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－６月定例町議会 行政報告－

平成２８年南伊豆町議会６月定例会が６月８日から９日まで開催され、「人権擁護委員の候

補者の推薦につき意見を求めることについて」などが原案どおり可決されました。

地方創生交付金の採択を受けた生

涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）事

業については、基本コンセプトを

「健康創造」とし、共立湊病院跡地に

サービス付き高齢者向け住宅を基本

とする居住用施設１００戸程度と、地

域との交流や健康づくり施設等の整

備を行い、主にアクティブシニア層

の移住、本町での社会参加を進める

ことで、若者も含めた多世代の移

住・定住に結び付けることとしてお

ります。

様々な角度からの検証と先行した

取り組みをもって推進する南伊豆町

生涯活躍のまち事業でありますが、

新たに設置した南伊豆町生涯活躍の

まち推進協議会を中心に、最終目標

年次の平成３１年度に向けて事業推進

してまいります。

自治体間連携による特別養護老人

ホームの整備に合わせ、同一敷地内

に建設する(仮称)南伊豆町健康福

祉センターについては、現在、基本

設計を進めているところです。

この間、同健康福祉センター内へ

の図書館併設についても庁内協議を

重ねてまいりましたが、保健・福祉

地方創生事業

に特化した施設機能の充実を目指し、

同健康福祉センター単独整備に向け

て事業推進することといたしました。

平成２９年１月には工事に着手し、

平成３０年１月の供用開始を目指します。

本年度後半、平成２６年度からの地

熱資源にかかる調査結果等を踏まえ、

調査井の掘削を開始する予定です。

掘削調査に際しては、７月下旬の

静岡県環境審議会において掘削許可

に関する審議を要するため、温泉採

掘権者との掘削調査実施の承諾に関

する最終調整を進めております。

また、当該掘削調査は２４時間体制

による作業形態を伴うことから、掘

削予定地周辺の方々への事業説明会

についても、今後、開催してまいり

ます。

４月４日、跡地再開発基本設計・

実施設計策定業務委託契約を、株式

会社ウインディーネットワークと締

結いたしました。

現在、全体構想の確定図作成を進

めており、８月には基本設計を確定

させ、本年度後半には、県道側から

の新たな進入道路の敷設工事に着手

します。平成２９年度中に園地内整

備が完了するよう、迅速な対応に努

めてまいります。

町内６２局電話回線エリアにおける

光ファイバ網整備については、５月

１６日に南伊豆町光ファイバ網整備事

業プロポーザル選定委員会を開催し、

当該事業にかかる補助金交付対象者

としてＮＴＴ西日本株式会社静岡支

店を選定いたしました。平成２９年３

月の供用開始に向け、本年６月から

本格的な整備事業に着手する予定と

なっております。

また、本町とＮＴＴ西日本株式会

社静岡支店とは、本年３月２９日に「Ｉ

ＣＴの利活用による地域活性化等に

関する包括連携協定」を締結してお

りますので、相互連携による情報通

信網の有効活用のほか、住民サービ

スの向上、地域活性化に向けた体制

整備にも取り組んでまいります。

ふるさと寄附については、平成２７

年度で３億７,０６２万８６１円、これま

での寄附金累計額は４億１,０９９万１２１

円となりました。

寄附に対する返礼品としては、伊

勢えび、アワビ、サザエや干物など

の海産物が全体の６割を占め、温泉

メロンやミカン、野菜等の農産物が

３割、残り１割が宿泊券などで、お

よそ１億８,５００万円が、地域経済の活

性化に寄与しているものと思われま

す。

ふるさと寄附金
ジャングルパーク跡地利用

（仮称）健康福祉センター
建設整備

情報ネットワーク整備

地熱資源の活用
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反省するとともに再発防止に万全を

期し、あわせて利用者の皆様の信頼

回復に努めてまいります。

２ 空き店舗対策（補助事業）の実績等

平成２７年度において新たな補助金

制度を創設し、空き店舗等を利用す

る新規開業者への創業支援として、

店舗にかかる改装費及び家賃等の補

助を行う「下賀茂商店街空き店舗対

策事業」を実施いたしました。

町では、引き続き商店街の活性化

に向けた補助制度を制定し、今後も

商工会との連携を図りながら地域活

性化に向けた事業推進に努めてまい

ります。

３ 企業誘致推進協議会

３月３０日、「南伊豆町企業誘致推進

協議会」の初会合が開催されました。

この協議会は、地域産業の振興と

雇用の拡大を図るとともに町民所得

の向上に資するため、町内に立地す

る企業の誘致活動を円滑に推進する

ことを目的として設置されたものです。

今後は、昨年１０月に静岡県の「内

陸フロンティア推進区域」に指定さ

れた「差田地区産業拠点推進区域」

への企業誘致を推進してまいります。

４ プレミアム商品券の販売実績等

南伊豆町商工会による南伊豆町地

域住民生活等緊急支援対策事業とし

て、昨年６月１５日から１１月３０日まで

町内参画事業所１４４店舗で利用でき

る１５％の割増し付プレミアム商品券

１億１，５００万円分を販売し、完売いた

しました。

利用実績額では１億１，４７８万８，０００

円で９９．８２％の利用率となり、内訳

では大型店舗での利用率が４２．５％、

その他商店等が５７．５％で、この内

７．０％程度が建設業、塗装業等での

利用となっております。

５ 自然まつり等の状況

本年２月１０日から３月１０日に開催

された「第１８回みなみの桜と菜の花

まつり」の来訪者数は、昨年の１９万

５，０００人を上回る２１万５，０００人（前年

比１４％増）となりました。

４回目を迎えた「夜桜・流れ星」

の運営には、町内外からのボラン

ティアにも御協力をいただきました。

６ 台湾トップセールス

本年５月１９日から２２日までの間、

伊豆半島８市町の首長による台湾へ

の伊豆地域誘客キャンペーンを実施

いたしました。さらに２３日・２４日に

は、本町独自事業となる教育旅行の

誘致に向け、杉並区を介したなかで

台湾国際教育旅行連盟会長との懇談

や、当該商品に関するプレゼンテー

ションを行ってきたところです。

加えて本年度は、初めての取り組

みとなる議員誘客セールスやトップ

セールス等により、更なるインバウ

ンド事業の推進に取り組んでまいり

ます。

７ 観光客等の入込み状況等

平成２７年度の観光客等の入込み状

況がまとまりましたので報告いたし

ます。

分野別では、宿泊施設で民宿宿泊

客数が前年度対比で１．６％の増、旅

館ホテル等で０．１％の増となり、観

光施設においても１２．１％の増となり

ました。温泉施設については、銀の

湯会館の改修工事に伴う長期休館か

ら大幅な減少となりましたが、リ

ニューアルオープン以降の利用者数

は順調に推移しており、今後の事業

効果に期待を寄せているところであ

ります。
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－６月定例町議会 行政報告－

観光施設等の入込状況

今後も、返礼品メニューの新規開

発やパートナー企業の募集など積極

的な受入体制を確立するとともに、

更なる事業者育成、地域産業の活性

化に取り組んでまいります。

平成２７年度から着手した津波避

難計画策定業務については、静岡県

第４次地震被害想定におけるレベル

２の津波高に対応した詳細な避難計

画とするため、各種シミュレーショ

ンを実施してまいりました。

５月２７日開催の第１回南崎地区津

波避難計画地区検討会を皮切りに７

月下旬には全海岸地区の協議会を完

了する予定ですので、意見を集約し、

実効性の高い避難計画の策定を目指

してまいります。

本町では、４２年前に石廊崎沖を震

源地とした伊豆半島沖地震により

３０名の尊い人命が失われましたが、

断層崩壊に起因する震災形態からも

改めて自然の驚異を思い知らされま

した。熊本地震については、予断を

許さない状況ではありますが、被災

地における早期復興を祈念するもの

であります。

これまでに４人の町職員を派遣し、

避難所運営業務及び家屋被害調査業

務等の支援活動を実施いたしました。

１ 町営温泉銀の湯会館

町営温泉銀の湯会館については、

リニューアルオープン早々、レジオ

ネラ属菌の検出に伴う営業自粛によ

る休館となり、町民の皆様に多大な

ご迷惑をお掛けし、心からお詫び申

し上げる次第であります。

館内浴槽及び配管設備を洗浄し、

４月２４日には営業を再開したところ

ですが、事態を重く受け止め、深く

前年度比(％)平成２６年度(人)平成２７年度(人)区 分

１００．５８２１０，１２２２１１，３４３宿泊施設

１１２．０８１１７，８８０１３２，１１６観光施設

４９．９１１０８，３１９５４，０６４温泉施設

９１．１１４３６，３２１３９７，５２３合 計

津波避難計画の策定

平成２８年熊本地震

商工・観光振興
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商工会との連携を図りながら地域活

性化に向けた事業推進に努めてまい

ります。

３ 企業誘致推進協議会

３月３０日、「南伊豆町企業誘致推進

協議会」の初会合が開催されました。

この協議会は、地域産業の振興と

雇用の拡大を図るとともに町民所得

の向上に資するため、町内に立地す

る企業の誘致活動を円滑に推進する

ことを目的として設置されたものです。

今後は、昨年１０月に静岡県の「内

陸フロンティア推進区域」に指定さ

れた「差田地区産業拠点推進区域」

への企業誘致を推進してまいります。

４ プレミアム商品券の販売実績等

南伊豆町商工会による南伊豆町地

域住民生活等緊急支援対策事業とし

て、昨年６月１５日から１１月３０日まで

町内参画事業所１４４店舗で利用でき

る１５％の割増し付プレミアム商品券

１億１，５００万円分を販売し、完売いた

しました。

利用実績額では１億１，４７８万８，０００

円で９９．８２％の利用率となり、内訳

では大型店舗での利用率が４２．５％、

その他商店等が５７．５％で、この内

７．０％程度が建設業、塗装業等での

利用となっております。

５ 自然まつり等の状況

本年２月１０日から３月１０日に開催

された「第１８回みなみの桜と菜の花

まつり」の来訪者数は、昨年の１９万

５，０００人を上回る２１万５，０００人（前年

比１４％増）となりました。

４回目を迎えた「夜桜・流れ星」

の運営には、町内外からのボラン

ティアにも御協力をいただきました。

６ 台湾トップセールス

本年５月１９日から２２日までの間、

伊豆半島８市町の首長による台湾へ

の伊豆地域誘客キャンペーンを実施

いたしました。さらに２３日・２４日に

は、本町独自事業となる教育旅行の

誘致に向け、杉並区を介したなかで

台湾国際教育旅行連盟会長との懇談

や、当該商品に関するプレゼンテー

ションを行ってきたところです。

加えて本年度は、初めての取り組

みとなる議員誘客セールスやトップ

セールス等により、更なるインバウ

ンド事業の推進に取り組んでまいり

ます。

７ 観光客等の入込み状況等

平成２７年度の観光客等の入込み状

況がまとまりましたので報告いたし

ます。

分野別では、宿泊施設で民宿宿泊

客数が前年度対比で１．６％の増、旅

館ホテル等で０．１％の増となり、観

光施設においても１２．１％の増となり

ました。温泉施設については、銀の

湯会館の改修工事に伴う長期休館か

ら大幅な減少となりましたが、リ

ニューアルオープン以降の利用者数

は順調に推移しており、今後の事業

効果に期待を寄せているところであ

ります。

３３３

－６月定例町議会 行政報告－

観光施設等の入込状況

今後も、返礼品メニューの新規開

発やパートナー企業の募集など積極

的な受入体制を確立するとともに、

更なる事業者育成、地域産業の活性

化に取り組んでまいります。

平成２７年度から着手した津波避

難計画策定業務については、静岡県

第４次地震被害想定におけるレベル

２の津波高に対応した詳細な避難計

画とするため、各種シミュレーショ

ンを実施してまいりました。

５月２７日開催の第１回南崎地区津

波避難計画地区検討会を皮切りに７

月下旬には全海岸地区の協議会を完

了する予定ですので、意見を集約し、

実効性の高い避難計画の策定を目指

してまいります。

本町では、４２年前に石廊崎沖を震

源地とした伊豆半島沖地震により

３０名の尊い人命が失われましたが、

断層崩壊に起因する震災形態からも

改めて自然の驚異を思い知らされま

した。熊本地震については、予断を

許さない状況ではありますが、被災

地における早期復興を祈念するもの

であります。

これまでに４人の町職員を派遣し、

避難所運営業務及び家屋被害調査業

務等の支援活動を実施いたしました。

１ 町営温泉銀の湯会館

町営温泉銀の湯会館については、

リニューアルオープン早々、レジオ

ネラ属菌の検出に伴う営業自粛によ

る休館となり、町民の皆様に多大な

ご迷惑をお掛けし、心からお詫び申

し上げる次第であります。

館内浴槽及び配管設備を洗浄し、

４月２４日には営業を再開したところ

ですが、事態を重く受け止め、深く

前年度比(％)平成２６年度(人)平成２７年度(人)区 分

１００．５８２１０，１２２２１１，３４３宿泊施設

１１２．０８１１７，８８０１３２，１１６観光施設

４９．９１１０８，３１９５４，０６４温泉施設

９１．１１４３６，３２１３９７，５２３合 計

津波避難計画の策定

平成２８年熊本地震

商工・観光振興



新しい被保険者証
（保険証）を送付します

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。

８月１日からは、７月下旬までに

郵送するオレンジ色の新しい保

険証をお使いください。

なお、８月１日以降、有効期限

の切れた保険証（緑色）は無効と

なり、使用できませんので、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。

平成２７年中の所得に基づき、

平成２８年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２８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、還付します。

納付の方法

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。法令基づ

き、原則、年金差し引きによる

納付が原則となっていますが、

申し出により口座振替による納

付を選択することもできます。

減額認定証の交付を受けるこ

とで、下記の場合に減額が適用

されます。

減額の内容

入院・通院の際、減額認定証

を医療機関の窓口に提示するこ

とで、食事代等が減額されます。

対象者 世帯全員が平成２７年住民

税非課税（低所得者Ⅱまたは低

所得者Ⅰ）の被保険者

減額認定証交付の手続き

◎既に減額認定証をお持ちの方

現在お持ちの減額認定証の有

効期限は平成２８年７月３１日です。

上記対象者には、新しい保険

証と併せて郵送しますので、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

上記対象者は、受診する前に

健康福祉課に申請してください。

平成２８年度の保険料は
８月に決定します

減額認定証を
お持ちですか？

郭８月１日からは
オレンジ色の保
険証をお使いく
ださい。

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日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すすすすす
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広報みなみいず２０１６．７４４４

問合せ 健康福祉課 国民健康保険係 緯６２－６２３３

所得の低い方に対する軽減

均等割額軽減割合同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額

8.5割軽減３３万円以下の方①

９割軽減
①のうち、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方
②

５割軽減
３３万円+｛２６．５万円×被保険者数（世帯主を除く）｝

以下の方
③

２割軽減３３万円+｛４８万円×被保険者数｝以下の方④

世帯内の被保険者全員と世帯主の総所得金額の合計額が下記の場合、軽減措置が適用されます。

保険料の軽減措置について

注１）その他の所得がある方は基礎控除後の総所得金額等が58万円以下である場合に軽減措置が適用。

年金収入額が１５３万円以上２１１万

円以下（年度途中で被保険者と

なった６５歳の方で、年金収入額が

１０３万円以上、おおむね171万円以

下）の方は、所得割が５割軽減さ

れます。注１

また、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方は、

所得割が課されず、均等割が９割

軽減されます。

課税限度額の引上げ（中低所得者の負担軽減）

「地方税法等の一部を改正する法律」が平成２８年３月３１日に公布

され４月１日から施行されたことに伴い、下記の２点が変更とな

りました。

国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者の皆さまがお金を

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。

今回の変更により、所得の低い世帯に軽減が広くかかるように

なりました。

平成２８年度平成２７年度

５４０，０００円５２０，０００円医 療 分

１９０，０００円１７０，０００円後期支援分

１６０，０００円１６０，０００円介 護 分

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）

平成２８年度平成２７年度判定所得

総所得金額が３３万円＋２６.５万円

×

（被保険者数＋特定同一世帯

所属者数）

総所得金額が３３万円＋２６万円

×

（被保険者数＋特定同一世帯

所属者数）

５割軽減

総所得金額が３３万円＋４８万円

×

（被保険者数＋特定同一世帯

所属者数）

総所得金額が３３万円＋４７万円

×

（被保険者数＋特定同一世帯

所属者数）

２割軽減

町では、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図ることを目的として、

消防団に積極的に協力している事業所等に対して表示証を交付しています。

平成２８年５月 認定事業所名

猿三星電機 株式会社

猿丸三工業 株式会社

南伊豆町消防団協力事業所表示制度

問合せ 町民課 税務係 緯６２－６２２２

問合せ 総務課 防災係 緯６２－６２１１

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康保保保保保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険険険険険税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税国民健康保険税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
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国国国国国国国国国国国保保保保保保保保保保保

職場の健康保険、後期高

齢者医療制度（７５歳以上

の方）に加入している人や、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。

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

算する均等割および１世帯当た

りの平等割の合計額で決定します。

世帯主が職場の健康保険

に加入している場合や、

後期高齢者医療制度であって

も、世帯の誰かが国保に加入

していれば、世帯主が納税義

務者となり、納税通知書は世

帯主に送付します。

保険税は世帯主が納め
るの？

保険税はどのようにし
て決まるの？

国民健康保険に加入す
る人ってどんな人？
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新しい被保険者証
（保険証）を送付します

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。

８月１日からは、７月下旬までに

郵送するオレンジ色の新しい保

険証をお使いください。

なお、８月１日以降、有効期限

の切れた保険証（緑色）は無効と

なり、使用できませんので、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。

平成２７年中の所得に基づき、

平成２８年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２８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、還付します。

納付の方法

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。法令基づ

き、原則、年金差し引きによる

納付が原則となっていますが、

申し出により口座振替による納

付を選択することもできます。

減額認定証の交付を受けるこ

とで、下記の場合に減額が適用

されます。

減額の内容

入院・通院の際、減額認定証

を医療機関の窓口に提示するこ

とで、食事代等が減額されます。

対象者 世帯全員が平成２７年住民

税非課税（低所得者Ⅱまたは低

所得者Ⅰ）の被保険者

減額認定証交付の手続き

◎既に減額認定証をお持ちの方

現在お持ちの減額認定証の有

効期限は平成２８年７月３１日です。

上記対象者には、新しい保険

証と併せて郵送しますので、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

上記対象者は、受診する前に

健康福祉課に申請してください。

平成２８年度の保険料は
８月に決定します

減額認定証を
お持ちですか？

郭８月１日からは
オレンジ色の保
険証をお使いく
ださい。
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広報みなみいず２０１６．７４４４

問合せ 健康福祉課 国民健康保険係 緯６２－６２３３

所得の低い方に対する軽減

均等割額軽減割合同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額

8.5割軽減３３万円以下の方①

９割軽減
①のうち、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方
②

５割軽減
３３万円+｛２６．５万円× 被保険者数（世帯主を除く）｝

以下の方
③

２割軽減３３万円+｛４８万円×被保険者数｝以下の方④

世帯内の被保険者全員と世帯主の総所得金額の合計額が下記の場合、軽減措置が適用されます。

保険料の軽減措置について

注１）その他の所得がある方は基礎控除後の総所得金額等が58万円以下である場合に軽減措置が適用。

年金収入額が１５３万円以上２１１万

円以下（年度途中で被保険者と

なった６５歳の方で、年金収入額が

１０３万円以上、おおむね171万円以

下）の方は、所得割が５割軽減さ

れます。注１

また、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方は、

所得割が課されず、均等割が９割

軽減されます。

課税限度額の引上げ（中低所得者の負担軽減）

「地方税法等の一部を改正する法律」が平成２８年３月３１日に公布

され４月１日から施行されたことに伴い、下記の２点が変更とな

りました。

国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者の皆さまがお金を

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。

今回の変更により、所得の低い世帯に軽減が広くかかるように

なりました。

平成２８年度平成２７年度

５４０，０００円５２０，０００円医 療 分

１９０，０００円１７０，０００円後期支援分

１６０，０００円１６０，０００円介 護 分

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）

平成２８年度平成２７年度判定所得

総所得金額が３３万円＋２６.５万円

×

（被保険者数＋特定同一世帯

所属者数）

総所得金額が３３万円＋２６万円

×

（被保険者数＋特定同一世帯

所属者数）

５割軽減

総所得金額が３３万円＋４８万円

×

（被保険者数＋特定同一世帯

所属者数）

総所得金額が３３万円＋４７万円

×

（被保険者数＋特定同一世帯

所属者数）

２割軽減

町では、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図ることを目的として、

消防団に積極的に協力している事業所等に対して表示証を交付しています。

平成２８年５月 認定事業所名

猿三星電機 株式会社

猿丸三工業 株式会社

南伊豆町消防団協力事業所表示制度

問合せ 町民課 税務係 緯６２－６２２２

問合せ 総務課 防災係 緯６２－６２１１
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職場の健康保険、後期高

齢者医療制度（７５歳以上

の方）に加入している人や、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。

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

算する均等割および１世帯当た

りの平等割の合計額で決定します。

世帯主が職場の健康保険

に加入している場合や、

後期高齢者医療制度であって

も、世帯の誰かが国保に加入

していれば、世帯主が納税義

務者となり、納税通知書は世

帯主に送付します。

保険税は世帯主が納め
るの？

保険税はどのようにし
て決まるの？

国民健康保険に加入す
る人ってどんな人？
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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変変変変変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まままままししししししししししししししししししししししししししが変わりましたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表示示示示示示示示示示示示示示示示示示示示示示示示示示消防団協力事業所表示証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証をををををををををををををををををををををををををを交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付ししししししししししししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたを交付しました

５５５



「交付通知書（ハガキ）」が届きましたら、電話で交付希望日時をご連絡の上、

必要書類を持参してご本人が窓口へお越しください。

必要書類

□交付通知書（ハガキ）

交付時間 平日９：３０～１７：００ ※１人の交付に３０分程度かかります。

□通知カード □本人確認書類（①または②）

①1点で確認できるもの

住民基本台帳カード（顔写真付き）、運転免許証、運

転経歴証明書（平成２４年４月１日以降に交付されたも

のに限る）、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど

②①をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏

名・住所」が記載された、町長が適当と認める２点

住民基本台帳カード（顔写真なし）、健康保険証、介

護保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医

療受給者証など

昨年１０月から１２月にかけて、個人番号の通知カードが全国民に書留で郵送されました

が、不在などの理由で受け取りができなかった方の通知カードを、町民課で保管しています。

まだ、受け取っていない方は、本人確認書類を持参して、町民課窓口へお越しください。

個人番号の通知カードについて

□住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講消費生活出前講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座でででででででででででででででででででででででででで学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびままままま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かかかかかで学びませんか

実施時間 平日９：００～１６：００の間で１５分～９０分

以内（土日祝日を除く）

実施場所 申込者が用意した会場

講座内容 悪質商法の手口と対処法、インター

ネットトラブルの状況等

受付期間 原則実施希望日の２か月前まで

申込方法 電話予約した後、申込書を提出して

ください。（申込書は町企画課また

は賀茂広域消費生活センターで配布

しています。）

広報みなみいず２０１６．７６６６

マママママママママママママママママママママママママイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンババババババババババババババババババババババババババーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドマイナンバーカード（個人番号カード）））））））））））））））））））））））））））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
交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付をををををををををををををををををををををををををを行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっってててててててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままままままままま交付を行っていますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

（おもて） （うら）

問合せ 町民課 住民年金係 緯６２－６２２２

問合せ 賀茂広域消費生活センター 緯２４－２２９９

町では現在、混雑緩和のため予約制によるマイナンバーカードの交付を行っていままます。

賀茂広域消費生活センターでは、消費生活に関する情報や、消費者被害に遭わ

ないポイントなどを分かりやすくお話しする「出前講座」を無料で実施しています。

研修会や会合等の催しに併せて行うこともできますので、ぜひご利用ください。

受講人数 おおむね１０人以上

まちのできごと

７７７

南中小学校運動場で町内３校の４年生以上の児

童１８７人が参加し、陸上記録会が開催されました。

「励まし合って、記録を伸ばそう！」をスローガン

に記録更新を目指して全力で競技に臨みました。

５/２５ 自己記録に挑戦！

自己記録更新を狙って懸命に走る児童たち

６/１５ 防災力を高める

地震の恐ろしさについて学ぶ児童たち

６/６ おいしく育ってね！

南中小学校５年生と南崎・南伊豆認定こども園

年長児、ＪＡ伊豆太陽青壮年部等による農業体験

（田植え）が行われました。小学生が園児をサポー

トしながら田植えを行いました。

協力して田植えをする児童たち

海岸のごみを拾う参加者たち

妻良漁港を拠点に海の清掃活動を行う「南伊豆

の海そうじ＠妻良」が行われました。町内外から

約１４０人が参加し、海中班、海上班、海岸沿線班に

分かれ、６２０.５３㎏のごみを拾い集めました。

６/１９ 妻良の海をきれいに

土のうづくりを教わる消防団員

６/５ 雨季に備える

弓ヶ浜海岸で水防訓練が行われ、南伊豆町消防

団員６８人が参加しました。陸上自衛隊駒門駐屯地

から自衛官を招き、洪水や高潮発生時に必要とな

る土のう積みの製作方法を習得しました。

南上小学校で防災講座が行われ、全校児童が参

加しました。賀茂振興局から講師を招き、防災講

話、起震車体験を行い、防災意識の高揚を図りま

した。

南崎認定こども園で、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ブ

ラッシング指導を受けると、鏡を見ながら丁寧に

歯を磨き、虫歯予防に熱心に励んでいました。

６/３ 虫歯はないかな？

磨き残しがないか確かめる園児たち



「交付通知書（ハガキ）」が届きましたら、電話で交付希望日時をご連絡の上、

必要書類を持参してご本人が窓口へお越しください。

必要書類

□交付通知書（ハガキ）

交付時間 平日９：３０～１７：００ ※１人の交付に３０分程度かかります。

□通知カード □本人確認書類（①または②）

①1点で確認できるもの

住民基本台帳カード（顔写真付き）、運転免許証、運

転経歴証明書（平成２４年４月１日以降に交付されたも

のに限る）、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど

②①をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏

名・住所」が記載された、町長が適当と認める２点

住民基本台帳カード（顔写真なし）、健康保険証、介

護保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医

療受給者証など

昨年１０月から１２月にかけて、個人番号の通知カードが全国民に書留で郵送されました

が、不在などの理由で受け取りができなかった方の通知カードを、町民課で保管しています。

まだ、受け取っていない方は、本人確認書類を持参して、町民課窓口へお越しください。

個人番号の通知カードについて

□住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講消費生活出前講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座でででででででででででででででででででででででででで学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびままままま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かかかかかで学びませんか

実施時間 平日９：００～１６：００の間で１５分～９０分

以内（土日祝日を除く）

実施場所 申込者が用意した会場

講座内容 悪質商法の手口と対処法、インター

ネットトラブルの状況等

受付期間 原則実施希望日の２か月前まで

申込方法 電話予約した後、申込書を提出して

ください。（申込書は町企画課また

は賀茂広域消費生活センターで配布

しています。）

広報みなみいず２０１６．７６６６

マママママママママママママママママママママママママイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンババババババババババババババババババババババババババーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドマイナンバーカード（個人番号カード）））））））））））））））））））））））））））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
交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付をををををををををををををををををををををををををを行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっってててててててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままままままままま交付を行っていますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

（おもて） （うら）

問合せ 町民課 住民年金係 緯６２－６２２２

問合せ 賀茂広域消費生活センター 緯２４－２２９９

町では現在、混雑緩和のため予約制によるマイナンバーカードの交付を行っていままます。

賀茂広域消費生活センターでは、消費生活に関する情報や、消費者被害に遭わ

ないポイントなどを分かりやすくお話しする「出前講座」を無料で実施しています。

研修会や会合等の催しに併せて行うこともできますので、ぜひご利用ください。

受講人数 おおむね１０人以上

まちのできごと

７７７

南中小学校運動場で町内３校の４年生以上の児

童１８７人が参加し、陸上記録会が開催されました。

「励まし合って、記録を伸ばそう！」をスローガン

に記録更新を目指して全力で競技に臨みました。

５/２５ 自己記録に挑戦！

自己記録更新を狙って懸命に走る児童たち

６/１５ 防災力を高める

地震の恐ろしさについて学ぶ児童たち

６/６ おいしく育ってね！

南中小学校５年生と南崎・南伊豆認定こども園

年長児、ＪＡ伊豆太陽青壮年部等による農業体験

（田植え）が行われました。小学生が園児をサポー

トしながら田植えを行いました。

協力して田植えをする児童たち

海岸のごみを拾う参加者たち

妻良漁港を拠点に海の清掃活動を行う「南伊豆

の海そうじ＠妻良」が行われました。町内外から

約１４０人が参加し、海中班、海上班、海岸沿線班に

分かれ、６２０.５３㎏のごみを拾い集めました。

６/１９ 妻良の海をきれいに

土のうづくりを教わる消防団員

６/５ 雨季に備える

弓ヶ浜海岸で水防訓練が行われ、南伊豆町消防

団員６８人が参加しました。陸上自衛隊駒門駐屯地

から自衛官を招き、洪水や高潮発生時に必要とな

る土のう積みの製作方法を習得しました。

南上小学校で防災講座が行われ、全校児童が参

加しました。賀茂振興局から講師を招き、防災講

話、起震車体験を行い、防災意識の高揚を図りま

した。

南崎認定こども園で、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ブ

ラッシング指導を受けると、鏡を見ながら丁寧に

歯を磨き、虫歯予防に熱心に励んでいました。

６/３ 虫歯はないかな？

磨き残しがないか確かめる園児たち



図書館では、所蔵していない本

のリクエストがあった際、県内の

他の公立図書館に所蔵していない

か調べますが、中にはどの館にも

所蔵していない本もあります。

このような場合には、県外の公

立図書館または国立国会図書館の

蔵書検索を行い、所蔵館を探して

います。 自館で対応できない本

についても可能な限り探しだし、

利用していただけますので、皆さ

まの読みたい本、探している本が

ありましたら、お気軽にご相談く

ださい。
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斎藤 茂太

松崎 敏弥

新津 春子

柄谷 行人

長谷川俊明

吉川 浩

汐見 稔幸

農山漁村文化協会

タニタ

中島 京子

今野 敏

赤川 次郎

相場 英雄

天童 荒太

森村 誠一

老いへの「ケジメ」

毎日読みたい美智子さま

清掃はやさしさ

憲法の無意識

マイナンバー時代の身近なコンプライアンス

母がおカネをかくします。

男の子のカラダとココロの育て方

見つける・使う野山の薬草

体脂肪計タニタの社員食堂

彼女に関する十二章

防諜捜査

鼠、地獄を巡る

ガラパゴス（上下）

ムーンナイト・ダイバー

運命の花びら（上下）

徳川家治の継嗣である

家基が、突如体調を崩し

て亡くなった。暗殺が囁

かれる中、側近の書院番

が失踪。許嫁、剣友だっ

た男は書院番の男を探す。

「葵の月」

梶よう子著／KADOKAWA

期せずして子の無い人

生を歩む著者が、ママ社会、

世間の目、自身の老後から

沖縄の墓事情まで、子がい

ないことで生じるあれこ

れを真正面から斬る。

「子の無い人生」

酒井順子著／KADOKAWA

甘えん坊の稲盛少年が

見た、母・キミの「利他」

と「闘魂」。母との絆を通

して、今こそ必要な「心

を育てる教育」の意味を

問う。

「ごてやん」

稲盛和夫著／小学館

あの時、あの場所にい

なければ…時代と過酷な

運命に翻弄されながらも

立ち向かい、受け入れる。

名もなき人々の美しい魂

を描く短篇集。

「獅子吼」

浅田次郎著／文芸春秋

ビール会社の営業課長、

明良。部下からも友人か

らも信頼される彼の家に

謎めいた贈り物が？不倫、

不正、裏切り。３人の選

択が、未来を変えていく。

「橋を渡る」

吉田修一著／文芸春秋

素敵に年齢を重ね、装

うことだけでなく、生き

ること暮らすことに大き

く気持ちが向かっている

大草さん。日常を彩るア

イテムとコーディネート術。

「大草直子のこれいいっ！」

右を向いても左を向い

ても変わり者ばかり。

「もういやだ。家を出よ

う」。そう思いつつ実家

に居着いてしまったマサ

ミ。ご近所さんとの３０年。

「うちのご近所さん」

群ようこ著／KADOKAWA

「下り坂をそろそろ下る」

平田オリザ著／講談社

時代に流されずにそれ

ぞれに個性豊かで魅力的

な八人姉妹。彼女たちを

間近で見ていた少年が語

るちょっと懐かしく新し

い家族小説。

「恭一郎と七人の叔母」

小路幸也著／徳間書店

スマホの長時間利用に

よる生活への悪影響、ネッ

トいじめ、犯罪被害…。こ

のような問題にうまく対

処していくためのスマホ

との付き合い方とは？

「スマホ時代の親たちへ」

藤川大祐著／大空出版

大草直子著／

マガジンハウス

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
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日本中の図書館日本中の図書館とと
繋がっています繋がっています！！

人口減少、待機児童、地

方創生、大学入試改革…。

一億総活躍社会の実現を

めざす安倍首相について

「ちっともわかってない感

じがする」のはなぜか。

ここがポイント！

健康レシピ

酢やカレー粉を活かして、

塩分控えめ！

１か月やってみて、見通しがたって

きました。ここの活用法など、面白

そうなアイディアなどありましたら、

ぜひ教えていただければと思います。

地域のことでもっと知りたいこと

がありますので、いろいろな場所に

足を運びながら見聞を広めていき、

メインの移住定住の仕事に繋げてい

けるように努力していきます。南伊

豆町は人も自然も生き生きとしてい

て、とても豊かなところだと改めて

実感しています。

私自身まだまだ未熟ではあります

が、試行錯誤しながら、少しでも地

域の活性化のお役に立てるよう頑

張っていきますので、ご協力をお願

いします。 隊員 鏑木
かぶら ぎ

先輩の松原隊員や役場の方、町民

の方などに地域のことをとても親切

に教えていただき、お陰さまで南伊

豆町の生活にもずいぶん慣れてきま

した。

現在、地域おこし協力隊員の活動

で、移住を希望する方への移住コン

シェルジュとして、準備を進めてお

ります。主には元旅館であった施設

を移住交流の拠点として整備すると

ともに、どのような形態での運営を

していくかを日々検討しています。

施設は利用されなくなってからし

ばらく経過しており、整備には多少

時間がかかりそうです。初めて見た

ときは、ここの掃除で任期が終わる

のではないかと思うくらいでしたが

渇 材料／２人分 活

①鶏肉はそぎ切りにし、塩、こしょう、酒を振る。

②トマト、きゅうりは１㎝角に切る。

③玉ねぎはみじん切りにする。

④片栗粉とカレー粉を合わせたものを①の両面に付け、

サラダ油を敷いたフライパンで焼く。

⑤Ａはレンジで1分30秒加熱する。Ａが熱いうちに②、

③を入れる。

⑥さらに④を入れ、粗熱がとれたら１時間ほど冷蔵庫で

冷やし、盛り付ける。

渇 作り方 活

（１人分エネルギー１４０kcal、塩分１．０g）

９９９

移住して、早１か月が経過

鶏むね肉………１２０ｇ

トマト…………４０ｇ

玉ねぎ…………２０ｇ

きゅうり………２０ｇ

塩………………ひとつまみ

こしょう………少々

酒………………小さじ１

片栗粉…………大さじ１

鶏肉のマリネソースがけ

Ａ

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 健康福祉課 緯６２－６２３３

酢……………大さじ２

サラダ油……小さじ１/４

塩……………ひとつまみ

こしょう……少々

砂糖…………小さじ１と１/２

カレー粉………小さじ２/３

サラダ油………小さじ１

原
松

鏑木

移住コンシェルジェを目指して
奮闘中
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か調べますが、中にはどの館にも

所蔵していない本もあります。
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立図書館または国立国会図書館の

蔵書検索を行い、所蔵館を探して
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広報みなみいず２０１６．７１１１０

おお知知ららせせ

すべての国民が、犯罪や非行の

防止と罪を犯した人たちの更生に

ついて理解を深め、それぞれの立

場において力を合わせ、犯罪や非

行のない地域社会を築くため、

“社会を明るくする運動”～犯罪や

非行を防止し、立ち直りを支える

地域のチカラ～として活動を推進

します。

問合せ 町民課 住民年金係

緯６２－６２２２

７月は「社会を明るく
する運動」強調月間

今年５月に、県内東部の７０歳代

の女性がマダニに刺された後、高

熱・発疹等により医療機関に入院

し、その後死亡しました。

「日本紅斑熱」とは、日本紅斑熱

リケッチアという病原体を保有す

るマダニに刺されることで感染

し、 高熱・発疹を呈し、重症化す

ると死に至ることもある感染症で

す。（ただし人から人へ感染して

広がるものではありません。）

農作業、レジャーや庭仕事等野

外で活動する際には、肌の露出を

少なくし、マダニに刺されないよ

うに注意しましょう。万が一刺さ

れた場合には、数日間、体調の変

化に注意し、発熱等の症状が見ら

れたら、早めに医療機関を受診し

ましょう。

問合せ 健康福祉課 健康増進係

緯６２－６２３３

マダニが媒介する感染症
「日本紅斑熱」に注意!

「料理はしたことがない」「難し

い」。そんな不安も自信に変える

料理経験の少ない男性のための料

理教室です。今回は簡単にできる

「イタリアン料理」を一緒に作ります。

対象者 ５５歳以上の料理経験の少な

い男性（町民に限る）

日時 ８月２４日（水）９：３０～１２：３０

場所 南伊豆町役場１階 調理室

内容 簡単にできる男のイタリアン

料理

参加費 ３００円（当日徴収します）

定員 １０人

持ち物 エプロン、三角巾（バンダ

ナ）、手拭きタオル、布巾２枚、筆

記用具

送迎 必要な方はご相談ください

申込期限 ８月１９日（金）

申込み・問合せ

健康福祉課 地域包括支援センター

緯６２－６２３３

男のチャレンジクッ
キング 参加者募集

県立あしたか職業訓練校は、主

として身体または知的に障害のあ

る方を対象に、１年間の職業訓練

を行い、一般就労することを目指

す職業訓練校です。

日時 ７月３１日（日）１０：００～１５：００

場所 静岡県立あしたか職業訓練校

（静岡県沼津市宮本5-2）

対象 中学、高校、特別支援学校の

生徒、福祉施設利用者、一般の方

内容 訓練校の概要説明、実習場や

寮の施設見学、各科コースの実習

体験、訓練生の作品展示等

＊随時見学もできますのでお問合せ

ください。

問合せ 県立あしたか職業訓練校

緯０５５－９２４－４３８０

県立あしたか職業訓練校
オープンキャンパス開催

電気柵を設置する際は、感電等

による事故を未然に防ぐため、下

記の点に十分注意し、適正な設置

および管理をお願いします。

①見やすい場所への危険表示

②電気柵用の電源装置の使用

③30Ｖ以上の電源装置を使用する

場合等における漏電遮断器を設置

④耕作をしている田・畑の中に設置

(道路や河川などの公共的な場所

への設置は違法です)

問合せ 地域整備課 農林水産振興係

緯６２－６２７７

鳥獣被害対策における電
気柵の安全使用について

平成２９年４月採用予定の警察官

を募集します。

【区分】

警察官Ａ（大学卒業または卒業見込み）

警察官Ｂ（高校卒業程度）

申込受付 ７月１５日（金）～８月１日（月）

１次試験 ９月１８日（日）

＊募集の詳細については、下田警察

署またはお近くの交番・駐在所ま

でお問合せください。

問合せ 下田警察署 警務課

緯２７－０１１０（内線２１１）

静岡県警察官募集

賀茂健康福祉センターでは、ひ

きこもり状態にある方のご家族を

対象に、ひきこもりの基本的なこ

とや対応について、専門家やひき

こもりを解消した家族を交えて、

学んだり、情報を得たり、ともに

考えたりする教室を開催します。

日時 ８月３日(水）１４：００～１５：４５

場所 下田総合庁舎2階第４会議室

対象者 ひきこもり状態にある方の

家族

講演 「ひきこもりの基礎知識」

講師 県精神保健福祉センター職員

申込方法 下記まで電話申込みし

てください。

申込期限 ７月１９日（火）

申込み・問合せ

賀茂健康福祉センター 福祉課

緯２４－２０５６

ひきこもり家族教室
開催

１１１１

平成２８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。

戸籍の戸籍の窓窓

父・母誕生日赤ちゃんの名前地区

和宏・恵美４．２５山 本 一 華
いち か

大瀬

和利・菜摘５．１２鈴木八千琉
や ち る

二條

成郎・澪５．１３萩原進士郎
しん し ろう

入間

修平・博子５．１８渡 邊 愛 斗
あき と

上賀茂

赤ちゃん誕生おめでとう

お悔やみ申し上げます

月 日年齢氏 名地区

５．４９０髙橋美枝子一條

５．４９４山 田 菊 枝湊

５．１０８７村 田 初 典湊

５．１９８４進 士 衛加納

５．２４１０３大 矢 米 子上賀茂

５．２４８４平 川 昭 子湊

※住民基本台帳法の改正（平成２４年７月

９日）により、外国人も含んでいます。

世帯数 ３，９６３世帯

人 口 ８，７４５人（＋７）

男 ４，２００人 女 ４，５４５人

転 入 ２１ 転 出 １１

出 生 ５ 死 亡 ８

（６月１日現在）

人の動き

（２月中）

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。

婚姻日お名前（旧姓）地区

５．２０外岡與志明・亜希子（清水）入間

結婚お幸せに

次に湿気です。薬の中には湿気

に弱いものも多いです。そのため、

湿気の多いところでの保管は避け

ましょう。密閉できる容器に乾燥

剤などを入れ、薬を保管すること

をお勧めします。

最後に光です。薬の中には光に

弱いものもあります。光と言って

も太陽光だけでなく、蛍光灯など

も含まれますので注意しましょう。

安心して薬を使うためにも、高

温多湿や光を避けて保管するよう

にお願いします。

問下田メディカルセンター

緯２５－２５２５

皆さま、家での『薬の保管』は

どのようにしていますか？薬の保

管にもいろいろと注意が必要です

ので、今回は薬の保管方法につい

てお話しします。

まず温度です。だいたいの薬は

30℃ 以下で保管する必要があり

ます。これからの季節、炎天下の

車中に置きっぱなしにしないよう

注意してください。

また、冷所保存が必要な薬は、

基本的に１５℃以下で保管してくだ

さい。ただし、凍らせないように

ご注意ください。凍った薬剤はも

う使用できません。

お薬の保管方法について

薬剤科 福留 亜希子

メメメディカル通メディカル通信信

姉妹都市だより 長野県塩尻市

第６３回高ボッチ高原観光
草競馬大会

ジョッキーたちが繰り広げる熱い

レースは、大人顔負けの真剣勝負

で目が離せません。

今年の夏は、塩尻の高ボッチ高

原にぜひお越しください。

問（一社）塩尻市観光協会

緯０２６３－５４－２００１

“日本一標高の高い競馬場”で行

われる塩尻市の夏の一大イベント

「高ボッチ高原観光草競馬大会」を、

今年も８月７日（日）に開催します。

県内外から競走馬やポニー約８０

頭が、夏でも涼しい風が吹き抜け

る標高約１，６００mの高ボッチ高原

草競馬場に集まり、観客の目の前

を大迫力で駆け抜けます。

また当日は、子どもたちが騎乗

する「全国ポニー競馬選手権長野

地区予選レース」も併せて開催。

東京競馬場で開催される全国大会

出場をかけ、ポニーと小さな



広報みなみいず２０１６．７１１１０

おお知知ららせせ

すべての国民が、犯罪や非行の

防止と罪を犯した人たちの更生に

ついて理解を深め、それぞれの立

場において力を合わせ、犯罪や非

行のない地域社会を築くため、

“社会を明るくする運動”～犯罪や

非行を防止し、立ち直りを支える

地域のチカラ～として活動を推進

します。

問合せ 町民課 住民年金係

緯６２－６２２２

７月は「社会を明るく
する運動」強調月間

今年５月に、県内東部の７０歳代

の女性がマダニに刺された後、高

熱・発疹等により医療機関に入院

し、その後死亡しました。

「日本紅斑熱」とは、日本紅斑熱

リケッチアという病原体を保有す

るマダニに刺されることで感染

し、高熱・発疹を呈し、重症化す

ると死に至ることもある感染症で

す。（ただし人から人へ感染して

広がるものではありません。）

農作業、レジャーや庭仕事等野

外で活動する際には、肌の露出を

少なくし、マダニに刺されないよ

うに注意しましょう。万が一刺さ

れた場合には、数日間、体調の変

化に注意し、発熱等の症状が見ら

れたら、早めに医療機関を受診し

ましょう。

問合せ 健康福祉課 健康増進係

緯６２－６２３３

マダニが媒介する感染症
「日本紅斑熱」に注意!

「料理はしたことがない」「難し

い」。そんな不安も自信に変える

料理経験の少ない男性のための料

理教室です。今回は簡単にできる

「イタリアン料理」を一緒に作ります。

対象者 ５５歳以上の料理経験の少な

い男性（町民に限る）

日時 ８月２４日（水）９：３０～１２：３０

場所 南伊豆町役場１階 調理室

内容 簡単にできる男のイタリアン

料理

参加費 ３００円（当日徴収します）

定員 １０人

持ち物 エプロン、三角巾（バンダ

ナ）、手拭きタオル、布巾２枚、筆

記用具

送迎 必要な方はご相談ください

申込期限 ８月１９日（金）

申込み・問合せ

健康福祉課 地域包括支援センター

緯６２－６２３３

男のチャレンジクッ
キング 参加者募集

県立あしたか職業訓練校は、主

として身体または知的に障害のあ

る方を対象に、１年間の職業訓練

を行い、一般就労することを目指

す職業訓練校です。

日時 ７月３１日（日）１０：００～１５：００

場所 静岡県立あしたか職業訓練校

（静岡県沼津市宮本5-2）

対象 中学、高校、特別支援学校の

生徒、福祉施設利用者、一般の方

内容 訓練校の概要説明、実習場や

寮の施設見学、各科コースの実習

体験、訓練生の作品展示等

＊随時見学もできますのでお問合せ

ください。

問合せ 県立あしたか職業訓練校

緯０５５－９２４－４３８０

県立あしたか職業訓練校
オープンキャンパス開催

電気柵を設置する際は、感電等

による事故を未然に防ぐため、下

記の点に十分注意し、適正な設置

および管理をお願いします。

①見やすい場所への危険表示

②電気柵用の電源装置の使用

③30Ｖ以上の電源装置を使用する

場合等における漏電遮断器を設置

④耕作をしている田・畑の中に設置

(道路や河川などの公共的な場所

への設置は違法です)

問合せ 地域整備課 農林水産振興係

緯６２－６２７７

鳥獣被害対策における電
気柵の安全使用について

平成２９年４月採用予定の警察官

を募集します。

【区分】

警察官Ａ（大学卒業または卒業見込み）

警察官Ｂ（高校卒業程度）

申込受付 ７月１５日（金）～８月１日（月）

１次試験 ９月１８日（日）

＊募集の詳細については、下田警察

署またはお近くの交番・駐在所ま

でお問合せください。

問合せ 下田警察署 警務課

緯２７－０１１０（内線２１１）

静岡県警察官募集

賀茂健康福祉センターでは、ひ

きこもり状態にある方のご家族を

対象に、ひきこもりの基本的なこ

とや対応について、専門家やひき

こもりを解消した家族を交えて、

学んだり、情報を得たり、ともに

考えたりする教室を開催します。

日時 ８月３日(水）１４：００～１５：４５

場所 下田総合庁舎2階第４会議室

対象者 ひきこもり状態にある方の

家族

講演 「ひきこもりの基礎知識」

講師 県精神保健福祉センター職員

申込方法 下記まで電話申込みし

てください。

申込期限 ７月１９日（火）

申込み・問合せ

賀茂健康福祉センター 福祉課

緯２４－２０５６

ひきこもり家族教室
開催

１１１１

平成２８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。

戸籍の戸籍の窓窓

父・母誕生日赤ちゃんの名前地区

和宏・恵美４．２５山 本 一 華
いち か

大瀬

和利・菜摘５．１２鈴木八千琉
や ち る

二條

成郎・澪５．１３萩原進士郎
しん し ろう

入間

修平・博子５．１８渡 邊 愛 斗
あき と

上賀茂

赤ちゃん誕生おめでとう

お悔やみ申し上げます

月 日年齢氏 名地区

５．４９０髙橋美枝子一條

５．４９４山 田 菊 枝湊

５．１０８７村 田 初 典湊

５．１９８４進 士 衛加納

５．２４１０３大 矢 米 子上賀茂

５．２４８４平 川 昭 子湊

※住民基本台帳法の改正（平成２４年７月

９日）により、外国人も含んでいます。

世帯数 ３，９６３世帯

人 口 ８，７４５人（＋７）

男 ４，２００人 女 ４，５４５人

転 入 ２１ 転 出 １１

出 生 ５ 死 亡 ８

（６月１日現在）

人の動き

（２月中）

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。

婚姻日お名前（旧姓）地区

５．２０外岡與志明・亜希子（清水）入間

結婚お幸せに

次に湿気です。薬の中には湿気

に弱いものも多いです。そのため、

湿気の多いところでの保管は避け

ましょう。密閉できる容器に乾燥

剤などを入れ、薬を保管すること

をお勧めします。

最後に光です。薬の中には光に

弱いものもあります。光と言って

も太陽光だけでなく、蛍光灯など

も含まれますので注意しましょう。

安心して薬を使うためにも、高

温多湿や光を避けて保管するよう

にお願いします。

問下田メディカルセンター

緯２５－２５２５

皆さま、家での『薬の保管』は

どのようにしていますか？薬の保

管にもいろいろと注意が必要です

ので、今回は薬の保管方法につい

てお話しします。

まず温度です。だいたいの薬は

30℃ 以下で保管する必要があり

ます。これからの季節、炎天下の

車中に置きっぱなしにしないよう

注意してください。

また、冷所保存が必要な薬は、

基本的に１５℃以下で保管してくだ

さい。ただし、凍らせないように

ご注意ください。凍った薬剤はも

う使用できません。

お薬の保管方法について

薬剤科 福留 亜希子

メメメディカル通メディカル通信信

姉妹都市だより 長野県塩尻市

第６３回高ボッチ高原観光
草競馬大会

ジョッキーたちが繰り広げる熱い

レースは、大人顔負けの真剣勝負

で目が離せません。

今年の夏は、塩尻の高ボッチ高

原にぜひお越しください。

問（一社）塩尻市観光協会

緯０２６３－５４－２００１

“日本一標高の高い競馬場”で行

われる塩尻市の夏の一大イベント

「高ボッチ高原観光草競馬大会」を、

今年も８月７日（日）に開催します。

県内外から競走馬やポニー約８０

頭が、夏でも涼しい風が吹き抜け

る標高約１，６００mの高ボッチ高原

草競馬場に集まり、観客の目の前

を大迫力で駆け抜けます。

また当日は、子どもたちが騎乗

する「全国ポニー競馬選手権長野

地区予選レース」も併せて開催。

東京競馬場で開催される全国大会

出場をかけ、ポニーと小さな
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マイルキッズスス

広報みなみいずは、再生紙を利用しています。

「お日さまの下で、

風を浴びるのが大好き！」

編編 集集 後後 記記

広報みなみいず ７月号

湊 有 松 凜
りん

（１歳６か月）
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これからの季節、家族や友人とハイキングや

キャンプ、バーベキュー等で山や海に出かける機

会が多くなります。自然のなかには多種類の虫が

いて、人に害を及ぼすものも少なくありません。

事前に予防策をしっかりとり、虫の被害を防ぎ

ましょう。

「虫刺され」に注意しましょう！

健健

田植え体験では児童、園児たちが泥まみれになりな

がらも一本一本丁寧に苗を植えていました。これか

ら収穫期までの成長が楽しみですね。

まちの 人人

ちゃん

３２年前、生まれ故郷の南伊豆町に帰り養鶏業、動

物病院に続き、乗馬クラブを開業しました。当時

この地には動物病院が無く、その先駆けとして開

院、以来地域のホームドクターとして、最善の医療

を提供する為に日々研究、努力しています。

最近の動物たちを取り巻く環境は大きく変化し、

『ペット：かわいがる』という言葉が示すだけの存

在ではなく、コンパニオン・アニマル（伴侶動物）

または家庭動物と呼ばれるように、家族の一員で

あり、人との関わりの中で、その存在は大変大きく

なっています。

動物たちとの楽しい生活を広めていくため、単に

動物たちに高度医療を行うだけではなく、家族の気

持ち、考えを大切にし、動物との絆を考えたトータ

ル・ケア（総合的なお世話）を行い、皆さんの身近

に感じていただける、温かい動物病院を今後も目指

していきます。

動物と家族の

幸せな暮らしをサポートする

吉 澤 昭
あきら

さん（下賀茂）

【服装の注意】

・白色系の帽子をかぶる

スズメバチ対策の他、樹上からの虫の落下に

よる被害を防ぎます。

・長袖、長ズボンを身につける（黒色は避ける）

首にはタオル等を巻き、ズボンの裾は靴下の

中に入れるか、長靴等の中に入れる（半袖、短パ

ン、サンダル等の軽装は絶対にしない）。

・手袋をする 素手で植物や土に触れない。

あ




