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年度

その他

59.2％

歳入の特徴
前年度当初予算に比べ、自

事業の完了などにより国庫支
出金が４９２万８千円（前年

税の増収や償却資産の増によ

額となりました。これは法人

千円（前年比２・６％）の増

比

１億２８９７万５千円（前年

対象事業の減少により町債が

臨時財政対策債の国予算の減、

金が８９７万９千円 前(年比４・
１％）の減額となったことや、

比２・３％）の減額、県支出

る固定資産税の増収などによ
ことによるものです。

主財源全体では３９０４万８

り、町税を３５９２万３千円

・１％）の減額となった

（前年比３・７％）の増額と
見込んだことや、分担金及び

50

特別会計・企業会計

負担金、ふるさと納税などの
増額を見込んだことによるも
のです。
一方、依存財源全体では５
２０４万８千円（前年比２・
３％）の減額となりました。
これは公的病院運営補助金の
増に伴う特別交付税の増によ
り地方交付税を９１６２万９
千円（前年比６・７％）の増
額と見込んだものの、前年度

歳出の特徴
採用職員の増などによる人
件費や公債費の増額により義
務的経費は４７３１万８千円
（前年比３・５％）の増額と
なりました。一方、消費的経
費は、公的病院運営補助事業
などの増による補助費の増額
や消防操法大会経費などの増
による物件費の増額により１
億１４５万７千円 前(年比５・
６％）の増額となりました。
投資的経費は、防火水槽設
置事業や南小学校教育用パソ

後期高齢者医療

コン購入事業などを計上して

平成31年度予算書は総務課窓口で閲覧できます

温泉事業

当初予算額
企業会計名

2億2,554万3千円
9,195万5千円
水道事業
介護保険

いますが、同報無線統制台更

公営企業会計予算 (歳出)
合計 3億1,749万8千円
河津駅前広場整備事業

438万6千円
87万円
11億6,929万9千円
10億6,664万6千円
1億1,230万4千円
土地取得
国民健康保険
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議会費 5,500万5千円
予備費
1,000万円
災害復旧費
6千円

当初予算額
特別会計名

新事業や中学校武道場環境対

農林水産業費
1億4,534万円

23億5,350万5千円
合計

特別会計予算

策事業の完了などにより１億

土木費
1億4,873万7千円

1億2,230万7千円(3.3％)

(2.2％)

公債費
3億4,575万4千円
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５７２８万２千円 前(年比 ・
８％）の減額となりました。

消防費
2億6,743万2千円

8,029万2千円(2.2％)

諸収入
的経
費

消

費 51.6％

5,000万円(1.3％)

繰越金

物件費
9億4,424万2千円
(25.3％)

教育費
3億5,296万4千円

平成

衛生費
5億4,683万円

依
存
財
源
維持補修費
8,309万8千円

1億7,870万9千円
(4.8％)

地方交付税
14億6,300万円
(39.2％)

繰入金
公債費
3億4,575万4千円
(9.3％)

商工費
3億5,358万2千円

歳入
37億2,800
万円

扶助費
3億9,353万1千円
(10.6％)

歳出

使用料・手数料

平成 年度のまちづくりの基本となる当初予算が、町議会３月定例会
で可決されました。一般会計の予算総額は、 億２８００万円で、前
年度当初に比べると１３００万円減額（前年比０・３％減）の、堅
実・着実型の予算編成となりましたが、今後の主要事業実施に向けて
の充填・準備年度と位置づけ、さらなる飛躍に努めます。

補助事業費

37億2,800
万円
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8,933万9千円
(2.4％)

補助費等
8億9,919万9千円
(24.1％)

40.8％
37.5％

町税
9億9,995万9千円
(26.8％)
国庫支出金
2億873万3千円(5.6％)

総務費
6億7,171万2千円

投資的
経費3.8％

予算

37億2,800万円、
総額 61億4,068万8千円。

河津町新生総踊り「花こよみ」（河津桜まつりオープニング）

■予算の基本■ 町の行政を運営する基本的な収入と支出を一般会計といいます。これに対して特別会計は、保険料などを扱う特定の事業を行う会計で、国民健康保険
事業など５つの会計を設けています。公営企業会計とは水道や温泉など公共の利益を目的にして経営される収入と支出で、独立採算制により運営されています。総額は、
これらの会計をすべて合わせた町の総予算額です。（総額は各会計間の重複分を除くため、各会計の合計とは一致しません。）

1,074万5千円(0.3％)

費

義務
的
経

単独事業費

民生費
8億3,063万8千円

人件費
6億5,656万3千円
(17.6%)
3,714万7千円
(1.0％)

自主
財源
地方債
1億2,860万円
(3.5％)
県支出金
2億1,012万円(5.6％)

2億6,521万2千円
(7.1％)
その他
7.1％

9,250万9千円
(2.5％)

その他
1億9,694万1千円(5.3％)
積立金等
県営事業負担金

一般会計歳入の構成
一般会計歳出の構成
目的別 性質別
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一般会計
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さらなる飛躍のまちづくりに、

平成31年度一般会計

Ⅰ 一人ひとりが
輝くまちづくり
健(康・福祉・医療）
□救急医療対策事業
１億４９９９万１千円

□子ども医療費等助成事業
２９１８万２千円
年

月

子どもの医療費に対する助
成を行います。平成
から高校生まで対象を拡大し
ました。
１６０万７千円

□児童公園維持管理事業

１億２２３５万２千円
浜児童公園の維持管理を行

□児童保育事業
□障害者（児）自立支援事業

Ⅱ 豊かな心身を育む
まちづくり

式化を実施します。

います。今年度はトイレの洋

□児童手当等支給事業
８８１６万８千円
□放課後児童クラブ運営事業
１０８２万９千円
放課後児童クラブの運営を

教(育・文化）
□各小中学校ＩＣＴ環境整備

行います。今年度は利用者が
多い時期の活動場所を確保す
事業

１４５９万５千円

□鳥獣害等対策事業

行います。

プロモーション動画の制作を

２０１２万１千円

るため、南小学校付近の町有
施設の修繕を実施します。

Ⅲ 地域資源を活かした
まちづくり
産(業・観光）

績管理などを行う、賀茂地区

児童・生徒の学籍管理、成

購入。
共通のシステムを導入します。

南小学校教育用パソコンの
□海洋センター体育館改修工
万７千円

■学校統合準備委員会事業
１４８７万７千円
３小学校の統合に向けた方

事事業
海洋センター体育館の改修
工事を実施します。

■賀茂地域校務支援システム
導入事業
４１３万６千円

■防火水槽設置事業
１３２０万円
縄地地区に トン級の防火
水槽を設置します。

８０２万３千円

隔年で実施される消防操法

９３７万１千円

■消防操法大会事業

１億１１２９万３千円

新規就農者への補助や荒廃

大会の訓練・参加費です。ポ

□農業振興事業

河津バガテル公園の直営に

農地対策など、農業振興の推

□河津バガテル公園管理事業

よる管理運営を行います。今

する予定です。

ポンプ車操法は県大会に出場

堰）が出場予定です。なお、

（上佐ヶ野・天川・筏場・大

小型ポンプ操法には第５分団

第２分団（見高浜・長野）が、

ンプ車操法には河津町消防団

進を行います。

同報無線など防災施設の維

１４３６万５千円

□防災施設整備事業

１億２８８９万１千円

□ごみ処理対策事業

金です。

下田地区消防組合への負担

１億７４３６万４千円

□常備消防事務事業

生(活・環境・安全）

Ⅳ 豊かで快適な
まちづくり

年度も河津バガテル公園事業
再生検討業務を継続して実施
します。

□観光施設整備管理事業
６８５１万２千円

針などの検討・協議を実施し
ます。
■青山学院大学体験教室事業
万９千円
青山学院大学で開催する体
験教室に河津町の中学生が参
加します。
■幼児教育アドバイザー共同
設置事業
万８千円
賀茂地域で幼児教育アドバ
イザーを共同設置して、各施
設へ派遣します。

Ⅲ 町民協働の
まちづくり
行(政と住民の協働）

７２６３万円

□基幹系システム管理事業
□広報事業
８２５万６千円
広報紙の発行、町ホームペー
開を行います。今年度は町ホー

ジの充実など、行政情報の公
ムページの拡充や広報紙作成
ソフトの更新を行います。
■河津町第５次総合計画策定
事業
３６１万円
今年度から２年間で、第５
年間）の策定を実施しま

次総合計画（２０２１年度か
ら
す。

■賀茂地区航空写真共同撮影
事業
１５８万２千円
賀茂地区の市町が共同で航

ください。

持管理を行います。今年度は
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44

22

していますのでご覧

空写真の撮影を行います。

ホームページに掲載

観光施設の維持管理を行い

□道路維持事業
４１４６万円

務書類を作成し、町

避難誘導看板・路面表示の整
備を実施します。
□防災対策事業
１３３４万３千円

１６９８万２千円

□橋梁維持事業
入、自主防資機材を購入しま

橋梁長寿命化修繕計画に基

防災資機材や備蓄食料の購
す。また、避難誘導看板の設

づく補修として、４橋の調査
設計を行います。

置、避難路整備の補助などを
行います。

平成29年度決算の財

ます。今年度は出合滝遊歩道
用地の購入を実施します。
□踊り子温泉会館運営事業
６４１９万１千円
□観光振興事業
３６５０万８千円
町観光協会へ観光宣伝委
託、海水浴場の運営委託や補
助を行います。今年度は観光

太極拳教室（B＆G海洋センター体育館）
消防操法大会前回大会（29年度）

■新規事業
□継続事業
10

４
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５
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40
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１億９９２万７千円

河津バガテル公園

本年度は次世代に引き継ぐ新たな
河津町の創設を目指して行政改革を
促進し、財政運営のさらなる健全化
の推進を実施しつつ、
「情報公開と町
民参加のまちづくり」を推進し、次
の４つの重点テーマを中心に各施策
に予算配分を行いました。
①子育て・教育環境の充実強化
②防災・減災対策
③観光地としてのグレードアップ
④行政運営の効率化と開かれた行
政への推進
主な事業を、町の第４次総合計画
基本計画の分類に沿って紹介します。

みんなで楽しく料理教室
ふるさと緑の少年団

ZOOM I N KAWAZU

講師の説明を聞きパソコンの基本的な操作を学ぶ受講者

まちの
出来事

料理教室

町内の小学4～6年生が参加するふるさと緑の少年団
の料理教室が3月16日、南小学校家庭科室で行われま
した。団員たちは、町健康づくり食生活推進協議会の
会員による指導のもと、ビビンバ丼風やさつまいもと
刻み昆布の煮物、牛乳もち作りに挑戦しました。慣れ
ない料理に挑戦しながらも、みんなで協力し、楽しみ
ながら調理していました。

雪の村から桜の町へ
姉妹都市長野県白馬村村民号

パソコンの基本操作を学ぶ
さくらアカデミー

ビビンバ丼風の調理をする団員

パソコン教室

生涯学習講座さくらアカデミーのパソコン教室が３
月6日から3月20日まで全5回、南小学校パソコン室で
行われました。教室では、静岡パソコンサポートアク
ティビティの板垣徹さんを講師にむかえ、表計算ソフ
ト「エクセル」の基本的な操作から、応用的な操作ま
でを学びました。受講者らは、表の作成や表計算など
の説明を真剣に聞きながら操作を習得していました。

河津ふるさと案内人の原木クイズなどで花見を楽しむ白馬村のみなさん

友達と自転車に乗り楽しむ

白馬村・河津町姉妹都市提携35周年記
念事業「河津桜まつり行き・白馬村民号」
で白馬村民79人が、2月20日から21日に
かけて河津町を訪れました。雪が積もる
白馬村を出発した村民は河津に到着する
と、まず暖かい気候に驚き、満開の河津
桜を見ては「すごくきれい」と感動して
いました。
河津ふるさと案内人による案内で約１
時間半ほど河津桜まつりやかわづカーネー
ション見本園を楽しみました。

城山の避難場所へ登る区民

遊び名人塾

西小学校

さくら幼稚園

町内の小学2・3年生が参加する遊び名人塾の町外レク
リエーションが3月9日、
日本サイクルスポーツセンター
（伊豆市）で行われました。
塾生たちは2人乗りや6人乗りなどさまざまな自転車
に乗り、施設内の広いコースを気持ちよく走り回り、
普段とは違う町外での活動を友達と一緒に時間いっぱ
い楽しみました。

南小学校

河津中学校

高台の避難路を再確認
町津波避難訓練

卒園・卒業おめでとう！

東小学校

3月14日に町立さくら幼稚園卒園式、20
日に町内小中学校卒業式がそれぞれ行わ
れました。
さくら幼稚園42人、東小学校12人、西
小学校11人、南小学校36人、河津中学校
63人が卒園、卒業を迎えました。

７
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みんなで自転車に乗って楽しく遊ぶ

津波避難訓練が3月10日、町内７地区（浜、笹原、田
中、下峰、谷津、縄地、見高浜）で行われ、地域住民
ら688人が参加しました。訓練では駿河トラフから南
海トラフを震源域とする大規模地震が発生し、17分後
には河津町に津波が到達することを想定して行われま
した。浜・笹原区では、住民らが津波避難場所の城山
へ登り、避難経路を再確認しました。
2019.４

広報かわづ

６

日まで

10

回河津桜まつり

日から３月

10

第

29

２月

万７

90

「第 回河津桜まつり」が開催

されました。今年は、

日は、２日間で約

24

０５０人（前年比約１・５％

・

23

増）が訪れました。最盛期の

13

２月

万人が訪れ、伊豆急行の降

車人数も２日間で２万人を超

えました。

20

全国に一足早い春を知らせ

日

日には河津桜まつり会場

24

る河津桜。見頃となった

～

を歩くと、県内外はもちろん

海外からも訪れた人でいっぱ

いでした。河津桜を写真にお

さめる人や河津川沿いにずら

りと並ぶ露店で何を食べよう

か悩んでいる人など、みんな

笑顔で河津桜まつりを楽しん

でいました。これからもたく

。
―

さんの人が河津桜まつりに来

て笑顔になれますように

1＿青空のもと満開に咲き誇る河津桜の原木（2月20日） 2＿シートに座り河原
からお花見する2人 3＿河津中学校２年生が学校前の河原で伝統の桜合唱、道ゆ
く観光客は立ち止まり聞き入っていた（3月1日） 4＿町内の小中学生が描いた
絵の優秀作品が河津桜観光交流館や町内商店に飾られた「ストアート・ギャラ
リー」 5＿城山まつり恒例の笹原子供会の相撲大会（2月24日） 6＿見頃を迎え
た週末多くの花見客が訪れた 7＿静岡新聞社や県警察などが中心となって活動
する「しずおかランニングパトロール（SRP）」による夜の防犯パトロールに町
体育協会陸上部も参加（2月26日） 8＿ライトアップされた幻想的な夜桜を見て
「すごいきれい！」と感動する人々 9＿川沿いの河津桜並木は今年も多くの人
であふれた 10＿春爛漫の河津桜原木を写真におさめる 11＿今年は菜の花を
撮る人も目立った 12＿いでゆ橋からの河津桜並木 13＿観光バスで帰る人に
毎日大きく手を振る駐車場誘導員

29
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http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/library/
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▼
▼

27

10時40分～11時

▼

４月11・18・25日 (木曜日)
幼児向け

今年度から雑誌コーナーに４誌が加わります。ぜひご利用ください。
ダ・ヴィンチ／メディアファクトリー
出版社が薦める新刊・既刊本をジャンル別
に紹介する、本とコミックの情報マガジン。
L EE／集英社
ファッションからインテリア、料理まで、
くらしを楽しめる大人の女性向けの雑誌。
暮らしの手帖／暮らしの手帖社
毎日をていねいに、心豊かに過ごすヒント
がたくさん！ 生活を豊かに、美しくする暮らし提案誌。
自遊人／自遊人
「感動」「本物」「癒し」をテーマに、旅、食、空間、モノなど、“楽しそう
なこと”を提案する、人生を積極的に楽しむの人向けの情報誌。

▼

10時10分～10時30分

2・3歳児向け

新規購入雑誌の紹介

▼

乳幼児向けの読み聞かせ

はらぺこあおむしの会
0・1・2歳児向け

みつひろ/作絵
トロル/さく え
いわいとしお/作

10時～10時30分

30

西野

光太郎さん

にしの こうたろう
地区 見高浜
19歳 血液型A型 いて座
今井浜フライングスクール

▼

４月13日 (第２土曜日)

仕事の合間には、小学生

今月のおはなし会

黒川

てくれました。

絵本
1位 恐竜トリケラトプスとカルノタウルス
1位 おしりたんてい
2位 そらの100かいだてのいえ

は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。

目標を持っています。町内

26

「パラグライダーの魅力を

25

の人たちにも、もっとパラ

24

たくさんの人に知ってもら

23

グライダーのことを知って

22

トロル/さく え
わだことみ/原案
斉藤 洋/作

いたいです」と笑顔で話す

21

児童書
1位 おしりたんてい あやうしたんていじむしょ
2位 しずくちゃんなぞなぞクイズブック
3位 びょういんのおばけずかん

もらい、
「 河 津 と い え ば 〝河

20

のは、今井浜フライングス

19

津 桜 と パ ラ グ ラ イ ダ ー〟 と

18

クールの西野光太郎さん。

17

言われるように浸透させた

16

このフライングスクールは、

15

い」と力強く意気込みを語っ

14

年ほど前に光太郎さんの

13

祖父が開き、今は父と一緒

12

に経営しています。

11

から中学生まで所属してい

10

光太郎さんは高校を卒業

９

たサッカーチームアスルク

８

し、パラグライダーを始め

７

ラロのコーチとして小学校

６

て１年で、国内だけでなく

５

低学年の子どもたちにサッ

４

海外でのフライトも可能な

３

カーを教えています。

２

「パイロット」というライ

１

辻村 深月/著
知念 実希人/著
今村 昌弘/著

地域に根付いた活動や大

土

センスを取得しました。「こ

金

きな目標を持つ光太郎さん。

木

今後の活躍が楽しみです。

水

れから世界大会で優勝した

火

345

一般書
1位 かがみの孤城
2位 崩れる脳を抱きしめて
3位 屍人荘の殺人

り、アクロバット競技でも

月

パラグライダーで
フレッシュ 世界を目指す
記録を残したい」と大きな

日

たくさん読まれた本はこれ！～平成30年度ベストリーダ～

▼

図書館カレンダー ４月

【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

小学生向けの読み聞かせ

時間 (とき) のはこぶね

今年度も前向きに河津の魅力を発信します

河

15時50分～16時20分
４月10・17・24日 (水曜日）
※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。

今月のブックスタート
と き：４月25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11月生まれの赤ちゃん

いつき

ひろゆき

五木寛之の『風に吹かれて』を読んだのは17歳の誕生日だった。友達
さいぎょう
ばしょう
が送ってくれたのだ。西行や芭蕉の漂泊とも重ねて読んだような気がす
る。数年後、作品集が刊行され、当時住んでいた街の書店が五木寛之を
囲む座談会を催した。運よく入場できて次のような事をたずねた。
「『風
に吹かれて』の書名はボブディランが根底にあるのですか」「それもあ
りますね。あなた歌えます？」と、促され独唱となった。遠い昔の、さ
れど、他郷での忘れ得ぬできごとである。

新着図書案内
書

名（一般書)

著者名

子どもの成長は
足で決まる！

柴田

東海のジオサイトを楽しむ

森

素敵にアレンジ マスキン
グテープをもっと楽しむ本

フィグインク

英俊
勇一

出版社

風媒社

天才ひっかけクイズ

東大ひっかけブラザーズ/作
ポプラ社
オーモリ シンジ/絵

メイツ出版

慣用句キャラクター図鑑

深谷 圭助/監修
いとう みつる/イラスト 日本図書センター

東京書店

火の鳥伝記文庫
アインシュタイン

岡田
佐竹

みえた！
きょうりゅうのせかい

サラ・ハースト/作
くもん出版
ルーシー・クリップス/絵

藤子・F・不二雄/原作
小学館
辻村 深月/著

広報かわづ

菜の花だより vol. 1

出版社

梅澤

のび太の月面探査記

2019.４

著者名

清掃工場・リサイクル
施設図鑑

田村

１１

名（児童書)

真一/監修 金の星社

好惠/文
美保/絵

講談社

続き、今年度も変わらずに関わ

して活動を始めてあっと

らせてもらうイベントはもちろん、

いう間に８カ月が過ぎました。

新たにチャレンジさせてもらう

日ごろは観光協会でFacebookやイ

活動もあり、前向きに取り組ん

ンスタグラムなどのSNSを中心

でいきますのでよろしくお願い

に情報発信の活動をしています。

します。

昨年度はさまざまなイベントに
河津町地域おこし協力隊通信

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。

運動と医学の
出版社

小鍋でいろいろ
アヒージョ

つぼみ

書

▲河津桜の写真を撮りSN Sで情報発信

津町地域おこし協力隊と

和田

佳菜子

また地域おこし協力隊として、

顔を出したり、お手伝いをした

４月から新たなメンバーが加わ

りする中で、気さくに声をかけ

り活動を始めました。新たなメ

てくれる町の人の温かさに多く

ンバーで“地域おこし協力隊”

触れることができました。あり

として何かやりたいと考えてい

がとうございました。

ますが、その中のひとつとして

今年度も変わらずに“河津町

河津バガテル公園の空き店舗運

地域おこし協力隊”として活動

営があります。期間限定にはな

浜松市出身。2018年6月、河津町地
域おこし協力隊に着任。

を継続させてもらいます。少し

ると思いますが、４月から空き

でも多くの人に河津の魅力を伝

店舗を地域おこし協力隊で運営

https://www.facebook.com/
kawazu.kyouryokutai/

えていけるように試行錯誤をし

することになりました。

河津町観光協会
＠kawazu.kanko

(31歳)

ながら情報発信を行っていこう
と思っています。昨年度に引き

空き店舗の運営については･･･
次号でお話します！

2019.４

広報かわづ

１０

今年も猛威を振るったイ
ンフルエンザ。みなさんは
どのような対策をしました
また昨年には、風し

にかかって重症化する率よ
あるもの（定期接種）と、

ります。どの予防接種も自

（任意接種）の２種類があ

自ら希望して接種するもの

予防接種は「自分自身を

りも低いです。
感染症から守る」だけでは
分自身で受けるか受けない

や地域での流行を防ぐ」こ

なく、「周りにうつすこと

の予防接種」についても大

きく動きを見せていきます。

自分自身のためにも、周り
の家族や友人のためにも予

中川

舞香

保健師

防接種を受けましょう。
健康福祉課

大

鍋

髙野

廣

下佐ヶ野

した生活を送るため、「河津町健康

②ポイントカードにポイントをためる。
川

マイレージ事業」を実施します。健

・毎日、目標を意識しながら「良いこと」をして、自己申告ポイントをた

人が決定

■事業内容

３月

日＠役場

を行った後、分団員たちはポ

町から第３分団へ引き渡し

基本方針」や町の総合計画、

津川流域における河津桜並木

は、昨年３月に策定した「河

ルなどについて話し合いまし

今後の策定計画のスケジュー

来場者アンケート調査結果▼

まつりの状況▼河津桜まつり

第１回は▼河津桜や河津桜

いて計画策定を行います。

桜の総合的なまちづくりにつ

災害対策本部室
第１回河津町河津桜まちづ
くり計画策定委員会が３月

ンプ車の装備の使い方などの

都市計画マスタープランなど

日に開催されました。委員会

説明を受け、実際に装備を使

た。
委員からは▼堤防の背後地
に盛土して後継樹として桜を
植えては▼まつり期間中の住
民の生活環境についてなどの
意見が出されました。

１２
広報かわづ
2019.４

か？
んの大流行や、麻しんに感
か決めることができます。

感染症になったと思われ

染した人が新幹線に乗車し

るときは、事前にかかりつ

悩んだときには、医師に相

これらの感染症は、ウイ
け医に連絡し、他の人にう

ていたなどテレビに大きく

ルスや細菌が人（もしくは

談しましょう。

動物）から人に感染するこ
つさないような対応を心が

取り上げられました。

とで広がっていきます。感
けましょう。

予防接種は副反応が起こる
とも期待されます。予防接

今年度は「大人の風しん

染症にならないためには日
頃の手洗いや、マスクの着
用などはもちろん、予防接

ことも考えられますが、重

種を受けることも一つです。

篤な副反応の出現率は、予
種の中には、町から案内が

功

の関連計画や、住民や来場者

品券」が30人に当たります。ふるってご参加ください。
34－1937
健康福祉課

④来年2月に締め切り、3月に抽選。今年度は5,000円分の「さくらちゃん商
リーフレットをご覧ください。

防接種を受けずにその病気

上河津財産区議会議員

泉 奥 原

日＠上河津財産区議会議員選挙結果

湯 ヶ 野

で、さまざまなサービスが受けられます。

信悟

「ふじのくに健康いきいきカード※」をプレゼント。※県内のお店や施設
松永

２月

場

任期満了に伴う上河津財産

渡邊

町内在住・在勤の満18歳以上の人

河津桜の総合的なまちづくり

康に良いこと、地域に良いことをし

③40ポイントたまるとマイレージ達成！カードを役場に提出。

筏

）が

日に告示されました。

鍋

ひとりひとりが健康で生き生きと

めたり、スタンプポイントがもらえる事業に参加し、ポイントをためる。
裕久

区議会議員選挙（定数
２月

日の選挙会で

だったため、無投票

立候補を届け出たのは定数
と同じ
となり、２月

全員の当選が確定し、高川千

トマチックの四輪駆動、排気
量３０００ｃｃ、６人乗りで

小

いながら確認作業を行いまし

可搬ポンプ積載車です。

進

問
本
梨
滝男
大塩

里選挙管理委員長から当選証
年３月

書が全員に付与されました。
議員の任期は平成

日から４年間です。

第３分団の消防ポンプ車更新
町消防団第３分団（浜・笹
原地区）の消防ポンプ車の引
き渡し式が３月１日、保健福
祉センター前で行われ、土屋
晴弥副町長や加藤友紀消防団
長、第３分団団員などが出席

飯田

□教育

しました。

上佐ヶ野

□産業

のニーズなどを踏まえて、土

□水道

た。分団員はポンプ車を前に

□建設

年使用した消

勝彦

て、マイレージ（ポイント）をため
渡邊

■参加資格
堰

髙橋

大

横

0120－560－655 (年中無休）

天

りましょう。詳しくは各戸配布する
和正

川
圭一

ながら心身ともにますます健康にな
渡邉

行政区
当選人氏名

①自分で目標をたてる。（健康に良いこと・地域に良いこと）

重義

伸晃

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

自己申告ポイン
トは1日1ポイン
ト。がんばって
ためよう！

平川

稲葉

河津町24時間電話健康相談ダイヤル
上河津財産区議会議員選挙
（任期2019年3月20日～2023年3月19日）

健 康マイレー ジ

▲予防接種

11

31

地利用や景観に配慮した河津

□窓口

気持ちを新たにしました。

□議会

第３分団で

□保険

11

■ママパパ学級
25

所

□介護

11

持ち物

25
19

11

場

防ポンプ車に代わり更新され

□子育て

11

20

時

た新しい消防ポンプ車は、
オー

□福祉

相馬

対象者
内 容
▲当選証書付与式

日

こんにちは
保健師です。

□消防

５月７日 (火)
10時～11時30分
保健福祉センター
ふれあいホール
子育て中の保護者
身体測定、離乳食や子どもの
食事に関する相談、育児相談、
歯科衛生士による歯科相談、
フッ素塗布（希望者）
母子健康手帳

□健康

22

☎34－1937
健康福祉課

場 所
持ち物

３月
→→→

２月

産院では聞けない話が盛りだくさん
です。
日 時 ５月15日 (水) 10時～14時
場 所 保健福祉センター
申 込 対象者には通知します。希望
者は事前に申し込んでくださ
い。（託児有）

□税務

■育児相談

３月１日＠保健福祉センター前

▲新しいポンプ車と第3分団団員

時
日

感染症と予防接種

保健のお知らせ

町政 Pick Up
□財政

４月15日 (月) 、５月７日 (火)
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

□企画

広報かわづ
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１３

■健康相談および母子健康手帳交付

□防災

●今月のテーマ
□行政

◆ 今月の納税 ◆

暮らしの情報
相

談

身近なこと生活相談へ

戸籍だより
（２月１日～28日届出）

日時・場所

5/5～11児童福祉週間
その気持ち

４月17日 (水)

10時～15時
10時～15時

誰かを笑顔にさせる種

（2019年度児童福祉週間標語）

保健福祉センター ふれあいホール
５月８日 (水)

静岡デスティネーションキャンペーン

お知らせ

5月5日（こどもの日）から11日まで
の１週間は「児童福祉週間」です。

4月1日から6月30日までの３カ月間、

満70歳以上の皆さんが利用できる南

平成29～31年度にエコクリーンセン

伊豆東海バスの2019年度「河津町寿回

ター東河の大規模改修工事を実施して

ンペーン（静岡DC）」が開催されてい

数券」を発行します。

います。この間、通常2炉の焼却を1炉

ます。DCとは、ＪRグループが中心と

対

なって取り組む国内最大規模の観光キャ

回数券

にたっぷり元気を持ち帰ってほしいと

購

いう思いから「アッパレしずおか元気

る証明を受け、南伊豆東海バス河津駅

ることを目的に、昭和22年に定められ

旅」というキャッチフレーズでキャン

案内所で購入してください。やむを得

ました。「児童福祉週間」を中心に、県

ペーンを実施しています。

ず役場へ来ることができない人は、証

10時～15時
ふれあいホール
☎34－1932

明書を郵送しますので企画調整課まで
ご連絡ください。

詳しくは県ホームページ「ふじさんっ

使用期限

こ☆子育てナビ」をご覧ください。

回数券の払い戻し

http://www.fujisancco.pref.shizuoka.jp/

～河津町のおすすめスポットを

地域の皆さんが、いつまでも健康で

町では、期間中旅行客へのおもてな

利用ください。

安心して暮らせるよう、第２回伊豆今

しとして街灯（河津桜観光交流館前か

日時・場所

井浜病院健康セミナー「身近にある病

ら国道浜信号機まで）にハンギングバ

気～がんについて～」を開催します。

スケットを設置しています。また、伊

セミナーではがんの原因、特徴、早

豆では静岡DCに合わせて、「SNSいず

電話予約をしてください。

期発見の大切さ、検査方法を説明しま

問下田市役所市民保健課 ☎22－3922

自慢」１万件のおもてなし運動を開催

す。そのほか、日常生活の維持・改善、

しています。

９時30分～11時30分、13時～14時

前月比（ー８）

１５
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４月12日 (金)まで

電話相談を希望する人は、下記の電話

験

第1次

番号へおかけください。

５月12日 (日)

投

稿

金指美里看護師長

STEP1

５月11日 (土)

き

Instagram 「@kawazu.kanko」

よいこに

海レジャーの安全を守ろう
ゴールデンウィークから海のレ

H I V検査・肝炎検査など

ジャー事故が増加します。次の点に注
意して安全に楽しんでください。

と

４月18日 (木）

ところ

下田総合庁舎別館１階相談室

ガイド」の注意事項を守る。

（受付12時30分～）

ルメ」
「観光スポット」などを

検

B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅

伊豆今井浜病院

テーマにした写真や動画を撮

毒、HTLV-1

STEP2

会議室

問・申込先
伊豆今井浜病院総務課

☎34－1123

気象情報を常にチェックする。
単独の行動は避け、緊急時の連絡先

申

込

検査前日16時までに電話予約

などを備えておく。

その他

検査は無料・相談は随時受付
同日に骨髄バンクドナー登録

に地元での情報収集をする。

ができます。（要予約）

「#河津」の３つをつけて、

STEP3

査

海上保安庁の「ウォーターセーフティ

影する
「#河津がもっと好きになる」

30～50人

き

ハッシュタグ「#いいね伊豆」

事前に電話予約

込

土日9時～17時 ☎23－4152

町観光協会公式アカウントを
検索してフォロー

平日9時～20時

Twitter 「@kawazukanko」

新館
員

☎27－0110

問・相談

河津町おすすめの「絶景」「グ

13時～14時45分
ところ

しています。
問下田警察署警務課

申

☎32－3203

付

試

吉田剛副病院長

無料

問サンシニア河津

受

△

3,312 世帯

く守り、匿名での相談も受け付けます。

警察ホームページにも採用情報を掲載

と

電話相談「子ども・家庭110番」

見込みの人）

間

６月30日 (日) まで

子ども・家庭110番
子どもや子育てに関する悩みを一緒

期

どなたでも参加できます

☎34－1932

問町民生活課窓口係

に考えます。内容についての秘密は固

ご協力をお願いします。

対象者

100 ㎏

静岡を守る一員になる～

く紹介します。

参加費
相談室

平成31年2月

警察官A（大卒若しくは大卒

する緩和医療などについてわかりやす

日時・場所
サンシニア河津

環境美化に努めましょう。

△

世帯数

3,728 人

集

番駐在所へお問い合わせください。県

定

10時～15時

募

またはTwitter）に投稿してください。

お気軽にご相談ください。
第１・３土曜日

～思いは一つ正義を貫く

詳しくは下田警察署または近くの交

を設けています。介護でお困りの人、

毎月

「させない」適切な管理を行い、町の

△ △

（女）

3,516 人

早期発見に努めています。

△

（男）

町では、定期的に不法投棄防止パト

静岡県警察官募集

「観光スポット」などをSNS (Instagram

介護の相談窓口

前月比（ー16)

河津町おすすめの「絶景」「グルメ」

（がん性疼痛看護認定看護師）

サンシニア河津では介護の相談窓口

問企画調整課企画調整係 ☎34－1924

にも質の高い生活が送れるように援助

とう つう

＋６トン

不法投棄を「しない」はもちろん、

患者さんや家族が身体・精神・社会的

師

271トン

SNSで紹介しよう～

症状の緩和、社会復帰をサポートして

講

前年比

【不法投棄処理実績】

ます。

類の提出などを受け付けます。ぜひご

※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。

265トン

年4月末まで案内所で払い戻しができ

伊豆今井浜病院健康セミナー

下田市役所 (要予約）

2020年3月31日

で1冊全てが未使用なものは、平成31

☎054－221－3546

平成30年2月 平成31年2月

ロールを行い、不法投棄の未然防止や

平成31年3月31日使用期限の回数券

ついての質問や、年金の請求、各種書

５月10日 (金)

役場企画調整課で対象者であ

イベントや啓発事業が実施されます。

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

入

内各地でさまざまな児童福祉週間関連

問県健康福祉部こども未来課

7,244 人

減量にご協力をお願いします。
【ごみの量実績】

どもの健やかな成長を国民全体で考え

問町民生活課窓口係

口

ずつの交代運転としますので、ごみの

1,300円分の回数券を500円で

☎34－1286

保健福祉センター

人

満70歳以上の町民

販売します。１人1カ月で5冊まで。

４月17日 (水)

（３月１日現在）

象

ンペーンです。静岡DCでは、訪れた人々

日時・場所

ごみと不法投棄の実績

県内で「静岡デスティネーションキャ

「児童福祉週間」は子どもや家庭、子

行政相談

人口と世帯

寿回数券のご利用を

保健福祉センター ボランティア団体室
問社会福祉協議会

国民健康保険税随時
５月７日 (火) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

InstagramまたはTwitterに投稿
問町観光協会

☎32－0290

問・予約先
賀茂保健所地域医療課

危険な海域や気象について、忘れず
飲酒後の活動はやめる。

ウォーターセーフティガイド

☎24－2052

▼

ひとの動き

後期高齢者医療保険料随時、介護保険料随時
５月７日 (火) が納期です。
問 健康福祉課 34ー1937

問下田海上保安部交通課 ☎23－0145
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１４

サーフィンに打ち込んできました。

に、学校の勉強と両立しながら日々

年ジュニア部門強化指定選手に選

夢を達成できてとてもうれしかっ

ニア部門に選ばれた中高生

尋ねると「大会で勝ったときはう

たそうです。サーフィンの魅力を

入りました。強化指定選手選出を

れしいです。大きな波に乗るのは

人に

受けて、３月７日には岸重宏町長

怖いよりも楽しいです」と笑顔で

きっかけで５歳でサーフィンを始

終わると下田の多々戸浜で週３～

普段は下田高校に通い、学校が

４月は新生活がスタートす

わづ」も平成最後の号です。

出した年でした。白馬での経験を活かして、次のステップでもがんばって

め、小学校４年生から公式の大会

村が白馬高校の運営・経営に参画するなど、白馬高校が新たな歩みを踏み

平成元年の頃から見返してみ

今年の卒業生が入学した３年前は、国際観光科が新設され、白馬村・小谷

ると、広報かわづも今のカタ

70人が新たな決意を胸に次の一歩を歩み出しました。

るシーズンですね。新しい学

3月1日 (金) に長野県白馬高等学校で卒業証書授与式が挙行され、３年生

校へ入学するとき、社会人に

白馬高等学校卒業式

４ 日 練 習 し ま す 。「これから世界

白馬高等学校で卒業式
選手権などの大会に出場できるよ

語ってくれました。

のもとを訪問し、対談しました。

ばれた進士海理さん。全国からジュ

日本サーフィン連盟の２０１９

しんじ かいり
下峰 16歳
下田高校2年生。まじめな性格で勉強と
サーフィンを両立しながらがんばって
いる。放課後や休日は、ほとんどサー
フィンの練習をしている。

歳以下の全国大会で

姉妹都市 長野県白馬村通信

歳以下）の年間ランキング

は準優勝し、連盟のボーイズクラ

に行われた

勉強とサーフィンの両立をがんば

将来は理学療法士になりたいので

う技に磨きをかけていきたいです。

ました。今年度も気持ち新た

くドキドキな４月を迎えてい

なるときなど、いつもわくわ

目を迎える瞬間に今からわく

した。またひとつ、時代の節

があり、時代の流れを感じま

チになるまでさまざまな変化
ス（

では８位に入る好成績を残してい

に１年がんばります。

ください。卒業生・保護者の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

（ｓ）

りたいです」と今後の目標を力強

わくドキドキです。

ます。海理さんはずっと強化指定

平成が終わる４月。
「広報か

■Eメール i n f o @ t o w n . k a w a z u . s h i z u o k a . j p

■河津町ホームページアドレス h t t p : // w w w . t o w n . k a w a z u . s h i z u o k a . j p /

進士 海理 さん

に出場している海理さん。昨年秋

父に連れられて海に行ったのが

17

く語ってくれました。

18

選手に選ばれることをひとつの夢

16

㈱栄協

■印刷

企画調整課

■編集

〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2 0558-34-1111

河津町役場

■発行

日本サーフィン連盟強化指定選手

大きな波に乗るのが楽しい

表敬訪問した海理さん

