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御浜町施政方針

みんなでつくる、安全でいきいきとした
まちの実現に向けて
御浜町長

１．まちづくりの理念

古川

弘典

農業とりわけ柑橘については、地域特性であ

３つの理念で「思いやりと自然があふれるま

る恵まれた自然環境を生かし、高品質果実が供

ち・みはま」を目指し「みんなが輝く希望と活

給できる産地の維持に努めます。都市部への情

力あるまちづくり」を進めます。

報発信や柑橘を通じた交流を強化すると共に、
消費者ニーズに合った、地場産業の振興を進め

理念１「連携・協働のまちづくり」

ます。

それぞれの地域が、それぞれの地域における
課題を解決していくためには、地域に住む人の
声を適切に反映し、今ある人材や限りある財源
を有効に活用するものでなければなりません。
自主防災組織の活動など、それぞれの地域が
課題解決に取り組むことで、地域づくりにも繋
がっていくものと考えます。

２．政策課題への対応
①防災対策
（緊急地震津波対策行動計画・自主防災組織育
成・強化プロジェクト）
地震・津波への対策を中心に、２つの柱で取
り組みます。
一つは、
「地震に備える」
、
「津波から逃げる」

理念２「快適で健やかなまちづくり」

対策を取りまとめた「御浜町緊急地震・津波対

子どもからお年寄りまで誰もが安心して健や

策行動計画」に基づき、３ヵ年で緊急かつ重点

かで快適に暮らし、学び、そして地域の中で生

的に取り組む事業について確実に実施できるよ

涯を送ることができる、人にやさしいまちづく

う全力で取り組みます。

りを目指します。
住民の健康づくりへの取り組みを支援、推進
すると共に、地域医療体制及び地域福祉の充実
を図り、育児支援や教育環境の充実のため、子
育て環境の整備を図ります。
理念３「活力ある地域経済
（地場産業の振興）
」
活力ある経済環境を目指し、将来へ希望が
持てる地場産業の盛んなまちづくりを目指し
ます。
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もう一つは、「役場全職員による自主防災組
識の向上を図るため、自主防災組織の活動に対
して様々な支援を行います。

校及び保育所の非構造部材の耐震化
神志山小学校講堂建替えの設計及び各小中学
校、志原保育所の窓ガラス等の非構造部材の耐
震化を進めます。

②かんきつ振興（優良品種更新、品質向上）
かんきつの振興は、御浜町の活性化を図る上
でもっとも重要な課題として取り組みます。
優良品種への更新やマルチ栽培の推進による
品質向上については、支援の拡充を図りつつ、

①－３防災対策：津波避難ビルへの対応
津波避難対策として、避難ビル指定の承諾を
いただいたＪＡ三重南紀本店に外付け階段等の
整備を実施します。

ＪＡや生産者と一体となって産地の活性化に積
極的に取り組みます。

①－４防災対策：自主防災組織育成・強化（全
庁的プロジェクト）

３．平成25年度当初予算について
（１）予算編成方針及び予算規模

全職員を62の自主防災組織に配置し、地域の防災
活動がさらに高まるよう積極的な支援を行います。

当初予算は、地方交付税の減少分として１億
２,000万円、総合住民情報システムの導入費用

②かんきつの振興（苗木、
マルチへの補助金等）

として8,000万円、合わせて２億円を財政調整

「みえ紀南１号」や「みえ紀南３号」等の

基金より取り崩し、歳入の確保を図る中で、一

優良品種への更新について継続的に取り組み、

般会計で前年度より７億9,923万９千円減の総

マルチ栽培への助成額引き上げなど制度を拡充

額43億6,190万１千円、前年度対比15.5％の減

し、産地の活性化を図ります。

です。
国の緊急経済対策に基づく３月補正予算と一
体的なものとした13カ月予算では、総額50億
5,129万円です。特別会計を合わすと前年度より
８億2,034万５千円減の総額64億6,438万６千円、
前年度対比11.3％の減となります。
（２）25年度における４つの重点施策
①－１防災対策：町営住宅の移設建替
津波の浸水区域に含まれる町営住宅阿田和団

③中学校給食関連施策

地及び広田団地については、高台である阿田和

平成26年度中の実施に向けて、給食センター

向山地区の町有地への移転建替えを進めます。

及び阿田和、御浜中学校の施設改修に向けた設
計を実施します。
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施政方針

織の育成・強化」で、住民のみなさんの防災意

①－２防災対策：神志山小学校講堂建替え、学

④子ども・子育て支援計画の推進

②快適に暮らせる定住基盤づくり

施政方針

子ども・子育て支援計画策定のため、子ども・子

○平成23年発生の台風12号の土木災害復旧工事

育て会議を設置し、アンケート調査を実施します。

○社会資本整備総合交付金、辺地債等による道
路改良及び側溝整備、歩道整備事業

（３）各分野の主な実施事業
各分野における主な実施事業は次のとおりです。
①活力みなぎり、魅力ある産業づくり

③健やかに暮らせる福祉のまちづくり
○健康づくり事業として生活習慣病の早期発見

○平成23年発生の台風12号の耕地災害復旧工事

や早期治療へと繋げるための特定健診など各

○地域自主戦略交付金集落基盤整備事業や県営

種検診への受診啓発

中山間地域整備事業を活用した農道整備、圃
場整備、排水路整備事業
○柑橘振興基金を活用した優良品種への更新、
マルチ栽培の推進
○担い手・新規就農者対策として青年就農給付金、
利子助成事業
○電気柵設置事業補助金や緩衝帯整備事業など

○地域医療体制の保持、充実のための県や関係
市町と連携した医師確保対策
○高齢者の健康づくりや介護予防、
認知症対策、
災害時要援護者登録制度などの推進
○少子化対策として妊婦健診の奨励、赤ちゃん
訪問、子育て支援室の充実
○国民健康保険事業の健全かつ安定的な運営

の獣害対策
○林業振興事業として間伐や標準値調査、下刈り、
作業道の開設等を実施する森林環境創造事業

④健全な心を育む教育・文化のまちづくり
○「確かな学力を備え、心身ともに健やかな児

○水産振興事業としてサザエの稚貝等の放流

童生徒の育成」を目標に、児童生徒一人ひと

○かんきつを使った農商連携の特産品づくりへ

りの確かな学びを保障するために、学校にお

の支援などの商工振興事業
○「春のみかんの花祭り」、「秋のみかん祭り」
の開催や「熊・ＹＯＵ・遊フェスティバル」、
「ＭＩＨＡＭＡサミット」への連携、支援な
どの集客交流事業

けるグループ学習の導入や教員の授業力向上
への取組み
○学校支援員の配置やスクールカウンセラー等
の相談員の充実
○生涯学習として文化協会事業の活用や「みは
まっ子体験クラブの開講」など生涯を通した
“学び”の場を提供
○人権尊重の社会づくり、男女共同参画社会の
推進、スポーツ振興、松本市梓川とのふれあ
い交流事業等
○アメニティスタッフの企画を中心とした演劇
や音楽公演などの文化振興事業

4

⑤安全、安心に暮らせる生活環境づくり
◦「御浜町緊急地震・津波対策行動計画」に基

とした紀南清掃センターなどの見学や学習会
の開催及び啓発活動の実施

施政方針

づいた防災対策事業

◦資源ごみ分別の徹底や生ごみの減量化を目的

◦備蓄食料や簡易トイレ、衛星携帯電話の購入
など防災資機材を整備
◦避難誘導看板設置事業、家具固定器具設置補
助事業
◦学校、家庭、自主防災組織など地域住民が連
携する防災教育の実施

⑥みんなが主役のまちづくり
○県の南部地域活性化対策や美し国事業などと
連携した、集落支援やパートナーグループの
支援
○住民サービスの更なる向上や事務の効率化を
◦ため池の一斉点検や主要ため池の耐震点検、

図るための総合住民システム更新

ハザードマップの作成、道路関係では15メー
トル以下の橋梁の長寿命化修繕計画、道路法

⑦国、県及び広域事業

面や街路灯など道路付属物の点検を実施

○熊野新宮間の区間について、引き続き県や近

◦紀南地域で実施される予定の三重県総合防災
訓練への参加
◦自主防災組織や関係機関と連携した合同訓練
の実施

隣市町と一体となっての早期事業化を要望
○台風12号で被害を受けた道路の復旧、御浜紀
和線の西原地区における未改良箇所の改修、
御浜北山線の神志山駅前交差点の改良、志原
川の河川改修や萩内海岸の堤防整備事業など

◦「安全」で「安心」な上下水道事業

を県への要望

◦震災時においてもすみやかに生活水を提供で

○地域活性化の交流拠点施設である紀南中核的

きるよう応急給水訓練の実施と供給体制の

交流施設を活用した、活発な事業展開の要請

整備

○東紀州観光まちづくり公社による、高速道路

◦下水処理施設の耐震及び浸水対策の検討

の開通や伊勢神宮式年遷宮を見据えた、産業

◦水環境の保全を図るため水質汚濁の防止や自

振興、観光振興の推進

然環境の保全などの啓発活動の推進
◦合併処理浄化槽設置整備事業の実施
5

防災情報

No. 4

「逃げる」
・
「備える」の ために
災害への備え

下市木（萩内地区）と尾呂志地区で防災訓練が実施されました
２月24日に行われた下市木（萩内地区）の訓練では127名の方が参加し、自主防災組織で決めてい
る津波避難場所（稚児塚）までの時間を計りながら避難をしました。
また、同日に尾呂志地区でも訓練が実施され、約120名の方が参加し、一時避難場所に避難し安否
確認を行った後、尾呂志学園まで避難しました。その後、参加者は、避難所で使用する間仕切りの組
み立てや地震体験車で震度６強の揺れを体験しました。
また、尾呂志学園では２月26日（火）に、児童・生徒が避難訓練を行った後、消防署員の指導によ
る消火訓練や消防団員等による防災講話が行われました。

●萩内地区の津波避難訓練

津波避難場所（稚児塚）に集合する参加者

避難する参加者
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非常持ち出し袋を背負い避難する参加者

●尾呂志地区の避難訓練

災害への備え

避難のための指示を出す時田会長（右）

１次集合場所に避難する参加者

避難所用の間仕切りを作成する参加者

地震体験車に乗車する参加者

●尾呂志学園の防災訓練

消防団員（芝㟢班長）による講話

消火訓練

防災コーディネーター（奥村

智さん）による講話
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３ 月から津波警報 が 変わりました
津波警報変更／御浜町自主防災組織連絡会議

気象庁は、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害が甚大だったことから、
津波警報等の改善に向けた検討を進め、３月７日から津波警報等の内容を変更しました。内容は次の
とおりです。
○津波警報等の発表基準と津波の高さ予想の区分
予想される津波の高さ
警報・注意報の分類

実際の津波の高さの区分

発表される津波の高さ
発表する値

10m超

10m超

５m～10m

10m

３m～５m

５m

津波警報

１m～３m

３m

津波注意報

20㎝～１m

１m

大津波警報

巨大地震の場合の表現
巨大
高い
（表記しない）

マグニチュード８を超える巨大地震が発生した場合、大津波・津波警報と共に予想される津波の
高さを『巨大』
『高い』という表現で、
非常事態であることを伝えます。
『巨大』
『
、高い』と表現された時、
又は強い揺れ、弱くてもゆっくりとした長い揺れを感じたときは、ただちに避難してください‼

御浜町自主防災組織連絡会議が開催されました
２月28日
（木）
、役場くろしおホールで「平成24年度御浜町自主防災組織連絡会議」が開催されました。
この会議は、各地域の自主防災組織の連携強化をすることで地震等の災害による被害の防止、軽減を
図ることを目的に、各組織のリーダー等で構成されています。
最初に、三重大学大学院工学研究科の川口淳先生から、「自主防災組織の活動」についての講話を
受けた後、各地域で行っている自主防災組織の活動状況について意見交換が行われました。意見交換
の中で、参加したリーダーは、「防災対策は、まずは自分自身の身を守ることが大切。防災について、
家族や地域で話し合う機会を広げて行きたい。
」と話していました。

御浜町自主防災組織連絡会議（川口先生の防災講話）
8

自主防災組織リーダー視察研修リポート
自主防災組織リーダー視察研修／防人の独言

２月13日
（水）～ 14日（木）、兵庫県神戸
市と淡路市へ視察研修に行ってきました。
参加者は、山田芳弘さん（川瀬）、亀田昭
治さん（阪本）、更屋厚子さん（阿田和・
貫ノ木）
、前静夫さん（上市木・下岡地）、
赤崎稔さん（下市木・上組）、垣内美生さ
ん（志原・上里、古屋）の６名です。
初日は、兵庫国際交流会館で、「防災専
門リレー講座」を受講し、２日目は、淡路
市の「北淡震災記念会館」と神戸市の「メ
リケン波止場」、「人と防災未来センター」
を見学しました。

北淡震災記念会館で断層について説明を受ける参加者

参加者の感想
（抜粋）
◦北淡震災記念会館の巨大な地割れを（野島断層）目のあたりにし、今更ながら自然災害の恐ろ
しさを感じました。また、副館長さんの体験談にも感動しました。
◦地震に備え地域の人たちの連携、絆の大切さを改めて考えさせられました。そのためには、常
日頃から地域で話し合う機会を持つことも大切なことだと感じました。
†問い合わせ先†

さ き も り

防災課防災係（担当

－防 人 の独言

にし

ゆう き

西 優輝） ☎３－０５０７
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すばやい避難行動が命を守ります
防災課

西

優輝

東日本大震災から２年余が経ちました。東日本大震災の犠牲者の多くは津波によるものでした。
津波は、地震発生後30分で沿岸部に到達しましたが、防波堤を過信したことや、津波警報が正確に
伝わらず迅速な避難行動がとられなかったことが原因とされています。
２月に南太平洋沖のソロモン諸島付近で巨大な地震が発生した際、町内に津波注意報の放送が流
れました。海岸部にいたみなさんは避難の準備を行いましたか？「津波なんか来るはずない。
」
「津
波高が低いから大丈夫。」と思った方も多いのではないでしょうか。
メジャーリーグで活躍しているイチロー選手は、100打席で30本のヒットを期待されていますが、
津波からの避難行動は100回の内99回空振りでもかまいません。空振りを無駄だと思わないでくだ
さい。東日本大震災の津波で犠牲になった方の教訓を決して忘れてはならないと思います。
ところで、先日役場で接遇研修がありました。私は、日頃から、身だしなみについて注意を受け
ることが多々あります。上司いわく、「100回以上の注意をしたがまた空振りだ。
」と嘆いています。
私もこの４月で３年目の職員です。ついに後輩もできました。このままでは、先輩としての威厳
も社会人としてのマナーもあったものではありません。職員として身だしなみのお手本となれるよ
う新たな気持ちで頑張りたいと思います。
みなさん、町内で私を見かけた時は、厳しい「身だしなみチェック」をお願いします。
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御浜中学校体育館が完成
御浜中学校体育館完成

安心・安全な環境の中で、体育・学校行事・部活動等をはじめ、社会スポーツの一層の充実発展を
図るため、昨年６月に着工した御浜中学校体育館新築工事が１月に完成し、渡り廊下設置等の周辺工
事も、３月に完成しました。

完成した御浜中学校体育館

昭和31年に建築された旧屋内運動場（講堂）
は、老朽化が進み、耐震強度にも問題があった
ため、新体育館の完成に伴い解体・撤去しまし
た。
【体育館概要】
体育館の構造は、鉄骨造２階建、述べ床面積
1,588㎡。
主要施設は、アリーナ780㎡
（バスケットコート
１面、バレーコート２面、ミニバスケットコート
２面、バトミントンコート３面が確保できる広
さ）
、武道場、玄関
（ホール）
、教官室、器具庫、

アリーナ

更衣室、トイレ、シャワー室です。
学校の体育やクラブ活動、行事等で使用される
ほか、学校に支障のない範囲で、町民のみなさ
んのスポーツ活動などの場として開放されます。
†問い合わせ先†
教育委員会学校教育係
にし だ ひで お

武道場
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（担当 西田秀雄）
☎３－０５２６

みんなの想いをタスキに込めて

監督：宇城

チームで競い合いました。
御浜町は、２時間42分18秒のタイムで走破。
総合22位、町の部９位（昨年は総合21位、町の
部９位）でした。

公子

区間（距離）／
区分

（敬称略）
選

手

名

１区（1.28㎞）
小学生女子

岡㟢

玲菜
（阿田和小）

北裏

柚々
（阿田和小）

２区（1.85㎞）
小学生男子

山本

雄心
（阿田和小）

鈴木

良弥
（阿田和小）

３区（3.76㎞）
中学生女子

奥西

菜月
（御浜中）

奥地

侑以
（御浜中）

４区（5.65㎞）
中学生男子

和田

志隆
（御浜中）

５区（4.60㎞）
40歳以上男子

区間
（距離）
／
区分

選

手

名

６区
（6.36㎞）
ジュニア男子

大井

一登
（近大高専）

奥西

健斗(木本高校)

７区
（2.89㎞）
一般女子

宇城

翔子
（愛知県立芸術大学）

宇城

夏子
（愛知大学）

８区
（3.43㎞）
20歳以上女子

宇城

陽子
（三重大学）

福田

麻椰
（木本高校）

濵口

剛至
（御浜中）

９区
（5.95㎞）
ジュニア女子

中本

真衣
（木本高校）

久保

一郎
（三重くまの森林組合） 10区
（6.425㎞）
20歳以上男子
忠
（三重県庁）

畑中

杉山

金城多恵子
（熊野病院）

今西

滋
（熊野市消防）
将隆
（熊野精工
（株）
）

監督のコメント
御浜町チームのモットーは、毎年‘楽しく走ろう！’です。タスキをつなぎ、メンバーの気持
ちをつなげています。
今年は２年連続の敢闘賞を狙ったのですが、逃してしましました。順位は昨年と同じ９位でし
た。するとメンバーの中から、「入賞したかったなあ。
」
「８位取りたいよね。
」
「来年はもっとは
やくから練習しよか。」といろいろな声がありました。
‘来年は８位に入賞しよう’という大きな
目標を持って、元気に御浜町に帰ってきました。
地元でのテレビからの応援に心から感謝しています。ありがとうございました。これからもみ
んなで力を合わせてがんばっていきたいと思っていきます。応援よろしくお願いします。

選手のみなさん
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美し国駅伝

２月17日に「第６回美し国三重市町対抗駅伝」
が開催されました。
津市の県庁から伊勢市の県営総合競技場陸上
競技場までの10区間、42.195㎞ 県内29市町の

～ 美し国駅伝 ～

みはまスポーツクラブ会員募集
みはまスポーツクラブ

４月中はお試し期間です！ 飛び入り・お試し参加ＯＫです！
みはまスポーツクラブは、年齢を問わず様々な種目を楽しんでい
ただけます。
競技としてのスポーツにとらわれず、シンプルに体を動かす場とし
て、また新しい出会いの場として自由に参加できることを目的として
います。
特に小学生のみなさんには、一生に一度しかない「ゴールデンエ
イジ」の準備段階として、各教室を利用してもらえます。
競技種目としての動きだけではなく、いろいろな動きの基礎とな
るコーディネーション（体の調整力、バランス感覚、柔軟性を養う）
トレーニングの一環として参加してみてください。

開催教室の場所と時間
開 催 教 室
曜 日
サッカー教室 ◆★
第１、
２、
４月曜
（幼児～小学生対象）
第３木曜
バレーボール教室 ◆
毎週月曜
（小・中学生対象）
※祝日はお休み
ソフトテニス教室 ★
毎週水曜
（小学生～大人、
全般） ※冬期間は休止あり
卓球教室（中学生以上）
毎週火曜
卓球教室（小学生～大人、全般）
太極拳教室
（小学生～大人、
全般）

毎週木曜
毎週金曜
※祝日はお休み
第１、
３水曜

ゴルフ教室

第２、
４水曜

時

間

場

19：00～20：30

御浜中グラウンド

17：30～19：00

御浜中体育館

19：00～21：00

阿田和小テニスコート

19：00～21：00

阿田和中学第２体育館

19：00～20：30

志原公民館

19：00～21：00

ダイヤモンドヒル
（旧エル）
みはまＧＧ

毎週土曜 ※雨天中止

９：00～12：00

清掃センター

毎週木曜

10：00～11：30

中央公民館ホール

エクササイズ・サークル

◆は、ジュニア（小・中学生）の対象の教室です。
【企画中】季節の教室：水泳教室（夏） など

所

★は、雨天の場合、中止になります。

みはまスポーツクラブ年会費（事務費＋スポーツ保険料込み）

個
人 会
員

４月～９月に入会の方

10月～３月に入会の方

小・ 中 学 生

３，４００円（内訳：事務費1,000円、
スポーツ保険料800円、会費1,600円）

2,300円

一般・高校生

５，
２００円（内訳：事務費1,000円、
スポーツ保険料1,850円、会費2,350円）

3,300円

３，
７００円（内訳：事務費1,000円、
スポーツ保険料1,000円、会費1,700円）

2,500円

２，
２００円（内訳：事務費1,000円、
スポーツ保険料800円、会費400円）

1,700円

シ ニ ア
（65歳以上）
幼
児
（未就学）

フ ァ ミ リ ー
（親子２名以上）

７，
６００円～

例：親１人＋子（中学生以下）
（内訳：事務費1,000円、スポーツ保険料1,850円＋800円、
会費2,350円＋1,600円）
※４月～９月に入会の家族のみの割引です

†問い合わせ先†
みはまスポーツクラブ事務局
（寺谷総合公園管理棟内）
☎２－３１５１ ☎０９０－２０６０－３１５１
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御浜町奨学金 並びに 大久保奨学金 の 支給案内
奨学金には「御浜町奨学金」と「大久保奨学金」の２種類があり、次のような要件で支給を行って
いますのでご利用ください。

御浜町奨学金

大久保奨学金

①御浜町出身者で現在も御浜町に住所があ
る方

①市木地区出身者で現在も市木地区に住所が
ある方

②奨学金の支給額…１人につき年額60,000円
以内

②奨学金の支給額…１人につき年額60,000円
以内

③支給できる人員…２人

③支給できる人員…１人

【申請の手続き】
４月30日までに教育委員会事務局に備え付け
ている申請書等の書類を提出してください。
【結果の通知】
教育委員会で選考審査を行い、結果を本人に
通知します。

†問い合わせ先†
教育委員会学校教育係
しま だ ひろ こ
（担当 島田寛子）
☎３－０５２６

町議会 及び 議員 が 表彰されました
地域の振興、発展及び住民福祉の向上、又、長年にわたる議員活動の功績が讃えられ、全国町村議
会議長会より御浜町議会及び３名の御浜町議会議員が表彰されました。
○ 町村議会表彰
御浜町議会
○

議員表彰

山 門
鈴 木
宇戸平

亮 彦
ひろみ
正 敏

議長
議員
議員

左から宇戸平議員、山門議長、鈴木議員、町村議会表彰を持つ髙岡副議長

†問い合わせ先†

議会事務局

総務係（担当

いけもと

じゅん

池本 淳）

☎３－０５２４
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奨学金／議員表彰

町では、高等学校に在学する方で、経済的理由によって修学が困難な方に対し、奨学金を支給して
います。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

平成25年４月１日に予防接種制度
が改正されます
◎ＢＣＧ
接種対象者が生後～６ヶ月未満まででしたが、
生後～１歳未満までと拡大され、標準的な接種期
間も生後５ヶ月～生後８ヶ月に変更となります。
◎子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児肺
炎球菌ワクチン
平成24年度までは任意であった子宮頸がん、
ヒブ、小児肺炎球菌の予防接種が、平成25年度
からは定期の予防接種となります。なお、接種
対象年齢等についての変更はありません。
◎日本脳炎予防接種
平成17年度～平成21年度にかけて接種の差し
控えにより、平成７年６月１日生～平成19年４
月１日生の者が接種対象者とされていました
が、平成７年４月２日生～平成19年４月１日生
までと拡大されます。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

時田智子）

町は、平成25年４月１日より、任意予防接種
である水ぼうそう(水痘)に対して、接種費用の
一部を助成させていただきます。
【対象年齢】１歳～４歳未満児で、
１回限りです。
※接種された方は、年度内に窓口に申請してく
ださい。
【補助金額】一律4,000円
【申請必要書類】
接種の証明となるもの（母子手帳、又は接種
済証等）、領収書、振込口座、印鑑
※予防接種について、ご不明な点はお問い合せ
ください。
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年齢を問わず、運動不足を感じている町内在
住のみなさん、わきあいあいと、楽しく運動を
しませんか？
この運動教室は平成16年より開始し、今年も
変わらず実施します。ぜひこの機会に参加して
ください。
【対象者】
町内在住の方。年齢は特に関係ありません。
※託児はありませんが、お子さん同伴可
【内容】
ストレッチ、音楽にあわせてのリズム体操など
【場所】
福祉健康センター
【日時】
毎月第２月曜

研修室

10：00 ～ 11：30（８月、

10月、１月は第３月曜）
第１回目

４月８日
（月）

※毎月、広報カレンダーに載せています。
【参加費】
無料
†問い合わせ先†

とき た とも こ

水ぼうそう(水痘)ワクチン助成を
行います

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

うんどう教室自主活動参加者募集

とき た とも こ

時田智子）

健康福祉課健康づくり係（担当

とき た とも こ

時田智子）

☎３－０５１１

水中運動自主活動参加者募集
町 で は、水 中 運 動 自 主 活 動 と し て、 水 中
ウォーキング・アクアビクス・泳法を稲田伊都
子講師をお招きして、楽しく学んでいます。ぜ
ひこの機会にご参加ください。
【対象者】
65歳～ 79歳の町民の方
※介護保険を利用していない方、運動制限のな
い方、会場まで自己に通える方。
【日時】
毎週月曜日

13：00 ～ 14：30

※祝日の際は火曜日
※お盆、年末年始はお休み
【場所】
瀞流荘プール（熊野市紀和町）
【費用】
施設利用料１回400円
※瀞流荘受付に、各自お支払いください。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

とき た とも こ

時田智子）

■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年度国家公務員採用試験のお知らせ

家庭にあるロウソクは、これまで、燃料ごみ
の日に収集を行っていましたが、油分を多く含
み、発火の危険があることから、今後は、
「金
物の日」に「埋立ごみ」として収集します。
家庭で不用になったロウソクをごみに出す時
は、燃料ごみには混ぜずに、
「金物の日」に、中
身の見える透明又は半透明のビニール袋に入れ
て、お近くのごみステーションへ出してください。

総合職
（院卒者、
大卒程度）
試験
【受付期間】
４月１日
（月）～８日
（月）
【１次試験】
４月28日（日）
一般職
（大卒程度）
試験
【受付期間】
４月９日
（火）～ 18日
（木）
【１次試験】
６月16日
（日）
平成25年度からは、インターネットによる申
し込みが原則となりました。

†問い合わせ先†
生活環境課環境係（担当
☎３－０５３１

はしむらもりひろ

橋村守裕）

†問い合わせ先†
人事院中部事務局
☎０５２－９６１－６８３８

レジ袋削減による収益金が町に寄付されました

金融ほっとライン・多重債務相談窓口のお知らせ

紀南地域におけるごみ処理量と、大気中の二
の削減をめざして、平成21年か
酸化炭素（CO２）
ら、御浜町・紀宝町・熊野市と、活動に賛同す
る地域の企業などによって、
「紀南地域マイバッ
グ推進協議会」が組織されています。
この協議会の活動を通して、買い物などでの
マイバッグの利用啓発が広く推進されています。
このたび、賛同企業の一つである株式会社
オークワ様より、レジ袋の削減によって得られ
た収益金が、当町に寄付されました。
いただいた寄付金は、広く住民の公益・福祉
に活用させていただきます。

東海財務局では、預金・融資・保険・貸金・証
券などの金融サービスに関すること、無登録業者
からの未公開株や社債などの勧誘被害に関するこ
と、多重債務・家計の再建・謝金に関する相談及
び心の悩みに関する相談を受け付けています。

†問い合わせ先†
生活環境課環境係（担当
☎３－０５３１

はしむらもりひろ

橋村守裕）

日曜・無料遺言公証法律相談が行われます
【日時】４月21日（日） ９：00 ～ 17：00
５月19日（日） ９：00 ～ 17：00
【場所】新宮公証役場
【相談員】公証人 中村 司
【相談内容】遺言、相続、任意後見（高齢者等の
財産管理）、離婚問題（子の養育費、慰謝料、
財産分与、年金分割）
、土地建物の賃貸借、金
銭の貸借、債務弁済、売買、贈与、その他の大
切な契約、尊厳死宣言、会社定款など
※事前に電話予約をしてください。
†問い合わせ先†
新宮公証役場
新宮市緑ヶ丘２丁目１番31号
（カマツカビル３階）
☎０７３５－２１－２３４４

情報コーナー

ロウソクは、金物の日に出してください

金融ほっとライン ☎０５２－９５１－９６２０
多重債務相談窓口 ☎０５２－９５１－１７６４
【受付期間】
月曜日～金曜日（祝日を除く）
【受付時間】
９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
†問い合わせ先†
東海財務局
☎０５２－９７３－０２６１

紀宝警察署メールボックス
春の全国交通安全運動
【期間】４月６日（土）～ 15日（月）
【運動の基本】子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
○自転車の安全利用の推進
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
「交通事故死ゼロを目指す日」
～４月10日～
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０
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平成25年度狂犬病予防注射 及び畜犬登録 を行ってください
狂犬病予防／年金だより

平成25年度の狂犬病予防注射を下記の日程で行いますので犬を飼育されている方は、最寄りの会場
で受けさせてください。
同時に登録の受付も実施します。飼育にあたっては一生涯に１回の登録が必要ですので、未登録の
犬を飼育している方は、必ず登録を行ってください。
９：２０ ～ １０：００

４月１５日
（月）

１０：２０ ～ １０：３０

西原バス停付近広場

１０：４０ ～ １０：４５

中立コミュニティセンター

１０：５５ ～ １１：０５

柿原公民館

１１：１５ ～ １１：４５

阿田和神社上広場

１２：５０ ～ １３：４０

阿田和公民館

１４：０５ ～ １４：５０

下市木公民館

１５：００ ～ １５：３０

上市木公民館

９：００ ～
４月１６日
（火）

９：４０

神木公民館

９：５５ ～ １０：４０

志原公民館

１０：５０ ～ １１：２０

東平見集会所

１１：３５ ～ １１：５５

御浜町役場駐車場

手数料（１頭につき）
登録済みの犬・・・3,200円
（狂犬病予防注射料金3,200円）
未登録の犬・・・6,200円
（狂犬病予防注射3,200円＋畜犬登録手数料3,000円）
※なるべくおつりのいらないよう、ご用意くだ
さい。

年金だより

†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

気になる年金記録、再確認キャンペーン

年金記録問題は、公的年金に対する信頼を失
わせた大きな要因でした。記録問題解決のため
にさまざまな工夫を講じた結果、約5,095万件
の持ち主不明の年金記録のうち、約2,873万件
の持ち主が判明しました。しかし、いまだ不明
の記録が約2,222万件残っています。（平成24年
９月時点）
現在、日本年金機構は「年金記録にもれや誤
りがあるのでは…」とご心配のある方から心当
たりの記憶を申し出ていただく「気になる年金
記録、
再確認キャンペーン」を実施しています。
「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」など
を確認していただき、少しでも心配がございま
したらお気軽にご相談ください。
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尾呂志支所

＜記録のもれが多い事例＞
○転職が多い
○姓（名字）が変わったことがある
○いろいろな名前の読み方がある
上記に該当ある方は、ぜひご確認をお願いします。
また、現役世代に比べ持ち主不明の記録が多
い高齢者の方を対象に、年金記録発見のための
お手伝いをいたします。不明の記録を少しでも
ご本人の年金記録に結び付けて、年金額の増加
や年金の受給権の確保につなげていきたいと考
えております。どうぞお気軽に担当者までお問
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）

2013-No.47

かんきつ

対策室だより
カラ

新規就農者を支援します
国では、新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長５年間、年間150万円を
青年就農給付金として給付します。
給付要件
○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
の貸借が半分以上であること。
○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。
○農業経営を開始して５年後までに農業で生計が成り立つ計画をたてること。
○町が作成する「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置づけられ
ることが確実と見込まれていること。
※独立・自営就農時点は、農地の権利取得時点等とします。
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独立する場合や、親
の経営から独立した部門経営を行う場合など、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。
以上のような要件を満たし、申請を希望される方は産業建設課へご相談ください。

獣害を減らしましょう
１月から収穫されている中晩柑類はいろいろ
な種類があります。なかには些細なキズにより

様々なアドバイスを受けることができ、とても
参考になります。

出荷できないものあり農家の倉庫に貯蔵されて
います。しかしながら、４月に入ると気温も高
くなり、倉庫での貯蔵も難しく、傷むみかんも
数多く出てしまう年もあります。この時期、山
ぎわや畑に捨てられたみかんが獣の餌になって
いるのを見かけることがあり、獣の成長や繁殖
の手助けになってしまいます。出荷できないみ
かんは穴を掘って埋めたり、獣の餌になりにく
い柵の中に処分したりしましょう。
また、獣害を減らすために罠の免許を取り、
自分自身の畑に罠をしかけ獣を捕獲し、駆除す
る方もいます。町では獣の罠の講習会を年に数
回開いていますので免許をお持ちの方はぜひ参
加してみてください。罠を仕掛ける名人から

山ぎわに捨てられたみかん

†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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かんきつ対策室だより

みなさんこんにちは。今月は三重ブランドの認定をうけたカラの出荷最盛期です。また、ゴールデ
ンウィークのころにはみかんの花が咲き、平成25年産のみかんの栽培が始まります。
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御浜町俳句会
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昭

七海 笑涙

一人居を 窓打つ風と 春しぐれ 後呂 智子

わ

くるま い

我が息に 搖るゝ灯明 春座敷

なっとく

か

えだ

さて、今回の表紙ですが、御浜中学校の卒
業式です。10ページの記事で取り上げていま
すが、新体育館が完成し卒業式もここで行わ
れました。完成して間もないので、新しい木
の香りがする中の最初の卒業式でした。
生徒たちも３年間の思い出とともに、新体

さむ

ゆ

つき ひ

うめ

急に暑くなる日もありますが、少しずつ春
らしくなり、過ごしやすい季節になってきま
した。

き

隼人さん・早姫子さん
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初蝶に まみえるまでの 月日かな 上野山明子

き

ひ

めじろ来て こぼして遊ぶ 梅の枝 山口 正倫

りん

や

凛として この寒梅と 生きらんか 山口 指月

へ

部屋ごとに 灯の色違う 春障子 向井 春羊

正巳

世帯数 4,302戸 （－ ４ 戸）

こと ば

前 たき子

女 05,015人 （－ ６ 人）

かわ

あわ

ま

男 04,400人 （－ ３ 人）

き

ゆ やど

た

き

ごころ

人 口 9,415人 （－ ９ 人）

着ぶくれて 交す言葉も 丸くなり 佐野

り っ しゅん

き せつ

まご

立春や 湯宿に淡い 色のれん

き

はる

織田 信勝

めくるめく 季節に耐えて 春を待つ 尾崎喜美子

正枝

しょく

つつ

しょく に ぜ ん

職決まり やっと孫にも 春来たる 浦

ぬくぬく ご はん

敦子

り

はる ご た つ

それぞれに チョコの包みに 春心 西
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なら

岩海苔の 温々御飯 食二膳

ぬの ぎ

とりどりの 布切れ並べ 春炬燵 須崎久美子

3月１日現在の人の動き

あとがき

ま

裕士さん・真樹さん

♥

光希ちゃん

ゆう き

雄輝くん

♥

みつ き

小原

り

♥

尾呂志

え

中

充志さん・恵理さん

平成25年１月１日～31日届出分
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市

♥

まし
め
じ

育館で最初に卒業式を行ったということが、
強く印象に残るのではないかと思います。
変わって、今回の特集ですが、「災害への
備え」です。各地区の取り組みを写真で取り
上げさせていただきました。
災害から身を守るために、また、災害が起
きたらどのように行動したらよいかについ
て、真剣に取り組む様子が伺えます。
災害への備えの一つとして、このような防
災訓練に参加することも大切なことです。
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 ４
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 御浜中体育館
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

16 火

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

17 水 ソフトテニス教室

ありんこ広場 9：30～11：30 福祉健康センター

3 水

３歳児健診（個別通知） 福祉健康センター

ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

18 木 卓球教室

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

19 金

子ども広場
（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター
神木公民館

太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

6 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

9：00～12：00

清掃センター

21 日 資源持込日

8：00～12：00

役場

24 水

（市木・神志山地区）

年金相談 10：00～14：00 役場１階会議室

10 水

貯筋体操教室 13：30～14：30 中立集会所
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
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
卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

23 火

御浜中体育館

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

9 火

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

うんどう教室
（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター
17：30～19：00

子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター

20 土 ゴルフ教室

22 月

7 日

8 月 バレーボール教室

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

阿田和中学校

10：00～11：00

19：00～21：00

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

5 金 貯筋体操教室

阿田和小学校

粗大ごみ収集日 7：00～15：00

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

19：00～21：00

19：00～21：00

ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

貯筋体操教室 13：30～14：30 福祉健康センター

4 木 卓球教室

収集日（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

（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

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ

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
４か月児・10か月児健診
（個別通知） 熊野市保健センター

25 木 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

26 金 太極拳教室

19：00～20：30

27 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

28 日 資源持込日

8：00～12：00

リサイクルセンター

志原公民館

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
紙、
衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

11 木 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
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

12 金 子どもの広場（自主活動）

9：30～11：30 福祉健康センター

貯筋体操教室 10：00～11：00 中央公民館
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

13 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

30 火 卓球教室

19：00～21：00

17：30～19：00

御浜中体育館

阿田和中学校

４月の納税期限
●国民健康保険税
納期限

14 日
15 月 バレーボール教室

29 月 昭和の日

第１期

４月30日（火）

国民健康保険税仮算定（第１期、
第２期分）の納税通知書は、
４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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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。

２／ 21 阿田和小学校で学校防災研修会

２／ 19 尾呂志学園中学校で木材加工実習

２／24 七里御浜Ｇ・Ｇ作戦

尾呂志学園中学校で技術科の授業の一環とし
やましたえいいちろう
て、地元の建具屋の山下榮一郎さんを講師とし
て迎え、１・２年生が椅子の制作を行いました。
椅子は「ホゾ接ぎ」という木材を組み上げて
いく本格的な造りで、生徒たちは少し手こずっ
ていましたが、山下さんに助けてもらいながら
作成していました。

２月24日に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が実施されま
した。
Ｇ・Ｇとはグリーン（緑）
・グロー（育てる）の意
味で、七里御浜松林を守るために行われました。
60人の参加者はスコップで穴を掘り、クロマツ
の苗100本を植えました。
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〒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/

クロマツの苗を植える参加者

（平成25年４月１日発行）

自作の校区防災マップを発表する児童

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

山下さんに教わる生徒

2013.4. No.528

２月21日に阿田和小学校で、
学校防災研修会が行われま
した。
この日は、阿田和小学校の
授業参観となっており、防災
に関わる公開授業が各学年で
行われました。阿田和小学校
の授業参観で防災の授業を取
り入れるのは初めての取り組
みで、児童たちは避難時に持
ち出す物について考えたり、
自作の校区防災マップを発表
したりしました。
かわ ぐち
また、三重大学大学院の川
口
じゅん
淳 准教授を講師に児童・保護
者を対象とした親子防災学習
会も開催され、災害の備えにつ
いて親子で知識を深めました。

みはま

みて見てみはま

