
うるおいすその
No.1298

11.1
2015

恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります

　

スポーツの秋〜和気あいあい！　地域が一つに
10月4日　第40回富岡地区体育祭
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特集１

秋の全国火災予防運動 11/9 日㈪～ 11/15 日㈰
無防備な 心に火災が かくれんぼ （全国統一防火標語）

　11月9日㈪から15日㈰までの７日間、秋の全国火災予
防運動が行われます。空気が乾燥し、火災が起こりやす
い時季となります。また、暖房器具の使用機会が増えて
きます。慣れや油断から火災を起こさぬよう防火の重要
性を理解し、火災を未然に防ぎましょう。

消防署
995－0119

　住宅防火対策として、全国すべての住宅に住宅用火
災警報器の設置が義務付けられています。火災から大
切な家族の命を守るため、まだ設置が済んでいない方
は早急に設置してください。火災を早期に発見するこ
とで、初期消火や通報などが早まり、近隣への延焼被
害が軽減します。

住宅用火災警報器設置率
静岡県 76.5%
裾野市 79.0%

　　（平成 27年 6月 1日現在）

▶�設置率の全国１位は福井県の94.9％（静岡県34位）
で、全国平均は 81.0%です。市では、まだ全国平均
まで達成していません。火災が発生しても早期に避
難できるように住宅用火災警報器を設置しましょう。

　警報器設置の義務化から、もうすぐ 10 年となりま
す。設置されている警報器が、いざというときに正常
に作動するよう、定期的な点検が必要です。

●点検、メンテナンスの方法
　�　警報器から下がっているひもや押しボタンが付い
ている場合は、これらを引いたり、押したりして動
作の点検を行いましょう。また、ほこりなどが付着
していると、誤作動の原因になります。定期的に乾
いた布などで拭き取りましょう。
●交換の時期
　�　警報器の電池交換は、おおむね10年を目安に行っ
てください。交換時期が近づくと警報器本体から、
ブザーや音声で知らせる物もあります。

　　　　３つの習慣

▶寝たばこは、絶対にしない。
▶�ストーブは、燃えやすい物
から離れた位置で使用する。
▶�ガスコンロなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す。

　　　　４つの対策

▶�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設
置する。
▶�寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。
▶�火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
などを設置する。
▶�お年寄りや身体の不自由な方を守るために、隣
近所の協力体制をつくる。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント 設置してありますか？　住宅用火災警報器

住宅用火災警報器を点検しましょう
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特集２

　市営墓地は、深良中学校から約１km上ったところにあ
ります。墓地からは、美しい雄大な富士山を眺めること
ができます。今回、既に整備が済んでいる125区画の使
用者を募集します。申込受付は、11月4日㈬から12月9
日㈬までで、引き渡しは2月初旬の予定です。

市営墓地　125区画の墓所使用者を募集
申込受付期間は11/4㈬～12/9㈬

◆募集区画
３㎡（標準タイプ）▶ 125 区画（１・２・３号墓域）
※�１・２号墓域はそれぞれ１区画のみです。６㎡（倍
区画タイプ）の募集はありません。
※４～９号墓域は未完成です。

◆申込資格
①�市民／市に住民登録があり、市内に墳墓を持って
いない方（改葬予定の方も申し込みできます）
②�在勤者／市外に住み、市内の事業所に勤務してい
て、市内に墳墓を持っていない方（改葬予定の方
も申し込みできます）
※市内の事業所を退職した方はご相談ください。
※お申し込みは、１世帯につき１区画です。

◆申込方法
　市役所１階生活環境課にある墓所使用申込書に必
要事項を記入し、住民票（市内在勤の方は、勤務証
明書も必要）を添付して提出してください。電話、
FAX、メールでの申し込みはできません。郵送の場
合は、12月 9日㈬の消印があるものまで有効です。
　墓所使用申込書は、深良支所、富岡支所、須山支
所にもあります。市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。

◆申込受付期間
11 月 4日㈬～ 12月 9日㈬　９時～ 17時　
※土・日曜日、祝日を除く

◆使用区画抽選会
と　き／ 12月 16日㈬　10時～
ところ／市役所４階 401 会議室
※申し込んだ方は、参加してください。

◆引渡時期
　抽選会で使用区画が決定したら、墓所使用許可申
請書を提出し、永代使用料と管理料を納付してくだ
さい。市から墓所使用許可証が送られ、引き渡しと
なります。引き渡しは、2月初旬の予定です。墓所
の使用を急ぐ方はご相談ください。

◆永代使用料と管理料
　墓所使用許可申請をするときに、永代使用料と管
理料を納付してください。墓所の使用が許可された
方には、実際に使用していない場合にも、毎年管理
料がかかります。
　一度、納付された永代使用料と管理料は返金しま
せん。ただし、実際に墓所を使用せず、墓所の使用
許可を受けた日から２年以内に返還する場合は、永
代使用料の２分の１を返金します。

３㎡（標準）

永代使用料
市 民 430,000 円
在勤者 570,000 円

管理料（年間） 5,140 円

使用申込から引き渡しまで

墓所使用申込書の提出
（11／ 4～ 12／ 9）

　　▼　審査
抽選会・使用区画の決定

（12／ 16）
　　▼　　　
墓所使用許可申請

永代使用料・管理料の納付
（12／ 17～ 1／ 20）

　　▼　審査
墓所使用許可書の発行・引き渡し

（2月初旬）

生活環境課
995-1816
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11 月・12月は税の滞納整理強化月間です
税金の納め忘れはありませんか？

特集３

滞納は公共サービスの提供に支障を来します
　納められた税金は、教育や福祉、公共施設の整備な
ど、市民の皆さんが安心して暮らせる環境づくりに使
われます。税金を滞納すると、市の財政を圧迫し、公
共サービスの提供に支障を来すことがあります。また、
納期限内に納付している多くの方との公平性も欠きま
す。

便利な口座振替やコンビニ納付をご利用ください
　納付は、金融機関窓口やコンビニエンスストアでお
願いします。
�口�座振替／市では確実・便利な口座振替による納付を
勧めています。ご希望の方は、市内指定金融機関で
手続きしてください。
�コ�ンビニ納付／納期限内であれば、24時間 365 日納
めることができます。ただし、30 万円を超える納
付書はご利用できません。

平成 26年度市税収入状況� （単位：千円）
調定額 収入額 収入未済額

現年課税分 11,562,749 11,461,599 101,103
滞納繰越分 324,779 100,322 194,530

合　計 11,887,528 11,561,921 295,633
　※�市税（一般会計分）▶市民税（個人・法人）、固定
資産税・都市計画税、軽自動車税、市たばこ税

　税金は、公共サービスや公共事業の貴重な財源です。税金を滞納
すると、私たちが安心して暮らせるまちづくりなどに支障を来すほ
か、納税している方との公平性も欠きます。
　県内全市町と県が連携して、市税の収納率の向上に取り組んでい
ます。特に、11 月・12 月を「税の滞納整理強化月間」と定め、税
の徴収強化に取り組みます。

管理納税課
995-1811

税金は納期限内に納付を！
　税金は納期限までに納めましょう。納期限内に納付
されない場合には、本来の税額に加え、法律の定める
額の延滞金を合わせて納付することになります。納期
限までに納付されない税金が少額でも、滞納処分の対
象になります。

11 月、12月は滞納整理強化月間
　県内全市町と県が協力して、市税の収納率の向上に
取り組んでいます。特に、11月、12月を滞納整理強
化月間として、県下一斉に滞納処分の強化を図ります。
市でも皆さんに広報活動などを通して、納期限内納付
を呼びかけます。

納税に困ったら早めに相談を！
　災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失
業などのやむを得ない事情で市税の納付が困難なとき
には、早めにご相談ください。電話での相談も受け付
けています。日中に納税相談ができない方のために、
夜間納税相談を実施しています。
●夜間納税相談
　�毎月第１・３水曜日 19時まで（祝日、年末年始を除
く）
●税の滞納整理強化月間中の夜間納税相談
　11月の実施日／ 11月 4日、18日～ 20日
　12月の実施日／ 12月 2日、16日
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特集３

税金を滞納すると財産が差し押さえられます
　税金を納期限までに納めなかった場合、滞納者の意
思に関係なく延滞金がかかります。また、市では事情
なく納付しない滞納者に対して、財産の差し押さえな
どの滞納処分を徹底して行っています。差し押さえの
対象は、給与、預金、生命
保険、不動産、自動車、電
化製品、貴金属などの多岐
にわたります。差し押さえ
の処分を受けると、その対
象となった預金の引き出し、
不動産の売却などが困難に
なります。

平成 26年度滞納処分状況
差押物件 差押件数

動産・不動産 ２

給与・年金 41

預貯金 408

保　険 125

その他 35

合　計 611

納税通知書と納付書を発送します。税金ごとに
発送日や納期限が異なります。

納期限が過ぎても納付されない場合には、督促
状を発送します。督促状の発送から 10日経過
時に納付や連絡がないときは、差し押さえの対
象になります。

滞納者が所有している財産を調査します。捜索
（滞納者の住居などで財産を発見するために行
う強制的な立ち入り）も行います。

給与、預金、生命保険、不動産などを差し押さ
えます。

差し押さえた財産は、取り立てや公売により換
価（換金）します。換価して得た代金は、滞納
市税に充当します。

滞納処分の流れ
納税通知書の発送

納税の督
とく
促
そく

財産調査

財産の差し押さえ

滞納市税に充当

➡

➡

➡

➡

給  料インターネット公売など 土地・建物
預  金

カメラ・時計 自動車

徴収困難な滞納

県・市・町

静岡地方税滞納整理機構

徹底した財産調査と
差し押さえ

公売などによる
換 価 

徴収金

　静岡地方税滞納整理機構は、地方税の徴収が難しい
滞納案件を、市町と県が連携して専門的に処理する機
関です。弁護士と協力しながら、財産調査と滞納処分
を迅速かつ確実に行います。市でも、滞納額が高額な

案件や対応が困難なものなどの処理を、静岡地方税滞
納整理機構に移管し、成果を上げています。
　また、今年度は、一部案件を県へ移管して対応しま
す。これは県が直接、市県民税の滞納者に対して、徴
収または滞納処分を行うものです。

県と市が一体となった滞納者の徴収対策
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新成人者祝賀駅伝大会参加チーム募集
新春1/10 ㈰８時　須山小学校スタート

特集４

　新成人者祝賀駅伝大会の参加チームを募集し
ます。１チームの出場選手数は６人または 12
人となります。参加を希望するチームは、11
月 13 日 ㈮ から 12 月 13 日 ㈰ までに市民体
育館仮設事務所にお申し込みください。

市民体育館（市立水泳場内仮設事務所）
993-0303

とき／１月 10日㈰　８時～
ところ／須山小学校スタート

11/13 ㈮から申し込み受付開始
〈参加資格〉
市内に住んでいる方か通勤・通学している方
〈種目〉※オープン参加可
●小学男子の部　　●小学女子の部
●中学男子の部　　●中学女子の部
●一般男子の部（高校生以上）
●一般女子の部（高校生以上）
●壮年の部（年齢で 35歳以上　※学年齢）
〈チーム構成〉

種目 監督 選手 補欠 ゼッケン
中学男子 １人 ４人 ２人 白
一般男子 １人 ４人 ２人 白
上記以外 １人 ８人 ４人 黄
〈表彰〉
●総合の１～６位、各部門の１～３位を表彰
●各部門の区間１位に区間賞として賞状を郵送
〈参加費〉
小・中学生のみで編成されたチーム／ 1,000 円
それ以外のチーム／ 2,000 円
〈申込方法〉
　市民体育館仮設事務所にある申込書に必要事項を記
入し提出してください。申込書は市スポーツ祭ホーム
ページからダウンロードできます。　※メール可
http://susono-sports-c.jimdo.com

申込期間／ 11月 13日㈮～ 12月 13日㈯

監督者会議
　監督者は必ず出席してください。
と　き／平成 28年１月 7日㈭��18 時 30 分
ところ／生涯学習センター２階学習室１・２

コース

〈コース構成〉　区間合計 21.3km
４区間（中学男子・一般男子）
第１区 須山小学校～呼子入口 5.6km
第２区 呼子入口～総合グラウンド 6.0km
第３区 総合グラウンド～市民体育館東 4.9km
第４区 市民体育館東～市民文化センター 4.8km
※積雪によるコース変更の場合
　第１区▶陸上競技場～呼子入口　4.3km

８区間
（小学男子・小学女子・中学女子・一般女子・壮年・オープン）

第 1-1 区 須山小学校～大胡山入口 3.1km
第 1-2 区 大胡山入口～呼子入口　 2.5km
第 2-1 区 呼子入口～金沢公民館前 3.0km
第 2-2 区 金沢公民館前～総合グラウンド 3.0km
第 3-1 区 総合グラウンド～深良小学校前 2.1km
第 3-2 区 深良小学校前～市民体育館東 2.8km
第 4-1 区 市民体育館東～西中学校正門 2.6km
第 4-2 区 西中学校正門～市民文化センター 2.2km
※積雪によるコース変更の場合
　�第 1-1 区▶�陸上競技場～パノラマロードチェーン

装着場　1.8km
　�第 1-2 区▶�パノラマロードチェーン装着場～呼子

入口　2.5km

中央公園

西中

富岡支所

富一小

富二小

大胡山入口★

呼子入口★

深良★
小学校前

★市民
体育館西中学校

正門★

★金沢公民館前

総合
グラウンド★
総合
グラウンド★

須山支所

深良支所

生涯学習
センター

須山小

市民文化センター

いずみ大橋

西小

日赤

至沼津

至岩波

裾野岩波
郵便局

市
役
所

西
幼
稚
園

国
道
２
４
６
号

裾
野
駅

御
殿
場
線

御
殿
場
線

スタート

ゴール
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　 選 手 紹 介　敬 称 略

高校生 男子

しずおか市町対抗駅伝
12/５㈯ 10時スタート！

特集５

　第 16 回県市町対抗駅伝競走大会が、12 月 5 日㈯に行われます。県庁か
らスタートし、県営草薙陸上競技場までの 42.195㎞を 11 人の走者が力を
合わせてタスキをつなぎます。皆さんの熱い声援をお願いします。

生涯学習課
992-3800

中学生選手を強化！　今後が楽しみです。
　選手は力をつけてきました。市町駅伝をきっかけ
に、陸上競技を本格的に始め、全国大会に２人出場し
入賞者も出ました。今年度は、中学生・高校生（女子）
区間で高校生にメンバーがいないた
め、実力のある中学生をスタート区
間に選びます。
　関係者の皆さんと共に、選手が力
を出し切れるように、チームをまと
めていきたいと思います。応援よろ
しくお願いします。

中山正之監督

選手壮行会のご案内
　選手の紹介などを行います。
と　き／ 11月 29日㈰　19時～
ところ／生涯学習センター 3階学習ホール

START 第 1 区 3.974㎞【中堀 2 周】
中学生 ･ 高校生（女子）

第 2 区 1. 848㎞【中堀 1 周】
小学生（男子）

第 3 区 1.469㎞【長谷通り】
小学生（女子）

第 4 区 3.549㎞【麻機街道】
一般（女子）

第 5 区 6.478㎞【流通センター前通り】
高校生（男子）

第 6 区 4.288㎞【北街道】
40 歳以上（男女不問）

第 7 区 3.564㎞【北街道】
中学生（男子）

第 8 区 3.02㎞【国道 1 号】
中学生（女子）

第 9 区 4.67㎞【さつき通り】
中学生 ･ 高校生（女子）

第 10 区 4.31㎞【南幹線】
中学生 ･ 高校生（男子）

GOAL 第 11 区 5.025㎞【南幹線】
一般（男子）

裾野市の
ゼッケンナンバー

応援お願いします。

中学生　女子

小学生　男子

藤晟也
（法政大）

山本祥平
（市役所）�

一般　男子

平田亜耶加
（富中１年）

米原千尋
（東中２年）

庄司千恵
（東中２年）

眞田ひまり
（富中 3年）

小学生　女子

横内瞳
（富中講師）

一般　女子

大里凌
りょう
央

（加藤学園２年）

加藤聡太
（富中２年）

小澤大輝
（深中３年）

中学生　男子

土屋克巳
（会社員）

40 歳以上

布施里歩子
（東中３年）

前田優也
（自衛隊高工２年）

高校生 男子

地
じとうりょうが
頭凌我

（富一小５年）
川昂

こうき
希

（西小６年）

山田梨
りんか
花

�（富中３年）�

番場愛
あいか
華

（富一小５年）
本多由

ゆうか
佳

（富二小６年）

永田幸
ゆきえ
栄

（ラフィネ）
山
やまなかじま
中嶋秀和

（トヨタ自動車）
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11 月は年金月間
自分の年金について確認しましょう

特集６

　国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一の
ときにも心強い味方となる制度です。保険料の納め忘
れがないようキチンと納めましょう。

国保年金課
995-1813

沼津年金事務所
921-2201

国民年金加入者の種類と�
保険料の納め方

　国民年金は、職業や収入、国籍を問わず日本国内に
住所を有する 20 歳以上 60 歳未満のすべての方が加
入します。加入者は次の３つの種類に分けられます。
第１号被保険者
加入者／学生やフリーター、自営業などとその配偶者
保�険料／月額 15,590 円を納付書や口座振替などで納
付します。
第２号被保険者
加入者／会社員や公務員などの方
保険料／給料から天引きされます。
第３号被保険者
加入者／第２号被保険者に扶養されている配偶者
保�険料／配偶者が加入している制度から負担されるた
め、個人で納める必要はありません。

第１号被保険者の方で�
保険料の納付が困難なとき

　保険料を未納のままにしてしまうと、年金の給付を
受け取ることができないことがあります。保険料の納
付が経済的に難しい場合は、免除や猶予などの制度を
利用しましょう。
学�生納付特例制度／大学・短大・専門学校・各種学校
などに在学している 20歳以上の学生が対象です。
若�年者納付猶予制度／ 20 歳以上 30 歳未満の方が申
請の対象です。
免�除制度（全額免除・一部免除）／ 20 歳以上 60 歳
未満の方が申請の対象です。
※�各制度には申請年度の前年の所得による制限があり
ます。前年の所得がある場合でも、離職票や雇用保
険受給資格者証などを添付し、失業を理由として申
請することができます。申請は、申請時点の２年１
カ月前の月までさかのぼってできます。
※�各制度で承認された期間の保険料は、10 年以内で
あれば後から納めること（追納）ができます。

年金額を増やすには
後�納制度／過去の保険料の納め忘れがある方が、納め
忘れた保険料を５年前までさかのぼって納めること
（後納）ができる制度です。平成 27年 10 月１日か
ら３年間、特例として設けられました。
付�加保険料／月額の保険料に 400 円上乗せして納め
ることができます。

国民年金保険料の�
収納業務を民間委託

　日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れた方
に対して、電話、文書、訪問などによる納付や免除な
どの申請手続きのご案内を民間事業者へ委託していま
す。
民間委託業者／日立トリプルウィン株式会社　
☎ 0120-211-231
〈注意事項〉
　日本年金機構が発行した保険料の納付書を持ってい
ない方から、民間事業者が現金をお預かりして、領収
書の発行を行うことはありません。

年金ネットで自分の年金記録を確認
　11 月 30 日（いいみらい）は、年金の日です。自
身の年金記録や年金受給見込み額を確認し、老後の生
活設計に思いを巡らせてはいかがでしょうか。年金の
確認には「ねんきんネット」をご利用ください。
ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
☎ 0570-058-555
受付時間／月～金曜日　9時～ 19時
　　　　　第２土曜日　9時～ 17時
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お知らせ

Information

市指定給水装置工事
事業者の追加

　次の事業者を新たに追加しまし
た。
●YOSHIKAN
〒417-0001� 富士市今泉 3420-6
TEL�0545-51-6218
上下水道課　995-1834

J-ALERT 全国一斉訓練
自動放送試験

　J-ALERT の全国一斉情報伝達
訓練に伴い、戸別受信機に試験放
送を流します。
11月 25日㈬　11時ごろ
�「これは、テストです」×３回、
「こちらは、広報すそのです」
と流れます。
危機管理課　995-1817

市民無料相談

11 月 20 日㈮　10時～ 12時
　※受付▶ 11時 40分まで
市役所４階 401 会議室
相�談内容／●司法書士相談▶相続、
各種登記、会社の設立、増資、
成年後見業務、社会保険労務な
どに関する相談。●行政相談▶
行政に対する苦情・要望・問い合
わせなどの相談。行政相談委員
が応じます。●税務相談▶各種
税金についての相談。税理士が
応じます。
戦略広報課　995-1802

就労継続支援 B型事業所
ハートワームを追加

事業所名／ハートワーム
営�業時間／平日、祝日、施設規程
日　10時～ 15時
葛山 125-1
�障がいのある方で、一般企業な
どの雇用に結びつかなかった方
や、就労の機会などを通じ、生
産活動の知識や能力の向上・維
持が期待される方
日中活動の場を提供します。
送迎／あり
�本人とその配偶者の収入状況に
よって限度額があります。
�障がい福祉課へお申し込みくだ
さい。
ハートワーム　997-0883
997-0882

富士山資料館
「秋の野鳥ミニ観察会」

　富士山資料館周辺で見られる秋
の野鳥の観察会（初心者向け）を
開催します。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。
11月 29日㈰　９時 30分～

　２時間程度
富士山資料館周辺
　※雨天時は学習室
講�師／滝道雄さん（日本野鳥の会
東富士副代表）　
入�館料／大人 210 円、小・中学生
100 円
�双眼鏡または望遠カメラなど
　（お持ちの方）
�車で来る方は、第２駐車場をご
利用ください。
富士山資料館　998-1325

日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合わせ　 Web　 Mail　 FAX　

　青色申告をしている個人事業者で年末調整の必要がない方は、
青色申告決算説明会のみ参加してください。

と　き ところ

11 月 17 日㈫ 裾野市民文化センター 多目的ホール

11 月 18 日㈬ 御殿場市民会館 小ホール

11 月 19 日㈭・20 日㈮ 沼津市民文化センター 小ホール

�年末調整等説明会▶ 13時 30分～ 15時
　青色申告決算説明会▶ 15時 10分～ 16時
　※開場はそれぞれ開始時間の 30分前です。
事前に送付した関係書類
青色決算書は確定申告書類に同封して送付します。
課税課　995-1810
　沼津税務署　922-1560( 代表 )

平成 27年分の年末調整等説明会と
青色申告決算説明会を開催
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インフォメーション

Information

国保高齢受給者証新規交付会

　12 月１日㈫から次の方が対象
となり、受給者証を交付します。
11月 26日㈭

　10時 20分～ 11時 20分�
福祉保健会館研修室
�昭和 20 年 11 月２日～ 12 月
１日に生まれた方
保険証、筆記用具
�対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995-1814

母子寡婦等福祉資金
貸付制度

　県では、ひとり親家庭や両親の
いない子どもが高校や大学、専門
学校などに進学するために必要な
資金の貸し付けを行っています。
�20 歳未満の子どもを扶養して
いる母子家庭の母や父子家庭の
父、両親のいない児童など
修�学資金▶高校以上に通学するた
めに必要な授業料、教材費、交
通費など
就�学支度資金▶高校、大学、専門
学校などの入学時に必要な被服、
履物などの購入費
�子育て支援課にある申請書に必
要事項を記入し、お申し込みく
ださい。
11月２日㈪～ 12月 25日㈮
�申請書類提出後に面接を行いま
す。
子育て支援課　995-1841

平成 28年成人式

　対象の方には、12 月上旬まで
に案内を送付します。届かない方
は、ご連絡ください。
�平成 28 年１月 10日㈰　10時
30分～��※受付▶９時 30分～
市民文化センター
�平成７年４月２日～平成８年４
月１日に生まれた方で、市に住
民登録をしている方または市内
の中学校を卒業し、市外に住ん
でいる方
生涯学習課　992-3800

障がい児放課後等デイサービス
事業所　IRODORI を追加

事�業所名／放課後等デイサービス
IRODORI（イロドリ）
営業時間／●平日��14 時～ 18時
●土日・祝日・長期休暇　９時～
18時
�伊豆島田 280-1��フジメン壱番
館 104
�小・中学校・高校に通学していて、
終業後または休業日に支援が必
要と認められた障がい児
�終業後または休業日に、生活能
力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進、そのほか
必要な支援を行います。
送�迎／小・中学校・特別支援学校～
IRODORI ～自宅（要相談）
�世帯の収入状況によって限度額
があります。
　●おやつ代▶１日 50円
　●食事代▶１日 150 円
�障がい福祉課へお申し込みくだ
さい。
I�RODORI（イロドリ）　

　946-5330

リサイクルブックサービス

　保存期間の過ぎた図書などを譲
ります。
�11 月７日㈯～ 13 日㈮　９時
～ 17 時　※９日㈪は休館日で
す。12 日㈭・13 日㈮は 19 時
30分までです。
�１日あたり、図書と雑誌は合わ
せて 10 冊まで、英字新聞は１
束までお譲りします。
持ち帰り用の袋
鈴木図書館　992-2342

子どもたちの富士山絵画展

　市内の小学５年生が描いた富士
山の絵で、各学校から選ばれた
175 点の作品を展示します。
12月 27日㈰まで

開館時間／９時～ 16時 30分
富士山資料館特別展示室
入�館料／大人 210 円、小・中学生
100 円
休�館日／月曜日（祝日の場合は開
館）、祝日の翌日
富士山資料館　998-1325

児童虐待防止推進月間

　11 月は、子どもへの虐待の未
然防止、早期発見・対応を推進す
る「児童虐待防止推進月間」です。
子どものことで悩んでいる方や
「虐待かも？」と感じた方は、家
庭児童相談室に相談してください。
秘密は厳守します。
月～金曜日　９時～ 16時
　※祝日を除く
市役所１階家庭児童相談室
�面接または電話で相談を受けま
す。必要により訪問もします。
家庭児童相談室　995-1862
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お知らせ

スバル星団

すそのプレミアム付商品券
有効期限は 11/30

　すそのプレミアム付商品券の有
効期限は、11月 30 日㈪です。期
限後の利用や取り引きはできませ
ん。期限までにご利用ください。
商工会　992-0057

1day Forum
リトアニアの魅力

　入場は無料で、申し込みは不要
です。直接会場へお越しください。
11月 28日㈯
　14 時～15時 30 分
生涯学習センター
講�演／明石美代子さん（初代リト
アニア女性大使）
�リトアニア独立後初の特命全権
大使として赴任し感じたこと、
なし得たことなどの奮闘記を語
ります。
国際ソロプチミスト駿河
　（長田）090-4110-0540

11 月は計量強調月間

　正確な計量は、生活の基本です。
正しく計量しましょう。
●�食料品の内容量には、商品のト
レーやラップなどの入れ物とワ
サビやタレなどの添え物は含ま
れません。
●�検定などの有効期間のある特定
計量器（ガス・電気・ガソリンス
タンドのメーターなど）は、期
間の過ぎたものは使用できませ
ん。
●�食料品店や宅配便取扱店、薬局
などで商取引に使用するはかり
は、２年に１回の定期検査を受
けましょう。
県計量検定所　054-278-8311

駿東地域職業訓練センター
12月講座

�●特別教育・安全衛生教育▶職
長教育（製造業対応）、有資格
者の為の伐木等業務従事者特別
教育●人材育成▶監督者訓練講
座●パソコンコース▶パソコン
入門（ビギナーズコース）、ワー
ド基礎・活用、エクセル基礎・活
用、夜間デジタルカメラ●カル
チャーコース▶夜間英会話、フ
ラワーアレンジメント、手作り

木綿ぞうり教室、絵画教室、ア
ロマ教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

秋の読書週間 図書館映画会

　映画「猫侍」を上映します。直
接会場へお越しください。
�11月21日㈯　14時～16時ごろ
鈴木図書館視聴覚室
60人（先着順）
�駐車場に限りがあります。公共
交通機関をご利用になるか、車
でお越しの方は市役所の駐車場
をご利用ください。
鈴木図書館 992-2342

と　き 内　　　容

12 月 11 日㈮
13:30 ～ 15:00

「脳の健康チェック」
認知症予防講演会の復習を行い、ファイブ
コグという検査をします。

12 月 25 日㈮
13:30 ～ 15:00

「脳の健康チェック結果報告会」
脳のトレーニングをします。

１月７日㈭
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ①」
講師紹介、教室の説明、健康チェックを行
います。音楽と運動で脳を活性化しましょう。

１月 14 日㈭
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ②」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化し
ましょう。

１月 21 日㈭
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ③」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化し
ましょう。

１月 29 日㈮
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ④」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化し
ましょう。

脳いきいき教室（３コース目）

東地区コミュニティセンター
�おおむね 65 歳以上で、昨年
度受講していない方
30人

11月９日㈪～ 30日㈪
�すその健康マイレージ対象事
業です。
介護保険課　995-1821

　認知症の知識を深め、予防へとつなげます。
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Information

消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room Center News

Q スマートフォンの小説サイトを閲覧していた
らアダルトサイトに誘導された。無料だと思

い、年齢確認画面で「はい」をクリックしたら、
｢登録完了｣ と表示され、料金請求の画面になり、戻
れなくなった。どうすればよいか。

Ａ 子どもから高齢者まで年齢や性別を問わず、
アニメやゲームなどのサイトからアダルトサ

イトに誘導される、ワンクリック請求の相談が増加
しています。「登録されました」「入会ありがとうご
ざいます」と表示されていても、契約が有効に成立
しているとは限りません。慌ててメールを業者に送
信したり、電話をしたりすると、メールの応答や電
話口で巧みに個人情報を聞き出される可能性があり
ます。不安なときは、代金を支払う前に消費生活セ
ンターに相談してください。無料という言葉につら
れず、クリックは慎重に行ないましょう。

「食品ロス」をなくしましょう！
　皆さん、まだ食べられる食品を捨ててはいません
か。「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てら
れてしまう、食品廃棄物のことです。日本では年間
約 500 ～ 800 万トンあり、その半分は家庭から出
ているといわれています。食品ロスを出さないため
には…
①賞味期限、消費期限を正しく理解しましょう。
②買い物は、必要なときに必要な量だけ行いましょう。
③調理時に作り過ぎないようにしましょう。
賞�味期限▶おいしく食べることができる期限です。
劣化が緩やかな食品に記載されています。期限が
過ぎても食べられる食品があります。
消�費期限▶期日が過ぎたら食べない方が良い期限で
す。生鮮食品など劣化の早い食品に記載されてい
ます。 消費生活センター　 995-1854

放課後児童室指導員

勤�務時間／時間交代制です。勤務
日数や期間・時間については相
談に応じます。
開室時間／●平日▶13時～19時
　●土日・長期休暇▶８時～19時
�東小学校、西小学校、富岡第一
小学校、須山小学校
�小学校低学年の児童を放課後や
学校の長期休暇時に預かります。

東小学校放課後児童室
992-4282
西小学校放課後児童室
992-5580
富岡第一小学校放課後児童室
997-1116
須山小学校放課後児童室
998-0066

普通救命講習会参加者

11 月 25 日㈬　９時～ 12時
消防庁舎３階災害対策室
中学生以上の方
�AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
30人（先着順）
�消防署、茶畑分遣所、須山分遣
所にある申込用紙に必要事項を
記入し、提出してください。申
込用紙は市公式ウェブサイトか
らダウンロードできます。
消防署救急係　995-0119
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Health

11月の健康コーナー 健康推進課

 992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

11月 4日㈬ 17 時～ 19 時 45 分
11月10日㈫  9 時～ 11 時 30 分
11月17日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
11月25日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

11月10日㈫  9 時～ 11 時 30 分
11月25日㈬  9 時～ 11 時 30 分

●�急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
●�夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検
査投薬も必要最小限となります。
●�疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま
すのでご了承ください。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　個人通知します。対象者で通知が届かない
場合は、ご連絡ください。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ２・９・16日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 30日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 26日㈭
18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 16日㈪
13時～15時

生活改善に関する相談
を希望する方

成人食事健康相談 ２日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 11㈬・27日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談を
希望する方

事業名 日・受付時間
対象者

６カ月児
育児教室

10日㈫　９時～９時15分
平成27年５月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

17日㈫　13時15分～13時45分
平成26年５月生まれの方

２歳児
親子教室（栄養）

24日㈫　９時～９時15分
平成25年10・11月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

12日㈭　13時～13時15分
平成25年５月生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭　13時～13時30分
平成24年11月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
外科 内科 内科 内科 整形 外科 内科
8 9 10 11 12 13 14

整形 内科 内科 外科 外科 内科 ※
15 16 17 18 19 20 21

内科 外科 内科 内科 内科 外科 整形
22 23 24 25 26 27 28

外科 内科 内科 内科 整形 内科 内科
29 30

外科 外科
※14日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

裾野赤十字病院
992-0008

予約が必要です。
11月４日㈬以外は、HTLV-1 の検査も実施します。
エイズ検査の結果は約１時間 30分後に分かります。
プライバシーは堅く守られます。
ところ／県東部保健所
　　　　県東部総合庁舎２階
　　　　（沼津市高島本町1-3）

県東部保健所
地域医療課

920-2109
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今月の救急協力医

11月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈪ あそうクリニック 929-7575 筒井町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

18 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 守重医院 931-2511 我入道
　江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

20 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 西方外科医院 921-1333 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

21 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

22 ㈰

なおきクリニック 929-8555 東椎路

田沢医院 962-1205 大手町 静岡医療センター 975-2000 長沢 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

大坂屋クリニック 995-3100 佐野

23 ㈪

森医院 966-2017 石川 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

24 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 松原医院 962-1496 白銀町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

25 ㈬ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 西村医院 971-6510 下土狩

26 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー

クリニック 960-0333  一本松

27 ㈮ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時

14
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11 月後期

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

22 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院 
0545-23-1133 伝法　　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

ウスイクリニック 
980-5580 下土狩　

会田歯科医院
972-0418 卸団地　

23 ㈪ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック 
993-8000 茶畑　　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

関谷レディースクリニック 
968-6611 西椎路　

栗田歯科医院
986-1667 下土狩　

29 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院 
972-1133 東本町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

小島レディースクリニック 
952-1133 大岡　　

木の花歯科医院
972-0097 堂庭　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

 沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター
平 日　20時30分～翌朝７時
土曜日　18時～翌朝７時
日祝日　18時～翌朝７時

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

28 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 瀬尾記念・

慶友病院 935-1511 下香貫
　島郷 よざ小児科医院 967-5722 原

29 ㈰

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 守重医院 931-2511 我入道

　江川

御成橋栄
クリニック 952-2525 通横町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 御成橋栄

クリニック 952-2525 通横町

30 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115
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須山村と助
すけごう
郷

　江戸時代の農民にとって、御
おものなり
物成�（年貢）・小

こもの
物成

なり

（年貢以外）・運上などの税だけでなく、助郷も大き
な負担でした。助郷とは、宿場周辺の農民を動員し
て人馬の継立てをさせるというものです。
　嘉永元年（1848）、幕府は今里・下和田・深山（須
山）・印野村を蒲原宿の増助郷にしようとしますが、
４カ村からこれを許してほしいと嘆願書が出されま
した。当時の村々の苦しい様子が書かれています。
○�富士・愛鷹山に挟まれた寒気厳しく夏も霧の出る
悪地で、作物の実入りが悪い。そのため、炭・板木
などの山稼ぎで食料を買っている。
○�猪・鹿の被害が多く、垣根や案山子で防いでいる
が防ぎきれない。野馬も作物を荒らしてしまう。
○無賃の継立てや関所の修繕の仕事も命令される。

しまじろうコンサート
「しまじろうとロボットのくに」

と き／平成28年３月26日㈯
　　　　①12時30分～　
　　　　　※開場▶12時
　　　　②15時30分～
　　　　　※開場▶15時
一般発売日／11月21日㈯�９時～
料　金／全席指定（税込み）
　　　　３歳以上　1,960円
　　　　※�保護者１人につき、３歳未満でひざ

上鑑賞の子ども１人無料（席が必要
な場合は有料）

スティバルに出場しました。
　全国から参加した 21チームの中で、三枝さんが
所属する、同チームは優勝に輝きました。決勝戦は、
唯一予選で負けた元Ｊリーガーの都並選手が率いる
ブリオベッカ浦安と再戦となりました。最後まで勝
負がつかずＰＫ戦になり、４対３でＰＫ戦を制し、
勝利を収めました。三枝さんも今大会では３ゴール
１アシストを決め、チームの勝利に貢献しました。
　また、三枝さんは、最優秀選手（ＭＶＰ）にも選
ばれました。ＭＶＰに選ばれたのは「ボールをもらっ
てドリブルで抜け出す技術が評価されたのではない
でしょうか」と話す三枝さん。「チャンスがあった
のに活かすことができませんでした。決定力や考え
る力、運動量、攻守の切り替えが今後の課題です」と、
もうすでに次を見据えていました。
　雨でも欠かさずに練習を行います。ストレッチも
毎日しっかり丁寧に行い、食べ物も体に良いものを
とるよう考えているそうです。
　最後に、将来の夢を尋ねると「海外に行ってサッ
カーで活躍したいです」と力強く語ってくれました。

　三枝さんは、東京ヴェルディの下部組織ＦＣ
ヴァーデュア三島に所属しています。東京ヴェル
ディの下部組織９チームに所属する中学２年生約
300 人の中から、選抜チームのメンバーに選ばれ、
８月に行われた 2015 ジュニアコースサッカーフェ

東京ヴェルディ支部選抜チーム U-14 優勝
三
さえぐさ
枝　新

あらた
汰さん（伊豆島田・13 歳）

11月の休館日
２日㈪・９日㈪・16日㈪・24日㈫・
30日㈪

蒲原宿増助郷御免願い�( 須山区有文書 )

終わりの部分 初めの部分

すそのカルチャークラブ　手作り食材講座
講座名 こんにゃくを作ろう ざる豆腐を作ろう

と　き 11月11日㈬
９時～13時

11月23日㈪
10時～12時

対　象 高校生以上 小学生以上
受講料 900円（材料費別途）

持ち物 エプロン、三角巾、
ゴム手袋

エプロン、三角巾、
タッパー

ⒸBenesse Corporation 1988-
2015/しまじろう


