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防災情報

No. 39

エリアメール・緊急速報メールをご存知ですか
～ 地震・津波等の緊急情報をご自分の携帯電話で受信できます ～

防災情報

災害が発生し、または発生する恐れがある場合に発令する避難勧告・避難指示などの緊急かつ重
要な情報を、ＮＴＴドコモが提供するエリアメールやＫＤＤＩ、ソフトバンクモバイルが提供する緊
急速報メールサービスを利用し、携帯電話等（スマートフォン、タブレットを含む。
）に配信します。
※受信エリアにいる方は通信料や情報料も含め無料。

◆エリアメール・緊急速報メールサービスとは
携帯電話を利用した災害時専用の情報配信の仕組みで、気象庁が配信する緊急地震速報や、町が配
信する災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに町内滞在者が所持している携帯電話等（対象機
種に限ります。
）に一斉配信するものです。

◆受信エリア
ご自身が現在滞在している地域（エリア）に関する緊急情報を受信できます。
例１ 御浜町内に滞在している場合、御浜町に関する災害・避難情報等を受信できます。
例２ 名古屋市中区に滞在している場合は、御浜町の災害・避難情報を受信することができませ
んが、名古屋市中区に関する災害・避難情報を受信することができます。

◆配信する緊急情報
気象庁が配信する情報
①緊急地震速報 ②大津波警報 ③津波警報
④気象等に関する特別警報
※緊急地震速報や大津波警報等が発表された場合に配信さ
れます。

御浜町が必要に応じて配信する情報（災害・避難情報）
①避難準備情報（ライフライン情報等も含む。
）
②避難勧告 ③避難指示 ④警戒区域情報 ⑤津波情報
⑥指定河川洪水情報 ⑦土砂災害警戒情報
など

◆ご利用方法について

御浜町災害対策本部から
○○地区への避難勧告につ
いてお知らせします。
○○川の、水位が上昇す
るおそれがあるため、○○
地区に避難勧告を出しまし
た。○○地区のみなさんは
避難場所の○○に避難して
ください。
(三重県御浜町)

エリアメールを受信するためには、事前の申込などは不要
ですが、携帯電話等（スマートフォン、タブレットを含む。
）
の設定が必要になることがあります。
また、使用している携帯電話の機種によっては、受信でき
ない場合があります。
避難勧告の配信例
受信設定方法及び対応機種などの詳細については、各携帯
電話会社のホームページをご覧になるか、販売店にお問い合せください。

３月１日（火）～７日（月）は、春の全国火災予防運動週間
火災予防のための三つの習慣

○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

†問い合わせ先†
防災課防災係（担当
☎３－０５０７
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なかもとのりあき

中本憲明）

平成27年度 第１回 御浜町防災会議を開催しました
防災情報

１月20日
（水）、役場くろしおホールで「平成27年度
第１回 御浜町防災会議」を開催しました。
防災会議は、町の防災に関する重要事項を審議する
会議で、国・県・自衛隊等の防災関係機関、医師会、
消防団、自主防災組織などの各種団体の代表者、関西
電力、ＮＴＴ西日本の公共サービス事業者等で構成し
ています。
会議では、南海トラフ地震への対応を視野にいれ、
今年３月に改定を予定している御浜町地域防災計画 地震･津波対策編（素案）について協議を行
いました。

各地域での防災への取り組み
萩内団地自主防災組織（下市木）がタウンウォッチングを行いました
やまもと

１月24日（日）、萩内団地地区自主防災組織（代表 山本
たか し
孝司）がタウンウォッチングを実施し地区住民約60名が参加
しました。
今回のタウンウォッチングでは、三重県防災対策部 防災
にしかわ
じつ お
企画・地域支援課防災技術指導員 西川 実雄氏の指導のも
と、実際に地区内を歩き、地震･津波発生時の避難路や危険
箇所などについて確
認しました。
今後、地区住民一人ひとりが個別避難計画（Ｍｙまっぷラ
ン）を作成したうえで、地区の避難計画の作成につなげてい
く予定です。

三重県建設技術センター地域防災講演会が開催されました
１月24日
（日）、御浜町中央公民館で地域防災講演会「東日本
大震災・私たちのボランティア活動 ～被災当事者と外部支援
者の立場から～」
（主催
れました。

三重県建設技術センター）が開催さ

講演では甚大な被害に見舞われた石巻市における、津波避難
時の様相や、発災から３日間は支援の手が届かなかった避難所
の現状、現地における県外ボランティアの活動、震災の記憶を
伝え継ぐための震災語り部としての活動などが紹介されました。
「発災から３日間は自分たちで動かないといけない。」「世界
は大きな長屋であり、困っている人がいれば助け合う心が大切」
など、被災当事者と外部支援者の体験や災害への教訓を聞いた
（左）
山田葉子さん（東日本震災語り部）
参加者から避難所の物資配給に関する質問があがるなど、防災・ （右）藤間千尋さん
（公益社団法人みらいサポート石巻）
減災の備えるべきことについて考える機会となりました。
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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

平成28年 １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。
昨年と今年の１月分のごみの量を比較すると次のようになりました。
27年１月

28年１月

減量化率

１５９，３１０㎏

１１８，
８００㎏

２５．
４３％

27年度（４～１月）

27年度（４～１月）

減量化率

１，６２６，６２０㎏

１，
１８３，
８１０㎏

２７．
２２％

減量化の取り組みがスタートして、11カ月が経過しました。この間、住民のみなさんには、ご協力
をいただき本当にありがとうございます。
今回は、住民のみなさんから出されたごみの収集と処理に直接携わる町職員や紀南清掃センター
（ＲＤＦ化施設）職員の意見を聞いてみました。現場の最前線に従事する職員が日頃感じていること、
そのいくつかをご紹介します。
◦資源プラや庭の草・小枝等の分別をしてもらっていることで、ごみの量が減り、大変ありがたいです。
◦資源の種類ごとの分別をより徹底してほしいです。
（たとえば、新聞とダンボールを分けるなど）
◦収集日程表（カレンダー）を見て、日程表どおりに出してください。
◦燃料ごみが減ったことにより、ごみ処理に必要な灯油代や電気代を減らすことができました。
◦ごみ処理施設の稼働日数が減り、機械の修理や点検のための休日作業を減らすことができました。
◦資源プラの収集を始めたことにより、施設に見学に来る小学生や住民のみなさんのごみに対する意
識が変わりました。
◦年末や年度変わりの時期は、紙資源の混入が多く見受けられます。紙が燃料ごみに入らなくなると、
ごみがとても減ると思います。
◦残飯類はごみを乾燥させるための灯油が非常に多く必要になります。水切りの徹底や自家処理にご
協力ください。

“資源とごみの豆知識”その11
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 生ごみを家庭で処理するには、どんな方法があるの？

ご家庭で取り組むことのできる生ごみの処理方法を表にまとめました。ご参考にしてくだ
さい。
生ごみを減らしていくことは、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。
使用方法や購入価格などはさまざまですが、町からの補助が受けられるものもあります。
購入される場合は、生活環境課までぜひご相談ください。
まだ食べられるのに捨てられている食べ物が「食品ロス」と呼ばれ、しばしば問題になっ
ています。
その量は、国内で年間500 ～ 800万トンもあり、１人１日おにぎり１～２個分の食べ物が
捨てられている計算になります。ご飯を残さず食べたり、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。
†問い合わせ先†
生活環境課環境係（担当
☎３－０５３１
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はしむらもりひろ

橋村守裕）

生ごみを家庭で処理する方法
生ごみ処理機
（電気式）

生ごみ処理機
かくはん
（手動撹拌式）

ダンボール
コンポスト

ＥＭぼかし
（ＥＭバケツ）

購入価格
入手方法
処理後の利活用

20,000円台
1,000円台
1,000円台
20,000円台
～60,000円台
～2,000円台
～3,000円台
☆町購入補助あり
☆町購入補助あり
（自作も可能です。
） （自作も可能です。）
家電製品販売店、 農協、ホームセンター、
通信販売など
通信販売など

役場 生活環境課へお問い合せください。
（取り扱い団体等をご紹介します。）

家庭菜園や鉢植え等の肥料にできます。
（ＥＭぼかしでは、液肥もできます。）

生ごみ処理容器
（コンポスター）

ベランダde
キエーロ

衣装ケース

畑などへの埋設

＊ 土 の 上 に 容 器 を ＊ 空 気 と 光 を 通 す ＊空気と光を通す衣装 ＊ 深 め の 穴 を 掘 り、
置 き、 生 ご み を
木製容器で生ご
ケースで生ごみを乾
生ごみを埋めて地
草や土と混ぜて
みを黒土に埋め
燥させます。
中の微生物に分解
使用方法（＊）
分解します。
て分解します。 ◎乾燥したものを落ち
させます。
◎出来上がったも ◎生ごみは黒土に
葉などと混ぜて高温 ◎生ごみを直接土に
と
のは土の養分と
な り、 肥 料 を 必
発酵させ、高品質の
返せます（広い場
特徴
（◎）
な る こ と か ら、 要 と し な い ご 家
堆肥にすることも可
所ならいくつかの
畑での使用に適
庭向きです。
能です。
穴で順番に処理で
しています。
きます。
）

購入価格

1,000円台
～10,000円台
☆町購入補助あり

10,000円台（自作も可能です。
）

―

入手方法

ホームセンター、
農協、
通信販売など

役場 生活環境課へお問い合せください。
（取り扱い団体等をご紹介します。
）

―

処理後の利活用 家庭菜園や鉢植え等の肥料にできます。

―

土の養分になります。

※貝がら（アサリ・シジミなど）や肉類の骨が処理できないものもあります。
※掲載の写真は一例です。
※他にも、ミミズを活用したコンポスターや、コンポスターとベランダ de キエーロの機能を活かした
「バクテリア de キエーロ」といった、いろいろなタイプのものがあります。
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オール御浜でごみ減らし隊通信

＊ 生 ご み を 電 気 の ＊専用チップ材と、 ＊風通しのよい場所に ＊ 密 閉 容 器 の 中 で、
力でかきまぜ・脱
水切りした生ご
置いたダンボール箱
ＥＭ菌を加えたも
臭・乾燥します。 み を 混 ぜ る こ と
で、いぶしたもみガ
みがらなどと生ご
使用方法（＊） ◎手間をかけずに、 で 分 解 を 促 し ま ラなどと混ぜて生ご みを混ぜて発酵さ
重さを１／５程
す。
みを分解します。
せます。
と
度に減らせます。
◎
匂
い
が
少
な
く
室
◎水分を含んだ生ごみ ◎生ごみを、野菜づ
特徴（◎）
内で使用できま
の他、米のとぎ汁や
くりに適した肥料
す。
廃食用油なども混ぜ
にすることができ
て処理できます。
ます。

事業者のみなさん マイナンバー（個人番号）を正しく取り扱っていますか
マイナンバーの取り扱いについて

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
◦事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出
を受け、書類などに記載します。
◦マイナンバーを取り扱う際には、４つのルールを守りましょう！

取得・利用・提供の
ルール

保管・廃棄の
ルール

○個人番号の取得・利用・提供は、
法令で決められた場合だけ

○必要がある場合だけ保管

○これ以外では、「取れない」
「使えない」「渡せない」

○必要がなくなったら廃棄

委託の
ルール
○委託先を「しっかり監督」
○再委託は「許諾が必要」

安全管理措置の
ルール
○漏えいなどを起こさないために
書類やデータは「しっかり管理」

取得にあたっては
◦マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認（次の①②の確認）が必要です。
① マイナンバーが間違っていないかの確認
⇒マイナンバーが書いてある「通知カード」や「個人番号カード」で確認
②

身元の確認
⇒顔写真がついている「個人番号カード」または「運転免許証」などで確認

◦マイナンバーを従業員などから取得する際には、利用目的（「源泉徴収票作成」「健康保険・
厚生年金保険届出」「雇用保険届出」など）を伝えましょう。
◦マイナンバーを取り扱う者、取り扱い手順、保管場所などを決めておきましょう。
†問い合わせ先†
マイナンバーに関するお問い合わせは
マイナンバー総合フリーダイヤル ０１２０－９５－０１７８へ
※平日９：30～22：00
土日・祝日９：30～17：30（年末年始を除く。
）
はたなかよしなり
（事務担当 総務課 畑中芳成）☎３－０５０５
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家庭教育講演会 の ご案内

【場

所】
役場３階

【演

題】
『叱らなくても子どもは伸びる』
～目から鱗の子育て家庭教育～

【講

師】
親野智可等さん

おや の

ち

か

くろしおホール

ら

講師プロフィール
すぎやま

けいいち

1958年生まれ 本名 杉山 桂一
公立小学校で23年間教師として教育現場の最前線に立つ中で、親が子どもに与える影響力の大
きさを痛感。教師としての経験と知識を少しでも子育てに役立ててもらいたいと、メールマガジ
お や りょく
ン「親力で決まる子供の将来」を発行。具体的ですぐできるアイデアが多いとたちまち評判を呼
び、各メディアで絶賛される。
退職後の現在は、全国各地の小・中学校、幼稚園・保育園のＰＴＡ、市町村の教育講演会で大
人気となっている。
■主な著作 「ドラゴン桜」わが子の「東大合格力」を引き出す７つの親力（講談社）他著書多数
■主な連載歴 ベネッセ教育発見隊通信『教えて！親野先生』 他
■主なテレビ出演 「となりの子育て」ＮＨＫ 他
†問い合わせ先†

教育委員会学校教育係（担当

まえ だ ゆきとし

前田幸利）☎３－０５２６

平成28年度特別支援教育支援員 を 募集します
町内小学校及び中学校に在籍する様々な障がいをもつ児童生徒への、学校生活上の介助や学習活動
上の支援を図るための職員を募集します。
【職種及び採用予定数】
職種：特別支援教育支援員（臨時）
採用予定数：予算の範囲内で任用
【受験資格】次の要件を満たす者
① 御浜町に平成28年４月１日現在で在住または、在住を予定している者
② 平成28年４月１日現在で満20歳以上65歳未満の者
③ 学校教育及び特別支援教育等に理解・関心のある者
【試験期日】３月13日（日） ９：00～12：00
【試験会場】役場３階 くろしおホール及び第５会議室
【試験内容】作文試験30分、面接試験
【受験願書等の配布・受付期間】
２月22日（月）～３月７日（月）までの土日を除く役場執務時間内
勤務条件等、詳しくは下記までお問い合わせください。
†問い合わせ先†

教育委員会学校教育係（担当

まえ だ ゆきとし

前田幸利）☎３－０５２６
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家庭教育講演会のご案内について／特別支援教育支援員の募集

発想の転換で子どもを楽々伸ばす！そんな子育てがあります。御浜町教育委員会では、大人気の
ち か ら
親野智可等さんをお招きし、家庭教育講演会を開催します。
【日 時】
３月19日（土）
13：30～15：30（受付13：00から）
おや の

もうすぐ

阿田和保育園

市木保育所

8

1年 生

志原保育所

今春、町内の保育所（園）を卒園する園児
は 66 人です。
４月から１年生です。
友だちたくさん作って、楽しく元気に小学
校にいこうね！
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情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

人権擁護委員に和田行雄さんが委嘱されました

大腸がん検診のお知らせ

阿田和の和田行雄さんが１月25日に人権擁護
委員の委嘱を受けました。和田さんは元裁判所
職員で行動力や人柄が評価され、町から人権擁
護委員に推薦されていました。25日は役場で委
嘱式が行われ町長から和田さんに岩城光英法務
大臣名の委嘱状が手渡されました。任期は平成
28年１月１日から３年間です。
町の人権擁護委員は現在、川瀬、神木にそれぞ
れ１名ずつで、和田さんの委嘱によって３人体制
で人権思想などの普及啓発活動を行っていきます。

がんは町民の死亡原因の第１位です。しかし、
がんは早期発見・早期治療により、今では治る
病気になりつつあります。
今年度は、新たに大腸がん検診のみの日程を
増やし、より受けていただきやすくなってい
ます。この機会にぜひ受診してください。
※大腸がん検診無料クーポンの有効期限は今年
度中です。集団検診では今年度最後の機会と
なります。提携医療機関では、３月末日まで
にご利用ください。
【実施日】
３月18日（金）
【場 所】
役場 健康づくり係
【予 約】３月11日（金）までに、下記問い合わせ
先までお申し込みください。

わ

だ ゆき お

†問い合わせ先†
税務住民課住民係（担当
☎３－０５１２

さきもとまさかず

㟢 本 正和）

水道の「開始」
・
「中止」手続きをお忘れなく
引越しなどで水道の使用を「開始」
・
「中止」
する場合は、事前に生活環境課へ役場執務時間
内に電話などで届けください。特に転出などで
届けがないと、水道を使用していなくても基本
料金が必要となりますのでご注意ください。
†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係（担当
☎３－０５１３

はま じ やすあき

濵地靖章）

内臓脂肪すっきり教室を開催します
町ではメタボ予防のための内臓すっきり教室
を開催します。内臓脂肪の減らし方や、適正な
ＢＭＩ、食生活のポイントについてお話ししま
すので、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
にぜひお申込みください。
【日 程】
３月15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
【内 容】
講話「内臓脂肪をためない生活をしよう
！」
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】
お茶碗（家庭で自身が使用しているもの）
、
エプロン、三角巾、電卓、筆記用具
【定 員】
先着20名
【締切】
３月９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
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むろたによし み

室谷好美）

検 診 名

時

間

対

象

料金（円）

検診当日
大腸がん検診 ８：30～
満40歳 以 上
（検便提出）
12：00
の方

600

○70歳以上及び生活保護受給者の方は無料です。
ただし、採便容器代
（200円）
が必要となります。
†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

しんたにのり こ

新谷典子）

心の健康づくり講演会のお知らせ
町では、認知行動療法の視点を生かした講演
会を開催します。自分の考え方の傾向を知り、
自分に合ったストレスをためない思考法を学ん
でいただけると好評の講座です。どなたでも、
お気軽にご参加ください。
「考え方のクセを知って気分を楽に！
～こころが晴れないときの対処法～」
【講 師】
そう だ み な こ
かすみがうらクリニック臨床心理士 宗田美名子
【日 時】
３月29日（火） 13：30～15：00
【場 所】
御浜町福祉健康センター
【人 数】
先着40名
【料 金】
無料
†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

こ

ね がわ

さち

古根川 幸）

■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。

陸・海・空自衛官の募集

今年度も七里御浜海岸において、
松林の育成・
保護のために松苗の植樹と林内清掃を行うGG
作戦を開催します。
どなたでもご参加いただけますので、奮って
ご参加ください。
【日 時】３月５日（土） ９：30開始
【場 所】下市木地区
サークルＫ三軒屋店裏 国有林
※車でお越しの方は、三軒屋集会場前から国有
林内へお進みください。

防衛省では、平成29年春採用予定の陸・海・
空自衛官を募集しています。採用種目、試験日
程等は次のとおりです。
受付期間

さかき ば ら よ し の り

榊原良典）

三重県広報紙「県政だより みえ」が変わります
４月から「県政だより みえ」は、特集など
の政策情報はタブロイド判（新聞の半分の大き
さ）で、イベントやお知らせなどの暮らしに役
立つ情報は三重テレビ（７ch）のデータ放送
でお届けします。広報紙は毎月第１日曜日に新
聞に折り込んでお届けするほか、公共施設及び
民間施設への配置は継続します。
†問い合わせ先†
三重県戦略企画部広聴広報課
☎ ０５９－２２４－２７８８
ＦＡＸ０５９－２２４－２０３２

三重とこわか国体マスコットキャラクター愛称の募集
第76回国民体育大会のマスコットキャラク
ターのデザインが決定しました。マスコットの
愛称（名前）を募集します。
【応募方法】
○募集チラシについている郵便
はがき、ＦＡ Ｘ ま た は イ ン
ターネットのいずれかの方法
で応募してください。
○応募者の名前、郵便番号、住
所、年齢、電話番号、職業等
を記入してください。
【締 切】４月30日（土）まで
†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
http://www.pref.mie.lg.jp/D1sports/
mascharaname/

試験日

受験資格

～

20歳 以 上26歳
一般 ３月１日 ５月16、
17日
未 満 の 者（22歳
・
（飛行要員
未満の者は大卒
技術 ５月１日
のみ２日間）
（見込含））

幹 部
候補生

歯科 ３月１日
・
薬剤 ５月１日
～

†問い合わせ先†
産業建設課産業振興係（担当
☎３－０５１７

採用種目

自衛官
年間を通じて
候補生
行って
（任期制
おります。
隊員）

５月16日

受付時に
お知らせ
します。

専門の大卒（見込
含）20歳以上30
歳未満の者（薬
剤は20歳以上28
歳未満の者）
18歳 以 上27歳
未満の男子

†問い合わせ先†
自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７－８５－２２１４

紀宝警察署メールボックス
テロ対策紀宝地区
パートナーシップ発足
～「テロを許さない社会・地域作り」を目指して～

紀宝警察署では、本年１月に、関係機関・事業
者など24機関で構成するテロ対策紀宝地区パート
ナーシップを発足し、テロの未然防止に対する警
戒強化に努めています。
身近で不審者、不審物を発見した際には、警察
署までご連絡ください。
†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】３月６日（日）、13日（日）、20日（祝日）
21日（振替休日）、27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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平成27年度GG（グリーングロウ）作戦開催について

御浜町シルバー人材センターの仕事を募集します
シルバー人材センター依頼受付について／年金だより

御浜町シルバー人材センター設立準備委員会では、４月１日の設立にむけて、町内にお住いのみな
さんからお仕事の依頼の受け付けをします。お受けする作業は、草取り・草刈りをはじめ、様々な作
業を順次お受けしますので、ご相談ください。
作業はシルバー人材センターの会員が行いますので、仕上りはプロのようにはいきませんが一生懸
命に作業を行います。
ただし、作業開始は４月中旬以降となりますので、ご了承ください。
詳しくは、下記の問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。
【利用料金】（例）
作業内容

単価（１時間）

事務手数料

利用料（合計）

草取り

875円

87円

962円

草刈り

1,058円

105円

1,163円

※上記の利用料金、事務手数料は消費税を含みます。
※交通費・材料費を別途いただく場合があります。
※作業内容によりましては、見積り後に利用料を決定する場合があります。
†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
☎２－１１６０／ＦＡＸ ２－１１７０

年金だより

のびる

伸）

離職された時は
年金の手続きをお願いします

国民年金制度では、国内に居住する20歳以上
60歳未満のすべての方に加入が義務付けられて
います。国民年金の加入種別は、下記の３種類
があり、
種別が変わったときは届出が必要です。
届出を忘れると、年金を受け取れないこともあ
ります。忘れずに手続きをお願いします。
国民年金の加入種別
○第１号被保険者：自営業者、農林漁業者、学
生など
○第２号被保険者：厚生年金に加入している方
（会社員・公務員など）
○第３号被保険者：第２号被保険者に扶養され
ている配偶者
第２号被保険者の方が離職された場合、お住
まいの市区役所・町村役場で第１号被保険者の
資格取得手続きをして保険料を納めることにな
12

みちうえ

道上

ります。また、離職された方の配偶者も、第３
号被保険者から第１号被保険者への変更手続き
が必要になります。
（手続きに必要なもの）
◦年金手帳等、基礎年金番号が確認できるもの
◦離職年月日が確認できるもの（離職票、雇用
保険受給資格者証など）
◦認め印
※保険料が納めることが経済的に困難な方には、
申請により保険料の納付が免除または猶予さ
れる制度があります。
（所得制限あり。
）
†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

2016-No.82

かんきつ

対策室だより
セミノール

平成27年産温州みかんを振り返る
１月22日、ＪＡ三重南紀は、管内各地区で「平成27年産温州みかん販売反省会」を行いました。当
日は市場関係者やＪＡの各担当を交えて平成27年産の結果と平成28年のみかん生産に向けての目標が
話し合われました。多くの意見や質問があり、大変有意義な会議でありました。今年のみかんも昨年
と同様においしく、豊作であることを願います。

新しい就農者を求めて
１月23日、大阪で開催された「新・農業人フェ
ア」に参加しました。先月の東京に続いての参
加です。主催者によると、就農フェアへの来場
者は年々増えているそうです。都会の好景気と
少子高齢化により、他の求人フェアの来場者は
年々減っているそうですが、都会では農業に興
味を持つ方が多く、大阪でも高校生から50代の
夫婦までいろいろな方々が「元気なみかんの里
協議会」のブースを訪れました。
来場者のほとんどは農業に興味はあっても、
どうすれば就農できるのかわかりません。産地
の情報や、就農方法をなるべくわかりやすく説
明して、みかん作りに興味を持ってもらおうと

しています。協議会では来年度も就農フェアに
参加して新規就農者を募集します。

就農フェア

新規就農のサポートについて考える
１月29日、松阪市の三重県農業研究所で「み
えの就農サポートリーダー研修会」が開催され
ました。サポートリーダーとは、就農しようと
する研修生を受け入れて農業を教える農家です。
今回、御浜町のサポートリーダーである髙岡さん
とその研修生である仲井さんがパネラーとして招
待されました。多気町のサポートリーダーとその
研修生、コーディネーターである三重大学の長屋
准教授とともに、新規就農者が地域農業や農村
社会に溶け込むにはどのような支援ができるの
か、地域の担い手として活躍するにはどんなこ
とをしていけばいいのかを話し合いました。
サポートリーダー、研修生、来場者がそれぞ
れ意見を出し、農村に対するさまざまな想いを
交換でき、よい研修会であったと思います。ま
†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室（担当
☎３－０５１７

せ

た、他市町の話を聞いて、御浜町は地域ぐるみ
で新規就農者を受け入れていることがわかりま
した。地域の取り組みによって一人でも多くの
農家が就農することを期待します。

サポートリーダー研修会

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。３月になり日増しに暖かくなってきました。みかんの木に新芽がほころびは
じめ、春を感じるようになります。今月下旬から、セミノールやカラの収穫がはじまる予定です。

は

♥

平成27年12月１日～31日届出分

みつのり

あ

檜作

み ゆき

りょう

信次さん・美幸さん

とも こ

木

しゅん

駿くん

えい こ

亮さん・詠子さん

い

な

仁唯奈ちゃん

なお と

み

番家

ほ

まこと

直人さん・美穂さん

え

ま

永真ちゃん
え

り

こ

誠さん・枝里子さん

ひろゆき

櫨山

浩之くん

しん や

いずみ

山本

き

きりぼし
えん

お

つま

お ち つばき

はつ ひ の で

せき

み っ か

平成二十八年三月号

ぬ

ざ

み

切干の ざるは濡れ縁 妻の咳

ら

さんどう う

い せい

こ

御浜町俳句会

貞

杉目 黄渓

湊

須崎 行雄

今回の表紙ですが、市木保育所で行われた節
分の豆まきです。

しんかん

う

日中は少しずつ暖かくなってきて、だんだん
春らしくなってきました。
早いもので、年が明けて２か月が経ちました。
３月は、各所で卒業式が行われます。今までお
世話になった先生や校舎に別れを告げ、進学な
どで新たな道に進むと思いますが、残りわずか
な保育所生活・学校生活を大切に過ごしてほしい
と思います。

み

裕樹さん・美紀さん

森閑と 参道埋める 落椿

お に がわら

び

に さんにん

鬼瓦 威勢よく座す 初日出

楢代

き

の

うめ

切り火打ち 子等を見送くる 三日かな 榎本

さお

しず

上野山明子

昭

てら

はつ み そら

大平

はつなぎ

ご

やす

初凪に 竿を延ばせる 二三人

ご

やま

あとがき

そういちろう

聡一朗くん

ゆう き

慎也さん・泉さん

午後の寺 閑かに梅の ほころびぬ 山口 正倫

たい

平らかな 山の安らぎ 初御空

佐野 正己

世帯数 4,302戸 （－ 2戸）

かゆすす

女 04,846人 （－ 2人）

し

ぶね

男 04,261人 （－ 4人）

いわ

わた

たき子

人 口 9,107人 （－ 6人）

ななくさ

あ

こ

七草の 謂れも知らず 粥啜る

みなと よ

いえ じ

ゆ

濱浦きよし

はつあか

よ

かんげつ み

た

にじ

初明り 港夜明けの 渡し船

は

ろ

ふゆ

下川 幸子

笹之内俊雄

やま

き

みね

はじ

山の端の 寒月見つつ 家路かな

は つ もうで

い

よ

初詣 帰路に立ち寄る 温泉の混みて 前

き

こ も ろ し しゅう

紀伊の峯 つつみこみたる 冬の虹 後呂 智子

とうそん

藤村の 小諸詩集や 読み始め

２月１日現在の人の動き
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市

に

田中

光教さん・智子さん

♥
と

翔海くん

こ まち

小町ちゃん

♥

しん じ

原

♥

赤ちゃん／広報文芸／あとがき

植村

濵口

志

て

じ

めまし

２月３日の節分の日に、町内各保育所（園）で
豆まきが行われました。取材した市木保育所で
は鬼が現れると、豆に見立てた丸めた新聞紙を
鬼に投げ、鬼退治をしていました。
次に、
鬼に対して園児が質問する時間もあり「鬼
はどこから来たの？」
「好きな食べ物と嫌いな食べ
物は？」など、
鬼に怖がりながらも興味津々でした。
その後、鬼の正体を明かし、年長さんたちの
中には感付いている子もいましたが、年少さん
たちは、怖がって泣いていたのに正体が分かっ
て安堵する子もいました。
涙あり、笑いありの楽しい保育所の節分でした。
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 火 卓球教室（中学生・一般）

くら し の カレンダー

3

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
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日
収集日（阿田和・尾呂志地区）
16 水
（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
2 水 ありんこ広場 9：30～11：30 福祉健康センター
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ
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 みはまＧＧ
17 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
資源プラスチック収集日

3 木 卓球教室

19：00～21：00

19：00～21：00

阿田和中学校

阿田和中学校

子どもの広場（自主活動） 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 18 金 大腸がん検診（要予約） 8：30～12：00 役場 健康づくり係
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
子どもの広場 9：30～11：30 福祉健康センター
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
4 金 貯筋体操教室 10：00～11：00 中央公民館
19 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
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 13：30～15：30 御浜小体育館 20 日 春分の日
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
21 月 振替休日
6 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
22 火 卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校
庭の草・小枝収集日
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ
7 月 バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館
収集日（市木・神志山地区）
23 水
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 17：30～19：00 御浜小体育館
8 火 卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

5 土

年金相談 10：00～14：00 役場１階会議室

9 水

10 木

11 金

12 土
13 日

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
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日
24 木
卓球教室
19
：
00～21
：00 阿田和中学校
（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
貯筋体操教室 13：30～14：30 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 25 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
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 13：30～15：30 御浜小体育館
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
粗大ごみ収集日（持込・訪問）
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（市木・神志山地区）
ちょっと気になる子ども相談
（要予約） 役場
28 月 バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館
子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター
29 火 卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校
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 30 水 ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
31 木
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）

14 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
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
多重債務者相談（予約制） 10：00～12：00 役場１階会議室

15 火 内臓脂肪すっきり教室

9：30～13：00

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

３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９期
第９期

３月31日（木）

※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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２／３（水）阿田和中学校女子卓球部が三重県予選優勝を報告しました

１／25（月）神志山小学校、２／２(火) 阿田和小学校 租税教室

平成27年12月13日に伊勢市で開催された「三
重県知事杯第17回全国中学選抜卓球大会三重県
予選会」で、団体初優勝した阿田和中学校女子
卓球部が、役場を訪れ優勝報告をしました。
優勝した阿田和中学校は３月26、27日に福岡
県北九州市で開催される「第17回全国中学選抜
卓球大会」に県代表として出場します。
キャプテンの鈴木さんは、「チーム一丸と
なって県大会に臨み優勝できました。全国大会
でも練習の成果を発揮して勝ち進んでいきたい
です。」と意気込みを語っていました。

１月25日に神志山小学校、２月２日に阿田和
小学校で税の教室が行われました。
この教室は、
児童に対し健全な納税意識を養うことを目的
に、尾鷲税務署と御浜町役場税務住民課が協同
して実施されました。
税務住民課職員の宮本主事と眞砂主事が講師
役となり、児童たちは税金の種類や税金が何に
使われているかについて学びました。
児童たちは「税金の事は今までよくわからなかっ
たが、税金が様々な所に使われていて、とても大
切なものであると学びました。
」と話していました。
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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/

租税授業を受ける児童たち

（平成28年３月１日発行）

テープカットして設置を祝うセレモニー出席者

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

三重県予選会優勝を報告した阿田和中学校女子卓球部の選手たち

2016. ３. No.563

２月９日に、
「パーク七里御
浜」に電気自動車（ＥＶ）に電
力を供給する急速充電器が設置
され、一般利用が始まりました。
地方創生の核となる優れた取
り組みを行う道の駅を、国が重
点的に支援する重点「道の駅」
として選定しています。
パーク七里御浜が、今年度の
重点「道の駅」に選ばれたこと
から、地域活性化の拠点となる
ようにと、電気自動車用急速充
電器設置を計画。今後予想され
るＥＶ車の普及に併せて、町と
プロジェクトを立ち上げた日本
充電インフラ株式会社が設置し
ました。

みはま

２／９
（火）電気自動車用急速充電器設置式

広報

みて見てみはま

