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町 の 財 政 状 況
町の財政状況

歳出（一般会計）
歳出規模は台風12号災害関連支出や御浜小学校屋内運動場改築工事をはじめ各種の事業の実施など
により48億7,376万円（前年度対比２億6,742万円）と増加しています。

歳入（一般会計）
歳入規模についても台風12号災害に係る国県支出金等の大幅増などにより53億5,379万円（前年度
対比４億2,685万円）と増加しています。

収支（歳入と歳出のバランス）
歳入歳出の差引額から繰り越した事業の財源を除いた実質収支は４億4,314万円となり、黒字を維
持しています。このうち２億3,000万円は、今後、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、２億1,314万円を24年度に繰り越しています。
歳入・歳出決算額の推移
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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、84.0 ％ と、
県 下 平 均85.9 ％ 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、７億2,962
万円で前年度比3,071万円減少し
ています。
一方、町債残高は、41億1,232万
円で前年度比986万円増加してい
ます。
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財政調整基金、町債残高の推移（億円）
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－ 平成 23 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
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それぞれの比率は改善されてきていますが、
実質公債費比率、
将来負担比率ともに県下平均を下回っ
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。
○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。

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†
総務課企画財政係
おく だ やすひろ

（担当 奥田恭大）
☎３－０５０５
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町の財政状況

健全化判断比率

地震・津波等 の 緊急情報 が あなた の 携帯電話 で
受信できるようになりました
緊急速報

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、町が配信する災害・避難情報を、携帯電話で受信する
ことができるようになりました。
このサービスは、NTTドコモやａｕ、ソフトバンクが提供するメールサービスで、新たな費用負
担や事前に登録することなく、みなさんに緊急情報を配信するものです。

◆ 受信エリア
町が配信する災害・避難情報は町内に滞在している場合のみ受信できます。
例えば、あなたが津市に滞在している場合は、御浜町の災害・避難情報は受信できませんが、津市
が配信する災害・避難情報を受信します。つまり、現在、あなたが滞在している市町村が配信する緊
急情報を受信できるサービスです。

◆ 配信する緊急情報
気象庁が配信する情報
①緊急地震速報、②大津波警報、③津波警報
※緊急地震速報や津波警報が発表された場合、配信され
ます。

御浜町が必要に応じて配信する情報
（災害・避難情報）
①避難準備情報（ライフライン情報等を含む）
②避難勧告、③避難指示、④警戒区域情報、⑤津波注意報、
⑥津波警報、⑦大津波警報、⑧指定河川洪水情報、⑨土砂
災害警戒情報、⑩東海地震予知情報、⑪弾道ミサイル情報、
⑫航空攻撃情報、⑬ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、⑭大規模

御浜町災害対策本部から
○○地区への避難勧告につ
いてお知らせします。
○○川の、水位が上昇す
るおそれがあるため、○○
地区に避難勧告を出しまし
た。○○地区のみなさんは
避難場所の○○に避難して
ください。
(三重県御浜町)

テロ情報
※職員が手動で配信するため、災害の規模や通信状態等に
より、必ず全ての情報が配信される訳ではありません。

避難勧告の配信例

◆ 受信及び対応機種について
御浜町では、ＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンクの携帯電話を所有している方が災害・避難情報を
受信できます（11月１日現在）
。これは各携帯電話会社と各市町村の契約によるもので、滞在する市
町村によっては受信できない市町村もあります。（気象庁が配信する緊急地震速報等の情報はこの限
りではなく、関係するすべての市町村で受信できます。
）
また、一部の機種では受信設定が必要であったり、受信できない機種がありますので、ご不明な点
は、各携帯電話会社のホームページをご覧になるか、携帯電話購入店やお近くの携帯電話ショップに
お問い合わせください。

4

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
平成20年６月から既存住宅への火災警報器の
設置が義務化されています。火災警報器はホー
ムセンターやガス販売店等で購入することがで

住宅用火災警報器

ビビー
ビビー

ていますか。

きます。
現在、未設置であることに対する罰則はあり

火事を早期に発見

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

逃げ遅れを防止

うお願いします。

11月９日（金）～15日（木）は、秋の全国火災予防運動週間
火災予防のための3つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
†問い合わせ先†
さ き も り

防災課防災係（担当

－防 人 の独言
災害に備える

にし

ゆう き

西 優輝） ☎３－０５０７

No.1 －

みなさんは食糧や飲料水を備蓄していますか？
防災課

西

優輝

私が大学時代に一人暮らしをしていた時には、買い物は少なめにし、その日の食事の分だけを買っ
てきて、できるだけ家に、食べ物は置かないようにしていました。
近所にコンビニやスーパーがあったので、急に食べる物が必要になってもすぐに、買うことができ
ると思っていたからです。
しかし、３・11の東日本大震災をきっかけに、私の考えは変わりました｡ 大規模災害が起きた時に
は、物流機能が麻痺し、コンビニやスーパーに商品が届かなくなり食糧が買えない事態が予想されま
す。また、道路や鉄道など交通網が寸断された場合は、救援物資が届くのにも一定の日数がかかるで
しょう。
今の私は、１日３ℓ×３日分、
計９ℓの飲料水を常に備蓄しています。また、
食糧は、
ある程度ストッ
クできる食べ物を、普段から多めに買うようにしています。
（少しもったいないと思われる方は、ホー
ムセンター等で売っている保存可能な非常食を買ってみてはいかがでしょうか？）
町では、災害に備えて一定の食糧等を備蓄していますが、すべての住民のみなさんの分を備蓄する
ことはできません。大きな災害が頻繁に起こるというわけではありませんが、万が一に備えて、１人
３日分の食糧、飲料水を各自で備蓄しましょう。
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御浜みかん祭り
御浜みかん祭り

早生温州みかん品評会
農家のみなさんが大切に育て
た早生温州みかんを出展。販売
もあるよ！

物産テント村
物産テント村では、様々なお
店が出店されます。

【日

時】11月４日（日）10：00 ～ 15：00（小雨決行）
※中止の場合、防災無線でお知らせします

【場

所】道の駅

【主

催】御浜みかん祭り実行委員会、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

パーク七里御浜駐車場

お楽しみ抽選会

みかんゲームコーナー

物産テント村で500円お買い
上げごとに、素敵な特産品等が
当たる抽選券を１枚進呈！
（２枚で１回抽選できます。）

みかんをテーマにしたゲーム
コーナーが登場！楽しみながら
商品をゲットしよう！

みんなのステージ
「歌う！踊る！芸達者！」が
パフォーマンスイベントを開催！

無料法律相談所
家や土地、お金のことや日常生活のトラブルなど、身近な法律問
題について、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務
士に相談して解決の糸口を見つけませんか？

†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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○旬の海・山の幸、地元特産品販売
（みかんジュースや農産物に、干
物などなど、多数出店）
○長野県梓川のお店（リンゴ販売）
○熊野みかんカレー（町産みかん
を使用した新商品）
○Ｂ級グルメ（津ぎょうざ、亀山
みそ焼うどんなど)
○ １ 丁100円 で 先 着100名 様 に
包丁研ぎ（１名様２丁まで）
その他にも、たくさんのお店が
出店されます

紀州犬ふれあいコーナー
御浜町発祥の天然記念物、紀
州犬。かわいい子犬や立派な成
犬とふれあえるよ！

平成25年度

町内保育所園児募集
保育所園児募集

町では、平成25年度の保育所園児を募集しま
す。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）
について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。
【受付期間】11月１日（木）～ 14日（水）
【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・負傷又は精神若しくは身体に障がいを
有している
◦長期にわたり病人などを常時介護している
◦家庭が災害を受けその復旧にあたっている
◦その他特別の事情がある
【提出書類】
①入所申込書
②就労証明書（仕事をしている方）
③診断書（病気の方）
※①②の用紙は申し込み先に用意しています。

保育年齢と通常保育時間
保育年齢

通常保育時間

阿田和保育園 １～５歳児 ７：40 ～ 16：00
市 木 保 育 所 １～５歳児 ７：40 ～ 16：00
尾呂志保育所 ２～５歳児 ８：00 ～ 16：00
志 原 保 育 所 ０～５歳児 ７：40 ～ 16：00
※０歳児の定員は３名、１歳児の定員は各５名
です。
※０歳児の対象年齢は、平成24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
原保育所で平日18：00まで実施します。
延長保育を希望する方は、希望する保育所
（園）に、
「入所申込書」とあわせて「延長保育
申請書」を提出してください。
※延長保育利用者は、原則午後４時以降も働い
ている世帯のみを対象としています。
延長保育料
通常保育料に加え別途月額2,000円（２人目
以降は1,000円）
詳しくは各保育所及び健康福祉課までお問い
合わせください。
†問い合わせ先†
●阿田和保育園 ☎２－２０７１
●市木保育所 ☎２－２３４８
●市木保育所分園尾呂志保育所☎４－１０４９
●志原保育所 ☎２－００５８
●健康福祉課福祉係 ☎３－０５１５
（担当

はたなかよしなり

畑中芳成）
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イチギまちかどエクササイズ参加者募集
運動を始めたい方、今の運動により磨きをかけたい方におすすめです。
イチギまちかどエクササイズ参加者募集

先進的な運動プログラムに参加してみませんか！
三重大学認知症医療学講座・ヤマハ音楽振興会との共同事業です。
特色として、脳の検査（ＭＲＩ）・血液検査・心理検査等が受けられます。
（１年後にも検査を受け
ていただきます。）
【対

象】町内在住の65歳以上の方
◆介護保険の認定を受けていない方
◆１年間、週１回程度の運動に参加できる方
◆会場まで自分で通える方

【定
【参

員】男性：先着10名、女性：先着30名
加

※定員になり次第、終了します

費】無料

【申 込 期 間】
11月30日（金）まで
【今後の予定】
日

程

場

所

容

説明会

平成24年12月７日（金）
13：30～（約１時間）

福祉健康センター

検査・教室の詳しい説明

検

査

平成25年１月～２月

紀南病院

脳の検査・血液検査・肺活量・
心理検査等

室

平成25年４月～平成26年３月
（１年間）

福祉健康センター

リズム体操など６種類の運動
月３～４回
金曜日：午後
（約１時間）

教

１年間続けて頂いた参加者の声
やなぎもと

柳本さんご夫妻
ひ ろ し

博史さん（83歳）： 町のみなさんとお会いでき、気分
も体力も向上できて、生活全般に
プラスとなりました。

あ つ こ

集子さん（75歳）： 日頃使わない筋肉を動かす運動か
ら、声の出し方、息のし方等、色々
な運動内容が組み込まれているた
め、本当に有り難く思っています。
†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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内

生ごみ減量化研修会 を 開催します
ダンボール箱や設置型コンポストを使った堆肥づくりを楽し
生ごみ減量化研修会／生ごみ減量化実証モニター募集

みながら学びます。自分で作った堆肥を使って、畑で野菜を育
てたり、プランターで草花を咲かせてみませんか？
【開催日】12月２日（日）
【場

所】役場くろしおホール（庁舎屋外での実演もあります）

【講

師】大垣市環境市民会議ダンボールコンポストネットワーク
そ ば じ ま じゅん こ

代表
【主

傍島 潤 子さん

催】御浜町生ごみ減らし隊・御浜町
講座１

○ダンボール箱で生ごみを堆肥にしてみよう！（ダンボールコンポスト）
【時間】
10：00 ～ 11：30
【内容】
ダンボールコンポストの使い方、生ごみの分解のしくみなどのお話。ダンボールコンポ
ストを使用中の方へのワンポイントアドバイス。
※アドバイスをご希望の方はコンポストをご持参ください。
講座２
○落ち葉や雑草も堆肥にしてみよう！（設置型コンポスト）
【時間】
13：30 ～ 15：00
【内容】
屋外で使用する設置型コンポストを使った、落ち葉や雑草、刈り草、剪定くずなどの堆
肥化の実演。
※講座１、２のいずれか１つでも受講できます。
参加希望の方は、11月26日（月）までにお電話でお申し込みください。
たくさんの方のご参加をお待ちしています。
†問い合わせ先†

生活環境課環境係（担当

はしむらもりひろ

橋村守裕） ☎３－０５３１

生ごみ減量化実証モニター募集！
自分の家の生ごみを使って堆肥をつくってみませんか？
ダンボールコンポストと密閉式容器（ＥＭ）の効果を実際に検証していただくモニターを募集します。
【人数】各15名（先着順）
【内容】どちらかの方法で２～３ヶ月間、生ごみを家庭で処理していただき、簡単なアンケートにお答
えいただきます。
※資材等は町からお渡しします。
【締切】11月15日
（木）までに生活環境課までお申し込みください。
†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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市木保育所

尾呂志学園

御浜中学校

秋

の

大

志原保育所

阿田和小学校

10

御浜小学校

市木保育所

尾呂志保育所

御浜小学校

神志山小学校

阿田和保育園
尾呂志学園

志原保育所

阿田和小学校

御浜中学校

運

動

会
阿田和中学校

阿田和保育園
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神志山小学校

御浜町敬老会 を 開催します
はやし だ

ま

ゆ

こ

敬老会／人権標語

本年は、
『林田麻友子さん』による笑いあり、
涙ありのトークで脳を活性化させてくれる介護
予防講演と、
『劇団さむらい』による大衆演劇
と歌謡舞踏ショーなどを予定しています。
入場無料ですので、みなさん、どうぞご参加
ください。
【日 時】11月17日（土）
開場12：30 開演13：00 ～ 15：30
【場 所】中央公民館
【対象者】町内在住の65歳以上の方
※付き添いの方も一緒に参観できます。
【内 容】
◦介護予防講演 林田麻友子氏
テーマ「笑いと音楽で脳を活性化
人生を大いに楽しもう」
◦大衆演劇 歌謡舞踏ショー 「劇団さむらい」

林田 麻友子 氏
奈良県生まれ。ＮＨＫの
ど自慢チャンピオン、日本
テレビ「ルックルック女の
のど自慢」でＡ賞を受賞。
幼稚園教諭免許を取得。歌
と音楽を通し、一緒に輪唱
しながら脳の活性化と心と
身体のバランスを取り戻し、
波乱万丈な人生体験からの
講話で笑いと楽しいひとと
きをみなさまに提供します。

※対象者には参加記念品として、介護予防グッ
ズのプレゼントがあります。
※当日は、送迎バスを運行します。送迎バスを
希望される方は11月５日までに健康福祉課に
お申し込みください。

劇団さむらい
日本に根付く大衆
演劇を根底に、懐メ
ロから最新の演歌
ヒット曲を歌謡舞踏
ショーに乗せ、忘れ
かけた日本の心を誰
にでも判りやすく、
そして楽しくお届け
します。

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

平成24年度

御浜町人権標語決定

今年も町内各小学５・６年生のみなさんに人権標語を募集しました。たくさんの素晴らしい作品の
中から３点を御浜町の人権標語として決定しましたのでご紹介します。

優秀賞

『とり戻そう優しい心と正義感』

佳

作

『優しい言葉は心に残る 悪い言葉は人を傷つける』

佳

作

『
「おはよう」のあいさつ一つで友達だ』

†問い合わせ先†
教育委員会生涯学習係
みなみ
のり こ
（担当 南 紀子）
☎３－０５２６
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尾呂志小学校

５年

阿田和小学校
御浜小学校

たか た

高田

６年

６年

ほら

ひかる

熙 さん

たか ゆき

洞 貴之 さん
いし だ

ひかる

石田 光 さん

個人住民税 は 給与天引き で 納税してください
給与所得者の個人住民税（町・県民税）は、法律により、雇い主が給与から特別徴収（天引き）し、

○所得税は源泉徴収しているけれど、町・県民税は特別徴収していないということはありませんか？
○原則として、パート・アルバイトを含むすべての人から特別徴収をする必要があります。
○税額の計算は町で行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。

従業員のみなさんには次のようなメリットがあります
○納税の手間が省けます。
○普通徴収が原則４回払いなのに対して、12回払いとなるので、１回あたりの負担が軽くなります。
三重県と県内全市町では、町・県民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。特別徴収を行ってい
ない事業所は、特別徴収の手続きをお願いします。
手続きの詳しい事については、税務住民課までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
税務住民課税務係
（担当

しも

ひろまさ

下 博昌）

☎３－０５１０

年金だより

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
が送付されます

～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、所得税及び住民税の申告
時 に、 そ の 年 の １ 月 １ 日 ～ 12月31日 ま で に
納付した保険料の全額が社会保険料控除の対象
となります。
年末調整や確定申告で国民年金保険料を控除
するときは、「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」の添付が必要です。
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、申告等の時期まで大切に保
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。
配偶者やお子さん等ご家族の分の国民年金保
険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料
控除の対象となりますので、ご家族あてに送ら

れた控除証明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、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。
†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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個人住民税給与天引き／年金だより

従業員の方に代わって町に納税することになっています。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

獣害対策事業補助制度２期分を募集します

肝炎ウイルス検査を実施します

現在、獣害対策事業補助制度２期分の募集を
行っています。申請期限は11月15日までとなり
ますので、期限内に申請をお願いします。また、
申請条件である獣害対策研修は下記日程で開催
します。
【研修会開催日時】11月７日
（水）19：00 ～
【開催場所】役場３階くろしおホール
○獣害対策事業補助制度とは
町が指定する研修会を受講した人が設置する
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、いずれか低いほうの金額で、平成24年４
月以降に購入したものが対象となります。
†問い合わせ先†
まえ
わたる
産業建設課産業振興係（担当 前 亘）
☎３－０５１７

町では今年も肝炎ウイルス検査を実施します
ので、今まで受けたことのない方は、ぜひご利
用ください。
【対 象 者】
40歳以上で過去に肝炎ウイルス検診
を御浜町で受けたことのない方
【日
時】
12月９日
（日）
【受付時間】
９：00 ～ 11：00
【場
所】
福祉健康センター
【料
金】
700円
【申
込】
11月29日までに申し込みください。
※定員になり次第締め切ります。
†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

健康相談を実施します
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。希望者には血圧・検尿もあ
りますのでお気軽におこしください。
【日 時】12月４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”
【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

各種がん検診を実施します
【実施日】12月９日
（日）
【場 所】福祉健康センター
【予 約】11月29日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

時間

対象
料金（円）
検診当日満40
1,400
胃がん検診
８：00～10：00
歳以上の方
９：00～11：00 検診当日満30
乳がん検診
1,200
（エコー）
13：00～14：00 歳以上の方
検診当日満20
1,300
子宮頸がん検診 13：00～14：00
歳以上の方
８：00～11：00 検診当日満40
大腸がん検診
900
13：00～14：00 歳以上の方
検診当日満40
600
前立腺がん検診 ９：00～11：00
歳以上の方
※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（担当
☎３－０５１１
14

こ

ね がわ

古根川

さち

幸）

ランクアップ糖尿病予防教室を実施します
町では糖尿病予防のための教室を開催します
ので、この機会にぜひ参加ください。（事前予
約要）
●第１回
「糖尿病にならない！毎日の過ごし方」
【日 時】
12月３日（月）９：30 ～ 13：00
【参加費】
300円（材料費）調理実習・試食あり
※講話のみの参加も可
●第２回「糖尿病予防最前線！～最新の予防法
と治療についてお伝えします～」
【講 師】
三重大学健康管理センター所長・教授
住田安弘医師
【日 時】
12月12日
（水）13：30 ～ 15：00
【参加費】
無料
※講話後、
住田医師による個別相談会もあります
両日とも福祉健康センターで開催します。参
加希望の方は教室実施の５日前までに申し込み
ください。
†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
すみ

だ

やすひろ

人権啓発・男女共同参画講演会を開催します
毎年11月11日～ 12月10日は「差別をなくす
強調月間」です。
【日 時】
11月14日
（水）18：30 ～
【場 所】
役場 ３階くろしおホール
【講 師】
ＮＰＯ法人子どもステーションくまの
理事長 田岡陽子さん
【テーマ】
「地域の子育ち支援者」
【入場料】
無料
※託児：有り（電話予約）
†問い合わせ先†
みなみ
のり こ
教育委員会生涯学習係（担当 南 紀子）
☎３－０５２６
たお か よう こ

■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。

16歳で亡くなった一人の少女が残したメッ
セージ「たった一つの命だから・・・」
命を正面から考え、共に感動し、生きる力が湧
いてくる朗読会ですので、ぜひご参加ください。
【日 時】12月５日
（水）13：30 ～ 15：00
【場 所】中央公民館
【内 容】社団法人「たった一つの命」による朗読
【対象者】地域のみなさん
※入場は、無料です。
†問い合わせ先†
阿田和中学校区人権教育推進協議会
（阿田和中学校内）
（担当 楠 卓也）☎３－００１１
くすのき

たく や

「三重の聖地展」と「図書館セミナー」の開催
三重県の信仰や聖地について理解を深める機
会として、三重県立図書館との共催により「三
重の聖地展」と宗教人類学者・植島啓司氏をお
招きして「図書館セミナー」を開催します。
◦「三重の聖地展」
【期 間】11月６日～ 12月末
【場 所】中央公民館図書室
◦図書館セミナー：
「聖地熊野の不思議を語る」
【日 時】12月８日
（土）16：00 ～ 17：30
【場 所】熊野倶楽部 馳走庵
※先着100名様です。中央公民館までお申込み
ください。
†問い合わせ先† さ ら た ま ゆ み
中央公民館（担当 更田真弓）
☎２－３１５１
うえしまけい じ

ひとり親集まれ！ フェスタが開催されます
【開催日時】11月18日
（日）10：00 ～ 14：00
※雨天の場合は11月25日
（日）
【場
所】鵜殿運動場（まなびの郷の下）
【参加対象】ひとり親家庭又は寡婦世帯の方
【人
員】母子・父子親子30組、寡婦50人
【参 加 料】大人1,000円、小人無料
【内
容】グラウンドゴルフやミニ運動会
※準備物・お弁当は会で用意しますので、各自
お茶をご持参ください。
【申込方法】11月５日（月）までに下記役員まで
電話で申し込みください。
†問い合わせ先†
東紀州母子寡婦福祉会
◦間下（☎２－１４３９）
◦樋口（☎２－０２０１）

「子育て支援講演会」のご案内
【講

情報コーナー

「たった一つの命だから」朗読会が開催されます

師】
三重県立神戸高等学校長
森川 泉 氏（臨床心理士）
【演 題】
「子どもの心の理解とその対応」
【日 時】
12月１日
（土）14：00 ～
【場 所】
役場３階くろしおホール
※一見理解できない子どもの言動にも背景には
必ず「なんらかの理由」があります。その理
由を知ることは、子どもを理解し成長を支え
ていくことに繋がります。
みなさんのご参加をお待ちしています。
†問い合わせ先† 熊野教育支援センター
☎０５９７－８９－５９４５（託児所を用意）
もりかわ

いずみ

青色申告決算・年末調整説明会が行われます
青色申告をされている個人の方を対象とした
決算及び源泉徴収義務者の方を対象とした年末調
整の事務手続などについての説明会を行います。
【月 日】
11月22日
（木）
【場 所】
役場３階くろしおホール
【時 間】
青色申告決算説明会 10：00 ～ 12：00
年末調整説明会
14：00 ～ 16：00
※持参いただく書類など詳しくは下記まで問い
合わせください。
†問い合わせ先† 尾鷲税務署
青色申告決算説明会については
個人課税第一部門☎０５９７－２２－２２２４
年末調整説明会については
法人課税部門☎０５９７－２２－２２８５

陸・海・空自衛官の募集
防衛省では、平成25年春採用予定の陸上自衛
隊高等工科学校生徒を募集しています。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

試験日

受験資格

平 成24年11月 １次 平成25年１月19日
陸上自衛隊高等
15歳以上17歳
１日～平成25 ２次 平成25年２月２日
工科学校生徒
未満の男子
年１月７日
～５日（うち１日）
自衛官候補生 年間を通じて行
18歳以上27歳
受付時にお知らせします。
（任期制隊員） っております。
未満の男子

†問い合わせ先† 自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７－８５－２２１４

紀宝警察署メールボックス
民事介入暴力巡回無料法律相談の開催について
【実施日時】11月９日（金）13：00 ～ 16：00
【開催場所】尾鷲中央公民館 小会議室
尾鷲市中村町10－41
暴力団からの不当な要求に泣き寝入りせず、勇
気を持ってご相談ください。
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０
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かんきつ

対策室だより
早生温州

かんきつ対策室だより

みなさんこんにちは。秋の深まりとともに、極早生温州の収穫も終わり早生温州の収穫が始まりま
した。消費地では非常に評価の高い早生マルチの登場です。みなさんも１度食べてみてください。

「みえの一番星」を津市でPRしました
ＪＡ三重南紀は、去る９月20日「みえの一番
星」を消費地である津市でＰＲしました。石垣
副知事に今季の出来ばえを報告し、県庁内外で
関係機関約30ヶ所を巡回して「みえの一番星」
のおいしさを伝えました。正午からは津駅前で
消費宣伝のため約300ネットのみかんを配りま
した。街を行き交う人たちはみかんを手にして
「こんな早い時期にハウス栽培でないみかんが
あるの？」と驚いていました。駅前ではサマー
フレッシュの果汁を使った焼酎を扱っている居
酒屋やみえ南紀みかんを扱っているスーパー
マーケットのチラシを配り、販売促進に努めま
した。

「みえの一番星」を津市駅前でＰＲ

「人・農地プラン」を作成しています
今、日本中の農村で高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など５年後、10年後の展望を描けない
地域が増えています。御浜町でも高齢化、後継者不足、耕作放棄地は解決すべき重要な課題です。国
は地域での話し合いで「人と農地の問題」を解決することを勧めています。
今後、町では地域農業の将来像をどう描くのか、地域の中心となる農家へどのようにして農地を集
め産地を維持していくのかを地域で話し合い、農業委員をはじめとする「人・農地プラン」検討委員
会のみなさんと共に地域農業マスタープランを作成します。
検討委員会で「人・農地プラン」に位置づけられ、一定の基準を満たす農家は、青年就農給付金、
農地集積協力金、スーパー L資金の当初５年間無利子化などの支援を受けることができます。特に認
定農家となっているみなさんは地域の中心となる農家としてプラン作成の原案をつくる話し合いにぜ
ひ参加していただきますようお願いします。

新規就農者用の住居を探しています
三重南紀元気なみかんの里創生プロジェクト協議会では新規就農者を迎える施策として
「紀南農業・
農村担い手対策事業」を進めています。その中の１つの事業として新規就農者の住宅の確保をしよう
としてます。新規就農者が住めるような空き家情報の提供をお待ちしています。
†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.56

古川

こんにちは
町のそこここで秋の深まりを感じさ
せられますが、みなさん、お忙しい毎
日をお過ごしのことと存じます。
時の話題はほんとに早く移ろいます
テレビなどマスコミをにぎわせる話
題は京大山中教授のノーベル賞のよう
な喜ばしい事々につけ、東日本大震災
や紀伊半島12号台風災害など、あって
ほしくはない喜ばざる事々につけ、あ
るいは国際問題、国内政局問題など、
どれもが重要な問題であることを理解
しつつも、マスコミでの取り上げブー
ムが収まってしまうと、
またたく間に、
われわれの関心から薄れてゆきます。
一年前の今頃、２年前の今頃、ある
いは、わずか半年ほど前のことであっ
ても、あれ、何が騒がれていたんだっ
たか、問題は何だったかな、と思い出
すのに苦労するようなことが多いので
はないでしょうか。実に人の世の話題
は移ろいやすいものです。
そんな中で、
申し上げるまでもなく、
御浜町行政として、自分たちの地域に
とっての大事な問題は、一時のマスコ
ミ報道的な盛り上がりに翻弄されるこ
となく、地道に、継続的に、根気強く
取り組んで行かなければなりません。
ほ ん ろ う

各地域の自主防について
現在、御浜町は62の自主防災組織が
あります。役場においては、この４月
に４名の課員体制で防災課を設置し、
同時に全職員に自主防災の支援業務を
するべく兼務辞令を発令しております。
御浜町の防災を地域に根付いたものに
していくために、様々な取り組み方、

弘典

強調すべき方法論がある中で、自助、
共助、公助を合わせた、言わば、三位
一体ともいうべき考え方が地域住民の
共通認識、合意になる必要があります。
これまで防災のプロである三重大の川
口先生などを招いて自主防支援に向け
ての研修や庁内体制づくりなどの準備
をして参りました。
今後に向けて
もちろん、各地域によって、これま
での取り組みに温度差があることを認
めた上でのことですが、みなさんお一
人お一人は、現在、組織されている62の
自主防災組織のどれかに属しています。
さて、自分が属している自主防組織
の会長さんをどなたが引き受けてくれ
ているかご存知でしょうか。
活発に活動している組織では、いく
つかの自主防が一緒になって一体的に
活動しているところもありますし、一
方、会合や避難訓練などがほとんど行
われていない自主防組織もあるという
のが実情です。
既にしっかりとした取り組みを続け
ておられる組織には敬意を表するもの
でありますが、今後、それぞれの自主
防が、自分たちの命や地域を守るため
に、避難のルート確認やいざというと
きの動き方など、さまざまの問題点を
共有し、地域の実情に合った方法を探
りながら、例えば、保育園や小学校、
中学校などの取り組みに地域のみなさ
んが一緒に参加していただく提案な
ど、自主防支援を進めるべく、この10
月から各担当が積極的に各組織に関
わっていっておりますので、よろしく
お願い致します。
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克和さん・裕紀子さん
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しょう こ

み
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き

笑子

御浜町俳句会

真砂

みち ぶ しん

は

夏果てる

平成二十四年十一月号

尾崎喜美子

の

見送りを 橋まで延ばす 十三夜

康

おそ

敬老日 孫に教わる スマートホン

出口

清

で みせ

しめ

豊作を 感謝で示す 道普請

濱浦

な

砂浜に 人無き出店

小野はるみ

で ばん

昼夜とも気温が下がり、秋らしくなりま
した。
秋の行事として町内各学校、保育所で運
動会が行われました。台風や雨の影響で順
延や延期になるところもありましたが、無
事に町内すべての学校、保育所が運動場で
行われました。児童・生徒たちは、日ごろ

な つき

秀三さん・菜月さん

稲刈や 雨また雨に 出番なし

は ち じょう ま

よ

美鈴

き

ディの日を シーツバレーで 秋に入る 矢口

勝

き きょうい ち り ん

あとがき

ひな た

暖太くん

しゅうぞう

博憲さん・美紀さん

いつまでも 聴ていたい夜 虫の声 矢口みずは

石田

黄渓

きょうや ど

京宿の 桔梗一輪 八畳間

杉目

世帯数 4,325戸 （± ０ 戸）

かみ

女 05,047人 （－ １ 人）

ぬ

男 04,415人 （＋ ５ 人）

秋風や 抜けゆく髪も わが人生

貞

希世

こ どうちゃ や

きん お ばな

ふと

谷口

行雄

の

こと ば

いちざん

ひまわりの みなうなだれて 雨太し 湊

入道雲 杖立てかけて 古道茶屋

須崎

幸子

つえ

透明な 風に乗りたり 糸とんぼ

下川

米子

とうめい

敬老日

中納

ひ

し ゅ ぎょく

母われに 珠玉の言葉

金尾花

いり

入ッ陽に 向きて一山

人 口 9,462人 （＋ ４ 人）

ゆう な

勇凪くん

ひろのり

高志さん・昇子さん

10月１日現在の人の動き
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こう き

巧輝くん

神志山

♥

市

♥

♥

平成24年８月１日～31日届出分

の練習の成果を十分に発揮していたのでは
ないかと思います。
今月号の表紙もそうですが、10・11ペー
ジと運動会を取り上げました。児童・生徒
たちは、楽しみつつも真剣に競技などに取
り組んでいました。来春、卒園・卒業を控
えている子どもたちは、思い出作りにと最
後の運動会を楽しんでいたことでしょう。
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。）

くら し の カレンダー 11

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

1 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

2 金
3 土

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
文化の日

17 土

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
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

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター

20 火

卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校
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）

貯筋体操教室 13：30～14：30 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
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）
いきいきシニア教室 13：00～15：00 福祉健康センター

8 木 貯筋体操教室

10：00～11：00

中央公民館

３歳児健診
（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
子どもの広場（自主活動） 9：00～12：00 福祉健康センター
子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター
ちょっと気になる子ども相談
（予約制） 役場
太極拳教室 19：30～21：00 志原公民館

10 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

11 日

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

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

21 水

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
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

9 金

役場

いきいきシニア教室 9：30～13：00 福祉健康センター

ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター

卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

7 水

8：00～12：00

19 月 バレーボール教室

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

6 火

ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター

18 日 資源持込日

4 日
5 月

敬老会 13：00～15：30 中央公民館

22 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
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

23 金 勤労感謝の日
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

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）

27 火 いきいきシニア教室

9：30～11：00

福祉健康センター

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
のびのび療育相談 紀南病院すこやかルーム（予約制）

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
うんどう教室（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター 28 水
12 月
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区） 29 木 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
13 火
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

14 水

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

15 木

19：30～21：00

志原公民館

11月の納税期限

粗大ごみ収集日 7：00～15：00

●固定資産税

第４期

１歳６か月児健診
（個別通知） 御浜町福祉健康センター

●後期高齢者医療保険料

第５期

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

16 金

30 金 太極拳教室

納期限

11月30日（金）

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 19：30～21：00 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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養護老人ホーム松濤園

※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。

敬老祝賀会

みはま

９／１３

広報

みて見てみはま

2012.11. No.523

９月13日（木）に養護
老人ホーム松濤園で敬老
祝賀会が開催されました。
この日は、88歳を迎え
た４人の方と満100歳を
迎えた宮田よりゑさんの
長寿を祝いました。
宮田さんに健康の秘
訣をお伺いすると、「よ

祝いを受ける宮田よりゑさん（前列中央）

９／２６

高齢運転者交通安全教室

９月26日
（水）に紀伊自動車学校で高齢運転

安全を確かめながら後退操作をする様子

習できない急ブレーキを体験していました。

者交通安全教室が行われました。
講習は「秋の全国交通安全運動」行事の一環

また、講習終了後には講習における参加者の
評価も発表され、満点を取っている方も見え、

として開催され、参加者は、後退操作や普段練

交通安全の意識の高さがうかがえました。

〒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/

講習について説明を受ける参加者
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（平成24年11月１日発行）

また、祝賀会では、入
園者の方も含めて祝宴も
開かれ、みなさん楽しま
れていました。

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

く食べること」とおっ
しゃっていました。そし
て、今回の長寿の祝いを
喜ばれていました。

