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　町政運営の基本的な考え方は、「あなたの声が届く町政へ」「誰もが住み続けられる町づくり」という
考えのもと、町民の声を大切にし、継続可能な地域づくり・地域循環共生圏という視点を取り入れ、行政
運営に取り組んでまいります。
　令和４年度の一般会計予算は、過去最大規模の78億2,700万円で前年度当初予算に比べると22億
5,700万円（前年比40.5％）の増額となりました。これは、ふるさと納税の見込みを前年度2億円から
10億円に増額したことや、消費喚起のためのサンセットコイン事業により、預り金が多く発生するため
です。これらを差し引くと実質の予算額は60億円規模となります。

　歳入を見ますと、自主財源額は、38億3,057万
6千円（構成比49.1％）で、前年度と比べて、16億
1,293万2千円（72.7％）の増額となりました。
　依存財源額は、39億9,642万4千円（構成比
50.9％）で、前年度と比べて、6億4,406万8千円
（19.2％）の増額となりました。
◇自主財源とは…町が自主的に収入できる財源
　町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、
　寄附金、諸収入など
◇依存財源とは…国や県から交付される財源
　地方交付税、国庫支出金、県支出金、町債、各種
　税交付金など

　歳出を性質別に見ますと、義務的経費は20億
3,922万8千円（構成比26.0％）で、前年度と比べて、
2,041万3千円（1.0％）の減額となりました。
　投資的経費は、9億5,588万9千円（構成比12.2％）
で、前年度と比べて4億9,964万9千円（109.5％）
の増額となりました。その他経費は、48億3,188万
3千円（構成比61.8％）で、前年度と比べて17億
7,776万4千円（58.2％）の増額となりました。
◇義務的経費とは…法令の規定などによりその
　性質上支出が義務付けられていて、任意に削減
　できない経費（人件費、扶助費、公債費など）
◇投資的経費とは…施設の建設など資本形成の
　効果が長期的にわたり持続する経費（普通建設
　事業費、災害復旧事業費など）
◇その他経費とは…上記以外の経費（物件費、維持
　補修費、補助費等、積立金、貸付金・投資及び
　出資金、繰出金、予備費など）

令和４年度当初予算一般会計78億2,700万円

歳　入

歳　出（性質別）

自主・依存財源別歳入構成割合（単位：千円）

性質別歳出の構成割合（単位：千円）

扶助費
340,062
4.3%

維持補修費
58,911
0.7%

普通建設事業費（補助）
585,078
7.5%

普通建設
事業費
（単独）
317,809
4.0%

災害復旧費
53,002
0.7%

人件費
1,135,902
14.5%

公債費
563,264
7.2%

物件費
1,694,780
21.7%

義務的経費
2,039,228
26.0%

投資的経費
955,889
12.2%

その他
1,585,163
20.3%

消費的経費
3,246,720
41.5%

補助費等
1,493,029
19.1%

諸支出金費
1,076,177
13.8%

繰出費
508,986
6.5%
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 主な事業
◇森と海の６次産業化プロジェクト
　一次産業を起点とした循環型社会・脱炭素社会・自然共生社会構築プロジェクト事業　1億4,000万円
◇サンセットコイン事業
　電子地域通貨を利用し、町内における経済の活性化を図る事業　4億2,658万6千円
◇文教施設等整備事業
　計画地整備基本設計・小中一貫校及び屋内運動場設計・認定こども園基本設計　1億6,550万円
◇防災・減災対策事業
　津波避難施設設計業務・津波避難タワー等整備　3億2,840万円、避難誘導看板等整備　1,150万円
◇道路・橋梁・トンネルの長寿命化対策事業
　町道工事等　4,340万円、橋梁点検・橋梁個別施設計画策定業務・長寿命化工事　1億600万円、
　トンネル個別施設計画策定業務・トンネル補修設計・長寿命化工事　1億4,520万円

※水道事業会計及び温泉事業会計は、
　収益的収入と資本的支出の合計額です。

問合せ 総務課 行財政係　℡52-1111

「西伊豆町総合計画」に掲げた基本目標ごとの令和４年度事業費

一般会計の町民一人あたりの予算額 特別会計などの予算
令和４年１月１日現在の人口：7,290人

基 本 目 標 令和４年度事業費

合　　計

１ 豊かな地域資源で人・モノの交流が広がるまちづくり （産業・観光・定住部門）
２ 夢を語れる人を育むまちづくり（教育・文化部門）
３ 災害に強く安心して暮らせるまちづくり（防災・安全部門）
４ 地域で支え合える健幸で長寿なまちづくり（健康・福祉部門）
５ 快適な生活ができるまちづくり（暮らし・環境部門）
６ 住民と行政が一体となったまちづくり（行財政部門）

9億6,165万6千円
2億2,259万8千円
4億8,112万5千円
5億3,754万5千円
5億3,584万6千円
22億1,959万6千円
49億5,836万6千円

議会費
総務費
民生費
衛生費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金等
       計

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計

水道事業会計
温泉事業会計

13億3,300万円
3億   280万円
12億9,800万円

2億3,787万8千円
1億   783万7千円

8.4％
△0.5％
△6.4％

△14.5％
2.8％

9,223円
132,972円
132,107円
81,833円
35,879円
196,510円
64,271円
98,146円
90,785円
7,271円
77,265円
147,401円
1,073,663円

6,723万6千円
9億6,936万3千円
9億6,306万1千円
5億9,656万2千円
2億6,155万7千円
14億3,256万1千円
4億6,853万6千円
7億1,548万1千円
6億6,182万1千円
5,300万2千円

5億6,326万4千円
10億7,455万6千円
78億2,700万円

項目 １人あたり 予算額 特別会計 予算額 前年度比

企業会計 予算額 前年度比
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”   常時 ” 4 月からは              1％還元！！
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　保険料の納付は「口座振替」が便利でお得です。
　口座振替の申し込みは、口座振替申出書に必要事項を記入・押印（金融機関の届出印）のうえ、
金融機関窓口または役場へご提出ください。

便利な”口座振替”

令和４年度の国民年金保険料（定額保険料）は、月額16,590円です

　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。

≪新型コロナウイルス対策≫
国民健康保険及び後期高齢者医療保険における傷病手当金の支給について

　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

　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

　令和２年１月１日～令和４年３月31日まででしたが、引き続き令和４年６月30日の間で、
療養のため働くことができない期間（ただし、入院が継続する場合などは最長１年６か月まで）
とし、期間の延長を行います。

適用期間（延長）

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

問合せ 健康福祉課 医療保険係　℡52-1116

　令和３年度に学生納付特例制度により保険料納付を猶予されている方で、令和４年度も引き続き
在学予定の方に、ハガキ形式の学生納付特例申請書が発送されます。昨年度と同じ学校に在学し、
引き続き保険料納付猶予を希望される方は、ハガキに必要事項を記入のうえ返送してください。
　なお、はじめて学生納付特例の申請をされる方は、学生納付特例申請書を提出していただく必要が
あります。（在学証明書または学生証の写しを添付してください。）申請書は役場または年金事務所に
提出して下さい。

学生納付特例申請書（ハガキ形式）が発送されています
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　町では、高齢運転者による交通事故の防止を図るため、運転免許証を自主返納された方を支援します。
少しでも運転に不安を感じている方は、自主返納を考えてみませんか？　
　返納後に受け取れる運転経歴証明書は身分証明書になり、運転免許自主返納者サポート店で提示すれば
割引等サービスを受けることができます。
※65歳以上70歳未満（令和４年４月１日現在）の方で運転経歴証明書をお持ちの方は、福祉回数券
　(バス券)の購入や、高齢者等タクシー利用助成事業が利用できます。

▶支援内容：運転経歴証明書発行手数料（1,100円）を助成します
▶対 象 者：令和４年４月１日以降に運転免許証を自主返納し、申請日より１年以内に運転経歴証明書の
　　　　　　発行を受けた65歳以上の町民の方　
　　　　　　※免許証の更新をせず失効した場合は、自主返納になりません。
▶申請場所：役場福祉センター１階（福祉係）、宇久須支所、田子出張所、安良里出張所
▶持 ち 物： ①運転経歴証明書の写し
　　　　　　②振込先の口座情報（助成金の振込のため）
　　　　　　③認印
▶そ の 他：運転免許自主返納者サポート店については静岡県警察のホームページをご確認ください。
　　　　　　http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/henno.html　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

　①②③のいずれかに該当し、町内に住所がある方へバス回数券の購入を助成します。
▶対 象 者： ①満70歳以上の方（令和４年４月１日現在）
　　　　　　 ②身体障害者手帳１級・２級、精神障害者福祉手帳１級・２級、療育手帳Ａをお持ちの方
　　　　　　③65歳以上70歳未満（令和４年４月1日時点）で運転経歴証明書をお持ちの方
　　　　　　※施設入所中の方は購入できません。
▶内  容：バス回数券を１冊500円(額面1,000円)で販売を行います。
　　　　　　※令和４年度から13枚綴り→10枚綴りへ変更となりました。
　　　　　　※1回購入限度５冊、年間購入冊数は制限なし、有効期限なし
▶販売場所：役場福祉センター１階（福祉係）、宇久須支所、田子出張所、安良里出張所
▶持 ち 物： ①印鑑（認印可）
　　　　　　②本人確認のできる書類（健康保険証又は後期高齢者証・介護保険証、運転経歴証明書等）
　　　　　　※令和３年度の購入資格者カードをお持ちの方は②を省略できます　　　　　　　　
　　　　　　※代理で回数券を購入する方は、対象者の本人確認のできる書類、代理者本人の印鑑および    
　　　　　　   代理者の本人確認のできる書類を必ず持参してください

問合せ 健康福祉課 福祉係　℡52-1961

問合せ 健康福祉課 福祉係　℡52-1961

◀スマホの方はこちら

ご存知ですか？町の助成事業
その① 「福祉回数券 （バス券） 購入」
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■交通券交付の出張予定表

対象者

対象者
西伊豆町住民記録台帳に登録されている次の方
① 満年齢75歳以上となる者
② 身体障害者手帳１級・２級、精神障害者保健
    福祉手帳１級・２級、療育手帳Ａをお持ちの方
③ 満年齢65歳以上75歳未満で運転経歴証明書を
　 お持ちの方

持ち物
認印・本人確認のできる書類
※健康保険証または後期高齢者証、介護保険証、
　運転経歴証明書、運転免許証、障害者手帳等助成地域

西伊豆町内に限定
※町以外に出る時には町境で一旦精算となります。

申請場所
役場福祉センター１階（福祉係）、宇久須支所、
田子出張所、安良里出張所

助成金額
タクシー利用料金の1/2の金額を助成します。
※100円未満の端数が生じた場合には対象者の
　 負担

利用日時
火・木・土曜日　午前８時から午後５時まで
（利用回数は１日２回まで）

　身体障害者手帳１級・２級、精神障害者保健福祉手帳１級・２級、療育手帳Ａをお持ちの方で、町内に
住所がある方（令和４年４月１日現在）
※施設入所中、長期入院の方には交付できません。
　下表のとおり出張交付を行いますので、お越しください。当日ご都合が悪い場合、４月22日（金）からは
役場福祉センター１階（福祉係）のみの受付となります。支所・出張所で受け取りをされたい場合には、
事前に担当までご連絡ください。

■申請に必要な物
　印鑑（認印可）、本人確認のできる書類（健康保険証又は後期高齢者証・介護保険証等１点）、障害者手帳
　※代理で交通券を受給する方は、対象者の本人確認できる書類、代理者本人の印鑑および代理者の
　　本人確認できる書類を必ず持参してください。

問合せ 健康福祉課 福祉係　℡52-1961

問合せ 健康福祉課 福祉係　℡52-1961

 9：00～ 11：30

13：30～ 16：00

 9：00～ 11：30

13：30～ 16：00

対 象 地 区
宇久須地区

安良里地区

田子地区

仁科地区

交 付 場 所
住民防災センター１階

中央公民館１階

田子出張所

福祉センター１階

４月 20日（水）

４月 21日（木）

日　時

その② 「高齢者等のタクシー利用」

その③ 「障がい者の方へのバス ・ タクシー ・ ガソリン券の交付」
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■令和4年度固定資産の土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税の縦覧制度は、納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを確認できるよう、
土地・家屋価格等の縦覧帳簿を見ることができる制度です。期間中は無料で縦覧することができますので
ご利用ください。
▶縦覧期間：4月1日から５月２日まで（ただし、土・日・祝日を除く）
▶時　　間：午前8時15分から午後5時まで
▶場　　所：窓口税務課課税係（本庁1階）
▶内　　容：土地価格等縦覧帳簿（所在・地番・地目・地積・評価額）
　　　　　　家屋価格等縦覧帳簿（所在・種類・構造・床面積・評価額）
▶対 象 者：納税義務者・同居の親族・納税管理人および前記の代理人
▶持 ち 物：マイナンバーカードなど本人確認ができるもの、委任状（代理人）
▶手 数 料：無料
▶そ の 他：縦覧帳簿のコピーはできません。非課税または免税点未満の土地、家屋対象外および納税    
　　　　　　義務がない方は縦覧できません。

■固定資産課税台帳の閲覧
　納税義務者の方が、自己資産について固定資産課税台帳（土地・家屋名寄帳）に記載された内容を確認
することができる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。なお、納税
通知書の際に、「課税明細書」を一緒にお送りしていますので、課税明細書でも課税台帳に登録された内
容を確認することができます。
▶閲覧期間：4月1日から翌年3月31日まで（ただし、土・日・祝日を除く）
▶時　　間：午前8時15分から午後5時まで
▶場　　所：窓口税務課課税係（本庁1階）
▶対 象 者：納税義務者・同居の親族・納税管理人・借地人または借家人および前記の代理人
▶持 ち 物：マイナンバーカードなど本人確認ができるもの、委任状（代理人）、賃貸借契約書（借地人
　　　　　　または借家人）
▶手 数 料：縦覧期間中（4月1日から５月２日）は課税台帳のコピーを1枚20円で交付していますが、
　　　　　  それ以外の期間は一名義人200円です。
▶そ の 他：借地人または借家人等の閲覧は、該当する物件だけの閲覧となります。

　住民税については、新型コロナウイルス感染症の影響により申告が困難な方については、
簡易的な方法により申告を令和４年４月15日まで延長します。
　申告をする方は窓口税務課までお越しください。

固定資産税の縦覧・閲覧制度について

令和４年度住民税の申告期限の延長について

問合せ 窓口税務課 課税係　℡52-1113

問合せ 窓口税務課 課税係　℡52-1113
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　この４月から成年年齢が18歳に引き下げられました。これからは、高校３年生で大人になります。
　社会経験が乏しい新成人は、悪質業者の格好のターゲットです。成人になった途端に相談件数･
被害金額ともに大きく増えます。

　大人になると、契約やカードの作成は自分の名前でできるようになり、それに伴って契約を守る
責任や、カードの支払いをする責任も生じます。同時に、無条件に契約の取消しができる「未成年者
取消し権」という保護がなくなるところを狙われます。
　新成人に多いトラブルは　　   

大人になると何が変わるの？

・本当に必要なものなのかよく考え、内容をよく理解してから契約しましょう
・簡単にもうかる話はありません。誘われたらきっぱり断りましょう
・クレジット契約は「借金」です。安易に勧める業者は要注意
・ＳＮＳをきっかけとしたトラブルが増えています。
  ＳＮＳで知り合った人を安易に信用するのは危険です
・通信販売にはクーリング･オフ制度がありません。
  購入条件をよく確認しましょう
　
何か困ったことがあれば、気軽に消費生活センターに
相談してください。

トラブルにならないために…

１８歳から大人になります

賀茂広域消費生活センター　℡0558-24-2299

・高額なエステの解約トラブル
・出会い系サイトへの課金トラブル
・「簡単にもうかる」副業やＦＸ ･暗号資産への投資トラブル
・インターネット通信販売トラブル　　などが挙げられます。
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　２月７日に西伊豆町保健センターで「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
審査会が開催され、応募総数322点のなかから、夕陽・ふるさと・ドローン部門の入賞作品36点が
決定しました。入賞作品は、今月上旬から黄金崎クリスタルパークで展示される予定です。

第17回夕陽のまち西伊豆町ふるさとフォトコンテスト入賞作品発表！！

問合せ まちづくり課 観光係　℡52-1114

グランプリ受賞作品（敬称略）

ドローン部門グランプリ
「トンボロから三四郎島へ」
（野口　賢司：三島市）

ふるさと部門グランプリ
「初春のゆらめき」

（蓑毛　正美：沼津市）

夕陽部門グランプリ
「染まるうね雲」

（佐藤　和彦：松崎町）

特
選（
敬
称
略
）

部門
夕陽

ふるさと
ドローン

氏名
藤井　昭浩
加藤　泰平
Kenkentravel

住所
松崎町
西伊豆町
神奈川県

画題
黄金崎マジック
青空に向かって
青の世界

入
選（
敬
称
略
）

佳
作（
敬
称
略
）

部門

夕陽

ふるさと

氏名
佐野　重長
松田　恵一
勝又　守洋
加藤　泰平
藤井　駒一
佐藤　和彦
佐野　重長
松村　洋伸
佐藤　陽一
大竹  　翔

住所
西伊豆町
西伊豆町
裾野市
西伊豆町
西伊豆町
松崎町
西伊豆町
西伊豆町
西伊豆町
伊東市

画題
天使のはしご
牧場の夕陽
静寂

トワイライトタイム
アロエ畑の夕景

大自然
富士を望む

瀬浜海岸・浮往魚往
花火

堂ヶ島火祭り

氏名
松田　恵一
松田　恵一
藤井　駒一
藤井　駒一
佐野　重長
佐野　重長
佐野　重長
佐藤　和彦
佐藤　和彦
加藤　泰平

住所
西伊豆町
西伊豆町
西伊豆町
西伊豆町
西伊豆町
西伊豆町
西伊豆町
松崎町
松崎町
西伊豆町

画題
黄金崎の夕景
堂ヶ島の夕陽
夕映えの乱舞
夕陽に魅せられて

残光
茜雲
光る岩

一日の終わり
夏の思いで
夕陽の光

氏名
佐藤　陽一
佐藤　和彦
中西　敬一
藤井　昭浩
藤井　昭浩
脇迫　優樹
藤井　駒一
松田　恵一
松田　恵一
野口　賢司

住所
西伊豆町
松崎町

静岡市駿河区
松崎町
松崎町
山形県
西伊豆町
西伊豆町
西伊豆町
三島市

画題
三方滝
トンボロ
年の瀬

絶景の遊歩道
雨上がりの夜空に
終わらない冒険
夏の海を進む
紅葉のわさび田
安良里港に鰹船
いざっ洞窟へ！！

部門

夕 

陽

部門

ふ
る
さ
と
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※飼い主の死亡、所有者の変更、転出などが生じた場合は、環境保全係までご連絡ください。
※犬鑑札・狂犬病予防注射済票は法律で定められているので、必ず着用してください。

　生後91日以上の犬は、一生に１回の登録と、毎年１回の狂犬病予防注射を受けることが
法律で義務付けられています。下記表のとおり令和４年度の狂犬病予防注射を行いますので、
最寄りの会場までお越しください。
　また、動物病院で接種された場合は、病院で発行された「注射済証明書」・愛犬手帳・狂犬病
予防注射済交付手数料を必ず環境課または各支所・出張所の窓口まで提出してください。
※お住まいの地区以外の会場でも予防注射を実施できますが、登録犬のない地区には巡回しません。
※沢田地区は１日目に変更しましたのでご注意ください。

・狂犬病予防注射通知書
　（４月初旬送付）
・愛犬手帳
・手数料（下記のとおり）

持ち物

申請ができる方 補助を受けるための条件

補助の対象となる猫
補助する金額

手数料

狂犬病予防注射(巡回 )を実施します

　飼い主のいない猫を増やさないために、猫の避妊や去勢の手術費用を一部負担する制度を行って
います。補助を受けたい方は、手術する前に申請の手続きが必要です。

猫の避妊・去勢手術費用を補助しています

犬の登録手数料　 3,000円
狂犬病予防注射料 2,950円
狂犬病予防注射済交付手数料
　　　　　　　　    550円

※当日はお釣りのないようお願いします。

問合せ 環境課 環境保全係　℡53-1408

日にち

4/21
(木)

4/22
（金）

時間
登録犬なし

9：30～ 9：35
登録犬なし

9：45～ 9：50
10：10～ 10：25
10：30～ 10：45
10：55～ 11：10
11：20～ 11：30
11：40～ 12：00
13：30～ 13：55
14：05～ 14：45
9：30～ 9：50
10：00～ 10：30
10：40～ 11：20

11：30 ～ 11：50

13：20～ 14：00

場所
宮ケ原公民館前
大城集会所前

祢宜ノ畑公民館前
白川公民館前
一色公民館前
堀坂集荷所前
中区公民館前

築地コミュニティ防災センター前
大浜コミュニティ防災センター前
沢田コミュニティ防災センター前

   役場本庁駐車場
田子公民館前

旧田子中学校駐車場
安良里中央公民館前
入谷集会場前
(宇久須神社前)

住民防災センター駐車場

町内に住所がある方 ①獣医師が手術を行うこと
②野良猫には手術をした印として耳カットを行うこと

①販売を目的としていない飼い猫
②町内にいる野良猫（10匹まで）

手術にかかった費用の２分の１以内
上限：メス１匹10,000円まで、
　　　オス１匹6,000円まで
　　　（1,000未満の端数は切捨て）

狂犬病予防注射料  2,950円
狂犬病予防注射済交付手数料
　　　　　　　　    550円

▶登録済みの犬　　3,500円

▶新規登録の犬　　6,500円
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　春の転入・転出に伴う水道の手続きをお忘れではないですか？水道を開始、または中止する
ときのお手続き方法は以下の２つがあります。（電話やFAXでは受付けできません。）

① 給水装置使用開始等の届（紙面）を本庁、支所、
    出張所又は企業課に提出してください。
② 町のホームページ（電子申請）からインターネットで
    水道使用開始届、水道使用中止届を
　 申請してください。

申請方法

・届出は２営業日前までに提出、申請して下さい。
・相続、売買に伴う所有者・使用者変更は紙面での申請のみとなります。
・中止後３年が経過すると廃止扱いとなりますので、ご承知おきください。
　※廃止になると、再び使用する時には新規加入金が必要になります。

ご注意

水道の手続き、忘れてませんか？

手話奉仕員養成講座（入門編）を開催します
　西伊豆町では、聴覚障害者への理解、コミュニケーション技術（手話）の習得を目的とした養成講座を

開催します。

▶対 象 者： 聴覚障害者への理解、コミュニケーション技術(手話)の習得に関心のある方。
▶募集人員： 20名
▶講座内容：手話講座：全21講座　手話技術18講座　必須講義：３講座
▶実施期間： 令和４年６月15日～令和４年11月30日　毎週水曜日　19：00～ 20：30
　　　　　　※８月10日、８月17日、11月23日を除く

▶会  場：下田市民文化会館２階大会議室または下田市中央公民館２階会議室
　　　　　　※新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン開催となる場合があります。

▶参 加 費：3,300円(テキスト代)
▶申込方法：令和４年５月31日（火）までに右のQRよりお申込みください ▶▶▶▶▶
　　　　　　※インターネットでの申し込みが困難な場合は下記までお問合せ下さい。

問合せ 企業課 業務係　℡52-1429

問合せ 健康福祉課 福祉係　    ℡52-1961
下田市社会福祉協議会　℡22-3294
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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】

次ページに続く!!

ポスター・標語・青パト写真募集!!

① 幅広い世代が参加する防犯ボランティア活動　(ポスターのみ)
② 青色回転灯装備車の活動中の写真
③ 暴力団への加入阻止（標語のみ）

　応募作品の裏面に、住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号、職業
または学校名、学年を明記し、５月16日までに下田警察署管内防犯協会
（〒415-8528　下田市東中7- 8）宛て提出してください。

ご注意

応募の決まり

地域おこし協力隊   酒井 宏治
こんにちは、協力隊員の酒井です。
地元の畜産で、山本養鶏さんにお手伝いに
行ってます。
主に特殊フォークリフトを使って、鶏フンを
集め機械で撹拌し、時間をかけて、発酵
鶏フン堆肥を袋詰め作業してます。

地域おこし協力隊   石崎 嘉彦
こんにちは、地域おこし協力隊の石崎です。
早いもので 1 年が経ちました。
少しずつ伐倒をする機会も増えてきました。
今回は基礎の伐倒についてご紹介です。
木を伐倒する際には必ず「受け口」を作って
から、「追い口」を入れます。
「受け口」は倒す方向を決めたらその方向に 
30°～45°の角度をつけて切込みを入れます。 
そして「追い口」。受け口の高さより少し
高めから切込んでいきます。
「受け口」の方向がそのまま伐倒方向になる

よう切っていけば狙った方向へ倒れるよう
になります。
まだまだ「林業」は習得する事も多いですが、
頑張っていこうと思います。
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ロケ地なんです！！ 
あの場所が今月公開！！

映画『ツユクサ』

・デザインは四切サイズ(540㎜×380㎜)のヨコ書き(規格外は審査対象外となります)
・作品にスローガン(キャッチコピー )の文字は入れないでください

・応募は、一人１点
・郵便はがきか、はがき大のものにタテ書きで、１枚の用紙に１点のみ記入

ポスター

標語

・応募は1人５点まで
・カラープリントＡ４サイズ(規格外は審査対象外となります)
・デジタル写真可(ただし印画紙にプリントしたもの)
・所定の応募票を作品の裏に貼付のうえ、郵送で応募
  （応募票は全国防犯協会連合会ホームページからもダウンロードできます）

青パト写真

　先月号でご紹介した映画『ツユクサ』は、
今月29日に全国の映画館で上映されます！
　県内の上映館は静岡シネギャラリー（静岡市）、
TOHOシネマズサンストリート浜北（浜松市）、
シネプラザサントムーン（清水町）の３か所
です！
　宇久須港、黄金崎公園や乗浜海岸など、
西伊豆町のロケーションがたくさん登場します
ので、ぜひご覧ください！

問合せ まちづくり課 観光係　℡52-1114

YouTube

 予告編はこちらから
ご視聴ください！

前ページの
続き
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大前提として…

西伊豆町での生活を誰よりも ことを忘れず、
今年度もより充実した移住生活を送りたいと思いますので、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします！今年度もより充実した移住生活を送りたいと思いますので、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします！

楽しむ

地域おこし協力隊として移住すること

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。 西伊豆町に移住してあっという間に1年が経ち、
西伊豆町での生活も2年目に突入です。今月は、この1年のこと、そして、これからのことについて、地域おこし
協力隊として移住した私は、どの様な思いを巡らせながら生活しているのか、お話したいと思います。

最近では、様々なスタイルで移住する人が増えています。私のように「地域おこし協力隊」の支援制度を使って
移住する人も年々増加しています。しかし、支援を受けられるからと言って、全てが保証されるわけではありま
せん。今回は、改めて「地域おこし協力隊」について私を例に取り上げながらご説明します。

都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランド
や地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、
住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を
図る取組です。任期は概ね1年以上、3年未満で、それ以上延長することは
認められていません。（「総務省」公式ホームページより引用）

地域おこし協力隊とは

私がこの町で活動する分野は「観光PR・情報発信」。
「情報を発信する」ためには、まずは、自分自身が「地域
のこと」、そして「地域住民の皆さんのこと」を知らなけ
れば、次に進むことができません。
親戚どころか、知り合いもほとんどいないところからスタートした移住生活。
私がこの1年で重きをおいて行動してきたことは、「西伊豆町」を知ること、
そして、皆さんにも私のことを知ってもらい、「私にしかできない西伊豆町の
情報発信をする」ための準備期間だったのです。その他にも、自分の持って
いるスキルで町に貢献できることには、何事にも積極的に取り組んできた1年
でした。

私のこの1年（地域おこし協力隊1年目）

私のこれから ～定住に向けて～
前に述べたように、地域おこし協力隊の任期は最大で3年。2年後には、私も地域おこし協力隊を卒業しな
ければいけません。すなわち、残り2年で現在自分が行っている活動を“仕事 ”に繋げていかなくてはいけ
ないのです。地域おこし協力隊を卒業した後は、企業に勤めたり、個人事業主として仕事を継続したりと選
択肢は様々ですが、卒業時にその準備ができていなければ、そのまま定住に繋げることが困難になるのです。
社会人になってから8年間、会社員として当たり前のように働いてきた私には、初めての
試練のようにも感じています。地域おこし協力隊2年目を迎える令和4年度は、より一層
本格的に卒業後に向けて、行動を起こして行こうと思います！

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.12
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まちのできごと～Town News ～

認定こども園・小学校・中学校で「卒園式・卒業式」旅立ちの日
　３月16日から18日にかけて
町内では卒園式と卒業式が行われ、
卒業生たちは未来の目標や思い出を
語り、通い慣れた学び舎を旅立ち
ました。
※当日の様子は19ページ
右下から動画でご覧いただけます。

西伊豆中学校

賀茂小学校 仁科小学校 田子小学校

仁科認定こども園 伊豆海認定こども園
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Nishiizu Topics

夕焼けに響く歌
安城岬ふれあい公園で「夕映えの響き」
　３月12 日、安城岬ふれあい公園で「夕映えの響き」が
開催され、町内外から約1,000人が観客として訪れました。
　昨年は悪天候により上映会を行うかたちとなったため、
現地で行われるのは２年ぶり。
　夕焼けに染まる時間帯になると、ステージではシンガー
ソングライターの朝倉さやさんやタケカワユキヒデさんの歌、
お笑い芸人のネタに会場は大盛り上がりの様子でした。

トンボロ渡り初め
堂ヶ島瀬浜海岸で「トンボロ開き」
　３月20日、堂ヶ島瀬浜海岸で「トンボロ開き」が開催され
ました。
　約500人の観光客が訪れ、現れた” 海の道” を渡り、記念
撮影や磯にいる生き物を探すなどして楽しんでいました。
　他にもSNS 投稿でプレゼントがもらえるキャンペーンや、
地場産品などが当たる抽選会など、様々なイベントが催され
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19ページ右下からご覧いただけます。
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まちのできごと～Town News ～

末永く

思い出をガラスに
福祉センター２階で「新生児の手形とり」
　３月14 日、福祉センター２階で「新生児の手形
とり」が行われました。
　今回は10 人の赤ちゃんが対象となり、取った
手形をもとに作られたガラス製品が今月下旬頃に
出来上がります。
　保護者の方は「今日はちょうどこの子が生まれて
４カ月の記念日になるので、出来上がるのを楽しみ
にしています。」と話しました。

ガラスが生まれ変われる町
クリスタルパークで「ガラスの町のお医者さん」
　２月23日、黄金崎クリスタルパークで「ガラス
の町のお医者さん」が行われました。
　町内のガラス作家さんたちが白衣に身を包み、
壊れたガラス作品を持ち込んだ方に“問診”と
“治療”をしました。
※当日の様子は静岡朝日テレビでも取り上げられ
ました！動画は19ページ右下からご覧いただけます。

ご家族 とご友人に囲まれて
みんなの家で町長の１００歳訪問
　３月８日、みんなの家で町長の100歳訪問が
行われました。この日誕生日を迎え、町長含め
みんなの家の方々に100歳のお誕生日を祝福
された鈴木ちとせさんは、「施設の皆さんと一緒に
過ごせるおかげで、毎日楽しいです。いつも感謝
しています。」と喜びを語りました。
　昔は民宿で料理を振る舞われていたそうで、
ご家族の方は「ちとせさんの料理が一番美味しい」と
話していました。これからも家族や施設の皆さんと、
楽しく充実した日々をお過ごしください。

お元気で
宇久須で町長の100歳訪問
　２月28日、町長の100歳訪問が行われました。
２月25日に100歳の誕生日を迎えた宇久須在住の
渡辺けいさんは、訪れた町長と楽しそうにお話を
されていました。
　毎日自宅でご詠歌を唱えたり、自作したお手玉を
回すことが趣味とのことで、とても器用で元気な方
でした。
　長生きの秘訣は「好き嫌いなく食べること」。い
つまでもお元気で、幸せな日々をお過ごしください。
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仁科 の老人クラブ「ことぶきクラブ」では、毎月
定例会を開き、クラブの皆さんで交流を

行っています。
　季節ごとのイベントや雑談、コロナ禍で過ごす日々を
川柳に書き起こすなど、様々な企画が行われているよう
です。
　ある日の定例会では町長が出席し、クラブの皆さんと
ともに、学校建設やワクチン接種に関することなどを
語らいました。
　参加した方は「知らない人と仲良くなれたりするので
楽しい。役場のことや福祉のことを知れるのも助かって
いる。」と話しました。

安良里 の旧賀茂幼稚園では、毎週金曜日に
「いきいき安良里サロン体操教室」が

行われています。
　リズムに合わせた体操などを行い汗を流した後は、
集まった皆さんで楽しく語り合うそうです。
　代表の徳差さんは「参加者の皆さんが毎週楽しみにして
くれていて嬉しい。しっかり感染症対策をして開催して
いるので、興味のある方はぜひ声をかけてください。」と
話しました。
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　4月23日～5月12日は第64回『こどもの読書週間』です
公益社団法人読書推進運動協議会

◇◇◇◇ガラス体験工芸料を補助しています◇◇◇◇

令和 4年度　銃砲刀剣類登録審査会のご案内

　図書館や小学校で読み聞かせボランティアをしていると、聞く子ども
たちの瞳が本当にキラキラ輝いています。その光景を思い出しながら
書きました。
　キラキラの瞳、本を好きな気持ち、ずっと持っていてほしいなと
願っています。〈作者の言葉〉
　幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを
正しく判断する力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに
大切なことか・・・。子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっても
子どもの読書の大切さを考えるとき、それが「こどもの読書週間」です。

　西伊豆町はガラス文化発祥の地です。西伊豆町教育委員会では、広く町民のみなさまにガラス工芸に
触れていただき、ガラス文化への理解を深めていただくため、ガラス工芸体験料を補助しています。
ご友人やご家族で是非体験してみてください！
【対象者】
　西伊豆町在住者　※ただし、団体などによる活動に対しては、対象外となる場合があります。
【補助金額】
　体験料の半額（上限1人1,500円）※申請期間はありませんが、毎年1人1回のみとします。
【対応施設】
　〇黄金崎クリスタルパーク《℡ 0558-55-1515》
　〇GORILLA　GLASS　GARAGE（ゴリラグラスガラージ）《℡ 0558-55-1139》
　〇FARO（ファロ）《℡ 0558-55-1582》
　〇光箱（ライトボックス）《℡ 0558-55-1750》
【問合せ】
補助金：教育委員会事務局　体験の内容や予約など：対応施設
※新型コロナウイルスの状況で体験できない場合もあります。

審査は事前申込制となっております。希望する審査日の１週間前までに下記連絡先にお電話ください。
お問合せ：静岡県スポーツ・文化観光部文化財課　鉄砲刀剣類担当　　℡ 054-221-3169

登録審査日

東部
令和４年 ５月10日（火） 静岡県東部総合庁舎 沼津市高島本町1-3

別館4階 第3会議室令和４年11月29日（火）
○

銃砲審査 審査会場

問合せ
教育委員会事務局
TEL：56－0212

入選『ひとみキラキラ　本にどきどき』

2022 年第64 回『こどもの読書週間』標語に選ばれたのは
後藤千鶴子さんのこの作品です。
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　今年もまた桜散る季節となり、今月から新年度を
迎えます。今月は今話題の大河ドラマに
関連した「鎌倉・北条」についての本を
特集します。

話題の本は随時購入していきます！
図書館で購入してほしい本がございましたら、電話
やカウンターで図書館職員にお伝えください。できる
限りご要望にお応えいたします！

直木賞、芥川賞の本を入荷しています！

問合せ
西伊豆町立図書館
TEL：56－0212

【休館日】毎週月曜日　　
【利用時間】午前９時から午後５時まで
※平日・土日祝祭日、昼休み全て開館

新着図書

『闇祓』辻村 深月
『船原峠』横澤 幸仁
『六人の嘘つきな大学生』浅倉 秋成
『残月記』小田 雅久仁
『赤と青とエスキース』青山 美智子
『星を掬う』町田 そのこ
『同志少女よ、敵を撃て』逢坂 冬馬
『嗤う叔女』中山 七里
『あるがままに自閉症です』東田 直樹
『永田町動物園』亀井 静香
『私の親鸞』五木 寛之
『認知症に備える』中澤 まゆみ
『著作権ハンドブック』宮武 久佳
『アイラップレシピ』アイラップレシピ愛好会
『生きづらさの生き方ガイド』大橋 史信
『おっさんず六法』松沢 直樹
『今さら聞けない有機肥料の話』農文協 編
『スターリン』横手 慎二

『かいけつゾロリ きょうふのダンジョン』原 ゆたか
『でんせつのチョコレート』みやにし たつや
『はみがきれっしゃ しゅっぱつしんこう！』くぼ まちこ
『そらからおちてきてん』ジョン・クラッセン
『かいじゅうたちはこうやってピンチをのりきった』
                                               新井 洋行
『そらをとびたい』ちかぞう
『せかいでいちばんのばしょ』ペトル・ホラチェック
『おもしろ！びっくり！おりがみ手品』小林 一夫
『たんじょうびはジェットコースター』こすぎ さなえ
『ポテトスナックのここが知りたい！』大畑 英明
『中学校ってどんなとこ？』升野 伸子 監修
『いつも勇気があってオシャレな女の子』いとう みく 他著
『えっウソみたい？』日本児童文学者協会 編
『すがたをかえるたべものしゃしんえほん19』宮崎 祥子
『NEW日本の歴史７』佐藤 宏之

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

[ＣＤ]
★ Ｖoｙａｇｅ／アバ
★ アオハル４６.６９／さだまさし
★ U／ＮｉｚｉＵ
[ＤＶＤ]
★ 透明なゆりかご３
★ ラーヤと龍の王国
★ さくら

♪新しく入りました♪

 ４月１６日（土）は、中央公民館停電検査のため、
１日休館とします。ご了承ください。

　小学生の頃、詩の暗記で読んで以来久しぶりに
金子みすゞの詩を読みました。少し心に余裕が
ないときに、金子みすゞの詩を読むと心がやさしい
方へ、楽しい方へ、トコトコと動き出すと思います。
そして、自然の詩がたくさんあり、読んでいると
散歩をして自然をじ っくり味わいたくなると思い
ます。 

あした（金子みすゞ童謡集）          著：金子 みすゞ

（仁科 20代 男性）

♪利用者のおすすめ本　（図書館所蔵）♪

直木賞 黒牢城　　　　　　    著：米澤　穂信
塞王の楯　　　　　　 著：今村　翔吾

芥川賞 ブラックボックス　 　著：砂川　文次  
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　仕事に励むことや、趣味や日々の活動を楽しむことができているのは“ 健康” であるからこそ。
　特定健診は、生活習慣病のリスクを早期に発見し、予防・改善につなげるための健診です。
　健診で、身体の“ 今” の健康状態を把握し、生活習慣を見直すことが出来れば病気の発症や重症化の
予防につながります。40歳以上の方は、必ず年に1度は健診を受けましょう！

◇ 生活習慣病を予防するきっかけになります！
◇ 無料で受けられる！
◇ 健康サポート（保健指導）を実施しています！
　 保健師や管理栄養士が健診結果で生活習慣病のリスクがある方を対象に食事・運動などの生活
　 習慣の改善をサポート・アドバイスをします。
◇ 健幸マイレージ20ポイントをプレゼント！
　 20歳以上の西伊豆町民対象の健幸マイレージ事業。通常、毎日2ポイントずつしか貯めることが
　 できませんが、健診を受けると20ポイントもらうことができます。

特定健診、忘れずに受けていますか？

年に一度、あなたの健康について考えてみましょう

対象者

40～7440～74
歳の方歳の方

国民健康保険に
加入している

未来のあなたや家族が幸せに暮らし続けるために…
　　　　　　　 特定健診を受けないなんてもったいない!!

自分は健康だから
受ける必要ないかな？

病気が見つかったら
怖いしお金がかかるから
受けたくないな

毎年健診に
行くのは面倒だな…
昨年受けたから
今年は…
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問合せ
健康福祉課  健康係
TEL：52－1116

　すでに行っている方 ・ 初めての方 ・ しばらくやっていなかった方　大歓迎！
　４月から心機一転、健康になるために簡単なことから取り組んで、健幸ポイントを貯めてみては
いかかでしょうか？
【必要なもの】
　健幸マイレージシート　（健康福祉課・各支所出張所窓口で配布しています）
【健幸ポイントについて】 詳細はマイレージシートをご確認ください。
　ポイントは４種類！１日２ポイントまで自分でシートに記入することができます！

　その他、特定健診、がん健診などに参加するとボーナスポイントがあります！
【特典】　サンセットコインカードに500ユーヒ付与します！
　１冊（180ポイント）貯まったら、健康福祉課・各支所出張所窓口へご提出下さい。

健幸マイレージを貯めてみませんか？

令和４年度 特定健診までの流れ（国民健康保険に加入している40～ 74歳の方）

【４月上旬】
案内通知が届く

予約申込書を
役場へ返信

【５月上旬まで】
予約票が届く

【５月中旬から】
検診を受ける

※ 詳細は対象者へ送付する案内通知をご確認ください。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更となる場合があります。

種類
食事
運動

自己管理
社会参加

野菜から食べる、夜8時以降は食べない　等
ストレッチやラジオ体操を行う、20分以上歩く、できるだけ階段を使う　 等
血圧を測る、歯間ブラシを使う、体重を測る　等
地域の集まりに参加する、ボランティア活動に参加する　等

健康のためにやっているちょっとした行動
ひとつひとつが、健幸ポイントになる！

20 歳以上の
西伊豆町民限定（ ）
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記日付受 人の動き 3月1日現在
人       口 7,255人（△14）田 子 地 区 1,879人（  △5）
世 帯 数 3,655世帯（   +1）仁 科 地 区 3,066人（   △7）
男 3,444人（  △7）宇久須地区 1,347人（   +1）
女 3,811人（  △7）安良里地区 963人（   △3）

※ 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。

２月 累計
前年
２月
累計

増減

人身
事故 0

0

0

16

1

0

1

22

3

0

5

17

-2

±0

-4

+5

死者

傷者

物損
事故

（暫定値）

西伊豆町の交通事故件数
4 月 の

夕 陽 時 刻 表
夕陽鑑賞はいかがですか。

1日～10日 18：06～18：13

11日～20日 18：14～18：21

21日～30日 18：22～18：29

お忘れなく

2月 15日～ 3月 14日の届出

（4月分）

納期限は 5 月 2 日（月）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
大久須
大久須
月原
天坂
大田子
沢田
仁科浜
仁科浜
築地
大沢里

古屋　芳子
代田　かつ子
淺賀　菊江
鈴木　さかゑ
眞野　早智子
鈴木　正雄
佐野　多美子
平馬　たつ子
堤　菊男
平馬　峯子

73
92
93
94
85
90
95
94
93
91

芳子
かつ子
俊之
さかゑ
早智子
正雄
重長
たつ子
菊男
峯子

◎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。

（　）内は前月比

人権相談や行政相談のインターネット
相談予約ができるようになりました。

また、マイナンバーカードの受け
取りもインターネット予約ができ
ます。

♥♥♥♥おしあわせに（結婚）♥♥♥♥
夫 妻

地区 氏　名 地区 氏　名
築地 大久保 史晃 築地 福岡　茜

中 中川 慎太郎 富士宮市 佐野　由佳

　３月５・６日のトライアルで公認プロサーファーと
しての資格を獲得した、西伊豆中学校２年生、田子在住の
山本　來夢（らいむ）さん。14歳という若さで、合格率
約２％の狭き門を突破しました。きっかけは８歳の頃から、
お父さんに連れられてるうちに自分もやるようになったと
のこと。
　将来は「皆に知られるサーファーになり、オリンピック
など世界の大会を目指したい。」と熱く夢を語りました。

マイナンバーカード
受け取り▶

◀行政相談

人権相談▶

固定資産税  　  　  　 　 　１期
国民健康保険税              過随時
後期高齢者医療保険料     過随時
介護保険料　　　　　　  過随時

山本 來夢さん（田子）
らいむ

サーフィン中の
來夢さんの
様子はこちら▶

問合せ先：窓口税務課　℡52-1112
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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。

【4月の救急当番医 西伊豆地区】

※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。

※西伊豆健育会病院 4/17（日）12時～17時まで停電のため、救急の受入れができません。
　再開に関しましては、西伊豆健育会病院へご確認をお願いいたします。

編 集
後 記

　みなさんこんにちは。広報担当の須郷です。３月は卒業式・卒園式が行われました。

　園児・生徒たちは式中、とても立派で真面目な表情でしたが、式が終わった後は

友達とふざけたり、笑ったりしている姿が印象的でした。今回も動画で

紹介させていただいてますので、19ページ下からぜひご覧ください。

月 日 外 科 系 内 科 系 月 日 外 科 系 内 科 系

4/2

4/3

4/9

4/10

4/16

土

日

土

日

土

4/17

4/23

4/24

4/29

4/30

日

土

日

金・祝

土

西伊豆健育会病院
（☎ 52-2366） 西伊豆健育会病院

（☎ 52-2366）

※西伊豆健育会病院
（☎ 52-2366）

2022

4/ 1（金）

4/ 3（日）

4/ 2（土）

4/11（月）

4/12（火）

4/13（水）

4/10（日）

幼児相談（福祉センター ) 8:454/14（木）

4/15（金）

4/18（月）

4/21（木）

4/22（金）

4/23（土）

4/24（日）

4/25（月）

4/26（火）

4/27（水）

4/28（木）

4/19（火）

4/20（水）

4/29（金）

4/30（土）

4/16（土）

行政相談所開設（田子公民館）13:30

4/ 4（月）

4/ 7（木）

4/ 8（金）

4/ 9（土）

4/ 5（火）

4/ 6（水）

4/17（日）

幼児健診（松崎町環境改善センター）13:00

すこやかキッズ (保健センター )10:00

昭和の日



　富士見町の釡無川（富士川）水系では、３月１日に渓流釣りが
解禁して以来、県内外の釣り人が渓流釣りを楽しんでいます。
　釡無川漁業協同組合では、多くの人に釣りを楽しんでもらおうと、
養殖したニジマスやアマゴなどを川へ放流したり、つり堀センターを
運営し、釣りを楽しめる場を提供しています。

　「川魚は泥臭い」というイメージもある
かもしれませんが、富士見町のきれいな湧き水で養殖されたこの魚たちは
臭みが少なく、魚嫌いの子ども達にも評判なお魚なんだとか。
　釡無川つり堀センターは4月29日から営業が始まり、連休の5月5日までは
休まず営業予定です。昨年はコロナの影響で出荷ができなかったため、今年の
放流魚やつり堀の魚は大きさが期待できるものばかりです。ぜひ富士見町
での釣りをお楽しみください。
※新型コロナウイルス感染症の影響で日程等が変更となる可能性があります
※釡無川水系の河川で釣りを行う場合は「遊漁料」が必要です
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西伊豆町役場　まちづくり課

姉妹町から

広　報

「渓流釣り」体験してみませんか

問合せ みはらしの丘みたまの湯　℡055-272-2641

問合せ 釡無川漁業協同組合（つり堀センター）　℡080-7127-4518

（写真提供：釡無川漁業協同組合 久保さん）


