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

大会を盛り上げる市内イベントもスタート
いよいよ始まった東京２０２０大会。
現在ではパラリンピックに向けたおもてなしの準備なども進んでいます。
市民の皆さんには交通規制などでご不便もお掛けしますが、
一緒に東京２０２０大会を成功させましょう。

8 月のスケジュール in 伊豆市
８/２
（月）
〜8
（日）

◯オリンピック自転車競技（トラック・レース）

８/16
（月）

◯パラリンピック聖火リレーの聖火フェスティバルで活用する種火採火イベ ント

８/17
（火）

◯パリンピック聖火リレーの聖火フェスティバル採火式
❷
●

8/18
（水）
〜20
（金） ◯市民有志が育成したミニひまわりの集荷
◯ミニひまわりを市内に装飾

８/23
（月）

●
❶

東京２０２０大会開幕！

８/25
（水）
〜28
（土） ◯パラリンピック自転車競技（トラック・レース）
８/25
（水）
〜27
（金） ◯市内小中義務教育学校児童・生徒のパラリンピック自転車競技（トラック・レース）観戦

東京２０２０大会に向けて市民の皆さんと一緒にさまざまな準備を進めてきました。
いよいよ大会本番。
世界中の国と地域に『伊豆』が知られるときがやってきました。

伊豆市と”つながる”注目選手に声援を！
広報伊豆で取材をした自転車競技の代表選手や、伊豆市在住のパラリンピック柔道代表選手を紹介します
オリンピック自転車競技（トラック・レース）

わきもと ゆうた

脇本 雄太選手

男子ケイリン
男子スプリント

にった ゆうだい

新田 祐大 選手
男子ケイリン
男子スプリント

こばやし ゆうか

小林 優香 選手
女子ケイリン
女子スプリント

はしもと えいや

橋本 英也 選手
男子オムニアム

パラリンピック自転車競技（トラック・レース）

かじはら ゆうみ

なかむら きさと

梶原 悠未 選手

中村 妃智 選手

女子オムニアム
女子マディソン

女子マディソン

❹
●

パラリンピック 柔道
伊豆市
在住

かわもと しょうた

川本 翔大 選手
男子１kmタイムト
ライアル／男子３
kmパーシュート

ふじた

まさき

藤田 征樹 選手

すぎうら けいこ

杉浦 佳子 選手

ふじい

みほ

藤井 美穂 選手

つちや

みなこ

土屋 美奈子 選手

男子500mタイムト 女子500mタイムト 女子500mタイムト 女子70キロ超級
ライアル／男子３ ライアル／女子３ ライアル／女子３ （視覚障がい）
kmパーシュート
kmパーシュート
kmパーシュート

テレビ中継・インターネット配信スケジュールをチェック！

NHK
NHK オリンピック
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自宅で
観戦・応援
を楽しもう！

民放
検索

gorin.jp

❺
●

●
❸

❶４月23日に認定こども園あゆのさとの園児も手伝った修善寺駅周辺の装飾設置

検索

❷６月25日に行なわれたオリンピック聖火リレー

❸５月30日に日本競輪選手養成所で開催した市民参加イベント ❹３月19日修善寺駅で行なった聖火リレートーチの展示
❺市内小・中・義務教育学校の児童・生徒は大会に向けミニひまわりやアサガオを育成

2021. 8
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静岡県内各所で
東京 2020 パラリンピック聖火リレー開催

東京 2020 オリンピック聖火リレーがやってきた！

東京2020パラリンピック聖火リレーが、
オリンピックの熱気と興奮をつなぐため、
オリンピック終了後
からパラリンピック開会式までの移行期間に開催されます。

東京 2020 パラリンピック聖火は共生社会の実現が目的
シェア

ユア ライト

６月25日、修善寺温泉街で東京2020オリンピック聖火リレーが行なわれ、修善寺小学校前から修善寺
総合会館までの約1.8kmを9人の聖火ランナーが駆け抜けました。
沿道では、
『新しい時代の日の出となり、人々に希望の道を照らし出す』聖火リレーを、伊豆市の未来を
担う子どもたちが観覧しました。
子どもたちは、マスク着用、人と人との距離の確保、声を出さない応援などのルールを守りながら、元気
に笑顔でランナーの走行を見守っていました。

コンセプトである
『Share Your Light（英語）/ あなたは、
きっと、誰かの光だ。
（日本語）
』

伊豆市を駆け抜けた聖火ランナー

に基づいて、大会を契機に共生社会を実現し、人と人、人と社会との『新しいパートナー
シップ』を考えるきっかけとなることを目指し、原則として
『はじめて出会う3人』がチーム
になってリレーが行なわれます。
聖火リレーに用いられるパラリンピック聖火は、イギリスのストーク・マンデビルと国
内各地の複数個所で採火される炎から生み出されます。

静岡県内の東京 2020 パラリンピック聖火リレースケジュール
〜８／16（月）
まで
【事前の採火】 県内市町の任意の場所・方法で種火採火が行なわれます。
８／17（火）
【採火（式）】

県内35市町の任意の場所・方法で採火し、
ランタンに格納して集火式会場に運ばれます。

【集火式】

日本平夢テラス
（静岡市）
で、県内32市町の火を集火し、
東京2020パラリンピック聖火（静岡県）が生み出されます。

【聖火リレー】

熱海市→静岡市→御前崎市・菊川市→浜松市の順で、聖火リレーが行なわれます。

【出立式】

四ツ池公園陸上競技場（浜松市）から東京都に向けて、聖火が出立します。

みずぐち

水口

しげお

ながくら

茂生 さん

盲導犬の『イクション』
と一緒に走った時間はあっ
という間に感じましたが、
とてもいい思い出になり
ました。大学時代の友人たちがネットで配信されて
いる映像を見て
「勇気をもらった」
という連絡をくれ
たので、走って良かったと思いました。

長倉

走っている最中に子どもたちの姿が見え、笑顔で
走ることが出来ました。後日学校でも多くの子ども
たちが「先生格好良かったよ！」
と声を掛けてくれま
した。私が走ったことで、子どもたちが聖火に親しみ
を感じてくれたことがわかり嬉しかったです。

聖火リレーを盛り上げたサポートランナー
しだ

敷地内に入ってきたところから、市内全小中義務教
育学校の代表児童・生徒19人がサポートランナーと

静岡県内で行なわれるパラリンピック聖火フェスティバルで
活用する種火を採るイベントです。ぜひお越しください。

して走行し、伊豆市での聖火リレーゴールを盛り上

と き
ところ
内 容

／
／
／

８月16日（月）16時30分〜17時
伊豆市役所ロータンダ（修善寺図書館横の広場）
パラリンピック聖火リレーの聖火フェスティバルで活用する種火の採火

採火者
その他

／
／

市内福祉施設・団体の代表者（10施設・団体から各１人）
イベント観覧を希望する人は、８月８日（日）までに伊豆市ホームページから
お申し込みください。※出来る限り、徒歩・公共交通機関でお越しください。
※先着50人
※観覧対象：市内在住・在勤・在学者
▲観覧申し込み
７月21日時点の情報です。
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きんいち

最終ランナーの志太 勤一さんが修善寺総合会館

パラリンピック聖火リレー 種火採火イベント観覧者募集
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すみこ

須美子 さん

げました。
みす しょうた

三須 翔太 さん

すぎむら ゆい

杉村 優衣 さん

修善寺南小学校

緊張したけれど家族が応援してくれました。
ひよし あつき

日吉 篤輝 さん
とても緊張したけれど楽しかったです。

修善寺東小学校

最初は緊張していたけれど、お父さんが励まして
くれたので本番ではあまり緊張せずに走れました。
まるやま

丸山 ゆいか さん
始めは緊張したけれど、他の子どもたちと一緒
にやることだったし、スタッフの人も励ましてくれ
たので本番では緊張せずに走れました。
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１

自然の中でふるさとの
良さを実感！

５月 日︑
萬城の滝キャンプ場で
﹃ふるさと
学級﹄
の開講式と初回の活動を行ないました︒
市内の小学生 人が参加し︑ジュニアリー

２

動物愛護教室で命の
大切さを学ぶ！

月 日︑土肥小中一貫校で動物愛護教室

が開かれました︒

３

他地区を体感し︑
市内の魅力を再発見！

６月 日︑伊豆市の魅力再発見ツアーの第
２回﹃大人のちょい飲みツアー﹄を行ないまし
歳以

い飼い方や命の大切さを学びました︒児童た
参加者はお酒を楽しみ︑
﹃ベアードブルワリ

た︒今回のツアーは中伊豆地区に住む

ダー養成活動を行なっている﹃童親会﹄のメ
ちは柴犬やチン︑ゴールデンレトリバーなど
ーガーデン修善寺﹄で昼食をとり︑尺八の名

人がペットの正し

ンバーが講師を務めました︒
他校の児童に囲
６匹の犬の体を撫でたり︑聴診器を使って動

６

あさひだき

プロモーション看板設置

豊かな暮らしを伝える

たきおとしのきょく

上の人に限定して開催されました︒

ま れ て 緊 張 し て い た 子 ど も た ち も︑レ ク リ

県道をきれいに！
民間と共同で美化活動

する道路において︑清掃などの道路美化活動

ダプトロードプログラム﹄とは︑静岡県が管理

静岡県・伊豆市の３者で行なわれました︒﹃ア

トロードプログラム同意書調印式﹄
が北又区・

育てに対する支援制度︑利便性や効率性では

リーで︑やり取りを通じて伊豆市の移住や子

内容は男女が伊豆市に移住する恋愛ストー

性のあるプロモーション看板を設置しました︒

ＮＥのトーク画面をイメージしたストーリー

７月１日︑伊豆箱根鉄道三島駅構内にＬＩ

を行なうことに対し︑県が支援を行ない︑市

測れない伊豆市ならではの豊かな暮らしをア

６月 日︑伊豆市役所で﹃しずおかアダプ

５

た︒

曲﹃瀧落之曲﹄
が作曲された旭滝では︑尺八の

高齢になっても
生きいき過ごす！

今年度の教室は︑全９回の開催を予定して
います︒

４
６月 日︑修禅寺で生涯学習講座﹃いず生

けいこく

人 が𠮷野 真 常 住 職の講 話に耳 を

よしの しんじょう

きいきカレッジ﹄
が開講し︑第１回学習会が開
催されました︒
受講者
ごえいか

傾けました︒講話では︑修禅寺の
﹃桂谷 ヶ所
どうぎょうににん

巡り﹄
や︑
﹃同行二人﹄︑
﹃御詠歌﹄
についての説

は 参 加 団 体 が円 滑 な 活 動 を 行 なえるよう 協

日
ピールしています︒看 板は令 和４年６月
︵木︶まで三島駅に掲示されます︒

30
▲三島駅構内に設置した看板と出演職員

明がありました︒

▲旭滝で尺八演奏を楽しむ参加者

物の鼓動を感じたりしました︒児童たちも笑

１年 生 か ら ６年 生 の

12

力 する制 度で す︒伊豆市のアダプトロード参
加団体は５団体となります︒

▲調印を取り交わした北又区長（中央）

今年度の﹃いず生きいきカレッジ﹄は全７回
の開催を予定しています︒

よしのしんじょう

どうぎょうににん

30

▲あっち向いてホイを楽しむ児童

88

▲『同行二人』について説く𠮷野真常住職

▲動物とのふれあいを楽しむ児童

エーションを通じて笑顔を見せました︒

どうしんかい

10

演奏に耳を傾けました︒

20

６
顔で交流し︑和やかな雰囲気で行なわれまし

38
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58

29

24

26

防 災 1

■
問合せ 危機管理課 ☎0558（72）9867

災害が起こる前に
訓練の前に

自らの命を守り、地域を守ろう

市内の情報が手元に届く

情報メール

大地震が発生すると、私たちの住む地域は、建物の倒壊、火災の発生、水道や消火設備・道路

伊豆市情報メールを登録しよう！

の損壊などの被害が広範囲におよぶことが考えられ、国や県、市の対応だけではおのずと限界

がきます。そのため、皆さん自身が自らの命を守り、自発的な避難行動や地域で助け合って、救助

ご不明な点がございましたら、右上のQRコードを読み取るか、下のURL
に直接アクセスして
『よくあるお問い合わせ』のページをご覧ください。

活動、避難誘導、避難所運営などを行なうことが重要です。

検索

伊豆市情報メール

た医療救護活動を行なう場です。
医療救護所で行なう医療は、医師、歯科医師、薬
剤師などの医療救護班が担います。主にはトリアー
ジ（＊１）を行ない、重傷者や中等症者の応急手当
てが優先されます。
医療救護所が開設されると24時間体制で、医療
救護班が交代で運営し、開設期間は発災から概ね
3日間程度です。

局所的な災害が増える中、自ら危険を知るための情報取得が必要です。情報取得する手段は、日々進化
し、増えています。もしもの時に備え日頃から準備し、命を守る行動に繋げましょう。

医療救護所の開設場所
修善寺地区

修善寺生きいきプラザ

土肥地区

土肥小中一貫校
伊豆慶友病院

天城湯ケ島地区

中伊豆小学校

中伊豆地区

地震・台風・水害など、もしもの時に備えよう！

情報編

災害時に開設される医療救護所のお知らせ
医療救護所とは、災害時に応急手当を中心とし
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スマホをお持ちの人は
必ず入れて欲しい！

総合防災アプリ

詳細・ダウンロードは

体育館

（＊１）
トリアージとは、多くの負傷者が発生した場合に、
で
きるだけ多くの命を救うため、治療の必要性・緊急性が高
い人とそうでない人をグループ分けし、治療や医療機関へ
の搬送の順位をつけること。

災害時に慌てないためのトレーニング

９月5日
（日）
は防災訓練です！
９月５日
（日）
、南海トラフ巨大地震が突然発生した場合における、伊豆市総

必要な機能が充実で使いやすい

緊急時
平時

静岡県総合防災アプリ

検索

防災情報・お知らせ

現在地の防災情報

マップ・避難場所等

危険度体験

避難トレーニング

学習コンテンツ

市ホームページ

避難所・ハザードマップの再確認に

自宅や周辺の
危険性をチェック

大地震
（震度５強以上）
発生後、台風接近に伴う危険が高まった時には、
指定避難所を開設します。お住まいの避難所を市ホームページで確認しましょう。
避難所

伊豆市 避難場所一覧

合防災訓練を行ないます。

新型コロナウイルス感染症の完全な収束の見通しが立たない中であります

検索

お住まいの地区別、災害別のハザードマップを再確認
（各戸配布済み）
しましょう。
ダウンロードして印刷もできます。
検索
伊豆市 ハザードマップ

が、各地区の自主防災組織で実施する訓練に参加しましょう。訓練の詳細は
各地区にてご確認ください。

皆さん一人一人が防災意識を持つことが大切です。防災訓練などの地域

の防災活動に積極的に参加するなど、日頃から災害に備えましょう。

当日のスケジュール

訓練想定
駿河トラフから南海トラフにかけての巨大地震
（マグニチュード８）
が突然発生し、市内各地で家
屋の倒壊、山崩れ、がけ崩れなどの被害が発生
し、電気・ガス・水道などの生活関連施設にも被害
が発生したことを想定。

８時

訓練予告広報

８時３０分

地震発生（※）

８時３５分

大津波警報発令
（土肥地区のみ）

１２時

避難場所へ避難

各自主防災会により防災訓練実施
訓練終了

（※）
サイレン吹鳴・広報・メール配信します
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ラジオ

避難や災害時の情報を継続的に確認

ラジオは、過去の大きな災害時に、また発災後の情報取得に大きな役割を果たしています。伊豆市
は
（株）
FMISと
『災害時における緊急放送に関する協定』
を結んでおり、災害発生時などはラジオの
電波を利用し、継続的な情報発信を行なっていきます。
周波数は８７．
２MHｚ
一家、一事業所に一台

防災ラジオは市役所にて販売
しています。 １台1,000円
同報無線からの緊急情報が
自動で入る機能付きです。

手元にラジオがない！ラジオの電波が届かない！
FMISはパソコン・スマホでも聴くことができます！

詳しくは

エフエムイズ インターネット

検索

2021. 8
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修善寺駅前地区を
『景観まちづくり重点地区』に指定！
■
問合せ 都市計画課☎０５５８
（83）5206

その中で特に積極的に景観に関する取り組みを行なう地域を
『景観まちづくり重点地区』
として、指定しています。
今回、修善寺駅前地区は、修善寺温泉・桂谷地区、湯ケ島地区に続き、３カ所目の指定となります。地域の皆さん
と協力して景観まちづくりを進めていきます。

②

伊豆箱根
鉄道

寺橋

線

り線

号線

大仙１

保線

駅

久
前柏



1

P

景観まちづくりの方針

清掃の徹底など、観光客がホスピタリティを感じる景観づくりを進めます。

潤いのある狩野川沿いの景観を守り育てる
◯建築物や屋外広告物は、狩野川、狩野川遊歩道の桜並木や緑地、背景となる山並
みなど、周辺の自然景観と調和する形態意匠とし、統一感のある落ち着いた街並み
を誘導します。

景観資源の保全・活用と周遊性の向上によりにぎわいを創出する
◯歩行者やサイクリストにやさしい交通環境、休憩環境の整備、
ネットワーク向上によ
り、周遊性の向上を図ります。

2021. 8

５月 21 日
土肥支所 集会室

検索

▲市ホームページ

５月 24 日
修善寺総合会館 大研修室

市長が報告した『重要事項４つ』と 市民からの『主な質問』と『回答』
コロナ対策について

将来の市内経済の維持に備える財源を確保する

なるべく早く現役世代の人への接種を進める。感

ため、『隣接する公共施設との集約』、『近隣民間施

染が落ち着くまでは、市民や近隣市町の皆さんに

設の活用』、『大きな予算を必要とする施設の廃止』

は伊豆半島や県東部での宿泊を活用していただき、

の３つの基本方針を整備し、進める。

経済を維持していただきたい。

新市建設事業の状況

市職員は将来の計画作りや委託事業の管理に集

伊豆の国市と進めている新ごみ焼却施設や中伊豆

中し、その他の仕事をまとめて民間会社に委託する

温泉病院は現在工事に入っており、新中学校につい

など、市の仕事のやり方を大きく改革していく。来

ては、建設を予定している農地を開発する手続きな

年 4 月から委託を進めていきたい。

どを進め、中学校の隣には防災機能を備えた大き



◯多くの人が集まる場所、店舗などでは花、緑の演出、ベンチの設置、散策道の美化
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５月 20 日
中伊豆支所 第６会議室

伊豆市 タウンミーテイング

な公園の建設を予定している。

伊豆の玄関口として観光客がホスピタリティを感じる景観を醸成する

基準が、きめ細かくなります。詳しくは、
市ホームページや都市計画課へご確認ください。

５月 19 日
天城会館 劇場ホール

行政事務の包括委託について

中通

上船戸

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。

←駅前中通り線の東側（修善寺駅から東部分）が柏久保坂下２号線

修善寺駅
駅前

将来にわたり、安定的な行政運営のため、市所有の公共施設の適正化について重要

公共施設の再編成について

新
町
線

修善

重点地区区域界
狩野川ゾーン
沿道ゾーン
主要な通り

7号

①
伊東修善寺線
︵主︶

桂川

古川

狩
野
川
遊
歩
道

狩
野
川

※その他（黒線の範囲で色塗りを
してない区域）は、従来のまち
なかゾーンの基準を準用します。

町

熱海大仁線
︵主︶

さくら堤公園

新

企画財政課秘書室 ☎0558（72）1187

題を含め、市民の皆さんのご意見やお考えを伺うタウンミーティングを開催しました。

市では、良好な景観形成に取り組むため、平成29年に市内全域を対象に
『景観まちづくり条例』
を制定しました。

①狩野川ゾーン
②沿道ゾーン

■
問合せ

課題として取り組み、歳出の抑制や、新型コロナウイルス対策、その他のさまざまな課

９月から新しいルールが始まります

特性をふまえた２つのゾーンに区分け
による景観まちづくりを実施

タウンミーティングを開催しました！

修善寺駅前地区景観まちづくり

検索

皆さんからいただいた貴重な質問・ご意見と回答をまとめました

いらなくなった公共施設は解体するのか。また、
そのための専門の担当や係は作るのか。
可能な限り民間企業に使ってもらうため、無料
でも貸し出すことを考えている。そのような使い方
ができない施設については解体し、管理費の削減を
考えている。今までは財務課が担当していたが、こ
のような事を一元的に行なう資産経営課という課を
作り、その課で担当する。

ワクチン接種予約ができても一人暮らしで介助
が必要な人はどうすればいいのか。また、接種会場
まで行くことができても車いすなどの介助が必要な
場合はどうすればいいのか。
一人暮らしの人への個々のケアについては、介
護のプロ、地域包括の職員などで個別に検討します。
まずは、多くの人に接種をしていただき、全体を安
全にしたのち、個々のケースに対応する。会場には
車椅子を用意しているので職員が対応している。

行政について質問。専門的な知識のある職員が
少ない気がする。何年かすると異動するといったシ
ステムがあるのか。
大体 3 年間 3 カ所ぐらい経験し、概ね建設な
ら建設、福祉なら福祉と運用しようとはしている。
少しでも職員が自信をもって公務員としてのキャリ
アを積めるような工夫をしていきたいと思っている。

新中学校ができても少子化で同級生が少ないと
いうさみしい現実があることをお伝えしたい。
一番深刻に考えている問題。ここ２年間ほど、
移住希望者は多いが空家を貸していただけないと
いう状況が続いている。皆さんの地域で移住者に
対する受け皿作りをすすめ、行政で出来ない部分を
助けて欲しい。

2021. 8
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受けよう

小さな負担 で大きな安 心！

特定健診・がん検診
■
問合せ 健康長寿課 ☎0558（72）9861

コロナ禍で生活様式が一変したこの１年、健康上で心配なことはありませんか。
血圧、血糖などは、高い数値になっても自覚症状はほとんどありません。症状が出てか
ら病院に行くと、高血圧や糖尿病などの生活習慣病に進行していることがあります。

『福祉相談センター』の開設

一人で悩まずにすぐ相談
近年はニーズの複雑化・複合化した相談が多くなっていることから、市では専用の窓口
『福祉相談センター』を開設しました。
生活の不安や困りごとなど、どんなことでもだれでも（全世代対応）福祉に関する生活の不安や
心配、困ったときご相談ください。

収入が減り
生活が苦しい

学校に通いながら親の介護
をしているが、両立が困難

現在、特定健診・がん検診を実施しています。生活習慣病やがんの早期発見のため
に、年に１度は検診を受けましょう。
最 近 物忘れが ひどく預
貯 金の出し入れなど金

検診控えしていませんか？

銭管理に自信がない

昨年度は、「コロナの感染が怖いから」と検診を控える傾向が見られまし
た。
がん検診受診者数をみると、昨年度は前年に比べ、1 割減となりました。

働きたいけど、ずっと働い
ていないのでどうしたらい
いのか、わからない

障がいをもつ子と二人
暮らし、高齢となり今
後の生活が不安

2 人に 1 人は、かかると言われている
『がん』
は、早期がんでは無症状であ
ることがほとんどです。定期的な検診受診は、がんの早期発見につながりま
す。一般的に、早期発見ほど治りやすく、発見が遅れるほど治療が困難にな
ります。健康が気になる今だからこそ、定期的な検診が重要です。

伊豆 市 福 祉 相 談 センター
ワ ン ス ト ッ プ 窓 口

感染防止対策で安心して受診
医療機関や集団検診会場では、換気や消毒など感染防止対策に努めて
います。また、インフルエンザなどの感染症が流行していないこの時期に、
医療機関での検診受診もおすすめです。

☎0558-72-3202

１

生きいきプラザ１階

受診時の注意事項

MAIL：1stop@city.izu.shizuoka.jp

検診前は、検温し体調に問題がないことを確認してください。
体調がすぐれない人や発熱している人は受診をお控えください。

検診会場

消毒液

消毒液

など

消毒液

マスクの着用

13
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集団検診
会場

感染防止対策にご協力お願いします。

手指の消毒

会話厳禁

三密を避けるため、イスや日陰の確保が
難しい会場もあります。熱中症対策などに
備え、ご自身でご準備をお願いします。

＋

平日 8 時 30 分〜17 時 15 分受付

専門職（社会福祉士・精神保健福祉士・
保健師・看護師等）相談スタッフがお話
を伺います。
・生活困窮者自立支援相談
・成年後見人利用相談

日傘や帽子

簡易イス

など

相談者の秘密は厳守します。
まずは気軽にご連絡ください。

2021. 8
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Information

お知
らせ

若年がん患者等支援事業

お知
らせ

Information

期限内に更新手続きを！

ーがんと向き合うあなたを応援しますー

ー重度心身障害者（児）医療費助成制度ー

がん治療の副作用で起こる、見た目の変化や将来
の不安など、様々な苦悩を軽くするためにかかる費用
の一部を負担します。
①将来こどもを望む若年がん患者のための支援
内容：精子、卵子の凍結保存にかかる費用の助成
②治療によって変化した見た目のケア
内容：医療用ウィッグの購入、乳房補整具の購入
費用の助成
③子ども・若年がん患者の在宅療養生活を支援
内容：訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具にかか
る費用の助成
※①と③は40歳未満の年齢制限あり

現在交付している受給者証の有効期限は９月末日
です。更新の案内を８月上旬に郵送しますので、期日
までにお手続きください。
重度心身障害者（児）医療費助成制度とは
対象／次のいずれかに該当する人
○身体障害者手帳１・２級
○身体障害者手帳３級（内部障害）
○療育手帳Ａ
○精神障害者保健福祉手帳１級
○特別児童扶養手当１級
※所得の状況により助成を受けられない場合があ
ります。
助成内容／申請により受給者証を交付された人に、１
カ月１医療機関当たり500円の負担金を差し引いた
金額を、診療月から約４カ月後に助成します（薬局分
の負担金はありません）。
※身体障害者手帳３級（内部障害）の人は、内部障害
に関する医療費のみを助成します。
※新たにこの制度の対象となったときの年齢が65歳
以上で、住民税が課税されている世帯の場合は、通
院にかかる医療費のみを助成します。

問合せ 健康長寿課☎72-9861

お知
らせ

各種保険料の減免について

ー新型コロナウイルスの影響により、
減免が受けられますー

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保
険料をお納めの人で、対象要件に該当する場合減免
が受けられます。
対象要件／
①主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷
病を負った場合
②主たる生計維持者の今年度の収入額が、前年度
に比べ10分の3以上の減少が見込まれる場合
※詳しくはお問い合わせください。
申請期間／令和４年３月31日（木）まで
必要書類／
〇申請書
〇対象要件に該当することが証明できる書類
（診断書または給与明細等）
問合せ・申込み
国民健康保険料…市民課☎72-9858
後期高齢者医療保険料…市民課☎72-9856
介護保険料…健康長寿課☎74-0150

問合せ 社会福祉課☎72-9863

お知
らせ

介護保険料減免制度について

65歳以上の人（生活保護を除く）のうち、次のすべ
ての要件に該当する人を対象に介護保険料の減免が
受けられます。
要件／
〇世帯全員が市民税非課税であること
〇世帯全員に所得がないこと
〇世帯の年間収入（仕送りを含む）が生活保護法
による保護の基準に規定する生活費以下である
こと
〇市民税課税者に扶養されていないこと
〇市民税課税者と生計を共にしていないこと
〇資産などを活用してもなお、生活が困窮してい
る状態にあり、 現金・預貯金・有価証券の保有
総額が350万円以下であること
詳しくはお問い合わせください。
問合せ 健康長寿課☎74-0150

15
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12歳以上の全市民に新型コロナワクチン接種券を発送しました。

※７月12日現在
今後対象となる12歳のお子さんは、誕生月に、随時、接種券を発送します。
※12歳～18歳のお子様が接種を受ける場合は、原則、保護者の同伴をお願いいたします。
【接種の予約先】

コールセンター☎０５７０-０１５-６７2

（8時30分～17時15分 土日祝日を除く）

予約サイト https://v-yoyaku.jp/220003-izukyodo
※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。
※生きいきプラザでの集団接種は９月10日（金）で終了予定です。
今後は医療機関での個別接種に移行します。
※随時、接種可能な個別医療機関が更新されます。
詳細は、市ホームページをご覧ください。

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
年金の納付、受給手続きについて三島年金事務所
の職員が相談に応じます。相談は事前予約制です。
とき／９月16日（木）
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などをお持ちください。
予約受付期間／８月２日（月）～先着順
※予約の際に年金番号や配偶者様のお名前、旧姓な
どをお聞きすることがございます。
問合せ・申込み 市民課☎72-9858

伊豆市役所からの

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

募集

市民後見人養成研修受講者

市民後見人として活動するうえで必要な知識・技術
を学びます。参加を希望される人は福祉相談センター
までお問い合わせください。
市民後見人養成研修募集の説明会を行ないます
（個別：要予約）
とき／８月１日（日）～９月30日（木）
ところ／修善寺生きいきプラザ 受講料／無料
申込方法／電話にてお申込みください
市民後見人養成研修はYouTube視聴による在宅学
習を主とし、３回の集合学習、実習を行ないます。
市民後見人とは一般市民による後見人などのことです｡

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

▲伊豆市公式SNS

問合せ・申込み
伊豆市福祉相談センター☎72-3202
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Information

お知
らせ

津波が来るぞ すぐ避難！

開催

Information

創業を検討している人へ

ー『津波フラッグ』は避難の合図ー

ー『創業塾』を開催しますー

海水浴場などで、
『津波フラッグ』により大津波警
報、津波警報、津波注意報（以下、
『津波警報など』
という）が発表されたことをお知らせする取り組みが
始まりました。
津波警報などは、テレビやラジオ、携帯電話、サイ
レン、鐘など、様々な手段で伝達されますが、令和２
年夏から海水浴場などで赤と白の格子模様の旗『津
波フラッグ』による視覚的伝達が行なわれるようにな
りました。
『津波フラッグ』を用いることで、聴覚に障
がいをお持ちの人や、波音や風で音が聞き取りにくい
遊泳中の人などにも津波警報などの発表をお知らせ
できるようになります。海水浴場や海岸付近で津波フ
ラッグを見掛けたら、速やかに避難を開始してくださ
い。
詳しくは気象庁HPの『津波フラッグ』のページをご
覧ください。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/
tsunami_bosai/tsunami_bosai_p2.html

市では、創業塾の開催を計画しています。創業に関
する経営の基本、資金・経営計画、SNSの活用手法な
どを学ぶことができます。
日程(予定）／
① ９月11日（土）経営の基本
② ９月25日（土）資金・経営計画、融資について
③10月 ９日（土）労務、Web・SNSマーケティング
④10月22日（金）個別相談会〈希望者のみ〉
⑤11月 ６日（土）経営計画の発表
とき／各回13時～16時30分
ところ／修善寺総合会館２階第1会議室
受講料／無料
特典／創業塾を受けたことの証明書
※融資や保証を受けるときや会社設立時などに証明
書を各機関へ提出することで特例を活用すること
ができます。
詳細や申し込みは、お問い合わせください。
問合せ・申込み 観光商工課☎72-9911

問合せ 危機管理課☎72-9867

▲『津波フラッグ』を振るイメージ
（公財）日本ライフセービング協会提供
※旗を建物に掲げるなど他の手法で
お知らせすることがあります。

みんなの掲示板
市役所以外のお知らせコーナー
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お知
らせ

融資を受けて創業した人へ

ー創業資金利子補給金ー

開催

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(金)13時30分～
ところ／天城会館 天城劇場ホール
［都市計画原案の概要］
伊豆都市計画道路の変更
１・５・１号 伊豆縦貫自動車道の追加
［公述を希望する人］
公聴会で意見を述べる場合、公述申出書（県都市
計画課ホームページからダウンロード可）に必要事
項を記入し、８月13日(金)17時15分まで（必着）に
直接または郵送で、県都市計画課まで提出してくだ
さい。
※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16日（月）以降に県都市計画
課までお問い合わせください。
［都市計画原案の閲覧］
閲覧場所／県都市計画課ホームページ並びに県都
市計画課および市都市計画課窓口
閲覧期間／８月６日（金）～13日（金）
［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］
（１）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。
（２）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は、マスクの着用と入
室時のアルコール消毒に御協力ください。
問合せ
市都市計画課☎83-5206
県都市計画課☎054-221-3062
県都市計画課HP：
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke510a/00index.html

対象の融資を受けて市内で創業した人に対して、利
子補給を行います。
対象／開業パワーアップ支援資金または日本政策金
融公庫の創業支援に係る資金の融資を受けた人（そ
の他条件あり）
交付額／創業資金の利子の額（上限10万円）
交付対象期間／償還を開始した日から１年
申請期間／交付対象期間が終了した日から60日以内
お申し込みや詳細は、お問い合わせいただくか市ホー
ムページをご覧ください。

市民サービスの向上や行政サービスの効率化を図
るため、住民や事業者の皆さんが市に申請、届出など
の手続きを行なう際に必要な押印を一部廃止します｡
対象となる申請書などについては、市ホームページ
をご確認ください。

問合せ・申込み 観光商工課☎72-9911

問合せ 総務課☎72-1111

お知
らせ

開催

子育ておしゃべりサロン

子育て中の保護者から気軽に相談をしてもらう『子
育ておしゃべりサロン』を開催します。
子育てがうまくいかない、子どもの悩みや心配事な
ど誰かに聞いてもらいたいと思ったことはありません
か？一人で悩まず、おしゃべりサロンに参加して気軽
にお話ししましょう。
とき／８月19日（木）
９月16日（木）
10月21日（木）
ところ／生きいきプラザ２階 和室
対象／市内に住む子育て中の保護者、家族
進行／家庭教育支援員
当日参加も可能ですが事前に申し込みをお願いします｡
問合せ・申込み 社会教育課☎83-5476

募集

ふるさと納税参画事業者募集

ー自慢の品物をふるさと納税の返礼品
に登録しませんかー
以下のものにあてはまれば伊豆市のふるさと納税
の返礼品として登録ができます。
〇市内で生産・加工・製造しているもの
〇市内の原材料を使用しているもの
〇市内でサービスが受けられるもの
〇伊豆市に特に縁があるもの
など
『ぜひ登録したい！』という人から『この商品は返礼
品として登録できるか確認したい』という人までお気
軽にお問合せください。
問合せ・申込み 企画財政課☎88-8008

押印手続を見直します
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Information

お知
らせ

危険物取扱者試験

危険物取扱者試験についてお知らせします｡
とき／11月７日（日）
ところ／飛龍高等学校（沼津市東熊堂491）
試験の種類／①甲種 ②乙種全類 ③丙種
試験手数料／①6,600円②4,600円③3,700円
申込方法／各消防署所にある所定の申込用紙を消
防試験研究センター静岡県支部に郵送またはホーム
ページ（https://www.shoubo-shiken.or.jp/）よ
り電子申請にて申込み
申込期間／
書面申請 ８月30日（月）～９月９日（木）
電子申請 ８月27日（金）～９月６日（月）
問合せ・申込み
田方防火協会（駿東伊豆消防本部 第二方面本部内）
☎76-2280

お知
らせ

問合せ・申込み
伊豆市社会福祉協議会 本所☎83-3013

子ども英語教室

ーふれっぷで一緒に楽しく英語を学ぼう！ー
海外に出掛けて英語に触れ合うことも増えていく
子どもたちのために、早いうちから英語の音に慣れて
おきましょう。
内容／歌、ゲーム、ダンス、工作
とき／毎週金曜日16時～（５０分間）
対象／２歳～小学校低学年程度まで
（園児は保護者同室できます）
ところ／中伊豆室内温水プール２階見学コーナー
料金／１回５００円 持ち物／飲み物、マスク
申込み／中伊豆室内温水プールふれっぷに前日まで
にお電話で申込みをしてください。初回のみ、申込み
用紙に記入していただきます。
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
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いずっぱこ絵画展作品募集

ーみんなの絵が電車の中吊りにー

駿豆線沿線地域活性化協議会では、10月に運行予
定の『いずっぱこ絵画展電車』に掲示する作品を募集
しています。
テーマ／わたしの街といずっぱこ
参加資格／小学生以下
募集期間／８月１日（日）～９月23日（木・祝）
募集方法／三島駅、三島広小路駅、大場駅、伊豆長
岡駅、修善寺駅、伊豆箱根鉄道本社（大場）へ応募用
紙を持参。
用紙サイズ／Ｂ３画用紙横書き
入選賞／入選者観覧乗車証
※詳細は伊豆箱根鉄道へお問い合わせください。
問合せ・申込み
伊豆箱根鉄道鉄道部☎055-977-1207

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
イルス感染症に起因する債務返済等に関する困りご
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／8月10日（火）９時30分～11時30分
ところ／中伊豆保健福祉センター
申込み／事前予約が必要です

募集

募集

Information

募集

いずっぱこ歴史新聞作品募集

ー地域の歴史を調べて発信してみようー

駿豆線沿線地域活性化協議会が作成するパンフ
レットに掲載する、地域の歴史をテーマにした手作り
の歴史新聞を募集します。
テーマ／わたしの街の歴史
参加資格／小学生以下（グループでの参加も可）
募集期間／８月１日（日）～９月23日（木・祝）
募集方法／三島駅、三島広小路駅、大場駅、伊豆長
岡駅、修善寺駅、伊豆箱根鉄道本社(大場)へ応募用
紙を持参。
用紙サイズ／Ａ４横書き
入選賞／駿豆線１日乗り放題乗車券『旅助け』の引換券
※詳細は伊豆箱根鉄道へお問い合わせください。
問合せ・申込み
伊豆箱根鉄道鉄道部☎055-977-1207

開催

県民の日関連イベントを
開催します

お知
らせ

8月21日は『県民の日』

県内各地でイベントや施設の割引などが行なわれ
ます｡市内では、５つの施設が対象です。詳細は、各施
設にお問い合わせください。
市内でのサービス／
①修善寺虹の郷
割引：大人610円引き、子ども310円引き
日時：８月21日(土)
問合せ ☎72-7111
②天城ふるさと広場
割引：テニスコート(クレー)使用料
日時：８月１日(日)～31日(火)

問合せ ☎87-1800
③だるま山高原レストハウス
割引：黒米ソフトクリーム 50円引き
日時：８月21日(土)
問合せ ☎72-0595
④昭和の森会館
割引：伊豆近代文学博物館 入館料無料
日時：８月16日(月)～22日(日)
問合せ ☎85-1110
⑤伊豆市湯の国会館
特典：次回から使用できる招待券
日時：８月21日(土)
問合せ ☎87-1192

募集

伊豆半島ジオ検定（３級）

楽しみながら伊豆のことを学べる人気のご当地検
定です。どなたでも無料で受検できるので、この機会
にチャレンジしてみませんか。
受検方法／
①伊豆半島ジオパーク推進協議会のホームページ、
または、観光商工課の窓口で問題、回答用紙を
入手。
②回答用紙、返信用封筒（94円切手添付）を８月
31日（火）までに伊豆半島ジオパーク推進協議
会に送付（当日消印有効）。
※オンラインでも受検可能
受検期間／７月16日（金）～８月31日（火）
詳細は伊豆半島ジオパークホームページでご確認くだ
さい。
問合せ・申込み
伊豆半島ジオパーク推進協議会☎72-0520

8月22日（日）に、トレーニングルーム無料開放の
ほか、体組成測定会などさまざまな催しを予定してい
ます。
問合せ 静岡県総合健康センター☎055-973-7000

540円引き

▲ジオパークホームページ

募集

防衛省採用試験案内

令和３年度自衛官採用案内についてお知らせします｡
区分／①航空学生②一般曹候補生③自衛官候補生
試験日／
①９月20日（月・祝）
②９月17日（金）・18日（土）・19日（日）
（内指定する１日）
③８月29日（日）、９月25日（土）・26日（日）
試験申込み／
①～９月９日（木）②～９月６日（月）③随時募集中
詳細については自衛隊三島募集案内所にお問い合わ
せください。
問合せ・申込み
自衛隊三島募集案内所☎055（989）9111

お知
らせ

『子どもの人権110番』強化週間

ーひとりで悩まず、電話してくださいー

いじめや体罰、虐待などのお悩みについてお電話
ください。家族からの相談も受け付けています。
とき／８月27日(金)～９月２日(木)
８時30分～19時
ただし土・日曜日は10時～17時まで
※強化週間以外の期間でも、下記の電話番号
で、平日の８時30分～17時15分で相談を受
け付けています｡
主催／静岡地方法務局、静岡県人権擁護委員連合会
問合せ
静岡県人権擁護委員連合会☎0120-007-110

開催

とっこ公園マーケット

ーだるまっ子市開催のお知らせー
さまざまなジャンルのこだわりの商品が大集合！お
気に入りの一品を見つけに来ませんか？
とき／８月15日（日） 10時～17時
ところ／独鈷の湯公園
出店者数／14ブース ※予定
販売商品／
飲食：プルコギサンド、パン、焼き菓子など
物販：ハンドメイド雑貨、和小物など
注意事項／マスク着用などの新型コロナウイルス感
染症対策をしてご来場ください。
問合せ （一社）伊豆市産業振興協議会☎72-7007
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９月の 予 定

（令和３年８月1日現在）

（令和３年８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

８日（水）10時〜12時

②

行政相談

14日（火） ９時〜12時

③

結婚相談

④

職業相談

消費者相談
⑤
（随時受付）

⑥
⑦

予約

問合せ

1

水

2

木

3

金

4

土

5

日

●伊豆市総合防災訓練

●修善寺図書館開館延長

市民課☎72-9858

市民相談室

要予約

市民課☎72-9858

6

月

●図書館休館日（市内図書館）

11日（土）13時〜15時

生きいきプラザ

不要

市民課☎72-9858

7

火

●離乳食教室（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)

不要

伊豆市地域職業相談室
☎74-3075

8

水

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

27日（月）13時30分〜15時

人権相談

14日（火）14時〜16時

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

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。

社会福祉課☎72-9863
社会福祉課☎72-9862

木

10

金

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。

●１歳６カ月児健診・フッ化物塗布
（生きいきプラザ）
●まちの保健室（土肥支所）

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（土肥支所）

18

土

●子宮・乳がん検診（生きいきプラザ）

19

日

火

水

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（牧之郷公民館）
●健康相談・フッ化物塗布（土肥支所）
●肺・大腸がん検診
（大平公民館・カインズ横マックスバリュ
修善寺店）

23 木・祝
金

25

土

26
●２歳児・２歳６カ月児健診・フッ化物塗布
27
（生きいきプラザ）
●図書館休館日（市内図書館）

日

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（生きいきプラザ）
●マイナンバーカード臨時交付窓口開設

12

日

●マイナンバーカード臨時交付窓口開設

13

月

14

火

●まちの保健室（生きいきプラザ）

水

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（狩野ドーム）
●肺・大腸がん検診
（天城湯ケ島市民活動センター）
●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（修善寺総合会館）
●肺・大腸がん検診（牧之郷公民館）
●修善寺図書館開館延長

木

21

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（狩野ドーム）
●肺・大腸がん検診（熊坂公民館）
●特別整理日(市内図書館)９月28日まで

24

土

16

金

22

●修善寺図書館開館延長

11

15

17

20 月・祝 ●図書館休館日（市内図書館）

生きいきプラザ 要予約

9

９月の 予 定

●子宮・乳がん検診（生きいきプラザ）
●健康相談・フッ化物塗布
（中伊豆ふれあいプラザ）

月

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（生きいきプラザ）

28

火

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（熊坂公民館）
●健康相談・フッ化物塗布（生きいきプラザ）
●肺・大腸がん検診
（駅前コミュニティー会館・大野公民館）

29

水

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（中伊豆ふれあいプラザ）

30

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（修善寺総合会館）
●修善寺図書館開館延長

木

：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。
納期限

休日当番医

●上下水道料金（修善寺地区以外）、温泉料金 ………27 日
●国民健康保険税（３期）、後期高齢者医療保険料（２期） ………30 日

人口と世帯数
人の動き

●
●
●
●
●

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

人口／男：14,158 人
転入数／ 42 人
転出数／ 69 人

女：15,355 人

出生数／ 10 人
死亡数／ 44 人

● 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、14日、21日、28日

計：29,513 人

世帯数／ 13,454 世帯

2021. 8

医療機関

所在地

電話番号

５
（日） つちやクリニック

伊豆の国市田京

☎0558(77)1511

12（日） 伊豆赤十字病院

伊豆市小立野

☎0558(72)2148

1９
（日） 大仁クリニック
20
南雲整形外科
（月・祝）
23
西脇内科
（木・祝）
26（日） 大和堂医院

その他／２人 増： 54 人
その他／ 0 人 減： 113 人

365日24時間
（令和３年７月1日現在）
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犯罪発生状況（６月末現在 ）

※緊急の場合は 119

日

公共施設休業日

大仁警察署管内

伊豆の国市大仁

☎0558(76)2556

伊豆市柏久保

☎0558(72)3111

伊豆の国市大仁

☎0558(76)3712

伊豆市修善寺

☎0558(72)0015

犯罪名

件数

刑法犯

約120（－28)

窃盗犯

約80（－16)

うち空き巣

6（－3）

うち自転車窃盗

7（－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）

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。

▲大仁警察署ホームページ

2021. 8
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伊

豆

市

子

育

て

てキャッチコ
市子育
ピー
伊豆

信

通

多胎妊産婦支援事業のご案内
くまやま えいと

もりしま たいち

（土肥）

（小下田）

熊山 瑛斗ちゃん

井上 晴翔ちゃん

標準的な妊婦健康診査は、妊娠 23 週までは４週間に１回、24 〜 35 週までは２週間に１回、妊娠 36 週
以降は１週間に１回となり、出産まで計 14 回の健診となります。
多胎の妊娠になると母体に掛かる負担や胎児のリスク管理が大切になるので妊婦健診の間隔や回数が増え
ることから自己負担額も多くなります。
そこで、今年の４月から多胎妊産婦支援として妊婦健康診査の費用を償還払いする制度が新しくはじまり
ました。
おやいで

かえ

土屋 華衣ちゃん

（年川）

うめはら めい

いいいずみ ゆあ

（大野）

（柏久保）

梅原 芽郁ちゃん

（牧之郷）

そうた

小柳出 颯太ちゃん

■
問合せ 子育て支援課 ☎0558（72）9850

（土肥）

つちや

妊婦健康診査費用の償還払いについて

森島 大智ちゃん

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。

いのうえ はると

償還払い額

妊婦健康診査１回 5,000 円を最高 5 回まで

手

続

き

産後、償還払申請書を記入

持

ち

物

妊婦健康診査領収書、母子健康手帳、印鑑、振込み先口座情報の分かるもの

その他に多胎児支援として、産前産後のママ応援事業（育児サポート訪問・
赤ちゃん一時預かり）は赤ちゃん一人当たりで利用ができます。
また、産後ケア事業の利用者負担は一人の時と同額で利用できます。

飯泉 結愛ちゃん
子育て支援課☎0558-72-9850

相談・申込み先

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！
てろう

すずき ひろや

支援センター名称（実施場所）

手老 らら ちゃん

鈴木 宏弥 ちゃん

（下白岩）

（柏久保）

てろう

バト

手老さん家族

ン
タッ
チ

ね
やっと会えた

やまだ

山田さん家族
（熊坂地区）
あいいちろう

虹の郷のロム

ニー鉄道で

!

たえこ

愛一郎パパ・多恵子ママ

こはる

心春ちゃん（13歳）

しおん

心穏ちゃん（11歳）

みゆ

vol.46

心優ちゃん（8歳）

しほ

心保ちゃん（1歳）

ゆかいな山田家
伊豆市へ引っ越してきて２年が経ちました。すぐに皆さんが受け入れて
くださり、子どもたちものびのびと育っています。市全体がアットホーム
な場所で、とても充実した日々を過ごせています。緑豊かな自然の中でも
不便に感じる事はなく、引っ越して来て本当に良かったと思います。虹の
郷・六仙の里は子どもの散歩・遊びにはとても良い場所で気軽に立ち寄れ
る場所なので好きです。
子どもたちの成長は毎日違う発見があり、笑ったり、笑ったり、笑った
りと…賑やかすぎる家族です！これからも、伊豆市を満喫する日々を過ご
して行きたいです。（多恵子ママ）

にぎやかな家族

2021. 8

実施時間

子育て支援課からの

お 知 ら せ

児童扶養手当現況届の提出をお願いします

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

受付場所／生きいきプラザ２階 子育て支援課

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

※19 日（木）・26 日（木）は 19 時まで延長します。

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。

毎年８月は児童扶養手当の更新時期です。対象者には、
７月下旬にご案内と申請書を送付しますので、期間内
に必ず申請してください。
受付期間／８月２日（月）〜 31 日（火）
受付時間／９時〜 17 時

※21 日（土）９時〜 12 時まで受付します。

児童手当・こども医療・ひとり親医療
−更新手続きはお済みですか？−
児童手当や医療費受給者証は、毎年６月中に下記の書

■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！
やぎ

23

■
問合せ 子育て支援課☎0558（72）9864

類を提出していただき審査しています。まだ申請をし
ていない人は、至急提出をお願いします。
■提出が必要な書類
〇児童手当現況届
〇こども医療費受給者証更新申請書
〇ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書

えりか

NEXT▶ 八木恵理香さんにバトンタッチ

2021. 8
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天城地区にお住まいの人限定！

第５回伊豆市の魅力再発見ツアー開催！

鎌倉殿ゆかりの史跡と奥の院弁当を食すツアー
参加者募集！
発行
伊豆市

（法人番号：３００００２０222224）

９
11 土

市内の魅力ある観光素材を再発見するために５月から令和４年４月の期間で
計 12 回のツアーを市民対象に開催します。

コース

※小雨決行・雨天中止

凡例 ⇒：バス ・・・：徒歩

天城会館（９時発）⇒ なべ石 ⇒ だるま山高原レストハウス ⇒ 奥の院（昼食）
・・・桂谷地区散策 ⇒滝下橋駐車場・・・修禅寺・・・平和観音・・・安達盛長の墓
・・・源範頼の墓・・・竹林の小径・・・指月殿・源頼家の墓・十三士の墓
・・・杉の湯・独鈷の湯・・・日枝神社・・・滝下橋駐車場 ⇒ 天城会館（16 時 30 分着）

みどころ
・仁科峠にある『なべ石』からは、富士山と駿河湾を一望できます。
・昼食は弘法大師が修行したといわれる奥の院で、地元で育てたお米や
旬の野菜を使用した湯舟地区のおかあさん特製のお弁当を食します。
・源氏にまつわる伝説や源氏ゆかりの史跡をガイド付きで巡ります。

▲なべ石からの眺望

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

【注意事項】

※保険料として当日 500 円を徴収いたします。
▲昼食イメージ
※履きなれた靴でご参加ください。
※昼食は奥の院で特製弁当を食します。※参加者負担（1,000 円）
※募集期間は８月 10 日（火）〜９月３日（金）15 時まで、電話対応のみとなります。
※先着 30 人（最少催行人員 10 人）です。満員になり次第締切になります。
※対象地区のツアーには複数回申込可能ですが、多くの人にご参加いただきたいため初回
参加者を優先します。
※新型コロナウイルス感染拡大対策にご協力ください。
※発熱などの風邪の症状が見られたら参加を中止してください。
この場合（一社）伊豆市産業振興協議会までキャンセルのご連絡をお願いします。

▲伊豆市
観光情報特設サイト

問合せ・申込み
（一社）伊豆市産業振興協議会 TEL：0558-72-7007 8 時 30 分〜 17 時 15 分（土日祝日を除く）

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

修善寺虹の郷『夏休みイベント』

爽やかな青空のもと、夏を感じながらさまざまな楽しいイベントを体験してください。
●ゲームコーナー ８月１日（日）・７日（土）〜 15 日（日）
●真夏の雪遊び広場 ※氷の彫刻 ８月 13 日（金）
●グッチの怪談話し ８月 13 日（金）、14 日（土）
●手ぶらでバーベキュー
８月１日（日）
・７日（土）〜 15 日（日）
・21 日（土）
・22（日）
・28 日（土）
・29 日（日）
●ロムニー鉄道１day フリーパス 〜８月 29 日（日）
※伊豆市民入園料無料
問合せ

修善寺虹の郷 ☎0558-72-7111

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)

