太平洋は、我等の力、力いっぱいはげみましょう
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下田市誕生 50 年の暁光

～吉佐美大浜から朝日を望む～

下田市長

小泉 孝敬

松木 正一郎

新年あけましておめでとう デパートには人があふれ、地
下鉄も混雑しています。違う
ございます。
新型コロナウイルスの脅威 のは、みんながマスクをして
のもと、皆さんはそれぞれ工 いることくらい。外目には感
夫して暮らしながら新しい年 染対策をやっているように見
をお迎えのことと思います。 えますが、まだ感染拡大は止
新型の未知なる伝染病にい まらないと言われています。
一方、私たちの暮らす下田
ま科学が必死に挑戦し、ワク
チン開発が進む一方、私たち のような地方ではどうか。お
市民生活の場でも店舗におけ 年寄りの多いこのまちでは、
る飛沫防止対策をはじめ、食 いつもの顔なじみによる安定
堂のテーブルの消毒、宿のチ した生活です。そこに「密」
ェックイン時の検温などなど なるものはほぼありません。
皆さんの毎日の努力があらゆ そうです。避けるべき「密」
とは、多種多様な人々が交じ
る場所で見られます。
政府や自治体でも、営業自 り合う都市的な社会環境の中
粛要請やＧｏＴｏキャンペー にあるのです（それこそが都
ンといったアクセルとブレー 市の価値、魅力でしたが、コ
キの両方を組み合わせながら、 ロナによって価値が逆転して
。
社会の正常化に向けた努力が しまった、と言われています）
これまで、華やかな「賑わ
行われていますが、報道され
ているとおり、大都市圏での い」にあこがれ、大都市を目
感染拡大はとどまるところを 指し続けた若者たちも、いま、
知らぬ勢いです。多くの人が 「本質的な豊かさ」に気づき、
集い、遊んだり買い物したり、 地方への移住が加速している
あるいは学び、商談などの交 という話が最近聞こえてくる
渉をして、異なる人種、多様 ようになりました。
安全で真に豊かな暮らしと
な人々が互いに交流して賑わ
う大都市。それがいま、コロ は何か。これからもそういう
ナ禍で様々な問題が露呈し、 ことを問い続けながら、市制
周年となるこの節目の年を
解決の道筋を見つけられない
まま、ほぼ従前と同じ暮らし 皆さんと一緒に心豊かに歩ん
を送っています。相変わらず でいきたいと思います。
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新年あけましておめでとう 議会も積極的に関与していき
たいと考えております。
ございます。
さて、下田市は市制施行
新しい年を迎えるにあたり
謹んで新春のご挨拶を申し上 周年を迎えます。先輩諸士の
げます。市民の皆様におかれ ご尽力により築き発展してき
ましては、コロナ禍による新 たこのまちを、より一層活気
しい生活様式への移行の中で、 あるまちにするため、未知の
当議会に対しご指導、ご鞭撻 経験で大変なことではありま
を賜り厚く御礼申し上げます。 すが、市民一丸となって戦い
昨年は新型コロナウイルス 続けなければならないと思っ
感染症拡大のため、黒船祭を ております。
また本年は、第５次下田市
はじめ多くの行事が中止・縮
小となりましたが、議会にお 総合計画のスタートの年でも
いても議会活動に制約が生じ あります。「時代の流れを力に
つながる下田 新しい未来」
た年でありました。
コロナ禍により心配された をまちの将来像に据えて行動
夏の海を中心とする観光政策 する年であります。本市を取
は、下田モデルにより乗り越 り巻く環境は厳しい状況では
えることができました。しか ありますが、一方やりがいの
し市内の経済状況は、コロナ ある年にもなるはずです。下
禍以前の状態には回復してお 田市と関わりのある人たちと
らず、人口減少や少子高齢化 の「縁」を大切にし、賑わい
による社会情勢の変化による をまち全体で取り戻すことが
様々な課題等に対しても、そ 「未来への第一歩」と考えて
れらの解決に向けて、市民、 おります。
結びにあたり、本年はコロ
行政及び議会が一体となり、
議論し行動すべき時と考えて ナ禍が収まり、延期となった
います。具体的には、防災対 東京オリンピック・パラリンピ
策、医療介護、子育て、ワー ックが無事開催され、また日常
ケーション、空き家対策、ゴ の賑わいが戻ることを願うと
ミ処理や環境問題等、新しい ともに、市民の皆様のご健勝
生活様式の中で方向性を見出 とご多幸を祈念いたしまして
し、問題解決のための議論に ご挨拶とさせていただきます。
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下田市議会議長

―

昭和

市制施行、下田町が下田市になる。
①

須崎御用邸が完成

観光キャッチフレーズ「伊豆の太陽」に決定

中村区画整理事業完成

伊豆半島沖地震発生

萩市と姉妹都市提携

市立図書館完成

マンスフィールド米国大使黒船祭に初参加

ジミー・カーター米大統領が来訪

伊豆斎場完成

「北方領土の日」第１回下田集会

敷根公園造成工事着工

稲生沢中学校完成 下田地区消防組合設立

稲梓小学校完成 焼却場完成

稲生沢小学校完成 板戸海水プール完成

下田中学校完成 下岡蓮杖翁胸像除幕式挙行

公共下水道事業終末処理場、福浦に位置決定

下田小学校完成

伊豆大島噴火、避難島民受入れ

総合福祉会館完成 新下田ドック（株）発足

敷根公園健康広場・テニスコート完成

第１回下田水仙ツーデーマーチ開催

伊豆新世紀創造祭開催

ベイ・ステージ下田（道の駅開国下田みなと）完成⑤

下田小学校放課後児童クラブ発足
まどが浜海遊公園完成
マイマイ通り完成
ＮＥＷわかふじ国体成年男子ビーチバレー競技開催
下田開港１５０周年記念事業開催
日露修好１５０周年記念事業開催
ご当地ナンバーとして「伊豆ナンバー」導入
沼田市姉妹都市提携 周年記念植樹祭挙行
家庭ごみ有料化開始

県立下田高等学校開校⑥
ニューポート市姉妹都市提携 周年記念行事挙行
旧澤村邸が市に寄贈

フラワー都市交流連絡協議会総会開催
下田市平和都市宣言 戸籍事務電算化
地域子育て支援センター開設
東日本大震災⑦ 下田元気祭開催
下田メディカルセンター竣工⑧
認定こども園開園
学校給食センター完成
下田市が過疎地域に指定
伊豆半島がユネスコ世界ジオパークに認定
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令和３年１月１日 市制施行 周年
―
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
平成元 下田市民文化会館完成②
稲梓基幹集落センター完成 下田保育所完成
平成２ 弁天島に吉田松陰・金子重輔像設置
平成３ 敷根公園屋内温水プール完成
伊豆半島南部の集中豪雨発生③
平成４ あずさ山の家完成 須崎保育所完成
公共下水道一部地域供用開始
下田地区消防組合新庁舎完成④

平成５ 稲生沢公民館完成 下田幼稚園完成
ペリーロード整備事業完成
平成６ 勤労者総合福祉センター 下
( 田市民スポーツセンター 完
)成

平成７ 田牛地区集落排水事業供用開始
平成８ 市営大沢住宅完成

加増野農林水産物処理加工所完成

テクノスーパーライナー「希望」就航

平成９ 共立湊病院開設
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成

平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成

令和元 即位の礼奉祝記念式典開催
令和２ 新型コロナウイルス流行 新下田中学校着工

①市制施行パレード
②市民文化会館
③落合地区国道 414 号分断

46
49 48
54 53 51 50
56

下田市 年の歩み

2019 年 2.5 人
1970 年 5.6 人
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☎㉒２２１２

2019 年 2.1 人
1970 年 7.2 人

1970 年代
1980 年代

問合せ先 統合政策課政策推進係

2019 年 1.1 人
1970 年 0.7 人

「下田市」誕生の経緯

2019 年 0.3 人
1970 年 1.3 人

明治 年に自治制（市町村
制）が定められ、下田町・浜
崎村・朝日村・稲梓村・稲生
沢村が誕生し、その後、明治
年に浜崎村から白浜村が分
離。昭和 年３月 日に６か
町村が合併、新たな下田町と
なりました。
それから 年後の昭和 年
９月に、地方自治法の一部改
正により、市になるための要
件が人口３万人以上となる特
別措置がなされ、昭和 年１
月１日、市制施行により下田
市は県内で 番目の市となり
ました。

転 出

た、良い伝統と遺産をよりど
ころとして、更に住みよい郷
土の建設に努力してまいりた
い」
。 年前に発行された
『し
もだ 市制施行記念号』での
石井基市長のあいさつの言葉
です。
この言葉のとおり、下田市
は公共施設や上下水道などの
公共インフラ整備、道路や生
活環境の改善などのまちづく
りを住民と協働で続け、近代
都市・国際観光都市としての
歩みを進めてきました。現在
の下田市の姿は、先人の努力
によって築かれたものである
ことを忘れてはなりません。
市制施行 周年を迎えるに
当たり、これまでの歴史を振
り返り、市勢の発展に寄与さ
れた方々への功績に深く感謝
するとともに、引き続き夢と
希望を未来につなぐ、持続可
能なまちづくりに向けて、諸
施策を推進してまいります。

転 入
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2021.1 月号
広報しもだ

-５-

死 亡

④下田地区消防組合旧庁舎
⑤ベイ・ステージ下田
⑥県立下田高校開校式
⑦大川端沿いに津波被害
⑧下田メディカルセンター
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令和３ 市制施行 周年
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１日当たりの人の動き
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1990 年代

50

4,829
5,084
4,480
4,668

0

近代都市としての歩み

4,154

(人)

15

19

「南伊豆地方の中心的文化
都市として、目覚ましい発展
を遂げつつありますが、これ
からも、市民の皆様と共に、
心を一つにし現在受け継がれ

2,310

0

31

3,088

1990 年代
2000 年代
2010 年代
2020
年代

50

45

46

22

30

1 100 歳以上 23
39 90 ～ 99 歳 648
80 ～ 89 歳
2,284
389
70 ～ 79 歳
4,063
1,275
60 ～ 69 歳
3,282
50 ～ 59 歳
2,852
40 ～ 49 歳
2,466
30 ～ 39 歳
1,534
2020 年 10 月 1 日
20 ～ 29 歳
1,315
総数 20,973 人
10 ～ 19 歳
1,480
（住民基本台帳の数値）
0～9歳
1,026
1970 年 10 月１日
総数 30,317 人
（国勢調査の数値）

1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
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50 年前と現在の人口

10

①時代の流れを力に

②つながる下田
●「関係人口」の創出・拡大
●人と地域の絆の強化
●市民と多様な主体（民間企業、NPO、
近隣市町等）が下田で協働

基本構想：10 年間
基本計画：５年ごとに前期・後期に
分けて策定
年度 ３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

基本構想 10年間

前期基本計画 5年間

後期基本計画 5年間

12

11
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●＂都会から地方へ＂＂地方から世界＂
へという新しい地方の時代
●急速に進展する情報通信技術の活用
●地方の有する豊かな空間性等の強み
や可能性を最大限に駆使

計画期間：令和３年～ 12 年度

この総合計画の策定に当たっては、
関係団体や子育てグループの皆さま
とのグループインタビュー、市長と
語る会やパブリックコメントの意見
や提案などを参考に審議を重ね、令
和２年 月に総合計画審議会から答
申を受けました。
この答申をもとに、新たな総合計
画を 月市議会に提案し、可決され
ました。

時代の流れを力に つながる下田 新しい未来

問合せ先 統合政策課政策推進係

● まちの将来像（今後 10 年間で目指すまちの姿）

22

第５次
下田市総合計画を
策定しました

市民一人ひとりが誇りをもって暮らすことのできるまちづくり

市では、平成 年度に「第４次下
田市総合計画」を策定し、各種施策
に取り組んできました。
この間、人口減少と少子高齢化の
加速、大規模災害の発生や新しい感
染症による安全・安心に対する不安
の高まり、情報通信技術の一層の進
展など、社会経済環境は大きく変化
しています。
このような背景を踏まえ、今後
年間のまちづくりの方向性とその実
現に向けた取組を明らかにし、新た
なまちづくりの指針となる「第５次
下田市総合計画」を策定しました。
この総合計画の実現に向けて、市民
の皆さまと協働して各種施策に取り
組んでいきます。

本市の持つ自然や歴史・文化を活用し、

計画策定経過

下田を愛する、市民を始めとする幅広い人の参加により、

市では令和２年６月に、市民や有
識者などで構成する「下田市総合計
画審議会」を設置し、計画策定を進
めてきました。

● まちづくりの基本理念（長期的なまちづくりの考え方）

③新しい未来

● 社会環境の変化と下田市の抱える課題
新たな暮らしのスタイルの確立や、新たな付加価値を生み出す消費・投資の促進など、
これまでにない＂新しい価値＂を創出し、明るく希望の持てる未来を築きます

● まちづくりの柱（今後重点的に目指していく本市の姿勢）
美しく生活しやすいまち

＜主な取組の方向性＞
・自然体験等を通じた郷土愛を育む教育の実施
・ＩＣＴ環境の整備等による先端教育の普及
・生涯学習の充実や国際交流の推進

①少子高齢化の進行と人口減少社会の到来
②環境問題への対応
③安全・安心意識の高まり
④情報通信技術（ＩＣＴ）の進展
⑤ライフスタイルの多様化
⑥地方創生の推進
⑦持続可能な開発目標ＳＤＧｓの推進

基本構想

人が集い、活力のあるまち

安全・安心なまち

まちの将来像

＜主な取組の方向性＞
・自然等を活かした新たな生活スタイルや楽し
み方の提供
・関係人口の創出・拡大、移住者の増加
・関係人口とのつながりを活用した地域課題の解決

＜主な取組の方向性＞
・防災・減災対策、消防・救急体制の整備
・ライフステージに応じた健康づくり、地域医療
体制の強化
・子育て環境や地域コミュニティの充実
・高齢者及び障害者（児）に対する福祉の充実

計画の基本指標

広報しもだ
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①人口減少と少子高齢化社会への対応
②自然環境の保全と循環型社会の構築
③命を守る安全な地域づくり
④安心して暮らすことのできる医療・
福祉の充実
⑤多様な交流を活かした産業振興
⑥効果的かつ持続可能な行政運営

● 第５次下田市総合計画の体系

まちの基本理念

-７-

市の抱える主な課題

土地利用構想
まちづくりの柱
下田市総合計画の体系

基本構想を実現するため、分野ご
とに現状と課題を分析し、体系的
に具体的施策や手段を示すもの

＜主な取組の方向性＞
・自然環境や景観の保護・保全
・６Ｒの推進や廃棄物の再資源化
・道路や公園、公共交通等の各種インフラ整備

郷土への誇りと愛着を育むまち

社会環境の変化

基本計画
分野１ 自然環境・生活環境
分野２ 子育て・教育
分野３ 観光・産業・雇用・移住
分野４ 都市基盤整備
分野５ 危機管理
分野６ 健康・福祉
分野７ 共生社会
分野８ 行財政改革
広報しもだ

2021.1 月号

-６-

☎㉒２２１２

市長と語る会 を
開催しました
問合せ先 統合政策課秘書係

Ｑ朝日公民館廃止後、有償で
良いので利用を継続したい。
Ａコストダウンをした上で機
能強化した利用方法を検討
してまいります。

Ｑ稲生沢公民館を廃止しない
でほしい。廃止の場合は、
代替措置を。
Ａこれまでのプロセスで決ま
ったことを変えるには正当
な手続が必要です。安全性、
維持管理のコストの問題が
解決できれば、見直すこと
はできると考えます。
公民館は「つながる」とい
う意味では大事な場所。市
役所だけでなく地域の皆さ
んと考えていきたいです。

公民館

Ｑ第５次総合計画では、人口
減少に対して積極的な対策
はあるか。
Ａ総合計画については、 年
程前は明るい未来になるよ
う作っていましたが、人口
減少により、
「身の丈にあっ
た も の 」を作成しなければ
なりません。定住人口を増
やす足がかりとして、関係
人口を増やしていきたいで
す。

昨年 月６日から 日まで、市長と語る会を市内６地区で７
回開催し、市民の皆さまと市政に関する意見交換、質疑応答を
行いました。今回は主な内容をご紹介します。また、皆さまか
らの貴重なご意見を、今後の行政運営に反映できるよう努力し
てまいります。

Ｑワーケーション拠点施設は
既存施設等（あずさ山の家、
下田港の民間施設）を活用
した安価な整備ではダメか。
Ａワーケーションの概念は我
々が創り出すものです。下
田のワーケーションをブラ
ンド化したいと思っていま
す。下田はワーケーション
のトップランナーです。ま
ずは、旧樋村医院を拠点に
し、次に進めます。

産業経済・人口減対策

Ｑ耐浪性の問題で街中の避難
ビルが減った。避難場所
（下田幼稚園）まで逃げられ
ない人もいるため、高齢者
に配慮し再度見直しを。
Ａ現在ある建物は活用すべき
です。沖合防波堤の減勢効
果も期待され、利用できる
建物が増える可能性もあり
ます。個人宅の耐震が進ま
ず、倒壊により道が塞がれ
ることも懸念されます。

防災対策

Ｑはまぼうボードウォークの
早急な復旧処置を。
Ａどういった解決策があるか
考え、知恵を出して取り組
んでまいります。

20

コロナ対策
Ｑコロナ対策と経済の両立。
コロナリスクで経済活動を
停滞させるより、注意して
経済活動の発展を。
Ａ今回、安全をとるか経済を
とるかではなく、やや安全
にウエイトを置きながら経
済を回すことを考えました。
コロナの中で、密ではなく、
疎を武器にして工夫してま
いります。

新庁舎建設
Ｑ新庁舎の規模を縮小して、
防災等だけは河内に移して、
行政サービスは今の所では
どうか。
Ａこれまでの流れは尊重し手
続は粛々と進めてきました。
ただし、様々な市民の声は
うかがっており、技術的な
課題もあります。課題を解
決せずに大きなステップは
踏めません。次の段階に行
くには、市民の声を聴く必
要があると思います。
Ｑ新庁舎事業は、老朽化と津
波対策が必要。敷根公園駐
車場の一部を使って、早く、
安く、安心安全を担保した

海水浴場運営
Ｑ今夏の振り返りと来年度へ
の課題は？
白浜の違法業者については、
毎年パトロールを行ってい
るが、何十年も解決しない。
Ａコロナ禍において観光客を
受け入れる安全対策を行い
ました。観光客と市民のど
ちらもが安全対策した結果、
夏期の感染者を出さずに終
わりました。
違法業者との話し合いは、
大きなチャレンジです。今
後話し合いに、区の方々に
も参加してもらい、今後の
海水浴場運営について検討
していきたいです。
Ｑ夏期海岸対策事業について、
開設ガイドライン、ライフ
セーバーの契約、規約、予
算配分等の見直しを。
Ａコロナ禍での今夏の夏期海
岸対策の判断が正しかった
かどうかはわかりませんが、
各区での議論のおかげで、
夏期の感染者を抑えこむこ
とができました。これらを
教訓として、ガイドライン
の見直しをしなければいけ
ないと考えています。

案はどうか。利便性問題は、
道の駅などに窓口や郵便局
へ委託をしたらどうか。
Ａ早く決めたいと思っており、
立ち止まってもいません。
市民の方からは、様々な意
見をいただきたいです。
Ｑ浸水地は大きな問題ではな
い。進入路も学校の裏から
入れる。現在の計画地で早
期に作ってほしい。
Ａ貴重な意見として承ります。
皆
※さまからのご意見や新型
コロナウイルス感染症によ
る財政面への影響等を踏ま
え、今年度の事業執行は延
期しました。

環境・景観
Ｑ景観を損ねる廃船（稲生沢
川、大川端）
、廃虚（富士屋
ホテル、グランドホテル等）
への対応を。
Ａ基本的には所有者が処理す
べきもので、先立って行政
が対応することはできませ
ん。危険な物件は対応すべ
きですが、危険性の評価等
の分析が必要であり、その
庁内会議を始めました。
Ｑ和歌の浦遊歩道の崩落の早

教育
Ｑ中学校統合における部活動
の扱いについてどのように
考えるか。
Ａ中体連の関係等も考慮しつ
つ、少しでも子どもの気持
ちを尊重できる部活動の体
制になるように議論を重ね
ています。現在行っている
アンケートの結果を受けて、
今年度中に全体像を示す予
定です。中学校統合を子ど
もが前向きに捉えることが
できるよう皆さまもご協力
をお願いします。
Ｑ学校間、生徒間の統合に向
けた対応は？
勉強面のすり合わせはどの
ようにしているか？
Ａ学校の規模によって、近隣
の小学校で交流し、統合前
に子どもたちの関係を作る
ことを進めています。学力
についてはコロナ禍で心配
もありますが、学校と教育
委員会とで協議して、学力
が低下しないよう進めてい
ま す 。 今 後 は 、Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス
クールも実施します。

期改善を。
Ａ問題意識は持っています。
「財源がないからできない」
では先に進みません。完全
復旧でなく、とりあえず通
れる方法を考えています。
県の技術的支援を受けて、
今動き始めています。
昨年 月 日、通行可能に
※
なりました（夜間通行止め）
。
Ｑ伊豆縦貫道開通に合わせ、
里山整備、道の駅の設置な
どの環境整備を。
Ａ地元による地元のためのも
のができることが望ましい
です。乱開発を防ぐために
は、稲梓地域を都市計画区
域に含めた方が良いと考え
ています。
Ｑ有害鳥獣害対策について、
頑張って農業を支えている
人たちがダメージを受けて
いる。罠を増やすなど市で
できることを。
Ａ専門家を呼んで、意見を聞
いて新しい対策を練ります。
地域おこし協力隊で新しく
来る方が、狩猟免許を持っ
ています。このような方や
専門家の力を借りて進めて
まいります。

その他
Ｑ公共交通の方向性は？
Ａ中学校の統合に併せて走ら
せる通学バスを、通学のみ
に利用するのは望ましくな
いです。
通学、
通院、買い物な
ど全体的に公共交通を立て
直す検討を始めたばかりで
す。難しい課題ですが、中学
校統合の令和４年までには
何らかの形を作りたいです。
Ｑ文化や芸術への行政的なサ
ポートとして、文化会館の
使用料減免を。
Ａ文化振興は地域の品格につ
ながります。三島由紀夫の
ように下田を愛してくれて
いた人を活用したいです。
使用料のサポートについて、
全てにサポートすると文化
会館が破綻してしまうので、
お金ではなく、仕組みのサ
ポートをしたいです。文化
を盛り上げ、観光客を増や
し、税収を増やす経営的戦
略も必要です。文化で地域
おこしできないか意見交換
の懇談会を計画しています。
昨
※年 月 日に第１回文化
まちづくり懇談会を実施し
ました。
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25

18

20

11

11

10

▼所得控除の関係
万
・ 基礎控除の引き上げ
円→ 万円（参考 所得税
万円→
における控除額
万円）
・ ひとり親控除の創設 婚姻
歴や性別を問わず、自身の
子を扶養する合計所得金額
５００万円以下の方につい
て、 万円の控除（参考所得
税における控除額
万円）
・ 扶養控除の所得要件の変更
万円以下→ 万円以下
・ 配偶者特別控除の所得範囲
万円超～１２３万
変更
以下円以下→ 万円超～
１３３万円以下
・ 勤労学生控除の所得要件
万円以下→ 万円以下
▼非課税限度額
・ 未成年、障害者、寡婦又は
ひとり親に対する非課税限
度額の引き上げ １２５万
円→１３５万円
・ 均等割及び所得割の非課税
限度額が 万円引き上げ。
▼申告手続
・ 医療費控除及びセルフメデ
ィケーション税制の申告に
ついて、「明細書」の添付が
必須となり、領収書の添付
又は提示では医療費控除の
適用ができなくなりました。

10

- 10 ※本ページ中、「感染症等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症及びその他の感染症」とお読み替えください。 広報しもだ 2021.1 月号

：

30

令和３年度から適用される
主な改正点のお知らせ

55 10

33

：

：

：

35

・ 感染リスク低減のため、申
告相談に時間のかかる「収
支内訳書」
・
「医療費控除の
明細書」はご自宅での事前
作成をお願いします。申告
相談時に職員は、これら書
類の作成代行はしません。
問合せ先
市県民税の申告については
税務課市民税係
（窓口⑨）☎㉒２２１８

令和３年度分市県民税から
適用される主な改正点は、次
のとおりです。詳細は国税庁
や市のホームページでご確認
ください。
▼所得の関係
・ 給与所得控除の一律 万円
引き下げ。
・ 給与所得控除適用限度額の
引き下げ ２２０万円→１
９５万円
・ 公的年金等控除額の一律
万円引き下げ。
・ 公的年金等控除額の上限を
１９５万５千円に設定。
・ 所得金額調整控除制度の創
設。次に該当する方は、所
得が調整（控除）されます。
①給与と公的年金所得の両方
がある方に対する最大 万
円の所得を調整する控除。
②給与収入が８５０万円を超
える方で、本人・同一生計
配偶者・扶養親族のいずれ
かが特別障害者である場合
又は扶養親族が 歳未満で
ある場合、最大 万円の所
得を調整する控除。
・ 家内労働者の特例の控除額
万円
が 万円引き下げ
→ 万円
38

48

48

75

12

12

43

38

10

：

：

その他のお知らせ
譲渡所得 ( 株式及び土地・建物等の売却による所得 )、その他の分離申告、青色申告及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）
」のみ行います ( 市役所の会場では行いません )。
問合せ先
所得税の確定申告等については 下田税務署☎㉒０１８５
※税務署では電話受付を自動音声により案内しています。ご用件に応じて番号を選択してください。

10

10

65

48

38

65

・ 検温を実施し、37.5 度以上の発熱が認められる場合や検温にご協力いただけない場合は、
入場をお断りさせていただきます。
・ マスクの着用、手指消毒をお願いします。
・ 少人数での来場をお願いします。
感染防止
対策に
ついて

15 23

電子申告 (e-Tax) にて申告相談を行います。
税務署から送られたハガキ、封書、
「利用者識別番号等の通知」をお持ちであればご持参
ください。
その他

★所得税の確定申告書は、インターネットに接続されたパソコン・ス
マートフォンを利用して国税庁の確定申告コーナーから e-Tax で提
出できます（申告書を印刷し、郵送提出も可能です）
。
★市県民税の申告書の提出は、郵送でも受け付けています。
これらの提出方法の利用により、可能な限りご来場を避け、
申告会場での新型コロナウイルス感染症及びその他感染症への拡大防
止（三密の回避）にご協力ください。
・ 令和２年分の収入（所得）を証明する書類等
（給与所得、公的年金などの源泉徴収票など）
・ 事業、不動産所得のある方は、収入及び経費が分かる帳簿や書類等
（収支内訳書及び青色申告決算書はご自宅で事前作成をお願いします）
・ 各種控除証明書、領収書等
（医療費控除の明細書はご自宅で事前作成をお願いします）
・ 印鑑
・ 本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・ 税務署からの確定申告のお知らせ
・ マイナンバーを確認できる書類
・ 身元確認ができる書類（免許証等）
持ち物

2021.1 月号
広報しもだ
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場
会

第二会議室
第一会議室、第二会議室

所得税・市県民税の申告書は、
インターネット・郵送での提出を！
下田市民スポーツセンター（サンワーク下田） 下田市敷根 761
※当該施設への確定申告等に関するお問い合わせはご遠慮ください。

：

9 時 30 分～ 12 時
13 時～ 16 時（注）

：

9 時～ 17 時
（注）入場には
「入場整理券」が必要です。
開設時間

：

2 月 16 日 ( 火 ) ～ 2 月 26 日（金）
※土日祝日除く

市県民税の申告は
正しくお早めに！

2 月 12 日 ( 金 ) ～ 3 月 15 日（月）
※土日祝日除く
程
日

申告期間は
２月 日から３月 日まで

下記のとおり無料税務相談所を開設します。

15

令和３年度分市民税・県民
税（令和２年１月～ 月分所
得・控除に対するもの）の申
告は、２月 日（火）から３
月 日（月）まで（土日祝日除
く）の９時から 時（ 時～
時は受付できません）まで、
市役所２階大会議室で受け付
けます。また、各地区でも出
張会場を設けます。日時や会
場についての詳細は、来月号の
広報でお知らせします。

確定申告期間中は、下田税務署では
申告相談を行っていません。

16

★感染防止対策のため会場運
営が大きく変わります

概 要

て い ま す ）。 出 張 会 場 の 開
設日程については、来月号
の広報でご確認ください。
・ 市役所会場では、地区毎に
申告推奨日を指定しますの
で、混雑緩和のため推奨日
にご来場ください（出張会
場の対象地区の方は、出張
会場にお越しください）
。
全
※地区対象日もあります。
・ 申告会場では、ソーシャル
ディスタンスを確保します。
このため、会場内の待合席
が少なくなります。
★ご来場される場合のお願い
・ 申告会場には、原則として
お一人でご来場ください。
・ マスク着用及び咳エチケッ
トを厳守してください。
・ ご来場時には、備付けの消
毒薬にて手指消毒してくだ
さい。
・ 発熱がある場合や体調の優
れない場合には、ご来場を
お控えください。
・ 会場での検温にご協力くだ
さい。発熱がある（概ね
・５度以上）場合は、お帰
りいただきます。
・ スマートフォンをお持ちの
方は、新型コロナウイルス
接触確認アプリ（ＣＯＣＯ
Ａ の
) 利用をお願いします。

無料税務相談所

16

●新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅で申告できる e-TAX を是非ご利用くださ
い。なお、相談はチャットボットやお電話でも可能です。また、e-TAX の事前準備や申告書の作成手順は、
「動画で見る確定申告」でもご案内します。
●会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります。
●
「入場整理券」は会場で当日配付しますが、LINE アプリを利用して事前にオンラインで入手することも可
能です。入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いすることがありますので、ご理解ください。
詳しくは、国税庁ホームページでご案内します。

・ 感染症等への感染及び拡大
防止のため、申告会場では
「三密」
（密閉、密集、密接）
を避ける必要があり、混雑
時には会場への入場制限を
行う場合があります。
・ 各地区の出張会場について
は、統合等を行い、スペー
スの広い会場でのみ開設す
ることとしました
（対象地区
の皆さまには前月に「かい
らん形式」にてお知らせし

所得税の確定申告等

16

～感染リスク軽減のための対応～

37

区 分

15

13

下田税務署から所得税の確定申告等についてのお知らせ

：

問合せ先 統合政策課政策推進係 ☎㉒2212 AI デマンド交通コールセンター（Izuko コールセンター）☎0120-829-743

60

や

いち

流しながら前向きに過ごした
い」「認知症になったらおしま
いではない」など、認知症に
なっても前向きに生活したい
という感想が寄せられました。
たんぽぽの会
会長 土屋 茂一 さん

つち

も

たんぽぽの会が開催する
「柿崎はつらつ教室」で認知症
について話題にあがることが
多く、脳トレの内容も毎回取
り入れるようにしています。
三浦さんは 歳の若さで認
知症を発症し、お気の毒にと
いう思いでしたが、症状に苦
労されながらもスマートフォ
ンを操作して薬の飲み忘れを
防いだり、メモ用の手首に巻
くバンドを活用して物忘れを
防いだりと工夫し、前向きに
明るく仕事をされている話に
心を打たれました。
高齢の私は 歳という息子
のような三浦さんに自分の行
き先を教わった思いです。

次
※回の認知症カフェは１月
日（火）に開催します。
問合せ先 市民保健課地域包
括支援センター

いのほか、口座振替やクレジ
ット納付も可能です。口座振
替は市民保健課国保年金係
（窓口③）又はご利用の金融
機関で、クレジット納付は市
民保健課国保年金係（窓口③）
で申込むことができます。

20

10

- 12 2021.1 月号

薬よりも「ひとぐすり」

生活してよいのだと思うよ
うになりました。
何かを人にしてもらうとい
うよりは、仲間がいることが
自分を前向きにしてくれまし
た。仲間がいることが何より
も大切。
認知症について
正しい理解を
暴れて抵抗したり、大声を
出したりすることが認知症の
症状だと思っている人がほと
んどですが、実は認知症の症
状は「忘れる・わからない」
という非常にシンプルなもの
なのです。
認知症の状態は、いきなり
言葉もわからない外国に一人
で放り出された状況に喩えら
れることが多いです。そのよ
うな状況で知らない人に腕を
掴まれたら抵抗するはず。そ
れらは周辺症状と言い、認知
症の基本の症状ではないこと
をわかってほしいです。
63

63

（窓口④）☎㊱４１４６

12

参加者の感想
参加者アンケートでは、認
知症に何らかの不安を持つ方
が多かったですが、三浦さん
の話を聴き、
「認知症になって
も自宅にひきこもらず人と交

20 歳になったら国民年金

年金生活者
支援給付金制度に
日本国内に居住している
便乗した詐欺に
歳以上 歳未満の方は、国民
ご注意ください
年金の被保険者となります。
歳になると、一部の方
（他の公的年金保険加入者、又
令和元年 月から始まった
はその方の被扶養配偶者）を 年金生活者支援給付金制度に
除き、国民年金第１号被保険 便乗し、厚生労働省、日本年
者となり、毎月保険料を納め 金機構又は市の職員を名乗り、
「年金生活者支援給付金の振
なければなりません。
歳の誕生月に年金機構か 込口座が使えないため、新し
ら国民年金加入のお知らせと い口座番号、暗証番号、マイ
納付書等が送付されます。送 ナンバーを教えてほしい。
」と
付される年金手帳は、保険料 いう不審な電話がかかってき
納付の確認や将来年金を受け た事例が報告されています。
取る際に必要ですので、大切
厚生労働省及び年金機構で
は、電話で口座番号や暗証番
に保管してください。
また、保険料の納付が難し 号、マイナンバー等を聞くこ
いときは保険料免除・猶予制 とはありません。このような
度や学生納付特例制度の申請 電話があっても、口座番号等
も可能です（学生納付特例制 の個人情報は答えないように
度の申請には、学生証のコピ ご注意ください。
ー又は在学証明書の原本の添 問合せ先
付が必要です）
。
市民保健課国保年金係
保険料は納付書でのお支払
（窓口③）☎㉒３９２２

助け合い、
支えあう
「年金」
って
とっても大事

20

20

仲間との関わりが一番のくすり

しげ お

停留所足元にステッカー
が貼ってあります。

み うら

東本郷

人間の脳については、まだ
わかっていないことが多いで
す。薬は進行を遅らせるだけ
で、
「薬よりも『ひとぐすり』
の方が効果はある」とどこに
行っても話しています。人と
の交流に支えられています。

下田公園

昨年 月 日に柿崎公民館
で認知症カフェ「オレンジた
んぽぽの会」が開催され、静
岡県希望大使の三浦繁雄さん
から自身の認知症体験につい
て講話がありました。
三浦さんは、認知症に対す
る社会の理解を深めるため、
当事者の立場で情報発信する
「静岡県希望大使」として昨年
９月 日に県から委嘱され、
県内各地で活動されています。

フェリーのりば

病気と仕事

AI デマンド交通（くろふね号）停留所 マップ

自分は障害者施設で仕事を
していたため、認知症につい
ても知識がありました。その
ため、パニックになることも
なく、医師に相談しました。
処方された薬から自分は中度
の認知症だと勝手に思い込ん
だのですが、後から医師に確
認すると予防的に処方したと
のことでした。自宅にこもり、
おとなしくしていようかと思
ったりもしましたが、ワーク
ショップに参加し、前向きに

ード

11

注意欠陥障害と診断され、動
作が遅いことがあります。
薬もかなり前から処方を受け、
服用しています。
今は、米屋で米を運ぶ仕事
をしており、仕事ができるこ
と、店からも必要とされてい
ることを嬉しく思っています。

ーロ

静岡県希望大使 三浦 繁雄 さん

A I デマンド交通実証実験 を行っています

広報しもだ
2021.1 月号
広報しもだ
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二丁目

浜崎小

三丁目

ジャンボタクシー
下田港

道の駅

下田東中

135

大川
端通
り

六丁目

寝姿山
下田市役所

下田駅

利用方法
QR コードをスマートフ
ォン等で読み取り、登録
してご利用ください。
五丁目

ペリ

136

一丁目
下田市民
文化会館

武ガ浜

10

運行車両（くろふね号）

写真中央が三浦さん。
「認知症でも、家にこもらず前向きな生活を送ってほしい」
とアドバイスがありました。

市では、昨年度に引き続き、交通事業者等と連携して公共交通の利便性の向上に向けた新たな交通システ
ムの検討を行うため、AI デマンド交通（スマートフォン等で呼び出す小型バス）の実証実験を行っています。
ぜひご乗車いただき、ご感想をお聞かせください。

30

３月 31 日（水）まで
運行時間 10 時～ 17 時
２日間乗り放題チケット 大人（中学生以上）1400 円 小人 半額 ※小学生未満は無料
★AI デマンド交通とあわせて市内路線バスの一部も乗り放題です。
乗り放題対象路線 ①下田駅～下田プリンスホテル ②下田駅～下賀茂
③下田駅～龍宮窟 ④下田駅～爪木崎
実施期限
利用料金

四丁目
下田
メディカル
センター

認知症カフェ講話
「自身の認知症体験」

観光型 MaaS 実証実験【Izuko】

まちのトピックス

TOPICS

～下田のデキゴト～

地域子育て支援センター通信
問合せ先

地域子育て支援センター

新年あけましておめでとうございます

3日(水) めだかルーム

「一年の計は元旦にあり」どのような計画をお立

①9時～11時30分 ②13時～15時30分

11/18 文化・歴史のまちづくりを目指して
文化や歴史を活かしたまちづくりについて意見を聞く
「文化まちづくり懇談会」を開催しました。約 40 名の文
化・歴史・芸術・スポーツ等の関係者が集まり、文化振
興策や地域活性化について意見が交わされました。

11/18 教育大綱の素案を協議
第１回下田市総合教育会議にて、来年度から５年間実
施される教育大綱の素案について協議しました。教育大
綱については、修正案を再度協議後、パブリックコメン
トを募集し今年度末までに策定されます。

8日(月) 体育館で遊ぼう

てになりましたか。

9時30分～11時

10日(水) あひるルーム 9時～11時30分

になりますように…」こんな願いをもって一年の計

12日(金) ふれあい遊び

※午後閉館(清掃・消毒)

画を立てたことでしょう。感染症に悩まされた一年

17日(水) うさぎルーム

9時～11時30分

から、ウィズコロナで感染症に悩まされない年にし
たいですね。新しい生活様式に基づき、今年も子育

10時30分～

22日(月) 発育測定・育児相談

9時～11時

て支援センターは、お子様の健やかな成長を願い、

保健師・栄養士来所

11/27 鈴木誠志さん文部科学大臣表彰を報告

市教育委員会主催の三島由紀夫の没後 50 年特別講演が
開催されました。老舗菓子店日新堂の横山郁代さんが、
下田に滞在した三島氏との交流について、当時の写真を
交えながら講演されました。

市スポーツ推進委員長を務める鈴木誠志さんが、スポ
ーツ推進委員功労者として文部科学大臣表彰を受けまし
た。鈴木さんはグラウンドゴルフの普及や水泳の指導等
に尽力され、その功績が認められました。

「家族みんなが健康で、楽しく笑顔あふれる一年

場所：市民スポーツセンター(サンワーク)

19日(金) 誕生会

11/25 三島由紀夫の愛した下田

☎㉗2200

親子で楽しいふれあいの時間を大切に、子育てのお

25日(木) おひなさま製作(～26日)

役に立ちたいと思います。本年もどうぞよろしくお

26日(金) ふれあい遊び

願いいたします。

※午後閉館(清掃・消毒)

誕生会

体育館で遊ぼう

砂場遊び

ふれあい遊び

10

10

10

10

15

40

24

10
50

12/15 ～ 31 年末の交通安全県民運動

静岡県市町対抗駅伝競走大会に下田市選手団が出場し、
12 区間 42.195km をタスキリレーし、過去最高記録を更新、
昨年度に続き敢闘賞を獲得しました。たくさんの応援あ
りがとうございました。

「年末の交通安全県民運動」が 15 日から 31 日まで開
催されました。15 日には交通安全関係団体による街頭広
報が行われ、心にも時間にもゆとりがなくなる年の瀬の
交通安全啓発を行いました。

２日～

12 月 の
できごと
広報しもだ

20 日～

水仙まつり

５日

第 21 回静岡県市町対抗駅伝競走大会

22 日

下田幼稚園・認定こども園（幼稚園部）終業式

６日

地域防災訓練

25 日

市内小・中学校終業式

青少年補導センター冬季一斉補導

28 日

下田保育所・認定こども園（保育部）保育終了

10・11 日
15 日
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市議会 12 月定例議会

2021.1 月号

年末の交通安全県民運動

11

10

30

40
74

12

13

広報しもだ

2021.1 月号

49

特定健診・後期高齢者
健診（追加）が始まります

12/５ 過去最高の２時間 23 分 52 秒を記録！

10

第 回下田・河津間駅伝
競走大会の開催について

市内医療機関の協力により、
参加者の制限、開閉会式の
医療機関での個別健診を実施
中止、選手輸送バスの増便な
します。
ど、新型コロナウイルス対策
受診を希望する方は各医療
をした上での実施となります。
機関に１週間前までにご予約
また、密集等を避けるため沿
道での応援はお控えください。 の上、受診をお願いします。
対象者
日時 １月 日（日） 時～
・ ～ 歳の国民健康保険の
走路 河津南小学校→峰山→
方（受診日の年齢）及び後
須原→箕作→河内→立野→高
期高齢者医療保険の方。
馬→北京亭前（ゴール）
・ 今年度、健診（がん検診は除
中継点先頭通過予想時刻
く）及び人間ドックの助成
▽第１中継所（上河津診療所）
を受けていない方
時 分頃▽第２中継所（峰
持ち物
山トンネル下田側） 時 分
受診券と採尿キット（予約後、
頃▽第３中継所（北の沢バス
市役所から送ります）
、保険証、
停） 時 分頃▽第４中継所
自己負担金５００円（後期高
（稲梓中学校先） 時 分頃▽
齢者のみ）
第５中継所（お吉ヶ渕先）
期間
時５分頃▽ゴール（北京亭前）
１月４日（月）から３月 日
時 分頃
（土）まで（予定）
走路での路上駐車や、車で
※
詳細は、広報しもだ 月号
移動しての応援は絶対に行
及びホームページをご確認く
わないでください。
ださい。
午
※前 時から正午までの間
は、峰山から箕作間、お吉
ヶ渕から高馬方面への車の
乗り入れは自粛願います。
問合せ先
問合せ先
市民保健課国保年金係
生涯学習課社会教育係
（窓口③）☎㉒３９２２
☎㉓５０５５
11
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同報無線の内容や市の情報を配信しています

日時 １月 日（水）
９時 分～ 時 分、
時 分～ 時 分
場所 市民文化会館駐車場
種類 ４００
問合せ先
福祉事務所社会福祉係
（窓口⑥）☎㉒２２１６

げん くん

この灯台には、昭和 年
月まで灯台守が家族と一緒に
暮らしながら、社会と隔絶し
た厳しい孤島生活に耐え、灯
台の灯を守り続け、その後、
昭和 年３月に灯台が無人化
されるまで、下田から灯台職
員が神子元島に滞在し、灯台
の灯を守りました。
１５０年の長きにわたり私
達を見守ってくれていた神子
元島灯台。初点灯から１５０
年が経過した今も、幾多の困
難を乗り越え、私達に安心と
勇気を与えてくれます。
昭和 年７月 日に史跡名
勝天然記念物（自然保護法）
指定、平成 年 月１日の世
界の灯台１００選（国際航路
標識協会）選出、平成 年２
月 日に近代化産業遺産に指
定され、世界の著名な灯台と
肩を並べる神子元島灯台は、
まさに日本の灯台の至宝だと
私達は自負しています。
これからも郷土の誇りとし
て、沖ゆく船舶を安全に導き、
私達が暮らす下田の海を見守
り続けてくれることと思いま
す。
現
※在、神子元島灯台は、地
元の建設会社にて１５０年
目のお色直し中です。

問合せ先

24

☎㉓５１５１

21

１月 日は１１０番の日

市民文化会館

25

11

１１０番は、事件事故など
の緊急時のためのものです。
緊急性のない、相談や照会
などは、警察署若しくは交番
等又は☎♯９１１０にお問い
合わせください。
問合せ先
☎㉗０１１０
下田警察署

12

☎０５３ ４
‐２４ ８
‐００２
宅配業者の不在通知を装い、
新しいＮＯＳＡＩ静岡
ＵＲＬへアクセスを促すショ
が誕生
ートメールが増加しています。
ＵＲＬ接続後、悪質なサイト
県内の３つの農業共済組合
に誘導され個人情報の入力や、 （県東部・中部・西部農業共
不正アプリのダウンロードを
済組合）が令和３年１月に合
求められます。
併し、「静岡県農業共済組合
絶対にＵＲＬに接続したり
（ＮＯＳＡＩ静岡）
」が発足し
問い合わせたりせず、個人情
ました。
報も入力しないでください。
更なる組織運営の効率化や
○詐欺等の発生情報や
多様化する農業経営者の要望
子ども安全情報を配信中
に対応した事業の展開を目指
・ エスピーくん安心メール
し、収入保険と農業共済によ
・ 静岡県警察ツイッター
り、農業経営者の皆さまをよ
で検索してください。
り一層サポートします。
問合せ先
問合せ先
下田警察署管内防犯協会
静岡県農業共済組合
☎㉗２７６６
☎０５４ ２
‐５１ ３
‐５１１

- 16 2021.1 月号

神子元島灯台 ３６０度
パノラマを体験しよう！
神子元島１５０周年を記念
し、第三管区海上保安本部に
て企画・制作されていた「神
子元島灯台の灯台ＯＮＥタッ
プビュー」が完成し、第三管
区海上保安本部ホームページ
上に公開しています。
スマートフォンやパソコン
で、灯台からの勇壮な風景や
普段見られない灯台内部を３
６０度パノラマ画像やＶＲ画
像で楽しむことができます。
現在、下田市の爪木埼灯台
とともに公開されていますの
で 、「 灯 台 Ｏ Ｎ Ｅ タ ッ プ ビ ュ
ー」で検索又はＱＲコードか
らご覧ください。

静岡県青年司法書士協議会
と全国青年司法書士協議会が、
生活保護に関する電話相談会
を開催します。
日時 １月 日（日） ～ 時
電話相談先

司法書士による「全国
一斉生活保護相談会」

灯台ＯＮＥタップビュー

☎０１２０ ０
‐５２ ０
‐８８
相
※談料無料、秘密厳守。
問合せ先
静岡県青年司法書士協議会
担当 匂坂 和彦

16

10

宅配業者を装ったショ
ートメールに注意！

10

約書（江戸条約）により、全
国に８基建設された条約灯台
の１基です。
灯台は白色円の石造、下田
市のエビス岬（現在の下田公
園、城山）と柿崎から切り出
された伊豆石が使用され、現
存する石造灯台としては、日
本最古の灯台です。
神子元島灯台の初点灯当時
には、明治の元勲大久保利通、
木戸孝允、イギリス公使ハリ
ー・パークス、同領事アーネ
スト・サトウ等の要人が品川
から灯台視察船テーボール号
で神子元島灯台を訪れました。
大英帝国の威信をかけて建
設された神子元島灯台の初代
灯台長は、イギリス人マケン
トン、二代目灯台長はレドッ
ク、三代目灯台長はダウンが
努め、明治９年までおそらく
日本では一番長くイギリス人
が灯台長を務めた灯台でもあ
りました。
神子元島灯台は、関東大震
災でも被害を受けず、太平洋
戦争での４回にわたる米軍の
爆撃にも耐え、現在まで１５
０年の長きにわたり、下田港
に入港する船舶や東京湾に向
かう船舶などの航海の安全を
守り続けています。

納入物資の品目
肉類、魚類、野菜類 等
物資納入期間
４月１日～令和４年３月 日
受付期間
１月 日（火）～１月 日（金）
申込み・問合せ先
学校教育課こども育成係
☎㉓３９２９

市民文化会館イベント
●第 回下田名人会
日時 １月 日（日）
時 分開演
料金 大人３０００円
小中高生１０００円
場所 市民文化会館小ホール
●昭和の名作映画鑑賞会
２月 日（土）
①ぼんち
時～
②おはん
時～
③野火
時～
２月 日（日）
①東京オリンピック
時～
料金 ５００円（全席自由）
２
※日間全ての作品を視聴で
きます。
主催 （ 公 財 ） 下 田 市 振 興 公
社、国立映画アーカイブ
共催 東京オリンピック・パラ
リンピック下田市推進協議会
後援 市教育委員会

24

23

51

44

10

トンにより建設されました。
当時、日本は西欧列強が海
外進出を競う明治初期にあた
り、神子元島灯台は、徳川幕
府が慶応２年（１８６６）５
月に西欧列強と締結した改税

閉館となります。また、白浜
公民館については、原田区へ
建物を譲渡します。
市の行財政改革の一環で、
中央公民館を残し他の市立公
民館を廃止することとなり、
今回で９館が廃止となります。
稲生沢公民館、朝日公民館
は、令和３年度末までに廃止
を予定しています。今後の利
活用は現在検討中ですが、決
まり次第お知らせします。
問合せ先
生涯学習課社会教育係
☎㉓５０５５

令和３年度
給食用物資納入業者募集

31

下田港の沖約 ㎞の孤島に
立つ神子元島灯台は、明治４
年１月１日（旧暦、明治３年
月 日）、 日 本 の 灯 台 の 父
と呼ばれるイギリス人技師リ
チャード・ヘンリー・ブラン

第 回「北方領土の日」記
念史跡めぐりマラソンは、新
型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止となりました。
問合せ先
統合政策課政策推進係
☎㉒２２１２

「北方領土の日」
記念史跡めぐりマラソン
開催中止

※納期内に納めましょう
※納税は便利な口座振替で

本郷公民館・白浜公民
館閉館のお知らせ

応募資格
・ 学校給食１６００食分、保
育所・幼稚園・認定こども
園給食４００食分程度の給
食物資を納入できる経営規
模、衛生状況、信用状況、
供給能力を有する方
・ 市内に居住し、市内で３年
以上営業している方
・ 市内の同一業種組合
申込方法 教育委員会に備付
けの申請用紙に必要事項を記
入の上、市税完納証明書、食
品衛生監視票（点数票）の写し
を添えお申し込みください。

12

下田海上保安部交通課
☎㉓０１４５
問合せ先

４月１日をもって両館とも

22

10

納期は２月１日（月）

献血のご協力を
お願いします

41

広報しもだ
※紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、市外局番は「0558」です。
2021.1 月号
広報しもだ
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30 17

16 13 10

１月の納税

10

市県民税
４期
国民健康保険税
９期
介護保険料 ( 普徴 ) ７期
後期高齢者保険料 ( 普徴 )
６期

30 30

32

神子元島灯台
祝 150 周年
15 11 27

13

11

ml

20

21

現存する日本最古の石造灯台
45 30

インフォメーション

下田市メー ル 配 信 サ ー ビ ス

11

12

下 田
ぜひご利用ください

Information

乳幼児健診

地域に貢 献 ！ 宝 く じ 助 成 ！

相談日

柿崎区では、宝くじを財源とした（一
財）自治総合センターが実施する「令和
２年度コミュニティ助成事業一般コミュ
ニティ助成事業」を受け、祭典用太鼓台
の整備が行われました。

内

※対象が変更となる場合があります。

容

対

象

時

間

２月 12 日（金） １歳６か月児 R1 年 6・7 月
健診
12：50 ～ 14：00

場

所

図 書 館 だ よ り

中央
公民館

問合せ先 市立図書館 ☎㉒０３５２ ●休館日／毎週月曜日、第 4 木曜日及び祝日

３月 11 日（木） ３歳児健診 Ｈ29 年 12 月 22 日
～Ｈ30 年 2 月 28 日

新着案内

２月 の 市 民 相 談
相談日

内

容

対

２月 ５日（金） 年金相談

象

どなたでも
（要予約）

２歳児
Ｈ31 年１月生
健康相談

２月 ９日（火）
２歳６か月児
Ｈ30 年 7 月生
健康相談
市民相談
コミュニティ事業は（一財）自治総合センターの宝く
じの受託事業収入を財源として地域のコミュニティ活動
に助成を行うことにより、地域社会の健全な発展を図る
とともに宝くじの社会貢献広報事業を行っています。
問合せ先 統合政策課政策推進係 ☎㉒２２１２

時

間

9：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00

8：50 ～ 9：50

法律相談
２月 22 日（月） 人権相談

所

市役所
大会議室

中央
公民館

10：00 ～ 15：00
9：30 ～ 12：00

市役所
第1委
員会室

どなたでも

10：00 ～ 15：00
２月 24 日（水） 市民相談

場

市役所
第２委
員会室

どなたでも
（要予約）

２月 10 日（水）

市役所
第1委
員会室

毎週水曜日開架

成人向け 書

著者名
今野

敏

講談社

児童向け 書

名

著者名

出版社

おおなり 修司

絵本館

那須 正幹

童心社

村上 しいこ

理論社

十二支えほん

谷山 彩子

あすなろ書房

こども衛生学

宮﨑 美砂子

新星出版社

たぬきのおまじない

上田

秀人

中央公論新社

騙る

黒川

博行

文藝春秋

境界線

中山

七里

我、過（アヤマ）てり

仁木

英之

ＮＨＫ出版 みけねえちゃんにいうてみな
ともだちのひみつ
角川春樹事務所

南北戦争 アメリカを
二つに裂いた内戦

小川

寛大

中央公論新社

今月のミニミニあーとぎゃらりー
辰男さん「竹細工」

※修繕費は有料です。

問合せ先 子育てネットワーク事務局 ☎㉒2212
工事店
分担期間
電 話 番号
●下田わくわくパーク「これば！」☎㉒2212
（統合政策課）
1 月 5 日〜 1 月 10 日 ㈲菊地ポンプ商会
22-1085
★伝承遊びを楽しもう！（参加費無料）
1
月
11
日〜
1
月
17
日
22-6506
土屋設備
日時 1 月 16 日（土）10 時～ 12 時
22-1769・22-1250
1
月
18
日〜
1
月
24
日
㈱外岡組
場所 まどが浜海遊公園（悪天候時は中止）
22-7245
斉藤住設
●ひよこサロン（参加費無料）☎㉒3294
（社会福祉協議会） 1 月 25 日〜 1 月 31 日
27-1300
2 月 1 日〜 2 月 7 日 ㈲渡辺住宅設備
日時 1 月 21 日（木）10 時～ 12 時
受付：「平日」午後５時 15 分～翌午前８時 30 分、
場所 道の駅「開国下田みなと」４階会議室３

出版社

夢幻

市役所
大会議室

どなたでも
（要予約）

水道当番工事店

名

天を測る

進士

子育て ネ ッ トワー ク通 信

ぜひ図書館に
お越しください。

めいたんていサムくんと
あんごうマン

インターネット予約による市立図書館受取サービス開始のお知らせ
県立中央図書館の資料をインターネットから直接予約して、下田市立図
書館で受取りできるようになりました。貸出には県立図書館の貸出カー
ドが必要です。詳細は県立中央図書館のホームページをご覧ください。

12 月の
アートギャラリーの様子
永田

文明さん「陶芸」

15

2021.1 月号

東 中 平川 哲也
中
笈川 恒夫
西 中 山本
工
椎 原 土屋 義文
〃
村田
忍
箕 作 土屋 由江
大賀茂 外岡 仲夫
須 崎 近江 芳子
月届
一丁目 吉川 シズ
旧岡方村 野田 祥子
六丁目 明石 重行 ８
蓮台寺 梅原 幸男 ９
吉佐美 笹本 利男 ７
田 牛 渡邉 仲枝 ９
柿 崎 小澤 正欣
〃
長池かん子
戸
※籍のまどのコーナーに掲
載を望まない方は、事前に
係までお申し出ください。

住民登録人口 12 月 1 日 増減
男
10，109
ー 13
女
10，791
ー 22
計
20，900
ー 35
世帯数 10，705
出 生 9
転 入 44
死 亡 33
転 出 55

広報しもだ

12

病院長 畑田淳一

人のうごき

- 19 -

16

そのため職員の精神的・身
体的ストレスは過重な程です
が、一同、「この地域の医療は
メディカルが守る！」という
医療人としての高い倫理観を
もって頑張っています。
幸いにも、ここまでは院内
感染を起こすことなく来てお
り、診療業務の中止等、地域
に多大のご迷惑をおかけする
事態は生起していません。こ
れを今後も継続すべく、職員
は引き続き強い緊張感をもっ
て業務に取り組んでまいりま
新年明けましておめでとう すので、皆さまにはメディカ
ございます。皆さまにはどの ルの仲間に激励の言葉でもか
ような新年をお迎えでしょう けていただけますと、職員に
か？新型コロナ感染症は世界 とっては大きな力になります。
観光業が主産業である下田
中の人々の文化・風習を大き
く変えてしまいましたので、 にとりましては、コロナ感染
例年と異なり寂しい新年をお という健康面の心配のみなら
迎えの方も多いことでしょう。 ず、生計面でも大きな打撃を
コロナがなかなか下火にな 受けていらっしゃる方も多い
らない中、県の第２種感染症 ことと思います。つらい厳し
指定病院である当院は、この い年明けとなりましたが、終
地域の唯一のコロナの患者さ わりのない試練はありません。
今年のどこかでは、皆さま
ん受け入れ病院として、職員
が一丸となって闘い続けてい と笑顔でお話ができる日が来
ます。しかし、コロナだけに ることを信じて共に頑張って
対応している訳にも行かず、 まいりましょう。
当院の本来の任務である救急 問合せ先
医療を含めた日常診療にも合 下田メディカルセンター
わせて取り組んでいます。
☎㉕２５２５

名
保護者
じ お
慈士 颯 人
ひかる
洸
悟

かい る

海瑠 裕 喜
み ゆ
心結
亮
けんしょう
健匠 幹 太

95 75 83 72

11

戸籍のまど

11

月 日から 月 日届け分
（敬称略）

12

お誕生おめでとう
あかるくすこやかに

月届
地 区
氏
中
鈴木
吉佐美 小川
月届
三丁目 宇田
旧岡方村 鈴木
柿 崎 須藤

23 24 21 17

謹んで
おくやみ申し上げます

月届
地 区 氏 名 死亡日 年齢
一丁目 望月 澄子
敷 根 藤井啓三郎
旧岡方村 飯田ふみ子
大 沢 金﨑 常子
11

メディカル
通信

「土・日・祝日」午前８時 30 分～翌午前８時 30 分

12

11 13

25 19 22 21 27 24 28 23

102 88 94 73 82 70 86 90

85 88 90 95 81 88 85 45

13 10

広報しもだ
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立野にお住いの

ちゃん (４歳３か月）
りょうせい

くん (３歳１か月）

みのり

いちか

ちゃん (１歳５か月）
次女

一点集中型、やり出すととことんやる実里★
好奇心旺盛、何でもやってみないと気が済まない亮成★
食欲旺盛、おやつくれるまでママの足下で粘りますいっちゃん★
毎日にぎやかで楽しい日々を過ごしています。

みなさんのお宅のアイドルを募集しております。市役所へどしどしお寄せください！
令和３年１月５日発行 ● 毎月１回発行 ● 下田市役所

長男

実里
亮成
苺夏
長女

亮三さん・優夏さんの
保坂

広報しもだ

わが家

防災かわら版
問合せ先 防災安全課防災係
（窓口⑩）☎㊱４１４５

起震車体験

え、いざ災害がおきた際には、
「自助」や「共助」を意識しな
がら対応できるよう心がけま
しょう。

新型コロナウイルス
感染症に関する
人権の配慮について

☎ (22) 2212

新型コロナウイルス感染症
が拡大するなか、感染した人
や医療従事者、その家族等に
関する偏見や差別、インター
ネット上での誹謗中傷、デマ
の拡散などにより、その方々
の人権が脅かされる事態が起
きてはなりません。
今は、いつ、どこで、だれ
が感染しても不思議でない状
況です。
国や県などが発表する公的
な情報を確認するとともに、
一人ひとりが互いを思いやる
気持ちを持った行動を取るよ
うお願いします。
問合せ先
市新型コロナウイルス感染症
対策本部（防災安全課防災係）
（窓口⑩）☎㊱４１４５

● 〒415-8501 下田市東本郷一丁目 5 番 18 号

また、市では各地区に職員
地域防災訓練
を派遣し、無線を使った通信
訓練を行い、災害時における
月６日（日）
、
「地域防災
避難場所と災害対策本部との
の日」に合わせ、県内各地で
地域防災訓練を実施しました。 情報伝達方法を確認しました。
コロナ禍においても、大規
今年度は、新型コロナウイ
模災害が発生する可能性があ
ルス感染症の感染拡大を防止
ります。各家庭においても、
するため、参加者のマスク着
日頃からハザードマップを活
用や「三密」を避けるなど感
用して、避難経路や危険箇所
染症対策を行った上で、各自
を確認するとともに、食料や
主防災会が主体となり、住民
飲料水、生活必需品などの備
による避難訓練や消火訓練、
蓄だけでなく、マスクやアル
防災備品の点検など地域の特
コール消毒液などの感染症対
性に合わせた訓練が行われま
策用品を準備しておくようお
した。
願いします。
また、災害時には、避難所
での密を防ぐため、自宅や親
戚・知人宅等がハザードマッ
プで安全な場所にある場合は、
自宅等での避難を検討してい
ただき、自宅等で情報を入手
する手段として「戸別受信機
（無償貸与の申込みを受付中
です（今年度限り）。）」等を
備えておくことも効果的です。
訓練での経験や課題を踏ま
12

伊豆縦貫自動車道を早期完成しよう！！

「伊豆縦貫自動車道ロゴマーク」を利用して、伊豆縦貫自動車道の整備促進と活性化を県内外に PR
しましょう！！ご利用方法については、以下の市ホームページをご覧ください。
■ 下田市ホームページ
h t t p s : / / w w w . c i t y. s hi m o d a . s hi z u o k a. j p /

