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「個人番号カード」の交付申請の受付が開始されます
マイナンバー制度

① 個人番号カードとは
個人番号カードはマイナンバー（個人番号）が記載された顔写真付のカードです
個人番号カードは、プラスチック製のＩＣチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、
性別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書
を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
【券面イメージ】
（表）

（裏）

個人番号カード１枚でできること
個人番号を証明する書類として
マイナンバー（個人番号）の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー
（個人番号）
を証明
する書類として利用できます。
各種行政手続きのオンライン申請
平成29年１月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種行政手続きのオ
ンライン申請に利用できます。
本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ１枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。

電子証明書とは
電子証明書は２種類です。
署名用の電子証明書
◦インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
電子申請（e-Tax等）
民間オンライン取引（オンラインバンキング等）の登録など
◦「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したもので
あること」を証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
◦インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
行政のサイト（マイナポータル等）へのログイン
民間のサイト（オンラインバンキング等）へのログイン
コンビニ交付サービス利用 など
◦「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
2

② 個人番号カードの申請 ～ 交付までの手順
個人番号カードの交付を希望される方は、住民票の住所に通知カードとともに届いた個人番号カー
とができます。

10月以降に住民票の住所に通知カードと個人
番号カード交付申請書が、簡易書留で届きます

郵

送

スマートフォン

パソコン

個人番号カード交付申請

スマートフォンのカメラ

デジタルカメラで顔写真

書に必要事項を記入・署

で顔写真を撮影。

を 撮 影 し、 パ ソ コ ン に

名又は記名・押印し、顔

保存。

写真を貼り付けます。
交付申請書のＱＲコード

交付申請用のＷＥＢサイ

交付申請書の内容に間違

から申請用ＷＥＢサイト

ト に ア ク セ ス。 画 面 に

いがないか確認し、送付

にアクセス。必要事項を

したがって必要事項を入

用封筒に入れて、郵便ポ

入力の上、顔写真のデー

力し、顔写真を添付して

ストに投函。

タを添付し送信。

送信。

申請を行うと、平成28年１月以降に交付通知書（はがき）がご自宅に届きます。
3
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ド交付申請書を使用して、郵送による申請又はスマートフォン・パソコンによるWEB申請をするこ

必要な書類をお持ちになり、ご自宅に届いた交付
通知書（はがき）に記載された期限までに、本人
マイナンバー制度

がお越しください。
交付場所は、交付通知書（はがき）に記載されて
います。
住民票が御浜町の方は、御浜町役場税務住民課が
交付場所となります。
◆必要な書類

□ 交付通知書（はがき）
□「通知カード」
□ 本人確認書類（※右記参照）
□ 住民基本台帳カード
（お持ちの方のみ）

※本人確認書類とは
①住民基本台帳カード（写真付きに限
る。）・運転免許証・運転経歴証明書
（交付年月日が平成24年４月１日以
降のものに限る）・旅券・身体障害
者手帳・精神障害者保健福祉手帳・
療育手帳・在留カード・特別永住者

◆個人番号カード交付手数料は
初回につき無料となります。
（再発行の際は原則として手
数料が必要となります）

証明書・一時庇護許可書・仮滞在許
可書のうち1点
②これらをお持ちでない方は、
「氏名・
生年月日」又は「氏名・住所」が
記載され、市区町村長が適当と認め
る２点
（例）健康保険証、年金手帳、社員証、
学生証、学校名が記載された各種
書類、預金通帳、医療受給者証
など

◆ご本人が病気、身体の障害、その他やむえない理由により、交付場所にお越しに
なることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
代理人が来庁される場合は、上記書類の他に、「委任状」や「ご本人の出頭が困
難であることを証する書類」等、多数書類が必要となりますので事前に役場まで
問い合わせください。
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交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定
していただくことにより、カードが交付さ
れます。

◆交付窓口で暗証番号を設定します
個人番号カードは大切な情報ですので、複数の暗証番号で管理しています。
かんたんな数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号を登録し
ないようにしましょう。なお、暗証番号はお越しになる前にあらかじめ考えてお
いてください。
署名用電子証明書
利用者証明用電子証明書
住民基本台帳
券面事項入力補助用

英数字６文字以上16文字以下
数字４桁
（同じ暗証番号を設定することもできます）

転入および転居届には「通知カード」または
「個人番号カード」が必要となります
通知カードの受け取り以降、転入および転居届（町内転居）の手続きの際に、「通知カード」
または「個人番号カード」が必要となります。カードに新住所の追記を行いますので、手続きを
される際には、転入および転居される方全員のカードを必ずお持ちください。
また、婚姻や離婚等で氏名が変わられた場合もカードに変更の追記を行いますので、カードを
役場 税務住民課までお持ちください。
†お問い合わせ先†
◦マイナンバー制度に関するお問い合わせ／マイナンバーコールセンター
☎０５７０－２０－０１７８
受付時間９：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く）
◦個人番号カードに関するお問い合わせ／個人番号カードコールセンター
☎０５７０－７８３－５７８（平成27年10月１日利用開始）
受付時間 平日８：30～20：00
土日祝日９：30～17：30
事務担当
しもかわたか し
税務住民課住民係 （担当 下川崇志） ☎３－０５１２
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No. 34

防災行政無線（同報系）デジタル化にかかる個別受信機等の取り扱いについて
防災情報

町は、現在、防災行政無線（同報系）デジタル化を進めています。本事業が完了すると運用電波が
アナログ波からデジタル波に切り替わり、平成29年２月１日から現在ご使用いただいているアナログ
個別受信機では放送が受信できなくなります。
町は、デジタル放送に対応する受信機として「デジタル個別受信機」に加え、新たにインターネット
を利用し、
ご家庭のテレビにデータ放送を配信する「ＩＰ－ＢＯＸ（アイピーボックス）
」を導入します。
住民のみなさんには、
「デジタル個別受信機」又は「ＩＰ－ＢＯＸ」のどちらか選択のうえ、平成28
年６月～ 12月の期間に現在のアナログ個別受信機との交換をお願いする予定です。
今回は、「デジタル個別受信機」と「ＩＰ－ＢＯＸ」
についてご案内します。ご自身のライフスタイル
に合わせてお好みの機種をお選びください。
10月下旬から町内全世帯を対象に、上記受信機の選択に関する意向調査を行います。町の依頼
を受けた調査員がお伺いしますので、住民のみなさんのご理解とご協力をお願い致します。
○防災行政無線（同報系）デジタル放送対応 個別受信機（下記２機種）
◦町からの無償貸与機器
◦平成28年６月～12月に配布・交換（予定）

①デジタル個別受信機
伝達方式

音声放送

その他機能 留守番録音機能（40 分程度）
備考

◦これまでと同じ使い方で設置・運用が簡単。
◦放送受信はライトの光でお知らせ。
◦電池内蔵で停電時にも作動。

注意点

年 1 回程度、内蔵電池を交換する必要がある。

②ＩＰ－ＢＯＸ（アイピーボックス） ※（テレビ情報配信）
伝達方式

ＩＰ－ＢＯＸを接続したテレビへの音声、映像、文字によるデータ
放送

その他機能

◦受信データの記録、履歴再生機能
◦緊急放送機能

備考

◦ＩＰ－ＢＯＸからの音声放送に加え、テレビに映像・文字を表示し、
一目でわかりやすく情報の入手が可能。
◦放送受信は音声とライトの光でお知らせ。
◦緊急時にはテレビを自動起動し緊急放送を受信。
◦受信データが記録されるので、いつでも好きな時に履歴から
情報入手が可能。

注意点

◦インターネット環境が必要
◦バッテリーを搭載していないため停電時は使用不可
†問い合わせ先†
防災課防災係（担当
☎３－０５０７
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すず き

か しょう

鈴木嘉将）

みなさんは「避難所」と「津波避難場所」の違いをご存知ですか？

「避難所（主に公民館や体育館等の公共施設）」とは・・・
①大雨や台風等の災害が発生するおそれがある場合に、自主避難者や緊急避難者などが応急的に避
難する施設です。その都度、防災行政無線等により開設する避難所をお知らせします。
②大地震等の大規模災害が発生した場合に、住宅喪失者などが一定期間の避難生活を送るための施
設です。ただし、災害の種別や施設の状況によっては使用できない施設があります。

「津波避難場所（主に駐車場や広場等の屋外）」とは・・・
津波の危険から身を守るために一時的、緊急的に避難する高台の場所です。
津波による浸水のおそれのある地域では、地震の揺れがおさまり次第、ただちに高台への避難行
動を始めてください。

避

難

地区名

尾呂志

阿田和

所（17箇所）

「避難所」及び「津波避難場所」一覧

施設名
阪本コミュニティーセンター
尾呂志公民館
尾呂志体育館
西原集会所
中立コミュニティーセンター
尾呂志学園たかちらホール
御浜町役場
柿原公民館
引作集会所

地区名
阿田和

市

木

神志山

施設名
山地コミュニティーセンター
阿田和中学校体育館
阿田和公民館
御浜小学校体育館
御浜町福祉健康センター
上市木公民館
御浜中学校体育館
神木公民館

津波避難場所（６箇所）
地区名
阿田和

施設名
御浜町役場駐車場
紀南病院駐車場
山地コミュニティーセンター駐車場
上地地区一時避難場所

地区名
市

施設名

木

御浜小学校グラウンド

神志山

御浜中学校グラウンド

宝くじの助成金を活用して防災資機材を整備しました
萩内地区自主防災組織（下市木）が、宝くじの社会貢献広報事業と
して、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ
助成事業（地域防災組織育成助成事業）の助成を受け、自主防災活動
のための資機材を購入しました。今後、地区の防災訓練などでこれら
の資機材を有効活用し防災力の向上に努めていきます。
＜購入資機材＞
災害用テント、発電機、防災かまどセット、
サークルライト、メガホン、組立式リヤカー、
チェーンソー、ガソリン携行缶、コードリール
など

†問い合わせ先†

防災課防災係（担当

なかもとのりあき

中本憲明）☎３－０５０７

防音型インバータ発電機
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町では、大雨や大地震などの災害に備えるため、町内各地に「避難所」と「津波避難場所」を指定
しています。
いざという時、落ち着いた行動がとれるよう普段から確認しておきましょう。

オール御浜 で ごみ減らし隊 通信
ごみ減らし隊通信

燃料ごみの減量化率（８月分）をお知らせします！
町では、４月から資源プラスチック収集を開始するなど収集日程の見直し等による燃料ごみの減量
化を進めています。（29年度までに、「年間の減量化率30％」を達成目標としています。
）
燃料ごみの量について、平成27年８月と昨年８月を比較すると次のようになりました。
26年８月

27年８月

減量化率

１７４，０２０㎏

１１７，
７５０㎏

３２．
３４％

（参考：資源プラ収集量

6,740㎏、草木収集量

26年度（４～８月）

27年度（４～８月）

減量化率

８３５，７２０㎏

５９８，
８９０㎏

２８．
３４％

（参考：資源プラ収集量累計

28,760㎏、草木収集量累計

10,370㎏）

43,620㎏）

例年８月は、お盆の帰省で一時的に消費が増えることなどにより、燃料ごみの量が増える傾向にあ
ります。しかし、一時的に増えるごみの分も適切に分別いただいたおかげで、少し下がり始めていた
減量化率を再び上昇させることができました。本当にありがとうございます。
これからも、住民のみなさん一人ひとりの力をあわせ、減量化率30％の達成に向けてがんばって
いきましょう！

“資源とごみの豆知識”その6
みなさんからお寄せいただいた質問にお答えするコーナーです。資源とごみを出すときの参考にし
てください。

Q 10月からの収集日程の変更はどうして行うの？
町では、４月から収集日程の変更等により燃料ごみの減量化を進めています。これは、収集品目
に資源プラスチックや庭の草・小枝
（草木類）
を追加したり、紙資源の日を増やしたりなど、これま
で燃料ごみの中に混ざっていたものを分別していただくことで燃料ごみの量を減らすものです。
スタートしてから、みなさんより多くのご意見をいただきました。なかでも「資源プラの収集
日を増やしてほしい。」という要望がその大半を占め、このたび、町の廃棄物減量化等推進審議
会の議論を経て、収集日程を少しだけ変更することになりました。庭の草・小枝（草木類）や紙
の収集では、ご不便をお掛けするところもございますが、「資源・ごみ収集日程表」で収集日を
ご確認いただき、資源やごみを出していただきますようお願い致します。
ぱく
なお、審議会アドバイザーの三重大学朴教授から「御浜町はごみ袋の有料化などを行わずに、
住民のみなさんが真摯に分別に取り組むことで30％近い減量化を達成している。このことは、全
国的にみてもとても珍しいケースで、住民のみなさんの取り組みは、全国に誇れるすばらしいも
のである。
」とのご意見をいただきました。
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Q 庭の草・小枝（草木類）はなぜ十分乾かしてから出さなければいけないの？
浄化槽適正管理について

ステーションに出された庭の草・小枝に、水分が多く含まれていたり土がついたままだと、重
くなるだけでなく、袋の中で腐ることにより汚水や悪臭が発生したりします。庭の草・小枝を収
集するときは、作業員がその場で袋をやぶいて草・小枝のみを収集車に入れています。乾燥させ
軽くしていただくことで、作業を効率よく行うことができます。また、作業員が汚水などに触れ
ることがなくなり、衛生的に作業ができることにつながります。
庭の草引きなどをした後は、すぐに袋に入れずに天日で十分乾かし、出す直前に袋に入れて出
してください。また、軍手など草木以外のものは一緒に入れないようにしてください。ご協力を
お願い致します。

浄化槽 の 適正な管理 についての 重要なお知らせ
いつまでもきれいな水を放流する浄化槽の機能を持続させるため、次のような管理を適切に行って
ください。

●法定検査

年１回

保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを総合的に判断す
るための検査です。
一般財団法人三重県水質検査センター（三重県知事指定検査機関）から実施前に通知がきます。

●保守点検

年３回以上

汚泥（微生物）や機器の点検、調整等を行います。
保守点検契約を結ばれた事業者に依頼してください。

●清

掃

年１回

浄化槽内にたまった汚泥等の引出し及び機器類の洗浄等を行います。
御浜衛生舎（町の許可を受けた浄化槽清掃業者☎２－２９８９）に依頼してください。
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、単独処理浄化
槽はトイレのし尿を、それぞれ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。
†問い合わせ先†
生活環境課環境係
なかむらかずひこ
はしむらもりひろ
（担当 仲村和彦・橋村守裕）
☎３－０５３１
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高齢者対象インフルエンザ予防接種
高齢者対象インフルエンザ予防について

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の
で希望される方は接種してください。
【対象者】
○接種時の年齢が65歳以上で、町に住所を有する方
○町に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、心臓･腎臓･呼吸器の機能又は、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27年10月15日～平成28年１月31日
※新宮市内は10月１日からです。
※11月、12月で接種を行う医療機関があります。
【自己負担】1,400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境界層該当者は無料です。
【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､ 健康福祉課又は支所
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）
●須崎医院（☎２－０００５）
●谷口クリニック（☎２－４３３３）予約電話は10月15日から受付
●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～５時受付
●紀南病院（☎２－１３３３）予約電話は午後２時以降
なお、紀南病院に通院中の方に限ります。初診の場合は紹介状が必要です。
【実施期間一覧】
医療機関

平成27年度

尾呂志診療所

10月15日～12月28日

須崎医院

10月15日～ １ 月30日

谷口クリニック

11月 ２ 日～12月19日

西久保内科クリニック

10月15日～ １ 月30日

まつうらクリニック

10月26日～12月19日

紀南病院

11月 １ 日～ １ 月29日

【注意事項】
（１）南牟婁郡､ 熊野市､ 新宮市以外の医療機関で接種を希望される方は、事前に役場健康福祉課まで
連絡ください。
（２）各自で接種を希望する医療機関へ予約してください。
（３）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
こ ね がわ
さち
（担当 古根川 幸）
☎３－０５１１
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10月23日大腸がん検診、11月８日各種がん検診・肝炎ウィルス検査のお知らせ

大腸がん検診
【実施日】10月23日（金）
【場 所】御浜町役場 健康福祉課健康づくり係
【予 約】10月16日（金）までに申し込みください。
検

診

名

大腸がん検診
（検便提出）

時

間

対

８ ：30 ～ 12：00

象

検診当日満40歳以上の方

料金
600円

※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（200円）が必要となります。
今回以降に、平成28年１月22日（金）、３月18日（金）にも実施します。
便秘がちな方も受けて頂きやすいよう、大腸がん健診を単独で受診できる機会を増やしました。

各種がん検診・肝炎ウィルス検査
【実施日】11月８日（日）
【場 所】中央公民館
【予 約】10月30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

時

間

対

胃 が ん 検 診

８ ：00 ～ 10：00

大 腸 が ん 検 診
（ 検 便 提 出 ）

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

象

料金

検診当日満40歳以上の方

1,400円

検診当日満40歳以上の方

600円

検診当日満40歳以上の方

1,800円
1,300円

乳 が ん 検 診
（マンモグラフィ）

13：00 ～ 14：00

子宮頸がん検診

13：00 ～ 14：00

検診当日満20歳以上の方

前立腺がん検診

９ ：00 ～ 11：00

検診当日満40歳以上の男性

600円

肝炎ウィルス検査

９ ：00 ～ 11：00

検診当日満40歳以上
※町検診で初受診の方に限る

700円

※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（200円）が必要となります。

†問い合わせ・申し込み先†
健康福祉課健康づくり係
しんたにのり こ
（担当 新谷典子）
☎３－０５１１
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各種がん検診・肝炎ウイルス検査について

がんは町民の死亡原因の第１位です。また、肝炎ウイルスは感染しても自覚症状がないため、知ら
ぬ間に肝硬変や肝がんに進行することが少なくありません。
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と肝炎ウィルスについて、検診を
行いますので、この機会にぜひ受診してください。

平成27年度 梓川・御浜ふれあい交流会
～ 今年度 は 梓川 を 訪問しました ～
梓川・御浜ふれあい交流会

８月５日（水）から７日（金）までの３日間、
長野県松本市梓川地区を訪れ、御浜と梓川双方
の児童によるふれあい交流会が行われました。
今回で22回目です。
町からは、尾呂志学園小学校１名、阿田和小
６名、御浜小６名の合計13名の小学５・６年生
の児童が公募により参加し、同学年の梓川児童
13名と元気に交流を深めました。
【そば打ち体験】

初日の対面式では、児童たちも大変緊張した面持ちで

≪交流会日程≫

したが、映画「テルマエ・ロマエⅡ」の舞台にもなった

１日目：対面式
ラーラ松本プール遊泳
バーベキュー（夕食）
２日目：そば打ち体験
乗鞍自然保護センター
乗鞍岳散策
３日目：果実もぎ取り体験
松本城見学

ラーラ松本のプール施設に行くと、人口波や流れるプー
ルで楽しんでいました。
そば打ち体験では、自分たちで打ったそばを食べまし
た。中には、うどんぐらいの太さのそばもありました。
のりくらだけ

乗鞍岳では、気温16℃という涼しい環境やまだ雪が残
る景色に児童たちは感動していました。
児童同士も初日のバーべキューからすぐに打ちとけ、
仲よくなりました。また、お互い会えるといいですね。

【参加者記念写真：乗鞍岳（畳平駐車場）】

†問い合わせ先†
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教育委員会生涯学習係（担当

はし じ まさなお

端地正尚） ☎３－０５２６

太田国土交通大臣 への 要望活動 を 行いました
を行いました。
当日は、大臣室にて太田国土交通大臣と面会し、津波被害が心配される町での海岸無堤防区間の
整備や、海岸浸食対策、命の道である高速道路の整備促進等の要望をしました。また、宇戸平議長
からは公共インフラの整備はもとより、高速道路は地域にとって防災、医療、地場産業、観光面か
らも必要なものであるため、議員全員でお願いに来ていることを伝え、太田大臣には町の切実な願
いに理解を示していただきました。

いきいきシニア教室参加者募集
いつまでも元気で若々しくいるための秘訣を学んでいただく教室です。
今年度は、口腔、運動、栄養等をテーマとした下記の３回シリーズとなっています。
この機会に、ぜひご参加ください。
【対象者】町内在住の65歳以上の方
【場 所】健康福祉センター
【日程内容】第１回 10月27日（火）９：30 ～ 11：00
第２回
第３回

講話・実技「健康は、お口のケアから!!」

講師：県歯科衛生士会

11月10日（火）９：30 ～ 11：00
講話・実技「適度な運動をしよう‼」
11月17日（火）９：30 ～ 13：00

講師：紀南病院

歯科衛生士

理学療法士

講話・実習・試食「悪徳商法の手口」
「美味しい食事をしよう‼」
講師：紀宝警察署／栄養士・保健師
【定 員】先着20名
【参加費】無料
※ご興味のある日程のみの参加でも結構です。
※会場までの送迎はありません。
※詳細はご気軽にお問合せください。

†問い合わせ先†
健康福祉課包括支援係
とき た とも こ
（担当 時田智子）
※申込み締め切りは、各回１週間前にお願いします。
☎３－０５１４
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太田国土交通大臣への要望活動／いきいきシニア教室

御浜町議会議員12名全員と御浜町長は、三ツ矢、中川両衆議院議員同席のもと、８月28日に太田
国土交通大臣に対し当地域の防災対策の要となる海岸、河川、道路の整備促進等について要望活動

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

国保特定健診・後期高齢者健康診査を
受診してください
受診券をお持ちの方で、まだ健診を受けられ
ていない方は、健康管理の為にも、ぜひ受診し
てください。（健診の期間は11月30日まで）
案内文書に同封している町内の医療機関一覧
表を参考に受診していただくか、町が実施する
集団健診でも受診できます。

11月14日（土）８：30～10：30 福祉健康センター
【健診の受診に際して持ち物】
③質問票

④自己負担金

※自己負担金は500円又は200円です。
（受診券に記載されています。
）

などを１冊にまとめた「暮らしの便利帳」を作
成し、平成28年４月頃に全世帯に配布する予定
です。

どを行うため、町の経費負担はありません。
なお、
「暮らしの便利帳」に掲載する広告に
ついては、同社の広告担当者が町内の各事業所
に伺いますので、ご理解とご協力をお願い致し
ます。

総務課総務係（担当

税務住民課保険年金係

しも

ひろまさ

国保特定健診に関すること（担当 下 博昌）
おか だ おりかね

後期高齢者健診に関すること（担当 岡田織謙）
☎３－０５１２

く

ぼ たか と

久保貴翔）

☎３－０５０５

10月は年次有給休暇取得促進期間です
年次有給休暇の取得は、
家族と触れ合う時間、
趣味、旅行等に利用する時間を確保できること

献血にご協力ください
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】11月２日
（月）
【場所・時間】御浜町役場
紀南病院

11：00～12：00
14：00～16：30

【対象年齢】男性

17～69歳

女性

18～69歳

間に一度献血をしたことがある方

に大きな意義があるものです。
年次有給休暇の取得しやすい環境整備や計画
的付与制度の活用について労使の話し合いの機
会を作るなど、年次有給休暇の取得促進を行う
体制を確立し、労使共に働き甲斐のある職場環
三重労働局では、労働時間、休日等の見直し
にかかる相談や助言を行うため、
「働き方・休
資料提供、事業場への個別訪問等を無料でさせ

【体重】男女ともに50kg以上

ていただきますので、お気軽にご利用ください。

【献血間隔】男性３ヶ月・女性４ヶ月
※事前に医師の診断があります。

健康福祉課健康づくり係（担当

機会であり、また、労働意欲の維持を図るため

み方改善コンサルタント」を配置しています。

【献血量】400㎖

†問い合わせ先†

で心身のリフレッシュを行うための非常によい

境を実現してはいかがでしょうか。

※65歳～ 69歳までの方は、60歳～ 64歳までの
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施設案内などの情報をはじめ、医療機関や観光

†問い合わせ先†

†問い合わせ先†

☎３－０５１１

事業により、各種手続きや行政サービス、公共

ネックスが広告収入によって編集・印刷製本な

11月11日（水）８：30～10：30 阿田和公民館

②受診券

町では、株式会社サイネックスとの官民協働

この発行に際しては、民間の株式会社サイ

【今後の集団健診の予定】

①保険証

「暮らしの便利帳」の発行について

†問い合わせ先†
むか い

だ きよ み

向井田清美）

三重労働局労働基準部監督課
働き方・休み方改善コンサルタント
☎０５９－２２６－２１０６

■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。

職場でのトラブルでお困りの方へ

第76回国民体育大会（三重とこわか国体）の
マスコットキャラクターを募集しています。
【募集内容】
三重県に関わりが深く、明るく親しみやすい
作品。様々なポーズへの平面的なデザイン展開
ができること。立体化を想定したデザインであ
ること。
【応募方法】
Ａ４判の白紙を縦長に使用し、１枚・１点・
カラー作品。作品の説明（100字以内）
、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、職業をご記入く
ださい。郵送、持参、
電子メールのいずれかです。
【応募締切】10月30日
（金）まで

総合労働相談コーナーでは、労働時間、賃金、
契約期間などの労働条件のほか、解雇や退職、
サービス残業、いじめ・嫌がらせなど労働に関
するあらゆる分野の問題に対し、専門の相談員
が面談あるいは電話でお話を伺い、解決に向け
てお手伝いいたします。
お気軽に労働局及び各労働基準監督署にあり
ます総合労働相談コーナーへご相談ください。
相談は無料です。

†問い合わせ先†
三重県地域連携部スポーツ推進局国体準備課
☎０５９－２２４－２９９８
E-mail kokutai@pref.mie.jp
ＵＲＬ http://www.pref.mie.lg.jp/maschara/

南紀白浜アドベンチャーワールドへ行こう
～ 母子寡婦福祉会の研修会 ～
御浜町母子寡婦福祉会では、下記のとおり研
修会を予定します。
楽しくふれあう中で、子ども達のたくさんの
笑顔を見ましょう。
福祉会は、ひとり親世帯の親子や寡婦を相互
で支援する会で、色々な支援情報も知ることが
できます。気軽に入会してください。
福祉会への入会、研修会の申し込みは、役員
までご連絡ください。
【日 時】10月25日
（日）８：00～18：00
【旅行先】和歌山県白浜町
「南紀白浜アドベンチャーワールド」
【参加費】2,000円（新規母子入会者は無料）
【入 会】福祉会への入会については、役員まで
ご連絡ください。
市木地区
２－１４３９（間下）
神志山地区 ２－２３５３（寺前）
尾呂志地区 ４－１０３３（畑）
母子部長
２－０２０１（樋口）

†問い合わせ先†
三重労働局総務部企画室
☎０５９－２２６－２１１０
三重労働局ホームページ
（http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）

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
暴力追放三重県民センター主催の「民事介入暴
力巡回無料法律相談」が開催されます。
暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお困
りの方に対し、専門的に相談を取り扱うセンター
相談員をはじめ、警察官や弁護士が直接みなさん
からの相談をお聞きします。
相談は無料で、秘密は厳守します。
【開催日】10月22日（木）13：00 ～ 16：00
【開催場所】尾鷲市中村町10番地41
尾鷲市立中央公民館 視聴覚室
【問い合わせ先】
暴力追放三重県民センター
☎０１２０－３１－８９３０
三重県警察本部組織犯罪対策課
☎０５９－２２２－０１１０
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０

紀南医師会応急診療所
【診療日】10月４日
（日）
、11日
（日）
、12日
（祝日）、
18日
（日）
、25日
（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

国体マスコットキャラクターの募集について

水道メーターの交換のお知らせ
水道メーターの交換について／年金だより

ご家庭に設置している水道メーターについて
は、法律でその使用有効期限（８年）が定めら
れています。
町では、設置後７年を経過した水道メーターを
新しいメーターに取替えています。該当するお宅
には、町が委託した水道業者が訪問して交換作業
を行います。お宅が不在のときでも水道メーター

◦犬などは作業の範囲の外へついないでおいて
ください。
第

1

契印

号

水道量水器取替業務委託員証
事業所名 御浜水道工事店
氏

の取替を行わせていただきますので、敷地内への
立ち入りについてご協力をお願いします。
なお、水道メーターの取替えについては無料
で取替えを行っておりますので、交換代金等を
請求することはありません。ご不明な点があり
ましたら、生活環境課までご連絡ください。
（交換時のご協力のお願い）
◦水道メーターの交換作業時は断水させていた
だきます。
（一般家庭で20 ～ 30分程度）
◦メーターボックスの上や周囲には物を置かな
いでください。

年金だより

名 水道

太郎

昭和33年3月3日生
平成２７年○月○日発行
御浜町水道事業管理者

御浜町長

大畑

覚

公印

有効期限
平成28年○月○日

※交換作業員は上記の委託員証を携帯してい
ます。
†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係
はま じ やすあき
（担当 濵地靖章）
☎３－０５１３

平成28年分
扶養親族等申告書が届いた方へ

老齢年金（老齢又は退職を支給事由とする年
金）には所得税法により『雑所得』として所得

いる方に扶養親族等申告書が毎年10月下旬より
順次送付されます。提出されないと、各種控除

税および復興特別所得税がかかります。所得税
の課税対象となる方は、各種控除を受けるため

が受けられないだけでなく源泉徴収税率も異な
ります。また、扶養親族等がいない場合でも、

には「扶養親族等申告書」を提出する必要があ
ります。

提出されないとご自身の基礎控除等を受けるこ
とができないので必ず提出してください。

所得税の課税対象となる方とは？
次の金額の老齢年金を受け取られた方です。

※扶養親族等申告書を提出した場合でも確定申
告の必要がある場合があります。
例）年の途中で扶養親族等申告書の内容変更

◦65歳未満の方は108万円以上

が生じた方、年金以外の収入がある方、

◦65歳以上の方は158万円以上

医療費控除等を受けようとする方

扶養親族等申告書が届いたら必ず提出してくだ

†問い合わせ先†

さい。
所得税の課税対象となる方及び老齢基礎年金
が支給され退職共済年金を80万円以上受給して

税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２
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尾鷲年金事務所

いまにし ち

ひ

ろ

今西千妃路）

☎０５９７－２２－２３４０

2015-No.77

かんきつ

対策室だより
崎久保早生

新規就農希望者が農業を学んでいます
現在、町では２名の方が将来の就農を目指し
て県の認定する農業指導農家（サポートリー
ダー）のもとでみかんづくりの研修に取り組ん
でいます。
先日は、これまで町にＩターン就農した生産
者の方との懇談会を行いました。先輩就農者の
方からは、
家族の理解を得ながら就農したこと、
農地を借りる時のアドバイス、地域や近所付き
あいの大切さ等、体験をふまえた話をしていた
だきました。来年の就農に向けて、農地の確保
など地域のみなさんと情報を共有しながら、２
人の研修生の頑張りを応援します。

２人の研修生が I ターン農家を訪問

ＪＡ新選果施設完成
ＪＡ三重南紀の統一柑橘選果場（下市木）に
新しいみかんの選果プラントが完成し、９月８日
竣工式が行われました。総工費1,056,142,800
円（国庫補助金 4 8 8 , 9 5 5 , 0 0 0 円、市町補助金
61,4 00, 000 円 ）、処理能力109トン／日、これ
までの光センサーに加えて、傷んだみかんを取
りのぞくセンサーや、集荷したみかんコンテナ
の自動倉庫、園地ごとの果実データ処理による
栽培管理への活用など、新しい技術が取り入れ
られています。

起動ボタンを押しているところ

指導農業士と新規就農者が交流会
かど

８月26日、少年自然の家で指導農業士（門
さだゆき
定幸会長）が主催する「紀州地区農業者組織と
新規就農者交流会」が開催されました。当日は
指導農業士、新規就農者、青年農業士、農村
女性アドバイザー、就農サポートリーダー、研
修生、ＪＡ関係者のみなさんが集まり、産地の
将来や、お互いの近況などについて話し合いま
にしうら
した。指導農業士副会長の西浦さんから紀州石
清水豚がふるまわれ、楽しい時間を過ごすこと
ができたようです。

挨拶をする門会長：右

†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。温州みかんの出荷最盛期を迎え、町の活気を感じます。産地の話題としては
ＪＡの新しい選果施設が完成しました。多くの生産者・関係者のみなさんが、消費者のみなさんによ
りおいしいみかんを送り届けるために頑張っています。今年のみかんの生産・販売がより良いものに
なることを期待しています。

「暮らしの便利帳」発行に係る調印式

♥
木戸地
つとむ

り

お

原

凌央

え

り

倉屋

く
ん

たく や

こういち

そう た

聡太くん
み

公一さん・いず美さん

♥

阿田和

田中

たか み

えい と

瑛士くん
り

え

高見さん・理愛さん

協定書に調印した大畑町長とサイネックス村田社長

美桜

ちゃ
ん

８月20日
（木）に御浜町「暮らしの便利帳」
発行に係る協定が町と株式会社サイネックス
との間に結ばれ調印式が行われました。
今回の「暮らしの便利帳」は行政情報や、
観光、文化、医療機関など、地域の情報や町
内の業者の広告を掲載することにより、実用
性の高い便利帳として町内の全世帯に配布さ
れることとなります。また、発行にかかる費
用については、募集する広告収入で賄ってい
ただくことから町の経費は掛かりません。
今回の発行部数は5500部で、来年４月に町
内全戸に無料配布予定です。

ち あき

立

いつしん

稜芯くん
とも こ

諒輔さん・朋子さん

矢口 美鈴

おとうと

弟の 土産に呉れし かき氷

み や げ
ごおり

平成二十七年十月号

く

あつ

ど ようなみ

さき

矢口みずは

のきなみ

かたたの

たて

ま あじ

御浜町俳句会

みて見てみはまにも掲載させていただいてい
ますが、中央公民館で第37回少年の主張三重県

た

めぐ

た

猛暑が続いていた夏もようやく終わり、最近
では、朝夕の気温が下がり始めて、秋の雰囲気
が感じられるようになりましたが、日中はまだ
まだ暑い日が続いております。
昼夜の気温差が激しくなってくるため、体調管
理には十分気をつけていただきたいと思います。

軒並に エアコンまわる 暑さかな

あし ふ

ぎょせん

わす

に もつばん

あとがき

それぞれの 食べ方楽し なんばかな 山口 正倫

榎本 宣子

ふなぞこ

船底に 足踏んばるや 土用波

尾崎喜美子

ど ようなみ

土用波 漁船で巡る 楯ヶ崎

小野はるみ

ふな よ

船酔ひを 忘れて食べる 真鯵かな

せみ

一倫

上田ゆかり

かげ お

と

南

パラソルの 蔭追いかけて 荷物番

もり

き えん

花井 祥子

みや

のこ

宮の杜 ピタッと止まる 蝉しぐれ

さと

やわ

とど

世帯数 4,304戸 （－ 6戸）

りょうすけ

しず

ぎ

にお

女 04,853人 （－ 8人）

中

東

静かなる 里を残して 帰燕かな

き

うめ

男 04,279人 （－ 13人）

いも

ほ

人 口 9,132人 （－ 21人）

妹ありて とうもろこしの 柔らかし 下川 幸子

後呂 智子

し ん りょう

新涼や 木々をわたりて 届きをり

織田 信勝

つま

せみ し ぐ れ

ひ

妻の干す 梅ぷんぷんと 匂ひけり

ひと ひ はじ

よ

く がつ

須崎久美子

お

つま

つか

起こされて 一日始まる 蝉時雨

正枝

な

亡き夫の あの世しりたし 迎火をともす 浦

敦子

しろ

白シャツも 疲れしさまの 九月かな 西

9月１日現在の人の動き
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お

♥

熊埜御堂

み

拓矢さん・千晶さん

♥

木

♥

♥

勲さん・恵理さん

市

♥

赤ちゃん／「暮らしの便利帳」発行に係る調印式／広報文芸／あとがき

志

平成27年７月１日～
31日届出分

♥

は

めまし
て

じ

大会「中学生のメッセージ2015」が行われ、一
日お手伝いをさせていただきました。三重県内
7885人から選ばれた14人なので、とても考え深
い内容の主張ばかりでした。自分の主張をしっ
かり覚え、観客の方をしっかりと見ながら堂々
と発表しており、中学生とは思えないような方
ばかりでした。県内の大きな大会なので準備な
どにたくさんの人が関わっており、一日大変で
したが自分も関われたことで良い経験になり、
とても勉強になりました。


く

ぼ たか と

（総務課 総務係 久保貴翔）

…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 10

資源持込日 8：00～12：00 役場
資源プラスチック収集日
1 木 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
18 日 粗大ごみ収集日（訪問）
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
歯周疾患検診（個別通知） 福祉健康センター
子どもの広場 9：30～11：30 福祉健康センター

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
うんどう教室（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター
19 月
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
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
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
3 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
多重債務者相談（予約制） 10：00～12：00 役場１階第１会議室

2 金 貯筋体操教室

4 日 資源持込日

10：00～11：00

8：00～12：00

中央公民館

くるくるタウン

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
5 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

6 火

健康づくり教室⑤ ９：30～13：30 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
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

20 火

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
収集日（阿田和・尾呂志地区）
行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 役場１階会議室
21 水
ミニバスケットボール教室 17：30～19：00 御浜小体育館
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
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
ありんこ広場 9：30～11：30 福祉健康センター
22 木
7 水
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ミニバスケットボール教室 17：30～19：00 御浜小体育館
バレエ
・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
（阿田和・尾呂志地区）

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター
23 金 大腸がん検診（要予約） 役場 健康づくり係
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

弁護士相談
（要予約） 13：30～15：30 役場３階会議室
資源プラスチック収集日
8 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
24 土
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター

9

10
11
12
13

粗大ごみ収集日
（持込）
25 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター
紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
金 子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター
26 月 バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館
ちょっと気になる子ども相談
（予約制） 役場
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
27 火 卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
土
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
収集日（市木・神志山地区）
日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
28 水 ミニバスケットボール教室 17：30～19：00 御浜小体育館
月 体育の日
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
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
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）

14 水 貯筋体操教室

13：30～14：30

福祉健康センター

29 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 10：00～11：10 中央公民館

30 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

ミニバスケットボール教室 17：30～19：00 御浜小体育館
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
31 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

庭の草・小枝収集日
３歳児健診
（個別通知） 福祉健康センター
15 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 10：00～11：10 中央公民館

16 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

17 土

ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター

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

11月２日（月）

※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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満88歳のお祝いを受ける谷合さん

８／18（火）御浜中学校女子卓球部 全国大会出場報告

９／７（月）長寿のお祝い

御浜中学校女子卓球部は、鈴鹿市立体育館で
８月６日
（木）に開催された第37回東海中学校
総合体育大会卓球大会の団体戦で三位に入賞
し、全国大会出場を決め、役場を訪問し意気込
みを報告しました。
奥田わかなさん（三年生）は、「全国大会を
目指して共に汗を流した多くの仲間の思いを胸
に、一戦一戦を最後の一球まで全力でプレーし
たいです。」と決意を表明していました。
結果は、惜しくも予選リーグ敗退でしたが、
最後まで全力でプレーし健闘していました。

敬老の日にちなみ、町内で満100歳と満88歳
になられた方を対象に、長寿のお祝いの膝掛け
などをお渡しさせていただきました。
今年の該当者は、100歳の方が２名、88歳の
方が73名おられました。
た に あ い みさお
今回、88歳のお祝いで取材しました谷 合 操
さんは「規則正しい生活をするのが大事です。
朝６時に起きて夜10時に寝るということをずっと
続けております。食生活にも気を付けており、
腹八分目を心がけ、暴飲暴食しないようにして
います」とおっしゃっていました。
いつまでも元気に長生きしてくださいね。
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役場を訪問した御浜中学校女子卓球部

（平成27年10月１日発行）

中学生のメッセージに出場した14人の生徒

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

三重こどもわかもの育成
財団と紀南地区中学 生 の
メッセージ実行委員会、国
立青少年教育振興機構の主
催で、中学生のメッセージ
2015が23日
（日）に中央公
民館で開催されました。県
内 の60校7,885人 か ら 選 ば
れた14人が、日ごろ感じて
いることや考えていること
を訴えました。
なかむらりん の
町内では、仲村凛乃さん
かわさき
（御浜中学校三年生）
、川
㟢
あか り
朱梨さん（御浜中学校二年
生）が出場し、メッセージ
を発表して多くの人の胸に
響かせました。

みはま

８／23（日）第37回少年の主張三重県大会「中学生のメッセージ2015」

広報

みて見てみはま

