Letʼs Enjoy
Cycling♪

伊豆市民は 1 時間 250 円

レンタサイクルで

スペース
も
フェ
カ

ャワー
完

！

発行

ご利用対象／中学生以上
ご利用時間／ 9 時〜 17 時

いずベロスタッフ
おすすめの紅葉スポット

2

ご利用方法／電話にて予約または、
サイクルステーションにて利用受付

0

自転車を
用
台の
意

伊豆市

（法人番号：３００００２０222224）

シ
レンタル料金（市民）／
室・
衣
○１時間 250 円
○４時間まで 500 円
○1 日 1,000 円

備

紅葉を楽しもう！

いずベロでは
電動アシスト付き自転車の
レンタルを行なっています！
更

いずベロ

■
予約・問合せ
izu véloサイクルステーション修善寺駅前
☎0558（72）0111

11 月 19 日（日）修善寺駅西口で
いろいろな自転車を展示

企画・編集 〒410-2413 静岡県伊豆市小立野38-2
伊豆市役所総合政策部秘書室 ☎0558
（72）
1187
ホームページ http://www.city.izu.shizuoka.jp

11月19日(日)９時〜１４時まで修善
寺西口広場で開催する
『修善寺駅い
〜ずらフェスタ』にておもしろ自転
車、話題のタンデム自転車の展示を
します！ぜひ見に来てください！

ジオサイトと滝のせせらぎ

タンデム自転車とは？
2人以上が前後同時に乗ることの
できる自転車です。

大平 旭滝
会員募集中！いずベロファンクラブ

見頃 12 月上旬〜中旬 走行距離 約 4km
想定所要時間 30 分
修善寺駅を出発して鮎見橋を通っていくルートが
おすすめ！電動アシスト付き自転車なら坂道でも
スイスイ走れちゃいます！コースの詳細はスタッ
フが説明します。

12月のピックアップイベント
編集 〒410-2407 静岡県伊豆市柏久保1304
㈱FM IS ☎0558
（74）
0872

◯ 幸福地蔵供養祭およびお焚き上げ式 初旬ごろ

電動アシスト自転車で交流をはかり、健康でハッピーな生
活に役立てることを目的とするクラブです！会員になると
レンタル料金が安くなる特典もあります。
主な活動／サイクリング、自転車愛好会との協働イベント
会費／年会費 1,000 円 ( 個人会員 )
※詳細はいずベロへお問い合わせください。

★観光情報について：伊豆市観光案内所（修善寺駅構内） ☎0558（99）9501

■
問合せ 土肥温泉旅館協同組合

☎０５５８
（98）0523

22日
（金）

■
問合せ 伊豆市観光協会修善寺支部

☎０５５８
（72）2501

23日
（土・祝）

■
問合せ 日本サイクルスポーツセンター

☎０５５８
（79）0001

23日
（土・祝）

■
問合せ 大見の郷『季多楽』

☎０５５８
（83）2636

■
問合せ 土肥温泉旅館協同組合

☎０５５８
（98）0523

（土肥恋人岬）

○ 星まつり
（修禅寺 奥の院）

◯ 伊豆サンタマラソン
（日本サイクルスポーツセンター）

◯ 季多楽地産地消フェア
（大見の郷『季多楽』）

（日）
◯ 恋人たちのクリスマスイベント 24日
（土肥恋人岬）

東京 2020 大会開催日程
広報伊豆は、
古紙パルプ配合の再生紙を使用しています。

ーオリンピックー平成 32 年 (2020 年）7 月 24 日（金）〜 8 月 9 日（日）
◯トラック・レース…平成 32 年（2020 年）7 月 30 日（木）〜 8 月 4 日（火）
◯マウンテンバイク…平成 32 年（2020 年）8 月 8 日（土）〜 9 日（日）
ーパラリンピックー平成 32 年（2020 年）8 月 25 日（火）〜 9 月 6 日（日）
◯トラック・レース…平成 32 年（2020 年）8 月 27 日（木）〜 30 日（日）
※招致段階でのスケジュールのため、今後競技開催日程が変更する可能性もあります。

伊豆市は、東京 2020 大会自転車競技（トラック・レース／マウンテンバイク）の開催地です。
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有害鳥獣の被害を減らすには

痩せていきます︒
土壌が痩せること

ばについてもらってとにかく一緒に多

も︑若い人にはベテランの狩猟者のそ

山の環境の改善から！
今回は伊豆市有害鳥獣捕獲隊の
で︑土砂災害などの被害も起こりや

すずき ちゅうじ

隊長の鈴木忠治さんにお話を伺い

くの経験を積んでもらい︑
伝えられる
ものはできる限り伝えていきたいで

すが︑とにかくシカやイノシシが食

捕獲隊の活動で数を減らしていま

れました︒
私自身は︑ 年間狩猟にか

シカ問屋﹄ができる少し前に結成さ

豆市独自の捕獲隊を作ろうと︑
﹃イズ

の被害が非常に多く︑対策として伊

シカやイノシシによる農林水産業へ

鳥獣捕獲隊として活動しています︒

カやイノシシを捕獲する伊豆市有害

伊豆市で︑わなや鉄砲を使ってシ

け入れも進んでいます︒
狩猟の面で

らず受け入れられなかった個体の受

以前までは状態が条件を満たしてお

入れられるわけではありませんが︑

け入れてくれています︒
全てが受け

捕獲した個体は﹃イズシカ問屋﹄が受

入ってくる人材も不足しています︒

く な っ て い ま す︒新 し く 捕 獲 隊 に

で︑険しい場所での作業は年々厳し

獲隊員の年齢も高くなっているの

業なので滑落の危険もあります︒
捕

上︑危険はつきものですし︑山での作

はとても大変です︒
また︑銃を扱う以

捕獲した個体を山から降ろす作業

せん︒
山を豊かにすることで︑鳥獣被

む環境を整えてあげなくてはなりま

るなど︑人里に降りてこなくても済

たるようにして餌になる植物を育て

葉樹を増やすことや︑
山に日の光が当

針葉樹が多い山ではなく広葉樹や落

物が住める環境にするためには︑今の

根 本 的 な解 決にはなり ません︒生 き

やイノシシを捕獲していくだけでは︑

方が良いと思っています︒
ただ︑シカ

でとは違う枠組みを組織していった

することで生活できるような︑今ま

どんどん人が減ってしまうので︑活動

アで構成されています︒
このままでは

を趣味としている人や︑半ボランティ

す︒
また︑今の猟友会や捕獲隊は狩猟

べる物が山から無くなっていること

も︑活動しやすいように法整備が進

害だけでなく︑土砂崩れや土壌の枯

●どんな活動をしていますか？

が理由で︑人里に降りてきてしまい︑

んではいますが︑まだまだ追いつか

●有害鳥獣被害の現状は？

かわっています︒

作物を食べてしまったり︑車と接触

渇などの被害も防ぐことができるん

要性を感じています︒

はなく︑協力して環境を改善する必

動と鳥獣対策をバラバラにするので

で す︒植 樹 などの山 を豊 かにする活

ず︑
課題は山積みです︒

●捕獲現場の状況は？

すくなるので心配です︒

鈴木 忠治さん

ました︒

すずき ちゅうじ

事故を起こしてしまったり︑人の目
につく被害が増えているのが現状で

捕獲隊の活動をできる限り続けて

●今後の活動は？

いるわずかな植物もシカが食べ尽く

いきます︒
次の世代につなげるために

す︒
また︑山に餌がなく︑山に生えて
してしまうと︑山の土壌がどんどん
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捕獲現場へ向かうため険しい山道を歩く
（写真④）
、
シカの被害を受けたイヌツゲ。
シカが皮を剥いで食べてしまう
（写真⑤）
。

☎ 0558
（72）
9893

42

⑤

銃を構える伊豆市有害鳥獣捕獲隊のメンバー
（写真①）
、
猟に使用する銃はしっかりと手入れがされている
（写真②）
、
富士宮で射撃訓練を受けている様子（写真③）、

■
問合せ
農林水産課

銃を扱う責任の重さ、山道の危険を乗り越えて

11 月１日（水）から
狩猟が始まります！

詳細は P.17 のお知らせをご覧ください。

伊豆市有害鳥獣捕獲隊

１

伊豆の景色・名所を
台湾の人たちが満喫！
２

目標は高齢者が
いつまでも元気な社会

いきいき長寿のまちづくり講演会

３

自転車のまちを目指し
協議会が発足

伊豆市自転車まちづくり協議会
日
︵金︶
︑市役所別館で︑本年度新た

う！いきいき長寿のまちづくり講演会﹄が行な

の 初 め て の 会 合 が 行 な わ れ ま し た︒本 年 度

に発足した伊豆市自転車まちづくり協議会

９月

われました︒
医療経済研究機構の研究部研究員

９月 日︵日︶
︑生きいきプラザで﹃はじめよ

が伊豆市内を訪れました︒
サイクリングエリ
は︑サイクリングモデルコースの設定を主軸

はっとりしんじ

み慣れた地域でいつまでも元気に暮らすため
に﹄をテーマにした基調講演とパネルディス

６

伊豆市の健康づくりの
活動が全国で表彰！
回全国食生活改善推進協議会大会

づくり食生活推進協議会﹄の代表者が市長を

第

取り組んでいきます︒

と連携した情報発信など︑さまざまなことに

指すブランド・メッセージの策定︑メディア

に︑自転車の受け入れ態勢充実︑伊豆市が目

兼研究総務部次長の服部真治さんを招き︑
﹃住

タッフらがツアーに自転車で同行しながら
カッションを行ない︑高齢者の社会参加や地域

今年も開催！
﹃伊豆いち！﹄

における生活支援などについて考えました︒

５
伊豆半島一周サイクリング

日︵月︶︑伊豆市役所で﹃伊豆市健康

クリング
﹃伊豆いち！﹄
が
︵公財︶
ＪＫＡの補助を

表敬訪問し︑全国組織︑日本食生活協会におい

月

︵日本ペンクラブ・伊豆市・河津町共催︶
の伊豆﹄

受け︑
開催されました︒
雨にもかかわらず１２０

て一番名誉ある﹃南・賀屋賞﹄受賞を報告しま

かや

が開催されました︒
このイベントは人形を使っ

人が出走︑１０９人が完走しました︒
２日間で約

した︒この賞は︑同協議会の長年にわたる食生

みなみ

た映像ライブ︑俳優の樹木希林さんによる朗

２００ の長い行程でしたが︑通過する各市町

きき きりん

読︑
作家の浅田次郎さんらと地元旅館関係者の

ひよしゆうこ

活 改 善 活 動 の 功 績 が 認 め ら れ た も の で す︒会

▲健康づくり活動に尽力した協議会の皆さんと菊地市長

音楽ライブで締めくくられ︑
川端康成の魅力を
語り尽くしたイベントとなりました︒

▲イベントの最後に壇上に並ぶ出演者

km

︵ ︶
水分や食べ物を補給できるようコースの途中に設けた施設︒
※

▲元気いっぱい！完走目指して頑張ります！

あさだじろう

座談会のほか︑
最後は川端康成をイメージした

長の日吉祐子さんは市長に受賞の喜びやこれ

月 日
︵土︶
・ 日
︵日︶
︑伊豆半島一周サイ

▲熱心に多くの協議事項を検討するメンバー

コース案内や歓迎セレモニー︑観光施設見学

文豪・川端康成を
身近に感じて

などで参加者をもてなしました︒

４
川端康成の伊豆
月 日
︵日︶
︑生きいきプラザで
﹃川端康成

10 48

部員︑菊地市長︑美しい伊豆創造センターのス

ア交流事業の一環で︑伊豆市職員や市自転車

29

16

▲データを示しながら講演を行なう服部さん

での地元
に設置されたエイドステーション
︵ ︶
※
行政・観光協会の温かいおもてなしを力に変え︑

15

までの活動︑これからの抱負を語りました︒

14

▲土肥金山で記念写真を撮る台湾のサイクリスト

ほとんどの人が走りきることができました︒

10

44

24

台湾のサイクリングツアー
９月 日︵金︶から 日︵月︶まで︑伊豆各地
25

を巡る台湾のサイクリングツアー一行の 人

22

８
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4月9日
スイーツフェア

これまで
の道のり

修善寺駅に賑わいを創ろう！

5 月 27 日
修善寺駅カジュアルコンサート vol.1

伊豆市の玄関口である修善寺駅周辺に賑わいを
つくるため、修善寺駅構内と西口広場でイベント
を開催しています。

6 月 24 日
修善寺駅カジュアルコンサート vol.2
7 月 30 日
修善寺ステーションマーケット

企画を募集中
コンサートなどの 12 月以降の修善寺駅でのイベント
企画をお待ちしています。駅の利用申請や備品の借
用、お知らせなどのサポートをしますので、ぜひ伊豆

10 月 22 日
ハロウィンイベント

11月
は・
・
・

市産業振興協議会へご相談ください。
※金銭面のサポートはありません。

修善寺駅い〜ずらフェスタ

伊豆市に賑わいを！
■
問合せ ( 一社 ) 伊豆市産業振興協議会 ☎0558（72）7007

本年度、一般社団法人として発足した伊豆市産業振興協議会は、伊豆市の地
域 DMO
（※）
として、市へ観光客を呼び込む事業、市の商品を市外へ売り出す
事業を行なっています。今回は、
その活動の一端を紹介します。
※DMO … Destination Marketing ／ Management Organization の略で、地域の関係者を巻き
込み、地域ぐるみで観光の振興や観光客の受け入れ整備などを行ない地域の稼ぐ力を創る組織のことで
す。当協議会は、商工会、観光協会、JA、
行政によって組織されています。

伊豆市に観光客を呼び込もう！
昨年度行なったアンケート調査で、市を訪れる観光客は東京都、神奈川県から多
く来ていることが分かりました。
そこで、首都圏のシニア層と若い女性をターゲット
とした
『伊豆市』
の観光キャンペーンを展開します。
キャッチコピー /

11月19日（日）9 時〜14 時
ところ／修善寺駅西口広場
とき／

内容／

ターゲット

伊豆の湯どころ花どころ
キャンペーン期間

首都圏在住のシニア層、
若い女性

平成 30 年

月〜

物販：パン、スイーツ、イズシカ商品の販売
ステージ：音楽、一輪車などのパフォーマンス
注意／会場に無料駐車場はありません。
公共交通機関または市役所駐車場をご利用ください。
主催・共催／伊豆市産業振興協議会・伊豆市商工会

修善寺駅西口広場を会場に秋の味覚や遊び、
ステージなどを楽しむイベントを開催します。
同日開催の『JAまつり修善寺会場』とは、両会
場を結ぶシャトルバスを運行し、イベント内では
『イズシカフェス』も同時開催！ぜひ『伊豆市
の秋の１日』をご堪能ください。

旅行雑誌への掲載

とき／ 11 月 19 日
（日）
9 時〜 13 時※荒天中止
ところ／修善寺営農センター
内容／農産物品評会、抽選会、青空マルシェ、
無料鍋など
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い〜ずらクーポンを使って
お得なサービスを受けよう！
市内の参加店で利用できるクーポンといずっち
ストラップ（先着１00 人）を配布します。

誘客のテーマ
花（土肥桜・梅）
と温泉

月

ポスター・チラシの掲示

首都圏で事業を展開する JR
東日本グループの旅行雑誌
『大人の休日倶楽部』に伊豆
市の特集を掲載します。

首都圏の主要駅に伊豆市
のポスターを掲示し、観光
パンフレットを設置します。

旅行プランに向けて
首都圏から伊豆市を訪れ、市内
に宿泊する旅行プランを旅行業
者に作成していただきます。

同日
開催

JA まつり修善寺会場

伊豆市
産業振興協議会
のこれから

伊豆クレイルキャンペーン
小田原駅から伊豆急下田駅間を
運行するリゾート列車『伊豆クレイ
ル』の車内で、伊豆名産のワサビ
の PR や、伊豆市観光の魅力を発
信します。

インスタグラムキャンペーン
若い女性に流行している
インスタグラムを活 用。
人気のインスタグラマー
に伊豆市を巡っていただ
きます。

2017. 11
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平成 年度決算

まちづくり成果報告

年 度 一 般 会 計の決 算 収 支

28

一般会計

平成

は︑歳入総額173億7475万8

千 円 に 対 し︑歳 出 総 額 は 1 6 3 億

10

328万6千円となりました︒また︑

歳入︑歳出の差引額 億7147万

2千円から翌年度へ繰り越すべき財

歳入ー歳出
10億7,147万2千円

源1億4019万2千円を除いた実

歳出

総額163億328万6千円

質的な収支は9億3128万円の黒

歳入

翌年度に繰り越すべき財源
1億4,019万2千円
実質収支
総額173億7,475万8千円
9億3,128万円

字となりました︒

一般会計の収支状況

平成28年度に取り組んだ主な事業
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第２次総合計画前期基本計画で定めた5つの目標実現に向け、
下記の事業に
取り組みました。

１. 魅力あふれる拠点の創造と交通体系の確保
○小中高生の通学費補助
市内のどこからでも安心して通学できるよう、通学費の補助を行ないました。
○公共施設の再配置
公共施設等総合管理計画の作成や、未利用財産の売却を行ないました。

2. 安全で心地よい生活環境の創出

歳出 総額163億328万6千円
前年比1億7 629万3千円増（1.1％増）
その他 5.9%
9億6,868万8千円

市債 6.3%
10億8,944万4千円

消防費 5.0%
8億638万2千円

民生費 29.1%
47億4,323万3千円

財
依存
その他(分担金など) 1.3％
2億3,205万5千円

土木費 10.3%
16億8,564万9千円

繰越金 8.1%
14億925万円
繰入金 4.2%
7億3,171万2千円
諸収入 1.9%
3億2,399万8千円
寄附金 1.3%
2億2,551万6千円
使用料・手数料1.2%
2億1,558万1千円

一般会計歳入は、前年度に比べ0.9％減となりまし

万3千円の増となりました。
これは、
土肥小中一貫校
建設事業や天城ふるさと広場野球場改修工事の実
施や、
ふるさと納税の増によるふるさと伊豆市応援
基金への積立金が増加したことが主な要因です。

た。これは、市税のうち固定資産税が3,364万円の
減となったほか、地方交付税が3億1,206万9千円
の減となったことが主な要因です。また、最終総額

公営企業会計は、独立採算
が原則で、使用料収入などで
経理を賄う会計です。伊豆市
では、2つの公営企業会計が
あります。
※『収益的収支』とは、企業の営業
にかかる収入と支出のことです。
※『資本的収支』とは、企業の建物
や設備にかかる収入と支出のこと
です。
2017. 11

収益的収支
資本的収支

ホームページや広報誌、ラジオなどを通じ、幅広く情報発信を行ないました。
○地域づくり協議会制度の推進
新たに１地区で協議会が設置されました。

5. 少子化対策と次代を担う人材の育成
こども園の整備に対する補助や放課後児童クラブの運営を行ないました。
○土肥小中一貫校の整備

７２

平成30年４月の開校に向け、校舎の建設を開始しました。

特別会計
収

入

6億1,074万6千円

特別会計

支

出

5億2,674万7千円

公共用地取得事業特別会計

収

入

3,700万1千円

支

出

3億2,864万9千円

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計

《 温泉事業特別会計 》

資本的収支

○多様な情報発信

に占める自主財源の割合は、
42.8％でした。

《 水道事業会計 》

収益的収支

4. まちへの誇りの醸成とブランド力の向上

○子育て支援の充実

一般会計歳出の総額は、前年度に比べ1億7,629

公営企業会計

9

地方交付税 30.3%
52億5,570万1千円

東京 2020 大会の成功に向け、ボランティア募集や啓発活動を行ないました。

歳入総額
180万4千円

歳出総額
180万3千円

51億3,532万7千円 49億9,191万6千円
3億7,820万4千円

3億7,546万円

31億8,152万2千円 30億3,839万1千円

収

入

8,231万6千円

簡易水道事業特別会計

支

出

6,271万3千円

下水道事業特別会計

収

入

0円

農業集落排水事業特別会計

1億4,676万6千円

1億3,564万5千円

支

出

1,858万1千円

財産区特別会計（8財産区）合計

3,229万4千円

802万2千円

1億7,523万5千円

1億596万6千円

14億3,448万7千円 13億7,099万1千円

平 成 年 度の決 算 が９月 市 議 会 定
例会で承認されました︒市民の皆さん
に納めていただいた税金や︑国や県か
らの お 金 が ど の よ う に 使 わ れ た の か ︑
概要をお知らせします︒

総務費 13.3%
21億7,482万1千円

○東京2020大会自転車競技伊豆開催に向けた準備

問合せ 財務課☎０５５８︵ ︶９８５９

教育費 10.0%
16億2,501万4千円

歳入
173億
7,475万8千円

■

衛生費 8.8%
14億3,799万3千円

魅力あふれるお礼の品の提供により、全国の人たちへ伊豆市をＰＲできました。

自主

2
源 4 .8％

歳出
163億
328万6千円

3. 産業力の強化
○ふるさと納税の推進

財

公債費 8.3%
13億5,008万8千円

国庫支出金 8.8%
15億3,166万8千円

都市計画の見直しや景観まちづくり計画の策定を行ないました。
市税 24.8%
43億988万9千円

県支出金 6.1%
10億6,093万5千円

商工費 6.0%
9億6,962万1千円

○都市計画の見直し

その他 4.6％
8億465万4千円

地方譲与税 1.1%
1億8,435万5千円

○移住・定住の促進
若者の移住・定住を促すため、住宅取得や家賃への補助を行ないました。

前年比1億6 148万4千円減（0.9％減）

7.2
源5 ％

農林水産業費 3.3%
5億4,179万7千円

歳入 総額173億7,475万8千円
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特別会計
特定の事業を行なうため、一
般会計とは別に特別会計を設け
ています。伊豆市では、9つの
特別会計（2つの公営企業会計
を含む）と財産区特別会計（8
財産区）を設けています。

2017. 11

8

財政の健全性を表す指標
伊豆市の財政状況を国の基準に基づき算定したところ、健全化判断比率は、いずれの項目
も早期健全化基準を大きく下回っており、財政の健全化が保たれています。

《 健全化判断比率 》

■
問合せ 社会教育課 ☎0558（83）5477

12 月２日（土）10 時

伊豆市のゼッケンナンバーは『４』。厳しい練習を耐
え抜いた伊豆市代表チームを応援しましょう！

第 12 区

中高生
（男子）

一般
（男子）

麻

機

街

道

第4中継所
JAあさはた支店

市役所本庁、各支
所、市内体育施設
に設置しています。

第３中継所
西草深町東交差点

北

街

道

応援に行こう！

１号
国道

2

駿府城
公園

将来負担比率※2

2.2％

350.0％

ー

県庁本館前
スタート

水道事業会計

不足なし

20.0％

温泉事業特別会計

不足なし

20.0％

簡易水道事業特別会計

不足なし

20.0％

下水道事業特別会計

不足なし

20.0％

農業集落排水事業特別会計

不足なし

20.0％

基金の状況
基金は、市の預貯金のことです。合併後10年が経過し、平成27年度から始まった普通交付
税（地方の財政格差を無くすため国が交付するもの）の段階的な減額も2年目となりました。
市では将来にわたり安定した事業展開を行なえるよう、いくつかの基金を積み立てています。

一般会計

70

8

60
50

78.4
22.8
5.1

■ その他 （社会基盤環境整備基金、環境衛生施
設整備基金、地域福祉基金、その他）
■ 減債基金
■ 財政調整基金

77.4

78.5

18.6

20.3

5.1

5.1

特別会計

■
■
※財産区特別会計は除く
■
■
（億円）
12

8

40
30

50.5

53.7

53.1

4

20
10
0

第10中継所
清水区役所

26年度

27年度

28年度

0

下水道事業特別会計
公共用地取得事業特別会計
介護保険特別会計
国民健康保険特別会計

8.6

8.6

8.6

0.2

0.3

0.3

4.3

4.3

22.4
4.3

1.1

1.4

1.8

3.0

2.6

44.7
2.2

26年度

27年度

28年度

市債の状況
第11中継所
清水七中

11

市債は、市の借金のことで、道路整備、学校施設建設、下水道事業費などに使われています。
借りたお金の残高は、一般会計と特別会計の合計で222億7,312万円となります。

G

特別会計

一般会計

S

経営健全
化基準

※1：一般財源に対して実質的な借金の返済額が年間どのくらい多いかを捉えた指標です。
※2：一つの地方公共団体が背負わなくてはいけない借金を含めて、将来の債務負担を把握するための指標です。

第7中継所
袖師小学学習交流館

10

3

１

35.0％

第８中継所
清水清見潟公園

さつき通り

応援マップを
手に入れよう

25.0％

80

6

赤字なし 13.28％ 20.0％

5.5％

（億円）

第９中継所
榊屋

伊豆市の
算定結果

（イエローカード）（レッドカード）

実質公債費比率※1

5

4

通り

さくらいこうめい

第 11 区

7

長谷

ゴール

11

9

第１・２中継所
駿府城公園

︻小学生男子︼

しまむら

みずぐち りお

ファッションセンター

第６中継所
清水六中

・櫻井 孔明︵中伊豆小︶

第 10 区

国が定めた基準
早期健全
財政再生
化基準
基準

連結実質赤字比率 赤字なし 18.28％ 30.0％
・水口 璃音︵修善寺小︶

第5中継所

いごう わかば

10

小学生
中学生
小学生
一般
小学生
中高生
高校生 40 歳 以上 中学生
（男子） （女子） （女子） （男子） （男女不問） （男子） （女子） （男女不問） （女子）

練習風景

︻小学生女子︼

第9区

うめはら ふみか

第8区

・伊郷 若葉︵中伊豆小︶

9

・梅原 文香︵修善寺小︶

あさひ けんた

︻中学生男子︼

すぐろ えいた

8

・旭 健汰︵中伊豆中︶

めい

・勝呂 英太︵土肥中︶

あさば

ゆい

7
第7区

︻中学生女子︼

あさば

第6区

・麻場 結衣︵土肥中︶

おおかわ あゆむ

6

・麻場 芽衣︵土肥中︶

︻高校生男子︼

すずき まさき

第5区

・大川 歩夢︵伊豆中央高︶

たけうち ゆうたろう

5

・鈴木 将己︵加藤学園高︶

・竹内 優太郎︵伊豆中央高︶

ももか

第4区

うちだ

ももか

4

第3区

︻高校生女子︼

たけだ

なぎさ

・内田 桃花︵伊豆中央高︶

ほりえ

3

伊豆市代表チームメンバー

・竹田 百香︵田方農業高︶

・堀江 渚沙︵三島北高︶

すずき じゅん

︻一般男子︼

ねはし とおる

2
第2区

・鈴木 潤︵専修大︶

・根橋 徹︵教諭︶

おおた ゆうこ

第１区

中高生
（女子）

１

︻一般女子︼

おぎしま あや

スタート

・太田 裕子︵会社員︶

歳以上︼

あさだ かつみ

・荻島 彩︵鎌倉女子大︶

︻

うはら まさゆき

・浅田 勝美︵教諭︶

・右原 昌幸︵会社員︶

40

実質赤字比率

県庁本館前スタート

《 資金不足比率 》

伊豆市の
算定結果

昨年の大会で走る伊豆市の選手

今年から1 区間増え、12 区間 42.195km のコース
を県内の市町 39 チームが熱戦を繰り広げます。

伊豆市の財政状況

伊豆市代表チームを
応援しよう！

草薙陸上競技場
ゴール

7 月から練習を開始し、
２０人の選手が
決定しました。１つでも上の順位を目
指し地元の仲間が頑張ります。
大会当日は応援バスも出ます！皆さん
の声援が力になります！ぜひ会場へ！

熱いご声援をお願いします！

練習風景

詳しくは・・・

（億円）

150

147.6

146.3

80

100
149.7

147.6

146.3

20

テレビ・ラジオ放送／
ＳＢＳテレビ ９時 30 分〜 12 時 50 分
ＳＢＳラジオ ９時 45 分〜 13 時

60
40

50
0

0

26年度

27年度

28年度

下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
簡易水道事業特別会計
水道事業会計

120
100

しずおか 駅伝
http://www.at-s.com/ekiden/

（億円）

149.7

■
■
■
■

86.0

80.8

76.4

57.0

53.3

50.2

4.5
6.3
18.2

4.0
6.5
17.0

3.4
6.8
16.0

27年度

28年度

26年度

市の決算書は、市内各図書館で閲覧できます。
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10

味

へ

〜『外国人目線』を伊豆市に〜

行政主体から市民・地域で頑張っている団体が主体

伊豆市の

祭
収
覚・ 穫
PART2

の地域活性化イベントとなってから3年目となりま
した。今年も4地区で開催しています。10月号に続

国際交流員を紹介します !

きPART2として天城湯ケ島・土肥地区のお知らせ

■
問合せ 東京オリンピック・パラリンピック推進課 ☎0558（74）2020

です。各会場にて伊豆市の味覚・特色ある楽しいイ
ベントで皆さんをお迎えします。
■
問合せ 農林水産課 ☎0558（72）9892

伊豆市では、東京2020大会自転車競技（トラック・レース／マ
ウンテンバイク）をきっかけとして、市の国際化と市民の多文化理
解を深めるために、
平成 29 年 7月末に国際交流員を任用しました。

（イベントの詳細は各団体へお問い合わせください）

第11回

天城みのり祭り

とき／11月26日(日)9時〜15時
※小雨決行
ところ／天城会館駐車場
大好評！ボンネットバスミニツアーは天城の
おじさんが伊豆弁でガイドします！人のあた
たかさで心も満たされるお祭りです！

とき／12月3日(日) 9時10分〜12時30分
※小雨決行
ところ／土肥松原公園芝生広場
土肥の『山海の幸』満載のイベント！毎年たく
さんの人で賑わっています。特に抽選会は大人
気！空くじなしなのでぜひご参加ください！

■
問合せ 伊豆市商工会土肥支所
☎0558(98)1185

13

2017. 11

え方などを紹介していきます。何より、市民
の皆さんとコミュニケーションをたくさんと
りたいです。よろしくお願いします。

△facebook

△instagram

地区防災訓練への参加

とい山海フェ ア

思っています。また、カナダの文化や習慣、考

︵自主参加︶

第1 1回

〇空くじなし！福引き抽選会
〇伊勢エビ入り『山海汁』の提供
(災害義援金にご協力をお願いします)
〇地場産品の展示・即売、地場産業のPR
〇JA祭り土肥 農産物品評会出展物展示・即売
〇一般マーケット（お弁当・食料品・雑貨ほか）
〇ステージイベント
太鼓ショー（豆州和太鼓集団粋鼓伝）
ブラスバンド演奏（県立伊豆総合高等学校
土肥分校ブラスバンド部）
ミニライブ
ゲーム大会
〇投げもち（２回）

国際交流員 SNS を
ぜひご覧ください！

市職員に向けて活動報告

☎090(8865)0603

氏名／タナー・タラーリ

伊豆市の良いところをたくさん見つけたいと

市内各所の視察
︵修善寺虹の郷︶

■
問合せ ずねゃあじゃ天城！(担当：山崎)

①市民の皆さんとふれあう外国人の代表
②伊豆市での外国人受け入れについて助言をする外国人の代表
【業務内容】
伊豆市を外国人目線で捉え、日本語と英語で伝える SNS での
情報発信や、市内の子どもたちに母国の文化や英語で話す楽し
さを伝える異文化理解講座など

活動報告

〇即売コーナー
農産物、手芸品、フリーマーケットほか
〇食べ物コーナー
やきそば、コロッケ、たいやき、弁当ほか
〇パフォーマンス
しゃぎり、空手、居合、バンド、ダンス、一輪
車、大正琴、ベリーダンス、あいぜっちゅー
〇伝統芸能
天城連峰太鼓
〇餅まき
〇ボンネットバスミニツアー(乗車60分)
紅葉の世古峡、歴史の金山めぐり(各回先
着26人)※乗車する際は、祭り協力金が必
要となります。

自己紹介

出身地／カナダ・オンタリオ州
趣味／読書、音楽鑑賞、美術鑑賞、
旅行、のんびりすること
好きな日本語／案ずるより産むが易し
伊豆市で気に入っているところ／
自然が溢れているところ、温泉がいっ
ぱいあるところ

国際交流員（CIR）とは
（CIR：Coordinator for International Relations）

ずねゃあじゃ天城！

nner Talla
r
Ta

i

秋から 冬

今後、市民の皆さんとふれあう機会をつくっていく予定です。
イベントなどにも参加しますので、見かけたら気軽に
『タナーさん』と声を掛けてください。

Go for Tokyo 2020
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【伊豆ベロドローム 】
自転車競技（トラック・レース）大会情報

全大会
入場料無料

■
問合せ 日本サイクルスポーツセンター 競技振興部 ☎0558(79)0004
【11月】
○第1回全日本学生選手権オムニアム大会
5日（日）
○第49回中部8県対抗自転車競技選手権大会
11日（土）
○ジャパンパラサイクリングカップ
17日（金）
〜19日（日）
○2017全日本選手権自転車競技大会（オムニアム／マスターズ）18日（土）
・19日（日）
【12月】
○静岡ワンディ・
トラック・レース ウィンターシリーズ第1戦
○全日本学生トラック・レースシリーズ第3戦

2日（土）
3日（日）
2017. 11
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お知らせ

『天城北道路』

インターチェンジ／橋りょうの

修善寺 IC

名称案

大平 IC

■
問合せ 用地管理課 ☎0558（83）5204
市役所へのお問い合わせは、原則
平日8時30分から17時15分までです
（年末年始を除く）。

■
問合せ 防災安全課☎0558（72）9867

税務課臨時職員募集

年金のこと相談してください

職種／一般事務 募集人数／5人程度 賃金／時給870円
業務内容／確定申告などの受付、事務補助
任用期間／平成30年1月24日(水)〜 平成30年3月31日(土)
採用条件／パソコン（ワード・エクセル）の操作ができ、市
税に滞納がないこと
勤務時間／月〜金曜日の8時30分〜16時30分(週5日勤務)
その他／社会保険有り、交通費、有給休暇などは当市規定
によります。 申込み／履歴書を税務課へ提出してください
(郵送可)。書類審査後、面接を行ないます。
申込締切／11月24日（金）
※記載事項の不備や提出された書類に不足があった場合
は受理できませんので注意してください。なお、提出さ
れた書類は、一切返却しません。

ー出張年金相談ー
年金の受給や年金請求のお手続きなどの相談
に応じます。相談は事前に予約が必要です。
とき／12月７日(木)10時〜14時30分 ところ／生きいきプ
ラザ 対象／本人または本人の署名捺印のある委任状(年
金相談委任状)をお持ちの代理人
予約受付期間／11月1日(水)〜30日（木）
■
申込み・問合せ 市民課☎0558（72）9858

2

平成 30 年度に開通予定の伊豆縦貫自動車道『天城北道
路』のインターチェンジおよび橋りょうについて名称案を
募集します。皆さんから寄せられた名称案については、
市と天城北道路建設推進委員会で協議した上で、国土交
通省に意見・要望します。なお、インターチェンジおよ
び橋りょうの名称は、地元の意見を聞いて、国土交通省
が決定します。

応募先

〒410-2592 伊豆市八幡５００−１
『天城北道路関連名称募集係』宛

募集箇所

3

（仮称）

狩野川高架橋

天城北道路

■11月は『地震防災強化月間』
地域防災の日に向け家庭内対策を
推進しましょう。
■12月3日（日）は『地域防災の日』
〜自らの命は自ら守る 自らの地域は皆で守る〜
当日は、年末クリーン作戦も行なわれます。訓練実施につい
ては、各自主防災組織により異なりますので、ご自身の地区
の自主防災組織に確認をしてください。

修善寺道路

伊豆市役所からの

募集

いざというときの備え
できていますか？

（仮称）

狩野川横断高架橋

136
414

（仮称）

１ 天城湯ケ島 IC

11 月 17 日（金）

締切

（当日消印有効）

1.（仮称）天城湯ケ島インターチェンジ
（伊豆市矢熊地内）

3.（仮称）狩野川横断高架橋

2.（仮称）狩野川高架橋
（伊豆市大平〜日向地内）

2

■
問合せ 税務課☎0558（72）9854

（伊豆市矢熊〜月ケ瀬地内）

3

募集は
３カ所

中小企業で働く人の福利厚生をサポート

三島田方勤労者福祉サービスセンターにご加入を
市では、市内の中小企業を応援するため、本年
度から中小企業の福利厚生をサポートする三島
田方勤労者福祉サービスセンターに加盟しまし
た。ぜひご加入ください！
■概要
中小企業単独では実施が困難な福利厚生についてスケール
メリットを利用して、各種事業を行なっています。
■対象地域
伊豆市、伊豆の国市、函南町、三島市
■加入対象者
対象地域内の中小企業・各種団体で働く勤労者と事業主お
よび対象地域内在住で対象地域外の中小企業などに勤務
している人
※対象中小企業：従業員300人以下かつ資本金３億円以下
■会費
会費１人月額800円（会費の1/2以上は事業主負担）
入会金１人1,000円（事業主負担）
※本年度入会なら入会金無料！
※個人会員は、全額個人負担

募集内容

■事業例
・慶弔共済保険事業（一例）
区分

共済事由

必要事項

○分かりやすく簡潔なもの

①（仮称）天城湯ケ島インターチェンジの名称案と
その理由
②（仮称）狩野川高架橋の名称案とその理由
③（仮称）狩野川横断高架橋の名称案とその理由
④応募者の氏名（ふりがな）
、年齢、性別、住所、電話番号
※応募者の氏名など、必要事項の記載のないものは無効と
します。
※名称案は漢字、ひらがな、カタカナとし、漢字にはふり
がなをつけてください。

○一般利用者の利便を考慮して所在地を明確に示すもの
○道路標識の表示において判読しやすいもの

子どもの小・中学校入学

10,000円

見舞金

入院見舞金(1週間以上)

5,000円

死亡保険金

疾病(65歳未満)

200,000円

その他、東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利
用券などの割引利用券、宿泊補助、健康診断受診料補助な
ど各種補助事業が利用できます。

イメー ジ 図

インターチェンジ（1）名称案の選定基準
金額

祝金

イメー ジ 図

○他の地名、施設と混同をきたさないもの
○視認性（標識、情報版への表示）から長い文字列にならない
ことが望ましい

橋りょう（2.3）の名称案の選定基準
○分かりやすく簡潔なもの

■加入についての問い合わせ・申し込み
三島田方勤労者福祉サービスセンター
住所：〒411-0036三島市一番町2-29三島商工会議所会館2階
☎055(973)1930(平日8時30分〜12時、13時〜17時15分）
メール:sankan2@eagle.ocn.ne.jp

○他の地名、施設と混同をきたさないもの

■
問合せ 観光商工課☎0558(72)9911

○ホームページに掲載した応募用紙または任意の用紙に必要

○橋りょうのデザインや周辺の地域に調和した名称であること

応募専用フォーム

応募方法
○伊豆市役所本庁・各支所に設置した応募用紙に必要事項
を記入し募集箱へ投函してください。

QR
コード

携帯用

スマートフォン用

事項を記入の上、用地管理課へ郵送してください。
○伊豆市ホームページ内の応募専用フォームより入力し応募
。
してください（携帯電話・スマートフォンは右の QR コードより）

15

2017. 11

2017. 11

14

使用済み切手で海外の医療支援

いちはやく 知らせる勇気 つなぐ声

市結核予防会では、使用済
み切手の回収活動を行なって
います。使用済み切手は、収
集家が買い取ることで収益と
なり、東南アジアやアフリカの保健医療援助資金
に当てられています。

ー１１月は虐待防止推進月間ですー

とき／通年 受付先／健康支援課、各支所窓口
方法／届いた郵便物の切手を、消印が入るように周囲５ｍｍ
ほどの余白を残して切り取って、受付先までお届けください。
■
問合せ 健康支援課☎0558(72)9861

健康マイレージ
学校応援コーススタート
本年度から『学校応援コ
ース』を始めました。
皆さん
が貯めた健康マイレージポ
イントで学校を応援しよう。 ▲健康マイレージポイントカード
小中学校の保護者の皆さん、今からでも遅くあり
ません。
満点になったチャレンジシートは、各支所、
健康支援課の窓口へお願いします。
■学校応援コースとは
皆さんが貯めた健康マイレージポイントで市内の小中学校
を応援します。応募件数と児童・生徒数を加味したランキ
ングに応じて上位3位まで助成します。
■
問合せ 健康支援課☎0558(72)9861

11月１日
（水）
より
狩猟が始まります！
平成30年３月15日（木）ま
で狩猟が行なわれます。狩猟
者の皆さんはマナーを守り、
事故のないよう安全な狩猟に努めましょう。山
仕事やハイキングで山に入る際は、次のことに注
意してください。
■注意事項
〇狩猟者が視認しやすいよう、目立つ色の服装を心掛けてくだ
さい。※シカのお尻と同色の白色や迷彩色は避けてください
〇ラジオや鈴など音が鳴るものを携帯したり、声を出して歩く
など、自分の存在を周囲に知らせるよう心掛けてください。
〇獣道には『わな』が設置されている場合があるので、通常の
山道から奥にはできるだけ入らないようにしてください。
〇『わな』の設置場所付近には、設置者の氏名などが記載され
た標識が付いています。標識がある場合は近づかないでく
ださい。
■
問合せ 農林水産課☎0558(72)9893

17

2017. 11

児童虐待予防の早期発見へご協力をお願いします。
■ひとりで悩まないで
子どものことや職場・家庭のトラブルからくるストレスや不
安感がもととなり、子どもを必要以上に叱ったり、叩いたり
してしまうことがあります。まずは、その心の苦しさを理解
してくれる人に話すことが大切です。
■通告するのはすべての国民の義務です
「おかしいな」と気になることがあ
れば、まず相談機関に連絡してくだ
さい。虐待の現 場を直接見ていな
くても 構 い ま せん。「そんなは ず
は・・・」「証拠がなければ」などと
迷っている間に、子どもは苦しんで
いるかもしれません。連絡することは、子どもとその親に
手を差し伸べることなのです。連絡者や連絡内容に関する
秘密は守られます。匿名の通報でも構いません。
■
問合せ こども課☎0558(72)9870
県東部児童相談所☎055(920)2085

いちはやく

児童相談所全国共通3桁ダイヤル☎189

ひとり親家庭の
修学資金等貸付制度について
県では、高校や大学、専門学校などの入学・修
学が経済的に困難なひとり親家庭の人に、授業
料や教材費などにかかる修学資金、就学支度金
の貸付を行ないます。希望する人は下記の日程
で面接を行ないますので、こども課へご連絡く
ださい。必要書類をお渡しします。

運動教室参加者募集
スポーツの秋！一緒に体を動かしましょう！
■初心者のための『ランニングクリニック』
ランニングと聞くと、
『きつい、苦しい、続かない』こんなイ
メージがありがち。そんな悩みに伊豆市スポーツ推進委員
長がお応えして、正しく、楽しいランニングを教えます。1人
では厳しいランニングもみんなでやれば大丈夫！これを機
に、ランニングデビューをしてみましょう。
とき／12月8日・15日、1月5日・12日・19日・26日、2月2
日・9日・16日・23日、3月2日・9日・16日・23日の金曜日。
19：30〜 ところ／中伊豆中学校グラウンド
■ボクシングエアロビクス＆ストレッチ教室
従来のボクシングエアロビクスに加え、ストレッチを取り入
れました。講師が参加者の運動量や健康面を考慮し運動
強度を変えてくれるので、無理なく楽しく運動できます！
とき／11月17日・24日、12月8日・15日の金曜日。19：30〜
ところ／修善寺農村環境改善センター 持ち物／ヨガマッ
トなければバスタオル
■ミニテニス教室
ミニテニスとは、テニスラケットを小さくしたラケットでテ
ニスボールより少し大きいビニール製のボールを打つス
ポーツです。
とき／11月６日・20日・27日、12月４日・11日・18日・25日
の月曜日。19：30〜 ところ／狩野ドーム

図書館文学講座
『伊豆の民話と伝説』
ごとう こうそん

■
問合せ こども課☎0558(72)9864

在宅介護を支援します

とき／12月３日（日）13時30分〜15時 ところ／修善寺図書館
内容／『獅子浜のしげんどん』
『蛇婿入り』
『てんてん寺小僧』
『葛の葉』
『狐を落とす話』
『頼朝の運試し石』など
申込み／修善寺図書館までお申し込みください。

在宅において、寝たきりなどの高齢者を介護す
る家族の経済的負担を軽減します。
基準日／10月1日
対象／次の条件をすべて満たし、
65歳以上の人と同居し介護して
いる人○基準日前1年間以上継続
して要介護4以上に該当している
人、または要介護4以上に相当す
る人○基準日前1年間介護保険サービスを利用していない人
（1週間程度のショートステイ利用は除く）○基準日前1年間に
3カ月以上入院していない人○特別障害者手当を受給してい
ない人○生活保護を受けていない人 手当額／１人につき
12万円 申込期間／12月1日（金）〜12月28日（木）
■
問合せ 保険課☎0558(72)9860

ー11月は 計量強調月間 ですー
正確な計量は、私たちの生活の基本です。私
たちの暮らしが安全で快適であるために、身の
回りにあるさまざまな計量器が正確に作動し、
正しく使われるよう『計量法』で適正な計量の基
準を定めています。
■食料品の内容量と風袋
商品の内容量＝商品全体の重さ(総量)−風袋
商品の入れ物（トレイ、ラップ、経木など）と添え物(ワサ
ふうたい
ビ、タレなど)を風袋といいます。食料品の内容量には、風
袋は含まれません。
■はかりの定期検査
取引や証明に使用するはかりは、県が実施する2年に1回の
定期検査が義務付けられています。対象となるお店は、食
料品店、宅配便取扱店、薬局などです。
■有効期限はこのシールで確認！
これは平成26年1月に定期検査を受け
たものです。次回は平成28年1月までに
検査を受けなくてはならないというこ
とを表しています。
■
問合せ 観光商工課☎0558（72）9911
県計量検定所☎054（278）8311

■
問合せ 社会教育課☎0558（83）5477

天城の郷土研究者後藤江村が
編集した『伊豆伝説集』を現代語訳し自費出版さ
すずき のぼる
れた民話研究者鈴木暹先生の講演会を開催しま
す。当時の語り手たちの声もCDで聞くことができ
ます。100年前の伊豆の昔話を楽しみませんか？

申込締切／12月22日(金) 面接日／平成30年1月11日（木）

暮らしを支える正しい計量

天城ならではの秋色を探しに
ー道の駅 天城越え で紅葉まつりー
昭和の森会館、道の駅『天城越え』にて紅葉ま
つりを開催します。ぜひお出掛けください。
とき／11月1日（水）〜11月30日（木）8時30分〜16時30分
内容／○伊豆近代文学博物館の入館特典（入館料）※市民
は無料。文学館中庭で紅葉を眺めながら、お茶のサービス
○博物館クイズ※全問正解された人に景品をプレゼントし
ます。○11月18日（土）・19日（日）伊豆市シルバー人材セン
ターが作った新鮮野菜の販売○11月18日(土)天城の紅葉ト
レッキングジオガイドツアー（有料・要申込）
■
申込み・問合せ 昭和の森会館☎0558（85）1110

■
申込み・問合せ 修善寺図書館☎0558（72）9868

発達障害講演会のお知らせ
平成30年度こども園･保育園
入園・転園手続きについて
詳細は広報伊豆10月号をご覧ください。必ず
期間中に手続きをお願いします。
支給認定･入園申込期間／11月20日（月）〜12月8日（金）
8時45分〜17時※申込書は11月1日（水）から配布します。
申込先／こども課、各園、各支所
■
問合せ こども課☎0558(72)9864

市地域自立支援協議会では、発達障害の当事
ささもり りえ
者でもある笹森理絵さん(精神保健福祉士)による
講演会を開催します。テーマは、
『感じてみません
か、発達障害の世界〜オリジナル画像を使って、日
常生活から具体的に〜』です。事前申し込みは不
要です。皆さんのご参加をお待ちしています。
とき／１２月９日(土)１４時〜１５時３０分(開場１３時)
ところ／市民文化ホール 入場料／無料
無料託児の申込み／１１月１日（水）から受付開始
■
問合せ 社会福祉課☎０５５８
（７２）
９８６３
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子育てを一緒に楽しむ
講座＆イベント開催

きみの明日がここにある！

中伊豆保健福祉センターでイベントを開催し
ます！是非ご家族でご参加ください！

一般高校にない魅力があふれ
る『陸 上自衛隊高等工科 学 校 』
に入学しませんか？

■託児ボランティア養成講座
とき／11月15日（水）9時30分〜11時30分 内容／『手軽
に使えるパペット作り』牛乳パックのパクパク人形・フェルトで
作るパペット 持ち物／材料費200円、1ℓ牛乳パック(切り開
かない洗ってあるもの)、ハサミ 申込締切／11月10日（金）
■子育て支援講座
とき／11月22日（水）10時〜11時30分 内容／『今だから
こそ知っておきたい子育て・孫育ての大切なこと』
その他／託児あり（要予約、人数制限あり）
申込締切／11月15日（水）
■第８回こども広場inいず
とき／12月３日（日）10時〜15時 内容／赤ちゃんから大
人まで1日たっぷり遊べます！木のおもちゃ、ボードゲー
ム、カプラ、ネフの積み木、グッド・トイ、人形劇、伝承遊
び、手作り体験、子育て支援情報など
■
申込み・問合せ 伊豆市社会福祉協議会☎0558（88）3013

狩猟免許試験・予備講習会
実施のお知らせ
狩猟に関する免許試験、狩猟免許試験のため
の予備講習会を行ないます。
■狩猟免許試験
とき／平成30年２月18日（日）9時〜最長16時頃
ところ／県富士総合庁舎 試験内容／知識試験、適性試
験、技能試験 免許の種類／わな猟、第１種銃猟、第２種
銃猟の3種類 申込期間／12月18日（月）〜平成30年１月
19日（金） 申込手数料／5,200円（既にほかの狩猟免許
を持つ場合3,900円）
■
申込み・問合せ
県東部農林事務所森林整備課☎055(920)2169
■予備講習会
とき／平成30年１月6日（土）９時50分〜16時
ところ／静岡労政会館 講習内容／法令講義、鳥獣の知識
と判別、猟具の知識、実技講習、受験の心得、質疑
申込期間／11月１日（水）〜 11月30日（木）
受講費／9,000円（テキスト、弁当代など含む）
■
申込み・問合せ 県猟友会事務局☎054(253)6427
※市ではわな免許取得に要する経費の一部について補助
金 を 交 付 して い ま す。詳 細 は 農 林 水 産 課（☎ 0 5 5 8
(72)9893）までお問い合わせください。

ふじさんっこ応援フェスタ
親子で楽しめ、子育てに役立つブースやステー
ジが盛りだくさん！アンパンマンショーや県内ご
当地キャラクターも大集合します！
とき／11月10日（金）10時〜16時
ところ／プラサヴェルデ（入場無料）
■
問合せ 県こども未来課☎054（221）3546
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ー陸上自衛隊高等工科学校採用試験ー

応募資格／中学校卒業者（見込含）１７
歳未満の男子 生徒の待遇／手当：生
徒手当月額10 0,0 0 0円(２月１日現在)
期末手当：年２回（６月・１２月）
休日・休暇：週休２日制、祝日、年末年始休暇など
宿舎無料：食事、被服類、寝具は支給または貸与
高校教育：通信制高等学校に入学し生徒課程終了時に高等
学校の卒業資格を取得することができます。
受付期間／11月1日（水）〜平成30年1月9日（火）
※推薦入試制度もあります
■
問合せ 自衛隊静岡地方協力本部三島募集案内所
☎０５５
（９８９）
９１１１

親子水泳教室スタート！
ベビースイミングでは物足り
なくなってしまったお友 達、
ジュニア水泳教室にまだ参加
できない年少クラスのお友達
や年中さんだけどジュニア水
泳教室に1人で参加するには少し自信がないお友
達を対象に『親子水泳教室』を開講します。
とき／毎週土曜日9時10分〜9時55分 対象／3歳以上の
お子さんと保護者 持ち物／水泳キャップ、水着、ゴーグ
ル、タオル※オムツの取れていないお子さんは水中パンツ着
用 料金／親子で1回1,000円（入場料込み） 申込方法／
前日までにプール受付、またはお電話でご予約ください。当
日は申込用紙に必要事項を記入していただきますので、印鑑
を持参してください。
■
申込み・問合せ 中伊豆室内温水プール☎0558（75）7575

がんに関する不安・悩み相談
ー出張がんよろず相談ー
医師、看護師、ソーシャルワーカーなど、静岡
がんセンターの2〜3人のチームが、患者さん、ご
家族からのがんに関する疑問や不安、悩みにつ
いてお話をうかがい、一緒に考え、問題を解決す
るお手伝いをします。
とき／12月15日（金）13時〜16時 ところ／清水町保健セ
ンター 人数／先着5組（事前予約が必要です）
予約受付期間／11月22日（水）〜12月6日（水）
予約受付時間／8時30分〜17時（土日・祝日を除く）
■
申込み・問合せ
静岡県立静岡がんセンター（出張がんよろず相談予約専用）
☎055（989）5392

介護予防ボランティア養成講座
受講生募集
高齢化が進む中、支え合いの地域づくりが大切
になっています。住み慣れた地域でみんなでいき
いきと生活していくことができるように、介護予防
ボランティアの知識を学んでみませんか？この講
座の卒業生は、ロコトレ教室などで活躍中です！
とき／12月1日（金）・13日（水）全2回 9時30分から14時
ところ／生きいきプラザ
対象／介護予防ボランティアに興
味のある市民 定員／30人 参
加費／無料 持ち物／筆記用具、
体操のできる服装、昼食、飲み物
申込期限／11月24日（金）
■
問合せ 保険課☎0558(72)9860

『ごみの出し方便利帳』
が
新しくなりました
ごみの出し方便利帳 を改訂しました。環境
衛生課、各支所窓口にて配布しています。ご希望
の場合はお問い合わせください。
■
問合せ 環境衛生課☎0558（72）9857

『道の駅』
の指定管理候補者募集
市では、平成31年3月末の開業を予定している
天城湯ケ島IC（仮称）道の駅の指定管理候補者
を募集しています。
募集締切／11月30日（木）17時 応募資格／日本国内に主
たる事務所または事業所が所在する法人その他団体
応募方法など／詳細は市ホームページをご覧ください。
■
問合せ 総合戦略課☎0558(72)9873

世界の料理文化を学ぼう!
ーオーストラリア料理教室参加者募集ー
市交流協会では、料理を通して世界の国々の文
化を知る料理教室を開催します。今回はオーストラ
リア料理です。ご参加お待ちしています。
とき／11月26日（日）9時30分〜13時 ところ／生きいき
プラザ 講師／フィル・テスター氏 参加料／会員1,000
円非会員1,500円 内容／ベジマイトパン・アンザックビス
ケットほか 定員／30人程度 申込締切／11月17日(金)必
着 申込方法／次の①〜④をメールまたはFAX、電話で伊
豆市交流協会事務局までご連絡ください。
①名前（ふりがな）②住所③電話番号④メールアドレス（会
場変更などの連絡網として使用します）※お電話でのお申
し込みの場合、土日は受付できません。
■
問合せ 総合戦略課☎0558(74)3066
FAX：0558(72)6588 メール：kouryu@city.izu.shizuoka.jp

みんなの掲示板
市役所以外のお知らせコーナーです

子犬・子猫の
里親になりませんか？
田方獣医師会では犬・子猫の
里親になってくれる人と、里子
の提供者を募集しています。
とき／11月26日(日)14時
ところ／熱海市長浜海浜公園南駐車場
■里子提供者
申込受付／11月12日(日)〜18日(土) 里子対象／生後45
日〜4カ月の子犬・子猫 会場受付／13時30分〜14時
■里親希望者
当日、14時から引き取り手順、注意事項の説明を行ないま
す。※未成年者は保護者同伴、身分証明書、印鑑持参にて
ご来場ください。
■
問合せ 田方獣医師会（担当：三島動物病院）☎055（972）2210

▲講師のフィル・テスター氏

▲ベジマイトパンとアンザックビスケット

静岡県を持ち歩こう！
ー2018年版静岡県民手帳販売ー
県の概要をはじめ、県内市町のイ
ベント情報 ふるさとの歳時記 や 統
計データ 暮らしの相談窓口 など生
活に役立つ情報が満載です！
価格／○表紙が富士山の特装版：700円（税込）
○表紙が黒色の大型版：700円（税込）
○表紙が黒色の小型版：600円（税込）
販売所／〇長倉書店（柏久保）☎0558（72）0713
〇ツタヤ修善寺店（柏久保）☎0558（72）8877
〇渡辺書店（土肥）☎0558（98）0031
※在庫状況については、各販売所にご確認ください。
※市役所では販売していませんのでご注意ください。
■
問合せ 総合戦略課☎0558（74）3066

2017. 11

18

来 月の 予 定
1

金

2

土

3

日

4

月

5

火

6

12 月

●市町対抗駅伝（県庁本館周辺）

●離乳食教室（生きいきプラザ）

水

7

木

8

金

9

土

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長（修善寺図書館）

16

土

17

日

●クリスマス会（土肥図書館・天城図書館）

18

月

19

火

●健康相談・フッ化物塗布（生きいきプラザ）
●おとなの健康相談（生きいきプラザ）

20

水

●健康相談・フッ化物塗布（土肥保健センター）

21

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長（修善寺図書館）

22

金

●特別整理日（修善寺図書館）
●健康相談・フッ化物塗布（中伊豆ふれあいプラザ）

23

土・祝

24

日

25

月

26

火

27

水

子育て支援員研修の
受講者を募集します

ひとり親家庭のための個別相談

子育て支援分野に従事するために必要な知識や
技能等を習得するための全国共通の研修です。

母子、父子家庭などのためのセミナーです。個
別相談会も同時開催します。

とき／１日目：平成30年１月31日（水）9時45分〜15時30
分、２日目：平成30年2月2日（金）10時〜16時 ところ／プ
ラサヴェルデ 定員／160人 対象／県内在住または在勤
者で、県内で保育や子育て支援分野に従事することを希望す
る人または現に従事している人 申込受付期間／11月13日
(月)〜11月30日(木)（先着順、当日消印有効）
受講費用／無料（資料代500円は実費徴収）
※別日に静岡・浜松でも行なわれます。
※申込方法などの詳細は静
岡県こども未来課のホーム
ページをご覧ください。
■
問合せ 県こども未来課

とき／11月23日（木・祝） ところ／沼津労政会館
内容／① 法律・生活・就業の個別相談９時３０分〜１６時
② 養育費セミナー『 離れて暮らしている子どもへのメッ
セージ〜養育費と面会交流〜』10時〜12時
③就業セミナー『色の力で笑顔になろう！〜きれいになる
色・元気になる色を見つけよう〜』13時30分〜15時30分
参加料／無料（託児あり：要予約）
■
申込み・問合せ 母子家庭等就業・自立支援センター

10

日

●クリスマス会（修善寺図書館）

11

月

●2歳児２.６歳児歯科健診・フッ化物塗布
（生きいきプラザ）

☎054(221)3485

12月の各種相談

12

火

28

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長（修善寺図書館）

13

水

29

金

●市役所閉庁
●図書館休館日（市内図書館）

14

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長（修善寺図書館）

15

金

●3歳児健診（生きいきプラザ）

◆法律・行政相談（要予約）

◆職業相談（予約不要）

■無料法律相談

ハローワーク三島が伊豆市と共同運
営する職業相談窓口
とき／平日9時30分〜17時
ところ／伊豆市地域職業相談室（柏
久保）
■
問合せ 伊豆市地域職業相談室
☎0558（74）3075

相続・離婚・交通事故などの相談
とき／13日(水)9時30分〜11時、20日(水)
10時〜12時 ところ／生きいきプラザ

■法テラスによる無料法律相談
資力が一定基準以下の人が対象
とき／20日(水)10時〜12時
ところ／天城湯ケ島支所

俳
壇

喜久子︵牧之郷︶

よし子︵本柿木︶

あまぎ俳句会

名月や飛騨の高山宵祭

ふきん

岸壁の浜菊揺れて波の如

まないた

俎板も布巾も干して秋日和

市子︵姫之湯︶

・水曜日 18時
・再放送 木曜日 １１時

●市役所閉庁
●図書館休館日（市内図書館）

やぎ

○それ行け！行政マン

日

克子︵瓜生野︶

・火曜日 18時
・再放送 水曜日 11時

どっきょ

○市役所からこんにちは

31

典永︵柏久保︶

・土・日曜日 8時35分

亀水子︵上白岩︶

7時30分、12時30分、18時15分

土

風に乗り山羊の声して秋うらら

・月〜金曜日

30

●市役所閉庁
●図書館休館日（市内図書館）

柿落ちる美魔女の如き葉を残し

○市役所からのお知らせ

虫の音を独り占めする独居かな

FMISにて市役所情報を発信中！

■行政相談

◆消費者相談（随時受付）

国の行政への苦情や要望など
とき／12日(火）9時〜12時
ところ／生きいきプラザ
■
予約・問合せ
市民課☎0558（72）9858

悪質商法被害など消費生活に関する
相談
とき／平日9時〜16時
ところ／市民課
※火・木曜日は消費生活相談員駐在
(月・金曜日は伊豆の国市にも駐
在対応可）
■
問合せ 市民課☎0558（72）9858

◆結婚相談
結婚に関する相談
とき／8日(金）18時〜20時
ところ／生きいきプラザ
■
問合せ 市民課☎0558（72）9858

12月の納期限

公共施設の休業日

伊豆市の人口
2017. 11

☎054(254)1191

●クリスマス会（中伊豆図書館）

『声』の広報
FMIS 87.2MHz

21

ー養育費・就業支援セミナーー

（予約不要）
障がいに関する相談
とき／18日(月)13時30分〜15時30分
ところ／生きいきプラザ
■
相談・問合せ
社会福祉課☎0558（72）9863
障害者生活支援センター中伊豆リハ
☎0558（83）2195
サポートセンターふがく
☎0550（87）0259

◆人権相談（要予約）
家庭内や地域での困りごと、不当
な差別やいじめなどの相談
※どの地区の人でもご相談できます。
とき／12日(火)10時〜12時
ところ／生きいきプラザ、土肥支所
■
予約・問合せ
社会福祉課☎0558（72）9862

● 固定資産税、幼稚園授業料・給食費、保育園保育料、介護保険料
水道料金（修善寺地区）、温泉料金………… 25日
● イズシカ問屋 … 火・金曜日
● 市役所 … 土・日・祝日
● 湯の国会館… 水曜日
● 図書館 … 月曜日
● 伊豆市資料館 … 木曜日
● 清掃センター … 土（11時〜）
・日・祝日
● 虹の郷 ……5日（火）、12日（火）、26日（火）
● 中伊豆室内温水プール … 月曜日
18日（月）〜22日（金）
● 天城温泉プール ………… 火曜日
※公共施設の年末年始の休業日のお知らせは広報12月号に掲載します。

男：15,129人

（平成29年10月1日現在）

◆障がい者福祉相談会

女：16,364人

計：31,493人

世帯数：13,452世帯
2017. 11
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みやうち さいぞう

さかべ ひなた

みやうち たける

宮内 才蔵ちゃん

宮内 丈瑠ちゃん

坂部 優陽ちゃん

（大平）

（熊坂）

（市山）

地域外の人材を地域社会の新たな担い手として受け入れ、
地域力の維持強化を図る総務省の取り組みです。

Vol.11

いのまたまなぶ

伊豆市地域おこし協力隊の猪股学です。昨年の

考えるきっかけを作る活動もしています。今後も地

４月から伊豆産鹿革を利用した製品開発デザインと

域に根差した活動を継続していきながら、SNSな

販路開拓をメインに活動しています。獣害対策とし

どで情報発信していきたいと思います。

て駆除された鹿を新たな地域の資源と捉えて、そ
れらの革や角を使用した革製品、角製品を手作りで

３歳児健診でむし歯がゼロだったお子さんを紹介します。

もり

やまだ あやか

■
問合せ こども課 ☎0558（72）9864

山田 絢香ちゃん

やまだ よしみつ

山田 幸光ちゃん
（小立野）

（大平）

から

製作しています。それらの製品は
『mori-kara』
とい

mori-kara
※Facebookページで活動の様子を
公開しています。

うブランドで販売しており、
『森からのメッセージ』
を
届ける展開をしています。市内・市外で行なわれる
イベントへ出店し、革・角製品の販売、また鹿革で作

▶ワークショップの様子

るキーホルダー製作体験を行なっています。
いのまた まなぶ

また、革細工に興味を持っている方や小中学生

猪股 学
山梨県南アルプス市出身。ユニフォームメーカーにて営業
企画・デザイン職。計測機器メーカーにて海外営業職を経
験。地元に戻り山梨県宝石美術専門学校卒業後、山梨県
のジュエリーメーカーにてデザイナーとして勤務。

に向けて伊豆産鹿革を使用したクラフトを製作する
やまもと りあ

やまうち ゆい
やまだ さつき

山内 結生ちゃん

山本 莉愛ちゃん

（下白岩）

（門野原）

山田 皐月ちゃん
（上白岩）

もりしま しょうき

ワークショップを行ない、地域の資源活用について

森島翔輝ちゃん
（青羽根）

12月休日当番医

図書館でお話会

※緊急の場合は119

3日（日）修善寺クリニック（柏久保） ☎0558（72）7272
10日（日）大和堂医院（修善寺）

17日（日）青山内科クリニック（加殿）☎0558（74）2111
23日（土・祝）あさいクリニック（吉田）
☎0558（77）1374

にしじま

おおかわ

西島 ひまりちゃん

大川 いなちゃん

（熊坂）

お気に入り！
ジオラマが大の
の
内
ム
ア
ジ
ー
ミュ

ン
バト

タ
ッチ

24日（日）小山田医院（修善寺）
☎0558（72）3125
30日（土）中島病院（松ケ瀬）
☎0558（87）0333
31日（日）中伊豆リハビリテーションセンター（冷川）
☎0558（83）2111

（吉奈）

飯田さん家族

☎0558（72）0015

３６５日 ２４時間

2次救急指定病院

伊豆赤十字病院（小立野） ☎０５５８
（72）2148

1 人で滑れるようになったよ！

浅田さん家族
（湯ケ島在住）

※夜間・時間外の受診については事前にお電話でご相談ください。

伊豆市健康ほっとライン

３６５日 ２４時間

芳孝パパ

けいこ

図書館で手遊びや絵本の読み聞かせなどをします。

★日曜日のおはなし会(修善寺)3歳以上
3日・17日（日）15時30分〜16時
★小さい子のお話会（修善寺）０歳〜３歳
20日（水）10時30分〜11時
★おはなしタイム（中伊豆）幼児・児童
23日(土)10時30分〜11時
★おはなしタイム Baby♪（中伊豆）乳幼児
13日・27日(水)10時30分〜10時50分
★うりぼうおはなしかい(天城)0歳〜3歳
14日 (木) 10時30分〜10時50分
★おはなし会(天城)4歳〜小学生低学年
16日 (土) 14時30分〜16時30分
★おはなしの会（土肥）小学生以下
9日・23日（土）10時30分〜11時

園庭開放

実施日

修善寺東こども園

毎週火曜日

熊坂こども園

毎週水曜日

『子育て支援センター』
親子で気軽に集まって交流する場です。
お子さんとぜひお越しください。
実施日／月曜日〜金曜日
わんぱく広場のみ月（不定期）
・金曜日
※行事などによりお休みする場合があります。
子育て支援センター・施設

実施時間

のびのび広場（修善寺保育園）

9時〜15時

わんぱく広場（生きいきプラザ）

9時30分〜11時３０分

すいすい（認定こども園あゆのさと） 9時〜15時
にこにこフロア（土肥こども園）

9時〜11時３０分

いないいないばあ（あまぎ認定こども園） 9時30分〜15時

■
申し込み不要 時間までにお集まりください。

医療スタッフが相談にお答えします！
お気軽にご相談ください。 ☎０120（235）124

よしたか

遊びに
きてね！

ちびっこサロンわらぼ（
（原保保育園）
保保育 ） 9時30分〜14時３０分
ひよこくらぶ（なかいず認
認定こども園） 9時30分〜15時

恵子ママ

月１日︵日︶
︑伊豆

市 営 水 道 相 談 セン

2017. 11

ターが立ち上 がりま

79

市長 の
今 これ
場所は大平イン
した︒

24

ター近く︑電話番号は０５５８︵ ︶

３３８８です︒
３６５日 時間︑漏水

など水道のトラブルに関する相談を

受け付け︑市内の水道屋さんがすぐ

km

に対応できるようになりました︒

伊 豆 市の水 道 管は全 長４００

もあり︑管理修繕には大変なお金と

時間が掛かります︒
そこで︑公民連

携 研 究 会に調 査 研 究をお願いした

16 日着予定

ところ︑
﹁伊豆市水道事業全体の民

2017. 11 校正

営化は無理なので︑個別業務の外部

23

委託が望ましい﹂との答申をいただ

ト購入時にも補助金が助成され、とても助かりました。

きました︒
６年 前からそのための検

の移動が欠かせないので、チャイルドシートの貸出とジュニアシー

討・準備を進め︑このたび﹃伊豆市

ます。湯ケ島から虹の郷へ行くときはもちろん車。伊豆市では車で

上下水道協同組合﹄が設立され︑同

ばせることができるので、お弁当を持って一日中遊びに出掛けてい

組合への業務委託が実現しました︒

りです。四季の移り変わりを感じながら、安心して子どもたちを遊

市民の皆さんにとっては︑大変便利

ニー鉄道と１５インチゲージレイルウェイミュージアムがお気に入

SL を見ながらのお弁当が一番の楽しみ

になるはずです︒

の郷によく行きます。蒸気機関車とディーゼル機関車が走るロム

伊豆市はこのように︑業務の民営

歳の男の子がいます。二人とも機関車トーマスが大好きなので、虹

化や 民 間 委 託を今 後も進めてまい

機関車大好きな息子たちと
５年前、結婚を機に焼津市から伊豆市に住み始め、現在、４歳と１

ります︒民 間のノウハウを活 用して

正志ちゃん(1歳)

vol.2

サービスの向 上を目 指すとともに︑

孝太郎ちゃん(4歳)

まさし

財政の効率化に努めてまいります︒

こうたろう

10
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