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御浜みかん祭り（道の駅パーク七里御浜駐車場）

紀州犬の赤ちゃん
かわいい

2015
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①

②

御浜みかん
祭り
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

11月１日（日）に「御浜みかん祭り」が、道の駅パーク七里御浜駐車場を会場に行われました。
当日は、桑名市などからみかん狩りツアーに来られた方々を含め、約6,000人もの方に来場いただ
きました。
会場では、地元の特産品をはじめ、友好親善提携の松本市梓川地区のりんごや野菜の販売の他、み
んなのステージでのダンスや阿田和交流会の「獅子舞」、ものまねタレントのゆうぞうさんによる歌
マネが披露されるなど、たいへん盛り上がりました。
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⑨

⑪

⑩

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

①たくさんの方が来場した「御浜みかん祭り」会場 ②たくさんの方に購入していただき完売した梓川のりんごや野菜 ③みかん
狩りツアーを楽しむ参加者 ④御浜みかん祭りのフィナーレに行われた「 餅まき」 ⑤ものまねタレントの「ゆうぞう」さんの
ステージ ⑥訪問看護ステーション「ハピネス」による人間わなげに挑戦する参加者 ⑦阿田和交流会による獅子舞 ⑧出品店の
手作りボードで楽しむ子ども ⑨みかん品評会表彰式 ⑩神木会による射的を楽しむ子どもたち ⑪出品店でわたがしを購入
する子ども ⑫大人気の「紀州犬コーナー」で紀州犬の赤ちゃんと触れ合う参加者 ⑬観客を魅了させた「御浜ジュニアバンド」
⑭みかん品評会の作品を見る子どもたち ⑮白熱のダンスを披露した「ダンスチームM’
ｓ」 ⑯完売するほど人気の思志會焼き鳥
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マイナンバー「通知カード」を確実にお受け取りください
マイナンバー制度

平成28年１月から社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が始まります。
それに伴い、今回の広報みはまが配られる頃に、マイナンバーの通知カード
が、世帯主宛に簡易書留（転送不要）で送付される予定となっています。
（11月
下旬頃）

○通知カードは大切に保管してください
通知カードは、今後、健康保険・介護保険・雇用保険等の社会保障や年末調整・確定申告等の税に
おける手続き等、様々な行政手続きに必要となりますので、大切に保管してください。

○通知カードを受け取っていない方
不在等の事情により、通知カードを受け取ることが出来なかった場合は、郵便局から役場に返戻さ
れます。役場で３カ月程度保管していますので、下記の本人確認書類（原本）を持参のうえ、できる
だけお早めに役場税務住民課まで取りに来てください。
なお、通知カードの再交付には500円の手数料が必要となりますので、確実に受け取っていただき
ますようお願いします。
【本人確認書類】（原本）
① 運転免許証・住基カード・パスポート等の写真付きの本人確認書類の場合は １点
② ①をお持ちでない場合は、健康保険証・介護保険証・年金手帳・医療受給者証・預金通帳等
の「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める ２点
※

世帯主または世帯員以外の方（代理人）が受け取る場合は、上記の本人確認書類に加えて、
「代
理人の本人確認書類」と「委任状」が必要となります。

○個人番号カードの交付を希望される方は申請手続きを
通知カードがお手元に届いたら、個人番号カードの交付を申請することができます。
個人番号カードの交付を希望される方は、通知カードに同封されている申請書により、郵送、スマー
トフォンやパソコンで申請してください。詳しくは、通知カードに同封されているパンフレット又は
広報みはま10月号をご覧ください。

○マイナンバー詐欺にご注意ください
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪
問等が全国的に発生していますので、十分ご注意ください。不審に感じたら、警察署又は役場に連絡
してください。

○マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘に関する情報が寄せられています
◦地方公共団体などが口座番号やＡＴＭの操作をお願いすることはありません。
◦電話でマイナンバーを聞き出すことはありません。
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マ イ ナ ン バ ー 制 度 の 懸 念 に お 答 え し ま す ！
Q１

Ⓐ１

個人情報は市町で適正に管理さ

「齋藤」など色々な漢字があり、同じ名前であり

れていると思いますが、新たに

ながら、データベース上、マッチングできない

マイナンバーは必要ですか？

場合が想定されます。今後は、マイナンバーを

マイナンバー制度

例えば名前が「さいとう」さんの場合「斎藤」や

利用することでこの問題が解消されます。
Q２

Ⓐ２
行政機関によりやり取りされた情報は、システム
（マイナポータル（平成29年１月稼働予定）
）
に記録され、かつ、その情報を自分で確認できる

マイナンバー制度で「私たち

よう整備しています。このことから、今後、

は国に監視される」のですか？

国民が行政の動きを監視できる体制が整います。
また、個人情報は今までどおり各行政機関で
分散管理します。

Q３

Ⓐ３
各省庁から独立した第三者機関として、特定

自分に身に覚えのない個人情

個人情報保護委員会が行政機関を調査・監視・

報のやり取りを発見したらど

監督等を行います。「おかしいな？」と思った

うすればよいですか？

ら、特定個人情報保護委員会へ調査の申立てが
できます。

Q４

Ⓐ４
①窓口では、番号の確認と本人の確認を厳格に
取扱うこと。

マイナンバーを他人に知られて

②マイナポータルにアクセスする場合、カード

しまうと自分の個人情報が盗ま

とパスワードが必要なこと。

れるのではないですか？

などから悪用される可能性は低くなってい
ます。

†マイナンバー制度全般の問い合わせ先†
電話番号（日本語窓口）０１２０－９５－０１７８（無料）
電話番号（外国語窓口）０１２０－０１７８－２６（無料）
開設時間 平 日 ９：30～22：00 土日祝 ９：30～17：30
※年末年始を除く
●通知カード、個人番号カードに関すること
●マイナンバー制度に関すること

しもかわたか し

税務住民課（下川崇志）
総

務

はたなかよしなり

課（畑中芳成）

マイナンバーキャラクター

マイナ ちゃん

☎３－０５１２
☎３－０５０５
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防災情報

No. 36

御浜町地域防災計画（震災対策編）の 見直し を 行います
防災情報

町は、現在、御浜町地域防災計画（震災対策編）の見直しに取り組んでいます。
御浜町地域防災計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条に基づき、御浜町防災会
議が作成する計画で、町の防災対策の基本となる重要な計画です。
町では、近い将来発生することが危惧されている南海トラフ巨大地震に備え、甚大な被害をもた
らした東日本大震災以降に改正された災害対策基本法および災害救助法、国・県の防災計画、県の地
震被害想定調査結果を踏まえ、御浜町地域防災計画（震災対策編）の見直しに着手しました。

○基本方針
１．南海トラフ巨大地震を想定した起こりえるリスクに対処
２．防災の観点から、積極的な減災対策へ
３．町民及び地域の防災力強化に向けて自助・共助の取り組みを明確化

○構成
◦現行の地域防災計画の「震災対策編」から「地震・津波対策編」に名称を変更。
◦関連法の改正および県計画の見直しに合わせて５部構成（
「総則」
、
「災害予防・減災対策」
、
「地
震・津波対策」
、「復旧・復興対策」
、
「特別対策」
）とし、津波対策をはじめ、新たな見直し事
項を追加・修正。

○ポイント
災害対策基本法等の改正を踏まえ、以下の点を見直し、修正します。
◦被災者の安否情報の提供
◦指定緊急避難場所及び指定避難所の指定
◦避難行動要支援者対策
◦被災者台帳の作成、罹災証明の交付
等

「御浜町震災対策シンポジウム」が開催されました
11月８日（日）
、御浜町中央公民館において「御浜町震災対策シンポジウム」が開催され、200人が
参加しました。
か わ ぐ ち じゅん
第１部は、川口 淳 三重大学大学院工学研究科准教授が「南海トラフ地震における災害対応」をテー
マに基調講演を行いました。「生き残り、生きのびて、もとに戻して次につなげる」ことや防災コミュ
ニティの形成が重要であると述べられました。
すず き
第２部は、川口准教授をコーディネーターに自助・共助を行う地域の代表として鈴木ひろみ養真会
かい と よし お
なか やすひろ
（阿田和老人クラブ）会長、垣内美生御浜町自主防災組織連絡会議会長、仲 康弘紀南病院事務部長、
やま ね たかゆき
にしむらふみ お
行政から山根孝之国土交通省紀勢国道事務所長、西村文男三重県紀南地域活性化局長、大畑覚御浜町
長がパネリストとして参加し、パネルディスカッショ
ンが行われました。ディスカッションでは、災害時の
医療の在り方や自助・共助・公助の役割分担による災
害対応の重要性、国・県・町の連携に関する意見が出
されました。また、震災時に人員や物資を被災地に運
ぶために高速道路の果たす役割や必要性が議論され、
全てのパネリストから未事業化区間の早期完成要望が
出されました。
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各地域での防災への取り組み
各地で自主防災組織ブロック会議を開催しました
防災情報

９月25日～ 10月９日にかけて、町内６地区（９／ 25 上市木、
９／ 30 尾呂志、10 ／２ 神木、10 ／６ 志原、10 ／８ 下市木、
かい と
10 ／９ 阿田和）で御浜町自主防災組織連絡会議（会長 垣内
よし お
美生）によるブロック会議が開催されました。
会議では、防災行政無線デジタル化、御浜町地域防災計画の
改正についての説明、意見交換が行われました。
また、尾呂志ブロックでは三重大学医学部学生による災害時
の地域医療に関する研究発表、阿田和ブロックでは阿田和小学
校主催の防災研修会（全校児童による津波避難訓練・防災に関
する公開授業等）についての事業説明が行われました。
今後も各地区においてブロック会議を開催し、各地区で地域
課題を情報共有しながら、自主防災活動の活性化に向けて取り
組んでいきます。

～上市木地区～
下岡地・里組地区が合同防災訓練を行いました
にし

あつ お

10月11日（日）、下岡地自主防災組織（代表 西 厚 夫、役
こう べ
ひとし
おか もと
ひとし
員 古部 均）
、里組自主防災組織（代表 岡本 均）の２地
区による合同防災訓練が実施されました。
訓練開始の合図にあわせて約50人の地区住民が高台に避難し
ました。その後、地区公民館に会場を移し、ビニール袋を使用
した炊き出し訓練や消防団と連携した放水訓練を行いました。
参加者は「高台までの避難に10分以上かかった。
」
「実際にやっ
てみなければわからないことがあった。」など訓練の成果を確
認していました。

～下市木地区～
萩内団地地区が津波避難訓練を行いました
やま もと

10月11日（日）、萩内団地地区自主防災組織（代表 山 本
たか し
孝司）が津波避難訓練を実施しました。
訓練には、地区住民約80人が参加し、防災行政無線放送を合
図に萩内団地地区集会所まで一斉に避難しました。その後、三
にしかわじつ お
重県防災対策部の防災技術指導員である西川実雄氏を講師に被
害想定や自分自身の避難経路を図示する「マイ・マップラン」
の紹介など防災講演を行いました。参加者は真剣な表情で熱心
に聞き入っていました。
†問い合わせ先†
防災課防災係（担当

すず き

か しょう

なかもとのりあき

鈴木嘉将・中本憲明）☎３－０５０７
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オール御浜 で ごみ減らし隊 通信
オール御浜でごみ減らし隊通信

10月の燃料ごみの減量化率 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、29年度に「年間の減量化率30％」を達成目標としています。
昨年と今年の10月分のごみの量を比較すると次のようになりました。
26年10月

27年10月

減量化率

１６１，６９０㎏

１１２，
２００㎏

３０．
６０％

（参考：資源プラ収集量

5,810㎏、草木収集量

26年度（４～10月）

27年度（４～10月）

減量化率

１，１５４，４００㎏

８２７，
１４０㎏

２８．
３４％

（参考：資源プラ収集量累計

39,750㎏、草木収集量

6,080㎏）

58,370㎏）

いつも燃料ごみの減量化にご協力いただき、本当にありがとうございます。
例年12月は、年末の片付けや帰省などで、燃料ごみの量が増える傾向にあります。大掃除などで忙
しい月となりますが、１年の締めくくりの月です。ごみと資源の適正な分別をよろしくお願いします。
これからも、住民のみなさんお一人お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8
みなさんからお寄せいただいたご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ご参考
にしてください。

Q 一升ビンは町に出した方がいいの、それとも酒屋へ出した方がいいの？
町に家庭から出される一升ビンの量は、年間6,528本で、資源売却で町に入るお金は１本
１円で買い取ってもらえることから、6,528円（昨年実績）となっています。しかし、昨年度
の途中から熊野市にあった持込み場所が尾鷲市に移転したことから、輸送にかかる時間や経費
が増えています。
また、受取業者所有のビンを入れる専用ケースが不足することが多く、町で長期間保管せざ
るを得ない状況にあり、町の保管用コンテナが壊れるケースが発生しています。
お手数をお掛けしますが、できるだけ一升ビンは購入した酒屋さんへ持ち込んでいただきま
すようお願い致します。

Q 腐ったみかんは燃料ごみの日に出していいの？
家庭から出る少量の腐ったみかんについては、燃料ごみに出していただいてかまいません。
しかし、温州みかん１個の重さは100グラム程度あり、たくさん出されると、住民のみなさん
にご苦労をお掛けし、頑張って取り組んでいただいている「燃料ごみの減量」に大きく悪い影
響が出ることになります。
「庭の草・小枝」と同じように畑などで処理できる場合は、お手数をお掛けしますが、ぜひ
お願いします。
なお、例年肥料袋などに入れて、大量の腐ったみかんを出されるケースが少なからずあります。
住民の利益を守る観点から、回収できかねますのでご注意ください。
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合併処理浄化槽設置補助金 の お知らせ

浄化槽の大きさ
５

人

槽

６～７人槽
８～10人槽

新 築
転 換
新 築
転 換
新 築
転 換

（単位：円）
補助金限度額
１６８，
０００
新築・・・
３３２，
０００
家屋の新築又は建て替え
２０７，
０００
転換・・・
４１４，
０００
単独浄化槽や汲み取りか
２７６，
０００
らの転換
５４８，
０００

○補助金申請締切日：平成27年12月21日（月）
※年度内の設置をお考えで、締切日までに申請ができない場合は、生活環境課へ締切日までにご相談
ください。
○事業完了報告締切日：平成28年３月31日（木）
※阿田和地区のうち、下水道整備事業地域は対象外です。
合併処理浄化槽は、トイレ・台所・風呂・洗濯など家庭から出る生活排水を、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。 町では、これらの目的を達
成するため、これから新しく合併処理浄化槽を設置する方に、予算の範囲内でその費用の一部を
補助しています。（倉庫、作業場、事務所等への設置は対象外です。
）なお、設置後の管理（法定
検査、保守点検、清掃）についても適切に行ってください。

その他生活環境関連補助金
（１）生ごみ処理機等購入補助金がご利用いただけます。
（※いずれの品目も、
家庭用の製品が対象です。
）
補助対象品目
電気式生ごみ処理機

補助対象台数

補助率

１世帯に付き１台まで
手動撹拌式生ごみ処理機
生ごみ処理容器
（コンポスター）１世帯につき２台まで

購入額の１／２

補助金額の上限
３０，
０００円まで
５，
０００円まで

（２）犬・猫の避妊・去勢手術費用の補助金がご利用いただけます。
犬
猫

種類と性別
オス（去勢手術）

補助金額
３，０００円

メス（避妊手術）
オス（去勢手術）
メス（避妊手術）

４，０００円
２，４００円
３，４００円

備考
（補助対象件数

他）

※いずれも、
定額での補助となります。
※１年度中に、
１世帯当たり１頭までの補助と
なります。
※犬は、
登録がなされた飼い犬に限ります。

※お申込み方法など、詳しくは下記までお問い合せください。
（予算に達し次第、
補助終了となります。
）
†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
9

合併処理浄化槽設置補助金／その他生活環境関連補助金

町では、家庭用合併処理浄化槽設置に対して、次のとおり補助金を交付しています。
期日までに申請をお願いします。

「わたしの作品展・写真展」優秀作品の発表‼
「わたしの作品展・写真展」優秀作品発表

地域包括支援センターでは10月１日～ 11月１日までの１カ月間、「わたしの作品展・写真展」を
ピネショッピングセンターで行いました。作品展としては今回で６回目、写真展は２回目となりま
す。
今年度は、作品展には21点、写真展へは一般部門に20点・支援者部門に34点がそろい、その中から
優秀作品が選出され11月１日に行なわれたみかん祭りで表彰式を行いました。また、投票していただ
いた194名の中から『投票ありがとう‼賞』４名も抽選させていただきました。
作品・写真を提供していただいた方、投票に参加し、ご来場していただいた方々、本当にありがと
うございました。

表彰式の様子

作品展・写真展の様子

写真展優秀作品
一 般 部 門

町 長 賞

みんなに選ばれたで賞

輝いているで賞

みんなに選ばれたで賞

輝いているで賞

支援者部門

町 長 賞

†問い合わせ先†
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地域包括支援センター（担当

にし

たかあき

西 隆暁）

☎３－０５１４

水道管の凍結 に ご注意ください
水道管凍結にご注意／食生活情報コーナー開設

寒さが厳しくなってきました。屋外の水道管で次のような場合には
凍結しやすいので注意しましょう。
○水道管が露出している。
○北側など日の当たらない場所にある。
○風あたりの強い場所にある。

防寒対策
露出している管には、古い毛布、布切れなどを巻き付けビニールテープなどで保温材
が濡れないようにして防寒対策しましょう。
特に冷え込みが厳しい夜には、蛇口から水を少し流し続ければ凍りにくくなります。

凍結してしまったときは
自然に融けるのを待つか、凍ってしまった部分にタオルなどを被せてゆっくりとぬるま湯をかけて
ください。
その際、熱湯をかけると破裂する恐れがあり危険ですから注意してください。
†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

食生活情報コーナー を 開設しています！
健康づくり係では、「食生活情報コーナー」を開設しています。こちらでは住民のみんなさんの
健康づくりに役立つ食の情報を、毎月テーマを変えてお知らせしていく予定です。役場にお越しの際
は、ぜひお立ち寄りください！
【場所】健康づくり係

窓口（御浜町役場正面玄関より、入ってすぐ右の窓口）

【12月のテーマ】「お菓子に入っている砂糖の量は？」
食事に関する相談も随時受け付けております。
お気軽にお声掛けください。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
さいとう
こ
（担当 齋藤とも子）
☎３－０５１１

身近なお菓子等に砂糖がどれだけ
含まれているか確認しましょう
11

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

紀勢本線紀伊市木駅の駅舎建替えが
行われます
ＪＲ東海では、11月下旬から平成28年２月上
旬まで、紀勢本線紀伊市木駅の駅舎建替えを行
います。
工事に伴い、駅前の駐輪はご遠慮ください。
また、放置自転車等は、ＪＲ東海が撤去します。
既存待合所及び便所は11月下旬より使用停止と
なります。
工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願い致します。
†問い合わせ先†
総務課企画財政係（担当

まつうら

松浦

ゆたか

豊）

☎３－０５０５

司法書士無料法律相談会開催の
お知らせ
三重県司法書士会が次のとおり無料法律相談
会を開催します。
お困りごとや、聞きたいことなどを司法書士
がお聞きし、アドバイスをいたしますので、お
気軽に申し込んでください。
事前の予約をいただくと、相談時間の予約が
でき、詳しい回答がいただけますので出来るだ
け予約してください。
【日時】12月６日（日） 10：00 ～ 14：00
【会場】阪本コミュニティーセンター
【相談時間】約１時間
【募集人数】８名（募集人数を超えた場合は時間
を延長して対応します。
）
【予約申込】下記担当まで、氏名、電話番号、簡
単な内容等を下記までご連絡ください。
【予約締切】12月３日
（木） までに申込みをして
ください。
【当日受付】時間終了までに会場にお越しくだ
さい。
†問い合わせ先†
税務住民課住民係（担当
☎３－０５１２
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さきもとまさかず

㟢本正和）

任意予防接種の救済制度について
平成25年３月31日までに、市町村の助成により、
ヒトパピローマウィルスワクチン、ヒブワクチ
ン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種
した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、
医療機関を受診した方は、接種との関連性が認
定されると、医療費・医療手当が支給される場
合があります。お心当たりのある方は、具体的
な請求方法等について、下記まで至急お問い合
わせください。
【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済
制度相談窓口
☎０１２０－１４９－９３１
（フリーダイヤル）
※御利用になれない場合０３－３５０６－９４１１
（有料）
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

『みんなで築こう

～考えよう

こ

ね がわ

さち

古 根川 幸）

人権の世紀』

相手の気持ち
育てよう 思いやりの心～

人権週間

12月４日～ 10日

人権擁護委員は、身近な相談相手です。
隣近所のもめごと、家族間の問題（離婚や扶
養、相続等）
、体罰やいじめ、職場でのセクハラ、
ＤＶ等でお悩みの方は、下記、相談所へお気軽
にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守します。
○特設人権相談※毎月第３水曜日実施の「行政・
人権・心配ごと相談」と兼用
【相談日】
12月16日
（水）
【場 所】
役場１階 第１会議室
【時 間】
９：00 ～ 12：00
○人権擁護委員
山田 裕一（川瀬）
、 北地
†問い合わせ先†
税務住民課住民係（担当
☎３－０５１２

哲子（神木）

さきもとまさかず

㟢本正和）

■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。

三重県最低賃金は、10月１日から18円引き
上げられて、時間額771円に改定されています。
この最低賃金は、年齢・雇用形態（パート・
アルバイトなど）を問わず、三重県内で働く全
ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労
働者には、特定（産業別）最低賃金が適用され
ます。
また、最低賃金の引き上げに向けた中小企業
支援のための業務改善助成金制度等の支援策が
ありますので、ぜひご活用ください。
†問い合わせ先†
三重県労働局賃金室
（津）☎０５９－２２６－２１０８

年末年始も年次有給休暇で
連続休暇に
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
で心身のリフレッシュを行うための非常に良い
機会であり、また、労働意欲の維持を図るため
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、今年度の年末年始は連続休暇を
ぜひ実現しましょう。
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
み方改善コンサルタント」を配置しています。
資料提供、事業場への個別訪問等を無料でさせ
ていただきますので、
お気軽にご利用ください。
†問い合わせ先†
三重労働局労働基準部監督課

年末年始の歯科休日診療当番のおしらせ

情報コーナー

最低賃金が改正に

南紀歯科医師会休日診療当番
【受付対応時間】
９：30 ～ 12：00
平成27年12月29日
（火）谷口歯科医院
（御浜町）
☎０５９７９－２－３５２１
30日
（水）みはま歯科医院
（御浜町）
☎０５９７９－２－３４５８
31日
（木）さいとう歯科
（熊野市）
☎０５９７－８５－４４８８
平成28年１月２日
（土）鈴木歯科医院
（紀宝町）
☎０７３５－３２－２９１７
３日
（日）岡本歯科医院
（熊野市）
☎０５９７－８９－４１８７
診療お申し込みの際は、上記電話番号に直接お
願いします。

紀宝警察署メールボックス

「年末の交通安全県民運動」及び
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
「年末の交通安全県民運動」
【期間】12月１日（火）から12月10日（木）まで
【運動の重点】
○子どもと高齢者の交通事故防止
○後部座席を含めた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
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
（12月10日～ 12月16日）
拉致問題の解決を始めとする北朝鮮の人権侵
害問題について、市民の関心と認識を深めよう。
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０

紀南医師会応急診療所
【診療日】12月６日（日）、13日（日）、20日（日）
23日（祝）、27日（日）、30日（水）、31日（木）
【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

働き方・休み方改善コンサルタント
☎０５９－２２６－２１０６
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平成28年

御浜町成人式 を 開催します

御浜町成人式について／年金だより

【日

時】 平成28年１月２日（土） 13：00～（12：00より受付）

【場

所】 御浜町中央公民館アメニティホール

【対 象 者】 ◦平成22年度の町内中学校卒業生（平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれ）
※町外私立中学校を卒業された方も対象です。
◦平成27年10月１日現在で町に住所を有する方
【式典案内】
対象者の方には、式典の案内ハガキを10月中旬より順次発送しております。出欠にかかわらず、必
ず返信ハガキをご返送ください。
対象者以外の方で、当町での成人式典への参加を希望されます方はご連絡をお願いします。

†問い合わせ先†
教育委員会生涯学習係（中央公民館）
たかもとあき ら

（担当 髙本晃良）
☎２－３１５１

年金だより

被用者の年金制度が厚生年金に統一されました

10月から年金の仕組みが
一部変わりました

被用者年金の統一にあわせて
次の事項も変更されました

10月１日から「被用者年金一元化法」により
これまで厚生年金と３つの共済年金に分かれて
いた被用者の年金制度が厚生年金に統一されま

○年金額について、これまでの百円単位（50円
未満切捨て50円以上切上げ）
から一円単位
（50
銭未満切捨て50銭以上切上げ）に変更されま

した。主な変更点は次のとおりです。
○統一後の厚生年金に関する届書等は、ワンス

した。
○在職老齢年金の支給停止について、複数の実

トップサービスとして日本年金機構又は各共
済組合等の、どの窓口でも受付します。

施機関から老齢厚生年金を受けている場合は
それぞれの年金額を合算したうえで決定する

※障害給付の届書等の一部の届書を除きます。
○統一後の厚生年金の決定・支払は、従来どお
り、日本年金機構又は各共済組合等がそれぞ

ように変更されました。

れ行います。
○共済組合等の加入期間がある方で、統一後に

†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

年金を受ける権利が発生する被保険者および
受給者については、共済組合等又は日本年金
機構の窓口でも相談できます。
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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
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かんきつ

対策室だより
キンカン

名古屋でみかんをＰＲ
10月17日、名古屋市のイオン八事店で三重県
の東紀州地域振興公社主催の「熊野古道展」が
９月に引き続き、開催されました。今回はステー
ジイベントでの町の紹介と、旬のみかんであっ
た極早生温州のＰＲに加え、みかんの試食と販
売をしました。イオンのみかんを売っていると
ころでは御浜町をはじめとするこの地域のみか
んが多くのシェアを占めておりその人気ぶりを
うかがい知ることができました。
イオン八事店では東紀州地域振興公社主催の
東紀州の観光を紹介するイベントが毎月開催さ
れていて、今後もみかんを中心に町のＰＲをし
ていく予定です。

イオン八事店でみかんをＰＲ

ＦＭ三重がみかん農家をリポート
10月19日、ＦＭ三重で御浜町が特集され、道
の駅パーク七里御浜をサテライト会場に特産物
のみかんをはじめ、紀州犬やさぎりの里、市木
もめんが紹介されました。みかんについては、
生産者であり地域グループ「市木を思う会」の
代表でもある檜作信也さんが、みかんの栽培の
楽しみや、その苦労話をリポート駆け付けたグ
ループの仲間とともに放送をおおいに盛り上
げ、みかんのまち御浜町をＰＲしました。
ひ づくり の ぶ や

檜作さんたちとＦＭ三重のリポーター

かんきつ現地学習会
10月28日、紀南果樹研究室とＪＡ三重南紀統
一選果場でかんきつ現地学習会を開催しました。
町では地域の産業であるかんきつに理解を深め
てもらうため、毎年、町内４小学校の３年生の
みなさんを対象に学習会を行っています。紀南
果樹研究室では紀州地域農業改良普及センター
の協力を得て、みかんについての栽培方法や紀
南果樹研究室の仕事、糖度検査を学びました。
また、統一選果場では９月に新しくなったば
かりの選果場を見学し、最新設備に驚きの声を
あげていました。学習会を通じて農業の魅力が
子供たちに伝わればと思います。
†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室（担当
☎３－０５１７

せ

かんきつ現地学習会

こ かつのぶ

瀬古勝信）
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かんきつ対策室だより

みなさんこんにちは。師走になり、極早生、早生と続いた温州みかんの収穫は晩生温州の時期を迎
えています。温州ミカン収穫期にはみかんに関するイベントや取材があり、
活気あふれる時期でした。

は

赤ちゃん／ＥＶ設置について／広報文芸／あとがき

て

じ

道の駅「パーク七里御浜」にＥＶ充電器
（電気自動車用充電設備）設置されます

めまし

次世代自動車充電インフラ整備促進事業の
一環として日本充電インフラ株式会社の「Ｅ－
ＯＡＳＩＳプロジェクト」を活用して、年内に
ＥＶ充電器（電気自動車用充電設備）１基が
設置されます。みなさん、ご活用ください。

桒木
ひでのり

の

志

原

♥

♥

平成27年９月１日～30日届出分

あ

希彩ちゃん
とも こ

秀徳 ん・智子
さ

あつ お

ん

†問い合わせ先†
産業建設課産業振興係
すず き もとあき
（担当 鈴木基朗）☎３－０５１７
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広報俳句

たけ

す

今回の表紙ですが、11月１日（日）に行われ
た御浜みかん祭りの写真です。
当日は天候にも恵まれ、物産テント村での商
品の販売や様々なステージイベントなど、たい
へん賑わいました。御浜みかん祭りを広報とし
て参加し、一日中みかん祭りのイベント等を撮
影させていただきました。撮影にご協力いただ
いたみなさんありがとうございました。
町の一大イベントである御浜みかん祭りが、
無事成功して大変良かったです。

第四十一回町民文化祭協賛 秋季大会（入賞・入選句）

まんげつ す

ぜいたく

たち よ

み

る

あとがき

◎御浜町俳句会会長賞

しょうめん

い

ちぢ

つま

正面に 満月据えて 夕餉かな

敦子

や

◎互選賞

西

貞

たいくつ

退屈と 言ふ贅沢の 夜長かな

湊

楢代

あきかぜ

秋風や ふらり立寄る 喫茶店

榎本

行雄

ま

さとせま

くれ

世帯数 4,305戸 （－ 1戸）

ん

かく

あき

女 04,858人 （＋ 4人）

さ

やま

ゆび き

男 04,269人 （－ 6人）

とし

年ごとに 縮む身の丈 栗拾ふ

須崎

要子

きり

ら

人 口 9,127人 （－ 2人）

秋刀魚焼く 妻の留守なる

山本

あさ

朝の霧 山を隠して 里迫る

清

こ

幸子

上野山明子

下川

智行

濱浦

なつ

の ぎくばれ

野菊晴

あき

谷口

上田ゆかり

懐かしや 子等の指切り 秋の暮

◎句会代表選者賞

き そん

おい

花みかん句会 杉目 黄渓 選

はかもり

墓守を せんとて帰村

こ

たちばな句会 向井 春羊 選

いま

つき

はん

今は子に つきゆくばかり 老の秋

のち

くり

矢口みずは 選

ど なべ

ひこばえ句会 中納 米子 選

おきあれ

ち

沖荒に してほっかりと 後の月

げ おど

阿田和句会

ゆ

湯気踊る 小さき土鍋や 栗ご飯

11月１日現在の人の動き
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ま

久保

明るい役場づくりをしたいという思いから、
新たな取組みとしてハロウィンに合わせ、役場
のカウンター等に町の特産物であるみかんを使
用して飾りつけを行いました。役場入口を入っ
たところには、今年度採用された職員４人が力
を合わせて作成した大きいみかんを、ハロウィ
ン装飾したものを設置していました。
12月１日（火）～25日（金）までクリスマスに
合わせて、役場入り口すぐの町民プラザにある
木等を装飾します。みなさん、役場へ来た時に
は観ていただけたら嬉しいです。
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。）

1 火 卓球教室（中学生・一般）

19：00～21：00

くら し の カレンダー 12

阿田和中学校

15 火

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

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

行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 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
ありんこ広場 9：30～11：30 福祉健康センター
収集日（阿田和・尾呂志地区）
ミニバスケットボール教室 17：30～19：00 御浜小体育館 16 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
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
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ
資源プラスチック収集日
資源プラスチック収集日
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
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館 17 木
２歳児歯科健診（個人通知） 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
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
貯筋体操教室 10：00～11：00 中央公民館
子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター
18 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
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 13：30～15：30 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
19 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
三重県司法書士会法律相談会 10：00～14：00 阪本コミュニティセンター
20 日 資源持込日 8：00～12：00 役場
資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
庭の草・小枝収集日
粗大ごみ収集日
（持込・訪問）
21 月 バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館
紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
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
22 火 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）

2 水

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火

健康づくり教室⑦ 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
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

23 水

天皇誕生日
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ
（市木・神志山地区）

ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

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
24 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 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
（市木・神志山地区）

9 水 貯筋体操教室

13：30～14：30

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

25 金 子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター
弁護士相談
（要予約） 13：30～15：30 役場３階会議室
26 土 ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
資源プラスチック収集日
10 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
27 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター 28 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
（要予約） 役場
11 金
29 火
子育て相談 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
30 水
各種がん検診
（要予約） 福祉健康センター

12 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

13 日 資源持込日

8：00～12：00

くるくるタウン

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
14 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

31 木

12月の納税期限
●町
県
民
税 第４期
●国 民 健 康 保 険 税 第６期
●後期高齢者医療保険料 第６期
納期限 12月25日（金）
※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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梓川産のりんごを食べる御浜町の児童たち

広報

みて見てみはま

御浜町産みかんを食べる松本市の児童たち

11／４
（水）町内小中学校給食に梓川りんご

11／７（土）御浜町敬老会

11／９（月）防火予防パレード

11月７日（土）に中央公民館で御浜町敬老会が
開催され、一昨年大好評であった「ファミリー

11月９日
（月）から15日
（日）まで秋季全国火災
予防運動週間が展開され、初日に御浜町消防団
による火災予防啓発（防火予防パレード）が行
われました。
各消防車両は町内を巡回し、火災予防の広報
啓発をしました。
これからは、空気が乾燥し火災が発生しやす
い季節となりますので、火の取り扱いには十分
気をつけていただきますようお願いします。

劇団さむらい」による大衆演劇と歌謡舞踊
ショーが行われました。
約200名の参加者は演劇に魅了され、時には
笑いが起こる場面などがありました。また、子
どもの演技に一緒に手拍子をするなど笑顔で楽
しんでいました。
18

〒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/

火災予防啓発に出動する消防団

（平成27年12月１日発行）

演劇を披露する「ファミリー劇団さむらい」の座長

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

御浜町と長野県松本市梓川自治区は、平成５年に友好親善提携を締結し、さまざまな交流を深め
ています。
今回の学校給食もその一環で、お互いの特産品である「みかん」と「りんご」が、それぞれの献
立に使用されました。
町内小中学校では、児童生徒などにりんご839食分が出されました。りんごを食べた児童たちか
らは、声を揃えて「りんごおいしい」と言うほど大好評でした。
また、松本市では、市内小中学校41校に御浜町産みかん18,840個が給食に出されました。

