
夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏ききききききききききききららららららららららららりりりりりりりりりりりり～～～～～～～～～～～～太太太太太太太太太太太太陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽のののののののののののの道道道道道道道道道道道道夏きらり～太陽の道～～～～～～～～～～～～～
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野 ひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひまままままままままままままままままままま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畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑畑－日野 ひまわり畑－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

広広広 報報みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみななななななななななななななななななななななみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいみなみいずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずず ９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９
22222222222222222222220000000000000000000000111111111111111111111120166666666666666666666666

№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５№５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５



広報みなみいず２０１６．９２２２

－南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略－

町では、目指すべき将来人口や町の将来像を定めた「南伊豆町人口ビジョン」と、その目標達成に

向け、人口減少や少子高齢化の緩和を図り、将来にわたって南伊豆町が存続していけるよう、地域で

の生産活動を実施していくための計画となる「南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成２７

年度に策定しました。

これらの策定にあたっては、「南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会」、「南伊豆町

百人委員会」での協議など幅広い層の町民から広く意見をいただき、ともに考え、その推進について

も、町民の皆さまとともに取り組んでいきます。

南伊豆町では、人口が毎年１００

人程度（人口の１％以上）減少し

ており、その主な理由は自然減

（出生数よりも死亡者数が多い状

況）となっています。地区別にみ

ると、３０年で半分以下にまで減少

南伊豆町人口ビジョン

している地区もあります。

人口が増えている地区は、上賀

茂・加納・差田・一町田・天神原

の５地区、その他は全て減少して

います。主に海岸部における人口

減少の傾向が見られ、三浜地区の
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落居、西子浦、妻良などでは、３０年

で半分以下にまで減少しています。

なお、この間で小学校は６校か

ら３校に、中学校は４校から２校

に減少し、そのほとんどの学年が

単学級となっています。

町の３０年前から現在までの地区別人口の変化

３０年前から現在にかけて、人口が半分以

下になっている地区がある一方で、増えて

いる地区もある。

総じて、内陸部に比べて沿岸部の地区が

人口減少が著しく、沿岸部の地区における

観光業や漁業の衰退、民宿の減少などが大

きく影響していると考えられる。

３３３

「南伊豆町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」は、２０６０年に約７，０００

人の人口規模を維持し、将来的に

持続可能なまちづくりを実現する

ために、初期段階において必要と

なる施策を体系的にまとめたもの

で、人口減少や少子高齢化が続く

中、将来にわたり南伊豆町が存続

し、地域での生産活動を実施して

いくために必要となる戦略・施策

を定めています。

また、総合戦略を策定した平成

２７年度は、南伊豆町第５次総合計

南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略

画の後期計画期間の初年度でもあ

り、両計画の最終年度を平成３１年

度として、総合計画を中心にその

他個別計画の内容を踏まえ、総合

計画に掲げられた構想を具体化す

る施策および時代に即した新たな

施策を具体的なプロジェクトとと

もに取りまとめています。

策定にあたっては、幅広い層の

町民から広く意見をいただき、と

もに考えてきました。

町職員が主体的に取り組んだア

ンケート調査を皮切りに、「産・

南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略のコンセプト

海・川・山・里を資本として、ひとがつむぐ、

伊豆の先端で輝く南伊豆のミライ

－南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略－

今後、この状況が続くと仮定し

た将来人口推計では、約４５年後の

２０６０年には４，０００人にまで減少す

るとされています。南伊豆町人

口ビジョンでは、毎年１００人程度

減少している人口について、社会

的な増加（転入者を増やし転出者

を抑制する。）を中心に、減少率を

半分程度に抑えることで、２０６０年

に約７，０００人の人口規模を維持し

ていくことを目指しており、観

光・交流人口の拡大、若者の結婚・

出産の希望をかなえるための子

育て・教育支援の充実、若者や

ファミリー層のＵターンや移住

の促進、アクティブシニア層の移

住の促進および転出の抑制など、

ポイントを絞った人口政策によ

り人口規模の目標を達成できる

よう取り組んでいきます。

学・官・金・労・言」の各代表お

よび公募による委員３人を合わせ

た２０人からなる「南伊豆町総合戦

略等策定委員会」、町内の小学校

４年生以上の児童・生徒全てを含

む委員で構成する「南伊豆町百人

委員会」での審議など、地域全体

の取り組みとしての位置づけが確

立され、また、計画策定のプロセ

スも「ひとづくり」の機会と捉え、

町民全体での取り組みとして進め

てきました。

南伊豆町の基本姿勢

南伊豆町の魅力を活かした各世代の多様なライフ

スタイル・ワークスタイルを醸成し、南伊豆町を

取り巻く人の流れを変える

将来目標人口

２０６０年に約７，０００人

現状のまま推移した場合

の人口（社人研推計※）

隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔

※社人研 国立社会保障・人権問題研究所
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略等策定委員会」、町内の小学校

４年生以上の児童・生徒全てを含

む委員で構成する「南伊豆町百人

委員会」での審議など、地域全体

の取り組みとしての位置づけが確

立され、また、計画策定のプロセ

スも「ひとづくり」の機会と捉え、

町民全体での取り組みとして進め

てきました。

南伊豆町の基本姿勢

南伊豆町の魅力を活かした各世代の多様なライフ

スタイル・ワークスタイルを醸成し、南伊豆町を

取り巻く人の流れを変える

将来目標人口

２０６０年に約７，０００人

現状のまま推移した場合

の人口（社人研推計※）

隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔

※社人研 国立社会保障・人権問題研究所



広報みなみいず２０１６．９４４４

－南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略－

南 伊 豆 町 人 口 ビ ジ ョ ン と 南 伊 豆 町 ま ち

南伊豆町人口ビジョン 南伊豆町の魅力を活かした各世代の多様なライフ

目指すべき

将来の方向

■ターゲット１

若い世代の結婚・出産・子育てなどの希

望をかなえ、次世代を担う子どもを育む

■ターゲット２

町出身の若者のUターンを促すととも

に、町外出身の若者の移住を促す

南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略 海 ・ 川 ・ 山 ・ 里 を 資 本 と し て 、

５つの

基本目標

基本目標１
若い世代の結婚・出産・子育ての希望

をかなえるとともに、次世代を担う子

どもを育む地域社会をつくる

基本目標２
南伊豆町の魅力を活かしたライフスタ

イル・ワークスタイルを創出し、若者

の就職時の転出を抑えるとともに、U・

Iターン者の転入を増やす

・町内外を問わず若い世代にとって結婚

の希望をかなえることができるよう

な環境を創出し、婚姻数を増やし、有

配偶者の割合を高める

・安定した収入を得られるようなしごと

やワークスタイルの創出等により、若

い世代にとって出産・子育てをしやす

い環境を充実させ、出生数および合計

特殊出生率を高める

・周産期・小児期のケアの充実や、特色

ある子育て・教育の環境を整え、次世

代を担う子どもを育む

・高校や教育・研究機関等の連携により

若者が地元でしごとに就き、暮らし続

けられるような環境を創出する

・南伊豆町の魅力や近況を情報発信し、

南伊豆町を知り、訪れる人を増やす

・南伊豆町での暮らしやしごとを体験し

てもらい、移住に際する間口を広げ、

ハードルを下げる

・南伊豆町で暮らし働くための環境を整

え、南伊豆町ならではのライフスタイ

ル・ワークスタイルを実現する

【施策分野１】

しごと・雇用

創出分野

【施策分野２】

定住・

移住促進分野

【施策分野３】

結婚・出産・

子育て分野

【施策分野４】

地域づくり分野

◆再生可能エネルギーによる地域経済循環事業

◆南伊豆シゴトづくり支援事業

◆南伊豆町マイスター制度事業

◆南伊豆ブランド磨き６次産業化

◆就業および子育て支援型移住（お試し移住）

◆（仮称）移住推進協議会および移住交流総合

◆お試し移住事業

◆地域ぐるみ子育て応援事業

◆安心して出産できる環境づくり

◆ふるさと大好き南伊豆っ子づくり

◆子どもの「将来の夢」をかなえる寺子屋事業

◆南伊豆分校地域の学び舎推進事業

◆広域連携による効率的な行財政経営の推進

◆地域公共交通の利便性の向上

Ｄ 南伊豆シゴトづくりプロジェクト

Ｂ ”みなみいず暮らし”プロジェクト

Ｅ 子育てが楽しいまちプロジェクト

Ｆ 安心な暮らしづくりプロジェクト

仕事が創出されることで、若者や

ファミリー層が移住したり、住み続

けることができる

子育てが楽しいまちになることで、

ファミリー層が移住したくなったり、

住み続けたくなる

「南伊豆町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」では、「海・川・山・里を

資本として、ひとがつむぐ、伊豆の

先端で輝く南伊豆のミライ」をコン

ることで、人口減少の抑制と町の活

力再生につなげることを目標として、

５つの基本目標に即した６つのプロ

ジェクトを掲げています。

葛

葛

セプトに、人口減少の要因分析結果

に基づき、施策の対象者（ターゲッ

ト）毎の基本目標を設定し、その達

成により、町内外の人の流れを変え

－南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略－

南伊豆町のまち・ひと・しごと創生総合戦略は、「南伊豆町人口ビジョン」、「南伊豆町まち・ひと・しご

と創生総合戦略」、「南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略（アクションプラン）」、「南伊豆町みらい創

造子ども版総合戦略」の４つの計画からなっています。

スタイル・ワークスタイルを醸成し、南伊豆町を取り巻く人の流れを変える

■ターゲット３

町出身のファミリー層のUターンや、町

外出身のファミリー層の移住を促す

■ターゲット４

アクティブシニア層の移住を促すとと

もに、後期高齢者の転出を抑える

■ターゲット５

南伊豆町に関心を寄せ、国内外から南伊

豆町へ訪れる観光・交流人口を増やす

人 が つ む ぐ 、 伊 豆 の 先 端 で 輝 く 南 伊 豆 の ミ ラ イ

基本目標３
しごと、暮らし、子育て、教育、医療

等に関する環境を充実させ、ファミ

リー層の転出を抑え、転入を増やす

基本目標４
南伊豆町が持つ環境を活かして生涯健

康で元気に暮らせる地域社会を創出し、

アクティブシニア層の転入を増やし、

後期高齢者の転出を抑える

基本目標５
伊豆先端の立地を活かし、南伊豆町の

魅力に触れ国内外から訪れる観光・交

流人口を増やす

・新たな産業の創出や、既存産業の成長

支援等により、安定した雇用の場を確

保する

・自然豊かな環境に加え、暮らし、子育

て、教育、医療等のファミリー層の生

活に関する環境を総合的に充実させる

・地域の特色を活かした魅力ある教育環

境を創出し、「南伊豆町で子育てをし

たい」と思える環境を創出する

・南伊豆町の魅力や近況を情報発信し、

南伊豆町を知り、訪れる人を増やす

・高齢者向けのしごとや活躍の場を創出

することにより、生涯にわたり活躍で

き、健康かつ元気で過ごせるような地

域社会を創出する

・南伊豆町が持つ自然や温泉等の環境を

活かして、健康かつ元気で豊かなシニ

アライフを送ることができる環境を

創出する

・買い物、通院、地域公共交通等の高齢

者の生活に関する環境を南伊豆町単

独や広域連携の中で充実させる

・伊豆半島の先端の立地と資源を活かし、

その魅力を輝かせることにより、国内

外から伊豆半島をめぐり南伊豆町へ

訪れる観光・交流人口を拡大するとと

もに他地域居住を推進する

・南伊豆の「ひと・もの・こと」の魅力

を発信することにより、町外の南伊豆

ファンを増やす

◆美しい伊豆創造センターや県・周辺

市町と連携した広域観光振興事業

◆新たな観光の推進事業（観光基本計

画策定、観光協会DMO化）

◆杉並区や交流自治体と連携した都心

部での物産展の開催やアンテナショッ

プの出店

◆（仮）「南伊豆人」の制作を通した南

伊豆町の「ひと」とライフスタイル

の魅力発信事業

◆アクティブシニアのお試し移住・ヘル

スアップ・ステイ事業

◆南伊豆町版CCRC推進事業

窓口における移住希望者の支援事業

◆公共施設等を活用した地域生活支援拠点と地域づくりの場の形成

Ｃ 健康創造型生涯活躍のまち
プロジェクト

※事業は基本目標１と共通

Ａ 南伊豆へようこそ
プロジェクト

観光・交流人口が増えることで、地域経済が拡大する

観光・交流人口が増えることで、移住者や

潜在的な移住希望者が増える

アクティブシニアが住むことで、若者

やファミリー層の仕事が創出される

アクティブシニアが住むことで、

親や祖父母に会いに南伊豆へ訪れ

る人が増える

アクティブシニアが子育て支援に参加する

ことで、ファミリー層が子育てをしやすく

なり、子どもがさまざまなことを教わるこ

とができる

安心な暮らしが確保されることで、各世代

が移住したり、住み続けることができる

若者やファミリー層が増えることで、

地域づくりの担い手が増える

５５５

滑

▼

▼

▲

葛

滑

▲

▼

▲

・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 の 全 体 像



広報みなみいず２０１６．９４４４

－南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略－

南 伊 豆 町 人 口 ビ ジ ョ ン と 南 伊 豆 町 ま ち

南伊豆町人口ビジョン 南伊豆町の魅力を活かした各世代の多様なライフ

目指すべき

将来の方向

■ターゲット１

若い世代の結婚・出産・子育てなどの希

望をかなえ、次世代を担う子どもを育む

■ターゲット２

町出身の若者の Uターンを促すととも

に、町外出身の若者の移住を促す

南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略 海 ・ 川 ・ 山 ・ 里 を 資 本 と し て 、

５つの

基本目標

基本目標１
若い世代の結婚・出産・子育ての希望

をかなえるとともに、次世代を担う子

どもを育む地域社会をつくる

基本目標２
南伊豆町の魅力を活かしたライフスタ

イル・ワークスタイルを創出し、若者

の就職時の転出を抑えるとともに、U・

Iターン者の転入を増やす

・町内外を問わず若い世代にとって結婚

の希望をかなえることができるよう

な環境を創出し、婚姻数を増やし、有

配偶者の割合を高める

・安定した収入を得られるようなしごと

やワークスタイルの創出等により、若

い世代にとって出産・子育てをしやす

い環境を充実させ、出生数および合計

特殊出生率を高める

・周産期・小児期のケアの充実や、特色

ある子育て・教育の環境を整え、次世

代を担う子どもを育む

・高校や教育・研究機関等の連携により

若者が地元でしごとに就き、暮らし続

けられるような環境を創出する

・南伊豆町の魅力や近況を情報発信し、

南伊豆町を知り、訪れる人を増やす

・南伊豆町での暮らしやしごとを体験し

てもらい、移住に際する間口を広げ、

ハードルを下げる

・南伊豆町で暮らし働くための環境を整

え、南伊豆町ならではのライフスタイ

ル・ワークスタイルを実現する

【施策分野１】

しごと・雇用

創出分野

【施策分野２】

定住・

移住促進分野

【施策分野３】

結婚・出産・

子育て分野

【施策分野４】

地域づくり分野

◆再生可能エネルギーによる地域経済循環事業

◆南伊豆シゴトづくり支援事業

◆南伊豆町マイスター制度事業

◆南伊豆ブランド磨き６次産業化

◆就業および子育て支援型移住（お試し移住）

◆（仮称）移住推進協議会および移住交流総合

◆お試し移住事業

◆地域ぐるみ子育て応援事業

◆安心して出産できる環境づくり

◆ふるさと大好き南伊豆っ子づくり

◆子どもの「将来の夢」をかなえる寺子屋事業

◆南伊豆分校地域の学び舎推進事業

◆広域連携による効率的な行財政経営の推進

◆地域公共交通の利便性の向上

Ｄ 南伊豆シゴトづくりプロジェクト

Ｂ ”みなみいず暮らし”プロジェクト

Ｅ 子育てが楽しいまちプロジェクト

Ｆ 安心な暮らしづくりプロジェクト

仕事が創出されることで、若者や

ファミリー層が移住したり、住み続

けることができる

子育てが楽しいまちになることで、

ファミリー層が移住したくなったり、

住み続けたくなる

「南伊豆町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」では、「海・川・山・里を

資本として、ひとがつむぐ、伊豆の

先端で輝く南伊豆のミライ」をコン

ることで、人口減少の抑制と町の活

力再生につなげることを目標として、

５つの基本目標に即した６つのプロ

ジェクトを掲げています。

葛

葛

セプトに、人口減少の要因分析結果

に基づき、施策の対象者（ターゲッ

ト）毎の基本目標を設定し、その達

成により、町内外の人の流れを変え

－南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略－

南伊豆町のまち・ひと・しごと創生総合戦略は、「南伊豆町人口ビジョン」、「南伊豆町まち・ひと・しご

と創生総合戦略」、「南伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略（アクションプラン）」、「南伊豆町みらい創

造子ども版総合戦略」の４つの計画からなっています。

スタイル・ワークスタイルを醸成し、南伊豆町を取り巻く人の流れを変える

■ターゲット３

町出身のファミリー層の Uターンや、町

外出身のファミリー層の移住を促す

■ターゲット４

アクティブシニア層の移住を促すとと

もに、後期高齢者の転出を抑える

■ターゲット５

南伊豆町に関心を寄せ、国内外から南伊

豆町へ訪れる観光・交流人口を増やす

人 が つ む ぐ 、 伊 豆 の 先 端 で 輝 く 南 伊 豆 の ミ ラ イ

基本目標３
しごと、暮らし、子育て、教育、医療

等に関する環境を充実させ、ファミ

リー層の転出を抑え、転入を増やす

基本目標４
南伊豆町が持つ環境を活かして生涯健

康で元気に暮らせる地域社会を創出し、

アクティブシニア層の転入を増やし、

後期高齢者の転出を抑える

基本目標５
伊豆先端の立地を活かし、南伊豆町の

魅力に触れ国内外から訪れる観光・交

流人口を増やす

・新たな産業の創出や、既存産業の成長

支援等により、安定した雇用の場を確

保する

・自然豊かな環境に加え、暮らし、子育

て、教育、医療等のファミリー層の生

活に関する環境を総合的に充実させる

・地域の特色を活かした魅力ある教育環

境を創出し、「南伊豆町で子育てをし

たい」と思える環境を創出する

・南伊豆町の魅力や近況を情報発信し、

南伊豆町を知り、訪れる人を増やす

・高齢者向けのしごとや活躍の場を創出

することにより、生涯にわたり活躍で

き、健康かつ元気で過ごせるような地

域社会を創出する

・南伊豆町が持つ自然や温泉等の環境を

活かして、健康かつ元気で豊かなシニ

アライフを送ることができる環境を

創出する

・買い物、通院、地域公共交通等の高齢

者の生活に関する環境を南伊豆町単

独や広域連携の中で充実させる

・伊豆半島の先端の立地と資源を活かし、

その魅力を輝かせることにより、国内

外から伊豆半島をめぐり南伊豆町へ

訪れる観光・交流人口を拡大するとと

もに他地域居住を推進する

・南伊豆の「ひと・もの・こと」の魅力

を発信することにより、町外の南伊豆

ファンを増やす

◆美しい伊豆創造センターや県・周辺

市町と連携した広域観光振興事業

◆新たな観光の推進事業（観光基本計

画策定、観光協会DMO化）

◆杉並区や交流自治体と連携した都心

部での物産展の開催やアンテナショッ

プの出店

◆（仮）「南伊豆人」の制作を通した南

伊豆町の「ひと」とライフスタイル

の魅力発信事業

◆アクティブシニアのお試し移住・ヘル

スアップ・ステイ事業

◆南伊豆町版CCRC推進事業

窓口における移住希望者の支援事業

◆公共施設等を活用した地域生活支援拠点と地域づくりの場の形成

Ｃ 健康創造型生涯活躍のまち
プロジェクト

※事業は基本目標１と共通

Ａ 南伊豆へようこそ
プロジェクト

観光・交流人口が増えることで、地域経済が拡大する

観光・交流人口が増えることで、移住者や

潜在的な移住希望者が増える

アクティブシニアが住むことで、若者

やファミリー層の仕事が創出される

アクティブシニアが住むことで、

親や祖父母に会いに南伊豆へ訪れ

る人が増える

アクティブシニアが子育て支援に参加する

ことで、ファミリー層が子育てをしやすく

なり、子どもがさまざまなことを教わるこ

とができる

安心な暮らしが確保されることで、各世代

が移住したり、住み続けることができる

若者やファミリー層が増えることで、

地域づくりの担い手が増える

５５５

滑

▼

▼

▲

葛

滑

▲

▼

▲

・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 の 全 体 像



農業委員会等に関する法律の一部が改正されたことにより、

農業委員の選出方法が選挙制から町議会の同意を要件とする

町長の任命制に変わり、平成２８年４月１日から全国の各農業委

員会で順次移行が行われています。南伊豆町農業委員会では、

７月３０日に委員の任期が切れることに伴い、７月３１日から新た

な組織へと変わりました。

農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農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委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会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委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委農業委員会の委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員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決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決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が決まりました

農農農農農農農農農農 業業業業業業業業業業 委委委委委委委委委委農 業 委 員員員員員員員員員員員

担当地区氏名議席

石井・加納髙野 多喜雄１

吉祥・差田・立岩・吉田金 子 勲２

蛇石・平戸・市之瀬・
川合野・青野

山 本 篤３

手石・湊・青市関 本 宗 一４

入間・中木萩 原 作 之５

石廊崎・大瀬・下流山 本 道 男６

一條・上賀茂鈴 木 盛 行７

伊浜・一町田・天神原齋 藤 國 治８

妻良・東子浦・西子浦・
落居

土 田 光 夫９

下賀茂・ニ條鈴 木 欽 也１０

上小野・岩殿・毛倉野・
下小野

石 川 憲 一１１

任期：平成２８年７月３１日～平成３１年７月３０日

新たな体制では、農地等の利用の最適化を推

進するための農地利用最適化推進委員を、農業

委員会の委嘱により設置することが義務付け

られています。推進委員については、選考中で

すので、委嘱され次第お知らせします。

農業委員会では、地域における優良農地の確

保を目的として、農地の売買や賃借等の権利移

転申請、農地を宅地等の他の目的に変更する転

用申請等について、農地等の法律に基づいて判

断しています。

農地法の手続きが必要となる場合は、農業委

員または農業委員会事務局（地域整備課内）ま

でご相談ください。

農農農農農農農農農農地地地地地地地地地地利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用最最最最最最最最最最適適適適適適適適適適化化化化化化化化化化推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進委委委委委委委委委委農地利用最適化推進委員員員員員員員員員員員

農農農農農農農農農農業業業業業業業業業業委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員会会会会会会会会会会のののののののののの役役役役役役役役役役割割割割割割割割割割とととととととととと農農農農農農農農農農地地地地地地地地地地法法法法法法法法法法のののののののののの手手手手手手手手手手続続続続続続続続続続農業委員会の役割と農地法の手続ききききききききききき

問合せ 農業委員会事務局（地域整備課内）

緯６２－６２７７

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９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月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００００００００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日ははははははははははははははははははははははははははは「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道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下水道の日」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」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です
町では、平成２年度に公共下水道計画を策定し、現在も下水道の

整備を続けています。国からの補助を受けながらたくさんのお金

をかけて下水道を整備していますが、現在の加入率は５０．７％と低迷

しています。

公共下水道への接続や単独浄化槽から合併浄化槽への切替えは、

河川や海岸の水質保全に繋がります。まずは、できることから始め

ましょう。下水道マスコットキャラクター

「スイスイ」

問合せ 生活環境課 下水道係 緯６２－６２７０

広報みなみいず２０１６．９６６６

こここここここここここここここここここここここここどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももももももももももも医医医医医医医医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療療療療療療療療こども医療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費

受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給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更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更受給者証更新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新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のお知らせ

受付開始 ９月１２日（月）～

※土日、祝日を除く

受付時間 ８：３０～１７：１５

必要なもの こども医療費受給者証交付申請書

（受給者へ郵送します）

印鑑、こどもの健康保険証

※１０月１日から新しい受給者証となりますので、

医療機関にかかる前に申請してください。

７７７

問合せ 健康福祉課 国民健康保険係 緯６２－６２３３

問合せ 健康福祉課 子育て支援係
緯６２－６２３３

現在、ご使用のこども医療費受給者証の有効

期限は９月３０日までとなっています。引き続き

助成を受けるためには、こども医療費受給者証

の更新申請が必要となりますので、申請の手続

きをしてください。

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国民健康保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が変わります

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００００００００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月１日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ら

今までお使いの「藤色」の保険証が、１０月１日から「ウグイ

ス色」の保険証に変わります。

９月中旬に新しい保険証を郵送しますので、１０月以降は新し

い保険証をご使用ください。

また、有効期限の切れた保

険証は、健康福祉課まで返却

してください。ご自分で処分

する場合は、はさみで細かく

切るなどして処分してくださ

い。（個人情報が漏れないよ

うに注意してください。）

国保の加入・脱退について

国民健康保険に加入している

人が就職して職場の保険（社会

保険）に加入したときや、社会

保険などに加入している人が退

職したり扶養から外れたりして

国民健康保険に加入するとき、

住所が変わったときなどは、必

ず１４日以内に届出をしてください。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度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年度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ら

敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝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金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部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敬老祝い金を一部変更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更

問合せ 健康福祉課 福祉介護保険係
緯６２－６２３３

町では、多年にわたり社会に尽力してきた高

齢者に敬愛の意を表し、長寿をお祝いするため

敬老祝い金を贈呈しています。敬老祝い金の贈

呈対象年齢は、これまで８０歳以上でしたが、平成

２８年度からは１００歳、８８歳、８０歳の３区分になります。

敬老
祝い金

対象者

※平成２９年４月１日現在の年齢

３０，０００円

１００歳（百寿）

大正５年４月２日～大正６年４月１日生

※贈呈方法について、対象者に町から

ご案内します

５，０００円

８８歳（米寿）

昭和３年４月２日～昭和４年４月１日生

平成２８年９月１日に南伊豆町に在住

※自治会を通じて９月頃贈呈します

３，０００円

８０歳（傘寿）

昭和１１年４月２日～昭和１２年４月１日生

平成２８年９月１日に南伊豆町に在住

※自治会を通じて９月頃贈呈します



農業委員会等に関する法律の一部が改正されたことにより、

農業委員の選出方法が選挙制から町議会の同意を要件とする

町長の任命制に変わり、平成２８年４月１日から全国の各農業委

員会で順次移行が行われています。南伊豆町農業委員会では、

７月３０日に委員の任期が切れることに伴い、７月３１日から新た

な組織へと変わりました。

農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農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委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会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委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委農業委員会の委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員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決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決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が決まりました

農農農農農農農農農農 業業業業業業業業業業 委委委委委委委委委委農 業 委 員員員員員員員員員員員

担当地区氏名議席

石井・加納髙野 多喜雄１

吉祥・差田・立岩・吉田金 子 勲２

蛇石・平戸・市之瀬・
川合野・青野

山 本 篤３

手石・湊・青市関 本 宗 一４

入間・中木萩 原 作 之５

石廊崎・大瀬・下流山 本 道 男６

一條・上賀茂鈴 木 盛 行７

伊浜・一町田・天神原齋 藤 國 治８

妻良・東子浦・西子浦・
落居

土 田 光 夫９

下賀茂・ニ條鈴 木 欽 也１０

上小野・岩殿・毛倉野・
下小野

石 川 憲 一１１

任期：平成２８年７月３１日～平成３１年７月３０日

新たな体制では、農地等の利用の最適化を推

進するための農地利用最適化推進委員を、農業

委員会の委嘱により設置することが義務付け

られています。推進委員については、選考中で

すので、委嘱され次第お知らせします。

農業委員会では、地域における優良農地の確

保を目的として、農地の売買や賃借等の権利移

転申請、農地を宅地等の他の目的に変更する転

用申請等について、農地等の法律に基づいて判

断しています。

農地法の手続きが必要となる場合は、農業委

員または農業委員会事務局（地域整備課内）ま

でご相談ください。

農農農農農農農農農農地地地地地地地地地地利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用最最最最最最最最最最適適適適適適適適適適化化化化化化化化化化推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進委委委委委委委委委委農地利用最適化推進委員員員員員員員員員員員

農農農農農農農農農農業業業業業業業業業業委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員会会会会会会会会会会のののののののののの役役役役役役役役役役割割割割割割割割割割とととととととととと農農農農農農農農農農地地地地地地地地地地法法法法法法法法法法のののののののののの手手手手手手手手手手続続続続続続続続続続農業委員会の役割と農地法の手続ききききききききききき

問合せ 農業委員会事務局（地域整備課内）

緯６２－６２７７

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９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月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００００００００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日ははははははははははははははははははははははははははは「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道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下水道の日」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」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です
町では、平成２年度に公共下水道計画を策定し、現在も下水道の

整備を続けています。国からの補助を受けながらたくさんのお金

をかけて下水道を整備していますが、現在の加入率は５０．７％と低迷

しています。

公共下水道への接続や単独浄化槽から合併浄化槽への切替えは、

河川や海岸の水質保全に繋がります。まずは、できることから始め

ましょう。下水道マスコットキャラクター

「スイスイ」

問合せ 生活環境課 下水道係 緯６２－６２７０

広報みなみいず２０１６．９６６６

こここここここここここここここここここここここここどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももももももももももも医医医医医医医医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療療療療療療療療こども医療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費

受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給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更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更受給者証更新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新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のお知らせ

受付開始 ９月１２日（月）～

※土日、祝日を除く

受付時間 ８：３０～１７：１５

必要なもの こども医療費受給者証交付申請書

（受給者へ郵送します）

印鑑、こどもの健康保険証

※１０月１日から新しい受給者証となりますので、

医療機関にかかる前に申請してください。

７７７

問合せ 健康福祉課 国民健康保険係 緯６２－６２３３

問合せ 健康福祉課 子育て支援係
緯６２－６２３３

現在、ご使用のこども医療費受給者証の有効

期限は９月３０日までとなっています。引き続き

助成を受けるためには、こども医療費受給者証

の更新申請が必要となりますので、申請の手続

きをしてください。

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国民健康保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が変わります

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００００００００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月１日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ら

今までお使いの「藤色」の保険証が、１０月１日から「ウグイ

ス色」の保険証に変わります。

９月中旬に新しい保険証を郵送しますので、１０月以降は新し

い保険証をご使用ください。

また、有効期限の切れた保

険証は、健康福祉課まで返却

してください。ご自分で処分

する場合は、はさみで細かく

切るなどして処分してくださ

い。（個人情報が漏れないよ

うに注意してください。）

国保の加入・脱退について

国民健康保険に加入している

人が就職して職場の保険（社会

保険）に加入したときや、社会

保険などに加入している人が退

職したり扶養から外れたりして

国民健康保険に加入するとき、

住所が変わったときなどは、必

ず１４日以内に届出をしてください。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度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年度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ら

敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝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金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部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敬老祝い金を一部変更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更

問合せ 健康福祉課 福祉介護保険係
緯６２－６２３３

町では、多年にわたり社会に尽力してきた高

齢者に敬愛の意を表し、長寿をお祝いするため

敬老祝い金を贈呈しています。敬老祝い金の贈

呈対象年齢は、これまで８０歳以上でしたが、平成

２８年度からは１００歳、８８歳、８０歳の３区分になります。

敬老
祝い金

対象者

※平成２９年４月１日現在の年齢

３０，０００円

１００歳（百寿）

大正５年４月２日～大正６年４月１日生

※贈呈方法について、対象者に町から

ご案内します

５，０００円

８８歳（米寿）

昭和３年４月２日～昭和４年４月１日生

平成２８年９月１日に南伊豆町に在住

※自治会を通じて９月頃贈呈します

３，０００円

８０歳（傘寿）

昭和１１年４月２日～昭和１２年４月１日生

平成２８年９月１日に南伊豆町に在住

※自治会を通じて９月頃贈呈します



高温多湿な環境により、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、大量の発

汗、めまい、倦怠感、吐き気などの症状を起こす病気です。室内でも発症する場

合があり、特にお年寄りや子どもはかかりやすいため注意が必要です。

熱中症とは？

熱中症予防のポイント

猿扇風機やエアコンを上手に使いましょう！

猿水分と塩分の補給を！

猿日傘や帽子で日よけ対策も！

猿普段から栄養バランスの良い食事と体力づくりを！

猿周囲の人に気を配り、熱中症予防の呼びかけを！

熱中症が疑われる人への対応

猿涼しい場所へ避難させる

猿衣服を緩め、体を冷やす

猿水分・塩分を補給する

猿自分で水が飲めない、意識がない

場合は、直ちに救急車を呼ぶ！

油断は禁物外熱中症に気をつけて鎧

問合せ 商工観光課 観光推進係 緯６２－６３００

弓ヶ浜海水浴場において、第１回

弓ヶ浜国際オープンウォータース

イムが開催されます。

オープンウォータースイムとは、

海、川、湖などの自然の水の中で

行われる、長距離水泳競技です。

当大会は、リオオリンピックで

活躍した貴田裕美選手をはじめ、
き だ ゆ み

世界の招待選手が参戦します。迫

力ある世界レベルの選手たちの泳

ぎを見にぜひお越しください。

日時 ９月１８日（日）１０：３０～

競技種目 １,５００庵、３,０００庵、４,５００庵

（各部門にウェット有り、無しがあり

ます）

９９９月月
１１８８日日

（日（日
））

第１第１回回

弓ヶ浜国際オープ弓ヶ浜国際オープンン
ウォータースイム開ウォータースイム開催催外外

前夜祭外

第１回弓ヶ浜国際オープンウォータースイムの前

夜祭を開催します。弓ヶ浜海水浴場特設ステージで

行われる、アーティストたちのパフォーマンスをお

楽しみください！

日時 ９月１７日（土）１７：００～２１：００

会場 弓ヶ浜海水浴場特設ステージ

※パフォーマンスの他、夜店も出店します！

黒潮ウェルカムファンクショ黒潮ウェルカムファンクションン
９９月月１１７７日日
（土（土））

広報みなみいず２０１６．９８８８

まちのできごと

９９９

認知症の人やその家族、地域の方々が気軽に集

える場所「カフェみなと」がみなとの園にオープ

ンしました。訪れた人々は、お茶を飲みながら交

流や情報交換をして、地域住民のつながりや、認

知症に対する理解を深めていました。

７/２１ カフェみなとオープン

カフェで交流する利用者たち

「南伊豆東中学校区防災キャンプ」が南伊豆東中

学校で行われました。参加者たちは、避難所生活

を想定した炊き出しや、体育館での宿泊体験を通

じて、助け合う心や、人のために行動することの

大切さについて学びました。

８/９～１０ 防災意識の高揚を図る

避難所運営ゲームHUGに取り組む参加者たち

「サイエンス教室～さかなの透明骨格標本づく

り～」が役場で行われました。参加した小中学生

は、ピンセットとはさみを使って魚の骨格標本づ

くりに挑戦し、普段の学校教育とは違った角度か

ら、理科の魅力や面白さを学んでいました。

８/２ 透明骨格標本づくりに挑戦

ピンセットを使い真剣に取り組む児童たち

県無形文化財に指定されている「妻良の盆踊り」

が妻良海岸で行われました。観光客や帰省客も輪

に加わり、花笠をかぶった浴衣姿の地元の女性に

踊りを教わりながら、念仏調の歌とお囃子に合わ
はや し

せ、盆踊りを楽しんでいました。

８/１５ 浜辺で優雅に盆踊り

優雅に踊る地元女性たち

下田総合庁舎で開催された静岡県道路利用者会議

下田支部会議において「湊花の会」が道路愛護優良団

体表彰を受けました。

同団体は、平成19年に「しずおかアダプトロード

プログラム制度」に賛同し設立。湊地区の住民が協力

して、一般県道手石湊線沿いの道路環境美化活動を

行っています。

道道路愛護優良団体表彰受道路愛護優良団体表彰受賞賞



高温多湿な環境により、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、大量の発

汗、めまい、倦怠感、吐き気などの症状を起こす病気です。室内でも発症する場

合があり、特にお年寄りや子どもはかかりやすいため注意が必要です。

熱中症とは？

熱中症予防のポイント

猿扇風機やエアコンを上手に使いましょう！

猿水分と塩分の補給を！

猿日傘や帽子で日よけ対策も！

猿普段から栄養バランスの良い食事と体力づくりを！

猿周囲の人に気を配り、熱中症予防の呼びかけを！

熱中症が疑われる人への対応

猿涼しい場所へ避難させる

猿衣服を緩め、体を冷やす

猿水分・塩分を補給する

猿自分で水が飲めない、意識がない

場合は、直ちに救急車を呼ぶ！

油断は禁物外熱中症に気をつけて鎧

問合せ 商工観光課 観光推進係 緯６２－６３００

弓ヶ浜海水浴場において、第１回

弓ヶ浜国際オープンウォータース

イムが開催されます。

オープンウォータースイムとは、

海、川、湖などの自然の水の中で

行われる、長距離水泳競技です。

当大会は、リオオリンピックで

活躍した貴田裕美選手をはじめ、
き だ ゆ み

世界の招待選手が参戦します。迫

力ある世界レベルの選手たちの泳

ぎを見にぜひお越しください。

日時 ９月１８日（日）１０：３０～

競技種目 １,５００庵、３,０００庵、４,５００庵

（各部門にウェット有り、無しがあり

ます）

９９９月月
１１８８日日

（日（日
））

第１第１回回

弓ヶ浜国際オープ弓ヶ浜国際オープンン
ウォータースイム開ウォータースイム開催催外外

前夜祭外

第１回弓ヶ浜国際オープンウォータースイムの前

夜祭を開催します。弓ヶ浜海水浴場特設ステージで

行われる、アーティストたちのパフォーマンスをお

楽しみください！

日時 ９月１７日（土）１７：００～２１：００

会場 弓ヶ浜海水浴場特設ステージ

※パフォーマンスの他、夜店も出店します！

黒潮ウェルカムファンクショ黒潮ウェルカムファンクションン
９９月月１１７７日日
（土（土））

広報みなみいず２０１６．９８８８

まちのできごと

９９９

認知症の人やその家族、地域の方々が気軽に集

える場所「カフェみなと」がみなとの園にオープ

ンしました。訪れた人々は、お茶を飲みながら交

流や情報交換をして、地域住民のつながりや、認

知症に対する理解を深めていました。
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じて、助け合う心や、人のために行動することの
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図書館では、町内１３か所に配本

所を設け、近くの人にご利用いた

だいています。

また、本の宅配もしています。

「本は大好きなんだけれど、車の

運転が出来ず、またバス停も遠い

ので、図書館まで行くことができ

ない。」「図書館が近くで、読みた

い本はたくさんあるけれど、足が

不自由で。」と、さまざまな理由で

来館できない人がいます。 そん

な時には、図書館の本の宅配サー

ビスをご利用ください。ご連絡い

ただければ、すぐに対応します。

“いつでも、どこでも、だれでも

読みたい本が手に

入る”図書館を目指

し、サービス網を充

実していきます。

広報みなみいず２０１６．９１１１０
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菅野 完

外山滋比古

野本 裕子

小澤 祥司

緑川 鮎香

嵐山光三郎

大岡 信

小川 糸

石井 睦美

伊坂幸太郎

重松 清

なかにし礼

蓮實 重彦

朱川 湊人

ドナル・ライアン

日本会議の研究

家庭という学校

医師もびっくり！認知症が治っている

電力自由化で何が変わるか

アボガドがあればごちそうレシピ

漂流怪人・きだみのる

折々のうた（春・夏）

ツバキ文具店

ご機嫌な彼女たち

サブマリン

たんぽぽ団地

闘う力

伯爵夫人

主夫のトモロー

軋む心

家族と仕事を失った杉

村三郎は私立探偵事務所

を開業。ある日、亡き父

が生前に残した「昔、人を

殺した」という告白の真

偽の調査依頼が舞い込む。

「希望荘」

宮部みゆき著／小学館

年々、平均寿命が延び

続ける超長寿国・日本。だ

が認知症、寝たきり老人

が膨大に存在する今、親

の介護は地獄だ。本音で

ラクになる生き方とは？

「もう親を捨てるしかない」

島田裕巳著／幻冬舎

佐賀県庁職員でありな

がら救急医療改革を全国

に広める活動を続けてい

る著者は、庁舎にいる時

間も少なく「そろそろクビ

か？」と揶揄される毎日。

「県庁そろそろクビですか」

円城寺雄介著／小学館

高齢化社会の中でいか

に尊厳をもって生きるの

か。日本を代表する知識

人でおしどり夫婦と言わ

れてきた三浦朱門、曽野

綾子氏の交換エッセイ集。

「我が家の内輪話」

三浦朱門・曽野綾子著

／世界文化社

分別ある侍たちが、な

ぜ武家の一線を越えたの

か。若き徒目付の片岡直

人に振られたのは、腑に

落ちぬ事件にひそむ「真の

動機」を探ることだった。

「半席」

青山文平著／新潮社

みんな、普通の人だっ

た。二度と戻れぬ。遠き

ふるさと。戦争によって

引き裂かれた、男たちの

運命とは。名もなき人々

の矜恃ある生を描く。

「帰郷」

住友銀行から「夕日

ビール」と蔑まれたアサ

ヒビールに乗り込んだ樋

口。次々と業界のタブー

に挑んだ伝説の男とは。

著者最後の企業小説。

「最強の経営者」

高杉良著／プレジデント社

「モンスターマザー」

福田ますみ著／新潮社

犯行現場に臨場し、そ

の手口から犯人の目星を

つける“盗犯捜査の職人”

警視庁捜査三課の萩尾が、

相棒の秋穂とともに“盗

みの職人”に対峙する。

「真贋」

今野敏著／双葉社

自力整体で背骨を調整

し視力回復。からだと自

律神経のしくみを理解し

背骨をケアする自力整体

の実践でメガネを手放せ

ます。

「裸眼のススメ」

矢上裕著／サンガ

浅田次郎著／集英社

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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本の宅配をしています本の宅配をしています！！

「息子は校長に殺され

た」母親と人権派弁護士の

執拗な責任追及に追い込

まれる高校。だが教師た

ちは真実を求め、ついに

反撃に転じた。

健康レシピ

肉を揚げないのでヘルシー

な酢鶏です。

渇 材料／４人分 活

ここがポイント！

①鶏もも肉は一口サイズに切り、片栗粉をまぶす。玉ねぎは一

口サイズに切る。にんじんは皮を剥いて一口サイズの乱切り

にし、下茹でする。ピーマンはヘタを落として種を取り除き、

一口サイズに切る。しいたけは軸を切り落とし、一口サイズ

に切る。

②Ａを混ぜる。

③フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉をこんがりと焼く。

④③を一旦取り出し、玉ねぎを透き通るまで炒めたら、にんじ

ん、ピーマン、しいたけを加えてさっと炒める。

⑤②を加え、鶏もも肉を戻し入れてとろみがつくまで煮たら、

さらにひと煮たちさせる。

渇 作り方 活

（１人分エネルギー１６５kcal、塩分０．７g）

１１１１

移住交流の拠点づくり

鶏もも肉 (皮なし)……２８０ｇ

片栗粉……………………適量

サラダ油…………………大さじ２

玉ねぎ……………………１/４個

にんじん…………………１/４本

ピーマン…………………２個

しいたけ…………………中２個

ヘルシー酢鶏
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

水………………１００ml

トマトケチャップ

……大さじ２

しょうゆ………大さじ２/３

酢………………大さじ１

こしょう………少々

片栗粉…………大さじ１

原
松

鏑木

た地域の方々の力をお借りし、施設

の活用と地域に必要なものについて、

意見交換を何度か行いましたが、そ

の中でも、お風呂や大広間で昭和の

雰囲気を感じながら、気軽に情報交

換や談話ができる場所があったら面

白いと思っています。

この施設の活用方法はまだ決定し

ていません。皆さんの中で一緒にこ

の施設を活用して、何かやりたい人

がいらっしゃいましたら、ぜひ、意

見交換させてもらえませんか。今後、

拠点づくりについては「ミナミイズ

人と経済活性化推進協議会」とも連

携を進めていき、地域の拠点となる、

人々が笑って集える場所を作りたい

と思います。皆さまの協力とお力添

えをぜひお願いします。隊員 鏑木
かぶら ぎ

７月号の広報でご紹介したとおり、

旧ニュー南伊豆ホテルを、地域住民

の交流や、住民と移住した人・したい

人の交流拠点とすることを目的に、

整備を進めています。施設内部の不

用品整理もひと段落し、現在、掃除

をしながら改修部分についての検討

を行っています。まずは、この施設

で何をしたいかを考え、必要な改修

を順位付けしていき、活用方法につ

いて検討していきます。

そういった中で、まずは、私のや

りたいこと、できることを活かした

拠点づくりをしていきたいと考えて

おり、その実現に向け、多種多様な

ご意見を聞きながら、検討できれば

と思います。

また、移住してきてから知り合っ
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携を進めていき、地域の拠点となる、

人々が笑って集える場所を作りたい

と思います。皆さまの協力とお力添

えをぜひお願いします。隊員 鏑木
かぶら ぎ

７月号の広報でご紹介したとおり、

旧ニュー南伊豆ホテルを、地域住民

の交流や、住民と移住した人・したい

人の交流拠点とすることを目的に、

整備を進めています。施設内部の不

用品整理もひと段落し、現在、掃除

をしながら改修部分についての検討

を行っています。まずは、この施設

で何をしたいかを考え、必要な改修

を順位付けしていき、活用方法につ

いて検討していきます。

そういった中で、まずは、私のや

りたいこと、できることを活かした

拠点づくりをしていきたいと考えて

おり、その実現に向け、多種多様な

ご意見を聞きながら、検討できれば

と思います。

また、移住してきてから知り合っ
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おお知知ららせせ

岩殿地区では、前年度に引き続

き、青野川の治水安定のために改

修工事を行います。

環境に配慮した多自然型護岸と

して、コンクリートの使用を最小

限とした石積工法を採用していま

す。工事は、雨が少なくなる11

月から始めます。

工事へのご理解とご協力をお願

いします。

問合せ

下田土木事務所 工事第１課

緯２４－２１１４

平成２９年４月１日採用の職員を

下記のとおり募集します。

職務内容 組合の一般事務（火葬業

務を兼務）

募集人数 １人（高卒以上）

受検資格 昭和５２年４月２日以降に

生まれた人

受付期間 ９月１２日～２１日

試験日 １０月１６日（日）

試験科目 教養試験、小論文、事務

適性検査、面接

資料請求 上記受付期間を考慮のう

え、組合事務局まで、請求願いま

す。その際、１４０円切手を貼付し、

返送先を明記した角２封筒を同封

の上、郵送してください。

※電話のお問合せは詳細の対応がで

きない場合があります。

問合せ 伊豆斎場組合事務局

（下田市役所 市民保健課内）

〒４１５－８５０１

下田市東本郷一丁目５番１８号

緯２２－２２１５

伊豆斎場組合職員
（一般事務）募集

「ゲートキーパー」とは、身近な

人の自殺の危険を示すサインに気

づき、適切な支援につなげる人の

ことです。

悩んでいる人に、気に掛けてい

るとメッセージを発すること自体

が孤立防止につながることを知っ

てもらうための研修会です。

日時 ９月２７日(火)１３：３０～１５：４５

場所 下田総合庁舎４階 第８会議室

対象者 ゲートキーパーに関心のあ

る人

内容 ゲートキーパー研修会、アロ

マを使ったセルフケア

※研修に併せて、アロマを使ったセ

ルフケア、精油の香りと心身への

効果、ハンドマッサージで受講者

の日頃の疲れやストレスを癒します。

定員 ２０人（先着順）

申込方法 電話で申し込みください。

申込期間 ９月２３日（金）

問合せ

賀茂健康福祉センター 福祉課

緯２４－２０５６

ゲートキーパー研修会
開催

伊豆の７つの道の駅をめぐる

「伊豆道の駅スタンプラリー２０１６」

を、昨年に引き続き開催します。

スタンプ３個から応募可能で、ス

タンプ数に応じて、伊豆地域の特

産品を当選総数２１０人にプレゼン

トします。ぜひご参加ください。

開催期間 平成２９年１月１５日（日）

場所 伊豆地域内の道の駅

参加方法 道の駅等にある台紙にス

タンプを押印の上、応募してくだ

さい。

問合せ 伊豆道の駅ネットワーク協

議会事務局

緯０５５－９３４－２０１０

（平日９：００～１７：００）

死info@izu-michi-net.com

伊豆道の駅スタンプ
ラリー２０１６開催

青野川・岩殿の河川改
修のお知らせ

１０月１日～７日は「公証週間」で

す。この期間中、下記のとおり無

料夜間相談・無料休日相談を行い

ます。

無料夜間相談 １０月３日（月）～

７日（金）１７：００～１９：００

無料休日相談 １０月１日（土）

１０：００～１５：００

相談内容 相続・遺言、任意後見、

尊厳死宣言、金銭賃借、離婚給付・

年金分割、土地建物賃貸借等

場所 下田公証役場（下田市西本郷

１－２－５ 佐々木ビル３階）

申込方法 事前電話による予約制

申込み・問合せ 下田公証役場

緯２２－５５２１

公証週間中の無料
夜間・休日相談開催

伊豆地域の優れた食材や加工品

などを広く消費者にＰＲし、商工

会と地域事業者が共に伊豆地域の

活性化と食材の地産地消拡大によ

る地方創生を目指す「ＩＺＵ食彩

トレイドフェア」を開催します。

伊豆地区の商工会が実施する１

日限定の食材市場へぜひお越しく

ださい。

日時 ９月１８日（日）９：３０～１４：００

場所 伊豆市生きいきプラザ

（伊豆市小立野６６－１）

内容 食品、食材加工品の販売

出展者 伊豆地区の農林水産業およ

び食品取扱事業所または団体など

入場料 無料

問合せ 南伊豆町商工会

緯６２－０６７５

ＩＺＵ食彩トレイド
フェア開催

※平成２７年度工事完成後の様子

１１１３

平成２８年７月１日から７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

勇美・和７．１７山 田 穂 波
ほ なみ

加納

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

７．１８７髙 橋 吾 一一條

７．２８４飯 田 争 幸吉田

７．３６８松本みつ代市之瀬

７．５９２山 田 貢湊

７．５８８菊池きくゑ大瀬

７．９７１鈴 木 秀 夫石井

７．８３８山 本 重 雄中木

７．１１９１佐 藤 米 夫湊

７．２１８４山本たか子大瀬

７．２１９２髙 橋 信 雄青市

７．２３８７山 本 閥 夫吉祥

※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 ３，９６１世帯

人 口 ８，７３３人（－１５）

男 ４，１８８人 女 ４，５４５人

転 入 １６ 転 出 １５

出 生 １ 死 亡 １７

（８月１日現在）

人の動き

（７月中）

９月は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療

保険料、国民年金保険料の納付月です。
納期限内に忘れずに納めましょう。

税金・料金の納付は便利な口座振替で。お申込みは、各金融機関窓口まで。

溶連菌感染症

溶連菌という細菌がのどに感染

して、のどの痛みや熱、体や手足

に発疹が出る。

子どもは病気にかかると重症化

しやすいため、予防接種は必ず受

けましょう。また、大人も普段か

ら手洗い・うがいをし、感染症の

流行期にはマスクを着用しましょう。

賀茂地域には小児科の夜間救急を

行っているところはありませんの

で、早めの受診をお勧めします。

轄問 下田メディカルセンター

緯２５－２５２５

乳幼児期の感染症はつきもので、

当院でもおたふくかぜ、ヘルパン

ギーナ（乳幼児期に流行する夏風

邪の一種）が流行し、多くのお子

さんが小児科を受診されました。

【お子さんに多い感染症】

おたふくかぜ

感染しやすいのは発症３日前～

耳下腺腫脹後４日間。

ヘルパンギーナ

３８～４０℃の高熱が２～３日続く。

のどの奥に小さな水ぶくれができ

て食べれなくなる。機嫌が悪くな

る。水分がのめなくなると脱水を

起こす。

お母さんに伝えたいこと

看護部長 高田穂積

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

「塩尻ぶどう詰め合わせ」は
いかがですか

【塩尻ぶどう詰め合わせ】

１セット ４，０００円（送料込み）

※限定３０セット

申込方法 電話でお申し込みください。

配送時期 ９月下旬予定

轄問 塩尻市秘書広報課

緯０２６３－５２－０２８０

塩尻市内のあちこちで、ブドウ

の甘い香りが漂う季節になりました。

今年も１０月下旬まで「信州塩尻

ぶどうまつり」を開催しています。

この季節に、ぜひブドウ狩りにお

越しください。

また、この機会に近年人気が高

い皮ごと食べられる高級品種

「シャインマスカット」「ナガノ

パープル」や、塩尻特産の「ナイ

アガラ」などを詰め合わせた「塩

尻ぶどう詰め合わせ」をご用意し

ました。申し込みは、先着順とな

りますので、お早めに電話でお申

し込みください。
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おお知知ららせせ

岩殿地区では、前年度に引き続

き、青野川の治水安定のために改

修工事を行います。

環境に配慮した多自然型護岸と

して、コンクリートの使用を最小

限とした石積工法を採用していま

す。工事は、雨が少なくなる11

月から始めます。

工事へのご理解とご協力をお願

いします。

問合せ

下田土木事務所 工事第１課

緯２４－２１１４

平成２９年４月１日採用の職員を

下記のとおり募集します。

職務内容 組合の一般事務（火葬業

務を兼務）

募集人数 １人（高卒以上）

受検資格 昭和５２年４月２日以降に

生まれた人

受付期間 ９月１２日～２１日

試験日 １０月１６日（日）

試験科目 教養試験、小論文、事務

適性検査、面接

資料請求 上記受付期間を考慮のう

え、組合事務局まで、請求願いま

す。その際、１４０円切手を貼付し、

返送先を明記した角２封筒を同封

の上、郵送してください。

※電話のお問合せは詳細の対応がで

きない場合があります。

問合せ 伊豆斎場組合事務局

（下田市役所 市民保健課内）

〒４１５－８５０１

下田市東本郷一丁目５番１８号

緯２２－２２１５

伊豆斎場組合職員
（一般事務）募集

「ゲートキーパー」とは、身近な

人の自殺の危険を示すサインに気

づき、適切な支援につなげる人の

ことです。

悩んでいる人に、気に掛けてい

るとメッセージを発すること自体

が孤立防止につながることを知っ

てもらうための研修会です。

日時 ９月２７日(火)１３：３０～１５：４５

場所 下田総合庁舎４階 第８会議室

対象者 ゲートキーパーに関心のあ

る人

内容 ゲートキーパー研修会、アロ

マを使ったセルフケア

※研修に併せて、アロマを使ったセ

ルフケア、精油の香りと心身への

効果、ハンドマッサージで受講者

の日頃の疲れやストレスを癒します。

定員 ２０人（先着順）

申込方法 電話で申し込みください。

申込期間 ９月２３日（金）

問合せ

賀茂健康福祉センター 福祉課

緯２４－２０５６

ゲートキーパー研修会
開催

伊豆の７つの道の駅をめぐる

「伊豆道の駅スタンプラリー２０１６」

を、昨年に引き続き開催します。

スタンプ３個から応募可能で、ス

タンプ数に応じて、伊豆地域の特

産品を当選総数２１０人にプレゼン

トします。ぜひご参加ください。

開催期間 平成２９年１月１５日（日）

場所 伊豆地域内の道の駅

参加方法 道の駅等にある台紙にス

タンプを押印の上、応募してくだ

さい。

問合せ 伊豆道の駅ネットワーク協

議会事務局

緯０５５－９３４－２０１０

（平日９：００～１７：００）

死info@izu-michi-net.com

伊豆道の駅スタンプ
ラリー２０１６開催

青野川・岩殿の河川改
修のお知らせ

１０月１日～７日は「公証週間」で

す。この期間中、下記のとおり無

料夜間相談・無料休日相談を行い

ます。

無料夜間相談 １０月３日（月）～

７日（金）１７：００～１９：００

無料休日相談 １０月１日（土）

１０：００～１５：００

相談内容 相続・遺言、任意後見、

尊厳死宣言、金銭賃借、離婚給付・

年金分割、土地建物賃貸借等

場所 下田公証役場（下田市西本郷

１－２－５ 佐々木ビル３階）

申込方法 事前電話による予約制

申込み・問合せ 下田公証役場

緯２２－５５２１

公証週間中の無料
夜間・休日相談開催

伊豆地域の優れた食材や加工品

などを広く消費者にＰＲし、商工

会と地域事業者が共に伊豆地域の

活性化と食材の地産地消拡大によ

る地方創生を目指す「ＩＺＵ食彩

トレイドフェア」を開催します。

伊豆地区の商工会が実施する１

日限定の食材市場へぜひお越しく

ださい。

日時 ９月１８日（日）９：３０～１４：００

場所 伊豆市生きいきプラザ

（伊豆市小立野６６－１）

内容 食品、食材加工品の販売

出展者 伊豆地区の農林水産業およ

び食品取扱事業所または団体など

入場料 無料

問合せ 南伊豆町商工会

緯６２－０６７５

ＩＺＵ食彩トレイド
フェア開催

※平成２７年度工事完成後の様子

１１１３

平成２８年７月１日から７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

勇美・和７．１７山 田 穂 波
ほ なみ

加納

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

７．１８７髙 橋 吾 一一條

７．２８４飯 田 争 幸吉田

７．３６８松本みつ代市之瀬

７．５９２山 田 貢湊

７．５８８菊池きくゑ大瀬

７．９７１鈴 木 秀 夫石井
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７．１１９１佐 藤 米 夫湊

７．２１８４山本たか子大瀬

７．２１９２髙 橋 信 雄青市

７．２３８７山 本 閥 夫吉祥

※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 ３，９６１世帯

人 口 ８，７３３人（－１５）

男 ４，１８８人 女 ４，５４５人

転 入 １６ 転 出 １５

出 生 １ 死 亡 １７

（８月１日現在）

人の動き

（７月中）

９月は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療

保険料、国民年金保険料の納付月です。
納期限内に忘れずに納めましょう。

税金・料金の納付は便利な口座振替で。お申込みは、各金融機関窓口まで。

溶連菌感染症

溶連菌という細菌がのどに感染

して、のどの痛みや熱、体や手足

に発疹が出る。

子どもは病気にかかると重症化

しやすいため、予防接種は必ず受

けましょう。また、大人も普段か

ら手洗い・うがいをし、感染症の

流行期にはマスクを着用しましょう。

賀茂地域には小児科の夜間救急を

行っているところはありませんの

で、早めの受診をお勧めします。

轄問 下田メディカルセンター

緯２５－２５２５

乳幼児期の感染症はつきもので、

当院でもおたふくかぜ、ヘルパン

ギーナ（乳幼児期に流行する夏風

邪の一種）が流行し、多くのお子

さんが小児科を受診されました。

【お子さんに多い感染症】

おたふくかぜ

感染しやすいのは発症３日前～

耳下腺腫脹後４日間。

ヘルパンギーナ

３８～４０℃の高熱が２～３日続く。

のどの奥に小さな水ぶくれができ

て食べれなくなる。機嫌が悪くな

る。水分がのめなくなると脱水を

起こす。

お母さんに伝えたいこと

看護部長 高田穂積

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

「塩尻ぶどう詰め合わせ」は
いかがですか

【塩尻ぶどう詰め合わせ】

１セット ４，０００円（送料込み）

※限定３０セット

申込方法 電話でお申し込みください。

配送時期 ９月下旬予定

轄問 塩尻市秘書広報課

緯０２６３－５２－０２８０

塩尻市内のあちこちで、ブドウ

の甘い香りが漂う季節になりました。

今年も１０月下旬まで「信州塩尻

ぶどうまつり」を開催しています。

この季節に、ぜひブドウ狩りにお

越しください。

また、この機会に近年人気が高

い皮ごと食べられる高級品種

「シャインマスカット」「ナガノ

パープル」や、塩尻特産の「ナイ

アガラ」などを詰め合わせた「塩

尻ぶどう詰め合わせ」をご用意し

ました。申し込みは、先着順とな

りますので、お早めに電話でお申

し込みください。
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口メ一康 モ

問合せ 健康福祉課 緯６２－６２３３

先月、県内の「お達者度」（平成２５年、市町別）

が公表されました。「お達者度」とは、要介護度が

２～５でない状態を「自立している（お達者である）」

と定義し、６５歳の人が自立して健康に生活できる平

均期間を算出したものです。本町は、残念ながら、

前年度より順位を落とし、

男性１６．５４年（３０位→３４位）、女性２１．０６年（２位→１７位）

という結果でした。

町の要介護認定者の状況をみると、認知症、骨関

節疾患、脳血管疾患が大半を占めており、認知症予

防、転倒予防、生活習慣病予防こそが、お達者な生

活を送るために重要と言えます。町でも、健康づ

くりに向けた各種がん検診や健康教室、介護予防

教室を実施していますので、ぜひ、ご利用ください。

いつまでもお達者生活を！

健健健

９月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね。

私の知人が、「日中部屋で昼寝をしていたら、脱水症

状になった」と話していました。室内だからといって

油断は禁物です！気温・室温に注意し、こまめに水分

補給をしましょう

まちの 人人

ちゃん

駐在所では、パトロールをはじめ、子どもたちが

安全に通学できるよう街頭指導を行ったり、管轄

地区のお宅を訪問しながら、地域の把握や地域の

実状にあった役割を、日々考えています。

静岡県では、高齢者を対象とした振り込め詐欺

などの被害が多発し、南伊豆町でも還付金を騙っ

た詐欺事件が発生しました。地域の安全・安心を守

り、高齢者の被害が増加しないよう、定期的に啓発

チラシを作成し、訪問時に配布したり、地区回覧に

まわして広報活動を行い、被害防止に努めています。

不審な電話や身に覚えのない電話などがあったら、

すぐにお近くの駐在所または下田警察署までご連絡

ください。

困った人が安心して相談できる「身近なおまわり

さん」を目指し、地域住民に寄り添いながら職務を

遂行するとともに、地域の方が安全・安心な暮らし

ができるよう最大限努力していきますので、よろし

くお願いいたします。

地域の安全・安心を守る

長谷川 敏幸
としゆき

さん（下賀茂）

下賀茂駐在所

あ




