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平成28 年

成 人 式

は

た

ち

～ 二十歳のちかい ～

新成人の門出を祝う平成28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103名（尾呂志中卒９名、阿田和中卒27名、御浜中卒67名）。このう
ち94名が出席しました。

新成人になって、これから抱負は？
にし の

き

西野 貴恵さん
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みなと

愛里奈さん

お

これからは自覚ある行動を
心がけ多くの人に貢献できる
社会人になりたいです。

新成人として責任ある行動を
していきたいです。
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な

奈央さん

（神木）

（上市木）
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幸也さん

たにぐち

谷口
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優さん

（阿田和）

（下市木）

（志原）

両親と地域に感謝しながら柔
道と勉学に励み、挑戦する気
持ちを常に持ち続けたいです。

何をするにも責任が伴う身分
となりましたので、それ相応
の自覚を持っていきたいです。

周囲への感謝の念を忘れず、
自分が今できることを精一杯
やっていきたいです。

誓いの言葉

やま ぐち

新成人代表

山口

かず や

和也

本日は、私たち新成人のために、このような盛大な式典を開催していただき、誠にありがとうございます。また、
町長をはじめ、ご来賓の皆様より心温まるお言葉を頂き、新成人を代表して、深くお礼申し上げます。
本日ここに人生の節目である成人式を迎えることができたのは、家族はもちろん、これまでに出会った先生方
や地域の皆様、ともに支え合い、歩んできた仲間たちのおかげだと感謝しております。
まだまだ未熟な私たちでありますが、本日、激励をいただきました言葉をしっかりと噛み締め、浅いながらも
これまで学んだ知識を充分に発揮し、これからの社会に貢献できるよう頑張っていきます。
これから私たちはこの故郷「御浜町」という名に恥じないように日々精進していき、これまで「御浜町」で学んだ知識を私たちの子
どもや孫の代まで、伝えていくことが大切なのだと思います。
私たちの力は微力ではありますが、「御浜町」という故郷を守っていくことと、世の中の役に立てるよう私たち一人ひとりの持ってい
る力を結集し、日々精進を心に持ち、努力していくことをここに誓います。
一同を代表しまして、成人としての新たな決意と、本日いただいた数々のご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）
※紙面の都合上、全ての方を載せることができないことをお詫び申し上げます。
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防災情報

No. 38

緊急時に戸別受信機及び屋外スピーカーから緊急放送が流れます
ジェイ

ア

ラ

ー

ト

全国瞬時警報システム
（Ｊ －Ａ ＬＥＲＴ）
防災情報

町では、平成21年度から全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の運用を開始しています。この
システムは、大地震、津波、テロなどの緊急事態が発生した際に、国（消防庁）から送られる緊急情
報をいち早く発信するシステムで、防災行政無線を通して自動的に伝えることができます。
また、町内の保育所、小中学校にもＪ－ＡＬＥＲＴ専用受信機を設置しており、施設内に緊急放送
が流れる仕組みになっています。

各家庭の戸別受信機

消防庁

J-ALERT専用小型受信機

役

場
屋外スピーカー

大地震です！

放送される情報及び内容
情報の種類

放送内容

緊急地震速報
（推定震度４以上）

「（緊急地震速報チャイム音） 大地震です。大地震です。
」×３回

震度速報
（推定震度４以上）

「（チャイム音）震度○の地震が発生しました。火の始末をしてください。
テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。
」×３回

大津波・津波警報

「（消防サイレン）○○警報が発表されました。海岸付近の方は高台に
避難してください。
」×３回

津波注意報

「（消防サイレン）津波注意報が発表されました。海岸付近の方は注意し
てください。」×３回

特別警報

「（チャイム音）当地域に特別警報が発表されました。
」×３回

航空攻撃情報

「（有事サイレン）航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の
可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。
」
×３回

「（有事サイレン）ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ
ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてくだ
さい。」×３回
大規模テロ情報

「（有事サイレン）大規模テロ情報。大規模テロ情報。当地域にテロの
危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけて
ください。」×３回

注意事項
１
２
３
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これらの情報は、自動的に放送するシステムのため真夜中でも放送されます。
このシステムは、人の手を介さず自動的に発信するシステムですので誤報などの可能性があり
ます。その場合は、誤報（キャンセル）放送が流れます。
緊急地震速報は、震源が近い時や直下型地震の場合、速報が間に合わないことがあります。

各地域での防災への取り組み
萩内団地自主防災組織が「Ｍｙまっぷラン」に取り組みます
防災情報

11月29日（日）萩内団地集会所にて、萩内
やま もと
たか し
団地地区自主防災組織（代表 山 本 孝 司 ）
の会議が開催され、地区の津波避難計画を作
成するため「Ｍｙまっぷラン」に取り組むこ
とを決定しました。
「Ｍｙまっぷラン」とは、三重県が推奨する
住民自らが津波避難計画を策定するための手
法です。
まず、住民一人ひとりが自ら最も適してい
ると判断した避難経路や避難場所を記した個
別避難計画＝「Ｍｙまっぷラン」を作成し、次に、地区全体で各自の個別避難計画を持ち寄って話し
合い、最終的に地区の津波避難計画づくりにつなげていくものです。
今後、萩内団地自主防災組織では、三重県防災対策部 防災企画・地域支援課 防災技術指導員
にしかわ
じつ お
西川 実雄氏の協力のもと、タウンウォッチングやワークショップ、避難訓練などを実施し、地区の
津波避難計画づくりを行っていきます。

男女共同参画研修会「防災・減災と男女共同参画」を開催しました
11月27日（金） 役場くろしおホールに
て、男女共同参画研修会を開催しまし
た。
研修会では、三重県男女共同参画セン
は っ と り あ りゅう
ターフレンテみえ専門員の服部亜龍さん
は

せ がわみね こ

と事業課長の長谷川峰子さんにより「防
災・減災と男女共同参画」をテーマとし
た講演が行われ、約50人が参加しました。
講演では、東日本大震災の避難所の実
例をもとに、避難所では女性をはじめと
する要配慮者が安心して避難生活をおく
れる環境でなかったこと、性別・年齢等により被災者一人ひとりが抱える問題が異なることを理解
したうえで細かい配慮が必要なことを話されました。
参加者は、今後の災害対策において平常時から女性をはじめ様々な立場の人が意思決定の場に参
加していることが必要であり、防災・減災面でも男女共同参画の視点が重要となってくることに認
識を深めました。

†問い合わせ先†
防災課防災係
なかもとのりあき
（担当 中本憲明）
☎３－０５０７
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税の申告について

税 の申告 は お早めに
町・県民税（個人住民税）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きました。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、申告期限の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して
います。また、役場職員が各地区を巡回して申告受付を行いますので、必要書類等をご持参のうえ、
ぜひご来場ください。

町県民税・国民健康保険税等の申告受付日程
日

程

２月５日
（金）

８日
（月）
９日
（火）
10日
（水）
12日
（金）
15日
（月）
16日
（火）
17日
（水）

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

阿田和 上地集会所

９：30 ～ 11：30

神木公民館

13：30 ～ 16：00

下市木 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

御浜町中央公民館

13：30 ～ 16：30

○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
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所得税及び復興特別所得税の申告期限は３月15日、消費税及び地方消費税の申告期限は３月31日まで

○所得税、
消費税等（相続税を除く）の確定申告相談を開催します
所得税、消費税等（相続税を除く。）の確定申告相談を下記のとおり開催します。必要書類等をご
持参のうえ、ぜひご来場ください。
なお、両日とも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
２月18日（木）・19日（金）

開催場所
役場３階

開催時間

くろしおホール

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。職員が申告書送信のお手伝いも致しま
すので、この機会にお越しください。

確定申告書の作成には国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーが便利です
◦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-Taｘ）をぜひご利用ください。
◦住基カードをお持ちでない方でも簡単、正確に確定申告書の作成ができます。作成した確定
申告書はプリントアウトして提出してください。郵送でも提出できます。
【作成した申告書の提出先】
＊相談を伴わず提出のみの場合・・・尾鷲税務署個人課税部門または役場税務住民課
＊相談を伴わず郵送する場合・・・・尾鷲税務署個人課税部門 〒519-3694 尾鷲市末広町１番30号
＊相談を伴う場合・・・・・・・・・別記の確定申告会場（せぎやまホール）または確定申告相談
（くろしおホール）の日程等をご確認のうえ、会場へお持ち
ください。

復興特別所得税の記載漏れにご注意ください！
平成25年分から平成49年分まで、復興特別所得税（原則として各年分の所得税の2.1％）を
所得税と併せて申告・納付することとされています。特に確定申告書を手書きで作成される場合、
「復興特別所得税額」欄の記載漏れが無いようご注意ください。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
†問い合わせ先†
町県民税に関すること
ま なごひろ こ
税務住民課税務係（担当 眞砂寛子）
☎３－０５１０
所得税・消費税等に関すること
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。）

または「確定申告」で検索

お気軽にお問い合わせください。
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税の申告について

○所得税、消費税及び地方消費税等の確定申告会場について
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（金）～３月15日（火）
※土曜・日曜の開設はありません。
【開設時間】９：00～17：00（申告書の作成には時間を要しますので16：00までにお越しください。
）
※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。

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

平成27年12月 の 燃料ごみの減量化率 を お知らせします
町では、昨年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。
前年度と今年度の12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12月

27年12月

減量化率

１７０，７２０㎏

１３３，
６４０㎏

２１．
７２％

（参考：資源プラ収集量

5,640㎏、草木収集量

26年度（４～12月）

27年度（４～12月）

減量化率

１，
４６７，３１０㎏

１，
０６５，
０１０㎏

２７．
４２％

（参考：資源プラ収集量累計

51,550㎏、草木収集量累計

5,700㎏）

67,370㎏）

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。
資源プラスチックや紙類を適正に分別していただくことで、
「ごみの大半が生ごみになった。
」とい
うご家庭が多くなっているのではないでしょうか。
生ごみを減らしていくことが、今後の減量化率の向上や処理経費の削減などにつながっていきます。
ご飯を残さず食べることや、購入した食品の消費期限に注意することで、捨てるものをぐっと減ら
すことができます。まずは、できることからはじめてみましょう。
よろしくお願いします。
※生ごみをご家庭で処理する方法を次号にてご紹介します。

“資源とごみの豆知識”その10
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 パソコンの無料回収は、次回いつあるの？
町が実施するパソコンの無料回収は、一昨年の小型家電リサイクル法が施行された年から
スタートし、年１回のペースで行っています。平成28年度は９月中旬ごろに実施する予定で
す。広報などでお知らせしますので、よろしくお願いします。
小型家電リサイクル法が施行される以前は、パソコンメーカーによる回収しかなかったた
め、平成15年９月以前製造のパソコンの場合、廃棄される方は、リサイクル料金（１台4,000
円程度）を支払う必要がありました。
（平成15年10月以降のものについては、購入時に支払
うため廃棄時にはかかりません。）
これまでの２回の回収で、約620台のパソコンが処理されましたが、町民の方が支払わず
に済んだリサイクル料金は約200万円と推計されます。また、
リサイクル事業者
（認定事業者）
に引き渡すことで町には約15万円の収入がありました。
（小型ゲーム機等の売上含む。
）
町が回収したパソコンは、個人情報の漏えいに配慮し、国が認定した認定事業者に引き渡
すことで、金や銀など希少金属資源の適正なリサイクルが行われます。
資源の有効利用のためにも町が行うパソコン無料回収をぜひご利用ください。
†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
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私たちと一緒にスポーツを楽しみましょう！

御浜町卓球クラブ
【練習日時】毎週水曜日18：30 ～ 21：00
【練習場所】阿田和小学校体育館
【対 象 者】
一般初心者
【会
費】年間 1,000円
別途 スポーツ安全保険代あり
【連 絡 先】
畑野 忠生 ☎２－１３７８

ヘルスインディアカクラブ
【練習日時】毎週火曜日19：30 ～ 21：30
【練習場所】御浜中学校体育館
【対 象 者】
御浜町在住の方
【会
費】１か月 200円
【連 絡 先】
中岡 勉 ☎２－０２２５

私達は日頃の運動不足とストレス解消を目標と
して、週１回の練習をしています。協会規約を大
幅にゆるめて和気あいあいをモットーとして楽し
んでいます。
現在会員は10名ですので新入会員を大歓迎です。

阿田和ママさんバレーボールクラブ
（９人制バレーボール）

【練習日時】毎週木曜日19：30 ～ 21：30
【練習場所】阿田和中学校体育館
【対 象 者】
バレーボールがお好きな方、楽しみたい方、
どなたでも
【会
費】月額 1,000円
【連 絡 先】
古畑 明子 ☎０９０－５８６９－８６７２

水谷水産ソフトバレークラブ
【練習日時】毎週木曜日19：30 ～ 21：30
【練習場所】御浜小学校体育館
【対 象 者】年齢制限はありませんが働いている方
【会
費】練習参加費 100円
【連 絡 先】水谷水産（浜田）
☎０５９７－８９－５１３９
こちらの団体の種目以外に、剣道、ソフトテニス、グラウンドゴルフ、ボーリングの団体もあり
ます。ぜひ私たちと一緒にスポーツを楽しみましょう！
†問い合わせ先†
御浜町体育協会事務局（御浜町教育委員会内）
はし じ まさなお
（担当 端地正尚）
☎３－０５２６
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私たちと一緒にスポーツを楽しみましょう

御浜町体育協会では、現在８種目、24団体が登録されています。
これからスポーツにチャレンジしたい方、何かスポーツしたいけど
１人で悩まれている方、健康のためにスポーツを考えている方、友だ
ちを増やしたい方など、まずは気軽にお問合せください。見学も歓迎
です。

御浜町シルバー人材センター入会説明会を開催します
シルバー人材センター入会説明会について／獣害対策事業補助制度の再募集

今年４月１日、町にシルバー人材センターが設立されます。シルバー人材センターは、
「自主・自立、
共働・共助」の理念のもと、高齢者が長年培った知識や経験、技能を生かして働くことで、生きがい
を得るとともに、地域社会との相互交流・連携を目指します。つきましては、下記のとおり入会説明
会を開催しますので、ぜひご参加ください。
入会までの流れ
電話で説明会参加申込 ⇒ 入会説明会受講 ⇒ 説明会後または後日入会申込 ⇒ 入会審査
入会説明会開催日
【開 催 日】
下記の表のとおり
【開催時間】10：00～１時間程度を予定
【開催場所】御浜町シルバー人材センター事務所（三重南紀農協旧阿田和支所）
【定
員】会場の都合により、１回の説明会で定員12名です。必ず、事前に電話でお申し込みくだ
さい。
入会説明会開催予定日
開催月
開催日
（毎週水曜日）
２月
３日
10日
17日
24日
３月
２日
９日
16日
23日
30日
入会申込時にご用意いただくもの
１．本人確認ができるもの（運転免許証、健康保険証、パスポートなど）
２．印
鑑（認印）
３．筆記用具（黒色のボールペン）
†問い合わせ先†
御浜町シルバー人材センター設立準備委員会（担当

みちうえ

道上

のびる

伸）☎２－１１６０／ＦＡＸ２－１１７０

平成27年度獣害対策事業補助制度の再募集を行います
○獣害対策事業補助制度とは
農作物の獣害被害をなくすため、イノシシ、シカなどを直接的に追い払う資材（獣害対策資材）購
入費用の１／３（上限５万円）補助する制度です。
また、平成27年4月1日以降に購入した資材が対象となります。
【補助対象の例】捕獲用檻・罠、電気柵、メッシュ柵、防獣ネット等
【申請期間】２月１日（月）～３月11日（金）※必着
【補助の流れ】
①獣害対策資材の購入、設置
②御浜町役場に申請書類の提出
※申請物４点 獣害対策資材の領収書、農業者の印鑑、農業者の口座番号、資材か設置
状況の写真
③指定口座にお振込
【獣害対策マニュアル配布場所】役場産業建設課、町民サービスセンター、尾呂志支所、神志山連絡所
○申請の前にチェック！
☑ この補助制度をご利用できる方は、いずれも町内に「住所を持つ農業者」
、
「事務所がある農業
法人」となります。
☑

捕獲おり等のわなに関する資材の補助を受けるには、
狩猟免許（わな猟）を取得していること、
または27年度中に取得予定であることが条件となります。

☑

申請できるのは１名または１団体につき、年度中１回限りとなります。

獣害対策は地域ぐるみで取り組みましょう‼
†問い合わせ先†
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産業建設課産業振興係（担当

さかき ば ら よ し の り

榊原良典）☎３－０５１７

町政懇談会 を 開催します

（６策）①高速道路の早期完成、②防災の強化、③若者定住対策、
④かんきつの振興、⑤教育の充実、⑥高齢者のいきがい対策
寒さ厳しい折とは存じますが、ご参加よろしくお願い致します。
開 催 日
２月 ８ 日（月）
２月 ９ 日（火）
２月10日（水）
２月15日（月）
２月18日（木）
２月19日（金）
【時

場
所
阿田和公民館
下市木公民館
神木公民館
上市木公民館
志原公民館
尾呂志公民館

間】18：30 ～ 20：00

†問い合わせ先†

総務課総務係（担当

にし だ ひで お

く

ぼ たか と

西田秀雄・久保貴翔）☎３－０５０５

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 の お知らせ
高齢者肺炎球菌ワクチンは、国が国民に接種を推奨するワクチンに指定されています。
町では、肺炎・気管支炎・髄膜炎などを起こす細菌の感染や重症化を防ぐため、特定の年齢の方に
対し、肺炎球菌ワクチン予防接種の助成を行っています。
対象の方には４月に案内通知を送付しています。同封した接種医療機関一覧をご覧のうえ、平成28
年３月31日までに接種ください。
【平成27年度の対象者】
年齢
対象生年月日
65歳
昭和25年４月２日生～昭和26年４月１日生の方
70歳
昭和20年４月２日生～昭和21年４月１日生の方
75歳
昭和15年４月２日生～昭和16年４月１日生の方
80歳
昭和10年４月２日生～昭和11年４月１日生の方
85歳
昭和 ５ 年４月２日生～昭和 ６ 年４月１日生の方
90歳
大正14年４月２日生～大正15年４月１日生の方
95歳
大正 ９ 年４月２日生～大正10年４月１日生の方
100歳
大正 ４ 年４月２日生～大正 ５ 年４月１日生の方
※60歳から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
なお、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が、助
成の申請は、必ず年度内にお願いします。
†問い合わせ先†

健康福祉課健康づくり係 （担当

こ

ね がわ

さち

古根川 幸）☎３－０５１１
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町勢懇談会の開催について／高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

町長・職員が、住民のみなさんのご意見等を広くお聴きし、今後の町政に反映されることを目的と
して、下記のとおり町政懇談会を開催します。
今回のテーマは、「町長として町政の柱として掲げる６策について」です。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

血管いきいき教室開催について

みえ熊野学地域巡回講座を開催します

動脈硬化は、死因の約４分の１を占めるうえ、
介護が必要となる原因にもなっています。そこ
で、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となります。
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。

みえ熊野学研究会（事務局：東紀州地域振興
公社）では、下記のとおり「御浜町と熊野市の
庚申さん」をテーマにみえ熊野学地域巡回講座
を開催します。入場は無料で事前申し込み不要
です。ぜひご来場ください。

【日 時】２月23日
（火）９：30～13：00
【場 所】御浜町福祉健康センター
【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、
主治医に相談のうえご参加ください。
【内 容】講話「めざせ！血管いきいき」
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】エプロン、三角巾、筆記用具
【定 員】先着20名
※定員になり次第、締め切ります。
【締め切り】２月17日（水）
†申し込み・問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

むろたによし み

室谷好美）

人権講演会開催のお知らせ
人権とは人間が生まれながらに持っている権
利であり、各個人が思いやりを持って行動する
ことが大切です。しかし、現実にはいろいろな
人権侵害が発生しており、高齢者においても、
身体的・心理的虐待や社会参加の機会を奪われ
たりする等の人権侵害が多く見られます。この
ような人権侵害を発生させないように、高齢者
の立場からみた人権講演会を下記のとおり開催
します。ぜひご参加ください。
【日 時】
２月23日（火） 18：30～20：00
【場 所】
役場３階 くろしおホール
【テーマ】
高齢者の人権について
【講 師】
おおたに
とおる
反差別人権研究所みえ事務局長 大谷 徹さん
†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）

【日 時】
２月14日（日） 14：00～15：30
【場 所】
役場３階
くろしおホール
むか い ひろやす
（みえ熊野学研究会運営委員）
【講 師】
向井弘晏氏
【演 題】
御浜町と熊野市の庚申さん
†問い合わせ先†
東紀州地域振興公社
紀北事務所
しおざきかずなが
（担当 塩崎一長）☎０５９７－２３－３７８４
御浜町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

平成28年度 紀南高等学校聴講生、
教育ボランティア募集
●聴講生（若干名）
生徒と一緒に１年間授業を受けます。
【募集科目】
数学Ⅰ演習、音楽Ⅲ、美術Ⅲ、ビジネス情報、
数学Ｂ、数学Ⅱ、英語会話
【経 費】
年間で8,184円、数学Ⅱは16,360円
※変更する場合あり
【募集期間】
３月２日（水）～４日（金）
・７日（月）
～９日（水）
の９：00～17：00
【選考方法】
書類審査と面接
【面接日時】
３月18日（金） 16：00～
【場 所】
紀南高等学校
●教育ボランティア（若干名）
授業のサポートを行います。
【募集科目】
国語、数学、家庭（実技系科目の実
習時のみ）
、英語、音楽等
【募集期間】
３月２日（水）
～４日（金）
・７日（月）
～９日（水）
の９：00～17：00
【選考方法】
書類審査と面接
【面接日時】
応募者と相談のうえ実施します。
【場 所】
紀南高等学校
詳しくは、下記までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
紀南高等学校 ☎２－４８５１

■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。

妊産婦の方の安定期前の母体保護及び産後の
乳幼児をともなった外出の支援のため、
「三重
おもいやり駐車場利用証制度」の妊産婦の有効
期間を「母子健康手帳取得時から産後１年６か
月」に拡大しました。すでに利用証をお持ちの
方（有効期限が切れている方は再申請となりま
す。）は、三重県紀南福祉事務所（熊野保健所）
の窓口または郵送で有効期間の延長の手続きが
できます。
町民のみなさんには駐車場の適正利用につい
てご協力いただきますとともに、事業者の方に
はおもいやり駐車区画の新規登録または増設を
お願いします。詳しくは、県ホームページにも
掲載しています。
†問い合わせ先†
県地域福祉課 ☎０５９－２２４－３３４９
http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/index.htm

県内の太鼓有志による「歓迎 伊勢志摩サミット2016
盛り上げ隊」を開催します
三重県の全件的な取り組みとし、和太鼓演奏
をし最終志摩市まで横断幕・幟をリレーで繋ぎ、
三重県の良いところを日本・海外に周知するこ
とを目的としています。
今回のイベントはサミット100日前イベントで、
今後三重県各地で太鼓応援イベントを展開し、
５月15日の伊勢市安土桃山文化村のゴールを
目指すものです。
【日 時】２月14日
（日）13：00 ～ 15：00頃まで
【会 場】パーク七里御浜ピネ 正面玄関付近
【参加チーム】
創作太鼓 紀宝楽・熊野鬼城太鼓・熊野水軍
太鼓 他
†問い合わせ先†
日本太鼓財団三重県支部（担当
☎０５９６－５５－２７６３

はまぐち

濱口

みゆき

幸）

平成28年度ふるさと納税特産品事業者の募集について
平成28年度のふるさと納税特産品参加事業者
を下記のとおり募集をします。
この機会に、御浜町の特産品としてＰＲして
みませんか。
【受付日時】
２月３日（水）～ 17日（水）
詳しくは御浜町ホームページをご覧ください。
†問い合わせ先†
総務課企画財政係（担当
☎３－０５０５

みなみ

のり こ

南 紀子）

「こころの健康相談」の開催について
こころに悩みをもつ人自身、及びこころの病気
が疑われるが本人に自覚がないため対応に苦慮
している家族の方などを支援する目的で、精神
科医師によるこころの健康相談を開催します。
【日 時】
２月10日（水）13：30 ～ 16：00
【場 所】
紀宝町役場１階 相談室３
（紀宝町鵜殿324）
ふ く だ しゅう い ち
【内 容】
熊野病院 福田衆一院長による
「こころの健康相談」
（無料）
【対象者】こころに悩みをもつ人及びその家族
など（未治療の方）
【締 切】
２月８日（月）まで（要予約）
†申込み・問い合わせ先†
熊野保健所健康増進課
☎０５９７－８９－６６１５

紀宝警察署メールボックス
テロの未然防止にご協力を！
本年は、５月26日、27日に伊勢志摩サミットが
開催されます。
警察では、水際対策の強化をはじめ公共交通機
関や人の集まる場所への警戒活動の強化等に取り
組んでいます。
○ テロリストを国内に入れない
○ 拠点をつくらせない
○ テロを起こさせない
不審な人や物を見かけた場合は、警察までご連
絡ください。
伊勢志摩サミットスローガン
『伊勢志摩で 万全警備の おもてなし』
†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】２月７日
（日）
、11日
（祝日）
、14日
（日）、
21日（日）、28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

三重おもいやり駐車場の利用について

軽自動車税 に ついて の お知らせ
軽自動車税についてのお知らせ／年金だより

廃車の手続きはお早めに
軽自動車や二輪車、原動機付自転車等の軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に１年分が課税
されます。名義変更や廃車の手続きがお済みでない場合は平成28年３月31日までに手続きを行ってく
ださい。
【廃車・名義変更の手続き窓口】
○原付二輪・小型特殊車両 … 役場税務住民課税務係 ☎３－０５１０
○軽自動車・二輪車等
… 紀南自家用自動車協会（ピネ１階）☎２－２０４８
※年度末である３月には手続きが集中して窓口がたいへん混雑します。手続きはお早めにお願いいた
します。

軽自動車税の減免
心身障がいの程度が一定以上の方を対象とした軽自動車税の減免制度があります。減免の対象とな
るのは、４月１日現在の車両名義人が障がい者ご本人名義のものに限られます。
なお、軽自動車税の減免は、自動車税（県税）の減免を受けている方は申請できません。
†問い合わせ先†
税務住民課税務係（担当
☎３－０５１０

年金だより

やまもとかず お

山本一生）

20歳になったら国民年金

国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての
方は国民年金に加入し、保険料を納めることに
なります。国民年金は、年を取ったときやいざ
というときの生活を、働いている世代みんなで
支えようという考えで作られた仕組みです。
具体的には、若いときに公的年金に加入し保
険料を納め続けることで、年を取ったときや、
病気やケガで重い障がいが残ったとき、家族の
働き手が亡くなったときに、年金を受け取るこ
とができる制度です。
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。
◎加入手続きはどこで行えばいいの？
住民登録のある市区役所・町村役場の国民年
金担当窓口です。
ただし、厚生年金保険にすでに加入している
方は必要ありません。

14

新成人の皆さまへ

◎毎月の保険料はいくら？
国民年金保険料（定額）は、
月額15,590円（27
年度）です。
まとめて前払いすることで割引が受けられる
前納制度もあります。
◎保険料の免除・猶予制度
保険料を納めることが経済的に困難な場合に
は「学生納付特例制度」（学生のみ）
、
「若年
者納付猶予制度」
（30歳未満）
、
「全額（一部）
免除制度」といった保険料免除・猶予制度が
あります。この申請を行わないまま保険料が
未納になっていると、万が一のときに障害年
金等が受け取れない恐れがありますのでご注
意ください。
†問い合わせ先†
いまにし ち ひ ろ
税務住民課保険年金係（担当 今西千妃路）
☎３－０５１２
尾鷲年金事務所 ☎０５９７－２２－２３４０
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かんきつ

対策室だより
せとか

新規就農者を求めて
昨年12月12日、東京の池袋サンシャインシ
ティで開催された「新・農業人フェア」に参加
しました。
御浜町は新規就農者を迎えるために、
ＪＡ三重南紀、三重県、熊野市、紀宝町、御浜
町で構成するみかんの里協議会を通じて年に数
回、就農フェアに参加しています。今回は、全
国から213の出展団体があり、1,142名の来場者
がありました。どこの出展団体にも多くの就農
希望者が訪れ、自身の理想と出展団体の地域の
農業が一致するのか熱心に話し合っていました。
フェアには田舎暮らしをしてみたい方や、農
業をやってみたいが実際はどうなんだろうかと
思っている方が来場します。みかんの里協議会
では新規就農者を探すため、フェアではできる
だけみかんに興味を持ってもらえるよう来場者
に説明をしています。新規就農者は、この地域

で何度か農業体験をし、農家で研修をした後、
独立します。新規就農者のがんばりと共に地域
のみなさんの協力あってこそ産地の活力につな
がると思います。町は各機関、地域と連携して
新規就農者の募集を続けていきます。

東京での新・農業人フェア

古くなったマルチシートを回収
ＪＡ三重南紀は昨年12月14、15日に古くなっ
て使えなくなったマルチを回収して廃棄しまし
た。マルチシートは温州みかんの水分を調節す
るための資材ですが３年ほどでその効果が衰え
てしまいます。新しいマルチに張り替えるため
にＪＡ三重南紀では約3,700㎏の古いマルチを
回収しました。
町はマルチ資材導入の補助事業を行っており、
農家のみかん作りの支援をしています。産地の
おいしいみかん作りのために各関係機関が一体
となって次年度の栽培に取り組みます。

廃マルチ回収

新規就農者の住宅を探しています
町では新規就農者を迎えるため、借家の情報を随時集めています。貸していただける家をお持ちの
方は下記担当までご一報お願いします。
†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室（担当
☎３－０５１７

せ

こ かつのぶ

瀬古勝信）
15

かんきつ対策室だより

みなさんこんにちは。１年で最も寒い時期を迎えています。２月は中晩柑類の収穫のほか、剪定
や土づくりなどの作業の時期です。剪定で刃物を扱うときや土づくりで重機を使うとき、高所で収
穫作業の際には怪我に十分気をつけていただきますようお願いします。また、健康管理に気を配り、
風邪などひかないようにしていただきたいと思います。今月はデコポンやせとかなど高値で取引さ
れるみかんの収穫期です。機会があれば、ぜひ食べていただきたいみかんです。

は

赤ちゃん／各種がん検診について／広報文芸／あとがき

【実施日】２月20日（土）
【場 所】中央公民館
【予 約】２月12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。

て

じ

各種がん検診 の お知らせ

めまし

検

時 間
8：00～
胃がん検診
10：00
8：00～
11：00
大腸がん検診
（検便提出） 13：00～
14：00
9：00～
11：00
乳がん検診
（マンモグラフィ） 13：00～
14：00
13：00～
子宮頸がん検診
14：00

阿田和

門
くにあき

♥

♥

平成27年11月１日～30日届出分

せい ら

ゆ

対

象

料金（円）

1,400
600

検診当日
満40歳以上の方

1,800
検診当日
1,300
満20歳以上の方

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

き

邦昭さん・満由妃さん

しんたにのり こ

新谷典子）

き ねんじゅ

そ
え がお

ふゆ め

ひ な た

平成二十八年二月号

こ

み しょう

あ

御浜町俳句会

須崎久美子

記念樹の 実生いとけき 冬芽かな 中納 米子

は

ふゆぎん が

這い初めし 赤子の笑顔や 日向ぼこ 山本 要子

き

さと

ぷた

また、今月の特集では２・３ページに成人式を掲
載しています。中央公民館で行われた成人式は、人
数が少なく感じたものの色鮮やかな振袖姿や袴姿な

じ ぶん

こ

ま

ひ な た

年が明けてから、成人式と消防出初式の２つの大
きなイベントに取材でいかせていただきました。
その中で、今月の表紙は消防出初式の写真を使わ
せていただきました。
初めて参加させていただいた消防出初式ですが、通
常点検や小型ポンプ操法など消防団員の気の引き締
まった動作を見て、とてもかっこいいなと思いました。

しあわ

正枝

ゆう ぐ はな

おも

いっとう

あつ

ふゆぎん が

あとがき

幸せは 自分が決める 冬銀河

浦

敦子

たんじつ

短日や 遊具離れぬ 児を諭し

西

ふ

かた

ひしひしと 肩に重たき 十二月

織田 信勝

はくさい

白菜の ざくり一刀 真っ二つ

矢口 美鈴

すてねこ

し じま

み

捨猫の 増えて集まる 日向かな

とお

くも

上田ゆかり

矢口みずは

はりあな

なが

ね ひび

針穴の 通らぬ静寂 冬銀河

ひ な た

すず

日向ぼこ 流れる雲を 観てゐたり 七海 笑涙

こ

ふ ゆ いちご

世帯数 4,304戸 （＋ 1戸）

こ

し

よ なが

うえ き ばち

ま

女 04,848人 （± 0人）

こ

にわ

たく

い

ちか

男 04,265人 （± 0人）

そ

きゅう か

てん

人 口 9,113人 （± 0人）

其処此処に 鈴の音響く 十二月

ち

あ し た

あわ

もっと

いてふ散り 旧家の庭を 敷きつめる 榎本 宣子

花井 祥子

ば

み つぶ

デザートは たった三粒の 冬苺

尾崎喜美子

し のこ

仕残して 明日に托す 夜長かな

小野はるみ

みぞ

霙るるや 慌てて入れた 植木鉢

向井 春羊

いちょう き

銀杏黄葉 最も天に 近く舞ふ

１月１日現在の人の動き
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名

○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。

星来ちゃん
ま

診

どでとても華やかでした。
新成人のみなさんは、記念写真を撮影したり、久
しぶりに会った友人や恩師、知人との話に花を咲か
せていました。
紙面の都合上、全ての方を載せることができない
ことをお詫び申し上げます。
自分が成人式をした４年前の中学校単位で同窓会
を開き、懐かしい友人や恩師と昔の懐かしい話をし
て、盛り上がり楽しかったことを思い出しました。
成人式に参加して、今現在、成人式をした頃の昔
の自分より成長しているかを振り返ることができる
良い日になりました。
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。）
※ソフトテニス教室は冬期休止中です。

1 月

くら し の カレンダー ２

庭の草・小枝収集日

行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 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

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ

2 火 卓球教室（中学生・一般）

19：00～21：00

阿田和中学校

17 水

ミニバスケットボール教室 17：30～19：00 御浜小体育館

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

（阿田和・尾呂志地区）

3 水 ありんこ広場

9：30～11：30

資源プラスチック収集日

福祉健康センター

ミニバスケットボール教室 17：30～19：00 御浜小体育館
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

18 木

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 金

子どもの広場 9：30～11：30 福祉健康センター

5 金 貯筋体操教室

１歳６か月児検診（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

資源プラスチック収集日

4 木 卓球教室

収集日（阿田和・尾呂志地区）

10：00～11：00

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
各種がん検診（要予約） 中央公民館

20 土 ミニバスケットボール教室

中央公民館

太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

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

ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館 21 日 資源持込日 8：00～12：00 役場
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
資源持込日
8
：
00～12
：
00
くるくるタウン
7 日
22 月 バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

6 土

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）

8 月 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

9 火 卓球教室（中学生・一般）

19：00～21：00

人権講演会 18：30～20：00 くろしおホール

23 火 血管いきいき教室

阿田和中学校

10 水

（市木・神志山地区）

24 水

貯筋体操教室 13：30～14：30 福祉健康センター

19：00～21：00

25 木
阿田和中学校

粗大ごみ収集日
（持込）

12 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
9：30～12：00

清掃センター

子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター

28 日 資源持込日

8：00～12：00

くるくるタウン

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

14 日 資源持込日

16 火

26 金

27 土 ゴルフ教室

太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

15 月

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

ちょっと気になる子ども相談
（要予約） 役場
子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター

13 土

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
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
弁護士相談
（要予約） 13：30～15：30 役場３階会議室

ミニバスケットボール教室 17：30～19：00 御浜小体育館

資源プラスチック収集日

ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

11 木 卓球教室

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

ミニバスケットボール教室 17：30～19：00 御浜小体育館
建国記念の日

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

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

9：30～13：00

卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

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）
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館
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

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

29 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

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８期
第８期

２月29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。

17

広報

１／15（金）新しい民生委員・児童委員が決まりました

１／５
（火）御浜町消防出初式
阿田和小学校グラウンドで、新春恒例の御浜町消防出初式が行われました。
出初式では、町内４分団から94名の消防団員が集まり、﨑久保文隆団長指揮のもと、日々の訓練
の成果を発揮していました。
服装・機械器具点検では、統率のとれた行動をとり、市木分団の小型ポンプ操法では、息の合った
動作を披露していました。
消防団員のみなさんがキビキビと行動し、気迫が伝わってくる出初式でした。
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/

服装点検

（平成28年２月１日発行）

小型ポンプ操法を行う市木分団員

委嘱状を受ける市ノ木山さん

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

【新民生委員・児童委員】
いち の き やま
みのる
市ノ木山 実さん
【担当地区】
志原（向地、西平見、東平見の一部）

2016. ２. No.562

委員は、厚生労働大臣に委嘱された地
域の身近な相談・支援者です。高齢化が
進むこの地域の中で、幼児虐待の発見か
ら高齢者の見守りまで幅広く活動し、地
域福祉を支える重要な役割を担っていた
だいています。
民生委員・児童委員には守秘義務があ
ります。地域のみなさんから受けた相談
内容の秘密を守り、個人情報やプライバ
シーの保護に配慮した支援活動を行って
います。
子育てに関すること、高齢者の介護に
関すること、健康・医療に関することな
ど、生活の中で気になっていることがあ
りましたら、お気軽にご相談ください。

みはま

みて見てみはま

