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ふるさとの思いをつないで

（12月１日 第19回静岡県市町対抗駅伝競争大会 河津町派遣選手団）

新
年あけましておめでとうござ
要な事業に取り組む年であると思っ

の動きにより、今後、町にとって重

ります。伊豆縦貫自動車道路工事で

今年は町にとって明るい話題もあ

ています。

います。町民の皆さまにおか

れましては、健やかに希望に満ちた
新しい年を迎えられたことと、お慶
び申し上げます。

活力の低下や防災、交通、産業、医

減少と少子高齢化を抱え、特に経済

地区全体でも同じような課題の人口

えます。町を取り巻く状況は、賀茂

大きい事業です。町としても要望活

津にとって希望であり、大変期待の

間が約１時間で行くことができ、河

城峠道路区間も完成すると下田沼津

が１月

は、伊豆市湯ヶ島までの天城北道路

療、福祉などで今後の展開が厳しい
動などで開通が一日でも早まるよう

さて、私にとって就任２年目を迎

状況です。働く世代を増加させるこ
努めて行きたいと思います。

日に開通します。将来、天

とは一朝一夕にはいきませんが、子

また、３小学校の統合問題につい

ながら進める年であると思います。

保と建設に向けて、町民の理解を得

この答申に沿って新たな候補地の確

内容などの答申をいただきました。

育て会議に諮問し、昨年

月に施設

大事です。町でも昨年から子ども子

若い世代が働きやすい環境づくりが

進めていきたいと思います。どうか

誰もが生き生きとしたまちづくりを

からお年寄りまでが暮らしやすい、

を合わせ、総合力を生かし、子ども

な町ですが、駅伝チームのように力

町は、県下でも人口の少ない小規模

さと賞」を受賞しました。私たちの

口１万人未満の町でトップの「ふる

河津町チームが前年に引き続き、人

昨年行われた市町対抗駅伝大会で、

ても、昨年より学校教育環境整備委
今後とも町民の皆さまの力をお貸し

には３小学校の児童の減少を見据え

との答申をいただきました。将来的
お祈り申し上げ、年頭のあいさつと

本年がすばらしい年となりますよう

結びに、町民の皆さまにとって、

ています。

て、新たな統合小学校の方向性が示

年あけましておめでとうござ

会を代表して、謹んで新年のごあい

します。下田河津Ⅱ期工区もトンネ

成 年１月

伊豆縦貫自動車道においては、平

さつを申し上げます。また、日頃よ

ル工事に着手し、順調に進められて

います。年頭にあたり、町議

り町政の発展と議会運営に対し多く

います。天城峠道路も環境アセスメ

日に天城北道路が開通

のご支援とご協力を賜り、深く感謝
申し上げます。

とに取り組んでおります。私も新議

新人議員３人を加え新たな体制のも

くり」が求められています。

津町も、「新 時 代 に 向 け て の ま ち づ

います。町制施行

周年を迎えた河

長に選出いただき、「町民の声を議会

年に出

河津町においては、平成

開通の工程が示される時が近づいて

ントが行われています。河津までの

26

に反映する」を基本として、中立公

昨年９月末の町議会選挙により、

31

新

いたします。

いただけますようお願いいたします。

員会で協議を重ねていただき、昨年

育てしやすい、子どもを産みやすい、

26

されました。子どもを取り巻く２つ

月に教育長に「早急に統合すべき」

10

正に努め議会を運営する所存です。

教育環境整備委員会の答申を着実に

された子育て支援施設の答申や学校

型台風の到来などが起こり、自然災

豪雨・北海道における地震災害・大

いる状況にあります。西日本の集中

価値観の多様性と共生が求められて

なりましたが、与野党の対立により、

安倍政権が引き続き担当することに

が決まりました。国政においては、

日には皇太子さまが即位されること

の元号となることが決まり、５月１

一体となり、着実に実現すべく努力

議会は町や町民と話し合いを通じて

残されています。これらの課題を、

策・防災減災対策など多くの課題が

策・子育て支援対策・経済活性化対

して取り組んでいる高齢者福祉対

道事業の再構築問題をはじめ、継続

また、河津バガテル公園の再生や水

実行することが求められています。

ＥＵ離脱などの問題をはじめ、政治・

係の悪化・北朝鮮の核問題・英国の

一方、国際社会をみると、米中関

のあいさつとさせていただきます。

まのご健勝をご祈念申し上げ、新年

らお願い申し上げるとともに、皆さ

ご理解・ご協力を賜りますよう心か

結びに、どうか本年も相変わらぬ

経済における不安定要素も垣間見え

を再認識する年となりました。

してまいります。

平成

年を顧みると、平成が最後

30
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害に対する防災・減災対策の必要性
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水道事業における施設や設備を資産
（アセット）として捉え、資産の状態と
財政二つの健全化の両立を目指した管理
と運営（マネジメント）を計画的に実施

新たに設定した更新基準年
更新工事費用です。２０１８

した場合の資産および管路の

億円かかるという試算結

約

年数が超えているものや、更

すでに管路や設備などの耐用

トの試算結果から、現時点で

今回のアセットマネジメン

化や抑制を踏まえた計画を考

す。今後の更新工事費の平均

ジ ョ ン ・ 経 営 戦 略 」 平( 成
年３月策定予定）を策定中で

町では現在「河津町水道ビ

の大きな課題になってきます。

するための試算です。

総額が約 ％になります。

数に基づき設備や管路を更新
年から２０２２年は主に管路

図５は更新基準年数で更新

した場合、図２・４のような
が多く更新工事費用は約

準年数です。

費などを基に新たに設定した基

における更新基準設定例、工事

これまでの使用実績や他事業体

以上の更新工事費がかかるため、

更新をした場合、近年の事業費

法定耐用年数で構造物などの

は新たに ※
更新基準年数を設
定し、見直します。

マネジメントでは経年化資産

化資産になります。アセット

資産が耐用年数を超えた経年

２０３３年には約４分の１の

産の半分以上が健全ですが、

のグラフを見ると、現在は資

水道施設の健全度を表す図１

浄水場や水道タンクなどの

トマネジメント」です。

を行ったものが今回の
「アセッ

長期的な更新工事費用の試算

前回の７月号では、人口と水道についてお知らせしました。
今月は「河津町アセットマネジメント」の試算結果について
紹介します。

河津町水道事業は、昭和
年に３つの簡易水道を統合し
創設されてから現在まで、管
路や配管、配水池など多くの
施設や設備などを整備し、水
道水の安定供給に努めてきま
しかし、施設や設備も次々

した。
と老朽化が進み、更新の時期
を迎えています。そのため今
後は多額の更新費用が必要に
なります。
財政面では、人口減少など
により水の需要が減り、給水
収益も減少傾向にあります。
今後は、さらに経営状況が厳
しくなると予測されます。
水道事業を維持していくた
めには、今後の更新工事費用
を把握し、更新していかなく
てはなりません。このように

図３は、水道の管路の更新
に必要な工事費用を表すグラ
結果になります。図２の構造

８千万円で、２０５７年度ま

億

物と設備などの「資産」の健

年間の更新工事費用は

19

フです。２０１８年から２０
２２年の間に主要管路の大口
径（水道管の口径が１００㍉
での

する場合の約

％になり、図

全度は、法定耐用年数で更新

が多額になっており、更新が

果になりました。

以上のもの）の更新工事費用

80

４の「管路」は更新工事費用

保の問題や更新工事費用への

新時期が間近に迫っているも

対応などが水道事業の経営上

のがあることがわかりました。

年以上据
算における更新工事費用は、

定を主とした財源の確保を検

え置かれている水道料金の改

年から
年間という長期

え、昭和
あくまでも

討していきます。
変わってきますが、財源の確

☎（３４）１９５４

水道温泉課

的な中での試算です。実際の

アセットマネジメントの試

31
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更新工事費用は状況によって
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迫っていることがわかります。
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豆下田納税貯蓄組合連

よい

連合会会長賞を受賞しました。

が全国審査会で日本税理士会

田金賞の中村子宵さんの作品

こ

集しました。作文の部では下

中学生を対象に税の作品を募

てもらうため、小学６年生と

め、税の役割を正しく理解し

合会は税への関心を高

伊

受賞した作品を紹介します。

佳作
優秀賞

南小６年
西小６年

る
た
あ
あや な

習字の部

さ

ら

けん た

建太 さん

紗良 さん

実礼 さん

み れい

●伊豆下田納税貯蓄組合連
合会会長賞
西小６年
塩田
●河津町長賞
南小６年
高岡

ばん ない

●河津町教育長賞
東小６年
坂内

私
の家は食堂です。両親
は自営業で食堂を経営

しています。だから私は大人
の仕事がどれだけ大変か見て
きました。特に休みの日の昼
食の時間は忙しいです。お客
さんのご飯を作るために自分
たちの昼食を食べるのが３時
４時になることもあります。
また、お客さんが残した物を
見て悲しい気持ちになったり、
忙しさのあまりミスをしてし
まうこともあります。他にも
大変なことが多くあります。

大変なことなんだと感じまし

私はそんな親の姿を見て、お

●伊豆下田税務連絡協議会
長賞
東小６年

た。もちろん大変なことばか

金をかせぐというのはとても

美咲 さん

金指

りではなく、うれしいことも
たくさんあります。でもそれ
を含めてお金をかせぐのは大
変なことだと思います。
日本には勤労の義務という
ものがあります。これは義務

●伊豆下田納税貯蓄組合連
合会佳作
南小６年
あ か ね
金指 亜佳音 さん

作文の部

いと感じることもあれば大変

人が苦労してやっとお金がか

しれません。でもほとんどの

お金をかせげる人もいるかも

ると思います。中には簡単に

だ、つらいと感じることもあ

ている人の多くは仕事が楽し

書に書いてありました。働い

と同時に権利でもあると教科

●県納税貯蓄組合連合会優
秀賞（下田金賞）
河津中３年
こ よい
中村 子宵 さん
●伊豆下田納税貯蓄組合連
合会佳作
河津中３年
たい し
内田 大士 さん

区
地
象
対
湯ヶ野・小鍋・下佐ヶ野

２月22日（金）

見高浜・長野・見高入谷
２月14日（木）

梨本・川横・泉奥原・大鍋

２月25日（月）

天川・上佐ヶ野・筏場・大堰
２月15日（金）

全地区

２月26日（火）

逆川・縄地

※土日は除く

大人がかせいだお金です。

かいで払っているので結局は

費税も親からもらったおこづ

いちばん身近に感じている消

一部が税金になります。私が

そうやってかせいだお金の

せげるのだと思います。

２月13日（水）

私たちにいちばん近い税の
使い道は何だろうと考えたと

確定申告書には、マイナンバー（個人番号）の記載が必要です。確定申告書を提出するときには、本人確認
書類の提示または写しの添付が必要です。
過去の申告手続きなどでマイナンバーを記載した申告書などを税務署に提出している場合でも、平成30年分
の確定申告書には、マイナンバーの記載が必要です。
【本人確認書類の例】
例１ マイナンバーカード
例２ 通知カード ＋ 運転免許証、公的医療保険の被保険者証など
し、夢をかなえ、いつかは大

スをプレゼントしたいです。

めて子どもに『学ぶ』チャン

だと思います。私の社会の教

んへの期待を込め、税金によっ

これからの日本を担うみなさ

人になった立場から税金を納

この『学ぶ』チャンスを活か

に使おうと思います。そして

謝して、まずは教科書を大切

てくれる税金。私は税金に感

子どもたちの夢を生み、育て

に『学ぶ』権利をくれる税金。

ちばん身近な消費税。私たち

だお金の一部、税金。私のい

大人の人が苦労してかせい

のです。

税金によって支えられている

夢ができました。それもまた

私は学校で学ぶことによって

られているのかもしれません。

りにあふれる税によって支え

ています。それは私たちの周

ます。私たちは本当に恵まれ

もやっとな人々、子どもがい

ない、生活するのも生きるの

世界には学びたくても学べ

トだと思います。

最高の税の使い道、プレゼン

ます。それは私たちにとって

なくても『学ぶ』ことができ

事情を抱えていても、お金が

年間、私たちはどんな家庭の

てありました。義務教育の９

大切に使いましょう」と書い

て無償で支給されています。

※対象地区が指定されている日は、対象地区以外の人は受け付けできません。
申告内容によっては、下田市民スポーツセンター（サンワーク下田）での確定申告を行ってもらう場合があります。
詳細は回覧でお知らせしますのでご覧ください。

科書の裏には「この教科書は、

き、それは学校で使う教科書

☎22－0185
下田税務署
☎34－1928
町民生活課税務係
問

全地区
3月15日（金）
全地区
２月21日（木）

２月27日（水）～
２月18日（月）～

※会場の混雑状況により、受け付けを早めに終了
する場合があります。

２月26日（火）
９時30分～12時、13時～15時30分
ところ 役場 ２階第１会議室
税務署の職員が来庁し、電子申告（e-Tax）の
申告相談を行っていますので、積極的にご利用く
ださい。譲渡所得（株式や土地、建物などの売却
による所得）および贈与税の申告相談は、下田市
民スポーツセンター（サンワーク下田）のみ行っ
ています。

日
月
区
地
象
対
日
月

９時30分～16時
２階第２会議室
役場
ところ

ところ

２月18日 (月) ～２月25日 (月）
土日を除く
９時30分～12時、13時～16時
下田市民スポーツセンター
（サンワーク下田）
き
と
き
と

下田市民スポーツセンター（サンワーク下田）
２月18日 (月) ～３月15日 (金） ※土日を除く
９時～17時（受付終了16時）
会場では電子申告 (e-Tax) の申告相談を行っています。税務署から送られたハガキ、封書または「利
用者識別番号等の通知」を持っている人は持参してください。
ところ
と き
その他
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渡邊有汰琉さん
絢南さん
西村

こ よい

平成31年１月１日現在、河津町に住ん
でいる人は、住民税の申告または確定
申告で、平成30年中の所得を申告して
ください。申告をしなかった場合、所
得証明書が発行されない、国民健康保
険税の軽減措置が受けられないなどの
不利益が生じる場合がありますので、
忘れずに申告しましょう。
ポスターの部

地元の食材のよさを学ぶ
西小学校

ZOOM I N KAWAZU

河津桜の苗木を植樹する岸町長ら

まちの
出来事

食の都の授業

「食の都の授業」(静岡県主催）が12月11日、西小学
校で開催され、５・６年生20人が料理の楽しさを学びまし
た。ふじのくに食の都づくり仕事人の猪爪康之さん
（かね吉一燈庵料理長）が味に関する知識を説明し、
児童らと一緒に地元の食材を使って、白和えや卵焼き
を調理しました。児童らは教えてもらいながら作った
白和えを「美味しい」と笑顔で食べていました。
いの つめ やす ゆき

２年連続ふるさと賞
第19回静岡県市町対抗駅伝競走大会

普代村で河津桜を記念植樹
「華のまち・普代村」プロジェクト
ふ だい

ふじのくに食の都づくり仕事人とゴマをする児童

100人で河津桜の剪定作業

東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県普代村に
11月18日、河津桜の苗木125本を寄贈しました。普代
村で行われた記念植樹式に、岸重宏町長らが参加し、
30本の苗木を地元の園児らと植樹しました。
普代村の復興プロジェクトとして平成28年度から寄
贈した河津桜は、これまでに325本にのぼり、初めて
植えた河津桜が昨年４月17日に開花しました。

写真上・スタートし一斉に走り出す選手たち 写真右下・第２区町の部区間２位の走りを見
せチームを入賞に導いた野田連太郎さん（南小６年） 写真左下・チームの思いをタスキに
つないでゴールする第12区鈴木丈太さん（一般男子）

土砂災害のしくみを学ぶ

伊豆の踊り子が振る舞う猪鍋

河津桜合同剪定作業

地域防災訓練

河津桜合同剪定作業が11月30日、12月11日の２日間
行われました。作業には、河津桜守人やかわづ花の会、
ふるさと案内人、河津桜守人サポーターなど約100人
が参加しました。河津川沿いの中学校付近から豊泉橋
付近までの河津桜の枯れ枝や重なり合っている枝など
を剪定し、樹形を整えました。合同剪定作業は今年度
で９回目になります。

地震の発生を想定した地域防災訓練が12月２日、町
内全域で行われ町民2,219人が参加しました。各自主防
災組織で消火訓練や避難誘導などの訓練が実施され、
見高入谷地区では国土交通省沼津河川国道事務所と下
田土木事務所による土砂災害講座が行われました。模
型を使用して土砂災害の再現をすると、参加者はその
迫力と被害の大きさに驚き、防災意識を強くしました。

河津七滝

９
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文学碑に献花を行う踊り子と学生

見高入谷地区

恒例の猪鍋ににぎわう観光客

河津川沿いで桜の剪定を行う参加者

県内35市町が参加した第19回静岡県市町
対抗駅伝競走大会が12月1日、静岡市内で
行われ、42.195㎞を12人の選手がタスキを
つないで走り抜けました。河津町選手団の
記録は２時間27分56秒で、２年連続町の部６
位入賞を果たし、人口１万人未満の市町の
中で１位になったチームに贈られる「ふる
さと賞」も昨年に続いて受賞しました。大
会後に行われる1,500ｍトラック競技には、小
学生男女２人も参加し、半年間の練習の成
果を生かし力いっぱい走りました。

伊豆の踊子文学碑に献花

滝まつり

七滝観光協会主催の滝まつりが11月20日、初景滝前
で開催され、多くの地域住民や観光客でにぎわいまし
た。会場では、伊豆の踊り子や山伏姿の会員が猪肉と
野菜たっぷりの猪鍋を振る舞いました。当日は寒い中、
猪鍋のサービスに行列ができるほどの人気で、訪れた
人々は「毎年楽しみに来ています」と話しながら、う
れしそうに鍋を味わいました。

第14回伊豆の踊子文学祭
第14回伊豆の踊子文学祭が11月23日、湯ヶ野地区の
伊豆の踊子文学碑前で行われました。記念式典では、
川端康成の小説「伊豆の踊子」の踊り子役の正木里実
さんと学生役の板垣雄大さんが文学碑に献花を行いま
した。文学碑を前に「福田家」女将の稲穗照子さんが
祭文の朗読をし、文学碑建設委員だった稲葉修三郎さ
んが建設当時の思い出を語りました。
り

模型を使って土砂災害のしくみを学ぶ参加者
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図書館だより

Ｈ31.１

No.189

http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/library/

【開館時間】
9：00～18：00 土・日は17時まで
【休館日】月曜・祝日・月末日
【問い合わせ】
町立文化の家図書館 34－1115

フレッシュ

2019若い人に贈る読書のすすめ

図書館カレンダー １月

27

28

29

30

■ 給食アンサンブル

如月

■ 七〇歳年下の君たちへ

かずさ

五木

寛之

■ 立ち直る力

31

は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。

辻

仁成

■ その情報、本当ですか？

塚田

祐之

■ 死ぬこと以外かすり傷

箕輪

厚介

■ 大人のにほんご事典

今月のおはなし会

10時10分～10時30分
10時40分～11時

１月12日 (第２土曜日)

小学生向けの読み聞かせ

時間 (とき) のはこぶね
15時50分～16時20分
１月９・16・23・30日 (水曜日）

山川
吉本

今月のブックスタート
と き：１月24日 (木) 13時～
ところ：保健福祉センターふれあいホール
対象者：平成30年９月生まれの赤ちゃん

名（一般書)

著者名

ばなな

かな くり し そう

年が改まると新しい大河ドラマが始まる。今年は金栗四三の物語だ。
前作は林真理子原作の「西郷どん」。初めて読んだ伝記は西郷隆盛だっ
た。小学校入学時に父が買ってくれた。隆盛が頬かむりして豆腐屋へお
使いする行は今も鮮明だ。そんな思い出もあって、テレビ桟敷に陣取っ
た。ドラマも伝記も作者の解釈があり、脚色が施されるから面白い。
「平成」から新しい元号の年。新元号も楽しみだが、「明治」はいよい
よ遠くなる。

出版社

書

ほかにも新着図書があります。
貸出中の場合は予約できます。

名（児童書)

著者名

清川 輝基
少年写真新聞社
内海 裕美/共著

大好き！おじさん文庫

深山

老いた親へのイラッとする
気持ちがスーッと消える本

榎本

睦郎

永岡書店

３分後にゾッとする話

並木 伸一郎/著
理論社
マニアニ/絵

“介護後”うつ

安藤

和津

光文社

ボス・ベイビー

日笠

具だくさんおにぎり

中村

美穂

文化学園
文化出版局

ことわざ
キャラクター図鑑

深谷 圭助/監修 日本図書
いとう みつる/イラスト センター

フーガはユーガ

伊坂

幸太郎

実業之日本社

恐竜トリケラトプスと
ダスプレトサウルス

黒川 みつひろ

2019.１
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さくら

由紀

地域を担う子どもたちのためのジオ

まちのジオ

▲ジオ学習（河津ふるさと緑の少年団）

出版社

スマホ社会の落とし穴

１１

健太さん

すずき けんた
地区 下佐ヶ野
27歳 血液型A型 みずがめ座
フリーカメラマン

永井龍男の短編「くるみ割り」
と「黒いご飯」を読み比べまし
た。鈴木基館長から作家や作品に
ついての解説があり、その後、参
加者全員で読んだ感想を自由に語
り合いました。

新着図書案内
書

徹

読書会

※おはなし会は読み聞かせ室で行います。
変更がある場合は、図書館に掲示します。

語りかけから、始めよう。

麻子

★冬の図書館日記★

文化の家

10時～10時30分

勝元

沼口
三島海雲

１月10・17・24日 (木曜日)
幼児向け

孝

早乙女

■ ほぼ命がけサメ図鑑
■ 吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる

はらぺこあおむしの会
2・3歳児向け

■ その声を力に
■ カルピスをつくった男

乳幼児向けの読み聞かせ

0・1・2歳児向け

齋藤

今はニューボーンフォトと

26

ギターを手にイベントな

25

いう新生児を被写体にして

24

どですてきな曲を披露して

23

撮る写真にも挑戦していま

22

澪

いる姿を見かける鈴木健太

21

額賀

す」と話す健太さん。今で

20

■ 風に恋う

さん。東京の大学を卒業後、

19

は写真以外にも音楽活動や

18

システムエンジニアの仕事

17

ホームページの作成、貸別

16

を経て、下佐ヶ野へ帰って

15

荘業もやっているので、「人

14

との繋がりを大切に広げて

13

地元へ帰り、旅行をきっ

12

きました。

11

いきたい」と語ってくれま

10

かけに始めた写真を仕事と

９

した。

８

してできるようになってき

７

健太さんの幻想的な写真

６

ました。被写体は幼児や子

５

は、たくさんの編集を経て

４

ども、建築物、料理がメイ

３

できています。健太さんの

２

写真にやりがい

343
ンで、撮るたびにスキルが

１

「若い人に贈る読書のすすめ」は、成人式・卒業式など新たな人生の
一歩を踏み出す若い人にぜひ読んでもらいたい本を、この一年に出版さ
れた図書の中から、読書推進運動協議会によって選ばれたものです。
抜粋して紹介します。

描く写真の世界が、今後ど

土

上がっていく楽しみを感じ

金

のように変化していくのか

木

楽しみです。

水

ているそうです。「写真を見

火

てお客さんが喜んでくれる

月

姿にはやりがいを感じます。

日

鈴木

文研出版

小学館

小峰書店

伊豆半島ジオパーク
の情報は、公式ウェ
ブサイトのほか、
Facebookやtwitter、
インスタグラムでも
発信されています。 ジオパーク公式ＨＰ

問 伊豆半島ジオパーク推進協議会
☎０５５８－７２－０５２０

将来、この地域を担っていく
子どもたちが地域のことを正し
く理解し、何をしていくべきか
を学ぶことは重要です。ジオパー
クでは、ジオである大地とその
上に暮らす人々の生活や産業と
の関わりを学ぶことができます。
「どうしたらこんなきれいな形
になるのかな？」「どうやって
できたのかな？」という疑問や
興味からはじまり、自分の住ん
でいる地域の成り立ちを知る中
で、地域の良さに気付けるから
です。
この地域に根付いている産業

の中には、大地と密接に結びつ
いているものがあります。直接
結びついているものや、さまざ
まな角度から結びついているも
のもあります。ジオパークの視
点から、さまざまな結びつきに
気付いてもらい、将来、自分た
ちに何ができるかを考えること
もできます。
大地や人々の生活、伝統や産
業まで、ジオパークを通してこ
の地域のことを正しく知っても
らうことが、この地域の持続可
能のために必要ではないでしょ
うか。
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１０

町政 Pick Up

□財政

□介護
□保険

11

28

29

広報かわづ

みや こ
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きみ こ

１３

28

わさび共販委員会青年部）▼
鈴木雅孔さん（県子ども読書
アドバイザー、かわづっこ子
育てねっと代表）の３人が意
見を述べました。
会場には約１００人の傍聴
者が訪れました。傍聴者との
意見交換の時間も設けられ、
川勝知事は傍聴者の県政に対
する意見に誠実に答えていま
した。

▲岸町長から感謝状を受け取る加藤さん

11

だい すけ

30

▲意見交換を行う川勝県知事

知事広聴「平太さんと語ろ
う」が 月 日、東伊豆町保
健福祉センターで行われ、河
津町と東伊豆町でさまざまな
分野で活躍している６人が川
勝平太静岡県知事と意見交換
を行いました。
河津町からは▼島崎公子さ
ん（町商工会女性部元部長、
町健康づくり食生活推進協議
会会長）▼山城太助さん 東(

□教育

10

12

統計調査員に感謝状贈呈

□産業

12

月４日＠役場町長室

□水道

登録統計調査員の加藤隆弘
さ ん は 月 ４ 日 、「平成 年
度経済産業省所管統計調査功
労統計調査員」の感謝状を岸
重宏町長から贈呈されました。
加藤さんは、経済産業省所
管の工業統計調査など、産業
の構造を把握するための構造
統計調査に 回以上従事し、
今回の感謝状が贈られました。

□建設

時

場 所
持ち物

催
加
ー

「平太さんと語ろう」川勝知事と意見交換

□税務

33

日 11月26日 (月)
者 ２人
マ 「子育て体制」
「河津平安の仏像展示館について」
次回開催日 １月28日 (月)
９時～10時30分
予約受付期間 １月21日 (月) ～25日 (金)
対
象 河津町民。１人20分程度。
団体での予約はできません。
職員が立ち会います。
問 予約電話 企画調整課 ☎34ー1924
開
参
テ

日＠東伊豆町保健福祉センター

□窓口

日

ふれあい町長室

月

□議会

づくりのレベルが一定水準以
上と認められたものが選考対
象となり、団体部門の応募数
１４９３件のうち 団体が入
選しました。
筏場地区の花壇は、平成
年度ふじのくに花の都しずお
か・花緑コンクールの地域花
壇の部で最優秀賞を受賞して
います。

□健康

13

13

日＠役場町長室

□子育て

28

月

11

11

花の会筏場地区が全国で入選

▲岸町長へ入選報告をする花の会筏場地区の会員

かわづ花の会筏場地区の花
壇が「第 回全国花のまちづ
くりコンクール」花(のまちづ
くりコンクール推進協議会主
催）で入選し、かわづ花の会
細川平吉会長や筏場地区班長
ら４人が 月 日、岸重宏町
長へ報告を行いました。
コンクールの応募総数は１
６６７件で、入選は花のまち

□福祉

保健のお知らせ

11月 →→→ 12月

□消防
□企画

●今月のテーマ

賀茂地域の
地産地消レシピ③

■健康相談および母子健康手帳交付

□防災

こんにちは
保健師です。

□行政

１月21日 (月) 、２月４日 (月)
13時30分～15時30分
保健福祉センター
・妊娠届出書(病院で配布され
た場合はご持参ください。)
・個人番号カードまたは通知
カード
・身元の確認ができるもの
(写真付きでない場合は２種
類ご持参ください）
・印鑑

☎34－1937

健康福祉課

サバ缶と小松菜の煮物
【提供】河津町健康づくり食生活推進協議会

こんにちは、河津町健康づくり食生活推進協議会です。今回はお手軽にで
きる一品「サバ缶と小松菜の煮物」を紹介します。
小松菜はほうれん草の約3.5倍のカルシウムが含まれています。サバの缶詰
は、生で食べるのと比べてもDHAなどの栄養価に引けを取らないと言われ、
ビタミンＤも含まれているので小松菜に含まれるカルシウムの吸収を助けま
す。骨粗しょう症予防にも効果的です。サバ缶は水煮缶でも塩味がついてい
るので、味付けは缶詰の塩味を活かしています。

■育児相談
子育てには悩みがつきもの…、一人
で悩まないで相談してください。
日 時 ２月５日 (火)
10時～11時30分
場 所 保健福祉センター
ふれあいホール
対象者 子育て中の保護者
内 容 身体測定、離乳食や子どもの
食事に関する相談、育児相談
持ち物 母子健康手帳

材料 (４人分）
80ｇ
サバ水煮缶（固形量）
120ｇ
小松菜
40ｇ
ニンジン
12ｇ
切干大根
40ｇ
水煮大豆
8ｇ
ショウガ（千切り）
小さじ１と1/3 (8ｇ)
オリーブ油
水（水煮缶の水分も含む） 120cc
小さじ２ (10ｇ)
砂糖
小さじ２ (10ｇ)
しょうゆ

■のびのび発達検査（要予約）
時 １月28日 (月)
所 保健福祉センター 相談室２
２カ月に１回、児童相談所心理司に
よる精神発達精密検査と個別相談を行っ
ています。利用したい人は健康福祉課
まで連絡してください。
日
場

■１人分栄養量
エネルギー 101kcal
たんぱく質 6.5ｇ
脂質
4.9ｇ

カルシウム 132mg
食物繊維
2.2ｇ
食塩相当量 0.6ｇ

作り方
①切干大根は水につけて戻し、食べやすい長さに切る。（細めのものなら戻さな
くてもよい）小松菜は３cmの長さに切る。ニンジンは３cmの棒切りにする。
②鍋またはフライパンにオリーブ油とショウガを入れて熱し、香りがたったら、
切干大根とニンジンを加えて炒める。
③ほぐしたサバ缶と水煮大豆を加えて、さっと炒め水を加えてしばらく煮る。
④砂糖としょうゆを加え、煮汁が少なくなってきたら小松菜を加えてさっと煮る。

河津町24時間電話健康相談ダイヤル
育児・医療・健康・介護について
専門スタッフが相談に応じます

0120－560－655 ( 年中無休）

おいしく血圧対策

減塩料理を学ぼう
河津町は静岡県の中でも高血圧
の人が多いといわれています。い
つまでも元気でいるために、薄味
でもおいしく食べるコツや野菜の
食べ方などを栄養士と食生活推進
員が教えます。おいしい減塩料理

と

のレパートリーを増やしましょう。
血圧が気になる人やその家族、
減塩について知りたい人などお気
軽にご参加ください。
問 健康福祉課
34－1937

き

１月30日（水）

減塩料理セミナー

９時30分～13時（受付は９時15分～）

ところ

保健福祉センター

内

①講話「生活習慣病とは？」「薄味の工夫」「野菜を食べよう」など

容

調理実習室

②調理実習
参加費

300円

持ち物

筆記用具、エプロン

定

員

20人（定員になり次第締め切り）

申

込

１月25日（金）までに健康福祉課へお申し込みください

主

催

河津町健康づくり食生活推進協議会（共催：健康福祉課）

河津町健康づくり推進協議会では、健康の源は毎日の食事だと考え、減塩や野
菜摂取の普及に取り組んでいます。
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◆ 今月の納税 ◆

暮らしの情報
ひとの動き

相

後期高齢者医療保険料６期
１月31日 (木) が納期です。
問 健康福祉課 34ー1937

談

身近なこと生活相談へ

戸籍だより
（11月１日～30日届出）

マイナンバーカード受け取り

お知らせ
統計調査員を募集します

町民生活課では、

任期満了に伴う、河津町上河津財産

ター東河の大規模改修工事を実施して

統計調査員とは、統計調査の調査票

の交付を行っていま

◎立候補予定者説明会

います。この間、通常２炉での焼却を１

の配布や回収などを行い、調査対象者 (世

す。マイナンバーカー

と

保健福祉センター ふれあいホール

帯や事業所）と直接やりとりをする重

ドの交付申請をし、

ところ

２月６日 (水)

要な仕事です。統計調査には国勢調査

「交付通知書（ハガ

◎候補者届出書類事前審査

のほか、工業統計調査などさまざまな

キ) 」が届いてから、マイナンバーカー

と

調査があり、町では各種統計に従事す

ドを受け取っていない人は、交付希望

ところ

る「統計調査員」を募集しています。

日を予約のうえ、本人が窓口へお越し

◎立候補届出受付

ください。

と

日時・場所
１月16日 (水)

10時～15時
10時～15時

第２会議室
☎34－1286

人権・行政相談
２月６日 (水)
役場

統計調査の重要性を理解し、興味の
ある人は登録をお願いします。
問企画調整課企画調整係 ☎34－1924

日時・場所
10時～15時

第２会議室

問町民生活課窓口係

☎34－1932

日本年金機構出張相談
三島年金事務所の職員が年金制度に

伊豆農業研究センター公開デー

付

平日

９時～17時

と

開票19時～

◎選挙権

内

容

※交付通知書（ハガキ）を紛失した場

以上住所がある人

伊豆農業研究センター

合は、お問い合わせください。

問選挙管理委員会

東伊豆町稲取3012

問町民生活課窓口係

伊豆スカイライン料金割引

１月18日 (金)

河津町役場 (要予約）

開、新しい柑橘類の試食会、各種研究

２月８日 (金)

下田市役所 (要予約）

成果の展示、みかんやワサビなど農産

１月10日は110番の日

９時30分～11時30分、13時～14時

物の販売

110番は、事件・事故などの緊急時の

間（2月10日から3月10日）を含む30日

電話予約をしてください。

問伊豆農業研究センター

ためのものです。緊急性のない相談や

間、伊豆スカイラインの通行料金割引

照会などは警察署や交番、または♯9110

を実施します。伊豆スカイライン・ア

にお問い合わ

ネスト岩田ターンパイク箱根共通割引

放送大学の入学生募集

せください。

も実施しますのでご利用ください。

放送大学は2019年4月入学生を募集し

問下田警察署

ことができます。

※このコーナーに掲載を望まない場合は
お申し出ください。

出

介護の相談窓口

人口と世帯
（男）
（女）
世帯数

前月比（０)

3,552 人
前月比（＋８）

2019.１
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県司法書士会では、司法書士と土地
家屋調査士による無料相談会を開催し

１月19日 (土)

ます。（予約不要）

14時～

２月毎週日曜日

と

県立三島長陵高校

ところ

資料を無料で請求できます。詳しく
は放送大学静岡学習センターにお問い

第１・３土曜日

サンシニア河津

10時～15時

相談室

合わせください。

２月２日 (土)

９時～12時

内

容

相続、遺産分割、遺言などに

☎055ー989－1253

志賀

☎34－0007

万引きは犯罪です
下田警察署管内で、昨年11月末まで
に発生した万引きは19件でした。
お金を持っていても使いたくない、

２月９日(土) ～３月10日(日)
伊豆スカイライン

見つからなければ大丈夫という理由か

（熱海峠～天城高原）

ら、軽い気持ちで万引きをしてしまう

全車種

人が多いですが、万引きは犯罪です。

種
車

種

片

お店側も防犯カメラやミラーを設置

道

通常料金

割引料金

二輪車

570円

300円

普通車

980円

500円

マイクロ

2,450円

1,300円

大型車

3,970円

2,000円

売

するなどの防犯対策を心がけましょう。

伊豆スカイライン熱海峠料金
所、天城高原料金所

問県道路公社

問静岡県司法書士会下田支部

☎34－1932

間

販

小会議室１

問町民生活課窓口係

間

下田市民文化会館

関する相談

問放送大学静岡学習センター
☎32－3203

き

古着等は回収ボックス (役場内) をご利用く
ださい。
※燃えるごみの指定袋に入れてください。

区

相続登記はお済みですか？

②３月１日(金) ～３月17日(日)

日時・場所

問サンシニア河津

１５

説明会

いいたします。

期

車

①12月１日(土) ～２月28日(木)

ください。
毎月

3,749 人
3,336 世帯

介護でお困りの人、お気軽にご相談

願

県道路公社では、河津桜まつりの期

☎27－0110

文学・情報・自然科学など、約300の幅
広い授業科目があり、１科目から学ぶ

引き続き、ごみの減量にご協力をお願

☎34－1957

☎34－1932

研究施設（温室、ほ場）の公

ています。心理学・福祉・経済・歴史・

260トン

18歳以上で、財産区の区域内に２年

・住民基本台帳カード（お持ちの人）

下田市役所市民保健課 ☎22－3922

307トン

議員の選挙権を有する、満25歳以上

２月２日 (土) ９時30分～16時

☎0557ー95－2341

平成30年11月

◎被選挙権
の人

ところ

平成29年11月

しています。

・交付通知書（ハガキ）※
・通知カード

【ごみの量実績】

前年同月と比較して、約47トン減量

第１会議室

２月24日 (日) 投票７時～18時

き

のは２点）

類の提出などを受け付けます。ぜひご

第１会議室

役場

りは１点、保険証など顔写真なしのも

き

のご協力をお願いします。

◎投票・開票

らせするため、第12回公開デーを開催
と

を依頼しますので、ごみの減量に一層

第２会議室

２月19日 (火) ８時30分～17時

き

・本人確認書類（免許証など顔写真入

します。

炉ずつの交代運転とし、他市町に焼却

役場

役場

ところ

（１人20分程度かかります）

１月29日 (火) 13時30分～

２月12日 (火) ９時～11時

き

験研究成果を広く県民の皆さんにお知

問河津町役場健康福祉課 ☎34－1937

7,301 人

き

伊豆農業研究センターでは日頃の試

ついての質問や、年金の請求、各種書

日時・場所

交

持ち物

利用ください。

口

平成30～31年度にエコクリーンセン

区議会議員選挙を次のとおり行います。

問社会福祉協議会

人

ごみの減量にご協力を

マイナンバーカード

役場

（12月１日現在）

上河津財産区議員選挙

町県民税４期、国民健康保険税９期
１月31日 (木) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

☎054－254－3424

箱根ターンパイク㈱

問下田警察署管内防犯協会
☎27－2766

☎0465－23－0385
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１４

なかむら こよい
梨本 15歳
2003年生まれ。河津中学校３年生。入
選をきっかけに一日下田税務署長を務
めた。作文を書くこと、英語が好き。

ことを聞いても実感が湧きません

話す子宵さんは、最初は入選した

「作文を書くことは好きだった」
と

会長賞に入選した中村子宵さん。

全国審査会で日本税理士会連合会

いての作文」が賀茂地区で１位、

夏休みの宿題で書いた「税につ

と笑顔で語ってくれました。

かしくもあるけど、うれしいです」

も多く「声をかけられるのは恥ず

いね」などと声をかけられること

の反響もあり、近所の人に「すご

話してくれました。周囲の人から

よかったです」と真っ直ぐな目で

なかったし、貴重な体験ができて

2019ウィンターシーズンの安全祈願祭と雪乞い神事が行われました。

今シーズンも大きな事故などがなく安全なシーズンになることをお祈り

り、税務署長が押す決裁印を実際

と「税務署内を案内してもらった

日税務署長の体験について尋ねる

で一日税務署長を務めました。一

入選をきっかけに、下田税務署

事をしてみたい、と思うようにな

たい、社会に貢献できるような仕

野を広げていろいろな仕事を知り

らなかった仕事を知り、もっと視

一日税務署長を体験し、自分の知

うな寂しさや、最後だから全

ない響きに、青春が終わるよ

なりました。この言葉のせつ

に新元号になる２０１９年に

ぱいがんばっていきたいと思

メラを持って、今年も精いっ

ドキ 。
…「平成最後」の大切な
瞬間を撮り逃さないようにカ

節目の年になりますね。ドキ

（ｓ）

力で楽しまなければという前
に押させてもらったりしました。

しています。

ら私も引き込まれていました。

催されました。村長をはじめ、村内のスキー関係者ら約80人が参加し、2018-

「平成最後」の言葉が飛び交っ

11月23日に村内５スキー場の合同スキー場開きが白馬ジャンプ競技場で開

今年は新しい時代が始まる、

白馬村合同スキー場開き

た２０１８年も終わり、つい

白馬村合同スキー場開き
りました。子宵さんの将来の夢が

そんな子宵さん、将来の夢は、

姉妹都市 長野県白馬村通信

います。

とを知って驚いたそうです。

でしたが、すごい賞に入選したこ

入選して体験した貴重なこと

中村 子宵 さん

向きな意味を感じ、気付いた
楽しみです。
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下田にこんな所があることも知ら

一日税務署長を体験

