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平成３０年南伊豆町議会９月定例会

の開会にあたり、平成３０年７月発生

の西日本豪雨で犠牲となられた２２０

名余の方々のご冥福をお祈り申し上

げますとともに、謹んで哀悼の意を

表します。

また、今なおご自宅に帰還するこ

とができない多くの被災者の方々に

衷心よりお見舞いを申し上げ、一日

も早い復興をお祈りするものであり

ます。

それでは６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６月１８日に発生した大阪北部

地震では、安全であるはずの学校施

設のブロック塀が倒壊し、その塀に

挟まれた児童が亡くなるという痛ま

しい事故が発生いたしました。

このことから、その日のうちに町

内学校施設内のブロック塀等の安全

確認を実施したほか、翌１９日には通

学路にかかるブロック塀の有無につ

いても確認を行いました。

通学路は広範囲にわたることから、

ブロック塀等が多数散見する湊地区

を中心に確認作業を実施したほか、

当該調査結果については、学校・保

護者が情報共有し、今後の安全な通

学路の確保や防災教育に役立てるこ

とといたしました。

また、通学路のブロック塀等に関

しては、あくまで個人の所有物であ

ることからも直接的な関与はできま

せんが、ブロック塀等の改修・撤去

にかかる補助金制度の活用を促すた

め、当該制度の周知・徹底を図り、

安全な通学路の整備促進に努めてま

いります。

町内３小学校の空調機器整備事業

においては、平成２９年度に設計委託

を完了し、本年度早々に受電設備改

修工事及び空調機器本体設置にかか

る入札を経て事業着手、６月末には

全ての小学校で当該機器の運転が可

能となりました。

本年７月には全国的に猛暑日が続

きましたが、空調機器の稼働効果も

あり快適な環境のなかで授業を進め

ることができました。

空調機器の整備に向けては、屋外

活動の減少などから健康面や体力面

での影響が危惧されておりましたが、

空調が整備されたことにより、教室

に戻っても涼しい環境が確保されて

いることなどから、より活発な屋外

活動がなされているとの報告を受け

ております。

また、中学校への早期整備が強く

求められているものと認識しており

ますので、次年度には２中学校への

空調整備に着手してまいります。

本町では県立下田高等学校南伊豆

分校を更に魅力的な学校とし、賀茂

地域教育振興方針の基本目標のひと

つである「ふるさとに誇り・愛着を

持ち、地域の発展に貢献できる人づ

くり」を推進するため、県立下田高

等学校南伊豆分校魅力化推進協議会

を設置いたしました。

７月１２日には第１回協議会を開催

いたしましたので、概要等をご報告

いたします。

本協議会委員１２名には同校関係者

のほか町内小中学校・諸団体の長を

はじめ、園芸科であることから農業

部門の専門機関代表者を選出し、私

が会長、副会長には教育長を配しご

承認をいただいたところであります。

同会議では、同校副校長から認定

こども園や小中学校及びＪＡとの連

携をもって地域に根ざした幅広い活

動を展開している現状が報告された

ほか、小中学校給食メニューの考案、

野ブキの品種登録アドバイス、林業

を授業に取り入れることによる就業

選択肢の拡大に関する提案なども発

表されました。

７月６日に開催された第２回協議

会では、「木質バイオマス発電事業

が農林業との調和を保ちながら、南
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ブロック塀等通学路の
安全確認

小学校の空調機器整備

県立下田高等学校南伊豆分
校魅力化推進協議会の設置

南伊豆町再生可能エネル
ギー農山村活性化協議会

９月定例町議会 行政報告
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例の一部を改正する条例制定について」などが原案どおり可決されました。
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上地域の活性化に如何に貢献できう

るのか」などを主体とした意見交換

が行われました。

想定されるプラント規模では一日

当たり約４０トンの木材を要するとの

見解が示され、南上地区には広葉樹

の賦存量が多く、必要量の確保は容

易であるとする林業事業者からの報

告などが確認されております。

また、地域内から長期的かつ安定

的な価格で木材を買取ることで、森

林の有効活用や、森林整備が進み、

雇用の促進も見込まれることなどか

ら、発電事業の実現に向けた協議の

深化が承認されました。

石廊崎オーシャンパーク休憩所建

築工事については７月１８日に安全祈

願祭が開催され、議員各位のご臨席

のもと関係者３０名により滞りなく式

典を挙行することができました。

また、隣接する駐車場造成工事に

おいては、８月から伊豆縦貫道トン

ネル造成土の受け入れが始まり、休

憩所建築工事にかかる基礎工事も８

月中に完了するなど、事業工程は順

調に推移しております。

今後も石廊埼灯台来訪者への安全

な通行の確保に努めながら、平成３１

年４月オープンに向けた積極的な情

報発信を展開するなど万全な準備体

制をもって取り組んでまいります。

台湾との教育旅行誘致事業として

昨年２月には台
たい

中
ちゅう

文華高
ぶん か こう

中、５月に
ちゅう

は台北大理高
たい ぺい だい り こう

中
ちゅう

、今年度は４月に台
たい

北陽明高
ぺい よう めい こう

中、５月には
ちゅう

台
たい

中
ちゅう

長
ちょう

億
おく

高
こう

中
ちゅう

の子供たちが来町いたしました。

ホストファミリーとして子供たち

を温かく迎え入れていただきました

皆様には、この場をお借りいたしま

して厚くお礼を申し上げます。あり

がとうございました。

町では、次世代を担う高校生同士

の交流推進を目的とした高校生訪台

事業を推進しており、本年度も私を

団長として８月２０日から２３日まで総

勢３３名にて台湾を訪問いたしました。

滞在中においては親交のある台
たい

中
ちゅう

長
ちょう

億
おく

高
こう

中を訪れ、シェン・シュリン
ちゅう

校長先生をはじめ生徒たちからも熱

烈な歓迎を受けたほか、再会した生

徒宅でのホームステイを以って更な

る友好を深めることができました。

本事業により、次世代を担う高校

生が国際的な視野と感性を培う良い

「きっかけ」となることを切に願う

ものであります。

（１）ふるさと寄附金

本年７月末現在のふるさと寄附の

状況では寄附件数６３５件、寄附金額

３１，３２７，９８６円となりましたが、前年

同月と比較して約７割の減となって

おり、本年４月より総務省の通達に

準じた返礼割合を５割から３割に変

更したことが大きく影響しているも

のと考えられます。

ふるさと納税制度については、当

初の趣旨を逸脱した自治体間での返

礼割合のばらつきなどから、制度の

存続にも影響する問題と認識してお

りますが、本町における地域活性化

施策の位置づけのほか、極めて重要

な財源でもあることなどから、返礼

割合を５割に戻すこともひとつの選

択肢と捉えております。

（２）駿河湾フェリーの存続活動

５月２５日、駿河湾フェリー運航事

業者から来年３月末をもって当該事

業から撤退する旨の発表が行われま

した。

このため美しい伊豆創造センター

をはじめ環駿河湾観光交流活性化協

議会等を組織する自治体・観光協会

・商工会などの関係団体のほか、伊

豆地域並びに静岡市選出の県議会議

員及び市町議員は、静岡県に対して

存続に関する要望活動を実施いたし

ました。

静岡県では駿河湾フェリー存続に

関する庁内プロジェクトチームを立

ち上げ、継続の可能性を検討するこ

ととし、本年９月末までには対応策

を公表するとしており、関係自治体

からの支援策なども求められており

ます。

このようななか８月２２日の静岡県

知事定例記者会見において、同フェ

リー事業者からの船舶等の無償寄付

にかかる申し出を受けるとの発表が

あり、運航継続の可能性は確かなも

のとなってまいりました。

今後も、町民の利便性の確保とと

もに観光面での利用促進を図りつつ、

関係自治体との連携強化を進めなが

ら県道２２３号線としての駿河湾フェ

リー運航存続に向けて鋭意取り組ん

でまいります。

（３）伊豆半島ジオパーク世界認定

感謝の集い

伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク

認定を受けて、６月２４日伊豆市天城

会館において、関係者約５００名の参

加のもと「伊豆半島ユネスコ世界ジ

オパーク認定祝賀の集い」が盛大に

開催されました。

名誉会長である川勝平太静岡県知

事からは、加盟市町への世界ジオパ

ーク認定証の贈呈、認定に尽力され

た個人・団体への功労表彰なども行

われ、またユネスコ世界ジオパーク

評議会委員の渡辺真人氏による特別

講演からも、地域資源を保全しなが

ら価値を高める持続可能な観光を進

めることの重要性などが再確認され

たところであります。

本町においては、認定ジオガイド

を中心とした予約制による入間千畳

敷ツアー等を計画しており、ツアー

コースの安全対策、広報等情報発信

に努めながら、ジオガイド協会並び

にジオパーク推進協議会などの協力

機関との連携強化に取り組んでまい

ります。

以上で、平成３０年９月定例会の行

政報告を終わります。

商工観光振興等

石廊崎オーシャンパーク
の開園に向けて

高校生の訪台事業

９月定例町議会 行政報告
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最近、多くの町民の皆様から飼い主のいない猫（野良猫）に対する苦情や相談が寄せられ

ています。動物によるご近所のトラブルを防ぎ、みなさんが暮らしやすい町をつくるために

飼い主のいない猫に関わる問題を地域で解決しましょう。

閣

そこで……「野良猫対策」をみなさんで考えましょう！

野良猫問題を解決するには、地域住民が主体となり、

行政とボランティアが一丸となって取り組むことが重

要です。まずは地域の方が立ち上がりましょう。

・猫の不妊去勢手術を進め、繁殖を制限する。

・適切な餌やりと食べ残しの始末をきちんとする。

・糞尿の掃除をし、えさ場周辺の美化に努める。

野良猫の寿命は約４〜５年のため、その間に地域で

適切に管理することで自然と猫の数は減っていきます。

捕獲器を使い捕獲し、手術後に元いた場所へ戻しま

しょう。これをＴＮＲ活動と言います。

この補助金は、野良猫の増加及び猫による環境被害等を防止するため、猫の避妊手術又は去勢手術を実施

した方に対して補助金を交付するものです。

１．町内に住所を有する方

２．次のいずれかに該当する方

（１）自らが飼養する猫に手術を受けさせた方

（２）町内に生息する野良猫に手術及び耳カットを受けさせた方

３．町税等の未納がない世帯の方

１匹あたりの手術に要した費用の３分の１以内

メス：１０，０００円上限 オス：６，０００円上限

（野良猫の耳カットに要した費用を含める）

※その額に１，０００円未満の端数があるときは、切り捨て

※補助金は、当該年度において１世帯あたり２匹を限度に交付します。

閣

なぜ野良猫が

いるの？

排除、捕獲は

できないの？

・飼い主に捨てられた（猫を捨てることは犯罪です）

・不妊去勢手術をしていないため、どこかで子供を生んだ

・飼い猫が迷子になった 等

・野良猫は生まれ育った生活の場を変えません

・猫の増える原因を解決せずに猫だけ排除しても問題の解

決にはなりません

・愛護動物である猫は、捕獲・処分はできません

●具体的には？

●どうすれば良いの？

猫の避妊去勢手術費補助金を活用しましょう

●手術をするための捕獲は？

◎対象者

◎補助内容

・ＴＮＲ活動とは

野良猫を殺処分するのではなく、

保護して（Ｔｒａｐ）

手術して（Ｎｅｕｔｅｒ）

元の縄張りに戻す（Ｒｅｔｕｒｎ）

という処置をすることで繁殖を抑え、自然

淘汰で数を減らしていくことを目的とした活

動です。

保護 手術 戻す



５５５

問合せ 生活環境課 生活環境係 緯６２−６２７０（不妊去勢手術）
賀茂保健所 衛生薬務課 緯２４−２０５４（野良猫対策）

猫は繁殖力の強い動物です。

１匹のメス猫に餌だけあげて何もしないと、１年後には２０匹以

上、２年後には８０匹以上となり、３年後には、なんと２，０００匹

以上になります。

※メス猫は生後４〜１２か月で子猫を産めるようになり、

１年に２〜４回出産し、１回に４〜８匹の子猫を産みます。

餌をあげているだけで他に何もしないと猫はどんどん増えて、

糞尿による環境汚染など近隣の家に迷惑がかかります。

野良猫を増やさないために、次の３つを推奨しています。

飼い猫が屋外へ自由に出入りしていると、近隣の家の庭を糞で汚したり気づかない所で猫が生まれる

原因になっている可能性があります。

このように「迷惑猫」や「野良猫」を増やさないためにも、次の４つを推奨しています。

動物を置き去りにしたり、捨てることは犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪犯罪です。
人にもルールがあるように、人と猫との関わりにもルールがあります。

猫が好きな人、嫌いな人のどちらにとっても住みやすい町づくりのために、ご協力を

お願いします。

野良猫に餌をあげている方へ

猫の飼い主のみなさんへ

１．置き餌厳禁！

２．排泄物の適正処理

３．不妊去勢手術の実施

近隣の家への迷惑をかけるのを防ぐばかりでな

く、猫が車に轢かれてしまう事故や猫同士の喧嘩

による負傷及びそれを原因とする感染症も避けら

れます。

室内飼いをすると猫が運動不足になりがちなの

で、運動のできる器具を設置するとともに、毎日

遊んであげましょう。

室内で飼う
不妊・去勢手術をすることで、意図しない子

猫が生まれる心配がなくなります。

また、病気の予防や発情期の異様な鳴き声、

放浪癖、喧嘩、尿スプレー等を抑制する効果が

あります。

不妊・去勢手術を行い、不幸な猫の数を減ら

しましょう。

不妊・去勢手術

首輪などに飼い主の身元を表示したり、マイク

ロチップを装着することで、猫が迷子になったと

き、屋外で怪我をしているのを保護されたとき、

災害発生時に猫が行方不明になってしまったとき

などに役立ちます。

迷子札装着
飼い猫の寿命はおよそ１５年〜２０年程度です。

途中で飼い切れなくなり、捨てられた猫が野

良猫となり、皆に迷惑をかけるという事例が多

発しています。一度飼い始めたら、責任を持っ

て最後まで面倒を見ましょう。

責任を持って飼う
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Ｑ．近くのジオサイトに行ってきたけど、昔の火山灰が積もっているという所は綺麗な模様だっ

た。硬そうな真っ黒な岩もあった。火山はジオに関係があるのかな？

爪木崎俵磯(下田市)

マグマが冷え固まるときにできた見事な柱状節理です

河津七滝釜滝（河津町）

伊豆半島各地の多くの滝はマグマが作り出した柱状節理です

１０月１５日～２１日は行政相談週間です

問合せ 町民課 住民年金係 緯６２−６２２２

Ｑ．ジオの話を聞くと、普段見慣れている景色も違って見えるなあ。

Ａ．伊豆半島南部は海底火山の地層がむき出しになっているところが多く、中部は伊豆半島が本州に衝突した

後に噴火した天城山や大室山などの陸上火山、北部は富士山や箱根火山の噴出物に覆われています。

楽寿園（三島市）や割狐塚稲荷（長泉町）では富士山から流れ出た三島溶岩を観察できます。硬い柱のよ

うな岩は柱状節理といい、これも火山のマグマが冷えて固まってできたものです。硬くて浸食されにくいの

で、周りが削られてもそそり立つ形で残ります。爪木崎(下田市)や河津七滝(河津町)が有名です。

このように、火山抜きにして伊豆半島は語れません。

Ａ．自分たちの生まれ育った場所の成り立ちを知ることはとても大事です。自分が生まれ育ち、見慣れた地元

の景色が世界認定されたほど貴重な場所であることは、誇れることです。

南伊豆ジオツアー２０１８－１９ 開催のお知らせ

問合せ 企画課 企画係 緯６２−６２８８

総務省では、国の仕事やその手続きについて、皆さんの苦

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」を行っており、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

日時 １０月１５日（月）１０：００～１５：００

場所 健康福祉センター

◎行政相談委員

山田昌平（毛倉野）

黒田三千弥（吉祥）

風待ち港といわれた時代の信仰や生活模様とは

日 時 １０月１４日（日） ９：００〜１１：３０

集合場所 妻良海釣り公園

料 金 ２，５００円

募集人数 ４〜２０名

申込締切 １０月１１日（木）

問 合 せ 観光協会 緯６２−０１４１

航海の安全を願った歴史と最南端から見る絶景

日 時 １１月１８日（日） ９：００〜１２：００

集合場所 石廊崎港駐車場

料 金 ２，０００円

募集人数 ４〜２０名

申込締切 １１月１５日（木）

問 合 せ 観光協会 緯６２−０１４１



７７７

問合せ 商工観光課 商工振興係 緯６２−６３００

全国の方々から貴重なご寄附をいただき、本当にありがとうございました。

南伊豆町に対する皆さまの思いが込められたご厚志を無駄にしないよう、そして皆さまにとって誇れる「ふるさ

と」であり続けられるよう、今後ともよろしくお願いします。

平成２９年度にご寄附いただいた「ふるさと寄附」の実績は次のとおりです。

▼平成29年度におけるふるさと寄附金を活用した事業実績
・石廊崎オーシャンパーク建設事業費

・景観形成ガイドプラン策定調査業務委託料

・子ども農山漁村交流事業の実施費用

・南伊豆を未来へつなぐプロジェクト〜オーガニックコットンプロジェクト〜事業費

●返礼品の申込状況内訳

件 数品 物順位

２，６０１件
ふるさと

寄附感謝券
１位

８１７件あわび２位

７３０件
温泉メロン

（小）
３位

平成29年度 ふるさと寄附金実績報告

件１１，９０６合計寄附件数

円４８３，１４０，９６１合計寄附金額

▼平成29年度 寄附状況

●人気の返礼品トップ３

交流自治体である杉並区の小学生と、

町の小学生が交流する漁村交流事業の

様子です

町の景観形成ガイドプランを策定する

ために活用しました

オーガニックコットンプロジェクトの

様子です

金額割合件数割合金 額件 数品 物

２９．２％４９．５％１４１，０１０，２３３円５，８９２件魚 介 類

１３．９％２２．３％６７，２００，４７５円２，６５７件野菜・果実

５５．４％２０．４％２６７，４９７，８１３円２，４２９件感 謝 券

１．２％５．０％５，６４０，０３４円６００件加 工 品

０．４％２．８％１，７９２，４０６円３２９件そ の 他

１００．０％１００．０％４８３，１４０，９６１円１１，９０６件合 計

※割合は小数点第二位以下四捨五入のため、足しても１００％にならない場合があります。
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問合せ 健康増進課 健康増進係 緯６２−６２５５

イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル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ザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザのののののののののののののののののののののの対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策ははははははははははははははははははははははおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめインフルエンザの対策はお早めににににににににににににににににににににににに

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。

【対象者】

・満６５歳以上の方（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

【実施期間】１０月１日～１２月２８日

【自己負担額】３，０００円

【接種回数】１シーズン１回

【その他】対象者には案内通知を郵送しておりますが、９月１日以降に転

入された方や通知を紛失された方は、健康増進課健康増進係までご連絡く

ださい。

⑤支払い

閣

④接種

閣

③予約

閣

②認定書発行

閣

①申請

自己負担分を医療

機関に支払う。

必要書類等を持

参し、医療機関

を受診。

医療機関へ、予

防接種の予約を

する。

健康増進課窓口にて認定書の

発行を受ける。

※接種に必要な書類等も、同

時に発布します。

健康増進課窓口にて

申請手続きを行う。

〈持ち物〉

印鑑・保険証

※接種を希望する方は、印鑑・保険証を持参し、健康増進課窓口におこしください。

【指定医療機関】

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

【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。

ワクチンによって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。

◎子どものインフルエンザ予防接種費用を助成します

◎高齢者のインフルエンザ予防接種費用を助成します

小学生・中学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。

【対象者】南伊豆町に住所があり、以下のすべてに該当する方

①接種日において小学生、中学生の方

②今年度、インフルエンザワクチン未接種の方

③任意接種であることを認識し、接種を希望する方

【接種期間】１０月１日～平成３１年１月３１日

【助成額】

自己負担金３，０００円を差引いた額。ただし生活保護受給者は、接種費用の全額

【接種回数】

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

【摂取までの流れ】



９９９

禦

亨

魚

享

挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸

虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚

許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許

禦

亨

魚

享

挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸

虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚

許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許

問合せ 健康増進課 健康増進係 緯６２−６２５５

乳がんは女性に一番多いがんで、４０〜５０歳代をピークに発症や死亡する方が増加しています。子育てや介護、仕事

など女性として一番忙しい時期にかかりやすい病気なので、２年に１度は検診を受診しましょう。

検診は、検診車で行う集団検診と、医療機関で行う個別検診の２種類を実施します。

受診は完全予約制となりますので、申込期間中にお申し込みください。

※がん検診は、おたっしゃポイント対象事業となっています。

対象者：平成３１年３月３１日時点で４０歳以上、かつ偶数年齢の方

検査方法：乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ検査）

申込期間：１１月５日（月）〜１１月１６日（金）

平日８：３０〜１７：１５

負担金：国民健康保険加入者及び７０歳以上の方…無料

社会保険加入者…１，０００円

申込先：健康増進課 健康増進係 緯６２−６２５５

検診期間：１２月１日（土）〜１２月２８日（金）、平成３１年１月７日（月）〜１月３１日（木）

負担金：国民健康保険加入者、７０歳以上の方…無料

社会保険加入者…１，３００円

受付時間など予 約医療機関

診療時間

９：３０〜１１：３０

１３：００〜１６：００

休診日：土曜(午後)・日曜・祝日

受診希望日１週間前までに予約

（申込は直接病院へ電話予約）

★予約受付時間

８：３０〜１２：００

１３：００〜１７：００

下田メディカルセンター

緯２５−２５２５

診療時間

９：００〜１１：３０

１３：００〜１６：００

休診日：土曜(午後)・日曜・祝日

受診希望日1週間前までに予約

（申込は直接病院へ電話予約）

★予約受付時間

１４：００〜１７：００

伊豆今井浜病院

(予約専用ダイヤル)

緯0120−246−789

乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳ががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診のののののののののののののののののののののののの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おおおおおお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知知知知知知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らららららららららららららららららららららららら乳がん検診のお知らせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

【集団検診】

【個別検診】

時間会 場検診日

８：５０〜

１０：５０

１２：５０〜

１３：５０

ふるさと公園

２２日（木）

１１月

２３日（金）

２４日（土）

大瀬公民館２７日（火）

南伊豆町役場

２８日（水）

２９日（木）

３０日（金）

時間会 場検診日

８：５０〜

１０：５０

１２：５０〜

１３：５０

南伊豆町役場

１日（土）

１２月

３日（月）

４日（火）

５日（水）

６日（木）
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問合せ 健康増進課 国民健康保険係 緯６２−６２５５

下田市及び協会けんぽと協力し、特定健康診査の追加日程が決定しました。

受診を希望される場合は、健康増進課までご連絡ください。

日 時：１１月１４日（水）、１５日（木）１３：３０～１４：３０（１３：００～１３：３０は協会けんぽの受付時間）

場 所：下田市民文化会館

持ち物：特定健康診査受診券、質問票、国民健康保険証、採尿容器、負担金５００円

その他：事前予約制となります。ご希望の方は健康増進課にご連絡ください。

※持ち物は必ず持参して下さい。忘れた場合は受診することができません。

※今回の特定健康診査は、未受診かつ国民健康保険被保険者の方が対象者となりますので、ご理解のほどお願

いします。

町では、国や県などが行う各種統計調査（国勢調査、経済センサス、住宅・土地統計調査など）で、調査員として

活動していただける方を募集しています。

問合せ 企画課 情報政策係 緯６２−６２８８

統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員ののの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おおお仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事をををををををををををををををををををををしししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててててみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみままままままままままままままままままままませせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか統計調査員のお仕事をしてみませんか？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

事前に町へと統計調査員として登録することで、統計調査の依頼が行われることがあります。

登録をするには、ＱＲコードから町ホームページ記事にアクセスし、そこから電子申請を行

うか、役場２階の企画課窓口にて受付を行います。

応募条件など詳細はホームページを確認するか、下記までお問合せください。

登録調査員制度

⑥町に書類
を提出

閣

⑤調査票確認

閣

④調査票回収

閣

③調査票配布

閣

②調査の準備

閣

①事務説明会

期日までに町

へ調査書類を

提出します。

調査票などの調

査書類を点検・

整理します。

再び調査対象を

訪問して、調査

票を回収します。

実際に担当する

調査区を訪れ、

調査対象を訪問

し、調査票への

記入を依頼しま

す。

担当する調査区

の調査対象につ

いて確認し、調

査票を配布する

準備をします。

調査用品を受け取

り、調査の進め方

や記入方法、調査

員としての心得な

どの説明を受けま

す。

統計ごとに詳細は異なりますが、大まかに下記の通りです。

具体的な仕事は？

国や県、市町が行う統計調査に従事し、調査票の配布や回収を行う大変重要な業務で、業務上

個人情報を取り扱うことになるため、厳重な守秘義務が課せられます。

また、統計調査を完了することで報酬金が支払われます。※金額は統計調査ごとに異なります。

統計調査員とは？

行政機関が政策などを策定する際の資料となる重要な調査です。人口や年齢分布、農林水産漁業の詳細、経済活動

の状態など様々な情報に関して調査を行います。

統計調査とは？

◎特定健康診査追加日程のお知らせ



まちのできごと

１１１１

8/20～21 飯
はん

盒で米を炊く
ごう

三浜地区にてふるさと学級サマーキャンプが行

われました。今回のキャンプには杉並区の児童も

参加し、一緒に食事を作ったり、海上アスレチッ

クで遊ぶなど交流をはかりました。

真剣な眼差しで火の具合を見る児童

8/20～23 他文化との交流

町内の高校生達が台湾を訪れ、現地の学校を訪

問したり史跡の見学を行いました。また、２日目

にはホームステイを行い、日本と異なる台湾の家

庭生活を体験しました。

文
ぶん

武
ぶ

廟の前にて記念撮影
びょう

8/21～24 北方領土を知る

日本の国土である北方領土について学ぶため、

町内の中学生達が北海道を視察しました。現地で

は北方領土の元住民などから北方領土問題につい

て話を伺いました。

北方領土について学ぶ生徒達

8/31 元気に長生き！

加納にお住まいの小
こ

林
ばやし

鈴
すず

江さんが８月３１日に
え

１００歳の誕生日を迎えました。小林さんは健康そ

のもので、「今まで訪問した方の中でも１，２を

争う元気さだ」と岡部町長も驚いていました。

小林さんの１００歳を記念して訪問した岡部町長

南上小学校での家庭教育学級の一環として、ア

ーティストのアヤコレットさんを講師に招き、ピ

アノ＆絵本ライブを行いました。参加した児童達

はピアノに合わせて歌を歌ったり絵を描きました。

9/13 アートに触れる

アヤコレットさんと南上小学校の児童達

下田高校南伊豆分校（旧下田南高校南伊豆校）

にて、創立７０周年を記念する記念シンポジウムが

開かれ、在校生や卒業生だけでなく、地元住民な

ど大勢の方が参加しました。

創立７０周年記念シンポジウムの様子

9/13 分校、創立70周年
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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 新着図書案内

歴史と戦争

原爆

これからの住まい方、暮らし方

たのしいおいしい京都ごはんとおやつ

抹茶BOOK

赤い風

焦土の刑事

下町ロケットゴースト

地に滾る

むすびつき

燃える波

ロンリネス

ファーストラブ

平城京

愛することばあなたへ

半藤一利

石井光太

主婦の友社編

甲斐みのり

主婦の友社編

梶よう子

堂場瞬一

池井戸潤

あさのあつこ

畠中 恵

村山由佳

桐野夏生

島本理生

安部龍太郎

瀬戸内寂聴

図書館利用案内

読書の秋は図書館で
夏が過ぎ、読書の季節になりまし

た。図書館では新作小説や実用書、

読み継がれる古典作品を数多く取り

揃えています。今まで出会う事のな

かった至極の一冊に巡り会うかもし

れません。ぜひ一度、図書館に足を

お運び下さい。貸出冊数に制限は無

いので、たくさん借りる際はマイ

バックを持参して下さい。

本の世界に心ゆくまでゆっくり浸

る、そんな秋の夜長を過ごしてみて

はいかがですか。

日時 １０月２８日（日）１４：００開演

場所 図書館２階 （入場無料）

大型絵本、手あそび等、楽しいお

はなしがいっぱい。皆さまお誘い合

わせの上、ご来館下さい。

「ひとりサイズで
気ままに暮らす」

老後はノビノビ「おひ
とりさま」がいい。生活
研究家である著者が実践
する、手抜き家事のコツ
と、社会から孤立せず楽
しんで暮らす秘訣が満載。

阿部絢子著／大和書房

「長兵衛天眼帳」

江戸の老舗眼鏡屋を取
り仕切る長兵衛。彼のも
とに持ち込まれた難事件
を優れた知恵と家宝の天
眼鏡で解き明かす、江戸
町情緒溢れる推理物語。

山本一力著／KADOKAWA

「泥濘」

黒川博行著／文藝春秋

疫病神シリーズの名コ
ンビが帰ってきた！今度
の標的は老人相手に詐欺
を働く警察ＯＢ。相手の
術中に嵌り、窮地に立た
された二人の運命は？

著者が行った講演の記
録。哲学者ハイデガーが
提唱した『存在と時間』
を軽快な語り口で簡潔に
解説。哲学って、こんな
に簡単だったっけ？

「誰にもわかるハイデガー」

筒井康隆著／河出書房新社

「天地に燦たり」

豊臣秀吉の朝鮮出兵に
より侵略の風が吹く東ア
ジアを、島津家家臣、儒
学を学ぶ朝鮮国青年、琉
球の官人、という三つの
視点から捉えた歴史小説。

川越宗一著／文藝春秋

「表現の技術」

ＣМ制作に携わる著者
が、人の心を動かす構造
を論理的に分析。泣き、
笑い、感動等々。人の感
情に訴える表現技法を手
に入れる為の指南書。

高崎卓馬著／電通

「本性」

一見無関係に思える五
人の男が、謎多き一人の
女に籠絡され殺される。
捜査の末、男達の関係が
判明。点と点が線になり、
女の宿怨が浮かび上がる。

伊岡瞬著／KADOKAWA

「彼女の恐喝」

クラブで働きながら女
子大に通う主人公。ある
夜、殺人事件現場付近で
クラブの客を目撃する。
彼女は殺人をネタに客を
恐喝するが、真相は…。

藤田宜永著／実業之日本社

「人間の偏見動物の言い分」

タヌキはまぬけで、キ
ツネはずるい。人間が持
つ動物のイメージってど
こから来たの？生態学者
による人と動物の関係を
紐解く一冊。

高槻成紀著／イースト・プレス

「超節約ボリューム
おかず６００」

食費を節約しても華や
かでご馳走に見えるレシ
ピを紹介。「奥さん随分
奮発したんじゃない？」
ホームパーティの主役に
なること間違いなし！

主婦の友社編／主婦の友社

ピロシキによる図書館
おはなし会のお知らせ



１１１３

今月は地域おこし協力隊制度の

概要についてふりかえってみます

健康レシピ

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

鍋で練って作るので、蒸し器

やオーブンがなくても手軽に作

ることができます。

毎月このコーナーでは、地域おこし協力隊員としての仕事や生活について皆様にお伝えしています。

今回は任期満了等による退任で減少した地域おこし協力隊員の募集にあわせて、地域おこし協力隊制度の

概要についてお伝えします。

地域おこし協力隊制度は平成２１年度にスタートした制度で、解決したい町の課題にあわせて町が隊員を募

集・選考し、町の「特別職の職員」として委嘱を行います。また、隊員には定められた報酬が支払われます

が、この報酬や活動費は地方交付税として国からの支援が受けられるため、町の財政面における負担が軽減

されています。

平成２１年からこれまでに、述べ約４，０００の自治体で約１６，０００人が隊員として地域づくりに貢献しています。

南伊豆町では平成２４年度に初めて隊員を委嘱し、これまで６名が町内で地域おこし協力隊員として活躍し

ており、そのうち４名が任期満了後も南伊豆町に定住しています。

地域おこし協力隊員の任期は１年で、業務の内容によっては最長３年間ま

で延長して委嘱することができます。

現在、１名の地域おこし協力隊員を委嘱しており、地域情報の発信や生涯

学習事業のコーディネートなどで活躍しておりますが、今後も新たな隊員の

募集を進めていく予定です。

地域おこし協力隊員の活動へのご理解ご協力を引き続きよろしくお願いし

ます。

◎地域おこし協力隊について

渇 材料４人分

①黒ごまは飾り用に適量を取り置き、残りはすりつぶす。

②小鍋にくず粉を入れてつぶし、牛乳、生クリーム、①のす

りごま、砂糖を加えてゴムベラを使い、弱火で練り上げる。

③トロリとしてきたら器に入れて冷やし、取っておいた黒ご

まをトッピングする。

渇 作り方 活

栄養価１人分（エネルギー：２３２kcalたんぱく質：４．９ｇ

脂質：１３．３ｇ 塩分：０．３ｇ）

牛 乳・・・・・・・・・・・・・・・・３４０ml

生クリーム・・・・・・・・・・・・１００ml

砂 糖・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ３と１/３

黒ごま・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１と１/３

くず粉・・・・・・・・・・・・・・・・３２ｇ

黒ごまのくずプリン

問合せ 地方創生室 緯６２−１１２１



広報みなみいず２０１８．１０１１１４

おお知知ららせせ
台風などの大雨時の
情報取得

日時 １１月１日（木）～４日（日）

９：００～１６：００

※４日のみ１２：００まで

場所 役場 湯けむりホール

展示予定作品 絵画、水墨画・仏画、

書道、写真、手芸、ちぎり絵、草

木染、陶芸、華道、日詰遺跡出土

品など。

その他 期間中に「文藝南伊豆（第

２０号）」を希望する方にお渡しし

ます。数に限りがありますのでご

了承ください。

問合せ 教育委員会 社会教育係

緯６２－０６０４

第５６回南伊豆町
芸術祭の開催

日時 １０月３１日（水）１３：００～

場所 熱海総合庁舎２階第３・４会

議室（熱海市水口町１３－１５）

内容 静岡県動物愛護管理推進計画

の進捗状況、ボランティア同士の

意見交換など

申込方法 電話による予約

申込期限 １０月１９日（金）１７：００まで

申込先 生活環境課 生活環境係

緯６２－６２７０

その他 実際にボランティア活動に

参加することが出来ない方でも、

お気軽にご参加ください。

問合せ 賀茂保健所 衛生薬務課

緯２４－２０５４

静岡県健康福祉部 衛生課

緯０５４－２２１－２３４７

ノルディックウォー
キング教室の開催

動物愛護ボランティア
意見交換会参加者募集

県のインターネットサイト「サ

イポスレーダー」は雨量・水位情

報、土砂災害警戒情報、河川監視

カメラの映像などをご覧いただけ

ます。県内全域のほか、地域の情

報を提供していますので、早めの

避難行動にご活用ください。

サイトＵＲＬ

●パソコン・スマホ

http://sipos.pref.shizuoka.jp/

●携帯電話

http://sipos.shizuoka2.jp/m/

問合せ 静岡県交通基盤部河川砂防

局土木防災課 緯０５４－２２１－２２４９

通常のウォーキングより運動量

の増加や上半身の柔軟性アップな

どの効果が知られているノルディ

ックウォーキング教室を、下記の

通り実施します。

日時 １１月７日（水）９：１５～１２：００

（集合時間９：００）、雨天時１１月

２９日（木）に延期。

場所 青野川ふるさと公園管理棟前

集合。ふるさと公園から弓ヶ浜往

復コース（約６㎞）

講師 伊豆下田ノルディックウォー

キング協会

対象者 町内に住所がある７０歳以下

の方で２時間程度の歩行運動が可

能な方、２０名

申込方法 電話、窓口での事前予約

平日８：３０～１７：１５

申込期限 １１月１日（木）まで

費用 ２５０円（おつりのないように

ご用意ください）

持ち物 ポール（お持ちの方のみ。

お持ちでない方は申込時にお伝え

下さい）、飲み物、タオル等。ま

た、動きやすい服装と靴でご

参加ください。

その他 おたっしゃポイント対象事

業となります。

申込・問合せ 健康増進課 健康増

進係 緯６２－６２５５

日時 １０月１５日（月）～１９日（金）

８：３０～１５：００

場所 役場１階 健康増進課

対象者 今年度行われた大腸がん検

診を受診していない４０歳以上（平

成３１年３月３１日時点）

費用 負担金４００円（国民健康保険

加入者、または７０歳以上は無料）

持ち物 受診票・採便容器（２日分

の便を正しく採取してください）

また、お手元に問診票や採便容器

がない方はご連絡ください。

問合せ 健康増進課 健康増進係

緯６２－６２５５

行政書士による無料
相談所の開設

静岡県行政書士会賀茂支部は、

下記日程により無料相談所を開設

し、皆様のご質問にお答えします。

行政書士は頼りになる町の法律家

です。お気軽にご利用ください。

日時 １０月１０日（水）１０：００～１５：００

場所 ベイステージ下田 ４階第１

会議室

問合せ 静岡県行政書士会賀茂支部

緯２２－１３３６

大腸がん検診日程
追加のお知らせ

キレイ塾の開催

キレイ塾は運動指導士や栄養士

のアドバイスの下、目標を立て、

継続した健康づくりを身につける

ための教室です。

日時 １１月６日、１２月４日、平成３１

年１月８日、２月５日（いずれも

火曜日）９：３０～１３：００

場所 健康福祉センター（加納７９０）

１階ホール

内容 からだチェック、家庭ででき

る筋トレ、食事のお話、調理実習

など

対象者 70歳以下の町民で原則全

４回出席可能な方（運動や食事な

どに制限が無い方）、１５名

申込方法 電話、窓口での事前予約

（平日８：３０～１７：１５）

申込期限 １０月３１日（水）まで

費用 １回４００円（おつりのないよ

うにご用意ください）

持ち物 内履き用運動靴（１１月６日、

２月５日のみ）、エプロン、三角

巾、食器用ふきん２枚、タオル、

飲み物

その他 開始時刻１５分前には集合を

お願いします。

当事業はおたっしゃポイント対

象事業となります。

問合せ 健康増進課 健康増進係

緯６２－６２５５
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戸籍の戸籍の窓窓

メメメディカル通メディカル通信信

臨床工学技士の紹介

の手術をするときに使用する人工

心肺装置、点滴をする際に使用す

る輸液ポンプ等、生命維持管理装

置が主であり、１００種類以上の機

器を管理することもあります。

当院では人工呼吸器、輸液ポン

プ、麻酔器、除細動器、内視鏡な

ど約数十種類の医療機器の管理を

行っております。今後も各機器を

安全に使用出来るよう、維持管理

を努めてまいります。

臨床工学技士 堀部彰人
ほり べ あき ひと

臨床工学技士とは高度化・複

雑化する医療機器を安全に使用

するために「臨床的」及び「工

学的」な知識を持ち、医療機器

使用時に万が一のことが起こら

ないよう安全を確保するために

点検を行い、医師の指示下で医

療機器の操作を行う資格をもっ

た人です。

臨床工学技士が扱う医療機器

には、腎臓が悪くなった患者様

に使用する人工透析装置、呼吸

が出来なくなってしまった患者

様に装着する人工呼吸器、心臓

東京都杉並区

下田メディカルセンター

緯２５－２５２５

問

阿佐谷ジャズストリート２０１８

ＪＲ阿佐ヶ谷駅を通る中杉通

り沿いのさまざまな施設がジャ

ズの演奏会場となる「阿佐谷

ジャズストリート」が１０月２６日

（金）～２７日（土）の２日間に

渡って開催されます。

「阿佐谷の街をジャズで明る

く元気に」を合言葉に、１９９５年

に始まった当イベントは、地域

のボランティアによって運営さ

れ、今年で２４回を迎えます。

南北２キロの中杉通りに沿っ

て、駅前の広場、神社、企業の

ロビー、レストランなど普段の

生活空間がジャズの演奏会場と

なり、第一線で活躍するプロの

ジャズ演奏者からアマチュアバン

ド、地元の子どもバンドも登場し、

街全体がジャズで溢れかえります。

南伊豆町の皆さんも街中がジャ

ズ一色になる阿佐谷ジャズスト

リートをご覧にぜひお越しくださ

い。

杉並区産業振興センター観光係

緯０３－５３４７－９１８４

問

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。

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。

父・母誕生日赤ちゃんの名前地区

和也・さゆり７．１９大野夏
か

那
な

汰
た

湊

宏典・奈緒香８．１鈴木 咲
さく

登
と

市之瀬

雅弘・和歌子８．１８與
よ

後
ご

希
き

和
わ

青 野

赤ちゃん誕生おめでとう

婚姻日お名前（旧姓）地区

８．２１渡邊康明・祐葵（清水）上小野

結婚おしあわせに

平成30年8月1日から8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。

お悔やみ申し上げます

月 日年齢氏 名地区

８．１９９小針 統一石 井

８．３７１山口 福光手 石

８．４８８土屋とめ子入 間

８．１０８５菊池 和子大 瀬

８．１０７２青木 和巳手 石

８．１６８９黒田 照代下賀茂

８．２２７４小山 昌明手 石

８．２６６９矢谷與根男東子浦

８．３１８５髙野 豊二 條

※広報みなみいず９月号に掲載しました「赤
ちゃん誕生おめでとう」の欄にて、村田大和
君のご両親の名前が誤って記載されておりま
した。正しくは「村田佑樹・智実」ご夫妻と
なります。大変申し訳ありませんでした。

世帯数 ３，９２０世帯

人 口 ８，３８３人（−０３）

男 ４，０１７人 女 ４，３６６人

転 入 ２６ 転 出 １８

出 生 ０４ 死 亡 １５

（９月１日現在）

人の動き

（８月中）

流流 自自 治治 体体

だだ よよ りり

交交
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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 福祉介護課 地域包括支援センター

緯３６−３３３５

移住から半年、
町の魅力を発信する

はいろんな方から美味しい食べ物をいただく機会

が多く、鹿児島ではあまりそのような機会が無か

ったため戸惑いながらも大変嬉しく思います。ち

なみに、いただいた食べ物があまりにも美味しく

ついつい食べすぎてしまい、半年で４㎏体重が増

えてしまいました（笑）。

現在、私は南伊豆新聞と南伊豆くらし図鑑とい

うＷＥＢサイトを立ち上げ、町の魅力を発信して

います。今後も情報発信をしていきますので、皆

様の応援とご協力よろしくお願いいたします。

編集作業をしていた伊集院さん

夏が過ぎ、涼しい日が増えてきました。涼しいほ

うが取材がしやすいのですが、季節の変わり目は温

度差が激しく体調を崩しやすいので、健康面に気を

つけたいです。

編編 集集 後後 記記

口メ一康 モ健健

介護が必要になった人の１０人に１人は、転倒・

骨折が原因です。加齢や筋力低下等により膝や腰

が痛くなると動くことがおっくうになり、家に閉

じこもり動かないことが多くなりがちです。

しかし、そのような生活を続けると筋力が低下

し、転倒しやすくなります。転倒して骨折してし

まうと寝たきり・要介護になってしまうため、日

頃から体を動かし、転倒しないための脚力づくり

をすることが大切です。

転倒予防のポイント

１．適度な運動をして筋力を維持する。

２．室内の整理整頓や段差の解消等、住まいの環

境を整える。

３．バランスの良い食生活を心がける。

私は平成３０年４月に南伊豆へ移住してきました。

よく「伊集院」という苗字を珍しがられるのです

が、私の生まれた鹿児島では「伊集院町」という

町があるくらいわりと馴染みのある苗字です。

私は高校まで地元の鹿児島で過ごし、愛知県の

大学に入りデザインの勉強をしていました。その

後は東京で本を作ったり、取材や編集の仕事に就

職。現在はご縁あって地域おこし協力隊をさせて

もらっています。

移住してから半年ほど経ちましたが、南伊豆で

１０月１０日は「転倒予防の日」です

伊
い

集
じゅう

院
いん

一
いっ

徹
てつ

さん地域おこし協力隊

「我が家のアイドル、香月です！

じぃじとばぁばとショベルカーが大好きです！」

進士 香月
しん じ か つき

（１歳６か月）くん湊


