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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

　

４月19日	 ※詳細は15ページ
『テミスの求刑』出演者表敬訪問
（左：仲里依紗さん、右：岸谷五朗さん）
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特集１

平成 27 年度　新メンバー紹介

区と行政を結ぶ
地域のまとめ役

会長 　渡邉　吉巳

区長連合会

85人
�

� （◎は区長会長）
【西地区】
◎水口好美（二ツ屋二）�清水信夫（石脇）勝亦盛次（佐
野上宿）稲野良二（佐野本宿）中村富士夫（佐野若狭）
鈴木啓久（佐野二）市川忠儀（大畑）剛力博（上町）
廣瀬忠保（緑町）谷口司郎（元町）髙橋幸男（桃園）
尾﨑英明（富沢）諏訪部秀樹（南町）松浦孝義（二ツ
屋一）柏木広基（堰原）畠山忠志（伊豆島田）岩村正
彦（水窪）

【東地区】
◎菊田祐一郎（本村上中）勝又達泰（久根）星野哲雄
（公文名一）髙草健次（公文名二）勝又一歩（公文名三）
藤江賢二（公文名四）河口優次（公文名五）杉山順彦
（三菱）勝又博文（中丸上）芹澤久光（中丸中）髙梨
英幸（中丸下）服部泰彦（天理町）清水政和（滝頭）
杉山芳男（本茶）執行巧（道上）杉山始（峰下市の瀬）
三上恂（鈴原）髙嶋嘉男（茶畑団地）両角隆佳（青葉
台）庄司儀文（和泉）森泰至（富士見台）鈴木正直（麦
塚）長倉久志（新道）永田文雄（東町）杉山茂美（本
通り）岩城直巳（日の出元町）増田直樹（本村下）

【深良地区】
◎勝又�俊博（原）諸井章（町震一）大庭静雄（町震二）
小屋松明（舞台団地）吉田幸雄（南堀）宮崎克正（和
市）羽田文昭（遠道原）佐久間昇（柳端団地）宮崎愼
一（切久保）渡邊明夫（上原）松岡土苦夫（上原団地）
西川佳克（上須）土屋重芳（深良新田）吉田利一（岩
波）

　新年度に入り、新しい区長・交通指導員・地
域地震防災指導員・消防団員が決まりました。
この１年、各方面で活躍される皆さんをご紹介
します。� （敬称略）

【富岡地区】
◎小野隆（金沢）谷次雄（千福）湯川史朗（御宿平山）
西脇清（御宿上谷）古田多津彦（御宿新田）船木春男
（御宿坂上）横山哲（御宿入谷）市川博（上城）岡村
伸一（中村）井上恭男（下条）和出健司（中里）塩津
靖男（田場沢）福田行信（森脇団地）勝又利幸（上ケ
田）勝又俊明（今里）杉本正治（下和田）及川年也（呼
子）須田泰弘（矢崎）山本茂雄（トヨタ）小川和雄（御
宿台）荒木由香里（千福が丘）近藤天（千福南）

【須山地区】
◎渡邉吉巳（須山三）杉山勝良（須山一）杉山豊穗（須
山二）横山芳文（須山四）根上金吾（須山六）

▲区長連合会総会

交通安全と
事故防止を導く

会長 　藤井　里美

交通指導員会

42人

【西地区指導員】
相川真也（佐野二）原正彦（石脇）水口毅真（伊豆島
田）三枝晶（伊豆島田）市川明宏（堰原）山之内猛（佐
野若狭）古地剛（佐野二）渡邉貢孝（富沢）渡邉雅也
（佐野本宿）
【東地区指導員】
安藤秀智（和泉）芹澤賢由（公文名四）渡辺憲弘（鈴
原）高田泰寛（麦塚）中野一利（本村下）持田真由紀
（峰下）高橋宗尚（青葉台）岩﨑昭彦（青葉台）
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特集１

【深良地区指導員】
藤井里美（町震一）勝又良彦（深良新田）狩野茂夫（南
堀）林一郎（和市）大谷内英海（岩波）勝又勝美（上
須）

【富岡地区指導員】
八木健二（上ケ田）小林一光（千福が丘）滝井敏治（御
宿新田）小島進（呼子）折笠竜也（金沢）八木榮一（御
宿上谷）勝又豊伸（上城）菅岩泰亮（トヨタ）

【須山地区指導員】
渡辺広明（須山一）菅沼正光（須山三）安間善美（須
山六）土屋英司（須山二）

【女性指導員】
山本淳子（桃園）安達めぐみ（富沢）山下順子（千福
が丘）柴田里香（千福が丘）鈴木つる代（千福が丘）
水野美香（佐野二）杉本園子（佐野二）

▲交通指導員会年頭視閲式

防災力の向上と
自主防災の活性化

会長 　杉山　信行

地域地震防災指導員会

44人

【西地区指導員】
丸子茂（石脇）西田文明（佐野上宿）江波戸英三（佐
野本宿）菊池勇一（佐野二）大森良勝（元町）髙橋秀
夫（二ツ屋二）伊東貴美代（桃園）髙橋保夫（伊豆島
田）小松照代（女性）

【東地区指導員】
増田隆俊（公文名一）中野勝美（滝頭）鈴木保（天理
町）中山あい子（本茶）小西辰一（和泉）小林建次（富
士見台）庄司雅彦（本茶）山田稔（本村上中）杉山富
三代（女性）

【深良地区指導員】
釜洞文夫（町震一）谷敏彦（南堀）三浦幸作（和市）
志村幸洋（和市）近藤利昭（切久保）勝又透（原）所
憲之（上須）土屋政春（深良新田）新川佳弘（岩波）
根本年代（女性）

【富岡地区指導員】
岩間一夫（千福）伊藤勝男（御宿新田）勝又敏宏（御
宿上谷）坂田好彦（上城）勝又和延（田場沢）勝又高
（呼子）川口功（今里）眞田貞一（下和田）大沼澄雄（千
福が丘）眞田美代子（女性）

【須山地区指導員】
杉山信行（須山一）杉山照子（須山一）土屋成吉（須
山二）瀧口昇嗣（須山三）田口潮（須山六）佐藤寿恵
子（女性）

▲ＡＥＤの講習

私たちの生命と
財産を守る

団長 　今関　正興

消 防 団

240人

【消防団本部】
団長／今関正興（元町）副団長／杉本和男（御宿入谷）
二ノ宮善明（緑町）本部長／伊東秀哉（元町）本部部
長／藤森勤（上原）勝又正昭（和泉）小泉秀子（千福
が丘）牧島利浩（今里）荻田成司（須山三）山本正吾
（南堀）中村誠也（千福が丘）杉山福美（須山一）勝
又宏和（新道）西島隆彦（石脇）女性消防部長／関野
惠理（水窪）

【分団長】
西分団／鈴木博行（上町）東分団／原右文（久根）深
良分団／渡辺佑季（町震一）富岡分団／星野富美夫（今
里）須山分団／荻田和彦（須山三）
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平成 27 年度　市役所　電話番号表
夜間休日は☎992-1111へ

特集２

企 画 部
行政経営監 行政改革・公共施設マネジメント係 995-1842

秘書課
秘書係

995-1800
国際交流係

企画政策課
企画調整係

995-1804
土地対策係

情報政策室
情報係

995-1805
統計係

財政課 財務係 995-1801

戦略広報課
情報戦略係

995-1802広報広聴係
市民相談係

総 務 部

人事課
人事研修係

995-1806
給与厚生係

総務管財課

庶務係
995-1807管財係

選挙係（選挙管理委員会）
行政係

995-1808契約係
工事検査監

管理納税課
管理係

995-1811納税係
徴収対策係

課税課
市民税係 995-1810
資産税係 995-1809

環境市民部

市民課
市民課窓口 995-1812
地区振興係 995-1874

◇深良支所（深良コミュニティセンター） 992-0400
◇富岡支所（富岡コミュニティセンター） 997-0062
◇須山支所（須山コミュニティセンター） 998-0002

生活環境課

環境保全係

995-1816
リサイクル推進係
公害係
廃棄物処理係

◇美化センター 992-3210

危機管理課
危機対策係

995-1817
交通防犯係

◇上下水道課
工務係 995-1836
簡易水道係 995-1834

経営管理室
総務係 995-1890
管理係 995-1835

水道料金お客さまセンター 995-1831

産 業 部

農林振興課
農政係（農業委員会）995-1824
農林土木係

995-1823
林政係

商工観光課
観光係 995-1825
商工労政係 995-1857

渉外課
企業支援係

995-1858
演習場対策係

建 設 部

◇区画整理課
（裾野駅西地区整備事務所）

駅西整備係
994-1274

区画整理係

建設管理課
管理係 995-1855
地籍調査係 995-1859

道路保全対策室 維持保全係 995-1826

建設課
工務・防衛施設係

995-1827
用地係

まちづくり課

計画係
995-1829

街路公園係
都市対策係 995-1828
建築指導係

995-1856
公営住宅係

　担当する課がわからないときや夜間・休日は、☎ 992-1111 へおかけください。
市政カレンダーに掲載した課名や電話番号が一部変更されています。ご注意ください。

平成 27年４月１日現在� 市外局番（055）
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特集２

健康福祉部

健康推進課
（福祉保健会館）

指導係

992-5711
予防係
防疫係
施設係

介護保険課
資格認定係

995-1821
給付指導係

国保年金課
年金係

995-1813
後期高齢者医療係
国保係 995-1814

社会福祉課
地域福祉係

995-1819
高齢者福祉係

障がい福祉課
障がい福祉係

995-1820
保健福祉係

子育て支援課 子育て支援係 995-1841

子ども保育課
保育係

995-1822
幼児教育係

◇消防本部

消防総務課
管理係 995-1190
警防係 995-1192
消防団係 995-1193

広域準備室 情報係 995-1191

予防課
予防係 992-3211
危険物係 992-3212

消防署 995-0119
消防署茶畑分遣所 994-0119
消防署須山分遣所 998-0119

◇そのほか　出先機関・外部施設
市民文化センター図書室 993-9305
十里木キャンプ場 998-0992
南児童館 993-1881
北児童館 997-8400
一般廃棄物最終処分場 998-0393
斎場 997-0389
裾野長泉清掃施設組合（中島苑） 997-3336
中央公園 992-5785
◎市民文化センター 993-9300
◎ヘルシーパーク裾野 965-1126
◎市民体育館 993-0303
◎運動公園総合体育施設 997-7277
◎市立水泳場（市営プール） 992-0707

◇は市庁舎外の外部施設です。 ◎は指定管理者の管理する施設です。

そのほか　庁舎内
出納課 995-1830
議会事務局 995-1839
監査委員事務局 995-1840
消費生活センター 995-1854
家庭児童相談室 995-1862
法務局証明サービスセンター 923-1201
休日・夜間・守衛室 992-1111

教 育 部

教育総務課

庶務係

995-1837
指導係
経理係
施設係

◇学校給食センター 992-6868

学校教育課
学事係

995-1838指導係
教職員係

◇生涯学習課
社会教育係

992-3800
（生涯学習センター）
市民協働室 市民協働係

文化・スポーツ室
文化係
スポーツ係

◇富士山資料館 998-1325
◇東西公民館 992-6677

◇鈴木図書館
管理係

992-2342奉仕係
学習係
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循環バス すそのーる　時刻表

特集３

※紙面の都合上、一部のバス停のみ掲載しています。
※�名称を略しているバス停があります。
※�平日と土・日曜日、祝日では運行ダイヤが異なります。

※�道路事情などにより運行時刻が前後する場合があり
ます。
※�年末年始（12月29日～１月３日）は、全便運休します。

★……土・日曜日、祝日は運休■富岡・深良循環
▶東回り
バ ス 停 １便 ★２便 ３便 ４便
裾 野 駅 10:10 13:00 15:20 17:30
鈴 木 図 書 館 入 口 10:12 13:02 15:22 17:32
裾 野 赤 十 字 病 院 10:13 13:03 15:23 17:33
裾野市民体育館前 10:14 13:04 15:24 17:34
公 文 名 10:15 13:05 15:25 17:35
久 根 10:16 13:06 15:26 17:36
町 田 10:17 13:07 15:27 17:37
南 堀 下 10:20 13:10 15:30 17:40
和 市 10:21 13:11 15:31 17:41
裾野市営プール前 10:23 13:13 15:33 17:43
裾野市民文化センター 10:30 13:20 15:40 17:50
裾野市営プール前 10:32 13:22 15:42 17:52
福 祉 保 健 会 館 前 10:33 13:23 15:43 17:53
御 宿 八 幡 宮 前 10:35 13:25 15:45 17:55
御 宿 10:37 13:27 15:47 17:57
富 岡 中 学 校 前 10:39 13:29 15:49 17:59
富岡中グランド入口 10:40 13:30 15:50 18:00
御 宿 平 山 湧 水 10:41 13:31 15:51 18:01
千 福 10:43 13:33 15:53 18:03
千 福 下 10:47 13:37 15:57 18:07
中 央 公 園 前 10:48 13:38 15:58 18:08
大 畑 橋 10:51 13:41 16:01 18:11
佐 野 10:52 13:42 16:02 18:12
裾野西小学校入口 10:53 13:43 16:03 18:13
裾 野 駅 11:00 13:50 16:10 18:20

▶西回り
バ ス 停 １便 ２便 ３便 ★４便
裾 野 駅 9:05 11:10 14:00 16:20
裾野西小学校入口 9:08 11:13 14:03 16:23
佐 野 9:09 11:14 14:04 16:24
大 畑 橋 9:10 11:15 14:05 16:25
中 央 公 園 前 9:12 11:17 14:07 16:27
千 福 下 9:13 11:18 14:08 16:28
千 福 9:18 11:23 14:13 16:33
御 宿 平 山 湧 水 9:20 11:25 14:15 16:35
富岡中グランド入口 9:21 11:26 14:16 16:36
富 岡 中 学 校 前 9:22 11:27 14:17 16:37
御 宿 9:24 11:29 14:19 16:39
御 宿 八 幡 宮 前 9:26 11:31 14:21 16:41
福 祉 保 健 会 館 前 9:28 11:33 14:23 16:43
裾野市営プール前 9:30 11:35 14:25 16:45
裾野市民文化センター 9:36 11:41 14:31 16:51
裾野市営プール前 9:37 11:42 14:32 16:52
和 市 9:39 11:44 14:34 16:54
南 堀 下 9:40 11:45 14:35 16:55
町 田 9:43 11:48 14:38 16:58
久 根 9:44 11:49 14:39 16:59
公 文 名 9:45 11:50 14:40 17:00
裾野市民体育館前 9:46 11:51 14:41 17:01
裾 野 赤 十 字 病 院 9:47 11:52 14:42 17:02
鈴 木 図 書 館 入 口 9:48 11:53 14:43 17:03
裾 野 駅 9:55 12:00 14:50 17:10

　裾野駅循環バス「すそのーる」は裾野駅を起点として、３ルート運行しています。裾野
駅周辺でのお買物、裾野駅へのアクセス、裾野赤十字病院への通院などにご利用ください。
　平成27年度はダイヤの改正はありません。

「すそのーる」のほか、市内の主要路線バスの時刻表を市のホームページに掲載しています。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/ss/access/

バスの運行についてのお問い合わせ／富士急シティバス本社営業所　 921-5367
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特集３

▶東回り
バ ス 停 ★１便★２便 ３便 ★４便 ５便
裾 野 駅 7:10 9:45 11:25 14:10 16:10
三 菱 前 7:14 9:49 11:29 14:14 16:14
麦 塚 口 7:15 9:50 11:30 14:15 16:15
南 小 学 校 前 7:18 9:53 11:33 14:18 16:18
水 窪 7:23 9:58 11:38 14:23 16:23
新 愛 鷹 橋 7:24 9:59 11:39 14:24 16:24
富 沢 7:27 10:02 11:42 14:27 16:27
桃 園 7:31 10:06 11:46 14:31 16:31
花 園 橋 7:32 10:07 11:47 14:32 16:32
裾 野 二 本 松 7:33 10:08 11:48 14:33 16:33
裾野西小学校入口 7:34 10:09 11:49 14:34 16:34
佐 野 7:35 10:10 11:50 14:35 16:35
裾 野 高 校 入 口 7:38 10:13 11:53 14:38 16:38
裾野赤十字病院 7:40 10:15 11:55 14:40 16:40
鈴木図書館入口 7:40 10:15 11:55 14:40 16:40
裾 野 駅 7:45 10:20 12:00 14:45 16:45

★……土・日曜日、祝日は運休■富沢・桃園循環
▶西回り
バ ス 停 １便 ★２便 ３便 ★４便 ５便
裾 野 駅 9:05 10:40 13:00 14:55 16:55
鈴木図書館入口 9:07 10:42 13:02 14:57 16:57
裾野赤十字病院 9:08 10:43 13:03 14:58 16:58
裾 野 高 校 入 口 9:09 10:44 13:04 14:59 16:59
佐 野 9:11 10:46 13:06 15:01 17:01
裾野西小学校入口 9:12 10:47 13:07 15:02 17:02
裾 野 二 本 松 9:13 10:48 13:08 15:03 17:03
花 園 橋 9:14 10:49 13:09 15:04 17:04
桃 園 9:15 10:50 13:10 15:05 17:05
富 沢 9:20 10:55 13:15 15:10 17:10
新 愛 鷹 橋 9:23 10:58 13:18 15:13 17:13
水 窪 9:28 11:03 13:23 15:18 17:18
南 小 学 校 前 9:32 11:07 13:27 15:22 17:22
麦 塚 口 9:33 11:08 13:28 15:23 17:23
三 菱 前 9:34 11:09 13:29 15:24 17:24
裾 野 駅 9:40 11:15 13:35 15:30 17:30

★……土・日曜日、祝日は運休■茶畑・平松循環／青葉台線
▶西回り
バ ス 停 ★青葉台線 ★１便 ２便 ３便 ４便 ★５便
裾 野 駅 − 8:50 10:25 13:30 15:20 17:01
三菱アルミ − 8:54 10:29 13:34 15:24 17:05
麦 塚 − 8:56 10:31 13:36 15:26 17:07
本 茶 − 8:57 10:32 13:37 15:27 17:08
道 上 − 8:58 10:33 13:38 15:28 17:09
向田小学校前 − 9:00 10:35 13:40 15:30 17:11
鈴 原 − 9:01 10:36 13:41 15:31 17:12
県営茶畑団地 − 9:02 10:37 13:42 15:32 17:13
青葉台団地 6:50 9:05 10:40 13:45 15:35 17:16
県営茶畑団地 6:53 9:08 10:43 13:48 15:38 17:19
鈴 原 6:54 9:09 10:44 13:49 15:39 17:20
向田小学校前 6:55 9:10 10:45 13:50 15:40 17:21
裾野東中学校入口 6:56 9:11 10:46 13:51 15:41 17:22
裾野市民体育館前 6:58 9:14 10:49 13:54 15:44 17:25
裾野赤十字病院 6:59 9:15 10:50 13:55 15:45 17:26
鈴木図書館入口 6:59 9:15 10:50 13:55 15:45 17:26
裾 野 駅 7:02 9:20 10:55 14:00 15:50 17:31

▶東回り
バ ス 停 １便 ★２便 ３便 ４便 ★青葉台線
裾 野 駅 9:45 11:40 14:25 16:05 18:03
鈴木図書館入口 9:48 11:43 14:28 16:08 18:06
裾野赤十字病院 9:49 11:44 14:29 16:09 18:07
裾野市民体育館前 9:50 11:45 14:30 16:10 18:08
裾野東中学校入口 9:52 11:47 14:32 16:12 18:09
向田小学校前 9:53 11:48 14:33 16:13 18:09
鈴 原 9:54 11:49 14:34 16:14 18:11
県営茶畑団地 9:55 11:50 14:35 16:15 18:12
青葉台団地 9:58 11:53 14:38 16:18 18:14
県営茶畑団地 10:01 11:56 14:41 16:21 −
鈴 原 10:02 11:57 14:42 16:22 −
向田小学校前 10:03 11:58 14:43 16:23 −
道 上 10:04 11:59 14:44 16:24 −
本 茶 10:05 12:00 14:45 16:25 −
麦 塚 10:06 12:01 14:46 16:26 −
三菱アルミ 10:09 12:04 14:49 16:29 −
裾 野 駅 10:15 12:10 14:55 16:35 −

運�　賃／１人１回の乗車につき、100 円～ 200 円で
す。乗車区間により異なります。

※�小学生、障害者手帳の交付を受けている方とその介
護人の方の運賃は、半額（10円未満切り上げ）です。

※�未就学児は無料です。

企画政策課
995-1804
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＆

介護保険制度を改正
所得が低い 65 歳以上の方の保険料を軽減など

特集４

低所得の65歳以上の方の保険料
軽減割合を拡充

　公費による軽減が強化されました。消費税増税分を
財源に、所得が低い 65歳以上の方で保険料段階が第
１段階の方の軽減割合が拡充されました。

特別養護老人ホームの入所基準
原則要介護３以上に

　特別養護老人ホームに新規で入所する場合は、原則
として要介護状態区分が要介護３以上の方が対象にな
りました。要介護１・２の方でも、やむを得ない事情
で在宅生活が困難な状況であれば、新規入所が認めら
れる場合があります。

要介護状態区分とは �

　介護認定審査会の審査で、介護の必要性に応じ
て５つに区分されます。要介護１から要介護５と
なるに従って、介護を必要とする度合いが高くな
ります。
�

多床室の基準費用額
第２・３段階は日額320円から370円に

　介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護保険課
療養型医療施設などの施設サービスで多床室を利用す
る方の負担限度額が変更になりました。利用者負担段
階が第２・３段階の方は、日額 370 円です。
　３月 31日以前に発行した認定証は、改定後の負担
額に読み替えて対応します。

介護サービスの利用者負担段階とは �

　老齢福祉年金や生活保護の受給の有無や合計所得額
などで４つの段階で区分されます。

区分 対象者

第１段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢
福祉年金の受給者、生活保護受給者

第２段階
本人と世帯全員が市民税非課税で、合計
所得金額＋課税収入金額が 80万円以下
の方

第３段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、利用
者負担段階第２段階以外の方

第４段階 上記以外の方

�

　４月から、介護保険制度の一部が変わりました。所得が低い65
歳以上の方の保険料の軽減、特別養護老人ホームへの新規入所の対
象の変更、多床室の利用負担限度額の変更などです。
　また、８月から、介護サービスの利用者負担割合や入所サービス
の資産要件などが変更されます。

介護保険課
995-1821

平成 27 年３月 31 日時点で施設に入所し
ていたが、４月１日以降に要介護１（また

は要介護２）に変更になりました。このまま入所
していて良いのでしょうか？

４月１日以前に入所していれば、その後、
要介護１または要介護２に変更になっても

引き続き入所できます。
４月１日以降に入所したが、その後要介護
１（または要介護２）に変更になりました。

退所しなければいけないのでしょうか？
施設への入所は原則として要介護３以上の
方に限定されましたが、要介護１または要

介護２の方でも特例的な入所が認められることが
あります。一度退所して、居宅で日常生活を営む
ことができるか検討してください。その結果、居
宅で日常生活を営むことが困難で、やむを得ない
事由があると判断された場合は、引き続き施設に
入所できます。

Ｑ1.

Ａ1.

Ｑ2.

Ａ2.

Ｑ Ａ こんなときは、どうなるの？
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特集４

介護保険サービス利用者負担割合や
入所サービスの資産要件などを変更

◆�一定所得以上の65歳以上の方の負担が２割に

　一定以上の所得のある 65歳以上の方が、介護保険
サービスを利用したときの負担が２割になります。要
支援、要介護の認定を受けた方には、介護保険負担割
合証が７月ごろに届きます。

※�合計所得金額は、年金や給与の収入、事業収入など
から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除
した額のことです。

◆所得が低い方で施設利用者などの適用要件を変更

　所得が低い方で施設やショートステイを利用してい
る方の食費・居住費の補足給付の適用要件が追加され
ます。

所得要件
市民税世帯非課税

別世帯に配偶者がいる場合は、
別世帯の配偶者も市民税非課税

✚
資産要件

預貯金などが単身で 1,000 万円以下、
夫婦で 2,000 万円以下

◆高額介護サービス利用者負担限度額を一部引上げ

　同じ月に利用した介護保険の利用者負担が、一定額
を超えた時に支給される「高額介護サービス費」の利
用者負担段階区分に「現役並み所得者」が新設されま
した。
　現役並み所得者は、同一世帯に課税所得が 145 万
円以上の 65 歳以上の方がいて、世帯内の 65 歳以上
の方の収入合計が単身の場合は 383 万円以上、２人
以上の場合は 520 万円以上の方のことです。対象者
の限度額は、37,200 円から 44,400 円になります。
� （月額）

利用者負担段階区分 限度額
現役並み所得者 44,400円
一般 37,200円
市民税世帯非課税 24,600円
・�公的年金など収入金額と
合計所得金額の合計が
80万円以下の方
・�老齢福祉年金の受給者

15,000円（個人）

生活保護の受給者など 15,000円（個人）など

◆高額医療・高額介護合算制度の限度額を一部変更

　年間の介護保険サービスと医療費の自己負担分（介
護と医療それぞれのサービスの限度額適用後の自己負
担分）が一定の限度額を超えたときに、超えた分が支
給される「高額医療・高額介護合算制度」の 70歳未
満の方の限度額が変更されます。
� （年額）

所得 ７月まで ８月から
901万円超 176万円 212万円

600万円超901万円以下 135万円 141万円
210万円超600万円以下 � 67万円 � 67万円

210万円以下 � 63万円 � 60万円
住民税世帯非課税 � 34万円 � 34万円

●対象の方は、医療保険の窓口への申請が必要です。
●�毎年７月 31日時点で加入している医療保険の所得
区分が適用されます。

本人の合計所得
金額が160万円
未満

本人の合計所得
金額※が160万
円以上

年金収入
＋

そのほかの
合計所得金額

＝
単身で

280万円以下
または
2人以上で
346万円以下

右
記
に
当
て
は
ま
ら
な
い
方

65歳以上の方

２割負担 １割負担

８月
から
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経営所得安定対策の申請は 6/30 ㈫まで
市内 3 箇所で相談会を開催

特集５

農林振興課
995-1823

畑作物の直接支払交付金
●対象作物　
　麦・大豆・そば・なたね
●交付要件　
　対象作物を生産・販売している認定農業者、集落営
農、認定新規就農者
●交付方法・単価　
　数量払、面積払のうち、いずれかの金額の高い方の
み交付されます。
 【数量払】
　当年産の出荷・販売数量と、作物ごとの品質に応じ
て交付されます。
※�販売・品質を証明する伝票・出荷票の写しや出荷契
約書の写しが必要です。
 【面積払（営農継続支払）】
　対象作物の当年産の作付面積に基づき交付されます。
　20,000円／10a　※そば13,000円／10a

水田活用の直接支払交付金
●対象作物・交付単価
 【戦略作物】
麦・大豆・飼料作物 35,000円／10a
加工用米 �20,000円／10a
WCS 用米 80,000円／10a

米粉用米・飼料用米 �収量に応じ55,000～
105,000万円／10a

 【産地交付金】（市町で設定する地域特産物など）
ヤマトイモ・イチゴ・
モロヘイヤ・そば 10,000円／10a

芝・種苗・景観作物 6,000円／10a
登記地目が田の農地でそばを作付する場合、20,000
円／10aを追加配分（二毛作は15,000円／10a）

●交付要件
　水田で対象作物を生産し、販売していることが必要
です。そばは、市場に流通させるなど特産化への取り

組みに参加することが条件で、田畑を問わず交付対象
になります。
※�販売実績を証明する出荷伝票、出荷契約書などの写
しが必要です。

米の直接支払交付金
●交付要件
　米の生産数量目標に従って主食用米・酒米を生産・
販売していること。
※�販売実績を証明する出荷伝票などの写しが必要です。
水稲共済加入者は販売農家とみなされるため、伝票
の提出は不要です。
●交付方法・単価
 【定額交付】7,500 円／ 10a
　ただし、作付面積から自家消費・縁故米相当として
10a が控除されます。
※この交付金は、平成 30年度産米から廃止します。

加入申請の方法
　農林振興課で配布している交付申請書と営農計画書
に必要事項を記入し、提出してください。昨年度に申
請した方には５月中に案内書類を送付します。資料の
送付や説明を希望する方は、相談会に参加するか、お
問い合わせください。
 【相談会】

５月28日㈭ 10:00～16:00 市役所地下会議室

６月２日㈫ 13:30～16:00 須山支所２階小会議室

６月４日㈭ 15:30～19:00 市民文化センター34会議室

●申請
申請期限／６月 30日㈫［必着］
申 込 先／農林振興課
※�経営所得安定対策の申請や昨年度の実績で市の特産
物奨励交付金の対象となる方には、別途通知します。

　経営所得安定対策は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を
対象に、その差額を交付し、農業経営の安定化と国内生産力の確保を図る
制度です。申請についての相談会を市内３か所で行います。昨年度申請し
た方には、５月中に案内書類を送付します。
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悪質商法に関する相談は消費生活センターへ
甘い誘い、うまい話にご用心！

特集６

最も多いのはアダルトや出会い系など
インターネットに関する相談

　昨年度の相談件数は 475 件で、平成 25 年度より
19 件増加しました。全国的にみても相談件数は増加
傾向にあります。昨年度多かった相談を内容別にみる
と、アダルトサイトや出会い系サイトなどインター
ネットの利用に関する相談が 44件で最も多く、多重
債務に関する相談の 36件が続きます。そのほかにも、
はがきやメールによる覚えのない代金請求、社債や未
公開株の勧誘、還付金詐欺、敷金の返還、ソーラーシ
ステムや光回線の勧誘など多種多様な相談が寄せられ
ました。

全体の半数が60歳以上の相談
金融商品の勧誘や医療費の還付など

　年齢別にみると、60歳以上の相談が 238 件で全体
の約 50％となっています。高齢者からの相談には「代
わりに購入すれば高値で買い取る」などと、立場の違
う複数の業者が、実態不明な金融商品や権利を電話で
勧誘する手口も見られます。ほかにも医療費の還付や、
心当たりのない商品代金の請求などを口実とした詐欺
的な勧誘が目立ちました。

インターネット通販のトラブル増加
　購入形態でみると、電話勧誘や訪問販売が減少し、
通信販売が増加しています。パソコンやスマートフォ�
ンの普及とともに、インターネット通販のトラブルが
幅広い年代で増加しています。特にアダルトサイトの
相談が目立ちます。無料だと思ってサイトを進んでい
くと、知らないうちに登録となり料金を請求されたと
か、料金請求画面が消えないという内容がほとんどで
す。
　また、インターネット通販では「注文した商品と違
うものが送られてきた」、「代金を払ったのに商品が届
かない」、「業者と連絡が取れない」という相談が増え
ています。光回線などのインターネット接続回線、プ
ロバイダ変更の勧誘のトラブルも目立ちます。

契約内容をしっかり確認することが大切
　最近は通信販売や電話勧誘など相手の見えない契約
や、内容が複雑でよくわからない契約が増えています。
買った商品の種類や販売方法によっては、クーリング
オフができない場合もあります。これは、プロバイダ
などの契約や通信販売には法律上のクーリグオフ制度
がないためです。十分に内容が理解できない場合、そ
の場で承諾しないことが大切です。文書でしっかりと
契約内容を確認してください。
　よくわからないときや困ったときには、ひとりで悩
まず、すぐに消費生活センターにご相談ください。

　悪質業者は手を替え、品を替え、次から次へと新たな手口でだまそうと
してきます。被害にあわないためには「一人で判断しない」「世の中にう
まい話はないと思う」「理解できない話には手を出さない」ことが大切です。
困ったときはすぐに消費生活センターに相談してください。

消費生活センター
995-1854

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

〈平成26年度　契約当事者の年齢別件数〉
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〈平成26年度　販売購入形態別相談件数〉

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

店舗販売
通信販売
電話勧誘
訪問販売
訪問購入
マルチ関係
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地域の活性化などに取組む団体を補助
パートナーシップ助成補助金 最大 50 万円

特集７

補助対象事業は市民協働の推進
まちづくりに必要な事業など

　次のいずれかに該当する事業が対象です。
①�市民の方の提案によるもので、市民協働の推進とま
ちづくりに必要と認める事業
②�課題解決のために市民の方の協力が必要なもので、
市と協働して実施する事業
※次のいずれかに該当する事業は、補助の対象外です。
①市の類似する補助制度の適用を受けているもの
②ほかの団体を補助する事業
③事業の効果が特定の個人や団体のみにおよぶもの
④団体の管理する施設や設備などの修繕、改造など
⑤団体の組織運営のためのもの
⑥宗教的または政治的宣伝の意図のあるもの
⑦補助することが適当でないと市長が認めるもの

補助対象団体は市内の団体

　次のいずれにも該当する団体が対象です。
①�構成員が５人以上で、その過半数が市内に住んでい
るか、通勤・通学している団体
②市内に活動拠点があり、市内で活動している団体

　地域の活性化や課題解決に向けた自主的な
活動に補助を交付します。補助金額は最大
50万円です。市民協働によるまちづくり推
進協議会で審査し補助する事業を決定します。

生涯学習課
992-3800

補助対象経費は事業実施に
直接必要な経費

　補助対象の事業を実施するのに直接必要となる経費
を補助します。次の経費は補助の対象となりません。
①団体の経常的な運営維持管理費
②�団体の構成員に対する人件費、謝礼、会食費（活動
中の水分補給と軽食の費用は除く）、交通費、宿泊
費
③単価が５万円を超える備品購入費

補助期間は１年間

　補助期間は、毎年４月１日から翌年の３月 31日ま
でです。ただし、継続が必要な場合は、３年を限度と
して補助を継続できます。審査は毎年行われます。

補助対象経費 補助率 補助限度額
125,000 円未満 10／10以内 100,000 円
125,000 円以上 ４／５以内 500,000 円

申請→審査→決定

　補助金の交付を希望する団体の方は、生涯学習課に
ある申請書や概要書などに必要事項を記入し、お申し
込みください。申請のあった事業を、市民協働による
まちづくり推進協議会で審査します。申請は随時受け
付けています。

昨年度に行われた事業

●観光ボランティアガイド
● FIFAワールド杯ブラジルパブリックビューイング
●ウグイスカードの更新
●わらうのん in すその
●飼い主のいないネコ対策
●自信を持てる子育て講座
●映画上映会
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土砂災害ハザードマップで災害に備える
被害予測地図を確認して、安全な場所へ避難を

特集８

危機管理課
995-1817

土砂災害警戒区域・特別警戒区域
　急傾斜地の崩壊や土石流、地すべりなどで土砂災害
が発生するおそれがある区域は、土砂災害警戒区域に
指定されます。警戒区域は２段階です。土砂災害発生
時に、特に住民の方などの生命や身体に危害が生じる
おそれがある区域は「土砂災害警戒区域」です。建築
物に損壊が生じ、住民の方などの生命や身体に著しい
危害が生じるおそれがある区域は「土砂災害特別警戒
区域」です。

警戒区域などの詳細は危機管理課で
　土砂災害警戒区域などの指定に関する資料は、市役
所危機管理課または県交通基盤部河川砂防局砂防課、
県沼津土木事務所で縦覧することができます。県の
ホームページでも一部が公開されています。

災害の発生前に家族で備えを
　まずは、家族で自宅の最寄りなどの避難場所確認し
てください。避難場所の経路を決め、安全に通行でき
るか確認しましょう。
　備蓄品・非常持出品は必要最低限とし、一人あたり、
飲料水は最低９ℓ、食料品は７日分（うち調理不要食
３日分）を用意しましょう。医薬品や電池などは定期
的に点検し、使用期限が過ぎたものは新しいものに交
換しましょう。

　市では、土砂災害警戒区域や特別警戒区域をまとめた土砂災害ハ
ザードマップを作成しました。このマップは、黄瀬川の西側で、県
に区域指定されたエリアを収録しています。東側のエリアは、今年
度に作成します。
　土砂災害が発生する危険性が高い地域や避難場所などをマップで
確認し、いつ起こるかわからない土砂災害に備えましょう。

災害時には正確な情報収集を
　台風や大雨で洪水警報が発令された場合などには、
無線放送やまもメールなどでお知らせします。災害時
や災害が発生するおそれがある場合などは、災害対策
本部や災害警戒本部を設置し、避難準備情報や避難勧
告、避難指示を行います。無線放送とまもメールに加
え、広報車や消防車両、戸別訪問などでもお知らせし
ます。ラジオやテレビなども利用し、最新で正確な情
報を収集しましょう。

避難は速やかに安全な場所へ
　いざ災害が発生し避難が必要になったとき、どのよ
うに避難したらよいか覚えておきましょう。
①避難する前に
　電気やガスなど火の元を消し、二次災害を防いでく
ださい。災害伝言ダイヤル（171）などを利用し、親
戚や友人などに避難することを伝えましょう。
②速やかに避難
　避難するときは動きやすい服装で、運動靴を履いて
いくことが望ましいです。２人以上で行動しましょう。
避難勧告は、危険が迫ったときに出されます。市の職
員などの指示に従って速やかに避難してください。
③安全な道を選択
　避難場所に向かう途中、浸水箇所があった場合は側
溝や水路に十分注意してください。長い棒を杖代わり
にして、安全を確認しながら歩きましょう。
④車での避難は控えて
　車で避難すると、緊急車両の通行の妨げになります。
できるだけ徒歩で避難してください。

急傾斜地崩壊の場合 土石流の場合 地すべりの場合
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高齢者のバス・タクシーの利用を助成
すそのーるの運行区域外に住んでいる方が対象

特集９

すそのーる運行区域外に住んでいる方が対象
　市に住民登録があり、次の対象地区に住んでいて、
昭和 20年４月１日までに生まれた方
対象地区

公文名５区 峰下市の瀬 切久保区
上原区 上原団地区 原区
上須区 深良新田区 岩波区
千福区 御宿新田区 上城区
中村区 下条区 中里区

田場沢区 森脇団地区 上ケ田区
金沢区 今里区 下和田区
呼子区 矢崎区 トヨタ区

御宿台区 千福が丘区 須山地区全域

１回の乗車で100 円を助成
助成額／１回の乗車につき 100�円
助成券の交付枚数／同一年度１人につき 10枚
有効期限／平成 28年３月 31日
　※交付を受けた年度の３月 31日まで
利�用方法／現金で運賃を払うときに、乗務員に本人確
認のできるものを提示し、助成券を提出してくださ
い。現金以外で運賃を支払う場合は、助成券の利用
ができません。ほかの助成券、クーポン券などとの
併用はできません。
そ�のほか／他人（家族・親族を含む）への譲渡、換金
はできません。

利用は市内を運行するバスかタクシーで
　助成券は、市内を運行する次の事業者の路線バスま
たはタクシーで、乗降場所のどちらかが市内の場合に
利用することができます。
 【路線バス】富士急バス　※高速バスは利用不可
 【タクシー】安全タクシー、ミツワタクシー

企画政策課で交付申請を
　助成券の交付を希望する方は、市役所３階企画政策
課で所定の申請書に必要事項を記入し、提出してくだ
さい。
持ち物／本人確認ができるもの
※�代理の方が申請する場合は、対象者と代理の方の本
人確認ができるものを提示してください。

5/19～5/21は支所で受付
　助成券の交付申請は、次の日程で各支所でも受け付
けます。本人確認ができるものをお持ちの上、申請し
てください。

と　き ところ
5月19日㈫　9:00～12:00 須山支所
5月20日㈬　9:00～12:00 深良支所
5月21日㈭　9:00～12:00 富岡支所

◆本人確認ができるものとは �

 【１つでよいもの】
●�顔写真付き住民基本台帳カード
●�パスポート
●�自動車運転免許証など官公庁が交付した顔写真
つきの証明書・免許証
 【２つ必要なもの】
●�健康保険などの被保険者証
●�年金手帳など

　すそのーるの運行区域外に住んでいる高齢者の方に、市内を運
行する路線バスとタクシーで利用できる利用助成券を交付します。
助成券の交付を希望する高齢者の方は、企画政策課で申請してく
ださい。 企画政策課

995-1804
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お知らせ

Information
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　

静岡県裾野市
県議会議員選挙

　４月 12日㈰執行の静岡県裾野
市県議会議員選挙で、県議会議員
が決まりました。

静岡県裾野市県議会議員
鳥澤　由克（62歳）
自由民主党

市選挙管理委員会　995-1807

第38回五竜みどりまつり

５月 16日㈯　９時～ 16時
　　　�17 日㈰　９時～ 15時
中央公園
�模擬店、植木展示即売、どうぶ
つふれあい広場、ステージ、す
その昔ばなし朗読など
観光協会　992-5005

国際博物館の日

　５月 18 日は国
際博物館の日です。
それを記念して、
来館した方にオリ
ジナル缶バッジを差し上げます。
５月17日㈰　９時～16時30分
富士山資料館
富士山資料館　998-1325

富士裾野高原
マラソン大会交通規制

　富士裾野高原マラソン大会の開
催にともない、会場周辺の道路で
交通規制を行います。
５月 10日㈰
　�全面通行止め▶９時 30 分～
12時 30分
　片側通行▶ 10時～ 12時
�富士裾野高原マラソン大会実行
委員会（杉山）　992-6636

至 富士サファリパーク
　 ぐりんぱ

至 裾野市街

東名高速道路

大野路●

須山小●

運動公園
●

●トヨタ西門 ●
市斎場●トヨタ自動車㈱

　東富士研究所

ヘルシー
パーク裾野●

ヤクルト●
　　本社

●
須
山
支
所

車両通行止区間
片側通行区間（東進のみ）

市内各所でロケ、市役所庁舎がメインロケ地に！
５月10日㈰　22時スタート　毎週日曜　４話連続　WOWOWで放送予定

　WOWOW連続ドラマＷ「テミスの求刑」のロ
ケが市内各所で行われました。主演の仲里依紗さん
や岸谷五朗さんが毎週末、閉庁の市役所庁舎をはじ
め市内各所を訪れ撮影に臨みました。
　撮影には、多くの市民の方がエキストラとして参
加し、検事役や警察官、機動隊役などに扮し熱演し
ました。

　「テミスの求刑」は、仲さん演じる検察事務官が
弁護士殺しの容疑をかけられた岸谷さん演じる検事
とともに、過去の冤罪事件の真相を解き明かしてい
く重厚な社会派サスペンスです。
原　作／大門剛明「テミスの求刑」
監　督／権野元
キャスト／�仲里依紗、岸谷五朗、杉本哲太、世良公

則ほか戦略広報課　995-1802
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インフォメーション

Information

子ども・家庭110番

　子どもや子育てに関する悩みな
どの相談に電話で応じます。秘密
は厳守します。匿名での相談も受
け付けます。
�平日　９時～ 20時
　土日　９時～ 17時
　※祝日、年末年始を除く
子ども 110番　924-4152

住宅用火災警報機
設置状況調査

　任意に抽出した約 100 世帯を
市消防職員が訪問し、住宅用火災
警報器の設置状況について簡単な
質問をします。この訪問で物品な
どを販売することはありません。
�５月１日㈮～ 25日㈪
消防本部予防課　992-3211

難病患者介護家族リフレッシュ事業
就学支援事業が追加

　疾患または障がいに伴い、生命
の維持や健康状態の維持、改善の
ために日常的に必要となる医療的
ケアを行います。
�小・中学校または義務教育段階
の特別支援学校に通っていて、
登下校時や在校時に医療的ケア
を必要とし、次のいずれかに該
当する方
　�①特定疾患患者
　②指定難病患者
　③小児性慢性特定疾患児童など
　④筋ジストロフィー患者
　⑤重症心身障害者（児）
�障がい福祉課で手続きをしてく
ださい。
主治医の指示書、はんこ
�対象者 1 人当たり 1 年度につ
き 80回が限度です。
障がい福祉課　995-1820

天空のチューリップまつり

　昨年の 3倍、21 万本のチュー
リップをお楽しみください。
�５月 31日㈰まで
�５月９日㈯から 31日㈰までに
市内に住んでいることを証明す
る免許証などの書類をお持ちに
なると入園料が割引になります。
遊園地ぐりんぱ　998-1111

国保高齢受給者証新規交付会

　６月１日㈪から対象となる方に
受給者証を交付します。
�５月 21 日㈭　10 時 20 分～
11時 20分
福祉保健会館研修室
�昭和 20 年５月２日から６月１
日までに生まれた方
通�知／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

 【原動機付自転車・二輪車などの税額】� （年額）

種別 税額 種別 税額

原
動
機
付
自
転
車

排気量50㏄
以下 1,000円 軽二輪車 総排気量125㏄

超250㏄以下 2,400円

排気量50㏄超
～90㏄以下 1,200円 雪上車 2,400円

排気量90㏄超
～125㏄以下 1,600円

小型特殊
自動車

農耕作業用 1,600円

ミニカー（排気
量50㏄以下） 2,500円 その他 4,700円

※�排気量に準じた電動バイク
など含む

二輪の小
型自動車

総排気量
250㏄超 4,000円

 【軽三輪・軽四輪自動車の税額】� （年額）

車種区分

平成 27 年３
月 31 日まで
に初回車両番
号指定を受け
た車両の税額

平成 27 年４
月１日に初回
車両番号指定
を受けた車両
の税額

軽四輪
以上

乗用
自家用 7,200円 10,800円

営業用 5,500円 � 6,900円

貨物
自家用 4,000円 � 5,000円

営業用 3,000円 � 3,800円

軽三輪 ― ― 3,100円 � 3,900円

　広報すその２月１日号で軽自動車税額変更のお知
らせをしましたが、国の見直しにより、原動機付自

転車・二輪車などのみの税額の変更が 1年延期と
なりました。今年度の税額は下表のとおりです。

管理納税課　995-1811◆平成27年度  軽自動車税の税額
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お知らせ

広報すその４月15日号
お詫びと訂正

　広報すその４月 15 日号 P.13
のエネルギー機器等導入補助金の
一部の記事に誤りがありました。
お詫びして訂正します。
●�①太陽光発電システム【継続】
　補助金額
 【誤】上限（住宅用）12万円
　　　（事業用・集会所用）20万円
 【正】（住宅用）一律 7.5 万円
　　※３kw以上の設置に限る
　（事業用・集会所用）上限20万円
　　※１kwあたり３万円

●�③蓄電池システム、④住宅向け
給電機能付き電気自動車等充電
器（ビークル・トゥ・ホーム）、
⑤家庭用エネルギー管理システ
ム（HEMS）は新規と記載しま
したが、正しくは継続です。
戦略広報課　995-1802

十里木キャンプ場オープン

�５月１日㈮～ 10月 31日㈯
住所／須山 2427-1
�テントサイト▶１泊１張510円
　デイキャンプ▶１日１人200円
　※市外の方は金額が異なります。
� 生涯学習課　992-3800

市民文化センター
エントランスホール一部貸出

　市民文化センターのエントラン
スホールの一部を試験的に無料で
貸し出します。展示やロビーコン
サートなどで使用できます。
６月２日㈫～
市民文化センター　993-9300

筋力向上トレーニング教室

６月 19日㈮～７月 31日㈮
　水曜日と金曜日
　午前コース▶９時30分～12時
　午後コース▶13時30分～16時
福祉保健会館
�市に住民登録がある 20 歳から
74 歳までの方で、全 13 回を
通して参加できる方　※心臓疾
患や脳血管疾患の治療中の方な
どは対象になりません
�各 20 人（定員を超える場合は
抽選）
�歩行時に足を上げる筋肉のト
レーニングを中心に、ウォーキ
ング指導などを行います。
390 円
�すその健康マイレージの対象です。
�往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、生年月日、
年齢、希望コースを返信あて名
面に申込者の住所、氏名を記入
し、投かんしてください。※申
込期間終了後に参加の可否を返
信します
５月 11日㈪～ 25日㈪（必着）
健康推進課　992-5711
　〒 410-1117　石脇 524-1

　国民健康保険税の課税割合などを変更するため、市議会３月定例
会で国保税条例の一部を改正しました。国保財政は、年々増加する
医療費などの影響から、その財源不足が深刻な状況にあります。主
な原因は、医療費や後期高齢者医療制度への拠出金などの増加です。
　加入者の皆さんには多くの負担をおかけしますが、国保制度の趣
旨である「相互扶助」をご理解いただきご協力をお願いします。
　今年度の国保税率などは、下表のとおりです。

所得割＝（前年の所得額－基礎控除 33万円）×税率
※加入者単位で計算し世帯で合算
� 国保年金課　995-1814
� 　課税課　　　995-1810

課税の分類 課税区分 課税割合など 限度額

医療費分

所得割 5.5%

51万円
資産割 20.0%

均等割 １人当たり年間23,600円

平等割 １世帯当たり年間21,000円

後期高齢者支援分

所得割 2.1%

16万円
資産割 4.0%

均等割 １人当たり年間8,800円

平等割 １世帯当たり年間8,200円

介護分
対象：40歳以上65歳未満の方

所得割 2.1%
14万円

均等割 １人当たり年間14,600円

国保税の税率などを改正しました
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インフォメーション

Information

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

Q 突然業者から電話があり「以前注文のあった
健康食品を代金引換で送る」と言われた。「注

文した覚えはない」と伝えたが業者に脅され、購入
を承諾してしまった。断るにはどうすれば良いか。

Ａ 健康食品を「注文した覚えがない」と断った
のに強引に送りつけられたという相談が増え

ています。高齢者に被害が多く、業者に脅され購入
を承諾してしまうことが多いです。断ったのに商品
が送られてきた場合は、「ネガティブ・オプション（送
りつけ商法）」にあたります。代金の支払い義務は
なく、商品を受け取る必要はありません。電話で勧
誘されて承諾してしまった場合は、クーリング・オ
フできます。心配な場合は、すぐに消費生活センター
に相談してください。

若者のクレジットカードトラブル
　この春から新生活を始め、クレジットカードを
作った方も多いと思います。トラブルにあわないた
めに、利用の心構えを身につけましょう。
 〈利用のポイント〉
・�毎月の収入で返済できる範囲で利用しましょう
・�無くしたり、貸したりしないで、責任を持って管
理しましょう
　日常の買い物も法的な「契約」です。お互いの意
思が一致すれば成立します。解約にもお互いの合意
が必要となるので注意してください。

消費生活センター
995-1854

普通救命講習会参加者

５月 24日㈰　９時～ 12時
消防庁舎３階災害対策室
�ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を
使った心肺蘇生法の習得
�中学生以上
�30 人（先着順）
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、消防署、茶畑分遣所、須
山分遣所のいずれかにお申し込

みください。申込用紙は市の
ホームページからダウンロード
することもできます。
消防署救急係　995-0119

駿東地域職業訓練センター
６月講座

�●技能講習▶小型移動式クレー
ン技能講習●受験対策▶第２種
電気工事士受験対策講座〈技能〉
●人材育成▶話し方講座●特別
教育・安全衛生教育▶低圧電気、
職長・安全衛生責任者、伐木作
業の安全衛生講習（大径木対応）

●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、エクセル基礎、ワード
活用、エクセル活用、デジタル
カメラ、勘定奉行で行うパソコ
ン財務会計、夜間ワード活用、
夜間エクセル活用、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、
アロマ教室、絵画教室
駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322
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Health

５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

５月 7日㈭  9 時～ 11 時 30 分
５月12日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
５月19日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
５月27日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

５月 7日㈭  9 時～ 11 時 30 分
５月27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。

予約が必要です。
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）

　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※ 11・18・25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 25日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 15日㈮　18時～18時30分
28日㈭　８時45分～９時 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 18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 11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 13日㈬　13時～15時
22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

12日㈫　９時～９時15分
平成26年11月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

19日㈫　13時15分～13時45分
平成25年11月生まれの方

２歳児
親子教室（栄養）

26日㈫　９時～９時15分
平成25年４・５月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

14日㈭　13時～13時15分
平成24年11月生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭　13時～13時30分
平成24年５月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2

内科 内科
3 4 5 6 7 8 9

内科 整形 内科 外科 内科 内科 ※
10 11 12 13 14 15 16

内科 内科 内科 外科 外科 内科 整形
17 18 19 20 21 22 23

外科 外科 内科 整形 外科 内科 外科
24 25 26 27 28 29 30

内科 内科 内科 外科 内科 外科 整形
31

内科

裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

※９日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から外科
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今月の救急協力医

５月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 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

17 ㈰

おおい神経内科 922-8886 北高島町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

あそうクリニック 929-7575 筒井町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

18 ㈪ つかだ医院 983-1577 堂庭 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

19 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈬ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 頴川医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

21 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 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

22 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

23 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911  上香貫

蔓陀ヶ原
瀬尾記念・
慶友病院 935-1511  下香貫

島郷
さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

24 ㈰

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 西方外科医院 921-1333 共栄町

杉山医院 992-0028 平松 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 守重医院 931-2511  我入道

江川

25 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

26 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

27 ㈬ 福士内科
クリニック 932-3553  下香貫

藤井原
おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 原小児科医院 962-0636 八幡町

28 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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５月後期

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  935-0119

日 内 科 外 科 小 児 科

29 ㈮ 高遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

30 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

31 ㈰

永野医院 962-4450 大岡 五十嵐クリニック 934-6700 志下

境医院 975-8021 竹原 西村医院 971-6510 下土狩

おぐち医院 992-6611 深良 白石医院 951-4593 市道町

日 耳 鼻 科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ８時～15時

17 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤　　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

タケダ歯科医院
989-3638 本宿　　

24 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿　　

31 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

なかがわ歯科
973-7777 長沢　　

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

●救急協力医の変更／５月 15日㈮の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：杉山医院▶変更後：小林内科医院（921-2165　沼津市米山町）

21
2015.5.1



発
行

：
裾

野
市

　
編

集
：

企
画

部
戦

略
広

報
課

印
刷

：
株

式
会

社
 耕

文
社

デ
ザ

イ
ン

：
広

告
デ

ザ
イ

ン
事

務
所

 ハ
ピ

ネ
ス

 ア
ン

ド
 フ

リ
ー

ダ
ム

〒
410-1192 静

岡
県

裾
野

市
佐

野
1059

番
地

 TEL 055-995-1802
ｅ

メ
ー

ル
　

kouhou@
city.susono.shizuoka.jp

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http://w

w
w

.city.susono.shizuoka.jp

富士山資料館993-9300 998-1325

2015
年

 
N
o.1287

5
月1

日
号

富士登山と六
ろっ

根
こん

清
しょう

浄
じょう

　平安時代後期になり噴火がおさまってくると、富
士山は修行の山となり、修

しゅ
験
げん
者
じゃ
（山伏）が登るよう

になりました。室町時代後半には修験者と一緒に武
士や庶民も登るようになりました。江戸時代には富
士山を神聖な山として信仰する富士講が生まれ、多
くの人が登山しました。
　富士山の麓

ふもと
は「くさやま」と呼ばれる俗界とされ、

山頂は「やけやま」と呼ばれる神仏と死の世界とさ
れました。ここを往復することで罪と穢

けが
れを消すこ

とができると考え、登山の際は「六根清浄」が唱え
られました。六根とは、眼・耳・鼻・舌・身・意の
働きのことで、それぞれ不浄を見ない・聞かない・
嗅
か
がない・味わわない・触れない・思わないという
意味です。つまり身も心も無

む
垢
く
清浄になろうという

祈りの言葉が「六根清浄」です。

六根清浄大祓�（渡邉家文書）

富士山世界遺産記念２周年事業
海上自衛隊横須賀音楽隊コンサート

と き／６月21日㈰　14時～　※開場▶13時30分
申込み�／往復はがきに次のとおり必要事項を記入し、

お申込みください。往復はがき１枚で２人ま
で申し込むことができます（複数応募不可）。

　　　

〇
〇
県
〇
〇
市
〇
〇
〇
〇

〇
〇

　〇〇 

様

返
信

「自衛隊コンサート」
入場を希望します。
①氏名（ふりがな）
②年齢
③性別
④電話番号
⑤希望枚数（2枚まで）
⑥お連れ様の氏名
　（2人で申し込む場合）
⑦車いす希望の旨
【往信の裏面】

410 1117
静
岡
県
裾
野
市
石
脇
五
八
六

裾
野
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー

「
自
衛
隊
コ
ン
サ
ー
ト
係
」
行

往
信

【白紙】

抽選結果を印刷しま
すので、何も記入し
ないでください。結
果は、６月上旬に返
送します。

【返信の裏面】

（ご自分の住所・氏名）

申込期間／６月２日㈫まで　※消印有効
料 金／無料　※入場には当選はがきが必要です。
※未就学児の入場不可

した。イベントやくらしの情報のほか、独自に取材
をした記事が掲載されています。
　「アクセス件数は月に 5,000 件ぐらい。順調に伸
びています。今後は、内容の充実を行い、いずれは
市で一番アクセスされるホームページにしたいです
ね」。
　９年前から、市内でデザイン事務所を開設してい
る塩崎さん。４月15日号からリニューアルした『広
報すその』は、塩崎さんによるデザインです。
　「季節感が出るように、その月ごとに使う色を決
めました、また、紙面は極力シンプルに。余白を多
く取ることを意識しました」と塩崎さん。読みやす
さを犠牲にしてデザイン性の高い紙面にすると、伝
えるという力が弱くなってしまうため、そのバラン
スに注意したそうです。
　今後の活動については、次のように話してくれま
した。
　「NPOを立ち上げて、イベントの開催や情報交
換ができる場の提供などをやりたいです。そして、
カッコいい裾野市を発信していきたいと思っていま
す」。

　「市内には、何か情報を発信しようと思ったとき、
無料で情報を発信するための手段が少ないと感じて
いました」。塩崎さんは、スソノタイムスを立ち上
げた理由をこう話してくれました。
　スソノタイムスは、市内の地域情報サイトとして
平成 27年 1月 1日にインターネットに開設されま

地域情報サイト「スソノタイムス」を開設
塩崎　利和さん（佐野若狭・38 歳）

5月の休館日
7日㈭・11日㈪・18日㈪・25日㈪


