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年の初めに

御浜町長

大畑

覚

新年明けましておめでとうございます。皆

ていただけるよう、
「みんなが輝く 希望と

様には、輝かしい新春を健やかにお迎えの

活力あるまちづくり」に向けて、
町長として、

ことと、心よりお慶び申し上げます。

全力で町政の推進に取り組んでまいります

昨年は、町政施行 60 周年記念式典を始め、

ので、よろしくお願い申し上げます。

多くの記念事業を開催させていただき、町

顧みますと、これまでの４年間は、加速

民の皆様と共に 60 周年をお祝いさせていた

度的な人口減少に歯止めをかけ、安全で明

だきました。

るく活気のある御浜町を取り戻したいとの

また、昨年９月 30 日に執行された御浜町

思いから、町政の柱として、高速道路の整備、

長選挙において、無投票で当選させていた

防災の強化、若者の定住対策、柑橘の振興、

だき、10 月 10 日から、引き続き町政運営

教育の充実、高齢者の生きがい対策の６策を

の重責を担わせていただいております。

重点施策に掲げて、
取り組んでまいりました。

改めて皆様に、衷心より厚くお礼を申し
上げる次第でございます。
これからの４年間、今日まで守られてきた
豊かな自然、育まれてきた文化、受継がれ
てきた伝統を次世代に引き継ぎ、町民の皆
様に「御浜町で暮らし続けたい」と実感し
2

これまでの４年間で、全ての事業に着手い
たしましたが、完成までに至らなかった事業
については、
継続して取り組んでまいります。
また、新たに「地域振興のための観光」施
策にも取り組んでまいります。
昨年 11 月、積水ハウスと世界最大手のホ

大島付近日の出

テルチェーン「マリオット・インターナシ

の新規事業化」を早期に勝ち取らなければ

ョナル」の提携によるホテルブランド「フ

なりません。

ェアフィールド・バイ・マリオット」の御
浜町への進出が正式に発表されました。

また、住みやすい町づくりを目指すために
も、
６策や「地域振興のための観光」以外に、

町内へのホテル進出は、先人より続くま

地域における医療・介護体制の充実、学校

ちづくりの１つの成果であり、国内外から

や家庭での生活環境の改善等、緊急性や必

旅行者を集客するホテルとして、町内での

要性の高い事業を優先して取り組むと共に、

雇用と地域経済の活性化に、大きな希望を

町の財政健全化のための行財政改革や職員

抱かせる事業であると期待しております。

の資質向上にも努めて参ります。

御浜町が、これまでの通過型から滞在型の

これからも、初心を忘れず、
「町内融和・

観光を目指す絶好の機会であり、
「年中みか

一策入魂」を町政における政治信条として、

んのとれるまち」御浜町の柑橘をはじめとす

「オール御浜」で取り組んで参りますので、

る１次産業との共栄を進めると共に、観光

皆様のご理解とご支援、ご協力を賜ります

関連事業者の起業等を促進することで、御

よう、よろしくお願い申し上げます。

浜町ならではの地域振興のための観光を目
指したまちづくりを進めて参ります。
そのためにも、
「高速道路の未事業化区間

結びに、本年が皆様にとりまして、幸多
い年となりますよう心からお祈り申し上げ
まして、
新年のご挨拶とさせていただきます。
3

阿田和保育園
定
＆ こ認ども園 志原保育所

会
発表

11月28日（水）に阿田和保育園、29日（木）に認定こども園 志原保育所でそれぞれ発表会が催されました。園
児のみなさんは発表会に向けて練習を重ねたようで、当日の本番では、元気いっぱいに歌や踊りを披露していま
した。その子どもたちの様子をたくさんの観客のみなさんが写真やビデオに収めたり、温かく見守っていました。
※日程の都合上、市木保育所の発表会の様子は２月号に掲載予定です。また紙面の都合上、すべてのお子さんを
載せることができません。ご了承ください。
志原保育所

阿田和保育園

阿田和保育園

志原保育所

志原保育所

阿田和保育園
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志原保育所

阿田和保育園

阿田和保育園

志原保育所

阿田和保育園

志原保育所

阿田和保育園

志原保育所
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平成30年度御浜町総合防災訓練 を 実施しました
防災情報

平成30年11月18日（日）午前９時から、御浜町総合防災訓練を実施しました。
本訓練は、南海トラフを震源とする大地震の発生を想定し、その被害を最小限に止めるため「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、地域住民
参加型の訓練として実施したものです。
訓練には、自主防災組織、役場、防災関係機関（17団体）
、
地域住民あわせて約1,300名が参加しました。
【訓練の様子】
○災害対策本部設置運営訓練 （対象：役場職員）
役場本庁舎にて安全行動訓練、避難訓練、災害対策本部設置及び運営訓練を実施しました。

避難訓練後の安否確認

災害対策本部での図上訓練

○地区での地震を想定した訓練（対象：地域住民・自主防災組織）
各地区で自主防災組織が主体となって様々な訓練（安全行動訓練、避難訓練、安否確認訓練、炊き
出し訓練、初期消火訓練、防災倉庫の点検等）が実施されました。また、訓練後半では、各地区の防
災拠点（避難所等）を会場に、災害時医療救護講習会、避難所運営訓練、住民レスキュー訓練、防災
展示などが行われました。

津波避難タワーへの避難訓練（芝地下地地区）

炊き出し訓練（萩内団地地区）

消火栓取扱い訓練（北畑北・南地区）

安全行動訓練（尾呂志学園）
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防災情報

災害時救急救命講習（阿田和地区）

防災展示（尾呂志地区）

指定避難場所への避難訓練（上市木地区）

避難所運営訓練（下市木地区）

住民レスキュー訓練（志原地区）

避難所運営訓練（神木地区）

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。
新年に消防団員の洗練された動きを見ると、
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】 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。

†問い合わせ先†

総務課 防災係（担当

昨年の出初式の様子

しば の ゆういち

芝野雄一）☎３－０５０５
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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11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 11 月と、平成 30 年 11 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11月

平成30年11月

減量化率

１４２，１９０㎏

１１７，４５０㎏

１７．４％

（参考：11月の収集量

資源プラスチック２，０８０㎏、庭の草・小枝５，９００㎏）

平成26年４月～ 11月

平成30年４月～ 11月

減量化率

１，２９６，５９０㎏

９５８，５００㎏

２６．１％

（参考：［４月～ 11月の累計収集量］資源プラスチック１８，８７０㎏、庭の草・小枝４９，９３０㎏）

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。

家庭用生ごみ処理機等の購入補助制度をご利用ください
家庭から出る生ごみの減量化を促進するため、家庭用生ごみ処理機や処理容器（コンポスター）を
購入された方に購入費用の補助を行っています。家庭ごみの大きな割合を占める生ごみの減量化にご
協力をお願いします。
※町内に居住している方が補助対象者です。対象品目や補助額については下記をご覧ください。
※３月末日までに購入されたものが対象です。４月以降に購入される場合は平成31年度の補助対象と
なります。
補助対象品目の種類
家庭用電気式生ごみ処理機
かくはん
家庭用手動撹拌機能式生ごみ処理機
家庭用生ごみ処理容器
（コンポスター）

補 助 額
購入金額の 1/2
※補助限度額…30,000 円まで
※１世帯につき、１基まで補助
購入金額の 1/2
※補助限度額…5,000 円まで
※１世帯につき、２基まで補助

生ごみの水切りグッズをお試しください
燃料ごみの減量化を進めるため、
生ごみに含まれる水分を切るための便利グッズ“水切りダイエット”
を、無料で配布しています。
【配布場所】 役場生活環境課、町民サービスセンター、尾呂志支所、神志山連絡所
グッズがなくなり次第、配布終了となりますので、この機会にぜひお試しください。
※台所シンクの排水口が生ごみ受けになっている場合は、ごみ受け部分の内側の直径
が10㎝以上のものに使用可能です。事前にごみ受けのサイズをお確かめください。

年始のごみ収集予定
燃料ごみ収集 １月４日（金）
粗大ごみ収集 １月18日（金）（持ち込み収集の日）
※詳しくは、収集日程表をお確かめください。
†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

獣害対策事業の募集についてお知らせします
獣害対策事業の募集

平成30年度獣害対策事業補助金について
農作物の獣害被害をなくすため、イノシシ、シカなどを直接的に追い払
う資材（獣害対策資材）購入費用の1/3（上限５万円）を補助する制度です。
平成30年４月１日以降に購入した資材が対象となります。
おり

【補 助 対 象】 捕獲用檻・罠、電気柵、メッシュ柵、防獣ネット等
【申 請 期 間】 １月４日（金）～２月28日（木）
（必着）
【補助の流れ】 ①獣害対策資材の購入、設置
②役場に申請書類の提出
（獣害対策資材の領収書、農業者の印鑑、農業者の口座番号、購入資材または設置状況の写真）
③指定の口座に補助金の入金
※この補助制度をご利用できるのは、町内に住所を持つ農業者の方もしくは町内に事務所がある農業
法人となります。
※捕獲檻等の罠に関する資材の補助を受けるには、狩猟免許（罠猟）を取得していることが条件とな
ります。
※申請できるのは１名または１団体につき、年度中１回限りです。
※獣害対策マニュアルを役場農林水産課、町民サービスセンター、尾呂志支所、神志山連絡所で配布
しております。このマニュアルを読んで獣害被害を減らしましょう。

野生鳥獣侵入防止柵の自力設置を支援します
御浜町鳥獣害防止総合対策協議会では、平成31年度に農地へ野生鳥獣侵入防止柵を設置しようとす
る団体に資材の支援を行います。
【支 援 内 容】
シカ・イノシシ・サルに対する金網と電気柵が一体になった野生鳥獣侵入防止柵資材を支援します。
【募 集 条 件】
・柵で囲い込む農地が農業振興地域の農用地であり面積が100a以上で、かつ受益個数が３戸以上ある
こと。
・応募者は応募前に利用管理組合を立ち上げ、代表者を決めること。
・柵の設置後、利用管理組合は御浜町鳥獣害防止総合対策協議会と14年間の維持管理契約を締結する
こと。
・囲い込む農地の被害状況を現場写真等の書類で確認できること。
【設置に関する注意事項】
・獣害防止柵の設置は利用管理組合自身で行うこと。
・御浜町鳥獣害防止総合対策協議会が指定する設置方法により設置できること。
・資材は御浜町鳥獣害防止総合対策協議会が購入したもののみを使用すること。
【募 集 期 限】 １月31日（木）まで

†問い合わせ先†

農林水産課 林業水産係（担当

おおかわひでかず

大川英和）☎３－０５１７
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償却資産の申告を お忘れなく
償却資産の申告

農業や自営業などを営む個人や会社の方が、事業のために使用する機械などの資産をお持ちの場合
しょうきゃく
は、固定資産税が課税され、課税対象となる資産のことを償 却 資産といいます。

Q：償却資産ってどんなものがあるの？
A：具体的には、次のようなものが償却資産となります。
農業用機械、建設機械、作業機械、冷蔵・冷凍設備、各種工具、
パソコン、事務機器、接客用家具・備品、舗装路面、看板、太陽光
発電施設等
※耐用年数や取得金額、品目などによっては、課税の対象外となる
ものもあります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
※リースで使用している資産については、原則リース会社に申告義
務があるので申告の対象になりません。

Q：償却資産があるときはどうすればいいの？
A：１月１日現在に償却資産を所有されている方は、業種を問わず、地方税法で申告が義務づけられ
ています。

Q：太陽光発電施設を設置したが？
A：太陽光パネル（ソーラーパネル）などの太陽光発電設備は固定資産税の課税対象となり、償却資
産として町に申告が必要な場合があります。
※家屋の屋根材が太陽光パネルである場合は、家屋の一部として評価されるため、申告の必要は
ありません。
次の表の「課税対象」に該当する場合は、償却資産の申告が必要です。
個人
（住宅用）

設置者

個人
（事業用）

法人

10kw以上
経済産業省の認定を受け、売電目的の設置の場合は、
（余剰売電・
事業用資産となり、課税対象となります。
事業用資産となるため、売電の
全量売電）
設備の
有無にかかわらず、課税対象と
発電規模
なります。
10kw未満
事業用資産とならないため、課税対象外となります。
（余剰売電）

太陽光発電設備の軽減申請
平成28年４月１日から平成30年３月31日に取得した太陽光発電設備の軽減申請には、次の添付資料
が必要ですのでご注意ください。
【添付資料】『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し
【軽 減 率】 最初の３年度分、課税標準額が３分の２
償却資産の申告期限は、１月31日（木）です。申告用紙は、税務課に用意しています。仕事で使
う機械や設備などを確認し、忘れずに償却資産の申告をしましょう。
†問い合わせ先†
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税務課 課税係（担当

わ

だ やすたか

和田康高）☎３－０５１０

いつでもどこでもスマホ で 確定申告 ができます

①ｅ－Ｔａｘで提出する場合
ＩＤ・パスワードが必要となっており、税務署で発行されています。
ＩＤ等の発行を希望される方は、本人確認書類（運転免許証等）をお持ちのうえ、お近くの税務署
にお越しください。
※既にＩＤ等をお持ちの方は新たに取得する必要はありません。
②印刷して郵送等で提出する場合
プリンタをお持ちでなくても、コンビニ等のプリントサービス（有料）を利用すれば印刷できます。
ご不明な点は、尾鷲税務署（☎０５９７－２２－２２２２）へご連絡ください。
†問い合わせ先†

税務課 課税係（担当

お か は な りょう す け

岡鼻 亮 介）☎３－０５１０

「税を考える週間」習字・作文 が 表彰されました
国税庁では毎年11月11日～ 17日を「税を考える週間」とし、税の大切さやしくみ、税行政への理
解を深めていただく期間として定めており、全国で様々な催しが行われています。
その一環として応募された小・中学生の習字と作文について、町内では次の児童・生徒が表彰され
ました。

習字の部（小学生）
○紀州税務推進協議会長賞
○優秀
○佳作

お ざき

尾﨑
はた の
畑野
えのもと
榎本
こ にし
小

西

あや さ

朱紗 さん（阿田和小学校５年生）
あい こ
愛子 さん（御浜小学校６年生）
り か
梨花 さん（御浜小学校６年生）
まゆ さん（阿田和小学校５年生）

作文の部（中学生）
○紀州税務推進協議会長賞
○紀州地区納税貯蓄組合連合会長賞

みやざき

り

宮﨑 あゆ梨 さん（御浜中学校３年生）
ひらはた
とも き
平畠 知輝
さん（御浜中学校３年生）
やま ね
山根 つくし さん（御浜中学校３年生）

「税を考える週間」をきっかけに「税」に更に関心を持っていただき、時には親子で税の重要性や
必要性について話し合ってみてください。
†問い合わせ先†

税務課 課税係（担当

お か は な りょう す け

岡鼻 亮 介） ☎３－０５１０
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スマホで確定申告／「税を考える週間」表彰

国税庁ホームページの「確定申告書コーナー」では、スマートフォンでも所得
税の確定申告書が作成できます。特に給与所得者で、「医療費控除」または「ふ
るさと納税などの寄附金控除による還付申告」を行う方は、【スマホ専用画面】
があって便利です。
申告書はｅ－Ｔａｘ（データ送信）または、印刷して税務署へ郵送等で提出で
きます。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

木本高等学校定時制の入学案内について
（後期選抜・再募集・追加募集）
○平成 31 年度入学者選抜検査
【日
程】
出

願

学

力

期

間

検査日

合

格

発表日

後

期 ２月 22 日
（金） ３月 11 日 ３月 18 日

選

抜

再募集

～ 26 日（火）

（月）

（月）

３月 19 日
（火） ３月 22 日 ３月 26 日
・20 日（水）

（金）

（火）

追

加 ３月 26 日
（火） ３月 28 日 ３月 29 日

募

集

・27 日（水）

（木）

（金）

【受検資格】
中学校卒業またはこれと同等以上の学力があ
ると認められる方で、原則として三重県内に居
住または勤務している方
【定

員】 40 名

【検査科目】
＜後期募集＞国語・数学・面接・作文
※平成 31 年４月１日現在で、満 20 歳以上
の方は面接・作文のみ
＜再募集・追加募集＞国語・数学・面接・作文
【受 験 料】 950 円
【出願手続】 入学願書及び調査書
（満 20 歳以上の方は中学校の卒業証明書）
体験入学、学校見学の希望、各種問い合わせ
は、下記までご連絡ください。

†問い合わせ先†
木本高等学校
☎０５９７－８９－６２４４（定時制職員直通）
☎０５９７－８５－３８１１（事務室）
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介護保険認定者等における
税の障害者控除について
所得税及び住民税の申告にあたり、介護保
険の認定等を受けられている方の中で、
「障害
者手帳に準ずる障がい」があると認められた場
合は、障害者控除が受けられます。申請につい
ては、健康福祉課で受け付けていますので、下
記問い合わせ先へご相談ください。
なお、障害者手帳をお持ちの方は、手帳を
基に障害者控除が受けられますので、申請する
必要はありません。
†問い合わせ先†
健康福祉課 福祉係（担当
☎３－０５１５

おお た ゆう こ

太田裕子）

国民年金基金のお知らせ
～人生100年時代 老後リスクに備える～
国民年金基金とは
国民年金ではありません。国民年金に上乗
せする公的な個人年金です。対象者は、自営
業の方やフリーランスで働いている方で、20
歳以上 65 歳未満の国民年金の保険料を支払っ
ている方です。
自分の予算に合わせて設計することができ、
将来受け取る年金を確実に増やすことができ
ます。
国民年金基金のメリット
①掛金は全額所得控除となり節税ができてお得
になります。
②掛金は自分で自由に選択できます。
③終身年金が基本で、掛金額は選択した給付の
型と加入口数によって決まります。
④不幸にして本人が死亡した場合、保証期間内
であれば遺族一時金が支払われます。しか
も非課税となっています。
これ以外にもメリットがあります。詳しく
は、三重県国民年金基金まで問い合わせくだ
さい。
†問い合わせ先†
三重県国民年金基金
☎０１２０－２９－１２８４

■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。

林業の仕事に従事されたことがあり、当時
林退共制度に加入していた方、もしくは加入し
ていたかもしれない方で、退職金請求手続きを
した心当たりのない方は、お気軽に最寄りの支
部または本部へ問い合わせください。
また林退共事業本部では、被共済者の方に
確実に退職金を受け取っていただく事などを目
的として、現況調査やアンケート調査を実施し
ています。調査にご協力いただきますようお願
いします。
†問い合わせ先†
独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
☎０３－６７３１－２８８９

放送大学の入学生を募集します
放送大学では、2019 年４月入学生を募集し
ています。10 代から 90 代の幅広い世代で約
９万人の学生が大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、さまざまな目的で学んでいます。
テレビの放送授業を自宅で学べるほか、イン
ターネットでいつでもどこでも授業を受けるこ
とも可能です。
【募集学生の種類】
＜教養学部＞
・科目履修生（６ヵ月在学し、希望する科目を履修）
・選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）
・全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）
＜大 学 院＞
・修士科目生（６ヵ月在学し、希望する科目を履修）
・修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）
【出 願 期 間】
＜第１回受付＞２月 28 日（金）まで
＜第２回受付＞３月１日（金）～３月 17 日（日）
詳しい資料を送付しますので、興味のある方
はお気軽に下記まで問い合わせください。
†問い合わせ先†
放送大学三重学習センター
☎０５９－２３３－１１７０

三重県最低賃金が改定されました
三重県最低賃金は、平成 30 年 10 月１日か
ら 26 円引き上げられて「時間額 846 円」にな
りました。
この最低賃金は、
年齢・雇用形態
（パー
ト・アルバイトなど）を問わず、三重県内で働
く全ての労働者に適用されます。なお、特定の
産業に該当する事業場で働く労働者には、特定
（産業別）最低賃金が適用されます。
また最低賃金の引き上げに対応して、中小企
業支援のための業務改善助成金制度や働き方改
革推進支援センター無料相談窓口（☎０１２０
－３３１－２６６）を設けていますので、ぜひ
ご活用ください。
†問い合わせ先†
三重県労働局賃金室
☎０５９－２２６－２１０８

紀宝警察署メールボックス
１月10日は110番の日
『事件事故 緊急通報 110番』
110番は、事件・事故等の緊急通報専用の電
話です。110番の目的に沿った正しい利用をお
願いします。
スマートフォンや携帯電話から110番をする
際は、必ず立ち止まってから通話してください。
『ご存じですか？ 警察相談#9110』
緊急の事件･事故以外の相談は、紀宝警察署
または警察安全相談電話「#9110」までお電話
ください。
†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】
１月１日
（祝日）
、
２日
（水）
、
３日
（木）
、
６日
（日）
、
13日
（日）
、
14日
（祝日）
、
20日
（日）
、
27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

林業退職金共済制度
（林退共）
の
退職金請求について

がん検診を受けましょう
がん検診／職員募集

がん検診の最大のメリットは、がんの早期発見・早期治療による救命です。
無症状のうちに発見し、治療することにより、身体的・経済的負担を少なくすることが出来ます。
町では、医療機関と集団検診にて早期発見に適したがん検診を行いますので、ご自身の健康管理に
活用してください。

大腸がん検診
【日

時】 １月25日（金） 時間等は下表のとおり
方

大腸がん検診

法

時

間

便潜血検査（検便提出） ８：30 ～ 12：00

対

象

料

金

検診当日 満40歳以上

600 円

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

1,800 円

検診当日 満20歳以上

1,300 円

【場
所】 健康福祉課 健康づくり係
【申込締切】 １月18日（金）まで

各種がん検診
【日

時】 ２月16日（土） 時間等は下表のとおり
方 法
時 間
胃がん検診
胃部 X 線検査
８：00 ～ 10：00
～ 11：00
大腸がん検診
便潜血検査（検便提出） ８：00
13：00 ～ 14：00
乳房Ｘ線検査
９：00 ～ 11：00
乳がん検診
（マンモグラフィ） 13：00 ～ 14：00
子宮頸がん検診 視診 ･ 頸部細胞診 ･ 内診 13：00 ～ 14：00
【場
所】 御浜町中央公民館
【申込締切】 ２月８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

おく だ やすひろ

奥田恭大）☎３－０５１１

平成31年４月採用 御浜町職員
土木技術（社会人経験者）、建築技術（社会人経験者）を募集します
【募集人数】 土木技術（社会人経験者）１名
建築技術（社会人経験者）１名
【受験資格】 ・学校教育法に定める高等学校以上の教育課程を卒業した人
・地方公務員法第16条（欠格条項）第１号から第５号までのいずれにも該当しないこと
・昭和54年４月２日以降に生まれた人
・民間企業等における土木技術または建築技術にかかる職務経験を３年以上有する人
【受付期間】 平成30年12月14日（金）～平成31年１月８日（火）８：30 ～ 17：15
※土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日から１月３日まで）を除く
【試験日程及び会場】 試験日 平成31年１月20日（日）御浜町役場
【試験内容】 作文、面接
※募集要項、受験申込書、エントリーシートは、役場総務課で配布します。また、御浜町ホームページ
（http://www.town.mihama.mie.jp）からもダウンロードできます。受験資格等詳しくは、募集要項で
確認してください。
†問い合わせ先†
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総務課 総務係（担当

ど

い ゆう じ

土井勇二）☎３－０５０５

農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します
【募 集 人 員】
○農業委員

定員

18名

○農地利用最適化推進委員

定員

８名

・農業に関する識見を有し、農業委員会の職務を適切に行うことができる方
・御浜町に住所を有する方（町内に農地を有し、町外に住所を有する方も可）
・町が設置する他の附属機関等の委員でない方
・町の職員でない方
※任期は農業委員・農地利用最適化推進委員とも、平成31年４月１日から
３年間です。
【推薦手続き】
農業者等３名以上が連名し、代表者が文書をもって推薦書を提出してください。
【応募手続き】
応募用紙に必要事項を記載のうえ、応募用紙を提出してください。
※推薦書・応募用紙は、農林水産課で配布します。詳しくは、下記まで問い合わせください。
【申 込 期 間】 １月７日（月）～１月28日（月）８：30 ～ 17：15（土・日・祝日を除く）
†問い合わせ先†

農林水産課 農業振興係（担当

年金だより

にし

ゆう き

西 優輝）☎３－０５１７

「平成30年分 公的年金等の源泉徴収票」が送付されます
～国民年金・厚生年金の老齢年金を受給されているみなさんへ～

国民年金や厚生年金の老齢年金は、税法上

２つ以上の年金を受けている人や年金の

「雑所得」とみなされ、町県民税・所得税の

他に給与所得等がある人、または提出され

課税対象となっています。そのため日本年金

た扶養親族等申告書の内容から変更がある

機構は年金を支払う際に、所得税および復興

人は確定申告の際にこの源泉徴収票の添付

特別所得税の源泉徴収を行い、老齢年金を受

が必要となりますので、大切に保管してく

給されている方に「公的年金等の源泉徴収票」

ださい。

を作成して支給年の翌年１月中旬から下旬に
かけて送付します。ただし、源泉徴収の対象
となるのは65歳未満でその年の年金の支払額

†問い合わせ先†

こ やま み さき

が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以

住民課保険年金係（担当

小山美咲）

上の方です。また、障害年金や遺族年金につ

☎３－０５１２

いては課税対象になりませんので源泉徴収票

尾鷲年金事務所

は送付されません。

☎０５９７－２２－２３４０
15

農業委員等の募集／年金だより

町及び農業委員会では、農業委員と農地利用最適化推進委員を次のとおり推薦及び募集します。

は

めまし
て

じ

♥

来年度の市木保育所への入園希望者はなく、こ
のまま平成31年４月を迎えると、現在入所してい
る５歳児が卒園し、在園児が０名となります。こ
のことから町では、平成31年度以降休園する方向
で考えています。
つきましては、町民のみなさんから、市木保
育所の休園に関する意見募集を行います。意見
の受付、提出方法など詳細につきましては、役
場健康福祉課 子ども家庭室にお問い合わせい
ただくか、町ホームページの意見募集の掲載欄
をご覧ください。

♥

赤ちゃん／市木保育所意見募集／広報文芸／あとがき

市木

もと や しき

市木保育所の休園に関する
意見募集を行います

平成30年10月１日
～31日届出分

ゆ

あ

元屋敷 結愛ちゃん
しょう た

か

ず

み

翔大さん・佳寿美さん

おくがわ

奥川
だいすけ

たくみ

なか お

巧くん

のり こ

まさとし

大輔さん・登子さん

しょう こ

匡利さん・祥子さん

ゆたか

ひ や やっこ

あき

さ な



平成三十一年一月号

おとこ

あ さ

す

こういち

まさ み

御浜町俳句会

の

で ぐち

さ

さと こ

佐野 正己

うし ろ

よね こ

後呂 智子

なか の

ともゆき

さち こ

中納 米子

たにぐち

しもかわ

あきら

昭

新年あけましておめでとうございます。本年も
「広報みはま」をよろしくお願いします。
昨年は、平昌五輪での日本人選手やワールドカ
ップでの西野ジャパン、テニスの大坂なおみ選手
の全米オープン優勝など、世界で活躍する日本人
選手が目立った年となりました。そのことを象徴
するように、昨年の流行語大賞には女子カーリン
グチームが相談するときに使っていた北海道の方
言である「そだねー」が選ばれました。

まつうら

松浦 豊）

ざけ

い の

あき ひ がん

べ

祈りみまもる 朝な朝

じょく せ

の

ね

おおひら

あとがき

コップ酒 ハラにしみたる 秋のよい  出口 康一

ほんしん

も り が き

かぜ

よめ な

く そう

本心の みえぬ漢の 冷奴 

こ

木守 柿

あかねぐ も

ざ

茜雲 風は濁世の 秋彼岸 

の

め

じ かん

コスモス野よりも 嫁菜の野辺が好き  谷口 智行

下川 幸子

か ん ぎょう

寒暁を 目覚めて句想 しばし練る 

お

しょう り ん

大平

あき よ なが

やまぐち

ゆき お

てい

貞

し ん しょう

世帯数 4,221戸（－ 5 戸）

うえ の やまあき こ

だ

4,616人（－ 9 人）

す さき

みなと

お

女

秋夜長 老いの時間を それぞれに 

じ てんしゃ

たび

ま

4,076人（＋ 5 人）

まち

こ とり く

ご

なら よ

こ

男

か

こうてい

あ き ざくら

み

えのもと

み

あつ こ

敦子

す さき く

にし

ふみ こ

人 口 8,692人（－ 4 人）

わらの香を か
  ぎたし町まで 自
  転車で  山口 正倫

あお

こ

こえはし

ゆ やけ

きく び より

ふじおか

上野山明子

いわくら

ふゆ

あ

じる

磐座を 仰ぐ校庭 小鳥来る 

かき

かぜ

こ ろうあそ

さいしょ

い

なが

しな

須崎 行雄

すずなり

く

ち そう

鈴生の 柿まっかっか バスの旅 

湊

ぎゅうし ゃ あ と

牛舎跡 風やわらかき 秋桜 

織田 信勝

まなび や

学舎に 古老遊ぶや 木の実独楽 

榎本 楢代

てんたか

天高し 最初は「グー」の 声走る 

須崎久美子

ざ しき

座敷へと 入りくる冬の 夕焼かな 

西

さ

どの作品も 眺めて飽きず 菊日和 

藤岡 文子

こうぶつ

好物の 馳走の品や きのこ汁 

12月１日現在の人の動き
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†問い合わせ先†
健康福祉課 子ども家庭室（担当
☎３－０５０８

そうすけ

中尾 奏介くん

今年もラグビーのワールドカップが日本で開催
され、いよいよ来年には東京五輪が控えていま
す。「みて見てみはま」にもあります、御浜町を
訪れた卓球女子の伊藤美誠選手をはじめ、日本選
手のみなさんにはぜひ活躍してほしいです。そし
て「昨日の美誠ちゃんの金メダル、ばり凄かった
ね！」「そやのー」というような会話ができるよ
う、わたしたちも応援していきましょう！
みなさんにとって、今年一年良い年になります
ようお祈りいたします。
（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 １

1 火 元日
2 水 御浜町成人式 13：00～ 御浜町中央公民館
3 木

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
18 金 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

19 土

4 金 太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
5 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

6 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
7 月 紙の日収集（阿田和・尾呂志地区）
8 火 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 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

20 日 資源持込日 8：00～12：00 役場
21 月

紙の日収集（市木・神志山地区）
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

22 火 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ビンの日収集（阿田和・尾呂志地区）
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
23 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

無料法律相談（弁護士） 13：30～15：30 役場３階第５会議室
金物の日収集（阿田和・尾呂志地区）
9 水 サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
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
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
庭の草・小枝収集日（全域）
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ
24 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
資源プラ収集（全域）
10 木 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
大腸がん検診（要予約） 役場 ８：30～12：00
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
25 金 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
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
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） 9：30～11：20 御浜町福祉健康センター
11 金
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
子育て相談 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
26 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

12 土

ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館 27 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
28 月 紙の日収集（阿田和・尾呂志地区）

13 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
14 月 成人の日
15 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

29 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）
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
30 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

資源プラ収集（全域）
行政･人権･心配ごと相談 9：00～11：00 役場３階第５会議室
31 木 卓球教室 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
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
金物の日収集（市木・神志山地区）
16 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

１月の納期限 １月31日（木）

３歳児健診（個別通知） 熊野市保健福祉センター
資源プラ収集（全域）
17 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

●国 民 健 康 保 険 税

第７期

●後期高齢者医療保険料

第７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。

17

2019. １. No.597

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

みはま

11／６
（火）みかんとりんごの学校給食交流

広報

みて見てみはま

結し、様々な交流を深めています。
今年も町内の小中学校の給食に児童、
生徒等750食分のりんご140個が出されま
した。りんごを食べた児童のみなさんは、
「甘くてしゃきしゃきして、すごくおいし
いです。」と口をそろえていました。
また松本市では、御浜町特産の「三重
南 紀 み か ん 」 が 市 内 の 小 中 学 校41校 に、
19,420個のみかんが給食に出されました。

おいしいりんごに笑顔の児童たち

（平成31年１月１日発行）

11／17（土）日本が誇る卓球プレイヤー
伊藤美誠in紀南

11／25（日）ふるさと御浜町の
よいとこ発見ツアー

リオ五輪の団体銅メダルなど、今卓球界で最
い とう み ま
も注目を浴びている伊藤美誠選手が、紀南高校
のＯＢで日鉄住金物流卓球部監督の杉井孝至監
督と同卓球部所属の松下海輝選手とともに紀南
高校を訪れました。
紀南高校の生徒会によるインタビューでは、

町制施行60周年記念事業の一環で、ふるさと
御浜町をバスで巡るツアーが開催されました。
熊野古道世界遺産登録の功労者で、郷土史
に詳しい三 石 学 さんの案内のもと、尾呂志地
区上野の長徳寺や大杉、阪本の折山神社や三
倉池など各所を周り、参加者のみなさんは三

「Little Glee Monster（リトルグリーモンスター）
」

石さんの話に耳を傾けながら散策を楽しんで

の曲が好きと答えるなど高校生らしい一面も見
られました。しかし松下選手とのラリーが始ま
ると、世界で戦うために磨いた技の数々が披露

いました。
この日、朝のうちは風伝おろしが見られるな
ど、風が強くて非常に寒く感じました。しかし

され、観客からは感嘆の声が上がっていました。
その後、200人を超える応募から選ばれた40人

時間が経つにつれ気温も上がり、外を歩くには
ちょうど良い絶好のツアー日和となりました。

すぎ

まつ した かい

い

こう

し

き

が伊藤選手とラリーを行い、憧れの選手とのプ
レーを楽しんでいました。
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み つ い し まなぶ

〒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/

三石さんの説明を熱心に聞くツアー参加者のみなさん

発行／御浜町役場
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一般の人とのラリーに笑顔の伊藤選手

