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●さまざまな自転車が登場！

自宅でトレーニングに励んで

イルス感染症の影響で、各自が

４ 月・５ 月 は 新 型 コ ロ ナ ウ

大会を目指す

●膝の怪我を乗り越えて

転車を使用しています。

足だけでペダルを漕ぐ専用の自

大腿部を切断しているので、右

に挑みます。
私の場合は、左足の

種類の自転車を使用してレース

の障がいに合わせたいろいろな

パラサイクリングでは各選手

川本 翔大 選手（24歳）

い ま し た。私 は 膝 を 痛 め て い た

１年延期になった東京２０２０パラリンピック競技大会

努 め ま し た。東 京 ２ ０ ２ ０ 大 会
は１年延期になりましたが、怪
我で落ちた体力をしっかりと戻
し、トレーニングに励む時間が
出来たと前向きに捉えて、より
一層頑張って自分を超えていき
たいと思っています。
●目標は東京２０２０大会出場
ま ず は 東 京 ２０ ２０ 大 会 の 出
場選手になれるように、
体調を整
えながら練習に励みたいです。

私は伊豆市内でも練習をして
いることがあるので、もし見か
けたら応援してもらえると嬉し
いです。

杉浦 佳子 選手 （49歳）

川本選手と杉浦選手に話を聞きました
０２０大会が１年延期になっ

ない日々が続きました。東京２

出来ず、一緒に走ることも出来

場所にいても選手同士会話も

まっても、しばらくは同じ練習

自粛期間が終わり練習が始

●夢を諦めるか悩んだ日々

はないのが面白いところです。

必ずしも速い選手が勝つわけで

ざまな駆け引きが行なわれます。

結果を踏まえてレースではさま

タイムトライアルを行ない、
その

ロードでは、
多くの場合初日に

●選手同士の駆け引きが魅力

すぎうら けいこ

た こ と で、自 分 の 年 齢 を 考 慮

❸感染症対策のため距離をとって練習 ❹❺自身の障がいに合った自転車で練習に励む杉浦選手（右）川本選手（左）

し、当初は内定選手になる夢を
歳も変わら

諦 め よ う と 思 い ま し た。し か し
知人から「 歳も

らいいなと思います。

かけに静岡を訪れる人が増えた

知ってもらい、
自転車競技をきっ

静岡という地名を世界中の人に

の選手としていい結果を出して、

は生まれが掛川なので、
静岡出身

体が盛り上がってほしいです。
私

０２０大会をきっかけに、
日本全

今は大変な状況ですが、
東京２

●自転車で静岡を盛り上げたい

を追って練習に励んでいます。

ない」と激励され、引き続き夢

50

かわもと しょうた

ので、その期間は休んで回復に

❷コーチ陣とコミュニケーションを図りながら練習に励む
❶パラサイクリングのナショナルチームの皆さん

●
❹
●
❺
＜2017年＞
UCIパラサイクリングロード世界選手権
ロードタイムトライアル（C3）
１位
＜2018年＞
UCIパラサイクリングロード世界選手権
ロードレース １位

コロナ禍を乗り越えて大会出場を目指す
＜２０１６年＞
トラック日本選手権大会
３km個人パーシュート１位
＜２０１９年＞
日本パラサイクリング選手権・ロード大会
男子C2-3：１位

❶
●
❸
●
幼少期、がんの治療のために左足を切
断。移動手段として５歳から自転車に親
しむ。
２０１５年に障がい者野球から自
転車競技に転向し、数々の日本記録を
更新。

2
2020. 11
2020. 11

3

２０１６年のロードレースの大会中に落
車し、一命は取りとめたものの、高次脳
障害が残る。その後、パラサイクリング
を始め、数々の大会に出場。2018年に
UCI（国際自転車競技連合）による年間
表彰『パラサイクリング賞』
を受賞。
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❷
●

広島県三次市出身

困難にも負けずひたむきに練習に励むパラサイクリングナショナルチームを代表して

静岡県掛川市出身

１

折り鶴８４０羽を
平和記念公園へ寄贈
２
日（水）、伊豆市内で今年度中に１０

１００歳の節目
を祝う
９月

３

下水道施設維持管理業者

と災害協定を締結

０歳を迎える長寿者の元へ敬老の意を表し、
ンサービス・セイヨウ商会（有）・伊豆総業

託している（有）フジエイ・（有）土肥クリー

日（水）、下水道施設の維持管理を委

すすめの本百選の『つるのいのり』にちな
市 民 を 代 表 し て 市 長 が 訪 問 し ま し た。国 と
（株）の４社と、災害時における復旧支援協力

９月

ん で 、 募 集 し て い る 折 り 鶴 が ８ ４ ０羽 集 ま
県、伊 豆 市 か ら の 寿 詞 や 記 念 品 な ど を 手 渡

毎 年 、 ７〜 ８月 に 、 伊 豆 市 の 子 ど も に お

りました。
新型コ

に関する協定を締結しました。協定には、大

祈

じゅし

伊豆市では今年度中に
０歳を迎えます。

水神祭で安全を祈願
日（火）、伊豆市上下水道協同組合

災・減災対策、教育など多分野において連携・

を 図 る こ と を 目 的 と し て、健 康 づ く り や 防

製薬株式会社は、市民の健康づくり等の推進

め、幼 児 が の ど に 詰 ま ら せ や す い も の と し

赤十字病院の秋津加代子看護師が講師を務

食中に起きた窒息事故を受けて開催し、伊豆

児安全法研修が行なわれました。
他県での給

した。

は、修善寺の中里配水池で水神祭を行ないま

人に減らし

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

供給と、水道工事の安全を祈願しました。

人の命と生活になくてはならない水の安定

協力するための包括連携協定を締結しまし

て、ブドウやあめなどの他に、おもちゃのス

ら開催時期を調整し、出席者を

した。

あさだ けんたろう

かよこ

た。今後は、市が取り組んでいる『げんきプロ

ーパーボールを紹介しました。
参加者は人形

と、
具体的な対応を学びました。

のりとそうじょう

▲長野神社の浅田憲太郎宮司
（左）
による祝詞奏上

12

あきつ

ジェクト』と連携したノルディックウォーキ

けて、協力して取り組んでいきます。

▲窒息時の対処方法を説明する秋津看護師（左）

神事を執り行ない、参列者は玉串をささげま

９月

６

援業務を行なうことで合意しています。

を実施することを明記し、市の要請により支

の早期復旧を目的に、点検や清掃、修繕など

し、対象者とその家族とともに１００歳の節

来館者が折った折り鶴は『
ロナ収束』『伊豆市立修善寺・土肥・天
城・中伊豆図書館』の帯と共に １つに束
ね、広島市にある平和記念公園の『原爆の

５

保育教諭が
園児窒息時の対応学ぶ

大塚製薬と
包括連携協定を締結
（水）
、修善寺生きいきプラザで幼
９月 日

子の像』に捧げました。

４
日（水）、市役所本庁で伊豆市と大塚

14

を 使 い 背 中 を 叩 い た り、腹 部 を 圧 迫 し た り

９月

▲百寿の節目を祝う杉山さん（右）と菊地市長（左）

未着

ングや、熱中症予防対策講座などの実施に向

23

▲協定書を手にする下水道施設維持管理業者と菊地市長

人の市民が １０

規模地震や風水害などにより被災した施設

16

目を祝いました。

16
29

▲１つに束ねた折り鶴
▲協定書を手にする井上支店長（左）と菊地市長（右）

4
2020. 11
2020. 11
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令和元年度決算

まちづくり成果報告

一般会計

一般会計の収支状況

令和元年度一般会計の決算収支は、歳入総
億3,968万6千円となりました。また、歳入、

歳入

総額193億8,735万円

額193億8,735万円に対し、歳出総額は183

翌年度に繰り越すべき財源
3億1,355万2千円
実質収支
7億3,411万2千円

黒字

歳出の差引額10億4,766万4千円から翌年度

総額183億3,968万6千円

歳出

へ繰り越すべき財源3億1,355万２千円を除
いた実質的な収支は７億3,411万２千円の黒
字となりました。

歳 入 総額193億8,735万円

前年比10億9,066万5千円減（5.3％減）

地方譲与税 1.0%
2億105万2千円

歳入ー歳出
10億4,766万4千円

市債 10.9%
21億1,990万9千円

で前年度に比べ10億9,066万5千円の
自主財源（市が独自に収入できる財源。
くなります）
の割合は、42.7%でした。

地方交付税 26.4%
51億691万8千円

その他 9.0%
16億5,953万4千円

歳出

農林水産業費 3.8%
6億9,716万5千円

民生費 26.0%
47億7,515万2千円

商工費 5.9%
10億7,859万8千円

歳入
依存

この財源が多いほど市の自主性が大き

消防費 4.6%
8億5,020万2千円

％

財

減となりました。また最終総額に占める

源 5 7. 3

一般会計歳入総額は193億8,735万円

自主

市税 22.3%
43億2,496万2千円

源 42.7％
財

振興基金の借入が影響し、市債が22億
1,572万1千円の減となったこともあり、

繰入金 8.9%
17億3,355万8千円

寄附金 3.2%
6億1,290万9千円
諸収入 1.5%
3億87万円
使用料・手数料1.0%
1億9,307万9千円
その他(負担金など) 1.1％
2億615万2千円

総額183億3,968万6千円
前年比12億2,329万１千円減（6.3％減）

3,952万9千円の増となったものの、
総務費 12.5%
22億8,813万6千円

新こども園建設事業費の減少や前年
度に実施した地域振興基金積立金が
減少したことにより一般会計歳出総額

公債費 8.8%
16億1,195万1千円
教育費 8.9%
16億2,312万2千円

7

2020. 11

は183億3,968万6千円で前年度に
土木費 12.3%
22億6,118万2千円

国や県からのお金がどのように使われたのか、決算の概要をお知らせします。

令和元年度に取り組んだ主な事業

比べ12億2,329万1千円の減となりま
した。

１．魅力あふれる拠点の創造と交通体系の確保

２．安全で心地よい生活環境の創出

○道の駅整備事業

○都市計画の見直し

令和元年12月14日に『道の駅伊豆月ケ瀬』が

都市計画の見直しによる駅周辺への住宅立地が

オープンし、地域振興に寄与する拠点が１つ増

14件あり、子育て世代が集まるエリア創出に向

えました。

けた取り組みを進めました（見直しによる平成

不採算路線のバス運行助成や高齢者割引乗車証

29年度からの住宅立地累計43件）。
○有害鳥獣被害対策事業

（いきいきパス）購入助成、小中高生の通学補

シカ・イノシシなどの有害鳥獣捕獲作業やわな

助などを行ないバス利用の促進を図りました。

猟免許取得費用の一部助成などを行ない、農林

繰越金 4.7%
9億1,503万8千円

号 の 被 害を受 け 災 害 復 旧 費 が 4 億

歳出

令和元年度の決算が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、

○バス路線維持事業

令和元年度は、台風15号および19

衛生費 8.2%
14億9,464万4千円

■
問合せ 財務課 ☎0558（72）9859

第２次伊豆市総合計画前期基本計画で定めた５つの目標実現に向け、下記の事業などに取り組みました。

国庫支出金 9.4%
18億1,142万7千円

となりましたが、前年度に造成した地域

ま ち づ く り 成 果 報告

その他（地方消費税交付金など）4.2％
8億2,503万9千円

県支出金 5.4%
10億4,093万7千円

地方交付税が1億3,049万3千円の増

令和元年度決算

水産物、生活環境および生態系への被害防止に
一定の効果をあげました。

3．産業力の強化

4．まちへの誇りの醸成とブランド力の向上

○企業誘致推進事業

○ふるさと納税促進事業

６件の空き店舗解消や８件の新規創業者支援、

伊豆市の特産品や宿泊券を返礼品として、前年

またサテライトオフィスの整備を行ない、２社か

比54%増の約６億円の寄附を受け付けました。

らの入居応募があるなど、市内における業種の拡

○シティプロモーション事業

充や雇用の拡大を推進しました（新規創業者数

首都圏での観光プロモーションや美しい伊豆創造

累計41件）。

センターと連携した海外プロモーションなどを実施

○東京2020大会事業
開催１年前イベントやランニングバイク出前教

するとともに、移住・定住を推進するためのホーム
ページの強化を行ないました。

室など、機運醸成・情報発信・おもてなしの観
点から大会に向けた準備を行ないました。

5．少子化対策と次代を担う人材の育成
○こども医療費助成事業
子育てしやすい環境の整備として、ひとり親家庭や高校生年代までの子ども

▲道の駅『伊豆月ケ瀬』の開駅

を対象とした医療費助成を拡大し、無償化を行ないました。
○新中学校整備事業
修善寺・中伊豆・天城地区の中学校基本方針に基づき、施設整備の方向性、校
地、通学対策、事業費などを盛り込んだ新中学校基本構想を策定しました。

▲東京2020大会１年前イベント

2020. 11
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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、財政が健全に保たれています。

《 健全化判断比率 》

《 資金不足比率 》
国が定めた基準
早期健全
財政再生
化基準
基準

伊豆市の
算定結果

経営健全
化基準

簡易水道事業特別会計

不足なし

20.0％

連結実質赤字比率 赤字なし 18.34％ 30.0％

水道事業会計

不足なし

20.0％

6.7％

温泉事業会計

不足なし

20.0％

伊豆市の
算定結果

実質赤字比率

実質公債費比率※1
将来負担比率※2

（イエローカード）（レッドカード）

赤字なし 13.34％ 20.0％

25.0％

37.9％ 350.0％

35.0％
ー

不足なし

下水道事業特別会計

20.0％

※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：伊豆市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。

伊豆市の財政状況

令和元年度決算

特別会計

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、
８つ
の特別会計（３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。

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

■ その他 （地域振興基金、環境衛生施設整備
■ 減債基金 基金、ふるさと伊豆市応援基金など）
■ 財政調整基金

103.9
81.3

97.0

45.4

20.2
7.1

48.0

H2９年度

50.4

H３０年度

■
■
特別会計
■
※財産区特別会計は除く
■

（億円）
10

8.8

8

0.3

41.6

R元年度

4
2
0

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

8.8

8.9

2.4

2.4

2.2

2.2

22.4
2.2

3.9

3.9

4.0
44.7

0.3

2.4

6

8.1
7.4

54.0

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。

H2９年度

H３０年度

0.3

R元年度

※『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。

一般会計
174.3

180.2

144.7

特別会計
（億円）
100
80

100

60
40

50
0

20

H29年度

H30年度

R元年度

0

73.3

■
■
■
■

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

69.5

67.0

2.4

1.9

48.2

45.5

43.2

15.2
7.0

14.4
7.2

14.8
7.1

2.9

H2９年度

H３０年度

R元年度

※市の決算書は、市内各図書館で閲覧できます。
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432万６千円

41億6,0３7万円 40億9,849万2千円

後期高齢者医療特別会計

4億4,76６万3千円

介護保険特別会計

4億2,220万4千円

34億5,210万2千円 33億9,801万1千円

簡易水道事業特別会計

1億4,684万8千円

1億3,772万5千円

3,599万７千円

902万円

財産区特別会計（合計）

収益的収支
資本的収支

収益的収支

収

入

5億9,308万9千円

支

出

5億6,482万5千円

収

入

１億8,620万円

支

出

3億5,880万5千円

収

入

8,135万4千円

支

出

6,174万3千円

収

入

0円

支

出

975万9千円

収

入

13億9,514万6千円

支

出

14億4,442万7千円

収

入

5億2,058万7千円

支

出

8億6,017万2千円

《 下水道事業会計 》
収益的収支
資本的収支

重要課題報告・意見交換会

市長が
説明します

開催の
お知らせ

市の重要課題となっている事業について、市長が市民の皆さんに現状
および進捗状況を報告し、市民の皆さんからご意見などを伺います。
新中学校、コロナ禍の市内経済状況などをお伝えしますので、ぜひ皆
さんお誘い合わせのうえ、お出かけください。

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247億2,083万円となります。

150

国民健康保険特別会計

資本的収支

市債の状況

（億円）

432万６千円

《 温泉事業会計 》

基金は、市の預貯金のことです。

（億円）

公共用地取得事業特別会計

歳出総額

《 水道事業会計 》

公営企業会計

基金の状況
一般会計

歳入総額

とき
11 月 13 日

（金）

11 月 16 日

（月）

11 月 17 日

（火）

11 月 18 日

（水）

ところ
土肥社会体育館（旧土肥小学校体育館）
19 時～ 20 時

中伊豆中学校体育館
天城会館

天城劇場ホール

修善寺総合会館

大ホール

新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の事項をお願いします。
◯体調がすぐれない人の参加はご遠慮ください。市長の重要課題報告は後日、市ホームページに動画を掲載し
ますのでそちらをご覧ください。
◯マスク持参、受付にて検温、手指消毒のご協力をお願いします。
◯万が一感染者が確認された場合の対応として、当日の受付で住所、氏名、連絡先のご記入をしていただきます。
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雨水が下水道をむしばむ！？

『一人ひとり』の気づきと行動が未来を変える
見つめ直そう
『皆』の下水道

意外と知らない下水道が抱える問題！

雨水の改善を目指し、使用者と市の対策を紹介します。

■
問合せ 上下水道課 ☎0558（83）3901

皆さんが行なう対策
①まずは確認！
□雨どいからの雨水が下水道管に流入して
いませんか。

□住宅内の水回りから出る汚水は、宅地内
の下水道管を通して公共下水道の本管へ
流れます。

②『汚水ます』のふたが開いていたり、
破損していたりしませんか。
〇破損した隙間から雨水が侵入することがあり
ます。見つけた場合は修理しましょう。
〇宅地内の下水道工事は指定工事店でなけれ
ば実施できません。
『工事店一覧表』は市ホ
ームページで確認することができます。

『汚水ます』のふたを故意に開けて庭などの雨水を流すことはもってのほか。ダメ絶対！

汚水ます

雨どい

現在下水道では様々な問題を抱えています。
その１つとして、
『雨水』の流入による問題は深刻なものです。

外流しは雨が
入るようであれば
雨水管へ

汚水と雨水は分けて排水して
ください。
雨 水 が 汚 水ます（下 水
側）に流れている場合は、
対処をお願いします！

雨水を下水道に流すことによる２つの問題
①適切な処理をすれば必要のない雨水の処理費用に2千万円以上！？
〇下水道に雨水が流入してしまうと、雨水まで処理することになり、薬品
や機械の運転が必要以上に多くなります。
これらの費用は皆さん

からの使用料で賄われています。

NG

〇流域下水道である修善寺地区は、汚水の処理に1,000リットルあ

たり、89円の費用が掛かります。費用を削減するために雨水の流
入を減らすことがとても重要です。１年間における流域下水道の処
理水量は約２億５千万リットルになり、費用にすると、２
億２千万円になります。このうち10％以上が雨水に要する
費用だと考えられます。

汚水ます

無駄な処理費用
が発生！

処理費用
89円／1,000ℓ
下水処理場
雨水ます

汚水
汚水
雨水

※『汚水ます』
とは、宅地内の下水道管の維持管理のために設置された『ます』のことです。

拡大図

▲下水道の仕組み（分流式）

市が行なう対策
①原因究明
〇降水量の多い日に、汚水の流入量が増加する地区において、雨
水が間違って流入していないか調査を実施しています。
〇下水道管の本管の洗浄調査を実施し、老朽化や破損による雨水
などの浸入がないか確認しています。

②大雨が降る昨今、
『危険』が高まっています！
〇伊豆市では、汚水と雨水を別々に流す『分流式（上図参照）』
を採用して
います。汚水は下水道管へ、雨水は側溝や河川へ流します。
下水道管に亀裂が入り雨水などが浸入する
内面コーティングにより亀裂を補修

②雨水流入の改善
〇雨水などが浸入するマンホールを修繕したり、雨などが入りに
くい『公設汚水ます』に交換したりしています。
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雨水は下水処理が必要ないため川や海へ

〇雨水が流入してしまうと、処理施設の能力を超える水量となり、道路上
のマンホールや宅地内から汚水があふれるなど、
とても危険です。
〇流域下水道は伊豆市を含めて、伊豆の国市と函南町の汚水を処理して
います。雨水を多く流すと、下流部である市町の危険が増加することとな
ります。
〇処理しきれない水は、川や海の水質を悪化させるおそれがあります。

処理能力を
超えると様々な
危険が発生！

2020. 11
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事故や病気。いつ・どんな時に自分の身に起こるのか？自分が望む『看取り』を考え、伝える準備を。

伊豆市もしもシートシンポジウム 2020
■
問合せ 長寿介護課 ☎0558（72）9860

FAX：0558(74)0151

MAIL：shien@city.izu.shizuoka.jp

シンポジストがそれぞれの立場から、『もしもシート』を利用し、終末期医療や死後のこと

を事前に考えておく必要性をお話しし、参加者からの質問にお答えする『伊豆市もしもシート
シンポジウム2020』を開催します。この機会にぜひご参加ください。

こんな心配はありませんか？

□ 事故にあうなど、急な時に自分の思いどおりの延命治療が受けられるだろうか？
□ 自分が死んでしまったら、家族は貯金や保険のことがわからないかもしれない…。
□ 配偶者や親の延命治療の希望や葬儀の希望を聞いてみたいがきっかけがない。

教育委員会だより

新中学校建設計画は今！ No.3

基本設計づくりを行なっていきます

■
問合せ 学校教育課 ☎0558（83）5470 FAX：(83)5498 MAIL：chugaku-plan@city.izu.shizuoka.jp

公募型プロポーザルにより新中学校の基本設計の業者が決定しました。

来年３月までに基本設計が完成します。

学びの拠点となる『図書メディアセンター』の設置を検討しています
『図書メディアセンター』は、学び

さあ、これからの人生をどう生きよう・・・みんなで考えてみませんか？
とき／

11 月 28 日（土）10 時～ 11 時 30 分

ところ／修善寺生きいきプラザ

市民文化ホール

はもちろん、交流の場としての役割を

持つ図書室とパソコン室が一体となっ

たエリアです。ここでは、調べ学習だ

参加費／無料

けでなく、土肥小中一貫校とのオンラ

対象者／伊豆市民

インを利用した交流授業や休校時の遠

シンポジスト／医療、訪問看護、介護施設、ケアマネージャー、

隔学習を行なうことも考えています。

民生委員、消防署、警察署、行政 など

ＩＣＴ機器を常設することで、学習

申込先／長寿介護課（上記問合せ参照）または
伊豆赤十字病院

に必要な情報を収集、整理、活用する

☎0558（72）2862

能力を育む『学びの拠点』となり、今

FAX：0558（72）2884
申込期限／

11 月 20 日（金）

定員／

200 名

○新型コロナウイルス感染症対策として、事前に検温および体調をご確認の上参加するように
してください。マスクをご持参ください。
また、新型コロナウイルス感染症の流行などにより急きょ中止する場合があります。ご容赦
ください。この場合、ご連絡いたしますので、申し込みの際に連絡先をお伝えください。
○手話通訳が必要な人は FAX・メールにてその旨記載してください。

11 月 30 日（月）は

人生会議の日

厚生労働省では 11 月 30 日を『人生会議の日』とし、『いい看取り・看取られ』を考えていく
日としました。この機会に、人生の最終段階のことを考えてみませんか？

伊豆市終活ノート『もしもシート』はもうご覧になりましたか？
伊豆市では『いい看取り・看取られ』に加え、亡くなった後のこと

も考えるきっかけにしてもらうために『もしもシート』を作成しました。
詳細は広報伊豆 8 月号をご覧ください。
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後整備される一人一台のパソコンを活
用したグループ学習や他のクラスとの
合同学習など、情報教育や協働学習に
▲土肥小中一貫校、タブレットパソコンを活用した授業風景

は欠かせない場所となります。

アンケートのご意見にお答えします。

Q
Q

開校時の中学３年生は、
高校受験という大事な時期
となります。どのような対
策を考えていますか。

新中学校建設に関する
情報をなるべく知りたい
のですが。

A
A

令和７年度の開校時には、新中学校の２、３年
生としてスムーズにスタートできるよう、合同行事
や合同部活、授業交流、伊豆市共通の定期テスト
などを行なっていこうと考えています。
また、令和６年度には歴史ある３中学校に感謝
しつつ、閉校できるように準備していきます。
『広報伊豆』では『新中学校建設計画は今！』を
通じて、毎月情報を発信しています。また、市ホー
ムページでは、今までの広報紙や基本方針などの
資料を見たり、ＦＭ ＩＳでの『教育長の話』を聞い
たりすることができます。
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Information

開催

冬の図書館イベント

皆さんの参加をお待ちしております。
■土肥図書館
○大人の工作教室 『ミニ掛け軸作り』

毎年好評をいただいている、2通りの使い方ができる
干支のミニ掛け軸を作ります。
とき／11月26日（木）10時～12時
ところ／土肥支所 ４階 第１・２集会室
対象／大人（定員 ８名）
申込み／11月10日（火）から

Information

■天城図書館
○大人の工作教室 『折り紙で作る鶴の小物入れ 二種』
折り紙で鶴の小物入れを作ります。
とき／11月27日（金）10時30分～12時
ところ／市民活動センター１階 会議室
対象／高校生以上（定員１０名）
申込み／11月３日（火）から
問合せ・申込み 天城図書館☎85-2611

問合せ・申込み 土肥図書館☎98-3109

お知
らせ

令和３年度 放課後児童クラブ

伊豆市役所からの

お知らせ

令和３年度放課後児童クラブ利用申込の受付を開
始します。
対象／小学生、義務教育学校前期課程
月額 利 用 料／負 担 金5,0 0 0 円（兄 弟姉 妹２人目は
3,500円）、おやつ代・教材費2,000円、保険料150円
書類配布／学校教育課または各クラブにて11月２日
（月）から配布開始
受付期間／11月９日（月）～30日（月）
申込み／学校教育課または各クラブに必要書類一式
を提出してください。
※申し込みが定員を超えた場合、入所をお待ちいた
だくことがあります。

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
（年末年始を除く）。
伊豆市の市外局番は0558。
○伊豆市情報メール
イベント・災害情報など発信中。
いざというときのためにも今から登録！
○伊豆市公式SNS

問合せ・申込み 学校教育課☎83-5470

Facebook,Instagram,Twitter,LINE

▲折り紙で作る鶴の小物入れ 二種

やってます。
いいねやフォロー、お願いします！

■中伊豆図書館
○クリスマス会 『楽しいおはなし会』
とき／12月５日（土）10時30分～11時30分
ところ／中伊豆支所 2階 食堂
対象／幼児、児童（定員１５人）先着順
申込み／11月17日（火）から
▲ミニ掛け軸

▲伊豆市情報メール

問合せ・申込み 中伊豆図書館☎83-5208
申込方法／カウンター、電話にてお申し込みください。

募集

介護予防ボランティア
養成講座参加者募集！

『地域で介護予防の活動をしたい』
『自分も役に
立ちたい』
『できるかわからないけど話は聞いてみた
い』そんなあなたをお待ちしています。
とき／12月１日（火）・７日（月） 全２回
いずれも９時30分～14時30分
ところ／修善寺生きいきプラザ 市民文化ホール
持ち物／お弁当、筆記用具
対象／伊豆市民
内容／・伊豆市の高齢化の様子について
・介護予防ボランティアとは
・理学療法士による体操
申込み／11月9日（月）～24日（火）
問合せ・申込み 長寿介護課☎72-9860

お知
らせ

2020. 11

新入学準備費の支給

ー経済的にお困りの保護者の人へー

在宅介護を応援します

在宅の寝たきり高齢者や認知症高齢者を介護して
いるご家族に、経済的支援を行なっています。
認定基準日／10月１日（木）
対象／次の条件をすべて満たす65歳以上の高齢者と
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、または要介護認定を受けていないが要
介護４以上に相当する人
○基準日前１年間に介護保険の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の利用は除く)
○基準日前１年間に病院などに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
申込み／12月１日(火）～28日(月)
問合せ・申込み 長寿介護課☎72-9860
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お知
らせ

▲伊豆市公式SNS

お知
らせ

出張年金相談

ー年金のこと相談してくださいー
出張年金相談を実施します。年金の納付、請求手続
きについて年金事務所の職員が相談に応じます。相
談には事前に予約が必要です。
とき／12月１日（火）
ところ／生きいきプラザ 第３・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。当日は本人確認
をしますので運転免許証や保険証等をお持ちくださ
い。
予約受付期間／11月２日（月）～先着順
※予約の際に年金番号や配偶者のお名前、旧姓など
をお聞きすることがございます。

令和３年度に小学校などに入学されるお子さんがい
らっしゃる家庭で、住民税が非課税などの世帯で経済
的にお困りの保護者に新入学準備金を支給します｡
就学時健診の結果通知と併せて『令和２年度就学
援助費（新入学準備）の入学前支給のご案内』を送付
します｡
対象者／就学援助費の認定基準に該当する世帯
提出期間／12月１日（火）～25日（金）
支給額／51,060円
支給日／令和３年３月
申込先／学校教育課
問合せ・申込み 学校教育課☎83-5470

問合せ・申込み 市民課☎72-9858
▲詳細は市ホームページをご覧ください
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Information

募集

市政女性モニター大募集！

伊豆市では、市政に対する関心が高く、積極的に市
政に協力する意思がある女性を募集します。内容は、
広報、広聴、市政に関するアンケートの回答、市政に
関する意見を述べることなどです。
詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ・申込み 秘書室☎72-1187

みんなの掲示板
市役所以外のお知らせコーナー

お知
らせ

家族のための
精神保健福祉講座

ーリモート形式で講座開催ー
こころの病気など精神保健や障がいについてとも
に学び支え合いましょう。
とき・ところ／12月４日(金)14 時20 分～16 時3 0
分・修善寺生きいきプラザ 第1・2会議室、12月18日
（金）13時30分～15時30分・修善寺生きいきプラ
ザ談話室（全２回）
定員／10人（先着順）
申込み／電話にてお申し込みください。
※締め切り11月27日（金）
内容／
①こころの病の理解と治療について
②薬との付き合い方、こころの病と医療機関の利用
の仕方・家族の対応の仕方
③家族と本人を支える地域の社会資源と制度
対象／
東部保健所管内にお住まいで、こころの病（主とし
て統合失調症）を持つ人のご家族（原則として２回
続けて講座を受講できる人）
問合せ・申込み
静岡県東部保健所 福祉課☎055-920-2087

お知
らせ

Information

11・12月は『滞納整理強化月間』

ー徴収の強化に取り組みますー

滞納して放置することは、納期内に納付していただ
いた皆さんとの間に公平性を欠くことになります。ま
た、市の財源を圧迫し、行政サービスに支障をきたし
ます。
○市税・保険料を納期限に納めないと
延滞金の計算がはじまり、延滞金が発生します。ま
た、督促状が発せられ督促手数料（１通につき100
円）が加算されます。
○市税・保険料を納付せず放置していると
督促状を送付しても納付の確認が取れない人には、
催告書や電話などで自主納付を促します。それでも
放置していると、本人の意思に関わらず、法令に基
づき財産調査を行ない、差し押えなどの滞納処分に
より強制的に滞納市税・保険料を徴収します。その
際に、滞納者の勤務先や取引先への訪問や調査を
行ないます｡
○納付が困難な場合には
新型コロナウイルスの感染拡大の影響による大幅
な収入減少、または、失業や災害、病気などで市税
を納められない特別な事情がある人を対象に、納
税の猶予制度があります。納期限までに納付でき
ない場合には、お早めに税務課までご相談くださ
い。
問合せ 税務課☎72-9853
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天城湯ケ島地区の同報無線
定時放送のチャイム変更

天城湯ケ島支所に設置する同報無線設備の老朽化
に伴い、設備の改修工事を行なっています。これに伴
い、定時放送のチャイムが11月の第１週頃から下表の
とおりとなります。予めご了承ください。
時刻

変更前

変更後

12時

エーデルワイス

恋は水色

17時

しろばんば

ムーンリバー

問合せ 防災安全課☎72-9867

お知
らせ

11月は『地震防災強化月間』

いざというとき、どうしますか？
〇11月は『地震防災強化月間』
地域防災の日に向けて、家庭内の対策を推進しま
しょう｡
〇12月6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、訓練の実施については、各自主防災組織に
よって異なりますので、ご自身の地区の自主防災組
織に確認してください。
問合せ 防災安全課☎72-9867

お知
らせ

市有財産売払いのお知らせ

市有財産で、今後の利用予定のないものについて、
売却をしています。下記の市有財産を売却いたします
ので入札参加希望の人は、伊豆市ホームページをご覧
ください。
参加申込期間／11月９日(月)～12月１日(火)
入札予定日／12月９日(水)生きいきプラザ 第１会議室
入札により売払う市有財産／
□入札番号１ 物件名『旧伊豆市駐車場』
地番：伊豆市修善寺字梁見301番６外５筆
地目：宅地
地積：247．43㎡
□入札番号２ 物件名『旧月ケ瀬幼稚園』
地番：伊豆市月ケ瀬字清水438番１
建物：園舎（木造平屋建）および倉庫
問合せ 財務課☎72-1192
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お知
らせ

お知
らせ

確定申告に関するお知らせ

今年度の確定申告は、新型コロナウイルス感染拡
大を防止するための対策をとりながらの実施となりま
す。申告会場の３密を避けるため、受付件数を制限す
ることがあります。

確定申告は、市の会場に出向かなくてもe-Taxによ
る電子申告やご自身で申告書を作成して直接税務署
へ郵送する方法もありますので、ぜひご利用ください｡
申告方法についてのご確認は、国税庁のホームペー
ジをご覧いただくか、三島税務署（055-987-6711）
にお問い合わせください。
問合せ 税務課☎72-9854
国税庁

検索

お知
らせ

伊豆都市計画の
変更に関する案の縦覧

伊豆都市計画の変更に関する案の縦覧ついてお知
らせします。
縦覧期間／12月11日(金)～25日(金)
平日８時30分～17時15分
縦覧場所／県都市計画課(下記①のみ)および市都市計
画課(下記①、②)※県または市ホームページでも縦覧可
〔県都市計画課ホームページ〕
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke510a/02-0juran.html
内容／①都市計画区域の整備、
開発および保全の方針の変更
②特定用途制限地域の変更
意見書の提出／計画案にご意見のある人は、意見書
を提出することができます。
提出期限／12月25日(金)17時15分まで(必着)
提出方法／郵送又は持参により、上記①については県
都市計画課(〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６
号)、上記②については市都市計画課（中伊豆支所）へ
問合せ
県都市計画課 054-221-3062(上記①について)
市都市計画課 83-5206(上記②について)
お知
らせ

建築形態規制（案）等の縦覧

建築基準法に基づく規定を変更するため、案の縦
覧を行ないます。
縦覧期間／12月11日(金)～25日(金)
平日８時30分～17時15分
縦覧場所／県建築安全推進課及び市都市計画課
※県ホームページでも縦覧可
〔県建築安全推進課ホームページ〕
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km320/index.html
内容／
①白地地域の建築形態規制：建築物の容積率、建ぺ
い率等を定める区域の指定と数値の決定
②建築基準法第22条第１項：屋根及び木造建築物の
外壁に一定の防火性能が求められる区域の指定
意見書の提出／案にご意見のある人は、意見書を提
出することができます。
提出期限／12月25日(金)17時15分まで(必着)
提出方法／郵送又は持参により、県建築安全推進課
(〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号)または市
都市計画課（中伊豆支所）へ
問合せ 県建築安全推進課☎054-221-3079
市都市計画課☎83-5206
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Information

募集

中伊豆室内温水プール
子ども英語教室

小学校でも英語が教科として扱われる今！早いうち
から英語の音に慣れましょう。
英語で簡単な挨拶、ゲーム、歌、ダンス、工作など
を行ないます。
とき／火曜日 16時～16時50分
ところ／中伊豆室内温水プール２階
対象者／２歳～小学校低学年程度まで（園児は保護
者同室可）
料金／１回 ５００円
持ち物／飲み物、マスク
申込み／事前にお電話、またはプール受付にてお申
し込みください。

開催

Information

修善寺虹の郷
もみじライトアップ開催！

ー11月14日（土）～12月3日（木）ー
夜間開園時間／16時～21時
鮮やかな秋色に染まった『紅葉』の中、日本庭園の
菖蒲ヶ池周辺をライトアップ。昼間とは一味違った表
情を見せる夜の『紅葉』の景色をご堪能ください。
開園エリア／イギリス村・伊豆の村・日本庭園菖蒲ヶ
池周辺・匠の村もみじ林一部
問合せ 修善寺虹の郷☎72-7111

お知
らせ

令和２年分
年末調整等説明会開催中止

三島税務署では、今般の新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止および参加される皆さんの安全を
考慮し、例年実施していました年末調整等説明会は
開催を中止することとしました。
ご不明な点などがございましたら、税務署までお問
い合わせください。
問合せ
三島税務署 法人課税第一部門☎055-987-6942

お知
らせ

社交ダンス無料体験

健康づくり、友達づくり、運動不足解消に社交ダン
スを始めてみませんか。足腰が丈夫になり姿勢もよく
なります。
とき／毎週火曜日 19時～21時
ところ／伊豆市農村環境改善センター
対象／基本から覚えたい人、レベルアップしたい人、
興味のある人、男女年齢不問
参加費／無料（随時４回）
定員／20名（先着順）
問合せ・申込み

か わ の よしひろ

会長

川野 吉弘☎090-9025-8430

講師

小川 道代☎090-5619-6261

おがわ みちよ

女性の人権ホットライン

11月12日(木)～18日(水)は全国一斉女性の人権
ホットライン強化週間です。
夫やパートナーからの暴力、職場でのいじめ、セク
シュアル・ハラスメントおよびストーカーなどどんなこ
とでも相談してください。
強化週間中は相談時間を延長し、14日（土）、15日
（日）も相談受付を行ないます。
受付時間／平日８時30分～19時まで
土日10時～17時まで
※通常の相談受付時間は平日８時30分～17時15分
です。
問合せ
静岡地方法務局、静岡県人権擁護委員連合会
☎0570-070-810

問合せ・申込み
中伊豆室内温水プールふれっぷ☎75-7575

募集

お知
らせ

募集

子ども体育教室

子どもたちが多くの仲間と一緒に楽しく遊ぶ機会
を設け、基本的な運動を通じて心身の健全な発達を
お手伝いします。
とき／11月７日（土）・21日（土）、
12月５日（土）・12日（土）
幼児コース 10時～11時 小学生コース11時～12時
ところ／狩野ドーム
対象者／幼児コース（年中・年長）
小学生コース
内容／マット運動、鉄棒、跳び箱、なわ跳びなど
持ち物／体育館用シューズ、タオル、飲み物
料金／１回 500円
申込み／事前に電話にてお申し込みください。
講師／カワイ体操教室
問合せ・申込み
伊豆市スポーツ協会（狩野ドーム内）☎87-1611

狩猟期間が始まります

この期間中、わな・猟銃・網を使用した狩猟が行な
われます。作業、ハイキングなどで山林に入られる人
は、次のことにご留意ください。
期間／
イノシシ・ニホンジカ
11月 １日(日)～令和3年3月15日(月)
その他の狩猟鳥獣
11月15日(日)～令和3年２月15日(月)
○狩猟者が視認しやすいよう、目立つ色の服装を心
がけてください（ただし、シカのお尻と同色の白色
や迷彩色は避けてください）。
○ラジオや鈴など音が鳴るものを携帯して、自分の存
在を周囲に知らせるよう心がけてください｡
○獣道には『わな』が設置されている場合があります
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。
※『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。
問合せ 静岡県くらし・環境部環境局 自然保護課
☎054-221-3332

お知
らせ

陸上自衛隊高等工科学校
採用試験案内

陸上自衛隊高等工科学校の採用試験についてご案
内します。
区分／①推薦採用試験②一般採用試験
試験日／
①令和３年１月10日（日）・11日（月・祝）のいずれか
の指定する１日
②1次試験：令和３年１月23日（土）
②2次試験：令和３年２月４日（木）～２月７日（日）の
指定する１日
※2次試験については1次試験合格者のみに行なわれ
ます｡
資格／中学校卒（見込含む）15歳以上17歳未満の男
子（令和３年４月１日現在）
受付期間／
①11月１日（日）～30日（月）
②11月１日（日）～令和３年１月６日（水）
問合せ・申込み
自衛隊静岡地方協力本部三島募集案内所
☎055-989-9111
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1２月の 予 定

（令和2年10月1日現在）

（令和2年10月1日現在）

各種相談
相談種類

とき

ところ

① 無料法律相談

9日(水)９時30分〜11時30分
16日(水)10時〜12時

予約

問合せ
市民課☎72-9858

生きいきプラザ 要予約

②

行政相談

8日(火）9時〜12時

市民相談室

要予約

市民課☎72-9858

③

結婚相談

11日(金）18時〜20時

生きいきプラザ

不要

市民課☎72-9858

④

職業相談

平日9時30分〜17時

伊豆市
地域職業相談室
(柏久保)

不要

伊豆市地域職業相談室
☎74-3075

消費者相談
⑤
（随時受付）

平日8時30分〜17時15分 ※火・水・木・金曜日
9時〜17時15分は消費生活相談員駐在
(月・水・金曜日9時〜16時は伊豆の国市にも駐在)

市民課

生きいきプラザ

⑥

障がい者
福祉相談

21日（月）
13時30分〜15時

⑦

人権相談

8日（火）14時〜16時

市民課
不要 (伊豆市消費生活センター)
☎72-9858
不要

生きいきプラザ
要予約
土肥支所

社会福祉課☎72-9863
社会福祉課☎72-9862

1

火

●離乳食教室（生きいきプラザ）

2

水

●血管若返り教室（生きいきプラザ）
●修善寺図書館開館延長

相続・離婚・交通事故などの相談に顧問弁護士が応じます。お1人様1回限りとなります。

②

行政に関する苦情や要望、問い合わせなどを聞き解決を図ります。

③

結婚に関する相談に親身になって応じます。

④

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です。

⑤

契約トラブル、身に覚えのない請求などの相談に、専門の消費生活相談員が応じます。

⑥

障がいに関する相談を予約不要で当番事業所（月ごとに1事業所が担当）が相談に応じます。

⑦

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に応じます。

公共施設休業日

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
イズシカ問屋 … 土・日曜日

人の動き

人口／男：14,315 人

女：15,539 人

18

金

19

土

5

土

6

日

●地域防災の日

20

日

7

月

●図書館休館日（市内図書館）

21

月

8

火

22

火

9

水

23

水

10

木

24

木

11

金

25

金

12

土

26

土

13

日

27

日

28

月

29

火

30

水

31

木

●修善寺図書館開館延長
●３歳児健診（生きいきプラザ）

14

●２歳・２歳６カ月児健康診査
（生きいきプラザ）
●フッ化物塗布

月

●健康相談・フッ化物塗布
●おとなの健康相談
（生きいきプラザ）

火

世帯数／ 13,451 世帯

●健康相談・フッ化物塗布
（中伊豆ふれあいプラザ）

●図書館休館日（市内図書館）

●血管若返り教室（生きいきプラザ）
●修善寺図書館開館延長
●修善寺図書館休館日（館内整理日）

●図書館休館日（市内図書館）

●市役所休業日（本庁・各支所）
●図書館休館日（市内図書館）

：市民課・税務課窓口延長（本庁）

休日当番医

大仁警察署管内

犯罪発生状況 ( ９月末現在 )

※緊急の場合は 119

● 湯の国会館… 第 2・第 4 水曜日
（祝日の場合は営業）
● 伊豆市資料館 … 木曜日
● 虹の郷 …… 8日(火)、14日(月)、15日(火)、
16日(水)、17日(木)、22日(火)、29日(火)

計：29,854 人

木

金

医療機関

所在地

電話番号

６
（日） 中島病院

伊豆市松ヶ瀬

☎0558(87)0333

13（日） つちやクリニック

伊豆の国市田京

☎0558(77)1511

20（日） 田京診療所

伊豆の国市田京

☎0558(76)3201

27(日)

大仁クリニック

伊豆の国市大仁

☎0558(76)2556

休日当番医は田方医師会のホームページに掲載されています。
365日24時間

人口と世帯数

17

●思春期健康講座（修善寺小学校）
●修善寺図書館開館延長

4

15

●固定資産税（３期）、こども園授業料・給食費（12 月）、保育園保育料（12 月）、
介護保険料（５期）、水道料金（修善寺地区）（12 月）、温泉料金（12 月）………２5 日

●
●
●
●
●

●健康相談・フッ化物塗布（土肥支所）

木

日

納期限

水

3

●図書館休館日（市内図書館）
①

16

1２月の 予 定

犯罪名

件数

刑法犯

210（－90)

窃盗犯

134（－74)

うち空き巣

14（－７）

うち自転車窃盗

15（－５)

特殊詐欺

７
（+１)
417万円（－262万円)

サギ電話

120（－42)

※（ ）内は昨年比 単位：件（暫定値）

2 次救急指定病院

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電話でご相談ください。

転入数／ 59 人 出生数／ 14 人 その他：１人 増： 74 人
転出数／ 74 人 死亡数／ 43 人 その他：０人 減： 117 人
▲大仁警察署ホームページ
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てキャッチコ
市子育
ピー
伊豆

信

通

こども課からのお知らせ
おおかわ あいり

なかはら ゆうと

たかなし しずな

大川 愛梨ちゃん

仲原 暖翔ちゃん

高梨 雫七ちゃん
（松ケ瀬）

（下白岩）

■
問合せ こども課☎0558（72）9864

■ 母子・父子家庭への修学資金などを支援

（下船原）

静岡県では、高校や大学、専門学校などの入学・修学が経済的に困難な母子・父子家庭の人に、授業料や教
材費などにかかる修学資金、入学に際し必要となる就学支度金を無利子で貸し付けます。
希望される人は、下記期限までにこども課に申し込みをしてください。その後、保護者とお子さんと一緒に
面接を行ないます。
【申込み】12 月 21 日（月）まで
【面接日】令和３年１月 14 日（木）
はたの

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。

れんた

波多野 蓮太ちゃん

ひらた じょう

平田 丈ちゃん

■
問合せ こども課 ☎0558（72）9850

（修善寺）

（柏久保）

②③の人については詳細が決まり次第
ホームページにてお知らせします。
あおき

すずき

うめはら だい

ゆの

（柏久保）

（熊坂）

（加殿）

りこ

鈴木 理琴ちゃん

梅原 大ちゃん

青木 夢乃ちゃん

問合せ

こども課☎72-9864

■ 11月は『児童虐待防止推進月間』
～１８９( いちはやく ) 知らせて守る こどもの未来～
国では、毎年 11 月を『児童虐待防止推進月間』と定め、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動な
どを集中的に実施します。
子どもたちは地域の宝です。子育てを見守る温かいまなざしと地域のサポートが虐待防止につながります。
〇子育てに悩む保護者の SOS をキャッチしたらすぐに電話を。
〇子育てがつらくなったら抱え込まずに、誰かに話すことで変わることがあります。
★児童相談所全国共通ダイヤル
☎１８９( いちはやく ) ※近くの児童相談所につながります。
問合せ

こども課☎72-9870 静岡県東部児童相談所☎055-920-2085

遊びにきてね！

子育て支援センター

「遊べる場所がない」「子育てのことを相談したい」など
気軽に訪れてみてください。皆さんの子育てを応援します！
にしじま まなと

にしじま あいは

（柏久保）

（柏久保）

みす

♪
お花をどうぞ

バト

三須さん家族

ン
タッ
チ

支援センター名称（実施場所）

西島 愛翔ちゃん

西島 愛晴ちゃん

きれいなお花
見

やました

山下さん家族
（加殿在住）
なおや

直哉パパ
まの

麻乃ママ

りつの

律乃ちゃん（1歳）

vol.37

たくさんのやさしさに感謝
もうじき２歳になる娘の日課は、大好きなお花を探してお散歩す
ることです。ご近所の方にも優しく声をかけていただき、時には採
れたての野菜をいただくことも！（笑）
結婚を機に夫の地元である伊豆市に来て3年が経ちます。最初は
全く知らない土地に戸惑いや不安もありましたが、今では、たくさ
んの優しさと自然に囲まれた伊豆市が大好きです。また、妊娠を機
に市主催のコアラ教室へ参加したことで、何でも相談できる心強い
友人もできました。
これからもいつも支えてくださる周りの方に感謝し、子育てを楽
しんでいきたいです。（麻乃ママ）

お散歩大好き！

つけた！

実施時間

こども課からの

お 知 ら せ

こども園・保育園 入園申込みについて
令和３年４月から入園を希望する人は、下記の期間内
に申込みをお願いします。詳細は広報伊豆 10 月号をご確

のびのび広場（修善寺保育園）

９時～ 11 時

認ください。

わんぱく広場（修善寺東こども園）

９時 30 分～ 11 時 30 分

入園申込期間／ 11 月９日（月）～ 30 日（月）

すいすい（認定こども園あゆのさと）

９時～ 11 時 30 分

※申込書はこども課・各園・各支所でお渡しします。

にこにこフロア（土肥こども園 )

９時～ 11 時

※育児休暇中で令和３年度途中の入園を希望する人はこ

いないいないばあ（あまぎ認定こども園）

９時～ 11 時 30 分
９時 30 分～ 11 時 30 分
13 時～ 14 時

の期間に申込みをすることができます。

ちびっこサロンわらぼ（原保子育て支援センター）
ひよこくらぶ（なかいず認定こども園）

９時～ 11 時

あいあいキッズ（天城湯ケ島支所）

９時～ 11 時 30 分
第 2・4 土曜日 9 時～ 11 時 30 分

実施日／月曜日～金曜日。
※修善寺東こども園に子育て支援センターができました。感染症対策のため
5組の親子まで受け付けます。電話予約をお願いします。
※ほかに行事などによりお休みする場合があります。
※その他の支援センターも感染症対策のため時間短縮で行なっています。
詳細については支援センターにお問い合わせください。

■園庭開放
実施場所

実施日

実施時間

熊坂こども園

毎週水曜日

9時30分～11時30分

『伊豆市子育てモバイル』を活用してます
か？各支援センターの情報や伊豆市の子
育て情報を掲載しています。右記のQR
コードからぜひ登録してください！

児童扶養手当支払いのお知らせ
児童扶養手当 11 月定時支払い（令和 2 年 9 月～ 10 月分）
は 11 月 11 日（水）に指定の口座に振り込みます。
【広報伊豆 10 月号の訂正とお詫び】

６ページ掲載『こども園、保育園の入園申し込み』の記事について
２点訂正がございます
---------------------------◯１点目

『申込みに関する注意事項』の 4 行目の、『入園決定の期日』の未記載
正：令和 3 年 3 月下旬
◯２点目
６ページ下部、『市内施設紹介欄』の、修善寺東こども園の受け入れ年齢
誤：満１歳

正： ８カ月～

----------------------------

読者の皆さま並びに関係者各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、
ここに訂正させていただきます。
なお、訂正内容は市ホームページ、こども課窓口でご確認いただけます。

ごとう みき

23

2020. 11

NEXT ▶ 後藤美樹さんにバトンタッチ

2020. 11

22

伊豆天城ならではの

伊豆市

美しい秋色に出会えます

紅葉狩り
イベント

発行

（法人番号：３００００２０222224）

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

■出会い橋

紅葉ライトアップ

毎年６月に開催される『天城ほたる祭り』の鑑賞会場でもある出会い橋は、紅葉のスポットでもあります。
川音に耳を澄ませながら、夕闇に映し出される幻想的で美しい紅葉をお楽しみいただけます。
と き 11 月 21 日（土）～12 月６日（日） 16 時 30 分～ 21 時 30 分
ところ 出会い橋（駐車場は天城会館の駐車場をご利用ください。無料）

■【特別企画】人力車で巡る

湯ヶ島温泉郷

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

と き 11 月 21 日（土）、22 日（日） 10 時～16 時
ところ たつた旅館前（湯ヶ島 347）
料 金 20 分／ 1,000 円 40 分／ 2,000 円 （１人）
※無料で伊豆の踊子の衣装をお貸しします。
＜主催・問合せ先＞
伊豆市観光協会天城支部／ TEL0558-85-1056

■伊豆市特産の生しいたけ販売・しいたけ焼き試食！
と き /11 月 22 日（日）10 時 30 分～14 時 30 分 ※雨天中止
ところ / 道の駅『天城越え』・昭和の森会館
主催 /（一社）伊豆市産業振興協議会

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。
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
■オリンピック

2021年7月23日(金)～8月8日(日)

◯トラック・レース…8月2日(月)～8日(日)

◯マウンテンバイク…7月26日(月)～27日(火)

■パラリンピック 2021年8月24日(火)～9月5日(日)
競技開催まであと

264

◯トラック・レース…8月25日(水)～28日(土)

日 (11 月１日時点 )

