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“ふるさと”と言いたくなる夕陽のまち
　　　　　　　　　　の実現に向けて

〜まちの将来像〜

〜人口の目標〜

“ふるさと”と言いたくなる夕陽のまち

この将来像には、次のような意味が込められています。

　豊かな地域資源の一つである「夕陽」に注目し、今日を振り返り、明日への希望を開いていこうとする「癒
し」の力を持つ夕陽から、住民が安心と安らぎのある生活ができるまちづくりを目指します。
また、本町に生まれ育った人々の「ふるさと」としてだけでなく、訪れる人々が懐かしく感じ、「心のふ
るさと」と言いたくなるような、心豊かで住みやすいまちづくりを進めていくため、次に掲げる将来像を
目指します。

　国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による将来人口推計では、2040 年における本町の人口は 3,500 
人、2060 年には 1,505 人になると予測されています。
　今後、将来に向けて住みよい環境の形成に取り組み、「住みたい、住み続けたい」と思うまちづくりを進め、
将来像の実現を目標とし、目標年次である 2029 年における人口の目標を 5,900 人程度とします。

　町では、平成 18 年度に策定された「第１次西伊豆町総合計画」の検証や住民アンケートの結果、ま
ちづくり懇話会での意見などを基に、課題や次期計画に必要な事業などを整理するとともに、総合計
画審議会に諮問し、計画案の内容について審議していただき、令和２年２月６日の答申をもって承認
されました。

総合計画審議会の国本会長 ( 左 ) から星野町長に答申

　本町では少子高齢化が想定を大きく上回る速さで
進行し、また、長引く景気の低迷などにより、地方
自治の運営を取り巻く環境は大きく変化しました。
特に平成 23 年３月に発生した東日本大震災は、本
町のみならず全国の地震・津波対策を根本から揺る
がすこととなりました。本町でも平成 25 年７月に
豪雨による災害が発生し、危機管理の重要性など、
これまでとは異なるアプローチによるまちづくりの
必要性を認識させられました。

策定の趣旨

策定の流れ

　　　　　　　　 文化がある、自然が美しい、人がやさしい

　　　　　　　　『住民が自信を持ってこのまちがふるさと！と言いたくなる』
　　　　　　　　 『訪れる観光客がこのまちを自分のふるさと！と言いたくなる』

　　　　　　　　「癒し」 住民が安心と安らぎのある生活ができる
　　　　　　　　 「希望」 沈む夕陽に今日の思い出を感じて明日につなげる

“ふるさと”

言いたくなる

夕　陽

〜第２次西伊豆町総合計画がスタートします〜
　町では、令和２（2020）年度から令和 11（2029）年度までのまちづくりの方向性を示す「第２次西
伊豆町総合計画」を策定しました。
　この計画では、地域社会を持続させていくため、雇用の確保や生活環境、子育て支援や教育環境の充実
など、将来も住み続けたい住みよい環境づくりなどに力を入れていくこととしており、４月からは、この
計画に沿って計画的にまちづくりを進めていきます。
　なお、今回は「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」
に基づく、「国土強靭化地域計画」として一体的に策定しました。
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〜まちづくりの基本目標〜

　町内の産業が活力を持ち、住民が地域で働く場を確保するため、各種産業分野において、本町の特色な
どを活用した産業振興施策に取り組みます。
　また、西伊豆らしさを生かした販売力のある商品づくりや特色ある地場産品のブランド化に取り組むと
ともに、本町の良さを町外に発信し、良さを知ってもらうことで交流人口や関係人口、移住人口の獲得を
図り、地域の活性化を目指します。
　〈主な政策・事業〉
　　・インバウンド事業
　　・有害鳥獣等被害防止事業
　　・地産地消の促進
　　・町民の会による交流　など

　子どもや青少年を取り巻く環境が大きく変化していることから、未来を担う子ども・青少年への支援体
制の強化を図るとともに、多様化した住民ニーズに対応し、誰もが何歳になっても夢や希望を持ち、生き
がいを感じられるよう、学習環境の充実や文化・芸術、スポーツを振興する取り組みを推進します。
　〈主な政策・事業〉
　　・文教施設等の再編
　　・英語教育と国際理解教育の充実
　　・スポーツ活動の普及
　　・生涯学習の推進　など

　住民誰もが住みよい“まち”となるように、公共交通や道路網などの交通インフラ整備、水道など
の生活基盤の整備を進めます。
　また、自然環境、生活環境の大切さを認識し、ゴミの減量やリサイクルを推進していくことで、環
境への負荷を軽減した自然と環境にやさしい資源循環型社会の形成を進めます。
　〈主な政策・事業〉
　　・道路整備の促進
　　・地域公共交通の維持
　　・上水道施設の維持・整備
　　・ゴミ減量化と環境保全の推進　など

　全ての住民が健康で、生きがいをもっていきいきと暮らすことができるよう、一人ひとりのニーズ
に合わせた「健幸」づくりへの取り組みを推進します。
　また、地域全体の支え合いのもと、安心して子どもを育てることができる環境を整備するとともに、
高齢者や障がい者をはじめ、支援を必要とする人へ適切なサービスを提供するなど、誰もが安心して
健康な日常生活を送ることができるまちづくりを推進します。
　〈主な政策・事業〉
　　・健幸づくり事業の推進
　　・高齢者支援体制の促進
　　・母子保健対策の充実
　　・子育て支援の充実　など

　想定される南海トラフ巨大地震などの大規模災害の切迫性に加え、台風や集中豪雨をはじめとする
自然災害も頻発していることから、危機管理や情報伝達、消防などの体制強化や地域の防災力の向上
を図ります。
　また、犯罪や交通事故、消費生活上のトラブルなどから住民を守り、住民が安心して暮らせるまち
づくりを目指します。
　〈主な政策・事業〉
　　・防災・減災対策の強化
　　・消防体制及び施設等の強化
　　・防犯・交通安全対策の充実
　　・消費者被害の防止　など

　住民や行政が連携し、協働のまちづくりを進めるとともに、住民が積極的にまちづくりに参加、関
心を持てる仕組みづくりを進めます。
また、行政サービスの向上や行財政改革を推進し、健全で持続可能な行政経営を目指します。
　〈主な政策・事業〉
　　・ESD の推進
　　・男女共同参画の推進
　　・身近な行政サービスの推進
　　・ふるさと納税の取組み　など

【基本目標１】 豊かな地域資源で人・モノの交流が広がるまちづくり

【基本目標２】 夢を語れる人を育むまちづくり

【基本目標５】 快適な生活ができるまちづくり

【基本目標４】 地域で支え合える健幸で長寿なまちづくり

【基本目標３】 災害に強く安心して暮らせるまちづくり

【基本目標６】 住民と行政が一体となったまちづくり

　今回は「基本構想」および「基本計画」の概要についてご紹介しましたが、詳細を知りたい方は、
　 本庁、支所、各出張所の窓口に冊子を置いてありますので、ご自由にご覧ください。
　 また、町のホームページでもご覧いただけますので、ご利用ください。

問合せ  まちづくり課企画調整係 ℡ 52-1966
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義務的経費
2,049,931
29.8%

消費的経費
2,421,680
35.1%

投資的経費
819,709
11.8%

その他
1,608,680
23.3%

人件費
1,080,765
15.7%

扶助費
365,437
5.3%

公債費
603,729
8.8%

物件費
1,428,884
20.7%

維持補修費
58,768
0.9%

補助費等
934,028
13.5%

普通建設事業費（補助）
408,948
5.9%

普通建設事業費（単独）
364,759
5.2%

災害復旧費
46,002
0.7%

繰出金
532,361
7.7%

諸支出金等
1,076,319
15.6%

▶
令和２年度　西伊豆町の

一般会計の歳入

当初予算
　町政運営の基本的な考え方は、「あなたの声が届
く町政へ」という考えを引き続き持って、町民の声
を大切にし、何事にも自分ごとと捉えて取り組んで
まいります。
　令和 2 年度の一般会計予算は、69 億円で前年
度当初予算に比べると 10 億 3,600 万円（前年比
17.7％）と大きな増額となりました。

一般会計歳入の概要
　自主財源額は、34 億 1,537 万 4 千円（構成比
49.6％）で、前年度と比べて、11 億 7,132 万円

（52.2％）の増額となりました。依存財源額は、34
億 8,462 万 6 千円（構成比 50.4％）で、前年度と
比べて、1 億 3,532 万円（3.7％）の減額となりました。

自主財源とは▶町が自主的に収入できる財源
　町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄
付金、諸収入など

依存財源とは▶国や県から交付される財源
　地方交付税、国庫支出金、県支出金、町債、各種
税交付金など

一般会計の歳出（性質別）

一般会計歳出の概要
　義務的経費は 20 億 4,993 万 1 千円（構成比
29.8％）で、前年度と比べて、5,999万９千円（3.0％）
の増額となりました。
　投資的経費は、8 億 1,970 万 9 千円（構成比
11.8％）で、前年度と比べて7,736万3千円（8.6％）
の減額となりました。その他経費は、40 億 3,036
万円（構成比 58.4％）で、前年度と比べて 10 億
5,336 万 4 千円（35.4％）の増額となりました。

義務的経費とは
　法令の規定などによりその性質上支出が義務付け
られていて、任意に削減できない経費（人件費、扶
助費、公債費など）
その他経費とは▶上記以外の経費
　（物件費、維持補修費、補助費等、積立金、貸付金・
投資及び出資金、繰出金、予備費など）

令和元年度　一般会計当初予算額

令和２年度　一般会計当初予算額

58 億 6,400 万円

▼
69 億円

令和元年度から 10 億 3,600 万円の
増額（一般会計）

特別会計などの予算
特別会計 予算額 前年度比

国民健康保険 12 億 4,500 万円 △ 0.9％
後期高齢者医療 ３ 億    150 万円 2.2％
介護保険事業 14 億 9,800 万円 △ 2.3％

企業会計 予算額 前年度比
水道事業 3 億 2,533 万 7 千円 △ 20.2％
温泉事業 １ 億 2,403 万 4 千円 △ 5.7％

※ 水道事業会計及び温泉事業会計は、
　　収益的収入と資本的支出の合計額です。

一般会計の町民１人あたり予算額
項目 １人あたり 予算額

議会費 7,904 円 61,188 千円
総務費 96,747 円 748,922 千円
民生費 134,824 円 1,043,671 千円
衛生費 73,760 円 570,977 千円

農林水産業費 37,068 円 286,945 千円
商工費 113,876 円 881,510 千円
土木費 59,061 円 457,189 千円
消防費 57,100 円 442,008 千円
教育費 88,199 円 682,748 千円

災害復旧費 5,943 円 46,002 千円
公債費 77,991 円 603,729 千円

諸支出金等 138,885 円 1,075,111 千円
計 891,358 円 6,900,000 千円

一般会計の概要
　これは、昨年までの当初予算では、ふるさと
納税（寄附金）を 3 億円で計上していたものを、
近年の動向を踏まえ 10 億円の寄附金とし、現実
に即した予算を組んだことが主な増額要因です。
　西伊豆町総合計画に基づき、森林整備事業や
移住定住促進事業など、新たな政策も組み込ん
だ予算編成としています。

◇森林整備事業 ( 森林譲与税・基金活用事業 )
森林経営計画作成や事業実施に係る補助 11,443
千円、私有林整備と連携した町有林の整備の実施
20,000 千円
◇産業振興拠点プロモーション事業
産地直売所に集まる商品・体験・生産者を西伊豆
の魅力として町外に発信していくプロジェクト
25,627 千円
◇移住定住促進事業
町外からの移住若者世帯を対象に助成 6,800 千
円、お試し住宅貸出し・相談会 2,073 千円

基本指標 令和 2 年度事業費
１　豊かな地域資源で人・モノの交流が拡がるまちづくり（産業・観光・定住） 3 億 2,662 万 6 千円
２　夢を語れる人を育むまちづくり（教育・文化） 2 億 2,883 万 3 千円
３　災害に強く安心して暮らせるまちづくり（防災・安全） 3 億 4,818 万 5 千円
４　地域で支え合える健幸で長寿なまちづくり（健康・福祉） 5 億 5,942 万 7 千円
５　快適な生活ができるまちづくり（暮らし・環境） 5 億 6,844 万 2 千円
６　住民と行政が一体となったまちづくり（行財政・ふるさと納税） 6 億　　 1,371 万円

合計 26 億 4,522 万 3 千円

「西伊豆町総合計画」に掲げた基本目標ごとの令和 2 年度事業費

主な事業
◇文教施設等整備事業
認定こども園と小中学校の再編に伴う調査・
設計・仮設道路工事 １72,825 千円
◇防災・減災対策
避難体制の整備 90,042 千円、急傾斜地崩壊
対策事業 37,000 千円、防災関係機関等との
連携強化等 13,718 千円
◇道路施設の長寿命化対策
町道工事 90,000 千円、橋梁点検・長寿命化
工事 １91,100 千円、トンネル点検 18,000
千円

問合せ  総務課　行財政係　℡：0558-52-1111

歳　出（性質別）

6,900,000 千円

自主財源
3,415,374
49.6%

依存財源
3,484,626
50.4%

町税
850,088
12.3%

分担金及び負担金
13,270
0.2%

使用料及び手数料
41,600
0.6%

財産収入
14,892
0.2%

寄附金
1,000,133
14.5%

繰入金
1,341,123
19.5 %

繰越金
96,000
1.4%諸収入

58,268
0.9%

町債
242,500
3.5%

交付金等
233,980
3.2%

県支出金
335,382
4.9%

国庫支出金
472,764
6.9%

地方交付税
2,200,000
31.9%
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　テレビ番組などの撮影（ロケ）を誘致することに
より、観光客や地場産品の販売増加を図ることを目
的に、令和元年５月に西伊豆町・観光協会・商工会
などで発足したプロジェクトチームです。

　ロケさぽ西伊豆とは
① 西伊豆町全体を全国に PR できる

② 観光客の増加に繋がる

③ 地場産品の販売増加に繋がる

　皆さまへのお願い
　町内でロケを見かけた際は、下記のルールについてご協力をお願いします。
① 撮影中はお静かにしてください。  
② 撮影や出演者等の写真を撮らないでください。
③ SNS 等で撮影が行われていることを発信しないでください。
④ 出演者等へ写真撮影を求めないでください。
⑤ 出演者等へサインを求めないでください。

　令和元年度のロケ実績
　昨年度、西伊豆町内では、情報番組をはじめ約３０件のロケが実施されました。たくさんの方々
にご協力いただき、ありがとうございました。今年度も多くのロケが
実施され、西伊豆町全体の PR がされることを目指します。

【主な作品】
・沼にハマってきいてみた　・あさイチ　
・にじいろジーン　・長野クンとさかなクン港はしご旅２
・その他 CM、情報番組　など

「ロケさぽ西伊豆」活動報告

　ホームページの開設
　西伊豆町のホームページに、「ロケさぽ西
伊豆」の専用ページを開設しました。
また、皆さまがお持ちの様々な施設をロケ候
補施設として登録する事業を令和元年 10 月
から開始しました。
ロケに参加できる、エキストラ登録も受付中
です。
詳細は、西伊豆町のホームページでご確認く
ださい。

　サインなどの掲示
　役場本庁１階ラウンジで、ロケに訪れた芸
能人のサインなどを掲示しています。
役場に来られた際には、是非、お立ち寄りくださ
い。

問合せ まちづくり課　観光係　℡：0558-52-1114

　ロケのメリット

西伊豆町ホームページ QR コード

夕陽部門「オレンジ色の航跡波」
勝呂 拓也（伊豆市）

第１５回夕陽のまち西伊豆町ふるさとフォトコンテスト
受賞作品発表！

　２月 19 日に西伊豆町保健センターで「第 15 回夕陽のまち西伊豆町ふるさとフォトコンテスト」の審査会
が開催され、応募総数３２８点の中から、夕陽・ふるさと・ドローン部門の受賞作品４０点が決定しました。
　受賞作品は、今月上旬から黄金崎クリスタルパークで展示される予定です。

グランプリ （敬称略）

ふるさと部門「トンボロを渡る」
藤井 駒一（西伊豆町）

ドローン部門「The Tomboro」
野口 賢司（三島市）

特選 （敬称略）

部門 氏名 住所 画題

夕陽 小林　敏行 埼玉県 夕陽に照らされて
ふるさと 橋本　勝彦 埼玉県 鰹の作業場
ドローン 鈴木　健司 浜松市 浮島の景観

入選 （敬称略）

部門 氏名 住所 画題

夕陽 加藤　泰平 西伊豆町 夕映えの堂ヶ島
夕陽 佐藤　信吾 西伊豆町 大浜海岸夕景
夕陽 佐野　重長 西伊豆町 残照
夕陽 藤井　昭浩 松崎町 ジオパークの夕暮れ
夕陽 山本　一磨 西伊豆町 夕陽を噛む
ふるさと 石崎　由佳 西伊豆町 ダイナミックな堂ヶ島を満喫
ふるさと 加藤　泰平 西伊豆町 正月サンマ投げ
ふるさと 佐藤　和彦 松崎町 イルミネーション
ふるさと 野口　賢司 三島市 乗浜海岸
ふるさと 二川  亜紀子 南伊豆町 春色富士
ドローン 畠山　正広 埼玉県 浮島ブルー

佳作 （敬称略）

部門 氏名 住所 画題

夕陽 加藤　泰平 西伊豆町 夕映えに羽ばたく
夕陽 加藤　泰平 西伊豆町 残照に染まる
夕陽 佐藤　和彦 松崎町 夕陽
夕陽 柴田　陽平 埼玉県 幸せを描く夕日
夕陽 鈴木  三與志 西伊豆町 落日を待つ
夕陽 鈴木  三與志 西伊豆町 夕照に彩る港
夕陽 高橋　英雄 茨城県 夕陽にマツボックリ
夕陽 藤井　昭浩 松崎町 港慕情
夕陽 藤井　昭浩 松崎町 雅
夕陽 藤井　昭浩 松崎町 黄金色のレジェンド
ふるさと 佐藤　陽一 西伊豆町 港からの風景
ふるさと 佐野　重長 西伊豆町 天草とり
ふるさと 佐野　重長 西伊豆町 海の道
ふるさと 中西　敬一 静岡市 浜の漁場
ふるさと 藤井　昭浩 松崎町 勇士
ふるさと 藤井　駒一 西伊豆町 磯の香り
ふるさと 藤井　駒一 西伊豆町 春の訪れ
ふるさと 藤井　駒一 西伊豆町 初夏の訪れ
ふるさと 松田　恵一 西伊豆町 西天城高原の牛と駿河湾を望む
ふるさと 山本　一磨 西伊豆町 堂ヶ島慕情　
ドローン 鈴木　健司 浜松市 三四郎島のトンボロ現象　
ドローン 野口　賢司 三島市 堂ヶ島
ドローン 畠山　正広 埼玉県 神洞滝問合せ まちづくり課　観光係　℡：0558-52-1114
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　西伊豆町では、ご自身で設定ができない場合の設定支援を行っています。
　設定支援窓口または出張設定支援会場まで、お気軽にお越しください。

設定支援窓口
・本庁舎窓口税務課
・田子出張所窓口
受付時間
・平日の午前８時１５分から午後５時まで（土曜日、日曜日、祝日は除く）
必要なもの
・マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書パスワード（数字４桁）が必要です）
※ パスワード（数字４桁）がご不明な場合は、本庁舎窓口税務課へお越しください。

マイナポイント予約（マイキー ID 設定）をお手伝いします

日にち 受付時間 場所
４月 15 日（水）

午前９時から午後４時まで

宇久須住民防災センター１階
４月 22 日（水） 安良里中央公民館１階
４月 28 日（火） 宇久須住民防災センター１階
５月 13 日（水） 安良里中央公民館１階
５月 20 日（水） 宇久須住民防災センター１階
５月 27 日（水） 安良里中央公民館１階

・マイナンバーカードの取得については、窓口税務課窓口年金係（℡ 52-1112）
・マイナポイントについては、総務省コールセンター（℡ 0120-95-0178 をダイヤルした後、5 番を選択）
　または役場まちづくり課情報管理係（℡ 52-1963）

　マイナンバーカードを活用した消費活性化策として、国が令和２年９月から実施を予定している事業です。
　選択したキャッシュレス決済サービス（〇〇ペイ、流通系電子マネー（ワオン、nanaco）及び交通系
電子マネー（suica）など）を１つ選択することで、購入またはチャージすると、国が「マイナポイント」
として 25％を追加で付与してくれます。（１人あたり5,000 円分のポイントが上限です）
　このポイントを受け取るためには「マイナンバーカードの取得」と「マイナポイント予約（マイキーＩＤ設
定）」が必要になります。

　マイナンバーカードのＩＣチップの中の電子証明書を活用してウェブ上で作成するマイナンバーとは別の
ＩＤです。
　※ 電子証明書を発行していないマイナンバーカードをお持ちの方は本庁舎窓口において電子証明書の発
　　 行が必要です。

マイナポイントとは
個人が設定したマイキーＩＤにより管理
するポイントです。小売店等での買い
物に利用できます。

　■出張設定支援日程

　■お問い合わせ

　■マイナポイント事業とは

　■マイキー ID とは

問合せ まちづくり課　情報管理係　℡：0558-52-1963
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配食サービスの利用料金改定について
　町では、調理や買物が困難な高齢者を対象に配食サービスを行っています。
　令和２年４月１日の配食利用料から材料費の値上げ等により、下表のとおり配食サービスの個人負
担金額が変更となります。
　ご利用を希望される方は健康福祉課福祉係までお問い合わせください。

配食利用ができる条件
①調理、買物が困難なひとり暮らしの高齢者等（概ね 65 歳以上又は高齢者のみの世帯）
②申請者本人が自宅で配食を受け取ることができる方（安否確認を行うため）

配食の種類 個人負担金
普通食（味噌汁付き） 440 円→ 470 円
カロリー塩分調整食（味噌汁無し）

610 円→ 640 円やわらか食（味噌汁無し）
低蛋白食（味噌汁無し）

高齢者運転免許証返納支援事業について

問合せ 健康福祉課 　福祉係　℡：0558-52-1961

　町では、高齢運転者による交通事故の防止を図るため、運転免許証を自主返納された方を支援します。
　少しでも運転に不安を感じている方は、自主返納を考えてみませんか？　
　運転経歴証明書は身分証明書になり、運転免許自主返納者サポート店で提示すれば割引等サービス
を受けることができます。
※ 65 歳以上 70 歳未満（令和２年４月１日現在）の方で運転経歴証明書をお持ちの方は福祉回数券（バ
ス券）が購入できます。

支援内容 運転経歴証明書発行手数料（1,100 円）の助成

対象者 令和２年４月１日以降に運転免許証を自主返納し、申請日より１年以内に運転経歴証明
書の発行を受けた 65 歳以上の町民の方。　
※ 免許証の更新をせず失効した場合は、自主返納になりません。

申請場所 福祉センター１階（福祉係）、宇久須支所、田子出張所、安良里出張所

持ち物 運転経歴証明書の写し・振込先の口座情報（助成金の振込のため）・認印

その他 運転免許自主返納者サポート店について詳細は静岡県警察のホームページをご確認ください。
http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/henno.html

◀こちらの QR コードか
　らもアクセスできます

問合せ 健康福祉課 　福祉係　℡：0558-52-1961

障がい者の方へのバス券・タクシー券・ガソリン券の交付について
対象者
身体障害者手帳１級・２級、精神障害者保健福祉手帳１級・２級、療育手帳Ａをお持ちの方で、町内
に住所がある方（令和２年４月１日現在）
※施設入所中の方には交付できません。

　下表のとおり、出張交付を行いますので、お越しください。当日ご都合が悪い場合、４月 23 日（木）
からは役場福祉センター１階（福祉係）のみの受付となります。支所・出張所で受け取りをされたい
場合には、事前に担当までご連絡ください。

交通券交付の出張予定表

日時 対象地区 交付および販売場所

４月 21 日（火）  ９  ：00 ～ 11：30 宇久須地区 宇久須住民防災センター１階
13 ：00 ～ 16：00 安良里地区 安良里中央公民館１階

４月 22 日（水）  ９  ：00 ～ 11：30 田子地区 田子出張所
13：00 ～ 16：00 仁科地区 保健センター１階

福祉回数券（バス券）購入の助成について

問合せ 健康福祉課 　福祉係　℡：0558-52-1961

対象者
① 満７０歳以上の方（令和２年４月１日現在）
② 身体障害者手帳１級・２級、精神障害者保健福祉手帳１級・２級、療育手帳Ａをお持ちの方
③ 65 歳以上 70 歳未満（令和２年４月１日現在）で運転経歴証明書をお持ちの方
①②③のいずれかに該当し、町内に住所がある方へバス回数券の購入を助成します。　
※ 施設入所中の方は購入できません。
内容
バス回数券を１冊 500 円（額面 1,300 円）で販売を行います。
※ １回購入限度５冊、年間購入冊数は制限なし
販売場所
役場福祉センター１階（福祉係）、宇久須支所、田子出張所、安良里出張所

申請に必要な物
印鑑（認印可）、本人確認のできる書類

（健康保険証又は後期高齢者証・介護保険証・運転経歴証明書等）
※ 代理で回数券を購入する方は、対象者の本人確認できる書類、代理者本人の印鑑及び代理者の本
　　人確認できる書類を必ず持参してください。
※ 平成 31 年度（令和元年度）の購入資格者カードは、申請時に本人確認できる書類を省略できま
　　すので、ご持参ください。

問合せ 健康福祉課 　福祉係　℡：0558-52-1961

申請に必要な物
印鑑（認印可）、本人確認のできる書類（健康保険証又は後期高齢者証・介護保険証等１点）、障害者手帳
※代理で交通券を受給する方は、対象者の本人確認できる書類、代理者本人の印鑑及び代理者の本人
　確認できる書類を必ず持参してください。
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　４月１日から宇久須支所および安良里出張所は職員に代わり、会計年度任用職員（旧臨時職員）をそれぞ
れ１名ずつ配属します。窓口業務は縮小となり、開庁時間も短縮させていただきます。
　宇久須地区、安良里地区の皆さまにはご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
※宇久須支所の産業建設課と、安良里出張所の教育委員会は残ります。

問合せ 西伊豆町役場　総務課℡：0558-52-1111

宇久須支所・安良里出張所
窓口業務縮小のお知らせ

  宇久須支所・安良里出張所窓口開庁時間

【平日】午前８時 15 分から午後４時まで

・各種証明書の発行
　（住民票、印鑑証明書、戸籍、税証明等）
・税金、料金等の納付
・各種申請等の受付

・戸籍届出
　（出生、死亡、婚姻、転籍等）
・住民異動届出
　（転入、転出、転居、
　　国保 / 年金の加入脱退届出等）
・印鑑登録
・県証紙の販売（宇久須→本庁）
・海事事務手続（安良里→本庁）

取り扱いできる業務 取り扱いできなくなる業務

※ 上記のほかにも取り扱いができる業務とできない業務があります。
　　ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

国民年金保険料について
令和２年度の国民年金保険料（定額保険料）は、
月額 16,540 円です。
　保険料の納付は「口座振替」が便利でお得です。
　口座振替の申し込みは、口座振替申出書に必
要事項を記入・押印（金融機関の届出印）のうえ、
金融機関窓口または役場へご提出ください。

学生納付特例申請書（ハガキ形式）が発送されます

　平成 31 年度（令和元年度）に学生納付特例制度
により保険料納付を猶予されている方で、令和 2 年
度も引き続き在学予定の方に、ハガキ形式の学生納
付特例申請書が発送されます。昨年度と同じ学校に
在学し、引き続き保険料納付猶予を希望される方は、
ハガキに必要事項を記入のうえ返送してください。

問合せ 窓口税務課 窓口年金係　℡：0558-52-1112
三島年金事務所　℡：055-973-1444

　なお、はじめて学生納付特例の申請をされる方は、
学生納付特例申請書を提出していただく必要がありま
す。（在学証明書または学生証の写しを添付してくだ
さい。）申請書は役場または年金事務所に提出してく
ださい。

手話奉仕員養成講座（基礎編）の開催について
　町では、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を開催します。

実施期間

５/13（水）～11/11（水）　午後７時～午後9時　
毎週水曜日（8/12、8/19を除く）

場所 下田市民文化会館２Ｆ大会議室または下田市総合福祉会館教養娯楽室

参加費 無料

講座内容 手話講座：全２５講座／手話技術２２講座／必須講義：３講座

募集人数

　５月８日（金）までに西伊豆町役場健康福祉課に備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、西伊豆
町役場健康福祉課または、下田市社会福祉協議会へお申し込みください。

20 名

※ H26 年度発行手話奉仕員養成講座テキスト
　をお持ちでない方は、テキスト代がかかります。

　■申込方法

問合せ
健康福祉課　福祉係　　　℡：0558-52-1961
下田市社会福祉協議会　℡：0558-22-3294

対象者 手話奉仕員養成講座（入門編）修了生

児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当
手当額が改正されます

　手当額は、「自動物価スライド制」が採られています。令和２年度の額は、2019 年度の物価変動上
昇分（対前値比 0.5％）により、以下のように改定されます。

児童扶養手当

対象児童数 全部支給 一部支給
１人 42,910 円 42,900 ～ 10,120 円
２人 53,050 円 53,030 ～ 15,190 円
３人 59,130 円 59,100 ～ 18,230 円

対象児童数 全部支給 一部支給
１人 43,160 円 43,150 ～ 10,180 円
２人 53,350 円 53,330 ～ 15,280 円
３人 59,460 円 59,430 ～ 18,340 円

手当月額（平成 31 年４月〜） 手当月額（令和２年４月〜）

特別児童扶養手当および特別障害者手当等
令和元年度（月額） 令和２年度（月額）

特別児童扶養手当１級 ５２,２００円 ５２,５００円
特別児童扶養手当２級 ３４,７７０円 ３４,９７０円
障害児福祉手当 １４,７９０円 １４,８８０円
特別障害者手当 ２７,２００円 ２７,３５０円
経過的福祉手当 １４,７９０円 １４,８８０円

問合せ 健康福祉課 　福祉係　℡：0558-52-1961
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　納税義務者の方が、自己資産について固定資産課税台帳（土地・家屋名寄帳）に記載された内容を確認
することができる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。なお、納税
通知書の際に、「課税明細書」を一緒にお送りしていますので、課税明細書でも課税台帳に登録された内容
を確認することができます。
○閲覧期間：4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで（ただし、土・日・祝日を除く）
○時間：午前 8 時 15 分から午後 5 時 00 分まで
○場所：窓口税務課課税係（本庁 1 階）
○対象者：納税義務者・同居の親族・納税管理人・借地人または借家人および前記の代理人
○持ち物：免許証など本人確認ができるもの、委任状（代理人）、賃貸借契約書（借地人または借家人）
○手数料：縦覧期間中（4 月 1 日から 4 月 30 日）は課税台帳のコピーを 1 枚 20 円で交付していますが、
　　　　　それ以外の期間は一名義人 200 円です。
○その他：借地人または借家人等の閲覧は、該当する物件だけの閲覧となります。

固定資産税の縦覧・閲覧制度
令和２年度固定資産の土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税の縦覧制度は、納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを確認できるよう、
土地・家屋価格等の縦覧帳簿を見ることができる制度です。期間中は無料で縦覧することができますのでご
利用ください。
〇縦覧期間：4 月 1 日から 4 月 30 日まで（ただし、土・日・祝日を除く）
〇時間 : 午前 8 時 15 分から午後 5 時 00 分まで
〇場所 : 窓口税務課課税係（本庁 1 階）
〇内容：土地価格等縦覧帳簿（所在・地番・地目・地積・評価額）
　　　　 家屋価格等縦覧帳簿（所在・種類・構造・床面積・評価額）
〇対象者：納税義務者・同居の親族・納税管理人および前記の代理人
〇持ち物：免許証など本人確認ができるもの、委任状（代理人）
〇手数料：無料
〇その他：縦覧帳簿のコピーはできません。非課税または免税点未満の土地、家屋対象外および納税義務
　　　　　がない方は縦覧できません。

固定資産課税台帳の閲覧

問合せ 窓口税務課　課税係　℡：0558-52-1113

令和２年度個人町県民税申告期限の延長等について
申告期限の延長について
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、令和２年度個人町県民税の申告期限を令和２年４月 16 日

（木）まで延長します。

所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限の延長について
　所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限についても令和２年４月 16 日（木）まで
延長しています。
　３月 17 日（火）以降の確定申告会場は下田税務署（電話：0558-22-0185）です。

問合せ 窓口税務課　課税係　℡：0558-52-1113

狂犬病予防注射（巡回）を実施します
　生後 91 日以上の犬は、一生に１回の登録と、
毎年１回の狂犬病予防注射を受けることが法律で
義務付けられています。令和 2 年度の狂犬病予
防注射を行いますので、最寄りの会場までお越し
ください。

　また、動物病院で接種された場合は、病院で
発行された「注射済証明書」・愛犬手帳・狂犬病
予防注射済交付手数料を必ず環境衛生係または
各支所・出張所の窓口まで提出してください。

実施日 時間 場所

４月23日（木）

９：50 ～９：55 宮ケ原公民館前
10：05 ～ 10：10 大城集会所前
10：25 ～ 10：35 祢宜ノ畑公民館前
10：45 ～ 10：50 白川公民館前
11：00 ～ 11：10 一色公民館前
11：15 ～ 11：25 堀坂集荷所前
11：35 ～ 11：50 中区公民館前
13：20 ～ 13：30 築地コミュニティ防災センター前
13：45 ～ 13：55 大浜コミュニティ防災センター前
14：05 ～ 14：45 西伊豆町役場本庁駐車場

４月24日（金）

９：20 ～９：45 沢田コミュニティ防災センター前
10：05 ～ 10：25 田子公民館前
10：35 ～ 11：05 旧田子中学校駐車場
１１：20 ～１２：00 安良里中央公民館前
13：30 ～ 13：50 入谷集会場前（宇久須神社前）
14：00 ～ 14：40 宇久須住民防災センター駐車場

持ち物
①狂犬病予防注射通知書（４月初旬送付）
②愛犬手帳
③手数料
手数料

【新規登録の犬】6,500 円
（犬の登録手数料 3,000 円、狂犬病予防
注射料 2,950 円、狂犬病予防注射済交
付手数料 550 円）

【登録済みの犬】3,500 円
（狂犬病予防注射料 2,950 円、狂犬病予
防注射済交付手数料 550 円）

※ 当日はおつりのないようお願いします。
※ お住まいの地区以外の会場でも予防注射を実施できます。
※ 飼い主の死亡、所有者の変更、転出などが生じた場合は、環境衛生係までご連絡ください。
※ 犬鑑札・狂犬病予防注射済票は法律で定められているので、必ず着用してください。

問合せ 環境課　環境衛生係　℡：0558-53-1408

犬、猫の里親さがしに伝言板の活用を！
　犬、猫の里親さがしをされている方と、新しく飼いたい方との橋渡しとして、伝言板を設置しています。

ゆずりたい方
備え付けの伝言票に動物１頭ごとに必要事項を記入して掲示してください。
※ 写真がある場合は一緒に貼ってください。

ゆずり受けたい方
掲示された伝言票を見て、ゆずりたい動物の所有者と電話等により直接話し合います。
譲り受けが決まりましたら、役場環境課までご連絡ください。

また、猫の避妊や去勢の手術費用を一部負担する制度も行っています。
　負担額は、手術にかかった費用の２分の１以内
上限：メスは１匹 10,000 円まで　オスは１匹 6,000 円まで（1,000 円未満の端数は切捨て）

問合せ 環境課　環境衛生係　℡：0558-53-1408
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　先月号では、南海トラフ沿いで巨大地震が発生する
と、西伊豆町は震度６強以上の揺れとなり、１５ｍもの
津波が数分程度で到達すると紹介しました。
　この地震や津波によって、どのようなことが起こるの
かをみなさんと想像してみたいと思います。
　まず地震の揺れです。震度６強以上となると、普通
に歩くことは困難です。立っていることが出来なくなり、
固定していない家具や家電製品が、倒れたり、飛んで
きたりします。つまり家庭が凶器になるのです。家の
外に避難しようとしても、家具が倒れて逃げ道を塞いだ
り、ガラスが割れて飛散し、踏んだりしてケガすること
がこれまで多く見られました。　　
　このようなことを防ぐためには、家具やテレビは今か
ら固定してください。ガラスも飛散防止フィルムを表裏
に貼って、割れないようにすることです。大きな揺れを
やり過ごしたら、高台へ避難することです。
各地に想定通りの津波が来襲すると、低地や沿岸部で
は津波が遡上してきます。家は流され、バスや車も流
されてしまいます。また、津波は一度だけでなく複数
回にわたり襲来します。後から来る津波の方が高いこと

 ■南海トラフ巨大地震でどのようなことが発生するのか？

もあります。そのため最初の津波が引いた後に家に戻っ
て被害に遭うこともあります。まず津波から命を守るため
には「高台など津波が到達しない場所にいち早く逃げる」
のが最善の行動です。大きな地震や高い津波と聞いただ
けで、どんな行動をとっても命を守ることはできないと諦
めている人の声もよく聞きます。でも逃げようとしない人
を救助・避難させるために、多くの消防団が、巻き込ま
れたのが東日本大震災でした。
　私は、大規模な災害こそ、地域の連携や自発的に率先
して逃げるコミュニティづくりが重要と考えます。またしっ
かり避難態勢を作ったところは、津波の犠牲者が 80％も
少なくなり、建物の耐震化や家具固定を推進することで、
人的被害を大幅に減らせるとの報告もあります。減災に
は、私たちの日ごろからの取組と備えが大切だと思います。　

　今年も、台風などによる風水害を心配する季節が近づ
いて来たことから、次号から数回にわたって気象の専門家
である元気象庁予報課長で東邦大学理学部講師の村中明
氏から気象に関する防災対応などの話題を提供させて頂
きます。

災害時の備蓄は「食べ慣れた食品」も
活用しよう！

問合せ 防災課　防災安全対策係　℡：0558-52-1965

　先月号では非常食の備蓄の話をしました。今回は
非常食だけではなく、普段から食べ慣れている食品
の活用のポイントを掲載します。
　非常食だけで、７日分備蓄するとスペースや賞味
期限など考えなければならないポイントがたくさん
あります。そこで日常食品を多めに購入（これもロー
リングストックです！）したり、簡単に調理できるも
のを用意したり、カセットコンロを購入したりするこ
とで、より過ごしやすくなります。
　自宅での生活継続に向けて、備蓄や非常食につ
いて考えてみましょう。

　商工会では、町民の住環境の向上や、町内の経済活性化を図ることを目的として、町から補助を受
け商工会会員事業者が施工するリフォーム等工事に対し、補助金の交付を行います。
　申請方法などの詳細は商工会へお問合せください。

　10 万円以上（税抜）の工事に対し、工事費の 20％（最高 20 万円）を補助します。

リフォーム等補助事業について

住宅・店舗等リフォーム促進事業

補助対象者
・専用住宅：町内に住所を有し、居住している方
・店舗など：町内に店舗など（小売店舗または理容業、美容業、クリーニング業、飲食業を営む店
 　　 舗など）を所有している商工会員
※ 住宅および店舗などについては、賃貸、共同住宅は除きます。

 観光客等受入環境整備事業（トイレの洋式化促進事業）
　トイレの洋式化などの工事に対し、工事費（税抜）の 2 分の１（最高 20 万円）を補助します。

補助対象施設 宿泊施設／観光施設／飲食施設

補助対象事業者 商工会会員

　無料公衆無線 LAN 整備に対し、工事費（税抜）の２分の１（最高１０万円）を補助します。
　既存の無料公衆無線 LAN 設定変更については、２万円を限度として補助します。

 観光客等受入環境整備事業（無料公衆無線 LAN 整備事業）

補助対象施設 宿泊施設／観光施設／飲食施設

商工会会員

提出書類

・申請書（様式１）
・位置図
・工事見積書の写し
・工事内容の分かる図面
・施工箇所の着工前の写真（様式２）

提出先
西伊豆町商工会

その他
・申請者の住所、所有、町税等の完納などの補助対象要件
　 については、町が審査します。
・提出書類は着工前に提出してください。
・補助対象者および施工業者が町税等を滞納していると補
　助対象となりません。
・補助金の申請は１回限りです。
・補助金の交付は、予算の範囲内で行います。
・６月１日から受付を開始します。

問合せ 商工会　℡：0558-52-0270

６/1 受付開始

補助対象事業者

　防災行動計画やコミュニティ防災が専門。2012 年アメリカ・ニュージャージー
州を襲ったハリケーン・サンディでの防災対応等を現地調査し、タイムライン防災
の発想を日本に導入した。タイムライン防災の第一人者として、全国各地の防災
業務をリードしている。

東京大学大学院情報学環客員教授　松尾一郎氏による

にしいず ぼうさい講座
松尾一郎氏

第4回
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問合せ  まちづくり課 観光係　℡：0558-52-1114

花の都にしいずちょう推進協議会の活動報告

大沢里花の会

チョット聞きたいがだけんど！！
西伊豆町長　星野です。

　西伊豆町とボランティアで組織された花の会、
７団体で構成されています。
　協議会では、花と緑にあふれたまちづくりを推
進するため、町内の花壇管理を行い、住民や観
光客を楽しませています。

大沢里花の会では、一緒に活動するメンバーを募
集しています。
興味がある方は、下記までご連絡ください。

花の都にしいずちょう推進協議会とは

※ 工事中はご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。
　  なお、完成予定日は諸般の事情により延長することがあります。 問合せ  総務課 検査管理係　℡：0558-52-1111

「〇〇が知りたい」「〇〇はどうなった？」などの
ご意見がありましたら、お気軽にお知らせください。

【問】まちづくり課　企画調整係　☎ 0558-52-1966

　皆さんこんにちは。
　今月は、『野良猫』についてお答えします。
先日、「野良猫が子供を産んで困っている。」「野良猫が車の上に載るから車が傷む。」

「やたらな所で糞や尿をするからどうにかして‼」などのご意見が相次ぎました。

　特にこの時期は繁殖期のようで、夜中に猫の鳴き声
を聞きます。
　しっかりと猫を飼われていらっしゃる方もいますの
で、一概にネコ＝悪者というわけではなく、ネコに癒
されている方が居るのも事実ですし、また、迷惑をこ
うむっている方がいらっしゃるのも事実です。
　解決策としては、ペットとして飼われる方が最後ま
で責任をもって飼うということと、野良猫には餌をあ
げないという事です。
もし、餌をあげるのであれば、外に放置して都合のい

　以前は、野良猫や野良犬を定期的に引き取り、保健所が集めていたこともありますが、現在は動物愛
護の関係でそれらの行為はしておりません。
　ただ、野良猫に関する苦情は以前も来ておりましたので、平成 30 年度途中からネコの去勢に補助し、
不用意な繁殖が起こらない町としても取り組んでおります。

　また、ボランティアの方たちが、野良猫を動物病院に連
れていき、去勢をしてくれていることによって、以前より
は少なくなっているという声も聞きます。
　かわいい猫が誰かの迷惑にならないよう、適切にかわい
がっていただければありがたいと思います。

い飼い方をするのではなく、ご自宅に連れて帰ってしっかりと飼っていただければと思います。その方
がその猫も幸せなのではないでしょうか。
　町では、犬や猫の里親さがしに役立てていただくため、役場本庁の１階ラウンジに「ポッチとニャン
チの愛の伝言板」を設置していますので、ぜひご活用ください。

　大沢里花の会は、７名の女性のみ（60～ 70代）
で活動しています。
　花壇は石が多く、恵まれた環境ではありませんが、
道路のすぐ脇にあるため、いつも太陽に照らされて
います。
　花壇の前を通る方からは、「きれいだね」と声を
掛けられ、大変嬉しく思っています。
　一緒に活動する仲間が増えることを願いながら、
水やりや除草作業など楽しく活動をしています。
　大沢里にある花壇を、是非ご覧ください。

入札結果（工事関係）のお知らせ
工事名 工事概要 施工業者 完成予定日

令和２年 10 月 30 日令和元年度安良里地区津波避難タワー
及び防火水槽建設工事

津波避難タワー１基
防火水槽建設 39ｔ設置

長田・丸宇特定建設
工事共同企業体

東京都千代田区と相互発展に向けた連携に関する協定を締結しました
　町では、東京都千代田と令和２年２月 28 日に、お互いの強みを生かし幅広い分野で連携および協力す
ることにより住民の生活をさらに豊かにすることを目的として協定を締結しました。

連携事項

①商工振興に関すること。
②災害時における相互応援協力に関すること。
③その他、地域資源の相互活用に関すること。

問合せ まちづくり課 　商工係　℡：0558-52-1966
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まちのできごと～ Town News ～ Nishiizu Topicsまちのできごと～ Town News ～ Nishiizu Topics

　町内の認定こども園、小中学校で卒業（園）式
が行われ仁科認定こども園１１名、伊豆海認定こ
ども園１３名、仁科小学校２７名、田子小学校８名、
賀茂小学校１１名、西伊豆中学校４１名、賀茂中
学校６名が卒業（園）しました。
　３月 17 日に行われた、仁科認定こども園卒園式
では、お父さん、お母さん、先生が見守る中、元
気に返事をして修了証書を受け取り、立派に成長
した姿を見せていました。
　卒園児・卒業生は、たくさんの思い出と希望を
胸に、未来への第一歩を踏み出しました。ご卒業
おめでとうございます。

布製マスクの作り方教えます
　花粉症対策や咳エチケットにも必需品です。
安良里の原田みさ子さんに、布製のマスクの作り方をお
聞きしました。布製なので、洗剤洗い OK。内側のガー
ゼを取り換えれば繰り返し使えます。希望者に作り方の
ミニ講習会を開催します。
ご希望の方は健康福祉課健康係（電話： 52-1116） まで
お問合せください。

　新型コロナウイルスの影響を受け、マスク不足が続い
ている中、３月 24 日に町内のボランティアによる手作
りマスク 621 枚が町に寄贈されました。
　寄贈式にはボランティアの代表者２人と柏木昇会長

（社会福祉協議会） が出席し、町長と教育長にマスクを手
渡しました。
　寄贈されたマスクは教育委員会事務局を通じて町内小
学校の全校生徒 207 人に３枚ずつ配布されます。
　みなさんの想いがつまったマスクをありがとうござい
ました。

　２月 23 日、旧田子中学校でＮＰＯ法人国際ボラ
ンティア学生協会（ＩＶＵＳＡ）の学生約 100 人
と西伊豆町民でつくるまちづくりの祭典『クール
タウンフェス 2020』が開催されました。
　ＩＶＵＳＡが宇久須地区で栽培している健康野
菜、ヤーコンを使った料理、地域おこし協力隊の
活動ＰＲブースなど様々なブースが並び、訪れた
人は各ブースをまわりながら大学生との交流を楽
しんでいました。

　新型コロナウイルス感染症について

　町ではこのたびの新型コロナウイルス感染拡大をうけ、３月～
４月に開催予定のイベントを中止・延期とさせていただきました。
　また、風邪の諸症状があり、家庭での保育ができない園児（イ
ンフルエンザ以外の風邪の初期症状 ( 咳・鼻水 ) がみられる園児）
は、旧賀茂幼稚園で臨時的に保育が行われました。

　■相談窓口のご案内

　新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方は、電話での相談を通じて、ＰＣＲ検査の
できる「帰国者・接触者外来」への受診に確実につなげるため、下記へお電話ください。
賀茂保健所　
TEL 0558-24-2052（平日８：30 ～ 17：15）
TEL 090-3309-6707( 土日、祝日を含む上記以外）
静岡県庁の専門相談ダイアル
TEL 054-221-8560、054-221-3296（２回線とも平日８：30 ～ 17：00）
FAX 054-251-7188（平日８：30 ～ 17：00）

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
TEL 0120-565653（フリーダイヤル、平日・土日・祝日９：00 ～ 21：00）

ま 未

気 持ちのこもった手作りマスク621枚寄贈

クールタウンフェス 2020 開催 町内各園、小・中学校で卒業（園） 式開催
ちづくりの祭典 来への第一歩
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【休館日】毎週月曜日　　【利用時間】午前８時 30 分から午後５時まで

※土日祝祭日は、正午から午後１時までは休館
TEL:０５５８ー５６ー０２１２ TEL:０５５８ー５６ー０２１２

♪新しく入りました♪

新着図書

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

♪話題のおすすめ本　（図書館所蔵）

[DVD]
★泣くな赤鬼
★ブタがいた教室
[CD]
★馬と鹿／米津　玄師
★ WE　DO ／いきものがかり
★ CEREMONY ／ King　Gnu

熱源　　　第 162 回直木賞　著：川越　宗一
　樺太で生まれたアイヌ、ヤヨマネクフは故郷を奪わ
れたポーランド人や、若き日の金田一京助と出会い、
自らの生きる意味を見出し・・・。明治維新後、樺太
のアイヌに何が起こっていたのか。アイヌの闘いと冒
険を描く傑作巨編。

『暗約領域』大沢　在昌
『せんせい』重松　清
『騒がしい楽園』中山　七里
『空は逃げない』まはら　三桃
『わたしの美しい庭』　凪良　ゆう
『この冬、いなくなる君へ』いぬじゅん
『マカン・マラン』古内　一絵
『まったく、青くない』黒田　小暑
『安楽死特区』長尾　和
『やめるときも、すこやかなるときも』窪　美澄
『花咲小路一丁目の髪結いの亭主』小路　幸也
『焼きそばうえだ』さくら　ももこ
『日常に転がる奇妙な物語』早坂　どあ
『ピアニストだって冒険する』中村　紘子
『渋沢　栄一』今井　博昭
『生命起源の謎』いけのり
『老人初心者の覚悟』阿川　佐和子
『人をつくる読書術』佐藤　優
『未来を生きるスキル』鈴木　謙介
『認知症の母がくれた涙のプレゼント』ふみさん

『なんだろうなんだろう』ヨシタケ　シンスケ
『おたんじょうびの２つのたまご』

ジェニファー・K・マン
『じぶんでおしりふけるかな』ふかみ　はるお
『ベンソン先生にあたしはきっと☆はもらえない』

　　　　　　　　　　　ジェニファー・K・マン
『かいけつゾロリスターたんじょう』原　ゆたか
『うみのともだちぼくのともだち』おかだ　しんご
『雷のひみつ』こめ助
『牛乳のひみつ』深草　あざみ
『どろぼう団をつかまえろ』イソビ研究所
『いきもの漢字図』えざき　みつる
『答えは本の中に隠れている』岩波ジュニア
『オリンピックを呼んだ男』たばた　せいじ
『ねずみのペレスと歯のおはなし』

アナ・クリスティーナ・エレロス
『１２歳までに読みたい名作 100』なかじま　かつじ
『ルイーズ・ブルジョワ　糸とクモの彫刻家』

　　　　　　　　　　　エイミー・ノヴェスキー

♪利用者のおすすめ本　（図書館所蔵）
上級国民　下級国民　　　　著：橘　玲
　評題から予想していた内容よりも広範囲に及ぶ評論
であった。豊富な資料に基づき、精緻な分析がなされ
格差社会の状況を明らかにしている。対処法や解決策
を呈示していない所も潔い。読書が新たな認識を形作
ることを実感した。　　　　　　（仁科　70 代女性）

　すっかりあたたかくなり、春たけなわを実感する
毎日です。今月は『花』に関する本を特集します。

※図書館からのお願い※
　図書館で所蔵している視聴覚資料は、著作権を許可
された資料のため、市販されている物より高額です。
　取り扱いにはくれぐれもご注意ください。

４月のおはなし会は新型コロナウ
イルス拡散防止のため中止となり
ました。

図書館で本を借りるには？
西伊豆町立図書館利用者カードが必要です。
まだカードを作っていない方は、図書館カウン
ターで申請してください。

　皆様には日頃より教育委員会主催事業に関し、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
　さて、今年度の主な事業を下記のとおりご案内します。小さいお子さんから大人まで幅広く楽しんでいただけ
るよう、様々な企画を用意しました。より多くの皆様のご参加とご協力をお願いします。

社会教育事業　令和２年度の予定

４月 23 日〜５月 12 日は第 62 回こどもの読書週間です
公益社団法人読書推進運動協議会

《作者の言葉》
　大人になったいま、「あ、この絵本覚えてる」「このお話はこうだったなぁ」
と思い出す本にたくさん出会います。大人になっても思い出せる「とびっきり
の素敵な本」に、たくさん出会ってほしいという願いをこめました。
　こどもたちがもっと良い本にふれ、読書の習慣を身につけるといいですね。

出会えたね。とびっきりの１冊に。

令和２年度銃砲刀剣類登録審査会開催日案内
静岡県文化・観光部文化局文化財課

登録審査日 鉄砲審査 審査会場

東部
  ５月１２日（火） 〇

静岡県東部総合庁舎（沼津市高島本町１－３）　別館４階　第３会議室
１２月 １ 日（火）

※ 受付は午前９時３０分から午前１１時３０分までですので、時間内にご来場願います。
※ 審査は午後までかかる場合があります。
※ 鉄砲が登録できるのは、上の表の鉄砲審査日に〇印がある審査会のみです。
※ 会場会議室は、当日の事情により変更することがあります。当日は現地で確認してください。

お問合せ：静岡県文化・観光部文化財課　TEL（直通）054 －２２１－３１58

2020 年の標語に選ばれたのは、阿見信子さんのこの作品です。

　５月 17日（日）　町民ハイキング 下 旬　   　春の軽スポーツ教室（１回目）

　６月
中 旬　   　春の軽スポーツ教室（２回目） 27日（土）　賀茂郡子ども会球技大会
13日（土）　西伊豆町子ども会球技大会

　７月
  ４日（土）　子ども教室（計７回） 未 定　   　わくわく体験村子ども体験会（計４回）
  ５日（日）　スポーツフェスティバル 28日（火）　わくわくクラブサマーキャンプ開講式

　８月   １日（土）、２日（日）　わくわくクラブサマーキャンプ
　９月   ６日（日）　地区対抗バレーボール大会 上 旬　   　あゆの友釣り教室

10 月
上 旬　   　秋の軽スポーツ教室（３回目） 25日（日）　福祉大会および文化講演会
18日（日）　町民ハイキング

11 月 上 旬　   　秋の軽スポーツ教室（４回目） １４日（土）　青少年の意見・体験発表会
12 月   ５日（土）　第２１回しずおか市町対抗駅伝競走大会 １３日（日）　第１５回夕陽の郷マラソン大会
　１月  １０日（日）　成人式
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健康福祉課健康係
TEL:０５５８ー５２ー１１１６

　４月から児童福祉法が改正され、体罰は許されないものであることが法定化されます。
　しつけは、基本的な生活習慣や社会のルール・マナーなどを身につけるよう働きかけることです。
　保護者にとって「しつけ」のつもりでも、子どもにとって有害ならば、「虐待」になります。虐待はどのよ
うな理由であっても、正当化されるものではありません。

「しつけ」？「体罰」？

例えば・・・

・言葉で注意したが、言うことを聞かないので、頬を叩いた。
・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座させた。
・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった。 ▶ これらは全て体罰です！

　暴力は歯止めがきかなくなり、エスカレートする危険があります。虐待や体罰等を受けた体験がトラウマ
となり、子どもの心身にダメージを起こし、成長や発達に悪影響を与えます。
　背景に考えられるのは、保護者のこれまでの体験や、子育てや自身の心配事等でストレスが溜まっている
ことです。
　保護者の方は、大変な時には周囲にＳＯＳを出しましょう。また、地域全体で子どもの健やかな成長を見守っ
ていきましょう。

女性のがん検診が変わります
変更内容
①実施期間：４月～６月（この期間に受診が出来なかった方は、11 ～ 12 月でも受診可能です。）
②医療機関での個別検診：伊豆赤十字病院での検診が可能となりました。
③検診車での集団検診：聖隷沼津健康診断センターの検診車でも行います。

令和２年度対象者
子宮頸がん検診：２０歳以上で、年度末年齢偶数歳の女性
乳がん検診：４０歳以上で、年度末年齢偶数歳の女性
※ お手元に、４月中旬までに受診票が届かない方で、検診を希望される対象者の方は、健康福祉課健康係
　 までご連絡ください。

実施医療機関 予約連絡先 実施可能な検診 実施時期等乳がん 子宮がん
下田メディカルセンター 0558-22-2525 個別検診 個別検診 ５～６月、11 ～ 12 月
伊豆今井浜病院 0120-246-789 個別検診 個別検診 ５～６月、11 ～ 12 月
石田医院 0558-42-0078 個別検診 11 月（月・水・金）
臼井医院 0558-22-1221 個別検診 ５～６月、11 ～ 12 月
小川クリニック 0558-22-3210 個別検診 ５～６月、11 ～ 12 月
伊豆赤十字病院 0558-72-2148 個別検診 個別検診 ４～５月（月・木）
賀茂医師会 0558-52-1116 集団検診 11 ～ 12 月
聖隷沼津健診センター 0558-52-1116 集団検診 集団検診 ６月 29 日（他５日間）

　子育て世代が西伊豆町で安心して子育てができるように、妊娠、出産、子育て期に至るまで切れ目のな
い支援を実施します。お気軽にご相談ください。

子育ては不安がつきもの。みんなで子育て応援します！

西伊豆町子育て世代包括支援センターを開設しました

町では子育てに関するこのような相談事業も行っています
・パパママセミナー（妊婦さんとその家族の相談、交流）
・乳児妊産婦相談（赤ちゃんのこと、妊娠中や産後のこと等、助産師等による相談）
・産後ケア事業
　（助産院・産科、ご自宅での助産師による授乳、育児のアドバイス）
・ママヨガ（ママのリフレッシュヨガ、託児付き）
※ 詳しくは、子育て世代包括支援センター（健康福祉課　健康係）にお問合わせください。

・初めての妊娠・出産で不安…
・近くに親戚や友達等頼れる人がいない
・母乳は足りてるのかな？
・発達や体のことが心配…
・私の子育てこれでいいのかな
・育児疲れでイライラしちゃってる！
・なんだか気分が滅入りそう

　「困っているけど、どこに相談したら
いいかわからない　・・・」

　健康福祉課でお話を伺い、知りたい
情報を得られるよう、相談支援、コーディ

ネートをしていきます。
　抱え込まずにご利用ください。

健幸マイレージ　令和２年度 継続実施 !

１．令和元年度終了しなかったシートは、継続可能！
　　　（令和２年度も引き続き使用してください）
２．ボーナスポイントが変わります。
　　例　がん検診、特定健診の受診　　20 ポイント贈呈！
　　　　８月１０日開催 巡回ラジオ体操参加 １０ポイント
３．令和２年度の特典が変わります。　　
　　詳細は新しいシート、町のホームページ等参照、もしくは健康福祉課健康係にお問い合せください。
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お知らせ

Information情報コーナー

消費生活情報知って
おこう

下田警察署管内防犯協会　TEL：27-2766

消 費 者 ホ ッ ト ラ イ ン
賀茂広域消費生活センター
役 場 ま ち づ く り 課
下 田 警 察 署

【問合せ・相談先】
TEL：188
TEL：24-2299
TEL：52-1966
TEL：27-0110

▶相談内容：
【事業主の方】
・労務管理（賃金の支払い、解雇、休業手当など）
・雇用調整補助金、臨時休校に伴う休暇取得支援
助成金（新設）などに関する相談
・特別休暇制度の導入に関する相談　　

など
【労働者の方】
・休業手当、賃金等労働条件に関する相談
・退職、解雇、労働条件引下げに関する相談

など

■新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口を開設しました

静岡労働局　雇用環境・均等室　℡ 054-252-1212

▶その他：
①雇用調整助成金のご相談については職業安定部　
職業対策課（℡ 054-271-9970）でも対応して
います。

　静岡労働局は、新型コロナウイルス感染症に伴う事業主や労働者の方からの雇用・労働に関する各種
相談に対応するため、特別労働相談窓口を開設しました。

▶開設時間：
月～金曜日（祝日は除く）
８：30 ～ 17：15　

ポスター・標語・青パト写真募集 応募締切：５月 15 日（金）
　10 月に実施される「全国地域安全運動」
を啓発するため、ポスター・標語・青パト写
真を募集します。
　この機会にインターネットの使い方や子ど
も・女性の犯罪被害防止について考え、ぜ
ひご応募ください。

テーマ　　
 ①安全なインターネット社会の実現
～ SNS、メールの安全な利用～　
　　　　　　　　　　　　( ポスター・標語 )
②子ども・女性の犯罪被害防止
　　　　　　　　　　　　( ポスター・標語 )
③暴力団排除の徹底
～暴力団のいない街づくり～　( 標語のみ )

④青色回転灯装備車の活動中の写真

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
・デザインは四切サイズ (540㎜× 380㎜ ) のヨコ
描き ( 規格外は審査対象外となります )
・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課題につき一人１点
・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 ( 規格外は審査対象外とな
ります )
・デジタル写真可 ( ただし印画紙にプリントしたもの )
送付先　〒 415-8528　
　　　下田市東中７－８ 下田警察署管内防犯協会　

■賀茂障害者就業・生活支援セン
ター「わ」　サテライト相談会

賀茂障害者就業・生活支援センター「わ」
　  ℡0558-22-5715

■健幸マイレージ抽選会（令和元
年度 延期分）について
 健康福祉課　健康係

　　 ℡ 0558-52-1116

・障害のある人の就職や生活面で
の相談（障害者手帳をお持ちでな
い方の相談にも応じます）
・障害のある人たちを雇用する事
業主の皆さんの相談（これから雇
用される方の相談も可）
・自分らしく働ける場所を探して
いる方の相談
▶日時：毎月第２水曜日
10：00 ～ 12：00
▶場所：西伊豆町保健センター（４
月、６月、７月、９月、10 月、
12 月、１月、３月）宇久須支所（５
月、8 月、11 月、２月）

　当日参加して頂いて抽選会を行う
予定でしたが、新型コロナウイルス
感染予防のため、元気アップシート
投函していただくことになりました
のでご了承ください。
抽選会参加方法
　３月 31 日までに終了した元気
アップシートを支所・出張所・健康
福祉課にある抽選箱に投函又は、健
康福祉課に送付してください。
▶投函締切：４月 14 日午後５時（送
付は必着）
▶抽選会実施日：４月 16 日 午後１
時 30 分
▶実施場所：役場 １階ラウンジ
▶実施方法：投函された元気アップ
シートを町長がひきます。
▶景品配布方法：当選者には、後日
ご連絡させていただきます。支所・
出張所・健康福祉課で贈呈します。

■納付は計画的に！■国税専門官採用試験
　 受験者募集案内

名古屋国税局　人事第二課
　   試験係　℡ 052-951-3511

▶職種：国税専門官（大学卒業程度）
▶受験資格：①平成２年４月２日～
平成 11 年４月１日生まれの者
②平成 11 年４月２日以降生まれ
のもので次に掲げる者
・大学を卒業した者及び令和３年
３月までに卒業する見込みの者
・人事院が上記に掲げるものと同
等の資格があると認める者
▶申込方法：インターネット（人事
院 HP）によりお申込みください。
▶受付期間：３月 27 日（金）９：
00 ～４月８日（水）（受信有効）
※ インターネットでお申し込み
が出来ない環境にある場合は、問
合せ先までご連絡ください。
▶試験日：第１次試験６月７日（日）
第２次試験７月 8 日（水）～７月
17 日（金）のうち、いずれか指
定する日

■令和２年度肝炎ウイルス検査、
ＨＩＶ検査、梅毒検査、ＨＴＬＶ
－１検査、骨髄バンクドナー
登録について

賀茂保健所　地域医療課
　　℡ 0558-24-2052
　  松崎保健支援室
　　℡ 0558-42-0262（相談のみ）

▶日時：原則第３木曜日　
　　　　9:00 ～ 12:00
午 後、 夜 間 検 査：13:30 ～
15:00、17:30 ～ 19:00
検査日：１/21（木）、２/18（木）、
３/ ４（ 木 ）、 ４/16（ 木 ）、 ５
/14（木）、６/11（ 木）※、７
/ ９（木）、８/13（木）、９/17

（木）、10/15（木）、11/12（木）、
12/10（木）※
※６月、12 月は午後・夜間検査
　を予定。
▶検査項目：
①Ｂ型肝炎検査
　（匿名・無料・要予約）
②Ｃ型肝炎検査
　（匿名・無料・要予約）
③ＨＩＶ検査
　（匿名・無料・要予約）
④梅毒検査（匿名・無料・要予約）
⑤ＨＴＬＶ - １検査　

（無料・要予約、11 月のみ実施）
▶会場：下田総合庁舎別館１階相談室
▶結果：①検査当日の午後２時以
降に本人に口頭で告知
②午後検査時は午後３時以降に本
人に口頭で告知
夜間検査時は午後７時以降に本人
に口頭で告知
※ＨＴＬＶ－１検査結果は数日～
１か月後に本人に口頭で告知
▶その他：①電話予約が必要です。

（検査前日の午後４時まで受付）
②検査は無料・匿名です。
③相談は随時受け付けています。
④上記同日に骨髄バンクドナー登
録を行えます。（前日までに要予
約）



30 2020.4 2020.4 31

人　　　口 7,685人（△27） 田 子 地 区 2,006人（△1）
世　帯　数 3,738世帯（△４） 仁 科 地 区 3,238人（△17）

男 3,662人（△10） 宇久須地区 1,402人（△４）
女 4,023人（△17） 安良里地区 1,039人（△５）

2 月 15 日～ 3 月 14 日の届出

受 日付 記

固定資産税　　　　　　１期
国民健康保険税　　　　過随時
後期高齢者医療保険料　過随時
介護保険料　　　　　　過随時

納期限は４月30日（木）です

お忘れなく （4 月分）

◎この欄に掲載を希望されない場合は、
　戸籍届出の時、お申し出ください。

夕陽鑑賞はいかがですか。

夕 陽 時 刻 表
の月４

1日～10日 18:06～18:13

11日～20日 18:14～18:21

21日～30日 18:22～18:29

（暫定値）

西伊豆町の交通事故件数
2月 累計

前年
2月
累計

増減

人身
事故 0 2 3 −１

死者 ０ ０ 0 ±０

傷者 0 2 3 −１

物損
事故 6 15 23 −８

人の動き （　）内は前月比3 月１日現在

編

記

集

後

【4月の救急当番医 西伊豆地区】

※救急当番医の確認等は、消防署（☎ 52-0119）、または当番医にお問い合せください。
最新の救急当番医は、（一社）賀茂医師会のホームページ（http://www.kamoi.or.jp/toban.html）でも公開されています。

ま

月 日 外　　科　　系 内　　科　　系 月 日 外　　科　　系 内　　科　　系

4/4 土
西伊豆健育会病院

（52-2366）

4/18 土
西伊豆健育会病院

（52-2366）
4/5 日 4/19 日

4/11 土 安良里診療所
（56-0016） 4/25 土

西伊豆健育会病院
（52-2366）

4/12 日 西伊豆健育会病院
（52-2366） 4/26 日

4/29 祝 西伊豆健育会病院
（52-2366）

※ 住民基本台帳法の改正に伴い、外国人住民の方を加えた情報を掲載して
います。

●●●●●お誕生おめでとう●●●●●
地区 氏　名 性別 保護者

下月原 稲毛　奈
な み

海 女 義人

～お知らせ～
　マイナンバーカードを利用して、全国の
コンビニエンスストアで、住民票・印鑑登
録証明書を取得することが出来ます！

（利用可能時間 6：30 ～ 23：00）
　証明書取得の際には、マイナンバーカー
ド交付時に設定した４桁の暗証番号の入力
が必要になります。

――――おくやみ申し上げます――――
地区 氏　名 年齢 世帯主
浦上 村松　ふくの 97 勇司

道西 松江　温子 75 拓夫

川向 山本　清 88 清

月西 栗田　堅一 89 堅一

大田子 山本　税 91 税
沢田 窪田　ゆきゑ 98 英之
中 長島　米子 76 秋宏

築地 武　厚美 81 厚美
仁科浜 渡邉　矩佳 72 矩佳
仁科浜 渡邉　三好 71 三好
大浜 土屋　みちよ 83 信明

仁科浜 石川　邦雄 83 邦雄
中 山本　武彦 87 武彦

も、日頃から気を付け、感染を予防しましょ
う。一日でも早く流行が治まることを祈って
います。

こちらは広報にしいずです。皆さんこんにち
は。新型コロナウイルス感染症が流行してい
ますね。新型コロナウイルス感染症対策の基
本は、手洗いと咳エチケットです。みなさん

４/ １ （水）

４/ ２ （木）

４/ ３ （金）

４/ ４ （土）

４/ ５ （日）

４/ ６ （月） ９：00　伊豆海認定こども園入園式
10：15　仁科認定こども園入園式

４/ ７ （火）
10：00　町内小学校入学式
13：00　西伊豆中学校入学式
13：30　賀茂中学校入学式

４/ ８ （水）

４/ ９ （木）

４/10 （金）

４/11 （土）

４/12 （日）

４/13 （月） ９：30　パパママセミナー（保健センター）

４/14 （火）

４/15 （水） 13：00　幼児健診（福祉センター）

月 お知らせカレンダー2020 ４
４/16 （木）

４/17 （金）

４/18 （土）

４/19 （日）

４/20 （月） ８：30　はんばた市場オープン

４/21 （火）

４/22 （水）

４/23 （木）

４/24 （金）

４/25 （土） 18：30　西伊豆堂ヶ島サンセットイルミ（堂ヶ島公園）

４/26 （日）

４/27 （月）

４/28 （火）

４/29 （水）

４/30 （木）

April

　町内でボランティア活動を行っている賀茂女会（手塚み
づほ会長）が、「小さな親切」運動県本部の実行章をを受
章しました。
　賀茂女会は 15 名のメンバーで構成され、1999 年から
安良里、宇久須地区の独居高齢者を対象に、手作りのおせ
ち料理を届ける活動を行っており、その活動が評価され、
今回の受章につながりました。
　２月 26 日に静岡銀行松崎支店で行われた贈呈式では、
手塚会長が賞状を受け取り、「このような章をいただけた
ことは、会員の今後の活動を続けるための力になります。」

と話しました。

賀
か も め

茂女会の皆さん

◀独居高齢者に届けるおせち料理
は、賀茂女会のみなさんが心を込
めて手作りしています。
　（昨年のおせち料理作りの様子）
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姉妹町から姉妹町から

市川三郷町だより

富士見町だより

問合せ

　今年で第 32 回をむかえる市川三郷町ふるさと夏まつり『神明の花火大会』。
　毎年、8 月 7 日固定開催の花火大会ですが、今年は、10 月 10 日土曜日の開催となります。
※ 開始時間、有料観覧席、交通規制、ＪＲ身延線時刻表などの詳細は、決定次第市川三郷町『神明の花
火ホームページ』等でお知らせします。

■開催日：１０月１０日（土）
■場所：三郡橋下流笛吹川河畔

今年の神明の花火大会は 10 月 10 日開催！

　2
ふ

月 2
じ み
3 日の「富士見の日」に合わせて、富士見の日 第 7 回フォトコンテスト表彰式や特産品の販売、

振舞いなどのイベントが、富士見町観光協会の主催で盛大に開催されました。
　フォトコンテストのテーマは「私のとっておきの富士見
町」。寄せられた作品はコミュニティプラザのロビーに展示
し、多くの方にご覧いただき、投票してもらいました。
　入賞作品は町のホームページでご覧いただけます。富士
見町の様々な絶景をぜひご覧ください。
　イベントブースでは、バイクレースで長野県を PR する

「Team 長野」によるバイク試乗体験や、豚汁の振舞い、缶
バッジ作りのブースが大人気でした。
　多くの方にとって、富士見町のことを知り、さらに好き
になれる１日となったのではないでしょうか。 富士見の日　第７回フォトコンテスト

最優秀賞「あれが私の家よ」

産業課　商工観光係　℡ 62-9342　富士見町観光協会　℡ 62-5757
URL：https://www.town.fujimi.lg.jp/

富士見の日　盛大に

問合せ  ふるさと夏まつり実行委員会　℡ 055-240-4157


