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新型コロナワクチン接種 の 概要 について
コロナワクチン概要

予防接種法が一部改正され、新型コロナウイルスワクチン接種について市町村で「臨時接種」とし
て予防接種を実施することになりました。

○対

象

町に住民登録のある16歳以上の人
＊長期間入院または入所している等、やむをえない事情がある場合には
例外的に住民票所在地以外で接種を受けることができます。
入院や施設入所の方⇒医療機関や施設でご相談ください。
やむをえない事情にて町外での接種を希望される方は申し出てください。
（入院入所者、基礎疾患を持つ方で）主治医が町外の方については申し出はいりません。
）
○優先順位（国が定めた順位）
❶ 医療従事者等の人……３月より実施中
❷ 65歳以上の高齢者（昭和32年４月１日以前に生まれた方）……４月より実施中
❸ 65歳以上の高齢者以外で基礎疾患を有する人、高齢者施設等で従事している人……４月末より実施中
❹ それ以外の人……未開始
基礎疾患の対象は以下のとおり（４月15日現在）基礎疾患は自己申告制で、予診票に記入し申告。
診断書は不要。
1 以下の病気や状態で、通院／入院している方
・慢性の呼吸器の病気
・慢性の心臓病（高血圧を含む）
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病（肝硬変等）
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
・血液の病気（ただし鉄欠乏性貧血を除く）
・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。
）
・ステロイド等、免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
・染色体異常
・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）
・睡眠時無呼吸症候群
・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、
また、自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育
手帳を所持している場合）
2 基準（ＢＭＩ 30 以上）を満たす肥満の方
○接

種 券

国が示す優先順位に接種時期が近づき次第、対象者に個別に接種券を郵送します。 接
種券
接種券は接種を受ける際に必要になります。
・接種券の再発行について
接種券を紛失・破損した場合や、発送後に住所変更等、原則住民票所在地の市町村で再発行を受け
ることができます。お申し出ください。
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○接種の同意について

コロナワクチン概要

新型コロナワクチンはみなさんに接種をお勧めしていますが、接種を受ける人の同意
がある場合に限り接種することができます。接種を受ける人は、感染症予防の効果と副
反応のリスク双方を理解した上で、自らの意思で接種を受けてください。病気で治療中
の人や妊娠中の人など、体調面で不安がある人は、かかりつけ医等で相談してください。
○副反応について
一般的にワクチンの接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛
み、発熱、倦怠感などの副反応の他、アレルギー反応であるアナフィラキシーが起きる場合がありま
す。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は極めて稀であるものの、ゼロではありません。
○予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極め
て稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医
療費・障害年金などの給付）が受けられます。
○詐欺にご注意ください
県や市の職員の名前を騙り、新型コロナワクチンが接種できると言い、現金を要求する不審な電話
が掛けられています。行政機関等が新型コロナワクチンに関して、
現金を要求することはありません。
不審な電話やメール、訪問には騙されないようにご注意ください。
詐欺行為と思われる場合はすぐ110番または最寄りの警察署に御連絡ください。また、国民生活セ
ンター新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインでは無料相談を受け付けています。
○関連情報
副反応等の医療に関する専門的な相談
【みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン】
電話番号：０５９－２２４－２８２５
受付時間：９時 00 分から 21 時 00 分まで
土曜日・日曜日・祝日も対応
【厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター】
電話番号：０１２０－７６１－７７０（フリーダイヤル）
受付時間：９時 00 分から 21 時 00 分まで
土曜日・日曜日・祝日も対応
新型コロナワクチン詐欺に関する相談
【国民生活センター 新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン】
電話番号：０１２０－７９７－１８８（フリーダイヤル）
受付時間：10 時 00 分から 16 時 00 分まで
土曜日・日曜日・祝日も対応

†問い合わせ先†

御浜町新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム（☎３－０５１１）
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「健康ポイント」を 貯めよう
「健康ポイント」を貯めよう

健康の維持増進を目的に、健康ポイント事業を実施します。町の健診（検診）受診、健康づくり講
演会・教室への参加やご自身での健康づくりにチャレンジし、健康ポイントをためて、
「健康」と「お
得」を獲得しましょう。（対象

20歳以上の町民）

健康ポイントをためるには
★ 健診(検診)を受けましょう。
★ 健康づくり事業に参加しましょう。
★ ウォーキングをしましょう。
★ 2,000ポイントを貯めるのが難しい方は1,000ポイントでも特典と交換できます。

健康ポイントカードを作りましょう
・健康福祉課にて無料で発行します。
（紛失の場合

再発行は150円必要

ポイントは失効されます）

・カード作成、ポイント換算は特典引き換えと同時にできます。
＊すでに昨年度作成されている方は、引き続き使用してください。
＊次年度以降も使用しますので、紛失等にご注意ください。ポイントは翌年度に繰り越しできません。

2,000 ポイントがたまったら特典と交換（先着 350 名）
・特典交換期間：10月１日（金）～

令和４年３月31日（木）

・交換は健康福祉課にて1年度おひとり1回限りです。

特典１

今年度より
1,000 ポイントから
交換できます！

2,000 円分のピネ商品券
2,000 円分の KiiCard ポイント
（1,000 ポイントで 1,000 円分の交換も可能です。
ただし交換は 2,000 ポイントまでになります。）

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。
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健康ポイント対象事業の紹介

「健康ポイント」を貯めよう

★ 健診（検診）を受けましょう
・役場の集団健診（検診）の会場ではポイント引換券を配布します。
・健診(検査)結果もしくは領収書にて健康福祉課で、健康ポイントに換算します。
項

目

ポイント

国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査・職場で受ける健康診査
人間ドック（※がん検診はそれぞれ対象）

500

町主催の糖負荷検査

500

骨密度検査（集団および個別）※医療受診は除外
歯周病検診（対象には個別通知）
脳ドック

200
200
200

各種がん検診（肺・胃・大腸・乳・子宮・前立腺）
肝炎ウイルス検査

★ 健康づくり事業に参加しましょう

200
200

健康

・対象となるものに関しては受付にて、ポイント引換券を配布します。
項
目
健康づくりイベント（健康長寿フェスタなど）
健康づくり講演会（糖尿病予防講演会、こころの健康づくり講演会など）
健康づくり教室：生活習慣病予防
（糖尿病予防教室、内臓脂肪すっきり教室、血管いきいき教室、骨コツ元気教室）

ポイント
200
200
300

健康づくり教室：健康増進（からだスラッと教室、ウォーキング教室など）
子育て教室（ありんこ広場、子どもの広場、子育て相談など）
子育て講演会等
国民健康保険の特定保健指導を受けた方

200
50
200
300

介護予防教室（１）
（まちかどエクササイズ、まちかどチェアエクササイズ、筋トットコ教室
ストレッチ教室、スポーツボイス自主活動、地域リハビリテーションなど）

30

上記の特定保健指導において設定した体重、腹囲の目標を達成した方
糖尿病予防個別指導希望者（対象者に個別通知）
介護予防体力測定
認知症サポーター養成講座

介護予防教室（２）
（短期集中講座）

300
200
200
200

100

献血
教育委員会みはまスポーツクラブ年間会員

100
200

その他町および教育委員会（みはまスポーツクラブ含）主催ウォーキングやスポー
ツ事業等に参加
※参加の証明になるものをご持参にて

200
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★ 三重とこわか健康マイレージ取組協力事業所
・参加の証明となるものをご持参ください。
「健康ポイント」を貯めよう

項

目

ポイント

商業施設でのウォーキングイベント参加など

200

★ ウォーキングをしましょう
・毎日「歩数記録用紙」に記録した結果にて健康福祉課にてポイントを加算します。
１日に平均8,000歩以上（65歳以上は6,500歩以上）または継続して15分以上。
・平均歩数は天候等を考慮し、１か月分を20日で割ります。
項

目

ポイント

１か月分

300

２か月分

700

３か月分

1,200

★ 健康目標にチャレンジ
健康ポイントのパンフレットを参考に健康目標を立て、実施した日を記入しましょう。20日以上
の実践で健康福祉課にてポイントを加算します。（ただしウォーキングについては上記「★ウォーキ
ングをしましょう」の対象とします）
項

目

ポイント

健康目標チャレンジ

300

・令和３年度御浜町「健康ポイント」のパンフレットは健康福祉課、町の集団検診会場、各種教室な
どで配布しています。
・歩数記録用紙、健康目標記録用紙はパンフレットに掲載しています。

★ 介護予防チャレンジ
介護予防項目
運

動

口

腔

栄

養

上記項目のうち、できれば３つを１か月に20日以上の実践で健康福祉課にてポイントを加算しま
す。記入方法については、地域包括支援センターへお問い合わせください。
実践内容については、15ページの「自宅でチャレンジしてみませんか？」をご覧ください。
１つだと 1 か月で

30 ポイント

２つだと 1 か月で

60 ポイント

３つだと 1 か月で 100 ポイント
†問い合わせ先†
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→

3 か月で 500 ポイント

健康福祉課 健康づくり係（☎３－０５１１）

国民健康保険
「人間ドック」受診のおすすめ
人間ドック

町では国民健康保険事業の一環として、人間ドック受診に対して助成を行います。
人間ドックは、健康診断と比較した場合、多彩な検査が行えます。病気の可能性
をより正確に知ることができ、危険な病気の早期発見にもつながります。
一方、健康保険が使えない分、受診料が高いことと、検査項目が多いことによる
検査時間が長くなっております。
町では、受診者の受診料負担の軽減と健康づくり増進を図ることを目的として、
検診費用の一部を助成する人間ドックをおすすめしております。

国保の

健康情報

人間ドックの実施について
【受

診

期

間】 ７月 ～ 11月 一日２人
・検診日は申込時に紀南病院が指定する日から選択
・申込後に、紀南病院から問診表等が届きます。
（健診日前の10日前後）

【実 施 医 療 機 関】 紀南病院
※子宮がん検診については紀南病院の委託先である大石産婦人科医院（熊野市）
または矢島医院（新宮市）での受診になります。
【検

査

項

目】 身体計測・腹囲・血液・胸部レントゲン・腹部超音波検査・血圧・心電図・胃部
レントゲン又は胃部内視鏡検査・便検査・尿検査・眼科検査・聴力等
子宮がん及び乳がん検診（女性のみ）
※今年度は感染対策のため呼吸器機能検査は行っておりません。

人間ドック助成について
人間ドックにかかる費用（約３～４万円前後）の一部を助成し、10,000円で受診できます。

申し込みについて
【対

象

者】 国民健康保険加入者で、次の条件に該当する方
35歳以上75歳未満の方
国民健康保険税に未納の無い方
【募 集 人 数】 60人（先着順）
【申 込 受 付 期 間】 ６月17日（木）から募集人員に達するまで
【申 込 場 所】 住民課
尾呂志支所・町民サービスセンター・神志山連絡所
【受 付 時 間】 平日（９：00 ～ 17：00）
尾呂志支所・町民サービスセンター・神志山連絡所は
月・水・金（９：00 ～ 16：30）
※人間ドックを受診すると、特定健診を受診したと「みなす」ことができます。
【申込時の持ち物】 健康保険証・自己負担金10,000円
†問い合わせ先†

住民課 保険年金係（☎３－０５１２）
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防災情報

No. 102

令和３年度第１回消防本部役員会議が行われました
防災情報

４月23日（金）役場くろしおホールにおいて、消防団幹部が集まり、消防本部役員会議が行われ
ました。
第１回目の今回は、町長、副町長、熊野市消防本部御浜分署か
ら岡田守分署長も出席いただき、それぞれから新年度のあいさつ、
日頃の消防活動に対する感謝が伝えられました。
会議では、昨年度の事業報告・今年度の事業計画等について話
し合われました。松田耕一消防団長からは、いざという時の消防
活動に支障のないように日頃から準備をしっかりと行うこと、な
どが伝えられました。

家具固定を行う町内全世帯を対象に家具固定器具購入費の補助を行っています。
対象器具・対象要件等につきましては、下記をご覧ください。
家具転倒防止器具購入補助金制度
概

要

自宅の洋服ダンス、和ダンス、整理ダンス、食器棚等の家具または冷蔵庫を固定す
るための器具の購入にかかった費用の一部または全額を補助

対

象

希望する町内全世帯

対象器具

家具等を壁面等にビス等で固定する、ベルト式や L 型金具等の家具転倒防止器具

補助金額

器具の購入費用の半額。
以下の場合は、全額補助。( いずれも上限５千円 )
① 65 歳以上の方が属する世帯
②要介護３以上の認定を受けている方が属する世帯
③身体の障害の程度が１級又は２級の身体障害者手帳の交付を受けている方が属す
る世帯
④知的障害の程度がＡの療育手帳の交付を受けている方が属する世帯
⑤精神の障害の程度が１級又は２級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
方が属する世帯
⑥障害程度（支援）区分認定４以上を受けている方が属する世帯
⑦その他町長が特に必要と認めた世帯

申請に
必要なもの

備

考

・器具購入に関する領収書（レシートの可）の写し
・家具固定後の写真（データ可）
・対象要件が確認できる書類の写し
・器具購入および設置後すみやかに申請してください（年度内の申請）
・突っ張り棒等の壁面にビスで固定しない器具については補助対象外
※設置が困難な場合は、家具固定ボランティアのご協力をいただき設置することも
可能
※補助対象器具の購入について不明点等あれば、下記までお問い合わせください

†問い合わせ先†
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総務課 防災係（☎３－０５０５）

一般的な健康診査とは検査項目が違う 日帰りドックの検査項目にもない
糖尿病負荷検査 を 受けましょう
“体調不良および感染症への感染が疑われる場合は、検診会場への来場をご遠慮ください”
糖尿病負荷検査では、初期の糖尿病、隠れ糖尿病を発見することができます。糖尿病は全身の血管

を傷つけ、
あらゆる病気を引き起こす恐ろしい病気です。検査を受けて糖尿病発症を予防しましょう。
【検 査 日】

日

時

場

所

料

金

６月５日（土）
７月 10 日（土）

福祉健康センター

500 円

９月４日 ( 土 )
【受付時間】 ①８：00 ～８：30 ②８：30 ～ 9：00
（検査に約２時間10分程かかります）

③９：00 ～ 9：30の３部制

【対 象 者】 次の町内在住の方
・40歳～ 59歳の方（昭和37年４月１日生～昭和57年３月31日生）
・60歳～ 69歳で、これまでの糖尿病負荷検査で「境界型」となった方
・60歳～ 65歳の希望者
【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、お早目にお申込みください。
※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。

※その他注意事項についてはお申込み時にご説明します。お気軽に問い合わせください。

糖尿病になりやすいと言われる人…
①運動不足の方
②現在太っている、過去に太っていたことがある方
③糖尿病境界型と言われたことがある方
④高血圧の方

⑤妊娠中に尿糖や糖尿病の指摘を受けたことがある方
①～⑤の項目に１つでも該当する方、ぜひこの機会に受診してください。
†申込み・問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（☎３－０５１１）
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糖尿病負荷検査を受けましょう

糖尿病になると、心筋梗塞、脳梗塞の危険度は約３倍です

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3回）

湿気の多い時期ほど、
ごみの水切りにご配慮ください

オール御浜でごみ減らし隊通信

町民のみなさまのご協力により、毎年堅調なごみの減量化が行われています。
６月は梅雨等で湿気が増す時期です。ごみの衛生管理と、ごみ量の減量化のために、生ごみ等の水

をよく切ってから出していただきますようよろしくお願いします。
★「水切り」のメリット ★
①ごみの腐敗が軽減され、衛生状態が改善できます！

ごみの腐敗臭や汚水の発生は、ごみの中に含まれる水分に雑菌が繁殖して
起こる現象です。ごみ受け三角コーナーや水切りネット等を利用して、少
しでも水分を減らしてからごみ出しを行ってください。町では引き続き、
水切り用の便利グッズの無料配布を行っていますのでご利用ください。

②ごみ処理にかかる費用等が節約されます！
処理されるごみの量によって処分費用が決まります。可燃ごみから水分を減らすことで、その重量
分の費用が抑えられるだけでなく、焼却処理に必要なエネルギー等も減らすことにつながります。

◆“海ごみゼロウィーク”キャンペーンにご協力を！
大雨その他の影響により、海に流れ出てしまう海洋ごみ（海岸漂着ごみ）の８割は陸地（市街地）が発
生の由来と言われています。増加を続ける海洋ごみの発生・流出を少しでも減らすことを目的に、環境省
と日本財団との共同プロジェクトとして、５月30日（ごみゼロの日）から６月８日（世界海洋デー）前後
の期間を“海ごみゼロウィーク”として、全国一斉清掃キャンペーンが開催されます。
コロナ禍の中ではありますが、感染予防対策にご留意のうえ、地域の清掃活動への自主的なご協力をお
願いします。キャンペーンの対象となる清掃活動には、海岸清掃の他、公園や街中など内陸部でのごみ清
掃活動も含まれます。同キャンペーンの特設サイト［https://uminohi.jp/umigomi/zeroweek/］にアク
セスして参加申込みを行っていただくと、原則１団体30名以上の参加（活動予定回数の延べ人数が30名以
上でも可）がある団体について、活動支援としてオリジナルごみ袋の無料送付を受けられますので、ぜひ
ご活用ください。
なお、キャンペーンの趣旨に賛同して清掃活動を行われる団体については、原則、町への持込により海
洋ごみ等を引き取りしますので、事前に清掃活動の日時や場所、回収予定のごみ袋の数等を生活環境課環
境係（☎３－０５１３）までご連絡願います。
（町では収集できないごみもありますので、担当係にて事前
のご確認をお願いします。
）

◆令和 3 年 4 月のごみ・資源処理量の動きをお知らせします。
種

別

令和 3 年 4 月の処理量

令和 2 年 4 月の処理量

可燃ごみ

122,590㎏

108,780㎏

不燃ごみ

14,090㎏

12,080㎏

粗大ごみ

4,490㎏

5,090㎏

38,032㎏

36,877㎏

5,490㎏

4,750㎏

184,692㎏

167,577㎏

資源類
草・小枝
4 月合計量
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増減比較
+13,810㎏

住民 1 人・1 日当りごみ量

+2,010㎏ ◇令和 3 年 4 月の排出量
746 g
△ 600㎏
+1,155㎏ 【参考】
令和 2 年 4 月の排出量
+740㎏
665 g
+17,115㎏

野焼きを減らして、二酸化炭素の排出を抑制しましょう

町内の現状としては、
農耕地の維持や公共道路の法面管理、
家庭等での慣習的な焚き火（落ち葉焚き等）
について例外として取り扱われる場合があるものの、家庭の生活ごみ類や事業活動で生じたごみ類の焼
却は、法律による禁止行為にあたるため、焼却以外の適正な処理が必要です。
また、従来より行われている野焼き行為についても、焼却による二酸化炭素の排出を伴うことから、
地球温暖化の進行を抑制するための見直し・転換が求められる時代となっています。
全世界で、将来的な二酸化炭素の削減目標が掲げられており、目標達成に向けた取り組みが、年々
大きくなっております。
日本においては、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標※）の取り組みを全国に広げていく啓発や活動が

行われています。また、排出されてしまった二酸化炭素をそれと同量の二酸化炭素吸収作用を伴う活
動（植林等）により差し引きゼロにしていこうとする“カーボンニュートラル”の考え方や取り組みも
個人や企業単位で、次第にすそ野を広げていきつつあります。

農耕地や山林の多い当町ですが、慣習による野焼きだけに処理を頼るだけではなく、草木やごみを出
す側と、それを処理する側のみなさんが協力して、適正なリサイクル等への転換を進める等、私たちの
生活環境が温暖化の影響に脅かされる危険を軽減できるように町全体で取り組んでいきましょう。
（※…2015年９月国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための
国際的な共通目標。町でも、新しい総合計画の重要な目標として取り入れられています。
）
†問い合わせ先†

生活環境課 環境係（☎３－０５１３）

御浜町エリアマネジメント調整会議

令和３年度第１回幹事会が開催されました。
この会議では、マネジメント法人である（一社）ツーリズムみはまが中心となり、商工観光分野を
中心とした「地域ビジョン」をとりまとめる予定です。
今回は、
「人口と地域経済」をテーマとして地域経済の維持の重要性や（一社）ツーリズムみはま

が担っている地域マーケティングセンター（Kii Card ポイントカード、エリアプロモーション）等
についての話し合いが行われました。

†問い合わせ先†

企画課 商工観光係（☎３－０５０７）
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オール御浜でごみ減らし隊通信／エリアマネジメント調整会議

「廃棄物の処理と清掃に関する法律」では、法律で定められた以外の方法でのごみの焼却は禁止す
ると定められています。

第63回「水道週間」
６月１日～７日
「生活も

ウイルス予防も

蛇口から」

水道週間

水道週間は、水道について理解と関心を高めることを目的に全国で一斉に実施されます。
蛇口をひねれば簡単に得られるきれいな水。あまりにも身近にあるため水のありがたさを現代の私

たちは忘れがちです。水道水は限りある資源です。みなさん大切に使用しましょう。

■宅内での漏水の発見方法

古くなった水道管や寒さで水道管が凍ったりすると管に亀裂が入って漏水することがあります。漏
水は水道料金に影響しますので、早く発見するために定期的な確認をお勧めします。
①家の中の蛇口を全部しめて、水道水が使われていな
いことを確認する
②水道メーターのパイロット（銀色の星）が回ってい
るかどうか調べる
パイロット

水が流れていると回るようになっています。

水道メーター

もしパイロットが回っていたら宅内で漏水している
可能性がありますので、お近くの水道屋さんに修理を
依頼してください。また、修理後は１カ月分だけ漏水
分の半分を減額しますので、
役場までご連絡ください。

■クロスコネクションは禁止されています！

◎クロスコネクションとは？
「水道の給水管」と「井戸水など水道以外の管」が
直接連結されていることをいいます。バルブをつけて
必要に応じて水道水と井戸水等を切り替えて使用して
いる状態もクロスコネクションになります。

◎クロスコネクションになっている場合は？
水道の給水管と井戸水などの管を接続していると、
井戸水が水道管へ逆流し水質汚染事故を引き起こす恐
れがありますので、クロスコネクションは水道法によ
り固く禁止されています。もし発見された場合は速や
かに水道の給水管と水道以外の管を切り離してくださ
い。
（費用は使用者負担）

†問い合わせ先†
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生活環境課 上下水道係（☎３－０５１３）

児童手当等 を 受給している方へ

～ ６月分以降の手当等を受けるには、現況届が必要です ～
状況の確認を行います。
６月初旬に「現況届」をお送りしますので、
必ず６月中に提出してください。提出されない場合は、
６月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
【提出するもの】
現在受給中の方全員

現況届（必要事項を記入・訂正の上、提出してください）

児童が町外に
住民登録している方

別居監護申立書

※この他にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。

児童手当の概要
【支 給 対 象 者】 中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の児童を養育している方
【支

給

額】
年

齢

金

３歳未満
３歳以上 小学校修了前

額

15,000円
（一律）
第１子・第２子

10,000円

第３子以降

15,000円

中学生

10,000円
（一律）

所得制限限度額を超える方（特例給付）

※第○子とは、18 歳到達後の
最初の年度末（３月 31 日）
までの児童のうち、年齢が上
の児童から数えて何人目かを
表すものです。

5,000円
（一律）

【支 給 時 期】 原則として、６月、10月、２月にそれぞれの前月までの４か月分を支給します。
【所 得 制 限】
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または

所得制限限度額表
扶養親族等の数

所得額

０人

６２２万円

１人

６６０万円

２人

６９８万円

３人

７３６万円

４人

７７４万円

５人

８１２万円

†問い合わせ先†

老人扶養親族がいる方の限度額は、左記の額に
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人に
つき６万円を加算した額
※扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額は、
５人を超えた１人につき38万円（扶養親族等
が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であ
るときは44万円）を加算した額

健康福祉課 子ども家庭室（☎３－０５０８）
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児童手当等を受給している方へ

「現況届」とは、毎年６月に行う児童手当・特例給付の更新の手続きです。児童の養育状況や所得

『健康寿命』を のばしましょう ～運動編～
われています。つまり、寿命をまっとうするまでに、不健康な期間が10年近くあるということです。
『健康寿命』をのばす重要な要素として、

回復できる！

近年注目されているのがフレイルの予防と
改善です。

フレイル
（虚弱）

自立度

健康寿命をのばしましょう

『健康寿命』とは、介護を受けたり寝たきりになったりせず、自立した日常生活が送れる期間のこ
とです。日本人の平均寿命は世界トップクラスですが、
『健康寿命』は平均寿命より10年も短いと言

フレイルとは、高齢期に心身の機能が衰
えた状態です。フレイルは早い時期に生活
習慣を見直すことで、健康な状態を取り戻

健

要介護

康

すことができます。

虚弱度

簡単フレイルチェック
□
□
□
□
□

判

筋力（握力）が低下した
6 ヶ月で体重が２～３Ｋｇ減少した
体を動かすことが減った
疲れたような感じ（倦怠感）が続く
以前にくらべて歩く速度が遅くなった

定

・１～２つ当てはまる人
⇒フレイル予備軍
・３つ以上当てはまる人
⇒フレイル

《フレイルを予防・改善し『健康寿命』をのばすことが大切です》
栄

養

運

バランスの良い食事と、
特にタンパク質摂取が
大事

有酸素運動（ウォーキン
グなど）、積極的に体を動
かす習慣が大事

社会参加

お口の健康

世の中の出来事に関心を
持ち、趣味やボランティ
ア活動に挑戦してみる

正しい歯磨きとお口の体
操、耳下腺マッサージの
習慣が大事

健康診査
生活習慣病（高血圧、
糖尿病、
慢性腎臓病など）や、がん
などの早期発見が大事

†問い合わせ先†
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動

健康福祉課 地域包括支援係（☎３－０５１４）

自宅でチャレンジしてみませんか？
そこで家でできる体操、栄養、口腔機能維持をテキストに基づいて、各自行っていただくことによ
り、お元気に過ごしていただきたいと思います。

チャレンジしていただける方には、健康ポイントを（30 ～ 500ポイント）付与いたします。気軽
にチャレンジしてみませんか？
【対
【内

象

者】 65 歳以上の方
容】 テキストを基に
①軽い運動 ②お口の体操
③一日に食べたものを振り返り、栄養バランスのチェックを行う。
①②③をそれぞれ１ヶ月に 20 日以上を目標に行う。
【健康ポイント】 １つだと 1 ヶ月で 30 ポイント
２つだと 1 ヶ月で 60 ポイント
３つだと 1 ヶ月で 100 ポイント → ３ヶ月で 500 ポイント
※申し込みいただいた方のお宅を職員が順次訪問し、テキスト及び記録用紙の配布とチャレン
ジ方法の説明を行います。
※テキストは昨年度配布させていただいたものと同じです。
†申込み・問い合わせ先†

健康福祉課 地域包括支援係（☎３－０５１４）

三重県特定不妊治療費助成 の ご案内
指定された医療機関において、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
、男性不妊治療を受けた者を対
象に、治療費の一部を助成します。
（令和３年１月１日以降に終了した治療において、拡充されました）

●対象となる人
・特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に診断された法
律上の夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦につい
ては、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者
・夫婦双方または一方が三重県内に居住していること
・指定医療機関で治療を受けたもの
・妻の年齢が 43 歳未満の方
詳細については、三重県庁もしくは下記までお問い合わせいただくか、三重県ホームページにてご

確認ください。詳細が記載されたリーフレットを健康福祉課の窓口に置いています。
なお、当町においても、上記以外の不妊治療費の助成を行っておりますので、お問い合わせいただ
くか、町ホームページにてご確認ください。
また、申請を希望される際は、事前に電話にて日時のご相談をお願いします。
†申請・問い合わせ先†

健康福祉課 子ども家庭室（☎３－０５０８）
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介護予防チャレンジ／特定不妊治療費助成

コロナ禍の中、外出の機会が減ってしまったり、暑さなどで屋外での運動を控えたりして、みなさ
ん運動不足になっていませんか？

40歳からだけじゃない６月からの 特定健診等 のご案内
特定健診

生活習慣病は自覚症状が出にくく、気づいたときは重症化していることもあります。 国保の
健康情報
健診を毎年受診することで、体の異変に気付き、生活習慣病を早期に発見・治療を行
うことができます。また、結果により、専門保健師による保健指導等を利用すること
ができます。
町では40歳以上を対象とした特定健診・高齢者健診だけではなく、今年度から健診の機会が少な
い若年者（19歳から39歳まで）の方を対象とした健康診査を実施させていただきます。
また、少しでも受診しやすくするため、例年７月からの各地区での集団健診を６月から繰上げ実施
させていただきますので、ぜひご参加ください。

繰上げ特定健診（40 ～ 74歳）について

６月から受診可能！
健診費用は無料です

今年度も特定健診はこんなにお得です

★受診料が完全無料となりました。（New!）
★最大３万円分の Kii カード商品券が当たる抽選の対象となります。（New!）
★受診された方には翌年度に「健康年齢通知」が届きます。
★集団健診会場では骨密度検査が無料で受けられます。
さらに！６月の繰上げ特定健診だけのお得もあります！受診は早期がお得です！
★体内バランスや骨形成等がわかる電解質、カルシウム検査が無料で受けられます。
★商品券が当たるチャンスが大幅にアップします。
【対 象 者】 国民健康保険に加入する40歳以上の方
【検査内容】 問診、身体計測、尿検査、血圧検査、血液検査、貧血、心電図等
【持 ち 物】 健康保険証､ ５月末に届く案内ハガキ（※質問票は健診会場でお渡しします）
【日程、予約締切日】 ５月24日（月）から健診の前日までに電話にてご予約ください
日 程
６月 ６ 日（日曜）
６月 ７ 日（月曜）
６月 ８ 日（火曜）
６月 10 日（木曜）
６月 10 日（木曜）
６月 12 日（土曜）

場 所
福祉健康センター
阿田和公民館
志原公民館
尾呂志公民館
神木公民館
福祉健康センター

１部受付時間
２部受付時間
９：30 ～ 10：30
10：30 ～ 11：30
９：00 ～ 10：00
10：00 ～ 11：00
９：00 ～ 10：00
10：00 ～ 11：00
９：00 ～ 10：00
10：00 ～ 10：30
13：30 ～ 14：30
14：30 ～ 15：30
９：30 ～ 10：30
10：30 ～ 11：30
※個別医療機関での健診は７月からとなります

お得な「みなし健診」をご存じですか？
国民健康保険に加入する 40 歳以上の方が職場等で健康診断、全額自己負担で人間ドックを受診
された方は、検査結果と６月にお手元に届く特定健診の受診券を住民課にお持ちください。特定
健診を受診したと「みなす」ことができ、1,000 円分の Kii カード商品券をお渡しします。

若年者健診（19 ～ 39歳）について

健診費用は無料で
二日間のみ実施です

【対 象 者】 国民健康保険に加入する19歳以上39歳までの方
【検査内容】 問診、身体計測、尿検査、血圧検査、血液検査、貧血、心電図等
【持 ち 物】 健康保険証､ ５月末に届く案内ハガキ（※質問票は健診会場でお渡しします）
【日程、予約締切日】 ５月24日（月）から健診の前日までに電話にてご予約ください
日 程
６月 ６ 日（日曜）
６月 12 日（土曜）
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場 所
福祉健康センター
福祉健康センター

受付時間
９：00 ～９：30
９：00 ～９：30

後期高齢者健診（75歳以上）について

６月から受診可能！
健診費用は無料です

【対 象 者】 後期高齢者医療保険にご加入中の方
【検査内容】 問診、身体計測、尿検査、血圧検査、血液検査、貧血、心電図等
【持 ち 物】 健康保険証（※質問票は健診会場でお渡しします）
【日程、予約締切日】 ５月24日（月）から健診の前日までに電話にてご予約ください
日程は繰上げ特定健診と同じです
既に 2 人に 1 人が特定健診を受診しています！！
みなさんのご協力により令和 3 年度から国民健康保険税が
減税されました！
†問い合わせ先†

住民課 保険年金係（☎３－０５１２）

６月４日から10日は
『歯と口の健康週間』
です
毎年６月４日から10日は「歯と口の健康週間」です。生涯、自分の歯でおいしく食事や会話を楽し
めるように歯と口の健康について考える週間です。
むし歯や歯周病は、食生活に気をつけて丁寧なブラッシングでお口の中を清潔に保つことによって、
進行を防ぐことができます。歯の表面だけでなく、
歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨くことがポイントです。
また、歯と口の健康を守るためには、歯みがきをはじめとした日々の口腔ケアと合わせ、よく噛ん
で食べることも欠かせません。現代はやわらかく口どけのよい食べものを食べることが増えたため、
自然と噛む回数が減ったといわれています。ゆっくりよく噛む、歯ごたえのある食べものを食べるな
どして、意識して噛む回数を増やしましょう。

よくかむことの 8 大効用（ひみこのはがいーぜ）
ひ
み
こ
の
は
が
いー
ぜ

肥満を防ぐ
味覚の発達
言葉の発音がはっきり
脳の発達
歯の病気を防ぐ
がんを防ぐ
胃腸の働きを促進
全力投球

厚生労働省では、ひと口 30 回
以上かむことを目標とした
『噛ミング 30（カミングサンマ
ル）』運動を提唱しています。

（満腹感じて、食べ過ぎ防止）
（じっくり味わい、味がよくわかる）
（顔の筋肉を鍛え、表情を豊かにする）
（子どもの知育、高齢者の認知症予防）
（だ液がむし歯や歯周病を予防）
（だ液が発がん性物質の働きを抑制）
（消化をよくして胃腸の働きを助ける）
（よい歯並びで、グッと噛みしめパワー全開）

～毎日の食事で噛む回数を増やす～
●食材を大きめに切る…大きく切ることで噛む回数が増えます

●薄味にする…味わって食べるため、噛む回数が増えます
●歯ごたえのある食材を選ぶ…食物繊維の多い食品や弾力のある食品をとり入れることで噛む回数が増えます
※歯の生えそろわない乳幼児・歯の治療中・噛む力が弱い方は固い食べ物は適さないのでご注意ください。

†問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（☎３－０５１１）
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特定健診／歯と口の健康週間

後期高齢者医療制度に加入している方全員が受診する健康診断です。
健診を毎年受診することにより、体の異変に気付き、生活習慣病を早期に発見・治療を行うこと
ができます。
年に一回健診を受け、いつまでも元気でイキイキとした生活を送りましょう！

低所得の子育て世帯に対する

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）について
子育て世帯生活支援特別給付金／みはまオレンジ商品券

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を
踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）が支給され

ます。
【対 象 者】 ①４月分の児童扶養手当の支給を受けている方（申請不要）

②公的年金等を受給していることにより、４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
（申請必要）
③４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
（申
請必要）

【支 給 額】 児童１人当たり

一律

５万円

【申請方法】 ①に該当する方は、申請不要です。
②、③に該当する方は、健康福祉課子ども家庭室への申請をお願いします。
【申請期限】 令和４年２月28日（月曜日）

【そ の 他】 〇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）コー
ルセンター ℡：０１２０－４００－９０３（平日９時～ 18時）
†問い合わせ先†

健康福祉課 子ども家庭室（☎３－０５０８）

みはまオレンジ商品券 を 配布します
新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響を踏まえ、町民のみなさまの生活を支援すると
ともに、町内における消費を喚起・下支えすることを目的に、町民1人当たり5,000円分の「みはま
オレンジ商品券」を配布します。
【商品券の内容】

発 行 主 体：みえ熊野古道商工会
配布対象者：基準日（令和３年４月１日）において町内に住民登録のある全町民
（但し、発送日までにお亡くなりになられた方は対象外）
商 品 券 額：1人5,000円（500円券の５枚セット×２種類）
商品券種類：共通券、小規模店専用券の２種類

（大型店・小規模店共通券：赤色）

使 用 期 間：６月１日（火）～ 10月31日（日）
使 用 方 法：町内の商品券取扱店において、現金と同様に使用することができます。
※おつりはでません。
配 布 時 期：５月下旬から６月上旬
配 布 方 法：世帯主宛てに世帯全員分を郵送（申請手続きは不要）
†問い合わせ先†
（商品券事業全般について） みえ熊野古道商工会 御浜支所
（商品券の配布について）
企画課 商工観光係
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（小規模店専用券：青色）

☎（２－３２２０）
☎（３－０５０７）

申請お済ですか？医療・福祉施設従事者応援事業の申請
申請がお済でない方は下記の内容をご確認していただき、申請してください。

対象者について
基準日（令和３年４月１日）において、下記のいずれかの条件に合う施設に勤務する方で、令和３
年１月７日から基準日（令和３年４月１日）までの間において、10日以上の勤務実態がある方。
（勤
務時間数、職種は問いません）
①町内の医療施設、福祉施設（高齢者・障がい事業所、認定こども園、放課後児童クラブ等）に従事
する方。
②町内に住所を有し、町外の医療施設、福祉施設（高齢者・障がい事業所、認定こども園、放課後児
童クラブ等）に従事する方。

支給内容について

（

『みはまオレンジ商品券』5，000円分
（商品券の有効期間は６月１日から10月31日まで）

大型店・小規模店
共通券：赤色

）

小規模店
（ 専用券：青色
）

申請について

①町内の施設等で働かれている方
所属する施設等で対象者をまとめて申請し、施設等を通して商品券を支給します。
②町内に住所があり、町外の施設等で働かれている方
所属している施設等に勤務している証明を受けた申請書を役場へ申請し、後日郵送により商品券を
支給します。対象となる方は、申請書等を下記まで持参または郵送等にて申請してください。
※申請書は町ホームページでダウンロードまたは健康福祉課窓口にて受け取ってください。

申請期限は６月30日（水）まで
郵送先： 〒519-5292
†問い合わせ先†

御浜町大字阿田和6120番地１

御浜町役場

健康福祉課

地域包括支援係

健康福祉課 地域包括支援係（☎３－０５１４）

獣害対策の資材購入費の補助制度をご利用ください
農作物の獣害被害を防ぐための資材購入費の１／２（上限６万円）を補助
します。申請対象者は『町内に農地を有する農業者、農業法人及び町内自治
会』です。申請の受付は７月１日（木）からです。
なお、４月１日以降に購入した資材が対象となります。申請に必要なもの
は①領収書②設置前の資材の写真③設置後の状況写真などです。

詳しい内容につきましては、町ホームページと７月号の広報に掲載します。

†問い合わせ先†

農林水産課 林業水産係（☎３－０５１７）
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医療・福祉施設従事者応援事業／獣害対策事業補助金制度

感染リスクの高い医療現場や社会福祉施設で従事されている方に敬意と感謝の念を表すとともに、
町内の消費を喚起し、地域活性化を促すことを目的に『みはまオレンジ商品券』を支給しています。

景観用コスモス 及び 菜の花 の 種 を 配布します
景観用コスモス及び菜の花の種配布／簡単ヘルシーレシピ ～

現在、町では景観保全のために、作物を作っていない田畑（休耕地）に蒔くためのコスモス及び菜
の花の種を無料で配布しています。
申請の条件

①町内の農地（耕作していない農地）に蒔くこと。
（町外に在住の方であっても町内の農地に蒔くなら申請可能）
②コスモス、菜の花が咲いた写真の提出をお願いします。
（メール等のデータ提出でも可）

申請場所及び日時

農林水産課
尾呂志支所

８：30 ～ 17：15の執務時間内（土日祝日は除く）
月、水、金 ９：00 ～ 16：45

申請方法

ベジタブル ～
+

農林水産課窓口または尾呂志支所で申請してください。
申請時に蒔く場所の申告をお願います。
※多くの方に配布をしたいので、お一人様の申請でコスモスの種、
菜の花の種、併せて500ｇまでとさせていただきます。
※事前予約や郵送での配布は行いません。
†問い合わせ先†

簡単

種を蒔く時期
コスモス
６月～７月上旬頃
菜の花
７月下旬～８月頃

農林水産課 農業振興係（☎３－０５１７）

ヘルシーレシピ
プラス

~+ ベジタブル ~

野菜の甘酢漬け

（エネルギー：42kcal、たんぱく質：0.5g、カリウム 146mg、塩分：0.8g）

暑くなってきた時期には、野菜の甘酢漬けでさっぱりと野菜を食べるのはいかがですか？レ
シピの野菜のほか、季節のお野菜を使ってアレンジもできます。
きゅうりは、ナトリウムを排泄させる作用のあるカリウムを多く含んでおり、高血圧予防に
効果が期待できます。
カリウムをしっかりとることで、ナトリウムは排泄されやすくなります。高血圧の予防には
ナトリウムを控えるだけではなく、カリウムをしっかりとることも大切です。
カリウムは、野菜や果物、海藻、イモ類などに多く含まれています。
※腎臓病や心臓病のある方は、カリウムの摂取について主治医に相談してください。

材料（2 人分）
大根
きゅうり
人参

３㎝（約 100g）
１本
1/3 本

🅐

酢
砂糖
塩
水

大さじ３
大さじ３
小さじ 1/2
100㎖

作り方
❶大根は皮をむき、８㎜角の棒状に切る。
人参は皮をむき、５㎜角の棒状に切る。
きゅうりは長さを４等分に切り、縦４等分に切る。
切った野菜（大根・人参）はサッと下茹でして水気をきり、きゅうりと合わせ、ボウルに入れる
❷Ⓐの調味料を鍋に入れ、煮立てる。熱いうちに①のボウルに入れ、野菜を漬け込む。
❸たまに混ぜながら、冷まして味をしみこませる。
†問い合わせ先†
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健康福祉課 健康づくり係（☎３－０５１１）

中央公民館図書室だより
~中央公民館図書室の紹介~

中央公民館図書室だより

～テーマ～ 「梅雨の時期に読みたい本」

年
/ 金だより

あめふりくまのこ
（ひさかたチャイルド）
鶴見 正雄／詩
高見 八重子／絵

かえるのエルタ
（福音館書店）
中川 李枝子／作
大村 百合子／絵

死神の精度
ACCURACY OF DEATH
（文藝春秋）
伊坂 幸太郎／著

保育所・幼稚園などで雨の時期によ
く歌われる〈あめふりくまのこ〉が
絵本になっています。詩にあわせて
絵が描かれているので、お子様と歌
いながら楽しめます。

＜ぐりとぐら＞でおなじみの作者コ
ンビの作品です。かえるのおもちゃ
のエルタとの出会いによって不思議
なストーリーが始まります。

仕事をする時は必ず雨が降る。彼
の仕事は、人の人生を可もしくは
見送りで判断する死神。人間離れ
した主人公の自由なキャラクター
が魅力的です。

本の貸し出し予約や、本の購入リクエストも受け付けています。気軽にお声掛けください。
新刊情報などはインスタグラムでもお知らせしています。
インスタグラム 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

国民年金保険料前納制度について

■現金で保険料をまとめて納めることにより
保険料が割引となる「前納制度」があります。
○２年前納 14,590円の割引
○１年前納
3,540円の割引
○６カ月前納
810円の割引
（１年で1,620円の割引）
現金払いでの前納は任意の月分から年度末
までの分を前納することも可能ですが、専用
の納付書が必要となります。

■口座振替の引き落し方法は、５種類から自
由に選んで申し込みできます。
①２年前納（４月～翌々年３月分）
②１年前納（４月～翌年３月分）
③６カ月前納（４月～９月分、10月～翌
年３月分）
④当月末振替（早割）※納付期限よりも１
か月早く口座振替（50円割引）
⑤翌月末振替（割引なし）

■口座振替にしていただくと、さらにお得で
便利です！
○２年前納
15,850円の割引
○１年前納
4,180円の割引
○６カ月前納 1,130円の割引
（１年で2,260円の割引）

※令和３年度の６カ月前納（10月～令和４
年３月分）の申し込みの締め切り日は８月
31日です。
†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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「三重県男女共同参画連携映画祭2021」
を開催します
【開 催 日】 ７月 11 日（日）
【開催時間】 開場 13：00 ～
開演 13：30 ～
【開催場所】 御浜町中央公民館
【上映作品】 最高の人生の見つけ方
【内
容】 余命宣告を受けた二人が偶然同じ
病室になった。12 歳の少女が落と
した『死ぬまでにやりたいリスト』
を見て、
「やってみよう」と思った
二人。人生最後の冒険、喜びを知っ
た二人に奇跡が待ち受けていた。
【託
児】 １歳～未就学児
（申込締め切り：７月１日（木）
）
【チケット】 入場無料 ６月 22 日（火）から
各市町で配布予定
みなさんのご参加をお待ちしてお
ります。
東紀州地域共催
紀北町・尾鷲市・熊野市・御浜町・紀宝町
※新型コロナウイルスの影響により開催を延期もし
くは中止する場合があります。ご了承ください。
†問い合わせ先†
総務課 総務係（☎３－０５０５）

東紀州産業活性化事業推進協議会の
会員募集について
東紀州産業活性化事業推進協議会では、地域
の産業活性化を目的に東紀州産品を活用した商
品の開発やブラッシュアップ、販路開拓、なら
びに観光産業におけるサービスの高付加価値化
や開発支援を行っており、会員を募集しており
ます（会費無料）
。入会を希望される方は下記
までご連絡ください。
【事業内容】
賞品のブランディング支援、バイヤーとのビ
ジネスマッチング、都市圏でのテストマーケ
ティング、商談会や物産展等への出展支援等
【対
象】
東紀州地域の農林水産業者、商工業者、団体等
†問い合わせ先†
一般社団法人 東紀州地域振興公社
（☎０５９７－８９－６１７２）
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マイナンバーカードに関する手続きは住民課までご予約をお願いします。

日赤事業資金（活動資金）の募集について
今年も日本赤十字社事業資金の募集を行って
います。町からの委託を受けた連絡員、区長、
女性の会会員等が訪問しますので下記の使途を
理解のうえ、ご協力をよろしくお願い致します。
【使
途】 みなさんからの活動資金は、災害時
における被災者の救済や海外支援等
に充てられます。また、地域の住民
組織等から日赤に派遣依頼を行い、
救急法講習会等を実施することがで
きるのでぜひご活用ください。
【寄 付 者】 500 円未満
【協力会員】 500 円 ～ 2,000 円
【会
員】 2,000 円以上
†申込み・問い合わせ先†
健康福祉課 福祉係（☎３－０５１５）

福祉の就職フェアinみえ
福祉・保育・看護の仕事をお探しの方を対象
に、就職相談会を開催します。
【日 時】 ６月 27 日（日）10：00 ～ 15：30
【会 場】 メッセウィングみえ
（津市北河路町 19 番地１）
【対 象】 福祉・保育・看護の現場に就職希望、
または関心のある一般・学生
※津新町駅から無料シャトルバス運行
※託児室あり＜予約制６／ 18（金）締切＞
†申込み・問い合わせ先†
社会福祉法人 三重県社会福祉協議会
三重県福祉人材センター
（☎０５９－２２７－５１６０）

電波のルールは必ず守りましょう
「電波利用環境保護周知啓発強化期間
６月１日～ 10 日」
電波の利用にはルールがあります。無線機器を
使用するときは、必ず「技適マーク」がついてい
るか確認してください。
また、外国規格の無線機器は、防災行政用無線
やテレビ放送等に妨害を与えるおそれがあり、国
内では使用できません。
不明な点は下記の所までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
総務省 東海総合通信局
〇不法無線局の相談
（☎０５２－９７１－９１０７）
〇テレビ等の受信障害の相談
（☎０５２－９７１－９６４８）

■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。

平和月間
（８月１日～31日）
の
取り組み団体等募集します

介護の資格は持っているけれど、
「経験がな
い」、「ブランクがある」などと介護の職に就く
ことに不安がある方や、復帰したけれど、もう
一度『介護の基本』を学び直したいとお考えの
方が、不安や悩みを解消し、福祉・介護の現場
で活躍していただけるよう、介護の知識や技術
のスキルアップができる研修（Ｗｅｂ研修と介
護実技研修）を実施
＜研修内容＞Ｗｅｂ研修と介護実技研修
（１）Ｗｅｂ研修
【受講方法】 インターネットを利用して、本会よ
り配付する資料及び講義動画を視聴
し、各科目修了後にレポートを提出
【研修内容】 ７科目（10 時間 30 分）
【受講期間】 ８月２日（月）から令和４年２月
18 日（金）の間の３週間
【対 象 者】 介護等の資格をお持ちで、現在介
護の仕事をしていない方または、
介護職として就職・復帰後概ね１
年未満の方
（２）介護実技研修
【日
程】 令和４年２月 17 日
（木）
、
21 日
（月）
【会
場】 三重県社会福祉会館
（津市桜橋２丁目 131）
【対 象 者】 Ｗｅｂ研修受講者のうち、受講を
希望する方
＜募集期間＞
５月 10 日（月）～ 令和４年１月 21 日（金）
＜参加費／定員＞
無料 ／ 150 名 ※先着順
＜そ の 他＞
・Ｗｅｂ研修受講にはインターネットに接続し
たパソコン・タブレット等が必要です。
・現在介護の仕事をしていない方は、施設体験
（２日間）にも参加していただけます。
（新型コロナウイルス感染症拡大防止対策上、
支障がある場合は、休止いたします。
）
・希望に応じた就労支援を行います。
＜主
催＞
三重県・社会福祉法人 三重県社会福祉協議会

町では、平成 16 年度から８月を「御浜町平
和月間」と定め、戦争の悲惨さや平和の尊さに
ついて考える取り組みを行っています。その内
容は、
「平和」をテーマに自主的な取り組みを
行う個人・団体（企業・グループなど）と連携
を図りながら、平和を希求するまちづくりを行
うものです。
町では、広報みはま８月号やホームページ等
を通じて広くみなさんの活動をＰＲしてまいり
ます。趣旨に賛同していただける団体等は、６
月 30 日（水）までに、日時、場所、取り組み
内容等を総務課までお知らせください。

†申込み・問い合わせ先†
社会福祉法人 三重県社会福祉協議会
三重県福祉人材センター
☎０５９－２２７－５１６０
（平日９：00 ～ 17：00）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し
た取り組み内容をお願いすることがありま
す。ご了承ください。
†問い合わせ先†
総務課 総務係（☎３－０５０５）

紀宝警察署メールボックス
『ダメ。ゼッタイ』
～薬物乱用のない社会を～
薬物乱用は、あなたの精神・身体をむしばむば
かりでなく、幻覚や妄想により、凶悪な事件や重
大な交通事故を引き起こすことがあります。
一人ひとりが薬物を拒絶する意識を持つことが
薬物乱用のない社会の実現につながります。
薬物に関する情報を得たときは、紀宝警察署や
お近くの交番、駐在所に連絡・相談してください。
みなさまからの情報が薬物犯罪の根絶につなが
ります。
†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】 ６月６日、13 日、20 日、27 日
（全て日曜日）
【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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介護有資格者 再チャレンジ研修
（Web研修と介護実技研修）
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ですね。来月以降も継続して元気な赤ちゃんを
紹介できればいいなと思います。
５月号の発行が終わり、ひと段落と思っている
とあっという間に時間が過ぎ、気が付くと６月号
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○糶を待つ 人を掠めて 初燕 

５月１日現在の人の動き
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生活環境課 3 － 0513 給食センター 2 － 4690

す。１日が鮎の日となっており、鮎釣りの解禁
日となっている地域もありますね。新型コロナ
ウイルスの関係で解禁日がズレる地域もある
のではないでしょうか。私は普段釣りをしない
のですが、鮎釣りはしてみたいとずっと思って
います。思っているだけで準備をしようともし
てないですけど・・・。毎年この時期にそのう
ちチャレンジできればと思い、年を重ねていっ
ています。今年も鮎を「釣る」ではなく「食べ
る」だけになりますね。まずは準備から。

（総務課 総務係

おかはな）

…ごみ関係（生活環境課

くら し の カレンダー

☎３－０５１３）

※可燃ごみは毎週火・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）

6

…みはまスポーツクラブ関係（事務局 ☎090－2060－3151）

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
1 火 ゴルフ教室 19：00～21：00 ゴルフクラブ熊野
「人権擁護委員の日」特設人権相談 10：00～15：00

役場２階 庁議室

ビン類収集日（阿田和・尾呂志地区）
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小 テニスコート
16 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
行政・人権・心配ごと相談 9：00～11：00 役場３階 第５会議室

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
資源プラスチック収集日（全域）
2 水 ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小 テニスコート
17 木 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 ダイヤモンドゴルフヒル
ストレッチ・エクササイズ・サークル 10：00～11：10
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
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

糖尿病負荷検査
（要予約） 御浜町福祉健康センター
5 土 ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
ミニバスケット教室 13：30～15：30 御浜小体育館
6 日 資源持込日

8：00～12：00

くるくるタウン

7 月

資源持込日 9：00～12：00 13：00～16：00
紙・布収集日
（阿田和・尾呂志地区）

8 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

18 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

19 土

ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
ミニバスケット教室 13：30～15：30 御浜小体育館

中央公民館

子どもの広場（要予約） 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
4 金
太極拳教室 19：00 ～20：30 志原公民館

くるくるタウン

中央公民館

20 日 資源持込日

8：00～12：00

役場北側駐車場

21 月

資源持込日 9：00～12：00 13：00～16：00
紙・布収集日（阿田和・尾呂志地区）

22 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

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
23 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

金物収集日
（市木・神志山地区）
各種がん検診
（要予約） 志原公民館
24 木
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小 テニスコート
9 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
25 金
年金相談 10：00～14：00 役場１階 第1・2会議室
庭の草・小枝収集日
（全域）
２歳児歯科保健教室
（個別通知） 御浜町福祉健康センター
26 土
10 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
弁護士無料法律相談 13：30～15：30 役場３階 第５会議室 27 日

資源プラスチック収集日（全域）
４ヶ月・10ヶ月児健康診査（個別通知） 熊野市保健福祉センター
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
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
もうすぐ１年生ひろば（個別通知） 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
ミニバスケット教室 13：30～15：30 御浜小体育館
資源持込日

8：00～12：00

くるくるタウン

資源持込日 9：00～12：00 13：00～16：00 くるくるタウン
粗大ごみ収集日
（持込） 7：00～15：00
28 月
紙・布収集日（市木・神志山地区）
子育て相談 9：30～11：30 子育て支援室
11 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
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
太極拳教室 19：00 ～20：30 志原公民館
29 火
ゴルフ教室 19：00～21：00 ゴルフクラブ熊野
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
12 土
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小 テニスコート
ミニバスケット教室 13：30～15：30 御浜小体育館
30 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
13 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
資源持込日 9：00～12：00 13：00～16：00 くるくるタウン
14 月 紙・布収集日
（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
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中第２体育館
15 火 ゴルフ教室 19：00～21：00 ゴルフクラブ熊野
多重債務者相談 10：00～12：00 役場１階 第１会議室

６月の納期限 ６月30日（水）
●町県民税

第１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

５／６（木）尾呂志学園の生徒が田植えをおこないました

広報

みて見て みはま

2021. ６ No.626
尾呂志学園では毎年この時期に児童、生徒
たちが地域の方の指導を受け、田植えを行っ

役場本庁舎の外壁改修工事に伴う
足場を撤去しました

御浜町公式ホームページ

寺谷総合公園の睡蓮の花が見ごろです

検索

設置期間中における、駐車場や出入口の利用制
限などにご協力いただきありがとうございました。

役場庁舎正面玄関横の案内看板を
リニューアルしました。

寺谷総合公園のグラウンド下にある池で、

睡蓮の花が咲き始めました。
睡蓮の花が咲く季節は５～ 10月といわれて
います。
暑くなってきているので、しっかりと熱中
症対策をして見てきてください。
26

ご来庁の際に、こちらの案内看板をご覧いた
だき窓口へお越しください。

編集／総務課総務係（令和３年６月１日発行）
TEL 05979–3–0505 FAX 05979–2–3502

昨年末から役場本庁舎の外壁改修工事に伴い、
役場本庁舎を覆っていた足場が撤去されました。

この広報はホームページでもご覧になれます

ています。
子どもたちは、自分たちで植えた苗が大き
くなり収穫できるのを楽しみにしていると思
います。

