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　５月11日（火）から６月21日（月）まで、町内の65歳以上の方を対象に町内４カ所（健康増進センター・
旧田子中体育館・中央公民館・住民防災センター）で新型コロナウイルスワクチン集団接種が行われました。
　町では、６月22日（火）から始まっている65歳以上の方の個別接種や、今後行われる64歳以下のワクチ
ン接種についても町民の皆様が安全にワクチンの接種を終えることができるように様々な取組みを行ってい
きます。

65歳以上（昭和32年４月１日以前に生まれた方）でワクチン接種を希望する方
※２回目の接種が終了していない方を含みます。

医療機関ごとに予約方法が異なります。
未接種の方には、個人通知を発送してありますので、そちらでご確認ください。

６/22から65歳以上の方を対象とした個別接種がはじまりました

新型コロナウイルスワクチン接種事業
新着情報（HP）

健康福祉課　☎ 0558-52-1116

対　象

予　約

新型コロナウイルスワクチン個別接種について

T O P I C
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ワクチンは無料です。役場から「ワクチン接種」に必要
といって個人情報を聞き出すことはありません。

れぞれの会場では、普段通っている地域の医師
に接種してもらうことで安心感が得られたことや、

会場に来る手段が無い方のために送迎車が用意された
事が、速やかなワクチン接種に繋がりました。町内の
65歳以上の個別接種は、６月22日（火）から始まり、
７月末で概ね完了する見込みです。6４歳以下の集団
接種は、７月中旬頃からの接種開始を予定しています。

種後も感染防止対策を―――。ワクチン接種した
方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防でき

ると期待されていますが、ワクチンを接種した方から他人へ
の感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。
また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに
多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを
接種した方もしていない方も、共に社会生活を営んでいく
ことになります。このため、町民の皆様には引き続きマスク
の着用・手洗いうがい・手指消毒をお願いします。

西伊豆町65歳以上の
コロナワクチン接種割合
（６月21日時点）

新型コロナワクチン詐欺に注意

賀茂広域消費生活センター  ☎ 05５8-24-2299

そ

接

3,904人中（※）3,063人が
2回のワクチン接種を完了
しました。

3,063人/3,904人中

※昭和32年4月1日以前に生まれた方

78%

22%
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　町では、大都市での緊急事態宣言の延長を受け、経営が逼迫している観光関係事業者の方に
対し、支援金の給付を行います。

町内観光関係事業者の皆様へ

西伊豆町“緊急”事業継続支援金について

静岡県「ふじのくに安全・安心認証制度」を開始しました

① 宿泊業、 ② 観光売店、 ③ 飲食業、 ④ その他（遊覧船、釣り船、ダイビング、観光農園、
その他観光サービス、町内の前述対象業種先に納品する仕入れ業者）

① 支援する業種

① 平成31年４月・令和元年５月の平均売上の30％（一律・税抜き）　※上限1,000万円
② 平成31年４月２日以降に開業した事業者の方は、令和２年５月から令和３年５月の間の連続 
　 する３ヶ月の平均売上の30％（一律・税抜き）　※上限1,000万円

② 給付額

④ 受付場所・期間
場所：西伊豆町役場　本庁１階ラウンジ　
期間：令和３年7月30日（金）まで　平日９時～12時、13時～16時のみ受付

飲食店を営む事業者の方へ

　静岡県では、県内で飲食店を営む事業者の方が実施する新型コロナウイルス感染症予防対策
について、県が認証することで県民及び県外の人々に安心と信頼を提供することを目的として、
「ふじのくに安全・安心認証制度」を開始しました。

③ 給付条件
① 令和３年６月１日時点で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること
② 平成31年４月・令和元年５月の平均売上が30万円以上
③ 平成31年４月・令和元年５月の平均売上と令和３年４・５月の平均売上を比較し、売上減少率 
　 が40％以上
④ 令和３年３月末、納期到来分までの町税等に滞納がないこと　
   （地方税法上で徴収猶予措置がされている場合を除く）
⑤ 暴力団と関係がないこと
※平成31年４月２日以降に開業した事業者の方は、令和２年５月から令和３年５月までのうち
　任意の１ヶ月の売上高が、当該選択月を含む連続する３ヶ月の平均売上と比較して40％
　以上減少しており、かつ、連続する３ヶ月の平均売上高が30万円以上あること

問合せ まちづくり課　商工係　℡52-1966

問合せ ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度事務局　℡0570-020-112

　認証をうけるための手続きについては、下記の静岡県公式ホームページ
によりご確認ください。また、静岡県では認証制度を申請する事業者の方
を対象に、感染予防対策資材の購入費等を支援する制度を検討しています
ので、あわせて最新の情報をご確認ください。
URL：https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-anzen_anshin_ninsyo.html
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問合せ 総務課　総務係　℡52－1111

令和４年度　西伊豆町役場職員を募集します

１次試験
日　  時   ９月19日（日）【受付】午前８時40分から９時00分
会　  場   静岡県下田総合庁舎（下田市中531番地の1）

受験申込受付期間・受付方法

受付期間   ７月19日（月）～８月10日（火）
受付方法   所定の申込用紙に必要事項を記載のうえ、西伊豆町役場総務課まで持参（又は郵送） 
              してください。（８月10日の消印有効）

合格者の発表

・１次試験合格者の発表は、10月中旬までに総務課から受験者に文書で通知します。
・最終合格者の発表は、２次試験（２次試験案内は別途通知します。）の結果により受験者に  
　文書で通知します。

採用職種
若干名(18歳～ 30歳)
若干名(18歳～ 40歳)
若干名(18歳～ 35歳)
若干名(20歳～ 35歳)
1名(20歳～ 45歳)

・事務職員（高卒・大卒・短大卒程度）
・事務職員(身体障害者）（高卒・大卒・短大卒程度）
・土木職員（高卒・大卒・短大卒程度）
・保健師
・栄養士（認定こども園）

試験の内容

1次試験

専
門
試
験

２次試験

区　分

適応性検査

教 養 試 験

土木職

保健師

栄養士

内　容

職員としての適応性及び職場における対人関係の適応性に
関する検査を行います。

時事、社会・人文に関する一般知識、文章理解、判断・
数的推理及び資料解釈に関する試験

数学･物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画
(都市計画含む)、材料・施工

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論

社会生活と健康、人体の構造と機能、食品と衛生、栄養と
健康、栄養の指導、給食の運営

１次試験の合格者に対し、面接試験、論文（作文）等を
行います。

※教養試験は、高校卒はLogical(Ⅱ)、大卒･短大卒以上はLogical(Ⅰ)になります。



2021.76

　保険証が「緑色」に変わります

減額認定証または限度額認定証をお持ちの方

後期高齢者医療保険に加入している皆さまへ

　入院や高額な外来診療を受けるとき、
１医療機関で１か月にかかる自己負担額
の限度額適用および入院時の食事代が
減額となる認定証です。申請により交付
をしています。
【対象】
　自己負担割合が１割で「世帯全員が住
民税非課税」となる被保険者の方。
※ 対象となる場合がありますので、病院
　 を受診する前に健康福祉課に必ずお問  
　 合せください。

限度額適用・標準負担額減額認定証
（減額認定証）について

　医療機関受診の際に、窓口での自己
負担額が限度額までとなる認定証です。
申請により交付をしています。
【対象】
　自己負担額が３割で「現役並み所得者I
もしくはⅡ」の被保険者の方。

限度額適用認定証
（限度額認定証）について

　現在の藤色の被保険者証（保険証）は、
８月１日から新しく「緑色」に変わり
ます。
７月下旬に町から新しい保険証を送付
します。
　新しい保険証が届きましたら、住所・
氏名・生年月日・性別・一部負担金の
割合（1割または3割）をご確認ください。
※ 一部負担金の割合は、令和２年中の 
　 所得に応じて判定されます。
※ 申請する必要はありません。

　すでに認定証を交付されていて、引き続き対象となる方には町から新しい認定証を送付します。
※ 再度申請する必要はありません。

見 本
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保険料の軽減判定基準額等が変わります

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置について

　令和３年度の後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」の軽減判定基準額や
旧ただし書所得の算定が、次のとおり改正されます。
　（均等割額および所得割率自体の改正はありません。）

　後期高齢者医療制度に加入する前日において、「会社の健康保険制度などの被扶養者」であった
人は、後期高齢者医療医療保険の資格取得日から２年間は保険料均等割が５割軽減されます。
※保険料所得割はかかりません。

後期高齢者医療保険料の納付について
　８月下旬に普通徴収分（口座振替・納付書による支払）、および特別徴収分（年金からの天引き）
の決定通知書を送付します。
　納付書支払いの方は、納付書に記載されている納期限までに納付をお願いします。

　一定の給与所得者等が２人以上いる世帯については、税制改正により、軽減措置に該当しなくなる
場合があります。その影響を極力遮断するため、軽減判定基準を見直します。

※ 一定の給与所得者（給与収入55万円超）と公的年金等に係る所得を有する者
　（公的年金等の収入金額60万円超（65歳未満）又は110万円超（65歳以上））★
★公的年金等に係る特別控除（15万円）後は110万円を125万円となるよう読み替えます。
　なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

　税制改正により、給与所得控除・公的年金等
控除が10万円引き下げられるとともに、基礎
控除が10万円引き上げられました。後期高齢者
医療制度においては、地方税法の規定を引用して
いる部分があるため、所得割額の算定に用いる
「旧ただし書所得」の算出方法を見直します。

保険料均等割額の軽減判定基準額が見直されます

旧ただし書所得の算定方法が見直されます

７割軽減

５割軽減

２割軽減

世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計区分

（令和３年度）年間保険料

＝

+均等割額 所得割額

42,100円 前年の総所得金額等
ー43万円

(旧ただし書所得)
×8.07％(　　　　　　　)

問合せ 健康福祉課　医療保険係　℡52-1116

{43万円＋（給与所得者等の数※－１）×10万円}以下のとき

{43万円＋(給与所得者等の数※－１)×10万円＋28万5千円×被保険者数}以下のとき

{43万円＋(給与所得者等の数※－１)×10万円＋52万円×被保険者数}以下のとき
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　保険証が「藤色」に変わります

国民健康保険に加入・脱退するときは

国民健康保険に加入されている皆様へ

　今までお使いの「クリーム色」の被保険者証が、８月から「藤色」の被保険者証に変わります。
　８月から医療機関にかかるときには、必ず新しい被保険者証を医療機関に提示して受診してください。

これまでお使いのクリーム色の被保険者証は、役場健康福祉課または支所、各出張所に返却してください。

　また、昨年度から被保険者証と高齢受給者証が一体化したものになっています。一昨年まで 70 歳

以上～ 75歳未満の方には、被保険者証の他に高齢受給者証をお渡ししていましたが、一体化となり

ましたので、被保険者証一枚で受診していただけるようになります。

※高齢受給者証とは･･･国民健康保険に加入されている 70 歳以上～75 歳未満の方に交付される

　自己負担割合が記載された証になります。

　国民健康保険の加入・脱退がある場合は、14日以内に届出をお願いします。

※手続きをせず、誤った被保険者証を利用して病院にかかると、後日医療費の返還等を求められることが

　あります。

【加入】転入、出生、社会保険等を脱退した時など

【脱退】転出、死亡、社会保険等に加入した時など

保険証の裏面に臓器提供の意思表示ができます
　臓器の移植は、本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾があればできるようになりました。臓器提供に

ついて考え、家族とよく話し合い、意思表示をしておくことが大切です。

※意思表示の有無等を見られないようにする「個人情報保護シール」は、健康福祉課、本庁、各支所、出張所

　の窓口に置いてあります。 ご希望の方はご利用ください。

見 本

◀ 負担割合○割と記載されているもの
   が高齢受給者証です
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「限度額適用認定証」等の更新について

【国民健康保険及び後期高齢者医療保険】
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について

　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お送りします
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・

各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。

　期間限定で新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給をしています。
　傷病手当金は雇われている人（被用者）が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が
疑われるため、仕事を休み、その間の給与が受けられない場合に、本人や家族の生活を守るため
に支給される手当金です。

　被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱などの症状があり、感染が
疑われる人

●　対象者

　令和２年１月１日から令和３年６月30日までの間で、療養のため働くことができない期間でしたが、
令和３年９月30日までに延長します。

●　適用期間の延長

　申請には、被保険者記入用の申請書のほか、事業主と医療機関に記入していただく申請書が必要と
なります。
　詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

●　申請方法

問合せ 健康福祉課　医療保険係　℡52-1116
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工事名
令和３年度
西伊豆中学校パソコン教室空調設備改修工事

令和３年度
田子公民館講堂空調設備改修工事

令和３年度
祢宜ノ畑温泉貯湯槽改修工事

エアコン設置１基

エアコン取替１基

温泉タンク取替１基

(株)サエツ冷機工業

(有)山本空調サービス

(有)佐藤設備工業

令和３年
７月30日

令和３年
７月30日

令和３年
10月29日

完成予定日施工業者工事概要

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

※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。

国民年金保険料の納付が困難なときには
国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請手続きを！

問合せ 窓口税務課　窓口年金係　℡52-1112
三島年金事務所　　 　　　℡055-973-1166

　　令和３年度の国民年金の保険料は定額で、月額16,610円となっています。
　　収入の減少や失業等により、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、
　保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。

令和３年度の国民年金保険料について

　本人、世帯主、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある
場合に、申請手続きをすることにより保険料の納付が全額免除または一部免除となります。

① 免除(全額免除・一部免除)申請

  50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請手続き
をすることにより保険料の納付が猶予されます。

② 納付猶予申請

　学生の方で本人の所得が一定額以下の場合には、申請手続きをすることにより、保険料
の納付が猶予される学生納付特例制度を利用することができます。
(①、②は申請できません)

☆ 学生の方には・・・

　産前産後期間の保険料の免除制度があります。出産予定日または、出産日が属する月の
前月から４ヶ月間の国民年金の保険料が免除されます。
　保険料免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

☆ 国民年金第１号被保険者期間で出産された方へ

※ご不明な点がありましたら下記窓口にお問い合わせください
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第71回「社会を明るくする運動」とは？

　すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生に
ついて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や
非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

　安全で安心な地域づくりのためには、犯罪や非行から立ち直ろう
とする人たちを再び地域の輪に迎え入れ、責任ある社会の一員と
なるよう支えることで、誰もがやり直し、活躍できる社会を構築する
ことが重要です。
　地域の皆さまには、本運動と再犯の防止に向けた取り組みの社会的
意義をご理解いただき、犯罪のない幸福な社会づくりにご協力を
お願いいたします。

Ｑ：保護司ってどんなボランティアですか？
Ａ：保護司は、法務大臣から委嘱されたボランティアで、全国に約４万６千人います。
　  給与は支給されませんが、活動にかかる実費（交通費など）は支給されます。
Ｑ：保護司になったら、どんな活動をするのですか？
Ａ：保護司は、保護観察を受けている人の立ち直りを支援する「処遇活動」と、地域の方々に
     立ち直り支援への理解と協力を求める「地域活動」の２つの活動を主に行っています。

Ｑ：保護司になりたいけど、どうすれば良いですか？
Ａ：保護司になるには、一定の要件を満たす必要があります。
　  まずは、最寄りの保護観察所へご相談ください。
※保護司について最新情報を発信中！法務省保護局公式ツイッター・公式Instagram・
   YouTubeでもショートムービー公開中！！

「広がり、つながる未来の輪」

問合せ 窓口税務課　窓口年金係　℡52-1112

「社会を明るくする運動」をご存じですか？
◀更生ペンギンの
   ホゴちゃん

立ち直りを
支える人たち

・保護司
・更生保護女性会
・協力雇用主
・更生保護施設

◀更生ペンギンの
   サラちゃん

みなさんは知っていますか？　◆保護司というボランティア◆

　処遇活動の中核は、「保護観察」です。
犯罪や非行をして保護観察を受けている人
と月に2～3回程度面接をし、彼らの相談
に乗ったり、約束事を守るように指導したり
します。
　保護観察は、犯罪者処遇の専門家で、国の
職員である「保護観察官」
と地域ボランティアである
「保護司」が二人三脚で
行っています。

処遇活動

　犯罪や非行のない地域社会を築くため、
毎年７月を強化月間として、”社会を明る
くする運動”を行っています。
　同運動において、住民向けの啓発イベント
を開催するなど、様々な広報活動に積極的に
取り組んでいます。
また、地域で住民集会
を開いたり学校等
と連携して活動を
したりしています。

地域活動
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問合せ まちづくり課　ふるさと納税係　℡52-1114

　西伊豆町では、ふるさと納税（寄附）をしていただいた方（ご寄附者様）に、お礼の品（返礼品）
をお贈りする事業を行っており、特産品のすばらしさやまちの魅力を知っていただくためのきっかけ
になっています。特産品を手に取ることによって西伊豆町に興味を持った方に、いずれは訪れて
いただけるような施策も検討しております。「コロナ禍」の終息がなかなか見込めない状況では
ありますが、わが町がもっと“元気”になるために、産業の振興と消費の底上げを目指します。

　令和２年度は西伊豆町も他の自治体と同じよう
に「コロナ禍」の影響を受け、基幹産業である
観光業をはじめ、様々な業種に大打撃を受けま
した。しかし「巣ごもり需要」が高まり、保存
のきく返礼品への注目度が高まったことから、
過去最高だった令和元年度を上回る寄附件数
及び寄附金額となりました。
　今後も、「寄附をしてよかった」と思っていた
だける自治体になることとともに、景気の動向に
左右されないふるさと納税事業を目指します。

寄附額の推移
　これまでにいただいた寄附金を、令和２年度の各種
事業で使わせていただきました。
　寄附金につきましては、これからも町民の皆様の
お役に立てられるよう、大切に使わせていただきます。

令和２年度の寄附金の使い道

産業振興

教育・文化づくり

防災・ICT・
都市基盤整備

健康・福祉・
医療の充実

合計

観光業の振興
農林水産業の振興
商工業の振興

雇用・就労環境の充実
移住・定住の促進

教育環境の充実

防災・減災対策の強化
消防体制及び施設等の強化
快適な生活環境の整備
清潔な生活空間の創出

健幸づくりの推進
社会福祉の充実
子育て支援の充実

144,696
78,103
2,437
63,397
500
259

59,558
59,558

95,692

47,569
22,142
17,781
8,200

51,641

30,062
15,489
6,090

351,587

充当額
（千円）区分 ふるさと

応援基金の分類

件　数 103,706件

11億9,425万円

139,824件

15億8,353万円

134.8%

132.6%寄附額

令和元年度 令和２年度 前年比
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ロケ地なんです！！ 
あの場所が

part 6

実は…

問合せ まちづくり課　観光係　℡52-1114

問合せ 総務課　情報管理係　℡52-1963

サンセットコインでマイナポイントを受け取ろう

町民限定 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。

①マイナポイント予約
【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）

②マイナポイントの申込み・受取り
【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

◆受け取りに必要なこと

　2013年に公開された、映画『真夏の方程式』
で登場した景色は、仁科漁港北沖防波堤灯台や
浮島海岸なんです。
　８年前に公開された映画ですが、今でも各種
動画配信サービスで視聴出来ますので、ぜひ
御覧ください！

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

▲浮島海岸

▼仁科漁港北沖防波堤灯台
映画『真夏の方程式』

※ 注意：令和２年度の事業を延長しているため、一度ポイントを受け取った方は、もう一度受け取れません。 
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東京2020大会開催期間中、競技会場や輸送ルート、観客利用駅周辺では競技時間及び
その前後で混雑が予想されます。
混雑緩和の取組みにご理解とご協力をお願いします。

静岡県 伊豆会場 FSW
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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.3

こんにちは！西伊豆町地域おこし協力隊の小村（コムラ）です。ついに7月がやってきました！
待ち望んでいた西伊豆町の “夏 ”到来です！相変わらずワクワクが止まらない移住女子です。

西伊豆町の絶景を求めて…

太鼓はじめました！

西伊豆町には、本当にたくさんの“絶景”が溢れているなぁ…と思う今日この頃です。
そんな私は、梅雨の合間の晴れ間を狙って、ずっと気になっていたとある絶景を求め乗浜海岸に向かいました。

町民の皆さんには有名な場所かもしれません。
ネットで見つけた写真を頼りに、探しに探しました。
もう、このスポットを見つけた時の感動と言ったら…
・・・最高にたまらなかったです。
乗浜海岸に行った際は、是非探してみてくださいね！
こんな絶景が、町内にはまだまだ隠れているんだろうな～と
胸を膨らませるこむさんでした♪

皆さんはこのスポットをご存知ですか？

“夏 ”といえば “祭り ”、“祭り ”といえば…太鼓 !!!
ここ1～2年は、なかなか例年通りに開催…とはいかない状況も続いているかと
思いますが、安良里では、今年の天王祭（宵の神事）で太鼓を叩くという判断に！
しかし、少子化の影響で子ども会の人数も減少傾向にある西伊豆町。今回は、
青年部も協力して太鼓を叩くことに。
…と思いきや、
気付けば私も一緒に練習に参加して、見事太鼓デビューを果たしました（笑）
こうやって町の行事に参加することで、少子高齢化の現実を肌で感じました。
私も貢献出来る人材の一人として、引き続き嫁入り修行を頑張ろうと思います！（笑）

今月は、畑の草むしりに没頭する若者たちの作業風景をお届けします。体力のある若者が率先して畑仕事
をしている風景にほっこりしますね！私が畑を始める日も、そう遠くないのかしら…?（笑）

こちらから、カラー写真もご確認頂けます！
あなたの知らない西伊豆町の風景に出逢える
かもしれませんよ！

今月の西伊豆町 奇跡の1枚

Instagram 今月はここまで！
また来月～♪
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植栽は年2回、水やりは2日に1回当番制で管理しています。
私たちの管理する花壇は、車通りの多い国道沿いにあるため動物による被害はな
いものの、風や雨でお花がだめになることも多くて、実は苦労しているんですよ。
でも、町民や観光客の方から、「お花綺麗ですね！」なんて声をかけてもらえると
「これからも続けていこう！」と思うんですよね。

メンバーの大半が70代で、年齢的にも植栽作業を行うのは正直
大変です。でも、私たちはお花が好きだし、何より、仲間と一緒
に作業をして、作業後にはみんなでお茶やお喋りをすることが
楽しいので、お花を通じてとても有意義な時間を過ごしています。

町内を華やかに色付けている数々の花壇…
西伊豆町には「花の都にしいずちょう推進協議会」という、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る協議会があり、花と緑にあふれたまちづくりを推進
すべく活動しています。

私たちは、宇久須女性会から管理を引き継ぎ、現在12名の女性メンバーで
西伊豆町の玄関口、宇久須地区の国道沿いにある花壇を管理しています。
町に訪れた人々 が明るい気持ちになれるよう、日々整備を続けています。

活動しているのか、意外と知られていないのではないでしょうか？
今回は、7団体のうちの一つ「宇久須花の会」の管理する花壇にお邪魔してきました！

▼宇久須地区 国道沿いの花壇

こむさんの花壇さんぽ ー 素敵な花壇、見～つけた！ ー

“どんな人が ”   “どんな想いで ”   “どのように ”

西伊豆町の玄関「宇久須」の町を華やかに！

宇久須花の会

地域おこし協力隊 こむさんがインタビューしてきました！

どのような活動をされているんですか？

活動でのやりがいやお花への想いを教えてください。宇久須花の会
の皆さん

宇久須花の会の皆さん、ありがとうございました！
                                                                  こむさんの花壇さんぽは、まだまだ続く…
問合せ まちづくり課　観光係　℡52-1114
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問合せ 防災課　防災安全対策係　℡52-1965
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松崎高校広報 ～西豆と共に～

　４月下旬、前期生徒会長選挙が行われ、２名の立候補者の
それぞれが生徒会活動に対する活動方針や目標を述べました。
　投票の結果、『挑戦』を活動目標として生徒会運営や行
事を行いたい。西豆地区に一校しかない高校として、地域
との関わりをさらに深めていきたい。」と述べた2年生の
山本真聡君が当選となりました。
　新型コロナウイルス感染症対策により、様々な工夫
や新しい発想が必要となるなか、生徒会本部の力強い
取組が期待されます。

前期生徒会長選挙

　交通安全に関する知識や情報を学ぶことをとおし、ルール
の遵守とマナーの向上を目的として、「交通安全教室」を
行いました。
　交通係長による実体験を交えた交通講話、現実の事故
場面も盛り込んだDVD視聴、指導員による実技指導を
含めた自転車実験等により、交通安全の大切さについて
学ぶことで、自転車を運転する人の意識や姿勢が重要で
あることを改めて再確認することができました。

交通安全教室（１年生）

　西豆学の一環として、「棚田体験実習」を行いました。
この実習は棚田の農作業体験をとおし、地元の産業につい
て考えるとともに、地域への貢献となることを目的として
行われています。
　参加した１年生は複数の棚田にグループごとに入り、
慣れない手つきながらも畔つけの作業に取り組みました。
　普段は関わることの少ない作業をとおし、自分たちが生
まれ育つ町の姿や伝統について考える機会となりました。

棚田体験実習（１年生）

　「進路研修」は西豆学の一環として、
静岡市や三島・沼津市内等の大学や
専門学校、企業等で見学や実習を
行うものです。それぞれの進路希望
をふまえ、実際に自分の目で確かめ、
体験をすることによって、卒業後の
進路選択へ向けて、新たな知識を
得ながら理解を深めることができました。

進路研修（２年生）

問合せ 静岡県立松崎高等学校　℡0558-42-0131
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まちのできごと～Town News ～

　6月14日、仁科小学校の全学年を対象に賀茂地域
局による防災教室が開かれました。
　この教室では災害発生時のイメージトレーニングや、
iPadで防災に関する教材アプリを使用して、西伊豆町
のハザードマップなどを調べました。
　講師の森さんは「災害は誰の身にも起こることなので、
自分は大丈夫だろうと思わないでほしい。この教室を
通して、自分の身は自分で守るという意識を持って
ほしい。」と話しました。

ンターネットを駆使した防災教室イ 仁科小学校で賀茂地域局による防災教室

　６月10日、伊豆海認定こども園
の３歳児９人、４歳児８人、５歳児
４人の計21人が、黄金崎クリスタル
パーク職員による「ガラス工芸体験」
に参加しました。
　園児たちは色鮮やかなガラスを
手に、ジェルキャンドルやフォト
フレームなどを作ります。
　ガラス工芸は手先の細かい作業が
必要となりますが、園児のみんなは
とても集中していて、素晴らしい作品
を作ることができました。
　できあがった作品は美しくも子ども
らしく、元気で純粋な色模様をして
いました。

界で1つの
ガラス工芸世

伊豆海認定こども園でガラス
工芸を体験

　6月14日、西伊豆町役場で町と民間企業５社に
よる、町の地域資源を活かして雇用の創出や人口
増加を目指す、包括連携協定の締結式が行われま
した。
　民間企業の５社はそれぞれが漁業、林業、観光業
などに精通していて、今後は町の産業活性化に尽力
していただきます。

伊豆町の産業活性化
を目指して西

町を含む６者が包括連携協定を締結



2021.7 21

Nishiizu Topics

　５月28日、大田子海岸で田子小学校１年生、
仁科認定こども園、伊豆海認定こども園の園児たち
がカサゴなどの稚魚放流を行いました。
　東洋水産株式会社企画のこの活動は、地域の
水産資源の保護や育成を目的としていて、今回
はカサゴ、メバル、ヒラメなど約１万匹もの稚
魚を放流しました。
　放流を終えた児童・園児たちは、海で泳ぐ魚た
ちに「大きくなってね」と声をかけていました。

きくなってね大子どもたちが大田子海岸で稚魚を放流
　晴天に恵まれた６月１日、天草漁が解禁され
ました。
　去年と比べると量は少ないものの、乗浜海岸
や船着き場ではたくさんの天草が天日干しされ、
例年通り「真っ赤なじゅうたん」が出来上がりま
した。乾燥した天草はところてんや寒天の原料と
して、町内外に出荷されるようです。

草漁、解禁。天 町内各地で天草漁が解禁

　６月７日、町長室で公明党西伊豆支部による
「コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急
要望」が提出されました。内容は、コロナの影響
で経済打撃を受け生理用品が買えなくなるなどの
「生理の貧困」問題に触れ、西伊豆町内の小・中
学校や防災備蓄品に生理用品を加えることを要望
するというものでした。

性が住みやすい町へ女 公明党西伊豆支部が女性の
負担軽減に関する要望書を提出 6月定例議会で保護者有志の会の請願内容が採択

　６月３日、西伊豆町議会による６月定例会に
おいて、５月13日に保護者有志の会が議会に提出
した、小中一貫校と統合認定こども園の早期建設
等を求める請願書の内容が採択されました。
　

期建設を求める請願、
採択。早
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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

　５月18日（火）に西伊豆中学校体育館で『軽スポーツ教室』が開催されました。男女合わせて18名が参
加しました。　　　　　　　　　
　今回、軽スポーツの準備体操としてはじめて3B体操を行いました。用具を使い、音楽に合わせて15分
ぐらい体操を行い、良い汗をかきました。
　その後、東京パラリンピック正式種目であるボッチャを行いました。ボッチャは男女、年齢に関係なく、
子どもから高齢者まで楽しめるスポーツです。また、勝つための戦略を練り、チーム一丸となって戦う
頭脳戦でもあり、これが魅力の一つです。参加された方はあの手この手を繰り出す総力戦で奮闘し、
ボッチャを楽しく体験しました。
　皆さん、お疲れさまでした！！

　我が国における少子高齢化、インターネット
の利用拡大等の進展は、青少年を取り巻く環境
にも大きな影響を及ぼしています。青少年の被
害の現状については、スマートフォンやSNSを
始めとする新たな機器・サービスが急速に普及
し被害児童数は深刻な状況にあります。次世代
を狙う青少年の育成は社会全体で一体的に取り
組むべき課題です。家庭・学校・地域が相互に
協力しながら、青少年の非行・被害防止のため
に地域一丸となった環境を作りましょう。

〇 有害環境への適切な対応
〇 薬物乱用対策の推進
〇 不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止
〇 再非行（犯罪）の防止
〇 いじめ・暴力行為等の問題行動への対応

◇ＳＮＳ利用に係る
子供の犯罪被害等の防止

◇青少年の非行・被害防止のために

「春の軽スポーツ教室」を開催しました

７月は「静岡県青少年非行・被害防止全国協調月間」です！
～子供たちを犯罪被害から守る環境をつくることが大人の責務です～

▲３Ｂ体操でいい汗をかきました！　 ▲ボッチャはとても盛り上がりました！

（主催：静岡県青少年対策本部）
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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

『ヒポクラテスの悔限』 中山 七里
『臨床の砦』 夏川 草介
『エレジーは流れない』 三浦 しをん
『クララとお日さま』 カズオ・イシグロ
『正欲』 朝井 リョウ
『MR』 久坂部 兼
『傷跡のメッセージ』 知念 実希人
『小説８０５０』 林 真理子
『静岡のトリセツ』 昭文社旅行編集部
『大衆食堂に行こう』 東海林 さだお
『どうしても頑張れない人たち』 宮口 幸治
『論語と算盤』 渋沢 栄一
『妻が口をきいてくれません』 野原 広子
『ほっとする神社とお寺図鑑』 八木 透 監修
『今川のおんな家長　寿桂尼』 黒田 基樹
『三国史入門』 宮城谷 昌光
『老親友のナイショ文』 瀬戸内 寂聴・横尾 忠則
『父が撃った１２の銃弾』 ハンナ・ティンティ
『ぼく モグラ キツネ 馬』チャーリー・マッケンジー

『あなふさぎのジグモンタ』 とみなが まい
『サンドイッチクラブ』 長江 優子
『エカシの森と子馬のポンコ』 加藤 多一
『おいで、アラスカ！』 アンナ・ウォルシュ
『オラウータンに会いたい』 久世 濃子
『ウィズ・ユー』 濱野 京子
『アーニャは、きっと来る』 マイケル・モーバーゴ
『兄の名は、ジェシカ』 ジェン・ボイン
『そのときがくるくる』 すず　きみえ
『水をくむプリンセス』 スーザン・ヴァーデ
『どこからきたの？おべんとう』 鈴木 まもる
『わたしたちのカメムシずかん』 鈴木 海花
『ゆりの木荘の子どもたち』 冨安 陽子
『ざんねんないきもの事典 ますます』 今泉 忠明 監修
『ころりん・ぱ！』 ひらぎ みつえ
『強豪校の部活練習メニュー バレーボール』 清水 直樹 監修

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

＊７月のおはなし会＊
【日時】7月25日（日）午後2時～午後3時まで
【内容】絵本の読み聞かせ
【場所】西伊豆町立図書館　絵本コーナー
※新型コロナウイルス拡散防止の為、ご来場の際
は、消毒、マスクの着用をお願いいたします。

[CD]
★ROMANCE／宮本　浩二
★SINGER7 ／島津　亜矢
[DVD]
★アナと雪の女王２
★今日から俺は！！

♪新しく入りました♪

◎役場窓口で本の貸し借りができます。

♪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）♪

老人たちの裏社会　　　　　著：新郷　由起
タイトルが衝撃的なので読んでみました。万引き、
ストーカーなど若い人が多いと思っていましたが、
現在は老人がとても増えていると。
明日は私達もそのようなことをしてしまうのでは・・・
というそれぞれの事情もありで、驚きの本でした。　
　                                        　（田子　60代　女性）

　電話、メールで申請して頂き、ご希望の窓口
（本 庁・田子・宇久須）にて受け取り、返却が
できます。

５２ヘルツのクジラたち
　　　　　　         著：町田その子（本屋大賞受賞）
自分の人生を家族に搾取されてきた女性・貴瑚と、
母に虐待され「ムシ」と呼ばれた少年。孤独ゆえに
愛を欲し、裏切られてきた彼らが出会う時、新たな
物語が始まる。

　猛暑が続く日々ですが、東京オリンピックの開催
が近づいてきました。今月は「オリンピック」につ
いての本を特集します。
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　歳をとることによる筋力や体力、骨の強さ、免疫力が低下することや、閉じこもりがちや運動不足、
バランスの悪い食事などの生活によっておこります。
　「栄養」「運動」「交流」「心」の４つの要素がフレイルに影響しています。
　フレイルは健康と要介護の中間の状態です。下の図１は、これを示しています。

①　体重減少(食事制限等をせずに１年間に4～5㎏減少してしまう)
②　疲労を感じやすい（階段や買い物袋を持つと息切れしてしまうなど）
③　運動の習慣がない
④　握力が低下した（ペットボトルや瓶のキャップを開けられないなど）
⑤　歩行速度が低下した(信号を青信号の間に渡りきることができないなど)

フレイルの症状

　食欲がないために食事量が減り、低栄養の状態となります。低栄養状態になると、風邪をひきやすく
なり、一度風邪をひくと悪化しやすくなるため、肺炎となる場合もあります。また、栄養不足や運動不足
により、筋肉が痩せ、骨が脆くなるため、転んだり躓いた際に骨折する場合もあります。肺炎や骨折など
で入院すると、さらに筋肉が痩せ、骨が脆くなり、 体力も落ちてしまうことから、介護が必要な状態を引き
起こしてしまうこともあります。
　他に、体だけでなく心も落ち込んでいる状態であるため、ストレスに弱くなり、うつ状態になりやすく
なります。うつ状態となると意欲がなくなり、家に閉じこもりがちになり、交流も減少してしまうことから、
より孤独感や不安が大きくなります。

フレイルになるとどんなことが起こる？

食事でいきいき長生き！！（フレイル予防）
順天堂大学保健看護学部　　坪井優奈　一杉安由生　望月彩乃
　（ R3.5.11 ～ 5.20 西伊豆町にて保健活動実習に来ました ）

こんにちは
保健師の卵です！

フレイルとは

　出典：図１愛媛県後期高齢者医療広域連合　https://www.ehime-kouiki.jp/hokenjigyo/flail.html
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　フレイルを予防するためには、バランスの良い食事や運動習慣・住民同士の交流・心の健康を維持する
ことが大切です。

問合せ
健康福祉課健康係
TEL：52－1116

・３食バランスよく、色々な食材を食べること
→料理を作ることが大変な時は、缶詰や冷凍食品などを取り入れてみてください
・塩分の摂り過ぎに注意し、薄味を心がけましょう

　フレイルの予防には、重要な３つの栄養素があります。
① タンパク質
　　筋肉量を維持する働きがあります。
　代表的な食品は、肉類、魚類、豆腐、納豆、卵、牛乳です。
　　１日に必要な量は約60gです。例えば、１日の食事の中で、肉（100g）、
　魚（１切れ）、豆腐（１/３丁）、牛乳(コップ１杯)、卵（１個）、納豆（１パック）
　などを食べると必要な量をとることができます。
② カルシウム
　　骨や歯を作る働きがあります。
　代表的な食品は、牛乳、チーズ、海藻、干しエビ、小松菜、チンゲン菜です。
　　１日に必要な量は約700㎎です。例えば１日の食事の中で、わかめ・木綿豆腐・
   干しエビの味噌汁（１杯）、牛乳(コップ1杯)、ヨーグルト(1カップ) を食べると必要な量を
   とることができます。
③ ビタミンD
　　カルシウムの吸収を助け、骨の健康を維持する働きがあります。また、筋肉を強くする働きもあります。
　代表的な食品は、しいたけ、舞茸、卵、イワシ、鮭、しらす干しです。
　　１日に必要な量は約５.５μｇ（マイクログラム）です。例えば１日の食事の中で、鮭の切り身(1切れ)を    
　食べると必要な量をとることができます。

フレイル予防～食事におけるポイント～

◎　大切なこと

岡田 乙葉ちゃん
                  （浜川西）

おとは

山下 稟くん
                  （前田）

りん

長島 叶愛ちゃん
                  （天坂）

と あ

長島 蒼くん
                  （大田子）

あおい

森屋 湊くん
                  （浜川西）

みなと

無理をせず、できるところから少しずつ始めてみましょう！

フレイルを予防するには？
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キャッシュレス決済
「ETCX」が始まります！

静岡県道路公社  企画業務課
℡054-254-3424

　静岡県道路公社では、お客様の
利便性向上や新型コロナウイルス
感染拡大防止等への対応を図る
ため、７月１日（木）から「伊豆
中央道」及び「修善寺道路」に
おいて、有料道路では全国初の
本格運用となる「ＥＴＣＸ」を
利用したキャッシュレス決済を
開始します。
　ＥＴＣＸは、駐車場やドライブ
スルーなど高速道路以外の施設で
ＥＴＣ技術を活用して料金支払が
できる会員登録制のＥＴＣ多目的
利用サービスです。
　あらかじめＥＴＣＸの会員登録
を行う必要がありますが、ＥＴＣ
カードを車載器に挿入の上、料金所
で一旦停止いただくだけで、自動車
に乗ったままキャッシュレスで
通行料金のお支払いができるよう
になります。また、ＥＴＣＸの
通行回数に応じ最大５割引の無料
利用がサービスされる、使えば
使うほどお得な「いずトクＸ割引」
も開始します。
　なお、現金や回数券も、引き続き
ご利用いただけます。
　ＥＴＣＸの会員登録や「伊豆
中央道」及び「修善寺道路」で
のご利用については、静岡県道路
公社ホームページをご覧ください。
（https://siz-road.or.jp/)

静岡県警察官を
募集しています

下田警察署　警務課（松崎）
℡0558-27-0110

　令和4年４月採用予定の警察官Ａ
（大学卒業または卒業見込み）、
警察官Ｂ（大学卒以外）を募集します。
▶試験詳細発表日
　令和３年7月29日（木）
▶申込受付
　令和３年7月29日（木）～
  ８月27日（金）まで
▶１次試験日
　令和３年9月19日（日）
※募集の詳細については、静岡県警
のホームページまたは下田警察署、
お近くの交番・駐在所までお問い
合せください。

下田消防本部職員を
募集しています

下田消防本部 
総務課人事財務係
℡0558-22-1829

▶採用予定人員
　２人程度
　※変更になる場合があります
▶採用予定年月日
　令和４年４月1日
▶受験資格
　平成７年４月２日以降に生まれた  
　方で、高校卒業以上（高校卒
　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
　する方

福祉のミニ就職相談会を
開催します！

（福）静岡県社会福祉協議会
静岡県社会福祉人材センター
℡054-271-2110

　福祉の仕事を希望する方！興味
のある方！この機会を利用して
情報収集をしてみませんか？
未経験・無資格の方もぜひご来場
ください！きっと新しい発見が
待っています♪
▶開催日・場所
　８月２日(月)　掛川市
　「掛川市生涯学習センター」
　８月18日（水）　沼津市
　「沼津市民文化センター」
▶内容
　13:00~14:00　
　「福祉のお仕事セミナー」
　14:00~15:30　
　「就職相談会」
※駐車場はありませんので、車で
お越しの際は近隣の有料駐車場を
ご利用ください。

令和３年
「富士山マイカー規制」について

静岡県道路企画課
℡054-221-3359
小山町商工観光課
℡0550-76-6114

　富士山の富士宮口（富士山スカイ
ライン）及び須走口（ふじあざみ
ライン）においては、来訪者の
安全性と快適性の確保、環境保
全のために、一般車両の乗り入
れ規制を実施します。
　本年度のマイカー規制は、
両登山口ともに開山期間全日
の連続63日間で実施します。
▶日時
　

☎ ☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

☎ 

富士宮口（富士山スカイライン）　
７月10日（土）９ ：00～
９月10日（金）18 ：00まで
須走口（ふじあざみライン）　　
７月10日（土）12：00 ～
９月10日（金）12：00まで



2021.7 27

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】

・わずかな時間でも車を止めたら必ずカギかけ
  （窓も忘れずに！）
・車内にバッグや貴重品を置きっぱなしにしない
・自宅では車両カバーやセンサーライトを活用する
・貴重品は必ず身に付け手荷物から目を離さない

回覧物が町のホームページで
確認できます

まちづくり課企画調整係
℡0558-52-1966

▶受付期間
　令和３年８月10日（火）から 
　令和３年９月16日（木）まで
▶試験日
　1次試験
　令和３年10月17日（日）
　2次試験
　令和３年11月７日（日）
▶提出書類
　本部で用意する申込書兼履歴書
　卒業証明書または卒業見込み  
　証明書
▶問合せ及び提出先
　下田消防本部総務課人事財務係
　℡0558-22-1829

～ひとりで悩んでいませんか？～
静岡県では不妊症・不育症に関して、
医師による面接相談（無料）を実施
しています。
▶面接相談日・会場
　
　
　
※10月（東部・西部）・12月（東部）・
２月（西部・中部）にも相談会を
実施します。詳細が決まり次第

ホームページに掲載します。
▶予約方法
　電話もしくはメールで予約を 
　お願いします。
▶予約受付時間
　平日9：00～ 17：00
▶メールアドレス
　kokatei@pref.shizuoka.lg.jp

ＷＥＢ上のバーチャルな会場で、
自宅や学校にいながら参加できます。
まるでリアルな会場にいるかのよう
に担当者とお話ができます。
▶開催日時
　７月11日（日）
「午前の部　10：00～12：30」
「午後の部　13：30～16：00」

▶参加対象
　保育士を目指している方、保育    
　の仕事に興味のある方
▶申込方法
　静岡県・静岡市　保育士・保育 
　所支援センターのホームページ
　「保育のお仕事フェア」ページより
▶用意するもの
　・インターネット通信環境
　・カメラ、マイクの付いた
      パソコンを推奨します。
    （スマホでの参加もＯＫ）

毎月２回（１日・15日）配布して
いる回覧がホームページでも確認
出来るようになりました。
ぜひご活用ください。

　犯罪発生情報をリアルタイムで配信しています。
～静岡県警ツイッター～

車上ねらい・置引きに注意‼ ～夏場は特にご用心～

不妊・不育面接相談の
ご案内

静岡県健康福祉部こども家庭課
℡054-221-3309

☎ 

☎ 

「保育のお仕事フェア
オンライン～就職応援セミナー
＆相談会」を開催します

しずおか保育士・保育所支援センター
℡054-271-2110

☎ 

～被害にあわないための対策～

※不審な業者の訪問に不安を感じたら警察に相談！
      　　　     

　パソコン・スマートフォンから
＠Fuji_bouhan または静岡県警察で検索

下田警察署管内防犯協会 ☎ 0558-27-2766

６月20日（日）「ふしみや貸会議室」
８月22日（日）「ふしみや貸会議室」
８月29日（日）「プラサヴェルデ」

公益財団法人静岡県市町村振興協会

町HP▶
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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 7,408人（△20） 田 子 地 区 1,932人（△4）
世 帯 数 3,708世帯（△5） 仁 科 地 区 3,126人（△6）
男 3,518人（△12） 宇久須地区 1,363人（△4）
女 3,890人（△8） 安良里地区 987人（△6）

人の動き （　）内は前月比6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。

！

5月 累計
前年
5月
累計

増減

人身
事故 2

0

2

13

6

0

8

62

6

0

6

39

±0

±0

+2

+23

死者

傷者

物損
事故

（暫定値）

西伊豆町の交通事故件数
7 月 の

夕 陽 時 刻 表
夕陽鑑賞はいかがですか。

1日～10日 19：01～19：02

11日～20日 18：56～19：00

21日～31日 18：48～18：56

お忘れなく

5月 15日～ 6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。

（7 月分）

固定資産税２期
国民健康保険税２期
介護保険料２期

の納期限は８月２日（月）です

地区 氏　名 性別 保護者

天坂 藤井　新 男 弘幸
あらた

♥♥♥♥おしあわせに（結婚）♥♥♥♥
夫 妻

地区 氏　名 地区 氏　名
仁科浜

宇久須浜

加藤 昌英

鈴木 和真

仁科浜

道西

三上 美香

土屋 実津季

おくやみ申し上げます
地区 氏　名 年齢 世帯主
大久須

道東

月東

道西

道西

大田子

沢田

沢田

沢田

大浜

大沢里

仁科浜

真野　至温

山本　正美

山本　眞次

山本　喜代治

芹澤　浩美

藤井　君枝

稲葉　茂雄

鈴木　とめよ

山本　合子

芦澤　勝則

土屋　亘

谷川　淳一

88

96

94

99

54

95

67

94

83

65

54

87

至温

正美

眞次

喜代治

あらわ

君枝

茂雄

とめよ

東

勝則

亘

淳一

　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。

～お知らせ～
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　こちらは広報にしいず7月号です。
みなさんこんにちは。梅雨が終わり、
いよいよ夏がやってきますね。熱中症
にはくれぐれも気を付けましょう！夏は

釣りや海水浴、お祭りなど楽しみが沢山
ですが、今はコロナの影響で先行きが
見えない状況です。一刻も早い収束と
皆さんのご健康を祈っています。

編 集
後 記 す

※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。

7/3

7/4

7/10

7/11

7/17

7/18

土

日

土

日

土

日

月 日 外 科 系 内 科 系 月 日 外 科 系 内 科 系

【7月の救急当番医 西伊豆地区】

7/22

7/23

7/24

7/25

7/31

木・祝

金・祝

土

日

土

西伊豆健育会病院
（☎ 52-2366）

西伊豆健育会病院
（☎ 52-2366）

田子診療所
（☎53-1555）

月2021 7
7/ 1（木） 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

7/ 2（金） 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

7/ 3（土） 胃がん・大腸がん・肺がん（結核）検診
（田子魚市場）

  7：30

7/ 4（日） 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

7/ 10（土） 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

7/ 11（日） 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

7/ 13（火） 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

7/ 14（水） 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

7/ 5（月） 胃がん・大腸がん・肺がん（結核）検診
（宇久須住民防災センター）

  7：30

7/ 12（月） 胃がん・大腸がん・肺がん（結核）検診
（福祉センター）

  7：30

7/ 6（火） 胃がん・大腸がん・肺がん（結核）検診
（宇久須住民防災センター）

  7：30

7/ 7（水） 特設人権相談所 （田子公民館）10：00

7/ 9（金） マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約）17：00～
ボディコントロール教室（福祉センター）19：30

7/ 15（木）
乳児・妊産婦相談 （福祉センター）  9：15

出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

（金）7/ 16
ボディコントロール教室

新型コロナワクチン集団接種（64歳以下）
（福祉センター）

（宇久須住民防災センター）

19：30
13：30～16：10

（土）7/ 17 新型コロナワクチン集団接種（64歳以下）（宇久須住民防災センター）

新型コロナワクチン集団接種（64歳以下）（宇久須住民防災センター）

9：00～11：40・13：30～16：10

（日）7/ 18 出張＊健身塾（男性） （保健センター）9：00～11：40・13：30～16：10

（月）7/ 19
出マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約）17：00～

（水）7/ 21 行政相談所開設 （安良里中央公民館）13：30

（月）7/ 26 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

（火）7/ 27 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

（木）7/ 29 出張＊健身塾（女性） （保健センター）19：00

（金）7/ 30 ボディコントロール教室（福祉センター）19：30

（木）7/ 22 出張＊健身塾（男性） （保健センター）海の日

（金）7/ 23 出張＊健身塾（男性） （保健センター）スポーツの日

（土）7/ 24 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

（土）7/ 31 出張＊健身塾（男性） （保健センター）19：00

（日）7/ 25 出マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約）17：00～

7/ 28（水） マシン体験会14：30
マシン体験会 （保健センター）

（保健センター）
18：30

7/20（火） マシン体験会14：30
マシン体験会 （保健センター）

（保健センター）
18：30

7/ 8（木） 出張＊健身塾（女性） （保健センター）19：00

からだすっきりエクササイズ14：00 （福祉センター）

新型コロナワクチン集団接種（64歳以下）
（宇久須住民防災センター）

13：30～16：10

新型コロナワクチン集団接種（64歳以下）
（宇久須住民防災センター）

13：30～16：10



　令和２年度は200件を超える移住相談が寄せられた富士見町。多くの方のご要望に応えるためにも、
より身近な相談室の開設が急務となっていました。今回、JR東日本長野支社様のご理解・ご協力のもと、
移住・定住相談室「富士見 ウツリスム ステーション」が、JR富士見駅舎内に開所しました。
　開業から117年を迎える富士見駅は、住民にとっての町の「入口」となるだけでなく、移住希望の
方達への「入口」の意味も増え、歴史と新しさが交わるより魅力的な場所となることでしょう。

　市川三郷町では、書道作品の創作活動を活発に、歴史ある紙
の町市川三郷町にふさわしい書道文化の向上を図るため、毎年
「大門碑林全国書道展」を大門碑林公園ひらしお源氏の館に
おいて開催しています。
　今年のテーマは「前進～心あらたに～」。幼児から学生・大人
までそれぞれ「みち」「前進」「希望」「敢為邁往」など年代ごと
に与えられた課題の作品を出品していただきます。大会大賞
受賞作品は、大門碑林公園に刻碑して永久保存いたします。
　また、今大会は山梨県と四川省の開催事業である「第２回
大千富士日中青少年書画展」との共催となっています。大門碑林
全国書道展1部（小・中学生）の「大会大賞」「山梨県知事賞」
「山梨県議会議長賞」「山梨県教育長賞」の４賞を受賞された
４名は「第２回大千富士日中青少年書画展」の賞も併せての
受賞となり、山梨県からも賞状等が贈呈されます。
　この大会は、全国から作品の公募を行います。西伊豆町の
皆さまからのご出品お待ちしております。
公募締切:９月３日(金) 必着

お問合せ ： 富士見 ウツリスム ステーション
〒399-0211　長野県 諏訪郡 富士見町 富士見4654-796富士見駅舎内
【営 業 日】月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
【営業時間】午前９時～午後４時45分
【電　　話】090-1119-9332

公募要領など詳細につきましては下記お問い合わせ先もしくは、市川三郷町ホームページをご覧下さい。

大門碑林書道展事務局（市川三郷町教育委員会内） ℡ 055-272-6094問

印　刷：㈲サン印刷
発行日：令和３年7月１日

編集・発行

〒410－3514　静岡県賀茂郡西伊豆町仁科401－1
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E-mail：kikaku@town.nishiizu.shizuoka.jp

西伊豆町役場　まちづくり課

姉妹町から

広　報

富士見町の新しい「入口」が誕生

第27回大門碑林全国書道展　作品募集!!

～ 移住・定住相談室　富士見ウツリスムステーションが開所しました ～


