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～サンセットコインでマイナポイントを受取ろう～

 ■受け取りに必要なこと

本庁、支所、出張所で手続きができます。持ち物：①通知カード  ②印鑑  ③本人確認書類

手順１ マイナンバーカードの取得

手順２ マイナポイントの予約

手順３ マイナポイントの申込み

手順４ マイナポイントの受取り

本庁、支所、出張所で手続きが行えます。 持ち物：①マイナンバーカード  ②暗証番号（４桁）

９月から３月までに行うこと

手順1、手順2は
早めにご準備ください！
また、準備ができているか
確認してみましょう。

20,000円のチャージで町民限定

のポイントがもらえる30,000円

④住民基本台帳カード（持っている人のみ）
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・サンセットコインでうけとるマイナポイントは、自分のカード以外にはチャージできません。
・チャージは1人、１回のみ。20,000円のチャージに限ります。
・暗証番号をお忘れの方は、事前にマイナンバーカードと本人確認書類、印鑑をお持ちの上、
　ご本人が本庁で再設定してください。

Ａ   新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご家族の方でも手続きできます。
      本人からの依頼によりご家族の方が、特設会場にお越しになる場合は、当日、会場で
      代理申請書を記入していただきます。手順３、４で必要な持ち物をご持参ください。 

Ｑ　本人のかわりに家族が手続きできるの？

Ａ   本庁、支所、出張所で再交付の手続きが可能です。

Ｑ　サンセットコインカードを紛失しました。どうしたらいいの？

Ａ   本庁で手続きできます。スマホとサンセットコインカードが必要です。

Ｑ　サンセットコインをカードからスマートフォン（スマホ）へ移行はできますか？

 ■手順３、４　マイナポイントの申込み、受取りについて
次の特設会場で手続きが出来ます。※ 受付は特設会場のみとなります。

日程 場所 受付時間

９月 ２～  ３日（水、木）
９月 ８～  ９日（火、水）
９月15～ 16日（火、水）

宇久須住民防災センター
安良里中央公民館
田子公民館

午前９時から午後８時まで
※都合のつく会場へ
   お越しください。

９月23～ 24日（水、木） 健康増進センター

①マイナンバーカード、暗証番号（4桁）　②チャージするお金（20,000円）
③サンセットコインカード　　　④印鑑

持ち物

持ち物

注意点

 よくある質問

 ■サンセットコイン以外のキャッシュレス決済を希望する方へ
手順２、３の手続きを支援するため下記のとおり出張窓口を開設します。
手順２は、サンセットコインで受取る場合も受付できます。

日程 場所 受付時間
８月　５日（水）
８月１２日（水）
８月１９日（水）

田子公民館
安良里中央公民館

宇久須住民防災センター
午前９時から午後４時まで

①マイナンバーカード、暗証番号（4桁）　
②選択したいキャッシュレス決済の情報がわかるもの（カードなど）

問合せ まちづくり課 情報管理係 ℡52-1963
商工係 ℡52-1966

？？
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は窓口での申請を不要としました。対
象の方には、お持ちのサンセットコインカードへ令和２年９月30日（予定）に自動的
に付与されます。

① 令和２年４月１日現在、当町の第１号被保険者（65歳以上）
② 平成31年４月１日から令和２年３月31日の間、当町の第１号被保険者（65歳以上）
③ 平成31年４月１日から令和２年３月31日の間に介護保険のサービスを受けなかった方
④ 介護保険料及びその他町税などに滞納がない方
⑤ 生活保護を受給されていない方
⑥ 養護老人ホームなどへ入所していない方
⑦ 支給決定日に当町の第１号被保険者（65歳以上）である方

　介護サービスを受けていない方の経済的な負担軽減と、自らが介護予防に取り組み、
健康の保持増進に努める意識を広めることを目的に１万ユーヒを給付する西伊豆町独自
の事業です。

申請は不要です。
※支給を希望しない場合等は、介護保険係（℡52-1116）までご連絡ください。
　折り返し「西伊豆町健康づくり給付金受給辞退の届出書」を送付します。
　（届出期限：令和2年8月31日）

①から⑦の要件を全て満たしている方に１万ユーヒを支給

Ｑ：誰がもらえますか？（支給対象者）

Ｑ：どうして申請が不要になったのですか？

Ｑ：申請は必要ですか？

健幸づくり給付金
１万 ユーヒ給付

対象の方には
8月15日までに
お知らせの文書が
届きます。

６５歳 以上の皆さんへ

◀
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※ ポイントの単位は「ユーヒ」で１ユーヒの価値は１円です。
※ 令和２年度健幸づくり給付金の１万ユーヒの有効期限は、
    令和３年３月31日までです。

新型コロナウイルス感染拡大防止策によって影響を受けている町内事業者へ経済効果を
届けるとともに町内事業所へも健幸づくりへ関心を持ってもらい住民の方々の健康づく
りのサポートをしてもらうためです。

問合せ 健康福祉課 介護保険係 ℡52-1116

　ご自宅などに西伊豆町から問い合わせを行うことがありますが、ATM（現金自動
預払機）の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めるこ
とは絶対にありません。
　もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに西伊豆町役場又は最寄りの警察に
ご連絡ください。

Ｑ：どうしてサンセットコインでの給付となったのですか？

サンセットコインカードの再発行については、本庁（まちづくり課）
および各支所・出張所で可能です。

サンセットコイン
付与日

令和２年９月30日
（予定）

「健幸づくり給付金」に関する
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

サンセットコインについては、まちづくり課（℡52-1966）へ
お問い合わせください。
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　同一の医療機関などで入院や高額な外来診療を受ける時に自己負担額が入院・外来別で限度額までと
なる「限度額適用認定証」または、入院時の食事代も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を申請により交付します。
　認定証の交付を受けている方については、７月下旬ごろに更新用の申請書を送付していますので、引き
続き認定証が必要な方は再申請をお願いします。
　また、認定証の発行は随時行っています。窓口負担の軽減となりますので、健康福祉課、支所・出張
所に申請をしてください。
　なお、証の発行の可否については、年齢や世帯内の所得等によって異なりますので担当までお問い合
わせください。

　国民健康保険では、病気の予防および早期発見・早期治療により、健康の維持・増進を図るために、
人間ドックの助成を実施しています。また、今年度から新たに脳ドックの助成も始まります。

下記①～③の条件をすべて満たしている方
① 国民健康保険に加入している方
② 国民健康保険税の滞納がない世帯の方
③ 結果記入表（または結果記入表に代わるもの）を必ず提
　出できる方
※ 脳ドッグ助成は、①②③の条件以外に、 本年度町で行う
　 特定健診を受診された方、または同等の検査項目を実施
   し結果を提出した方が対象となります。

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度の特定
　 健診は、秋ごろ行う予定です。

※ 年１回限り
※ 人間ドックと脳ドックの助成の併用はできません。
※ 受診費用が助成金額に満たない場合には、領収書の金額が
　 支給対象となります。
※ 生命保険などにより人間ドック・脳ドックの費用を受けた      
　 場合にはその金額を差し引いた残額が支給対象となります。

人間ドックまたは、脳ドック

・人間ドック　25,000円/人
・脳ドック　　15,000円/人

問合せ 健康福祉課 医療保険係 ℡52-1116

国民健康保険に加入している皆様へ

「限度額適用認定証」等の更新について

人間ドック・脳ドックの助成について

助成対象

助成金額

助成対象者

申請から受診、助成までの流れ
人間ドック・脳ドックの予約
ご自分で医療機関に予約を
お願いします。

1

人間ドック・脳ドック受診申請
受診日の10日前までに
提出をしてください。

2

受診券の交付
申請受付後、
自宅へ郵送します。

3

助成支給申請書提出
受診後、質問票、健診結果
および領収書を添えて
申請してください。

4

助成金の支給
指定の口座に助成金を
支給します。

5

↓

↓

↓

↓
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　継続して手当を受給するには、年に１度の届出が必要です。現況届・所得状況届は、８月以降の手当
を引き続き受給される要件を満たしているかどうか、確認するためのものです。手続きがない場合は、
８月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。
　対象の方には、８月上旬に書類を送付しますので、忘れずに手続きをお願いします。

　父または母、両親がいない児童（18歳に達する日以降の３月31日まで）または法令で定める程度の障
害を有する児童（20歳未満）を養育している、ひとり親家庭などに支給される手当です。手当額は、扶
養する児童により異なります。また、所得によっては、一部支給になる場合があります。

　精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護、養育している父母などに支給される手当です。
　所得制限があります。

児童扶養手当を受給されているひとり親家庭等の方へ、給付金を支給します。
対象になる方は、現況届と同時に通知を送らせていただきます。

以下のいずれかに該当する方が対象です。
① 令和２年６月分の児童扶養手当が支給されている方
② 公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
　※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している
　 方と同じ水準になっている方

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付です。
現況届ご提出時に、担当が聞き取り調査を行います。

１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

１世帯５万円

問合せ 健康福祉課 福祉係 ℡52-1961

児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けられている皆さまへ

現況届・所得状況届の提出をお願いします

ひとり親世帯への臨時特別給付金について

■児童扶養手当とは？

■特別児童扶養手当とは？

対象者

対象者

給付額

上記、基本給付対象の①または②に該当する方の
うち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、収入が減少した方。　

給付額

■ 追加給付について
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問合せ 観光協会 ℡52-1268

　西伊豆町観光協会、商工会、堂ヶ島温泉旅館組合が、新型コロナウイルス感染症予防に対する独自の
取り組み「SAVE the NISHIIZU」を策定しました。

■SAVE the NISHIIZUとは？
　西伊豆町の全世帯および宿泊施設、お店、観光施設などの業種を対象とした新型コロナウイルス感染
症予防のための取り組みです。
　事業者へ消毒用アルコールや対策ポスターの配布、全世帯に向けて行動指針の周知・励行などの対策
を行っています。
■策定の目的
　私たちが暮らす西伊豆町はちょっと不便な小さな町ですが、
自然豊かで観光、漁業、農業と暮らす人々が、今まで様々な恩
恵を受けながら生活してきた大切な「 ふるさと 」です。
　新型コロナウイルスの蔓延を防ぐ為、不要不急の外出自粛要
請による経済活動の停止、収入の減少から先の見えない不安な
生活を余儀なくされるといった、生活自体が脅かされる危機的
状況にあります。
　また、経済的に耐えきれなくなる各地の企業は営業を再開し
て行くことになるかと思います。
　ここ西伊豆町でも商業施設等の営業再開、夏には観光客の増加などから町内外の方と交流する機会が
増えていきます。新型コロナウイルス感染リスクに対し、私達一人一人が郷土愛を持ち、防疫を学び、
出来る事を実行し、感染者を最小限に留めることが地域を守ることに繋がって行くはずです。防疫を学
ぶことで、誤解や差別的な行動を抑止することにも繋がります。
　つきましては、町の未来を見据え、地域全体の健康を第一に考え、新型コロナウイルスの感染予防対
策を打ち出し、地域一丸となって力を合わせて努力する「SAVE the NISHIIZU　私達が地域を守るプロ
ジェクト」に取り組みたいと存じます。
　感染者を最小限に抑える安全対策を地域全体で取り組むことにより、終息後の未来は大きく変わると
信じています。

手洗い・消毒などの基本的な予防活動を地域一丸となって努力しましょう
（基本生活衛生行動指針の全住民への周知と励行）

町外からの来訪者に対し、衛生管理への協力依頼をお願いします
（来訪者の健康状態事前確認や施設入場時の消毒要請など）

町内事業者の衛生管理強化に可能な限りの支援をいたします
（業種別行動指針の策定、アルコール消毒液等の確保、配布など）

SAVE the NISHIIZU - 私達が地域を守るプロジェクト - 

■基本指針

　新型コロナウイルス感染症対策
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　専門は、気象予測と気象防災。気象庁時代は長く予報と防災に関わる業務に従事。
　退職後は政策大学院大学や放送大学、日本気象予報士会、日本防災士会などで気象防災に
ついての講演・普及活動を行っているほか、タイムライン防災においても気象防災の分野
で支援を行っている。

東邦大学理学部生命圏環境科学科講師〔元 気象庁予報課長〕 村中 明氏による

にしいず ぼうさい講座

■ 防災対応は心の準備から
　西伊豆町でも、地震や気象災害への備えとし
てタイムラインの検討が行われています。
　タイムラインは時間の流れに沿って、災害を
もたらすような現象に備えて事前に防災対応を
行っていくものですが、実際に大雨や暴風など
が迫ってきた場合に常に円滑な対応をすること
は容易ではありません。災害時にしばしば指摘
されることに『正常化バイアス』があります。「自
分は大丈夫だろう」「まだ、大丈夫」「もう少し様
子をみたい」といった気持ちから避難など防災
行動の機会を逸してしまい、被害に遭ってしま
うことがあります。危険なことは理解している
つもりでも行動を起こすことができなければ、
せっかくのタイムラインを活かすことはできま
せん。タイムラインに沿った防災行動につなげ
るためには、“心の準備”が大切です。
　近年、気象の予測技術の進歩は著しく、台風

予報はもちろん、梅雨前線などによる大雨もあ
る程度は事前に予測することが可能となり、大
雨の危険があるような時には、気象台でも積極
的に気象情報を発表して防災対応を促すことに
しています。タイムラインに基づく防災対応で
は、大雨や暴風などの警報が発表される前、気
象情報が発表された時点から次の行動への準備
が必要になります。適切なタイミングで防災行
動に移るためには、次にどのように行動すべき
かをタイムラインでの行動と対応するように心
の準備をしておくことです。『正常化バイアス』
を回避し、身を守る行動に移るためのポイント
がここにあります。
　今後、策定予定のタイムラインを機能的に動
かすには、大雨や暴風の警報、土砂災害警戒情
報などを待つことなく、早い段階から心の準備
をして防災行動につなげるようにしましょう。

問合せ 防災課 防災安全対策係 ℡52-1965

・カメラ、スマホなどでなるべく４方向から撮る
ようにしましょう。
・浸水した場合は、浸水の高さが分かるように撮
りましょう。
※メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の
　写真を撮ると、被害の大きさがよく分かります。

毎年、9月1日に行っている総合防災訓練は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
県の総合防災訓練の中止に伴い、西伊豆町でも中止とします。

　災害で住まいが被害を受けたときは、片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存してお
きましょう。町から罹災証明を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、
大変役に立ちます。ポイントは、家の外と中の写真を撮ることです。

・家の中の被害状況写真は、
① 被災した部屋ごとの全景風景
② 被害箇所の「寄り」の写真を
　 撮影しましょう。
【想定される撮影箇所】
内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、
システムキッチン、洗面台、便器、ユニット
バスなど

家の外の写真の撮り方 家の中の写真の撮り方

住まいが被害を受けたら家の被害状況を                しましょう写真で記録写真で記録
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかの要件を満たす方は介護保険料が全額または
一部減免となる場合があります。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかの要件を満たす方は後期高齢者医療保険料が
全額または一部減免となる場合があります。

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、下記担当にお問い合わせください。

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、下記担当にお問い合わせください。

保険料減免の対象となる方
① 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、その属する主たる生計維持者が死亡、
　 または重篤な傷病を負った被保険者（65歳以上の方）
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する主たる生計維持者の収入減少（※）
　 が見込まれる被保険者（65歳以上の方）

※ 収入減少の具体的な要件
（１）事業収入等の収入が前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
（２）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

問合せ 窓口税務課 課税係 ℡52-1113

問合せ 健康福祉課 医療保険係 ℡52-1116

保険料の減免の対象となる方
① 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
世帯の方　 ⇒ 保険料を全額免除
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少（※）が見込まれる世帯の方
　 ⇒ 保険料の一部を減額
※ 収入減少の具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
（１）事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）
　　 が前年の該当事業収入等の額の10分の３以上の見込みであること
（２）前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
（３）減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下
　　  であること。
＊ 申請にあたっては、収入等を証明する書類が必要となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により
収入が減少した方へ介護保険料減免のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
後期高齢者医療保険被保険者の皆様へ保険料減免のお知らせ
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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。

　森林(もり)づくり県民税を財源として、荒廃森林の整備を進めている森の力再生事業の成果や今後の取
組について、皆さまの御意見を伺います。

　耕作されていない農地を有効活用し、アロエ栽培を始めませんか？
　高齢化による離農が進む中、西伊豆町農業経営振興会アロエ部会は、新たにアロエ栽培を始める方を支
援します。興味を持たれた方は、是非、説明会に御参加ください。

【営農例】
農地：1,000㎡、収量：８～ 12ｔ/年、
価格：75円/kg、収入：60～ 90万円/年
※ アロエは沿岸部・平野部なら露地でも
　 栽培でき、 鳥獣害に強い作物です。

■参加申込み先
西伊豆町役場 産業建設課　 
電　話   0558-55-0212   FAX   0558-54-6004
メール　kensetsu＠town.nishiizu.shizuoka.jp

賀茂農林事務所 森林整備課
電　話   0558-24-2082   FAX   0558-24-2163
メール　kamonou-sinrin＠pref.shizuoka.lg.jp

問合せ 総務課 検査管理係 ℡52-1111

問合せ 産業建設課 農林水産係 ℡55-0212

問合せ 産業建設課 農林水産係 ℡55-0212

　参加を希望される方は、事前に電話などで
お申し込みください。

工事名 工事概要 施工業者 完成予定日

令和２年度（町）岩谷戸線ほか舗装改修工事 舗装改修工事 花菱建設（株）
伊豆支店 令和２年８月31日

令和２年12月25日

令和３年２月26日

（株）フジヤマ
沼津営業所

（株）フジヤマ
沼津営業所

橋梁点検
56橋

トンネル点検
８箇所

令和２年度　道路メンテナンス国庫補助事業
トンネル定期点検調査業務委託

令和２年度　道路メンテナンス国庫補助事業
橋梁定期点検調査業務委託

日時 会場（住所） 定員

８月21日（金）19時～ 21時

入札結果（工事関係）のお知らせ

未来への森づくりタウンミーティング参加者募集

アロエ就農希望者説明会を開催します

西伊豆町保健センター２階会議室
（西伊豆町仁科395番地）

50名（先着順）

日時 会場
８月18日（火）
午後１時30分～ 保健センター ２階会議室

■タウンミーティング開催概要

主催：西伊豆町農業経営振興会 アロエ部会



2020.812

　皆さんこんにちは。
　7月初旬から、九州をはじめ岐阜・長野でも大雨による被害が相次いでいます。西伊豆町においても大
雨警報が何度か発令され、皆様も不安な思いをされたかと思います。
　また、今年は新型コロナウイルスの影響により、今後の避難行動においてどうしたらよいのかという
質問がありましたので、お答えをさせて頂きます。

　最近のテレビなどでもよく放送されていますが、山裾にあるお宅など
では万が一に備え、1階ではなく2階以上に避難をするという方法があり
ます。また、寝室などを２階にすることで、突発的な大雨など予期しな
い状況から身を守ることに繋がります。
　この度の、九州豪雨でも寝ていたら背中が冷たくなり浸水しているこ
とに気が付き飛び起きたという方がいらっしゃったようです。

　「OOが知りたい。」「OOはどうなった？」などありましたら、お気軽にお知らせください。
　【問合せ】　まちづくり課　企画調整係　　℡52-1966

自宅待機

避難とコロナ対策

西伊豆町長　星野です。

　町では、大雨警報や低気圧・台風の状況によって、事前に避難所を用意し、皆様がお越しになれる場所
を用意しておりますが、今年に限っては避難所も『密』にできないことから人数の制限や段ボールでの仕
切りを設けるなど、対策を行っております。
しかし、避難はしたいけれども、避難所も違う意味で心配とい
う方もいらっしゃるかと思います。
　ただ、避難することを躊躇しますと、大雨の中で移動をしな
ければならないなど、別の問題が発生します。ご家族や親類が
近くにいらっしゃる場合は、そちらに身を寄せるという事も一
つの方法ですので、ご検討いただければと思います。

事前にできることを行い、いざというときに備えて頂ければと思います。
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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。

８月に全国で公開される映画の撮影が
町内で実施されました。
詳細は、裏のページをご覧ください！

　昨年５月に結成した、ロケツーリズム推進プロジェクトチーム「ロケさぽ西伊豆」は、下記の
事業を予定しています。

問合せ まちづくり課 観光係 ℡52-1114

皆さまへのお願い

最新版ロケ実績

今年度の事業予定

ロケ地×グルメをコンセプトに町をPRする「全国ふるさと甲子園」に出展１

全国唯一のロケ地情報誌「ロケーションジャパン」へ特集記事を掲載2

過去のロケ実績を収録した「ロケ地MAP」を製作3

映像制作者を西伊豆町へお招きする「ロケハンツアー」の実施4

町内のロケ地を収録した「ロケ地DVD」の製作5

※ ロケさぽ西伊豆については、令和２年４月号の広報にしいずをご覧ください。

「ロケさぽ西伊豆」
の活動について

上記のほか、積極的なロケ誘致を実施します！
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平成６年４月２日以降に生まれた方で、高等学校卒業以上（卒業見込みを含む）の学歴
を有する方または同程度の学力を有すると認められる方

５人程度　※ 変更する場合があります。

① 受験申込書※   下田地区消防組合で用意するものを使用
② 卒業証明書等   最終学校発行の卒業証明書または卒業見込証明書
　                     （高校在学者は調査書）
③ その他           自分の宛先を明記し84円切手を貼付した返信用の長形３号封筒
　　　　            （235mm×120mm） ２枚

下田消防庁舎３階会議室（下田市六丁目1番14号）
※ 変更する場合があります。

〒415-0026　下田市六丁目１番14号　
下田消防本部　総務課人事財務係

問合せ 下田消防本部 総務課 ℡0558-22-1829

ホームページは
こちらから

　受付期間 令和２年８月11日（火）から令和２年９月17日（木）まで
受 験 資 格

採用予定人数

提 出 書 類

試 験 会 場

提 出 先

試験日、科目

※ 西伊豆消防署で配布、または下田地区消防組合ホームページからダウンロード可能です。 

日 科目
第１次試験 10月18日（日） 教養試験、作文
第２次試験 11月 ８日（日） 体力試験、口述試験（面接）
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まちのできごと～Town News ～

　７月１日、「ロケさぽ西伊豆」による、
「ロケツーリズムによる地域振興」をテー
マにしたセミナーが開かれ、約30人が参
加しました。
　藤崎慎一さん（㈱地域活性プランニン
グ代表）、ロケーションジャパン編集部マ
ネージャーの木庭清美さんが講師を務め、
ロケの受入れには行政と民間が連携し、
「チーム西伊豆」として活動することが大
事と話し、ロケツーリズムによる効果的
な情報発信は① 観光客の増加② 経済効果
③ 移住者増加と段階的に繋がると説明し
ました。
　講演会の後には、「ロケさぽ西伊豆」メ
ンバーによる第１回ロケさぽ西伊豆会議
が行われ、メンバーによる今後の活動に
ついての話し合いが行われました。

　７月９日、少子化などによる団員の減少から、
今年の３月末で解散した松風スポーツ少年団から
フレンズクラブスポーツ少年団へ部費70,359円で
購入したバレーボールなどのスポーツ用品が贈呈
されました。

　７月21 日、県の食中毒防止月間（８月）を前
に、西伊豆食品衛生協会が食中毒防止パレード
を行い、広報車の巡回やスーパーなどで食中毒
防止を呼びかけました。役場前では西伊豆食品
衛生協会会長椿直光さんから星野町長に象徴旗
の交換を行い、食中毒防止の重要性を改めて認
識しました。

観 光・移住・定住に繋げるロケツーリズム
ロケツーリズムによる地域振興セミナーin　西伊豆開催

松 風の思いを託して
松風スポーツ少年団から
フレンズクラブスポーツ少年団へ
スポーツ用品の贈呈

め ざそう、
みんなで食中毒ゼロ
食中毒防止パレード
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Nishiizu Topics

　６月25日、賀茂小学校で５年生を対象にまちづくり課観
光係の職員による出前授業が行われました。
　「西伊豆町の観光」をテーマに西伊豆町のご当地グルメや、
ガラス文化に触れ、西伊豆町の観光産業の魅力をアピール
しました。
　児童たちはメモを取りながら、積極的に授業に参加して
いました。

　７月、一色町内会では宝くじの社会貢献広報事業として
一般財団法人自治総合センターが行う「コミュニティ助成
事業」を活用し、公民館の備品を整備しました。
　整備した備品は、エアコン、シーリングライト、放送設
備などです。この事業により、地域住民が快適に公民館を
利用できるようになり、コミュニティ活動の効率化や新た
な活動の試みなどにつながることが期待されます。

　７月21 日、観光協会による海の安全祈願祭が
23 日に海水浴場が開設される乗浜海岸で開かれ
ました。
　観光業、商工業の代表者約20 名が参加し、町
内９つの海水浴場の安全と、新型コロナウイル
ス感染症の収束を願いました。

　７月２日、国道136号線堂ヶ島乗浜付近が土砂
崩れにより通行止めとなりました。
　町では龍海丸さんにご協力いただき、渡船によ
る帰宅・移動支援を行い、199人が利用しました。

海 の安全を願って
海の安全祈願祭開催 船 で下校

通行止めに伴う、
渡船による帰宅・移動支援

西 伊豆町ってどんな町？
まちづくり課観光係による出前授業

宝 くじ助成で公民館備品を整備
自治総合センターコミュニティ助成事業

▲船に乗り込む中学生
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　７月８日、１２月５日に静岡市で開催される市町対抗駅伝競走大会の結団式が行われ、候補選手約３０
人が出席しました。
　候補選手たちは、一人ずつ自己紹介をし「日々の練習を頑張る。」「去年のタイムを縮めたい。」と、今年
の大会に対する意気込みを語りました。
　渥美貴弘監督は、「昨年のタイムに負けないように、全員で一つのチームという気持ちを持って練習に取
り組んでほしい。」と、候補選手たちを激励しました。
　７月１５日には、１回目の全体練習が行われ、選手たちは一体感を持って取り組み士気を高めていました。

　西伊豆町教育委員会では、広く町民のみなさまにガラス工芸に触れていただき、ガラス文化への理解を
深めていただくため、ガラス工芸体験料を補助しています。
　ご友人やご家族、あるいはお一人でも、ぜひお気軽に体験してみてください！
【対象者】西伊豆町在住者　※ただし、団体などによる活動に対しては、対象外となる場合があります。
【補助金額】体験料の半額（上限１人１,５００円）※申請期間はありませんが、毎年一人１回のみとします。
【対応施設】 
①黄金崎クリスタルパーク（Tel：55-1515）
　[体験内容]・サンドブラスト・フュージング・ステンドグラス（５年生以上）・ハーバリウム・ジェルキャンドル

②ＧＯＲＩＬＬＡ　ＧＬＡＳＳ　ＧＡＲＡＧＥ　（Tel:55-1139）
③ＦＡＲＯ　（Tel:55-1582）
④光　箱　（Tel:55-1750）
※体験にお出かけの際は、マスク着用をお願いします。
※現在、②③④の工房は、新型コロナウイルス感染防止のため、当面の間体験の受け入れを休止中です。
　再開の時期が決定次第お知らせいたします。ご了承ください。

生涯学習だより
問合せ
教育委員会事務局
TEL：５６－０２１２

静岡県市町対抗駅伝競技大会西伊豆町結団式

ガラス体験工芸料を補助しています！

＊西伊豆町文化協会よりお知らせ＊
毎年１１月に開催する文化展と音楽芸能発表会は、今年度は中止とします。
「文芸にしいず」も発行いたしません。ご承知おきください。

ライトボックス

ガ ラ ー ジグ ラ スゴ リ ラ

フ ァ ロ
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　猛暑が続く中、夏野菜がおいしい時期になり
ました。今月は「野菜」についての本を、図書
館で特集します。

問合せ
西伊豆町立図書館
TEL：５６－０２１２【休館日】毎週月曜日　　【利用時間】午前９時から午後５時まで

※平日・土日祝祭日、昼休み全て開館

♪話題のおすすめ本　（図書館所蔵）♪

新着図書

『逆ソクラテス』 伊坂 幸太郎
『ワイルドサイドをほっつき歩け』 ブレディ みかこ
『猫を棄てる』 村上 春樹
『きたきた捕り物帖』 宮部 みゆき
『カインの傲慢』 中山 七里
『カケラ』 湊 かなえ
『syunkonカフェごはん ７』 山本 ゆり
『雑草×雑学』 徳間書店取材班 編
『日航１２３便墜落の新事実』 青山 透子
『お父さんは認知症』 田中 亜紀子
『ノースライト』 横山 秀夫
『エリザベスの友達』 村田 喜代子
『老いてこそ生き甲斐』 石原 慎太郎
『気がつけば、終着駅』 佐藤 愛子
『温泉&トレッキングガイド 静岡』 鈴木 渉 監修
『絵本は心のへその緒』 松居 直
『原田龍二の謎のいきものUMA大図鑑』 原田 龍二
『没イチ』 小谷 みどり
『静岡県の鉄道』 髙井 薫平
『夫婦喧嘩は買ったらダメ。勝ったらダメ。』
                                            野々村 有紀子

『とのさまぶたまん』 長野 ヒデ子
『すみっコぐらしのことわざ１０８』 有沢 ゆう希
『ぼくらしく、おどる』 大前 光市
『小学館の図鑑NEO岩石・鉱物・化石』 萩谷 宏 監修
『さらに ざんねんないきもの事典』 今泉 忠明 監修
『保健室経由、かねやま本館』 松素 めぐり
『コンガらガっち どうぶつえんでおでかけビンゴの本』 
　　　　　　　　　　　　　　　ユーフラテス
『うるしー』 開 一夫
『パンどろぼう』 柴田 ケイコ
『富士山にのぼる』 石川 直樹
『失敗図鑑』 大野 正人
『あいうえおさん』 森 絵都
『LEDのひみつ』 学研プラス
『メガネと視力のひみつ』 学研プラス
『薬剤師のひみつ』 学研プラス

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

♪利用者のおすすめ本　（図書館所蔵）♪

♪新しく入りました♪

[CD]
★YUZUTOWN／ゆず    ★REVIEWⅡ／GLAY
★ONE  PIECE  BEST  ALBUM
[DVD]　　
★ボヘミアンラプソディ   ★翔んで埼玉
★ざんねんないきもの事典２

注文の多い料理店                        著：宮澤　賢治
　山奥へ迷い込んだ二人の若い兵隊は、お腹がへっ
ていたところに一つの料理店を見つける。しかし、
その店はなんとも妙な店だった・・・。読み進むに
つれてどんどん怖くなっていく不思議な絵本。最初
は普通の注文がだんだんおかしくなり、罠にはまる
２人がとてもかわいそう。     （安良里　20代男性）

本の予約はウェブ、電話、図書館カウンターで
受けつけています。また、図書館にない本を借
りたい場合は、お気軽に図書館カウンターまで
お問い合わせください。

ワイルドサイドをほっつき歩け　著：ブレイディ みかこ
　『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』
を書いた著者の新作。中高年たちの恋と離婚、失業
と抵抗。そんな日常の大問題に右往左往する人たち
を描いたエッセイ集。

日　時：８月23日（日）　
            午後２時～午後３時まで
内　容：おはなし
場　所：西伊豆町立図書館（安良里中央公民館）
主　催：子ども読書アドバイザー
参加費無料、予約不要です。お気軽にご参加ください。
※しばらくワークショップはお休みします。
   ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。

8月のおはなし会
みんな、おいでよ！
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　歳を重ねていっても、地域でいきいきと安心して過ごしていくことができるように、地域リハビリテ―
ション連絡会が平成３０年２月から取り組み始め、その後地域の方が主体となって実施されているラジオ
体操。
　新型コロナウイルス感染症による自粛に入る前には、西伊豆町全体で３１ヶ所
およそ５２０人の方が、地域でのラジオ体操に参加していました。
　現在は、感染症対策による３密（密集、密閉、密接）を避けた新しい
生活様式で、地域でのラジオ体操が再開されています。

　ある地域では
　高台に家がある方が、定時になると
ラジオ体操の曲を流し、周辺の方たちが
その曲を聞きながら自宅の庭で体操する、
という3密を避ける工夫をしています。

　ソーシャルディスタンスを保って、ラジオ体操の曲に合わせて体を動かしている姿、顔を見るだけでも、
お互いが安心するコミュニケーションになっていたと感じます。

　新しい生活様式の中で、西伊豆町の各地域で行われているラジオ体操は、大きな健幸づくりの手段であ
り、「自分の健康は自分で守り作り上げていく。」ということを改めて感じています。

自粛明けの地域の皆さんの声
「地域でやっていないと、自分ではやらない日もあった。」
「ラジオ体操しないと、体や気持ちがなんか変だ。」
「外出自粛中でも、毎日やってたよ～。体操しないと１日が始まらない。」
「家でもやっていたけど、やっぱりみんなと会うと安心する」
「人との交流が大事と改めてわかったよ」

やっぱり
ラジオ体操はいいね！
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問合せ
健康福祉課健康係
TEL：52－1116

ラジオ体操の効果
第１・第２を合わせても約６分21秒の体操を続けることで、　
●筋力がつき日頃や不意の事態に備える身体になる
●血液やリンパの循環機能を促進し、代謝も向上！

◆ワンポイントアドバイス◆
力まずに呼吸しながら、楽しく体を動かしましょう！

毎日でなくても、小規模でも、近くの人と体を動かしませんか？
学生の皆さんも、夏休みには、地域のラジオ体操に参加してみてはいかがですか？

≪令和元年度　賀茂地区『こどもから大人へのメッセージ事業』事前アンケートの結果≫
実施小学校 ６校
・半数以上の児童の家族に喫煙習慣があった。
・父親についで、母親もたばこを吸う人が多い。⇒賀茂地域の特徴「女性の喫煙率の高さ」がうかがえる。
・54％の家族が児童の前でたばこを吸っている。

健康増進法、静岡県受動喫煙防止条例に基づく、新しい受動喫煙防止対策が始まっています。

小さな頃から、タバコの煙がある環境が“通常”となっており、受動喫煙によるニコチン依存症につながっ
ていくことが心配です。
　自然豊かで空気のきれいな町、西伊豆町。
　施設内外、家庭でも、煙のない環境をつくっていきましょう！

体力や免疫力が向上し細菌やウイルスが体内に侵入するのを防ぎます！

⬆
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▶試 験 日：11月８日（日）
▶試験種類：甲種・乙種全類・丙種
▶申請期間
①電子申請：
８月28日（金）～９月７日（月）
②書面申請：
８月31日（月）～９月10日（木）
▶受験場所：下田市他６会場
▶そ の 他：詳細は、消防試験
研究センター静岡県支部ホーム
ページをご覧ください。また、
新型コロナウイルス感染症の影
響により日程・会場の変更をす
る場合があります。

　東洋水産株式会社では、地域
社会への貢献活動の一環として、
カサゴなど約10,000匹の稚魚の
放流を行います。
▶開催日時：９月２日（水）
10：00～ 11：30
※ 悪天候の場合は９月９日（水）
に延期予定
▶場 所 ：大田子海水浴場
▶その他：①お越しいただいた
方には、先着で商品をプレゼン
トします。②新型コロナウイルス
の状況により、内容の変更また
は中止する場合があります。

▶開催日時：10月２日（金）
10：00～ 16：00
▶会 場 ：沼津労政会館２階
第１会議室（沼津市高島本町１－３）
▶相談内容：価格、賃料、その他
不動産に関すること
▶申込方法：当日会場で受付
（受付締切時刻15：30）

～ひとりで悩まず、電話してください～
▶内容：いじめや体罰、虐待な
どのお悩みについて、気軽にお
電話ください。家族からの相談
も受け付けています。
▶受付期間：
８月28日（金）～９月３日（木）
８：30～ 19：00
※土・日曜日は10：00～ 17：00

　企業の海外展開や科学技術の進展など、社
会の変化に対応できる人材を育成するため、
沼津技術専門校および清水技術専門校の教育
内容を高度化し、静岡県立工科短期大学校を
開校します。

▶学科及び定員：
【沼津キャンパス】（沼津市大岡4044-24）機械・生産技術科(20人)電子情報技術科(20人)情報技術科(20人)
【静岡キャンパス】（静岡市清水区楠160）機械・制御技術科(30人)電気技術科(20人)建築設備科(20人)

■令和２年度危険物取扱者試験
   日程のお知らせ

問 下田消防本部予防課
℡0558-22-1849

■【令和３年４月開校】 
　静岡県立工科短期大学校学生募集

問 県経済産業部職業能力開発課　℡054-221-2821

■不動産無料相談会開催

問 公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会
℡054-253-6715

■稚魚放流活動の実施について

問東洋水産株式会社
　　　℡03-3458-5413

■全国一斉
  「子どもの人権１１０番」強化

問 静岡県人権擁護委員連合会
℡0120-007-110

Eﾒｰﾙ：syokunow@pref.shizuoka.lg.jp　
ホームページ：https://scot.shizuoka.jp

区分 高等学校長推薦入学試験 一般入学試験 一般入学試験

試験日
試験科目
試験会場

▶募集日程、試験科目：
高等学校長推薦
入学試験

事業主推薦
入学試験

出願受付
期間

第１次 第２次 第３次 第４次
９月２日(水) ～
９月16日(水)

10月７日(水) ～
10月21日(水)

９月27日(日) 11月１日(日)

11月25日(水) ～ 12月９日(水) 令和３年１月19日(火) ～
      ２月３日(水)

12月20日(日) 令和３年２月14日(日)
数学Ｉ、面接

清水技術専門校（静岡市清水区楠160）
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知って
おこう 消 費 者 ホ ッ ト ラ イ ン　TEL：188

賀茂広域消費生活センター　TEL：24－2299
役 場 ま ち づ く り 課　TEL：52－1966
下 田 警 察 署　TEL：27－0110下田警察署館内防犯協会　TEL：27－2766

【問合せ・相談先】

　国勢調査は、最も基本的で重
要な統計調査であり、日本に住
む全ての人・世帯を対象に、世
帯員の構成や住まい、就業の状
況などについて調査し、日本全
体の状況を把握するため５年ご
とに行われています。
　日本の未来をつくる大切な調
査に、ぜひ皆さまの力を貸して
ください！
▶報 酬 ：約30,000円～約
70,000円　※ 受け持ち調査区
数、調査世帯数により変動します。
▶主な仕事： ①調査員説明会へ
の出席、担当地域の確認（８月
下旬～９月上旬）②調査票などの
配布、記入依頼（９月中旬～９
月末）③配布した調査書類の回

　ふるさと納税は、寄付をする
方が自らの意思で納税先や使い
道を選び、ふるさとを応援する
制度です。その理念や趣旨を広
げるため、お盆で帰省する方が
多い８月を「普及啓発月間」、寄
付が多くなる年末を控えた11月
を「利用促進月間」とし、制度
の啓発や利用促進に努めます。
　ふるさと納税でいただいたご
寄付は、事業を進めるための大
切な財源となり、西伊豆町の活
性化につながります。
　町外にお住いのご家族やご友
人に、ぜひ、お声かけをお願い
します。

収・点検・整理・提出（10月上
旬～ 10月中旬）
▶調査員要件：①20歳以上の方
②警察官、選挙事務に直接関係
がない方③責任を持って調査に
従事していただける方
▶申込方法：まちづくり課企画
調整係まで電話にてお申し込み
ください。

　松崎支援室窓口業務の変更に
伴い、８月３日（月）から西伊
豆食品衛生協会・温泉協会西伊
豆支部は下記住所へ移転します。
【新住所】西伊豆町福祉センター
内１階

　スマートフォンを利用している子ども
が、フィルタリングを設定していなかっ
たり、SNSで知り合った相手を安易に信
用して、児童買春や自画撮り被害などの
性被害に遭っています。
※ 子どもが自ら、裸の写真を「自撮り」
　 して、投稿するなどした場合、犯罪
行 為として検挙される場合があります。
　ふじネットの他にも、「使用時間を決
める」「友達を傷つける書き込みをしな
い」など、ご家庭でスマートフォンを使
用する際のルールを作りましょう。

しずおかポリス ふじネット
～インターネット起因による
         子どもの性被害防止活動～

■国勢調査調査員を募集します

問役場まちづくり課 企画調整係
℡52-1966 ℡52-1114

■ふるさと納税で西伊豆町を応援

問役場まちづくり課 ふるさと納税係

■事務所移転のお知らせ

問西伊豆食品衛生協会　
℡0558-36-3467

℡0558-42-0130（9/15 まで）
温泉協会西伊豆支部
℡0558-52-2010

ふじネット
フィルタリングを利用する！ふ

自撮りをしない！送らない！じ

ネットで知り合った人と会わない！ネット
ネットでは、多くの人と知り合えますが、犯
罪をしようと考えている人もいます。
ネットで知り合った人と会うのは危険です。

自分の顔写真や裸の写真をスマートフォンで
送ると、ネット上から削除することは困難です。

ネットには、危険な情報がたくさんあります。
フィルタリングは、危険な情報から子どもを
守ります。



6月 累計
前年
6月
累計

増減

人身
事故 1 7 10 -3

死者 0 0 0 ±0

傷者 2 8 13 -5

物損
事故 6 45 55 -10

（暫定値）

西伊豆町の交通事故件数
8 月 の

夕 陽 時 刻 表
夕陽鑑賞はいかがですか。

1日～10日 18：39～18：47

11日～20日 18：27～18：37

21日～31日 18：13～18：26

人       口 7,584人（△19） 田 子 地 区 1,979人（△5）
世 帯 数 3,738世帯（△7） 仁 科 地 区 3,194 人（△6）
男 3,606人（△8） 宇久須地区 1,396 人（△1）
女 3,978人（△11） 安良里地区 1,015 人（△7）

人の動き （　）内は前月比7月１日現在

※ 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。

お忘れなく

記日付受
6月 15日～ 7月 14日の届出

おくやみ申し上げます

地区 氏　名 性別 保護者

宇久須浜 深沢 栞 女 剛

地区 氏　名 年齢 世帯主
大久須 鈴木 芳江 96 芳江
大久須 川嶋 咲枝 95 咲枝
大久須 山本 わき 91 辰男
大久須 佐藤 澄子 92 澄子
天坂 長島 和司 82 和司
浜川西 長島 惟 84 惟
浜川西 齊藤 梢 81 義廣
道東 錫切 武知 81 武知
大田子 山本 　もゑ　 96 一平
月西 関 もとゑ 92 もとゑ
沢田 鈴木 ミツル 83 ミツル
中 麻生 次郎 83 次郎
大沢里 鈴木 精 87 精
一色 山本 一真 23 信一
仁科浜 渡辺 典明 34 喜行

◎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。

～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。

（8月分）

町県民税（普徴）　　　　 ２期
国民健康保険税　　　　 ３期
後期高齢者医療保険料　 １期
納期限は８月 31日（月）です

■先月号の訂正について
７月号受付日記に誤りがありました。
 お詫びして訂正いたします。
【訂正箇所】お誕生日おめでとう：保護者欄
【誤】藤井 健二　【正】藤井 健仁

夫 妻
地区 氏　名 地区 氏　名
沢田 山田 龍哉 静岡市 平岡 里菜

♥♥♥♥おしあわせに（結婚）♥♥♥♥
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籐

　 確認しませんか？

登録方法

メール配信の内容 その他

放送内容をメールで
　　

　町では、同報無線放送の内容をメールで受け取るこ
とができる「西伊豆町メール配信サービス」を行って
います。
　皆様のご登録をお願いします。

・防災、防犯情報
・観光イベント情報
・生活情報

・登録は無料です。ただし、
  メール受信などにかかる通
  信料、パケット通信費は登
  録された方のご負担となり
  ます。

① 右のQRコードを読み取り「空メール」　 
　 を送信してください。
② 登録用URL が記載されたメールが届いたらサイトへ     
    アクセスし登録してください。



8 / 1（土）

8 / 2（日）

8 / 3（月）９：30　パパママセミナー（福祉センター）

8 / 4（火）

8 / 5（水）10：00　シルバーリハビリ体操指導士　　　　  養成講座（旧賀茂幼稚園）
8 / 6（木）

8 / 7（金）8：45　幼児相談（福祉センター）

山の日

8 / 8（土）

8 / 9（日）

8 /10（月）

8 /11（火）

8 /12（水）10：00　障害のある人のための就労相談会）所支須久宇（             
8 /13（木）

8 /14（金）

8 /15（土）

8 / 16（日）

8 /17（月）

8 / 18（火）

8 /19（水）
10：00　シルバーリハビリ体操指導士
　　　　  養成講座（安良里中央公民館）
13：00　幼児健診（福祉センター）
13：30　行政相談日（田子公民館）

8 /20（木）14：00　からだすっきりエクササイズ）ータンセ進増康健（             
8 /21（金）

8 /22（土）

8 / 23（日）14：00　おはなし会（安良里中央公民館）

8 /24（月）

8 /25（火）

8 /26（水）

8 /27（木）

8 /28（金）９：30　年金相談（宇久須住民防災センター）

8 /29（土）

8 /30（日）

8 /31（月）

月2020 8

月 日 外 科 系 内 科 系

8/1 土

8/2 日

8/8 土

8/9 日

8/10 月・祝

月 日 外 科 系 内 科 系

8/15 土

8/16 日

8/22 土

8/23 日

8/29 土

8/30 日

※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。

【8月の救急当番医 西伊豆地区】

編 集
後 記

2020.8 25

こちらは広報にしいずです。みなさんこ
んにちは。
　８月１日（乗浜海水浴場のみ７月23
日）から町内海水浴場が開設されるなど
西伊豆町の夏が始まりました。
　屋外の取材も増え、じりじりと照り付
ける太陽と、今年は新型コロナウイルス

感染症予防のためマスクも着用している
ので、汗が止まりません。
　マスクを着用すると体温が上昇しやす
くなるため熱中症のリスクが上がりやす
くなってしまうそうです。
　こまめな水分補給などを行い、新しい
生活様式の中で熱中症に備えましょう。

西伊豆健育会病院
（☎52-2366） 西伊豆健育会病院

（☎52-2366）
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西伊豆町役場　まちづくり課

姉妹町から

広　報

　山梨県の小さな町市川三郷町から大きな感動を届け続ける
神明の花火大会。
　全国でも指折りの町内花火業者とともに市川花火の伝統が、
新型コロナウイルスにより大きな影響を受けています。
　今年の神明の花火大会が中止となったのを始めとして、全
国各地の花火大会やイベントが中止となってしまい、これか
ら最盛期を迎える花火の需要が大幅に減少してしまったので
す。それに伴い、市川三郷町の伝統ある花火産業を受け継ぎ、
守り続けてきた花火関連団体・花火業者が苦境に立たされて
います。
　このままでは「神明の花火大会」はもちろんのこと、市川
三郷町の花火産業、さらには町内花火業者が参加している全
国の花火大会の存続も危なくなってしまいます！
　そんなことは何としてでも避けたい！来年も多くの人に市
川三郷町の素晴らしい花火を見てほしい！
　市川花火の伝統、神明の花火大会の伝統の「火」を消さな
いために、あなたの力を貸してください！ご協賛の返礼品と
して2020神明ポロシャツ、タオルなどご用意しております。
是非ご覧下さい！

　本企画はクラウドファンディング
サイト「CAMPFIRE」にて行います。
　下記のURLよりアクセスのうえ、
ご協賛をお願いいたします。

　添 付 画 像 のＱＲ
コードを読み取って
アクセスすることも
できます！

　8月10日は何の日かご存知でしょうか。国民の祝日の一つ、「山の日」です。
　国民の祝日に関する法律では、山の日は「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日と定められ
ています。例年は8月11日に定められている祝日ですが、予定されていた東京オリンピック・パラリン
ピックの準備・運営のため、今年は特例的に8月10日となっ
ています。
　富士山を望む富士見町は、雄大な八ヶ岳と眺望豊かな入笠
山にいだかれた高原の町です。毎日のように山を眺め、山か
らの恩恵を受け生活を営んでいます。
　まだ県を跨ぐような大きな移動にためらいの残る昨今です
が、こんな時だからこそ、地元の良さを再発見する良い機会
となると感じています。西伊豆町の皆さんも、状況が落ち着
いたときは富士見町の自然を楽しみにぜひお越しください。

あなたの力を貸してください！
神明の花火クラウドファンディング

■ご協賛の方法

自然に親しみ、山の恩恵に感謝する日

晴れた日の絶景を
ぜひご覧ください

アサギマダラ
（撮影：入笠湿原）

特別天然記念物
ニホンカモシカ

きれいな水も
山からの恩恵です

URL：https://camp-fire.jp/projects/
299733/preview?token=2siqnnkb




