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御浜みかん祭り

①

②

御 浜
みかん祭り
③

④

11 月４日（月・振）七里御浜ふれあいビー
チやしの木公園で「御浜みかん祭り」が開催
されました。
今年は約１万２千人の方が訪れ、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。

⑤

⑥

①会場の様子。多くの方々にご来場いただきました。 ②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。 ③車両展示や制服試着などが行われた自衛隊広報ブース。 ④青年団の
ブースでは焼き鳥やタピオカドリンク等を販売していて、多くの人で賑わっていました。 ⑤幅広い年
代の方が紀州犬と触れ合っていました。 ⑥神木会・神木育成会のブースで射的等のゲームを楽しんで
いました。 ⑦熊・YOU・遊フェスティバルも同時開催で多くの方がミニ SL に乗車していました。
⑧阿田和交流会の子ども達が伝統のある踊りを踊っていました。
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御浜みかん祭り

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑨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‘S M’
ｓ」のみな
さん ⑩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。 ⑪⑫一番おいしいみかんを競うみかん品評会と表彰式の様子 ⑬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。 ⑭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。 ⑮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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防犯情報

No. 1

三重県犯罪被害者等支援条例 を ご紹介 します
防犯情報コーナー

三重県は犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族が受けたさまざ
まな被害から立ち直り、早期に平穏な生活を営むことができるよう県民
全体で寄り添い、温かく支え合う地域社会の実現を目指して、平成 31
年４月１日に「三重県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
《条例の基本理念》
○犯罪被害に遭った方やそのご家族、そのご遺族（以下、「犯罪被害
者等」という）の、個人の尊重にふさわしい処遇を保障される権限
が尊重されるよう、犯罪被害者等の立場に立って適切に推進する。
○犯罪被害者等が置かれている生活環境、事情に応じて適切に推進する。
○犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じて、必要な支援が途切れることなく提供されるよう推進
する。
《主な支援内容》
○三重県犯罪被害者等見舞金制度
（見舞金の対象者）
対象となる犯罪
・日本国内または日本国外にある船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体
を害する故意の犯罪。
故意による犯罪被害
・殺人、強盗、傷害、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷等の故意により人を死傷させる
犯罪が対象であり、自動車運転過失致死傷等の過失による犯罪は、給付の対象外です。
見舞金の給付が受けられる犯罪被害者等の資格
・犯罪被害が発生した日において、三重県内に住所を有した人です。
・犯罪被害者と加害者との間に、三親等内の親族関係がある場合は、給付対象外となります。
※ただし、被害者が 18 歳未満の者を監護していた場合を除きます。
（見舞金の種類）
遺族見舞金 <60 万円 >
・犯罪被害者の第一順位遺族が給付対象です。
・親族の範囲と順位
①配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む）②子 ③父母 ④祖父母 ⑤兄弟姉妹
重傷病見舞金 <20 万円 >
・犯罪被害によって重傷病（療養の期間が１月以上かつ通算３日以上の入院を要すると医師に診断
されたもの）を負った犯罪被害者本人
精神療養見舞金 < ５万円 >
・特定の犯罪行為によって、精神疾患（療養の期間が３月以上で、かつ、通算３日以上労務に服す
ることができないと医師に診断されたもの）を負った犯罪被害者本人
・精神療養見舞金の給付対象となる犯罪行為の例
殺人未遂、強盗、強制性交等、強制わいせつ、未成年者略取、誘拐など

4

見舞金の申請
見舞金の請求期間

○相談窓口の設置
・
（公社）みえ犯罪被害者総合支援センター （☎ ０５９－２２１－７８３０）
法律相談、臨床心理士によるカウンセリングなど
・みえ性暴力被害者支援センター よりこ （☎ ０５９－２５３－４１１５）
相談員による相談専用電話

防災情報

No. 82

昭和東南海地震75年（みえ地震対策の日）
シンポジウム が 開催 されます
下記日時にみえ防災・減災センター、三重県、三重大学、津気象台主催の昭和東南海 75 年（み
え地震対策の日）シンポジウムが開催されます。参加を希望される方は役場 総務課 防災係（☎３－
０５０５）までご連絡ください。
日 時 12 月 15 日（日） 12：00 ～ 16：30
会 場 御浜町中央公民館 アメニティーホール
入場料 無料（定員 400 名）
①基調講演 ～愛する家族・地域を自然の脅威である地震・津波から守るには？～
いまむら
ふみひこ
講師：東北大学災害科学国際研究所 所長 今村 文彦
②みえの防災大賞表彰式
すず き
えい けい
プレゼンター：三重県知事 鈴木 英敬
③パネルディスカッション
～昭和東南海地震の教訓をふまえた「学校・地域・家庭が一体となった防災・減災のあり方」～
うえまえ
けん
す ざき
まこと
次 第
パネリスト：植前 健（阿田和小学校校長）
、須﨑 眞（紀南病院院長）
、
やぎゅう
かず み
おおはた
さめる
柳生 和美
（古和浦会（古和浦親子防災の会）共同代表）
、
大畑 覚（御浜町長）
いまむら
ふみひこ
コメンテーター：今村 文彦（前掲）
すず き
えいけい
コーディネーター：鈴木 英敬（前掲）
④総括 ～南海トラフ地震をふまえた東紀州地域の現状と課題
かわぐち
じゅん
総括者：三重大学大学院工学研究科 准教授 川口 淳

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、家具固定器具の購入に補助金を出すなど、各家庭の家具固定を推進し
ています。寝室や台所など、普段いる時間の長いところの家具から固定していきましょう。
※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ご協力をいただき設置することも
可能です。
詳しくは役場 総務課 防災係（☎３－０５０５）までご連絡ください。
†問い合わせ先†

総務課 防災係（担当

しもかわ たか し

しば の

ゆういち

下川 崇志、芝野 雄一）☎３－０５０５

5

防犯情報コーナー／防災情報コーナー

見舞金の返還

・申請窓口は、役場 総務課 防災係（☎３－０５０５）です。
・申請についてのご相談は、みえ犯罪被害者総合支援センターでも受け付けます。
・犯罪被害を知った日から１年間です。
※ただし、犯罪発生日から７年までの間
・見舞金の受給後に給付資格がないことが判明した場合や、虚偽の申請であったこ
とが判明した場合等は見舞金を返還していただかなければなりません。

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６回・「気をつけましょう！危険なごみの取扱い」
オールみはまでごみ減らし隊通信

◆身の回りには、こんな危険なごみがあります
年末が近づき、ご家庭での大掃除や片付けが本格的となる時期となりました。
片付けで出てきたごみの中には、取り扱いを間違えると大変危険なごみ類があります。
以下の品目について、安全にごみの分別等を行うための参考にしてください。
≪ 取扱いに注意を要する、危険なごみ類 ≫
品目

スプレー缶

ライター類

乾電池

取り扱い方・出し方

分別の区分とごみに出す日

中のガス等が残っている状態で出される ◎金物資源：
と、収集車の中で爆発や発火するなどして
 お住まいの地区の「金物の
大変危険です。
日」に出してください。
中身を使い切ってから缶に穴を開けて、ス （アルミ缶、スチール缶には混

プレー缶だけを袋にまとめて出してください。 ぜて出さないでください）
中身を使い切るか完全に抜いて、穴など
は開けずに、そのままライターだけを袋に
●金属・プラスチック系の埋立てごみ：
まとめて出してください。
 お住いの地区の「金物の日」
に出してください。

古くなった乾電池からは、液状の内容物 （他の埋立てごみには絶対に
混ぜて出さないでください）
がもれ出てくることがあります。使用済み
の乾電池類は、分別のうえ、袋に電池だけ
をまとめて出してください。

刃物類、鋭利な工具等

ガラス類

バッテリー

●金属系の埋立てごみ
そのまま出されると大変危険ですので、  お住まいの地区の「金物の
紙や布、ガムテープなどで鋭利な部分を保
日」に出してください。
（カミ
護してから、ごみ袋を重ねたり段ボール箱
ソリの替え刃等の小さな刃物
等に入れて「刃物」と表示して出してくだ
類は、フタのできる金属製の
さい。
空き缶容器等に入れて出して
いただくと安全です）
割れたビンや板ガラスは鋭利な部分でケ
ガを負う危険があります。割れた部分を紙
や布などで保護し、厚みのあるビニール袋
（肥料袋）等に入れて、
「ワレモノ」と表示
して出してください。

●ガラス系の埋立てごみ：
 お住いの地区の「ビンの日」
に出してください。
（細かく割
れてしまったガラスは、フタ
のできる金属製の空き容器等
に入れて出していただくと安
全です）

資源として利用できますが、感電の恐れ
×収集不可ごみ：
があるため、町では収集できないごみとなっ
 購入店や処理業者にご相談
ています。
ください。

※町の収集日に出される場合は、朝8時までにお出しいただきますようご協力お願いします。
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◆リチウムイオン電池内蔵の家電製品の取り扱いにご注意ください

◆年末・年始の片付け作業では、紙類資源の分別にご協力ください
毎年この時期は、お歳暮やクリスマスの贈答品をやりとりする機会が増え、それに
ともなう紙製の包装用紙や包装箱等が燃料ごみに混入されて出されているのが目立ちます。
包装用紙や紙箱等も、大切な資源の1つです。小さな箱であっても、分別しリサイクルすることで、
私たちの生活に役立てるための大きな効果につながります。ごみを出すときは、ごみ袋に入れる前に
資源に出せるものかどうかを、今一度確かめてください。
◆年末・年始のごみ・資源収集予定についてお知らせします
燃料ごみ収集

年末（令和元年）

年始（令和２年）

12 月29 日（日）※年末最終日

１月４日（土）※年始最初の収集日

…分別のうえ朝８時までにお出しください。 …分別のうえ朝８時までにお出しください。

資源持ち込み

・日曜日の持ち込み最終日
（8:00～12:00）
…12月22日
・月曜日の持ち込み最終日
…12月23日
（9:00～16:00）
＊いずれもくるくるタウンで受付けます。

・日曜日の持ち込み初日
…１月５日（8:00～12:00）
・月曜日の持ち込み初日
…１月６日（9:00～16:00）
＊いずれもくるくるタウンで受付けます。

※ごみ収集カレンダーでもご確認ください。

◆令和元年10月のごみ・資源処理量の動きをお知らせします
種別

今年10月の処理量

昨年10月の処理量

燃料ごみ

115,520kg

122,000kg

不燃ごみ

9,520kg

12,830kg

粗大ごみ

5,250kg

4,700kg

35,990kg

48,574kg

8,240kg

7,160kg

174,648kg

195,264kg

資源類
草・小枝
10 月合計量
4 月からの累計
†問い合わせ先†

1,280,759kg

増減比較

住民1人・1日当りごみ量

△ 6,480kg ◇平成 31 年 4 月～
△ 3,310kg 令和元年 10 月の平均排出量
701g
+550kg
△ 12,584kg （参考）
平成 30 年４月～
+1,080kg
10 月の平均排出量
△ 20,616kg
709g

1,320,940kg △ 40,181kg

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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オールみはまでごみ減らし隊通信

スマートフォンや電子タバコなどの多くの充電式家電製品には、リチウムイオン
電池が入っています。この電池は小さくて軽量でも大きなパワーを出し寿命も長い
一方、燃えやすい液体が入っており、強い衝撃や圧力がかかると発火してしまうお
それがあります。
これらの製品を燃料ごみや資源に混ぜて出してしまうと、ごみ収集車の中や処理
場の中で発火し火災が発生する危険があります。全国的にも処理業者での発火トラ
ブルが多発していますので、絶対にごみとして出さないでください。
リチウムイオン電池の中には、レアメタルという貴重な金属が入っており、リサイクルすると再び
資源として有効活用されます。家電販売店等でリチウムイオン電池を内蔵している製品の回収を行っ
ていますので、そちらをご利用ください。

「出逢
冬は特に、
い・結婚
に 関 する 何による
でも 相談会」
に ご注意を！
のお知らせ
ノロウイルス
食中毒開催
ノロウイルスによる食中毒に注意

食中毒は夏だけではありません。ウイルスによる食中毒が冬に多発しています。
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。
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。

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
②人からの感染

→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二枚貝を、加熱不十分で食べた場合
→感染した人のふん便やおう吐物からの二次感染
→家庭や施設内などでの飛沫などによる感染
（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）

【主な症状】
吐き気、おう吐、下痢、腹痛、微熱が 1 ～ 2 日続く。
感染しても症状のない場合や、軽い風邪のような症状のこともあります。
※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
❶
❷
❸
❹
❺

手を洗うときは
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、
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。
手首など汚れの
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） 残りやすいところを
ていねいに！
食品は中心までしっかりと加熱する。（85 ～ 90℃で90秒以上）
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、すぐに医療機関を受診しましょう！

†問い合わせ先†
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健康福祉課 健康づくり係 （担当

しもかわ か

の

こ

下川佳乃子）☎３ー０５１１

「出逢こどもわくわく
い・結婚 に 関 する＆
何おとなドキドキ
でも 相談会」
開催 のお知らせ
健康チェックフェスを開催します
か？子どもと一緒に参加できる体験コーナーもあります。
【日

時】令和 2 年 1 月 19 日（日）
9：30 ～ 12：00

【場

所】熊野市保健福祉センター 2 階

【対象者】御浜町・熊野市・紀宝町にお住まいの方
【定

員】120 名（要申込み）

【参加費】無料
【内

容】

◆健康チェックコーナー
・血液検査（39 歳以下の人を優先）
・体組成測定（体脂肪量・筋肉量が分かります）
・血管年齢測定・骨の健康度測定（手首で測定）
・足指力測定・糖尿病危険度チェック・俊敏性チェック
・栄養士による栄養相談・ヘルシー料理の試食
◆こどもわくわく体験コーナー
・親子ストレッチ（各回 15 人要予約）
① 9：45 ～ ② 10：30 ～ ③ 11：15 ～
・缶バッチづくり
・マーブリング体験 オリジナルの模様の作品ができます。

【主

催】紀南健康長寿推進協議会

【協

力】公益財団法人三重県栄養士会・三重県看護協会

（協議会では熊野市・御浜町・紀宝町・熊野保健所・紀南病院・紀南医師会のメンバーで、
糖尿病予防対策に取り組んでいます）

【申込期間】12 月 9 日（月）～令和 2 年 1 月 10 日（金）※定員になり次第締め切ります。
†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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健康チェックフェスの開催

紀南健康長寿推進協議会では若い世代から健康づくりに取り組めるよう、健康チェックフェスを開
催します。日頃できない健康チェックを通して、自分の体を知り、健康づくりのきっかけにしません

「出逢
マイナンバーカード
い・結婚 に 関 する 何 でも
の 申請
相談会」
はいかがですか
開催 のお知らせ
マイナンバーの申請

マイナンバーカードは、写真付きの本人確認書類になるプラスチック製のカードです。
インターネッ
トを通じて確定申告をする際に利用できるほか、今後は健康保険証としての利用やポイント制度の実
施も計画されています。カードの申請から交付までには約 1 ヵ月かかり、今後の利便性向上に伴い
交付窓口の混雑も予想されるため、早めの申請がおすすめです。

申請について
◦申請用紙はお持ちですか？
 「通知カード」の下部にある「個人番号カード交付申請用紙」をお持ちの方は、そちらをご使用
ください。お持ちでない方は、住民課にて交付申請用紙を交付いたします。本人確認書類（※１）
をお持ちのうえ、住民課までお越しください。
◦申請の方法について
①郵送申請
交付申請用紙に写真を貼付け、申請日と氏名を記入後、押印する。
封筒（※２）に入れて、ポストに投函する。
②スマートフォンを用いた申請方法
交付申請用紙に記載のＱＲコードを読み込み、申請を行う。
写真はスマートフォンで撮影したものが使用できます。
※１

本人確認書類について
一点でよいもの：運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、障がい者手帳等
二点必要なもの：健康保険証、介護保険証、学生証、年金手帳、年金証書等

※２

封筒について
・通知カードに同封されていたものが、既に期限切れになっていても、令和４年５月 31 日
まで有効に使用していただけます。
・封筒をお持ちでない方は、住民課窓口へお越しいただくか、マイナンバーカード総合サイ
トよりダウンロードしてください。

★住民課ではマイナンバーカード申請のお手伝いをしております★
マイナンバーカード申請のための写真を無料で撮影しております。
写真撮影をご希望の方は、住民課までお電話ください。

†問い合わせ先†
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住民課 戸籍住民係（担当

や ぐま ひ

な

こ

矢熊日向子）☎３－０５１２

「出逢 い
・結婚 に 関熊野市
する 何・
でも
相談会」
開催 のお知らせ
令和2年度
御浜町
・紀宝町内
の
公立小中学校講師等登録希望者説明会を 開催します

【日
【会
【対

時】令和２年１月 19 日（日）（受付開始）13：30 ～ （開始時刻）14：00 ～

場】役場３階 くろしおホール
象】令和２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（令和２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、12月24日（火）～令和２年１月10日（金）（ただし、土・日及び12月
30日～1月3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、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、210円切
手を貼って、御浜町教育委員会（〒519-5292
ださい。

南牟婁郡御浜町阿田和6120番地1）へ申込みく

みなみ

けい き

†問い合わせ先† 教育委員会 学校教育係（担当 南 圭輝）☎３－０５２６

「出逢 い令和2年
・結婚 に 関
御浜町成人式
する 何 でも 相談会」
を 開催
開催
します
のお知らせ
【日

時】令和２年１月２日（木）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 26 年度の町内中学校卒業生

・
（平成 11 年４月２日～平成 12 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。
・令和元年 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る方はご連絡をお願いします。
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 眞砂寛子）☎２－３１５１
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公立小中学校講師等登録希望者説明会／御浜町成人式

熊野市・御浜町・紀宝町内の公立小中学校の講師等に登録を希望する方を対象に、講師等の任用・
勤務条件等に係わる説明会を開催します。

「出逢
令和元年度
い・結婚
第20回
に関
紀南青少年育成交流会
する 何 でも 相談会」
開催
の 開催
のお知らせ
について
第
回紀南青少年育成交流会開催／年末の交通安全県民運動実施

20

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
【場
【内

時】12 月７日（土） 13：00 ～ 15：30
所】熊野市文化交流センター 交流ホール
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（ 有馬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

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 眞砂寛子）☎２－３１５１

「出逢
令和元年
い・結婚
年末の交通安全県民運動
に 関 する 何 でも 相談会」
が
開催
実施
のお知らせ
されます
県民一人ひとりに交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践
を習慣づけていただくとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することに
より、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。
【期

間】12月１日（日）～ 12月10日（火）

●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
特に年末に入ると飲み会等の機会も増えます。運転者の方は
飲酒運転は、犯罪であり重大な責任を負うことを自覚しましょ
う。また飲酒の際はタクシー、電車等の公共交通機関や運転代
行業等を利用しましょう。悲惨な事故を起こさないためにもみ
なさんのご協力をよろしくお願いいたします。

おお た たけゆき

†問い合わせ先† 総務課 総務係 （担当 太田雄之）☎３－０５０５
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各種がん検診を受診しましょう
各種がん検診

【場 所】 御浜町中央公民館
【日 程】12月22日
（日） ※10月12日
（土）
延期実施分です。
方 法
胃がん検診
胃部 X 線検査
便潜血検査
大腸がん検診
（検便提出）
前立腺がん検診
採血（PSA検査）
乳がん検診
乳房 X 線検査
（マンモグラフィ） （マンモグラフィ）
子宮頸がん検診 視診 ･ 頸部細胞診・内診
肝炎ウィルス検査

採血（B 型・C 型）

時 間
8:00 ～ 10:00
8:00 ～ 11:00
13:00 ～ 14:00
9:00 ～ 11:00
9:00 ～ 11:00
13:00 ～ 14:00
13:00 ～ 14:00
9:00 ～ 11:00

※12月13日
（金）
までに申込みください。

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 40 歳以上

1,800 円

検診当日満 20 歳以上
検診当日満 40 歳以上
検査を受けたことがない方

1,300 円
700 円

○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。

～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～
†申込み・問い合わせ先†

年金だより

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

老齢基礎年金の
繰上げ請求・繰下げ請求について

65歳から受給権が発生する老齢基礎年金
には、繰上げ・繰下げ請求制度があります。

【繰上げ請求】
60歳以上65歳未満の期間に、早くから老
齢基礎年金を請求することができます。ただ
し、
受給できる年金額は請求時年齢に応じて、
65歳時における年金額に下記の数字を乗じ
た額が減額されます。
60歳以上61歳未満の場合…………0.42
61歳以上62歳未満の場合…………0.35
62歳以上63歳未満の場合…………0.28
63歳以上64歳未満の場合…………0.20
64歳以上65歳未満の場合…………0.11
※注意
老齢基礎年金を繰上げて請求し、減額され
た老齢基礎年金は、65歳に達しても増額さ
れることはありません。また、受給後に変更
することもできません。

【繰下げ請求】
65歳到達前にあらかじめ老齢基礎年金の
繰下げ請求を行うことによって、65歳時に
おける年金額に、請求時年齢に応じて下記の
数字を乗じた額を増額することができます。
66歳以上67歳未満の場合…………0.12
67歳以上68歳未満の場合…………0.26
68歳以上69歳未満の場合…………0.43
69歳以上70歳未満の場合…………0.64
70歳以上の場合…………………·…0.88
†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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がん検診／年金だより
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情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

プレミアム付商品券購入引換券の
交付申請はお済みですか？
消費税率の引き上げに伴い低所得者・子育て
世帯主向けにプレミアム付商品券を販売してい
ます。プレミアム付商品券の購入には、プレミ
アム付商品券購入引換券が必要です。
プレミアム付商品券購入引換券の交付申請書
を令和元年 12 月 27 日（金）まで受け付けて
いますので、プレミアム付商品券を購入希望さ
れる方は、お早めに申請手続きをお願いいたし
ます。
対象と思われる方には、8 月上旬に申請書類
等を郵送しています。もし紛失された等でお手
元に申請書類がない場合は、役場健康福祉課の
窓口で再発行することができますのでご相談く
ださい。
【購入対象者】
○低所得者
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、次に該当
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及び親族等）
・生活保護を受けている方
○子育て世帯
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
※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。
【商品券の購入】
１セット 5,000 円分（500 円× 10 枚綴り）
を 4,000 円で、対象者１人につき最大５セッ
トまで購入できます。
【販売場所】みえ熊野古道商工会御浜支所
【販売時間】平日の９：00 ～ 17：00
【販売期限】令和２年２月 14 日（金）
【利用期限】令和２年２月 24 日（月・振休）
†問い合わせ先†
健康福祉課

福祉係（担当

☎ 3 －０５１５
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く

ぼ たか と

久保貴翔）

人権講演会開催のお知らせ
人権とは人間が人間らしく生きる権利で生ま
れながらに持っている権利です。しかし、現実
にはいろいろな人権侵害が発生しています。人
権尊重には一人一人が相手への思いやりを持っ
て行動することが大切です。
そこで今回、テレビなどでもお馴染みで心理
はね ばやし
ゆ づ
カウンセラーである羽林 由鶴さんを招いて下
記のとおり人権講演会を開催します。みなさん
のご来場をお待ちしております。
【日
時】 令和２年２月８日（土）
 4：00 ～ 15：30（受付 13：30 ～）
1
【場
所】 御浜町中央公民館
アメニティホール
【テ ー マ】 一
 人一人が輝ける社会づくりにつ
いて
※入場は無料です。
【講
師】 羽林 由鶴さん
【講師紹介】 埼
 玉県生まれ、現在はＤＶ・離婚・
外見コンプレックスで苦しんだ経
験を活かして心理カウンセラーと
してテレビ・ラジオ・新聞・雑誌
等、幅広くご活躍中です。
†問い合わせ先†
さきもとまさかず
住民課 戸籍住民係（担当 﨑本正和）
☎３－０５１２

令和２年 御浜町消防出初式を
１月５日に開催します
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作の展示や一斉放
水等を行います。
【日時】 令和２年１月５日（日）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）
阿田和小学校グランド
※雨天時は阿田和小学校体育館で式典
のみ行います。
†問い合わせ先†
しば の ゆういち
総務課 防災係（担当 芝野雄一）
☎３－０５０５

■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。

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。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
だけますので出来るだけ予約してください。
【日
時】 12 月７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
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】 12 月５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†
さきもとまさかず
住民課 戸籍住民係 （担当 﨑本正和）
☎３－０５１２

放送大学入学生募集のお知らせ
放送大学は、2020 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、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、様々な目的で学んでいます。
テレビによる授業だけでなく、学生は授業を
インターネットで好きなときに受講することも
できます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自
然科学など、約 300 の幅広い授業科目があり、
１科目から学ぶことができます。
〇出願期間は、第１回が２月 29 日（土）まで
第２回が３月 17 日（火）までとなってます。
〇資料を無料で差し上げています。お気軽に放
送大学三重学習センターまでご請求くださ
い。
†問い合わせ先†
放送大学三重学習センター
☎０５９－２３３－１１７０

情報コーナー

司法書士無料法律相談会
開催のお知らせ

紀宝警察署メールボックス
年末の交通安全県民運動の実施について
１

実施期間
12 月１日（日）～ 12 月 10 日（火）
２ 運動の重点
（1）
高齢者と子どもの交通事故防止
シートベルトとチャイルドシートの正
（2）
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
12 月１日を「三重県飲酒運転０( ゼロ )
を目指す推進運動の日」と定め、
「飲酒
運転は絶対しない・させない・許さない」
という県民の規範意識の確立を目指す。
３ 運転上の注意点
・運転前日は十分な睡眠をとる
・こまめな休憩と水分補給をおこなう
・疲れを感じた際の早めの休憩を心掛ける

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
●令和元年 12 月 31 日（火）
まえがわ歯科（熊野市木本町）
☎０５９７－８５－２７４６
●令和２年１月 ２日（木）
相野歯科医院（紀宝町鵜殿）
☎０７３５－３２－００５６
●令和２年１月３日（金）
畑中歯科医院（熊野市有馬町）
☎０５９７－８９－６６１１
診療をお申し込みの際は、該当する日の歯科
医院へ直接ご連絡ください。
†この件に関する問い合わせ先†（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１日
（日）
、
８日
（日）
、15日
（日）
、
22日
（日）
、29日
（日）
、30日
（月）
、31日
（火）
１月１日
（祝・水）
、
２日
（木）
、
３日
（金）
、
５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 750-1 ( 津地方裁判所熊野支部の横 )
【診療科目】内科 ☎０５９７－８８－１００１
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御浜町俳句会 秋季句会（入賞・入選句）
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◎御浜町俳句会 会長賞（一句高点句）
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ひ と かたわ

湊
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耳遠き 人傍らに 台風の夜
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海見ゆる 丘に稚児塚 小鳥来る
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だ し ん しょう

須崎行雄

ちが

なみだ

かけ違う ボタンを直し 秋宴
ぼ こうれき し

織田信勝

あきとも

まる

御浜町民文化祭の様子

世帯数 4,170戸 （－ 1 戸）

秋灯し 母校歴史に 涙落つ

たてしま

あつ こ

こ

敦子

み

4,508人 （－ 3 人）

選
あき

にし

す さき く

須崎久美子

女

大平 昭
ぼう し

い

3,990人 （－ 11人）

◎句会代表 選者賞

ぎ

よ なが

うみ

男

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。
３日～４日にかけては中央公民館で第45回
御浜町民文化祭が開催されました。俳句や絵
画、写真や民芸品など様々な作品が出品され
ていました。私もいつか作品を出品したいと
思います。
おお た たけゆき
（総務課 総務係 太田雄之）

人 口 8,498人 （－ 14人）

あとがき

11月１日現在の人の動き

阿田和句会
と

と けい

や よこ ぎ

西

止まり木は むぎわら帽子 秋あかね 立嶋どうしん丸

ふる

ひこばえ句会 後呂智子 選
おとなが

音長し 古き時計の 夜長かな

へ

花みかん句会 込谷徳隆 選
あきかぜ

秋風や 部屋横切って 海に入る
＊次号も秋季句会の句を掲載します
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おと は

ぼ

く

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。
令和元年９月１日～
届出分

芝野雄一）

しば の ゆういち

†問い合わせ先†
総務課 総務係（担当
☎３－０５０５
吟波ちゃん
久保

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。）

くら し の カレンダー 12

粗大ごみ収集日(持ち込み・訪問)
1 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
各種がん検診 （要予約） 御浜町福祉健康センター

多重債務者相談 10：00～12：00 役場１階 第１会議室
17 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 GC熊野

2 月

資源持込日 9：00～16：00 くるくるタウン
紙の日収集
（市木・神志山地区）

3 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 GC熊野

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
18 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 18：30～20：00 ダイヤモンドゴルフヒル
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館

金物の日収集
（阿田和・尾呂志地区）
資源プラスチック収集日（全域）
ありんこ広場 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
19 木 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
4 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 18：30～20：00 ダイヤモンドゴルフヒル
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
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
20 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）
5 木 卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館 21 土 ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
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

資源持込日 9：00～16：00 くるくるタウン
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
23 月
紙の日収集（阿田和・尾呂志地区）
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館

8 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン

22 日

資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
各種がん検診 （要予約） 中央公民館

24 火 ゴルフ教室 19：00～21：00 GC熊野

資源持込日 9：00～16：00 くるくるタウン
9 月 紙の日収集
（阿田和・尾呂志地区）
ビンの日収集（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 25 水 ゴルフ教室 18：30～20：00 ダイヤモンドゴルフヒル
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
10 火
ゴルフ教室 19：00～21：00 GC熊野
資源プラスチック収集日（全域）
26 木
金物の日収集
（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会議室
11 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 18：30～20：00 ダイヤモンドゴルフヒル
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館 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
庭の草・小枝収集日
（全域）
28 土 ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
2才児歯科保健教室（個別通知） 御浜町福祉健康センター
糖尿病予防講演会 18：30～19：30 役場１階会議室
12 木
弁護士無料法律相談 13：30～15：30 役場３階第５会議室 29 日 燃料ごみ臨時収集日（全域）
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
30 月
子育て相談 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
13 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
31 火
14 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 御浜小体育館

15 日 資源持込日 8：00～12：00 役場北側駐車場
16 月

資源持込日 9：00～16：00 くるくるタウン
紙の日収集
（市木・神志山地区）

12月の納期限 12月25日（水）
●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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みはま

10／17（木）令和元年度中学生議会

広報

みて見て みはま

2019.12. No.608
11／６（水）みかんとりんごの学校給食交流

宝くじの助成により南こうせつさんとウー
ファンさんによるコンサートが公演されました。
また地元御浜女性コーラス「うたオーレ」のみ
なさんとも共演し会場が一丸となった素晴らし
い公演となりました。
18

平成５年に友好親善提携を締結し、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727食分のりんご135個が出されまし
た。また、松本市では御浜町が送った「わせ温州」
19,305個のみかんが給食に出されました。

〒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/

御浜町と長野県松本市梓川地区（旧梓川村）は

（令和元年12月１日発行）

10／22（火・祝）
「南こうせつwithウーファン～
心のうたコンサート～公演」が開催されました

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

社会科の授業の一環で実際に議会を体験し、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。御浜中学校、尾呂志学園、阿田和中学校の三年生
60名が参加しました。

