●大会に向けて市内全体を装飾！

東京２０２０大会に向けて市内
ではさまざまな準備を進めていま
す︒４月 日から市内全体でのぼ
り旗１２３本︑横断幕 枚︑タペ
ストリー カ所と大規模な装飾を

ふじ

まつば

森嶋 哲男課長

くれない

始めました︒のぼり旗とタペスト
さくら

年

月に伊豆市で東京

大会期間中は万全な新型コロナ

されるんだ﹂という気持ちです︒

したこともあり︑
﹁いよいよ開催

ロナウイルスの影響で１年延期

ら約６年が経過しました︒新型コ

２０ ２０大会開催が決定してか

平成

●待ちに待った東京２０２０大会

月下旬から育成する予定です︒

クに向けては︑市民 組 人が７

成しています︒
また︑パラリンピッ

義務教育学校後期課程の生徒が育

けて６月下旬から市内全中学校・

ニひまわり﹄
は︑オリンピックに向

﹃ミニひまわり﹄で装飾します︒﹃ミ

フォーレリゾート修善寺周辺を

大会期間中は修善寺駅やラ

喜んでいる様子でした︒

ィが描かれている横断幕を見て

コットのミライトワとソメイテ

東京オリンピック・パラリンピック推進課の森嶋課長と

ウイルス感染症対策を施すとと

藤井選手の

●大会に向け手話や英語を勉強
東京２０２０大会が決まり︑お客
さんから 伊豆ベロドロームへのアク
セスや︑当日運行されるシャトルバス
について質問されることが増えま
した︒
また︑サイクリストのお客さ
んにサイクルラックの場所を案内し
たり︑タイヤの空気入れの貸し出し
をしたりする機会も増えています︒

大会開催に向けて観光案内所で
は障がい者にも対応できるように
講師を招き︑月に一度のペースで手
話を習っています︒
残念ながら海外
か ら の 観 戦 客の 受 け 入 れ は 無 く
なってしまいましたが︑英語も勉強
しています︒
また︑静岡県と連携し︑

●一生の思い出に残る大会に

自国で開催され︑なおかつ︑そのお
客さんをお迎えできることはとて
も貴重な経験です︒
お客さんにとっ
ても私たちスタッフにとっても一生
の思い出とな るように頑張りたい
で す︒そ し て 東 京２０２０大 会 を
きっかけに︑大自然に恵まれた伊豆
市の魅力を多くの人が知って︑再訪
してくれたら嬉しいです︒

❺修善寺駅構内にある観光案内所の窓口で観光案内をする鈴木さん

❹観光案内所では東京２０２０大会の公式グッズを販売

全体写真
競技中の写真
オリンピック・パラリンピックが

❷大会を装飾する５色ののぼり旗が飾られた道路（下白岩） ❸市内各所に飾られたタペストリー（松原公園周辺）
◯中伊豆下白岩周辺

リーに使われている色は﹃紅﹄
あい

﹃藍﹄﹃桜﹄﹃藤﹄﹃松葉﹄の５
色で︑どれも日本の伝統色です︒
横断幕には伊豆会場の色として決
まっている﹃紅﹄が使用されてい
ます︒修善寺駅周辺の飾り付けを
手伝ってくれたのは認定こども園
あゆのさとの子どもたちです︒子
どもたちにとっては大役だったと

◯中伊豆小学校前

伊豆市観光案内所

都市ボランティアへの講習会の協力

◯天城会館周辺

◯修善寺 IC 周辺

市内で進められているさまざまな準備について

もに︑伊豆市らしいおもてなしを

◯修善寺橋

伊豆市観光案内所の鈴木さんに話を聞きました
なども行なっています︒

❶修善寺駅周辺の飾り付けを手伝う認定こども園あゆのさとの子どもたち
◯松原公園周辺

●
❸
すずき

❹
●
❺
●
◯修善寺駅周辺

もりしま てつお

思いますが︑協力しながら運んで

したいです︒

＜場所＞

大会開催が間近に迫った伊豆市
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東京オリンピック・
パラリンピック推進課

くれました︒作業中は︑大会マス

東京 2020 大会開催に向け、
横断幕やのぼり旗などによる装飾を行なっています。

東京２０２０大会に向けて
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会が開催されます！
いよいよ大
きれいにするなど、自分にできることをしてみ
を
前
の
ませんか？
家

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

Web配信の無料英語教室をご覧ください！
〜伊豆市の未来に向けて〜

当大会は、世界中の国と地域でテレビ・インターネット中継されるため、
『伊豆』
という地が、
この夏、世界
中の人たちに知られることになります。
再び、外国人観光客が日本を訪れるようになったとき、多くの人が伊豆市を訪れることが予想されます。
今から、英語に親しんでみませんか？

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中

『おもてなしエリア』
を修善寺駅周辺で
開催します！
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。）期間中、
『おもてなしエリア』
を開設します。
新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で『

『伊豆市のまちなかおもてなし ちょこっと英会話』Web配信の無料英語教室
配信先／伊豆市公式YouTube

伊豆市

おもてなし 英語

配信回数／全８回
※配信日以降は、いつでも何度でも見ることができます。
※７月１日
（木）現在、第５回まで配信済みです。
内容／まちなかで使える簡単な英語のフレーズやボディランゲージ
講師／日本大学国際関係学部
くまき ひでゆき

検索

▲動画はこちら

うちだ

熊木 秀行 准教授、
ヴァーラ内田エイドリアン 助教
※伊豆市は、
日本大学国際関係学部・短期大学部（三島校舎）
と平成28年度から相互連携協定を締結しています。
その他／１回あたり約10分で、すきま時間に見られます。
お手持ちのスマートフォンやパソコンから見られます
（通信料は自己負担です）。

おもてなし
エリア とは？

当大会期間に、
『伊豆市ならではの魅力を際立たせたおもてなし』
をするエリアのことです。
観客の玄関口となる修善寺駅周辺で地場産品や地酒などの販売・振る舞いを実施します。

狩野川堤防会場

駅前下段駐車場

休憩場所・
体験イベントなど

伊豆市の
特産品販売など

駅前旧セブンレイブン跡地
飲み物・
地元のお酒類販売

▲ヴァーラ内田講師（左）、熊木講師（右）

実施場所

英語教室で紹介しているフレーズの例

おもてなしエリア実施スケジュール

シーン：
『トイレはどこですか？』
【外国人観光客】 Excuse me. Is there a bathroom around here?

競技日程／競技時間

（すみません、
このあたりにトイレはありますか？）
【

対

応

月

】 Can you see the lockers over there?
７/26

The bathroom is across from there.

おもてなしエリア

（トイレは、
その正面にあります。）

日本語では『トイレ』
と言いますが、英語ではあまり
『toilet』
とは言わず、
『bathroom』や
『restroom』
という単語を使います。

『質問タイム』視聴者を募集しています！

2021. 7

木

金

土

日

27

28

29

10:00〜21:00

30

31

８/ １

記載のない日付 は、伊豆市内での
競技・おもてなしエリアの実施はありません。

15:00 〜 17:00 15:00 〜 17:00
２

３

４

５

おもてなしエリア
< トラック >
◯女子チームスプリント
◯男子チームパーシュート
◯女子チームパーシュート

< トラック >
◯男子チームスプリント
◯男子チームパーシュート
◯女子チームパーシュート

６

７

12:00〜21:00

< トラック >
◯男子チームパーシュート
◯男子スプリント
◯女子ケイリン

< トラック >
◯男子オムニアム
◯女子ケイリン
◯男子スプリント

８

12:00〜16:00
< トラック >
◯男子スプリント
◯女子マディソン
◯女子スプリント

< トラック >
◯男子マディソン
◯男子ケイリン
◯女子スプリント

27

28

< トラック >
◯男子ケイリン
◯女子スプリント
◯女子オムニアム

15:30 〜 18:30 15:30 〜 18:10 15:30 〜 19:00 15:30 〜 18:50 15:30 〜 19:15 15:30 〜 18:25 10:00 〜 13:15
パラリンピック

英語や外国人とのコミュニケーションに関することについて、
オンライン会議
システムを使用して、講師2人が、市民の皆さんからの質問に直接答えます。
ぜひお気軽に視聴してください（応募締切：７月11日
（日）
）。

5

水

< マウンテンバイク > < マウンテンバイク >
◯男子クロスカントリー ◯女子クロスカントリー

☆ポイント

※対象は、伊豆市在住・在勤・在学の人です。
※お手持ちのスマートフォンやパソコンからご参加してください（通信料は自己負担です）。
※質問は、６月30日で締め切りました。

火

※『おもてなし』は新型コロナウイルス感染症など
の状況により内容変更の可能性があります

オリンピック

（向こうにあるコインロッカーが見えますか？）

７月15日（木）開催

7/25〜8/9、8/24〜8/29の間、
駐車場はご利用いただけません。

23

24

25

26
おもてなしエリア

▲申し込みはこちら

< トラック >
◯男子パーシュート
◯女子パーシュート

15:00〜19:00

< トラック >
◯男子パーシュート
◯男子タイムトライアル
◯女子タイムトライアル

< トラック >
◯男子パーシュート
◯男子タイムトライアル
◯女子タイムトライアル

15:00〜16:00
< トラック >
◯男子タイムトライアル
◯女子パーシュート
◯混合チームスプリント

10:00 〜 15:25 10:00 〜 16:40 10:00 〜 16:30 10:00 〜 13:15

2021. 7

4

１

教育委員を新たに任命
２
３

10

2021. 7

食育ぬり絵で
学習しました

高齢者２回目の
ワクチン接種を開始

６月の食育月間に合わせ︑市内園児が食育

ぬり絵を行ないました︒なかいず認定こども

日までに

日から伊豆市民文化ホールで高齢

者の新型コロナウイルスワクチン集団接種

園では︑図鑑や写真を見本に野菜のぬり絵を

５月

歳以上

12

日︑伊豆市役所本庁で伊豆市教育

委員会の新たな教育委員への辞令交付式が

が開始されました︒６月

うめはら かずひと

▲集中してぬり絵に取り組む園児

65

５月

行なわれ︑梅原一仁さんが任命されまし

重視した試験です。

82 16

行ない︑完成したぬり絵を友達と見せ合うこ

18

42

52

％を超え︑６５１５

昭和61年４月２日以降に生まれた人（35歳以下）
受験科目を専攻し、大学または短大などを卒業ま
たは令和４年３月までに卒業見込みの人
※保健師資格を有する
（令和４年３月までに取得見込みも含む）

民間企業で採用されている SPI 検査を実施します。学力や知識の有無ではなく思考力や判断力、応用力などを

2021. 7

の高齢者の予約者数は

▲特別ご招待券を受け取る市民

【今年から教養試験が変わりました】

7

た︒梅原さんは︑学校と連携をしながら修

土木の科目を専攻し、学校教育法による大学を卒
業または令和４年３月までに卒業見込みの人

（注１）試験区分の併願受験はできません。
（注２）上記のほか、市長がこれらと同等の資格があると認める人を含みます。

とで︑野菜を摂取する事の大切さについて楽

平成４年４月２日以降に生まれた人（29歳以下）

日︵日︶まで展示しています︒

2人

人︵ ・３％︶の人が１回目の接種を終了し︑

平成４年４月２日以降に生まれた人（29歳以下）
建築の科目を専攻し、学校教育法による大学を卒
業または令和４年３月までに卒業見込みの人

若干名 昭和51年４月２日以降に生まれた人（45歳以下）
学校教育法による大学または短期大学を卒業し、
保育教諭
大卒・
幼稚園教諭免許および保育士資格を有し、保育士
経験者
短大卒
・幼稚園教諭または保育教諭における実務経験
程度 （実務経験）
が3年以上ある人
※保育士免許および幼稚園教諭免許を有する

保健師

▲市長から辞令を受け取る梅原さん（左）

平成４年４月２日以降に生まれた人（29歳以下）
学校教育法による大学または短大を卒業または令
和４年３月までに卒業見込みの人
7月19日(月)～
※保育士免許および幼稚園教諭免許を有する
９月19日(日)
8月10日(火)
（令和４年３月までに取得見込みも含む）

保育教諭

善 寺 南 小 学 校 ・ 修 善 寺 中 学 校 の Ｐ ＴＡ会 長

学校教育法による高等学校を卒業または令和４
年３月までに卒業見込みの人

しく学びました︒野菜を食べることは︑免疫

土木技術

１人
程度

大卒程度

１次試験日

平成８年４月２日以降に生まれた人（25歳以下）

・８％︶の人が２回目の接種

建築技術

1人
程度

伊豆市の『これから』を変えるのは
『あなた』かもしれない！

検索
受付期間

５３２９人︵

１人
程度

学歴(注２)・
年齢・その他要件

として児童・生徒の健やかな育成に尽力さ

新卒(等)枠
一般事務
(高卒程度)

職員採用

力の強化や疾病予防など健康づくりのため

採用
予定数

伊豆市

を終了しています︒２回目の接種を終了した

職種

▼市ホームページ

れました︒これからは経験を基に︑保護者

試験区分
(注1)

7 月 16 日（金）
〜

にとても大切です︒園児のぬり絵は︑修善寺

申込書配布開始

人には︑﹃伊豆・天城立ち寄り天然温泉湯の

地域の人が楽しく・気持ち良く暮らすために、あなたの強みを活かしてみませんか？
私たちと一緒に、地域の皆さんと伊豆市の魅力アップに取り組んでいきましょう。

としての感覚も取り入れながら︑市の教育

問合せ 総務課 ☎ 0558(72)1111

図書館で７月

伊豆市職員採用試験（第２回）受験者募集ー

国会館﹄の特別ご招待券を配布しています︒

ー 令和４年度採用

行政に携わっていただきます︒

あなたに取り組んでほしい仕事があります

6

３

後期高齢者医療保険料の
軽減措置などが変わります

後期

8/1
更新

令和３年度の後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負
担する『均等割』の軽減措置や旧ただし書所得の算定が、次
のとおり改正されます
（均等割額および所得割率自体の改正はありません）。

国民健康保険被保険者証・
後期高齢者医療被保険者証
問合せ 市民課 ☎0558（72）9856

■ 保険料均等割額の軽減措置の特例が見直されます
均等割額は、所得の低い人の負担軽減を図るため、世帯の所得の状況に応じて、法令により軽減措置（７割軽減、
５割軽減および２割軽減）がとられています。
なお、令和２年度までは特例的に軽減割合が上乗せされてきましたが、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などの観点から、次のとおり段階的に特例が見直され、本来の軽減割合に戻ることとなりました。
軽減判定所得 33 万円以下（かつ、被保険者全員
基準額【※１】 の年金収入が 80 万円以下で、そ
の他の所得がない場合）
【※２】

年度

33 万円以下

平成 30 年度まで

９割軽減【4,000 円】

8.5 割軽減【6,000 円】

令和元年度

8 割軽減【8,000 円】

8.5 割軽減【6,000 円】

令和２年度

7 割軽減【12,600 円】

7.75 割軽減【9,400 円】

令和３年度

７割軽減【12,600 円】

※１ 軽減判定所得基準額は、世帯主および世帯の被保険者全員の前年中の総所得金額などの合計です。
※２【 】内の金額は、均等割額（平成 30・令和元年度は 40,400 円。令和２・３年度は 42,100 円）に対する
軽減後の保険料額です。
※３ 介護保険料の軽減強化や令和元年 10 月から実施の年金生活者支援給付金の支給といった支援策の対象とな
ります（ただし、世帯に住民税が課税されている人がいる場合は対象となりません。また、年金生活者支援
給付金の支給額は国民年金保険料の納付実績などに応じて異なります）。

■ 均等割額の軽減判定基準額が見直されます
一定の給与所得者などが２人以上いる世帯については、税制改正により、軽減措置に該当しなくなる場合があ
ります。その影響を極力遮断するため、軽減判定基準を見直します。
均等割額の軽減判定所得基準額（世帯主および世帯のすべての被保険者の総所得金額などの合計）
区分

世帯主およびすべての被保険者の総所得金額などの合計

７割軽減

｛ 43 万円＋（給与所得者などの数※－１）× 10 万円 ｝以下のとき

５割軽減

｛(43 万円＋ ( 給与所得者などの数※－１) × 10 万円＋ 28 万 5 千円×被保険者数 )｝以下のとき

２割軽減

｛(43 万円＋ ( 給与所得者などの数※－１) × 10 万円＋ 52 万円×被保険者数 )｝以下のとき

※ 一定の給与所得者（給与収入 55 万円超）と公的年金に係る所得を有する者
（公的年金などの収入金額 60 万円超（65 歳未満）または 110 万円超（65 歳以上））
★公的年金などに係る特別控除（15 万円）後は 110 万円を 125 万円となるよう読み替えます。なお、給与に専
従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

■ 旧ただし書所得の算定方法が見直されます
税制改正により、給与所得控除・公的年金等控除が 10 万円引き下げられるとともに、基礎控除が 10 万円引き上
げられました。後期高齢者医療制度においては、地方税法の規定を引用している部分があるため、所得割額の算定
に用いる『旧ただし書所得』の算出方法を見直します。

年間保険料の計算方法
【令和３年度】
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年間保険料 ＝

均等割額
42,100 円

+

所得割額
［前年の総所得金額等ー 43 万円］× 8.07%
（旧ただし書所得）

1

国保
後期

◯国民健康保険被保険者証が『藤色』
に変わります
◯後期高齢者医療被保険者証が『緑色』

現在お持ちの
『国民健康保険被保険者証』と
『後期高齢者医療被保険者証』

1 １

の有効期限は、７月末です。

２

８月１日（日）から使用できる
ものを７月中旬に送付します。

１．国民健康保険被保険者証（高齢受給者証）
色／クリーム色から藤色
注意／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

国保

国民健康保険税の
軽減対象が拡大

２．後期高齢者医療被保険者証
色／藤色から緑色

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３年度国民健康保険税の『均等割』と『平等割』軽減
について、軽減対象が拡大となり、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（世帯主およびすべての被保険者の総所得金額などの合計）
年度

令和２年度

令和３年度～

７割軽減

33 万円以下

｛ 43 万円＋（給与所得者の数★－１）
× 10 万円 ｝以下のとき

５割軽減

33 万円＋（28 万５千円×被保険者数）
以下のとき

｛ 43 万円＋（給与所得者の数★－１）
× 10 万円＋（28 万５千円×被保険者数※）｝
以下のとき

２割軽減

33 万円＋（52 万円×被保険者数以下）
以下のとき

｛ 43 万円＋（給与所得者の数★－１）
× 10 万円＋（52 万円×被保険者数※）｝
以下のとき

軽減割合

★一定の給与所得者（給与収入が 55 万円を超える人）と公的年金所得者（公的年金などの収入が
60 万円を超える 65 歳未満の人、または公的年金などの収入が 125 万円を超える 65 歳以上の人）
をいいます。
※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。

2021. 7

8

令和３年度から

高齢者向け福祉サービスの紹介

介護保険料が変わります

～地域の中で安心して暮らしていただくために～

■
問合せ 健康長寿課 ☎0558（7４）0150

市では、高齢者の皆さんが、住み慣れた地域の中で自立した生
活を送れるように支援するとともに、介護負担の軽減を図れるよ
ういくつかの事業を実施しているため、その概要を紹介します。
対象となる人
軽度生活
援助事業 ( ★ )

国の制度改正や市の介護サービスに必要な費用などについて、令和３年度〜令和５年度の保険
料を見直しました。介護保険は、皆さんからの保険料を財源に、介護が必要になった際に安心してサ

内容

本人負担額

おおむね 65 歳以上の単身世帯、高齢者 家の周辺の手入れや家屋内の整
のみの世帯に属する高齢者であって、日 理、整頓など（除草作業、窓ふき
常生活の援助が必要な人

半日 1,600 円

緊急事態に対応する緊急通報シ
ステム装置を設置し、緊急時に

利用料：月額 500 円

してあるご家族に連絡がされま

通話料：月額 300 円

緊急通報システム たきりの高齢者を抱える高齢者世帯
は必要に応じて、業者から登録
同居する家族の就労などにより、昼間一
整備事業
時的にひとりになる重度身体障がいの人

市内に住所を有する満 80 歳以上（昭和

タクシー・バス・
15 年 3 月 31 日以前生まれ）の人
鉄道利用料金助成

※病院、施設などへ入所していない人

す。
タクシー ( 福祉タクシー含む ) お
よびバス、鉄道の利用料金を助

なし

成します。
12,000 円分（100 円券× 120 枚）

年間
保険料
基準額

月額 2,000 円または 4,000 円

なし

家族

護できるよう、手助けを行ない
ます。

初回料：750 円
( 加入料：500 円
付属品代金：200 円
基本料：50 円 )
2 カ月目から、基本料
50 円（検索料は別途）

市の登録番号を記載したくつシ

安心くつシール
事業（★）

認知症などによる徘徊の恐れのある人を ール 10 足分を支給します。日ご
介護している家族

ろ履いている靴のかかとに貼り、

修善寺
土肥
天城
中伊豆
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市の 65 歳以上の人数

見直し前

見直し後

平成30年度〜令和2年度

令和３年度〜令和５年度

57,600円（月額4,800円）

63,600円（月額5,300円）

相談窓口
修善寺地区地域包括支援センター
城山活動支援センター
土肥地区地域包括支援センター
土肥支所 2 階
天城湯ケ島地区地域包括支援センター
天城湯ケ島支所
中伊豆地区地域包括支援センター
中伊豆支所

見本

8月上旬に発送される
『年間保険料額の通知』でご確認ください。

！

介護保険負担限度額認定証の更新

認定証が必要な人は更新手続きが必要です。
６月下旬に郵送した申請書を使い、有効期限内にお手

電話番号
0558-99-9301
0558-98-3001
0558-85-0570
0558-83-5488

▶ 負担限度額が一部変わります
令和３年８月から、対象要件と食費の負担額がそれぞれ変更されます。
詳しくは

各地域包括支援センターにご連絡ください。

÷

続きください。

※いずれの事業も、伊豆市に住所を有する、在宅の人が対象です。
※★印の事業は、申請の前に、健康長寿課または各地域包括支援センターへご相談ください。
担当地区

65 歳以上の人の
負担分（23%）

現在交付している
『介護保険負担限度額認定証』の有効期限は、
７月31日（土）です。
８月以降も
なし

身元特定を容易にします。

詳しくは健康長寿課または

詳しくは

40 歳以上で、徘徊性の見られる認知症 だき、位置検索システムを活用

徘徊高齢者家族
のある高齢者などを在宅で介護している して、徘徊した場合に早期に保
支援サービス事業

×

に応じて、段階的に決まります。

（課税状況による）
対象者に端末機を携帯していた

市で介護保険給付
にかかる費用

算出された
『基準額』
をもとに、本人と世帯の課税状況や所得

居住している要介護 4・5 と認定された 購入費を助成します。
人を、在宅で介護している人

基準額
の算出方法

▶ 私の保険料は？

紙おむつおよび尿取りパッドの

家族介護用品
購入費助成事業

▶『基準額』の決まり方
各所得段階において保険料を決める基準となる額を『基準額』といいます。

など危険を伴わない軽微な作業）

65 歳以上でひとり暮らしの人または寝

ービスを利用できるよう社会全体で支える制度です。

６月下旬に発送した
『更新通知』または市ホームページをご確認ください。
伊豆市

介護保険負担限度額

見本

検索
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防 災 1

警戒レベル４

1 9

■
問合せ 危機管理課 ☎0558（72）9867

避難指示で必ず避難

令和３年５月20日から
避難勧告は廃止となりました。

災害対策基本法の改正により、令和３年５月 20 日をもって避難勧告が
廃止され、『避難指示』に一本化されました。
これは、行政機関が５段階で整理し発信している避難情報（市町が発令）
と災害気象情報（国や県の発表）から災害の危険度の高まりを住民の皆さ
んが直感的に理解し、適切な避難行動をとれるよう改善されたものです。
これからの豪雨において「避難をしなかった」「避難が遅れた」ことに
よる被災を避けるため、警戒レベル４までに必ず避難をしましょう。

警戒
レベル

5

新たな避難情報など
災害発生または切迫

これまでの避難情報など

緊急安全確保

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

4

災害のおそれ高い

避難指示

必ず
避難

避難指示（緊急）
避難勧告

変更

3

災害のおそれあり

高齢者等避難

避難準備・
高齢者等避難

2

気象状況悪化

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

1

今後気象状況悪化のおそれ

早期注意情報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

※１

市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報で
はありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じて普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危
険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

改善の
ポイント

警戒レベル

５

警戒レベル５は、

すでに安全な避難ができず、
命が危険な状況です。

警戒レベル５緊急安全確保

の発令を待ってはいけません！

『自らの命は自らが守る』

行政が指定した
避難場所への
立退避難

警戒レベル

4

避難勧告は廃止

必ず
避難

されました。これからは、

警戒レベル４避難指示で
危険な場所から全員避難

警戒レベル

3

避難に時間のかかる

高齢者や障がいのある人は、
警戒レベル３高齢者等避難で

しましょう。

危険な場所から避難

安全なホテル・
旅館などへの立退避難

空き家をお持ちの人はご連絡ください
■
問合せ 地域づくり課 ☎0558（74）3066

市では、移住・定住施策の具体策として、市内に多く存在する空き家に注目し、
『空き家バン
ク（空き家等情報提供制度）』に取り組んでいます。伊豆市での新生活を希望する家族へ物件
情報を提供することで、移住・定住を促進し人口増加へつなげることを目的にしています。
行政のバックアップ
で安心

『空き家バンク（空き家等情報提供制度）』とは？

屋内安全確保

こんな物件、ありませんか？

移住・定住の決め手となる
『住まい』
が足りません
●両親から引き継いだ家

空き家バンク登録・公開の流れ
step1

相談・受付

●地域づくり課窓口で受付（本庁地下１階）
●市職員が現地確認

step2

現地確認

●宅建業者とともに現地確認
●写真撮影、公開準備
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内閣府

避難情報

検索

● 紹介窓口
地域づくり課・修善寺駅北口前の伊豆市移
住相談センター『９izu』・静岡県移住相談セ
ンター（都内）にて紹介

● 移住体験ツアー
移住希望者を募り、年に２回、市内で移住体
験ツアーを開催し、空き家見学などを実施

● ホームページ
登録・公開

●空き家バンクに登録
●ホームページなどで公開

詳しくは、内閣府（防災担当）のホームページで

●別荘

市では利用見込みが無いご実家や別荘などの空き家情報を求めています。
ご家族の思い出とともに大
切に維持・管理されてきたお住まい
（空き家）
を次世代へ引き継ぐためのお手伝いをさせていただきます。

step3

想定最大
浸水域

成約実績
多数

所有者の人からご連絡いただいた空き物件を『空き家バンク』へ登録し、伊豆市での新生活を希
望する家族へ紹介する制度です。空き家バンクへ登録いたただいた物件は、市と市内宅建業者のホ
ームページなどに掲載し、市が連携する複数の窓口で広く紹介しています。
※市役所または市内の宅建事業者へご相談いただける物件のみが空き家バンクへ登録できます。

しましょう。

普段からどう行動するか決めておきましょう
安全な親戚・
知人宅への立退避難

移住希望者が増えています！

移住・定住希望者に紹介！

市ホームページ、宅建業者で公開
伊豆市 空き家バンク

検索

● 移住相談会
東京にある静岡県移住相談センターと
連携し、都内で開催する相談会などで紹介
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Information

開催

CKD(慢性腎臓病）予防教室

腎臓の機能は一度失われると回復しない場合があ
ります。
腎臓が弱くなってきた時の生活や食事で、何に気を
付けたら良いのかを腎臓専門医と管理栄養士が分か
りやすくお伝えする教室です。
とき／1日目 ８月26日(木)
2日目
31日(火)
時間はどちらも13時30分～15時
ところ／修善寺生きいきプラザ 第１・２会議室
対象／市民
内容／１日目 順天堂大学静岡病院 日本腎臓学会
認定専門医講義
２日目 市管理栄養士
参加費／無料
定員／80人
申込み／7月1日（木）受付開始

Information

お知
らせ

市民アンケートを実施します

ー回答にご協力をお願いしますー

市民の皆さんの生活環境や将来に向けたまちづく
りについてのご意見をお聞きし、今後の施策展開に活
かすため、アンケート調査を実施します。
対象／市内在住の20歳以上の人から無作為抽出で
選ばれた1,500人
調査期間／６月23日～７月16日(金)※消印有効
内容／対象となった人のご自宅にアンケート用紙が
届きますので、回答のうえ、同封の返信用封筒にて
返送してください。期間内の回答にご協力をお願い
します。
問合せ 企画財政課☎72-9873

６４歳以下の新型コロナワクチン接種を開始します。
６月30日から、年齢区分ごとに接種券を発送します。
基礎疾患のある人は、事前申し込みにより接種券を発送します。
【基礎疾患のある人の事前申し込み先】

コールセンター☎０５７０－０１５-６７2 （8時30分～17時15分 土日祝を除く）

メール izu567yoyaku@city.izu.shizuoka.jp

件名に『事前申し込み』、本文に『お名前と生年月日』を記入してください。
※医療機関での個別接種も開始します。
※持病のある人は、事前にかかりつけ医に接種の相談をしてください。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。

お知
らせ

問合せ・申込み 健康長寿課☎72-9861

奨学金返済支援を行なう
事業者の人へ

ー中小企業等奨学金返還支援補助金ー
募集

健康ノルディックウォーキング教室参加者募集

ー初めての人 大募集ー

ノルディック専用ポールを使うことで、膝腰への負担が少なく、上半身も使うことでエクササイズ効果の高い
ウォーキングです。初めての人にもポールの使い方から歩き方までお伝えします。
とき・ところ／
とき
９月 １日（水）

ところ

集合場所

修善寺虹の郷

修善寺虹の郷
駐車場

９月 ８日（水）

松原公園

松原公園駐車場

10月 ６日（水）

天城湯ケ島
市民活動センター

天城湯ケ島
市民活動センター

10月27日（水）

萬城の滝
キャンプ場

萬城の滝
キャンプ場

11月10日（水） 道の駅

15

天城越え

道の駅

問合せ・申込み 健康長寿課☎72-9861

問合せ・申込み 観光商工課☎72-9911

修善寺総合会館

修善寺総合会館

12月 １日（水）

修善寺虹の郷

修善寺虹の郷
駐車場

12月15日（水）

季多楽

季多楽駐車場

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
（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
Facebook,Instagram,Twitter,LINE
やってます。
いいねやフォロー、お願いします！

▲伊豆市情報メール

天城越え

11月24日（水）

2021. 7

時間／10時～12時（受付９時45分）雨天中止
参加費／１回500円 ポール貸出あり
定員／40人
申込み／７月１日（木）受付開始
※教室参加者の駐車場代は無料です。

従業員に対して奨学金の返還支援を行なう中小企
業者（会社、社会福祉法人、医療法人、特定非営利法
人）に補助金を交付します。
対象経費／令和３年度中に奨学金返還支援として従
業員に支給した手当などに要した費用
補助額／対象経費の額×9/10
※従業員１人につき12万円、１企業につき60万円を
限度に補助金を交付。
※従業員は伊豆市に住民登録があり令和２年４月１日
以降に雇用された30歳未満（令和３年度末時点）
の人が対象。
詳細や申請方法については、お問い合わせいただく
か市ホームぺージをご覧ください。

伊豆市役所からの

▲伊豆市公式SNS

▲中小企業 等 奨 学金返 還
支援補助金QRコード
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Information

お知
らせ

社会を明るくする運動

ー犯罪や非行を防止し、立ち直りを支
える地域のチカラー
『社会を明るくする運動』は、全国各地で行なわ
れ、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの社会復
帰について理解を深め、暮らしやすい地域社会を築
くことを目的とした活動です。

募集

Information

お知
らせ

強調月間である７月は、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、団体が協力してさまざまな事業を
展開します。
主な事業／作文コンテスト（小中学生）、ミニ集会、あ
いさつ運動、施設訪問、街頭広報、ポスター掲示など
問合せ 社会福祉課☎72-9862

図書館イベント参加者募集

皆さんの参加をお待ちしております
■修善寺図書館
○プロから学ぶマジック教室～初心者編～
こどもから大 人まで 本 を交 えて、かんた んで
楽しい手品が学べます。
とき／７月29日(木)14時～16時
ところ／視聴覚室
対象／小学生以上先着12人
ミ

ス

タ

ー

マ

ツ

講師／Ｍｒ.ＭＡＴＳＵ
申込開始／６月29日(火)９時から
○プロから学ぶクイリング教室
ーひまわりのクイリングフレームー
ひまわりをモチーフにしたクイリングを体験でき
ます。
とき／８月１日(日)９時30分～11時
ところ／視聴覚室
対象／小学生以上先着10人
お の

のりこ

講師／小野 典子さん(クイリングアカデミー®副主宰)
申込開始／７月１日(木)９時から
○夏の図書館イベント
ー『おはなし会スペシャル』ー
『夏だから』のスペシャルなおはなし会｡パネルシア
ター、大型紙芝居、手遊びなどを使ったおはなし会です｡
とき／７月24日(土) 10時～11時
ところ／視聴覚室
対象／小学生以下(小学生未満は保護者同伴)
申し込み不要です。
○夏の図書館イベント
ー『夏の工作教室』ー
折り紙で昆虫をつくります。
とき／８月７日(土) ９時30分～11時
ところ／視聴覚室
対象／小学生以下(小学生未満は保護者同伴)
申込み／７月７日（水）から先着10人

■土肥図書館
○夏の図書館イベント
おはなし会、工作教室『モビールを作ろう』
とき／７月31日(土) 10時～11時30分
ところ／土肥支所４階集会室
申込み／７月６日（火）から
問合せ・申込み 土肥図書館☎98-3109
■天城図書館
○夏の図書館イベント
ー『夏のおたのしみ会』ー
お話会と工作教室
とき／８月６日(金) 10時～12時
ところ／市民活動センター
対象／小学生以下(小学生未満は保護者同伴)
申し込み不要です。
問合せ 天城図書館☎85-2611
■中伊豆図書館
○夏の図書館イベント

問合せ 社会教育課☎83-5476

開催

夏休みこども手話教室開催

ー手話を覚えて、話してみよう！ー

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／
①７月28日（水)10時～12時 土肥図書館
②８月 ４日（水)10時～12時 生きいきプラザ
③８月 ５日（木)10時～12時 天城湯ケ島支所
対象／市内小学生20人
持ち物／飲み物、筆記用具 参加費／無料
申込み／７月21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

ー夏のおはなし会と工作教室
『おばけのおもちゃを作ろう』ー
紙芝居、パネルシアター、手遊びなどを使ったお
はなし会です。
とき／８月13日(金) 10時～11時30分
ところ／会議室
対象／小学生以下(小さい子は保護者同伴)
申込み／７月13日（火）から
問合せ・申込み 中伊豆図書館☎83-5208

▲伊豆市図書館だより

2021. 7

１月から延期していた成人式について下記のとお
り開催します。
とき／８月14日（土）
ところ／生きいきプラザ市民文化ホール
内容／修善寺・土肥地区
10時～ 記念式典
中伊豆・天城湯ケ島地区 14時～ 記念式典
※ご案内が届いていない場合は、社会教育課へご連
絡ください。
※新成人の皆さんは出欠席をご回答ください。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更・
中止となる可能性があります。
注意事項／修善寺図書館は臨時休館となります。

ー『夏のおたのしみ会』ー

問合せ・申込み 修善寺図書館☎72-9868
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令和３年伊豆市成人式を
実施します。

開催

ミュージアムツアー開催

ー『自転車の都

伊豆展』特別企画ー

伊豆市資料館にて９月29日（水）まで開催中の『自
転車の都 伊豆展』にてミュージアムツアーを開催し
ます。
とき／７月24日(土)･８月21日(土)･９月18日(土)
10時～10時30分(受付９時30分)
14時～14時30分(受付13時30分)
ところ／伊豆市資料館
※参加費は下記の入館料のみ
持ち物／なし
『自転車の都 伊豆展』
開館時間／９時～16時
入館料／大人210円 子供(小学生以上)100円
問合せ 伊豆市資料館☎83-1859

募集

学芸員募集！

市の郷土資料や美術品の管理を行なう学芸員を募
集します。
職種／学芸員
勤務場所／中伊豆支所２階社会教育課 ほか
人数／１人
月額／182,200円～195,500円（実務経験による）
勤務時間：8時30分～17時15分（休憩１時間）
申込方法／申込書（市指定）を社会教育課へ提出
（市ホームページからダウンロード可）
申込締切／7月12日（月）必着
申込資格／
①地方公務員法第16条の欠格者に該当しない人
②学芸員資格保有者
問合せ・申込み 社会教育課☎83-5476

開催

市民手話教室開催

ー手話を体験してみましょう！ー

お知
らせ

修善寺グラウンドの利用
一時停止

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？手話に興味のある人、
ぜひご参加ください。
とき／８月18日（水)10時～12時
ところ／生きいきプラザ
対象／伊豆市民(一般・中学生・高校生20人)
持ち物／飲み物、筆記用具 参加費／無料
申込み／８月10日（火）までに電話でお申し込みくだ
さい。

グラウンド法面の復旧工事や修善寺体育館の解体
工事実施に伴い、７月１日(木)からの利用と予約受付
を停止します。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご
協力をお願いします。
利用を中止する期間／
７月１日（木）から令和４年３月31日（木）までの間
※工事の進捗状況に応じて、期間の短縮または延長
を行なう場合があります。

問合せ・申込み 社会福祉課☎72-9863

問合せ 社会教育課☎83-5477
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Information

お知
らせ

全国安全週間

７月１日（木）～７日（水）は全国安全週間です。す
べての働く人が安全に働ける職場を目指しましょう｡
県内では近年、労働災害が増加しており、昨年は
4,354人が労働災害を被っています。また、このうち
24人の尊い命が失われています。令和３年度の全国
安全週間のスローガンは『持続可能な安全管理 未
来へつなぐ安全職場』です。この機会にそれぞれの職
場において労働災害防止の重要性について認識を深
め、安全管理活動を推進しましょう。
問合せ 静岡労働局☎054-254-6314

募集

第４回伊豆市の魅力
再発見ツアー

ー大見豆腐作り体験と渓流散策ガイド
ツアーー
参加条件／土肥地区にお住まいの人
開催日／８月22日（日）９時 土肥支所出発
コース（予定）／
土肥支所⇒季多楽（豆腐作り体験、大見城址散策）
⇒季多楽（昼食）⇒萬城の滝・萬城渓流遊歩道散策
⇒中伊豆ワイナリー シャトーT.S⇒土肥支所
※雨天時コース変更あり
注意事項／
〇保険料として当日500円を徴収いたします。
〇履きなれた靴、雨具をご用意してご参加ください｡
〇昼食はお弁当を持参いただくか、季多楽で作ら
れたお弁当（500円）を購入していただきます。
（事
前申込・参加者負担）
〇募集期間は７月12日（月）～８月13日（金）15時
まで。電話申し込みのみです。
〇先着30人（最少催行人員10人）。
〇マスク着用などの新型コロナウイルス感染症対
策にご協力ください。
ツアーの詳細につきましては、伊豆市観光情報特設
サイトをご覧ください。
問合せ・申込み
（一社）伊豆市産業振興協議会☎72-7007
８時30分～17時15分（土日祝を除く）

▲ホームページQRコード
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募集

Information

膝痛・腰痛改善教室

60歳以上で膝や腰に痛みなどがあり、改善で運動
をすすめられている人のために膝や腰への負担が少
なく筋力アップできる、水中運動を行ないます。
とき／火曜開催：７月６日・13日・20日・27日、８月17
日・24日・31日、９月７日・14日・21日（全１０回）
13時15分～13時55分
金曜開催：７月２日・９日・16日・30日、８月20日・
27日、９月３日・10日・17日・24日（全10回）
13時15分～13時55分
ところ／中伊豆室内温水プールふれっぷ
対象者／おおむね60歳以上で、腰痛・膝痛などがあ
り運動が必要な人※医師の許可を得てください。
定員／先着30人 料金／無料（入場料のみ）
持ち物／水着・水泳帽・タオル・マウスシールド
申込み／電話、またはプール受付まで。

お知
らせ

バ イ

シ

ズ

オ

カ

Buy Shizuoka！

ー買って(BUY)寄り添う(BY)、静岡県
が元気になる！ー
静岡県ではアフターコロナを見据え、感染防止対
策と経済活動の両立をしながら、県民の皆さんに県
産品の購入や県内施設の利用を促進することで県内
経済の回復を図る『バイ・シズオカ』を進めています。
地域経済の循環はモノの長距離移動を減らし、環
境保護にも繋がります。静岡県で買って寄り添い、生
産者や事業者を応援しましょう！
問合せ 静岡県マーケティング課☎054-221-2678

問合せ・申込み
伊豆市中伊豆室内温水プールふれっぷ☎75-7575

募集

駿東伊豆消防組合職員募集

開催

創業を検討している人！

ー令和４年度採用ー

ー創業相談会を毎月開催していますー

令和４年度採用の消防官を募集します。
採用人数／２人程度
試験日程／Ｂ日程（短大卒・高卒）
第一次試験／９月19日(日)、21日(火)
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、消防本部
総務課まで持参または郵送により提出してください｡
受付期間／７月20日(火)～８月10日(火)
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。

下記の日程で相談会を開催します。開業までの悩
みごとをお気軽にご相談ください。相談会に出席す
るには事前予約が必要です。必ず電話にて予約してく
ださい。参加費は無料です。
創業相談会／毎月第３金曜日、９時30分～16時
とき／７月16日、８月20日、９月17日、10月15日、11
月19日、12月17日、1月21日、2月18日、3月18日
ところ／修善寺総合会館内 伊豆市商工会
伊豆市修善寺838-1

問合せ・申込み
駿東伊豆消防本部 消防部総務課人事係
☎055-920-9100
駿東伊豆消防本部ＨＰ：
http://www.suntoizufd119.jp/

静岡

問合せ・申込み 伊豆市商工会☎72-8511

開催

司法書士による無料相談会

毎月第２火曜日に実施しています。新型コロナウイ
ルス感染症による債務返済などに関する困りごと、成
年後見制度、悪徳商法、消費者金融、身近な契約トラ
ブル、財産管理に関することなど、お気軽にご相談く
ださい。
とき／７月13日（火）９時30分～11時30分
ところ／伊豆市土肥支所
申込み／下記まで事前に予約してください。
問合せ・申込み 伊豆市社会福祉協議会☎83-3013

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

バス車内事故防止キャンペーン

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ください。
また、バスは安全運転に徹しておりますが、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

募集

子どもローカルマガジン
プロジェクト

ー『KURURA(くるら)』参加者募集！ー
新聞記者やイラストレーター、カメラマンに教えて
もらい、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.9を一緒に作
るメンバーを募集します。
対象／小学４年～中学３年
定員／先着20人
参加費／3,000円
内容／講座約４～５回(オンライン可)、取材・体験
とき／第１回７月28日（水）、ほか、８月中に講座２
回、体験・取材、12月頃完成発表会。
ところ／9izuほか修善寺駅近く、取材・体験先
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）
TEL・FAX 0558-99-9120（平日8：30-17：15）
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８月の 予 定

（令和３年７月1日現在）

（令和３年７月1日現在）

各種相談
相談種類

とき

① 無料法律相談

25日（水）10時〜12時

②

行政相談

③
④

職業相談

日

2

月

問合せ

3

火

生きいきプラザ 要予約

市民課☎72-9858

4

水

要予約

市民課☎72-9858

ところ

10日（火） ９時〜12時

結婚相談

1
予約

市民相談室

13日（金）18時〜20時

生きいきプラザ

平日9時30分〜17時

伊豆市
地域職業相談室
(柏久保)

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

障がい者
福祉相談

23日（月）13時30分〜15時

⑦

人権相談

10日（火）14時〜16時

不要

市民課☎72-9858

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

市民課

不要

生きいきプラザ

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

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回限りです。

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。

5

木

6

金

7

土

8

日

9

●図書館休館日（市内図書館）

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（中伊豆温泉病院）
●修善寺図書館開館延長
●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）

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・祝日

10

火

11

水

12

木

13

金

●離乳食教室（生きいきプラザ）
●修善寺図書館開館延長

人の動き

人口／男：14,187 人

女：15,385 人

転入数／ 138 人 出生数／ ３人
転出数／ 54 人 死亡数／ 45 人

世帯数／ 13,472 世帯

その他／０人 増：141 人
その他／ 0 人 減： 99 人

2021. 7

20

金

21

土

22

日

23

月

●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）

24

火

●健康相談・フッ化物塗布
(生きいきプラザ)
●まちの保健室（生きいきプラザ）

25

水

26

木

27

金

28

土

土

15

日

●マイナンバーカード臨時交付窓口開設

29

日

16

月

●図書館休館日（市内図書館）

30

月

17

火

31

火

日

医療機関

●３歳児健診・フッ化物塗布
（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

●図書館休館日（市内図書館）

大仁警察署管内

犯罪発生状況（５月末現在 ）

所在地

電話番号

１
（日） 伊豆赤十字病院

伊豆市小立野

☎0558(72)2148

８
（日） 今野医院

伊豆市八幡

☎0558(75)7050

伊豆の国市浮橋

☎0558(79)1100

伊豆市柏久保

☎0558(72)5521

伊豆市柏久保

☎0558(72)0902

伊豆市松ケ瀬

☎0558(87)0333

エムオーエー
９
（月・祝） 奥熱海クリニック

15（日） 紀平クリニック
22（日）

すずき耳鼻咽喉科
小児科

犯罪名

件数

刑法犯

86（－35)

窃盗犯

60（－16)

うち空き巣

6（－3）

うち自転車窃盗

4（－7)

特殊詐欺

2（－3)
200万円（－167万円)

サギ電話

43（－32)

※（ ）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。
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
（令和３年６月1日現在）

21

木

14

休日当番医

● 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 …… 24日、31日

計：29,572 人

19

●修善寺図書館臨時休館
●マイナンバーカード臨時交付窓口開設

29（日） 中島病院

人口と世帯数

●健康相談・フッ化物塗布
(中伊豆ふれあいプラザ)
●まちの保健室（天城湯ケ島支所）
●修善寺図書館開館延長

：市民課・税務課窓口延長（本庁） ※『おとなの健康相談』は『まちの保健室』に変わりました。

●固定資産税（２期）、市営住宅・駐車料金（７月）、国民健康保険税（１期） ………２日
●上下水道料金（修善寺地区）、温泉料金 ………25 日
●市県民税（２期）、国民健康保険税（２期）、介護保険料（３期）、
後期高齢者医療保険料（１期） ………31 日
●
●
●
●
●

●健康相談・フッ化物塗布
(土肥支所)

水

月・祝 ●図書館休館日（市内図書館）

※緊急の場合は 119

納期限

18

８月の 予 定

※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。

▲大仁警察署ホームページ

2021. 7
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伊

豆

市

子

育

てキャッチコ
市子育
ピー
伊豆

信

通

て

『産前・産後のママ応援事業』が
新しくできました
すずき

あかり

育児や家事の支援を必要としている妊産婦さんを応援します！

さかべ かなた

鈴木 彩花里ちゃん

坂部 奏陽ちゃん

（戸倉野）

（市山）

令和 3 年 4 月より、妊産婦さんの家事と育児を応援するための事業が新しく始まりました。

家事サポート訪問
育児サポート訪問

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。

いしわ ひろと

石和 宏都ちゃん

すぎやま

対象者

支援内容

利用者負担額

産後 12 カ月までの

ヘルパー訪問による

１回 60 分

妊産婦

家事サポート

500 円

産後 12 カ月までの

助産師訪問による

１回 90 分

母子

育児サポート

1,000 円

みちる

杉山 実千瑠ちゃん

■
問合せ 子育て支援課 ☎0558（72）9850

（上白岩）

（本立野）

お弁当配達
赤ちゃん

産後４カ月までの

まつい ちはや

森島 友功ちゃん

やまぐち なな

松井 千隼ちゃん

山口 七愛ちゃん

（熊坂）

（青羽根）

（修善寺）

昼食のお弁当の配達

妊産婦

助産院での赤ちゃん

半日 2,000 円

赤ちゃん

一時預かり

１日 3,000 円

【利用の流れ】
①現在の困りごとや希望するサポートを子育て支援課保健師にご相談ください。
必要なサポートを一緒に考えます。
②利用するサポートを決めて、申請書を提出します。
③利用の決定を受けて、サポートを提供する事業者と利用日時、曜日などの具体
的な内容を決定します。
④サポートの提供を受けます。
⑤利用者負担額を事業者に支払います。
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！

しもやま ひろと

たかはし ゆま

支援センター名称（実施場所）

下山 大翔 ちゃん

髙橋 唯真 ちゃん

（大平柿木）

（加殿）

うえだ

バト

植田さん家族

ン
タッ
チ

てろう

手老さん家族
（熊坂地区）

自粛中で

く!
も自宅で楽し

伊豆市の自然
がたくさん

ひろき

大樹パパ

あずさ

梓ママ

ここな

心愛ちゃん（9歳）

あんじゅ

vol.45

庵樹くん（7歳）

安心して子育て出来る街
我が子2人は、４月に小学２年生と４年生に進級しました。元気
に毎日熊坂小学校に通っています。母親の私も熊坂小学校出身で、
毎日子どもたちも私と同じ通学路を歩き、私と同じ教室で過ごして
いることに喜びを感じています。昔から変わらず人数が少ない熊坂
ですが、地域の人たちが挨拶してくださったり、困ったことがある
と手助けしてくれたりと自分の育ったまちで安心して子育てできる
ことに幸せを感じています。
元気にやりたいことを実行できる子どもたちに育ってくれること
を楽しみにしています。（梓ママ）

伊豆市のだいすきなパン屋さん

2021. 7

実施時間

のびのび広場（修善寺保育園）

９時〜 11 時

わんぱく広場（修善寺東こども園）

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〜 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

子育て支援課からの

※利用できる条件や回数、利用者
負担額などの詳細は、子育て支援
課までお問い合せください。

相談・申込み先
子育て支援課
☎0558-72-9850

お 知 ら せ

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３年５月〜６月分）
は７月９日（金）に指定の口座に振り込みます。

実施日／月曜日〜金曜日
※わんぱく広場
（修善寺東こども園）
では、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。
※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！
やまだ

23

１食
500 円

生後６カ月までの

一時預かり事業

もりしま ゆうく

■
問合せ 子育て支援課☎0558（72）9864

たえこ

NEXT ▶ 山田多恵子さんにバトンタッチ

2021. 7

22

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

交通規制のお知らせ

東京 2020 お問い合わせ窓口☎ 0570-09-2020 ※通話料が掛かります。

東京 2020 大会開催に伴い競技会場、修善寺駅、伊東駅周辺で交通規制が行なわれます。
ご迷惑をお掛けしますが、行動時間や経路の変更など、混雑緩和にご理解とご協力をお願いします。

競技会場

伊豆ベロドローム

伊豆MTBコース

伊豆市

規制期間

発行

（法人番号：３００００２０222224）

自転車競技（マウンテンバイク）

自転車競技（トラック・レース）

◎オリンピック自転車競技（マウンテンバイク）競技期間

７26 月 ~ 27 火

◎オリンピック
自転車競技（トラック・レース）競技期間

８２ 月 ~８ 日

◎パラリンピック
自転車競技（トラック・レース）競技期間

８ 25 水 ~ 28 土

A

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企画財政課秘書室 ☎0558
（72）
1187
ホームページ http://www.city.izu.shizuoka.jp

凡例

会場エリア
（立入禁止）

通行禁止

関係者輸送ルート

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

７月 26 日（月）〜27 日（火）
８月 ２日（月）〜 ７日（土）
８月 ８日（日）
８月 25 日（水）〜28 日（土）

観客シャトルバス
ルート

10 時 30 分〜15 時
12 時 30 分〜15 時 30 分
７時〜10 時
７時〜10 時

A

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)
競技開催まであと
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◯トラック・レース…8月25日(水)〜28日(土)

日 (７月１日時点 )

