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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

東京2020大会会場の様子をお知らせします
マウンテンバイク 会場：伊豆マウンテンバイクコース
選手たちは、世界トップレベルの難しいコースを泥まみれになりながら、駆け抜けました。
女子クロスカントリーでは、
スイス選手が金・銀・銅を獲得し、表彰台を独占しました。
また、伊豆マウンテンバイクコースには、
『天城越え』、
『浄蓮の滝』、
『踊り子歩道』、
『わさび』、
『伊豆
半島』
といった地元の観光名所にちなんだ名称が付いています。
男子では7周、女子では5周コースを走って競技が行なわれたため、伊豆の地名が世界中に発信さ
れました。

トラック・レース 会場：伊豆ベロドローム

❷
●

屋内競技場で唯一有観客となった伊豆ベロドロームでは、観客がマスク着用や手指消毒などの新
型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で、競技が行なわれました。
女子チームスプリント、女子チームパーシュート、男子チームパーシュートでは、世界新記録が更新
され、会場は観客の大きな拍手に包まれました。
また、学校連携プログラムで観戦した静岡県立伊豆総合高等学校の生徒たちは、世界トップ選手の
活躍を目の当たりにして、
目を輝かせていました。

●
❶

世界最大のスポーツ・文化・平和の祭典
東京２０２０オリンピック競技大会がやってきた！
世界の２０６の国・地域から集まったトップ選手たちが
ここ伊豆市で９日間にわたり、熱戦を繰り広げました

伊豆会場の観客数（大会組織委員会発表）
日にち

主な競技

観客数

男子クロスカントリー

3,400 人

女子クロスカントリー

2,900 人

８月 ２日（月）

女子チームスプリント

600 人

８月 ３日（火）

女子チームパーシュート
男子チームスプリント

500 人

８月 ４日（水）

男子チームパーシュート

600 人

８月 ５日（木）

男子オムニアム
女子ケイリン

800 人

８月 ６日（金）

女子マディソン
男子スプリント

700 人

８月 ７日（土）

男子マディソン

800 人

８月 ８日（日）

女子オムニアム
女子スプリント
男子ケイリン

900 人

７月 26 日（月）
７月 27 日（火）
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会場
伊豆マウンテン
バイクコース

伊豆
ベロドローム

●
❸

❺
●

❹
●

❶伊豆マウンテンバイクコースに設置されたオリンピック・シンボルと国旗
❷伊豆マウンテンバイクコースを走る選手

❸伊豆ベロドロームを走る選手

❹会場内モニターに映し出された静岡県立伊豆総合高等学校の生徒

かじはらゆうみ

❺銀メダルを獲得し観客に感謝を伝える梶原悠未選手
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世界トップ選手が伊豆で競いました

修善寺駅で観客を笑顔で迎え入れました

伊豆市で行なわれた当大会の競技結果をお知らせします。

銀

７月・８月に市内で行なわれた東京2020オリンピック競技大会自転車競技（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、会場への
最寄り駅・修善寺駅に訪れた観客に対して、暑さ対策などを行ないました。

自転車競技日本女子初のメダル獲得！

８月８日の女子オムニアムで、梶原悠未選手が銀メダルを獲
得しました。
梶原選手をはじめ、トラック・レース日本代表選手の皆さん
は伊豆ベロドロームを拠点に練習してきました。

伊豆市の取り組み
伊豆市でオリンピックが行なわれた9日間は、毎日最高気温が
約30度でした。
観客の暑さ対策として、冷やしたペットボトル入りの飲料や紙う

トラック・レース
わきもと

ちわ、塩あめを配布しました。

ゆうた

にった

脇本 雄太 選手

男 子ケイリン ７ 位
男子スプリント ９位

男子ケイリン
男子スプリント

こばやし ゆうか

はしもと

修善寺駅北口・西口・南口には、
クールミストを設置してあった

ゆうだい

新田 祐大 選手
16位
26位

ため、その下を通った観客は暑さをしのいでいました。

５月から市内中学校（3校）
・義務教育学校後期課程（1校）の生徒

えいや

小林 優香 選手

橋本 英也 選手

女子ケイリン
16位
女子スプリント 16位

男子オムニアム

たちが育ててきた600本のミニひまわりを、オリンピック期間中、修
善寺駅に150本・ラフォーレリゾート修善寺周辺に450本設置しまし

15位

た。夏の強い日差しの中、
ミニひまわりは元気に花を咲かせ、観客
や選手を花言葉の『笑顔』
で迎え入れていました。

かじはら

ゆうみ

なかむら

ラフォーレリゾート修善寺周辺に設置したミニひまわりの前は、

きさと

梶原 悠未選手・中村 妃智 選手 ペア

選手の練習場所となっていて、各国の選手が自転車で駆け抜けて
いました。

女子マディソン 13位

マウンテンバイク
やまもと こうへい

いまい

みほ

山本 幸平 選手

今井 美穂 選手

男子クロスカントリー 29位

女子クロスカントリー 37位

大会会場へは大きな荷物などを持ち込めないことから、修善寺
駅北口近くの空き店舗に、手荷物預かり所を設置しました。
大会スポンサーであるヤマト運輸の協力により、円滑な手荷物
預かり運営をすることができました。

result

当大会では、42個のメダルが贈呈されました。
英国が8個（金メダル4個・銀メダル3個・銅メダル1個）で最多でした。
その他、オランダが6個（金メダル3個・銀メダル1個・銅メダル2個）、スイス
が4個（金メダル1個・銀メダル2個・銅メダル1個）、デンマークが3個（金メダル
1個・銀メダル2個）でした。
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利用した観客は、
「会場に持ち込めない荷物を預かってもらえ

海外選手団の競技結果

て助かった」
と話していました。

▲詳しい競技結果
はこちら
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１

パラリンピック出場！
土屋選手が表敬訪問

７月 日︑東京パラリンピック柔道女子

２

楽しくむいて︑
美味しく食べよう！

月 日︑修善寺東こども園で︑シダック

スフードサービス主催の食育教室が開かれ

３

スポーツを通じて
ふるさと交流！

７月 日︑中伊豆社会体育館で︑ふるさと
学級﹃パラスポ・軽スポ教室﹄
を開催しました︒
人の児童が参加し︑色の違う２色のボール

おり︑今回で２回目のパラリンピック出場と

土 屋 選 手 は 北 京 ２０ ０ ８大 会 に 出 場 し て

ゃん﹄の質問に︑嬉しそうに手を挙げて答え

フードサービスの食育キャラクター﹃モグち

ました︒園児は保育室に登場したシダックス

学び︑実際に皮をむいたあと︑写真撮影をし
などの軽スポーツを体験しました︒

チャのほかモルックやキンボール︑ドッチビー

をジャックボールに近づけて 点 数 を競 うボッ

６

また︑東京２０２０大会開催記念展示を行

なります︒
表敬訪問では︑﹁一戦一戦︑
自分の柔
なっている伊豆市資料館を見学し︑クイズに

熱海災害派遣
壮行式を開催

ました︒皮をむいたトウモロコシは︑その日

介護ロボが活躍する︑
伊豆市の未来へ

への意気込みを語りました︒

４

子どもたちが手話に
ついて学びしました！

行ないました︒伊豆市では本年度から２０２

た高齢者支援の体制づくりに向けた会議を

壮行式を開催しました︒市長から﹁避難者の

熱海市に保健師

発生した大規模な土石流災害の現場である

﹃手話言語条例﹄の動画を視聴し︑福祉器具

講 師 を 務 め ま し た︒参 加 し た

８月４日︑修善寺生きいきプラザで
﹃夏休み

３年まで︑介護用ロボットを利用した社会実

思いなどを親身に聞いて丁寧に対応してほ

の体験を行ないました︒その後︑あいさつや

人の児童は

市内に住む聴覚障がい者の西島伸夫さんが

にしじま のぶお

験を行ないます︒会議では︑介護ロボットを

しい﹂と激励を受けました︒市は危機管理業

自 分 の 名 前 の 手 話 表 現 を 学 び︑自 己 紹 介 を

▲菊地市長から激励を受ける保健師たち

21

10

子ども手話教室﹄
を開催しました︒

ど の よ う に 利 用 す る か︑想 定 さ れ る 利 用 者

務 を 担 当 す る 職 員︑各 種 証 明 書 の 受 け 付 け

しました︒手話教室は︑修善寺のほかに天城

▲手話を教わる児童

アイ

パペロ

人 を 追 加 派 遣 す る た め︑

数 は 何 人 か︑な ど の 意 見 交 換 を 行 な い ま し

や 交 付 事 務 を 担 当 す る 職 員︑避 難 所 の 健 康

ンライン参加しました︒

た︒各 研 究 機 関 の 担 当 者 もＺＯＯＭに て オ

７月 日︑市役所本庁で︑熱海市伊豆山で

▲トウモロコシの皮をむく園児

でも開催しました︒

７月 日︑土肥支所で介護ロボットを使っ

▲狙いを定めてボールを投げる児童

つ子
いど
ても
学た
びち
まが
し手
た話
！に

みなこ
つちや

管理を担当する保健師を派遣しました︒

21

５

道に集中していきたい﹂と︑菊地市長に大会

みなこ

17

も挑戦しました︒

18

の給食で園児たちに提供されました︒

問しました︒

つちや

キロ超級視覚障がいの代表に選ばれた︑伊豆

16

ました︒ 人の園児がトウモロコシについて

７

市出身の土屋美奈子選手が市役所を表敬訪

70

▲笑顔を見せる土屋美奈子選手（左）

▲ロボット『PaPeRo i』を中央に置いた会議

6
2021. 9
2021. 9

7

38

12

20

3 伊豆市のことが大好きな皆さんと魅力を発信！
『伊豆市プロモーションサポーター』始動！

新たな企画で伊豆市をアピール！

〜シティプロモーション事業を紹介します〜
■
問合せ 企画財政課 ☎0558（72）9873

伊豆市のことが好きで積極的に発信していきたい
という皆さんを『伊豆市プロモーションサポーター』

市では、県内トップクラスの子育て支援をはじめとした優れた施策や利便性では測ることのでき

として認定し、ともに伊豆市の魅力をSNSで発信して

ない豊かな暮らしといった伊豆市の持つ魅力を積極的に発信し、移住・定住の促進につなげていく

いく活動をスタートしました！

ためのシティプロモーションに取り組んでいます。

７月20日には委嘱式を開催し、応募いただいた17
人の皆さんに市長が委嘱状を交付しました。

１．サポーターの活動内容

２．サポーターになると・・・

〇SNSでの
『＃伊豆市いいね』
を通じた、伊豆市

〇市公式SNSでサポーターの投稿をリポスト、

の魅力発信
〇身近な人たちへの『＃伊豆市いいね』および
サポーター制度の周知

シェアさせていただきます
〇サポーターの皆さんを市公式SNSやホームペ
ージ、広報などで紹介させていただきます
〇SNSのご自身のプロフィールに
『公式サポータ

〇市のプロモーション事業への協力

ー』
と記載することができます

3．応募条件

１ マスコミも注目！プロモーション看板
三島駅構内に設置したプロモーション看板が多数のメディアに紹
介されました。デザインはLINEのトーク画面をイメージしたもので、
ストーリーは男女が伊豆市に移住するまでの恋愛物語となっており、
LINE風のやり取りを通じて、移住や子育て支援制度、伊豆市の魅力を
感じられる豊かな暮らしをアピールしています。

4．応募方法

〇伊豆市のことが好きで、積極的に発信してい
きたい人・事業者

修善寺駅

QRコード、市ホームページの

修善寺駅構内にはInstagramのストーリーズをイメージした子育

応募フォームから申込可能！
伊豆市いいね

検索

てPR看板を設置しました。
『育てて育つ』
という伊豆市の子育てのキャ
ッチコピーを基に、県内トップクラスの子育て施策、地域住民の見守

▲応募フォーム

り活動や豊かな自然など、伊豆市での子育ての魅力をアピールして

皆さんも
『＃伊豆市いいね』を付けて伊豆市の魅力を発信しませんか？
８月時点で3,700件突破！
インスタグラム内で
＃伊豆市いいね

検索

これまでの投稿を見れます。

三島駅

伊豆箱根鉄道とコラボ！

います。

２ 伊豆市の魅力満載！プロモーション動画
地域ブランド調査で全国21位の魅力発信！

修善寺生きいきプラザ

2020年の地域ブランド調査で全国21位を獲得した『観光』がテー
マのＰＲ動画、県内トップクラスの子育て支援を紹介する子育てＰＲ

伊豆市公式Instagram
@izucity̲ofﬁcial
フォロー
してね！
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動画を『伊豆市プロモーション動画』
として編集し、市内公共施設など
のデジタルサイネージで上映しています。

子育て情報はこちら

移住定住情報はこちら

子育て支援制度や、伊豆市での子育て

住宅購入費の助成や、空き家情報など

をイメージできるPR動画を公開中！

を紹介中！

2021. 9
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■
問合せ 都市計画課 ☎0558（83）5206

拡幅に補助しています！

家の前の道路が狭くないですか？

４ｍ未満の狭い道路は、災害時の避難や、救急車・消防車の乗り入れが難しくなるなどの影響が
あります。そのため、市では狭い道路の拡幅に一部補助をしています。

あなたの看板、ルール守られてますか？
９月１日〜10日は『屋外広告物適正化旬間』です。
■
問合せ 都市計画課 ☎0558（83）5206

１．対象となる道路
① 幅が1.8ｍ以上４ｍ未満の道路
② 道路法の道路（伊豆市道など）

①道路後退用地

４m

③すみ切り用地

MAIL：tosikei@city.izu.shizuoka.jp
塀や壁に貼られたチラシや広告板は無許可のものが多く、乱雑

③ 建築基準法第42条第２項道路

に貼られた光景は美しい景観を阻害します。
また、電柱などにチラ

（①〜③の全てを満たすもの）

シを貼ることや、立看板を設置することは禁止されています。

１m １m

２．補助額

市では、
『屋外広告物適正化旬間』に合わせて、良好な景観の

２m

① 道路後退用地の分筆や登記に掛かる費用
（上限50万円）

形成、公衆に対する危害の防止を目的に、違反広告物のパトロー
ルを実施します。また、無許可で貼られたチラシの除却などによ
り、美しい景観づくりを推進していきます。

②拡幅時に支障となるブロック塀や樹木などの撤去、
改修費用（100万円から①の補助額を除いた額）
③ 市へ寄付するすみ切り用地代（角地のみ）
（上限50万円）

３．条件

２項道路

道路中心線

◯予算に限りがありますので、年度内に申請を受けられない場合もあります。
対象となる道路の確認や、申請の方法などについては、都市計画課までお問い合わせください。
令和４年度から

公共交通機関に関する大切なお知らせ

中伊豆線が市の自主運行に変わります
■
問合せ 地域づくり課 ☎0558（74）3066

路線退出の経緯
伊豆箱根バス㈱から中伊豆線（修善寺〜原保・筏場・姫之湯系統）の乗合バス路線の数年にわたる不採
算を理由に自社運行退出の申し出がありました。静岡県にて令和３年４月14日〜28日までの間で退出を
公表し、他事業者参入を募集しましたが申し出がありませんでした。
市では７月20日に開催した地域公共交通会議で協議し、令和４年３月31日での退出および市の自主
運行などによる路線継続が承認されました。

違反広告物の
パトロール実施

設置にはルールがあります

②フェンスなどへの作り替え
②支障となるブロック塀など

◯道路後退用地を市に寄付していただく必要があります。

９月１日〜10日

①大きさや設置場所、表示内容などには制限があります。
②設置には事前に許可が必要です（許可が不要な場合もありま
す）。メールや窓口で、事前にご相談ください。
③設置は屋外広告業の登録業者に依頼しましょう（登録業者以
外は工事ができません）。

まちには様々な
屋外広告物があります。
（一例）

老朽化した屋外広告物は、事故のリスクが増加しています！
雨や風、強い日差しなど、厳しい自然環境に
さらされ、気づかぬうちに腐食やねじのゆるみ
なども進んでいます。設置した屋外広告物も、
自動車と同様、定期点検を行ないましょう。

定期点検
をしよう

土地に自立

建物に設置
詳しくは…
伊豆市 屋外広告物

検索

屋外広告物に不安がある人はご相談ください

今後の対応について
中伊豆線は主に八岳地区の小・中学生、高校生などの通学路線であり、通院や買い物などの生活の足
として非常に重要な路線であることから、自主運行バス（※）
として現行のバスダイヤを変更することな
く継続運行したいと考えています。
※自主運行バスは、地域住民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、市がバス事業者に運行を委
託している路線バスです。

公共交通機関の維持に向けて
電車やバス、タクシーをはじめとする公共交通機関は、市民が利用することで維持されています。利用
が少ない路線は廃止が検討されるなど、地域の足の確保ができなくなる恐れがあります。公共交通機関
を積極的に利用し、地域の足を確保しましょう。
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屋外広告物には、私たちの日常生活に必要なさまざまな情
報を提供する役割や、にぎわいの創出などまちを活性化させ
る働きがあります。一方で景観を損ねたり、落下して人に危害
を及ぼしたりする恐れもあります。市では、静岡県屋外広告物
条例に基づき、設置の許可申請の受付や是正指導などを行な
っています。
屋外広告物を設置している人や、自己所有地に屋外広告物
がある人は、専門業者や都市計画課までご相談ください。

2021. 9
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９月 10 日は下水道の日

きれいに使おう、私たちの水
■
問合せ 上下水道課 ☎0558（83）3901

伊豆市の下水道は、汚水と雨水を別々に処理する
『分流式』
という方式を採用しています。そのため伊豆
市の下水道は、汚水を処理する分の能力しかありません。そこに雨水が大量に入ってしまうと次のような
被害が想定されます。
◯道路上のマンホールや、宅地内の汚水ますから汚水があふれる
◯各家庭の汚水が流れにくくなったり、逆流したりする
◯処理場で汚水をきれいに処理しきれなくなる
◯処理する必要のない雨水が入ることで、無駄な支出が増える
下水道マスコットキャラクター

スイスイ

下水道の日を機会に下水道の役割や正しい使い方について考えてみませんか？

『住民主体の移動創出』セミナー
受講生募集
長寿社会の今だから、高齢者の通院や買い物など
『移動』の問題について考えてみませんか？
■
問合せ 健康長寿課 ☎0558（72）9860

住居が市内全域に広がっている伊豆市では、通院・買い物などでは必ず『移動』が必要です。高齢に
よる運転免許証の返納などで移動手段の不安が懸念される中、どのようにして『移動』の手段を確保
するかが地域課題となっています。

移動サービスにまつわる疑問を解決してみませんか？
静岡県の『壮年熟期が活躍するいきいき長寿社会づくり事業』の支援を受け、
市民から要望が多い『住民主体の移動創出事業』
を皆さんと共に学びます。
今の課題、そして今後起こる課題について考えましょう。

雨水が下水道に流れていないか確認を！

住民主体の移動支援創出に関するセミナー

■ 雨どいが汚水管に接続されていないか
■ 外流しが汚水管に接続されている場合、雨水が流入していないか
※また、宅地内に溜まった雨水を流すために、汚水ますを開けることは非常に危険です。

下水道に流さないで
よく流される異物
〇油類
〇タオルや紙オムツ生理用品など
水に溶けないもの
〇野菜やくずごみ

➡

➡

下水道管が詰まります
〇処理場の微生物がうまく機能しなくなり、
処理機能が低下する
〇異物が詰まりポンプ場が故障してしまう

ところ／①修善寺生きいきプラザ

〜はじめませんか？移動サービス〜（仮題）

かまた みのる

講

師／東京大学名誉教授

定

員／修善寺生きいきプラザ：100 人

鎌田 実 氏ほか
土肥支所：30 人

参加費／無料
申込み／健康長寿課 ☎ 0558（72）9860
締

切／９月 24 日（金）

運転ボランティア養成講座

ごみは伊豆市のごみの出し方に従ってください。

と

下水道についてのお悩みは、下記まで問い合わせください。

市民文化ホール

②土肥支所第１・２集会室（①会場とオンラインでつなぎます）

油類はキッチンペーパーでふき取る、新聞紙で吸うなどしてごみとして捨ててください。

下水道料金に関するお問い合わせ：伊豆市上下水道料金お客様センター☎0558（83）3900
排水設備の工事申し込みなどに関するお問い合わせ：伊豆市指定工事店へ

2021. 9

き／10月４日（月）13時〜15時

テーマ／移動支援創出セミナー

■
問合せ 下水道事業全般のお問い合わせ：上下水道課 ☎0558（83）3901

13

と

き／11月11日（木）・12日（金）

ところ／中伊豆保健福祉センター（ふれあいプラザ）
※運転ボランティア養成講座の詳細は10月４日のセミナーでご案内します。
新型コロナウイルス感染状況により、内容の変更または中止となる場合があります。

2021. 9
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Information

お知
らせ

Information

９月10日(金)から16日（木）は、自殺予防週間です

ー不安や悩みは抱えず誰かに相談をー

もしあなたが先の見えない不安や、生きづらさを感じるなど、さまざまなこころの悩みを抱えていた
ら、その悩みを相談してみませんか。電話で相談しづらい人には、チャットやSNSでも相談できます｡

いのちの電話（一般社団法人 日本いのちの電話連盟）

８月15日現在 伊豆市接種率（全年代）※ワクチン接種記録システムより抽出
１回目接種 61.3％ ２回目接種 47.4％

････････････････････････････････････････････････････････････････････

☎ 0120- 783- 556

国の方針で、新型コロナワクチン接種は『希望する全ての対象者への接種を令和３年10月～11月
にかけて終える』ことが示されています。
９月下旬以降のワクチンの供給は、伊豆市の接種率に伴い減少が見込まれます。
接種を希望する人は、11月末までに２回の接種が終了するスケジュールでのご予約をお願いします。

毎日16時～21時

････････････････････････････････････････････････････････････････････
毎月10日８時から翌日８時まで
https://www.inochinodenwa.org/

よりそいホットライン（一般社団法人 社会的包摂サポートセンター）

お知
らせ

ー地域で野良猫問題を解決しましょうー

どんな人の、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決できる方法を探します。

猫は年に２～４回出産、１回に約４～８頭の子猫を
産みます。

○暮らしの悩みごと ○悩みを聞いて欲しい人
○DV・性暴力などの相談をしたい人 ○外国語による相談をしたい人など

飼い主のいない猫に餌をやることは、動物を思いや
る優しい気持ちからの行動で尊重すべきものです。し
かし、その猫に被害を受けている人もいます。次の３つ
を実施し、人と猫が住みやすい環境をつくりましょう｡
〇地域の人に理解を得る
〇避妊去勢手術の実施 ※市で一部補助
〇餌や糞などの管理
また、上記のお世話をしている人へのご理解とご協力
をお願いします。

････････････････････････････････････････････････････････････････････

☎ 0120- 279- 338

24時間対応

････････････････････････････････････････････････････････････････････
https://www.since2011.net/yorisoi/

NPO法人 あなたのいばしょ
年齢や性別を問わず、
誰でも無料・匿名で
利用できるチャット

飼い主のいない猫対応

チャット
https://talkme.jp/

問合せ 環境衛生課☎72-9857

相談窓口です。

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
やってます。

･･････････････････

いいねやフォロー、お願いします！

相談時間
24時間365日

問合せ 健康長寿課☎72-9861

募集

ノルディックウォーキング
教室参加者募集

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。
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 ※教室参加者の駐車場代は無料です。
申込み／12月14日（火）まで随時受け付け
問合せ・申込み 健康長寿課☎72-9861

▲伊豆市情報メール

とき・ところ／
とき

集合場所

10月 ６日（水）

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

11月10日（水）

道の駅

天城越え

11月24日（水）

修善寺総合会館

12月 １日（水）

修善寺虹の郷駐車場

12月15日（水）

季多楽駐車場

お知
らせ

▲伊豆市公式SNS

野焼きによる火災が多発中

市内では野焼きが原因で５件（令和２年中）の火災
が発生しています。また、野焼き時に発生する煙や臭
いによる苦情も市に多く寄せられています。
ごみは野焼きをしないでごみ集積所へ可燃物として
排出するか、清掃センターもしくは、土肥戸田衛生セ
ンターに持ち込みをお願いします｡
問合せ 環境衛生課☎72-9857
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Information

お知
らせ

罹災証明書について

市では、火災以外の災害（風水害や地震など）によ
り建物に被害があった場合に、被災者からの申請に
基づき証明書を交付します。
〇罹災証明書
風水害や地震などにより自宅（住家）に被害が生じ
た際、市が行なう被害認定調査などで確認できた
被害の程度について証明するもの
〇罹災届出証明書
被害の程度の証明を必要としない軽度な損傷や住
家以外の被害に対して発行するもの
〇申請時に必要なもの
証明申請書(税務課窓口または市ホームページで取
得できます）、写真（被害状況が分かるもの）

お知
らせ

Information

住まいが被災した時は

ー被害状況を写真で記録しましょうー
片付けや修理の前に、住まいの被害状況を写真に
撮って保存しておきましょう。市から罹災証明書を取
得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請
求する際などに役立ちます。
問合せ 税務課☎72-9852

お知
らせ

巡回交通事故相談のお知らせ

交通事故相談所の相談員が、交通事故に関するさ
まざまな相談に応じます。交通事故でお困りの人は、
お気軽にご利用ください。
とき／10月13日（水）10時～15時
ところ／伊豆市役所本庁 ２階 小会議室
内容／損害賠償・自動車保険の請求、示談・調停・訴
訟などの相談
費用／無料
持ち物／交通事故証明書・医師の診断書・事故現場
の略図など
注意事項／予約制のため、10月６日（水）までに地域
づくり課へ予約してください。
問合せ 地域づくり課☎74-3066

問合せ 税務課☎72-9852
▲家の外の写真の撮り方

▲家の中の写真の撮り方

お知
らせ

秋の全国交通安全運動

お知
らせ

みんなでコロナと戦おう

ー正しい感染予防策を教えますー

正しい手の消毒方法をご存じですか？市と静岡県
看護協会が『まちの保健室』で手の消毒方法やマス
クのつけ方、虚弱に関する指導と相談を行ないます。
静岡県看護協会と『まちの保健室』のタイアップ企
画はまちの保健室開催日程のうち3日間のみ！
とき・ところ／
〇9月14日（火）９時～11時
修善寺 生きいきプラザ
〇10月19日（火）９時30分～11時30分
中伊豆支所 ギャラリー
〇11月30日（火）９時～11時
修善寺 生きいきプラザ
※通常通り体組成測定・健康相談も実施します
問合せ 健康長寿課☎72-9861

ー９月21日(火)～30日(木)ー
募集

令和3年度
青少年健全育成大会

ー表彰候補者募集ー
11月23日（火・祝）開催の『青少年健全育成大会』
で、スポーツ活動、文化活動、善行、青少年の指導に
貢献した人を表彰するため候補者募集します。該当す
る人の推薦をお願いします。
推薦規程内容／令和３年９月１日を基準日として過去
１年間の間に下記の内容に該当する人※詳しくは
社会教育課までお問い合わせください。
都道府県などが主催もしくは共催する大会・競技
会などで3位以内の成績を残した個人、または団体
○文化活動表彰…芸術文化学芸などで都道府県など
が主催もしくは共催する展覧会などで高い評価を
得た個人または団体
○善行表彰・・・環境美化、社会奉仕、ボランティアな
どで継続的な活動をしている個人、または団体
○青少年指導者表彰…地域の伝統芸能、青少年団
体の指導などで青少年の健全育成を永年（５年以
上）に取り組み、現在も継続して取り組んでいる個
人、または団体
応募締め切り／9月2４日（金）
問合せ・申込み 社会教育課☎83-5476

お知
らせ

市内図書館を全館休館します

ー特別整理期間のため休館しますー

市内図書館は蔵書点検のため下記期間で全館休館
します。期間中の返却は返却ポストにお願いします。
ただし、視聴覚資料、紙芝居、相互貸借の資料の返
却はご遠慮願います。
期間／９月21日(火)～28日(火)
場所／修善寺図書館、土肥図書館、天城図書館、中伊
豆図書館
問合せ 修善寺図書館☎72-9868

2021. 9

問合せ 地域づくり課☎74-3066
お知
らせ

募集

図書館文学講座参加者募集

ー徳川将軍と富士山ー

徳川将軍と富士山をめぐる文化的関係について、富
士山絵画や関連史料をひもときつつ解説します。
とき／10月31日(日)13時30分～15時
ところ／修善寺図書館 視聴覚室

下船原区で宝くじ助成金を活用

（財）自治総合センターが実施する『コミュニティ
助成事業』により、下船原区に机、イス、テレビなどコ
ミュニティ備品が整備されました。
この事業は、宝くじの社会貢献広報事業費を財源
として、コミュニティの健全な発展を目的に実施され
ています。
問合せ 地域づくり課☎74-3066

まつしまじん

講師／松島仁さん(静岡県富士山世界遺産センター教授)
定員／12人 参加費／無料
申込開始／９月29日(水) ９時～
申込方法／修善寺図書館カウンター・電話
問合せ・申込み 修善寺図書館☎72-9868
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秋の行楽シーズンを迎え、交通量が増加します。安
全確認の徹底や思いやり運転を心掛け、交通事故防
止に努めましょう。
【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】
〇子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
〇夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者などの保護
など安全運転意識の向上
〇自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
〇飲酒運転などの悪質・危険な運転の根絶
〇歩行者自身の交通事故防止意識の向上

▲整備されたコミュニティ備品

開催

(仮称)日向公園
都市計画原案の説明会

（仮称）日向公園の都市計画原案について、説明会
を開催します。
とき／９月15日(水)19時～
ところ／修善寺生きいきプラザ１階 第１・第２会議室
※事前申込不要、直接会場へお越しください。
説明概要／
（仮称）日向公園の都市計画原案について、位置、区
域、面積、種別などを説明します。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について／
①開催の中止および開催方法の変更
９月15日（水）に緊急事態宣言が発令されてい
る場合、説明会を中止します。発令されていない場
合も、感染拡大状況などを踏まえ、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。
②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室時の
アルコール消毒にご協力ください。
問合せ 都市計画課☎83-5206
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Information

募集

スロートレーニング教室

年齢に関係なくできる教室です。ゆっくりと行なう
運動で体幹部を鍛えます。ゆがみを直して健康で美し
いからだを作りましょう！
とき／月曜日（祝日は除く）19時～20時45分
９月…13日・27日
10月…４日・11日・18日・25日
11月…１日・８日・15日・22日・29日
ところ／修善寺農村環境改善センター
うめはら じゅんこ

講師／梅原 淳子氏
参加費／１回 500円
持ち物／厚めの敷物（ヨガマット）・飲み物・タオル
触覚ボール（ボールレンタル 100円）
問合せ・申込み
NPO法人伊豆市スポーツ協会☎87-1611

開催

Information

消費税・インボイス制度説明会

三島税務署で、下記の日程にてインボイス制度の説
明会を実施します。
とき／９月29日(水)、10月27日(水)、11月26日(金)、
12月９日(木)
開催時間／10時～11時 14時～15時
ところ／三島税務署 別館会議室
申込み方法／電話にて予約してください。
問合せ・申込み
三島税務署 法人課税第一部門☎055-987-6942

募集

令和４年４月採用職員募集！

駿豆学園では、令和４年４月採用の職員を募集します｡
募集職種／生活支援員
募集人員／１人
募集資格／
（１）日本国籍を有する人

（２）地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない人
（３）学歴：高校程度を卒業
（令和４年３月卒業見込みを含む）した人
応募締切／９月22日（水）

お知
らせ

森林の立木伐採
ー事前に届出を！ー
森林は、水を蓄えたり土砂災害を防止したりする働
きがあります。
『伐採の届出』は健全で豊かな森林を
作ることができるよう、適切な森林管理を行なうため
に提出していただくものです。
いつ／伐採を始める90～30日前
提出者／森林所有者や立木を購入し伐採する人
提出場所／農林水産課
提出物／届出書、位置図、立木売買契約書など
木の種類／
スギ・ヒノキ・クヌギ・コナラなどのすべての樹木
その他／提出書類は市ホームページからダウンロード
届出書の作成については、農林水産課へお問い合わ
せください。
問合せ 農林水産課☎72-9893

みんなの掲示板

問合せ・申込み
駿豆学園管理組合☎99-0248
８時〜17時までの間（土日祝祭日を除く）
お知
らせ

市役所以外のお知らせコーナー

令 和２年７月10日から『自筆証書遺 言 書保管制
度』が始まりました。ご自身で書いた遺言書を法務局
でお預かりすることができます。
手続の方法や必要書類、制度の概要など、詳しくは
法務省ホームページ『法務局における自筆証書遺言
書保管制度について』または法務局に設置されてい
る制度案内のパンフレットをご覧ください。
問合せ
静岡地方法務局沼津支局☎055-923-1201
（音声案内８番）

募集

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／９月14日（火）９時30分～11時30分
ところ／城山活動支援センター
申込み／事前予約が必要です
問合せ・申込み
伊豆市社会福祉協議会 本所☎83-3013

募集

防衛省採用試験案内

令和３年度防衛省採用試験についてお知らせします｡
区分／
①防衛医科大学校看護学科学生
②防衛医学大学校医学科学生
③防衛大学校学生（一般）
試験日／
①１次 10月16日（土）
②１次 10月23日（土）
③１次 11月 ６日（土）・７日（日）の２日間
締め切り／いずれも締切日必着
①10月 ６日（水）
②10月13日（水）
③10月27日（水）
※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

2021. 9

伊豆市資料館を一時休館します
もののふ

企画展『もののふ～伊豆の武～いづる国の武士』の
開催に向け展示替えを行なうため、下記の期間を休館
とします。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
休館期間／10月１日（金）～８日（金）
大河ドラマ『鎌倉殿の１３人』の放映に先立ち、10
月９日（土）からは、同時代に伊豆に存在した武士に
ゆかりのある資料などの展示を行ないます。皆さんの
ご来館をお待ちしております。
問合せ 伊豆市資料館☎83-1859

お知
らせ

国保・後期からのお知らせ

ージェネリック医薬品を希望しよう！ー
ジェネリック医薬品を利用すると自己負担が軽減
されるだけでなく、医療費全体の抑制にもつながりま
す。ジェネリック医薬品への切り替えができるかどう
か、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。
ジェネリック医薬品希望カードの利用を希望される
人は、市民課または各支所までお問い合わせください｡
問合せ 市民課☎72-9858

自筆証書遺言書保管制度

ー預けて安心！ー

19

お知
らせ

お知
らせ

秋の農作業安全確認運動
実施中

ー９月１日（水）～10月31日（日）ー
秋は農作物の収穫期を迎え、農業機械を利用する
作業が多くなります。以下の項目を確認し、農作業事
故ゼロを目指しましょう。
【乗用型農業機械について】
○安全キャブ・フレームのある機械の使用
○シートベルト・ヘルメットの着用
○低速車マーク・反射板の取付け
○適切な管理・利用
【鳥獣被害対策用電気柵について】
○見えやすい場所へ危険表示
○電気柵用の電源装置を使用
○30Ｖ以上の電源を使用する場合は漏電遮断器を
設置
○容易に開閉できる場所へ専用スイッチを設置
問合せ 農林水産課☎72-9892
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10月の 予 定

10月の 予 定

（令和３年９月1日現在）

（令和３年９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

13日（水）9時30分〜11時30分

予約

問合せ

行政相談

12日（火） ９時〜12時

市民相談室

要予約

市民課☎72-9858

③

結婚相談

８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)

不要

伊豆市地域職業相談室
☎74-3075

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)

市民課

25日（月）13時30分〜15時

生きいきプラザ

障がい者
福祉相談

⑥
⑦

人権相談

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
・土肥支所

12日（火）14時〜16時

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。

納期限

金

2

土

3

日

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（生きいきプラザ）

4

月

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（土肥支所）
●図書館休館日（市内図書館）

5

火

●離乳食教室（生きいきプラザ）

6

水

市民課☎72-9858

生きいきプラザ 要予約

②

④

1

7

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：14,149 人
転入数／ 47 人
転出数／ 47 人

女：15,334 人

出生数／ ７人
死亡数／ 37 人
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月

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（天城湯ケ島市民活動センター）
●２歳児・２歳６カ月児健診・フッ化物塗布
（生きいきプラザ）
●肺・大腸がん検診（湯の国会館）
●図書館休館日（市内図書館）

19

火

●まちの保健室（中伊豆支所）

20

水

●子宮・乳がん検診（生きいきプラザ）

21

木

22

金

●修善寺図書館開館延長
●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）

土

●マイナンバーカード臨時交付窓口(市民課) 23

土

10

日

24

日

11

月

●図書館休館日（市内図書館）

25

月

●図書館休館日（市内図書館）

12

火

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（中伊豆ふれあいプラザ）

26

火

13

水

●肺・胃・大腸がん検診＋特定健診
（生きいきプラザ）

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

27

水

●健康相談・フッ化物塗布（土肥支所）

●修善寺図書館開館延長

28

木

29
●子宮・乳がん検診
(狩野ドーム・天城湯ケ島市民活動センター) 30
●３歳児健診・フッ化物塗布
31
（生きいきプラザ）

金

15

木

金

●修善寺図書館開館延長

土
日

：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。

休日当番医

大仁警察署管内

犯罪発生状況（７月末現在 ）

※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 …… ５日、12日、19日、26日

計：29,483 人

日

9

●上下水道料金（修善寺地区）、温泉料金 ………25 日

●
●
●
●
●

17

●子宮・乳がん検診
（中伊豆ふれあいプラザ）

金

14

世帯数／ 13,460 世帯

医療機関

所在地

電話番号

３
（日） 伊豆楢の森診療所

伊豆の国市
田中山

☎050(3636)3399

中伊豆リハビリ
10（日）
テーションセンター

伊豆市冷川

☎0558(83)2111

17（日） 村田内科クリニック 伊豆の国市吉田

☎0558(76)8866

JA静岡厚生連
24（日） リハビリテーション
中伊豆温泉病院

伊豆市上白岩

☎0558(83)3333

31（日） 修善寺クリニック

伊豆市柏久保

☎0558(72)7272

犯罪名

件数

刑法犯

約140（－28)

窃盗犯

約91（－13)

うち空き巣

７
（－４）

うち自転車窃盗

８
（－７)

特殊詐欺

2（－４)
200万円（－167万円)

サギ電話

56（－45)

※（ ）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。

その他／０人 増： 54 人
その他／ 0 人 減： 84 人

365日24時間
（令和３年８月1日現在）

21

木

土

8

日

公共施設休業日

●子宮・乳がん検診
（土肥支所・丸山スポーツ公園）
●修善寺図書館開館延長

16

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
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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

修善寺保育園
すずき りょうた

まつした

鈴木 涼太ちゃん

≪園目標≫

あすか

松下 明日駕ちゃん

（日向）

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。

あみか

山口 愛実華ちゃん

今日は何して
遊ぼうかな？

・創造力の豊かな子
・少しだけがまんしようとする子

ふくい あんな

福井 杏奈ちゃん

■
問合せ 子育て支援課 ☎0558（72）9850

（湯ヶ島）

遊び中心保育

〜遊びを通して多くの体験をしよう〜

（佐野）

・集中して遊べる子
・思いやりのある子
やまぐち

■
問合せ 子育て支援課☎0558（72）9864

（牧之郷）

★子どもも保育士も「楽しかった〜」と、思える保育を心掛けています★

▲砂遊びや虫探し

子どもの何気ない頑張りや挑戦したことを大人が言葉にしてたくさん認め、
子どもの自信や安心感を育み情緒の安定につなげていきます。

にしむら みさ

すずき しゅう

（原保）

（大平柿木）

西村 美咲ちゃん

さがら あかり

鈴木 秀ちゃん

相良 明里ちゃん
（田沢）

修善寺保育園は、修禅寺などがある温泉街から北へ 1 キロ程先の自然いっぱい
の保育園です。広い園庭には芝生があり、数種類の木々が植えられ夏の木陰はとっ
ても涼しいです！
子どもたちは四季の移り変わりを体中で感じながら遊びを通して多くの体験を
しています。

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！
のもと

わたなべ

まな

ひな

支援センター名称（実施場所）

渡邊 陽奈 ちゃん

野本 真愛 ちゃん

（上白岩）

（年川）

やまだ

バト

山田さん家族

ン
タッ
チ

やぎ

八木さん家族
（熊坂地区）

！

中
サッカーに夢

柔道大好き！

たかひろ

隆宏パパ
えりか

恵理香ママ
りゅうと

瑠斗くん（12歳）
あんり

vol.47

杏梨ちゃん（9歳）
ゆいと

結翔くん（6歳）

運動大好き
うちの子ども達は、体を動かすことが大好きです。
長男は、サッカーチームに所属しており、日々練習に励んでいます。休
みの日には、家族でミニゲームをして楽しんでいます。長女は、柔道を習
い初め1年が経ちました。得意技は、背負い投げです。コロナで試合はあり
ませんが、楽しく通っています。次男は、自転車に乗って、狩野川の堤防
沿いをサイクリングするのが好きです。すれ違った人には、あいさつが
しっかりできます。途中の和菓子屋さんに寄り、お団子を食べるのも楽し
みの1つです。私は、子供たちが好きなことに夢中になってる姿が大好きで
す。これからの活躍が楽しみです。（恵理香ママ）

お気に入りの和菓子屋さんで一休み

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

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。

子育て支援課からの

▲広い芝生では鬼ごっこやサッカーを
楽しんでいます

お 知 ら せ

児童扶養手当支払いのお知らせ
児童扶養手当 9 月定時支払い（令和 3 年 7 月〜 8
月分）は 9 月 10 日（金）に指定の口座に振り込みます。

令和４年度こども園・保育園の
入園申込みについて
令和４年度入園の申込みについては、広報伊豆 10
月号で詳しく掲載します。入園を希望する人は、申込
みを忘れないようご注意ください。

■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！
ほりえ ゆうか
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修善寺地区にお住まいの人限定！

第６回伊豆市の魅力
再発見ツアー開催！

必見！ジオサイト！

発行
伊豆市

（法人番号：３００００２０222224）

柱状節理 と スコリア採石場 を
ジオガイド と 巡る

参加者
募集

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月までの
期間で計 12 回のツアーを市内各地域を対象に開催しています。

開催日

コース

10 月 23 日［土］
※雨天決行

凡例 ⇒：バス ・・・：徒歩

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

修善寺総合会館（９時発） ・・・ ジオリア ⇒ 白鳥山ガイド付き散策
⇒ 道の駅伊豆月ケ瀬（昼食）⇒ スコリア採石場ガイド付き散策
⇒ 浄蓮の滝ガイド付き散策 ⇒ 修善寺総合会館（ 16 時 30 分着）

▲ジオリア

みどころ

・ジオリアで伊豆半島の成り立ちを楽しく学ぶことができます。
・白鳥山やスコリア採石場は普段入ることはできない貴重な場所です。
・全てのスポットにジオガイドが同行するため、より分かりやすい説明を聞く
ことができます。

【注意事項】

▲スコリア採石場

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

※保険料として当日 500 円を徴収します。
※履きなれた靴、雨具を持参しご参加ください。
※昼食は道の駅伊豆月ケ瀬での自由食となります。
※募集期間は 9 月 13 日（月）〜10 月 15 日（金）15 時まで、電話対応のみとなります。
※先着 20 人（最少催行人員 10 人）です。
※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。

問合せ・申込み

（一社）伊豆市産業振興協議会 TEL：0558-72-7007

▲伊豆市
観光情報特設サイト

９時〜 17 時 15 分（土日祝日を除く）

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
■パラリンピック 2021年8月24日(火)〜9月5日(日)

