
TOWN information

4～5

3

2

18

No.428

大原様感謝状贈呈

投票区及び投票所の変更

園・学校だより

高速道路４車線化にむけて

総人口：6,824人（-13人） 男：3,189人（-8人） 女：3,635人（-5人） 世帯数：3,093（-3）
※令和3年7月１日（対前月比） 8

2021　和田小学校４年生　田植え体験
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2021.8　みはま 光る海　青い空　松のみどり　私たちは美浜の自然を守ります。

■ 寄附者
美浜町大字和田1138番地の104
医療法人大原内科　大原　せつ　様
　

■ 感謝状贈呈日時
令和3年6月3日（木）午後3時30分から

■ 出席者

医療法人大原内科　大原　せつ　様

■ 寄附金額
5,000,000円　　　　
　　
　

■ 場所
美浜町役場　2階　町長応接室

美浜町　　　　　　町長　　籔内　美和子
　　　　　　　　　副町長　石塚　和夫
　　　　　　　　　教育長　塩﨑　善彦
和田小学校　　　　校長　　友渕　博文

医療法人大原内科 大原せつ様より
美浜町への寄附金に対し感謝状を贈呈しました
この度、医療法人大原内科大原せつ様より、和田小学校における図書室内の大原秀敏文庫の充実を図るため、ご
寄附の申し出がありましたので受領致しました。また、その御芳志に対し感謝の意を表するため、町長より感謝状
を贈呈しました。
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2021.8　みはま汗と希望　たゆまぬ努力　私たちは日々の仕事にはげみます。

問い合わせ先　防災企画課　TEL 23-4902

住宅用火災警報器の維持・管理について
住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持・管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきち
んと働くよう、日ごろから作動確認とお手入れをしておきましょう。

電池切れに注意！
住宅用火災警報器は、電池が切れると作動しなくなります。定期的に点検ボタンを押す（ひもを引く）などして作動確
認を行いましょう。

掃除（お手入れ）！
ほこりなどが付着すると火災を感知しにくくなるので、よく絞った布で汚れを拭き取ってください。

住宅用火災警報器の交換時期について
本体の交換時期は機種によって異なりますが、寿命は概ね１０年が目安になります。

電池の寿命
電池の寿命は概ね１０年が目安になります。
種類によっては、電池寿命が近づくと音（音声）やランプ
表示などで電池交換時期を知らせてくれるものもあります。
※新しい電池へ交換する際は、取扱説明書や販売店などで
電池の種類をご確認ください。

電池交換ができないもの
電池交換ができるタイプとできないタイプがあります。
電池交換できないタイプは、住宅用火災警報器を本体ごと
交換する必要があります。

投票区及び投票所の変更について
美浜町選挙管理委員会からお知らせします。
新浜集会場の新築に伴い、令和３年度に執行される選挙から下記地域の投票区及び投票所が変更となります。
該当する地域の有権者の方は、お間違いのないようお願いします。

問い合わせ先　美浜町選挙管理委員会　TEL 22-4123

対象地域 変更前投票所
（投票区）

変更後投票所
（投票区）

田井畑地区
松原地区公民館
（第１投票区）

新浜集会場：美浜町吉原 958-265
（第２投票区）

第２投票区全域
新浜さざなみ荘
（第２投票区）
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2021.8　みはま 笑顔と健康　ふれあう心　私たちは住みよい町をつくります。

和田小学校和田小学校

ひまわりこども園ひまわりこども園

■ 全国学力・学習状況調査
5 月 27 日（木）、6年生
が全国学力・学習状況調査を
受験しました。この調査は、
全国の小学 6年生と中学 3
年生が受けるものです。
当日は、1時間目国語、2
時間目算数、3時間目質問紙
調査という時間割で行いました。子どもたちは、緊張しな
がらも一生懸命に問題に取り組んでいました。
調査結果については、設問ごとの正答や誤答の状況が分
かる個人票が後日提供されます。その結果を分析し、本校
児童の学力の実情をとらえて改善策等を講じていく予定で
す。

■ 地震津波避難訓練
6月 2日（水）、3時間目
に地震津波避難訓練を行いま
した。毎年第1回の訓練は、
授業中に震度 5強の地震が
起きたことを想定しています。
今回の訓練で、地震発生か
ら屋上に全員がそろうまでに

要した時間は、9分46秒でした。南海トラフ地震の津波
が美浜町に到達するまでの時間は約18分と言われていま
す。これなら十分間に合います。屋上では密を避けるため
にライフジャケットの装着訓練は行わず、各教室にて行い
ました。
次回の訓練は、2学期です。今度は昼休みに地震が来る

という想定で行います。

■ 田植え体験
6月 17日（木）、吉原地内、

出口和雄様の田をお借りし
て 4年生が田植え体験をし
ました。出口様と稲葉喜宣様
にご指導いただきました。多
くの子どもにとって初めて
の田植え。みんなはりきって
苗を植えました。
初めは泥の感触に戸惑い気味の子どもたちでしたが、何

回か植えていくうちに楽しくなってきたようです。予想よ
りはるかに早く植え終わりました。
子どもたちにとって楽しい体験となりました。秋の稲刈

り体験も楽しみです。

■ 8 月の行事予定
  5 日（木）　登校日
30日（月）　2学期始業式

■ キアゲハがかえったよ !
キアゲハの幼虫をたくさんいた
だき、4・5歳各学年で飼育観察
しました。
見事にきれいな蝶に変身して子
ども達は大喜び。
蝶は、子ども達に見守られなが
ら大空に飛んでいきました。

■ 雨の日探検
5歳児が手作りの即席合羽を着
て、雨の日探検を楽しみました。
水たまりに入って足踏みや、雨
樋から流れる雨水の音を聞いたり
しながら、園舎周りを探検しまし
た。
　　　
■ 大胆な遊びを楽しんだよ !
梅雨の晴れ間に、幼児組は、「泥
んこ遊び」や「水・泡遊び」を楽
しみました。
乳児組は、新聞遊びやお絵かき
などの遊びを、汗をかきなが存分に楽しんでいました。

■ 避難訓練
火災の避難訓練を行いました。
子ども達は、落ち着いた様子で

保育教諭の指示に従い、避難する
ことが出来ていました。
避難した後、園児は、保育教諭による消火訓練を見学し

たり、各クラスで避難について話し合ったりしました。

■ 8 月の予定
  5 日　登園日
30日　2学期始業式・避難訓練

■ 保育教諭・給食調理員募集中
詳しくは、ひまわりこども園（TEL22-3650）までお

問い合わせください。
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2021.8　みはま歴史と伝統　新たな歩み　私たちはふるさとの文化を高めます。

さまるまでその場で待機しなさい。」の放送に続いて訓練
を始めました。まずは、シェイクアウト訓練。低い姿勢で
机の下にもぐりこみ頭を守り待機しました。次に、運動場
への一時避難。全校児童の人数確認を終えるまで3分20
秒。続いて屋上への避難。全校児童の避難完了は避難開始
から7分 47秒でした。屋上では、毎回行っているライ
フジャケットの着用訓練を行いました。1年生は小学校で
は初めての着用訓練でしたが6年生に手助けをしてもら
いながら着用することができました。訓練を重ねることで、
まさかの時にしっかり備えることができればと思います。

■ おすすめの本　
図書室の中央に陳列してい

ます。多くの児童が見やすいよ
うに間隔を開けて並べていま
す。自分の好みの本を読むのも
楽しいですが、他の人がすすめ
ている本を読んでみるのも楽
しいのではないかと思います。おすすめの本を読むことが
読書の幅を広げるきっかけになることを願っています。

■ 8 月の行事予定
30日（月）2学期始業式
　　　　　  交通安全指導

■ 青虫　～ 5 月 25 日～
3年生前にはチョウの成長記
録が掲示されています。透明の
カップにはキャベツの葉・卵・
青虫。青虫がごそごそ動いてい
る姿も見受けられます。掲示
には「チョウの卵、大きさ1㎜、
形は細長い、色は黄色」「幼虫はキャベツの葉をたくさん
食べている」などの記録が残されています。身近な生き物
がすくすく成長する様子を観察する中で生命の不思議さや
すばらしさを感じ、身の回りに起こる現象を科学的に見る
習慣を身に付けていってほしいと思います。

■ 避難訓練　～ 5 月 26 日～
くもり空の中、3時間目に
行いました。今回は、授業中
に地震および津波が起こった
という想定で行いました。緊
急地震速報の試験放送を利用
しました。「ただいまから試験
放送を行います。強い揺れに備えてください。」「揺れがお

■ スマホ・ケータイ安全教室の開催
6月 11日（金）に、

NTT ドコモから講師

先生をお招きして、ス

マホ・ケータイ安全教

室を実施しました。

各学年とも、SNS

に関連したトラブルに

巻きこまれないように、動画などを基に説明を受けました。

特に「情報公開に

気をつけること」「安

易な書き込みはしな

いこと」などを中心

に教わりました。

本校では、携帯電

話などの通信機器を

保有している生徒の割合が高く、使用時間も長いという現

状が見られます。情報モラルを身につけて、通信機器と向

き合っていく必要があると言えます。

松原小学校松原小学校

松洋中学校松洋中学校
■ 携帯電話等に関するアンケートを実施
携帯電話やタブレットなどのインターネットを通して通

信できるものについても調査しました。その結果、9割

以上の生徒が通信機器を保有していることが判明しました。

その使用目的はYouTube 動画が圧倒的に多く、使用時

間も2時間以上が80%という結果が出ました。この数

字から、家庭学習の時間が十分に確保できているのか心配

になります。ご家庭でも、この機会にスマホ等の使用の仕

方について話し合ってみてはどうでしょうか。

■ 8 月行事予定（2 学期始業式 8 月 30 日 ･ 給食あり）
・　全校登校日　8月　6日（金）平和学習

・1年生登校日　8月17日（火）租税教室

　2年生登校日　8月23日（月）性 教 育

　3年生登校日　8月18日（水）習熟度テスト

・環境整備作業　8月22日（日）午前8時 ~9時

※中学校 校地内の環境整備

・8月30日（月）・31日（火）課題テスト

・9月12日（日）松洋祭《13日（月）振替休業》
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2021.8　みはま 愛とはげまし　育てる心　私たちは美浜の明日を信じます。

■ 開 催 日　９月１２日（日）
■ 開 会 式　午前８時３０分～（第１若もの広場）
■ 場 所　第1若もの広場・第２若もの広場
■ 参 加 資 格　町内に在住、もしくは住民登録を有する者。

町内の事業所に勤務、在学している者。（ただし中学生以上とする。）
※中学生及び高校生のみで参加する場合は、常時保護者３名が同伴し、
参加登録すること。

■ チーム編成　参加登録人員は、監督を含む１０名以上、２０名以内とする。
選手の変更及び追加登録については、開会式前まで認める。
→ただし、大会前１週間の健康観察票を提出できる者に限る。

■ そ の 他　競技中の事故については、主催者は応急処置のみおこない、事後の責任はとりません。（スポーツ１日保
険は主催者において加入します。）
駐車中の車等にボール等が当たりましても保障出来ませんのでご注意ください。

■ 申 込 締 切　９月３日（金）午後５時１５分まで

・新型コロナウイルス対策として大会当日、検温やアルコール消毒を行なう。
・大会前後１週間の健康観察票の提出を義務付ける（参加者全員）。
→大会前の１週間の観察票は、大会当日に提出。
→大会後の１週間の観察票は、もし感染者が出た場合に提出。
・大会当日、健康観察票を提出していない方は参加できません。
※大会当日、体調の優れない方や熱がある方は参加を控えてください。

第65回美浜町長杯争奪野球大会

ひまわりこども園
会計年度任用職員

（保育教諭・給食調理員）

詳細は、ひまわりこども園（TEL 0738-22-3650）
または、美浜町教育委員会教育課（TEL 0738-22-4955）
までお問い合わせください。

随時募集中!!

美浜町ホームページにも掲載していますのでご覧ください。

問い合わせ・申込先　中央公民館　TEL 22-7309
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2021.8　みはま

７月１日～８月31日

夏休みは、子どもたちが学校生活を離れ開放的な気
分になるため、非行に走ったり交通事故や水の事故の
犠牲になったりしやすい時期です。
「一声」かけて地域みんなの力で子どもを守り育て
ましょう。

☆ 知らない人の車に乗ったり、近づいたりしないようにしましょう。
☆ なるべく、友達と一緒に登下校するようにしましょう。
☆ 暗い道や人通りの少ない道は避けるようにしましょう。
☆ 身の危険を感じたときは、大声で助けを呼んだりしましょう。

未成年者の飲酒や喫煙は、増加と低年齢化していま
す。
少年の非行防止と健康を守るため、みんなの力で未
成年者に酒やタバコを売らない・買わせない・飲ませ
ない・吸わせないことを徹底しましょう。

◎ 非行をなくしましょう。
◎ 水の事故、交通事故から子どもを守りましょう。
◎ 明るい家庭、明るい地域をつくりましょう。
◎ 未成年者の飲酒・喫煙をなくしましょう。

守り育てようこどもたち

みんなで防ごう！ 子どもの連れ去り事案

未成年者の飲酒・喫煙はやめよう

① 慌てない親：引っ張るのではなく付き添う心
② 欲張らない親：子どもの適正を生かそう
③ 明るい親：いつもプラス思考で！
④ 叱れる親：悪いことは悪いと言い切れる勇気
⑤ 夢のある親：いつも可能性を信じて！

⑥ 威張らない親：子どもには子どもの人格がある
⑦ しつこくない親：その場で解決を大切に
⑧ 前向きな親：失敗は成長の糧
⑨ 待てる親：ほんの少しの余裕を！
⑩ 子どもを好きな親：子育てを楽しもう！

夏の子どもを守る運動
明るく　正しく　たくましく

～こころは見えない、だから大切～
「子どもが育つ」親の 10 箇条

美浜町教育委員会・美浜町青少年育成町民会議・美浜町青少年補導委員連絡協議会
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2021.8　みはま

友学の森
美浜町立図書館だより

新刊案内

もりの 100 かいだてのいえ
  いわい としお 著

そらまめくんのまいにちはたからもの
  なかや みわ 著

※○で囲んだ日が休館日です。
休館日は月曜日・祝日・月末などです。
※開館時間は午前9時30分～午後6時です。

児童虐待、冤罪事件、パパ活な
どを独自取材し、SNSで「ブレ
イクニュース」として配信する自
称ジャーナリスト、野依美鈴。誹
謗中傷を受けながらも続ける真の
目的とは…。
社会派小説。『小説すばる』掲

載を加筆し単行本化。

ハムレットやホームズ、ドラ
キュラが図書館に住んでいたら
…？実体化した物語の登場人物た
ちが住む不思議な図書館を描く表
題作ほか、全 4編を収録した本
にまつわる傑作短編集。

そらまめくんには、おまめの仲
間がいます。みんなは同じ畑に住
んでいて、毎日いっしょに過ごし
ています。ぽかぽかびよりの日、
そらまめくんはとっておきの朝露
をつくってみんなを招待し、お茶
会を開いて…。

ふしぎな音を頼りに森の奥へ
行ったオトちゃんは、音楽好きの
生きものたちが暮らす大きな木の
家にたどりつきました。100階
で演奏会があると聞いたオトちゃ
んは上へと登っていき…。「100
かいだてのいえ」シリーズ第5弾。

ブレイクニュース
 薬丸 岳 著

キャクストン私設図書館
 ジョン ･コナリー 著

8 月 14 日（土）午前 10 時～午前 10 時 30 分
中央公民館研修室
幼児・児童を対象とした絵本・紙芝居の読み聞かせです。
毎月第2土曜日に開催しています

8 月生まれの作家を紹介します
金原 ひとみ　8月8日生まれ。2003年、「蛇
にピアス」でデビュー。同作で芥川賞を受賞。
最新作「アンソーシャルディスタンス」では
新型コロナウイルスの影響が襲い掛かる男女
の物語を描く。

薬丸 岳　8月 26日生まれ。2005年、「天使のナイフ」で江戸川乱歩
賞を受賞。少年犯罪や少年法といった難しいテーマを取り扱った作品を多
数出版している。
ディック ･ ブルーナ　8月23日生まれの絵本作家。代表作の「うさこちゃ
ん（ミッフィー）シリーズ」は世代を超えて愛され続けている。

月 火 水 木 金 土 日
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

8月休館日のご案内

今月の
おはなし会は、
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子育て へやつどいの
ひまわりこども園

お母さんと一緒に、いっぱい
ふれ合って遊びました

七夕飾りの織姫、彦星、スイカを作りました。みんなの願い事が叶うといいな！

行事は、密を避ける為に人数制限など規模を縮小しての開催となっていますので、同じ行事を２回
に分けて行います。また、変更、中止の場合もありますので、よろしくお願いします。
参加申し込みは通常のホッとルーム利用と同じで、当日の朝、電話連絡をお願いします。

6月はこんなことをしたよ

  4日（水）　水遊び
18日（水）　水遊び
25日（水）　手作りおもちゃをつくろう

8月の予定

問い合わせ先　ひまわりこども園　TEL 22-3650
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８月末日が納期限となる町税は、町県民税 第２期分、
国民健康保険税 第３期分です。
８月３１日までに納めてください。

町税の納税には、便利な口座振替をお勧めします。
各納期日ごとに預金口座から自動的に納税（引き落とし）
されるので、納め忘れがなく大変便利です。
申し込みは、預金通帳とお届け印を持って、下記の金融
機関などの窓口で手続きをしてください。

■ 取扱金融機関
紀州農業協同組合・きのくに信用金
庫・紀陽銀行・近畿労働金庫・ゆうちょ
銀行または郵便局・なぎさ信用漁業組合
連合会

お知らせ

問い合わせ先　税務課　TEL 23-4903

忘れず納付！
町県民税・国保税

■ 期　　間　８月2７日（金）から９月２日（木）までの７日間
■ 時　　間　午前８時３０分から午後７時まで

ただし、土・日曜日については、午前１０時から午後5時まで
■ 電話番号　０１２０－００７－１１０（全国共通・無料）

※おかけ間違いのないようお願いいたします。
■ 相談内容　いじめや虐待などの子どもに関する人権なんでも相談

相談は無料で、秘密は厳守されます。法務局職員又は人権擁護委員が
相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先　和歌山地方法務局人権擁護課　和歌山県人権擁護委員連合会　TEL 073-422-5131

全国一斉
「子どもの人権１１０番」強化週間を実施します！

　健美操とは、ヨガや太極拳などの東洋医学の動きをとりいれた健康体操です。
呼吸・身体・精神を調和させることにより、新陳代謝や自然治癒力を高め健康維持に役立てることができます。
年齢は問いません。申し込みは不要ですので気軽にご参加ください。

■ 日　時　　8月17日（火）
①10時から11時 30分　（和田地区の方）　②13時30分から15時　（三尾・松原地区の方）　

■ 場　所　　地域福祉センター 3階
■ 講　師　　メディカル&フィットネス アクオインストラクター
■ その他　　運動できる服装、飲み物・タオル持参

健
け ん

美
び

操
そ う

教室

問い合わせ先　健康推進課　TEL 23-4905

ハロートレーニング　～急がば学べ～
求職者支援訓練　訓練番号：5-03-30-002-03-0015

「就職」を目指す方のための公的な職業訓練です。

■ 募 集 期 間　：７月２０日（火）～　９月　２日（木）
■ 訓 練 期 間　：９月２８日（火）～１２月２７日（月）
■ 定 員　：１５名　
（申込者が定員の半数に満たない場合、訓練を中止することが
あります。）
■ 自己負担額　：テキスト代　7，590円（税込）
　　　　　　　 職場見学先への交通費

■ 申 し 込 み　：事前にハローワークで職業相談を必ず受け
 　　　　　　　　てください。

実践コース パソコン事務科
受講者募集！

問い合わせ先
職業訓練法人　中紀技能訓練協会　TEL 63-1500
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※今月は、燃えない（複雑）ゴミの収集はありません。次回は９月の

第３水曜日です。

※古新聞・本・雑誌・段ボール等の紙類・衣類（綿１００％のもの）は、

太陽作業所及び子どもクラブが実施する資源ゴミの集団回収にご協

力ください。

※空き缶、ペットボトルは、最寄りの回収箱へ入れてください。

※ペットボトル回収箱に他のプラスチックゴミを入れないでください。

※乾電池は、袋から取り出し、最寄りの回収箱へ入れてください。

※発砲スチロールは、不燃の指定袋に入るよう細かく砕いて、（小型）

プラスチックゴミの日に出してください。

注　カセットボンベ・エアゾール缶（スプレー類）は、必ず中身のガ
スを使いきってから、穴を開けて出してください。中身が残ってい

るとゴミ収集車の車両火災やゴミ処理施設で火災が発生する原因と

なります。

※ガスが残っている状態で穴を開けると中身が噴出して目に入ってし

まったり、中のガスに引火するというような事故につながる恐れが

ありますので、必ず中身を使いきってから、火の気のない、風通し

の良い屋外で穴を開けてください。

問い合わせ先　住民課　TEL 23-4904

「分別」と「リサイクル」
ゴミの減量にご協力を !

８月のゴミ収集日

地球温暖化は、海面の上昇、豪雨や暴風雨、大洪水や熱波、
大干ばつ等の異常気象を頻繁に引き起こしています。
日本における変化をみると、１００年あたりの年平均気温

が約１．１５℃の割合で上昇しており、近年では猛暑日の増加、
ゲリラ豪雨等の異常気象、生物の生息域の変化、外来種の繁殖
などの問題が顕著になっており、漁業や農業など暮らしへの被
害も大きくなっています。
こういった状況をふまえ、役場庁舎でも節電対策に取り組ん

でいます。
二酸化炭素を減少するため各家庭でも出来ることからはじめ

てみませんか。

・近距離の移動は、徒歩か自転車で。
・電化製品や照明を省エネ対応型に更新。
・風呂の残り湯を洗濯に使う。
・電気ポットの保温をやめる。
・ゴミを増やさない。（すぐにゴミになるような物は買わない）
・エアコンの温度設定、冷房は１℃上げ、暖房は１℃下げる。
・エアコンのフィルターを小まめに掃除する。
・グリーンカーテンの設置。
・節電のため、早寝、早起きを。

最近、大型ゴミ集積場で、分別不良による収集できないゴミ
が目立ちます。
収集できなかったゴミをみてみると、見た目や大きさ、用途
などから誤って出しているものはもちろん、空き缶や空きびん、
ペットボトルなど、明らかに大型ゴミではないゴミまで捨てら
れている悪質なケースもあります。
さらに、「収集日が先にも関わらずゴミが出されている」、「町
外からゴミが持ち込まれている」といった情報も寄せられてい
ます。
こうしたゴミ出しルールを守れない一部の心ない人によって、
町内の自然環境や私たちの生活環境が損なわれるばかりでなく、
やむを得ず町でゴミを回収し、処分するため、別の料金が必要
になります。
また、町では、分別不良などの理由で取り残されたゴミに対
して“注意シール”を貼り、出した方に引き取ってもらうよう
町内放送で呼びかけています。　
しかし、それでも引き取ってもらえずに取り残されたゴミに
より、各地区の景観も損なわれています。
美しい景観、豊かな自然を次世代に引き継ぐために、ゴミの
分別、決められた収集日、集積場所をもう一度再確認し、ルー
ルをきちんと守るようご協力ください。

できることからはじめてみませんか
小さなまちの地球温暖化防止

大型ゴミ集積場における
ゴミの分別不良

分　別 収　集　日

燃えるゴミ

（毎週）
月・木

濱ノ瀬・吉原・田井畑・
上田井・入山

（毎週）
火・金

三尾・和田・本ノ脇・
新浜

燃える大型ゴミ 4 日
（偶数月）第1水曜日

（小型）
プラスチックゴミ

11 日
（毎月）第2水曜日

燃えない大型ゴミ 18 日
（偶数月）第3水曜日

資源ゴミ 25 日
（毎月）第4水曜日
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問い合わせ先　総務政策課　TEL 23-4901

男女共同参画では、柔軟な働き方を実現し、育児や介護と仕

事の両立を可能とするため、テレワークの促進を行っています。

６月に公表された令和３年版男女共同参画白書では、第１回

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言中にテレワークを経験

した男女別の認識の違いについて報告がありました。

調査において男女間で４ポイント以上差があった回答のうち、

女性の割合が高いものは「光熱費等の出費が増える」「家事が

増える」「自分の時間が減ることがストレス」など、マイナス

要素が高い結果となりました。

一方、男性は「通勤時間分を有意義に使える」「通勤時間が

少なくなりストレスが減る」「家族と一緒の時間が増えてよい」

などのプラス要素と、「時間のメリハリがつかず、勤務時間外

も働いてしまう」「自分の仕事のスペースを十分に確保できな

い」などのマイナス要素がありました。

テレワークに対し、女性は家庭生活においての課題を感じ、

男性は仕事についての課題を感じているようです。

※町ホームページに美浜町男女共同参画

計画を掲載していますので、ぜひご覧

ください。

全国の消費生活センターには、「勧誘され購入したが医師に
不要といわれた」「試用なしで購入したが音がうるさい」等の
補聴器に関する相談が寄せられています。

■ 補聴器購入の注意点！
・聞こえにくいと感じたら、まずは専
門医の診断を受けましょう。
・契約前に自分にあった機器かどうか
しっかり確認しましょう。
・１人で決めず、できるだけ周囲の人
に相談しましょう。
・トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センター等に相
談しましょう。

男女共同参画ひとくちメモ
「テレワークの男女間ギャップ」補聴器の購入は慎重に！

問い合わせ先
消費者ホットライン　TEL 188　　　
総務政策課　　　　　TEL 23-4901

困ったときはすぐに相談 !

●消費者ホットライン
（局番なしの3桁番号）

188（いやや）に

遠慮なくご相談ください。

日高地方への就職を希望されている方を対象に、合同企業説明会「日高地方Uターンフェア」を開催します。地元企
業の人事担当者とダイレクトにコミュニケーションできる絶好のチャンスです。
ぜひご参加ください。

■ 日　時 : 令和 3年 8月7日（土）13:00～ 15:30（受付12:30～）
■ 場　所 : 御坊市民文化会館　小ホール
■ 対象者 : 一般求職者、2022年 3月卒業予定の学生（高校生を除く）
■ 参加企業 : 約 25社
※参加無料、事前受付不要
Web面談も用意しています。
詳細は下記URLをご覧ください。

◆和歌山県経営者協会

和歌山県経営者協会

URL:http://w-keikyo.com WEBページ 

検索

「日高地方Ｕターンフェア」について
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■ 足場の組立等特別教育
8月 18日（水）・19日（木）いずれも　午後6時から
受講資格要件　（満18歳以上）
8月3日 ( 火 ) 締切
講習時間　6時間　
受講料　7,000円　テキスト代　1,000円　
会員外は協力金1,500円必要

■ フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
10月 19日（火）・20日（水）いずれも　午後6時から
受講資格要件　（18歳以上）
10月5日 ( 火 ) 締切
講習時間 6時間　（条件により一部免除有）
受講料　7,000円（講習時間の一部免除による減額有）
テキスト代　1,000円　会員外は協力金1,500円必要

電気は大変便利なエネルギーですが、取り扱いを誤ると感電
や火災の原因になります。
電気事故をなくすため、毎年 8月に「電気使用安全月間」
運動が全国一斉に行われています。

今年の重点テーマは、
●電気はムダなく安全に使いましょう
●自家用設備の電気事故は、適切な保守点検と計画的な更新で
防ぎましょう
●地震、雷、風水害などの自然災害にそなえ、電気の安全に努
めましょう

みなさん、日頃から電気安全を心がけてください。

問い合わせ先　防災企画課　TEL 23-4902

作業主任者技能講習
令和３年度　特別教育日程

８月は経済産業省主唱の
「電気使用安全月間」です

クビアカツヤカミキリは、体長2.5cm～ 4.0cmで光沢の
ある黒色の体にクビが赤色をした外来のカミキリムシです。
幼虫は、モモ・スモモ・ウメ・サクラ等のバラ科樹木の内部

を食害し、枯死させます。
和歌山県では、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、橋本市で被

害が確認されています。繁殖力が強く、放っておくと被害が拡
大する可能性がありますので、ウメやサクラの樹の周りで成虫
や多量のフラス（幼虫の糞が混ざったうどん状の木くず）を発
見された場合は、下記お問い合わせ先にご連絡願います。
なお、特定外来生物ですので、生きたまま持ち運ぶことは法

律で禁止されています。

夏のレジャーシーズンに入り、海や川に遊びに行くことも多
いかと思います。
水難事故を防ぐためにも、まずは自分の命は自分で守るよう
に心がけましょう。
自分が遊びに行く場所はどんな所なのか、自分の体調はどう
なのか、天候はどうなのかなどチェックして、夏のレジャーを
楽しみましょう。
１．海水浴場以外の場所や遊泳禁止場所では泳がない
２．体調不良や飲酒時には泳がない
３．子供から目を離さない
４．熱中症や日射病に気をつける
５．溺れている人を発見しても１人では助けに行かない
６．川の増水サインを見逃さない（急に曇る、雷、ダム放流
のサイレンなど）

クビアカツヤカミキリの早期発見！
モモ、スモモ、ウメ、サクラを守ろう！

防災ひとくちメモ
水難事故を防ごう

問い合わせ先
職業訓練法人　中紀技能訓練協会　TEL 63-1500

問い合わせ先
産業建設課　　　　　　　　TEL 23-4951
日高振興局農業水産振興課　TEL 24-2930

クビアカ情報

♂　 　♀
成虫

株元に
溜まった
フラス

クビアカ
ツヤカミ
キリ成虫
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戸別受信機無償貸与について

和歌山県警察官の採用試験について

戸別受信機の無償貸与を実施しておりますので、対象者の方は、美浜町役場　防災企画課で申請を行ってください。

１．戸別受信機とは　
暴風や大雨などの警報や避難に関する防災情報のほか、行政からのお知らせ等を確実に住民の皆様にお伝えするために
屋内に設置する受信機（スピーカー）です。

２．貸与対象　
①美浜町の住民基本台帳に登録されている世帯
　※６０歳以上の方が居住されている世帯に限る
②美浜町内で営業する事業所および店舗等
③身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者、保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者

３．機能　
①町の防災に関する情報や行政情報が自動で流れます
②放送は、自動で流れると同時に録音され、後で聞き直すことができます
③地震速報などの緊急放送は、最大音量でお知らせします
④電池を使用すれば、避難時にも持ち運びができます。

問い合わせ先　防災企画課　TEL 23-4902

問い合わせ先　御坊警察署　警務課　TEL 23-0110

〈試験日程〉

試験名 試験案内
申込書の配布日

試　　　　験　　　　日　　　　程

受付期間 第1次試験日 第2次試験日 第3次試験日

警察官A・B
男
・
女
6月18日　（金） 7月　1日（木）

～8月20日（金） 9月19日（日） 10月18日（月）
～21日（木）

11月16日（火）
11月17日（水）

〈受験資格〉

試　験　名 受　　験　　資　　格

警察官A 男・女
平成元年4月2日以降に生まれた人で、大学（短期大学を除く。）を卒業した人、又は令和4年3
月末日までに卒業見込みの人

警察官B 男・女
平成元年4月2日から平成16年 4月 1日までに生まれた人で、上記「警察官A」の受験資格に
該当しない人

申込書は御坊警察署で配布しています。

新型の戸別受信機
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問い合わせ先　　社会福祉法人　和歌山つくし会
　　　　　　　　里親支援センター「なでしこ」　TEL 0736-69-1004
　　　　　　　　住民課　TEL23-4904

里親相談会・里親制度パネル展を開催します

児童扶養手当・特別児童扶養手当現況届の提出について

事業継承のご相談をお受けします

家庭で暮らせない子どものために　～地域で支える「家庭養育」～
県内には、様々な事情で保護者と暮らすことが出来ない子どもたちがいます。家庭を必要とする子どもたちのために、「おかえり」
と「ただいま」を言える場所になりませんか？
養育里親・養子縁組里親・週末里親等、いろいろな形で家庭に迎えてくださる里親さんを探しています。子どもたちの笑顔のため
に「里親」をはじめてみませんか？
お気軽にご相談ください。

里親相談会
日　時：令和３年８月２０日（金）
　　　　午前１０時から午後０時まで　午後１時から午後４時まで
場　所：美浜町役場１階相談室

パネル展
日　時：令和３年８月１６日（月）～令和３年８月２０日（金）
　　　　　　　 午前８時３０分から午後５時１５分まで（最終日は午後４時まで）
場　所：美浜町役場１階ロビー

～～～８月は、現況届の提出月です。お早めに提出を！～～～
児童扶養手当・特別児童扶養手当の認定を受けている方は、手当を受給している、いないに関わらず、８月中に現況届を提出する
必要があります。
この届の提出がない場合、８月分以降の手当が受給できなくなりますので、必ず期限までに役場住民課へ提出してください。

※　手当の認定を受けている方については、現況届関係書類を７月末頃に郵送いたします。
所得制限等で現在支給が停止されている方も必ず提出してください。（現況届を２年間提出しない場合は、受給資格がなくな
ります。）
一部支給停止適用除外事由届出書の提出が必要な方については、６月中に「一部支給停止適用除外事由届出書（緑色）」を送
付しています。必ず現況届と併せて提出してください。

和歌山県事業承継・引継ぎ支援センターは経済産業省の委託を受けた公的な相談窓口です。円滑な事業のバトンタッチをサポート
し、スムーズな承継を支援します。

後継者がいない、いい人があれば譲りたい、私が引継ぎできる事業はないか、親族に承継したい、
従業員に承継したい、良い会社を紹介してほしい　
などのご相談があれば、お気軽にお電話ください。相談は無料。秘密は厳守します。

問い合わせ先　住民課　TEL 23-4904

問い合わせ先　和歌山県事業承継・引継ぎ支援センター　TEL 073-499-5221
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～地域のお宝紹介～ ※町では地域の支え合いの活動を「地域のお宝」
と呼んでいます。

美浜町地域包括支援センターです !こんにちは

今月の教室のテーマは「健康寿命を延ばそう！」です。
日程 時間 場所 内容

  2日（月） 午後1時30分から 中央公民館 気功エクササイズ23日（月） 地域福祉センター
＊参加費無料　申し込み等の必要はありませんのでお気軽にご参加ください。
＊概ね65歳以上の方が対象です。タオル・飲み物を持って、運動しやすい服装でお越しください。
＊イス等を消毒する用のタオルをご持参ください。

☆元気はつらつ教室☆

問い合わせ先　美浜町地域包括支援センター　TEL 23-4950

8月の教室の日程は、以下のとおりです。

「ほほえみ会」
和田東地区では、第1・3水曜日に和田東集会場に地区の高齢者が集まり、お話やゲー
ムを楽しむ会をしています。近所の情報交換の場になり、近所同士気にかけ合ったり
もしています。また、お話から困りごとの声を聞いてお互い助け合ったりもしており、
とても素敵な活動をされています。
和田東地区の高齢者なら誰でも参加できます。興味のある方は是非ご参加ください。

高齢社会を迎え、介護や福祉の問題に真剣に向き合う中で、高齢者に対する虐待が問題になっています。周りの
人が気づかず、高齢者虐待の発見が遅れてしまうことが少なくありません。
町では、高齢者や家族が安心して暮らせるように、地域で見守り・助け合いに取り組んでいきたいと考えています。

～なくそう！防ごう！高齢者虐待～

《 高齢者虐待とは？》

地域のみんなで高齢者虐待を防ぎましょう！！
～できることから行動しましょう～

□身体的虐待
殴る・つねる・蹴るなどの暴力、動かないように縛る

など。

□介護・世話の放棄・放任
必要な食事や入浴・排泄などの世話をしない、必要な

治療を受けさせないなど。

□心理的虐待
怒鳴る・ののしるなどの言葉の暴力、無視して口をき

かないなど。

□経済的虐待
必要な金銭を渡さない・使わせない、高齢者の年金や

預貯金を勝手に使うなど。

□性的虐待
同意のない性的接触や嫌がらせなど 。　

日常的な声かけ
日常的に近所の人とあいさつを
しましょう。　
元気がないような時には、声を
かけましょう。

相談をすすめる
　介護に負担を感じている人に
は、話を聞いてあげましょう。
　地域包括支援センターなどへ
の相談をすすめましょう。

家族での話し合い
　介護保険などのサービスを上
手く利用しましょう。
　介護を抱え込まない方法を家
族で話し合いましょう。

見守り
夜になっても部屋の明かりが

つかない・最近姿を見ないなど、
変わった事がないか見守りま
しょう。

美浜町役場　福祉保険課内

美浜町地域包括支援センター TEL 23-4950 までお願いします。
※ご連絡いただいた方のプライバシーには、十分に配慮いたします。

あれっ？
ちょっと気になると
思ったら・・・



17
2021.8　みはま

みんなで健診を受けよう！
　目指そう！健康寿命の長い町
入山・三尾地区健診のお知らせ

問い合わせ先　美浜町地域包括支援センター　TEL 23-4950

日程 時間 場所
19日（木） 午後1時30分から ガラスボックスわいわい（松てるわ広場）

☆家族介護者の交流会☆
ご家族を介護する方たちが集い、同じ悩みや体験などを話し合える場として家族介護者の交流会を行っています。
ほっと一息つきながらみんなで情報交換や相談もできます。お気軽にご参加ください。

＊参加費無料、申し込み等の必要はありませんのでお気軽にご参加ください。
＊ご本人様も参加できます。ご本人様の参加のご希望の際は事前に地域包括支援センターまでお問い合わせください。

日程 時間 場所 内容
  4日（水）

午後1時30分から

和田西中集会場 マジック・腹話術（尾崎秀樹・岡野博美）
17日（火） 三尾風速荘 消費生活啓発出前講座・弾き語り・間違い探し

18日（水） 和田東集会場 消費生活啓発出前講座・弾き語り・
マジック・腹話術（尾崎秀樹・岡野博美）

24日（火） 入山公民館 消費生活啓発出前講座・弾き語り・間違い探し
25日（水） 田井畑コミュニティセンター 消費生活啓発出前講座・弾き語り

☆地域巡回いきいきサロンのお知らせ☆

問い合わせ先　美浜町社会福祉協議会　TEL 23-5393

地域での交流を目的に各地区でサロンを行っています。身近な場所で行いますので、皆様お誘い合わせお越しください。

＊全ての地区で血圧測定を実施します。
＊参加費無料　申し込み等の必要はありませんのでお気軽にご参加ください。

★ 国保特定健診を受けられる方へ ★
国保特定健診の尿検査の追加項目として『推定食塩摂取量測定』を実施します。
1日の塩分摂取量の目安を知ることができます。 「減塩」といわれても、自分がどの程度、塩分を摂っているか分
からない方が多いと思います。あくまでも目安になるものですが、生活を振り返る１つの方法としてご活用ください。

1 日塩分摂取基準値（厚生労働省）　　男性７．５ｇ　　女性６．５ｇ

実施日 場所 受付時間 定員 申込締切日
9月  7日（火） 入山公民館 午前7時30分～ 

午前8時30分 50名 8月27日（金）まで
9月10日（金） 三尾風速荘

健診の種類 内容 対象年齢 自己負担額

国保特定健診 問診・身体測定・腹囲・血圧測定・尿検査・
血液検査・診察・心電図 40～74歳の国民健康保険加入者 無料

生活習慣病健診 問診・身体測定・腹囲・血圧測定・尿検査・
血液検査・診察・心電図 39歳以下 無料

胃がん検診 胃部レントゲン検査（バリウム検査） 50～74歳前年度未受診の方 700円
大腸がん検診 便潜血反応検査（2回分） 40歳以上 400円

肝炎ウイルス検査 血液検査（HCV抗体・HBs抗原検査） 40～74歳の方で
過去に受けたことのない方 無料

●国保特定健診以外は、健康保険の種類に関係なく受けることができます。
●70歳以上（令和4年3月31日時点）の方は、無料で対象の健診を受けることができます。
●下記の年齢（令和4年3月31日時点）の方は、大腸がん検診が無料となっていますので、ぜひこの機会に受診してください。

大腸がん検診 :41・46・51・56・61 歳
●受診希望の方は、健康推進課（23-4905）へ申し込みしてください。

問い合わせ先　健康推進課　TEL 23-4905
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４車線化で広がる見える和歌山の魅力

いでしょう。

私も一日も早く新型コロナウイルスの収束する日が

来てほしいと祈るばかりです。

今年の秋には、紀の国わかやま文化祭2021が開

催されます。

11月6日に美浜町は、煙樹ケ浜に映像を映すプロ

ジェクションマッピングと、11月 20日・21日の

芸能発表会と文化展で参加することになっています。

皆様と一緒に文化を楽し

めたらと強く願っています。

ようやく65歳以上のコロナワクチン接種が終わ

り、64歳以下の方々への接種が始まっています。

ご協力いただいてます医師、看護師の方々、関係者

の皆様には大変感謝申し上げます。

何とか11月末までには、希望者全員に接種を終え

られるよう、職員一同一生懸命頑張っています。

しかし、接種してもマスク、手洗いうがいの基本的

な感染対策は引き続きお願いします。

遠くの家族や友達に早く会いたいと願っておられる

方や、旅行に出かけたいと思っておられる方、不自由

な生活から早く解放されたいと思っておられる方も多

広報みはま発行 /美浜町役場
和歌山県日高郡美浜町和田 1138 ー 278　TEL 0738 ー 22 ー 4123
広報はホームページでもご覧いただけます。http://www.town.mihama.wakayama.jp/

この広報誌は再生紙を使用しています。

広告
この夏、本気の夢を探してみよう！

智辯和歌山高校 「合格特訓コース」開講 有料広告募集
1区画5,000円/月

（縦40mm×横80mm）

御坊 IC付近

有田 IC ― 印南 IC 間 令和 3 年 12 月完成予定
現在、西日本高速道路株式会社において事業を実施している湯浅御坊道路及び阪和自動車道（有田 ICー印南 IC 間）
の４車線化工事が、年内の完成に向け、大詰めを迎えています。
また、令和２年３月の印南 IC ーみなべ IC 間に続き、令和３年３月には、みなべ IC ー南紀田辺 IC 間の４車線化が
事業化されました。
４車線化により、渋滞が解消され、観光や農林水産業の振興
などが期待されます。

高速道路の４車線化


