な 抱 負 と 決 意 を 胸 に 、新 年 を

います。町民の皆様には、新た

あけましておめでとうござ

と思います。

に問い合わせていただきたい

ないことがありましたら、役場

に注意していただき、わから

方面に分けられ、東伊豆町は、

なることから、初動体制は３

となり、管轄区域は広範囲と

伊豆消防本部﹁東伊豆消防署﹂

待しております。

済の活性化に繋がるものと期

から復活いたします。地域経

ではございますが、１月

日

健やかにお迎えになられたこと

頂きながら、町民の皆様方と、

ており、忌憚のないご意見を

総合戦略に反映したいと考え

皆様方のご意見等をお聞きし、

ところです。策定する段階で

て２月の完成を目指している

れ・まちづくりの３本柱とし

結婚・出産・子育て③人の流

戦略体系を①しごとづくり②

計では7２２４人︶と推計、

８４０６人︵日本創成会議推

計 特 殊 出 生 率 1. 8 、 人 口 を

口ビジョンを２０４０年の合

戦略を策定しております。人

元年と位置付け、現在、総合

町では、今年度を地方創生

目の充実も引き続き経営母体

たところです。また、診療科

を優先して欲しいとお願いし

事、材料等において町内業者

の経済が疲弊している中、工

と伺っております。町は町内

が終了するのは平成

定となっており、完全に工事

てから既存病院を解体する予

成

年３月、新病院が竣工し

おります。新病院の竣工は平

行われ、現在工事が行われて

館建設工事は

年４月

月に地鎮祭が

月に着工しました。新病院本

小島組が工事を請負、昨年６

げで厚木市に本社がある︵株︶

ます。町民の強い要望のおか

況と今後の予定をお知らせし

伊豆東部総合病院の進捗状

いと思います。また、細野高

バウンドに力をいれていきた

客数が限られている中、イン

観光関係では、国内の観光

頂きたいと思います。

に情報配信メールに登録して

民の皆様には是非、多くの方

らせすることになります。町

ＫＣ・ハイキャット﹂でお知

﹁テレフォンサービス﹂﹁Ｉ

ず﹁東伊豆町情報配信メール﹂

後はサイレン、広報は行われ

らせしておりますが、広域化

広報により町民の皆様にお知

が発生しますと、サイレンと

広報です。現在、当町で火災

ころは、火災時のサイレン・

広域化により大きく変わると

伊東市と第３方面になります。

大川地区と中大見八幡線を結

の緩和に大きな期待が持てる

は、災害道路にもなり、渋滞

道路等の整備につきまして

考えております。

向性を示していただきたいと

境﹂を検討していただき、方

委員会で、﹁一番良い教育環

会﹂を立ち上げました。この

伊豆町学校教育環境整備委員

また検討して頂くために﹁東

これらの問題を解決するため、

問題が懸念されております。

学級化や中学校の部活動等の

が進行しており、各学校の単

による学校︵園︶の小規模化

も園児・児童・生徒数の減少

子化が進む中、当町において

教育関係では、全国的に少

まちづくりをしていきたいと

この総合戦略に基づき協働し、

とお慶び申し上げます。
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ド﹂が届いたことと思います。

皆様方のご自宅に﹁通知カー

に１つだけの番号で、昨年、

ました。マイナンバーは１人

ナンバー制度﹂がスタートし

考えております。

構成される﹁駿東伊豆消防本

水町、函南町、東伊豆町︶で

の国市、伊豆市、伊東市、清

から４市３町︵沼津市、伊豆

知らせします。この４月１日

消防救急広域化についてお

きたいと考えております。

である康心会に働きかけてい

た大島航路が、町民の皆様方

長年の懸案事項でありまし

ります。

整備していきたいと考えてお

を得ながら、観光資源として

区特別財産運営委員会の協力

すので、これからも、稲取地

場者数も着実に伸びておりま

原は順調に知名度をあげ、入

たします。

上げまして、新年の挨拶とい

とご多幸を心よりご祈念申し

ております。

動を展開していきたいと考え

い実現に向けて、さらなる運

き要望活動を行い、一日も早

ぶ新道路等について、引き続

次に、この１月から﹁マイ

この﹁通知カード﹂はなくさ
部﹂が運用を開始します。東
の応援のおかげで、季節限定

発展と、町民の皆様のご健康

年前の申年の出来事
どんなことがあった？

﹁申﹂年生まれの方々に
語っていただきました

﹁磁器﹂のように年代と共に
値打ちが増す夫婦になる年。
長男も学校を卒業して手が離
れる予定です。そろそろ私自
身もやりたい事やれる事が見
えてきている気が す る の で 、
色々やってみる！やってみて
ダメだったと思うこともある
でしょう。でもやらずに、あ
の時やっておけば…と後から
思うより、やったけどダメだ
ったと思う方が後悔は少ない
はず。そしてそれを楽しむ！
家庭・仕事・子育て・遊び！
なるべく楽しくする事でき
っと、上手くいくことがどん
どん増えると思います。
先日テレビに出ていたどこ
かの学校の先生が、﹁見逃し
三振より空振り三振だ！﹂と。
まさにその通り！それをさら
に楽しめたらこんな素晴らし
いことはないと思います。

1月

2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
月
月

月

日本で 年ぶりに鳥イ
ンフルエンザ発生
自衛隊がイラクへ派遣
米狂牛病発生で、吉野
家牛丼販売中止
いかりや長介死去
消費税内税表示義務化
ピカソ作品、史上最高
額で落札
佐世保市小６同級生殺
害事件
各地で温泉に入浴剤を
混ぜていたことが発覚
アテネ五輪開幕
ロシア南部で学校占拠
人質千人以上死傷
新潟中越地震発生
新紙幣が発行される
﹁東北楽天ゴールデン
イーグルス﹂誕生
天皇家紀宮さまご婚約
会見
ニンテンドーＤＳ発売
79

東伊豆町長 太田 長八

わたしの夢・抱負

私は若い時に結 婚・出 産を
し、恥 ずかしながら何 が良く
何が悪いのか分からない状態
で子育てをしてきました。した
い事やりたい事を少しずつ我
慢したり様子を見てるうちに、
後 からやっておけ ばよかった
かなーと後 悔 したり、自己判
断が上手くできなくてやり損
ねたことが山ほどあります。
ですが、駅前通りに花屋
﹃フローリストフェアリー﹄
を始めて3年を過ぎ、結婚も
今年で 周年で磁器婚式︱

結びに、東伊豆町の益々の

ないように大切にしてくださ
伊豆町消防署の名称は、駿東

11

い。また、不審な電話や訪問

30
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何事も楽しむ！

上島

本年もよろしくお願い申し上げます

ʼ１６
変化の年に
りますが、それが自分にとっ
て良い経験になり、勉強にな
っています。昨秋、地区の祭
典で地元の多くの幼稚園、小
中高生が参加してくれまし
た 。 仕事や地域の活動で、自
分が経験したことや感じたこ
とを、若い世代につなげてい
ければと思います。
世界、日本も日々変化し、
情報のアンテナを鋭くしなけ
れば会社も地域も衰退してし
まう時代ですが、私もこの一
年を変化の年と位置づけて、
いろいろなことにトライして
いきたいです。まわりの人へ
の感謝を忘れず、仕事や地域
活動を通じて地元を盛り上げ
ていければと思っています。

佳奈江さん
稲取（昭和55年）
え

な

か

うえ じま

謹 賀 新 年
私は、屋根工事を主とする
建築板金業を営む三代目です。
祖父が白田で商売をはじめて
から七十余年が経ちます。近
年、父から会社の運営を弟と
共に任され、強く責任を感じ
ております。会社を運営する
にあたり最初はわからないこ
とも多く、取引先の社長、現
場監督、大工の親方には迷惑
をかけることもあります。そ
の都度さまざまなことを教わ
り、時には怒られることもあ

20

12

11 10
12

宣明さん
白田（昭和55年）

横山

のぶ あき
よこやま

2
3

