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令和３年度 行政協力員(区長)さんを
　　　　　　　　　　　 　　紹介します

石廊崎 大　瀬 下　流 手　石 湊 青　市 石　井
小澤　秀 渡邉　一男 平山　一仁 関本　明 山田　晴之 藤原　富雄 飯泉　俊明

加　納 二　條 下賀茂 上賀茂 一　條 蛇　石 平　戸
鈴木　正行 内藤　弘文 小澤　秀樹 大矢　達也 牧野　清明 齋藤　立美 山田　孝志

市之瀬 川合野 青　野 下小野 上小野 岩　殿 差　田
丸山　信治 大野　正志 斎藤　好 小澤　博之 石川　憲一 三枝　豊 鈴木　政夫

吉　祥 入　間 中　木 立　岩 吉　田 妻　良 東子浦
黒田　三千弥 外岡　　夫 萩原　宗一 菊池　芳和 仲尾　哲司 山本　信三 杉原　一幸

西子浦 落　居 伊　浜 一町田 天神原
杉原　伊三郎 土田　林一 齋藤　明 長田　興宗 髙橋　誠
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地区 区長氏名 世帯数 今年の目標

石 廊 崎 小澤　　秀 59 安心・安全第一

大 瀬 渡邉　一男 94 地区の運営・コロナ対応

下 流 平山　一仁 107 助け合い・深める絆・明るい地域づくり

手 石 関本　　明 272 安全・安心で住み良い地域づくり

湊 山田　晴之 400

・弓ヶ浜の景観維持に努めつつ、公式ホームページをさらに充実させる。津波対

　策や施設のあり方について引き続き協議を重ねる

・弓ヶ浜温泉(株)の安定した供給

・みなと湯運営

青 市 藤原　　富雄 230 区民に寄り添った区会運営

石 井 飯泉　　俊明 74 区民の生活環境の向上を目指す

加 納 鈴木　　正行 195 住み良い地域づくり

二 條 内藤　　弘文 80 区内の環境美化

下 賀 茂 小澤　　秀樹 430 区民生活向上のための環境づくり

上 賀 茂 大矢　　達也 169
上賀茂区民の付託に応えるよう、全役員と「一致団結」し、区の発展及び町との

調整・仲介役を果たしたいと思います

一 條 牧野　　清明 72
１．鳥獣害防止対策の推進と要望

１．県道119号(下田南伊豆線)の交通量増加に伴う安全対策等

１．公共交通運行要望と町との話し合い継続

蛇 石 齋藤　　立美 21 区民が安心・安全に暮らせる地域づくり

平 戸 山田　　孝志 15 区内の環境美化

市 之 瀬 丸山　　信治 72 明るく暮らしやすい地域になるよう努力したい

川 合 野 大野　　正志 34 力を合わせ助け合う区

青 野 斎藤　　　好 68 明るく、協力しあえる地域づくり

下 小 野 小澤　　博之 79 空家対策と協助の地域づくり

上 小 野 石川　  憲一 66 みんなで協力して明るく暮らしやすい上小野区を作りましょう

岩 殿 三枝  　　豊 12 緑と自然の美しい地域づくりを目指す

差 田 鈴木　　政夫 39 環境美化運動の推進

吉 祥 黒田　三千弥 147 住み良い地域づくりのため区民相互の助け合い

入 間 外岡　　　夫 59 生活環境の整備と高齢化社会との融合

中 木 萩原　　宗一 69 災害に強い地区づくり

立 岩 菊池　　芳和 25 区民が助け合い思い合う気持ち

吉 田 仲尾　　哲司 10 安全安心な地域

妻 良 山本　　信三 85 安心で住み易い地域づくり

東 子 浦 杉原　　一幸 45 芸能文化財を活用した観光地づくり

西 子 浦 杉原　伊三郎 70 素足で歩くことができる五十鈴浜の復活

落 居 土田　　林一 11
村内美化清掃

避難道の整備

伊 浜 齋藤　　　明 66 自主防災の再確認。明るく住み良い地域づくり

一 町 田 長田　　興宗 8 なし

天 神 原 髙橋　　　誠 26 散歩無理せず頑張って歩こう
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●４月25日(日)　南伊豆町長選挙結果

広報みなみいず２０２１．６

町長就任のご挨拶

男 女 合計

当日有権者数 3,338 3,624 6,962

投票者 1,935 2,176 4,111

投票率 57.97 60.04 59.05

投票区
有権者数

男 女 計

第１投票区 1,003 1,081 2,084

第２投票区 340 351 691

第３投票区 149 177 326

第４投票区 188 204 392

第５投票区 113 120 233

第６投票区 365 379 744

第７投票区 320 333 653

第８投票区 860 979 1,839

合計 3,338 3,624 6,962
当日投票　時間別投票者数推移

  令和３年４月25日(日)執行の南伊豆町長選挙におい

て、多くの町民の皆さまを始めとし、町外の方々から

も力強い激励と格別のご支援を賜り再選することがで

きました。

　これもひとえに、皆さまのお力添えの賜物と心から

感謝を申し上げますとともに、これからの４年も掲げ

た公約を実現するために全力を注ぎ、町民生活の向上

を図るため「町民ファースト第二章」として最善を尽

くす所存です。

　町長として二期目を迎え、まずは今までの流れのま

ま新型コロナウイルス感染防止対策が最優先課題と考

えております。

　この４月末から高齢者の新型コロナウイルスワクチン優先接種の予約受付が始まりました。電

話が繋がりにくく大変ご迷惑をおかけしておりますが、ワクチンの用意はできていますので、慌

てずご予約していただくようお願いします。

　これまでの４年は子育て支援を基軸に政策を打ってきましたが、子育て支援に終着点はありま

せんので、今後も地域の宝である子供達と子育てに奮闘するご家族に対する支援を続けます｡

　併せて、今まで町を築いてくださった高齢者の皆さまにもしっかり感謝をしなくてはならない

と考えています。高齢者の方が抱える大きな課題である移動支援や見守り支援は、それぞれの地

区に合わせた支援体制の構築が大事であると考えています。国・県からの最新情報を注視しなが

ら、本町として最善の形となる政策を進めていきます。

　観光の面では、本町を訪れる観光交流客数は約93万人であり、日本の総人口１億2,500万人の

１％にも満たないのが現状です。観光立町である本町は観光産業の立て直しが重要であるため、

まずは総人口の１%にあたる125万人を目指します。そのためには町の花であるマーガレットなど

をはじめ、多くの花で町中を飾ることで誘客に努めます。

　また、約10年後に伊豆縦貫自動車道が下田まで全線開通となった暁には、多くの観光客の流入

やＵターン・Ｉターンの増加が予測されます。その時に賀茂地域と南伊豆町が輝いていられるよ

うにするためには、これからの４年がとても重要となりますので、町民の皆さまと同じ目線で同

じ方向を見て、小さい一歩かもしれませんが、確実に前へ進んでいきますので、ご理解とご協力

をお願いいたします。
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

 自転車競技開催期間中の道路混雑緩和に
　　　　　　 　ご理解とご協力をお願いします

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催期間中は、選手および大会関係者、観客が多く訪れ
ることが見込まれ、道路や公共交通機関の混雑が予想されます。
　このため、大会期間中の地域活動および円滑な大会輸送の両立に向けて、下表の日程で混雑緩和を目的とし
た交通規制などの取り組みが実施されますので、ご理解とご協力をお願いします。

オリンピックの競技種目と交通規制実施時間

月 火 水 木 金 土 日

7/19 20 21 22 23
オリンピック開会式

24
男子ロードレース

25
女子ロードレース

11:00～18:15 13:00～17:35

26
男子クロスカントリー

27
女子クロスカントリー

28
男子個人タイムトライアル

女子個人タイムトライアル

29 30 31 8/1

15:00～17:00 15:00～17:00 11:30～17:40

２
女子チームスプリント
男子チームパーシュート
女子チームパーシュート

３
男子チームスプリント
男子チームパーシュート
女子チームパーシュート

４
男子チームパーシュート
男子スプリント
女子ケイリン

５
男子オムニアム
女子ケイリン
男子スプリント

６
男子スプリント
女子マディソン
女子スプリント

７
男子マディソン
女子ケイリン
女子スプリント

８
オリンピック閉会式
男子ケイリン
女子スプリント
女子オムニアム

15:30～18:30 15:30～18:30 15:30～19:30 15:30～18:50 15:30～19:15 15:30～18:25 10:00～13:15

パラリンピックの競技種目と交通規制実施時間

月 火 水 木 金 土 日

8/23 24
パラリンピック開会式

25
男子パーシュート
女子パーシュート

26
男子パーシュート
男子タイムトライアル
女子タイムトライアル

27
男子パーシュート
男子タイムトライアル
女子タイムトライアル

28
男子タイムトライアル
女子パーシュート
混合チームスプリント

29

10:00～15:25 10:00～16:40 10:00～16:30 10:00～13:15

30 31
男子タイムトライアル
女子タイムトライアル

9/1
男子ロードレース
女子ロードレース

２
男子ロードレース
女子ロードレース
混合チームリレー

３
男子ロードレース
女子ロードレース

４ ５
パラリンピック閉会式

8:00～17:15 9:30～17:05 9:30～16:45 9:30～16:45

富士スピードウェイ周辺
小山町内、御殿場市内、裾野市内などで交通規制が行われ、競技
コースおよび輸送ルート、御殿場駅周辺の混雑が予想されます。

伊豆ベロドローム・
伊豆ＭＴＢコース周辺

会場周辺および修善寺道路、伊豆中央道などの輸送ルート、修善
寺駅、伊東駅周辺の混雑が予想されます。

混雑予想

エリア

問合せ　商工観光課　観光推進係　☎６２－６３００

オリンピック
スケジュール

パラリンピック
スケジュール

大会全体の輸送に
関する詳細

　東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会のスケジュールおよび大会全体の
輸送に関する詳細事項は、以下のＵＲＬか
ら公式ウェブサイトにアクセスするか、右
ＱＲコードから各ページへ直接アクセスし
てください。
　ＵＲＬ　https://tokyo2020.org/ja/
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南伊豆町環境基本計画(改訂版)を策定しました

　本町が取り組む環境保全行動の基本的な方向性を示すとともに、南伊豆町の良好な環境を次世代に引き継ぐ
ために、町民や事業者などと連携して環境課題に取り組んでいく方策をまとめたものとして、平成28年に策定
されました。計画期間は平成28年度～令和７年度までの10年間で、令和２年度に計画期間の中間年度を迎えた
ことから、これまでの取り組みの検証を行うとともに、新たな環境問題や社会情勢の変化を踏まえた改訂を行
いました。

◆環境基本計画とは

基本方針　自然観光資源の保全と持続可能な活用

取り組み分野

１．自然環境の調査と保全活動

２．自然を活かしたまちづくり

３．地域固有資源の持続可能な活用

環境指標 令和元年度 令和６年度

外来種情報の取得 ０件/年 ５件/年

ウミガメ産卵地域海
岸清掃ボランティア回数

２回/年 ５回/年

石廊崎オーシャンパーク
入込客数

164,522人/年 200,000人/年

町民や事業者ができる取り組み（一例）

●外来種に関する知識を深め、自治体への情報提供や防除活動
　を行いましょう。
●海洋プラスチックごみ問題に関心を持ち、ごみの適正処分や
　ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの利用を控えましょう。

◆環境の目標像

太陽と海風、大地と水の恵み。南伊豆が咲く。

◆基本方針

　環境の目標像を実現するため、次の６つの基本方針を定めて各種の取り組みを展開していきます。
　また、６つの基本方針に基づいた取り組みを通じて「環境の目標像」の実現と同時に、SDGs（持続可能な開
発目標）のゴールに向けた取り組みを実践していきます。

取り組み分野

１．再生可能エネルギーの活用によるCO2削減

２．省エネルギーの推進によるCO2削減

３．交通対策の推進によるCO2削減

４．CO2吸収源としての森林機能の向上

基本方針　温室効果ガスの削減　地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

環境指標
現状値

（年度）
目標値
（年度）

温室効果ガスの
削減割合

17％減
（H29/H25比）

26％以上の減
（R12/H25比）

公用車の低公害車
導入割合

26.1%
（令和元年度）

35.0%
（令和６年度）

町民や事業者ができる取り組み（一例）

●小まめな節電や空調の温度調整など、家庭や事務所等での省
　エネ行動を実践しましょう。
●家電や設備等の買換えには、省エネ性能を重視して製品選択
　してみましょう。

５．地球温暖化への適応

　本方針は地球温暖化対策の推進に関する法律に定める地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を包含しています。

関連SDGs

関連SDGs
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問合せ　生活環境課　生活環境係　☎６２－６２７０

取り組み分野

１．ごみの発生・排出抑制の推進

２．再使用・再生利用の推進

３．ごみ処理における経済的・社会的側面の向上

基本方針　環境・経済・社会が統合的に向上する循環型社会の実現

環境指標 令和元年度 令和６年度

1人1日あたりのごみ排出量 1,247g/人・日 1,167g/人・日

リサイクル率 14.3％ 18.0％

資源ごみ回収拠点回収量 20％ 30％以上

町民や事業者ができる取り組み（一例）

●マイバッグ、マイボトルを積極的に使用しましょう。
●リサイクルショップやフリーマーケットを利用しましょう。
●生ごみ処理機の利用や３キリ(※)の実践など、生ごみの減量
　に努めましょう。

取り組み分野

１．体験型環境学習の推進

２．環境保全に関わる情報の発信、広報活動

３．環境保全活動・利活用の推進のための人材育成

基本方針　環境意識の向上

環境指標 令和元年度 令和６年度

環境情報の発信件数 ３回/年 ６回/年

ジオサイトにおける
環境学習数

３校/年 ５校/年

ふるさと学級参加者割合 31.9％ 35.0％

町民や事業者ができる取り組み（一例）

●環境イベントや環境に関する勉強会に参加し、そこで学んだ
　ことを身近なところから実践してみよう。
●町内で行われる清掃活動に参加し町の環境を守りましょう。

取り組み分野

１．安心・安全な生活の確保

２．空き地・空き家等の適正管理の推進

３．廃棄物・排水の適正処理の推進

４．災害防止対策による減災の推進

基本方針　快適な生活環境の充実

環境指標 令和元年度 令和６年度

公共下水道接続率 53.9％ 60.7％

合併浄化槽整備人口割合 49.7％ 53.9％

不法投棄件数
（家電４品目）

18件/年 ９件/年

町民や事業者ができる取り組み（一例）

●環境に配慮した生活用品の使用や水を大切にした暮らしをし
　ましょう。
●公共下水道への接続や合併浄化槽への付替えを行いましょう｡
●家電等は適正に処分し不法投棄は行わないようにしましょう｡

取り組み分野

１．自然環境に配慮した公共事業の実施

２．自然再生

３．鳥獣害対策

４．持続可能な一次産業の育成

基本方針　人の暮らしを豊かにする自然環境の向上

環境指標 令和元年度 令和６年度

荒廃農地面積 81ha 70ha

有害鳥獣被害額 15,510千円/年 10,000千円/年

猟友会会員数(累積) 61人/年 66人/年

町民や事業者ができる取り組み（一例）

●田畑にイノシシなどの侵入防止柵を設置するなど、農作物被
　害にあわないようにしましょう。
●出荷できない農作物や果樹、稲刈り後のひこばえを適切に処
　分し、有害鳥獣の温床とならないようにしましょう。
●減農薬を使用したり、化学肥料や農薬に頼らない、環境にや
　さしい農業活動に取り組みましょう。

※家庭で出る生ごみ減量のための「使い」キリ、「食べ」キリ、「水」キリ
　のことです。

関連SDGs

関連SDGs

関連SDGs

関連SDGs
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６月は土砂災害防止月間です

　崖崩れは斜面が突然崩
れ落ちる災害です。崩れ
た土砂は、斜面の高さの
２倍くらいの距離まで届
くことがあります。
　崖崩れは、地震や大雨､
長雨で地面に水が染み込
んで起きますが、地すべ
りと異なりあまり前触れ
がありません。

　山腹や川底の石や土砂
が、長雨や集中豪雨など
の大量の水と一緒になっ
て津波のように襲ってく
るものを土石流といいま
す。土石流の先頭の部分
は大きな石や岩、流木な
どが集まって小山のよう
に盛り上がって、時速20
～40kmで流れてきます。

　６月に入り雨が多く土砂災害が発生しやすい時期になります。
　そのため、毎年６月を「土砂災害防止月間」とし、土砂災害の防止および被害の軽減について理解と関心を
深めていただくため、県や町などの関係機関が連携して啓発活動を実施しています。
　気象情報などの収集に努め、土砂災害の危険性を認識し、早めの避難を心がけましょう。

問合せ　地域整備課　建設整備係　☎６２－６２７７
　　　　下田土木事務所　企画検査課　☎２４－２１１３

①土砂災害危険区域を確認する

②避難のタイミングを決める

③避難の仕方

　土石流が流れるスピード
は非常に早いので、流れを
背にして逃げたのでは追い
つかれてしまいます。
　土石流の流れる方向に対
して横（垂直）に逃げまし
ょう。

　土砂災害からの避難は「風雨が強まる前に土砂災害危険区域から出る」ことが重要です。

　ハザードマップで事前に土砂災害危険区域を確認し、普段から家族全員で避難場所や避難する道順を

決めておきましょう。

　土砂災害の多くは雨から起こります。降雨量が１時間に20mm以上、または降り始めてから10 0mm以上
になったら注意が必要です。以下の警戒レベルと各情報の対応の表を確認し、適切に避難しましょう。

●土石流から逃げる ●土石流からの避難が間に合わない場合は…

　崖崩れや土石流発生時に建物内にいて、どうしても
避難が間に合わない場合は、崖崩れや土石流が襲って
くる方向から出来る限り離れた、２階以上の高い部屋
へ逃げるようにしましょう。
　ただし、このような事態にならないように、雨が強
くなったらテレビやラジオ、同報無線などで情報を収
集し、早めの避難を心がけましょう。

土石流 崖崩れ

土砂災害ってどんなもの？

土砂災害から身を守るには…

【こんな時に注意しよう】
　◎崖に割れ目が見える
　◎崖から小石がパラパラと落ちてきている
　◎崖から木の根が切れる等、異音がする

【こんな時に注意しよう】
　◎山鳴りがする。
　◎急に川の流れが濁り、流木が混ざっている。
　◎雨が降り続いているのに川の水位が下がる。

◆警戒レベルと各情報の対応

警戒レベル 取るべき行動 避難の情報 雨の情報 川の情報

５ 命を守る行動 緊急安全確保 大雨特別警報 氾濫発生情報

４ 全員避難 避難指示(※) 土砂災害警戒情報 氾濫危険情報

３ 高齢者など避難 高齢者等避難 大雨・洪水警報 氾濫警戒情報

２ 避難方法の確認 － 大雨・洪水注意報 氾濫注意情報

１ 災害への心構えを高める － 早期注意情報 －

※災害対策基本法が改正され、令和３年５月20日から「避難勧告」は廃止され「避難指示」（必ず避難）に一本化されました。
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問合せ　総務課　総務係　☎６２－６２１１

情報公開制度の利用状況

　町では開かれた町政を実現し、町民の方が町政に参画することでより良い町政を実現するため、南伊豆町情
報公開条例に基づき、毎年１回、請求のあった公文書公開の状況をお知らせしています。
　令和２年度（令和２年４月１日～令和３年３月31日）の情報公開制度の利用状況は以下のとおりです。

●南伊豆町情報公開条例に基づく公文書公開請求の状況

公文書公開請求件数等　100件（61人）

区分 件数

公

開

全部 94

一部 ６

非公開 ０

合 計 100

区分 件数

閲 覧 の み ２

閲 覧 お よ び

写 し の 交 付
０

写 し の 交 付 の み 98

視 聴 等 ０

合 計 100

区分 件数

審査請求の件数 ０

内

訳

却下 ０

認

容

全部 ０

一部 ０

棄却 ０

審理中 ０

取り下げ ０

●審査請求の処理状況●公文書公開請求に対する処理状況 ●公開の実施の方法

南伊豆町教育長に対する公文書公開請求　　０件

南伊豆町議会議長に対する公文書公開請求　０件

●個人情報保護条例に基づく保有個人情報公開請求等の状況

区分 件数

公

開

全部 ０

一部 ０

非公開 ０

合 計 ０

区分 件数

閲 覧 の み ０

閲 覧 お よ び

写 し の 交 付
０

写 し の 交 付 の み ０

視 聴 等 ０

合 計 ０

●保有個人情報公開請求に
　対する処理状況

●公開の実施の方法

保有個人情報公開請求件数　０件（０人）

　また、併せて町の個人情報保護条例に基づき、令和２年度（令和２年４月１日～令和３年３月31日）に行わ
れた保有個人情報の公開請求等状況は、以下のとおりです。

不服申立ての件数　　　　　０件（０人）

保有個人情報利用停止請求件数　０件（０人）

保有個人情報訂正請求件数　　　０件（０人）
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８月から介護施設を利用した場合の
食費や居住費等が一部変更になります

問合せ　福祉介護課　介護保険係　☎６２－６２３３

　介護施設を利用したサービスで支払う食費や居住費などは基準になる額（基準費用額）が定められています
が、８月からは食費の基準費用額が変更されます。

◆基準費用額の変更

◆負担限度額の変更

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は（　）内の金額です。

低所得の人は申請して認められた場合、食費や居住費等は負担限度額までの支払いになりますが、８月からは
負担限度額の第３段階や受給要件の預貯金額等の細分化、食事の一部変更が行われます。

　負担限度額の受給要件に当てはまっていても、以下の(１)または(２)のいずれかに該当する場合は軽減の対
象になりません。
（１）住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
（２）住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万
　　　円を超える場合
　　　　※（２）については、令和３年８月から金額が利用者負担段階別になります。
　　　・第１段階　：預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
　　　・第２段階　：預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
　　　・第３段階①：預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
　　　・第３段階②：預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

標準的な費用の額
(１日につき)

食費 居住費

1,392円
８月から
1,445円

ユニット型個室
ユニット型

個室的多床室
従来型個室 多床室

2,006円 1,668円
1,668円

(1,171円)
377円

(855円)

利用者負担段階区分

食費 居住費

施設
サービス

短期入所
サービス

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室 多床室

第
１
段
階

●本人および世帯全員が住民税非
　課税で、老齢福祉年金の受給者
●生活保護の受給者

300円 300円 820円 490円
490円

(320円) 0円

第
２
段
階

●本人および世帯全員が住民税非
　課税で、Ａが80万円以下の方

390円
390円

８月から
600円

820円 490円 490円
(420円)

370円

第
３
段
階

●本人および世帯全員が住民税非
　課税で、利用者負担段階第２段
　階以外の方(７月まで)

650円 650円 1,310円 1,310円
1,310円 
(820円) 370円

８
月
か
ら

①
●本人および世帯全員が
　住民税非課税で、Ａが80
　万円超120万円以下の方

650円 1,000円 1,310円 1,310円 1,310円 
(820円) 370円

②
●本人および世帯全員が
　住民税非課税で、Ａが
　120万円超の方

1,360円 1,300円 1,310円 1,310円 1,310円
 (820円)

370円

Ａ＝合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は（　）内の金額です。

◆軽減対象外
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町内のお寺や神社の御朱印を集め
てみましょう

「御朱印めぐりツアー南伊豆編」に行ってみませんか

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１
　　　　御朱印めぐりについて　観光協会　☎６２－０１４１

　こんにちは、地域おこし協力隊の堤です。広報みなみいず令和３年４月号でお話ししたとおり、４月１日よ

り私は石廊崎オーシャンパークから観光協会へと場所を移して活動しています。

　また、今年の３月をもって３年間に渡り活動を行ってきた伊集院さんが任期満了となり、地域おこし協力隊

は私と西川さんの２名となりました。伊集院さん、長きに渡る活動、お疲れさまでした。ちなみに任期満了と

なった伊集院さんは現在、下賀茂でゲストハウス【ローカル×ローカル】を営業していますので、興味のある

方はぜひ訪問してあげてください。

　さて、このたび観光協会では、ちまたで人気の「御朱印めぐり」を題材にした日帰りツアーを組みました。

今回のツアーは町民の皆さま向けとして設計し、町内にあるお寺や神社を巡るツアーコースとなっています。

賀茂広域消費生活センターをご存知ですか？

問合せ　賀茂広域消費生活センター　☎２４－２２９９(平日９：00～15：00)

普段だとなかなかもらえない御朱印やツアー限定の特別な御朱印

も用意しました。６月は３日と26日に催行予定となっています。

原稿執筆時点（５月初週）ではまだ参加者枠に空きがありますの

で、お持ちの御朱印帳を持参の上ご参加ください。ツアー詳細は

観光協会に電話、またはホームページからお問い合わせください

。町民の皆さまからのたくさんのご応募をお待ちしています。

地域おこし協力隊　堤亮介

　賀茂広域消費生活センターでは、以下のような契
約に関するトラブルに専門の相談員が対応し、トラ
ブル解決の助言や、ときには業者と交渉してお金を
取り戻すなどの活動を行っています。

何をやっているところ？

松崎町出身　髙木和彦さん(左)

相談員紹介

●インターネット通販で注文したものが届かない
●１回きりのつもりで注文したものが翌月も届いた
●身に覚えのない訴訟の通知や未納料金の請求が届いた
●電話で勧誘され、理解できないままに光回線の契約を
　してしまった

　消費者トラブルに巻き込まれないためには、以下の
点に気をつけましょう。

消費者トラブルを防ぐためには

　また、自分がトラブルに巻き込まれた場合に相談す
るのは勇気の要ることです。センターでは相談者に親
身になってトラブル解決を目指しますので、困ったら
相談する勇気を持ちましょう。もちろん、相談は無料
で相談内容などの秘密は厳守されます。

●はっきり断る
●簡単に儲かる話はない、と冷静になる
●理解できない勧誘には乗らない
●契約する前にホームページや業者の評判を調べる

　４月から新しく相談員になったため、まだ不慣れなところはありますが
地域の役に立ちたいという熱意を持って相談にのっています。相談者さん
が安心してくれることが何よりうれしいことです。深刻なトラブルはもち
ろん、何か不安に感じることがあれば、些細なことでも構いませんのでご
相談ください。

相談員　髙木

相談員のコメント
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まちのできごと Minamiizu Topics

5/10　新型コロナワクチン接種開始

　５月10日から、高齢者を対象とした新型コロナ

ウイルス感染症のワクチン接種が始まりました。

ワクチンの数は十分にあるため、焦らず予約を行

い、予防接種を受けましょう。

4/26　台湾パイナップル寄贈

　台北駐日経済文化代表処横浜分処から南伊豆町

へ、4 0 0kgのパイナップルが寄贈されました。寄

贈されたパイナップルは認定こども園や小中学校

の給食へ供されました。

5/9　伊豆半島沖地震から47年

　昭和49年５月９日に発生した伊豆半島沖地震か

ら47年が経ちました。当時、被害の最も大きかっ

た中木区では毎年慰霊祭が行われており、今年も

新型コロナウイルス感染症対策を実施のうえ、規

模を縮小して開催されました。

4/22　分校生出前講座

　下田高校南伊豆分校の１年生を対象に、南伊豆

町について学ぶ出前講座が行われました。生徒た

ちは担当職員の説明を真摯に聞き、通学先である

南伊豆町についての見識を深めました。

令和３年度　消防団役員紹介
牧野清明

長嶋直人 山田武彦

渡辺清秀 齋藤俊生 山田伊佐夫菊池一隆

関　正志黒田利貴男 山本雅彦

岡村雅人

副団長　黒田利貴男

副団長　関　正志

第１分団長　　牧野清明

指導部長　　山田武彦

第２分団長　　渡辺清秀

第４分団長　　岡村雅人

第６分団長　山田伊佐夫

第５分団長　　菊池一隆

第３分団長　　齋藤俊生

本部長　　長嶋直人

団
長
　
　
山
本
雅
彦
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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

　図書館では町内12か所（南上郵

便局、伊浜、子浦、妻良、立岩、

吉祥、入間、中木、湊、石廊崎、

大瀬、役場）の施設に本の貸出コ

ーナーを設置しています。

　定期的に本の入れ替えを行って

いますので、お気軽にお立ち寄り

ください。本を借りる時は、本の

末尾に付いているカードを抜き、

カードに名前を書いて配本所のカ

ード入れに置くだけです。返す時

はカードを本に戻してください。

貸出期間は３週間で、貸出冊数に

制限はありません。

　また、配本所で借りたまま戻っ

ていない本が現在3 0 0冊以上あり

ます。いまいちど手元の本をご確

認のうえ、貸出本だった場合は配

本所へ返却してください。

地区配本所について

コロナとバカ　　　　　ビートたけし
70歳からの世界征服　

中田考・田中真知
一冊でわかる幕末　　　　大石学監修
天職　　　　　　　　　　　　天野篤
うらやましい孤独死　　　　森田洋之
潜匠　　　　　　　　　　　矢田海里
玄米ゆる断食　　　　　　　荻野芳隆
小さい農業で暮らすコツ　　新藤洋一
魂手形　　　　　　　　　宮部みゆき
小さな神たちの祭り　　　　内館牧子
チンギス紀10　　　　　　　北方謙三
灰の劇場　　　　　　　　　　恩田陸
湯どうふ牡丹雪　　　　　　山本一力
大人の流儀10　　　　　　　伊集院静
クララとお日さま　カズオ・イシグロ

　ポクポクポク、チー
ン！　「やっぱ本能の
まま生き続けまーす」
大酒を飲み、女を追い
かけ回し、仕事をさぼ
る…。とんち小僧一休
さんは破戒僧だった！

伊野孝行／春陽堂書店

「となりの一休さん」

　「死んだらすぐに解
剖してほしい」父の遺
言に従い遺体を解剖す
ると胃の内壁から暗号
が…。それは28年前の
殺人事件に関するメッ
セージだった。

知念実希人／ KADOKAWA

「傷痕のメッセージ」

　セミが人間と一緒に
働いてるんだって。欠
勤もせずミスもせず、
だけど誰からも相手に
されず昇進もさせても
らえず、それでも17年
間コツコツと…。

ｼｮｰﾝ ･ ﾀﾝ／河出書房新社

「セミ」

　前ばっかり向いてて
も疲れちゃうもんね。
たまには後ろを向いた
り下を向いたり、どこ
向いてたっていいじゃ
ん、という食堂の話。
ホントかな。

冬森灯／ポプラ社

「うしろむき夕食店」

　定年間近の独身男が
若い女との愛に溺れ、
いつしか破滅の道へと
堕ちていく。それを愚
かと笑う人もいる。そ
れを純愛と呼ぶ人もい
る…。

赤松利市／双葉社

「隅田川心中」

　「ねえ知ってる？　
ドラキュラ伯爵って実
はさ…」有名だけど意
外と知られていないさ
まざまな歴史上の人物
の実態に迫る。

ｱﾗﾝ ･ ﾄﾞｩｺｰ／原書房

「傑物が変えた世界史　
上・下」

　初めて明かされるロ
ッキード事件の新事実
多くの新証言を得て田
中角栄を葬った「真犯
人」の存在に迫る政治
ノンフィクション。

真山仁／文藝春秋

「ロッキード」

　源氏物語は、奉呈本
作成の過程で原作本が
失われた。つまり今に
伝わる物語は原作とは
異なるもの…。人々が
伝えた源氏物語の千年
の歴史を解き明かす。

伊井春樹／朝日新聞出版

「人がつなぐ源氏物語」

図書館だより

石本哲郎／光文社

「力尽き筋トレ」

　力が尽きちゃってる
のに筋トレ!?　そんな
バカな…それが出来ち
ゃうんです！　奇跡の
ようなトレーニング本
ダラダラするほどマッ
チョになっていく…。

。
。

佐々木譲／文藝春秋

「帝国の弔砲」

　もし日露戦争で日本
が負けていたら…。圧
巻のスケールで描かれ
る改変歴史小説。日本
人の両親のもとロシア
で生まれ育った男がた
どる数奇な運命とは。

。
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ビンやペットボトルは
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

①キャップを外す

②ラベルを剥がす

③中を水洗いする

●ビン ●ペットボトル

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

広報みなみいず２０２１．６

お 知 ら せ

職種　税務職員採用試験（高校卒業

　程度）

受験資格　

①令和３年４月１日時点で高等学校

　または中等教育学校を卒業した日

　の翌日から起算して３年を経過し

　ていない方および令和４年３月ま

　でに高等学校または中等教育学校

　を卒業する見込みの方

②人事院が①に準ずると認める方

試験日　第１次試験　９月５日(日)

　第２試験　10月13日(水)から22日

　(金)のうち、いずれか指定する日

申込方法　インターネット（人事院

　ホームページ）にて申し込み

　※インターネットで申し込みがで

　　きない環境にある場合は、人事

　　院地方事務局・沖縄事務所に問

　　い合わせてください。

申込期間　６月21日(月)９：00～30

　日(水)（受信有効）

問合せ　名古屋国税局　人事第二課

　試験係　☎０５２－９５１－３５１１

名古屋国税局税務職員採用
試験受験者の募集

日時　７月６日(火)～８日(木)

　９：30～15：30

場所　三島商工会議所　〒411-8644 

　三島市一番町2-29

内容　講義・演習　最近の看護の動

　向、感染管理、救急看護、医療安

　全管理、高齢者・認知症の看護、

　再就業者との交流会

対象者　看護の仕事をしていない看

　護職免許保有者

定員　20名程度

申込方法　電話または所定の用紙を

　郵送かＦＡＸで提出

申込期限　６月29日(火)

費用　無料

その他　託児費一部補助あり

申込・問合せ　静岡県ナースセンタ

　ー東部支所　☎０５５－９２０－２０８８

　ＦＡＸ　０５５－９２８－５０３７

看護師等再就業研修の開催

　　児童手当または特例給付を受け

　ている方は、６月中に「現況届」

　の用紙を送付いたしますので、内

　容をご確認のうえ、必要事項を記

　載して６月30日(水)までに提出し

　てください。

　　児童手当現況届は、児童手当が

　受けられるかどうかを確認する大

　切な手続きです。

　　この現況届を提出しないと、６

　月分からの児童手当が受けられな

　くなりますのでご注意ください。

問合せ　福祉介護課　子育て支援係　　

　☎６２－６２３３

児童手当現況届の提出

　　放送大学の令和３年度第２学期

　(10月入学)の学生を以下の通り募

　集します。

募集期間

　第１回　６月10日(木)～８月31日(火)

　第２回　９月１日(水)～９月14日(火)

その他　資料請求および大学に関す

　る詳細はホームページをご確認く

　ださい。

　URL:http://www.ouj.ac.jp/

問合せ　放送大学静岡学習センター

（〒４１１－００３３　三島市文教

　町1-3-93　静岡県立三島長陵高校

　２階）　☎０５５－９８９－１２５３

放送大学入学生の募集

日時　７月11日(日)

　午前の部　10：00～12：30

　午後の部　13：30～16：00

内容　オンラインツールＲｅｍｏを

　用いた相談・講演など

申込方法　以下のＵＲＬからホーム

　ページにアクセスし申し込み

　URL：http://shizuoka-hoiku.jp

申込期限　６月中旬

定員　100名

費用　無料

問合せ　静岡県・静岡市　保育士・

　保育所支援センター

　☎０５４－２７１－２１１０

保育のお仕事フェアオンラ
インの開催
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だ よ り

東京都杉並区

交 流 自 だ 体治

６月は、町県民税、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

天神原 伊集院　煌
コ ウ

3.25 哲・祥子

毛倉野 藤本　奈
ナ オ

穂 3.24 裕樹・蕗子

下賀茂 中田　大
タイセイ

誠 4.16 一誠・梓

お悔やみ申し上げます

地区 氏　名 年齢 月日

伊浜 齋藤　善三郎 99 4.1

上小野 木村　峯子 84 4.10

下賀茂 小嶋　孝雄 87 4.12

下流 平山　いせ子 93 4.25

伊浜 齋藤　愼一 89 4.26

　令和３年４月１日から４月30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 3,900 世帯

人　口 7,921 人（-20）

男 3,800 人

女 4,121 人

（５月１日現在）

----------（４月中）----------

転入 29 転出 39

出生 3 死亡 13

　かるがも病児保育室のオープン
から５年目となりました。広報活
動を行い、皆さんのニーズに答え
ながら活動してきた結果、利用者
が少しずつ増加しています。
　急を要して利用する方やリピー
トして利用される方など、さまざ
まな方が利用しており、２年目に
は目標にしていた利用者数2 0 0名
を達成することができました。
　しかしながら、新型コロナウイ
ルス感染症による社会的な影響も
あり、令和２年度の利用者数は前
年度の半分程度でした。このよう
に、社会の変化と共にニーズの形
態が変わりつつあります。
　かるがも病児保育室を必要とし
ている方の要望にひとつひとつ応
えていき、どんなお子さんにとっ

メディカル通信

information

かるがも病児保育室からのお便り

ても自分の家庭の次に安心できる
場所であり、病気の辛さを優しく
受け止められる存在となれるよう
努力していきます。
　また、保育室で過ごしたお子さ
んには「病気だけど楽しく過ごせ
た」と感じていただき、保護者の
方にもお迎えの時やご家庭に帰っ
てからもお子さんと笑顔で過ごし
てもらえれば幸いです。
　これからもかるがも病児保育室
をよろしくお願いいたします。

病児保育スペシャリスト保育士
木部すなお

問　下田メディカルセンター
　☎２５－２５２５

　中央線あるあるPROJECTとは、
「なみじゃない、杉並！」を合言
葉に、ＪＲ中央線の杉並区内４駅
（高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻
窪）を舞台に、「中央線文化」と
呼ばれる個性派揃いの魅力を紹介
する官民連携プロジェクトです。
　４駅の魅力を「観光」という視
点から、ＷＥＢサイトやＳＮＳ、
パンフレット等により国内外へ広
く情報発信をしています。令和２
年度には、地域の生活の中で培わ
れた気軽に楽しめる日常的な魅力
や楽しみ方を知っていただくため
の動画「１DAY　TRIP　IN すぎな
み」を作成・公開しました。
　おうち時間が長くなっている今
だからこそ、杉並区の「なみじゃ

ない」魅力を、南伊豆町から感じ
てみませんか。詳しくは、ＷＥＢ
サイトをご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　

問　杉並区産業振興センター　
　観光係　☎０３－５３４７－９１８４

WEBサイト 動画
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マイルキッズス

湊 戸部　ひな ちゃん（１歳６か月）

「いつもこの笑顔でみんなを

　　　　　　　　　笑顔にするよ♡」

発行日／令和３年６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

　歯や口腔内を健康に保つと、硬い食品を始め

としたさまざまな食品を食べ続けることができ

るため、低栄養などの予防につながります。

　また、自分の歯で食べることを楽しみ続けら

れるなど、心身の健康に良い影響もあります。

　しかしながら、歯周病などで歯や口腔内の健

康が保たれていないと、糖尿病の悪化や誤嚥性

肺炎、心臓血管疾患などのリスクを高めること

になります。

　歯と口の健康維持のために家庭で行う歯みが

きは大切です。しかし、歯みがきだけでは歯垢

や歯石がとりにくいため、歯科医院で専門的な

ケアを受けましょう。

　また、かかりつけの歯科医を持ち、むし歯が

なくても定期的に受診することで、いつまでも

健康な歯と口を目指しましょう。

問合せ　健康増進課　健康増進係

　　　　☎６２－６２５５

６月４日～６月10日は、
　　　　歯と口の健康週間です！

～青のり＆クリームチーズ入りポテサラ～

▷　材料２人分　◁

栄養価（１人）
エネルギー：115kcal　タンパク質：4.0g　脂質：4.0g　塩分：0.6g

ジャガイモ……１個(150g)
ベーコン………１枚(10g)
インゲンマメ………１本
コーン…………大さじ１
塩・コショウ……少々

▷　作り方　◁

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！

青のりなどはお好みによ
って追加してください。

広報みなみいず　６月号

クリームチーズ……１個(18g)
青のり……適量
めんつゆ……小さじ1/2

Ａ

①ジャガイモは適当に切って茹でる。火が通ったら湯を捨て、
　Ａを加えてからジャガイモを潰し、コーンと混ぜる。
②ベーコンを細切りにしカリカリに焼く。
③インゲンマメを２～３㎝に切り、沸騰した湯でさっと茹でる
④塩・コショウで味を整え、インゲンとベーコンを添えて盛り
　付ける。

。


