特別定額給付金
給付始まりました
ー申請書類の封筒詰めを行なう市職員ー
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『地籍調査事業』
で土地の境界を明確に！
～地籍調査へのご理解とご協力をお願いします～
■
問合せ 用地管理課 ☎0558（83）5210

新型コロナウイルスの対応で疲れないために
保健師からの
アドバイス

地籍調査ってなに？
道端などで、
ピンクや黄色のテープが巻かれている光景を見たことはありませ
んか？それ、実は『地籍調査事業』
で土地の境界を確認した際に設置したものか
もしれません。
現在、皆さんの土地の登記簿や地図は、明治時代に実施した地租改正などの
調査記録を基にした『公図』
と呼ばれるものが多く、実際の状況と食い違いが生
じていることがあります。そのため、土地の境界を明確にして、
こういった土地の
地籍（地番や地目、面積など）の食い違いを解消し、正しく修正する
『地籍調査事
業』
を行なっています。

例えば…

先の見えない状況、行動の不自由さの中で、皆さんは一生懸命生活し
ています。世界的に初めての経験で、不安や疲れがあって当然と言える
状況です。さまざまな不調が起こってくる可能性があります。心配しない
でください、そう思っている人はあなただけではありません。
気分転換で、気持ちに余裕を。どのようなことでも柔軟に肯定的に捉
えることができれば、脳
（心）
は良いストレスになっていきます。

正確な情報を得る

家族や信頼のおける人と不安や心配を言葉に出して、共有する。
コミュニケーションをとる ▶ 電話やメールを上手に利用し、雑談を増やす。周りの人に優しい言
葉をかける。

▶

体を動かす

なぜ必要なの？
地籍の食い違いが生じていることで、土地に関する行政や経済の活動において大きな手間や
時間、費用が掛かってしまいます。地籍調査の実施によって以下のような効果が生まれます。

①土地の境界をめぐるトラブルの解消・防止 ③スムーズな公共事業の実施
②相続や売買などの登記手続きの簡素化や ④地震や台風などの災害復旧の迅速化
費用の削減

▶ 厚生労働省や市のホームページ、ニュース

好きなことをする
専門家、相談機関の利用

風通しの良い屋外で歩く。体や気持ちの緊張をほぐす工夫をす
る。ストレッチ、お散歩は効果的。

▶ 今まで時間がなくてできなかったことにチャレンジする。
市の感染症対策室
（電話相談 平日8時30分～午後5時15分)
☎0558-88-4567
▶
県庁専用相談ダイヤル
（平日午前8時30分～17時15分）
☎054-221-8560 ☎054-221-3296

感染症予防に関しては、様々な情報が耳に入りますが、ポイントは３つです。

手洗いの徹底、
東日本大震災からの早期復旧の例：
岩手県宮古市

Good！

復興事業の一環として実施した高台への移転
造成事業において、移転先の土地が地籍調査
実施済みであったため、移転がスムーズに進
み、早期復旧につながりました。

六本木ヒルズ建設に難航した例：
東京都港区

人混みを避ける、
Bad！

東京都港区建設予定地が地籍調査未実施であっ
たため、土地境界の確認に４年もの年月が掛か
り、完成までに多くの時間を要しました。
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の３つ

迷ったら、
この3つの基本、
シンプルな姿勢に立ち返りましょう

１学期の学校給食費について
４月、５月、６月、７月は実質０円です

伊豆市の地籍調査事業
天城湯ケ島地区では昭和 44 年から、
土肥地区では平成 8 年から、中伊豆地区
では平成 12 年から、修善寺地区では平
成 13 年からそれぞれスタートし、市街地
と土砂災害や津波などの災害想定区域を
優先して継続実施しています。

体調が悪いときは外出をしない

【令和２年度実施予定】
修善寺地区

瓜生野の一部

土肥地区

八木沢の一部

天城湯ケ島地区

湯ケ島、市山、田沢、矢熊の各一部

中伊豆地区

冷川の一部

給食費は、各学校で学級・学年費などの校納金と一緒に引き落としを行なっています。
１学期分は『免除』
となりますが、取り扱いについては次のとおりとします。
①４月、５月の食べなかった月の給食費は『還付』
としてお返しします。
②６月、７月の給食が始まってからの給食費は『補助』
として後日、保護者名義の口座に
振り込みをします。
※詳細は、振り込み方法などが決まり次第、
お知らせをします。
※校納金は毎月引き落としを行なっていますので、６月・７月の給食費を含んだ金額で
引き落としが行なわれます。
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将来の拠点イメージ

他市町の参考事例

都市計画区域の指定
（拡大）
による

地域特性を活かした
まちづくり

こども園
公民館など

公園
診療所

防災公園・いのち山 ( 牧之原市 )

お店

都市計画区域の指定（拡大）の流れ

観光地の街路事業 ( 下田市 )

『伊豆市の新しい都市計画』制度構築を進めています。

市役所支所

問合せ 都市計画課 ☎0558（83）5206

新型コロナウイルス感染症対策による影響で、地元説

各地域の中心部などを地域振興拠点として、持続可能
なまちづくりを進めます。

観光地の都市公園 ( 富山県富山市 )

都市計画区域の指定（拡大）予定時期

津波復興拠点 ( 宮城県女川町 )

明会が開催できませんので、広報によりお知らせする

◯伊豆市にふさわしい自然環境を活かしたまちづくりや、効率的かつ効果的なプロジェクト（市役所各支所など
の拠点周辺に置ける身近な公園・広場の整備など）を市全体で計画的に展開するため、都市計画区域を伊豆
市全域に指定（拡大）します。

◯決定までの主な工程
縦覧、審議会等

8月

原案の閲覧

●
案の申出

主な手続き

9月

10 月

11 月

●
公聴会

12 月

１月

2月

●
市審議会

案の縦覧

3月

●
決定●
県審議会 公告・告示

事前協議・各省庁協議

※伊豆市が進めている非線引き都市計画区域については、伊豆半島の多くの市町（伊東市、河津町、下田市、南伊豆町など）
で指定されており、都市整備・住環境保全・不測の開発コントロールに効果を発揮しています。

本協議・大臣同意

※従前、旧修善寺町で指定されていた区域区分（線引き）は行ないません。

◯個別相談会【注：要予約】※前ページの都市計画の内容、下記の建築の内容について、個別に応答します。
地

区

日

天城湯ケ島
土

肥

中伊豆

時

間

場

都市計画の主な内容について

所

６月 ５日（金）

午前10時 ～ 午後３時

６月 ７日（日）

午前 ９時 ～ 正午

６月12日（金）

午前10時 ～ 午後３時

６月14日（日）

午前 ９時 ～ 正午

土肥支所４階 第１・２集会室
（土肥公民館）

６月21日（日）

午前 ９時 ～ 正午

中伊豆支所１階 都市計画課

持続可能性を維持し、住環境を守るための建物のルール（特定用途制限地域）

天城湯ケ島市民活動支援センター
（旧湯ヶ島小学校）会議室１

安心して住み続けられるまちづくり、良好な集落環境や営農環境の維持・向上のため、地域の特性に応
じた建物の用途のルールを適用します。
修善寺地区でも運用
※下記表の『◯』は建築することができるもの
地区名

※上記日時で都合が悪い場合、
６月１日～19 日
（平日）開庁時間に都市計画課
（中伊豆支所内）で対応します
（要予約）
。

建築物の接道義務・セットバックについて

建築時
の注意

道路後退部分
２m
以上

OK

道路
４m以上

5
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NG(例)

2m
建築物

２m
以上
道路
４m以上

１m
１m

２m
以上

４m

2m

4m2m
道路中心線

建築物

建築物

河川
がけ地
など

道路後退線

※道路の中心線から 2m の線まで道路の境界線とみなすため、セッ
トバックした敷地には建物や塀などの工作物を設置することは
できません。※道路後退用地を市に寄付していただくことを条
こういう場合も
件に調査費などを補助する、狭あい道路補助金もあります。
接道になります。

OK

２m
以上

里山環境共生地区
集落や農地、 山林が広がる
地域

指定エリア、 小学校やこども園、
診療所や日常生活品が買い物で
きる店舗があり、５〜６階建ての
共同住宅や事業所など、 多世代
が暮らせるエリア。

道路アクセスの良さを活かした店
舗、 事務所、 工場が建てられるエ
リア。

集落の住環境や営業環境を守
るため、影響の少ない小規模
な店舗や地域振興に資する工
場以外は立地を制限する。

住宅・
共同住宅

◯（高さ 20m 以下）

◯（高さ 12m 以下）

◯（高さ 10m 以下）

店舗・事務所

◯ (3,000㎡以下）

ホテル・旅館

◯

◯

◯

工場・作業所

◯近隣商業地域に立地できる工場
◯地域振興に資するもの

◯近隣商業地域に立地できる工場
◯地域振興に資するもの

◯地域振興に資するもの

イメージ

道路
４m以上

幹線道路沿道地区
主要な国道や県道など幹線道路の
沿道

目指す

●４m 以上の道に接していなくてもセットバック
( 道路後退 ) で建築できる場合もあります

地域生活地区
市役所各支所周辺などの
中心集落

指定エリア

建築確認申請が必要になります。
特に中伊豆地区と土肥地区の一部では、これまで木造の２階建て住宅などを建てる時に確認申請は必
要ありませんでしたが、これからは、すでに確認申請が必要である修善寺地区、天城地区と同じように
確認申請が必要になります。
●接道のイメージ

令和３年３月末～

伊豆市独自の『新しい都市計画』

令和２年度スケジュール
7月

平成 29 年３月 31 日
～令和３年３月末

とともに、市役所各支所での個別相談会を実施します。

令和３年３月末

（ 高さ 12m 以下 ）

◯

1,500㎡以下

（ 高さ300㎡以下
10m 以下 ）

◯

●既存の建築物については、基準時の規模の 1.2 倍までは増築や改築が可能です。
●工場・作業所などについては、制限対象であっても、一定の条件（環境を害するおそれがないもの、地域
振興に資するもの、または公益上やむを得ないもの）を満たし、市建築審議会で審議の上、市長が認めた
場合は建築可能になることがあります（企業誘致・企業留置と住環境保全とのバランスを図ります）。
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防 災 1

1 9

■
問合せ 防災安全課 ☎0558（72）9867

６月１日（月）～30日（火）

６月は土砂災害防止月間

日頃の備えと早めの避難

種類と前兆現象について！
土砂災害には『がけ崩れ』
『 土石流』
『 地すべり』の３種類があります。土砂災害が発生する際、前兆現象
が現れる場合があります。前兆現象を確認した場合は、いち早く安全な場所へ避難しましょう。
こんなことを感じたら

① がけ崩れ
急傾斜地に雨水が地面に染み込み、緩んだ
『がけ』が突然崩れ落ちる災害です。

② 土石流
大雨などにより雨が地面に染み込み、地下
水の力で持ち上げられた地面が広い範囲
で徐々に動き出す災害です。

③ 地すべり
山や谷（渓流）の土、石、木などが大雨など
による水と一緒におよそ時速40～50km
で流れてくる災害です。

要注意！

○がけにひびができる
○小石がパラパラと落ちてくる
○地鳴りがする
○急に川が濁り、流木が混ざり始める
○降雨が続くのに川の水位が下がる
○山鳴りがする

○地面にひび割れができる
○がけや斜面から水が噴き出す
○地鳴り、山鳴りがする

伊豆市

ハザードマップ

検索

その他、風水害のハザードマップ
も確認しておこう！
○伊豆市狩野川洪水ハザードマップ
伊豆市狩野川 ハザードマップ

検索

○日向池（早霧湖）ハザードマップ
日向池

ハザードマップ

検索
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伊豆市は静岡県と連携して震災時における安全確保をめざして『ＴＯＵＫＡＩ
（東海・倒壊）ー０（ゼロ）』事
業を推進しています。昭和 56 年５月 31 日以前に建てられた木造住宅の無料耐震診断の実施、耐震補強の計
画作成および補強工事、危険と認められるブロック塀の撤去および改修に関する補助などを行なっています。

令和２年４月から、ブロック塀に関する補助制度が見直されました
補助額
【変更前】上限額

43万2,000円（撤去26万6,000円

（※１）、
改修16万6,000円（※２））

※1 工事の見積額と補助基準額（ブロック塀延長１m あたり 20,000 円）を比較して少ない額の 3 分の 2 を補助
※2 工事の見積額と補助基準額（ブロック塀延長１m あたり 38,400 円）を比較して少ない額の 3 分の 1 を補助

補助対象路線
【変更前】緊急輸送路や避難路などに面しているブロック塀（改修の場合）

⇒【変更後】住宅または事業所などから避難所および避難地などへ至る私道を除く
経路に面するブロック塀（撤去・改修両方）※公道に限ります。

県内の防災情報をお届け

県内の防災情報は、パソコンやスマートフォンか
ら県のサイポスレーダーで知ることができます！
雨量・水位情報のほかに、市町村別・時間ごと
の天気予報・気象レーダーや台風・地震情報・河
川監視カメラの映像などを見ることができます。
市町のハザードマップによる地域情報と、水位・
雨量・気象情報などの防災情報を確認し、大雨に
対し早めに備えましょう！
まずは平時に一度チェック！

検索

②◯

住宅
など

避難道路

対象

指定
避難所
など
公道

サイポスレーダーを活用しよう！

サイポスレーダー

最大30万円（撤去５万円、改修25万円）

⇒【変更後】上限額 最大

補助対象
の危険な
ブロック塀

大雨が予想されるときは、不要不急の外出を控え、危険な場所に近づかないようにしましょう。
また、テレビやラジオ、ホームページの気象情報や防災情報に注意してください。
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■
問合せ 都市計画課 ☎0558（83）5206

補助ブロック塀
のイメージ

土砂災害ハザードマップで周囲の危険な場所をチェック！
ハザードマップとは、自然災害が発生した際に、どの地域に被害の可能性がある
のかを地図上に色分けして示したものです。
万が一の災害に備え、皆さんが適切に避難できるよう、災害時の危険個所や避難
施設など、避難に必要な情報をお知らせしています。

○土砂災害ハザードマップ（地区別）

補助金を使っておうちの耐震補強、
”危険”なブロック塀を撤去しませんか？

①◯

ハザードマップで安全確認！

伊豆市ホームページに掲載していますの
で、
ぜひご覧ください。

ＴＯＵＫＡＩ－０

③×

住宅
など

対象

住宅
など

対象
対象

住宅
など

公道

行き止まり

指定
避難所
など

対象外

公道

※③のような場合
で も間 口 など
によっては補助
対 象 に なる場
合もあります。

指定
避難所
など

～耐震補強に関する補助事業概要～
専門家による
無料耐震診断
一般世帯
高齢者世帯など

無料

耐震補強工事
（上限額）

700,000 円
900,000 円

大きな地震が不安
で、耐震工事が
できてよかった。
実際に耐震工事をした人の声

※これら以外にも耐震シェルター、防災ベッドなどに補助制度があります。
※予算に限りがありますので、状況によっては年度内に申請を受けられない可能性もあります。
ブロック塀の撤去や耐震補強工事を検討されてい
る人は、都市計画課までお問い合わせいただくか、
右記ホームページをご覧ください。

伊豆市

ＴＯＵＫＡＩ－０

検索
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Information

募集

8020コンクール開催

伊豆市役所からの

ー参加者募集中！ー

お知らせ

歯と口の健康は病気だけではなく、食事や会話な
ど豊かな人生を送るために大切です。虫歯や歯周病
予防に心がけましょう。
市では歯の健康管理の大切さや市民の生涯を通じ
た生活の質の向上、健康の保持増進を目的に6月１日
(月)から8月31日(月)を8020コンクールの期間とし、
80歳で歯が20本以上あるお元気な人を募集してい
ます。参加希望の人は健康支援課へお電話ください。
ご自宅へ必要な書類を郵送します。ぜひあなたの自
慢の歯を表彰させてください。

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。

ごみを分別で資源に！
市民から回収した資源ごみは様々な製品に生まれ変わり再利用されています。
適正なごみの分別にご協力をお願いします。
問合せ 環境衛生課☎ 0558(72)9857

ごみの回収日や分別についての詳細は、
『市ホームページ』にてご確認ください。
伊豆市

○伊豆市情報メール

問合せ 健康支援課☎72-9861

ごみの減量、リサイクルを推進するため、伊豆市では資源ごみの分別収集を実施しています。
家庭から分別されて回収した資源ごみは以下のような流れで再利用されています。

○伊豆市公式SNS
Facebook,Instagram,Twitter,LINE
やってます。

区分

分類

いいねやフォロー、お願いします！

プラスチック類

▲伊豆市情報メール

お知
らせ

▲伊豆市公式SNS

国保からのお知らせ

問合せ 市民課☎72-9856

お知
らせ

男女共同参画週間

6月23日（火）から29日（月）までの1週間を、男女
共同参画の取組み強化期間としています。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、そ
れぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を
実現するためには、一人ひとりの取組みが必要です。
問合せ 総合戦略課☎74-3066
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新型コロナウイルス感染症の影響により、
内容が変更または中止になる可能性があ
ります。

処理方法

プラスチック
製品
プラスチック
製容器包装

民間事業所：
道路敷材、熱源など
清掃センター、土肥リサイクル
センター、民間事業所（手選
別・圧縮・保管)

清掃センター、土 肥リサイクル
センター（缶：機械選別・圧縮・
保管、缶以外：手選別・保管）

クールビズで快適な夏を

ー今年もクールビズの季節が来ましたー
クールビズは環境省が地球温暖化防止対策のひと
つとして、冷房時の室温の適正化とその温度に適した
軽装や取組を促すものです。
市では5月１日(金)から10月31日(土)の期間をクー
ルビズ実施期間とし、期間中は庁舎などの施設内の
室温を28度に設定します。来庁される方は軽装でお
越しください。また、ご家庭でも地球温暖化防止のエ
コな生活を取り入れてみてはいかがでしょうか？
問合せ 環境衛生課☎72-9857

びん以外（陶器など）

民間事業所：
一升瓶、ビール瓶など

清掃センター、土肥リサイクル
センター（手選別・保管）

蛍光灯・電球、乾電池

新聞・チラシ、雑誌、
その他の紙、飲料用紙パック、
段ボール、シュレッダー
廃食用油
古着類

民間事業所：
鉄、缶の原料など
民間事業所：発泡スチロール、文房
具、プランターなど

発泡スチロール・白色トレイ
びん類

お知
らせ

容器包装リサイクル協会:
パレット、プランター、ハンガーなど
容器包装リサイクル協会:
繊維など

ペットボトル

缶類、缶以外の金属

ー限度額認定証の更新申請についてー
現在交付している『限度額適用・標準負担額減額
認定証』の有効期限は、令和２年７月３１日となってい
ます。
８月以降も交付対象となる人には６月下旬に申請
書を郵送しますので、認定証が必要な人は申請をして
ください。
なお、認定証の発行期日は申請月の１日からとなり
ます。申請月以前にさかのぼることはできませんので
ご注意ください。

検索

資源ごみのリサイクルについて

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！

ごみ

市：最終処分場埋立
民間事業所：
アルミ・ガラス・セメント
・製鉄の原料など
民間事業所：
ティッシュペーパー、トイレットペーパ
ー、新聞紙、雑誌、ノート、紙箱など

民間事業所：バイオディーゼル燃料、熱源、家畜の飼料など
清掃センター、土肥支所、天城
湯ケ島支所、中伊豆支所

民間事業所：綿に加工され車の内装
に使用、海外へ輸出など

2020. 6
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Information

お知
らせ

海洋プラスチックごみ防止

ー海を守ろう！６Ｒ県民運動ー

ポイ捨てなどで回収されずに河川などを通じて海
に流れ込む海洋プラスチックが日々発生しています。
各自の取組が重要です。
リフューズ

①Refuse(レジ袋を断る)
リ タ ー ン

②Return(ごみを持ち帰る、店頭回収の利用)
リ

カ

バ

ー

③Recover(清掃活動への参加)
リ デ ュ ー ス

④Reduce(マイバック・マイボトルを持つ)
リ ユ ー ス

⑤Reuse(容器などの再利用)
リ サ イ ク ル

⑥Recycle(分別して再資源として利用)

募集

Information

成人式の企画・運営の協力者

人生の節目となる成人式を思い出に残るものにし
ませんか？企画・運営にご協力をいただける新成人を
募集します。
対象者／平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれ
内容／式典の企画、当日の受付運営など
期間／９月から令和３年１月まで月１回程度、実行委
員会を開催します。
成人式日程／令和３年１月10日（日）
申込方法／７月31日（金）までに電話でお申し込みく
ださい。
問合せ・申込み 社会教育課☎83-5476

問合せ 静岡県廃棄物リサイクル課
☎054-221-2426

募集

11

みんなの掲示板

※状況に応じて、中止や日程変更の可能性があります。
対象者／
○幼児コース（年中・年長）
※年少のお子様につきましては、参加希望者が多い
場合には、開催を検討させていただきます。
○小学生コース
内容／マット運動、鉄棒、跳び箱、なわ跳び など
定員／各コース２０名まで
（定数になり次第締め切りとなります。）
申込み／事前に申し込みが必要
（事務局へご連絡ください。）
開催日／（土曜日）６月・・６日、１３日、２７日
開催時間／
○幼児コース
１０時～１１時
○小学生コース １１時～１２時
参加費／１回 ５００円
会場／狩野ドーム（青羽根）
持ち物／体育館用靴・タオル・飲み物
講師／カワイ体育教室

高次 能 機 能 障 害に関する理 解を深め、リハビリ
テーションや福祉制度、家族の関わり方などについて
助言を得る機会として活用できます。
とき／令和2年7月13日・9月14日・11月16日・令和3
年1月18日・3月1日 いずれも月曜日午後1時30分か
ら4時30分
ところ／静岡県東部総合庁舎内
内容／医師やソーシャルワーカー、精神保健福祉士、
家族会などが総合的に相談に応じます。
その他／事前予約が必要。各相談日1週間前までに
電話にて予約をお願いします。

問合せ・申込み
ＮＰＯ法人伊豆市スポーツ協会(狩野ドーム内)
☎87-1611（９時～２０時) FAX：99-9057

問合せ・申込み
静岡県東部健康福祉センター福祉課
☎055-920-2087

2020. 6

市役所以外のお知らせコーナー

開催

高次能機能障害医療等
総合相談会

ぶ

っ

く

修善寺図書館BOOKふくろ

かぜまちづき

ー風待月ー
ぶ

っ

く

テーマやキーワードに沿った本の袋『B OOKふく
ろ』。ふくろの中には３冊の本が入っています。どんな
本が入っているかは、借りてからのお楽しみ！
修善寺図書館は60袋、土肥・天城・中伊豆図書館
は各10袋をご用意してお待ちしています。
貸出期間／6月2日(火)～30日(火)
問合せ
修善寺図書館☎72-9868
土肥図書館☎98-3109
天城図書館☎85-2611
中伊豆図書館☎83-5208

お知
らせ

2020年度
子ども体育教室（１期）

2020年度子ども体育教室（1期）の参加者を募集
します。
目的／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。

お知
らせ

あなたも『いずっこサポーター』
になりませんか？

小学生を対象とするふるさと学級や子ども会など
の講座の企画・運営に携わるボランティアサポーター
を養成する講座『青少年階級別指導者認定事業（初
級・中級）』を開講します。一定の講習、時間、条件を
満たすと静岡県『初級・中級』青少年指導者の資格が
認定されます。
内容／全12回（予定）６月～令和３年２月までの月１～
２回
対象者／中学生～３９歳まで、３０人程度
申込み／６月12日（金）までに電話でお申し込みくだ
さい。
問合せ・申込み 社会教育課☎83-5476

お知
らせ

第62回『水道週間 』

6月1日から7日まで、第62回水道週間が実施され
ます。
『水道週間』は、皆さんの生活を支える水道について
の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の
改善に欠かせない水道の維持と発展を図ることを目
的としています。
伊豆市 で管 理している水 道は、設 置から年 数が
経っているものが多く毎年少しずつ新しい管に取り替
える工事を行っています。
水道管や水道施設にトラブルが起きたとき、その原
因により断水などの影響が出る範囲、復旧までにか
かる時間も様々です。
利用者の皆さんにはご不便をおかけすることもあ
りますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。
◎関連行事
・浄水場清掃 6月1日（月） 冷川浄水場
6月3日（水） 清越浄水場
・水神祭
6月8日（月） 中里配水池
問合せ 上下水道課☎83-3950

募集

『第21回しずおか市町駅伝』選手

今年も開催される第21回しずおか市町対抗駅伝
競走大会に向けて、伊豆市チームの選手を募集しま
す。小学生、中学生、高校生、大学生、社会人どな
たでも大歓迎です。まずはお気軽にお電話で問い合
わせください。
問合せ・申込み
社会教育課☎83-5477
スポーツ協会☎87-1611

2020. 6
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７月の 予 定

７月の 予 定
1

各種相談
相談種類

とき

ところ

① 無料法律相談

15日(水)10時〜12時

予約

問合せ

生きいきプラザ 要予約

市民課☎72-9858

②

行政相談

7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(土）13時〜15時

生きいきプラザ

不要

市民課☎72-9858

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

④

職業相談

平日8時30分〜17時15分 ※火・水・木・金曜日
消費者相談
9時〜17時15分は消費生活相談員駐在
⑤
（随時受付）
(月・水・金曜日9時〜16時は伊豆の国市にも駐在)
⑥
⑦

市民課

市民課
不要 (伊豆市消費生活センター)
☎72-9858

障がい者
福祉相談

27日（月）
13時30分〜15時30分

生きいきプラザ

人権相談

14日（火）14時〜16時

生きいきプラザ 要予約

不要

社会福祉課☎72-9863
社会福祉課☎72-9862

水
●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●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

国の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

消費生活に関する市民の相談を無料で受け付けています。電話での相談にも応じています。

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。

納期限

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

土

19

日

20

月

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（丸山スポーツ公園）
●図書館休館日（市内図書館）

3

金

4

土

5

日

6

月

●図書館休館日（市内図書館）

7

火

●離乳食教室（生きいきプラザ）

8

水

21

火

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（丸山スポーツ公園）

22

水

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（八岳集会場）

23

木

●修善寺図書館開館延長

24

金

●図書館内整理日のため休館

25

土

26

日

27

月

●図書館休館日（市内図書館）

28

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）

29

水

●健康相談・フッ化物塗布
（土肥支所5階）

30

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

31

金

●健康相談・フッ化物塗布
（中伊豆ふれあいプラザ）

9

木

●中学生ゲートキーパー養成講座
（土肥小中一貫校）
●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

10

金

● 1 歳 6 カ月健診（生きいきプラザ）

11

土

12

日

13

●2歳児・2歳6カ月児歯科健診・フッ化物塗布
（生きいきプラザ）
●図書館休館日（市内図書館）

月

14

火

●肺・胃・大腸がん検診（狩野ドーム）

15

水

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（天城湯ケ島市民活動センター）

木

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（小下田ふるさとセンター）
●肺・大腸がん検診（土肥支所）
●修善寺図書館開館延長
●市民課・税務課窓口延長（本庁）

休日当番医

図書館からのお願い

※緊急の場合は 119

日

医療機関

5（日） あさいクリニック

● 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 …… 7日(火)、14日(火)、21日(火)、
28日(火)

18

木

16

●こども園授業料・給食費（７月）、水道料金 ( 修善寺地区以外 )（７月）、温泉料金………27 日
●固定資産税（２期）、国民健康保険税（１期）、市営住宅・駐車料金（７月）、
保育園保育料（7 月）………31 日

金

2

内容
①

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（土肥支所）

17

所在地

伊豆の国市
吉田

電話番号

☎0558(77)1374

12（日） 伊豆慶友病院

伊豆市月ケ瀬 ☎0558(85)1701

19（日） 紀平クリニック

伊豆市柏久保 ☎0558(72)5521

23
今野医院
（木・祝）

伊豆市八幡

☎0558(75)7050

24
あおきクリニック
（金・祝）

伊豆の国市
吉田

☎0558(75)0303

26（日） 伊豆赤十字病院

伊豆市小立野 ☎0558(72)2148

ー資料を長く利用するためにー
図書館で借りた本が破れかけていたり、壊れか
けている場合は、図書館で修理しますので、カウン
ターまでお持ちください。
セロハンテープなどを貼ってしまうと紙が変色し
て、資料が劣化する原因となります。破片がある場
合も捨てずに全て持ってきてください。
みんなの図書館資料を長く大切に利用するため、
ご協力をお願いします。
問合せ 修善寺図書館72-9868

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。
人口と世帯数
人の動き

人口／男：14,379 人

女：15,595 人

転入数／ 99 人 出生数／ 1 1 人
転出数／ 145 人 死亡数／ 31 人

計：29,974 人

世帯数／ 13,392 世帯

その他： 4 人 増：114 人
減：176 人

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
※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。

（令和2年5月1日現在）
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伊

豆

市

子

て

育

通

てキャッチコ
市子育
ピー
伊豆

信

６月末までに必ず更新を！

特別号

児童手当・こども医療・母子医療

３歳児健診の結果を報告します。
■
問合せ こども課 ☎0558（72）9850

毎年６月は下記事業の更新時期です。対象者には、
６月上旬にご案内と申請書を送付しますので、
６月２７日(土)までに必ず申請してください。

伊豆市では、1 歳６カ月から半年ごとの歯科健診と

１歳６カ月児健診からのフッ化物の塗布を行なっています。

更新が必要な事業

伊豆市むし歯を持つ児の経年的推移（３歳児）

伊豆市のむし歯を持つ３歳児の割合は、１０年前に比べ

て減っています。３歳児健康診査結果の過去３年間の値で

は、静岡県の値 1.0％に対し、伊豆市は 0.74％と低く、県内
35 市町のうち５番目に良い結果です。

25%

児童手当

20%
15%

６月分以降の手当を受けるために『現況届』を提出してください。
対象／中学校修了前の子を養育している人
（公務員は職場へ提出）

10%
5%
0%

こども医療費受給者証

令和元年度 ３歳児健診受診者１３４人のうち、むし歯のない子は１２０人でした。

約９割のお子さんはむし歯がありませんでした。

伊豆市による健診と、保護者が関心を持ち、仕上げみがきを行なっている成果が表れています。かけがえ

のないお子さんの歯を大切にするとともに、家族ぐるみで歯科健診を受け、お口の健康づくりをしましょう。

むし歯の予防には
規則正しい生活習
３食の食事はよく噛んで食
べ、おやつは甘味を制限し、
時間を決めて与えましょう。

フッ化物入りの歯磨
剤を使って、しっか
り歯磨きしましょう。

定期的に歯科健診を
受けましょう。

慣が大切です。

もり

ぞー！
いっぱい走る

森さん家族
（柏久保在住）

温泉場の足湯
が大好き

【受付場所】生きいきプラザ２階こども課または各支所
【受付期間】
６月１５日（月）～２７日（土）
※平日は８時３０分～１７時１５分
※期間中の木曜日は１９時まで延長します。
※２０日（土）
・２７日（土）は９時～１２時まで受付します。
木曜日・土曜日の時間外は生きいきプラザ2階
こども課での受付けになります。
ぜひご利用ください。

受給資格のある方は、前年所得の課税状況を確認します。
現在、
『 非該当』
となっている方も更新手続きが必要です。
対象／母子医療の受給資格のある方

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！
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

POINT！

こども課からの

お 知 ら せ

児童手当支払いのお知らせ
児童手当 6 月期定時払い（令和 2 年 2 月～ 5 月分）は、
6 月 10 日（水）に指定の口座に振り込みます。

子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ

飛鳥パパ

ひよこくらぶ（なかいず認定こども園）

9時30分～15時

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育

かすみ

あいあいキッズ（天城湯ケ島支所）

9時～16時30分

て世帯の生活を支援するため、子育て世帯への臨時特

ゆき

由季ママ

花純ちゃん（２歳）

実施日／月曜日～金曜日。わんぱく広場のみ月曜日・金曜日、あい
あいキッズは第2・第4土曜日も実施。
※修善寺東こども園に子育て支援センターができました。6月22日
(月)から開始し、月曜日～金曜日、9時～11時30分まで開放します。
※ほかに行事などによりお休みする場合があります。

vol.32

たくさんの人に見守られて子育てできる伊豆
３年前に、東京から主人の地元である伊豆市に引っ越して来ま
した。今では馴染みのお店も何軒かでき、お店の人との会話も楽
しみながらお買い物をしています。お散歩コースは修善寺駅周
辺。電車を見て、駅前の芝生で思いっきり走って、時々保育園の
お友達に混ざって遊んでいます。お散歩中にすれ違う方々がよく
声をかけてくださり、いつもあたたかい気持ちになります。
今は新型コロナウイルスの影響で、あまり外で遊ぶこともでき
ませんが、伊豆市にはまだ行ったことのないところもたくさんあ
るので落ち着いた頃にはまた新しいところに遊びに行ってみたい
と思います。(由季ママ)
2020. 6

◎新型コロナウイルス感染拡大防止対策
郵送でも手続きができます。
申請書と一緒に返信用封筒を同封しますので
ご利用ください。

母子家庭等医療費助成受給者証

ちびっこサロンわらぼ（原保子育て支援センター）9時30分～14時３０分

あすか

15

加入保険の確認をします。更新した方に１０月以降利用でき
る新しい受給者証を発行します。
対象／高校３年生相当年齢までの子

支援センター名称（実施場所）

えんどう

遠藤さん家族

■
問合せ こども課☎0558（72）9864

毎週行くお花屋さんで

■園庭開放

別給付金を支給します。支給対象者（公務員は除く）
には、案内を郵送し、６月中に支給します。
支給対象者：令和２年４月分の児童手当を受給してい
る方（平成 16 年４月２日から令和２年３月 31 日まで

実施日

実施時間

修善寺東こども園

毎週火曜日

9時30分～11時30分

に生まれた児童）

熊坂こども園

毎週水曜日

9時30分～11時30分

※令和２年４月分の特例給付を受ける方は対象外とな

実施場所

『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！

ります。
給付額：対象児童１人につき、１万円

つちやゆうこ

NEXT▶ 土屋裕子さんにバトンタッチ

2020. 6

14

定額給付金（10 万円）
申請をお忘れなく
発行
伊豆市

（法人番号：３００００２０222224）

５月 12 日（火）に

申請書類が同封された封筒を発送しました。
申込期限

8 月 11 日（火）まで
※当日消印有効

申請方法は２つ

〒410-2413

静岡県伊豆市小立野 38-2
伊豆 太郎 様

◯郵便申請
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

（同封の申請書をご利用く
ださい）

◯オンライン申請

お手元に届いていない人は
伊豆市特別定額給付金担当まで
■
問合せ

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

サギ

（詐欺）
に注意！

伊豆市 特別定額給付金担当

0558（88）7070

総務省 特別給付金 コールセンター

0120（26）0020

給付金に関連して、国や市区町村が以下のようなことをすることは絶対にありません！
× 現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること。
× 受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
× メールを送り、URL をクリックして申請を求めること。
不安に思ったら…、誰かに相談しましょう！

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)

競技開催まであと

4１7

日 (６月１日時点 )

■パラリンピック
2021年8月24日(火)～9月5日(日)

