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令和３年南伊豆町議会６月定例会が６月９日(水)、10日(木)の会期で開催されました。

南伊豆町議会
　　　６月定例会

所信表明

　このたびの町長選挙においては、

町民の皆さまをはじめとして各方面

からの力強いご支援を賜り心より感

謝申し上げますとともに、引き続き

町政運営を任せていただくことに対

しその責任の重さを改めて痛感して

いるところでございます。

　私の町政運営に対する基本方針に

ついては本年３月定例会の施政方針

で申し述べさせていただいたとおり

です。新たな町づくりの指針となる

第６次南伊豆町総合計画に基づく主

要施策を着実に遂行し、引き続き町

民ファーストの町政実現に向けて誠

実かつ謙虚な政治姿勢をもって皆さ

まの負託にお応えするとともに、政

策の選択と集中による重点化の下、

限られた財源を有効に活用しながら

安定的な行政サービスの提供に努め

ます。

　現下においては新型コロナウイル

ス感染症対策が最優先事項となりま

すが、町民ファーストのまちづくり

第２章として「教育・文化・子育て

支援のまちづくり」、「健康長寿・生

涯現役のまちづくり」、「安心して生

涯暮らせるまちづくり」、「自然災害

から住民を守るまちづくり｣､「観光

－南伊豆町議会６月定例会　行政報告－

　令和３年南伊豆町議会６月定例会

の開会にあたり、所信の一端を述べ

させていただくとともに３月定例会

以降の主な事項について行政報告を

申し上げます。

資源を生かしたまちづくり｣､「産業

振興で基盤が強いまちづくり」を掲

げ、子供からお年寄りまで安心して

暮らせて希望が持てる町政運営にま

い進してまいります。

　また、近年の地方自治を取り巻く

環境は極めて厳しい状況下にありま

すが、多様化・高度化する住民ニー

ズに効果的・効率的に対応し、全て

の町民が住みやすく次世代・未来の

子供たちに自信を持って引き継ぐこ

とができる南伊豆町を目指し、総力

を結集し誠心誠意取り組んでいきま

すので、引き続き町民の皆さまなら

びに本議会からのご支援ご厚情を賜

りますよう衷心よりお願い申し上げ

まして、再選に当たってのご挨拶お

よび所信表明とさせていただきます

　４月９日に本議会ならびに地元関

係者など37名のご臨席のもと、地域

子育て支援センターの竣工式が執り

行われました。

　ご多忙のなかご出席を賜りました

議員各位に厚く御礼を申し上げます

　本施設においては１階部分に子育

て支援センターを配置し、旧支援セ

ンターと比較し約２倍の収容面積を

確保したほか、２階部分には多目的

室を設け、こども園や本センター行

事での活用に加え子育てに関わる支

伊豆町地域子育て支援
センターの開所について南

　全国的な感染拡大にいまだ収束の

見えない新型コロナウイルス感染症

に対して、その最前線で日夜懸命に

ご奮闘いただいている医療現場の皆

さまに衷心より敬意と感謝を申し上

げます。

　本町においては、新型コロナウイ

ルス感染症撲滅の切り札となるワク

チン接種が５月10日から開始され、

５月29日までに1,312名が１回目の

接種を終了し、２回目の接種も始ま

っています。

　ワクチン接種を希望される皆さま

型コロナウイルス
ワクチン接種について新

援団体等への貸出しや、子育て世帯

への就労支援に繫がる各種事業を推

進するもので、４月12日に開所しま

した。

　４月の利用状況は、14日間で延べ

136組305人の利用があり､年間5,000

人の利用者を見込んでいます。

　また、開所当日は開所時刻前から

待機している方々もおり、利用者か

らは「広いスペースでゆったりと子

供を遊ばせることができる」、「コロ

ナ禍でも十分なソーシャルディスタ

ンスを保つことができて快適」など

好評の声が数多く寄せられています

　今後は、令和３年度中での認定こ

ども園改修工事を経て、保育・子育

て環境のさらなる充実に取り組んで

いきますので、皆さまのご理解とご

協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

。

行政報告（要旨）

。

。
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には予約の際に電話がつながらず大

変ご迷惑をおかけしていますが、各

医療機関のご支援を受けて接種日や

接種時間の拡大を図り、さらなる接

種枠拡大に努めていますので、ご理

解を賜りますようお願いします。

　また、本日（※６月９日）から予

約を再開しました。電話での予約に

加えてオンライン予約も併設したほ

か、各医療機関での個別接種も可能

となることなどから予約の混乱も減

少するものと考えています。

　８月以降は65歳未満のワクチン接

種も開始されますので、迅速かつ適

正な接種情報の提供に努めてまいり

ます。

（１）ふるさと寄附について

　令和２年度ふるさと寄附の総額は

１億6,577万8,638円となり、前年度

実績額１億7,013万3,961円から約

2 . 5％の減となりました。

　主要因として、人気の返礼品であ

る「ふるさと寄附感謝券」の申し込

み減少の影響が顕著です。これは、

新型コロナウイルス感染症の影響を

受けた観光事業の落ち込みと連動し

工・観光振興の取り
組み商

ており、令和元年度における感謝券

寄附額8,112万8,000円に対して、令

和２年度では5,755万3,000円と大き

く落ち込みました。

　新たな取り組みとして「ふるさと

寄附専用ホームページ」の開設や返

礼品の梱包および配送料を町が負担

することとしたほか、魅力度を高め

る返礼品掲載写真の更新およびリニ

ューアルにも鋭意取り組んできまし

たが前年度の実績額には届きません

でした。

　一方、新型コロナウイルス感染症

によるテレワークの推奨などで在宅

率が高まり、冷凍イチゴや柑橘類、

干物などの日常的な食料品への申し

込みが増加し、とりわけ冷凍イチゴ

では寄附額5,000円と手軽な価格設

定からか幅広い年代層に好まれ、令

和２年度末までの申込み総数の約４

分の１を占めています。

　このため、本年４月当初から「い

ちご生産農家」の登録事業者を追加

し、長期冷凍保存による在庫の確保

という強みを生かしつつ、年間を通

して発送可能な返礼品となるよう取

り組んでいきます。

（２）みなみいず応援プレミアム付

　　　商品券の再発行

　新型コロナウイルス感染症拡大に

より低迷する地域経済の活性化を目

的に「第２弾みなみいず応援プレミ

アム付商品券」の発行を決定し、３

月15日から販売を開始しましたが、

４月21日をもって１万5,000セット

（１億5,000万円分）全てを完売しま

した。

　昨年の初回発行時においては、対

象3,896世帯に対して3,016世帯・

１万4,758セットの購入があり、こ

の実績を踏まえた上で、同数の１万

5,000セットを用意しましたが、地

区巡回による個別販売に加え１世帯

に付き５セット以内であれば複数回

に分けての購入も可能としたことな

どから、多くの方々からご好評の声

をいただきました。

　また、売り切れにより購入できな

かった皆さまには大変申し訳なく思

いますが、可及的速やかに実施すべ

き新型コロナウイルス感染症経済対

策事業とした趣旨と、何よりも疲弊

した町内事業者への早期支援である

ことにご理解を賜りますよう切にお

願い申し上げます。

　なお、使用期限は７月31日となり

ますので、お買い求めいただきまし

た方々には使い残しの無いよう重ね

てお願いいたします。

（３）リアル宝探しイベント「南伊

　　　豆大秘境」について

　これまで行政課題のひとつとされ

てきました「域外に誇れる豊富な自

然資源の活用」を念頭に、資源の量

的および質的な調査を経たなかで、

ユーザー目線による地域資源の魅力

を再認識しその結果を活かした回遊

型コンテンツの造成に取り組んでい

ます。

　今般のリアル宝探しイベント「南

伊豆大秘境」は、４月29日から７月

18日までの期間で開催しており、町

域全体をフィールドとして大自然の

中に隠された秘密の宝箱を探す回遊

型の謎解きイベントです。

　挑戦者はパンフレットさえ入手す

れば自由に参加できることに加え、

開催期間を長期に設定することで町

の認知度向上と参加者を極力分散さ

せることにも配慮されたものとなっ

ております。

　スマートフォンを活用したデジタ

ル形式を一部採用し、新しい生活様

式に合わせた誘客促進施策として接

触回数を減らし、大自然のなかで３

密の回避を徹底した回遊型のコンテ

ンツに仕上がっており、コロナ禍に

おける町内の宿泊施設や観光施設、

飲食店への需要創出のほか、コロナ

収束後の海水浴、秋の伊勢海老まつ

りに向けた誘客の呼び水となってく

れることを期待しています。

　なお、５月20日現在で「宝箱」の

発見報告場所となっている南伊豆町

観光協会には、すでに3 0 5人もの方

が報告に訪れています。

　平成30年７月から協議を重ねてき

た南伊豆地域広域ごみ処理事業につ

いて、本年２月の構成市町首長会議

での合意事項をもとに各市町議会の

全員協議会において報告が成され、

本年３月に３町(南伊豆町･松崎町･

西伊豆町）が参加表明をしました。

　今後は令和３年度中に「広域ごみ

処理基本構想」および「循環型社会

形成推進地域計画」策定に着手し、

令和９年度中の焼却施設の供用開始

令和11年度中での再資源化施設稼働

開始を目指します。

　また、今般の町長選挙において私

の公約にも掲げたとおり、一般ごみ

の減量化は極めて重要な施策と捉え

ていますので、町民の皆さまはもと

より町内事業者へのご理解とご協力

を仰ぎながら実践的かつ計画的に進

めていきます。

伊豆地域広域ごみ処理
事業について南

、
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台風シーズン前に
　　　　「避難」について再確認！

　令和元年の台風15号・台風19号が接近した際に、町は｢警戒レベル３　避難準備・高齢者等避難開始｣を発令
しました。また、台風19号の接近時には町内６か所の指定避難所に多くの方々が避難し、ピーク時には501人
が避難しました。
　これから大雨・台風シーズンを迎えるにあたり「避難時に知っておくべき５つのポイント」、「避難所のル
ールやマナー」を掲載しましたので、災害有事に備えて確認しておきましょう。

※警戒レベルとは
　町が発令する避難情報の段階を示すもので、警戒レベルが高いほど避難の緊急性が高くなります。
　また、５月20日に災害対策基本法が改正され、警戒レベルの内容が変更となりました。
　　●「警戒レベル３　高齢者等避難」…避難に時間を要する人は避難する。
　　●「警戒レベル４　避難指示」…危険な場所から避難する。
　　●「警戒レベル５　緊急安全確保」…既に安全な避難ができず危険な状態。

①避難とは「難
なん

」を「避
さ

」けることです。安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありません。

②避難先は、指定避難所や地区の公会堂などだけではありません。安全な親戚・知人宅に避難することも考

　えましょう。

③災害時には、新型コロナウイルス感染防止対策としてマスク・消毒液・体温計などの不足が予想されます｡

　日頃から備蓄を行い、避難の際には自分で用意したものを携行しましょう。

④指定避難所以外にも公会堂などを避難所として開設する地区もあります。

⑤豪雨時における屋外への移動は、車の移動も含め非常に危険です。やむをえず移動を行い、車中泊などを

　する場合は、寝ている間に浸水し、取り残されたりすることがないよう周囲の状況などを十分確認して車

　を駐車しましょう。

避難時に知っておくべき５つのポイント

　避難所は、災害から身を守るための一時的な避難場所です。

　避難所での生活は、さまざまな方が避難して来るなかでの共同生活となります。共同生活中のトラブル防

止のため、以下のとおり避難所生活のルールを定めますので、避難所で過ごす際はルール・マナーを守って

生活するようご理解、ご協力をお願いします。

避難所のルールやマナー

●避難所責任者（町職員）の指示に従い、勝手な行動は慎みましょう。

●体調が優れない方は受付時に町職員に申し出ましょう。受付時に記入す

　る「避難者カード」と「健康状態チェックカード」には、現在の体調な

　どに関して正確な情報を記入してください。

●受付で配布された「間仕切り段ボール」・「間仕切りテント」は、避難所責任者の指示に従って設置を行

　い、組み立てや撤去は避難者が行います。

●介護が必要な方は、原則としてご家族による介護をお願いします。

●避難後（受付が終了した後）の外出は、原則できません。

●避難時に必要な食糧や飲料水は、避難者が自分で用意するものとします。

●避難所での火気の使用は厳禁とします。また、避難所などの敷地内は禁煙です。

●アルコール類の持ち込みは禁止です。

●ペットと一緒に避難する場合、ペットは必ずゲージに入れ、指定された場所へ置くこととします。

●自分のごみは、必ず持ち帰りましょう。

避難所でのルール

●携帯電話の充電などでコンセントを独占することは禁止します。コンセントを使用する際には、避難所責

　任者に許可をとってください。

●高齢者や身体の不自由な方、乳幼児を同伴している方などへ配慮しましょう。

　また、避難所責任者の指示のもと、他の避難者への支援をお願いする場合があります。

避難所でのマナー

問合せ　総務課　防災係　☎６２－６２１１
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問合せ　企画課　企画係　☎６２－６２８８

宝くじ助成金を活用した
コミュニティ活動備品の整備事例

　(一財)自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を活用したコミュ
ニティ助成事業を実施しています。この事業は地域のコミュニティ活動の活性化を目的とし、コミュニティ活
動に必要な備品の整備などに対して助成を行うものです。
　今年度は下流区が当事業を活用し、公会堂のエアコンや冷蔵庫、コピー機などを整備しました。地域活動の
拠点である公会堂の利便性が向上し、今後の活発な活動が期待されます。

下流区で整備した物品一覧

防災行政無線の内容は、
電話やメールなどで確認できます

問合せ　総務課　防災係　☎６２－６２１１

　町では防災行政無線のデジタル化に取り組んでおり、町民の方の利便性向上のため電話やメール、町のホー
ムページなどで放送内容を確認できます。

電　話
　以下の番号に電話をかけることで、自動音声放送により放送された防災行政無線の内容が確
認できます。ただし、通話料金は利用者様の負担となりますのでご了承ください。

電話番号　☎０５５８－６２－２１２１

メール

　町のメール配信サービスに登録することで、防災行政無線の放送があった際に登録したメー
ルアドレス宛に放送内容がメールで送信されます。
　以下のメールアドレス宛に空メールを送信し、登録の手続を行ってください。
●空メール送信先：t-minamiizu@sg-m.jp

　なお、メール配信サービスを利用する際は、「パソコンからのメールを受信しない」設定を
解除し、「@sg-m.jp」からのメールが受信できるように設定してください。

ホーム
ページ

　南伊豆町公式ホームページのトップページ左側の「防災行政無線（放送内容はこちら）」か
ら、過去に放送された防災行政無線の内容を確認できます。
　なお、古い情報は随時削除いたしますので、ご注意ください。

ＱＲコードを読み取るか、画
像の青枠で囲まれている箇所
をクリックすることでアクセ
スできます。
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令和３年度介護保険料が決定しました

問合せ　福祉介護課　介護保険係　☎６２－６２３３

　以下の表の通り、令和３年度の介護保険料が決定しました。前年度から年額の変更はありませんが、第７・
８・９段階の所得条件が変更となっています。

所得段階 所得等の条件
基準に
対する
割合

保険料年額

第１段階

・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金を受給している方で、本人および世帯全員が町民
　税非課税の方
・本人および世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と
　課税対象年金収入額の合計が80万円以下の方

0.3 24,840円

第２段階
・本人および世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と
　課税対象年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

0.5 41,400円

第３段階
・本人および世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と
　課税対象年金収入額の合計が120万円を超える方

0.7 57,960円

第４段階
・本人が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収
　入額の合計が80万円以下、かつ世帯に町民税課税者がいる方　　　　

0.9 74,520円

第５段階
（基準額）

・本人が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収
　入額の合計が80万円を超え、かつ世帯に町民税課税者がいる方

1.0 82,800円

第６段階 ・本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 1.2 99,360円

第７段階 ・本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.3 107,640円

第８段階 ・本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.5 124,200円

第９段階 ・本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上の方 1.7 140,760円

＜所得段階別保険料＞

●特別徴収
　年金から保険料が天引きされます。

●普通徴収　
　納付書または口座振替で保険料を納めます。口座振替をご希望の場合は
金融機関に以下のものを持参し、お申し込みください。

　第７段階：合計所得金額が120万円以上200万円未満　→　合計所得金額が120万円以上210万円未満
　第８段階：合計所得金額が200万円以上300万円以下　→　合計所得金額が210万円以上320万円未満
　第９段階：合計所得金額が300万円以上　→　合計所得金額が320万円以上

＜変更箇所＞

＜介護保険料の納め方＞

　なお、ご自身の保険料段階や納め方については、７月中に届く介護保険料に関する通知をご確認ください。

①保険料の納付書
②預(貯)金通帳
③通帳届出印

金融機関に
持参するもの
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　町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和２年に比べて令和３年の収入が減少している方につ
いて保険税（料）の減免を実施しています。減免の対象となる要件や申請方法などは以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減収した方は

保険税(料)が減免となる場合があります

問合せ　国民健康保険税　　　　町民課　課税係　☎６２－６２２２
　　　　介護保険料　　　　　　福祉介護課　介護保険係　☎６２－６２３３
　　　　後期高齢者医療保険料　健康増進課　国民健康保険係　☎６２－６２５５

申請方法

◆申請に必要なもの
　□申請書　
　□収入状況等申告書　
　□調査同意書（後期高齢者医療保険料の減免申請用）
　□令和２年の合計所得が分かるもの(確定申告書控・所得課税証明書・納入通知書など)の写し
　□令和２年の収入が分かるもの
　□令和３年の収入が減収したことが分かるもの
　　・帳簿などの営業収益などが分かるもの
　　・事業などの廃止がわかるもの（個人事業の廃業届出書など）
　　・新型コロナウイルス感染症の影響により失業したことが分かるもの（退職証明書・休職証明書・離職票
　　　など)
　　　※失業の場合、別の減免制度を案内する場合があります。
　□保険金・損害賠償金の支払いに関する通知書
　　（※支払いを受けている場合のみ）の写し

◆申請方法　郵送
　※新型コロナウイルス感染症対策のため、原則として申請は郵送で受け付けて
　　いますが、郵送での提出が困難な方は役場までご相談ください。

◆申請先　〒415-0392　静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1　
　　　　　　　　　　　南伊豆町役場 町民課 課税係

　令和３年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た際のいずれかが令和２年に比べて３割以上減少
していること。

　※その他の要件や、令和２年の所得の金額などにより減免の対象外となる場合がありますので減免の対象か
　　確認したい場合はお問い合わせください。

対象要件

・宿泊業を営んでいるが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年と比べて宿泊の予約が著しく減少
　し、収入が減少した場合。
・飲食業をしているが、新型コロナウイルス感染症の影響により客が減り、収入が著しく減少した場合。
・農作物、魚介類の売買単価が減少し、それに伴い収入が著しく減少した場合。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、勤め先が従業員を雇うことが困難にな
　り解雇された場合。
　※新型コロナウイルス感染症の影響により廃業した場合は、収入の減少度合いに関わらず減免となります。
　※農作物の不作、漁獲量の減少など、収入の減少が新型コロナウイルス感染症の影響とは無関係な場合、減
　　免の対象とならない場合があります。

収入が減少する見込みであると判断できる例

　令和３年４月１日から令和４年３月31日の間にある納期未到来分の保険税（料）。

減免となる保険税（料）

郵 送

国民健康保険税・後期高齢者医療制度・介護保険加入者の皆さまへ
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国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ

●医療費が高額になる方へ

　「限度額適用認定証」等を医療機関に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。認定
証の交付を希望される場合は、健康増進課窓口で認定証の交付申請手続きが必要となります。
　なお、世帯主に国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の滞納がある場合は、限度額適用認定証の交付がで
きない場合があります。
　また、国民健康保険の限度額適用認定証の有効期限は７月末となっていますので、８月以降も必要な方は更
新の手続きをお願いします。

※後期高齢者医療被保険者の方で既に限度額適用認定証をお持ちの方は、８月に自動更新されるため申請の必
　要はありません。ただし、下表「70歳以上の人の自己負担限度額(月額)」の「一般」欄に該当する方は限度
　額認定証が不要のため、自動更新されません。

●70歳以上の方の自己負担限度額（月額）

対象者 課税区分 負担割合

自己限度額
< >内は４回目以降の金額 認定証の

申請外来のみ
（個人）

入院＋外来
（世帯ごと）

現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)

課税

３割

252,600円＋(医療費－842,000円)×１％
<140,100円>

不要

現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)

課税
167,400円＋(医療費－558,000円)×１％

<93,000円>
必要

現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)

課税
80,100円＋(医療費－267,000円)×１％

<44,400円>

一般 課税
２割

(後期高齢者
医療被保険者

は１割)

18,000円
57,600円
<44,400円>

不要

低所得者Ⅱ 非課税

8,000円

24,600円

必要

低所得者Ⅰ 非課税 15,000円

●70歳未満の方の自己負担限度額（後期高齢者医療制度の障害認定の方を除く）

対象者 自己負担限度額
４回目以降の

自己負担限度額

ア 所得901万円超 252,600円＋(医療費－842,000円)×１％ 140,100円

イ
所得600万円超
901万円以下

167,400円＋(医療費－558,000円)×１％ 93,000円

ウ
所得210万円超
600万円以下

80,100円＋(医療費－267,000円)×１％ 44,400円

エ
所得210万円以下

(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円

オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

●申請に必要な書類

◆国民健康保険

・世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
・対象者の保険証
・来庁する方の本人確認書類（運転免許証など）

◆後期高齢者医療制度

・対象者のマイナンバーがわかるもの
・対象者の保険証
・来庁する方の本人確認書類（運転免許証など）

問合せ　健康増進課　国民健康保険係　☎６２－６２５５
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問合せ　健康増進課　国民健康保険係　☎６２－６２５５

　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。｢緑色｣の新しい保険証を７月下旬までに郵送しますので、８月１
日からは送られてきた新しい保険証を使用してください。
　なお、８月１日以降は現在使用している「紫色」の保険証は使用でき
なくなりますので、健康増進課まで返却していただくか、個人情報が漏
れないよう注意したうえで処分してください。

●後期高齢者医療被保険者証

　今までお使いの「クリーム色」の保険証が、８月
１日から「藤色」の保険証に替わります。７月中旬
以降に新しい保険証を郵送しますので、８月以降は
新しい保険証を使用してください。
　また、有効期限の切れた保険証は、健康増進課ま
で返却していただくか、個人情報が漏れないよう注
意したうえで処分してください。

●国民健康被保険者証

国民健康保険の加入・脱退について

　国民健康保険に加入している方が就職して職
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方が退職したり扶養か
ら外れ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。

問合せ　町民課　課税係　☎６２－６２２２

 国民健康保険税の課税限度額と
　　　　　 　軽減判定所得基準が変わりました

●課税限度額の引上げ

年度
軽減
割合

令和２年度 令和３年度

７割軽減
世帯主と被保険者(加入者)の総所得金額が
33万円以下

世帯主と被保険者(加入者)の総所得金額が
43万円＋【（給与所得者等の数－１）】×10
万円以下※

５割軽減
世帯主と被保険者(加入者)の総所得金額が
33万円＋28.5万円×(被保険者数＋特定同一世
帯所属者数)

世帯主と被保険者(加入者)の総所得金額が
43万円＋28.5万円×(被保険者数＋特定同一世
帯所属者数)＋【（給与所得者等の数－１）】
×10万円以下

２割軽減
世帯主と被保険者(加入者)の総所得金額が
33万円＋52万円×(被保険者数＋特定同一世帯
所属者数)

世帯主と被保険者(加入者)の総所得金額が
43万円＋52万円×(被保険者数＋特定同一世帯
所属者数)＋【（給与所得者等の数－１）】×
10万円以下

低所得者の負担軽減を図るための保険税均等割・平等割の軽減判定所得の基準が変更となりました。

※　給与所得者等とは、一定の給与所得と公的年金等に係る所得を有する方のことをいい、その数が２人以上
　　の場合、この式を適用します。

８月１日から保険証が替わります
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第22回 静岡県市町対抗駅伝競争大会 選手募集

申込・問合せ　教育委員会　社会教育係　☎６２－０６０４

文芸南伊豆第23号　作品募集

　町内における文芸普及および文化向上を目的とし、以下のとおり文芸作品を募集します。「文芸南伊豆　第
23号」は、11月に行われる芸術祭にて一般配布され、作品を応募された方には郵送します。

募集条件

　「第22回　静岡県市町対抗駅伝競走大会」が12月４日(土)に静岡市内にて開催されます。それに伴い、町で
は「南伊豆町チーム」の選手および練習参加を希望される方を以下のとおり募集します。

対 象 者：小学校４年生以上で持久走に興味がある方
募集期限：７月15日(木)
練習日時：８月２日から毎週２回(月・木)　19：00～20：30
練習場所：差田グラウンド、ふるさと公園
　　　　　※雨天時は町内各小学校体育館
申込方法：住所、氏名、年齢、連絡先を電話にて以下の申込先
　　　　　までご連絡ください。
　　　　　なお、未成年の方は保護者の承諾書を兼ねた参加申
　　　　　込書の提出が必要です。参加申込書は役場２階教育
　　　　　委員会事務局にて配布しています。

問合せ　教育委員会　社会教育係　☎６２－０６０４

種目 応募作品

小説 １人１編　原稿用紙30枚以内

随筆(ｴｯｾｲ) １人１編　原稿用紙15枚以内

詩 １人１編　原稿用紙３枚以内

短歌 １人５首以内

俳句 １人５句以内

川柳 １人５句以内

評論 １人１編　原稿用紙30枚以内

児童文学 １人１編　原稿用紙30枚以内

※１人２種目まで応募可能です

昨年の練習風景

以下のいずれかに該当する方
町内在住者／町内在勤者／町文化協会会員

応募資格

８月６日(金)　※当日消印有効応募締切

応募方法

以下まで持参、郵送またはメールにて提出
●郵送宛先　
　〒415－0392　南伊豆町下賀茂315－１
　南伊豆町教育委員会「文芸南伊豆」係
●メールアドレス
　kyoin@town.minamiizu.shizuoka.jp

注意事項

　種目、住所、氏名、電話番号を原稿に明
記してください。なお、ペンネームを使用
する場合は実名を併記してください。
　また、応募していただいた原稿は返却い
たしませんのでご了承ください。
　作品の採用については「文芸南伊豆 第
23号｣の発行をもってかえさせていただき
ます｡

応募原稿

●手書き
　400字詰め原稿用紙
●パソコン入力
　１行20文字、行数20行、文字サイズ12pt
●応募種目等
　右表のとおり
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メディアによる情報発信を効果的
に使って集客力をアップしよう！

事業者さんへの支援内容を紹介します

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。６月に入って気温
が少しずつ高くなり、夏らしくなっ
てきました。　
　コロナ禍の現在、「情報発信の方
法」が重要となってきています。外
出を避けなければならない状況下に
おいて、家でインターネット記事や
動画配信サービスなどを閲覧する機
会が大幅に増えているためです。
　これに伴い、メディア（動画や写
真など）での情報発信やオンライン
ショップなどがマーケティングツー
ルとしてなくてはならないものにな
ってきました。
　これらの情勢を踏まえた上で、今
回は「まじっくらんど」と「みなみ
いずヨガ」で行っている支援の内容
について紹介します。

　オリジナル昆虫の水彩画を描いて
活躍している画家、くぼやまさとる
さんのアトリエギャラリー「まじっ
くらんど」では、積極的にホームペ
ージやＳＮＳなどを活用し、水彩画
の魅力を世界に発信しています。ま
た、静止画だと視覚的な表現に限ら
れてしまうため、音や動きのある動
画で「くぼやまさとるワールド」を
発信していく予定です。
　次に、０～６歳を対象とした「知
育ヨガ®️ 」に力を入れている「みな
みいずヨガ」では、去年の「南伊豆
ビジネスセミナースクール」を受講
していただいた際に学んだチラシの
制作テクニックを活かし、見ただけ
で楽しい雰囲気が伝わる「夏の知育
ヨガ®️ プログラム」のチラシができ
あがりました。台風や大雨が増える
夏季に、室内でも楽しく遊べて学べ
るプログラムを用意していますので
興味ある方はぜひウェブで検索して
チェックしてみましょう。

地域おこし協力隊　西川亮

くぼやまさんが描いた「ニセ蟲図鑑」は
図書館においてあります。

ヨガ実施の様子です。親子で楽しめます。

町の食のボランティア団体
「南

な ず み

豆味会」を紹介します

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

　南豆味会は食を通じた健康づくり活動を行う
ボランティア団体で、「私たちの健康は私たち
の手で」をモットーに、幼児から高齢者までの
幅広い年齢層を対象とし、地域の健康は地域の
みんなで守れるように活動をしています。
　また、昨年度には保健衛生部門の「知事功労
別表彰」を受賞しました。これからも引き続き
地域の健康づくりの推進に貢献していきます。

●小学校での食育教室（郷土料理や地場産
　品を使った料理など）
●おやこ料理教室
●地区での健康教育（高血圧予防教室、低
　栄養予防教室など）

主な活動

大野副会長 須藤会長

まじっくらんどとみなみいずヨガのＳＮＳ用
アイコンです。見かけたらぜひフォローを！
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まちのできごと Minamiizu Topics

6/11　たわわに実れ、愛國米

　南上小学校５年生が、地域の農家の方などと一

緒に愛國米の田植えを行いました。植えた苗は９

月下旬頃に収穫され、児童たちによる食味試験な

どが予定されています。

6/14､15　弦楽器を学ぶ

　文化庁共生プロジェクトの一環として、新日本

フィルハーモニー交響楽団員４名が南中小学校を

訪れ、プロによる弦楽器の演奏や楽器の説明、参

加した町内児童・生徒の演奏体験が行われました

6/11　虫歯を予防しよう！

　南崎認定こども園で虫歯予防教室が行われまし

た。園児たちは歯の大切さと虫歯について学び、

歯の模型を参考にした正しい歯磨きの仕方を実践

しました。

5/29､6/5　町内小学校運動会

　５月29日に南中小学校と南上小学校、６月５日

に南伊豆東小学校にて運動会が行われ、児童たち

は保護者や地域の方の応援を受けながら、一生懸

命に競技へ取り組みました。

6/18　海上レジャー体験！

　南中小学校の４年生と５年生が、子浦港でシー

カヤックとカッターボートを体験しました。児童

たちは息を併せてパドル（オール）を操作し、海

上レジャーを楽しみました。

6/18　交通ルール、確認よし！

　南崎認定こども園で交通安全教室が開催されま

した。参加した園児たちは交通ルールについて教

わった後、信号機の模型などを用いて横断歩道の

渡り方などを実践しました。

。
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今月のおすすめ図書

　生命とは何か。ノー
ベル賞受賞者である著
者が、その仕組みをや
さしく解き明かす。庭
を舞う１頭の蝶。それ
がすべての始まりだっ
た…。

ポール・ナース／
ダイヤモンド社

「WHAT IS LIFE ？」

　麻薬取締官の兄が姿
を消した。捜査協力を
求められた双子の弟は
兄になりすまし密売組
織に潜入する…。荒ぶ
る男たちが躍動するハ
ードボイルド巨編。

大沢在昌／毎日新聞出版

「悪魔には悪魔を」

　コロナ禍の下、連日
届くＳＯＳ。15年にわ
たり貧困と関わってき
た著者が、セーフティ
ネットを崩壊させた政
治に警告を発する。

雨宮処凛／かもがわ出版

「コロナ禍、貧困の記録」

　戦国末期、三木城当
主の別所長治は信長に
反旗を翻す。終わりの
見えない戦いは、領民
の生活を疲弊させ…。
合戦の裏側に存在した
ひたむきな生の物語。

天野純希／集英社

「もろびとの空」

　恩師からかかってき
た無言電話。そしてそ
の直後の死。事故か自
殺か。無言に込められ
ていたメッセージとは
…。青春小説の名手が
描く山岳ミステリー。

額賀澪／二見書房

「風は山から吹いている」

　前科11犯、獄中生活
20年。覚醒剤に溺れ、
入出所を繰り返してき
た男が、破滅から更生
までの激烈な人生を語
り尽くす。

中林和男／風詠社

「ゴミと呼ばれて」

　老眼、近視、ドライ
アイ。目の衰えを一気
に解決！さらに緑内障
予防まで。読み終えて
実践したら視力が回復
してるかも…？　

清水ろっかん／飛鳥新社

「眼圧リセット」

　容疑者が自殺した数
十年前の殺人事件。
時を経て別件で逮捕さ
れた男の突然の告白。
「あの事件は私がやり
ました」真実か嘘か。
その告白の裏には…。

東野圭吾／幻冬舎

「白鳥とコウモリ」

中村明珍／ミシマ社

「ダンス・イン・ザ・
ファーム」

　元銀杏ボーイズの中
村明珍による初の著書
バンド脱退後、農家兼
僧侶として歩み始めた
著者の新しい人生を綴
ったエッセイ。

。

古野まほろ／新潮社

「新任警視」

　県警公安課長に着任
した新任警視。彼の最
重要任務は、県内に拠
点を構えるカルト教団
の絶滅だった。公安対
カルト。予測不能の対
決の行方は…。

。

開館時間　８：３０～１７：１５

休館日　月曜日・木曜日・祝日

☎６２－７１００　ＦＡＸ　６２－１４０２

新着図書案内

図書館利用案内

　図書館では夏休み課題図書コーナー

を設置しています。たくさんの方々に

借りてもらうため、通常の貸出とは異

なり貸出期間は２週間、貸出延長は不

可で１人１冊までの貸出となります。

　課題図書以外にも様々な本を取り揃

えていますので、夏休みの思い出に残

る１冊を図書館で探してみてはいかが

でしょうか。程よい冷房を効かせて、

皆さまのお越しを心よりお待ちしてい

ます。

夏休み課題図書について

老いの福袋　　　　　　　　樋口恵子
どうしても頑張れない人たち　宮口幸治
非正規介護職員ヨボヨボ日記　真山剛
福島モノローグ　　　いとうせいこう
計算する生命　　　　　　　森田真生
世界史は化学でできている　左巻健男
マイホーム　　　　　　　　 toolbox
これでおしまい　　　　　　篠田桃紅
エレジーは流れない　　　三浦しをん
曲亭の家　　　　　　　　　西條奈加
ｸﾞｯﾊﾞｲ･ｲｴﾛｰ･ﾌﾞﾘｯｸ･ﾛｰﾄﾞ　　小路幸也
沈黙の終わり（上・下）　　堂場瞬一
ドキュメント　　　　　　　湊かなえ
この本を盗む者は　　　　　深緑野分
湖の女たち　　　　　　　　吉田修一

図書館だより
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お 知 ら せ

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

【試験】

願書配布　７月１日(木)から協会会

　員市町下水道担当課で配布

受験資格　20歳以上で学歴に応じた

　実務経験を有する方

申込期間　７月15日(木)～30日(金)

試験日　10月20日(水)

試験会場　静岡商工会議所静岡事務

　所会館(静岡市葵区)

費用　4,000円

【試験に関する講習会】

講習日　９月17日(金)

講習会場　静岡商工会議所静岡事務

　所会館(静岡市葵区)　

費用　3,000円

テキスト　排水設備工事責任技術者

　講習用テキスト　2,500円

問題集　排水設備工事責任技術者試

　験標準問題集　2,000円

その他　講習会の参加は任意となり

　ます。受験講習会への参加やテキ

　スト、問題集を希望する方は受験

　と併せて申し込みください。

　　なお、新型コロナウイルス感染

　症の拡大状況により、試験を中止

　する場合があります。開催状況に

　ついては静岡県下水道協会のホー

　ムページをご覧ください。

申込・問合せ　静岡県下水道協会

　（静岡市下水道総務課内）

　☎０５４－２５１－２８７０

令和３年度静岡県下水道
排水設備工事責任技術者
試験実施

採用年度　令和４年度

募集職種　

　警察官Ａ（大学卒業または卒業見込み)

　警察官Ｂ（大学卒業以外）

試験詳細発表　７月29日(木)

申込受付　７月29日(木)

　　　　　　　　　～８月27日(金)　

その他　募集の詳細については静岡

　県警のホームページまたは下田警

　察署、お近くの交番・駐在所まで

　お問い合わせください。

問合せ　下田警察署　警務課　

　☎２７－０１１０(内線211)

静岡県警察官募集

●海上保安学校

受付期間　７月20日(火)～29日(木)

第１次試験日　９月26日(日)

●海上保安大学校

受付期間　８月26日(木)～９月６日(月)

第１次試験日　10月30日(土)、31日(日)

その他　詳細については、人事院ホ

　ームページ（国家公務員試験採用

　情報ナビ）から「海上保安大学校

　学生採用試験」をご覧いただくか

　以下までお問い合わせください。

問合せ　第三管区海上保安本部　人

　事課　☎０４５－２１１－１１１８

海上保安学校および大学校

学生採用試験の開催

　　走行中のバス車内での事故を防

　止するため、「社内事故防止キャ

　ンペーン」を実施しています。

　　走行中に席を離れると、転倒な

　ど思わぬけがをする場合がありま

　す。バスから降りる際は、バスが

　停留所に着いて扉が開いてから席

　を立ちましょう。

　　また、バスは安全運転に徹して

　いますが、事故防止のためやむを

　得ず急ブレーキをかける場合があ

　ります。満席のため車内で立つ場

　合は、吊り革や握り棒にしっかり

　と掴まってご利用ください。

問合せ　中部運輸局静岡運輸支局　

　静岡県バス協会　

　☎０５４－２５５－９２８１

バス車内事故防止
キャンペーン実施中

　　毎年７月から８月頃に町営南上

　プールの開放を行っていますが、

　昨年に引き続き、新型コロナウイ

　ルス感染拡大防止のため、今年度

　の開放はいたしません。ご迷惑を

　おかけいたしますが、ご理解ご協

　力のほど、よろしくお願いいたし

　ます。

問合せ　地域整備課　農林水産振興係

　☎６２－６２７７

町営南上プールの
開放中止
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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。

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

岩殿 鈴木　凱
が く

久 5.12 龍星・桃奈

手石 松井　晴
は る き

希 5.12 広希・あすか

加納 小泉　凱
か い む

夢 5.27 信也・めぐみ

お悔やみ申し上げます

地区 氏　名 年齢 月日

上小野 佐藤　ふみ子 93 5.8

落居 馬渡　光子 75 5.9

差田 溝口　秀子 88 5.12

手石 谷　光子 89 5.13

下賀茂 齋藤　日南子 78 5.14

下流 平山　菊子 90 5.14

青市 伊藤　さと子 86 5.16

市之瀬 井上　ちかよ 90 5.20

青市 高橋　尚子 80 5.21

　令和３年５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 3,893 世帯

人　口 7,905 人（-16）

男 3,799 人

女 4,106 人

（６月１日現在）

----------（５月中）----------

転入 14 転出 18

出生 3 死亡 15

　下田メディカルセンターでは今

後「オンライン資格確認」の導入

を予定しています。

　今後、「マイナンバーカードが

健康保険証として利用できるよう

になります！」をキャッチフレー

ズにＰＲが始まりますが、資格確

認の他にもさまざまなメリットが

ありますので、その内のいくつか

を紹介します。

●初めて利用する医療機関などで　　

　も、今までに使った薬について

　正確な情報が共有されて話がス

　ムーズになる。

●マイナポータルを通じた医療費

　情報の自動入力で確定申告の医

　療費控除が簡単になる。

メディカル通信

information

オンライン資格確認の
導入を予定しています

●マイナポータルで自身の特定健

　診情報や薬剤情報・医療費情報

　を確認できる。

●限度額適用認定証がなくても高

　額療養費制度における限度額以

　上の支払が免除される。

　また、下田メディカルセンター

以外では同法人であるしらはまク

リニック、下田メディカルセンタ

ー附属みなとクリニックでもオン

ライン資格確認の導入を予定して

いますので、そちらでもぜひ、ご

活用ください。

問　下田メディカルセンター

　　☎２５－２５２５

　新型コロナウイルス感染症によ
る地域への影響はいまだ大きく、
塩尻市でもまだまだイベントの開
催見合わせが続きそうです。
　ワインの街塩尻の一大イベント
として定着した「塩尻ワイナリー
フェスタ」も、昨年同様中止とな
ってしまいました。
　しかし、なんとかこのイベント
をＰＲしたいとの思いから「塩尻
ワイナリーフェスタ＠HOME2021」
と銘打ち、ワイナリーからのメッ
セージ動画を作成し、動画共有サ
イト「YouTube」の塩尻市公式チ
ャンネルで配信しました。ワイナ
リーフェスタを楽しみにしてくだ
さっていた方々に、ぜひご覧いた
だきたい映像です。
　さて、塩尻市ではこういった状
況下でしかできない観光ＰＲとい
うことで、ＳＮＳでの情報発信、
特にインスタグラムの運用に力を

インスタグラムで塩尻産ワインをはじめ
塩尻の魅力をたくさん発信しています！

姉妹都市だより 長野県塩尻市

入れています。
　インスタグラムでは塩尻市観光
情報（@shiojiri_kanko)というア
カウントで、イベント情報はもち
ろん、ワインや山賊焼、木曽漆器
高ボッチ高原など、塩尻市のさま
ざまな情報を発信しています。
　南伊豆町のみなさんも、ぜひ塩
尻市観光情報アカウントをチェッ
クしてください。そして、気に入
っていただいたら、ぜひフォロー
もお願いします。

問　塩尻市観光課

　☎０２６３－５２－０７８６

、

塩尻市観光情報<公式>Instagramはこちら！
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マイルキッズス

青　市 渡　　いろは ちゃん（１歳６か月）

「最近は蕎麦がお気に入りだよ♪」

発行日／令和３年７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

　熱中症の発症には、気温などの環境条件だけで

なく体調や暑さへの慣れなども影響します。気温

がそれほど高くない日でも、湿度が高い日や風が

弱い日、体が暑さに慣れていない時は注意が必要

です。

◆予防策

・こまめに水分補給をする。

・帽子や日傘で暑さを避け涼しい服装を心がける

・気温に注意し暑い時は無理をしないようにする

・周りに人がいない所では定期的にマスクを外し

　熱を逃がす。

・室内をエアコンなどで涼しい環境にする。

◆熱中症の疑いがある場合

・涼しい場所へ避難し、水分・塩分を補給する。

・体を濡れタオルで冷やし、風を送る。（両脇や

　足の付け根など、血管の太い部分を冷やすと効

　果的）

※症状が回復しない場合は医療機関を受診しまし

　ょう。
問合せ　健康増進課　健康増進係

　　　　　　　☎６２－６２５５

熱中症に注意しましょう！

～厚揚げと肉味噌チーズがけ～

▷　材料２人分

栄養価（１人）　エネルギー：237kcal　 タンパク質：17.3g　
　　　　　　　　脂質：16.3g 　カルシウム：291mg　塩分：0.8g　

▷　作り方　◁
①　厚揚げ豆腐を食べやすい大きさに切る。
②　タマネギをみじん切りにする。
③　鶏ひき肉とタマネギを炒め、Ａを加える。
④　③とスライスチーズを厚揚げ豆腐の上に乗せる。
⑤　電子レンジ500Ｗで１分加熱する。
⑥　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！

　豆腐やひき肉、チーズを
用いることで手軽にタンパ
ク質やカルシウムを摂るこ
とができます。

広報みなみいず　７月号

味噌…小さじ2/3
砂糖…小さじ1/3

Ａ

厚揚げ豆腐…１枚
鶏ひき肉…60g
タマネギ(小)…1/4個
スライスチーズ…２枚
刻みネギ…適量

毎月19日は
食育の日！

。

。

、


