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これまでの成果

　ふるさと寄附制度による町への寄附促進と、地元特産品のＰＲ、地元企業の活性化などを目的に、

寄附者へ贈呈するお礼の品やサービスを提供する「パートナー企業」を募集しています。

　「ふるさとを応援したい！」「ふるさとに貢献したい！」という「寄附者の

思い」を、地方公共団体へ「寄附」というかたちでお寄せいただくものです。

　地方公共団体に寄附をしていただき、所定の手続きをしていただくと、寄附

金の２千円を超える部分で一定の限度額までが居住している市区町村の個人住

民税や所得税から控除されます。

※控除対象額は所得により異なります。

ふるさと寄附制度とは？

これまでの成果

　全国各地の多くの方から貴重なご寄附を

いただいております。

ふるさと寄附金のお礼の品の贈呈とは

　南伊豆町を応援していただいたことにお礼の意味を

込めて、寄附者に町の特産品などをお返しする事業で

す。併せて、町の特産品・サービスなどをお礼の品と

することで、地元特産品のＰＲ、地域産業の活性化に

も効果を期待しています。

お礼の品紹介

　５月現在､217品（59事業所）のお礼の品が登録され

ており、全国の寄附者にお送りしています。　

　お礼の品は海産物・野菜・果物などの生鮮類から、

お菓子・ジャムなどの加工品、宿泊やアクティビティ

などの体験プログラムまで、多種多様なものを取り揃

えています。

－町内の魅力あふれる商品を、一緒に全国へ届けましょう！－

ふるさと寄附　パートナー企業募集ふるさと寄附　パートナー企業募集

－町内の魅力あふれる商品を、一緒に全国へ届けましょう！－

ふるさと寄附制度とは？

ふるさと寄附金のお礼の品の贈呈とは

お礼の品紹介

平成21年度 ９件 1,070,000円

平成22年度 11件 1,500,000円

平成23年度 12件 1,255,000円

平成24年度 44件 1,450,000円

平成25年度 619件 6,032,000円

平成26年度 2,054件 28,122,260円

平成27年度 13,098件 370,620,861円

平成28年度 12,737件 393,866,865円

平成29年度 11,907件 483,140,961円

平成30年度 3,415件 172,307,198円

年度 寄附件数 寄付金額
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パートナー企業さまからのメッセージパートナー企業さまからのメッセージ

①町のホームページ、町作成のパンフ

　レットなどを通じて、企業名、商品

　名などを全国へＰＲできます。

②お礼の品の発送時に自社商品などの

　パンフレットを同封していただくこ

　とで、自社商品の販売促進、ＰＲが

　図れます。

パートナー企業のメリットパートナー企業のメリット

南伊豆町の魅力を体感できる商品・サービスを募集します。

①町内で生産、製造、加工および販売されているもの

②町内で提供される宿泊・体験サービス

　・町内の地域ブランド向上、農業振興や雇用創出、観光ＰＲといった

　　地域産業の振興につながる要素をもつもの

　・品質および数量の面において、安定供給が見込めるもの

　・町から発送依頼後、速やかに商品が発送できるもの（期間が限定さ

　　れる商品については、パンフレット等に明記することを条件に募集

　　対象とします）

　・品質を保証する期間が10日以上あるもの

　・その他町長がお礼の品として認めるもの　

　※総務省通知に基づき、変更となる場合があります。

募集するお礼の品募集するお礼の品

①町内に事業所がある個人または法人の方で、

　町税の滞納がないこと

②お礼の品（上記「募集するお礼の品」を参照）

　を１品目以上提供できること

③暴力団等反社会的勢力との

　関係がないこと

パートナー企業要件パートナー企業要件

　「南伊豆町パートナー企業申込書」「暴力団排

除に関する誓約書」に必要事項を記入し、町税完

納証明書、登記簿謄本や営業に必要とされるもの

の許可書（写し可）を添付し、商工観光課へ持参

または郵送してください。

※申込書は商工観光課窓口または町ホームページ

　からダウンロードできます。

申込方法申込方法

　単品のみでなく、複数の

商品の詰め合わせや、季節

限定の物、町内で提供でき

る体験型商品サービスなど

でも結構ですので、幅広く

ご検討ください。

・お礼の品の発注

（発送先の連絡）

・お礼の品代金支払い

・お礼の品代金請求

・寄附申込受付、お礼の品の選択

・「ふるさと寄附感謝券」の送付

・寄附金受領証明書の発行

・お礼の品の発送または

　サービスの提供

・お礼の品の問合せなど

南伊豆町

パートナー企業 ふるさと寄付者ふるさと寄附者パートナー企業

南伊豆町

南伊豆町農林水産物直売所湯の花

渡邊純平 さん

　ふるさと寄附を通じて商品を注
文された方から、後日直接注文を
いただくこともあります。また、
注文が増えたことにより、運送会
社の送料単価が抑えられ経費削減
になったり、別事業への投資がで
きたり、事業所全体としてのメリ
ットもありました。

川八

高野俊明 さん

　私も、最初はパートナー企
業になろうか迷っていました
が、パートナー企業になった
ら、町がＰＲを行ってくれて、
新しいリピーターやファンの
方もできました。そういった
方たちの存在が励みになって
います。

問合せ　商工観光課　商工振興係　☎６２－６３００
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農作業中の事故などに気をつけよう！農作業中の事故などに気をつけよう！

　農作業は、さまざまな機具や薬品、大型機械などを使用する機会が多く、取扱いを間違えること

で重大な事故につながることがあります。その多くが単純なミスによるものであり、作業者が十分

注意することで未然に事故を防ぐことができます。

　基本的な注意事項を確認し、事故の原因を１つ１つ取り除き、農作業事故ゼロを目指しましょう。

農作業前のチェックポイント！

①安全キャブ・フレームのあるトラクターを使用しましょう
　トラクターの転落・転倒による死亡事故の多くは、安全キャブ・フレームのないトラクターで発生

しています。こうしたリスクを理解したうえで機械の導入をしましょう。

　安全キャブ・フレームが装着されたトラクターでもシートベルトを着用しなければ、安全キャブ・

フレームにより確保される安全域の中に固定されないため、転落・転倒した際に身体を守ることはで

きません。必ずシートベルトを着用するようにしましょう。

　転落・転倒事故が多く発生している場所は、ほ場からの出入口の傾斜や法面のほか、道路やほ場の

端です。

　作業前には作業環境を確認し、危険が潜む場所の草刈りや法面付近にポールを立てるなど事故を起

こさない環境づくりを心がけましょう。

　転落・転倒事故の多くは、操作上のミスが伴うものと思われます。

ほ場から出たところでの事故では、片ブレーキによる事故などが考え

られますので、道路走行時には必ず左右のブレーキペダルを連結しま

しょう。

②シートベルトを着用しましょう

③作業環境を確認し、危険性に配慮しましょう

④適正な機械使用を心がけましょう

作業中の熱中症に気をつけよう！作業中の熱中症に気をつけよう！

問合せ　地域整備課　農林水産振興係　☎６２－６２７７

　農作業中の熱中症による死亡事故が毎年発生しています。その多くは、高齢者の方が夏場に屋外で作業を

行っている際に発生したものですが、夏前であっても、高温多湿の日やビニールハウス内での作業時などで

も熱中症による死亡事故が発生しています。

　「暑い日に外で活動していると熱中症にかかる」というイメージを持ってい

る方が多いようですが、実際は、屋内で活動していても熱中症になることがあ

ります。

　特に高齢になるほど発汗量が多くなり気付かないうちに脱水症状に陥って汗

が出なくなり、体温の調節がうまくできなくなってそのまま熱中症にかかって

しまうというケースが見受けられます。

　高温注意報が出ている日や日差しが強い日などの活動は避け、日頃から塩分

と水分をしっかりと補給し、こまめな休憩と涼しい服装を心がけて、熱中症に

かからないように気をつけましょう。
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屋外焼却（野焼き）は禁止されています屋外焼却（野焼き）は禁止されています

なぜ屋外焼却をしてはいけないの？なぜ屋外焼却をしてはいけないの？

屋外焼却をするとどんなことが起きるの？屋外焼却をするとどんなことが起きるの？

　焼却基準に適合しない焼却炉（コンクリートブロックや鉄板で囲っただけとい

った粗悪な設備など）による屋外焼却（野焼き）は、一部の例外を除いて「廃棄

物の処理及び清掃に関する法律」や「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で

禁止されています。

　庭先のたき火や風俗習慣上、宗教行事等（焼却禁止の例外）の場合でも生活環

境への配慮が必要です。

　野焼きは例外を除いて廃棄物の不適正処理であり、焼却温度が低いため燃

やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然

環境に深刻な影響を与えます。

　また、野焼きにより発生する煙や臭いで「窓が開けられない」「洗濯物に

臭いがついて困る」「近所で野焼きをしていて煙たい」などの苦情の原因と

なり、周囲の人に迷惑をかけるだけでなく山火事などの火災を引き起こす危

険性もあります。

紙やビニール袋などのごみは屋外焼却せず、
町のごみ収集や資源として出すなど、適正な
処理をしましょう！

問合せ　生活環境課　生活環境係　☎６２－６２７０

環境省実施事業

対象事業１

●補助対象事業

　　51人槽以上の既設合併処理浄化槽について、

　エネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制できる

　各種機械設備を最新型機器（高効率ブロワ等）

　へと改修する、もしくはインバーター制御装置

　等を導入する事業

●補助率　補助対象事業費の２分の１

●公募期限　11月29日（金）まで

対象事業２

●補助対象事業

　　構造基準に基づき平成12年（2000年）３月末

　までに設置された60人槽以上の合併処理浄化槽

　（ブロワを使用するものに限る）について、構

　造の刷新やコンパクト化によって高い省エネル

　ギー効果が見込まれるような浄化槽本体の交換

　事業

●補助率　全浄連が規定する工事費の２分の１

●公募期限　10月31日（木）まで

　この事業は、既設の中・大型合併処理浄化槽の処理工程におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を

図るために高効率な機械設備等を導入する事業に要する経費の一部を補助することで、地球環境および生活

環境の保全に資することを目的としています。

※下水道処理区域内にある浄化槽は対象外となります。
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６月は「土砂災害防止月間」です６月は「土砂災害防止月間」です

　６月に入り、雨が多く土砂災害が発生しやすい時期になります。
　そのため、毎年６月を「土砂災害防止月間」とし、土砂災害の防止および被害の軽減について理解と関心
を深めていただくため、県や町などの関係機関が連携して啓発活動を実施しています。
　気象情報等の収集に努め、土砂災害の危険性を認識し、早めの避難を心がけましょう。

土砂災害ってどんなもの？土砂災害ってどんなもの？

土砂災害から身を守るには…土砂災害から身を守るには…

土石流

　山腹や川底の石や土砂が､
長雨や集中豪雨などの大量
の水と一緒になって津波の
ように襲ってくるものを土
石流と言います。
　土石流の先頭の部分は、
大きな石や岩、流木などが
集まって小山のように盛り
上がって、時速20～40kmで
流れてきます。

【こんな時に注意しよう】
◎山鳴りがする
◎急に川の流れが濁り、流木が混ざっている
◎雨が降り続いているのに川の水位が下がる

崖崩れ

　崖崩れは斜面が突然崩
れ落ちる災害です。崩れ
た土砂は、斜面の高さの
２倍くらいの距離まで届
くことがあります。
　崖崩れは、地震や大雨、
長雨で地面に水が染み込
んで起きますが、地すべ
りと異なりあまり前触れ
がありません。

【こんな時に注意しよう】
◎崖に割れ目が見える
◎崖から小石がパラパラと落ちてきている
◎崖から木の根が切れる等、異音がする

問合せ　下田土木事務所　企画検査課　☎２４－２１１３
　　　　地域整備課　建設整備係　☎６２－６２７７

①土砂災害危険区域を確認する
　土砂災害からの避難は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ことが重要です。　
　ハザードマップで事前に土砂災害危険区域を確認し、普段から家族全員で避難場所や避難する道順を決めておき
ましょう。

②避難のタイミングを決める
　土砂災害の多くは雨か
ら起こります。降雨量が
１時間に20ミリ以上、ま
たは降り始めてから100
ミリ以上になったら注意
が必要です。

③避難の仕方

　土石流が流れるスピード
は非常に早いので、流れを
背にして逃げたのでは追い
つかれてしまいます。
　土石流の流れる方向に対
して横（垂直）に逃げまし
ょう。

「風雨が強まる前に土砂災害危険区域から出る」「風雨が強まる前に土砂災害危険区域から出る」

降　　雨　　量 10～20mm/h

やや強い雨

20～30mm/h

強い雨

大雨注意報

30～50mm/h

激しい雨

大雨警報

30～80mm/h

非常に激しい雨

大雨特別警報

土砂災害警戒情報

避難準備情報、
高齢者等避難開始

避難勧告
避難指示
(緊急)

80mm/h以上

猛烈な雨雨　の　強　さ

気象に関する情報

避難に関する情報

●土石流から逃げる

　崖崩れや土石流発生時に建物内にいて、どうしても
避難が間に合わない場合は、崖崩れや土石流が襲って
くる方向から出来る限り離れた、２階以上の高い部屋
へ逃げるようにしましょう。
　ただし、このような事態にならないように、雨が強
くなったらテレビやラジオ、同報無線などで情報を収
集し、早めの避難を心がけましょう。

●土石流からの避難が間に合わない場合は…

６ 広報みなみいず 2019.6



問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

１対１のくらし体験プログラム「南伊豆くらし図鑑」
～町民向け無料体験実施のお知らせ～

地域おこし協力隊

伊集院さんの

取り組み

　南伊豆くらし図鑑は、町に暮らすさまざまな人たちの日常を１対１で体験できるくらし体験プログラムです。今

回、南伊豆くらし図鑑では以下のプログラムについてそれぞれ１組ずつ体験者を募集しています。基本的に１人か

らの参加を推奨していますが、家族や友達を誘って体験することもできます。

＜６月の予定＞

日時：6月15日（土）8：30～11：00

約130種類の野鳥がいる南伊豆で
バードウォッチング

体験提供：西山彰さん

　南伊豆の野鳥を５年間に渡って定点観
察している西山彰さんと一緒に林道を散
策。バードウォッチングに出かけます。
※双眼鏡は借りられます。

日時：6月30日（日）13：00～17：00

南伊豆の花と遊ぶ

体験提供：滝瀬良江さん

　ゲストハウス「コドコド」を営む滝瀬
良江さんと一緒に南伊豆の自然を歩きま
す。採集した花を使ってリースや花飾り
を作りましょう。

＜申込み方法＞

　右記ＱＲコードを読み取り、専用申込みフォームからお申し込みまたは下記までお
　問い合わせください。

＜概要＞

　応募者多数の場合は抽選となります。（当選された方には運営側から集合場所などの詳細をお送りします）
　定員：各１組（１～５名）まで
　（例：お子さん２名＋それぞれの保護者２名が同伴。１名からの参加も可）
　留意点：悪天候の場合は延期になります。
　※南伊豆くらし図鑑では「１対１」の深い関わりあいを推奨しているため、一度に参加できる人数に限りがあり
　　ます。また、本来は有料の体験プログラムですので、抽選に残念ながら漏れてしまった方は正規のお申し込み
　　をお願いします。
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情報公開制度の利用状況をお知らせします情報公開制度の利用状況をお知らせします

南伊豆町情報公開条例に基づく平成30年度中の公文書公開請求の状況

南伊豆町個人情報保護条例に基づく平成30年度中の保有個人情報公開請求の状況

●公文書公開請求件数等　68件（51人）

●公文書公開請求に対する処理状況 ●実施の方法

区分 件数

審査請求の件数 ０

内訳

却下 ０

認容
全部 ０

一部 ０

棄却 ０

審理中 ０

取り下げ ０

区分 件数

閲覧のみ

閲覧および写しの交付

写しの交付のみ

視聴等

合計

０

０

68

０

68

区分 件数

公開

非公開

7

全部

０

一部

68合計

61

●公文書公開請求に対する処理状況 ●南伊豆町教育長に対する公文書公開請求状況　　０件

●南伊豆町議会議長に対する公文書公開請求状況　０件

●保有個人情報公開請求件数　０件（０人）

●保有個人情報公開請求に対する処理状況 ●公開の実施の方法

区分 件数

閲覧のみ

閲覧および写しの交付

写しの交付のみ

視聴等

合計

０

０

０

０

０

区分 件数

公開

非公開

０

全部

０

一部

０合計

０

●不服申立ての件数　０件（０人） ●保有個人情報訂正請求件数　０件（０人）

●保有個人情報利用停止請求件数　０件（０人）

問合せ　総務課　総務係　☎６２－６２１１

　公文書を公開することで町民の「知る権利」を保障し、行政運営の公開性の向上と公正の確保を図
り、開かれた町政の実現に資することを目的とした制度です。

　町が保有する自分自身の個人情報が適切に使用されているかどうか知るために、町に対して使用状
況の公開を求めることができる制度です。

【情報公開制度とは】

【保有個人情報の公開請求とは】
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人間ドック
　　助成事業のお知らせ

南伊豆町国民健康保険加入者の皆さまへ南伊豆町国民健康保険加入者の皆さまへ

人間ドック
　　助成事業のお知らせ

　南伊豆町国民健康保険では、被保険者の健康の保持増進、疾病の予防、早期発見およ
び早期治療の推進を図るため、人間ドックの検査費用の一部助成を行っています。

対象者

受診医療機関

●申請日以前に国民健康保険に継続して１年以上加
　入し、受診日まで引き続き被保険者であること
●人間ドックを受診する日において、年齢が40歳以
　上75歳未満の方
●国民健康保険税の滞納がない世帯の方
●職域等で人間ドックと同等の項目について受診す
　る機会がない方
●人間ドックの受診結果を町が行う保健事業に活用
　することに同意される方
※特定健診の受診者または受診希望者は対象となり
　ません。

●静岡県内の人間ドックを受診できる医療機関

助成金額

●検査費用の７割相当額
　（1,000円未満は切り捨て）
※上限は25,000円です。
※助成を受けられるのは同年度内に１回限りです。

申請方法

①人間ドックを受診する医療機関等に予約をして
　から、受診する２週間前までに、役場窓口にて
　申請してください。
②申請書に必要事項を記入していただき、審査後
　に人間ドック受診助成券を郵送で交付します。　

申請に必要なもの

●国民健康保険証、印鑑

問合せ　健康増進課　国民健康保険係　☎６２－６２５５

問合せ　福祉介護課　子育て支援係　☎６２－６２３３

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している皆さまへ

平成31年４月分から手当の額が変わりました

　特別児童扶養手当、特別障害者手当などの額については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自
動物価スライド制」が採られています。
　平成31年度の手当額は、平成30年の物価変動率上昇分（対前年比 1.0％）に基づき、以下のとおり手当額
が改定されましたのでお知らせします。

◆特別児童扶養手当

　１級（月額）

　　51,700円（平成30年４月分から）⇒　52,200円（平成31年４月分から）

　２級（月額）

　　34,430円（平成30年４月分から）⇒　34,770円（平成31年４月分から）

◆特別障害者手当（月額）

　　26,940円（平成30年４月分から）⇒　27,200円（平成31年４月分から）

◆障害児福祉手当

　　14,650円（平成30年４月分から）⇒　14,790円（平成31年４月分から）

◆経過的福祉手当

　　14,650円（平成30年４月分から）⇒　14,790円（平成31年４月分から）
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毎年６月は「食育月間」です！
～朝ごはんを食べよう～

●食育とは？
　食育とは、生きる上での基本であって知育・徳育・体育の基

礎となるものであり、さまざまな経験を通じて「食」に関する

知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実現すること

ができる人間を育てることです。

●食育月間とは？
　家庭、学校、地域、職場など社会全体で、国民的な拡がりをもって食育推進に取り組むために設けられ

た強化月間です。

●今年度は「朝ごはん」について考える
　町の現状として、年齢が若い人ほど朝食を食べない傾向にあります。

　朝食を抜いて学校や職場に行った際に、なんとなくイライラしたり、集中力が出なくて勉強や仕事がは

かどらなかったりすることはありませんか。

　これらは、朝食を摂らなかったことで脳への栄養が足りていないことが原因と考えられています。

　脳のエネルギー源となるブドウ糖（ごはん、パンなどの炭水化物が体内で分解されたもの）は、体内に

たくさん蓄えておくことができません。

　朝食を食べると脳にエネルギーが行き渡り、脳が眠りから覚めて体温が上がり、集中力や記憶力も上が

ると言われています。

　１日の元気は朝食からです。朝食を食べて１日を元気にスタートさせましょう。

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

問合せ　名古屋国税局　人事第二課　試験係　☎０５２－９５１－３５１１

消費税軽減税率制度説明会を開催します

税務職員採用試験受験者募集案内

予約　下田税務署　☎２２－０１８５
問合せ　町民課　課税係　☎６２－６２２２

軽減税率制度は、多くの事業者の方に関係があります。

税務署では、以下のとおり「消費税軽減税率制度等説明会」を開催します。

定員　各回30名

※事前予約の方を優先させてい
ただきます。
　駐車場の数に限りがあります
ので車でのご来場はご遠慮くだ
さい。

月日

６月21日(金)

７月24日(水)

８月23日(金)

９月20日(金)

10：00～11：00　14：00～15：00

10：00～11：00　14：00～15：00

10：00～11：00　14：00～15：00

10：00～11：00　14：00～15：00

下田税務署 ２階 会議室

下田税務署 ２階 会議室

下田税務署 ２階 会議室

下田税務署 ２階 会議室

時間 場所

税務職員採用試験受験者募集案内
職 種

受 験 資 格

申 込 期 間

試 験 日

税務職員採用試験（高校卒業程度）

第１次試験　９月１日（日）

第２次試験　10月９日（水）～18日（金）のうち、いずれか指定する日

①平成31年４月１日（月）時点で高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経過
　していない方および令和２年３月までに高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの方
②人事院が①に掲げる方に準ずると認める方

インターネットにより申し込んでください。
受付期間：６月17日（月）９：00～６月26日（水）（受信有効）
※インターネット申込みができない環境にある場合は、人事院地方事務局・沖縄事務所に問い合わせてくだ
さい。
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まちのできごと Minamiizu Topics

5/9　伊豆半島沖地震から45年

慰霊碑に献花する遺族や地域住民

　昭和49年５月９日に発生した伊豆半島沖地震か

ら45年が経ちました。

　災害の記憶を風化させず次の世代に伝えるべく

式典が行われ、遺族や地域住民、町関係者など約

50人が参加しました。

5/10　交通安全を心がけよう

元気に挨拶をしながら横断歩道を渡る児童たち

　春の全国交通安全運動が行われ、町内では児童

たちの登校見守りや、信号で停止した車への交通

安全啓発用品の配布などが行われました。

　運転手も歩行者も、交通事故を起こしたり巻き

込まれないように日頃から気をつけましょう。

4/21　消防団訓練

自衛隊員の指示に従い、規律訓練を行う消防団員

　差田グラウンドで自衛隊員による消防団員への

規律訓練指導が行われました。万が一の火災発生

時に規律を乱すことなく適切に消火活動に取り組

むため、参加した団員たちは真剣に指導を受けて

いました。

4/22　操法大会練習開始

操法大会に参加する南伊豆町代表選手たち

　６月９日に松崎町で行われる賀茂地区消防操法

大会に向けて選手たちの訓練が始まりました。

　選手たちは大型ポンプ車操法と小型ポンプ操法

の２組に分かれ、本番での優勝を目指して毎夜懸

命に練習しています。

5/14　どんな本を借りる？

緊張しながら本を借りる園児

　南崎認定こども園の園児たちが町立図書館を訪

れ、自分で本を選んで借りる体験をしました。

　園児たちは面白そうな本がないか探して回り、

気に入った本を見つけると緊張した様子でカウン

ターまで借りに行きました。

5/11　夜の海とスカイランタン

弓ヶ浜を臨んで浮かぶスカイランタン

　弓ヶ浜海岸で、スカイランタンナイトin南伊豆

が開催されました。会場では南伊豆町公認アンバ

サダーの永藤まなさんによるピアノの生演奏がＢ

ＧＭとして流れ、押し寄せる波の音とランタンの

灯りで会場は幻想的な雰囲気に包まれました。
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図書館だより
開館時間 ８ : 3 0 ～ 1 7 : 1 5
休 館 日 月曜日・木曜日・祝日
 6 2 － 7 1 0 0  FAX  6 2 － 1 4 0 2

まわしよみ新聞をつくろう！

妻のトリセツ

近代東京の地政学

なぜ必敗の戦争を始めたのか

ほんとうはこわい植物図鑑

セルフリノベーションの教科書

志麻さんの自宅レシピ

わたしの好きな子どものうた

不法侵入

尼子姫十勇士

チンギス紀４

ハート型の雲

かわたれどき

姑の遺品整理は、迷惑です

新章神様のカルテ　　　　

陸奥賢

黒川伊保子

武田尚子

半藤一利

小林正明

　　　坂田夏水

タサン志麻

安野光雅

アンドレ・ゴヴィア

諸田玲子

北方謙三

高橋三千綱

畠中恵

垣谷美雨

夏川草介

今月のおすすめ －新着図書案内－今月のおすすめ －新着図書案内－

　図書館は、本の貸出利用だけでなく

勉強や図書館資料を使った調査研究の

場所としても利用できます。

　１階の一部と２階が学習および閲覧

場所となっていますので、皆さまの教

養の向上、情報収集の拠点としてご利

用ください。

　なお、２階を利用する際は、災害時

の避難誘導者の人数を把握しておく必

要があるため、必ず職員に一声かけて

からご利用ください。

　またパソコンやスマートフォンの使

用は、他の利用者の迷惑となりますの

で使用は控えてください。

　皆さまのご協力をお願いいたします。

－図書館利用案内－－図書館利用案内－

図書館の施設利用について

道具を使うカラスの物語
パメラ・Ｓ・ターナー

／緑書房

　驚愕！　ニューカレドニ
アに生息するカラスは、小
学二年生並みの知能を持っ
ていた？　このままではカ
ラスが人間を支配する日が
来るかも…？　頭脳闘争、
勃発！

狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか
エリ・Ｈ・ラディンガー

／築地書館

　高度な社会性を持ち、そ
の行動を古代人が狩猟の際
に真似たという野生オオカ
ミ。時を経て尚、現代にも
通ずるオオカミの生態を検
証した研究書。

夜の塩

山口恵以子／徳間書店

　女手ひとつで育て上げた
娘の結婚を前に、母は突如
として心中死した。
　不審に思った娘が真相を
探ると…。愛と復讐が絡み
合う衝撃のサスペンス。

極夜行前

角幡唯介／文藝春秋

　太陽の昇らない冬の北極
の旅を記したノンフィクシ
ョン「極夜行」。その出発
までの準備の記録。過酷な
旅を前に絶体絶命の危機が
迫っていた…。

やさしいバナナのお菓子

若山曜子／誠文堂新光社

　日本人が好んで食べる果
物12年連続第一位、バナナ
！　焼いて、冷やして、飲
んで…。定番から進化系ま
でバナナお菓子の大行進、
出発進行！

世界の美術家

岡部昌幸　監修／ポプラ社

　ダ・ヴィンチ、フェルメ
ールから若冲、ウォーホル
まで、古今東西の主要アー
ティスト181名の生涯を辿
り、その作品を解説した決
定版！

プラスチックの祈り

白石一文／朝日新聞出版

　突如として肉体がプラス
チックへ変わっていく。妻
の死を境に酒浸りになった
作家を襲う怪現象。原因を
探す為、過去を遡る記憶の
旅に出るが…。

傲慢と善良

辻村深月／朝日新聞出版

　真夜中に消えた婚約者。
行方を追った男が見たもの
は自分の知らない婚約者の
壮絶な過去だった。虚構と
現実の狭間で生きる二人の
愛の行く末は…。

機捜２３５

今野敏／光文社

　事故に遭った相棒に代わ
り、主人公の前に現れたの
は、定年間際の中年捜査員
だった。期待もせずコンビ
を組むが…。機動捜査隊が
舞台の警察小説。

ハムレット殺人事件

芦原すなお／東京創元社

　一人、また一人と消えた
…。舞台『ハムレット』の
稽古中に起こった出演者同
士の殺し合い。シェイクス
ピアとミステリーが融合し
た衝撃の一冊。
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農林水産物の加工、商品化、販売

プロセスを展開していくことです。

　活動内容は、地域の素材を使っ

ての商品開発・パッケージデザイ

ン・販売販路の提案を行い、その

他にも町内にある販売店舗と飲食

店の課題などを把握し、改善案な

どのご提案をさせていただいてい

ます。

　南伊豆町に来て間もないのです

が、自然が豊かなこのロケーショ

ンでの商品開発とその商品の販売

（国内外）が楽しみです。できる

だけ早く町の魅力を今以上に広め

たい気持ちでいっぱいです。

　　　

　　地域おこし協力隊　西川　涼

健康レシピ
揚げゴボウのサラダ

ここがポイント！

▷　材料４人分
栄養価
エネルギー：46kcal タンパク質：1.6g 脂質：2.2g 塩分：0.4g

ごぼう……80g

新玉ねぎ…小１/４個

きゅうり…１本

水菜………40g

白ごま……適量

ポン酢しょうゆ…大さじ２

揚げ油………適量

▷ 作り方 ◁
①ごぼうを５㎝くらいの長さにピーラーで

　剥き、水に放つ。

②新玉ねぎを薄切りにして酢水に５分ほど

　放してから水を切る。きゅうりを千切り

　にし、水菜は５㎝位の長さに切る。

③水を切り、ごぼうを揚げる。

④②をザックリと混ぜ合わせ器に盛る。

⑤揚げたごぼう、白ごまを散らし、ポン酢

　しょうゆをかける。

南豆味会（健康づくり食生活推進協議会）

問合せ　健康増進課　☎６２－６２５５

　ごぼうを揚げることで、香ばしいサ
ラダになります。
　また、６月は食育月間です。
　本誌10ページを参考に、食育に取り
組んでみましょう。

新しい地域おこし協力隊員が
やってきました

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

趣味はダイビングとゲームです！

な ず み かい

　今年の４月から地域おこし協力

隊として活動しております、西川

涼と申します。前職は東京にある

大手小売店などのプロモーション

や、広告デザインをメインに活動

していました。

　南伊豆町で地域おこし協力隊の

募集があることを父から聞き、応

募させていただきました。弓ヶ浜

の景色や毛倉野の自然の素晴らし

さ、海から山への距離が遠くない

ことに強い魅力を感じました。

　今回、地域おこし協力隊として

関わるメインテーマは「６次産業」

です。６次産業という言葉を初め

て聞いたという方もいるかと思い

ますので、６次産業（６次産業化）

というものを簡単に説明すると、

４月から地域おこし協力隊員になりました、西川です！

にしかわ

りょう
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日時　７月31日(水)13：30～15：00

　13：20までに集合

場所　南伊豆町武道館

講師　山田明美　先生

内容　トリム体操と講話（エネルギ

　ー消費のコツ）

対象者　町内在住の70歳以下で、運

　動不足が気になる方

募集人数　20名

申込方法　電話または健康増進課窓

　口へ直接申し込み（土日祝日を除

　く８：30～17：15）

申込期限　７月26日（金）　

参加費　400円

持ち物　飲み物（水分補給用）、内

　履き（運動靴）、タオル

その他　動きやすい服装でご参加く

　ださい。この事業はおたっしゃポ

　イント対象事業です。

申込・問合せ　健康増進課　健康増

　進係　☎６２－６２５５

　　移住・就業支援金制度は「しず

　おか就職net｣に登録している企業

　のうち、町が推薦し、県の認定を

　受けた法人が、移住・就業支援対

　象の求人を「しずおか就職net｣に

　登録し、東京圏の人材（移住者）

　を受け入れる制度です。受け入れ

　た場合、従業員となった移住者に

　対し最大100万円を支給します。

　　現在、対象となる法人を募集し

　ています。

　　申込方法等は下記までお問い合

　わせください。

しずおか就職netとは

　　静岡県が管理運営している求人

　サイトで、県内事業所であれば、

　登録が可能です。

　　移住・就業支援金制度の対象法

　人の登録には、国の提示する要件

　を満たし、町からの推薦を受ける

　必要があります。

　URL:https://www.koyou.pref.

shizuoka.jp

問合せ　商工観光課　商工振興係　　

　☎６２－６３００　

　メールアドレス

　shoukou@town.minamiizu.shizuoka.jp

お知らせお知らせ

トリム教室の開催

移住・就業支援金制度
に係る法人登録の募集

　　児童手当または特例給付を受け

　ている方に６月中に「現況届」の

　用紙を送付します。

　　内容をご確認のうえ、必要事項

　を記入し、６月28日（金）までに

　福祉介護課へ提出してください。

　　児童手当現況届の提出は、手当

　が受けられるかどうかを確認する

　大切な手続きです。

　　この現況届を提出されないと、

　６月分からの手当が受けられなく

　なりますので、ご注意ください。

問合せ　福祉介護課　子育て支援係　　

　☎６２－６２３３

　　日常生活で起こるトラブルや悩

　みごと、困ったこと（心の悩み、

　消費生活、住まい、生きがい、介

　護、法律など）、どこに相談すれ

　ば良いか分からない時の相談窓口

　です。

　　悩み事を一緒に考え、専門的な

　アドバイスをしてくれる所を紹介

　します。

　※相談・取次ぎは原則無料ですが

　　専門家に相談する場合は、別途

　　料金がかかる場合があります。

受付時間　９：00～17：00

問合せ　ライフサポートセンター

　東部事務所　☎０５５－９２２－

　３７１５

●東部会場

日時　６月９日(日)13：00～16：00

場所　沼津市大手町1-1-4 プラサヴ

　ェルデコンベンションホールＡ

●中部会場

日時　６月23日(日)13：00～16：30

場所　静岡市駿河区東静岡2-3-1 グ

　ランシップ１階大ホール「海」

参加費　無料

その他　中部会場は保育のお仕事フ

　ェアと同時開催。事前予約不要

問合せ　静岡県社会福祉法人静岡県

　社会福祉協議会静岡県社会福祉人

　材センター　☎０５４－２７１－

　２１１０

児童手当現況届の提出
について

福祉の就職＆進学フェ
アの開催

暮らしなんでも相談

日時　

　①９月５日(木)　②９月20日(金)　

　③10月４日(金)　④10月21日(月)

　⑤11月１日(金)　⑥11月18日(月)

　各10：00～11：30

場所　下田総合庁舎２階第６会議室

内容　「ペアレントプログラム」と

　いう厚生労働省研究班が開発した

　プログラムを使用し、子育て中の

　保護者同士で話し合いを進めなが

　ら、お子さんの個性に合った育て

　方を見つけていく子育て支援講座

対象者　６回全てに参加できる０歳

　から就学前までの子を育児中の保

　護者

募集人数　10名程度

申込方法　電話による申し込み

申込期限　７月19日（金）　　

参加費　300円（全６回分）

その他　無料託児可能

申込・問合せ　賀茂健康福祉センター

　福祉課　☎２４－２０５６

　　介護職員初任者研修受講者に対

　し、研修費の一部を助成します。

内容　研修に要した受講料（交通費

　・食費・他法による補助金対象経

　費を除く）の半額。ただし、上限

　額は５万円とする

対象者　

　①交付申請時に本町に住所を有し

　　ており、現に町内に居住してい

　　る方

　②町または県の指定を受けている

　　町内の介護サービス事業所に就

　　業している方、または就業予定

　　の方

　③町税などの未納がない方

申込方法　研修修了日から２ヶ月を

　経過する日までに、以下の書類を

　福祉介護課へ提出。

　①研修の実施要項等の研修内容が

　　記載された書類

　②研修受講修了証明書または受講

　　修了を証明する書類の写し

　③研修受講に係る領収書、その他

　　受講料の納付を証明する書類

　④本人確認書類の写し（免許証、

　　保険証、身分証明書など）

申込・問合せ　福祉介護課　介護保

　険係　☎６２－６２３３

子育て支援講座「きら
きら会」参加者募集

介護職員初任者研修
費の一部助成
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戸籍の窓

転 入　20　転 出　31

出 生　２　死 亡　９

世帯数　3,902世帯

人　口　8,250人 (－18)

男　3,950人　女　4,300人　

(５月１日現在)

人の動き

(４月中)

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。

６月は、町県民税、国民年金保険料の納付月です。

地区 氏　名 年齢 月　日

上賀茂

湊

毛倉野

二條

下小野

下賀茂

93

79

92

75

93

95

４.11

４.11

４.13

４.15

４.15

４.28

金崎ハヤ子

青 木 捷 男

渡 邉 か く

髙 橋 　 等

石井きく江

渡 邉 要 二

お悔やみ申し上げます

　　　平成31年4月１日から4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。

　下田メディカルセンターに、本年

度より外科医として赴任しました、

津久井　元です。

　伊豆との関わりは50年以上前に遡

ります。旅行で妻良に泊まり、船で

雲見に着いた時に浮かびあがった雲

見海岸の美しさに目を奪われ、翌日

に登った烏帽子神社からの絶景に圧

倒されました。それ以来すっかり伊

豆ファンとなり、毎年夏は信州、冬

は伊豆を歩き回っていました。

　特に、西海岸の夕陽の美しさに惹

かれ、15年ほど前に伊浜に小屋を持

ちました。それから月２回ほどの頻

度で埼玉から伊豆に通うなかで、こ

の下田メディカルセンターが建設さ

　「なみすけ」は、杉並区が日本一

アニメ制作会社の集積する「アニメ

のまち」であることから誕生した区

の公式アニメキャラクターです。

　平成18年に公募で選ばれて以来、

親しみやすいキャラクターとして、

杉並区の魅力を区内外に発信する親

善大使の役割を果たしています。ま

た、区民と区をやさしくつなぐコミ

ュニケーションツールとしても活躍

中です。

　平成30年10月１日に交付が開始さ

れた「図柄入り杉並ナンバープレー

ト」にも「なみすけ」と、妹の「ナ

ミー」が図柄に登場するなど、区民

に身近なキャラクターとして愛され

ています。

　現在約70種類のキャラクターグッ

ズが商品化されており、４月には絆

創膏が発売されました。最近は一筆

箋が好評です。以下の場所で購入が

できますので、杉並区にお立ちより

の際にはぜひお買い求めください。

●コミュかるショップ（区役所内）

●東京工芸大学　杉並アニメーショ

　ンミュージアム

●杉並希望の家

●産業商工会館

杉並区産業振興センター観光係

☎０３－５３４７－９１８４

れる様子を見てきました。そして大

学の先輩が勤務されている縁もあり、

この４月から赴任する事となりまし

た。専門は外科ですが、胃カメラ、

リハビリ病棟、地域医療と何でもお

手伝いできればと思います。

　この地域には美しい浜がたくさん

あり、仕事前にはいつも多々戸浜や

入田浜を散歩しています。

　今後も地域医療の発展とともに、

自然も歴史も素晴らしいこの地域を

さらに元気にしていくお手伝いがで

きればと思っています。

 問  下田メディカルセンター

　  ２５－２５２５

赤ちゃん誕生おめでとう

地区 誕生日 父・母赤ちゃんの名前

中木  4 .13 三郎・由香外 岡 旺 士

髙 橋 咲 笑
たか はし さ

青市  4 .23 秀渡・彩乃

との おか お と さぶろう

ひで と あや の

ゆ か

え

結婚お幸せに

お名前（旧姓) 婚姻日

手石  4 .3石坂 　進・奈 穂（川村)

富樫 繁二・忍（只左)
と がし しげ

一町田  4 .20

いしざか すすむ な ほ かわ むら

じ しのぶ ただ さ

information

メディカル通信

勤務医の紹介

つ く い はじめ

東京都杉並区

交交 流流 自自

だだ よよ りり

治治 体体

杉並区公式アニメキャラクター「なみすけ」
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　　雨の多い季節がやってきました。外でのイベ

ントがある度に、雨でイベントが中止になった

り、写真映えしないような天気にならないよう

に晴れることを祈るばかりです。

編 集 後 記編 集 後 記

菊

まちの 人

静岡県からの派遣交流職員を
紹介します

望月　 優 さん地域整備課

もちづき ゆう

　南伊豆町の皆さま、初めまして。県からの派遣

職員として４月から役場に勤めている望月です。

出身は静岡市で趣味は釣りと筋トレです。小学校

から大学までは剣道をしていました。

　県庁では、介護保険課という部署で高齢者福祉

施設の整備をしていました。

　役場では地域整備課に配属されており、主に有

害鳥獣対策、林業振興や林道管理の業務を行って

います。

　南伊豆町の良いところをたくさん見つけられる

　５月31日～６月６日は「禁煙週間」です。

　たばこを吸う人だけでなく、たばこを吸わない

人が知らないうちに、たばこの煙を吸い込むこと

でも以下のようなリスクを高めます。

　成　人：肺がん、心筋梗塞、脳卒中

　妊　婦：早産、出生後の乳幼児突然死症候群

　子ども：肺炎、気管支炎、気管支喘息、乳幼児

　　　　　突然死症候群　など

　また、乳幼児のたばこの誤飲も多く報告されて

います。

　この機会にあなたのために、家族のために、も

う一度考えてみませんか。

ように、仕事でもプライベートでも町内の色々な

所に行き、町の行事にも積極的に参加したいと思

います。

　また、町に来るにあたって、狩猟免許を取得し

たので、秋には自分でも罠をしかけたり、猟に参

加したりしてその体験を業務にも活かしたいと思

います。弟子入りさせてくれる方や猟に同行させ

ていただける猟師の方がいましたら、ぜひともお

声がけいただけると幸いです。これからよろしく

お願いします。

康一口メモ

たばこの有害性について

　　　　　　 考えましょう

問合せ　健康増進課　健康増進係
　　　　☎６２－６２５５

マイルキッズス

青市 中田　康平 くん （１歳６か月）

「なんでもパクパク、食べるの大好き！」

なかた こうへい
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