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●活動して感じたことは？
電動アシスト自動車の快適さは皆

があるというのも魅力です。

中でも修禅寺から奥の院までのコー

た く さ ん の 魅 力 的 な コ ー ス が あ り、

ご意見もあります。
また、伊豆市には

をもう少し充実させてほしいという

が狭くて走りにくい、駐輪場や案内

す。伊 豆 市 民 は 全 国 平 均 に 比 べ て 自

適な環境づくりをしていきたいで

茶を作って、利用する人にとって快

ルームや休憩、情報交換ができる喫

訪 れ る ス ポ ッ ト な の で、シ ャ ワ ー

修善寺駅は多くのサイクリストが

さん絶賛してくれています。
ただ、道

れる人にも『ステキな里山伊豆』を

ス は 人 気 が あ り ま す。立 ち 寄 り 処 の

転車の利用率が低いので、市民に気

●今後の活動は？

自転車を通して伊豆市をおもてなしのまちへ
今 回 はＮＰＯ法 人『ス テ キ な・
ごとうじゅんいち

ご え ん』の 後 藤 順 一 さ ん か ら お 話
を伺いました。

楽 し ん で い た だ け る よ う に、さ ま

紹介を期待する声も多いので、山城

軽 に 自 転 車 に 乗 っ て も ら え る よ う、

●どんな活動をされていますか？

ざまなアクティビティを用意して

巡りコースや、車も少なく走りやす

手伝いさせていただく縁があって、

進める自転車まちづくり事業をお

自転車につきましては、伊豆市が

また、外国人も想定したガイド付

プ作りに取り組んでいきたいです。

のモデルコースの紹介も含め、マッ

い中伊豆筏場のわさび田コースなど

市民サイクリング』イベントなどの

ら月例会の実施や、
『だれでも一緒に

『散ぽ走』を提唱しています。これか

げ、散歩感覚で市内を自転車で走る

『いずベロ・ファンクラブ』を立ち上

は、伊豆市を中心に、住む人にも訪

ＮＰＯ法人『ステキな・ごえん』

おります。

台の共同利

きのツアーもできるようにしていけ

自転車の魅力を伝える企画を行な

さんぽそう

用サービス、サイクルシェアリング

ば、伊豆のファンはますます増えて

い、参加者を増やしていきたいです。

電動アシスト自転車
『いずベロ』
の管理の委託を受け、運

いくのでは、
と感じました。

営を行なっています。

もっと市民の皆さんに自転車に乗っ

いた事業者が撤退し、運営を頼まれ

レンタサイクル事業を請け負って

で感じられる点です。
自転車は、走っ

では寄りにくい所をゆっくりと五感

乗っているときに感じる風や、車

とって、過ごしやすい市になればい

であろう多くの利用者の皆さんに

ちを学んでもらい、これから訪れる

の気持ちに沿ったおもてなしの気持

てもらって、自転車の魅力や利用者

ました。
やっているうちに、いずれ伊

ていて気になる所を見つけたら、す

いと思います。

●自転車の利点は？

豆市は『電動アシスト自転車の利用

ぐ 止 ま っ て 見 る こ と が で き ま す。さ

●活動を始めたきっかけは？

者のメッカ』
になるのでは、という気

らに、エコ、そして健康増進にも効果

狩

野

川

2
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ベロ

いず

20 台の電動アシスト自転車を貸し出し中（写真③）、自転車をレンタルしてこれからサイクリングに行く予定の家族（写真④）、
修善寺南小学校

協力店の修善寺温泉場ステーション『桜燕亭』では izu vélo のレンタサイクルを相互返却ができる（写真⑤）。
さくらつばめ

izu vélo（修善寺駅前店）☎ 0558（72）0111

⑤

いずベロ

izu vélo
修善寺駅前店

住所／伊豆市柏久保 633-9
メール／ izu_velo@yahoo.co.jp

じゅんいち

持ちがだんだん高まってきました。

公式ホームページ

至牧之郷

136

izu vélo( 修善寺駅前店 )

至伊東

後藤さんのおすすめサイクリングスポット中伊豆筏場のわさび田（写真①）、伊豆半島を型どったイラストと自転車を組み合わせた izu vélo のロゴ（写真②）、

■
問合せ

20

横瀬

ベロ

いず

後藤 順一さん
ごとう

世界へアピール ! 自転車のまち

12

２

自転車を生かした
まちづくりを目指して！

伊豆市自転車まちづくりシンポジウム

『伊豆市全体が稼ぐ』
観光を目指して！

伊豆市産業振興協議会法人化発表会
３月 日
（日）
、生きいきプラザで
『伊豆市自転

１

日（木）、伊豆市産業振興協議会がだ

３

伊豆市で
日本の文化を体験

ネルソン市民訪問団、来日！
日（水）、友好都市のカナダ・ネルソ

事業者、金融機関、市議らに対する法人化発

るま山高原レストハウスで、旅行会社や交通

ク・パラリンピックのその先へ〜伊豆市にお

基調講演で先進事例を勉強した後、『オリンピッ

車まちづくりシンポジウム』
が開催されました。

ング、習字・折り紙・着付け体験などを楽しみ、

し、修禅寺での座禅・抹茶体験、達磨山ハイキ

デブラ市長をはじめ

ン市から市民訪問団が訪れました。コザック・

３月

表会を開きました。同協議会は４月、一般社
ける自転車を活用したまちづくりの可能性〜』
伊 豆 市 民 と 交 流 し ま し た。旧 修 善 寺 町 時 代 か

３月

団法人になりました。市と観光協会、商工会、
をテーマにパネルディスカッションを行ない、
周年に当たる

人が５泊 ６日で訪問

ＪＡ伊豆の国が一丸となり、観光客を呼び込
ら数え、今年が友好都市締結

員、
来賓合わせて約４００人が参加しました。

中伊豆にハーレー
１００台集合！

30

15

日（日）、六仙の里で『人と自然と地
中伊豆』が開かれました。 以上の

行ない会場を盛り上げました。

１００台以上が集結し、ハーレーパレードを

カー『ハーレーダビッドソン』の大型バイク

イ ベ ン ト を 行 な っ た ほ か、米 国 の 有 名 メ ー

模擬店が並び、演奏やダンスなどのステージ

まつり

域をつなぐ』をテーマに『第１回六仙さくら

４月

第 １回 六 仙 さ く ら ま つ り

６

東京 ２０２０大会自転車競技伊豆開催を契機

新年度開始！
伊豆市を守る消防団

伊豆市消防団入退団式

５

む活動、市の商品を外部に売り出す活動を展

地域の人たちに
信頼される施設に！

ことから、
訪問が実現しました。

22

にした自転車による地域活性化を考えました。

４
なかいず認定こども園竣工式

入退団式が行なわれました。団員として地域

４月 日
（日）
、狩野ドームで、伊豆市消防団

を併合して４月に開所した『なかいず認定こ

防災のために尽力した退団者への感謝状など

日（日）、さくらこども園と橘保育園

ども園』の竣工式が開かれ、新しい施設の開

の贈呈式や、新年度より入団する団員への辞

月

所を祝いました。代表者が園舎の前でテープ

令交付式を行ないました。本年度は天城方面

きくちゆたか

いし

カットした後、園内のホールで式を開き、石

隊の副団長が交代し、 人が退団、 人が入団

かわ みよし

ただお

川三義理事長があいさつし、来賓の菊地豊市
みた

し、 分団５０２人体制になります。
式には団

のだ はるひさ

菊地豊市長

きくちゆたか

▲辞令交付式で整列する新入団員

20

ごとうじゅんいち
ますこ なおみ
ちばまなぶ

長、野田治久県議、三田忠男市議会議長も新
施設への期待を述べました。

46

▲修禅寺で記念撮影するネルソンの訪問団
▲ハーレーパレードで盛り上がる会場

86

2

▲（左から）千葉学さん、益子直美さん、後藤順一さん、

開していきます。

19

２
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16
26

▲署名した定款を披露する各団体代表者
▲完成した園舎の玄関口でのテープカット

in

３

マイナンバーカードを使って

市では、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストア（以下『コ
ンビニ』）のマルチコピー機（コンビニ端末機）を自分で操作し、住民票の写しや
印鑑証明書を取得することができる
『コンビニ交付サービス』
を開始します。

取得できる証明書は？

利用できる時間帯は？

①住民票（個人または世帯全員）
※現存住民のみ
②印鑑証明書 ※本人のみ
③課税（所得）証明書
※現年のみ、本人のみ

6時30分～23時

年に一度の入場料無料の日

おいしいもの市

（土、日、祝日でも取得可能）

必要な書類は？

いくらかかりますか？
各証明1通300円（手数料）
※支払いはコンビニ端末で行な
います。

べ

る

観

通勤、お買い物
お出掛け
などのついでに

｜食

気軽に！いつでも！

※音声・アラームでお知らせし、証明書の
取り忘れを防止しています。
また、専用の通信ネットワークを利用し
ているため、個人情報が他に漏れること
もなく安心して取得できます。

｜

｜

修善寺駅と日本サイクルスポーツセン
ターを無料シャトルバスが往復します。

■
問合せ 観光商工課 ☎0558（72）9911

自転 車 の 魅 力を満 喫できる多 彩なイベントがいっぱい！

第13回サイクルフェスティバル
今年のサイクルフェスティバルは、体験プログラムを
新たに加えて開催します！通常行なっている伊豆ベロド
ローム体験走行やおいしいもの市に加え、子どもを対象
にした自然エネルギーの体験プログラムや自転車を安全
に乗る教室、一般を対象としたバーチャル自転車ゲーム
などを初企画。皆さんのご来場をお待ちしています。

ウィーラースクール

利用できる店舗は？

マイナンバーカード

全国約49,000店舗のコンビニ

（利用者証明用電子証明書付）
マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号数

セブンイレブン、ローソン、

字４ケタのものを入力します。

サークルKサンクス、

※暗証番号は他人に知られないようにしてください。

ファミリーマート、

※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が

ミニストップ など

格納されていないものをお持ちの人は、コンビニ交

2017. 5

5月27日（土）
9時～14時30分

る｜

12月29日から1月3日を除く

コンビニ端末での受取り

注意事項

日本サイクルスポーツセンター

ベロドローム
見 学ツアー

※ただし、年末年始の

受け取り方法は？

付を受けられません。

市では、今年も自転車の祭典『サイ
クルフェスティバル伊豆2017』
を開催
します。当日は、
『第20回ツアー・オブ・
ジャパン伊豆ステージ』
も同時開催！
自転車づくしの１日をご体感ください。

※アトラク
シ
ョ

｜
ぶ

です。
有料
は
ン

いつでもどこでも証明書がコンビニで！

7

サイクルフェスティバル伊 豆 2 0 1 7

■
問合せ 市民課 ☎0558（72）9855

｜
遊

土）
（
日
１
７月
から

NTN『回る学校』
伊豆ベロドローム体験走行

バーチャル自転車ゲーム
『サイクルスピリッツ』

第20回ツアーオブジャパン伊豆ステージ

気軽に！どこでも！

◯死亡により住民票から除かれている場合

次のような場合は、コンビニ端末機

◯転出者および転出予定者（転出届の手続きをされた人）

で証明書を発行できません。

◯交付手数料が無料または免除となる証明書

本気の
レース
を
間近で
観戦！

ほかにもイベント
盛りだくさん！
詳細は
裏表紙へ

※市道の一部を全面通行止めにします。

2017. 5
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Go for Tokyo 2020
2020年に向けて54人がボランティア研修に参加しました
市では、1 月～ 3 月にかけて、全 5 回のボランティア研修を行ないました。研修では、大会や
競技の概要、市内の観光資源、障がい者への対応などを学びました。5 月には、研修を終えた参
加者を、英語または自転車競技対応ボランティアとして認定します。そして、6 月からは市内で
実地研修を重ねていき、2020 年に向けて準備を進めます。このボランティアは、開催時に、市
内を中心とした主要な駅や観光地での観光・交通案内を行なう予定です。

Vol.8

2020年には、皆さんの活躍の舞台があります！
皆さんも参加できる東京 2020 大会のボランティアは、都市ボランティアと大会ボランティア
の 2 つに分けられて、募集・運営される予定です。現在、東京都と
（公財）東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会組織委員会（以下『組織委員会』）
では、詳細な検討を重ねています。

東京2020大会関連ボランティア※について（予定）
※都市ボランティアと大会ボランティアの総称です。

ボランティア
の種類

相互連携協定を締結している日本
大学国際関係学部の教員による英
語での観光・交通案内の演習

観光案内について説明する
修善寺ふるさとガイド

募集・運営
を行なうのは？
どこで、どのような
活動をするの？

視覚障がい者
への対応実習

伊豆ベロドロームで大会観戦
しながら競技を学ぶ参加者

東京オリンピック・パラリンピック推進課 ☎0558(74)2020

【伊豆ベロドローム 】
自転車競技（トラック・レース）大会情報

■
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
【5月】 ○全日本学生TRS（トラックレースシリーズ） 第2戦
○第19回

都市ボランティア

東京都、競技会場を有する自治体
※伊豆会場：静岡県・伊豆市

大会ボランティア
（公財）東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会
（以下『組織委員会』）

主要な駅、観光スポット、競技会
場の最寄駅周辺などで、国内外
からの観光客や観客へ観光案内
や交通案内を行なう

競技会場や選手村などの大会関
係施設で、観客サポートや競技サ
ポート、メディアサポートなどを行
ない、大会運営を支える

▲自転車競技会場最寄駅の修善寺駅

▲トラック・レース会場、伊豆ベロドローム

都市／大会ボランティアの合計
で9万人以上（想定）

都市／大会ボランティアの合計
で9万人以上（想定）

意見を発表する参加者

伊豆市では、静岡県と連携して、組織委員会や東京都と情報共有しながら、当大会のボ
ランティア募集・育成を行なっていきます。
ボランティア募集について伊豆市として平成 29 年春に行なう予定でしたが、静岡県の
ボランティア計画が策定された後、平成 29 年秋ごろに実施する予定となりました。
募集開始を楽しみにお待ちいただいていた皆さんには誠に恐縮ですが、もうしばらくお
待ちいただきますよう、お願いします。
なお、募集時期や応募条件、応募方法などが決定次
第、広報伊豆、市ホームページにてお知らせします。
■
問合せ

左ページで詳しく

修善寺カップ女子オープン（トラック）

全大会
入場料無料

20日（土）
20日（土）

規模は
どのくらい？
募集開始は
いつごろ？
専門性は
必要？

平成 30 年（2018 年）夏ごろ
（予定）
※伊豆会場：平成 29 年（2017 年）
秋ごろ（予定）
過去の大会では特になし

平成30年（2018年）夏ごろ（予定）

競技に関連するものなど、専門性
が必要な場合もある

リオの様子
(参考）

【6月】現在予定されていません
【7月】 ○第58回全日本学生選手権自転車競技大会

1日（土）
～ 2日（日）

○2017ジャパントラックカップⅠ＆Ⅱ

7日（金）
～ 9日（日）

○CSCトラック自転車競技大会2017夏

9

2017. 5

22日（土）
～23日（日）

▲案内を行なう都市ボランティア
（リオ 2016 大会）

▲競技運営をサポートする大会ボランティア
（リオ 2016 大会）

2017. 5
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当初予算主要事業

当初予算に計上した、
『 第2次伊豆市総合計画』に基づく主要
施策を5つの重点目標ごとに説明します。

10億4,350万円
（6.2％）

県支出金

少子高齢化や人口減少が進む中で、子どもからお年寄りまで、誰もが安心し
ていきいきと心豊かに暮らせるまちづくりを目指し、
『コンパクトタウン&ネット
ワーク構想』
を推進します。
2億2,571万6千円
1億6,094万4千円
800万円
500万円

41億１,９89万4千円
(24.7％)

国庫支出金

17億4,671万1千円
（10.5％）

自主財源

歳入

市債

18億240万円 依存財源
（10.8％） 104億2,828万

284万5千円
650万円
300万円
533万4千円

1,673万5千円
2,100万円
1,760万円

○自転車まちづくり推進事業
○地域づくり交付金
○情報発信支援業務委託

2,964万5千円
2,777万円
2,787万5千円

５ 少子化対策と次代を担う人材の育成
地域の中で安心して子どもを産み、健やかに育てられる環境づくりを進めると
ともに、結婚を望む人に出会いの場を提供するなど、子どもを持つことをまち全
体で応援します。
○こども医療費助成金
（中学3年生まで医療費無料化）
8,924万4千円
○私立こども園運営費負担金
3億4,972万4千円
○新生児聴覚検査
70万５千円
○土肥小中一貫校整備事業
5億9,734万8千円

総額
166億８,７４７万４千円

その他

災害復旧費

6億421万6千円
（3.6％）

3万円
（0.0％）

繰出金

人件費

18億6,850万2千円
（11.2％）

29億8,160万2千円
（17.9％）

24億7,271万
8千円
(14.8%)
その他の経費

普通建設事業

歳出

投資的経費

25億7,683万円 25億7,686万円
166億
(15.4%)
(15.4％）
８,７４７万４千円

維持補修費

1億1,441万8千円
(0.7％）

義務的経費

64億８,７７８万
扶助費
1千円
21億717万9千円
(38.9%)

（12.6％）

経常的経費
経常的経費計

公債費

116億3,789万
6千円
(69.8%)

22億3,942万5千円
（13.4％）

子どもから高齢者に至るまで、誰もが安心して心豊かに充実した暮らしを実
感できるよう、自然・伝統文化など市の良さを守り、育て、伝えていくための取り
組みを進め地域への愛着や誇りの醸成に努めます。また、地域の特性を生かし
た地域主体のまちづくりを展開します。

一般会計

（前年度から9,７４７万4千円増）

補助費等

４ まちへの誇りの醸成とブランド力の向上

6億7,165万5千円
（4.0％）

地方交付税

その他の経費

東京2020大会開催を契機に、総合産業である観光を中心に
『稼ぐ力』を強化
します。そのために、地域住民、観光客双方にとって魅力を感じる風情と風格が
漂う国際的な『観光文化環境都市』
を目指します。
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14億6,763万7千円
（8.8％）

48億9,000万円
（29.3％）

3 産業力の強化

○東京２０２０大会事業
○伊豆市産業振興協議会委託事業
○Ｉ
Ｔ企業進出支援策策定業務委託

繰越金・使用料
・諸収入など

繰入金

市民一人ひとりが自らの健康を意識し、心身の健康づくりへの取り組みを促
進するとともに健康、医療、福祉サービスを受けられる体制を整備します。
また、健康的で生きがいを持って生活できる環境整備を図ります。

11

166億
８,７４７万４千円

■
問合せ 財務課 ☎0558（72）9859

62億5,９18万
6千円
(37.5%)

8千円
(62.5%)

２ 安全で心地よい生活環境の創出

○コンビニ証明交付サービス
○歩行者空間整備ガイドライン等策定業務委託
○景観まちづくり重点地区計画等策定業務委託
○健康づくり事業

当初予算

市税

9億4,567万7千円
（5.7％）

１ 魅力あふれる拠点の創造と交通体系の確保

○旧湯ヶ島幼稚園・旧湯ヶ島小学校施設改修事業
○
（天城北道路）
道の駅整備事業
○交通ネットワーク調査検証業務委託
○待合環境整備事業補助金

平成29年度

地方譲与税など

13億9,900万円
（8.4％）

『 第2次伊豆市総合計画 』の重点施
策を着実に実行するため、東京2020
大会自転車競技伊豆開催に向けた啓
発事業費や天城北道路周辺における
道の駅整備事業費を計上しました。ま
た人口減少の歯止めにチャレンジする
予算を優先的に措置し、中学3年生ま
での医療費無料化や新生児聴覚検査
の導入など、子育て支援や若年層の定
住促進につながる事業に引き続き取り
組んでいきます。

物件費

27億9,627万2千円
（16.8％）

会計名

平成29年度予算額

平成28年度予算額

152万5千円

2,881万4千円

51億200万円

53億100万円

4億630万円

3億8,330万円

31億2,000万円

32億円

1億5,300万円

1億4,130万円

16億1,500万円

13億5,800万円

1億4,700万円

1億6,500万円

8億415万7千円

6億7,417万3千円

温泉事業特別会計
（企業会計）

6,096万1千円

7,473万円

財産区特別会計
（8財産区合計）

4,476万4千円

2,629万5千円

公共用地取得事業特別会計
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
簡易水道事業特別会計
下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
水道事業会計
（企業会計）

特別会計・企業会計
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。
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『安全で心地よい生活環境の創出』の実現に向けて

目指す姿
生活習慣病の発症予防と重症化予
防を重視した健康づくりにより健康
寿命の延伸を図ること、市民１人ひと

平成29年度～平成34年度

健康いず21計画

りの生活の質
（QOL）
を高め、自立し
た生活ができることを目指します。

平成24年に策定した『健康いず21計画』
を見直し、
伊豆市が目指す健康づくり計画を策定しました。
■
問合せ 健康支援課 ☎0558（72）9861

今年度から後期高齢者医療保険の被保険者も助成の対象になります

国民健康保険・後期高齢者医療保険
人間ドック・脳ドックのご案内
■
問合せ 保険課 ☎0558（72）9856

重点事業

計画全体の目標

1

1

予防可能な生活習慣病（がん、循環器疾患

（脳血管疾患・心疾患）
、糖尿病、高血圧など）
の発症と重症化を防ぎます

２

生活習慣の改善と社会環境の整備

適切な食育、運動・身体活動、こころ、喫煙・

２

飲酒および歯・口腔の健康に関する生活習

3

生活習慣病重症化予防の推進
（糖尿病性腎
症重症化予防対策と生活習慣病重症化予
防対策）

禁煙の推進と受動喫煙防止の環境整備
自殺に追い込まれない地域づくり

慣の改善を図ります

自分の健康は自分で守る！

～市民の皆さんに日頃から取り組んでもらいたいこと～
一人ひとりが健康を維持・増進するために自分の体の状態を知り、積極的かつ継続的
に、望ましい生活習慣を身につけるための取り組みが大切です。

栄養・食生活

運動・身体活動

こころ

○1日2グラム減塩を意識し
た食事を摂りましょう。
○主食、主菜、副菜を意識し、
バランスよく食べましょう。

○日常生活で体を動かす機
会を増やしましょう。
○自分に合った運動を身につ
け、継続しましょう。

○ストレスやうつ病などにつ
いての正しい知識を持ち、
自分に合ったストレス軽減
の方法を実践しましょう。

喫煙・飲酒

歯・口腔の健康

健康づくりの環境整備

○受動喫煙防止に配慮しまし
ょう。
○適正飲酒量について知り、
週2回は休肝日を設けまし
ょう。

○よく噛んで食べるように努
めましょう。
○かかりつけ歯 科 医を決め
て、定 期 的に歯 周 病 検 診
を受 け、早 期 発 見、早 期
治療に努めましょう。

○自分自身の健康づくりに向
けた生活習慣を継続しまし
ょう。
○かかりつけ医を持ち、重症
化しないよう、適正受診に
努めましょう。

対象者

内容

次の条件をすべて満たす人が対象となります。
○満20歳以上である人
○申請日の時点で、引き続き1年以上、市の国民健
康保険に加入している人、
または市に住所を有
し、静岡県後期高齢者医療保険に加入している
人
○国民健康保険税、
または後期高齢者医療保険料
に滞納がない人
○当該年度に人間ドック・脳ドックの助成を受けて
いない人
○年度内に特定健診
（後期高齢者健診）
を受けてい
ない人
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助成金額
人間ドック費用額の7割
（上限は30,000円）

申請
助成を受けるためには、事前に申請が必要です。
保険課
（生きいきプラザ２階）
または、各支所で申請
してください。

持ち物

実施時期

保険証、印鑑

6月1日
（木）
～平成３０年3月31日
（土）

委託医療機関
（8医療機関）
医療機関名

人間ドック 脳ドック

住所

電話番号

伊豆赤十字病院

○

△

伊豆市小立野100

伊豆保健医療センター

○

○

伊豆の国市田京270-1 0558
（76）
6820

東部メディカル健康管理センター

○

○

函南町仁田楠台777-4 055
（979）
2657

リハビリテーション中伊豆温泉病院

○

△

伊豆市上白岩1000

0558
（83）
3340

西伊豆病院

○

西伊豆町仁科138-2

0558
（52）
2366

国際医療福祉大学熱海病院

○

△

熱海市東海岸町13-1

0557
（81）
9176

○

沼津市大岡2835-7

055
（922）
3087

沼津市錦町3-5

055
（963）
4114

西島病院

『健康寿命の延伸』
『 生活の質の向上』
を目指し、市民・市・関係機関などが
一体となって健康づくりを進めていきます。

身体計測、血液検査、尿検査、眼底検査、聴力検査、
心電図検査、超音波検査、
レントゲン検査、消化器
検査など
その他オプションとして受けられる検査があります。

杉山病院
○：実施

○

0558
（72）
2148

△：オプションで脳検査を実施

2017. 5
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放課後児童クラブ指導員募集

放課後児童クラブの指導員を1人募集します。

募集職種／放課後児童クラブの指導員(教育総務課)
任期／6月1日（木）～平成30年3月31日（土）
（再雇用あり）
受験資格／児童の指導に経験のある人
勤務形態 ／月曜日～土曜日(日曜・祝日・年末年始を除く)
平日：12時30分～18時30分(6時間)、土曜・長期休時：7時
30分～18時30分（内8時間）。業務を委託している社会福
祉法人春風会伊豆中央ケアセンターの所属となります。週3
日程度の勤務でもかまいません。ご相談ください。
時給 ／880円※交通費は法人の規定により支給します。
社会保険(健康保険、厚生年金)、雇用保険への加入は、勤務
日数によります。有給休暇あり。
勤務地／天城放課後児童クラブ（天城小学校体育館内）
勤務内容／放課後や長期休暇の時の児童の預かり。児童の
健康状態や安全に配慮してください。
試験／書類審査、面接 申込み／5月20日（土）までに教育
総務課へ履歴書を郵送してください。
■
申込み・問合せ 教育総務課☎0558（83）5470
伊豆中央ケアセンター☎0558（72）8111（担当：大島）

三島年金事務所
出張年金相談
年金の受給に関することや年金請求のお手続
きなどの相談に応じます。予約制ですので事前に
お電話でお申し込みください。

■
問合せ 市民課☎0558（72）9858

お知らせ
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）。
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平成 30 年度採用の伊豆市職員を募集します。
今年度は、通常の募集に加え民間企業での職務経験を伊豆市の魅力アップに生かし
ていただく『即戦力採用枠』や専門職の募集を行ないます。地域の『あたりまえ』
を支える仕事、一緒に取り組みませんか？ご応募お待ちしています！

ネコの去勢・避妊手術費用の
一部を補助しています
飼い主のいないネコの相談が多く寄せられて
います。望まない繁殖による子ネコを出さないた
め、また、周囲に対する危害や迷惑を防止するた
めに飼い主のいないネコの去勢・避妊手術費用
の一部を補助していますのでご活用ください。
対象者／飼い主のいないネコに去勢・避妊手術を受けさせ
たい市民。手術後にそのネコを適切に管理（フンの片付け
など）できる人※手術後の耳カットは必須です。
補助金額／手術に要した経費の額（上限5,000円／匹）
※年度中に１世帯２匹までです。
申請方法／手術をする前に次のものを持参し、環境衛生課で
手続きが必要です。※手術後の申請はできません。
①認め印
②申請者の住所が確認できるもの（運転免許証の写しなど）
③申請者本人の口座が分かるもの（通帳の写しなど）
■
問合せ 環境衛生課☎0558(72) 9857

■電気式生ごみ処理機
対象／電気式で生ごみを発酵、乾燥などの方法により分解
する機器であること。
補助金額／ 購入額の２分の１を補助（上限30,000円）
※１世帯に１台まで、過去５年以内にこの補助金を受けてい
ないことが条件となります。
申請方法／購入前に次のものを持参し、環境衛生課で手続
きが必要です。
①生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書
②見積書（申請者の氏名入り）
③申請者本人の口座が分かるもの（通帳の写しなど）
④カタログなど型式性能の分かるもの ⑤ 認め印
※市ホームページで各種申請書がダウンロードできます。
■
問合せ 環境衛生課☎0558(72) 9857

職員採用ＰＲ動画
近日公開

■一般事務職
大卒程度

短大卒程度

新卒（等）枠

採用予定数
学歴
（注２）
年齢要件

大卒程度

高卒程度

新設 即戦力採用枠

新卒（等）枠
５人程度

新卒（等）枠

2人程度

１人程度

学校教育法による高等
学校教育法による短大ま
学校教育法による大学を
たは専修学校（２年）を 学校教育法による大学を卒業または 学校を卒業または、平
卒業または平成30年３
卒業または平成30年３月 平成30年３月までに卒業見込みの人 成30年３月までに卒業
月までに卒業見込みの人
見込みの人
までに卒業見込みの人
昭和63年４月２日以降に生まれた人
（29歳以下）

昭和53年４月２日～昭和62年４月１日 平成４年４月２日以降に
に生まれた人（30歳以上39歳以下） 生まれた人（25歳以下）

即戦力採用枠の応募要件

その他
要件

①最終学歴の学校を卒業後～平成29年3月31日の間に、
１年以上継続して通算５年以上、民間企業に就業・従
--- 事した人
---

---

---

・通算は30日を1ケ月とし、1カ月未満は切捨てとします
・パート、アルバイト、契約社員などの非正規社員期間を除く

職務経験を生かし伊豆市の魅力アップに
尽力してくれる、熱意ある30代！
申込書
配布開始日

5月17日（水）

7月12日（水）

受付期間

5月22日（月）～6月12日（月）

7月18日（火）～8月7日（月）

試験日

7月23日（日）

9月17日（日）

内容

教養試験・事務能力検査・小論文試験

■専門職
試験区分
（注1）
採用予定数

SPI検査（適性・能力検査）
小論文試験

大卒程度
建築技術・新卒（等）枠
1人程度

教養試験・小論文試験
大卒・短大卒程度

土木技術・新卒（等）枠
1人程度

保育士
3人程度

学歴
（注２）

建築の科目を専攻し、学校教育法によ 土木の科目を専攻し、学校教育法によ 学校教育法による大学または短大を
る大学を卒業または平成30年３月まで る大学を卒業または平成30年３月まで 卒業または平成30年３月までに卒
に卒業見込みの人
に卒業見込みの人
業見込みの人

年齢要件

昭和63年４月２日以降に生まれた人（29歳以下）

その他
要件
申込書
配布開始日
受付期間
１次試験

■生ごみ処理容器（コンポスト・EMボカシ容器）
対象／材質が耐水性及び耐久性を備えたもので、臭気の発散
および雨水の流入などを防止するためのふたを備えたもの。
補 助 金 額 ／１容 器につき購入額の２分 の１を補 助（ 上 限
4,000円）※１世帯に２容器まで。
申請方法／購入後に次のものを持参し、環境衛生課で手続
きが必要です。
①生ごみ処理容器設置費補助金交付申請書
②領収書（申請者の氏名入り）
③申請者の本人の口座が分かるもの（通帳の写しなど）
④カタログなど型式性能の分かるもの ⑤認め印

未来の伊豆市のために、君にできる仕事があります

試験区分
（注1）

生ごみ処理容器・電気式生ごみ処理機器
購入費の補助金をご存知ですか

家庭から排出される燃やせるごみの約３割は
生ごみです。焼却されるごみの減量を推進するた
め、コンポストなどの購入者に費用の一部を補助
していますのでご活用ください。

平成 30 年度伊豆市職員募集

１次試験

とき／６月６日（火）10時～14時30分
ところ／生きいきプラザ２階 第３・第４会議室
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 予約開始／５月１日（月）から

伊豆市役所からの

---

保育士免許を有する
（H30.3月取得見込も含む）

--5月17日（水）
5月22日（月）～6月12日（月）

試験日

7月23日（日）

内容

教養試験・専門試験

（注 1）試験区分の併願受験はできません。（注 2）詳細については総務課にお問い合わせください。

○受験案内書および申込書は、市役所本庁で配布します。
○このほか、受験要件などの詳細は申込書に同封される案
内書をご確認ください。
○試験は 3 次試験まで行ないます。

○詳細は、市ホームページに順次掲載します。

伊豆市

採用

問合せ 総務課☎ 0558（72）1111
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勤労者住宅建設資金利子補給制度のお知らせ
市内に居住する勤労者で、金融機関から住宅ロー
ンなどを借りた人に、利子の一部を補助します。
■条件
①申請時に伊豆市に住民登録をしていること
②自己専用住宅を新築(既存住宅の建替え不可)または購入
していること
③返済開始が平成28年４月から平成29年３月の間であること
④借入金500万円以上で返済期間5年以上であること
⑤所得700万円以下（同居家族含む）であること
⑥建物の延べ床面積135㎡以下であること（60歳以上の高
齢者、身体障がい者または6人以上の家族が同居する場
合は240㎡以下）
⑦当制度以外に住宅建設資金の利子補給を受けていないこと
⑧伊豆市若者定住促進住宅補助金を受けていないこと
⑨市税の未納がないこと

利子補給額／月額3,200円
利子補給期間／
返済開始から3年間（伊豆市
に住民登録以前は対象外）
受付期間／５月８日(月)～６月９日(金)
提出書類／
①勤労者住宅建設資金利子補給金交付申請書
②住宅建設資金償還実績証明書(金融機関の証明)
③収入のわかる書類（世帯全員分の平成28年分源泉徴収
票の写し、平成28年分公的年金などの源泉徴収票の写
し、平成28年分確定申告書の写し）
※様式は観光商工課、各支所窓口にあります。また、ホーム
ページからもダウンロードできます。
※２年目以降の申請者には４月下旬に関係書類を送付済み
です。
■
申込み・問合せ 観光商工課☎0558（72）9911

『子育て支援センターの集い』 お願い！子育て
まかせて！子育て
を開催します！
地域で、子どもの健やかな成長を見守っていき
ましょう。児童福祉週間に伴い『子育て支援セン
ターの集い』を予定しています。申込み不要で、
誰でも参加ができます。多数のご来場をお待ちし
ています。
今年の標語／『できること たくさんあるよ きみのてに』
みたに ろい

『子育てを応援したい人、応援してほしい人』
が会員になり、助け合いながら子育てをサポート
していく活動です。会員には、援助を受けたい『お
ねがい会員』と援助を行なう『まかせて会員』、両
方兼ねた『どっちも会員』の３つがあります。

（三谷蕗唯さん ８歳 香川県）
■子育て支援センターの集い
とき／５月19日(金)
９時30分～11時30分
ところ／生きいきプラザ
内容／手作りおもちゃ、
ふれあい遊び、読み聞かせ

活動内容／保育施設・学童保育等への送迎、お子さんの預
かりなど 登録会員の条件／伊豆市に住所がある人
入会金・年会費／無料。安心して活動ができるように保険
に加入します（個人負担なし）。

■
問合せ こども課☎0558（72）9864

電話相談『子ども・家庭１１０番』

製造事業所の皆さんへ

ー工業統計調査へのご協力のお願いー
国の重要な統計調査である工業統計調査を平
成29年６月１日（木）現在で実施します。
調査概要／○調査対象は全国の製造業を営む事業所であ
り、その活動実態を明らかにすることを目的としています。
○調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料とし
て利活用されます。○個人情報は統計法に基づき厳重に保
護されます。
調査方法／５月から６月中旬にかけて、調査員による調査票
配布あるいは経済産業省による郵送送付をします。
■
問合せ 総合戦略課☎0558（74）3066
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■
問合せ こども課☎0558（72）9870

お子さんや子育てに関する悩みを一緒に考え
ます。内容についての秘密は固く守り、匿名での
相談も受け付けます。電話相談をご希望の場合
は、下記の電話番号へお掛けください。
電話番号／☎055（924）4152
相談時間／平日：9時～20時、土日：9時～17時
※祝日、年末年始はお休みです。
■
問合せ こども課☎0558（72）9870

春です！一緒に楽しく運動しましょう！
問合せ 社会教育課☎０５５８
（８３）
５４７７
各種教室＆大会参加者募集 ■
■リニューアル！
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！
※ボクシングエアロビクスとは、
ボクシングのメニューを取り入
れた運動のことです。
とき／５月12日（金）、６月16日（金）、
７月14日（金）19時30分～
会場／修善寺農村環境改善センター多目
的ホール

■春風香る『グラウンドゴルフ大会』
年 齢を問わず 楽しめる
身近なスポーツです。ご家
族やお友達、サークル仲間
などのグループでご参加く
ださい。
とき／５月13日（土）８時30分～
ところ／狩野グラウンド
内容／チーム構成は１チーム４人から６人
競技方法／８ホール×２の16ホールで行ない、団体戦と個
人戦があります。 定員／先着２０チーム
申込み／申込書に必須事項を記入の上、5月10日（木）まで
に社会教育課へ持参またはＦＡＸしてください。
※申込書は市役所本庁、各支所、市内体育施設にあります。

ロコトレ教室参加者募集
最近、
『足腰に自信がなくなった』
『つまずきや
すくなった』人にぜひ参加していただきたい教室
です。専門の指導者のもと足腰を中心に筋肉を
強化し、楽しく体を動かします。歩きやすくなる
だけでなく、全身の身体機能が高まります。

■ついに始動！『運動能力向上委員会』
近年、
『日常的に体を動かす機会がなくなっ
た』
『正しく運動を指導できる人がいない』など
を背景に子どもの運動能力の低下が進んでいま
す。また大人も同様です。運動能力の低下は、心
身の成長・健 康にも大きく影 響
します。そんな状況を打開するた
め、伊豆市スポーツ推進委員は、
『運動能力向上委員会』を企画
しました！子どもの体力テスト向
上を目標に月ごとプログラムを組
み、スポーツ推進委員が徹底指
導。運動能力向上を目指します。子どもの体力テ
ストを目標にしますが、大人の参加も大歓迎で
す！
とき／5月～６月の毎週水曜日19時30分～※5月3日は除く
ところ／修善寺体育館
内容／マット運動、跳箱など

■子どもから大人まで一緒に楽しめる
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。体育館でバドミントンコー
トを使って行ないます。
とき／５月８日・15日・22日・29日（月
曜開催）19時30分～21時
ところ／狩野ドーム

対象／65歳以上の伊豆市民（65未満要相談）
足腰の力の低下を感じている人、運動を始めたい人
定員／各20人 参加費／無料
申込み／５月８日（月）から申込み受付を開始しますので保
険課へお申込みください。簡単な体調の確認をしますの
で、ご本人がお申込みください。
とき・ところ／全5回。10時～11時30分（受付9時45分～）
○金山公民館（金曜日開催）
5月19日・26日、6月2日・9日・16日
○横瀬公民館（火曜日開催）
5月23日・30日、6月6日・13日・20日
○大久保公民館（水曜日開催）
5月31日、6月7日・14日・21日・28日
○旧大東保育園（木曜日開催）
6月1日・8日・15日・22日・29日
■
問合せ 保険課☎０５５８
（７２）
９８６０
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宇宙と天文の講演会
ふれっぷ ベビースイミング
プールの中で親子一緒に簡単な運動をしたり
『これからの月探査
～表面へ、そして地下へ～』 楽しく水に慣れるために色々な遊びを取り入れ
小学生以上の一般の人を対象に『宇宙と天文
の講演会』を開催します。
とき／５月１３日（土）14時～15時３０分（内質疑応答３０
分）。受付開始13時３０分
ところ／韮山時代劇場大ホール 対象／小学生以上の一般
の人 参加費／無料 定員／先着３００人※予約が必要です。
はるやま じゅんいち

講師／宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） 春山純一氏
※参加人数に制限があります
ので、お申込みをいただいて
から受付通 知ハガキ（兼入
場整理券）を発行します。入
場整理券がないと入場でき
ません。
■
申込み・問合せ
公益財団法人国際文化交友会
月光天文台
☎055(979)1428

竣工記念無料法律相談会を
開催します
静岡県東部法律会館竣工を記念して、無料法
律相談会を開催します。予約不要ですので、当
日、直接ご来館ください。
とき／5月13日（土）10時～15時、5月20日（土）10時～15時
※最終受付け時間は、いずれも14時です。
ところ／静岡県東部法律会館（沼津市御幸町24-6）
■
問合せ 静岡県東部法律会館☎055（931）1848

ています。運動機能の発達や、お友達づくりなど
色々な効果が得られます。ご参加お待ちしており
ます。
とき／毎週火曜10時～10時45分、毎週日曜11時～11時45分
対象／6カ月～年少 料金／1,000円
持ち物／水着、水泳キャップ、タオル、水遊び用パンツ（ベ
ビー用水泳用品は当プールでも販売しています）
おおた あやか

みずぐち きみこ

講師／公認水泳指導員 太田彩花、水口希美子
申込み／事前にご予約ください。電話でも受け付けていま
す。初めての場合は、申込み用紙を記入してください。
■
問合せ 中伊豆室内温水プール ふれっぷ
☎0558(75)7575

講演
『関節リウマチの最新治療』
ー順天堂大学医学部附属静岡病院
市民公開講座ー

今回は『関節リウマチの最新治療～適切な治
療で「寛解」を目指しましょう～』をテーマに、市
内外のどなたでもご参加いただける市民公開講
座を開催します。お誘いあわせの上お気軽にご
来場ください。
とき／５月24日（水）17時30分～18時30分（開場17時～）
ところ／順天堂大学医学部附属静岡病院 管理棟４階
かたぎり あきら

講師／片桐彰氏（順天堂大学医学部附属静岡病院膠原病内
科・リウマチ科） 定員／先着１００人
参加方法／申込み不要、参加無料。どなたでも自由にご参加
いただけます。当日、直接会場までお越しください。
■
問合せ 順天堂大学医学部附属静岡病院 地域医療連携室
☎055(948)3111

土肥温泉供給区域温泉受給権を公売します
名古屋国税局では、土肥温泉供給区域にある
『温泉受給権』を公売します。
とき／6月13日（火）10時30分～11時 ところ／土肥支所4階
最高価申込者の決定／6月13日（火）11時
買受代金納付期限／6月20日（火）11時30分
公売する財産／定量制18升（32.4リットル）、一升あたり
の単価（見積価額）690,000円
買受価格とは別途かかる金額／温泉料金の未納金65,148
円（1升あたりの金額、3月30日現在）。
公売後、名義変更時の未納金額により
変動します。
入札にあたっての主な注意事項／
○公売財産は1升を1口として売却しま
す。
○入札する前に公売保証金（1升あたり
10万円）の提供が必要です。
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○現在温泉受給権をお持ちでない人（新規申込み）は2升
以上からの参加となります。
○温泉の受給には、伊豆市長の許可が必要です。そのほか
は伊豆市温泉使用条例のとおりです。
○公売は複数落札入札制により実施します。入札書には入
札する数量と1升あたりの単価（見積価額以上の金額）
を記入します。
○毎月の温泉料金は1升あたり3,888円です。
注意／入札参加を希望する場合は、事前に詳細をご確認の
上、ご参加ください。
当日の持ち物／①公売保証金の現金（入札する数量分）②
印鑑③代理人が来場される場合には委任状④事業者（法
人を含む）の人は公売保証金返還時の収入印紙200円
■
問合せ
（公売に関する問合せ）名古屋国税局 徴収部 特別整理第1部門
☎052（951）3511
（温泉受給権に関する問合せ）市上下水道課☎0558（８３）3950

沼津特別支援学校
就学前児保護者学校見学会
就学前のお子さんをもつ保護者の皆さんを対
象に、教育活動の様子を見学していただくために
『学校見学会』を開催します。
とき／６月21日（水）９時40分～11時30分
ところ／沼津特別支援学校（沼津市大塚823-1）
対象／就学前児の保護者および保育関係者など
内容／学校・学部の紹介、授業参観、全体会（質疑応答、ア
ンケート記入） 申込み／6月9日（金）までに電話にてお
申し込みください。
■
申込み・問合せ
沼津特別支援学校 地域支援課 ☎055（966）0980

駿東伊豆消防組合職員募集
ー女性消防官も活躍中！ー

平成30年度採用 駿東伊豆消防組
合の職員を募集します。
職種／消防官 採用人数／５人程度
採用日／平成30年４月１日
■試験概要【Ａ日程】
１次試験／７月23日(日)
受験資格／大学卒業以上の学歴（平成30年３月末の卒業
見込みを含む）を有し、平成元年４月２日以降生まれの人
で、日本国籍を有し、健康で、地方公務員法第16条の欠格
条項に該当しない人
会場／駿東伊豆消防本部 申込み／申込書に必要事項を自
筆で記入し、持参または郵送にて提出してください。
受付け期間／５月22日(月)～６月12日(月)
○持参の場合：８時30分～17時 (土・日・祝日を除く)
○郵送の場合：申込み最終日の消印有効。
※申込書は５月15日(月)以降、郵送による請求または駿東伊
豆消防本部総務課のほか管内の各消防署で配付します。
その他／短大卒・高校卒以上【Ｂ日程】の試験案内は７月
上旬にお知らせします。また、ホームページで採用情報を
公開しています。
■
申込み・問合せ 〒410-0053 沼津市寿町２-10
駿東伊豆消防本部 消防部総務課☎055（920）9100
駿東伊豆消防本部ホームページhttp://www.suntoizufd119.jp/

伊豆中央高校吹奏楽部
第 33 回定期演奏会

とき／5月28日（日）14時～（開場13時20分）
ところ／三島市民文化会館大ホール
曲目／アルセナール、まつり、
2017年度吹奏 楽コンクール
課題曲ほか
料金／前売り300円
当日500円
■
問合せ 伊豆中央高校
☎055（949）4771

みんなの掲示板
市役所以外のお知らせコーナーです

銃砲刀剣類登録審査会
を開催します
銃砲や刀剣類は、法律により所持することが
原則として禁じられていますが、美術品、古美術
品として価値のある古式銃砲や刀剣は、登録す
ることにより所持することができます。
とき／5月16日（火）、１２月５日（火）９時３０分～１１時３０分
ところ／静岡県東部総合庁舎別館４階（沼津市高島本町1-3）
留意点／警察署に銃砲刀剣類発見届を提出後速やかに登
録してください。登録証のない状態での銃砲刀剣類の所持
は不法所持（銃砲刀剣類所持等取締法違反）となります。
■
問合せ 県教育委員会文化財保護課☎054（221）3158

子犬・子猫の
里親になりませんか

飼い主が見つからない子犬・子猫
の里親探し譲渡会を開催します。お
気軽にご来場ください。
とき／5月21日（日）14時～ ところ／函南町役場
里子提供申込み受付け／5月7日（日）～5月13日（土）
※詳細は、田方獣医師会ホームページをご覧ください。
■
問合せ 田方獣医師会ホームページ http://tagata-vet.com
三島動物病院☎055（972）2210

静岡がんセンター公開講座

静岡がんセンター公開講座２０１７『知って安
心！がん医療』
（静岡新聞社・静岡放送主催、スル
ガ銀行特別協賛）が６月から12月まで計７回開催
されます。参加は無料です。
とき／６月17日、７月15日、８月19日、９月９日、10月14日、
11月11日、12月９日いずれも土曜。１3時～15時40分
ところ／三島市民文化会館 内容／同センターの医師など
が、検査・治療方法や予防、検診など、がんに関する最新情報を
解説するほか、質疑応答とタウンミーティングを行ないます。
■
問合せ 静岡新聞社・静岡放送東部総局業務部
☎055（962）6520
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来 月の 予 定
1

木

2

金

3

土

4

日

5

月

6

火

7

水

8

木

9

金

10

土

11

日

12

月

狩野川流域における過去最大規模の演習
『狩野川連合総合水防演習・広域連携防災訓練』を開催します

6月

●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）

●離乳食教室（生きいきプラザ）

●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）

●2歳児2.6歳児歯科健診、フッ化物塗布
（生きいきプラザ）

16

金

17

土

18

日

19

月

20

火

21

水

22

木

23

金

24

土

25

日

26

月

27

火

●3歳児健診（生きいきプラザ）

●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）
●健康相談、フッ化物塗布
（中伊豆ふれあいプラザ）

●館内整理日（修善寺図書館）

6月の各種相談
●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）

13

火

28

水

●健康相談、フッ化物塗布
（土肥保健センター）

14

水

29

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

木

30

金

●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）

俳
壇

樫の実俳句会

鶯の鳴き続けゐる湯径かな

石楠花の二人の吾が家あかるくす

あべ こうこ

安部功子（月ケ瀬）

うぐいすの声聞きたくて雑木山

水曜日 18時～
再放送 木曜日 １１時～

つぼうち きぬえ

○それ行け！行政マン

坪内絹枝（下船原）

火曜日 18時～
再放送 水曜日 11時～

いがらし てるこ

○市役所からこんにちは

五十嵐輝子（吉奈）

月～金曜日
7時30分～、12時30分～、18時15分～
土・日曜日 8時35分～

◆無料法律相談（要予約）

相続・離婚・交通事故などの相談
とき／14日（水）９時30分～11時10分
28日（水）10時～12時
ところ／生きいきプラザ
■
予約・問合せ
市民課☎0558（72）9858

◆行政相談（要予約）

日脚伸ぶ針悠々と花時計

FMISにて、市役所情報を発信中！
○市役所からのお知らせ

新緑の空を廻してループ橋

FMIS 87.2MHz

巻き戻し出来ぬ余生や桜咲く

『声』の広報

大規模な水害に備え、水防工法の実演や防災
機関による情報共有訓練・被災者救助訓練など
の水防演習・防災訓練を実施します。会場内で
は、パネルや最新の防災機器の展示など水防に
ついて学べるコーナーも設置します。ぜひご来
場ください。

国の行政への苦情や要望、問い
合わせなど
とき／13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

◆結婚相談

結婚に関する相談
とき／9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

6月の納期限

公共施設の休業日

伊豆市の人口

21

2017. 5

とき／5月14日（日）9時～12時（サテライト会場10時15分
～11時30分）
ところ／メイン会場：三島市長伏地先（狩野川右岸9キロ付
近）。サテライト会場：静岡市清水区日の出町地先（清水港
日の出埠頭）
※駐車スペースには限りがあります。最寄りの公共交通機関
をご利用ください。
※サテライト会場には駐車場はありません。
※写真はイメージです。
■
問合せ 国土交通省中部地方整備局沼津河川事務所
☎055（934）2001

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

◆消費者相談（随時受付）

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

◆障がい者福祉相談会

（予約不要）

障がいに関する相談
とき／19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／1日（木）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

● 幼稚園授業料・給食費、水道料金（修善寺地区）、温泉料金………… 26日
● 市県民税、介護保険料、市営住宅・駐車料金、保育園保育料……… 30日
●
●
●
●
●

男：15,155人

（平成29年4月1日現在）

◆職業相談（予約不要）

市役所 … 土・日・祝日
図書館 … 月曜日
清掃センター … 土（11時～）
・日・祝日
中伊豆室内温水プール … 月曜日
天城温泉プール ………… 火曜日

女：16,470人

計：31,625人

●
●
●
●

イズシカ問屋 … 火・金曜日
湯の国会館… 水曜日
伊豆市資料館 … 木曜日
虹の郷 ……27日（火）

世帯数：13,360世帯
2017. 5
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Vol.8
すぎやま そうた

杉山 想汰ちゃん
（青羽根）

たなか

いちか

田中 一嘉ちゃん
（土肥）

いとう つきか

伊東 月椛ちゃん
（八幡）

しおざき りん

塩崎 凛ちゃん
（修善寺）

よこうち あおと

横内 葵人ちゃん
（月ケ瀬）

かのう しょうご

加納 彰悟ちゃん
（牧之郷）

いしかわ

きと

石川 喜翔ちゃん
（土肥）

おざわ

りく

小澤 璃久ちゃん
（牧之郷）

初めまして。伊豆市地域おこし協力隊に今年の1
のもと たつひこ
月4日付けで任命されました野本達彦です。昨年の
10月に高知県高岡郡佐川町から移住してきまし
た。前職は、高知県警察で勤務をしており、交番勤
務・四国管区機動隊・鑑識主任などをしていました。

おり、伝統の技術が失われてしまうかもしれない現
状を悲しく思います。自分がシイタケについて学
び、その魅力を情報発信することで少しでも新規
就農者が増え、シイタケ農家の増加、地域の活性
化に繋げることができればと思います。

協力隊としての主な任務は、土肥地区の活性化
です。現在は、シイタケ農家さんのもとで原木シイ
タケ栽培の技術を学んでいます。

現在はシイタケ研修で忙しい毎日ですが、ほか
にも土肥地区は魅力がある素晴らしいものが沢山
あると思いますので、まずは自分で見て体験するこ
とで、地域活性化にどのように繋げていくかを考え
ていきます。

今回の研修が始まるまでは、シイタケがどのよう
に栽培されているのか全く知らず、原木シイタケの
美味しさも知りませんでした。
また、伊豆半島が全国
的にも有数の産地であることも知りませんでした。
しかし、ほかの農業と同じようにシイタケ農家も
高齢化が著しく進んで、農家の数が減少し続けて

うちだ しょうた

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。

内田 翔太ちゃん
（月ケ瀬）

てろう あんじゅ

手老 庵樹ちゃん

■
問合せ こども課 ☎0558（72）9864

（熊坂）

6月休日当番医
※緊急の場合は119
4日（日）中島病院(松ケ瀬）

☎0558（87）0333

11日（日）つちやクリニック（伊豆の国市田京）
☎0558（77）1511
１８日（日）田京診療所（伊豆の国市田京）
☎0558（76）3201
２５日（日）大仁クリニック（伊豆の国市大仁）
☎0558（76）2556
ひよし かなと

日吉 奏斗ちゃん
（修善寺）

ふくだ

はる

福田 晴留ちゃん
（柏久保）

やまぐち せな

山口 千愛ちゃん
（湯ケ島）

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。

えんどう せいら

遠藤 星來ちゃん
（修善寺）

2 次 救急 指定 病院

３６５日 ２４時間

伊豆赤十字病院（小立野） ☎０５５８
（72）2148
※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

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

のもと たつひこ

野本 達彦
高知県高岡郡佐川町出身。幼少期から農家になるこ
とを夢見て高知農業高校に進学。親戚筋に農家が居
なかったことから一度は断念。高校卒業後は高知県警
察で約１１年間勤務。現在は妻と伊豆市佐野に居住。

図書館でお話会

遊びに
きてね！

図書館で手遊びや絵本の読み聞かせなどをします。

★日曜日のお話会(修善寺)3歳以上
毎月第1・３日曜日15時30分～16時
★小さい子のお話会(修善寺)0～3歳
21日（水）10時30分～11時
★おはなしタイム（中伊豆）幼児・児童
10日・24日(土)10時30分～11時
★おはなしタイム Baby♪（中伊豆）乳幼児
14日・28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
8日 (木) 10時30分～10時50分
★おはなしかい(天城)4歳～小学生低学年
17日 (土) 14時～14時30分
★おはなしの会（土肥）小学生以下
10日・24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30分～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。

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

３月 日（ 月 ）、国
土交通省中部地方
整 備 局から 伊 豆 縦
貫 自 動 車 道の天 城
峠越え工区のルート
案が示されました。
天城山隧道が完成したのが１９
０４年 。今の天 城 トンネルの完 成
が１９７０年で、新旧トンネル完成
の間 は 年です 。１９７０年の
年 後は２０３６年 、今から 年 後
になります。どんなに遅くとも、そ
れまでには天城峠越えを完成させ
てほしいと思います。
さて、天 城 北 道 路 完 成 がいよい
よ目前に迫ってきました。その時に
は、国 道１３６号の改 良 工 事も完
了しています。月ケ瀬インターから
土 肥までは 分 、湯ケ島 温 泉まで
分足らずで達することができま
す。ぜひ、今年からいろいろな準備
を始めていただきたいと思います。
土肥桜や駿河湾に沈む夕陽の美し
さ。出会い橋のホタル、滑沢渓谷に
映える紅葉、
水恋鳥広場
の水 遊 びな
ど 。い ま 、伊
豆市は新た
な時代が始
まろうとし
ています。
10

ふくわ

ひめり

福和 日芽凛ちゃん
（柏久保）

なかはら ゆうと

仲原 悠翔ちゃん
（下船原）

おおかわ なつき

大川 夏輝

はせがわ

ちゃん

（牧之郷）

たいき

長谷川 大騎ちゃん
（修善寺）

市長 の
今 これ

66

20

27

19

▲工事中の天城北道路
すずき

まのは

鈴木 摩乃芭ちゃん

23

（八幡）

2017. 5

すずき

まなは

鈴木 愛菜羽ちゃん
（修善寺）

ほりうち みき

堀内 美葵ちゃん
（柏久保）

66

いいだ ちひろ

飯田 千尋ちゃん
（月ケ瀬）

2017. 5
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とき／５月27日（土）
9時30分スタート

ところ／日本サイクルスポーツセンター

第７ステージ

伊豆

20TH TOUR OF JAPAN

入場料無料
発行
伊豆市

（法人番号：３００００２０222224）

第20回ツアーオブジャパン伊豆ステージ
5 月 21 日（日）大阪堺ステージを皮切りに、

8 日間の熱いレースが繰り広げられます。

詳しくは

20TH TOUR OF JAPAN
伊豆ステージでは、日本サイクルスポーツセン

P6 へ

ター特設コース（12.2km×10 周の周回コー

同時開催
サイクルフェスティバル伊豆
2017

ス）でレースを展開します。

大会全体の総合順位を決定づける大事なレー
スとなり、手に汗握る熱戦が期待されます。
のでらひでのり

今大会も、柳瀬出身の野寺秀徳監督率いる『シマ
GS

参戦します。皆さんの応援をお願いします。

伊東▶

↓

〒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

通行

↓

↓

↓

ノレーシング』が出場、日本ナショナルチームも

伊豆スカイ
ライン▶

田原野

◀大仁

伊豆総合
高等学校

区間
め
止

↓

文

大野神社

大駐車場

日本国内では都府県をまたぐ
唯一のステージレース

入場ゲート

サイクル
スポーツセンター

コースの一部として使用するため
2017.5.27（土）8：30～14：00ごろ
一般車両および歩行者全面通行止め

6月のピックアップイベント

◀交通規制にご協力ください（一般車両・歩行者） ※左図のとおり
市道をコースとして使用するため、市道の一部を全面通行止めにします。

★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

◯ ほたるの夕べ

5 月 22 日（月）
～ 6 月 4 日（日）

◯ 天城ほたる祭り・ほたる鑑賞

1 日（木）～ 24 日（土） ■
問合せ 伊豆市観光協会天城支部

☎０５５８
（８５）
１０５６

◯ 修善寺花しょうぶまつり

5 日（月）～ 20 日（火） ■
問合せ 伊豆市観光協会修善寺支部

☎０５５８
（72）2501

◯ とびうおすくい

5 月 26 日（金）～6 月
24
（土）の金・土曜日

■
問合せ 土肥温泉旅館協同組合

☎０５５８
（98）
０５２３

◯ 白びわ狩り

６月上旬

■
問合せ 土肥支所

☎０５５８
（98）1111

◯３時間耐久一輪車レース大会

6 月 25 日（日）

■
問合せ 日本サイクルスポーツセンター ☎０５５８
（79）0001

（修善寺赤蛙公園）

編集 〒410-2407 静岡県伊豆市柏久保1304
㈱FM IS ☎0558
（74）
0872

（天城湯ケ島・出会い橋）
（修善寺温泉街）
（土肥）

（恋人岬）

（日本サイクルスポーツセンター）

■
問合せ 伊豆市観光協会修善寺支部

☎０５５８
（72）2501

広報伊豆は、
古紙パルプ配合の再生紙を使用しています。

東京 2020 大会開催日程

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。

