
2021.10 月号3 2広報みはま

走れ 北信越の大地を とべ 北信越の大空へ

令和 3年度 全国高等学校総合体育大会
～輝け君の汗と涙 北信越総体 2021 ～

優勝クルーインタビュー
【女子舵手つきクォドルプル】 【男子舵手つきクォドルプル】

レース
種別 着順 クルー名 1000ｍ

タイム

女子
シングル
スカル

優勝 加茂高校 (兼松 万綸 ) 4:03.55

2 位 若狭高校 ( 藪本 友結 ) 4:06.75

3 位 美方高校 ( 清水 空 ) 4:08.67

4 位 猿投農林高校 ( 浅井 奏音 ) 4:09.30

5 位 米子西高校 ( 杉原 春菜 ) 4:09.61

6 位 川口市立高校 ( 向井 琴和 ) 4:20.05

女子
ダブル
スカル

優勝 横浜商業高校 3:40.75

2位 若狭東高校 3:42.18

3位 浜松西高校 3:42.34

4位 松山東高校 3:43.50

5位 膳所高校 3:44.53

6位 諏訪清陵高校 3:51.49

女子
舵手つき
クォドル
プル

優勝 美方高校 3:32.34

2位 小松川高校 3:35.01

3位 加茂高校 3:36.87

4位 横浜商業高校 3:41.14

5位 済々黌高校 3:41.86

6位 岡谷南高校 3:42.76

レース
種別 着順 クルー名 1000ｍ

タイム

男子
シングル
スカル

優勝 江北高校 ( 沢目 真直 ) 3:24.41

2 位 日田高校 ( 中島 広大 ) 3:26.14

3 位 松山東高校 ( 岡山 凜之 ) 3:26.36

4 位 関西高校 ( 吉田 智貴 ) 3:28.30

5 位 むつ工業高校 ( 下重 龍人 ) 3:30.16

6 位 美濃加茂高校 ( 林 信壱 ) 3:33.84

男子
ダブル
スカル

優勝 関西高校 3:14.75

2位 浜松西高校 3:14.99

3位 瀬田工業高校 3:15.71

4位 宇和島水産高校 3:18.02

5位 清風高校 3:18.31

6位 八尾高校 3:18.69

男子
舵手つき
クォドル
プル

優勝 美方高校 3:09.35

2位 今治北高校 3:11.78

3位 日田高校 3:14.13

4位 海洋高校 3:14.89

5位 東筑高校 3:19.55

6位 中央大学杉並高校 3:21.35

■レース結果

　8月 16日から 19日にかけて、令和 3年度全国高等
学校総合体育大会ボート競技が、県立久々子湖漕艇場で
開催されました。
　大会は、男女別にシングルスカルやダブルスカル、舵
手つきクォドルプルの計 6 種目で競われ、全国から
272クルー 984人の選手が出場しました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、無観客
での開催となりましたが、出場した選手たちは、日頃の
練習の成果を発揮し、熱いレースを繰り広げていました。

※お問い合わせ先　
　町教育委員会事務局(担当･荒木) 
　☎32‐6708

※お問い合わせ先
　町教育委員会事務局(担当･荒木) 

　8月 19日に行われた決勝戦では、舵手つきクォドルプルで美方高校が男女ともに優勝し、女
子シングルスカルでは、美方高校の清水空選手が3位に入賞しました。
　舵手付きクォドルプルでは、女子が3大会連続、男子は3年ぶりの優勝となり、男女共に3月
に行われた全国高校選抜大会と合わせて春夏連覇を達成しました。

(左から )浅野萌菜さん、鴇田彩桜さん、
上村柚子さん、柴田佳歩さん、馬野彩加さん

(左から )山口遥平さん、岩崎麟太朗さん、
津志田匠太郎さん、柴崎峻佑さん、脇田蓮太郎さん

　出場するすべての種目において、優勝するつ
もりでやってきました。普段から男子には負け
ていられないという気持ちで練習に励んできた
ので、地元開催のインターハイという最高の舞
台で、男女共に優勝することができ、とてもう
れしく思います。

　選抜大会に続き優勝することができ、全国に美
方の強さを見せつけることができたと思います。
　インターハイで優勝するために、これまで練習
してきたので、とてもうれしいです。最高の舞台
で、今までで一番いいレースをすることができま
した。

熱戦を繰り広げる選手たち

高校生スタッフによる配艇受付 レースを観戦する大会出場選手 大会運営スタッフによる受付での検温

レースに向けて準備をする選手たち
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視聴できる番組 月額料金 (税込 )

ファミリー
(地上波プラン )

 一般世帯 (ファミリープラン )と同じ番組が視聴

 できます。 
 STB 設置不要                           1,980 円

ライト

(ＢＳプラン )
 一般世帯 (ライトプラン )と同じ番組が視聴でき

 ます。

 STB( 視聴 ) レンタル　2,310円〈　550円〉

 STB( 録画 ) レンタル　3,080円〈1,320円〉

 STB 買い取り　　　 　2,310円〈　550円〉

ケーブルテレビの
　　　新プランについて
　ＭＭネットでは、町が行うケーブルテレビ施設の更新工事に合わせて、サービスの充実を図るためテレビ
やインターネットサービスのプラン見直しを行いました。

視聴できる番組 月額料金 (税込 )
〈　〉内は STB2台目以降の料金

ファミリー
(地上波プラン )

 地上波 (8 チャンネル ) と ｢ 行政チャンネル ｣
 ｢ 消防チャンネル ｣｢ コミュニティチャンネル ｣
 ｢ お天気チャンネル ｣が視聴できます。

 STB( セットトップボックス )設置不要

                                              1,650 円

ライト

(ＢＳプラン )
 ファミリープランで視聴できる番組のほか、BS
 番組 (11チャンネル )が視聴できます。

 STB( 視聴 ) レンタル　1,980円〈　550円〉

 STB( 録画 ) レンタル　2,750円〈1,320円〉

 STB 買い取り　　　 　1,980円〈　550円〉

デラックス

(ＣＳプラン )

 ライトプランで視聴できる番組のほか、CS番組
 (23 チャンネル )が視聴できます。
 ( 現在のデジタル横綱と同じ番組構成 )

 STB( 視聴 ) レンタル　2,530円〈　550円〉

 STB( 録画 ) レンタル　3,300円〈1,320円〉

 STB 買い取り　　　 　2,200円〈　220円〉

一般世帯向け

事業所向け

※1　STB(視聴)は視聴機能のみ、STB(録画)は視聴機能と録画機能を有するSTBを指します。
※2　年払いや半年払い、大口ユーザーサービスは廃止となります。
※3　事業所向けのプランはファミリーとライトのみとなります。
※4　現在、新規加入金の無料キャンペーンを実施中です。

速度
( ベストエフォート )

月額料金 (税込 )
テレビ契約あり テレビ契約なし

光 20Ｍ
メガ

プラン ( 上り ･下り )20Mbps 3,190 円 3,960 円

光200Ｍプラン
( グローバル IP1個付与 )

( 上り ･下り )200Mbps 3,850 円 4,620円

光1Ｇ
ギガ

プラン
( グローバル IP1個付与 )

( 上り ･下り )1Gbps 4,180 円 4,950円

一般世帯･事業所共通

テレビサービス

インターネットサービス

※　月額料金の中にプロバイダー料金が含まれています。

　MMネットでは、これまで地上波(4チャンネル)と｢行政チャンネル｣｢消防チャンネル｣のみ無料で視

聴できる｢お知らせパック｣を設けていましたが、今後の施設の維持管理経費や将来の技術革新等へ対応

する設備更新費用の積み立てのため、無料のプランを廃止することといたしました。皆さまのご理解と

ご協力をお願いします。

■新プラン移行後の無料プラン廃止について

　すでに一部の地域では、新プランでのサービス提供が始まっていますが、改めて概要と料金をお知らせします。
※新プランの提供は、更新工事が完了した世帯から順次行われます。

ケーブルテレビ設備の
更新工事について

【お問い合わせ先】
　 町エネルギー政策課 (担当 ･山野 )
　☎ 32‐6716

　町では、ケーブルテレビ施設の老朽化への対応及び放送･通信の
高度化を図るため、昨年度からケーブルテレビ施設の更新工事を実
施しています。
　更新工事は、町内を4つのエリアに分けて行っており、第1期エリ
アは完了し、第2期エリア加入者宅の工事を行っています。今後、
第3期、第4期エリアについても、センター機器の更新や伝送路工事
完了後、加入者宅の工事を進めていく予定です。

施設更新のスケジュール(予定)

整備エリア 令和3年度 令和4年度

第2期エリア 　

第3期エリア 　

第4期エリア 　

※工事の状況により、令和4年度にかけて工事を行います。

第 2期エリア

第3期エリア

第4期エリア

■整備エリア図

更新工事のイメージ(引込工事・宅内工事内容)

新プランの申し込みについて
　更新工事を実施するにあたり、第3期エリアと第4期エリア
のケーブルテレビ加入者の方に、新プランへの案内を送付し
ますので、内容をご確認の上、必要事項を記入し、同封の返
信用封筒(美方ケーブルネットワーク㈱宛て)に入れて送付し
ていただきますようお願いします。

※ 旧プランは、有料 ( 横綱・大関 )・無料 ( お知らせパック ) プラン
に限らず更新工事後に廃止されるため、ケーブルテレビを引き続き
視聴される場合は、必ず新プランへの申し込みをお願いします。

引込工事・宅内工事や新プランの詳しい内容については、行政チャンネル(91ch)において放送していま
すので、ぜひご覧ください。

■切り替え工事イメージ図

同軸ケーブル、タップオフ

光ケーブル、クロージャ同軸ケーブル、タップオフ

TV

ONU
(※)

ONUに電源を供給

保安器

光ケーブル、クロージャ

引込線

（同軸ケーブル）

引込線

（光ファイバ）

同軸ケーブル(既設ケーブルを使用)

幹線工事 引込工事 宅内工事

加入者宅

旧音声告知受信端末機

パソコン

電源

STB

接続切替

同軸ケーブル ｹｰﾌﾞﾙ
ﾓﾃﾞﾑ

切替赤色：新設工事範囲

青色：撤去工事範囲

※光信号(光ファイバ)を電気信号(同軸ケーブル、LANケーブル)に変換する機器

LANｹｰﾌﾞﾙに切替

第1期エリア

↑ONUの設置例

↑新料金プランの案内

【お問い合わせ先】
　 美方ケーブルネットワーク㈱
　☎32‐3400
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お問い合わせ先
町住民環境課　(担当･武田晋) 　☎32‐6703

ご家庭　　省エネ
取り組みましょう

　豊かで快適な暮らしのために、私たちは毎日たくさんのエネルギー
を使っています。しかし、エネルギー資源には限りがあり、使いすぎ
により地球環境に悪影響を与えることがあります。例えば、化石燃料
(石油等 )を燃やすことにより、空気中の二酸化炭素等が増加し、結
果として地球温暖化に繋がることが挙げられます。

地球温暖化とは

　エネルギーの大半は石油や石炭等の化石燃料を燃焼することによっ

て得られていますが、これに伴って、大気中に CO2( 二酸化炭素 ) が

排出されます。エネルギーの大量消費でこの濃度が上昇し、地球が宇

宙に放出するはずの熱が大気中に封じ込められる温室効果が進み、地

球全体の気温が上昇する現象です。地球温暖化による異常気象や自然

生態系、農業への影響等が心配されています。

　温室効果ガスの主なものとしては、二酸化炭素やメタン、亜酸化窒素、

クロロフルオロカーボン等があります。

地球温暖化防止のための取り組み

白熱電球を電球型蛍光灯や LED電球に交換する。

電気製品を購入する際には、省エネルギー対応モデルを選ぶ。

お湯をなるべく使わない。

使っていない電気製品のスイッチを切る、またはプラグを抜く。

家庭でのリサイクルを心がける。

再生紙利用商品を購入する。

過剰包装商品を購入しない。

徒歩や自転車、公共交通機関の利用等でマイカーの走行距離を減らす。

週1回の点検でタイヤの空気圧を適正に保つ。

車を買い換える際には燃料効率のよいモデルを選ぶ。

白熱電球を電球型蛍光灯や LED電球に交換する。

電気製品を購入する際には、省エネルギー対応モデルを選ぶ。

お湯をなるべく使わない。

使っていない電気製品のスイッチを切る、またはプラグを抜く。

家庭でのリサイクルを心がける。

再生紙利用商品を購入する。

過剰包装商品を購入しない。

徒歩や自転車、公共交通機関の利用等でマイカーの走行距離を減らす。

週1回の点検でタイヤの空気圧を適正に保つ。

車を買い換える際には燃料効率のよいモデルを選ぶ。

　地球温暖化を防止する
には、一人ひとりが問題
意識を持ち「省エネ」を
実行することが大切です。
　一人では効果が少ない
ように思えますが、全世
帯で実行すれば、大きな
成果が得られます。

省エネと節電の違い

　省エネと節電の違いをご存じですか。省エネはエネルギーを削減す

ることで、節電は電気の使用量を削減する、または電気を集中的に使

う時間をずらすピークシフトを意味しています。どちらもエネルギー

の安定供給に有効であり、電気の使用量を減らすことは、省エネと節

電の両方に繋がります。

　しかし、ピークシフトは節電になりますが省エネにはならず、地球

温暖化の防止とはなりません。

省エネ?

節電 ?

でも に

戸別受信機の運用開始に伴う
音声告知受信端末機の回収について

　町では、8月1日より新しい情報伝達手段として、戸別受信機の
運用を開始しております。これに伴い不要となった音声告知受信端
末機(右図)の回収について、次のとおりお知らせします。

■音声告知受信端末機の回収時期・内容

地区名 回収時期 回収内容

東地区 令和3年度

・音声告知受信端末機
・音声告知受信端末機用同軸ケーブル【希望者のみ】
・ケーブルモデム用同軸ケーブル【希望者のみ】
注1:  ケーブルモデム本体は、ケーブルテレビ施設更新工事の宅内工事で
　　  撤去します。
注2: 同軸ケーブルは、加入者の所有物であるため、希望者のみ撤去します。
　　   ・ケーブルが壁の中から出ている場合…壁から出ている部分を撤去
　　   ・ケーブルが壁に沿って配線されている場合…同軸ケーブルのみで
　　　  配線されている部分までを撤去

北地区
南地区
耳地区

ケーブルテレビ
施設更新工事
完了後 (※ )

※ 更新工事とは別の業者が回収を行う予定です。回収時期が近づいてきたら、改めてお知らせします。（ケーブルテレビ解約
者の方も上記回収時期に回収します）

■音声告知受信端末機回収までの取り扱いについて
　7月31日をもって、音声告知受信端末機での放送は終了していますので、電源ケーブルを抜いていただ
きますようお願いします。また、端末機に停電時用の単2電池が入っている場合は、電池の過放電による液
漏れを防止するため、下記の手順により電池を取り外していただきますようお願いします。

①前面のカバーを取り外します。 ②電池を取り外します。 ③カバーを戻します。
※ 前面のカバーに軽く体重をか
けるようにスライドさせると
開けやすくなります。

※ 使用済みの電池は町
の分別に従って処分
してください。

～音声告知受信端末機の取り扱いに関するＱ＆Ａ～

Ｑ：端末機が邪魔だが、どうにかならないの？
Ａ： 端末機を取り外せるのであれば、外していた

だいても問題ありません。ただし、町で端末
機の回収を行うまで、保管をお願いします。

Ｑ： 取り外した端末機は、不燃物として捨てて
もいいの？

Ａ： 端末機は町からの貸与品のため、捨てない
でください。

Ｑ： 端末機の回収までかなり時間が空いている
ので、端末機を役場に持って行ったら引き
取ってくれるの？

Ａ： 役場までお持ちいただいた場合は回収しま
す。その場合、音声告知受信端末機とケー
ブルモデム用の同軸ケーブルの撤去には伺
いませんのでご了承ください。

お問い合わせ先
町エネルギー政策課　(担当･山野) 　☎32‐6716


