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平成29年度
施政方針

御浜町施政方針

町民のみなさんとともに
夢を叶えるまちづくりを目指して
御浜町長

平成29年第１回御浜町議会定例会において述
べました施政方針の内容をお知らせします。

１．まちづくりの理念

大 畑

覚

② 防災の強化
引き続き全庁的プロジェクトとして「自主防
災組織育成・強化」に取り組むとともに、町全
域での総合防災訓練を実施します。

我が国においては、急速な少子高齢化の進行や

津波避難タワーの建設につきましては、萩内

人口減少時代の到来という歴史的転換期に直面し

地区内に１基建設し、さらに下市木地区におい

ています。本町におきましても、多様化する住民

て２基の建設を検討します。

ニーズに対応し、持続可能な地域の発展と良質な

海岸堤防の整備につきましては、未整備と

行政サービスを提供するため、効率的かつ効果的

なっている萩内海岸の工事区間のうち30ｍにつ

な行政運営が求められています。

いて工事を進めていただきましたが、新年度も

新年度は「第５次御浜町総合計画後期基本計画」
策定後２年目となります。
「みんなが輝く、希望

引き続き工事への予算確保に向け、強く要望し
ていきます。

と活力あるまちづくり」に向け着実に事務事業を
推し進めるとともに、御浜町の地方創生を推進す

③ 若者定住対策

るため策定した「御浜町まち・ひと・しごと創生

阿田和向山地区の宅地造成事業及び神木地区の

総合戦略」との横断的な取り組みにより、基幹産

町営住宅整備事業に着手します。また、
これらのハー

業の活性化、活力ある地域の創生のため、効果的

ド整備に先駆けて、町内に住宅を新築する方等を対

な施策を集中的・重点的に実施していきます。

象に、１住宅当たり最大120万円相当のマイホーム取
得支援補助金を創設します。

２．重点施策〔６策〕
① 高速道路の早期完成

本町に住みたいと思う移住希望者につきましては、
空き家バンク制度やお試し住宅を活用した移住体験
のほか、都市部への情報発信に努めます。

尾鷲北～尾鷲南間の工事を継続して進めてい

地域おこし協力隊の取り組みとしては、隊員１名を

ただくとともに、熊野市大泊～久生屋の区間及

尾呂志地区に配置するとともに、
移住促進活動を担っ

び紀宝町神内～新宮市までの区間の用地買収を

ていただく協力隊員を引き続き募集します。

進めていただきます。また、
本町におきましては、
事業化を見据えた取り組みとして、高速道路計
画区域における地籍調査を先行して行います。
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さらに、結婚への入口である出会いの機会を支援
するための婚活支援イベントを引き続き開催します。
また、子育て環境の充実を目指し、子ども子育て

支援にも積極的に取り組みます。

ることにより、
新しい担い手の確保を進めます。

の施設整備を図るほか、さらなる減免制度の拡充を
行うとともに、阿田和地区においては既存の補助金
制度を活用し、民間事業者による事業の参画を促進
します。
子育て支援の拠点施設でもある子育て支援室に

⑤ 教育の充実
学力向上対策につきましては、引き続き大学
しょう へ い

教授等外部講師を招聘して教員の授業力向上に
努めます。

ついては、新たに施設を増築するとともに、現在実

また、学校司書の配置や図書予算の充実に

施している一時預かり事業に加え、新たにファミリー

よって読書環境の整備を継続し、子どもの読書

サポートセンターの業務を行います。

力の向上を図ります。

また、ひとり親家庭への家事援助や子育て支援を

さらに、土曜日の授業の有効活用やコミュニ

目的に、家庭生活支援員を派遣する「ひとり親家庭

ティスクールの推進等を通じて地域の文化や伝

等日常生活支援事業」を実施します。

統を継承・発展させるよう努めます。

⑥高齢者の生きがい対策
④ かんきつの振興
「かんきつ振興協議会」を通じて、「うまいみ
かんを高く売る」ための方向性を示していくと

高齢者や障がいを持たれている方などの社会活
動、交流の促進を目的に、神木地区及び上市木地
区を中心に無料の福祉バスを運行します。

ともに、マルチ栽培のモデル園を設置し、産地

また、高齢者の方の居場所の確保と地域福祉へ

全体の栽培技術の向上についての働きかけを強

の担い手の育成を目的とした生活支援体制整備事

化します。また、引き続きマルチ栽培の推進、

業を実施します。

優良品種への更新、点滴かん水や土づくりへの

「御浜町シルバー人材センター」につきまして

助成等、生産者のみなさんの声を反映した支援

は、登録者の拡大に努め、事業運営の安定化に向

策を実施します。

けた支援を行います。

担い手対策としては、農繁期の短期就労者を

農産物直売所の整備につきましては、パーク七

確保する援農について試行するとともに、これ

里御浜ふれあい交流広場駐車場に、多目的に利用

までの新規就農者対策に空き家バンク等の定住

できる屋根付きの販売スペースを整備します。
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放課後児童クラブについては、
「みはま児童クラブ」

施策を組み合わせながら、幅広く情報発信をす

スのカード普及促進、新年度、本町で開催され

一般会計の予算規模としましては、前年度よ

る「ＭＩＨＡＭＡサミット」等の地域間の交流

り２億6400万３千円減の総額48億7586万円、前

や商工会の活性化、並びに産業振興に繋がる取

年度対比5.1％の減としています。

り組みを支援します。

施政方針

３．平成29年度当初予算について

なお、「未来への投資を実現する経済対策」

集客交流事業につきましては、ＳＮＳの活用

を受けて国が計上した「地方創生拠点整備交付

や、三重テラスなどでの都市部に向けての情報

金」事業に係る補正予算を含めた13 ヶ月予算

発信、ＰＲグッズの作成等により、町の魅力を

としましては、総額49億579万８千円としてい

広く発信していきます。

ます。
一般会計と特別会計を合わせた新年度の全
体予算規模は総額72億5527万４千円としてい
ます。

■快適に暮らせる定住基盤づくり
道路網の整備につきましては、柿原橋架け替
え事業、市木阿田和線道路改良事業、引作山地
線及び三軒屋東平見線歩道整備事業、東地２号

４．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
農業振興については、集落営農活動への支援
や、尾呂志地区の活性化プランに沿った取り組

線道路改良事業はもとより、町単独の側溝整備
等を引き続き実施します。
県道御浜紀和線の西原地区におきましては、
県が行う用地測量に加えて、新年度には用地買
収に着手していただく予定となっています。

みについても支援を行います。さらに、農地利

また、これとは別に柿原地区においても町道

用の状況調査を進めながら、農地中間管理事業

工事（柿原橋）に併せて、
県道の拡幅工事を行っ

等を活用した担い手への農地集積を図り、耕作

ていただく予定で、昨年度から設計に着手して

放棄地の景観保全についても取り組んでいきま

いただいております。

す。

県営中山間地域総合整備事業では農道、集落

獣害被害の対策につきましては、国の交付金

道、農業用の用水路・排水路、農業集落排水路

事業による防護柵の設置等、継続した取り組み

等の着実な施設整備と予算確保に向けて引続き

を実施します。

強く要望していきます。

林業振興では、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を進めながら、林道
や遊歩道の保全管理に取り組みます。

■健やかに暮らせる福祉のまちづくり
新たに健診の要指導者を対象として、運動習

水産振興では、限りある水産資源を守り育て

慣をつけるためのウォーキング講座や若年世代

る栽培漁業を積極的に進めるため、引き続きマ

から健康づくりへの意識を高めるための若者健

ダイ稚魚、サザエ稚貝等の放流事業を支援しま

康づくり教室を開催します。

す。
商工振興につきましては、みえ熊野古道商工
会と連携し、昨年度開始した御浜カードサービ
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また、出産に関係する取り組みとしては、新
たに、出産後子どもの１ヶ月健診や産婦健診、
新生児聴覚検査への助成など産後ケアの充実を

道水の安定供給、災害時における供給体制の整

安心して子どもを産み、育てられるようサポー

備を推進していくとともに、経営の安定化に努

トしていきます。

めます。

地域唯一の二次医療病院である紀南病院にお

下水道事業については、施設の耐震化及び長

きましては、近隣市町や三重県、三重大学と連

寿命化の取り組みを推進し、排水処理区域を拡

携し、医師や医療従事者の確保及び人材育成な

張するための全体計画の見直しを実施するとと

ど、紀南病院を核とした地域医療体制の堅持に

もに、更なる効率化を推進し、経営の安定化に

努めます。

努めます。

高齢者福祉につきましては、高齢者のみなさ

ごみの減量化については、平成27年度より廃

んが住み慣れた地域で豊かに暮らし続けられる

棄物減量化行動計画を推進しており、新年度に

よう、介護保険制度と併せて、介護予防対策や

おきましても30パーセント削減を目標に、更な

認知症対策など、高齢者を支援する取り組みを

る減量化に取り組みます。

推進するとともに、高齢者のみなさんを地域ぐ
るみで見守り、
支え合う地域づくりに努めます。
国民健康保険事業の運営につきましては、平
成28年度から３ヵ年間保険税率を改定していく
こととなっており、新年度においても計画に基
づき引き上げを予定しています。
■健全な心をはぐくむ教育・文化のまちづくり
学校が進めるペア学習、グループ学習等を通
じて、意見を聴きあうことで異なる意見や考え
を尊重する児童生徒の育成に努めます。さらに、
放課後等において、子どもたちの安全安心な居
場所づくりに努めます。
また、スポーツ施設利用にかかる助成制度を
創設します。

■みんなが主役のまちづくり
「ふるさと納税制度」につきましては、平成
28年度中にはこれまでに件数にして1,800件、
金額にしては3,400万円を超える寄付申し込み

■安全、安心に暮らせる生活環境づくり
防災備蓄倉庫の建設、備蓄資機材の充実、避
難所運営体制の整備、物資輸送ネットワークの

がありました。 新年度におきましても、さら
なる特産品の拡充と、御浜町の特産品情報の発
信を積極的に行っていきます。

構築、ハザードマップを活用した住民への防災
意識の啓発等に取り組みます。
上水道事業については、水道施設への緊急遮
断弁の整備による飲料水確保など、引き続き水

※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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図り、また、妊婦健診時の通院助成を行うなど、

防災情報

No. 52

防災行政無線の放送内容を携帯電話･スマートフォンで確認できます
防災情報

デジタル防災行政無線の放送内容を携帯電話･スマートフォン等へ配信しています。
下記の方法によりご自身の携帯電話、スマートフォン、
パソコン等で防災行政無線の放送内容をメー
ル等にて受信・確認することができます。ぜひ、ご利用ください。
【防災行政無線放送のメール配信】
○設定方法
※携帯電話・スマートフォン等でメールの受信拒否設定（ドメイン設定 等）をしている場合は、
mihama-town-bousai@jyouhou-station.jp からのメールを受信可能にしてください。
①左のQRコードを読み取り専用Ｗｅｂページへアクセスしてください。
（下記ＵＲＬから直接アクセスすることも可能です。
）
http://panasender.jyouhou-station.jp/Mihama-Main/mobile/main.html
②配信希望登録をクリックし、
受信エリア
（お住まいの地区等）
を選択してください。
③新規メール画面が表示されますので、
何も記入せず空メールを送信してください。
→ 登録メールアドレス（携帯電話、スマートフォン、パソコン等）へ防災行政
無線の放送内容をテキストにてメール配信します。
【メール配信を解除する場合】
メインページから「配信解除」を選択し、空メールを送信してください。

【防災行政無線放送のスマートフォンPUSH配信】
○設定方法
スマートフォンから「App Store」または「Google Play」を起動し、
無料アプリ｢防災情報 全国避難所ガイド｣を検索・インストールし、下記
の手順により設定をしてください。
※「位置情報の利用」と「通知の送信」について確認画面が表示された場
合は、「許可」または「OK」を選択してください。
＜手順＞
①トップページ右上部分の「設定」を押し、
「各種設定」画面へ。
②「現在地連動通知」をON（緑色）
③「地域防災情報」をクリックして受信エリアを設定。
→上記の① ② ③の設定を完了すると、スマートフォンで防災行政無
線の放送内容を音声ファイル付テキストにて受信・確認することが
できます。
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各地域での防災への取り組み
御浜町消防団が中継放水訓練を実施しました。
まつ だ

防災情報

２月12日（日）御浜町消防団（団長 松田
こういち
耕一）が寺谷総合公園で実践を想定した放水
訓練を実施し、84名の消防団員が訓練に参加
しました。
訓練は、熊野市消防本部御浜分署（分署長
じょう ひ ら か ず ひ こ
城 平 一 彦 ）職員の指導のもと、山火事を想
定した、消防ポンプ３基をホース15本で連結
して放水する実践的な内容で実施しました。

神木地区自主防災組織が救命応急処置の講習会を開催しました。
なかかど

ますらお

２月19日（日）神木地区自主防災組織（代表 中門 丈夫）が救
命応急処置講習会を行い、約35名の地区住民が参加しました。
おお いし とも み
実ひ医師により普通救命講習と熊野
講習は、紀南医師会 大石 知じょう
ら かずひこ
市消防本部御浜分署（分署長 城平 一彦）職員による救急応急処
置・AEDの操作講習が行われました。
参加者は、心肺蘇生法やＡＥＤについて指導を受け、人形を用
いた胸骨圧迫や人工呼吸などの心肺蘇生法の手順を学びました。

各地で自主防災組織ブロック会議を開催しました。
かい と

御浜町自主防災組織連絡会議（会長 垣 内
美 生 ）が、２月20日（月）尾呂志地区、２月
27日（月）下市木地区にてブロック会議を開
催しました。会議では、防災行政無線デジタ
ル化、各自主防災の取り組みについての説明、
町長を交えての意見交換が行われました。
各地区で地域課題を情報共有しながら、今
後も自主防災活動の活性化に向けて取り組んでいきます。
よし お

御浜町防災講演会を開催しました。
２月26日（日）尾呂志公民館にて御浜町防災講演会を開催し、三
みず き ち はる
重大学 水木千春 特任助教授により「熊本地震に学ぶ ～今、私た
ちがやっておくべき事」をテーマとした講演が行われ、地域住民約
70人が参加しました。
講演では、熊本地震の被災地で撮影した倒壊家屋、避難所の様
子などの写真を見せながら、大地震の脅威と避難所での生の声など
を話してもらいました。
最後に水木特任助教授から災害時に備え準備しておくと便利な
ものを紹介してもらい講演を終えました。
参加者は、備蓄等、平時から自分で出来る地震への備えを行うことの大切さを再確認しました。

†問い合わせ先†

総務課 防災係（担当

しば の ゆういち

芝野雄一）☎３－０５０５
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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29年２月の燃料ごみの減量化率 をお知らせします
町では、平成 27 年４月から資源プラスチック収集を開始するなどの取り組みによる燃料ごみの減
量化を進めており、平成 29 年度に「年間の減量化率 30％」を目指しています。
取り組み前と今年２月のごみの量を比較すると、下記のとおりとなりました。
27年２月

29年２月

減量化率

１２７，２９０㎏

９９，８９０㎏

２１．５％

（参考：資源プラスチック収集量２，７９０㎏、草・小枝収集量１，６２０㎏）

26年４月～ 27年２月

28年４月～ 29年２月

減量化率

１，７５３，９１０㎏

１，２６８，８９０㎏

２７．７％

（参考：資源プラスチック収集量累計４５，４６０㎏、家庭の草・小枝収集量累計６４，４９０㎏）

厳しい冬も過ぎ、ようやく春がめぐってきました。
みなさんに日々ご協力いただいております、ごみ減量化の取り組みも２年を経過し、ごみ減量化率
30％の達成を目指す目標年度である平成 29 年度がいよいよ始まります。
これまでの大きな動きとしましては、平成 28 年６月から 10 月頃にかけて減量化率が 30％を超え
るという大きな結果が表れていました。しかしその後は、やや減量の勢いにブレーキがかかり気味の
状況となり、今年２月の時点で減量化率は 28％台とやや減少傾向になっています。
そのため今後も引き続き、みなさんにごみ・資源の分別や生ごみの水切り・減量といったご協力を
お願いすることとなります。町として少しずつでも、みなさんのごみ・資源処理に関するご意見や疑
問に対応し、解決していきたいと考えておりますので、これからもお気軽にみなさんの声をお聞かせ
ください。
ごみ・資源の処理に関する説明会を順次行います！
上記の文でお知らせしました、ごみ・資源の処理に関するみなさんのご意見や疑問を直接聞かせて
いただき、お答えしていく機会の１つとして町内各地域にうかがい説明会を実施します。
・「資源プラスチックの分別が、何だかもうわからない！」
・「生ごみを減らしては行きたいけど、どういう方法があるの？？」
・「住まなくなった家の雑多なごみは、どうしたらいいの！？」等々…。
ぜひ説明を行ってほしい方、個人でも小グループでもかまいませんので、問い合わせ先までご連絡
お願いします。
説明会はご要望をいただき次第、日時を調整して順次対応していきますので、この機会にぜひ普段
からの疑問などの解決のために説明会の利用・ご参加をお願いします。
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平成 29 年度の生ごみ減量化実証モニターを募集します！
家庭から出る生ごみを、堆肥に変えてリサイクルしてみませんか？ダンボールコンポストと密閉式
容器（ＥＭバケツ）の２種類について、その効果を実際に体験・検証していただけるモニターを募集
【人

数】各種類のモニター各15名（先着順）
・・・合計30名

【内

容】どちらかの方法で２～３ヶ月間程度、生ごみを家庭で処理していただき、簡単なアンケート
にお答えいただきます。（※資材等は、町から無料で提供します。
）

【申

込】生活環境課までお電話お願いします。
（予定数に達し次第、受付終了となります。
）

平成 29 年度狂犬病予防注射及び畜犬登録について
平成 29 年度の狂犬病予防注射を下記の日程で行います。
犬を飼育されている方は、最寄りの会場で受けてください。
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。未登録の犬を
飼育している方は、必ず登録を行ってください。

４月24日
（月）

４月25日（火）

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

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

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～４月中旬に発送する予定です。
※犬の死亡や、飼い主・飼育場所などの変更がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
†問い合わせ先†

生活環境課 環境係（担当

はしむらもりひろ

橋村守裕）☎３－０５１３
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オール御浜でごみ減らし隊通信

します。

平成28年度町政懇談会「町長と語ろう会」の実施状況 に ついて
町政懇談会の実施状況

本年度の町政懇談会は、“町長と語ろう会”として、町長が町政の柱として掲げる６策の取組状況
をご説明するとともに、参加いただいた住民のみなさんと今後のまちづくりや地域の課題など町政全
般についての思いを語り合い、意見交換を行う場として開催いたしました。
町政懇談会で寄せられた、ご意見等を紹介します。また、今後の町政運営に活用してまいります。
【参加者数】

（単位：人）

日時・場所
２／ ７（火） 下市木公民館
２／ ８（水） 尾呂志公民館
２／ ９（木） 志 原公民館
２／１４（火） 上市木公民館
２／１５（水） 阿田和公民館
２／１６（木） 神 木公民館
合
計

参加者
２５
４３
２２
５
２４
２３
１４２

役場関係者
１１
１２
１３
１１
１２
１２
７１

計
３６
５５
３５
１６
３６
３５
２１３

【主な意見】

（１）高速道路の早期完成

（４）かんきつの振興

○高速道路整備と農産物直売所のイメージ
について

（２）防災の強化

○獣害対策について

（５）教育の充実

○避難情報の出し方や防災情報の提供について
○自主防災組織の育成や取組みについて
○防災施策（防災訓練、避難所運営、タイムラ
イン導入等）について
○住宅の耐震化の促進について

（３）若者定住対策

○公民館等、教育施設の整備や施設使用料
の見直しについて
○文化財の保全や資料館・図書館の整備に
ついて
○読書活動や英語教育の推進について

（６）高齢者の生きがい対策

○地域おこし協力隊について
○若者定住に係る町の産業振興について
○住宅建築推進における魅力ある対策の推
進について

○福祉バス（運行経路・考え方）について
○シルバー人材センターの業務について
○グラウンドゴルフ場の補修について

（７）その他
○道路・橋・河川・海岸等の工事や維持管理について
○区・自治会等の活動と防災行政無線放送について
○福祉・高齢者・年金施策の推進について
○ゴミカレンダーについて
○生ごみ減らし隊の活動等について
○下水道料金について
○柑橘以外（野菜・畜産・観光など）の施策の振興について
○複合施設（野菜販売・買い物・住民が集うなど）の整備について
○広告収入による町の収入アップについて
○寺谷公園の利用改善について
○職員の接遇や職員定数について
○ふるさと納税の取組み推進について
など
†問い合わせ先†
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総務課 総務係

☎３－０５０５

新たに「臨時福祉給付金（経済対策分）」を 支給します

【臨時福祉給付金（経済対策分） 支給要件】
①給付対象者・・・基準日（平成28年１月１日）において町に住民票があり、平成28年度分市町
村民税（均等割）が課税されない方。
※ただし、次の方は対象外となります。
・市町村民税が課税されている方に扶養されている方
・基準日において、生活保護の被扶養者の方
②給付額・・・・・給付対象者１人につき15,000円。
※個別通知・申請書につきましては、４月上旬頃を目処に対象と思われる
世帯に送付します。
③申請に必要な物・①支給対象者の身分証明書（運転免許証・健康保険証・パスポートなど）
②振込先が分かるもの（通帳やキャッシュカードなど）
※注：平成28年度 臨時福祉給付金を受給された方も、あらためて申請が必要です。

支給要件を確認じゃ

●受付期間・場所
【受付期間】４月10日（月）～８月31日（金） ※土日・祝日は休み
【受付場所】役場本庁（月～金曜日）８：30 ～ 17：15
尾呂志支所・町民サービスセンター・神志山連絡所（月・水・金曜日）８：30 ～ 17：15
●給付金を装った詐欺にご注意ください！！
給付金の手続きで、ATMの操作や手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。不審な
電話がかかってきたり、メールで手続きを求められた場合は、最寄りの警察署（または警察相談専用
電話（☎♯9110））にご相談ください。
†問い合わせ先†
申請方法に関する問い合わせ
なが た はや と
役場 健康福祉課 福祉係（担当 永田隼大）☎３－０５１５
制度に関する問い合わせ
厚生労働省 ☎０５７０－０３７－１９２
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臨時福祉給付金等支給について

平成26年４月から消費税率が引き上げられたことに伴い、
所得の少ない方々の負担を軽減するため、
対象となる方に新しく「臨時福祉給付金（経済対策分）」を給付します。なお、今回は国の経済対策
の一環として、平成29年４月から平成31年９月までの２年半分を一括して給付します。
対象者は、平成28年度住民税非課税者です。対象と思われる世帯には個別通知と共に申請書を送付
しますので、下記の支給要件をご確認のうえ、忘れずに受付期間内にご提出ください。

伊勢へ疾走！タイムを大きく縮める ～美し国駅伝～
美し国三重市町対抗駅伝

２月19日に「第10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、41.695km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40分41秒のタイムで走破。町の部13位、総
合25位（昨年は２時間43分27秒で町の部13位、総合27位）でした。
う しろ

監督：宇城

きみ こ

おくにし

公子

よし こ

コーチ：奥西 喜子

区間
（距離）
／区分

選

手

名

区間
（距離）
／区分

こ にし

１区（1.28㎞） 小西ともえ（阿田和小）
つぼうち さ
や
か
小学生女子
坪内沙弥佳（神志山小）
しも

２区（1.85㎞） 下
すず き
小学生男子
鈴木
い なが

３区（3.83㎞） 伊永
おかざき
中学生女子
岡㟢
おく だ

４区（5.58㎞） 奥田
すず き
中学生男子
鈴木
あかざき

５区（4.60㎞） 赤﨑
はたなか
40 歳以上男子 畑中

選
やまもと

ゆうしん

おくにし

な つき

手

名

６区（6.36㎞） 山本 雄心（木本高）
しもかわ
しょう
ジュニア男子 下川
祥（木本高）

つぐ じ

嗣児（御浜小）

７区（2.89㎞） 奥西 菜月（大阪体育大学）
むろたに
よし み
一般女子
室谷 好美（御浜町役場）

とも

僚（阿田和小）
い ぶき

う しろ

衣吹（阿田和中）
れ

（敬称略）

しょう こ

８区（3.43㎞） 宇城 翔子（愛知県立芸術大学院）
やました
なつ こ
20 歳以上女子 山下 夏子

な

玲菜（阿田和中）
た いち

おかもと

太一（御浜中）

はな

華（木本高）
９区（5.45㎞） 岡本
かわぐち
とも か
ジュニア女子 河口 友香（木本高）

かい と

海斗（御浜中）
りゅう た

く

龍太（紀南病院）
しげる

滋（熊野市消防署）

ぼ

いちろう

10区（6.425㎞） 久保 一郎（三重くまの森林組合）
すぎやま
ただし
20 歳以上男子 杉山
忠（三重県）
※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
10回大会を迎え、御浜町チームとしてもバージョンアップして臨みました。大自然の中、海か
らのパワーをもらいながら、七里御浜で練習を重ねてきました。個人でも自分に厳しく日々の練
習に励んだ結果、大会ではチームタイムを去年より３分近く縮めることができました。過去と比
べてみても一番速いくらいでした。
来年に向けて、新しいスタートがきれたような気がしています。
ご協力いただいた方々、応援していただいた方々に感謝です。ありがとうございました。

†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

平成29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

曜

日

時

間

場

所

サッカー教室 ☆◆
（幼児～小学生対象）

毎週水曜日

19：00～20：30

御浜中グラウンド

バレーボール教室 ◆
（小・中学生対象）

毎週月曜日
※祝日はお休み

17：30～19：00

御浜中体育館

ソフトテニス教室 ☆
（小学生～大人、
全般）

毎週水曜日
※冬季間は休止

19：00～21：00

阿田和小学校テニスコート

卓球教室

毎週火・木曜日

19：00～21：00

阿田和中第２体育館

太極拳教室
（小学生～大人、
全般）

毎週金曜日
※祝日はお休み

19：00～20：30

志原公民館

ゴルフ教室
（小学生～大人、
全般）
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）

第１、
３、
５水曜日
第２、
４水曜日

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

毎週水曜日

18：00～19：30

毎週土曜日

13：30～15：30

御浜小体育館（ミニバス教室に新規参
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。
）

のバスタオルをお持ちください）

☆ …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）】
４月～９月に入会の方

個 人
会
員

小・中学生

3,500円

（事務費1,000円、保険料込み会費2,500円）

一般・高校生

5,300円

（事務費1,000円、保険料込み会費4,300円）

シニア
（65歳以上）
幼児
（未就学）

3,800円

（事務費1,000円、保険料込み会費2,800円）

2,300円

（事務費1,000円、保険料込み会費1,300円）

ファミリー
（親子２名以上）

7,800円～

※ファミリーで入会されると
事務費の割引があります。

（例：親１人+子（中学生以下）事務費1,000円、
保険料込み会費（親4,300円＋子2,500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
はし じ まさなお
◦教育委員会 生涯学習係（担当 端地正尚）☎３－０５２６
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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。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

マルチ栽培モデル園を設置します

就学援助申請の受付を行っています

町では高品質みかんの栽培技術を推進するた
め、マルチ栽培の面積拡大を支援しています。
町はよりいっそうの面積拡大を目指し、平成29
年産の温州みかん栽培に役立てるためのマルチ栽
培モデル園をいくつか選定します。
モデル園の園主には必要な資材を提供し、看板
の設置、関係機関と栽培方法の相談、栽培履歴の記
帳等をお願いします。
園地は関係機関と協議のうえ、選定します。モデ
ル園に選ばれた園主には、ご理解ご協力をお願いし
ます。

町では、お子さんが小・中学校に就学するうえで、
経済的な理由によりお困りのご家庭に対し、学用
品費、修学旅行費、給食費などを援助する就学援
助制度（児童生徒援助費補助金）を設けています。
保護者のみなさんには、４月初めに学校を通じ
て就学援助についてのお知らせを配布させていた
だきますので、平成 29 年度の申請を希望される場
合は５月２日（火）までに学校へ申し出ください。
なお、就学援助申請は毎年度申請が必要ですの
で、引き続き希望する方も必ず申請が必要です。
また、申請は年間を通じ受付していますが、認
定月以降の月額の援助しか受けられませんのでご
注意ください。
認定制度、支給内容等については下記担当まで、
申請手続き等については各学校まで問い合わせく
ださい。

†問い合わせ先†
せ こ かつのぶ
農林水産課 林業水産係（担当 瀬古 勝 信）
☎３－０５１７

御浜町奨学金及びに大久保奨学金のご案内
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≫
①本人または生計を一にする家族が御浜町に生活
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
≪大久保奨学金≫
①本人または生計を一にする家族が市木地区出身
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・・・１人
【申請の手続き】
４月 28 日（金）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。
†問い合わせ先†
たてしま え み
教育委員会 学校教育係（担当 立 嶋 恵美）
☎３－０５２６
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†問い合わせ先†
いけもと じゅん
教育委員会 学校教育係（担当 池本 淳）
☎３－０５２６

児童扶養手当と特別児童扶養手当の
手当額が変更になります
児童扶養手当と特別児童扶養手当は、前年の全
国消費者物価指数の結果によって額が決まります。
29年度は0.1％の引き下げとなります。
【児童扶養手当】４月以降の手当額（月額）
・全部支給 42,290円
・一部支給 42,280円～9,980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 51,450円
・特別児童扶養手当２級 34,270円
†問い合わせ先†
なかむらかずひこ
健康福祉課 子ども家庭室（担当 仲 村 和 彦）
☎３－０５０８

下市木裏組担当の民生委員・児童委員が
変更になりました
しらくら

たけ し

【新たな委員】白倉 健至さん
子育てに関すること、高齢者の介護に関すること
など、生活のなかで気になることがありましたら、
お気軽にご相談ください。
†問い合わせ先†
なかむらかずひこ
健康福祉課 福祉係（担当 仲 村 和 彦）
☎３－０５１５

■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。

平成 29 年３月１日より、三重交通グループの乗合
バス路線について、運転免許返納割引が適用されます。

【利用方法】バス運賃お支払い時に「運転経歴証明
書」を提示してください。
【 対 象 者 】運転経歴証明書をお持ちの方

（年齢制限はありません）
ご本人＋ご家族・ご友人など同伴者１名も半額割引を
適用します。

【対象路線】三重交通グループの乗合バス路線

※自主運行バス、「瀞流荘紀南病院線」及び「熊野古
道瀞流荘線」や都市間高速バス等、対象外の路線も
あります。
運転免許証を自主返納し、バスを日常的にご利用
されている方には、セーフティーパス（フリー定期券）
がお得です。

発売額

１ヵ月間

５，
０００円

３ヵ月間

１３，
０００円

６ヵ月間

２５，
０００円

１年間

４８，
０００円

†問い合わせ先†
三重交通株式会社☎０５９－２２９－５５３３
役場 企画課 企画係 ☎３－０５０７

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。
手当を受けられる方は、本人、配偶者及び扶養義務
者の所得が一定額以下で、施設に入所していない人、ま
たは病院等に３ヵ月以上入院していない人（特別障害
者手当のみ）です。
特別障害者手当は月額26,810円、障害児福祉手当は
月額14,580円で、毎年５月、８月、11月、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。
†問い合わせ先†
三重県紀南福祉事務所
☎０５９７－８５－２１５０

情報コーナー

運転免許を返納された方はバス運賃が半額に

紀宝警察署メールボックス
平成29年度
三重県警察官採用募集
【申込期間】
３月14日（火）～４月18日（火）
【受験資格】今回の試験区分（警察官Ａ）は昭和
60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法
に基づく大学（短期大学を除く。
）を卒業した
者及び平成30年３月31日までに大学を卒業見込
みの人となります。
その他の試験区分、採用募集等については受
験案内を確認してください。
※受験案内・申込書は、紀宝警察署、交番、駐
在所で配付しています。
インターネットからの申込みも可能です。
http://www.pref.mie.lg.jp/saiyo

平成29年春の全国交通安全運動
【期

間】
４月６日（木）～４月15日（土）

【運動の基本】
子供と高齢者の交通事故防止
～事故にあわない、おこさない～
【運動の重点】
○歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
○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
†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２日（日）、９日（日）、16日（日）、
23日（日）、29日（祝日）、30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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「まちかどエクササイズ」の参加者募集
まちかどエクササイズの参加者募集／任意予防接種費助成

早期からの認知症予防の取り組みとして、体操に音楽をつけたリズム運動をヤマハ音楽振興会の講
師をお招きして実施しており、参加者の方々は「楽しい」「続けていきたい」等と高評のお声をいた
だいています。
内容は、有酸素運動から筋力アップ、腹式呼吸法等に分かれており、楽しく認知症予防をしながら
運動習慣をつけたい方、ちょっとした筋力アップがしたい方等にはおすすめです。ぜひ、この機会に
ご参加ください。
【対象者】
町内在住の65歳以上で運動制限がない方
【日 時】
第１回目 ５月８日（月） 13：30 ～ 14：30
※第２回目以降も、毎週月曜日13：30 ～ 14：30の実施
（月に３回程度）
【場 所】
神木公民館
【定 員】
20名
【準備物】
動きやすい服装、上履き、水分（お茶等）
【参加費】
月額600円
なお、４月10日（月）・17日（月）・24日（月）は、無料体験教室を実施しますので、ご興味のある
方はお気軽にお問い合わせください。受付締切は定員人数とさせていただきます。
†申込み・問い合わせ†

健康福祉課 地域包括支援係（担当

とき た とも こ

時田智子）☎３－０５１４

平成29年度 任意予防接種費助成 のお知らせ
平成29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29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

ロタウイルスワクチン

①２回接種ワクチン生後 6 週～ 24 週未満
②３回接種ワクチン生後 6 週～ 32 週未満

①１回上限 7,000 円
②１回上限 4,700 円

おたふくかぜワクチン

１歳以上４歳未満

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（パートナー）及び妊婦と同居する家族

一律 5,000 円

高齢者肺炎球菌ワクチン

65 歳以上
（定期接種非該当で過去に助成を受けたことのない方）

支払い額の２分の１
（上限 4,000 円）
一人１回限り

【助成期間】平成29年４月１日～平成30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†
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健康福祉課 健康づくり係（担当

むろたによし み

室谷好美）☎３- ０５１１

役場庁舎改修 に 伴 い 課の配置が変更 に なりました
場所が変更になりました。
新しい庁舎一階配置図は下記の図になりますので、よろしくお願いします。
夜間・休日用
出入り口

組合
事務所

税務課

会議室
（２）

住民課

会議室
（１）

エレベーター

町民プラザ

公用車庫

ホール
健康福祉課

金融
窓口

出納室

町民ホール

相談室
（1）
相談室
（２）
相談室
（３）

スロープ

玄

†問い合わせ先†

総務課 総務係

年金だより

関

☎３－０５０５

平成29年度
国民年金保険料について

平成29年度における国民年金保険料額は、
月額16,490円です。
■現金で保険料をまとめて納めることにより
保険料が割引となる「前納制度」がありま
す。
○２年前納 14,400円の割引
○１年前納
3,510円の割引
○６ケ月前納
800円の割引
（１年で1,600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。
■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 15,640円の割引
○１年前納
4,150円の割引
○６ケ月前納 1,120円の割引
（１年で2,240円の割引）

■口座振替の引き落し方法は、５種類から自
由に選んで申し込みできます。
（１）２年前納（４月～翌々年３月分）
（２）１年前納（４月～翌年３月分）
（３）６カ月前納
（４月～９月分、10月～翌年３月分）
（４）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）
（５）翌月末振替（割引なし）
※平成29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。
†問い合わせ先†
いまにし ち ひ ろ
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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役場庁舎配置変更／年金だより

庁舎改修工事の際は、大変ご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
みなさんに役場庁舎内をよりご利用していただきやすいように、健康福祉課・出納室・金融窓口の

は

赤ちゃん／高齢者肺炎球菌ワクチン接種／広報文芸／あとがき

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】今年度に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。

て

じ

高齢者肺炎球菌ワクチン接種のお知らせ

めまし
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敦郎 ん・多佳子
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さ

†問い合わせ先†
むろたによし み
健康福祉課 健康づくり係（担当 室谷好美）
☎３－０５１１
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３月１日現在の人の動き
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えい た ろう

久保 瑛太郎くん

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。
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。

歌われ、生徒一人ひとりに卒業証書が授与され
ました。式の中では「思い出のアルバム」とし
て、卒業生の部活や体育祭・文化祭などの様子
が上映され、笑いが起こる場面や感動する場面
など３年間の思い出に浸っていました。
中学生活３年間の思い出、先生や友人たち
との別れに涙する生徒もおり、感動に包まれた
忘れられない卒業式となったと思います。
すべての卒業する生徒や他の学校を掲載で
きないことをお詫び申し上げます。

表紙の写真は３月７日に行われた御浜中学
校卒業式の写真です。卒業式では国歌・校歌が

（総務課 総務係 久保貴翔）

あとがき

く ぼ たか と

…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 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

2 日 資源持込日
3 月

くら し の カレンダー ４

8：00～12：00

くるくるタウン

15 土

16 日 資源持込日

19：00～21：00

阿田和中学校

18 火

多重債務者相談（要予約） 10：00～12：00 役場３階第５会議室
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

（阿田和・尾呂志地区）
19：00～20：30

御浜中グラウンド

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 みはまＧＧ

役場

庭の草・小枝収集日
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

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

5 水 サッカー教室

8：00～12：00

17 月

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

4 火 卓球教室

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

行政･人権･心配ごと相談 9：00～11：00 役場３階第５会議室
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ収集日

19 水 サッカー教室

（阿田和・尾呂志地区）

19：00～20：30 御浜中グラウンド
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 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
３歳児健診（個別通知） 御浜町福祉健康センター
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館 20 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
子どもの広場 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
7 金
幼児食教室 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
21 金
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
8 土
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
22 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
9 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン

6 木 卓球教室

19：00～21：00

阿田和中学校

23 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）
紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
10 月 うんどう教室（自主活動） 10：00～11：30 御浜町福祉健康センター
24 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

11 火 卓球教室

19：00～21：00

阿田和中学校

年金相談 10：00～14：00 役場１階第１会議室
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

25 火 卓球教室

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

（市木・神志山地区）

（市木・神志山地区）26 水 サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
12 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 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
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 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
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
27 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
弁護士相談
（要予約） 13：30～15：30 役場3階第5会議室
ストレッチ・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
13 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
子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
28 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

粗大ごみ収集日
（持込）
子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター 29 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
14 金 ちょっと気になる子ども相談（要予約） 役場３階和室
子育て相談 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
30 日
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協定書を手にする駒田学長と大畑町長
（平成29年4月１日発行）

２／19（日）高嶋ちさ子
ピアノクインテット公演
高嶋ちさ子ピアノクインテット公演「観ても、
聴いても、楽しいヴァイオリン！」が御浜町中央
公民館アメニティーホールにおいて、町・町教育
委員会主催、後援に町文化協会、また県文化振興
事業団による助成を受けて開催されました。
コンサートでは、日本を代表するピアニストや
ヴィオラ奏者ら多才なメンバーが、カノンやカプ
リス第二十四番等クラシックの名曲や映画音楽カ
バーなどダイナミックかつ重圧な極上アンサンブ
ルが演奏されました。
また、高嶋ちさ子さんのトークも冴え渡り、笑
いが起こるコンサートとなりました。
20

クロマツを丁寧に植える参加者

３／４（土）七里御浜ＧＧ（グリーングロー）作戦
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
七里御浜海岸沿いの国有林で展開しました。
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22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。

〒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/

高嶋ちさ子ピアノクインテット公演出演者

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

人口、経済、地域社会の課題に一体的に取り
組むため、三重大学と「連携･協力に関する協定」
を締結しました。包括的な連携と協力により、
「御
浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる
戦略の検証のほか若者定住対策など、双方が相互
に発展する事項について取り組みを進めます。
か わ ぐ ち じゅん
これまでにも川口 淳 准教授による防災教育を
はじめ、母子保健医療の推進、認知症予防を目的
とした産官学連携等以前から連携して課題に取り
組んでいます。
包括的に密接な連携と協定を図り、地域創生の
実践に関する分野における諸課題へ的確な対応を
することにより、三重大学における教育研究及び、
町における地域振興に資することが目的です。

みはま

２／21（火）三重大学と連携・協力に関する協定締結

広報

みて見てみはま

