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“未来を創る”新春座談会

ー令和 3 年度伊東市経営方針ー

みんな

新しい伊東スタイルへの挑戦
〜みんなで創る新たな未来〜
「新しい伊東スタイル」による、未来を拓く取組（「みんなが
つくる伊東市」、「みんなが楽しい伊東市」、「みんなが暮らす
伊東市」）の一層の進展と、誰もが夢と希望を形にできる未来の
実現に向けて、全員参加で知恵や意見を出し合いながら共に取り
組んでいきます。

新た

未

で創る
な

来
伊東市長
小野 達也

“新たな未来を創る”新春座談会
〈テーマ〉

新しい伊東スタイルの
成人式開催を目指して
今月号では、成人式実行委員の皆さんをお招きし、新春座談会を行

大池小学校
門野中学校出身
駿東伊豆消防本部
うえ の

いました。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、新しい生活様式
として日常生活や行事、イベントなどの様々な変更を余儀なくされて

あや と

上野 礼登 さん

きました。このような環境の中で、新しい伊東スタイルでの成人式を
旭小学校
門野中学校出身
伊東市役所
あや べ

あ す

どのようにすればよいか、成人式実行委員は検討してきました。成人
式実行委員との対話から、みんなで創る新たな未来を考えます。

み

綾部 愛珠美 さん

※本文中は敬称を省略しています。

南小学校
南中学校出身
常葉大学（２年）
たかはし こう の すけ

髙橋 幸之輔 さん

令和３年の成人式式典は
中止となりました
成人にとって一生に一度のことであり、できる限り開催を
目指してまいりましたが、市内、全国の感染拡大状況を考慮
し、式典の中止はやむを得ない苦渋の決断となりました。
オンライン配信の詳細などは、市ホームページやＳＮＳで
改めてご連絡します。
問生涯学習課 ☎ 32-1962

教えてください。

「はたち」の若者を中心に広く献

コロナ禍での開催に向けて

髙橋 式典を開催するにあた
り、新型コロナウイルス感染
症対策の点で、来場者を制限
することや、プログラム短縮
の案を考えることはとても苦
労しました。

皆さんのご協力をお願いします。

問社会福祉課

☎32-1531

赤十字血液センター沼津事業所

綾部 その他にも、出席者の
入退場経路なども、新型コロ
ナウイルス感染症対策に鑑み
て綿密に検討しました。
上野 コロナ禍での開催を目
指す中では、新成人の体調管
理が大切になってくると思い
ます。式典当日までの自身の
行動や体調管理などを徹底す
るように新成人に促してきま
した。
※座談会開催時は、成人式式
典の開催を目指していました。

日から２月28日まで実施します。

なり、消防士という命に携わ

市長 令和３年の成人式は感
染症拡大後初めての成人式開
催になります。コロナ禍での
新しいスタイルの成人式に向
け苦労したことや、大変だっ
たことがあれば教えてくださ

ちの献血」キャンペーンを１月１

る仕事をしていることもあっ
て、今まで以上に自分の行動
に責任を持って生活していき
たいと思っています。

市長 皆さんすごく立派です
ね。これからもぜひ頑張って
ください。
皆さんは８月から準備を進
めてきたと伺っています。長
期間お疲れさまでした。

い。

血への理解と協力を求める「はた

なろうという意味合いを込め
て、このようなコンセプトに
しました。新型コロナウイル
スの影響もあり、様々な課題
に直面しながらも、私たち実
行委員は協力し、どうすれば
心に残る成人式になるか、模
索してきました。
また、友達や家族、お世話
になった方々に感謝の気持ち
や、希望、郷土伊東へ思いを
伝えたいとの思いから「イン
スタグラム」開設し、二十歳
を迎える皆さんが投稿できる
ようにいたしました。

新しいスタイルの成人式が
どのようなものであるか教え
てください。
新しい伊東スタイルの成人式
髙橋 令和３年の成人式のコ
ン セ プ ト は「 幸 動 力（こうど
うりょく）」となっています。
幸動力の「こう」の字は幸せ
という字を使っています。幸
せのために行動できる人間に

冬期は献血者が減少しがちです。

由にやらせてもらっている部
分が多いので、恩返ししたい
という気持ちが強くあります。

綾部 私は昨年度から働き始
め、お金を自分で稼ぐように
なってから、親への感謝の気
持ちをより一層身に染みて感
じています。仕事も楽しみつ
つやりがいをもってしている
ので、今後はより一層責任を
持って仕事をしていければと
思います。

二十歳になって大人に

はたちの
献血♥

市長 市民の皆さん、明けま
しておめでとうございます。
昨年は新型コロナウイルス
という未曽有の危機に直面し
た年でした。そこで、本日は
コロナ禍という環境の中で、
新しい伊東スタイルでの成人
式開催を目指して、今まで議
論を重ねてきた成人式実行委
員の皆さんをお招きし、二十
歳を迎えて思うことや、新し
いスタイルの成人式開催につ
いて話し合っていきたいと思
います。皆さんよろしくお願
いします。
髙橋・綾部・上野 よろしく
お願いします。
市長 成人式実行委員の皆さ
ん、成人おめでとうございま
す。
皆さんは、伊東市で生まれ
育ったこの 年間に様々な経
験や体験をしてきたと思いま

二十歳を迎えて

上野

☎055-924-6611

す。二十歳という節目の歳を
迎えるにあたり、将来の展望
や大切な人への思いがあれば

髙橋 第一は親孝行です。今
大学に行かせてもらっていま
すが、家族の支えもあり、自

2021.1

3

“未来を創る”新春座談会

20

謹 賀 新 年

謹 賀 新 年

☎ 32-1173
☎ 32-1962

市内で楽しめる場所を皆さん
に体験してもらえればと思い
ます。

問秘書課
生涯学習課

市長 今はソーシャルディス
タンスなど様々な制限を受け
ています。今後仕事や学業な
どの中で、それでも何とかや
りくりし、努力や知恵を出し
合うことのきっかけになった
のではないかと思います。み
んなで知恵や意見を出し合い
ながら共に取り組んできたこ
とを大切に、実行委員の皆さ
んには頑張っていただきたい
と思います。
最後に伊東市の印象や思い
などがあれば教えてください。

思い描く未来を創ってほしい

上野 伊東市は平和でのどか
な印象です。消防士という職
業を通してこの街を守りたい
です。これからはそういうこ
とを意識して働いていきたい
と思っています。
市長 成人を迎える皆さんは
若さを生かして、様々な場面
で率先して動いて、色んな経
験を積んでいただきたいです。
スキルアップのチャンスだと
思ってチャレンジしてくださ
い。

老齢基礎年金
65歳から生涯受けられます。
障害基礎年金
病気やけがで障がいの状態になったときに受
けられます。
遺族基礎年金
夫・妻が亡くなった際に、子のある妻・夫又は子
が受けられます。
※障害年金や遺族年金を受け取るためには受
給要件があります。詳細はお問い合わせく
ださい。
20歳になった人には、日本年金機構から国
民年金に加入したお知らせが送られます。
※厚生年金または共済年金に加入している人
を除きます。
保険料の納め忘れがあると、受給できない場
合があります。
※収入などがなく、保険料の支払が困難な場
合は、免除や猶予の制度があるのでご相談
ください。
問保険年金課 ☎ 32-1625

はい！

国民年金は老後の生活保障だけでなく、
万が一のときにあなたや家族を守ってくれ
ます。

髙橋・綾部・上野
頑張ります！

国民年金 に加入！

伊東市への思い

髙橋 伊東市は観光をはじめ
色々な人に自慢できる街だな
と思っています。自分自身も
伊東市が好きで、伊東市に住
んでいて、幸せだと思ってい
ます。大学の友人も含め、

もっと多くの人に伊東市を
知ってもらって、発展出来た
らいいなと思います。
綾部 伊東市は観光業に長け
ていると思っています。コロ
ナ禍であまり外に出られませ
んが、伊東市民でも市内で楽
しめる場所があると思います
し、コロナ禍だからこそ発見
できることがあると思います。

20歳になったら

“未来を創る”新春座談会

伊東市成人式

公式Instagram
成人式当日にライブ
配信を行います！
成人にとって一生に一度のことであるため、で
きる限り開催を目指してまいりましたが、県内、
全国の感染拡大を考慮するとやむを得ない苦渋の
判断となりました。
新成人には非常に残念な思いをさせることとな
りましたが、今後もインスタグラムでの二十歳の
誓いは引き続き募集いたします。皆さんの思い・
二十歳の誓いを共有しましょう。
なお、オンライン配信の詳細などは、市ホーム
ページや、インスタグラム内で改めてご連絡いた
しますので、ご確認をお願いします。
二十歳の誓いの参加方法
①ご自身のインスタグラムから二十歳の誓いを
投稿（着物や袴と一緒に撮ったら素敵です。
市内のおススメの場所、思い出の場所でも大
歓迎）
②タグ付け（ito_seijinsiki_official）かハッシ
ュタグ（♯伊東市二十歳の誓い 2021）を付
けて投稿してください。
③成人式公式アカウントよりリポストさせてい
ただきます。
④成人式公式アカウントにＤＭでもＯＫ
※成人式実行委員が後日、「二十歳の誓い」を
まとめ、市民へ発信します。市役所庁舎など
への掲示や、一部を報道などに掲載させてい
ただくことを予定しています。

広報いとう
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固定資産税・都市計画
税の軽減措置について

ｉ
市・県民税申告書の
提出について

給与支払報告書の期限前
の提出にご協力ください

市・県民税申告をする人は、
課税課窓口に直接又は郵送で
申告書をご提出ください。
なお、例年コミュニティセ
ンター及び生涯学習センター
で開催していた、申告書の作
成指導と受付は行いません。
問課税課
☎ １２７１

ｉ
給与支払報告書は、受給者
の住所地（令和３年１月１日
現在）に２部提出することに
なっています。課税課への提
出 期 限 は ２ 月 １ 日 ㈪ で す が、
期限前の提出にご協力をお願

ｉ
【申告期限は、２月１日㈪で
す。】
新型コロナウイルス感染症
の影響で事業収入が減少した
中小事業者等の方に対して、
令和３年度の固定資産税・都

の相談や作成指導は、市役
所会場では行えません。
・事業所得（個人で事業及び
農業を営み所得が生じた
人）
・不動産所得（建物や土地な
どの貸付けにより所得が生
じた人）
・譲渡所得（建物や土地など
の資産の譲渡により所得が
生じた人）
・消費税及び地方消費税の申
告が必要な人
※受付時間や方法などの詳細
は、改めてお知らせします。
問熱海税務署
☎ ３５１８

ｉ

障害者控除対象者
認定書を交付します

からダウンロードできま
す。） に 記 入・ 押 印 の 上、
１月４日㈪以降に高齢者福

祉課へ。
※所得税申告などの対象とな
る 年 の 月 日（ 基 準 日 ）
での判定となるため、基準
日に有効である要介護認定
結 果 を も と に 認 定 し ま す。

ただし、対象の人が年の途
中で死亡された場合は、死
亡日を基準日とします。
問高齢者福祉課
☎ １５６３

ｉ

道路の凍結や降雪などに
注意しましょう

道路の凍結や降雪などの季
節です。
車でお出掛けの際は、気象

情報を確認の上、冬用タイヤ
の装着やチェーンを準備し、
安全走行をお願いします。

道路の凍結は、思わぬ所で
起こります。安全運転にご協
力をお願いします。
※積雪または、凍結している

歳以上で介護保険の要介
護 認 定 者 の 場 合 に は、「 障 害
者控除対象者認定書」の交付
により、所得税や市県民税の
障害者控除を受けることがで
きます。ただし、要介護認定
を受けている場合でも心身の

いします。
問課税課
☎ １２７２

令和３年確定申告
市役所会場

(32)

ｉ

問建設課
☎ １７５２

道路をノーマルタイヤで走
行することは法令違反にな
ります。

市計画税（対象は事業用家
屋・償却資産）を事業収入の
減少率に応じて軽減します。

31

状態などにより、認定できな
い場合があります。要支援１・
２の人は対象外です。
26

申告期限を過ぎると、軽減
を受けることができません。
お早めの申告をお願いします。

12

申 請 障害者控除対象者認
定申請書（市ホームページ

2021.1
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(81)

開催期間と相談体制が例年
と異なります。
期 間 ２月 日㈫～ 日㈮
相談体制 次の所得がある人
16

欄

告

広

(32)

(32)

(32)

65

市役所開庁時間：8時30分〜17時15分
※土日・祝日は閉庁

※詳細は市のホームページを
確認してください。
問課税課
１２７７
☎

(32)

「広報いとう」の発行経費に充てるため、広告を掲載しています。広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨・保証などするものではありません。

のため、二重の通知となり
ます。）
・医療費通知は医療費控除の

病気は早期発見、早期治療
が大切です。医師から指示さ
れたとおりに治療を続け、分
からないことは聞くようにし
ましょう。
問医療費通知のことは
保険年金課
☎ １６２１
医療費控除のことは
課税課
☎ １２７１

募

簡易な修繕工事
参加資格追加登録受付

市が発注する１００万円未
満の簡易な修繕工事を行うた
めには、参加資格の登録が必
要です。追加登録受付を行い
ますので、参加を希望する人
は次のとおり参加資格登録を
行ってください。
※令和２年２月以降に登録し
た場合は不要です。
対象業者 市内に主たる事業

所を有し、伊東市建設工事
競争入札参加登録がされて
いない者（建設業の許可の

有無は問いません。）。
※建設工事競争入札参加資格
者は、従来どおり修繕工事

庶務課窓口に持参

を行うことができますので、
この登録は不要です。
提出方法
提出書類

募

第３回ストレッチ教室
参加者募集

日 時 ２月 日㈭、３月
日㈭、 日㈭、 日㈭
時～ 時 分
会 場 市民体育センター
内 容 ストレッチ体操など
対 象 市内在住・在勤の人
定 員
人（応募多数の場
合抽選）
費 用 １０００円（傷害保
険料など）
指導者 社会教育指導員
持ち物 体育館シューズ・運
動のできる服装・飲み物な
ど
申込み 往復ハガキに氏名・
年齢・住所・電話番号・教
室名を記入し、〒４１４‐
００２４ 和田１‐ ‐１

日㈰必着

②令和２年度分の納税証明書

請書（庶務課窓口か市ホーム
ページで取得できます。）

してください。
※新型コロナウイルス感染症

責任は負いませんので注意

※万一けがをした場合は応急
処置をしますが、その後の

１月

受 付 期 間 ２月１日㈪～２月
日㈪（土日祝日を除く。）
登録有効期限

日
問庶務課
１２３６
☎

る場合があります。
問振興公社
☎ ７１３５

拡大などにより、中止とな

締切り

振興公社「第３回ストレッ
チ教室係」まで。

11

令和４年３月

①簡易な修繕工事参加登録申

16

２月上旬

申告手続で明細書として使
用することができますが、
ご自身で合計額を計算する

財産区議会議員選挙

任期満了に伴う新井・吉田
の各財産区議会議員選挙を次
のとおり行います。
財産区 新井・吉田
告示日 立( 候補届出日 ) １月
日㈫
選挙期日 １月 日㈰
議員定数 各財産区９人
立候補の届出 各財産区とも
告示日の８時 分から 時
までに、定められた届出書

25

送付時期

日本年金機構から、１月中
旬に令和２年分公的年金源泉
徴収票が送られます。所得税
の確定申告に必要ですので大
切に保管してください。
対 象 令和２年１月から令
和２年 月までに厚生年
金・国民年金など、老齢又
は退職事由の年金を受給し
必要があります。また、医
療費控除の対象となる支出
で、医療費通知に記載され

一定の健康診査や予防接種
などを行っている人が、特
定一般用医薬品などの購入
費を年間１万２千円を超え
て支払った場合、セルフメ
ディケーション税制により、

及び必要書類を選挙長（市
役所６階選挙管理委員会事
務局）に提出してください。
なお、届出書などは選挙管
理委員会事務局にあります。
問選挙管理委員会事務局
１２３３
☎

18

年金受給者の
皆さんへ

た人
再交付の申込み 基礎年金番
号・年金コードを控え、電

月診療分までの医療費通知
は２か月ごとに既に送付済

話でねんきんダイヤルへ
お( 急 ぎ の 場 合 は 、 三 島 年
金事務所へ。）。
問ねんきんダイヤル

期 間 令和２年１月から令
和２年 月診療分まで（令
和２年１月から令和２年
10

所得控除を受けることがで
きます。
※セルフメディケーション税
制と医療費控除は、同時に
受けることはできません。

11 18

70

11

ていないものがある場合に
は、別途領収書に基づいて
「医療費控除の明細書」を
作成し、申告書に添付する
必要があります。
・また、健康の保持増進及び
疾病を予防する取組として

☎０５７０ ０(５ １)１６５
三島年金事務所
☎０５５ ９(７３ １)１６６

国民健康保険医療費
通知を送付します

医療費の実態を理解しても
らい、医療機関からの請求ミ
スなどを防止し、医療費の適
正化を図る目的で、医療費通
知を送付します。
対 象 国民健康保険被保険
者

17

30

31

31

30

10

(37)

15

31

(32)

(32)

(32)

i

26

(32)

12

i
i

6

広報いとう

消防出初式

日にち １月 日（月・祝）
内 容
・式 典 ９時～ 観光会館
・分列行進
時 分頃～
観光会館海側臨港道路（行
進中は、一般車両進入不可
となります。）
・分列行進終了後 小型動力
ポンプの一斉放水（耐震
バース）
※新型コロナウイルス感染防
止対策に万全を期し、実施
します。
なお、感染状況などにより
中止する場合がありますの

県営住宅の入居者募集

県営住宅の入居者を毎月募
集しています。
募集発表 毎月 日
受付期間 毎月 日～ 日
※申込などの詳細は左記へ。

問静岡県住宅供給公社東部支
所
☎０５５
︵９２０︶
２２７１

特設ホームページ公開

暮らしなんでも相談

日常生活で起こるトラブル
や悩みごと、困ったこと（心
の悩み、消費生活、住まい、
生きがい、介護、法律など）、
どこに相談すればよいか分か
らないときの相談窓口です。
悩み事を一緒に考え、専門的
なアドバイスをしてくれる所
を紹介します。
受付時間 平日の９時～ 時

費 用 相談・取次は、原則
無料。専門家に相談する場
合は、別途料金がかかる場

「広報いとう」の発行経費に充てるため、広告を掲載しています。広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨・保証などするものではありません。

「こども県議会」

「こども県議会」は、こど
もたちに県や県政について関
心を高めてもらうために、県
が開催しています。
原則８月 日の県民の日に、
市町を代表する中学２年生
（こども議員）が県議会本会
議場に集まり、県幹部職員と
意見交換をします。
今年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、意
見動画と答弁動画を特設ホー
ムページで公開します。
代表で宇佐美
中学校の生徒も

合があります。
問ライフサポートセンター東
部事務所相談受付ダイヤル

欄

告

広

17

☎０５５
︵９２２︶
３７１５

2021.1

7

参加しています。
問県広報広聴課

１月の献血はお休みです。

i
☎０５４
︵２２１︶
２２３１

献血

21

i
今月の

20

で、ご了承ください。
問危機対策課
３２２２

問社会福祉協議会

☎36-5512

☎

特設ホームページ
12 月 28 日公開

18

市水道の平日・休日の修理

市水道センター(☎36-2010
受付時間：８時30分〜22時）
水道本管、一般家庭の水道メー
ターまでの漏水調査と修理手配
を行います。
※なお、水道メーター以降（宅
内側）の修理及び排水などの
トラブルは、直接、水道工事
店へ。

10 10

住宅供給公社
ホームページ

11/30現在 （ ）前月比
人 口 67,776人
（-60）
男 32,062人
（-50）
女 35,714人
（-10）
世帯数 35,431世帯
（-1）

11

10

i
人口と世帯数

i
①市税・国保税のことは…
収納課 ☎32‐1291
②後期高齢者医療保険料のこと
は…
保険年金課 ☎32‐1624
休日：①②１月16日(土)
①８時30分～正午
②８時30分～17時
夜間：①１月14日(木)
①17時30分～19時

(36)

納付相談会

みんなの暦
■観光イベントなどの情報は…
伊東観光協会 ☎37-6105

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

1月の納税

木曜日

1

納期限は２月１日㈪

□市県民税４期
□国民健康保険税７期
収納課

3

4

赤口

5

先勝

金曜日

2

仏滅

土曜日
大安

元日

☎32-1291

6

先負

7

仏滅

8

大安

9

赤口

13

赤口

14

先勝

15

友引

16

先負

21

友引

22

先負

23

仏滅

30

大安

友引
小寒

官公庁仕事始め

10

先勝

伊東市成人式

17

仏滅
土用

11

友引

18

大安

成人の日
消防出初式

12

先負

19

赤口

20

先勝
大寒

広報いとう２月号
配布予定日

オレンジビーチマ
ラソン2021

24

大安

31

赤口

25

26

赤口

先勝

27

友引

伊東駅前朝市（毎
週土・日曜日）
I TO MARCHE
（アイ トゥ マルシェ）
（〜17）

28

29

先負

伊東温泉競輪開催日

仏滅

問公営競技事務所

☎36-0120

本 場 ■ＦⅡナイター

10 ～ 12 ■ＦⅠナイター （ガールズケイリンを含む） 17 ～ 19
12/31 ～ 3 ■立川記念 4 ～ 7 ■岸和田記念ｉｎ和歌山 9 ～ 12
14 ～ 17 ■岐阜ＦⅠ 18 ～ 20 ■松山記念 21 ～ 24 ■前橋ＦⅠ 25 ～ 27

場 外 ■静岡ＦⅠ

■大宮記念
■向日町ＦⅠ

25 ～ 27

■豊橋記念

28 ～ 31

■夜間（午後７時〜午後11時）は

夜間救急医療センターへ

☎37‐2510

急病になったら… ■深夜（午後11時〜午前８時）は 伊東市民病院へ ☎37‐2626
■休日（午前９時〜午後５時）は

日・曜日

内

科

外

科

各当番医へ

小児科

＊緊急の場合は

☎119へ

歯科

休日（日曜・祝日）当番医

1/1㈮

伊東ヘルスサポートクリニック
☎55-7622

なかた整形外科クリニック
☎44-5252

伊東ヘルスサポートクリニック
☎55-7622

高川歯科医院
☎ 53-3057

２㈯

はぁとふる内科・泌尿器科 川奈
☎45-5000

大川胃腸科外科
☎36-9559

はぁとふる内科・泌尿器科 川奈
☎45-5000

あかつき歯科医院
☎ 35-0721

３㈰

高野医院
☎38-2111

ばすぎ整形外科クリニック
☎47-2737

高野医院
☎38-2111

みどり歯科クリニック
☎ 45-6487

10㈰

山本医院
☎47-5566

たちばなメディカルクリニック
☎45-4811

山本医院
☎47-5566

11㈪

伊豆高原クリニック
☎55-2522

木村整形外科クリニック
☎32-0600

17㈰

横山医院
☎35-0431

城ヶ崎やまだクリニック
☎53-1201

24㈰

佐藤病院
☎37-2226

青木クリニック
☎45-5115

31㈰

やまもプラザファミリークリニック メディカルはば伊豆高原
☎53-0707
☎33-1200

むらかみ小児科クリニック
☎52-4710
やまもプラザファミリークリニック
☎53-0707

■当番医の予定は変更となる場合がありますので、最新の情報はナビダイヤル ☎0570-064-307か市ホームページでご確認ください。
■内科当番医で小児科を受診する際には、来院前に電話で受診が可能かご確認ください。年齢によっては受診できないことがあります。
その場合は伊東市民病院に電話（37-2626）でご相談ください。
■夜間救急医療センターは伊東市医師会に診療業務をお願いしています。
■休日当番医は、伊東市医師会と伊東市歯科医師会の協力により運営しています。

広報いとう

8

相談案内

相談日が祝日の場合はお休みです。

※新型コロナウイルスの情勢により変更となる場合がありますのでお問い合わせください。相談時にはマスクの着用をお願いします。
■会場…市役所低層棟２階市民課市民生活係 ■予約…☎ 52-3002
※都合により相談員・会場が変更となる場合があります。

■法律相談

＊要電話予約８人
受付 １月４日（月）から各回前日まで

12日(火) 8時45分～11時30分／瀬野俊之 弁護士
19日(火) 8時45分～11時30分／東端克博 弁護士

■税務相談

功 弁護士

■登記の相談
■交通事故相談

＊今月はありません。
＊今月はありません。
＊今月はありません。

＊要電話予約4人

19日(火) 13時～15時30分／下田朗弘 弁護士
相談内容・日時

9時～16時30分

●家庭児童相談
月～金曜日

■行政手続の相談

■警察の出張相談

＊今月はありません。

月～金曜日

21日(木) 13時～15時／山木勇一・鈴木とも子 行政相談委員

■土地家屋調査士会の相談

＊先着6人

８日(金) 13時～15時／杉下やよい 税理士

●教育相談

＊今月はありません。

■行政相談

５日(火) 8時45分～11時30分／髙橋省吾 弁護士

28日(木) 8時45分～11時30分／髙山

■人権相談

■市民不動産相談
＊今月はありません。
会

場

市役所５階509号室

教育相談室

☎37-7476

＊要電話予約

9時30分～16時

●メンタル相談

＊要電話予約

●出張年金相談

＊要電話予約（保険年金課

健康福祉センター

13日(水) 13時30分～14時30分・14時45分～15時45分 市役所４階健康推進課

家庭児童相談室 ☎37-9667(9時30分～16時)
子育て支援課
健康推進課

☎32-1581
☎32-1583

☎32-1625）

13日(水) 10時～14時30分／杉村労務管理事務所
27日(水) 10時～14時30分／三島年金事務所

市役所２階中会議室（東） その他、厚生年金等の請求やご不明な点は、
ねんきんダイヤルへ ☎0570-05-1165
市役所地下会議室

月～金曜日

市役所１階社会福祉課

社会福祉課

健康福祉センター

社会福祉協議会

☎36-5512

健康福祉センター

社会福祉協議会

☎36-5512

●女性相談

9時～16時

●あんしん法律相談
第２、第４火曜日

●心配ごと相談
毎週水曜日

13時30分～16時

＊今月はありません
＊今月はありません
＊今月はありません

観光会館第４会議室
玖須美温泉会館
社会福祉課
八幡野コミュニティセンター

５日(火) 13時30分～15時30分

市役所１階社会福祉課

●身体障がい福祉相談会
●知的障がい福祉相談会

＊今月はありません（電話相談を実施）

●精神障がい福祉相談会
13日(水) 10時～16時

●生活困窮の相談
月～金曜日

月～金曜日

☎0558-83-2195

☎52-3213

サポートセンターいとう

☎82-5680

市役所１階社会福祉課

くらし相談センター「こころ」 ☎36-1190

土日休日（年末年始を除く）は10時〜16時の間、消費者ホットライン（188）にて相談を受け付けています。

9時～正午、13時〜16時

●いとう市民活動支援センター相談会
25日(月) 13時30分～16時30分

2021.1

なかいずリハ
いぶき

市役所１階社会福祉課

☎32-1533

仕事や生活、家計の悩みを抱え、生活に困っている人はご相談ください。

8時30分～17時15分

●消費生活相談

☎32-1537

＊要電話予約

13時30分～16時30分

●補聴器の相談

9

問い合わせ

市役所低層棟2階
消費生活センター

消費生活センター ☎52-3362

web会議システムによる相談対応も可能です。
市役所5階小会議室

企画課

☎32-1062

（平成29年12月生まれ対象）

３歳児健康診査

36-4333

南小

45-6937

ひまわりクラブ

大池小

45-0114

やんも kids クラブ

八幡野小

54-6922

旭キッズクラブ

旭小

38-5775

東っ子学童クラブ

東小

36-2844

富戸すまいるクラブ

富戸小

51-8818

池小学童クラブ
サニーサイド

池小

32-1951
（幼児教育課内）

問幼児教育課
１９５１

告

欄

広

告

欄

伊東市勤労者教育資金貸付制度

確認ください。

※詳しい説明書や試算表は静
岡県労働金庫伊東支店でご

ない場合があります。

間内に融資できる人）
※諸条件によりご希望に添え

31

広

市内在住の勤労者またはそ
の家族が、大学・高校・専門
学校などに進学するために要
する費用として、利用できる
融資制度です。
対 象 市内に１年以上居住
し、市税などを完納してい
て、前年の年収が１千万円
以下の人
融資金額 学生１人あたり３
００万円まで
返済期間
年以内（最長６
年６か月間の元金据置返済

となります。）
受付期間 ３月 日まで（期

可能）
受付総枠 ６０００万円（総
枠に達した時点で受付終了

10

問静岡県労働金庫伊東支店
☎ ６１３５
産業課
☎ １７３４
(37)

(32)

放課後児童クラブ

西小

どろんこクラブ

(32)

母子保健事業

風の子児童クラブ

放課後児童クラブでは、子
どもたちが一緒に勉強をした
り遊んだり、楽しい放課後を
過ごします。成長する上で貴
重な時間を過ごすことができ
る場所です。
４月１日から、池小学区に
池小学童クラブサニーサイド
が開設します。
対 象 保護者が働いている
などの理由で、放課後に家
庭で保育ができない児童
運 営 育成会（保護者など
で構成）
申込み 各対象学区の放課後
児童クラブへ電話で。
47-6001

☎

電話

宇佐美小

13日(水)

月の健診・教室の日程は、
次のとおりです。

問子育て支援課
☎ １５８２

（平成30年12月生まれ対象）

育

対象学区

ひろば
場 健康福祉センター
間 個別通知をご確認ください。
会
時

28日(木)
２歳児健康教室

教
クラブ名

わんぱくクラブ

健康
子
育
て
20日(水)
（令和元年６月生まれ対象）

1

１歳６か月児健康診査

程
日
健診・教室

(32)

「広報いとう」の発行経費に充てるため、広告を掲載しています。広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨・保証などするものではありません。

10

広報いとう

令和３年度学校給食用主食（米・
パン・めん）納入業者募集

ビジネスパソコン事務
基礎科受講生募集

問教育総務課 ☎ 32-1912

問伊東高等職業訓練校 ☎ 37-8916

４月１日から、小中学校に給食用の米・パン・
めんの納入を希望する業者は事前に登録が必要で
す。選定については、規格や納入形態など、物資
選定委員会などで協議します。
受付期間 １月25日（月）～29日（金）
申込先 市役所５階教育総務課
提出書類 申請書（教育総務課に備付）、各種納
税証明書、検査記録、見積書など

日

時

会
内

場
容

対

象

定
費

員
用

申込み

家庭で不要になった
パソコン・小型家電を回収

３月22日（月）～７月５日（月）
９時～16時(土日・祝日休み。)
伊東高等職業訓練校
仕事に必要なパソコンの知識を有し、
技術を生かせるスキルの習得。就職活
動計画から履歴書・職務経歴書の作成、
面接対策までをアテンドします。
ハローワークで求職申込をしている失
業者の人（選考あり）
15人
受講料無料
テキスト代 13,310円
２月19日（金）までにハローワーク伊
東へ。

問環境課 ☎ 32-1371

【問い合わせ窓口】リネットジャパンリサイクル㈱
http://www.renet.jp
☎ 0570-085-800

市では小型家電リサイクル法の認定事業者であ
る「リネットジャパンリサイクル㈱」と協定を締
結し、家庭で不要になったパソコンと小型家電の、
宅配便による回収をはじめました。

問自衛隊伊東地域事務所 ☎ 37-9632

予備自衛官補を目指しませんか？
一般社会人や学生を予備自衛官補として採用し、教育訓練
修了後、予備自衛官として任用する制度です。一般と技能の

の警備・支援・災害救助活動などを行います。
応募資格
・一般 18歳以上34歳未満
・技能 18歳以上～免許資格による。
受付期間 １月６日（水）～４月10日（土）
試験日 ４月18日（日）～４月22日（木）のいずれか１日
自衛官候補生も常時受け付けています。

2021.1

元 気いっぱい！

コースがあり、一般は３年間で50日、技能は２年間で10日の
教育訓練を受け、教育修了後は予備自衛官となり、それぞれ
に応じた階級で非常勤の国家公務員として、招集により後方
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アイドル登場

自衛官を目指そう
いつもニコニコ！

募

利用方法
①リネットジャパンリサイクル㈱のホームページから
申込（インターネットが使用できない人は左記の専
用窓口へご相談ください。）
②段ボール箱（３辺合計１４０㎝、20㎏以内）に不要
になったパソコン・小型家電を入れる。
③宅配業者が希望日時に自宅から回収
費 用
パソコン本体を含む回収は１箱分無料となります。
パソコンが含まれない場合、及び２箱目からは１箱
につき1,500円（税抜）かかります。

さく ら

咲良

ちゃん（２ 歳10か月）

伊東市の皆さんこんにち
は！
笛吹市役所広聴広報担当で
す。
寒くなってきましたが、皆
さんいかがお過ごしでしょう
か。
笛吹市では 月３日に山梨
ワインの新酒が解禁されまし
た！

そこで、今回は笛吹市が誇

すよね。
確かに、市内ワイナリーが

笛吹市は甲府盆地のほぼ中
央に位置しており、桃とぶど
うの収穫量が日本一というこ
とを前回お伝えしました。
もちろん、ワイン醸造用に
栽培されているぶどうも豊富
にあり、「世界で勝てるワイ
ンを笛吹市から！」との思い
で市内のワイナリーが日々研
鑽を積んでいます。
ワインと言うと、少し格式
が高くて手が出しづらいよう
な…そんな気がしてしまいま

わいのものが多いので、ワイ
ンは少し苦手…という方にも、

もちろん、味も申し分なく、
特に白系統のワインは軽い味

笛吹市をはじめ、県内のワ
イン産地には通称「一升瓶ワ
イン」と呼ばれるワインがあ
ります。
一升瓶ワインはその名のと
おり、一升瓶に入って売られ
ているワインのことです。
その迫力はワインと言うよ
りも完全に「酒」！
特徴は何といってもその気
軽さで、私も含め、地元の人
たちはコップや湯飲みにじゃ
ぶじゃぶ注いで飲んでしまい
ます。
価格も１０００円～３００
０円程度のものが多く、お財
布にも優しいまさに「県民の
友」なお酒です。

一升瓶ワイン

丹精込めて造ったワインの中
には、格式も味も最高級の一

これなら飲める！と喜んでい

ますので、笛吹市にお越しの

際は、ぜひ探してみてくださ
い！

問笛吹市役所
☎０５５︵２６ ︶ １１１

4

県民の友

品があります。

ただいています。
ででーーん！と迫力ある一

笛吹ワイン

ただ、今回、皆さんに知っ
ていただきたいワインはそれ

升瓶ワインは、皆さんの食卓

＜郵 送＞
〒414-8555 伊東市大原2-1-1
伊東市役所 秘書課「新春お年玉クイズ係」
アンケート
＜メール＞
Q1 今月号で良かった内容や写真があれば教えてください。 hisyo@city.ito.shizuoka.jp
Q2 取り上げてほしい内容や企画があれば教えてください。 件名「新春お年玉クイズ係」
Q3 広報に関するご意見・ご感想を教えてください。
スマホからQRコードで簡単に応募できます。

新しい伊東○○○○への挑戦
〜みんなで創る新たな未来〜

クイズの〇に入る言葉・郵便番号・住所・氏名・年齢・アン
ケートの回答を記入し、ご応募ください（応募は１人１通）。

1月20日（水） 当日消印有効

（令和３年度伊東市経営方針から）

世界に羽ばたく

とは少し趣の違うものになり

や交流の場で話題をさらうこ
と間違いなし！
市内ワイナリー、酒販店で
はほとんどの店で用意してい

■発行／静岡県伊東市大原二丁目１番１号 伊東市役所
■編集／伊東市企画部秘書課
■印刷／株式会社 伊豆急ケーブルネットワーク

抽選で「図書カード1,000円分」を30人にプレゼント！
（結果は発送をもってかえさせていただきます。）

■電話／0557‐36‐0111 ■FAX／0557‐36‐1104
■Ｅメール／hisyo@city.ito.shizuoka.jp
■ホームページ／https://www.city.ito.shizuoka.jp/

上記ＱＲコードでアプリをインストールし、
「お住まいの地域」で「伊東市」を登録！

!?

ます。
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るワインについてご紹介しま
す。

広報いとう

広報いとうは再生紙を使用しています

あなたのスマホに

2

「広報いとう」
を！

締切り

広報クイズ

Ｑ
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