御浜町は今年９月に
かんのとれるま
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町制施行 60 周年 を迎えました
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11 月４日（日）道の駅パーク七里御浜周辺で「町
制 60 周年記念御浜みかん祭り」が開催されました。
今回は約１万人の方が訪れ、たいへんな賑わいを見
せた祭りの様子を、特集としてご紹介します。

❻

❺

❼

❶ 会場全体の様子。多くの方々にご来場いただきました。 ❷ オープニングを素晴らしい演奏で飾った御
浜町ジュニアバンドのみなさん。 ❸ ❹ 制服の試着やＶＲの体験が行われた自衛隊ブース。制服を着たお
子さんが自衛隊車両に乗っている様子をお母さんが写真に収めたり、ＶＲの映像で驚きの声を上げたりして
いる姿が印象的でした。 ❺ 青年団のブースでは焼き鳥や焼きそば等を販売していて、多くの人で賑わって
いました。 ❻❼ ふるまいコーナーではしし鍋とみかんの生絞りジュースが無料で振る舞われました。多く
の方がしし鍋とジュースに舌鼓を打っていました。 ❽ みかんの詰め放題のブースでは、一つでも多くと袋
いっぱいにみかんを詰め込んでいる姿が見られました。
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❽

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

⓰

⓱

⓲

❾ ❿ 子どもたちに大人気の快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー ショー。ショーの後にはハ
イタッチ会も行われました。 ⓫ 御浜町無形民俗文化財
「阿田和の獅子舞」
による
「花掛かり」
の演舞。⓬ 元気いっ
ぱいでダンスを披露するHIPHOP・ストリートダンス「DANCE TEAM M’s」のみなさん。 ⓭ 毎年りんごの販売や
ジュースの試飲で大人気の梓川コーナー。開場前から長蛇の列ができていました。 ⓮ ⓯ 一番美味しいみかん
を競うみかん品評会と表彰式の様子。 ⓰ 町外の方を対象にしたみかん狩りツアー。家族連れの方が笑顔いっぱ
いでみかん狩りを楽しんでいました。 ⓱ お楽しみ抽選会では豪華賞品を狙ってたくさんの方がくじに挑んでい
ました。⓲ フィナーレの「餅まき！菓子まき！！」多くの人が、我さきにとお餅やお菓子に飛びついていました。
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高齢者・障がい者を虐待から守りましょう！
～権利擁護支援「成年後見制度」の紹介～

虐待は、人としての尊厳を傷つける行為です。虐待にはさまざまなものがありますが、今回は経済
的虐待に注目してみましょう。経済的虐待は、
本人のための私的財産や金銭が使えなくなってしまい、
本人の生活が脅かされる危険性がある虐待です。「成年後見制度」は、そのような方々の権利を守る
ためのしくみです。

気になる高齢者・障がい者を見かけたら相談を！

行動が虐待にあたり
な
う
よ
ます
の
こ
身体的虐待

殴る蹴るなどの暴力

介護・世話の放棄

性的虐待

悪い環境で放棄する

わいせつな行為をする・させる

経済的虐待

心理的虐待

年金などを勝手に使う

叱りつける・無視する

虐待は、介護ストレスをはじめ色んな理由が重なり合って起こります。どこのご家庭でも起こる可
能性のある身近な問題です。身近にいる方々が兆候に気付き、早期に相談・通報することで、その深
刻化を防ぐことや家族が抱える様々な不安を軽減させることにつながります。
「虐待かも…」
「このままでは虐待になってしまうかも…」
と思ったら、
担当まで問い合わせください。
経済的虐待と「成年後見制度」について
◎こんな話、聞いたことありませんか？
□ 日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要な金銭を渡さない
□ 本人の自宅等を本人に無断で売却する
きょうせ い

□ 事業所に金銭を寄付・贈与するよう強請する
□ 立場を利用して、
「お金を貸してほしい」と頼み、借りる
本人の財産や金銭を無断で使用することや、本人が望む金銭の使用を理由なく制限するような行為
は、経済的虐待に当たります。このような経済的虐待から、高齢者や障がい者本人の権利を守る手段
として、成年後見制度があります。
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知ってて安心！成年後見制度～財産や暮らしを守るために～
成年後見制度は、経済的虐待以外にも高齢者・障がい者の生活不安対策としても利用できます。

不安１

不安２

不安３

訪問販売被害や
悪徳商法等にあっ
てしまった。今後
は被害にあわない
ようにしたい。

1 人暮らしが不安
になってきた。代わ
りに施設を選んで
契 約 し、 今 後 の 見
守りもしてほしい。

認知症の親の
入 所 費 用 と し て、
親所有の不動産
を売却して工面
したい。

このような場合など、認知症や物忘れ、知的障がいや精神障がい等によって、判断能力が低下して
いる方を後見人が支援することで、その人らしい生活が出来るように援助する法律のしくみが「成年
後見制度」です。
●成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の２つがあります
法定後見制度

任意後見制度

本人の判断能力が不十分な人に対する制度で
す。判断能力の程度など、本人の事情に応じて
利用できるようになっています。「後見」
「保佐」
「補助」の３つに区分されます。

判断能力がある人が、将来自己の判断能力が不
十分になったときに備えて、事前に後見人を決
めておける制度です。支援者となる任意後見人
や支援内容を自分自身で決めることができます。

※家庭裁判所に申立てを行うことで成年後見人等が選任され、本人に代わってさまざまな手続きや契
約行為等を行うことが可能となります。
●成年後見人等ができること・できないこと
できること

できないこと

・財産管理＝預貯金などの管理、不動産売買、 ・身元保証人になること
年金受給、保険請求など
・手術などの医療行為に同意すること
・本人の遺言書を作ること
・身上監護＝医療・介護等の手続き、医療費の
支払い、施設への入所契約、郵便物の管理、
身体障害者手帳の交付請求手続きなど

※身元保証人や医療行為の同意は、ご家族でな
ければできません。

「成年後見制度」についての詳細（申し込み方法や利用するための費用、費用負担を軽減する制度など）
については、下記まで問い合わせください。

†問い合わせ先†
おお た
ゆう こ
高 齢 者 担 当 健康福祉課 福祉係
（担当 太田 裕子）☎３－０５１５
にし
たかあき
健康福祉課 地域包括支援係 （担当 西
隆暁）☎３－０５１４
の じ もとまさのり
障がい者担当 健康福祉課 福祉係
（担当 野地本将永）☎３－０５１５
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防災情報

No. 72

災害時の備蓄 の 備え 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。
今回は、みなさんのご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、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」ということなど
を防ぐことができます。

備える

食べる

買い足す

●どのような食品を備蓄しておくの？
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がわかっ
ているので安心です。

●カセットコンロがいざというとき役立ちます
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。

防災行政無線戸別受信機から行政放送が聞こえていますか？
町では、デジタル戸別受信機の新規配布世帯と受信状態の良くない世帯に対して、通信事業者が戸
別訪問し、機器の設置や機器調整及び屋外アンテナ設置を行っています。まだご家庭に機器が配布さ
れていない場合や、設置したデジタル戸別受信機で防災行政無線放送が受信できない場合は、役場
総務課防災係（☎ ３－０５０５）までご連絡ください。
※デジタル戸別受信機の使用上の注意点
受信機をコンセントに接続し電源を入れると、受信機本体正面
のＡＣランプ（緑）が点灯します。このＡＣランプ（緑）が常
時点灯している状態が正常です。（放送が受信可能です。
）
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ACランプ

→

防災行政無線の放送内容を携帯電話やスマートフォン等で確認できます

平成31年御浜町消防出初式を開催します
新春恒例の御浜町消防出初式を行います。出初式は町内４分団の消防団員が集まり、日頃から訓練
している小型ポンプ操法の展示や一斉放水等を行います。新年に洗練
された消防団員の動きを見ると、とても清々しい気持ちになります。
ぜひご観覧ください。
【日 時】 平成31年１月５日（土）９：00 ～
【場 所】 第一部（式典）阿田和小学校体育館
第二部（通常点検 他）阿田和小学校グラウンド
※雨天時は阿田和小学校体育館で式典のみを行います。
出初式の様子（昨年度）

消防団員募集中！あなたも団員の一員として地域のために活動してみませんか？
御浜町消防団は新規入団員を募集しています。
あなたも団員の一員として地域のために活動してみませんか。
【入団資格】 町内在住で18歳以上の心身ともに健康な方
【処
遇】 消防団活動に必要な被服等付与、公務災害補償、
退職報償金（５年以上勤務した場合のみ）
、
表彰制度有り、消防団応援の店利用制度
※入団を希望される方は、下記まで問い合わせください。

❖ 大地震に備えてみんなで「家具固定」に取り組みましょう！❖
町では補助制度により、各家庭の家具固定を推進しています。家族の安全を守るために、ご自
宅の家具固定に取り組みましょう。
※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協力をいただき設置することも可
能です。詳しくは下記まで問い合わせください。
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
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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】
※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。
④登録完了です。
→ 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。

御浜町福祉バス だより
御浜町福祉バスだより

福祉バスの目的
福祉バスは、他に移動手段を持たない町内の高齢者や障がい者等の
買い物や通院などの生活交通を確保し、生きがいづくりや社会参加の
促進を図り、福祉の向上を目指すことを目的としています。
また、運行範囲については、以前に廃止された神木地区または上市
木地区と阿田和地区を結ぶバス路線運行範囲で、かつ既存のバス営業
を妨げないことを前提に設定しています。
平成29年11月１日に御浜町福祉バスの運行を開始してから１年が経過しました。この半年間での利
用者数は以下のとおりとなっています。
【１年間の累計乗客数：5,934人（１日平均約24人）
】

月別総利用者数

（人）
800
700

673

600
500
400
300
200
100
0

565

533

532

発
515

579

着

（第１便）７：15 ～ ８：42
（第２便）９：00 ～ 10：42
（第３便）11：00 ～ 12：41
（第４便）13：35 ～ 15：17

平成 30 年
５月

６月

７月

８月

９月

10 月

（第５便）15：37 ～ 17：17

福祉バス便別利用者数

（人）
250
200
150
100
50
0

第１便

第２便

■ 平成 30 年５月

■ ６月

第３便
■ ７月

■ ８月

第４便
■ ９月

第５便

■ 10 月

○福祉バスのアンケートを実施しています
福祉バス運行開始してから１年が経過しましたので、アンケート調査をしています。みなさんのご意見
をお伺いし、今後の運行課題として検討させていただきますのでご協力お願いします。アンケート用紙等
は、広報みはま11月号に折り込んでいます。ご不明な点は下記まで問い合わせください。

†問い合わせ先†
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健康福祉課 福祉係（担当

く

ぼ たか と

久保貴翔）☎３－０５１５

この季節ノロウイルスの 食中毒に ご注意を‼

3000

平成29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

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、おう吐、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†

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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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。

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10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 10 月と、
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30年10月

減量化率

１６１，６９０㎏

１２２，０００㎏

２４．６％

（参考：10月の収集量

資源プラスチック ２，６２０㎏、庭の草・小枝 ７，１６０㎏）

平成26年４月～ 10月

平成30年４月～ 10月

減量化率

１，１５４，４００㎏

８４１，０５０㎏

２７．１％

（参考：［４月～ 10月の累計収集量］資源プラスチック １６，７９０㎏、庭の草・小枝 ４４，０３０㎏）

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

年末年始のごみ収集と分別について
年末年始は、
大掃除や帰省などで出たごみや資源の量が多くなる時期です。正しい分別をお願いします。
・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
してください。
※資源類を直接リサイクルセンターへお持ち込みいただける
「資源持込」
の日もあります。
「資源持込」
の日程は、『資源・ごみ収集日程表』や広報みはまの『くらしのカレンダー』でも確認できます。
・大掃除など、年末のまとまった片付け作業が行われるこの時期は、「埋立てごみ」や「資源」とし
て分別が必要なものが燃料ごみに多く混入されます。年の瀬で多忙な時期ですが、
「燃料ごみ」
「資
源類」
「埋立てごみ」の分別を正しく行い、それぞれの収集日に出してください。また、生ごみを
出す時は、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。
＜燃料ごみと分けて出していただきたい資源、ごみ＞
プラスチック製
おもちゃ類、金
属など

新聞、本、ダン
ボールなど

資源類
（紙の日）

ペットボトル、
食品トレー

資源類
（ビンの日）

埋立てごみ
（金物の日）

○埋め立てごみのうち、45 リットルのごみ袋
に入らない（袋からはみ出る、袋の口がし
ばって結べない）大型のごみは粗大ごみに
なります。

※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†
10

年末最終日

年始収集日

特記事項

12 月 28 日（金） 平成 31 年１月 ４日
（金） ※粗大ごみ収集は、12 月に個人
持込みと訪問収集、１月に個人
12 月 ２日（日） 平成 31 年１月 18 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

「御浜町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」を制定しました

事業実施までの流れ
計画予定地へ
標識の設置

指導要綱が適用される発電設備
太陽光を電気に変換する設備（土地に自立して設置されるものに限
る）で、10ｋｗ以上の発電出力を有する設備が対象です。

説明会の開催と
地元との協定締結

町への事前協議と
町からの指導

指導要綱が適用される区域
町内全域とします。
○発電事業者のみなさまへ
指導要綱の適用となる太陽光発電施設の設置を計画されている事業
者は、事前に役場生活環境課までご相談ください。
○町民のみなさま、御浜町内に土地を所有されているみなさまへ
太陽光発電事業者等に土地を売却予定の方やお考えの方は、事前に
役場生活環境課までご相談ください。

町との覚書
締結

「御浜町太陽光発電設備の設置に関する
指導要綱」の詳細は、町ホームページか
ら確認できます。

太陽光発電設備
施工開始

†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

平成31年 御浜町成人式を開催します
【日
時】 平成31年１月２日（水）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25年度の町内中学校卒業生
・
（平成10年４月２日～平成11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30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ま
す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

ま なごひろ こ

眞砂寛子）☎２－３１５１
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太陽光発電設備の設置／御浜町成人式

この要綱は、町内における太陽光発電設備の設置に関して地域の景観、暮らしや防災、周辺環境に
配慮された適切な設備の導入・設置を促すため制定しました。

阿田和交流会が、宝くじ助成金を活用し備品を整備しました
まつもとなお き

阿田和交流会備品整備／いつでも元気が出るコンサート

阿田和交流会（会長 松本有希）が、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を
財源としているコミュニティ助成事業（一般コミュニティ助成事業）の助成を受け、町指定無形民俗
文化財である「阿田和の獅子舞」で使用する備品を購入しました。
今回整備した備品は、コミュニティ活動の維持・充実を図り、住民相互の地域コミュニティ気運の
醸成に寄与します。
＜購入品一覧＞
男獅子頭
女獅子頭
締太鼓（紐）
花梨くりぬき太鼓（巻耳）
神楽鈴
黒紋付着物
袴
†問い合わせ先†

総務課 総務係（担当

にし だ ひで お

西田秀雄）☎３－０５０５

町制施行60周年記念

吉田 正

いつでも元気が出るコンサート
記念オーケストラを開催します

笑いあり涙あり、指揮者による愉快なトークと、思わず口ずさんでしまうヒット曲が満載です。
「い
よし だ
ただし
つでも夢を」
「異国の丘」「有楽町で逢いましょう」など、懐かしの吉田 正メドレーを迫力あるオー
ケストラでお届けします。オーケストラといってもクラシックではありませんので、気軽に楽しんで
いただけます。ぜひご参加ください。
【日

時】 平成31年２月24日（日）

13：30開場 14：00開演
【場
所】 御浜町中央公民館 アメニティーホール
【出
演】 吉田 正 記念オーケストラ
おおさわよしなお
（指揮・トーク 大沢可直）
【チケット】 全自由席 大
人 3,000円
高校生以下 1,500円
【発 売 日】 12月８日（土）
９：00より御浜町中央公民館窓口または
電話予約（☎２－３１５１）にて販売開始
※託児あります（先着10名）
【主

催】 御浜町、御浜町教育委員会

†問い合わせ先†
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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

糖尿病予防講演会を開催します

【日
時】
【場
所】
【講
師】
【対 象 者】
【参 加 費】
【申込締切】

12月13日（木）18：30 ～ 19：30
役場３階 くろしおホール
すみ だ
やすひろ
住田 安弘 氏（四日市羽津医療センター院長
町内在住の方
無料
12月７日（金）※電話にて申込みください。

糖尿病専門医）

＜プロフィール＞ 住田安弘医師
昭和 57 年３月 三重大学大学院修了・医学博士
平成 26 年１月 三重大学保健管理センター所長・副学長
現在 独立行政法人 地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）
四日市羽津医療センター院長
日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会専門医・指導医
日本内分泌学会認定内分泌代謝専門医・指導医
日本医師会認定産業医
†問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（担当

とき た とも こ

時田智子）☎３－０５１１

「糖尿病予防教室」を開催します
この教室は、糖尿病予防のポイントについて、生活と食事の面から学んでいただきます。この機会
に糖尿病予防の秘訣を学びませんか？年１回の教室ですので、ぜひご参加ください。
【日
【内

時】 12月21日（金）18：30 ～ 20：00
容】 講話「糖尿病予防のためのポイントと食事について」（保健師・管理栄養士）
試食「ゆるやか血糖メニュー」
【対
象】 糖尿病予防について関心のある方
（特に参加していただきたい方…糖尿病負荷検査で
境界型と判定を受けたことがある方）
【場
所】 御浜町福祉健康センター 研修室
【持 ち 物】 電卓、筆記用具
【料
金】 無料
【申込締切】 12月14日（金）
※治療中の方は、主治医とご相談のうえ申込みください。
†問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（担当

とき た とも こ

時田智子）☎３－０５１１
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糖尿病予防講演会／糖尿病予防教室

糖尿病になる要因は家族歴だけでなく、肥満、運動不足、脂質異常症、過食など様々です。今や自
分には関係ないとは言えないほど、糖尿病は身近な病気になっています。
糖尿病予防は具体的にどんなことをしたらよいか、「境界型」とは何か、など糖尿病に関する日頃
の悩みをこの機会に解消しましょう。糖尿病予防に関心のある方、境界型との判定を受けたことがあ
る方、そのご家族はぜひご参加ください。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

町営上市木共同墓地をご利用ください

司法書士無料法律相談会開催のお知らせ

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
使用希望申込を受け付けています。

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、詳しい回答ができ
ますのでできるだけ予約してください。
【日
時】 12 月１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
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】 11 月 30 日（金）
【当日受付】 時間終了までに会場にお越しくだ
さい。

○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
2.52㎡

※現在、70 の利
用可能な区画
があります。

御浜町に居住
する方、また
は御浜町に本
籍を有する方

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

※町営墓地につきましては、町長が使用を希望さ
れる墓地区画の「永代使用権」を申請者に許可
するものとなります。墓地の土地を売買するも
のではありませんのでご了承願います。
※申請者お１人様につき、２区画まで申し込み
が可能です。
※使用料につきましては、申請時に使用希望の
区画数に応じた上記の金額を全額納入いただ
きます。
※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。
○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
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
†申込み・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）

†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）

平成30年度
「借金に関する無料電話
法律相談」
を実施します
深刻化する多重債務問題を抜本的に解決する
ため、内閣に設置された多重債務者対策本部に
おいて、平成 19 年４月に「多重債務者問題改
善プログラム」が決定され、取り組みが進めら
れています。本年度も引き続き「多重債務者相
談強化キャンペーン 2018」の期間中に、下記
のとおり無料電話相談が実施されます。ぜひご
利用ください。
【開催日時】 12 月９日（日）10：00 ～ 15：00
12 月 10 日（月）17：00 ～ 20：00
【電話番号】 ０５９－２２４－２６４４
（相談日当日のみ設置）
【対 応 者】 弁護士（三重県弁護士会）または
司法書士（三重県司法書士会）
※相談は無料ですが通話料はかかります。
また、
相談は１時間程度を限度にお聞きします。
†問い合わせ先†
三重県多重債務者対策協議会
三重県環境生活部くらし・交通安全課
☎０５９－２２４－２４００

■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。

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、紀南地区の
中学生の熱い想いをぜひお聞きください。
【日 時】 12 月８日（土） 13：00 ～ 15：30
【場 所】 熊野市文化交流センター交流ホール
【内 容】 ・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
・青少年の文化活動発表
（木本中学校吹奏楽部による演奏）
・表彰式
【入場料】 無料
【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

ま なごひろ こ

眞砂寛子）☎２－３１５１

ＺＴＶケーブルテレビ光ファイバー施設
整備事業幹線工事のご協力のお願いについて
現在、株式会社ＺＴＶでは御浜町におきまし
て、光ファイバーサービス幹線工事の準備を進め
ております。既設の関西電力柱・NTT 柱を使用し、
高所作業車で光ケーブルを敷設しますので、みな
さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
【期 間】 平成 31 年４月～ 11 月末まで
（予定）
【場 所】 町内全域
※工事車両には警備員を配置し交通誘導を行
い、工事車両を駐停車し作業を行います。
詳しくは下記まで問い合わせください。
９：00 ～ 17：30 まで受け付けています。
※電話が繋がりましたらガイダンスに従って、
ダイヤル「４」を押してください。
†問い合わせ先†
株式会社ＺＴＶ 東紀州放送局
☎０１２０－２２２－５０５

紀宝警察署メールボックス

平成30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（土）～ 12月10日（月）
【運動の重点】
①高齢者と子どもの交通事故防止
②シートベルトとチャイルドシートの正しい着
用の徹底
③横断歩道における歩行者優先の徹底
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（月）～ 12月16日（日）
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知らせ
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 30 年 12 月 31 日（月）
まえがわ歯科（熊野市）☎ 0597－85－2746
平成 31 年１月２日（水）
和手歯科医院（熊野市）☎ 0597－85－2997
平成 31 年１月３日（木）
堀歯科医院（御浜町）☎ 2－2111
診療をお申込みの際は、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†（平日のみ）
一般社団法人南紀歯科医師会 事務局
☎０５９７－８９－７００２
友紀歯科
☎０５９７－８９－４６１８

紀南医師会応急診療所
【診療日】
12月２日
（日）
、
９日
（日）
、
16日
（日）、
23日
（祝日）
、
24日
（振替休日）
、
30日
（日）
、
31日
（月）
【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

平成30年度 第19回 紀南青少年
育成交流会を開催します

多目的交流施設における農林水産物出荷者の募集について
多目的交流施設出荷者募集／公立小中学校講師等登録説明会

町では、高齢者の生きがいや町の賑わいを創出するエリアとして、また地域外からの集客交流の
拠点として多目的交流施設を設置しました。今年度、施設のオープンに向け、農林水産物出荷者を
募集しています。
みかんや野菜を栽培されている方や水産物、加工品等の出荷にご興味のある方は、役場 農林水産
課までご連絡ください。

†問い合わせ先†

農林水産課 林業水産係（担当

さき く

ぼ ゆう じ

﨑久保友司）☎３－０５１７

平成31年度熊野市・御浜町・紀宝町内の
公立小中学校講師等登録説明会を開催します
熊野市・御浜町・紀宝町地内の公立小中学校講師等の登録を希望する方を対象に、講師等の任用・
勤務条件等に関する説明会を開催します。
【日
【会
【対

時】 平成31年１月20日（日） 受付開始８：30 ～ 開始時刻９：00 ～
場】 役場３階 くろしおホール
象】 平成31年度に熊野市・御浜町・紀宝町内の公立小中学校への講師等の採用・任用に関

して登録を希望する方
【募 集 職 種】 講師、養護助教諭、事務補助員、学校栄養補助員
※登録を募集する職種です。採用の有無・採用人数等は説明会以降に決まります。
【勤 務 形 態】 常勤・非常勤
【資

格】 小学校教諭普通免許状、中学校教諭普通免許状、養護教諭免許状、栄養教諭免許状、
栄養士免許状の内いずれかを有する者（平成31年３月末取得見込みも可）
※事務補助員は上記の免許は不要

【必要書類等】
・講師等登録希望の方は、平成31年１月７日（月）～１月18日（金）
（ただし、土・日曜日を除く）
の期間に、御浜町教育委員会（役場３階）にて登録関係書類一式を受け取り、必要事項を記入して
必要部数を揃えて講師等登録説明会にご持参ください。
・必要書類を郵送希望の方は、送り先の住所・名前を明記したＡ４用紙が入る角２封筒に、205円切
へ申込みください。
手を貼って、
御浜町教育委員会（〒519－5292 南牟婁郡御浜町阿田和6120番地１）
†問い合わせ先†
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教育委員会 学校教育係（担当

や

だ てつ や

矢田哲也）☎３－０５２６

がん検診を受けましょう
次回のがん検診（各種がん検診）
【日

時】 12月16日（日） 時間等は下表のとおり
方

法

時

間

対

象

料

金

胃がん検診

胃部 X 線検査

８：00 ～ 10：00

検診当日満 40 歳以上

1,400 円

大腸がん検診

便潜血検査（検便提出）

８：00 ～ 11：00
13：00 ～ 14：00

検診当日満 40 歳以上

600 円

乳がん検診

乳房Ｘ線検査
（マンモグラフィ）

９：00 ～ 11：00
13：00 ～ 14：00

検診当日満 40 歳以上

1,800 円

視診 ･ 頸部細胞診 ･ 内診 13：00 ～ 14：00

検診当日満 20 歳以上

1,300 円

子宮頸がん検診

【場
所】 尾呂志公民館
【申込締切】 12月７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†

健康福祉課 健康づくり係（担当

年金だより

おく だ やすひろ

奥田恭大）☎３－０５１１

国民年金保険料の
ご案内を民間委託しています

日本年金機構では、国民年金保険料の納め
忘れの方に対して、電話・文書・戸別訪問に
よる納付のご案内や免除等の申請手続きのご
案内を民間事業者へ委託しています。
【平成30年10月から】
ご案内させていただく民間事業者
（尾鷲年金事務所）
株式会社バックスグループ
（☎０１２０－９８７－９２７）

ンスストアでお支払いしていただくようご
案内します。このため、銀行口座を指定し
てATMの操作により振り込みをお願いす
ることはありません。
●平成29年10月以降、民間事業者の訪問員に
よる収納業務を廃止していることから、現
金をお預かりすることはありません。
†問い合わせ先†

こ やま み さき

小山美咲）

振り込め詐欺などにご注意を！

住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

●民間事業者は、日本年金機構が発行した納
付書により最寄りの金融機関やコンビニエ

尾鷲年金事務所
☎０５９７－２２－２３４０
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がん検診／年金だより

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。

は

赤ちゃん／広報文芸／あとがき

て

じ

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

めまし

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
を設けて新入学準備金の支給をおこなっています。
来年度、町内小・中学校への入学予定のお子さんを
持つ保護者を対象に、新入学準備金の繰り上げ支給を３
月に行います。
（お知らせは各家庭に配布済みです。
）
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31年１月11日（金）までに、教育委員
会 学校教育係またはお子さん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、下記まで問い合わせください。

なかにし

中西
もとかず

♥

木

しょう へ い
り

原

いけうち

勝平くん
ま

志

すず は

池内

こ

鈴葉ちゃん

たかし

元一さん・真理子さん

†問い合わせ先†
教育委員会 学校教育係（担当
☎３－０５２６

か

崇さん・さや香さん

いけもと

池本

じゅん

淳）

平成三十年十二月号

御浜町俳句会 秋季大会（入賞入選句）

せんまい だ

だ

◎御浜町俳句会会長賞（一句高点句）

つど

われ

み

よる

まる

まさ み

御浜町俳句会

たてしま

の

まる

こ

立嶋どうしん丸

さ

み

佐野 正己

たてしま

す さき く

さち こ

うえ の やまあき こ

しもかわ

11月４日に行われた御浜みかん祭りは今年も大
盛況のうちに幕を閉じました。多くの方にご来場
いただきありがとうございました。
特集でも紹介させていただいた梓川のブースで
は旬のリンゴをはじめ、いろいろな野菜が販売さ
れて、お昼過ぎには完売してしまう程の人気ぶり
でした。中には、開場の１時間以上前からブース
の前に並び始める人も現れ、毎年梓川の物産を楽
しみにしている人が多いのだなと感じました。梓

あきさか

こんだてうご

あき

か

つき

ぼし

あとがき

秋盛る わらべも集う 千枚田 

き

ゆ

さんげん

しのだけ

◎互選賞（三句総合点）

めし

む

まえ

なが

きのこ飯と決め 献立動き出す 

立嶋どうしん丸

あしばや

足早に くれ行く秋に 我もにて 

須崎久美子

きんもくせい

金木犀 向こう三軒 香を満たす 

上野山明子

ふえ

笛になる 前の篠竹 月の夜 

下川 幸子

あ

さち こ

世帯数 4,226戸（＋ 1 戸）

で

しもかわ

4,625人（－ 7 人）

かた

ちょう

女

はいれき

あき

4,071人（＋ 9 人）

俳歴を 語る出合いや 流れ星 

て さき

男

◎句会代表選者賞

たば

ともゆき

さち こ

人 口 8,696人（＋ 2 人）

花みかん句会 須崎久美子 選

げ

たにぐち

しもかわ

下川 幸子

下川 幸子

く

そ

供華の束 ほどく手先に 秋の蝶 

ひこばえ句会 中納米子 選

たこ

み

谷口 智行

た

ほお ば

に

あお み かん

だ

大平 昭 選

ひ

青蜜柑 垂らして蛸の やはらか煮 

ひと よ

阿田和句会

こ さむ

小寒さの 一夜や飛騨の 朴葉味噌 

＊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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♥

市

♥

♥

平成30年９月１日～30日届出分

川のみなさん、来年も美味しいりんごや野菜をよ
ろしくお願いします！
早いもので今年も残すところあと１か月となり
ました。みなさんにとって、この１年は良い年と
なったでしょうか。クリスマスや年末年始にかけ
て慌ただしくなる方も多いかと思いますが、体調
を崩さないよう暖かくしてお過ごしください。
今年も広報みはまをご愛読いただきありがとう
ございました。来年も町の情報をたくさんお届け
できるよう頑張りたいと思います。
（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 12

ソフトテニス教室 13：30～15：30 阿田和小テニスコート 17 月 紙の日収集（市木・神志山地区）
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
多重債務者相談（要予約） 10：00～12：00 役場１階第１会議室
18 火
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
2 日
粗大ごみ収集日（持ち込み・訪問）
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）
3 月 紙の日収集（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
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
4 火 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
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）
資源プラ収集（全域）
5 水 サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
20 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） 9：30～11：20 御浜町福祉健康センター
資源プラ収集（全域）
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金
糖尿病予防教室（要申込） 18：30～20：00 御浜町福祉健康センター
6 木 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
7 金

子どもの広場（自主活動） 9：30～11：20 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

ソフトテニス教室 13：30～15：30 阿田和小テニスコート
22 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

ソフトテニス教室 13：30～15：30 阿田和小テニスコート
8 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 天皇誕生日
資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
9 日

こどもわくわく＆おとなドキドキ健康チェックフェス
９：00～12：00 熊野市保健福祉センター

資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン

24 月 振替休日
25 火

ビンの日収集（市木・神志山地区）
庭の草・小枝収集日（全域）
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
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
11 火 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
10 月

年金相談 10：00～14：00 役場１階第１・２会議室
27
金物の日収集（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
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
28
無料法律相談（弁護士） 13：30～15：30 役場３階第５会議室
糖尿病予防講演会（要申込） 18：30～19：30 役場
13 木 資源プラ収集（全域）
29
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
30
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） 9：30～11：20 御浜町福祉健康センター 31
14 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

木

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）

金 子どもの広場（自主活動） 9：30～11：20 御浜町福祉健康センター

土 ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
日
月

12月の納期限 12月25日（火）

ソフトテニス教室 13：30～15：30 阿田和小テニスコート
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

各種がん検診（要予約） 尾呂志公民館
資源持込日 8：00～12：00 役場

●町
県
民
税
●国 民 健 康 保 険 税
●後期高齢者医療保険料

第４期
第６期
第６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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社会科の授業の一環で実際に議会を体

みはま

10／23（火）平成30年度中学生議会

広報

みて見てみはま

2018.12. No.596

験し、町の行政や政治に興味を持っても
らうことを目的とした中学生議会が役場
３階議場で行われました。
阿田和中学校18人と尾呂志中学校７人
のＡ班と御浜中学校51人のＢ班に分かれ、
各グループの代表者が町の産業の発展や
防災のこと等について質問を行いました。
終始緊張感のある雰囲気の中、町の職
員も中学生の質問に対し、真剣に答弁を
緊張感漂う中学生議会の様子

（平成30年12月１日発行）
鮮やかな衣装で披露されたダンスの数々に魅了される観客のみなさん

10／23（火）全国少年少女レスリング
選手権大会優勝報告会

10／28（日）ＡＬＯＨＡＮＡくまの
2018 in御浜

たか た

あおい

町立尾呂志学園小学校３年生の高田 碧 君が７
月に大阪で行われた第35回全国少年少女レスリン

町制施行60周年記念協働事業として、ふれ
あいビーチやしの木広場で「ＡＬＯＨＡＮＡ

グ選手権大会で見事優勝を果たしました。その報
ゆう こ
告にお母さんの祐子さんとともに役場を訪れ、町

くまの2018 in 御浜」が開催されました。
この時期としては汗ばむくらいの陽気の

長に優勝を報告されました。
週４回の練習を重ね、大会に臨んだという高田

中、多くの方にご来場いただきました。そし
て11組約200名がステージでダンスや太鼓を

君は、「最初は勝てるかどうか分からなかったが、
勝ち進んでいくにつれて優勝する自信を深めて
いった。これからも全国の試合で１位をとり続け

披露し、会場はさながらハワイアンの雰囲気
に包まれました。
また、スペシャルゲストとして和歌山県串
みなみ つとむ
本町出身のシンガーソングライター南 努 さん
がライブを行われたほか、ハロウィン仮装コ
ンテストも行われ、参加者がさまざまな仮装

たい。」と力強く話していました。
しかし、この日の報告会は相当緊張したようで、
「試合の時とどちらが緊張した？」と聞くと、「今
日の方です。」と苦笑いしながら答えていました。
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を披露し観客を楽しませていました。
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全国優勝のメダルを掲げる高田君と大畑町長
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行いました。

