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新年あけまして
おめでとうございます
太地町長

三

軒
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高

新年あけましておめでとうございます。町民の皆さまにおかれましては、健やかに新春をお
迎えになられたこととお慶び申し上げます。
さて、昨年を振り返ってみますと、新型コロナウイルス感染症による激動の 1 年でありま
した。皆さま方におかれましては、「新たな生活様式」における各種対応、集会所や公民館等
でのサークル活動や各種イベントの自粛など、感染予防のために度重なるご協力をいただき誠
にありがとうございました。また、各種団体によるこども達へのマスク作製など、コロナ禍に
おいて一人一人が地域のために懸命に考え行動いただいたことに心より感謝申し上げます。コ
ロナ禍ではありましたが、7 月には森浦湾くじらの海計画に基づき、森浦湾にて小型鯨類の放
し飼いが開始され、くじらの学術研究都市構想に向け着実に大きな一歩を歩み始めました。
本年は、漁業者や水産加工業者の皆さまの経営安定化のために本浦地区に冷凍施設を、また、
町の玄関口となる JR 太地駅駅舎は、住民の皆さまや観光客が安全かつ安心して利用できるよ
う防災複合施設として供用開始する予定です。駅前無料駐車場も一部拡大いたします。さらに、
一財）日本鯨類研究所太地支所につきましては、本年建築工事に着手する予定となっておりま
す。
現在も収束の見えない新型コロナウイルス感染症の猛威により全世界、国内、町民の皆さま
は、目に見えない恐怖と日々戦っております。町として皆さまが「今」必要とすることを常に
考え、行動し、必要な支援に繋げていきたいと考えております。
このような状況を乗り越え、くじらの学術研究都市をつくるという大きな目標に向かうため
には、行政だけでは力が足りません。町民の皆さまのご理解、ご協力そして行動が町と一体に
なることにより太地町はより大きな力を得て前進することができると確信しております。引き
続き感染予防対策についてご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
結びになりましたが、皆さまのご健勝とご多幸を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせてい
ただきます。
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新年あけまして
おめでとうございます
太地町議会議長
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新年あけましておめでとうございます。
町民の皆様におかれましては、清々しく新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
平素は、町議会に対しまして、温かいご理解ご協力を賜り深く感謝申し上げます。新春を迎
えて、私たち議員一同、心ひとつにして、太地町のさらなる発展のために、引き続き努力して
まいりたいと決意を新たにしております。
さて、昨年は、世界規模での新型コロナウイルス感染拡大により、これまで経験したことの
ない危機に直面し、私たちの生活も変化を強いられることになりました。議会としても地域経
済をはじめ、住民生活の不安定な状況を解消していくため努めてまいりたく思っております。
町民の皆様におかれましても一日も早い収束に向け、引き続き感染予防対策へのご理解、ご協
力をお願い申し上げます。
コロナ禍の厳しい状況ではありますが、太地町は、さらなる発展に向けて日々その歩みを進
めています。これまで町民の皆様のご理解を得ながらまちづくりに資する各種事業を実施して
おりますが、議会としても住民生活に直結する事業については、これまで慎重に審議を重ねて
まいりました。
現在、国、県のお力添えをいただき防災機能を備えた太地駅を建設しております。太地の玄
関口を飾る施設して、また、防災力の強化を担う施設として大いに期待を寄せています。３月
には、本浦地区に冷凍施設が完成し、来年度は、平見地区の太地こども園横に、日本鯨類研究
所太地支所の建設も予定しております。今後も町民の皆様が、太地に住んで本当に良かったと
思ってもらえるような、まちづくりを行政とともに目指してまいる所存であります。
本年 10 月には、「山青し、海青し、文化は輝く」をスローガンに、紀の国わかやま 文化
祭２０２１が開催されます。和歌山県誕生１５０年の記念すべき年でもあり和歌山県への関心
も高くなると考えています。それに合わせて太地町にも多くの方々をお迎えし「くじらの町
太地」を知っていただきたいと思います。幸いにして本町は、捕鯨文化が残り自然豊かであり
ます。森浦湾では、海上遊歩道から鯨の見学、シーカヤックでの湾内周遊など自然を満喫でき
るため、その魅力を存分に伝えることができると思います。太地の魅力を大いに発揮しコロナ
の時代も乗り切っていけると確信しております。
最後に、
新しい年が町民の皆様にとりましてすばらしい年でありますことをご祈念申し上げ、
新年の挨拶とさせていただきます。
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じで振り返る ２ ０ 2 0 年
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消防出初式

防火もちつき大会

くじら浜駅伝大会

こども園入園式

小学校入学式

中学校入学式

マスク配布

三軒町長５期目始動

イルカポスト設置

海上保安庁警備訓練

中学生議会

タイ王国総領事来町
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中 学生議会

太地町議会議場において、太地中学校生徒
議会を開催しました。
３年生の生徒が議長や議員を務め、本番さ
ながらの緊張感の中、町執行部に対して要望
や質問が行われました。
質問事項は、旧南紀園の跡地利用計画につ
いて、電柱の地下設置についてなどのまちづ
くり関係、避難場所への誘導看板の設置状況
について、役場の高台移転計画についてなど
の防災関係、新型コロナウイルス感染症関係
など多岐にわたりました。

24㈫
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選 挙管理委員長ご退任

長年、選挙管理委員会委員長を務めていただき
ました山路 直廣氏に、その功労をたたえ、町長
より感謝状が贈呈されました。
同氏におかれましては、選挙の適正な執行や委
員会運営にあたり、多大なご尽力を賜りました。
今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたし
ます。
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ご 寄贈いただきました

この度、一般社団法人 日本損害保険協会様よ
り、軽消防自動車をご寄贈いただきました。同協
会様は、地域の防災力強化や救急医療体制の整備
を目的として、全国の市町村に消防自動車や救急
自動車を寄贈する活動をされています。
三軒町長は、「消防の充実は喫緊の課題であり、
今回の寄贈は町や住民の方にとって大変ありがた
い。この気持ちを大事にして期待に応えられるよ
うに努力し、住民の方に安心感を与えたい。
」と
話されました。心より御礼申し上げます。
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太地町

生 き 生 き情報コーナー

お知らせ

放送大学入学生募集のお知らせ
○放送大学は、2021 年４月入学生を募集しています。
○ 10 代から 90 代の幅広い世代、約９万人の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な
目的で学んでいます。
○テレビによる授業だけでなく、学生は授業をインターネットで好きなときに受講することもできます。
○心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約 300 の幅広い授業科目があり、１科目から
学ぶことができます。
○全国に学習センターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。
○資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学和歌山学習センター（電話 073-431-0360）までご請
求ください。
○出願期間は、第１回は２月 28 日まで、第 2 回は３月 16 日までです。
お知らせ

３０歳から公務員を目指す！！自衛官（学生）等の募集案内
受験種目

応募資格

自衛官候補生 18 歳以上 32 歳以下の男女

受付期間

試験日

試験会場

年間を通じて行って 受付時にお知らせ 受付時にお知らせい
おります
いたします
たします

【お問い合わせ】就職や転職等をご検討の方は是非お問い合わせください。
説明会平日随時、自衛隊新宮地域事務所（新宮高校正門前）※来場自由 電話：0735-21-3449

お知らせ

県立田辺産業技術専門学院の令和 3 年度入学生募集選考試験
日

時：令和３年２月６日（土） ９：30 ～

会

場：田辺産業技術専門学院（田辺市）及び東牟婁振興局（新宮市）

対

象：高卒（見込）者以上など

選考方法：筆記試験（国語・数学）
、面接
募集定員：自動車工学科９人程度、観光ビジネス科 15 人程度、情報システム科 3 人程度
費

用：2,200 円（県証紙）

願書配布：県立田辺産業技術専門学院、ハローワーク
申

込：令和２年 11 月 30 日～令和３年１月 27 日に令和３年３月高校卒業予定の方は在籍学校、それ以
外の方はハローワーク

問 合 せ：田辺産業技術専門学院（田辺市新庄町 1745 － 2 電話 0739 － 22 － 2259）
※県ウェブサイトでも掲載
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お知らせ

医療機関の照会について
◎和歌山県救急医療情報センター
救急車を呼ぶほどでもないが、
どこの病院へ行けばよいか分からない。こんなとき、
救急医療情報センター
では 24 時間体制で、最寄りの医療機関を案内します。
～あなたの家庭とお医者さんをつなぐ救急ホットライン～
救急用電話番号 073-426-1199
※なお、歯科の診療時間外の案内・動物病院の案内は行っておりません。
◆ご利用の際の注意事項
・救急医療情報センターに電話されるときは、メモ用紙とペンをご用意の上、住所または現在居られる場所、患
者さんの氏名、年齢、性別、電話番号をお話しの上、具体的な症状あるいは、けがの程度をオペレーター
にお話しください。
・救急医療情報センターでは、最寄りの医療機関に連絡し、診療可能な医療機関の名称・電話番号・場所
をお知らせいたします。
・個人の症状等に基づく診断や医学的疑義に対する回答、優劣に基づく医療機関のご案内は行っておりま
せんのでご了承ください。
◎子ども救急相談ダイヤル（＃ 8000）
夜間・休日に子どもが急病になったとき、すぐに病院に行った方がいいのか、それとも様子を見て大丈夫か、
看護師（必要に応じて医師）が相談に応じます。
【電話番号】
プッシュ回線・携帯電話：＃ 8000、ダイヤル回線・IP 電話：073-431-8000
【相談時間】
平日…午後７時から翌朝９時まで、土日祝日・年末年始（12/29 ～１/ ３）…午前９時から翌朝９時まで
【補足】
このダイヤルは、あくまで保護者の方々に助言を行うものであり、診断・治療や医療機関の案内を行うも
のではありません。医療機関の案内は、
「和歌山県救急医療情報センター」で行っています。

お知らせ

令和３年消防出初式の開催中止について
令和３年消防出初式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を中止させていただき
ます。
太地町総務課 消防係
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新宮税務署からのお 知らせ
新宮税務署で申告書等の作成・相談を希望される方へ
～感染リスク軽減のための税務署からのお願い～

令和２年分確定申告については、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大を防止するため、確定申告会場の混雑
緩和を図る観点から、入場整理券を活用して会場内にご
案内することを予定しております。
○

申告書作成会場は、２
２月16日(火)から３月15日(月)まで開設しております。
（土曜日、日曜日及び祝日は開設しておりません）。

○ 申告書作成会場では、1
16時まで申告相談の受付をしております。
混雑状況により早めに相談受付を終了させていただく場合もございます。

ご自宅からパソコン・スマホで確定申告ができます！
国税庁ホームページで申告書を作成し、次の方法で送信して提出できます。
マイナンバーカードを使って送信

ＩD とパスワードで送信

用意するものは、次の２つ！

ＩＤ・ＰＷが
目印

対応機種一覧は
こちら

・｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣の発行を希望され
る場合は、申
申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書
類をお持ちの上、お
お近くの税務署にお越しください。
・既に ID・パスワード方式の届出を提出された方は、申告
書の控えと一緒に保管されている場合がありますので、
ご確認ください。
IC カードリーダライタとして代用できる

（注）ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

端末は、一部の Android 端末のみ

スマホでの作成・送信がより便利になりました！
スマホで見やすい専用画面
令和２年１月から、２か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得
がある方など、ス
スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲が広がっています。

e-Tax で手続完結
「マイナンバーカード」と「
「マイナンバーカード対応のスマートフォン」を
お持ちの方は、e-Tax で送信できます。
また、お持ちでない方も、「
「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された
ID・パスワードがあれば、e-Tax で送信できます。
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住民福祉課だより
事業所様からの社会保険手続きは電子申請で簡単に！
電子申請とは、申請・届出を紙や CD・DVD ではなく、インターネットを利用して行うことです。
電子申請には様々なメリットがあります。ぜひ、電子申請の利用をご検討ください。
・24 時間３６５日いつでもどこでも申請が可能です。
・郵送費などのコスト削減も期待できます。
・G ビズ ID を使うと手数料なしで電子申請を始めることができます。
・日本年金機構ホームページに利用手順や説明動画を掲載しています。
・電子申請なら紙や電子媒体で申請されたものよりも早く処理がされます。
お問い合わせ
田辺年金事務所（℡ ０７３９－２４－０４３２）

年金事務所からのお知らせ
年金相談・お手続きの際は、予約相談をご利用ください。
ご予約いただくと、
①お客様の都合に合わせて、スムーズに相談できます。
②相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、対応します。
予約相談の申し込みは、
予約受付専用電話番号：０５７０－０５－４８９０
受

付

時

間：月～金（平日）午前８時３０分～午後５時１５分

田辺年金事務所でも受付しています。
田辺年金事務所電話番号：０７３９－２４－０４３２
○予約希望日の１ヵ月前から前日まで受付しています。
○ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

国民年金保険料を納付書で納めている方
口座振替・クレジットカードでの納付が便利でおトク！
３つのおすすめ
1.

金融機関等へ行く手間が省けます。

2.

保険料の納め忘れがありません。

3.

口座振替は前納割引で、さらにお得！
※クレジットカード納付でも納付書と同額の割引が適用されます。

手続き方法・申込み期限・割引額等は、田辺年金事務所までお問合せください。
☎︎０７３９－２４－０４３２
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障害者控除対象者認定について
身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていない６５歳以上の寝たきりや認知症等など、介
護保険の要介護認定を受けている方で、申請により障害者に準ずると審査・認定した方には、所得
税や住民税の障害者控除を申告する時に必要な「障害者控除対象者認定書」を交付します。
◎障害者控除の適用を受けられるのは
課税されている対象者本人、または対象者を扶養している方で課税されている方です。
（本人または扶養者が非課税の方はこの手続きの必要はありません。
）
◎認定書の交付を受けることができる方（対象者）は
太地町に住所をおく（太地町の要介護認定をうけている）65 歳以上の方で、下記のいずれか
に該当する方です。また、要介護度の低い方は、該当しない場合もあります。
（注）障害者手帳や療育手帳等をお持ちの方は、従来どおり申告時に手帳を提示してください。
認定書の申請は必要ありません。
◎令和２年分所得税の確定申告をすでにお済になられた方は
上記の要件に該当し、すでにお済になられた方は、修正申告または令和３年分所得税の申告時
に、令和２年分の対応ができますので太地町住民福祉課までお問い合わせください。
認

定

障害者（普通）
特別障害者

知的障害者
（軽度・中度）
に準ずる者
身体障害者
（３級から６級）
に準ずる者
知的障害者
（重度）
に準じる者
身体障害者
（１級から２級）
に準じる者

認

定

基

準

知的障害者の障害の程度の判定
基準（重度以外）と同程度の障
害の程度であること
身体障害者の障害の程度の等級
表（３～６級）と同程度の障害
の程度であること。
知的障害者の障害の程度の判定
基準（重度）と同程度の障害の
程度であること
身体障害者の障害の程度の等級
表（1 ～ 2 級）と同程度の障害の
程度であること。

判

定

基

準

認知症老人の日常生活自立度判
定基準
（ランクⅠからⅡｂ）
障害老人の日常生活自立度
（寝たきり度）判定基準
（ランクＡ～Ｂ１）
認知症老人の日常生活自立度判
定基準
（Ⅲ以上）
障害老人の日常生活自立度（寝
たきり度）判定基準
（ランクＢ２以上）
（令和２年 12 月 31 日基準日）

◎手続きについて

申請方法・・・住民福祉課窓口に備え付けの「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入
し提出してください。
申請時に必要なもの・・・①申請者及び控除対象者の印鑑、②介護保険被保険者証、
③本人確認書類（免許証等）
※認定結果は後日、郵送で通知します。
【お問い合わせ】太地町住民福祉課介護保険係
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ＴＥＬ５９－２３３５（内線２５）

主な相談窓口一覧

もしあなたが先の見えない不安や、生きづらさを感じるなどの様々な
こころの悩みを抱えていたら、その悩みを相談してみませんか。
電話では相談しづらい方には、LINEなどのSNSでも相談できます。

電話相談

次頁の「地域の相談窓口」 「SNS相談窓口」もご覧ください

こころの健康相談統一ダイヤル
電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施している「こころの健康電話相談」
等の公的な相談機関に接続します。

☎ 0570-064-556

相談対応の曜日・時間は
自治体によって異なります。

･･････････････････････････････････････････････････････････････････
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisats
u/kokoro_dial.html

よりそいホットライン
どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決できる方法を探します。
・暮らしの悩みごと ・悩みを聞いて欲しい方
・DV・性暴力などの相談をしたい方 ・外国語による相談をしたい方

☎ 0120-279-338

など

24時間対応

･････････････････････････････････････････････････････････････････
https://www.since2011.net/yorisoi/

いのちの電話（一般社団法人日本いのちの電話連盟）

☎ 0570-783-556

毎日 午前10時から午後10時まで

････････････････････････････････････････････････････････････････････

☎ 0120-783-556

毎日 午後４時から午後９時まで
毎月10日 午前８時から翌日午前８時まで

････････････････････････････････････････････････････････････････････
https://www.inochinodenwa.org/

チャイルドライン（NPO法人チャイルドライン支援センター）
18歳までの子どもがかける電話です。チャットでの相談も受け付けています。

☎ 0120-99-7777

毎日 午後４時から午後９時まで

････････････････････････････････････････････････････････････････
https://childline.or.jp/index.html
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地域の相談窓口

前頁の「電話相談窓口」もご覧ください

支援情報検索サイト
どこに相談したらいいかわからない時は支援情報検索サイトにて
地域別、方法別、悩み別に相談窓口を検索することができます。
･････････････････････････････････････････････････････････････
http://shienjoho.go.jp/

SNS相談窓口

前頁の「電話相談窓口」もご覧ください

NPO法人自殺対策支援センター ライフリンク

･･･････････

･･･････････

「生きづらびっと」「よりそいチャット」などのSNSやチャットによる自殺防止の相
談を行い、必要に応じて電話や対面による支援や居場所活動等へのつなぎも行います。
LINE @yorisoi-chat Twitter @yorisoichat チャット https://yorisoi-chat.jp/

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
相談時間

月・火・木・金・日：午後５時から午後10時30分（午後10時まで受付）
水：午前11時から午後４時30分（午後４時まで受付）

NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア
「こころのほっとチャット」では主要SNS（LINE、Twitter、Facebook）およびチャッ
トから、年齢・性別を問わず相談に応じています。
LINE・Twitter・Facebook @kokorohotchat
チャット https://www.npo-tms.or.jp/public /kokoro_hotchat/
Facebook

･･･････････

Twitter

･･･････････

･･･････････

LINE

チャット

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
相談時間

毎日：午後12時から午後４時（午後３時まで受付）
午後５時から午後９時（午後８時まで受付）

NPO法人BONDプロジェクト
10代20代の女性のためのLINE相談を実施しています。
LINE @bondproject
･･････････････････････････････････････････････････････････････････
相談時間

月･水･木･金･土：午後2時から午後6時（午後５時30分まで受付）
午後6時30分から午後10時20分（午後10時まで受付）
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LINE

14

15

※今後の新型コロナウイルスの流行状況により、
変更する場合があります。

《保健衛生関係１月行事予定》
健康相談
月

日

事

業

名

時

１月 20 日（水） 成人健康相談（血圧測定）
１月 25 日（月） 成人健康相談（血圧測定）
１月 26 日（火）
乳幼児健康相談

間

場

10：30 ～ 11：30
13：00 ～ 13：30
13：45 ～ 14：15
14：30 ～ 15：00
14：15 ～ 14：45
10：00 ～ 11：30

所

公 民 館
平見集会所
老人憩の家
寄水集会所
森浦集会所
ふれあいルーム

※乳幼児健康相談は事前予約制となっていますので、ご了承ください。
※成人健康相談（血圧測定）で、検尿を希望の方は、ご自宅で採尿し、ご持参ください。
※森浦集会所で開催する成人健康相談（血圧測定）は、都合により時間が変更となっていますので、ご注意ください。

健康教育
月

日

１月 ４日（月）

事

業

名

時

なかよし体操

間

場

所

東新集会所

13：30 ～ 14：10

※平見、寄子路、水の浦、暖海地区の方

東新集会所

１月 25 日（月）

なかよし体操

※大東・小東・新屋敷地区の方

13：30 ～ 14：10

森浦集会所

※主に森浦地区の方
※感染症予防のため、
時間を変更しておりますので、
ご注意ください。 ※初めて参加される方は、
太地町地域包括支援センター（59-2335）までお問合せください。

日

事

業

名

時

あおぞら体操

（ラジオ体操等）

（ラジオ体操等）

場

所

9：30 ～ 9：45

暖海ゲートボール場

10：00 ～ 10：15

森浦寺前（トイレ横）

10：30 ～ 10：45

平見消防屯所前

9：30 ～ 9：45

多目的センター駐車場

10：00 ～ 10：15

東の浜ふれあい広場

10：30 ～ 10：45

平見公園

※木曜日の開催場所について、１月より町民グラウンドから平見公園に変更しておりますので、ご注意ください。
※感染症予防のため、なるべくマスクを着用の上、ご参加ください。

業

名

４か月児 10 か月児健診

時

間

場

9：10 ～ 10：30

那智勝浦町福祉健康センター

姉妹

月

3

日（火

年度白

曜日・祝日）に、

令和

馬村定例表彰式

が行われました。

2

11

令和２年度
白馬村定例表彰式

からのお便り
白馬都市「白馬村」コーナー
本年は、新型コ

ロナウィルス感染症の状況を鑑

み、祝賀会は行わず、式典のみ

名に

の開催となりました。表彰式で

分野において、

4

は、消防功労、技能功労、教育

功労の

感謝状が贈られました。

3

所

和歌山県東牟婁郡太地町大字太地 3767 ー

１月 28 日（木）

事

総務課

健診

太地町役場

あおぞら体操

間

編集と発行

月

１月 ６日（水）
１月 13 日（水）
１月 20 日（水）
１月 27 日（水）
１月 ７日（木）
１月 14 日（木）
１月 21 日（木）
１月 28 日（木）

第11回「くじら浜公園駅伝大会」中止のお知らせ
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1
1

日発行

太地町教育委員会

3

月

令和３年２月に予定しておりました第 11 回「くじら
浜駅伝大会」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けまして、開催を中止させていただきます。

年

住民基本台帳
（令和２年 11 月末日現在）
総人口 3,009 人
男 1,347 人
女 1,662 人
世帯数 1,583 世帯
（前月比：総人口 ６人減
世帯数 １世減）

令和

1

