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「御浜町緊急地震・津波対策行動計画」を 策定しました
緊急地震・津波対策行動計画

一昨年に発生した東日本大震災は、国内観測史上最大の大地震と巨大津波により想定をはるかに超
えた甚大な被害をもたらしました。
東海・東南海・南海地震の脅威にさらされている御浜町においては、この事実を真摯に受け止め、
この教訓に学ばなければなりません。
昨年４月から、防災対策を町行政における最重要施策と位置づけ、
「御浜町緊急地震・津波対策行
動計画」の策定に取り組んできました。この計画は、「御浜町地域防災計画（震災対策編：災害予防
計画）
」の対策の中から、平成24年度から26年度までの３ヵ年に緊急かつ重点的に取り組む事業を取
りまとめたもので、
「地震に備える」
「津波から逃げる」を最優先課題に対策を講じるためのものです。
また、町が取り組まなければならないたくさんの防災対策の中から、特に緊急度の高いものを優先
し、限られた財源とマンパワーを有効に活用するため、「選択と集中」の視点から取りまとめたもの
です。
この計画のもと、災害に強い御浜町に向けて防災対策の強化に努めていきます。

○「御浜町緊急地震・津波対策行動計画」の概要
１

計画の目的
この計画は、発生すれば本町に重大な被害を及ぼす恐れのある東海・東南海・南海地震から、
町民のみなさんの生命を守ることを目的に、緊急かつ重点的に取り組む対策を取りまとめたも
のです。

２

３

計画の基本方針
①

東海・東南海・南海地震の発生を想定して、地震、津波に対する備え、避難を中心とした
対策を定めます。

②

町（役場）が主体で取り組む対策（公助）を定めるとともに住民のみなさんへの積極的な
情報提供に努めます。

③

この計画に基づいて実施する各事業は、計画期間内に確実に実行するものを定めます。

計画期間
平成24年度から26年度までの３年間とします。

４

2

計画の主要対策
①

地震・津波に備える（予防対策）

②

津波から逃げる（避難対策）

○「御浜町緊急地震・津波対策行動計画」の主な事業
◦衛星携帯電話の増設

◦黒岩池、牛王子橋の耐震診断
◦避難所運営マニュアル、備蓄計画の策定

◦河川海岸対策への国県への要望活動
◦学校、保育所等における非構造部材の耐震化

◦各種防災訓練の実施
◦自主防災組織への活動支援事業（全庁的プロ

◦耐震シェルター、家具転倒防止器具設置補助
◦木造住宅耐震診断、耐震補強補助

ジェクト）

など

２「津波から逃げる（避難対策）」
◦自主防災組織への活動支援事業（全庁的プロ
ジェクト）
◦防災行政無線のデジタル化整備

◦阿田和小学校の避難階段の整備
◦阿田和地区養真橋の耐震補強
◦主要幹線道路への避難路誘導看板の設置

◦芝地、下地地区津波避難タワー整備
◦津波避難タワー設置計画の策定
◦津波避難ビルの指定

◦海岸付近への津波注意看板の設置
◦避難場所の指定
◦避難路の指定

◦ＪＡ三重南紀本店の避難階段の整備
†問い合わせ先†
さ き も り

防災課防災係（担当

－防 人 の独言

など
にし

ゆう き

西 優輝）☎３－０５０７

No.4 －

「今すぐできる地震対 策 」
防災課

西

優輝

２月になり一段と寒さが増してきました。この時期はインフルエンザや風邪が流行りますので、
健康管理には十分気をつけてください。
私は、一昨年の東日本大震災が起きた時には、東京のアパートでとても強い揺れを感じました。
揺れが数分間続き、テレビ、本棚、私も倒れ、生まれて初めて身の危険を感じたことを覚えています。
テレビや家具がじわじわ迫ってきて、もう少しで家具の下敷きになりそうでした。
東日本大震災での犠牲者の多くは津波によるものでしたが、地震による被害は津波によるものだけ
ではありません。阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊や家具の転倒、落下が原因で多くの犠牲者が出
ています。当たり前の話しですが、地震は津波の前に大きな揺れが起こります。津波が来る前に高台
へ速く避難しなければなりませんが、家が潰れたり、家具の下敷きになっていては、すぐに逃げるこ
とができません。ということは、住宅の耐震化や家具の転倒防止が一番重要なことになってきます。
しかし、住宅の改築や補強には多額の費用や時間がかかり、なかなかすぐに取り組むことは難しいか
もしれませんが、家具の固定なら少ない費用と少しの手間で出来ます。また、寝室に家具を置かない
ことや一階で寝ている人が今日から二階で寝るようにすることなら費用はまったくかかりません。
みなさんも日々の生活の中で今すぐできる地震対策に取り組んでみてはどうでしょうか。寝室に
大きな家具等を置かないようする、普段から食糧や水を蓄えておくなど日々の生活の中ですぐにで
きることって結構たくさんありますよ。
ちなみに私は、仕事や日々の生活で面倒な事、辛い事はつい後回しにしてしまう癖があるようで
周りの人によく叱られます。今年こそは、「今すぐできる事はすぐやる」ということをみなさんに
約束したいと思います。
3

緊急地震・津波対策行動計画／防人の独言

１「地震・津波に備える（予防対策）」
◦防災訓練、講演会等の住民への防災啓発活動

税 の申告 は お早めに
確定申告

町県民税申告の申告期限は３月15日まで
今年も町県民税の申告時期が近づいてまいりました。みなさんから提出される申告書は町県民税だ
けでなく、国民健康保険税軽減や後期高齢者医療保険料の資料にもなる大切なものです。申告が必要
な方は、申告期限（３月15日）までに必ず申告してください。
（申告書の用紙は１月下旬頃各戸に郵
送いたします。
）また、役場職員が各地区を巡回して申告受付をいたしますので、必要書類等をご持
参の上、ぜひご来場ください。

申告が必要な方（確定申告をする方は、町県民税の申告は必要ありません）
◦給与所得（パートやアルバイトを含む）とそれ以外の所得がある方、または２ヶ所以上から
給与を受けている方
◦営業や農業、不動産所得、一時所得などがある方
◦公的年金のみで、所得控除を受けたい方、または公的年金とそれ以外の収入がある方
◦国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減を受けられる方
◦所得課税証明等を希望される方など

町県民税・国民健康保険税等の申告受付日程
日

程

２月８日（金）

12日（火）
13日（水）
14日（木）
15日（金）
18日（月）
19日（火）
20日（水）
4

受

付

場

所

時

間

栗須下地集会所

９：30 ～ 11：30

引作公民館

13：00 ～ 14：30

柿原公民館

15：00 ～ 17：00

中立コミュニティセンター

９：30 ～ 11：30

栗須青年クラブ

13：30 ～ 15：30

片川公民館

10：00 ～ 11：30

西原集会所

13：30 ～ 15：30

阪本コミュニティセンター

９：30 ～ 11：30

尾呂志公民館

13：30 ～ 16：00

上地集会所

９：30 ～ 11：30

中央公民館

13：30 ～ 16：00

上組クラブ

９：30 ～ 11：30

下市木公民館

13：30 ～ 16：00

上市木公民館

９：30 ～ 11：30

志原公民館

13：30 ～ 16：00

山地コミュニティセンター

９：30 ～ 11：30

神木公民館

13：30 ～ 16：00

所得税の申告期限は３月15日、消費税および地方消費税の申告期限は４月１日まで

【開設時間】９：00 ～ 17：00
※期間中、尾鷲税務署庁舎では、申告書等の作成指導は行っておりませんのでご了承ください。
※申告期限後に申告書を提出された場合には、無申告加算税や延滞税が課される場合があります
ので、必ず期限内に申告してください。

所得税、消費税等の確定申告相談を開催します
必要書類等をご持参の上、ぜひご来場ください。なお、２月26日
（火）
、２月27日
（水）は、９：30
～ 12：00と13：00 ～ 16：00まで、税理士による無料相談所を開設します。
開催日

相談受付会場

２月４日（月）
５日（火）

開催時間

役場３階くろしおホール

２月26日（火）
27日（水）

９：30

～

16：00

◦申告会場では、パソコンを使用した相談を中心に行います。また、電子証明書を格納した住
基カードをお持ちの方は電子申告（ｅ - T a ｘ）をぜひご利用ください。申告会場では、職員
が申告書送信のお手伝いもいたします。
◦国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の確定申告書等作成コーナーでも、確定申告書
の作成ができます。なお、確定申告書は郵送でも提出できます。

償却資産の申告をお忘れなく！
償却資産の申告はお済みでしょうか？償却資産の申告期限は、１月31日です。
償却資産を所有している事業者で、まだ申告を済まされていない場合は、すみやかに申
告をお願いします。
詳しくは、広報１月号、町ホームページをご覧ください。

†問い合わせ先†
税務住民課税務係 ☎３－０５１０
しも
ひろまさ
◦町県民税に関すること（担当 下 博昌）
◦償却資産税に関すること（担当
◦所得税、消費税等に関すること

はぜやましん や

櫨山慎也）

尾鷲税務署個人課税部門
☎０５９７－２２－２２２２
（自動音声でご案内していますので、質問の内容に
より番号を選択してください。）

お気軽にお問い合わせください。

5

確定申告

申告期間中の確定申告会場は尾鷲市民文化会館
（せぎやまホール 尾鷲市瀬木山町７－１）
です。
【開設期間】２月12日（火）～ ３月15日（金）
（土曜・日曜の開設はありません。
）

引作コースウォーク に ご参加ください

浜街道で創る御浜の未来

御浜の宝をめぐるツアー

エコツアー／衆議院議員総選挙結果

春はひざしが心地よい季節。1,500年の歴史をもつ
引作の大楠、のどかな田園風景、石畳と古き良き日
本の風景が引作コースにはあります。そんな御浜町
の自然を間近に再発見しながら、春の到来を味わい
ませんか？
【ウォークコース】
紀南高校校門→柿原地区→引作の大楠→七里御浜→
紀南高校校門
県の天然記念物である引作の大楠を目指して、散
策します。
（健脚向けコース）
【日時】３月２日
（土）
９：00開始（８：50集合） 14：30終了予定
【定員】先着20名 ※参加費無料
【集合場所】紀南高校校門
【持ち物】タオル、弁当、飲み物、帽子
※動きやすい服装でおこしください。
【申込方法】２月25日
（月）までに、氏名・住所・年齢・
電話番号（日中連絡がとれる番号）を下記担当まで
ご連絡ください。

目的地の引作の大楠

†問い合わせ先†
産業建設課産業振興係
みやもとたく や
（担当 宮本拓也）
☎３－０５１７

衆議院議員総選挙結果
平成24年12月16日、第46回衆議院議員総選挙
の投開票が行われました。
御浜町の開票結果は次のとおりです。

（投票率：66.57％）
政党名

得票率
850

（投票率：66.58％）

み ん な の 党

293

得票率

自 由 民 主 党

1,703

幸 福 実 現 党

21

候補者氏名

開票結果

こういち

369

三ツ矢

のりお

3,150

公

党

553

ふじた

大助

1,477

日 本 共 産 党

282

4,996

社 会 民 主 党

60

得票総数
†問い合わせ先†
選挙管理委員会（担当
☎３－０５０５
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開票結果

日 本 維 新 の 会

衆議院小選挙区選出議員選挙

内藤

衆議院比例代表選出議員選挙

民
わ

だ やすたか

和田康高）

明

主

党

1,002

日 本 未 来 の 党

197

得票総数

4,961

新しい農業委員 が 決定しました
任期満了に伴う御浜町農業委員会委員選挙（平成24年11月20日告示）において、16名が無投票で当
定しました。
任期は、平成24年12月19日から平成27年12月18日までの３年間です。
※敬称略
●選挙選出

●議会推薦

岡鼻

宏育
（志原）

内水

健二（阿田和）

芝㟢

裕也
（上野）

南部

宏一
（志原）

仲村

久男（阿田和）

尾畑

美鈴
（下市木） 門

奥西

和弘
（神木）

中山

洋二（阿田和）

滝川

満彦
（神木）

下平

殖正（柿原）

山本

隆一
（上市木） 高森

久義（西原）

㟢久保貴詳
（下市木） 山田

裕一（川瀬）

向井

弘
（下市木） 小芝

陽一（栗須）

浦狩

豊
（下市木） 林

功（阪本）

古川すみ子（阿田和）
定幸（志原）

●三重南紀農業協同組合推薦
濱浦

昇
（下市木）

●土地改良区推薦
北嶋

開
（下市木）

†問い合わせ先†
御浜町農業委員会事務局（産業建設課内）
（担当

年金だより

た じまかずなり

田嶋一成）☎３－０５１７

20歳になったら国民年金

日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべて
の方は、国民年金に加入することになります。
国民年金は、加入者一人ひとりがやがて訪れ
る長い老後や生活の安定を損なうような「万が
一」の事態に備え、保険料を出し合いお互いを
支え合う制度です。20歳になったら忘れずに国
民年金の加入手続きをお願いします。

割引される前納制度もあります。
○口座振替が便利でお得です！
口座振替は現金納付に比べ金融機関等の窓口
に出向く手間がなく便利です。
また振替方法に応じて割引があるのでお得です。
○学生の方は「学生納付特例制度」をご利用く
ださい！
本人が学生である場合に限り利用できる制度

○加入手続きはどこで行えばいいの？
手続き場所は住民登録のある市区役所・町村

で、申請が承認されると保険料の全額について
納付が猶予されます。
（申請は毎年度必要です。
）

役場の国民年金担当窓口です。ただし、厚生年
金保険や共済組合にすでに加入している方は必
要ありません。
○毎月の保険料はいくら？
国民年金保険料（定額）は月額14,980円（24
年度）ですが、まとめて前払いすることにより

†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
7

新農業委員／年金だより

選され、議会推薦４名、三重南紀農業協同組合推薦１名、土地改良区推薦１名の合計22名の委員が決

成 人 式

平成25 年

は

た

ち

～ 二十歳のちかい ～

新成人の門出を祝う平成25年御浜町成人式が１月２日中央公民館で挙行されました。
本年度の成人式対象者は106名（尾呂志中卒３名、阿田和中卒43名、御浜中卒56名、管外の
中学校卒４名）。このうち90名が出席しました。

新成人になって、これからの抱負は？
いわ た

みなみ

岩田

さき

南 咲さん

今保育士になるための勉強
をしています。保育士にな
り、地元に帰ってきて貢献
したいです。

介護の仕事をしていて今の職
場が楽しく、成人になったの
で自立して頑張っていきます。

立嶋

むか い

だい き

向井

太貴さん

光さん

現在大学２年生で、成人に
なり今後社会人として生き
ていくためにしっかり準備
をしていきます。

これまで育ててくれた両親
に感謝し、責任感を持って
行動していきます。

誓いの言葉

ひかる

（上市木）

（神木）

やま ぐち

新成人代表

り

（阿田和）

（志原）

たてしま

ゆ

優里さん

山口

ま

しば

芝

よう じ

庸司さん

（阿田和）

新成人として自覚を持って
行動していきます。

み

真美

私たちは、本日ここに人生の大きな節目である成人式を迎えることができました。ここに至ることができ
ましたのも、いつも温かく、時には厳しく私たちの成長を見守ってくださった家族をはじめ、これまでに出
会った先生方や地域の皆様、そして共に支え合い歩んできた仲間たちのおかげと改めて感謝しております。
この先、社会に出ると挫折をも味わうかもしれません。そんな時、私たちにはこれまで育ってきた故郷
である「御浜町」を思い出すことで、きっと様々な困難を乗り越えていけることでしょう。また、次世代
の御浜町民にも故郷として心の支えになるような場所として思ってもらえるよう、これからもこの御浜町を大切にすることで
恩返ししていこうと思っております。私たち個人としても、更なる、自らの精進を誓い、立派な社会人になるための努力を惜
しまず、頑張って参りたいと思います。
以上、一同を代表いたしまして、成人としての新たな決意と、本日いいただいた数々の御祝辞や今までたくさんの方々に支
えられてきた感謝の気持ちを込めまして、簡単ではございますが、誓いの言葉とさせていただきます。
（一部省略）
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情報 コ ー ナ ー
血管を若々しく保つことが、健康な体を維持
するための大切なポイントです。
町では下記のとおり教室を開催しますので、
健康づくりに興味のある方、健康診査で日常生
活の改善が必要とされた方、この機会にぜひご
参加ください。
【日時】２月27日（水） ９：30 ～ 13：00
【場所】福祉健康センター
【対象者】40歳以上の町民の方
※高血圧・脂質代謝異常症で治療中の方は主治
医に相談の上参加ください。
【内容】講話：めざせ！いきいき血管（保健師）
調理実習
※講話のみの参加も可能です。
【費用】材料代300円
【準備物】
米0.5合、エプロン、三角巾、筆記用具
【定員】20名
【申込締切】２月21日
（木）
†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

ウォーキング教室参加者募集
健康維持・増進のために、ウォーキングをし
ている方、これから始めようと思っている方、
一緒にウォーキングの基礎を学び、効果的な
ウォーキングとなるよう試みませんか。
【日時】３月７日（木） 10：00 ～ 11：30
※雨天決行
【場所】尾呂志体育館（旧尾呂志中学校）
【講師】ピーアップ新宮 杉本正児さん
【内容】
①ウォーキングの歩き方、効果、注意点
等の講義
②尾呂志地区内ウォーキングによる実技
【対象者】
運動制限のない町内在住40歳以上の方
【持ち物】
上履き、お茶等の水分
※歩きやすい服装でおこしください。
【参加費】
無料
【締切】
２月28日（木）
※定員30名になり次第、締め切ります。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当 時田智子）
☎３－０５１１
すぎもとせい じ

とき た とも こ
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２月24日（日）９：30より、ふれあいビーチ
やしの木公園駐車場前の七里御浜海岸で松苗の
植樹を実施します。
七里御浜の松林は、近年その数が減少してお
り、防風林としての機能の低下や美しい景観が
損なわれています。七里御浜松林を守るために
も、また、自分が植樹した松が後世まで残る記
念にもなりますので、ぜひご参加ください。
植樹場所
阿田和保育園

阿田和郵便局
至熊野

ヤシの木公園

植樹場所
42号

～ 血液サラサラ編 ～

七里御浜Ｇ・Ｇ作戦（松苗の植樹）を実施します

国道

情報コーナー

御浜町からだ改善教室を開催します

至新宮

ふれあいビーチ
駐車場

†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）

チェーンソー使用のための
特別教育講習を開催します
チェーンソーを安全に使用するために、下記
の日程で特別教育講習を開催しますのでご参加
ください。
【日時】
２月９日、10日 ９：00 ～ 17：00
【会場】
阪本地区コミュニティーセンター
【受講料】
2,500円（通常は14,900円）
※御浜町鳥害防止総合対策協議会が講師代部分
を一部負担します。
※この講習を受講することで、法律で規定され
た特別教育を受講した者とみなされ、修了証
の交付、そして事業労務等で必要なチェーン
ソー手帳を所持できます。
受講の手続き、内容等につきましては下記担
当までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
御浜町鳥獣害防止総合対策協議会（産業建設課内）
（担当 前 亘）
☎３－０５１７
まえ

わたる

■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。

平成25年度木本高等学校
定時制入学案内

「下請かけこみ寺」は、中小企業間取引のお

木本高等学校定時制では、平成25年度の学生
を募集します。
【検査科目】
国語、数学、英語、面接、作文
※満20歳以上は面接と作文
【定員】
40名
【受検料】
950円
【出願書類】
入学願書、調査書（満20歳以上は卒業証明書）
【出願期間】
◦後期選抜 ２月22日
（金）
～26日
（火）
◦再募集
３月21日
（木）
～22日
（金）
◦追加募集 ３月27日
（水）
～28日
（木）
【検査日】
◦後期選抜 ３月12日
（火）
◦再募集
３月25日
（月）
◦追加募集 ３月29日
（金）
※その他詳しい内容については下記までお問い
合わせください。
†問い合わせ先†
木本高等学校定時制（担当 山口雅弘）
☎０５９７－８５－３８１１

悩み相談を弁護士や相談員が受け付け、解決の
糸口を見つける手助けをします。この事業は下
請取引の適正化を推進することを目的に、経済
産業省中小企業庁が全国48か所に設置しました。
費用無料、匿名でもご相談できます（弁護士へ
の相談を除く）
。お悩みが大きくなる前に、一
度ご相談ください。
【相談事例】
◦支払日を過ぎても代金を支払ってくれない。
◦長年取引していた発注元から突然取引を停止
させられた。
◦原材料が高騰しているのに、単価引き上げに
応じてくれない。
◦お客さんからキャンセルされたので部品が必
要なくなったと返品された。
【備考】
取引あっせん、経営、技術、金融、労働、交
通事故等の一般法律相談に関する相談はお受け
できません。
†問い合わせ先†
（公財）三重県産業支援センター
☎０５９－２２８－７２８３
下請かけこみ寺
☎０１２０－４１８－６１８

平成25年度ＮＨＫ学園生徒募集
ＮＨＫ学園では、通信制の高等学校普通科の
生徒を募集しています。
【出願期間】４月30日
（火）まで
【履修年数】３年
【募集対象】
中学校を卒業した方、平成25年３月に卒業見
込みの方、高等学校中退者など。
※案内書の請求、その他詳細については下記ま
でお問い合わせください。
†問い合わせ先†
ＮＨＫ学園
〒186 - 8001 東京都国立市富士見台2 - 36 - 2
☎０４２－５７２－３１５１

情報コーナー

中小企業のみなさま
お悩みは「下請かけこみ寺」にご相談ください

やまぐちまさひろ

紀宝警察署メールボックス
人ごとと思わないで、サイバー犯罪‼
最近、国民の財産やプライバシー、企業の営
業秘密や顧客情報を狙ったサイバー犯罪等が相
次いでいます。
被害拡大の防止を図るため
○パソコン等の情報端末のウイルス対策ソフト
を導入する
○面識のない送信者や怪しげな件名のメールは
開かず削除する
○ＩＤ・パスワードをしっかり管理し、同じパ
スワードの使い回しをしないなど十分注意し
ましょう。
被害に遭った場合は、警察に相談・届出をし
てください。
†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
せとか

かんきつ対策室だより

みなさんこんにちは。１年でもっとも寒い時期となりました。温州みかんの剪定や土壌改良材・春
肥の施肥など春に向けての大切な作業の時期です。また、中晩柑ではデコポン、せとか、清見など、
いろいろな種類のみかんが食べられるようになる月でもあります。

平成24年度御浜町での改植
平成24年度、町では柑橘振興対策として7,084
本の苗木と57kgの穂木に補助をしました。面
積に換算すると約5.8haになり、国の改植事業
の7.1haと合わせると約13haになります。
最も多く植えられた品種の面積は「みえ紀南
１号」の約6.2haで全体の半分ほどになります。
ＪＡを主体とする三重南紀みかん産地再構築
委員会が作成した「第２次三重南紀果樹産地構
造改革計画」では目標年度を平成27年として
「み
え紀南1号」の植栽面積を50haと定めています。
今後も、産地一体となった取り組みにより計
画どおり生産面積が増え、消費者のニーズに応
える産地になればと思います。

みえ紀南１号の苗木

みかんと高速道路
町では、
さまざまな機会をとらえて「みかん」
やこの地域のＰＲを行っています。
先日も高速道路の延伸をテーマにテレビの
取材があり、町長は「高速道路により、医療や
災害時の交通手段としてだけでなく、産業発展
の足がかりとして期待している。また、極早生
温州出荷最盛期には20台～ 30台の10ｔトラッ
クが市場に向かっているので輸送がスムーズに
なる。さらに、人々の交流が活発となり新たな
ビジネスチャンスが生まれる可能性がある。
」

インタビューを受ける古川町長

と話されていました。

就農フェアが開かれます
２月16日、津市の三重県総合文化センターで
（公財）
三重県農林水産支援センター担い手支援
課による「三重県農林漁業就業・就職フェア
2013」が開催されます。就農希望者と農業法人
や各受入れ団体との個別相談により、就農希望
者の理想の就農を手助けします。
この地域は御浜町、熊野市、紀宝町、ＪＡ三
12

重南紀で組織するみかんの里協議会が参加し
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

町長だより
No.58
みなさん、こんにちは
この便りを書いている今日は１月13
日。２日の御浜町成人式や４日の役場
の仕事始め、５日の消防出初式や、各
関係事業所への新年の挨拶などがあ
り、通常業務になって書く、今年、最
初の町長便りです。
「老人クラブ」から「熟年クラブ」へ
既にご存じの方も多いかと思います
が、老人クラブでは、昨年の12月に「御
浜町老人クラブ連合会」の通称を「御
浜町熟年クラブ連合会」とすることが
決まり、この11日に開かれた「御浜町
熟年クラブ連合会新春歌謡大会」で、
呼称が変更されたことがあらためて会
長さんの挨拶で披露されました。
私もこの新春歌謡大会にお招きいた
だいた席で、
大変結構なことだと思い、
お祝いを申し上げました。
と言うのも、
近年の傾向として、老人と言う言葉に
対するわれわれの感覚は、昔と相当変
わって来ていて、言葉が意味する老人ら
しい老人というのがよくイメージ出来
なくなっているということがあります。
昔のお年寄りのイメージだった隠居
さんというようなゆったりとしたイ
メージは薄れ、60代や70代では、自分
は老人だと意識しない時代だと言われ
ています。
かく言うわたしも老人クラブ入会資
格者の年齢になりましたが、わたしの
同級生あたりでも老人クラブに入会し
ている人はほとんどいないように思い
ます。
そこで、
「老人クラブ」から「熟年
クラブ」へと呼称が変わることで、年
代相応の集まりというイメージが新た

古川

弘典

に出来てくるのではないかと期待をす
るわけであります。更には他の市町村
においてもこのような呼称が真似さ
れ、はやってくることになればなお結
構ではないかと申し上げた次第です。
そのあと、時間の都合で出演された
始めのほうの方たちの歌しかお聴きす
ることができなかったのですが、92歳
になられるという女性、91歳になられ
るという男性のしっかりした歌とその
舞台姿に、素晴らしいなと本当に感動
しました。
新年度予算編成が始まっています
役場においては、通常業務に加えて、
今年４月からの、いわゆる新年度予算
編成の作業が始まっています。
昨年12月の衆議員選挙で政権交代が
あり、国の予算編成も新年度予算まで
の補正予算を含め大幅に増えるという
発表がありました。
今回の国の方針は、円高・デフレ不
況から脱却し、強い経済を取り戻すた
めに、国の支出が13兆1,054億円と過
去２番目の規模となり、新政権の日本
経済再生に向けた強い意志が示されま
した。復興・防災対策には３兆7,889
億円、暮らしの安心・地域の活性化に
は３兆1,024億円など緊急経済対策を
実行する経費は、10兆2,815億円となっ
ています。
御浜町におきましても、この国の財
源を有効に活用して予算編成に取り組
んでまいりますが、今回の補正予算は、
財源の約半分を国債により賄っている
ため、将来世代への責任を負うという
ことを忘れてはならないと思います。
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は

めまし

尾呂志

東

みえアカデミックセミナーを開催します

平成24年11月１日
～30日届出分

教育委員会では三重県生涯学習センター・三
重県高等教育機関との連携により、みえアカデ
ミックセミナー「子どもの『上手な』ほめ方、
叱り方」移動講座を開催します。
開催要項
【日時】３月９日
（土） 14：00 ～ 15：30
【会場】中央公民館３階研修室
【対象】
小学校低学年及び保育園児の保護者
【募集定員】40名（申込み先着順）
【申込先】中央公民館
【講師】
ほり
けん じ
鈴鹿短期大学生活学科准教授 堀 建治さん
【演題】
子どもの『上手な』ほめ方、叱り方

♥

赤ちゃん／みえアカデミックセミナー／広報文芸／あとがき

♥

て

じ

そういち

蒼一くん

ゆう た

西田

♥

木

さ あや

紗彩ちゃん

ひで お

ち

山本

か

れ

お

ま

み

†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

怜央くん

まなぶ

秀雄さん・千賀さん

学さん・真美さん

夫と生く 須崎久美子

平成二十五年二月号

い

西

浦

信勝

敦子

正枝

御浜町俳句会

織田

智子

私は、１月２日が仕事始めで、成人式を取材に
行きました。今月号の８・９ページで掲載してい
ますが、新成人のみなさんは、色艶やかな振袖や
羽織袴姿で会場はとても華やかでした。
久しぶりに再会した友人との話も盛り上がって
いました。また、式典も終始笑顔で、滞りなく終
了しました。

つま

後呂

幸子

新年を迎え、はや一カ月が過ぎました。みなさ
んはお正月いかがお過ごしだったでしょうか。

ひ な た

み なんてん

おち ば

濡れ落葉

下川

正巳

あとがき

よ せい

あそ

あらし

余生とは 冬の日向を

や はん

せな

実 南天

す

は

よわい

佐野

前 たき子

赤が好き 小鳥の遊ぶ

ぬ

はだ い

肌衣剥ぐ 夜半の嵐

ふ

は

はつもう

初 詣で

丸き背

こ がら

こころ く ば

おお

お

少し老ゆ

木枯しや 老ける齢の

ありがた

しゃ

よこがお

有難き 心配りや 冬晴るゝ

つま

す

文化祭

幸せや 謝すこと多き

は つ かがみ

し ょ ど う しゅって ん

初鏡 妻の横顔

がいじん

外人の 書道出展

あじ

世帯数 4,304戸 （－11戸）

なか ま

女 05,024人 （－11人）

仲間の味を 吸い上げて 尾崎喜美子

こい

男 04,402人 （－ ７ 人）

だいこん に

もと

人 口 9,426人 （－ 18人）

大根煮

春羊

す

目も水も 澄みきっていて 冬の鯉 向井

か

上野山明子

昭

う

みだ

埋まるやら 三年日記 買い求む 大平

たの

ひ ざし

正倫

あわ

笑涙

せきれいの ダンス楽しむ ひなたぼこ 山口

ひよさわ

くら

鵯騒ぐ 淡き日差を 乱さずに

く し ゃ み

くさみして 空の青さに 目の眩む 七海

1月１日現在の人の動き
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神志山

♥

市

♥

♥

裕太さん・みどりさん

今月の表紙ですが、消防出初式です。当日晴れて
はいましたが、気温が上がらずとても寒かったです。
そのような状況ではありましたが、消防団員の大き
な掛け声とキビキビとした動作から緊張感が伝わ
り、寒さも忘れるほどすばらしい出初式でした。
表紙には「火災が発生しないことを願って」と
言葉を添えさせていただいておりますが、この季
節空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっていま
すので、火の取り扱いには十分気を付けていただ
きますようお願いします。
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。）

1 金
2 土

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

ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター

18 月

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

6 水 ゴルフ教室

19：00～21：00

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

20 水 ゴルフ教室

10：00～11：00

21 木

ちょっと気になる子ども相談
（予約制） 役場
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

9 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

19：00～20：30

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

25 月

志原公民館

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

26 火

11 月 建国記念の日

（市木・神志山地区）

貯筋体操教室 13：30～14：30 中立集会所

からだ改善教室 ～血液サラサラ編～ 9：30～13：00 福祉健康センター

27 水 ゴルフ教室

13 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
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 19：00～20：30 志原公民館

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

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

収集日（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

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

15 金

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

10 日

12 火

１歳６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

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

ダイヤモンドヒル

粗大ごみ収集日 7：00～15：00

神木公民館

子どもの広場(自主活動） 9：00～12：00 福祉健康センター

19：00～21：00

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

7 木 貯筋体操教室

収集日（阿田和・尾呂志地区）
貯筋体操教室 13：30～14：30 志原東平見集会所

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）

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター

19 火

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

うんどう教室（自主活動） 10：00～11：30 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

（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

8 金

清掃センター

多重債務者相談（予約制） 10：00～12：00 役場１階会議室

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

5 火

9：00～12：00

糖尿病啓発予防講演会 13：30～15：30 熊野市文化交流センター 17 日 資源持込日 8：00～12：00 役場

3 日
4 月

16 土 ゴルフ教室

2

28 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

２月の納税期限
●国民健康保険税
●後期高齢者医療保険料
納期限

第６期
第８期

２月28日（木）

※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。

15

広報

※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。

１／５ 御浜町消防出初式

2013.2. No.526

１月５日に新春恒例
の御浜町消防出初式が
阿田和小学校グラウン
ドで行われました。
出初式には、町内４
分団から111名の消防
団員が集まり、﨑久保
文隆団長の指揮のも
と、日々の訓練の成果
を発揮していました。
通常点検では、統率
のとれた行動をとり、
市木分団による小型ポ
ン プ 操 法 で は、 息 の
合った演技を披露しま
した。

１／８ 明るい選挙啓発ポスターコンクール伝達式

１２／２６ 日本非常食推進機構と協定締結

第64回明るい選挙ポスターコンクールで、神
てらにしたま み
志山小学校６年の寺西環海さんが県内の小学校
の部において、応募総数754名の中から特選を
受賞しました。
寺西さんに作品の工夫した点を伺うと、
「投
票箱から虹が出ているところを工夫しました。
」
と話し、受賞を喜んでいました。

12月26日に日本非常食推進機構と「災害救助
に必要な物資の調達と普及啓発に関する協定」
を締結しました。この日は、熊野市、紀宝町も
同機構と協定を締結しました。
この協定では、町と日本非常食推進機構が、
町民のみなさんに災害用物資の個人備蓄を推進
するための啓発活動を協力して実施すること
と、大規模災害時での災害用物資の要請と調達
について定められています。

〒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/

日本非常食推進機構との協定締結の様子

（平成25年２月１日発行）

特選を受賞した寺西さん

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

機械器具点検を受ける消防団員のみなさん
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みはま

みて見てみはま

