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いつ、どこで、災害が起きるかは誰にも分かりません。
いざという時のために、防災意識を持って災害に備えることは重要です。
今月号では、今からできる「備え」について考えます。

今からできる備え
いつか来る、その日のために。

防災の日水９/１
仁科川下流 宇久須月原公民館

安良里浜川 田子月ノ浦

平成25年7月18日に町内で発生した
ゲリラ豪雨による被害の様子
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　平成２５年７月、西伊豆町では大雨の影響により、300棟を
超える家屋が浸水や倒壊などの被害を受けました。近年は、
全国的に災害が多発する豪雨や暴風、竜巻に対する備えが
重要です。直近では、令和３年７月に熱海市伊豆山で土石流
が発生し、大きな被害をもたらした事は記憶に新しいとこ
ろです。
　また、南海トラフ地震が今後30年以内に70％から80％
の高い確率で発生すると言われています。この地震が発生
すると、西伊豆町は最大で震度６強の揺れとなり、沿岸部では
最大15mもの高さの津波が数分程度で到達するなど大きな
被害が想定されており、引き続き地震や津波にも備える必要
があります。

❶令和２年７月堂ヶ島地区、
❷令和３年６月大沢里地区
で発生した土砂崩れの様子。
町内でも豪雨などの影響で
災害が多発しています。

近年発生している、豪雨や大型台風 警報レベルを用いた避難情報

　このように突然やってくる災害に対して、私たちの備えは
万全でしょうか。頭の片隅に「私は大丈夫。」という気持ち
があるのではないでしょうか。今、いつ起こるか分からない
災害に対し、私たちの防災意識が問われています。

　この機会に自分の手で、自分や大切な人の命を守るために、
私たちが今からできる備えについて、一緒に考えてみませんか？

私たちの「備え」は万全でしょうか？

警戒レベル５は、すでに安全な避難
ができず命が危険な状態です。警戒
レベル５の発令を待たず、警戒
レベル４で危険な場所から全員
避難しましょう。
避難に時間のかかる高齢者や障害
のある人は、警戒レベル３で危険な
場所から避難しましょう。

　町では、ホームページに「防災」の
ページを設置し、土砂災害ハザード
マップなどのお役立ち情報を掲載して
います。
　また、「西伊豆町メール配信サービス」
に登録すると町からの防災情報をメール
で確認することができます。ぜひご活用
ください。

　地震時における家具等の転倒によ
る被害が多く、その被害を未然に防
ぐため町から補助金が交付されます。
対象：西伊豆町に住所を有する世帯

家庭内家具等固定推進事業費補助金

私の避難場所はどこ？

防災情報 メール配信
登録はこちら

❶

❷

気象状況悪化

災害のおそれ
高い

災害のおそれ
あり

今後気象状況
悪化のおそれ

避難指示

高齢者等避難

早期注意情報

■

■

問 防災課　防災安全対策係　
　　　　　　　　☎５２－１９６５

警戒
レベル 避難情報など 避難行動

５ 緊急安全確保 災害発生
または切迫

４

3

2

1

大雨・洪水・
高潮注意報

防災の日
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　自主防災組織をご存じですか。災害から地域を守るため、自主的に防災活動を行う地域住民でつくる組織
のことです。
　西伊豆町では「自主防災会」と呼ばれ、地域住民を守るため各地域ごとに、防災訓練や備蓄品の整備な
ど定期的に活動を行っています。

　西伊豆町には、32
の行政区や自治会が
自主防災会を結成して
います。
　令和３年度の各地区
の自主防災会をけん引
している３人からの
防災メッセージです。

助」とは、自分の身を自分で守ること。
「共助」とは、地域や周りの人たちと助け

合うこと。「公助」とは消防・警察・自衛隊等に
よる救助活動のことです。近年特に強化が期待
されているのが、自主防災組織や消防団に代表
される「共助」です。

９９５年の阪神・淡路大震災の際、生き埋め
や閉じ込められた時の救助主体を見ると、

自力・家族（自助）が６６.８％、友人・隣人（共助）
が３１.９％、救助隊（公助）はたったの１.７％でした。
（出典：（社）日本火災学会）

自 1

自主防災組織とは

自主防災会を
けん引する人の声

安良里地区は、海・
山・川に囲まれており、
いつどのような災害
が起きてもおかしく
ありません。住民同士
の助け合いはもとより、
普段から避難経路の
確認等をして、個々に
危機意識を持つことが
大切です。

「自分の身は自分で」
鈴木 敏文さん

浜川西地区自主防災会長

最終的には、「自分の
こと」という意識を
持つことが大切です。
比較的若い世帯が多い
地区なので、A E Dの
使い方や火災時に発生
する煙からの避難など
新しい訓練を取り入れ、
区の皆さんの訓練への
参加を呼びかけています。

「防災意識を持って」
市川 政士さん

下月原地区自主防災会長

区独自の避難所マップ
を作成し、各家庭に配布
しました。
また、若者も積極的
に防災訓練に参加し
消火栓の使い方等を
覚えてもらい、いざ
という時に若い力が
生かせるようになっ
ています。

鈴木 准市さん
「防災＝予防」

大浜地区自主防災会長
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　もしかしたら、災害は明日やってくるかもしれません。まずは、
ご家庭の食料・飲料の備蓄の在庫や、避難経路の確認からして
みませんか。
　この特集が、いつ起こるか分からない災害を「自分事」として
捉え、みなさんの災害に対する「備え」のきっかけになります
ように。ー終―

津波浸水域にお住まいの方は、一刻も早く
逃げることが大切です。最低限の物だけ
持って素早く避難しましょう。

神・淡路大震災の救助実態から見ても分かるように、限られた
人数で対応する「公助」には限界があります。役場職員が

全ての地域に速やかに出動することは人員的にも不可能であり、
地域の力が重要です。自分の命は自分で守る「自助」も、もちろん
大切ですがそこに地域で繋がり助け合う「共助」が加われば、
防災力はより一層高まり、西伊豆町全体の防災力upに繋がります。

阪

防災特集の最後に

震災を経験された方に聞いた
役に立ったグッズベスト10

懐中電灯

小型ラジオ

飲料水・非常食

カセットコンロ

ラップ・ポリ袋

トイレットペーパー

乾電池・充電器

ウェットティッシュ

手袋・軍手

現金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Volunteer Fire Corps’s 消防団員募集中
18～55歳の男女で西伊豆町に居住する方条件

西伊豆町役場　防災課　☎52－1965

災害に対する
家庭での備え

食料・飲料の備蓄

非常用持ち出しバッグの準備

家具の置き方

□飲料水 7日分（1人 3ℓ/日）
□非常食7日分［ご飯（アルファ米など）、
   ビスケット、板チョコ、乾パンなど］
□トイレットペーパー、ティッシュペーパー
□マッチ、ろうそく、カセットコンロなど

□飲料水、食料品（カップ麺、缶詰など）
□貴重品（印鑑、現金、健康保険証など）
□救急用品（ばんそうこう、常備薬など）
□ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手
□懐中電灯、携帯電話の充電器
□衣類、下着、毛布、タオル
□洗面用具、使い捨てカイロ、
　ウェットティッシュ、携帯トイレ

□家具が転倒しないよう家具は
   壁に固定
□寝室や子供部屋にはできるだけ
   家具を置かない
□手の届くところに、懐中電灯や
　スリッパ、ホイッスルを備える

（出典：首相官邸
  「災害に対するご家庭での備え」）

消防団は地域住民を
守るために
活動しています。

消防団へ入団し、
地域の明日を一緒に
守りませんか？
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①令和３年４月１日現在、当町の第１号被保険者（65歳以上）
②令和２年４月１日から令和３年３月31日までの一年間、当町の第１号被保険者である方
③令和２年４月１日から令和３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。

※支給を希望しない場合等は、令和３年８月31日までに、届出書を返送するか、健康福祉課まで持参
　してください。

　対象の方には、お持ちのサンセットコインカードへ令和３年９月30日（予定）に自動的に
付与されます。

Ｑ：申請は必要ですか？

A：新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度も窓口での申請を不要としました。
Ｑ：どうして申請が不要になったのですか？

Ｑ：誰がもらえますか？（支給対象者）

①から⑦の要件を全て満たしている方に１万ユーヒを支給します

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。

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

◀
A：申請は不要です。
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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３年度健幸づくり給付金の１万ユーヒの有効期限は、
　 令和４年３月31日までです。
※健幸づくり給付金は、今年度で終了の予定です。

　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）及び
各支所・出張所で可能です。
　その他サンセットコインについてご不明な点がありましたら、まちづくり課
（℡５２－１９６６）へお問い合わせください。

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。

A：令和２年４月１日に65歳の誕生日を迎えた方は支給される可能性があります。
　  しかし、令和２年４月２日以降に65歳の誕生日を迎えた方は、支給要件の②[令和
　　 ２年４月１日から令和３年３月31日までの一年間、当町の第１号被保険者（65歳以上）
　   である方]に該当しないため、支給されません。

Ｑ：昨年（令和２年）度65歳になりましたが、支給されますか？

Ｑ：支給日はいつですか？

サンセットコインの付与日
令和３年９月30日

（予定）

サンセットコインの付与日
令和３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。

見 本
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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
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免のお知らせ

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免要件

介護保険料の減免要件

減免対象判定の簡易フローチャート

問合せ 窓口税務課 課税係 ℡52-1113

　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、それぞれの税・
料の全部または一部減免となる場合があります。必要書類については、下記担当にお問合せください。

①新型コロナウイルス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
②新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の収入減少※が見込まれる世帯の方

①新型コロナウイルス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
　負った第１号被保険者(65歳以上の方)
②新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の収入減少※が見込まれる第１号被保険者
　(65歳以上の方)

主たる生計維持者が
新型コロナウイルス
感染症により、死亡
または重篤な傷病を
負った。

※（例）新型コロナウイルス感染症の影響により飲食店の収入（事業収入）が30％以上減少
したが、それ以外に新型コロナウイルス感染症の影響を受けない令和２年の不動産所得
等が400万円より多ければ『いいえ』となります。

※収入減少の具体的な要件
　ⅰ令和３年の事業収入等の収入が令和２年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
　ⅱ令和２年の所得の合計額が1,000万円以下であること
　ⅲ収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和２年の所得の合計額が400万円以下であること

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

また、各種減免の申請期日は令和4年3月31日となっておりますのでご注意ください。

国民健康保険税については、非自発的失業による課税の特例を受けている場合は減免の
対象になりません。

スタート 新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計
維持者の令和３年の事業収入等が、令和２年の
事業収入等に比べて30％以上減少した。

主たる生計維持者の令和２年の所得が1,000万円以下
である。
（国民健康保険税・後期高齢者医療保険料のみの要件）

主たる生計維持者の新型コロナウイルス感染症の影響
を受けない令和２年の所得が400万円以下である。※

保
険
料
・
税
は
減
免
さ
れ
ま
せ
ん

一部または全部の保険料・税が減免できます

はい

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ
はいはい

はい
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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

申請の対象となる方

申請の対象となる期間

申請に必要なもの

令和３年度分として令和３年７月分から令和４年６月分までです。
※令和２年度以前分の申請も可能です。

① 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　 ※「⑫特例認定区分」欄の「３．その他」に〇をし、「臨時特例」と記入して下さい。
② 所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用））

申請方法
　国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は本庁窓口・田子出張所にあります。
また、日本年金機構ホームページからダウンロードすることもできます。
　申請書の提出先は、本庁窓口・田子出張所または年金事務所です。

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

国民年金保険料の免除申請が可能です！

◀日本年金機構
　ホームページはこちら

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが
生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用い
た簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

※１ 令和２年２月以降の任意の月における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を
　    控除し算出します。
※２ 所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの
　   基準に該当する免除が適用になります。
※３ 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者（納付猶予は配偶者のみ）も審査の
　　対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が①と②に該当する
　  ときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。

　令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等に
　より収入が減少したこと。

　令和２年２月以降の所得の状況からみて、所得見込額（※１）が
   国民年金保険料免除基準相当（※２）（※３）になることが見込まれる方

　以下のいずれにも該当する方が対象となります。

① 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった場合

　② 所得が相当程度まで下がった場合
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工事名
令和３年度
田子漁港井田子水門堆積土砂浚渫工事

令和３年度
安良里臨港線舗装補修工事

令和３年度
（町）月の浦井田子線舗装補修工事

浚渫V=88㎥

アスファルト舗装
A=237㎡

１工区アスファルト
舗装　182㎡

２工区アスファルト
舗装　271㎡

㈱古川組静岡支店

花菱建設㈱伊豆支店

花菱建設㈱伊豆支店

令和３年
９月30日

令和３年
９月30日

令和３年
９月30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

問合せ 健康福祉課 福祉係 ℡52-1961

入札結果（工事関係）のお知らせ

現況届・所得状況届をお忘れなく！！

※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。

児童扶養手当とは？
　父又は母、両親がいない児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日まで）又は法令で定める
程度の障害を有する児童（20歳未満）を養育している、ひとり親家庭等に支給される手当です。
手当額は、扶養する児童数により異なります。また所得によっては、一部支給になる場合があります。

特別児童扶養手当とは？

　精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護、養育している父母等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・特別児童扶養手当を
受けている皆さまへ

　現在手当を受給されている方、所得制限により受給停止中の方は、年に一度の届出が必要です。
８月分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。
　対象の方には、８月上旬に書類を送付しますので、忘れずに手続きをしてください。

◆申請や内容等については、下記担当あてまでご連絡ください。

※手続きがない場合には、８月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。
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ロケ地なんです！！ 
あの場所が

part 7

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

　1983年に公開された、映画『時をかける少女』で登場した景色は、黄金崎公園なんです。
　今も愛される名作。皆様で御覧ください！

 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

◀
黄
金
崎
公
園 

映画『時をかける少女』

※ 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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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.4

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。 今年は、梅雨らしくなく快晴が続いたな～…
と思えば、豪雨が降り続いたり…。なかなか不安定な天気が続きましたね。「家の湿気ってこんなに溜まるんだ…」
と、生活環境が変わり、こんなに湿気と戦うことになるなんて思ってもいなかった移住女子です（笑）

ん～～、やっぱり何度聞いても理解出来そうで出来ない言葉。単純な言葉の並びなのにやっぱり聞き
慣れない言葉。移住してから今日まで、密かにこの言葉に注目して生活してきました。面白いのは、
お年寄りだけではなく、割と若い年代の方も使う言葉だということ。きっと皆さんもこの言葉使って
ますよね？というわけで、今後も西伊豆町の愛嬌ある方言に耳を澄まそうと思うこむさんなのでした♪

地方の人と交流すると、年齢問わず話題になるのはやはり…「方言」ですよね！
そんな私も、移住してから聞き馴染みのない方言を頻繁に耳にする日々を送っています。
そこで！今月は、「こむさんのちょっと気になる方言」を発表したいと思います！
※今回は西伊豆町に限定せず、伊豆半島・静岡県全域で使われている方言を取り上げます。
　また、移住してから日も浅いため、取り上げる方言に若干偏りがある点お許しください。

今月は、クリスタルビーチに設置されているトイレの中で、ばったり遭遇した野生のクジャクです！
西伊豆町は、野生の鹿や猪に遭遇するイメージはあったのですが、クジャクもこんなところにいるんでですね!!

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～♪

西伊豆町（静岡）の方言が気になる！

「〇〇〇を持ちに行く。」
「〇〇〇するら？」

「〇〇〇っち。（子供っち /俺っち）」

年齢層問わずよく聞く方言がこの言葉。
県外の多くの人は、きっと違和感を持つ
言葉なんじゃないかなと思います。

ここに注目 !!

「持ちに行く」…
「取りにいく？」それとも「持っていく？」



2021.8 13

郷山公園は、県道伊東西伊豆線の内側、 堀坂地区にある荒れた田んぼを開墾し、素敵な花畑として蘇った
みんなの憩いの場。現在は 11 名（女性 4 名、男性 7 名）のメンバーで、その景観の維持管理を継続
して行っています。

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、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。

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「郷山公園」の管理する花壇にお邪魔してきました！

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 ”

問合せ まちづくり課　観光係　℡52-1114

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！

こむさんの花壇さんぽは、まだまだ続く…

地域おこし
協力隊
こむさん

郷山公園の皆さん

郷山公園
自然と人が集まる憩いの場

▼作業用の
   腰掛け

どのような活動をされているんですか？

郷山公園の魅力を教えてください！

堀坂地区
郷山公園の花壇▶

郷山公園の皆さん、ありがとうございました！

植栽をする際には、会長がメンバーひとりひとりに意見を聞いてまわり、苗の種類を
決定しています。植え方や花の種類は毎年変更し、こだわりの花壇に仕上げているん
ですよ。ちなみに、今となっては綺麗に整備されている花壇や階段ですが、材料の石は、
山から手作業で運んできたもので、みんなの努力の末に完成したものなんですよ！

ここに置いてあるテーブル、椅子、作業用の腰掛け、更には小屋まで、
実は木工作業が得意なメンバーの手作りなんですよ！特に作業用の腰
掛けは、作業がとても楽になって便利なんですよ～。

時には BBQ をしたり、餅つきをしたり…自然と人が集まる
場所がここ郷山公園です。是非、皆さんもお散歩ついでに
一度お立ち寄りください♪

ところで、ここにはなんだか素敵な道具がたくさんありますね。

A

A

A
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問合せ 防災課 防災安全対策係 ℡52-1965
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８月27日からは「子どもの
人権110番」強化週間です

子ども人権110番
℡0120-007-110

夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・
みんなの体操会中止のお知らせ

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）
℡0558-52-3030　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。
▶受付期間　８月27日（金）から
９月２日（木）までの７日間
▶受付時間　８：30～19：00まで
※土・日曜日は10：00～ 17：00まで
※強化週間以外の期間でも、平日
の８：30～ 17：15まで相談を受け
付けています。

　広報５月号でお知らせした
「夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・
みんなの体操会」（８月25日（水）
開催予定）は、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から中止と
なりました。

　対象となる地域には事前準備の
ため、９月上旬に調査員が訪問し、
世帯主の氏名や住所を確認します。
　調査の趣旨をご理解いただき、
ご回答をお願いします。
▶調査期日　10 月 20 日（水）
▶実施方法
・調査員が 10 月上旬から中旬にか
けて調査世帯を訪問して、調査票
を配付
・10 月下旬に調査世帯を訪問して
調査票を取集
▶調査項目　趣味・娯楽等の生活
行動、１日の生活時間など
▶秘密保護　個人情報は統計法に
基づき厳重に保護されます。

　SNSや出会い系サイト等で知り
合った外国人の異性から同情を
誘い、お金を要求される詐欺です。
▶被害例①
フェイスブック等のメッセージで
米兵を名乗る男性から『何してる？
何歳？』というメッセージから
始まり、しだいに『I love you』
などのメッセージが送られてくる。
その後、『このままだと爆弾で
死んでしまうから米兵を脱退
したいが、司令官に申請する
必要があり、内密にやるために
はお金が必要』などと高額なお金
を要求される。
▶被害例②
出会い系サイト等で海外在住の
外国人女性を名乗る人と知り合い、
『すぐ会って結婚してほしい。日本
に行きたい』『日本にいくための
お金を貸してほしい』などと高額

令和３年度 危険物取扱者
試験の日程をお知らせします

下田消防本部予防課
℡0558-22-1849
（一財）消防試験研究センター
静岡県支部
℡054-271-7140

▶試験日　11月14日（日）
▶試験種類　甲種・乙種全類・丙種
▶申請期間
　【電子申請】　８月27日（金）　
　から９月６日（月）まで
　【書面申請】　８月30日（月）
　から９月９日（木）まで
▶試験会場
　下田市のほか県内５会場
▶願書等
　下田消防本部、河津分署、南伊
豆分署、西伊豆消防署にございま
す。
▶その他
　詳細は消防試験研究センター静
岡県支部のホームページをご覧く
ださい。また、新型コロナウイル
ス感染症の影響等により、日程や

会場が変更となる
場合があります。

なお金を要求される。
　目に見えない相手とのお金の
やり取りは危険です！不審な電話
がかかってきたら警察に通報！

☎ ☎ 

☎ 

☎ 

国際ロマンス詐欺に注意 !!

下田警察署管内防犯協会
℡0558-27-2766

☎ 

10 月 20 日から社会生活
基本調査を実施します

静岡県知事直轄組織統計
調査課消費班
℡ 054-221-2236

☎ 

https://www.shoubo-shiken.or.jp/
ホームページはこちら
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まちのできごと～Town News ～

　6月12日と13日の２日間、堂ヶ島瀬浜海岸で
２年ぶりとなる「天草・ところてん祭り」が開催
されました。
　会場では、ところてんの無料配布サービスを
お持ち帰り限定で行っており、沢山の方々が来場
しました。
　当日は天気も良く、晴天に映える堂ヶ島の
トンボロも同時に楽しむことができました。

家で西伊豆町のところてんをお 堂ヶ島瀬浜海岸で天草・ところてん祭りを開催

月７日の
ねがいごと７

仁科子育て支援センターで
七夕の飾り付け

　７月16日、天王神社で２年ぶりとなる「天王様
のお注連あげ」が行われました。
　この祭典の歴史は160年以上前から続くと
いわれ、縄の長さは80ｍにもわたります。縄には
２ｍおきに藁で作られた天馬が吊るされ、この天馬
に五穀豊穣、無病息災、疫病退散の祈りを乗せて
神様に届けるという想いが込められているそうです。
昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により中止
となりましたが、今年は運ぶ際の安全も考慮して
縄の長さを縮小し、無事行われました。

りを天馬に乗せて祈 天王神社で2年ぶりのお注連あげ

　７月６日、仁科子育て支援センター
で０～２歳児が七夕の飾り付けをし
ました。
　参加したお子さんはお母さんと一緒
に折り紙で織姫や彦星などを作り、
笹に飾りました。
　保護者の方は短冊に「子どもが
元気に育ちますように」、「早く歩いて
遊べますように」と書き、子どもの
成長を願いました。
　温かな人々と豊かな自然に囲まれて、
子どもたちがすくすくと育つことを
願っています。
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Nishiizu Topics

　７月５日、町長室でセキトランスシステム株式
会社から杖立てとトイレットペーパーホルダー
計16品が寄付されました。
　同社代表取締役の関さんは「ワクチン接種の際、
杖をついている方から困っているという声を聞く
ので役立ててほしい。ペーパーホルダーは、フタ
などに触れずに片手で使用できる設計なので、
感染リスクにおびえる方々に安心して使って
ほしい。」と話しました。
　ご寄付ありがとうございました。

らなる感染予防対策をさ 杖立てと非接触型ペーパーホルダーが寄付されました
　７月13日、旧賀茂幼稚園で西伊豆のかつお節など
を原料にしたクラフトジン「西伊豆の神（ジン）」
の完成披露会が行われました。
　このジンは株式会社西伊豆プロジェクトが西伊豆
を広めるために企画し、６月にクラウドファンディ
ングで資金を募り、製造されたものです。原料には
西伊豆のかつお節や天城の深層水が使われていて、
試飲した参加者は「とても飲みやすく、かつお節の
香りがしておいしい。」と話しました。
　今後は町内の直売所などで販売やふるさと納税の
返礼品として活用することを考えているそうです。

伊豆の神-GIN-が完成しました！西 西伊豆の神-GIN-完成披露会

　６月23日、保健センターでロケ誘致によって
町の知名度向上やイメージアップを目指すための
セミナーが開催されました。
　西伊豆町では、町の各所を映画やドラマ、アニメ
の撮影のロケ地としてもらうロケ誘致活動を精力的
に行っています。広報にしいずでは毎月ロケ地の
紹介ページを掲載しているので、興味のある方は
ぜひご確認ください！

伊豆町を映画・ドラマの舞台に西 ロケツーリズムによる地域振興セミナー 仁科小学校で租税教室
　６月３日、仁科小学校で６年生23人を対象に役場
職員による「租税教室」が行われました。
　児童たちは税金が何に使われているのか、もし世
の中から税金が無くなったらどうなるのかをビデオ
を交えて学びました。
　授業を受けた児童は「税金なんて無くてもいいの
にと思っていたけど、とても身近なことに使われて
いて大切なものなんだなと思った。」と話し、税金
の大切さを実感していました。

金ってなに？税
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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

西伊豆町候補選手説明会及び結団式が行われました！！

　６月16日（水）、12月４日（土）に静岡市で開催される
「しずおか市町対抗駅伝競走大会」の結団式が行われ、候補
選手約39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、「たとえ選手に選ばれなかったとしても
皆さんは駅伝実行委員会のメンバーです。最後まで練習を
一緒に頑張りましょう」と、候補選手たちを激励しました。

合同練習が始まりました！！

わくわく体験村子ども体験会を開催しました！！

　７月７日（水）から候補選手たちの合同練習が始まりました。
合同練習は毎週水曜日に、賀茂小グラウンドおよび近隣道路
で行います。合同練習の他に、選手は自主練習を積んで
大会に挑みます。選手たちは約５カ月間にも及ぶ長い練習
期間を得て駅伝大会を迎えることになります。大会当日だけで
なく、練習期間も合わせて、皆様のあたたかい応援とご協力
をお願いいたします。

　７月10日（土）から「わくわく体験村子ども体験会」が始まり、
小学校４年生から６年生の21名の児童が参加しました。
　毎週土曜日、計４回、「係船釣り体験」、「シーカヤック体験」、
「SUP体験」、「スノーケリング体験」を行いました。
　子どもたちは海洋スポーツを通じて、自然とふれあいながら豊
かな人間形成と体力向上を図ることができ、海に親しむことがで
きました。

第22回しずおか市町対抗駅伝競走大会

わくわく体験村子ども体験会
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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

『その扉をたたく音』 瀬尾 まいこ
『つまらない住宅地のすべての家』 津村 記久子
『ＪＲ上野公園口』 柳 美里 
『雷神』 道尾 秀介
『薔薇の中の蛇』 恩田 陸　　
『黒牢城』 米澤 穂信
『琥珀の夏』 辻村 深月
『草原のサーカス』 彩瀬 まる
『志摩さんのベストおかず プレミアムな 100円おかず編』 
                                            タサン 志麻
『専門店が教えるメダカの飼い方』 亀田養魚場 監修
『中国の暴虐』 櫻井 よしこ
『おばあちゃん、青い自転車で世界に出会う』 
                                  ガブリ・ローデナス
『潜匠』 矢田 海里
『耳をすまして目をこらす』 宮里 暁美
『ひとりなら、それでいいじゃない』 曽野 綾子
『よみがえる白鳳の美』 加藤 朝胤 他
『静岡ぐるぐるマップ パンと珈琲と』 静岡新聞社
『プロの「株」勉強法』 栫井 駿介
『復活の日』 小松 左京

『宇宙ロケット図鑑』 吉川 真 監修
『かいけつゾロリのちょーいたずらまちがいさがし』 
                                                原 ゆたか
『強豪校の部活練習メニュー 水泳』 竹村 知洋 監修
『ドラえもん探究ワールド すごい！発明のひみつ』 
                                       藤子・F・不二雄
『美女と野獣』 駒田 文子　　
『白雪姫』 駒田 文子
『ねずみくんのピッピッピクニック』 なかえ よしを
『そらまめくんのまいにちはたからもの』 なかや みわ
『わんぱくだんのりゅうぐうじょう』 ゆきの ゆみこ
『学研まんが NEW日本の歴史』 早川 万年 監修
『日本史探偵コナン 8』 青山 剛昌
『トーマスのひみつ 100』 童心社
『カブトムシ・クワガタ飼い方＆原色図鑑』 佐々木 浩之
『にくにくしろくま』 柴田 ケイコ
『会いたくて 会いたくて』 室井 滋

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

＊８月のおはなし会＊
【日時】８月22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]
★どうしたって伝えられないから/aiko
★ケツノパラダイス/ケツメイシ
★ウィーン少年合唱団名曲CD
[DVD]　　
★蜜蜂と遠雷　★CATS　★言の葉の庭
[紙芝居]
★おちちゃった/内田　麟太郎

♪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）♪

無意味人生など、ひとつもない　　著：五木　寛之
　コロナ禍で気持ちが沈んでいる中、ふと目に
とまった一冊です。本書は優しい言葉がたくさん
詰まっており、悩んだり、疲れたりしている人に
薦めたい、人生の指南書。とっても心が落ち着いて
きます。　                           （安良里　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。

小説８０５０                              著：林　真理子
　従順な妻と優秀な娘にめぐまれ、完璧な人生を
送っているように見える大澤正樹には秘密がある。
有名中学に合格し、医師を目指していたはずの長男
の翔太が、七年間も部屋に引きこもったままなのだ。
「引きこもり１００万人」の現代の必読書。

　今年も暑い日々です。しかし、休みの日に涼んでいる
だけではもったいない。今月は「夏に読みたくなる本」
についての本を特集します。今年は家で読書の夏を
過ごしてみませんか？
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●手洗いはしっかり
□ 　調理の前　□　肉・魚・卵を扱った後　
□ 　食事の前　□　肌や髪を触った後　等

●調理器具は清潔に
□　洗剤でよく洗ってから、熱湯や漂白剤で消毒し、
　　乾燥させてから保管する
□　まな板や包丁は「肉用」「魚用」「野菜用」など
　　食材ごとに使い分ける

●食材は分けて保管を
□　生の肉や魚は、他の食品にふれないようにする
　   （容器に入れる、ラップで包む　等）

●調理済みの食品はすぐに食べて
□　室温に放置せず、すぐに食べる
□　余ったものは、冷ました後すみやかに冷蔵庫で
　　保管し、 なるべく早く食べきるようにする

●冷蔵庫の温度管理を適切に
□　冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に
　　保つ
□　冷蔵庫の詰めすぎは冷却効率が悪くなるので、
　　７割を目安に冷蔵庫に入れる

　腹痛や下痢、おう吐などの症状が急に出たことはありませんか？そんな時に疑われるものの１つが

「食中毒」です。
　食中毒は、飲食店などで食べる食事だけでなく、家庭での食事でも発生しています。家庭での食中毒
を防ぐのは、食材を選び、調理する皆さん自身です。食中毒予防のポイントを知り、安全に食事をしま
しょう。

食中毒予防の３原則

食中毒に気をつけよう！

① つけない
清潔・消毒

② 増やさない
迅速・冷却
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問合せ
健康福祉課　健康係
TEL：52－1116

□　消費期限・賞味期限などの表示をチェックする
□　肉・魚はそれぞれ分けて包む（できれば保冷剤・氷などを一緒に入れる）
□　寄り道をしないでまっすぐ帰る

● 消費期限
　弁当やサンドイッチ、惣菜、生鮮食品などの傷みやすい食品につけられた期限です。食品が
腐敗したり、劣化したりすることのない“安全に食べられる期限”を示しています。未開封でも
消費期限を過ぎたものは食べないようにしましょう。

● 賞味期限
　スナック菓子やカップ麺、缶詰など日持ちのする食品につけられた期限で、食品が“おいしく
食べられる期限”を示しています。食品の品質が十分保たれる期限を表したものなので、賞味期限を
過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。

　食品の期限表示には「賞味期限」と「消費期限」があります。
　いずれの期限も未開封の状態で、記載されている保存方法を守った場合の期限です。
表示されている保存方法は必ず守り、開封したものはできるだけ早く食べきりましょう。

●中心部までしっかり加熱を
□　肉・魚は中心まで火が通っているか確認する

●温め直しも注意を
□　汁物は一度沸騰させる
　　（味噌汁は沸騰させると味が落ちるので、
　　なるべく食べきれる量だけ作りましょう）
□　電子レンジ加熱はムラのないよう
      時々かき混ぜる

買い物の際の食中毒予防ポイント

「消費期限」と「賞味期限」の保存方法

③ やっつける
加熱・殺菌
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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 7,395人（△13） 田 子 地 区 1,928人（△4）
世 帯 数 3,703世帯（△5） 仁 科 地 区 3,114人（△12）
男 3,512人（△6） 宇久須地区 1,367人（+4）
女 3,883人（△7） 安良里地区 986人（△1）

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。

！

6月 累計
前年
6月
累計

増減

人身
事故 1

0

1

17

7

0

9

79

7

0

8

45

±0

±0

+1

+34

死者

傷者

物損
事故

（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 18：39～18：48

11日～20日 18：27～18：38

21日～31日 18：13～18：26

お忘れなく

6月 15日～ 7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。

（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
の納期限は８月31日（火）です

♥♥♥♥おしあわせに（結婚）♥♥♥♥
夫 妻

地区 氏　名 地区 氏　名
沢田 鈴木 啓之 月西 加藤 友月

おくやみ申し上げます
地区 氏　名 年齢 世帯主

宇久須浜

宇久須浜

神田

月原

浜川西

浜川東

浦上

大田子

大田子

仁科浜

仁科浜

仁科浜

沢田

鈴木　英作

淺賀　英資

山地　喜久夫

植松　和子

長島　則雄

鈴木　啓太郎

關　彰

東　久美江

山本　千美子

古賀　格夫

石井　あきよ

鈴木　良幸

伊久美　信充

85

64

91

86

83

50

70

92

84

87

90

66

74

英作

英資

喜久夫

恒夫

則雄

須磨子

彰

和彦

千美子

格夫

あきよ

良幸

信充

　10月からマイナンバーカードが
保険証として使えるようになります。
　まだカードをお持ちでない方は、
早めに申請しましょう！申請は簡単、
役場職員がお手伝いをいたします。
写真も役場で撮影できます。また、
時間外でも交付・申請を行って
おりますので、ぜひご利用ください！
（日程はお知らせカレンダー参照）
※西伊豆町民のマイナンバーカード
   交付率62.2％（全国４位）　

-お知らせ-
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※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。

8/1

8/7

8/8

8/9

8/14

8/15

日

土

日・祝

月・振

土

日

月 日 外 科 系 内 科 系 月 日 外 科 系 内 科 系

【8月の救急当番医 西伊豆地区】

8/21

8/22

8/28

8/29

土

日

土

日

みなさんこんにちは。広報担当の須郷です。
７月１日から２日にかけての豪雨では、
西伊豆町内でも土砂災害による通行止め
などの被害があり、一部地区では避難指示
も発令されました。災害は他人事ではない。

そう実感し、今月号では防災についての
特集を組みましたが、いかがでしたか？
町民の皆さん一人一人が災害に対する備えや
意識を持ち、緊急時には互いに支え合えるよ
うになることを願っています。

編 集
後 記

す

8/ 8（日） 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（宇久須住民防災センター）

 
9:00
13:30

西伊豆健育会病院
（☎ 52-2366）

西伊豆健育会病院
（☎ 52-2366）

月2021 8
8/ 1（日）

8/ 2（月）

8/ 3（火）

8/ 4（水）

8/ 5（木）

8/ 6（金） 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）13:30

8/ 9（月）

8/10（火） 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）

山の日

振替休日

13:30

8/11（水）

8/12（木） ママヨガ (福祉センター）10:00

8/13（金）

8/14（土）

8/15（日）

8/16（月）

幼児健診（福祉センター）
行政相談所開設（田子公民館）8/18（水）13:0013:30

8/17（火）

8/19（木） からだすっきりエクササイズ（健康増進センター）14:00

8/20（金）

8/21（土）

8/22（日）

8/23（月）

8/24（火）

8/25（水）

8/26（木） 幼児相談（福祉センター）8:45

8/27（金） ボディコントロール教室（福祉センター）19:30

8/28（土）

8/29（日）

8/30（月）

8/31（火）

8/ 7（土） 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（宇久須住民防災センター）

9:00
13:30



　富士見町を代表する2大リゾート「富士見高原リゾート」と「富士見パノラマリゾート」では、期間内に
来場する長野・山梨・静岡県の皆さまの一部利用料が無料になります。もちろん、西伊豆町の皆さまも
対象です。町ホームページからダウンロードできる無料クーポンと身分証を持参のうえお越しください。
感染症対策を万全にして皆さまをお待ちしています。
　夏休みに合わせ、爽やかな風が吹く富士見町へぜひお越しください。
【対象期間】７月19日(月)～９月５日(日)
【対象者】長野・山梨・静岡県に住民票がある方または富士見町内に別荘がある方
詳細は7月30日（金）に配布した回覧をご覧ください。

　市川三郷町では平成27年９月に手話言語条例が制定され、
手話に関する取り組みを進めています。
　さらなる手話の普及や、ろう者に対する理解を促進し、より
身近に手話に触れることができるよう、町職員（ろう者）に
よる手話動画を作成し、YouTubeにアップしています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、日程の変更または中止となる場合があります。
お越しの際は、町ホームページ等で最新情報をご確認ください。

問合せ 富士見町 産業課 商工観光係 ℡0266-62-9342
ホームページ：https://www.town.fujimi.lg.jp/life/1/    （スマホの方はこちら▶）

～ 静岡県からお越しの方は一部利用料が無料になります ～

通常大人

富士見高原リゾート 富士見パノラマリゾート

【運行時間】
午前10時～午後３時30分　

【運行時間】
午前８時30分～午後４時　1,200円➡０円

通常大人
1,700円➡０円

印　刷：㈲サン印刷
発行日：令和３年8月１日

編集・発行

〒410－3514　静岡県賀茂郡西伊豆町仁科401－1
TEL：0558－52－1966
URL：http://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/
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

天空カート利用券+園内散策券 ゴンドラ往復券

YouTubeで手話動画を投稿しています！

ふじみの自然に愛にきませんか ?

現在は、毎月動画を更新しています！
西伊豆町の皆さまもぜひご覧ください！

動画はこちら▶


