帰り、役場職員の指導のも
と、適切な分別方法を学ん
でいました。

（平成24年６月１日発行）

御浜中学校で新入生歓迎ウォークラリーが行われました

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

みかん狩りを楽しむ参加者

５/ ８

みはま

４／２９

広報

みて見てみはま

