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平成30年度
施政方針

御浜町施政方針

町民誰もが輝き、
希望と活力溢れるまちを目指して
御浜町長

平成30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
理念に基づく町政の方針
国政においては、第四次安倍政権が進める経

大 畑

覚

地方創生に向けた取り組みが本格化しつつある
中、依然として過度な東京一極集中や地方にお
ける人口減少の進行、大都市経済と地方経済と
の間での「稼ぐ力」の格差など、地方創生を巡
る現状には極めて厳しいものがあります。
本町においては、
平成27年度に「御浜町まち・

済財政政策などにより、企業収益や雇用情勢、

ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、
「地域

所得環境の改善が図られ、景気は緩やかに回復

経済の活性化戦略」
「若い世代の定住促進戦略」

基調が続いているものの、国内経済全般にいき

「安心して暮らせる地域づくり戦略」
、これら３

わたっているとは言い難く、大企業と中小企業、

つの基本戦略に基づき、この地域で豊かに暮ら

都市部と地方の格差が拡大しています。今後、

し続ける環境を確保するとともに、まちの賑わ

「生産性革命」や「人づくり革命」に基づく経
済再生や財政再建など、地方自治体にも大きな
影響をもたらす様々な政策の実行が加速してい
くものと考えています。

いや活力を創出する施策を推進していきます。

３．重点施策〔６策〕
①高速道路の早期完成

このような中、本町においても多様化する住

三重県及び関係市町と連携した積極的な要望

民ニーズに対応し、持続可能な地域の発展と良

活動により、着実な予算確保と進捗が図られて

質な行政サービスを提供するため、自治体とし

います。

ての自立性を一層高めるとともに、効率的かつ
効果的な行政運営が求められています。
新年度は「第５次御浜町総合計画後期基本計

新年度においては、引き続き近畿自動車道紀
勢線、新宮から熊野間の未事業化区間の新規事
業化と事業実施区間の早期完成に向けて、関係

画」の中間の年となり、
「連携・協働」
「快適・

市町と連携した要望活動を継続するとともに、

健やか」
「活力・創造」の３つのまちづくりの基

新規事業化後に用地買収等が速やかに行われる

本理念の下、
「みんなが輝く、希望と活力ある

よう、町内における高速道路計画区域内の地籍

まちづくり」に向け、様々な施策を着実に実現

調査を進めます。

させるとともに、本計画の方向性に基づき、御
浜町のさらなる飛躍と発展に努めていきます。

２．地方創生の取り組み
「まち・ひと・しごと創生法」が施行され、
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② 防災の強化
町民の皆様の自助・共助意識を高めるため、
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」の取り組みを職員一丸となっ

医療費助成制度の効果をより高めるため、現在

て進めていきます。

の償還払い方式から医療機関の窓口における一

震発生時の避難経路に一定の制約がある下市木

部負担が無料となる現物給付方式、
いわゆる
「窓

浜組地区内に建設用地を確保し、造成工事及び

口無料化」の導入を目指し、制度改正やシステ

詳細設計を実施します。

ム改修などの準備を進めます。

また、海岸堤防の整備については、萩内海岸

阿田和地区では、新年度から民間事業者によ

の新宮方向への未整備区間90ｍの内、新年度に

る新たな放課後児童クラブの運営が開始されま

おいて残りの30ｍを整備していただく予定と

す。保護者のみなさんに安心してご利用いただ

なっています。市木川方向への147ｍについて

けるよう支援します。

も、引き続き整備いただけるよう強く要望して

④ かんきつの振興

いきます。

「かんきつ振興協議会」を通じて、情報の共有
化を図り「うまいみかんを高く売る」ための方向
性を生産者及び関係者のみなさんとともに示して
いきます。
担い手対策としては、農繁期の短期就労者を確
保する援農プログラムを引き続き実施するほか、
これまでの青年就農給付金事業などの新規就農者
自主防災の取り組み

対策に加えて、空き家を活用した農業研修用の住
宅を確保するなど、移住交流施策と組み合わせな

③ 若者定住対策

がら、新たな担い手の確保に努めます。

阿田和向山地区の宅地造成事業については、新
年度において詳細設計等を行ったうえで開発許可
を取得したいと考えています。
神木地区の町営住宅整備事業については、５戸
の町営住宅を建築します。

⑤ 教育の充実
学力の向上対策については、新年度も引き続
しょう へ い

き大学教授等の外部講師を学校に招聘し、教員
の授業力の向上を図ります。

マイホーム取得支援補助金については、引き続

また、読書の推進については、学校司書の配

き町内にマイホームを取得する方を対象に、１住

置や学校図書における蔵書の量、質の充実を図

宅当たり最大120万円相当の支援を行います。

るなど、引き続き読書環境の整備に努めます。

本町への移住希望者などに対し、きめ細かな

伝統行事の継承については、伝統文化・芸能

対応が行えるよう、休止中の尾呂志保育所に移

の保存団体の支援や後継者の育成を図るととも

住交流にかかる総合窓口を設置し、都市部への

に、積極的にその保存・継承に努めます。

情報発信、移住相談、Ｕターン促進、移住体験
や空き家バンク制度の運用など、移住希望者へ
の包括的な支援を行います。
また、子ども子育て支援については、子ども

⑥高齢者の生きがい対策
福祉バスについては、引き続きバスの利用状
況等を検証する中で、
利便性の向上に努めます。
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津波避難タワーの建設については、大規模地

施政方針

「御浜町シルバー人材センター」については、
高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づく
りを推進するため、登録者の拡大に努め、事業
運営の安定化に向けた支援を行います。
農産物直売所の整備については、内装、備品
の整備、及び直売所運営のルールづくりを行い、

て「尾呂志地区活性化プラン」に沿った取り組
みを支援します。
林業の振興については、
「みえ森と緑の森林
税交付金事業」を活用し、公共施設の木質化を
進めるとともに、林道や遊歩道の適切な保全管
理に努めます。

高齢者のみなさんの生きがいや町の賑わいを創

水産業の振興については、紀南漁協との連携

出する拠点となるよう、秋のオープンを目指し

を図る中で、
「浜の活力再生プラン」を策定し、

準備を進めます。

漁業収入の向上と漁業コストの削減に向けた具
体的な取り組みを実施します。新年度において
は、
「浜の活力再生交付金」を活用した築磯を
整備し、漁業資源の維持、拡大を図ります。
商工業の振興については、御浜カードサービ
スのカード普及促進、新たな試みである御浜創
業塾の開催など、商工業の活性化並びに産業振
興につながる取り組みを
「みえ熊野古道商工会」
運行が開始した福祉バス

と連携して支援していきます。
集客交流産業の振興については、集客交流産

３．平成30年度当初予算について

業に携わる方々が、新たなビジネスに挑戦でき

当初予算編成にあたっては、「第５次御浜町

る環境を整え、そのことにより生み出される経

総合計画後期基本計画」及び「御浜町まち・ひ

済効果と地域全体の知名度の向上がよりよい形

と・しごと創生総合戦略」に基づき、住民の福

で循環するよう、町としての公的な役割を担っ

祉の増進を図ることに軸足を置き、一方で、本

ていきます。

町における人口減少課題に挑戦するなど、将来
の御浜町を見据え、厳しい財政状況の中であっ

■快適に暮らせる定住基盤づくり

ても、施策の重要度や緊急度を優先しつつ、地

道路網の整備については、社会資本整備総合交

方創生の実現に向けた予算編成を行いました。

付金を活用した柿原橋の架け替え事業では、本年

一般会計の予算規模としては、前年度より

度において、用地買収をほぼ完了し、左岸側の橋

５千184万５千円減の総額48億241万５千円、前

台工事に着手しました。新年度においては、右岸

年度対比1.1％の減となっています。

側の橋台工事及び橋脚工事を実施します。

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
農業の振興については、多面的機能支払等の
集落営農活動への支援、農山村活性化対策とし
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また、辺地債を活用した東地２号線道路改良
事業は、全体延長570ｍのうち本年度までに150
ｍが完成し、新年度においても引き続き改良工
事を実施します。
県主体の事業としては、県道御浜紀和線の西

として、二棟目の防災備蓄倉庫の用地確保及び

収が行われており、新年度においては、一部工

設計業務を実施するとともに、Ｊアラート受信

事に着手する予定となっています。

機の更新を行います。

■健やかに暮らせる福祉のまちづくり
健康づくりについては、引き続き各種がん検
診の対象者に無料クーポン券を発行し、受診率
向上に向けての取り組みを推進します。
また、出産に関係する取り組みについては、

上水道事業については、引き続き水道水の安
定供給と経営の安定化に努めるとともに、災害
時における給水体制の整備を進めます。
広域でのごみ処理施設については、関係市町
との協議検討を継続して行います。

引き続き特定不妊治療費補助金や妊産婦の健診
事業、保健師などによる赤ちゃん全戸訪問事業

■みんなが主役のまちづくり

や新生児聴覚検査を継続するほか、新年度にお

住民と行政がそれぞれの役割と責任を持って

いては、新たに子ども１ヶ月検診を実施するな

協働し、地域社会における課題解決の仕組みづ

ど、妊娠から出産まで途切れの無い母子保健

くりに向けた住民参画のまちづくりに取り組み

サービスを実施します。

ます。

高齢者福祉については、介護や障がい、子育

町制施行60周年事業については、９月に記念

てなどの複合的な課題に対応するため、総合相

式典を執り行うほか、町勢要覧の作成や協賛事

談窓口の設置や専門のコーディネーターを配置

業を募集するなど町民の皆様と一緒にお祝いで

するほか、関係機関とも連携した包括的な支援

きる記念イベントを開催します。

体制を構築します。
新年度は、これまで優先的に取り組んできた

■健全な心をはぐくむ教育・文化のまちづくり
学校教育については、児童・生徒が「確かな

「６策」の集大成の年であり、町制施行60周年
を記念する年でもあります。

学力」を身につけるための教育の質の向上を図

「積小為大」努力を一つ一つ積み重ね、住民

ります。新学習指導要領に基づき平成32年度か

のための行政として、その責務を果たし、高い

ら、小学校５・６年生には外国語科、３・４年

自治意識を持った住民が望む基礎自治体を築く

生には外国語活動が必修となります。新年度に

ことが、
「オール御浜」のまちづくりの実現に

おいては、外国語指導助手を１名から２名に増

つながるものと確信し、町民の皆様をはじめ

員し、英語教育の充実を図ります。

100人有余の職員とともに全力で取り組みます。

ハード事業では、児童生徒の健康保持と快適
な学校環境を創出するため、小・中学校におい

全町民の皆様に対し、
格別のご理解とご支援、
ご協力をお願い申し上げます。

て、空調設備の整備に着手します。

■安全、安心に暮らせる生活環境づくり
防災対策については、「新地震･津波対策行動
計画」に基づき、防災・減災対策への取り組み

※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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原地区や柿原地区では、道路拡幅に伴う用地買

防災情報

No. 64

三重南紀農業協同組合と生活物資等集積
輸送拠点施設利用に関する協定を締結しました
防災情報

１月15日（月）三重南紀農業協同組合（ＪＡ）と「生活物資等集積・輸送拠点施設利用に関する協定」
を締結しました。
この協定は大規模災害が発災した場合、国・県・民間等から届けられる生活物資（応援物資）等の集
積･輸送拠点として下記の施設を利用することを目的としています。
今回の協定で締結した下記の２施設は、今後、南海トラフ巨大地震等の大規模災害が発災した場合、
被災者に必要な物資をいち早く届けるための重要施設として大きな役割を果たすこととなります。
＜集積・輸送拠点＞
施設名

所

在

第３集荷場

御浜町大字下市木２１３３番地

ＪＡ御浜経済センター集荷場

御浜町大字阿田和４１３５番地

町内６地区で、自主防災組織ブロック会議を開催しました
なかかど ますらお

御浜町自主防災組織連絡会議（会長 中門丈夫）が、
１月～２月にかけて各地区（尾呂志、阿田和、上市木、
下市木、志原、神木）でブロック会議を開催しました。
会議では、御浜町総合防災訓練（平成29年11月26日
実施）の振り返りや、避難行動要支援者への対策（避
難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例について
の説明等）をテーマとして、意見交換が行われました。
参加自主防災組織からは、
「総合防災訓練は今後も継
続的に実施すべきである」
「地区内の避難行動要支援者
を地域で把握しておくことは重要」
「地震から数分で津波の危険性がある沿岸部では、避難を支援する
側の人間であっても実際に助けに行けない場合があることを理解してもらう必要がある」などの意見が
出ました。
今後も各地区においてブロック会議を開催し、各地区で地域課題を情報共有しながら自主防災活動の
活性化に向けて取り組んでいきます。
御浜町自主防災組織ブロック会議（１月～２月実施）
開催日

地

区

１月 22 日（月） 上市木地区
１月 25 日（木）

場

所

考

上市木区事務所

神木地区

神木公民館

志原地区

志原公民館

１月 30 日（火） 下市木地区

御浜町福祉健康センター

１月 31 日（水） 尾呂志地区

尾呂志公民館

２月 ７日（水） 阿田和地区

阿田和公民館
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備

【テーマ】
・御浜町総合防災訓練の振り返り
・避難行動要支援者名簿情報の提供
について

花崎地区自主防災組織が、宝くじ助成金を活用し防災資機材を整備しました
ひ づくり よ う じ

防災倉庫
ノーパンク折りたたみリアカー
エンジンカッター
救助工具セット
インバーターガスエンジン発電機
四つ折り担架
ＬＥＤヘッドライト
防災用ヘルメット
トランシーバー
ＬＥＤ作業灯
メガホン（拡声器）
防滴コードリール
標識ロープ（トラロープ）
クリーンＳＨトイレ
トイレ用テント

御浜町消防団が中継放水訓練を実施しました
まつ だ こういち

２月18日（日）御浜町消防団（団長 松田耕一）
が寺谷総合公園で放水訓練を実施し、91名の消防
団員が参加しました。
今回の訓練は山火事が発生した想定のもと、公
園内の水利（池）から消防ポンプ３基とホース16
本を連結し、放水するための行動手順を実践的に
確認しました。
参加した消防団員は、熊野市消防御浜分署（分
もりおかゆきのぶ
署長 森岡幸伸 ）職員の指導のもと、真剣に訓練
へ取り組んでいました。

防犯灯の電球切れを見かけた方は役場 総務課 防災係へお知らせください
町内に設置してある防犯灯の電球切れを見かけた方は、役場 総務課
防災係（☎３－０５０５）へご連絡をお願いします。
知らせていただく際には、電柱に貼り付けてある番号（右記写真参考）
を伝えていただけるとスムーズに手続きができますので、ご協力をお願
いします。

†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

下市木地区 花崎地区自主防災組織（リーダー 檜 作 羊次）が、
宝くじの社会貢献広報事業として、
受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業（地域防災組織育成助成事業）の助成
を受け、自主防災活動のための防災資機材を購入しました。
今回、整備した資機材は、災害時における地区の自助･共助の取り組みの中で有効に活用されます。
＜購入品一覧＞

平成30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ので、飛び入り参加歓迎です。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、年齢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、健康増進や新しい出会いの場として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）

毎週水曜日

19：00～21：00

みはまＧＧ

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

御浜町中央公民館ホール（ヨガマット

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。
）

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）

や代用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、ノルディックウォーキング教室など

【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
やまもとこういちろう
◦教育委員会 生涯学習係（担当 山本幸一郎）☎３－０５２６
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神宮へ疾走！タスキを繋ぐ ～美し国駅伝～

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
つぼうち さ

や

手

名

区間
（距離）
／区分

か

すず き

い なが

つぼうち

はたなか

５区（4.60㎞） 畑中
すぎやま
40 歳以上男子 杉山

手

名

じ もとひろのり

６区（6.36㎞） 野地本大典（近大附属新宮高）
かきうち
なおゆき
ジュニア男子 垣内 尚之（近大附属新宮高）

とも

う しろ

僚（阿田和小）

しょう こ

７区（2.89㎞） 宇城 翔子（画家）
おかもと
ま
こ
一般女子
岡本 真紅（御浜中）

ゆう

悠（御浜小）
い ぶき

３区（3.83㎞） 伊永 衣吹（阿田和中）
おお く
ぼ
の
の
中学生女子
大久保音乃（阿田和中）
４区（5.58㎞） 坪内
たけうち
中学生男子
竹内

選
の

１区（1.28㎞） 坪内沙弥佳（神志山小）
もも い
み
く
小学生女子
桃井 美空（阿田和小）
２区（1.85㎞） 鈴木
こ
ぎ
そ
小学生男子
小木曽

（敬称略）

８区（3.43㎞） お く に し な つ き
奥西 菜月（大阪体育大学）
20 歳以上女子

こう き

虹輝（尾呂志学園中）
りょう

涼（御浜中）

しげる

滋（熊野市消防署）

ただし

忠（三重県職員）

おかもと

はな

華（木本高）
９区（5.45㎞） 岡本
おかざき
れ
な
ジュニア女子 岡﨑 玲菜（木本高）
く

ぼ

いちろう

10区（6.925㎞） 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 赤﨑 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
第11回大会を迎え、御浜町チームとして新たな気持ちで臨みました。七里御浜の海のパワーをも
らいながら、ふれあいビーチで練習を重ね、また個々にも日々の練習に励んできました。
結果は、残念ながらタイム・順位ともに昨年を下回ってしまいましたが、チーム一丸となって取
り組めたことは有意義でした。
来年は、少しでもタイムアップし順位が上がるよう、選手のみなさんとともに挑めればと思います。
ご協力いただいた方々、応援していただいた方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

†問い合わせ先†

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
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美し国三重市町対抗駅伝

２月18日（日）に「第11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（陸上競技場）までの10区間、42.195km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46分20秒のタイムで走破し、町の部14位、
総合28位（昨年は２時間40分41秒で町の部13位、総合25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

平成30年２月の燃料ごみ減量化率 をお知らせします
町では、平成 27 年度から資源プラスチックや家庭の草・小枝の分別収集、収集日程の見直しを行
うなど、ごみの減量化に取り組んでいます。みなさんのご協力により、大幅に燃料ごみを減らすこと
ができています。本当にありがとうございます。
取り組み前の平成 27 年２月と今年２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27年２月

平成30年２月

減量化率

１２７，２９０㎏

９３，７８０㎏

２６．３％

（参考：２月の収集量

資源プラスチック ２，１８０㎏、庭の草・小枝 １，２１０㎏）

平成26年４月～平成27年２月

平成29年４月～平成30年２月

減量化率

１，７５３，９１０㎏

１，２６８，９００㎏

２７．７％

（参考：
［平成29年４月～平成30年２月の累計収集量］資源プラスチック ３１，２５０㎏、庭の草・小枝 ６０，７８０㎏）

２月までの減量化率は、約２７．７％となっております。これからも、できる範囲で適正な分別、
ごみ減量にご理解・ご協力をお願いします。

平成30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する方法があります。以下の処理方法について実
際に体験してみたい方に、その効果を実感・検証していただけるモニターを募集します。
【募集を行うモニターの種別と募集人数】 下記の２つの方法について、計45名を募集します。
①密閉式容器（ＥＭバケツ［ＥＭぼかし］
）体験モニター ②ダンボールコンポスト体験モニター
… 30 名
… 15 名

【対 象 者】 御浜町在住者の方
【体験内容】 上記①・②いずれかの方法で２～３ヶ月程度、生ごみを家庭で処理していただき、その
後に簡単なアンケートにお答えいただきます。
（必要な機材は、役場から無料で提供し
ます。）
【申込方法】 下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。
※いずれの方法とも予定数になり次第、受付終了となります。
†申込み・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

狂犬病予防注射 及び 畜犬登録 の お知らせ

※注射会場の受付時間が一部変更となっております。事前にご確認ください。

４月 16 日（月）

４月 17 日（火）

９：10
10：10
10：30
10：50

～
～
～
～

９：50
10：20
10：40
11：05

尾呂志公民館
西原バス停付近広場
中立コミュニティセンター
柿原公民館

11：15
12：50

～
～

11：45
13：40

阿田和神社上広場
阿田和公民館

14：05
15：00
９：00
10：00
10：55
11：40

～
～
～
～
～
～

14：50
15：30
９：45
10：45
11：25
12：00

下市木公民館
上市木公民館
神木公民館
志原公民館
東平見集会所
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円のみの負担）
○未 登 録 の 犬 … 6,200円（狂犬病予防注射料金3,200円＋畜犬登録手数料3,000円）
※なるべくおつりのいらないよう、手数料を用意してください。
※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。
※犬の死亡や飼い主名等、犬の登録情報が変わっている場合も担当係にご連絡ください。
●首輪は大切なペットの証です！～飼い犬・飼い猫に首輪を付けましょう～
役場には迷い犬や迷い猫についての情報がしばしば寄せ
られ、保健所職員と町職員が連携し保護にあたっています。
しかし、首輪等を付けられていない場合が多く、飼い主の
もとへすぐにお返しできないケースがあり苦慮しています。
このようなケースを防ぎ、野良犬・野良猫と区別するた
めにも、飼い犬・飼い猫には首輪を付けてください。
また、首輪に飼い主の名前や住所、連絡先などがわかる
もの（犬：登録鑑札や狂犬病予防注射済票、猫：ネームプレー
トなど）を付けておけば、飼い主がすぐに判明しやすくな
るので迅速な対応が可能です。
犬や猫を正しく、飼育・管理していただきますようご協
力をお願いします。

†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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狂犬病予防注射及び畜犬登録

平成30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、最寄りの会場等
で狂犬病予防注射を受けてください。
また、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回の登録が必要となりますの
で、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 から 国民健康保険制度 が 変わります
国民健康保険制度改定

国民健康保険（国保）は、病気やけがに備えて加入者のみなさんが保険税を出し合い、安心して治
療が受けられるように運営されている支え合いの保険制度です。これまでは市町ごとに国保を運営し
ていましたが、これからは三重県が財政の責任主体となり運営が広域化されます。
◆国民健康保険の課題と広域化の目的
市町ごとに運営する国保制度では、下記のような構造的な問題を抱えています。
・社会保険に比べ高齢者・低所得者の加入割合が高く、医療費の支出が多くなり収入が安定しない
・運営主体が小規模のため、財政運営が不安定になるリスクが高い
これらの課題を解決し、将来にわたって国民皆保険を守り続けるため、
平成30年４月より御浜町（市
町）に加え、三重県も保険者となり財政運営の主体として国保制度を担います。
◆新たな国保制度における三重県と御浜町の役割分担
市町が個別に運営

三重県と市町が共同で運営
三重県が市町ごとに
決定した国保事業費納付
金を納付

御浜町
Ａ市
Ｂ町

三重県
運営方針の策定
（県内の統一方針）

御浜町
平成 30 年４月から

Ａ市

Ｂ町

保険給付に必要な費用を
全額、各市町に支払う
（交付金の交付）

三重県の主な役割
・財政運営の責任主体
・事務の効率化・標準化、国保制度広域化の推進

御浜町（市町）の主な役割
・資格を管理（保険証等の発行）
・保険給付の決定、支給

・市町ごとの標準保険料率を算定・公表

・標準保険料率を参考に保険税率を決定
・保険税の賦課、徴収

・保健給付費等交付金の市町への支払い

・国保事業納付金を都道府県に納付

◆国民健康保険の届出などの窓口は変わりません
国保制度は変わりますが、医療の受け方は変わりません。
また、被保険者証（保険証）の発行や保険税の納付先、保険給付の申請、各種届出の窓口も、これ
までどおり変わりません。
◆医療費の削減にご協力ください
医療費の増加は県への納付金の増加につながり、保険税の負担が増えてしまいます。
御浜町では病気の早期発見・早期治療を目的に、特定健康診査や人間ドック、脳ドックの助成を行っ
ており、平成30年度もさらに充実していきます。定期的に受診し、病気の重症化を防ぎましょう。
†問い合わせ先†
12

住民課 保険年金係（担当

まえ

わたる

みなみ

前 亘、南

ゆう き

佑樹）☎３－０５１２

阿田和地内で「ゾーン30」の実施することになりました

（熊野方面）
⬆
阿田和駅

■枠で囲まれたエリア内で「ゾーン
30」を実施します。なお、■枠道路は時
速30キロの速度規制の対象になります。

中央公民館

紀南
病院

阿田和郵便局

阿田和保育園

国道 42 号

※４月には道路上に緑枠のゾーン30表
示はされますが、規制開始は５月～
６月頃となります。
県道御浜紀和線

詳しくは、紀宝警察署（☎０７３５－
３３－０１１０）まで、
ご連絡ください。

†問い合わせ先†

阿田和小学校

総務課 総務係（担当

く

（新宮方面）
⬇

ぼ たか と

久保貴翔）☎３－０５０５

平成30年度 任意予防接種費助成 のお知らせ
平成30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30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（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

ロタウイルスワクチン

【助成期間】 平成30年４月１日～平成31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（担当

おく だ やすひろ

奥田恭大）☎３- ０５１１
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30

の実施／任意予防接種助成費

【ゾーン30の実施エリア】

ゾーン

生活道路における歩行者等の安全確保を目的とした「ゾーン30」を、阿田和地内で実施することが
決定しました。
「ゾーン30」とは、歩行者等の安全な通行を確保することを目的に、区域（ゾーン）を定めて時速
30キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ速度抑制等を図
る生活道路対策です。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

成人用肺炎球菌ワクチン接種のお知らせ

子育て支援室の場所が変わります

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】今年度に65歳、70歳、75歳、80歳、

これまで認定こども園志原保育所に併設して
いた子育て支援室ですが、志原保育所東側の町有
地に増築を行い、２月末に建物が完成しました。
４月２日（月）以降は、新しくなった子育て
支援室をご利用ください。専用の屋外遊び場や駐
車場もできましたので、親子でお気軽にお越しく
ださい。

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†
おく だ やすひろ
健康福祉課 健康づくり係（担当 奥田恭大）
☎３－０５１１

就学援助申請の受付を行っています
町では、お子さまが小・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月初めに町内の
小中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 30 年度
の申請を希望される場合は５月２日（水）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、新入学準備金を
受給された方も必ず申請が必要です。
また、就学援助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†
教育委員会 学校教育係（担当
☎３－０５２６
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いけもと

池本

じゅん

淳）

†問い合わせ先†
にし
ひろ こ
子育て支援室（担当 西 弘子）
☎２－０３３６

初心者狩猟免許取得予備講習会の開催
三重県猟友会では、三重県が実施する狩猟免
許試験の合格に向けて、初心者狩猟免許取得予備
講習会を開催します。受講の手続きなど、詳しく
は、下記までご連絡ください。
【講習会開催日時及び会場】
開催日時

申込み期限

６月 24 日（日） ６月８日（金）
７月 21 日（土） ７月６日（金）
８月４日（土） ７月 20 日（金）

講習会会場
メッセウイング・
みえ
菰野町農村環境
改善センター

※受付開始は４月２日（月）からです。期限まで
に定員に達した場合、その時点で受付締切とな
ります。８月４日（土）の講習会は初心者を対
象とした、わな講習のみとなります。
【受講対象者】
（初 心 者）狩猟免許試験を受けて新しく狩猟
を始めようとする方
（一部免除者）既に狩猟免許を所持していて、そ
の有効期間内にこれと異なる種類
の狩猟免許を受けようとされる方
【受 講 料】
三重県猟友会員でない方 … 13,000 円
三重県猟友会員の方 … 5,000 円
†問い合わせ先†
三重県猟友会事務局
☎０５９－２２８－０９２３

■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。

ヘルプカードは、援助や配慮を必要としてい
る障がいのある方や、病気の人などが、困ったと
きに周囲に示し、支援や理解を求めやすくするも
のです。
県庁や県福祉事務所・保健所・役場健康福祉
課窓口で配布しています。また県のウェブサイト
でカードをダウンロードすることもできます。
ヘルプカードを持っている方を見かけたら、
電車やバス等で席を譲る、緊急時や災害時に支援
するなど、ご配慮をお願いします。
†問い合わせ先†
三重県地域福祉課
☎０５９－２２４－３３４９

はかりの定期検査
取引や証明用に使用するはかりは、２年に
１度の検査が必要です。必ず受検しましょう。
ただし、三重県の定期検査実施日までに計
量士の「代検査」を受検したものについては、
今回の定期検査は免除されます。
【定期検査日程】
検査月日
検査時間
検査場所
９：00 ～ 10：00 志 原 公 民 館
５月 ９日（水）
11：00 ～ 12：00 尾呂志公民館
５月 10 日（木）９：00 ～ 12：00

阿田和公民館

５月 11 日（金）９：00 ～ 12：00

下市木公民館

【手数料】検査手数料は、はかりの種類や能力
によって異なります。検査当日に現金で支払っ
てください。
【検査対象のはかり】
①商店・露店などの商品売買用
②病院・薬局などの調剤用
③病院・学校・福祉施設などの体重測定用
④生産者の生産物販売・出荷用
⑤工場・事業所などの材料購入・製品販売用
⑥農協・漁協などの物資集荷・出荷用
運送・宅配業などの貨物運賃算出用
†問い合わせ先†
三重県計量検定所
☎０５９－２２３－５０７１
企画課 企画係
☎３－０５０７

収入保険が始まります
新しく導入される収入保険では、保険料の
掛金率は１％程度で、農家ごとの平均収入の８
割以上の収入が確保されます。
米、麦、大豆、野菜、果樹、茶、しいたけ、
はちみつなど、農産物ならどんな品目でも対象
になります。
青色申告（簡易な方式を含む）を行ってい
る農業者（個人・法人）が対象で、実績が１年
以上あれば加入できます。
平成 30 年夏から加入申請予約受付、秋から
申込、平成 31 年からスタートします。
補償内容など詳しいことは、下記問い合わ
せ先までご連絡ください。
†問い合わせ先†
三重県農業共済組合 東紀州支所
☎０５９７－８５－３８２１

紀宝警察署メールボックス
平成30年度三重県警察官募集
【申込受付期間】
３月13日（火）～４月18日（水）
受験案内・申込書は、紀宝警察署及び交番、
駐在所で配布しています。また、インターネッ
トからの申込みも可能です。
「三重県警察職員
採用」で検索してください。
†問い合わせ先†
三重県警察本部採用係
☎０５９－２２２－０１１０
紀宝警察署
☎０７３５－３３－０１１０

紀南医師会応急診療所
【診療日】
４月１日
（日）
、
８日
（日）
、
15日
（日）
22日
（日）
、
29日
（祝日）
、
30日
（振替休日）
【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番地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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「ヘルプカード」
を配布します

御浜町をＰＲするトラックが東京、大阪を走っています
ＰＲ長距離トラック／タクシー料金助成

２月から御浜町のＰＲ広告を掲載した長距離トラックが首都圏、
関西圏を中心に走っています。町のキャッチフレーズ「年中みかん
のとれるまち」を掲げるとともに、みかんや熊野古道、浜街道の写
真を掲載しPRしています。
このトラックは御浜町の知名度向上を目的として、町の運送会社
くまもとふくまさ
である熊本商会有限会社（代表取締役 熊本福正）
、大井運送有限
おお い
たかし
会社（代表取締役 大井 隆）の２社のご協力をいただき、長距離
トラックの背面に掲載しています。
†問い合わせ先†
企画課 商工観光係（担当
☎３－０５０７

はやし

林

けん た ろう

健太郎）

タクシー料金助成事業 について
自家用車を所有していない世帯の方（一定要件を満たした方のみ）を対象に、タクシー料金の一部
を助成します。
【対 象 者】 御浜町に住所を有し、下記３項目のすべてに該当する方が対象となります。
①前年度における住民税が非課税の世帯に属する方
②本人または同居の家族が自家用車を所有していない方
③一人でタクシーの乗り降りが可能な方
※福祉有償運送、介護タクシーの対象者でない方
【助成内容】 １枚600円の助成券を１ヶ月４枚限度に交付
【利用方法】 利用者は助成券を乗務員に渡し、乗車料金から助成額を差し引いた金額を支払います。
（例）乗車料金 1,100円の場合
助成券１枚利用（600円助成） ➡ 自己負担額500円
【利用上の注意点】
・発地、着地とも町内の場合のみ対象とします。
（町外への利用は不可）
・乗車料金の範囲内で複数枚の利用も可能です。
（おつりはでません。
）
・他の者への譲渡や売買はできません。
・交付を受けた本人以外は使用できません。
・現金との引換えはできません。
・助成券の再発行はできません。
【利用できるタクシー会社】 美浜タクシー有限会社（御浜町阿田和） ☎２－２０５３
【申 込 み】 印鑑をお持ちのうえ、役場企画課または尾呂志支所、町民サービスセンター、神志山連
絡所までお越しください。
なお、申込みにご不明な点がある方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
※申込み書をご提出いただいた後に内容を審査し、助成券交付の可否を決定のうえ、申
請者へ通知させていただきます。
†問い合わせ先†
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企画課 企画係（担当

おおはたあや こ

大畑綾子）☎３－０５０７

御浜町奨学金及び大久保奨学金のご案内

１．御浜町奨学金
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
奨学金の支給額…１人につき年額60,000円以内
支給できる人員…10人以内
２．大久保奨学金
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
奨学金の支給額…１人につき年額60,000円以内
支給できる人員…１人
【申請の手続き】
４月27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†

教育委員会 学校教育係（担当

年金だより

たてしま え

み

立嶋恵美）☎３－０５２６

平成30年度
国民年金保険料について

平成30年度における国民年金保険料額は、
月額16,340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年分前納
14,420円の割引
○１年分前納
3,480円の割引
○６ヵ月分前納 800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年分前納
15,650円の割引
○１年分前納
4,110円の割引
○６カ月分前納 1,110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ヵ月前納
（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30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†
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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御浜町奨学金及びに大久保奨学金／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。
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詩になる 春がそこまで 近づいて  出口 康一
ふく し

福祉バス 土筆の土手を 折り返す 

人 口 8,775人（＋ 4 人）
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赤ちゃん／広報文芸／あとがき

３月１日現在の人の動き

４月は年度変わりで、進学・就職・転勤
等により新しい環境で生活する人が多い時
期です。特に進学で上京する人も多いと思
いますが、生まれ育った地元の良さを忘れ
ず、成長して御浜町に帰ってきてもらいた
いです。環境の変化で体調をこわさないよ
うに気を付けて頑張ってください。
自分も役場へ入ってからもう３年が経ち

ます。広報を３年間担当し、町の様々なイ
ベント、各保育所（園）や各学校等に行く
ことができ、様々な事を知ることができま
した。その他にも管理関係や選挙等を担当
し、多くのことを勉強できたと思います。
４月から知り合い数人も新しい地で仕事
がスタートします。知り合い達にも一生懸
命頑張ってもらいたいですし、自分も負け
ないように頑張りたいと思います。
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雅巳さん・歩美さん

晴之さん・ひで子さん

平成30年１月１日～30日届出分

湊大郎くん

しょう じ

峪口 愛大くん

進太郎くん

小森

阿田和
木
♥

神

じ

めまし

…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 日 資源持込日
2 月

8：00～12：00

くら し の カレンダー ４

くるくるタウン

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

3 火 卓球教室

19：00～21：00

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

17 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

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

4 水 ソフトテニス教室

16 月

（阿田和・尾呂志地区） 18

水 ソフトテニス教室

19：00～21：00 阿田和小テニスコート

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
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

（阿田和・尾呂志地区）

19：00～21：00 阿田和小テニスコート
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

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
資源プラスチック収集日
19 木
5 木 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
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
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館

6 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

7 土

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
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
21 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター

8 日 資源持込日

8：00～12：00

くるくるタウン

20 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

22 日 資源持込日

8：00～12：00

くるくるタウン

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

9 月 紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

23 月

バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

10 火 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）
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

24 火 卓球教室

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

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）

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小テニスコート
11 水 ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小テニスコート 25 水 サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
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
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
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
無料法律相談（弁護士） 13：30～15：30 役場３階第５会議室
資源プラスチック収集日
26 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
12 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
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
ちょっと気になる子ども相談（要予約） 役場３階和室
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
13 金 子育て相談 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
粗大ごみ収集日（持ち込み）
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

14 土

27 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

28 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
29 日 昭和の日
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター

15 日 資源持込日

8：00～12：00

役場

30 月 振替休日
19

き

２／５
（月）
「養正一代記」が町有形文化財になりました

2018. ４. No.588

２月５日付で教育委員会は、阿田和の鈴木家所有の古文書「養正一代記」を町有形文化財（古文書）
に指定しました。

みはま

よ う せ い い ち だ い

広報

みて見てみはま

養正一代記は、江戸時代後期に阿田和村
庄屋や有馬組大庄屋を務めた鈴木雄右衛
門が、嘉永元年（1848）年頃に生涯を振
り返って子孫に残した記録であり、当人
の来歴や従事した多様な商売・庄屋及び
大庄屋としての功績・子孫への教訓等が
叙述されています。
村落の上層農民（名望家）の教養を示す
文書としては、価値が高いとして町有形
鈴木家に指定書を授与（右から２番目）

（平成30年４月１日発行）

クロマツを植樹する参加者

タイ検疫官の検査を視察する鈴木知事たち

３／６（火）鈴木知事がJA三重南紀統一選果場を視察しました

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。

鈴木英敬知事が、JA三重南紀統一選果場で実
施されたタイ王国への柑橘輸出検査を視察しま
した。

GGとは、グリーン（緑）
・グロー（育てる）
の意味であり、熊野市・御浜町・紀宝町等でつ

タイへの輸出は平成19年に解禁され、平成22
年から輸出を開始しました。平成26年には年間

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23回目の実施となりました。

約20ｔまで輸出量が増加したが、表皮があばた
状になる病気が他県で発生し検疫条件が厳しく

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、防風機能が低下しつつある七里
御浜国有林を守ろうと毎年植樹と清掃活動を続

なりました。現在では、タイ検疫官の招致費用
や防かび処理費がかかり、費用の負担が大きい
ため県は平成26年から規制緩和の要望を行って

けています。御浜町の会場では約40人の方が参
加し、クロマツ苗70本の植樹と清掃活動を行い

います。
JA三重南紀では、８年前からタイ王国への輸

ました。

出を開始しました。安心安全な日本産として、
富裕層に人気を集めています。

〒5195292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
TEL 05979 ③ 0505 FAX ② 3502
ホームページアドレス http://www.town.mihama.mie.jp/

３/３（土）七里御浜GG（グリーン・グロー）作戦
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文化財に指定されました。

