富士の見える丘に咲く

修善寺梅林

令和３年

梅まつり

修善寺梅林は、広さ３ヘクタールにわたり樹齢 100 年を超える老木から、
若木を合わせ 20 種、1,000 本の紅白梅が花を咲かせます。

発行

［会場］修善寺梅林＜入場料無料＞

伊豆市

（法人番号：３００００２０222224）

10日 水 〜３月７日 日

［期間］２月

梅まつり期間中には露店が出店します。
雨天中止の場合がございますのでお問い合わせください。

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

女将の雛飾り

令和３年

ひなまつり

〜in 花小道〜

大正時代に建築されたお宿『花小道』の二階広間に、明治時代から
築
『
道
平成までのお雛様や御殿飾りなど大変貴重なお雛様を公開します。

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

20日 土

間］２月

14

〜３
月 日日
［時 間］９時30 分〜16 時 30 分
［入場料］300 円 ※修善寺温泉宿泊者割引有
［会 場］花小道 修善寺温泉街中心独鈷の湯公園隣
［期

問合せ

伊豆市観光協会 修善寺支部
修善寺温泉 旅館協同組合

i 花小道
☎0558-72-2501
☎0558-72-0271

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・祝)〜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)
◯トラック・レース…8月25日(水)〜28日(土)
競技開催まであと

172

日 (２月１日時点 )

2

2021

No.203

※当時は日本競輪学校

●アスリートをサポートしたい！
人の体づくりや健康づくりに携
わる仕事がしたくて管理栄養士の
資 格 を 取 り ま し た︒も と も と ス
ポーツ観戦が好きで︑学生時代に
部活のマネージャーを務めていた
経験から︑管理栄養士の中でもア
スリートのサポートをする仕事が
したいと思っていたので︑エーム
サービス株式会社に就職し︑出身
地の伊豆市にある日本競輪選手養
成所
︵ ︶
に配属されました︒
※
就職してからは︑より選手候補
生たちに適切な栄養サポートを提
供できるように︑スポーツ栄養の

●栄養はバランスが大事
アスリートを目指しているか
らといって摂るべき栄養素に変
わりはありません︒栄養バランス
の良い充分な量と質の食事を用
意しています︒また︑食事面で選

に大事な要素の一つです︒これか

食事はアスリートになるため

当したりしています︒

スポーツ栄養学という授業も担

手候補生たちの相談に乗ったり︑

未来のトップアスリートのために尽力する職員の中から

ら も 食 事 の 大 切 さ を 伝 え な が ら︑
今よりももっと︑選手候補生たち
が食事を楽しめるような環境づ
くりを頑張りたいです︒

おおかわ まさもり

大川 眞護さん

歳のときに日本競輪選手会静

●個性に合わせたアドバイス

代表して管理栄養士の小川さんと教官の大川さんに話を聞きました

❸１週間分のメニューを食堂に掲示

●教え子の活躍が﹃やりがい﹄
に

ながら競輪選手を目指すアマチュ

岡支部の役員になり︑選手を続け

日々努力している子︑考えながら

持っている子や高い目標を持って

選 手 候 補 生 の 中 で も︑信 念 を

慮しながら伝えていますが︑とて

候補生それぞれの性格や特徴を考

にしています︒
アドバイスは選手

が付いたことはすぐに伝えるよう

を見逃さないように気を付け︑気

指導するときは一人ひとりの走り

全員を競輪選手にすることです︒

私たち教官の仕事は選手候補生

らいたいです︒

てすぐ先輩を超える活躍をしても

り組んでもらい︑養成所を卒業し

候補生たちには訓練にしっかり取

です︒
現役選手は強いですが︑選手

るよう︑適切に指導していきたい

本だけではなく世界でも活躍でき

目標に近づき︑競輪選手として︑日

官としてそれぞれの選手候補生が

日々勉強になっています︒

も難しく︑私たち教官にとっても

方法は年々進化しているので︑教

伸 ば し や す い と 感 じ ま す︒訓 練 の

アの子たちを指導することになり

歳のとき

訓練に取り組んでいる子は実力を

と実感でき︑
嬉しく思います︒

が教官になった意味はあったんだ﹂

て活躍している姿を見ると︑
﹁自分

じめ︑
自分が指導した子が選手とし

は教え子のうちの一人です︒
彼をは

代表選手に内定した新田祐大選手

にったゆうだい

東 京 ２０ ２０ 大 会 自 転 車 競 技 の

❹❺訓練中の選手候補生にアドバイスをする大川さん

❷栄養バランスを考えた食事
❶作った食事を色どりなども考慮し、１人分ずつ盛り付ける

❹
●
❺

ました︒
日本競輪選手養成所︵ ︶
※
の教官になったのは

で︑
勤務歴は 年になります︒

35

『日本競輪選手養成所』で
＊男子女子ともに一般の摂取量の2倍

19

養成の場で競輪業界を支える
Ｑ.１日の摂取カロリーは？
Ａ.男子：4,000キロカロリー
女子：3,000キロカロリー

おがわ あやね

専門家である﹃公認スポーツ栄養

Ａ.牛すじカレー・きなこもち

30

●
❶
●
❸

Ｑ.人気のメニューは？

小川 彩音さん

士﹄
の資格を︑養成講習を２年間受
けて取得しました︒

【小川さんに聞きました！】

❷
●

（修善寺出身）

Go for Tokyo 2020 Vol. ３8

8

シェア

道の駅﹃伊豆月ケ瀬﹄
静岡県景観賞を受賞

21 21

３

月 日︵月︶
︑静岡県景観賞の表彰式が県

12

伊豆市未来会議開催

15

２

12

東京五輪代表選手から
医療従事者へ寄付

庁別館 階展望ロビーで行なわれ︑﹃風景と暮

12

１

月 日
︵火︶
︑
﹃修善寺 Share
﹄
で︑
﹃伊豆市
未来会議﹄
が開催されました︒

10

月 日
︵火︶
︑市役所本庁で︑東京２０２

０オリンピック大会自転車競技︵トラックレ

岡県建築士事務所協会賞︶
を受賞しました︒

らしをつくる道の駅﹁伊豆月ケ瀬﹂
﹄が優秀賞︵静

未来セミナー スモールビジネス起業編﹄に登

月から開催されていた全５回の﹃伊豆市

わきもと ゆうた

30

ース︶日本代表の脇本雄太選手が発起人とな

人によるチャリティーオーク

伊豆縦貫自動車道と国道４１４号が交差する

り︑競輪選手

壇した講師と受講生︑市長・副市長が
﹃起業者

▲川辺から見た道の駅『伊豆月ケ瀬』の様子

ションを開催し︑収益金１３８万８千８８９

©Norihito Yamauchi

交通の要所でありながら︑狩野川に隣接し︑天

▲伊豆ベロドロームで見学する生徒たち

12月に、天城中学校・中伊豆中学校の３年生（全81人）が、
（公財）JKA主催の自転車競技（トラック・レース）日本代表チー
ムトレーニング見学会に参加しました。
生徒たちは、当大会に出場する選手たちが目の前を走り抜け
ていく姿を、大きな拍手で応援していました。
見学会終了後、生徒たちは「自分のまちで当大会が行なわれ
ることを誇りに思う」などと話していました。
※伊豆ベロドロームは、現在当大会準備のため立ち入りできま
せんが、特別に入らせてもらいました。
※３月には、修善寺中学校３年生が見学予定です。

や移住者から見た伊豆市の魅力﹄をテーマに

中学生が日本代表チームのトレーニングを見学

円 を日赤 静 岡 県 支 部 伊 豆 市 地 区 長の菊 地 市

▲土肥サンセットブリッジをEバイクで走る生徒たち

城の山々に囲まれた敷地特性を設計に活かす

▲菊地市長とのディスカッションの様子

伊豆市の現状分析やビジネス環境を踏まえた

11月に、土肥小中一貫校9年生（全12人）が自分たちで考え
た土肥地区を巡るサイクリングコースを、スポーツ型電動アシス
ト自転車（以下、
『Eバイク』
とします。）で走行する検証を行ない
ました。
生徒たちは、元自転車競技選手などの随行スタッフとともに、
土肥小中一貫校から丸山スポーツ公園までを往復する約7km
を走りました。
Eバイクで実際に走ってみて、
「車どおりの少ない道は安心し
て走れた」、
「Eバイクだと上り坂でも楽に走れる」などと話して
いました。

長に寄付金として贈呈しました︒
この寄付金

土肥小中一貫校の生徒が自ら考えたサイクリングコースを自転車で試走

ことで道の駅と周囲の自然が織りなす地域特

▲寄付金を渡す脇本選手（左）

意見交換を行ないました︒今回の会議で出た

▲1列に並んで走る園児たち

10月から、市内こども園・保育園の5歳児を対象にランニン
グバイク出前教室を行なっています。
（一財）日本サイクルスポーツセンターの職員を講師に迎え、
ランニングバイク（ペダルのない自転車）の正しい乗り方を教え
てもらい、園児たちは一生懸命に地面をキックして練習してい
ます。
また、チームブリヂストンサイクリングの協力のもと、当大会
に出場する選手たちから動画で、園児たちに向けた応援メッ
セージが届けられています。
※2月には、あまぎ認定こども園で実施予定です。

は日本赤十字社を通じ︑新型コロナウイルス

園児がランニングバイクの正しい乗り方を練習

有の景観について︑
評価をいただきました︒

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）
（以下、
『当大会』
とします。）開催地として、
『自転車と伊豆 今、走り出す』
のキャッチフレーズのもと、未来に向けた『自転車まちづくり』
を進めています。
今回は、令和2年度に市内の子どもたちが参加した取り組みを紹介します。

意見は︑
総合計画にも反映させていきます︒

市内の子どもたちが
自転車に親しんでいます！

に対する医療従事者支援に役立てられます︒

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

八岳地域づくり協議会

八岳地区を中心に活動していますが、その一つひとつが伊豆市
の活力につながることを目指しています。全国で注目されるよ
うな企画を考え、実施することにより、伊豆市の魅力度アップに
つなげようと考えています。
●旧八岳小整備 ●八岳集会場整備 ●健康体操支援 ●世代間交流イ
ベント開催 ●放竹林整備 ●地域の資源を活用 ●LED防犯街灯新設
●人形劇公演 ●わさび案内板整備 ●巨木伐採整備 ●幟ポール整備
●協議会の取り組みを広報する活動

『住んで良し、訪れて良し、八岳の里。』

みんなでつくろう！
〜自ら考え、自ら行動する組織づくり〜

『地域づくり協議会』活動報告
問合せ

◀役員会議の様子

総合戦略課 ☎0558
（74）3066

市では
『自ら考え、自ら行動する組織』
として地域づくり協議会の制度を設け、旧小学校区（以

熊坂小学区地域づくり協議会

新入学児童の『お稚児衣装更新事業』
と熊坂小学校とコラボの
もち米づくり体験田植、稲刈、餅つき大会や、狩野川大橋からも
見える景観ひまわり畑を作り地域を明るくする
『耕作放棄地活
用事業』
などで熊坂小学区を元気にしていきます。
●公民館整備 ●菜園文化交流 ●地域の文化観光資源の調査・活用
●学区内街灯のLED化 ●居場所づくり ●老人子供対策 ●遊休農
地・耕作放棄地の活用 ●里山づくりコミュニティ ●広報紙の発行

下学区）単位で組織する協議会には毎年最大５００万円の交付金があります。
現在、
８学区で協議会が組織され、さまざまな取り組みに交付金が活用され、地域の活力につ
ながっています。

『地域づくり協議会』の制度を活用し、地域の課題に取り組む
８協議会の今年度の活動を紹介

『シルバーパワーで地域を明るくする。』 ◀熊坂小学校の新入学児童と田植え

月ケ瀬学区地域づくり協議会

平成２９年11月に設立し今年で４年目になります。
『田んぼアー
ト』
『 月ケ瀬寄席』
をメインに活動。残念ながら
『月ケ瀬寄席』は
中止となりました。これからも、
『共助』の精神であたたかい故
郷づくりをしていきます。

湯ヶ島地区地域づくり協議会

●立ち寄りサロン運営 ●協議会だより発行 ●事務室等の整備 ●富士の見

●ソーラー街路灯整備 ●学区一周遊歩道整備 ●田んぼアート ●竹
林の間伐 ●防災・減災勉強会開催 ●防災用品整備 ●月ケ瀬寄席の
開催 ●地区内のお宝調査 ●協議会だよりの発行

『私たちの地域づくりは私たちの手で』

大東地域づくり協議会

◀多くの人が立ち寄った田んぼアート作品

旧保育園を拠点に活動しています。
開放日を増やしつつ、大東地域の皆さんが集まり、楽しく笑い
声で過ごせる、居場所にしていきたいです。活動する中で、高齢
者へ防災頭巾と手作りマスクを配布することができました。

える遊歩道整備 ●あいあい広場維持管理 ●湯ヶ島温泉環境整備 ●地域の
宝発見計画 ●近隣住民共助支援 ●ゆうづう計画 ●森林資源の活用による

『皆で参加、楽しく活動』

西豆地区地域づくり協議会

●旧大東保育園整備 ●広報発行 ●サロン運営 ●公民館トイレ改修
●外灯LED化 ●健康体操 ●歌の会 ●遊休農地活用

『ちょっと寄って行こうよ、保育園に！』

中大見地域づくり協議会

◀ぞうり作りの様子

昨年から活動を開始しました。地域の要望や課題を中心に取り
組み、特に
『六仙の里』
『大見城址』
の保全、整備事業については、
地域の事業者の協力のもと、環境整備が進んでいます。
また、地
域の文化・資源を生かした住民交流事業も展開しています。

『地域を明るく安全に。
一人ひとりが地域の主人公』

土肥・小土肥地域づくり協議会

●防犯灯LED化 ●大見城址・六仙の里の整備保全 ●登下校時の見守
り活動 ●六仙の里ノルディックウォーキング ●大見城址見学会・豆腐
作り体験 ●広報紙発行

『地域で創る住みよい中大見』

◀整備した大見城址の見学会

『あいあい広場』の芝生維持管理、
『命をいただく講習会』
『 地域づく
りの先進地である小菅村への研修旅行』
にご参加いただくなど、協議
会活動への手ごたえを感じています。また、新規移住者のための『お
試し住宅』の整備、
『湯ヶ島って面白い』
と銘打ったイベントなど地域
活性化のための活動を続けています。

『安心でより住みやすい土肥の里』

自然農法の推進

●洪作少年の歩いた道再生

◀あいあい広場で自然を食する

昨年度、今年度は防災事業に積極的に取り組んでいます。また
会員が沿道に四季折々に花を咲かせ、菜の花も見ごろを迎え
ています。交流行事は中止となりましたが、交流広場では地域
の人が交流を深めています。
●南小記念広場整備（遊具・花壇設置） ●アサリ放流 ●災害時用ソ
ーラー街灯 ●避難所用資材整備 ●ひまわり等の栽培管理 ●国道沿
い歩道整備 ●地域づくりレター発行
◀南小記念広場でグランドゴルフを通じ、健康づくりの拠点として活動

地域の要望や課題に取り組み、特に津波が想定される地域な
ので、防災事業を中心に実施しています。旧土肥小学校の利活
用については、利用事業者とともに健康づくりや拠点づくりが
できるよう協議をしていきます。
●ふるさと祭り、映画『伊豆の踊子』上映会 ●津波避難路の整備
●ソーラー式外灯等の設置 ●土肥中央農道の草刈り作業
●放置竹林の伐採、土肥桜の植栽 ●いきいき百歳体操、体力づくり教
室、絵画体験教室 ●『かわら版』の発行
◀旧土肥小学校にて、いきいき百歳体操

令和３年度採用

申込期限：令和３年2月12日(金)必着

任期付職員・会計年度任用職員募集
■
問合せ 児童発達支援センター『おひさま』☎0558（73）1160
こども課 ☎0558（72）9850

■
問合せ ☎0558（72）1111
令和３年度の任期付職員（各業務を主として担当）と、
会計年度任用職員（補助的に業務をサポート）を募集します。

伊豆市児童発達支援センター『おひさま』が令和２年６月に開所し、半年以上が経ちました。
利用する子どもや相談件数も増えてきており、センターの存在が市民の皆さんに少しずつ伝わり

▲QR コード

任用期間／４月 1 日〜令和４年３月 31 日
選考方法／書類審査後、面接など
待遇／当市規定による交通費、賞与、有給休暇など

伊豆市

任用職員募集

始めているのかなと感じています。
通所している子どもたちの活動を紹介します。
始めているのかなと感じています。そこで、通所している子どもたちの活動を紹介します。
検索

通園 １日の流れ

申込方法／申込書（市指定）、資格証明書類（必要な人のみ）を各担当課へ提出してください。
なお、お申し込み時に提出された書類は一切返却しませんのでご了承ください。
※採用後、過去に職務経歴がある人には、職務証明書類をご提出していただく場合があります。
要資格／◎専門資格必須 ○経験が必要
△その他要件有（Word・Excel 操作ができる人など）
その他／すべての職種において『地方公務員法第 16 条の欠格者に該当しない人』が受験資格となります。
複数職種への申し込みは出来ませんのでご注意ください。
※募集は、令和３年度予算の成立前に行なうため、成立した予算の内容に応じて変更する可能性があります。

子どもたちのようす

８:30〜 登園
９:30〜 身支度・好きな遊び
朝の会
個別指導・サーキット運動
11:30〜 給食

▲一人ひとりに合わせた手作り教材

遊び

■任期付職員
職種

勤務場所

■パートタイム会計年度任用職員
人 資

基本給

数 格

（月額）

担当課

勤務形態：７時間 45 分勤務、週５日
1
289,700 円
園長
市立こども園
◎
名
程度
総務課
本庁生きいき
☎72-1111
一般事務
３
150,600 円
プラザ
△
（※）
名
程度
各支所

職種

■フルタイム会計年度任用職員

用務員
職種

勤務場所

人 資

基本給

数 格

（月額）

勤務形態：７時間 45 分勤務、週５日
本庁生きいき ７
プラザ別館 名
150,600 円
総務課
事務補助
△
各支所
程
程度
☎72-1111
市内小中学校 度
萬城の滝
２
150,600 円
観光商工課
事務補助
△
キャンプ場 名
程度
☎72-9911
食肉加工
食肉加工
１
192,000 円
農林水産課
センター
○
センター
名
程度
☎72-9893
作業員
2
名
163,100 円
こども課
保育教諭 市内こども園
◎
程
程度
☎72-9864
度
健康支援課
１
182,200 円
保健師
健康支援課
◎
名
程度
72-9861

勤務時間や受験資格などの詳細は、市ホームページを
ご確認いただくか、各担当課にお問い合わせください。

報酬

数 格

（時給）

〜18:00 延長支援児降園
担当課

農林水産課

１
1,012 円
（資格有） 農林水産課
△
名
967 円（資格無） ☎72-9893

萬城の滝
キャンプ場

２
△
名

917 円

観光商工課
☎72-9911

１
○
名

925 円〜
1,088 円

社会教育課
図書館スタッフ
☎72-9868

（４〜９月のみ）

担当課

人 資

勤務形態：週 29 時間〜週 31 時間
本庁生きいき
７
総務課
プラザ別館
名
☎72-1111
各支所
事務補助
△
925 円
１
こども課
市内こども園
名
☎72-9864
有害鳥獣
対応
業務員

（※）会計年度任用職員の期間を含む

勤務場所

14:15〜 帰りの会

図書館
司書

市内図書館
※月曜日休館

学校
１
市内小学校
△
917 円
用務員
名
学校
市内小中学校 ５
925 円〜
△
支援員 義務教育学校 名
1,088 円
学校教育
１
1,292 円〜
学校教育課
◎
専門員
名
1,349 円
保育
4
1,002 円〜
市内こども園
◎
教諭
名
1,088 円
勤務形態：週 23 時間 15 分
家庭
家庭児童
１
1,292 円〜
相談員
○
相談室
名
1,349 円
※婦人相談員

▲修善寺東こども園児との交流

▲センター周辺の散策

▲日向地区の稲刈り見学

学校教育課
☎83-5470
▲個別指導（学校ごっこ）

▲交通安全教室

こども課
☎72-9864

まだまだ試行錯誤の毎日ですが、利用する子どもたちの「お
こども課
☎72-9870

兼務

勤務形態：週２時間〜週 18 時間
心の
１
1,002 円〜
市内中学校
○
相談員
名
1,088 円
在宅
２
こども課
◎
1,600 円
保健師
名
在宅
４
1,002 円〜
市内こども園
◎
保育士
名
1,088 円
介護認定
３
長寿介護課
◎
1,600 円
調査員
名

ホワイトボードに貼った
１日の予定を見て
子どもたちは活動しています。

ひさまに行くと楽しい」という声を聞くと職員一同、心がほっ
こりしたり元気が出たりします。

学校教育課
☎83-5470
こども課
☎72-9850
こども課
☎ 72-9864
長寿介護課
☎74-0150

これからも保護者の思いを受け止め、一人ひとりの個性を大
切にした丁寧な指導を心がけていきます。また、将来の自立し
た生活に『つなぐ』ということを意識し、関係機関と連携して、
活動していきたい思います。

【裁判の概要】
平成29年７月に行なわれた伊豆市長および職員による台
湾出張について、市長の個人的な旅行に職員を随行させた
違法な公金支出であるとして、市長および職員の旅費と伊豆
市特産品代の合計344,150円とその利子を不当利得として、
返還請求するよう伊豆市長に求めた裁判です。
【裁判の経過】
静岡地方裁判所において、平成31年１月24日から令和２
年８月６日まで延べ11回の口頭弁論・弁論準備が行なわれ
ました。
市は、海外プロモーション活動の一環として市長が公務と
して出張したものであり、職員を随行させること、手土産とし
て特産品代も適当な範囲であることを説明しました。
【裁判所の判決】
令和２年11月26日に判決が言い渡されました。
判決の中で裁判長は、
「私的な旅行であったと認めること
はできない」、
「贈答品を提供したことは、社会通念上儀礼の
範囲に留まる」
と認定し、原告の訴えを棄却し、訴訟費用は、
原告の負担とするとの判決をくだしました。

住民訴訟の
結果について
■
問合せ 総務課 ☎0558（72）1111

住民訴訟の判決が確定しました
のでお知らせします

４地区

347人が参加

伊 豆 市 重 要 課 題 報 告 ・ 意 見 交換会
を開催しました
■
問合せ 秘書室 ☎0558（72）1187
令和２年11月中旬に市長が市の重要課題を報告し、
皆さんと意見交換をする『伊豆市重要課題報告・意見交

【事件名】
平成 30 年（行ウ）第 27 号
損害賠償請求権等行使請求事件
（平成 30 年９月 26 日提訴）
原告：森 良雄

被告：伊豆市長

換会』を開催しました。
市長からの報告事項と、皆さんからいただいた意見と
回答を一部ご紹介します。

▲重要課題報告をする市長

市長が報告した重要事項はこの４つです！
① 新型コロナウイルスによる市内経済の状況

③ 新中学校・防災公園

② 平和寺からの土砂・廃棄物流出

④ 中伊豆温泉病院移転新築
▲市ホームページ

市長の報告動画（後日撮影）を市ホームページに
掲載しています。ぜひご覧ください。

伊豆市 重要課題報告

検索

か き ん

家畜・家禽の定期報告、
蜜蜂の飼育届の提出について
■
問合せ 農林水産課☎0558
（72）9892
近年、豚熱（ＣＳＦ）や鳥インフルエンザといった家畜伝染病の発生が増加する一方
で、愛玩（ペット）
としての家畜・家禽を飼う人が増えています。
該当する個体を場所（室内も含む）、目的、頭数問わず飼う際、毎年、定められた期間
内において飼育の届け出をすることが義務づけられています。
伝染病の発生予防や発生時に迅速な蔓延防止対策を図るために行なっており、伝染
病や飼育状況を把握するために提出いただくものです。

誰が届出をするのか

いつ提出するのか

◯牛、水牛、鹿、馬、ヒツジ、山羊、豚、イノシシ、鶏
（チャボや烏骨鶏など含む）、アヒル（合鴨など
カモ含む）、ウズラ、キジ、ダチョウ（エミュー含
む）、ホロホロ鳥、七面鳥、蜜蜂（ニホンミツバチ
含む）、その他類似動物を場所、目的、頭数問わ
ず飼育する人（養蜂については、一部除外あり）
※提出にあたり、飼育場所の担当課に提出する必
要があります（例：伊豆市以外の居住者が伊豆
市で飼育する場合は伊豆市に届け出る必要が
あります）。

上述に該当する動物を飼養している場合は、蜜蜂は、飼
育届を毎年１月１日時点、その他該当動物を飼っている人
は、定期報告書を毎年２月１日時点での飼育状況を（新
規や継続的な飼育等問わず）市町村畜産担当課（農林水
産課）に提出しなければなりません。
※既に飼育していて未提出の方は早急な提出をお願いします。
※令和３年中に蜜蜂の巣箱の設置や動物飼育を開始する場合
も対象となります。
（例：ニホンミツバチの集蜂や合鴨を用い
る農業栽培方式（合鴨栽培米））
※未報告や虚偽報告をした場合は、罰則の対象となるため注
意が必要です。

どこに提出するのか
農林水産課（本庁別館）に提出してください（窓口に届出書をご用意しています）。

皆さんからいただいた意見と市長の回答
土肥地区
土肥社会体育館（旧土肥小学校体育館）参加者 67 人
冒頭市長の報告の中で、津波避難タワーについて
の候補地を再考するとのお話がありましたが、商
業施設も併設するのであれば国道沿いはいかがで
しょうか？

天城湯ケ島地区
天城劇場ホール

参加者 99 人

東京2020大会成功に対して、いかに成功させ今
後の自分たちのために重要なことはなんだとお考
えでしょう？

んのご意見をいただきましたので、地元の皆さ

東京2020大会のために準備することは必ず伊豆
市の将来の役に立つ準備となります。新型コロナ
ウイルスが収束し、世界からお客さんを伊豆市に
呼び込んだときに、外国語対応や電子決済、バリ

んから案をいただきそれを主体に決めていけれ
ばと思います。

アフリー化が進んでいるなど、将来のためになる
ような準備をしっかりしていきます。

松原公園の津波避難タワーは7月の市民集会で
場所の一例を示しましたが、皆さんからたくさ

中伊豆地区
中伊豆中学校体育館

参加者 65 人

修善寺地区
修善寺総合会館ホール

参加者 116 人

協を活かしたマルシェを作るなど、産業的な発展

新中学校についての質問で、建設予定地付近の川
は大雨や台風のときに氾濫する危険性はないので

も検討してほしい。

しょうか？

大きな病院ができると周りにまちができていくと

令和元年度に県から発表された狩野川の洪水浸水

思います。病院を中心として地域の特性に合った
まちづくりを進めていきます。

想定区域の内容を踏まえた安全な場所を予定地と
して検討しております。今後、設計などが進んだ段
階で保護者の皆さんなどへ説明会を開催したいと
考えております。

中伊豆温泉病院は地域の拠点にもなるので、農

Information

お知
らせ

奨学金返還支援補助金

ー中小企業などを応援します！ー
市では、奨学金を返還しながら市内の中小企業な
どに勤務する従業員の経済的負担の軽減を図るた
め、中小企業などが奨学金を返還する従業員に対し
て金銭による手当を支給している場合、その中小企業
などを対象にした補助制度を新たに制定しました。申
請方法など、詳細は観光商工課までお問い合わせく
ださい。
補助額／
従業員に支給した奨学金手当の総額10分の9
１中小企業あたり上限60万円
問合せ 観光商工課☎72-9911

お知
らせ

確定申告相談会場の受付状
況が簡単に確認できます！

会場に来なくても、下記のQRコードやURLから、自
宅で当日の受付状況が確認できます。
今年度は、受付人数の制限を行なうため、ご来場
前に受付状況をご確認のうえ、お越しください。
なお、市ホームページにも、特設ページへのリンク
を常に掲載しています。
※確定申告相談期間外は試験用の画面となっており

募集

Information

『伊豆市の新しい都市計画』
マスタープラン案の意見募集

総合計画に掲げる『コンパクトタウン＆ネットワーク
構想』推進に向け、マスタープランを改定するにあた
り、将来像、まちづくり方針などに皆さんの意見をよ
り反映させるため、案に対する意見を募集します。
案の公表・意見の提出期間／
２月10日（水）〜３月12日（金）
意見の提出方法／
様式（市ホームページからダウンロード可）に記入の上、
都市計画課へ提出（郵送、ＦＡＸ、メールまたは直接）
案の公表場所／
都市計画課、総務課、各支所、市ホームページ
問合せ
都市計画課☎83-5206
FAX：83-5497
MAIL：tosikei@city.izu.shizuoka.jp

募集

お知
らせ

主へ普及啓発するため、動物愛護ボランティアを募集
します。

とき／３月２日（火）
ところ／生きいきプラザ

第１・２会議室

問合せ・申込み 市民課☎72-9858

やってます。

開催

伊豆縦貫自動車道(天城湯ケ島〜
河津) 都市計画原案の説明会

３月 ７日(日) 10時〜

３月16日(火) 19時〜

天城会館 天城劇場ホール

旧 月ケ瀬小体育館

説明概要／

問合せ 税務課☎72-9854

お知
らせ

国保からのお知らせ

ーこんなときはお届けを！ー

※事前申込不要、直接会場へお越しください。
伊豆縦貫自動車道（天城湯ケ島〜河津）の都市計画

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申し上げますとともに訂正いたします｡

▲伊豆市公式SNS

津）の都市計画原案について、説明会を開催します。
とき・ところ／

３月14日(日) 10時〜

２月１日（月）〜15日（月）

▲伊豆市情報メール

一般国道414号伊豆縦貫自動車道（天城湯ケ島〜河

問合せ 環境衛生課☎72-9857

正：●三島税務署 別館会議室
税理士による無料相談日

Facebook,Instagram,Twitter,LINE
いいねやフォロー、お願いします！

問合せ 税務課☎72-9854

２月17日（水）〜28日（日）

いざというときのためにも今から登録！
○伊豆市公式SNS

３月10日(水) 19時〜

誤：●三島税務署 別館会議室
税理士による無料相談日

イベント・災害情報など発信中。

※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あります。

・避難所でのペットの管理方法の啓発

『②三島税務署による申告会場と相談会』内

○伊豆市情報メール

をしますので運転免許証や保険証などをお持ちくだ
さい。
予約受付期間／２月１日（月）〜先着順

S0K01.html?bkn̲cd=001908』

Ｐ．７

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。

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

ます。
『特設ページURL：http://www.neconome.com/

広報伊豆１月号掲載内容に一部誤りがございましたので、お知らせいたします。

お知らせ

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。

主な取り組み内容
・飼い主のいない猫の避妊去勢の協力
・災害時を想定した避難用品、備蓄品の啓発

▲確定申告特設ページ

伊豆市役所からの

ー年金のこと相談してくださいー

動物愛護ボランティア募集

市では、市内にお住まいの人で飼い主のいない猫の
対策や災害時のペットの同行避難、管理方法を飼い

出張年金相談

原案について、道路種別・道路の構造、ルート、イン
ターチェンジの位置などを説明します。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について／
(１)感染予防への配慮
参加者の皆さんは、マスクの着用および入場時の
アルコール消毒にご協力ください。
(２)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、説明会の開
催中止または開催方法の変更を行なう場合があり
ますので、市ホームページをご確認ください。
問合せ 都市計画課☎83-5206

国保に加入するとき、またはやめるときの届け出
は、ご自身か世帯主が行ないます。市民課または各支
所窓口で手続きをしてください。
■国保に加入するとき
・職場の健康保険をやめたときや、被扶養者でなく
なったとき
・ほかの市町から転入したとき（職場の健康保険に
加入していない場合）など
■国保を脱退するとき
・職場の健康保険に加入したときや、被扶養者に
なったとき
・ほかの市町に転出するとき

など

届け出に必要なもの／健康保険等（加入・脱退）連絡
票や職場の保険証など
問合せ 市民課☎72-9856

Information

募集

Information

開催

自衛官候補生募集！

ー防衛省採用試験案内ー
自衛官候補生の採用試験についてご案内します。
試験日／２月13日（土）

みんなの掲示板

『躍動する山河展』開催

ークリフエッジプロジェクト展示ー
上白岩遺跡・伊豆市資料館・大宮神社を舞台に、伊
豆半島で活躍する作家たちがアートイベント『躍動す

市役所以外のお知らせコーナー

応募資格／18歳以上33歳未満
受付期間／１月18日(月)〜２月５日(金)(締切日必着)
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
開催

『富士山の日』お得な情報

２月23日（火・祝）は『富士山の日』です。市内各施
設では、料金がお安くなるなどのお得なサービスを実
施します。ぜひご利用ください。

る山河展』を開催します。
とき／１月31日（日）〜２月28日（日）

お知
らせ

環境影響評価方法書の縦覧

ー（仮称）沼津真城山風力発電事業ー
環境保全の見地からご意見をお持ちの人は縦覧場
所の意見書箱にご投函いただくか、3月24日（水）ま
でに弊社へご発送ください。
縦覧期間／２月３日（水）〜３月10日（水）

『おすわりどうぶつとおしゃれ時計』
とき／３月25日（木）10時〜11時30分

コロナ禍での疲れを芸術を通して癒しませんか。皆
さんのご来館をお待ちしております。

問合せ・申込み 中伊豆図書館☎83-5208

問合せ 伊豆市資料館☎83-1859

縦覧箇所／環境衛生課または各支所窓口
電子縦覧／https://www.jre.co.jp/news/2021/
sanagiyama̲houhousho.php
詳細についてはお手数ですが、縦覧箇所、前記URL
問合せ
ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社
☎03-6455-4875 FAX：03-6455-4897
住所：東京都六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワ
ー15階

伊豆市ホームページに
バナー広告を！

市ホームページには、毎月約20万件のアクセスがあ

掲載場所／ポータルサイト（ＴＯＰ）から４つのページ
〇くらし・市政 〇観光 〇移住・定住案内
〇ふるさと納税案内 の下部
掲載期間／令和３年度分 ※後期は８月頃受付開始
①４月１日〜令和４年３月31日の１年間
②４月１日〜９月30日の前期６カ月間
掲載料／①90,000円 ②50,000円
申し込み３月15日（月）までに、必要事項を申込書に
記入し提出してください。申込書は市ホームページか

開催

ら取得できます。

文学の郷 天城を語る会

ーテーマ『文士と酒』ー
天城湯ケ島に所縁のある川端康成、井上靖、梶井
基次郎などの地元に伝わる内緒の話を地元文学愛好
家がトークセッションします。
とき／２月１１日（木・祝）12時30分〜14時
ところ／市役所天城湯ケ島支所

▲電子閲覧ページ

お知
らせ

問合せ ☎85-1110
■天城ふるさと広場

にてご確認ください。

定員／30人
問合せ・申込み 伊豆市観光協会天城支部
☎85-1056 FAX：85-0766
（火曜日を除く９時〜１７時）

■天城図書館＜工作は要申込み＞
○おはなし会10時30分〜11時

とき／３月21日（日）
場所／天城図書館１階

ります。市民、観光客などへの企業ＰＲにぜひご利用
ください。

問合せ ☎87-1800

申込み／３月２日（火）から

○工作教室11時〜12時
『紙つばめと打ち上げシャトル』

とき／２月23日（火・祝） ８時30分〜16時30分
内容／伊豆近代文学館入場料50円引き

とき／２月１日（月）〜28日（日） ８時〜17時
内容／テニスコート（クレー）使用料半額

○大人の工作教室（対象：高校生以上）
『おうちの形の小物入れ』作り

台に活動する芸術家の団体が、
『災害に対して、人間
がいかに向き合ってきたか』をテーマに各地で多彩な
展示を行ないます。

内容／次回から使用できる招待券の配布

問合せ ☎72-0595
■昭和の森会館

各図書館でおたのしみ会を行ないます。ぜひお越し
ください。
■中伊豆図書館＜要申込み＞

とき／３月３日（水）10時〜11時30分
申込み／２月９日（火）から
○工作教室とおはなし会

10時〜21時

問合せ ☎87-1192
■だるま山高原レストハウス
とき／２月23日（火・祝） 10時〜16時30分
内容／黒米ソフトクリーム50円引き

図書館 春のおたのしみ会

ところ／上白岩遺跡・伊豆市資料館・大宮神社
『クリフエッジプロジェクト』という伊豆半島を舞

■湯の国会館
とき／２月23日（火・祝）

開催

詳細／『伊豆市
せください。

バナー』で検索、またはお問い合わ

問合せ・申込み 秘書室☎72-1187

会議室

申込み／３月２日（火）から
問合せ・申込み 天城図書館☎85-2611
■土肥図書館＜要申込み＞
○工作教室『たまごのオーナメント』
とき／３月24日（水）10時30分〜11時30分
申込み／３月２日（火）から
問合せ・申込み 土肥図書館☎98-3109
■修善寺図書館＜申込み不要＞
○『読み聞かせと新聞紙工作』
とき／３月27日（土）10時〜11時
問合せ 修善寺図書館☎72-9868
※詳細は、各図書館へお問合せください。

３月の 予 定

３月の 予 定

（令和３年２月1日現在）

（令和３年２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

17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

1

月

●図書館休館日（市内図書館）

2

火

●離乳食教室（生きいきプラザ）

3

水

4

木

②

行政相談

９日(火）９時〜12時

市民相談室

要予約

市民課☎72-9858

5

金

③

結婚相談

13日(土）13時〜15時

生きいきプラザ

不要

市民課☎72-9858

6

土

平日9時30分〜17時

不要

伊豆市地域職業相談室
☎74-3075

日

職業相談

伊豆市
地域職業相談室
(柏久保)

7

④

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

22日（月）
13時30分〜15時

⑦

人権相談

9日（火）14時〜16時

8
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

社会福祉課☎72-9863
社会福祉課☎72-9862

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

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。

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

人口／男：14,267 人

女：15,517 人

18

木

19

金

●修善寺図書館開館延長

20 土・祝
21

日

22

月

●図書館休館日（市内図書館）

23

●2歳児・2歳6カ月児健診・フッ化物塗布
（生きいきプラザ）
●図書館休館日（市内図書館）
24

火

●おとなの健康相談
●健康相談・フッ化物塗布
（生きいきプラザ）

水

●健康相談・フッ化物塗布（土肥支所）

25

木

26

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（館内整理日）

27

土

●休日窓口開庁（市民課）
詳細は３月号お知らせに掲載予定

●マイナンバーカード臨時交付窓口開設

月
火

10

水

11

木

12

金

13

土

28

日

14

日

29

月

15

月

30

火

16

火

31

水

●修善寺図書館開館延長

●修善寺図書館開館延長

●１歳6カ月児健診
（生きいきプラザ）

●図書館休館日（市内図書館）

休日当番医

●図書館休館日（市内図書館）

大仁警察署管内

犯罪発生状況 ( 令和２年中 )

※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 …… ２日(火)、９日(火)、15日(月)、
16日(火)、17日(水)、18日(木)、19日(金)

日

医療機関

７
（日） あさいクリニック

計：29,784 人 世帯数／ 13,435 世帯

所在地
伊豆の国市
吉田

電話番号
☎0558(77)1374

14（日） 伊豆慶友病院

伊豆市月ケ瀬

☎0558(85)1701

20
紀平クリニック
（土・祝）

伊豆市柏久保

☎0558(72)5521

犯罪名
刑法犯

約290件

窃盗犯

約180件

うち空き巣

約20件

うち自転車窃盗

約20件

今野医院

伊豆市八幡

☎0558(75)7050

特殊詐欺

約７件
約420万円

28(日)

エムオーエー
奥熱海クリニック

伊豆の国市浮橋

☎0558(79)1100

サギ電話

約140件

※（ ）内は昨年比 単位：件（暫定値）

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。

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。

人の動き

転入数／ 64 人 出生数／ 10 人
転出数／ 66 人 死亡数／ 49 人

その他：１人 増： 75 人
その他：０人 減： 115 人

▲大仁警察署ホームページ
（令和３年１月1日現在）

件数

21(日)

365日24時間

人口と世帯数

水

：市民課・税務課窓口延長（本庁）

●市県民税（随５期）、固定資産税（４期）、市営住宅・駐車料金（２月分）、保育園保育料（２月分）、
国民健康保険税（８期）、介護保険料（６期）、 後期高齢者保険料（７期）………１日
●市県民税（随６期）、固定資産税（随５期）、市営住宅・駐車料金（３月分）、保育園保育料（３月分）、
国民健康保険税（随９期）、介護保険料（随７期）、 後期高齢者保険料（８期）………31 日
●こども園授業料・給食費（３月分）、水道料金（修善寺地区以外）（３月分）、
温泉料金（３月分）………25 日
●
●
●
●
●

9

●修善寺図書館開館延長

17

伊

豆

市

子

て

育

てキャッチコ
市子育
ピー
伊豆

信

通

不妊・不育症治療費助成
たかはしかえで

さいぐさまさおみ

高橋 楓ちゃん

三枝 雅臣ちゃん

（熊坂）

（牧之郷）

不妊・不育症で
悩むご夫婦をサポート

ささき

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。

あお

■
問合せ こども課☎0558（72）9864

おのでら

佐々木 蒼ちゃん

小野寺 二葉ちゃん
■
問合せ こども課 ☎0558（72）9850

（修善寺）

もりの

もりしま りこ

令和２年４月１日（水）から令和３年３月 31 日（水）までの治療費

助成内容

１年度あたり１夫婦上限 10 万円を通算５年間助成
※県の補助金を受けている場合は、実際に支払った額から県の補助額を控除

申請期限

３月 31 日（水）まで

つちやま かんな

ののん

土山 栞來ちゃん
（冷川）

（柏久保）

（青羽根）

助成対象期間

（原保）

森野 希叶音ちゃん

森嶋 俐心ちゃん

法律上婚姻関係にあり、夫婦どちらかが伊豆市に住民登録のある人

対象者

ふたば

不妊・不育症治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するため、
不妊・不育症治療費を助成します。

ᢂỎỆẨềỈὲ

子育て支援センター

こども課からの

お 知 ら せ

「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！
あまの

いけだ しおり

あらた

支援センター名称（実施場所）

池田 汐李ちゃん

天野 新大ちゃん

（月ケ瀬）

（牧之郷）

やまもと

バト

山本さん家族

ン
タッ
チ

あおづか

青塚さん家族
（柏久保在住）

てくれる長女
次女をあやし

長女と遊ぶ長
男

たつや

竜也パパ

はるか

春香ママ

こうせい

功晟さん（16歳）

きょうへい

vol.40

響平さん（14歳）
柚季ちゃん（２歳）

とうか

大切な仲間が出来ました

冬華ちゃん（０歳）

令和２年12月、父・母・高校生の長男・中学生の次男・園児の長
女の５人家族に新たに次女が加わりました。この出来事を機に、子
ども達が一気に成長したなと感じるエピソードがありました。
優しい長男は親が次女のお世話をしていて長女が淋しそうな時、

のびのび広場（修善寺保育園）

９時〜 11 時

児童手当２月定時支払い（令和２年 10 月〜令和３年１月分）

わんぱく広場（修善寺東こども園）

９時 30 分〜 11 時 30 分

は２月 10 日（水）に指定の口座に振り込みます。

すいすい（認定こども園あゆのさと）

９時〜 11 時 30 分

にこにこフロア（土肥こども園 )

９時〜 11 時

いないいないばあ（あまぎ認定こども園）

９時〜 11 時 30 分

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〜 11 時 30 分
13 時〜 14 時

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。

ゆずき

家事をしてくれる次男

■園庭開放

いちはやく察知して長女に寄り添ってくれるようになりました。機
転が利く次男は親が育児で忙しくてやり忘れた家事を先回りして
やってくれるようになりました。しっかりものの長女は次女が泣く
と一生懸命ご機嫌取りやお世話をしてくれるようになりました。
日々子ども達が成長している姿を見て、とても幸せだと感じます。

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 を活用していま
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！

（春香ママ）
にしざわ まき

NEXT▶ 西澤真紀さんにバトンタッチ

児童手当支払いのお知らせ

実施時間

