９
2021

ボランティア活動受付の様子

◆今月の主な内容◆
被災した皆さんへ生活復旧支援のお知らせ ･････････ 3
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各記事に記載している７桁のページ

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。

被災した皆さんへ 生活復旧支援のお知らせ
被災された皆さんへ生活復旧支援の情報をお知らせします。下記項目について、減免などの対象
になると思われる人へ申請に関するご案内通知を順次発送いたします。ご案内がお手元に届きまし
たら、内容を確認し、必要書類を添えて早めにご申請をお願いします。
引き続き市ホームページでもご案内しております。詳細はホームページでご確認ください。
生活復旧支援等情報一覧
（市ホームページ）

減免などのご案内通知について
対象項目

市税の種類
・個人市民税（県民税）
・固定資産税
・都市計画税
・国民健康保険税

案内送付時期・申請期限

問い合わせ先

【送付時期】9月上旬
【申請方法】窓口持参・郵送
【申請期限】納付期限の7日前まで

介護保険料
介護保険利用者負担額

課税室（資産税担当）
0557-86-6147

【送付時期】9月上旬
【申請方法】窓口持参・郵送
【申請期限】納付期限から２年経過
していない期間
【送付時期】9月上旬
【申請方法】窓口持参・郵送
【申請期限】令和4年3月31日

再交付 ･ 再発行・その他
住民票・マイナンバー

項目

運転免許証
災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」
災害廃棄物の処分

災害弔慰金の支給

災害障害見舞金の支給

被災者生活再建支援金の支給

災害援護資金の貸付（申込期限は10月末日です）
被服・寝具その他生活必需品の給与
市税の支払い

教科書・学用品等の購入

生活福祉資金制度による貸付・生活相談など
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法務省（引き揚げ報告の様子）

課税室（市民税担当）
0557-86-6143

【送付時期】9月上旬再送
国民健康保険一部負担金
（8月上旬に送付済）
（医療機関の窓口で支払う負担金）
【申請方法】窓口持参・郵送
後期高齢者医療保険一部負担金
※支払済の負担金について還付
（医療機関の窓口で支払う負担金）
をしますのでご相談ください
【送付時期】9月上旬再送
（8月上旬に送付済）
後期高齢者医療保険料
【申請方法】窓口持参・郵送
【申請期限】納付期限の7日前
国民年金保険料
（１号保険料を納めている人）

自衛隊（引き揚げ報告の様子）

保険年金室
（国保担当）
0557-86-6258
保険年金室
（後期高齢）
0557-86-6257
保険年金室
（年金担当）
0557-86-6260
介護保険室
0557-86-6284

問い合わせ先

0557-86-6254

熱海警察署

0557-85-0110

建築室

環境センター

長寿総務室

納税室

学校教育課総務管理室

熱海市社会福祉協議会

055-921-2000
0557-86-6422

警察（交通規制の様子）
提供

熱海警察署

7 月 3 日伊豆山地区土石流災害の発災より多くの皆さんに捜索活動へご尽力いただきました。
なお、静岡県警の皆さんには、引き続き捜索を継続していただいています。

自衛隊
7月3日から7月31日までの29日間

市民室

静岡県東部運転免許センター

消防（引き揚げ報告の様子）

【活動内容】
捜索、救助活動
災害救助犬による捜索
道路上の堆積土砂の撤去
ヘリコプターやドローンでの情報収集

法務省（特別機動警備隊(SeRT)）
7月18日から8月3日までの17日間
【活動内容】
立入禁止区域での警備
住民に対するきめ細やかな対応

0557-82-1153
0557-86-6050
0557-86-6323
0557-86-6168

0557-86-6565

消防
7月3日から8月3日までの32日間
【活動内容】
捜索、救助活動
消防長の補佐、部隊の活動管理
情報収集や連絡調整などの後方支援

警察
7月3日から9月1日現在捜索継続中
【活動内容】
捜索、救助活動、交通規制
被災地域での監視および防犯パトロール

0557-86-6339
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いざというときのために
問い合わせ

危機管理室☎0557(86)6443 1000585

コロナ禍のため人が多く集まる大規模な訓練を行うことができない今だからこそ！家庭で
災害に備え、できることを実践してみましょう。
また、広報あたみ６月号でお知らせしましたとおり、５月 20 日から「避難勧告」が廃止
となり、「避難指示（レベル４）」で必ず避難となりました。再度ご確認ください。
□防災情報を入手

□非常持出品、備蓄品を準備
「災害時の必需品」を検討（最低限）

防災行政無線（同報無線）

災害は突然発生します。防災ガイドブックな
どを参考に「自分にとって、わが家にとって」
災害時に必要なものを整理しましょう。

風水害により危険が迫った
時、避難指示などの緊急放送
を聞くことができます。

「非常持出品」を手近に備える（２～３日分）

放送が聞き取りにくい
ときはこちら

災害の危険が迫って自宅から避難する際に緊
急的に持ち出す非常持出品。避難所で１～２泊
できるくらいの水や食料などを準備し、すぐ持
ち出せる場所に用意しておきましょう。

な音
鮮明 く
聞
で

同報無線音声再生サービス

放送内容を 24 時間以内に限り
電話で聞くことができます。

数日間は「備蓄品」で乗り切る（１週間分以上）

大規模災害発生時は道路の損壊などで救援物
資の到着に時間がかかります。水や食料などの
備蓄品はできれば１週間分以上用意しましょう。

☎ 0557(86)6066
※通話料がかかります
る

で見

文字

熱海市メールマガジン

登録は
こちら

放送内容がメールで配信される
ので、文字で確認できます。

新型コロナウイルス感染症対策も必要です。
マスク・体温計・消毒液なども準備しておきま
しょう。また、停電や断水も想定し、災害用ト
イレを備えておくと安心です。

□自宅・職場の災害リスク、
避難先・避難経路の確認

□家の中を安全に

自宅や職場の災害リスクを防災ガイドブック
などで確認しましょう。※指定避難所への避難
が全てではありません。自宅が
安全であれば自宅へ留まること、
また、親戚や知人宅に安全な場
所があれば、そちらへの避難も
検討してみましょう。

家庭内には地震の
際に危険となるもの
が数多くあります。
家具が倒れ下敷きに
なったり、出入り口
をふさいでしまう可
能性もあります。出
入口にものを置かな
いことや、家具の固
定などできることから実践してみましょう。

・自分の避難場所はどこにありますか？
・避難場所までの経路に危険はありませんか？

防災ガイドブックを読んでおきましょう

地震、津波、風水害、土砂災害、火山活動に関する基本的な
知識や災害発生時の対処法をまとめています。
市役所１階受付、南熱海支所、泉支所で配布しているほか市
ホームページでもご覧いただけます。
5
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未来への安心のために
１

その

熱海だいだいノートをご存じですか？
お問い合わせ

２

その

長寿支援室☎0557(86)6316 1005841

終活支援事業あんしんで安心！
お問い合わせ

ん“

し
業あん
支援事 に？
活
終
“
ってな

誰でも、いつでも命にかかわる病気やケガをする可能
性があります。万が一に備えて、ご自身の意思を形に残
しておくことが大切です。
熱海だいだいノートは必要な情報を厳選し、シンプル
で書きやすい終活ノートです。
熱海市にお住まいのおおむね 65 歳以上の人に無料で
お渡ししています。
□配布場所
・長寿支援室の窓口（福祉事務所１階）
・南熱海支所、泉支所
□どんなことを記入するの？
・緊急時の連絡先やかかりつけ医
・医療と介護の希望
・葬儀の希望やお墓の場所、遺言書の有無
・ペットについて など
だいだいノートは、ノートの記入をきっかけに、
自分の想いや希望を家族や親しい人と共有するため
のツールです。
書き終えた後も年に１度、緊急連絡先やご自身の
希望など記入した内容が変わっていないか見直しま
しょう。

記入する

家族や友人と
内容を共有する

火葬・納骨
してくれる
人がいなく
て不安…。

熱海市役所長寿介護課へ
相談・申し込み

･･･288,400円（税込み）

【重要】申込者と葬儀社の契約になるため、
預託金については市で補償できません

70 代男性

葬儀社名

住所

電話番号

セレモニアホール天国

春日町10-4

0557(82)1059

熱海葬祭

上多賀504-15

0557(67)7655

平安祭典熱海

桜町11-3

0557(82)6400

セレモハート

下多賀96

0557(67)4687

70 代女性

Q

実際に制度を
利用して
いかがですか？

親戚はみんな高齢で、代が替
わり疎遠になってしまい死後の
こ と を 頼 め る 人 が い な か っ た。
登録により精神的な安定につな
がった。他の終活も順調に進ん
でいる。

7

◎登録カードを携帯していれば、
外出先でも登録者だとわかります。

協力葬儀社一覧（令和３年４月１日現在）

独り身で今後のことが心配
だった。葬祭業者との間の契約
になるが、市に登録するので安
心 感 が あ る。 孤 独 で 塞 ぎ が ち
だったが、前向きになれた。

亡くなった叔母がだいだいノートに
緊急連絡先を記入していたので、すぐ
に連絡をうけることができた。葬儀の
希望も叶えることができた。（Bさん）

だいだいノートの「医療と介護
についての希望（８～９ページ）」
のコピーを救急医療情報キットに
保存しておきましょう。
自宅からの救急搬送の際にご自
身の意思を救急隊などが知ること
ができます。

◎意思表示が難しい事態に備えて、
医療と介護の希望を市が保管します。

基本プラン（火葬のみ＋合葬）

葬儀社を選び
生前契約。
費用を預けて
おきます。

定期的に
内容を見直す

救急医療情報キットと
一緒に使うとより安心！

自分の死後の手続きをする人がいない 65 歳以上
の単身の人が、生前に葬儀社と火葬・納骨の契約を
結べるようにする事業です。

預託金（令和３年４月１日現在）

「終活支援事業
あんしん」で
老後も安心。

意識不明で救急車で搬送されたが、
だいだいノートに医療の希望を記入し
ていたので意思を伝えることができ
た。（Aさん）

長寿支援室☎0557(86)6337 1007215

広報あたみ 2021. ９

6

５年海組

５年１組

第一小学校

第二小学校
人

30

こ

か すみ

か

果澄

わ

和歌子

い ばた

まえ だ

担任 井端

担任 前田

人

24

先生

先生

～神奈川と静岡の県境をまたぐ道路～

知っていますか？伊豆湘南道路
問い合わせ
Q1

都市計画室☎0557(86)6382 1001400

伊豆湘南道路ってなに？

Q2

第一小学校

静岡県伊豆地域と神奈川県西部地域を結ぶ新しい道路構想
です。平成 30 年の台風 12 号の被災を契機に、本道路の実
現に向けた機運が高まっています。

５年空組

伊豆湘南道路ができるとどうなるの？

雪害、土砂および地震時の災害対策、物流の効率化、観光
の活性化および広域的な都市間交流による新たな地域文化の
創造など、多大な貢献が図れます。
また、小田原～沼津間の所要時間も約82分から約39分へ
と大幅な時間短縮効果が発生しますので、伊豆・小田原・箱
根地域の観光目的車両を分散させる効果が得られます。

担任 木村

き むら

なぜ伊豆湘南道路が必要なの？

え

ふみ恵

詳細はこちら
（市HP）

先生

〇静岡・神奈川県境付近には雨量規制区間があり、
豪雨時には約７万人以上が孤立する可能性がある
〇相模湾沿岸は、斜面崩壊や土砂災害および津波被害
が想定されるが代替道路がない
〇交通アクセス不良のため、観光地である真鶴町・
湯河原町・熱海市は観光入込が低下している
…など、現状には多くの課題があるためです。
9

人

Q3

23
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現在の伊豆山地区の断水解消については、少しでも多くの人が水道を利用できるように、
応急処置として泉地区の配水区域を拡大して配水しています。そのため、水の使用量が多く
なると断水の恐れがあります。ご不便をおかけしますが、泉全域・伊豆山七尾・大黒崎・断
水が解消された伊豆山地区の皆さんのご協力が必要です。引き続き節水へのご協力をお願い
します。また、非常時以外の消火栓の使用はしないようお願いします。

簡単に

！
できる
方法

節水

問い合わせ

□食材などを洗うときに、水をこまめに止める。

□お湯を張る量を減らす。

□食器は汚れが落ちやすくなるように、ためた水につけ
ておく。
油汚れが目立つ場合は紙で拭き取ってから洗う。

食生活で気を付けていることは？
肉・ 魚・ 野 菜 を 満 遍 な く 食 べ て い ま
す。嫌いなものはなし！戦争の時代に生
まれたので何でも食べられるようになっ
ちゃった。固いものも何でも食べるよう
にしているよ。一人で食事をしてもつま
らないから友達と食べるのがいいね。わ
たしは友達が多いの。熱海生まれの熱海
育ちだからかしら。歯が丈夫で色んなも
のが食べられるから友達と食事をするこ
とも出来るのよね。これがとっても楽し
くってね！

現在、歯の本数は？
親知らずを含めると 本。昔から歯に
虫が付かないので歯痛を経験したことが
ないの！

好きな食べ物を聞かれ「肉！好きでよく食べます。
かたまりもへっちゃら！」と語る北さん。

□水洗トイレの大小レバーを使い分ける。
小レバーは大レバーに比べて約２リットル
水の使用量が少なく済む。

４. 洗濯

□歯磨きや洗顔のとき、
水をこまめに止める。
コップに水をくんでおくと使いすぎない。

□洗濯の回数を減らし、まとめて洗う。

健やかな歯や口を保つ秘訣は？
朝昼晩で歯を磨くこと。とにかく食べ
たら磨くの！そしたら気づけば歯も歯茎
も問題なし！口の中を清潔にすることが
とても大事！
歯磨きが習慣化した理由は？
食後のコーヒーの香りが口の中に残る
のが嫌で歯を磨き始めたわ。それまでお
昼に歯を磨く習慣がなかったけど、必ず
歯を磨くようになりました。コーヒーが
きっかけね。

Q

伊豆山の土石流
齊藤

栄

お口を清潔にする方法は？
歯の汚れを取ってもらうため月１回歯
科医院にいきます。自分では歯垢を取り
きれないでしょう？だからお掃除しても
ら う た め に 通 う の。 今 の 歯 科 医 院 に は、
十年以上通っています。あと、食後の３
回は必ず歯を磨くようにすること。お勤
めに行く人も子どもたちも出来ていない
人が多いと思うの。特に夜は絶対ね。汚
れを残したまま寝るのは一番悪いと思う
から。むし歯になったことがないので効
果があるんじゃないかな？

Q

Q

いて情報を公開し、説明責任を果してまいります。

調査中です。相応の時間を要しますが、結果につ

ては、現在、行政文書などを整理し、事実関係を

最後に、盛土に対するこれまでの市の対応につい

適切にサポートして行きます。

今後とも、おひとりお一人の生活の再建に向けて、

議会の協力を得て訪問相談などを行っています。

めに、相談窓口を開設するとともに、社会福祉協

被災者の皆様の置かれた様々な状況に対応するた

率的に行えるというメリットもありました。現在、

師や保健師による心身のケア等の各種活動が効

となります。また、避難所を集約することで、医

冷房を完備でき、個室のためコロナの感染防止策

用することを決めました。ホテルであれば飲食や

様への支援です。今回、避難所としてホテルを活

もうひとつの大きな取り組みは、被災された皆

さを感じたことはありません。

私は今回ほど、災害時における国や県の力の大き

酷な環境での活動には、本当に頭が下がりました。

索活動が行われました。暑さと大量の泥という過

一カ月間にわたり毎日約千人規模で人命救助と捜

さらに全国から集まった消防、警察も加わり、約

ちに約１５０名の自衛隊員が熱海入りしました。

した。数時間後には先遣隊が到着し、その日のう

私が最初に行ったことは自衛隊の災害派遣要請で

ことは人命救助活動です。
災害発生の連絡を受け、

月が経ちます。この間、まず最優先で取り組んだ

７月３日に発災した伊豆山の土石流から約二ケ

熱海市長

155

31

□洗濯に、お風呂の
残り湯を利用する。

３. 洗面所・トイレ

熱海市では 10・11 月に
歯周病検診を実施します。
今 年 度 は、40 ～ 70 歳
までの５歳節目にあたる市
民の人が対象です。
対象者には９月末に受診
券を送付します。ぜひご活
用ください。

Q

Q

□野菜やお米を洗った水は、樹木などへの散水に利用。

□風呂の残り湯は捨てずに、洗濯や洗車、
樹木への散水などに再利用する。

10
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□シャワーをこまめに止めて使う。

第 21 回 8020 推進・静岡県大会
8020 県民表彰「県知事賞」受賞者
北 澄子さん (90)

２. 台所

健康づくり室☎0557(86)6295 1009197

問い合わせ

節水へのご協力をお願いします

“8020”は「生涯、自分の歯で食べる楽
しみを味わえるように」との思いからはじ
まったスローガンです。80 は年齢を、20
はしっかり噛める 20 本の歯を指します。
静岡県では“8020”を推進するため、毎
年「8020 推進・静岡県大会」が開催されて
います。県内各地区から 80 歳以上の元気な
8020 達成者が推薦され、上位 10 人が“8020
県民表彰”を受けます。
今回、最高得点者に送られる“県知事賞”を、
市内在住の北 澄子さん（90）が受賞しま
した。「昔から歯痛知らず！」と話す北さん
にその秘訣を伺いましょう。

１. お風呂

めざそう！８０２０！
水道温泉課☎0557(86)6483 1011399

マル

ニイ

マル

ハチ

口からはじめる健康管理

伊豆山・泉地区の皆さんへ

※新型コロナウイルス感染症などの影響により変更が生じる場合があります

秋季リズム体操教室
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、
市民を対象に手軽にできる体操教
室を開催します。
日時：10月５日・12日・19日、
11月
２日・９日・16日（計6回）
午前10時～11時30分
場所：南熱海マリンホール
内容：リズム体操・
スローエアロビックなど
講師：斉田麻衣氏
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：９月 28 日（火）
申込方法：窓口・電話・メール可
メール：sports@city.atami.shizuoka.jp

※新型コロナウイルス感染症の影
響により日程などが変更になる場
合があります
マイナンバーカードの日曜交付

市民室☎0557(86)6254
1009226

マイナンバーカードの交付を日
曜日に行います。
日時：10月10日・24日、
11月７日・
28日、12月12日・26日
午前９時～11時30分
場所：市役所第１庁舎１階
その他：完全予約制（直前金曜日
までに予約がある人のみ）です。
カードの申請から交付まで１～１
カ月半かかります。

いきいき脳活セミナー

長寿支援室☎0557(86)6337
1004190

「熱海市民クーポン券」
ご不在時の受け取り方法

産業振興室☎0557(86)6203･6204
1006807

タブレットを活用した脳トレー
ニングプログラムの実施や、食事、
新型コロナウイルス感染症の感
口腔ケアに関する認知症の予防方
染拡大の長期化に伴い、市内中小
法を学ぶ教室を開催します。
企業者等支援と市内経済活性化の
日時：11月9日・16日・30日、
ため、登録店舗などで使用できる
12月7日・14日・21日
「熱海市民クーポン券」を対象とな
（いずれも火曜日）
る市民の皆さんに送付しました。
【ご不在などで受け取れなかった場合】
午前10時～11時30分
郵便局の保管期間（７日間）が
場所：福祉センター５階
過ぎたものは、市役所でお預かり
対象者：65 歳以上の市民
しています。
参加費：1,000 円（6 回分）
原則、世帯主または世帯員にお
定員：15人（申込多数の際は抽選）
渡ししますので、郵便局の不在連
申込期限：11 月１日（月）
絡票と本人確認書類（運転免許証、
申込方法：窓口・電話
健康保険証など）をお持ちのうえ、
※新型コロナウイルス感染拡大や
観光経済課産業振興室（第１庁舎
災害の関係により教室が中止にな
３階）へお越しください。
る場合があります
お渡し期限：令和４年１月31日
令和４年成人式
お渡し対応時間：市役所開庁日の
社会教育室☎0557(86)6572
午前８時30分～午後５時15分
1004660
※再送付はできません
日時：令和４年１月９日（日）
開式 午前10時30分予定
行政書士会無料相談会
会場：ＭＯＡ美術館 能楽堂
静岡県行政書士会伊豆支部
☎0557(67)7505
対象者：平成 13 年４月２日～
行政書士は、依頼を受けて官公
平成 14 年４月１日に生まれた人
署に提出する書類などの作成を行
その他：熱海市に住民登録のある
います。今年も静岡県行政書士会
人には、案内状を 10 月に送付す
伊豆支部では無料相談所を開設
る予定です。熱海市出身で市外に
し、相続や遺言、成年後見など皆
転出した人は、案内状を送付しま
さんのご質問にお答えします。
すので、社会教育室までお問い合
日時：10月８日（金）
わせください。なお、新型コロナ
午前10時～午後３時
ウイルス感染症の状況により、変
場所：市役所第１庁舎３階
更が生じた場合は市ホームページ
ミーティングスペース
などでお知らせします。
下記の部分は、お店・企業の広告枠です。

令和３年度高齢者
インフルエンザ予防接種の実施
健康づくり室☎0557(86)6296

市民協働推進室☎0557(86)6073
1004535

1004206

10月19日（火）
～25日（月）の行
インフルエンザ予防接種費用の
政相談週間に伴い、巡回行政相談
一部を１回に限り助成します。
を実施します。申し込みは不要で
実施期間：10月15日～12月28日
秘密は厳守いたします。
実施医療機関：
【伊豆山浜会館】
市内の指定医療機関(市HPに掲載)
日時：10月６日（水）
対象者：
午前10時～11時30分
〇熱海市に住民登録のある65歳以 【伊豆山仲道公民館】
上の人
日時：10月６日（水）
〇 60歳～64歳の熱海市に住民登
午後１時30分～３時
録のある人で心臓、腎臓、もしく 【伊豆山七尾会館】
は呼吸器の機能またはヒト免疫不
日時：10月20日（水）
全ウイルスによる免疫機能に障害
午前10時～11時30分
（身障１級）のある人
【泉公民館】
自己負担金：1,500 円
日時：10月20日（水）
（生活保護世帯は無料）
午後１時30分～３時
持ち物：身分証明書（年齢や住所
内容：総務大臣より委嘱された行
がわかるもの）
政相談委員が、日々の暮らしで生
その他：体調の悪い人（体温が
じた「役所での事務手続きや申請
37.5度以上、
風邪症状があるなど） 方法が解らない」「行政の制度や
は予防接種が出来ません。事前に
運用に対する要望や質問・疑問が
医療機関に電話で相談してから受
ある」などの問題を解決するお手
診してください。
伝いをします。
※ファイザー社などの新型コロナ
行政相談委員：
ウイルスワクチンとインフルエン
中森つた子氏、山田義正氏
ザ予防接種は、2 週間以上の間隔
参加費：無料
を空けて接種してください
その他：行政相談は市役所３階市
民相談室でも定期的に開催してい
計量器法定検査に伴う
ます ( 毎月第１･ ３水曜日の午後
ごみの受入休止
１時～３時 )。
環境センター☎0557(82)1153
1005095

エコ・プラント姫の沢では２年
に１度ごみ計量器の法定検査を
行っています。今年は法定検査の
実施年のため、以下の日にちにつ
いては、ごみの受入を休止します。
受入停止日：10月23日（土）終日
10月24日（日）終日

統計情報

災害に便乗した悪質商法に注意!
消費生活相談窓口☎0557(86)6197

災害に便乗した悪質商法や義援
金詐欺が報告されています。災害
発生地域だけが狙われるとは限り
ませんので十分注意してください。
また、義援金はたしかな団体を通
じて送るようにしてください。

７月末の人口
人

口

男
女

13

巡回行政相談(伊豆山･泉地区)

35,472 人
16,079 人
19,393 人

世帯数
21,291 世帯
人口前月比
57 人減

有害鳥獣駆除作業のための
山間部立入規制
農林水産室☎0557(86)6215
1005768

有害鳥獣（イノシシ、シカ）に
よる農作物の被害を防止するた
め、上多賀 ･ 下多賀 ･ 網代地域の
山間部を立入規制し、猟銃を使用
した有害鳥獣駆除作業を行いま
す。付近の通行についても十分注
意をお願いします。
【実施日 ･ 実施箇所】
９月25日（土）：
上多賀大川～大川支川の間
９月26日（日）：
大川支川～熱海 - 大仁線の間
10月２日（土）：
林道中野線～網代間
【予備日】
10月３日
（日）
･９日
（土）
･10日
（日）
※天候により実施日の変更や中止
となる場合があります
｢令和３年度健康まつり｣開催中止

健康づくり室☎0557(86)6295

毎年10月下旬の日曜日に開催
する「健康まつり」は、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、昨年度に引き続き今年度
も中止となりました。ご理解のほ
どよろしくお願いします。
｢第46回みんなの消費生活展｣
の開催中止
市民協働推進室☎0557(86)6191

10月に開催予定の「第46回み
んなの消費生活展」は、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、昨年度に引き続き今年度
も中止となりました。ご理解のほ
どよろしくお願いします。

７月のごみ量
可燃ごみ 約 1,380 ㌧
その他
約 275 ㌧
合 計
約 1,655 ㌧
対前年比
92.3 ％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,505 ㌘
全 国
約 918 ㌘

全国は令和元年度平均データ
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10月 October

１㈮
２㈯

マークの説明

３㈰

■施設休館日

４㈪

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

■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
人権よろず相談 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

各種相談日

施設休館日

６㈬

巡回行政相談（伊豆山浜会館）10：00〜11：30
（仲道公民館）13：30〜15：00

７㈭

◆2歳児歯科健診（いきいきプラザ）13:00～14:00受付

８㈮

●マリンキッズ「外あそび」
（マリンホール武道場）10:00〜11:30

※要予約(10組限定)

９㈯
日曜朝市（渚小公園）7:00～10:00

■福祉関係相談 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

11㈪

14㈭

◆両親学級①（いきいきプラザ）13:30～16:00

10 月のブックバスかもめ号

15㈮

◆ぴよぴよ教室（いきいきプラザ）10:00～12:00

16㈯

下多賀神社例大祭(下多賀神社)※17日まで・神事のみ

実施日

ステーション

14：10～15：10

15

こちら➡
平日午 前９時 〜 午 後４時 30 分
mail：shakaikyoiku@city.atami.shizuoka.jp

17㈰
18㈪

19㈫

20㈬

今宮神社例大祭(今宮神社)※20日まで
就業相談会（福祉センター6階）13:00～16:00
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11:00～11:30
◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9:30～11:30
◆１歳はみがき教室（いきいきプラザ）10:00～・11:00～
◆おっぱい相談（いきいきプラザ）10:00～11:30
巡回行政相談（伊豆山七尾会館）10：00〜11：30
（泉公民館）13：30〜15：00
◆３歳児健診（いきいきプラザ）13:00～14:00受付

21㈭
22㈮

●マリンキッズ「ハロウィン」
（マリンホール武道場）10:00～11:30

23㈯

和田木神社例大祭(和田木神社)※24日まで・神事のみ

24㈰

日曜朝市（渚小公園）7:00～10:00
小山神明宮例大祭(小山神明宮)12：00〜※神事のみ

※要予約(10組限定)

25㈪
26㈫
●熱海子育て支援センター・南熱海子育て支援センター
「子育て合同運動会」
（南熱海マリンホール）10:00～11:30
◆両親学級②（いきいきプラザ）13:30～16:00

29㈮
30㈯

37

36

42

27㈬
28㈭

40

第11回熱海おさかなフェスティバル※31日まで
秋季熱海海上花火大会（熱海湾）20:20～20:40

31㈰
※新型コロナウイルス感染症などの影響により日程・内容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。

41

37

30

開通当時の熱海駅新幹線ホーム

（提供：熱海市立図書館）
開通から半年間、熱海駅の新幹線乗降
客数は東京 ･ 新大阪 ･ 名古屋 ･ 京都に
次いで第５位で、静岡､ 浜松を大きく
上回っていました。（『熱海市史』）
問い合わせ
歴史資料管理室☎0557（48）
7100

※ 「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

くろたけ

■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
消費生活相談窓口 ☎ 0557(86)6197
■同報無線が聞き取りにくい場合は
同報無線音声再生サービス☎ 0557(86)6066
※放送後 24 時間以内に限る

教育相談室

ハーイ ハ レ バ レ

教育相談室☎ 0557(81)8080 については

39

10

10

40

その一部を挙げてみましょう。
［昭和 年］
・国立熱海病院 現( 国･際医療福祉大学
熱海病院 前
) の国道１３５号線バイ
パス開通
（これにより熱海駅前の渋滞が緩和）

【各種電話番号】
◇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

対面相談

第二十九話

12：40～13：30

13㈬

昭和の東京五輪と発展する熱海 ［昭和 年］

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

●献血
（熱海市役所）
9:30～12:00、
13:15～16:00

昭和 年 月１日、東海道新幹線が ・錦 ケ 浦 埋 立 地 に 地 下 式 下 水 処 理場
完成
開通し、同月 日からアジア初のオリン （地上部は観光施設）
・熱海ビーチライン開通
ピック東京大会が開催されました。
この大会には多くの外国人観光客の来 ［昭和 年］

12：30～13：30

経歴：元市内中学校校長
趣味・特技：
ゴルフ・えんぴつデッサン
好きな言葉：なんくるないさ
ストレス発散方法：
ゴルフの打ちっぱなし・ドライブ
一言：子供や保護者の方が抱えてい
る悩みや不安を傾聴し、解決に向け
て共に考え、「熱海っ子」の健全な
しお み かず ひこ
成長のため、少しでも貢献したいと
塩 見 和 彦 氏（61） 思います。

日が予想されたため、昭和 年には宿泊 ・東海岸町埋立地に緑地 大･駐車場完成
対策協議会が設置され、外国人宿泊客に ・緑地に二代目 お｢宮の松 誕
｣生
・和田浜埋立地 現
備えての準備が始まりました。
( ・マリンスパあたみ
の地）
に海浜公園及び市営プール完成
熱海の宿泊施設も国際観光旅館連盟
（錦ヶ浦～玄岳）
開通
伊豆箱根支部の一員としてこれに協力し ・熱海新道
（市制 周年）
ました。洋式トイレやシャワー設備など ［昭和 年］
外国客の宿泊に適した客室をもつホテル・ ・熱海駅前整備、第一ビル完成
（現 市役所第３庁舎）
落成
旅館が「協力旅館」に加盟し、従業員向 ・文化会館
･
（東京電力）
けに外国人の接待法や英会話の講習会な ・初島へ海底電線敷設
マイカー時代が訪れ、観光地熱海が新
どを熱心に開催して、その受け入れ準備
たな発展を遂げている時期でした。
に万全を尽くしたのです。
しかし、実際は熱海に宿泊した外国人
（
補
足
）
昭和 年、
錦ヶ浦トンネル、
曽我浦トンネル
完成。伊豆スカイライン開通。
客が事前の予想を大きく下回り、関係者
一同を落胆させました。
ところで、このころの熱海は大火から
の復興を遂げ、高度経済成長の波に乗っ
てめざましく発展していました。
『 熱 海 市 史 』によれ ば、昭 和 年 度
の 観 光 客 は１１５０ 万 人 で２ 位 別 府
（５７０万人）を大きく引き離して日本
一の観 光 地となり、昭 和 年には人口

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
９：50～10：20
13：15～13：45
14：00～14：45

経歴：元市内小中学校校長
趣味・特技：サイクリング
好きな言葉：
愛される人より、愛する人になる
ストレス発散方法：
サイクリングで汗をいっぱい流す
一言：人の成人後の姿は幼き頃のし
ぐさが何気なく残っていたりしま
す。ですから、子育ては悩みがつき
ほり の うち しん じ
ものとなります。そんなお話をお気
堀 之 内 伸 治 氏（63） 軽にご相談ください。

教育相談室では友人関係、学習や進路など
について悩みや不安を抱えている子どもや
保護者などさまざまな人たちの相談を受け
付けています。教員として 20 年以上勤務し
ている人を採用しているため、安心して相談
していただける環境が整っています。電話・
メール・対面での相談を随時受け付けていま
すので一人で悩まずに
まずはご相談ください。

市内巡回

生涯学習課
Facebook

生涯学習課
Instagram

〜教育相談室の職員を紹介〜

～一人で悩まないで！あなたの声をまってます～

５万４５４０人（国勢調査 を
) 数え、様々
なインフラが整備されていきました。

５日㈫ 網代小学校跡
19日㈫ 大縄公園
６日㈬ 上多賀会館
20日㈬ 多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
７日㈭
泉小中学校
21日㈭
泉支所
伊豆山中央バス停横
１日㈮
七尾団地集会場
15日㈮
伊豆海の郷前
12日㈫
第二小学校
26日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
13日㈬ 熱海中学校
27日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
14日㈭
多賀中学校
28日㈭
８日㈮
桃山小学校
22日㈮

時間

VOL.

05

５㈫

12㈫

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

湯前神社秋季例大祭（湯前神社）13:00～※３日まで・神事のみ
◆パパママクラス（いきいきプラザ）10:00～12:00

●０歳児サークルアイアイ「親子で絵本にふれあおう」
（南熱海マリンホール）10:00～11:00 ※要予約(５組限定)
◆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
◆７～８カ月児相談（いきいきプラザ）13:00～15:00

10㈰

※

39
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〜誰のため？その一票は君のため〜

参議院静岡県選出議員補欠選挙
問い合わせ

■投票日（即日開票）

10月24日(日)

選挙管理委員会☎0557(86)6670 1011541

午前７時～午後８時

※初島地区は10月23日(土) 午前７時～午後４時
■投票できる人
▶平成15年10月25日以前に生まれた人
▶令和３年７月6日までに熱海市に住民登録の届出をした人
▶投票日まで、引き続き熱海市の選挙人名簿に登載されている人
■当日投票
入場券に記載された投票所でのみ投票ができます。
■期日前投票（初島地区にお住いの人は10月22日(金)まで）
期日前投票場所
期日前投票期間
市役所総合福祉センター３階
10月８日(金)～23日(土)
熱海第一ビル５階
10月18日(月)～20日(水)
南熱海支所
10月20日(水)・21日(木)
伊豆山仲道公民館
10月22日(金)
泉公民館
10月22日(金)

時間
午前８時30分～午後８時
午前９時～午後７時
午前９時～午後５時
午後１時～５時
午前９時～午後５時

■不在者投票

仕事や学業、旅行などで選挙期間中に熱海市以外に滞在している人は、
滞在先で不在者投票ができます。郵送などによる請求手続きが必要とな
り日数を要しますので、お早めに市選挙管理委員会へご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

投票される
皆さんへの
お願い

〇マスクを着用のうえ、投票前･投票後の手指消毒や手洗い、
咳エチケットをお願いします。
〇投票日当日の混雑緩和のため、期日前投票を積極的にご利用ください。
〇感染拡大防止対策として、えんぴつまたはシャーペンを持参できます。
※投票所でも筆記用具は用意しています
〇投票日当日に投票する人は、混雑する時間帯(主に午前中)を避けるなど
投票所での「密」回避にご協力ください。
〇周囲との距離を保つため、投票所の外でお待ちいただく場合があります。

新型コロナウイルス感染症について

納期のお知らせ

９月30日（木）
■国民健康保険税

第３期

伊豆山地区は口座振替を除き納期限の延長が適用されます

【納

税

詳細はこちら
(市ホームページ)

室】☎0557(86)6164

■後期高齢者医療保険料
第２期
【保険年金室】☎0557(86)6257
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

新型コロナウイルスワクチン接種対策室☎ 0557(81)1115

現在、感染力が極めて強い新型コロナウイルス
変異株の脅威に直面しています。今一度、「マス
ク着用」や「密を避ける」など感染予防の徹底を
お願いします。また、不要不急の外出や移動の自
粛にご協力ください。
また、ワクチン接種を希望する人はお早めにお
願いします。

新型コロナ
ウイルスワクチン
接種に関する情報

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。

