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防災情報

No. 55

地震に備えて、
自宅の安全を 確保しましょう
防災情報

南海トラフを震源とする地震が発生した場合、町で最大震度７という非常に強い揺れが起こること
が予想されています。地震の揺れから自分と家族の安全を守るためには、自宅の耐震化と家具の固定
化が非常に有効です。
いつ起きるかわからない地震に備え、今から自宅の安全対策に取り組みましょう。

御浜町の地震対策事業のご紹介
●木造住宅無料耐震診断
昭和56年５月31日以前に建築（着工）された木造住宅を対象に、専門家による耐震診断を無料で実
施しています。
●耐震補強等工事補助
耐震診断の結果、耐震性が低いと判明した建物を耐震補強または除却する場合、事業費の一部を補
助します。
【補助金額】・耐震補強設計：最大16万円の補助
・耐震補強工事：最大116万１千円の補助
・補強工事と同時に行うリフォーム工事：最大20 万円の補助
・除却工事：最大20万７千円の補助
【受付期間】平成29年12月末まで
【申込み・問い合わせ先】建設課 管理係 ☎３－０５２１
●耐震シェルター設置補助制度
耐震シェルター（寝室の補強等）設置にかかる経費の３分の２の額（上限25 ～ 40万円※シェルター
の種類により、上限額が異なります。）を補助する制度です。
【対象世帯】町内に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯
・65歳以上の高齢者のみの世帯、または身体障害者手帳３級以上、療育手帳Ａ、精神障
害者保健福祉手帳１級を所持している方が同居する世帯
【対象住宅】次の全ての要件を満たす住宅
・昭和56年５月31日以前に建築（着工）された２階建て以下の木造住宅
・木造住宅無料耐震診断の結果、評点0.7未満と診断された住宅
●家具転倒防止器具購入補助制度
自宅のタンス、棚等の家具（ただし、家電製品を除く）を固定するための器具の購入にかかった費
用の２分の１の額（上限5,000 円）を補助します。
【対
象】希望する町内全世帯
【備
考】ご家族等で設置が困難な場合は、家具固定ボランティア等のご協力をいただき設置する
ことも可能です。
●自主防災組織家具転倒防止器具設置推進補助制度
家具固定を推進していただける自主防災組織に補助金（家具固定を実施した世帯数×2,000円）を
交付します。
【対
象】町内自主防災組織
※家具の固定方法がわからない場合は？
なかやま
ゆたか
町内で家具固定の推進普及ボランティアとして活動している中山 豊さんから適切な家具の固定方
法を学ぶ「家具固定講習会（約1時間程度）
」を無料で開催しています。講習希望の場合はお気軽に総
務課 防災係までご相談ください。
【申込み・問い合わせ先】総務課 防災係 ☎３－０５０５
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防災行政無線デジタル戸別受信機の修理・調整について

旧戸別受信機（アナログ戸別受信機）の回収について
旧戸別受信機（アナログ戸別受信機）を下記の場所にて回収しています。デジタル戸別受信機の配
布により不要となった旧戸別受信機を、ご家庭に保管されている方は下記場所まで返却いただきます
ようお願いします。
【返却場所・時間】
○ 御浜町役場本庁 総務課
○ 尾呂志支所
○ 町民サービスセンター
○ 神志山連絡所

平日８：30 ～ 17：15
毎週 月、水、金曜日 ８：30 ～ 17：15
毎週 月、水、金曜日 ８：30 ～ 17：15
毎週 月、水、金曜日 ８：30 ～ 17：15

※高齢者のみの世帯で機器の取り外しができない場合や返却場所までの交通手段の確保が難しい等、
上記の場所での返却が困難な場合は、総務課 防災係（☎３－０５０５）までご連絡ください。

津波避難タワーについて地区役員への説明会が行われました
５月15日（月）萩内青年クラブにて、平成29年度事業で萩内・
はまゆう台地区に建設する津波避難タワーについての地区役員
への説明会が行われました。
説明会では津波避難タワーの概要やスケジュール等の説明を
町から行いました。
津波避難タワーは沿岸部において避難経路などに一定の制約
がある地域に、一時的な避難場所として整備し、住民の安全・
安心対策のために取り組んでいるものです。

各地域での防災への取組
市木地区

萩内・はまゆう台自主防災組織が合同で防災訓練を行いました

５月28日（日）萩内自主防災組織
やま もと けん いち
（代表 山本健一）・はまゆう台自主
まつ しま かず ひろ
防災組織（代表 松 島 和 弘 ）が合同
で大規模地震・津波が発生した場合
を想定した避難訓練を行い、地区住
民約180名が参加しました。
訓練では防災行政無線による訓練
放送に合わせて地区の避難場所まで
避難を行った後、安否確認が行われました。
†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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防災情報

町では、デジタル戸別受信機からの放送が聞こえない世帯に対し、無料で機器調整を行っています。
放送が聞こえない、またはデジタル戸別受信機の使い方がわからない場合は、総務課 防災係（☎
３－０５０５）までご連絡ください。（後日、町が指定する委託通信業者が戸別訪問を行います。
）

公営プール利用料金 を 補助します
公営プール利用料金補助

町民のみなさんが『熊野市紀和Ｂ＆Ｇ海洋センター』の水泳プールを利用する際の料金を補助いた
します。この事業は、本町のスポーツ振興及び利用者の健康増進を図る事を目的としています。
この事業の利用にあたっては、事前に利用登録の申請が必要となりますので、ご注意ください。

【補助額（１回あたり）】 大人210円、中学生以下100円
【補
【交

助
付

回
申

数】 １ヶ月10回まで。
請】 ４半期ごとにまとめて申請してください。
（詳しくは別表をご覧ください。
）

【対
象
者】 御浜町民（住民登録有）であること。
【補 助 対 象 開 始 日】７月１日（土）
平成 29 年度は７月１日利用分から対象とさせていただきます。
（別表）
区

分

利

用

期

間

１

４月１日から ６月30日

２

７月１日から ９月30日

３

10月１日から12月31日

４

１月１日から ３月31日

補助申請締切日

各区分の末日の翌日から１ヶ月以内もしくは
３月31日のいずれか早い方

【申請・補助の流れ】
１．利用許可申請
２．利用許可証交付
３．プール利用
（必ずＢ＆Ｇで利用許可証を提示し、領収証をもらってください。
）
４．補助金交付申請（領収証を添付してください。
）
５．交付決定
６．補助金請求書提出
７．補助金支払い
※「熊野市紀和Ｂ＆Ｇ海洋センター」の
利用にあたっては、施設の利用規約等
に必ず従ってください。

†問い合わせ先†
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教育委員会 生涯学習係（担当

やまもとこういちろう

山本幸一郎）☎３－０５２６

糖尿病負荷検査 を 受けましょう

【対象者】次の年齢等の方
・40歳～ 50歳代の方（昭和33年４月１日～昭和53年３月31日生まれ）
・60歳～ 65歳までの希望者
・60歳～ 69歳で、これまでの糖尿病負荷検査で境界型となった方
【予

約】定員になり次第締め切りますので、お早目に申込みください。
７月15日（土）は体組成測定も
無料で受けられます。

１万円相当の検査が町の補助により、
なんと500円で受けられます。

【検査日】
日

時

会

７月15日（土）
【受付】 ８：30 ～９：30
９月２日（土）
【受付】 ８：30 ～９：30

場

御浜町福祉健康センター

料

金

５００円

※年度内に1回受けることができます。
【検査項目】
●血液検査｛血糖値（空腹時、糖負荷30分、120分後）
、血中インスリン、肝機能、腎機能、脂質検査
など｝、検尿、身体測定、血圧、心電図、医師による診察
特定健診では含まれない検査項目を受けることができます！！
【その他】
※前日の夜９時以降、お茶、水以外は摂取しないでください。
※すでに糖尿病の診断を受けている方、今までに糖尿病負荷検査で糖尿病型との判定をうけている方
は受診できませんので、医療機関に受診してください。
○糖尿病になりやすいと言われる人…
①運動不足の方
②現在太っている、過去に太っていたことがある方
③糖尿病境界型と言われたことがある方
④高血圧の方
⑤妊娠中に尿糖や糖尿病の指摘を受けたことがある方
⑥家族に糖尿病の人がいる方
①～⑥の項目に１つでも該当する方、ぜひこの機会に受診してください。
†申込み・問い合わせ先†

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
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糖尿病負荷検査について

糖尿病負荷検査では初期の糖尿病、隠れ糖尿病を発見することができます。糖尿病は全身の血管を傷つ
け、あらゆる病気を引き起こす恐ろしい病気です。検査を受けて糖尿病発症を予防しましょう。

今年も受けましょう国保特定健診・後期高齢者健診
国保特定健診・後期高齢者健診

御浜町国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入のみなさんを対象に「特定健診」および「後期
高齢者健診」を実施します。
増え続ける糖尿病などの生活習慣病や、心筋梗塞・脳卒中のような突然死につながる病気の予備軍
であるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を早期に発見するための重要な健診ですので、
必ず受診しましょう。
対象となる方には６月下旬に受診券がお手元に届きますので、実施期間内（７月～ 11月）に「集
団健診会場」または「医療機関」のどちらかで必ず受診してください。

集団健診日程【集団健診の予約は不要です】
会

場

日

尾呂志公民館

程

７月 ６日（木）

阿田和公民館
福祉健康センター

７月14日（金）

神木公民館

７月24日（月）

志原公民館

受付時間
８：45 ～ ９：30

結果説明会

10：30 ～ 11：15

健診結果を返却し、管理栄養士、
保健師が直接面談して健診結果の説
明や、栄養相談、保健指導を実施し
ます。
日程については、健診当日にお渡
しする「結果説明会のお知らせ」を
ご覧ください。

９：00 ～ 10：30
８：45 ～ ９：30
10：30 ～ 11：15

福祉健康センター

９月 ８日（金）

９：00 ～ 10：30

福祉健康センター

11月 ２日（木）

９：00 ～ 10：30

町内医療機関一覧表【医療機関希望の場合は、下記時間内に電話予約をしてください】
医療機関名
尾呂志診療所
紀南病院

予約・問い合わせ時間
月・火・水・金曜日
木・土曜日
月～金曜日

医療法人須崎医院
谷口クリニック
西久保内科クリニック
まつうらクリニック

電話番号

８：30 ～ 17：00
（12：00 ～ 13：00を除く）
８：30 ～ 12：00

８：30 ～ 17：00

４ － １０１４
２ － １３３３

月～土曜日の午前中

２ － ０００５

診療時間中に電話で予約してください。
（検診実施は10月までとなります。
）

２ － ４３３３

診療時間中に予約してください。

３ － １１５５

内科診療時間内に直接お越しください。
（予約受付は必要ありません。
）

３ － ０１５０

※三重県内には他にも受診可能な医療機関があります。

●自己負担金

受診券に記載していますのでご確認ください。

†問い合わせ先†
国保特定健診に関すること
後期高齢者健診に関すること
結果説明会に関すること
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住民課 保険年金係（担当

まえ

前

わたる

亘）☎３－０５１２
住民課 戸籍住民係（担当 﨑本正和）☎３－０５１２
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
さきもとまさかず

後期高齢者医療制度 の お知らせ
７月下旬に、簡易書留により新しい保険証（ピンク）をご自宅に郵送いたします。
お手持ちの若草色の保険証は、７月31日（月）までの有効期限となっておりますので、８月からは
必ず新しい保険証（ピンク色）で診療を受けてください。

限度額適用・標準負担額減額認定証について
『限度額適用・標準負担額減額認定証』 を医療機関等の窓口へ提示すると、
①入院の際、食事代が減額されます。
②外来診療の際、医療費の支払いが自己負担限度額までになります。（対象は保険医療機関、保
険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療）
減額認定証は役場に申請が必要です。（住民税非課税世帯に属する被保険者）
お手持ちの減額認定証の有効期限は７月31日（月）となっておりますので、８月以降再度申請して
いただく必要があります。（認定期間は申請日の属する月の初日から７月31日（月）まで）

保険料について
原則７月中旬頃に平成29年度の保険料額及び納付方法の通知を役場から送付します。
【保険料の計算方法】
保険料額は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、
前年の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計額になります。
均等割額
43,870 円

所得割額

+ （総所得金額等－ 33 万）× 9.06%

年額保険料額

＝ （限度額 57 万）

所得の低い世帯に属する方に対する保険料の軽減措置
①保険料の「均等割額」が同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額に応じて、
９割、
8.5割、５割、２割軽減されます。
②被保険者の基準所得金額（所得割の計算の基礎となる総所得金額等－33万円）が58万円以下の場
合、「所得割額」が２割軽減されます。

保険料の徴収
保険料の徴収方法は、原則として特別徴収（年金からの天引き）となります。ただし、年金から天
引きできない方は、納付書や口座振替などで納付していただく普通徴収となります。
納付方法を年金天引きから口座振替への変更をご希望の方は申請が必要です。なお、申請の時期に
より、口座振替への変更時期が異なります。

†問い合わせ先†
資格・給付に関すること

さきもとまさかず

住民課 保険年金係（担当 﨑本正和）☎３－０５１２
お か は な りょう す け

保険料に関すること
税務課 課税係（担当 岡鼻 亮 介）☎３－０５１０
被保険者証・保険料に関すること 三重県後期高齢者医療広域連合 事業課☎０５９－２２１－６８８３
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後期高齢者医療制度

８月からの保険証について

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４月～５月の燃料ごみ減量化率をお知らせします
町では、平成 27 年度より資源プラスチックや家庭の草・小枝の分別収集などとともに、収集日程
の見直しを行うなど、燃料ごみの減量化を進めています。そして、減量化率 30 パーセントの達成を
目標に掲げた平成 29 年度を迎え、みなさんのご協力により一層の減量化の実現を目指しています。
取組前の 26 年度と、今年４月・５月の燃料ごみ量を比較すると、次のような結果となりました。
【月別の減量化率】
平成26年４月

平成29年４月

減量化率

１６０，２２０㎏

１１０，６４０㎏

３０．９４％

平成26年５月

平成29年５月

減量化率

１７０，９５０㎏

１２６，１９０㎏

２６．１８％

平成26年４月～５月

平成29年４月～５月

減量化率

３３１，１７０㎏

２３６，８３０㎏

２８．４９％

【５月までの累計減量化率】

（参考：
［４～５月の収集量］資源プラスチック収集量累計６，６８０㎏、家庭の草・小枝収集量累計１２，３００㎏）

平成 26 年度と比較して平成 28 年度の年間減量化率は 27.5 パーセントとなりましたが、平成 29 年度の
５月時点では、上記のとおり昨年度の結果をこえて、目標数値にせまる高い水準での動きとなっています。
町民のみなさん一人ひとりによる毎日の努力の積み重ねが、こうした確かな結果につながっています。
今後ともごみと資源の適正な分別など、ごみの減量化に向けたご家庭での取組にご協力をいただきます
よう、よろしくお願いします。
町営上市木共同墓地をご利用ください
平成７年度に整備され、多くのみなさんにご利用いただいている「町営上市木共同墓地」の使用希
望申し込みを受け付けています。
（１）墓地の区画…１区画あたり 2.52㎡です。現在 75 の利用可能区画があります。
（２）使用申請の対象者と永代使用料
…◇御浜町に居住する方＝ 270,000 円

◇熊野市・紀宝町に居住する方＝ 320,000 円

（３）申込み方法…次のものをご用意のうえ、下記問い合わせ先まで申し込みください。
①墓地使用申請書（所定の用紙を担当課で用意しています。
）

②印鑑（認印可）

③住民票

④永代使用料

１部（申請者の住所確認のため）

（４）その他留意事項
※申請者お１人につき、２区画まで申込みが可能です。
※申請時に担当者が墓地にご案内のうえ、ご希望区画の確認等を行います。
†問い合わせ先†
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生活環境課 環境係（担当

はしむらもりひろ

橋村守裕）☎３－０５１３

浄化槽 の 法定検査 を 受けましょう

をします。
●放流水を分析し、良好な水質が
確保されているか確認をします。
●検査結果は速報及び結果書で報
告させていただくと共に、改善
が必要な場合は適切なアドバイ
スを致します。
※合併処理浄化槽・単独処理浄化槽を問わず「法定検
査」
「保守点検」「清掃」の実施は、浄化槽設置者の
義務として法律で定められています。必ず受検して
下さい。

【検査期間】７月～９月
【検査手数料】3,800円
（20人槽まで）
詳しくは法定検査対象者に後日「受検案内書」を送
付いたします。ご不明な点は、下記までお問い合わせ
ください。なお、下水道をお使いのみなさんは対象外
です。
＊＊ お願い ＊＊
法定検査では、点検・清掃業者が発行した「記録書」
の内容を参考にして、結果を判定します。検査の前に
は必ず記録書を用意してください。
（ご不在となる場
合も必要となります。
）
†問い合わせ先†
三重県知事指定検査機関
一般財団法人三重県水質検査センター管理課
☎０５９－２１３－０７０７
（平日８：30 ～ 17：15）
役場
たのうえこう き
生活環境課 環境係（担当 田上孔基）
☎３－０５１３

検査員の正装姿

胸の身分証

車体の両側面に検査機関の名称
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浄化槽の法定検査について

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理し、放流先の河川等の水環境を保全するための大切な施
設です。この検査は浄化槽が正常に機能しているかを確認する検査で、三重県水質検査センターの職
員が、次のような検査を行います。
みなさんのご家庭には、下の写真の服
装をした検査員が訪問させていただきま
●保守点検、清掃が適正に実施さ
す。ご不審の場合はセンターへご連絡を
れて正常に稼動しているか確認
していただきますようお願いします。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

七里御浜クリーン作戦の実施について

下水道排水設備工事責任技術者試験のお知らせ

町では環境美化運動の一環として、毎年、海
岸愛護月間である７月に七里御浜海岸の清掃作
業を実施しています。
熊野古道浜街道となっている七里御浜海岸
において美化活動を行いますので、多くの方の
ご参加をお願いします。

下水道排水設備工事責任技術者試験を下記
日程で行います。

【日

時】７月２日（日）
６：30から約１時間程度
※小雨決行（但し、
荒天の場合は７月９日（日）
に延期）
【集合場所】神志山駅前、向井地交差点、市木
川川尻、萩内クラブ、ピネ前駐車場七里御浜ふ
れあいビーチ、阿田和バス停、
山地バス停前（お
近くの集合場所にお集まりください。
）
【そ の 他】集合場所にて、軍手、ゴミ袋を配
布します。
†問い合わせ先†
建設課 管理係（担当
☎３－０５２１

ふくしまかず き

福嶋和貴）

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。
事前に予約をしていただくと、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】７月８日（土）10：00 ～ 14：00
【会
場】神木公民館
【相談時間】約１時間
【募集人数】８名（ただし、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】７月６日（木）までに申込みして
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†
住民課 戸籍住民係（担当
☎３－０５１２
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さきもとまさかず

﨑本正和）

【日
時】11月29日（水）13：00 ～
【会
場】三重県総合文化センター（津市）
【申込期間】８月１日（火）～８月31日（木）
※当日消印有効
†問い合わせ先†
（公財）三重県下水道公社 総務課
下水道排水設備工事責任技術者資格認定業
務担当
☎０５９８－５３－２３３１

宝くじの収益金は市町のまちづくりに
使われています
サマージャンボ宝くじが７月 18 日（火）に
発売されます。
宝くじの収益金の一部は各市町のまちづく
りにも使われています。都道府県ごとの収益金
の配分額は、県内の宝くじの売上額が加味され
決められていますので、三重県内での販売促進
をよろしくお願い致します。
【発売期間】７月18日（火）～８月10日（木）
【金
額】各１枚３００円
†問い合わせ先†
公益財団法人 三重県市町村振興協会
☎０５９－２２５－２１３８

御浜町臨時保育士を募集します
ブランクのある方もお気軽にお問い合わせ
ください。
【賃

金】日額7,750円～ 8,250円
（経験年数による）
【手
当】通勤手当、賞与（年間最大20日分）
【資格要件】保育士資格
【勤 務 先】町内の認定こども園または保育所
【雇用開始】採用決定後随時
※詳細はハローワーク熊野へ問い合わせくださ
い。
（☎０５９７－８９－５３５１）
※応募にあたっては、ハローワークの紹介状が
必要です。
†問い合わせ先†
健康福祉課 子ども家庭室（担当
☎３－０５０８

まつうら

松浦

ゆたか

豊）

■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。

福祉・介護職場の人材不足を改善するため、就
労希望者を対象に介護職員初任者研修を実施し、
資格取得後、福祉・介護職場に就職することを目
的とします。
【募集期間】７月10日（月）～８月16日（水）
【研修期間】９月13日（水）～ 11月２日（木）
【場
所】三重県社会福祉会館
（津市桜橋 2－131）
【募集定員】39名（応募者多数の場合は抽選）
【受 講 料】無料（教材費は実費負担）
†申込み・問い合わせ先†
三重県社会福祉協議会 福祉研修人材部
☎０５９－２２７－５１６０

放送大学学生募集
放送大学は、自宅で学べる通信制の大学です。
平成29年度第２学期（10月入学）の学生を募集
しています。
○学生の種類
≪教養学部≫
科目履修生…半年間在学し、興味のある科目を学習
選科履修生…１年間在学し、興味のある科目を学習
全科履修生…４年以上在学し、大学卒業を目指す
≪大学院≫
修士科目生…半年間在学し、興味のある科目を学習
修士選科生…１年間在学し、興味のある科目を学習
○入学試験・入学資格
・入学試験はありません
・大学卒業を目的とする学部全科履修生は18歳以
上で、高等学校卒業またはこれと同等以上
・学部科目履修生・選科履修生は15歳以上
・大学院修士科目生・修士選科生は18歳以上
○募集期間
第１回出願受付 ８月31日（木）まで
第２回出願受付 ９月１日（金）～９月20日（水）
†問い合わせ先†
放送大学 三重学習センター
☎０５９－２３３－１１７０

第40回

建労住宅デー開催について

地域の消費者を対象に、リフォームや耐震診
断、家具固定等の住宅改善、住宅環境維持に関す
る相談やアドバイス等を行います。また、親子木
工教室や包丁とぎ等での奉仕活動等の取組みを行
い、木とのふれあい、木造住宅等に関する知識の
普及と啓発を図るものです。
【開催日時】７月23日（日）10：00 ～ 15：00
【場
所】ふれあい交流広場
（道の駅パーク七里御浜駐車場）
【事業内容】 耐震診断やリフォーム等の住ま

いの何でも無料相談会、家具固定施工展示、
親子木工教室、タイルアート等
【主
催】三重県建設労働組合紀南支部
†問い合わせ先†
三重県建設労働組合 紀南支部
☎０５９７－８９－３９７９

紀宝警察署メールボックス
水難・山岳遭難に気をつけましょう
今年もマリンレジャー・スポーツや登山の季節
になりました。水辺の事故や山での遭難に十分気
をつけて、思い出に残る夏にしましょう。
【事故防止のための注意点】
○事前に健康状態と気象情報をチェックしておく。
○行き先を家族等に知らせておく。
○ため池や流れの速い川等、危険な場所に近づか
ない。
○自分の体力や経験に応じた登山計画を立てる。
†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】
７月２日（日）、９日（日）、16日（日）、
17日（祝日）、23日（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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情報コーナー

介護職員初任者研修の受講生募集

70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります

平成 29 ７月まで

平成 29 年８月から

外来
（個人ごと）

外来 + 入院（世帯ごと）

外来
（個人ごと）

外来 + 入院（世帯ごと）

課税所得
145 万円以上の方

44,400 円

80,100 円
+（医療費 ｰ 267,000 円）×１％
（多数回 44,400 円）

57,600 円

80,100 円
+（医療費 ｰ 267,000 円）×１％
（多数回 44,400 円）

課税所得
145 万円未満の方

12,000 円

44,400 円

適用区分
現役並み
一

高額医療費の上限変更／情報公開状況について

○高額医療費って？
月ごとに医療費の自己負担が高額になったときに、限度額を超えた部分が高額医療費として支給さ
れる制度です。
○今回上限額が変更になるのは？
70歳以上の方のうち、次の表の太線で囲んだ部分が変更となります。

般
住民税非課税

Ⅱ 住民税非課税世帯

年間上限
14 万 4,000 円

57,600 円
（多数回 44,400 円）

24,600 円

Ⅰ 住民税非課税世帯
（年金収入 80 万円以下など）

†問い合わせ先†

➡

14,000 円

24,600 円

8,000 円

8,000 円
15,000 円

住民課 保険年金係（担当

さきもとまさかず

15,000 円
まえ

﨑本正和、前

わたる

亘）☎３－０５１２

情報公開の状況 に ついて
開かれた行政を推進するため、行政情報の公開を推進しています。
御浜町情報公開条例は、公文書の原則公開を定めたもので、町長をはじめすべての行政機関が対象
となっています。
平成 28 年度情報公開制度の利用実績
・請求件数 ７件
・処理状況 （公開）４件、（部分公開）１件、
（不存在）２件
【請求内容】
・御浜町職員採用候補者試験における筆記・作文・面接の各点数と順位
・平成28年度 国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託及び柔道整復師療養費支給申請書点検業務
委託における入札説明書等
・平成28年度 農地第２号 農山漁村地域整備交付金（集落基盤整備事業）農道上里古里線道路改良
工事 当初 工事設計内訳書（金額入り）等
・同上 第１回変更 工事設計内訳書（金額入り）等
・高レベル放射性廃棄物地層処分に関する国からの問い合わせ、要請等の内容と回答
・平成28年度 道改第20号 交付金事業 引作山地線歩道設置工事その２工事設計書等
・平成28年度 御総第２号 御浜町役場庁舎改修工事 当初 工事設計内訳書（金入り）
情報公開の請求窓口は総務課で、公文書公開請求書にて請求すると原則15日以内で公開、非公開の
決定がされます。
公開の請求手続きや閲覧は無料ですが、コピーや郵送をご希望される場合には、原則、実費をご負
担いただきます。ただし、個人に関する情報が含まれていたり、行政運営を進める上で支障があるも
のなどについては、非公開や部分公開となるものもあります。決定に不服のある場合には、審査請求
を行うことができます。
なお、個人情報保護制度における本人情報の公開請求はありませんでした。
†問い合わせ先†
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総務課 総務係（担当

にし だ ひで お

西田秀雄）☎

３－０５０５

アカウミガメ上陸の痕跡を見つけた方はお知らせください

†問い合わせ先†

生活環境課 環境係（担当

年金だより

アカウミガメ上陸痕跡／年金だより

吉野熊野国立公園の代表的な景勝地で、熊野
古道の参詣道「浜街道」として世界遺産登録も
されている七里御浜海岸は、アカウミガメが毎
年産卵に訪れる世界的にも希少な海岸で、６月
～８月がその産卵時期となっており、７月には
ハイシーズンを迎えます。
環境省は七里御浜海岸を特別地域に指定し、
関係機関との協働で、清掃活動や産卵時期の車
の乗り入れ禁止など、保護のための規制・活動
をしていますが、環境の変化等により訪れるア
カウミガメの減少はもとより、上陸はするもの
の産卵をしない個体が増えたりと、年々その産
卵数は減少しています。産卵が確認された場合、
卵をふ化施設に移し、人工ふ化のうえ、放流す
るなどの措置もとられています。
七里御浜海岸を故郷とするアカウミガメを少
しでも増やすためには、上陸データの収集は不
可欠です。もし、御浜町内の七里御浜海岸で右
の写真のようなアカウミガメの上陸の痕跡を見
つけた場合は、下記までお知らせいただきます
よう、ご協力をお願いします。
たのうえこう き

田上孔基）☎３－０５１３

年金請求書の
手続漏れがありませんか？

老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（※受給
資格期間）が、
「25年」から「10年」に短縮されるこ
とになりました。日本年金機構では、これまでに対
象となる方に黄色の封筒（A4サイズ）をお届けして
います。制度の開始は、平成29年８月１日（最も早
い年金のお支払いは平成29年10月）です。
まだ、請求手続をされていない方は、今すぐねん
きんダイヤルにお電話をお願い致します。ご予約の
うえ、尾鷲年金事務所にてお手続きをお願い致しま
す。
ねんきんダイヤル（☎０５７０－０５－１１６５）

しかし、年金額には反映されませんが、受給資格
期間としてみなすことができる「合算対象期間」と
いうものがあります。

※老齢基礎年金を受けるには、原則として保険料を
納付した期間と免除された期間を合算して25年
(上記の通り制度改正により、平成29年8月1日に「10
年」に短縮されることになりました)の加入期間
が必要です。

†問い合わせ先†
みなみ
ゆう き
住民課保険年金係（担当 南 佑樹）
☎３－０５１２
尾鷲年金事務所
☎０５９７－２２－２３４０

○合算対象期間の例
・日本人であって海外に居住していた期間のうち国
民年金に任意加入しなかった期間
・平成３年３月までの学生であって国民年金に任意
加入しなかった期間
・厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の
配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
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春季大会の句
お

料 金
対 象
日 時

こん き

おとはず

平成二十九年七月号

おさな ご

はい く

しょ か

あさ

み

こ

正枝

まさ え

御浜町俳句会

うら

で ぐち

こういち

須崎久美子

す さき く

すかんぽの 折ればぽきんと 音弾む 浦
で

はなばん だ

おも

花万朶 あの幼児の 婚決まる 

まご

はるゆうにじ

い

は

た

いろ

ち

こと ば

き たい

で

そ

たの

しょう わ

くすり う

し ん にゅう じ

こい

ひ

く

うし ろ

さと こ

まる

後呂 智子
たてしま

さ

の

なか の

まさ み

よね こ

佐野 正己

やまもと

おおひら

なな み

やまぐち

よう こ

あきら

昭

しょう る い

しょう り ん

うえ の やまあき こ

ゆき お

てい

あつ こ

し ん しょう

さち こ

ともゆき

あとがき

思い出を 俳句にうたう 初夏の朝  出口 康一
くま の なだ

ひ

熊野灘 春夕虹が 色を添ふ 
はる た

ひだる

春田引く 孫も二十歳に 頼もしき 立嶋どうしん丸
ら か ん

饑いと 言ふべき言葉 昭和の日 
びと

羅漢さん みなごきげんの はなふぶき 中
 納 米子
む ら じゅう し

け

おお

山本 要子

はる つ

ねこ

春連れて 村中知り人 薬売り 
ひと り

ひざ

大平
わ

め かぜ

す さき

上野山明子

みなと

たにぐち

世帯数 4,262戸（－ 2 戸）

一人とて 大きな期待 新入児 

こ

はな

わす

ま かづ

4,714人（－ 1 0 人）

我が膝を 蹴って出てゆく 恋の猫  七海 笑涙

たた

ひ と ひ じゅっしょう

みき

じ

あ

女

のきした

き

つ

4,150人（－ 3 人）

軒下を にぎやかにして ツバメ来る 山口 正倫
だ

も く ひょう

め

目標は 一日十笑 木の芽風 
さ

芽立つ樹の 幹を叩いて 話しけり  須崎 行雄
くれ

しもかわ

お

にし

貞

あ

め

ひ

よもぎ も ち

ひ くも

あかし

こうてい

うららかや 明け暮の些事 忘れがち 湊
くら

て

いっ き

敦子
つつが な

うち

しんがっ き

西

だ

新学期 一気に校庭 眼をさます 

織田 信勝
み

ゆう

恙無き 暮しの証 蓬餅 
うみ

身の内も 照る日曇る日 夕ざくら  下川 幸子
あし

足ひれを 海に突きたて 海女潜く  谷口 智行
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男

昨年の東海地方の梅雨明けは７月
末と遅かったですが、今年はどうで
しょうか。梅雨明けが待ち遠しいで
すね。梅雨が明けると夏に入って一
気に暑くなり、気温の変化で体調を
崩しやすいので注意してください。
７月に入ると町内各保育所（園）
で夕涼み会が行われ、町内各地でも

人 口 8,864人（－ 1 3 人）

ん

誠喜 ん・めぐみ
ん

裕史 ん・友紀

夕涼み会や夏祭りなどが行われる季
節になります。夏は大変暑いので熱
中症などに気をつけて、楽しんでほ
しいですね。
また、７月の七夕に向けて役場庁
舎内の飾りつけを行います。役場に
用事がある時やお時間のある時に足
を運んでもらい、庁舎内の飾りつけ
を見て役場に親しみをもっていただ
けたら嬉しいです。
く ぼ たか と
（総務課 総務係 久保 貴 翔）

６月１日現在の人の動き

さ

さ

まさ き

さ

き

ゆ

さ

ゆう し

ゆうすけ

にしむら

ま

ゆ

にしおか

あや の

奥田恭大）

おく だ やすひろ

†問い合わせ先†
健康福祉課 健康づくり係（担当
☎３－０５１１
侑翼くん
西村
柚茉ちゃん
西岡

木
市

平成29年４月１日
～31日届出分

会 場
検診名・方法

300 円

※お釣りのないようご準備ください。70歳以上および生
活保護受給者の方は無料です。

赤ちゃん／結核・肺がん検診のお知らせ／広報文芸／あとがき

やました

木

結核・肺がん
検診当日
福祉健康 ７月 22 日（土）
検診
満 40 歳
センター ９：00 ～ 11：00
（胸部 X 線）
以上
拓紀さん・礼乃さん
ひろ き

こう が

晄雅くん
山下

肺がんは日本のがん死亡率、第１位です。また、結核
も過去の病気ではありません。
今年度最後の結核・肺がん検診となります。事前申し
込みは不要ですので、
今年度未受診の方は受診ください。
神

結核・肺がん検診のお知らせ
めまし
は

じ

…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。）

くら し の カレンダー ７

各種がん検診・骨粗しょう症検診
（要予約）

1 土

御浜町福祉健康センター

ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター

2 日 資源持込日
3 月

18 火

8：00～12：00

くるくるタウン

庭の草・小枝収集日
バレーボール教室 17：45～19：00 御浜中体育館

4 火 卓球教室

19：00～21：00

阿田和中学校

多重債務者相談（要予約） 10：00～12：00 役場1階第1会議室
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
行政･人権･心配ごと相談 9：00～11：00 役場1階第1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

（阿田和・尾呂志地区）

19 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
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

３歳児健診（個別通知） 御浜町福祉健康センター
資源プラスチック収集日
（阿田和・尾呂志地区） 20 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ありんこ広場 9：30～11：30 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
5 水 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 御浜町福祉健康センター
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
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 18：00～19：30 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

資源プラスチック収集日
6 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）
7 金 子どもの広場 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

結核・肺がん検診 ９：00～11：00 御浜町福祉健康センター

22 土 ミニバスケットボール教室

13：30～15：30 御浜小体育館

23 日 資源持込日

くるくるタウン

ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター

24 月

8：00～12：00

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

健康づくり教室 ② 9：30～14：00 御浜町福祉健康センター
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館 25 火
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ収集日
9 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
（市木・神志山地区）

8 土

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
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 26 水
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
10 月 紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
バレーボール教室 17：45～19：00 御浜中体育館
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

11 火 卓球教室

19：00～21：00

阿田和中学校

４か月児・10か月児健診（個別通知） 御浜町福祉健康センター
資源プラスチック収集日
年金相談 10：00～14：00 役場1階第1、2会議室
27 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
（市木・神志山地区）
12 水 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 御浜町福祉健康センター
28 金
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
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 18：00～19：30 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
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル
29 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
弁護士相談
（要予約） 13：30～15：30 役場3階第5会議室
資源プラスチック収集日
30 日 ドラムＴＡＯ公演 14：30～ 御浜町中央公民館
13 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
31 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 御浜町福祉健康センター
14 金 ちょっと気になる子ども相談（要予約） 役場３階和室
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

７月の納税期限

糖尿病負荷検査（要予約） 8：30～９：30 御浜町福祉健康センター
15 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

16 日 資源持込日
17 月 海の日

8：00～12：00

役場

●固 定 資 産 税 第２期
●国 民 健 康 保 険 税 第１期
●後期高齢者医療保険料 第１期
納期限 ７月３１日
（月）

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料通知書は、７月中
旬頃にお届けしますのでご確認ください。
※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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広報

みはま

みて見てみはま
５／23（火）
・24（水）御浜中学生職場体験

2017. ７. No.579

御浜中学校２年生が新宮市から熊野市
間で、進路指導の一環として職場体験学習
を実施しました。事業所で働く人々やそこ
に集う人々とふれあうなかで、働くことの
楽しさや厳しさ、そして大切さを知り正し
い職業感を身につけ、将来の職業選択の一
助にとはじめられた取組みです。
今回は、役場でも職場体験の生徒を受
け入れ、防災行政無線の仕組みや広報誌作
成・取材、みかん園地の現場確認、塵芥車

たと話していました。

広報取材を行っている御浜中学校生徒
（平成29年7月１日発行）

５／21（日）オオキンケイギク抜根作業
特定外来生物「オオキンケイギク」を駆除する必
要性について考える勉強会と駆除作業を神木・上市
木地区で行いました。勉強会では、環境省近畿地方
環境事務所の方に、特定外来生物について話してい
ただきました。オオキンケイギクは、この地域では
５月下旬～６月をピークに黄色い花をつける北米原
産の多年草です。旺盛な繁殖力で在来の植物を駆逐
する危険性が高いとして、平成18年に特定外来生物
に指定されました。
勉強会の後は、同地区国道311号沿いで抜根作業
を行い、参加した住民約20名で軽トラ３台分のオオ
キンケイギクを駆除しました。
16

役場に到着したランナーたち
い の ち

５／19（金）第23回生命の駅伝
がん研究を支援する生命の駅伝ランナーとスタッ
フ合わせて約20人が役場に到着しました。
がん予防・治療等の研究には膨大な研究費が必要
となるため広く募金を募り、がん研究を支援する啓
発活動として同駅伝が行われています。
14日に松阪市飯高林業総合センターを出発し、28
日の松阪市中部台運動公園ファイナルイベントまで
に、新宮市、松阪市、鈴鹿市、伊勢市など各地区の
コースを走り、募金を呼び掛けました。

〒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/

オオキンケイギクを抜根する参加住民の方々

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

でのごみ収集などを体験しました。役場で
職場体験した生徒は、役場は様々なことを
行っており大変でしたが、勉強になりまし

