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平成31年度当初予算 一般会計 58億6400万円

歳入 歳出（性質別）

・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

用語の説明

分担金及び負担金
20,674
0.4％

町税
880,297
15.0％

依存財源
3,619,946
61.7％

自主財源
2,244,054
38.3％

使用料及び手数料
42,209
0.7％
財産収入
9,047
0.2％
寄附金
300,104
5.1％

繰越金
100,000
1.7％

繰入金
839,327
14.3％

諸収入
52,396
0.9％町債

286,100
4.9％

交付金等
210,061
3.6％

県支出金
422,241
7.2％

国庫支出金
471,544
8.0％

地方交付税
2,230,000
38.0％

自主依存財源別歳入構成割合 （単位：千円）

人件費
990,900
16.9％

諸支出金等
367,232
6.3％

繰出金
520,422
8.9％

災害復旧費
27,504
0.5％

義務的経費
1,989,232
33.9％

その他
887,674
15.2％

投資的経費
897,072
15.3％

扶助費
381,758
6.5％

公債費
617,274
10.5％

物件費
1,319,435
22.5％

維持補修費
53,708
0.9％

補助費等
716,179
12.2％

消費的経費
2,089,322
35.6％

普通建設
事業費
（補助）
562,748
9.6％

普通建設
事業費
（単独）
306,820
5.2％

性質別歳出構成割合 （単位：千円）

・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）

用語の説明

　町政運営の基本的な考え方は、「あなたの声が
届く町政へ」という考えを引き続き持って、町民
の声を大切にし、何事にも自分ごとと捉えて取り
組んでまいります。平成 31年度の一般会計予算
は、58億 6400 万円で前年度当初予算に比べる
と3億 7800 万円（前年比 6.9％）の増額となり
ました。

　歳入のうち自主財源額は、22億4405万4千円
（構成比 38.3％）で、前年度と比べて、４４８８万
2千円（2.0％）の増額となりました。次に依存財
源額は36億 1994万 6千円（構成比 61.7％）で、
前年度と比べて、3億 3311 万 8千円（10.1％）
の増額となりました。

　平成 30年度は、健幸づくり事業、高校生の通学
費助成・奨学金制度、学校建設準備委員会、斎場建
設事業、防災関連事業などのほか、多くの事業が目
に見えないところで着実に成果をあげております。
　平成 31年度は、産地直売所や津波避難タワーの
建設など、今まで準備してきたものが形となる予算
編成としています。

　歳出を性質別に見ると、義務的経費は 19 億
8993 万２千円（構成比 33.9％）で、前年度と比べ
て、5529 万円（2.9％）の増額となりました。投資
的経費は、8 億 9707 万 2 千円（構成比 15.3％）
で、前年度と比べて、2億 7851万 1千円（45.0％）
の増額となりました。その他経費は、29 億 7699
万 6 千円（構成比 50.8％）で、前年度と比べて、
4419万 9千円（1.5％）の増額となりました。
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「あなたの声が届く町政へ」

農林水産業の振興
産地直売所整備事業 166,504千円
産業振興拠点整備事業委託 14,631千円

地場産業の振興
地域商社事業設立・普及業務委託事業 63,000千円
住宅・店舗リフォーム等補助事業 5,000千円

企業誘致・起業促進
地域おこし協力隊活用事業 35,671千円
起業促進事業業務委託 3,500千円

観光の振興
観光客受入環境整備事業費補助事業 1,000千円
誘客宣伝事業 23,600千円
ジオサイトクルーズ推進事業 1,095千円

子ども・子育て支援の充実
子育て支援事業 10,920千円
産後ケア事業 228千円
不妊・不育症治療費助成事業 4,050千円

教育の振興
高校生通学費助成事業 6,214千円
国際教育推進事業 23,699千円
文教施設等整備に係る調査設計業務 66,000千円

防災・防犯・交通安全対策
津波防災ステーション整備事業 121,000千円
津波避難施設整備事業 241,600千円
町道柴松ヶ坂線改修事業 53,000千円
橋梁長寿命化対策事業 37,000千円

まちづくりの推進
健幸づくり事業 38,358千円

行政サービス体制の確保
共通納税システム導入事業 1,943千円
猫避妊・去勢手術費補助事業 520千円

主な事業の内訳 特別会計などの内訳

特別会計 予算額 前年度比
国民健康保険 12億5600万円 △1.4％
後期高齢者医療 2億9490万円 △2.0％
介護保険事業 15億3400万円 2.4％

企業会計 予算額 前年度比
水道事業 4億743万8千円 66.1％
温泉事業 1億3149万4千円 19.5％

一般会計の町民１人当たりの予算額
73 万 7239 円

項目 １人当たり 予算額
議会費 10,249円 81,520千円
総務費 102,422円 814,667千円
民生費 132,310円 1,052,397千円
衛生費 71,694円 570,254千円
農林水産業費 54,555円 433,931千円
商工費 57,376円 456,367千円
土木費 32,870円 261,451千円
消防費 77,438円 615,939千円
教育費 71,211円 566,411千円
公債費 77,605円 617,274千円
予備費他 49,508円 393,789千円

計 737,239円 5,864,000千円

平成 31 年１月１日現在の人口：7,954 人

※水道事業会計および温泉事業会計は、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
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チョット聞きたいがだけんど！！
　皆さんこんにちは、平成の時代もあと1ヶ月となりました。故小渕首相
が平成の額を掲げ、新元号を発表されてから丸 30年、昭和だった日が
ついこの間のような気がします。

　当時の町の人口は約 12,700 人（賀茂村・西伊豆町の計）、現在は8,000 人を割り込んでしまいました。
30年間で約 5,000 が減少したことになります。また、21年後の 2040年には3,600 人という予想もさ
れております。
　西伊豆町の主な人口減の理由は、亡くなられる方の数と、生まれる子供の数が相関せず、圧倒的に生
まれる数が少ない自然減の状態です。『広報にしいず』でも毎月お知らせをさせていただいてはおりますが、
生まれてくる子どもは1人・2人、亡くなる方は20名弱です。

　また、進学や就職を機に、町を離れる子供たちは年間で50～60人に対して、移住して来られる方たちは、
多くても年間 20人ぐらいなのではないでしょうか。
　町では、この状況を何とかしたい、V字回復はとても難しい状況ですが、少しでも緩やかにしつつ、上
向くきっかけを作りたいと思っています。

　私が町長に就任以来、町として開催する町政
懇談会は1度も開いてきませんでした。ただ、
喜楽会・地区の集まり・各種団体に呼んでいた
だき、町政についてのお話をさせていただいて
きたところでございます。そんな折に、「『広報
にしいず』は届けられるから読むけれど、町の
お知らせがいっぱいで、私たちが知りたいと思
う記事はあまりない」というご指摘をいただく
とともに、「町がこれから行う事業とか、こうし
たいってことを書けばいいじゃん！！」というご意
見をいただきました。

　言われてみれば、お知らせしなければならないという事に重きがおかれ、読む側の視点が足りなかった
ように感じています。これを機に、皆さんの読み手目線に立った編集をしつつ、『チョット聞きたいがだけ
んど！！』という新たなページを作り、私自身が皆さんの疑問や、聞きたい町の施策について、次号より掲
載していきたいと思います。

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。
問い合わせ先　まちづくり課・企画調整係　　　☎ 52-1966
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入札結果（工事関係）のお知らせ

6 月３日から受付開始
リフォーム補助事業についてお知らせします

　町内の経済活性化を図るとともに、町民の住環
境の向上を目的とし西伊豆町商工会の会員事業者
が行うリフォーム工事などに対して、新たな補助制
度を開始します。

申込みなどは、商工会が取り扱いますので、詳細
につきましては、西伊豆町商工会へお問合わせく
ださい。

観光客等受入環境整備事業

　無料公衆無線 LAN整備に対し、工事費
（税抜）の 1/2（最高 10 万円）を補助
します。
　既存の無料公衆無線 LAN設定変更に
ついては２万円を限度として補助します。
補助対象施設：宿泊施設
	 観光施設
	 飲食施設など

【お問合せ先】西伊豆町商工会℡：0558-52-0270
【受付開始日】6月３日（月）
	 午前９時から先着順で受け付けます

【受 付 場 所】西伊豆町商工会本所
【そ　の　他】
・補助対象者および施工業者が町税などを滞納して
いると補助対象となりません。
・補助金の申請は１回限りです。
・補助金の交付は、予算の範囲内で行います。

住宅・店舗等リフォーム促進事業

　10万円以上（税抜）の工事に対し、工事費の
20％（最高 20万円）を補助します。
補助対象
　住　   宅：町内に住所を有し、居住している方。
　店舗など： 町内に店舗等（小売店舗または理容

業、美容業、クリーニング業、飲食業
を営む店舗など）を所有している方。

※住宅および店舗などについては、賃貸、共同住
宅は除きます。

トイレ洋式化促進事業

　トイレ洋式化などの工事に対し、工事費（税抜）
の 1/2（最高 20万円）を補助します。
補助対象施設：宿泊施設
	 観光施設
	 飲食施設など

工事名 工事内容 施工業者 完成予定日
平成 30年度（繰越明許）
仁科小学校空調電気工事

配線・配管工N=1.0 式
動力分電盤工N=3.0 面 ㈲西伊豆電気商会 平成 31年

7月 31日

平成 30年度（繰越明許）
田子小学校空調電気工事

配線・配管工N=1.0 式
動力分電盤工N=1.0 面

キューピクル改修工N=1.0 式
㈲明和電機商会 平成 31年

7月 31日

平成 30年度（繰越明許）
賀茂小中学校空調電気工事

配線・配管工N=1.0 式
動力分電盤工N=4.0 面

キューピクル改修工N=1.0 式
㈱伊豆システム

コミュニケーション
平成 31年
7月 31日

平成 30年度（繰越明許）
仁科小学校空調機設置工事 空調機設置工　N=8.0 台 ㈱サエツ冷機工業 平成 31年

7月 31日
平成 30年度（繰越明許）
田子小学校空調機設置工事 空調機設置工　N=6.0 台 ㈲山本空調サービス 平成 31年

7月 31日
平成 30年度（繰越明許）
賀茂小中学校空調機設置工事 空調機設置工　N=12.0 台 ㈱サエツ冷機工業 平成 31年

7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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　町では、調理や買物が困難な高齢者を対象に配
食サービスを行っています。
　平成 31年４月１日の配食利用料から材料費の値
上げにより、下表のとおり配食サービスの個人負

担金額が変更となります。
　ご利用を希望される方は健康福祉課福祉係まで
お問い合わせください。

配食の種類 個人負担金
普通食（味噌汁付き） 420円→440円

カロリー塩分調整食（味噌汁無し）
590円→610円やわらか食（味噌汁無し）

低蛋白食（味噌汁無し）

平成 30 年度（月額） 平成 31 年度（月額）
特別児童扶養手当１級 51,700 円 52,200 円
特別児童扶養手当２級 34,430 円 34,770 円
障害児福祉手当 14,650 円 14,790 円
特別障害児手当 26,940 円 27,200 円
経過的福祉手当 14,650 円 14,790 円

健康福祉課福祉係から
お知らせ

問合せ ℡：0558-52-1961

特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額が改正されます

４月１日から、医療費助成事業が変わります

配食サービスの利用料金が変わります

特別児童扶養手当及び特別障害者手当等

対象 助成内容

お願い

　母子家庭等医療費助成事業および重度身体障
害者医療費助成事業に該当している０歳から18歳
（18歳を迎えた最初の３月31日）までのお子様

　母子家庭等医療費助成に該当の保護者および
18歳を超えるお子様は、６月30日までの有効期
限となっています。
　有効期限までは、現在お手持ちの受給者証を使
用して頂き、７月に更新の手続きをお願いします。

　平成31年４月１日から病院でのお支払い時に「す
くすく医療費受給者証」を提示すると、病院での
窓口負担額が０円になります。

　対象者の方には通知を送付していますのでお手
続きをお願いします。

　現在母子家庭等医療費助成事業および重度身体
障害者医療費助成事業に該当している方は、病院
の窓口で受給者証を提示、自己負担分をお支払い
していただき、後日口座に助成金の支給をさせて
いただいていました。

　そのため「すくすく医療費助成事業のように窓
口での支払いが無いように出来ないか。」との要望
が多数寄せられていました。
　平成 31年４月１日からは、助成内容が下記のよ
うに変わります。

①調理、買物が困難なひとり暮らしの高齢者など
　※65歳以上または高齢者のみの世帯
②申請者本人が自宅で配食を受け取ることがで
きる方
　※受渡し時に安否確認を行うため

配食利用ができる条件
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バス券・タクシー券・ガソリン券を交付します

福祉回数券（バス回数券）購入の助成を行います

障がいをお持ちの方へ

満 70 歳以上の方 障がいをお持ちの方へ

日時 対象地区 交付、販売場所

４月22日（月）
		9：00～ 11：30 宇久須地区 住民防災センター１階
13：00～ 16：00 安良里地区 中央公民館１階

４月23日（火）
		９：00～ 11：30 田子地区 田子出張所
13：00～ 16：00 仁科地区 保健センター１階

【障がいをお持ちの方へ交通券交付の出張予定表】

対象

対象

内容
販売場所

交付方法

申請に必要なもの

申請に必要なもの

　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、平
成 31年４月１日現在町内に住所がある方。
※施設入所中の方には交付できません。

①満 70歳以上の方（平成 31年４月１日現在）
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
①②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。　
※施設入所中の方は購入できません

バス回数券を１冊 500 円（額面 1,300 円）で販
売を行います。
※１回購入限度５冊、年間購入冊数は制限なし。

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

・下表のとおり出張交付を行いますのでお越しく
ださい。
・下記表の日程でご都合が悪い場合は、５月７日
（水）から６月28日（金）まで健康福祉課福祉
係、宇久須支所、田子出張所、安良里出張所で
受付を行いますのでお越しください。
・７月１日（月）以降は、健康福祉課福祉係のみの
受付となります。

・印鑑（認印可）
・本人確認のできる書類（健康保険証または後期
高齢者証、介護保険証など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、代理者本人の印鑑及び代理者の
本人確認できる書類を必ず持参してください。

・印鑑（認印可）
・本人確認のできる書類（健康保険証または後期
高齢者証、介護保険証など２点）
※代理で回数券を購入する方は、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。
※平成 30年度の購入資格者カードは、申請時に
本人確認できる書類を省略できますので、持参
ください。
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問合せ 窓口税務課窓口年金係　℡：52-1112

平成 31 年度固定資産の土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧が可能です

国民年金保険料について

　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。

問合せ 窓口税務課課税係　℡：52-1113

【縦覧期間】４月１日から５月８日まで
	 ※土日・祝日を除く

【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）

【持　ち　物】免許証など本人確認ができるもの。
	 ※代理人の場合は委任状が必要です。

【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

【時　　間】午前８時 15分から午後５時まで
【場　　所】役場本庁１階窓口税務課課税係
【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。

	 ・手数料は無料です。

　平成 30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、平成 31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
が発送されています。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。

固定資産課税台帳の閲覧が可能です

問合せ 窓口税務課課税係　℡：52-1113

【縦覧期間】４月１日から翌年３月31日まで　
	 ※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】役場本庁１階窓口税務課課税係
【手　数　料】縦覧期間中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。

【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】免許証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）

【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。

　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。

　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。

平成31年度の国民年金保険料
（定額保険料）は、月額16,410円です。

学生納付特例申請書（ハガキ形式）発送中



92019.4

　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。

狂犬病予防注射 ( 巡回 ) を実施します

猫の避妊・去勢手術費用を補助しています

問合せ 環境課	環境衛生係　℡：53-1408

　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。平成 31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衛生係または各支
所・出張所の窓口まで提出してください。

・町内に住所がある方
申請ができる方

・販売を目的としていない飼い猫
・町内にいる野良猫（10	匹まで）

補助の対象となる猫

・獣医師が手術を行うこと
・野良猫には手術をした印として耳カットを
行うこと

補助を受けるための条件・手術にかかった費用の２分の１以内
上限：メスは１匹 10,000	円まで

オスは１匹 6,000	円まで
※ 1,000	未満の端数は切捨て

補助金額

持ち物
狂犬病予防注射通知書
※３月下旬に送付します。
愛犬手帳、手数料（下記のとおり）

※当日はおつりのないようお願いします。
※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。
※飼い主の死亡、所有者の変更、転出など
が生じた場合は、環境衛生係までご連絡
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。

実施
年月日 時 間 場 所

4月25日
(木)

9:50 ～ 9:55 宮ケ原公民館前
10:05～ 10:10 大城集会所前
10:25～ 10:35 祢宜ノ畑公民館前
10:45～ 10:50 白川公民館前
11:00～ 11:10 一色公民館前
11:15～ 11:25 堀坂集荷所前
11:35～ 11:50 中区公民館前
13:20～ 13:30 築地コミュニティ防災センター前
13:45～ 13:55 大浜コミュニティ防災センター前
14:05～ 14:45 西伊豆町役場本庁駐車場

4月26日
(金)

9:20	～ 9	:45 沢田コミュニティ防災センター前
10:05～ 10:25 田子公民館前
10:35～ 11:05 旧田子中学校駐車場
11:20～ 12:00 安良里中央公民館前
13:30～ 13:50 入谷集会場前（宇久須神社前）
14:00～ 14:40 住民防災センター駐車場

新規登録の犬 6,400 円
犬の登録手数料	 3,000 円
狂犬病予防注射料	 2,850 円
狂犬病予防注射済交付手数料	 550 円

登録済みの犬 3,400 円
狂犬病予防注射料	 2,850 円
狂犬病予防注射済交付手数料	 550 円
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異 業種交流会
　３月 19日、保健センターで第３回異業種交流会が
開催され、町内の様々な業種の若者 18人が参加しま
した。
　初めに堤農園４代目堤

つつみ
圭
けいすけ
祐さんによる講演「元シ

ステムエンジニアがわさび農家に転職して」、「本わさ
びを自分で擦って作るわさび丼づくり」が行われまし
た。続いて「西伊豆町の映える観光」をテーマにワー
クショップが行われ、参加者は和気あいあいとした雰
囲気の中、西伊豆町のこれからの観光について意見を
出し合いました。

▲大学生が作った展示物。どれも細かいところまで作
られていて、読みごたえがありました。

▲ステージイベントとして行われた「大食い競走」
大学生と西伊豆町民が参加し、大盛り上がりと
なりました。

▲交流を図る大学生と町民の方たち

ク ールタウンフェス 2019 開催
　２月 23日、旧田子中学校体育館で IVUSA( 国際ボ
ランティア学生協会）の学生約 100 人による、クー
ルタウンフェス 2019 が開催されました。学生たち
は「自然と共存する町～クールタウン西伊豆～」とい
う事業で健康と環境というテーマを柱として、町全体
のブランドを確立させていくことを目指しています。
　このイベントには近隣住民が参加し、学生や食部会
の皆さんが作った肉巻きヤーコンやヤーコンクッキー
などのヤーコン料理が振る舞われました。
　また、体育館のステージではダンスやクイズ大会な
どの様々な催し物が行われ、参加者はフェスを満喫し
ていました。

まちのできごと～ Town News ～
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笑 顔でお別れ
　町内の幼稚園、認定こども園、小中学校で卒業（園）
式が行われ賀茂幼稚園５人、伊豆海認定こども園 11	
人、仁科認定こども園 19人、賀茂小学校９人、田子
小学校９人、仁科小学校 21 人、賀茂中学校 20 人、
仁科中学校 39	人が卒業（園）しました。
　３月 14日に行われた賀茂幼稚園卒園式では、名前
を呼ばれた園児たちが大きな声で返事をすると、幼稚
園で頑張ったことや、できるようになったことを発表
し、卒園証書を貰いました。
　また、思い出のステージとして、卒園児による劇が
行われ、園児たちの名演技に来場者からたくさんの拍
手が贈られました。

▲写真を見て、30年前を懐かしむ来場者。

あ らりのれきし
　３月 17日、安良里中央公民館でふるさと安良里再
発見としてイベントが行われました。
　公民館前の広場で来場者には地域の方によるわたあ
め、わさび味噌ごはん、カルメ焼き、豚汁が振る舞わ
れました。
　また、公民館内では 30年前の弁財天御開帳の写真
など懐かしい写真が部屋中に掲載され、来場者は思い
出話に花を咲かせていました

ラ ジオ体操シンポジウム開催
　３月 17日、健康増進センターでラジオ体操シンポ
ジウムが開催されました。講師にはNHKテレビ・ラ
ジオ体操指導者として活躍する多

た ご
湖肇

はじめ
さんにお越しい

ただき、子どもから高齢者まで 150 人以上の方が参
加しました。
　初めに「ラジオ体操の効果」として、多湖さんによ
る基調講演や、町民と多湖さんによる討論会「わたし
たち、ラジオ体操でつながった」が行われ、参加者は
真剣に聞き入っていました。
　最後にはみんなでラジオ体操を行い、会場がひとつ
になることができました。

Nishiizu Topics
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５月 19日（日）　町民ハイキング 24日（金）　春の軽スポーツ教室　※計２回
６月 		８日(土)　西伊豆町子ども会球技大会 下　　旬　賀茂郡子ども会球技大会

７月
		６日（土）　子ども教室（計7回） 29日（月）　わんぱくクラブサマーキャンプ		７日（日）　スポーツフェスティバル
13日（土）　黄金崎海洋クラブ（計６回） 下　　旬　あゆの友釣り教室

９月 		８日（日）　地区対抗バレーボール大会

10月 		４日（日）　秋の軽スポーツ教室（計2回） 20日（日）　福祉大会および文化講演会13日（日）　町民ハイキング
11月 16日（土）　青少年の意見・体験発表大会 30日（土）　第20回しずおか市町対抗駅伝競走大会
12月 		８日（日）　第13回夕陽の郷マラソン大会
１月 12日（日）　成人式

登録審査日 鉄砲審査 審査会場

東部 　５月14日（火） 〇 静岡県東部総合庁舎　別館４階第３会議室
12月　３日（火） 沼津市高島本町１－３

　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ありがとうございます。
さて、今年度の主な事業を下記のとおりご案内します。小さいお子さん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。より多くの皆様のご参加とご協力をお願いします。

お問合せ：連絡先静岡県教育委員会文化財保護課　℡ 054-221-3158（直通）

※受付は午前 9	時 30	分から午前 11	時 30	分までですので、時間内に御来場願います。
※審査は午後までかかる場合があります。
※銃砲が登録できるのは、上の表の銃砲審査欄に○印がある審査会のみです。
※会場会議室は、当日の事情により変更することがあります。当日は現地で確認してください。

※上記の予定は変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
　なお、参加募集や日程等の詳細は「広報にしいず」や回覧等で随時お知らせします。

社会教育事業　平成31年度の予定

　「こどもの読書週間」は、子どもたちにもっと本を！の願いから1959年
（昭和 34年）に始まりました。もともとは5月 5日の「こどもの日」を
中心とした２週間でしたが、「子どもの読書年」である2000 年より現在
の 4月 23日 ( 世界本の日・子ども読書の日 )～ 5月 12日に期間を延
長をしました。
　子どもの成長過程において、身近で本にふれ読書の楽しさを知ることは
とても大切なことです。子どもに読書を薦めるだけでなく、大人にとって
も子どもの読書の大切さをあらためて考える好機です。ぜひ一緒に大人
も子どももたくさんの本を読んでみましょう。

「ドは読書のド♪」

４月23日～５月12日は第61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

平成31年度銃砲刀剣類登録審査会開催日案内　静岡県教育委員会
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日　時：4月 21	日（日）
　　　　午後２時～午後３時まで
内　容：おはなし、ワークショップ
　　　　「手品、しんごう何色？」
場　所：西伊豆町立図書館（安良里中央公民館）
主　催：子ども読書アドバイザー
参加費無料、予約不要です。お気軽にご参加ください。

みんな、おいでよ！

４月のおはなし会

♪新しく入りました♪

新着図書

【休館日】毎週月曜日　　【利用時間】午前８時 30 分から午後５時まで

※土日祝祭日は、正午から午後１時までは休館

［ＤＶＤ］
★ワンダー君は太陽
★神様メール

［ＣＤ］
★ＰＯＰ　ＶＩＲＵＳ／　星野　源
★THANX!!!NEO	BEAST	OF	DA	PUMP/DA	PUMP
★ LIFE	IS	GOING	ON	AND		ON/MISIA

［紙芝居］
★いちばんはだれのしっぽ？／かとう　じゅんこ
★ちがうでしょ／とくだ　ゆきひさ

｜一｜般｜書｜
『宝島』　（直木賞）　真藤　順丈
『ニムロッド』　（芥川賞）　上田　岳弘
『1Ｒ 1分 34秒』　（芥川賞）　町屋　良平
『とまり木』　周防　柳
『歌舞伎町ゲノム』　誉田　哲也
『ＤＲＹ』　原田　ひ香
『海より深く』　矢口　敦子
『生きてさえいれば』　小坂　流加
『聖者が街にやって来た』　宇佐美　まこと
『室町無頼　上・下』　垣根　涼介
『悪玉伝』　朝井　まかて
『マンスフィールド・パーク』　ジェイン・オースティン
『メモの魔力』　前田　裕二
『仕事と心の流儀』　丹羽　宇一郎
『嘉納治五郎』　真田　久
『金栗四三の生涯』　江澤　隆志
『十二人の死にたい子どもたち』　冲方　丁
『医者の本音』　中山　祐次郎
『一切なりゆき』　樹木　希林
『おとなのための 1分音読』　山口　謠司

｜児｜童｜書｜
『ぼくのたび』　みやこし　あきこ
『いちご』　しんぐう　すすむ
『つないだてとて』すとう　あさえ
『めろんさんがね・・』とよた　かずひこ
『えらいこっちゃのいちねんせい』　かさい　まり
『ハンナとシュガー』　ケイト・ベアビー
『はじまりのはな』　マイケル・Ｊ・ローゼン
『カンガルーがんばる！』　さがわ　よしえ
『よわむしトトといのちの石』　きさらぎ　かずさ
『なんげえはなしっこしかへがな』　きたしょうすけ
『わんぱくだんのおにわのようせいたち』
　　　　　　　　　　　　　　　　ゆき	ゆみこ
『スズメのくらし』　ひらの　のぶあき
『泣けるいきもの図鑑』　いまいずみ　ただあき
『どうぶつ四字熟語えほん』　いしい　きよたか
『おいしく食べよう！ヨーグルト』　まつうら　まどか

各地で花の便りが聞かれる頃となりました。
お元気でお過ごしでしょうか。
今月は『春』をテーマに本を特集します。

♪おすすめの本　ピックアップ♪

宝島　　第 160回直木賞　著：真藤　順丈
　英雄を失った島に、新たな魂が立ち上がる。固い絆
で結ばれた幼馴染み、グスク、レイ、ヤマコ。彼らは
警官になり、教師になり、テロリストになり、同じ夢
に向かった。青春と革命の一大叙事詩。

えらいこっちゃのいちねんせい　著：かさい　まり
　小学校って［えらいこっちゃ］がいっぱい！やるこ
とも時間も決まっていたり、学校内で迷子になったり
…。初めて小学校に行く子どものがんばりを描いた絵
本。

★図書館にある本は皆の本です。
　大切に読みましょう！
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『健幸マイレージ事業』始まります。
　自分にあった健康づくりをしてポイントを貯めると、特典が受けられます。
みなさんがポイントを貯めていくことで、健やかで幸せに過ごすことができる町づくりを目指します。
　４月１５日の回覧で「健幸マイレージ用紙」が各世帯に配布されます。楽しみながら、お気軽に参加して
ください。
　家族で実施したい方などで用紙が欲しい方は、支所・出張所・健康福祉課などに用意してあります。

【参加対象】２０歳以上の西伊豆町民
【スタート】チャレンジしたいと思った日からいつでもスタートできます。

みなさんの健康づくりを応援するポイント制度です。

・毎日のリズムが整えられた。
・朝、定時に起きて食事をして体操
に来る規則正しい生活が送れた。
・１年間風邪をひかなかった。

ラジオ体操参加者の声
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健康福祉課健康係

ポイントを貯める方法

① 健康ポイント
・日常生活の中で、運動、栄養、口腔衛生、社会貢献等で健康づくりを実施して、ポイントを貯める。
・ポイントは１日２ポイントまで貯められる。
② ボーナスポイント
・介護予防教室・運動教室・健康づくり教室等への参加等で、ボーナスポイントがもらえる。
・ボーナスポイントがもらえる事業には、通知や案内文にボーナスポイントが付与されることを記載します。
③ ポイントシートには、健康ポイントとボーナスポイントを入れましょう。

ポイントが貯まると特典が贈呈されます

《シートを支所・出張所・健康福祉課に持っていくと、特典がもらえます》
① 入門編ポイントシート
　県の「ふじのくに健康いきいきカード」と粗品を贈呈
② 入門編からステップアップして、別冊のポイントシートに参加するとお得な特典がもらえます。
　ポイントシートを貯めて粗品と交換、又はシート提出で抽選会に参加など色々な特典があります。
　（詳しいことは、入門編の提出時に確認してください）

高井	優
ゆ り あ
莉杏ちゃん

（築地）

ポイントシートの流れ

　40ポイント貯まっ
たらポイントシート
を健康福祉課、支
所、出張所のいずれ
かに提出する

シートを
提出する

　「ふじのくに健康
いきいきカード」と
西伊豆町からの特典
をゲット！

お得な特典を
ゲット

　入門編からステッ
プアップ !
　ポイントを貯めて
「お得」と「健幸」
をゲット

継続して
更にお得

　健幸マイレージ入
門編で健康づくりに
取り組みながら健康
ポイントを貯める

ポイントを
貯める

あつま
れ！

むし歯なしの
おともだち

～３歳児健診でむし歯なしのお友達～
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情報コーナー

　「ふれあい看護体験」は、一般
市民のみなさんに、看護職やその
仕事について理解を深めてもらう
イベントです。病院、老人保健施
設がそれぞれ趣向を凝らしたプロ
グラムを用意し、看護職を目指す
中・高校生をはじめ、様々な年代
の人たちを迎え、実施します。
【対象】一般市民
【応募方法】郵便往復ハガキへ下
記事項を記入の上、希望施設の「ふ
れあい看護体験係」へ直接申込み
ください。
<送信裏面 >①ご希望施設名、
ご希望日②住所③氏名（ふりがな）
④年齢⑤性別⑥職業⑦電話番号
⑧洋服サイズ⑨応募の理由
⑩「ふれあい看護体験」を何で知っ
たか
<返信裏面>①申込者の住所
　　　　　　	②氏名
【応募締切】
４月 19日（金）必着
※ご希望施設詳細は、
　静岡県看護協会ホームページ
　(https://www.shizuoka-na.jp/)

　年金を受けている方の所在が１
か月以上明らかでないときは、そ
の世帯の世帯員の方は所在不明に
ついての届出を速やかに年金事務
所に行う必要があります。
　お届けいただいた後、受給者ご
本人の健在を確認し、所在が不明
な場合は年金の支払いが一時止ま
ります。
　年金の支払いが止まっている方
の所在が明らかになったときは、
年金のお受け取りを再開するため
の手続きが必要になりますので、
年金事務所までご連絡をお願いし
ます。

　労働基準監督官は、労働者の賃
金や労働時間、安全衛生などの労
働条件の確保・改善を任務とする
厚生労働省の職員で、人事院が行
う「労働基準監督官採用試験」の
合格者から採用されます。
【試験日】
第１次試験：６月９日（日）
第２次試験：７月 16日（火）
から 18日（木）まで
【受験資格】
① 1989 年４月２日から 1998
年４月１日生まれの方
② 1998 年４月２日以降生まれ
の方で、大学を卒業した方および
2020 年３月までに大学を卒業す
る見込みの方
【試験区分】
・労働基準監督官A（法文系）
・労働基準監督官 B（理工系）
【試験の程度】大学卒業程度
【受付期間】
４月 10日（水）までにインター
ネットでお申込み。
インターネット
（http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html)

　４月 23日は改元に伴うシステ
ム改修のため、全国のコンビニで
の証明書交付サービスの利用がで
きませんのでご注意ください。

【日時】原則第３木曜日
午前９時から正午まで
午後・夜間検査
午後１時 30分から午後３時まで
午後５時 30分から午後７時まで
【検査項目】
① B型肝炎検査②C型肝炎検査
③HIV 検査④梅毒検査
⑤HTLV－１検査（11月のみ）

【会場】
下田総合庁舎別館１階相談室
【その他】
・電話予約が必要です。
※検査前日の午後４時まで
・検査は無料、匿名です。
・相談は随時受け付けています。

■年金を受けている方が
　所在不明になったときは

お届けが必要です

	ねんきんダイヤル
TEL：0570-05-1165

	 三島年金事務所
TEL：055-973-1728

■「ふれあい看護体験」
　参加者募集
	静岡県ナースセンター

TEL：054-202-1761

■証明書のコンビニ交付
　サービス停止日のお知らせ
	役場窓口税務課

	 窓口年金係
TEL：0558-52-1112

■平成 31 年度肝炎ウイルス検査、HIV 検査などについて
	賀茂保健所　地域医療課　TEL：0558-24-2052

	 松崎保健支援室　TEL：0558-42-0262（相談のみ）

■労働基準監督官採用試験
	静岡労働局総務部

	 総務課人事係
TEL：054-254-6326
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消費生活情報知って
おこう

下田警察署管内防犯協会　TEL：27-2766

消 費 者 ホ ッ ト ラ イ ン
賀茂広域消費生活センター
役 場 ま ち づ く り 課
下 田 警 察 署

【問合せ・相談先】
TEL：188
TEL：24-2299
TEL：52-1966
TEL：27-0110

　思いはひとつ正義を貫く
　　　　静岡を守る一員になる。
【警察官A】
資格：大学卒業もしくは、
　　　大学卒業見込みの人
受付期間：４月 12日（金）まで
第１次試験日：５月 12日（日）
※詳細は、下田警察署またはお近
くの交番、駐在所へお問合せく
ださい。
※そのほかのお問合せ先、
フリーダイヤル0120-489-276
静岡県警察ホームページ
「採用情報」をご覧ください。

Information

【試験日】
第１次試験：６月 16日（日）
第２次試験：７月 17日（水）か
ら８月２日（金）まで
【受験資格】
① 1989 年４月２日～ 1998 年
４月１日生まれの方
② 1998 年４月２日以降生まれ
の方で、大学を卒業した方およ
び 2020 年３月までに大学を
卒業する見込みの方

【受付期間】
４月５日（金）午前９時から 17
日（水）までに受付けた方。
※インターネット
　（https://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html)

　役場では４月に広報にしいずを
綴るファイルを各戸配布しまし
た。
　今後、ファイルが必要な方はま
ちづくり課、支所、出張所に置い
てありますのでご利用ください。

■国家公務員採用一般職
　試験（大卒程度試験）
	人事院中部事務局

TEL：052-961-6838

■広報にしいず綴りの配布
について
	役場まちづくり課

TEL：0558-52-1966

■静岡県警察官募集
	下田警察署

TEL：0558-27-0110

震災に便乗した義援金詐欺に注意！

　被災者支援の募金を募って、金銭をだまし取る詐欺が増えています。
　日本赤十字社や、役場などの公的機関をかたるケースも見られます。
　全てが義援金詐欺とは限りませんが、個別に募金を求められた場合などは
注意が必要です。
　少しでも不審に感じた場合は、最寄りの警察か賀茂広域消費生活センター
（℡：0558-24-2299）にご相談ください。
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人の動き （　）内は前月比

人　　　口 7,915人（△19） 田 子 地 区 2,076人（△８）

世　帯　数 3,787件（△２） 仁 科 地 区 3,333人（△８）

男 3,769人（△９） 宇久須地区 1,434人（△５）

女 4,146人（△10） 安良里地区 1,072人（+２）

３月１日現在

夕陽鑑賞はいかがですか。

（暫定値）

西伊豆町の交通事故件数

夕 陽 時 刻 表
の月４

※	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 ２ ２ ３ -１

死者 ０ ０ ０ ±０

傷者 ２ ２ ４ -２

物損
事故 ６ ６ ６ ±０

1日～10日 18:06～18:13

11日～20日 18:13～18:21

21日～30日 18:21～18:29

２月 15日～３	月 14日の届出

受 日付 記

固 定 資 産 税  1 期
納期限は 5 月 7 日（火）です

お忘れなく （４月分）

♥♥♥♥おしあわせに（結婚）♥♥♥♥
夫 妻

地区 氏名 地区 氏名
仁科浜 梅田　朋美 沼津市 内田　綾乃

◎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。

●●●●●お誕生おめでとう●●●●●
地区 氏　名 性別 保護者
中 地

じびき
引　流

りゅうせい
星 男 伸嘉

川向 花
はなだ
田　律

りつ
男 裕貴

宇久須浜 小
こいずみ
泉　梛

なぎさ
紗 女 美貴

――――おくやみ申し上げます――――
地区 氏　名 年齢 世帯主
仁科浜 小川　静雄 93 静雄

築地 鈴木　久子 84 久子

一色 稲葉　さつき 93 さつき

川向 森　格一 88 格一

大田子 籘井　しづ子 95 しづ子

大田子 土屋　長太郎 67 長太郎

道東 山本　嘉道 79 嘉道

大久須 石井　千里 96 千里

中島 鈴木　猛 81 猛

浜川西 下川　賢一 88 賢一

神田 山地　三久 71 厚治

宇久須浜 鈴木　郁夫 88 郁夫

宇久須浜 居山　靖明 60 靖明

大久須 山本　與作 103 勉

　「第 14 回夕陽のまち
ふるさとフォトコンテ
スト」が開催されまし
た。夕陽部門でグラン
プリ（	作品名：Sunset	
from	the	cave)	を受賞
した佐藤信吾さんにお
話しを伺いました。
　カメラを始めて５年
ほどという佐藤さんは
普段から、３人のお子
さんの写真を撮ってい
るそうです。良い写真
をとるコツは奥様が笑
顔を引き出している隙に、佐藤さんがシャッターを切ることだそ
うです。
　今回の夕陽部門グランプリ受賞の感想を聞くと「これからもカ
メラを通して、西伊豆町のいい景色を発見していきたい。」と話
してくれました。

佐藤　信吾さん（大浜）
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行ったことのない場所に足を運んだりと、初
めて尽くしの１年間でした。昨年度学んだこ
とを少しでも生かせるように頑張っていきた
いと思います。

月 お知らせカレンダー2019

編

記

集

後
ま

４
４/16（火）

４/17（水）

４/18（木）

４/19（金）

４/20（土）10:00　介護保険事業説明会（田子公民館）

４/21（日）

４/22（月）

４/23（火）証明書のコンビニ交付サービス停止日

４/24（水）

４/25（木）

４/26（金）

４/27（土）

４/28（日）

４/29（月）昭和の日

４/30（火）

4/ １ （月）

４/ ２（火）

４/ ３（水）

４/ ４（木）19:00　消防団入退団式（健康増進センター）

４/ ５（金）

４/ ６（土）

４/ ７（日）

４/ ８（月）

４/ ９（火）

４/10（水）

４/11（木）

４/12（金）

４/13（土）

４/14（日）

４/15（月）	

April

広報にしいず４月号です。みなさんこんにち
は。
　広報担当になり１年が経ちます。本当にこ
の１年はあっという間でした。
初めて一眼レフで写真を撮ったり、町内でも

【４月の救急当番医 西伊豆地区】

※救急当番医の確認等は、もう一度消防署（☎ 52-0119）、または当番医にお問い合せください。
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
6 

（土）
田子診療所
（53-1555）

21
（日）

西伊豆健育会病院
（52-2366）

7
（日）

西伊豆健育会病院
（52-2366）

27
（土）

西伊豆健育会病院
（52-2366）

13
（土） 西伊豆健育会病院

（52-2366）

28
（日）

西伊豆健育会病院
（52-2366）

14
（日）

29
（月・祝）

西伊豆健育会病院
（52-2366）

20
（土）

西伊豆健育会病院
（52-2366）

30
（火・休）

西伊豆健育会病院
（52-2366）



　毎年、ぼたんの見ごろ時期に合わせて開催される
ぼたんの花まつり。会場となる歌舞伎文化公園内に
は、約 100 種類約 2,000 本のぼたんが植えられて
おり、色とりどりの花を咲かせます。庭園一面にぼ
たんが咲き誇る、その美しさは圧巻です。園内を歩
きながらゆっくりご鑑賞下さい。
　まつり当日は、三珠歌舞伎太鼓の演奏や町伝統芸
能披露をはじめとするステージイベントや、地元農作
物・特産品の販売、各種模擬店やフリーマーケットな
どをお楽しみいただけます。

　また、和服で参加いただいた方には記念品を用意
しています。西伊豆町の皆さんのご来場お待ちして
います。
　例年、西伊豆町観光協会・西伊豆町役場観光商工
課・宝市場の方々にも、出店いただいております。
ぜひ会場で市川三郷の春を感じてくださいね。

印　刷：ナポー㈱
発行日：平成31年 4月 1日にしいず

広 報
編集・発行

　西伊豆町役場　まちづくり課
〒 410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 401-1
TEL：0558 ー 52 ー 1966
URL：http://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/
E-mail：kikaku@town.nishiizu.shizuoka.jp

姉妹町から
第 22 回ぼたんの花まつり

市川三郷町ふるさと春まつり	
第 22 回ぼたんの花まつり

【日　　時】平成 31年４月20日（土）
	 午前９時 30分から午後４時
	 ※雨天決行・荒天時中止

【場　　所】歌舞伎文化公園（市川三郷町上野 3158）
【問合わせ】市川三郷町商工観光課観光係　
	 ℡：055-240-4157
	 詳しくは市川三郷町HPをご覧下さい

「富士見の日フォトコンテスト」入賞作品決まる
　2

ふ
月 2

じみ
3日の「富士見の日」に合わせて、「第 6回富士見の日フォトコンテスト」が

富士見町観光協会の主催で開催されました。

　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42人、計 149点の応募があり、
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。寄せられた作品は町役場ロビーに
展示し、多くの方に投票をしてもらいました。
　入賞作品は町のホームページでご覧いただけます。
富士見町の様々な絶景をお楽しみください。

▲最優秀賞「黎
れいめい
明」

問合わせ　産業課商工観光係　℡：62-9342　
　　　　　富士見町観光協会　℡：62-5757	
　　　　　URL：http://www.town.fujimi.lg.jp/


