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新年のご挨拶

　新年明けましておめでとうござ

います。皆さまにおかれましては

健やかに、また穏やかに新春の幕

開けを大切な方とお迎えになられ

たこととあらためてお慶び申し上

げます。

　元号が令和となり３年目を迎え

ました。令和元年は日本各地で多

くの災害に苦しめられ、今日に至

っても復旧がなされていない地域

も存在しております。令和２年に

おいては、収束の見えない新型コ

ロナウイルス感染症の拡大により

世界中でさまざまな影響を受け、

日本においても感染者数が20万人

に上る勢いのなかで、間もなく始

まるであろうワクチンの早期接種

が待たれる状況にあります。皆さ

ま方におかれましては、手洗い、

手指消毒、マスク着用などの咳エ

チケット、密閉密集密接の３密を

避けるなど、ご自身で出来ること

の徹底励行をあらためてお願いい

たします。

　さて、本年は丑
う し

年であります。

丑は、古く我々の先祖の頃から酪

農や農業だけでなく物資の運搬に

も関わり、人々の暮らしの多くの

場面で密接な関係を持っている動

物で、さまざまな産業に黙々と貢

献する粘り強さや、人々と共にあ

り続ける誠実さが丑年の代名詞と

なっております。

　昭和の初めにかけて国内のある

地域では、女の子が生まれると名

前を「うし」と付ける家庭が多か

ったとされておりますが、その由

来は「真面目で働き者になるよう

に」という願いが込められてとの

ことでありました。

　また、丑年は「これから発展す

る前触れの年」とされており、令

和３年の南伊豆町を引っ張る丑と

なり、我が町の発展のため、自分

らしく、誠実に、粘り強く、課題

解決や町民の負託に答える町政運

営に努めてまいりますので、皆さ

まのご理解とご協力をあらためて

お願い申し上げます。

　なお、現状における町の課題・

懸念事項に対しては、新年度に向

けての取組として以下のとおりご

報告させていただきます。

　防災対策において極めて重要な

ことは初動体制であり、皆さまに

迅速かつ的確な情報提供が求めら

れている中で、町では令和２年度

から町内全域にわたる同法無線デ

ジタル化に向けた施設整備を進め

ています。本年度は役場庁舎内の

親局設備を始め、中継局、子局工

事に着手しており、令和５年３月

末の工事完了を目指しています。

　また、本事業については以前か

らご報告させていただいていると

おり、現在の同報無線はアナログ

波であるため、令和４年11月をも

って使用不可能となることからデ

ジタル波に移行するもので、「聞

こえない」「聞きづらい」などの

課題の解決にもつながる施設整備

となるよう努めてまいります。

　大規模化する災害に備えた取り

組みとしては避難体制の充実が挙

げられ、指定避難所７か所の資器

材整備を進めております。

　本年度においては備蓄用の食料

や飲料水、発電機、簡易トイレ、

簡易ベッドのほか、感染症対策や

プライバシー保護の観点からも必

要な軽量間仕切りテントや折り畳

み簡易ベッドも併せて整備いたし

ました。

　各種災害等で避難が必要になる

ことが事前に予測できる場合は、

できる限り日中の明るいうちに早

めの避難を常に心掛けていただく

とともに、地震などの突発的な災

害の場合は、まず初めにご自身の

安全を確保することを最優先とし

ていただき、状況によっては速や

かに避難所など安全な場所へ避難

してください。

　加えて、これら避難所を開設す

る際には避難者である皆さまとの

連携が必須となりますので、官民

一体による避難所運営にご理解と

ご協力をお願いいたします。

　高齢者の皆さまにおかれまして

は日頃から生活必需品等の買い物

でお困りのことと思います。

　このため高齢者移動支援体制を

確立させるべく、地域住民による

南伊豆町長　岡部克仁

安心、安全の確保

高齢者福祉と子育て支援
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ボランティア運転モデル事業など

を展開し、皆さまのニーズに応じ

た支援体制を整備すると同時に、

安心して買い物ができる新たな施

策も進めながら、健康長寿の町を

目指し人生1 0 0年時代に合わせた

支援体制の強化に取り組みます。

　近年では未病という言葉をよく

耳にいたしますが、病気にならな

いように食生活を変えたり、適度

な運動をしたり、社会福祉協議会

や行政による健康相談や健康体操

に参加していただき、病院や介護

の世話にならない自立した生活が

営める、いわゆる「お達者度」を

向上させていければと考えており

ます。

　また、子供は「町の宝」であり

子育て支援の施策に終わりはあり

ません。

　本年３月に完成予定の南伊豆町

地域子育て支援センターでは、総

合的な子育て支援の拠点施設とす

るほか、子育て世代を中心とした

就労支援や、リカレント教育※ な

どを提供する場としての機能を併

設することで、子育てスタイルや

ワークスタイルの希望を叶えると

ともに、安定的な収入の確保を目

指し、子育て支援のさらなる充実

を図り、令和４年度の認定こども

園一園化に向けての整備に取り組

んでまいります。

　全世界から注目を浴びる東京オ

リンピック2020が新型コロナウイ

ルス感染症の拡大により１年間延

期されたことから、我々の大きな

期待も延期という残念な状況とな

りました。

　静岡県では自転車競技が伊豆市

などで開催され、世界各国から静

岡県内、特にここ伊豆地域に多く

の観戦客が訪れることが期待され

ております。

　言葉や文化の壁など懸念される

ところではありますが、逆にその

ギャップを楽しみながら、本町を

訪れる皆さま方をおもてなしの心

でお迎えしていただければと思い

ます。

　本町においては教育旅行などで

これまで台湾との友好的な交流を

は河川氾濫の要因されることから

も一刻も早い浚渫が待たれます。

　加えて、国・県道の整備におい

ても、特に観光地である本町にと

っては景観や安全機能の確保が強

く求められていることはご承知の

とおりであります。

　県道下田石廊松崎線について、

多くの方から早期改修を望むお声

が寄せられておりますので、引き

続き所管する静岡県に要望してま

いります。

　約10年後には、伊豆縦貫自動車

道が下田まで延伸し、全線開通と

なる予定でありますが、国土交通

省を始めとし、財務省、中部地方

整備局、地元選出の国会議員への

要望活動を通じて道路整備の必要

性と緊急性を強く訴え、早期完成

を目指してまいります。

　令和２年に蔓延した新型コロナ

ウイルス感染症拡大により、本年

は大変厳しい財政運営に取り組ま

なくてはなりません。極めて厳し

い１年となることが想定されます

が、小さくとも確実な歩みをもっ

て前進してまいりたいと考えてい

ます。

　令和２年は町民の皆さまを始め

とし、本町に思いを寄せていただ

ける方々、共に同じ目標に向かっ

て業務に精励してくれた町職員に

も助けていただいた１年でもあり

ましたが、これまで以上に「オー

ル南伊豆」としての団結力が求め

られておりますので、本年も絶大

なるご理解とご協力を賜りますよ

う切にお願い申し上げます。

　結びに、まだまだ寒さも増すな

かで、皆さまにおかれましては健

康にご留意され、素晴らしい１年

をお送りいただけますよう心から

ご祈念申し上げ、年頭のご挨拶と

させていただきます。

築いてまいりました。本年はオリ

ンピック開催という国際交流の活

発化を図る絶好の機会でもありま

すので、教育旅行などで来日・訪

町された台湾の子供たちのホーム

ステイ先の受け皿として、日本の

お父さん、お母さんになっていた

だければ幸いです。

　本町には年間約93万人の観光客

が訪れており、これは日本の人口

約１億2,400万人の１％にも満た

ない数値でありますが、まずはこ

の人口の１％にあたる1 2 0万人の

来誘客数を目指すとともに、いず

れは毎年日本に訪れる外国人観光

客の１％にあたる外国人観光客30

万人などを足し合わせて、1 5 0万

人の誘客を目指してまいりたいと

考えています。

　これからも、南伊豆町という名

前を多くの方々に知ってもらうた

め、自らのトップセールスを各方

面に展開し、情報発信に努めてま

いりたいと思います。

　今なおコロナ禍にあり先が見え

ない状況ではありますが、２月の

「みなみの桜と菜の花まつり」へ

の誘客を始めとし、ＧＷや夏の海

水浴シーズン、秋の伊勢海老まつ

りへと展開するなかで、今年のメ

インイベントとなる「石廊埼灯台

開設1 5 0周年」を盛大に開催し、

長きにわたる歴史とその功績をも

って全国の灯台ファンに訪れてい

ただきたいと思います。

　これからも我が町にしかない半

島最南端という最高の条件を大い

に活かし、伊豆半島観光の起点と

なる情報発信とともにさらなるサ

ービス向上に努めてまいります。

　本町の中央を流れる青野川には

いくつもの橋が架かっております

が、耐震化等橋梁長寿命化が必須

とされ、これまで主要な橋梁の整

備を進めてまいりました。

　これらは、地域の住民にとって

無くてはならない大切な生活橋で

ありますので、今後も長寿命化計

画に沿った適正管理に努めてまい

ります。

　また、同河川内を見ると各所で

土砂などが堆積しており、これら

誘客力向上を目指して

社会資本整備に向けて

※リカレント教育：義務教育や基礎教育を終えて労働に従事するようになってからも、個人が必要とし
　　　　　　　　　たタイミングで教育機関に戻って学ぶことができる教育システムのこと
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　令和２年南伊豆町議会12月定例会が12月２日(水)、３日(木)の日程で開催されました。

町議会12月定例会

行政報告（要旨）

１．新型コロナウイルス感染症
　　対策事業の進捗状況

　新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金を活用した主

要事業について、進捗状況を報告

します。

①みなみいず応援プレミアム付商

　品券について

　新型コロナウイルス感染症拡大

に伴い、低迷する地域経済の活性

化を図ることを目的とし、10,000

円の商品券を5,000円で販売する

プレミアム率1 0 0％付の商品券販

売事業を実施しています。

　購入対象者を令和２年９月１日

現在の住民基本台帳登録世帯の世

帯主（3,896世帯）とし、商品券

は全店舗共通券と小規模店舗専用

券の２種類を組み合わせたものを

１冊5,000円で販売するもので、

購入上限を１世帯５冊までとしま

した。

－南伊豆町議会12月定例会　行政報告－

　令和２年南伊豆町議会12月定例

会の開会にあたり、９月定例会以

降の主な事項について行政報告を

行います。

　また、取扱店舗については商工

会で募集し、10月末現在で2 1 6店

舗の事業者の応募がありました。

　販売状況については販売開始日

に台風が接近したため、販売日を

延期するといったアクシデントな

どもありましたが、初日には8 1 1

世帯分が販売され購入希望者の行

列ができるほどの盛況ぶりとなり

ました。

　加えて、11月４日から６日まで

の間、町内23地区で出張販売を実

施し、販売推進に努めました。

　令和３年１月29日を販売期限と

しており、完売時点で終了となり

ますので、お忘れの方は是非お買

い求めいただき町内事業者の応援

にご協力をお願いします。

②敬老見舞金支給事業について

　各地区で実施を予定していた敬

老事業は、新型コロナウイルス感

染症の全国的な感染拡大に伴い、

感染予防の観点からも敬老会の開

催中止を余儀なくされました。

　また、高齢者の方にはコロナ禍

での感染予防対策や経済的負担を

強いられた現状に鑑み、敬老見舞

金の支給を決定し、高齢者の方１

名ごとに一律5,000円の見舞金を

支給させていただきました。

　本事業の実施にあたり区長様を

はじめとした関係者各位のご理解

とご協力に、衷心より厚く御礼を

申し上げます。

③小中学校情報端末整備事業・環

　境改善事業

　国によるギガスクール構想の下

で推進されている、児童・生徒へ

の１人１台のパソコン購入整備事

業については、９月25日備品購入

契約にかかる承認をいただき、令

和３年１月中旬には全児童・生徒

分のパソコン整備が完了予定とな

っています。

　また、感染症予防の観点から学

校衛生環境改善事業として着手し

たサーモグラフィー整備事業につ

いては、本年10月29日に南中小学

校、南伊豆東小学校、南伊豆中学

校に設置が完了しました。小中学

校特別教室へのエアコン設置につ

いては、空調設置工事にかかる設

計が完了したことから12月上旬の

入札を予定しています。

　加えて、小中学校の水道蛇口自

動化ならびに南中・南伊豆東小学

校給食調理場内に設置されている

洋式トイレを自動洗浄便器への交

換する工事について、年内には工

事発注の予定です。

　未だ終息の兆しが見えない新型

コロナウイルス感染症ですが、今
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　地域子育て支援センター棟整備

工事の進捗状況については、10月

19日に安全祈願祭を執行し、令和

３年４月の供用開始に向けて順調

に推移しています。

　現在、基礎部分の型枠工事が完

了し、組立・外壁工事に着手して

おり、年明けから内装工事の実施

予定となっています。

　周辺地域の皆さまや、南伊豆認

定こども園および地域子育て支援

センターをご利用の方々には何か

とご不便をお掛けいたしますが、

ご理解を賜りますようお願い申し

上げます。

　なお、同支援センター施設備品

の購入契約にかかる一般会計補正

予算を計上しました。

２．南伊豆町地域子育て支援
　　センター整備

３．㈱タカラゲンとの防災協定
　　締結

後も予防と社会経済活動の両立を

図り、この難局を無事乗り越える

ために必要とされる施策について

は、躊躇なく実施する覚悟であり

ます。

　東日本大震災を教訓として、発

災後における各種応急復旧や人道

援助等に関する人的・物的支援に

向けて、民間事業所との間で災害

応援協定を締結する動きが活発化

しています。

　本町においても９月１日をもっ

て、株式会社タカラゲンとの間で

災害時における駐車場、救援物資

保管場所の一時利用に関する協定

を締結しました。

　協定の要旨は、株式会社タカラ

ゲン南伊豆工場の駐車場の一部を

災害時に車で避難された方の駐車

場として活用するほか、工場敷地

内倉庫を災害物資の一時保管場所

として活用することを目的とした

ものです。

　今後も大規模災害に備えた体制

強化に向けて、自治体、民間事業

者による災害時応援協定など積極

的に取り組んでまいります。

４．商工・観光振興について

①ふるさと寄附金の状況

　コロナ禍における寄附状況につ

いては、10月末現在で寄附件数は

1,558件、寄附総額40,459,405円

となり、前年同月までと比較し、

寄附件数で４割増加となりました

が金額ベースでは２割減となって

おり、苦戦を強いられる状況下に

あります。

　本年度の寄附者獲得に向けた取

り組みとしては、専用ホームペー

ジを創設したほか、首都圏ケーブ

ルテレビによるＣＭ放映に加え、

加入世帯への寄附啓発用パンフレ

ットの配布も実施しており、主要

ポータルサイトの特別企画に対す

る返礼品の掲載に加え、新たな返

礼品も数多く追加するなど、魅力

ある特産品ＰＲに務めていますの

で年末にかけての更なる寄附額増

加に期待しています。

②秋期観光イベント等の取り組み

　秋期観光イベントの実績につい

て報告します。

　毎年９月20日から11月30日まで

の宿泊キャンペーン「伊勢海老ま

つり」を開催しており、本年度は

コロナ禍における誘客促進委託事

業として観光協会経由での申込者

に5,000円割引とサービス券を発

行しました。

　結果として10月末現在で前年実

績約6 0 0泊を遥かに超える1,000

泊以上の宿泊者を獲得することが

できました。

　宿泊事業者からは、伊勢海老が

不足し、調達に苦慮したとの話も

伺いましたが、本事業を介して伊

勢海老価格も上昇しており、漁業

者にとっても有意義な誘客促進事

業ではあったと自負しています。

　今後も漁業者と宿泊事業者が共

に活性化できる仕組みづくりの構

築に向けて取り組んでいきます。

　また、10月25日に石廊崎オーシ

ャンパークで、「伊勢海老づくし

の特別な日」と銘打つイベントを

開催し、伊勢海老の早むき大食い

大会などに数多くの観光客が訪れ

大盛況となりました。

　合わせて開催された石廊埼灯台

の一般開放は、8 0 0人を超える来

訪者で賑わい、灯台から東西に広

がる水平線と壮大な島々の景観な

どを堪能していただきました。

　加えて、ＪＲ東日本の「南伊豆

伊勢海老づくしの旅」で来訪され

た1 2 3名の方にもイベントに参加

していただき、秋晴れの伊豆半島

最南端の魅力ある自然を満喫され

ていました。

　11月14日には青野川ふるさと公

園において、「第７回南伊豆みち

くさウルトラマラソン」が開催さ

れ、コロナ禍のなか全国から7 0 0

名を超えるエントリーをいただき

ました。

　また、主催者によるコロナ対策

として参加者全員の健康チェック

を始めとし、スタートに際しては

スタート時間・人員調整など分散

化に努め、万全の体制で開催に臨

みました。

　参加された選手は、町内18か所

のエイドステーションでの温かい

「おもてなし」や清々しい秋晴れ

の日差しを受けながら、本町特有

の起伏に富んだ海岸線や、収穫後

の田園風景と紅葉した山間コース

をご堪能いただきました。

　コロナ禍での開催となる特別な

大会ではありましたが、走路員や

エイドスタッフなど競技運営ボラ

ンティアをはじめとして、沿道で

の暖かいご声援とご協力を賜りま

した町民の皆さまに、この場をお

借りいたしまして厚く御礼を申し

上げます。

　以上で、令和２年12月定例会の

行政報告を終わります。
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問合せ　国民健康保険税　　　　町民課　課税係　☎６２－６２２２
　　　　介護保険料　　　　　　福祉介護課　介護保険係　☎６２－６２３３
　　　　後期高齢者医療保険料　健康増進課　国民健康保険係　☎６２－６２５５

　町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方に対し、国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料・介護保険料について減免を実施しています。既に納付した保険税(料)についても減免の対象とな
ります。減免の対象要件、申請方法などは以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減収した方へ

保険税(料)が減免となる場合があります

●対象要件

●申請方法

◆申請に必要なもの
　□申請書　
　□収入状況等申告書　
　　※申請書・収入状況等申告書は町ホームページからダウンロードできますが、
　　　用紙の送付を希望する方はお問い合わせください。
　□調査同意書(後期高齢者医療保険料の減免申請用)
　□令和元年の合計所得が分かるもの(確定申告書控・所得課税証明書・納入通知書など)の写し
　□令和２年の収入が減収したことが分かるものの写し
　　・帳簿などの営業収益などが分かるもの
　　・事業などの廃止がわかるもの(個人事業の廃業届出書など)
　　・失業したことが分かるもの(退職証明書・休職証明書・離職票など)
　□保険金・損害賠償金の支払いに関する通知書(※支払いを受けている場合のみ)の写し
◆申請方法　郵送
　　　　　※新型コロナウイルス感染症対策のため、原則として申請は郵送で受け付けていますが、郵送
　　　　　　での提出が困難な方は役場までご相談ください。
◆申請先　〒415-0392　静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1　南伊豆町役場 町民課 課税係
◆申請期限　令和３年３月31日(水)　必着

・令和２年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た際のいずれかが令和元年に比べて３割以上減少
　していること。
・世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計が1,000万円以下であること。
・世帯の主たる生計維持者の減少した所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
　※減免額は令和元年の所得に応じて決まります。また、収入減少の理由が失業である場合、別の減免制度を
　　案内する場合があります。

減免の対象になるかどうか確認したい場合は、お問い合わせください。

Ａ 保険税(料)の額(令和２年２月１日から令和３年３月31日の間に納期があるもの)
※遡及して資格を取得した場合、計算により全ての額が対象とならない場合があります。

Ｂ 世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和元年所得金額
収入が減収してもこの所得が無かったりマイナスの場合、計算により減免対象外となります。

Ｃ

国民健康保険税 世帯の主たる生計維持者・国民健康保険被保険者全員の令和元年の合計所得金額

後期高齢者医療保険料 世帯の主たる生計維持者・後期高齢者医療被保険者の令和元年の合計所得金額

介護保険料 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

Ｄ

世帯の主たる生計維持者の令和元
年の合計所得金額

国民健康
保険税

後期高齢者
医療保険料

介護保険料

200万円以下
100％

100％

300万円以下

80％

400万円以下 80％

550万円以下 60％

750万円以下 40％

1,000万円以下 20％

（計算式）　減免額＝Ａ×（Ｂ÷Ｃ）×Ｄ
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こんにちは民生委員です

　11月13日（金）に、下田市民文化会館で「下田市・南伊豆町民生委員児童委員交流会」を行いました。
　南伊豆町移動・外出支援サービス事業についての講演を聞いた後、両市町の地域福祉部会と高齢者福祉部会
の２部会に分かれて、今後の活動に活かすべく共通する高齢者や独居の方などの問題・課題について話し合い
を行いました。
　今後も民生委員は、高齢者等の見守り活動や困りごと、心配ごとなどを抱えた住民に寄り添いながら、地域
の身近な相談相手になれるよう努めていきます。
　何かお困りの際には、お気軽にご相談ください。

問合せ　商工観光課　観光推進係　☎６２－６３００

観光客受入環境整備事業補助金
　町では、観光客受入環境を充実させて誘客を促進するため、観光業等を営む方に補助金を交付しています。
　補助金額と対象者・対象事業は以下のとおりです。

補助対象事業 補助金の額 限度額

無料公衆無線ＬＡＮ整備促進事業

補助対象経費の３分の２以内 20万円多言語表記整備促進事業

便器洋式化事業

駐輪設備設置事業 ５万円

備考　次に掲げる経費は、補助の対象となりません。
　　　・既に設置されている設備などの修繕費　・設置などの維持管理費
　　　・設備などのレンタル料またはリース料　・国、県の補助事業の対象となった経費

１．補助対象事業

２．対象者

３．申請方法・提出書類

下田市の民生委員・児童委員と交流会を行いました

高齢者福祉部会 地域福祉部会

　町内の観光施設、宿泊施設および飲食業並びに旅客の運送に関わる事業を営み、町税などの滞納が無い方

　事業着工予定日の30日前までに申請書を提出してください。申請書類などは町ホームページに掲載されてい
るものを印刷して使用するか、お問い合わせください。

問合せ　福祉介護課　福祉係　☎６２－６２３３

　民生委員法および児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方
公務員です。無償のボランティアとして、地域の良き相談相手、専門機関とのつなぎ
役、地域福祉活動への参加や協力を行います。

民生委員とは
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マイナンバーカードの交付・電子証明書有効期限更新
のための平日時間外・休日窓口を開設します

予約・問合せ　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

　以下の日程で、マイナンバーカードの交付・電子証明書の有効期限更新の窓口を開設しますので、役場の開
庁時間内に交付・更新の都合がつかない方は、ぜひご利用ください。

◆平日時間外窓口
　令和３年２月、３月の毎週水曜日・金曜日
　17：15～19：15（最終受付　18：45）
　※平日時間外窓口では、各種証明書の発行や住所変更など他の手続きは受付できません。

◆休日開庁
　令和３年３月27日（土）、28日（日）
　８：30～12：00（最終受付　11：30）

　マイナンバーカードの交付はご本人様に限りますので、
必ず事前に予約をしてから、ご本人様がご来庁ください。
【予約受付】平日８：30～17：15
【予約方法】電話、役場窓口にて直接予約をする。

予約について

開庁日時

役場１階　町民課場所

①マイナンバーカード交付に必要な持ち物
　・交付通知書（はがき）
　・通知カード
　・本人確認書類
　・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
　※事前に暗証番号を考えてからお越しください。

【本人確認書類】
　以下のうち、Ａから１点またはＢから２点が必要です。(有効期限内のものに限る)
　【Ａ】１点必要なもの
　　　　国もしくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼付されたもの
　　　　運転免許証、在留カード、住民基本台帳カード(写真付)、身体障害者手帳など

　【Ｂ】２点必要なもの
　　　　「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
　　　　健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険資格者証、年金手帳など
　　
②電子証明書の有効期限更新に必要な持ち物
　・マイナンバーカード
　・マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号

持ち物

マイナンバーカードとキャッシュレス決済でマイナポイントをもらおう！

　マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービスで令和３年３月末まで
にチャージまたは買い物をすると、ご利用金額の25％分（上限5,000円分）のマイナポイントがもらえます。

【必要なもの】　①マイナンバーカード
　　　　　　　　②マイナンバーカード交付時に設定した数字４桁のパスワード
　　　　　　　　③決済サービスＩＤ、セキュリティコード

【予約・申込方法】
　◆スマートフォン　アプリストアから、マイナポイントアプリをダウンロード
　◆パソコン　「マイナポイント予約・申込サイト」で検索
　　※パソコンでのご利用にはマイナンバーカードに対応したカードリーダーが必要です。
　◆マイナポイント手続スポット　対応するスマートフォンやパソコン・カードリーダーが無い方は、役場窓
　　口や郵便局、コンビニ、携帯ショップなどのマイナポイント手続きスポットで予約・申込ができます。
　　（対応していない店舗もありますのでご確認ください）
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「伊勢海老づくしの特別な日」は昨年より
多くの方がいらっしゃいました。

地元の方にこそ見てもらいたい、石廊崎オーシャンパーク

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

　10月に石廊崎オーシャンパーク（以降石廊崎ＯＰ）で
開催された「伊勢海老づくしの特別な日」は、コロナ禍
での開催となりましたが、昨年よりも多くの方が訪れま
した。
　会場では新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、来
場した方々にもご理解・ご協力をいただいた結果、会場
に訪れた方から新型コロナウイルス感染症の発症は確認
されず無事にイベントを終えることができました。
　ご支援いただいた全ての方々に感謝申し上げます。
　さて、今年の「伊勢海老づくしの特別な日」では、一
般的な観光客の方以外にもターゲットにしていた層があ
ります。

　それは、石廊崎ＯＰを訪れる機会が少ない地元の方々です。
　地元の方々に石廊崎ＯＰを訪れてもらうために、「無料ならちょっと行ってみようかな」と思っていただけ
るように、有料駐車場を特別に無料開放しました。
　その効果は目に見えて発揮され、普段あまり見かけることがない「伊豆ナンバー」の車両で駐車場の約半分
が埋まりました。訪れた方々からは「ここがリニューアルしてから初めて来た」「良い所ができたね」などの
好意的な声をいただき、地元の方にも石廊崎ＯＰのことを知ってもらえたのではないかと思います。
　訪れた皆さまからの声を力に変え、引き続き石廊崎ＯＰの魅力を内外に発信していきたいと考えています。

地域おこし協力隊　堤亮介

国民年金保険料の納付は口座振替での
早割・前納がお得です

　国民年金保険料を納付する際、口座振替の前納・早割を利用すると納付額の割引があります。

問合せ　三島年金事務所　☎０５５－９７３－１１６６
　　　　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

「伊勢海老づくしの特別な日」の様子です

現金支払の場合 口座振替の場合 口座振替申出書申込期限

６か月前納付 99,240円 98,110円 ８月末、２月末

１年前納付 198,480円 194,320円 ２月末

２年前納付 397,800円 381,960円 ２月末

　なお、「口座振替」に関する詳しい内容は日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp/

　国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に口座振替する方法のことを「早割」といいます。早割
の申込は随時受け付けていますので、ご活用ください。
　※現金納付の場合は当月末までに納付していただいても割引はありませんのでご注意ください。

　国民年金保険料を納付する際に６か月分、１年分、２年分をまとめて納付する「前納」はさらにお得です。
　前納は口座振替だけでなく現金納付もできますが、口座振替の方が多く割引されます。
　口座振替のお申し込みは、申込期限までに口座振替申出書を提出してください。口座振替申出書は年金機構
ホームページ、口座振替を行う金融機関、役場町民課にて配布を行っています。

早割は月50円（年間600円）お得です

まとめて前納はさらにお得！

※保険料は毎年度変わります。記載の国民年金保険料は令和２年度のものです。
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まちのできごと Minamiizu Topics

12/2　ヤシ、越冬準備完了

　奥石廊崎で、越冬に向けたヤシ47本のコモがけ

が行われました。奥石廊崎は冬季に強い西風が吹

くため、対策として毎年12月にヤシにコモをかけ

て越冬に備えています。

12/5　敢闘、市町対抗駅伝！

　静岡市にて、第21回しずおか市町対抗駅伝が開

催され、南伊豆町を代表する選手たちが力の限り

走りました。選手たちの努力の結果、昨年よりも

タイムが縮まりました。

11/17　育てたお米の味はいかが？

　南上小学校５年生が、自分たちで育てた愛國米

と町内産の米３種の計４種の米を炊き、食味試験

を行いました。児童たちは風味や粘りなどを比較

し、愛國米と他種との違いについて学びました。

11/18　監査功労者証受賞

　町の公会計支出等に不適切なものが無いか監査

を行う監査委員の髙橋正明さんが、全国町村監査

委員協議会から長年の勤務を称える表彰を受けま

した。

平山壽美江さん(下流)山田元惠さん(湊)

　11月22日生まれの山田元惠さんと、11月25日生まれの平山壽美江さんが1 0 0歳のお誕生日を迎え、岡部

町長がお祝いに駆けつけ、花束を贈りました。

100歳のお誕生日おめでとうございます
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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

　2020年、最も多く読まれた本の

発表です。あなたは何冊読みまし

たか？

★小説・エッセイ

１位　清明　　　　　　　今野敏

１位　Ｉの悲劇　　　　米澤穂信

２位　わが殿　　　　　　畠中恵

３位　希望の糸　　　　東野圭吾

３位　カエルの小指　　道尾秀介

★実用書

１位　気軽に作れる極上おやつ

志麻

１位　ベニシアと正、人生の秋に

梶山正

１位　貯まる女子の毎日の習慣

日経WOMAN編集部

2020年のベストリーダーは？

娘のトリセツ　　　　　　黒川伊保子
世界で最も危険な男

メアリー・トランプ
日本習合論　　　　　　　　　内田樹
マンション管理員オロオロ日記

南野苑生
生き物の死にざま　　　　　稲垣栄洋
ママ、最後の抱擁　

フランス・ドゥ・ヴァール
2010ｓ　　　　宇野維正・田中宗一郎
行った気になる世界遺産　　鈴木亮平
三度目の恋　　　　　　　　川上弘美
ＯＫＩ　　　　　　　　　　杉山隆男
帝都争乱　　　　　　　　　　今野敏
半沢直樹アルルカンと道化師

　池井戸潤
ワカタケル　　　　　　　　池澤夏樹
私は女になりたい　　　　　　窪美澄
ハイパーハードボイルドグルメリポート

　　　　　　　　　　　　　上出遼平

　期待に応える必要な
し。精神科医として患
者の心に寄り添ってき
た著者が、不安や焦燥
感に悩まされている人
へ贈る人生を豊かにす
るメッセージ。

清水研／SBクリエイティブ

「他人の期待に応えない」

　ごみ屋敷、飼い主を
失ったペット、遺品を
持ち去る自称友人。遺
品整理人として、著者
が遭遇した孤独死の現
場。人間の最期を描い
た、胸に迫る一冊。

小島美羽／原書房

「時が止まった部屋」

　看板メニューはミル
クセーキとナポリタン
昔ながらの純喫茶には
なぜか不思議な事件と
個性的な人々が引き寄
せられる…。

椰月美智子／角川春樹事務所

「純喫茶パオーン」

　突然の交通事故で両
親を失った三兄弟。彼
らのもとに、それまで
面識のなかった祖母が
現れ、両親の隠された
秘密を語り始める…。

小路幸也／PHP研究所

「三兄弟の僕らは」

　何千、何万回の「こ
んばんは～草刈正雄で
す」を経て遂に到達し
た「ありがとう～草刈
正雄です」までの波乱
の芸能人生を振り返る
ファン待望の一冊。

草刈正雄／世界文化社

「ありがとう！」

　江戸に異形の治安集
団あり。その名は火龍
改。「ぞぶ、ぞぶ、ご
り」不気味な音が辺り
に響くと空から女の首
が…。人知を超えた怪
異の扉が開かれる…。

夢枕獏／講談社

「大江戸火龍改」

　鬼、獣、悪魔。猛り
狂う男たちの血塗られ
た抗争劇。「殺したら
ええじゃないの、何も
かも」ヤクザと警察。
暴力社会の頂点に上り
詰めるのは誰だ。

深町秋生／KADOKAWA

「煉獄の獅子たち」

　1665年、ロンドンを
襲ったペストの大流行
医療崩壊、都市封鎖、
どこを見ても死体でい
っぱい。コロナ禍の現
代に似たパンデミック
小説の金字塔。

ダニエル・デフォー／興陽館

「新訳ペスト」

　プロパフォーマーと
して活躍する著者が、
在日コリアンである自
らのアイデンティティ
に悩むもさまざまな出
会いによって答えを見
出していく旅の記録。

ちゃんへん .／ホーム社

「ぼくは挑戦人」

　フワフワからモッチ
リ、更にはココア風味
やチョコレートまで、
卵２つで絶品カステラ
が作れちゃう奇跡のレ
シピ本。ああ、カステ
ラに包まれたい…。

中川たま／主婦と生活社

「ふわふわカステラの本」

図書館だより

。
、

。
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お 知 ら せ

　　１１０番は、事件・事故などの

　緊急時のためのものです。緊急性

　の無い相談や照会などは、警察署

　もしくは交番、または＃９１１０

　にお問い合わせください。

問合せ　下田警察署　

　☎２７－０１１０

１月10日は
「110番の日」です

　　令和３年５月14日の任期満了に

　伴う南伊豆町長選挙の日程につい

　て、次のとおり決定しましたので

　お知らせします。

選挙期日　４月25日(日)

問合せ　選挙管理委員会

　☎６２－６２１１

南伊豆町長選挙の
日程について

全国一斉生活保護
相談会の開催

日時　１月24日(日)10：00～16：00

場所　静岡県司法書士会館

専用電話番号　☎０１２０－０５２－０８８

その他　相談は無料で、秘密は厳守

　されます。

問合せ　静岡県青年司法書士協議会　
　☎０５３－４２４－８００２

日時　１月28日(木)13：30～15：00

　（受付13：00～）　

場所　健康福祉センター多目的ホール 

内容　体組成測定、シニア向けの運

　動（講話と実技）

　※病歴等で体組成測定をお断りす

　　る場合があります。

対象者　65歳以上の町民で以下に該

　当する方　20名

　・医師から運動の制限をされてい

　　ない方

　・日頃、運動する機会の少ない方

費用　無料

持ち物　室内用運動靴、タオル、飲

　み物、マスク

申込期限　１月20日(水)※先着順

申込方法　電話で申し込み

申込・問合せ　地域包括支援センター　

　☎３６－３３３５

シニアのための運動
教室参加者募集

防災行政無線の内容がホームページで確認できるようになります

　　町では、令和２年度から令和４年度までの３年間で、防災行政無線（同報無線）のデジタル化移行工事を行っ

　ています。

　　これに伴い、防災行政無線で放送された内容やＪ－ＡＬＥＲＴが、町のホームページに連動して掲載されるよ

　うになり、放送を聞き逃した際に放送内容を確認できるようになります。

　　なお、防災行政無線のデジタル化に伴い令和４年12月中旬から、現在の水色の「防災ラジオ」は、同報無線の

　受信ができなくなります。「防災ラジオ」に換わる「戸別受信機」の借受を希望される方は、現在調査を行って

　いる「戸別受信機借受希望届」を提出してください。

　問合せ　総務課　防災係　☎６２－６２１１

　　広報みなみいず令和２年12月号

　７ページに掲載しました「不法投

　棄監視委員を紹介します」のペー

　ジにつきまして、表記に誤りがあ

　りました。正しくは以下の通りと

　なります。

正：不法投棄監視員

誤：不法投棄監視委員

広報みなみいず令和２年12月
号の記事訂正

放送された無線の内容は、このバナー
から確認できます。
※古いものから順次削除されます。

J-ALERT等の緊急情報はここに掲載されます。
※年に数回程度、テスト情報が掲載されることが
あります。
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１月は、町県民税、国民健康保険税、介護保険料

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

お悔やみ申し上げます

地区 赤ちゃんの名前 誕生日 父・母

平戸 山田　哩
り お

大 11.9 真也・美希

下賀茂 加鹿　愛
あ い は

八 11.9 拓巳・由美子

下賀茂 加藤　香
こ こ の

々乃 11.25 善郎・愛子

地区 氏　名 年齢 月日

天神原 山下　清次 70 10.21

手石 外岡　静子 98 10.31

湊 山田　虎雄 94 11.22

青市 藤原　柾子 80 11.28

　令和２年11月１日から11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 3,908 世帯

人　口 8,026 人（+14）

男 3,853 人

女 4,173 人

（12 月１日現在）

----------（11 月中）----------

転入 24 転出 5

出生 3 死亡 8

　新年明けましておめでとうござ

います。皆さまはどのような新年

をお過ごしでしょうか。新型コロ

ナ感染症の影響で、例年と異なり

寂しい新年を過ごしている方も多

いと思われます。

　コロナが猛威を振るうなか、当

院はこの地域唯一のコロナ受け入

れ病院として、職員が一丸となっ

て闘い続けています。

　しかし、コロナだけに対応して

いるわけにも行かず、救急医療を

含めた日常診療にも合わせて取り

組んでいます。

　そのため職員のストレスは過重

な程ですが、一同揃って「この地

域の医療はメディカルが守る」と

いう医療人としての高い倫理観を

もって頑張っています。

メディカル通信

information

院長より新年の挨拶

　幸いにも、ここまでは院内感染

を起こすことなく来ており、診療

業務の中止など、地域にご迷惑を

おかけする事態には至っていませ

ん。今後も院内感染が起こらない

よう、引き続き緊張感をもって業

務に取り組んでまいりますので、

皆さまから激励の言葉をかけてい

ただけると、職員にとって大きな

力になります。

　辛く厳しい年明けとなりました

が、皆さまと笑顔で語り合える日

が来ることを信じて、共に頑張っ

てまいりましょう。

下田メディカルセンター院長

　　　　　　　　　　畑田　淳一

問　下田メディカルセンター

　　☎２５－２５２５

結婚お幸せに

地区 お名前（旧姓） 婚姻日

中木 鈴木　敦雄・怜那（久保田） 11.25

　塩尻観光写真コンテストは今年

で40回目を迎え、毎年多くの方か

ら塩尻の季節を感じる風景やイベ

ントなどを写した作品の応募があ

ります。

　応募作品から今まで気付かなか

った塩尻の魅力に改めて感動し、

写真を見ればあなたも塩尻の「と

・り・こ」になるはず。

　そんな写真を見たいという方に

向けて、過去の塩尻観光写真コン

テスト入賞作品を塩尻市観光協会

のホームページ内で見ることがで

きます。

　また、令和３年度の作品も募集

しています。撮影期間は令和２年

10月から令和３年９月で、期間内

に塩尻市内で撮影した作品が対象

です。入賞者には塩尻産ワインが

贈られます。

塩尻観光写真コンテスト

姉妹都市だより 長野県塩尻市

　塩尻にお越しの際には景色、建

物、自然などどんなものでもカメ

ラやスマホで撮影し、塩尻観光写

真コンテストへご応募ください。

問　（一社）塩尻市観光協会

　☎０２６３－５４－２００１

｢第39回塩尻観光写真コンテスト金賞受賞作品｣

塩尻市観光協会ホーム
ページはこちらのＱＲ
コードからアクセスで
きます。
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マイルキッズス

上小野 土屋　琥
こ あ

空 くん （１歳６か月）

「ママ～！　お菓子買っていい～？」

発行日／令和３年１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

康一口メモ健

　お正月太りは気になっ

ていませんか？

　美味しく楽しく食べて

飲めることは健康で幸せ

なことですが、体重が増

えてしまった方は、食べ

たエネルギーを燃やしき

れておらず、内臓脂肪が増加した可能性があり

ます。増加した内臓脂肪を放置すると、生活習

慣病になるリスクが高まるため、今のうちに元

の体重に戻しましょう。

【体重を戻すためのポイント】

●食事は、ヘルシーなものを選び、バランス良

　く食べる

●筋トレやウォーキングなどの身体活動を毎日

　継続すること

　高すぎる目標を立てるのではなく、少し頑張

れば達成できそうな目標を立てて少しずつ実践

し、内臓脂肪を減らしましょう。

問合せ　健康増進課　健康増進係

　　　　☎６２－６２５５

お正月太りに注意！

～マーボー餅～

▷　材料２人分

栄養価（１人）
エネルギー：218kcal　タンパク質：9.4g　脂質：9.3g　塩分：1.1g

▷　作り方　◁
①白菜をざく切り、長ネギとシイタケはみじん切り、万能ネギは小
　口切り、餅は小さく角切りにして焼いておく。
②ゴマ油をひいてＢを炒め、香りが立ってきたらＡを加えてさらに
　炒める。
③ひき肉に火が通ったらＣを加え、ひと煮立ちしたら水溶き片栗粉
　でとろみをつける。
④焼いた餅を入れて③に絡めて盛り付け、万能ネギを散らす。

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！

　豆腐の代わりに、お正月
で余りがちな餅を活用し、
野菜も入っているのでヘル
シーなマーボーです。

刻みショウガ…小さじ1/2
刻みニンニク…小さじ1/2
豆板醤…小さじ1/2

Ｂ

広報みなみいず　１月号

豚ひき肉…80g
白菜…60g
長ネギ…10cm
シイタケ…１枚

Ａ

餅…１個
万能ネギ…適量
ゴマ油…小さじ１

水…100ml 
醤油…大さじ1/3
味噌…大さじ1/3
酒…大さじ1/3
ミリン…大さじ1/3
砂糖…小さじ２

Ｃ

片栗粉…小さじ１
水…小さじ２

Ｄ


