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今月の表紙：三宅ｎｏまつり 2021

新型コロナウイルス感染症について、
最新情報は三宅町公式ホームページへ

https://www.town.miyake.lg.jp/

自宅にコモる皆さまへ
心のコモった 花火を空へ

みやけｎｏ まつり

２０２
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９月

日（土）の午後８時に約１０００

発の花火が打ち上げられました。

不安定な天候でしたが、当日の朝には雨

が止み、無事に 回目の「三宅noまつり」

には、外出を自粛していた子どもたちの賑

三宅町健民運動場周辺や三宅小学校など

ち上げ花火のみ実施されました。

ナウイルス感染症対策を行ったうえで、打

開催を模索し、昨年に引き続き、新型コロ

の子どもたちのために、できるカタチでの

た。ただ、商工会青年部の皆さんが三宅町

状況のため、中止も含めた検討がされまし

おり、奈良県内でも感染拡大が続いている

近隣の府県で緊急事態宣言が発令されて

イベントです。

工会青年部が主催する三宅町で最も盛大な

の若手経営者の皆さんが所属する三宅町商

このイベントは、三宅町の企業や事業所

が開催されました。

9

やかな声が響き、花火を見上げていました。
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商工会青年部の会議前の商工会

商工会青年部の会議。三宅noまつりを中心に検討

17時00分。会場周辺の路上駐車対策

子どもたちのためにできること

今年で９回目の開催となった三宅no

まつり。これまでの三宅noまつりは、

店舗以上の屋

30

三宅小学校の校庭で開催され、音楽やダ

ンスなどのステージや、

台が並び、子どもから大人までが楽しめ

るイベントでした。そして、フィナーレ

には、校庭から数百人の来場者がみんな

で花火を観覧していました。

２０２０年２月から三宅町でも、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止対

策として、様々なイベントを延期または

中止しました。その影響は、子どもたち

にも拡大し、小学校は臨時休校になり、

学校で友達と会うことも、外で遊ぶこと

もできなくなりました。

12

分、約千発の花火

12

分のために命をかけてきた。」三宅

吉本道正さん

「

noまつりの開催直前の商工会青年部の

会議の終盤に参加者の一人がまつりへの

歳以下の企業や事業

想いを話してくれました。

商工会青年部は

所の経営者で構成され、三宅町で生まれ

育った人も多く参加しています。

コロナ禍でのイベントを開催するため

には、密を避けることなどの感染症対策

を実施するなど様々な課題があります。

45

（左から）商工会青年部の吉本部長と
三宅noまつり実行委員会の今西委員長

Interview

三宅町商工会青年部部長
The Plants オーナー

分間に込められた想い

12

孫を連れて遊びにいけるまつりを目指して

商工会青年部の部長で、東屏風団地に入 ってすぐ
のお店「The Plants」を経営されている吉本道正さ
んに話を伺いました。
「コロナ禍でどのように開催していくかが課題だっ
た。」と吉本さん。「以前は、青年部が県内のイベン
トに参加して貯めたお金で開催していましたが、イ
ベントが中止されたため、商工会への協賛金や町の
補助金などでどうにか開催することができました。
本当は花火をもう少しバージョンアップさせたいと思っ
ていたが、今できる限りのことをさせていただきま
した。」

「今回、 打ち上げ場所が変更となりましたが、 皆
さんがマナ ーを守 ってくれたため、ごみなどはほと
んど落ちていなかったので、よかった。」
今後については、
「当初からの祭りのコンセプトは、
孫を連れて遊びに来れるお祭りです。来年はMiiMo
で何かできればと思います。また、皆さんから少額
でもいいので、協賛金をいただくこととも考えてい
ます。協賛金を通じて、祭りに興味を持ってもらい、
参加してもらえるようにしたい。あと、コロナが落
ち着いていれば、ビアガ ー デンなどができたらと思
います。」と今後のまつりの展望も話してくれました。
2021.11
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分間の花火だけの開催になりましたが、

その結論に至るまで１年前から夜間の会
議が積み重ねられています。会議でも、
「感
染拡大にあるなかで、まつりは中止すべ
きではないか。」という意見もありました。
ただ、 参加者の多くは、「子どもたちの
ために何かできることを」という想いが
あり、今できるカタチでの開催を目指す

分間には、三

分、たった千発の花火かもし

こととなりました。
たった

れません。しかし、その

12

年前の計画当

決して、１年後の三宅noまつり開催を

ロナウイルス感染症対策などの課題を解

という新たな場所での開催方法や新型コ

つりというプロジェクトは、MiiMo

かは、わかりません。ただ、三宅noま

来年に新型コロナウイルスが終息する

られました。

いことから、MiiMoでの開催は見送

ら、今年は、十分な感染症対策ができな

することも検討してきました。残念なが

プン後には三宅noまつりの開催場所と

初より商工会青年部とも話し合い、オー

MiiMoでは、今から

三宅町交流まちづくりセンター

来年は笑顔にあふれた開催を

にという想いが込められていました。

宅町や、三宅町に住む子どもたちのため

12

3

トンボがけをして終了。天候にも恵まれ、
無事に三宅 noまつりのすべての作業が終
わりました。
今年度の開催について、 実行委員長の
今西幸造さんは「今年は打ち上げ場所も
変わり、 反省点や課題はあると思う。 来
年に向けて、 さらに良くなるようにこれ
から話し合 っていきます。」と話してくれ
ました。

花火の翌日、 午前 ６時。 健民グラウン
ドでは、 花火の後片付けの清掃作業が行
われました。
早朝からの作業にもかかわらず商工会
青年部と関係者総勢 20名を超える皆さん
が集まり、 約 ２時間をかけて健民運動場
と周辺を見回り、 花火玉の小さな燃えか
すを丁寧に拾い集めました。
午前 ９時から中学生の野球クラブの大
会の開催が予定されていたため、 最後に

12
目指すため、再び歩み始めました。
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17時30分。花火屋さんもスタンバイ
18時15分。準備が完了
20時。花火を見上げる青年部のみなさん

20時10分。花火もクライマックス
21時15分。片付けも終了。笑顔の商工会青年部の皆さん

翌日の早朝、健民運動場にて

令和 2 年度

決算報告

■ 決算額
一般会計
歳
歳

入

特別会計名

51億7,234万円

出

収支差引

歳

入

歳

出

国民健康保険特別会計

7 億 2,197 万円

7 億 1,063 万円

49億5,543万円

後期高齢者医療特別会計

1 億 2,925 万円

1 億 2,915 万円

介護保険特別会計

8億

7 億 7,419 万円

2億1,691万円

公共下水道事業特別会計

3 億 1,087 万円

3億

657 万円

水道事業会計（収益的収支） 1 億 8,509 万円

2億

960 万円

水道事業会計（資本的収支）

595 万円

348 万円

8,442 万円

■ 三宅町の経営状態を示す指標
経常収支比率
100

改善

2.1%減

90

88.2
80

R1

86.1
R2

1年間の基本的な行政サー
ビスに係るお金を定期的に
入ってくるお金でどれだけまか
なえているか

将来負担比率
350
300
250
200
150
100
50
0

改善

2.0%減

実質公債費比率
25

悪化

0.3%増

20
15

29.6
R1

27.6
R2

10
5
0

9.9
R1

10.2

実質赤字・
連結赤字比率

維持

赤字・不足ともに
ありません

R2

借金残高など将来への負
債がどれだけあるか

毎年の借金返済の負担が
重すぎないか

※350％を超えると財政破
綻のおそれ

※25％を 超 える と 財 政 破
綻のおそれ

赤字があるかどうか、 公営
企業で資金の不足が発生
したかどうか

※100％を超えると財政悪化

■ 自己診断結果
良

好

令和2年度決算は、 国からの交付税の増加などにより、
約2億円の余剰金 （年度を超えて実施する事業費も含
む。） が生じています。 この余剰金は、 令和3年度の新型
コロナウイルス感染症支援施策の財源として活用したり、 将
来のために預金への積み立てを行う予定です。
財政状態の自己診断結果は、 『良好』 です。 上の指標
を総合的に見て判断をしました。
令和元年度と比べ悪化している実質公債費比率は、 三
宅町交流まちづくりセンターMiiMoの建設時に借り入れたお
金の返済が始まるため令和2年度以降一時的に増加する

見込みです。 ただし、 その返済額の約7割の金額が国から
交付されますので、 三宅町の経営に与える影響は、 残りの
約3割に限られます。 その3割についても、 返済に向けた計
画的な預金がありますので、 実質公債費比率が上がるから
といって、 経営が悪くなることはありません。
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■ 三宅町のお金を住民1人あたりにすると
1年間に使われたお金

77万円/人

約

※令和3年3月31日現在の人口6,740人計算

■ お金の使い道 TOP3

民生費

約

3位

土木費

約

子育て支援・福祉支援など

2位

17万円/人

約

MiiMo建設・特別定額給付金など

総務費

32万円/人

1位

6万円/人

道路・橋梁補修・空き家対策など

■ 預金(基金)への積み立て額

約33万円/人

預金 ( 基金 ) 残高の推移
225,000

21億
8,857万円

220,000
215,000
210,000

21億
8,891万円

22億
3,756万円

20億
8,855万円

200,500
200,000
万円

H29

H30

令和２年度は、今後の借金返済に備えるために、預
金（基金）への積立を積極的に行った結果、預金残高が
増加しています。

■ 借金(町債)を借り入れた額

R1

預金の使い道については、施設の改修や福祉の充実
など、預金ごとの目的に応じて有効的に活用をしてい
きます。

約55万円/人

借金 ( 町債 ) 残高の推移
370,000
340,000

31億
2,864万円

R2

31億
8,903万円

31億
4,963万円

H30

R1

36億
8,436万円

310,000
280,000
250,000
万円

H29

令和2年度の借金（町債）の残高は、三宅町交流まち
づくりセンターMiiMo建設費用の借り入れにより増加
しています。
ただし、MiiMo建設のための借金については、返済
7
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R2

する金額の約7割が、国からの財政支援として三宅町
へお金が交付されますので、町の実質の負担は残りの
約3割になります。

令和 2 年度

お金の使い道

■ 第2期三宅町まちひとしごと創生総合戦略の策定

449万円

住民の皆さんと一緒に三宅町の20年後のビジョンを考えました。

＼まちのみんなをつなぐ／

■ 三宅町交流まちづくりセンターMiiMo建設
▶建設の経費

8億1,060万円

8億308万円

【財源】国・県からの補助金
借金（町債）の借り入れ
預金（基金）の取り崩し

8,115万円
6億9,590万円
1,400万円

借り入れた金額のうち、4 億 5,241 万円
は、借金の返済の際に、国から同額の
支援があります。

752万円
▶運用の経費
子どもたちが、まちのみんなが、もっと三宅を好きになるような運営の計画づくりや、図書館システム
の導入を行いました。
やりたいを
MiiMoで叶えて
みませんか !?

2021.11
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他にも、事業者家賃補助や
学生等支援などのコロナ対
策を行いました。

■ 新型コロナウイルス感染症支援 1億9,705万円
感染症対策用品全戸配布
（マスク、消毒液）

消費喚起事業
（みやけお買い物券）

手ぶら登園の導入
（紙おむつのサブスク）

全世帯にマスクと消毒用品等の配布
町民アンケートでのご要望No.1をカタ
チに。

1人あたり10,000円のお買い物券と商品
カタログを配布しました。

感染対策・保護者支援として、紙おむ
つの持参及び持ち帰りを廃止しました。
公立保育園で全国初の実施。

■ 移住定住促進 1,911万円

■ 小学校ICT環境整備 4,638万円

31世帯、103名が定住しました。

小学校の児童1人につき1台、ＰＣ端末を
整備しました。

■ みやけまちいく(育)パートナーシップ

9

1,463万円

オンライン診療相談

まちアート三宅町

小児科・産婦人科の悩みをオンラインで相談できます。

アート体験による子育てを実施しています。

Co育てプロジェクト

子育てシェアの仕組づくり

夫婦共同の子育てを推進しています。

三宅町アプリを開発、繋がりづくりを行います。
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MiiMoからのお便り -第11回-

＼まちのみんなをつなぐ／

ＭiiＭoでつなぐ・つながる・いごこちアップ
■ 12月18日（土）MiiMoグランドオープン！
18(土)・19日(日)記念イベント開催
7月にプレオ ー プンし、 たくさんの方 々がお越しくださっている
MiiMo。12月には建物前の広場や駐車場も完成して、ついにグランドオー
プンします。
MiiMo完成までに携わってくださった方々への感謝と、よりたくさんの方々
がMiiMoを知って、よりよく活かしてくださることを願って、MiiMoを
楽しんでいただける催しを予定しています。
※詳しくは広報12月号やホームページにて。

■ 9月1日 コワーキングカフェ OPEN
まずはドロップイン（一時利用）利用のみでスタートしたコワーキン
グカフェ。よくある仕切られた空間ではなく、フリースペースとつながっ
ていながらも、家具の配置によって落ち着いて滞在できるように工夫さ
れています。
窓際のカウンター席や大きなテーブル、おしゃれなソファ ーも備え、
飲食も可能。コミュニケーションも取りやすい作業スペースになってい
ます。
10月からは長期利用もスタ ー ト。 個人でネ ッ トを楽しむのもよし、
仕事をするもよし。利用者同士がつながることで、長けた分野の相互協
力や仕事の連携など、新たなネットワークづくりの場所としてもご利用
ください。
●facebook

●Twitter

●instagram

＠town.miyake.fukugo

＠MiimoMiyake

miimo_miyake
2021.11

広報誌 みやけ

10

■ 図書フロアスタッフの推し本・発掘本
52ヘルツのクジラたち

バムとケロのおいしい絵本
絵本の中のとっておきレシピ集
町田そのこ

中央公論新社

島田ゆか監修

52ヘルツで鳴くクジラは

みんな大好きバムケロシ

“世界で最も孤独なクジラ”

リーズ。 絵本の中のおやつ

と言われている。 その理由

とお料理のレシピがたくさ

は…。読んだ後、とても52

ん載っています。
食欲の秋!いっ

ヘルツの声が聴きたいと思っ
た､ 心に刺さる一冊。

月野まる

ぱい作ってめしあがれ。
（さ）

（あ）

ナイフみたいにとがってら
反抗期男子観察日記

文渓堂

いちばん美しい季節に行きたい
日本の絶景365日
KADOKAWA

TABIZINE

パイインターナショナル

アメブロ投稿当時、 大反

春夏秋冬、
365日、
津々浦々

響を生んだ、 生意気だけど

…日本各地の絶景写真集。

かわいい兄弟の反抗期や受

四季折 々の自然の素晴らし

験などを描いたコミックエッ

さに感動します。
本当に日本!?

セイ。 我が家はまだ小学生

なんて風景に心が踊ります。

だけど、 しばらくするとこ

遠出しにくい今、知らなかっ

んな感じになるのかなあ…。

た日本に出会う旅をこの一
冊で。

（ま）

（ち）

■ イベント案内
11月

12月

●

●

・16日(火)

地域人権学習講座

・27日(土)

架け橋 交流・講演会

13:30~15:30
午後

【ホール】
【ホール他】

●みーも後記
目の前の中央公民館もすっかり姿を消してしまい、駐
車場や広場の工事が着々と進んでいます。
ところでお気づきでしょうか？毎日、運営室スタッフ
が、利用者やMiiMo食堂メニューを手書きで表の看板に
書いてくれています。
一人でも多くの人にMiiMoを楽しんでもらいたい思
いでいっぱいなので、ぶらっと看板を見に、そして遊び
に来てくださいね！
11
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

・18日(土)

MiiMoグランドオープン

・19日(日)

〃

【全館】

関連イベント【全館】

※詳細は12月号広報誌やHPにて

※予定は変更になる場合があります。詳細はMiiMo
ホームページやSNS、または広報誌などでご確認く
ださい。
問 MiiMo運営室

☎0745-44-3083

MiiMo情報発信中！
●ホームページ
https://www.miimo.jp
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

お知らせ

高齢者の介護、一人で悩まず相談を
高齢者を介護する家庭内で、「虐待」と思われる行為
が発生し、重大な人権侵害として、高齢者を苦しめて
います。その原因の一つに介護者の心の疲労がありま
す。介護は長期間に渡ることが多く、家族だけでは限
界があります。一人で抱え込まないで、専門機関や地
域の相談窓口を活用しましょう！また、「虐待」を見か
けたら、専門機関に相談しましょう。

介護をしている人へ
介護の負担を一人で抱え込んでいませんか？
介護の負担を軽減するさまざまなサービス、制度が利
用できますので、三宅町地域包括支援センターにご相
談ください。

高齢者介護の相談窓口・
高 齢 者 虐 待 の 通 報 先
①三宅町長寿介護課

町民の皆さんへ
虐待を見かけたらご相談を！
町は関係機関の福祉・医療の専門職と連携して、虐
待の早期発見、迅速な対応に努めています。「虐待」を
見かけたら三宅町長寿介護課や三宅町地域包括支援セ
ンターにご連絡ください。

0745-44-3074

②三宅町地域包括支援センター

0745-43-2522（専用電話）※
※ご相談の秘密は守られますので、安心してご相談下さい。

高齢者虐待の5つの分類

身体的虐待
身体をたたく、つねる、
殴る、蹴るなど暴力や、
不必要に体を縛るなど
の行為。

ネグレクト

心理的虐待

性的虐待

経済的虐待

介護が必要な高齢者に
対して、日常の世話や
介護をせず放置する。
また適切な医療を受け
させないような行為。

脅かしや侮辱的な言
葉、威圧的な態度、無
視や嫌がらせなどに
よって精神的な苦痛を
与えるような行為。

本人との間で合意のな
い性的な行為を行った
り、強要したりするよ
うな行為。

本人の合意なく財産や
金銭を使用する、また
は本人の希望する金銭
の使用を理由なく制限
するような行為。

(介護・世話の放棄・放任)

問 長寿介護課

広報みやけ 559 号の 6 ページに掲載しました記事につ
いて、掲載内容の一部に誤りがございました。

雑草の悩みありませんか？
どんな除草剤が効くか分からない・・・
草を引っこ抜いて持ってきてください！

草との戦い
応援します！

除草剤・農薬・肥料の販売

訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

メール：katsuinouki@able.ocn.ne.jp

訂正箇所：令和３年度認知症サポーター養成講座の開催日

修理が大好きな農機店

誤）11 月 29 日（金 )

正）11 月 26 日（金）

広告

訂正とお詫び

☎0745-44-3074

㈱勝井農機
☎（0745）44-2881

2021.11

広報誌 みやけ
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お知らせ

大人用紙おむつの選び方と付け方を学んでみませんか？
大人用紙おむつの付け方は、なかなか相談する機会
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

も少なく、きちんと付けるのは難しいです。どのよう
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

▶日

時

15時45分～16時30分

3

にあてたらいいの？、適切なサイズって？などの疑問
に、実演を交えた講座を開きます。個別相談もできま
すので、紙おむつを使用されているご本人やご家族の
介護をされている方、事業所のスタッフさんなど、こ
の機会にぜひお気軽にご参加ください。

11月26日（金）

▶定

員

10名

▶場

所

三宅町交流まちづくりセンタ－MiiMo
1階 MiiMoホール

▶参 加 費

無料

▶申込期間

11月1日（月）～25日（木）
（土・日・祝日を除く）
※事前申込制、先着順です。

▶申込方法

長寿介護課へお電話ください。

▶主
▶協

催

長寿介護課

力 高田紙業(有)、(株)リヴドゥコーポレー
ション
問 ・申 長寿介護課

☎0745-44-3074

緊急通報装置をご存じですか？
緊急通報装置は、急病などの緊急時や相談したいと
きにボタン1つで受信センタ－に連絡できるものです。
通報を受けた受信センタ－は、利用者の安否を確認し、
必要に応じて救急車の要請や協力員への連絡など、利
用者の状況に合わせた対応をします。看護師や保健師
などの有資格者が24時間365日対応し、毎月1回、利用
者へ電話で連絡して、健康状態や生活状況にお変わり
がないかを確認します。
また、相談ボタンでは、ナースコールセンターの看
護師に健康相談をすることができます。
ボタンひとつで「安心」を身近に！「緊急通報装置」を
ぜひご利用ください。

▶対 象 者

三宅町に住所があり居住している65歳以
上の方で、次のいずれかに該当する方
①ひとり暮らしの方
②同居しているご家族がお仕事のため、
一時的にひとり暮らしの状態になる方
③同居しているご家族全員が緊急時に通
報する能力に欠ける方
▶利用条件 ①固定電話が設置されていること。
②緊急時に状況確認などを行う近隣の協
力員2名がいること。
③月額150円の利用料が必要です。
▶申込方法 長寿介護課の窓口にてお申込みください。

問 ・申 長寿介護課
13
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☎0745-44-3074

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

お知らせ

三宅町体育館スポーツ教室を開催します
教室名
肩こり腰痛解消
予防教室
ポルトブラ教室

対象者

三宅町
在住の
16歳以上
の方

定員

開催曜日
木曜日
(全4回)

先着
10名

簡単エアロビクス
ダンス教室

土曜日
(全4回)

開催時間

申込期間

開催期間

9:30~10:30

9:30~10:30

受講料

11/11
11/18
11/25
12/2

11月1日～
11月7日
(木曜日を除く)

各教室2,000円
（4回分）

11/13
11/20
11/27
12/4

11:00~12:00

※「ポルトブラ」は、バレエとダンスの動きを基本とした新感覚エクササイズです。また、ヨガ、ピラティス、
ストレッチなどの動きも取り入れた動作で正しい姿勢に改善され、ストレッチ効果や筋肉の柔軟性、体幹の安
定を高めます。

申込方法

三宅町体育館の事務所窓口に受講料を添えてお申込みください。
※申込期間は11月1日～11月7日(木曜日を除く)です。
※申込は先着順です。定員になり次第、受付を終了します。
※申込者が3名に満たない教室は開催しません。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により開催できない
場合があります。

※イメージです

テニス個人レッスンスクールを開催します
レッスン名

対象者

開催曜日

開催時間

受講料

三宅町在住の方

毎週木曜日
（11月11日より開催）

13:00～17:00
のうち50分

受講者1名 1,000円/50分
テニス
個人レッスン

受講者2名 1,500円/50分
受講者3名 2,000円/50分
受講者4名 2,000円/50分

※レッスンは、個人レッスンを中心として、受講者の要望に応じた内容とします。
※1レッスン50分で１レッスンの受講者数は、最大4名までです。

申込方法
三宅町体育館の事務所窓口または、電話にて予約してください。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により開催できない場合が
あります。
問 ・申 三宅町体育館

☎0745-44-1777

※イメージです

広告

広告

川 口 整 骨 院
交通事故・各種保険取り扱い
受付時間
午前 9:00-12:00
午後 5:00-7:00

三宅町石見478

休診日
土曜午後
日曜・祝日

近鉄石見駅西前

☎0745-27-2030

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

2021.11
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お知らせ

環境衛生課からのお知らせ
小型の家電製品は、混ぜればごみ。分ければ資源!!
ご存じですか？私たちが使用する電化製品の中
には、有用金属（例えば、金、銀、銅、鉄、アル
ミなど）が多く含まれており、都市鉱山とも言わ
れます。しかし、使用済みの家電製品は廃棄物と
して捨てられていて、十分に資源が回収されてい
ません。

小型家電をリサイクルしています
燃えないごみと思っている家電も、実はリサイ
クルできる家電かもしれません。
「家庭ごみ分別
の手引き」をご確認いただき、小型家電と記載さ
れている家電については、小型家電の収集日に出
してください。また、役場庁舎東側に無料の「小
型家電回収コーナー（平日8時30分～17時のみ）」
を設置していますので、ご利用ください。ただし、
役場で回収できる小型家電のサイズは、「縦15㎝
×横30㎝以内」です。

リサイクル可能な小型家電
・情報関連機器（プリンター、電話機など）
・厨房機器（電気ポット、炊飯器など）
・娯楽機器（テレビゲーム機、電子楽器など）
・理容・美容機器（ドライヤー、体脂肪計など）
・衛生機器（電子体温計、電子血圧計など）
・映像・音響機器（デジカメ、レコーダーなど）
・事務用機器（電卓、電子辞書など）
・その他（アイロン、扇風機、ファンヒーターなど）
・付属品（コード類、充電器、リモコンなど）

廃食用油の回収量のご報告

粗大ごみの収集リクエストはお早めに！

本町では、河川の水質保全のため、飛鳥川流域
生活排水対策協議会の実施する廃食用油回収に取
り組んでいます。
廃食用油の回収は、役場東側の有害ごみ等の回
収コーナーで無料で行ってます。是非お待ちくだ
さい。なお、廃食用油をいれてきた袋は持ち帰っ
ていただきますようお願いします。

年末は大掃除をして、粗大ごみが出ることがよ
くあります。粗大ごみは、電話で収集のリクエス
トをいただいて、各家庭ごとに収集してます。粗
大ごみの収集量には限りがあります。できるだけ
早めに粗大ごみのリクエスト収集をお申し込みく
ださい。

令和2年度三宅町の廃食用油回収量

粗大ごみ収集リクエスト

1,430L(令和元年度は1,310L)

0745-44-3077

※粗大ごみのリクエストは、収集希望日の2ヶ月前から受け付けしています。
問 ・申 環境衛生課

☎0745-44-3077

11月 「あざさ苑」からのお知らせ
♨

お風呂のご案内

♨

営業時間：11時～21時（受付20時30分まで）

※次の時間帯は、換気・消毒をするため利用できません。
①15時～15時45分

②17時30分～18時15分

休館日：1日・8日・15日・16日・22日・29日
問 三宅町社会福祉協議会 ☎0745-43-2078
15
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

0742ー61ー5863
090ー7754ー6959

第３回定例会
15

年

議決事項

経費確定による財源調整）
◇令和３年度三宅町介護保険特別会計第
１回補正予算について（前年度経費確
定による財源調整）
◇令和３年度三宅町公共下水道事業特別
会計第１回補正予算について（前年度
経費確定による財源調整）
◇令和３年度三宅町水道事業会計第２回
補正予算について（浄水場解体工事に
伴う電力費増額）
●決算の認定
◇令和２年度三宅町一般会計決算認定に
ついて
◇令和２年度三宅町国民健康保険特別会
計決算認定について
◇令和２年度三宅町後期高齢者医療特別
会計決算認定について
◇令和２年度三宅町介護保険特別会計決
算認定について
◇令和２年度三宅町公共下水道事業特別
会計決算認定について
◇令和２年度三宅町水道事業会計決算認
定について
●人事
◇三宅町決算審査特別委員会委員の選任
について
◇三宅町教育委員会委員の任命について
（任期満了による任命）
●議員発議
◇コロナ禍による厳しい財政状況に対処
し地方税財源の充実を求める意見書
◇核兵器禁止条約の批准を求める意見書
◇ 三 宅 町 に お け る 危 険 な 交 差 点（ 通 学
路）の安全確保に関する請願
●その他
◇三宅町過疎地域持続的発展計画の策定

について
◇ 山 辺・ 県 北 西 部 広 域 環 境 衛 生 組 合 規
約の変更について（組合議員の任期変
更）

一般質問

９月６日には６人の議員が町政全般につ
いて、一般質問されました。
○一般質問された議員及び内容は次のとお
りです。
久保憲史議員
小学校スクールバスについて
森内哲也議員

三宅町交流まちづくりセンターＭ ｉｉ
Ｍ プレオープンから今まで成果と今後
の課題について、三宅町例規集について
川鰭実希子議員

あざさ苑の使用料金を時間単位とするこ
とについて
池田年夫議員

新型コロナ感染症について、公文書の取
扱いについて、国民健康保険の均等割に
ついて、難聴者の補聴器助成について
渡辺哲久議員

健議員

学童保育委託事業者の選定手続きについ
て、随意契約保証型民間事業者提案制度
の法的位置づけについて
松本

６月議会の一般質問プロポーザル審査会
についての町長・副町長の答弁について

議会事務局
☎０７４５ ー４４ ー３０８０

タクシーのご用命は

広告

三宅交通

乗
乗務
務員
員
募
募集
集中
中

奈良県磯城郡三宅町屏風７３番地
フリーダイヤル ０１２０－４５６７－１２
☎ ０７４５－４４－４０００

議会報告
令和
17

令 和 ３ 年 三 宅 町 議 会「 第 ３ 回 定 例 会 」が
月３日から 日までの 日間の日程で開
かれました。開会日の９月３日には、森田
町長が提出案件について説明を行い、同日
に、決算審査特別委員会が設置され、 日、
日にわたり付託された議案について審査
が行われました。さらに、会期中、その他
各議案についても慎重に審議され、９月
日に閉会しました。
8

17
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3

会期中に審議、可決された内容は次のと
おりです。
●条例の改正
◇固定資産評価審査委員会条例の一部を
改正する条例の制定について（押印を
不要とする改正）
◇三宅町特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業の運営の基準に関する条
例の一部を改正する条例の制定につい
て（書面に代え電磁的方法による規定
の整備）
●予算の補正
◇令和３年度三宅町一般会計第３回補
正予算について（余剰金の基金への積
立、過疎対策事業債へ財源振替等）
◇令和３年度三宅町国民健康保険特別会
計第１回補正予算について（前年度経
費確定による財源調整）
◇令和３年度三宅町後期高齢者医療特別
会計第１回補正予算について（前年度

問

9

9

お知らせ

かつて、子どもだった大人のみなさまへ
あなたの近くに、『しつけ』という名の、
『体罰＝児童虐待』はありませんか？

11月は『児童虐待防止推進月間』です

令和2年4月から施行された児童福祉法等では、親権者
等は、児童の『しつけ』に際して、
『体罰』を加えてはな
らないと明記されています。

『体罰』と『しつけ』の違い
『しつけ』
・・・子どもが感情や行動を自分でコントロールできるように、子どもの年齢や発達に応じた言葉で教
えること。
『体 罰』
・・・子どもの行動を大人の力で、コントロールしようとすること。
こんなことしていませんか？これらはすべて「体罰」です
●言葉で３回注意したが、言うことを聞かないので、頬を叩いた。
●宿題をしなかったので、ご飯を与えなかった。
●いたずらをしたので、長時間正座させた。
●片付けないので、子どものおもちゃや持ち物を、罰としてゴミ箱に捨てた。
●友達を殴ってケガをさせたので、痛みを分からせるために同じように子どもを殴った。
●約束を守らなかったので、トイレに閉じ込めたり、家の外に締め出したりした。
なぜ『体罰』はいけないのか？
子どもは、親から受ける『体罰』を、自分がいけないことをしてしまったから受ける『しつけ』なのだと思い込み、
『自分の存在価値などない』という意識が高まり、子どもの健全な発達を損ないます。
○親から『体罰』を受けていた子どもは、受けていなかった子どもに比べて行動問題のリスクが高まります。
（例）●落ち着いて話しを聞けない ●約束を守れない ●我慢できない ●感情を上手くだせない等・・・
■かつて子どもだった大人のみなさまへ あなたの通報が命を救います
「子どものしつけには『愛のムチ』が必要だ！」「私たちも親には叩かれたり、罰を与えられたものだった」と考
えていませんか？大人のみなさまは、
「法律が変わり、そのやり方はいけないのだ」と認識してください。そして、
気になる子どもたちや子育てに悩む保護者に気がついた時はご連絡ください。
三宅町健康子ども課 ☎0745-43-3580
児童相談所全国共通ダイヤル ☎189（いちはやく）
警察（危険が差し迫っている時） ☎110番

※連絡は匿名でも可能です。
情報が間違っていたとしても通告者が罰せら
れることはありません。
通告者の秘密は、厳守されます。

■子育てが上手くいかないときは・・・
子どもに腹が立ったり、イライラしたりすることは、子育て中の保護者の多くが経験することです。子育てが
上手くいかないときは、ご相談ください。どうすればいいか、どんな支援が受けられるかなどを一緒に考えます。
三宅町子育て支援センター“スマイル” ☎0745-43-0667
三宅幼児園 ☎0745-43-0654
三宅町健康子ども課（子ども家庭総合相談窓口） ☎0745-43-3580
17

広報誌 みやけ

2021.11

問 問い合わせ先

申 申し込み先

子ども家庭総合相談窓口の専用ダイヤル
ができました。
詳しくは P27 ページを参照ください。

イベント・募集

＼追加申込を受付中／

集団がん検診を実施します！
令和3年度の集団がん検診について、追加申込を

お受けしています。希望される方は、8月号広報折
込の「集団がん検診申込書」に必要事項を記入し、健

康子ども課へご提出ください。申込書がお手元にな
い方は三宅町ホームページからダウンロードしてご

提出ください。また、窓口でもご記入いただけます

ので、健康子ども課（あざさ苑）にお越しください。
▶対 象 者

三宅町に住民票がある満40歳以上の方

（昭和57年4月1日以前生まれ）

▶申込期限

11月26日（金）まで

▶そ の 他

・胃・肺・大腸・乳・子宮頸がん検診を実施します。
・乳がん・子宮頸がん検診の受診間隔は、2年に1

回です。ただし、昨年度の結果が「経過観察」の
方は、今年も受診いただけます。

・70歳以上の方の自己負担金は無料です。

・各検診の日程については、下記までお電話くだ
さい。

子宮頸がん検診は、満20歳以上の女性

（平成14年4月1日以前生まれ）

問 ・ 申 健康子ども課（あざさ苑内） ☎0745-43-3580

＼受診期間は2月28日まで／

乳がん・子宮頚がん検診の無料クーポン券は利用しましたか？
乳がん検診、子宮頸がん検診の対象年齢の方は無料
でがん検診を受診できます。対象となる方には、７月
上旬にクーポン券を送付していますので、期限内に受
診しましょう。
※クーポン券を紛失された方には再発行いたしますの
で、健康子ども課にお問合せください。
▶対 象 者

乳がん検診：41歳の女性
（昭和55年4月2日～昭和56年4月1日生）
子宮頸がん検診：21歳の女性
（平成12年4月2日～平成13年4月1日生）

▶受診期間

令和

４年２月28日まで

▶受診方法 「あざさ苑での集団がん検診」、または「医
療機関での個別受診」となります。
※集団がん検診の日程などの詳細については、健康子
ども課へお電話ください。
※医療機関での希望される方は、受診票を発行します
ので、健康子ども課の窓口へお越しいただくか、お
電話にてお申込みください。
※職場健診、人間ドック等で次のがん検診が項目にあ
る場合はそちらを優先的に受診してください。

問 ・ 申 健康子ども課（あざさ苑内） ☎0745-43-3580

広告

葬儀一式・寝台車

花吉葬祭
は な

き ち

三宅町伴堂５５１ ☎４４－０２３２

光ホール

FAX ４４－１３７９

三宅町屏風１０３－１
☎ ４２－１０２７ FAX ４２－１０２８

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

中尾精肉店

牛
豚

肉
肉

三宅町上但馬187-5

☎0745-56-2501
お気軽に

肉屋の手作りコロッケ
ホルモン天ぷらなど
お惣菜もあります！

2021.11
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農地を貸したい方、借りたい方を募集！

自衛官候補生などを募集しています！
防衛省では自衛官候補生などを募集しています。

①自衛官候補生（陸・海・空自衛隊）
▶資
▶期

格
間

18歳以上33歳未満の者
年間通じて行っています。

②高等工科学校生徒
（公財）なら担い手・農地サポートセンターでは、
農地の出し手（貸したい方）と受け手（借りたい方）
とのマッチングを行っています。
▶対
象 農地を貸したい方（出し手）
農地を借りたい方（受け手）
▶募集期間 随時受付をしています。
▶対象農地 市街化区域以外の区域にある農地
※なら担い手・農地サポートセンターは、法律に
より奈良県知事の指定を受けた公的機関です。
※農地を貸すためには、農地として利用が困難で
ないこと、十分な受け手が見込めることなどの
条件があります。
※詳細は、下記までお問合せください。
問 ・ 申 なら担い手・農地サポートセンター

▶資

格

▶期

間

男子で中学等卒(見込含む)15歳以上17 歳
未満
11月1日（月）～令和4年1月14日（金）

※採用種目の募集期間及び試験日についてもホー
ムページ等で掲載しますので、詳しくは下記ま
でお気軽にお問い合わせください。

問 ・ 申 自衛隊奈良地方協力本部

☎0744-29-9060

橿原地域事務所

ホームページ
https://www.mod.go.jp/pco/nara/

（農地中間管理機構） ☎0744-21-5020

秋季火災予防運動を実施します
「おうち時間

家族で点検

消防署のキャラクターデザイン募集

火の始末」

を統一標語として、11月9日から11月15日までの期
間に全国一斉で秋の火災予防運動を実施します。
これからの季節は、空気が乾燥し、火災が起こり
やすい時季です。火の取扱い、後始末に十分注意し
て火事を出さないようにしましょう。
また、大切な命を火災から守るため、住宅用火災
警報器を設置しましょう。

奈良県広域消防組合では、住民のみなさんから愛
され、親しみをもってもらえる公式マスコットキャ
ラクターを制作します。キャラクターデザインを広
く募集しますので、是非ご応募ください。
▶応募資格 奈良県内に在住・在学・在勤の方、
ま たは奈良県に愛着をお持ちの方
▶応募期間 11月1日（月）～令和4年1月11日（火）
▶賞
品 最優秀賞には、表彰と賞金
（商品券5万円）
詳しくは、組合のホームページをご覧ください。
https://www.naraksk119.jp/

問 奈良県広域消防組合

問 ・ 申 奈良県広域消防組合 消防本部総務課

☎0744-33-2461
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磯城消防署予防課

問 問い合わせ先

申 申し込み先

公式マスコットキャラクターデザイン担当
☎0744-26-0119
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

イベント・募集

こころの相談室を開催します
精神障害者とそのご家族の支援をしている社会福祉

こころの相談室

法人萌では、障害者週間にちなみ、広く県民を対象に

☎0743-85-5639

した電話相談を実施します。

眠れない日や気分が落ち込む日が続く、やる気が出

ない、不安でしかたない、精神科への受診や薬への不
安など、お気軽にご相談ください。

＊秘密は厳守します。

12月6日（月）～12月10日（金）

▶実施日

いずれも9時～21時

＊相談は無料です（通話料はかかります）
問 社会福祉法人

萌（担当：永石淳哉）
（生活支援センター ぽると・ベル内）
☎0745-43-5541

断酒会の入会を募集します
お酒を止めたい人、止めて欲しい人へ、断酒会と一緒に問題を解決しましょう。
詳しくは下記までお問い合わせください。
曜日

開催場所、時間など

月

天理支部例会

前栽公民館もしくは天理教豊岡詰所

火

郡山支部例会

三の丸会館

水

結崎昼例会

木

田原本支部例会

金

王寺支部例会

王寺町中央公民館

19時～20時45分

土

橿原支部例会

天理教八木大教会

19時～20時45分

結崎公民館

19時～20時45分

19時～20時45分
14時～15時30分

田原本青垣生涯学習センター

18時30分～20時30分

問 奈良若草断酒会事務局

濱田剛

☎0743-54-2334 （携帯）090-2194-9232

池田医院
月

診療時間

皮膚科 9：00〜12：00

皮膚科

●

火
●

水
ー

木
●

皮膚科
金
●

美容皮膚科

NEW

●アトピー性皮膚炎
●皮膚そう痒症
●爪白癬（水虫）
●帯状疱瘡 など

土
ー

新設オープン

しみ取りレーザー
ケミカルピーリング
イオン導入

NEW

●シミ
●くすみ
●肝斑
●ニキビ
●肌のザラつき
●シワ など

ようこ

山本 容子

☎0745-44-1818

診療時間

月
内科 午前 9：00 〜 12：00 ●
内科 午後 17：00 〜 19：00 ー
腎臓内科 9：00 〜 12：00 ー
いけだ

とみかず

池田 富一
池田 大輔

皮膚科専門医
アレルギー専門医

〒636-0204
ホームページ

いけだ

なつこ

池田 夏子
奈良県磯城郡川西町唐院 398-1
https://www.ikeda-i.com/

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

池田医院

＼毎日やってます／

経鼻胃カメラ（苦しくない胃カメラ）
を入れました

腎臓内科新設オープンしました！

内科・小児科・消化器内科・腎臓内科

いけだ だいすけ

皮膚科往診いたします。
やまもと

医療法人

火
●
●
ー

水
ー
ー
ー

木
●
●
●

金
●
ー
ー

土
●
ー
ー

名誉院長

呼吸器科医学博士

院

内科認定医・消化器科専門医
内視鏡専門医
内科認定医・腎臓専門医
透析専門医

長

☎0745-44-1818

〒636-0204
ホームページ

広告

医療法人

内科・小児科

消化器内科

●かぜ
●発熱
●胃の痛み
●生活習慣病
●げっぷ・胸やけ
（高血圧、高脂血症、 ●吐き気や嘔吐
糖尿病）など
●下痢・軟便 など

腎臓内科

NEW

胃カメラ

NEW

鼻からカメラを入れて
●慢性糸球体腎炎
楽に受けられます。
●急性腎不全
胃がん検診対応できます。
●ネフローゼ症候群
●血尿・尿蛋白 など

奈良県磯城郡川西町唐院 398-1
https://www.ikeda-i.com/
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イベント・募集

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
納付された保険料が対象で、さらに過去の年度分
や追納された保険料も対象に含まれます。また、ご
家族の国民年金保険料を納付されている場合の保険
料も控除が受けられます。
なお、社会保険料控除を受けるには、年末調整や
確定申告を行うときに、控除証明書や領収証書など、
保険料を納付したことを証明する書類の添付が必要
となります。

控除証明書の送付時期
令和3年1月1日～9月30日までの間に納付した方
▶11月上旬に送付します。

令和3年10月1日～12月31日までの間に、今年
初めて納付した方
▶令和4年2月上旬に送付します。
☎0744-42-0033
住民保険課 ☎0745-44-3073

問 桜井年金事務所

三宅町役場

＼感染者・濃厚接触者の方へ／

日用品の買い物などを支援しています
新型コロナウイルスに感染された方、濃厚接触者と認
められ、自宅療養が余儀なくされている方を対象に、
日用品の買い物支援と医薬品の代理受け取りを行う支
援を行います。

▶申

込

利用を希望される方は、健康子ども課ま

でお電話ください。
※この支援は、三宅町社会福祉協議会へ委託を行って
います。

▶対 象 者 新型コロナウイルス感染者または濃厚接
触者と認められ、自宅療養を余儀なくさ
れている方

▶支援内容 ①買い物支援サービス

※生活に必要な日用品に限ります。
※食 料 品は民 間のネットスーパーや宅
配サービスをご利用ください。
②医薬品の代理受け取りサービス
問 ・ 申 健康子ども課(あざさ苑内)

三宅町公式 note の運用が始まりました
広報誌には掲載することができなかった記事や、官
民連携のまちづくりなどの情報を全国へ発信をするた
めに、三宅町公式 note を開設しました！
アカウント名：奈良県三宅町公式 note
ID ：miyake_town

☎0742-27-8719

マイナンバーカード休日・夜間窓口のお知らせ
手続き
申

請

受取り

日

1 1 月 7 日（ 日 ）
1 1 月 7 日（ 日 ）
1 1 月 24日（ 水 ）

時
９時～12時30分
９時～13時00分
17時15分～19時

※ 休 日 ・夜 間 窓 口 で 手 続 き を さ れ る 方 は 、事 前 の 予 約 が
必 要 で す の で 、住 民 保 険 課 へ お 電 話 く だ さ い 。

URL：https：//miyake-town.note.jp

問 ・申 住民保険課

☎0745-44-3073

広告

快適な環境づくりを応援します
建物管理

建築物環境衛生管理技術者免状
防除作業監督者

だるま美装（株）

空気環境測定実施者
危険物取扱者免状
（乙種４類）

三宅町小柳４１５
☎
（0745）
４３-０７００
（代）
daruma-biso@star.ocn.ne.jp
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

乙種ガス主任技術者免状
飲料水水質検査
特約店販売の許可資格 日用品雑貨

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

男性の乳腺（お乳）の病気について
外科主任部長 杉森 志穂
男性にも乳腺の病気がおきることも
乳腺の病気は圧倒的に女性に多いのですが、男性に
も乳首の近くに乳腺組織が痕跡的に認められ、次のよ
うな病気がおきることがあります。
(１)女性化乳房症
両側または片方の乳腺が一時的に大きくなり、乳首
や乳輪の下に軟らかいしこりとして膨れるもので、多
くの方で触ると痛みがあります。男性ホルモンの低下
や女性ホルモンの過剰が原因であることが多く、生理
的なものは新生児期、思春期、高齢者に認められます。
また、性腺ステロイド薬、抗潰瘍薬、降圧薬、抗精神
病薬など様々な薬剤や、肝硬変や慢性腎臓病、精巣腫
瘍、性腺機能低下症などの病気が原因となる場合もあ
ります。
触診と乳腺超音波検査で診断しますが、乳癌との鑑
別が難しいときはマンモグラフィや組織検査を追加し
て行います。女性化乳房は自然に小さくなったり、原

消費生活相談
「保険で住宅修理できます！」の勧誘にご注意
【事例】
「保険を使って住宅の修理ができます。３年前の台風
で被害を受けた建物への火災保険の適用がもうすぐ満
期になるので、一度ドローンで屋根の点検をしません
か。」という勧誘の電話が入った。雨漏りしている部分
があったので家に来てもらい、保険会社への申請を手
伝ってもらうサポート契約と屋根の修理工事の契約を
した。後から必要な契約だったのか不安になってきた。
【アドバイス】
保険請求のサポート契約と修理工事をおこなう勧誘
を受けたという相談が県内で多発しています。こうし
た保険を使った住宅修理の勧誘では、
「サポート料が保
険金額の35％にもなっていた。」
「解約したら高額な違
約金の請求を受けた。」
「保険金で自己負担なく工事が
できると言われたのに、保険金がおりず高額の工事費
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

因薬剤の中止や基礎疾患の治療後に消失することが多
く、特別な治療は必要ありません。
(2)男性乳がん
男性乳がんは女性乳がんの約1%、人口10万人当た
り1.1人と非常に少ない数ですが、認められています。
60～70歳代の発症が多いとされていますが、若い方
にも見られます。
自覚症状は乳輪の後方の痛みのないしこり、乳頭か
らの出血、皮膚潰瘍、わきの下のしこりなどがあげら
れます。親族に乳がんになった方がおられる場合は、
そうでない男性より乳がんの発生リスクが2倍になり
ます。検査や治療は女性の乳がんと同じように行いま
す。男性乳がんは女性と比較して治療後の経過が良く
ないと言われることがありますが、これは男性の方が
乳がんの診断が遅れることが多いためであり、同じ進
行度であれば女性と差はありません。つまり、男性の
場合でも乳がんは早期発見・早期治療が重要と言えま
す。
気になる症状がある場合は外科受診をお勧めします。
問 国保中央病院

☎0744-32-8800

を自腹で払うことになった。」といったトラブルも報告
されています。
困ったときは消費生活相談窓口へご相談ください。

トラブルを防ぐポイント
保険金の請求は加入者自身で行うことが基本

サポート業者に手数料を支払って頼まなくても、保険金の
請求は自分でできます。手続きに心配な点があれば、自身
で保険会社に直接問い合わせてみましょう。

うその申請は絶対しない

古くなって壊れている部分を、自然災害による損傷である
と申請して保険金を得るよう勧められるケースもあります
が、絶対にしてはいけません。うその申請をすると保険金
の返還請求や保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われ
る可能性もあります。
消費者
相談窓口

三宅町

川西町

日

時

11月10、24日（火）
10時～15時

11月2、16日、30日（火）
10時～15時

場

所

役場3階

役場庁舎2階

問 産業振興課

第2会議室

図書室

☎0745-44-3071

三宅町消費生活相談専用ダイヤル
☎0745-43-3588
2021.11
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＼11月25日～12月1日は、
「犯罪被害者週間」です／

奈良県警察による被害者支援
ある日突然、自分が、家族が、重大な犯罪に巻き込ま
れる。私たちにそんな不幸が訪れないとも限りません。
どうしたらよいのかわからず不安な思いをされるな
ど、体や心に深い傷を負い、誰にも話せず悩んでいる方
もおられることでしょう。
一人で悩まずに、勇気を出して、警察にご相談くださ
い。
警察では、犯罪被害に遭われた方やご遺族の精神的・経
済的負担を軽減するため様々な取り組みを行っています。
被害者等への情報提供
刑事手続きの概要、捜査協力のお願い、被害者支援制
度等、被害に遭われた方やご遺族が必要とする情報をま
とめたリーフレットをお渡ししています。
また「被害者連絡制度」により、捜査状況、検挙状況
等について捜査員が連絡するほか、ご希望に応じて、地
域警察官が訪問・連絡活動を行います。
犯罪被害給付制度等
故意の犯罪行為により亡くなった方のご遺族又は重傷
病若しくは障害という重大な被害を受けた方に対して、
国から給付金が支給される制度です。
また、国外で犯罪被害に遭われて、死亡された方のご
遺族又は障害が残る被害を受けた方に対して、国から弔
慰金等が支給される制度もあります。

公費負担制度
犯罪に遭われた場合で、一定の条件に該当する場合に
は、次の全部若しくは一部を公費でお支払いします。
・診断書料 ・司法解剖後のご遺体の搬送費用
・一時避難が必要となった場合の宿泊費
・精神科受診費やカウンセリング費用
・犯罪遺体に対する検案書料等
被害者支援要員制度
専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したと
きに、
「被害者支援要員」として指定された警察職員が、
犯罪に遭われた方やご遺族の心情に配意した支援活動に
努めています。
（公社）なら犯罪被害者支援センターとの連携
民間の被害者支援団体である（公社）なら犯罪被害者
支援センターでは、電話や面接による相談、病院や裁判
所等への付き添いといった支援を行っています。奈良県
警察では、同センターと連携して継続的な支援活動を
行っています。
問 奈良県警察本部県民サービス課

☎0742-23-0110(代表)
奈良県警察天理警察署警務課
☎0743-62-0110（代表）

11月は「児童虐待防止推進月間」です
ー 人権コラム ー

犯罪被害者支援室
県民サービス係

てんいち先生

現在、児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、社会全体
で解決すべき重要な問題となっています。2020年の相談件数は、前年比5.8パー
セント増の20万5029件で、過去最高を記録しました。
児童虐待かも？と思ったらすぐに電話

児童虐待とは？
児童虐待は次の４種類に分類されます。
殴る、蹴る、たたく、投
げ落とす、激しく揺さぶ
身 体 的 虐 待 る、 や け ど を 負 わ せ る、
溺れさせる、家の外に締
め出すなど
言葉により脅かす、無視
する、きょうだい間で差
心 理 的 虐 待 別的な扱いをする、子ど
もの目の前で家族に対し
て暴力をふるうなど
家に閉じ込める、食事を
与えない、ひどく不潔の
ままにする、自動車の中
ネ グ レ ク ト に放置する、重い病気に
なっても病院に連れて行
かないなど

性的虐待
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子どもへの性的行為、性
的行為を見せる、ポルノ
グラフィの被写体にする
など

2021.11

問 問い合わせ先

「いちはやく」と覚えやすい下の番
号は、24時間365日受付全国共通の児
童相談所への虐待通報ダイヤルです。
これまでの事例で、周囲が全く気づか
なかったというケースは少なく、大半
がなんとなくおかしいと思っていても
通報していなかったそうです。
通報は、匿名でも受け付けることが
できます。また、子育てに対するスト
レスから、つい子どもに手を挙げてし
まうと言う保護者からの相談にも対応
することとされています。
児童相談所

虐待通報ダイヤル
い ち は や く

189
気づいたら、ためらわずに行動を！
※地域の児童相談所につながります

申 申し込み先

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

イベント・募集

第１７回市町村対抗子ども駅伝大会
三宅町予選会の出場者を募集します！

第

17回市町村対抗子ども駅伝大会が、令和4年3

月に橿原運動公園にて開催されます。それに先

立ち、三宅町の代表選手を決める三宅町予選会を開催
します。ぜひご参加ください！
▶開 催 日
▶受

付

▶場

所

▶開 会 式
▶コ ー ス
▶選抜人数
▶参加資格
▶費

用

▶申込期間
▶申込方法

12月4日（土）小雨決行

（荒天時は12月11日（土）に延期）
9時～

9時30分～

三宅健民運動場及び付近道路
約2km

8名（男女4名ずつ）

三宅町在住の小学5・6年生
無料

11月8日（月）～11月26日（金）
9時～17時

※土日祝日を除く

問 ・ 申 教育委員会事務局（文化ホール内）

☎ 0745-44-2210

教育委員会事務局窓口にてお申し込みく
ださい。（電話・FAX不可）

第５回「三宅町地域人権学習講座」

５

回目となる三宅町地域人権学習講座は、
「外

国人労働者の人権」をテーマに開催します。

講師の山本直子さんは、1992年に「外国人労働者

保証人バンク」を友人たちと結成。日本で就労や

生活をする外国籍の人たちの抱える課題に向き合
あう活動を続けています。

2019年に「特定技能実習」制度が創設され、外

国人労働者の就労拡大が始まっています。山本さ
んは「すでに日本は多文化、共生社会である。大

切なのは、労働者の権利や人権が担保されている
かだ」と話しています。今回の講座では、山本さ

んとともに、コロナ禍での外国人労働者の現状や
課題などじっくりお話を聞きたいと思います。

問 教育委員会事務局（文化ホール内）

☎ 0745-44-2210

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

山本

直子さん

▶日

時

（外国人労働者奈良保証人バンク事務局長）

▶場

所

11月16日（火）

13時30分～15時30分

三宅町まちづくり交流センターMiiMo

▶テーマ （仮）コロナ禍の外国人労働者の人権
▶参加費
▶申

込

無料
不要

2021.11
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イベント・募集

令和４年１月10日に成人式を開催します

新

成人を祝う三宅町成人式を開催します。対

象の方には、１２月上旬ごろに案内状を送

付します。対象の方で案内状が届かない、または

三宅町から転出している方で成人式への参加を希
望される場合などは教育委員会事務局へお問合せ
ください。
▶日

時

▶場

所

1月10日（月・祝）

令和4年

10時開式（受付9時30分～）
三宅町文化ホール

▶対象者

平成13年4月2日から平成14年4月1日生ま

れの方で、令和3年12月1日現在三宅町に
住民登録をされている方。

問 ・ 申 教育委員会事務局（文化ホール内）

☎ 0745-44-2210

▶募

集

式典で次の役割を担当していただ
ける方を募集します。希望される方
は、案内状に同封します葉書にてお
申し込みください。
① 新成人の誓いの言葉
② 記念品授与

＼これからの三宅町を一緒につくる！／

地方創生推進委員会委員を募集します

三

宅町は、令和２年度に「三宅ビジョンと第2

期三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定しました。

この三宅ビジョンと総合戦略を進めるにあた

り、住民の方などの意見を反映する仕組みとして、

「三宅町地方創生推進委員会」を設置しています。
この委員会の中で、住民の皆さんと一緒にまちづ
くりを進めるため、住民の代表となる委員を公募
します。

▶募集期間

三宅町HP

11月1日（月）～11月15日（月）
▶応募方法
三宅町ホームページよりご応募ください。

※詳しくは、右記までお問い合わせください。
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

問 政策推進課

☎0745-44-3070

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

子育てひろば
＼インスタフォローしてね♪／
子育てに関する情報を
お届けします。

三宅幼児園
Instagram

スマイル
Instagram

＼令和４年度小学新一年生が対象／

就学予定者の健康診断を行います
学校保健安全法の規定により令和４年度就学予定
者に対し、就学時健康診断を行います。当日は、保
護者または保護者にかわる方が必ず付き添いのう
え、この健康診断を受けてください。

▶日時

11 19

月
日（金） 13時30分～
（受付 13時～13時30分）

▶場所

あざさ苑

▶対象

平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれ
※対象の方には個別に通知します。

問 教育委員会事務局（文化ホール内）

☎ 0745-44-3079

2021.11
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子育て掲示板

問 健康子ども課（あざさ苑内）

☎0745-43-3580

ど
うらん
ふくろ

子どもの発達のお話Ⅱ

ド
プラン
スキッ

子育て世帯の防災対策

～自主防災対策できていますか？～

～親子のふれあいが成長のカギ～

お子さんの健やかな成長を促そう！
▶日時

今一度、一緒に確認してみよう！

11 4

11 18

月 日（木）10時～11時30分
（受付：９時30分～）
▶対象 妊娠中のママ～生後１歳頃までのお
子さんと保護者
▶持ち物 母子健康手帳・バスタオル

▶日時

＊参加申し込みは11/2（火）午後5時まで。
（先着10組程度）

＊参加申し込みは11/17（水）
午後5時まで。
（先着10組程度）

●健診相談

対象

日程

受付時間

1歳６か月児健診

11/2

13時30分
~14時20分

(火)

(誕生日：R2.2.4～R2.4.30）

11/9

3歳８か月児健診

(火)

(誕生日：H30.1.1～H30.3.9）

（複数に分けて）

13時30分
~14時20分

・詳細は個別に郵送している通知をご確認ください
・最近転入されて通知が届かない方はご連絡ください。
・参加のみなさまは感染防止対策にご協力ください。

子育て支援センター

個別の身体計測や子育て相談は、随時対応してい
ますので、気軽に保健師までお電話ください！
TEL：0745-43-3580（健康子ども課）

三宅町子ども家庭総合相談窓口

子育て家庭の
三宅町子ども
親と子のほけん室
お悩み相談室
家庭総合相談窓口
（保健師）
（公認心理師・社会福
（代表電話）

祉士）

0745-43-3580 090-9726-0568 080-5724-6212
相談受付時間：平日8時30分～17時15分

（複数に分けて）

・大切な健診なので、必ず受けましょう。

みやけ
子育てサイト

月
日（木）10時～11時30分
（受付：９時30分～）
▶対象 １歳すぎ～幼児園就園前のお子さん
と保護者
▶持ち物 母子健康手帳

保健師・公認心理師・社会福祉士の専門職が連携し、
出産前後の母と子へのサポートや、育児やしつけなどの子育
て相談、発達や子どもの困った行動などの相談、ひとり親家
庭相談など様々な子育てに関する相談をお受けしています。
お気軽にご相談してください。

スマイル

問 スマイル（三宅幼児園内）

☎0745-43-0667

スマイルは未就学児とその保護者、妊婦さんが交流するスペ－ス♪
子どもだけでなく大人もキラキラ輝き、ゆったりと過ごせる場です。
スマイル広場（午前10時～12時、事前にお申込ください。）
満６カ月～１歳児
（いちご組）

２～５歳児

（ぶどう組）

11/ 4（木）

絵本コンサート

（ぶどう組と合同、先着10組まで）

11/25（木）
11/ 4（木）

作って遊ぼう
誕生日会
絵本コンサート

（いちご組と合同、先着10組まで）

11/18（木）

リトミック（午前10時～12時、申込は不要です。）
２歳児

（ぴょんぴょん組）
０・１歳児

（よちよち組）

11/ 10（水）

11/ 17（水）

作って遊ぼう
誕生日会

子育て支援センターの利用について
▶対

27

象

▶利用時間

町内在住の満6ヶ月から就学前の在宅児とその保護者、
妊婦(里帰り出産を含む。)
10時～16時（月～金曜日）※土日祝日、年末年始除く

▶場

子育て支援センター“スマイル”（三宅幼児園内）

広報誌 みやけ

所

※イベントの開催時は、対象者のみ

2021.11

問 問い合わせ先

申 申し込み先

気軽にご参加くださいね。お待ちしています。

みやけ

三宅町シェア・コンシェルジュ活動レポート

2021.11
No.560

つながるひろば

編集・発行 / 三宅町役場 政策推進課
〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
TEL.0745-44-2001（代） FAX.0745-43-0922

ベビー＆キッズマッサージ体験
見守り託児付き！三宅町アプリ体験会
リ体験会
9月22日 (水) 子育て支援センター「スマイル」で、ベビー＆キッズ
マッサージ体験と、三宅町アプリ体験会を実施いたしました。助産
師すーさんと、わらべうたを使った覚えやすいベビーマッサージを
一緒にたのしみました。

Happyな親子の笑顔あふれるひととき♪お友だち
と過ごす時間は赤ちゃんにとっても貴重な体験！

シェア・コンシェルジュ研修
三宅町の交流の場をもりあげていくため、シェア・コンシェルジュ対象の

まちのうごき 世帯数：3,047世帯（−11） 総人口：6,682人（−17）令和３年10月1日現在（

ステップアップ研修を8月22日、9月5日、23日の3日間にわたって実施い
たしました。毎回5〜6人に加えてオブザーバーも参加、この中から「多世
代交流 企画・・・ハロウィン・パレード企画」、「未 就園児向け運 動会 企
画・・・ミニリンピック」、「MiiMo食堂活性化企画」、「食事のシェアリン
グサービス」、「和菓子作り交流会」等の企画がとびだし、早速実現に向

研修はオンラインで実施

けて動き始めています。これからの活動に是非ご期待ください！

ミニリンピック〜親子で笑顔の金メダル〜
〜親子で笑顔の金メダル〜
in MiiMO
運動会シーズン到来！今年は幼児園にまだ通っていない
つながるひろば・11月

小さな子どもたちと、そのパパママのための運動会！

11 月 16 日（日）10:00 〜 12:00

お子さまの年齢に応じて親子 体 操、かけっこ、玉 入れ
など準備中です。お楽しみに♪

三宅町交流まちづくりセンター MiiMo

（受付：2 階学童のお部屋）

詳細、
お申し込みは
アプリから♪

参加費

500 円（お子さま 1 名につき・写真データ代として）

https://kosodate-share.asmama.jp/events/13214

三宅町アプリで つながろう、シェアしよう！
最新の地域情報やイベント情報を配信中 ! おすそわ
けやおさがり交換、「ちょっと困った」のお手伝い募
集、子どもの送迎・託児など。ご近所さんと頼りあっ
て、くらしをちょっとラクに楽しくできるアプリです。

iPhone

無料
ダウンロードは
こちら

Android

）内は前月比

【三宅町の現況】町内シェア・コンシェルジュ数：19 人／ 2020 年 10 月〜交流イベント実施回数・参加組数：13 回・382 組／三宅町アプリ登録数：206 人
（2021 年 8 月末時点）

運営：株式会社 AsMama

http://www.asmama.jp

info@asmama.co.jp ／三宅町 健康子ども局 健康子ども課

Tel

0745-43-3580

