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2017
2010

10
12
1

❶

❷

御浜
みかん祭り
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11月５日（日）
「御浜みかん祭り」が、重点道の駅パーク七里御浜駐車場を会場に行われました。
当日は、みかん狩りツアーに来られた方々を含め、約6,000人もの方にご来場いただきました。
会場では、地元の特産品をはじめ、友好親善提携の松本市梓川地区のりんごや野菜販売の他、ダン
スや阿田和交流会の「獅子舞」
、ポケットモンスターのアニメショーのステージなどが披露され、た
いへん盛り上がりました。
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❶たくさんの方が来場した「御浜みかん祭り」会場

❷みかん品評会表彰式

❸大人気だったポケットモン

スター サン＆ムーン アニメショー ❹「HIP HOPダンス」DANCE TEAM M'sによるダンス披露 ❺阿田

和交流会による御浜町無形民俗文化財
「獅子舞」
の披露 ❻御浜みかん祭りのフィナーレに行われた
「餅まき」

❼御浜ジュニアバンドによる演奏
❿お楽しみ抽選会を楽しむ来場者

❽みかん狩りツアーを楽しむ参加者
⓫みかん品評会の作品を見る参加者

❾出店ブースで遊ぶ来場者

⓬多くの方に購入していただき完

売した梓川のりんごや野菜 ⓭⓮町内の青年団たちによる焼き鳥・焼きそば等のブース
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防災情報

No. 60

災害時 の 備蓄 は 行っていますか？
防災情報

災害への備えとして、災害時に自分が必要と思う物資（食料や水など）を自分自身で備蓄しておくこ
とは、自助の防災・減災対策の第一歩です。
町では、３日～１週間分程度の食料・水等の家庭内備蓄を推奨しています。
そこで今回は、みなさんの家庭で取り組むことができる比較的簡単な備蓄方法「ローリングストック
法」をご紹介します。
● ローリングストック法とは？
非常食を日常的に食べ、食べた分を買い足すというサイクルを
作る方法のことです。
普段から消費する習慣をつけることによって、滅多に使わない
非常食が、いざ必要になったときに賞味期限が切れていた等とい
うトラブルを回避できる確立が上がります。

備える

買い足す

食べる

● どのような食品を備蓄するのか
常温で保存しておける食品です。
（フリーズドライ食品、レトルト食品、缶詰など）
※災害時用に特化した非常食でももちろんかまいませんが、スーパーなどで購入で
きる身近な食品だと、どのようにすれば食べられるか、どんな味がするかなど
いざというときに初めて食べてみて戸惑うという要素を減らすことが可能です。
● ローリングストック法の工夫
ローリングストック法で日常の食材を多めに準備しておいても、災害時はガスや電気、水道が止まり、
食材を調理できないことが想定されます。そんな時に役立つのが「カセットコンロ」です。過去の災害
で被災された方の多くが、避難生活の際に温かいものが食べたかったと語っています。
ローリングストック法では、非常時用の保存食だけを備蓄するだけでなく、それらの備蓄品を活かす
ためにカセットコンロとガスボンベが必需品となります。

「罹災証明書」
、
「罹災届出証明書」発行の手続きについて
「罹災証明書」
、
「罹災届出証明書」とは、風水害、地震等の自然災害により所有する家屋等が被害を
受けた場合、被害の程度や原因等を証明するものです。
これらの証明書は保険金、見舞金の請求や所得税の確定申告をする際に必要な場合があります。
罹 災 証 明 書・・・被災した住家を対象に、被害程度（全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊）を証
明します。
罹災届出証明書・・・住家以外の被災物件（家財等）を対象に、被災者から罹災の届出がされている
事を証明します。
発行に必要な書類等は下記のとおりです。
○ 罹災証明願
○ 被害の状況を確認できる写真
※写真がない場合は、担当職員が現地調査を行った際に発行可能か判断します。
その他、不明な点がありましたら、役場 総務課 防災係（☎３－０５０５）までご連絡ください。
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平成28、29年度 役場新採職員が救急救命講習を実施しました

防災情報

10月31日（火）～ 11月1日（水）に、平成28・29年度 役場
新規採用職員を対象に新採職員防災講習の一環として、救急救
命講習を実施しました。
この講習は、大規模災害を想定し、緊急に措置が必要な負傷
者が出た場合、迅速かつ適切に対応するために必要な知識・技
能を習得するために実施しました。
もり おか ゆき のぶ
職員は、熊野市消防本部御浜分署（分署長 森 岡 幸信）消
防隊員の指導のもと、胸骨圧迫やAEDを使用した心肺蘇生法
の実技や、軌道異物の除去法などについて学びました。

各地域での防災への取り組み
御浜小学校で防災授業（タウンウォッチング）を実施しました
とく だ

よしろう

10月10日（火）御浜小学校（校長 徳田 佳郎）が６年生を対象に
防災授業（タウンウォッチング）を実施しました。
授業では、三重県教育委員会事務局
学校防災技術アドバイザー
わたなべ
き ない
渡邊 喜内 氏の指導のもと、生徒たちがタウンウォッチングを実践
することで、
災害が発生したときに「危険なもの」
「安全なところ」
、
、
「役にたつもの」など、自分たちの住んでいる町を知ることを目的
に行われました。
生徒たちは、実際に危険箇所や防災標識、空き地等をチェック
しながら町内を歩いた後、現場を確認して得た情報をもとに意見
を出し合って防災マップを作成し、発表を行いました。
普段、登下校や暮らしの中では防災の観点を意識して歩くこと
がなく、生徒たちは見慣れた町中にもブロック塀の倒壊等危険箇所が多いことに気づき、突然大きな
揺れが起こった場合にどうすればよいかなど、真剣に取り組んで考えていました。

阿田和小学校で避難訓練を実施しました
かんばら

よしあき

10月13日（金）阿田和小学校（校長 神原 由明）が巨大地震に伴
う大津波発生を想定した避難訓練を実施しました。
訓練には、阿田和小学校全校生徒と教職員が参加し、校内放送
を合図に阿田和小学校が避難場所としている紀南病院上の高台ま
で一斉に走って避難しました。
か わ ぐ ち じゅん
訓練後は三重大学 川口 淳 准教授による避難訓練の講評と防災講
話が行われ、生徒たちは真剣な表情で熱心に聞き入っていました。

御浜町消防団が御浜小学校にて消防団学校講座を実施しました
まつ だ

こういち

10月24日（火）御浜町消防団（団長
松田 耕一）市木分団（分
かわもと せいごう
団長 川本 正豪）が御浜小学校にて４年生を対象に、消防団学校
講座を実施しました。
講座は消防団員による消防団についての説明や、みえ防災コー
ディネーターによる非常用持ち出し袋の説明を行いました。その
後、放水披露や水消火器を使った消火器の取扱い体験も行われ、
普段なかなか体験できないこともあり、生徒たちは興味津々に学んでいました。
†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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「わたしの作品展・写真展」優秀作品の発表‼
私の作品展・写真展優秀作品

地域包括支援センターでは10月３日から11月５日までの１カ月間にわたり、
「わたしの作品展・写真展」
をピネショッピングセンターで行われました。作品展としては今回で８回目、
写真展は４回目となります。
今年度は、作品展に71点、写真展へは一般部門に49点・支援者部門に38点がそろい、その中から優秀
作品が選出され11月5日のみかん祭りで表彰式を行いました。また、
投票していただいた213名の中から
『投
票ありがとう！！賞』４名も抽選で選ばせていただきました。
作品・写真を提供していただいた方、投票に参加し、ご来場していただいた方々、本当にありがとう
ございました。

作品展・写真展の様子

表彰式の様子

写真展優秀作品
一 般 部 門

みんなに選ばれたで賞

町 長 賞

「似た者同士」

輝いているで賞

特 別 賞

「よぉ～し 勝負や！」

「そば打ち楽しいよ」

「只今病牀六尺中」

支援者部門

町 長 賞

みんなに選ばれたで賞

「べっぴんにセットしてよ～♡」

「今日は暖かいですね・・」

輝いているで賞

「車いすからの復活」

†問い合わせ先†
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地域包括支援センター（役場内）（担当

にし

たかあき

西 隆暁）

☎３－０５１４

いざという時 に あなた の 命 を 守る救急医療情報キット
かかりつけ医療機関、持病、服薬等の必要な情報シートを冷蔵庫にボトルに入れて保管しておくと、
いざという時に救急隊が迅速な救急活動を行い、あなたの命を守ることができます。

どんな人が対象なの？
【対象者】 町内在住の65歳以上の一人暮らし高齢者の方
※原則一人暮らしですが、同居している家族がいても緊急時に不安を抱える等の希望者には、
配布させていただきます。

どんなものがもらえるの？
①救急情報シートを入れるボトル ②マグネット型ステッカー

③救急情報シート

この３つが配布されます。

受け取ったらどうすればいいの？

手続きについては、
地域包括支援センター
職員がお手伝いします
のでご連絡ください！

１．必要な情報をボトルに入れましょう！
・救急情報シート ・健康保険証の写し
・診察券の写し
・薬の説明書
２．そのボトルを冷蔵庫の目立つ場所に保管します。
３．冷蔵庫の扉にマグネット型ステッカーを貼り、設置完了となります。

～ 救急医療情報キットの利用の流れ ～

搬送

へ
病院

れた

く
して

事前に登録している
家族へ連絡

入れ

受け

†問い合わせ先†

地域包括支援センター（役場内）
（担当

にし

たかあき

西 隆暁）☎３－０５１４
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救急医療情報キット無料配布

～ひとり暮らし等の高齢者に無料で配布します！～

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10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、本年度の達成目標である減量化率
30 パーセントとして、みなさんのご協力を原動力に一層のごみ減量化実現を目指しています。
取り組み前の平成 26 年度と、今年 10 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。
平成26年10月

平成29年10月

減量化率

１６１，６９０㎏

１１９，０３０㎏

２６．４％

（参考：10月の収集量

資源プラスチック２，４６０㎏、庭の草・小枝 ５，５９０㎏）

平成26年４月～ 10月

平成29年４月～ 10月

減量化率

１，１５４，４００㎏

８２９，０９０㎏

２８．２％

（参考：［4月～ 10月の累計収集量］資源プラスチック２０，３３０㎏、庭の草・小枝４６，６７０㎏）

今年９月までの累計減量化率は約 28.5 パーセントでしたが、10 月までの減量化率は約 28.2％となっ
ています。ごみと資源の適正な分別などについて、引き続きご協力をお願いします。

年末年始のごみ収集と分別について
今年も残すところあと少しとなりました。年末年始は、大掃除や帰省などでごみや資源の量が普段
よりも多くなる時期でもあります。正しい分別をお願いします。
（１）お歳暮やクリスマスの贈答品の包装に使われている空箱などは、燃料ごみに混入せずに正しく
分別のうえ、出していただきますようお願いします。
※資源類を直接リサイクルセンターへ持ち込みいただける「資源持込」の日もありますので、
ご利用ください。「資源持込」の日程は、
「資源とごみの収集日程表」や町広報誌の巻末カレ
ンダーにも記載されています。
（２）大掃除など、年末のまとまった片付けが行われるこの時期には、不用になった文房具など「埋
立てごみ」として分別・収集が必要なものも多く混入されております。年の瀬で何かとご多忙
な時期ですが、「燃料ごみ」「資源類」
「埋立てごみ」の分別を正しく行っていただき、それぞれ
の収集日に出してください。また、生ごみを出す際には、できるだけ水切りを行ってから出し
ていただきますようお願いします。

※年末年始のごみ収集予定（詳しくは、収集日程表をお確かめください。
）
ごみ・資源の種別
燃料ごみ収集
粗大ごみ収集
†問い合わせ先†
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年末最終日

年始収集日

特記事項

12 月 29 日（金） 平成 30 年１月 ５日
（金） ※粗大ごみ収集は、12 月は個人
持込みと訪問収集、１月は個人
12 月 ３日（日） 平成 30 年１月 12 日
（金） 持込みのみの収集を行います。
生活環境課 環境係（担当

はしむらもりひろ

橋村守裕）☎３－０５１３

下水道排水区域の変更（案）に対するご意見を募集します
この変更（案）は、尾呂志川の南側である向山地区の宅地造成予定地とその近隣施設及び現排水区
域に隣接する住宅等の生活環境向上と公共用水域の水質保全を目的に、ここからの汚水排水を受ける
排水区域の整備を図るため、区域の拡大を行うものです。
御浜都市計画下水道排水区域の変更（案）（汚水）
凡

例

変更 前の下水道排水区域（79ha）

追 加の下水道排水区域 （15ha）
放流 渠(吐口)
終末 処理場

名称：阿田和クリーンセンター
位置：御浜町大字阿田和字向イ地

【募集期間】 12月１日（金）～ 12月14日（木）
【意見の提出方法】 ①住所 ②氏名 ③電話番号 ④意見を記入して、
郵送またはＦＡＸ、電子メールで提出してください。
【提 出 先】 〒519-5292 御浜町大字阿田和6120番地1
ＦＡＸ ０５９７９－２－４４７６
メール m-seikatu@town.mihama.mie.jp

※様式は問いません

御浜町役場生活環境課 上下水道係

【下水道排水区域の変更（案）について】
御浜都市計画下水道排水区域の変更（案）については、町ホームページと生活環境課窓口でご覧に
なれますのでご確認ください。
【そ の 他】
お寄せいただいたご意見は、最終案のとりまとめの際に参考とさせていただくとともに、後日、ご
意見に対する町の考え方について、ホームページで公表します。なお、提出いただいたご本人への個
別の回答はいたしませんのでご了承ください。意見の概要を公表する場合は、個人情報に関するもの
は公表いたしません。

†問い合わせ先†

生活環境課 上下水道係（担当

にし

えい じ

西 栄二）☎３－０５１３
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下水道区域の変更（案）について

町では、阿田和地区で設定している御浜都市計画下水道排水区域の変更を検討しており、この変更
（案）に対するパブリックコメント（意見募集）を実施します。

この季節ノロウイルスの 食中毒に ご注意を‼
ノロウイルスの食中毒に注意

ノロウイルスによる食中毒は1年を通じて発生していますが、特に11月頃から発生件数がぐんと増
え始め、３月頃まで多く発生します。ノロウイルスは感染力が強く、一人が感染しただけでも大規模
な集団食中毒を引き起こすことがあります。年末年始は大勢で集まって食事する機会が増えるため、
人から人へと感染する可能性が高くなります。ノロウイルスによる食中毒を予防するために、ノロウ
イルスの特徴を知り、予防のポイントを守りましょう。
3500

平成28年

月別食中毒患者数
ノロウイルスは、寒さや乾燥に強
いため、冬場に多く発生します。
反対に細菌性のものは、気温が高
く湿度の高い夏場に多く発生しや
すい傾向にあります。

■細菌
■ノロウイルス

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

参考：
「過去の食中毒発生状況」（厚生労働省）
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html）

ノロウイルスの特徴
【感染経路】
①食品からの感染・・・感染した人の調理などにより汚染された食品や料理、
飲料水を口にした場合
ノロウイルスに汚染されたカキなどの２枚貝を加熱不十分で食べた場合
②人 か ら の 感 染・・・感染した人の手指
（ドアノブや水道の蛇口など、
複数の人がよく触る場所にも注意）
感染した人のふん便やおう吐物
（直接触らなくても、飛沫による空気感染も起こります。
）
【主な症状】
吐き気、嘔吐、
下痢、腹痛、37～38℃の微熱
※感染から発症までは約24～48時間、症状は突然発症することも。
※とくに抵抗力の低い乳幼児や高齢者は症状が重症化しやすいので要注意！

ノロウイルスによる食中毒予防のポイント
手を洗うときは
❶ 普段から食べるものや、自分や身近な人の健康状態に注意する。
爪や指の間も
❷ 症状があるときや体調の悪いときは、食品を直接扱う作業をしない。
忘れずに！
❸ 手洗いをしっかり行う。（とくにトイレに行った後、調理前、食事前など）
❹ 食品は中心までしっかりと加熱する。（85 ～ 90℃で90秒以上）
❺ 調理器具や調理台は消毒して清潔にする。（ノロウイルスには塩素消毒が有効）

もしかして食中毒かも・・・と思ったら、速やかに医療機関を受診しましょう！
†問い合わせ先†
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健康福祉課健康づくり係（担当

さいとう

こ

齋藤とも子） ☎３－０５１１

平成30年御浜町成人式 を 開催します。
時】 平成30年１月２日（火）13：00 ～

【場

所】 御浜町中央公民館

アメニティホール

【対 象 者】 平成24年度の町内中学校卒業生
・（平成９年４月２日～平成10年４月１日生まれ）
※町外私立中学校を卒業された方も対象です。
・平成29年10月１日現在で町に住所を有する方
【式典案内】 対象者の方には、式典の案内ハガキを10月下旬より順次発送しております。出欠にかか
わらず、必ず返信ハガキをご返送ください。
対象者以外の方で、当町での式典への参加を希望される方はご連絡をお願いします。

†問い合わせ先†

教育委員会 生涯学習係（中央公民館）
（担当

たかもとあき ら

髙本晃良）☎２－３１５１

ノルディックウォーキング を体験 してみませんか
ノルディックウォーキングは、クロ
スカントリースキーチームの夏場のト
レーニングとしてフィンランドで始ま
り、現在ヨーロッパを中心に人気が高
まっています。
２本のポールを使って歩くことで、
全身の筋肉を使い、普通のウォーキン
グよりエネルギー消費量が約20％増加
します。体力づくりやシェイプアップ
にも効果が期待されている注目のエク
ササイズです。
御浜町教育委員会、御浜スポーツクラブ共催
【日

時】 １月13日（土）13：00 ～ 15：00

【場

所】 寺谷総合公園

【対

象】 18歳以上

管理棟前

【募集人員】 10名
【参 加 費】 100円（保険代として）
※ただし、みはまスポーツクラブ会員は無料。
【申

込】 御浜町教育委員会

私たち御浜町スポー
ツ推進委員と一緒に
歩きましょう！

【募集締切】 １月５日（金）
※応募多数の場合は抽選になります。
†問い合わせ先†

教育委員会 教育課 生涯学習係（担当

やまもとこういちろう

山本幸一郎）☎３－０５２６
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御浜町成人式開催／ノルディックウォーキング教室

【日

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

新入学準備金
（就学援助制度）
の
入学前受給申請の受付をおこなっています。
町では、小・中学校の児童・生徒がいるご家庭で、
経済的にお困りの保護者に、就学援助費の支給を行
う制度を設けています。
来年度、小・中学校への入学予定のお子さんを持
つ保護者で、ご希望の方には新入学準備金の繰り上
げ支給をご入学前の３月に行います。お知らせは各
家庭に配布済です。
繰り上げ支給を希望される方は、お届けした「受
給申請書」を平成 30 年１月 12 日までに、教育委員
会学校教育係またはお子様が通っている町内保育所
（園）
、小学校にご提出ください。
ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。
†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

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. 町営共同墓地の区画と使用対象者、使用金
額について

墓地の区画

使用申請の
対象者と
永代使用料

１区画あたり

※現在、74 の
2.52㎡ 利用可能な区
画があります。

御浜町に居住する方

１区画あたり
270,000 円

熊野市・紀宝町に居
住する方

１区画あたり
320,000 円

２. 墓地の使用申請方法…次のものをご用意の
うえ、生活環境課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おります）
②印鑑（認め印可）
③住民票 １部（申請者の住所確認のため）
④永代使用料
†問い合わせ先†
生活環境課 環境係（担当
☎３－０５１３
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はしむらもりひろ

橋村守裕）

御浜町母子寡婦福祉会主催
「小中学校入学者激励会」
を開催します
母子寡婦福祉会では、一人親家庭の親子を激
励する会を開催します。来年度、小中学校に入
学を予定されているお子さんには、ささやかな
プレゼントを用意しています。ぜひご参加いた
だき、みんなで楽しみましょう。
【日 時】12月10日（日）10：30 ～
（14：30 終了予定）
【場 所】下市木公民館
※各自 10 時までに集合してください。
【参加費】無料
【内 容】ケーキづくり、ビンゴゲーム

輪投げ大会、お菓子まきなど

※お弁当も準備しています。
事前申し込みが必要です。12 月５日までに電
話で申し込みください。
†問い合わせ先†
御浜町母子寡婦福祉会 会長 間下たみ子
☎２－１４３９

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。
事前の予約を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】12月２日（土）10：00 ～ 14：00
【会
場】阪本コミュニティーセンター
【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】11月30日（木）までに申込みを
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

さきもとまさかず

﨑本正和）

■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。

大切な不動産を次世代に引き続ぐため、相
続登記の手続きを進めましょう。
また、相続手続きを簡素化することを目的
として、「法定相続情報証明制度」を開始しま
した。この制度は、戸籍などの書類を基に法務
局が法定相続人が誰であるのかを確認し、戸籍
謄本等に代わる公的証明書を無料で発行するも
のです。相続登記はもちろんのこと、金融機関
における預貯金の払戻し等、様々な相続手続で
ご利用いただけます。
「相続登記の手続き」及び「法定相続情報証
明制度」に関する詳細は、法務局ホームページ
をご覧ください。
†問い合わせ先†
津地方法務局熊野支局
☎０５９７－８５－２３１０

企画展 「集落展 文脈のカタチ
～紀伊半島にみる漁村空間」を開催します
紀伊半島の沿岸に点在する漁村集落には、独
自の地勢的な立地条件から、特徴的な景観など
が「風土のカタチ」として残っています。また、
習俗や生業に伴う様々な「文化のカタチ」も集
落の町並みの各所に観ることができます。
当企画展では、これら漁村集落に住む人々
の営みが創りだす造形、日本の風土から立ち上
がる集落の美しさの断片を、写真や地形模型・
図面・映像などで紹介します。
【期

間】平成29年12月２日（土）

～平成30年１月21日（日）
９：00 ～ 17：00

※ 12 月 31 日（日）
、
１月 １日（月・祝）は休館
【入場料】無料
【場 所】三重県立熊野古道センター

企画展示室

†問い合わせ先†
三重県立熊野古道センター
☎０５９７－２５－２６６６

紀宝警察署メールボックス
平成29年「年末の交通安全県民運動」
及び「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
○年末の交通安全県民運動
【期 間】12月１日（金）～ 12月10日（日）
【運動の重点】
（１）子どもと高齢者の交通事故防止（特に、
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中
の交通安全対策の推進）
（２）横断歩道における歩行者優先の徹底
（３）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
（４）飲酒運転の根絶
○北朝鮮人権侵害問題啓発週間
【期 間】12月10日（日）～ 12月16日（土）
拉致問題の解決を始めとする北朝鮮の人権侵
害問題について、関心と認識を深めましょう。
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０

年末年始の歯科休日診療当番のおしらせ
南紀歯科医師会休日診療当番
【受付対応時間】９：30 ～ 12：00
平成 29 年 12 月 30 日（土）
友 紀 歯 科（熊野市）☎ 0597-89-4618
平成 29 年 12 月 31 日（日）
鈴木歯科医院（紀宝町）☎ 0735-32-2917
平成 30 年 １月 ２日（火）
さいとう歯科（熊野市）☎ 0597-85-4488
平成 30 年 １月 ３日（水）
中本歯科医院（熊野市）☎ 0597-85-2805
診療をお申し込みの際は、該当する日の歯科
医院へ直接ご連絡ください。
†問い合わせ先†
友紀歯科 齋藤友紀

☎ 0597-89-4618（医院）
☎ 0597-85-4567（自宅）

紀南医師会応急診療所
【診療日】
12月３日
（日）
、
10日
（日）
、
17日
（日）
、
23
（祝日）
、
24日
（日）
、
30日
（土）
、
31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
13

情報コーナー

未来につなぐ相続登記
～次世代を担う子どもたちのために～

平成29年度 第18回 紀南青少年育成交流会の開催について
紀南青少年育成交流会／農作業の労働確保

紀南地区青少年育成市町民会議連絡協議会では、年に一度、紀南地区（熊野市・御浜町・紀宝町）
の中学生が、日常生活や学校生活の中で感じていることやチャレンジしていること、あるいは未来に
向けて考えていること、大人に対して訴えたいこと等についての主張発表会を行っています。
今年も下記日程で行いますので、現代の中学生がどのようなことを考えているのか、
たくさんの方々
にお聞きしていただけたら幸いです。また、同時に文化活動発表も行いますので、地元地域で元気に
活動している子ども達をご覧ください。
【日
【場
【内

時】 平成29年12月９日（土） 開会 13：00 ～（開場 12：30）
所】 紀宝町生涯学習センター「まなびの郷」 きらめきホール
容】 ① 紀南地区全12中学校それぞれの代表者12名による主張発表
② 青少年の文化活動発表（ PHAT DANCE STUDIO によるダンス発表 ）
③ 表彰式
【その他】 入場は無料で年齢問わず誰でも参加できますが、駐車場に限りがございますのでなるべく
乗り合わせでお越しください。
【主 催】 紀南地区青少年育成市町民会議連絡協議会
公益財団法人三重こどもわかもの育成財団
†問い合わせ先†

教育委員会 生涯学習係（中央公民館）
（担当

たかもとあき ら

髙本晃良）☎２－３１５１

農作業 の 労働力確保 を 目指して
町では三重南紀農協と協力し、農作業の労働力不足を解消するため、町外から農作業を手伝ってい
ただける方を募集する「雇用確保事業」を実施しました。10月１日から20日まで、求人を登録した８
件の農家のもとで16人の方がみかんの収穫作業を行いました。
この事業では、あらかじめ登録した農家のみなさんに、農作業の従事を希望する方を紹介し、面接
等のマッチング、雇用契約を経て、収穫作業に従事しました。
今回、遠くは茨城県、愛知県から、近隣では新宮市、熊野市からの従事者が集まり、事業に参加し
た生産者のみなさんからは「働いてもらって本当によかった。
」 また、働いた方からは「また機会が
あれば働きたい。」という意見をいただきました。都市部から来ていただいた方には、農作業を通じ
て御浜町の良さも知ってもらえたのではないかと感じています。課題もありますが、今回の経験を活
かし、今後もこの事業がさらに拡大するよう取り組んでいきます。

†問い合わせ先†
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農林水産課 農業振興係 （担当

せ

こ かつのぶ

瀬古勝信）☎３－０５１７

衆議院議員総選挙結果
衆議院小選挙区選出議員選挙

開票結果

衆議院比例代表選出議員選挙

（投票率：63.57％）
届出順

候補者氏名

得票数

開票結果

（投票率：63.57％）
届出順

政党名

得票数

1

三ツ矢

のりお

2,759

1

立憲民主党

987

2

谷中

みよし

412

2

日本共産党

280

3

ふじた

大助

1,521

3

幸福実現党

49

4,692

4

希望の党

758

5

社会民主党

41

6

自由民主党

1,659

7

公明党

710

8

日本維新の会

176

得票総数

得票総数
†問い合わせ先†

選挙管理委員会（担当

く

4,660

ぼ たか と

久保貴翔）☎３－０５０５

年金だより 国民年金保険料の「後納制度」について
過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を
納付することで将来の年金額を増やすことがで
きる「後納制度」が平成27年10月から平成30年９
月までの３年間に限り実施されています。
後納制度を利用することで年金額を増やすこ
とや、年金の受給ができなかった方が受給資格
を得られることがあります。
従来、老齢年金を受け取るためには、保険料
納付済期間と保険料免除期間などを合算した資
格期間が原則として25年以上必要でしたが、平成
29年８月からは、資格期間が10年以上あれば老齢
年金を受け取ることができるようになりました。
そのため、後納制度を利用し不足している保険
料を納めることにより、年金の受給ができなかっ
た方が受給資格を得られる可能性があります。

ただし、すでに老齢基礎年金を受給している
方などは、後納制度の利用はできません。
後納制度を利用するには、年金事務所への申
込みが必要です。
詳しくは、
「ねんきん加入者ダイヤル」
（☎０５７０－００３－００４）
または、お近くの年金事務所へお問い合わせ
ください。

†問い合わせ先†
こ やま み さき
住民課保険年金係（担当 小山美咲）
☎３－０５１２
尾鷲年金事務所
☎０５９７－２２－２３４０
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衆議院議員総選挙結果／年金だより

平成29年10月22日に第48回衆議院議員総選挙の投開票が行われました。
御浜町の開票結果は次のとおりです

♥

むくりゅう

椋龍

よう

たかもと

瑶くん

髙本

なお や

あき ら

なかじま

りょう

り

【日 時】 12月21日
（木）
13：30～15：30
【場 所】 役場３階 くろしおホール
やまばたなお と
【講 師】 兵庫県立大学教授 山端直人氏
【内 容】「効果的なサル対策の実例～群れ単
位の頭数管理と地域主体の被害防除
の成果～」
【参加費】 無料

ほ

莉帆ちゃん
ち ひろ

晃良さん・智尋さん

阿田和

せい た

なか

誠太くん
ひろ こ

†問い合わせ先†
農林水産課（担当
☎３－０５１７
御浜土地改良区
☎２－３４２４

ほの か

仲

萌花ちゃん

はや と

亮さん・博子さん

とよ こ

勇人さん・豊子さん

せ

こ かつのぶ

瀬古勝信）

いち ず

か
か
し

も

平成二十九年十二月号

つま

すがた

秋季大会 入賞・入選句

くり

に

きりぎりす

さ
の
まさ み

しょう る い

うえ の やまあき こ

なな み

御浜町俳句会

◎御浜町俳句会会長賞（一句高点句）

ぼ

な

今回の表紙と２、３ページには、11月５日（日）
に行われた御浜みかん祭りの写真を掲載しています
ので、ぜひご覧ください。
台風が２週続けてきた後だったので天候が気にな
っていましたが、御浜みかん祭り当日は天気が良く
無事開催することができました。物産テント村での
商品の販売やステージイベントなどたいへん賑わい
ました。
御浜みかん祭りを広報担当として参加し、一日中

栗おこわ 妻の一途の てんこ盛り  佐野 正己

ふ

す

ゆき お

し ん しょう

こ

あとがき

◎互選賞（三句総合点）

か しゃ

だ

す さき

お

み

父母に似し うしろ姿の 案山子かな 上野山明子

なが

おく ざ しき

ぼん

す さき く

七海 笑涙

かわ

かぜ

なし

長き貨車 過ぎて鳴きだす 螽蟖 

かぜ

しょ さ

み

須崎 行雄

あき す

かぜ こ

しあわ

秋澄むや 風が乾かす 奥座敷 

かぜうら

じ

織田 信勝

ぶ

風怨み 風恋ふ所作や 風の盆 

無事といふ 幸せを身に 梨をむく  須崎久美子

◎句会代表選者賞

花みかん句会 須崎行雄 選

さち こ

世帯数 4,240戸（－ 4 戸）

しもかわ

4,686人（－ 4 人）

ふ

女

お

まさ み

4,119人（－ 3 人）

しんれい

の

男

あき

さ

佐野 正己

よね こ

人 口 8,805人（－ 7 人）

きゅうじゅう

い な すずめ

なか の

九十の秋 神鈴の緒を つかみ振る  下川 幸子

たの

阿田和句会 大平 昭 選

お

は

追わるるを 愉しんでをり 稲雀 

の

ひこばえ句会 後呂智子 選

め だまやさ

目玉優し やんまいずれの 野に果てむ 中
 納 米子

＊次号も秋季大会の句を掲載します

11月１日現在の人の動き
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原

♥

♥

直也さん・かおりさん

中島

志

東海農政局では、
国営農地開発地「御浜地区」
営農推進研修会として
『獣類
（サル等）
対策研修』
を実施します。園地で問題となっているサルの
生態や、捕獲・追い払い等の対策について興味
のあるみなさんの参加をお待ちしています。

♥

原

♥

赤ちゃん／獣類対策研修開催／広報文芸／あとがき

柿

獣類（サル等）対策研修を開催します

平成29年９月１日
～30日届出分

♥

は

めまし
て

じ

みかん祭りのイベント等を撮影させていただきまし
た。撮影にご協力いただいたみなさんありがとうご
ざいました。
また、来年度以降も御浜みかん祭りを開催する予
定ですので、多くの方に参加していただけたらと思
います。
役場を明るくする取り組みとして、季節のイベン
ト毎に役場の飾りつけを行っています。今回は、ク
リスマスに合わせて12 月中旬から年末まで役場１階
等の飾りつけを行います。ぜひ、お時間のある時に
足を運んで観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）

…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

くら し の カレンダー 12

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

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
紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
18 月
資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館
3 日
粗大ごみ収集日
（持込・訪問）
多重債務者相談（要予約） 10：00～12：00 役場3階第5会議室
紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
健康づくり教室⑦ 9：30～14：00 御浜町福祉健康センター
19
火
4 月
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

2 土

5 火 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

（阿田和・尾呂志地区）

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

（阿田和・尾呂志地区） 20

ありんこ広場 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター

6 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

7 木

資源プラスチック収集日
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

8 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

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

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
資源プラスチック収集日
21 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

22 金

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
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 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
24 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
各種がん検診・歯周病検診（要予約） 御浜町福祉健康センター
10 日
25 月 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

9 土

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
11 月 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

12 火 卓球教室

26 火
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ収集日

27 水
19：00～21：00

阿田和中学校

年金相談 10：00～14：00 役場１階第１、２会議室
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

13 水 サッカー教室

28 木 資源プラスチック収集日

（市木・神志山地区）

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

（市木・神志山地区）

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

29 金

ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館 30 土 ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

31 日

無料法律相談（弁護士） 13：30～15：30 役場３階第５会議室
２歳児歯科健康診査（個別通知・要予約） 御浜町福祉健康センター
14 木 資源プラスチック収集日
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

15 金 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

12月の納税期限
●町
県
民
税 第４期
●国 民 健 康 保 険 税 第６期
●後期高齢者医療保険料 第６期
納期限

12月25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。
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みはま

11／８（水）町内小中学校の給食に梓川りんご

広報

みて見てみはま

2017.12. No.584

御浜町と長野県松本市梓川地区（旧梓川村）
は、平成５年に友好親善提携を締結し、さま
ざまな交流を深めています。
今回の学校給食もその一環で、お互いの特
産品である「みかん」と「りんご」が、それ
ぞれの献立に使用されました。
町内小中学校では、児童生徒などに776食
分が出されました。りんごを食べた児童たち

10／28(土)御浜町敬老会

移動手段を持たない高齢者や障がい者の通

敬老の日にちなみ御浜町中央公民館で御浜町

院、買い物など生活交通の支援目的に、無料福

敬老会を開催し、65歳以上の町民約250人が出

祉バスの運行を開始しました。公共交通機関の
空白地帯である神志山、市木、阿田和の３地区
を結ぶ巡回路線で、祝祭日・年末年始を除く平

席しました。
「ちんどん通信社」によるちんど
んミュージックを中心に歌や踊り、寸劇、大道
芸などを融合した舞台を披露し、出席者を楽し

日に１日５便運航します。
運行開始を記念して初日には、道の駅パーク
七里御浜駐車場で出発式を開催しました。阿田

ませていました。
出席者からは時に笑いが起こる場面もあり、
よい敬老会になったことだと思います。

和交流会による獅子舞の披露やテープカットで
運行開始を祝福しました。
18

これからも元気で長生きしてください。

〒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/

11／１（水）福祉バス運行出発式

「ちんどん通信社」
によるショー

（平成29年12月１日発行）

テープカットで運行を祝う来賓の方たち

おいしそうに梓川産のりんごを食べる御浜町の児童たち

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

からは、声を揃えて「シャキシャキしたりん
ごおいしい」と言うほど大好評でした。
また、松本市では御浜町特産の「三重南
紀みかん」が市内小中学校計41 校を対象に、
19,640 個が給食として出されました。

