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令和元年度

梓川・御浜ふれあい交流会

梓川・御浜ふれあい交流会

〜今年度は梓川を訪問しました！〜

平成元年に始まった交流がきっかけで、平成５年に当時の梓川村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。
今回で 26 回目となる今年度は、８月７日（水）から９日（金）までの３日間、長野県松本市
梓川地区を訪れ、御浜と梓川双方の児童による交流会を行いました。
御浜町からは、尾呂志学園小２名、神志山小２名、阿田和小４名、御浜小４名の合計 12 名の５・
６年生が参加し、同学年の梓川児童 11 名と元気に交流を深めました。

対面式

交流会日程

１日目：対面式

松本城見学
２日目：上高地散策
さわんど温泉足湯体験
バーベキュー（夕食）
３日目：フルーツもぎ取り体験
すいか共選所見学・試食
解散式

松本城見学

児童たちも最初は緊張した面持ちでしたが、
徐々に会話も増え、すぐに友達になっていました。
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上高地散策

足湯体験
梓川・御浜ふれあい交流会

フルーツもぎ取り体験＆すいか共選所見学
最終日のフルーツもぎ取り体験では、果物を
笑顔で見せ合っていました。

†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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防災情報

No. 82

第３回 御浜町総合防災訓練 を 実施 します
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
防災訓練を実施します。みなさまのご協力をよろしくお願いします。
【日
時】 11 月 17 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、17 日午前９時、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）、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】
①（町内全域） 地震
②（沿岸部）津波
③（山間部）土砂災害
【訓練項目】
訓練概要
防災行政無線一斉放送訓練

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
町内全域
設備（屋内・屋外）

地区での地震を想定した訓練

安全行動訓練
避難訓練
その他

・個人
・自主防災組織

・各家庭
・各地区

情報伝達訓練（応援要請等）

災害対策本部と関係団体との
情報伝達の確認・検証

・町職員
・関係団体

・役場
・関係団体各所

【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。

総合防災訓練詳細につきましては広報 11 月号にてお知らせします。

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、通信事業者が戸別訪
問により、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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「みえ消防団応援の店」
登録店舗募集中
あなたのお店も消防団応援の店になりませんか

店舗登録のメリット

消防団員及び
その家族

●集客効果（消防団員の利用者増）
●お店の PR ！
●イメージアップ（地域社会への貢献）
④消防団員カードの提示
⑤特典やサービスの提供

特典・サービスの例

三重県消防協会

②表示証
（ステッカー）
配布

①申込書の提出

③情報配信
三重県消防協会ホームページ

●購入金額（会計）の５％引き
●生ビール、ドリンク一杯無料
●ポイント２倍、５倍、10 倍
●全品 50 円引き
●粗品進呈 等
※特典やサービスに必要な費用は、
事業所様の負担となります。

◦サービスの対象者と確認方法
・消防団員とその家族が対象となります。
ただし、登録店舗側で対象範囲を限定または拡大していただくことが可能です。
・利用者のうち１名が消防団員カードを提示します。
◦現在（令和元年８月31日時点）
「みえ消防団応援の店」の町内登録店舗状況
店舗名（住所）
株式会社 第三銀行 御浜支店（阿田和）

サービス内容

対象者

ローン金利優遇
消防団員のみ
（マイカーローンの金利を0.30％優遇）

レストラン ルイ（阿田和）

お食事料金の 5％引き

消防団員を含む団体全員

ミハマ印章（阿田和）

印鑑・合鍵の 10％割引

消防団員及びその家族

湊石材店（志原）

粗品進呈

消防団員及びその家族

※その他詳細や、町外店舗登録状況については三重県消防協会のホームページにてご確認いただけます。
【三重県消防協会（URL）
】http://www.mie-syoubou.jp/
†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

地域防災の要である消防団員やその家族に対する応援の輪を広げることで、消防団への理解を促進
し、地域防災力の充実強化につなげるため、消防団員にサービス等を提供する「みえ消防団応援の店」
制度について、平成29年10月から開始しています。現在も随時、
「みえ消防団応援の店」の登録店舗
を募集していますので、ご賛同、ご協力いただける場合は、下記の内容をご確認のうえ、役場 総務課
防災係（☎３－０５０５）まで申込みをお願いします。

低所得者・子育て世帯対象
御浜町プレミアム付商品券を10月１日から販売します
御浜町プレミアム付商品券

消費税率の引き上げに伴い 10 月１日（火）から低所得者・子育て世帯主向けにプレミアム付商品
券の販売を開始します。対象者・販売場所等は以下の通りです。
商品券を購入できる対象者
①低所得者（購入前に申請が必要です）

②子育て世帯

2019 年１月１日時点の町民で、2019 年度分の
住民税が非課税の方
ただし、下記に該当する方は除きます。
・住民税が課税されている方に扶養されている
方（生計を一にする配偶者、扶養親族など）
・生活保護を受けている方

平成 28 年４月２日から
令和元年９月 30 日まで
の間に生まれた子どもが
いる世帯の世帯主

１人につき、最大 25,000 円の商品券を 20,000 円
で購入できます。

子ども１人につき、最大 25,000 円の商品券を
20,000 円で購入できます。
※該当する子の人数分の購入が可能です。

①及び②の要件に該当する方は両方の制度で商品券を購入できます。
※いずれの場合も、購入引換券の交付前に亡くなられた方は対象外です。
購入引換券の申請及び交付
①低所得者（購入前に申請が必要です）
 ８月上旬に対象と思われる方に「プレミアム付商品券購入引換券交付申請書」を送付しています
ので、必要事項を記入のうえ 12 月 27 日（金）までに申請を行ってください。
申請後、審査のうえ対象者には「プレミアム付商品券購入引換券」を郵送します。
②子育て世帯
役場から「プレミアム付商品券購入引換券」を郵送します。
（申請の必要はありません）
商品券の購入
プレミアム付商品券は、１セット 5,000 円分（500 円×10 枚つづり）を 4,000 円で対象者１人につき
５セットまで購入できます。購入引換券と本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）を持
参のうえ、販売場所で購入してください。
【販売期間】 令和元年 10 月１日（火）～ 令和２年２月 14 日（金）
【利用期間】 令和元年 10 月１日（火）～ 令和２年２月 24 日（月・振休）
【販売場所】 みえ熊野古道商工会御浜支所 及び 表①の場所
【販売時間】 平日の９：00 ～ 17：00
【特設販売所（表①）
】
日にち

場

所

日にち

場

所

10 月１日（火） 御浜町役場 １階 町民プラザ

10 月 11 日（金） 神志山連絡所（13：30 ～ 15：30 のみ）

10 月２日（水） 御浜町役場 １階 第１・２会議室

10 月 16 日（水） 神志山連絡所（９：30 ～ 11：30 のみ）

10 月３日（木） 御浜町役場 １階 第１・２会議室

10 月 18 日（金） 尾呂志支所 （13：30 ～ 15：30 のみ）

10 月９日（水） 尾呂志支所（９：30 ～ 11：30 のみ）
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商品券が利用できる店舗

地

区

事業所名

電

話

（有）榎本タイヤ
2-2283
（株）タケウチ
2-0960
ファミリーマート 紀州御浜店
3-0016
ギフト木下
2-1919
レストラン ルイ
2-3066
日本調剤 御浜薬局
3-0222
寺前食料品店
2-2116
ドラックセイムス 御浜阿田和店
3-0123
ミハマ印章
2-3918
ぎふと屋 AMO 御浜店
2-3751
（有）宇井石油店
2-2196
（株）かきうち農園
3-0143
ASA 阿田和
2-3953
阿田和 ナカツジ衣料
2-2203
カヨタニ自動車
2-2195
（株）上森農機
2-2355
（有）たなか
【ピネ内】 2-3682
オークワ阿田和
【ピネ内】 2-1498
おしゃれサロン カワイ 【ピネ内】 2-3687
リカーショップ はしぢ 【ピネ内】 2-3683
（有）すぎもと農園パーク店【ピネ内】 2-0086
クリエーション
【ピネ内】 2-3686
ごちそうダイニング By 辻さん家
2-3739
【ピネ内】
浜街道
【ピネ内】 2-3975
Ketty By pinne
【ピネ内】 2-3724
彩電館 ミズモト
2-2067
4-1046
真砂電気店
4-1833
尾呂志自動車
4-1417
尾呂志 さぎり茶屋
4-1414
尾呂志さぎりの里 直売所
4-1031
木村商店

地

区

事業所名

北嶋モータース
（有）紀伊自動車学校
（有）浜口石油
檜作建築
ファミリーマート 御浜町三軒屋店
寿し文
はまちゃん
ファッションハウス檜作
農業屋 御浜店（クラギ㈱）
市 木 尾﨑商会
池上自動車
（有）中道酒店
（有）御浜柑橘
尾畑商店
海岸通り美容室
仕出し 朋や
西垣内商店
ぐうちょきぱん
たこ焼 うふふ
山本電気ポンプ店
（有）小林商店
さかぐち弁当店
瀬古理容店
シローズホーム
神志山 下川製菓舗
小倉屋商店
小倉屋プロパン
（有）すぎもと農園
Peek - a - Boo
三光自動車

電

話

2-1127
2-1073
2-1022
2-1202
3-0019
2-1569
2-4069
2-1247
3-0600
2-1114
2-1047
2-1030
2-1021
2-1101
2-0477
2-3450
2-1012
2-3691
2-1195
2-0046
2-0056
2-4272
2-0593
3-0012
2-0031
2-0618
2-0618
2-3138
2-4336
2-0301

商品券利用時の注意点
・商品の購入・サービスの提供等の代金支払い（税込）の場
合に限り利用できます。
・商品券は、右のステッカーや旗の表示がある取扱店舗で
のみ利用できます。
・つり銭等の現金との交換はできません。
・購入した商品券については、譲渡・交換等これらに類似する行為を禁止します。
・利用期間を過ぎた商品券は、利用及び換金できません。
・盗難・紛失または棄損等に関しては、発行者はその責を負いません。
・プレミアム付商品券はプリペイドカード購入等には利用できません。
・取扱加盟店自らの事業上の取引（商品の仕入れ、自社商品の購入等）には利用でき
ません。 等
†問い合わせ先†

健康福祉課 福祉係（担当

く

ぼ たか と

久保貴翔）☎３－０５１５
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御浜町プレミアム付商品券

現在、利用可能店舗は以下のとおりです。ご協力いただける取扱店舗は随時募集していますので、
詳しくはみえ熊野古道商工会御浜支所（☎２－３２２０）まで問い合わせください。
（順不同、９月 13 日現在）

オールみはまでごみ減らし隊通信

チャレンジ ごみ減量化 第４回 ちょっと待って！分別 と出し方 にご注意を！

オールみはまでごみ減らし隊通信

実は、こんなことで困ってます

～ごみ・資源の分別・収集作業の現場から～

ごみや資源を出す時の困りごと

ごみ出しの前に確認していただきたいこと

紙資源を出すとき、大きなダンボール箱に、その はじめから全部の紙類を分別しなければならない
他の紙や紙以外のごみをたくさん詰め込んで出す うえ、他のごみが処理の妨げになります。紙の種
こと。
類ごとに分別し、ごみは混ぜないでください。
汚れているものは洗って乾燥させ、きれいにして
資源プラスチックの収集日に、汚れた汁のたまっ から出してください。菓子やパン等の食品くずも
たビニール袋や、別のごみ（ゴム手袋など）を混 混入させないようにしてください。
ぜて出すこと。
洗浄できないものや、においの取れないものは燃
料ごみとして出してください。
出す資源の量が少ないとき、品物ごとに分別せず 全部を分別しなければならないため、品物ごとに
に 1 つのごみ袋にまとめて出すこと。
分別して出してください。
空き缶やペットボトル、トレーなどを出す時に、 軽い品物のため、風の強い日などは中身が散らば
ごみ袋の口を閉めずにそのまま出すこと。
ります。きちんと袋の口を閉めましょう。
大変危険です！袋の中身が多くて、混ざったライ
空き缶等金物資源の袋に、スプレー缶やライター、 ター等を見落としてしまった場合、ごみを投入し
乾電池を一緒に混ぜて出すこと。
た車両や処理機械に火災等が発生するおそれがあ
ります！絶対に混ぜないでください！！
草・小枝は、重機を用いて自然に土へと返す方法
草・小枝の収集日に、決まったサイズ（長さ 50cm で処理しています。そのためサイズの大きなもの
以内、太さ３cm 以内）よりも大きな枝木類を出す
は分解しきれません。また、腐敗したものは作業
こと。また、刈草や落ち葉を、ごみ袋の中で腐ら
員の衛生にも悪影響があるため、乾燥させてから
せた状態で出されること。
出してください。
収集日を守らず、前日や夜間、収集作業後にごみ ごみ出しの基本マナーです。動物にごみを荒らさ
を出すこと。
れることも多く、正しい日時に出してください。
※これらのことを守っていただくことで、効率よく安全に作業
ができます。
「資源とごみの分別と出し方」や「ごみ収集カレンダー」を
参照のうえ、正しい分別・出し方をこころがけましょう。

≪令和元年８月のごみ・資源処理量の動きをお知らせします≫
種別
今年８月の処理量 昨年８月の処理量 増減比較
燃料ごみ
127,750kg
130,280kg
△ 2,530kg
不燃ごみ
12,190kg
11,670kg
＋ 520kg
粗大ごみ
8,070kg
5,550kg
＋ 2,520kg
資源類
56,162kg
41,950kg ＋ 14,212kg
草・小枝
5,700kg
7,050kg
△ 1,350kg
８月合計量
209,872kg
196,500kg ＋ 13,372kg
４月からの累計
951,451kg
960,676kg
△ 9,225kg
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住民１人・１日当りごみ量
◇平成 31 年４月～
令和元年８月の排出量
728ｇ
（参考）
平成 30 年４月～
８月の排出量
721ｇ

10月１日 は 浄化槽の日 です

浄化槽の処理水を美しく保つには、日ごろの管理が大切です
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、いつまでも綺麗な処理水が流れるよ
う適切な維持管理を心がけましょう。
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つが法律で義務付けられています。
年１回
●法定検査
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。保守点検契約を結ばれた
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
化槽のはたらきについて考えてみてください。

高齢者対象 インフルエンザ予防接種
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。

【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】
令和元年10月15日（火）～令和２年１月31日（金）
※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 己 負 担】
接種医療機関、施設の嘱託医により自己負担が異なります。
紀南医師会所属医療機関 1,500円
新宮医師会所属医療機関 2,000円
※生活保護受給者及び境界層該当者は無料。

【接 種 回 数】 年度内 １回
【持

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等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（令和元年度）

☎４－１０１４
※予約は 10 月１日から窓口、
電話にて受け付けます。
☎２－４３３３
谷口クリニック
※予約の際は直接病院窓口にお越しください。
西久保内科クリニック
☎３－１１５５
まつうらクリニック
☎３－０１５０
☎２－１３３３
※通院の有無は問わず、紹介状も不要です。
紀南病院
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。
尾呂志診療所

10 月 15 日～ 1 月 31 日
11 月 1 日～ 12 月 20 日
11 月 1 日～ 1 月 31 日
10 月 23 日～ 12 月 21 日
11 月 1 日～ 1 月 31 日

【注 意 事 項】
（1）
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。
（2）
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
（3）
応についてよく理解した上で、
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「健康ポイント」特典の交換を開始します
御浜町「健康ポイント」

2,000 ポイントがたまったら特典と交換できます。
特典交換は先着 350 人までのため、ポイントがたまり次第お早めに交換してください。
●特典交換期間：令和元年 10 月 1 日（火）～令和 2 年３月 31 日（火）
（ただし、特典がなくなり次第交換を終了します）
●対象：20 歳以上の御浜町民
●交換は役場健康福祉課にて 1 年度おひとり 1 回限りです。
●ポイントは次年度に繰り越しはできません。

特典 1

2,000 円分のピネ商品券
2,000 円分のみはまカードポイント
2,000 円相当の健康グッズ

いずれか１点をお選びください。各商品は数に限りがありますのでご了承ください。

特典 2

三重とこわか健康応援カード

県内の協力店で、商品購入の割引やドリンクサービスなどの特典が受けられます。

●交換時には御浜町健康ポイントカードを持参ください。
＊ポイントカード新規作成、引換券や歩数記録表
などによるポイント換算は特典交換時でも
可能です。

†問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（担当

しも

み

ほ

下 美穂）☎３－０５１１
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「出逢
い・結婚 に
関 するキャスリン・タイゼン
何 でも 相談会」開催
のお知らせ
新しい外国語指導助手
（ＡＬＴ）
さんを紹介します
ＡＬＴの紹介／美し国三重市町対抗駅伝ランナー募集

新しい外国語指導助手（ＡＬＴ）として、
キャスリン・タイゼン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。
着任にあたり、キャスリンさんに自己紹
介をしていただきました。

新しくＡＬＴに着任したキャスリンさん（右から２番目）

初めまして。私はキャスリン・タイゼンと申します。アメリカのイリノイ州ペオリア市出身
です。イリノイ州はトウモロコシ畑とシカゴ市で有名で平地です。御浜町はとても綺麗です。
山と海があるし、人はみな優しいので私はここで生活するのが楽しみです。
私は、子どもの時によくジブリの映画を見ましたので日本に興味があります。大学の時に日
本語を勉強したかったのですが、日本語の授業がなかったので自分で勉強しました。大学では
グラフィックデザインを専攻していて、昨年の 12 月に卒業しました。日本の芸術と文化につい
てもっと学びたいです。御浜町のみなさんと知り合えるの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

まつうら

松浦

ゆたか

豊）☎３－０５２６

美し国三重市町対抗駅伝ランナー を 募集 します
第 13 回目を迎える『美し国三重市町対抗駅伝』が、来年も２月 16 日に開催されます。走ることが
好きなみなさん、御浜町の『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 10区間42.195㎞
１区
２区
３区

1.28㎞
1.85㎞
3.83㎞

小学生女子
小学生男子
中学生女子

４区

5.58㎞

中学生男子

５区

4.60㎞

40 歳以上男子

６区

6.36㎞

７区

2.89㎞

ジュニア男子
一般女子

８区 3.43㎞
20 歳以上女子
９区 5.45㎞
ジュニア女子
10区 6.925㎞ 20 歳以上男子

【募集人員】 各区間２名
【募集締切】 10月11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†
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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

献血 の 実施 について
献血の実施について／年金だより

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 11 日（月）
【場所・時間】御浜町役場 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～ 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

年金だより

しも

み

ほ

下 美穂）☎３－０５１１

年金生活者支援給付金制度が
はじまります

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収
入や所得額が一定基準以下の、年金受給者の
生活を支援するために、年金に上乗せして支
給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご
案内や手続きは、日本年金機構（年金事務
所）が実施します。
【対象となる方】
●老齢基礎年金を受給している方
65歳以上である
世帯全員が市町村民税が非課税となっている
年金収入額とその他所得額の合計が約88万
円以下である
●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
前年の所得額が約462万円以下である
【請求手続き】
①平成31年４月１日以前から年金を受給して
いる方
対象となる方には、日本年金機構から請求
手続きのご案内が9月上旬から順次発送さ

れております。同封のはがき（年金生活者
支援給付金請求書）を記入し提出してくだ
さい。
②平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめ
た方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または
御浜町役場住民課で手続きをしてください。
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な
電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、口座をお
聞きしたり、手数料などの金銭を求めること
はありません。
➡年金生活者支援給付金のご請求でお困りに
なった時には、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル』
０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）
†問い合わせ先†
みなみ
ゆう き
住民課保険年金係 （担当 南 佑樹）
☎３－０５１２
尾鷲年金事務所
☎０５９７－２２－２３４０
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情報コーナー

司法書士無料法律相談会開催の
お知らせ

紀南地域就職面接会2019を
開催します

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、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。

ハローワーク熊野では、関係機関と共催で、地
元での就職を希望される方と地元事業主が一堂
に会し面接できる「就職面接会」を開催します。

【日
時】10 月５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（但し、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、
簡単な内容等をご連絡ください。
【予約締切】10 月３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。
†申込み・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）

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、遺言公正証書
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
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【日
時】
10 月 10 日（木）14：00 ～ 15：30
【場
所】
熊野市文化交流センター 交流ホール
（熊野市井戸町６４３番地２ 熊野市駅の隣）
【参加求職者】
地元企業に就職希望の方
【参 加 企 業】
ハローワーク熊野に求人申込みをしている事
業所（25 社程度）
【そ の 他】
●参加無料
●車は熊野市役所前駐車場をご利用ください。
※詳しくは、下記まで問い合わせください。
†問い合わせ先†
ハローワーク熊野
☎０５９７－８９－５３５１

こころの健康相談の開催について
こころに悩みをもつ人や、こころの病気が疑
われるが本人に自覚がないため対応に苦慮して
いる家族の方などを支援する目的で、精神科医
師による「こころの健康相談」を開催します。
【日
【場

時】10 月 30 日（水）13：30 ～ 16：30
所】役場 １階 会議室１・２
※要予約
【申込期限】10 月 16 日（水）
†申込み・問い合せ先†
熊野保健所 健康増進課 田中
☎
０５９７－８９－６１１５
ＦＡＸ ０５９７－８５－３９１４

■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。 ※10月22日は即位礼正殿の儀で祝日のためお休みです。

福祉・介護職場の人材不足を改善するため、
働いていない方を対象に生活援助従事者研修を
行います。
【募集期間】10 月 21 日（月）～ 11 月 29 日（金）
※必着
【研修期間】令和元年 12 月 13 日（金）～
令和２年 ２ 月 13 日（木）
【受講場所】三重県社会福祉会館
（津市桜橋２番地１３１）
【応募要件】
三重県に住民登録している働いていない方
で、概ね 70 歳未満の方。研修終了後、福祉・
介護職場で働ける方
【募集定員】39 名（応募者多数の場合は抽選）
【受 講 料】無料（テキスト代は自己負担）
†申込み・問い合わせ先†
三重県社会福祉協議会
三重県福祉人材センター
介護職員初任者研修担当
☎０５９－２２７－５１６０

広報みはまフォント
（字体）
変更の
お知らせ
広報みはまでは現在フォントは「明朝体」を
使用しています。
「明朝体」は太さが均一では
なく、誤読を誘発する恐れがあります。
そこでＵＤ（ユニバーサルデザイン）の視点
から 11 月号よりフォントを「ＵＤ丸ゴシック
体」へ変更する予定です。ご理解の程よろしく
お願いいたします。
【変更前】
【変更後】
「明朝体」 → 「ＵＤ丸ゴシック体」
※ＵＤ（ユニバーサルデザイン）とは
あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、
人種等にかかわらず多様な人々が利用しや
すいよう都市や生活環境等をデザインする
考え方です。
†問い合わせ先†
総務課 総務係 （担当
☎３－０５０５

おお た たけゆき

太田雄之）

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（木）13：00 ～ 16：00
【開催場所】三重県尾鷲市中村町 10 番地 57
尾鷲市防災センター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
10 ／ 6
（日）

13 日
（日）

14 日
（祝）

応急
診療所

応急
診療所

小山
医院

20 日
（日）

22 日
（祝）

27 日
（日）

応急
診療所

まつうら
クリニック

応急
診療所

【診療時間】
９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
【診療科目】内科
【連 絡 先】
まつうらクリニック ☎０５９７９－３－０１５０
（内科 15 歳以上のみ、耳鼻咽喉科は休診）
☎０５９７－８９－２７０１
小山医院
☎０５９７－８８－１００１
応急診療所
※祝日などの診療医院は医師の都合等により
変更となる場合がありますので、来院前に
必ず診療予定の医院、または熊野市消防本
部（☎０５９７－８９－０１１９）まで問
い合わせください。
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情報コーナー

生活援助従事者研修
（２回目）
の
受講生募集

阿田和
♥

て
♥

令和元年７月１日～
届出分

和也さん・理沙さん

あき

け はい

こえ

たし

て

令和元年十月号

ま

かお

と

あきら

御浜町俳句会

おおひら

まる

で ぐちこういち

うえ の やまあき こ

ささ の うちとし お

大平 昭

ゆうまど べ

ひぐらし

夕窓辺 秋の気配を 確かめる
き

笹之内俊雄

はた

にわ

ぼん

さる す べり

畑に来て 蜩 の声 手を止める
ぎ

ほ

上野山明子

の

ら

野良着干す 庭のしづけさ 百日紅
かぜ

なつ

たてしま

出口康一

ぼん

かわ

の まさ み

しもかわさち こ

さ

なか の よね こ

立嶋どうしん丸

げん き づま

ず

は づき お

元気妻 変らぬ夏の 盆を舞う

き ょ う

さんがい く よう

中納米子

おや こ そう

親子僧の 三界供養 葉月了ゆ
ぐせ

佐野正己

なつ ま

くわ

なま

夏負けや 今日もひき摺る 怠け癖
なつ び

あき

みなと

お

湊

だ し ん しょう

貞

てい

うし ろ さと こ

下川幸子

こ すずめ

とど

小雀や 夏日ひとつづつ 啣へ
わた

し ょ しゅう

後呂智子
せ

かわづらを 渡りて届く けさの秋
つういん

通院の 背にやわらかし 初秋かな
と

織田信勝

まくらも

（総務課 総務係 太田雄之）

おお た たけゆき

稲刈りの様子

世帯数 4,181戸（＋ 6 戸）

へい わ けんぽう

えのもとなら よ

4,519人（＋ 1 人）

盆の風 いつもとちがう 香りして

こ

女

ん び

き せい

こ

こみ や のりたか

み

込谷徳隆

す さき く

敦子

あつ こ

須崎久美子

にし

す さきゆき お

ふじおかふみ こ

4,012人（＋ 6 人）

しゅうせ

く

終戦日 平和憲法 枕許
はち こ

かた

ざんしょ

とうはな び

榎本楢代
しょ し

めはりずし 八個も食らふ 帰省の子
わ

しんかんとど

ひ

我が初志を 語りしころよ 遠花火
ちゅう も ん

ひ

注文の 新刊届く 残暑かな
いき

はつもみ じ

なつ ざ しき

西

こくしょ つ

にっ か

酷暑過ぐ ほっと息つく 一と日かな
われ

須崎行雄
き

うたたねも 吾の日課と 夏座敷
こえ

藤岡文子

はは

母の声 聞こへたやふな 初紅葉

男

今月の表紙は尾呂志学園の稲刈りの時の写
真です。悪天候にも関わらず児童達は元気い
っぱい稲刈りを体験していました。自分たち
で育てたお米はすごくおいしいでしょうね。
秋に入りスポーツの季節になり、各学校で
は運動会が行われました。私も各学校にお邪
魔し運動会を取材して楽しみました。来月号
はその様子を特集しますので楽しみにしてて
くださいね。

人 口 8,531人（＋ 7 人）

あとがき

９月１日現在の人の動き

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、電柱に張り付けてある
防犯灯番号（下記写真参考）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、ご協力お願いし
ます。
はじめまして／防犯灯／広報文芸／人口／あとがき
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†問い合わせ先†
しば の ゆういち
総務課 総務係（担当 芝野雄一）
☎３－０５０５
さ

り

かず や

み こと

むか い

美琴ちゃん
向井

防犯灯電球切れを見かけた方は
役場へお知らせください

は

じ

めまし

…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）
子ども家庭室関係（健康福祉課 ☎３－０５０８）
…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 火

くら し の カレンダー 10

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG

庭の草・小枝収集日（全域）
３才児健康診査（個別通知） 御浜町福祉健康センター
17 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２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

金物の日収集日
（阿田和・尾呂志地区）
ありんこ広場 ９：30～11：30 御浜町福祉健康センター
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
2 水 ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小テニスコート
18 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小学校
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
19 土
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小学校
資源プラスチック収集日
（全域）
3 木 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２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 20 日 粗大ごみ収集日（訪問）
資源持込日 ８：00～12：00 役場北側駐車場
子どもの広場 ９：30～11：30 御浜町福祉健康センター
4 金
資源持込日 ９：00～16：00 くるくるタウン
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
21 月 紙の日収集（阿田和・尾呂志地区）
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
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
5 土
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小学校
即位礼正殿の儀
22 火 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
6 日 資源持込日 ８：00～12：00 くるくるタウン
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
資源持込日 ９：00～16：00 くるくるタウン
7 月
ビンの日収集（市木・神志山地区）
紙の日収集
（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
23 水
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
8 火
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小学校
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
資源プラスチック収集日（全域）
金物の日収集日
（市木・神志山地区）
４ヶ月児・10ヶ月児健診（個別通知） 熊野市保健福祉センター
年金相談 10：00～14：00 役場１階第１・２会議室
24 木
卓球教室
19：00～21：00 阿田和中第２体育館
9 水 ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小テニスコート
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
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小学校
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
25 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
資源プラスチック収集日
（全域）
10 木

弁護士法律相談 13：30～15：30 役場１階第１会議室
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
26 土
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小学校
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館

27 日 資源持込日 ８：00～12：00 くるくるタウン
粗大ごみ収集日
（持ち込み）
子育て相談 ９：30～11：30 御浜町福祉健康センター
11 金
資源持込日 ９：00～16：00 くるくるタウン
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 28 月
紙の日収集（市木・神志山地区）
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
各種がん検診
（要予約） 中央公民館
29 火
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
12 土 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 御浜小学校
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小テニスコート
30 水 ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
13 日 資源持込日 ８：00～12：00 くるくるタウン
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小学校
14 月 体育の日
多重債務者相談 10：00～12：00 役場１階第１会議室
15 火 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
ビンの日収集
（阿田和・尾呂志地区）
行政・人権・心配ごと相談 ９：00～11：00 役場１階第１会議室
16 水 ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小テニスコート
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小学校

資源プラスチック収集日（全域）
31 木 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２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

10月の納期限 10月31日（木）
●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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みはま

８／25（日）七里御浜観光塾（ユースセミナー）
が開催されました
御浜町サマーキャンプに参加した大学生による成果報告会
８／28（水）

広報

みて見てみはま

2019.10. No.606

講義をする山田桂一郎氏

成果報告する大学生達
やま だ けいいちろう

９／９（月）長寿のお祝い

９／９（月）三重大学医学部学生役場訪問

敬老の日にちなみ、町内で満100歳と満88歳
になられた方を対象に、長寿のお祝いのひざ掛
けなどをお渡しさせていただきました。

下市木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学科の
学生４名が役場で町長との面談を行いました。

今年の該当者は100歳の方が６名、88歳の方
が62名です。
やま だ ふみ のり
今回88歳のお祝いで取材しました山田文則さ

学生達からは町の歴史や農業についての質問が
あり、知識を深めていました。町の印象を聞い

んは、
「これからもケガに注意しながら趣味の植
木の剪定や手芸などを楽しみながら生活してい
きたい。
」とおっしゃっていました。いつまでも
お元気で長生きしてください。

たところ、
「海がとてもきれい。みかんが有名
ということで一度食べてみたい。
」と答えてく
れました。
翌日の10日から下市木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
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。
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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/

役場を訪問した三重大学医学部のみなさんと町長

（令和元年10月１日発行）

満 88 歳のお祝いを受ける山田文則さん

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

役場３階くろしおホールで観光カリスマJTIC SWISS代表の山田桂一郎さんによる七里御浜観光
塾（ユースセミナー）が開催されました。約5 0人の方が集まり講義に熱心に耳を傾けていました。
また、
「御浜町サマーキャンプ」では大学生11人が全国各地から集まり、町内の様々な所に足を
運び御浜の文化や観光について３泊４日で学びました。最終日の28日にはサマーキャンプの成果
報告として、御浜町の今後の観光の在り方についてプレゼンテーションを行いました。

