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　実は西伊豆町のマイナンバーカード交付率は非常に高いんです。なぜこんなに高いのか、
マイナンバーカードをお持ちでない方は気になりませんか？
　今回は、新たに始まったマイナポイント第２弾とマイナンバーカードの便利な使い方を紹介
します。

　マイナンバーカードとは、平成28年1月から交付が開始されたICカードです。
個人番号を証明する書類や公的な本人確認書類として利用することができます。
（参考）総務省  マイナンバーカードについて

　例えば右ページで紹介しているマイナポイントの取得には、マイナンバーカードが必要です。令和4年
9月30日までに申請しないとポイントを取得できないのでご注意ください。（申請から交付まで約1ヶ月
かかります）
　役場本庁、支所、出張所の窓口で申請できます。通知カード、本人確認書類、顔写真を持参してください。
なお、顔写真がご用意できない方は、無料で撮影いたします。

マイナンバーカード

本当に便利？

まだカードをお持ちでない方は・・・

※令和４年６月12日時点

県内１位/36自治体中
全国８位/1,741自治体中

西伊豆町のマイナンバーカード
交付率は69.8％

約70%!!

マイナンバーカードとは？
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①　コンビニで住民票・印鑑証明書が取得できる！
　今までは役場でなければ取得できなかった住民票・印鑑証明書が全国のコンビニで取得できるようになり
ます。６：30 から23：00まで発行できるので、急に必要になった時にも発行できてとても便利です。
②　健康保険証として使用できる！
　病院などで保険証の提示が必要になった時、マイナンバーカードがあれば受診できるようになります。
また、処方される薬や基礎疾患などの情報もカードに登録されるので、突然のケガや病気になった時でも、
かかりつけの病院でなくても適切な処方を受けられるようになります。※今まで通り、通常の保険証も使用
できます。
③　本人確認書類になる！
　運転免許証と同様に官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類として利用できます。さらに社会保障・
税などの手続きでは、添付書類が一部不要になります。　

※①は令和２年９月からマイナポイントを未取得の方
※詳細はホームページをご覧ください。
　URL:https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/forms/40/729.html

　７月４日（月）から特設会場を開き、上記①～③の受付を行います。お住いの地区に限らず、どの会場でも
申請できますので、ぜひご利用ください。

　【申請に必要なもの】
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号（ご本人控えをお持ちの方はご持参ください）
・サンセットコインカード または アプリの入ったスマートフォン
・20,000 円　※①を申請される方のみ
・公金受取口座を登録する通帳もしくは写し

スマホの方はこちら▶

  9：00 ～ 17：00
  9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 17：00
  9：00 ～ 12：00
  9：00 ～ 20：00
  9：00 ～ 20：00
  9：00 ～ 20：00
  9：00 ～ 20：00

健康増進センター
住民防災センター
中央公民館

田子公民館（講堂）
田子公民館
福祉センター
中央公民館

住民防災センター

仁科
宇久須
安良里
田子
田子
仁科
安良里
宇久須

７/ ４（月）

７/ ７（木）

７/ ８（金）
７/12（火）
７/13（水）
７/14（木）
７/15（金）

【7/4 ～】特設会場で受付を行います

月日 時間 受付会場

問合せ マイナンバーカードに関するお問合わせ：窓口税務課 窓口年金係 ℡ 52-1112
マイナポイント第２弾に関するお問合わせ：まちづくり課  商工係  ℡ 52-1966

マイナンバーカード　3つのメリット

マイナポイント第２弾!!　お得な３つの施策

① サンセットコインでマイナポイントの取得・・・・ 20,000円チャージすると10,000ポイント
② 健康保険証の登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 , 500ポイント
③ 公金受取口座の登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 , 500ポイント

西伊豆町限定！
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・何らかの事情で投票入場券が届かなかった場合や、紛失してしまった場合など、入場券がない場合でも、
選挙人名簿に登録されて投票権を有する方は投票できますので、投票所受付でその旨お申し出ください。

投票所までの送迎を行いますので、出発時間までに乗車場所へお越しください。
〇７月10日（日）（当日投票）　祢宜ノ畑公民館
行き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帰り
出発　宮ヶ原公民館　    ９：00　　　　　　　　　　 
　　　大城公民館　　９：10

出発　白川公民館　　10：10　　　　　　　　　　  

〇７月５日（火）（期日前投票）　福祉センター
行き
出発　宮ヶ原公民館　　９：00　　　　　　　　　　　
　　　大城公民館　　　９：10　　　　　　　　　　　
　　　祢宜ノ畑公民館　９：20
　　　白川公民館　　　９：30

出発　祢宜ノ畑公民館　 ９：30

出発　福祉センター　 10：15

出発　祢宜ノ畑公民館　10：40

帰り

７月10 日（日）は
「参議院議員通常選挙」
の投票日です

投票所と投票時間      期日：７月10日（日）

期日前投票

投票所
第１ 投票所
第２ 投票所
第３ 投票所
第４ 投票所
第５ 投票所
第６ 投票所
第７ 投票所
第８ 投票所
第９ 投票所

開設場所
賀茂小学校体育館
住民防災センター
中央公民館
旧田子中学校
田子公民館
福祉センター
仁科小学校体育館
一色公民館
祢宜ノ畑公民館

対象地区
大久須・神田・月原
下月原・浜(宇久須)・柴

安良里
大田子

道西・道東・川向・月東・月西・浮島
沢田・浜(仁科)・大浜・野畑

築地・中
岩谷戸・堀坂・一色

白川・祢宜ノ畑・大城・宮ヶ原

投票時間

投票所 期　間
６/23（木）～７/９（土）

７/７（木）～７/９（土）

投票時間
８：30～20：00

８：30～ 17：00

対象地区
投票日当日に仕事や旅行などで投票に行けない方は、期日前投票が便利です。

＜大沢里地区の皆様へ＞

7:00

～

19:00

7:00～ 16:00

期日前投票は
どの投票所でも
投票できます。

仁　科：福祉センター
田　子：田子公民館
安良里：中央公民館
宇久須：住民防災センター
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　投票期間中に新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当す
る方は、郵便による投票ができます。
　郵便による投票を希望される方は、選挙管理委員会へお問い合わせいただくか、町のホームページ
をご確認ください。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、投票所のすいている時間での投票、又は期日前投票を行う
など分散投票にご協力ください。
　投票所は、投票開始から午前10時までと正午前後が混雑しています。
　〇午後３時以降は、投票所がすいています。

身体に重度の障害があり、投票日に投票所
に行って投票することができない方で、
一定の条件を満たしている場合は、郵便
などを利用して投票できる「郵便等による
不在者投票」ができます。自ら記載できない
方は「代理記載制度」もあります。詳細は
担当（52-1111）にお問合せください。

利用前にあらかじめ町選挙管理委員会で
「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必
要があります。証明書の交付を希望する方や
有効期限が過ぎている方は、各手帳等を添えて、
町選挙管理委員会へ申請してください。また
代理記載制度は「代理記載人」となるべき方
をあらかじめ届け出ることが必要です。

7月6日（水）午後５時までに、本人又は届け
出た代理記載人の署名のある「郵便等による
不在者投票請求書」に「郵便等投票証明書」
を添えて町選挙管理委員会へ請求してください。

・日 時  7月10日（日）午後８時15分から　・場 所  健康増進センター
・開票参観は、新型コロナ感染症対策のため、５０人までとさせていただきます。
　また、駐車場に限りがあるため、乗り合わせてご来場ください。

特定患者等の特例郵便投票

不在者投票

開 票

① 郵便等による不在者投票を行う場合 ■ 郵便等による不在者投票を利用できる方

■ 代理記載制度を利用できる方（上表に該当する方のうち）

両下肢・体幹・移動機能
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸

免疫・肝臓

障害の程度
１級・２級
１級・３級
１級～３級

身体障害者手帳

両下肢・体幹

上肢・視覚 １ 級 上肢・視覚 特別項症～第２項症

障害の程度

障害の程度 障害の程度

戦傷病者手帳

身体障害者手帳 戦傷病者手帳

要介護５

介護保険被保険者証

分散投票にご協力ください。

対象／

●

他市区町村に滞在中の方
郵送で投票用紙等を請求することができます。
郵送日数がかかりますので、早めに請求してく
ださい。

② 西伊豆町以外の選挙管理委員会で行う場合
対象／
●

不在者投票ができる施設に指定されている
病院に入院又は施設等に入所している方

その施設で不在者投票することができますので、
各施設の長にお問い合わせください。

③ 指定された病院・施設等で行う場合
対象／

●

●

障害の種類

障害の種類 障害の種類

障害の種類

特別項症～
第２項症

要介護状態区分

心臓・腎臓・
呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・肝臓

特別項症～
第３項症

問合せ 西伊豆町選挙管理委員会事務局 ℡52-1111
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国民健康保険に加入している皆さまへ

被保険者証が「緑色」に変わります

　今までお使いの「藤色」の被保険者証が、
８月から「緑色」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ください。

これまでお使いの藤色の被保険者証は、ご自身

で破棄するか、役場健康福祉課または支所、

出張所に返却してください。

　国民健康保険に加入している70歳以上～ 75歳未満の方には、負担割合が印刷されている被

保険者証と高齢受給者証が一体化したものが交付されるので、被保険者証１枚で受診できます。

おねがい

　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医療機関にかかると、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

被保険者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、役場健康福祉課または

　 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
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問合せ 健康福祉課 医療保険係 ℡52-1116

「限度額適用認定証」等の更新について

　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で、引き続き対象となる方については、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、役場健康福祉課または

支所、出張所に申請をしてください。

　なお、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。

【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

●　対象者
　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

●　適用期間の延長
　令和２年１月１日から令和４年６月３０日までの、療養のため働くことができない期間でしたが、
令和４年９月３０日までに延長します。

●　申請方法
　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。
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後期高齢者医療保険に加入している皆さまへ

被保険者証が「薄紅色」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

有効期限にご注意

限度額適用・標準負担額減額認定証
（減額認定証）について

限度額適用認定証
（限度額認定証）について

病院や薬局などで提示するときは「有効期限」を必ず確認しましょう。

　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。

◆ 現在の緑色の被保険者証は、８月１日から新しく「薄紅色」
に変わります。（７月下旬に町から新しい被保険者証を送付します。）
新しい被保険者証が届きましたら、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３年中の所得に応じて判定されます。
※今回交付する被保険者証（薄紅色）は令和４年８月１日から令和
　４年９月30日まで使えます。
◆さらに、令和４年10月1日からは上記被保険者証（薄紅色）から

「オレンジ色」に変わります。（９月中に静岡県後期高齢者
医療広域連合から送付されます。）※オレンジ色の被保険者証は
令和４年10月１日から令和５年７月31日まで使えます。

見 本

① 現在ご使用中の
    被保険者証（緑色）が
    使える期間

② 今回交付される
    被保険者証（薄紅色）が
　 使える期間（8月・9月のみ）

③ 9月中に交付する
　 被保険者証（オレンジ色）が
　 使える期間

令和4年8月1日 令和4年10月1日

　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
必ず健康福祉課にお問合せください。

　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】
　自己負担割合が３割で「現役並み
所得者IもしくはⅡ」の被保険者の方。
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問合せ 健康福祉課 医療保険係 ℡52-1116

後期高齢者医療制度の窓口負担割合が変わります。
　令和４年１０月１日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、
現役並み所得者（窓口負担割合が３割の方）を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。
　変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20％の方です。

後期高齢者医療保険料の保険料率が改定されました

見直しの背景
　令和４年度以降、団塊の世代が
75歳以上となり始め、医療費の増大
が見込まれています。後期高齢者の
医療費のうち、窓口負担を除いて
約４割は現役世代（子や孫）の負担
（支援金）となっており、今後も拡大
していく見通しとなっています。今回
の窓口負担割合の見直しは現役世代
の負担を抑え、国民皆保険を未来に
つないでいくためのものです。

保険料の決め方
所得割額
（被保険者の前年の総所得金額等－43万円）×8.29％…①
（旧ただし書所得）
均等割額　42,500円…②
年間保険料　①＋②（賦課限度額　66万円）

R２・３年度 R４・５年度
所得割率
均等割額
賦課限度額

8.07％
42,100円
64万円

8.29％
42,500円
66万円

▪令和3年中の所得をもとに判定します。
▪負担割合は、9月中に届く被保険者証でご確認ください。
▪住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

世帯全員が
3割

世帯全員が
1割

世帯全員が
1割

世帯全員が
2割1割 2割

該当する

いない

1人だけ

いる

2人以上

該当しない
現役並み所得者※4に該当するか

世帯内75歳以上の方等※1のうち
課税所得※2が28万円以上の方がいるか

世帯に75歳以上の方等※1が2人以上いるか

200万円
以上

320万円
未満

320万円
以上

200万円
未満

「年金収入※3+その他の
合計所得金額※5」の
合計が320万円以上か

「年金収入※3+その他の
合計所得金額※5」が
200万円以上か

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは
主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、
75歳以上の方等※1の課税所得※2や年金収入※3
をもとに、世帯単位で判定します。

保険料率は、２年に１度改定されます。
令和４・５年度の保険料率は以下のとおりです。

65～74歳で一定の障がいの状態にある
と広域連合から認定を受けた方を含みます。
「課税所得」とは住民税納税通知書の
「課税標準」の額（前年の収入から、給与
所得控除や公的年金等控除等、所得控除
（基礎控除や社会保険料控除等）等を差し
引いた後の金額）です。
「年金収入」には遺族年金や障害年金は
含みません。
課税所得145万円以上で、医療費の窓口
負担割合が3割の方。
（一定の基準・要件を満たす場合、窓口
負担割合が1割または2割になるケースが
あります。）
「その他の合計所得金額」とは事業収入や
給与収入等から、必要経費や給与所得
控除等を差し引いた後の金額のことです。

※1

※2

※3

※4

※5
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問合せ 総務課 総務係 ℡52－1111

令和5年度採用　西伊豆町役場職員を募集します

・事務職員（大卒・短大卒・高卒程度）　　　　　　　　                    　若干名(18歳～ 30歳)
・事務職員(障害者）（大卒・短大卒・高卒程度）　   　　                    　    1名(18歳～ 40歳)
・保健師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　                       １名(20歳～ 35歳)
・幼稚園教諭（認定こども園）　　　　　　　　　　　　　                       ２名(20歳～ 30歳）
・栄養士（認定こども園）　　　　　　　　　　　　　　　　                     １名(20歳～ 45歳)

採用職種

　日　時　　９月18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）

１次試験

受付期間　７月19日（火）～８月８日（月）
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８日の消印有効）

受験申込受付期間・受付方法

・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次試験の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。

合格者の発表

試験の内容

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

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論

発達心理、教育学、保育原理、保育内容、法規

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

区 分

適応性検査

1次試験

２次試験 １次試験の合格者に対し、面接試験等を行います。

教養試験

保健師

幼稚園教諭

栄養士

内 容

専
門
試
験

※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。
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はかりの定期検査を実施します

　計量法では、取引や証明に使用する「はかり（特定計量器）」について、２年に１度の検査が
義務付けられています。

①商店や工場などで取引に使うはかり
②薬局などで薬剤調合用に使うはかり
③荷物運送業などで荷物の料金を
　決めるために使うはかり
④茶、干し椎茸などを販売するために
　使うはかり
⑤学校、病院などで
　健康診断書の作成
　のために使うはかり

※受検対象の方には、検査日の約１週間前に「計量器
　定期検査通知書（はがき）」が送付されますので、
　必ず受検してください。
※定期検査を受検しない場合は50万円以下の罰金に
　処せられます。

問合せ まちづくり課 商工係 ℡52-1966

■検査日程
検査日
９/12（月）

検査時間
13：30～ 16：00 宇久須支所

９/13（火） 10：00～ 12：00 安良里出張所
９/13（火） 13：30～ 16：00 旧田子中学校
９/14（水） 10：00～ 16：00 役 場 本 庁

検査場所

地域おこし協力隊   高井 洋季

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。
　最近は「家の近くにハクビシンが糞をして
いて困っている。捕まえて欲しい。」といった
声を聞くことが多くなりました。
　ハクビシンの捕獲は小型の箱罠を使用し、
餌で誘引して行っています。雑食性で何でも
食べますが、果実を好んで食べるので、ミカン
やバナナを餌として使うことが多いです。

　また、去年から栽培を始めた原木しいたけは、
菌打ち→仮伏せ→本伏せまでの作業が終了
しました。
　初収穫まで、あと1 年程。とても楽しみです。

西伊豆町地域おこし
協力隊活動日記

定期検査の対象となるはかり

　こんにちは。地域おこし協力隊の高井です。
今日は６月のある休日の活動を紹介します。
　私の住んでいる安良里地区の夏祭りが
行われる、旧賀茂幼稚園の園庭の草抜きを
地元の青年部と大学生のボランティアと協力
して行いました。
　コロナを取り巻く環境も変わってきて、
少しずつこうした外部との協力などが広がり、

町内に活気が戻ってくるような活動にも
積極的に取り組んでまいります。
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　令和３年度は、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、様々な業種で大打撃を
受けました。
　ふるさと寄附金は「巣ごもり需要」が高まった
令和２年度に比べ、82％の寄附額となりましたが、
町内事業所のご協力により過去２番目の寄附額
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。

　西伊豆町では、ふるさと納税をしていただいた方にお礼の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。

寄附額の推移
　これまでにいただいた寄附金を、令和３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３年度の寄附金の使い道

件　数 113,611件

13億218万円

139,824件

15億8,353万円

81.3%

82.2%寄附額

令和３年度 令和２年度 前年比

産業振興
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

教育環境の充実
社会教育活動の推進

住民参加の促進
公有財産の適正管理

防災・減災対策の強化
消防体制及び施設等の強化
公共交通基盤の整備
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

85,835
119,262
38,711
414

114,768
325

46,448
2,361
28,025
3,368
59,796

39,628
15,140
6,449

1,020
4,285

244,222

教育・文化づくり 115,093

防災・ICT・都市基盤整備 139,998

健康・福祉・医療の充実 61,217

町に一任 5,305

合計 565,835

ふるさと応援基金の分類 充当額（千円）区分

ふるさと納税を活用して

問合せ まちづくり課　ふるさと納税係　℡52-1114
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ロケ地なんです！！ 
あの場所が

part 14

実は…

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
※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４年度
(町)下耕地４号線改良工事

アスファルト舗装工事
　Ａ＝１９６㎡
床版工事
　Ｌ＝４４ｍ

㈱丸協組 令和４年
９月30日

入札結果 （工事関係） のお知らせ

令和４年度
黄金崎クリスタルパーク工房棟及び
ショップ棟防水工事

防水工事
　Ａ＝４２４㎡ ㈱リペアワダ 令和4年

8月31日

令和４年度
議場映像配信システム整備工事

映像システム整備工事
　Ｎ＝１式

㈱伊豆システム
コミュニケーション

令和４年
11月30日

令和４年度
堂ヶ島温泉副配湯所ボイラー設置工事

新設ボイラー設置工事
　Ｎ＝１基 鈴よ鉄工所 令和４年

9月30日

　孤島で巻き起こる事件を前後編２話構成で
描いた今回の作品！
　現在は、HuluやDisney+で視聴が可能です
ので、ぜひご覧ください！

　５月８日、５月15日に放映されたドラマ『金田一少年の事件簿』File02-1、File02-2
【聖恋島殺人事件】は田子瀬浜海岸、浮島海岸、鍛冶屋浜で撮影されました！

ドラマ『金田一少年の事件簿』

▶
田
子
瀬
浜
海
岸

▶
浮
島
海
岸

▶
鍛
冶
屋
浜

問合せ まちづくり課 観光係 ℡52-1114
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Ｑ：更生保護女性会ってどんなボランティアですか？
Ａ：地域の犯罪予防活動や更生支援を行う女性のボランティアです。　　　
     全国に14万人います。
Ｑ：更生保護女性会は、どんな活動をしているのですか？
Ａ：非行問題を考える「ミニ集会」のほか、子育て支援活動など多様な活動をしています。

みなさんは知っていますか？　◆更生保護女性会というボランティア◆

　罪を犯した人の立ち直りを「おかえり」のこころで見守っていく「社会を明るくする運動」は
法務省が主唱している運動で、毎年７月を強調月間としています。
　同運動では、保護司、更生保護女性会を中心に地域の方の協力のもと、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、年間を通して住民集会を開いたり、小・中学校等とも連携した
活動も行っています。
　一人ひとりにできることが重なりあえば、大きなコミュニティがつくられて
いきます。
「社会を明るくする運動」が目指す、立ち直り支援の輪にぜひ、参加して
ください。

※保護司・更生保護女性会など、更生保護を支える人々の活動や情報については、法務省ホーム
ページ（https://www.moj.go.jp）で公開しています。また、今回のメインコピー「♯生きづらさを
生きていく。」をテーマとしたショートアニメーションをYouTube法務省チャンネルに近日中に
アップします。ぜひご覧ください！

「社会を明るくする運動」をご存知ですか？

　この運動の趣旨は、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明るい地域社会を築こうとするものです。

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。

「広がり、つながる未来の輪」

第72回社会を明るくする運動
「＃生きづらさを生きていく。」

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

問合せ 窓口税務課　窓口年金係　℡52-1112

更生ペンギンの
サラちゃん▶

更生ペンギンの
ホゴちゃん▶

◆７月は「社会を明るくする運動」強調月間・再犯防止啓発月間です。
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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、「愛と個性に
あふれた学校にしていきたいと思っています。愛とは思い
やりの心です。生徒同士、家族、先生、地域の方々に
思いやりの心を向けることにより、自然に挨拶や親切な
言動ができるのではないかと思っています。」と述べた
2年生の山本知広君が信任投票により信任されました。
行事や日々の学校生活を充実させるため、会長はじめ
生徒会本部の創意工夫や堅実な取組が期待されます。

前期生徒会長選挙

　交通講話や自転車の実技指導による交通安全教室を行い
ました。参加した１年生からは「自転車はひとつ間違えば
人の命を奪いかねない危険な乗り物で、ルールを守って
運転しなければならない。」「止まれの標識に気づかず行って
しまったり、田舎だからといって道路を渡ったりしてはいけ
ない。」のような感想が聞かれました。本年度、本校は
高校生自転車マナーアップモデル校に指定されております。
安全運転をこころがけていきましょう。

交通安全教室（１年生）

　西豆学の一環として、棚田での農作業実習から地域に
ついて考え、貢献することを目的として、「棚田体験実習」
を行いました。参加した１年生からは「貴重な体験で嬉し
かった。最初は慣れなくて泥が着くのも嫌だったけれど
だんだんうまくできて良かった。」「友達と協力できた。
他のクラスとの仲も深まり楽しかった。」のような感想が
聞かれました。農作業をとおし、生徒たちは自分たちが
育っていく町の姿や伝統について考えておりました。

棚田体験実習（１年生）

　県内の大学、専門学校、企業等を訪問し「進路研修」を
行いました。参加した２年生からは「将来を決めるのは
人の意見も大切だけど、自分の意思が一番大切。」「どんな
職種でも常に誰かのためになることをしているのだと
改めて感じた。」のような感想が聞かれました。百聞は
一見に如かず、自分の目で確かめ実際に触れた経験が、
これからの学校生活をより充実させてくれるでしょう。

進路研修（２年生）

問合せ 静岡県立松崎高等学校　℡ 42-0131
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静岡県警察官を募集しています

下田警察署　警務課（松崎分庁舎）
℡0558-27-0110

☎ 

～NEED　YOUR　POWER　FOR　JUSTICE～
　静岡県に暮らす360万人の日常を守るために、
日夜情熱を注ぐ警察官。
　「大切な人に、明日も笑っていてほしい」そんな
想いの延長線上に警察があります。
　”大切な人の変わらぬ明日のために”あなたの想い
を「静岡県警察」で形にしてみませんか？
▶採用区分
　警察官A （大学卒業または卒業見込み）
　警察官Ｂ（大学卒業以外）
▶試験詳細発表日
　７月22日（金）
▶申込受付期間
　７月22日（金）～８月26日（金）
▶第１次試験
　９月18日（日）
▶詳細
　静岡県警察のホームページ（下記ＱＲ）からご確認
いただくか、下田警察署または松崎分庁舎、お近くの
交番・駐在所までお問い合わせください。

海上保安庁採用試験を実施します

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いた
します。
▶申込受付期間
　海上保安学校〔インターネットのみ〕
　７月19日（火）～７月28日（木）
　海上保安大学校〔インターネットのみ〕
　８月25日（木）～９月５日（月）
▶第１次試験日
　海上保安学校 ９月25日（日）
   海上保安大学校 10月29日（土）、10月30日（日）
　の２日間
　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、上記連絡先までお問い合わせください。
人事院ホームページ＜https://www.jinji.go.jp＞

　マリンレジャーが活発になる7月から8月は海の
事故が多くなります。
　海での活動を安全に楽しむため、次の点を守り
ましょう。
▶海浜事故ゼロを目指して 
☞ 海水浴場内で遊泳しましょう。
☞ 飲酒後の遊泳はやめましょう。
☞ 立入禁止場所への侵入はやめましょう。
☞ 釣りやスノーケリングではライフジャケットを常時
　 着用しましょう。
▶ 船舶の事故ゼロを目指して  
☞ 専門業者の定期的な点検を受けましょう。
☞ 発航前点検を実施しましょう。
☞ 常時見張りを実施しましょう。
☞ 無理のない航海計画を立てましょう。
☞ 最新の気象・海象情報を入手しましょう。
☞ 故障に備え救助支援者を確保しましょう。

海の事故ゼロを目指して

下田海上保安部　交通課　　
℡0558-23-0145

☎ 

▲
静岡県警察
採用HP

▲
YouTube

「静岡県警察採用募集PV」
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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.15

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。 今年も梅雨シーズンが到来し、雨が振り続く
日も多くなりました。しかし、梅雨が明ければすぐそこに夏がある！それが7月ですよね。今月は、ここ最近の
出来事と夏らしい情報を皆さんにお届けします！

西伊豆町では、【餅投げ】と言うとお祭りやお祝い事には欠かせないイベントのひとつだと思いますが、そんな
【餅投げ】を私は未だかつて見ることが出来ていませんでした。6月のとある日、安良里漁港で進水式が行われる
と耳にしたので、私も参加させて頂き、ついに念願の【餅投げ】を実際に見ることが出来ました！

皆さんは、ここ最近、宇久須神社の近くを通る機会はありましたか？
実は、宇久須神社では先月より、西伊豆のガラス作家さんたちの手に
よって作られたたくさんの“風鈴”が展示されています。その数なんと
240個！！青一色に統一された風鈴は、すごく見応えがあります。
遡ること約25年前…。この土地に惹かれ移住してきたガラス作家さん
たちが、この土地での創作活動を開始すると共に、地元の方々と協力
して、ガラス文化を創り上げてきました。今回は、そんなガラス作家さんたちのアイデアのもと、昔に比べて

人々が集い賑わう光景も減ってしまった宇久須神社に風鈴を飾り、また、たくさん
の人々に集ってもらいたい！そんな気持ちから、私も協力させて頂いて、一緒に展
示の準備を進めています。風鈴の美しい音色はもちろんのこと、1000年以上の
歴史がある境内もお楽しみ頂けるように、
企画を練っています。全ての準備が整いまし
たらイベント告知予定ですが、風鈴の展示は、
既に開始しております。お近くにお越しの際は、
是非お立ち寄り下さいね！

初めての餅投げ体験

宇久須神社で風鈴の音色が鳴り響く…!?

こっちこっち～！！ 全然こっちこない
～！

そっちいったよ～！取って取って！！

私は一瞬目を疑いました。それはまるで、お正月のバーゲン
セールで繰り広げられる争奪戦のような光景でした。
「これから餅投げを始めます！」の掛け声と共に座り込む人々。
餅を手にする船上の男性と共に、天に向かって高く手を伸ばす
人々。天から降ってくる餅をキャッチする人もいれば、地面に
落ちてきた餅をここぞとばかりに拾い上げる人もいる。

この光景を見た私は、率直に「こんなに餅を必死に取ってくれる人がいるからこそ、投げ甲斐のあるイベント
なんだなぁ。」と思いました。西伊豆町民が、地元の伝統を愛する姿を見ることが出来て、移住してきて良かったと
改めて思った、そんなとある日の出来事でした♪

今月はここまで！また来月～♪

この夏は、
　風鈴の音色で涼もう！
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まちのできごと～Town News ～

自慢

ともに成長を感じて
仁科認定こども園でじゃがいも堀り
　５月24日、仁科認定こども園でじゃがいも堀りが
行われました。１月に４・５歳児が植えたじゃがいもの
収穫で、現在の３～５歳児と、春に卒園した児童を
含む仁科小学校の１年生８人が参加しました。
　園児と小学生は卒園以来の再開を懐かしみながらも、
ともに成長したじゃがいもの収穫を楽しんでいました。

100歳 のお誕生日、
おめでとうございます

しんわホーム桜田で町長の100歳訪問
　５月24日、しんわホーム桜田で町長の100歳訪問が
行われました。
　大正11年５月23日生まれで、6歳まではアメリカ、
その後30代までは東京で暮らしていたという椿 正雄
（まさお）さん。田子に来てからは船乗りをし、昔から
周りの人に「元気だね」と言われる方でした。
　100歳おめでとうございます。末永くお元気で
お過ごしください。

天草 のじゅうたん、今年も
天草漁解禁
　５月25日、天草漁が解禁されました。乗浜海岸
や浮島海岸などでは収穫した天草が天日干しされ、
例年通り「真っ赤なじゅうたん」が見られました。
　収穫量は年々減少し、出荷量はここ10年ほどで
半減しているとのことです。
　町の特産品のところてんの原料でもある天草。
来年も「真っ赤なじゅうたん」が見られることを
願います。

のレシピを披露
堂ヶ島公園で天草・ところてん祭り
　５月28日と29日、堂ヶ島公園で「天草・ところてん
祭り」が開催されました。
　２日間で約2,000人が訪れ、今年は新企画として
「手軽な！ところてんレシピコンテスト」が行われました。
　1日目に圧倒的支持で優勝したのは、焼き肉のたれ
とごま油、きゅうりやキムチなどでアレンジされた作品。
考案した方は「ビールのつまみになり、低カロリー
なので罪悪感なく食べられるのがコンセプト」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！
   動画はページ右下からご覧いただけます。

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

最後まで大接戦!!
賀茂小学校で運動会
　５月28日、賀茂小学校で運動会が行われました。
天候にも恵まれ、紅組と白組は様々な種目で優勝を
競い合いました。最後の縦割り競走まで大接戦の末、
優勝したのは紅組でした。
　賀茂小学生の皆さん、保護者の皆さんもお疲れ様
でした。

いつでも きれいな海に
田子まちづくり協議会による田子瀬浜海岸清掃
　５月29日、田子瀬浜海岸で田子まちづくり協議会
によるごみ拾いが行われました。
　会員や西伊豆ライフセービングクラブの学生の
ほか、当日海水浴をしていた方も参加し、約30名
で軽トラック３台分ほどのごみを集めました。
　代表の椿さんは「今年も多くの海水浴客でにぎ
わってほしい。元々きれいな場所なので、海水浴
シーズンに限らず一年中きれいな場所にしたい。」
と話しました。

今月の動画

  動画はこちら▶

URL：https://onl.la/CGGiJFb

テレビ局等で
放送された
動画はこちら▶
URL：https://onl.la/ijfVFyq

  動画はこちら▶  動画はこちら▶  動画はこちら▶

URL：https://onl.la/CGGiJFbURL：https://onl.la/CGGiJFbURL：https://onl.la/CGGiJFb

テレビ局等で
放送された
動画はこちら▶

テレビ局等で
放送された
動画はこちら▶

テレビ局等で
放送された
動画はこちら▶
URL：https://onl.la/ijfVFyqURL：https://onl.la/ijfVFyqURL：https://onl.la/ijfVFyq

まちのできごとを動画で視聴できるようになりました。
今月の動画　              「5/25 天草漁解禁」（テレビ静岡）

「5/28～29 天草・ところてん祭り」（テレビ静岡）
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わんぱくクラブ　会員募集!!
【 趣 　 旨 】 自然体験を通して仲間づくりや自立心を養う。
【 対 　 象 】 町内の小学５・６年生で全日程に参加できる方。
【 開 催 日 】 ８月22日（月）～ 8月23日（火）
【 参 加 費 】 3,000円（宿泊費、食事代、諸経費）
【 場 　 所 】 西伊豆町宇久須地区、西天城高原、仁科峠
【 内 　 容 】 一日目はわさび体験や山びこ体験を目指して森林探検。西天城高原のまきばの家
　　　　　　　 に宿泊し二日目は西天城高原から仁科峠の滝めぐりを行います。
【募集定員】 16名（応募が多い場合は抽選になります。）※10名未満の場合は実施しません。
【申込方法】各小学校に参加申込書を配布してありますので、参加希望者は７月15日（金）まで
　　　　　      各小学校へ提出してください。
【主催・問合せ】教育委員会事務局　　℡56-0212

　５月15日（日）に春の町民ハイキングを行い、
伊東市城ケ崎から海岸線を歩き、伊豆高原駅を
目指しました。「十数年参加してきた中で最高
でした」「リフレッシュできました」との感想も
いただき、満喫した楽しい一日を過ごすことが
できました。

　５月12日（木）と６月９日（木）に健康増進
センターで春の軽スポーツ教室を開催しました。
　今年度も誰にでも気軽にできる「地上
カーリング」とも言われるボッチャを行い
ました。二日間で合わせて50名の参加が
あり、最後まで楽しくプレーに集中していい汗
を流しました。

 春の町民ハイキングを実施しました！軽スポーツ教室を実施しました！

～ペアレンタルコントロール等によるインターネット
　利用に係る子供の犯罪被害等の防止～
　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。相互に協力しながら、地域が
一体となった青少年の非行・防止のための取組を進める
ことが必要です。

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
〇重大ないじめ・暴力行為等の
   問題行動への対応

７月は静岡県青少年非行・被害防止全国協調月間です　主催：静岡県青少年対策本部

-重点課題--最重点課題-

生涯学習だより
問合せ
教育委員会事務局
TEL：56－0212
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　気温も上がり、熱中症対策が重要になる反面、この
暑さをどうにか忘れたい、紛らわしたい気持ちにもなり
ます。
　今月は「オリンピック」についての本を特集します。
昨年の興奮をもう一度思い出して暑さを忘れるのは
いかがでしょう。

　また、西伊豆町立図書館では以前の課題図書も
貸し出ししております。読書感想文の本が決まらない、
どんな本を薦めればいいのかわからない、課題図書が
どんな内容の本か興味があるなどさまざまな方々に
借りられております。ぜひ読んでみてください！

図書館だより
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

『マスカレード・ゲーム』東野 圭吾
『マイクロスパイ・アンサンブル』伊坂 幸太郎
『残照の頂』湊 かなえ
『幸村を討て』今村 翔吾
『あなたに安全な人』木村 紅美
『騙し絵の牙』塩田 武士
『タイムマシンに乗れないぼくたち』寺地 はるな
『タカラモノ』和田 裕美
『塩分早わかり』牧野 直子 監修
『警察官僚』古野 まほろ
『ぼくトリ』イングリ・シャーベル
『サラダ記念日』俵 万智
『カムカムマリコ』林 まりこ
『るるぶ河口湖 山中湖'23』 ＪＴＢ
『だまされるな視覚』北岡 明佳
『帯状疱疹治療大全』本田 まりこ 監修
『頂きを超越て』文化観光部スポーツ局
『東京オリンピック日本代表選手団公式写真集2020』
　                      日本オリンピック委員会編
『特別報道写真集パラリンピック2020』静岡新聞社
『コールセンターもしもし日記』吉川 徹

『なつのキリンピック』ねじめ正一
『かみはこんなにくちゃくちゃだけど』
                                    ヨシタケ シンスケ
『ぬいぐるみきゅうじょたい』ティエリー ロブレヒト
『ぱなしくん』柴田 ケイコ
『ひそひそ こしょこしょ』うちむら たかし
『ラーメンのおうさま』山本 祐司
『ないしょないしょのももんちゃん』とよた かずひこ
『ねこの町の小学校 わくわくキャンプファイヤー』
                                            小手鞠 るい
『君色パレット』戸森 しるこ 他著
『小学生の水泳』森 謙一郎 監修
『学研ＮＥＷ日本の歴史8』工藤 航平 監修
『SDGs のひみつ』学研プラス
『ざんねんないきもの事典 やっぱり』今泉 忠明 監修
『こどもの英語ずかん』北川 由子 編

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

【CD】
★Mr.Children2011-2015/ Mr.Children
★Dream/AI
★ジブリALLtheBEST with オルゴール
【DVD】
★浅田家！
★MINAMATA
★映画 おしりたんてい スフーレ島のひみつ

♪新しく入りました♪

　日本では遺産の相続の話はまだまだタブー視
されています。しかし、最近見たテレビで、経済
アナリストの森永卓郎さんが父親の死後、遺産相続
に大変苦労したという話を耳にしました。
　この本には、いざというときのために知っておく
べき情報が数多くあります。人には聞けないこと
だからこそ、この本を通じて知識を蓄えておいても
損はないと思います。いつか直面する問題に備える
ために。

親子で知っておきたいはじめての相続と遺言
　　　　　著：ベンチャーサポート相続税理士法人

（宇久須 60代男性）

♪利用者のおすすめ本　（図書館所蔵）♪

今年の夏休みの課題図書が入荷しています！
つくしちゃんとおねえちゃん             著：いとう みく
すうがくでせかいをみるの          著：ミゲル・タンコ
                                                        他全18冊



2022.722

保健師だより

◆暑さに備えた体力づくりと、日頃からの体調管理をしましょう
・暑くなり始めの時期から、無理のない範囲で適度に運動（「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる
　強度で毎日30分程度）を行う
・定時の体温測定と健康チェック
・体調が悪い時は、無理せず自宅で静養

◆暑さを避けましょう
・涼しい服装、日傘や帽子の利用
・少しでも体調が悪くなったら、涼しい場所へ移動
・涼しい室内に入れなければ、外でも日陰へ

◆のどが渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう
・１日あたり1.2ℓ（ペットボトル500ml 2.5本、コップ約６杯）を目安に
　１時間ごとにコップ1杯　入浴や起床後もまず水分補給を
・大量に汗をかいた時は塩分補給も忘れずに

◆エアコン使用中も、こまめに換気をしましょう（エアコンを止める必要はありません）
・窓とドアなど２ケ所を開ける
・扇風機や換気扇を併用する
・換気後はエアコンの温度をこまめに再設定する
※一般的な家庭用エアコンは、室内の空気を循環させるだけで、
　換気は行っていません。

◇熱中症警戒アラート発表時は、熱中症予防行動の徹底を！
　運動は原則中止。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動してください。
◇熱中症による死亡者の約８割が高齢者
　約半数が80歳以上ですが、若い世代も注意が必要です。
◇高齢者の熱中症は半数以上が自宅で発生
　高齢者は自宅を涼しく、若い世代は屋外での作業中、運動中に注意が必要です。
（参考）厚生労働省：熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に！

熱中症に関して知っておきたいこと

熱中症を予防しましょう！
梅雨明け後、本格的な暑さがやってきます。熱中症にならないための対策をしていきましょう。
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問合せ
健康福祉課  健康係
TEL：52－1116

暑い季節でもコロナウイルス感染予防は大切です。　
状況に応じた感染対策をしましょう。
屋外で人と２ｍ以上離れていれば、マスクをはずすことは可能です。

※就学前の子どもには、マスクは原則不要
※高齢者や基礎疾患のある人、またはそのような方と接する人はマスク着用を推奨
（参考）マスク着用の考え方について（静岡県公式ホームページ）

令和4年度噛むカムケア8020コンクール募集します！

★ 対象：令和4年4月1日時点で、次の（1）～（３）に該当する方
 （1）満80歳以上の（昭和17年4月1日以前に生まれた）方
（２） 自分の歯が20本以上ある方
（３） 静岡県在住の方
※再応募可能、ただし過去3年間に本会で表彰された方は不可

◆ 場合別マスク着用の参考表 ◆　マスクは常に携行しましょう！

●F. デンタルクリニック
●藤井歯科医院
●田子歯科診療所
●その他賀茂歯科医師会　会員　

（☎54-6480）
（☎55-0321）
（☎53-5588）

80歳以上で20本以上の歯を保つ元気な方を表彰します！ ★応募される方は下記医療機関へ
   ご連絡ください！

熱中症予防とマスク

屋　外　

屋　内
※車内（電車、バス、自家用車等）含む

自分1人または同居人と同じ空間にいる場合
自分一人のみ 同居人のみ

不　要　 不　要
例）居間で団らん

不　要
例）散歩や自転車

不　要
例）家族でハイキング

同居人以外の人と同じ空間にいる場合
２ｍ以上離れている ２ｍ以内にいる

屋　外　

屋　内

ほぼ会話なし 会話あり ほぼ会話なし 会話あり

不　要 推　奨 推　奨 推　奨

不　要 不　要 不　要 推　奨

例）図書館で席を離
れて学習

例）離れた席で会話
※十分な換気をして
いれば不要

例）通勤電車・バスの
中

例）狭い会議室、カラ
オケ、麻雀

例）静かにランニング・
サイクリング・釣り

例）密にならない外遊び、
テニス

例）徒歩通勤、静かな
行列、野外観劇

例）繁華街・観光地の
人混み、友人とBBQ、
球技観戦

※車内（電車、バス、
自家用車等）含む



2022.724

記日付受

5月 累計
前年
5月
累計

増減

人身
事故 2

0

2

13

4

0

4

62

6

0

8

62

-2

±0

-4

±0

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

11日～20日 18：56

21日～31日 18：49

5月 15日～ 6月 14日の届出

おくやみ申し上げます
地区 氏　名 年齢 世帯主
月原

宇久須浜
浜川東
浜川東
浜川西
中島
天坂
道西
道東
沢田
仁科浜
大浜
築地

西島　竹一
淺賀　武
鈴木　春生
水口　清

山本　美智子
長嶋　庄

片所　マキ子
森　ひさを
椿　正次
山本　武子
須田　三枝
加藤　みゆき
山本　喜美子

77
92
71
96
88
77
91
98
67
83
98
89
63

竹一
武
春生
清
正次
 庄
敏実
晃之
正次
徳博
三枝
貞美
重紀

◎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。

※西伊豆町民のマイナンバーカード交付率69.8％
  （県内1位/全国8位）

　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。

お忘れなく （7月分）

納期限は 8月1日（月）です

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。

・防災、防犯情報
・観光イベント情報
・生活情報

・登録は無料ですが、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。

人の動き 6月1日現在

（　）内は前月比
※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。

人       口
世 帯 数
男
女

7,193人（△19）
3,664世帯（  △2）
3,419人（  △5）
3,774人（△14）

田子地区
仁科地区
宇久須地区
安良里地区

1,864人（  △7）
3,044人（  △6）
1,332人（  △1）
953人（  △5）

人
権
相
談
▶

行
政
相
談
▶

お 知 ら せ

！

登録はこちらから▶

問合せ先：窓口税務課　℡52-1112

町県民税 　                ２期
国民健康保険税            ３期
後期高齢者医療保険料    １期
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編 集
後 記

　みなさんこんにちは。広報担当の須郷です。マイナポイント第2弾が始まりましたね。
私の周りでは「気になるけどよく分からない」という声が多かったので、今回詳しく
ご紹介しました。大切な情報が載っているので、ぜひご覧ください。

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。

 7:00
 10:00

月 お知らせカレンダー
2022

7JulyJuly

月 日 外科系 月 日

7/2

7/3

7/9

7/10

7/16

7/17

土

日

土

日

土

日

7/18

7/23

7/24

7/30

7/31

月・祝

土

日

土

日

内科系 外科系 内科系

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）

7/15（金） マイナポイント特設受付（宇久須住民防災センター）9:00～20:00
ボディコントロール教室（福祉センター）19:30

24（日）
7/25（月）
7/26（火）
7/27（水）

7/30（土）

7/31（日）

7/ 堂ヶ島火祭り（堂ヶ島公園）

7/19（火）

7/22（金）

7/29（金）

7/18（月）海の日

7/21（木） からだすっきりエクササイズ（健康増進センター）14:00
出張 *健身塾（女性）（保健センター） 19:00

7/17（日）

7/20（水） 行政相談所（安良里中央公民館）13:30～15:30

7/23（土） わくわく体験村子ども体験会（スノーケリング）
（黄金崎海岸）

9:00～12:00

18:00～21:00

わくわく体験村子ども体験会（SUP）
閉講式（黄金崎海岸）

9:00～12:00

マシン体験会（保健センター）18:30

7/28（木） 出張 *健身塾（男性）（保健センター）19:00

7/16（土）
海水浴場開設（8/21まで）

（大田子海岸）
わくわく体験村子ども体験会（シーカヤック）9:00～12:00

胃・肺・大腸がん検診（田子魚市場）7:30
7/ 2（土） 胃・肺・大腸がん検診（田子魚市場） 7:30

胃・肺・大腸がん検診（宇久須住民防災センター） 7:307/ 5（火）

マイナポイント特設受付（田子公民館）9:00～20:007/12（火）
7/13（水） マイナポイント特設受付（福祉センター）9:00～20:00

7/10（日） 第26回参議院議員通常選挙
海の安全祈願祭（乗浜海岸）

わくわく体験村子ども体験会（係船釣り）
開講式（安良里漁協）

9:00～12:007/ 9（土）

ビーチフラッグ大会（宇久須クリスタルビーチ）８:00～12:007/ 3（日）

7/ 1（金） 胃・肺・大腸がん検診（安良里中央公民館） 7:30
ボディコントロール教室（福祉センター） 19:30

胃・肺・大腸がん検診（宇久須住民防災センター） 7:30
マイナポイント特設受付（健康増進センター）9:00～17:007/ 4（月）

7/ 8（金） マイナポイント特設受付（田子公民館）9:00～12:00
胃・肺・大腸がん検診（福祉センター） 7:30

7/11（月） 胃・肺・大腸がん検診（福祉センター） 7:30
マシン体験会（保健センター）14:00

7/ 6（水）
特設人権相談所（田子公民館）10:00～15:00

胃・肺・大腸がん検診（宇久須住民防災センター） 7:30
知育ヨガ（福祉センター）10:00

胃・肺・大腸がん検診（福祉センター） 7:30
7/14（木） マイナポイント特設受付（安良里中央公民館）9:00～20:00

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

マイナポイント特設受付
  9:00～12:00宇久須住民防災センター
13:00～17:00 安良里中央公民館
出張 *健身塾（女性）（保健センター） 19:00

胃・肺・大腸がん検診（一色入口駐車場） 7:30

7/ 7（木）（ （
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西伊豆町役場　まちづくり課広　報

　市川三郷町の夏の夜空を華やかに彩る、神明の花火
大会が３年ぶりに開催されます。
　神明の花火は芸術性・ストーリー性が秀逸で、ほぼ
全編にミュージックが添えられおり、会場でご覧いただく
花火は格別です。一度ご覧いただくとリピートされるお客
さまが多く、チケットも即完売で多くの県外の皆さまに
お越しいただいております。
　今大会のテーマは「神明の花火」×「SDGｓ」～持続可能
な花火大会を目指して～です。
神明の花火大会は、本町を代表する伝統あるイベントの
一つです。SDGｓの持つ理念や方針を取り入れた大会
運営を実施することで、50年、100年後と
より多くの方々に、満足度の高い感動を
お届けすることのできる「持続可能な神明
の花火大会」を目指します。

問合せ 市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会
℡055-272-1101

　５月末から６月上旬の晴れた日、町内の２つの
小学校で運動会が開催されました。
　今年も新型コロナウイルス感染症対策のため、
拍手での応援、来場者数の制限や分散開催を行う
など、少し静かな運動会となりましたが、音楽に
合わせた表現運動はどれも統一感があり、見守り、
応援する保護者の前で、子ども達は練習の成果を
精一杯発揮しました。
　富士見町と西伊豆町の子ども達は毎年交流を
行っていましたが、この数年は新型コロナウイルス
感染症対策のため中止が続いて
います。今年こそは笑顔のあふれ
る交流ができればと願っています。

問合せ 富士見町 子ども課 ☎0266-62-9200

３年ぶりの開催、神明の花火！

神明の花火ホームページ▲

姉妹町から
富士見町だより

頑張りました！　
町内小学校で春の運動会

市川三郷町だより

本郷小学校

富士見小学校


