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西伊豆町 地域おこし協力隊
令和4年度

出身：愛知県名古屋市
任期：3年目

酒井 宏治
サカイ 　コウジ

養鶏の場所を探して8年、
最後の移住問い合わせで、
西伊豆町の協力隊員制度
を紹介して頂き、移住を
決意しました。普段は、

宇久須で農業 ( 季節野菜、お米 ) をしており、
畜産 ( 平飼い養鶏 ) も始めました。将来的には、
平飼い養鶏の卵を使ったお店経営も出来ればと、
任期終了に向けて、引き続き頑張っています！

出身：神奈川県横浜市
任期：2年目

高井 洋季
タカイ 　ヒロキ

出身：神奈川県横浜市
任期：2年目

保苅 優雅
ホカリ 　ユウガ

西伊豆町へ遊びに来た
時に町民の方々の暖かさに
触れ、移住したいと思い
ました。
野生鳥獣の捕獲をメイン

に捕獲した野生鳥獣を活用してのペットフードの
製造・販売も行っています。大好きな西伊豆町に
定住できるよう頑張りますので今後とも宜しく
お願いします！

出身：大阪府豊中市
任期：2年目

石崎 嘉彦
イシザキ ヨシヒコ

西伊豆町への移住は、宇
久須の和やかな空気を
気に入ってお家を購入
した事から始まりました。
現在は、西伊豆の山を

中心に、杉や檜などの針葉樹の伐採 ～ 材の配送
を行なっています。今後は、西伊豆の木を伐って
その材で器などを製作していきたいと思います。

前職の「IVUSA」では、
大学生と国内外あらゆる
場所でボランティア事業
を企画運営していたので、
その経験を活かしてどこ
かの地域に貢献出来ないか考えた時、7年間通っ
ていた西伊豆町に一番の可能性を感じ、移住を
決めました。どこまで出来るかわかりませんが家族
と西伊豆ライフも楽しみながら頑張ります。

出身：静岡県富士宮市
任期：2年目

望月 快高
モチヅキ ヤスタカ

林業の仕事ガイダンスを
受けたことをきっかけに、
林業に興味を持ち、西伊豆
町へ移住することになり
ました。普段は、いなずさ
林業で勤務しながら山の木を切ったり測量をしたり
しています。平日は、山の中にいることが多いので、
なかなか町の皆さんにお会いする機会は少ない
ですが、宜しくお願いします！

出身：大阪府豊中市
任期：2年目

小村 麻衣花
コムラ 　　マイカ

ダイビングが好きで、何度
か訪れていたこの町に移住
して、目の前に広がる海と
日本一の夕陽と暖かい町
の皆さんのおかげで、すっ
かり西伊豆町の虜になってしまいました。現在も、
役場観光係の皆さんとの業務を中心に、町の魅力
と観光情報を発信すべく日々活動しております。
宜しくお願いします！
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西伊豆町地域おこし協力隊には、現在過去最多となる
12名の隊員が在籍しています。
様々な分野で活動するメンバーをご紹介します。メンバー紹介

出身：東京都立川市
任期：1年目

福本 初夏
フクモト 　ハツナ

祖父母の地元が西伊豆で、
毎年、長期休みに遊びに
来ていたこともあり、西
伊豆には馴染みがありま
した。現在は、はんばた

市場での鮮魚部門を担当しながら、一方で遊漁船
での船釣りサポートガイドになるための研修を受け
ています。ピンクの髪色の私を見かけたら気軽に
話しかけて頂けると嬉しいです。

出身：神奈川県横浜市
任期：1年目

陰岩 達矢
カゲイワ 　タツヤ

出身：大阪府八尾市
任期：1年目

新井 雄貴
アライ 　ユウキ

自然豊かな場所に夫婦で
移住することを考えている
時に、西伊豆町地域おこし
協力隊の方々と知り合った
ことがきっかけとなり、

西伊豆への移住を決めました。増加している耕作
放棄地を農地として復活させ、「農業×観光」と
してイベント等を展開していけたらと、現在は、
大田子地域で開墾作業と畑を行っています。

出身：マレーシア
任期：1年目

顔 嘉迎
ガン　カリン

日本の文化が好きで、日本
語の勉強を始めました。
英語教育にも興味があり、
現在は ALT として、町内
の小・中学校とこども園

で英語を教えています。住んでみたいと思っていた
日本で生活してみて、西伊豆町は、景色も綺麗で
親切な人も多く、とても良い所だと思っています。
見かけたら「Hello!」と声をかけて下さい！

幼少期から西伊豆町と
釣りが大好きで、この地に
住んで自分の釣りを極め
たいと思い移住を決意し
ました。
普段は、はんばた市場の鮮魚部門で勤務して
います。釣りを通じ、見てるだけで誰もがドキドキ
わくわく出来るような活動をして、西伊豆町に
新しい風を吹き込みたいと思ってます！

出身：愛知県豊橋市
任期：1年目

金田 美波渡
カナダ 　　ミナト

自然に携わる仕事をしたい
と考えていたところ、ジオ
パークをはじめ、景観と
現地文化の混じった自然
がある西伊豆に出会いま
した。そして、町の暖かい人々の魅力に惹かれ移住
することに。現在は、西伊豆町観光協会で日々の業務
に取り組んでいます。西伊豆町の魅力を多くの人に
伝えて行きたいと思います！

出身：東京都小平市
任期：1年目

国島 学
クニシマ  ガク

リハビリテーションや、町の
健康体操の指導などを
行っています。現在、町内に
はスポーツジムなどがない
ので、身体を動かせるよう
な場所を作りたいと思っています。今後も町の体操
教室など、積極的に参加させて頂こうと思います
ので、身体で気になることがあれば、お気軽に相談
して下さい。
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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
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

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

世帯の主たる生計
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３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。

介護保険料の減免要件
① 新型コロナウイルスに感染したことにより、その属する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、その属する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)
※収入減少の具体的な要件
　ⅰ令和４年の事業収入等の収入が令和３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３年の所得の合計額が400万円以下であること

　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
保険税・料の全部または一部が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。
また、減免の申請期日は令和5年3月31日ですのでご注意ください。

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４年の事業収入等が、令和３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３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３年の所得が400万円以下である。※

保
険
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税
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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

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免要件
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
※収入減少の具体的な要件
　ⅰ令和４年の事業収入等の収入が令和３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３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３年の所得の合計額が400万円以下であること

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。
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国民年金保険料の免除申請が可能です！
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

申請の対象となる期間

令和４年度分として令和４年７月分から令和５年６月分までです。
※令和２年度以前分の申請も可能です。

申請に必要なもの

国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　 ※「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。

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・各支所・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

◀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。

申請の対象となる方

※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３年１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



2022.86

　令和４年度の国民年金の保険料は定額で、月額16,590円となっています。収入の減少や
失業等により、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が「免除」または
「猶予」される制度があります。

　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。
これは、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月上旬をめど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。
※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。

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

① 免除(全額免除・一部免除)申請

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

② 納付猶予申請

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

☆ 学生の方には・・・

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

☆ 国民年金第１号被保険者期間で出産された方へ

　18歳に達する最初の３月31日まで（中度以上の障害を有する場合は20歳未満）の児童がいる
ひとり親家庭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、一部支給または受給停止に
なる場合があります。

児童扶養手当とは？

　身体又は精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母等に支給される手当です。児
童が福祉施設等に入所している時は支給されません。
※児童の状態により、手当額が異なります。また、所得制限があります。

特別児童扶養手当とは？

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

国民年金保険料の納付が困難なときには免除・猶予制度の申請手続きを！

児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている皆さまへ

問合せ 健康福祉課 福祉係 ℡52-1961

※ご不明な点がありましたら
   右記窓口にお問い合わせください

現況届・所得状況届をお忘れなく！！

◆申請や内容等については、
   右記担当あてまでご連絡ください。
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成人年齢　　　　　
　　18歳に

①飲酒、喫煙
②競馬、競輪、オートレース、競艇
③養子を迎える
④中型自動車運転免許の取得（大型自動車運転免許は21歳以上）

参考：政府広報オンライ ン

令和４年４月１日から成人年齢が18歳に引き下げられました。
18歳以上の成人者は次のようなことができるようになります。

①親の同意がなくても契約ができる

②10年有効のパスポートの取得（これまでは５年有効）
③公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
④結婚可能年齢は男女とも18歳に
⑤性同一性障害の人の性別の取扱いの変更審判を受けられる

・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・一人暮らしの部屋を借りる　など

- 注意-
　これまで20歳未満の未成年は、様々な契約に親の同意が必要でした。
　もし未成年が親の同意を得ずに契約した場合は、民法の「未成年者
取消権」によって取り消すことができ、消費者被害を抑止する役割を
果たしていました。
　しかし、４月から成人年齢が引き下げられたことによって、18歳
以上の成人者には「未成年者取消権」が行使できなくなります。つまり、
契約を決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分に
なります。
　契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き
込まれる可能性があります。
　社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い撃ちする
悪質な業者もいますので、注意が必要です。

また、次のようなことは今まで同様20歳にならないとできません。　

問合せ 教育委員会 社会教育係 ℡56-0212
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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.16

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。 今年も真夏のハイシーズンがやってきましたね！！
移住1年目だった昨年度の夏は、「これが、観光地で過ごす夏休みか…！」と、衝撃を受けたことを覚えています。
今年も西伊豆の夏を満喫して、立派にこんがり小麦肌になる予感しかしていません！

今月の写真は、女性消防団として参加した水防訓練の様子です。昨年10月から活動を開始した女性消防団。
今年度に入り、自衛隊訓練や水防訓練等の訓練に参加する機会も増え、先月は側溝清掃にも参加しました！

先月7月16日より、西伊豆町では海水浴場がOPENとなり
ました。今年も海水浴を楽しむ多くの人々で賑わっていますね。
1年を通して、最も西伊豆町が活気付く季節だと思います。
海で遊ぶことが大好きな私も、もちろん、町内の海水浴場
で楽しませて頂いている人のうちの1人です。

海開きが差し迫った６月のことですが、町民の方にお声がけ
頂き、田子湾内のクリーンアップに参加させて頂きました。
ビーチでのゴミ拾いではなく、海底に沈んでいるゴミの回収
です。この日のクリーンアップには、町民だけではなく、関東
近郊からお越しのたくさんのダイバーさんも参加して下さって
いました。ダイバーだからこそ出来る海底のゴミ拾い。なんと
悲しいことに、海底には拾えきれない程のゴミが沈んで
いたのです。

海のゴミをゼロにすることは難しいかもしれないけれど、
ゴミを落とさないようにする努力は誰でも出来るはず。
いつまでも美しい西伊豆の海を大事にしたいと思った出来事
でした。

美しい西伊豆の海を大事にしたい

今月の西伊豆町 奇跡の1枚

西伊豆町をはじめ、伊豆半島の
様々な景色やイベントの様子を
投稿しているので、興味がある方は
覗いてみて下さいね！

Instagram 今月はここまで！また来月～♪

↑海底から引き揚げられたゴミの一部
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工事名等 完成予定日施工業者工事等概要

問合せ 総務課 検査管理係 ℡52-1111

入札結果 （工事・委託関係） のお知らせ

令和４年度
網屋崎岸壁消火栓設置工事

水道管敷設工 Ｌ＝９２ｍ
消火栓設置工 Ｎ＝１基 鈴よ鉄工所 令和４年

8月31日

令和４年度
(町)沢田渋川１号線
水道本管布設替工事

工事延長 Ｌ＝４８ｍ
HI-Pφ75mm布設工
消火栓立替工 Ｎ＝１基

㈲山本空調サービス 令和４年
11月30日

令和４年度
(町)堀坂４号線水道本管布設替工事

工事延長 Ｌ＝２２ｍ
HI-Pφ75mm布設工
ポリ二層管φ25mm布設工
消火栓立替工 Ｎ＝１基

㈲芹澤設備工業 令和４年
11月30日

令和４年度
(町)南耕地２号線温泉管布設替工事

温泉パイプφ100mm布設工
Ｌ＝７０ｍ
個人線取出替え
Ｎ＝３ヶ所

㈲芹澤設備工業 令和４年
11月30日

令和４年度
堂ヶ島地下売店空調機入替工事 空調機入替工 Ｎ＝２組 ㈱サエツ冷機工業 令和４年

12月28日

令和４年度 (町)安城線改良工事
路体盛土工 Ｖ＝７０㎥
アスファルト舗装工
Ａ＝４２４㎡
擁壁工 Ｖ＝４㎥

㈱鈴木組 令和４年
10月31日

令和４年度
西伊豆町地籍調査事業 業務委託
（仁科Ⅴほか）

補修工事詳細設計業務
Ｎ＝１式

不二総合
コンサルタント㈱
沼津支店

令和５年
3月10日

令和４年度
道路メンテナンス国庫補助事業
唐太トンネル補修工事詳細設計
業務委託

Ｈ工程 Ａ＝０．０７k㎡
Ｅ・ＦⅠ・ＦⅡ－１工程
Ａ＝０．０６k㎡
復元測量 Ａ＝０．５ha
境界鋲設置 Ｎ＝４００枚

㈱フジヤマ
沼津営業所

令和４年
11月30日

令和４年度
道路メンテナンス国庫補助事業
港橋補修工事詳細設計業務委託

補修工事詳細設計業務
Ｎ＝１式

㈱フジヤマ
沼津営業所

令和４年
11月30日

令和３年度繰越
仁科正円地区津波避難タワー建設に
伴う地質調査、測量業務委託

地質調査業務 Ｎ＝２ヶ所
測量業務 Ｎ＝１式 静岡コンサルタント㈱ 令和４年

10月31日

※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。
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ご存知ですか？建退共制度

建退共静岡県支部　℡054-255-6846☎ 

　建退共とは、建設現場労働者と建設業を営む
中小企業のための退職金制度のことです。
　事業主の方が、労働者の働いた日数に応じて
掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、労働者
の退職時に建退共から退職金を支払う、いわば
業界全体での退職金制度です。
▶加入できる事業主
　建設業を営む方
▶対象となる労働者
　建設業の現場で働く人
▶掛金
　日額320円
※詳細は担当までお問合せいただくか、ホーム
ページ「建退共」に制度説明動画やQ＆Aなどが
記載されていますので、そちらをご覧ください。

▶募 集 職 種　消防職
▶採用予定人数　３人程度　
▶採用予定日   令和５年４月１日
▶申 込 期 間  8/25（木）～ 9/15（木）
　※郵送の場合は9/15必着
▶試験日・試験科目

▶受験資格
　平成8年4月2日以降に生まれた方で、高等学校
　卒業以上（高校卒業見込みを含む）の学歴を
　有する方
▶提出書類
　（1）受験申込書
　（２）卒業証明書または卒業見込証明書
         ※高校在学者は調査書
　（３）返信用封筒　自分の宛先を明記し84円
　　　 切手を貼付した返信用の長形３号封筒を２枚
▶提出先
　下田市六丁目1番14号
　下田消防本部　総務課　人事財務係

2022 伊豆半島ジオ検定

（一社）美しい伊豆創造センター ジオパーク推進部
℡0558-72-0520

☎ 

(8/25 ～ ) 下田地区消防組合 職員募集

下田消防本部 総務課 人事財務係
℡0558-22-1829

☎ 

　2022伊豆半島ジオ検定（３級）が7/15（金）
から始まっています。検定はどなたでも受けることが
でき、楽しみながら伊豆のことを学べるので、毎年
数百人が受検する人気のご当地検定となっています。
夏休みの期間中にチャレンジしてみませんか。
　検定を受けるには、伊豆半島ジオパークのホーム
ページ、または市町の観光担当窓口から問題と解答
用紙を入手します。回答は書籍やインターネットで
調べてもOK。
　８月31日(水)までに、解答用紙と返信用封筒
（94円切手貼付）を郵送（当日消印有効）。または
オンラインで受検してください。50問中35問以上で
合格となります。受検料は無料。希望者には800円
で合格証を発行します。
ホームページ：https://izugeopark.org/

スマホの方はこちら▶

第一次試験

10/16（日）
教養試験、作文

11/6（日）
体力試験、口述試験（面接）

第二次試験
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あいのうた
～出会いから子育てまでの短歌コンテスト～

静岡県健康福祉部こども未来課
℡053-452-0555

☎ 

　子育てのエピソードや、恋人との出会い、家族へ
の想いなどを詠んだ短歌を募集します。
▶募集期間　
　8/1（月）～ 9/30（金）※当日消印有効
▶募集部門
　一般の部、ジュニアの部（高校生に相当する  
　年齢以下）
▶応募資格
　どなたでもご応募いただけます。
▶応募方法
　郵便、FAX及び専用HP
※詳細はあいのうた事務局までお問合せいただくか、
　専用HPをご覧ください。
▶応募先　あいのうた事務局
　郵送：〒430-0929　浜松市中区中央二丁目
　　　　10番１号 浜松青色会館５Ｆ
　FAX：053-452-0681
　HP：https://ainouta2022.com/

　大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ゆかりの史跡を
めぐるスタンプラリーを開催しています。
　伊豆・富士山地域だけでなく神奈川県内にも
チェックポイントを設置しているので、ぜひ、巡って
みてください。
▶実施期間　7/1（金）～ 9/30（金）
▶参加費　無料
▶チェックポイント数　
　・静岡県内　　99ヵ所　
　・神奈川県内　13ヵ所
▶スタンプ取得条件　ＱＲ読取またはＧＰＳ取得。
▶参加特典　
　・スタンプ獲得条件に応じた各種景品の抽選に
　   応募可能。
　・協力店舗でスタンプを提示すると、各種特典が  
      受けられます。
　   詳細は「ぶしのくに静岡県」ホームページを 
　　ご確認ください。
　

「第２弾伊豆・富士山歴史絵巻
Ｗｅｂスタンプラリーｗｉｔｈ神奈川」開催中 !!

静岡県東部地域局
℡055-920-2139

☎ 

　停電情報につきましては、当社のホームページ
またはＴＥＰＣＯ公式スマートフォンアプリ「ＴＥＰＣＯ
速報」にて、停電地域や復旧時間の見込みなどを
お知らせしております。また、当社はＬＩＮＥ株式会社が
提供するコミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ」において、
「東京電力パワーグリッドコンタクトセンター」の公式
アカウントを開設しており、停電状況の確認に加え、
電線の断線や電線への樹木接触等についてお問い
合わせいただけます。なお、切れてたれ下がっている
電線には、絶対に触らないでください。

▶試験日　11月13日（日）
▶試験種類　甲種・乙種全類・丙種
▶申請期間
　【電子申請】　8/26（金）～ 9/5（月）
　【書面申請】　8/29（月）～ 9/8（木）
▶試験会場
　下田市のほか県内６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。
https://www.shoubo-shiken.or.jp/

令和４年度　危険物取扱者試験

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

☎ 

☎ 東京電力パワーグリッドからのお知らせ

東京電力パワーグリッドコンタクトセンター
℡0120-995-007

☎ 

スマホの方はこちら▶

検  索第９回あいのうた
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まちのできごと～Town News ～

静岡県消費者支援功労表彰
藤井節子さん

　静岡市で令和４年度消費者支援功労表彰式が行
われ、安良里在住で県の消費者団体連盟理事をされ
ている藤井節子さんが、多年にわたり消費者支援活
動に尽力したとして県知事から表彰されました。
　使用済み紙おむつのリサイクルやペットボトル使用
による環境問題の注意喚起、電力不足に対する節電
の意識調査など幅広い活動を続けて来られた藤井節
子さんは「静岡県の中でも西伊豆町は活動に積極的。
今後高齢化が進んでも続けられるように取り組んで
いきたい。」と話しました。

行政相談員感謝状
藤井すわ子さん

　静岡市で、静岡行政相談センター所長から西伊豆
町行政相談員の藤井すわ子さんへ感謝状が贈呈され
ました。
　行政相談員とは、行政に関する苦情や要望の解決
を図るための身近な相談窓口になってくれる民間
ボランティアのことです。長年にわたる町へのご尽力、
ありがとうございます。

町長の100歳訪問
井上 ふさゑさん

　ヒューマンヴィラ伊豆で町長の100歳訪問が行われ
ました。
　宇久須出身で大正11年６月１日生まれの井上
ふさゑさん。習字と塗り絵が趣味で、とても優しい方
だそうです。
　長生きの秘訣は「好き嫌いなくよく食べること」
「趣味の塗り絵を続けていること」。好きなことを続
けられるということは、きっと長生きにもつながるの
でしょう。
　これからも末永くお元気でお過ごしください。

西伊豆中学校生徒会 
歌手谷本貴義さんと
校歌制作会議

　西伊豆中学校生徒会の5人が、歌手の谷本貴義
さんと統合後の新校歌の制作会議を行いました。
生徒会長の鈴木ことみさんは「西伊豆を離れた人も、
故郷を思い出してくれるような歌にしたい。」と語り、
谷本さんへ校歌に入れたい言葉や全体のメロディ
などを伝えました。10月の合唱コンクールでの披露
を目指し、引き続き制作を進めていくようです。
※当日の様子は13ページ右下から動画でご覧いただけ
ます。

23５/23５/

16/16/ 96/96/ 117/117/・・

31５/31５/
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Nishiizu Topics

松崎高校 双獅祭
　松崎高校の文化祭「双獅祭」の一般公開が行われ
ました。感染症対策として参加者を親族や中学生など
に限定して行われ、様々な出し物が披露されました。
※当日の様子はページ右下から動画でご覧いただけ
ます。

自衛官相談員委嘱式
 町長室で自衛官相談員の委嘱式が行われ、荒木
國雄さん（写真：右）と堤榮助さん（写真：左）の2名
が委嘱を受けました。主に自衛隊員募集の広報活動
などに取り組んでいただきます。
 お二人は「ここ数年、入隊者が減少している。災害
も多い昨今、町と自衛隊の縁を切らせないよう、
自衛官の仕事の魅力を伝えていきたい。」と話し
ました。

116/116/ 136/136/

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

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
「6/9・7/11 西伊豆中校歌制作」（SBSテレビ）
「6/11 松崎高校 双獅祭」
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第23回しずおか市町対抗駅伝競走大会に向けて
　６月15日に、12月に開催される「しずおか市町対抗駅伝
競走大会」の候補選手30名の説明会及び結団式が行われ
ました。
　候補選手たちは、一人ずつ自己紹介をして大会に対する
意気込みや抱負を語り、渥美貴弘監督は「皆さんが主役。
とにかく楽しく練習を頑張ろう」と呼び掛けました。
　候補選手たちは、約5カ月間にも及ぶ長い期間、７月から
毎週行われている合同練習や自主練習を積んで駅伝大会を
迎えます。
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。

　6月24日（金）に中央公民館多目的ホール
で「いきいきセミナーブローゴルフ教室」が
開催され13名の方が参加しました。ブロー
ゴルフは「次世代の吹き矢」と呼ばれ、
高齢者でも無理なくでき、健康に役立つ
スポーツです。

　7月9日（土）から「わくわく体験村子ども
体験会」が開催され、町内の小学校4年生
から6年生の16名の児童が参加しました。
「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」を計画し、
活動を行っています。

いきいきセミナー ブローゴルフ教室開催！わくわく体験村子ども体験会

　６月11日（土）に健康増進センターで、西伊豆町子ども
球技大会が開催されました。球技はボッチャを行い、町内の
各地区で編成した13チーム（44名）が練習の成果を発揮し、
白熱の試合を繰り広げました。
　この大会の上位2チームが11月26日（土）に行われる
郡大会に出場します。

西伊豆町子ども会球技大会が行われました！主催：西伊豆町子ども会育成連絡協議会

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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　そうめんや冷やしたすいかといったもので暑さを
紛らわせる日々が続いています。夏バテには十分気を
付けていきましょう。
　8月27日は詩人・童話作家の宮沢賢治の生誕の日
です。今月は「宮沢賢治」の本を特集します。

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

『孤蝶の城』桜木 紫乃
『子宝舟 きたきた捕物帖 二』宮部 みゆき
『死神と天使の円舞曲』知念 実希人
『チョウセンアサガオの咲く夏』柚月 裕子
『棘の家』中村 七里
『ミシンと金魚』永井 みみ
『アルツ村』南 杏子
『天使と悪魔のシネマ』小野寺 史宜
『大人への手順』伊集院 静
『史料でみる和菓子とくらし』今村 規子
『誕生日が教えてくれる本当のあなた』ともこ
『野村萬斎』中村 雅之
『図解 わかる年金 2022-2023年度版』
                            中尾幸村 中尾孝子 共著
『カビの取扱説明書』浜田 信夫
『地域おこし協力隊の教科書』畠田 千鶴 監修
『この国の危機管理の本質』柳田 邦男
『るるぶ ‘23 浜松・浜名湖』JTBパブリッシング
『DCDのこどものサポートガイド』中井 昭夫 他 著
『55分で焼きたてパン』沼津 りえ

『ことりはこえだのてっぺんに』矢崎 節夫 監修
『ふみきりくん』えのもと えつこ
『戦争をやめた人たち』鈴木 まもる
『こんとごん てんてんありなしのまき』織田 道代
『はりねずみのノート屋さん』ななもり さちこ
『くみたて』田中 達也
『タコとイカはどうちがう？』杉本 親要
『チァレンジミッケ！10』ウォルター・ウィック
『ドラえもん探究ワールド ネコの不思議』
                                     藤子・F・不二雄
『本おじさんのまちかど図書館』
                        ウマ・クリシュナズワミー
『スライム・紙ねんどであそぼう！』わんこそば
『もしも地球がひっくり返ったら』川村 康文 監修
『NEW 日本の歴史９』大石 学 総監修
『ほたてのひみつ』学研プラス

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

【CD】
★Mr.Children 2015-2021＆Nｏｗ/ Mr.Children
★BAD モード/宇多田 ヒカル
★星の消えた後に/Aimer
【DVD】
★太陽の子
★ピーターラビット２
★サーフズ・アップ

♪新しく入りました♪

　宮沢賢治の作家としての活動は知っていましたが、
けんじ先生という教師をやっていたことは知らず、
気になり思わず手に取りました。
　内容は、宮沢賢治先生の少し変な、幸福について
生徒に考えさせる授業の話でした。自然の中での
授業が楽しそうで、挿絵がよく、最近物騒な
ご時世なのでこの本を読んで、幸せについて考え
させられました。

けんじ先生 宮沢賢治・幸福の授業 著：畑山 博

（安良里  20代 男性）

♪利用者のおすすめ本　（図書館所蔵）♪

西伊豆町立図書館では、月ごとの特集コーナーの
ほかに映画化やドラマ化された本をまとめたコー
ナーを設置しております。

　例えば、今年の4月から月曜午後9時にテレビ
で放送していたドラマ・・・
　                         
この冬映画公開予定の・・・
　                         
カンヌ国際映画祭の脚本賞を受賞した・・・              

元彼の遺言状              著：新川 帆立

月の満ち欠け            著：佐藤 正午

ドライブ・マイ・カー   著：村上 春樹
このほかにも、コーナーにはさまざまな映画や
ドラマの原作となった本を置いてありますので、
ぜひご来館ください。
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保健師だより

食中毒予防の３原則できていますか？

菌を 増やさない！
●冷蔵庫は開けたらすぐに閉めましょう。
●冷凍した食品の室温解凍はNG。
●冷凍や解凍を繰り返すと食中毒菌が増殖することもあるので、
　気を付けましょう。
●包装された野菜やカット野菜も調理前によく洗いましょう。
　（お肉はシンクに菌が飛び散るため、洗わない）

●石けんで十分に手を洗いましょう。
　・調理の前
　・盛り付け前
　・生肉・魚を取り扱った後　
　・トイレに行った後　など
●調理器具は清潔に！
　・包丁やまな板は、肉用、魚用、野菜用で使い分けましょう。

菌を つけない！

●電子レンジを使用する場合は時々かき混ぜるなどして、熱が
　均一にいきわたるようにしましょう。
●十分に加熱しましょう。
 　目安：中心部の温度が75℃以上で、1分以上！
●生肉は特に注意！
　細菌やウイルスは熱に弱いので中まで火を通せばやっつける 
　ことができます！

菌を やっつける！

食中毒に気を付けよう！
　気温や湿度の高い日が続くこの時期は、「食中毒」が多発する時期です。
　食中毒は家庭の食事でも発生しており、危険は身近に潜んでいます。毎日のごはんを美味しく食べるために、
食中毒から身を守り、安全に食事をしましょう！
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問合せ
健康福祉課  健康係
TEL：52－1116

★産婦人科医師のよる面接相談
　日時：8月28日（日）
　場所：プラザヴェルデ（沼津市大手町1-1-4）
　利用方法：電話またはメールで面接1週間前までに予約してください。
　 TEL：054-221-3309（静岡県こども家庭課）

メール：kokatei@pref.shizuoka.lg.jp

不妊・不育専門相談センター事業のご案内
～ひとりで悩んでいませんか？～

★助産師による電話相談（予約不要）
　毎週 火曜日 10:00～19:00
　毎週 木・土曜日  10:00～15:00
　TEL：080-3636-3229
　（年末年始・祝日を除く）

・なかなか妊娠しない
・いつから病院に通えばいいの？
・流産を繰り返してしまう。
・検査をしてみたい。
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記日付受

6月 累計
前年
6月
累計

増減

人身
事故 0

0

0

14

4

0

4

75

7

0

9

71

-3

±0

-5

-4

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

11日～20日 18：28

21日～31日 18：14

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。

地区 氏　名 性別 保護者

大田子 山本　泰雅 男 直輝
たいが

こじろう

築地 堤　琥二郎 男 浩之

おくやみ申し上げます
地区 氏　名 年齢 世帯主
神田

宇久須浜
大田子
大田子
道東
道東
一色

長島　清剛
北川　ひ　江
真野　研二
浅倉　すなを
椿　直

山本　博司
山本　愼吾

86
97
93
84
101
82
89

清剛
ひ　江
研二
勇作
直
博司
愼吾

お忘れなく （8月分）

納期限は 8月31日（水）です

メール配信の内容 その他

放送内容を
メール・LINEで確認！

　町では、同報無線放送の内容をメール
またはLINE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 7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

7,190人（  △3）
3,673世帯（   +9）
3,420人（   +1）
3,770人（  △4）

田子地区
仁科地区
宇久須地区
安良里地区

1,869人（   +5）
3,035人（  △9）
1,334人（   +2）
952人（  △1）

お 知 ら せ

！

登録はこちらから▶

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

※西伊豆町民のマイナンバーカード交付率69.9％
  （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。

人
権
相
談
▶

行
政
相
談
▶

お 知 ら せ

問合せ先：窓口税務課　℡52-1112
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編 集
後 記

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。

　みなさんこんにちは。広報担当の須郷です。今月号では地域おこし協力隊
の皆さんをご紹介しました。町のために第一次産業や観光、医療、英語教育
など様々な分野で活躍されているので、町で見かけたときは声をかけてみて
ください。

月 お知らせカレンダー
2022

8AugustAugust

月 日 外科系 月 日

8/6

8/7

8/11

8/13

8/14

土

日

木・祝

土

日

8/20

8/21

8/27

8/28

土

日

土

日

内科系 外科系 内科系

8/15（月）

24（水）

8/25（木）

8/26（金）

8/27（土）

8/30（火）

8/31（水）

8/

8/19（金）

8/22（月）

8/29（月）

8/18（木）

田子診療所休診日
安良里診療所休診日
田子診療所休診日
安良里診療所休診日

田子診療所休診日

8/21（日）

8/17（水）

8/20（土）

8/23（火）

8/28（日）

8/16（火）

8/ 2（火）

8/ 5（金）

8/12（金）

8/13（土）

8/10（水）

8/ 9（火）

8/ 3（水）

8/ 1（月）

8/ 4（木）

8/ 8（月）

8/11（木）

8/ 6（土）

8/14（日）

8/ 7（日）

山の日

臨時議会 9:30

ママヨガ（福祉センター） 10:00

行政相談所（田子公民館）13:30～15:30

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

幼児相談（福祉センター）9:15
からだすっきりエクササイズ（健康増進センター）14:00

幼児検診（松崎町環境改善センター）13:00
ボディコントロール教室（福祉センター）19:30

西伊豆
健育会病院

（☎52-2366）

西伊豆
健育会病院

（☎52-2366）
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西伊豆町役場　まちづくり課広　報

11 月 13日（日） まで
※2万人に達し次第終了します
利用したい施設の無料クーポン券を
入手し、必要事項を記入して チケット
売場へご提出ください（現地での
アンケートに回答必須）。

問合せ 富士見町 産業課 商業観光係 ℡0266-62-9342

問合せ 市川三郷町 農林課 ℡055-240-4153

　富士見町の魅力を静岡県の皆さまに体感していた
だくため、静岡県民の方 先着２万名様に２大リゾート
（富士見パノラマリゾート、富士見高原リゾート）の無料
キャンペーンを実施しています。
　中部横断自動車道の開通によりグッと距離が近づき
ましたので、ぜひお越しください！

　市川三郷町の特産物『大塚にんじん』。三珠地区
大塚の「のっぷい」と呼ばれる肥沃できめが細かい
土壌において作られるにんじんです。濃い鮮紅色で
独特の風味と甘さがあり、太くて長く、収穫時には
80ｃｍ程にもなります。
　この『大塚にんじん』をさらに知ってもらおうと『大塚
にんじん気まぐれ日記』を町ホームページ上に作成しま
した。種から紹介し、オリジナルの観察装置、地元の人
などを含めての紹介など多方面からゆる～～～く紹介
しています。
　ぜひご覧ください！

◀スマホの方はこちら
http://103.2.2.192/50sightsee/ootukaninnjinnkimagure/

姉妹町から
富士見町だより

無料
！

無料
！

市川三郷町だより市川三郷町だより

　長野県「富士見町」の２大リゾートが
無料で楽しめるキャンペーンを開催します！

大塚にんじん気まぐれ日記更新中

静岡県民
先着２万名様！

キャンペーンの詳細および 、
無料クーポン券の入手はこちらから▶

富士見パノラマリゾート

富士見高原リゾート

★キャンペーン内容
【 期      間 】

【 利用方法 】  


