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9月15日号 02    10月５日㈰は市議会議員選挙

04    平成27年度� 保育園入園児を募集

05    田畑の防護柵設置に補助金

８月30日　富士山すその阿波おどり大会

１日１人１票を！
詳細は９Ｐをご覧ください。

エントリー№1207 すそのん

ゆるキャラグランプリ２０１４



投票日▶10月５日㈰
期日前投票▶９月29日㈪～10月４日㈯

投票できる方

　次のすべての条件を満たす方です。

❶ 平成６年 10 月６日以前に生まれ、日本国籍がある

方

❷ 平成 26 年６月 27 日以前から引き続いて市内に住

み、当市の住民基本台帳に登録されている方

❸ 投票日当日に、当市の住民基本台帳に登録されてい

る方

10月５日に投票に行けない方は…

❶期日前投票
　 　10 月５日㈰に、仕事、学業、旅行、病気などの

理由で投票所に行くことができない方は、期日前投

票ができます。入場券の裏面に印刷されている宣誓

書兼投票用紙請求書に必要事項を記入し、期日前投

票所（市役所）にお越しください。

　と　き／９月29日㈪〜10月４日㈯　８時30分〜20時

　ところ／市役所４階 402 会議室

　　　　　※ 10 月４日㈯は市役所１階市民ホール

●入場券が届く前でも投票できます。
　 　入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されてい

る方は、宣誓書兼投票用紙請求書に記入すれば投票

できます。期日前投票所にお越しください。

❷不在者投票
　 　不在者投票施設に指定された病院などに入院・入

所している方、名簿登録地以外の市区町村に滞在中

の方は、不在者投票ができます。入院・入所してい

る方は、病院や施設の職員に投票したい意向を申し

出てください。滞在先の市区町村での投票を希望す

る場合は、郵送の期間が必要になりますので、早め

に選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。

郵便投票制度

　下表の通り、身体に重度の障がいがあり投票所で投

票できない方、または介護保険の被保険者証に要介護

状態区分が要介護５と記載されている方は、自宅で投

票できます。投票には、郵便投票証明書が必要です。

郵便投票を希望する方は、選挙管理委員会にご連絡く

ださい。

障がいの
区分

両下肢・体幹
移動機能
障がい

心臓・腎臓・呼吸
器・膀胱・直腸・
小腸の障がい

免疫の
障がい

身体障害者
手帳 １級・２級 １級・３級 １～３級

戦傷病者
手帳

特別項症～
第２項症

特別項症～第３
項症

介護保険
被保険者証 要介護状態区分が要介護５

選挙結果は、市ホームページに掲載

　開票は、10 月５日㈰ 21 時から市民体育館で行いま

す。選挙結果は、確定次第、市のホームページでお知

らせします。投票状況も、随時、市のホームページで

お知らせします。

市選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807☎

　10 月５日㈰は、市議会議員選挙の投票日です。有権
者の方には、事前に入場券を送ります。当日、投票に行
けない方は、９月 29日㈪から 10月４日㈯までの６日間、
市役所で期日前投票ができます。時間は８時 30分から
20 時までです。入場券が届いていなくても投票ができ
ます。投票所にお越しください。

市議会議員
選　挙
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★
西中
グラウンド

五竜の滝

ガソリン
スタンド

市役所

県
道
富
士
裾
野
線 裾

野
高
校

黄
瀬
川

西中学校体育館

第１投票区

★裾野郵便局〒

赤
十
字
病
院

セブン
イレブン

市民体育館

第５投票区

★
深良新田

岩波

深良新田下

深良上原

旧2
46号

国
道
246
号

深良新田公民館

ローソン

第９投票区

グラウンド

★

消防団

今里本村集会所

第13投票区

裾野線

県道富士

今里地区児童
屋内体育施設

卍

★

ベルシティ裾野

小柄沢公園

マックスバリュ

JA
〒

旧
246
号

市役所ホール

裾
野
駅

第２投票区

★
茶畑
交番 ローソン

いずみ郵便局〒

農
免
道
路

向田小学校体育館

県住
青葉台

第６投票区

永続橋矢崎

東
名
裾
野
病
院

★

国
道
246
号

北児童館

総合
グラウンド

第10投票区

御
宿
新
田

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

★
県
道
富
士
裾
野
線

呼子区

消防団

下和田川 文

下和田地区集会所

第14投票区

富岡第二小学校
富岡第二
幼稚園

ト
ヨ
タ

★

南小学校会議室
南
児
童
館

エ
ス
ポ
ッ
ト

県
道
三
島・裾
野
線旧

246
号

サークルＫ

第３投票区

給食
センター

フジフォート

市民体育館

町震地区コミュニティセンター

★
農
免
道
路

第７投票区

富岡保育園
富岡第一
幼稚園

JA富岡支所

県
道
富
士

裾
野
線

富岡第一小学校体育館

第11投票区

★

★

須山支所
須山
郵便局

JA
須山小

〒文

須山地区研修センター
国
道
469
号

第15投票区

市民体育館

★

裾野駅

東地区コミュニティセンター

静
岡
銀
行

Ｊ
Ａ

第４投票区

東地区コミュニティ
センターは、東小学
校体育館に併設
されています。

東小グラウンド

★
国
道
24
6号

JA
深良支所

ローソン

市民文化センター

消防団

深
良
保
育
園

深良小学校体育館

第８投票区

★千福が丘
中央公園

千福が丘
小学校

ひかり
幼稚園

文

千福が丘町内会館

第12投票区

★ 頼朝の
井戸

富士山
資料館

サファリ
パーク

国
道
469
号

別荘地

十里木高原集会所

第16投票区

投票は指定された投票所で
　16 の投票所があります。有権者の方には、事前に

入場券を送ります。入場券に記載された投票所で投票

してください。

★印が投票所の場所です。

投票時間は７時～20時
　10 月５日㈰の投票時間は、７時から 20 時までです。

第 16 投票区（十里木高原集会所）は 19 時までです。
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教育部　子ども教育課
995-1822☎

平成27年度　保育園入園児を募集
入園申込書の受付は10/20～31

　平成27年度の保育園（公立・私立）の入園
申込みが始まります。入園申込書の配布は10
月 14日㈫から、申込書の受付期間は 10月
20日㈪から31日㈮です。新規に入園を希望
する方は、お申し込みください。現在、保育園
に通園している方は、別に入園調査を行います。

入園申込書の配布と受付
配布開始／ 10 月 14 日㈫

受付期間／ 10 月 20 日㈪〜 31 日㈮

　※土日、祝日を除く

ところ／子ども教育課・市内公私立保育園

入園できる基準
　児童の親と 65 歳未満の同居の祖父母などが次の基

準に該当するときに入園できます。

●常勤・パートなどで仕事をしているとき

●自営・農業・内職などに従事しているとき

●母親の出産などのとき（３カ月間）

●親族の病気の介護などのとき

●そのほか、特に必要と認めたとき

※詳しい基準は、申込書に記載してあります。

入園申込の対象者
●平成 27 年４月から入園を希望する方

● 産休、育休明けなどで、平成 27 年５月から平成 28

年３月までの間に入園を希望する方

★平成26年度入園申込済みの方も再度お申し込みを
　 　今年度入園をお待ちの方で、平成 27 年度も入園

を希望する方は改めてお申し込みください。

保育料
　基本的には、両親の前年分の所得税額の合計により

決定します。児童の年齢によっても異なります。

入園の決定
　入園の申込状況によっては、第一希望の保育園に入

園できない場合があります。定員を超えた場合は、保

育ができない状態の家庭を優先し、入園を決定します。

入園申込後に入園面接を行います
　入園申し込みをした方は、４月入園希望、年度途中

入園希望のどちらの方も下表の日程で面接を行います。

都合がつかない場合は、必ずご連絡ください。

〈入園面接　日時・会場〉

保育園 面接日と会場 時間 定員
深良保育園 １１月１７日㈪

各保育園
９：３０～１１：３０ ９０人

富岳南保育園 １３：３０～１５：３０ １２０人
西保育園 １１月１９日㈬

各保育園
９：３０～１１：３０ １２０人

東保育園 １３：３０～１５：３０ １２０人
富岡保育園 １１月２１日㈮

各保育園
９：３０～１１：３０ １２０人

富岳台保育園 １３：３０～１５：３０ ９０人
さくら保育園 １１月２５日㈫

さくら保育園 ９：１５～１１：４５
１２０人

さくら保育園分園 ２９人
御宿台保育園
（０、１歳） １１月２７日㈭

御宿台保育園

９：３０～１１：３０
１８０人

御宿台保育園
（２～５歳） １３：３０～１５：３０

市外保育園
予備日

１２月１日㈪
市役所４階
４０２会議室

９：３０～１１：３０

※ 児童同伴で受けてください。

※ 面接は、第一希望の保育園の日程か予備日で受けて

ください。先着順で面接を行います。時間内にお越

しください。

※ 御宿台保育園で、０・１歳児と２〜５歳児のお申し

込みを同時にした場合は、午前・午後のどちらかの

時間帯で一緒に面接を受けることができます。兄弟

一緒にお越しください。

※ 平成 27 年４月１日に茶畑で開園する富岳キッズセ

ンターあい（０歳〜３歳未満児）が第一希望の方は、

富岳台保育園か富岳南保育園で面接を受けてくださ

い。
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田畑の防護柵に上限45,000円を補助
エサ場の排除と自己防衛が有効！

山から里へ拡大する被害

　全国の野生鳥獣による農作物被害額は、平成 21 年

度以降、毎年 200 億円を上回っています。被害の約

７割がシカ、イノシシ、サルによるもので、中山間地

に位置する当市でも同様の傾向が見られます。

　市内の被害状況では、農作物の食害や、田畑の掘り

起こし、踏み荒らしなどが目立っています。農家以外

でも、家庭菜園や花壇を荒らしたり、ゴルフ場のコー

スを掘り起こしたりする事例や、国道 469 号や県道

富士裾野線沿線での車両との衝突事故も頻発していま

す。

　市では、平成 24 年度に鳥獣被害防止計画を策定し、

国の支援を受けながら被害防止対策に取り組んでいま

す。また、県や猟友会などの関係団体や近隣市町との

連携を強化し、パトロールや捕獲活動を行っています。

エサ場の放置や耕作放棄地が一因に

　鳥獣被害の拡大の要因として、野生動物の生息区域

が拡大していることがあります。人間がエサを放置す

ると、動物を集落に引き寄せ、被害を激化させる原因

となります。そのため、収穫しないと決めた野菜など

は、埋めるかコンポストを活用し、すぐに処分しましょ

う。熟したまま収穫していない果樹は、果実を処分す

るか樹を伐採し、落果した果実も、速やかに処分しま

しょう。

　また、耕作放棄地は草木が生い茂り、野生動物にとっ

て格好の隠れ家となっています。集落に野生動物を近

づけないためにも、地域ぐるみで声を掛け合い、耕作

放棄地を作らないようにすることが大切です。

人里に慣れさせないことが大切

　里に下りてきた野生動物を見て、「かわいい」「めず

らしい」と見過ごし、追い払わずにいると、人馴れし

て、次々と人里に足を踏み入れてきます。そのような

事態を防ぐために、次のことを避けてください。

１ ．野生動物を見かけたら、被害に直接関係ない人も

含め、すぐに追い払いましょう。

２．野生動物の餌付けは絶対にやめましょう。

防護柵の補助額は原材料費の１／２

　市では、有害獣から農作物を自己防衛する農家を支

援するため、防護柵を設置した場合、予算の範囲内で

補助金を交付しています。但し、鳥類用は除きます。

◎補助対象の柵
　 　柵の種類は決められていません。農地の環境や対

象となる有害獣に合わせて選択できます。

◎補助対象
　　次のすべての条件に該当している方です。

　１ ．市農地基本台帳に登録されている土地を耕作し

ている方

　２．農家資格のある方

◎補助金の額
　１ ．柵設置にかかる原材料費の 2 分の 1 で、45,000

円が上限です。

　２ ．補助金の交付は 1 世帯同一年度につき 1 回限り。

◎申請方法
　 　材料の購入前に農林振興課へ申請が必要です。申

請前の設置は対象外です。申請時に必要な添付書類

など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

　野生鳥獣による被害が全国的に深刻化してい
ます。市内でもシカ、イノシシ、サル、ハクビ
シンによる農作物の被害が多く報告されていま
す。市では、関係団体と連携し、捕獲やパトロー
ルに努めていますが、地域ぐるみによるエサ場
の排除や、防護柵の設置などの自己防衛も大切
です。

農林振興課
995-1823☎

シカ対策用電気柵
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Photograph ８月

図書館の仕事にチャレンジ
　夏休み子ども一日図書館員が行われました。子ど
もたちは緊張した様子で本を貸し出したり、返却さ
れた本をきれいにしたりしていました。本を片付け
るときには、正しい位置を誰にも負けない早さで探
して、素早く仕事をこなしていました。 （８月６日）

環境美化活動で川も道もすっきり！
　市内各所で環境美化活動が行われました。当日は
急に雨が降り出すこともありましたが、地域の中学
生なども参加して、河川や道路脇などの草刈りやご
み拾いをしました。生い茂っていた雑草もなくなり、
市内がすっきりきれいになりました。 （８月 17 日）

プロゴルファーたちが熱戦を展開
　ファンケルクラシック 2014 が 8 月 22 日から 24
日まで、裾野カンツリー倶楽部で開催され、約 70
人の選手が熱戦を繰り広げました。優勝したのは羽
川豊選手で今大会 2 連覇です。 （８月 22 日）

第１回内陸フロンティア推進連絡協議会開催
　県が推進する『内陸フロンティアを拓く』取り組
みで、裾野ＩＣ周辺が推進区域に指定されています。
第１回協議会が開催され、区域内の企業、自治会、
団体の代表が意見交換しました。今後、防災減災と
地域成長を両立するまちづくりに取り組みます。
 （８月６日）

「山頂への道光」
　夏の夜の富士山。山小屋と登山者の
明かりが写っています。写真の左が富
士宮口登山道、その右が御殿場口登山
道で、右の稜線の下の方に見えるのが
須走口登山道です。撮影場所は、富士
山資料館の周辺。満天の星空との共演、
富士山のお膝下でしか見られない光景
です。
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Photograph August

　８月 30 日、富士山すその阿波おどり
大会が開催され、市内の 10 連を始め 24
連が熱い踊りを披露しました。鉦や太鼓
の音がリードし、男踊りは軽やかに、女
踊りは華やかに、子どもからお年寄りま
で息のあった舞を繰り広げ、すその駅前
中央商店街は熱気に包まれました。

軽やか
　　　華やか
　　　　　　魅了し

た一夜
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お知らせ
Announcement

平成27年度就学児童
（新一年生）の健康診断

　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。

と　き 対象校区

１０月２日㈭
西小、富岡第一小、
富岡第二小、千福が
丘小

１０月９日㈭ 東小、向田小、深良
小、須山小、南小

時間はいずれも 13 時 30 分〜

市民文化センター

 平成 27 年度に小学校に入学する

児童

学校教育課　995-1838

固定資産税
償却資産の課税標準の特例

　固定資産税の税額は、課税標準額

に税率（1.4％）を乗じて算定され、

原則は、固定資産の価格が課税標準

額となります。再生可能エネルギー

の固定価格買取制度の認定を受けた

再生可能エネルギー発電設備の固定

資産税（償却資産）の課税標準額は、

当初３年間、課税標準額が価格の３

分の２に減額されます。

 次のすべての要件を満たす償却資

産

・ 経済産業省の認定を受けた再生可

能エネルギー発電設備（蓄電装置、

変電設備、送電設備を含む）のう

ち償却資産に該当する部分

※ 住宅等太陽光発電設備（低圧で発

電量 10kw 未満）を除く

・ 平成 24 年５月 29 日から平成 28

年３月 31 日までの間に新たに取

得した設備

課税課資産税係　995-1809

学校開放調整会議

　学校体育施設を使用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

地区 と　き 会場
東 １０月１日㈬

生涯学習センター
深良 １０月３日㈮
須山 １０月７日㈫須山コミセン
西 １０月８日㈬

生涯学習センター
富岡 １０月９日㈭

時間はいずれも 19 時〜

生涯学習課　992-3800

ウルトラ怪獣が伊豆スカイライン
スカイポート亀石に！

　伊豆スカイラインでは、全線開通

50 周年を記念してイベントを実施

します。怪獣茶屋のバルタン店長な

どウルトラ怪獣が登場します。

９月 27 日㈯〜 10 月 13 日㈪

 スカイポート亀石（伊豆スカイラ

イン・伊東市）

県道路公社企画業務課
　054-254-3424

環境保全・環境美化活動を
実施している方の推薦

　11 月 22 日㈯に開催する環境大会

で環境保全・環境美化活動を実践し

ている個人・団体を表彰します。該

当する方を推薦してください。

 市内を主な活動範囲としていて、

環境保全・環境美化に顕著な功績

がある個人または団体

 生活環境課にある推薦用紙に必要

事項を記入し、提出してください。

※郵送、FAX 可

10 月６日㈪（必着）

 ●自薦他薦は問いません。●表彰

者を選考後、結果を通知します。

生活環境課　995-1816
　〒 410-1192　佐野 1059

 992-4447

ベネフィ駿東で中小企業にも
大企業並みの福利厚生

　ベネフィ駿東は、中小企業で働く

方々の福利厚生を充実させるための

組織です。裾野市、御殿場市、長泉

町、小山町が助成しています。

 事業所入会／２市２町内の中小企

業に勤めている方とその事業主

　 個人入会／２市２町に住んでいて

中小企業に勤めている方か事業主

（企業の所在地は２市２町内外を

問いません）

 提供施設の利用料金割引、イベン

ト事業、慶弔給付事業など

 入会金▶１人につき 1,000 円（全

額事業主負担）

　 会費▶１人につき月額 1,000 円

（半額以上事業主負担）※個人入会

の場合は全額個人負担となります。

ベネフィ駿東　0550-87-7575

運転免許証の自主返納

　高齢などの理由で運転免許証を返

納することができます。

期�間／運転免許証の有効期間内

 県内各警察署運転免許窓口、東部

運転免許センターなど

受�付時間／８時30分〜11時30分、13

時〜16時（運転免許センターは15

時30分）※土日、祝日を除く

 運転免許証　※運転免許証を亡失

中の方は、身分証明書と証明写真

をお持ちになり、運転免許セン

ターで手続きをしてください。

 ●申請は本人が行ってください。

●返納の手続き後５年以内に申請

すると、運転経歴証明書が交付さ

れます。● 65 歳以上の方は運転

経歴証明書を提示すると県タク

シー協会加盟会社などのタクシー

運賃が１割引になります。

裾野警察署　995-0110
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

オープンハウス2014
体験活動の楽しさを体感

　乗馬体験、茶道教室、スポーツ大

会など様々な体験活動を行います。

10 月 11 日㈯・12 日㈰

　10 時〜 15 時

 国立中央青少年交流の家（御殿場市）

国立中央青少年交流の家
　0550-89-2020

北駿公立３高説明会

　御殿場、御殿場南、小山の３高校

が、教育内容や試験などについて合

同説明会を行います。

10 月８日㈬　19 時〜 21 時

 市民文化センター34 〜36会議室

中学生、保護者、教育関係者

 各学校の概要説明と個別相談

小山高校　0550-76-1188

市民活動センターメール
マガジン“S-Mail”配信

　市民活動センターでは、市民活動

に役立つ情報をメールで配信してい

ます。

配信内容／❶お知らせ

　 ❷講演会・イベント・研修・補助

金・ボランティア募集などの情報

（受信の選択ができます）

登�録方法／次のＱＲコードを読みと

るか、ブラウザのアドレス欄に

https://io.dataeast.jp/ems/?id=sc 

-css と入力し画面表示に従って登

録してください。

※ ＱＲコードは㈱デン

ソーウェーブの登録

商標です。

地域振興課　995-1874
　市民活動センター　992-1840

募 集
Recruitment

平成27年度静岡看護学校
社会人入学生

　平成 27 年度の静岡医療センター

付属静岡看護学校の社会人入学生を

募集します。

受�験資格／次のいずれかの条件を満

たし、合格した場合は必ず入学し、

学業に専念できる方

❶ 高等学校または中等教育学校卒業

後、出願時までに１か所で２年以

上継続して就業経験を有する方

❷大学または短期大学を卒業した方

願書提出期限
10 月１日㈬〜 10 日㈮ 15 時（必着）

入�学試験／とき▶ 10 月 22 日㈬

　 ところ▶静岡医療センター付属静

岡看護学校

　 科目▶学科試験（古文・漢文を除

く国語総合、数学Ⅰ）、面接試験

合�格発表／ 10 月 28 日㈫にホーム

ページに掲載し本人宛に郵送で通

知します。

募�集要項の請求／郵便番号・住所・

氏名を明記し、250 円切手を貼っ

た封筒（角形２号 24cm × 33.3cm）

を同封して、朱書きで「募集要項

の請求」と記載し、請求してくだ

さい。

 静岡医療センター付属静岡看護学
校入学係　976-5455

　〒 411-0905　清水町長沢 762-1

　ゆるキャラⓇグランプリ 2014 の

投票が始まりました。“すそのん”

もエントリーし、優勝を目指します。

投票は 10 月 20 日㈪まで受け付け

ています。１メールアドレスにつき、

１日１回投票できるので、たくさん

の投票をお願いします！

投票期間／ 10 月 20 日㈪ 18 時まで

投�票方法／パソコン、スマートホン、

携帯電話などでゆるキャラ ® グ

ランプリのオフィシャルウェブサ

イトにアクセスし、投票してくだ

さい。投票にはメールアドレスで

ＩＤ登録が必要です。

すそのんを応援してください！
－投票は10月20日まで

▪投票はこちら！

ゆるキャラグランプリ　すそのん

http://www.yurugp.jp

検索市長戦略課広報室
995-1802☎

エントリー
No.1207
すそのん

１日１票
投票してね！
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募 集
Recruitment
認知症を語る会

　認知症の方を介護している家族を

対象に「認知症を語る会」を開催し

ます。申し込みは不要です。直接会

場にお越しください。

10 月３日㈮　13 時 30 分〜 15 時

 市民活動センター（福祉保健会館）

介護家族の会　993-2580
　社会福祉協議会　992-5750

ソフトテニスの日練習会

　９月 21 日は県ソフトテニスの日

です。初心者や学生時代の経験者な

どどなたでも参加できます。申込み

は不要です。運動のできる服装でお

越しください。

９月 21 日㈰　9 時〜 12 時

 運動公園テニスコート

小学生以上の市民の方

 ラケット　※貸出可

市ソフトテニス協会（大川）
　997-0084　090-6768-4601

企業見学会
ワークラリーしずおか

　大学生や既卒３年以内の方に、県

内の企業を見学し、職場の雰囲気や

活気を感じてもらいます。

開�催期間／平成27年６月30日㈫まで

　※各企業が指定する日に実施

 大学院、大学、短大、専門学校な

どの学生または既卒３年以内の未

就職者

 県ホームページ「しずおか就職

net」で希望する企業の見学日時

などを確認し、入力フォームまた

は電話でお申し込みください。

 県経済産業部就業支援局雇用推進
課　054-221-3575

市民活動サポート講座
参加者

　市民活動サポート講座「気づきの

一手！今の活動は 100 点満点？」

を開催します。ワークショップでワ

イワイしながら取り組む講座です。

講座終了後に個別で相談ができます。

10 月４日㈯　14 時〜 16 時

 市民活動センター（福祉保健会館）

 ボランティア団体、地域活動団体、

ＮＰＯ法人など市民活動に携わる方

10 団体（先着順）※１団体２人

講�師／千野和子さん（ふじのくにＮ

ＰＯ活動センターチーフアドバイ

ザー）

 市民活動センターにお申し込みく

ださい。

※電話、ＦＡＸ、メール可

 ９月17日㈬10時〜10月１日㈬16時

　受付▶㈫〜㈯　９時〜 17 時

 筆記用具

市民活動センター　992-1840
992-1804　 s-center@palnet.jp

相談
Counseling

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

10 月 23 日㈭　10 時〜 13 時

 市役所 1 階市民相談室

14 人程度（先着順）

 事前に国保年金課へお申し込みく

ださい。※電話可

 10 月 9 日㈭

国保年金課　995-1813

全日本不動産協会
不動産無料相談会

10 月９日㈭　13 時 30 分〜 15 時

 プラサヴェルデ（沼津市）

 弁護士、税理士、司法書士、土地

家屋調査士、行政書士などが不動

産に関する相談に応じます。

 予約は不要です。当日直接会場に

お越しください。

全日本不動産協会静岡県本部
　054-285-1208
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納付期限：10月31日㈮
市県民税� 第３期分

国民健康保険税� 第４期分

介護保険料� 第４期分

水道料金・下水道使用料� 第４期分

後期高齢者医療保険料� 第３期分

10 月　税金・料金

10 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

４日㈯
㈱中川商店
☎ 993-1555

５日㈰
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

11 日㈯
鈴鹿建設㈱東富士支店

☎ 997-2704

12 日㈰
田央設備㈲
☎ 997-5175

13 日㈪
㈲渡辺設備
☎ 992-3034

18 日㈯
鈴木住宅設備
☎ 993-3901

19 日㈰
一和設備工業
☎ 997-4663

25 日㈯
㈱西島工業
☎ 993-1070

26 日㈰
㈲富士設備
☎ 997-1507

10 月　カレンダー
５日㈰ 市議会議員選挙

23日㈭ 市長表彰式

25日㈯
～26日㈰

市民のふれあいフェス
タすその

29日㈬ 市民芸術祭開会式

人　口　53,449人� （−20人）
　男　　27,274人� （−15人）
　女　　26,175人� （−5人）
世　帯　21,322世帯�（−9世帯）
内、外国人� 697人�363世帯

９月１日現在
データバンク

不動産鑑定士無料相談会

　不動産鑑定士が鑑定評価、価格、

賃料、売買、交換、借地、借家、相

続、贈与など不動産に関する相談に

応じます。

10 月３日㈮　10 時〜 16 時

 沼津市役所８階 801 会議室

 予約は不要です。15 時 30 分まで

に会場にお越しください。

県不動産鑑定士協会
　054-253-6715

10月は市民活動相談月間

　ボランティア団体、地域活動団体、

ＮＰＯ法人などの市民活動の相談に

応じます。新団体の立ち上げや活動

開始についても相談することができ

ます。

10 月の㈬〜㈯

　受付▶ 10 時〜 12 時

※ ＮＰＯ法人手続きの相談は次の日

時に専門員が応じます。

●10月15日㈬　10時30分〜12時

●10月25日㈯　13時30分〜16時30分

 市民活動センター（福祉保健会館

１階）

 市民活動に携わる方

 事前に市民活動センターにお申し

込みください。

※電話、ＦＡＸ、メール可

市民活動センター　992-1840
992-1804　 s-center@palnet.jp

全国一斉！
法務局休日相談所

　法務局職員、公証人、司法書士、

土地家屋調査士、人権擁護委員が相

談に応じます。秘密は厳守します。

近隣、家庭、学校、職場などで人権

問題でお困りの方は、お気軽にお越

しください。

10 月５日㈰　10 時〜 16 時

　受付▶ 10 時〜 12 時

 イシバシプラザ４階ホール（沼津

市）

 土地や建物の登記、遺言書、公正

証書、会社・法人の登記、戸籍、

国籍、地代家賃の供託、いじめな

どの人権問題

 予約がなくても相談することがで

きますが、予約した方が優先され

ます。

静岡地方法務局沼津支局総務課
　923-1201
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10月前期の救急協力医

１ 水 旭医院 ９66-００３１ 原 松原医院 ９6２-１４９6 白銀町 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

２ 木 かとう内科医院 ９４6-５５6２ 大岡 池田病院 ９８6-１２１２ 本宿 白十字小児科医院 ９３３-５１１１ �下香貫
馬場

３ 金 大坂屋クリニック ９９５-３１００ 佐野 ふじわら
クリニック ９２４-８７７７ 寿町 古屋小児科医院 ９6３-０４０７ 西条町

４ 土 池田病院 ９８6-１２１２ 本宿 池田病院 ９８6-１２１２ 本宿 杉谷小児科医院 ９２３-6５４３ 筒井町

５ 日

境医院 ９７５-８０２１ 竹原 勝呂医院 ９6２-３０８３ 千本中町

小林内科医院 ９２１-２１6５ 米山町 原小児科医院 ９6２-０6３6 八幡町

さくら胃腸科・
外科 ９９４-１００８ 御宿 西方外科医院 ９２１-１３３３ 共栄町

６ 月 森本神経内科クリニック ９７6-５２２１ 竹原 田沢医院 ９6２-１２０５ 大手町 大橋内科・
小児科医院 ９９２-２８００ 佐野

７ 火 林医院 ９３１-１１２０ 住吉町 五十嵐クリニック ９３４-6７００ 志下 すずきファミリー
クリニック ９6０-０３３３ 一本松

８ 水 村岡内科クリニック ９５４-２０００ 大岡 山本整形外科・
循環器科 ９８９-８１１１ 南一色 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

９ 木 あめみや内科 ９３５-１１５９ 吉田町 池田病院 ９８6-１２１２ 本宿 星野医院 ９6２-０７８２ 山王台

１０ 金 望月内科医院 ９３１-５３6２ �下香貫
宮脇 東医院 ９２１-５５２０ 高沢町 よざ小児科医院 ９6７-５７２２ 原

１１ 土 大橋内科・小児科医院 ９９２-２８００ 佐野 聖隷沼津病院 ９５２-１０００ 松下 りゅうじん医院 ９８８-３１３３ 下土狩

１２ 日

やぐち内科・循環
器科クリニック ９７３-３８１１ 伏見 守重医院 ９３１-２５１１ �我入道

江川

岩渕内科医院 ９５１-４５７９ 添地町 杉谷小児科医院 ９２３-6５４３ 筒井町

清水館医院 ９９３-２３２３ 茶畑 御成橋栄
クリニック ９５２-２５２５ 通横町

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

１３ 月

なおきクリニック ９２９-８５５５ 東椎路 駿東整形外科医院 ９２２-８８５５ 高沢町

きくちクリニック ９８９-５７８８ 桜堤 まるやま
小児科医院 ９８１-８５７７ 堂庭

おぐち医院 ９９２-66１１ 深良 こんどう
クリニック ９２５-２４２０ 岡宮

１４ 火 森医院 ９66-２０１７ 石川 青木整形外科医院 ９２２-０５２１ 高島町 古屋小児科医院 ９6３-０４０７ 西条町

１５ 水 つかだ医院 ９８３-１５７７ 堂庭 沼津大山
クリニック ９５４-２２７４ 大手町 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

日 曜 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

５ 日
田中耳鼻咽喉科�
医院
９７５-０２２6

中央町 聖隷沼津病院
９５２-１０００ 松下 静岡医療センター

９７５-２０００ 長沢 松本歯科医院
９９３-８７１１ 千福が丘

１２ 日
三島耳鼻咽喉科�
クリニック
９３５-66８１

�下香貫
樋ノ口

山秋眼科医院
９２４-４6８０ 筒井町 沼津市立病院

９２４-５１００ 東椎路 真野歯科医院
９７２-５２９０ 堂庭

１３ 月
たかひろ�
耳鼻咽喉科医院
０５４５-66-５１００

宮島
本田さくら眼科医
院
９５１-１３6５

大手町 田中産婦人科医院
９７１-３５４１ 中央町 牧野歯科医院

９８８-１１８４ 下長窪

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター

☎ 926-8699
沼津市日の出町1-15

三島メディカルセンター

☎ 972-0711
三島市南本町4-31

内科・外科・小児科
20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

☎

有
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恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります市民憲章 :

9
月15

日
号

10月の行事予定
親子おはなし広場
 　７日㈫　10 時 30 分〜　展示室　　　　　　
親子おはなしの会
 　21 日㈫　10 時 30 分〜　文化センター図書室
ファーストブック
 　15 日㈬　 9 時〜 12 時　展示室　　　　　　
 　22 日㈬　13 時〜 16 時　展示室　　　　　　

今月の二冊
遺譜　浅見光彦最後の事件 
上・下
浅見光彦は、本人が知らない間
に企画された 34 歳の誕生日
パーティーに際し、ドイツ人
ヴァイオリニスト、アリシアに
頼まれ共に丹波篠山へ赴く。ア
リシアは祖母に、彼の地で男に
託された楽譜を預かってくるよ
うに言われていた。

６日㈪、14日㈫、20日㈪、23日㈭、
27日㈪

10月の休館日

市民文化センター図書室
９月24日㈬から10月10日㈮まで臨時休館
　空調設備修繕工事のため、市民文化セン

ター図書室は休館します。休館中はブックポ

ストで本を返却することもできません。

新刊紹介 New Release

『かえってきたへんしんトンネル』
作・絵：あきやまただし　金の星社

『おえかきしりとり』
作：新井洋行・鈴木のりたけ　講談社

『くろねこさんしろねこさん』
ぶん：得田之久　え：和歌山静子　童心社

『モモンガのはいたつやさんと 
 ミーちゃんへのプレゼント』
著：ふくざわゆみこ　文渓堂

『すえずえ』
著：畠中恵　新潮社

『魔法使いと刑事たちの夏』
著：東川篤哉　文藝春秋

『銀翼のイカロス』
著：池井戸潤　ダイヤモンド社

『枯野光』
著：池田久輝　角川春樹事務所

棚橋　奈
な
々
な
美
み

ちゃん
（３歳・上ケ田）

服部　太
たい
翔
と

くん
（２歳 11カ月・富沢）

伊藤　未
み
来
く
翔
と

くん
（２歳７カ月・須山６）

三浦　尚
なお
紀
き

くん
（２歳８カ月・二ツ屋１）

長田　晴
はる

ちゃん
（２歳９カ月・中丸下）
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