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　令和４年南伊豆町議会３月定例会が２月24日(木)から３月17日(木)の会期で開催されました

町議会３月定例会町議会３月定例会

－南伊豆町議会３月定例会　行政報告－

行政報告（要旨）行政報告（要旨）

　令和４年南伊豆町議会３月定例会

の開会にあたり、令和３年12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。

　わが国でも新たにオミクロン株が

爆発的に流行し、多くの都道府県に

「まん延防止等重点措置」が発出さ

れています。

　とりわけ飲食店等での感染症対策

の徹底や人流抑制、検査・サーベイ

ランスの強化、医療体制の確保など

に加え、期間を前倒して新型コロナ

ウイルスワクチン追加接種が始まる

など、各自治体では感染拡大抑止に

奔走しています。

　本町においては１月から医療関係

者への追加接種が始まり、高齢者施

設および通所介護の従事者、同利用

者へと順次接種範囲を広げ、65歳以

上の高齢者への迅速な追加接種に対

応するため、下田メディカルセンタ

ーならびに町内各診療所の協力のも

と、モデルナ製ワクチンによる前倒

し接種を実施したところです。

　このことから、６月中旬と想定し

ていた集団接種終了時期は２カ月程

型コロナウイルスワクチ型コロナウイルスワクチ
ンの追加接種についてンの追加接種について新新

度早まり４月末には完了する見込み

となり、３月には５歳から11歳まで

の小児接種も可能となることから、

対象児童・生徒の保護者への周知に

努めています。

　各診療所の先生方をはじめ、集団

・個別接種に深いご理解とご協力を

いただいている医療従事者の皆さま

には衷心より感謝を申し上げますと

ともに、さらなるワクチン追加接種

体制の確保に努めてまいります。

　東日本大震災を契機として、災害

発生時における応急・復旧活動や人

道支援に関する人的・物的支援の取

り組みは加速化し、とりわけ自治体

や民間事業所間においても災害協定

をはじめとする連携強化の動きは活

発化しています。

　本町においては、既に４自治体と

災害時相互応援協定を締結していま

すが、一昨年に東京都で開催された

「安全・安心の道づくりを求める全

国大会」に参加した際に栃木県壬生

町との親交が始まり、今般、新たに

壬生町と災害時相互応援協定を締結

する運びとなりました。

　この締結式については、２月17日

に壬生町長を当町にお迎えし、式典

の開催を予定していましたが、新型

木県壬生町との災害時相互木県壬生町との災害時相互
応援協定の締結について応援協定の締結について栃栃

　新型コロナウイルス感染症再拡大

が懸念される状況下、昨年と同様に

徹底した感染予防対策を講じた上で

挙行することができました。

　当日は穏やかな晴天のなか、凛々

しいスーツ姿やあでやかな晴れ着姿

の新成人49名が参加し、来賓には町

議長、副議長および恩師の先生方を

お迎えして厳かななかにも笑顔が絶

えない成人式となりました。

和４年南伊豆町和４年南伊豆町
成人式成人式令令

コロナウイルス感染症の拡大を受け

て、オンライン形式で締結式を実施

しました。

　本協定に基づき、大規模災害の発

生時における食料・飲料水および生

活必需品の供給、必要とされる資機

材提供や救援および応急・復旧に必

要な職員派遣、被災者の受け入れ施

設の提供のほか、要請があった事項

について相互応援を実施するものと

なっています。

　今後想定される南海トラフ巨大地

震や富士山噴火などの大規模災害発

生時においては、円滑かつ迅速な被

災地・被災者支援が求められること

からも、本協定を契機に平常時にお

ける各種交流事業等で自治体間相互

の連携を深め、さらなる体制整備に

努めてまいります。



3

　また、新成人おのおのが感染対策

を意識したなかで、久しぶりに再会

する友達との写真撮影や会話の様子

などから、一生に一度の本式典が開

催できた意義と新成人としての自覚

を感じ取っていただけたものと喜ば

しく思っています。

　本来ならば、本議会も含め多くの

来賓や保護者の皆さまにもご参列を

賜り、新成人の門出を盛大に祝福し

たいところではありましたが、現状

を鑑みてご遠慮いただきましたこと

をこの場をお借りして改めておわび

申し上げます。

（１）ふるさと寄附の状況

　令和３年12月末現在での寄附件数

は8,574件で､寄附総額は１億8,201

万8,000円となり､前年比で21.3％の

増となりました。

　これらは、長引くコロナ禍の影響

を受けて主力返礼品である体験型ク

ーポン券「ふるさと感謝券」が苦戦

を続けるなか、都内ケーブルテレビ

でのＣＭ放映や専用ホームページで

のＰＲ効果、業界新聞等への広告掲

載に加え、新たな返礼品創出、事業

者獲得などによる成果と分析してい

ます。

　いまだ新型コロナウイルス感染症

の先行きは不透明な状況にあります

が、さらなる寄附拡大に向けて魅力

ある返礼品の創出、ソーシャルメデ

ィアや各種イベント、誘客キャンペ

ーン等を介した実効性の高い広報活

動の推進に努めていきます。

（２）第24回みなみの桜と菜の花ま

つり

　近年においては、桜の開花時期が

早まってきていることなどから開花

時期を予想して開始日を２月１日に

早めたほか、新たに新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用とした「みなみの桜と菜の花

まつり宿泊特別割引キャンペーン」

5 0 0人分を準備し、誘客体制の強化

に臨んだところでありましたが、１

月中旬以降には首都圏を含む34都道

府県に「まん延防止等重点措置」が

工・観光振興の工・観光振興の
取り組み取り組み商商

発出されました。

　このため、みなみの桜と菜の花ま

つり開催予定期間の半分以上がまん

延防止等重点措置の適用期間と重な

り、各種イベントの中止を余儀なく

されたことで規模を縮小しての開催

となりました。

　日常生活において人流抑制や人数

制限の動きが強まるなかで、来訪者

も例年には遠く及ばず、２月14日現

在の来訪者は3,132人で､開催期間や

開花状況にもよりますが例年の50％

程度にとどまっています。

　また、２年連続の規模縮小による

開催となり、町内観光事業者にとっ

ては極めて厳しい状況となりました

が、本年４月から実施予定の第４弾

みなみいず応援プレミアム付商品券

販売事業など効果的な町内経済施策

を講じることでこの局面を打破し、

来年は第25回という節目を迎えるみ

なみの桜と菜の花まつりについて、

盛大な催事が挙行できるよう万全な

体制で臨みたいと考えています。

（３）観光施設の入込状況

　令和３年１月から12月までの町内

観光施設等の入り込み状況は別表の

とおりです。

　分野別で見ると、主要観光施設で

151,239人と前年比で89.8％、宿泊

施設では86,372人と前年比75％、温

泉施設では59,840人で前年比92.2％

と全ての施設で前年を下回る結果と

なりました。

　これらの要因は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大によるものであり、

緊急事態宣言による影響が極めて大

きく、ＧｏＴｏトラベルや伊勢海老

まつりクーポン事業等をもって減少

幅は若干縮小したものの最終的には

厳しい結果となりました。

区分
令和
２年

令和
３年

前年比

主
要
観
光
施
設

石廊崎
遊覧船

18,316 12,084 66.0

伊豆
下田ＣＣ

15,760 14,105 89.5

波勝崎
モンキー
ベイ

11,787 10,250 87.0

一条
竹の子村

514 664 129.2

天神原
植物園

255 0 0.0

大瀬
花狩り園

1,640 100 6.1

石廊崎オ
ーシャン
パーク

120,215 114,036 94.9

小計 168,487 151,239 89.8

宿
泊
施
設

民宿 20,461 7,835 38.3

旅館
・

ホテル等
94,668 78,537 83.0

小計 115,129 86,372 75.0

温
泉
施
設

銀の湯
会館

49,368 43,407 87.9

みなと湯 15,527 16,433 105.8

小計 64,895 59,840 92.2

合計 348,511 297,451 85.3

観光施設等の入込状況

(単位：人、％)
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－南伊豆町議会３月定例会　施政方針－

　新型コロナウイルス感染症デルタ株による感染拡大第５波は、政府や自治体ならびに医療関係者等の懸命な
取り組みと国民の協働をもって危機的な状況を脱しました。
　しかし、新たにオミクロン株が爆発的な流行・感染拡大の様相を見せており、回復基調にあった社会経済活
動の停滞や度重なる感染拡大に伴って人々の間でさらなる不安が広がっています。
　このため、本町においても地方創生臨時交付金による経済対策を実施するほか、ワクチンの追加接種体制を
強化するとともに感染対策に万全を期すことで地域の活力と安全安心な生活を取り戻すことに全力で取り組ん
でいきます。
　さて、わが国では本格的な人口減少・少子高齢化を迎えており、さまざまな問題が深刻化するなか、とりわ
け過疎地域の人口減少は加速しており、人口構造の変化を背景とした社会保障費の増加はもとより公共交通手
段の確保や医療・福祉分野をはじめとした担い手の確保、集落機能の維持・活性化といった課題に加え、社会
生活基盤の劣化や地域経済の停滞等による税収減など財政悪化も懸念されています。
　これらに加え、新型コロナウイルス感染症による国難にも直面しており、地方自治を取り巻く環境は以前に
も増して厳しい状況にありますが、政策の選択と集中による重点化を図り、限られた財源を有効に活用しなが
らその歩を確かなものとすべく、令和４年度における主要施策の概要ならびにその方向性について所信を申し
上げます。
　令和４年度に向けてはポストコロナを念頭に町民ファーストの町政実現に向け、誠実かつ謙虚な政治姿勢を
もって皆さまの負託に応えるとともに、事務事業の選択と最適化を推し進め、安定的な行政サービスの提供に
努めていきます。
　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課題であることから、国・県の経済対策等の動向
に注視するとともに第６次南伊豆町総合計画の基本構想・目標に掲げる施策のほか、南伊豆町過疎地域持続的
発展計画の着実な履行をもって町民の皆さまにご賛同いただける町づくりを推進し、引き続き「子育て支援、
観光・地域産業の振興、福祉・防災の充実」を基軸とした町政運営にまい進していきます。
　次に、具体的な施策について申し上げます。

子育て支援

　子供たちは「町の宝」であり、子育て支援の取り組みに終着点はありません。
　このため、令和４年度においても子育て支援・教育環境の整備を推進するとともに、高校生の通学バス
補助制度やこども医療費助成制度、インフルエンザ予防接種助成事業、出産祝金制度など各種支援策の着
実な実施に努めるほか、新たな試みとして新規婚姻世帯を対象とし、住居費および引っ越し費用の助成ま
たは新生活の準備費用の一部を助成する結婚新生活支援補助金を創設し、定住促進・少子化とする地域課
題の解消に取り組んでいきます。
　また、一園化に向け整備中の南伊豆認定こども園については、令和３年度の園庭・駐車場の拡張、南伊
豆町子育て支援センターの開所に続き、園舎改修工事が完了しましたので報告しますとともに、何かとご
不便をお掛けいたしました保護者の皆さまにも厚くお礼を申し上げます。
　こども園の教育・保育施設使用料の無償化に向けては、保育環境のさらなる充実を推進するため、保護
者や子育て支援センターの利用者からニーズ調査を実施し、完全無償化に向けた課題の精査と統合後のこ
ども園の管理運営状況などを検証し、本町に即した制度設計とすべく検討していきながら、内閣府が令和
５年度中に創設すると発表した「こども家庭庁」についても今後の動向に注視しつつ、令和５年度からの
完全無償化を目指します。
　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、運用が遅れていました外国青年誘致
事業ＪＥＴプログラムによる外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した外国語教育については、予定する５名
のＡＬＴのうち、来日できた４名が各学校に常駐しており、英語授業はもとより給食や部活動にも積極的
に参加することで児童生徒との楽しいコミュニケーションが生まれ、英語に対する興味向上の良い機会と
なっており、多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されます。
　また、国が推進するＧＩＧＡスクール構想に基づいたパソコン等の機器整備も完了し、小・中学校にお
けるデジタル環境での「学び」が始まりましたが、これからの時代に生きる児童生徒にとってはＩＣＴの
活用は必須スキルであり、学びのスタンダードになり得るものであることから、高速通信における効率的
な環境整備の構築に努めていきます。
　さて、全国各地で少子化が加速度を増すなか児童生徒数の減少や規模縮小に起因する学校の統廃合、通
学区域の変更あるいは小中一貫校の創設など地域特性を活かした各種対策が講じられており賀茂圏域にお
いても中学校再編の動きは顕著であります。本町においては、昨年６月に南伊豆町学校教育環境整備委員
会から「中学校統合については速やかに１校に統合されたい」との答申が示されたことから統合準備委員
会を設置するだけでなく本議会にも諮り、より良い教育環境の構築を念頭に検討を進めます。

南伊豆町議会３月定例会
　　　　　　　　令和４年度施政方針(要旨)
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※施政方針は南伊豆町議会３月定例会時点のものとなります

観光・地域産業の振興

福祉・防災の充実

　新型コロナウイルス感染症は新たな変異株の出現による感染拡大の波を繰り返
し、わが国の社会経済活動に甚大な損失を与え続けており、緊急事態宣言の発出
やＧｏＴｏトラベルの全国一斉停止などから観光業を中心に地域経済の低迷を招
いています。
　本町においても低迷する観光業等の立て直しは急務であるため、地方創生臨時
交付金を最大限活用し、「伊勢海老まつり」や「みなみの桜と菜の花まつり」期間における特典付宿泊割
引キャンペーンを始めとした誘客促進策を強力に推進するとともに、本年４月からの第４弾「みなみいず
応援プレミアム付商品券販売事業」をもって町内経済のさらなる活性化に取り組んでいきます。
　また、ＪＲキャンペーンでのＣＭなどで一躍有名になりました「入間千畳敷」については、その壮大な
ロケーションを生かした新たな観光スポットとすべく、遊歩道、観光トイレの整備を進め、観光地として
の新たな魅力向上と交流人口のさらなる増加につなげていきます。
　加えて、本年12月に岩殿地内で稼働予定の木質バイオマス・ガス化発電事業の町内域での事業拡大を推
進し、廃校跡地など町有施設の有効活用を念頭にトップセールス体制のもと積極的な誘致活動を展開する
ほか、新しい生活様式などニューノーマルと称される社会構造の変革を踏まえ、リモートワークやワーケ
ーションのさらなる伸展を見据えた新たな地域産業の振興・活性化に注力していきます。

　本町の高齢化率は47％を超え、近年では買い物や外出の際の｢足｣
の確保でお困りの高齢者が増加するなど大きな社会問題とされてい
ます。
　これら課題解決の手法として、高齢者の移動・外出支援に向けた
「元気なシニア」が「支援を必要とするシニア」を支える助け合い
の仕組みづくりの構築を目指し、モデル事業による実用化に向けた
検証を重ねたうえで令和３年度から南伊豆町社会福祉協議会を運営
母体とした本格的な事業展開に移行しました。
　今後も皆さまから寄せられるご意見を参考に、さらなるサービス
の提供・充実に努めていきます。
　また、加速化する人口減少や少子高齢化による超高齢化社会を迎えるにあたっては、高齢者の心身の多
様な課題に対応した「きめ細やかな支援」が必須であることからも高齢者保健事業と介護予防等の一体的
な事業展開を推進するほか、さらなる健康長寿社会の実現に向けた各種福祉サービスの提供に努めるとと
もに、地域包括支援センターを中心とした介護予防や高齢者相談窓口の充実を図るほか、健康・福祉・子
育て支援事業などの積極的な事業展開をもって人生1 0 0年時代に即した体制強化に努めていきます。
　さて、近年における災害は激甚化しており大規模な地震や記録的な豪雨、大型台風、大雪などさまざま
な自然災害が全国各地で毎年発生し、多くの人命や財産が失われています。
　本町に暮らす人々の命と暮らしを守ることは行政に課せられた最大の使命であり、安全安心な地域社会
を実現し持続可能な活力ある地域を創生するためには、防災・減災対策の取り組みをいっそう推進するこ
とが喫緊の課題です。
　このため、想定される大規模災害に備えた避難所用資機材、非常用食料や飲料水等備蓄品の拡充だけで
なく、コロナ禍における感染症対策にも配慮した資機材の配備、マスク・消毒薬といった衛生用品の備蓄
に加え、防災・減災、国土強靭化のための５カ年加速化対策のもと、地震・津波に特化した避難路・避難
地整備などにも鋭意取り組んでいきます。
　また、伊豆縦貫自動車道の早期全線開通に向けては、引き続き国土交通省や地元選出国会議員、県議会
議員への要望活動などを積極的に展開し、道路整備の必要性とその緊急性を強く訴えていきますので、本
議会からの力強いご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　以上、令和４年度の町政運営に対する基本的な考え方と概要を申し述べましたが、新型コロナウイルス感染
症の収束が見通せない状況のもと極めて厳しい１年となることが想定されます。　
　今後もなお一層の行財政改革に取り組み、町民の皆さまと同じ目線で同じ方向を見つめ、わが町南伊豆町の
さらなる発展を目指し全力でまい進してまいります。
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令和４年度　当初予算
　新型コロナウイルス感染症は生命の危機のみならず人々に大きな不安と価値観の変化をもたらし、日本社会
は新たな日常への適応が求められるなど、社会の仕組みそのものが大きく変わる転換期を迎えています。
　このため、町政運営においても「ウィズコロナ」、「ポストコロナ」社会における新たな日常に適応する必
要があり、町民が何を望むのか常に想像力を働かせ、行政として何をすべきか何が必要なのかを見極め、効率
性、有効性、緊急性の視点も踏まえた施策の実行に努めなければなりません。
　また、これら感染症により主要産業である観光業の低迷は深刻で、急速な人口減少と相まって町税の伸びは
期待できず、約７割を依存財源に頼らざるを得ない現状からも財政状況は依然として厳しい状況にあるため、
国・県の動向に十分留意し、将来を見据えた中長期的な財政ビジョンが強く求められています。
　以上のことから、第６次南伊豆町総合計画における主要課題を踏まえ、限られた財源のなかで地域資源を最
大限に活用し、施策・事業の進捗状況を的確に捉えたなかで、今後の施策展開に反映させることが極めて重要
となります。
　さらに、住民満足度を重視した効率的・効果的な行政運営が強く求められていることを鑑み、多様化・複雑
化する住民ニーズや自治体を取り巻く環境などを的確に把握し適切な予算配分に努めました。
　結びに、円滑な町政運営に資するための財源確保に向けて町税等の適正なる賦課徴収に加え、国・県支出金
や町債のほか、主要財源である地方交付税およびふるさと寄附金等を堅実に見込み、一般会計にかかる予算総
額を前年度比5.3％増の52億円とし、一般会計と12特別会計および水道事業会計の総額では、前年度比2.8％増
の88億9,964万5,000円としました。
　なお、各会計別予算総額および一般会計歳入予算にかかる前年度との比較は、次表のとおりであります。

一般会計一般会計

●歳入　52億円

自主財源　30.5％
　地方公共団体が自主的に収入できる財源

依存財源　69.5％
　国県支出金など自主財源以外の財源

町民の皆さまに納めていただく町民税や
固定資産税などの税金

町税 ９億2,228万２千円

各種基金（貯金）から繰り入れるお金

繰入金 １億5,967万６千円

令和３年度から繰り越したお金

繰越金 １億7,000万円

保育料､町施設の使用料､証明手数料など

使用料、手数料 4,632万７千円

特定のサービスを受けた方から負担して
いただくお金

分担金、負担金等 ２億8,646万円

国から一定の割合で配分、譲与されるお金

交付金等 ２億8,278万５千円

町が行う特定の事業に対して国から交付
されるお金

国庫支出金 ５億4,550万９千円

町が行う特定の事業に対して県から交付
されるお金

県支出金 ３億6,466万１千円

大規模な事業を行うために国などから借りる
町の借金

町債 ３億230万円

町が標準的な仕事をする際に、不足する財源
を補填するため国から交付されるお金

地方交付税 21億2,000万円

自主財源　30.5％

依存財源　69.5％

広報みなみいず２０２２．４

歳入総額
5,200,000千円

※グラフは小数点第２位以下を四捨五入しているため、合計が100%になら
　ないことがあります。

町税
17.7％

交付金等
5.4％

県支出金
7.0％

町債
5.8％

地方交付税
40.8％

国庫支出金
10.5％

繰入金
3.1％

使用料
および
手数料
0.9％

繰越金
3.3％

分担金および
負担金等
5.5％
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問合せ　　総務課　財政係　☎６２－６２１１

●歳出　52億円

主要事業
　プレミアム付商品券事業費補助金
　　　　　　　　　　　　　　　5,144万６千円
　誘客促進委託料
　　　　　　　　　　　　　　　2,956万２千円
　教育用情報ネットワーク環境構築工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,600万円
　新婚新生活支援補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　300万円

特別会計予算　31億1,707万９千円

国民健康保険特別会計 12億9,066万円 土地取得特別会計 １千円

介護保険特別会計 12億9,624万４千円 指導主事共同設置事業特別会計 3,179万７千円

後期高齢者医療特別会計 １億4,868万３千円 公共下水道事業特別会計 ２億6,749万１千円

南上財産区特別会計 59万５千円 子浦漁業集落排水事業特別会計 1,905万５千円

南崎財産区特別会計 40万円 中木漁業集落排水事業特別会計 3,285万１千円

三坂財産区特別会計 524万円 妻良漁業集落排水事業特別会計 2,406万２千円

議員報酬や議会の運営経費など

議会費 6,043万円

行政全般の事務に関する経費、企画調整費、財産
管理経費など

総務費 ９億7,952万円

高齢者、心身障害、母子などの福祉事業や子育て
支援の経費など

民生費 11億7,739万６千円

住民検診などの健康管理、ごみ焼却の運営管理経
費など

衛生費 ５億8,697万１千円

農業・林業・漁業の振興、有害鳥獣対策経費など

農林水産業費 １億7,970万９千円

商工業、観光業の振興に関する経費など

商工費 ３億4,834万９千円

道路・橋梁河川などの改良事業や維持管理経費、
都市計画、下水道事業特別会計への繰り出しなど

土木費 ５億1,959万６千円

消防組合および消防団の経費や防災対策経費など

消防費 ４億4,344万３千円

小中学校の管理運営費、生涯学習などの費用、図
書館の運営費など

教育費 ３億6,127万１千円

災害による復旧費

災害復旧費 100万円

事業を行うために借りたお金(町債)の償還費用

公債費 ５億3,231万５千円

予算編成の際、予期しなかった支出に対応するた
めの費用

予備費 1,000万円

歳出総額
5,200,000千円

総務費
18.8％

民生費
22.6％

衛生費
11.3％

商工費
6.7％

土木費
10.0％

消防費
8.5％

教育費
7.0％

公債費
10.2％

予備費
0.2％

特別会計予算特別会計予算

企業会計予算　５億8,256万６千円

水道事業会計 ５億8,256万６千円

企業会計予算企業会計予算

農林水産業費
3.5％

災害復旧費
0.0％

議会費
1.2％
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予約・問合せ　南伊豆町コールセンター　☎３６－４５６７

新型コロナワクチン３回目の
接種は済んでいますか？

　町では、２回目接種日から６カ月以上経過する18歳以上の方を対象に、新型コロナワクチン３回目接種を実
施しています。
　接種を希望し予約が完了していない方は、予約サイトまたはコールセンターにてお早めにご予約ください。
　なお、接種券に記載されている日以前であっても、２回目接種から６カ月経過していれば接種を受けること
ができます。

広報みなみいず２０２２．４

予約方法

接種日程

●電話での予約

　南伊豆町コールセンター（☎３６－４５６７）平日　９：00～17：00

●インターネットでの予約

　・スマートフォンから予約
　　右のＱＲコードを読み取り、予約ページにアクセスして予約を行っ
　　てください。

　・パソコンから予約
　　南伊豆町ホームページのトップ画面左のバナーをクリックしてアク
　　セスし、予約を行ってください。

※３月から実施中の「令和３年９月までに接種を終えた方の日程」の空き枠となりますので、予約が埋まっ
　ている場合があります。詳細な接種日程は予約サイトをご覧ください。また、５月以降は集団接種の実施
　予定はありません。

日にち 受付時間 会場 ワクチン

４月７日(木) 13：15～16：00

南伊豆町役場 ファイザー

４月９日(土) 13：15～16：00

４月13日(水) 17：15～18：45

４月20日(水) 17：15～18：45

４月23日(土) 13：15～15：45

４月27日(水) 17：15～18：45

４月30日(土) 13：15～15：45

●集団接種

医療機関名（住所）
接種日程

ワクチン
曜日 時間帯

渡辺医院（上賀茂346） 金 午前

ファイザー

飯島医院（下賀茂198） 水・金・土 午前

市之瀬診療所（市之瀬507-7） 月・水 午前

白津医院（湊1548） 月・木・金 午後

はらクリニック（青市565-11） 月・火・水・金 午前・午後

みなとクリニック（湊674） 月・火・水・木 午前

南伊豆ホスピタル 通院治療中の方のみ対応。受診時に直接ご相談ください。

※医療機関の都合により上記日程から変更となることがあるほか、５月以降は接種日程を縮小します。
※在宅療養中でかかりつけ医による訪問診療等を受けている方は、直接、かかりつけ医にご相談ください。
　なお、かかりつけ医が町外の場合は、かかりつけ医へ直接お問い合わせください。

●個別接種

予約ページＱＲコード

パソコンの場合

←クリック←クリック
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予約・問合せ　教育委員会事務局　社会教育係　☎６２－０６０４

社会体育施設使用料が
変更・追加されます

　以下の通り、社会体育施設使用料が７月１日から変更・追加になります。

施設名
利用料金

現在 ７月１日以降

南中小学校

１回　525円 １回　600円
南上小学校

南伊豆東小学校

旧三浜小学校

夜間照明施設（グラウンド）

●使用可能時間 日没※１から21：30

施設名
利用料金

現在 ７月１日以降

南中小学校

半面　1,050円 半面　1,200円南伊豆中学校

南伊豆東中学校

南伊豆東小学校

全面　1,050円 全面　1,200円南上小学校

旧三浜小学校

屋内運動場施設（体育館）

●使用可能時間 ８：30～12：30、13：00～17：00、17：30～21：30

※１　使用開始時間は季節によって変動します。詳しくはお問い合わせください。

区分 使用料金

南伊豆町および下田市に住所を有する方※２
一般 １面　1,200円

高校生以下 １面　　600円

その他の方
一般 １面　2,400円

高校生以下 １面　1,200円

南伊豆町内に宿泊している方 １面　1,200円

加納テニスコート

●使用可能時間 ８：30～12：30、13：00～17：00

※２　平成13年に締結された「公の施設の相互利用に関する協定」に基づく
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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４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３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）

介護用品給付事業介護用品給付事業

●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。

家族介護慰労金支給事業家族介護慰労金支給事業

申請手続申請手続
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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暖かく新たな「始まり」の季節がやって
きました。

伊浜でのレモン栽培を開始します

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

　みなさまこんにちは。カワヅザクラの花びらが舞うとともに春が訪れを告げてからはや１カ月ほど。ソメイ

ヨシノが我次とツボミを膨らませ、日が経つにつれて晩春を感じさせてくれます。

　さて、さまざまなことについて、新しくフレッシュなスタートを切る時期となりました。

　任期１年目の後半に差し掛かりましたが、今月の末から伊浜地区でのレモン栽培を開始する予定です。

　耕作放棄地の農地利用権の契約や開墾を経て、レモン定植への段取りをスムーズに遂行できるまでまだ課題

はありますが、ひとつひとつ確実にこなしていければと思います。

　また同時に、使用されていないビニールハウスを移動して再利用をするプロジェクトや農具庫の組み立て作

業も行っています。

　まだまだ新型コロナウイルス感染症で生活が制限されている部分が多々ありますが、今後の制限緩和を見据

えてレモン栽培に携わるイベントや楽しい企画を安全第一で盛り込めれば、と考えていますのでぜひ楽しみに

お待ちください。

地域おこし協力隊　田村

カワヅザクラが咲きはじめました。やや遅れて近隣のソメイヨシノ

もツボミが膨らみつつあり、桜の季節を感じます。

ビニールハウス再利用プロジェクトの様子です。使われなくなった

ビニールハウスの骨組みを移設して使用します。

出張年金相談のお知らせ

予約・問合せ　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

●相談日
　５月19日(木)、８月17日(水)、11月16日(水)、令和５年２月15日(水)

　三島年金事務所による出張年金相談を開催します。予約制のため、事前に町民課へご予約ください。

●受付時間
　11：00～12：00、13：00～16：00

●場所
　郷土館２階大会議室

●持ち物
　基礎年金番号が確認できる書類、本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）、印鑑

●予約方法
　以下まで、電話で申し込み
　＊お名前、生年月日、ご住所、基礎年金番号、相談内容等を確認させていただきます。
　＊代理の方が相談する場合は、本人の署名捺印のある委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
　＊定員になり次第、締め切らせていただきますのでご了承ください。
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まちのできごとまちのできごと Minamiizu Topics

3/11　ヤシのコモはずし

　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。暖かな日差しのなかでコモが外され、中から

青々としたヤシの葉が姿を見せました。

2/17　災害時に相互協力を

　町では、栃木県壬生町と災害時における相互協

力協定を締結しました。締結式はオンラインで開

催され、岡部町長と壬生町の小菅町長が協定書を

取り交わしました。

3/1　交通ルールを学ぼう！

　南伊豆認定こども園で、下田警察署職員による

交通安全教室が行われました。園児たちは交通ル

ールを学び、横断歩道の渡り方や傘をさした時の

歩き方などを学びました。

2/22　町への感謝を伝える

　南中小学校の児童が岡部町長を訪問し、日頃か

ら教育に力を入れている町への感謝を述べ、花な

どを贈りました。

3/4　景観まちづくり学習活動報告

　南伊豆東小学校の６年生が、静岡県指定研究の

「景観まちづくり学習」に取り組み、実践してき

たことを掲載したパンフレットを作成し、町長に

活動報告を行い、パンフレットを贈呈しました。

3/3　ウクライナ侵攻非難決議

　２月24日に始まったロシアによるウクライナへ

の侵攻に対して、町議会は３月定例会本会議にて

「ロシア連邦のウクライナへの軍事侵攻を非難す

る決議」を全会一致で可決しました。
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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今月のおすすめ図書 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

　図書館を利用する際の駐車場に

ついて、健康福祉センター前の共

用駐車場を利用していただきます

ようお願いいたします。短時間で

あっても、路上駐車はご遠慮くだ

さい。

　また、図書館前のスペースは、

駐輪場及び障害者・高齢者等優先

駐車スペースとなっています。

　優先駐車スペースを必要とする

方々のためにも、心ない駐車利用

はご遠慮ください。皆さまのご理

解とご協力のほど、よろしくお願

いします。

図書館駐車場について

ヤマザキマリの人生談義　
ヤマザキマリ

稲盛和夫一日一言　　　　　稲盛和夫
70歳が老化の分かれ道　　　和田秀樹
おうち韓食　　　　　　　　重信初江
楽しく遊ぼう！紙のおもちゃ部

　　　　　　　　　　　　　ｍｏｋｏ
時代のカナリア　　　　　湯川れい子
ピーター・バラカン式英語発音ルール

　　　　　　　　ピーター・バラカン
威風堂々　上・下　　　　　　伊東潤
男の愛　　　　　　　　　　　町田康
ミス・サンシャイン　　　　吉田修一
真夜中のマリオネット　　知念実希人
ミトンとふびん　　　　　吉本ばなな
ジュリアン・バトラーの真実の生涯

　　　　　　　　　　　　　　川本直
正欲　　　　　　　　　　朝井リョウ
一期一会の人びと　　　　　五木寛之

図書館だより

　足し算、引き算、掛
け算。今すぐ計算した
くなる数学の問題が満
載。「数学できんがな
んで悪いとや」と叫ん
でライフルを発砲する
時代は終わりました。

佐藤雅彦ほか／岩波書店

「解きたくなる数学」

　米軍基地近くで発生
した殺人事件。事件当
日、現場から逃走する
白人男性が目撃された
…。隠蔽捜査シリーズ
最新作。真相を覆う深
い闇に光はさすのか。

今野敏／新潮社

「探花」

　聞き方が９割。じゃ
あ残りの１割は…。人
生1 0 0年時代、９割に
こだわるも良し、残り
の１割にこだわるも良
し。みなさんはどちら
でしょ～か。

永松茂久／すばる舎

「人は聞き方が９割」

　ロシア統治下の東京
では警視庁の捜査は制
限され、数多の犯罪者
が闇に逃れ悪事を重ね
ていた…。日露戦争に
負けたもう一つの日本
を描く改変歴史小説。

佐々木譲／集英社

「偽装同盟」

　レンタル母さんって
知ってます？　温もり
サービス付きで一泊50
万円。まずは資料のご
請求から。「好みの母
親をご用意してお待ち
していま～す」

浅田次郎／新潮社

「母の待つ里」

　利他とは、他人に利
益を与えること。しか
も偶然やるのが完全な
利他なんだって。へぇ
～。ちなみに「偶然完
全」と言ったのは、も
ちろん勝新です。

中島岳志／ミシマ社

「思いがけず利他」
中山七里／宝島社

「おわかれはモーツァルト」

　真夜中に響く一発の
銃声。殺人容疑をかけ
られた盲目のピアニス
トには、ある噂が囁か
れていた…。ピアノの
旋律とともに送る音楽
ミステリーの秀作。

　時は戦国、近江国。
絶対に攻めをはね返す
城壁と、絶対に守りを
打ち破る鉄砲。互いの
意地をかけた壮絶な戦
いが始まる…。

今村翔吾／集英社

「塞王の楯」

　ひとんちでごはんを
食べるときって妙にド
キドキしますよね。煮
物が必要以上にドス黒
いとか…。栗原さんち
はどうなんですかね。

栗原心平／大和書房

「栗原家のごはん」

「虎」

岩合光昭／クレヴィス

　絶滅危惧種ベンガル
トラの生態に迫る写真
集。虎と言ってもタイ
ガージェットシンは出
てきません。もちろん
韓国の猛虎・大木金太
郎も、残念ながら…。
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おお 知知 らら せせ

テーマ

　①幅広い世代が参加する防犯ボラ

　　ンティア活動(ポスターのみ)

　②青色回転灯装備車の活動中の写真

　③暴力団への加入阻止(標語のみ)

応募のきまり

　　応募作品の裏面に、住所、氏名

　（フリガナ）、年齢、電話番号、

　職業または学校名、学年を明記し

　てください。

　●ポスター

　　・応募は１人１点まで

　　・540㎜×380㎜のヨコ書き

　　・作品にスローガン（キャッチ

　　　コピー）の文字は入れない

　●標語

　　・応募は１人１点まで

　　・郵便はがきか、はがき大のも

　　　のにタテ書きで、１枚の用紙

　　　に１点のみ記入

　●青パト写真

　　・応募は１人５点まで

　　・カラープリントＡ４サイズ

　　・デジタル写真可（ただし印画

　　　紙にプリントしたもの)

　　・所定の応募票を作品の裏に貼

　　　付のうえ、郵送で応募

　　（応募票は全国防犯協会連合会

　　　ホームページからもダウンロ

　　　ードできます）

注意事項　各応募作品の規格外作品

　は審査対象外となります。

送付先　〒４１５－８５２８　下田

　市東中７－８　下田警察署管内防

　犯協会（防犯協会で集計し静岡県

　防犯協会連合会に提出）

締切り　５月16日（月）

問合せ　下田警察署管内防犯協会

　☎２７－２７６６

ポスター・標語・
青パト写真募集

日時　６月15日(水)～11月16日(水)

　19：00～20：30　毎週水曜日開催

　※８月10日、17日を除く

場所　下田市民文化会館または下田

　中央公民館

内容　聴覚障害者への理解、コミュ

　ニケーション技術(手話)の習得を

　目的とした養成講座。全21回（手

　話技術18回、必須講義３回）

対象者　手話奉仕員養成講座（入門

　編）修了生

募集人数　20名（先着順）

申込方法　

　福祉介護課、または下田市社会福

　祉協議会にある申込用紙に必要事

　項を記入の上、下記申込先まで提

　出する。

　　または右のＱＲ

　コードから申込み

　ページにアクセス

　し、必要事項を入

　力して申し込み。

申込期限　５月31日（火）

参加費　3,300円（テキスト代）

申込・問合せ　下田市社会福祉協議会　

　☎２２－３２９４

手話通訳奉仕員養成講

座入門編の開催

　　役場開庁時間中に、仕事や学業

　等でマイナンバーカードの受け取

　りに来庁できない方のため、以下

　の日程で窓口の延長と休日窓口開

　設を行いますので、ぜひご利用く

　ださい。

　　※事前予約必須

　　※マイナンバーカードの交付は

　　　ご本人様に限りますので、必

　　　ずご本人様がご来庁ください

平日窓口延長日時

　　４月６日、13日、20日、27日

　（４月の毎週水曜日19：00まで）

休日窓口開設日時

　　４月２日、９日、16日、23日、

　30日（４月の毎週土曜日８：30～

　12：00まで）

持ち物

　　・交付通知書（はがき）

　　・通知カード

　　・本人確認書類

予約・問合せ　町民課　住民年金係　

　☎６２－６２２２

マイナンバーカード交
付のための窓口延長

　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

ビンや缶、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

●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

●ビン

①キャップを外す

②ラベルを剥がす

③中を水洗いする

※ラベルが剥がれにくい場合は、無理
　に剥がす必要はありません

　　しずおかマリッジふじのくに出

　会いサポートセンターの無料登録

　期間につきまして、好評に付き多

　数の登録・面談予約があります。

　　このため、無料登録期間が以下

　の通り変更となりますので、既に

　仮登録済みの方はお早めに面談の

　お申込みを行ってください。

●変更前

　３月末までに仮登録・面談を実施

　した方

●変更後

　３月末までに仮登録を行い、４月

　末までに面談を実施した方

問合せ　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

　☎０１２０－００５－３４２

しずおかマリッジふじのくに
出会いサポートセンター無料
登録期間変更のお知らせ
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だだ よよ りり

東京都杉並区

交交 流流 自自 だだ 体体治治

４月は、固定資産税、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

差田 中溝　天
あ お

陽 1.24 紀明・ミカ

一條 岩﨑　夕
ゆう

2.3 正純・さゆり

お悔やみ申し上げます

地区 氏　名 年齢 月日

手石 大年　三千代 89 2.8

妻良 清田　昌子 90 2.8

石井 杉山　庨義 89 2.9

青市 尾方　歌子 80 2.12

湊 木下　たまよ 95 2.18

一町田 肥田　喜三雄 92 2.18

上賀茂 鈴木　二二夫 94 2.20

青野 大矢　朝子 88 2.22

石廊崎 中西　　正 79 2.23

青市 土屋　理 70 2.25

差田 外岡　忠善 92 2.25

　令和４年２月１日から２月28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 3,897 世帯

人　口 7,827 人（-18）

男 3,767 人

女 4,060 人

（３月１日現在）

----------（２月中）----------

転入 19 転出 22

出生 2 死亡 17

　私は臨床発達心理士として、小児

科で主に幼児から小学生の発達相談

や療育、発達検査やWISC-Ⅳなどの

心理検査を行っています。

　子育ては、人から褒められること

が少ない大変な仕事だと思います。

日々の子供たちからの「遊んで！」

攻撃に困っている方も多いでしょう

　しかし、子供の発達にとって遊び

は大切。子供は遊びながらたくさん

のことを学び、心豊かに成長してい

きます。

　例えば外遊びでは身体を鍛え、工

作やブロックなどの自由遊びは器用

さ、創造性、想像力、集中力を、お

ままごとなどのごっこ遊びでは、コ

メディカル通信メディカル通信

information

遊びの大切さ

ミュニケーション能力や社会性が、

ボードゲームでは戦略などの思考力

などが身につきます。遊びから得ら

れるこれらの力は、のちの勉強やス

ポーツ、仕事、複雑な人間関係を自

分で乗り越えるための重要な力とな

ります。

　当院には他２名の心理士がおり、

より広い年代、ニーズに対応してい

ます。園や学校、ご家庭で気になる

ことがありましたら一度ご相談くだ

さい。

臨床発達心理士　　中野　亜子

問　下田メディカルセンター

　☎２５－２５２５

　杉並区は、昭和７年に旧杉並町

旧和田掘町、旧井荻町、旧高井戸

町の４町が合併して誕生し、10月

で90周年を迎えます。

　この節目を区民と区が一体とな

って祝うとともに、1 0 0周年の

大きな節目を見据え、次世代に区

のこれまでの歩みを継承し、区民

の愛郷心を醸成することを目的と

して、区の歴史を語るうえで欠か

せない五つの出来事（「内田秀五

郎のしごと」「原水爆禁止署名運

動」「東京高円寺阿波おどり」

「東京ごみ戦争」「3.11自治体ス

クラム支援等の活動」）を「すぎ

なみ５ストーリーズ※」として、

講演会や動画、演劇、浪曲など、

さまざまな手法で表現していきま

す。その他、90周年を盛り上げる

魅力的な企画を準備しています。

●杉並区が区制施行90周年を迎えます

区ホームページなどで内容や開催

時期などをお知らせしますので

ぜひご覧ください。

問　杉並区総務部　記念事業担当　

　☎０３－３３１２－２１１１

　（内線1433）

※「すぎなみ５ストーリー

　ズ」の概要は杉並区公式ホ

　ームページで紹介していま

　すのでご覧ください。

、

。
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マイルキッズスス

下賀茂 朝倉　瑛
え な

菜 ちゃん （１歳６カ月）

「お花だいすき！お散歩楽しいな♪」

発行日／令和４年４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

　毎年５月下旬頃までスギやヒノキの花粉が飛

散し、多くの方が花粉症に悩まされています。

　花粉症による「目のかゆみ」や「鼻水」など

の症状があった場合に直接目や鼻を手指で触る

と、粘膜を通じてウイルスや細菌が体内に侵入

する可能性があるため注意が必要です。

　また、目を強くこすると角膜が傷つく可能性

もあるので注意しましょう。

　花粉症の症状がひどい場合には、医療機関を

受診しましょう。

≪花粉症の対処法≫

　・目薬や点鼻薬をさす

　・外出時にメガネをかける

　・洋服についた花粉をできるだけ落とす

　・顔や目についた花粉を洗い流す

問合せ　健康増進課　健康増進係

　　　　☎６２－６２５５

花粉症による目のかゆみで
目などをこすらないように
しましょう。

～春キャベツのラッキョウ和え～

▷　材料４人分　◁

栄養価（１人）
エネルギー：26kcal　タンパク質：0.7g　脂質：0.1g　塩分：0.2g

キャベツ……200ｇ
ラッキョウの甘酢漬け…５個程度
ラッキョウの漬け酢…大さじ１～２

▷　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！

お好みでラッキョウ
や漬け酢を調整して
ください。

広報みなみいず　４月号

①キャベツを千切りにする。
②ラッキョウはみじん切りにする。
③キャベツはさっとゆでて、水気を切る。
④キャベツとラッキョウを漬け酢で和える。

毎月19日は
食育の日！


