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－南伊豆町議会９月定例会　行政報告－

行政報告（要旨）

１．新型コロナウイルス
　　感染症について

　令和元年11月に中国武漢市で発生

が確認された新型コロナウイルス感

染症は、瞬く間にアジア、ヨーロッ

パ、北米、アフリカ、オセアニアな

ど世界各地に拡散し、世界は過去に

経験のない事態に陥りました。

　日本国内では、2020年１月に初の

感染者が確認され、政府は４月７日

に東京都を始めとする７都府県に新

型コロナウイルス対策特別措置法に

よる緊急事態宣言を発令、16日には

全都道府県に範囲を拡大しました。

　本町においても感染拡大防止のた

め、小中学校の休校、認定こども園

や放課後児童クラブの縮小運営、町

有施設等の貸出中止などの対策を実

施するとともに、町民の皆様に向け

て、手洗い・咳エチケットの徹底を

うながし、３密の回避や不要不急の

外出自粛など感染症拡大防止対策の

実践に加え、全国的に懸念された大

型連休中の人の流れを抑制するため

の措置として観光事業者等への休業

要請を実施し、さらなる感染拡大の

防止に努めたところであります。

　新型コロナウイルスは世界中で猛

威をふるっており、沈静化の様相は

いまだ見えない状況で、国内での感

染も完全に収束しておらず、ワクチ

ンや抗ウイルス治療薬が開発供給さ

れるまでは、感染予防に向けた正し

い取り組みが極めて重要であること

から、国が掲げる｢新しい生活様式｣

の定着や、社会経済活動を段階的に

引き上げていく新たなステージ「ウ

ィズコロナ」をもって感染予防と社

会経済活動の両立を図り、町民の皆

様とワンチームでこの難局を乗り越

え町の活力を復活させていきます。

　次表に本町の主要な新型コロナウ

イルス感染症にかかる施策について

記載いたしました。

事業名 内容

経済変動対策貸付資
金利子補給事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売上げ減少や資金繰りが
悪化している中小企業者の経営維持と安定を図るため静岡県経済変動
対策貸付利用事業者に対し、県の利子補給金に上乗せして利子補給金
を交付する。

休業要請に伴う事業
者給付金

新型コロナウイルス対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受け、観
光客等の流入が多くなる大型連休期間中（4/29～5/6）の県外等から
の流入を抑制するため、事業者への営業自粛を要請し、要請に応じて
休業した事業者に協力金を支給

支給総額　 43,600,000円

特別定額給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた全国民を支援する取組とし
て、町が事業主体となり特別定額給付金を支給する

支給総額　807,700,000円

子育て世帯臨時特別
給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組
として、町が事業主体となり子育て世帯臨時特別給付金を支給する。

支給総額　  7,650,000円

消費喚起型・子育て
世帯学資応援臨時給
付金

長期にわたる小中学校の休校や認定こども園の休園などにより、家計
に大きな負担が生じている子育て世帯の学資を支援することで、家計
負担の不安を軽減するとともに、それによる消費の拡大を図る。

支給総額　  22,950,000円

感染症終息後の観光
宿泊需要創出事業

新型コロナウイルス感染症対策により大幅に減少した観光交流客数の
回復を図るとともに、地場産品の魅力を地域外に発信するための広告
宣伝を実施する。

公共施設感染症予防
対策機器整備事業

町内子育て支援施設、教育施設およびその他公共空間に新型コロナウ
イルス感染症対策として空気清浄機器を導入し感染予防を図る。

導入台数　70台

新型コロナウイルス
対策プレミアム付商
品券事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している町
内事業者への経済対策として100%上乗せのプレミアム付商品券を発行
する。

高齢者への敬老見舞
金支給事業

南伊豆町社会福祉協議会が実施を予定している新型コロナウイルス感
染症の拡大により日常生活に支障を生じている高齢者への見舞金給付
として補助を行うことで高齢者の生活の安定を図る。

小中学校特別教室エ
アコン設置事業

学校における感染拡大防止のため児童生徒の分散授業を実施するにあ
たり、特別教室への空調設備整備を行う。

教育用情報端末整備
事業

ＩＣＴ教育充実のため、小中学校児童生徒、教員用端末、無線ＬＡＮ
機械等を整備する。

学校衛生環境改善
（サーモグラフィ整
備）事業

各学校の玄関に、サーモグラフィカメラおよびモニター装置等を設置
し、登校時の児童生徒の体温確認を行うことで校内での感染拡大を防
止する。

小中学校水道蛇口自
動化事業

児童生徒が使用する蛇口を自動水栓に交換することで共用箇所を介し
た感染拡大を防止する。

町内宿泊及び体験事
業についての消費喚
起事業

新型コロナウイルス感染症により大幅に減少した観光交流客数の回復
を図るため、特に小規模の宿泊施設を中心に宿泊客を誘致し宿泊施設
を主体とした経済効果の拡大に資する事業を実施する。

新型コロナウイルス
対応「南伊豆パスポ
ート」作成事業

新型コロナウイルス感染症に対応した特典付きパスポート型観光パン
フレットを作成することで地域観光の魅力向上を図る。

魅力的な滞在コンテ
ンツ造成事業

　インターネットを活用し、町内の名所や体験、食などを事前に仮想
体験（一部は実体験）することができるコンテンツを作成し、仮想体
験から実体験の観光に繋げる。

小規模事業者電子決
済導入支援事業

　電子決済の導入に係る諸費用の補助、導入キャンペーンの実施によ
り、小規模事業者の電子決済導入を促し、地域内の電子決済利用店舗
数の増加、地域経済の活性化を図るとともに、現金の受け渡しによる
感染拡大の防止を図る。

休業を余儀なくされ
た事業者の事業再開
支援金

　他地域からのウイルス持込等により休業を余儀なくされた事業者の
休業および事業再開に対する支援を実施する。
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　令和２年南伊豆町議会９月定例会が９月２日(水)、３日(木)、７日(月)、25日(金)の日程で開催されました。

９月定例町議会

２．夏期の観光施設等の
　　入込状況について

　本町の海水浴場の開設に向けた取

り組みとしては、６月下旬に「海水

浴場等における新型コロナウイルス

感染症防止対策ガイドライン」を策

定し、関係機関並びにライフセーバ

ーも交えた感染防止対策にかかる協

議を重ね、適正な海水浴場の運営監

視に努めてまいりました。

　また、海岸地区には感染拡大防止

に関する注意喚起看板を設置したほ

か、海水浴客に対してチラシを配布

するなど啓発活動を実施しました。

　加えて、南伊豆町観光協会では宿

泊施設や飲食店舗を対象とした感染

防止対策研修会を実施したほか、地

方創生臨時交付金を活用した夏の誘

客用テレビＣＭを制作し、関東圏に

広く放映されたところであります。

　コロナ禍において、前倒しで開始

された「Go To トラベル」事業につ

いては、多くの観光事業者が期待を

寄せていましたが、東京都がキャン

ペーン対象外とされたことに加え、

夏休み期間の短縮などとも相まって

観光施設や宿泊施設の入込み客数お

よび海水浴客数において前年を下回

りました。

　今後も関東圏へのテレビＣＭなど

を強化し、秋の伊勢海老まつり期間

３．南伊豆認定こども園
　　の一園化に向けて

　南伊豆認定こども園一園化整備事

業の進捗状況ですが、コロナウイル

ス感染症による緊急事態宣言などを

受けて、感染予防に伴う作業員の体

調管理、ソーシャルディスタンスの

確保や長梅雨といった天候不順によ

る工期延長などもありましたが、配

水路工事、園庭・駐車場の造成整備

も完了し、保育環境の充実が図られ

ました。

　これを受けて、当該一園化事業は

次のステップである地域子育て支援

センター棟建設工事に着手すること

となりますが、同センター１階部分

を地域子育て支援センターとして整

備し、既存施設の２倍程度の広さを

確保しつつ、相談室・授乳室を配置

することでさらなる機能強化を図り

ます。

　また、２階部分では、こども園の

各種事業活動に加え子育て支援団体

への活動支援も念頭に、多目的交流

４．伊豆斎場長寿命化改
　　修工事について

　伊豆斎場は１市３町による一部事

務組合として昭和54年５月に運用が

始まり、以来41年が経過するなか耐

震補強などの維持管理に努めてまい

りました。

　近年、管理棟および火葬炉設備の

劣化が著しく、施設の長期的な展望

を踏まえた大規模改修が強く求めら

れることから、令和２年度から２か

年をもって改修事業に着手する運び

となりました。

　なお、工事期間中においては、火

葬炉１基は常時稼働する体制を確保

しつつ、火葬炉を現行の３基から２

基へと減炉し、不測の事態に備え火

葬炉１基を増設可能な構造としてい

ます。

　令和２年度には、新火葬炉の工場

製作、火葬炉１号基の解体および設

置工事、火葬棟の第１期改修工事な

どが予定されていますので、斎場を

ご利用の皆様には格段のご理解とご

協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

中のクーポン券発行事業などを核と

して事業展開するとともに「新しい

生活様式」のもと、観光地に求めら

れる感染防止対策を講じながら、さ

らなる地域経済の活性化に取り組ん

でいきます。

スペースとしての集いの場の提供に

努め、令和３年３月の完成を目指し

ます。
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インフルエンザの対策はお早めに

　ワクチンを接種することですべてのインフルエンザを予防することはできませんが、重症化を防ぐ効果があ
ります。予防接種を受けてから効果が現れるまでに２週間から１か月程度かかりますので、インフルエンザが
流行する前の12月中旬頃までに予防接種を受けるようにしましょう。

●子どもインフルエンザ予防接種費用助成
　小学生、中学生または高校生でインフルエンザ予防接種を希望する方に、費用の一部または全額を助成
します。

●高齢者インフルエンザ予防接種費用助成

　高齢者でインフルエンザ予防接種を希望する方に費用の助成をします。

10月１日(木)～令和３年１月31日(日)

飯島医院、白津医院、渡辺医院、みなとクリニック、市之瀬診療所、はらクリニック

対象者

期間

助成額

接種回数

指定医療期間

町内に住所があり、以下のすべてに該当する方
　①接種日において小学生、中学生または高校生の方
　②今年度、インフルエンザワクチンを未接種の方
　③任意接種であることを認識し、接種を希望する方

自己負担金3,000円を差し引いた金額
※生活保護受給者は全額助成

接種日において13歳未満の方：１シーズン２回
接種日において13歳以上の方：１シーズン１回

接種の証明
接種後、医療機関で母子健康手帳に実施記録を記載し、予防接種済証を発行しま
すので大切に保管してください。

対象者

期間

助成額

接種回数

その他

満65歳以上の方（令和２年10月１日現在）
接種日に60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器に障害があり、
障害者手帳１級を有する方

10月１日(木)～12月28日(月)

自己負担金3,000円を差し引いた金額
※生活保護受給者は全額助成

１シーズン１回

対象者には町から案内通知を郵送しています。９月１日以降に転入
された方や、通知を紛失された方はお問い合わせください。

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

接種開始時期
10月１日～

・優先して接種してほしい方
　65歳以上の方（定期接種対象者）、60～65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全
者など
※上記以外の方は10月26日まで接種をお待ちください。

接種開始日
10月26日～

・優先して接種してほしい方
　医療従事者、基礎疾患を有する方、妊婦、生後６か月～小学校２年生
※上記以外の方もこの日程で接種をお願いします。

今年は過去５年間で最大量のワクチンを供給予定となっていますが、より必要とされる方に確実に届くよ
う、以下のような日程でワクチンの摂取を開始していただけますようご協力をお願いします。

季節性インフルエンザワクチン接種時期に関するご協力のお願い
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健康診査を受けて
　　　　自分の健康状態を確認しましょう!

　町では、生活習慣病予防を目的とした健康診査を実施します。年に１度の健康チェックを行い、自身の健康
状態を確認することで、生活習慣病にかからないよう健康的な生活を心がけましょう。
　なお、今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の日程で「完全予約制」として実施します。

予約・問合せ　健康増進課　国民健康保険係　☎６２－６２５５

完全予約制

対象者

負担金

●国民健康保険に加入している71歳から74歳までの方
●後期高齢者医療制度に加入している方

500円

健康診査の日程・会場について

　新型コロナウイルス感染症予防のため、密にならないよ
う予約した実施時間を守ってご来場ください。

実施日 受診場所 予約受付開始日 実施時間

10月27日(火)
役場　湯けむりホール

予約受付中

①13：00

②13：20

③13：40

④14：00

⑤14：20

⑥14：40

※各時間10名

10月28日(水)

10月30日(金) 湊コミュニティセンター

11月４日(水) 三坂地区防災センター

11月５日(木)

役場　湯けむりホール
10月５日(月)
８時30分から

11月６日(金)

11月７日(土)

11月９日(月)

11月10日(火) 湊コミュニティセンター

10月12日(月)
８時30分から

11月11日(水) 三坂地区防災センター

11月12日(木)

役場　湯けむりホール
11月13日(金)

11月15日(日)

11月16日(月)

11月19日(木)

役場　湯けむりホール 10月19日(月)
８時30分から

11月20日(金)

11月23日(月)

11月24日(火)

11月25日(水) 三坂地区防災センター

予約

　表内の受診場所および実施時間、予約受付開
始日を確認の上、実施時間欄の①から⑥のなか
で都合の良い時間を、電話にて予約し、受診し
てください。

【新型コロナウイルス感染症対策に伴う対応について】
・会場入口で検温、手指消毒を行い、ご来場の際はマスクの着用をお願いします。
・３密（密閉・密集・密接）を防ぐため、予約した時間に会場へお越しください。
・町内や近隣市町にて新型コロナウイルス感染症が発生した場合、延期・中止となることがあります。

40歳～70歳の町国民
健康保険加入者は12
月上旬に特定健康診
査を実施予定です。
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令和元年度ふるさと寄附実績について

　南伊豆町を応援してくださる全国の方々から令和元年度に寄せられた「ふるさと寄附」は、以下のとおりと
なりました。

問合せ　商工観光課　商工振興係　☎６２－６３００

寄附金額 170,133,691円

寄附件数 2,779件

◆令和元年度の実績 ◆返礼品の申込実績

　寄附者の方が申し込んだふるさと寄附の返礼品は、町内を観光する
際に利用できる「南伊豆町ふるさと寄附感謝券」が最も多く、次点は
調理が簡単で長期間保存できる干物セットとなりました。他にも南伊
豆町産の完熟冷凍イチゴや海産物など、南伊豆町ならではの食べ物が
人気です。

◆寄附金の用途について

　寄附金の使い道は、寄附時に以下の（１）または（２）のいずれかを指定することができます。
（１）魅力あるまちづくりに関する事業
　　　●観光、農林漁業の振興に関する事業
　　　●自然環境・景観の保全に関する事業
　　　●保健・医療・福祉の向上に関する事業
　　　●教育・文化・スポーツの推進に関する事業

（２）その他、目的達成のために町長が必要と認める事業
　上記以外に町長が必要と認める事業にも活用させていただきます。

  ●石廊崎オーシャンパーク整備事業
　 国立公園および名勝地「伊豆西南海岸」に指定されている石廊崎海岸線の本来の景観を取り戻すため、石
　廊崎ジャングルパーク廃墟の解体を行い、駐車場や休憩所、管理棟を整備し、南伊豆町に限らず伊豆半島全
　体の誘客・周遊の活性化を目的とする事業です。
　　廃墟の解体後、伊豆半島最南端へのアクセスが容易となる駐車場、軽食やお土産を購入できる休憩棟など
　が整備され、年間を通じて多くの方が訪れています。

　●町内光ファイバ網整備
　　整備の見通しが立っていなかった情報通信基盤について、ふるさと寄附金を活用することで事業者に補助
　を行い、町内全域に光ファイバ網を整備しました。これに伴い町内で光ファイバ網を使用した超高速通信が
　できるようになり、住民の方の生活における情報通信格差の是正や、情報通信基盤整備に伴う移住・定住促
　進、企業誘致などさまざまな効果が期待されます。

　●その他
　　昨今の猛暑対策として南伊豆認定こども園へのエアコン設置などが行われています。

◆寄附金の活用事例紹介

【ふるさと寄附返礼品　申込件数　上位５位】
　１位　　南伊豆町ふるさと寄附感謝券…857件
　２位　　旭洋丸水産　手作り干物セット（旭洋丸水産）…164件
　３位　　BabyBerryFarm完熟冷凍いちご１kg（ihalabo）…92件
同４位　　あわび（青木さざえ店）…84件
同４位　　ひもの詰め合わせセット①（カネキ物産）…84件
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町の行政相談委員

新型コロナウイルスに振り回される
夏でした。

新型コロナウイルス感染症による観光業への影響と、今後の展望

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

　夏も終わり、秋の訪れを感じられるようになってきましたが、新型コロナウイルス感染症やそれに付随する

さまざまな問題を始めとし、突然の首相交代や台風・大雨災害など、私たちを取り巻く社会情勢や生活環境は

目まぐるしく変化しています。

　この夏は新型コロナウイルス感染症の関係で全国的に観光客数が減少し、観光業を営む方や観光施設はどこ

も大変だったのではないかと思いますが、伊豆半島は首都圏から近いため、飛行機・新幹線などを使用しない

と行けない観光地と比較すると、南伊豆町を始めとした伊豆半島の観光業は、そこまで深刻な影響を受けなか

ったのではないかと推測しています。

　また、恐れていた新型コロナウイルス感染症の感染状況について、周辺の一部地域で感染拡大が話題になっ

たものの、伊豆半島南部、特に賀茂地域において、この原稿執筆時点でクラスターなどは発生しておらず、観

光施設をはじめとし、地域の方々が日頃からしっかりと対策を講じてきたことが結果に出ているのではないか

と思います。まだまだ油断できない状況が続きますが、万全の対策をとった上で生活を送りましょう。

　さて、石廊崎オーシャンパークでは夏の間、密の発生に注意を払いつつ、連休やお盆時期にかき氷・トコロ

テンの無料配布サービスやスカイランタ

ンナイトなど、さまざまなイベントを実

施し、たくさんの方にお越しいただきま

した。

　今後は、伊勢えび漁解禁に合わせたイ

ベントや、完成した芝生広場を利用した

イベントの実施などを検討しているだけ

でなく、芝生広場は町内の方にどんどん

活用してもらえるようにしていきたいと

思っています。

　私が南伊豆町へ来てちょうど１年が経

ちました。地域おこし協力隊の任期はあ

と２年。よりたくさんのことに貢献でき

るようにこれからも頑張っていきます。

地域おこし協力隊　堤亮介

10月19日から25日は行政相談週間です

問合せ　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

　総務省では、国の仕事やその手続きについて
苦情や意見・要望を聴き、その解決を図るとと
もに、行政運営に反映させる「行政相談」を行
っています。
　また、町では毎月１回、町の行政相談委員が
相談に応じています。相談は無料で秘密は固く
守られますので、お気軽にご相談ください。

・10月の行政相談実施予定

日時：10月15日(木)10：00～15：00
場所：健康福祉センター

黒田三千弥さん（吉祥）山田昌平さん（毛倉野）

多くの方がお越しになりました トコロテン無料配布サービスの看板

【インターネットからの相談受付】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/
soudan.html
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まちのできごと Minamiizu Topics

9/8　正しくきれいな文字を書く

　青市のさと海会書写教室に通う鈴木せいらさん
が「第32回全国ひらがな・かきかたコンクール硬
筆の部」で全国学年２位を受賞し、町長に受賞報
告をしました。

9/9　ダムについて学ぶ

　南伊豆東小学校の３年生が、青野大師ダムを見
学し、静岡県の職員からダムの役割や治水の重要
性について学びました。青野川の氾濫時の写真な
どを見た児童たちは「菜の花畑の場所が水浸しに
なっている」と驚きの声を上げました。

9/11　シーカヤック体験

　南伊豆東小学校の４年生が、子浦でシーカヤッ
クを体験しました。児童たちは密をさけて３人乗
りのシーカヤックに２人で搭乗し、パドルを巧み
に使って海上遊覧を楽しみました。

8/18　祝・100歳

　手石在住の鈴木光雄さんが1 0 0歳の誕生日を迎
え、岡部町長がお祝いにかけつけました。鈴木さ
んは食欲旺盛、元気そのもので、岡部町長も「こ
んなに元気な1 0 0歳の方は見たことがない」と驚
いていました。

8/25　アカウミガメ、誕生

　６月初週に弓ヶ浜で産卵が確認されたアカウミ
ガメの卵が孵化し、63匹のアカウミガメの赤ちゃ
んが海に向かって旅立ちました。大きく育って南
伊豆の海に戻ってきてくれることを願います。

8/30　オンラインコンサート

　湯けむりホールにて、町アンバサダーの永藤ま
なさんによるオンラインピアノコンサート配信が
行われ、約15,000人もの方がオンラインで視聴し
ました。コンサートにはいろう男爵や岡部町長も
駆けつけて、町のＰＲも行われました。
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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

　暑い夏が終わり、過ごしやすい

季節になりました。読書週間（10

月27日～11月９日）も間近に迫り

いよいよ本格的な読書の秋が到来

します。

　町図書館では、新作小説や実用

書、長く読み継がれる古典作品を

数多く取り揃えています。自宅で

過ごす時間が増えている今だから

こそ、たくさんの本と触れ合って

ください。職員一同、お待ちして

います。

読書の秋は図書館で

急に具合が悪くなる　

宮野真生子・磯野真穂
女たちのシベリア抑留　　小柳ちひろ
マインドトーク　　　　みたらし加奈
死を受け入れること　

小堀鷗一郎・養老孟司
疫病２０２０　　　　　　　門田隆将
鎌倉だから、おいしい。　甘糟りり子
一人称単数　　　　　　　　村上春樹
いちねんかん　　　　　　　　畠中恵
女だてら　　　　　　　　　諸田玲子
コロナ黙示録　　　　　　　　海堂尊
チンギス紀８　　　　　　　北方謙三
陽眠る　　　　　　　　　　上田秀人
少年と犬　　　　　　　　　　馳星周
魂の痕　　　　　　　　　　　梁石日
気がつけば、終着駅　　　　佐藤愛子

　新生児医療の始まり
は見世物小屋だった！
事の起こりは20世紀初
頭、万国博での「未熟
児の展示」神か、悪魔
か、医療と興行に命を
賭した男の物語。

ﾄﾞｰﾝ ･ ﾗｯﾌｪﾙ／原書房

「未熟児を陳列した男」

　多様化する家族の形
夫婦別姓、ＬＧＢＴ、
虐待…。今「ふつう」
の家族とは何か。さま
ざまな事例を取り上げ
「ふつう」と「ふへん
の違いを探るルポ。

大塚玲子／
ＳＢクリエイティブ

「ルポ定形外家族」

　江戸の繁栄に生涯を
捧げた男…。名前は杉
本茂十郎。疲弊した商
慣習を粉砕し、一介の
商人が「狼」と呼ばれ
る改革者に変わりゆく
姿を描いた歴史小説。

永井紗耶子／新潮社

「商う狼」

　激動の時代に求めら
れる本物の知性とは。
道徳、人権、自由…。
答えのない問いに挑み
私たちの常識に風穴を
開ける劇薬の書。常に
自分を疑え。

住吉雅美／講談社

「あぶない法哲学」

　食を通して世界が見
える！丹念な現地取材
に基づき、世界各国の
料理の背景にある歴史
や文化を徹底解説。も
ちろんレシピも満載。
満腹世界旅行、出発。

青木ゆり子／
誠文堂新光社

「世界の郷土料理事典」

　20年前、大学のイベ
ントサークル内で起こ
った不可解な自殺事件
その背後には、真相解
明を阻む何者かの存在
が…。「スクープ」シ
リーズ待望の新作。

今野敏／集英社

「オフマイク」

　急激に悪化する肝臓
がん。相次ぐ不審死の
連鎖は未曽有のパンデ
ミックの始まりだった
…。真相を追う法医学
者が目撃した驚愕の感
染源とは。

中山七里／祥伝社

「ヒポクラテスの試練」

　約1 4 0年前、その女
性は北海道十勝の原野
に渡った。猛威を振る
う自然に抗い、開拓に
身を捧げた若者たちの
姿を生きいきと描いた
歴史巨編。

乃南アサ／講談社

「チーム・オベリベリ」

　本当の幸福は孤独の
中にあり。元ひきこも
りの哲学者が、孤独を
強さに転換する方法を
伝授。失意、寂寥、無
力感…、それが幸福の
第一歩、だそうです。

小川仁志／
河出書房新社

「孤独を生き抜く哲学」

　江戸の町を恐怖の渦
に巻き込んだ幽霊騒動
終わりの見えない騒動
の解決に立ち上がった
のは…幽霊だった。幽
霊同士の怨念バトル。
勝つのはどっちだ。

輪渡颯介／早川書房

「悪霊じいちゃん風雲録」

図書館だより

。

。

。

」
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お 知 ら せ

●里親とは　さまざまな事情により
　家庭で養育されることが難しい子
　供を、家庭に迎え入れ、愛情と理
　解をもって養育する方のこと
●里親になるには
　・子供の養育について理解と熱意
　　と愛情を持っていること
　・県が実施する研修を修了するこ
　　と、経済的に困窮していないこ
　　となどの要件あり 
●里親の種類
　・養育里親　家庭に戻れるまでま
　　たは、自立できるまで子供を養
　　育する
　・専門里親　虐待を受けたり、障
　　害のある子供を、経験と専門知
　　識を活かして養育する
　・親族里親　事情により親が養育
　　できなくなった場合、子供の扶
　　養義務者が里親としての認定を
　　受け、養育する
　・養子縁組里親　養子縁組によっ
　　て養親となることを希望する
●里親になったら
　・児童相談所が、面会や交流を繰
　　り返した上で、養育をお願いす
　　る子供を決定する。
　・子供の養育期間は、定められた
　　養育に必要な経費が公費で支給
　　される。
問合せ　賀茂児童相談所（申込・制
　度について）　☎２４－２０３８
　静岡県こども家庭課（制度につい
　て）☎０５４－２２１－２９２２

里親になりませんか

　令和３年度認定こども園入園申し
込みを以下のとおり受け付けます。
　当日は、入園希望児童の健康状態
を確認するための面談を行いますの
で、ご一緒にお越しください。
日時　11月18日(水)13：30～15：00
場所　役場１階　湯けむりホール
対象者
　・令和３年度から入園対象児童の
　　入園を希望する方
　・育児復帰などのため、令和３年
　　度途中から入園対象児童の入園
　　を希望する方
その他　上記日程で都合がつかない
　方は、11月19日(木)から27日(金)
　まで、福祉介護課にて入園受付を
　行います。ただし、面談は入園を
　希望する施設で行いますのでご了
　承ください。
申込・問合せ　福祉介護課子育て支
　援係　☎６２－６２３３

認定こども園入園受
付開始について

　静岡県の事業場で働く（パート、
アルバイトなどを含む）すべての労
働者に適用される｢静岡県最低賃金｣
が改正され、「時間額885円」（令
和元年10月４日発効）と定められて
います。
　なお、特定の産業には特定（産業
別）最低賃金が定められています。
　改正に関するお問い合わせは、お
近くの労働基準監督署または以下ま
でお問い合わせください。
問合せ　静岡県労働局労働基準部賃
　金室　☎０５４－２５４－６３１５

静岡県最低賃金につ
いて

　静岡県では、各県民生活センター
の労働相談窓口にて労使間のトラブ
ルに関わる相談を受け付けており、
弁護士相談や静岡県労働委員会のあ
っせん制度を紹介しています。あっ
せん制度では、公益、労働者、使用
者それぞれのあっせん員が、相談内
容の解決に向けたお手伝いをしてい
ます。労使間のトラブルに関する相
談やあっせん制度の活用につきまし
ては、以下までご連絡ください。
問合せ　東部県民生活センター沼津
　市大手町１－１－３沼津産業ビル
　２階　☎０５５－９５１－９１４４
　フリーダイヤル（固定電話）　

　☎０１２０－９３－９６１０

静岡県労働相談および
あっせん制度について

　マイナンバーカードやマイナンバ
ーカードに搭載された電子証明書に
は有効期限があります。有効期限を
迎える方に対し、有効期限通知書が
送付されますので、更新の手続きを
行ってください。なお、更新の手続
きは有効期限の３か月前から行うこ
とができます。
問合せ　町民課住民年金係　

　☎６２－６２２２

マイナンバーカードや
電子証明書の更新

　11月１日(日)から４日(水)まで開
催を予定していた第58回南伊豆町芸
術祭は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から中止となりまし
たので、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。
問合せ　教育委員会社会教育係　

　☎６２－０６０４

第58回南伊豆町芸術
祭の中止について

　静岡県収入証紙とは、県が行う各
種許可や登録などの手数料として、
現金の代わりに事前に購入すること
で支払うものです。
　県では、旅券（パスポート）交付
申請書や、県立高校入学願書などに
既定額分の収入証紙を貼り付けるこ
とが条例で定められています。
　役場会計室窓口で静岡県収入証紙
の販売を行っていますのでご利用く
ださい。
問合せ　会計室　☎６２－６２２０　

静岡県収入印紙販売中

　　町清掃センターでの「網入りガ
　ラス」の収集および搬入受入を廃
　止します。
　　網入りガラスの処分については
　専門の業者にご相談ください。
問合せ　生活環境課生活環境係　

　☎６２－６２７０　

網入りガラスの収集・
受入廃止について

ビン・ペットボトルは、キャップやラベルを外し、中を洗ってから分別ゴミに出しましょう

※一部画像出典　経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html

①キャップを外す ②ラベルを剥がす ③中を水洗いする ①キャップを外す ②ラベルを剥がす ③中を水洗いする ④潰す
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10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

石井 柴
し ば た

田　湊
そ う

宇 7.30 健人・愛莉

石廊崎 楠
くすのき

 琉
る き と

稀翔 8.2 稔彦・祐希

地区 お名前（旧姓） 婚姻日

岩殿 鈴木　龍星(遠藤)・桃奈 8.7

地区 氏　名 年齢 月日

加納 中村　弘子 88 8.2

下賀茂 平山　重夫 91 8.3

手石 関本　正夫 89 8.14

大瀬 菊池　梅藏 90 8.16

伊浜 橋本　利久惠 87 8.17

湊 高野　安夫 82 8.21

　令和２年８月１日から８月31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 3,896 世帯

人　口 8,051 人（-21）

男 3,864 人

女 4,187 人

（９月１日現在）

----------（８月中）----------

転入 11 転出 23

出生 2 死亡 11

　「カウンセリング」という言葉

を聞くと精神科や心療内科のイメ

ージがあるかもしれませんが、下

田メディカルセンター小児科でも

２名の心理士がカウンセリングを

担当しております。

　小児科は非常に間口の広い診療

科のため、身体症状だけでなく、

さまざまな悩みを抱えた子供がや

ってきます。そのような時に、体

のケアと並行して心のケアを行い

ます。

　また、最近では発達障害へのニ

ーズも高まっており、当院でも各

種の発達検査や知能検査、性格検

査を用いて、お子さまの得意なこ

とや苦手なことを分析し、学校生

活や日常生活をより楽しく過ごせ

るようサポートいたします。

　今年４月には当院初となる言語

聴覚士を迎え、少しずつではあり

ますが連携を図り、充実した医療

の提供ができるよう環境を整えて

おります。

　こども園や小・中学校、ご家庭

で気になることがありましたら、

当院へご相談ください。

臨床心理士・公認心理師

　中山　千亜規

問　下田メディカルセンター

　　☎２５－２５２５

メディカル通信

information

小児科・心理カウンセリング
の紹介

だ よ り

東京都杉並区

交 流 自 だ 体治

　今年は新型コロナウイルス感染
症の影響により、コンサートや展
示会などの中止が続き、文化・芸
術活動の機会が失われています。
　活動再開に向けて各自治体がさ
まざまな支援を行っている中で、
杉並区では地域の特徴の１つであ
る文化・芸術活動を守り、区民の
方がその活動から元気をもらえる
ように｢すぎなみアート応援事業｣
を立ち上げました。
　杉並区は、かつて著名な文化人
や学者が暮らしていた地であり、
現在も座・高円寺や杉並公会堂な
どの公共施設のほか、劇場やギャ
ラリーなど1 0 0以上の民間施設を
拠点とし、文化・芸術活動が盛ん
に行われてきました。
　「すぎなみアート応援事業」は
その文化・芸術の土壌を「場（施
設運営者）」と「活動（文化・芸
術活動を行っている事業者）」の
両面から支え、安心して芸術鑑賞

地域の特性を支援する制度（すぎなみアート応援事業）
できる機会を確保できるように環
境を整える取り組みです。
　新型コロナウイルス感染症の終
息が見えない中、文化・芸術活動
を中止するのではなく、感染症対
策を講じての実施やオンライン配
信の活用を検討することで、従来
のイベントの磨き上げにつながり
ます。この取り組みが活用される
ことで、新型コロナウイルス感染
症終息後の杉並での活動がより魅
力的になることを願っています。
　
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

　食欲の秋といわれていますが、ついつい食べ過ぎてい

ないでしょうか。

　食べ過ぎは体重や内臓脂肪の増加に繋がり、高血圧、

高血糖などの状態を引き起こし、糖尿病や動脈硬化、心

疾患などになるリスクを高めるので、食べすぎには十分

注意しましょう。

【食べ過ぎを防ぐ方法】

１．よく噛んで食べる

　　早食いは食べ過ぎの原因となります。よく噛むこと

　で脳の満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぎます。

２．野菜や海藻を先に食べる

　　食物繊維は噛みごたえがあるので、先に食べること

　で満腹感が得られやすいです。

３．食べる量を把握する　

　　１人前ずつ盛付けし、食べる量の把握と調整をしま

　しょう。

４．遅い時間の食事を避ける

　　食事は寝る２～３時間前までに済ませ、その後の間

　食は控えましょう。

※生活習慣病等の早期発見のため、年に１度は健康診査

を受けましょう。

　湊 新
あ ら い

井　奏
か の あ

蒼 くん （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　10月号

「たくさんプール遊びをして

　お水がだいすきになりました！」

発行日／令和２年10月１日

発行／南伊豆町　編集／企画課　印刷／㈲サン印刷
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食べ過ぎに注意しましょう！

～主菜：サツマイモ入りハンバーグ～

▷　材料２人分

栄養価（１人）
エネルギー：353kcal　タンパク質：11.3g　脂質：25g　塩分：0.8g

合い挽肉…100g
サツマイモ…60g
玉ネギ…80g
ピーマン…１個
バター…８g
ゴマ油…小さじ２

▷　作り方　◁
①玉ネギ、ピーマンをみじん切りにし、サツマイモはさいの
 目切りにする。
②フライパンにバターをひき、①を２分程度炒めて冷ました
　後、Ａと一緒に挽肉に加えて混ぜる。
③形を整え、フライパンにごま油をひき、火が通るまで両面
　を焼く。
④皿に付け合せとハンバーグをのせて完成。

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！

　お好みでポン酢やケチャッ
プなどをかけて召し上がるの
も美味しいです！

パン粉…大さじ３
牛乳…大さじ２
マヨネーズ…大さじ２
おろしニンニク…少々
塩・コショウ…少々
ナツメグ(※)…少々

Ａ

※ナツメグが無い場合、入れなくても良い【付け合せ】
レタス…適量
ミニトマト…２個


