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令和３年南伊豆町議会９月定例会が９月７日(火)から28日(火)の会期で開催されました。

南伊豆町議会
　　　９月定例会

－南伊豆町議会９月定例会　行政報告－

　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

ですが、本町を含む賀茂医療圏でも複数のクラスターが発生し、７月以

降では感染者数が急増するなど感染力の高いデルタ株が猛威を振るって

います。

　８月８日からは本町を含む静岡県東部地域全体、静岡市、浜松市が新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」

の適用となり、その後にほぼ全県域に拡大されたほか、８月20日からは

緊急事態宣言が発出される事態となりました。

　本町では５月10日から新型コロナウイルス感染症撲滅の切り札となる

ワクチン接種を開始し、現在まで65歳以上の接種率は90％を超え、65歳

未満の方々においては９月１日までに接種率として71.2％､2,666人の方

新型コロナウイルスワクチン接種について

　令和３年９月定例会の開会にあたり、熱海市伊豆山地区で発生した土石流災害で犠牲となられた方々のご冥福を

お祈り申し上げますとともに、被災者の方々に衷心よりお見舞いを申し上げ、１日も早い復興をお祈りするもので

あります。

　それでは６月定例会以後の主な事項について行政報告を申し上げます。

が１回目の接種を終了しています。

　これらワクチン接種は「一般予約枠」の他に「小･中学生､教員枠｣､「商工会枠｣､「観光協会枠」などを設定し、

高校生の優先予約なども取り入れ、クラスターの発生予防や経済活動に対応する接種体制の構築に努め、集団接種

を中心に個別接種を織り交ぜたなかで着実に実施してきました。

　重点的に実施した集団接種については９月11日で終了しますが、以後は診療所等における個別接種をもって接種

率の向上を図ります。

　65歳未満のワクチン接種については、特に就労している若年層を中心に副反応への不安や重症化への楽観論のた

めか接種率が低くなっており、県内において接種率が高い近隣市町でも同様の傾向が顕著です。

　デルタ株は感染力が強いだけでなく、若年層において急激に症状が悪化するケースもあるとされていますので、

入院や重症化リスクを避けるためにも、未接種の方々への情報提供や接種勧奨を積極的に推進していきます。
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　８月18日に賀茂地区１市５町と静岡県助産師会による「災害時等における協力に関する連携協定」を締結しま

した。

　本協定は災害時における助産師の派遣に関するもので、妊産婦等に対する健康相談、医療機関への搬送助言、

町主催の訓練等への参加などについての協定となっており、本協定を締結することで災害時における妊産婦への

専門的なケアが提供され、住民の安心につながります。

　今後もより良い住民サービスを提供し、安全安心なまちづくりに向けた連携強化に取り組んでいきます。

静岡県助産師会との災害時等における協力に関する連携協定の締結について

南伊豆町立中学校の統合について

　昨年12月の中学校統合にかかる学校教育環境整備

委員会への諮問を経て、本年６月29日には「速やか

に１校に統合されたい」とする答申書が提出されま

した。

　同委員会は、ＰＴＡ代表、小中学校長代表、区長

連絡協議会長、バス事業者、学識経験者など10名で

構成されており、さまざまな立場から統合について

のご意見が集約された答申となっています。

　昨年度からの新しい学習指導要領では、個別最適

な学びと協働的な学びを一体的に充実し、主体的・

対話的で深い学びの実現に向けた授業を行うことが

求められており、授業等における協働的な学びには多様な他者との交流が必要で、それには一定規模の生徒数が

必要となります。

　また、多様な他者との交流は自己の形成と社会性を育み、集団のなかでの表現力や判断力、問題解決能力の向

上につながることで自己の資質や能力を伸ばすことが期待されています。

　一方、少人数の場合は学校行事や部活動での制約が生じるとともに、学級数により教職員数が決定することか

ら教職員数が減少すると教科専任教員が配置されず、専門的知識・技能を持つ教員の授業が受けられません。

　加えて少子化に伴う生徒数の推移などから、令和12年度には７人の学年が出現することなども考慮すれば、中

学生が確かな学力を獲得し将来大きな社会の中で活躍するためにも統合が望ましいとの結論となっています。

　なお、統合を進めるなかで、通学手段の確保、学校施設の改修、跡地利用、小・中連携などに関するご指摘な

ども踏まえつつ、統合準備に向けた委員会の早期設置を検討していきます。

　以上で、令和３年９月定例会の行政報告を終わります。

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴うまん延防止等重点措置の対象

地域指定に加え緊急事態宣言の発出を受け、８月24日から町内経済の

活性化支援策として第３弾となる「みなみいず応援プレミアム付商品

券」の販売を開始しました。

　また、本町において既に２回実施したプレミアム付商品券販売事業

による経済的効果は約３億円規模と推測され、低迷する地域経済の活

性化に寄与する施策であったと認識しています。

　今般の発行事業においては１世帯あたり３セットを上限として１億

200万円（3,400世帯）分を確保し、町内事業所に勤務する町外者も対

象として上限２セットを条件に400部をご用意し、10月1日から販売を

みなみいず応援プレミアム付商品券事業について

開始いたします。加えて、地域小規模店舗専用券の割合を5,000円から7,000円に引き上げ小規模店舗の利用促進

に努めたところであります。

　当該商品券の利用可能期間は９月１日から12月31日までとなっていますので、町内経済の活性化にご理解とご

協力をお願いします。

※令和３年９月７日時点の行政報告となります。
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10月24日は参議院静岡県選出議員
　　　　　　補欠選挙の投票日です

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。
　なお、選挙当日は定められた投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

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　10月８日（金）～10月23日（土）　８：30～20：00
●場所　役場２階災害対策本部(※)
　　　　※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10月25日以前に生まれた方（満18歳になる方）
　　・令和３年７月６日までに南伊豆町に住民登録し、引き続き３カ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。

　南伊豆町の選挙人名簿に登録されており令和３年７月７日以降に転出した方は、南伊豆町での投票にな
ります。

転出された方の投票について

　公職選挙法施行令において期日前投票を行う際には宣誓書の提出が必要となります。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。

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　10月24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。
　令和３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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・投票所の入り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。
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問合せ　総務課　防災係　☎６２－６２１１

台風や大雨の際の避難について

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう。

避難情報を確認しましょう！

●大雨や台風のときに危険度を確認しましょう
　危険度分布サイト「キキクル」で土砂災害や浸水・洪水の危険度情報が確認できます。
Webで検索するか、右のＱＲコードからアクセスし、近隣の危険度を確認しましょう。

警戒
レベル

状況 住民が取るべき行動 避難情報等

５
災害発生

または切迫
命の危険

直ちに安全確保！
緊急安全確保

４
災害の

おそれが高い
危険な場所から

全員避難
避難指示

３
災害の

おそれあり
危険な場所から
高齢者等は避難

高齢者等避難

２ 気象状況悪化
自らの避難行動を

確認
大雨・洪水注意報

１
今後気象状況悪化の

おそれ
災害への

心構えを高める
早期注意情報

総合防災マップで住んでいる場所を確認しましょう！

　町では、令和元年５月に町内全世帯に「南伊豆町　総合防災マップ」を配布
しました。
　このマップの13ページから36ページにかけて、町内の洪水浸水想定区域や土
砂災害警戒区域・特別警戒区域を示しています。自分の住んでいる場所が安全

地区別防災マップ総合防災マップ

かどうか、町内のどこが危険な場所か事前
に確認し、災害時における避難路や避難先
を考えておきましょう。
　なお、総合防災マップ等は町ホームペー
ジでも公開しており、右のＱＲコードから
アクセスできますのでご活用ください。

●警戒レベル情報に注視しましょう
　町が「警戒レベル３」または「警戒レベル４(避難情報)」を出したら必ず避難してください。
　また、気象庁などが出す河川水位や雨の情報を参考にし、早めの避難を心がけましょう。

キキクル

①避難とは「難
なん

」を「避
さ

」けること。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、車で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！

●災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則です。

防災気象情報(警戒レベル相当情報)

浸水の情報(河川) 土砂災害の情報(雨)

５
相当

氾濫発生情報
大雨特別警報
(土砂災害)

４
相当

氾濫危険情報 土砂災害警戒情報

３
相当

氾濫警戒情報
洪水警報

大雨警報

２
相当

氾濫注意情報 ー

１
相当

ー ー

避難情報など
河川水位や雨の情報

(警戒レベル相当情報)
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インフルエンザ予防接種費用助成

　10月から季節性インフルエンザワクチンの接種費用助成を実施します。
　ワクチンを接種することですべてのインフルエンザを予防することはできませんが、重症化を防ぐ効果があ
ります。予防接種を受けてから効果が現れるまでに２週間から１カ月程度かかりますので、インフルエンザが
流行する前の12月中旬頃までに予防接種を受けるようにしましょう。

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

●子供インフルエンザ予防接種費用助成
　生後６カ月以上18歳以下でインフルエンザ予防接種を希望する方に、費用の一部または全額を
助成します。

●高齢者インフルエンザ予防接種費用助成

　高齢者でインフルエンザ予防接種を希望する方に費用の助成をします。

10月１日(金)～令和４年１月31日(月)期間

対象者

●町内に住所があり、以下のすべてに該当する方
　①接種日において生後６カ月以上18歳以下の方（令和４年３月31日時点）
　②本年度、インフルエンザワクチンを未接種の方
　③任意接種であることを認識し、接種を希望する方

助成額
自己負担額1,500円を差し引いた金額
※生活保護受給者は全額助成

接種回数
接種日において13歳未満の方：１シーズン２回
接種日において13歳以上の方：１シーズン１回

接種の証明
接種後、医療機関で母子健康手帳に実施記録を記載し、予防接種済証を発行しますの
で大切に保管してください。

対象者
満65歳以上の方（令和３年10月１日現在）
接種日に60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器に障害があり、
障害者手帳１級を有する方

期間 10月１日(金)～12月28日(火)

助成額
自己負担額1,500円を差し引いた金額
※生活保護受給者は全額助成

接種回数 １シーズン１回

その他
対象者には町から案内通知を郵送しています。９月１日以降に転入された方や、通知を紛失
された方はお問い合わせください。

指定医療機関

生後６カ月～ 18歳以下 小学生以上～ 18歳以下

飯島医院 白津医院 渡辺医院 市之瀬診療所 みなとクリニック はらクリニック

☎６２－４５００ ☎６２－３１１６ ☎６２－００１６ ☎６３－３６７０ ☎６２－０００５ ☎６２－５９５９

　新型コロナ予防接種実施前後13日間は、原則として他の予防接種を受けることができません。
　町が実施する新型コロナ予防接種の集団接種は９月11日(土)に終了していますが、10月下旬まで個別接種が
実施されています。新型コロナ予防接種の個別接種を受ける方でインフルエンザ予防接種を希望する場合は、
必ず新型コロナ予防接種の実施日から前後13日間以上の間隔を開けて、インフルエンザ予防接種を受けてくだ
さい。

●新型コロナ予防接種とインフルエンザ予防接種を含むその他予防接種の接種間隔について
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令和２年度ふるさと寄附実績報告

問合せ　商工観光課　商工振興係　☎６２－６３００

　令和元年度に引き続き、令和２年度も全国の皆さまから貴重なふるさと寄附をたくさんいただき、誠にあり
がとうございました。
　南伊豆町に対する皆さまの思いが込められたご厚志を無駄にしないよう、そして皆さまにとって誇れる「ふ
るさと南伊豆」であり続けられるよう取り組んでいきますので、今後ともよろしくお願いします。

◆令和２年度寄附実績

◆返礼品の申込実績

１位　1,257件　特別賞受賞！完熟冷凍いちごBabyBerryFarm(1kg）　
２位　		624件　南伊豆町ふるさと寄附感謝券　　　　　　　　　　　
３位　　274件　製造元厳選　干物詰合せ（㈱伊豆急コミュニティー)
４位　　271件　お手軽！旭洋丸水産手作り干物セット　　　　　　　	
５位　　112件　ひもの詰め合わせ（青木さざえ店）　　

◆寄附金の使途について

　寄附者さまからいただく寄附金の使途について、以下のいずれかを指定できます。

　令和２年度は、より多くの寄附者さまに南伊豆町の特産品をお楽しみいただけるよう、５月20日(木)か
ら６月15日(火)まで、返礼品取扱事業所の皆さまにご協力いただき、寄附金額や内容量の見直しなど返礼
品の一斉リニューアル作業を行いました。
　その結果、より多くの寄附者さまに返礼品をお楽しみいただけました。

165,778,638円（前年比97％）寄附金額

寄附件数 4,952件（前年比178％）

申込件数ランキング（上位５位）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、今まで以上に誰でも自宅
で簡単に食べることができ、冷凍すれば長期保存が可能な食料品や、
寄付額１万円前後でお申し込み可能な返礼品が人気を獲得する結果と
なりました。

　◎観光、農林漁業の振興に関する事業
　◎自然環境・景観の保全に関する事業
　◎保健・医療・福祉の向上に関する事業
　◎教育・文化・スポーツの推進に関する事業

（１）魅力あるまちづくりに関する事業

　◎石廊崎オーシャンパーク整備事業による伊豆半島活性化
　◎東京大学樹芸研究所を活用した研究事業の支援　等

（２）その他、目的達成のために町長が必要と認める事業

　◎環境基本計画策定業務委託料　8,140千円
　◎堀田排水路維持工事　5,423千円
　◎弓ヶ浜海岸放送設備　1,188千円
　◎光ファイバ網整備事業　11,418千円
　◎旧杉並区職員寮リノベーション工事　5,867千円

《活用事例紹介》
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■町の行政相談委員

新たな地域おこし協力隊員が
やってきました！

　Hello everyone！
　　　　　９月から地域おこし協力隊として着任しました！

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

　姓は田村、名は翔
ショーン

音、人呼んで風来

坊のしょうと発します。育ちはおなじ

みの下町葛飾水元で、柴又帝釈天の草

団子を食べて、柴又八幡宮の神輿を担

ぎ育った江戸っ子です。父はアメリカ

人で母は日本人であり、スペインのマ

ドリードにて産湯を使いました。どう

ぞお見知りおきください。

　私は地域おこし協力隊として、伊浜

地区を中心に産業復興と耕作放棄地の

活用をメインに活動していきます。

　昨年の夏から農業やアウトドアガイ

ドの仕事をしており、南伊豆町独特な

気候風土を味わいながら地域の方々と

の交流を始めることができました。そ

10月18日から24日は行政相談週間です

問合せ　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

の中で「もっと町に溶け込みたい」「町の人々ともっと関わりたい」と思い始めるようになり、知人からの紹

介がきっかけで、南伊豆町の地域おこし協力隊に応募をしました。

　その結果、希望通り地域おこし協力隊として採用していただきとてもうれしく思っています。外部からの人

間ではありますが南伊豆町に惚れてはや１年、末永いお付き合いとなりますよう、仲良く接していただければ

光栄です。

　今後、町民の皆さまにはいろいろとお世話になることと存じますので、何とぞよろしくお願いいたします。

地域おこし協力隊　田村翔音

　総務省では、国の仕事やその手続きについて苦情

や意見・要望を聞き、その解決を図るとともに、行

政運営に反映させる「行政相談」を行っており、行

政相談委員制度は今年で60周年を迎えます。

　町では毎月１回、町の行政相談委員が相談に応じ

ています。相談は無料で秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。

山田昌平さん（毛倉野） 藤原富雄さん（青市）

■10月の行政相談

　日時　10月15日（金）10：00 ～ 15：00

　場所　健康福祉センター

　インターネットからの相談受付

　　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/

　　soudan.html
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まちのできごと Minamiizu	Topics

8/27　絵本の寄贈

　下田地区更生保護助成会南伊豆支部から、町内

の小学校などへ絵本「おしえて！くもくん」が寄

贈されました。近年増加している子供への性被害

に対して、子供自身が絵本から学び、被害の未然

防止につながることが期待されます。

8/26　新型コロナ対策機器の寄贈

　長泉町にある平電機株式会社から、非接触検温

器消毒ディスペンサー５台が寄贈されました。平

電機株式会社は以前にも町へコロナ対策機器の寄

贈を行っており、岡部町長から感謝状が手渡され

ました。

コロナ禍での消費者詐欺にご注意を！

問合せ　賀茂広域消費生活センター　☎２４－２２９９

　新型コロナウイルス感染症蔓延に伴い在宅の時間が増えたことから、電話に出たりメールを見る機会が増え
たため電話やインターネットでの消費者被害が増加しており、特に令和２年度における全国消費生活センター
が受けた60歳以上の方の相談件数は約34万件に上ります。
　「私は詐欺にかからないから大丈夫」という考えを捨て、以下の事例を参考に消費者被害に遭わないように
しましょう。

令和２年度に実際に発生した消費者被害の事例

事例２

　知らないアドレスから「貴方は当選しました。当選金を振り込むために個人情報を登録してく
ださい」というメールが来て、当選金を受け取る手続きとして電子マネーを購入し個人情報を伝
えてしまった。

●どうすればいいの？
　身に覚えがないのに「当選したのでお金を受け取れます」といった内容のメールは詐欺の可能
性が非常に高いので無視するか、不安であれば消費生活センターに相談をしましょう。

事例３

　通販サイトに欲しい物が非常に安価な価格で出品されていたので業者から商品を購入したら、
見本の写真と全然違う粗悪品が届いた。

●どうすればいいの？
　定価より大幅に安く出品されている商品は粗悪品であったり、海外の業者が取り扱っている類
似品の可能性が高く、購入者の個人情報が悪用される可能性があるため、購入の際は商品をよく
確認し、正規品を正規の手段で購入するようにしましょう。

事例１

　「過去に購入履歴がある方に連絡した。コロナで困っているから魚介類を送るので買ってほし
い」と業者から電話があり、同情して送り先を教えたらとても高額の品物が送られてきたが、過
去に購入したというのは嘘であったため、購入したくない。

●どうすればいいの？
　代金引換で送られてきた場合は受取拒否しましょう。受け取ってしまった場合は、すぐに処分
しましょう。

　消費者トラブルに遭ってしまった時や、身に覚えのないメールや物が届いて不安な場合は、お気軽に賀
茂広域消費生活センターに相談しましょう。
　【日時】毎週月～金曜日　９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 15：00（祝日・年末年始を除く）
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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

　暑い夏が終わり、過ごしやすい

季節になりました。10月27日から

11月９日までの読書週間も間近に

迫り、いよいよ本格的な読書の秋

が到来します。

　これに伴い、図書館では、企画

コーナーを設置して皆さまの来館

をお待ちしています。

　南伊豆町に縁のある詩人・石垣

りんの詩集や関連本を集めた「り

んさんへの小道」や、大人になっ

た今だからこそ読んでもらいたい

「秋の夜長に、たまには絵本を｣､

時代物や刑事ものの人気シリーズ

を一気読みできる「夜更かし一気

読み文庫本」、の三つのテーマで

さまざまな本を取りそろえていま

す。すてきな本との出会いを探し

に図書館へお越しください。お待

ちしております。

読書の秋は図書館で

他者の靴を履く　　ブレイディみかこ
ハダカの東京都庁　　　　　　　澤章
ケアマネジャーはらはら日記

岸山真理子
はじめまして韓国カフェスイーツ

　　　　　　　　　　　　　福本美樹
猫がいてくれるから　　主婦の友社編
古くて素敵なクラシック・レコードたち

村上春樹
明日は結婚式　　　　　　　小路幸也
チンギス紀11　　　　　　　北方謙三
もういちど　　　　　　　　　畠中恵
ロータスコンフィデンシャル　今野敏
我が産声を聞きに　　　　　白石一文
まりも日記　　　　　　　　真梨幸子
スモールワールズ　　　　　一穂ミチ
美女の魔界退治　　　　　　林真理子
みんな水の中　　　　　　　　横道誠

図書館だより

　「悲惨だな、悲惨だ
な～」モルモットおじ
さんこと、芸能界のけ
んか王、稲川淳二が贈
る戦慄の怪談。「皆さ
ん、喜んでいただけま
したか」

稲川淳二／講談社

「稲川怪談」

　消えない悪夢の記憶
父親を殺そうとした過
去に悩む青年は、一人
の女性との出会いをき
っかけに自らの過去と
向き合い、再生の道を
歩み始める…。

窪美澄／朝日新聞出版

「朔が満ちる」

　家族の介護や身の回
りの世話をする18歳未
満の子供たち。彼ら、
彼女らは家族を前に何
を思うのか…。当事者
が語る介護の現場。

澁谷智子／生活書院

「ヤングケアラー
わたしの語り」

　二・二六事件と西安
事件。昭和11年、日本
と中国で起きた二つの
クーデター事件をつな
ぐ見えない糸とは…。
歴史の転換点に迫る軍
事法廷ミステリー。

浅田次郎／講談社

「兵諌」

一盛和世／緑書房

「きっと誰かに教えた
くなる蚊学入門」

　身近でありながらあ
まり知られていない蚊
の実態。感染症から飼
育法まで、蚊から派生
した世界を「蚊学」と
して徹底解説。読んで
もかゆくなりません。

。

　「死神」の異名を持
つ謎の絵師、ナユタ。
描かれたモデルは例外
なく死に至るといわれ
ている…。その作品の
裏に潜む禁断の世界に
迫る美術ミステリー。

岩井俊二／文藝春秋

「零の晩夏」

　激務で知られ、さら
にコロナ対応で疲弊す
る霞が関官僚。精神疾
患、相次ぐ退職…。関
係者への緻密な取材か
ら、その現状と構造に
鋭く迫る。

NHK取材班／岩波書店

「霞が関のリアル」
鳴神響一／早川書房

「風巻」

　明治７年、入間村。
日本が異国と分断して
いた時代。ニール号の
沈没を題材にした、乗
組員と村人の交流を描
いた感動の歴史物語。

　児童虐待や冤罪事件
を過激な手法で独自取
材しネットで配信する
自称ジャーナリスト。
やがて明らかになる正
体とは…。ＳＮＳ時代
の新たな社会派小説。

薬丸岳／集英社

「ブレイクニュース」

　物質・生命・脳・宇
宙…。あらゆるテーマ
を総合し、壮大なスケ
ールで描かれるサピエ
ンスの全史。「知の巨
人」立花隆による伝説
の東大講義を書籍化。

立花隆／講談社

「サピエンスの未来」
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お 知 ら せ

●里親とは　さまざまな事情により

　家庭で養育されることが難しい子

　供を、家庭に迎え入れ、愛情と理

　解をもって養育する方のこと

●里親になるには

　・子供の養育について理解と熱意

　　と愛情を持っていること

　・県が実施する研修を修了するこ

　　と、経済的に困窮していないこ

　　となどの要件あり 

●里親の種類

　・養育里親　家庭に戻れるまでま

　　たは、自立できるまで子供を養

　　育する

　・専門里親　虐待を受けたり、障

　　害のある子供を、経験と専門知

　　識を活かして養育する

　・親族里親　事情により親が養育

　　できなくなった場合、子供の扶

　　養義務者が里親としての認定を

　　受け、養育する

　・養子縁組里親　養子縁組によっ

　　て養親となることを希望する

●里親になったら

　・児童相談所が、面会や交流を繰

　　り返した上で、養育をお願いす

　　る子供を決定する。

　・子供の養育期間は、定められた

　　養育に必要な経費が公費で支給

　　される。

問合せ　賀茂児童相談所（申込・制

　度について）　☎２４－２０３８

　静岡県こども家庭課（制度につい

　て）☎０５４－２２１－２９２２

里親になりませんか

　　林退共は昭和57年に発足した林

　業界で働く方のために国が作った

　退職金制度です。

　　この制度は、事業主の方々が、

　従事者の働いた日数に応じて掛金

　となる共済証紙を共済手帳に貼り

　　その従事者が林業界をやめたと

　きに林退共から退職金を支払うと

　いう、いわば林業界全体の退職金

　制度です。

●掛金は税法上で法人では損金、個

　人企業では必要経費となります。

●掛金の一部を国が免除します。

●雇用事業主が変わっても退職金は

　企業間を通算して計算されます。

●事業主の皆さまへ

　・共済証紙は労働日数に応じて適

　　正に貼付してください。

　・共済手帳を所持している従事者

　　が林業界を引退するときは、忘

　　れずに退職金を請求するよう指

　　導してください。

ホームページ　https://www.rintai

　kyo.taisyokukin.go.jp/

問合せ　独立行政法人勤労者退職金　

　共済機構林業退職金共済事業本部

　☎０３－６７３１－２８８９

林業退職金共済制度へ
加入しませんか

　　静岡県収入証紙とは、県が行う

　各種許可や登録などの手数料とし

　て現金の代わりに事前に購入する

　ことで支払うものです。

　　県では旅券(パスポート)交付申

　請書や、県立高校入学願書などに

　既定額分の収入証紙を貼り付ける

　ことが条例で定められています。

　　役場会計室窓口で静岡県収入証

　紙の販売を行っていますのでご利

　用ください。

問合せ　会計室　☎６２－６２２０　

静岡県収入証紙販売中

　　静岡県では、各県民生活センタ

　ーの労働相談窓口にて労使間のト

　ラブルに関わる相談を受け付けて

　おり、弁護士相談や静岡県労働委

　員会のあっせん制度を紹介してい

　ます。本制度では公益、労働者、

　使用者それぞれのあっせん員が、

　相談内容の解決に向けた

　お手伝いをしています。労使間の

　トラブルに関する相談やあっせん

　制度の活用については、以下まで

　ご連絡ください。

相談時間　土日祝日を除く平日

　９：00～12：00、13：00～16：00

問合せ　東部県民生活センター沼津

　市大手町１－１－３沼津産業ビル

　２階　☎０５５－９５１－９１４４

　フリーダイヤル（固定電話）　

　☎０１２０－９３－９６１０

静岡県労働相談および
あっせん制度について

　　令和４年度の認定こども園入園

　申込を以下のとおり受付します。

　　当日は、お子さまの健康状態を

　確認するための面談を行いますの

　で、入園希望のお子さまと一緒に

　お越しください。

日時　11月25日(木)13：30～15：00

場所　役場１階　湯けむりホール

対象者

　・令和４年度から入園対象児童の

　　入園を希望する方

　・育児復帰などのため、令和４年

　　度途中から入園対象児童の入園

　　を希望する方

その他　上記日程で都合がつかない

　方は、11月26日(金)から12月10日

　(火)まで、福祉介護課にて入園受

　付を行います。ただし、面談は入

　園を希望する施設で行います。

入園対象児童とは　

　保育部　入園月の初日に満10カ月

　　　　　に達している児童から小

　　　　　学校就学前の児童。ただ

　　　　　し、入園要件として保育

　　　　　の必要な事由に該当する

　　　　　必要あり。

　幼稚部　令和４年４月１日時点で

　　　　　満３歳に達している児童

　　　　　から小学校就学前の児童

申込・問合せ　福祉介護課子育て支

　援係　☎６２－６２３３

認定こども園入園申
込受付開始について

　同報無線放送の内容は、以下の
番号に電話することで自動音声確
認ができます。同法無線の内容を
再度確認したい際などに便利です
ので、ぜひご活用ください。

☎０５５８－６２－２１２１
(携帯電話からの発信も可)

※通話料は利用者負担となります

　また、同法無線放送の内容はメ
ールで受信することもできますの
で、以下のメールアドレスに空メ
ールを送信し、登録を行うと便利
です。

✉t-minamiizu@sg-m.jp
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だ よ り

東京都杉並区

交 流 自 だ 体治

10月は、町県民税、国民健康保険税、

後期高齢医療保険料、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。

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

上賀茂 惠
え び ら

平　心
い お

凰 7.30 聖・祐希

手石 谷田部　肇
はじめ

8.2 誉史・牧子

二條 岡部　葵
あおい

8.6 星也・萌美

青市 渡邉　弾
だ ん

8.14 英憲・さやか

お悔やみ申し上げます

地区 氏　名 年齢 月日

蛇石 齋藤　利代子 90 7.31

下賀茂 飯島　眞悟 71 8.2

加納 佐藤　さだ子 94 8.13

上小野 髙橋　修一 71 8.13

毛倉野 山本　カネヱ 90 8.11

妻良 平木　英喜 79 8.19

青市 髙橋　春子 85 8.19

石井 山田　あ　 95 8.19

天神原 清水　元子 95 8.28

毛倉野 山本　智恵子 46 8.29

　令和３年８月１日から８月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 3,907 世帯

人　口 7,903 人（-8）

男 3,804 人

女 4,099 人

（９月１日現在）

----------（８月中）----------

転入 20 転出 17

出生 4 死亡 15

　私は脳神経内科専門医を目指して

おり、今回はパーキンソン病につい

てお話をしようと思います。

　パーキンソン病はドパミンという

脳内に存在する物質が、何らかの原

因で減少していることが原因で生じ

る疾患です。主な症状として安静に

しているときの手足の震え、動きが

鈍くなる、筋肉が固まってしまう、

転びやすくなるなどがあります。

　10,000人に１人が罹患すると言わ

れていますが65歳以上になると1,000

人に１人が新しくパーキンソン病と

診断されるため、高齢化がすすむ伊

豆半島ではよりパーキンソン病と診

メディカル通信

information

パーキンソン病について

断される人が多いと予想されます。

　残念ながらパーキンソン病に治療

方法は無く、現段階で根治を望むこ

とは難しいのですが、ドパミンを内

服で補充をすることで症状の改善が

見込める可能性があります。

　ここ最近、身体の動きが鈍くなっ

てきた、手足が震えてきた、転びや

すくなってきたという症状がある場

合は、一度病院を受診をしてみてく

ださい。

内科　中村圭吾

問　下田メディカルセンター

　☎２５－２５２５

　杉並区公式アニメキャラクター
「なみすけ」は、地域への愛着を
深め、杉並の魅力を発信する「す
ぎなみの輝き度向上」運動の一環
として公募を行い、平成18年に誕
生してから、区民の皆さまと区を
やさしくつなぐキャラクターとし
て、令和３年10月１日に誕生15周
年を迎えました。
　なみすけは区民に身近なキャラ
クターとしてさまざまな場面で登
場し今も愛され続けており、昨年
から運用している「なみすけ公式
インスタグラム」では、なみすけ
が区のあちこちを探検して区の魅
力を発信しています。
　その中でも最近、多くのイイネ
を獲得しているのは東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大
会をきっかけに、杉並ならではの
新しいお土産として誕生した「な
みすけのすぎぱん」です。杉の木
の形と色を表現したフィナンシェ
で、区内で事前キャンプを行った
ウズベキスタンボクシング選手団

「なみすけ」が誕生15周年を迎えました

およびイタリアカヌー(スプリン
ト)選手団にも贈られました。区
役所１階コミュかるショップやイ
ンターネットでもご購入いただく
ことができます。
　誕生15周年を迎えたなみすけが
発信するインスタグラム等を通じ
て、南伊豆町から杉並区の魅力を
お楽しみください。

問　杉並区産業振興センター　
　観光係　☎０３－５３４７－９１８４

なみすけ公式インス
タグラムは左のＱＲ
コードからアクセス

できます。

写真提供
©Ren Nishiyama

杉の木の形と色を表
現したフィナンシェ

「なみすけのすぎぱ
ん」です。
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マイルキッズス

下賀茂 鈴木　桃
と う り

莉 くん （１歳６カ月）

「毎日元気いっぱい！」

発行日／令和３年10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

　昨年と比べて身体機能は衰えていませんか。

　新型コロナウイルス感染症まん延防止措置や

緊急事態宣言の発出に伴い、外出の自粛や社会

参加の制限などから自宅にいる時間が増えた結

果、体力や気力が低下して一気に老化が進むこ

とを「コロナフレイル」といいます。

●コロナフレイルを防ぐためのポイント

　①筋トレ、ストレッチ

　②肉や魚などのタンパク質を含んだバランス

　　の良い食事

　③家族や友人と支え合いストレスや不安を解

　　消する

　新型コロナウイルス感染予防の対策とともに

フレイルにならないようにしましょう。

問合せ　健康増進課　健康増進係

　　　　☎６２－６２５５

コロナフレイルに
　　　　　　ご注意を！

～チクワと千切り野菜のすまし汁～

▷　材料２人分　◁

栄養価（１人）
エネルギー：37kcal　タンパク質：2.9g　脂質：0.4g　塩分：0.8g

チクワ……小１本
ダイコン……60ｇ
ニンジン……30ｇ
シイタケ……１枚
小ネギ……１本

あらびき黒コショウ……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！

　チクワのうま味や黒こ
しょうのアクセントで薄
味でもおいしく食べるこ
とができます。

広報みなみいず　10 月号

①チクワは縦半分に切ってから薄く斜め切りにする。ダイコン
　とニンジンは千切りにする。シイタケは石づきを取り、薄切
　りにする。ネギは小口切りする。
②湯を沸かしダイコン、ニンジンをさっとゆでる。
③鍋にＡとネギ以外の食材を入れる。
④煮たったら火を止め、器に盛る。
⑤ネギを散らし、あらびき黒コショウを振る。

だし汁……250ml

酒……小さじ１
しょうゆ……小さじ2/3
塩……少々

Ａ


