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平成 27 年度
施政方針

御浜町施政方針

みんなで取り組む、
元気あふれるまちを目指して
御浜町長

１．まちづくりの理念
人口減少に歯止めをかけ、子どもや若者から

大畑

覚

かんきつ以外の農林水産業や商工業について
も関係機関と連携し地域一体となった産業振興
を進めます。

高齢者の方まで、豊かにそして元気に暮らせる
明るい将来を見据え、「みんなが輝く希望と活
力あるまちづくり」を進めます。

２．地方創生への取り組み
人口減少の歯止め、地域に根付いた産業の活

理念 1 「連携・協働のまちづくり」
それぞれの地域が持つ特性を生かしながら、

性化、生産性の向上などを盛り込んだ、５ヵ年
計画である地方版総合戦略計画を策定します。

個性豊かなまちづくりを目指し、自治組織や課
題を抱えて取り組んでいる住民団体のみなさん
と連携協働し、地域の活性化に向けた取り組み
を行います。

３．重点施策（６策）
①高速道路の早期完成
事業化に至っていない久生屋から御浜町を経

理念２ 「快適で健やかなまちづくり」
子どもからお年寄りまで、誰もが安心して健
康に暮らし、学び、そして地域の中で生涯を送
ることができる快適で健やかなまちづくりを目
指します。
理念３ 「活力ある地域経済（地場産業の振興）」
若者が定住し、地域経済が潤い、将来へ希望

て紀宝町までの約 17 ｋｍを、引き続き県や近
隣市町と連携して、新規事業化及び予算確保に
向けて要望をします。
また、御浜町独自でも、早期事業化にむけ、
要望活動を行います。

②防災の強化
○自主防災組織の強化

が持てる地場産業の盛んな活力あるまちづくり

 新年度におきましても、自助、共助を高め

を目指します。

る取り組みとして、「自主防災組織育成・強

「年中みかんのとれるまち」として、持続可
能なかんきつ振興に取り組みます。
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化プロジェクト」の活動を継続し、防災意識
の向上と組織活動の活性化について、引き続

 志原保育所に認定こども園としての機能を

 私自身、自主防災組織のみなさんと直接お

取り入れた運営を始めます。

話をさせていただくために、地域が抱える課

 延長保育の拡大や土曜日の一日保育などの

題や支援策について情報の共有に努めます。

拡充を図ります。

 「子ども・子育て支援新制度」を踏まえ、
子育て支援策の充実を図ります。

 志原保育所の子育て支援室の機能強化や、
みはま児童クラブの拡充・子ども医療費助成
の拡充等を図ります。

○婚活支援事業

 独身男女の出会いの場となる婚活イベン
トを開催し、結婚のきっかけづくりに取り組
みます。

○海岸堤防の整備

 萩内海岸の市木川方向への約 200 ｍの早
期完成を強く要望するとともに、阿田和山地
地区の整備も要望します。

④かんきつの振興
○高 品質果実の栽培技術の確立、農家
住宅の提供

③若者定住対策
○土地の有効活用
 農振農用地区域のあり方について、区域を
見直し住宅地としての土地を確保するととも
に、阿田和向山地区の町有地についても、宅
地としての提供を検討します。

○子育て支援
 高品質果実の栽培技術を確立し、農家所得
の向上を図る取り組みを開始します。

 優良品種への更新、マルチ栽培の推進、点
滴かん水や土づくりへの助成等、生産者のみ
なさんの声を反映した支援策を実施します。

 担い手の確保対策として、農業従事者へ
の住宅提供について、空き家対策とあわせて
検討します。
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き様々な支援を行います。
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⑤教育の充実

４．平成 27 年度当初予算について

○学力向上対策
 互いに学び合うグループ学習の導入や子ど
もたちがより高い課題や目標に向かってチャ

予算編成方針及び予算規模
平成 27 年度の当初予算編成にあたっては、

レンジする「ジャンプ課題」学習を推進しま

地域経済の好循環の拡大をはかるとともに、行

す。

政サービスのより一層の向上と将来世代に負担

 読書の推進や放課後補習の実施など、学力

を先送りすることのない持続可能な財政運営を

向上に向けた新たな取り組みを検討します。

確立することを念頭に予算編成を行いました。

○伝統行事の継承

一 般 会 計 の 予 算 規 模 は、 前 年 度 よ り ５ 億

きょう ど

 郷土の伝統や文化について理解を深めると

5,731 万５千円減の総額 48 億 4,959 万５千円、

ともに、土曜日の授業を有効に活用し、故郷

前年度対比 10.3％の減としております。

ふるさと

きょう ど

でんしょう

に伝わる食習慣、郷土芸能、有形無形の伝承
ぶつ

好循環拡大に向けた経済対策に基づく３月補

物等地域の文化や伝統を、継承・発展させる

正予算と一体的なものとした 13 カ月予算とい

ための学習に取り組みます。

たしましては、総額 49 億 3,950 万９千円となり
ます。

⑥高齢者の生きがい対策

一般会計と特別会計を合わせた新年度の全体

○巡回バスの運行

予算規模は前年度より４億 6,067 万９千円減の

 無料巡回バスの運行開始に向けて、効率的

総額 70 億 5,673 万３千円、前年度対比 6.1％の

な運行が図られるよう検討します。

減となります。

○シ ルバー人材センター（雇用促進セ
ンター）・農産物直売所の設置
 シルバー人材センターを設置し、高齢者の
方の働く場の確保を行います。

５．主な実施事業について（重点事業以外）
○活力がみなぎり、魅力ある産業づくり

 農産物の直売所を設置し、地場産品の販売

・農道やほ場整備などの生産基盤整備事業

促進を図りつつ高齢者の方の生きがいづくり

・獣害対策事業

に取り組みます。

・森林保全事業
・水産資源栽培漁業の推進
・プレミアム商品券発行事業
・集客交流事業

○快適に暮らせる定住基盤づくり
・道路整備事業
・道路維持管理事業
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討と、財政運営の改善及び安定化
・河川の水質汚染の防止や自然環境の保全

○健やかに暮らせる福祉のまちづくり

などの啓発活動

・予防接種、がん検診助成事業

・合併処理浄化槽設置整備事業の実施

・地域医療体制の保持、充実

・廃棄物減量化行動計画に基づいた３年間

・介護保険事業

で燃料ごみの 30％削減の取り組み

・認知症対策

・リサイクルセンターの移転整備

・出産、妊婦健診、子育て等のサポート

・資源持込みの回数増加など資源ごみの出

・国民健康保険事業の健全かつ安定的な運
営と、特定健診受診率向上対策

しやすい環境づくり（オール御浜でごみ
減量化）

○健全な心を育む教育・文化のまちづくり
・
「確かな学力をそなえ、心身ともにすこ
やかな、児童生徒の育成」という学校教
育目標のもと、子どもたちの「生きる力」
を育んでいきます。
・生涯学習における子どもたちの多様な体
験学習、地域の伝統芸能や文化に触れる
ことができる環境の整備を目指します。

○みんなが主役のまちづくり
・「ふるさと納税制度」における特産品の
送付
・三重県南部地域活性化対策や集落支援
・
「御浜町第５次総合計画

後期基本計画」

の策定

議会における施政方針全文は町公式
ホームページでご覧いただけます。
○安全、安心に暮らせる生活環境づくり
・
「第二次御浜町緊急地震・津波対策行動
計画」に基づいた防災・減災対策
・水道水の安定的な供給体制の推進整備
・下水道処理施設の耐震及び浸水対策の検
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・河川管理事業

防災情報

No. 28

防災情報

神木地区・尾呂志地区で自主防災組織の
ブロック会議を開催しました
２月 15 日（日）に尾呂志地区、２月 25 日（水）に神木地区で、自主防災組織のブロック会議
が開催されました。このブロック会議は、阿田和、上市木、下市木、神木、志原、尾呂志の６ブロッ
クで構成されています。
会議では、自主防災組織の活動内容の報告や、町長との防災に関する意見交換などが行われま
した。参加者からは「いざ災害が起きれば誰かがすぐに助けに来てくれるわけではない。自分た
ちの地域は自分達で守るために訓練をしている。」「命を守るために応急的に対処できる訓練が必
要だ。
」などの意見が出ました。

尾呂志地区ブロック会議

神木地区ブロック会議

御浜町防災・気象講演会を開催しました
２月 22 日（日）尾呂志学園たかちらホールで、「防災・気象講演会」を開催し、住民約 100 名
まつもと たけひろ

が参加しました。この講演会は、日本気象予報士協会の気象予報士の松本武寛さんを講師に迎え
「過去の事例に学ぶ台風・大雨に備える」をテーマに、紀伊半島大水害の事例や大雨時の避難方法
などについて講演が行われました。
参加者は、気象についての知識や風水害時の避難に対する考え方などを熱心に聞きいっていま
した。

講演へ参加された住民のみなさん
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松本さんによる講演

尾呂志（川瀬、上野、栗須下地）地区が防災訓練を実施しました
やま

防災情報／防人の独言

２月 22 日（日）、川瀬地区自主防災組織（山
だ よし ひろ
田 芳 弘 代表）が放水訓練を実施しました。放水
訓練には地区の住民約 30 名が参加し、御浜町消
防団員から消火栓やホースの使用方法について
説明を受けた後、実際にホースをつないで放水
するなど災害時を想定した実践的な訓練を行い
ました。
うらなか よし
また、同日、上野地区自主防災組織（浦 中佳
お
なかうらふかし
男代表）
、栗須下地地区自主防災組織（中浦深代
表）でも避難訓練が行われました。

放水訓練の様子

火の元に十分注意しましょう

～火災とまぎらわしい行為の届出について～
例年この時期は、空気が乾燥し、野焼きやあぜ焼き等が原因で火災が発生しやすい季節です。
野焼きは、一部の場合を除き原則的に禁止されています。
（注）やむを得ず野焼きやあぜ焼き等
を行う場合には、事前に熊野市消防署御浜分署（☎２－４７３１）へ日時や場所等の届け出が必
要です。
また、空気が乾燥している日や風の強い日を避け、必ず消火の準備をしたうえで現場から離れ
ずに、火が完全に消えたことを確認するようにしてください。
（注）農業、林業または漁業を営むためやむを得ない場合、たき火その他、日常生活を営むうえで
通常行われる野焼きで軽微なものなど
†問い合わせ先†防災課防災係 （担当

はぜやましん や

櫨山慎也）☎３－０５０７
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上野地区自主防災組織から学んだこと
防災課

西

優輝

２月 22 日（日）
、上野地区自主防災組織が防災訓練を行いました。
私もこの訓練をお手伝いするために、上野地区自主防災組織の会議に何度かお邪魔し、いろい
ろお話しを聞かせていただきました。
上野地区自主防災組織では、女性が中心となった防災対策に取り組んでいます。
組織内に女性役員を中心とした生活対策班があり、緊急時に必要な医療情報が書いてあるキッ
トを高齢者に配布したり三角巾やトリアージタッグを使用した救急救護訓練を行っています。
訓練のお手伝いをきっかけに、災害時に身体の不自由な方や高齢者、妊婦さんや乳幼児など、
一定の配慮が必要な方々を思いやる事の大切さに改めて気づきました。
東日本大震災、阪神淡路大震災では、避難所生活の中で、女性のプライバシー保護やお年寄り、
障がいを持った方々への生活支援に対する配慮が行き届かず、多くの問題が発生しました。
私たちが持っている人を思いやる気持ちは、災害時にこそ、必要不可欠です。もし、あなたの
近くで困っている人がいたら、その人の立場になって行動してみてください。お互いがきっと温
かい気持ちになりますよ。
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農業の日本型直接支払制度が法制化されました
農業日本型直接支払制度

平成 27 年度から法律に基づく制度で、農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活
動に対して支援します。
●多面的機能支払交付金

【制度の概要】

①農地維持支払
農 地 法 面・ 水 路・ 農 道 の 草 刈 り、 泥 上 げ、
砂利補充等の基礎的保全活動を支援します。
②資源向上支払（共同活動）
水路・農道等の施設の軽微な補修や農村環
境保全活動等、地域資源の質的向上を図る共
同活動を支援します。
③資源向上支払（施設の長寿命化）
水路、農道等の施設の長寿命化のための補
修・更新等の活動を支援します。

【対象地域・対象者】

原則として農振農用地区域内の地域で活動

組織を作り、５年間継続して耕作を行う農業
者等
年間交付単価

（単位：円 / 10a）
②資源向上支払

①農地維持支払 （共同活動）
※１、２

①と②に取り組
む場合

③資源向上支払
（長寿命化）
※３

①、 ② 及 び ③ に
取り組む場合
※４

田

3,000

2,400

5,400

4,400

9,200

畑※５

2,000

1,440

3,440

2,000

5,080

250

240

490

400

830

草地

※交付金を受けるには、５年間活動を継続し事務を行っていただく必要があります。
※１：これまでの農地・水保全管理支払の５年以上継続地区については、農地・水保全管理支払と同
様 75％単価が適用される。
※２：②の資源向上支払（共同活動）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要。
※３：水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新。
※４：更に③の資源向上支払（長寿命化）に取り組む場合、単価は都府県・田の場合 4,400 円 /10a
が上乗せされる。①、②及び③を一緒に取り組む場合は、②の単価は、従来の農地・水保全管
理支払と同様 75％単価になり、都府県・田の場合、合計で 9,200 円 /10a となる。
※５：畑には樹園地を含む。
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●中山間地域等直接支払交付金

【制度の概要】

中山間地域等の農業生産条件不利地域（傾斜地等）と平地とのコスト差（生産費）を支援すること

【対象地域・対象者】

農振農用地区域内の下記の要件を満たす地域で、集落協定または個別協定に基づき５年間継続して

耕作を行う農業者等。
年間交付単価

（単位：円 / 10a）

田

畑

草地

採草放牧地

草地比率の
緩傾斜
緩傾斜
急傾斜
急傾斜
緩傾斜
急傾斜
急傾斜
緩傾斜
高い草地
（1/20 以上）（1/100 以上）（15°以上）（8°
（15°以上） (8°以上 )
以上）（15°以上）（8°以上）
（寒冷地）
21,000

8,000

11,500

3,500

10,500

3,000

1,500

1,000

300

※交付金を受けるには、５年間活動を継続し事務を行っていただく必要があります。
●環境保全型農業直接支払交付金

【制度の概要】

化学肥料・化学合成農薬の５割低減の取り組みとセットで取り組む以下の営農活動に支援します。

【対象地域・対象者】

農業振興地域内で、原則２戸以上のグループで申請する農業者で、①主作物についてエコファーマー

認定を受けていること。②農業環境規範に基づく点検を受けていること。
※個人の農業者も一定の条件を満たし、市町村が認める場合は申請可能です。
「エコファーマーの認定を受けている方」の他、都道府県の特別栽培農産物認証等の認証を取得し

ている方も対象となります。
年間交付単価

（単位：円 / 10a）

全国共通取組

対象取組

交付単価

緑肥の作付け

8,000

堆肥の施用

4,400

有機農業 ※ 1（内そば等雑穀・飼料作物）

8,000（3,000）

対象取組は、承認を受けた都道府県により異なり
地域特認取組

ますので、詳細については担当までお問い合わせ

3,000 ～ 8,000

ください。

※交付金を受けるには、事務を行っていただく必要があります。
※１：有機農業は、化学肥料・化学合成農薬を使用しない取り組みです。
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†
産業建設課農業振興係
（担当

さかぐち てるゆき

坂口照幸）

☎３－０５１７
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農業日本型直接支払制度

により、農業生産活動を将来に向けて維持する活動を支援します。

第５次御浜町総合計画策定／三重県知事選挙・三重県議会議員選挙

第５次御浜町総合計画策定に向けて、
「第１回総合計画審議会」及び「未来まちづくり会議」を開催しました
御浜町では「第５次御浜町総合計画後期基本
計画」の策定に着手しました。この計画は、町
の指針となる平成 23 年度から 32 年度までの
10 年間の長期計画であり、平成 27 年度に計画
の前期期間が終了することから、本町を取り巻
く社会情勢の変化や、新たな町民ニーズなどに
柔軟に対応することができるよう計画内容を見
直しするものです。
計画期間は、平成 28 年度から 32 年度までの
５年間となります。

未来まちづくり会議

また、２月 21 日（土）には、役場くろしおホー
ルにおいて、
「未来まちづくり会議」を開催しました。
この会議では、各種団体から選出された方や一般公

去る２月 23 日（月）には、役場くろしおホー

募の方を対象に、ワークショップ形式で開催し、
「産

ルにおいて、「第１回総合計画審議会」を開催し

業」、「環境・景観」、「健康・福祉・医療」、「教育・

ました。この審議会は、「後期基本計画」を策定

文化」、「生活基盤」、「住民参画・自治体経営」の６

するにあたり、住民のみなさんからご意見等をい

グループに分けて、それぞれの立場から、まちづく

ただく機関として設置し、委員には、町議会や公

りへの提案や日頃の活動の中での町への要望など

共的団体などから選任させていただきました。

についてご意見をいただきました。今後、11 月ま

会議では、町長が 20 名の委員に委嘱状を交付し、
会長、副会長を選出した後、事務局が「後期基本
計画」策定の方針等についての説明を行いました。

でに審議会を３～４回程度開催し、第５次御浜町総
合計画の原案について審議する予定です。
委員のみなさん、参加者のみなさん、貴重な
ご意見ありがとうございました。
†問い合わせ先†
総務課企画財政係
（担当

第１回総合計画審議会

はたなか よしなり

畑中芳成）

☎３－０５０５

三重県知事選挙・三重県議会議員選挙
４月 12 日（日）は、三重県知事選挙及び三重県議会議員選挙の投票日です。

投票日当日に投票に行けない方は、期日前投票をご活用ください。
期日前投票
三重県知事選挙

三重県議会議員選挙

【期間】３月 27 日（金）～４月 11 日（土）

【期間】４月４日（土）～４月 11 日（土）

【場所】役場

【場所】役場

【時間】午前８時 30 分～午後８時まで
第１会議室

【時間】午前８時 30 分～午後８時
第１会議室

†問い合わせ先†
御浜町選挙管理委員会
（担当
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三重県の選挙啓発キャラクター「いっぴょん」

わ

だ やすたか

和田康高）

☎３－０５０５

うま

御浜町チームが敢闘賞を受賞！～美し国駅伝～
美し国駅伝

２月 15 日に「第８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三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 陸上競技場（県営総合競
技場陸上競技場）までの 10 区間、42.195km を県内の 29 市町のチームで競い合いま
した。御浜町は、２時間 45 分 49 秒のタイムで走破。総合 27 位、町の部 13 位（昨
年は総合 28 位、町の部 14 位）でした。前年のタイムから１分 02 秒縮め、敢闘賞を
受賞しました。
う しろ

監督：宇城

きみ こ

おくにし

公子

コーチ：奥西

区間（距離）／区分

選
い なが

１区（1.28km） 伊永
しらかし
小学生女子
白樫
ひら み

２区（1.85km） 平見
とく だ
小学生男子
徳田

わ

だ

４区（5.58km） 和田
すず き
中学生男子
鈴木
すぎやま

５区（4.60km） 杉山
はたなか
40 歳以上男子
畑中

※上段の選手が出場

（敬称略）

名

区間（距離）／区分

い ぶき

み

未来（阿田和小）
たく と

う しろ

拓人（御浜小）
みき と

はな

う しろ

華（御浜中）
く

う

手

名

つばさ

しょう こ

７区（2.89km） 宇城 翔子（愛知県立芸術大学）
おかざき
れ な
一般女子
岡﨑 玲菜（阿田和中）

樹人（御浜小）
な

だ

６区（6.36km） 大和田 翼（木本高）
わ だ
し りゅう
ジュニア男子
和田 志隆（木本高）

く

り

選
おお わ

衣吹（阿田和小）

おかもと

３区（3.83km） 岡本
すず き
中学生女子
鈴木

手

よし こ

喜子

８区（3.43km） 宇城
ほら
20 歳以上女子
洞

梨奈（阿田和中 ）

おくにし

空翼（阿田和中）

よう こ

陽子（三重大学）
ち ひろ

千祥（飛鳥中）
な つき

９区（5.45km） 奥西 菜月（木本高）
う じょう
あん な
ジュニア女子
宇城 杏菜（木本高）

かず や

良弥（阿田和中）
ただし

く

忠（三重県）

しげる

滋（熊野市消防署）

ぼ

いちろう

10 区（6.925km） 久保 一郎（三重くまの森林組合）
ま した
てつ や
20 歳以上男子
間下 哲也（紀南病院）

下段の選手は控え選手

監督コメント
今年は、敢闘賞をいただきました。去年より１秒でもタイムを縮めるという目標を達成できて、
嬉しく思っています。町の部８位入賞という長年の夢はまだ果たせていないのが残念です。
強豪ぞろいの他チームと、いろいろなスポーツをしている選手の集団であるわがチームでは、
現時点で実力差は大きすぎます。しかし、この大会に出場することによって得られた経験を未来
にいかすことにおいては、どこのチームにも負けないと思っています。
応援してくださった皆様、ありがとうございました。

選手のみなさん
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平成 27 年度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！飛び入り参加ＯＫです。お誘い合わせのうえお越しください！
※道具類は貸出できます（ゴルフを除く）。
※運動できる服装と靴で参加してください（室内の種目は体育館シューズを持参してください）。
みはまスポーツクラブご案内
みはまスポーツクラブは地域住民が自分たちの会費で運営をしていく手づくり（自主運営）の
スポーツクラブです。
年代を問わず誰もが気軽に参加でき、様々な種目を楽しめます。競技としてのスポーツにとら
われず、運動不足解消の場としても、また新しい出会いとしても自由に参加でき、スポーツによ
り育まれたネットワークを活かすことを目的としています。
特に成長期の子どもたちには、一生に一度しかない「ゴールデンエイジ」に、いろいろなスポー
ツを体験してバランスの良い発育ができる環境づくりを目指しています。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】みはまスポーツクラブへ入会されますと、以下の各教室に参加できます。
開催教室
サッカー教室◆★

（幼児～小学生対象）

バレーボール教室◆

（小・中学生対象）

ソフトテニス教室★
（小学生～大人、全般）
卓球教室（中学生以上）
卓球教室（小学生～大人、全般）
太極拳教室
（小学生～大人、全般）

ゴルフ教室
エクササイズ・サークル

曜日
毎週月曜
※祝日はお休み
毎週月曜
※祝日はお休み
毎週水曜
※冬期間は休止あり
毎週火曜
毎週木曜
毎週金曜
※祝日はお休み
第 1、3、5 水曜
第 2、4 水曜
毎週土曜 ※雨天中止
毎週木曜

時間

場所

19：00 ～ 20：30

御浜中グラウンド

17：30 ～ 19：00

御浜中体育館（アリーナ）

19：00 ～ 21：00

阿田和小テニスコート

19：00 ～ 21：00

阿田和中第２体育館

19：00 ～ 20：30

志原公民館

19：00 ～ 21：00
9：30 ～ 12：00
10：00 ～ 11：10

◆は、ジュニア（小・中学生）の対象の教室です。

みはまＧＧ
ダイヤモンドヒル（旧エル）
清掃センター
中央公民館ホール（ヨガマットや代
用のバスタオルをお持ちください）

★は、雨天の場合は、中止になります。

※企画中…季節の教室：水泳教室（夏）など
【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）】
４月～９月に入会の方
小・中学生

3,500 円（内訳 : 事務費 1,000 円、

スポーツ保険料 800 円、会費 1,700 円）

10 月～３月
に入会の方
2,600 円

5,300 円（内訳 : 事務費 1,000 円、
個
一般・高校生
4,000 円
スポーツ保険料 1,850 円、会費 2,450 円）
人
会
3,800 円（内訳 : 事務費 1,000 円、
シニア（65 歳以上）
2,900 円
員
スポーツ保険料 1,000 円、会費 1,800 円）
2,300 円（内訳 : 事務費 1,000 円、
幼児（未就学）
2,000 円
スポーツ保険料 800 円、会費 500 円）

ファミリー
（親子２名以上）

7,800 円～（家族で入会されると事務費の
割引があります）
※４月～９月に入会の家族のみの割引です

※入会方法等詳しくは下記までお問い合わせください。
†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）☎０９０－２０６０－３１５１
・教育委員会生涯学習係（担当
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はし じ まさなお

端地正尚）☎３－０５２６

御浜町奨学金並びに大久保奨学金の支給案内
奨学金を支給しています。
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本 人または生計を一にする家族が御浜町

①本人または生計を一にする家族が市木地区

に生活の本拠がある方

出身者で市木地区に生活の本拠がある方

②奨学金の支給額…１ 人 に つ き 年 額 60,000

②奨学金の支給額…１ 人 に つ き 年 額 60,000

円以内

円以内

③支給できる人員…２人以内

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

†問い合わせ先†

てください。

教育委員会学校教育係

【結果の通知】教育委員会において選考審査を

（担当

行い、結果を本人に通知します。

しま だ ひろ こ

島 田 寛 子）

☎３－０５２６

用途地域の変更（案）に対するご意見を募集します
町では、阿田和地区の一部に設定している御浜都市計画用途地域の変更を検討しており、この変更
（案）に対するパブリックコメント（意見募集）を実施します。
この変更（案）は、既存の「近隣商業地域」を商業施設のみならず工業系の建物も建築可能とする
「準工業地域」に変更するものです。
このことにより、パーク七里御浜を含む周辺地域での活性化が期待でき、地場産業の振興、集客交
流の推進が図られるものと考えています。
【募集期間】４月１日（水）～ 14 日（火）
【意見の提出方法】①住所

②氏名

③電話番号

④意見を記入して、郵送またはＦＡＸ、電子メー

ルで提出してください。※様式は問いません
【提出先】〒 519-5292 御浜町大字阿田和 6120 番地１
ＦＡＸ

05979-2-3502

メール

御浜町役場産業建設課工務係

m-sangyou@town.mihama.mie.jp

【用途地域の変更（案）について】御浜都市計画用途地域の変更（案）については、町ホームページ
と産業建設課窓口でご覧になれますのでご確認ください。

【その他】・お寄せいただいたご意見は、最終案の取りまとめの際に参考とさせていただくとともに、
後日、ご意見に対する町の考え方について、ホームページで公表します。なお、提出い

ただいたご本人への個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
・意見の概要を公表する場合は、個人情報に関するものは公表いたしません。
†問い合わせ先†

意見箱

産業建設課工務係
（担当

いけうち まさひろ

池内昌洋）

☎３－０５２１
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奨学金／用途地域変更パブリックコメント

町では、高等学校に在学する方で、能力があるにも関わらず、経済的理由によって修学が困難な方に対し、

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

高齢者肺炎球菌ワクチン
定期接種を行います

児童扶養手当と特別児童扶養手当
の手当額が引き上げられます

町では、肺炎・気管支炎・髄膜炎などを起こ
す細菌の感染を防ぐため、特定の年齢の方に対
し、肺炎球菌ワクチンの定期接種を行います。
対象の方には後日案内通知をお送りさせていた
だきます。
【対象者】
平成 27 年度に 65 歳、
70 歳、
75 歳、
80 歳、
85 歳、
90 歳、95 歳、100 歳となる方
※ 60 歳～ 65 歳未満の方については、身体の状
況などにより対象となる場合があります。
※任意接種として、すでに肺炎球菌ワクチンの
ニューモバックスＮＰを受けたことのある方
は対象外となります。
【接種費用】2,500 円
※ 65 歳以上で上記対象外の方についても、一
度の接種に限り、
料金の一部助成があります。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当

こ

ね がわ

古根川

さち

幸）

☎３－０５１１

職場であなたは悩んでいませんか
総合労働相談コーナーでは、労働に関するあ
らゆる分野の悩みやトラブル、例えば、パワハ
ラ（職場でのいじめやいやがらせ）
、解雇、退
職の推奨等に対して、専門の相談員が面談ある
いは電話で当事者への助言を行っています。
一人で抱え込まず、気軽にお近くの労働基準
監督署内の総合労働相談コーナーへご相談くだ
さい。また、女性相談員がいるコーナーを紹介
することも可能です。
詳細は、下記までお問い合わせいただくか、
三重労働局ホームページ
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
をご参照ください。
†問い合わせ先†
三重労働局総務部企画室
☎０５９－２２６－２１１０
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●児童扶養手当
離婚・死別などにより、ひとり親家庭になっ
た場合や父または母に一定の障がいがある場合
に、18 歳未満（障がいがあるときは 20 歳未満）
の児童を養育している方に手当を支給する制度
です。
ただし、父または母が事実上婚姻状態にある
ときなどは、支給されません。
【４月以降の手当月額】
・全部支給 42,000 円
・一部支給 41,990 円～ 9,910 円
※児童が２人の場合 5,000 円、３人以上はさら
に 3,000 円ずつ加算されます。
●特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある 20 歳未満の児童
を養育している父もしくは母、または養育者に
手当を支給する制度です。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所して
いるときや、障がいを支給事由とする公的年金
を受給できるときは、支給されません。
【４月以降の手当月額】
・１級 51,100 円
・２級 34,030 円
†問い合わせ先†
健康福祉課福祉係（担当
☎３－０５１５

おお た ゆう こ

太田裕子）

経営所得安定対策を実施します
平成 27 年度の経営所得安定対策は、一部支
払対象者を見直して、引き続き実施します。
対象者へは、６月初旬に申請書が郵送されま
すので、交付要件等を確認して期日までに申請
書を提出してください。
【対象者】生産数量目標に従って、販売目的で
生産する販売農家と集落営農が対象です。
【申込期日】６月 30 日（火）まで
【申請書提出先】役場 産業建設課農業振興係
†問い合わせ先†
東海農政局 津地域センター農政推進グループ
☎０１２０－３８－３７８６

■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。

【受付期間】
・インターネット…
４月２日（木）10：00 ～ 13 日（月）
・郵送…
４月２日（木）～６日（月）当日消印有効
【第１次試験日】５月 31 日（日）
【受験資格】
・総合職試験（院卒者区分）…
昭和 60 年４月２日以降に生まれた者であっ
て、大学院修了者及び修了見込みの者
・総合職試験（大卒程度区分）…
昭和 60 年４月２日から平成６年４月１日まで
に生まれた者、平成６年４月２日以降に生ま
れた者であって、大学卒業者及び卒業見込み
の者
・一般職試験（大卒程度区分）…
昭和 60 年４月２日から平成６年４月１日まで
に生まれた者、平成６年４月２日以降に生ま
れた者であって、大学卒業者及び卒業見込み
の者
※受験資格の詳細については、下記お問い合わ
せ先または、裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/ をご覧ください。
【資料請求】
受験案内は、裁判所ホームページに掲載及び、
最寄りの裁判所で配布しています。
†問い合わせ先†
津家庭裁判所事務局総務課人事第一係
☎０５９－２２６－４８７６

平成 27 年度ＮＨＫ学園通信制
高等学校生徒募集
【募集内容】高等学校普通科（３年生）生徒
【募集対象】
中学校を卒業した方、または平成 27 年３月
に卒業見込の方。高等学校中退者ほか。
【出願期間】平成 27 年４月 30 日まで
※まずは、無料の案内書をご請求ください。
†問い合わせ先†
ＮＨＫ学園
☎０４２－５７２－３１５１（代表）
案内請求フリーダイヤル
☎０１２０－０６－８８８１

日曜・無料遺言公証法律相談が行われます
【日時】４月 19 日（日） ９：00 ～ 17：00
５月 17 日（日） ９：00 ～ 17：00
【場所】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）
【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、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
☎０７３５－２１－２３４４

紀宝警察署メールボックス
三重県警察就職説明会の開催
三重県警察の就職説明会が開催されます。
今、警察官＆警察事務官になる第一歩を踏み
出すとき ! !
【日時・場所】
○３月 27 日（金）14：00 ～ 16：00
じばさん三重（四日市市）
○３月 29 日（日）10：00 ～ 12：00
三重県警察本部
○４月４日（土）14：00 ～ 16：00
伊勢市観光文化会館
【内容】警察官、警察事務官の仕事内容、採用試験
のアドバイス、制服試着体験、質問コーナー 等
【三重県警ホームページ】
http://www.police.pref.mie.jp
†申し込み・問い合わせ先†
三重県警察本部警務課採用係
☎０５９－２２２－０１１０

紀南医師会応急診療所
【診療日】４月５日（日）
、
12 日（日）
、
19 日（日）
26 日（日）
、29 日（祝日）
【診療時間】９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
【場所】
熊野市社会福祉センター（ふれあいセンター）
井戸町 750 －１（津地方裁判所熊野支部の横）
【診療科目】内科
【電話】０５９７－８８－１００１
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情報コーナー

裁判所職員採用総合職試験及び
一般職試験が実施されます

平成 27 年度狂犬病予防注射及び畜犬登録を行ってください
平成 27 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
狂犬病予防接種及び畜犬登録／年金だより

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。

４月 27 日（月）

４月 28 日（火）

９：20 ～ 10：00
10：20 ～ 10：30
10：40 ～ 10：45
10：55 ～ 11：05
11：15 ～ 11：45
12：50 ～ 13：40
14：05 ～ 14：50
15：00 ～ 15：30
９：00 ～ ９：40
９：55 ～ 10：40
10：50 ～ 11：20
11：35 ～ 11：55

尾呂志公民館
西原バス停付近広場
中立コミュニティセンター
柿原公民館
阿田和神社上広場
阿田和公民館
下市木公民館
上市木公民館
神木公民館
志原公民館
東平見集会所
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）
※なるべくおつりの要らないよう、ご用意ください。
※今回は、４月下旬の実施となりますので、予
防注射の案内ハガキは、３月末～４月初旬に

†問い合わせ先†

発送する予定です。

生活環境課環境係

※死亡や転居等により犬の登録情報が変わって
いる場合は、担当までご連絡ください。

（担当

はしむら もりひろ

橋村守裕）

☎３－０５３１

「ねんきん定期便」をお届けしています
「ねんきん定期便」とは、これまでの年金加入記録
を確認していただくとともに、年金制度に対する理解

ます。お知らせする内容は①の方とほぼ同様ですが、
年金加入記録の確認方法などを詳しく記載したパン

を深めていただくことを目的として、日本年金機構か
ら毎年誕生月に送付されるものです。送付対象となる

フレットや「年金加入記録回答票」を同封しています。

方は、国民年金、厚生年金の被保険者となっています。 もし年金加入記録に「もれ」や「誤り」があったら
「ねんきん定期便」を受け取ったら年金加入履歴
「ねんきん定期便」は年齢によって送付内容が異なります や保険料の納付状況に書かれている内容を確認し、
① 35 歳、45 歳、59 歳以外の方
もし「もれ」や「誤り」がある場合、
「年金加入記
ハガキの「ねんきん定期便」をお送りしていま 録回答票」にてご回答ください。
「もれ」や「誤り」
す。お知らせする内容は、
これまでの年金加入期間・ がない場合には、回答の必要はありません。
保険料納付額、これまでの加入実績に応じた年金 ※②の節目年齢の方にお送りしている封書の「ねんきん
額（50 歳以上の方は老齢年金の見込額）等です。
② 35 歳、45 歳、59 歳の方

定期便」
には「年金加入記録回答票」を同封しています。

年金の受け取りに必要となる加入期間を確保する
ための節目となる年齢の方や、年金請求が間近とな

†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当

る方には封書の「ねんきん定期便」をお送りしてい

☎３－０５１２
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いまにし ち ひ

ろ

今西千妃路）
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対策室だより
カラ

新規就農者を支援します
国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。
●給付者の主な要件 ※すべて満たす必要があります。
（１）独立・自営就農時の年齢が、原則 45 歳未満であり、農業経営者となることについての強い
意欲を有していること。
（２）次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
①農地の所有権または利用権を給付対象者が有している。
（農地が親族からの貸借が過半である
場合は、５年間の給付期間中に所有権移転すること。）
②主要な機械・施設を給付対象者が所有または借りている。
③生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。
④給付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及
び帳簿で管理する。
⑤給付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を
行う場合や、親の経営に従事してから５年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
（３）経営開始計画が独立・自営就農５年後には農業で成り立つ実現可能な計画であること。
等の要件があります。
【受付】役場 産業建設課
【受付期間】５月１日から 30 日までと 11 月１日から 30 日までの年間２カ月間です。
※申請書類は受付期間外でもお渡しできますので、早めに産業建設課へご相談ください。

土づくりを支援
２月 19 日から 24 日にかけてＪＡ三重南紀温
うらあきひろ

州部会（裏章弘会長）による客土事業が行われ
ました。客土とは降雨などで流れてしまった畑
の土を補充する事業です。
昨年は８月の記録的な日照不足や、10 月に
２度の台風に見舞われるなど、雨により畑の土
が流されてしまった年でした。部会のみなさ
んの働きにより町内の畑に約 600 ｔの土を配達

みかん畑への客土搬入作業

し、町も客土事業の一部を支援することで、今

†問い合わせ先†

年の栽培の役に立てばと考えています。今年は

産業建設課柑橘対策室

天候に恵まれ、秋にはたくさんのおいしいみか
んが採れることを望みます。

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。４月は温州みかんがとれる 10 月に次いで生産量の多い月です。セミノールと
カラの出荷最盛期であり、特にカラは県内の優秀な農産物として「三重ブランド」に認定されています。
平成 26 年産中晩柑類の収穫は終盤を迎えており、本年産の中晩柑類は全体をとおして酸切れがよく
おいしいといわれています。セミノールとカラも消費地で高い評価を得ることを期待します。

赤ちゃん／ロタウィルス助成／広報文芸／あとがき

は

町では平成 27 年４月１日より、任意予防接種であるロタウィ

て

じ

ロタウィルスワクチン助成を行います

めまし

ルスに対し、接種費用の一部を助成させていただきます。接種す
るワクチンよって、接種対象年齢や回数、助成額が異なります。

残念ですが、今月ご紹介する
赤ちゃんはいませんでした。
来月は、また元気な赤ちゃん

ワクチン名

対象年齢

接種回数

助成金額

ロタリックス

生後６週～ 24 週

２回

１回につき
7,000 円上限

ロタテック

生後６週～
31 週６日まで

３回

１回につき
4,700 円上限

なお助成対象は、平成 27 年４月１日以降に接種した人のみに

をみなさんにご紹介します。お

限ります。助成希望の方は、医療機関での接種後、必要書類をお

楽しみに。

持ちのうえ、接種された年度内に窓口に申請してください。
【必要書類】母子手帳、
または接種済証など接種の証明となるもの、
領収書、振込口座、印鑑
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
（担当

ま

湊

希世

貞

あら に

ゆう ほ どう

遊歩道

うま

旨きこと

にお

御浜町俳句会

谷口

行雄

おと

須崎

ぶり

火の匂ひ

ひ

いずくともなき

平成二十七年四月号

音のかそけき

おち ば

落葉舞う

鰤の粗煮の

とこ あ

床上げや

り っ しゅん

立春の

黄渓

こ たつ

よい

杉目

ひな

炬燵かな

美鈴

い

よ せいあじ

矢口

なが

こ どう

余生味わう

雛の宵

矢口みずは

まどろみて

ひな眺め入る

ひなめぐり

くま の

4,289 戸（＋ 2 戸）

しょうじ ょ

世帯数

おりがみ

折紙の

熊野古道の

正倫

4,898 人（＋ 1 人）

び

美少女と

山口

女

智子

4,313 人（＋ 8 人）

後呂

男

みず

くも

さ

宣子

9,211 人（＋ 9 人）

上田ゆかり

榎本

口

うめ

はる

春の雲

うめ

梅が咲く

梅こぼる もうすこしなり お水とり

ふた

くま の なだ

熊野灘

かん さ なか

祥子

春羊

花井

向井

人

さち

幸）☎３－０５１１

要子

は とう

ひと

一つ二つと

さき

波濤のごとし

び

おや こ

くも

親子の先に

あさ や

さ

ま

咲きにけり

かれ は

おこ

朝焼けの雲 寒最中

い っ しゅん

ち

はげ

励まさる

月１日現在の人の動き

ね がわ

山本

りょうせ ん

稜線は

う

生まれ日へ

たこ

凧あげや

まど ご

窓越しに

かぜ

つち

尾崎喜美子

か ん つばき

枯葉舞ふ

小野はるみ

はげ

でんこうせっ か

つる

寒椿 ポロット土に

風に一瞬

地を起す

いちじん

一陣の

電光石火

しゅんら い

春 雷や

蔓を励まし

えんどう

豌豆の
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こ

古根川

ました。
御浜中学校の卒業式では、国歌・校歌
が歌われ、続いて生徒一人ひとりに卒業
だんだんと暖かくなり、春のさまざま 証書が授与されました。
式の中では「思い出のアルバム」とし
な花が咲いてきているのを見かけます。
これから過ごしやすい季節となり、花 て、卒業生の部活や体育祭などの様子が
見などで、人や車が多くなることが予想 上映され、３年間の思い出に浸っていま
されますので、交通安全を十分心掛け、 した。
表紙の写真は、卒業生が答辞を述べて
春を楽しんでいただきたいと思います。
いる場面で、３年間の中学校生活の思い
さて、今月の表示ですが、御浜中学校 出、先生や友人たちとの別れに涙する生
の卒業式です。取材に行った御浜中学校 徒もおり、式場は感動に包まれていまし
では、44 人の生徒が卒業を迎えました。 た。
町内中学校では、阿田和中学校で 33 人、
たにあいてるゆき
（総務課 総務係 谷合輝幸）
尾呂志学園中学校で３人の生徒が卒業し

あとがき

…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 4
14 火 卓球教室（中学生・一般）

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（阿田和・尾呂志地区）

1 水 ありんこ広場

9:30 ～ 11:30

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 みはまＧＧ

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

15 水

収集日（阿田和・尾呂志地区）
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

資源プラスチック収集日（阿田和・尾呂志地区）

2 木

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

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

19:00 ～ 21:00

草木類収集日（市木・神志山地区）

資源プラスチック収集日（阿田和・尾呂志地区）

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

草木類収集日（市木・神志山地区）

バレエ・エクササイズサークル 10:00 ～ 11:10 中央公民館 16 木 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
バレエ・エクササイズサークル 10:00 ～ 11:10 中央公民館

子どもの広場 9:00 ～ 12:00 福祉健康センター

3 金 貯筋体操教室

10:00 ～ 11:00

中央公民館

17 金

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

4 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

清掃センター

5 日
紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

6 月 バレーボール教室

17:30 ～ 19:00

御浜中体育館

19:00 ～ 21:00

阿田和中学校

年金相談 10:00 ～ 14:00 役場２階会議室
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

8 水

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

18 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

清掃センター

19 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00

役場

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

20 月 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

サッカー教室 19:00 ～ 20:30 御浜中グラウンド

7 火 卓球教室（中学生・一般）

子どもの広場（自主活動） 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

21 火

多重債務者相談（予約制） 10:00 ～ 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
ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

22 水

（市木・神志山地区）

収集日（市木・神志山地区）
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

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

資源プラスチック収集日（市木・神志山地区）

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 ダイヤモンドヒル

草木類収集日（阿田和・尾呂志地区）

23 木 ４か月児・10 か月児健診（個別通知）
9 木

熊野市保健福祉センター

資源プラスチック収集日（市木・神志山地区）

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

草木類収集日（阿田和・尾呂志地区）

バレエ・エクササイズサークル 10:00 ～ 11:10 中央公民館

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 ～ 11:10 中央公民館 24 金

子どもの広場（自主活動） 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

子どもの広場（自主活動） 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター 25 土 ゴルフ教室 9:30 ～ 12:00 清掃センター
ちょっと気になる子ども相談（予約制） 役場
10 金
26 日 資源持込日 8:00 ～ 12:00 リサイクルセンター
子育て相談 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター
粗大ごみ収集日（持込） 7:00 ～ 15:00

11 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

清掃センター

12 日

17:30 ～ 19:00

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 御浜中体育館
サッカー教室 19:00 ～ 20:30 御浜中グラウンド

御浜中体育館

サッカー教室 19:00 ～ 20:30 御浜中グラウンド

28 火 卓球教室（中学生・一般）
紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

13 月

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

27 月 バレーボール教室

29 水
30 木

19:00 ～ 21:00

阿田和中学校

昭和の日
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 みはまＧＧ
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 ～ 11:10 中央公民館

19

広報

２／ 26（木） 神志山小学校新体育館竣工式
神志山小学校で新体

みはま

※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。
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育館が完成し、竣工式
が行われました。
竣工式には、40 人の
全児童も参加し校歌や
竣工を祝っての歌の披
露などが行われました。
やまかどたく み

児童会長の山門巧弥
さんは「こんなに立派
な体育館を作ってくれ
す。感謝の気持ちを込
めて大切に使い、いつ
します。」とお礼の言
葉を述べました。

竣工を祝って児童が歌を披露

３／１（日） オール御浜でごみ減らし大会

中央公民館でごみ減量化行動計画キックオフ

オール御浜でごみ減らし隊結成式
ぱくけいしゅく

幕し、三重大学の朴恵淑副学長による環境とご

イベントとして「オール御浜でごみ減らし大会」 み問題についての講演などが行われました。
が開催されました。

大会の終わりには「オール御浜でごみ減らし

大会は「みんなでごみを減らしましょう！」 隊」の結成式があり、各種団体による取組紹介
をテーマに、御浜町ジュニアバンドの演奏で開

が行われました。

〒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
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朴恵淑副学長による講演

（平成27年４月１日発行）

までも素敵な体育館に

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

てありがとうございま

