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公共施設等の料金が変わります

問合せ　簡易水道・漁業集落排水について　生活環境課　上下水道係　☎６２－６２７０
　　　　社会体育施設について　教育委員会事務局　社会教育係　☎６２－０６０４

簡易水道事業

　簡易水道事業の区長や上水道大口使用者および学識経験者が参加する南伊豆町水道料金等審議会で審議し、
簡易水道の公営企業会計化に伴い、上水道との平等性を図るために料金改定の必要があると認め、令和５年４
月１日から上水道料金と同額とすることはやむをえないとの答申がありました。
　これに伴い条例改正等を行い、簡易水道料金の改定を予定しています。

●対象地区 下流、大瀬、石廊崎、中木、入間、吉田、妻良、落居、伊浜

漁業集落排水事業

　漁業集落排水事業の代表者３名による南伊豆町公共料金等審議会で審議し、地区により料金形態が違うこと
から料金形態を統合し、使用料の公平性を確保するため、令和５年４月１日から漁業集落排水施設使用料およ
び新規加入者負担金を公共下水道と同額とするとの答申がありました。
　これに伴い条例改正等を行い漁業集落排水施設使用料および新規加入者負担金の改定を予定しています。

●対象地区 子浦、中木、妻良

　総務省の通達により令和５年度までに簡易水道事業および漁業集落排水事業の公営企業会計化が必須となり
ました。
　これに伴い水道料金や漁業集落排水使用料の改定等について諮問を受け、令和３年12月15日に南伊豆町水道
料金等審議会および南伊豆町公共料金等審議会を開催しました。

　広報みなみいず令和４年４月号でお知らせしたとおり、７月１日から以下の通り社会体育施設の利用料が変
更となります。

社会体育施設利用料

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

※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。

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

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

※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

●加納テニスコート

８：30～12：30、13：00～17：00使用可能時間
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まちづくり出前講座

　皆さまからの要望に応じて、町の事業や制度等について説明する「まちづくり出前講座」を実施しています
のでお気軽にご利用ください。

問合せ　企画課　企画係　☎６２－６２８８

◆出前講座について◆出前講座について

No. テーマ 内容 対象者

１ 南伊豆町のまちづくり
総合計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略などを踏まえ、これから
のまちづくりに関する計画について

小学生～一般

２
多文化共生への架け橋

｢世界の文化と暮らし｣出前教室　
フィリピン、ブラジル、インドネシア、ベトナム、モンゴル、
韓国出身の国際交流員が母国の文化を紹介する

小学生～一般

３
高齢者向けスマートフォンの

使い方講座
スマートフォンの基礎知識から電話・メールの使い方や、スマートフ
ォンを持つことで生じる可能性のある消費者問題について

一般

４ 役場って何してるの？ 役場の機構や仕組み、町民の生活との関わり等について 小学生～一般

５ 町の台所事情 最近の国県の動向を踏まえ、町の財政状況と将来展望について 中学生～一般

６ 公共施設のこれから
公共施設総合管理計画などを踏まえ、町が所有する公共施設とこれか
らについて

中学生～一般

７ 教えて行政！(情報公開について) 情報公開の手引き、情報公開制度の利用状況について 中学生～一般

８
公共工事の入札・契約のしくみ

―適正な工事発注―
模擬入札を行い、公共事業の発注や入札の様子、契約、事業完成まで
の作業等について学ぶ

中学生～一般

９
賀茂広域消費生活センターによる

消費生活出前講座
悪質商法の手口や対処法、契約の基礎知識、人や環境にやさしい消費
生活などについて

一般

10 まず自らを守る
災害に強い協働社会の実現に向け、東海大地震や風水害対策、地域に
密着した活動を展開する消防団や自主防災について

中学生～一般

11
ＴＯＵＫＡＩ(東海・倒壊)─０

事業について
ＴＯＵＫＡＩ－０事業の必要性、制度等について 一般

12 くらしとマイナンバー マイナンバー（個人番号）制度の概要や生活との関わりについて 中学生～一般

13 暮らしの中の税 各種町税の課税の仕組みや納税等について 一般

14 鳥獣害どう防ぐ？ 有害鳥獣の知識や防除技術、町で取組んでいる対策について 一般

15 ゴミを減らしましょう ゴミの減量方法や収集・処理について 一般

16 将来の環境を考えた下水道講座 下水道の概要や、接続工事、接続費用などについて 小学生～一般

17 健康保険制度の豆知識 国民健康保険制度や後期高齢者医療制度、医療費の状況について 一般

18
みんなで支える介護保険制度

─介護保険講座─
介護保険制度の概要と申請からサービスの利用について 一般

19 高齢化と福祉・介護
南伊豆町における高齢化の現状・課題、福祉・介護に関する町の取り
組みなどについて

小学生～一般

20 認知症サポーター養成講座 認知症に関する基礎知識や認知症の方や家族を支える手立てについて 小学生～一般

21 ゲートキーパー養成講座
孤独が招く自殺で大切な人を失わないために、心のＳＯＳに気づくポ
イントや悩んだ際の相談先等について

一般

22 高血圧予防講座
みそ汁の塩分チェック、お塩の取り方のチェックシート等を用いた高
血圧予防に大切な減塩の工夫について

一般

23 南伊豆町の観光について
南伊豆町の主要産業である観光について、観光スポット、各種イベン
ト、ジオパーク等の概要を説明する

中学生～一般

●対象　町内在住または町内に勤務・通学する方を含む概ね10人以上で構成された団体

●日時　原則として平日９：00～21：00の間で概ね１講座２時間程度

●場所　町内の公共施設、地区集会場等（会場の手配は各団体が行ってください）

●申込方法　会場を確保のうえ希望する日の２週間前までに企画課へ申込書を提出して
　ください。内容等を審査のうえ出前講座可否決定通知を申請者に送付します。
　なお、申請書については企画課窓口または町ホームページで配布しています。

●注意事項　政治、宗教または営利を目的とする集会等の場合は実施できません。

●出前講座メニュー

講座メニューは、随時追加等が行われますので最新の情報を確認したい場合は、お問合せください。
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問合せ　福祉介護課　介護保険係　☎６２－６２３３

知ってほしい　
高齢者の現状と介護保険の取り組み

　町の人口推移予想では、今後高齢者数は減少するものの高齢化率は上昇し、2025年には団塊の世代が75歳以
上を迎えることから、介護サービスを必要とする要介護（要支援）者数は、高齢者の５人に１人となると見込
んでいます。
　このため、町が負担する介護給付費は現在10億円を超えており、年々増加傾向にあります。また、１人暮ら
しの世帯を含む高齢者のみの世帯は増加し、買い物や通院など日常生活に困り、介護を申請し見守りを必要と
する方の増加も見込まれます。

◆町の高齢者の現状◆町の高齢者の現状

◆今後の町の介護保険の取組◆今後の町の介護保険の取組
　年々増加する介護給付費やその財源となる介護保険料の上昇を防ぐため、以下の施策を行っています。

①高齢者自らが健康維持や介護予防に取り組めるように働きかけます
　・町民が自ら健康に留意し、日頃から運動や食事等の生活習慣に気を付け、特に生活習慣病の予防に取り組
　　めるよう支援する。（特定保健指導や栄養等の個別相談を受けるなど）
　・町で行う介護予防教室や健康づくり教室を開催し予防法を普及する。
　　腰痛ストップ講座（対象　65歳以上で腰痛がある方。８月募集）
　　ひざ痛ストップ講座（対象　65歳以上でひざ痛がある方。12月募集）
　・老人会、サロン等の情報提供を行い高齢者の社会参加を勧める。
②ボランティア活動を活発にし、高齢者の支援に積極的に取り組みます
　・ボランティアによる買い物や掃除・ゴミ出しなどの簡単な生活援助や外出支援に積極的に取り組む。

　町民１人１人が介護認定を受けることなく健康を維持できるよう、高齢者のさまざまな相談や教室を行って
います。健康や生活に不安があるときは、地域包括支援センターへご相談ください。

地域包括支援センターをご存知ですか地域包括支援センターをご存知ですか

　高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活し続けることができるように、総合的な相談・支援を行う
機関です。

●どんな相談に乗ってくれるの？
　医療や福祉の専門職が、主に高齢者の方の医療・介護・福祉・健康・介護予防などの相談をお受けします。
　それ以外の相談についても関係機関と連携し必要があれば適切な機関につなげます。秘密は厳守します。

●どうやって相談したらいいの？
　まずは電話で相談について問い合わせください。センターに直接訪問するか、ご自宅を担当職員が訪問して
相談をすることが可能です。また、相談に関する費用は無料です。

●相談時間　
　８：30～17：15（年末年始、土日、祝祭日除く）
　夜間や休日等のお急ぎの相談の場合は、役場　電話62-1111へお電話ください。折り返し担当職員からご連
絡します。

●相談先
　南伊豆町地域包括支援センター　
　所在地　南伊豆町加納790番地（健康福祉センター内）
　電話　☎３６－３３３５
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問合せ　福祉介護課　介護保険係　☎６２－６２３３

介護施設を利用した方の負担限度額
認定を知っていますか

　介護認定を受けて介護施設に入所したり短期入所を利用すると居住費や食費が自己負担になりますが、所得
の低い方は町に申請をすることで自己負担が限度額までとなる場合がありますので、該当する方はご相談くだ
さい。既に認定を受けている方は、７月に更新申請の案内通知を送付しますので忘れずに申請手続きを行いま
しょう。

※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（　）内の金額となります。

標準的な
費用の額

居住費等

食費ユニット型
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)

1,445円

介護施設を利用したサービスで支払う居住費等、食費には、基準になる額(基準費用額)が定められています。

◆居住費等、食費の基準費用額(日額)◆居住費等、食費の基準費用額(日額)

　負担限度額の受給要件に当てはまっていても以下のいずれかに該当する場合は軽減の対象になりません。

軽減の対象外について

（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）でも預貯金などが下表に該当する場合

段階 対象外となる要件

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

段階 受給要件

居住費等 食費

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
施設

サービス
短期入所
サービス

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

820円 490円
490円

(320円)
0円 300円 300円

第
２
段
階

・本人および世帯全員が住民税
非課税で、Ａが80万円以下の人

820円 490円
490円

(420円)
370円 390円 600円

第
３
段
階
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
円以下の人

1,310円 1,310円
1,310円 
(820円)

370円 650円 1,000円

第
３
段
階
②

・本人および世帯全員が住民税
非課税で、Ａが120万円超の人

1,310円 1,310円
1,310円 
(820円)

370円 1,360円 1,300円

所得の低い方は、町に申請すれば、下表の限度額までの負担になります。

※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（　）内の金額となります。

◆所得の低い方は居住費(滞在費)･食費の負担限度額(日額)軽減◆所得の低い方は居住費(滞在費)･食費の負担限度額(日額)軽減

Ａ＝合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額
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地区の皆さんの健康づくりをサポートする
保健協力委員を紹介します

　第18期南伊豆町保健協力委員34名が決定しました。これから２年間の任期で、地域の皆さまの健康づくりの
サポーターとして、特定健診やがん検診、健康イベントへの協力や地域の皆さまの声を町事業に反映させるべ
く、行政と地域のパイプ役としても活躍していただきます。
　最近では、新型コロナの影響で、委員活動にも制限がありましたが、アフターコロナを見据えた健康づくり
活動に力を入れていきたいと思います。
　ぜひ、各種検診事業や健康づくりに関することなど、各地区の保健協力委員にお気軽にお声かけください。

広報みなみいず２０２２．６

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名

石廊崎 渡邉　厚子 毛倉野 山田　秋子 中木 鶴田　きよ江

大瀬 櫻田　千賀子 岩殿 三枝　孝子 天神原 大工原　衣紅

下流 平山　厚子 上小野 小島　和代 一町田 津嶋　ちづ子

手石 山口　美惠子 下小野 井上　扶久江 伊浜 肥田　昌子

湊 臼井　富世 川合野 山田　夕起子 落居 鎌田　妙子

青市 長池　つね子 青野 齋藤　富士子 西子浦 保田　敏子

一條 山本　円香 市之瀬 山本　陽子 東子浦 杉原　喜美子

上賀茂 大矢　和代 平戸 山田　さとみ 妻良 村田　梅子

石井 鈴木　歩 蛇石 髙野　豊子 吉田 仲尾　止美

下賀茂 飯富　照子 吉祥 黒田　須美江 立岩 鈴木　久代

加納 佐藤　しづ江 差田 外岡　奈津代

二條 土屋　才子 入間 外岡　由美子
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問合せ　生活環境課　生活環境係　☎６２－６２７０

ごみの不法投棄・ポイ捨ては「犯罪」です

●「南伊豆町不法投棄等防止条例第７条」では「町内に土地を有し、占有し、または管理する者は、当該土地
　を管理不良の状態にし、不法投棄を誘発するなど地域の生活環境を損なうことのないよう適正な管理に努め　
　なければならない」と規定しています。
●適正に管理されていない土地は、害虫の発生や草木の繁茂による隣接地への越境、景観の悪化、所有地への
　ごみ投棄などにより周辺の生活環境を悪化させる原因となります。
●土地の管理責任はその所有者や管理者等にあります。定期的な草木の草や剪定など、適正な管理をお願いし
　ます。

◆不法投棄を放置するとどうなる？◆不法投棄を放置するとどうなる？

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、不法投棄を禁止しており、違反をすると５年以下の懲役また
は1,000万円以下（法人は３億円以下）の罰金が科せられます。
　不法投棄された廃棄物は美観を損ねるだけでなく、新たな不法投棄の誘発、悪臭や周辺の土壌汚染といった
環境汚染を引き起こすなど生活環境や日常生活に悪影響を及ぼします。軽い気持ちのポイ捨ても不法投棄
という犯罪行為です。

◆不法投棄は犯罪です◆不法投棄は犯罪です

◆どのような対策をすればいい？◆どのような対策をすればいい？

●雑草を放置していたり木が鬱蒼と茂っていると、ごみを不法投棄しやすい（捨てても見つかりにくい）環境
　になってしまいます。定期的に除草や樹木の剪定を行い、不法投棄しにくい綺麗な環境を維持しましょう。
　所有している土地を自分で管理できない場合には、協力してくれる方や業者に除草・木の剪定などを依頼し
　て綺麗に保ちましょう。
●長期間不在する場合は、その旨を近隣の方に伝えるなどして、万が一不法投棄されたり、した場合に連絡が
　取れるようにしましょう。

◆不法投棄する人を見かけたら…◆不法投棄する人を見かけたら…

　町では、町から委嘱された不法投棄監視員の方々による定期的なパトロールの実施に加え、年２回町内全域
を巡回して、不法投棄の防止・早期発見に努めています。
　「不法投棄をして逃げた」「不法投棄しそう」という現場を発見した場合は、車のナンバーなどを確認した
上で、警察署（☎２７－０１１０）または生活環境課への通報にご協力をお願いします。

◆不法投棄とは◆不法投棄とは

　不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、道路沿いや農地、山林、河川、他人の土地などに捨てる行為のこと
です。町では不法投棄への対策を実施していますが、道路法面（斜面）や山林などへの悪質な不法投棄が後を
絶たないのが現状です。

《不法投棄の例》
●タバコの吸い殻、空き缶、空きびん等のポイ捨て
●路上などに自動車を放置する
●山林などに電化製品、自転車、バイクを捨てる
●建設廃材、農業資材などの産業廃棄物を捨てる
●家庭や事業所で不要になったものを、田畑や山林などに穴を掘って埋め立てる

損なわれる地域の景観 ポイ捨てや
不法投棄の誘発

交通妨害による事故誘発 雑草や害虫の発生 台風や荒天による
倒木など
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６月は土砂災害防止月間です

　令和３年７月６日に熱海市で発生した大規模な土石流災害から１年が経過しようとするなかで、今年も雨が
多く土砂災害が発生しやすい時期を迎えました。
　このため、降雨が多く土砂災害が発生しやすい毎年６月を「土砂災害防止月間」に定め、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もらうことを目的として、県や町の関係機関が連携し啓発活動を
実施しています。
　土砂災害の危険性を認識し気象情報などの収集に努め、早めの避難を心がけましょう。

①土砂災害危険区域を確認する

　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。

②避難のタイミングを決める

　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。次頁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。

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おり、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、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。

土砂災害ってどんなもの？土砂災害ってどんなもの？

土砂災害から身を守るには…土砂災害から身を守るには…

　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
に盛り上がり、時速20～40kmという速さで流れてきます。

【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

◆土石流◆土石流

　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、長雨などで地面に水が染み込むことで発生しま
すが、土石流と違って前触れが分かりにくいため、がけ崩れが発生しそう
な気象状況が続いている場合は注意が必要です。

【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

◆崖崩れ◆崖崩れ

土石流のイメージ

崖崩れのイメージ
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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

◆警戒レベル４は「全員避難」です

　警戒レベル４避難指示が発令されたら危険な場所からすぐに避難し
てください。
　高齢者や避難に時間がかかる方は警戒レベル３が発令された時点で
避難を開始しましょう。

警戒レベルを確認しよう！警戒レベルを確認しよう！

◆避難情報等

警戒レベル 状況 取るべき行動 避難の情報

５５ 災害発生 命を守る行動 緊急安全確保

警戒レベル４までに必ず避難！警戒レベル４までに必ず避難！

４４ 災害のおそれ高い 全員避難 避難指示

３３ 災害のおそれあり 高齢者など避難 高齢者等避難

２２ 気象状況悪化 避難方法の確認 －

１１ 今後気象状況悪化のおそれ 災害への心構えを高める －

警戒レベル
相当情報

雨の情報 川の情報

５相当５相当 大雨特別警報（土砂災害） 氾濫発生情報

警戒レベル４相当までに必ず避難！警戒レベル４相当までに必ず避難！

４相当４相当 土砂災害警戒情報 氾濫危険情報

３相当３相当 大雨・洪水警報 氾濫警戒情報

２相当２相当 大雨・洪水注意報 氾濫注意情報

１相当１相当 早期注意情報 －

◆河川水位や雨の情報

　「キキクル（危険度分布）」は雨による災害の危険度を５段階で色分けして地図上にリア
ルタイム表示するサービスで近隣の危険度が一目で分かります。キキクルは気象庁ホームペ
ージで公開しているほか、 各種アプリストアからスマートフォンアプリとして無料でダウン
ロードでき、住所を登録しておくとお住まいの地域が危険になった場合、自動的にスマート
フォンに通知されるサービスもありますので積極的に活用しましょう。

「キキクル（危険度分布）」を活用しよう！「キキクル（危険度分布）」を活用しよう！

●スマートフォンからアクセス！

　スマートフォンからアク
セスする場合は、右のＱＲ
コードを読み取ってアクセ
スするか、各アプリストア
からアプリをダウンロード
してご利用ください。検　索キキクル

●Ｗｅｂからアクセス！

　パソコンやスマートフォンでＷｅｂ
ブラウザを起動し、「キキクル」で検
索し、アクセスしてください。
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南伊豆町ふるさと寄附パートナー企業の募集

問合せ　商工観光課　商工振興係　☎６２－６３００

　ふるさと寄附制度による町の税収アップや特産品のＰＲ、地元企業の活性化などを目的として、ご寄附者様
へ贈呈するお礼の品やサービスを提供する「ふるさと寄附パートナー企業」を募集しています。

　町に何らかの形で貢献したいと考えていた時に、私の作ったイチゴをお

礼品とすることで町に力添えできると考えたため、パートナー企業として

登録しました。

　私の農家としての目標は、毎年美味しいイチゴを作ることで、お客さま

に食べてもらえたときの「美味しい！」という声が一番の喜びです。

　ふるさと寄附のパートナー企業となることで、私の育てたイチゴをこれ

まで知らなかった人たちが、お礼品として「のぶちゃんすとろべりーふぁ

～む」のイチゴを知り、実際に食したレビューやメッセージなどの感想を

もらうきっかけにもなりとても嬉しく思っています。

パートナー企業さまからのメッセージパートナー企業さまからのメッセージ

のぶちゃんすとろべりーふぁ～む　肥田長泰さん

・町内に事業所がある個人または法人の方で、
　町税の滞納がないこと
・お礼の品を１品以上提供できること
・暴力団等反社会的勢力との関係がないこと

◆パートナー企業の要件◆パートナー企業の要件

　「南伊豆町パートナー企業申込書」と「暴力団排除に関する誓約書」に必要
事項を記入し、町税完納証明書、登記簿謄本や営業に必要とされるものの許可
書（写し可）を添付し、商工観光課へ持参または郵送してください。
※申込書は商工観光課窓口またはホームページからダウンロードできます。

◆申込方法◆申込方法

・町内で生産、製造及び加工されているものまたは町内
　で提供される宿泊・飲食・サービス等
・町の魅力を体感できる商品及びサービス
・品質および数量の面において安定供給が見込めるもの
・町から発送依頼後、速やかに商品が発送できるもの
・その他町長がお礼の品として認めるもの
※総務省通知に基づき、変更になる場合がありますので
　まずはご相談ください。

◆お礼品の要件◆お礼品の要件

年度 寄附件数 寄附金額

令和元年度 2,779件 170,133,691円

令和２年度 4,952件 165,778,638円

令和３年度 10,075件 205,437,949円

◆これまでの成果（直近３年間）◆これまでの成果（直近３年間）

●返礼品メニュー数　417品
●登録事業所数　 80事業所

◆お礼品について◆お礼品について

　新型コロナウイルス感染症による外出自粛などの影響
もあり自宅で楽しめる食料品が人気です。

　ふるさと寄附受付ホームページや、町が発行するお礼
の品パンフレットを通じて全国に企業や商品をＰＲでき､
販路拡大に繋がります。

◆パートナー企業のメリット◆パートナー企業のメリット
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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

　開かれた町政の実現を目指し、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３年度（令和３年４月１日～令和４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

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

区分 件数

公開
全部 102

一部 １

非公開 ０

合計 103

・公文書公開請求に対する処理状況

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 103

視聴等 ０

合計 103

・公開の実施の方法

●公文書公開請求件数等　　　　　　　　 　103件（74人）

●南伊豆町教育長に対する公文書公開請求　　０件（０人）

●南伊豆町議会議長に対する公文書公開請求　０件（０人）

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 ３

一部 ０

非公開 ０

合計 ３

・保有個人情報公開請求に対する処理状況

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 ３

視聴等 ０

合計 ３

・公開の実施の方法

　また、併せて町の個人情報保護条例に基づき、令和３年度（令和３年４月１日～令和４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。

●保有個人情報公開請求件数　　　３件（３人）

●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）

使用済みインクカートリッジの回収を始めました

問合せ　生活環境課　生活環境係　☎６２－６２７０

　ごみの減量、再資源化を目的にプリンターの使用済みインクカートリッジの回収ボッ
クスを設置しました。回収したインクカートリッジは再利用され新たなインクへと生ま
れ変わります。
　使い終わったインクカートリッジは、ごみ袋ではなく回収ボックスに入れましょう。
●回収対象　家庭用プリンターのインクカートリッジ（トナーカートリッジは対象外）
　　　　　　※袋や箱などから出して入れてください。
●設置場所　役場１階、清掃センター
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まちのできごとまちのできごと Minamiizu Topics

4/28　地域おこし協力隊委嘱式

　地域おこし協力隊として活動している堤亮介さ

んと田村ロータス翔音さんに加えて、５月から新

しく百瀬恒史さんが地域おこし協力隊に委嘱され

ました。

5/11　100歳を迎えて

　下賀茂在住の小津なみ子さんが５月10日に1 0 0

歳の誕生日を迎え、岡部町長が「これからも元気

に長生きし、ぜひとも町内最長寿を目指してほし

い」とお祝いの言葉と花束を贈りました。

5/10　杉並区と町の交流推進に貢献

　湊在住の大野良司さんは長年取り組んできた東

京都杉並区と南伊豆町の交流推進の功績により、

杉並区の田中区長および教育委員会から表彰を受

けました。

5/12　小学校へ図書寄贈

　波勝崎モンキーベイを運営する有限会社レップ

ジャパンから、町内の各小学校および図書館へ図

書が寄贈されました。南中小学校では、岡部町長

および佐野教育長から各学年の代表者へ直接図書

が手渡されました。

5/17　図書館、表彰を受ける

　町立図書館が読書習慣定着活動を評価され、文

部科学大臣表彰を受けました。図書館主任の石井

さんは「これからも皆に楽しんでもらえる図書館

を目指していく」と意気込みを語りました。

5/9　伊豆半島沖地震から48年

　昭和49年５月９日に発生した伊豆半島沖地震か

ら48年が経ちました。中木区では毎年慰霊祭が行

われており、今年は新型コロナウイルス感染症の

感染状況が落ち着いていることから、３年ぶりに

規模を縮小せずに開催されました。※本誌15ページに百瀬さんの自己紹介記事を掲載しています
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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

　図書館では町内12カ所（南上郵

便局、伊浜、子浦、妻良、立岩、

吉祥、入間、中木、石廊崎、大瀬

湊、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。本の借り方は、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、冊数に制限はあ

りません。

　また、配本所で借りられたまま

戻っていない本が現在3 0 0冊以上

あります。今一度お手元の本をご

確認のうえ、図書館から借りたま

まになっている本があったら配本

所または図書館へ返却願います。

地区配本所について

13歳からの地政学　　　　　田中孝幸
腸活にいいこと超大全　　　小林弘幸
他者と生きる　　　　　　　磯野真穂
肩甲骨はがし　　　　　　藤縄理監修
愛のぬけがら　エドヴァルド・ムンク
ちいさい世界づくり　　Hanabira工房
風の港　　　　　　　　　　村山早紀
燕は戻ってこない　　　　　桐野夏生
レジェンドアニメ！　　　　辻村深月
彼女の背中を押したのは　　宮西真冬
奇跡　　　　　　　　　　　林真理子
奏鳴曲　　　　　　　　　　　海堂尊
陽だまりに至る病　　　　　　天祢涼
らんたん　　　　　　　　　柚木麻子
僕たちはどう生きるか　　　森田真生

図書館だより

　空前の縄文ブームに
沸く昨今、土偶に刻み
込まれた太古の記録を
読み解く歴史研究書。
現代人に引き継がれる
縄文の精神とは…。土
偶、フォーエバー。

竹倉史人／晶文社

「土偶を読む」

　息子を溺愛し、学校
や近隣でトラブルを繰
り返す母親。しかし誰
も息子の姿を見たもの
はいなかった…。驚愕
のラストまで一気に読
ませる傑作ミステリ。

矢樹純／光文社

「マザー・マーダー」

　戦争、災害、事故、
感染症。なぜ日本は危
機管理戦略の失敗を繰
り返すのか。危機の時
代のゆくえを追う渾身
のドキュメント。

柳田邦男／毎日新聞出版

「この国の危機管理
失敗の本質」

　ストーカー殺人の容
疑者として浮上した男
の正体は…。真相を追
う現場の捜査陣と証拠
隠滅を図る警察上層部
との対立。果たして正
義は取り戻せるのか。

笹本稜平／光文社

「山狩」

　５歳の少女の失踪事
件。あの夏の日からす
べては狂い始めていっ
た。事件か事故か。一
通の告発状が失踪に関
わる三組の家族の歪ん
だ実情を暴き出す…。

麻加朋／光文社

「青い雪」

　源平合戦、鎌倉幕府
創設、承久の乱。世界
の中心で愛を叫んだか
どうかは分かりません
が、源氏の中心で天下
統一を叫んだ男の実像
に迫る歴史書。

細川重男／朝日新聞出版

「頼朝の武士団」
宮内悠介／幻冬舎

「かくして彼女は宴で語る」

　鉄砲伝来が始まりだ
った…。鉄砲隊を編成
し、戦場の兵法を一変
させることで天下に昇
りつめていった若き信
長の姿を描く成り上が
り歴史小説。

門井慶喜／祥伝社

「信長、鉄砲で君臨する」

　「職業選択の自由ア
ハハ～ン」とは、シー
ナ＆ロケッツの名曲で
すが、こちらは劣悪な
職場環境を改善するた
めの法令解説集ですア
ハハ～ン。

横山佳枝／あさ出版

「お仕事六法」

「もじモジ探偵団」

雪朱里／グラフィック社

　暮らしで目にするさ
まざまな文字デザイン
のルーツを追った感動
の一冊。全国民が知り
たかった「たべっ子ど
うぶつ」の文字の秘密
が解き明かされる…。

　明治末期、世間を騒
がす未解決事件の謎に
挑んだ若き芸術家たち
木下杢太郎、北原白秋
石川啄木。彼らは文豪
であり、名探偵でもあ
ったのだろうか…。

。
、

、
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おお 知知 らら せせ

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

令和４年度　消防団役員紹介

山本照彦

長嶋直人 山田武彦

齋藤伸也 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　　山本照彦

指導部長　　山田武彦

第２分団長　　齋藤伸也

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

●試験

願書配布　７月１日(金)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12日(火)～29日(金)

試験日　10月19日(水)

試験会場　レイアップ御幸町ビル

　（静岡市葵区)

費用　4,000円

●試験に関する講習会

講習日　９月20日(火)

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

　※テキストは各自で直接購入して

　　ください。以下のホームページ

　　またはＦＡＸから注文できます

　ホームページ（シビルbooks）　

　https:www.tokyo-kansho.co.jp

　ＦＡＸ　０３－３２９２－１６７０

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　生活環境課　上下水

　道係　☎６２－６２７０

令和４年度静岡県下水道
排水設備工事責任技術者
試験の実施について

。

職種　税務職員採用試験（高校卒業

　程度）

受験資格　

①令和４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５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４日(日)

　第２試験　10月12日(水)から21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20日(月)９：00～29

　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

　人事院地方事務局・沖縄事務所

　☎０９８－８３４－８４００

名古屋国税局税務職員採用
試験受験者の募集

　　放送大学の令和４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(金)～８月31日(水)

　第２回　９月１日(木)～９月13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
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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

下小野 古屋　凪
なぎ

4.7 滋光・こさと

お悔やみ申し上げます

地区 氏　名 年齢 月日

青市 石井　和夫 46 3.31

岩殿 松井　まり子 91 4.8

湊 萩原　さだ 96 4.8

上小野 下川　八枝 90 4.8

大瀬 山本　よしゑ 89 4.10

加納 土屋　光次 96 4.11

青市 石井　桂子 84 4.12

手石 松本　宰敏 94 4.14

湊 土屋　シノブ 88 4.14

加納 佐藤　榮子 93 4.17

下賀茂 鈴木　英子 88 4.19

大瀬 土屋　美和 49 4.23

青市 髙橋　達夫 78 4.26

　令和４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 3,898 世帯

人　口 7,804 人（±0）

男 3,757 人

女 4,047 人

（５月１日現在）

----------（４月中）----------

転入 42 転出 21

出生 3 死亡 24

　新年度となり下田メディカルセン

ター内の体制も新たに稼働を始めま

した。リハビリテーション科でも本

年度より新しくＡＤＬ室を設けるこ

とになりました。

　ＡＤＬとは、日常生活を送る最低

限必要な動作（起居動作･移乗･移動

･食事･更衣･排泄･入浴･整容)を指し

ます。

　ＡＤＬ室には畳ユニットと浴室ユ

ニットを設置。患者さまやご家族さ

まからの要望に多く聞かれる床上動

作、入浴動作獲得のリハビリテーシ

ョンや動作確認を中心に行えるよう

メディカル通信メディカル通信

information

に設置しました。

　他にも洗濯物干しや衣類等の収納

の練習などが行えるように生活場面

で必要となる動作練習を本格的に行

えるようになりました。　　　

　新たにこのような設備を整える事

で在宅復帰への一助になればと思っ

ています。

リハビリテーション科　佐々木　豪

問　下田メディカルセンター

　☎２５－２５２５

結婚お幸せに

地区 お名前（旧姓） 婚姻日

下賀茂 飯島　孝明・悠女乃（大津） 4.11

みなさん初めまして！

百
も も せ

瀬と申します！

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

　５月から地域おこし協力隊として着任しました百瀬と申します。今回、さ

まざまなご縁が重なった結果、南伊豆町に地域おこし協力隊として着任し、

ふるさと寄附業務に携わることとなりました。南伊豆町は海も山もあり、す

てきな景色が広がっているこの町が自分の第二の故郷になると思うと、非常

に心うれしく思っています。

　私は生まれも育ちも奈良県で、古墳と靴下の産地として有名な場所で育ち

ました。このため、靴下は貰い物で事足りていたため、中学生くらいまでは

「靴下を買う」という概念がなかったほどです。

　その後、就職とともに上京しネット通販の会社で営業やふるさと寄附サイ

トの立ち上げを行いました。この前職でのふるさと寄附の知見を生かし、南

伊豆のふるさと寄附を拡大することができれば、と思っています。

　ちなみに、家電の知識もある程度ありますので、もし家電に関することで

お困りの際に私の姿を見かけた場合は、

お気軽にご相談ください。

　また、今後はふるさと寄附だけに止ま

らず、さまざまなことにも南伊豆町でチ

ャレンジできれば幸いです。

　これから、住民の方や事業者の方々に

も相談に乗っていただくこともあるかと

思いますが、南伊豆町のために一生懸命

努めていきますので、今後ともよろしく

お願いいたします。

地域おこし協力隊　百瀬

ＡＤＬ室(日常生活動作訓練室)
始動
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マイルキッズスス

青　市 藤原　叶
と あ

愛 ちゃん （１歳６カ月）

「お外で遊ぶの
　　　　　だいすきなんだ～♪」

発行日／令和４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

康一口メモ健健

　「食育月間」は、家庭、学校、地域、職場など社

会全体で、国民的な広がりをもって、食育推進に取

り組んでもらうために設けられた、食育の強化月間

です。みなさんも、この「食育月間」を機会に、健

康な生活の基礎を築く食育について「できること」

から始めてみましょう。

　以下のようなことも食育につながります。

●自分の食事をチェックし、栄養のバランスをとる

　よう気をつける

●１日３食きちんと食べる習慣を身につける

●感謝の気持ちを込めて「いただきます」「ごちそ

　うさま」のあいさつをする

●はしの正しい持ち方や、食器の正しい並べ方を身

　につける

●庭や鉢植えなどで、野菜を栽培し、料理する

●買い物の中で、新鮮で安心できる食材の選び方を

　身につける

問合せ　健康増進課　健康増進係

　　　　☎６２－６２５５

毎年６月は
　「食育月間」です！

～キャベツの豚肉巻きカレー風味～

▷　材料４人分　◁

栄養価（１人）
エネルギー：162kcal　タンパク質：11.4g　脂質：9.7g　塩分：0.9g

キャベツ…240ｇ
豚ロース薄切り…12枚
油…小さじ1

付け合わせ

ミニトマト…１個
レタス…適量

▷　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！

味が薄まらないよう
に、ゆでたキャベツ
は、しっかり水気を
絞ってください。

広報みなみいず　６月号

①キャベツを千切りにし、さっとゆで、冷ましたあと、よく
　絞る
②豚肉の上に①のキャベツを乗せ、しっかり巻く。
③フライパンに油をひき、③の巻き終わりの面を下にし、と
　きどき転がしながら焼く。
④こんがり焼けたらＡを加えて絡め、器に盛りつける。

しょうゆ…小さじ２強
みりん…小さじ２強
砂糖…小さじ1
おろしにんにく…小さじ1/4 

カレーパウダー…小１

Ａ

毎月19日は
食育の日！


