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平成28年度
施政方針

御浜町施政方針

誰もが豊かで安心して
暮らせるまちを目指して
御浜町長

大 畑

覚

１．まちづくりの理念

取り組むため、本年２月に「御浜町まち・ひと・

平成28年度は、町の将来像である「みんなが

しごと創生総合戦略」を策定しました。

輝く、希望と活力あるまちづくり」の実現に向

「地域経済の活性化戦略」
、
「若い世代の定住促

けた第５次御浜町総合計画後期基本計画がス

進戦略」、「安心して暮らせる地域づくり戦略」

タートします。

の３つの基本戦略に重点を置き、持続可能な活

誰もが豊かで安心して暮らせる地域となるよ

力ある地域を創生するため、地場産業の活性化

う、次の３つの理念をもってまちづくりを進め

や子ども・子育て支援策、移住交流対策など、

ます。

効果的な施策を集中的に実施します。

１つ目は、地域経済が潤い、活力溢れるまち
づくりに取り組みます。かんきつを中心に第一

３．重点施策〔６策〕

次産業の振興をはじめ、豊かな自然環境や地域

６つの重点施策をはじめ、あらゆる必要な施

資源を活用した活力あるまちづくりを進めます。

策を効果的かつ的確に推進するため、新年度に

２つ目は、子どもから高齢者まで、誰もが安

おいて機構改革を行い、施策推進体制の強化を

心して健やかに暮らせるまちづくりに取り組み

図ります。

ます。快適な環境、みんなが健やかで子どもた
ちの声が響きわたる、生涯を通して住み続けた
いまちづくりを進めます。
３つ目は、住民と行政が一体となり、みんな

① 高速道路の早期完成
事業化に至っていない近畿自動車道紀勢線の
久生屋から御浜町を経て紀宝町までの約17㎞を、

で支え合うまちづくりに取り組みます。住民同

引き続き近隣市町と連携し、新規事業化に向け

士の繋がりがより一層深まり、各種の住民活動

た要望を行います。

やボランティア活動が盛んに行われ、みんなで
共に考え、力を合わる連携・協働のまちづくり
を進めます。

２．地方創生の取り組み

② 防災の強化
災害から命を守るための防災知識の普及･啓
発、災害に強い町を支える人づくりなど、地域
防災力の強化を推進するため、
「自主防災組織

本町では今後益々、少子化・高齢化が一層進

育成・強化プロジェクト」の活動を継続し、地

展することが見込まれています。この実情を踏

域単位での防災・減災対策について、町職員一

まえ、人口、経済、地域社会の課題に一体的に

丸となり、様々な支援を行います。
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また、萩内海岸の市木川方向への海岸堤防の

地域力の維持・強化を図る取り組みとして、

ただいておりますが、引き続き工事着工に向け

地域おこし協力隊を積極的に活用して地域協力

強く要望します。

活動を行うとともに、結婚の入口である出会い
の機会を支援するため、婚活支援イベントを引
き続き開催します。

④ かんきつの振興
かんきつ生産にかかわる関係者のみなさんの
協議の場を設け、産地の再生に向けた具体的な
方針をとりまとめ、産地の改革につなげます。
かんきつ振興事業としては、引き続き優良品
種への更新、マルチ栽培の推進、点滴かん水や

③ 若者定住対策

土づくりへの助成等、生産者の皆さんの声を反

○ 土地の有効活用

映した支援策を実施します。

農振農用地区域のあり方について、現在の町

さらに、担い手の確保対策として、これまで

のおかれている状況を十分に把握する中で、見

の新規就農者対策を継続しながら、農業従事者

直しを行います。

への住宅提供について、空き家対策とあわせて

○ 若者のための住宅の提供

検討します。

阿田和向山地区の町有地を活用した住宅地の
造成、神木地区への町営住宅建設に向けた長寿
命化計画策定の実施、昨年11月から開始した空
き家バンク制度などを活用し、定住環境の整備
を図ります。
○ 子育て支援
子どもの成長段階に応じた切れ目のない支援
や、子育て支援サービスの充実などを総合的に
進めていくため、健康福祉課内に子ども家庭室
を設置します。
予想される児童数の減少を踏まえた認定子ど
も園・保育所のあり方については、防災面も考
慮した地域の子育て機能を強化するため、将来
的な再編の具体化を検討します。

⑤ 教育の充実
学力向上対策については、引き続き教師の授
業力の向上に努めます。
また、子どのたちの読書活動の推進に向け、
司書の配置等により読書環境の整備を図るとと

放課後児童クラブについては、利用者の急増

もに、土曜日の授業の有効活用や御浜町文化協

により待機児童の発生が危惧されることから、

会等と連携する中で、
地域の文化や伝統を継承・

新たな放課後児童クラブの実施を促進します。

発展させるための活動に取り組みます。
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整備について、現在、調査・設計を実施してい

○ 地域おこし協力隊・婚活支援事業

施政方針

⑥高齢者の生きがい対策
○ 無料巡回バスの運行

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

高齢者や障がい者などの社会活動、交流の促

農業振興については、かんきつを中心とした

進を目的に、公共交通機関を補完する無料巡回

生産振興に加え、経営支援、集落営農活動支

バスの運行に向けた制度設計を実施します。

援、担い手への農地流動化の促進、尾呂志地区

○ シルバー人材センター

活性化プランに沿った活動支援等に取り組み

「御浜町シルバー人材センター」を本年４月

ます。

に発足させ、元気で地域社会に貢献する意欲の
ある高齢者の方が活発に活動を行えるよう運営
を支援します。
○ 農産物直売所の設置
新たな農産物直売所の設置について、重点道
の駅「パーク七里御浜」の周辺整備のひとつと
して検討します。

４．平成28年度当初予算について
新年度の当初予算編成にあたっては、「第５

獣害被害の対策については、防護柵の設置等
継続した取り組みを実施します。
林業振興事業では、みえ森と緑の森林税交付
金事業による公共施設の木質化に取り組み、森
林環境創造事業や森林再生生息環境保全事業に
ついても、引き続き積極的に進めます。
水産振興事業では、限りある水産資源を守り
育てる栽培漁業を積極的に進めるため、引き
続きマダイ稚魚、サザエ稚貝等の放流を実施し
ます。

次御浜町総合計画後期基本計画」や「御浜町ま

商工振興事業については、みえ熊野古道商工

ち・ひと・しごと創生総合戦略」で定めた数値

会と連携し、商店や企業の経営の健全化、およ

目標を計画的に達成するとともに、持続可能な

び新たな特産づくりによる新産業の創出に向け

町政運営を行っていくため、限られた財源で最

た取り組みを支援します。

大の効果となるよう、予算編成を行いました。

また、５月に開催される伊勢志摩サミットで

一般会計の予算規模は、前年度より２億9,026

三重県が国内外に広く情報発信されるこの機会

万８千円増の総額51億3986万３千円、前年度対

をとらえ、都市部での情報発信、啓発物品の作

比5.9％の増としております。

成等、町の魅力を広く発信します。

「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施
すべき対策」で国が位置づけた事業等に基づく
補正予算を含めた13 ヶ月予算としては、総額
52億7,019万６千円となります。
一般会計と特別会計を合わせた新年度の全体
予算規模は前年度より３億4,273万３千円増の総
額73億9,946万６千円、前年度対比4.8％の増とし
ております。
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◦安全、安心に暮らせる生活環境づくり

道路網の整備につきましては、社会資本整備

「緊急地震･津波対策行動計画第２次計画」に

総合交付金、辺地債の活用等による道路改良及

基づき、防災行政無線デジタル化整備やハザー

び舗装工事、橋梁整備、歩道整備、側溝整備を

ドマップの作成などに取り組みます。

引き続き実施します。

上水道事業については、引き続き水道水の安

また、県道御浜紀和線の改良や志原川の河川

定供給を推進し、災害時における飲料水の確保

改修についても、早期完成に向けて引き続き強

や供給体制の整備を推進していくとともに、経

く要望します。

営の安定化に努めます。

◦健やかに暮らせる福祉のまちづくり

下水道事業については、国の交付金制度を活

健康づくりについては、各種予防接種の助成

用し、処理施設の耐震補強工事を実施するとと

や各種の検診における受診率の向上、また、新

もに、更なる効率化を推進し、経営の安定化に

たに２歳児へのフッ化物塗布事業などの各種事

努めます。

業に取り組みます。

また、集落内や河川における水環境の保全を

紀南病院においては、近隣市町や三重県、

図るため、啓発活動を進めるとともに、引き続

三重大学と連携し、地域医療体制の堅持に努め

き合併処理浄化槽設置整備事業を実施します。

ます。

ごみの減量化については、廃棄物減量化行動

高齢者福祉については、社会福祉協議会等と

計画を更に推進するため、不用家具のリユース

連携を図りながら、介護予防対策や生きがい対

や、ゴミ出し困難世帯の戸別訪問収集、燃料ご

策、認知症対策など、高齢者を支援する取り組

みの更なる減量化に取り組みます。

みを推進します。
国民健康保険事業の運営については、高い高
齢化率や医療の高度化などに伴い保険給付費が
増加しており、保険税率の改定が必要であるこ
とから、引き続き新年度においても引き上げを
行います。
タクシー料金助成事業については、利用者
ニーズの把握などを行いながら、更なる利便性
向上に努めます。
◦健全な心をはぐくむ教育・文化のまちづくり
児童生徒が異なる考え方や互いの意見を聴き
あうグループ学習に引き続き取り組みます。
また、放課後等において、子どもたちを安全

◦みんなが主役のまちづくり
「ふるさと納税制度」については、さらに寄
附していただきやすい環境の改善と、御浜町の
特産品情報の発信を積極的に行います。

で安心して預けることができる環境整備の取り
組みを進めるとともに、生涯学習分野での充実
を図ります。

※議会における施政方針全文は町ホーム
ページに掲載しています。
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◦快適に暮らせる定住基盤づくり

役場の組織が変わりました

～ 住民サービス向上を目指して ～

役場の組織が変わりました

町では、施策の効率的かつ的確な推進を図るため、４月１日付けで組織の一部が改編されました。
課の名称や主な業務内容、電話番号については次のとおりです。
課 名

総

企

務

画

係 名

課

課

税

務

課

住

民

課

総

務

人事、秘書、広報広聴、情報公開、選挙、情報
係 自治会、友好親善、庁舎・公用車管理
男女共同参画、総合教育会議

財

政

係 財政、財産管理、入札、ふるさと納税

防

災

係 防災、消防、交通安全、防犯、防災行政無線

企

画

係 空き家バンク

生活環境課

課

出

納

室

税

係 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の賦課

収

納

係 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の徴収

町・県民税
（個人住民税）
、法人町民税、固定資産税、軽自動車税

戸 籍 住 民 係 戸籍、住民票、印鑑証明、住民相談、人権
保 険 年 金 係 国民健康保険・後期高齢医療保険の資格給付、国民年金

☎３－０５１０
☎３－０５１２

係 地域福祉、高齢者福祉、障がい者福祉

☎３－０５１５

地域包括支援係 高齢者に関する相談・支援、介護予防

☎３－０５１４

健 康 づ く り 係 健康づくり、母子保健、予防接種

☎３－０５１１

子 ど も 家 庭 室 子ども・子育て支援、児童・ひとり親家庭福祉

☎３－０５０８

環

祉

境

廃棄物、公害、浄化槽、自然環境、畜犬登録

係 墓地、エネルギー

上 下 水 道 係 水道、下水道

工

務

係 道路・橋梁・河川の工事、農林土木

管

理

係 道路・橋梁・河川の管理、建築、公営住宅、地籍調査

議会事務局
教育委員会

☎３－０５０７

町・県民税
（個人住民税）
、法人町民税、固定資産税、軽自動車税

課

農業・かんきつ振興、農業委員会、農地銀行

設

☎３－０５０５

企画、政策調整、統計、広域行政、交通、婚活

農 業 振 興 係 農業振興地域、みかんまつり
農林水産課
林 業 水 産 係 林業、水産、鳥獣害

建

電話番号

商 工 観 光 係 商工、観光

福

健康福祉課

主な業務内容

☎３－０５１３
☎３－０５１７
☎３－０５２１

公金出納、物品管理

☎３－０５２３

議会、監査委員、公平委員会

☎３－０５２４

学 校 教 育 係 学校教育、教育施設整備
生 涯 学 習 係 社会教育、社会体育、公民館

☎３－０５２６

御浜町役場関係
尾呂志支所
神志山連絡所
町民サービスセンター
中央公民館
給食センター
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☎４－１００１
☎２－０００１
☎２－２００４
☎２－３１５１
☎２－４６９０

阿田和保育園
市木保育所
認定こども園 志原保育所
子育て支援室 おひさま
福祉健康センター

☎２－２０７１
☎２－２３４８
☎２－００５８
☎２－０３３６
☎２－３８１３

町政懇談会の実施状況 に ついて
【テーマ】
「町長として町政の柱として掲げる６策」について
【参加者数】
日時・場所
２／ ８（月） 阿田和公民館
２／ ９（火） 下市木公民館
２／１０（水） 神 木公民館
２／１５（月） 上市木公民館
２／１８（木） 志 原公民館
２／１９（金） 尾呂志公民館
合
計

（単位：人）
住民参加者数
２２
３５
２５
１４
２８
４１
１６５

【主な意見】

（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）高齢者の生きがい対策

○高速道路完成後の取組みについて
○高速道路の早期完成と西原地区の県道整
備について

○町営住宅について
○旧御浜窯の活用について
○大きな公園（観光資源）について
○就労の場の確保について
○空き家対策について

○社会スポーツの振興について
○図書館司書の配置について
○少子化とスポーツの振興について
○いじめ等の対策の現状について

○豪雨時の排水、
浸水危険区域の安全確保、
河口閉塞について
○防災倉庫備品等の充実について
○自主防災組織活動における自助意識向上
の難しさについて

○高齢化・担い手不足に伴う荒地対策について
○新規就農者に対する地域の習慣・特性の
教育の必要性について
○農産物直売所と道の駅との両立について
○かんきつの海外への売込みについて

○シルバー人材センターについて
○無料巡回バスについて
○直売所の活用について

（７）その他

○伊勢志摩サミット開催に伴う町の対策について
○公共交通機関について
○紀南病院について
○道路整備（ライン、草刈）について
○町政懇談会の持ち方について
○防災行政無線の活用について
○議会だよりについて
○18歳選挙権に関する町の取組み
○御浜ファームについて
○かんきつ以外の農業の取組みについて

†問い合わせ先†

総務課総務係

☎３－０５０５
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町勢懇談会

２月に開かせていただいた町政懇談会には、寒い中足を運んでいただきありがとうございました。
多数のご意見をいただきましたので、６策等についての主な意見を報告させていただきます。

防災情報

No. 40

平成27年度御浜町自主防災組織連絡会議 が 開催されました
防災情報

２月４日
（木）役場くろしおホールで「平成27年度 御浜町自主防災組織連絡会議」が開催されました。
かい と よし お
御浜町自主防災組織連絡会議（会長 垣内美生）は、町内63自主防災組織が自主防災活動の活性
化と連携強化を図ることを目的に設置しています。
こめやままさゆき
今年度は、北淡震災記念公園（兵庫県）副支配人 米 山正幸氏を講師に招き、阪神淡路大震災で
のご自身の体験等についてご講演いただきました。
ほくだん
北淡町（現淡路市）では９割の家屋が倒壊したが、住民が協力して救出活動を行い、夕方には安
否確認を終えることができた経験から、
「自分の命は自分で守り、自分たちの地域は自分たちで守る。
地域のつながりを大事にすることが防災・減災につながる。」と話されました。最後に「地震の発生
を防ぐことは出来ません。しか
し、日頃から備えることで減災
は可能です。」と震災からの教訓
を訴えられました。
講演後、役場防災課から今年
度、見直しを進めている『地域
防災計画 地震・津波編』の素
案の説明や各自主防災組織の活
動報告などがあり、意見交換が
講演する米山正幸さん
会議に出席した自主防災組織代表者のみなさん
行われました。

御浜町消防団が中継放水訓練を実施
さき く

ぼ ふみ たか

２月21日、寺谷総合公園において、御浜町消防団（㟢 久 保 文 隆
団長）が中継放水訓練を実施し、82名の消防団員が訓練に参加し
ました。
じょう ひ ら か ず ひ こ
訓練は、熊野市消防本部御浜分署（城 平 一 彦 分署長）職員の指
導のもとに山火事を想定し、分団ごとに消防ポンプ３基をホース
15本で連結する実践的な内容でした。

訓練に励む消防団員

各地域での防災への取り組み
中平見・西平見自主防災組織（志原）が「防災の集い」を開催しました
い さかゆき

２月14日
（日）
、中平見自主防災組織（代表 井坂幸
ひろ
し みずとみ や
弘）と西平見自主防災組織（代表 清水富也）の共催
により、
「防災の集い」が志原公民館で開催され、住
民約30名が参加しました。
非常持ち出し袋の展示やポリ袋を使った非常食の炊
き出し体験と試食、役場の管理栄養士・保健師による食
と運動から防災に備える講話やエコノミークラス症候
群予防体操などが行われました。炊き出し体験に参加し
た子どもたちは、ごはんだけでなく蒸しパン作りにも挑
炊き出し体験をする参加者
戦するなど、家族で参加できる集いとなりました。
参加者からは「また、こういう機会があれば参加したい。
」などの声が聞かれました。
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東平見地区自主防災組織（志原）が「防災のつどい」を開催しました

防災情報

２月14日
（日）
、東平見１班、２班、３班自主防災組織
はやし
かず お
し みず
たくみ
ます だ
（代表 １班 林 和 男、２班 清 水 巧、３班 増 田
せい いち
誠一）共催により、
「防災のつどい」が東平見集会所
で開催され、住民約30名が参加しました。
最初に防災ビデオ「東日本大震災 釜石の奇跡」の
おく の
上映後、県紀南地域活性化局県民防災課 奥野主査に
よる防災講話、役場の保健師によるエコノミークラス
症候群予防体操、非常食の試食などが行われました。
東平見３班の増田代表から「今後、もう一歩踏み込
挨拶する東平見３班代表の増田さん
んだ活動を行いたい。次回は、地域住民が多く参加で
きる、炊き出し訓練を行いたい。」と述べられ、参加者から賛同を得ていました。

上野地区自主防災組織（尾呂志）が防災訓練を行いました
うらなか

２月21日
（日）
、上野地区自主防災組織（代表 浦中
よし お
佳男）は、第９回上野地区防災訓練（避難訓練、防災
研修）を実施し、住民約50人が参加しました。
避難訓練では、合図にあわせて、自宅から最寄りの
一次避難場所に徒歩で集合し、名簿による安否確認を
行った後、尾呂志公民館に移動しました。
防災研修では、役場の管理栄養士・保健師による「健
康な体を作る食事について」
「食と運動から防災に備
える」の説明を聞いた後、エコノミークラス症候群予
管理栄養士の栄養講座に耳を傾ける参加者
防体操などに取り組みました。
最後に役員から、「来年は組織発足10周年目に当たり『上野区防災マニュアル』の見直し行い、さ
らに踏み込んだ活動を行いたい。」と抱負を述べられました。

萩内団地自主防災組織（下市木）が津波避難計画のワークショップを行いました
やまもと

２月21日
（日）
、萩内団地自主防災組織（代表 山本
たか し
孝 司 ）が津波避難計画作成にかかるワークショップ
（第２回目）を実施し、住民約50人が参加しました。
この取り組みは、自らの命を守るために一人ひとり
が津波避難計画「Myまっぷラン」を作成するととも
に、地域の津波避難計画づくりにつなげていくもので、
にしかわじつ お
県防災対策部防災企画・地域支援課の西川実雄氏を講
師に迎え実施しました。
ワークショップでは、３つの班にわかれ、個々の津
波避難経路の確認、避難行動要支援者の避難や自動車
による避難の是非などについて活発な意見交換を行い
地図で避難路を確認する参加者
ました。
次回は、３月27日（日）に実際に避難訓練を行うことになっています。
†問い合わせ先†
総務課防災係 ☎３－０５０５
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平成28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会員募集

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！
※ボール、
ラケットなどの道具はご用意してます。
（ゴルフ教室は道具持参で、
ボール代自己負担です。
）
※ジャージや運動靴などの運動できる服装でお越しください。

みはまスポーツクラブご案内
みはまスポーツクラブでは、年代を問わず様々な種目を楽しんでいただけます。競技としてのス
ポーツにとらわれず、シンプルに体を動かす場として、また新しい出会いの場として自由に参加で
きることを目的としています。

【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）

曜 日
毎週月曜日
※祝日はお休み
毎週月曜日
※祝日はお休み
毎週水曜日
※冬季間は休止

卓球教室（中学生以上）

毎週火曜日

卓球教室（小学生～大人、全般）

毎週木曜日

太極拳教室
（小学生～大人、
全般）
ゴルフ教室

毎週金曜日
※祝日はお休み
第１、
３、
５水曜日
第２、
４水曜日

ストレッチ（エクササイズ）
サークル
ミニバスケットボール教室◆
（小学生対象）

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

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

みはまＧＧ
ダイヤモンドヒル
（旧エル）

毎週土曜日 ※雨天中止

９：30～12：00

清掃センター

毎週木曜日

10：00～11：10

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）

毎週水曜日

18：00～19：30

御浜小体育館（ミニバス教室に新規参

毎週土曜日

13：30～15：30

加・見学をされる際は、
開催日確認の問
い合わせをしてください。
）

☆ …雨天中止、◆ …ジュニア対象の教室です。 ○企画中…季節の教室：夏の水泳教室など

【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）】

個

４月～９月に入会の方
小・中学生

人 会

一般・高校生

員

シニア
（65歳以上）
幼児
（未就学）

ファミリー
（親子２名以上）

（内訳:事務費1,000円、スポーツ
保険料800円、会費1,700円）
（内訳:事務費1,000円、スポーツ
5,300円
保険料1,850円、会費2,450円）
（内訳:事務費1,000円、スポーツ
3,800円
保険料1,200円、会費1,600円）
（内訳:事務費1,000円、スポーツ
2,300円
保険料800円、会費500円）
（例：親１人+子（中学生以下）内訳：
7,800円～
事務費1,000円、スポーツ保険料
※ファミリーで入会されると 1,850円 ＋800円、 会 費2,450円
事務費の割引があります。
＋1,700円 など）

3,500円

※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 ☎３－０５２６
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タスキに想いを込めて疾走

うま

～ 美し国駅伝 ～

う しろ

監督：宇城

きみ こ

公子

おくにし

区間
（距離）
／区分

選
おかもと

１区（1.28㎞） 岡本
えのもと
小学生女子
榎本

よし こ

コーチ：奥西 喜子
ま

こ

ち

え

手

（敬称略）

名

区間
（距離）
／区分

真紅（御浜小）
ひじり

う しろ

聖（阿田和小）
２区（1.85㎞） 伊永
きたうら じん た ろう
小学生男子
北裏 仁太郎（阿田和小）
い なが

衣吹（阿田和中）

やまもと

雄心（阿田和中）

４区（5.65㎞） 山本
すず き
中学生男子
鈴木
す どう

５区（4.60㎞） 須藤
はたなか
40 歳以上男子 畑中

れ

う しろ

８区（3.43㎞） 宇城
ほら
20 歳以上女子 洞

な

玲菜（阿田和中）
ゆうしん

おくにし

９区（5.95㎞） 奥西
にし
ジュニア女子 西

かず や

良弥（阿田和中）
けいいち

敬一（熊野市消防署）
しげる

く

手

名

う

空翼
（近畿大学高専）
けんすけ

健介（木本高）
しょう こ

７区（2.89㎞） 宇城 翔子（愛知県立芸術大学）
やまむら
え
り
こ
一般女子
山村 英莉子（熊野市保健福祉センター）

い ぶき

３区（3.76㎞） 伊永
おかざき
中学生女子
岡㟢

だ

６区（6.36㎞） 和田
やましな
ジュニア男子 山科

千恵（御浜小）

い なが

選
わ

滋（熊野市消防署）

く

ぼ

よう こ

陽子（三重大学）
ち ひろ

千祥（飛鳥中）
な つき

菜月（木本高）
あや

彩（木本高）
いちろう

10区（6.425㎞） 久保 一郎（三重くまの森林組合）
あかざき
りゅう た
20 歳以上男子 赤㟢 龍太（紀南病院）
※上段の選手が出場 下段の選手は控え選手

監督のコメント
応援してくださった皆様、ありがとうございました。
練習も年々充実してきてはいるものの、なかなか壁をうちやぶるのは、難しいと実感しています。
来年は、いよいよ10回大会を迎えます。御浜町として、はやめの取り組みで、あきらめること
なく挑戦していこうと思います。めざせ！町の部８位入賞。

選手のみなさん
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美し国三重市町対抗駅伝

２月21日に「第９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（体育館前）まで
の10区間、41.695㎞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43分27秒のタイムで走破。総合27位、町の部13位（昨年は総合27位、
町の部13位）でした。

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

２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。
昨年と今年のごみ量を比較すると、２月では次のような結果になりました。
27年２月

28年２月

減量化率

１２７，２９０㎏

９９，
８２０㎏

２１．
５８％

（参考：資源プラ収集量［１～２月］12,060㎏、草木収集量［１～２月］2,720㎏）

26年度（４～２月）

27年度（４～２月）

減量化率

１，７５３，９１０㎏

１，
２８３，
６３０㎏

２６．
８１％

（参考：資源プラ収集量累計

63,610kg、草木収集量累計

70,090㎏）

新しい減量化の取り組みがスタートして、１年が経過しました。みなさんには、ごみと資源の分別
などにご協力をいただき、本当にありがとうございます。
おかげさまで、２月のごみ収集量は99ｔで、町では初めて100ｔを切るというすばらしい結果とな
りました。また、年間の減量化率も26％を超える高い水準が維持されています。
新年度も、ごみの減量化にご理解とご協力をお願いします。

“資源とごみの豆知識”その12
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 猫のトイレ砂（猫砂）は、いつ出せばいいのですか？
これまで燃料ごみとして収集していた猫砂は、昨年10月から、砂の種類に関わらず「ビ
ンの日」の埋立てごみとして出していただくこととなりました。
（
「分別のしかた」の、
「ビ
ンの日に出すもの」欄に記載しています。
）
これは、紀南清掃センターにおいて、鉱物系の猫砂がごみの中に混ざることが、ＲＤＦ（発
電用の固形燃料）の品質低下につながることから、分別の見直しと変更を行うこととなりま
した。
猫砂を利用されているみなさんには、収集日が少なくなり大変ご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
猫砂の種類には、使用後にトイレに流せるものもあります。ごみに出す量を減らすことも
できますので、お試しください。
†問い合わせ先†
生活環境課環境係
12

☎３－０５１３

平成28年度 狂犬病予防注射及び畜犬登録について

9：20 ～ 10：00
尾呂志公民館
10：20 ～ 10：30
西原バス停付近広場
10：40 ～ 10：45
中立コミュニティセンター
10：55 ～ 11：05
柿原公民館
４月25日
（月）
11：15 ～ 11：45
阿田和神社上広場
12：50 ～ 13：40
阿田和公民館
14：05 ～ 14：50
下市木公民館
15：00 ～ 15：30
上市木公民館
9：00 ～ 9：40
神木公民館
9：55 ～ 10：40
志原公民館
４月26日（火）
10：50 ～ 11：20
東平見集会所
11：35 ～ 11：55
御浜町役場駐車場
○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。
※予防注射の案内ハガキは、４月初旬～中旬に発送する予定です。
※犬の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、下記の担当係にご連絡ください。
†問い合わせ先†
生活環境課環境係

☎３－０５１３

尾呂志診療所医師の交代、診療日等の変更・休診のお知らせついて
●尾呂志診療所医師の交代について
え さきまさかず
尾呂志診療所の松波久雄医師が３月末をもって退任し、４月１日より江㟢正和医師が就任します。
診療科目は内科・小児科・外科となります。
●診療日・診療時間の変更と休診のお知らせ
医師の交代に伴いまして、４月より診療日・診療時間が下記のように変わります。
診療時間

月

火

水

木

金

土

８：30～12：00
（受付11：30まで）

○

○

○

○

○

○

14：00～17：00
（受付16：30まで）

○

○

○

○

※４月１日は午前診療のみです。
交代に伴う休診と診療時間の変更は下記の通りです。
日

程

３月29日（火）
・３月30日（水）
・３月31日
（木）
４月１日（金）

診

療

休診
午前診療のみ

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係 ☎３－０５１１
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狂犬病予防注射及び畜犬登録について／尾呂志診療所の診療日等の変更・休診のお知らせ

平成28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、必ず登録を行なってください。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

水道料金・下水道使用料がコンビニエンスストアで
お支払いできるようになります
４月１日から、これまでの金融機関等での取
り扱いに加えて、全国の主なコンビニエンスス
トアでも水道料金・下水道使用料のお支払いが
できるようになります。
ご利用方法は４月１日以降に発行された納入
通知書（納付書）を、コンビニエンスストアに
持参し現金でお支払いください。曜日や時間を
気にすることなく、店舗の営業時間内であれば
いつでも納付できます。
手数料はかかりません。
○次の場合はコンビニエンスストアでのご利用
はできませんので、ご注意ください。
①平成28年３月以前に発行されたもの
②汚れ等によりバーコードが読み取れないもの
③納付書裏面の納付場所にコンビニエンスストア
の表示がないもの
④印字された納付金額や氏名等を訂正したもの
⑤納付金額30万円以上のもの
※上記の納付書をお持ちの方で、コンビニエン
スストアでの納付を希望される方は、納付書
を再発行しますのでご連絡ください。
（⑤を除く）
【取扱い店舗】
コミュニティ
・ストア

セーブオン

サークルＫ

サンクス

エブリワン

ＭＭＫ設置店

スリーエフ

ポプラ

セイコーマート

スパー
（北海道）

くらしハウス

ハセガワストア

タイエー

スリーエイト

セブン-イレブン

ファミリーマート

生活彩家

ミニストップ

ココストア

デイリーヤマザキ

ニューヤマザキデイリーストア ヤマザキデイリーストアー
ヤマザキスペシャルパートナーショップ ローソン
ローソンストア100
†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係
☎３－０５１３
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平成28年度 任意予防接種費助成のお知らせ
平成28年度に利用できる任意の予防接種の補
助金制度は以下の通りです。助成を希望される
方は、医療機関での接種後、必要書類をお持ち
のうえ窓口に申請してください。なお助成対象
は、平成28年４月１日以降に接種した人のみに
限らせていただきます。
予防接種

対象年齢

助成金額

①２回接種ワクチン ①１回上限
ロタウイルス 生後６週～24週未満
7,000円
ワクチン
②３回接種ワクチン ②１回上限
生後６週～32週未満
4,700円
おたふくかぜ
１歳以上４歳未満
ワクチン

支払い額の２分の１
（上限 3,000円）
一人１回限り

風しん
ワクチン

①妊娠を希望する女性
②妊婦の夫（パート
一律 5,000円
ナー）及び妊婦と
同居する家族

高齢者
肺炎球菌
ワクチン

65歳以上（定期接種非 支払い額の２分の１
該当で過去に助成を （上限4,000円）
受けたことのない方） 一人１回限り

【助成期間】
平成28年４月１日～平成29年３月31日
【必要書類】
接種の証明となるもの（母子手帳、または接種
済証・健康手帳）
、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
☎３－０５１１

児童扶養手当と特別児童扶養手当の手当額が増額されます
平成27年平均の全国消費者物価指数（対前年
比変動率0.8％）が公表された結果、児童扶養
手当と特別児童扶養手当が以下のとおりに手当
額が増額されます。
【児童扶養手当】 ４月以降の手当額（月額）
◦全部支給
42,330円
◦一部支給
42,320円～ 9,990円
【特別児童扶養手当】 ４月以降の手当額
（月額）
◦特別児童扶養手当１級 51,500円
◦特別児童扶養手当２級 34,300円
†問い合わせ先†
健康福祉課子ども家庭室
☎３－０５０８

■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。

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、肺炎球菌ワクチン予防接種の助成を行い
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28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。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
☎３－０５１１

特別障害者手当等について
身体または精神に、重度の障がいがあるため
常時特別な介護が必要な在宅の重度障がい者
（児）
に対して、特別障害者手当、障害児福祉手当が
支給されます。

紀宝警察署メールボックス
平成28年
春の全国交通安全運動

【期 間】
４月６日（水）から４月15日（金）までの10日間
【運動の基本】
子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
○自転車の安全利用の推進・自転車利用五則
１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
２ 車道は左側を通行
３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４ 安全ルールを守る
５ 子どもはヘルメットを着用
○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
†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】
４月３日（日）
、10日（日）
、17日（日）
24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

ていない人、または病院等に３か月以上入院し
ていない人（特別障害者手当のみ）です。

２月の４回に分けて支払われます。対象となる
と思われる方は、ご相談ください。

三重県紀南福祉事務所
☎０５９７－８５－２１５０

イオン
熊野店様

新宮↓

†問い合わせ先†

熊野警察署

ROUTE

熊 野 灘

コスモ石油

紀南医師会
応急診療所

国道

42
ドコモショップ
熊野店様

特別障害者手当は月額26,830円、障害児福祉

熊野市役所

熊野市駅

養義務者の所得が一定額以下で、施設に入所し

↑尾鷲

手当を受けられる方は、本人、配偶者及び扶

手当は月額14,600円で、毎年５月、８月、11月、

情報コーナー

高齢者肺炎球菌ワクチン接種のお知らせ
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御浜町奨学金並びに大久保奨学金の支給案内
御浜町奨学金並びに大久保奨学金の支給案内／年金だより

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、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
②奨学金の支給額・・・１人につき年額

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円以内
③支給できる人員・・・10人以内
【申請の手続き】
４月28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てください。
【結果の通知】
教育委員会において選考審査を行い、結果を
本人に通知します。

年金だより

60,000円以内
③支給できる人員・・・１人

†問い合わせ先†
教育委員会学校教育係

☎３－０５２６

平成28年度
国民年金保険料について

平成28年度における国民年金保険料額は、月
額16,260円です。
■保険料をまとめて納めることにより保険料が

■口座振替の引落方法は、５種類から自由に選
んで申し込みできます。
⑴２年前納（４月～翌々年３月分）

割引となる「前納制度」があります。
○１年前納
3,460円の割引

⑵１年前納（４月～翌年３月分）
⑶６カ月前納（４月～９月分、10月～翌年３月分）

○６カ月前納

⑷当月末振替（早割）※納付期限よりも１カ月
早く口座振替（50円割引）

790円の割引
（１年で1,580円の割引）

現金払いでの前納は任意の月分から年度末ま
での分を前納することも可能ですが、専用の納
付書が必要となります。

⑸翌月末振替（割引なし）
※平成28年度の２年前納、１年前納、６カ月前納
（４月～９月分）
の申し込みは締め切りました。

■口座振替にしていただくと、さらにお得で便利
です！
○２年前納
○１年前納
○６カ月前納
16

15,690円の割引
※口座振替のみの取扱いです。
4,090円の割引
1,110円の割引
（１年で2,220円の割引）

†問い合わせ先†
住民課保険年金係
☎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

最終回
甘夏

みなさんこんにちは。新年度、町では役場組織の改編が行われます。「かんきつ対策室」について
も見直しが行われ、４月からは新たにできる「農林水産課」でかんきつ振興に関する業務を行うこと
になりました。課に移行することで、かんきつ振興に関わるスタッフも増え、業務の内容について充
実を図っていきます
かんきつ対策室は平成21年度からＪＡとの協働組織として発足し、７年間にわたり産地の情報共有
を進めてきました。この間、海外輸出や選果施設の更新、みえ紀南１号他優良品種の増産など、産地
ではさまざまな取り組みが展開されました。しかしながら、かんきつ産地を取り巻く現状は厳しく、
産地に関わるみなさんが懸命に取り組んでいるにもかかわらず、耕作放棄地の増加や担い手の減少に
歯止めをかけることができていないのが現状です。
「年中みかんのとれるまち」御浜町にとって、かんきつの振興はこれからも重要な町政の柱です。
厳しい状況の中でも、志を持ってかんきつ生産に取り組む多くの生産者のみなさんがいますし、消費
地から高い評価を得て増産を望まれている優良なブランドもできています。平成28年度においても、
地方創生予算等を活用し、かんきつ振興に関わるみなさんのご意見を伺いながら、かんきつの振興に
取り組みます。今後ともよろしくお願いします。
表１．平成28年度の主なかんきつ振興関係予算
５００万円
かんきつ振興事業費（かんきつ協議会の開催他）
かんきつ振興対策（マルチ栽培推進）補助金
１，
０００万円
かんきつ振興対策（優良品種更新）補助金
３６４万円
かんきつ振興対策（防風ネット設置）補助金
６００万円
５１６万円
かんきつ振興対策（土づくりその他）補助金
14,000

800
600

570.2

12,000
551.1

549.1

549.1

547.1

538.1

10,000

11,460

11,180
9,550
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9,300

9,920

8,000

400

6,000
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0
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図１. H21～H26栽培面積の推移（ha）

0

H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年

図２. H21～H26販売数量の推移（ｔ）

3,000
2,462
2,218

2,428
2,140

2,193

2,255

2,000

1,000

0

H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年

図３. H21～H26総生産額の推移（百万円）

†問い合わせ先†
農林水産課農業振興係

☎３－０５１７
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かんきつ対策室だより

「かんきつ対策室」から「農林水産課」へ

は

めまし

阿田和

古川

ま

国民健康保険・後期高齢者
医療保険加入のみなさんへ

平成28年１月１日
～31日届出分

♥

赤ちゃん／国民健康保険・後期高齢者医療保険加入のみなさんへ／広報文芸／あとがき

♥

て

じ

入院時の食事療養費が変更されます。
平成28年４月１日から、国民健康保険・後期
高齢者医療保険加入者のうち、所得区分が「上
位所得者」
「一般」及び「現役並み所得者」
、
（住
民税課税世帯の者）の入院時食事代が260円か
ら360円に変更となります。さらに、平成30年
４月１日からは360円が460円に変更となります。
ただし、
次の患者等は負担額を据え置きます。
○指定難病患者、小児慢性特定疾病患者
○平成28年４月１日において、既に１年を超え
て精神病床に入院している患者

い

真衣ちゃん

かず お

ひろ こ

奥田

志

原

♥

♥

和生さん・広子さん

つぐみちゃん

のりひさ

ゆう こ

展久 ん・裕子
さ

木下
とおる

亮 ん・ちひろ

さ

さ

ん

ん

矢口 美鈴

せ い しゅん

青春の 味丸かじり 春キャベツ

矢口みずは

はる

う

平成二十八年四月号

あじまる

か

ち きゅうご う

御浜町俳句会

七海 笑涙

４月は進学・就職・転勤などで新しい環境で生
活する人も多いと思います。環境の変化で体調
をこわさないように気をつけてください。
自分は去年の４月に役場へ入り、もう１年が

わびすけ い

せつがん

は

だんだんと暖かくなり、過ごしやすい季節と
なってきました。様々な所で花が咲いてきてい
るのを見かけ、花見などができる時期になって
きて春が来たのだと感じました。

あさいち

あ

し まい

清

あとがき

朝市や 侘助活けて 花びん売り

しゅんこ う

く

き ずいせん

春光を 浴び接岸の 地球号

ひ かきぼう

まろ

つうがく ろ

うま

火掻棒 焼べて仕舞や どんど果つ 佐野 正己

濱浦

ざ

いち

世帯数 4,302戸 （－ 2戸）

ひ

もち

やま が

女 04,846人 （－ 2人）

びょうそ う

病窓の 日差し円やか 黄水仙

笹之内俊雄

おに う

べいじゅ ま

やみ

さか

うめ

男 04,261人 （－ 4人）

すいせん

水仙の かほりゆかしき 通学路

前 たき子

せな の

背伸ばし 米寿撒く餅 一の午

中納 米子

とつじょ あ

みち

にわ

突如開き 闇の鬼打つ 山家かな

りょう し

か

まち

つな

山本 要子

え ほうどう

正枝

かろ

かれ き

み ほ と

あお

人 口 9,107人 （－ 6人）

☎３－０５１２

さ

恵方道 漁師の道は 坂ばかり

耐えぬいて 枯木と化する 庭の梅 浦

敦子

た

西

り っ しゅん

立春や 身辺の軽し 街ぶらり

うみ

いち

織田 信勝

きさらぎ

む じん

如月の 海の青さや お綱かけ

はる

春つれて 無人の市に ふきのとう 須崎久美子

３月１日現在の人の動き
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†問い合わせ先†
住民課保険年金係

はな

英くん

経ちます。広報を１年担当して、様々なイベント、
各保育所、各学校等に行くことができて、自分
が今まで知らない事を知ることができる仕事で
した。これからも様々な所に積極的に行き、もっ
と町の事や様々なことを勉強していくと共に、
広報を通してみなさんに町の知らない事を伝え
られるようにしていきたいと思っています。
平成28年度はより良い広報紙作りのために、
新しいことにどんどん挑戦していきたいと思っ
ています。
く

ぼ たか と

（総務課 総務係 久保貴翔）

…ごみ関係（生活環境課 ☎３－０５１3）
…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 金

4

くら し の カレンダー

子どもの広場 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

16 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

ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館 17 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
庭の草・小枝収集日
3 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
18 月 バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

2 土

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

4 月 バレーボール教室

17：30～19：00

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

5 火 卓球教室（中学生・一般）

19：00～21：00

19 火

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

（阿田和・尾呂志地区）

6 水

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

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

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日
ありんこ広場 9：30～11：30 福祉健康センター

多重債務者相談（要予約） 10：00～12：00 役場１階会議室

20 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

ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館

ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館

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

7 木 卓球教室

19：00～21：00

阿田和中学校

３才児健診（個別通知） 福祉健康センター
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館 21 木 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３階和室

8 金

9 土

ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館

子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター

子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター
子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター 22 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 23 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

10 日 資源持込日

8：00～12：00

24 日 資源持込日

くるくるタウン

うんどう教室
（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター 25 月 バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館
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

12 火 卓球教室（中学生・一般）

19：00～21：00

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

26 火 卓球教室（中学生・一般）

阿田和中学校

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）

阿田和中学校

収集日（市木・神志山地区）

27 水 ソフトテニス教室

19：00～21：00

阿田和小学校

ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館

ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

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

弁護士相談
（要予約） 13：30～15：30 役場３階会議室

14 木

19：00～21：00

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

13 水

くるくるタウン

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

紙、
衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

11 月

8：00～12：00

資源プラスチック収集日

28 木

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
粗大ごみ収集日
（持込）

15 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

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
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館

29 金 昭和の日
30 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
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御浜町消防団市木分団第３
班の西 洋 一 班長と団員の
中道和博さんに感謝状が手渡
されました。
平成27年11月に別件の捜索
活動を展開中に、下市木地区
の海岸で自ら海に入ろうとし
ている女性を発見しました。
中道さんが女性を保護し、西
班長が通報して尊い命を救い
ました。
㟢久保文隆分団長も「的確
に指示、行動してくれたおか
げで１人の命が助か っ た。」
と２人の迅速かつ的確な行動
を称えていました。
にし

みはま

２／22（月）御浜町消防団に感謝状贈呈式

広報

みて見てみはま

よう いち

2016. ４. No.564

なかみちかずひろ

２／20（土）バイマーヤンジン トーク＆コンサート

３／５（土）七里御浜ＧＧ（グリーングロー）作戦

阿田和中学校と同中学生徒会は土曜授業とし
て中央公民館で、チベット出身のバイマーヤン
ジンさんを招き「トーク＆コンサート」を開催
しました。バイマーヤンジンさんは、約20年前
に来日し、チベットの文化を知ってもらうため
にコンサート活動やチベットの教育振興に力を
入れています。
今回の土曜授業は阿田和小学校が共催、教育
委員会の後援に加え、阿田和中学校に設置して
いるアルミ缶ボックスや文化祭でのバザーの収
益金を受けて生徒会が企画したものです。阿田
和中学校91人、阿田和小学校６年生21人、尾呂
志学園の生徒が参加しました。尾呂志学園中学
校の生徒等が、保護者や地域住民に参加を呼び
かけたところ、多くの観客が集まりました。

七里御浜松林を守る協議会では、
「七里御浜
防風林ＧＧ作戦」を熊野市・御浜町・紀宝町の
七里御浜海岸沿いで展開しました。
ＧＧとは、グリーン（緑）
・グロー（育てる）
の意味で、熊野市・御浜町・紀宝町などでつ
くる「七里御浜松林を守る協議会」では、平成
５年から始め今回が21回目の実施です。
同協議会では、松くい虫被害や塩被害などで
松枯れが進み、暴風機能が低下しつつある状況
の七里御浜国有林を守ろうと、毎年植樹と清掃
活動を続けています。御浜町の会場では約50人
の方が参加し、クロマツ苗60本の植樹と清掃活
動を行いました。
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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/

クロマツを１本ずつ丁寧に植樹する参加した子どもたち

（平成28年４月１日発行）

トーク＆コンサートを行うバイマーヤンジンさん

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

感謝状を受け取る
（左から２人目）
西さん、
（左から3人目）
中道さん

