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広報みなみいず２０１８．７２２２

平成３０年南伊豆町議会６月定例会

の開会にあたり、平成３０年３月定例

会以後の主な事項について行政報告

を申し上げます。

本年度から実施した通学バス補助

事業については、４月末現在で８５件

の利用実績となっており、前年同時

期の利用者数が３８件であったことか

らも、保護者の負担軽減、路線バス

の利用促進等において所定の成果が

得られたものと思料いたします。

制度開始月の４月上旬においては、

新１年生に学生証が発行されていな

いことから、購入手続きなどで多少

の混乱は見られましたが、現状にお

いて滞りなく運用されております。

利用形態については、１か月定期

券４９件、３か月定期券２４件、４か月

定期券１２件となっており、定期券の

紛失といったリスク回避のため、１

か月定期券の利用者が多い傾向にあ

るようです。

また、こども医療費助成事業につ

いても本年４月より対象年齢を１８歳

に達する年度末までといたしました。

対象年齢の拡大に伴う対象者数は、

４月１日現在で１９７名となっており、

５月末時点での交付申請者１８１名に

対し受給者証を交付いたしました。

３月２９日、地元関係者６７名のご臨

席のもと竣工式が執り行われました。

当該施設においては、３月中に南伊

豆町地域包括支援センター、社会福

祉法人南伊豆町社会福祉協議会の移

転が完了し、４月２日をもって業務

を開始しております。

４月の利用状況では、多目的ホー

ルに５団体で延べ１１回のご利用があ

り利用者数８３人、会議室では９団体

が１４回で１７３人、調理室には１団体

が１回で２５人となっており、このほ

か施設見学として６グループ６９人の

方々にもご来館いただくなど、皆さ

まからの関心の高さが伺い知れる結

果となりました。

今後は、同センターを活用した新

たな事業メニューとして町民を対象

とする介護予防講座や認知症カフェ

を開催するほか、介護予防事業、乳

幼児健診、育児相談などの母子保健

事業で年間１５０回１，２００人を見込み、

各種団体によるサークル活動などで

５００人程度の来館者を予定しており

ます。

また、特別養護老人ホーム運営法

人、社会福祉協議会及び地域包括支

援センターによる共催事業をもって

各々の専門性を活かした町民向け講

演会などの連携事業を推進してまい

ります。

伊豆半島ジオパークについては、

平成２１年に川勝平太静岡県知事が提

唱した「伊豆半島ジオパーク構想」

をもって、伊豆半島７市８町で構成

する伊豆半島ジオパーク推進協議会

が設立されました。

同協議会発足以来、世界認定に向

けた様々な活動を展開してきたとこ

ろでありますが、４月１７日、待望す

るユネスコ世界ジオパーク認定にか

かる正式通知が届けられたことから、

翌１８日には伊豆市修善寺の「ジオリ

ア」において、構成自治体首長をは

じめとする関係者１００名で世界認定

記念セレモニーを挙行いたしました。

今日まで、世界認定にご尽力を賜り

ました同推進協議会事務局、ジオガ

イド協会及び関係協力事業者の方々

に心より感謝を申し上げる次第であ

ります。

今後も、ジオパークの本旨である

「持続可能な地域社会の実現」を目

指し、地域の自然・文化の保全、小

中学校向け教育プログラムの推進、

ジオ資源の更なる有効活用に努める

とともに、石廊崎オーシャンパーク

休憩施設内にジオパークガイドブー
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高校生通学バス助成及び
医療費無償化の状況

南伊豆町健康福祉センター
の運営 伊豆半島ジオパークの

世界認定



治体間における連携強化の証として、

福島県南相馬市と「災害時相互援助

に関する協定」を締結いたしました。

今後も、当該自治体間による交流

・連携の深化をもって行政力の基盤

強化に努め、更なる交流人口・関係

人口の拡大に取り組んでまいります。

１ ふるさと寄附（ふるさと納税）

平成２９年度のふるさと寄附の総額

は、４億８，３１４万９６１円となり前年度

３億９，５８３万７，６９３円を８，７３０万

３，２６８円上回る過去最高の結果（前

年度比１２２．１％）となりました。

寄附件数に対する返礼品の割合で

は、伊勢海老・サザエや干物などの

海産物加工品が５割を占め、野菜・

果物等の農産物で２割、ふるさと感

謝券が２割程度となっております。

また、パートナー事業者数は１５事

業者増加し、本年４月時点で８９事業

所となり、返礼品メニューでは１９９

品目を数えます。

なお、返礼割合の見直しにかかる

総務大臣通達をもって、本年４月か

ら返礼割合を５割から３割に変更い

たしましたが、今後も返礼品メニュ

ーの新規開発を進めるとともに、パ

ートナー企業の積極的な募集など、

受入体制の強化に取り組んでまいり

ます。

２ みなみの桜と菜の花まつり

「第２０回みなみの桜と菜の花まつ

り」の来訪者数は、昨年度の２０万

８，０００人を下回る１８万１，０００人とな

り、前年度対比では１２．９％の減とな

りました。

早咲きの桜や菜の花を主体とした

各種イベントは、全国的な広がりを

見せるなかで、例年に無い寒さから

開花時期が遅れたことに加え、降雪

等による交通網の混乱なども来訪者

減少の主要因と考えられ、「夜桜・

流れ星」に替わる新たな夜間イベン

ト「夜桜と菜の花イルミ」において

も、設置準備やＰＲ期間の不足など

から集客効果は限定的なものとなり

ました。

スを配置するなど、新たな南伊豆の

魅力を情報発信してまいります。

２月５日締結の「地域活性化包括

連携に関する協定」に基づき、南上

地区の広葉樹を活用した木質バイオ

マス発電事業の可能性を検討する諮

問機関として、南伊豆町再生可能エ

ネルギー農山村活性化協議会を設置

し５月２２日に第１回協議会を開催い

たしました。

当該委員には、株式会社エジソン

パワー、株式会社いしい林業、南上

財産区管理会及び南伊豆町農業委員

会の各代表者のほか、南上地区代表

区長、県エネルギー政策課長に加え、

学識経験者として東京大学樹芸研究

所長鴨
かも

田
だ

重
しげ

裕氏を委嘱いたしました。
ひろ

また、施設整備事業者から木質バ

イオマス発電にかかる事業説明を経

て指定区域の選定や役割分担等を明

確にしたのち、基本計画を策定する

ことなどが確認されました。

次回以降は、同基本計画の骨子と

なる地域活性化に向けた再生可能エ

ネルギー導入の在り方、方向付けな

どが協議・検討されるものと考えて

おります。

５月１２日、休暇村南伊豆において

杉並区を中心とする交流自治体の首

長が一堂に会し「第５回地方創生・

交流自治体連携フォーラム」が開催

されました。

当日は、「自治体間連携の深化に

よって、今、広がる可能性」をテー

マに掲げ、「子どもを核とした交流

事業」を中心とした交流自治体間に

おける現状の取り組みなどが紹介さ

れ、２０２０年の東京オリンピック・パ

ラリンピックに向けた新たな交流事

業の方向性や連携の可能性について

討議が行われました。

また、前日には全国初の自治体間

連携による「特別養護老人ホームエ

クレシア」を視察したほか、交流自

３３３

南伊豆の早春を飾る歴史あるメイ

ンイベントを維持し次世代に引き継

ぐためにも、これら諸課題を検証し、

組織や運営の方向性など再検討する

必要性を痛感しているところであり

ます。

「第２１回みなみの桜と菜の花まつ

り」に向けては、静岡デスティネー

ションキャンペーン・伊豆半島ジオ

パーク世界認定・石廊崎オーシャン

パークをキーワードとして、集客力

に繫がる新たな観光周遊ルートの確

立を目指してまいります。

３ プレ・デスティネーションキャ

ンペーンへの取り組み

平成３０年度については、県全体で

の観光素材の掘り起こしとＰＲ活動、

美しい伊豆創造センターを中心とし

た伊豆地域部会や、各種ワークショ

ップによる旅行商品の開発・情報発

信を進めております。

加えて、南伊豆町観光協会や下賀

茂温泉旅館組合及び受入事業者との

連携をもって本町独自の特別プラン

やオリジナルイベントを企画するほ

か、関連するパンフレット２万部を

作成し、宣伝強化に努めているとこ

ろであります。

また、４月１日には伊豆急下田駅

においてオープニングイベントを実

施したほか、一条竹の子村での特別

プランや奥石廊崎ユウスゲ公園内へ

のＬＥＤ設置、中木サンセットクル

ーズなどのイベントも順次実施して

おります。

４ 観光施設等の入込実績

平成２９年度中の観光施設等の入込

状況について報告いたします。

分野別では、観光施設で前年度対

比３．８％の増となりましたが、宿泊

施設の民宿で２．０％の減、旅館では

３．１％の減となり、温泉施設におい

ても３．３％の減となっております。

−南伊豆町６月定例会 行政報告−

再生可能エネルギー農山村
活性化協議会の設置

地方創生・交流自治体連携
フォーラム

商工・観光振興の取り組み



広報みなみいず２０１８．７４４４

南伊豆町では、台湾の高校生の修学旅行(以下「台湾教育旅行」という)の誘致に取り組んでいます。

台湾の高校生と町内の青少年が交流することにより、双方の国際的な視野と感性を培うことを目的に行っています。

台湾の高校生は、南伊豆町の自然・文化を体験すること、高校生との交流やホームステイすることを楽しみにして

います。この機会に、ホストファミリーとして台湾の高校生を受け入れてみませんか。

南伊豆町では現在までに計４回の台湾教育旅行受入れを行ってきました。訪れた学生達は、下田高校や南伊豆分校

での学校交流や、町内の各家庭へのホームステイなどで、町民との交流を深めました。

下田高校交流 煎茶体験

４月に訪れた台湾教育旅行の様４月に訪れた台湾教育旅行の様子子（（あいあい岬あいあい岬））

南伊豆分校交流 フラワーアレンジメント

ホームステイ 折り紙体験 ホームステイ 福笑い

４月に訪れた台湾教育旅行の様子（あいあい岬）

台湾訪日教育旅行ホームステ台湾訪日教育旅行ホームステイイ
ホストファミリー大募ホストファミリー大募集集



５５５

◎日時：９月２７日（木）１７：００ ～ ９月２８日（金）８：００

◎訪問高校：彰化縣私立達徳高級商工職業学校 ※下田高校と学校交流を行います

◎謝礼金：１人受入れにつき ５，０００円（食事・宿泊・役場自宅間の交通含む）

◎集合・解散：南伊豆町役場（役場・自宅間の送迎が必要となります）

◎備考：旅行保険は台湾の高校が加入します。食物アレルギーを持つ台湾の生徒がいる場

合もあるため、生徒の割り振り時に相談させていただきます。

・台湾の教育旅行とは？

台湾の教育旅行とは、日本の高校生の修学旅行にあたります。台湾の高校生は、異文化体験と日本の高校

生との交流を目的に、概ね５泊６日で来日します。その内１泊または２泊で南伊豆町に滞在し、下田高校や

南伊豆分校での学校交流、町内の散策などを行います。

・台湾ってどんな国？

台湾は、戦時中は日本の統治下にありましたが、社会インフラの整備に日本人が大きく貢献したことなど

から、日本にとても好意的です。

現在、国として日本との交流を推進しています。また、国と同様に一般の台湾人の方も親日の方が多く、

台湾人が好きな外国として日本が群を抜いて１位となっています。

・台湾語が分からなくても大丈夫？

前述のとおり台湾人は親日の方が多く、第二外国語として日本語を学ぶ高校生が多いです。この高校生が

教育旅行として日本を訪れます。したがって、個人差はあるものの、ある程度の意思の疎通は可能です。

ホームステイのスケジュール

【９月２７日（木）】

１７：００ ホームステイ対面式（南伊豆町役場）

町内の家庭へ移動

夕食（準備・食事・片付け）※一般的な家庭料理の提供をお願いします

交流 ※会話・折り紙・トランプ・キーホルダー作り・パン作りなど

お風呂 ※「銀の湯会館」もご活用ください。（銀の湯会館無料招待券をお渡しします）

就寝

【９月２８日（金）】

朝食

家庭から役場へ移動

８：００ お別れ式（南伊豆町役場）

ホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムススススススススススススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイののののののののののののののののののののののの

くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく 問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問

「台湾訪日教育旅行」ホームステイ申請書に必要事項を記入の上、８月１７日（金）までに役場商工観光課

にご提出ください。この機会にホームステイをご体験ください。

※ホームステイ申請書は商工観光課窓口に備え付けのほか、ご連絡いただければ郵送いたします。

問合せ 商工観光課 観光推進係 緯６２−６３００

ＦＡＸ ６３−００１８



広報みなみいず２０１８．７６６６

後期高齢者医療制度の保険証は

毎年８月１日に新しい保険証に替

わります。緑色の新しい保険証を

７月下旬までに郵送しますので、

８月１日からはそちらを使用して

ください。

なお、８月１日以降、有効期

限の切れた保険証（紫色）は無効

となり使用できませんので、役場

に返還していただくか、細かく裁

断し住所・氏名などが他人に知ら

れないよう破棄してください。

軽減の割合世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額の合計

９割
世帯内の被保険者全員が年金収入８０万円以下で

他の所得がない人３３万円

以下
8.5割上記以外の人

５割３３万円＋｛２７．５万円×被保険者数（世帯主を除く）｝以下の人

２割３３万円＋｛５０万円×被保険者数｝以下の人

後後後後後後後後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度ののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららら後期高齢者医療制度のお知らせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららら被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証）））））））））））））））））））））ががががががががががががががががががががが替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままままままままま８月１日から被保険者証（保険証）が替わりますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

８月１日からは緑色の保険証をお使

いください。

均等割額の軽減

世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額の合計に合わせて均等割額が軽

減されます。

被扶養者の軽減措置

後期高齢者医療に加入する前

日まで、「会社などの健康保険

組合などの被扶養者」であった

人は、所得割合が課されず、均

等割が５割軽減されます。

限度額適用・標準負担額認定証

はお持ちですか？

平成３０年度の保険料は８月に

決定します

新しい被保険者証（保険証）

を送付します

保険料の軽減措置

平成２９年中の所得に基づき、８

月に後期高齢者医療保険料を決定

します。４･６･８月の仮徴収によ

り平成３０年度分の保険料をすでに

納付されている方は、決定した保

険料額から４･６･８月に納めてい

ただいた額を差し引いた残りの額

を納めていただくことになります。

その際、決定した保険料額よりも

仮徴収額が大きければ、還付され

ます。

納付の方法

納付の方法は、年金差し引きに

よる特別徴収と、現金または口座

振替による普通徴収があります。

原則的には、法令に基づき特別

徴収することになっています。

医療機関に提示することで、窓

口の支払いが、自己負担限度額ま

でとなります。また、入院した際

の食事代等が減額されます。

対象者

世帯全員が平成３０年住民税非課

税（低所得Ⅱまたは低所得Ⅰ）

減額認定証交付の手続き

◎既に減額認定証をお持ちの方

現在交付されている減額認定証

は７月３１日が有効期限です。８月

以降も、自動更新されますので申

請する必要はありません。

◎減額認定証をお持ちでない方

交付を希望する場合は申請が必

要になります。負担区分によって

は減額認定証が必要ない場合もあ

りますので、申請する際には事前

に健康増進課までご連絡ください。

問合せ 健康増進課 国民健康保険係 緯６２−６２５５



７７７

国民健康保険では、医療費が高額になった時に、皆さんの負担が大きくならないよう、所得などに応じて

自己負担の限度額を決め、国保から支給しています（高額療養費制度）。このうち、国保に加入されている

７０歳以上の方の限度額について見直しが行われ、８月から下表のように変更されます。世代間の公平と負担

能力に応じた負担とする見直しです。皆さんの国保制度を維持していくため、ご協力をお願いします。

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか８月かららららららららららららららららららららららら

高高額療養高額療養費費ののののののののののののののののののののののの上上限額上限額がががががががががががががががががががががが変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりまままままままままままままままままままままが変わりますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

「「限度額適用認定証」等の申請につい限度額適用認定証」等の申請についてて

「限度額適用認定証」等を医療機関に提示すると、窓口の支払いが、自己負担限度額までとなります。

認定証の交付を希望される場合は、役場健康増進課窓口で、認定証の交付申請手続きが必要となります。

なお、世帯主に国保税の滞納がある場合は、原則交付されません。

※適応区分の該当区分によっては、限度額認定証が必要ない場合があります。

詳細については下記問合せ先までご連絡下さい。

【申請に必要な書類】

・対象者の保険証

・世帯主のマイナンバーがわかるもの（マイナンバーカード、通知カードなど）

・窓口に来庁する方の本人確認書類（運転免許証など）

【有効期限】

申請のあった月の初日から次の７月３１日まで

※現在、交付している認定証の有効期限は７月３１日です。８月以降も引き

続き認定証が必要な方は、８月１日以降に更新の手続きをお願いします。

国保に加入している

７０歳以上の

皆様へ

問合せ 健康増進課 国民健康保険係 緯６２−６２５５

※１ 過去１２か月以内に高額療養費の支給が４回以上あった場合は、４回目以降の自己負担限度額は１４０，１００円となります。

※２ 過去１２か月以内に高額療養費の支給が４回以上あった場合は、４回目以降の自己負担限度額は９３，０００円となります。

※３ 過去１２か月以内に高額療養費の支給が４回以上あった場合は、４回目以降の自己負担限度額は４４，４００円となります。

８月から７月まで
適応区分

外来＋入院ごと

（世帯ごと）

外来

（個人ごと）

外来＋入院ごと

（世帯ごと）

外来

（個人ごと）

２５２，６００円＋（医療費−

８４２，０００円）×１％ ※１

Ⅲ 課税所得

６９０万円以上の方

８０，１００円＋（医療費−

２６７，０００円）×１％
５７，６００円

課税所得

145万円以上の方
現役並み

１６７，４００円＋（医療費−

５５８，０００円）×１％ ※２

Ⅱ 課税所得

３８０万円以上の方

８０，１００円＋（医療費−

２６７，０００円）×１％ ※３

Ⅰ 課税所得

１４５万円以上の方

５７，６００円
１８，０００円

年間上限１４４，０００円
５７，６００円１４，０００円

課税所得

１４５万円未満の方
一般

２４，６００円

８，０００円

２４，６００円

８，０００円

Ⅱ 住民税非課税世帯

低所得者

１５，０００円１５，０００円
Ⅰ 住民税非課税世帯

（年金収入８０万円以下など）

※１

※３



広報みなみいず２０１８．７８８８

国民健康保険は病気や怪我に備えて加入者の皆様がお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の

補助などに充てる助け合いの制度です。以下の点を変更しましたのでお知らせいたします。

問合せ 町民課 課税係 緯６２−６２２２

平成３０年度平成２９年度
区分

介護分
後期高齢者

支援分
医療分介護分

後期高齢者

支援分
医療分

１．６０％２．５０％６．５０％２．００％２．５０％６．５０％所得割

廃止廃止廃止７．００％１１．００％３２．００％資産割

１１，０００円７，０００円１９，０００円９，０００円７，０００円１９，０００円均等割

廃止８，０００円２１，０００円８，０００円８，０００円２１，０００円平等割

１６万円１９万円５８万円１６万円１９万円５４万円課税限度額

平成３０年度平成２９年度

総所得金額が３３万円以下の世帯総所得金額が３３万円以下の世帯７割軽減

総所得金額が３３万円＋２７万５千円×（被保険

者数＋特定同一世帯所属者数）以下の世帯

総所得金額が３３万円＋２７万円×（被保険者数

＋特定同一世帯所属者数）以下の世帯
５割軽減

総所得金額が３３万円＋５０万円×（被保険者数

＋特定同一世帯所属者数）以下の世帯

総所得金額が３３万円＋４９万円×（被保険者数

＋特定同一世帯所属者数）以下の世帯
２割軽減

国保Ｑ＆Ａ

Ｑ 国民健康保険に加入する人ってどんな人？

Ａ 職場の健康保険や後期高齢者医療制度（７５歳以上の方）に加入している人、生活保護を受けている

人以外は、全ての人が国民健康保険に加入します。

Ｑ 保険税はどのようにして決まるの？

Ａ 国民健康保険税は、加入者の所得に応じて計算する所得割、資産に応じて計算する資産割、加入者

数に応じて計算する均等割及び１世帯当たりの平等割の合計額で決定します。なお、平成３０年度以

降は資産割を廃止します。

Ｑ 国民健康保険税は世帯主が納めるの？

Ａ 世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度の加入者であったとしても、世帯のどなたかが国民

健康保険に加入していれば世帯主が納税義務者となります。納税通知書は世帯主に送付します。

国民健康保険税のお知らせ

税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度税率・課税限度額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額とと

軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基軽減判定所得基準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準が変わりましたが変わりました

国民健康保険税の均等割額と平等割額は所得区分に応じて軽減されます。

平成３０年度から国民健康保険事業は財政基盤の安定性、負担の公平性を図るため、都道府県単位に広域化

されました。当町では、県内での保険税水準の統一化を見据え、国民健康保険税率と課税限度額を改定しま

した。

税率・課税限度額の改定

低所得者に係る軽減判定所得基準の引上げ（軽減対象者の拡大）
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問合せ 福祉介護課 介護保険係 緯６２−６２３３

介護保険料変更のお知らせ

介護保険料は要介護認定者数、介護サービス利用者数及び介護給

付費等の状況を分析し、３年に１度、算定します。

平成３０年度からの３年間は、介護認定者数の増加や介護保険サー

ビスの利用増、新たな施設の新設等により介護給付費が年々増加す

ると考えられ、３年間の合計で約４２億円になると見込まれています。

３年間の介護給付費約４２億円のうち、２３％は第１号被保険者で賄

うことが介護保険法で定められており、以上を試算した結果、第５

段階を基準とし年額を８２，８００円、月額を６，９００円と変更することに

なりました。

介護保険料改定表

第５段階が

基準！

改定後改定前
対象者段階

年額（月額）年額（月額）

３７，２６０円

（３，１０５円）

２７，０００円

（２，２５０円）

・生活保護受給者

・世帯全員が住民税非課税の老齢基礎年金受給者

・世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等８０万円以下の方（ 基

準額×０．４５）

１

６２，１００円

（５，１７５円）

４５，０００円

（３，７５０円）

・世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等８０万円超１２０万円以

下の方（基準額×０．７５）
２

６２，１００円

（５，１７５円）

４５，０００円

（３，７５０円）

・世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等１２０万円超の方（基

準額×０．７５）
３

７４，５２０円

（６，２１０円）

５４，０００円

（４，５００円）

・本人が住民税非課税（世帯に課税者がいる）で本人年金収入等

８０万円以下の方（基準額×０．９）
４

８２，８００円

（６，９００円）

６０，０００円

（５，０００円）

・本人が住民税非課税（世帯に課税者がいる）で第４段階以外の

人（基準額×１．０）
５

９９，３６０円

（８，２８０円）

７２，０００円

（６，０００円）

・本人が住民税課税で合計所得金額１２０万円未満の方（基準額

×１．２）
６

１０７，６４０円

（８，９７０円）

７８，０００円

（６，５００円）

・本人が住民税課税で合計所得金額１２０万円以上２００万円未満の方

（基準額×１．３）
７

１２４，２００円

（１０，３５０円）

９０，０００円

（７，５００円）

・本人が住民税課税で合計所得金額２００万円以上３００万円未満の方

（基準額×１．５）
８

１４０，７６０円

（１１，７３０円）

１０２，０００円

（８，５００円）

・本人が住民税課税で合計所得金額３００万円以上の方（基準額

×１．７）
９



広報みなみいず２０１８．７１１１０

問合せ 企画課 企画係 緯６２−６２８８

伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー伊豆半島ジオパーククククククククククククククククククククククク

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららら来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山のののののののののののののののののののののの贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物～南から来た火山の贈り物～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（一財）自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業

として、地域のコミュニティ活動を充実・強化し、地域の連帯

感に基づく自治意識の向上を目的に、コミュニティ活動に必要

な備品の整備等に対して助成を行っています。

今年度、この助成事業を活用し、東子浦区が公民館のカラー

複合機とノートパソコンを整備しました。活動拠点である公民

館の利便性が向上し、今後の活発なコミュニティ活動が期待さ

れます。

写真は下田市、須崎の恵比須島です。美しい『しま模様』

は軽石や火山灰などが積み重なって出来上がります。

問合せ 企画課 企画係 緯６２−６２８８

東子浦区で整備した複合機とパソコン

東子浦区が宝くじの助成金を活東子浦区が宝くじの助成金を活用用

Ａ．伊豆半島ジオパークのテーマは「南から来た火山の贈りもの」。伊豆半島は大昔（２，０００万年前）、遥か南の海底火山だった

ことが分かっています。それが噴火と隆起を繰り返しながら北上して本州と衝突し、今も毎年４cmぐらいのスピードで本州側を

押し続けています。

また、伊豆半島は海底火山が隆起をしたものであるため、本来なら見ることのできない海底火山の地層を間近に見ることができ

る場所もあり、特別な場所と言えます。

Ａ．伊豆半島は本州に衝突した後、天城山やだるま山など陸上で火山の活動がありました。これらの火山は活動を休止しています

が、地下深くには熱いマグマが溜まっており、１９８９年には伊東市沖で小規模な噴火がありました。

写真は伊東市の大室山です。大室山は伊豆東部火山群の

中で最大のスコリア（粘り気の弱い溶岩のしぶき）丘です。

伊豆半島のユネスコ世界ジオパーク認定にともない、皆さんに伊豆半島ジオパークのことを

もっと知ってもらうため、今月号から５回にわたってジオに関する情報をお届けします。

連
載
１
回
目

Ｑ．伊豆半島ジオパークが世界認定されたと聞いたけれど、特別な場所なの？

Ｑ．火山というと、近くに富士山や箱根火山があるけど、伊豆に噴火している火山はないんじゃ

ないの？
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夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏ののののののののののののののののののののののイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン夏のイベントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト

海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開きききききききききききききききききききききき情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情海開き情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

遊泳期間場所

７月７日（土）～８月３１日（金）弓ヶ浜海水浴場

７月中旬～８月中旬子浦海水浴場

６月３０日（土）～９月３０日（日）ヒリゾ浜

７月１日（日）～９月９日（日）谷川浜

弓ヶ浜花火大弓ヶ浜花火大会会 中木火祭中木火祭りり 妻良盆踊り花火大妻良盆踊り花火大会会

日程 ８月１３日（月）２０：００〜

問合せ先 中木区

緯０５５８-６５-０２８９

日程 ８月８日（水）２０：００〜

問合せ先 南伊豆町観光協会

緯０５５８-６２-０１４１

日程 ８月１５日（水）１９：３０〜

問合せ先 妻良区

緯０５５８-６７-０６１４

他にも様々なイベントがたくさんあります！

詳しくは下記お問合せ先まで

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆のののののののののののののののののののののの夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏をををををををををををををををををををををを満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫ししししししししししししししししししししししよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよようううううううううううううううううううううう南伊豆の夏を満喫しよう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報～町内夏季イベント情報～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

問合せ 商工観光課 観光推進係 緯６２−６３００

楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししししししししししししししししいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアススススススススススススススススススススススレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ楽しい海上アスレチッククククククククククククククククククククククク

弓ヶ浜スプラッシ弓ヶ浜スプラッシュュ

ウォーターパーウォーターパークク

妻良海上アスレチッ妻良海上アスレチックク

日程 ７月１４日（土）〜８月３１日（金）

問合せ先 妻良観光協会

緯０５５８-６７-０８５２

日程 ７月１４日（土）〜８月３１日（金）

問合せ先 南伊豆町観光協会

緯０５５８-６２-０１４１



広報みなみいず２０１８．７１１１２

平成３０年１２月１日（土）に静岡市内において、第１９回静岡県市町対抗駅伝競走大会が開催されるため、町

では、「南伊豆町チーム」の選手及び練習参加を希望される方を以下のとおり募集します。

南伊豆町の文芸普及並びに文化向上のため、作品を町民の皆さまから募集して、編集・発行します。

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９１９回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大回静岡県市町対抗駅伝大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募選手募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集

小学校４年生以上で持久走に興味のある健康な男女対象者

平成３０年７月２日（月）〜平成３０年７月１９日（木）募集期間

８月２日から毎週２回（月・木） ２０：００〜２０：３０練習日時

差田グラウンドなど練習場所

南伊豆町 教育委員会 社会教育係（下記連絡先まで）

住所・氏名・年齢・連絡先をご連絡ください。

※未成年の参加者には保護者の承諾書を兼ねた参加申込書の提出が必要です。

申込先

・募集条件

練習の様子 駅伝後の集合写真

問合せ 教育委員会 社会教育係 緯６２−０６０４

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆文芸南伊豆 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００２０号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集号」作品募集

○応募方法 持参・郵送・メール ※いずれも可

○注意事項

・住所、氏名、電話番号を原稿に明記してください。なお、

ペンネーム使用の場合は、実名を併記してください。

・応募原稿は返却しません。

・採用については「文芸南伊豆 第２０号」の発行をもってか

えさせていただきます。

・「文芸南伊豆 第２０号」は、１１月の芸術祭時に来場者へ配

布し、応募者には別途送付します。

○応募先

〒４１５−０３９２ 南伊豆町下賀茂３１５−１

南伊豆町教育委員会「文芸南伊豆」係

e-mail:kyoin@town.minamiizu.shizuoka.jp

制限種目
１人１編 ３０枚以内小説

１人１編 １５枚以内随筆（エッセイ）

１人１編 ３枚以内詩

１人５首以内短歌

１人５句以内俳句

１人５句以内川柳

１人１編 ３０枚以内評論

１人１編 ３０枚以内児童文学

○種目（１人２種目以内）

○応募資格 町内在住者、町内在勤者または町文化協会会

員いずれかに該当する方

○応募締切 平成３０年８月１０日（金）※当日消印有効

○応募原稿 ・手書きの場合４００字詰め原稿用紙

・パソコン入力の場合 １行の文字数２０字、

行数２０行、文字の大きさ１２ポイント

申込み・問合せ 教育委員会 社会教育係 緯６２−０６０４
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税金（県税・市町税）徴収の専門機関

静岡地方税滞納整理機構

設立から１０年が経過しました！

滞滞納納整整理理機機構構ととはは

税税のの公公平平性性をを確確保保すするる

専専門門 にによよるる

徹徹底底ししたた滞滞納納処処分分

徴収事務は、地方自治において税の公平性を守るための最後の砦であると言われます。

その砦を守るという使命感を持ち、今後も職員一丸となって全力で職務に励んでいきます。

徴徴収収事事務務はは最最後後のの砦砦
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地方税は、県市町が住民福祉などの増進に向けた、さまざまな施策を実現

するための貴重な財源です。

税金の負担は公平が原則です。そして、納税は自主納税が原則です。

大多数のきちんと納税している人から見れば、滞納は不公平に思うはずです。

行政には、厳正・公平な徴税を行うことが求められ、納税者の信頼を得るこ

とは欠かせません。

静岡地方税滞納整理機構は、きちんと納税している皆さんの立場に立ち、

税における公平性を確保します。
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静岡地方税滞納整理機構は、県市町にとって徴

収困難な滞納の移管を受け、捜索や差押え、公売

を行っている滞納処分の専門機関です。

県市町から機構へ職員が派遣されているほか、

さまざまな滞納処分に関する法的な助言などを行

うため、顧問として弁護士、国税ＯＢ、警察ＯＢ

などが置かれています。

このような執行体制のもと、特に徴収が困難な

滞納に対し、徹底した財産調査、滞納処分を行う

と同時に、税務担当職員の実践的な研修や県市町

からの徴収に関する問い合わせに対応しています。

問合せ 町民課 納税係 緯６２−６２２２

税 税
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静岡地方税滞納整理機構は、平成２０年１月に、静岡県と県内全

市町が設立し、平成２０年４月から本格稼働を開始した広域連合組

織です。

機構は、県と市町から派遣された職員が、県・市・町から移管

された徴収困難な滞納地方税を、差押えや公売といった滞納処分

を行うことにより徴収する機関です。

また、この他に軽自動車関係税の申告書処理等業務や税に関す

る研修業務も実施しています。
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南伊豆町の宣伝部長である『いろう男爵』は、今年もゆるキャラグランプリにエントリーします！

毎年応援してくださっている方も、初めていろう男爵を知ったという方も、南伊豆町のPRのため、昨年

以上の順位を目指していきますので、いろう男爵の応援をお願いします！

今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年もももももももももももももももももももももも出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出まままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす今年も出ます！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャゆるキャラララララララララララララララララララララララ ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ググググググググググググググググググググググラララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンププププププププププププププププププププププグランプリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８２０１８
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろうううううううううううううううううううううう男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵爵エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーいろう男爵エントリー！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

いろう男爵 プロフィール

性 別 男

生年月日 １８７１年１０月５日

モチーフ 石廊崎の灯台

座右の銘 灯台下暗し

性 格 とってもまじめ

お 仕 事 南伊豆町宣伝部長

２２０１２０１８８年ゆるキャラグランプリ投票期年ゆるキャラグランプリ投票期間間

期間 ８月１日（水）１０：００〜１１月９日（金）１８：００
投票は下記ＵＲＬをパソコン、またはスマートフォンから入力するか、ＱＲコードを

スマートフォンで読み取り、投票ページへアクセスしてください。

なお、投票にはゆるキャラグランプリ公式サイトへの登録が必要です。

また、投票は１日１度、期間中に何度でも投票可能です。

投票ページURL http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00002986

●これまでのゆるキャラグランプリ結果

２０１５年６６０位（総合ランキング）

２０１６年４４４位（総合ランキング）

２０１７年１７２位（ご当地ゆるキャラランキング）

投票ページQRコード

いろう男爵へ暑中・残暑見舞いを書こう！

ゆるキャラグランプリを始めとし、暑い夏を頑張るいろう男爵に、

かもめ〜る（暑中・残暑見舞い）を書いてみませんか？

今ならもれなく男爵からお返事が届きます！

【応援かもめ〜る受付期間】

７月１日（日）〜７月３１日（火）まで

【宛先】

〒４６０−８７９９ 日本郵便株式会社名古屋中郵便局留

「ご当地キャラへ応援かもめ〜るを書こうキャンペーン事務局９番」宛

問合せ 企画課 情報政策係 緯６２−６２８８



まちのできごと

１１１５

南伊豆認定こども園にて、虫歯予防教室が行わ

れました。園児たちは歯科衛生士による紙芝居や

歯磨き指導を受けると、着色された磨き残しを確

認しながら歯を磨き、虫歯予防に努めました。

６/７ 虫歯を予防！

磨き残しチェックをする園児たち

南上小学校の児童及び町職員による町営南上プ

ールの清掃が行われ、プールはすっかり綺麗にな

りました。７月２８日（土）から８月１９日（日）ま

での間、プールは一般開放されます。

プールを掃除する南上小学校の生徒たち

６/８ プールを綺麗にしよう

５/２５ ベストを尽くす

南中小学校グラウンドにて、町内の小学校４年

生以上の児童が参加する、町内陸上記録大会が行

われました。児童たちは良い記録を残すべく全力

で取り組んでいました。

一生懸命に走る生徒たち

５/１９ 町民号、姉妹都市へ

５月１９日から２０日にかけて、姉妹都市である長

野県塩尻市に町民号が訪れました。参加者は塩尻

ワイナリーフェスタや日本一の宿場町中山道であ

る奈良井宿を満喫しました。

塩尻ワイナリーフェスタにて記念撮影

６/２ 備えあれば憂い無し

入間区にて、各地区の消防団員による水防訓練

が行われました。参加した消防団員達は、いざと

いう時に備えるべく、指導する自衛隊員の話を聞

き、真剣に土のう作りを行いました。

土のうを設置し、川の水をせき止める消防団員

５/２６ コットンを植えよう！

町内の小学校４～６年生４０名が参加し、コット

ンの種まきを行いました。このコットンは秋頃に

収穫をし、世界に１つだけのシャツや手ぬぐいな

どの材料になる予定です。

ふわふわのコットンから種を取り出す様子
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「合成生物学の衝撃」

「降伏の記録」

末期癌に冒された元文
芸編集者と、彼を慕う若
い女性との出会い。決し
て完遂する事の無い愛は、
二人の最期に何をもたら
すのか…。

「死の島」

小池真理子著／文藝春秋

図書館だより

開館時間 ８：３０〜１７：１５

休 館 日 月曜日・木曜日・祝日

緯６２−７１００ ＦＡＸ６２−１４０２

今月のおすすめ

「わたし、定時で帰ります。」 「事務ミスがない人の図解
整理術」

入退院を繰り返す末期
癌の夫と、まだ幼い子供。
彼らを見つめる妻である
著者が、エゴとも言える
剥き出しの感情で綴った
家族の破壊と再生の記録。

植本一子著／河出書房新社

残業、早出、休日出勤。
定時に帰るＯＬと、無理
難題を吹っ掛け長時間労
働を強いるブラック上司。
その対立の行く末は？現
代を映し出す仕事小説。

朱野帰子著／新潮社

生命の誕生を人間の手
によって制御する人工生
命体開発プロジェクト。
倫理と技術革新との間で
増幅する様々な問題に迫
る科学ドキュメンタリー。

須田桃子著／文藝春秋

真夜中の交通事故、家
族の運命は転がり出す。
不倫、自殺、逃避行。出
会いと別離の中で成長し
ていく家族の絆。結末に
待ち受ける衝撃とは？

「青空と逃げる」

辻村深月著／中央公論新社

「祝葬」

久坂部羊著／講談社

「早死にの呪い」を掛
けられた一族。現代医療
でも解明できない謎の事
象、その正体とは？過剰
な治療をシニカルに描い
た医療小説。

「風は西から」

村山由佳著／幻冬舎

大企業に勤める青年の
自死。彼はなぜ死を選ん
だのか？真相を求める遺
族と、証拠隠滅を図る企
業との闘い。それは果て
なき重苦の始まりだった。

ゆるく、のんびり、憩
いの場として気取ること
なくブラっと立ち寄れる
美術館・博物館を紹介。
新たな美術鑑賞術を発見
できるかも！？

「ぶらぶらミュージアム」

大田垣晴子著／交通新聞社

人間の喜怒哀楽、その
全ては寄生生物による心
理操作だと主張する学術
書。「そんな馬鹿な」そ
う思ったあなたの感情も
また寄生生物によって…。

「心を操る寄生生物」

キャスリン・マコーリフ著／

インターシフト

仕事がはかどる時短の
極意。事務効率化の達人
が教える実践法と、整理
に役立つ事務用品が満載。
読んだら最後、出世間違
いなし！

オダギリ展子著／三笠書房

新着図書案内

日本文学全集の時代

あなたはそのままで愛されている

平成史

鳥！驚異の知能

手ぶらで生きる。

旬を楽しむ梅しごと

お弁父

千年の田んぼ

犬から聞いた話をしよう

あの夏、二人のルカ

あやかし草紙

カットバック

爽年

玉村警部補の巡礼

にゃん！

田坂憲二

渡辺和子

佐藤優・片山杜秀

ジェニファー・アッカーマン

ミニマリストしぶ

山田奈美

和田率

石井里津子

椎名誠

誉田哲也

宮部みゆき

今野敏

石田衣良

海堂尊

あさのあつこ

図書館利用案内

「読書手帳」をご存知ですか？

読書手帳は、読んだ本の記録を残

しておく手帳の事で、ご自身の読書

履歴がひと目で分かる便利なもので

す。１冊に１００冊分を記録する事

ができ、終了された方には新しい手

帳と手作りプレゼントをお渡ししま

す。現在実施中の「どくしょカー

ド」（子供用の読書手帳）も継続し

ますので、お子様からお年寄りまで

皆さんの読書生活の充実に役立てて

下さい。ご希望の方は、お気軽に図

書館職員まで。

日時 ７月８日（日）１４：００開演

場所 南伊豆町立図書館２階

問合せ先 南伊豆町立図書館

緯 ６２−７１００

おはなしの会ピロシキによる

「としょかんおはなし会」



１１１７

健康レシピ
渇 材料２人分

渇 作り方 活

栄養価１人分（エネルギー：１８５kcalたんぱく質：１５．５ｇ

脂質：８．８ｇ 塩分：１．１ｇ）
鶏肉のレモン焼き

鶏むね肉…１４０ｇ

塩……少々

こしょう…少々

レモン（薄切り）…３〜４枚

じゃがいも……８０ｇ

塩……少々

粒マスタード……小さじ１

レモンの風味によって、薄味

でもおいしく食べられます！

アスパラガス……６０ｇ

赤ピーマン……３０ｇ

塩……少々

町に移住を検討している方が滞在し

ながら、町での生活体験や物件・仕

事探しなどをして頂くにはうってつ

けの場所です。また、建物内のキッ

チンスペースも充実しており、冷蔵

庫や調理器具、食器なども完備して

いるため、調理も可能です。他にも、

インターネット環境が整っています

ので、企業の方が短期滞在型のサテ

ライトオフィスとして利用すること

もできます。利用可能期間は１泊か

ら１週間までとなっております。

これからたくさんの移住希望者の

方をご案内し、少しでも多くの方が

この施設で南伊豆での生活を実感し

て頂ければ嬉しいです。

隊員 鏑木

先月、町のお試し移住事業の一環

として、上賀茂に短期滞在型のお試

し住宅がオープンしました。

お試し住宅の建物は、昭和初期に

湊地区から移築してきた築１００年の

古民家で、柱や梁がとても太く、天

井も高い昔ながらの造りの平屋です。

初めて見た時はこんな立派な古民家

が残っていることにとても驚きまし

た。

この立派な建物を利用できる状態

にするために、畳の新調、掃除や片

付け、障子紙の張り替えなどをし、

ようやく移住希望の方を迎えられる

状態になりました。

短期滞在型お試し住宅は、南伊豆

古民家をお試し住宅にリフォーム

上賀茂短期お試し住宅オープン！

お試し住宅の外部の様子です。

多様な植物が植えてあります。

①鶏肉に塩、こしょうをふる。

②アスパラガスは２〜３等分に、赤ピーマンは乱切りにする。

③じゃがいもは一口大に切ってゆでる。柔らかくなったら湯を捨てて、

鍋をゆすりながら水分をとばし、塩少々ふり、粉ふきいもにする。

④①にレモンをのせ、②に塩少々ふりかけ、一緒に天板に並べてグリ

ルで８〜１０分焼く。

⑤④を器に盛り、③、マスタードを添える。

ここがポイント！

南豆味会（健康づくり食生活推進協議会）
な ず み かい

問合せ 健康増進課 緯６２−６２５５

お試し住宅の内部の様子です。

問合せ 地方創生室 緯６２−１１２１
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１１１９

戸籍の戸籍の窓窓

メメメディカル通メディカル通信信

父・母誕生日赤ちゃんの名前地区

智史・夏美４．２４木村 源流
げんりゅう

石井

茂人・奈緒子５．４山田 知花
ち は な

湊

赤ちゃん誕生おめでとう

婚姻日お名前（旧姓）地区

５.１２萩原良太・麻友（鈴木）下賀茂

５.１３大戸正洋・まゆみ（土屋）東子浦

５.２２小島 潔・早苗（望月）平戸

結婚おしあわせに

７月は、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、

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。

①上腕と足首の血圧比

足の動脈が狭くなると足首の血

圧が低くなり、上腕と足首の血圧

比が低くなります。

②脈波伝導速度

心臓の収縮により生じた拍動が

動脈を通じて手や足に届くまでの

速度の事で、動脈が硬いほど速く

なります。

検査をご希望の場合は医師の診

察が必要になります。受診時にご

相談ください。

【臨床検査技師 都築 沙緒莉】

下田メディカルセンター

緯２５－２５２５

最近ではテレビや本などで動

脈硬化や血管年齢についての話

を目にする機会が多くなってい

ます。

動脈硬化とは血管の壁にコレ

ステロールが蓄積し、壁が厚く

なって硬くなったり、内腔が狭

くなったりすることです。

当院では「血圧脈波検査」と

いう５分から１０分ほどで終わる

簡単な検査を実施しており、動

脈硬化の程度を調べることがで

きます。検査では次のようなこ

とを調べます。

検査でわかる動脈硬化

問

姉妹都市だより 長野県塩尻市

また、塩尻産ワインのグラス、

ボトル販売や、塩尻産品の販売を

いたします。入場は無料ですので、

お気軽にお越しください。

※優先入場できる整理券を配布し

ます。

塩尻市役所 観光課観光振興係

緯０２６３－５２－０７８６

７月２７日（金）午後６時から、

塩尻のレザンホールで、「２０１８

ミス・ワイン」のグランプリが

決定します。ミス・ワインとは、

多くの人にワインの魅力を伝え、

文化・産業・観光振興そして地

域活性化に貢献することを目的

とし、それにふさわしい女性を

選定します。

全国各地から集まった１６名の

ファイナリストが、自らの特技

や強みをいかにワインのＰＲに

生かせるかをスピーチし、ドレ

スや浴衣姿でウォーキングアピ

ールを行います。

問

２０１８ミス・ワイン日本大会

平成30年5月1日から5月31日までに
届出のあったもの（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。

世帯数 ３，９１９世帯

人 口 ８，４１０人（−２１）

男 ４，０２９人 女 ４，３８１人

転 入 １３ 転 出 １８

出 生 ０２ 死 亡 １８

（６月１日現在）

人の動き

（５月中）

お悔やみ申し上げます

月 日年齢氏 名地区

４．３０８６髙橋ヤエ子上小野

５．２８９桑原 敬湊

５．４８６佐藤 明蛇石

５．７８６大野 睦湊

５．１１８９鈴木 富子上賀茂

５．１５６９澤村 栄西子浦

５．１８７８髙橋 武雄一條

５．２６７６田辺 隆湊

５．３０８８平川 定湊
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ホームページ

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

まちの 人人

菊

マイルキッズスス

問合せ 健康増進課 緯６２−６２５５

口メ一康 モ健健

「毎日元気！ 進め、豆タンク！」

熱中症は、体内の水分やミネラルバランス等が

崩れ、体内に熱がたまることで起こります。めま

い、吐き気、倦怠感、筋肉痛等の症状が現れ、意

識障害などの重症化になることもあります。屋外

だけでなく、室内にいるときでも注意が必要です。

【予防策】

・こまめな水分補給、日陰での休憩

・日傘や帽子の着用

・保冷剤、冷たいタオルなどで体を冷却

・扇風機やエアコンで室温を調節

・充分な睡眠とバランスのとれた食事

※症状が回復しない時は、医療機関を受診しま

しょう。

墨象を世界に向けて
ぼくしょう

熱中症にご注意を！

私は小さな頃から父親の影響で書道をしていま

した。そして、高校生の頃に仮名文字に触れ、以

降は東京で書道を教えていました。

その後、南伊豆に移住し、書道教室を開く傍ら

で、書道を世界に向けて発信していきたいと思い、

書道の芸術部門に応募しようとしたのですが、芸

術分野に書道は無く、墨象（※前衛芸術としての

書道）ならあったのでそちらに応募しました。

結果として、歴史あるフランス芸術協会「ル・

サロン」で幾度も入賞し、永久会員に認定されま

した。

その後は、墨象を世界に向けて発信すべく、様

々な作品を描いては各国の芸術作品展などに応募

し、入賞をしたりしています。

また、私は他にも南伊豆産の愛國米を使ったお

酒「身上起」のラベルを書かせていただいたりし

ています。

今後も、これまでと変わらず趣味の一環として、

墨象、引いては書道を世界に発信していければ、

と考えています。

木
き

村
むら

峯
みね

子
こ

さん上小野

木村さんと作品「縁」

梅雨に入り、じめじめとした嫌な天気が続いてい

ます。書類も機械も湿度が高いとカビたり故障した

りしやすいので、早く梅雨が明けてほしいと思う毎

日です。

下小野 谷
や

田
た

部
べ

美
み

耶
や

（１歳６か月）ちゃん


