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「網代の絆」はいつでも ONＥチーム

ありがとう さようなら あじろしょう

◆今月の主な内容◆
令和３年度施政方針・予算の概要･･･ ２
だ い す き！網 代 小 学 校････････････ ８
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各記事に記載している７桁のページ ID を市のHPの検索窓に入力すると、該当ページが表示されます。 ID

検索

令和３年度施政方針・予算の概要

1009766、予算については

（施政方針全文は市ホームページ

1009828 をご覧ください。）

ピンチをチャンスに変え、反転 攻勢に向けた準備をしていく年
問い合わせ 秘書室 ☎0557(86)6062・財政室 ☎0557(86)6114

新型コロナウイルス感染症は、観光業を中心とする熱海 市の経済に大きなブレーキをかけました。人口の減少が進むなか、コロナ禍の影響

熱海市の現状
宿泊客数

を受けた市内経済の落ち込みから市税収入の減少が予測 されるなど、今後も厳しい財政状況が見込まれます。

5年連続300万人を突破したものの、
過去最低の落ち込み

新型コロナウイルス感染拡大に伴う

320 万人

観光交流客減少による

280 万人
260 万人

100 億円

（令和２年２月～ 12 月）

220 万人

※対前年比、宿泊客127万6,858人減、日帰り客44
万6,902人減による観光消費額382億1千900万円

200 万人
180 万人

108.2 億円
（H18）

を試算し、それに伴う経済波及効果を試算したもの

186万人（R2）
H18

H20

H22

H24

H26

H28

H30

R2

〈入湯税による宿泊客数（暦年）〉

60 億円

4万1千人

93.7億円
（R2見込み）

4万人
3万9千人
3万8千人
3万7千人

36,085人（R2）
（高齢化率：48.0％）

3万6千人
3万5千人
3万4千人

50 億円

社会保障関係経費

40 億円
30 億円

41,645人（H18）
（高齢化率：32.9％）

4万2千人

市税収入
R２年度の市税収入は、R１年度よ
り約6億円の減少が予測される。
社会保障関係経費は、H18年度よ
りR１年度は約1.3倍に。

80 億円
70 億円

240 万人

236 万人
（H23）

99.8億円（R1）

90 億円

445 億６千万円※

人口の減少傾向・高齢化率
の上昇傾向が継続

人口
4万3千人

110 億円

市内経済への影響額

（東日本大震災）

300 万人

市税収入と社会保障関係経費

51.3億円（R1）

3万2千人

38.2億円（H18）
H18

H20

H22

H24

H26

H28

3万3千人

H30

R1

R2

〈市税収入と社会保障関係経費（扶助費＋関連特別会計への繰出金）の推移（年度）〉

3万1千人

H18

H20

H22

H24

H26

H28

H30

R2

〈人口推移（各年 9 月現在）〉

この難局を乗り切り、熱海における新たな時代を切り拓いていくため、社会情勢の 変化を捉え時代のニーズに的確に対応した持続可能なまちづくりを進めます。

引き続き、経済の持続的発展と豊かな市民の暮らしを実現できる温泉観光地の全国 モデルを創っていくため、熱海２０３０ビジョンの３本柱の政策を推進していきます。

観光・経済の活性化

教育・福 祉の充実

～市民の暮らしを豊かにする原資を得る～

～豊かな市民の 暮らしを実現～

～観光関連産業や地域コミュニティ活動など、
市民生活の基盤を確保～

観光地経営の仕組みづくり

子育て・教育環 境などの充実
就学前環 境の充実

新型コロナウイルス感染症への対応

コロナ禍／コロナ後における誘客施策と
来遊客の満足度向上

学校施設などの整備 ・安全安心の確保

地域コミュニティ活動の支援

コロナ禍／コロナ後を見据えた
経済活性化戦略

3

仕事・くらしの変革

熱海版地域包括ケ アシステムの深化
健康寿命 の延伸

環境課題への対応
市民インフラの整備、
市民・観光客の安全・安心の確保
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■子育て・教育環境などの充実

■観光地経営の仕組みづくり

◇コロナ禍を踏まえた教育の充実

◇観光基本計画の策定

◎ＧＩＧＡスクール開始に伴うタブレット端末保守など

「変化しつづける温泉観光地熱海」を基本理念とし、

リース経費（4,291 万５千円）

コロナ禍での課題などを新たな視点に加え、再生・復

小中学校児童生徒１人１台へのタブレット端末の配布と全

活に向けた計画を盛り込み、引き続き観光地経営の舵

普通教室への大型提示装置の設置が完了しました。今後も、

取り役となる官民協働による体制の構築を進めます。
◇熱海型ＤＭＯ（観光地域づくり体制）構築・

教員や児童生徒が ICT（情報通信技術）機器を効果的に活用
し、十分な支援体制のもと取り組んでいきます。
※ＧＩＧＡスクール構想・・義務教育を受ける児童生徒のために、１人１台の
学習用パソコンと高速ネットワーク環境などを整備する５年間の計画

観光財源の確保の検討

１人１台タブレット

持続可能な観光地域づくりを推進するために、安定
的な観光財源の検討を進めています。
◎観光地経営検討業務委託など（300 万円）

◇多子世帯支援
高校生以下の児童が３人以上いる多子世帯のうち、第３子以降の児童が小学校に入学す

■コロナ禍／コロナ後における誘客施策と
来遊客の満足度向上

る際のランドセルなどの購入費用の一部助成や放課後児童クラブの利用料を軽減します。
◎放課後児童クラブ利用料助成金 156 万円

◎就学支援事業費助成金 36 万円

◇NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」（令和４年１月より放映）に

◇結婚新生活支援

向けた誘客施策

新たに婚姻する夫婦ともに 39 歳以下、世帯所得 400 万円未満など一定の要件
を満たした場合に、新婚世帯の住居費、引越費用を補助していきます。
◎結婚新生活支援補助金（1,110 万円）

■学校施設などの整備・
安全安心の確保
◇学校施設の修繕

伊豆山郷土資料館

◇新たな生活様式に対応したイベント開催

民間施設も含めた市内幼

（花火大会、海水浴場開設など）

稚園・保育園・認定こども園
に１台程度の割合でタブレッ

◎多賀小屋内運動場引戸取替（187 万円）

ト端末を配布し、幼児教育の

◎熱海中屋内運動場暗幕レール等修繕

場での活用を開始します。

◎熱海サンビーチ人流観測調査業務委託など

これまでの高齢期におけるケアを中心に構築を進めてきた包括的な

◇歩いて楽しいまちづくり

参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に整備します。
◇重層的支援体制整備事業への移行準備経費 (1,146 万８千円 )

■健康寿命の延伸

病気の予防・早期発見につながる検診受診率向上のため、令和２年度か

ら特定健診受診者を対象に抽選で A－PLUS 商品が当たるインセンティブ
事業を実施しました。今年度はさらにがん検診受診者にも対象を広げます。
また、過去の受診歴や健診結果データなどに基づく AI（人工知能）を活
用したハガキによる受診勧奨を実施します。
◇ナッジ理論に基づいた勧奨および受診者に対するインセンティブ付与によ
るがん検診受診率向上施策 (55 万３千円 )
◇未受診者を対象とした特定健康診査受診率向上事業 (492 万８千円 )
◇ LINE アプリを使った特定保健指導による受診率向上事業 (６万８千円 )
※ナッジ理論・・ちょっとしたきっかけで行動を促す手法

サンビーチ
AI カメラ設置

◎糸川遊歩道街路修景整備（3,100 万円）
◎小沢の湯、風呂の湯・水の湯修景整備（1,290万円）
◎市道上宿線外 2 線整備（700 万円）
◎梅園橋梁（迎月橋）修景整備（1,120 万円）
糸川遊歩道

支援体制の整備を進め、さらに深化を図ります。既存の相談支援など
の取り組みを活かしつつ、地域住民の支援ニーズに対応する相談支援、

（1,409 万４千円）

感染防止対策に対応した花火大会

◎タブレット端末保守リースなど経費（400 万２千円）

■熱海版地域包括ケアシステムの深化

すとともに、広域的に連携しつつ誘客事業を進めていきます。
◎伊豆山郷土資料館改修（2,083 万４千円）

◇ 保育所、幼稚園などでの ICT 教育の実施

の５歳児クラスを対象に２人

放映を契機に、改めて源氏・北条氏ゆかりの地域資源を掘り起こ
◎誘客宣伝業務委託など（1,606 万７千円）

■就学前環境の充実

◎第二小屋内運動場照明改修（485 万 1 千円）

（191 万４千円 )
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観光・経済の活性化

教育・福祉の充実

令和３年度施策の概要

◇渚地区第４工区修景整備の検討開始

海水浴場開設

◎概要設計等業務委託外（421 万円）

■コロナ禍／コロナ後を見据えた経済活性化戦略
◇市内経済活性化

市内の店舗で利用できるクーポンを市民全員に発行するとともに、
熱海商工会議所が実施するプレミアムクーポン事業や芸妓・コンパニ
オン支援事業に対して補助を行います。
◎市民クーポン事業、商工会議所市内消費喚起対策
（令和 2 年度予算繰越事業）
◇ワーケーション施設等整備促進事業 (2,000 万円 )
コロナ禍で加速しているテレワークや働き方改革の進展による新たな
ニーズを捉え、熱海市のロケーションと多彩な不動産物件などを資源と
したワーケーションを推進し、新たな顧客層の開拓に取り組みます。
※ワーケーション・・
「ワーク」と「バケーション」を組み合わせた造語で、観光地やリゾー
ト地でテレワークを活用し、働きながら休暇をとる過ごし方

◇経済変動対策貸付資金利子補給金 (5,662 万２千円）
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令和３年度施策の概要

180億300万円

■新型コロナウイルス感染症への対応

◇ 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種体制構築
新型コロナウイルスワクチンの住民接種は、国や県、医療機
関などの関係機関と連携を図りながら遅滞なく実施できる体制

（令和２年度から６億 2,800 万円 3.4％の減額 ）

歳入

市債
11億6,190万円
6.4%

地方譲与税・各種交付金
17億4,255万円
9.7%

県支出金
11億2,878万円
6.3%
国庫支出金
19億9,146万円
11.1%
地方交付税
9億9,000万円
5.5%

諸支出金その他
公債費
3,665万円
14億8,349万円
0.2%
8.2%

教育費
14億8,984万円
8.3%

新型コロナワクチン集団接種実施訓練

どの消耗品、医薬材料費など）

町内会が抱える現状と課題解決に向けた支援を引き続き
行い、新たに「地域づくり交付金」を創設し、地域づくり

土木費
22億3,514万円
12.4%

を推進する団体の活動を継続的に支援します。

民生費
62億8,947万円
34.9%

地域づくり勉強会

◎地域コミュニティ活動推進事業補助金（200 万円）
◎地域づくり交付金（450 万円）
◇地域活動担い手支援

農林水産業費
1億5,514万円
0.9%

諸収入・財産収入 手数料ほか
24億4,665万円
13.6%

中学校各種事業、静岡県知事選挙、衆議院議員選挙執行経費な

◇町内会の活動を支援

観光商工費
6億2,997万円
3.5%
繰越金
1億円
0.5%

◇新型コロナウイルス感染症対策用衛生消耗品購入（幼・保、小

■地域コミュニティ活動の支援

議会費・総務費
26億753万円
14.5%

消防費
8億6,552万円
4.8%

市税
84億4,166万円
46.9%

歳出

を構築していきます。（令和２年度予算繰越事業）

仕事・くらしの変革

令和３年度一般会計予算

◎地域づくり講座の開催（100 万円）

■環境課題への対応

衛生費
22億1,025万円
12.3%

町内会活動

地域の困りごとに対する取り組み

◇第三次環境基本計画策定（200 万円）
本市の環境問題への取り組み姿勢を示す第三次熱海市環境基本計画を策定します。

○歳入ポイント

○歳出ポイント

◇一般廃棄物・災害廃棄物処理計画の改定

歳入の根幹である市税は、コロナ禍に伴う市民
税などの減少を見込み、前年度予算と比べ 14.0％
の減少となった。このうち、新型コロナウイルス
感染症に係る固定資産税などの軽減措置による約
6.7 億円の減少は、交付金により補てんされる。
また、あたみこども園が完成したことなどから、
借入（市債）は 14.6％減少の約 11.6 億円となった。

あたみこども園が完成したこと、救助工作車の
整備が完了したことに加え、コロナ禍に伴う歳入
減少を踏まえ普通建設事業などの予算を抑制した
ことにより、前年度予算と比べ、民生費 4.3％（約
2.8 億円）、消防費 15.1％（約 1.5 億円）、教育費
20.9％（約 3.9 億円）の減少。

■市民インフラの整備、市民・観光客の
安全・ 安心の確保

全国各地で多発する災害に備え、市民・観光客の安全・

安心の確保に向けて積極的に取り組んでいきます。
◇消防団第４分団詰所改修 (696 万３千円 )
◇消防ポンプ車（第９分団車）購入 (2,013 万４千円 )

【特別会計予算】116億9,010万円（前年度比0.2％増）

会計名

予算額

対前年度
伸率 (％)

会計名

予算額

国民健康保険事業特別会計

53億1,500万円

△ 4.1

水道事業会計

31億6,465万円

3.2

介護保険事業特別会計

54億7,250万円

3.4

下水道事業会計

30億8,306万円

△7.3

6,460万円

36.9

6億3,170万円

△2.5

８億3,800万円

1.3

初島漁業集落排水処理事業
特別会計
後期高齢者医療事業特別会計

（注） 表中の△印はマイナスを表します。
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【公営企業会計予算】68億7,941万円（前年度比2.3％減）

温泉事業会計

対前年度
伸率 (％)

消防団第４分団詰所
消防ポンプ車

◇エコプラント姫の沢の予防保全など (２億 1,786 万３千円 )
◇新清掃工場基礎調査 (590 万７千円 )
◇初島漁港施設の機能診断 (3,636 万６千円 )
◇自己水源の活用拡大
令和２年度から一里茶屋浄水場の整備や泉第二配水池な
どの更新工事を進め、緊急時に対応できるよう自己水源の

初島漁港施設

活用を拡大していきます。
◇同時通報用無線子局改修工事（３局）(1,948 万３千円 )
大規模災害などの発生に備え、老朽化した同報系防災行
政無線子局の更新整備を行います。
◇悪質電話対策機器購入費補助金 (50 万円 )

悪質電話防止装置

同報無線
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年の歩み～

だいすき！ 網代小学校
～

足柄県権令より学校設立の許可を受ける
熱海学校分校として栄国寺を借り受け授業開始

熱海本校より「網代校」として分離独立

網代が足柄県から静岡県に入ったため、
「第２大学区 番中学区 番小学」と校名変更
同７月、「 番２等小学」と称す

)

網代村は戸数は４３１軒にして、
人口２，
１７７人、
内男１，
１２５人、
女１，
０５２人
なり…

網代村が上多賀村、下多賀村を合併
本校もまた上多賀、下多賀の両小学校を合併し
その授業を管理
網｢代尋常小学校」と称す

村制施行により上多賀、下多賀両校分離
網｢代村立網代小学校」と称す

校章制定
「網代村立網代尋常小学校」と称す

「網代村立網代尋常高等小学校」と称す

関東大震災により網代は津波被害を受ける
全
( 潰１１４戸、半潰１６８戸、死傷１０４人

町制施行、網代町となる

旧校舎取壊し、運動場拡張のため
未完成の新校舎へ移転

新校舎で普通授業開始、運動場完成

三島高女バレーボール試合に選手が出場し優勝
珠算競技会に尋常科、高等科ともに優勝

町内の戦死者の町葬が学校で行われ生徒一同参列

国民学校令により
「静岡県田方郡網代町国民学校」と称す

太平洋戦争終わる

「静岡県田方郡網代町立網代小学校」と改称
６ ３
･ 制実施
小・中連合のＰＴＡ発足

中学校校舎落成により中学校は現在地に分離

ＰＴＡが小・中分離、
小学校ＰＴＡはわかば会として発足

キティ台風により裏山崩壊、この土砂を運動場に
敷く。
整地には、
ＰＴＡわかば会員の労力奉仕をなす

富士宮市立山宮小学校との交歓会開始

希｢望の像」建立

日から給食開始

熱｢海市立網代小学校」となる
月

市町合併により

給食室竣工し

創立 周年記念
魚類標本室設置

校歌制定（作詞作曲、高橋清氏）

市教委指定体育研究発表会

創立１００周年記念祭

健康教育研究発表会

海｢の子」像建立

校舎改築地鎮祭
校章改正

校舎落成

屋内運動場落成

文部省、県指定

「青い目の人形」贈呈式

多賀中と統合）

メ｢リーちゃんの妹・タミーちゃん」
日本学校体育研究連合会 全国表彰

網代中学校閉校式（網代中

福祉教育実践校指定

静岡県体力アップコンテスト表彰
（Ｈ ・Ｒ１・Ｒ２）

多賀小学校との統合が決定

網代小学校閉校

はじめて校章が制定されたのは、明治 23 年 (1890)。
現在の校章は、創立 100 周年を迎えた後の昭和 51 年
(1976) にデザイン変更されたものになります。
高橋

網代小学校校歌
詩曲

清
一 朝日は昇る 丘の上
緑のかおる 学舎に
明るく 学ぶ 海の子は
やさしく清くすこやかに
なかよく歌う 光の子
二 歴史は遠し 伊豆相模
太平洋の 黒潮に
豊かに育つ 海の子は
大きな夢を胸に抱き
はばたく翼 世紀の子
三 湯けむりあがるこの土に
椿の花もいきいきと
喜び励む 海の子は
栄える街のあすにない
幸福築く 網代の子
校歌を
聴いてみよう
(YouTube)

校舎のうつりかわり
私たちは網代小学校を忘れません

8
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三枚の菊の若葉は、若葉のごとく子どもたちが成長する
ことを願う気持ちと、網代小学校の PTA の会の名称であ
る「わかば会」が由来となっています。
中央の丸の中に見える砕けた力強い波の文様は、海のま
ちである「網代」を象徴しています。
堤達男氏
の詳細
(松崎町HP)

校章
西伊豆町出身の
彫 刻 家、 堤 達 男
氏作。代表作には
静岡市駿府公園の
「徳川家康公像」
などがあります。

海の子像

79

木造2階建18教室
昭和８年
閉校記念
令和３年

地域伝統学習

大正３年 洋風木造瓦葺の２階建
現校舎
昭和56年

熱海学校分校(借り受けた栄国寺について)
上棟式

147
20

昭和37年（88周年記念）空撮
達男は、彫刻は本来屋外
にあるべきものと主張し、
大自然と調和した魂の表現
を追求した。
作品は人物像が主体で、
雄 大 さ、 力 強 さ が 特 色 で
あった。 ( 松崎町 HP 引用 )

ドッジボール大会

山宮 交歓会
メリーちゃん・タミーちゃん
みかん狩り

88

昭和８年
昭和30年代 運動会 玉入れ

79
30

11
30

小学校100周年パレード
平成22年「アジロ」

明治
６年
明治
８年
明治
９年
明治
10年頃
明治
17年
大正 大正 明治 明治 明治 明治
13年 12年 39年 23年 22年 19年
昭和
８年
昭和 昭和 昭和
16年 13年頃 12年
昭和
20年
昭和
22年
昭和
25年
昭和
26年
平成 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和
２年 60年 52年 51年 49年 46年 39年 37年 33年 32年 29年
平成
３年
令和 令和 平成 平成 平成
３年 ２年 30年 19年 18年

第1回

石切場遺跡と金沢の歴史遺産保存の取組み
講師

金沢城調査研究所副所長
冨田 和気夫 先生

日にち ５月 23 日 ( 日 )

金沢城玉泉院丸庭園の色紙短冊積石垣

第２回

江戸城築城から見た熱海の石丁場遺跡の魅力
講師

元千代田区学芸員
後藤 宏樹 先生

日にち ６月 27 日 ( 日 )

江戸城の中雀門の石垣

第３回

再発見 熱海の遺跡
問い合わせ

文化交流室 ☎0557(86)6234
1009829

鎌倉・江戸の２つの幕府と関係が深い熱
海に特徴的な遺跡である伊豆山の遺跡と江
戸城石垣石丁場跡を最新の研究成果から見
直します。
講師は先進的な遺跡の調査･保護･活用の
取り組みを行っている研究者と、市の学芸
員などが務めます。熱海の歴史を再発見し、
未来に伝えたいモノは何か？参加者も共に
考え、意見交換したいと思います。

鎌倉幕府の誕生と多賀重行
講師

熱海市教育委員会
栗木 崇

日にち ７月 25 日 ( 日 )

第４回

鎌倉幕府における伊豆山、熱海の価値
講師

明治大学教授
高橋 一樹 先生

日にち ９月 26 日 ( 日 )

箱根権現縁起絵巻（部分）〈個人蔵 / 画像：神奈川県立歴史博物館〉

時間 : 午後２時～ 4 時
場所 : 南熱海マリンホール など
定員 : 各回 30 人
参加費 : 無料
申込方法 : 窓口・メール・FAX
※応募者多数の場合はセミナーの主
旨により、申込時に受講動機や事前
質問を寄せられた人、市内在住･在勤
者優先で抽選します

第５回

平泉の世界遺産から見た走湯権現関連遺跡群
講師

平泉町役場観光商工課課長
八重樫 忠郎 先生

日にち 10 月 24 日 ( 日 )

平泉観光 PR キャラクター「きよひらくん」

新

旧

江戸城石丁場跡（中張窪石丁場跡）

平成30年度～令和２年度
介護保険料基準額(第５段階)
年額 64,800円
(月額 5,400円）

変更

令和３年度～令和５年度(第８期）
介護保険料基準額(第５段階)
年額 67,200円
（月額 5,600円）

令和３年度を迎えて

熱海市長

齊藤
栄

令和３年度がスタートしました。今年度の目
標は「ピンチをチャンスに変え、反転攻勢に向
けた準備をする」ことです。
昨年度は新型コロナウイルス感染症対策に
追われた一年でした。新年度は新型コロナワク
チンの接種を始め、さまざまな対策を講じてい
きますが、その収束を含め先が見えないのが現
状です。しかしながら、こういう時だからこそ、
急場を凌ぐだけでなく、今後を見据え、観光地
熱海の更なる発展と市民の暮らしの充実を図
る方策を考えながら、具体的なアクションを起
こしていく必要があります。
現在、市は新型コロナウイルス感染症対策だ
けでなく、「DMO（観光地域づくり法人）と宿
泊税の実現」
「熱海港湾エリアの活性化」
「地域
包括ケアシステムの更なる深化」といった重要
政策課題に加え、「企業連携等による熱海市内
の産業活性化」「エコプラント姫の沢（ゴミ焼却
場）の更新」
「県営駿豆水道の今後」などの中長
期的政策課題も抱えています。これらの課題に
対する成否は、熱海の将来を決めると言っても
過言ではありません。
こうした状況を踏まえ、新年度から副市長二
人制とします。人口３万６千人規模の市に副市
長二人は贅沢と思われるかもしれませんが、熱
海の未来を切り拓くために必要な布陣と考え
ています。
二人の副市長がターボエンジンとなって、市
内調整そして国や県、近隣市町との対外交渉を
行い、課題解決の加速を図ります。新体制の下、
市役所が一丸となって、市民の皆様の期待に応
えられるよう尽力してまいります。

11

介護保険料
が変わります

65歳以上の人はそれぞれの所得に応じた介護保険料を納付していた
だいています。
（第１～３段階は、公費負担により保険料の額を軽減しています）

問い合わせ
介護保険室☎0557(86)6284
1000689・1000690

令和３年度～5年度（第8期） 介護保険料の段階と保険料額
対象者

令和３年度～
（年額）

第１段階

生活保護受給者の人
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が80万円以下の人

20,100円

第２段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が80万円を超え120万円以下の人

33,600円

第３段階

世帯全員が市民税非課税で、第１段階または第２段階以外の人

47,000円

第４段階

世帯の誰かが市民税課税者であるが、本人は市民税非課税者で、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

60,400円

第５段階 世帯の誰かが市民税課税者であるが、本人は市民税非課税者で、
(基準額） 第４段階以外の人

67,200円

第６段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

80,600円

第７段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上
210万円未満の人

87,300円

第８段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上
320万円未満の人

100,800円

第９段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上
500万円未満の人

114,200円

第10段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が500万円以上
700万円未満の人

120,900円

第11段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が700万円以上
1,000万円未満の人

127,600円

第12段階 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

65歳以上の人の
介護保険料の納め方

151

65歳以上の人の

134,400円

新たに算定され
た基準額をもとに、
一人ひとりの収入
や世帯の住民税課
税状況によって所
得段階別に保険料
を決定します。
令和３年度から
５年度までの所得
段階の区分は12段
階となっています。
※40歳以上65歳未満
の人は、加入している
医療保険料と合わせて
介護保険料を納付して
いただいています

年金が年額18万円以上の人は、年金の支払い（年６回）の際、年金から差し引きを
する「特別徴収」となります。年金が年額18万円未満の人は納付書で納める「普通徴
収」となります。保険料を納めないでいると、利用者負担が引き上げられるなどの措
置が取られる場合があります。やむを得ない理由で保険料を納められない場合は、早
めに介護保険室に相談してください。

介護保険料は、65歳以上になった月の分または転入してきた月の分から納付
65歳になったばかりの人、 します。このような場合は、本来は年金から天引きになる特別徴収の人であって
も、介護保険料の納付方法は一時的に普通徴収（年金から差し引かれず、納付
熱海市へ転入した人は…
書や口座振替での納付）となります。
介護サービスが必要なときは介護保険室窓口、もしくはお住まいの近くの高齢者相談センターへご相談ください！
☆熱海高齢者相談センター
☎0557(86)0005
☆南熱海高齢者相談センター ☎0557(67)7600
☆泉・伊豆山高齢者相談センター ☎0557(80)5566
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発熱などの症状がある場合の受診について

お

知

※新型コロナウイルス感染症の影響により変更が生じる場合があります

らせ

リズム体操教室の参加者の募集
スポーツ推進室☎0557(86)6604
1007920

健康で明るい生活を送るため手
軽にできる体操教室を開催します。
日時：５月11日･18日･25日
６月１日･８日･15日
(計６回毎週火曜日)
午前10時～11時30分
場所：南熱海マリンホール
内容：ﾘｽﾞﾑ体操･ｽﾛｰｴｱﾛﾋﾞｯｸなど
講師：斉田麻衣氏
対象：市内在住者
参加費：1,000円(保険料含む)
持ち物：体操ができる服装、上履
き、マット、タオルなど
申込期限：５月６日(木)まで
申込方法：窓口･電話･メール
(sports@city.atami.shizuoka.jp)

ナラ枯れ対策事業費補助金
農林水産室☎0557(86)6214
1009834

森林へのナラ枯れ被害拡大防止
と、ナラ枯れにより枯れた樹木の
倒木による人身･家屋などへの被
害防止を目的として、４月から補
助金制度を開始しました。
補助対象者：市内に被害木(危険
木)を所有する人
補助対象費：ナラ枯れ被害木(危
険木)の伐採および病害虫駆除に
要した経費
補助金額：補助対象経費の２分の
１以内(限度額20万円)
※申請は年度内１回限り
※詳細はお問い合わせください

巡回交通事故相談の実施(予約制)
～相談は無料･予約制･秘密厳守～

お子さんや子育てに関する
悩みを一緒に考えます

市民相談室☎0557(86)6073

静岡県交通事故相談所相談員が
解決に向けてアドバイスします。
交通事故でお困りの人はお気軽に
ご相談ください。
日時：５月12日(水)
午前10時～午後３時
場所：第一庁舎３階市民相談室
内容：賠償額の計算･自動車賠償
責任保険への請求･示談の進め
方・事故の過失割合など
参加費：無料
申込期限：５月10日(月)
申込方法：窓口･電話
その他：当日は交通事故証明書、
診断書など事故関係書類があれば
ご持参ください

「男性料理教室」参加者募集
健康づくり室☎0557(86)6295
1005460

｢魚をさばく｣をテーマに旬の魚
に合ったメニューを実習します。
日時：５月27日(木)
午前10時～午後２時
場所：いきいきプラザ４階
内容：調理実習「旬の魚をさばい
た美味しいメニュー」
定員：10人
参加費：1,000円
※５月24日以降のキャンセルは
キャンセル料がかかります
持ち物：エプロン、三角巾(バン
ダナ)、手ふきタオル、マスク
申込期限：５月21日(金)
申込方法：窓口･電話

静岡県子ども・家庭110番
☎055(924)4152
1001032

内容についての秘密は固く守り、
匿名での相談も受け付けます。
相談時間：
午前９時～午後８時(平日)
午前９時～午後５時(土日)
※祝日、年末年始は休み

新型コロナウイルス感染症の影響
に伴う支援(申請期間延長)

熱海市社会福祉協議会
☎0557(86)6339
1009833

新型コロナウイルス感染症の影
響に伴う支援として、以下の内容
について申請期間が６月末まで延
長されました。
○緊急小口資金特例貸付
○総合支援資金の特例貸付
○住居確保給付金の再支給
※詳細はお問い合わせください

司法書士による権利擁護相談会
熱海市社会福祉協議会
☎0557(86)6339

司法書士による無料相談会を開
催します。
日時：５月６日(木)
午後１時30分～４時30分
場所：熱海市総合福祉センター２階
内容：成年後見制度･相続･遺言など
定数：６組(１組30分の予約優
先、定数に到達次第受付終了)
参加費：無料
申込方法：電話･窓口

５月５日(こどもの日)から11日までは「児童福祉週間」です！
静岡県健康福祉部こども未来課☎054(221)3546
令和３年度「児童福祉週間」の標語
～あたたかい ことばがつなぐ こころのわ～
「児童福祉週間」は子どもの健やかな成長、子どもや家庭を取り巻く環境に
ついて国民全体で考えるために、全国各地で行事や啓発事業を行う期間です。
子どもたちが夢と希望をもって、未来の担い手として、個性豊かに、たくま
しく育っていけるような環境･社会を作っていくためにも、私たちができるこ
とを考えてみませんか。
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○かかりつけの医療機関がある人→かかりつけの医療機関へ電話をしてから受診
○かかりつけの医療機関がない人→発熱等受診相談センター☎050(5371)0561へ電話
健康づくり室☎0557（86）6296
1009342

ふじさんっこ
子育てナビ
（静岡県HP)
児童福祉週間
（厚労省HP)

障がい者スポーツを体験！

スポーツフェスタATAMI実行委員会
☎0557(48)6378

東京 2020 大会開催にあたり、
パラリンピック競技を体感し障が
い者スポーツの理解を深めましょ
う。メダリストの記念講演や熱海
市がホストタウンを務めるブルネ
イの紹介コーナーもあります。
日時：５月29日(土)
午前11時～午後２時(予定)
場所：南熱海マリンホール
内容：
〇スポーツ体験(ボッチャなど)
〇記念講演 秋山里奈氏
(競泳ロンドン2012パラリンピッ
ク金メダリスト)
〇東京2020大会コーナー
(熱海市ホストタウンのブルネイ
紹介など)
※詳細はお問い合わせください

森の力再生事業の継続と森林(もり)
づくり県民税の課税期間の延長
静岡県税務課☎054(221)2337
東部農林事務所☎055(920)2170

県は、平成18年度から県民の
皆さんにご負担いただき、荒廃森
林の整備を進めています。
令和元年度からは、市町の取り
組み(森林環境譲与税を活用)との
役割分担を明確にして事業を推進
しています。
一方で、集中豪雨の頻発により
山地災害のリスクは高まってお
り、荒廃森林の速やかな整備が必
要なことから、事業を継続し森林
(もり)づくり県民税を５年間延長
させていただくこととしました。
森の恵みを次世代に継承するた
め、引き続き皆さんのご理解をお
願いします。

統計情報

障害年金を受給している
ひとり親家庭に対する児童扶養手当
子育て支援室☎0557(86)6352
1000968

児童扶養手当法の一部が改正さ
れました。
障害年金を受給しているひとり
親家庭に対して、３月分(５月支
払い)から児童扶養手当の額と障
害年金の子の加算額との差額を、
児童扶養手当として支給します。
障害年金を受給しているひとり
親家庭の人で、障害年金額が児童
扶養手当額を上回るため、児童扶
養手当の手続きをしていない人は
手続きが必要となりますのでご連
絡ください。

いきいき脳活セミナー
長寿支援室☎0557(86)6337
1004190

タブレットを活用した認知症予
防教室を開催します。また、食
事、口腔ケアに関する認知症の予
防方法を学びます。
日時：６月8日･15日･22日･29日
7月6日･13日(いずれも火曜)
※午前10時～11時30分
場所：福祉センター５階
対象者：65歳以上の市民
参加費：1,000円(６回分)
定員：15人(多数の場合は抽選)
申込期限：５月31日(月)
申込方法：窓口･電話･メール

｢生涯学習のしおり｣第58号
(春･夏号)を発行しました

社会教育室☎0557(86)6578
1004904

９月までの生涯学習
に関する情報紹介をし
ています。

２月末の人口
人

男
女

口

35,852 人
16,215 人 世帯数
21,405世帯
19,637 人 人口前月比
△101人

５月は消費者月間です！
市民協働推進室☎0557(86)6191
1004214

毎年５月を消費者月間とし、消
費者･事業者･行政が一体となって
消費者問題に関する啓発･教育な
どの事業を集中的に行なっていま
す。今年のテーマは「“消費”で
築く新しい日常」です。
新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴い、マスクを始めとする生
活用品の買い占め、買いだめなど
が発生しました。また、誤った情
報や不安定な状態の消費者に付け
こむ悪質商法などにより合理的で
ない消費行動や新たな消費者被害
が発生しています。このような現
状を踏まえ、｢今だけ」｢ここだ
け」｢自分だけ｣の消費行動を控
え、自分のことだけでなく社会全
体のことを考えた消費行動が求め
られています。
この機会にご自身の消費生活を
見直しましょう。

自動車税(種別割)の納期限
静岡県熱海財務事務所
☎0557(82)9061

自動車税(種別割)の納期限は５
月31日(月)です。
※詳細は送付される｢自動車税(種別
割)納税通知書｣裏面をご覧ください
熱海税務署からのお知らせ
・４月は20歳未満飲酒防止強調
月間です
・20歳未満の人の飲酒は法律で
禁止されています
(令和４年４月から民法の成年年
齢は18歳に引き下げられます
が、お酒に関する年齢制限につい
ては20歳のまま維持されます。)

２月のごみ量
可燃ごみ 約1,162 ㌧
その他
約 232 ㌧
合 計
約1,394 ㌧
対前年比
83.9 ％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約1,388 ㌘
全 国
約 918 ㌘
全国は30 年度平均データ
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5 月 May

マークの説明

■施設休館日
図 図書館休館日 ☎0557(86)6591
起 起雲閣休館日 ☎0557(86)3101
釣 熱海港海釣り施設休館日 ☎0557(85)8600
マ マリンスパ休館日 ☎0557(86)2020
プ 第二小プール休館日 ☎0557(81)9558

■市民相談 市民相談室 ☎ 0557(86)6073
行 行政相談 13:00 ～ 15:00
法 法律相談 ( 予約制 ) 13:00 ～ 16:00
建 建築相談 ( 予約制 ) 13:00 ～ 16:00
人 人権よろず相談 13:00 ～ 16:00
交 交通事故相談 ( 予約制 )10:00 ～ 15:00
不 不動産相談 13:00～15:00
公 公証人相談 ( 予約制 )13:00～15:00

■福祉関係相談 障がい福祉室 ☎0557(86)6335
身 身体障がい者相談会 9:30 ～ 11:30
知 知的障がい者相談会 10:30 ～ 12:00
障 障がい者就労支援相談 10:30 ～ 12:00
何 身体障がい者「何でも相談」13:00 ～ 15:00

５月のブックバスかもめ号
実施日

15

4㈫

みどりの日

図

5㈬

こどもの日

図

6㈭

法
身

マ

7㈮
9㈰

図
プ

人知

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9:30 ～ 11:30
◆おっぱい相談（いきいきプラザ）9:30 ～ 11:30
●０歳児サークルアイアイ（南熱海マリンホール）
10:00 ～ 11:00※要予約（5 組限定）
◆７～８カ月児相談（いきいきプラザ）13:00 ～ 15:00

日本国内の事業所・企業の従業者数・主な事業内容・
売上金額などを調べる調査です。

12 ㈬

交

起

13 ㈭

法

●熱海子育て支援センター「ようこそ熱海子育て支援センターへ」
（栄光熱海中央保育園）10:00 ～ 11:00
マ
◆両親学級②（いきいきプラザ）13:30 ～ 16:00

14 ㈮

●マリンキッズ「外遊び」
（南熱海マリンホール）
10:30 ～ 11:30※要予約（10 組限定）

15 ㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9:00 ～ 15:00 ※16 日まで
春季熱海海上花火大会（熱海湾）20:20 ～ 20:40

図
プ

18 ㈫

建

19 ㈬

行

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9:30 ～ 11:30
◆おっぱい相談（いきいきプラザ）9:30 ～ 11:30
◆１歳歯磨き教室（いきいきプラザ）10:00 ～・11:00 ～
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11:00 ～ 11:30
起

20 ㈭

マ

21 ㈮

マ

22 ㈯

マ

23 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7:00 ～ 10:00

24 ㈪

人障

25 ㈫

不

26 ㈬

回答方法
調査員が配布する調査票で回答できます。
インターネットで回答する方法と、記入した調査票
を郵送で返送する方法の２種類があります。便利な
インターネット回答をぜひご利用ください。

マ
図
プ

25

20

◆両親学級③（いきいきプラザ）10:00 ～ 12:00
◆１歳６カ月健診（いきいきプラザ）12:50 ～ 13:30

起
マ

法

28 ㈮

●マリンキッズ「リトミック」
（南熱海マリンホール）
10:30 ～ 11:30※要予約（10 組限定）

29 ㈯

初島ところ天まつり（ShimaTerrace 初島）10:00 ～ 16:00
※30 日まで

30 ㈰
何

※新型コロナウイルス感染症の影響により日程が変更になる場合があります
は各種相談会の開催日です。また、
は施設の休館日です。相談会の
種類、
時間、
場所および休館施設名は頁左側の
「マークの説明」
をご参照ください。

詳細はこちら
(統計局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)

釣

16 ㈰
17 ㈪

調査の目的
国内の産業構造を明らかにするとともに、事業所・
企業を対象とする各種統計調査の実施のための母
集団情報を整備することを目的としています。

公

31 ㈪

「経済センサス-活動調査」ってなに？

日本国内の全ての事業所・企業が対象です。

日曜朝市（渚小公園）7:00 ～ 10:00

11 ㈫

27 ㈭

令和３年６月１日を基準日として経済センサス･活動調査を実施します。
５月中旬から調査員が市内の事業所･企業に伺いますのでご協力お願いします。

調査対象

8㈯
10 ㈪

ID 1006651

図
プ

「頼朝の一杯水」と地蔵尊
「頼朝ライン」沿いにあります。入口奥には地蔵
尊を安置した祠とその由来を記した石碑があ
り、毎年宝泉寺の住職、檀家有志らが千鶴丸の
霊を弔っています。
問い合わせ 歴史資料管理室☎0557(48)7100

動画はこちら
（You Tube）

※ 「あたみ歴史こぼれ話」のさらに詳しい内容は
市ホームページ（ ID 1009091）に掲載しています

第二十四話

◇市役所 ( 代表 ) ☎0557(86)6000
◇南熱海支所 ☎0557(68)2151
◇泉支所 ☎0465(62)2335
◇エコプラント姫の沢 ☎0557(82)1153
◇南熱海マリンホール ☎0557(68)4778
■火災情報・救急当番医の情報は
火災・救急テレホンサービス ☎0557(81)9911
■学校・家庭・心の問題などの相談は
ふれあい電話相談 ☎0557(81)8080
■契約トラブルやその他消費生活の相談は
消費者生活相談窓口 ☎0557(86)6197

図
プ

より とも

12：40～13：30

憲法記念日

広報情報室 ( 情報 )☎0557(86)6094

みなもとの

10：00～10：50
12：40～13：30
14：00～14：35
15：05～15：40

3㈪

問い合わせ
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千鶴丸を松川の上流に沈め殺してしま
い ま し た。さ ら に 頼 朝 を も 討 と う と し
ますが、すでに親しい間柄になってい
た祐清から密かに父の企てを聞いた頼
朝はすぐに伊東を脱出しました。
ひ ご
そして、伊豆山権現へと庇護を求め
そ が うら
て向かいましたが、曽我浦を抜け、険
しい山道を登る途中、こんこんと湧き
のど
出る清水で喉の乾きを潤しました。
これが「頼朝の一杯水」と伝えられ
ている泉で、元禄期の古地図『豆州熱
とう じ みち しる べ
海湯治道知辺』にも「あたみより廿八
丁 一はい水」と記されています。
この「一杯水」には元禄６年（１６
あわ
てつ い どうしん
９３）、鉄意道心という修業僧が憐れ
な千鶴丸のために彫った石の地蔵尊が
まつ
祀られ、毎年 ４月、この修行僧が留
ほう せん じ
まった上多賀の宝泉寺にゆかりのある
人々によって供養されています。

13日㈭ 多賀中学校
27日㈭

12：30～13：30

春のあたみビール祭り（渚親水公園）10:00 ～ 16:00※４日まで

参考『熱海市史』、『熱海風土記』 山(田兼次著 )

11日㈫
第二小学校
25日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
12日㈬ 熱海中学校
26日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場

2㈰

経済センサス･活動調査を実施します

頼朝の一杯水

７日㈮
21日㈮

熱海ローズフェスティバル 2021（ｱｶｵﾊｰﾌﾞ&ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ）
※６月 30 日まで（予定）
姫の沢公園花まつり（姫の沢公園）9:00 ～ 16:00※５日まで（予定）
ながはま特設市（長浜海浜公園）9:00 ～ 15:00 ※５日まで

〜千鶴丸供養の地蔵尊〜

６日㈭
20日㈭

13：15～14：15
14：45～15：30
14：10～14：55
15：15～16：00
10：30～11：00
13：00～13：35
13：50～14：20
15：10～16：00
９：50～10：20
10：35～11：05
13：15～13：45
14：00～14：45
15：00～16：00

1㈯

えいりゃく

19日㈬

網代小学校跡
大縄公園
上多賀会館
多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
泉小中学校
泉支所
桃山小学校
伊豆山中央バス停横
マルコシ酒店横駐車場
七尾団地集会場
伊豆海の郷前
伊豆山小学校

時間

施設休館日

永暦 元 年（ １ １６０） 、 源頼 朝 は
ひる が こ じま
歳で韮山の蛭ヶ小島に流され、源氏再
興の旗揚げをするまでの約 年間を伊
豆の地で過ごしました。
い ず さんごんげん
若き頼朝は伊豆山権現（現在の伊豆山
かく えん
神社）の高僧覚淵を師と仰ぎ、学問を学
ぼ だい
よし とも
びながら父義朝や兄たちの菩提を弔う
ど きょう
読経の日々を送りました。やがて、月日
が経つにつれ、監視の目もゆるむと、頼
たびたび
朝は伊豆や相模の武士たちと度々狩猟
に出かけるようになったといわれてい
ます。
そんな頼朝は 歳の頃、伊豆東海岸
い とう すけちか
に勢力をもっていた豪族伊東祐親の娘
や え ひめ
八重姫と恋に落ちました。
あ だち もりなが
頼朝に仕えていた安達盛長の妻と八
すけきよ
重姫の兄祐清の妻は姉妹で、二人とも
めのと
ひき の あま
頼朝の乳母・比企尼の娘でしたから、
頼朝と八重姫が知り合うきっかけは、
ごく自然にできたものと思われます。
おう せ
おとなし
二人は伊東の「音無の森」で逢瀬を
重ね、ほどなく千鶴丸という男の子が
生まれました。
おおばんやく
しかし、３年間の大番役から帰ってき
すけちか
た八重姫の父祐親は、二人の仲を知ると
へい け
激怒し、平家の目をはばかって、３歳の

18日㈫

ステーション

各種相談日
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あなたの勇気ある行動に
感謝します。

救急協力者感謝カードの配布
（通称：バイスタンダーカード）
問い合わせ

熱海市消防本部☎0557
（81）
2555

救急協力者感謝カードについて

（表面）

救急の現場において、119 番救急要請してから救

急車が到着するまでの間、救急の現場に居合わせた

見本

人 ( バイスタンダー ) による心肺蘇生法などの実施が、
救命率の向上に大変重要となります。

救急活動にご協力いただき
ありがとうございました。
あなたの勇気ある行動に心から感謝いたします。
Thank you for your courageous action

しかし、現場に居合わせた人にとっては心肺蘇生

法の応急手当は非日常の出来事であり、大きなスト
レスを抱えてしまう恐れもあります。

そこで、救急の現場で応急手当を行った人へ、そ

熱海市消防本部

の勇気ある行動に感謝を表すとともに、応急手当実
施後の不安や悩みをサポートするため救急協力者感

謝カードを４月１日から配布することになりました。

（裏面）

配布対象者

000000

□救急の現場において心肺蘇生法などの応急手当て

熱海市消防本部 消防署救急係
電話番号（０５５７）８６－６６０５

を実施した人

□凄惨な現場において救急活動に協力した人

（平日の９：００から１７：００まで）

□救急隊長などが必要と認めた人

見本 QRコードを読取りアンケートのご協力
お願いします。
応急手当を手伝ってくださった方へ

その他
□カードを配布された人を対象にアンケートの
回答をお願いしています。

□救急活動を最優先とさせていただきますので、

勇気ある行動で
助けられる命があります！

お渡しできない場合もあります。

□助けた人の容体、搬送先病院などの個人情報に
ついてはお答えできません。

納期のお知らせ
４月30日（金）
■固定資産税・都市計画税 第１期（全期前納）
【納税室】☎0557(86)6164
■介護保険料
第１期
【介護保険室】☎0557(86)6282

新型コロナワクチン接種に関する注意喚起

新型コロナウイルスワクチン接種対策室☎0557(81)1115

行政機関を語った “なりすまし” に注意してください
〇ワクチン接種は無料です！
※お金の支払い、振り込みなどはありません
〇電話・メールで個人情報を求めることはありません！
※市からクーポン券 ( 接種券 ) が届きます
市ホームページ
新型コロナウイルスワクチン
接種に関する情報はこちら

納付には、便利な口座振替をご利用ください。

熱海市の各種情報はこちらから▼
熱海市ホームぺージ
https://www.city.atami.
lg.jp/

熱海市Twitter
https://twitter.com/ata
micity

熱海市Instagram
https://www.instagram.
com/atami_oﬃcial/

広報あたみバックナンバー
https://www.city.atami.
lg.jp/shisei/koho/1001
429/

発行：熱海市／編集：秘書広報課広報情報室／〒413-8550 熱海市中央町1-1 ☎0557（86）6070

FM 熱海湯河原(79.6MHz)
http://www.ciao796.com/

koho@city.atami.shizuoka.jp
広報あたみは再生紙を使用しています。

