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（年換算で２億円）

西伊豆町長　星野です。

『ゴミの焼却場は今後どうなる？』
『下田に建てるにはすごいお金がかかるってじゃん』
『ゴミ出しにも影響が有るってホント？』
というお声がありますのでお答えいたします。

建物を建てたらそれ以外の費用が掛からないわけではありません。
これまでにかかった費用

建設費（当初+ピット増設） 60億円

25億円

年平均 2.5億円

47億円
現在までの改修費+維持費

大規模改修費

今後の小規模改修費+維持費

今後かかるであろう費用

　現在、西伊豆町にあるクリーンセンターは平成10年
から稼働しており、すでに稼働から23年が経過して
います。
　クリーンセンター本体と、平成19年にピットを増設した
お金を足すと、約60億円の費用が施設の建設に対して
かかっています。
　また、施設の整備はその都度行っており、稼働時から
現在に至るまでに、毎年何かしらの修繕を行い、ゴミの
回収に不便をきたさないように管理しています。令和２年
の実績では、年間の維持修繕費等で2億5,000万円の
お金がかかっています。
　そして、施設の耐用年数が迫っているため、このまま使い続けることを選択した場合、大規模改修を
しなくてはならない時期にも来ています。
　近隣町の施設大規模修繕の状況を見ると、現在、東伊豆町・河津町の２町で運営している東河クリーン
センターという施設がありますが、平成29年から令和元年にかけて大規模修繕を行い延命措置をしました。
西伊豆町のクリーンセンターも維持し続けるためには大規模改修が必要になり、試算では25億円の費用が
掛かることが想定されます。

　左記を見て頂ければわかるように、毎年修繕や
維持管理費として、クリーンセンターを稼働させる
ためには、今までも平均2億円のお金がかかって
います。
　下田に広域で建てると、あたかも莫大なお金が
かかり、住民のごみ回収に関しても不便をきたす
ような論調で話をされる方がおられるようですが、
町単独で維持し続けるよりも費用は掛からない
という試算が出ております。
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　「〇〇が知りたい。」「〇〇はどうなった？」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

▲ペレット

『燃やさない方法のゴミ処理だって考えられるのではないか』
『資源にして売却もできるのでは？』
というご意見もあります。

　現在の試算では、１市３町で約106億円
規模の建設を見込んでおり、西伊豆町の
負担分は21億円程度とされております。
　単独での維持管理費に２億円と、広域での
維持管理費１億2,000万円＋搬送コスト増
1,200万円の１億4,000万円とでは、どちら
のほうが経費が掛かるでしょうか。
　「下田まで遠いじゃん。」というお話も
ありますが、現在のクリーンセンターも
長期の改修を行っているときは、町外の
施設にお願いをし、焼却を行っていただ
いています。過去3年の平均依頼日数は
47.7日間他町の施設に搬出し、ゴミ処理をしていただいております。
　しかし、ゴミ回収において住民の皆さまがご不便に思ったことはないのではないでしょうか。下田に
広域で建設したとしても、ゴミ出しに関しては現状と変わらない状況を維持したいと思っています。

　当初、１市３町でトンネルコンポスト方式というものを導入してはどうか、という議論も行いましたが、
条例上臭気の問題がクリアーできないという事と、そもそも資源になると言われている、ペレットの受け
入れ先が見つからないという問題が発生し、頓挫（とんざ）した経緯があります。
　一見、トンネルコンポストは燃やさない処理施設と見れば良いものですが、プラスチック・紙等の
バクテリア分解しないものはどこかで焼却しなければなりません。　
　その焼却先が見つからなければ、ペレットの
ゴミの山ができてしまいますので現実的では
ないわけです。しかも、それらのペレットは
いずれのところで焼却することになりますし、
そもそも、その施設では災害ガレキが処理
できないというデメリットがあるので、計画を
見送ったという経緯があります。

　町では、今度のことも見据え、ゴミの減量化に向けても議論ができるよう、堆肥化・バクテリア処理など
を検討し、ＳＤＧｓや循環型社会の取り組みも行っていく予定です。
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問合せ まちづくり課 商工係 ℡52-1966

　飲食店・宿泊施設を除く町内の事業施設で、次の①、②に当てはまる事業主の方（法人・個人）
① 令和４年１月１日時点で町内において事業を行っている方
② 暴力団と関係がないこと

対　　象

　令和４年１月検針の水道使用料相当額
（令和３年11月から令和４年１月の間の２ヶ月分の水道使用料金）
※町にお支払いいただいた１月検針分の水道料金を、後日下記の申請に基づき補助します。

補 助 額

　次の①から③の書類にて申請してください。
※申請書類は、本庁まちづくり課、支所、出張所又は町ホームページで入手できます。
① 水道料金軽減補助金交付申請書（様式第１号）
② 暴力団排除誓約書（様式第２号）
③ 対象となる水道料金がわかる書類（領収済み納付書の写し、または通帳の写し）

申請方法

（事業者の皆さんへ）水道料金軽減補助金を交付します

【特設窓口】　各会場ともに、10時から 16時までの受付です。

【通常受付】３月14日（月）から３月31日（木）
役場まちづくり課（平日のみ）※支所、出張所では手続きできません。
【電子申請】３月８日（火）から３月31日（木）

次のＵＲＬまたはＱＲから申請してください
https://logoform.jp/form/pjH5/64189　         ＱＲ▶

３月 ８日（火）　安良里中央公民館 １階講義室
３月 ９日（水）　田子公民館 講堂
３月10日（木）　福祉センター ２階会議室　
３月11日（金）　宇久須支所 １階会議室　

申請期間

　町では、新型コロナウイルス感染症の影響で、今なお厳しい経営状況にある町内事業者に対し
事業継続のための支援として、水道料金を軽減する補助金を交付します。

目      的
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ポイント名

①

②

③

④

⑤

利用期限内　容

健幸づくり給付金
(R3) ３月31日

３月31日

３月31日

還元キャンペーン
(R3春)

決済時に金額の５％を付与
（令和３年４月25日～６月30日）

過去１年間介護サービスを利用していない
65歳以上の方に10,000Pを付与
（令和３年９月末付与）

還元キャンペーン
(R3秋)

決済時に金額の10％を付与
（令和３年11月１日～ 12月12日）
予算1,000万円に達したため終了

３月31日富士山キャンペーン
(R3)

町内に宿泊した方に、宿泊金額に応じた
ポイントのカードをプレゼント
（令和３年８月末で配布終了）

３月31日ふるさとまつり 11月14日ふるさとまつりで実施した、
スマホでＱＲを読み込むイベント

⑥

⑦

付与から半年健幸マイレージ 健康づくり活動を行うことで取得できる
スタンプラリーで、１冊あたり500Pを付与

付与から１年ツッテ西伊豆 提携遊漁船で釣った魚を、はんばた市場で
サンセットコインのポイントで買取る

⑨ 無期限

無期限

個人チャージ 個人が行うポイントチャージ

⑧ マイナポイント

マイナンバーカードを所有し、サンセット
コインでマイナポイントを取得する方
（町民１人１回）
個人20,000円チャージで、国5,000Pと
町5,000Pを上乗せ

　表の①～⑤のポイントは、令和４年３月末で利用できなくなるのでご注意ください。なお、
お支払い時には利用期限の短いポイントから使用されます。

（サンセットコイン）ポイント利用期限のお知らせ

サンセットコインをスマホでもっと便利に！
スマホに変更するには・・・
　お使いのサンセットコインカードからスマホアプリに
変更すると、現在の残高や利用履歴、取扱店が簡単に
確認できるようになり、とても便利です！
　カードからスマホに変更するには、下記手続きに必要な
ものをお持ちのうえ役場本庁（まちづくり課）までお越し
ください。

＜ 必要なもの＞
① ご本人のサンセットコインカード
② 普段お使いのスマートフォン

スマホで残高や
取扱店を簡単に
チェック！

問合せ まちづくり課 商工係 ℡52-1966
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令和４年３月まで（月額） 令和４年４月から（月額） 増  減

43,160円 43,070円 -90円

43,150円～ 10,180円 43,060円～ 10,160円 -90円～ -20円

10,190円 10,170円 -20円

10,180円～ 5,100円 10,160円～ 5,090円 -20円～ -10円

6,110円 6,100円 -10円

6,100円～ 3,060円 6,090円～ 3,050円 -10円

52,500円 52,400円 -100円

34,970円 34,900円 -70円

27,350円 27,300円 -50円

14,880円 14,850円 -30円

14,880円 14,850円 -30円

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

１級

２級

特別障害者手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当

本体額

第２子
加算額

第３子
以降

特別児童
扶養手当

児
童
扶
養
手
当

　2021年全国消費者物価指数の実績値（対前年比-0.2%）が公表されました。その結果、
令和４年度の児童扶養手当等の手当額が下表のとおり0.2%の引き下げとなります。

　制度について何か不明な点がある場合は、下記担当までお問い合わせください。

（児童扶養手当・特別障害者手当等を受給している皆さんへ）
令和４年４月分から手当額が変わります

工事名 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

※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。

令和３年度　
クリーンセンター施設送水ポンプ設置替工事

送水ポンプ設置
１基 （有）芹澤設備工業 令和４年

３月22日

入札結果 （工事関係） のお知らせ

令和３年度繰越
文教施設整備事業地質調査業務委託（先川地区）

候補地のボーリング
地質調査業務 静岡コンサルタント(株) 令和４年8月31日

令和３年度繰越
文教施設整備事業測量業務委託（先川地区） 候補地の測量業務 静岡コンサルタント(株) 令和４年7月29日
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午前11時から正午まで / 午後１時から午後４時まで 

※代理の方が相談に来られる場合は、委任状と代理人の身分証明書が必要となります。

※各市町によって予約申込みの方法が異なりますので、ご注意下さい。

　三島年金事務所による出張年金相談を下記のとおり実施します。
　年金制度や、年金請求の手続き等について相談のある方はご利用ください。
　なお、相談はすべての会場をご利用いただけますが、予約制のため、必ずご利用いただく会場の
市町へ事前に予約をしていただきますようお願いします。

・ 30分：年金見込額、未支給の請求手続、各種通知書の内容、年金記録の確認
・ 45分 : 老齢年金の請求手続、繰上下見込確認後に老齢請求となる可能性のある年金見込額
・ 60分：障害年金の請求手続、遺族年金の請求手続、離婚分割の手続

・ 受付時間は、午前８時15分から午後５時までとなります ( 土日・祝日除く )。
・ 予約は、相談希望日の２日前までにお願いいたします。
・ 予約申込みの際は、あらかじめお客様の年金番号がわかるもの ( 年金手帳、年金証書等 )をご用意
　ください。
・ 予約状況により、希望の日時を調整させていただくことがあります。

令和４年度　三島年金事務所出張年金相談日程表

相談時間

相談にかかる時間

ご注意

相談会場 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
西伊豆町役場
TEL:0558-52-1112 
宇久須住民防災センター
TEL:0558-52-1112

下田市役所
TEL:0558-22-3922

東伊豆町役場
TEL:0557-95-6304

河津町役場
TEL:0558-34-1937

南伊豆町役場
TEL:0558-62-6222  

松崎町役場
TEL:0558-42-3966

西
伊
豆
町

12日
（火)

 

8日
(水)

7日
(木)

3日
(水)

4日
(木)

8日
(木)

1日
（木）

7日
(水)

6日
(木)

5日
(水)

7日
（水）

10日
(木)

17日
(木)

16日
（水）

1日
（木）

11日
(水)

9日
(水)

8日
(木)

12日
(木)

9日
(木)

16日
(木)

15日
（水）

1日
(水)

9日
（木）

8日
（水）

2日
(木)

18日
(木)

17日
（水）

6日
（水)

9日
(木)

2日
（木）

11日
(水)

13日
(水)

20日
(金)

19日
（木)

10日
(火)

問合せ 窓口税務課 窓口年金係 ℡52-1112
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検診実施期間 ： 令和４年３月31日（木）までの月・火・金（祝祭日を除く）15：00～ 16：00
予約受付時間 ： 令和４年3月18日（金）までの月・火・木・金（祝祭日を除く）14：00～ 17：00

問合せ 防災課 防災安全対策係 ℡52-1965

　令和４年１月27日、町と県司法書士会が災害協定を締結しました。
　この協定により、災害時の電話相談や行政機関内での相談、避難所や仮設住宅への出張相談を
開設できるようになります。
　「災害により隣人ともめている」「住宅ローンや家賃が払えなくなった」など、どこに相談したら
良いか分からない場合、司法書士が相談を受け付けます。
　また、行政機関の負担を軽減することで、緊急時に窓口がパンクし電話がつながらないといった
事態を防ぎます。

　司法書士会では災害時に電話相談や行政
機関内での相談、 避難所や仮設住宅への
出張相談などを開催します。
　行政機関の負担を軽減することで、 緊急時
の「わからない」「（電話が）つながらない」
を防ぎます。

　災害時、 被災者からの問い合わせが殺到し、
役場の窓口がパンクしてしまう 台風で隣家の瓦が落ちて

窓ガラスが破損。 隣人と
もめているのですが ...

壊れた屋根の
リフォームをすると
訪問のあった業者に
騙されたかも ...

災害により住宅ローンや
家賃が払えなくなって
しまいました ...

協定を結ぶとどうなるの？

西伊豆町と静岡県司法書士会が災害協定を締結しました

　令和４年２月28日（月）までを予定していた骨粗鬆症検診は、３月31日（木）までに延長と
なりました。（対象者にはすでに問診票を送付しています。）

骨粗鬆症検診延長のお知らせ
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おにぎり支援

問合せ 西伊豆町社会福祉協議会　℡0558-55-1313

　災害ボランティアコーディネーター連絡会とは、災害が起きた時、全国から駆けつけるボランティアと
被災者の希望を結びつける役割を担うボランティア団体です。
　当会では「生き残ろう、地域のために立ち上がろう！」という合言葉の元、現在100人が会員
登録をしています。昨年度から新型コロナウイルス感染症の影響で、人が集まる行事はできません
でしたが、コロナクラスターや熱海土石流などの“災害”にできる限りの支援をしました。

　このほか、昨年に引き続き社協と共催で「避難所運営研修会」を進めています。今年は県が
発行している「コミュニティしずおか10月号」にも活動が紹介されました。来年度は災害
ボランティアコーディネーター養成講座を予定しています。
　災害時に全国から駆けつけてくれるボランティアと被災者をつなぐ活動ですが、このように地域
での助け合い活動も行っています。
　皆さんもご一緒にいかがですか？
　興味のある方は、下記担当までお問合わせください。

〇 2/5 ～３/12　
　コロナクラスターが発生した事業所へのおにぎり支援。
延べ200人以上が参加し、年末に（社）健育会から
10万円の支援金が寄付される。

〇 ６/19　全国公開討論会に参加
　全国災害ボランティア支援団体ネットワーク全国
フォーラム（公開討論会）に９人参加。

〇 ７/21～７/29　豪雨災害被災者への募金活動
　７月の静岡県東部豪雨災害（熱海土石流など）で
被災された方々のために町内4か所で募金活動を行い、
赤い羽根共同募金を通じて、合計252,049円を寄付。

〇 ８/１～８/31　土砂災害支援でタオル集め
　土砂災害支援のためにタオル集めを行う。
一部は熱海へ寄付。

〇 11/22 ・ 23　ふれあい展示会で活動報告とPR
　ふれあい展示会（広報にしいず１月号21ページ参照）
に参加し、活動報告と PRを行う。

〇 12/17 ・ 18　県内外のボランティアで図上訓練
　静岡県内外の災害ボランティアによる救援活動の
ための図上訓練が行われ、７人参加。　

〇 １月～２月　地域活動者連絡会による防災研修
　町内各種サロンで「家庭の防災」ワークを実施

西伊豆町災害ボランティアコーディネーター連絡会活動報告
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西伊豆町は、一足早く春模様 !?

是非こちら、カラー写真もご確認くださいね！
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！

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。 「西伊豆で過ごす冬は、西風との戦いだー！」と
思いきや・・・町中をピンクに色付ける桜がたくさん！西伊豆では、春を先取りすることも出来るんですね♪
町をドライブしながらお花見を楽しむ冬の終盤を過ごしているこむさんです。

今思い返すと、私が移住してきた昨年 4月には、黄金崎をはじめ西伊豆町内に
たくさんの綺麗な桜が咲いていました。
ですが・・・こんな時期から咲く桜があるなんて、その頃の私は知らなかった
のです。全国的に有名な日本一早咲きの “ 土肥桜 ”、そして、それに続くように
見頃を迎える “河津桜 ”。桜ってこんなに長い期間楽しめるものなんですね。（驚）

私は、ダイビングをするために、頻繁に伊豆半島に訪れていましたが、私の
見ていた景色は“海”ばかり。西伊豆町をはじめ、伊豆半島に足繁く通う人々 の
中には、私のように限定的な景色しか見ずに帰ってしまう人もいるのが現実。
そんな皆さんに少しでも町中の様子がお届け出来ればと、日々SNSやロケ
誘致活動を通して発信しています！
西伊豆町に移住してもうすぐ１年。四季折々の西伊豆町の景色を見てきま
したが、きっとまだ隠れている“私のまだ見ぬ西伊豆町の表情”を求めて、
次の１年も町内を駆け巡ろうと思います！

西伊豆町のこんなところ、あんなところ、まだまだ知られていない魅力的なところ、町外の方にもっと知って
もらいところありませんか？西伊豆町に住んで約1年の私が見ている西伊豆町の光景は、ほんの一部に過ぎ
ないはずです。「こんなことやってるよ！」など、是非、私にもシェア頂けるとすごく嬉しいです♪

今月の写真は、堂ヶ島にある“天窓洞”の写真です。季節の感じ方は様々ありますが、夕陽の角度や、天窓洞に
差し込む日差しの角度で季節を感じるのも西伊豆ならでは。春の足音が、すぐそこまで聞こえてきてますね♪

皆さんにお伺いします
！

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.11

今月の西伊豆町 奇跡の1枚

Instagram
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田 子

仁 科

宇久須

安良里

黄金崎

安良里港

大田子海岸

田子港

浮島
海岸

堂ヶ島

大浜海岸

安城岬

西伊豆町 花の会
活動メンバーを随時募集しています！

花や仲間とふれあい、
花の会の活動に参加して…

身体を動かして、
心のリフレッシュを！
健幸にもつなげよう！

問合せ まちづくり課　観光係   ℡52-1114

これまで、「こむさんの花壇さんぽ」の連載記事にて、
西伊豆町の花壇を管理する花の会の皆さんをご紹介
してきました。

このコーナーを通して、「そんな団体あったんだ！」、
「私も近所のみんなとお喋りしながら花のお世話を
したい！」等、興味を持って頂いた方もいらっしゃる
かと思います。

西伊豆町 花の会では、随時活動に参加頂ける方を
男女問わず募集しております！

また、町内には、その他にシルバーさんが管理する
花壇も数多く存在します。もし、既存の花の会への
参加ではなく、新たに花の会を発足し、花壇管理を
行いたい！という方がいらっしゃいましたら、そちらも
随時募集しております！

該当花壇の所在地や詳細につきましては、役場
観光係までお気軽にお問い合わせ下さいね♪
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2021年夏に西伊豆町で撮影が行われた映画『ツユクサ』の予告映像が公開されました！
ロケ地には、「宇久須港」をはじめ、皆さんお馴染みの西伊豆町のロケーションがたくさん登場します！

[あらすじ]
車を運転中の主人公・五十嵐芙美（小林聡美）
の元に隕石が降ってくるシーンから始まる。
隕石が人間に当たる確率は１億分の１。50歳
を目前にしてそんなありえない出来事に遭遇
した芙美は、海岸で月の石を手に「なんだか
幸せになれる気がする」と語る。

港のある小さな町で一人暮らしをし、うんと
年の離れた小さな親友・航平（斎藤汰鷹
[さいとう・たいよう]※子役）や、気の置けない
仲間たち（平岩紙、江口のりこ）とたわいも
ない時間を過ごし、おひとり様ながらも健やか
な日々を過ごしていた芙美だった。

そんなある日、この町では見慣れない男性・
篠田吾郎（松重豊）と運命的な出会いをする。
彼はどこにでもあるツユクサの葉で芙美に
草笛を吹いて見せてくれた。抱える過去を
知らぬまま惹かれあう2人だが、芙美は
「50歳になる前に隕石にぶつかった。篠田
さんにも会えた。それでいいんです」と語り、
今日を精一杯に生きる中で、日常の中に
溢れたささやかな幸せを見つけていく。

[出演者]
小林聡美
平岩紙  斎藤汰鷹  江口のりこ
桃月庵白酒  水間ロン  鈴木聖奈  瀧川鯉昇
渋川清彦／泉谷しげる／ベンガル
松重豊
監督：平山秀幸　脚本：安倍照雄　
音楽：安川午朗
主題歌：中山千夏『あなたの心に』
　　　　（ビクターエンタテインメント）
配給：東京テアトル  
©2022『ツユクサ』製作委員会西伊豆町では、ロケを積極的に誘致し、観光客の増加を

図るため、町・観光協会・商工会などで組織されたロケ
誘致プロジェクトチーム「ロケさぽ西伊豆」を立ち上げ、
ロケの誘致に取り組んでいます。

YouTube
 予告編はこちらからご視聴ください！

ロケさぽ西伊豆って？

西伊豆町役場 SNS公式アカウントでは、
引き続き、本作品のロケ情報を発信します！

Instagram
公式アカウント：info_nishiizu

ロケさぽ西伊豆からのお知らせ

ついに情
報解禁！西伊豆町のあの場所が

　　　　　　　ロケ地に
!?『ツユクサ』
映画

問合せ まちづくり課　観光係   ℡52-1114
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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

【問合せ・相談先】

覚えよう！防犯標語【イカのおすし】

ひとりで下校するときが危ない !!
　昨年警察に通報のあった「子どもに
対する声かけ事案などの不審者情報」
は県内で1,530件あり、そのうち下田
警察署管内では11件の通報がありま
した。
　子どもが不審者に声をかけられる
時の多くは、1人で下校している時です。

イカ  知らない人にはついてイカない
の　  知らない人の車にのらない
お　  『助けて！』とおおきい声を出す
す　  怖かったら大人のいる方にすぐ逃げる
し　  どんな人が何をしたか家の人にしらせる

地域おこし協力隊   山本 敏彦

こんにちは、地域おこし協力隊の山本敏彦
です。
　私、山本は3月末をもちまして地域おこし
協力隊を卒業します。
　この3年間、各地域での体操教室の運営
補助や介護調査、住宅改修などの調査に
同行、福祉関係の会議に参加させていただ
いたりと介護予防事業を中心に活動させてい
ただきました。仕事に対しての視野も広がり、

自身の成長が出来たのではないかと思います。
　私生活では地域の住民の方々に受け入れて
いただき、休日も楽しく過ごすことが出来
ました。
　協力隊卒業後も
西伊豆町に残り
医療・介護の分野
で仕事をしていく
ので今後ともよろ
しくお願いします。

地域おこし協力隊   保苅 優雅

こんにちは、地域おこし協力隊の保苅です。
11月～1月にかけて原木しいたけ栽培の
作業をしました。木を伐採した後、1m間隔
に玉切りをします。普段チェンソーの用途と
いえば林道を塞いでいる倒木を切ることくら
いなもので、木を倒すのは初めての経験でした。
時間はかかりましたが、無事怪我なく作業を
終えて安心しています。
　そして、これから菌打ちの作業です。菌打ち

をしてから二夏後に榾木（ほだぎ）から
にょきにょきと椎茸が出てきます。
　初めての収穫は1年半先になりますが、
美味しい椎茸になるように愛情をもって
育てていきます。
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【確定申告が困難な方へ】
申告・納付期限の延長ができます

下田税務署　℡ 0558-22-0185☎ 
　新型コロナウイルス感染症の影響により、申告
期限までの申告等が困難な方へお知らせします。
　令和３年分確定申告期間（申告所得税：２月
16日から３月15日）に、新型コロナウイルス
感染症の影響により申告等が困難な方については、
令和４年４月15日までの間、簡易な方法※により申
告・納付期限の延長を申請することができます。
なお、申告所得税以外の税目も同様の取り扱いと
なります。
※具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、
申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響に
より延長を申請する旨を記載する方法です
（申請書の提出は不要）。
　詳しくは、国税庁ＨＰをご確認ください。  

国税専門官採用試験の受験者を募集します

名古屋国税局 人事第二課 試験係 
℡ 052-951-3511

☎ 

▶受験資格
① 平成４年４月２日から平成13年４月１日まで
　 に生まれた者
② 平成13年４月２日以降生まれの者で次に掲げる  
　 もの
・   大学を卒業した者及び令和５年３月までに  
　 卒業する見込みの者
・   人事院が上記に掲げる者と同等の資格がある
　 と認める者
▶申込方法
インターネット（人事院ホームページ）により
申し込んでください。
※インターネット申込ができない場合は、問合せ先
までご連絡ください。
▶受付期間
令和４年３月18日（金）午前９時から４月４日（月）
▶試験日
第１次試験：令和４年６月５日（日）
第２次試験：令和４年７月４日（月）から
　　　　　　７月15日（金）までのうち、
                  いずれか指定する日

海上保安官採用試験の受験者を募集します

第三管区海上保安本部人事課
℡ 045-211-1118

☎ 

　海上保安庁では、以下のとおり海上保安大学校
学生及び海上保安学校学生の採用試験を実施します。
▶受付期間
　海上保安学校（特別）〔インターネット申込〕
　３月18日（金）から３月25日（金）まで
　海上保安大学校（初任科）〔インターネット申込〕
　３月18日（金）から４月４日（月）まで
▶第１次試験日
海上保安学校（特別）　　　５月15日（日）
海上保安大学校（初任科）　６月５日 （日）
※その他詳細については、人事院ホームページ
（国家公務員試験採用情報ナビ）から「海上保安
学校学生採用試験」又は「海上保安大学校学生
採用試験」をご覧いただくか、担当までお問い
合わせください。

静岡県の特定の産業に適用される
「特定最低賃金」が改正されました

静岡労働局賃金室　℡ 054-254-6315☎ 
　静岡県内の、特定の産業に従事される労働者に
適用される「特定最低賃金」は、令和３年12月 
20日から改正された金額が発効しました。
　そのため、昨年10月２日に改正された「静岡
最低賃金」と併せて、県内の最低賃金は以下の
通りとなります。

最低賃金名

静岡最低賃金

タイヤ・チューブ・
ゴムベルト・ゴムホース・
工業用ゴム製品
鉄鋼、非鉄金属製造業
はん用、生産用、業務用、
輸送用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械
器具製造業

913円 令和３年
10月２日

915円

954円

970円

939円

令和３年
12月20日

時間額
【地域別最低賃金】

【特定最低賃金】

効力発生日
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元気 いっぱい発表会
伊豆海認定こども園で発表会

　２月10日、伊豆海認定こども園で発表会が行われました。新型コロナウイルス感染症の影響で保護者の方々
の参観は出来ませんでしたが、壇上の子どもたちは沢山練習してきた劇や踊りなどを元気いっぱいに発表しました。
※当日の様子は17ページ下から動画でご覧いただけます。

いつまでも最高 の1枚を
保健センターでフォトコンテスト審査会
　２月７日、保健センターで「第17回夕陽のまち
西伊豆町ふるさとフォトコンテスト」の審査会が
行われました。「ふるさとと言いたくなる夕陽のまち」
をテーマに、県内外から合計322点の応募があり、
それぞれ夕陽部門、ふるさと部門、ドローン部門の
入賞作品が決定しました。詳細は町ホームページ
または広報にしいず４月号で発表予定です。

※当日の様子はテレビ静岡でも取り上げられました！
動画は17ページ下からご覧いただけます。

お元気で
ヒューマンヴィラ伊豆で100歳のお祝い
　１月21日、ヒューマンヴィラ伊豆で100歳の
お祝いが行われました。
　１月20日に100歳を迎えた山本みさをさんは、
昔はカネサ鰹節商店で働きながらも畑仕事をする
など、いろいろな事をされていたそうです。また、
手先が器用で、グループホームにいたときはご自身で
裁縫もされていました。
　長生きの秘訣は「何でも食べること」。生まれて
からずっと健康で、入院したことは１度しかなく、 
95歳までご自身で買い物や料理もしていたという
山本みさをさん。末永いお幸せをお祈りしています。

まちのできごと～Town News ～
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まちのできごと～Town News ～

外出

地元 の食材を知る
潮鰹などの地場産品を給食 ・ 絵本に
　１月19日、西伊豆中学校と賀茂小学校で地場産品を取り
入れた給食が提供されました。仁科産のサバや宇久須産の
米などが使われた給食を食べた児童は「西伊豆には食材が
たくさんあってすごいなと思った。」と、地元食材への理解を
深めました。

　また、25日賀茂小学校の給食ではしおかつおうどんが提供され、しおかつお研究会会長の芹沢安久さんが
潮鰹の歴史や食べ方をZoom配信でお話ししました。　さらに、２月18日にはカネサ鰹節商店監修のもと
発行された、潮鰹を題材とした絵本「ありがつお」150冊が町の子どもたちや教育機関に寄贈されました。

災害 に備えて
社会福祉協議会と商工会青年部が協定を締結
　１月26日、西伊豆町の社会福祉協議会と商工会
青年部が、災害に備えた連携協定を締結しました。
　協定により、災害時のボランティア活動に対し
て商工会青年部による車両や飲食物の提供を含む
人的・物的支援が行われます。
　商工会青年部部長の土本直矢さんは「商工会は
地域あっての団体なので、商工事業だけでなく、
災害支援にも協力していきたい。」と話しました。

や移動が困難な方の
ために

移動・外出支援事業の実証実験を開始
　１月28日、社会福祉協議会による移動・外出
支援事業の実証実験が行われました。
　この事業は、日常の買い物など外出や移動が困難
な方のために、送迎から車の乗降、買い物の付き
添いまでを行うものです。
　社会福祉協議会は、今回の実証実験をもって
10月頃の本格運用を検討しているとのことです。
　利用された宇久須在住の方は、「普段バスで仁科
まで買い物に行っているが、バス停までが遠く、
歩くのが大変だったので助かる。本格運用されたら
利用していきたいと思う。」と話しました。 

※当日の様子はテレビ静岡でも取り上げられました！動画は17ページ右下からご覧いただけます。
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Nishiizu Topics

健やかな１年を願って
仁科認定こども園でどんど焼き
　１月、仁科認定こども園でどんど焼きが行われ
ました。
　園庭には園児が自分の名前を書いた書き初めや、
お飾りなどをくくったおんべが立てられました。
　おんべが点火されると勢いよく火が上がり、
園児は「頭が良くなりますように」「健康でいられ
ますように」と体いっぱい煙を浴びました。

伊豆 半島の歴史を学ぶ
西伊豆中1年生のジオ学習
　２月18日、西伊豆中学校１年生がジオパーク
学習の一環で、黄金崎、浮島、沢田公園や枯野公園
など町内各所のフィールドワークを行いました。
　現地で説明を行った伊豆半島ジオガイド協会の
佐野さんは、生徒たちに「伊豆半島が世界から
見ても特殊な場所であることを学び、それを観光や
防災など、様々な観点で考えてみてほしい。」と
話しました。
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令和４年度 社会教育事業の予定をお知らせします

安心して活動するためにスポーツ安全保険に入りませんか 

　皆様には、日頃より教育委員会主催事業に関し、ご理解とご協力をいただきましてありがとう
ございます。
さて、来年度の主な事業を下記のとおりご案内します。小さなお子様から大人まで、幅広く楽し
んでいただけるよう、様々な企画を用意しました。皆様のご参加、ご協力をお願いいたします。

　スポーツ安全保険とは、スポーツ、文化、ボランティア、地域活動、レクリエーション活動
などにおける不慮の事故に備える保険です。
・ 4 名以上の団体で加入可能
・ 団体活動中と活動場所への往復を対象
・ 保険期間 / 令和4年4月1日～翌年3月31日（4月1日以降の加入は受付日の翌日より）
・ 年間掛金 / 子ども1名800円より
・ 傷害保険、賠償責任保険、突然死葬祭費用保険でがっちりガード！！
　文化活動をする団体もお入りいただけます。
問合せ先：スポーツ安全協会静岡県支部　　　　℡054-262-3039
※インターネットからのお申し込みが便利です。

問合せ
教育委員会事務局
TEL：56－0212

13日（金）春の軽スポーツ教室
15日（日）町民ハイキング（春）

 ９日（木）春の軽スポーツ教室
24日（金）いきいきセミナー

 ３日（日）
体協ビーチバレー・綱引き大会
 ９日～ 30日（毎週土曜日）
わくわく体験村子ども体験会

22日（月）・23日（火）
わんぱくクラブキャンプ活動

５月

６月

７月

８月

10月

11月

 ６日（木）秋の軽スポーツ教室
30日（日）町民ハイキング（秋）

10日（木）秋の軽スポーツ教室

12月

1月  ８日（土）成人式

 ３日（土）市町対抗駅伝競走大会
11日（日）夕陽の郷マラソン大会

※予定のため、変更となる可能性があります。

スポーツ安全協会 検索
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　こたつをそろそろしまう季節が近づいてきました。
みなさまは日々をどうお過ごしですか。３月６日は
小説家・宮本輝さんの誕生日です。今月は宮本輝さん
の本について特集します。 

　パンがだいすきパンどろぼうはパン屋のおじさんに
言われて、今やすっかりパン職人。おじさんを手伝って
います。今日のおすすめはぶどうパン！店の前で売り
出します。けれどあれれ、だれも買わない・・・。
気づいたパンどろぼうが店から出て見に行くと・・・。 

　主人公の主婦の結末にホッとしました。ここまで
二人がどうたどり着くまで、私はハラハラしました。
その反面、経過の中で出てくる最悪の結末だったら、
この話はどうなったかな、といじわるな想像もしな
がら読み進めました。看病（介護）する側とされる
側、他人から見たらどうでもいいことと思われがち
な気持ちには共感しました。
　題名からして「お涙」をイメージしましたが、「明
るく」「清々しい」お話だなと感じました。

パンどろぼうＶＳにせパンどろぼう   
                         著：柴田 ケイコ（静岡書店大賞）

院内カフェ                                 著：中島たい子

（仁科 50代 女性）

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

『月下のサクラ』柚月 裕子
『おわかれはモーツァルト』中山 七里
『真夜中のマリオネット』知念 実希人
『愚かな薔薇』恩田 陸
『スモールワールズ』一穂 ミチ 
『あかずの扉の鍵貸します』谷 瑞恵
『山の音』川端 康成
『一人でぽつんと生きればいい』曽野 綾子
『僕が食べたい和そうざい』笹原 将弘
『生贄さがし』中野 信子
『世界の美しい動物園と水族館』野口 晋也
『言いかえ図鑑』大野 信子
『歎異抄ってなんだろう』高森 光晴
『一人の夜にあなたと話したい10のこと』
                                              カシワイ
『地図でスッと頭に入るアメリカ50州』 
                         デイビット・セイン 監修
『なぜ日本人は怒りやすくなったのか？』
                                             安藤 俊介
『親子で知っておきたいはじめての相続と遺言』
            ベンチャーサポート相続税理士法人
『母のトリセツ』黒川 伊保子

『ひよこはにげます』五味 太郎
『チューチューチュー』わだ ことみ
『さくららら』升井 純子
『フクシマ2011年3月11日から変わったくらし』 
                                           内堀 タケシ
『パパトラ』平田 昌広
『二平方メートルの世界で』前田 海音
『カピバラのだるまさんがころんだ』
                                        中川 ひろたか
『よみともなないろどうわ』真珠 まりこ
『日本郵政のひみつ』工藤 ケン
『ＮＥＷ日本の歴史６』川戸 貴史 監修
『ポケモンをさがせ！あたらしいぼうけん』
                                        姫野 よしかず
『おしえて！くもくん』小笠原 和美 監修箇所

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

♪新しく入りました♪

◎役場窓口で本の貸し借りができます。

　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。

♪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）♪
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認知症の主な症状

認知症と加齢によるもの忘れの違いは？

　日本における65 歳以上の認知症患者は約 600 万人（2020 年現在）と推計されています。2025 年には
約 700 万人、高齢者の５人に１人が認知症になると言われています。
　認知症は脳の病気や障害など、様々な原因により認知機能が低下し、日常生活全般に支障がでてくる状態を
いいます。具体的には以下の症状がみられます。

◆ もの忘れ （記憶障害）
　　数分前、数時間前の出来事をすぐ忘れる / 同じことを何度も言う・聞く / しまい忘れや置き
　換えが増えて、いつも探し物をしている / 同じものを何個も買ってくる / 知っている物や人の
　名前がでてこない
◆ 時間 ・ 場所がわからなくなる
　　日付や曜日がわからなくなる / 慣れた道で迷うことがある
◆ 理解力 ・ 判断力が低下する
　　手続きや貯金の出し入れができなくなる / 
   運転などのミスが多くなる / 状況や説明が理解できなくなる
◆ 仕事や家事 ・ 趣味、 身の回りのことができなくなる
　　仕事や家事・趣味の段取りが悪くなる / 調理の味付けを間違える / 掃除や洗濯がきちんと
　できなくなる / 身だしなみを構わなくなる / 食べこぼしが増える / 洗面や入浴の仕方が
　分からなくなる / 失禁が増える
◆ 行動 ・ 心理症状 （BPSD）
　　憂鬱でふさぎこむ / 怒りっぽくなる / 不安、1 人になると怖がったり寂しがったりする / 
　誰もいないのに誰かがいると主張する / 自分の物を誰かに盗られたと疑う / 目的を持って
　外出しても途中で忘れてしまい帰れなくなってしまう

～認知症のお話し～

加 齢

体 験

学習能力
もの忘れの自覚

探し物

日常生活への支障
症状の進行

認知症
一部を忘れる
（例：朝ごはんのメニュー）

維持されている
あり

自分で見つける

なし
極めて徐々にしか進行しない

すべてを忘れる
（例：朝ごはんを食べたこと自体）

新しいことを覚えられない
なし

いつも探し物をしている
誰かが盗ったと思い込む

あり
進行する
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問合せ

”若年性” 認知症も…

毎日の生活で認知症予防を心がけましょう！

　大事なのは、 毎日の生活で認知症の発症を防ぐこと、 早期の関わりで認知症の進行を遅らせること
です。 認知症かな？と思ったら、 まずはかかりつけ医などにご相談ください。
◆ かかりつけ医
◆ 認知症疾患医療センター（静岡県東部）
※受診には事前予約と、 原則かかりつけ医からの紹介が必要です。

◆ 地域包括支援センターにしいず 0558-52-3030
◆ 静岡県若年性認知症相談窓口　 054-252-9881（月・水・金）９時～16時（祝日・年末年始除く）
ご本人やご家族の他、 医療 ・ 福祉関係者 ・ 企業の皆様からの相談もお受けします。

認知症かな？と思ったら…まずは相談

　若くても、脳血管障害やアルツハイマー型認知症のため、認知症を発症することがあります。 
65歳未満で発症した認知症を若年性認知症といいます。若年性認知症者数は現在3.57万人と
推定されています。

◆ 食生活
　・たんぱく質をしっかりとる ... 高齢期は低栄養に注意し、たんぱく質をしっかりとりましょう。
　   筋肉を維持するために欠かせません。水分補給も忘れずに!!
　・バランスのよい献立を心がける

◆ お口のケア
　・歯の手入れをていねいに行う
　・もっと口を動かす ... 脳の活性化のために、噛みごたえのある物を
      食べたり、人と話す機会を増やしましょう

◆ 運動習慣
　・ウォーキングや筋トレ（スクワットや片足立ち）を行う
　・毎日の家事 ... 手を抜かずに行えば、運動効果が期待できます

◆ 知的活動や社会参加
　外出せず、人との交流が少ない閉じこもり状態が続くと、認知症になりやすいと言われてい
　ます。自分に合った「通いの場」を見つけて、イキイキとした毎日を心がけましょう。

地域包括支援センター
TEL：52－3030

　                   ・ふれあい沼津ホスピタル　   055-952-3530
・NTT 東日本伊豆病院　       055-978-2558・伊東市民病院                    0557-37-2634

・静岡医療センター　           055-939-5679

・ふれあい南伊豆ホスピタル　0558-62-1461
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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。

人の動き 2月1日現在
人       口 7,269人（△21）田 子 地 区 1,884人（  △5）
世 帯 数 3,654世帯（  △6）仁 科 地 区 3,073人（ △13）
男 3,451人（△15）宇久須地区 1,346人（  △3）
女 3,818人（  △6）安良里地区 966人（  ±0）

※ 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。

！

１月 累計
前年
１月
累計

増減

人身
事故 1

0

1

7

1

0

1

7

2

0

3

7

-1

±0

-2

±0

死者

傷者

物損
事故

（暫定値）

西伊豆町の交通事故件数
3 月 の

夕 陽 時 刻 表
夕陽鑑賞はいかがですか。

1日～10日 17：40～17：48

11日～20日 17：49～17：56

21日～31日 17：57～18：05

お忘れなく

1月 15日～ 2月 14日の届出

（3月分）

納期限は 3 月 31 日（木）です

～お知らせ～

おくやみ申し上げます
地区 氏　名 年齢 世帯主

宇久須浜
柴

大田子
大田子
大田子
大田子
道東
月東
月東
月西
月西
沢田
仁科浜
仁科浜
築地
一色
大沢里

萩原　信男
山本　由雄
目﨑　和平
藤井　久子
高橋　尅巳
土屋　ほのみ
福田　萩野
森　貞

橋本　久幸美
森　清
椿　清
堤　正三
山本　章子
藤井　絹惠
菊池　多代
山本　せい子
平馬　壽

88
84
99
84
81
71
105
91
97
77
89
87
85
93
98
97
96

信男
由雄
和浩
久子
尅巳
博
進素
貞
幸一
清
清
正三
浅二
すわ子
繁
初
壽

◎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。

町県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

随１期
随時
８期
６期

（　）内は前月比

地区 氏　名 性別 保護者

川向 森　椋平 男 敬介
りょうへい

　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した。
　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68.0％ （全国7位）
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　2月22日時点で未定のため、救急当番医の確認等は、下記ホームページまたは
役場（☎52-1111）よりご確認ください。
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。

月 日 外 科 系 内 科 系 月 日 外 科 系 内 科 系

【3月の救急当番医 西伊豆地区】

3/5

3/6

3/12

3/13

3/19

土

日

土

日

土

3/20

3/21

3/26

3/27

日

月・祝

土

日

　みなさんこんにちは。広報担当の
須郷です。今月号の表紙は、フォト
コングランプリ（夕陽部門）に輝いた
一枚を掲載させていただきました。
美しい故郷の景色は子どもの頃から

どんなに見慣れても、未だに感動を
与えてくれます。西伊豆町の景色は
夕陽だけではありません。来月号での
ふるさと部門、ドローン部門含む
入賞作品の発表をお楽しみに！

編 集
後 記

未定 未定
未定 未定

月
2022

3
3/ 1（火）

3/ 3（木）

3/ 2（水）

3/11（金）

3/12（土）

3/13（日）

17:00

3/10（木） 乳幼児・妊産婦相談（福祉センター ) 9:15

特設人権相談所（福祉センター）10:00

3/14（月）

3/15（火）

3/18（金）

3/21（月）

3/22（火）

3/23（水）

3/24（木）

3/25（金）

3/26（土）

3/27（日）

3/28（月）

3/19（土）

3/20（日）

3/29（火）

3/30（水）

3/31（木）

3/16（水） 行政相談所開設（安良里中央公民館）13:30

3/ 4（金）午後
ボディコントロール教室（福祉センター）19:30

新型コロナワクチン3回目集団接種
(宇久須住民防災センター）

午後3/ 7（月） 新型コロナワクチン3回目集団接種
(宇久須住民防災センター）

午後3/ 8（火） 新型コロナワクチン3回目集団接種
(宇久須住民防災センター）

午後3/ 9（水） 新型コロナワクチン3回目集団接種
(宇久須住民防災センター）

3/ 5（土）午前/午後 新型コロナワクチン3回目集団接種
(宇久須住民防災センター）

午前/午後3/ 6（日） 新型コロナワクチン3回目集団接種
(宇久須住民防災センター）

3/17（木） からだすっきりエクササイズ（健康増進センター）14:00

マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約）

17:00 マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約）

 9:00 マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約）

春分の日



問合せ 市川三郷町役場総務課広聴広報係 ℡055-272-1102

問合せ 富士見町役場 産業課 商工観光係 ℡0266-62-9342
富士見町観光協会                    ℡0266-62-5757

富士見町観光協会の主催で「第9回富士見の日フォトコンテスト」が開催されました。新型
コロナウイルス感染症の影響で審査会が開けなかった、第8回と合同の審査となりました。

　今回のテーマは「私のとっておきの
富士見町」。小学生から一般まで220点
を超える応募があり、どの作品も町の
自然や何気ない暮らしの風景、人々の
生き生きとした表情などを切り取った
素晴らしい作品ばかりでした。
　受賞作品は富士見町の広報等でも
紹介しています。新型コロナウイルスの
状況が落ち着きましたら、写真に収め
られた数々の絶景スポットに、ぜひ足を
のばしてみてください。

　市川三郷町の魅力を再認識していただこうと、
いろいろなニュースを「音声」で配信している
「市川耳郷（いちかわみみさと）」。インターネットを
介した情報ラジオ番組です。イベントや町事業の
お知らせ、地域の出来事などを町職員がお届け
しています。
「ながら時間」にお聞きください。

市川三郷町の情報を「音声」で配信 !!

印　刷：㈲サン印刷
発行日：令和４年３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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西伊豆町役場　まちづくり課

姉妹町から

広　報

市川耳郷 （いちかわみみさと）

第９回
富士見の日フォトコンテスト」

▲最優秀賞「残したい風景」／松沢 健

スマホの方はこちら▶
http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/02topics/2021-0907-1126-23.html

▲甲州弁で「あなたも聞いていってね
　市川三郷のことだから」という意味です


