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令和２年国勢調査が実施されます

問合せ　企画課　情報政策係　☎６２－６２８８

　国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにすることを目的として行われる日本で最も重要な統計調査
で、５年ごとに行われており、前回の平成27年国勢調査から５年経った令和２年10月１日を基準日として実施
されます。
　調査の結果は、国や地方公共団体の社会福祉、雇用、環境整備、災害対策をはじめとして、あらゆる施策の
基礎データとして利用され、皆さまの暮らしの基盤に関係しているほか、民間企業でもさまざまな分野で幅広
く活用されています。
　日本の未来をつくる重要な調査となりますので、調査へのご理解とご協力をお願いします。

　調査基準日：令和２年10月１日
　調査対象：10月１日時点で町内に３か月以上住んでいる方
　　　　　　※南伊豆町に住所を移していなくても対象となります
　調査期間：９月初旬～10月下旬
　調査方法：９月初旬から統計調査員証を携帯した調査員が調査書類の配布を行い、オンラインまたは郵送提
　　　　　　出による提出が行われなかった方のところへ訪問し、紙の調査票を回収
　回答方法：スマートフォンやパソコンからのオンライン回答や、紙の調査票を郵送または調査員へ提出
　回答期間：オンライン回答　９月14日(月)～10月７日(水)
　　　　　　紙での回答　10月１日(木)～７日(水)
　調査項目：世帯員について　15項目（男女の別､出生の年月､配偶者の有無､就業状態､従業地又は通学地）
　　　　　　世帯について　４項目（世帯員の数､世帯の種類､住居の種類､住宅の建て方）

●調査について

●調査に関するよくある質問

●新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた上で調査を実施します

　町民の皆さまと調査員の安全・安心を確保するため、これまでの国勢調査と異なり出来る限り対面しないよ
うに注意した上で調査を実施します。

・調査票の配布について
　調査書類の配布に当たって、国勢調査員が９月中旬から各家庭を訪問しますが、接触が最低限になるよう配
慮した上で調査を行います。また、訪問時に不在だった場合は郵便受けやドアポストなどに調査書類を入れさ
せていただきますので、ご了承ください。

Ｑ．面倒なので回答したくない。回答しなくても良いか？
Ａ．国勢調査は、国の重要な統計調査である「基幹統計調査」として実施され、統計法という法律によって、
　調査票を提出する義務が課せられています。また、報告の拒否や虚偽の報告をした場合の罰則も設けられて
　いるため、必ず回答をしましょう。
　　　　
Ｑ．調査票を税金の調査資料に使われたりしないのか？
Ａ．しません。統計調査で得た資料（調査票など）は統計以外の目的（税調査など）で使用することを統計法
　で禁止されています。

Ｑ．回答はするが、調査員に調査票を見られたくない
Ａ．オンライン回答または郵送による回答をすることで、調査員に調査票を見られることなく提出することが
　できます。また、直接回収の場合でも調査票を入れる封筒にテープやのりなどで封をすることで、調査員は
　開封を行いません。
　※白紙回答で封をした場合、役場から再提出を依頼する電話や、役場から依頼を受けた調査員による再訪問
　　が行われる場合があります。

※調査の回答は出来る限りオンライン回答でお願いします
　対面接触や調査書類を介した間接的な接触の機会を減らし、新型コロナ
ウイルス感染症の感染リスクを低減するため、調査の回答は出来る限りオ
ンラインでの回答をお願いします。

オンライン回答はこちらのQR
コードを読み込むことで､9月
14日(月)から回答可能です
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問合せ　給付金消費者生活ホットライン　☎０１２０－２１３－１８８
　　　　消費者ホットライン　☎１８８（局番無し３桁）
　　　　賀茂広域消費生活センター　☎２４－２２０６

特別定額給付金支給に伴う詐欺に気をつけましょう

健康マイレージをご存知ですか

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

　町内在住の20歳以上の方を対象とした、町民の健康づくりを応援する新しい仕組みです。
　「健康診査」や「がん検診」などを受診したり、地域での健康づくり活動などに参加することで貰える「お
たっしゃポイント」の「健康ポイント」（青シール）を一定数ためると、協力店で商品の割引などの特典が受
けられる「ふじのくに健康いきいきカード」が貰えます。

※「おたっしゃポイント」には「健康ポイント」（青シール）と「まちづくりポイント」（オレンジシール）、「介護支援ポイ
　ント」（緑シール）があり、健康マイレージの対象となるのは「健康ポイント」のみとなります

●健康マイレージとは？

ステップ１

　役場または健康福祉センターで「おたっしゃポイント手帳」の交付申請手続
きを行い「おたっしゃポイント手帳」を受け取りましょう。

ステップ２

　以下の方法で「おたっしゃポイント」をためましょう。
①　１ポイント：各種健診・がん検診の受診、町主催の健康教室などへの参加
②　0.5ポイント：地域での健康づくり活動※への参加
※ポイントの付与は町が認めた活動に限ります

ステップ３

　おたっしゃポイントが10ポイント（ステップ２の①を計３ポイント以上含む必
要有り）貯まったら、役場で「ふじのくに健康いきいきカード」の申請を行いま
しょう。カードの申請はおたっしゃポイントの交換時に受け付けており、カード
の有効期限は発行後の翌年度末までとなります。
　「ふじのくに健康いきいきカード」で特典が貰える協力店は県のホームページ
をご覧ください。また、町内協力店も随時募集しています。

ＵＲＬ：http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-430/kenkoumaireiji.html

健康マイレージ
ホームページＱＲコード

●健康マイレージのポイントを貯めよう！

　５月下旬から、申請のあった方から順に新型コロナウイルス感
染症予防対策の特別定額給付金（１人あたり10万円）の支給が始
まっており、町内では98％以上の世帯に支給が完了しています。
　これに伴い、皆さまのお手元にお金があることを理解している
悪質事業者が、さまざまな手法で詐欺を行っていますので注意し
てください。不審な電話や身に覚えの無い商品が届くことがあっ
た場合は、１人で悩まず消費者ホットラインに相談しましょう。

【消費者被害の事例と対応】

●注文していないマスクや消毒液を送りつけてきて、品物代を要求された。
　→送りつけられる前に事業者からの電話が無く、売買契約(口頭での契約含む)をしていない場合、品物代を
　　払う必要はありません。また、送り主に連絡すると電話番号や個人情報を入手される可能性があるため、
　　連絡する必要もありません。

●「生活センター」を名乗る機関から給付金手続きのためにデータ処理費用が必要と言われた。
　→給付金の手続きで費用を要求することはありませんので、無視しましょう。
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後期高齢者医療制度について

問合せ　健康増進課　国民健康保険係　☎６２－６２５５

　後期高齢者医療制度の保険料率は、静岡県後期高齢者医療広域連合が、医療費の増加などを見込んで２年ご
とに算定します。令和２・３年度の保険料率は、次のとおり改定されました。

区分 平成30年度・令和元年度 令和２年度・令和３年度

所得割率 7.85％ 8.07％

均等割額 40,400円 42,100円

賦課限度額 62万円 64万円

●令和２・３年度の保険料率など

　年間保険料額は以下の算出方法に基づき８月に決定します。

所得割額（前年の総所得金額等－33万円）×8.07％＋均等割額（42,100円）＝年間保険料

●均等割額の軽減対象が拡大

　均等割額の５割軽減及び２割軽減について、所得の低い方の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引
き上げられ、軽減対象者が拡大しました。

均等割額の軽減判定所得基準額（世帯主及び世帯のすべての被保険者の総所得金額等の合計）

区分 平成30年度・令和元年度 新（令和２年度）

５割軽減 33万円＋28万円×被保険者数 33万円＋28万5千円×被保険者数

２割軽減 33万円＋51万円×被保険者数 33万円＋52万円×被保険者数

●均等割額の軽減措置の特例見直し

　これまで７割軽減にあたる方については、特例的に軽減割合が上乗せされてきました。世代間の公平性を図
り、医療保険を将来にわたって安心できる制度にする観点などから、次のとおり段階的に特例が見直され、本
来の軽減割合に戻ることとなりました。

区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度

33万円以下 8.5割軽減 7.75割軽減 ７割軽減

33万円以下かつ、同じ世帯の被保険者全員の年金収入が
80万円以下で、その他所得がない場合

８割軽減 ７割軽減 ７割軽減

●被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減

　被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被扶養者であった人は、所得割はかか
らず、資格取得日から２年間は均等割額が５割軽減されます。

特別徴収

●納付方法について

　保険料の納付方法は、年金からの天引きによる特別徴収と納付書または口座振替で支払う普通徴収があり、
年金を受給している方は原則として特別徴収になります。

　保険料の納付方法は、年金からの天引きによる特別徴収と納付書または口座振替で支払う
普通徴収があり、年金を受給している方は原則として特別徴収になります。

普通徴収
　８月に決定した年間保険料を８月から翌年３月末にかけて毎月納付書または口座振替で納
める納付方法です。

保険料の納付は口座振替がオススメです！

　口座振替の手続きをすれば、指定した口座から自動で引き落とされるため、保険料を
納め忘れる心配がなくなります。口座振替の手続きは、町指定の金融機関で行えます。
※手続きの際は、預金通帳および届け出印が必要になります。
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認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して

　地域包括支援センターでは、認知症になっても安心して住み慣れた我が家で暮らせるように、認知症の方や
そのご家族に対する支援を行っています。

問合せ　地域包括支援センター　☎３６－３３３５

　認知症は、早期発見・早期治療により進行を遅らせることができます。認知症になっても安心して生活でき
るよう、地域包括支援センターに「認知症初期集中支援チーム」を設置しています。認知症サポート医と保健
師、社会福祉士など、医療と介護の専門職で構成したチームが、医療や介護サービスなど適切な支援に結びつ
けるために、６か月間集中的に支援します。

◆対象者
　40歳以上で、在宅で生活をされている以下の①～③のいずれかに該当
する方
①「認知症」と診断されていない方
②医療サービスや介護保険サービスを利用していない方
③何らかのサービスを受けているが、認知症による症状が強く対応に困
　っている方

　町内には、旧三浜小学校においてＮＰＯ法人風楽による「認知症カフェあまなつ」、特別養護老人ホームみ
なとの園にて「カフェみなと」の２か所が開設されています。認知症の方やそのご家族、地域の皆さまなどど
なたでもご利用できます。ほっと一息くつろぐだけでなく、認知症の相談もできる場となっており、隔月で認
知症疾患医療センター職員による認知症相談会も実施しています。

　認知症の予防段階から発症後まで、認知症の方とその家族などへのサポートを切れ目なく大切につなぐため
のガイドブックを作成・配布しています。認知症に関する情報や認知症の心配がないかのチェックリスト、医
療機関受診の目安や各種サービスの紹介など、認知症の方やご家族などが安心して暮らすためのヒントを掲載
しています。

◆認知症初期集中支援チームとは？
　南伊豆町・下田市内の認知症サポート医と地域包括支援センターの保
健師、社会福祉士など、医療と介護の専門職で構成されていて、認知症
の方やそのご家族等を専門的に支援するチームです。

●認知症初期集中支援チームの設置

●「認知症カフェ」の開設

●「認知症ガイドブック」の発行

◆こんな活動をしています！
　認知症またはその疑いのある方のお宅を訪問してお困りごとなどを確認し、支援させていただきます。病
院受診や介護保険サービス利用などを主治医の先生や認知症サポート医と連携を図りながらご本人さまやご
家族さまをサポートします。支援期間は概ね６か月以内で、集中的な支援を行い受診や介護サービスなどの
適切なサービスに結び付けます。

≪認知症カフェ「あまなつ」≫
会　場：旧三浜小学校
開催日：毎月第２木曜日
　　　　13：00～14：30
内　容：カフェ、食事会、音楽会、季節の行事など
参加費：100円
問合せ：NPO法人風楽
　　　　☎090-3448-3432
※認知症疾患医療センターによる相談会は、奇数月に
　実施しています

≪カフェみなと≫
会　場：特別養護老人ホームみなとの園
開催日：毎月第３木曜日
　　　　13：30～15：30
内　容：カフェ、ランチ、おやつ作り、
　　　　健康講話、分校生による野菜販売など
参加費：無料
問合せ：みなとの園　☎６２－８１１１
※認知症疾患医療センターによる相談会は、偶数月に実施しています
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　地区の皆さんの健康づくりをサポートする

保健協力委員を紹介します

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

　第17期南伊豆町保健協力委員34名が決定しました。これより２年間の任期で、行政と地域住民のパイプ役と
して、特定健診やがん検診のサポート、健康イベントの協力など、地域の方々の健康づくりのサポーターとし
て、各地区で活動していただきます。町の保健事業や、健康づくりに関することなど、気になることがありま
したら、各地区の保健協力委員にお気軽にお声かけください。

地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名

石廊崎 鈴木 時子 毛倉野 山田 秋子 中木 鶴田 きよ江

大瀬 櫻田 千賀子 岩殿 三枝 孝子 天神原 佐藤 あや子

下流 齋藤 多賀子 上小野 高橋 資子 一町田 斉藤 由美子

手石 山口 美恵子 下小野 八嶋 敏子 伊浜 肥田 昌子

湊 臼井 富世 川合野 土屋 てつ子 落居 長田 妙子

青市 長池 つね子 青野 犬塚 和枝 西子浦 保田 敏子

一條 高橋 秀美 市之瀬 山本 導世 東子浦 杉原 喜美子

上賀茂 大矢 和代 平戸 大野 せつ子 妻良 清田 三枝

石井 飯泉 めぐみ 蛇石 齋藤 惠美子 吉田 仲尾 好子

下賀茂 飯富 照子 吉祥 土屋 恵子 立岩 鈴木 久代

加納 佐藤 しづ江 差田 外岡 奈津代

二條 土屋 才子 入間 外岡 みつ子

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に
伴う「フェスタ南伊豆」中止のお知らせ

　町産業団体連絡協議会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、毎年10月に実施してい
た「フェスタ南伊豆」は、ご来場者および関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、開催中止といたしま
す。毎年、本イベントを楽しみにしていた地域の皆さまには誠に申し訳ございませんが、ご理解を賜りますよ
うお願いいたします。

※令和２年度南伊豆町表彰条例およびスポーツ文化表彰に基づく表彰および社会福祉協議会善行者に対する感
　謝状贈呈式は後日開催予定です。

問合せ　企画課　企画係　☎６２－６２８８
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ＩｏＴ利活用でさまざまなことを
　　　　　　便利に！　効率的に！

「IoT×○○○」で産業を活性化

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

　みなさんこんにちは。突然です

が「ＩｏＴ」（アイオーティー）

という言葉を聞いたことはあるで

しょうか。

　ＩｏＴは｢Internet of Things｣

の略称で直訳すると「モノのイン

ターネット」となります。

　これは、インターネットを経由

して離れた場所にあるモノのセン

サー（温度、湿度、人感センサー

など）を利用し、さまざまな情報

を集めたり、モノ自体を操作する

ことができる技術のことです。

　例えば、イノシシの箱罠にセン

サーを設置し、罠にイノシシがか

かるとメールで通知してくれるよ

うに設定することができます。

　他にもビニールハウス内の温度

と湿度をリアルタイムで計測しな

がら、ネットが繋がる環境であれ

ばどこにいてもヒーターや照明を

消したり点けたりするなどの操作

ができます。

　数年前まではＩｏＴ機器を自作

するのはハードルが高い時代でし

たが、現在は小学生でも作れるＩ

ｏＴキットが発売される時代にな

りました。

　現在、私はワークショップ形式

で事業者の方から小学生までが作

れる「ＩｏＴ」の企画を進めてい

ます。

　ワークショップの開催が決まり

ましたら情報を発信いたしますの

で、その際はぜひ参加ください。

地域おこし協力隊　西川亮

民生委員退任表彰
　多年に渡り民生委員・児童委員として活躍され、令和元年11月30日をもって退任された２名の方に、その功
績を称える厚生労働大臣表彰の受賞がありました。

問合せ　福祉介護課　福祉係　☎６２－６２３３

　22年前の８月の暑い日に、行政の民児協事務局の方と区長さんが私のも

とへ訪問され、民生委員をやってほしいとお願いされて、悩んだ末に受諾

しました。私の担当する地域はバブル時代の別荘地が主で、近所の付き合

いがない方や高齢者世帯、ひとり暮らし高齢者の方が多い地域でした。

　民生委員の仕事は、早朝や就寝前の体調不良の訴えの対応から始まりま

した。当時は介護保険制度や包括支援センターも無いため行政や関係機関

に繋ぎつつ、私も入院や手術に立会い介護施設などを探したこともありま

した。このような経験の中で多様な施設を知り、その役割などを学ぶ機会

にもなりました。

　このように全てが自身の学びとなりました。委員を引き受けたあの時、

訪問していただいたお二人に感謝です。人様のお世話をするなんてとんで

もない事と思っていましたが、すべてが自分のためになりました。素直な

心で訪問し、見守りや対話を行い、物事の実相を掴む力が生まれました。

なすべき事をなし、なすべきでない事を排する勇気も湧いてきました。

　過ぎてみれば20余年、反省しきりですがいい勉強をさせていただきまし

た。ありがとうございます。

　仲間の方々、我が身を一番大事に愛しみ、良き相談相手となって長く民

生委員を全うしてください。

渡辺源彌さん(写真左)
任期　平成13年12月1日～令和元年11月30日
東子浦地区担当

吉沢かね子さん(写真右)
任期　平成10年12月1日～令和元年11月30日
下賀茂青野川西側地区担当

「民生委員・児童委員活動を振り返って」　吉沢かね子
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まちのできごと Minamiizu Topics

6/10　自衛官募集相談員の委嘱

　町と自衛隊地方協力本部は自衛官募集相談員の
委嘱状交付式を実施し、町消防団の副団長を務め
ている関正志さんと黒田利貴男さんが委嘱を受け
ました。

6/17　議員奉仕活動

　町議会議員による奉仕作業として、旧共立湊病
院敷地内の草刈りが行われ、弓ヶ浜に至る道路際
にあり、景観に支障をきたしていた雑草が刈り払
われました。

自衛官募集

　自衛隊では、以下のとおり自衛官を募集しています。

種　目 航空学生（海上・航空） 一般曹候補生（第２回） 自衛官候補生

応募資格

令和３年４月１日現在で 
海上：18歳以上23歳未満の方 
航空：18歳以上21歳未満の方 
高卒者(見込含)または高専３年次修了
者(見込含)

令和３年４月１日現在で18歳以上33歳
未満の方（32歳の方は採用予定月の末
日現在、33歳に達していない方）

令和３年４月１日現在で18歳以上33歳
未満の方（32歳の方は採用予定月の１
日から起算して３月に達する日の翌月
の末日現在で33歳に達していない方）

試験内容

１次：筆記試験、適性検査 
２次：航空身体検査、口述試験および
　　　適性検査 
３次：(海)航空身体検査（一部）
　　　(空)操縦適性検査　　 　　
　　　および医学適性検査

１次：筆記試験（国語、数学、英語、
　　　作文）および適性検査 
２次：口述試験および身体検査

筆記試験（国語、数学、地理歴史およ
び公民、作文)､口述試験、適性検査、
身体検査、および経歴評定

受付期間 ７月１日（水）～９月10日（木）
年間を通じて実施 
※静岡地本ＨＰ参照

試験期日

１次：９月22日（火） 
２次：10月17日～22日 
３次：(海)11月20日～12月16日 
　　　(空)11月14日～12月17日

１次：９月18日（金）～20日(日) 
２次：10月９日（金）～14日(水) 
各試験期間内で１日を指定

第４回：９月26日（土）男のみ 
第５回：９月27日（日）女のみ 
第６回：10月３日（土）男女

試験会場 沼津法務局 プラサヴェルデ（沼津市）
第４回：板妻駐屯地 
第５回：駒門駐屯地 
第６回：板妻駐屯地

合格発表

１次 ：10月９日（金） 
２次 ：（海)11月11日（水） 
　　　　(空)11月６日（金） 
最終：令和３年１月19日（火）

１次：10月２日（金） 
最終：11月６日（金）

※試験時に通知

問合せ　自衛隊静岡地方協力本部　伊東地域事務所　☎０５５７－３７－９６３２
　　　　総務課　防災係　☎６２－６２１１

6/23　教育の現場を知る　

　教育委員会による町内小中学校の視察が行われ
新型コロナウイルス感染症予防のために各種対策
を行い、長期休校明けとなる生徒や授業の様子な
どを確認しました。

7/14　熱中症対策に飲み物寄贈

　ダイドービバレッジサービスから、熱中症対策
として町内小学校へ、スポーツドリンク1 0 0箱の
寄贈が行われました。

、
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開館時間　８：３０～１７：１５

休館日　月曜日・木曜日・祝日

☎６２－７１００　ＦＡＸ　６２－１４０２

今月のおすすめ図書 新着図書案内

図書館利用案内

　町の図書館では夏休み課題図書

コーナーを設置しております。た

くさんの方々に利用してもらうた

め、通常の利用方法とは異なりま

すのでご了承ください。

　１人１冊、貸出期間は２週間、

貸出延長は不可となります。今年

は新型コロナウイルスの影響によ

り短い夏休みとなりますので、返

却日を厳守していただきますよう

皆さまのご協力のほどよろしくお

願いいたします。

夏休み課題図書について

心。　　　　　　　　　　　稲盛和夫
女帝小池百合子　　　　　　石井妙子
下駄の向くまま　　　　　　滝田ゆう
言語道断　　　　　　　　櫻井よしこ
ザシキワラシと婆さま夜語り

佐々木喜善
人体は流転する　

ギャヴィン・フランシス
彼らを書く　　　　　　　　片岡義男
きたきた捕物帖　　　　　宮部みゆき
ダブル・トライ　　　　　　堂場瞬一
業平　　　　　　　　　　高樹のぶ子
イエロー・サブマリン　　　小路幸也
逆ソクラテス　　　　　　伊坂幸太郎
告解　　　　　　　　　　　　薬丸岳
焦眉　　　　　　　　　　　　今野敏
猫を棄てる　　　　　　　　村上春樹

塀の外の孤独で不安定
な生活より、安全な刑
務所内での生活を志願
する老人たち。人生
１００年時代、漂流す
る老人の現実に迫るル
ポルタージュ。

斎藤充功／中央公論新社

「ルポ老人受刑者」

　悪魔が世界征服宣言
しかも台所限定で！巷
で話題の悪魔のレシピ　
サタンもベリアルもベ
ルゼブブも、悪魔が総
出で手抜き料理を紹介
しま～す！

ロー・タチバナ／枻出版社

「悪魔の手抜きレシピ」

　少女はドーナツに囲
まれて死んだ…。美醜
に囚われた人間の深層
心理を抉り出す美容整
形ミステリー。鏡に写
った自分の顔、あなた
は満足してますか…？

湊かなえ／集英社

「カケラ」

　昭和、平成、令和。
傑作「孤狼の血」から
始まる暴力の歴史が遂
に完結。欲望渦巻く狂
乱の世界で命を賭した
男たちの末路は…。

柚月裕子／ KADOKAWA

「暴虎の牙」

　縄文土器の文様は古
代人の身体に彫られて
いた。身体改造の最前
線を追い続ける著者が
「縄文タトゥー」の復
興プロジェクトを総括
する１冊。

ケロッピー前田／国書刊行会

「縄文時代にタトゥー
はあったのか」

　発狂、錯乱、崩壊。
その音色を聞いた者は
必ず精神に異常をきた
すという…。「悪魔」
と呼ばれる楽器を手に
入れた男。奏でる音色
はどこに響くのか？

中村文則／幻冬舎

「逃亡者」

　自傷行為を繰り返す
少女に差し伸べられた
救いの手。しかし手繰
り寄せたその手の先に
あったのは…。闇を照
らし出す青い光の正体
とは？

逸木裕／東京創元社

「銀色の国」

　時は江戸。三年ほど
暮らすと願いが叶うと
いう長屋があった。通
称「三年長屋」。お節
介な差配と、癖のある
店子たちとの人情話。
泣いて笑って大満足！

梶よう子／ KADOKAWA

「三年長屋」

　あかりによる「心の
ケア」を学ぶ本。あか
りの作り方や灯し方、
部屋のリノベーション
の技術を紹介。リラッ
クスしたい人大集合！

橋田裕司／マール社

「あかりの学校

　ジャズを聴き、本を
読み、街を歩く。Ｊ・
Ｊ氏こと植草甚一のニ
ューヨーク滞在記。軽
妙な植草節を堪能でき
るグラフィックブック

植草甚一／晶文社

「知らない本や本屋を
捜したり読んだり」

図書館だより

、

。
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お 知 ら せ

対象　介護職員の資格を取得し、就
　労したい方
日程　８月25日(火)９：30～(説明会)
場所　シグマカレッジ沼津駅前校
　（沼津市大手町3-2-20　サンフォ
　ーレビル５階）
その他　参加を希望する場合は事前
　に電話、ＦＡＸ、ホームページか
　ら予約を行ってください。　
問合せ　東海道シグマ介護事業部
　(委託事業者)　☎０５４－２５５－４２５９
　FAX:０５４－２７２－１１３０

静岡県介護人材育成
事業　参加者募集

試験日程　11月８日(日)

試験種類　甲種・乙種全類・丙種

出願期間　

　電子申請　８月28日(金)～９月７日(月)

　書面申請　８月31日(月)～９月10日(木)

試験会場　下田市内他６会場

その他　試験会場等詳細は、消防試

　験研究センター静岡県支部ホーム

　ページをご覧ください。また、新

　型コロナウイルス感染症の影響に

　より、日程・会場が変更となる場

　合があります。

問合せ　下田消防本部予防課

　☎２２－１８４９

　(一財)消防試験研究センター静岡

　県支部　☎０５４－２７１－７１４０

危険物取扱者試験の
実施

停電情報に関するお知らせ
　東京電力パワーグリッドでは、安
全・確実に安定した電気をお届けで
きるよう、日々、設備の点検・改修
を実施していますが、災害や設備事
故などにより停電が発生し､ご不便を
おかけすることがあります。
　停電情報につきましては、ホーム
ページ（https://teideninfo.tepco.
co.jp）または、TEPCO公式スマート
フォンアプリ「TEPCO速報」で停電地
域や復旧時間の見込みなどをお知ら
せしているほか、お住まいの地域の
コミュニティFMでも停電情報を発信
しています。
　なお、切れてたれ下がっている電
線には絶対に触らないでください。
その他の注意点は、東京電力パワー
グリッドのホームページをご覧くだ
さい。
【問合せ】東京電力パワーグリッド　
☎0120-995-007(無料)
☎03-6375-9803(有料)

TEPCOホームページ
へアクセスする際は
左のQRコードを読み
取ると便利です。

募集職種　消防士
採用人数　５名程度
採用年度　令和３年度
受験資格　平成６年４月２日以降に
　生まれた方で、高等学校卒業以上
　(高校卒業見込みを含む)の学歴を
　有する方、または同程度の学力を
　有すると認められる方
提出書類　
　①受験申込書
　②卒業証明書または卒業見込証明書
　③返信用長形３号封筒（84円切手
　　を貼付し、自分の宛先を明記し
　　たものであること）
受付期間　８月11日(火)～９月17日(木)
試験日程　
　１次試験　10月18日(日)（教養試
　　　　　　験および作文）
　２次試験　11月８日(日)（体力試
　　　　　　験および口述試験）
試験会場　下田市６丁目１番14号
　下田消防庁舎３階会議室
その他　試験案内および受験申込書
　は、下田消防本部、南伊豆分署で
　貰えるほか、下田消防本部のホー
　ムページからもダウンロードでき
　ます。
問合せ　下田消防本部総務課人事財
　務係　☎２２－１８２９

下田地区消防組合
職員募集

募集科　　電気技術科（日本版デュ
　アルシステム）
訓練期間　10月から２年間
授業料　　年間授業料39万円
　※別途教科書、作業服など諸経費
　　必要
応募資格　概ね55歳以下の方で次の
　要件に該当する方
①高等学校を卒業している方（９月
　卒業見込者含む）
②高等学校卒業と同等以上の学力を
　有すると認められる方
募集定員　12名
募集期間　
　Ｃ日程　８月12日(水)～９月４日(金)
試験日　
　Ｃ日程　９月11日（金）
受験料　　18,000円
選考方法　小テスト（数学Ⅰ）・小
　論文・面接　
ホームページ　http://www3.jeed.
or.jp/shizuoka/college
その他　申込に必要な書類の請求や
　問合せはホームページまたは以下
　までお問い合わせください。
申込・問合せ　浜松職業能力開発短
　期大学校学務援助課
　☎０５３－４４１－４４４４

浜松職業能力開発短期
大学　秋期入校生募集

　中小企業退職金制度は、中小企業
退職金共済法に基づき、中小企業の
振興と従業員の福祉の増進を図るこ
とを目的としています。
　本制度は、短時間労働者の方のた
めの特例掛金月額も用意されていま
す。また、国による掛金助成や税法
上の優遇も受けられます。
　制度の詳細等につきましては、以
下までお問い合わせください。
　ホームページはインターネットか
ら[中退共]で検索ください
問合せ　独立行政法人勤労者退職金
　共済機構中小企業退職金共済事業
　本部　☎０３－６９０７－１２３４

中小企業退職金制度

採用人数　１名程度
受付期間　８月３日(月)～24日(月)
試験日程　９月20日(日)
　教養試験、事務適正試験、口述試
　験（面接）
問合せ　南豆衛生プラント組合
　☎２２－３３０２

南豆衛生プラント組
合職員募集
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８月は、町県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料、国民年金保険料の納付月です｡

納期限内に忘れずに納めましょう。

税金・料金の納付は便利な口座振替で。お申込みは、各金融機関窓口まで。

戸籍の窓

赤ちゃん誕生おめでとう

結婚お幸せに

お悔やみ申し上げます

地区 赤ちゃんの名前 誕生日 父・母

中木 下
しもみや

宮　歩
あゆむ

 6.4 哲郎・さおり

地区 お名前（旧姓） 婚姻日

二條 長田　正敏・香菜子(土屋) 6.27

地区 氏　名 年齢 月日

加納 黒田　高志 70 5.31

湊 土屋　雪子 86 6.6

伊浜 齋藤　勝巳 73 6.13

石井 関本　泉 53 6.15

下賀茂 植田　京子 79 6.17

二條 土屋　きよ子 80 6.23

　令和２年６月１日から６月30日までに
届け出のあったもの（敬称略）

※このコーナーに掲載を望まない方は、
　戸籍届出の時にお申し出ください。

人の動き

世帯数 3,894 世帯

人　口 8,085 人（-3）

男 3,870 人

女 4,215 人

（７月１日現在）

----------（６月中）----------

転入 18 転出 12

出生 1 死亡 10

　高齢者は脱水症が起きやすいた

め、注意が必要です。

　原因として、「体内の水分が不

足しても喉の乾きを感じにくい」

「体内に貯蓄してある水分量が少

ない」ことが挙げられます。

　喉の乾きを感じるセンサーは、

加齢に伴ってどうしても鈍くなる

ため、喉の乾きを感じた時点で既

に脱水がある程度進んでいます。

　体格にもよりますが、朝昼晩の

３食＋5 0 0～1000mLの飲水が必要

となるため、ペットボトル5 0 0mL

を１日１～２本摂取すると脱水は

ある程度防げます。

　よく聞かれますが、飲むものは

経口補水液でなくてもお茶や麦茶

で問題ありません。畑仕事などで

汗を多くかく方には、アクエリア

スやポカリスエットといった水分

補給用のジュースを同じ量の水で

割ったものを勧めています。原液

では糖分が多く、飲んだのに喉が

乾いたり、尿量が多くなり脱水症

を引き起こしてしまう可能性があ

りますので、お勧めしません。

　コロナウイルスで大変な時期で

すが、脱水症にならないよう夏を

乗り切りましょう。

内科　吉田　貴光

問　下田メディカルセンター

　　☎２５－２５２５

メディカル通信

information

脱水症の水分補給

だ よ り

東京都杉並区

交 流 自 だ 体治

　杉並区では、区民ライターが区

民目線で杉並区の魅力を発掘し、

取材・執筆を行っている区公式情

報サイト「すぎなみ学倶楽部」を

運営しています。

　本サイトはイベントの紹介やグ

ルメ情報といった観光情報だけで

なく、歴史や文化、杉並の自然、

ゆかりのある人々など幅広いジャ

ンルを紹介しており、約1,200以上

の記事を掲載しています。昨年度

は76万件以上のアクセスがありま

した。

　例えば、小学生の自然学習の一

環として実施されたヤゴの救出に

ついて書かれた記事では、救出の

取り組みだけでなく、ヤゴの飼育

の仕方や歴史等についても深掘り

されているため、学校の授業や夏

休みの自由研究の参考としても活

用されています。

すぎなみ学倶楽部

　また、交流自治体の紹介ページ

もあり、南伊豆町も弓ヶ浜クラブ

が紹介されています。今年度は南

伊豆町のさらなる魅力を深堀りし

ていく記事を掲載予定です。多く

の方に南伊豆町の魅力をより深く

知ってもらい、南伊豆町と杉並区

の交流をさらに深めていきます。

問　杉並区産業振興センター観光係

☎０３－５３４７－９１８４
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康一口メモ健 マイルキッズス

　汗をかくと水分と塩分が失われます。失った水分

と塩分を早めに補わないと発汗が止まり、体温調節

機能が上手く働かなくなり、体温が異常に高くなり

ます。

　喉の渇きを感じるまでに時間がかかる高齢者や、

体温調節機能が未熟な子供は注意が必要です。

　また、マスクをしていると喉の渇きを感じにくい

ため、喉が渇く前から、少しずつこまめに水分を摂

るようにしましょう。

　大量の汗をかいて塩分も多く失う時には、真水で

はなく、適度な塩分と糖分を含み、吸収にも優れた

経口補水液や薄めたスポーツドリンクを利用しまし

ょう。

　今年の夏は、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、マスクを着用して生活することが予想され

るため、脱水症状にはくれぐれも注意しましょう。
上賀茂 松下　芽

め い

生 ちゃん（１歳６か月）

問合せ　健康増進課　健康増進係

　　　　☎６２－６２５５

広報みなみいず　８月号

「お料理大好き！

　　　　おいしくなぁーれ！」

発行日／令和２年８月１日

発行／南伊豆町　編集／企画課　印刷／㈲サン印刷

〒４１５－０３９２　静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂３１５－１

水分補給は
　のどが渇く前に！

～主菜：豆腐入りふんわりたまご焼き～

▷　材料２人分

栄養価（１人）
エネルギー：131kcal　タンパク質：8.2g
脂質：8.2g　塩分：0.8g

卵…２個
絹ごし豆腐…75ｇ
めんつゆ(３倍濃縮)…小さじ２
みりん…大さじ2/3
油…小さじ１

▷　作り方　◁
①ボールに豆腐を入れ、泡立て器で潰し、卵を入れ
　て混ぜたあと、めんつゆとみりんを加える。
②油をひいた卵焼き器に、①で混ぜたものを少しず
　つ流し入れ、焼く。
③卵焼き器から取り出し食べやすい大きさに切る。

南
な ず み か い

豆味会（健康づくり食生活推進協議会）
　問合せ　健康増進課　☎６２－６２５５

康レシピ健

ＴＥＬ　０５５８－６２－６２８８　　ＦＡＸ　０５５８－６２－１１１９

ホームページ

https://www.town.minamiizu.shizuoka.jp

★ここがポイント！

　豆腐を入れることで、ふわ
ふわした食感になり、介護食
としても適しています。大根
おろしと一緒に食べてもおい
しいです。


