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　二十歳を迎えられた皆さんはスーツや振袖に身を包み、旧友や恩師との久しぶりの再会に喜びを

分かち合いました。

　式典が始まると来賓からの祝辞に続き、代表の鈴木星矢さん（賀茂中学校出身）が「皆様の支えが

あったからこそ、二十歳の集いを迎えられました。今後は大人の自覚を持ち、責任ある社会人として

の決意をここに誓います。」と抱負を語りました。

　式典後のメモリアルフォト上映会では、幼稚園や保育園、小・中学校の頃の思い出が次々と映し出され、

会場は笑顔に包まれました。

　それぞれの夢に向かって歩き始めた二十歳の皆様。大人としての責任をしっかりと胸に刻み、新たな

一歩を踏み出しました。

令和5年

西伊豆町二十歳の集い
　晴天に恵まれた１月８日（日）、安良里中央公民館で二十歳の集い（旧成人式）が
行われました。
　今年の対象者は57人。49人が式に参加し、それぞれの夢と希望を胸に、未来への
道を歩き出しました。
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　二十歳になった皆さん、人に語れるような
好きなことは見つかりましたか。これから
先の人生は長いので、好きなことを誰かに
語れる、誰かの好きなことを聞いてあげ
られるような人になってください。また、
愛情をもって育ててくださったご両親に、
沢山親孝行してあげてください。
　皆さんのこれからの人生が喜びに満ち溢れる
ことを心から祈念し、お祝い申し上げます。

　成人、おめでとうございます。皆さんが
賀茂中学校を卒業して５年も経ったのですね。
つい昨日のことのように思い出します。
　人生には、楽しいことも苦しいこともあり
ますが、人との出会いやつながりを大切に、
そして、感謝の気持ちを忘れずに、一歩一歩、
人生を歩んでください。今後の人生が素敵な
ものとなることを祈っています。

西伊豆中学校恩師　平松 俊介先生 賀茂中学校恩師 　土屋 賢先生

仁科・田子
地区

安良里・宇久須
地区
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水道・温泉に関するお願い
メーター器周りをキレイに

問合せ 企業課 業務係 ℡52-1429

　２ヵ月（水道）・1ヵ月（温泉）に一度、水道・温泉の使用量を測るため検針員がメーター器の
検針をしています。その際にメーター器ボックス内が土で覆われていたり、雑草が茂っていたり、
メーター器ボックスの上に物が置かれていると検針が困難となります。
　メーター器周りの管理は、ご利用者様となっておりますので、キレイに保っていただくよう
ご協力をお願いいたします。

検針票を置く場所の確保
　水道・温泉の使用量を検針した際に検針票を置いてきております。
その際にポスト等の置き場所がないため、置いてくることができ
ない水栓があります。
　また、令和５年10月より「消費税インボイス制度」が開始します。
水道・温泉料金を口座から引き落とししている方は、検針票が前回
引き落とし分の証明書となるため、検針票の置ける場所の確保を
お願いいたします。

消費生活情報知って
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】

万引きは犯罪です‼
　下田警察署管内で、昨年12月20日までに発生した万引きは、17件
(前年比＋２件) でした。(速報値)
　お金を持っていても使いたくない、見つからなければ大丈夫と
いった理由から、軽い気持ちで万引きをしてしまう人が多いよう
ですが、万引きは犯罪です。
　お店側も店内の死角には特に注意し、防犯カメラやミラーを付け
るなどの防犯対策を心がけ、お客様には積極的に声かけをするなど、
万引きをさせない店づくりをしましょう。
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　皆さんはご覧になりましたか？９月から
オンエアが開始されたCM『いいちこ下町
のハイボール』なにも起こらない海辺篇。
実はこのCM、大浜海岸で撮影されたんです。
西伊豆町の美しい海が大きく映し出されて
いますので、まだご覧になっていない方は
ぜひご覧ください！

　今後もロケに関する様々な情報をお届け
しますので、お楽しみに！

問合せ まちづくり課 観光係 ℡52-1114

問合せ 西伊豆町観光協会　℡52-1268

西伊豆町　ロケ情報！

ロケ地なんです！！ 
あの場所が

part 18

実は…

こちらからYouTubeで
視聴できます▶

今年も開催！堂ヶ島サンセットイルミ

開 催 日：2023年2月10日（金）～ 4月10日（月）
開催時間：18:00 ～ 21:00
開催場所：堂ヶ島公園
※今後の社会情勢やトラブル等により予告なく中止となる場合がございます。
　最新の情報は西伊豆町観光協会ホームページをご覧ください。
　https://www.nishiizu-kankou.com/event/sunset　　 スマホの方はこちら▶
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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。

入札結果（工事・委託関係）のお知らせ
工事名等 完成予定日施工業者工事等概要

令和４年度
(普)谷戸沢川改良工事

水叩きコンクリート布設工
　　　　　　　   V=8.2㎥

令和５年
３月24日㈲国本組

令和４年度
林道日向線維持工事

大型円筒金網工 A=31.5㎡
盛土撤去工       V= 382㎥

令和５年
３月24日㈱賀茂重機

令和４年度
(町)安良里臨港線舗装補修工事

アスファルト舗装工  A=294㎡
排水構造物工       L=  3ｍ
区画線工             L=96ｍ

令和５年
３月24日

花菱建設㈱
伊 豆 支 店

令和４年度繰越
文教施設整備事業に伴う青地除外申請
書類作成業務委託

青地除外申請書類作成
                        N=１式

令和６年
３月15日

㈱フジヤマ
沼津営業所

令和４年度繰越
文教施設整備事業敷地造成
計画基本設計業務委託

敷地造成計画基本設計
　　　　　          N=１式

令和５年
９月29日静岡コンサルタント㈱

地域おこし協力隊   新井 雄貴

地域おこし協力隊   望月 快高

西伊豆町地域おこし協力隊活動
日記

こんにちは、林業の分野で仕事をしている、
西伊豆町地域おこし協力隊の望月です。 
年が明け、2年目の活動も後半になり、
木の伐倒をする機会が多くなりました。
立木のバランスや木の切り方、安全な場所
への待避など同じものは無いので、一本
一本集中して伐採したいです。協力隊の

期間はあと1年と少しですが、怪我の無い
ように頑張って活動します。

こんにちは、新井です。 
農業・観光分野で活動しております。
前回の9月号の広報誌に書かせていただいた
移動式カフェを、11月からオープンするこ
とができました。
現在は週末を中心に、大田子海岸夕陽展望所
の側で夕陽時間帯（15時～17時）で営業
させていただいております。

日々地元の方々や
観光に来られた
方々とお話しする
ことができ、とても
楽しく営業すること
ができています。 

営業日などの
詳細情報はSNS
（インスタグラム「NISHI izu COFFEESTAND」）
にて発信させていただいております。
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「新春もち投げ大会」当日の様子は、
こちらからダイジェスト動画をご覧頂けます！

今月はここまで！
また来月～♪

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.22

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。今年の冬は、急に寒くなったり春の
ような陽気になったりと、気温の変化が激しいですね。そして、例年に比べ、西風が強く吹く日が
比較的少なく感じるのは、私だけでしょうか…？

私が西伊豆町に移住して、衝撃を受けた光景ベスト３に入るであろうこの光景。
初めてこの光景に出会ったのは、「広報
にしいず2022年7月号」でご紹介した、
安良里漁港で行われた進水式の時のこと。
船からばら撒かれる沢山の餅をキャッチ
しようと、天に向かって必死に手を高く
伸ばす人々。まるでお正月のバーゲン
セールかのような光景でした。
この時は、安良里地区での小規模なもち
投げでしたが、2023年1月2日には、
観光協会主催の「新春 もち投げ大会」が
堂ヶ島公園にて開催されると耳にした私。

年末年始期間に開催されるということは、帰省されている方も多くいる
ことでしょうし、きっと多くの町民の皆さんが参加されるだろう。そう
思った私は、再び、あの光景に出会うべく、イベントに参加して参りました！

会場には、私の想像を上回る光景が広がっていました。カゴや網を持参する人、
ゴミ袋を持参する人。思考を凝らした武器を手に参加する皆さんに、またまた

衝撃を受けた新年となりました。私はこの光景を見る度に、
「西伊豆町は本当に元気な町だなぁ！」と思うと同時に、とても
大好きな光景のひとつになってしまいました！なんだか今年も
素敵な1年になりそうです♪

私が大好きな西伊豆の光景

もち投げ!!

あの日の衝撃をもう一度。

広報にしいず2022年7月号 掲載写真
撮影場所：安良里漁港
広報にしいず2022年7月号 掲載写真
撮影場所：安良里漁港

Instagram
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　賀茂小学校グラウンドで、新型コロナウイルスの
影響により３年ぶりとなる正月マラソンが行われ
ました。
　結果発表については10ページ「生涯学習だより」
でご紹介しています。

　堂ヶ島公園で、新春もち投げ大会が行われました。
町長の「おめでたい新年に、少しでも多くの
福を拾っていってください。」という挨拶の後、
約8,000個の当たりくじ付きのもちが投げられ
ました。
　見事大当たりを引いた方には、お飾り付きの
潮かつおなどが贈られました。

2023 年１月、町内では新年を祝う様々な行事が開催されました。

新年の行事2023年2023年

正月マラソン11/ 11/

新春もち投げ大会21/ 21/

　安良里港で、豊幸漁業による豊漁と安全を祈願
する乗り初めが行われました。
　今年はサンマが不漁のため、船上からのサンマ
投げは行われず、代わりにサバ約700匹を配布し
ました。

漁船乗り初め21/ 21/

　西伊豆中学校体育館で、西伊豆町消防団出初式
が行われました。
　消防団長による年頭の辞では「今年は無火災・
無災害を目指し地域住民の安心・安全に寄与する
よう、まい進してほしい。」と語られました。

消防団出初式41/ 41/

まちのできごと～Town News ～
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Nishiizu Topics

　松崎高校２年生および一般参加者（オンライン）
を対象に、JUSA（日本ユニファイド通信事業者
協会）によるICT座談会が行われ、ICT業界で働
く人たちのリアルな姿を学びました。
　１日のスケジュールやICT業界で働くやりがい、
業界の平均収入など、ICT関係への進学や就職を考
えている生徒たちが具体的に学べる良い機会とな
りました。

松崎高校で ICT座談会
（JUSA）131/131/

スマホの方はこちら▶

　役場のインターンシップ任命式でIVUSA（国際
ボランティア学生協会）の大学生６人が任命され、
年末にかけて増加するふるさと納税の受付業務
などを行いました。
※大学生たちの感想は町の公式SNSで紹介して
いますので、ぜひご覧ください！

大学生のインターン
（職業体験）任命式2812/ 2812/

URL:
https://www.instagram.com/info_
nishiizu/?hl=ja

　新年を迎え、こども園や町内各地区で正月の伝統行事「どんど焼き」が行われました。
　正月飾りや書初めなどが飾られたおんべが勢いよく燃え上がり、参加者はその煙を浴びながら、
今年一年の幸せを願いました。

どんど焼き

▼安良里どんど焼き ▼築地区どんど焼き
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生涯学習だより
問合せ
教育委員会事務局
TEL：56－0212

‒2023年の走り始め‒ 第55回正月マラソン大会結果
主催：正月マラソン実行委員会

西伊豆クレッシェンドオープンバドミントン大会の中止について

　新しい年を迎え、皆様におかれましては気分一新練習に取り組んでおられることと存じます。
　さて、当クラブ主催の大会を例年どおり１月に開催するべく準備を進めてきたところですが、
県内の新型コロナウイルスの新規感染状況が１万人にせまる勢いで増加しているため、このような
状況を踏まえ協議の結果、今回の大会を中止と判断させていただきました。
　関係者各位、参加を楽しみにしていてくださった皆様、大変申し訳ございません。また、次回の
大会は10月頃を予定しておりますので、ご参加ご協力の程よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

　１月１日（日）、第55回正月マラソンが開催されました。賀茂小学校グラウンドをスタートした
各コースには、町内外から97名の参加がありました。元旦のすがすがしい空気を胸いっぱいに
吸って、晴れやかな新年の“走り初め”に汗を流しました。

【結　果】
[参加人数]　ファミリー：18組　　 2.5㎞：36人　　 5㎞：26人

◆ 2.5㎞　男子の部
　 優勝：山本　真一（小山町）
　 ２位：井堀　玲音（西伊豆町）
　 ３位：日吉　佑斗（下田市）

◆ 5.0㎞　男子の部
　 優勝：山本　   雄（横浜市）
　 ２位：田中　泰斗（西伊豆町）
　 ３位：船津　弘貴（下田市）

◆ 2.5㎞　女子の部　
　 優勝：堤　   月姫（西伊豆町）
 　２位：小鹿　美羽（松崎町） 
 　３位：浅賀　彩心（西伊豆町）

◆ 5.0㎞　女子の部
　 優勝：山田　麻衣（静岡市)
　 ２位：森本　   凛  (西伊豆町)
　 ３位：森本　仁子（西伊豆町）

 西伊豆クレッシェンド　代表：窪田　英之
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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

期間：２月１３日（月）～２月１８日（土）

　お正月の晴れやかな気分も去っていき、少しずつ
来年度に向けた準備が始まる季節です。２月６日は
アンパンマンで有名な作家、やなせたかしさんの
誕生日です。やなせたかしさんの本について特集
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します！

新着図書

『栞と嘘の季節』米澤 穂信
『馬上の星』宮城谷 昌光
『機械仕掛けの太陽』知念 実希人
『特殊清掃人』中山 七里
『新！店長がバカすぎて』早見 和真
『掌に眠る舞台』小川 洋子
『麻阿と豪』諸田 玲子
『秋雨物語』貴志 祐介
『大谷翔平 メジャー120年の歴史を変えた男』
　　　　　　　　　　　　ジェフ・フレッチャー
『禁断の中国史』百田 尚樹
『辞書編集、三十七年』神永 暁
『森鷗外 学芸の散歩者』中島 国彦
『人類の起源』篠田 謙一
『新しい歯の教科書』依田 哲也 他 監修
『かんたんおりがみ百科』主婦の友社 編
『「足がよくつる」人のお助けBOOK』出沢 明
『マンガでわかる！税金のすべて』須田 邦裕 監修
『パソコンで困ったときに開く本2023』朝日新聞出版
『ゆるキャン５』あｆろ

『のりもののーせてのせて』三浦 太郎
『え？Ａ！』大日本タイポ組合
『ねずみくんだーれだ？』なかえ よしお
『かぼちゃスープのおふろ』柴田 ケイコ
『ぞうさんのおてがみ』いもと ようこ
『アニマルランド』オームラ トモコ
『ママってすごーい！』クリス・ホートン
『だれもしらない小さい家』エリナー・クライマー
『うさぎモニカのケーキ屋さん ハッピーバースディ』
　　　　　　　　　　　　　　　　小手鞠 るい
『手でみるぼくの世界は』樫崎 茜
『じぶんでよめる でんしゃずかん』成美堂出版 編
『ドラえもん探究ワールド 心の不思議』
　　　　　　　　　　　　　　藤子・Ｆ・不二雄
『世界史探偵コナン４』青山 剛昌 原作
『包装のひみつ』梅屋敷 ミタ

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜
【CD】
★婦人の肖像/原 由子
★ＳＥＥＳ/ゆず

【DVD】
★Ｃoｄa あいのうた
★ちいさなプリンセスソフィア ピンクのペンダント
★ツユクサ

♪新しく入りました♪

静岡書店大賞の本が入荷しています！
［小説部門］
忍者に結婚は難しい 　　　　   　　 著：横関 大

［児童書・新作部門］
１位 大ピンチ図鑑                  著：鈴木 のりたけ
２位 おばけのかわをむいたら   著：たなか ひかる
３位 さかなくん                  著：しおたに まみこ

［映画化したい文章部門］
この恋が、かなうなら　　　　　  著：いぬじゅん

蔵書点検（休館）のお知らせ

　西伊豆町立図書館では、蔵書点検を行うため、
上記の日程を休館日とさせていただきます。ご了
承ください。現在貸出中の資料は２月１２日（日）
までに必ずご返却くださるようお願いします。
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保健師だより

　生活習慣病とは、食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症の原因と
なる病気の総称です。逆に言えば、生活習慣次第で発症を防ぐことができる病気という言い方もできます。
　生活習慣病はこんなにある！

　西伊豆町の平成28年から令和2年の標準化死亡比（SMR）※１では、全県に比べ男女共に「心疾患」、
女性では「脳血管疾患」が有意に多くなっています。

　令和3年度の後期高齢者医療費の累計を同規模自治体の状態と比較（下図参照）してみると、脳梗塞、
透析、高血圧症、狭心症など死因と関係する病気（生活習慣病）にかかり、治療を受けている方が多い
ことが分かります。病院にかかって治療していることは良いことですが、生活習慣病を予防できれば、
心疾患や脳血管疾患で亡くなる方を減らすことに繋がります。

　生活習慣病の多くは発病してもかなり進行するまで自覚症状がほとんど現れません！
自覚症状がないだけで病気は進行していきます。そして、症状が出た時には心筋梗塞や狭心症、脳梗塞、
脳出血などの深刻な病気を引き起こします。

2月は生活習慣病予防月間！

心疾患と脳血管疾患で亡くなっている方が多い！

心疾患と脳血管疾患に関わる治療を受けている方が多い！

KDB データより

西伊豆町の後期高齢者
医療費割合（R3年度累計）

同規模自治体の後期高齢者
医療費割合（R3年度累計）

・高血圧症・脂質異常症（高脂血症）・2 型糖尿病・慢性腎臓病（CKD）・高尿酸血症・痛風
・肥満症・メタボリックシンドローム・動脈硬化症・心筋梗塞・狭心症・脳梗塞・脳出血・脂肪肝
・非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）・非アルコール性肝炎（NASH）・アルコール性肝疾患
・慢性閉塞性肺疾患（COPD）・肺がん・大腸がん・歯周病　等

筋・骨格
20%

がん
18%

脳梗塞
12%

慢性腎臓病
（有透析）
10%

高血圧症
9%

精神
9%

糖尿病
8%

狭心症
5%

その他
9%

筋・骨格
28%

がん
21%

慢性腎臓病
（有透析）
9%

糖尿病
9%

精神
8%

脳梗塞
8%

高血圧症
7%

その他
10%
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問合せ
健康福祉課  健康係
TEL：52－1116

メタボの改善に努めましょう！メタボの方は心疾患や脳血管疾患にかかる
リスクが30倍です。リスクを下げるために体重の３～５％減を目指しましょう！

フレイル対策をしていきましょう。フレイルとは弱っていくことを言います。
最近体重が減ってきた。筋力が落ちてきた。など年のせいにしていませんか？
それは食事の内容だったり、食べる量、体を動かすことなどで
改善が見込めます！

３歳児健診で
むし歯のなかった

お友達 （
安
良
里
）

あ
お
と

◀ 

森
屋 

葵
心
く
ん

ま
や

◀ 

高
井 

摩
耶
く
ん

　
　
　 （仁
科
）

65 歳未満の方

65 歳以上の方

西伊豆町の健康課題は、年代により変わります。

課題は違いますが、取り組む内容は同じ！
気を付けるところは 「食事」「運動」「休息」+「こまめに水分補給」

※１標準化死亡比（SMR）：市町別に死亡数を人口で除した死亡率を比較すると、各市町の年齢構成に
差があるため、高齢者の多い市町では高くなり、若年者の多い市町では低くなる傾向があります。この
ような年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整し、そろえた死亡率の
事を言います。

3食食べる。主食・主菜・副菜を意識し、ごはん等の炭水化物、お肉や魚、卵などの
たんぱく質、野菜などのビタミンや食物繊維をバランス良くとるようにしましょう！
お腹周りが気になる方は腹8分をこころがけて！

食事

今より10分多く体を動かす！（例ラジオ体操を第２まで行う。いつもより遠回り
して買い物へ行く。等）10分が辛い方は、階段を使うようにする。家事の動作を
オーバーにするなど自分にできそうなところから始めてみましょう！

運動

日中眠気で困らない程度の睡眠はとれていますか？疲れを感じたら休息をとり、
自分に合ったリラックスやリフレッシュの方法を日頃から取り入れるようにしま
しょう。寝る時間を決めるより、起きる時間を決めると体内リズムが整いやすい
です。朝しっかり起きて、朝食をとる。寝不足の時は短時間の昼寝でカバーしま
しょう。

休息

体の水分量を保ち、健康に暮らすためには1 日におよそ1.2ℓの水分補給が必要だと
言われています。一気にとらず小分けに飲み、水や麦茶など糖分や塩分、カフェイン
の入っていないものを選びましょう。水分不足は「めまい」「立ちくらみ」「足がつる」
「便秘」「むくみ」「頭痛」など様々な不調と関係しています。

こまめに
水分補給
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　西伊豆町において平成 29 年度から行っており

ます行政情報配信機器（光 BOX）の配付並びに

情報配信サービスにつきまして、事業開始から

６カ年目となりました。

　これまでサービス向上のため、ポータル画面の

改修や利用状況アンケートを行ってまいりましたが、

サービス利用率の低さや配付した機器の経年劣化

から、令和４年度末をもちまして機器の配付及び

情報配信サービスを終了する判断をいたしました。

　大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解

のほどよろしくお願い申し上げます。

行政情報配信機器（光 BOX）の配付及び
情報配信サービス終了のお知らせ

総務課　情報管理係　℡52-1963☎ 

　デジタル庁が、マイナンバーカード、健康保険証

の一体化に関する皆様からのご意見・ご質問を

まとめましたので、お知らせします。

【デジタル庁】マイナンバーカードに
関するご意見・ご質問をまとめました。

マイナンバー総合フリーダイヤル  
℡0120-95-0178
窓口税務課　窓口年金係
℡52-1112

☎ 

☎ 

　マイナンバーカードと健康保険証を

一体化し、紙の健康保険証を 2024 年

秋をめどに廃止すると聞きました。

　マイナンバーカードの取得は任意だと思って

いましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。

施設に入所している高齢者などマイナンバーカード

を取得できない者は保険診療を受けることができ

なくなるのですか。

　マイナンバーカードは、国民の申請

に基づき交付されるものであり、この

点を変更するものではありませんが、マイナンバー

カード１枚で受診していただくことで、これまで

できなかった、診療記録などをその場で引き出す

ことができるようになり、データに基づいたより

良い医療を受けられるようになります。 このため、

デジタル庁・総務省を中心に、全力をあげて、施設に

入所している方も含め、すべての方々がマイナンバー

カードを持ちうるように努めてまいります。

なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイ

ナンバーカードがない 方々が保険診療等を受ける

際の手続きについては、今後、関係府省と別途

検討を進めてまいります。
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　その他、詳細につきましては、下記デジタル庁

Webサイトをご確認ください。

【 デジタル庁Web サイト】

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/

faq-insurance-card/

林業退職金共済制度（林退共）へ
加入しませんか

林業退職金共済事業本部
℡03-6731-2889

☎ 

　林退共は、林業界で働く方のために国が作った

退職金制度です。

　この制度は、事業主の方々が、従事者の働いた日

数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、

その従事者が林業界をやめたときに林退共から退

職金を支払うという、いわば林業界全体の退職金

制度です。

〇掛金は、法人では損金、個人企業では必要経費と
　なります。

〇掛金の一部を国が免除します。

〇雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算
　して計算されます。

～事業主の皆さまへ～

・共済証紙は労働日数に応じて適正に貼付して    
　ください。

・共済手帳を所持している従事者が林業界を引退
　するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導
　してください。

【統計調査】建物内の住戸数などの確認に
ついてご協力をお願いします

まちづくり課企画調整係
℡52-1966

☎ 

　10 月に行われる令和５年住宅・土地統計調査を

円滑に行う準備のため、２月から町内の各地区で

アパート・マンションなどの建物内の住戸数や、

寮・旅館・事務所などの居住世帯の有無を確認して

いますので、皆さまのご協力をお願いします。

※この準備事務を行っている職員（指導員）は、都道

府県知事が任命した地方公務員です。調査時の

指導員は「指導員証」を携帯しています。

　現在、マイナンバーカードを健康

保険証として使える医療機関も少なく、

従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると

聞きましたが、それでも一体化を進めるのですか。

　現在、保険証利用に必要な顔認証付き

カードリーダー等（オンライン資格確認

等システム）の設置が進んでおり、2023年４月からは、

全ての医療機関・薬局において、マイナンバー

カード保険証を利用して受診ができるようになり

ます。

　なお、マイナンバーカード保険証を利用した際の

自己負担額は、2022年10月より改定されています。

　マイナンバーカードを保険証として利用した

場合の初診料は６円、従来の保険証で受診した場

合等は初診料 12 円の負担となり、マイナンバーカー

ド保険証を利用した方の費用負担が余計にかか

るということはなくなりました。

スマホの方は
こちら▼
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記日付受

12月 累計
前年
12月
累計

増減

人身
事故 3

0

3

11

14

0

18

158

14

0

16

186

±0

±0

+2

-28

死者

傷者

物損
事故

（暫定値）

西伊豆町の交通事故件数
2 月 の

夕 陽 時 刻 表
夕陽鑑賞はいかがですか。

1日～10日 17：14

17：2411日～20日

21日～28日 17：39

12月 15日～ 1月 14日の届出

お忘れなく （2月分）

納期限は 2 月28 日（火）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。

お 知 ら せ

！

登録はこちらから▶

固定資産税                  4 期
国民健康保険税             9 期
後期高齢者医療保険料     7 期

※西伊豆町民のマイナンバーカード交付率79.51％
  （県内1位/全国14位）R4.12.31現在

　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

◎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。

人の動き 1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

7,098人（ △17）
3,654世帯（△  4）
3,391人（△  7）
3,707人（△10）

田子地区
仁科地区
宇久須地区
安良里地区

1,841人（△  2）
3,010人（△  1）
1,320人（△  5）
927人（△  9）

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
宇久須浜
宇久須浜
柴
中島
天坂
天坂
天坂
大田子
川向
仁科浜
仁科浜
仁科浜
築地

87
81
97
75
86
69
80
85
82
63
87
85
98
98
74

京子
勉
正義
茂
道子
守
學
睦夫
厚行
託子
良平
文章
宗太郎
まき子
昭次

山本　京子
山本　勉
鈴木　正義
西島　茂
鈴木　道子
石井　かほる
長谷川　學
藤井　睦夫
長島　淳子
森　聖士
山本　良平
鈴木　君子
佐野　英子
椿　まき子
日野　昭次

♥♥♥♥おしあわせに（結婚）♥♥♥♥
夫 妻

地区 氏　名 地区 氏　名
浮島 福田　充 沢田 山本 みず季
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　みなさんこんにちは、広報担当の須郷です。１月はもち投げや乗り初め、出初式のほか、
各地区でもどんど焼きがおこなわれるなど、新年を祝う様々な行事が開催されました。
　今月はフォトコンテストの審査会が行われ、写真家の皆さんからいただいた力作の
中で、受賞作品が決まる予定です。
　２月になりまだまだ肌寒い日が続きますので、皆さんも体調には十分お気を
つけください。

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。

【2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。

月 お知らせカレンダー
2023

2FebruaryFebruary

月 日 外科系 月 日

2/4

2/5

2/11

2/12

2/18

土

日

土・祝

日

土

内科系 外科系 内科系

2 /15（水）2 / 1（水）

2 /16（木）

2 /17（金）2 / 3（金）

2 / 2（木）

2 /18（土）2 / 4（土）

2 /19（日）2 / 5（日）

2 /20（月）2 / 6（月）

2 /21（火）2 / 7（火）

2 /22（水）2 / 8（水）

2 /23（木）2 / 9（木）

2 /24（金）2 /10（金）

2 /25（土）2 /11（土）

2 /26（日）2 /12（日）

2 /27（月）2 /13（月）

2 /28（火）2 /14（火）

天皇誕生日

建国記念の日

特設人権相談所（田子公民館）10:00

ママヨガ（福祉センター）10:00

無料スマホ教室（安良里中央公民館）

西伊豆健育会病院
（☎ 52-2366）西伊豆健育会病院

（☎ 52-2366）

2/19

2/23

2/25

2/26

日

木・祝

土

日

13:00～16:30
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

ボディコントロール教室（福祉センター）19:30
マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約）17:00～19:30

マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約） 17:00～19:30

マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約）  9:00～12:00

マイナンバーカード時間外交付・申請（要予約）  9:00～12:00

編 集
後 記

行政相談所開設（保健センター）13:30

幼児健診（松崎町環境改善センター）13:00
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西伊豆町役場　まちづくり課広　報

姉妹町から
富士見町だより

市川三郷町だより市川三郷町だより 厳寒の氷瀑「千波の滝」

今年もやります！冬のキャンペーン2023
　富士見町では、「周遊割引券」でお得に富士見町を楽しみながら、抽選で100名に豪華景品が当たる
スタンプラリーを実施しています。今回は携帯電話やスマートフォンを使うデジタルスタンプラリーです。
お気軽にご参加ください。

　必須スタンプである「富士見高原リゾート」または「富士見
パノラマリゾート」のスタンプ１つと、ペンションや温泉、
飲食店など、町内61か所のスタンプスポットのスタンプを１つ、
合計２つのスタンプを集めてご応募ください。応募された方
の中から抽選で、「カゴメ野菜生活100  1年分」をはじめ豪華
賞品が当たります。
　スタンプラリーの詳細は、インターネット
から特設キャンペーンサイトをご覧ください。
　西伊豆町の皆様のお越しを心よりお待ち
しています！

　冬の寒さは厳しいだけでなく、時にはこんな自然の芸術を
私たちに見せてくれます。
　「千波（せんば）の滝」は、芦川の支流「蛇沢」に山上から
流れ落ちる高さ約80メートルの壮大な滝です。江戸時代の
地誌・甲斐国志で「千波瀑布」として古くから世に知られて
います。結氷の様子は、遠望（県道36号線）からご覧ください。

スタンプラリー
開始はこちら▼

富士見町 スタンプラリー 検　索

問合せ 富士見町役場 産業課 商業観光係 ℡0266-62-9342

問合せ 市川三郷町役場 商工観光課 観光係 ℡055-240-4157

ココ!!


