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　輝かしい新春を迎え、謹んで

新年のお喜びを申し上げますと

ともに、昨年は町民の皆さまに

さまざまな場面でご理解とご協

力いただきましたことをあらた

めて心から感謝申し上げます。

　特に新型コロナウイルス感染

症については、感染防止対策の

徹底、ならびにワクチン接種へ

ご協力をいただいたことから、

本町では感染状況が落ちついて

います。

　本年、令和４年の干支は寅
と ら

で

壬
みずのえとら

寅年でもあります。前漢の歴

史書である漢書「律歴志」によ

れば、寅は「動く」の意味を持

っており春が来て草木が生じる

状態を表しています。

　このことから、芽を出したも

のが成長する、これから成長す

る物事が始まる年と言われてい

ます。令和２年から始まったコ

ロナ禍でさまざまな物事が規制

・自粛され、思うように生活が

できなかったと思います。

　しかしながら、寅年である今

年は今までの規制・自粛生活の

中で皆さまが学んだことが芽と

なり成長していく、そんな新年

となることを期待しています。

　また、寅の干支飾りは１年の

厄災を払ってくれるとも言われ

ているため、家や職場など身近

な場所に飾ることで厄災を追い

払い、平穏な１年を迎えるきっ

かけになればと思います。

　寅年である今年は、さまざま

な場面で希望に満ちた１年とな

りそうで、不安以上に多くの楽

しみを秘めていると考えていま

す。このなかで、私は「町民フ

ァースト」を念頭に町民の負託

に応え、南伊豆町を未来へ残す

ために公平公正な町政運営に努

めていきたいと考えています。

　

　先程も述べたとおり、町内で

の新型コロナウイルス感染症の

感染状況は落ち着きをみせてい

ますが、世界では新型コロナウ

イルスの新しい変異株であるオ

ミクロン株の感染が拡大しつつ

あります。

　皆さまにおかれましては、町

内の感染状況が落ち着いている

現況に決して油断すること無く

引き続き感染防止対策を行って

いただくようお願いするととも

に、ワクチンの３回目接種につ

きましてもご対応願います。

　新型コロナウイルスワクチン

の３回目接種は、１月から医療

従事者への接種を実施し、２月

中旬から主に65歳以上の方、５

月下旬からそれ以外の方を対象

に接種を実施します※１。

　今回の接種では、昨年７月下

旬までに２回目の接種を終えて

いる方（65歳以上の方）につい

て、予約時等における電話の不

通などの混乱を避けるため、対

象の方には接種する日時を指定

・明記した予約通知を送付しま

すので、指定された日時に集団

接種会場となる役場湯けむりホ

ールまでお越しください。指定

された日時で接種の都合がつか

ない場合は、コールセンターま

で連絡をすることで接種日の変

更を行うことができます。

　なお、それ以外の方につきま

しては電話・インターネット予

約での予約受付を順次実施しま

すので、ご理解ご協力をお願い

いたします。南伊豆町民をはじ

南伊豆町長　岡部克仁南伊豆町長　岡部克仁

新型コロナウイルスワク
チン３回目接種について

※１　新型コロナウイルスワクチン３回目接種につきましては、本誌６～７ページをご覧ください。

令和４年　新年のご挨拶令和４年　新年のご挨拶
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めとし、世界中の皆さんの力で

新型コロナウイルスの感染を終

息させましょう。

　昨今の異常気象や、線状降水

帯によって長時間続く局地的豪

雨、大型化する台風を始め、か

ねてより発災が危惧されている

南海・東南海の巨大地震などさ

まざまな災害への対応が求めら

れています。

　このため、町では令和２年度

から同報無線デジタル化に向け

た施設整備を進めてきましたが

本年12月をもって全ての整備が

完了します。

　各区を通じて必要の有無に関

して希望調査を行いました戸別

受信機については、新型コロナ

ウイルスの影響による世界的な

半導体不足により、生産・納品

が遅れており希望していた方に

配布が間に合っていない状態で

す。多くの皆さまに大変ご迷惑

をおかけしており、誠に申し訳

ございません。

　１日も早く皆さまのお手元に

届けたいところですが、町への

納品も目処が立っていない状況

です。

　同報無線からの情報は極めて

重要と考えています。同報無線

の内容が聞き取りにくかった場

合は、ホームページで直近の放

送内容を確認できるほか、「☎
６２－２１２１」に電話をする

ことで、放送の内容を確認でき

ます。

　これらのサービスを利用する

と、戸別受信機が無くても自宅

や出先からいつでも同報無線の

内容を確認できますので、ぜひ

ともご活用ください。

　コロナ禍で大きな打撃を受け

た観光産業ですが、新型コロナ

ワクチンの接種が進んだことも

あり、回復の兆しが見え始めて

います。

　また、この２月１日から毎年

恒例のイベントである「みなみ

の桜と菜の花まつり」が開催さ

れるため、再開が待たれるGoTo

トラベルキャンペーンも相まっ

て来客の増加が期待されます。

　当町を訪れる来客の方は、海

を始めとした豊かな自然環境だ

けでなく、サクラや菜の花、水

仙、アジサイ、ツバキ、ユウス

ゲなど季節の花を求めています

ので、町を花で飾るプロジェク

トを道の駅で始めようと考えて

います。

　この事業は、行政だけで実現

することが難しいため、町民の

皆さまのご参加・ご協力を心か

らお願い申し上げます。

　また、コロナ禍のため令和２

年から２年間にわたって開催が

できなかった町内の祭典につい

て、本年こそは子供たちや高齢

者のためにも地域の伝統文化と

して開催できることを願ってお

ります。

　特に、県指定無形民族文化財

である「小稲の虎舞い」は寅年

だけにぜひとも町内外の皆さま

に見ていただきたいものです。

　結びに、皆さまにおかれまし

ては新型コロナウイルス感染症

を始め、季節性の風邪等にかか

らないよう健康にご留意され、

素晴らしい１年をお送りいただ

けますよう心からご祈念申し上

げ、年頭のご挨拶とさせていた

だきます。

　令和４年４月１日から、こど

も園の一園化に伴い、南崎認定

こども園が南伊豆認定こども園

へ統合されます。

　現南崎認定こども園の園舎は

南崎小学校として24年、南崎認

定こども園として11年にわたり

卒業生や卒園児たちにとって数

多くの思い出がある「母校」と

して活躍してきました。

　一園化に際しご理解を賜りま

した地域の方々および保護者の

皆さま、誠にありがとうござい

ました。

　さて、私が政策上で重きを置

く「子育て支援」に終わりはあ

りません。

　一園化に伴ういっそうの子育

て環境の充実に努めるだけでな

く、竣工から間もなく１年が経

過する地域子育て支援センター

につきましては、コロナ禍にお

ける供用開始であったため一部

利用を制限していましたが、コ

ロナ禍が落ち着ついていくこと

が予想される今後は、多くの子

育て世帯の方々の利用をお待ち

しています。

　また、２階では保護者の方な

どをはじめとした就労支援講座

なども開催されていますので、

興味のある方はぜひご参加くだ

さい。

　健康づくりの推進として、人

生1 0 0年時代を見据え、町民の

皆さまが健康に過ごせるよう保

険会社等と協定を締結し、見回

りだけでなく各種検診事業の周

知やイベント等での健康器具の

提供、静岡県社会健康医学大学

院大学によるコホート研究を用

いて健康寿命の延伸に取り組ん

でいきます。

同報無線のデジタル化について

子育て支援について

健康づくりの推進

観光について
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－南伊豆町議会12月定例会　行政報告－

令和３年南伊豆町議会12月定例会が12月１日(水)～２日(木)の会期で開催されました。

　令和３年南伊豆町議会12月定例会の開会にあたり、令和３年９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。

１．新型コロナウイルスワクチンの追加接種について１．新型コロナウイルスワクチンの追加接種について

　全国的に急拡大した新型コロナウイルス感染症第５波については、感染防

止策の切り札とされるワクチン接種が１日1 0 0万人から1 6 0万人規模へとス

ピーディーかつパワフルに進展したことから、９月以降の感染者数は一気に

減少に転じ、社会経済活動の正常化が図られています。

　また、本町におけるワクチン接種は２回目終了者が6,600人を上回り、接

種率でも88％近くになるなど高い接種率を背景に感染状況は落ち着きを見せ

ています。

　このような状況のなかで、国ではワクチン効果の持続期間や科学的知見・

諸外国の対応状況などに鑑み、２回目接種終了者を対象として接種終了後か

ら原則８カ月以上経過した者に追加接種の実施を決定しました。

　これを受けて本町では、３回目の追加接種を医療関係者等の先行接種から

取り組み、住民向けについては来年２月後半以降に集団接種を実施する予定です。

　また、初回接種時に一部混乱を招いた接種予約については、対象者に接種日をあらかじめ提示する手法に改める

などの改善を図ることで、接種行程が円滑に進むよう準備を進めていきます。

　令和３年10月29日、賀茂１市５町と静岡県社会健康医学大学院大学による「静岡多目的コホート事業賀茂健康長

寿研究の共同実施に関する協定」を締結しました。

　この協定は、地域や職場などの集団について疾患の発生と関連する医学的特徴を長期間追跡調査するための研究

手法である「コホート研究」を用いて、食生活や生活習慣などのリスク因子を解明することで予防医学の観点から

健康寿命の延伸に取り組むものです。

　また、これに続いて住友生命保険相互会社沼津支社と、「健康づくり事業等の推進に関する協定」も締結されま

した。

　この協定では、各種健診事業の周知やイベント開催における健康器具等の提供などをもって、健康づくり事業の

さらなる普及啓発に取り組むこととしています。

　今後も住民の健康づくりに求められる連携強化に向けて鋭意取り組んでいきます。

２．健康づくり事業等の推進に関する協定の締結について２．健康づくり事業等の推進に関する協定の締結について

南伊豆町議会南伊豆町議会
12月定例会12月定例会
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４．商工・観光振興について４．商工・観光振興について

３．外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した外国語教育について３．外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した外国語教育について

　世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の影響を受けて来

日が延期になっていた外国語指導助手（ＡＬＴ）については、７月に

１名、10月に２名、11月には１名が来日し、残る１名は来年１月以降

に来日する予定となっています。

　来日した４名はすでに各学校に常駐し、外国語活動や英語授業、給

食や部活動などにも積極的に参加するなど児童生徒と楽しそうにコミ

ュニケーションを図っていると伺っています。

　また、ＡＬＴの皆さんは来日以前から日本語習得に努めており、片

言ながら会話も成立することから教職員とのコミュニケーションなど

不安なく学校生活を過ごしているとのことです。

　加えて、子どもたちへ気軽に日本語や簡単な英語で話しかけ、休憩時間に一緒に遊ぶなど自然にコミュニケー

ションを取れており、英語に対する興味向上の良い機会となっています。

　今後も日常的に英語でのコミュニケーション機会が増え、他文化への認識が深まることで児童生徒の国際的感

覚が醸成されることを期待しています。

※当記事は、令和３年12月１日に開催された南伊豆町議会12月定例会にて行われた

　行政報告を、広報誌用に一部編集したものです。

　現下において下火となりつつある新型コロナウイルス感染状況のなか、本年度のふるさと寄附の状況は10月末

現在の寄附件数で4,009件､寄附総額では5,911万7,389円で対前年比1 4 6％となっており、コロナ禍真っただなか

にあった昨年および感染拡大前の一昨年を上回っています。

　これらの要因として昨年度の専用ホームページ刷新、首都圏ケーブルテレビでのＣＭ放映のほか、同加入世帯

へのチラシ配布、主要ポータルサイト特別企画への返礼品掲載に加えて、冷凍イチゴなど新たな返礼品の開拓な

どを通じて本町の魅力ある特産品のＰＲが利用者に浸透してきたものと考えられます。

　今後もさらなる寄附者獲得に向けてより効果的な施策を講じていきますので、町民の皆さまのご理解とご協力

をお願いします。

（１）ふるさと寄附金の状況

　通年において集客力の弱い秋期対策として毎年実施している「伊勢海老まつり」ですが、今年度はコロナ禍に

おける首都圏等での緊急事態宣言発出を受けて、例年より２週間ほど遅い９月13日から宿泊予約の受付を開始し

ました。

　地方創生臨時交付金を活用した制度設計のもと、昨年と同様のキャンペーン効果も相まって受付開始からわず

か２週間で、用意した1,000泊分の９割強が予約で埋まったため、さらに4 0 0泊分を追加しました。

　10月４日にはこれら全ての予約枠が埋まる状況となり、緊急事態宣言の全面解除がなされたなかで絶好のスタ

ートが切れたものと思料します。

　また、10月10日には石廊崎オーシャンパークにおいて、観光協会主催による「伊勢海老づくしの特別な日」の

イベントも開催され、伊勢海老の早むき・大食い選手権のほか、本町公認観光アンバサダー「永藤まな」さんや

YouTuberの「しーちゃんの歌ってみてはいかがでしょう」のライブショー、伊勢海老みそ汁の無料サービス、活

きた伊勢海老を1 0 0名にプレゼントする大抽選会などに多くの来訪者が集い、活況のなかで南伊豆の秋を満喫し

ていただきました。

　なお、11月の恒例イベントとして定着しつつある「みちくさウルトラマラソン」の開催については、新型コロ

ナウイルス感染拡大の状況が不透明だったことから中止としました。

　いまだ新型コロナウイルスの感染再拡大が不安視されるなかにありますが、アフターコロナに向けた景気浮揚

策を念頭に置きながらさまざまな観光施策を講じていきたいと考えていますので、本議会のさらなるご理解とご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

（２）秋期観光イベントの取り組み

ＡＬＴ
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新型コロナワクチン３回目接種について

　新型コロナワクチンは接種後の時間経過に伴い有効性が低下するため、「新型コロナワクチン３回目接種（
追加接種）」を実施します。
　なお、国の方針に従い、３回目の接種は新型コロナワクチン２回目接種から８か月以上の間隔を空けて行い
ます。

対象者対象者
　南伊豆町に住民登録があり新型コロナワクチン２回目接種を終えてから８か月以上経過
する18歳以上の方

住民票の無い場所での接種を希望される方へ

事情によっては、現在住んでいる市町村で３回目の接種を受けることができます。
まずは、現在住んでいる市町村へご相談ください。

１･２回目の接種が済んでいない方へ

１･２回目の接種が済んでおらず接種を希望される方は、コールセンターまでご相談ください。
　※町で行う３回目接種などに合わせて接種日程を調整するためお早めにご相談ください。
　　なお、誕生日を迎えて12歳になる方には町から随時連絡を行います。

ワクチンワクチン
種別種別

　１・２回目の接種に用いたワクチンに関わらず、ファイザーまたはモデルナワクチンの使用
を予定しています。

　※令和３年12月にモデルナ社製のワクチンが、追加接種のワクチンとして国で認証されまし
　　た。ファイザー社製、モデルナ社製ワクチン共にほぼ、１回目・２回目と同様の副反応が
　　見られます。交差接種（３回目接種のワクチンが１回目・２回目と違うものを使用する場
　　合）でも抗体価は十分上昇しますので、ご安心ください。

接種時の接種時の
注意事項注意事項

接種の際は、以下のものをお持ちください。
　①予診票（接種券一体型）
　②接種済証
　③本人確認書類（免許証や健康保険証など）
　④お薬手帳（お持ちの方のみ）

予約に予約に

ついてついて

集団集団
接種接種

●令和３年７月末までに２回目接種を終えた方
　　町が接種日時を指定して接種を実施します。指定された接種
日時に不都合がなければ予約手続きは不要です。
　　予定が合わない場合などは接種日時の変更が可能ですので、
お早めにコールセンターまでご相談ください。

●令和３年８月以降に２回目接種を終えた方
　　　　従来通りインターネットや電話で希望する接種日時を予約し
て接種を実施します。インターネットで予約を行うと混雑が少な
くスムーズに予約が行えます。

個別
接種

　町では集団接種を推奨していますが、個別接種を希望する方は次ページのスケジュ
ール表を参考に、各自で予約を行ってください。
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接種スケジュール接種スケジュール
　新型コロナワクチン３回目接種時期は、２回目の接種時期に応じて以下の通り実施を予定しています。
　なお、接種スケジュール等に関して国の方針等により変更となる場合がありますのでご了承ください。

年度 令和３年 令和４年

月
５
月

６
月

７
月

８
月

～
12
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

時期
下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

６月までに

２回目接種が

完了した方

７月までに

２回目接種が

完了した方

２回目の２回目の
接種完了接種完了

８か月以上空ける８か月以上空ける

８か月以上空ける８か月以上空ける
２回目の２回目の
接種完了接種完了

接接
種種
券券
発発
送送

予予
約約
確確
定定
通通
知知

予予
約約
変変
更更
受受
付付

３回目３回目
集団接種集団接種

個別接種
予約受付

３回目
個別接種

接接
種種
券券
発発
送送

予予
約約
確確
定定
通通
知知

予約変更予約変更
受付受付

個別接種予約受付

３回目３回目
集団接種集団接種 ３回目

個別接種

令和３年７月下旬までに２回目接種を終えた方

令和３年８月以降に２回目接種を終えた方

●開設時間
　平日　９：00～17：00

南伊豆町コロナワクチン
コールセンター

●電話番号
　☎０５５８－３６－４５６７

年度 令和３年 令和４年

月
８
月

９
月

～
12
月

１
月

～
３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

時期
上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

９月上旬までに

２回目接種が

完了した方

９月中旬以降に

２回目接種が

完了した方

２回目の２回目の
接種完了接種完了 ８か月以上空ける８か月以上空ける

８か月以上空ける８か月以上空ける
２回目の２回目の
接種完了接種完了

接接
種種
券券
発発
送送

３回目３回目
集団接種集団接種個別接種

予約受付

３回目
個別接種

接接
種種
券券
発発
送送

３
回
目
個
別
接
種

予
約
受
付

集団接種集団接種
予約受付予約受付

接種券の送付時期および内容物

　接種券などワクチン接種に必要な物は、予約開始の１週
間前までに送付予定です。
　２回目接種から８か月経過しても接種券が届かない場合
は、コールセンターへお問い合わせください。

予診票
（接種券一体型）

接種済証

＋＋

表紙

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５
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介護職員研修費の助成拡大
～介護人材を増やすために～

  町では、町内に所在する介護サービス事業所に対して、
介護人材に関するアンケート調査を実施しました。
　その結果、町内の介護サービス事業所の内、72.8％が介
護職員の不足を感じているとの回答がありました。
　近年は少子化により新卒の採用が難しく、５年後10年後
を見据えると、現在勤務する介護人材の退職等による人材
不足の心配があり、今のうちから介護人材を確保すること
が必須となっています。
　このような状況から、町では介護人材を確保するため介
護の資格取得に関する助成を行っています。
　また、12月からは対象を拡充し｢介護福祉士実務者研修｣
も対象となりました。

問合せ　福祉介護課　介護保険係　☎６２－６２３３

広報みなみいず２０２２．１

町内介護事業所の介護職員の過不足状況

介護職員になるためには

介護職員研修受講費補助金について

　介護職員を目指すには研修を受ける必要があります。
　各研修については開催時期や開催場所が異なるため、各自でインターネット等で検索し直接お問い合せくだ
さい。
　また、各介護事業所で資格がなくても働きながら資格取得することが可能な場合がありますので、必要に応
じて介護事業所へ直接お問い合わせください。

　以下の研修を修了した方に受講費の助成を行います。対象となる方は
申請を行ってください。

適当
27.3％

やや不足している
36.3％

不足している
18.2％

大いに不足している
18.2％

介護福祉士

介護福祉士
実務者研修

介護職員初任者研修

国家資格

福祉系大学や介護福祉士養成施設卒業、実務者研修修了等
で受験資格が得られます。

介護の実務経験３年以上あれば、介護職員初任者研修
未修了でも受講できます。

無資格でも受講可能で、初めて介護の資格を
目指す人向きです。

｛町の助成
制度が
あります

介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修対象研修

以下の①～③全てに該当する方
　①交付申請時に町の住所を有し、町内に在住している方
　②町内の介護サービス事業所に就労または就労予定の方
　③町税などの未納がない方

補助対象

研修に要した受講料の半額。(上限5万円)
ただし、交通費、食費、他法による補助金対象経費を除く

補助金額

【１】研修受講修了証明書または受講修了を証明する書類の写し
【２】研修受講に係る領収書その他受講料の納付を証明する書類
【３】就労証明書または就労予定証明書
【４】申請者本人を証明する書類

提出書類

研修修了日から２カ月を経過する日までに、上記の書類を役場福祉介護課に提出してください。申請方法
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住宅用火災警報器の点検を
実施していますか？

　消防法の改正に伴い、すべての一般住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務づけられてから10年が経
過しています。住宅用火災警報器の交換推奨時期は10年となっており、経年劣化によりいざというときに正常
に動作しない可能性があります。設置から10年以内であっても使用状況や設置場所の環境によって劣化が早ま
り正常に動作しない可能性があるため、日頃から住宅用火災警報器の動作点検を行い適切な維持管理に努めま
しょう。
　また、住宅用火災警報器が未設置の場合は、大切な家族や自身の生命と財産を守るためにも以下を参考に正
しい場所へ設置しましょう。

問合せ　下田消防本部　予防課　☎２２－１８４９

住宅用火災警報器の設置効果

　住宅用火災警報器を設置している住宅で火災が発生した場合、設置していな
い場合と比較して焼損床面積が約50％と損害額が40％、死亡者数は約50％減少
しています。
　これは火災が発生した際に住宅用火災警報器が設置されていると自動で熱や
煙を感知して音声や警報音が流れるため、住宅用火災警報器未設置の方と比べ
て早期に火災発生に気付けることが要因となっています。
　住宅用火災警報器が鳴ることで、就寝中などであっても火災発生に素早く気
付くことができ、素早い初期消火や安全な避難行動ができるため、逃げ遅れて
亡くなる可能性が大きく下がるだけでなく、火災による家財の損失を抑えるこ
とにつながります。

　町の職員または消防職員を騙り、消火器や住宅用火災警報器の購入を促す悪質な訪問販売被害が増加してい
ます。町の職員や消防職員が訪問販売を行うことは一切ありませんのでご注意ください。

住宅用火災警報器販売の詐欺にご注意ください

住宅用火災警報器の設置場所と取付位置

　住宅用火災警報器は電気店やホームセンターなどで販売しており、市販されている住宅用火災警報器のほと
んどが電池式のタイプで簡単に取り付けることができます。
　また、設置場所には設置が義務付けられている場所と推奨されている場所があります。
●設置について
　　義務付けられている場所
　　・寝室として使用する部屋
　　・寝室が２階以上にある場合は、寝室のある階の階段上部
　　　※寝室および階段には、煙を感知するタイプの警報器の設置が
　　　　必要です。
　　推奨されている場所
　　・台所
　　　※安全のため台所に設置する場合は、熱を感知するタイプの警
　　　　報器を設置してください。

●取り付け位置について
　【天井の場合】
　　・住宅用火災警報器の中心を壁や梁から60cm以上離して設置
　　・換気扇やエアコンの吹出口が近い場合は、1.5m以上離して設置
　【壁の場合】
　　・天井から15cm～50cm以内に住宅用火災警報器の中心がくるように設置

寝室 階段 寝室

居間 階段 台所

１

２

１ １

　住宅用火災警報器の点検は以下のとおり簡単に行えるため、自宅だけでなく親戚
や知人にも設置と点検を促し、みんなで火災被害を軽減しましょう。

●点検方法
　・点検ボタンを押す。
　・点検ひもをひっぱる。
　※正常な場合は正常であることを知らせる音声や警報音が鳴ります。音が鳴ら
　　ない場合は経年劣化による電池切れや故障の可能性があるため、すぐに交換
　　しましょう。

住宅用火災警報器の点検を行いましょう

２

１



10 広報みなみいず２０２２．１

国民年金保険料の納付は口座振替での
早割・前納がお得です

　国民年金保険料を納付する際、口座振替の早割・前納を利用すると納付額の割引があります。

問合せ　三島年金事務所　☎０５５－９７３－１１６６
　　　　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

現金支払の場合 口座振替の場合 割引額 口座振替申出書申込期限

６か月前納付 99,660円 98,530円 1,130円 ８月末、２月末

１年前納付 199,320円 195,140円 4,180円 ２月末

２年前納付 398,400円 382,550円 15,850円 ２月末

　なお、「口座振替」に関する詳しい内容は日本年金機構ホームページをご覧ください。
　●日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp/

　国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが当月末に口座振替する方法のことを「早割」といいます。早割の
申込は随時受け付けていますのでご活用ください。
　※現金納付の場合は当月末までに納付していただいても割引はありませんのでご注意ください。

早割は月50円（年間600円）お得です早割は月50円（年間600円）お得です

　国民年金保険料を納付する際に６か月分、１年分、２年分をまとめて納付する「前納」はさらにお得です。
　前納は口座振替だけでなく現金納付も可能ですが、口座振替の方が割引額も多くなるためお得です。
　口座振替のお申し込みは、申込期限までに口座振替申出書を提出してください。口座振替申出書は年金機構
ホームページ、口座振替を行う金融機関、役場町民課にて配布を行っています。

まとめて前納はさらにお得！まとめて前納はさらにお得！

※保険料は毎年度変わります。記載の国民年金保険料は令和３年度のものです。

｢鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館｣が
オープンします

問合せ　大河ドラマ館運営本部　☎０５５－９４９－８６０６

　北条義時が生まれた地であり北条家ゆかりの国である伊豆の国市では、ＮＨＫの大河ドラマ｢鎌倉殿の13人｣
の放送にあたり、韮山時代劇場内に大河ドラマ館を設置します。
　大河ドラマ館は、市内ロケを中心としたメイキング映像の上映やストーリーやキャスト紹介パネル等の展示
を行い、大河ドラマの世界観を存分に体験できる施設となっていますので、南伊豆町の皆さまもぜひお越しく
ださい。

伊豆の国市四日町772　韮山時代劇場内（韮山駅から徒歩５分）場所場所

期間期間
営業日　令和４年１月15日(土)～令和５年１月15日(日)　９：00～17：00
休館日　水曜日（祝日の場合は、翌日以降の平日）
※ただし、１月～２月は休まず開館

その他その他
大駐車場(乗用車180台、大型バス２台)
有り。駐車料金無料

入場料入場料

大人400円(300円)
中学生以下100円(50円)
未就学児・障がい者手帳持参者およびそ
の付添人１名　無料
※カッコ内は団体(20人以上)の料金

大河ドラマ館が設置される韮山時代劇場
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　皆さま、新年あけましておめでと
うございます。

南伊豆に来てから３カ月が経過しました

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

　皆さま、新年明けましておめでとうございます。私が地域おこし協力隊に任命されてから３カ月が経ち、皆

さまからの応援とご助力もあって新しい年を迎え入れることができたと感じています。

　どうか今年が皆さんにとって健体康心な年になると心から願うと共に、私も皆さまに負けず、元気に有意義

な取り組みができる様に活動していきますので、これからもさまざまな心温かいサポートやエールを賜ります

ようお願いいたします。

　さて、ここで私が令和３年に行った活動内容について、少し紹介しよう

と思います。

　まず、採用された際に主な活動地域としてあらかじめ決めていた念願の

伊浜区へ10月５日に引っ越しを行い、新拠点での新生活が始まりました。

　この特色ある美しい集落で、コロナの影響で行えていないお祭りの楽器

練習に参加させていただいたり、日々の暮らしで出会う住民の皆さまと少

しずつ交流が持てるなど、伊浜区に住めてとてもうれしいです。

　今後は、当初の予定通りレモン栽培に向けてのさまざまな下準備に取り

組む予定です。

　昨年やこれからの活動内容などに興味を持っていただけた方は、ぜひ

Note(ノート)というブログアプリの、南伊豆町公式note内「地域おこし協

力隊活動日誌」(https://minamiizu-town.note.jp)で情報を掲載していま

すのでご覧ください。

　今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

地域おこし協力隊　田村

お祭り練習をさせてもらったり、漁船に乗せて
もらうなど伊浜区での生活を満喫しています。

ふじのくに出会いサポートセンターの
会員を募集します

　センターでは、マッチングシステムを導入し（マッチン
グ開始予定日：令和４年４月１日）、出会いの機会を提供
するとともに、希望に応じて交際に向けたアドバイスや交
際中の悩みごとなど、さまざまな相談に対応します。
　安心して利用できる結婚支援サービスで「これから」を
共に歩む相手探しを始めましょう。
　ふじのくに出会いサポートセンターの会員登録は令和４
年１月10日(月)から開始し、令和４年３月31日までに登録
を完了された方は１年間無料で利用できます。
　会員登録方法やマッチングの流れなど、詳細については
令和４年１月10日以降にホームページをご覧ください。

●ふじのくに出会いサポートセンターとは

　静岡県と各市町が運営する「ふじのくに出会いサポートセンター」では、結婚を希望する方に「安心な出会
い」を提供し、静岡県で暮らすふたりの未来をサポートします。

【場所】静岡市葵区御幸町８－１　JADEビル４階　ふじのくに出会いサポートセンター
【問合せ】☎０１２０－００５－３４２（月～水　12:00～20:00　土日　10:00～18:00）
【ＵＲＬ】https://www.shizuoka-msc.jp/　※ホームページは令和４年１月10日(月)から公開予定

問合せ
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まちのできごとまちのできごと Minamiizu Topics

11/17　地震が起きたらすぐ避難！

　南崎認定こども園で、地震を想定した避難訓練
が行われました。園児たちは県の職員や警察官か
ら避難について学んだあと、地震体験車に乗って
実際に地震の揺れを体験しました。

11/18　東小オリンピック開催

　南伊豆東小学校で、児童たちが金メダルを目指
して競う東小オリンピックが開催されました。児
童たちは竹馬競争や一輪車競争、ハードル競争な
どさまざまな種目に挑戦しました。

11/26　育てた愛國米の味は？

　南上小学校の５年生が、自分たちで育てた愛國
米と他の米を比較する食味試験を行いました。児
童たちは風味や粘りなどを比較し、愛國米と他種
との違いについて学びました。

12/3　ヤシのコモがけ

　奥石廊崎で、越冬に向けてヤシのコモがけが行
われました。奥石廊崎は冬季に強い西風が吹くた
め、ヤシが枯れないよう毎年12月にコモをかけて
越冬に備えます。

12/4　第22回市町対抗駅伝

　静岡市内で第22回しずおか市町対抗駅伝が開催
され、南伊豆町代表選手たちが静岡市内を駆け抜
けました。２時間34分00秒でゴールし、昨年より
１つ順位を上げて町の部８位という結果でした。

12/6　人形劇鑑賞

　南伊豆認定こども園で人形劇団オフィスやまい
もによる人形劇が行われました。園児たちは目の
前で演じられる人形劇を夢中で鑑賞しました。
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今月のおすすめ図書今月のおすすめ図書

　小津、シャネル、ニ
ュートン…。みんな「
おひとりさま」なんだ
って。偉大な事績を残
した19人の言行と信念
から見えてくる本当の
「自分らしさ」とは。

長山靖生／新潮社

「独身偉人伝」

　何かを成し遂げた人
は常に多くのことを諦
め続けている。何が有
益で何が無駄か、独自
の思索で導いた諦めの
方法を伝授。「努力を
するだけ無駄だって」

森博嗣／朝日新聞出版

「諦めの価値」

　人は皆、心に宇宙刑
事ギャバンを宿してい
る。山川啓介作詞、渡
辺宙明作曲「愛ってな
んだ、ためらわないこ
とさ」我々は永遠に歌
い続けることだろう。

講談社編／講談社

「特撮全史1980 ～ 90年代」

東理夫／天夢人

「アメリカのありふれた町で」

　ビリーザキッドをは
じめ、アメリカ文化を
形作るなかで語り継が
れてきた数々の伝説。
その真実を追って現地
を旅したノンフィクシ
ョンエッセイ。

　すべての言語はプロ
レスに通ず。ラッシャ
ー木村の｢こんばんは｣
事件を言語学の側面か
ら掘り下げた前代未聞
抱腹絶倒の学術書。

川添愛／東京大学出版会

「言語学バーリ・トゥード」

開館時間　８：３０～１７：１５

休館日　月曜日・木曜日・祝日

☎６２－７１００　ＦＡＸ　６２－１４０２

新着図書案内新着図書案内

図書館利用案内図書館利用案内

　2021年、最も多く読まれた本の発表

です。

　あなたは何冊読みましたか？

★小説・エッセイ

　１位　日没　　　　　　　桐野夏生

　２位　えにし屋春秋　あさのあつこ

　３位　降るがいい　　　　佐々木譲

　３位　見果てぬ花　　　　浅田次郎

　３位　天を測る　　　　　　今野敏

★実用書

　１位　志麻さんのベストおかず

　　　　　　　　　　　タサン志麻

　２位　漫画バビロン大富豪の教え

ジョージ・Ｓ・クレイソン原作

　３位　欲望おにぎりとよろこび丼

　　　　　　　　　　　　ＲＩＫＡ

2021年のベストリーダーは？

事件でなければ動けません　

古野まほろ
安いニッポン　　　　　　　　中藤玲
暁の宇品　　　　　　　　　堀川惠子
世界を変える１００の技術　

日経ＢＰ編
果実とパンの組み立て方　ナガタユイ
本格家飲みカクテル教本　

岡崎ユウ監修
完売画家　　　　　　　　　中島健太
銀座で逢ったひと　　　　　　関容子
会って、話すこと。　　　　田中泰延
Ｎ　　　　　　　　　　　　道尾秀介
星を掬う　　　　　　　　町田そのこ
ボーダーライト　　　　　　　今野敏
舞風のごとく　　　　　あさのあつこ
ミカエルの鼓動　　　　　　柚月裕子
やさしい猫　　　　　　　　中島京子

図書館だより

　祖父母や病気の親な
ど、家族の介護を担う
子どもたち。その過酷
な実態を明らかにし、
当事者に寄り添った支
援の在り方を探る。

濱島淑惠／ KADOKAWA

「子ども介護者」

新川帆立／宝島社

「倒産続きの彼女」

　「転職のたびに会社
を倒産に導く」と噂さ
れる女性社員。その身
辺調査を依頼された弁
護士であったが、調査
を進めるなかで首切り
死体を発見し…。

桐野夏生／朝日新聞出版

「砂に埋もれる犬」

　育児放棄によって家
族の愛情を受けずに育
った少年。養子として
新たな家族に迎えられ
救いのない生活から脱
却したかに思えたが…

、

。

　代官、堀子、中間。
石見国大森銀山で、時
に対立し、時に助け合
いながら懸命に生きる
人々の姿を生きいきと
描いた歴史群像劇。

澤田瞳子／徳間書店

「輝山」

。

直島翔／小学館

「転がる検事に苔むさず」

　鉄道の高架から転落
死した若い男。自殺か
他殺か。男の周辺に漂
う黒い影。現役の新聞
記者である著者が、緻
密な取材で練り上げた
本格検察ミステリー。

、
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おお 知知 らら せせ

日時　２月21日(土)９：00～12：00

場所　下田市市民文化会館　小会議

　室１（予約不要）

内容　相続、遺産分割、遺言、土地

　の境界などに関する相談

問合せ　静岡県司法書士会下田支部

　川端満秋　☎０５５８－５２－１７１０

　静岡県土地家屋調査士会下田支部

　岩田篤　☎０５５８－２２－８５８５

「相続登記はお済みで
すか月間」無料相談会
の開催

　　静岡県内の特定の産業に従事す

　る労働者に適用される「特定最低

　賃金」について、令和３年12月20

　日から改正された金額が発効しま

　した。

　　このため、既に10月２日に改正

　されている「静岡県最低賃金」と

　併せ、静岡県の最低賃金(時間額)

　は次のとおりとなります。

静岡県特定最低賃金
について

　　静岡県最低賃金と特定最低賃金

　の両方が適用される場合には、各

　発効日時点における最低賃金の高

　い方が適用となります。

　　従って、タイヤ・チューブ、ゴ

　ムベルト・ゴムホース・工業用ゴ

　ム製品製造業の場合、10月２日か

　ら12月19日までは静岡県最低賃金

　（時間額913円）､令和３年12月20

　日からは特定最低賃金（時間額

　915円)が適用となります。詳しく

　は静岡県労働局ホームページをご

　覧ください。

問合せ　静岡県労働局労働基準部賃

　金室　☎０５４－２５４－６３１５

最低
賃金名

時間額
効力
発生日

【地域別最低賃金】

静岡県
最低賃金

913円
令和３年
10月２日

【特別最低賃金】

タイヤ・チュー
ブ、ゴムベル
ト・ゴムホー
ス・工業用ゴム
製品製造業

915円

令和３年
12月20日

鉄鋼、非鉄金属
製造業

954円

はん用機械器
具、生産用機械
器具、業務用機
械器具、輸送用
機械器具製造業

970円

電子部品・デバ
イス・電子回
路、電気機械器
具、情報通信機
械器具製造業

939円

　　１１０番は、事件・事故などの

　緊急時のためのものです。緊急性

　の無い相談や照会などは、警察署

　もしくは交番、または＃９１１０

　にお問い合わせください。

問合せ　下田警察署　

　☎２７－０１１０

１月10日は
「110番の日」です

全国一斉生活保護
相談会の開催

日時　１月30日(日)10：00～16：00

場所　静岡県司法書士会館

内容　「コロナで仕事が減ってしま

　って生活できない」、「自動車を

　もっているけど生活保護は受けら

　れるの」などといった生活保護に

　関する相談。

専用電話番号　☎０１２０－０５２－０８８

その他　相談は無料で、秘密は厳守

　されます。

問合せ　静岡県青年司法書士協議会　
　☎０５０－５２１５－８５０５

静岡県士業種連絡交流
会主催「無料合同相談
会」の開催

日時　２月５日(土)10：30～15：45

場所　

　東部会場　沼津労政会館（沼津市

　　　　　　高島本町1-3

　中部会場　静岡県司法書士会館

　　　　　　（静岡市駿河区稲川

　　　　　　1-1-1）

　西部会場　浜松市市民協働センタ

　　　　　　ー２階（浜松市中区中

　　　　　　央1-13-3）

内容　法律、登記、境界、税務、土

　地価格、企業会計、労働・年金、

　特許・意匠・商標などの各種相談

相談員　弁護士、公認会計士、司法

　書士、税理士、不動産鑑定士、社

　会保険労務士、弁理士、土地家屋

　調査士が相談に応じます。

対象者　静岡県民

定員　各会場先着56人(事前予約制)

申込方法　１月24日(月)まで電話で

　申し込み

その他　新型コロナウイルス感染症

　の感染状況により中止する場合が

　あります。その場合は、開催２日

　前までに予約を行った方へお知ら

　せします。

申込・問合せ　公益社団法人静岡県

　不動産鑑定士協会

　☎０５４－２５３－６７１５

　平日９：00～17：00まで

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

※ラベルが剥がれない場合は、無理に剥がす必要はありません
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１月は、町県民税、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。

戸籍の窓戸籍の窓

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 渡邉　朔
さく

10.26 健太・優菜

湊 大久保　伊
い お り

織 11.10 好平・志穗

お悔やみ申し上げます

地区 氏　名 年齢 月日

二條 鈴木　忠藏 87 11.10

伊浜 齋藤　光春 78 11.19

妻良 村田　欽也 83 11.19

西子浦 大年　豊吉 99 11.21

西子浦 小泉　弘子 86 11.22

湊 大野　富美枝 96 11.24

湊 桑原　智惠子 92 11.28

　令和３年11月１日から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 3,906 世帯

人　口 7,864 人（-22）

男 3,783 人

女 4,081 人

（12 月１日現在）

----------（11 月中）----------

転入 18 転出 24

出生 2 死亡 18

　新年明けましておめでとうござ

います。皆さまにおかれましては

お健やかに新年をお迎えのことと

お喜び申し上げます。

　昨年、当院は公的病院として新

型コロナウイルス感染症に対応し

てまいりましたが、その間に地域

の皆さまから多数の応援メッセー

ジをいただき、何とか頑張り抜く

ことができました。職員一同、心

より感謝申し上げます。

　救急医療を含む一般診療をコロ

ナ診療と両立させ、住民の皆さま

に必要な医療体制を維持すること

が当院の使命です。

　そのためには、地域の感染状況

によって入院患者の方への面会制

限などの対応を再び取らざるを得

メディカル通信メディカル通信

information

新年の挨拶新年の挨拶

ない場合もありますが、なにとぞ

ご理解いただきますようよろしく

お願い申し上げます。

　さて、「未病」とは「発病して

はいないが健康な状態からは離れ

つつある状態」を指し、その対策

は健康寿命を延ばすと考えられて

います。

　本年はメディカル健康講座や人

間ドックを充実させ、未病対策を

通じて皆さまの健康維持にさらに

貢献したいと考えております。

下田メディカルセンター

　　　　　　　病院長　伊藤和幸

問　下田メディカルセンター

　　☎２５－２５２５

　冬の奈良井宿を幻想的な景色で

彩る「奈良井宿灯明まつり」が今

年も開催されます。

　会場の奈良井宿は塩尻市内（旧

楢川村）を流れる奈良井川上流に

位置し、国の重要伝統的建造物群

保存地区に選定されており、約１

ｋｍにわたって江戸時代の面影を

色濃く残す古い町並みが立ち並び

ます。

　この古き良き町並みに、地元の

小学生や高校生、住民など多くの

方が制作した灯明や切り絵など数

百点が街道沿いに展示されます。

　古い町並みを灯明や切り絵が照

らす幻想的な奈良井宿に、ぜひお

出掛けください。

期間　２月中旬～下旬(予定)

場所　長野県　塩尻市　奈良井宿　　

その他　詳細については、以下の

第４回　奈良井宿灯明まつり

姉妹都市だより 長野県塩尻市

ＵＲＬまたはＱＲコードから塩尻

市観光協会「時めぐり」ホームペ

ージをご覧ください。

塩尻市観光協会ＵＲＬ　

https://tokimeguri.jp/

問　塩尻市観光協会　奈良井宿観

光案内所

　☎０２６４－３４－３１６０
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マイルキッズスス

下　流 谷　海
か い ら

來 ちゃん（１歳６か月）

「ブランコが大好き！　毎日乗るよ♪」

発行日／令和４年１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

康一口メモ健健

  ノロウイルスは冬季に発症する食中毒の原因の

うち、多くを占めるウイルスです。

　ノロウイルス食中毒は、主にノロウイルスに感

染した人が調理を行うことで食品が汚染され、汚

染された食品を食べることで感染・発症します。

　このウイルスは感染力が強くアルコール消毒も

ほとんど効果が無いため、冬季で水が冷たく避け

がちな手洗いを徹底することが大切です。

　以下を参考によく手を洗い、冬季の食中毒に注

意しましょう。

　①流水で汚れを簡単に落とす

　②せっけんをつけて十分に泡立てる

　③手のひらや手の甲、指先、爪・指の間、手首

　　を洗う

　④流水でせっけんと汚れを十分に洗い流す

　⑤清潔なタオル等で拭く

問合せ　健康増進課　健康増進係

　　　　　　　☎６２－６２５５

ノロウイルス食中毒に
　　　　　　　注意しましょう

～餅のキノコソテーがけ～

▷　材料１人分

栄養価（１人）　エネルギー：185kcal　 タンパク質：3.1g　
　　　　　　　　脂質：5.3g　塩分：0.6g　

▷　作り方　◁
①ニンジン、ショウガは千切り、シイタケは薄切り、マイタケは小
　房に分ける。
②バターをひいたフライパンで①を炒め、Ａを加える。
③食べやすい大きさに餅を切り、焼く。
④③に炒めた具をのせて、きざみネギを散らす。

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！

　他のキノコや野菜を
使って、いろいろアレ
ンジしてみましょう！

広報みなみいず　１月号

切り餅…1個

マイタケ…20ｇ
シイタケ…1枚
ニンジン…適量
ショウガ…適量
きざみネギ……適量
バター……大さじ1/2

毎月19日は
食育の日！

しょうゆ…小さじ1/2
みりん……小さじ1/2

酒…………小さじ1/2
Ａ


