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　４月19日、町長および町議会議員の当選証書
付与式を役場保健センターで行い、当選を決めた
星野淨晋氏および町議会議員（10名）に町選挙
管理委員会の角屋委員長から当選証書が手渡され
ました。　

■西伊豆町長選挙

令和３年４月18日執行
西伊豆町長選挙
西伊豆町議会議員選挙の結果

投開票結果

当選証書付与式

区分

男
女
計

3,145
3,518
6,663

投票当日
有権者数

2,411
2,800
5,211

投票者数

734
718
1,452

棄権者数

76.66
79.59
78.21

投票率

5,184 27 5,211

有効投票数 無効投票数 計
投票総数

■西伊豆町議会議員選挙

区分

男
女
計

3,145
3,518
6,663

投票当日
有権者数

2,410
2,800
5,210

投票者数

735
718
1,453

棄権者数

76.63
79.59
78.19

投票率

5,142 68 5,210

有効投票数 無効投票数 計
投票総数
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西伊豆町長選挙当選者

西伊豆町議会議員選挙当選者（得票数順）

星野　淨晋（43）

仲田　慶枝（64） 浅賀　元希（64） 芹沢　孝（68）

西島　繁樹（73） 高橋　敬治（70） 増山　勇（70）

堤　和夫（67） 堤　豊（67） 山田　厚司（62） 松田　貴宏（40）
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　　令和３年度　消防団入退団式

消防訓練指導員及びラッパ手名簿

問合せ 防災課 防災安全対策係 ℡52-1965

　４月７日、令和３年度西伊豆町消防団入退団式が健康
増進センターで行われました。今年度は、新型コロナ
ウイルス感染症を考慮し、副分団長以上の団員と新入団
員のみの出席とし、規模を縮小して実施しました。
　式では、新入団員８人を代表して堤渉真さんが力強く
宣誓し、下川団長からは「宣誓を忘れることなく、強い
防災意識を持ち、先輩団員とともに消防活動に努めていた
だくことを期待しています。」と訓示がありました。星野
町長からは、「消防団員としての自覚と誇りをもって、郷
土愛と己の良心に従い、消防活動にあたっていただくこ
とを期待しています。」と語りました。
　また、退団者18人を代表して、前消防団長の須田美光
さんが「一住民として消防団活動にできる限り、協力し
ていきたい。」と語りました。
　消防団は、住民の生命財産を守るため、日頃の訓練や
夜間パトロールを実施しています。火災や災害が発生した
際は、地域住民や消防団OBの御協力が何よりも心強い
ものです。今後とも御支援、御協力をお願いします。

令和３年度消防団役員（敬称略）

団
長

下
川　
智
弘

副
団
長

鈴
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宏
男

副
団
長

山
本　
健
一

本
部
長

齋
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史

第
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団
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高
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斉

第
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団
長

淺
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第
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団
長

渡
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一
郎

第
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分
団
長

石
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団
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駒
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慎
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長
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浩
行

新
入
団
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代
表
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宣
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教育訓練指導員
種別

ポンプ車操法
訓練礼式

第１分団
第４分団

団員
班長

萩原　宏実
堤　淳次

分団名 階級 氏名
西伊豆町消防団訓練指導員

種別
訓練礼式
訓練礼式
訓練礼式

ポンプ車操法
ポンプ車操法
小型ポンプ操法
小型ポンプ操法
小型ポンプ操法

第３分団
第５分団
第２分団
第５分団
第１分団
第３分団
第４分団
第２分団

分団名
班長
班長
団員
班長
団員
部長
班長
団員

階級
山本　勉
森　浩史
藤井　崇史
佐久間　正利
鈴木　博
藤井　敏徳
堤　成弘
高木　七洋

氏名

西伊豆町消防団ラッパ手
分団名
第１分団
第２分団
第３分団
第４分団
第５分団
第６分団

班長
部長
班長
団員
団員

機能別団員

階級
藤井　亮太
高木　良文
山本　勉
藤井　洋平
堤　圭祐
平馬　吉晴

氏名
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行政相談のご案内

問合せ 窓口税務課 窓口年金係 ℡52-1112

問合せ 窓口税務課 窓口年金係 ℡52-1112

　４月１日付けで髙木君人さん（安良里）と藤井すわ子さん（仁科）が、総務大臣から行政相談委員に委
嘱されました。
　行政相談委員は、国などの仕事について皆さまからの苦情、要望、意見などを聴き、そこで明らかになっ
た問題を関係する行政機関へ通知します。また、受け付けた相談に対して、相談者にアドバイスをするこ
ともあります。相談は無料、秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

窓口受付時間：平日午前８時30分～午後５時15分（受付時間外は留守録音）
上記に電話がつながらない場合は、ＴＥＬ 054-254-1100
　　　　　　　　　　　　　　　 ＦＡＸ 054-254-6513
インターネットホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
（検索サイトからは、「行政相談受付」で簡単アクセス）
〒420-0853　静岡市葵区追手町９－50　静岡地方合同庁舎５階

　今回、行政相談員としてご尽力をいただいた
鈴木雅文さんが退任されました。
　鈴木さんは行政相談委員として平成29年度
から４年７か月の間、町民と行政をつなぐ架け橋
として活動されました。４月９日町長室において
総務省静岡行政監視行政相談センター所長から
感謝状が贈呈されました。

※10月は、保健センターにて合同相談会を開催します。相談時間は、午前10時から午後３時までです。
　 同時に無料法律相談（要予約）や人権相談も開催します。
なお、以下のところでも、行政相談を受け付けております。

行政相談員を退任されました

開催日

時　間

場　所

毎月第３水曜日

午後１時30分から午後３時30分まで

田子公民館（４月、８月、12月）、宇久須防災センター（５月、９月、１月）、
保健センター（６月、２月）、安良里中央公民館（７月、11月、３月）

総務省中部管区行政評価局 静岡行政監視行政相談センター
　

電話（行政苦情110番）　０５７０－０９０１１０
おこまりなら まるまる くじょーひゃくとおばん 
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ロケ地なんです！！ 
あの場所が実は…

20,000円チャージで
プラス10,000円分のポイントがもらえる

※お一人様一括1回のみ手続きが可能です。

町民限定

問合せ まちづくり課 情報管理係 ℡52－1963

サンセットコインでマイナポイント受け取ろう

　令和３年１月２日に関東圏で放送された、
『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』
（テレビ東京）で、出川哲朗さん達が訪れ
た露天風呂は、沢田公園露天風呂なんです。
　６年前にも、同番組で沢田公園露天風呂
を訪れた時は、施設がお休みだったため
入浴できませんでしたが、今回のロケで
リベンジ成功となりました！広告換算効
果は、4,590万円です！

　西伊豆町で撮影された番組等を、テレビ局にお願いして撮影してもらう場合にかかる金額（広告費）
に換算したものです。
　例えば、今回の番組をテレビ局に撮影をお願いした場合、4,590万円が必要ですが、無料で撮影を
してもらっています。

ロケ地：沢田公園露天風呂▶

広告換算効果とは

問合せ まちづくり課 観光係 ℡52-1114

対象者：4月末までにマイナンバーカードの交付申請を行った方
ポイントの受取期日：令和３年９月末まで
※ 注意：令和２年度の事業を延長しているため、一度ポイントを受取った方は、もう一度受け取れません。

【場　所】本庁、支所・出張所
【持ち物】マイナンバーカード、暗証番号（４桁）、
             チャージするお金（20,000円）、
             サンセットコインカード、印鑑

【場　所】本庁、支所・出張所
【持ち物】マイナンバーカード、暗証番号（４桁）

◆受取りに必要なこと

❶ マイナポイント予約 ❷マイナポイントの申込み・受取り 
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西伊豆町 地域おこし協力隊

こむさんのちょっとひと息 vol.1

初めまして！4月から西伊豆町に移住して参りました
西伊豆町地域おこし協力隊の小村（コムラ）です。
今月から、「こむさんのちょっとひと息」と題しまして、
連載をスタートさせて頂くことになりました！

このページでは、

日々感じる西伊豆町のことを移住者目線で掲載して
いけたらと思っています。

自己紹介
パッツン前髪が特徴の大阪府出身女子。東京のTVCM制作会社で8年勤務した後、西伊豆町への
移住を決心。趣味は、ダイビングと夕陽撮影。きっと私は海に呼ばれてここに辿り着いたんだと
思っています。今は、ロケ撮影のサポートやチラシ作りなど、主にまちづくり課に関わるお仕事
をお手伝いさせて頂きながら、西伊豆町のことをお勉強中です。

西伊豆町での生活スタート！
自宅の近所を歩いたら、会う人会う人挨拶をしてくださる。これは都会とは大きく違うことで、
毎日たくさんの元気をもらってます。そして、毎朝ラジオ体操から始まる1日を送っています。
仕事帰りに、「今日はどこで夕陽を見ようかな～…」なんて考えながら車を走らせ、たった数分
で絶景に辿り着く日々がなんとも贅沢感があって、日々わくわくの連続です。

毎月、私が撮影したお気に入りの1枚を掲載させて頂きます。
移住1ヶ月目の今回は、王道「大田子海岸」からの夕陽写真をお届けします。

こちらから、カラー写真もご確認頂けます！
移住者から見た西伊豆町の日常を、日々更新
する予定です！宜しくお願いします！

Instagram

西伊豆町のいいところ
西伊豆町での暮らし
西伊豆町の気になること　…等々、

移住してきまし
た
！

今月はここまで！
また来月～♪

今月の西伊豆町 奇跡の1枚

西伊豆町
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障害者手帳をお持ちの方の軽自動車税が減免されます

水道週間のお知らせ

問合せ 企業課 ℡52-1429

問合せ 窓口税務課 課税係 ℡52-1113

※認定については障害者手帳や自動車検査証（車検証）に記載されている内容で審査させて
　いただきます。
※減免を受ける事が出来るのは、障害者一人につき一台です。
　普通自動車の減免との重複は出来ません。

　６月１日から６月７日は、全国一斉の水道週間です。町では、水道週間に合わせて、水道に関する相談
や施設見学、巡回サービスを行います。
　「蛇口の水が止まらない」「水道についてこんなことを知りたい」など、水道についてお困りの点や疑問
などがありましたら、役場企業課までご連絡ください。

内容
メーター器の交換
水道のメーター器は、法律により８年ごとの交換が義務付けられています。本年度交換対象のメーター器
をお使いのお宅に、町指定の水道業者が交換作業に伺いますので、よろしくお願いします。
なお、立ち会いは必要ありません。

※メーター器手前のバルブ（止水栓）は、皆さんが水道を引き込む際個人で購入し取付けているので、
　個人管理になります。メーター器交換作業の際に、バルブの故障等で交換ができない場合は、バルブ
　修繕のお願いをさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※今年度はパッキンの交換を行いません。

令和３年5月６日～令和３年5月31日申請期間

①身体障害者手帳等　②運転免許証　③自動車検査証（車検証）　④印鑑持 ち 物

窓口税務課、支所、各出張所届出場所

・身体または精神に障害を有し歩行が困難な者が所有する軽自動車
・18歳未満の身体障害者または精神障害者と生計を共にする者が所有し、運転する軽自動車
・身体障害者（身体障害者のみで構成される世帯に限る）が所有する軽自動車で、当該身体   
　障害者を常時介護する者が運転する軽自動車。

減免対象

６月１日（火）～６月４日（金）

６月４日（金）のみ（小雨決行）

～生活も　ウイルス予防も　蛇口から～

水道に関する相談

巡回サービス
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工事名
令和２年度（繰越）　
道路メンテナンス国庫補助事業
神田橋長寿命化対策

令和２年度（繰越）　
緊急自然災害防止対策事業
（普）御神川改修工事

完成予定日

令和４年
１月31日

令和４年
３月25日

施工業者

（有）サクライ

（株）賀茂重機

工事概要
塗装塗替工　208㎡
舗装打替工　A=104.7㎡
橋面防水工　N=104.7㎡等

コンクリートブロック積工
A=203.0㎥等

令和３年度西伊豆町役場 新規採用職員を紹介します

問合せ 総務課 総務係 ℡52-1111

問合せ 総務課 検査管理係 ℡52-1111

入札結果（工事関係）のお知らせ

令和４年度採用　西伊豆町役場職員募集

※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。

須郷　進
（まちづくり課 企画調整係）

杉山　華菜
（健康福祉課 健康係）

事務職（大卒・短大卒程度以上）　若干名
事務職（身体障害者対象）　　　　　１名
保健師　　　　　　　　　　　　 若干名
土木職　　　　　　　　　　　　 若干名
栄養士　　　　　　　　　　　　 　１名

募集職種・採用予定人数

下田総合庁舎

試 験 会 場

１次試験：７月11日（日）教養・専門試験等

試験日・試験の方法 【全職種共通】
・日本国籍を有する方
・西伊豆町に住所を有する又は採用後に西伊豆町に
　居住可能な方
・地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない方
※各職種に関する受験資格については、
　ホームページをご覧ください。

受 験 資 格

総務課に請求してください。
※高校卒業者は７月以降に募集します。

採用試験申込用紙

受 付 期 間
５月10日（月）から５月31日（月）まで
※郵送の場合、５月31日まで消印があるもの
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　地域リハビリテーション連絡会は、“町民の皆さんが、住み慣れた地域の中でその人らしく生き活きと
暮らし続けることができるように、地域ぐるみで健康支援やリハビリテーションに取り組む“ことを目的
として、平成28年６月から活動しています。
　今回、宇久須・安良里・田子・仁科のラジオ体操を実施している各地域で機能評価を行いました。
　各地域の結果は以下のとおりです。各場所ともに一般高齢者の最低点数134点を超えました。
　これからも『ラジオ体操』などを続けることで元気に生き活きと暮らしましょう！

こんにちは
地域リハビリテーション連絡会です

E-SAS（イーサス）

TUG（Timed　Up＆Go　test：タイムアップアンドゴー）

（公社）日本理学療法士協会が開発した、外出状況、筋力、地域活動などを総合的に把握するテストです。

平均総合得点
平均年齢（歳）
平均タイム（TUG：秒）
握力平均（右手：kg）
握力平均（左手：kg）

歩行やバランスなどを判断するテストです。
椅子に深く座り、背筋を伸ばした状態からスタートし、無理のない速さで歩き、３m先の目印で折り返し、
スタート前の姿勢に戻った時点までを計測します。

159.05
78.91
7.4

25.29
23.95

153.58
77.61
8.3

22.22
19.33

160.10
81.19
7.1

17.44
15.97

167.19
75.31
6.8

25.09
23.75

10秒以内
13.5秒
20秒
35秒以上

60歳から80歳代であれば正常
転倒する恐れあり
屋外の外出は可能ですが、不安
日常生活動作に介助が必要

宇久須 安良里 田子 仁科
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問合せ 西伊豆町地域リハビリテーション連絡会（地域包括支援センターにしいず） 
℡52-3030（土日祝祭日　℡52-1111）

握力は全身の筋肉量を反映するだけではなく、栄養状態も知ることができます。

数値は、文部科学省の新体力テストをもとにした目安値です。
あなたの握力は、平均値を上回ることができましたか？

握　力

前期高齢者（65歳～ 74歳）
後期高齢者（75歳～）

介護保険係
地域包括支援センターにしいず

主任介護支援専門員
（ケアマネジャー） 保健師 社会福祉士

お知らせ
当町で夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会が開催されます

令和３年８月25日（水）

24.35kg
22.34kg

女性

38.62kg
35.02kg

男性

　認知症やケガ・病気に
なるのを待つのではなく、
こちらから攻めて、

なる前に撃退しましょう！
　つまずきやすくなった、
飲み込みが悪くなったなど
心配な点が出始めたら
ご相談ください。
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まちのできごと～Town News ～

　４月６日から７日にかけて、町内のこども園、小
中学校で入園式・入学式が行われました。
　４月７日、西伊豆中学校と賀茂中学校が統合した
新西伊豆中学校では初めての入学式が行われ、令和
３年度から採用された新しい制服を身に付けた38
人の新１年生が緊張した面持ちで式に参加しました。
　この春入学されたみなさんが、充実した学校生活
を送られることを心から願っています。入園・入学
おめでとうございます！

待と不安を胸に新たな一歩期 令和３年度入園・入学式開催
　令和３年３月に車両更新のため、西伊豆町消防団
第４分団および第５分団へ新規車両を配備しました。
　第４分団の車両については、小型ポンプを積載す
る消防車両で、沢田地区の小隊へ配備しました。
　第５分団の車両については、消防ポンプ車では初
の普通免許で運転ができる3.5ｔ未満の車両となっ
ており、中区の小隊へ配備しました。
　今後も消防力のより一層の強化を考え、計画的に
配備していきます。

防力のより一層の強化へ消 第４分団および第５分団へ新規車両配備

　４月１日、令和３年度から新たに地域おこし協
力隊として活動する３人（写真左：石崎嘉彦さん、
中央：望月快高さん、右：小村麻衣花さん）の任
用式が行われました。
　これから石崎さんと、望月さんは林業の振興、
小村さんはロケ誘致など観光の発展のために活動
していただきます。これからよろしくお願いします。

の発展のために町 新規地域おこし協力隊に３人を任用
　４月４日、「第38回黄金崎さくらまつり」が黄
金崎公園で開催され、町内外から多くの人が訪れ
ました。
　会場では、テイクアウト限定で約10店舗による
地元グルメの販売が行われました。また、地元
キャラクター「馬ロックん」によるコーナーでは
子どもたちによる白熱した「缶馬レース」が繰り
広げられました。

元グルメや桜で西伊豆町の春を満喫地 第38回黄金崎さくらまつり開催

第５分団

第４分団
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Nishiizu Topics

　３月17日、三島信用金庫（常務理事：髙嶋正芳
常務理事）から、50万円のご寄付をいただきました。
この寄付金は、三島信用金庫が企画した冬季定期
預金キャンペーン「withコロナ支えあい定期預金」
で集まった預金をご寄付していただいたものです。
　寄付金は、新型コロナウイルス感染防止対策と
して活用されます。
　ご寄付ありがとうございました。

型コロナ対策に役立てて新 三島信用金庫による寄付
　３月28日、瀬浜海岸で「堂ヶ島トンボロ開き
2021」が開催され、町内外から約500人が来場
しました。
　来場者は、会場に設置された、三四郎島が舞台
となった人気アニメ「ゆるキャン△」の等身大パ
ネルとの写真撮影や、潮だまりでの磯遊びを楽し
み、期間限定の「海の道」でのひと時を満喫しま
した。

ンボロ渡り初めト 堂ヶ島トンボロ開き2021開催

　４月５日、高齢者叙勲（瑞宝双光章）を受章し
た三矢進さんのご自宅を町長が訪問し、賞状を手
渡しました。
　三矢さんは、昭和28年から平成５年までの40
年間の長きにわたり、教員として活躍。昭和63年
からは校長を務め、小中学校の教育発展のために
尽力。教育者としての卓越した識見を、心豊かな
児童・生徒の育成に貢献されました。

叙勲受章おめでとうございます祝 三矢進氏が高齢者叙勲（瑞宝双光章）受章
　４月５日、宇久須港で約２千発の花火が打ち上
げられました。
　この花火は、商船三井客船（東京都）が、クルー
ズ船の乗客に向けて企画したもので、花火業者が
姉妹町の山梨県市川三郷町の企業のため、打ち上
げ場所に宇久須港が選ばれました。
　花火が打ちあがると、会場からは歓声があがり
陸からも花火を楽しむことができました。

千発の花火が夜空を彩る２ 商船三井客船による打ち上げ花火
ずい ほう そう こう しょう
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生涯学習だより
問合せ
教育委員会事務局
TEL：５６－０２１２

軽スポーツ教室　参加者募集！

第22回しずおか市町対抗駅伝競走大会選手・スタッフ募集！！

皆様のご応募をお待ちしています！！
　第22回しずおか市町対抗駅伝競走大会に向けて、選手・スタッフを募集します。自薦・他薦は問いません。
参加希望の方、「ぜひこの人に走って欲しい！」「あの人ならやってくれる！」など、情報をお持ちの方は、
教育委員会事務局までご連絡ください。

【練習予定】
・合同練習会：７月から11月までの毎週水曜日
　　　　　　　午後5時30分から
・特別練習会：８月中旬午前８時から
・富士見高原名勝探訪駅伝大会への参加 （中学生以上）

【参加資格】
・選　　手：小・中学生、一般のそれぞれの男女で、町内在住の方、または町内に勤務されている方。
　　　　　　※町内中学校出身者であれば、現住所が町外でもかまいません。
・スタッフ：町内在住の方、または町内に勤務されている方で、合同練習会に参加し、選手への指導や練習
　　　　　  の補助（記録測定など）ができる方。

【大会開催日時】12月4日（土）《予定》
開会式：午前７時45分から
スタート：午前10時から

　軽スポーツ教室は、町民の体力向上や健康維持を目的とし、気軽に参加できる場を提供しております。
　昨年に引き続き皆様にご好評いただいた、「ボッチャ」を体験していただきます。東京パラリンピック
正式種目のボッチャは誰でも気軽にできる種目です。また、今回用具を利用して行う健康体操「３Ｂ体操」
も準備体操で予定しています。この機会にご家族みなさんでご参加ください。

・日　　時：令和３年５月18日（火）、６月10日（木）
                  午後７時から９時まで　　　　　 
・場　　所：西伊豆中学校体育館（宇久須）
・要　　件：小学生以上の町内在住者または勤務者　
                  ※小学生は保護者同伴とする
・参 加 費 ：１回1人１００円
・申込期限：令和３年５月11日（火）
・申込方法：西伊豆町教育委員会事務局まで直接電話でお申込みください。
・主　　催：西伊豆町スポーツ推進委員会（西伊豆町教育委員会）

ご家族でスポーツを楽しみませんか？
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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

新着図書

『お探し物は図書室まで』 青山 美智子
『52ヘルツのクジラたち』 町田 そのこ
『自転しながら公転する』 山本 文緒
『八月の銀の雪』 伊与原 新
『滅びの前のシャングリラ』 凪良 ゆう
『犬がいた季節』 伊吹 有喜
『この本を盗むものは』 深緑 野分
『大人の流儀　ひとりをたのしむ』 伊集院 静
『スマホ脳』 アンデシュ・ハンセン
『ケーキの切れない非行少年たち』 宮口 幸治
『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』 
                                                若林 正恭
『髪の大事典』 日本毛髪構造機構研究会
『何がおかしい』 佐藤 愛子
『感染症の日本史』 磯田 道史
『キングコング・セオリー』 ヴィルジニー・デパント
『自閉症のぼくが跳びはねる理由』 東田 直樹
『農家が教える草刈り草取り　コツと裏ワザ』 
                                     農山漁村文化協会
『るるぶ 山梨‘22』 ＪＴＢパブリッシング
『ほたるいしマジカルランド』 寺地 はるな

『にげてさがして』 ヨシタケ シンスケ
『ノラネコぐんだんと金色の魔法使い』 工藤 ノリコ
『ノンタン しゃっくりひっくひく』 キヨノ サチコ
『のぞいてごらんのりもの』 わだ ことみ
『ももんちゃんどこへいくのかな？』 とよた かずひこ
『ぷっくりえんどうまめ』 いわさ ゆうこ
『カタツムリ』 スージー・ウィリアムズ　
『ぱくぱくはんぶん』 渡辺 鉄太
『蝶の羽ばたき、その先へ』 森埜 こみち
『強豪校の部活練習メニュー バスケットボール』 
                                         高瀬 俊也 監修
『学研 日本の歴史』 姫川 明
『青の読み手』 小森 香折
『絵でみる統計　世界の国ぐに』 ミレイア・トリウス
『あしたの幸福』 いとう みく
『友達をやめた二人』 今井 福子

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

　みなさま新生活には慣れましたでしょうか。
失敗。成功。各々の振り返りがあると思いますが、
ひとつ詩を読んでみるのはいかがでしょう。
　今月は５月生まれの詩人「相田みつを」さんに
ついての本を特集します。

[CD]
★あなたが選んだ古関メロディーベスト３０
★ぐされ/ずっと真夜中でいいのに
★まあだだよ/林部　智史
[DVD]
★ロイヤルコーギー　★新聞記者

♪新しく入りました♪

※『5月のおはなし会』は中止とします。
　  再開するまでいましばらくお待ちください！

日時：５月１5日（土）午前9時から
※なくなり次第終了　
※なるべく沢山の方に渡りますように、制限を
設けさせていただく場合がございます。　　
※皆さんに貸し出ししていた雑誌なので、シミ
やキズなどがついてることがあります。
場所：西伊豆町立図書館　カウンター前

保存期間が過ぎた雑誌をお譲りします

♪話題のおすすめ本　（図書館所蔵）♪

♪利用者のおすすめ本　（図書館所蔵）♪

水を縫う　　　　　　　　　　　著：寺地　はるな
　主人公は裁縫男子の清澄。姉の結婚式のドレスを
縫うことになる。姉は定番のフリルやリボンを好ま
ない。デザインから難航するが、姉がそのような好
みになった由来（理由）がある。ドレスが出来上
がっていくまでの、些細な出来事、人の感じ方が描
かれている。子育て、友人関係において文中にある
「わかるよ」は、人それぞれ、いろいろな感じ方、
学び方ができるのではないでしょうか。さて、どん
なドレスが出来上がるのか、読んだあなただけのお
楽しみ♡　　　　　　　　　　  （仁科　50代女性）

オルタネート                        著：加藤　シゲアキ
　高校生限定のマッチングアプリが必要となった現
代の東京を舞台に、恋とは、友情とは、家族とは、
“人とつながる”とは何か。三人の若者を端正かつ情
緒的に描く。
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（１）集団接種
　　 会　場：住民防災センター、中央公民館、旧田子中体育館、健康増進センター
　　 時間帯：午後 （土日開催日は午前もあり）
　　 予約方法：予約専用コールセンターに電話をしてください
　　 電話  0120-947-833（平日午前９時～午後５時30分）

① 65歳以上の方
② 64歳未満で基礎疾患を有する方
③ 60 ～ 64歳の方
④ 16歳以上で上記以外の方

以下に当てはまる方は、ワクチンを接種することができない場合や、注意が必要な場合があります。
かかりつけ医等にワクチン接種をしてよいかどうかご相談ください。

※１主な成分は「ポリエチレングリコール」です。
    詳しくは厚生労働省のホームページを参考にしてください。
※２抗凝固薬（ワーファリン、プラザキサ、イグザレルト、エリキュース、リクシアナ）を
    内服している方は接種後の出血に注意が必要です。
参考：　『厚生労働省　コミナティ（ファイザー）を接種予定の方へ』

（２）個別接種
　　 現在検討中です。決まり次第お知らせします。

新型コロナウイルス感染症の発症を予防するためのワクチン接種を行います。

65歳以上（昭和32年４月１日以前に生まれた方）対　象

1回目　令和３年５月11日（火）～ 5月29日（土）
2回目　令和３年６月  1日（火）～ 6月19日（土）

時　期

接種方法

町の接種スケジュール

ワクチンの接種を検討している皆さんへお願い

２回（通常３週間の間隔）※筋肉接種接種回数

①～④の順で接種を行います。
国からのワクチン配分状況による日程が
決まり次第、お知らせします。

受けることが
できない方

・明らかな発熱がある方や、重い急性疾患にかかっている方
・ワクチンの成分(※１)に対し、重度の過敏症を起こしたことがある方

注意が必要な方

■現在、何らかの病気で治療中の方
・心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患、免疫不全で治療中の方
・血が止まりにくい病気の方や、血をサラサラにする薬（※２）を飲んでいる方
■以下のような症状が出たことのある方
・薬や食品に対する重いアレルギー症状
・けいれん（ひきつけ）

いよいよ始まります！
新型コロナワクチン接種
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40歳以上の方がいる世帯宛てに申込書を送付しました。世帯単位で申込み書を５月６日（木）までに
返信してください。
※予約に空きがある場合は受付する場合があります。５月20日以降に健康福祉課までお問合せください。

◎ 集団検診：聖隷沼津健診センターの検診車
　 健 診 日：６月２２日（火）　役場駐車場（受付：健康増進センター）
　 予約期間：5月17日～ 5月25日　健康福祉課へお申込みください。
    ※賀茂医師会実施の乳がん検診（検診車）は今年度より実施しません。

◎ 個別検診：指定医療機関
    健診期間：令和３年４月15日（木）～令和４年１月31日（月）
　               （指定医療機関によって異なります。）
　 予約方法：指定医療機関に直接お申込みください。
    ※子宮頸がん検診で、新たに、康心会伊豆東部総合病院でも受診できるようになりました。 
       （TEL 0557－95－1151　実施日：月・水・金曜日）

今年度の対象年齢の方で、町での受診を希望されている方には既に案内通知をしています。
通知が届いていない方で希望される方は、健康福祉課にご連絡ください。

問合せ
健康福祉課健康係
TEL：52－1116

令和3年度のがん検診、始まります！

40歳以上（令和４年３月末現在）
胃がん・肺がん・大腸がん検診

令和３年６月11日（金）～令和３年７月６日（火）

令和４年３月末年齢で70歳以上の方は、無料です。

各検診・検査 自己負担金（国民健康保険証提示者） 検査方法
胃がん検診
大腸がん検診
肺がん・結核検診（併せて実施）
喀痰検査（肺がん検診受診者のみ）

900円（500円）
300円（200円）

無料
600円　

検診車でのX線撮影（バリウム）
２日分の便を提出
検診車でのX線撮影
３日分の痰を容器へ採取、町へ提出

子宮頸がん検診・乳がん検診
子宮頸がん検診：20歳以上で、令和４年３月末現在で偶数年齢の女性
乳 が ん 検 診：40歳以上で、令和４年３月末現在で偶数年齢の女性

※健幸マイレージ対象事業です！（20ｐのボーナスポイント! ）

JKAの助成により
検診車が

新しくなりました

対　象

対　象

実施期間

受診方法

受診方法

自己負担金

（予約制）

（全て予約制） 
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静岡県下田財務事務所
からのお知らせ

静岡県下田財務事務所 課税課
℡0558-24-2018

情報公開制度について

総務課 行財政係
℡52-1111

自動車税種別割の納期限は
令和3年5月31日（月）です。
　納付はお近くの金融機関・郵便
局・コンビニ・MMK設置店で！

　令和２年度の西伊豆町情報公開
条例に基づく公文書の開示請求は、
土地境界確定に関する書類など
４件あり、公開できない個人情報
を除き開示しました。
　情報公開制度は、町政に対する
町民の理解と信頼を深め、開かれた
町政を推進することを目的とした
制度です。開示請求は、文書の
ほか町のホームページにある電子
申請コーナーからも申請すること
ができます。

稚魚放流事業の
実施について

東洋水産株式会社
℡03-3458-5413

　東洋水産株式会社は、田子工場
で、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。
▶日時：5 月28 日（金）10:00
※悪天候の場合は6 月11 日（金）  
　に順延を予定しています。
▶場所：大田子海水浴場
※お越しいただいた方には、先着
　でマルちゃんの商品をプレゼント
　 します。
※当日は新型コロナウイルス感染
　対策を行いながら実施します。
　また状況により、内容の変更
　または開催を中止する可能性
　があります。

　スマートフォン、クレジットカード
の納付は金融機関、コンビニ等で
はできません。納税証明書も発行
されないので車検が近い方は金融
機関やコンビニ等でキャッシュ
納付してください。
　コンビニでの納付は５月３１日
までに限ります。お早めに！

令和3年5月31日（月）までは
● スマートフォンの LINEPay
　 アプリ、PayPayアプリを利用
　 してご自宅で納付できます。
　 手数料はかかりません。
● ご自宅パソコンのインターネット
     からクレジットカードで納付も
    できます。決済手数料がかかります。

児童福祉週間のお知らせ

健康福祉課 福祉係
℡52-1961

▶標語：「あたたかい　ことばが  
　つなぐ　こころのわ」
▶期間：５月５日（水）～５月　
　11日（火）
▶内容：子どもや家庭、子どもの
　健やかな成長について国民全体
　で考えることを目的に、児童福祉 
　の理念の普及・啓発のための各種
　事業及び行事を行っています。

子ども・家庭110番の
ご案内

子ども・家庭110番
℡0558-23-4152（賀茂地区）

広報にしいず綴りの
配布について

～お子さんや子育てに関する悩み
を一緒に考えます～
　内容についての秘密は固く守り、
匿名での相談も受け付けます。
　電話相談をご希望の方は、下記
の電話番号へおかけください。
▶相談時間：
　平日９：00～ 20：00
　土日９：00～ 17：00
　※祝日、年末年始はお休みです。

　広報にしいずを綴るファイル
を配布しています。
　必要な方は、下記の場所にてお
受け取り下さい。
▶配布場所：役場まちづくり課、
　各支所出張所
▶配布時間：
   平日 8：15～ 17：00

まちづくり課　企画調整係
℡52-1966

キャッシュレス
詳細は静岡県ホームページで

☎ 

☎ 

☎ ☎ 

☎ 

☎ 
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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下田警察署管内防犯協会　TEL：27－2766

【問合せ・相談先】

　静岡県内で今年３月22日までに特殊詐欺が85件発生し、約１億円の被害があります。また、下田
警察署管内では架空料金請求詐欺が１件発生し、600万円の被害に遭っています。（速報値）
このようなメールやハガキは詐欺
・アマゾンやヤフー等を騙る『有料動画の利用料未納』というショートメール
・NTT等を騙る『お支払い確認が取れていない』というショートメール
・民事訴訟管理センター等を騙る『消費料金未納』というハガキや封書

身に覚えのない請求は無視！
問い合わせ先に連絡しない！

電子マネーで支払うよう指示されたら詐欺を疑う！

ようこそ、消費生活センターへ

賀茂広域消費生活センター
℡0558-24-2299

▶何をやっているところ？
　突然ですが、こんな経験はありませんか？
　・インターネット通販で注文したものが届かない
　・１回きりのつもりで注文したものが翌月も届いた
　・身に覚えのない訴訟の通知や未納料金の請求が   
　   届いた
　・電話で勧誘され、理解できないままに光回線の    
　   契約をしてしまった
　賀茂広域消費生活センターでは、このような契約
に関するトラブルに専門の相談員が対応し、トラブル
解決の助言や、ときには業者と交渉してお金を取り
戻します。
▶消費者トラブルを防ぐために
　・はっきり断る
　・簡単に儲かる話はない、と冷静になる
　・理解できない勧誘にはのらない
　・契約する前にサイトや業者の評判を調べる
　それでも困ったことが起きてしまったら、消費生
活センターに相談してください。

▶相談する勇気
　自分がトラブルに巻き込まれたとき、相談するの
は勇気の要ることです。センターは、勇気を出して
相談してきてくれた人に、親身になってトラブル解
決を目指しています。
　みなさんからの相談は、自分のトラブル解決だけ
ではなく、悪質業者の処分や法律改正に役立ってい
ます。もちろん、秘密厳守・相談無料です。
▶相談員紹介
　センターの消費生活相談員をご紹介します。
　氏名：髙木和彦（松崎町出身）
　一言：４月から新しく相談員になったため、まだ
不慣れなところはありますが、地域の役に立ちたいと
いう熱意を持って相談にのっています。相談者さんが
安心してくれることが何よりうれしいことです。深刻
なトラブルはもちろん、何か不安に感じることがあれ
ば、些細なことでも構いませんのでご相談ください。

（
写
真
左
：
髙
木
相
談
員
）

特殊詐欺にご注意

☎ 
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記日付受

登録方法

メール配信の内容 その他

放送内容を
メールで確認！

　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。

人       口 7,438人（△53） 田 子 地 区 1,935人（△14）
世 帯 数 3,710世帯（△9） 仁 科 地 区 3,146人（△11）
男 3,538人（△28） 宇久須地区 1,363人（△18）
女 3,900人（△25） 安良里地区 994人（△10）

人の動き （　）内は前月比4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。

！

3月 累計
前年
3月
累計

増減

人身
事故 0

0

0

19

3

0

5

36

4

0

4

28

-1

±0

+1

+8

死者

傷者

物損
事故

（暫定値）

西伊豆町の交通事故件数
5 月 の

夕 陽 時 刻 表
夕陽鑑賞はいかがですか。

1日～10日 18：30～18：37

11日～20日 18：38～18：45

21日～31日 18：45～18：52

お忘れなく

3月 15日～ 4月 14日の届出

◎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～

（5 月分）

町県民税(普徴) 　　　  過随時
軽自動車税　　　　　     １期
国民健康保険税　　　     １期
後期高齢者医療保険料  過随時
介護保険料　  　　　      １期
納期限は５月31日（月）です

おくやみ申し上げます

地区 氏　名 年齢 世帯主
神田

大久須

宇久須浜

大田子

大浜

仁科浜

沢田

長嶋　妙子

土屋　きよ子

山下　カツ子

藤井　松雄

水口　健

渡　　智德

鈴木　おまん

80

94

83

98

67

81

87

妙子

きよ子

カツ子

松雄

健

智德

昭治

　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。
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こちらは広報にしいず５月号です。
みなさんこんにちは。
新年度からあっという間に１か月が経
ちました。新生活を始めた皆さんは、
だんだんと生活リズムが整ってきた頃
でしょうか。ですが、新年度が始まった

ばかりの頃は五月病という言葉があるほ
どストレスが溜まりやすい時期です。
今年のGWは、ゆっくりとおうち時間
を満喫して疲れた体と心を目いっぱい
癒しましょう。

※変更する場合がありますので、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。

5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/8
5/9

土
日
月・祝
火・祝
水・祝
土
日

土

日

土

日

土

日

5/15

5/16

5/22

5/23

5/29

5/30

月 日 外 科 系 内 科 系 月 日 外 科 系 内 科 系

【5月の救急当番医 西伊豆地区】

編 集
後 記

西伊豆健育会病院
（☎52-2366）

西伊豆健育会病院
（☎52-2366）
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（月）
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（水）
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新型コロナウイルスワクチン接種（宇久須住民防災センター）

新型コロナウイルスワクチン接種（中央公民館 ）

新型コロナウイルスワクチン接種（健康増進センター）

新型コロナウイルスワクチン接種（旧田子中体育館）

新型コロナウイルスワクチン接種（健康増進センター）
新型コロナウイルスワクチン接種（中央公民館 ）
新型コロナウイルスワクチン接種（中央公民館 ）
新型コロナウイルスワクチン接種（中央公民館 ）

新型コロナウイルスワクチン接種（健康増進センター）

月2021 5
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13：30
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  9：00
14：00
  9：00
13：30

13：30

新型コロナウイルスワクチン接種（宇久須住民防災センター）
行政相談所開設（宇久須住民防災センター）
新型コロナウイルスワクチン接種（中央公民館 ）
新型コロナウイルスワクチン接種（健康増進センター）
からだすっきりエクササイズ（福祉センター）
出張＊健身塾（男性）（保健センター）
新型コロナウイルスワクチン接種（旧田子中体育館）
ボディコントロール教室（福祉センター）

新型コロナウイルスワクチン接種（健康増進センター）
新型コロナウイルスワクチン接種（宇久須住民防災センター）

あああああああ（ああああああああ）

新型コロナウイルスワクチン接種（健康増進センター）

新型コロナウイルスワクチン接種（宇久須住民防災センター）

ママヨガ（福祉センター）
新型コロナウイルスワクチン接種（中央公民館 ）

乳児・妊産婦相談（福祉センター）
新型コロナウイルスワクチン接種（健康増進センター）
出張＊健身塾（女性）（保健センター）

新型コロナウイルスワクチン接種（旧田子中体育館）

新型コロナウイルスワクチン接種（宇久須住民防災センター）
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憲法記念日
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こどもの日
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姉妹町から

広　報

富士見の田植え最盛期

市川三郷レンジャーＬＩＮＥスタンプ

　春になると、富士見町の農業も再び動き出します。
　花や高原野菜のイメージが先立つ富士見町ですが、最も耕作され
ているのは稲（お米）です。田起こし・代かきが終わった田んぼから、
一斉に田植えが始まります。
　標高差のある富士見町では、早いところでは4月下旬から田植え
が始まりますが、標高の高い田んぼは6月頃に田植えを行うため、
田んぼの緑がだんだんと山を登っていく様子は、富士見町の風物詩
となっています。
　田植えが終わると、農家はその日の気候と相談しながら、稲が強く、
そして豊かに育つよう、発育状況や水の管理、雑草取りなどに追わ
れる日々が続きます。
　多くの人の主食であるお米。「米」という字は、農家が「八十八」
もの手間をかけることから生まれた字とも言われています。穏やか
な気候、そして実り豊かな年となることを祈っています。
                              ※漢字の成り立ちについては諸説あります。

　市川三郷レンジャーの無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）のスタンプが好評販売中です！市川三郷レン
ジャーや市川三郷町のＰＲだけでなく、市川三郷町では、手話言語条例が制定されており手話を推進する
ための取り組みの一つにもなるよう、市川三郷レンジャーのにんにん・どんどん・ぽんぽんが「おはよう」
「こんにちは」など日常的に使う言葉を中心に簡単な手話をしているＬＩＮＥスタンプと、第２弾の「除
菌しよ？」などの感染症予防につながる「みんなで予防！市川三郷レンジャーLINEスタンプ」も販売中！
ＬＩＮＥアプリ内スタンプショップまたはＬＩＮＥＳＴＯＲＥで購入することができます！

　厳しい冬が終わり、富士見町にも春がやってきました。西伊豆町より少し春が遅い
富士見町ですが、今年は全国的に温暖な気候が影響し、例年は4月末からゴールデン
ウイークごろが見ごろとなる桜も、4月上旬に美しい花を咲かせました。

■手話で話そう！市川三郷レンジャー
ＬＩＮＥスタンプ（ＬＩＮＥＳＴＯＲＥ）
https://line.me/S/sticker/1760329

■みんなで予防！市川三郷レンジャー
ＬＩＮＥスタンプ（ＬＩＮＥＳＴＯＲＥ）
https://line.me/S/sticker/11736959


