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検温
手指消毒
本人確認

予診票の記入確認

予診までの待ち時間
に注意事項を確認

予診で問題なければ、
いよいよワクチン接種！

接種済証をもらう

広報あたみ No.772 ６月10日発行

接種完了!
15分程度、体調に
変化がないか待機

◆今月の主な内容◆
熱海市立電子図書館をご存知ですか？ ････････････ ４
避難指示で必ず避難 避難勧告は廃止です ････････ 10
熱中症にご注意ください！ ･･････････････････････ 16

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

特別会計予算の執行状況

特別会計は国民健康保険や介護保険のように対象者が限られるなど、特定の事業を行う場合や特定の歳入を特定の歳
出に充てる場合に、一般会計と区別する必要がある事業の会計です。
離島初島簡易水道事業は令和元年度末に水道事業へ統合されました。
予算額

歳入（執行率）

歳出（執行率）

国民健康保険事業

56 億 7,128 万円

44 億 4,256 万円 (78.3%)

43 億 5,960 万円 (76.9%)

介護保険事業

52 億 1,325 万円

48 億 6,752 万円 (93.4%)

46 億 5,991 万円 (89.4%)

4,720 万円

556 万円 (11.8%)

2,173 万円 (46.0%)

8 億 4,284 万円

8 億 2,159 万円 (97.5%)

7 億 2,471 万円 (86.0%)

初島漁業集落排水処理事業
後期高齢者医療事業

市債の状況

目的

令和 3 年 3 月 31 日までに一般会計
および特別会計が公共施設整備などのた
めに、借り入れた資金の残高です。

普通債

金額

2,571 万円

0.2%

総務

10 億 204 万円

6.0%

民生

11 億 1,907 万円

6.7%

保健衛生

25 億 3,388 万円

15.1%

農林水産

3 億 8,108 万円

2.3%

観光

4 億 7,664 万円

2.8%

土木

7 億 8,856 万円

4.7%

公営住宅

1 億 5,421 万円

0.9%

都市計画

5 億 6,424 万円

3.4%

消防

5 億 8,634 万円

3.5%

教育

12 億 7,022 万円

7.6%

1 億 273 万円

0.6%

8,763 万円

0.5%

71 億 1,746 万円

42.4%

3 億 3,970 万円

2.0%

行政改革推進債

4,585 万円

0.3%

減収補てん債

3,824 万円

0.2%

1 億 2,768 万円

0.8%

167 億 6,128 万円

100.0%

一般会計と各特別会計の市債（借りて
いるお金）の合計残高は、昨年同時期に
比べ 5 億 9,113 万円増加しました。
これは、令和 2 年度の借入総額は前
年度より減少しているものの、借入時期
を早めたことが主な原因です。

災害復旧債
減税補てん債

令和 2 年度は、認定こども園改修工事、
エコ・プラント姫の沢保全工事などにつ
いて、借り入れを行いました。

臨時財政対策債
退職手当債

初島漁業集落排水処理事業債
合計

市有財産

歳入

予 算 額
収入済額

240億1,002万円
216億9,456万円

執 行 率

行政財産

3,024,091.23㎡

行政財産

198,975.13㎡

普通財産

8,698,683.33㎡

普通財産

6,243.91㎡

市庁舎、市営住宅、学校など

有価証券 2,632万円
銀行株券など

出資による権利 5,110万円
出資証券など

無体財産権 4件
（著作権、
商標権）
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年度

90.4%

歳入は昨年同時期（184 億 8,894 万円）に比べ 32 億 562 万円増加しました。歳
入の根幹を占める市税は昨年同時期（96 億 9,963 万円）に比べ 6 億 6,775 万円減
少したものの、国庫支出金が昨年同時期（20 億 3,741 万円）に比べ 41 億 9,097
万円増加したことなどによります。

歳出

予 算 額
歳出済額

240億1,002万円
203億7,367万円

執 行 率

84.9%

歳出は昨年同時期 (170 億 7,010 万円 ) に比べ 33 億 357 万円の増加となってい
ます。主な要因は、総務費が特別定額給付金事業の実施により昨年同時期（24 億 2,284
万円）に比べ 32 億 1,778 万円増加、観光商工費が緊急経済対策事業の実施により
昨年同時期（6 億 118 万円）に比べ 4 億 771 万円増加したことなどによります。

31

市が所有している財産です。（令和 3 年 3 月 31 日現在）

土地 11,722,774.56㎡ 建物 205,219.04㎡

２

熱海市では、皆さんに市の財政を理解していただくため、年２回６月と 月
に財政状況を公表しています。今回は令和３年３月 日現在の一般会計、特別
会計の予算執行状況を中心に、市債状況、市有財産についてお知らせします。
また、より詳細な内容については、熱海市ホームページに掲載しております。
なお、令和３年４月１日から令和３年５月 日までが出納整理期間となりま
すので、最終的な決算額は今回公表するものとは異なります。
問い合わせ 財政室☎０５５７ ( ６
) １１４
１００２６１４

53.2%

道路や学校など、世代を超えて長く利
用できる施設の整備事業の財源は、単年
度の市税などだけでは賄いきれません。
次世代の市民との負担を均等にすること
からも、財源の一部を市債として借り入
れ、後年度に市税などで返済していきま
す。

令和

一般会計は福祉や教育、道路整備など、市民生活のための基本的な事業の会計です。
令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策として、特別定額給付金事業を含む緊急経
済対策などを実施したことにより、歳入・歳出ともに大幅に増加しています。
※歳入・歳出ともに令和元年度からの繰越明許費などを含みます

構成比

89 億 199 万円
公有林

予算の執行状況

熱海市の財政状況

会計区分

一般会計

■行政財産

31

行政目的に直接使用される財産。
私権の対象とすることは極めて例
外的な場合にしか許されない。
■普通財産

86

行政財産以外の財産をいい、原
則として特定の行政目的に直接使
用されることのないもの。

歳出を市民１人当たりに換算すると、市民１人当たりの執行額は 57 万 356 円と
なります。（令和 3 年 3 月 31 日現在人口 35,721 人）
昨年同時期（46 万 8,483 円）に比べ、10 万 1,873 円増加しました。
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図書館に行かなくても本が借りられる！

熱海市立電子図書館をご存知ですか?
図書館

電子図書館の使い方

☎0557(86)6591

新型コロナウイルス感染症の影響により、本を読みたいけれど図書館に
行ったり図書館の本を借りたりするのは少し不安…というあなたへ朗報！
今回は図書館に行かなくても本を借りることができる電子図書館について
紹介するぞよ。

熱海市立図書館キャラクター
坪さん

素朴な疑問にお答えしよう
Ｑ．電子図書館って何ですか？
Ａ．電子書籍の貸出を行っている図書館です。
インターネットに接続できる端末があれば
24 時間 365 日、いつでもどこでも電子書
籍を借りることができ、インターネット上
で本を読むことができます。図書館なので
利用はもちろん無料です。
※インターネットの通信料は利用者負担です
Ｑ．電子書籍は、何点までどのくらいの期間借り
ることができますか？
Ａ．貸出点数は３点まで、２週間 (14 日間 ) 借
りることができます。返却日になると自動
で本は返却されます。
Ｑ．どのような本がありますか？

熱海に関する資料の閲覧
電子図書館では熱海に関連する『郷土資料』
をログインなしで閲覧することができます。
熱海市に著作権がある資料や所蔵している
郷土資料で著作権の保護期間が切れている資
料を、電子図書館に掲載しています。
ジャンルの『郷土資料』から探してみてく
ださい。
【複写について】
電子図書館に掲載している郷土資料につい
ては、申請により複写が可能です。
複写・複製・撮影・掲載（放映）を行う場
合は、事前に図書館へご連絡の上、
「資料撮影・
掲載（放映）許可申請書」の提出をお願いし
ます。
申請書は、図書館ホームページの【利用案
内】の『各種サービス』にある「資料の撮影・
掲載について」をご覧ください。
再掲載として郷土資料を使用する場合で
も、必ず図書館へご連絡の上、許可申請書の
提出をお願いします。

①電子図書館にログイン
利用者 ID( 利用者カードの８桁の数字 ) とパスワードを入力すると
ログインすることができます。
利用者カードをお持ちでない人やパスワードを設定されていない
人は、図書館カウンターで登録してください。
②本を探す
【資料を探す ( フリーワード検索 )】や【詳細検索】を入力すると本を探すことができます。
そのほかにも【ジャンルで探す】や【新着情報】から読みたい本を選ぶことができます。

Ａ．小説やえほん、料理のレシピ本や旅行ガイド
などがあります。
また熱海に関連する郷土資料もあります。

〈〈〈電子図書館

図書館カウンターボランティアの募集

１．募集対象：①～④すべての条件をみたす人
① 18 歳以上、70 歳未満の熱海市民
②パソコンの基本操作ができること
③図書館に関心をもち年間を通して活動が可能であること
④事前研修を受けられること
２．活 動 日：開館日（月曜日、祝日は休館）
３．活動時間：午前９時～午後１時、午後１時～５時（半日単位）
※詳細はお問い合わせください
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〈〈〈図書館 HP

③本を借りる・予約する
読みたい本の

をクリックすると、読むことができます。

借りたい本が貸出中の場合には、

をクリックすると、予約することができます。

さらに、借りたい本に悩んだときには、『試し読み』ができます。電子図書館にログインすると、
が表示されます。
※すべての本が「試し読み」できるわけではありません
④マイページ
借りている本を読んだり、返却したりするには、電子図書館トップページにある
をクリックすると、表示されます。
さらに、貸出期間の延長や予約している本の一覧もマイページで確認することができます。
広報あたみ 2021. ６
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東京 2020 大会開催期間中、日本サイクルスポーツセンターや輸送ルート、
修善寺駅・伊東駅周辺では競技時間およびその前後で混雑が予想されます。
混雑緩和の取り組みにご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ

統計情報
口

男
女

7

35,671 人
16,164 人
19,507 人

伊豆会場

スポーツ推進室☎0557
（86）6604 1006689

４月末の人口
人

詳細はこちら
（東京2020
大会HP）

世帯数
21,417 世帯
人口前月比
50 人減

４月のごみ量
可燃ごみ 約 1,362 ㌧
その他
約 276 ㌧
合 計
約 1,638 ㌧
対前年比
103.5 ％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,531 ㌘
全 国
約 918 ㌘

全国は令和元年度平均データ

広報あたみ 2021. ６
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国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険のお知らせ
【国民健康保険について】 保険年金室☎0557(86)6258
【国民健康保険税について】
課税室☎0557(86)6143

75歳以
上は
該当！

後期高齢者医療保険に加入している人

保険証の更新

保険証の更新

現在ご使用の保険証の有効期限が7月31日
で満了のため、
8月以降の保険証
（藤色）
を７月
中に郵送します。

㊢

現在ご使用の保険証の有効期限が7月31日
で満了のため、
8月以降の保険証
（緑色）
を７月
中に郵送します。

〇お手元に届いたら
「氏名 ･ 生年月日 ･ 住所」
などを確認しましょう！
〇資格喪失した保険証は
使用しないでください！

新

㊢

※70～74歳の人は「兼 高齢受給者証」の文言と
負担割合などが記載されます

市HPは
こちら

10 月までにマイナンバーカードや保険証
を用いたオンライン資格確認（※）が開始し
ます。
事業の円滑な運用にあたり、現在「世帯単
位」で付番されている保険証番号を「個人単
位」に変更する必要があるため、保険証番号
の横に枝番が追加されます。

保険料額

８月中旬に「決定通知書」を送付します。
なお、今年６月以降に後期高齢者医療制度に
加入した人については、通知書を９月以降に発
送します。
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯
の主たる生計維持者の収入が一定程度減少した
場合などには、申請により保険料が減免となる
場合があります。
詳細は保険年金室まで
市HPは
こちら
お問い合わせください。

介護保険に加入している65才以上の人
介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯
の主たる生計維持者の収入が一定程度減少した
場合などには、申請により介護保険料が減免と
なる場合があります。
詳細は介護保険室まで
市HPは
こちら
お問い合わせください。

（※）オンライン資格確認は、オンライン上で被保険者すべての資格履歴を一元的に管理する
ため、医療機関などのシステム入力を省くことができ、受付における事務処理の効率化
が期待できます。さらには、失効保険証の利用による医療保険の請求誤りや未収金が減
少するなど、医療保険などの事務処理のコスト削減につながります。
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問い合わせ

令和３年度の申請は７月から受付開始

保険年金室
☎0557(86)6260
三島年金事務所☎055(973)1166

1000652

＜対象期間＞
〇令和３年７月～令和４年６月
＜申請方法＞
〇必要書類を保険年金室または三島年金事務所へ提出
＜必要書類＞
〇国民年金保険料免除・納付猶予申請書

収入の減少や失業などにより国民年金
保険料を納めることが経済的に困難な場
合は、未納のままにせず「保険料の免除
制度・猶予制度」の手続きをしてくださ
い。
申請は保険料の納付期限から２年（申
請時点から２年１カ月前まで
の期間）を経過していない期
間について遡って行うことが
できます。

※失業などによる特例免除を申請する場合は、
雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください

申請書の
記載方法
(YouTube)

日本年金
機構ＨＰ

未婚のひとり親(※)が新たに全額免除の対象

地方税法において、令和３年１月１日から、未婚のひとり親が個人住民税の非課税措置の対象として
定義されることに伴い、従来の障がい者や寡婦に加え、未婚のひとり親についても新たに国民年金保険
料の全額免除の対象となりました。

（※）現に婚姻をしていない人（事実婚を含む）などで生計同一の子がおり、合計所得金額が 500 万円以下の人
ただし、全額免除の所得要件は 135 万円以下

免除・納付猶予期間は、年金額に反映され受給資格期間にも算入

保険税額

７月中旬頃に世帯主あてに「国民健康保険税
納税通知書」を送付します。
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯
の主たる生計維持者の収入が一定程度減少した
場合などには、申請により国民健康保険税が減
免となる場合があります。
詳細は課税室までお問い合わせください。
なお、一度納付された保険税については、減
免対象となりませんので、
必ず納期限の７日前まで
市HPは
こちら
に申請してください。

国民年金保険料の免除･納付猶予申請の受付開始!

令和３年度

【後期高齢者医療保険について】保険年金室☎0557(86)6257
【介護保険について】
介護保険室☎0557(86)6284

国民健康保険に加入している人

新

から

７月

保険料が未納の場合は、老齢基礎年金の年金額へ反映されず、受給資格期間にも加算はされません。
これに対して、保険料の免除や納付猶予を受けている期間は、免除の承認結果に応じて以下のとおり、
年金額および受給資格期間に反映されます。
老齢基礎年金
障害・遺族基礎年金

全額免除

3/4 免除

半額免除

1/4 免除

納付猶予

学生納付特例

未納

受給資格期間

○

○

○

○

○

○

×

年金額

8 分の 4

8 分の 5

8 分の 6

8 分の 7

×

×

×

受給資格期間

○

○

○

○

○

○

×

※3/4免除、半額免除、1/4免除の期間は、
免除となった保険料額以外の残りの額を納付しない場合、未納期間となります
※納付猶予は被保険者本人が50歳未満の場合のみ適用されます

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として
本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きで免除・納付猶予申請ができます。
＜対象者＞
以下のいずれにも該当する人
〇令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少
したこと。
〇令和２年２月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額 ( ※ ) が、国民年金保険料免除基準相当
になることが見込まれる人
※令和２年２月以降の収入が最も低い月などにおける所得額を 12 カ月分に換算し、見込みの経費などを控除し算出

＜対象期間＞
〇令和２年２月分～令和３年６月分までの保険料

※令和３年７月分以降も新型コロナウイルス感染症の動向により延長となる可能性があります

＜必要書類＞
〇国民年金保険料免除・納付猶予申請書
〇簡易な所得見込額の申立書 ( 臨時特例用 )

日本年金
機構ＨＰ

＜申請方法＞
〇必要書類を保険年金室または三島年金事務所へ提出
各種申請書は日本年金機構ＨＰから印刷するか、保険年金室までお問い合わせください
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力ください
広報あたみ 2021. ６
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避難情報の発令基準の見直しについて（お知らせ）

本年５月、災害対策基本法の一部を改正する法律が成立し、５月 20 日より避難情報
の発令基準が見直しされました。今後は風水害時などの避難情報にご注意ください。
問い合わせ

11

危機管理室☎0557(86)6443

1004719

広報あたみ 2021. ６
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申請

など
の手
不要 続き

を送付します！
市民の皆さんに「熱海市民クーポン券」

※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

産業振興室☎0557(86)6203･6204

司法書士による権利擁護相談会開催

児童手当の現況届

子育て支援室☎0557(86)6351
1000967

児童手当を受給している全ての
人は、現況届の提出が必要です。
この届けは、前年の所得や６月１
日現在の状況を確認し、引き続き
手当を支給できるか審査するため
のものです。
現況届は、児童手当受給者へ５
月下旬に送付しましたので、確認
のうえ６月末日までに郵送で提出
してください。未提出の場合は、
手当が支給されません。必ず手続
きをしてください。
子育て世帯生活支援
特別給付金(ひとり親世帯分)

子育て支援室☎0557(86)6351
1010940

司法書士による成年後見制度や
相続などに関し無料相談会を開催
しま す。１組 30 分 の 予 約 優 先、
定数に到達次第受付は終了します。
日時：７月６日（火）
午後１時 30 分～４時 30 分
場所：総合福祉センター２階
定数：６組（先着順）
参加費：無料
※詳細はお問い合わせください
無料巡回交通事故相談
（秘密厳守）
市民協働推進室☎0557(86)6073
1004537

交通事故でお困りの人へ、静岡
県交通事故相談所相談員が解決に
向けてアドバイスをします。
日時：７月 14 日（水）予約制
午前 10 時～午後３時
場所：市役所第１庁舎３階
申込期限：７月 12 日（月）
申込方法：窓口 ･ 電話
マイナンバーカードの日曜交付
市民室☎0557(86)6254

1009226

□交付対象者 ( ①または②に該当する人 )
①６月１日時点で、熱海市の住民基本台帳
に記録 ( 住民登録 ) のある人
②６月２日から 12 月 31 日までに出生届が
提出され、かつ熱海市の住民基本台帳に
記録 ( 住民登録 ) された人
□交付額
１人につき１冊 5,000 円分
( １冊：額面 500 円券× 10 枚つづり )

見本
おもて

□クーポン券の使用可能期間
７月１日～令和４年１月 31 日
□交付方法
郵便 ( ゆうパック ) で世帯主宛てに
世帯員全員分を送付

見本
うら

□発送日
交付対象者①：７月１日以降、順次発送
交付対象者②：対象期間中に出生届が提出されたことなどの確認が取れ次第、
７月１日以降、世帯主宛てに順次発送
※大量発送となるため、全員に行き届くまでに１カ月程度かかりますのでご承知ください
不在などで受け取れず、郵便局の保管期間が過ぎた場合は、
産業振興室 ( 市役所第１庁舎３階 ) で保管します。
郵便局ですでに保管されていないことをご確認いただいたう
えで、身分証明書 ( 免許証やマイナンバーカードなど ) による
ご本人様確認後にお渡しします。
お渡し対応時間：午前８時30分～午後５時15分(平日)

伊豆山走り湯
熱海市長

齊藤

153

栄

伊豆山温泉の元湯として約１３００年の歴史

を持ち、日本三大古泉の一つに数えられる「走

り湯」を知っていますか。全国的にも珍しい横

穴式の源泉であり、ユネスコ世界ジオパークに

認定されている「伊豆半島ジオパーク」のジオ

先日、その案内看板などの整備が完了し、お

サイト（ジオパークの見どころ）でもあります。

披露目がありました。今回の整備では、走り湯

に関する学術的な解説板も新設されており、こ

の地が国際的にも地質学上の貴重な財産である

ことが分かります。新たな案内看板や解説板が

走り湯の魅力を伝えることに大いに役立ってく

れるでしょう。

人』が放送される予定です。伊豆山が頼朝と

13

また、来年１月から、大河ドラマ『鎌倉殿の

政子の所縁の地として、物語の舞台に取り上げ

られることが期待されます。この機会に、市は

今年度、伊豆山郷土資料館のリニューアルを行

います。伊豆山郷土資料館は伊豆山神社の所蔵

品を中心に、伊豆山地区の郷土資料を展示して

いますが、施設の老朽化が進んでいました。大

河ドラマの放送による観光誘客とあわせて、伊

豆山の歴史とその価値を再認識できるような資

料館を目指していきたいと考えています。

走り湯周辺の整備事業と大河ドラマの放送が

期せずして重なったことで、伊豆山に再び注目

13

県内で公共下水道に接続する排
水設備工事を行う工事店は、静岡
県下水道協会に登録している下水
道排水設備工事責任技術者の専属
が義務付けられています。
願書配布：７月１日（木）から
下水道課にて配布
受験資格：20 歳以上で学歴に応
じた実務経験者
申込期間：７月 15 日（木）〜
７月 30 日（金）
受付場所：市役所第２庁舎２階
下水道課
試験日：10 月 20 日（水）
場所：静岡商工会議所静岡事務所
会館（静岡市葵区）
手数料：4,000 円
また、受験に関する講習会を開
催します。参加は任意です。
講習日：９月 17 日（金）
場所：静岡商工会議所静岡事務所
会館（静岡市葵区）
講習料：3,000 円
テキスト：排水設備工事責任技術
者講習用テキスト
（2,500 円）
問題集：排水設備工事責任技術者
試験標準問題集
（2,000円）
受験講習会受講、テキストおよ
び問題集の購入希望者は、受験と
併せて下水道課へお申込みくださ
い。

が集まろうとしています。この好機を捉えて、

下記の部分は、お店・企業の広告枠です。

1004479

伊豆山地区の活性化につなげていきたいと思い

マイナンバーカードの交付を日
曜日に行います。日曜交付は完全
予約制となります。
日時：７月 11 日・25 日
８月 ８ 日・29 日
９月 12 日・26 日
午前９時～ 11 時 30 分
場所：市役所第１庁舎１階
※詳細はお問い合わせください

下水道課☎0557(86)6526
県下水道協会☎054(251)2870

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化に伴い、経済的に厳しい状況におかれている市内中小企
業者などの支援と市内経済の活性化のため、市内の登録店舗などで使えるクーポン券を市民の皆さんに交
付します。

ます。

新型コロナウイルス感染症の長
期化に伴い、低所得のひとり親世
帯へ、子育て世帯生活支援特別給
付金（ひとり親世帯分）を支給し
ます。対象と思われる人は、お問
い合わせください。
申請期限：令和４年２月 28 日
（月）
対象者：①令和３年４月分の児童
扶養手当受給者
②公的年金などを受給済みのため
令和３年４月分の児童扶養手当の
支給を受けていない人
③新型コロナウイルス感染症の影
響で家計の急変により、収入が児
童扶養手当を受給している人と同
じ水準となっている人
※詳細はお問い合わせください

熱海市社会福祉協議会
☎0557(86)6339

静岡県下水道排水設備工事
責任技術者試験の実施

1006807

広報あたみ 2021. ６
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7 月 July

各種相談日

施設休館日

１㈭
３㈯

♦パパママクラス（いきいきプラザ）10:00～12：00

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

4㈰

初島花火大会（初島第二漁港）20:00～20:15

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

障がい福祉室 ☎ 0557(86)6335

身体障がい者相談会 9:30 ～ 11:30
知的障がい者相談会 10:30 ～ 12:00
障がい者就労支援相談 10:30 ～ 12:00
身体障がい者「何でも相談」13:00 ～ 15:00

７月のブックバスかもめ号
実施日

◆２歳児歯科健診
（いきいきプラザ）
13:00～14:00受付

９㈮

●マリンキッズ「作ってあそぼう」
（南熱海マリンホール）10:00～11:30

10㈯

津島神社例大祭（中野地区）※11日まで（神事のみ）

11㈰

日曜朝市（渚小公園）7:00～10:00

※要予約
（10組限定）

13㈫
14㈬

來宮神社例大祭（來宮神社）※16日まで（神事のみ）

玄関横の庭では７月から８月にかけて
大輪の花を咲かせる蓮の花を見ること
ができます。

藤田さん
（左）
、
米倉さん
（右）

15㈭

まさ

第二十六話

よりとも
こ

ぶ

頼朝・政子ゆかりの地 伊豆山

か

つるがおか は ち ま ん ぐ う

した

い

しずか
ご

ず
さん

ぜん

あいぞめばし
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朝のもとに走ったのです。そして、二人

き だ に

初橋は伊豆山岸谷にあったとされる）と

の対面した場所が「逢初橋」
（本当の逢

伝 えられています。また、石 橋 山の合

あきとのごう

戦で敗れた頼朝の安否を案じながら政

おおひめ

い い なずけ

子が身を潜めていた場所が「秋戸郷」（国

よしたか

道沿いに標柱あり）といわれています。

しなか

さらに逢初橋の近くには「逢初地蔵

みなもとのよ

歳、大 姫５、
６歳）となりますが、

11

よしつね

いさ

日の心情を語り静御前に同情を寄せて その義 高が殺されたため、悲しみのあ

きょうもん

はそんな大姫を案じた政子が娘の延命

頼朝をなだめ諫めた言葉が、鎌倉時代 まり病気になってしまいました。この堂

る にん

の歴史書に残されています。

ちぎ

「君が流人として伊豆にいらっしゃっ 祈 願のため経 文の紙でつくった地蔵 尊

ほうじょう ど の

※ 「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（ 1009091）に掲載しています

たころ、 私 と 契 り を 交 わ し ま し た が、 を祀った建物と伝えられています。

☎0557（48）
7100

ししゅう

問い合わせ
歴史資料管理室

なお、伊豆山神社には政子が頼朝の一周

※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

ず さんひこの みこと

31㈯

逢初地蔵堂
逢初橋近くの細い坂道を下る
とすぐの所にあります。

北 条殿は時の権力を恐れ、私を密かに

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20:20～20:45

ほ っ け ま ん だ ら

30㈮

しの

◆両親学級②（いきいきプラザ）13:30～16:00

慕って暗夜に迷い大雨を凌いで、君の所 う「法華曼荼羅」があり、境内の「郷土

29㈭

い

◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）12:50～13:30受付
多賀神社例大祭（上多賀地区）※29日まで（神事のみ）

はつ き ひめ

28㈬

閉じこめられました。しかしなお君を 忌に自らの髪を織り込んで刺繍したとい

27㈫

にたどり 着きました。また、石 橋 山の 資料館」にその複製が展示されています。

26㈪

が出会った所という昔話もあります。

日曜朝市（渚小公園）7:00～10:00

「逢初橋」は初島の初木姫と伊豆山 彦 命
戦場にお出でになった時は、ひとり伊豆 （注）

ほう

24㈯

山に留まり、君の生死もわからず日夜

スポーツの日

しずか

23㈮

魂も消えるような気 持ちでした。その

海の日

あ ず ま かがみ

22㈭

愁いの気 持ちを考えると、今の静の心

●熱海子育て支援センター
｢なかよしランド＆6・7月お誕生日会｣（栄光熱海中央保育園）

と同じです。
」
（
『吾妻鏡』現代語訳版）

21㈬

伊豆に流された頼朝と契りを結ぶ仲

20㈫

◆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）10:00～11:30
◆１歳はみがき教室（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

※21日まで（神事のみ)

もくだい

阿治古神社例大祭(網代地区)

とつ

19㈪

となった政子は、平家の目を恐れる父北

18㈰

鶴 岡 八 幡 宮 の 社 前 で、 静 御 前 が 堂」があります。政子の長女大姫は人

初木神社例大祭（初島）※18日まで（神事のみ)
海水浴場開設（各海水浴場）9:00～16:00※８月29日まで
サンビーチウォーターパーク（熱海サンビーチ）10:00～16:00
※８月29日まで

みなもとの

17㈯

｜問い合わせ｜
文化交流室☎ 0557(86)6232

※要予約
（10組限定）

触れたとき、妻の政子が自分の過ぎし 高

●マリンキッズ「水あそび」
（多賀保育園）10:00～11:30

源 義経を慕う歌舞を演じ頼朝の怒りに 質だった源義仲の子義高と許嫁の仲（義

16㈮

25㈰

てん

澤田政廣記念美術館については
「澤田だより」で随時発信中！
入館料：大人250円 中高生120円
（市民 料金）
小学生以下無料

12㈪

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。

15

ステンドグラス「飛天」真下

やま き かね たか

◇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

８㈭

じょうと き ま さ

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

◆両親学級①（いきいきプラザ）13:30～16:30

今月の「生涯学習の扉」は、市の文化施設
澤田政廣記念美術館の芸術作品を身近に感じ
ることができるこぼれ話を学芸員の藤田実花
さんと美術館スタッフの米倉久美子さんから
お届けします。
ぜひ、ご来館いただき澤田政廣の芸術を感
じてください。

条時政によって平氏の一門で伊豆の目代

12：30～13：30

７㈬

ひ

～身近に感じることのできる芸術～
「澤田政廣記念美術館」

をつとめる山木 兼 隆のもとに嫁がされ

13日㈫
第二小学校
27日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
14日㈬ 熱海中学校
28日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
８日㈭ 多賀中学校

６㈫

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9:30～11:30
●０歳児サークルアイアイ「七夕飾りをつくろう」
（南熱海マリンホール）10:00～11:00 ※要予約
（５組限定）
◆おっぱい相談（いきいきプラザ）10:00～11:30
◆７～８カ月児相談（いきいきプラザ）13:00～15:00

やかた

２日㈮
16日㈮

５㈪

そうになりました。しかし、彼 女は山

１日㈭
15日㈭

生涯学習課
Facebook

生涯学習課
Instagram

澤田政廣記念美術館のエントランスホー
ル の 天 井 に は、 直 径 ５m の ス テ ン ド グ ラ ス
「飛 天 」があります。「飛天」とは空中を飛行
する天女のことで、中央にある蓮の花の周り
を４人の天女が優雅に舞っています。
人は自由に空を飛べませんが、その姿を想
像し、表現することはできます。澤田政廣は
生涯を通じ、空想上の天女や人魚を表現し続
けた芸術家です。木彫だけではなく、絵を描
き、陶芸にも取り組んでいます。ステンドグ
ラスに取り組み始めたのは 60 歳頃からです。
生涯を通じて、表現することの喜びを持ち続
けていたのではないかと思います。

02

木の館を抜け出し、雨の降る夜道を駆

７日㈬
21日㈬

時間

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

VOL.

け抜けて山路を越え、伊豆山にいた頼

６日㈫
20日㈫

ステーション

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

生涯学習（ 1001060）
・文化施設（ 1001839）については
市ホームページ、Instagram、Facebookで情報を発信しています

２㈮

マークの説明

■福祉関係相談

※

14

熱中症にご注意ください！
問い合わせ

消防署救急係☎0557(81)2555

このようなときは、ためらわず救急車を呼んでください。

・意識がもうろうとする!
・自分で水分が取れない!

1000520

119

注意

※判断に迷った場合は、消防本部通信指令室
☎ 0557(81)2555 にご連絡ください

マスク着用により、熱中症のリスクが高まります

２歳未満の子どもにマスクは不要、むしろ危険！
新型コロナウイルス感染症の対策でマスクの着用が求められるなか、夏場のマスク着用には
熱中症のリスクが潜んでいます。今夏も基本的な３つの熱中症対策「①こまめな水分補給②暑
さを避ける③エアコンを使用する」に加え、以下の点にも注意！
ウイルス
感染対
策
は忘れ
ずに

熱中症を防ぐために
マスクをはずしましょう

屋外で人と２ｍ以上（十分な距離）
離れているとき

２ｍ

のどが渇いていなくても
こまめに水分補給をしましょう！
常にマスクを着用すると、マスク内の湿度
で喉の渇きに気づきにくくなります。もとも
と喉の渇きに気づきにくい高齢者は、脱水が
進み熱中症となるリスクが高くなります。喉
が渇く前に、身体の水分に近い組成イオン飲
料（経口補水液など）でこまめに水分補給し
ましょう。

２ｍ

以上

激しい運動は避けましょう！

以上

十分な距離

納期のお知らせ
６月30日（水）
■市民税・県民税（普通徴収）
第１期
■別荘等所有税
第１期
【納税室】 ☎ 0557(86)6164
■介護保険料
第２期
【介護保険室】 ☎ 0557(86)6284
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

マスクを着用した運動は、スポーツ選手が
低酸素状態で負荷を高めるトレーニングに近
く、いつもと同じ運動でも負荷やきつさが上
がります。どうしてもマスクを着用しながら
運動や作業をしなくてはならない場合は、無
理せず通常より軽いメニューにしましょう。

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
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
感染症に関する情報

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/atamicity

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/1001429/

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。

