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大変だった送り迎えが
とても楽に！
防災面も安心！

探検隊になって
子どもたちと一緒に
地域の良さを発見！

修善寺東こども園
修善寺東こども園

父母の会 会長

すぎやま

つちや ちえ

杉山 園長

土屋 千恵さん

新しいこども園になり、園舎がきれいに

修善寺東こども園に赴任が決まったのは３

なったことと敷地内に駐車場が出来たこと

年前で、私にとっては自分の子どもが通って

が父母の間ではとても喜ばれています。今

いた園なので懐かしい場所でした。思い出は

までは駐車場と園の敷地までが遠く、道路

たくさんありますが、運動会で両親と一緒に

を横断しなくてはいけない場所もあったの

踊る子どもたちの笑顔や、リレーで必死に走

で小さい子どもを連れての送り迎えが大変

る表情、応援する周りの声などが印象に残っ

でした。また、夜に外灯がない暗い道を子

ています。すべての部屋を使って子どもたち

どもと一緒に歩いたり、台風の時に道のす

を精一杯受け入れてくれた今までの園舎に

ぐそばにある川が増水していたりと危険を

は、お疲れ様という気持ちを伝えたいです。

感じることもありました。新しい園舎に

新しい園舎は部屋数を増やし、遊びと生
活の場を分け、なおかつ全体を見渡せる配

なってそれらが解消されました。
子どもたちも新しい園舎をとても楽しみ

置になっています。今まで一緒だった０歳児

にしていたので、最近は家に帰ってくると

と１歳児の部屋も別々になり、より子どもた

「給食をおぼんで食べた」とか「新しいお

ちの成長に合わせた保育ができるようになり

もちゃで遊んだ」とか、その日に園で体験
したことを楽しそうに報告してくれます。
また、新しい園舎では２階にホールが出

東こども園

完成しました！

新しい園舎になり、
年中さんでルームツアー！
お部屋がたくさん！
次はどんなお部屋かな？

園庭も探検しました。
砂がふわふわしていて
これから遊ぶのが
たのしみ！

大きい滑り台でびっくり！
色んな遊具もあって
外でいっぱい遊びたいな～！
手作りの
花火を
あげるよ！

ました。
そして、新しい園舎に移ったことをきっか
けに園のテーマを『地域で遊んで、地域を知っ

来ました。前まで発表会の時などは全員が

て、地域で学ぶ、心も体も元気なひがしっこ』

入りきらず交代で見学していたのですが、

にしました。加殿・日向・立野・大平などの

その必要がないくらい広いです。
「この広

身近な地域を中心に、園外保育で子どもた

さなら雨の日もホールを使って活動的なこ

ちと探検しながら、伊豆市のいいところを見

とができるのでは」と期待しています。

つけていきたいです。

安心して遊べるよう
今まで親しんできた
おもちゃも大事に使って
遊んでいます。

新しい園舎です。
白い建物が
目印です！

44 年間
ありがとう！
卒園児 978 人 在園児 88 人
計 1,066 人の子どもが
旧園舎に見守られ過ごしました。
旧園舎から仲良く帰宅する子どもたち
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旧園舎への感謝のメッセージ

※８月号でさらに施設を紹介します。
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市長所信表明

時代の変化への対応が
伊豆市の未来を拓く
問合せ 秘書室☎ 0558(72)1187

市長所信表明

康を守ることに万全の体制を備えつ

令和２年伊豆市議会６月定例会にて菊地市
長が所信表明を述べました。その内容をお
伝えします。
私が市長に就任した平成 年の所
ため、国や県の施策と連携して、事

つ、市内の社会経済活動を維持する

この場において申し上げました。
業者及び事業所を支援することに全

信 表 明 か ら の 引 用 を、 ４ 年 前 に も、
「新たな伊豆のモデルを作り上げる
まずは、新型コロナウイルス感染

力を傾注しているところです。

などの守るべきものをしっかり守り
症対策を最優先課題とし、市内での

ためには、美しい自然や歴史文化財
ながら、市の活性化を阻害している
感染者を発生させないこと、そして
軌道に乗せることが、東京２０２０

そがい

惰性を廃し、合併の真の狙いを着実
市内の社会経済活動を安定的な回復

を進める勇気が必要です。」
大会に対する現時点での最大の支援

だせい

に具現し、未来に向けて新たな歩み
私の基本的な考え方は、今でもまっ
しかしながら、現在、私たち誰も
いた令和２年度事業においても、一

３月定例会において可決承認いただ

策であると考えています。そのため、

がかつて経験したことのない危機に
部に延期や見直し、或いは執行を凍

たく変わっておりません。

直面しています。２月下旬から衝撃
結する事業があり得ることをご理解

備する国の直轄砂防事業について

した基本構想を基に、今後速やかに

教育委員会では、令和元年度に策定

ある

的な影響が顕在化してきた新型コロ
いただきたいと思います。

けんざいか

ナウイルス感染症はいまだ収束して
おらず、観光を基盤産業としている
伊豆市においては、市民の生命と健

は、約４億円の予算を付けていただ

基本設計の作成作業に入ります。

る予定となっています。今後も国や

１

きました。いずれも、新ごみ焼却施

伊豆市の未来を拓くための事業の

県と強固な連携を図りつつ、安全で

伊豆市の未来を拓く
ための主要３事業

推進に当たっては、第２次伊豆市総

安心な市民生活のための新ごみ焼却

設稼働開始に合わせて事業を完了す

合計画を中核として、二度に亘って

施設を着実に整備いたします。

了しない場合には、財政的に市民の

ては、期限内（令和６年度末）に完

活用する次の大型３事業につきまし

中でも、合併特例債を財源として

皆様の健康を支える医療体制を維持

ます。伊豆市としても、地域住民の

年度中に工事着手の予定となってい

いる中伊豆温泉病院については、今

下白岩地区への移転が予定されて

■リハビリテーション
中伊豆温泉病院

期限が延長された新市建設計画のほ
か、地方創生人口ビジョン及び総合
戦略との連携による相乗効果を図り
つつ、着実に事業を進めてまいりま

負担が増え、日々の行政サービスに

するため、財政面を含めて全面的に

す。

大きな影響を及ぼす可能性があるこ

支援するとともに、令和５年の移転
密に連携してまいります。

完了を目指し、ＪＡ静岡厚生連と緊

とから、慎重かつ遅滞なきよう着実
に進めてまいります。

■新ごみ焼却施設

み焼却施設については、本年度から

務組合を設置して推進している新ご

進 め て ま い り ま す。 市 長 と し て は、

基づき、新中学校整備事業を着実に

教育委員会が決定した基本方針に

■伊豆市新中学校

本格着工に入りました。アクセス道

特に、一部の市民の間で懸念の強い

現在、伊豆の国市との間で一部事

路となる県道修善寺天城湯ケ島線に

事業費の財源について丁寧に説明
し、市民の理解を深めてまいります。

ついては、佐野工区を工事中です。
まちざわ

ま た、 準 用 河 川 待 沢 川 上 流 に 整

組織委員会による改修が進む伊豆ベロドローム
令和元年 10 月のマウンテンバイクテストイベント
下白岩地区で今年度の着工が予定される中伊豆温泉病院外観イメージ
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整備が進む伊豆縦貫自動車道
建設が進む新ごみ焼却施設

市長所信表明

２ 人 口 減 少 社 会 を 克 服 し、
誇りと活力に満ちた伊豆
市を創造するための事業
推進
■産業振興

しんちょく

への移住・定住施策を強化します。

■東京２０２０大会

■津波防災
津波対策については、
ａ ．津波から生命を守るための避難

東京２０２０大会は、１年延期と

伊豆縦貫自動車道の整備 進 捗 は、

たことを前向きに捉え、おもてなし
ｂ．発災後の避難生活

移住・定住施策の追い風になります。

やバリアフリー、多言語化の整備な
ｃ ．津波災害特別警戒区域、都市計

なりましたが、準備期間が長くなっ

密接に連携し、空き家活用を含めて
どを着実に進めます。また、オリン

地域づくり協議会等地域の活動とも
定住人口の増加を目指します。

子育て世代がもっとも望んでいる
ともに、大会の開催を通じて、伊豆

トの開催地としての責務を果たすと
くりを着実に進めてまいります。

を施策の軸として、観光防災まちづ

画拡大の連携による安全なまち

と『所得』について、今回の新型コ
『よりよい教育環境』の充実に努め、
市の国際的なプレゼンスの向上を図

ピック・パラリンピック競技大会と

ロナウイルス感染症により、あらた
幼児教育と小中学校教育との連携を
ってまいります。

■教育環境の向上

めて観光産業が裾野の広い産業であ
さらに強化してまいります。教育施

づくり

ることを実感しました。観光客が市
設整備については、学校再編事業と

いう世界的な大規模スポーツイベン

内消費にもたらす効果は非常に大き
歩調を合わせつつも、緊急に必要な

人 口 減 少 対 策 の 柱 で あ る『 雇 用 』

く、市の人口の百倍を超える観光交

いたしました。私は出身が同じ

５月１日付けで副市長に就任

４ 政策の実効性を高める

整備は着実に進めてまいります。

３ 市民の命を守る
防災・災害対策
■防災拠点公園の整備
行政課題として残っている防災機
能を備えた拠点公園について、早急
にそのあるべき姿についての検討を
進めたいと考えています。備えるべ
き機能、施設、規模等について具体
化し、市民の意見や財政状況を踏ま
えて事業化に向けての課題を整理し
ます。

副市長就任挨拶

伊豆半島の函南町であり、ふる
さと伊豆のために働く機会をい
ただいたことは身に余る光栄で

成した『故郷に寄せる 世紀への提

あります。一方で、その責務の

は、いずれ現状レベルの職員を確保

言』懇話会記録が出てきました。様々

ここ伊豆市は人口減少、少子

少子化対策と
次代を担う人材の育成

できなくなる可能性を秘めていま

な分野で活躍されている町出身の

高齢化など、厳しい環境下にあ

す。

これまで培ってきた知識・経験
を活かし、市議会、職員のみな
さん、そして市民の皆さんと力
を合わせて、伊豆市の発展のた
めに全力を尽くしてまいりま

て、 令 和 ２年 ５月 か ら 伊 豆 市

２０１９ 推 進 課 長 代 理 等 を 経

を賜りますようお願い申し上げ

何卒、温かいご指導、ご鞭撻

す。
市の『新しい生活様式』、『新しいま

副市長

津波防災の要となる土肥こども園津波避難タワー

流人口をマーケットとして活用する
ことは、市の産業政策における必須
要件です。新型コロナウイルス感染
症の収束が見通せた際には、機を逃
さずに積極的でかつ大胆な観光振興
策を展開してまいります。

■移住・定住促進
都市計画見直しの効果、都市計画
地域拡大の目的を最大化できるよう
まちづくりを進めてまいります。ま
ずは、線引き廃止の効果が現れつつ
ある牧之郷駅及び修善寺駅周辺地域

実に実行するとともに、安定的な財
政運営を図り、市民サービスの充実
そして、新型コロナウイルス危機

に努めてまいります。

■簡素で効率的な組織および
き か

をむしろ奇貨として、私達が『どの
ように変わっていくべきか』を考え
てまいりたいと思います。
連休中、市長室を整理していたと
年に天城湯ケ島町が作

す。総合的アウトソーシングの選択

方々に自由に意見を述べていただい

ることは事実ですが、来年開催

ころ、昭和

肢も含め、事務委託や管理委託など

たようですが、驚くべきことに、そ

予定の東京２０２０大会など大

重さをひしひしと感じておりま

民間活力の活用を検討いたします。

の内容が、私達が今直面している課

き な チ ャ ン ス も 有 し て い ま す。

しんたろう

題とほとんど変わらないということ

■市有施設の整理統合

さとう

付 主 幹、 文 化・ 観 光 部 ス ポ ー

知事直轄組織知事戦略局局

平成６年、静岡県採用

佐藤信太郎

も と よ り 微 力 で は あ り ま す が、

世界における我が国の国力や地位が

で す。 こ の こ と は、 こ の

は、公共施設等総合管理計画に基づ

時代の変化に合わせて考え方を変

いつ

かなり低下してきたことと軌を一に

て丁寧に説明し、市民の理解をいた

え、仕事の進め方を変え、まちのあ

き

いて着実に進めてまいります。この

だきながら推進してまいります。

り方を変えていくことによってこそ
以上、重点施策の基本的な考え方

ちづくり』は市民自身が考える、私

ツ 局 ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カップ

を申し上げました。繰り返しになり

自身がその先頭に立つということを

ます。

ま す が、「 総 合 計 画 を 着 実 に 実 現 す

お誓いし、所信表明といたします。

必要な事業を適時適切に決定し、着

る」に尽きます。市の将来にとって

未来は拓けるものと思います。伊豆

副市長

年 間 で、

業に入ります。生産年齢人口の激減

ついて、大胆かつ抜本的に見直す作

市の組織及び事務事業のあり方に

事務事業のあり方の見直し

行財政改革

ICT 化を進める土肥小中一貫校

しているようにも思えます。

多数抱える市有施設の整理統合

21

際、施設を使用している市民に対し
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59

構内に大型看板を設置しました。
『シティプロ

厚生労働大臣から
民生委員に特別表彰

員会の新たな教育委員への辞令交付式が行

モーション事業』の一環として、
『育てて育つ』

１

なわれました。任命されたのは西尾真澄さん

という伊豆市の子育てのテーマをもとに、
つな

28

日（火）、伊豆市役所で民生委員・児

童委員に対する厚生労働大臣特別表彰の伝

日から令和６年５

４月

達式が行なわれ、島村榮さんが、市長から賞

で、任期は令和２年５月

しまむらさかえ

状 と 記 念 品 を 受 け 取 り ま し た。島 村 さ ん は、

▲市長から表彰状を受け取る島村さん
（左）

11

月まで柏久保地区の

③市税等に滞納がないこと

13

年から昨年の

②３月～５月のいずれかの月売り上げが前年比30%以上減少していること

18

平成

※4月～5月に受け付けていた営業自粛要請協力金を受け取っている場合は、対象外となります。

風土を写真やメッセージでＰＲしています。
ま

①市内で事業を営む中小企業者、個人事業者

は、土肥出身で長年に渡り特別支援学校など

10万円

民生委員を 年間務め、伊豆市民生委員・児

〇対象

一律

た、
ＪＲ連絡口の『デジタルサイネージ』では、

応援給付金

に勤務され、教育現場に精通されています。

を営む中小企業者、個人事業者の皆さまへ、応援給付金を支給しています。

童委員協議会会長、伊豆市社会福祉協議会副

伊豆市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した市内で事業

看板の写真のスライドショーも放映していま

■
問合せ 伊豆市 地域経済応援給付金担当 ☎0558（88）5670

これからは自身の経験をもとに、市の教育行

きました 。

応援給付金の申請を受け付けています

会長を歴任し、市の地域福祉にご尽力いただ

～中小企業者、個人事業者の皆さまへ～

④昨年の売上額が240万円以上あること

▲市長から辞令を受け取る西尾さん
（左）

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
伊豆市

応援給付金

検索

申請サポート
（お手伝い）
期間／７月13日
（月）～20日
（月）
時間／9時～17時（最終受付16時）※20日（月）のみ15時まで（最終受付14時）
会場／修善寺総合会館２階会議室
予約
受付／0558(72)8511（伊豆市商工会）時間：9時～17時
期間／7月10日
（金）
まで

9
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個人事業者:100万円
※昨年一年間の売り上げから
の減少分が上限

【対象】
月の売り上げが

前年比50%以上
減少している
事業者

▲設置期間：令和２年６月１日（月）～令和３年５月 31 日（月）

１

三島駅に看板を設置し
伊豆市の子育てをＰＲ

※必ず、事前予約をお願いします。

中小法人: 200万円

３

間限定で専門の補助員がお手伝いをすることとなりました。

【給付額】

６月 日
（月）
、伊豆箱根鉄道駿豆線の三島駅

ついて、申請方法が分からない人、
できない人を対象に、期

持続化給付金
公式サイト

がりやあたたかさなど、
伊豆市の持つ子育ての

インターネットでの申請のみとなっている持続化給付金に

す。

【経済産業省】持続化給付金の申請をお手伝いします！

教育現場に精通した
教育委員を新たに任命

宛て先／〒410-2413 伊豆市小立野24-1 伊豆市観光商工課 宛て
詳しくは、伊豆市ホームページにてご確認ください。

２

郵送で以下の宛先へご送付ください。

にしおますみ

〇申請方法

12

13

日
（水）
、伊豆市役所で伊豆市教育委

①伊豆市地域経済応援給付金交付申請書
※市ホームページからダウンロードまたは、本庁別館（観光商工課）
・各支所で配布します。
②確定申告書類
③売り上げの減少を比較することができる書類（台帳、帳簿など）
④市内での事業活動を証明する書類（登記事項証明書写しなど）
⑤申請者名義の通帳のコピー（カタカナで記載されているページ）

５

月

〇申請書類
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日 ま で の ４ 年 間 と な り ま す。西 尾 さ ん

８月31日（月）まで

月

〇申請期間

政に携わります。

※昨年の事業期間が1年に満たない場合は、
月の売り上げ金額の平均が20万円以上あること

2020. 7
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３

後期高齢者医療制度の保険料は、前年の所得に応じ

後期高齢者医療制度の
保険料率が見直されます

後期

て個人単位で計算されます。令和２年度の保険料率は、
次のとおり改定されます。

■ 令和２・３年度の保険料率が変わります
令和元年度

令和 2 年度～

所得割率

7.85%

8.07%

均等割額

40,400 円

42,100 円

1

国保
後期

区分

令和元年度

令和 2 年度～

賦課限度額

62 万円

64 万円

均等割額の軽減判定所得基準額（世帯主及び世帯のすべての被保険者の総所得金額等の合計）
令和２年度～

令和元年度
33 万円＋（28 万円×被保険者数）以下のとき
33 万円＋（51 万円×被保険者数）以下のとき

１

２

１．国民健康保険被保険者証（高齢受給者証）
色／うぐいす色からクリーム色

均等割額の５割軽減及び２割軽減について、所得の低い方の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引
き上げられ、軽減対象者が拡大されます。

33 万円＋（28 万 5 千円×被保険者数）以下のとき
33 万円＋（52 万円×被保険者数）以下のとき

■ 均等割額の軽減措置の特例が見直されます

注意／①世帯の国保加入者全員の被保険者証を
世帯主宛てに送付します。
②今回の更新より70歳から74歳の人の被保
険者証は、
『 被保険者証兼高齢受給者証』
と
なり、自己負担割合が被保険者証に記載さ
れるようになりました。

2

国保

国民健康保険税の
軽減対象が拡大

軽減の割合

世帯主及びすべての被保険者の総所得
金額等の合計

令和元年度

令和２年度

33 万円以下

8.5 割軽減

7.75 割軽減

33 万円以下（かつ、同じ世帯の被保
険者全員の年金収入が 80 万円以下
で、その他の所得がない場合）

８割軽減

７割軽減

２．後期高齢者医療被保険者証

色／オレンジ色から藤色
対象／75歳以上の人または『障害認定』に
より制度に加入している人

令和２年度国民健康保険税の『均等割』と『平等割』の５
割軽減と２割軽減について、軽減判定所得基準額が次のとお
り見直されました。

軽減判定所得基準額（世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計）
年度

令和元年度

令和２年度～

７割軽減

33 万円以下

変更なし

５割軽減

33 万円＋（28 万円×被保険者数）以下のとき

33 万円＋（28 万５千円×被保険者数）以下のとき

軽減割合

２割軽減 33 万円＋（51 万円×被保険者数）以下のとき

これまで均等割額の軽減措置が７割軽減にあたる人については、特例的に軽減割合が上乗せされてきました。
世代間の公平を図り、医療保険を将来にわたり安心できる制度にする観点などから、次のとおり段階的に特例が見
直されます。

2020. 7
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ものを７月中旬に送付します。

■ 均等割額の軽減対象が拡大されます

11

『後期高齢者医療被保険者証』
８月１日（土）から使用できる

中間所得者層の負担軽減を図るため、賦課限度額が引き上げられます。

２割軽減

『国民健康被保険者証』と
の有効期限は、７月末です。

■ 賦課限度額が引き上げられます

５割軽減

・国民健康被保険者証が『クリーム色』
に変わります
・後期高齢者医療被保険者証が『藤色』

現在お持ちの

○年間保険料の計算方法
年間保険料＝『所得割額：（前年の総所得金額等－基礎控除額 33 万円）× 8.07％』＋『均等割額：42,100 円』

軽減割合

大切な３つのお知らせ

問合せ 市民課 ☎0558（72）9856

区分

年度

国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している皆さんへ

33 万円＋（52 万円×被保険者数）以下のとき

※被保険者数には国保から後期高齢者医療制度に移行した世帯員を含みます。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります！
2021年３月から
今後、マイナンバーカード（個人番号カード）が健康保険証として利用できるようになります。まだ取得して
いない人は、早めに取得するようにしましょう。健康保険証としての利用は2021年３月から順次始まる予定で
すが、健康保険証として利用するためには事前登録が必要になります。
なお、就職や退職などによる加入資格の変更に関する届け出は、引き続き必要になります。

2020. 7

10

防 災 1

今のうちに、自宅が安全かどうかを確認しましょう！

自らの命は自ら守る

まずは、ハザードマップを準備

■
問合せ 防災安全課 ☎0558（72）9867

各戸に配布している地区別のハザードマップを
準備しましょう。
※市ホームページからダウンロードできます。

伊豆市

ハザードマップ

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には、

検索

危険な場所にいる人は避難することが原則です。
近年、台風、局地的な豪雨により全国で広範囲にわたる被害が発生しています。

避難行動判定フロー

さらに今年は新型コロナウイルスの感染が収束しない中、安全に避難するにはどうしたらいいか、一人一人

※ハザードマップは、浸水や土砂災害が発生するお
それの高い区域を着色した地図です。着色されて
いないところでも災害が起こる可能性があります。

ハザードマップで自分の家がどこにあるか確
認し、印をつけてみましょう。

1 9

が事前に考える必要性が高まっています。
本格的な梅雨入りを迎える前までに、台風・豪雨時に備えて、ハザードマップと一緒に『避難行動フロー』
を活用し、行政から避難勧告等が発令された場合に、
自分はどのような避難行動をとるべきか、事前に確認
しておきましょう。

家がある場所に色が塗られていますか？

いいえ

はい

災害の危険があるので、原則として、
自宅の外に避難が必要です。

ご自身又は一緒に避難する方は避難に
時間がかかりますか？

例外

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地
や崖のそばなどにお住まいの方は、市からの避難
情報を参考に必要に応じて避難してください。
※浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまうおそれ
の高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧など
の備えが十分にある場合は自宅に留まり安全を
確保することも可能です
※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンショ
ン等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり
安全確保することも可能です。

いいえ

５つのポイント

知っておくべき

①ハザードマップで危険な場所や避難場所を確認してください。
『自主避難所』、
『指定緊急避難場所』、
『指定避難所』は、市ホーム
ページでも確認できます。
②避難とは『難』
を
『避』けることです。安全な場所にいる人
は、避難場所に行く必要はありません。
体温計

③避難先は、小中学校や公民館だけではありません。安全な
地域の親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。

やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認してください。

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や
知人はいますか？

いいえ

はい

いいえ

警戒レベル３

警戒レベル３

警戒レベル４

警戒レベル４

『避難準備・高齢者等
避難開始』が出たら、
安全な地域の親戚や
知人宅に避難しまし
ょう
（日頃から相談し
ておきましょう）

『 避難準備・高齢者
等避難開始』が出た
ら、市が指定してい
る自主 避 難 所に避
難しましょう

『避難勧告又は避難指
示（緊急）』が出たら、
安全な地域の親戚や
知人宅に避難しましょ
う（日頃から相談して
おきましょう）

『 避 難 勧 告 又は避 難
指示（緊急）』が出た
ら、市が指定している
指定緊急避難場所に
避難しましょう

※警戒レベル４『避難指示（緊急）』は必ず発令されるものではなく、地域の状況に応じて緊急的
にまたは重ねて避難を促す場合などに発令されることがあるものです。

⑤マスク、消毒液、体温計が不足しています。
できるだけ、持参してください。

避難場所の確認は

伊豆市

避難場所

検索

【お詫びと訂正】広報いず6月号7ページの『防災119』に誤りがございました。
（正）

はい

2020. 7

マスク

④豪雨時の屋外の移動は、車も含め危険です。

はい

13

避 難 時 は 、持 参 を！
避難グッズにも
追加しておこう！

②土石流 説明文
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40～50㎞で流れてくる災害です。
③地すべり 説明文
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。
説明文が逆になっておりました。お詫びして訂正いたします。

2020. 7
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Information

お知
らせ

第70回『社会を明るくする運動』

Go for Tokyo 2020 Vol. ３4

伊豆市役所からの

お知らせ

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれの立場において力を合わ
せ、犯罪や非行のない地域社会を築くための全国的
な運動です。
地域で更生保護に取り組む保護司や、更生保護女
性会のほか、この運動の趣旨に賛同した機関、団体が
協力して様々な事業を展開します。
主な事業／あいさつ運動、街頭広報、ポスター掲示など

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。

問合せ 社会福祉課☎72-9862

○伊豆市情報メール
イベント・災害情報など発信中。

開催

いざというときのためにも今から登録！

夏休みこども手話教室

○伊豆市公式SNS

ー手話を覚えて、話してみよう！ー

Facebook,Instagram,Twitter,LINE
やってます。

手話は、手を使って話す『ことば』です。聞こえない
人と手話で話してみませんか？ゲームや手話歌を交え
ながら、楽しく手話を学べます。
とき／８月１８日（火) １０時～１２時
ところ／生きいきプラザ 第１・２会議室
対象／市内小学生20人
持ち物／飲み物、筆記用具 参加費／無料
申し込み／８月１１日（火）までに電話でお申し込みく
ださい。

いいねやフォロー、お願いします！

▲伊豆市情報メール

▲伊豆市公式SNS

ー手話で会話してみませんか？ー
手話は聞こえない人の『言葉』です。手話を覚えて、
聞こえない人と会話してみませんか？障がいのある無
しに関係なく、すべての人が笑顔になれる伊豆市にし
ましょう！
とき／８月１９日（水） ９時３０分～１２時３０分
ところ／生きいきプラザ 第１・２会議室
対象／市内中学生・高校生（在学を含む）２０人
持ち物／筆記用具 飲み物 参加費／無料
申し込み／８月１２日（水）までに電話でお申し込みく
ださい。
問合せ・申込み 社会福祉課☎72-9863
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３月に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催が１年延期されました。
伊豆市では、準備期間が延長されたと前向きに捉え、更なるきめ細やかな準備や機運醸成など、
大会主催者である（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』
とします。）や静岡県などと連携しながら、引き続き取り組んでいます。

新しい東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の日程
〇オリンピック 2021年７月23日（金）～８月８日（日）
〇パラリンピック 2021年８月24日（火）～９月５日（日）

伊豆市を通る聖火リレー
６月26日（金）に、伊豆市・修善寺温泉街を通る予定だった、

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。

中学生高校生手話講座

東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大会
が2021年夏に延期されました

※自転車競技（トラック・レース／マウンテンバイク）
を含めた競技日程はまだ決まって
いません。
競技日程が分かり次第、
『広報伊豆』や伊豆市ホームページなどでお知らせします。

問合せ・申込み 社会福祉課☎72-9863

開催

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

お知
らせ

令和３年度採用
伊豆市職員採用試験

令和３年度採用伊豆市職員の採用試験【第２回】を
実施します。資料配布、受け付けは次のとおりです。
詳しくは総務課までお尋ねください。
とき／
資料配布 ７月１６日（木）～８月１１日（火）
申 し込み ７月２０日（月）～８月１１日（火）
試験日
９月２０日（日）
ところ／（配布・申込）総務課
対象／一般事務（高卒枠１名）、保育教諭、保健師、
土木・建築技術（若干名）
問合せ 総務課☎72-1111

東京2020オリンピック聖火リレーも延期されました。
今後、新たな情報が分かり次第、お知らせします。

2020年夏 伊豆スカイライン通行料は通常料金です
『広報伊豆』３月号で、2020年夏の伊豆スカイライン（熱海峠IC、亀石峠IC、冷
川峠IC、天城高原IC）通行料無料をお知らせしましたが、

東京2020大会の開催が2021年夏となったため、
７月24日（金・祝）～８月９日（日）も通常料金となりました。
お間違えの無いよう、ご注意ください。

エンブレム・マスコットによる機運醸成
『広報伊豆』では、平成28年８月号から表紙に『東京2020エンブレム』を、平成30年9月号から
裏表紙に東京2020マスコット『ミライトワ』・『ソメイティ』を、毎月掲載しています。
東京2020エンブレムやマスコットは、大会スポンサーや競技会場など、限られた団体や自治体な
どでしか使うことができません。
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）開催地として大
会を盛り上げるため、組織委員会の許可の下、約４年前から東京2020エンブレムやマスコットなど
を、伊豆市ホームページやのぼり旗、ポスターなどで積極的に活用しています。
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Information

募集

国勢調査

統計調査員

令和2年10月1日に実施する『国勢調査』の調査員
事務に協力していただける方を募集しています。
国内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策そ
の他の基礎資料を得ることを目的とします。
調査員の仕事／
担当地区を巡回、調査区要図を作成し、調査区内の
全世帯に調査書類を配布し、一覧を作成します。その
後、調査書類を回収し整理して市へ提出します。
応募資格／20歳以上の人
報酬／担当件数によって異なります
前回30,000円～40,000円程
問合せ・申込み 総合戦略課☎74-3066

お知
らせ

予防接種を受けましょう

ーワクチン接種で感染症の予防をー
予防接種は感染症にかかる前にワクチンによって
免疫をつけ、感染症の発症を予防、または軽症化しま
す。
新型コロナの感染を恐れて予防接種を控える傾向
がありますが、予防接種は不要・不急の外出ではあり
ません。予防接種法で定められた定期予防接種は生
後２か月から接種ができます。スケジュールに沿って
接種しましょう。また、年長児、小学４年生、６年生、
高校３年生に対して4月に個別案内した予防接種は免
疫効果を持続させるために接種します。早めに接種し
ましょう。

開催

Information

都市計画公聴会

都市計画の案を作成する際に、広く皆さんの意見
を伺うため『都市計画公聴会』を開催します。
とき／８月20日(木)10時30分～
ところ／生きいきプラザ１階 第１・２会議室
［都市計画原案の概要］
①伊豆都市計画区域の変更（県指定）
②伊豆都市計画区域の整備、開発および保全の方針
の変更（県決定）
③伊豆都市計画 特定用途制限地域の変更（市決定）
［公述を希望する方］
公聴会で意見を述べる場合、公述申出書（県または
市ホームページからダウンロード可）に必要事項を記
入し、県都市計画課（県決定分①・②）または市都市
計画課（市決定分③）へ提出してください。※郵送可
申出期限／８月13日（木）17時15分まで（必着）
※公述の申出が無い場合、公聴会は中止となります。
開催の有無は、８月14日（金）以降に県または市へお
問い合わせください。
［都市計画原案の閲覧］
閲覧場所／県都市計画課および市都市計画課のホー
ムページおよび窓口
閲覧期間／８月４日（火）～13日（木）
都市計画公聴会における新型コロナウイルス感染拡
大防止対策について
⑴開催の中止および開催方法の変更
今後の感染拡大状況などを踏まえて、公聴会の開
催中止または開催方法の変更を行なう場合があり
ます。
⑵開催する場合の感染予防への配慮
公述人および傍聴者の皆さんには、マスクの着用お
よび入室時のアルコール消毒にご協力ください。
問合せ・申込み
都市計画課☎83-5206
静岡県都市計画課☎054-221-3062
静岡県都市計画課HP
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke510a/00index.html

問合せ こども課☎72-9850

▲静岡県都市計画課HP
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夏の交通安全県民運動

７月11日（土）から７月20日（月）まで、夏の交通安
全県民運動が行なわれます。夏休みが近づき、市内で
も県外ドライバーなどにより、交通量が大幅に増加し
ます。安全確認の徹底や思いやり運転を心掛け、交通
事故防止につとめましょう。
【スローガン】
～安全を つなげて広げて 事故ゼロへ～
【運動の重点】
・子どもと高齢者の交通事故防止
・自転車と二輪車の安全利用の推進
・飲酒運転の根絶
・横断歩行者保護意識の高揚
問合せ 防災安全課☎72-9867

募集

パートタイム
会計年度任用職員

ー学校支援員を募集しますー
○募集内容
募集人員／各1人
業務内容／学校支援員
勤務場所／中伊豆小学校､天城小学校､修善寺東小学校
任用期間／8月24日（月）～令和3年3月31日（水）
時給／925円～1,088円
勤務時間／月～金曜日の週5日
1週間29時間以内、8時～16時30分のうち1日6時間
以内
○その他
募集期間／8月7日（金）までに申込書（市指定）を学
校教育課へ提出
資格・経験／市税に滞納がないこと
問合せ・申込み
学校教育課
☎83-5470 FAX ：83-5498

開催

修善寺図書館夏の図書館イベント

■ポップアップ＆しかけ絵本展
通所閉架書庫にあるポップアップ＆しかけ絵本。
ページをひらくことに不思議な世界が広がります。
とき／7月25日(土)9時～17時
7月26日(日) 9時～16時
ところ／修善寺図書館 視聴覚室
ブ

ッ

ク

■ミニ博物館とBOOKビュッフェ
ふじのくに地球環境史ミュージアムから『ミニ博物
館』がやってきます。
『とんぼ』、
『せみ』などの標本展
示とビュッフェ方式での本の貸し出しをします。
とき／8月8日(土)9時～16時
8月9日(日)9時～15時30分
ところ／修善寺図書館 視聴覚室

■プログラミングに挑戦！
レゴブロックでスマートスピナー。
とき／8月2日(日)9時30分、11時、13時
ところ／修善寺図書館 視聴覚室
定員／1回6人×3回
しもやま とおる

講師／下山 透さん(ｉＱＸｉＡ代表取締役)
申込開始／7月1日(水)9時から開始
問合せ・申込み 修善寺図書館☎72-9868
※その他イベントにつきましては、図書館だより・ホ
ームページをご覧ください。

※入場制限を設けることがあります。
［同時開催］
7月25日(土)～8月23(日)まで、修善寺図書館中央、
企画展示コーナーにて、
『えびとカニ』などの標本展
示を実施します。
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Information

募集

令和2年度実施(令和3年度
採用)駿東伊豆消防組合職員

職種／消防官 採用人数／７人程度
採用日／令和３年４月１日 試験日程／Ｂ日程
第一次試験／９月20日(日)および９月23日(水)
受験資格／※短期大学卒業または高校卒業以上の学
歴（令和３年３月末の卒業見込み含む）を有し、短大
卒にあっては平成10年４月２日以降、高校卒にあって
は平成10年４月２日から平成15年４月１日までに生
まれた人で、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
※卒業により｢専門士｣の称号が付与される専門学校
を含む。
※大学卒（卒業見込み）の人は受験できません。
会場／駿東伊豆消防本部（沼津市）
申込み／申込書に必要事項を自筆で記入し、持参ま
たは郵送により提出してください。
受付け期間／７月20日(月)～８月11日(火)
持参の場合、８時30分～17時00分(土・日・祝日を除く)
郵送の場合、申し込み最終日の消印有効
申込書は６月25日(木)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／新型コロナウイルス感染症の影響により、日
程・会場を変更する場合があります。変更する場合に
はホームページに掲載するとともに、受験者に個別に
連絡します。
問合せ・申込み
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ＨＰ
http://www.suntoizufd119.jp/

お知
らせ

Information

海の事故『０(ゼロ)』を目指して

マリンレジャーが活発になる7月から8月の時期は、
一年を通して最も事故が多い時期です。特に、遊泳中
の事故が増加しますので、次の点に注意して、安全に
楽しんでください。
○海上保安庁の『ウォーターセーフティガイド』の各
注意事項を守って。
○気象情報を常にチェックして、勇気ある撤退と中止を｡
○単独の行動は避け、緊急時の連絡先など、支援を
受けることができるよう備えておきましょう。
○飲酒後の活動はやめましょう。
○危険な海域や気象などについて、地元での情報収
集を忘れずに。

2020. 7

若年性認知症相談窓口

65歳未満で発症する若年性認知症の相談窓口で
す。専門の相談員が対応します。
心身の問題への対応や必要なサービスについての
助言を行ないます。本人や家族だけでなく、勤務先企
業などからの相談も受けています。早期に助言をうけ
ることが、適切な治療環境を見つけ、将来の生活に向
けた準備を進めることにつながります。お気軽にご相
談ください。
相談日時／月・水・金 9時～16時
（ただし、祝日および年末年始12/29～1/3を除く）
問合せ 静岡県若年性認知症相談窓口
☎054-252-9881

問合せ 下田海上保安部交通課☎23-0145

募集

子どもローカルマガジン
プロジェクト伊豆市版
【KURURA(くるら)】

プロデザイナーやカメラマンに教えてもらい、市内
のお店やスポットを取材・体験し記事を作成。伊豆市
を紹介するフリーペーパー【KURURA(くるら)】vol.8
を一緒に創るメンバーを募集します。
(本年の活動は新型コロナウイルス感染拡大防止対策
を取りながら行ないます)
対象／小学4年～中学3年
定員／20人程度(お申し込み先着順)
参加費／3,000円
内容／講座約4～5回(オンライン可)、体験・取材
とき／第1回7月11日（土）10時～、週末および水曜
夕方計5回程度、11月末頃完成発表会。
ところ／生きいきプラザ、修善寺シェア、体験・取材先
詳細／KURURAホームページ『izukurura』で検索
問合せ・申込み
伊豆市若者交流施設9izu（担当：高橋）
平日8時30分〜17時15分
☎99-9120 FAX：99-9120
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お知
らせ

バス車内事故防止についての
お願い

走行中のバス車内での事故を防止するため、７月１
日から31日の間、
『バス車内事故防止キャンペーン』
を実施しています。
走行中に席を離れると、転倒など思わぬけがをす
る場合があります。お降りの際は、バスが停留所に着
いて扉が開いてから席をお立ち願います。
また、バスは安全運転に徹していますが、やむを得
ず急ブレーキをかける場合があります。満席のため、
お立ちになってご利用いただく場合には、吊革や握り
棒にしっかりおつかまりください。
問合せ 中部運輸局 静岡運輸支局 静岡県バス協会
☎054-255-9281

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

自衛官採用制度説明会

自衛官になるための入隊試験や、入隊してからの訓
練、生活など分かりやすく説明します。
とき・ところ／
〇生きいきプラザ
７月２４日（金・祝）１3時～17時
１階 第１・２会議室
８月３日（月）13時～17時
１階 第１・２会議室
〇土肥支所
７月２８日（火）13時～17時
４階 読書室
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

お知
らせ

認知症コールセンター

静岡県認知症コールセンターでは、認知症の人の
介護経験のある相談員が親身になって、相談をお受
けしています。
認知症への対応、介護の悩み、将来への不安、その
他さまざまな相談を受け付けています。一人で悩まず
『静岡県認知症コールセンター』に相談されてはいか
がでしょうか？
相談日時／月・木・土 10時～15時
（ただし、祝日および年末年始12/29～1/3を除く）
問合せ
静岡県認知症コールセンター
☎0545-64-9042

2020. 7
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８月の 予 定

８月の 予 定
各種相談

相談種類

とき

ところ

① 無料法律相談

19日(水)10時〜12時

予約

問合せ

行政相談

11日(火）9時〜12時

市民相談室

要予約

市民課☎72-9858

③

結婚相談

7日(金）18時〜20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)

職業相談

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)

障がい者
福祉相談

⑥
⑦

人権相談

市民課

不要

伊豆市地域職業相談室
☎74-3075

市民課
不要 (伊豆市消費生活センター)
☎72-9858

24日（月）
13時30分〜15時30分

生きいきプラザ

11日（火）14時〜16時

生きいきプラザ
要予約
土肥支所

不要

土

16

日

2

日

17

月

3

月

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

18

火

19

水

4

火

●離乳食教室（生きいきプラザ）

20

木

5

水

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

21

金

●３歳児健診（生きいきプラザ）

22

土

23

日

24

月

●図書館休館日（市内図書館）

25

火

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

26

水

●健康相談・フッ化物塗布
（土肥支所5階）

27

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

28

金

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

29

土

市民課☎72-9858

生きいきプラザ 要予約

②

④

1

社会福祉課☎72-9863
社会福祉課☎72-9862

内容

木

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（中伊豆温泉病院）
●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

7

金

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（中伊豆温泉病院）
●土肥地区幼児健診（土肥支所5階）

8

土

9

日

6

10 月・祝 ●図書館休館日（市内図書館）
11

火

12

水

13

木

●市民課・税務課窓口延長（本庁）
●修善寺図書館開館延長

①

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。

14

金

30

日

③

結婚に関する相談に親身になって応じます。

15

土

31

月

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

休日当番医
2（日）

●こども園授業料・給食費（８月）、水道料金（修善寺地区）（８月）、温泉料金………25 日
●市県民税（８月）、市営住宅・駐車料金（８月）、保育園保育料（８月）、国民健康保険税（２期）、
介護保険料（３期）、後期高齢者（１期）………31 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

● 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 …… 25日(火)

医療機関

すずき耳鼻咽喉
科小児科

9（日） 中島病院

所在地

電話番号

伊豆市柏久保 ☎0558(72)0902
伊豆市松ケ瀬 ☎0558(87)0333

10
あおきクリニック
（月・祝）

伊豆の国市
吉田

☎0558(75)0303

16（日） 大仁クリニック

伊豆の国市
大仁

☎0558(76)2556

２３
（日） 田京診療所

伊豆の国市
田京

☎0558(76)3201

30（日） 南雲整形外科

伊豆市柏久保 ☎0558(72)3111

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：14,436 人

女：15,606 人

計：30,042 人

世帯数／ 13,491 世帯

転入数／ 144 人 出生数／ 9 人 その他：4 人 増：157 人
転出数／ 58 人 死亡数／ 30 人 その他：1 人 減： 89 人

365日24時間

●図書館休館日（市内図書館）

図書館でのお話し会

※緊急の場合は 119

日

●図書館休館日（市内図書館）

2 次救急指定病院

伊豆赤十字病院 ( 小立野 ) ☎ 0558(72)2148

手遊びや絵本の読み聞かせなどをします。
★小さい子のおはなし会（修善寺）幼児・児童
毎週水曜日10時〜10時30分
★日曜日のおはなし会（修善寺）3才以上
毎週日曜日14時30分〜14時50分
★土曜おはなし会（土肥）小学生以下
8日（土）・22日（土）10時30分〜11時
★うりぼうおはなしかい（天城）乳幼児
13日（木）10時30分〜10時50分
★おはなしタイムbaby♪（中伊豆）乳幼児
12日（水）・26日（水）10時30分〜10時50分
★おはなしタイム（中伊豆）幼児・児童
8日（土）・22日（土）10時30分〜11時

※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６月1日現在）
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みんなでコロナを乗り越えよう！

■
問合せ こども課☎0558（72）9864

小児歯科健診について
■
問合せ こども課 ☎0558（72）9850

■
問合せ こども課☎0558（72）9850

教えて、歯医者さん。
幼児健診は 15 年前と現在とで変化は感じられません。むし歯の本数や
罹患率に増減はほとんどないと思います。
そもそも、子どものむし歯が増え始めるのは、３歳以降だからです。自
我が目覚め、自己主張をし、独りで行動できるようになると、親の目の届
かないところで甘いものを口にしたり、歯磨きをしなかったりと管理が難
田方歯科医師会 伊豆市支部長
しくなっていくからです。
モリタデンタルクリニック 森田先生

プロフェッショナルケア

むし歯予防の
最強の味方
は何でしょう？
それはお父さん、お母さん、保

護者の方です。砂糖や果糖ブドウ
糖液糖を摂取させない食生活、お
やつは短時間に済ませること、就

寝前の歯磨きをさせることなど、
保護者の管理が大切です。

歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケア

が有効です。子どもが歯科医院や健診に行くことを面倒
くさがったり、忙しいことを理由にせず定期的なむし歯
予防のプロフェッショナルケアを受けてください。

むし歯菌の大好物は砂糖です。食べ物だけでなく、

飲み物にも注意しましょう。

遊びにきてね！

１００% のフルーツジュースや乳酸菌飲料も高頻

リンクによるむし歯も問題になっています。

つちや

土屋さん家族
（大野在住）

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！

度でむし歯を発生させますし、最近ではスポーツド

森さん家族

支援センター名称（実施場所）

だよ
ながいっぱい
きれいなおは

お水をつかっ
ておままごと

実施時間

お 知 ら せ

こども課からの

土肥こども園におもちゃを寄贈していただきました
せきぐち み き よ

５月に東京都在住（旧土肥町出身）の関口美喜代様

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

３種類（階段、竹踏み、平面）のデコボコした平均

いないいないばあ（あまぎ認定こども園） 9時30分～15時

台や六角形の飛び石の組み合わせを楽しみながら、体

から、土肥こども園に室内用運動器具の寄贈がありま
した。

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

を動かしています。友達とアイデアを出し合いながら、

龍一パパ

ひよこくらぶ（なかいず認定こども園）

9時30分～15時

あいあいキッズ（天城湯ケ島支所）

9時～16時30分

様々な遊び方を楽しんでいます。大切に使わせていた

ふうか

りゅういち

ゆうこ

裕子ママ

楓華ちゃん（２歳）

vol.33

元気いっぱいニコニコ伊豆ライフ
外遊び大好きっ子の楓華は２歳の女の子です。ダンプカーやブルドー
ザーが好きで、家のまわりの畑ではシャベルを使って「パパ、ふうちゃ
ん今工事してるよ」と言って泥だらけになって遊んでいます。
20歳離れた従姉妹が帰省すると、虹の郷へ行きロムニー鉄道に乗る
のが定番コースです。
じいじ、ばあば、犬のころんとの散歩では小さな石ころとお花を「マ
マのお土産」とニコニコ顔で持って帰ってきてくれます。自然いっぱい
の伊豆市は、毎日娘と家族を笑顔にしてくれる素敵なまちです。そして
今年、田植えデビューする娘は今日も畑で工事中です。(裕子ママ)
【お詫びと訂正】広報いず 6 月号 15 ページの『子育てスマイルシェア』に誤りがございました。
（誤）遠藤さん家族 （正）大川さん家族
お詫びして訂正いたします。

2020. 7

▲小児科医からの
メッセージ

シュガーコントロール

もり
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新型コロナウイルス感染拡大防止による不要・不急な外出と
して小児科外来への受診控えが顕著となっています。
定期受診が必要な子も遠慮してしまったり、健診や予防接
種も後回しの風潮です。
そこで、子どもの健康を願う全国の医療関係者有志がこれ
ではいけないと、小児科医の目線で、子ども達と保護者への
メッセージをということで作られました。

はじめての田植え機にご満悦

実施日／月曜日～金曜日。わんぱく広場のみ月曜日・金曜日、9月からは修
善寺東こども園で行ないます。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。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。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。
※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う場合もあり
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！

だきます。
【寄贈していただいた遊具】
デコボコバランス平均台

１セット

とびとびバランス

２セット
▲とびとびバランスで遊ぶ子どもたち

児童扶養手当支払いのお知らせ
児童扶養手当７月定時支払い（令和２年５月～６月
分）は７月 10 日（金）に指定の口座に振り込みます。

つかだ まや

NEXT▶ 塚田麻弥さんにバトンタッチ

2020. 7
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この夏は万全の感染症対策で伊豆市を楽しもう！

Shuzenji Night Walk

静寂こめる夜の修善寺温泉で、ぶらり灯りめぐり
発行
伊豆市

（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

日暮れになると修善寺温泉のあちらこちらで明かりがともります。

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

竹林の小径のライトアップと、小径の中央にある竹の円座に映し出される、
地元の切り絵作家とコラボしたアートスポットは必見。
円座に寝転んで星を眺めたり、ゆったり幻想的な明かりの中で過ごす時間
は極上。
温かい湯と暖かい灯りが包む修善寺温泉の夜は、桂川のせせらぎとともに、
灯りめぐりをお楽しみください。

ライトアップ時間

／

日没～２３時ごろまで

※竹林の小径：竹円座のアートスポットは２０時ごろから

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

387

日 (７月１日時点 )

■パラリンピック
2021年8月24日(火)～9月5日(日)

