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６月20日は静岡県知事選挙の投票日です

選挙当日の投票所

　選挙当日の各投票区の投票所と投票時間は以下のとおりです。

投票区 対象地区 投票所 投票時間

１ 上賀茂・石井・一條・加納・下賀茂・二條 南伊豆町役場

７：00
～

18：00

２ 下小野・青野・川合野・上小野・毛倉野・岩殿 南上小学校屋内運動場

３ 市之瀬・平戸・蛇石・天神原 市之瀬高齢者活動促進センター

４ 東子浦・西子浦・落居・妻良 五十鈴公民館

５ 伊浜・一町田 伊浜山村活性化支援センター

６ 差田・吉祥・中木・入間・立岩・吉田 三坂地区防災センター

７ 下流・大瀬・石廊崎 南崎認定こども園

８ 湊・手石・青市 南伊豆東小学校屋内運動場

期日前投票について

　投票日に仕事や旅行などの理由で投票に行けない方は、期日前投票をすることができます。

●期間　６月４日（金）～６月19日（土）　８：30～20：00
●場所　役場２階災害対策本部(※)
　　　　※４月25日に開催された町長選挙と期日前投票場所が異なりますのでご注意ください。また、上
　　　　　記の期日前投票場所のほかに数か所開設します。詳細は別途ご案内します。

投票要件

　●以下の要件を満たす方
　　・平成15年６月21日以前に生まれた方（満18歳になる方）
　　・令和３年３月２日までに南伊豆町に住民登録し、引き続き３か月以上お住まいの方

　※有権者の方には投票所入場券が郵送されます。投票所入場券を紛失してしまったり、届かなかった
　　場合でも、係員が選挙人名簿を対照して本人であることが確認できれば投票が可能です。

　静岡県内の他の市町村へ転出した方で転出先の選挙人名簿に登録されていない方は、南伊豆町の選挙人
名簿に登録されている間は、南伊豆町で投票することができます。
　この場合、「引き続き静岡県の区域内に住所を有する旨の証明書」または「引き続き静岡県の区域内に
住所を有していること」の確認が必要です。なお、静岡県外に転出された方は投票できません。

転出された方の投票について

　期日前投票をスムーズに行うため、投票所入場券の裏面にある「宣誓書兼投票用紙交付請求書」を事前
にご記入の上、ご来場ください。

　※宣誓書兼投票用紙交付請求書の記入方法につきましては、広報みなみいず令和３年４月号（先月号）の町長選挙に関す
　　るページ（２ページから３ページ）をご覧ください。

スムーズな期日前投票にご協力をお願いします
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問合せ　選挙管理委員会（総務課内）　☎６２－６２１１

不在者投票について

●本町以外の市区町村に滞在中の方
　仕事や旅行などで選挙期間中に本町以外の市区町村に滞在している方は、最寄りの市区町村の選挙管理
委員会で投票することができます。選挙管理委員会に投票用紙などの請求を行ってください。

●指定病院等に入院している方
　指定病院や老人ホーム等に入院（入所）している方は、その施設内で不在者投票ができます。

●郵便等投票証明書の交付を受けた方
　事前に選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受けた方は、郵便等による不在者投票
ができます。なお、申請できる方は身体障害者手帳か戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を交付されて
いる方で、一定の程度・要介護状態区分である場合に限られます。

開票について

●日時　６月20日（日）20：00～
●場所　役場１階湯けむりホール
●参観を希望される方へ
　密集・密接を避けるため、開票所内への入場を10人に制限します。開票速報はホームページに掲載しま
すので、ご確認ください。

投票所での新型コロナウイルス感染症対策

　各投票所では、新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減のため以下の対策を実施します。

　なお、混雑緩和のため入場整理を行う場合がありますので、ご了承ください。
　また、ご来場の際は皆さまも新型コロナウイルス感染症対策への協力をお願いします。
　　・マスクの着用
　　・来場前後の手洗い・うがい
　　・来場時のソーシャルディスタンスの確保　など

　投票時の過密による新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減するため、投票者が多い日・時間
帯を避けて投票しましょう。
　平成29年６月に実施された選挙時のグラフを見ると、期日前投票については前半が、当日投票につい
ては午後の投票者が少ない傾向にあります。
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混雑時間帯を避けて投票しましょう

・投票所の入口にアルコール消毒液を設置し、手指消毒を行えるようにします。
　※手荒れなどで手指消毒ができない方はビニール手袋を配布しますので、係員に申し出てください。
・投票管理者・投票立会人・係員はマスクを着用します。
・投票所の定期的な換気を実施します。
・記載台などは定期的にアルコール消毒を実施します。
・記入用に使い捨ての鉛筆を配布します。また、鉛筆は使用後持ち帰りができます。
　※持参した黒鉛筆も使用できます。
・投票者と接触する可能性がある係員については手袋を着用します。
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Ｔ
と う か い

ＯＵＫＡＩ－０
ぜろ

事業

■木造住宅の耐震補強助成事業
　予想される東海地震から一人でも多くの生命を守るため、昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅を対象
に無料耐震診断を実施します。また、診断を受けられて耐震化の計画を作成された方や工事を実施された方につ
いては、その費用の一部を助成します。

●無料の耐震診断

　無基礎や無鉄筋のブロック塀、積み重ねただけの石塀は地震が発生した時に倒れる可能性があり、非常に危
険です。ブロック塀や石塀等を撤去または改善された方に、その費用の一部を助成します。

●補強計画および補強工事（補強計画一体型）

●撤去工事

●改善工事

住まいづくり助成制度

各事業、着手前に
申請が必要です。
ご注意ください！

　町が派遣する専門家(耐震補強相談士)による無料の耐震診断を
受けることができます。

申込方法
　電話または担当窓口へ直接申し込み

対象
　道路や避難地に面する危険なブロック塀など
補助金額
　「塀の長さ×12,800円/ｍ｣と「改善工事額」を比較
し、少ない方の1 / 3以内の額（上限16万６千円）
補助要件
　塀やフェンスなどを新しく安全なものにすること

　倒壊の可能性があると診断された住宅に対して、耐震補強計画
の作成と補強工事を行う方を対象に助成されます。
　耐震診断補強相談士等に依頼して耐震補強計画を作成の上、補
強工事を行ってください。
　なお、補助を受けるには事前に申請を行う必要がありますので
事前に地域整備課までご相談ください。

補助金額
　１棟1 0 0万円まで（ただし、65歳以上のみで構成される世帯、
１級または２級の身体障害者手帳の交付を受けた方が居住する世
帯等は１棟1 2 0万円）

対象
　道路や避難地に面する危険なブロック塀など
補助金額
　「塀の長さ×9,200円/ｍ」と「撤去工事額」を
比較し、少ない方の1 / 2以内の額（上限10万円）

■ブロック塀等の耐震改修促進事業
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申し込み方法

申込・問合せ　総務課　総務係　☎６２－６２１１

　事前に資格登録を受けた町内施工業者で住宅の増築・改築・修繕工事を行う町民の方に対して、その費用の
一部を助成します。

　町長がより住民の目線に沿った政策を実現するため、住民グループの政策提案を伺い意見交換を行っていま
す。日頃、皆さんが考えている提案について町の未来（将来像）を町長と語りましょう。以下の要領でお申し
込みください。

問合せ　地域整備課　公共管理係　☎６２－６２７７

住宅リフォーム振興事業

「町長と未来を語ろう」申込者募集中

●対象住宅

・町内に存する住宅であること
・建築基準法を遵守した住宅であること

●対象者

・改修工事を行う住宅を所有する方および同
　一世帯に属する方全員が町税等を滞納して
　いないこと
・南伊豆町に１年以上住所を有する方
・改修工事を行う住宅を所有する方で、かつ
　当該住宅に現に居住している方

●補助金額

　改修工事の費用から消費税および地方消費
税を除いた額が、1 0 0万円以上の場合は20万
円、10万円以上1 0 0万円未満の場合は工事費
の20％を補助する（補助金額に千円未満の端
数がある場合は切り捨てる）

●対象工事

・改修工事の費用が消費税および地方消費税
　を除き10万円以上のもの
・資格登録を受けた町内施工業者が自ら行う
　工事
・令和４年３月10日までに工事が終了して完
　了報告が提出できる工事

※併用住宅は個人住宅部分を補助対象とし、
　賃貸住宅は補助対象外とする。
※改修工事で他の補助金（Ｔ

と う か い

ＯＵＫＡＩ－０
ぜろ

　事業、介護保険住宅改修など）を受けてい
　る場合は、その額は補助対象としない。
※公共下水道への接続工事は対象となる。

●その他

・町内施工業者の資格登録は、随時受け付け
　ています。
・工事種類によっては、対象にならない場合
　があります。

●対象者
　町内在住の方で２名以上のグループ

●申込方法
　希望日の２週間前までに総務課まで連絡（電話申込可）

●開催場所
　役場または申込者が手配した場所

●その他
　①開催日時は公務の都合上、希望に添えない場合があります。
　②具体的な施策提案をご用意ください。

●開催日時
　役場開庁日の９：00～20：00の間で１時間30分程度

皆さまのお考えをお聞かせください

あなたの意見をお聞かせください！
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南伊豆町高齢者保健福祉計画・第８
期介護保険事業計画を策定しました

　町では、高齢者とその家族が住み慣れた地域で安心して、自分らしく、生きがいをもって暮らせるように、
令和３年度から３年間の「南伊豆町高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定しました。

１．計画の基本理念

２．高齢者人口の推計

３．要支援・要介護認定者の推計

　令和７年（2025年）にかけて65～74歳の前期高齢者数は減少傾向、75歳以上の後期高齢者数は増加傾向と
なることが予想され、令和７年（2025年）以降は後期高齢者の割合が高齢者全体の６割以上を占める見込み
となっています。また、高齢化率は令和５年には48.2％、令和７年（2025年）には49.1％、令和22年（2040
年）には55.1％まで上昇すると考えられます。

　要支援・要介護認定者数はほぼ横ばいで推移し、令和７年(2025年)には633人となり、そのうち第１号被保
険者は627人、認定率は17.7％になることが見込まれます。さらに、団塊ジュニア世代が65歳以上の前期高齢
者となる令和22年(2040年)には、要支援・要介護認定者数は減少に転じて608人、うち第１号被保険者数は605
人となりますが、人口減少が進行することを受けて、認定率は23.0％まで上昇することが予想されます。

地域全体で支えあい、高齢者が

　　　　　自分らしく暮らし続けることができるまち
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　団塊の世代が後期高齢者となる令和７年(2025年)および団塊ジュニア世代が
前期高齢者となる令和22年(2040年)を見据えて、健康寿命の延伸を図っていく
ため、保健福祉サービス等の充実を通して高齢者一人ひとりの健康づくりや介
護予防等の取組を推進します。
　また、高齢者が地域とつながりを持つとともに生きがいを持って暮らせるよ
うに、就労等の社会参加やさまざまな地域活動への参加を支援していきます。

問合せ　福祉介護課　介護保険係　☎６２－６２３３
　　　　地域包括支援センター　☎３６－３３３５

４．計画の基本方針

基本方針１　健やかでいきいきと暮らせるまち

基本方針２　地域全体で高齢者の暮らしを支えるまち

基本方針３　住み慣れた地域で安心して暮らせるまち

基本方針４　安心して介護サービスを受けられるまち

　生涯にわたって地域で自分らしい暮らしを安心して送ることができるよう
に、行政や事業所、関係団体、ボランティア団体、ＮＰＯ、地域住民などの
多様な主体が連携・協働していくことで地域における福祉の推進を図ってい
きます。
　また、バリアフリーやユニバーサルデザインに基づくまちづくりや、災害
や犯罪などの危険から高齢者を守るための取組を推進し、安心・安全に暮ら
せる環境を整備していきます。

　誰もが住み慣れた地域で自立した生活を安心して続けられるように、地域包
括ケアシステムの深化・推進に向けて地域包括支援センターの機能強化を図る
とともに、保健・医療・福祉・介護等の多分野による連携強化を通した日常生
活全般への支援を充実させていきます。
　また、高齢者の尊厳と権利を守るための取組が重要性を増してきていること
から認知症施策の推進や高齢者の権利擁護等の推進を図ります。

　高齢者が支援や介護を必要とする状態となっても住み慣れた地域で可能な限
り自立した生活を送ることができるように、一人ひとりの状況に応じた介護サ
ービスの提供をはじめとする持続性のある介護保険制度の運営に努めます。

●施策の展開
　① 高齢者保健サービスの充実
　② 健康づくり・介護予防の推進
　③ 社会参加・生きがいづくりの推進
　④ 高齢者福祉サービスの充実

●施策の展開
　① 地域福祉活動との連動による地域支援体制の充実
　② 広報・啓発の推進
　③ バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり
　④ 安心・安全の確保

●施策の展開
　① 地域包括ケアシステムの深化・推進
　② 高齢者の権利擁護の推進
　③ 認知症施策の総合的な推進 

●施策の展開
　① 介護予防サービス・介護サービスの充実
　② 介護給付適正化計画
　③ 介護保険サービスの質の向上
　④ 災害・感染症対策の推進
　⑤ 介護保険事業費の算定
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その他

子供に関すること

障害者に関すること

高齢者に関すること

広報みなみいず２０２１．５

民生委員・児童委員

～あなたのまちの相談相手～

問合せ　福祉介護課　福祉係　☎６２－６２３３

　担当する地域の中で高齢者や障害のある方の安否確認や見守り、介護や子育て、生活困窮
など生活上の心配ごとの相談に乗っています。守秘義務があり秘密は固く守られます。

■民生委員・児童委員とは

　民生委員法および児童福祉法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、無償のボラン
ティアとして地域のよき相談相手、専門機関とのつなぎ役、地域福祉活動への参加や協力を行います。

　子どもや子育てに関する支援を専門に担当します。担当地区を持たずに民生委員・児童委員と連携して子
育ての支援や児童の健全育成活動などを行います。

■主任児童委員とは

■民生委員・児童委員の主な活動内容

　必要な支援が受けられるよう役場、地域包括支援センター、社会福祉協議会、児童相談所
などの関係専門機関へのつなぎ役になります。

　一人暮らし高齢者のお宅などを定期的に訪問しています。また、救急医療情報キットやチ
ラシの配布、行政から依頼を受け聞き取り調査なども行います。

　町内では現在28名が民生委員・児童委員、うち２名が主任児童委員として委嘱され、町民の方のご協力や
ご支援をいただきながら活動しています。生活上の心配ごと、困りごとなどありましたらお住まいの地域の
民生委員・児童委員へお気軽にお声がけください。

相談

連絡調整

訪問･見守り

高齢者に
関すること
(81％)

その他
(11％)

分野別相談・支援件数割合相談・支援の活動件数割合

0 10 20 30 40 50

その他

日常的な支援

生活環境

住居

家族関係

仕事

年金・保険

生活費

子供の教育・学校生活

子供の地域生活

子育て・母子保健

健康・保健医療

介護保険

在宅福祉

障害者に
関すること
(１％)

ひとりで悩まずに相談を

●生活の不安
　ひとり暮らしでさみしい、高齢者二人で何かあ
ったとき不安だ。
●お金のこと
　生活費がない、子どもの進学費がない。
●福祉サービスのこと
　どこに相談したらいいかわからない、障害者手
帳を申請したい。

●介護のこと
　家族の介護に疲れた、介護保険はどうやって使うの？
●子育てのこと
　子育てがうまくいかなくて不安、子どもが学校へ行かなくなった。
●ご近所のこと
　新聞がたまっている、送りつけ商法の被害にあっているみたい。
●虐待かも
　怒鳴り声と子どもの泣き声がすごい、年金を同居の親族に使われて
いるみたい。

8.5％

3.8％

4.7％

0.0％

0.0％

5.7％

7.5％

0.0％

0.0％

4.2％

2.8％

1.4％

17.9％

43.4％

子どもに
関すること
(７％)
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子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

受診票の送付を希望された方には４月末に個別通知・受診票を送付済みです。

受診を希望する方で受診票が届いていない方は、以下までご連絡ください。
その他

　検診車による集団検診と、医療機関での個別検診を実施します。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が増加しています。がんの早期発見のため、子宮頸がんと併せて２年に一度は必ず検
診を受けましょう。
　なお、子宮頸がん・乳がん検診の受診は予約必須となりますので、受診を希望する方は予約期間中に電話に
てご予約ください。

乳がん検診

●集団検診　健康増進課　☎６２－６２５５（平日８：30～17：00）
　　　　　　予約期間　６月８日(火)実施分：５月10日(月)～14日(金)
　　　　　　　　　　　６月29日(火)実施分：５月31日(月)～６月４日(金)
　　　　　　　　　　　※予約開始日は電話が繋がりにくい場合がありますのでご了承ください。

●個別検診　受診する医療機関へ直接申し込み

検診予約

子宮頸がん検診

令和４年３月31日(木)を基準日とし、20歳以上で偶数年齢の方対象者

南伊豆町国民健康保険に加入している方および70歳以上の方：無料
それ以外の方　集団検診：1,000円
　　　　　　　個別検診：1,700円　

負担金

集団検診 役場　多目的室　※検診は検診車内で実施

個別検診 下田メディカルセンター、臼井医院、小川クリニック、伊豆今井浜病院
実施場所

日程 時間

集団検診 ６月８日(火)、６月29日(火) ９：00～11：00、13：00～15：00

個別検診
５月６日(木)～
　　　　令和４年２月28日(月)

各医療機関にお問い合わせください

実施期間

令和４年３月31日(木)を基準日とし、40歳以上で偶数年齢の方対象者

南伊豆町国民健康保険に加入している方および70歳以上の方：無料
それ以外の方　集団検診：1,100円
　　　　　　　個別検診：1,300円　

負担金

日程 時間

集団検診 ６月８日(火)、６月29日(火) ９：00～11：00、13：00～15：00

個別検診
５月６日(木)～
　　　　令和４年２月28日(月)

各医療機関にお問い合わせください

実施期間

集団検診 役場　多目的室　※検診は検診車内で実施

個別検診 下田メディカルセンター、伊豆今井浜病院
実施場所
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ごみの共同処理(ごみ処理の広域化)を進めます

　町では、清掃センターの老朽化に伴い環境負荷の低減や財政負担の軽減を図るため、新たなごみ処理施設を
町内に整備せず、近隣市町(下田市、松崎町、西伊豆町)と共同してごみ処理を進めていくこととしました。

問合せ　生活環境課　生活環境係　☎６２－６２７０

　ごみ処理の広域化については、南伊豆町内にごみ処理施設を整備し広域
的に処理することを目指し、南伊豆町、下田市、松崎町の３市町で協議を
重ねてきましたが平成29年度に白紙となりました。
　その後、平成30年度から下田市内にごみ処理施設を整備することで再検
討が開始され、令和元年７月には西伊豆町が参加し、４市町による広域化
実現に向けた課題の洗い出しや事業費の算出など事務レベルでの調査・検
討を進めてきました。
　令和３年２月３日にこれまでの検討結果を取りまとめ、各市町の首長に
報告を行いました。

これまでの経緯

ごみ処理の広域化の概要

　新しいごみ処理施設は現在の下田市営じん芥処理場(下田市敷根地内)を解体し、その跡地に建設します。

施設の建設場所

　ごみ処理施設の設置および運営を４市町が共同で行うために一部事務組合を設立し、施設の管理・運営を行
います。一部事務組合は令和５年度の設立を予定しています。

施設の運営

　焼却施設は令和９年度、リサイクル施設は令和11年度の稼働を目指しています。
　町では、ごみ処理の広域化の実現に向けて事業の進捗状況を適宜お知らせするとともに、今後のスケジュー
ルや事業の詳細などについては適宜お知らせします。　
　今後の事業推進にあたりましては、町民の皆さまのご理解をお願いします。

施設の稼働時間

　ごみ処理の広域化では可燃ごみのほか、分別ごみ、粗大ごみを処理します。整備するごみ処理施設の種類と
概要は次のとおりです。

施設の概要

施設の種類 施設規模 稼働時間 処理対象ごみ

焼却施設 69t/日 16時間 可燃ごみ

リサイクル施設
資源ごみ処理施設 2.1t/日 ５時間 分別ごみ

粗大ごみ処理施設 2t/日 ５時間 粗大ごみ

　ごみ処理の広域化では各市町のごみ量に応じて負担額が決定します。町の負担額を
抑えるため、ごみの分別や生ごみの水切りによる減量化など生活の中でのごみの減量
化が重要となりますので、各ご家庭や事業所ごとでのごみ減量化にご協力ください。

ごみの分別や減量化にご協力ください

※上記概要は今後の協議に伴い変更となる可能性がります。
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合併処理浄化槽設置補助金の
限度額を引き上げました

　令和３年４月１日から合併処理浄化槽の設置に係る補助金の限度額を以下のとおり引き上げました。補助金
を活用し生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽への転換をご検討ください。

問合せ　生活環境課　生活環境係　☎６２－６２７０

　次の地区および一部区域を除いた区域
　　・公共下水道区域（湊・手石・下賀茂地区）　　
　　・漁業集落排水区域（入間、西子浦、東子浦、中木、妻良地区）

　以下の全ての条件を満たす方
　　①補助対象区域内において、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ付け替えまたは
　　　汲取り便槽から合併処理浄化槽を新たに設置する専用住宅を所有する方
　　②町内に住所を有する方
　　③町税などの未納がない世帯の方
　　④浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出を行なった方
　　⑤販売や賃借を目的とした住宅に設置するものでないこと

人槽 変更前 変更後

５人槽 330,000円 386,000円

７人槽 411,000円 482,000円

補助対象区域

補助対象者

問合せ　商工観光課　観光推進係　☎６２－６３００

補助金額

リアル宝探しゲーム

　　　　「南伊豆大秘境」に参加しよう！

　町では(一社)南伊豆町観光協会と連携してリアル宝探しゲーム「南伊豆大秘境」を開催しています。
　町内全域が宝探しのフィールドとなるイベントです。道の駅下賀茂温泉湯の花や石廊崎オーシャンパークな
どでパンフレットを入手して、宝探しに出かけてみませんか。

期間 ４月29日(木･祝)～
　　　　７月18日(日)

参加費用 無料

ホームページ

　詳細は左のＱＲコー
ドを読み込み､ホーム
ページにアクセスして
ご確認ください。

※ＧＰＳ機能と外でインターネット接続
　が可能なスマートフォンが必要です。

●ＵＲＬ
https://huntersvillage.jp/quest/minamiizu
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下田メディカルセンターへ通院する高齢者の方へ

通院に必要なバス料金の一部を助成します

問合せ　福祉介護課　福祉係　☎６２－６２３３

　町では、高齢者の方が下田メディカルセンターへの通院に要するバ
ス料金の一部助成を行っていますので、以下の要件を満たす方はご活
用ください。

問合せ　福祉介護課　福祉係　☎６２－６２３３

介護用品購入費の一部や
慰労金を給付します

　65歳以上の高齢者を在宅で介護している家族の負担軽減のため、介護用品購入費の一部および慰労金の給付
を行います。

①南伊豆町に住所があり、申請日において満65歳以上
　で生活保護世帯でない方
②上記①の方が通院する際に付き添う方で、バスを利
　用する方（１名に限る）

■対象者

　１回の通院に要したバス料金の半額を助成します。なお、１回の通院のバス料金が2,000円を
超えた場合はバス料金から1,000円を引いた金額を助成します。

■助成額

　福祉介護課にて申請を受け付けます。受け付けた申請書を審査の上、「令和３年度 南伊豆町
高齢者通院バス料金助成証明券」を発行します。

●申請に必要な物：印鑑・保険証
　※令和２年度に申請された方も、利用する場合は再度申請する必要があります。

■申請手続

　バスを降りる時（行きと帰り）と下田メディカルセンター受診後（会計終了後、受付窓口）、
証明券に確認の印を受けてください。

■使用方法

　高齢者通院バス料金請求書に助成証明券を添えて請求してください。■請求･支払い

対象世帯
　65歳以上の高齢者で「要介護４」または「要介護５」と認定された方を
常時在宅で介護し、かつ生計を同じくする町民税非課税の世帯。

事業内容
　紙おむつまたは防水シーツに係る費用を償還払いにて給付します。
　支給限度額：年間60,000円（月額5,000円）

対象世帯
　65歳以上の高齢者で「要介護４」または「要介護５」と認定された方で過去１年間介護保険サービスを利用
せずに常時在宅で介護し、かつ生計を同じくする町民税非課税の世帯。

事業内容
　介護を行っていることの慰労金として年額100,000円を給付します。

介護用品給付事業

家族介護慰労金支給事業

申請手続
福祉介護課にて申請を受け付けます。
●申請に必要な物：印鑑・介護保険証
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広告やＰＯＰ、商品配置でお客様
の購買意欲促進を狙います。

こだわりの品を、最適な陳列とPOPで売り込む

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

　皆さんこんにちは、地域おこし協
力隊の西川です。
　南伊豆町の数々の商品・サービス
の売り上げ向上を目的とし、直近の
観光客が多くなるシーズンであるゴ
ールデンウィークに間に合わせるた
め、ＰＯＰ・広告・ウェブサイト構
築などを支援するべく、今年の３月
上旬から町内を飛び回っています。
　その中で今回ご紹介するのが市之
瀬で無農薬・無肥料の自然栽培で野
菜作りを行っている「自然農園　日
本晴」さんです。
　ほとんどの生姜関連の商品で中国
産が使われている中、有機栽培より
珍しい国産の自然栽培された無農薬
・無肥料の生姜を使用している商品
２点について、ラベルのデザインを
行いました。
　「無添加」と「自然食品」を強調
するデザインにしたいので、日本晴
の欠掛奈々さんにイラストを描いて

いただき、ラベルの中央の背景部分
に欠掛さんの娘さんが描いた水彩画
を採用しました。
　その成果としてラベルが完成し、
売り場での商品の魅力をお客様に訴
求するため、商品の陳列やＰＯＰな
どで購買意欲を向上させる段階に入
っています。
　この際の注意点として、売り場に
よってライティングや置かれてる商
品棚の高さが違うため、各店舗に沿
った最適なＰＯＰを作る予定です。
　今回ラベル作成を担当した「贅沢
な生姜の佃煮」と「ジンジャーシロ
ップ」は美味しいのはもちろん、こ
だわりを感じる逸品なのでぜひお試
しください。
　今後も、町内事業者の皆さまの売
上向上に繋がるように、さまざまな
支援を行っていく予定です。

地域おこし協力隊　西川亮

商品が陳列されてる湯の花さんの売り場

実際に使用した奈々さんのイラスト（左）と娘さんの
水彩画（右）

問合せ　健康増進課　国民健康保険係　☎６２－６２５５

南伊豆町国民健康保険加入者の皆さまへ

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

対象者

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

受診医療機関

●静岡県内の人間ドックを
　受診できる医療機関

助成金額

●基本健診費用の７割相当額
　上限25,000円
●追加検査（頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ）費用の５割相当額
　上限10,000円　※基本健診と併せて追加検査を行った場合のみ助成
　なお、助成を受けられるのは同年度内に１回限りで、助成額は健診・検査
にかかった費用の1,000円未満を切り捨てた額を合算した額となります。

申請方法

①人間ドックを受診する医療機関等に予約し、受診日の２週間前までに役場窓口にて申請
②申請書に必要事項を記入し、審査後に人間ドック受診助成券を郵送で交付

申請に必要なもの

●国民健康保険証、印鑑

人間ドック助成事業のお知らせ
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まちのできごと Minamiizu Topics

3/29　100歳のお祝い

　伊浜在住の齋藤伊勢男さんが３月20日に1 0 0歳

のお誕生日を迎え、29日に岡部町長がご自宅を訪

問し、お祝いの言葉と花束を贈りました。齋藤さ

んは花束を受け取ると感謝を述べ、「常に笑顔で

朗らかに」などの長寿の秘訣を語りました。

4/1　入団式、挙行　

　湯けむりホールで、新型コロナウイルス感染症

対策を徹底した上での入団式が挙行され、６人の

新入団員が入団しました。式では新入団員を代表

して第６分団の大年さんが宣誓を行いました。

3/11　春を迎えるコモ外し

　奥石廊崎の県道沿いのヤシに、冬季の防寒対策

としてかけてあったコモを外す作業が行われまし

た。作業当日は風が静かで穏やかな陽気の中でコ

モが外され、中からは青々としたヤシの葉が姿を

見せました。

3/16　聖火トーチ見学

　東京2020オリンピック・パラリンピックの聖火

リレートーチ展示され、町職員による解説が行わ

れました。展示には町内の小学生を始めとした多

くの方が訪れ、記念写真を撮るなど大いに盛り上

がりました。

4/6　介護支援車両、運行開始

　買い物、通院などの日常生活上必要な外出支援

や介護予防教室の送迎を目的とする外出支援サー

ビス(有料)が始まりました。利用者の方は「１人

では外出するのが大変なのでとても助かる」と喜

んでいました。

4/9　子育て支援センター、竣工

　町立南伊豆認定こども園の敷地内に建設された

子育て支援センターの竣工式が挙行され、関係者

約40人が参加しました。支援センターは４月12日

から運用開始されており、多くの方が利用してい

ます。
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開館時間　８：３０～１７：１５

休館日　月曜日・木曜日・祝日

☎６２－７１００　ＦＡＸ　６２－１４０２

今月のおすすめ図書 新着図書案内

図書館利用案内

　利用者の方から寄贈していただいた

本(小説、実用書など)と保存期間の過

ぎた雑誌(2017･2018年発行､欠号有)を

無料配布します。

配布期間

　５月18日(火)～５月28日(金)

　＊お一人様５冊まで

雑誌タイトル

　○文藝春秋　

　○サライ

　○現代農業　

　○趣味の園芸

　○ビーパル　

　○日経PC21

　○家庭画報　

　○婦人之友

　○婦人公論　

　○磯・投げ情報

　○エッセ　　

　○ニュートン　

　○きょうの料理ビギナーズ

　○すてきにハンドメイド

本と雑誌の無料配布を行います

明日死んでもいいための44のレッスン

下重暁子
エマニュエル・トッドの思考地図

エマニュエル・トッド
新型コロナ７つの謎　　　　宮坂昌之
愛しの灯台１００　　　　不動まゆう
使い勝手のいい、エプロンと小物

加藤容子
連作でよく育つ野菜づくり　木嶋利男
英熟語の鬼１００則　　　　時吉秀弥
うたかたの国　　　　　　　松岡正剛
いわいごと　　　　　　　　　畠中恵
霧にたたずむ花嫁　　　　　赤川次郎
刑事の枷　　　　　　　　　堂場瞬一
国道食堂2ndseason　　　　 小路幸也
ラストは初めから決まっていた

小手鞠るい
人生にはやらなくていいことがある

　　　　　　　　　　　　　　柳美里
わたしたちが光の速さで進めないなら

　　　　　　　　　　　キムチョヨプ

　１行書けば人生が変
わる。ホントかなぁ、
と思ったら「ホントか
なぁ」って書けばいい
んです、ってやっぱり
ホントかなぁ。読んで
確認してください。

伊藤羊一／ＳＢクリエ
イティブ

「１行書くだけ日記」

　人類の経済活動が地
球環境を破壊する「人
新世」の時代。資本主
義が行き着く先は、文
明の繁栄か、崩壊か。
その答えがこの１冊の
なかに。

斎藤幸平／集英社

「人新世の「資本論」」

　高校に迷い込んだ１
匹の子犬が見つめた生
徒たちの青春模様。ペ
ージをめくるたび甘く
切ない想い出が蘇る。

伊吹有喜／双葉社

「犬がいた季節」

　病死、自死、拷問死
文豪たちの死に様を徹
底解明。人生の最期だ
からこそ見えてくる真
実の姿。どうぞ安らか
に眠ってください。

門賀美央子／誠文堂新光社

「文豪の死に様」

　スープを飲んで心を
癒されたことがありま
すか。あなたに届ける
極上の１杯。夢かうつ
つか幻か。食卓は今、
感動に包まれる。

白崎裕子／ＮＨＫ出版

「白崎茶会の癒しのスープ」

　幽体離脱、夢のお告
げ…。南方熊楠は古今
東西の文献を渉猟する
ことで、自身の体験し
た奇妙な出来事を解き
明かした。知の巨人が
見た幽霊の正体とは。

志村真幸／集英社イン
ターナショナル

「熊楠と幽霊」

　両親の離婚、育てて
くれた祖母の失踪。天
涯孤独の身となった少
女の運命を変えたもの
とは。ドキッ、カレー
だらけの青春物語。

幸村しゅう／小学館

「私のカレーを
食べてください」

　父と息子であり、元
刑事と現職刑事。かつ
て鬼刑事と呼ばれ、家
庭を顧みず絶縁状態と
なっていた父が発砲事
件の容疑者として捜査
線に浮上する。

深町秋生／双葉社

「鬼哭の銃弾」

　ガラス、鉛筆、乳母
車。私たちの生活を支
えるモノづくりの現場
を、作家小川洋子が綴
った大人の工場見学エ
ッセイ。

小川洋子／集英社

「そこに工場があるかぎり」

図書館だより

　羽田空港に飛来した
中国のステルス爆撃機
驚くべき乗組員の要求
とは。中国、ロシア、
アメリカ。国家の思惑
が複雑に絡み合う国際
テロの幕が開ける。

冲方丁／集英社

「アクティベイター」

。

。
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お 知 ら せ

　　昨年７月に道路が陥没した国道

　1 3 5号の下田市白浜において、復

　旧工事を行うため、５月17日(月)

　～21日(金)(予定)に、昼夜全面通

　行止(自転車、歩行者も含む)を実

　施します。通行規制の期間中は、

　国道1 3 5号の谷津交差点(河津町　

　谷津)と柿崎交差点(下田市柿崎）

　において、国道4 1 4号への迂回を

　案内します。工事へのご理解、ご

　協力をよろしくお願いします。

問合せ　静岡県下田土木事務所　工

　事第１課　☎２４－２１１４

国道135号迂回のお願い

日時　

　①６月３日(木)　13：30～15：00

　②６月10日(木)　13：30～15：30

　③６月17日(木)　13：30～15：30

　④７月１日(木)　13：30～15：00

場所　健康福祉センター多目的ホール

内容　

　①フレイル、認知症について

　②フレイル予防運動編

　③フレイル予防口腔編､栄養編(試

　　食あり）

　④認知症チェック(ファイブ･コグ

　　検査）

対象者　60歳以上の町民

定員　20名

費用　300円(初回時に徴収)

申込方法　以下まで電話、または直

　接申し込み

申込期限　５月27日(木)

申込・問合せ　地域包括支援センター

　☎３６－３３３５

フレイル予防教室の
開催

　　情報交換や介護に関する知識の

　習得を目的とした介護者交流会を

　開催します。介護相談もできます

　ので、お気軽にご参加ください。

日時　５月27日(木)13：30～15：00

場所　健康福祉センター

内容　栄養士講話、自宅でできるレ

　シピの紹介、介護相談など

対象者　在宅で介護中の方ならどな

　たでも可。男性介護者も歓迎

定員　15名程度

申込方法　以下まで電話、または直

　接申し込み

申込期限　５月20日(木)

申込・問合せ　地域包括支援センター

　☎３６－３３３５

家族介護者交流会の
開催

　　自動車税種別割の納期限は、５

　月31日(月)までとなっています。

　　納付は、お近くの金融機関・郵

　便局・コンビニ・ＭＭＫ設置店で

　行えるほか、５月31日(月)までは

　スマートフォンのＬＩＮＥＰａｙ

　アプリ、Ｐａｙ　Ｐａｙアプリを

　利用してご自宅で納付できます。

　（手数料はかかりません）

　　他にも、ご自宅パソコンのイン

　ターネットからクレジットカード

　で納付もできます。（決済手数料

　がかかります）

　　ただし、スマートフォン、クレ

　ジットカードでの納付は金融機関

　やコンビニ等ではできないほか、

　納税証明書も発行されないため、

　車検が近い方は金融機関やコンビ

　ニ等で納付してください。

　　コンビニでの納付は５月31日ま

　でに限りますのでお早めに納付を

　行ってください。

問合せ　下田財務事務所　課税課　

　☎２４－２０１８

自動車税種別割の納期限

は５月31日(月)です

　　６月１日を基準日として、「令

　和３年経済センサス-活動調査｣を

　実施します。

　　この調査はすべての民営事業所

　が対象となり、売上金額などを調

　査します。

　　調査票は５月中旬から、調査員

　による直接配布または国からの直

　接郵送のどちらかの方法で配布が

　行われますので、調査へのご理解

　ご協力をお願いします。

問合せ　企画課　情報政策係　

　☎６２－６２８８

令和３年経済センサス-

活動調査の実施

　　全長400mの日本一の歩行者専用

　吊橋「三島スカイウォーク」で、

　ナイトスカイウォークを開催しま

　す。ナイトスカイウォークでは、

　夕景から夜景に移り変わる空や、

　吊橋から眺める夜景など、普段は

　眺めることのできない絶景をぜひ

　ご覧ください。

日時　５月29日(土)、30日(日)

　18：00～21：00

　花火打ち上げ開始　20：30頃　

入場料金　大人2,000円

　　　　　中高生500円

　　　　　小学生200円

　※県内の高校生以下は入場無料で

　　す（当日券のみ）

　※幼児無料

特別観覧席　SS席6,000円(指定席・

　5000円お土産つき)

　Ｓ席　2,000円(指定席)

　Ａ席　1,000円(立ち見自由席)

無料観覧エリア　吊橋指定席Ｂ席

　南広場Ｃエリア(立ち見自由席)

問合せ　三島スカイウォーク　
　☎０５５－９７２－００５０

三島スカイウォーク「ナイト

スカイウォーク」の開催

ペットボトルやビンは、キャップやラベルを外し、中を洗ってから分別ゴミに出しましょう

※一部画像出典　経済産業省　https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html

①キャップを外す ②ラベルを剥がす ③中を水洗いする ④潰す ①キャップを外す ②ラベルを剥がす ③中を水洗いする

【お詫びと訂正】
広報みなみいず令和３年４月号の表紙No.に誤りがありました。正しくはNo.610となります。
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５月は、軽自動車税、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。

戸籍の窓

赤ちゃん誕生おめでとう

地区 赤ちゃんの名前 誕生日 父・母

加納 鈴木　葵
あ お と

大 3.14 裕史・紗織

青野 齋藤　実
み の か

彩 3.12 芳彦・旭砂海

お悔やみ申し上げます

地区 氏　名 年齢 月日

下流 平山　善吉 67 3.5

下賀茂 渡邊　忠義 81 3.7

伊浜 齋藤　惠子 90 3.7

加納 山本　武夫 93 3.11

天神原 髙橋　隆 90 3.15

下小野 鈴木　一 73 3.17

大瀬 菊池　きさゑ 83 3.21

入間 外岡　清志 86 3.24

湊 大野　三枝 92 3.29

　令和３年３月１日から31日までに届け
出のあったもの（敬称略）
※このコーナーに掲載を望まない方は、
　戸籍届出の時にお申し出ください。

人の動き

世帯数 3,903 世帯

人　口 7,941 人（-48）

男 3,810 人

女 4,131 人

（４月１日現在）

----------（３月中）----------

転入 42 転出 75

出生 2 死亡 17

　がん・脳卒中・心臓病・糖尿病

・脂質異常症をはじめとする多く

の生活習慣病は、食生活や喫煙・

飲酒、余暇の過ごし方など、個人

の趣向や習慣の偏りから起きる病

気です。

　初期段階での自覚症状は特に無

く、多くの方が病気に対して無防

備で、はっきりとした予防策をし

ないまま病気を進行させてしまう

ことがよくあります。

　また、40代を過ぎると筋肉量の

低下と同時に身体機能が徐々に低

下していきます。

　生活習慣病の早期発見、早期治

療はもとより、自己の健康状態を

知るためにも定期的に人間ドック

や健康診断を受けることをおすす

メディカル通信

information

人間ドックを受けましょう

めします。

　当院では、毎週(原則)月～水・

金曜日に人間ドックを、月～金曜

日に健康診断を実施しています。

基本検査項目から各種オプション

検査まで幅広く対応していますの

で、ぜひとも人間ドックや健康診

断を受けましょう。

　不明な点は担当者までお気軽に

ご相談ください。

管理課ドック・検診担当

　平山・山口

問　下田メディカルセンター

　　☎２５－２５２５

　南伊豆町の皆さまこんにちは。

今回は、塩尻発祥の名物料理「山

賊焼」をご紹介します。

　この山賊焼は、戦前から塩尻市

内にある現「山賊」初代店主の高

見さん夫婦が、試行錯誤の末に調

理方法を完成させたもので、大き

な鶏の骨付きのもも肉やむね肉の

一枚ものを、ニンニクなどを利か

せた醤油タレに漬け、片栗粉をま

ぶして豪快に揚げる作り方に特徴

があります。 

　現在、本市では飲食店など約40

店舗が加入している「しおじり山

賊焼の会」が、山賊焼発祥のまち

としてさまざまなＰＲ活動を展開

しています。

　塩尻へお越しの際は、各店舗の

趣向を凝らした山賊焼をぜひ味わ

ってみてください。

しおじり発祥"ＴＨＥ山賊焼"

姉妹都市だより 長野県塩尻市

問　塩尻市観光課

　☎０２６３－５２－０７８６
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マイルキッズス

青　市 渡邉　すず ちゃん（１歳６か月）

「上手にできたよ！　嬉しいな♪」

発行日／令和３年５月１日

発行／南伊豆町　編集／企画課　印刷／㈲サン印刷

〒４１５－０３９２　静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂３１５－１

康一口メモ健

　「世界禁煙デー」は喫煙者

に禁煙を呼びかけ、喫煙と健

康について考える日で、ＷＨ

Ｏ（世界保健機関）が定めた

ものです。日本では５月31日

から１週間を「禁煙週間」と

しています。

　たばこには2 0 0種類以上の有害物質が含まれて

おり、特に有害なのが一酸化炭素（体を酸欠にす

る）、タール（発がん性物質）、ニコチン（血圧

上昇等）です。

　また、たばこを吸わない人もたばこから出る有

害物質を含んだ煙（副流煙）を吸うことで受動喫

煙の危険性があるため、特に妊婦や子どもの前な

どでは吸わないようにしましょう。

　健康で元気に生活していくためにも、この機会

に禁煙に挑戦してみませんか。

問合せ　健康増進課　健康増進係

　　　　　　　☎６２－６２５５

５月31日は世界禁煙デーです！

～タケノコ入りマーボー春雨～

▷　材料２人分

栄養価（１人）
エネルギー：226kcal　タンパク質：11.2g　脂質：12.8g　塩分：1.3g

▷　作り方　◁
①　タケノコ、セロリを食べやすい大きさに切る。
②　フライパンにゴマ油を中火で熱しＡを炒め、香りが出たらひき
　　肉、酒、セロリを加えて炒める。
③　ひき肉に完全に火が通り、パラパラになったらタケノコを入れ
　　てサッと炒め、茹でた春雨とＢを加える。
④　水溶き片栗粉でとろみをつけ、盛りつけて刻みネギを散らす。

南
な ず み か い

豆味会（健康づくり食生活推進協議会）
　問合せ　健康増進課　☎６２－６２５５

康レシピ健

ＴＥＬ　０５５８－６２－６２８８　ＦＡＸ　０５５８－６２－１１１９

ホームページ

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

★ここがポイント！

　減塩のため、味付けを薄
くしていますが、物足りな
い方はめんつゆ等の調味料
を追加してください。

醤油……………大さじ1/2
めんつゆ………小さじ1
鶏ｶ゙ ﾗｽー ﾌ゚ の素…小さじ1/4
水………………1/2カップ

Ｂ

広報みなみいず　５月号

ショウガ(みじん)…小さじ1/2
ニンニク(みじん)…小さじ1/2
豆板醤………………小さじ1/4

Ａ
タケノコ(水煮)…80ｇ
セロリ……………1/2本
豚ひき肉…………100g
春雨………………20g
酒…………………大さじ１
刻みネギ…………適量
水溶き片栗粉……小さじ１
ゴマ油……………小さじ１


