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P. 2- 3 ・令和４年度函南町新規採用職員募集
P. 4- 5 ・新型コロナワクチン接種について
P. 6- 9 ・令和３年度 函南町の予算
P. 10-11 ・成人健康診査のお知らせ

広報紙をスマホへ
配信します。

P.12 ・予防接種のお知らせ
P.13 ・後期高齢者保険料軽減措置などが変わります
P.21-22 ・お知らせページ
P.23 ・５月カレンダー、５月休日当番医

函南町職員採用試験募集要項
◇職種（募集人数）：受験資格
○一般行政職（６人程度）：昭和 52 年４月２日～平成 15 年
４月１日生まれで高等学校卒業以上の学歴を有する人（令
和４年３月末大学または短大卒業見込みを含む）
○幼稚園教諭・保育士（４人程度）
：平成５年４月２日以降
生まれで短大卒業以上の学歴を有する人（令和 4 年３月
末卒業見込みを含む）で、保育士の資格および幼稚園教諭
の免許の両方を有する人（令和４年３月までに取得見込み
を含む）
○管理栄養士（１人程度）
：平成５年４月２日以降生まれで
大学卒業以上の学歴を有する人（令和４年３月末に卒業見
込みを含む）で管理栄養士資格を有する人（令和４年３月
までに取得見込みを含む )
●共通条件：日本国籍を有し、地方公務員法第 16 条の欠格
事項に該当しない人

◇初任給
大卒：182,200 円、短大卒：165,900 円、高卒：154,900 円
学歴・職歴加算有、その他各種手当支給。
※令和３年４月１日現在

◇試験日・場所
１次試験：７月 11 日（日） 函南町役場

令和４年度

函南町新規採用職員募集

２次試験：８月下旬、３次試験：９月下旬

◇申込み
受付期間：５月 10 日（月）～５月 31 日（月）
申込用紙は４月 30 日（金）から総務課で配布
※郵送での提出は最終日の消印有効とします。申込用紙を郵
便で請求する場合は、120 円切手付き返信用封筒（角２、宛
名明記）を同封してください。
住所：〒 419-0192 函南町平井 717-13 函南町役場総務課宛

◇その他
試験情報は、４月 30 日（金）から町ホームページに掲載し
ます。
町ホームページはこちらの QR コードから→
（http://www.town.kannami.shizuoka.jp/）
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情報：令和３年３月 31 日時点

４ワクチンを接種する
接種当日の流れ ３月に実施したワクチン接種の模擬訓練をもとに当日の流れを紹介します。
接種会場によりレイアウトが異なります。接種当日は職員が誘導します。スムーズな接種にご協力ください。
※写真中医師・看護師・職員などの表示がない黄緑色のベストを着ている人が被接種者です。

①接種券などを準備し来場する
【持ち物】○接種券

○本人確認書類（運転免許証や健康保険証など）

新型コロナワクチン接種
について
新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められており、多くの人が接種す

○予診票（事前にご記入ください） ○スリッパ、靴を入れる袋

ることで、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担軽減も期待されています。

※肩の出しやすい服装でお越しください。

接種は 1 人２回、費用は無料です。ワクチン接種に必要な接種券を、４月中

入り口で検温を行ってから会場に入ります。入り口での手指消毒やマスク

に 65 歳以上の人へ送付する予定です。接種券は、2 回分の接種が終了するまで

着用など感染症対策にご協力ください。
※当日は、自宅で必ず体温を測定し、明らかな発熱 (37.5℃以上 ) や体調
入場前に検温をします

不良時は、接種を控えてください。

紛失しないようにしてください。
多くの皆さまのワクチン接種へのご協力をお願いいたします。
問合先／函南町コールセンター（0570-005676）

②受け付けをする
受け付け時に運転免許証や健康保険証

接種の流れ

など本人確認書類の提示をお願いしま
す。受け付け後に職員が予診票の事前

１接種券が届く

チェックを行います。確認後、待機ス

65 歳以上の人は４月中、それ以外の人は決定し

ペースでお待ちください。
受け付け時に本人確認をします

次第順次郵送します。

③

予診票のチェックをします

【封筒の中身※追加される場合があります】
①接種券

③医師による予診・ワクチン接種

①

男女別に分かれ職員が順番に接種ス

⑤
②

ペースに誘導します。最初に医師によ

④

る予診を行い、接種に問題がないと判

③新型コロナワクチン接種のお知らせ
④新型コロナウイルスワクチン接種の予約方法
⑤新型コロナワクチン予防接種についての説明書

２接種会場を選ぶ

断されれば、ワクチンを接種します。
※ワクチンは原則左肩に接種します。

町内の接種場所は次の４か所です。接種日などは会場によって異なります。予約時にご確認ください。

左利きの人、シャント挿入中の人、麻
痺のある人などは申し出てください。

②予診票（２枚）

医師が予診をします

看護師がワクチン接種をします

④接種済証発行・接種後待機
接種後、待機場所に移動します。職員
から接種済証を受け取ってください。

①保健福祉センター

受け取り後、次回の接種日をご確認
の場合は 21 日間隔）。

④農村環境改善センター

接種券に同封されている、「新型コロナウイルスワクチン接種の予約

接種後の状態観察のため、15 分程度
接種済証を発行します

接種後 15 分状態観察します

５その他
○接種日および接種時間は、順次函南町コールセンターや町ホームページなどで情報を公開していきます。
○ 64 歳以下のワクチン接種については決定し次第、広報や町ホームページでお知らせします。
5

③西部コミュニティセンター

３予約する

ください（ファイザー社製ワクチン

待機をお願いします。

②文化センター

方法」を確認し、函南町コールセンター（田方コールセンターから名
称が変わりました）へ電話またはインターネットで予約してください。

函南町コールセンター

0570-005676

【受付時間】
平日８時 30 分～ 17 時 15 分

URL：https://v-yoyaku.jp/220003-izukyodo
広報
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令和３年度

函南町当初予算

令和元年度決算額

約 157 億 2 千万円

令和２年度見込額

約 154 億 8 千万円

令和３年度見込額

約 158 億 6 千万円

農林水産業費 1.8％

労働費、災害復旧費、
予備費 0.3％

商工費 2.3％
消防費 6.4％

公債費
9.１％

市基盤整備に活用されます。地方債の
返済は将来の経常的経費になるため、

衛生費
9.3％

計画的な借り入れに努めています。

一般会計

当初予算の推移 （過去５年間）

歳出

県支出金 7.4％

民生費
37.6％

110 億

2,500 万円

117 億

会計

116 億

土地取得

その他 1.7％

111 億

1.8％減

41 億 9,573 万円

3.0％減

4 億 9,567 万９千円

0.7％増

30 億 2,168 万９千円

1.5％減

平井財産区

115 万５千円

2.8％減

上沢財産区

1 千円

増減なし

後期高齢者医療
介護保険

会計

予算額

下水道事業

令和３年度

上水道事業

24.2％増

773 万 6 千円

27.2％減

田代・軽井沢・丹那地区簡易水道

2,811 万２千円

33.7％減

東部簡易水道

1 億 6,255 万円

17.9％減

総額：217 億 5,910 万 5 千円（0.6％減）

４月号

■一般会計

令和３年度函南町当初予算

が３月定例議会で可決され

ま し た。 一 般 会 計 の 予 算 額

広報

は１１０憶２千５００万円

で、 令 和 ２ 年 度 予 算 と 比 べ て

１億９千３００万円（１・７％）

の減額となりました。

令和３年度予算は、第六次函

南町総合計画前期基本計画の最

終年度となります。「環境・健康・

交流都市函南」の実現のために、

各分野において行政効果が最大

限に発揮できるよう、施策の展

開を図ります。

新型コロナウイルス感染症の

影響は、町の財政にも大きく影

響しています。自主財源の根幹

である町税をはじめ、歳入額は

大きく減少していますが、町民

の皆さんが安全に暮らせるため

に、コロナ禍への対策事業を展

開 し、「 安 全 に 暮 ら せ る ま ち づ

くり」を推進するとともに、ポ

ストコロナ、明るい未来を見据

え、子育て環境を整備して「安

心して働けるまちづくり」を進

めていきます。

■自主財源と依存財源

一般会計の歳入は、町で自主

的に収入できる「自主財源」と

国や県などから交付される「依

存財源」に大きく分けられます。

この自主財源が多いほど、行政

活動の自主性と安定性が確保で

きます。

・８％

46

函 南 町 の 場 合、 自 主 財 源 が

・２％、依存財源が

です。

■一般会計と特別会計

地方公共団体の会計には一般

会計と特別会計があります。

一般会計は、町の行政運営の

基本的な経費が計上される会計

です。

特別会計は、特定の事業を行

の特別会

うため一般会計と区分して特定

※農業集落排水事業は令和３年度から地方公営企業法を適用します。

53

※公営企業会計を含む

－※

11 億 9,934 万２千円

畑・丹那簡易水道

特別会計：107 億 3,410 万 5 千円（0.5％増）

2.7％増

1,606 万３千円

問合先／企画財政課（979-8101）

一般会計：110 億 2,500 万円（1.7％減）

前年度比

15 億 8,638 万 2 千円

農業集落排水事業

の歳入歳出を経理するための会

計です。

■特別会計

特定の事業を行う
12

令和２年度

令和元年度

年度予算

計の予算総額は、１０７億３千

４１０万５千円で、

と比べて５千４１４万２千円

（０・５％）の増額となりました。

前

30

年度

年度

29

平成

平成

109 億

【令和３年度当初予算】

公営企業会計の予算

110 億

繰越金 2.3％
繰入金 1.8％
諸収入 1.3％

使用料および手数料 1.3％

前年度比

1,966 万６千円

国民健康保険

１１０億２千５００万円

112 億

１１２億１千８００万円

113 億

１１２億４千２００万円

114 億

１１７億３千万円

１１５億３千１００万円

115 億

地方交付税
11.6％
11.9％

（分担金および負担金、財産収入、寄附金）

予算額

町税
44.8％

国庫支出金
依存財源 2,500 万円
11.4％
46.8％

特別会計の予算

118 億

歳入

110 億

教育費
13.0％

総務費
11.0％

自主財源
53.2％

予算

地方債は道路、学校、下水道などの都

地方消費税
交付金 6.3％
町債 7.1％

土木費
8.2％

一般会計 ：110 億 3 千万円
その他会計： 48 憶３千万円

地方譲与税ほか 2.7％

議会費 1.0％

令和３年度

▶年度末借入金（地方債）残高

函南町の

〈借入金の状況〉

7

一般会計の歳入

一般会計の歳出

6

令和３年度

基本
目標

函南町当初予算

４

生涯にわたる学びを支える教育・文化づくり 14億 6,696 万 6 千円

◎待機児童解消対策として、特に待機児童が多い乳幼児の受入れ
を拡大するため、小規模保育を整備するとともに、二葉幼稚園を
認定こども園化するための園舎の改修工事を行い、安心して子育

「環境・健康・交流都市 函南」
の実現を目指して

てができる環境整備に努めます。
◎令和元年８月の大雨災害および令和元年東日本台風の被害に伴

～安全に暮らせるまちづくり

い罹災した史跡箱根旧街道甲石坂を復旧するため、災害仮復旧工
事、災害復旧整備計画の策定などを行います。
基本
目標

５

▲被災した史跡箱根旧街道甲石坂

活力とゆとりを生み出す産業づくり

4億 1,158 万 4 千円

６

基本
目標

１

快適に安心して暮らせる環境づくり

◎地域防災の要である消防団員が安心・安全に活動できるよう、

駅「伊豆ゲートウェイ函南」を活用した観光案内や各情報誌への

耐震性がないと診断された分団詰所の建替工事を実施します。ま

掲載など、観光振興の推進を図ります。

た、消防団員の準中型自動車等運転免許取得に係る費用の助成を

◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経営が厳しく

行い、消防団の活動環境の充実を図ります。

なった中小事業者を支援するため、金融機関から借入れした融資

◎同時通報無線のデジタル化や衛星携帯電話のアンテナの設置を

の利子相当分を助成します。

行い、災害時の有効な情報伝達手段の拡充を図ります。
▲建替予定の消防団第５分団詰所

魅力とにぎわいのある交流づくり

22億 9,587 万 5 千円

基本
目標

２

コンパクトで効率的な都市づくり

◎地域のコミュニティ活動を推進し、地域社会の健全な発展を図

◎公共交通の利用ニーズの新規拡大と利便性の向上を図るため、

るため、要望のあった各地区のコミュニティ施設整備などに対す

町内循環バスの実証運行とその検証を行い、日常生活の利用に加

る助成を行います。

え、観光利用の促進を図ります。

◎納税者の利便性の向上を図るため、コンビニエンスストアにお

◎町内の公園の安全を維持し、安心、快適に利用出来るよう、利

ける公金収納およびスマートフォンアプリを利用した収納環境を

便性を向上し、多くの人に利用していただくため、公園内の舗装

整備し、納付環境の拡充を図ります。

工事、ベンチの改修、樹木の伐採を行います。
▲スマートフォンアプリを利用した収納

令和３年度補正予算（第１号）の主な事業

9

9億 4,150 万 5 千円

▲ベンチの改修を行う仁田さくら公園

基本
目標

３

誰もが活き活きと暮らせる健康づくり

新型コロナウイルス感染症対策に迅速に対応するため、当初予

▲ワクチン接種に向けた
模擬訓練の様子

14億 2,648 万 9 千円

◎町内の魅力ある観光情報を発信するため、交流拠点である道の

▲道の駅観光案内所「函南町ブース」

基本
目標

安心して働けるまちづくり～

44億 8,258 万 1 千円

◎運動と通いの場の面からフレイル予防を図る「通う体操教室」の

算で計上できなかった事業を補正予算として計上しました。

開催や新型コロナウイルス感染症の影響により外出を控え、運動不

◎新型コロナウイルスワクチンの接種体制を早急に整え、町民の

足に陥っている人を対象に、体幹トレーニングなど自宅で見ながら

皆さまの不安を解消し、安心・安全なまちづくりを進めます。

運動ができる動画の配信を行い健康づくりの推進を図ります。

◎留守家庭児童保育所に入所する児童の密を避けるため、留守家

◎児童への虐待などがあった場合の初期対応を迅速に行うため、

庭児童保育所の増設工事を行い、子どもの安全と、子育て世代が

要保護児童情報管理システムを導入し、国や県との円滑な情報共

安心して働ける環境づくりを推進します。

▲健康づくり教室の様子

有を行うことで、切れ目のない迅速な対応に繋げます。

広報
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～定期受診をしている人も
年に一度は健診を受けましょう～

共通
対象／国保特定健診：40 歳以上の函南町国民
健康保険被保険者、高齢者健診：後期高齢者

子宮頸がん・乳がん検診
子宮頸がん検診
対象／ 20 歳以上の女性
内容／子宮頸部細胞診

乳がん検診

のお知らせ

健康

ので、同じ家族でもお届け時期が異なります。5 月下旬になっても案内が届かない人、

内容／ 30 歳～ 39 歳は超音波検査、40 歳以上は

が必要です。日程および自己負担金などの詳細は「健診のしおり」で確認して受診してください。

液検査、尿検査、後日医師による結果説明など

マンモグラフィ検査か超音波検査を選択

医療機関によっては、肝炎ウイルス、前立腺
がん、胃がんリスク、大腸がんなどの検診・

６月～ 12 月

がん検診は、国民健康保険や後期高齢者医療制度以外の保険に加入している人も受診できます。あ
なたの健康を守るための大切な検診です。必ず健診案内を開封してご覧ください。
新型コロナウイルス感染予防のため、受診前に体温測定やマスク着用にご協力下さい。

大腸がん検診

胃がん検診
①バリウム検査（要予約） ※①または②のどちらか

対象／ 40 歳以上

対象／ 40 歳以上

内容／便潜血反応検査

対象／ 20 歳、30 歳、40 歳、50 歳、60 歳、70 歳、

実施期間／５月～１月（期間中 18 回）

実施期間／６月～ 12 月

期間／６月～ 12 月（期間中 15 回）肝炎ウ

80 歳の男女

②胃内視鏡検査

※町ホームページから採便容器の取り寄せができ

イルス、
前立腺がん、胸部レントゲン、胃がん・

実施期間／６月～９月

対象／ 50 歳以上の偶数年齢

ます。また、17 時を過ぎての提出を希望する人

バリウム、大腸がんなどの各検診・検査も同

その他／対象者には５月下旬に受診券を郵送し

実施期間／６月～１月（12 月までに要申し込み）

は事前に健康づくり課にご連絡ください。

時（一部を除く）に受診可能です。健診結果

ます。81 歳以上で自分の歯が 20 本以上ある人

は１か月後の結果説明会でお渡しします。

は 8 0 2 0 コンクールの表彰対象となります。

検査も同時に受診可能です。
②集団健診で受診

※①②のどちらかで受診してください。

歯周病検診

ハチマルニイマル

健康づくり課へ申し込みを行い、６月中に検診
を受診してください。

者の人間ドックの補助は、10 月～３月に実施

一般健康診査

した人間ドックが対象です。特定健診・高齢

対象／ 30 歳～ 39 歳の男女、40 歳以上で生

者健診を受けた人は人間ドックの補助を受け

活保護世帯の人

ることはできません。

実施期間／６月～９月

国民健康保険加入者・後期高齢者医療加入

胃がんリスク検査

健診結果の提出や受診時期などの補助の条

内容／問診、診察、身体測定、血圧測定、血

件がありますので、人間ドックの補助を希望

液検査、尿検査、後日医師による結果説明など

する人は、受診前に住民課へお問い合わせく

その他／ 30 歳～ 39 歳の男性は「成人健康診

ださい。

査受診券」を送付しますので、事前に健康づ

特定健診は、それぞれが加入する健康保険

くり課へご連絡ください。生活保護世帯の人

ごとの実施です。社会保険加入者は、各保険

は自己負担金が免除になりますので「成人健

者から届く案内によって受診してください。

康診査受診券」と印鑑を持参し、健康づくり
課で事前申請を行ってください。

※実施期間の終了間際は混み合いますので、計画的に受診されるようお願いします。
問合先／健康づくり課（978-7100）
、住民課（979-8111 ※国保特定健診・高齢者健診のみ）

前立腺がん検査

対象／ 40 歳以上で過去に町の胃がんリスク検査
を受けていない人

注意事項

ク

「健診のしおり」を緑色の大きい封筒で 5 月上旬から送付します。封入次第送付します

内容／問診、診察、身体測定、血圧測定、血

期間／６月～９月、12 月（12 月は混雑予想）

ッ

町内に住む 40 歳以上の全ての人と 20 歳以上の女性に「成人健康診査受診券」と

４月１日以降に町に転入した人はご連絡ください。全ての検診に「成人健康診査受診券」

託児がある日もあります（要予約）。②医療機関：

ェ

からだの SOS を早く見つけるためには健（検）診が不可欠です。

対象／ 30 歳以上の女性

場所・期間／①検診車：７月、11 月（期間中 11 回）

チ

健（検）診は目には見えないからだの健康を定期的に確認する大切な機会です。

医療被保険者

①指定医療機関で受診

11

は、

！

国保特定健診・
高齢者健診

成人健康診査

年 に１度

内容／血液検査
実施期間／６月～ 12 月
注意事項／この検査はがん検診ではありません。
「A 判定（異常なし）」の場合も定期的にがん検診

対象／ 50 歳以上の男性（前立腺の疾患の治療中、
経過観察者は不可）
内容／血液検査（PSA 値の測定）
実施期間／６月～ 12 月

を受診してください。

肺がん・結核検診
65 歳以上の人は感染症予防法で、結核検診とし
て年１回の胸部レントゲン検査が義務付けられて
います。

肝炎ウイルス検診
対象／ 40 歳以上で過去に検査を受けたことの
ない人
内容／血液検査
実施期間／６月～ 12 月

対象／ 40 歳以上
内容／①検診車での胸部レントゲン間接撮影
②低線量 CT 検査（①か②のいずれか）

骨粗しょう症検診

実施期間／①５月～１月（期間中 25 回）

対象／ 40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、

②６月～９月（指定医療機関）

70 歳の女性

※低線量 CT 検査の対象者は健診のしおりを
ご覧ください。

内容／前腕部の骨密度をエックス線装置で測定
実施期間／６月～ 12 月
広報

４月号
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７割軽減【12,600 円】※３

７.75 割軽減【 9,400 円】

７割軽減【12,600 円】

※１軽減判定所得基準額は、世帯主および世帯の被保険者全員の前年中の総所得
金額等の合計です。
※２【 】内の金額は、均等割額（平成 30 年度・令和元年度は 40,400 円。令和
２年度・３年度は 42,100 円）に対する軽減後の保険料額です。
※３介護保険料の軽減強化や令和元年 10 月から実施の年金生活者支援給付金の支
給といった支援策の対象となります（ただし、世帯に住民税が課税されてい
る人がいる場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額
は国民年金保険料の納付実績などに応じて異なります）
。

② MR ２期（麻しん・風しん混合）
幼少期に１回接種しているとは思いますが、年長

予防接種

のお知らせ

児に追加（２回目）接種することで、免疫力が増加

問合先／健康づくり課（978-7100）

します。１回目の接種で免疫がつかなかった人や１
回目を受けなかった人にも効果的です。自己負担金
はありません。
○対象
平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日生まれ
○持ち物
予診票、母子手帳、健康保険証

③高齢者肺炎球菌ワクチン
肺炎を引き起こす細菌の一種で高齢者の肺炎では
最も多く、予防には肺炎球菌ワクチン接種が効果的
です。過去に１度でも肺炎球菌ワクチンを接種した
ことのある人は、定期予防接種として接種できませ
んのでご了承ください（自費での接種も含む）。
○対象
①町内に住所があり、令和３年度中に 65 歳、70 歳、
75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳 に
なる人
②接種当日 60 歳以上 65 歳未満で心臓、じん臓、
呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳１
級を所持している人、または同等の人（身体障
害者手帳を持参し、事前にご連絡ください）
○自己負担金
4,260 円
※生活保護受給者は事前申請がある場合は免除

問合先／住民課（９７９‐８１１１）

▼旧ただし書所得の算定方法

の見直し

－ 43 万円〕× 8.07％

10

税制改正により、給与所得控除・公

13

年の総所得金額等

10

万円引き下げられる

料

旧ただし書所得〔前

万円引き上げ

険

42,100 円

＋

的年金等控除が

保

＝

いては、地方税法の規定を引用してい

間

る部分があるため、所得割額の算定に

所得割額

用いる「旧ただし書所得」の算出方法

均等割額

年

を見直します。

年間保険料の計算方法

の見直し

※ 一定の給与所得者（給与収入 55 万円超）と公的年金などに係る所得を有する
者（公的年金などの収入金額 60 万円超（65 歳未満）または 110 万円超（65
歳以上））。
公的年金などに係る特別控除（15 万円）後は 110 万円を 125 万円となるよう
読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は
含まれません。

▼均等割額の軽減判定基準額

(43 万円＋ ( 給与所得者などの数－１) × 10 万円＋ 52 万円×被保
険者数 ) 以下のとき

一定の給与所得者などが２人以上い

２割軽減

る 世 帯 に つ い て は、 税 制 改 正 に よ り、

(43 万円＋ ( 給与所得者などの数－１) × 10 万円＋ 28 万 5 千円×
被保険者数 ) 以下のとき

とともに、基礎控除が

５割軽減

軽減措置に該当しなくなる場合があり

43 万円＋（給与所得者などの数※－１）× 10 万円以下のとき

られました。後期高齢者医療制度にお

７割軽減

ま す。 そ の 影 響 を 極 力 遮 断 す る た め、

世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計

軽減判定基準を見直します。

区分

静岡県後期高齢者医療保険料

令和２年度

軽減措置などが変わります

８. ５割軽減【 6,000 円】

令和３年度の後期高齢者医療保険料は、被保険者全員

８割軽減【 8,000 円】※３

が負担する「均等割」の軽減措置や旧ただし書所得の算

令和元年度

定が次のとおり改正されます。

８. ５割軽減【 6,000 円】

※均等割額および所得割率自体の改正はありません。

33 万円以下

９割軽減【 4,000 円】

令和３年度

▼保険料均等割の軽減措置の特例見直し

均等割額は、所得の

低い人の負担軽減を図

るため、世帯の所得の

状況に応じて、法令に

33 万円以下（かつ、被保険
者全員の年金収入が 80 万円
以下で、その他の所得がな
い場合）※２

より軽減措置（７割軽

減、５割軽減および２

割軽減）がとられてい

ます。

なお、令和２年度ま

では特例的に軽減割合

が上乗せされてきまし

たが、世代間の公平を

平成 30 年度まで

図り、医療保険を将来

年度

にわたり安心できる制

度にする観点などか

ら、次のとおり段階的

に特例が見直され、本

来の軽減割合に戻るこ

ととなりました。

軽減判定所得
基準額※１

対象の人は忘れずに

○持ち物
予診票、健康保険証、自己負担金、
身体障害者手帳（②の人のみ）

②・③共通事項

①風しんワクチン
妊娠初期の女性が感染すると赤ちゃんに障害がお
こる「先天性風しん症候群」の発生を予防するため、
風しんワクチン予防接種の接種費用を一部助成しま
す。風しんの抗体価が低く、予防接種が必要と判定
された人で接種を希望する人は、健康づくり課窓口
で手続きを行ってください。
○助成期間
4 月 1 日～令和４年 3 月 31 日
○対象
抗体検査で予防接種が必要であると判定された町
民で、次の①または②に該当する人
①妊娠を予定、希望する女性
②妊娠をしている女性の同一世帯の人
○助成額（差額は自己負担）
○風しん・麻しん混合ワクチン（MR）5,000 円
○風しんワクチン 4,000 円
○接種までの流れ
①東部保健所に抗体検査を申し込む
②抗体検査を医療機関で実施
③抗体検査の結果通知をもらう（抗体がある場合
は終了。抗体がない場合は④へ）
④健康づくり課窓口へ結果通知と認印を持参し、
予防接種の申し込みを行う
⑤指定医療機関を予約し、予防接種を受ける
⑥接種した医療機関で差額分の接種費用を支払う
○その他
女性は接種前 1 か月と接種後 2 か月は妊娠しな

対象の人には予診票と案内を送付します。医療機

いように注意してください。県が助成している抗

関で予約を取り、体調の良い時に接種してください。

体検査以外にも、自費、妊婦健康診査などで実施

接種期限の令和４年３月 31 日を過ぎると助成が受

した検査結果でも助成申し込みは可能です。

けられなくなります。ご注意ください。
町内、伊豆の国市、伊豆市以外の県内で接種を希

※同居のご家族で昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年
4 月 1 日生まれの男性は、令和元年度から３年間、

望する人は医療機関宛の依頼書が必要です。１週間

「国の緊急風しん対策」で風しん抗体検査と予防

程度の余裕をもって健康づくり課へご連絡ください。

接種（抗体の低い人）を無料で実施しています。
広報

４月号
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お知らせ

対象の人はお申し込みください

お知らせ

問合先／福祉課（979-8126）

プレアライバルコール
運用開始
問合先／駿東伊豆消防本部

申請をお願いします

障害がある人の
軽自動車税（種別割）減免制度

警防部救急課（920-9111）

問合先／税務課（979-8109）

お知らせ

子どもたちの未来のために

あたたかい

ことばがつなぐ

こころのわ

５月５日～５月 11 日は「児童福祉週間」
問合先／県健康福祉部こども未来課（054-221-3546）

駿東伊豆消防本部では、救急活動時間を短縮

障害がある人のために専ら使用する軽自動車

「児童福祉週間」は子どもの健やかな成長、子

町内に在住し、

し、必要とする住民の皆さまの所へいち早く救急

で、町の基準に該当する場合は軽自動車税（種別

どもや家庭を取り巻く環境について国民全体で考

福祉施設に入

車が到着できる体制づくりの一環として、プレア

割）が減免されます。減免を希望する人は必要書

えるために、全国各地で行事や啓発事業を行う期

所していない

ライバルコール（prearrival call、現場到着前電

類を用意し、申請をお願いします。

間です。子どもたちが、夢と希望をもって、未来

人で、次の①

話連絡）の運用を開始しました。

○対象

～⑤のいずれ
かに該当する人

プレアライバルコール…出動した救急隊が出

①身体障害者手帳１級または２級の人

動途上で通報者や関係者に対し電話連絡する

②療育手帳Ａ判定の人

ことで、救急現場で収集が必要となる情報を

③精神障害者保健福祉手帳１級の人

あらかじめ聴取すること。これにより、現場

④ 80 歳以上（昭和 16 年４月１日以前生まれ）の人

での救急隊の活動がスムーズになり、傷病者

⑤令和３年度中に 80 歳を迎える人

を病院に搬送するまでの時間を短縮すること
を目的に実施するものです。

○助成額
上限：年額 15,000 円（年度の途中に 80 歳を
迎える人は、年度の残り月数に応じて 2,000 円
～ 12,000 円分を交付※誕生日から申し込み可）

今後、救急要請の際に、救急隊から通報者や関

お知らせ

問合先／福祉課（979-8126）

○対象
町内に在住し住民票がある在宅介護の人で、要
介護３以上または認知症の判定がⅢ a 以上の人
※申請時に入院や施設入所している人は受給で
きません。

○支給枚数
年間 500 枚（住民税非課税世帯は 1,000 枚）

○申込み
要介護者の介護保険被保険者証を用意して福祉
課窓口でお申し込みください。

私たちができることを考えてみませんか。

○減免車両
※自動車税（種別割）の減免を受ける人は、軽

〇障害者などが所有し、生計を共にする人が運

時介護する人が運転する軽自動車
※障害者などとは…身体障害者・戦傷病者・知的障害者・

高齢者の運転免許自主返納に
伴う地域交通利用券の交付
問合先／福祉課（979-8126）

○対象

精神障害者
※いずれも障害の程度などが一定の範囲に該当する場合

○申請期間
５月６日（木）～５月 31 日（月）

○必要書類
証明書類（身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療

免許証自主返納時に満 70 歳～ 79 歳で町内に

育手帳または精神障害者保健福祉手帳）、印鑑、

住民登録がある人※免許証の更新をせずに失効

運転者の免許証、車検証、所有者のマイナンバー

した場合は、対象となりません。

カード・通知カードなど

○助成額
10,000 円（１回限り）

○申込み
免許証返納後６か月以内に申請による運転免許
の取消通知書および運転免許経歴書などの本人
確認書類を用意し、福祉課窓口でお申し込みく
ださい。即日交付します。

問合先／産業振興課（979-8114）

○減免対象

〇障害者などのみの世帯で障害者が所有し、常

運転免許を自主返納した人へ

中小企業などへの支援

函南町地域経済支援事業給付金

自動車税（種別割）の減免対象外

人の所有でも可）

お知らせ

お知らせ

障害者など１人につき軽自動車１台

18 歳未満の身体障害者は、生計を共にする

対象の人はお申し込みください

紙おむつを支給します

バーの記載と本人確認書類の提示が必要です。

あります。御理解、御協力をお願いします。

（知的障害者）
、精神障害者保健福祉手帳（精神
ださい。即日交付します。

いけるような環境・社会を作っていくためにも、

転する軽自動車（知的障害者、精神障害者、

者）
、身体障害者手帳（身体障害者）、療育手帳

の担い手として、個性豊かに、たくましく育って

度）の導入に伴い、申告手続きなどにはマイナン

係者の皆さまに折り返しの電話連絡をする場合が

生年月日が確認できる公的な身分証明書（高齢

障害者）を用意し、福祉課窓口でお申し込みく

また、社会保障・税番号制度（マイナンバー制

〇障害者などが所有し、運転する軽自動車

○申込み

15

お知らせ

○その他
〇申請期間を過ぎると減免申請の受付ができま
せんのでご注意ください。
〇昨年度、減免申請の手続きをした人には、４

新型コロナウイルス感染症により、経済活動に
影響を受けている中小企業などに対し、雇用の維
持と事業の継続を支援するため、給付金を支給し
ています。

○対象者
町内に主たる事務所・事業所などがある個人事
業主および法人事業者、または町内に住民登録
がある個人事業主で次の要件を満たす人
○令和２年分と令和元年分の収入（売上）金額の
合計額を比較し、30％以上減少していること。
○令和元年 10 月１日以前から令和３年４月１
日まで、同一の事業により事業収入を得てお
り、今後も継続する意思があること。
○扶養控除、専従者控除、配偶者控除の対象者
でないこと。

○支給額
１事業者 10 万円

○申込み
５月 31 日（月）までに産業振興課窓口または
郵送で申請書兼請求書、誓約書兼同意書、確定
申告書など収入 ( 売上 ) 金額がわかる書類の写

月下旬に減免申請手続きの案内を送付します。

しを提出してください（受付時間：土曜日、日

ご確認ください。

曜日、祝日を除く９時～ 16 時 30 分、郵送の
場合５月 31 日（月）の消印有効）。
申請書類は産業振興課窓口で配布するほか、町
ホームページからダウンロードできます。
広報

４月号
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【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

福祉タクシー等利用券を
配布します

４月１日運用開始

募集

河川愛護の啓発に

募集

まちの安全を守るために

問合先／下記にご連絡ください

○活動内容
日常生活の範囲で知り得た次のような情報を伝
えていただくほか、地域住民への河川愛護思想
の普及・啓発に努めていただくことなど。
※定期的な河川巡視や不法行為者に対して、直
接指示して是正を図るなどの特別な責務を課す
ものではありません。

○活動範囲
狩野川の河口から修善寺橋までのうち活動が可
能な範囲

○委嘱と任期
中部地方整備局長より委嘱。任期は７月１日～
令和４年６月 30 日（制度改正などにより、期
間満了以前に委嘱を終了する場合有）

○募集人数・手当
５人（応募者多数の場合は選考）・手当有（令
和２年度実績：月額 4,580 円）

○応募資格
満 20 歳以上の心身ともに健康な人で狩野川近
隣に住んでいる、狩野川に接する機会が多い人、
狩野川に愛着を感じている人などで河川愛護に

令和４年４月１日採用
「駿東伊豆消防組合職員」

５月７日（金）までに封書、はがき、メールで

○学歴は令和４年３月末の卒業見込みを含む
○平成５年４月２日以降生まれの人

○受験資格
事項に該当しない人

１次試験：７月 11 日（日）

○試験場所
駿東伊豆消防本部（沼津市寿町 2-10）

○申込み
申込書に必要事項を自筆で記入し、５月 10 日
（月）～５月 31 日（月）に駿東伊豆消防本部
に持参または郵送で提出してください。
○持参の場合、受付時間は土曜日・日曜日を除
いた８時 30 分～ 17 時です。
○郵送は５月 31 日（月）消印有効。
【提出先】〒 410-0053

駿東伊豆消防本部

消防部総務課

○その他

時間／７時 15 分～ 19 時のうち園長が定める

任用期間／６月２日（水）～６月 22 日（火）

７時間 45 分（シフト制）

時間／８時 30 分～ 20 時のうち７時間以内 ( 応

休日／土曜日、日曜日、祝日、年末年始（休日

相談 ) ※原則、週５日程度の勤務

労働あり）

○給料・手当
時給 898 円（勤務時間によっては割増あり）
※交通費は通勤片道２キロメートル以上の場合

○給料・手当

に支給します。

給料／月額 175,000 円～ 187,000 円

※健康保険、雇用保険は適用しません。

手当／通勤手当、時間外勤務手当、期末手当など
加入保険／社会保険、雇用保険、労働災害補償

○申込み

保険

○５月 10 日（月）までに会計年度任用職員登
録申込書に必要事項を記入し、函南町選挙管

○申込み

理委員会に提出してください。申込書は総務

三島函南広域行政組合事務局または若葉保育園

課の窓口で配布するほか、町のホームページ
からダウンロードできます。
○書類選考・面接などで採用を決定します。

募集

函南町・三島市共催

令和３年度

手話講習会（入門編）

（角２、宛名明記）を同封してください。

⑨可能活動頻度（例：週１回）⑩自治会などの地

○短大卒・高校卒【Ｂ日程】の試験案内は６月

域に密着した活動への参加経験の有無、その活動

下旬にお知らせします。また、ホームページ

内容⑪応募理由（狩野川への思いを含む）⑫過去

（http://www.suntoizufd119.jp/）で採用情報

沼津市下香貫外原 3244-2）

○任用期間・勤務時間

○申込書は４月 29 日 ( 木 ) 以降、郵送による

請求する場合は、140 円切手付き返信用封筒

nmz-kawakan@mlit.go.jp、住所：〒 410-8567

の交付など

面接日を連絡します。

住所⑤電話番号⑥メールアドレス（ある人のみ）

河川管理課（電話：934-2011、メール：cbr-

期日前投票所の設営、片付け、受付、投票用紙

○任用期間・勤務時間

（978-3261）に電話でご連絡ください。後日

内の各消防署で配付します。申込書を郵便で

国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所

17

沼津市寿町 2-10

町民ホール

○業務内容

休暇／年次有給休暇、夏季休暇など

①名前（ふりがな）②生年月日③性別④郵便番号・

○問合先

函南町役場１階

○業務内容

（契約更新の可能性あり）

請求または駿東伊豆消防本部総務課のほか管

の河川愛護モニターの経験の有無とその時期

○勤務場所

若葉保育園（函南町間宮 42- １）

任用期間／採用日から令和４年３月 31 日まで

○試験日【A 日程】

問合先／函南町選挙管理委員会（総務課内：979-8103）

数日勤務が可能な人…６人

保育業務ほか

日本国籍を有し、地方公務員法第 16 条の欠格

６月 20 日（日）執行静岡県知事選挙
期日前投票所 会計年度任用職員

18 歳以上（高校生は除く）で選挙期間中の複

○勤務場所

○条件

一緒に働きませんか

○対象・募集人数

保育資格を有する人…３人

次の事項を記入し送付して下さい。

⑦職業⑧活動を行える範囲（例：河口～香貫大橋）

問合先／三島函南広域行政組合事務局（976-3663）

○対象・募集人数

消防官…６人程度

関心がある人

○申込み

令和３年度三島函南広域行政組合
会計年度任用職員

問合先／駿東伊豆消防本部消防部総務課（920-9100）

○職種（大学卒業以上）

募集

一緒に働きませんか

問合先／福祉課（979-8127）

○日時

○内容

昼の部／５月 31 日～ 11 月８日の毎週月曜、

手話で簡単な挨拶、自己紹介程度の日常会話を

を公開しています。

10 時～ 12 時（全 21 回）

学習します。

駿東伊豆消防本部ホームページ

夜の部／６月３日～ 11 月 18 日の毎週木曜、

QR コード▶

19 時～ 21 時（全 21 回）

○場所
三島市社会福祉会館（三島市南本町 20-30）

○参加費
3,300 円（テキスト代）

○申込み
５月７日（金）までに福祉課窓口または電話で
お申し込みください。

広報
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【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

令和３年度
狩野川河川愛護モニター

募集

申込み・問合先／各幼稚園へお申し込みください

実施しています。令和４年度に町立幼稚園へ入園を希望する人は、なるべく入会をご検討ください。

間宮幼稚園

ラッコの会

間宮 865-5
（978-4666）
みのり幼稚園

いちごの会

肥田 677-1
（978-3440）
自由ヶ丘幼稚園

ひよこの会

平井 1041-1
（978-3446）

ます。

函南日舞
日時
５月
場所

時開演

13

粋翔流鳳艶会・藤菜緒会

藤龍会・花文美の会・八舟会・

出演団体

無料

入場

文化センター大ホール

日（日）

さくらの会

歳ま

に基づき、安全を確保して行い

※町の感染症防止対策確認事項

しをお待ちしています。

で、出演者一同が皆さんのお越

た３歳、４歳の姉妹から

公演に向けて稽古に励んでき

開催します。

体が出演する合同交流発表会を

文化協会加盟の日本舞踊５団

町立幼稚園では、親子で園児との触れ合いや遊具遊びなどを楽しんでいただく「未就園児の会」を年間数回

窓窓
けんこう 窓
のの
の
～健康づくり課通信～

年度が変わり取

いわれるように、

「五月病」と

れていますか。

ありますが、皆さんはしっかり眠

春眠暁を覚えず、という言葉が

ご相談ください。

つけ医や専門家へ

え込まずにかかり

れない時には、抱

じめ、それでも眠

活の見直しからは

まずは普段の生

疲れが取れないといったことを耳

いるのに眠れない、寝ても寝ても

よって寝つきが悪くなる、疲れて

も し れ ま せ ん。 こ の ス ト レ ス に

○寝る前のアルコール、カフェイ

○日中に適度な運動

○ストレスをなるべく溜めない

○ 食事・就寝・起床は一定の時刻で

◎睡眠の質をあげるポイント

眠は比較的女性に多く、高齢にな

が睡眠不足を実感しています。不
ックスできる環

○眠りやすいリラ

取を控える

ン、たばこの摂

るほど頻度が高くなるのが特徴で
○眠る直前のスマホを控える

境を整える

います。

保科

章代

年近く時は流れ、あの時の子どもたちの元

中を吹き抜けていく。
〈函南文芸の会〉

まる一日。はつらつとした声は爽やかな風に乗り、町の

気な声が、今でも私の心を温めている。笑顔の挨拶で始

あれから

丹那小学校でも６年間続いた。

ていたのか」驚きと笑みが一度に湧いてきた。もちろん

私はいつの間にか、子どもたちに挨拶おばさんと呼ばれ

の人だぁれ」すると「挨拶おばさん」即座の声「へえー

１人といつもの挨拶。横にいた初めてと思われる子が「あ

ある日、４年生くらいの女の子２人連れがやってきた。

一学期が終わる頃には、子どもたち皆と交わす挨拶。

はようございます」と声が返ってくるようになった。

初めの１週間くらい戸惑っていたが、だんだんに「お

思い切って「おはようございます」と声を掛けた。

いただろうか。元気な子どもたちに圧倒されながらも、

人ぐらいの子どもたちと擦れ違う。中学生も５、６人は

毎朝、バス停までの道すがら、給食を提供していた

私は、丹那小学校に異動になった。

平成３年４月。函南東小学校で給食調理員をしていた

挨拶おばさんと呼ばれた頃

問合先／健康づくり課（９７８‐７１００）

生活の質も下げることが分かって

す。睡眠の質や量の低下が日中の

実は働き世代の３～４人に１人

にするのが多くなる時期です。

段以上にストレスを受けているか

り巻く環境が変わることで体は普

第１回：
：：不眠について・五月病予防

問合先／藤間伊世龍（090-7679-6034）

18
４月号

【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

上沢 658-35
（978-2071）

をお願いしています。

にこにこクラブ

無料。ただし、全員保険（数百円程度）に加入

二葉幼稚園

○参加料

丹那 445-1
（974-0261）

ます。

バンビの会

を除く）
。申込用紙は各幼稚園に用意してあり

丹那幼稚園
稚園」へお申し込みください（幼稚園の休園日

仁田 613-2
（978-3454）
17 時に申込用紙に記入し、「入園を希望する幼

トトロの会
５月６日（木）～５月 21 日（金）の 14 時～

春光幼稚園

○申込み
94

20

住所・問合先
※詳細は各幼稚園にお問い合わせください。

会の名前
令和４年度幼稚園入園希望者

幼稚園名

23

○未就園児の会
○対象者

広報

19

30

町立幼稚園未就園児の会の入会者

団体・活動紹介
函南町文化協会

入園前にふれあいましょう

募集

保護者 65 組 172 人が参加しました。

体力づくりを通じて親子で楽しく体を動かしな

がら子どもの成長を一緒にお祝いすることを目

湯～トピアかんなみ
臨時休館案内

う！」が行われ、０歳～ 10 歳の子どもとその

的に行い、参加者からは「挑戦する姿や年齢の

日（木）

日（火）～

日から、「自

問合先／静岡地方法務局沼津

レットをご覧ください。

る制度案内のパンフ

法務局に設置してい

について」または、

ける自筆証書遺言書保管制度

省ホームページ「法務局にお

制度の概要など、詳細は法務

手 続 き の 方 法 や 必 要 書 類、

す。

法務局に預けることができま

まり、自身で書いた遺言書を

筆証書遺言書保管制度」が始

令和２年７月

自筆証書遺言書保管制度

預けて安心

（９７０‐０００１）

問合先／湯～トピアかんなみ

５月

休館期間／５月

ご協力をお願いします。

惑をお掛けしますが、
ご理解・

の期間臨時休館します。ご迷

施設内改修工事のため、次

２月 20 日、子育て交流センターや文化セン
支局（９２３‐１２０１）

できて嬉しかった。親子でふれあう時間が持て

「健康ウォーキング」
２月 28 日、「健康ウォーキング」を行い、

静岡大学お茶ノ子祭々
よさこい演舞

かんなみの桜や富士山を堪能

ださい。
日（土）

伊豆ゲート
コミュニティ広場

を間近に見ることができるコ

田海中水族館のウミガメさん

毎回好評をいただいてる下

ＧＷ 「ウミガメデー」

道の駅×下田海中水族館

ウェイ函南（９７９‐１１１２）

問合先／ 道の駅 伊豆ゲート

ウェイ函南

場所／ 道の駅

ページでお知らせします。

※演舞時間は決定次第ホーム

日時／

月

をステージでぜひ体感してく

えたいというメンバーの思い

の演舞やよさこいの魅力を伝

中でより多くの人に自分たち

トが中止になっている状況の

コンクールや大きなイベン

演舞を披露します。

の駅のステージでオリジナル

チーム「お茶ノ子祭々」が道

大学の学生によるよさこい

県内外で活動している静岡

違う子と楽しそうに遊んでいる姿を見ることが
ラボイベント。

時（雨天・強

いて学ぶことができます。他

態と彼らの住む海の環境につ

ウェイ函南

場所／川の駅

風中止）

時～

にも「あの海の生き物」と一

問合先／ 川の駅 伊豆ゲート

月

日（月）

時～

第３回 ドッグフェス
だら～㏌川の駅

わんちゃんのお洋服や日用

大好評のドッグイベント！
ウェイ函南

品、無添加おやつのお店がた

伊豆ゲート
問合先／ 道の駅 伊豆ゲート

くさん出店。また国際ペット

場所／道の駅

ウェイ函南（９７９‐１１１２）

ビジネス専門学校熱海校によ
る無料トリミングや美容相
川 の 駅 で は、 ゴ ー ル デ ン

体験会、わんことカヤックな

ス、フライボール実演、無料

談、その他わんわん大サーカ
ウィークに毎日イベントを開

ど愛犬と一緒に一日楽しめる
時～

コンテンツが盛りだくさん
日（日）

自転車・セグウェイを体験で

月

日時／

場所／川の駅

日（土）～５月
時※気球

ウェイ函南（９７９‐７０４８）

伊豆ゲート

伊豆ゲート

時（雨天中止・荒天中止）
す！大人から子どもまでわく

月

時～

問合先／川の駅

ウェイ函南
日時／

をぜひ体験してください。

わくスカイアクティビィティ

は気球が川の駅にやってきま

きるほか、５月２日（日）に

催します

期間中、おもしろ

川の駅ＧＷまつり

イベント広場

伊豆ゲート

緒に写真が撮れるフォトブー

ウェイ函南（９７９‐７０４８）

時

日時／

けん大会も予定しています。

スも設置。

時からはじゃん

時、

体験：５月２日（日）８時～

▲柿沢川堤防沿いでかんなみの桜を見ながらを歩く参加者

今回もウミガメさんを道の

た」「いい運動になった」という声が聞こえま

駅で間近に見ながら、その生

25 人が参加し、ウォーキングマップ「歩きた
５日（水）

プ車操法、第５分団・第６分団が小型ポンプ操
法を行いました。

団員は日頃の訓練の成果を発揮するととも
に、他の分団の出来栄えを確認しました。

し、消防技術の向上と士気の高揚を図ることを

同訓練披露は消防操法の習熟の成果を確認

月

時

分）

分～

日（ 月 ）

気軽にご相談ください。
日時／

時～

時（ 受 付： ９ 時
分、

場所／函南町役場５階

時

第

▲操法を披露する団員

、いじめ、虐

問合先／住民課

みください。

申込み／当日会場でお申し込

相談委員・弁護士

相談員／人権擁護委員・行政

持ち物／相談に関係する資料

労働問題、消費生活問題など

関係、近隣諸問題、家族問題、

その他：成年後見制度、居住

調停、離婚、相続、遺言など

望など③法律相談：裁判訴訟、

窓口に関する苦情、意見、要

など②行政相談：国の仕事・

待、暴力、誹謗・中傷・差別

ストーカー、

内容／①人権相談：人権侵害、

１・２会議室

時～

守します。ひとりで悩まずお

相談は無料です。秘密は厳

人権・行政・法律相談

目的に、第１分団・第２分団・第３分団がポン
（９７９‐８１１０）

20
４月号
広報

水曜日は、住民課（証明交付・パスポート交付のみ・印鑑登録）、税務課、会計課の窓口を 19 時まで延長しています。
21

防団操法訓練披露」が行われました。
‼

10

２月 28 日、函南町役場駐車場で「函南町消
10

11

「函南町消防団操法訓練披露」
17

9

30 30

消防技術の向上と士気高揚
15

5

17

れいで楽しかった」「日頃の運動不足を実感し
10

14

参加者からは「天気が良く、富士山や桜がき

した。
10

16

DV

かけづくりのために毎年行われています。
16

５

同イベントは運動不足解消や健康増進のきっ
11

3

10 1

13

した。

5

‼

30 15

らぎ公園、柏谷公園などを通るコースを歩きま

くなるまち函南」を参考に函南町役場からせせ
5

▲鉄棒で逆上がりに繋がる運動遊びをする親子

1

15

て良かった」という声が聞こえました。
5

同イベントは、ふれあい遊びや遊具を使った
11
‼

10

Photo
子育て交流センター
「大きくなっておめでとう！」
【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、イベントの中止
など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

ター文化のプラザで「大きくなっておめでと
13

Gallery

写 真 で つ づ る 函 南 町 で の で き ご と

チャレンジ大学
第１回学習会
多岐な分野にわたって、楽

講

稽古に励んでいます。
分～ 時 分

日時／ ５月３日（月）、５月６
日（木） 時

（０９０‐１８６１‐８００９）

令和３年度 銃砲刀剣
類登録審査会

みください。
その他／登録申請者は原則と
して発見届出者本人（事情の
ある場合は代理人可。委任状

22
４月号

分～

場所／ふれあいセンター
習室
武
と代理人の身分証明書が必

場所／函南中学校体育館
銃砲刀剣類発見届けを警察
要 ）。 審 査 日 の 審 査 の 結 果、

対象／ 町内在住の 歳以上の人
道場
署に提出後、速やかに登録し

土曜日、日曜日、祝日：18 時〜翌朝７時

しく学ぶ無料講座です。
問合先／シルバー人材セン
対象／中学生以上

年中無休：20 時〜 23 時
平日：20 時 30 分〜翌朝７時

平日：18 時〜 22 時
土曜日：14 時〜 21 時
日曜日、祝日：９時〜 21 時

外科・内科
外科・内科・小児科

外科・内科・小児科

日時／６月３日（木）９時
ター（９７９‐５３２５）
登録できない場合でも登録審

夜間診療医

時 分
てください。登録のない状態

978-1366

分～
その他／詳細は「伊豆函南合
査手数料は返却できません。

函南町塚本 952-24

場所／ 文化センター 大ホール
での銃砲刀剣類の所持は不法

え合いガイドブックｖｅｒ

３月に配布した「地域の支

お詫びと訂正

気会」ホームページでご確認
所持（銃砲刀剣類所持等取締

分

小児

丘陽だま
ください。

時

函南平出クリニック

講師／鈴木ありす
函南町体育協会
なぎなた部

日

法違反）となります。
日時／銃砲刀剣類：５月
日

問 合 先 ／ 高 宮（ ０ ９ ０ ‐
３６９２‐９７０２）
月

分～

（火）、刀剣類のみ：
（火）９時
２」に掲載している居場所の

別館４

場所／東部総合庁舎

30

り（手相鑑定士）

できる無理のない全身運動

なぎなたは年齢に応じて

る手相のイロハ

です。
函南ミニバスケット
ボールクラブ新入団員
紹介に誤りがありました。お

949-1321

演題／簡単に！楽しく♪学べ
内容／手相の歴史やその場で
時（全

日の

日時／５月
時～

日～７月

すぐに分かる手相の見方を紹
毎週木曜日、
階第３会議室（沼津市高島本

伊豆の国市中 894-4

介します。
明朗・快活・誠実な子ども
詫びし、訂正します。

回）
町１‐３）

小児

対象／町内在住の成人
の育成および生活の基本を習

２階卓

伊豆長岡小児クリニック

場所／函南町体育館
内容／１ページ目：居場所の

23

人（先着順）
持ち物／①登録しようとす

949-8880

募集人数／
得し、基礎体力を備えた健康

伊豆の国市四日町 39-2

球室
体操以外

内・胃腸・呼吸器

参加料／１千円（

健院伊豆の国

日（ 金 ） ～
る 銃 砲 刀 剣 類、 ② 警 察 署 が
３ページ目：居場所の運動系

16

申込み／４月
交付した刀剣類発見届出済
名 称「 元 気 は つ ら つ 教 室 」、

名 称「 愛 好 会 」、

児の育成をモットーとしたク
証、③運転免許証などの身分
どちらも現在は活動を終了し

977-1121

参加してください。

函南町間宮 895-6

回分用具

証明書、④登録申請書（会場
ています。

外・内・消化器

問 合 先 ／ 原 田（ ９ ７ ８ ‐

高橋クリニック

日（ 金 ） に 生 涯 学 習
ラブです。男女問わず入団で

に も 用 意 ）、 ⑤ 登 録 審 査 手 数

その他／新型コロナウイル

９

９ ８ ５ ９）、 金 森（ ９ ７ ８ ‐

970-2450

５月
使用料含）
練習日時・場所／毎週土曜日

きます。
分・東小学
料（ 新 規 登 録 の 審 査 は １ 件

ス感染症予防のため活動を

970-0555

函南町上沢 68-2

２２６９）

函南町肥田 356-11

泌尿器・内・外

課窓口か電話でお申し込み
その他／運動のできる服装で

校体育館、毎週日曜日９時～
６千３００円）

休止している居場所があり

内・消化器

伊豆函南鈴木泌尿器科クリニック

ください。

正 午・ 東 小 学 校、 西 小 学 校、
申込み／各審査日の１週間前

ま す。 活 動 状 況 に つ い て は

蛇ヶ橋クリニック

５

問合先／生涯学習課

函南小学校体育館のいずれか
までに県スポーツ・文化観光

お問い合わせください。

４

時

対象／町内在住の小学生の男
部文化局文化財課（銃砲刀剣

問合先／社会福祉協議会

970-1055

分～

函南町体育協会
女（１～６年生）
類 担 当： ０ ５ ４ ‐ ２ ２ １ ‐

函南町仁田 87-8

時

合気道体験教室・見学会

問 合 先 ／ 中 村（ ０ ８ ０ ‐

泌尿器・内

（９７８‐９２８８）

かんなみ仁田クリニック

（９７９‐１７３３）

合気道部の部員は８人。「楽
３１５８）に電話でお申し込

３

します。
979-1666

伊豆保健医療センター夜間急患室（0558-76-0111）

三島メディカルセンター（972-0711）

沼津夜間救急医療センター（926-8699）

で確認をお願い
函南町上沢 80-2

または田方北消防署（978-0119）
内・胃腸

（http://www.tagata-ishikai.jp/)、
函南さくらクリニック

住 所
診療科目

シルバー人材センター
入会説明会

30 11
30 11

２

するか、田方医師会のホームページ
医療機関名

ます。来院前に医療機関へ直接電話
日

入会を希望する人は、説明

11

電話番号

医療機関が変更になる可能性があり

２ ６ １ ０ ‐ １ ３ ８ ３）
、長谷川

問合先

住民課（979-8110） 税 税務課（979-8109） 総 総務課（979-8102）
環境衛生課（979-8112） 企 企画財政課（979-8101）
健康づくり課（978-7100） 生 生涯学習課（979-1733） 図 図書館（979-8700）

会へ参加してください。申し

30

注意事項

しく、健康に」をモットーに

場所

住

30

税

込み不要です。

30

知

焼却場
焼

保健福祉センター

（３月 31 日時点）
診療時間（９時〜 17 時）

５月休日当番医

21 金

時

30

軽自動車税
固定資産税・都市計画税（第１期）
31 日

45
税務課からのお知らせ

20
22 土

かんなみ知恵の和館
函南町役場

健

31 月

日（ 木 ）

20

※乳幼児健診などの日程や場所が変更されている場合があります。詳細は個別案内・町ホームページでご確認ください。
役

環

20 木
日

保

家庭ごみ受入日 焼 環
ごみゼロ運動統一美化キャンペーン 環

９

図書館おはなし会 知 図

11 火

30 日
土

離乳食講習会 知 健

19 水
８

図書館おはなし会 知 図

29 土

広報

60

10

18 火
７ 金

日時／５月

15

16

13
14
昭和の日
図書館おはなし会 知 図
３歳児健診 保 健

金

役場の業務時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く８時 30 分～ 17 時 15 分です。
23

19

30
10
フッ素塗布 保 健

27 木
16 日

図書館
休館日
休館日

広報かんなみ発行日 企
人権・行政・法律相談 役 住 知恵の和館 28

17 月
知恵の和館
休館日

木
６

知恵の和館
休館日

10 月

30

13
26 水
図書館おはなし会 知 図

15 土
みどりの日

火
４

こどもの日

５ 水

30
１歳６か月児・２歳児健診 保 健

25 火
14 金
憲法記念日

３ 月

６

17

30

47
知恵の和館
休館日

24 月
７か月児健康相談 知 健
ブックスタート 知 図

日

13 木
２

知恵の和館
休館日

11

14

23 日
12 水
土

同報無線テレフォンサービス（24 時間無料）電話：0120-652-505

（同報無線で放送した内容を聞き逃した場合に放送内容を電話で確認することができます）

５月カレンダー
図書館おはなし会 知 図

１

【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、イベントの中止
など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

広報
４月号（令和３年４月 15 日発行）

むろふし

室伏

ゆずき

柚季ちゃん２歳（間宮）

むろふし

室伏

の

ごっこ遊びが大好きな次女。お姉ちゃ
んと妹とごっこ遊びをしているのを見
るとママも楽しいよ。

表紙の説明

表紙の写真は、２月中旬～３

月上旬に柿沢川堤防を彩った

です。

りながら堤防を散策しました。

令和３年３月31日現在
（ ）は前月比

「かんなみの桜」を撮った１枚

ホームページ：https://www.town.kannami.shizuoka.jp

▲満開時のかんなみの桜の様子
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お姉ちゃんのまねっこ大好きだいき
くん。これからも姉弟なかよくね！
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より例年の様に「かんなみの桜
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大輝くん１歳（間宮）

まつり」は行えませんでしたが、
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それでも町の春の風物詩を味わ
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かわいいものが大好きな長女。優しく
て妹たちと遊ぶのが好き。
これからも仲良しでいてね！

うために多くの人が、距離を取
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とにかく甘えん坊な三女。お姉ちゃん
たちの真似っこして、できることが少
しずつ増えてきたね。

大隅

町の人口

り

莉希ちゃん５歳（間宮）

世帯数：16,582戸（+46戸）
男：18,387人（-33人）女：19,009人（-31人）計：37,396人（-64人）

