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南海トラフ巨大地震による震度分布・津波高・被害想定等が発表されました
南海トラフ巨大地震

８月29日、内閣府は、「南海トラフ巨大地震」についての新たな報告を発表しました。
今回の報告は、東日本大震災後に得られたデータを含め、現時点の最新の科学的知見に基づき、理
論上想定し得る最大クラスの地震・津波を推計したものです。この「最大クラスの地震・津波」は、
その発生時期は予測できませんが、発生確率は極めて低いものだとされています。

御浜町では最大震度７、最大津波高は16ｍ
震度分布及び津波高等については、駿河湾から四国沖まで伸びる海溝「南海トラフ」などを地震発
生域として、震度分布は５つのケース、津波高等は11のケースを想定し、それぞれのケースの数値を
推計しました。その結果、御浜町の最大震度は６強から７、最大津波高は、８ｍから16ｍと推計さ
れています。
また、御浜町への津波到達時間は、１ｍ以上の津波が最短６分で到達すると推計されています。

三重県内の死者、最大で約43,000人
被害想定については、地震発生時の季節、時間帯、気象状況や避難状況によって、想定される被害
は異なりますが、東海地方が大きく被災するケースでは、死者は最大で32万人を超え、三重県内でも
約43,000人の死者が出ると推計されています。

御浜町と近隣市町のケース別の最大津波高（満潮位、地殻変動考慮）
ケース① ケース② ケース③ ケース④ ケース⑤ ケース⑥ ケース⑦ ケース⑧ ケース⑨ ケース⑩ ケース⑪

御浜町

12m

11m

８m

８ｍ

９m

16m

13m

15m

８m

15m

８m

熊野市

13m

16m

９m

11m

11m

17m

15m

13m

11m

14m

９m

紀宝町

10m

10m

８m

７m

９m

10m

９m

11m

10m

11m

７m

※網掛け部分は11ケースのうち各市町で最大津波高

御浜町と近隣市町の最大津波高の前回との比較
今回の想定

前回の想定

御浜町

16m

14.8m

熊野市

17m

18.9m

紀宝町

11m

9.6m

※
「前回の想定」
は、内閣府が本年3月発表した数値
※各市町最大のケースを参照

御浜町と近隣市町の津波到達時間
津波高１m以上

津波高３m以上

津波高５m以上

津波高10m以上

（ケース⑥）
御浜町
（ケース⑩）

７分

８分

８分

32分

６分

７分

８分

33分

熊野市（ケース⑥）

４分

６分

８分

14分

紀宝町（ケース⑩）

５分

６分

６分

35分

詳しくは、内閣府ＨＰ（http://www.bousai.go.jp/nankaitrough_info.html）を参照してください。
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今回の推計について質問
（Ｑ＆Ａ）
Ｑ
Ａ

Ｑ 10ｍ以上の津波が、熊野市では14分で到
達するのに対し、御浜町では32分と時間差
があるのはなぜですか？
Ａ 津波は何度も繰り返し押し寄せてきます。
また、第一波よりも第二波、第三波が大き
くなることもあります。
この場合は、熊野市では10ｍ以上の津波
が第一波で到達すると考えられ、御浜町で
は、第二波で10ｍ以上に達すると考えられ
ます。しかし、熊野市で第一波が10ｍ以上
になるということは、御浜町でも10ｍに
近い第一波が到達することが推測されてい
ます。

南海トラフ巨大地震

次の地震で16ｍの津波は起こるのですか？
今回の推計は、科学的知見から理論上想定し得る「最大クラスの地震・津波」を推計したも
のでその発生確率は極めて低いものだとされています。
この「最大クラスの地震・津波」の発生域を11ケース想定する内の１つのケースで御浜町に
16mの津波が起こると推計されています。また、
「16m」は町内全域の津波高ではなく町内の
ある地点の数値です。
したがって、次に発生する地震で16mの津波が起こらないとは言いきれませんが、必ず起こ
るというわけではなく発生確率は極めて低いと推測されています。
Ｑ

今回の被害想定では、三重県内の死者数
はどのくらいと予測されていますか？
Ａ 真冬の深夜に風速が８ｍ/秒の状況で地
震が発生するなど、最悪の条件で想定した
場合、県内で約43,000人の死者が出ると推
計されています。
一方で、地震に備えて住宅の耐震化や家
具の固定化を行う、あるいは地震発生後た
だちに避難行動を開始するなどの防災対策
を行うことで、死者、負傷者を大幅に減ら
すことができることも想定されています。
これらの対策が行われた場合は、県内での
死者数は約4,600人まで減らすことができ
ると試算されています。

国（内閣府）が発表した報告について
国が発表した報告から、一番危惧されることは、16ｍという最大クラスの津波高が示されたことに
よって、みなさんが避難することをはじめから諦めてしまうことです。その結果、最大クラスの津波
に比べて規模の小さい津波が発生する可能性が高いにもかかわらず、助かる命を落としてしまうかも
しれません。
津波高が５ｍであっても16ｍであっても、命を守るため、津波から逃げるために、どんな状況であ
ろうと自らの最善を尽くすことが大切です。想定がどうであれ、みなさんが地震や津波に備えなけれ
ばならないことは、今までとなんら変わりはありません。
町としては、まず人的被害ゼロを目指し、地震・津波から「逃げる」「備える」ための防災対策に
取り組んでいます。しかし、町の対応だけでは限界があります。
今回の報告では、みなさん一人ひとりが、住宅の耐震化などに取り組むことや地震発生後、直ちに
避難行動を開始することで、人的被害は大幅に減らせることも報告されています。
国が示した様々な推計は、私たちにとってこれまでにない厳しい想定です。しかし、みなさんは、
この想定だけにとらわれることなく、この想定を正しく受け止め、正しく恐れて、諦めずにみなさん
ができる地震・津波対策に引き続き取り組んでください。

†問い合わせ先†
防災課防災係
にし
ゆう き
（担当 西 優輝）
☎３－０５０７
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梓川のみなさん、ようこそ御浜町へ！

平成24年度

御浜・梓川ふれあい交流会

御浜・梓川ふれあい交流会

８月６日（月）から８日（水）までの３日間にわたり、御浜町と長野県松本市梓川地区の児童によ
るふれあい交流会が町内及び熊野市内で行われました。今回で19回目です。
御浜町からは、阿田和小４名、御浜小３名、神志山小５名の合計12名の小学５・６年生が公募によ
り参加し、同学年の梓川児童16名を迎えて、連日の炎天にも負けず元気に交流を深めました。
交流会内容は梓川にはない海をメインに実施しました。海では大自然の雄大さ、潮風、波を肌で感
じ、花の窟では歴史を感じました。
みかん狩りでは、採ったみかんを食べながら「おいしい」と笑顔が広がりました。
児童同士もすぐに打ちとけ、仲よくなりました。
また、お互い会えるといいですね。

道の駅ピネでの参加者記念写真

≪交流会日程≫
１日目：那智黒石加工体験
（文鎮づくり）
２日目：楯ヶ崎遊覧乗船
海水浴（新鹿）
花の窟神社参拝
３日目：みかん狩り体験

遊覧船から楯ヶ崎を望む児童（熊野市）

†問い合わせ先†
中央公民館
さきもとまさかず
（担当 崎本正和）
☎２－３１５１
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みかん狩りを楽しむ児童（志原）

平成24年度 御浜みかん祭り 参加者募集
【開催日時】
11月４日
（日） 10：00 ～ 15：00
【場
所】
道の駅パーク七里御浜駐車場周辺
【主
催】
御浜みかんまつり実行委員会、御浜町
【共
催】
紀南漁業協同組合、三重くまの森林組合、三重南紀農業協同組合、御浜町商工会

物産テント村

みんなのステージ

町外の方もたくさん来るいい機会！みかん
や地域の特産品販売だけでなく、展示や体験
コーナーなど、ぜひ出店を！
【出店条件】原則、町内に住所や店舗をお持
ちの方
【留意事項】
※必要な備品に関しては、別途相談させてい
ただきます。
※参加者決定後、10月中旬に当日の注意事項
などの説明会を行います。
※調理を行う方には、臨時営業許可が必要で
すが、当委員会が一括して申請します。

前回開催時はライブやダンスで、祭りが盛
り上がりました。ライブやダンスに手品など
など、祭りに華を添えるステージで日頃の成
果を活かしてみませんか？
【応募条件】町内在住の方または参加する団体
【留意事項】
※設備はスピーカーとマイクのみですので、
必要な機材はお持ち寄りください。
※原則、出演時間は機材搬入、撤去で30分
です。

早生温州みかん品評会
みなさんが大切に育てた早生温州みかんの
品評会を行います。表彰式後は、販売も行い
ますので、そのおいしさを来場者の方々に味
わっていただいてはいかがでしょうか？
【出品条件】
町内在住の方
【留意事項】
※露地とマルチどちらでも出品できます。
※出品物は無償にてご提供いただきますよ
う、お願い申し上げます。

みかんゲームコーナー
みかんをテーマにしたゲームのアイデアを
お持ちの方は、ぜひご参加ください！
【応募条件】みかんを使ったゲームを企画実施
していただける方
【留意事項】
※ケガなどに対する保険は、実行委員会にて
加入します。
※ゲームコーナー景品代などの経費について
は、別途相談させていただきます。
※原則、必要な機器類については、お持ち寄
りください。

【応募方法】
◦物産テント村、みかんゲームコーナー、みんなのステージ
応募チラシ（配布場所：産業建設課）を10月９日
（火）までに御浜みかん祭り実行委員会事務
局（産業建設課内）へ、郵送またはファックスでお送りください。また、ご質問などがございま
したら、お気軽に問い合わせ先までご連絡ください。
◦早生温州みかん品評会
10月31日
（水）～ 11月１日
（木） 各日９：00 ～ 17：00の間に、早生温州みかん10個をＪＡ三重
南紀、
（有）
御浜柑橘、丸安奥田柑橘出荷組合のいずれかまでお持ち寄りください。
†問い合わせ先†
御浜みかん祭り実行委員会（産業建設課内）
みやもとたく や
（担当 宮本拓也）
☎３－０５１７
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御浜みかん祭り

町の特産品「みかん」をテーマにした御浜みかん祭りを開催します。みかんをはじめとした地域の
特産品販売から早生温州みかん品評会、ステージイベントなどなど、みなさんが楽しめる内容が盛り
だくさん。

救急医療情報キット

～ ひとり暮らし等の高齢者を対象に無料で配布します！～
救急医療情報キット

緊急時に必要な情報（かかりつけ医療機関、持病、服薬
等）を記入したシートをボトルに入れて冷蔵庫に保管して
おくと、いざという時に救急隊が情報を参考に迅速な救急
活動を行い、あなたの命を守ることができます！
また、関係機関で情報を共有させていただくことで、平
時の見守りにもつながり、安心した生活をおくることがで
きます！

どんな人が対象なの？

救急情報シートを入れるボトル

町内に在住している65歳以上のひとり暮らし高齢者の方を対象とします。
※原則ひとり暮らしとしていますが、同居者が居ても障がいがあるなど、ひとり暮らしと同等と認め
られる場合は対象としますのでご相談ください。

どこへ申し込めばいいの？
役場内の地域包括支援センター窓口で、情報シートを記入していただくと、救急医療情報キット
セットを受け取ることができます。
または、地域包括支援センターに電話などで連絡し、職員が訪問して手続きを行い、その場で情報
シートを記入し、救急医療情報キットセットを受け取ることもできます。

どんなものがもらえるの？
◆救急情報シートを入れるボトル（冷蔵庫に入れるものです。
）
◆救急情報シート（ボトルの中に入れるものです。
）
◆マグネット型ステッカー（冷蔵庫に貼るものです。
）

受け取ったらどうすればいいの？

救急医療情報キットに貼られているシール

救急キットを受け取ったら、緊急時に必要な情報として、救急情報シートの他に、健康保険証の写
しや診察券の写し、薬の説明書などをボトルの中に入れましょう。
次に、そのボトルを冷蔵庫の目立つ場所に保管します。あとは、冷蔵庫の扉にマグネットのシール
を貼っておいていただくと、緊急時に救急隊の人たちが情報を確認して、迅速な対応をしていただけ
るという仕組みになっています。
†問い合わせ先†
地域包括支援センター（役場内）
にし

つとむ

（担当 西 勉）
☎３－０５１４
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高齢者インフルエンザ予防接種
高齢者インフルエンザ予防接種

高齢者の方がインフルエンザにかかると肺炎を合併し、重症化
することがあります。
インフルエンザワクチンを接種することにより発病しても症状
を軽くし、致死率を低下させることができます。

【対象者】
○接種時の年齢が65歳以上で、御浜町に住所を有する方
○御浜町に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、心臓･腎臓･
呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機
能に重度の障害のある方
【標準接種期間】
平成24年10月15日～平成25年１月31日
※11月、12月で接種を行う医療機関があります。
※新宮市内は10月１日からです。
【自己負担】
1,000円（予防接種への助成は、期間中１回限りです｡）
※生活保護受給者及び介護保険料を負担すると生活保護が必要になる方は無料です。
【持ち物】
健康保険証、健康手帳（接種日などを記入します。持っていない方は､ 健康福祉課または支所等に
て受け取ってください。）
【町内の予防接種実施医療機関】 ※要予約
●尾 呂 志 診 療 所（☎４－１０１４）
●大 久 保 医 院（☎２－３２６５）
●須
崎
医
院（☎２－０００５）
●谷 口 ク リ ニ ッ ク（☎２－４３３３）
●西久保内科クリニック（☎３－１１５５）
●まつうらクリニック（☎３－０１５０※予約電話は月･火･水･金の午後３時～午後５時にお願いします。
）
●紀
南
病
院（☎２－１３３３※予約電話は午後２時以降にお願いします。
）
【注意事項】
予防接種を希望する医療機関へは各自で予約してください。
南牟婁郡､ 熊野市､ 新宮市以外の医療機関で予防接種を希望される方は、事前に健康福祉課までご
連絡ください。
インフルエンザ予防接種は、本人が希望する場合に限り行うものです。予防接種の必要性や副反応
についてよく理解した上で、体調の良い日に接種を受けてください。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
とき た とも こ

（担当 時田智子）
☎３－０５１１
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献血 に ご協力 ください
献血／がん検診

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】10月31日（水）
【場所・時間】
◦役場
９：00 ～ 10：00
◦ＪＡ南紀農協本店
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か月・女性４か月
※事前に医師の診断があります。

日本赤十字社の献血キャラクター「けんけつちゃん」

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

むか い

だ きよ み

向井田清美）

がん検診 を 受診しましょう
がんは御浜町民の死亡原因の第１位です。しかし、がんは、早期発見･早
期治療により、今では治る病気になりつつあります。町では、がんの中でも
特に早期発見しやすく治療しやすいがんについて検診を行いますので、この
機会にぜひ受診してください。
【実施日】10月27日（土）
【場 所】役場
【予 約】10月19日（金）までに申し込みください。※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

対象

料金
（円）

８：00 ～ 10：00

検診当日満40歳以上の方

1,400

検診当日満40歳以上の方

1,800

検診当日満20歳以上の方

1,300

検診当日満40歳以上の方

900

９：00 ～ 11：00
13：00 ～ 14：00
13：00 ～ 14：00
８：00 ～ 11：00
13：00 ～ 14：00

※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。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
こ ね がわ
さち
（担当 古根川 幸）
☎３－０５１１
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『いきいきシニア教室』参加者募集
【対象者】各会場ともに65 ～ 75歳までの町内の方
【定 員】各会場ともに先着20名
【参加費】無料

●中央公民館での開催

●健康福祉センターでの開催

【日程内容】
第１回 11月 １ 日
（木） ９：30～11：00
「歯の健康は幸せへの第一歩」
講話
（歯科衛生士）
第２回 11月13日
（火） ９：30～13：00
「簡単おいしい健康料理」
実演と試食
（栄養士）
「元気な身体を保つためには？」
講話
（保健師）
第３回 11月30日
（金） 13：30～15：00
「誰でもできる簡単な運動」
実演
（理学療法士）

【日程内容】
第１回 11月 ５ 日
（月） 13：30～15：00
「誰でもできる簡単な運動」
実演
（理学療法士）
第２回 11月19日
（月） ９：30～13：00
「簡単おいしい健康料理」
実演と試食
（栄養士）
「元気な身体を保つためには？」
講話
（保健師）
第３回 11月27日
（火） ９：30～11：00
「歯の健康は幸せへの第一歩」
講話
（歯科衛生士）

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
なかがわ
（担当 中川あゆみ）
☎３－０５１１

通院 には 通院カー を ご利用ください
「御浜町通院カー」は、紀南病院・須崎医院・
大久保医院・谷口クリニックへ通院をされる方
に年齢制限無くご利用していただけます。利用
希望の方は、事前に健康福祉課で利用者登録を
して、利用券を購入してください。
通院カーを利用できる方
①福祉有償運送や介護タクシーの対象でない方。
②自力で乗降できる方。

※介護保険における介護認定を受けている方は
対象にはなりません。
これだけの方に利用されています
○平成23年度利用実績
みょうけん山コース：のべ37回利用
（のべ19人）
紀州犬の里コース ：のべ37回利用
（のべ14人）

運行日・時刻・利用料

運行コース

運行日

みょうけん山コース
神木～志原～紀南病院

火・金曜日

紀州犬の里コース
阪本～上市木～紀南病院

月・木曜日

不動の滝コース
神木～須崎医院～大久保医院～谷口クリニック

水曜日

※運行回数は各コースともに、
１日１往復の運行
です。
※祝祭日の運行はありません。
※国道42号線上では乗降できません。

運行時刻

利用料

（行き）
午前 ８ 時30分発
（帰り）
午後12時30分発

片道 800円

（行き）
午前 ８ 時30分発
（帰り）
正午発

片道 500円

†問い合わせ先†
健康福祉課福祉係
こう べ ゆう こ
（担当 古部裕子）
☎３－０５１５
9

いきいきシニア教室／通院カー

いきいきとした生活を送るには、どのようにすれば良いのかを学ぶ３回シリーズの教室です。今回
は中央公民館と福祉健康センターでの実施予定です。

「三重県おもいやり駐車場利用証制度」が 開始 されます
おもいやり駐車場／合併処理浄化槽補助金

身体に障がいのある方、妊婦の方などで歩行が困難な方に、公共施設や店舗などに設置される「お
もいやり駐車場」の利用証を交付する制度が開始されます。
三重県健康福祉総務課または、役場健康福祉課で申請してください。
申請の際には、交付申請書の提出と確認書類（身体障害者手帳、介護保険証、母子健康手帳、医師
の証明書等）の提示が必要となります。代理人が申請する場合は、
あわせて代理人の本人確認書類（運
転免許証等）が必要となります。
詳しくは、「県政だより みえ」９月号をご覧いただくか下記までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
三重県健康福祉総務課 ☎０５９－２２４－３３４９
おお や ひ でき
役場健康福祉課福祉係（担当 大家英樹）☎３－０５１５

合併処理浄化槽補助金 の 制度 が 平成25年度 から 変わります！
合併処理浄化槽補助金が、三重県の補助制度の減額見直しに伴い、平成25年度分から次のように変
更になります。

補助金額
５

人

（単位：円）

槽

６～７人槽
８ ～10 人 槽

新 築
転 換※
新 築
転 換
新 築
転 換

現
行
３３２，
０００
３３２，
０００
４１４，
０００
４１４，
０００
５４８，
０００
５４８，
０００

25年度
２５０，
０００
３３２，
０００
３１０，
０００
４１４，
０００
４１２，
０００
５４８，
０００

26年度以降
１６８，
０００
３３２，
０００
２０７，
０００
４１４，
０００
２７６，
０００
５４８，
０００

※転換・・・単独浄化槽や汲み取りから変えること

平成24年度合併処理浄化槽補助金の申請締め切りのお知らせ！
今年度の合併処理浄化槽補助金は、12月20日（木）までに、生活環境課に補助金申請され、平成25
年３月29日（金）までに、事業を完了したものが対象となります。
年度内に浄化槽の設置を予定される方は、お早めに申請いただきますようお願いします。
※締切日を過ぎた申請については、25年度分の補助金の対象となりますのでご注意ください。
合併処理浄化槽は、トイレ・台所・風呂・洗濯などの家庭から出る生活排水を、きれいな水に
して放流するための設備です。きれいな水を各家庭から流すことで、わたしたちの身近にある小
川や排水路がきれいになり、地域の川や海なども汚れなくなります。町では、これらの目的を達
成するため、これから新しく合併処理浄化槽を設置する方に、予算の範囲内でその費用の一部を
補助しています。（倉庫、作業場、事務所等への設置は対象外です。
）なお、設置後の管理（法定
検査、保守点検、清掃）については適切に行ってください。
†問い合わせ先†
生活環境課環境係
なかむらかずひこ

（担当 仲村和彦）
☎３－０５３１
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10月1日（月）は浄化槽の日です。

新しいＡＬＴ を 紹介 します

御浜町のみなさん初めまして！
今度きれいな御浜町に来ることになった
ジェニファー・シャーマンです。米国オハ
イオ州、五大湖のエリー湖とクリーブラン
ドの近くの町、エリリア（Elyria）出身の
25歳です。
オハイオは、都会でも農地がいっぱいで
す。この地域のような山や海がありませんの
で、
御浜町の自然はとても美しいと思います。
日本語は2008年にオベリン大学で学び始
めましたが、まだまだ勉強中ですので助け
ていただきますようお願いします。日本で、
日本語や日本文化について学ぶことを楽し
みにしています。
左から古川町長、ジェニファーさん、田岡教育長
読書、執筆、音楽、自然、動物などが好
きで、米国の日本大衆文化のウェブサイト
のニュース部長やペットトリマーとして働
†問い合わせ先†
いていました。
教育委員会学校教育係
そして、以前は合唱で歌ってコンサート
にし だ ひで お
バンドでフルートの演奏をしていました。 （担当 西田秀雄）
☎３－０５２６
御浜町のみなさんよろしくお願いします。

年金だより

免除された保険料を納めると将来の年金額を
増やすことができます

国民年金保険料を免除されると、年金を受け
るための資格期間には反映されますが、年金額
を計算する上で免除の種類に応じて減額され
ます。
年金額に反映される割合
（全額納付を１とした場合）
平成21年３月 平成21年４月
以前
以降
全額免除
４分の３免除

３分の１
２分の１

２分の１
８分の５

半額免除
４分の１免除

３分の２
６分の５

４分の３
８分の７

なお、学生納付特例と若年者納付猶予の場合
は、資格期間に反映されても年金額には反映さ
れません。
これらの保険料免除・猶予期間は、10年以内

であれば保険料を追納して満額の老齢基礎年金
に近づけることができます。保険料を追納する
ための納付書の発行には申込みが必要です。た
だし、３年以上前の免除・猶予期間の保険料を
追納する場合は、当時の保険料額に加算金がつ
きますのでご注意ください。
また、免除・猶予期間以外で納められなかっ
た過去10年以内の保険料については、10月から
３年間に限り申込みをすると納めることができ
ます。
追納等を希望される方は、担当までお問い合
わせください。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

はたなか

畑中まさみ）
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新ＡＬＴ紹介／年金だより

メリッサさんに代わり、新しいＡＬＴ（外国語指導助手）が着任しました。２学期から、町内の小・
中学校で英語の指導などにあたっていただきます。
ジェニファー・シャーマンさんに自己紹介をしていただきました。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

健康相談のお知らせ
町では、日頃気になる健康の疑問について、
医師・保健師がアドバイスさせていただく健康
相談を実施します。血圧・検尿もありますので
お気軽におこしください。
【日 程】10月23日
（火） 14：00 ～ 15：00
【場 所】下市木公民館
【内 容】医師・保健師による“健康相談”
（希望者：血圧、検尿）
【料 金】無料
†問い合わせ先†
こ ね がわ
さち
健康福祉課健康づくり係（担当 古根川 幸）
☎３－０５１１

「骨粗しょう症予防教室」の開催
骨粗しょう症は寝たきりを引き起こす骨折の
原因となります。
この度、骨粗しょう症予防の知識を楽しく学べ
る教室を開催しますので、ぜひご利用ください。
【日 程】10月26日
（金） ９：30 ～ 13：00
【場 所】福祉健康センター
【内 容】骨粗しょう症予防のお話
調理実習・試食
【料 金】材料費 300円
【持ち物】
米１/ ３合 エプロン 三角巾 筆記用具
【定 員】先着25名
†問い合わせ先†
こ ね がわ
さち
健康福祉課健康づくり係（担当 古根川 幸）
☎３－０５１１

障がい者虐待防止のための窓口を設置しました
「障がい者の虐待防止、障がい者の養護者に
対する支援等に関する法律（障害者虐待防止
法）」が10月に施行されました。
●通報の義務化
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した
人は通報する義務が課されます。
●窓口の設置
町では通報・相談窓口を設け、障がい者虐待、
権利の侵害の防止に努め、虐待の早期発見・早
期対応が可能となる体制を整え、関係機関と連
携し取り組んでいきます。
†問い合わせ先†
おお や ひで き
健康福祉課福祉係（担当 大家英樹）
☎３－０５１５
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毎月第３日曜日は
『家庭の日』
～ 家族の絆を深めましょう ～
家庭は、子どもの豊かな育ちにとって最も大
切な生活の基盤となるものです。
三重県青少年健全育成条例では、
「青少年の
健全な育成に関し、家庭の果たす役割について
理解を深めるため、毎月第３日曜日を家庭の日
とする」と定めています。
『家庭の日』を活用して、親子のふれあいや
家族の絆を深める機会にしていきましょう。
『家庭の日』には
○子どもと家族みんなで話し合いましょう。
○子どもと家族みんなで楽しみましょう。
○子どもと家族みんなでお出かけしましょう。
がんばって早めに帰宅し、一家団らんの機会
を増やすなど、
家族の絆づくりを進めませんか。
†問い合わせ先†
はたなかよしなり
健康福祉課福祉係（担当 畑中芳成）
☎３－０５１５

紀南病院組合看護師奨学資金貸与者の募集
平成25年度紀南病院組合看護師奨学金貸与者
募集をいたします。
【趣
旨】
看護師確保の為に看護大学（看護学
校）就学者に月５万円を貸与します。卒業後紀
南病院組合で貸与年数勤務しますと返還が免除
となります。
（正看護師のみ）
【対 象 者】平成25年から看護大学（看護学校）
に入学予定者の者（在学中の者も含む）
【募集人員】
５名程度
【受付期間】
10月９日
（火）～26日
（金）まで紀南
病院総務課で受付
【選考試験】
10月29日
（月） 15：00 ～
†問い合わせ先†
紀南病院総務課
☎２－１３３３

ＮＴＴ西日本発行の電話帳を配達・回収しています
ＮＴＴ西日本では、10月中に新しい電話帳を
お届けする際、環境保護や資源の有効活用のた
め、古い電話帳を回収しますので配達員へお渡
しください。
ご不在の場合は、改めてお伺しますのでご連
絡ください。
†問い合わせ先†
タウンページセンタ
☎０１２０－５０６－３０９

■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。

紀南地域にお住まいの障がいのある方に対し
て、年齢や障がい種別（身体・知的・精神）を
超えて地域で安心して社会生活が送れるよう、
障がい者の総合相談窓口を開設しています。
【対
象】
紀南地域にお住まいの障がい者とその家族
【利用時間】月曜～金曜 ８：30 ～ 17：00
【相談方法】訪問・来所・電話相談・ＦＡＸ等
【事業内容】福祉サービスの援助、日常生活・就
労・療育・権利擁護等に関する相談支援、サービ
ス支給決定に係る調査やケアプランの作成など。
†問い合わせ先†
あしすと（熊野保健福祉事務所）
☎０５９７－８５－４５００

９月30日から三重県の最低賃金が変わります
９月30日から三重県の最低賃金が７円引き上
げられ、「１時間当たり724円」になり、年齢・
雇 用 形態（パート・アルバイトなど）
を 問 わ ず、
全ての三重県内で働く方に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く方には、
別途、産業別最低賃金が定められております。
また、最低賃金の引き上げに対応するため、
経営面や雇用面といった様々な課題に取り組ま
れる事業主の方のための、無料相談窓口「中小
企業相談支援事業・津総合相談支援センター
（☎059－226－0033）
」
も合わせてご活用ください。
†問い合わせ先†
三重労働局賃金室
☎０５９－２２６－２１０８

司法書士無料法律相談会の開催
三重県司法書士会紀州支部では、無料法律相
談所を開設しますのでご利用ください。
【期
間】10月１日
（月）～５日
（金）
【場
所】各司法書士事務所
【相談内容】登記、
お金の貸し借りに関する問題、
裁判所への提出書類作成など、町民の方々が抱
えている身近な問題。
詳しくは下記までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
三重県司法書士会
☎０５９－２２４－５１７１

東紀州防災シンポジウムを開催します
地域のみなさまに対し、国土交通省・地元自
治体が一体となり、来る大規模災害に対する知
識・意識のより一層の向上を促進する事を目的
とした防災シンポジウムを開催します。
【主催】
東紀州防災シンポジウム実行委員会
（国土交通省中部地方整備局・三重県・紀北町・
尾鷲市・熊野市・御浜町・紀宝町）
【日時】
10月19日
（金）
【場所】
熊野市民会館
【時間】
13：30 ～ 16：45
【内容】
〔講演〕
川口 淳氏（三重大学大学院工学研究科
准教授）
、山本 正徳氏（岩手県宮古市長）
〔報告〕
堀江 勝樹氏
（三重河川国道事務所副所長）
〔パネルディスカッション〕
河上 敢二氏（熊野市長）
、竹内 策一郎氏（熊
野市新鹿町区長）
、梅山 和成氏（国土交通省
中部地方整備局長）ほか
【料金】
無料
†問い合わせ先†
東紀州防災シンポジウム事務局
☎０５９８－５２－５３６５

紀宝警察署メールボックス
全国地域安全運動の実施について
「安全・安心なまちづくりの日（10月11日）」
【実施期間】10月11日（木）～ 20日（土）
運動重点
○車上ねらいを始めとする自動車関連犯罪被害の
防止
○子どもと女性の犯罪被害防止
○振り込め詐欺被害の防止
地域が一体となって安全・安心なまちづくりに
取り組みましょう‼

秋季における山岳遭難の防止

～ 紅葉シーズン、楽しく登山をしよう ～
○１人で登らず、グループで登山を
○登山計画書の作成（登山ポストに投函、最寄
りの警察施設に提出）
○日帰り登山でも十分な装備品を携行する
○天候に注意し、早め早めの行動を
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０
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紀南圏域障がい者総合相談支援センター
「あしすと」をご利用ください
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かんきつ

対策室だより
㟢久保早生

かんきつ対策室だより

みなさんこんにちは。温州みかんの収穫も最盛期を迎え、みかんを積んで走っているトラックをよ
くみかけます。今年もおいしいみかんがたくさん実っています。

エサを減らしてサルやイノシシ等の数を抑えましょう
温州みかんの収穫が進むにつれ、家庭選別な
どにより出荷できない規格外のみかんも出てき
ます。規格外のみかんを山ぎわなどに捨てると
サルやイノシシなどの餌となってしまい、越冬
や繁殖時の栄養となり獣の数を増やしてしまい
ます。規格外のみかんを食べられることは収穫
前のみかんと違い、直接損害とはなりませんが、
先々の収穫の損害になります。特に今年は猟友
会のみなさんの努力によりたくさんのサル、イ
ノシシ、シカを駆除していただいており、獣の
数を少ないままにしておく機会でもあります。
出荷できないみかんは穴を掘って埋めたり、
柵で囲まれたみかん畑に捨てるなどして獣の餌
になりにくくする工夫をして、みかん畑や家庭
菜園を守りましょう。

山ぎわに捨てられたみかん

新規就農者支援事業（青年就農給付金）をご活用ください
国は、平成20年４月以降に独立・自営就農し、
「人・農地プラン」に位置づけられる、又は位置づ
けられることが確実と見込まれる農業者に年間150万円を最長５年間給付します。
給付条件
◦独立・自営就農時の年齢が45歳未満であること。
◦農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外
からの賃貸が主であること。
◦本人名義で生産資材の取引、農産物の出荷をしていること。
◦主要な農業機械・施設を所有している、又は借りていること。
◦前年の総所得が250万円未満であること。ただし前年に給付金を受給していた場合は、給付金
を除いた総所得が250万円未満であること。
などの条件を全て満たしている方が対象となります。
※「独立・自営就農時」とは、農地の権利を取得した時をいいます。
親元就農の場合は、親元就農から５年以内に親の経営の全部、又は一部を継承し親の経営から
独立した部門経営を行い、独立自営就農の要件を満たし経営開始すれば給付の対象となります。
※「人・農地プラン」とは、人と農地の問題を解決するため集落・地域における話し合いにより、今
後の地域の農地を担う経営体を決め、兼業農家などを含めた地域農業のあり方を計画したものです。
青年就農給付金受給者は「人・農地プラン」の中で地域の農地を担う中心となる経営体の１つとな
り、集落・地域における話し合いに参加します。
†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室
せ こ かつのぶ
（担当 瀬古勝信）
☎３－０５１７
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町長だより
No.55
みなさん、こんにちは。
最近の雨の降り方や昨年の台風な
ど、最近の気象はチョットおかしいな
という会話があちこちで聞かれます。
去年の東日本大震災を経験した日本
は、この経験以来、国を挙げて、あら
ためて日本が地震国であることを再認
識しているところですが、これまで
も特に三陸海岸の住民には明治29年
（1896年）と昭和８年（1933年）のふ
たつの三陸大津波の惨害が、胸に焼き
付いて離れなかったとのことです。そ
れでも、明治29年からは120年ほどが
経ち、昭和８年から昨年の平成23年ま
で80年ほどが経ち、その間、絶えずお
こたることなく、災害への備えを続け
てきた。その一方で、よもや昨年のよ
うな大津波に、みたび襲われるとは想
像していなかったと思います。
さて、この明治29年の三陸大津波な
ど災害の多い年に、あの誰もが知って
いる「雨にも負けず、風にも負けず」
の詩や数々の名作童話を書いた宮沢賢
治が今の岩手県花巻市に生まれていま
す。今回の便りはその賢治が教師だっ
た頃のエピソード（
「文芸春秋」10月
号より）を紹介したいと思います。
賢治は大正10年（1921年）
、新設で
２年制の稗貫農学校（現花巻農業高等
学校）に赴任したこと。朝は誰よりも
早く学校に来たこと。チャメッケも
あってよく生徒を笑わせたこと。とき
どき自作の童話を読み聞かせたこと。
ひえぬき

古川

弘典

午前中の２、３時間、数学、英語、科学、
土壌、肥料などの科目を教え、午後は
実習で、生徒とともに農場に出て、誰
よりもたくさん土を耕し、ニコニコ顔
で、しもごえを手にしたこと。教科書
よりも応用を重視したこと。口ぐせは
「実際問題ですよ」だったこと。大事
なことは身体に染み込むまで何回も繰
り返し、授業の終わりになると、黒板
に書いた文字を「これは忘れよう、こ
れも忘れよう」と消してゆき、今日は
これだけ覚えれば結構と黒板に残った
事項を再確認させたこと・・などなど。
上記のような特徴的なことが実にた
くさんあったそうですが、わたしは次
のエピソードに心打たれました。
災害の多い年に生まれた賢治は他人
の不幸を自分のものとして感じ取っ
た。盗癖のある生徒に、「おれの月給
は90円だが、いりようなら全部でもお
まえにやるから他人のものをとってく
れるな」と頼んだ。別の生徒が盗みで
つかまったときは、自分が責任をもつ
からと警察に行って身柄を引き受け、
のちには就職の世話までした、という
エピソードです。
教師になったのが25歳のころ。教師
生活は４年４か月。亡くなったのが昭
和８年（1933年）ですから38歳の生涯
だったわけです。
ちなみに石川啄木は賢治の10年ほど
前に現在の岩手県盛岡市で生まれてい
ますが、亡くなったのは27歳のときで
した。
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涼斗くん

かずひろ

だいすけ

あん

杏ちゃん
ま

し おり

真砂

や

志織ちゃん

すみ お

大介さん・麻矢さん

大門

よし こ

よういち

佳央さん・美子さん

しょうた

木

よう じ

おうすけ

央侑くん
ゆ

こう た

航太くん
あい こ

み

はる と

下

こ

遙斗くん

湊

り

お

な

莉緒奈ちゃん

なお き

れい な

直紀さん・伶奈さん

清水

まさたか

ふみ お

政隆さん・ちひろさん

あんじゅ

安珠ちゃん
し

ほ

文雄さん・志保さん

もんえい

おく つ
き

平成二十四年十月号

しの

門衛に なんじゃもんじゃの 花あかり 山本

な

こ くら

要子

智子

御浜町俳句会

かなかなや 亡き母偲ぶ 奥津城に（墓所） 後呂

織田 信勝

じゅうや く

十薬の 花の白さや 小暗がり

まご

か くいどり

須崎久美子

び

今回の表紙についてですが、尾呂志学園の
稲刈りです。今年の広報みはま６月号の表紙
で田植えを掲載しましたが、もう稲刈りの季
節となりました。５月に植えた苗は立派に育
ち、たくさんの稲穂を実らせました。生徒た
ちも、立派に育った稲をみんなで協力し刈り

いち じ つう か

ゆう し

び

朝夕の気温が下がり始め、少し肌寒く感じ
られるようになってきましたが、日中はまだ
まだ暑い日が続いています。

は

正枝

こく い

せせらぎ

さんぱつとう

おそ

あとがき

花火爆ず 一次通過と 孫の声

夕闇に 黒衣の勇姿 蚊喰鳥（こうもり） 浦

敦子

ゆうやみ

西

にわいけ

つづ

の

な つ やかた

庭池の 細流に微々 秋の声

まわ

の

や ようや

つえ

佐野 正巳

えんてん か

ひ ま わ り

わ

つま

炎天下 廻り続ける 散髪灯

き

おと

こう

向日葵の 伸びるだけ伸び 花遅し 前 たき子

榎本 宣子

むす こ

息子来て 我が家漸く 夏館

たお

つま

向井 春羊

ぼんそう じ

に ひき

盆掃除 倒れる音は 妻の杖

花井 祥子

うなぎ

もんどりに 鰻が二匹 夫の功

七海 笑涙

きりぎりす

昭

世帯数 4,325戸 （＋ ７ 戸）

な

ぼうさい び

女 05,048人 （＋ ９ 人）

す

もら

男 04,410人 （＋ １ 人）

か しゃ

長き貨車 過ぎて啼き出す 螽蟖

大平

じょうよう

常用の くすり貰いて 防災日

北斗 宇大

うぐいす な

人 口 9,458人 （＋10人）

濵口

章太さん・さちこさん 洋地さん・愛冴さん

陽一さん・友美子さん

涼しさや 鶯啼くか 夏の朝

せていただきました。

＊総務係の方へ投稿のありました北斗さんの句を併せて掲載さ

直接投稿される方へのお願いでございますが出来ますれば連絡

先も書き添えて下さいますようよろしくお願い申し上げます。

平成二十四年度第三十八回町民文化祭協賛「御浜町俳句会秋

＊お知らせ！

季大会」を十月六日
（土）午後一時 中央公民館三階研修室で

開催します。町民のみなさま多数のご参加をお待ちしています。

9月１日現在の人の動き

い

玲偉くん

♥

赤阪

市

れ

清水

和宏さん・あかねさん

♥

赤ちゃん／広報文芸／あとがき

平成24年７月１日～
31日届出分
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神志山

♥

阿田和

♥

まし
め
じ

取っていました。
機械による稲刈りが多い中、このような手
刈りを行うことは貴重な経験だと思います。
さて、今回の特集は、南海トラフ巨大地震
です。８月29日、内閣府は、南海トラフ巨大
地震について新たな報告を発表しましたが、
地震・津波の大小に関わらず、被害に遭わな
いという意識を持ち、いつ発生するか分から
ない地震・津波の対策を行っておくことが大
切です。
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。）

1 月

くら し の カレンダー 10

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

2 火

行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 役場１階会議室

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター

17 水

粗大ごみ収集日 7：00～15：00

貯筋体操教室 13：30～14：30 福祉健康センター

18 木

ありんこ広場 9：30～11：30 福祉健康センター

3 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（阿田和・尾呂志地区）

4 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

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 19：30～21：00 志原公民館

6 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

19 金

太極拳教室 19：30～21：00 志原公民館
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
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）

23 火 貯筋体操教室

13：30～14：30

志原東平見集会所

健康相談 14：00～15：00 下市木公民館
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） 24

9 火

水 ゴルフ教室

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
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）

11 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

25 木
26 金
27 土

12 金 ちょっと気になる子ども相談（予約制）

役場

29 月

太極拳教室 19：30～21：00 志原公民館

13 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

14 日

30 火
31 水

うんどう教室
（自主活動） 10：00～11：30 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
多重債務者相談（予約制） 10：00～12：00 役場１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）
貯筋体操教室 13：30～14：30 中立集会所
第２回こころの健康づくり講座 14：00～16：00 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

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
４か月児・10か月児健診（個別通知） 福祉健康センター
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
骨粗しょう症予防教室 9：30～13：00 福祉健康センター（要予約）
太極拳教室 19：30～21：00 志原公民館
各種がん検診 8：00～14：00 役場
ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター

28 日 資源持込日

子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター

16 火

子どもの広場（自主活動） 9：00～12：00 福祉健康センター

9：00～12：00

8 月 体育の日

15 月

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

20 土 ゴルフ教室

清掃センター

7 日

10 水

３歳児月児健診（個別通知） 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

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

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

（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

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

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
第３回こころの健康づくり講座 10：00～12：00 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
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

10月の納税期限
●町県民税
●国民健康保険税
●後期高齢者医療保険料
納期限

第３期
第４期
第４期

10月31日（水）

※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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松濤園

※総務課では、御浜町のイベント
や風景などの写真の提供を受け
付けています。
詳しくは総務課広報担当まで。

夕涼み会

みはま

８／９

広報

みて見てみはま

2012.10. No.522

８／２５

あいあい祭り

８月25日（土）に御浜町福祉健康センターで、
あいあい祭りが行われました。
祭りにはボランティアの方も含め、約630人
の方々が参加しました。
会場では、ジュース作り体験や折り紙体験な

人形すくいをする様子

どの他に、人形すくいや射的などが行われ、行
列ができるほど賑わっていました。
また、焼きそばやかき氷などの食べ物の販売
も行われており、
みなさん楽しまれていました。
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べながら、みなさん楽しまれていました。
また、
食事のあとにはスイカ割りも実施され、
スイカが割れると歓声が上がり、たいへん盛り
上がりました。

（平成24年10月１日発行）

８月９日（木）に松濤園で夕涼み会が行われ
ました。
食事は、松濤園のグラウンドでバーベキュー
がふるまわれ、おにぎりやお肉、野菜などを食

屋外で食事を楽しむ様子
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編集／総務課総務係

笑顔のあふれる夕涼み会の様子

