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災害に備え個人備蓄を行いましょう
防災情報

災害への備えとして、町が備蓄している食糧は、津波や家屋倒壊などで、家での備蓄品が失われた
方にお渡しする程度の量しかないのが現状です。そのため、３日～１週間分程度の食料・水等を家庭
内に備蓄することに、必ず取り組んでください。今回は食糧備蓄として、家庭で取り組むことができ
る、簡単な備蓄方法「ローリングストック法」をご紹介します。
ローリングスットク法とは

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。
普段から消費し、食べた分を買い足す習慣をつけることに
よって、めったに使わない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、などというトラブルを無くせます。

備える

買い足す

食べる

どのような食品を備蓄するのか？

インスタントラーメンやレトルトカレー、缶詰など、常温で保存しておける
食品です。
※災害時用に特化した非常食でも勿論かまいませんが、スーパーなどで購入
できる身近な食品だといつも食べている物なので、安心して食べることが
できます。
ローリングストック法の工夫
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。

柿原地区において、
「避難行動要支援者」の方の避難支援についての話し合いが行われました
６月14日（日）
、柿原公民館で柿原地区自主防災組織の会議が行われました。会議では、避難行動
要支援者の方（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）の避難支援について話し合われました。

現在、町から避難行動要支援者名簿が各自主防災組織に提供されていますが、今回柿原地区では、
次のステップである、本当に支援が必要な方を洗い出す作業「生きた名簿」の作成について協議され
ました。また、名簿には載っていないがあの人は支援が
必要なのではないか、どのように支援すれば良いのか、
などさまざまな意見が出されました。
今後柿原地区では、避難行動要支援者の方のお宅へ訪
問し、避難を要する方の情報等をまとめた個別計画を作
成することになります。また、避難の支援がいる方のお
宅や土砂災害等の危険個所、災害時に使用できる地域資
源の場所を記した地図を作成する予定です。
2

御浜町消防団退団者へ感謝状授与式が行われました
６月19日（金）、役場 町長室にて令和２年３月31日付で消
防団を退団された方への感謝状授与式が行われました。
い とし た

にしよういち

防災情報

う

授与式には、宇井利太 元阿田和分団 分団長と西洋一 元市木
うぶ や しきけんいち
分団 部長と産屋敷健一 元阿田和分団 班長が出席し、町長から
感謝状が贈られました。
○令和２年３月31日付退団者
う い
とし た
・宇井 利太
元 阿田和分団 分団長
にし
よういち
洋一
元 市木分団 部長
・西
うぶ や しき けんいち
・産屋敷 健一
元 阿田和分団 班長
にしむら

じ ろう

元 尾呂志分団 団員
・西村 次郎
にしむら
ともゆき
・西村 智行
元 尾呂志分団 団員
多年に亘り消防団活動にご協力いただきありがとうございました。

令和２年度 第１回 御浜町防災会議を開催しました
６月25日（木）、役場くろしおホールにて「令和２年度 第
１回 御浜町防災会議」を開催しました。
防災会議は、町の防災に関する重要事項を審議する会議で、
国・県・消防署・自衛隊等の防災関係機関、消防団、自主防災
組織などの各種団体の代表者、関西電力、NTT西日本の公共

サービス事業者等で構成しています。
今回の会議では、令和元年度実施の防災・減災対策に関する
事業報告(避難行動要支援者対策の進捗状況、第３回総合防災
訓練の結果 等)及び、令和２年度予定の防災・減災対策（避難行動要支援者対策、避難所における新
型コロナウィルス感染症対策 等）に関する説明を行い、参加関係機関との情報共有及び連携強化を
図りました。

災害ボランティアコーディネーターの訓練が行われました
６月25日（木）御浜町福祉センターにて災害ボランティア
コーディネーターの訓練が行われました。

災害ボランティアコーディネーターとは、災害時に全国から
集まるボランティアの窓口となり、被災者のニーズを把握し、
ボランティアと被災者とのかけはしの役割を担う方たちのこと
です。

災害ボランティアコーディネーターの方たちは、実際の発災
時にスムーズに対応できるよう毎月訓練を行っています。
御浜町社会福祉協議会（☎２－３８１３）では、ボランティアコーディネーターとしてご協力いた
だける方の募集も行っています。

†問い合わせ先†

総務課 防災係（☎３－０５０５）
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オール御浜 で ごみ減らし隊 通信

チャレンジ!ごみ減量化（第5回）

お盆の時期のごみ・資源の分別
出し方にご協力を

オール御浜でごみ減らし隊通信

毎年、お盆前後の時期には不要となった頂き物の包装箱などが多くなるため、資源ごみ類が燃料ご
みに混ぜて出されることが増加します。
今回は、ごみと資源の分別と出し方を正しく理解いただき、ごみの減量化と資源の有効活用にご協
力いただくため、この時期に多いごみ・資源の分け方・出し方のポイントをお知らせします。下記を
参考にして、分別・ごみ出しを行いましょう。
お盆や夏の時期にご注意いただきたいごみ・資源の分別と出し方
ごみ・資源の品目

①ご進物等の包装箱
②包装紙
③紙袋
等
④牛乳やジュース等の紙パック

➡

➡

分別の種類と出し方
※包装箱
…「ダンボール紙」へ
※包装紙、紙袋
…「雑誌その他の紙」へ
→ 折りたたんで平たくしたものをひもで縛って出すか、
ごみ袋にまとめて出してください。
※乳飲料類パックで中が白いもの（内側にビニールが張ら
れていないもの）…「牛乳パック」へ
※野菜ジュース等の紙製容器で、中が銀色になっている
もの
…「雑誌その他の紙」へ
→いずれも容器の中をきれいに洗って乾かしてから、容器
を切り開き、ひもや袋でまとめて出してください。
（スト
ローやストロー袋は、ニオイ・汚れのないものを資源プ
ラスチックへ）

⑤果物等をくるんだ白い網目のネット等

※柔らかい網目のネット状になった果物等の梱包材やスポ
ンジ板状の梱包材は、汚れ・ニオイがなければ、
「資源プ
ラスチック類」へ

⑥細かい紙きれ類
（紙製割りばし袋、メモ用紙等）

※きれいな状態のものは、小さなビニール袋や大きな紙封
筒等にまとめて「雑誌その他の紙」へ
→使用済みのティッシュペーパーや汚れをふきとったクッ
キングペーパー等は燃料ごみへ

紙類は、ちょっとした小さなものでも、油類やロウ成分、食品の汁等が染みていたり、ビニールで
コーティングされたりしていなければ、資源として再利用が可能です。そのため、資源となる紙類は、
まず燃料ごみに混ぜずに、紙資源に分けて出していただくようご協力をお願いします。普段の分け方
やまとめ方に工夫をして、みなさんで取り組んでいただければ、分別もしやすくなります。

◆令和２年６月のごみ・資源処理量の動きをお知らせします。
種

別

燃料ごみ
不燃ごみ
粗大ごみ
資源類

草・小枝
６月合計量
４月からの合計量
†問い合わせ先†
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今年６月の処理量 令和元年６月の処理量

増減比較

住民 1 人・１日当りごみ量

120,980㎏
14,170㎏
5,080㎏

106,030㎏
11,400㎏
4,840㎏

+14,950㎏
+2,770㎏ ◇令和２年６月の排出量
720 g
+240㎏

4,200㎏
183,597㎏
549,632㎏

5,960㎏
175,107㎏
553,690㎏

△ 1,760㎏
+8,490㎏
△ 4,058㎏

39,167㎏

46,877㎏

生活環境課 環境係（☎３－０５１３）

△ 7,710㎏

【参考】
令和元年６月の排出量
711 g

今後 の がん検診

9/12
【場

今後のがん検診

“体調不良及び感染症への感染が疑われる場合には、検診会場へのご来場をご遠慮ください”

各種がん検診

所】 福祉健康センター

【日
方

程】 ９月12日（土）

法

時

間

対

象

自己負担

大腸がん検診

便潜血検査（検便提出）

８:00~11:00

検診当日
満 40 歳以上

600 円

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳房 X 線検査
（マンモグラフィ）

９:00~11:00

検診当日
満 40 歳以上

1,800 円

子宮頸がん検診

視診 ･ 頸部細胞診 ･ 内診

９:00~11:00

検診当日
満 20 歳以上

1,300 円

※９月４日（金）までに申込みください。
〇70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。
〇糖尿病負荷検査は９月５日（土）に変更になりました。
（要予約）

医療機関でも受診ができます

ご都合の良い日に受診できます

町では、検診車での集団検診のほかに下記の医療機関でがん検診を実施しています。同一の検診に
つき、個別医療機関か集団検診のどちらかで、年に一度受診できます。
【実施期間】 ４月１日～３月31日（但し、新宮市内は５月～）＊直接、医療機関へ電話申込み

実施医療機関
検

診

名

対

象

自己負担

子宮頸がん
20 歳以上
2,000 円
検診
女性
乳がん検診
40 歳以上
2,500 円
( マンモグラフィ )
女性
大腸がん
検診

40 歳以上
1,500 円
男女

実施医療機関

大石産婦人科医院
矢島医院
いずみウィメンズクリニック

0597-89-1717
0735-22-2337
0735-21-0311

紀南病院（健診センター）

05979-2-1333

尾呂志診療所
4-1014
紀南病院 ( 健診センター )
2-1333
谷口クリニック
2-4333
西久保内科クリニック
3-1155
まつうらクリニック
3-0150
0597-85-2043
大石医院
大石産婦人科医院
0597-89-1717

尾辻内科クリニック
協立内科外科医院
小山医院
島崎整形外科医院
原田医院
和田医院

0597-85-2021
0597-89-5035
0597-89-2701
0597-89-3739
0597-88-0035
0597-85-3668

○70歳以上及び生活保護受給者の方は無料です。
○対象者の受診費用に一部助成をし、実際より少ない自己負担額で受けていただけます。
○個別医療機関での、町の胃・乳がんエコー・前立腺がんの個別検診の実施はありません。
※集団検診の日程については、４月に対象世帯に送付した『令和２年度御浜町各種がん検診等のお
知らせ』（うぐいす色の用紙）を参照ください。
†申込み・問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（☎３－０５１１）
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５年に１度のチャンスです
骨粗しょう症検診 を 受けましょう
骨粗しょう症検診／児童扶養手当 現況届の手続き

“体調不良及び感染症への感染が疑われる場合には、検診会場への来場をご遠慮ください”
「骨粗しょう症」は、硬い骨がスポンジのようにスカスカになってしまう病
気です。スカスカの骨は非常にもろく、軽い衝撃でも骨折しやすくなります。

高齢の方ではその骨折が原因で寝たきりや認知症になることもあります。
骨粗しょう症の原因には遺伝や食事、運動、生活習慣など様々なものが影響します。特に女性は、
女性ホルモンの減少とともに骨粗しょう症になるリスクが高まるので要注意です。自分の骨の状態を
知ることが、骨粗しょう症予防への第一歩です。骨はあなたの体と人生を支える大切な柱です。この
機会にぜひ受診してください。

集団検診のお知らせ
【対 象 者】 節目年齢30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性
※対象者へは個別に通知しています。
【日
時】 ９月12日（土）
【受付時間】 ９：30 ～ 11：00または13：00 ～ 14：00
※30分間隔にて受付しています。
【場
所】 御浜町福祉健康センター
【定
員】 100名（先着）
【料
金】 600円（70歳の方は無料）
【検診内容】 超音波検査による、かかとの骨密度測定
※裸足になれる服装でお越しください。
【申 込 み】 ９月４日（金）までに申込みください。
【そ の 他】 検診後は、管理栄養士による骨粗しょう症予防のための個別相談もあります。
当日はがん検診との同時受診も可能です。
※個別受診は、すでに始まっております。
（実施期間：７/ １～ 11/30）

†申込み・問い合せ先†

健康福祉課 健康づくり係（☎３－０５１１）

児童扶養手当 現況届の手続き に ついて
児童扶養手当は、子どもの健やかな成長を図るため、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援する
制度です。

児童扶養手当の認定を受けている方は、毎年８月に現況届を提出していただく必要があります。こ
の届は、受給資格の審査と前年の所得状況を確認するためのものであり、所得超過のために手当が支
給停止になっている人も提出が必要です。この届を提出されないと受給資格があっても11月以降の
手当が受けられなくなります。対象者の方には案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
※本年は、ひとり親世帯臨時特別給付金についての案内も同封しますので、内容をご確認ください。
†問い合わせ先†
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健康福祉課 子ども家庭室（☎３－０５０８）

障がい者・一人親家庭等・子どもの医療費を助成しています

～福祉医療費助成制度～

現在、福祉医療費助成を受けている方へ
福祉医療費助成制度は、毎年９月１日に受給資格を更新します。対象者や扶養義務者の方の令和２年
度（令和元年中）の所得を確認し、引き続き該当する場合は８月末に新しい受給資格証を送付します。
※所得制限を超える方は、更新されませんので、その旨を通知します。ただし、令和２年１月２日以
降に転入し、令和元年度の所得が確認できない方については、更新申請の案内を送付しますので手
続きをお願いします。

福祉医療費助成制度の概要
助成の種類

障がい者

対

象

者

○身体障害者手帳１～３級の認定を受け
た方
○知的障害の判定を受けたＩＱ 50 以下
の方、または療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ
１の認定を受けた方
○精神障害者保健福祉手帳 1 級の認定を
受けた方（通院にかかる費用のみ）

一人親家庭等

○一人親家庭等の母または父と 18 歳年
度末までの子ども
○父母のいない 18 歳年度末までの子ども

子ども

○ 18 歳年度末（高校卒業まで）の子ども

助

成

額

医療費の保険診療自己負担分
※端数処理の関係で実際の窓口支払額と 10 円未
満の違いが生じる場合があります。

※各助成とも、それぞれに所得制限が設けられています。
※助成対象となる「自己負担額」は、高額療養費として支給される額、加入医療保険からの療養付加
給付金を除いた保険診療額とします。
†問い合わせ先†

健康福祉課 福祉係（☎３－０５１５）

新型コロナウイルス感染症 帰国者・接触者相談センターの案内
「帰国者・接触者相談センター」では、新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談を受け付け
ています。相談内容から同感染症の疑いがあると判断した場合、
その方へ適切な診療を行う「帰国者・
接触者外来」への受診調整を24時間体制で行っています。
９時から21時まで

熊野保健所

21時から翌９時まで

三重県救急医療情報センター

†問い合わせ先†

☎０５９７－８９－６１６１（６月19日より左記に変更）
☎０５９－２２９－１１９９

健康福祉課 健康づくり係（☎３－０５１１）
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福祉医療費助成制度／帰国者・接触者相談センター

保健の向上と福祉の増進を図るため、障がい者、一人親家庭等の子どもに対し、医療費の助成を行っ
ています。これらの医療費の助成を受けるためには、役場健康福祉課での申請が必要です。

今年度最後のチャンスです
糖尿病負荷検査 を 受けましょう
糖尿病負荷検査／通話自動録音装置

“体調不良及び感染症への感染が疑われる場合には、検診会場への来場をご遠慮ください”
【検 査 日】 ９月５日（土） ※９月12日（土）から日程を変更させていただきます。
【受付時間】 ①８：00 ～８：30

②８：30 ～９：00

③９：00 ～９：30の３部制

（検査に約２時間10分程かかります）
【場

所】 御浜町福祉健康センター

【対 象 者】 町内在住の下記の方
・40歳～ 59歳の方

（昭和36年４月１日生～昭和56年３月31日生）
・これまでの糖尿病負荷検査で「境界型」となった
60歳～ 69歳の方
・60歳～ 65歳の希望者
【料

金】 500円

【検査項目】 血液検査（血糖値（空腹時、糖負荷30分、120分後）
、血中インスリン、肝機能、腎機能、
脂質検査など）、検尿、身体測定、血圧、心電図、医師による診察
【注意事項】 ※予約制で、定員になり次第締め切りますので、お早目に申込みください。
※すでに糖尿病の診断を受けている方、今までに糖尿病負荷検査で糖尿病型との判定を
受けている方は受診できません。医療機関を受診してください。
†申込み・問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（☎３－０５１１）

振込詐欺等防止用の通話自動録音装置を無償で貸出ししています
近年、振込詐欺等が巧妙化し被害が増加しています。消費者被害を防止するとともに被害防止の普
及啓発を図ることを目的として、下記条件により通話自動録音装置の貸出しを行います。
通話自動録音装置は、固定電話機と接続し、警告音声と通話の自動録音により振込詐欺等を未然に
防止しようとする装置です。本装置の接続及び設定は、借受けた方でお願いいたします。
【貸 出 対 象 者】 町に住所を有する65歳以上の者で構成された世帯また
は日中に65歳以上の者のみとなる世帯。
【貸出可能台数】 16台（先着順）

【貸 出 期 間】 １年間（期限内に返却してください）

【申 込 方 法】 通話自動録音装置利用申請書により住民課にお申込みく
ださい。利用申請書は住民課、支所、連絡所、町民サー
ビスセンターにあります。町ホームページからもダウン
ロードできます。
†問い合わせ先†
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住民課 戸籍住民係（☎３－０５１２）

後期高齢者医療保険料 の 減免 の お知らせ

【対 象 者】

❶新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険料を全額免除

（１）主たる生計維持者の事業収入等の減少額が令和元年中の当該事業収入等の額の30％以上
（２）主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下
（３）主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年中の所得の合計額が

400万円以下
【減免対象】

令和元年度及び令和２年度分の後期高齢者医療保険料で、令和２年２月１日から令和３年３月31
日までの間に納期限（特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日）が設定されているもの
【申請期限】
令和３年３月31日
†問い合わせ先†

税務課 課税係（☎３－０５１０）

２級河川志原川をまたぐ国道42号歩道開通のお知らせ
御浜町と熊野市との間を流れる２級河川志原川をまたぐ国道42号に歩道が新設されました。
通行の際は、新設された歩道を利用していただきます様お願いいたします。
なお、今まで通行していた町道橋（志原橋）は、老朽化が著しい為、８月３日（月）をもって、完

全通行止めとさせていだだきます。何卒ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

完全通行止め箇所
（供用廃止）

歩道整備

†問い合わせ先†

建設課 工務係（☎３－０５２１）
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42

号歩道開通

❷新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入等の減少が見込まれ、
次の（１）～（３）の全てに該当する世帯の方 ⇒ 保険料の一部を減額

後期高齢者医療保険料の減免／国道

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により後期高齢者医療保険
料の減免が受けられる場合がありますので、税務課へご相談ください。

国民健康保険高齢受給者証 が 更新されます
国民健康保険高齢受給者証／御浜町平和月間

「国民健康保険高齢受給者証」がお手元に届きます
国保に加入している70 ～ 74歳の方には、毎年８月１日までに
新しい「国民健康保険高齢受給者証」が届きます。
高齢受給者証は保険証とともに、医療機関の窓口に提示すること
で、医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合（自己負担割合）を
示すものです。
（右図赤枠部）
お届けする高齢受給者証は、国保の広域化に伴い、三重県の文字
が入っておりますが、従来どおり使用できます。

高齢者の一部負担金の割合（自己負担割合）について
お手元に届く高齢受給者証に下記のいずれかが記載されています。
区

分

一部負担金の割合

現役並み所得者（①）※

３割

一般高齢者（上記以外）

２割

※現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上である70 ～ 74歳の国保加入者がいる世帯に属する方を現役並
み所得者といい、一部負担金の割合が3割となります。
ただし、70 ～ 74歳の国保加入者の合計収入額が一定の条件を満たす場合は、申請により一部負
担金の割合が2割になることがありますので、詳しくは下記担当まで問い合わせください。
†問い合わせ先† 住民課 保険年金係（☎３－０５１２）

平和な世界を目指して ～８月は「御浜町平和月間」～
町では、８月１日から31日までの１ヵ月を「御浜町平和月間」と定め、町民みなさんの自主的な
活動と連携を図りながら平和を願う取り組みを行います。
つきましては、下記日程にて「原爆平和パネル展」と「平和の尊さを守る詩歌展」を同時開催いた
します。一人ひとりが、戦争のない社会、平和な世界を作るためにはどうしたらよいかを考え、みん
なで話し合いましょう。
【日 時】 ８月４日（火）～８月14日（金）９：00 ～ 17：00 ※月曜休館
【場 所】 御浜町中央公民館２階ロビー
原爆平和パネル展
【内 容】 原爆投下直後の広島と長崎の状況を伝える
パネルと、御浜町町制60周年記念事業と
して20年超しに掘り起こした第五福竜丸
タイムカプセルの中から数点展示する予定
です。原爆の悲惨さを学び、恒久平和につ
いて考える機会にしていただけるよう開催
します。
【主 催】 御浜町
†問い合わせ先†
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総務課 総務係（☎３－０５０５）

平和の尊さを守る詩歌展
【内 容】 俳句・短歌・詩（郷土の人
の作品を中心に）
を展示し、
みなさまの心に平和の尊さ
をうったえます。
【主 催】 コープみえ へいわの会
【共 催】 御浜町

『通知カード』
の取り扱いが変わりました

出生等により新たにマイナンバーを取得された方には『通知カード』に代わり『個人番号通知書』
が送付されます。『個人番号通知書』は、マイナンバーを通知するものであり、マイナンバーを証明
するものとしてご利用いただけません。

マイナンバーを証明するには？
マイナンバーを証明するものとして次の３点があります。
❶マイナンバーカード
❷マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
❸通知カード（記載されている氏名や住所等が住民票に記載されている
事項と一致している場合に限る）
マイナンバーカードに関する手続きはご予約をお願いします
今後の利便性向上に伴い、マイナンバーカードに関連する窓口の混雑が予想され
ます。窓口にお越しになる際は、電話にて予約いただきますようお願いします。
†問い合わせ先†

住民課 戸籍住民係（☎３－０５１２）

情報公開の状況について
開かれた行政を推進するため、行政情報の公開を推進しています。御浜町情報公開条例は、公文書
の原則公開を定めたもので、町長をはじめすべての行政機関が対象となっています。

令和元年度（平成31年度）情報公開制度の利用実績
請求件数
処理状況 【公

42件
開】 40件

【部分公開】 ２件

【請求内容】
・工事、測量・設計、管理業務等に係る設計書に関する請求 38件
・御浜町全域における地番・筆界・字界・字名・家屋の現況図等に関する請求 ２件
・平成30年度分の御浜町役場庁舎等、行政施設に係る電気料金請求に関する請求 ２件
情報公開の請求窓口は総務課で、公文書公開請求書にて請求すると原則15日以内で公開、非公開
の決定がされます。
公開の請求手続きや閲覧は無料ですが、コピーや郵送をご希望される場合には、原則、実費をご負
担いただきます。ただし、個人に関する情報が含まれているものや、行政運営を進める上で支障があ
るものなどについては、非公開や部分公開となるものもあります。
決定に不服のある場合には、審査請求を行うことができます。
※なお、個人情報保護制度における本人情報の公開請求はありませんでした。
†問い合わせ先†

総務課 総務係（☎３－０５０５）
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通知カードの取り扱い／情報公開の状況

マイナンバーを証明するための『通知カード』について次の手続きが廃止となりました。
〇通知カードの新規発行及び再交付
〇氏名や住所等の変更に伴う通知カードの記載事項の変更

令和3年4月採用 御浜町職員募集
募

種

人

土木技術

集
数

保育士

個別要件

主な受験資格

１名

・昭和 56 年４月２日以降に生まれた人
・学校教育法に定める高等学校以上の教育
課程において、土木技術の専門科目を履
修している人、または令和３年３月末ま
でに履修見込みの人

１名

・昭和 56 年４月２日以降に生まれた人
・児童福祉法に定める保育士の資格を有す
る人、または令和３年３月末までに取得
見込みの人
・教育職員免許法に定める幼稚園教諭の普
通免許状を有する人、または令和３年３
月末までに取得見込みの人

一般行政職

御浜町職員募集／高収益作物次期作支援交付金

職

共通要件
・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、または
令和３年３月卒業見込
みの人
・地方公務員法第 16 条
（欠格条項）第１号から
第４号までのいずれに
も該当しないこと

【受付期間】 ８月４日（火）から８月27日（木）までの役場執務時間内
※土・日曜日、祝日を除く
【試験日程及び会場】 第１次試験 ９月20日（日）御浜町役場
※募集要項及び受験申込書は、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†

総務課 総務係（☎３－０５０５）

高収益作物次期作支援交付金について
新型コロナウイルスにより市場価格が低落するなどの影響を受けた高収益作物（野菜・花き・果樹・
茶）について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援します。
【対

象】 令和２年２月から４月の間に野菜、花き、果樹、茶について出荷実績があるまたは廃棄等
により出荷できなかった生産者
【取り組み内容・金額】
❶種苗、農薬等の資材購入等 定額（10aあたり5.5万円）
※施設栽培の場合 定額（花き、大葉、わさび10a ／ 80万円、マンゴー、おうとう及びぶどう
10a ／ 25万円）
❷新品種、新技術の導入取り組み等 定額（10aあたり2.2万円×取組数）
❸厳選出荷の取り組み等（2,200円／日／人）※花き、茶等に限ります。
詳細につきましては、下記まで問い合わせください。
†問い合わせ先†
（柑橘関係） 三重南紀みかん産地再構築委員会（ＪＡ伊勢三重南紀営農柑橘グループ）
☎０５９７９－２－４５４５
（野菜、花き、茶関係） 御浜町農業再生協議会（御浜町農林水産課内） ☎０５９７９－３－０５１７
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中央公民館図書室だより

～図書室おすすめの本を紹介します～
中央公民館図書室だより／年金だより

今月のおすすめ新刊図書 「太平洋食堂」 著／柳

広司

明治 37 年、紀州・新宮に洋食屋「太平洋食堂」が開店した。店の主人は地
元の人たちから慕われていた医師・大石誠之助。戦争と差別を嫌い、常に貧
しき人に寄り添って行動する人でした。社会主義者らと交流を深める中で彼
を待ち受けていた運命とは・・。
誠之助と彼をとりまく人々、当時のこの地方の様子などを鮮明に思い浮かべ
ることができる歴史長編小説です。
【新刊案内】
風神雷神 柳広司／おはなし王国のさがしもの

山本真嗣／熊野古道巡礼の旅

高森玲子／

熊野から読み解く紀記神話 池田雅之・三石学／クスノキの番人 東野圭吾／熱源
流浪の月 凪良ゆう／カフーを待ちわびて 原田マハ／背高泡立草 古川真人／
ライオンのおやつ

小川糸／ざんねんないきもの事典

今泉忠明

川越宗一／

など多数

新刊情報は中央公民館のブログでもお知らせしています。
御浜町中央公民館
で検索、または右のQRコードよりご覧ください。
中央公民館図書室 開館時間 ９：00 ～ 17：00
休館日：毎週月曜日
†問い合わせ先†

教育委員会（中央公民館）
（☎２－３１５１）

年金だより

国民年金保険料の免除期間・
納付猶予期間がある方へ

保険料の免除や猶予の承認を受けた期間が
ある方は、保険料を全額納付した場合と比べ
て受け取る年金額が少なくなります。
しかし、後から納付（追納）をすることに
よって将来受け取る年金額を増やすことがで
きます。（将来受け取る金額が通常に納付し
た場合と同じになります）
追納ができるのは10年以内のものに限られ
ます
追納を行う場合は、必ず申し込みをしてい
ただき専用の納付書により納付して下さい
（口座振替やクレジット納付はできません）
※追納が承認された期間のうち、原則古い期
間から納めていただきます。

※免除等の承認を受けられた期間の翌年度か
ら起算して３年度目以降の追納の場合、当
時のままの保険料で納付することはでき
ず、当時の保険料に一定の加算額が経過期
間に応じて上乗せされます。
（例えば、令和2年度中に追納の場合、令和
元年度と平成30年度の月分は加算されま
せんが、平成29年度以降は加算されます）
追納のお申込みを希望される方、またはご
相談については、お近くの年金事務所へお願
いします。

†問い合わせ先†
尾鷲年金事務所
☎０５９７－２２－２３４０
住民課 保険年金係 ☎３－０５１２
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情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

はかりの定期検査について

紀南病院正規職員募集のお知らせ

今年５月に予定していましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で延期していたはかりの
定期検査については、以下のとおり日程が決ま
りました。取引や証明用に使用するはかりは、
2 年に 1 度の検査が必要です。必ず受検しま
しょう。
定期検査日程

❶職種及び人員
看護師、准看護師：10 名
薬剤師
：１名
臨床検査技師
：１名
❷受験資格
【全職種共通】
地方公務員法第 16 条（欠格条項）第１号か
ら第４号までのいずれにも該当しないこと。
【看護師・准看護師】
昭和 46 年４月２日以降に生まれた人。受験
職種の有資格者または採用日までに資格取得
見込みの人
【薬剤師・臨床検査技師】
平成３年４月２日以降に生まれた人。受験職
種の有資格者または採用日までに資格取得見
込みの人。
❸実施日時及び場所
【日 時】 ８月 29 日（土）９：00 ～
（受付 ８：00 ～８：30）
【場 所】 紀南病院講義室等
（受験者が多数の場合は、会場を
変更する場合があります。
）
❹試験内容
【全職種共通】
作文・面接・適性検査
❺手続書類
試験申込書は紀南病院にて配布、または紀南
病院ホームページからダウンロードしてくだ
さい。
❻申込受付期間
・８月３日（月）～８月 20 日（木）まで
総務課 執行時間内
（平日８：30 ～ 17：15）

検査月日
８月 26 日（水）
８月 27 日（木）
８月 28 日（金）

検査時間
９：00 ～ 10：00
11：00 ～ 12：00
９：00 ～ 12：00
９：00 ～ 12：00

検査会場
志原公民館
尾呂志公民館
阿田和公民館
下市木公民館

※受検対象となるはかりの使用者には、8 月中
旬頃に三重県計量検定所より案内ハガキが送
付されますので、ご確認をお願いします。
※本検査は本来５月に予定していましたが、新
型コロナウイルス感染症の影響で延期してい
た検査です。
（２年後の検査は、本来の実施
時期である５月を予定しています。
）
○手数料＝検査手数料は、はかりの種類や能力
によって異なります。検査当日に現金でお支
払いをお願いします。
○ ( 上記日時場所で ) 受検しなかった場合は、
三重県計量検定所 ( 津市桜橋 ) へはかりを持
参し、検査を受ける必要があります。
†問い合わせ先†
三重県計量検定所
☎０５９－２２３－５０７１

令和２年度就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験
【対
象】
病気などのやむを得ない理由により、義務教育
諸学校への就学を猶予または免除された方等
【試験期日】
10 月 22 日（木）10：00 ～ 15：40
【試験会場】
三重県合同ビル（津市栄町一丁目 891 番地）
【試験科目】
国語・社会・数学・理科・外国語（英語）
【願書受付期間】
７月６日（月）～９月４日（金）消印有効
†問い合わせ先†
三重県教育委員会事務局
高校教育課 キャリア教育班
☎０５９－２２４－２９１３
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※郵送の場合は必着としますが郵便事情によ
る到着遅延等については一切責任を負いま
せん。
※あて先は下記を参照
※詳しくは下記まで問い合わせください。
†問い合わせ先†
紀南病院 総務課
〒 519-5293
三重県南牟婁郡御浜町阿田和 4750 番地
☎２－１３３３

■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。

❶募集人数

・令和３年４月より看護師養成学校に入学を
希望しているもの、または現在看護師の養
成学校に在学しているもの
・上記の養成学校を卒業後、直ちに紀南病院
組合（紀南病院及びきなん苑）に勤務する
意志のある者
❸試験日時及び場所
時】８月 20 日（木）９：00 ～
（受付
【場

８：30 ～）

所】紀南病院

２階

すこやかルーム

❹試験内容
作文・個人面接
❺必要書類交付及び受付
【期

令和２年度 三重県警察官
及び警察事務官の募集

５名程度

❷受検資格

【日

紀宝警察署メールボックス

間】 ７月 27 日（月）～８月７日（金）

❶申込受付期間
７月21日（火）～８月24日（月）
※中止となった警察官Ａ採用候補者試験（１
回目）への申込みは全て無効と扱われるた
め、受験希望者は再度申込みが必要となり
ます。
❷問い合わせ
受験内容・申込書は、紀宝警察署・成川交番・
各駐在所で配布しています。インターネット
からの申込みもできます。
三重県職員採用案内HP
http://www.pref.mie.lg.jp
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０

平日の８：30 ～ 17：15
【場

所】 紀南病院

本館１階

総務課

※郵送で応募する際は必ず書留とし、
８月７日（金）17：15 必着
❻貸与金額及び期間
【金

額】 月額５万円

【期

間】 令和３年４月から養成学校修学中
（既に在学中の方も、令和３年４
月から適用になります）

※その他詳細につきましては下記までご連絡く
ださい。
†問い合わせ先†
紀南病院

総務課

☎２－１３３３

尾呂志診療所休診日のお知らせ
８月 13 日（木）
～ 15 日
（土）
は休診日とします。
※ 17 日（月）からは通常通り診療します。
†問い合わせ先†
健康福祉課

健康づくり係

☎３－０５１１

紀南医師会応急診療所
【診療日・場所】
８／２日
（日）

９日
（日）

10 日
（祝・月）

15 日
（土）

応急
診療所

応急
診療所

まつうら 西久保内科
クリニック クリニック

16 日
（日）

23 日
（日）

30 日
（日）

応急
診療所

応急
診療所

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】
西久保内科クリニック ☎05979－3－1155
まつうらクリニック
☎05979－3－0150
（15歳以上のみ）
応急診療所
☎0597－88－1001
※祝日などの診療医院は医師の都合により変更と
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。
15

情報コーナー

紀南病院組合看護師修学資金貸与制度
利用者の募集
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千馬くん

章洋 ん・紗智子

さ

†問い合わせ先†
自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７－８５－２２１４

かず ま

仲森

ゆかり

駿介 ん・紫
さ

防衛省では、令和３年春入学予定の防衛医科大
学校医学科学生を募集しています。
【募集要項】
・応募資格 18歳以上21歳未満の者
（高卒者（見込含）または高専３年次修了者（見込含））
・受付期間 ７月１日（水）～ 10月７日（水）
・試 験 日
＜１次試験＞10月24日（土）
・25日（日）
＜２次試験＞12月９日（水）～ 11日（金）
※受付期間や試験日については変更となる場合が
あります。
※その他、詳しい内容についてはお気軽に問い合
わせください。

佐藤 いろはちゃん

直也さん・沙也香さん

松本

原

さ とう

実結依ちゃん

なお や

志

令和２年度防衛医科大学校
医学科学生募集について

♥

ひ づくり

令和２年５月１日
～31日届出分

♥

赤ちゃん／医学科学生募集／広報文芸／あとがき

尾呂志

檜作

情報コーナー

♥

は

めまし
て

じ

さんがYouTubeを見ながらダンスしていた
んです。揺れる家の中で踊る奥さんを見なが
らビールを飲むのが小さな幸せです。
YouTubeといえば私も大学の頃、投稿し
ていました。人気ユーチューバーなら再生回
数が何千万回数いくのですが、私が投稿した
『結婚式で友人代表としてスピーチするモノ
マネ』は再生回数が60回止まりでした。10
年の時が過ぎ確認すると、なんと600回！
10倍！本気でユーチューバーを目指そうか
悩む太田でした。笑
おお た たけゆき
（総務課 総務係 太田雄之）

…ごみ関係（生活環境課

…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）
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くら し の カレンダー

☎３－０５１３）

※燃料ごみは毎週火・金曜日に全域を収集します。

…みはまスポーツクラブ関係（事務局 ☎090－2060－3151）

1 土 各種がん検診
（要予約） 御浜町福祉健康センター
2 日

資資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
粗大ごみ収集日
（持込）
（訪問）

3 月

紙・布収集日
（市木・神志山地区）
資源持込日 9：00～12：00 13：00～16：00

4 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 ゴルフクラブ熊野

くるくるタウン

金物収集日
（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
5 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 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

ビン類収集日（阿田和・尾呂志地区）
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドゴルフヒル
19 水
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
行政・人権・心配ごと相談 9：00～11：00 役場３階 第５会議室
資源プラスチック収集日（全域）
１歳６ヵ月・３歳児健康診査（個別通知） 御浜町福祉健康センター
20 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
21 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
健康太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

22 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

23 日 資源持込日

8：00～12：00

御浜小体育館

くるくるタウン

庭の草・小枝収集日
（全域）
紙・布収集日（阿田和・尾呂志地区）
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
24 月
6 木
資源持込日 9：00～12：00 13：00～16：00 くるくるタウン
ストレッチ・エクササイズ・サークル 10：00～11：10 中央公民館
13
：
30～15
：
30
役場３階
第５会議室
弁護士無料法律相談
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
25 火
ゴルフ教室 19：00～21：00 ゴルフクラブ熊野
7 金 子どもの広場 9：30～11：30 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
8 土
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30
9 日 資源持込日

8：00～12：00

御浜小体育館

くるくるタウン

10 月 山の日
11 火 ゴルフ教室

19：00～21：00

ゴルフクラブ熊野

金物収集日
（市木・神志山地区）
12 水 ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドゴルフヒル
年金相談 10：00～14：00 役場１階 第１・２会議室
13 木 資源プラスチック収集日
（全域）
14 金

資源プラスチック収集日（全域）
４ヶ月児・10ヶ月児健診（個別通知） 御浜町福祉健康センター
27 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
28 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
健康太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

29 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

9：30～12：00

清掃センター

16 日 資源持込日

8：00～12：00

役場北側駐車場

17 月
ゴルフ教室 19：00～21：00 ゴルフクラブ熊野
多重債務相談 10：00～12：00 役場１階 第１会議室

御浜小体育館

30 日

子育て相談 9：30～11：30 子育て支援室
紙・布収集日（市木・神志山地区）
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 31 月
資源持込日 9：00～12：00 13：00～16：00

15 土 ゴルフ教室

18 火

ビン類収集日（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
26 水
ゴルフ教室 19：00～21：00 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

くるくるタウン

８月の納期限 ８月31日（月）
●町
県
民
税 第２期
●国 民 健 康 保 険 税 第２期
●後期高齢者医療保険料 第２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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地区にお住まいの北地ミスヨさんに額に入った祝
い状と祝い金を町長より贈呈しました。
北地さんは、現在も花畑の草抜きや料理、洗濯
をするなどとても元気だそうです。
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敬老慰問事業として、満100歳になられた神木

みはま

６／30（火） 100歳高齢者慰問

広報

みて見て みはま

各保育所（園）で七夕祭りが行われました

御浜町公式ホームページ
検索
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編集／総務課総務係（令和２年８月１日発行）
TEL 05979–3–0505 FAX 05979–2–3502

７／６（月） 阿田和保育園

この広報はホームページでもご覧になれます

７／２（木） 志原保育所

