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御浜町制施行60周年記念式典が挙行されました
周年記念式典

60

オープニングにふさわしい演奏を披露する御浜町ジュニアバンドのみなさん

９月２日（日）御浜町中央公民館にお
いて、記念式典が挙行されました。
記念式典には、来賓の方や、功労者表
彰受賞者、招待者のみなさんなど、約
350名が出席しました。第一部では、御
浜町ジュニアバンドによるオープニング
演奏や、各分野に尽力された功績をたた
え感謝の意を表す表彰が行われ、36名、
９団体がその栄を受けました。最後は、

式辞を述べる大畑町長

御浜町無形民族文化財「阿田和の獅子舞」
を披露していただきました。

演目「花掛かり」を披露する阿田和交流会のみなさん

第二部では、記念講演が行われ、タレント
あさ ぎ く に こ
「輝いて生きる」
の麻木久仁子さんをお招きし、
講演を行う麻木久仁子さん
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と題し、講演していただきました。
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平成３０年度

梓川・御浜ふれあい交流会

～ 梓川のみなさん

御浜町へようこそ！ ～

梓川・御浜ふれあい交流会

平成元年に始まった交流がきっかけで、平成５年に長野県梓川村（当時）と御浜町の間で友好親善
提携を結びました。友好親善の一環として、小学生のふれあい交流会を行っております。
今回は８月７日（火）から９日（木）までの３日間、御浜町と長野県松本市梓川地区の児童による
交流会が町内及び和歌山県東牟婁郡太地町などで行われました。
町からは、御浜小学校５名、阿田和小学校３名、尾呂志学園小学校３名で合計11名の５・６年生が
参加し、同学年の梓川児童22名を迎えて、連日の猛暑にも負けず元気に交流を深めました。

≪交流会日程≫

● ● ●● ●

対面式 ● ● ●● ●

１日目：対面式
箸作り体験
バーベキュー（夕食）
２日目：太地町立くじらの博物館見学
はしくい
海水浴（橋杭海水浴場）
天体観測
３日目：みかん狩り体験
みかんジュース工場見学
解散式

●●● ●●

箸作り体験＆バーベキュー ● ● ●● ●

児童たちも初めは緊張した面持ちでした
が、箸作りやバーベキューを通じて、すぐに
友達になっていました。
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● ● ●● ●
交流会のメインでもある海水浴で
は、みんなでスイカ割りも行い、大い
に盛り上がりました。

太地くじら博物館 ● ● ●● ●

梓川・御浜ふれあい交流会

●● ●

●●

天体観測 ● ● ●

は し く い

橋杭海水浴場 ● ●

●●●●

みかん狩り＆ジュース工場見学 ● ● ●●

最終日のみかん狩りでは、おいしいみか
んを一生懸命探し、ネットに詰めたみかん
を笑顔で見せ合っていました。

ま なごひろ こ

†問い合わせ先† 教育委員会 生涯学習係（中央公民館）
（担当 真砂寛子） ☎２－３１５１
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防災情報

No. 70

避難行動要支援者 の 避難支援 について 取り組み を 進めています
防災情報

町は、災害時の避難支援体制の構築を目的に町内の避難行動要支援者（※１）の情報をとりまと
めた避難行動要支援者名簿（以下 名簿）を作成し、警察機関・消防機関・各地区自主防災組織等
の避難支援者等関係者（※２）と名簿情報の共有に取り組んでいます。
これまでに、紀宝警察署、熊野市消防本部、御浜町消防団、御浜町社会福祉協議会、民生委員の
関係機関及び町内64の自主防災組織のうち16組織（８月末時点）と名簿取扱いに関する協定を締結し、
名簿の提供を行いました。
今後も地域の避難行動要支援者を正確に把握するため、自主防災組織等の避難支援等関係者と情
報共有を行い、地域ぐるみで避難行動要支援者の避難支援に取り組むための体制づくりを進めてい
きます。
（※１）避難行動要支援者
高齢や障がい等により、災害時に自ら避難することが困難かつ避難の確保を図るため、特
に支援を要する人
（御浜町地域防災計画の第２部第２章第３項で定める条件（下記のいずれか）に当てはまる人）
①要介護認定３～５を受けている者
②身体障害者手帳１･ ２級の第１種を保持する者
③療育手帳Ａを所持する知的障がい者
④精神障害者保健福祉手帳１級または２級を保持する者
⑤障がい程度（支援）区分認定４～６を受けている者
⑥町長等が支援の必要があると認める者
（※２）避難支援等関係者
避難支援等の実施に携わる関係者
（消防機関、警察機関、民生委員、社会福祉協議会、自治会及び自主防災組織等）
【避難行動要支援者対策のイメージ】

町（役場）

①避難行動要支援者名簿の提供

避難行動支援等関係者
（公的機関・関係団体）
・消防
・警察
・民生委員
・社会福祉協議会…等
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①避難行動要支援者名簿の提供

②避難行動要支援者の把握

②避難行動要支援者の把握

避難行動支援等関係者
（地域）
・自主防災組織 等

②避難行動要支援者の把握

避難行動要支援者
+
避難行動要支援者の家族

第２回御浜町総合防災訓練を実施します

防災訓練を実施します。みなさんのご協力をよろしくお願いします。
【日

時】 11月18日（日） ９：00 ～

【場

所】 町内全域

【想定状況】 秋雨前線の影響で雨が続き、町内各地で土砂災害の危険性が高まっている状況で、18日
午前９時に熊野沖で南海トラフを震源とするマグニチュード９の地震が発生。御浜町全
域で地震による激しい揺れ（最大震度７）が起こり沿岸部では津波、山間部では土砂崩
れが発生した。
【想定災害】（町内全域）地震

（沿岸部）津波

（山間部）土砂災害

【訓練項目】
訓練名

訓練概要

1

防災行政無線
一斉放送訓練

2

災害対策本部設置・ 災害時における職員初動対応の
運営訓練
確認・検証

3

4

地区での地震を
想定した訓練
情報伝達訓練
（応援要請等）

緊急地震速報の訓練放送
（9：00 一斉放送）

対象

場所

町内防災行政無線
設備（屋内・屋外）

町内全域

町職員

役場

安全行動訓練、避難訓練、その他

個人
区
自主防災組織

災害対策本部と関係団体との

町職員

役場

情報伝達の確認・検証

関係団体

関係団体各所

各家庭
各地区

【訓練中止基準】
御浜町に気象警報（ただし、波浪警報を除く）等が発表された場合は中止とします。

防犯灯の電球切れを見かけた方はお知らせください
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）へお知らせください。
お知らせいただく際、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。
しば の

ゆういち

†問い合わせ先† 総務課 防災係（担当 芝野 雄一）☎３－０５０５
7

防災情報

南海トラフを震源とする大地震の発生を想定し、地震･津波の被害を最小限にとどめるため、
「地域
の災害特性」
「迅速な災害対応」「関係機関との連携」「住民参加」の４つの視点を基本に御浜町総合

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８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。
取り組み前の平成 26 年８月と今年８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８月

平成30年８月

減量化率

１７４，０２０㎏

１３０，２８０㎏

２５．１％

（参考：８月の収集量

資源プラスチック ２，７５０㎏、庭の草・小枝 ７，０５０㎏）

平成26年４月～８月

平成30年４月～８月

減量化率

８３５，７２０㎏

６１４，８６０㎏

２６．４％

（参考：［４月～８月の累計収集量］資源プラスチック １２，２６０㎏、庭の草・小枝 ２９，９３０㎏）

今後とも資源・ごみの適正な分別、生ごみの水切り等、家庭でできるごみの減量についてご協力を
お願いします。

ごみの減量化を進めるために“３Ｒ”を心がけましょう
◇Ｒｅｄｕｓｅ（リデュース）＝「ごみになるものを持ちこまない・発生させない・増やさない」
○買い物は必要分だけに
しましょう。
○余分な包装はもらわな
いようにしましょう。

○食材は残さず食べましょう。
○余った料理はきちんと保存
して食べ切りましょう。

◇Ｒｅｕｓｅ（リユース）＝「修理して再使用する・工夫して他の用途に使用する・必要とする方に譲る」

◇Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）＝「使い終わったものは資源として再利用する」

正しく分別しましょう。

収集作業中の火災事故発生について
７月の「金物の日」資源・ごみ収集日に、不燃ごみの袋の中へ分
別されずに混入されたライターが発火して、収集車の内部で火災が
発生しました。幸い大事には至りませんでしたが、車両の全焼や最
悪の場合、作業員の命の危険につながる重大な出来事でした。
ライターやカセットコンロのガスボンベなど、発火の恐れのある
ものは、必ず中身を使い切ってから、他のごみとは別の袋に分けて
出してください。
†問い合わせ先†
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生活環境課 環境係（担当

たのうえこう き

はしむらもりひろ

発火の恐れのあるごみは
品目別に袋を分けましょう

田上孔基、橋村守裕）☎３－０５１３

10月１日は浄化槽の日です
化槽のはたらきについて考えてみてください。

浄化槽を正しく管理して、美しい自然を守りましょう
浄化槽は、微生物の働きで汚水を処理し浄化して放流する、いわば生きている汚水処理施設です。
大切な微生物を育てるつもりで日ごろの維持管理をきちんと行い、自然の恵みである綺麗な水を使っ
たあとも、なるべく綺麗なまま自然に返すようにしましょう。
浄化槽の維持管理を怠ると・・・
・ 処理されないままの汚水が流れ、放流先の側溝や公共河川・海を汚染してしまいます。
・ 浄化槽や放流先から悪臭が発生し、不快な思いをするばかりか、ご近所へも迷惑をかけてしまいます。
適切な維持管理のため、単独処理浄化槽・合併処理浄化槽を問わず、浄化槽設置者には以下の３つ
の取り組みが法律で義務付けられています。
●法定検査
年1回
保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを総合
的に判断するための検査です。一般財団法人三重県水質検査センター（三重県知事指
定検査機関）から実施前に通知がきます。
●保守点検
年３回以上
汚泥（微生物）や機器の点検、調整等を行います。保守点検契約を結んでいる事業
者に依頼してください。
●清
掃
年1回
浄化槽内にたまった汚泥等の引抜き及び機器類の洗浄等を行います。町の許可を受けた浄化槽清掃
業者である御浜衛生舎（☎２－２９８９）に依頼してください。
浄化槽を設置されているすべての方が適正な管理を実施していただくこと
で、初めて美しい環境が保たれます。ご理解・ご協力をお願いします。

合併処理浄化槽の設置には補助制度があります（阿田和地区公共下水道区域を除く）
合併処理浄化槽は、トイレ・台所・風呂・洗濯などの家庭内から出る
生活排水をきれいな水にして放流する設備です。汲み取りトイレや単独
浄化槽の方も、美しい御浜町を子の代、孫の代へと引き継ぐため、補助
制度を活用した合併処理浄化槽への転換をご検討ください。

†問い合わせ先†

生活環境課 環境係（担当

たのうえこう き

田上孔基）☎３－０５１３
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浄化槽の日

毎年10月１日は、昭和60年の同日に水環境保全のための法律「浄化槽法」が施行されたことを記念
して「浄化槽の日」として制定されています。ぜひこの機会に、水環境を保全することの大切さや浄

高齢者対象インフルエンザ予防接種 の お知らせ
高齢者対象インフルエンザ予防接種

高齢者の方がインフルエンザにかかると肺炎を合併し、重症化することがあります。インフルエン
ザワクチンを接種することにより発病しても症状を軽くし、致死率を低下させることができます。早
めに予防接種を受けましょう。
【定期接種対象者】
○接種時の年齢が65歳以上で、御浜町に住所を有する方
○御浜町に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、心臓･腎臓･呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウ
イルスにより免疫の機能に重度の障がいのある方
【標 準 接 種 期 間】 平成30年10月15日～平成31年１月31日
※新宮市内は10月１日からです。
※11月、12月で接種を行う医療機関があります。
【自
【接
【持

己
種

負
回

担】 1,400円 （生活保護受給者及び境界層該当者は無料です。
）
数】 年度内 １回

ち

物】 健康保険証、健康手帳（接種日などを記入します。持っていない方は､ 健康福祉
課または支所、連絡所、町民サービスセンターにて受け取ってください。
）
【町内の予防接種実施医療機関】※要予約
医療機関

連絡先

実施期間（平成 30 年度）

☎４－１０１４
10 月 １ 日～ 1 月 31 日
※予約は 10 月１日から窓口、電話にて受け付けます。

尾呂志診療所

谷口クリニック

☎２－４３３３
※予約の際は直接病院窓口にお越しください。

11 月 １ 日～ 12 月 20 日

西久保内科クリニック

☎３―１１５５

11 月 １ 日～ 1 月 31 日

まつうらクリニック

☎３－０１５０

10 月 23 日～ 12 月 19 日

紀南病院

☎２－１３３３
※通院の有無は問わず、紹介状も不要です。
予約電話は 10 月 15 日から受付です。
平日午後２時以降にお願いします。

11 月 １ 日～ １月 31 日

【注意事項】
・南牟婁郡､ 熊野市､ 新宮市以外の医療機関で接種を希望される方は、事前に役場健康福祉課までご
連絡ください。
・各自で接種を希望する医療機関へ予約してください。
・インフルエンザ予防接種は、本人が希望する場合に限り行うものです。予防接種の必要性や副反応
についてよく理解したうえで、体調の良い日に接種を受けてください。
†問い合わせ先†
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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

御浜町空き家バンク制度のご案内
います。ぜひご活用ください。
○空き家を貸したい、または売りたい空き家を所有者している方
⇒ 役場企画課（☎３－０５０７）まで申込みください。
○空き家を借りたい、または買いたい方
⇒ 担当宅建業者（ホームページの各物件に表示）に直接ご連絡ください。
※制度の詳細、実施要綱、申込書類等は、御浜町ホームページをご覧ください。
http://www.town.mihama.mie.jp/akiya_bank/akiyabank.html
＜制度概要図＞

空き家の所有者
①登録申込み

④担当名連絡

⑤調査

⑥登録完了通知

❹報酬支払
※必要に応じて

御浜町

申込み受付

②担当選任依頼

宅建業連絡会

③担当名連絡

担当選任

受理

登録

空き家バンク
ホームページ

⑥登録完了通知

担当宅建業者

受付

調整

受付

代理 / 媒介

契約成立

❷見学・問合せ
※必要に応じて

❶閲覧

❸交渉申込み

❹報酬支払

空き家の貸借・購入希望者
【空き家バンク登録に関する注意事項】
・町は物件情報の紹介のみを行います。交渉、契約については一切関与することができません。
・御浜町空き家バンク制度実施要綱を必ずお読みのうえ、申請書類を作成してください。
・空き家バンクに登録できる物件は、空き家に係る所有権、その他の権利が明確で、空き家の売却、
賃貸ができる物件となります。（老朽化が著しい場合は登録できません。
）
・空き家バンク登録に際しては、担当宅建業者による現地調査やその他所有権の確認等の調査を実施
いたします。
・交渉、契約は担当宅建業者を介して行っていただき、当事者同士で行うことはできません。また、
仲介手数料等が発生しますのでご了承ください。

†問い合わせ先†

企画課 企画係（担当

おおはたあや こ

大畑綾子） ☎３－０５０７
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空き家バンク制度のご案内

御浜町への定住・移住を考え物件を探している方に、売買や賃貸を希望している町内の空き家情報
を発信し、空き家の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を行って

町制施行60周年記念事業

ふるさと御浜町のよいとこ発見ツアー参加者を募集します
ふるさと御浜町のよいとこ発見ツアー募集

ふうこうめい び

御浜町は、豊かな自然に恵まれた温暖で風光明媚な町です。吉野熊野国立公園の名勝として名高い
七里御浜海岸は、横垣峠、風伝峠と共にかつて熊野三山に詣でた人々の参詣道として世界遺産に登録
され、また引作の大楠や神木のイヌマキ、市木のイブキ等の巨木、風伝の朝霧（さぎり）など、自然
と歴史に彩られたみどころがたくさんあります。
しかし、町にはあまり知られていない誇るべきスポットがまだまだあります。そんなふるさと御浜
町を巡り、60周年という節目を機にもっと御浜町を好きになっていただけるよう、バスによる１日ツ
アーを企画しました。お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。
【日
【集
【行

時】 11月25日（日） ８：45 ～ 15：00
合】 ８：45までに役場駐車場へ集合してください。
程】 役場をバスで出発し、語り部の説明を受けながらのバス移動と徒歩による散策で、御浜

町の里山に点在する知られざるスポットを巡ります。語り部及びコース設定は、熊野古
みついし
まなぶ
道世界遺産登録の功労者で、郷土史に詳しい三石 学氏です。
【参加費用】 1,000円／１名（お弁当＋お茶代）
（集合場所までの往復交通費はご負担ください。
）
【募集対象】 御浜町に在住の小学生以上の方
※グループでの応募は１組４名までとします。
※小学生単独または小学生のみのグループには成人の引率が必要です。
【募集人数】 40名（応募者多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。
）
【応募方法】 所定の参加申込書に必要事項を記入のうえ、
期日までに下記のとおり提出してください。
※参加申込書は役場生活環境課、支所、連絡所、町民サービスセンター窓口でお受け取
りください。また町ホームページからもダウンロードできます。
※上記の各窓口に直接提出していただくか、FAXまたはメールで提出してください。
（ＦＡＸ ２－３５０２／メールアドレス m-seikatu@town.mihama.mie.jp）
【応募期日】 10月19日（金） 17：00まで
・抽選となった場合は、参加申込書ごとの抽選となります。
10月31日（水）までに、応募者全員に抽選結果を連絡させてい
ただきます。
・保険は町の負担で旅行傷害保険に全員加入します。
・小雨決行です。警報の発令、災害発生が懸念されるなど、荒天
の場合は中止とし、代表者の連絡先に当日朝７：30までに連絡
します。
・運動のできる動きやすい服装、履物でご参加ください。
・お弁当とお茶は用意しますが、ツアー中の飲み物はご持参ください。

†問い合わせ先†
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生活環境課 環境係（担当

たのうえこう き

たてしま あ

み

田上孔基、立嶋亜美）☎３－０５１３

町制施行60周年記念事業

「陸上自衛隊 第10音楽隊」コンサートを開催します
陸上自衛隊第

御浜町制施行60周年を記念して、「陸上自衛隊 第10音楽
隊」コンサートを中央公民館アメニティーホールで開催しま
す。このコンサートは、町民のみなさんに迫力ある自衛隊ブ
ラスバンドオーケストラの音色を楽しんでいただき、心に残
る60周年にしようと企画・実施するものです。
「陸上自衛隊
第10音楽隊」は、昭和34年（1959年）
に発足し、
よしかわやすひろ
隊長の吉川康浩２等陸尉の指揮のもと東海６県の防衛警備・
災害派遣を担当する第10師団の音楽隊として、定期演奏会や
音楽まつり、各地の公共的イベントでの演奏、子どもたちへ
の吹奏楽技術指導などを行い、地域住民との「ふれあい」を
大切にしながら演奏活動を行っています。
入場無料となっていますので、お誘いあわせのうえ、ぜひ
ご参加ください。

音楽隊コンサート開催／第

10

回御浜町民文化祭

44

【開催日】 11月３日（土）13：30開演（13：00開場）
【会 場】 中央公民館アメニティーホール
※車でお越しの方で「パーク七里御浜ピネ」駐車場をご利用の方は、屋上駐車場をご利用ください。
†問い合わせ先†

教育委員会 生涯学習係（中央公民館）
（担当

かみがい と もり お

上垣内守雄） ☎２－３１５１

町制施行60周年記念事業

第44回御浜町民文化祭を開催します
町では11月３日（土）
、４日（日）の２日間、町、教育委員会、文化協会の共催により、第44回御浜
町民文化祭を開催します。本町における文化活動の振興と、文化水準の向上を図ることを目的に、町
民一般と児童生徒らによる書・絵画・俳句・写真・生け花・民芸など、部門ごとに力作が展示されます。
今回は会場を２会場に分け、御浜町制60周年事業として盛大に行われます。芸術の秋、文化の秋、
町民のみなさんのお越しをお待ちしております。
【展示会場】
ＪＡ三重南紀農業団地センター（「書の部」
「絵画の部」
「俳句・俳画の部」
）
阿田和公民館（「民芸の部」「写真の部」「いけ花の部」
「児童生徒の部」
「保育園児の部」
）
【開催時間】
11月３日（土）９：00 ～ 17：00 、４日（日）９：00 ～ 16：00

昨年の展示の様子

†問い合わせ先†

教育委員会 生涯学習係（中央公民館）
（担当

かみがい と もり お

上垣内守雄） ☎２－３１５１
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美し国三重市町対抗駅伝ランナーを募集します
美し国三重市町対抗駅伝ランナーを募集／がん検診

第12回目を迎える『美し国三重市町対抗駅伝』が、来年も２月17日（日）に開催されます。走るこ
とが好きなみなさん、町の『タスキ』を繋げませんか。
【コ ー ス】 三重県庁前～『三重交通Ｇスポーツの杜伊勢』陸上競技場
１区
1.28km 小学生女子
２区
1.85km 小学生男子
３区
3.83km 中学生女子
４区
5.58km 中学生男子
５区
4.60km 40歳以上男子
６区
6.36km ジュニア男子
７区
2.89km 一般女子
８区
3.43km 20歳以上女子
９区
5.45km ジュニア女子
10区 6.925km 20歳以上男子
【募集人員】 各区間２名
【募集締切】 10月12日（金）
※ランナー募集について、詳しくは下記まで問い合わせください。
†問い合わせ先†

教育委員会 生涯学習係（担当

10区間42.195km

やまもとこういちろう

山本幸一郎）☎３－０５２６

がん検診を受けましょう
がん検診はがんの死亡率を減少させることができる確実な方法です。定期的な受診で早期発見・早
期治療につなげましょう。

次回のがん検診（各種がん検診）
【日

時】 11月11日（日）時間等は下表のとおり
方 法
胃部 X 線検査

時 間
胃がん検診
８：00 ～ 10：00
８：00 ～ 11：00
便潜血検査（検便提出）
大腸がん検診
13：00 ～ 14：00
前立腺がん検診
採血（ＰＳＡ検査） ９：00 ～ 11：00
９：00 ～ 11：00
乳がん検診（エコー）
乳房超音波検査
13：00 ～ 14：00
子宮頸がん検診 視診 ･ 頸部細胞診 ･ 内診 13：00 ～ 14：00
肝炎ウィルス検査

採血（B 型・C 型） ９：00 ～ 11：00

対
象
検診当日満 40 歳以上

料 金
1,400 円

検診当日満 40 歳以上

600 円

検診当日満 40 歳以上

600 円

検診当日満 30 歳以上

1,200 円

検診当日満 20 歳以上
1,300 円
検診当日満 40 歳以上で
700 円
検査を受けたことがない方

【場
所】 御浜町福祉健康センター
【申込締切】 11月２日（金）まで
70歳以上及び生活保護受給者の方は無料です。ただし、大腸がん検診を受診する場合に限り、採便
容器代（300円）が必要となります。
†申込み・問い合わせ先†
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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

風しん予防について ～予防接種をご検討ください～
のおそれが高くなります。風しんの予防には、予防接種が最も有効といえます。
これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方等で下記にあげる方につ
いては、任意の予防接種をご検討ください。
●30代から50代の男性
とりわけ妊婦さんへの感染を防止するために、積極的な予防接種（任意接種）をご検討ください。
●妊婦の夫、子ども及び同居家族
妊婦の周囲の方
●10代後半から40代の女性
特に妊娠を希望する女性、妊娠をする可能性の高い方
妊娠を希望する女性、妊婦の夫及び妊婦と同居する家族に対する風しんワクチンの予防接種費に対
する助成制度があります。ただし、妊婦の夫、同居家族については妊婦が風しんに感染しないとされ
る抗体価を有する場合は対象外となります。詳細は下記まで問い合わせください。
†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

歯周病検診を受けましょう
「歯周病」は、歯と歯茎の間に侵入した細菌が引き起こす感染症です。歯周病の初期症状は歯ぐき
の腫れや出血、口臭です。むし歯とは違い痛みがないまま進行するため、気づかないうちに症状が進
行し、重症化すると歯を支える骨が溶かされ、歯が抜け落ちることもあります。
現在日本では、40歳以上の8割が歯周病にかかっているといわれています。早期発見と毎日の正し
いブラッシングで歯周病は予防できます。ぜひこの機会をご利用ください。
【対 象 者】 40歳（昭和53年４月１日～昭和54年３月31日生まれ）
50歳（昭和43年４月１日～昭和44年３月31日生まれ）
（ ）内に生まれた方のうち、自分の歯（治療済みの歯を含む）がある方
※対象者へは個別に通知します
【日
【場

時】 11月11日（日）９：00 ～ 13：00
所】 御浜町福祉健康センター

【定
【料

員】 20名（先着）
金】 無料

【検診内容】 ・歯科医師による、口腔診査
・歯科衛生士による、個別歯みがき指導
歯みがき指導では、あなたの歯に合わせた正しい磨き方をお伝えします。
【申込締切】 11月２日（金）までに申込みください。
†申込み・問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（担当

しも だ

み

ゆ

下田未祐）☎３－０５１１
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風しん予防について／歯周病検診

本年の国内の風しん患者数は、近年を上回るペースで急増していると報告されています。妊娠中の
女性が風しん感染すると、生まれてくる赤ちゃんが難聴や白内障、心臓病となる「先天性風疹症候群」

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

司法書士無料法律相談会を開催します
三重県司法書士会が無料法律相談会を開催し
ます。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
気軽に申込みください。
事前の予約をいただくと、詳しい回答がいた
だけますので、できるだけ予約してください。
【日
時】 10 月６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
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・
簡単な内容等をご連絡ください。
【予約締切】 10 月４日（木）
【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）

献血にご協力をお願いします
血液は、人工的につくることも長期間保存す
ることもできません。輸血に必要な血液を充分
確保しておくため、献血にご協力ください。
【実 施 日】 11 月９日（金）
【場所・時間】 役
場
11：00 ～ 12：30
紀南病院
14：30 ～ 16：30
【対 象 年 齢】 男性 17 ～ 69 歳
女性 18 ～ 69 歳
※ 65 歳から 69 歳までの方は、60 歳～ 64 歳ま
での間に一度献血をしたことがある方
【献 血 量】 400ml
【体
重】 男女ともに 50kg 以上
【献 血 間 隔】 男性３ヶ月・女性４ヶ月
※事前に医師の診断があります。
†問い合わせ先†
健康福祉課 健康づくり係（担当
☎３－０５１１
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しも

下

み ほ

美穂）

平成30年住宅・土地統計調査を実施します。
住宅・土地統計調査は、
「統計法」
（国の統計に
関する基本的な法律）に基づき実施する、国の重
要な統計調査です。
調査時点は 10 月１日で、調査の結果は、私たち
の暮らしと住まいに関する計画や施策の基礎資料
として幅広く利用されています。
下記の地域から無作為に選ばれた世帯の方を対
象に調査を行います。
【調査対象地域】
・阿田和 上地の一部
・阿田和 貫木上の全域
・川 瀬 全域
・中 立 上・下の全域
・志 原 向地向山の全域
・志 原 東平見の一部
・上市木 中組、里組、下岡組
・下市木 井ノ地、浦地
・下市木 萩内の一部
調査員が伺いましたら、調査へのご回答・ご協
力をお願いします。
※調査員は三重県知事が発行した調査員証を必ず
携帯しています。統計調査をよそおった不審な
訪問者や不審な電話、電子メールなどにご注意
ください。
†問い合わせ先†
おおはたあや こ
企画課 企画係（担当 大畑 綾子）
☎３－０５０７

未来への約束を公正証書が守ります
10月１日～７日は公証週間です
公正証書とは、公証人が作成する公文書で強い
証明力があります。たとえば、遺言証書を作成し
ておくと、遺産争いを回避し大切な家族と財産を
守ることができます。また、自分が信頼する人に、
老後の財産管理や生活支援をしてもらうことがで
きる任意後見契約を結んだり、離婚等で支払いが
滞った場合に面倒な裁判手続きを経ることなく、
ただちに相手方の給与等を差し押さえる手続きを
開始することも可能です。
相談はすべて無料で秘密は厳守します。お気軽
にご利用ください。
†問い合わせ先†
新宮公証役場
☎０７３５－２１－２３４４

■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。

シルバー人材センターは、
「自主・自立」
「共
働・共助」の理念のもと、高齢者が長年培った
知識や経験、技能を生かして働くことで生きが
いを得るとともに、地域社会との相互交流・連
携を目指します。会員資格は、御浜町にお住ま
いの 60 歳以上の健康な方です。ぜひご参加く
ださい。
【入会までの流れ】
電話で説明会参加申込 ⇒ 入会説明会受講
⇒ 説明会の翌日以降入会申込 ⇒ 入会審査
【開 催 日】 下記の表のとおり
【開催時間】 10：00 ～（１時間程度を予定）
【開催場所】
御浜町シルバー人材センター 事務所
（御浜町大字阿田和 4239 番地）
【定
員】
会場の都合により、１回の説明会で 12 名と
させていただきます。必ず、事前に電話で申
込みください。

開催月

開催日（ 毎週水曜日 ）

10 月

10 日、17 日、24 日、31 日

11 月

７日、14 日、21 日、28 日

※定期説明会以外の日も受け付けますので、電
話で申込みください。
†申込み・問い合わせ先†
御浜町シルバー人材センター
☎２－１１６０

「平成30年度行政書士制度広報月間」に伴う
全国一斉無料電話相談会を実施します
三重県行政書士会では、
「平成 30 年度行政書士
制度広報月間」に伴う全国一斉無料電話相談会を
下記のとおり実施いたします。
相続や契約等の権利義務・事実証明に関する書
類の作成や、各種許認可申請など官公署に提出す
る書類の作成などでお困りの方は、お気軽にご相
談ください。
【日
時】 10 月 1 日（月）10：00 ～ 16：00
【受付電話番号】０５９－２２６－３１３７
†問い合わせ先†
三重県行政書士会事務局
☎０５９－２２６－３１３７

紀南病院婦人科外来診療の再開について
平成 28 年度中から休診となっていましたが、
10 月より産婦人科における、婦人科のみの外
来診療を再開します。予約制となりますが、紹
介状は不要です。詳しくは下記まで問い合わせ
ください。
【受付日時】 平
日 14：00 ～ 17：00
【診療日時】 毎週木曜日 14：00 ～ 17：00
【担当医師】 三重大学医学部産婦人科医局医師
が交替で担当します。
†問い合わせ先†
紀南病院 地域連携室

☎２－１３３３

紀宝警察署メールボックス
｢民事介入暴力巡回無料法律相談｣が
開催されます

暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお
困りの方に対し、専門的な相談を取り扱うセン
ター相談員をはじめ、警察官や弁護士が直接み
なさんからの相談をお聞きします。
相談は無料で、秘密は厳守いたします。
【開 催 日】10月31日（水）13：00 ～ 16：00
【開催場所】北牟婁郡紀北町東長島915番地2
東長島公民館２階

会議室

†問い合わせ先†
暴力追放三重県民センター
☎０１２０－３１－８９３０
三重県警察本部組織犯罪対策課
☎０５９－２２２－０１１０

紀南医師会応急診療所
【 診 療 日 】10月７日（日）、８日（祝日）、14日（日）、
21日（日）、28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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情報コーナー

御浜町シルバー人材センター
定期入会説明会を開催します

ノルディックウォーキング教室を開催します
ノルディックウォーキング教室／国民健康保険被保険者証の更新

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。
教育委員会、みはまスポーツクラブの共催でノル
ディックウォーキング教室を開催します。何かスポー
ツを始めたいという方、ご参加をお待ちしています。
【日

時】 10月27日（土）13：00 ～

（約１時間半の予定）
【場
所】 寺谷総合公園 管理棟前
【対
象】 18歳以上
【募集人員】 10名
【参 加 費】 保険代として100円
（みはまスポーツクラブ会員は無料です。
）
【申 込 み】 役場３階 教育委員会まで申込みください。
【募集締切】 10月19日（金）
※応募多数の場合は抽選になります。
†申込み・問い合わせ先†

教育委員会 生涯学習係（担当

私たちノルディック
ウォーキング指導員と
一緒に歩きましょう！

やまもとこういちろう

山本幸一郎）☎３－０５２６

国民健康保険被保険者証が更新されます
〇新しい「国民健康保険被保険者証」がお手元に届きます
新しい被保険者証を順次発送させていただいております。古い被保険者証の有効期限は９月30日と
なっておりますので、10月１日時点でお手元に届いていない場合は、お手数ですが下記問い合わせ先
までご連絡ください。
今回お届けする被保険者証は、国民健康保険の広域化に伴い「三重県」の文字が入っておりますが、
今までどおり使用できます。
〇古い被保険者証の回収、処分について
10月１日以降、古い被保険者証は使用できなくなります。そのため使用できなくなった被保険者証
は役場本庁か支所等で回収いたします。またご自身で処分していただくことも可能ですが、その場合
は個人情報保護に十分注意して処分してください。
†問い合わせ先†
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住民課 保険年金係（担当

まえ

前

わたる

亘）☎３－０５１２

新しい外国語指導助手（ＡＬＴ）ジェイミー・ユーさんを紹介します
着任にあたり、ジェイミーさんに自己紹介をしていただきました。
初めまして！私はジェイミー・ユーと申します。
御浜町は心静かで綺麗な町です。ここに来て本当に
嬉しいです。私は南カリフォルニアから来ました。サ
イプレスという市で育って、2013年から2017年までカ
リフォルニア大学アーバイン校（UCI）で東アジア文
化を勉強しました。日本語も勉強しました。けれど、
まだ勉強中です。ここにいる間に、日本語と日本の文
化をもっと習いたいから一所懸命勉強します。そして
御浜町と三重県と日本をもっと見たいです。

新しくＡＬＴに着任したジェイミーさん
（中央）

私は中国系アメリカ人なので、元々アジアのことに
興味がありました。だから、高校の時に日本語の勉強を始めました。その時から日本だけじゃなく、
中国と韓国の文化にも興味があります。日本と韓国の映画とドラマが好きで、音楽もよく聞きます。
私は人と会うことが好きなので、御浜町のみなさんと会うことを楽しみにしています。よろしくお願
いします！
†問い合わせ先†

教育委員会 学校教育係（担当

年金だより

いけもと

池本

じゅん

淳）☎３－０５２６

年金事務所での相談や
手続きには予約を！

全国の年金事務所では、年金の予約相談を
実施しています。年金事務所の窓口で年金請
求の手続きや年金相談を希望される方は、ぜ

＜予約の受付時間＞
月～金曜日（平日）８：30 ～ 17：15

ひ予約相談をご利用ください。

・予約相談希望日の１カ月前から前日まで受
付しています。

予約相談のメリット
〇お客様のご都合にあわせて、スムーズに相

・予約の際は、基礎年金番号の分かる年金手
帳や年金証書などをご用意ください。

談できます。
〇相談員が事前に伺った相談内容に応じて準
備のうえ、丁寧に対応します。

†問い合わせ先†

予約の申し込みは予約受付専用電話（☎
０５７０－０５－４８９０）または、お近く
の年金事務所へ直接お電話ください。

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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ＡＬＴ紹介／年金だより

新しい外国語指導助手（ＡＬＴ）として、ジェイミー・ユーさんが着任しました。２学期から町内
の小・中学校で英語の指導にあたっていただきます。

は

めまし
て

じ

訂正とお詫び

平成30年７月１日
～31日届出分

赤ちゃん／広報文芸／あとがき

広報みはま９月号の
「はじめまして」
のコーナーにおきまして、名前の読み
に誤りがありました。正しい読みも含
め、改めて今月号で紹介させていただ
きます。申し訳ありませんでした。
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９月１日現在の人の動き
人 口 8,690人（－ 14人）
男

4,065人（－ 3 人）

女

4,625人（－ 11人）

世帯数 4,223戸（± 0 戸）
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あとがき
特集でも紹介していますとおり、９月２日に
御浜町は「還暦」を迎えました。ご存知の方も
多いと思いますが、還暦とは十干と十二支を組
み合わせた干支が一巡し、生まれた年に戻るこ
とをいいます。「赤ちゃん」の年に戻るという
ことで、町としても節目の年になります。次の
60年に向けてもっと御浜町が魅力ある町となる
よう、頑張っていきましょう！

８月から９月にかけて台風や北海道胆振東部
地震が立て続けに発生し、各地に甚大な被害を
与えました。今年は自然災害による影響が本当
よ そ こと
に多い年となっています。決して他所事とは思
わず、いま一度家族やご近所の方と防災につい
て話し合ってみてはいかがでしょうか。防災情
報でもお伝えしていますが、11月18日（日）に
は総合防災訓練を予定しております。いずれく
るであろう大災害に向けて、一人でも多くの訓
練の参加をお願いしたいと思います。
（広報担当）

…ごみ関係（生活環境課 ☎３－０５１３）
※燃料ごみは毎週火・金曜日に全域を収集します。
…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 10

1 月 紙の日収集（阿田和・尾呂志地区）
2 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１階第１会議室
ビンの日収集（阿田和・尾呂志地区）
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小テニスコート
17 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
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

ありんこ広場 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
金物の日収集（阿田和・尾呂志地区）
３歳児健診（個別通知） 御浜町福祉健康センター
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小テニスコート
3 水
資源プラ収集（全域）
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
18 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ
子どもの広場（自主活動） 9：00～11：30 御浜町福祉健康センター
資源プラ収集（全域）
19 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
4 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
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
20 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
子どもの広場 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
5 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
粗大ごみ収集日（訪問）
21 日
資源持込日 8：00～12：00 役場
各種がん検診、
肝炎ウイルス検査（要予約） 中央公民館
6 土 ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館 22 月 紙の日収集（市木・神志山地区）
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
7 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
8 月 体育の日
9 火 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

23 火 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ビンの日収集（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
24 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
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

年金相談 10：00～14：00 役場１階第１・２会議室
金物の日収集（市木・神志山地区）
25 木
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小テニスコート
10 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
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ
26 金

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
資源プラ収集（全域）
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
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

無料法律相談（弁護士） 13：30～15：30 役場３階第５会議室
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
27 土
資源プラ収集（全域）
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
11 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 28 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
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
12 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

29 月 紙の日収集（阿田和・尾呂志地区）
30 火 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

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 13：30～15：30 御浜小体育館 31 水 ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
13 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 みはまＧＧ

14 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
15 月

庭の草・小枝収集日（全域）
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

16 火

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

10月の納期限 10月31日（水）
●町
県
民
税
●国 民 健 康 保 険 税
●後期高齢者医療保険料

第３期
第４期
第４期

※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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七里御浜野外映画祭2018

ふれあいビーチで、御浜町
七里御浜

2018.10. No.594

制60周年記念事業

みはま

８／25
（土）町制施行60周年記念事業

広報

みて見てみはま

野外映画祭2018が開催されま
した。
当日は天候に恵まれ暑さも
和らぎ、子ども連 れ の 家 族
など約200人の方がふれあい
ビーチを訪れました。そして
満天の星空の下「ミニオンズ」
が上映され、訪れた子ども達
きれいにライトアップされた会場で映画を楽しむみなさん

（平成30年10月１日発行）

上野山さんの講演に最後まで熱心に耳を傾けていた参加者のみなさん

うえ の やま

み

き ひこ

役場を訪問した三重大医学部生のみなさんと町長

９／６（木）三重大学医学部生役場訪問

減災カフェ主宰の上野山 巳喜彦さんを迎え、
この地方の太平洋戦争中の空襲のありさまについ

阿田和地区での聞き取り調査実習を行うた
め、御浜町を訪れた三重大学医学部医学科の学

て語る平和のつどい
『忘れられた戦災 熊野の空襲』
がコープみえ・へいわの会主催、役場総務課共催で
行われました。

生５名が役場で町長と面談を行いました。
今回訪れた５名は、御浜町に来るのが初めて
ということで、町の印象を聞いたところ、
「の

上野山さんは、終戦直前に阿田和地区での列車

どかで海がとてもきれい。平地が少なくて坂が

への機銃掃討など、その周辺で行われた空襲の様子
を体験者の証言を交えながら講演を行いました。参
加者のみなさんは「戦後生まれの世代がどんどん増

多いのが印象的です。
」と答えてくれました。
翌日の７日から、阿田和地区の各家庭を訪問
し、家庭状況や病歴、町の歴史などを聞いて回

え、戦争は絶対に避けなければならないという意識
が薄れてきている。今日の話を家族や職場の人に伝
えて、戦争の悲惨さを忘れないでほしい。
」という

り、この地域について理解しようと熱心に実習
に取り組んでいました。

上野山さんの話を熱心に聞き入っていました。
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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/

８／５（日） 町制施行60周年記念協働事業
平和のつどい『忘れられた戦災 熊野の空襲』

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

を楽しませていました。

