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特集１

確定申告の受け付けは２/16㈫～３/15㈫
市・県民税の申告も同時実施
　平成27年分の所得税と復興特別所得税の確定申告、平成28年度の市・
県民税の申告が始まります。市内の受付会場は、市役所と須山支所です。
市役所と須山支所では、受け付けできない申告もありますので、ご注意く
ださい。申告初日や午前中は申告会場が大変混み合います。できるだけ混
雑を避けてご来場ください。市・県民税の申告の詳しい内容は、広報すそ
の1月15日をご覧ください。

市内の受付会場は市役所と須山支所
市役所会場
と�き／２月 16 日㈫～３月 15 日㈫　９時～ 12 時、
13時～ 16時　※土・日曜日を除く
ところ／４階 401 会議室
須山支所会場
とき／２月 26日㈮　９時～ 12時、13時～ 15時
ところ／２階大会議室
※番号札を８時 30分から配布します。
※�混雑時は、午前中に来た方でも午後の受け付けとな
る場合があります。

　 次の方は、沼津税務署の受付会場へ　
　●青色申告の方
　●�事業（営業・農業）所得、譲渡（土地・建物・
株式など）所得の申告をする方

　●分離課税の所得の申告をする方
　●不動産所得の収支内訳書を作成していない方
　●雑損控除の申告をする方
　●国外に居住する方の扶養控除を申告する方
　●�平成 27 年中に入居を開始した住宅の住宅借入
金等特別税額控除を申告する方

　●�住宅ローンなどを利用しない住宅の新築、改修
に係る控除を申告する方

　●平成 26年分以前の申告をする方
　●消費税・贈与税の申告をする方
　●申告書の控えに税務署の収受印が必要な方
　※�そのほか市職員では判断できない場合や、申告
書の作成に長時間かかる場合は、沼津税務署の
受付会場にご案内します。

　※�申告書が作成済みで提出のみの方の書類を預か
ります。

課税課市民税係
995-1810
沼津税務署
922-1560

沼津税務署の受付会場は沼津駅すぐ！
沼津税務署の受付会場
とき／２月 12日㈮～３月 15日㈫　９時～ 17時　
　※土・日曜日を除く
と�ころ／キラメッセぬまづ２階市民ギャラリー（プラ
サ�ヴェルデ内〔沼津市大手町〕）　
※�申告書の作成には時間がかかるため、16 時までに
お越しください。混雑の状況では、早めに案内を終
了する場合があります。
※�期間中、沼津税務署内では申告書の作成指導は行い
ません。
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税理士による無料税務相談所を
市役所に開設

　税理士が申告の受け付けを行います。税理士が
e-Tax 送信を行うので、利用者識別番号が分かる場
合はお持ちください。相続税の相談は、受け付けてい
ません。
と�き／２月 16 日㈫～２月 25 日㈭　９時～ 12 時、
13時～ 16時　※土・日曜日を除く
ところ／市役所４階 401 会議室
※�番号札を８時 30分から配布しま
す。
※�混雑の状況では、早めに受け付
けを終了する場合があります。
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特集１

確定申告が必要な方
事業・不動産・譲渡所得などがある方
　事業をしている方や不動産収入のある方、土地や建
物を売った方などで、平成 27年中の所得金額の合計
額から所得控除を差し引いて計算した税額が、配当控
除額と年末調整で受けた住宅借入金等特別控除の額の
合計額よりも多い方
サラリーマン（給与所得者）で、①～④の
いずれかに該当する方
①給与の年間収入が 2,000 万円を超える方
②�給与所得や退職所得以外の所得
の合計が 20万円を超える方
③�２カ所以上から給与を受け、年
末調整されなかった給与収入額
と退職所得以外の所得との合計
が 20万円を超える方
④�同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに、
貸付金の利子、店舗などの賃貸料や使用料の支払を
受けている方
※�所得が少なく確定申告が必要ない方や、給与所得以
外の所得が20万円以下で確定申告が必要ない方も、
市・県民税の申告は必要です。
公的年金所得がある方
　公的年金等の年間収入が 400 万円以下で、その他
の所得金額が 20万円以下の場合は、確定申告は必要
ありませんが、所得税の還付を受けるための申告書を
提出することができます。
　確定申告が必要ない方でも、公的年金以外の所得（給
与所得のみの場合は除く）がある場合は、市・県民税
の申告は必要です。

復興特別所得税の申告を忘れずに！
　平成 25 年から平成 49 年までの各年分の確定申告
は、所得税と復興特別所得税を併せて申告が必要です。
復興特別所得税は、その年分の基準所得税額の 2.1％
です。
　例年、復興特別所得税の記入・計算漏れが多々あり
ます。忘れずに申告をお願いします。

確定申告に必要なもの
●給与・年金の源泉徴収票　
●収支内訳書、青色決算書など　
●生命保険料・地震保険料などの控除証明書　
●�国民健康保険税などの納付済額のお知らせや社会保
険料の年間支払額が分かるもの　
●国民年金や国民年金基金の社会保険料控除証明書
　�※国民年金保険料の控除の申告は、日本年金機構か
ら送付された証明書が必要です。☎沼津年金事務所
921-2201（控除証明用ダイヤル 0570-058-555）
●�障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳や療育手
帳など障がいの程度が確認できるもの
●医療費などの領収書
　�※生命保険契約などの医療保険金や健康保険から支
給を受けた療養費などで、補てんされた金額がある
場合は、その金額のわかる書類
●�金融機関などの口座番号が分かるもの（新たに口座
振替で所得税の納付をする方は銀行印も必要です）。

●�平成 26 年分の確定申告書・
収支内訳書の控えなどがあ
ると手続きがスムーズにで
きます。
●�医療費の集計は、必ず済ま
せて持って行きましょう。

障害者控除を受けるための�
証明を発行します

　介護保険法の介護認定を受けている方やその方を扶
養している方で、確定申告で障害者控除を受けるため
障害者控除対象者認定書が必要です。必要な方は介護
保険課へご相談ください。
　市から介護保険法の介護認定を受けている方でも、
確定申告で障害者控除を受けるためには、障害者控除
対象者認定書が必要です。
☎介護保険課　995-1821　障害福祉課　995-1820

 ポイント！
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特集１

所得税の確定申告をすると�
税金が還付になる方

　次のような場合には、サラリーマンでも確定申告を
すると源泉徴収された所得税が一部還付されることが
あります。
①�住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増
改築した場合
※�要件に当てはまれば住宅借入金等特別控除を受ける
ことができ、一定の期間、所得税の一部が軽減され
ます。１年目に確定申告をすると、２年目以降は年
末調整でも控除が受けられます。
②病気やけがなどで多額の医療費を支払った場合
※�病気やけがなどで支払った一定金額以上の医療費
は、医療費控除として所得から差し引くことができ
ます。支払った医療費（保険金などで補てんされた
金額は差し引く）から、10 万円または、総所得金
額の５％のいずれか少ない金額を差し引いた額が医
療費控除の対象となります (限度額 200 万円 )。　�
③�年の途中で退職し、会社などで年末調整をしなかっ
た場合
④災害や盗難にあった場合
⑤寄附金を支払った場合

還付の申請をするときの注意
医療費を支払った場合
〈対象〉
　平成27年１月から12月までに、実際に支払っ
た医療費
〈医療費の集計から除くもの〉
●高齢者医療費助成制度で、助成を受けた金額
●生命保険契約などの医療保険金
●�健康保険から支給を受けた療養費や出産一時金
など

寄附金を支払った場合
　確定申告が必要ない方で、ふるさと納税（都道
府県市区町村に対する寄附）をふるさと納税ワン
ストップ特例制度で申請した方は、還付の申請は
不要です。

確定申告書の作成は�
国税庁ホームページから簡単にできます

　確定申告書の作成は国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」の画面からできます。案内に従っ
て金額などを入力すると、税額などが自動計算され、
所得税と復興特別所得税、消費税、地方消費税の確定
申告書や青色申告決算書などが作成できます。

ホームページで金額を入力
⇩

申告書のデータを印刷
⇩

申告書を郵送などで提出

【国税庁ホームページ】http://www.nta.go.jp/

自宅などからインターネットで�
所得税の確定申告ができます

　e-Tax（イータックス）を利用すると、自宅などか
らインターネットで所得税の確定申告ができます。
e-Tax を利用するためには、事前に電子証明書付き
住民基本台帳カードか個人番号カードと、ＩＣカード
リーダライタの準備が必要です。
※�個人番号カードの交付開始以前に発行した住民基本
台帳カードの電子証明書は、有効期間内であれば継
続して使用することができます。

e-Tax ならこんないいことが！
●自宅からインターネットで申告
　e-Tax は、国税庁ホームページの「確定申告書等
作成コーナー」で申告書を作成し、確定申告期間中は
自宅からインターネットで、24 時間提出（送信）で
きます。
●添付書類の提出省略
　医療費控除の領収書や源泉徴収票などは、その記載
内容を入力して送信することで、これらの書類の提出
や提示を省略することができます（法定申告期限から
5年間、税務署から書類の提出や提示を求められるこ
とがあります）。
●還付が書面申告と比べてスピーディー
　e-Tax で１月・２月に申告された還付申告は、２
～３週間程度で処理されます。
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特集２

消防広域化でさらなる安全・安心
資機材を整備し、効率的で強固な組織へ

消防総務課
995-1190

　２市１町で準備を進める「富士山南東消防組合」は、平成28年
４月１日㈮から消防業務を開始します。消防広域化は、消防体制
の整備や充実を図り、消防力を強化するために行うものです。

火災などの災害や救急時の体制強化
　消防救急活動では、初期対応が大切です。被害を最
小限に抑えるために、消火や救助の初期段階で、より
多くの人員や適切な資機材を投入し、迅速に対応する
必要があります。消防の広域化によって組織が拡大す
るため、運用できる消防車や救急車の台数が増加しま
す。その結果、火災や救急時の初動対応が厚みを増し、
応援体制が強化されることになります。
　また、下図のように市境がなくなるため、近くにあ
る消防署や分遣所から出動できないという「管轄区
域」の矛盾が解消されます。特に市町の境界付近では、
最も近い消防署や分遣所から出動できるようになりま
す。現場までの到着時間が短縮されるため、延焼拡大
の防止や救命率の向上などが期待されています。

消防団との密接な連携
　皆さんの身近な存在である消防団は、地域に密着し
た多様な活動を行うため、広域化の対象外となってい
ます。これまでどおり、当市消防団として地域で活動
することになります。また、富士山南東消防本部と２
市１町の消防団は、引き続き密接に連携を図っていき
ます。

資機材の導入・更新の円滑化
　現在、各市町で特殊車両などを設置・保有していま
すが、広域化をすれば重複投資を回避できます。また、
新たに整備する必要がある施設や資機材などの投資負
担額を縮減できるため、より高度な資機材などを整備・
配備することが可能になります。

広域化後

広域消防本部

市境広域化前

Ａ消防本部

Ｂ消防本部

近くに消防署
がない

消防署が遠い

安心

安心
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対象は市に住民登録がある方

市に住民登録がある方なら、どなたでも加入できま
す。加入者が年度途中に他市町へ転出した場合でも共
済期間中は有効です。

共済掛金は１口 500�円

１人２口まで加入できます。中途加入の場合でも掛
け金は同じです。

共済期間は１年間

共済期間は、４月１日㈮から平成 29�年３月 31�日
㈮までの１年間です。中途加入の場合は申し込み手続
きをした日の翌日から平成29�年３月31�日㈮までです。

加入手続きは市指定金融機関へ

申込用紙は、各家庭に郵送します。申込用紙に掛け
金を添え、市指定金融機関でお申し込みください。申
込用紙は、危機管理課・各支所・市指定金融機関にも
置いてあります。

見舞金の額は交通災害の程度で決定

見舞金の額は右上の共済見舞金額表をご覧ください。
診断書の原本を提出したときは、見舞金に添付書類料
として5,000�円が加算されます。

共済見舞金額表

等級 交通災害の程度
共済見舞金額

１口 ２口

1 死　　亡 100万円 200万円

2 180 日以上入院したとき 20万円 40万円

3 120日以上入院したとき 10万円 20万円

4 90日以上治療したとき ６万円 12万円

5 60日以上治療したとき ５万円 10万円

6 30日以上治療したとき ４万円 ８万円

7 15日以上治療したとき ３万円 ６万円

8 ７日以上治療したとき ２万円 ４万円

9 ２日以上治療したとき １万円 ２万円

※�入院・通院の実治療日数で等級を算定します。
※��自動車安全運転センター発行の交通事故証明書が
ない場合は、見舞金の支給額が半額になります。こ
の場合、親族以外の第三者の証明が２人分必要です。

見舞金の請求手続きは危機管理課へ

交通事故発生日から２年以内に、次の書類を危機管
理課へ提出してください。❶駿東地区交通災害共済組
合指定の請求書❷自動車安全運転センター発行の交通
事故証明書（コピー可）❸自動車損害賠償責任保険の
診断書と診療報酬明細書（コピー可）

事故にあったときは必ず警察に届出を

届出をしないと、自動車安全運転センターから交通
事故証明書が発行されず、見舞金が半額となります。

特集３

駿東地区交通災害共済へ加入を !!
掛金は１口 500円、けがに応じて見舞金を支給
　駿東地区交通災害共済は、駿東地区に住む
皆さんが掛け金を出し合い、交通事故でけが
をされた方に見舞金を支給する相互扶助制度
です。共済掛金は１口500円で1人2口まで
加入できます。交通災害の程度に応じて1万
円から200万円の見舞金が支給されます。

危機管理課
995-1817
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特集４

みんなのつどい
市内22団体が活動成果を発表します

生涯学習課
992-3800

　２月21日㈰、生涯学習センターを会場に「みん
なのつどい」を開催します。市内で活動する22団
体の皆さんが、日ごろの活動成果を披露します。各
種展示や試食・販売などのほか、人形劇やフラダン
スなどの公演が行われます。

団体名 タイトル（内容） ところ
婦人会 フェルトで作る“すそのん”、市婦人会の活動紹介

２階
学習室１

市内５地区婦人会 各地区婦人学級の作品展示、喫茶コーナー

裾野赤十字奉仕団・芙蓉の会 災害時に役立つ身近な物を使った実習、常備食となるジャム・ハイゼッ
クスの試食

食生活健康推進会 食推の活動紹介、減塩の重要性（ダシの飲みくらべ）など
地域活動（母親クラブ） 書いて楽しい！　食べておいしい！　らくがきせんべい
消費者団体協議会 水の飲みくらべ　－裾野の水はおいしいよ－
きゃべつくらぶ 南米の楽器ケーナを手作りしてみませんか？
みのり会 みのり会の活動紹介、カレーの販売

１階
市民ホール

母親連絡会 「母親大会」ってなあに？
「母親大会」の紹介と「みつろうクリーム」販売

家庭倫理の会　母親講座 楽しい子育てを応援します。子育て相談、生活倫理相談など
8020 推進員 8020 推進運動啓発、パネル展示、不用になった入れ歯と眼鏡の回収
ガールスカウト静岡県第 38 団 スカウトの活動紹介、クラフト体験

地域保健委員 OB 会　すみれ会 乳がん自己チェック法、折り紙で脳を活性化しましょう １階
団体活動室

太陽光発電所ネットワーク静岡
地域交流会 太陽光市民共同発電所（５、６号機）の紹介 ２階

バルーンアート 11 時から、いろいろな形の風船を作ってプレゼント！ ３階
※材料がなくなり次第終了する催しがあります。

とき 団体名 タイトル（内容） ところ

10：00 ～ 11：00 ひまわり会 人形劇「新説　あかずきん」
みんなが知ってる「あかずきん」とは、ちょっと違う物語

３階
学習ホール

11：00 ～ 11：30 華
はな
笑
しょう
舞
ぶ

銭太鼓

11：30 ～ 12：00 いきいき座
寸劇「振り込め詐欺
　　　　　　しっかり者の私が騙されるなんて
　　～息子の後輩と名乗る男がお金を受け取りにきた～」

12：00 ～ 12：30 きゃべつくらぶ フラダンス

10：30 ～ 14：00

・�図書館ボランティア
おはなし会たんぽぽ
・�小・中学校よみきかせ
ボランティア有志

ブラックシアター「ピーターパン」
ペープサート「５といえば、さつまいも」
大型紙芝居、大型絵本など

２階
視聴覚室

　展示・実習の部　　わくわくドキドキ　ふしぎがいっぱい

　公演の部　　　おとなもこどもも　たのしめるよ　みにきてね！

と　き／２月21日㈰�10時～14時
ところ／生涯学習センター
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すそのん誕生ウィーク

感謝の気持ちを込めて、キャンペーンを開催
　1年間、すそのんへの応援ありがとうございました。
　すそのんの誕生日を記念して、市役所 1階にある
花麒麟でキャンペーンを行います。
2月 22日㈪～ 26日㈮　9時 30分～ 15時
市役所 1階花麒麟
すそのんグッズが集合
　普段は置いていないすそのんグッズが、花麒麟に集
まります。グッズを手に入れるチャンスですので、ぜ
ひ、お立ち寄りください。
すそのんにバースデーカードを贈ろう
　すそのんへバースデーカードを贈ってくれた方に
は、記念品をお渡しします（先着 223 人）。バースデー
カードは、キャンペーン期間中に花麒麟へお持ちくだ
さい。
戦略広報課　995-1802

特集５

2/23 は富士山の日　芸術展や講演会を開催
すそのんの誕生日イベントも！

　２月23日は富士山の日です。この日を記念して、芸術展や講演会を
開催します。近隣でも富士山にちなんだイベントが開催されます。
　市マスコットキャラクターの“すそのん”が誕生したのも２月23日
です。市役所１階花麒麟には、すそのんグッズが大集合します。

富士山芸術展

　市内の芸術・文化団体が富士山にかかわる絵画、写
真、陶芸、短歌、俳句などの芸術作品を展示します。
第一部2月13日㈯～19日㈮
　第二部2月23日㈫～28日㈰
　�9時～21時　※各部とも初日は13時から、最終日
は16時まで
生涯学習センター
生涯学習課　992-3800

市外でも富士山にちなんだイベントを開催

第５回わがまち富士山写真展
　裾野市、御殿場市、富士市、富士宮市、小山町、長
泉町、清水町の４市３町では、それぞれのまちから撮
影された富士山の写真を展示します。
２月 23日㈫～ 28日㈰　9時～ 16時
富士川楽座４階ギャラリースペース（富士市岩淵）
富士地区観光協議会（富士宮市商工観光課）
　0544-22-1155
なんでも富士山 2016
2 月 20 日㈯～ 2月 21日㈰　10時～ 16時
ふじさんめっせ（富士市柳島）
�富士山百景写真展、ふじの名産品販売、富士市技能
フェスティバルコーナーなど
ふじさんめっせ　0545-65-6000
富士山の日講演会
2 月 19 日㈮　19時～
富士宮市役所 7階 710 会議室
�●講演▶演題「世界遺産・富士火山の自然を読み解
く」講師：小山真人さん（静岡大学教授）
　●パネルディスカッション
150 人（先着順）
２月 16日㈫
富士宮市富士山世界遺産課　0544-22-1489

エコカーカップ

阿波おどり大会 ゆるキャラグランプリ

ラッピングタクシー

富士山の日記念講演会

2 月 13 日㈯　19時～　※開場▼ 18時 30分
生涯学習センター
演題／富士山の保全状況報告までの道のり
講師／小坂寿男さん（県富士山世界遺産課課長）
196 人　※定員に達しなかった場合、当日受付可
2月 12日㈮
生涯学習課　992-3800
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お知らせ

図書館の臨時休館

　図書館システム更新のため、臨
時休館します。返却ブックポスト
は使用できます。ご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願
いします。
２月 15日㈪～ 29日㈪
�鈴木図書館、市民文化センター

図書室
�鈴木図書館内の東西公民館は、
通常どおり開館します。
鈴木図書館　992-2342

景観形成型屋外広告物
整備地区指定案の縦覧

　良好な景観がある４地区を、市
屋外広告物条例第７条に規定する
「景観形成型屋外広告物整備地区」
に指定する案を縦覧します。
指�定する地区／パノラマロード沿

道周辺、自然公園区域、裾野駅
西地区周辺、南部地区周辺
２月 15日㈪～ 29日㈪
　８時 30分～ 17時 15分
市役所２階まちづくり課
�区域、名称、基本方針、整備基準
�地区内に住んでいる方や広告
物・掲出物件を管理する方など
は、縦覧期間中、意見書を提出
できます。※ファクス可
まちづくり課　995-1828
�994-0272

Information
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　 FAX　 Mail　 Web　

作り方
①�ご飯を茶碗２杯分ボウルにとり、溶き卵と鶏
がらスープの素を入れ、混ぜ合わせる。
②�フライパンにごま油を入れて熱し、①を入れ
て卵に火が通るまでいためる。
③�できた卵チャーハンを茶碗１杯分ずつラップ
で握って体の形を作る。
④�残りのご飯で富士山と足を作る。富士山の白
い部分用に茶碗1/3くらいとり、６等分する。
⑤�残りは青いデコレーションふりかけで色付け
し、６等分にして、丸く握る。
⑥�④の白いご飯を⑤の青いご飯の上に乗せて握
り、富士山を２個作る。
⑦�プチトマトは種をとり、ハートを４個、ほお
の丸を４個はさみで切り取って作る。
⑧のりで顔のパーツを作る。
⑨�それぞれを組み合わせて、すそのんを作り、⑦
のハートを持たせる。好きなおかずを周りに
入れて、出来上がり！
　作品では、裾野ポークのしょうが焼き、きんぴ
らごぼう、卵焼き、ゆでブロッコリー、ソーセー
ジなどを入れました。
戦略広報課　995-1802

　第１回キャラ弁コンテストの審査が 12月 13日㈰
に行われ、５作品の受賞が決定しました。今回の広報
すそのからお知らせページで受賞作品のレシピを紹介
します。

市長賞　“愛がたっぷり♥
すそのんハートをギュッと弁当”

材料（２人分）
白いご飯………… １合� プチトマト�……… ４個
卵………………… １個� のり�……………… 少々
ごま油………………………………………… 大匙１杯
鶏がらスープの素…………………… 大匙１と 1/3 杯
デコレーション用ふりかけ（青）�……………… 適量

作者：勝間田祥子さん

すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！ 第１弾
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インフォメーション

Information

国保高齢受給者証交付会

　３月１日㈫から対象となる方に、
受給者証を交付します。
２月 25日㈭
　10時 20分～ 11時 20分�
福祉保健会館研修室
�昭和21年２月２日～昭和21年
３月１日に生まれた方
�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

児童虐待防止セミナー
～親の心を助ける手助けを～

　青少年育成市民会議では、青少
年育成者のための研修として、児
童虐待防止がテーマのセミナーを
開催します。申し込みは不要です。
当日直接会場へお越しください。
�２月 28 日㈰　14 時～ 15 時
30分
生涯学習センター学習ホール
講�師／島田妙子さん（児童虐待防
止機構理事長）
180 人
生涯学習課　992-3800

富士急高速バス東京駅線
平日1,000 円キャンペーン

　富士急シティバスでは、２月１
日にダイヤを改正し、市内と東京
駅を結ぶ高速バスを毎日５往復運
行しています。この高速バスが、
期間限定で片道 1,000 円（小人
500 円）で利用できます。
３月 18日㈮までの平日
市�内のバス停／千福下、市民文化
センター前、トヨタ自動車東日
本前
�市民文化センター前のバス停近
くには、利用者専用の無料駐車
場があります。
富士急コールセンター
　0555-73-8181

市民無料相談

�２月 22 日㈪　※受付▶終了時
刻の 20分前まで
市役所４階会議室
内�容・時間／●資格団体相談（10
時～12時）▶土地、家屋（マン
ション含む）、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。司法書士、行政書士、社
会保険労務士、宅地建物取引主
任、土地家屋調査士、建築士、
マンション管理士が応じます。
●�人権相談（10時～12時、13時
～15時）▶子どもの人権、女性
の人権、そのほか差別待遇など
の人権問題の相談。人権擁護委
員が応じます。
戦略広報課　995-1802

平成 27年度　市防火標語
火の用心
　　みんなが町の　消防隊

木村　真悟さん

都市計画用途地域・準防火地域・
地区計画変更に関する公聴会

　裾野駅西土地区画整理事業の先行街区の事業見直し（道路線形の変
更）に伴う用途地域・準防火地域・地区計画の変更に関する公聴会を
開催します。市民の皆さんに公開の場で意見を述べてもらい、事業に
反映させます。
変�更の対象／裾野駅前交差点か
ら市役所東交差点までの道路
と御殿場線に挟まれる区域
３月 17日㈭　10時～
市役所４階 401 会議室
�●公述人がいない場合は、公
聴会を中止します。●傍聴の
入場は先着順です。満員の場
合は、入場できないことがあ
ります。

【原案の縦覧】
　都市計画の原案を縦覧できま
す。
２月 15日㈪～ 28日㈰
�区画整理課（裾野駅西地区整
備事務所）

【公聴会での公述】
　公聴会で公述したい方は、ま
ちづくり課にある公述申出書に
必要事項を記入し、提出してく
ださい。　※郵送可
�３月２日㈬～10日㈭　※直
接提出の場合、受付は土・日
曜日を除く８時30分～17時
15分。郵送の場合、最終日
必着
◆�都市計画原案の概要や公聴会
の詳細は、３月２日㈬以降に
市公式ウェブサイトに掲載し
ます。公述申込書もダウン
ロードできるようになります。
まちづくり課　995-1829
　〒 410-1192　佐野 1059
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お知らせ

コミュニティ助成事業

　自治総合センターでは、宝くじ
の社会貢献広報事業として、宝く
じの受託事業収入を財源に市民の
方のコミュニティ活動を助成する
コミュニティ助成事業を実施して
います。希望する区は、生涯学習
課市民協働室へご相談ください。
　この助成事業で南町区では、コ
ミュニティ活動に必要な放送設備
を宝くじの助成金で整備しました。

生涯学習課　992-3800

すその発　ママチャレ！

　子育て中の母親による、子育て
中の母親のための講座を開催しま
す。母親の学びやネットワークづ
くり、地域で活躍の場を広げる手
伝いをします。
３月５日㈯　10時～ 13時�
市民文化センター
子育て中の方、親子など
�①食育講座②親子で参加できる
ステージ（ハワイアンリトミッ
ク、ミニにこにこキャラバン、
ベビーマッサージ、英語＋リト
ミックなど）③ワークショップ、
ハンドメイド雑貨、フリーマー
ケット、託児ルームメープルな
どのブース④パンや弁当、ス
イーツなどの販売
�①食育講座への参加を希望する
方は、電話でお申し込みくださ
い。（定員 12人）
NPO法人メープル

　965-3680
　子ども保育課　995-1822

児童手当の支給

　２月 10日㈬は児童手当の支給
日です。児童手当は、認定請求を
した月の翌月分から支給事由の消
滅した月分まで支給されます。
支�給額（月額）／●３歳未満▶
15,000円●３歳～12歳（第１・
２子）▶ 10,000 円●３歳～
12歳（第３子以降）▶ 15,000
円●中学生▶ 10,000 円●所得
が制限額を超えている方の児童
▶ 5,000 円　※４カ月分をま
とめて支給します。
支�給日／６月、10月、２月の 10
日（土・日、祝日の場合はその
直前の平日）
支給方法／指定口座に振込み
�●必要な届出をしていない場合
は、支払いが保留されることが
あります。●市内に転入した方
や子どもが生まれた方は、その
手続きと同時に児童手当の申請
をしてください。申請には、個
人番号カード、認め印、通帳、
保険証、前年の所得の扶養親族
などの人数を証明する書類など
が必要です。
子育て支援課　995-1841

予備自衛官補採用試験

�４月15日㈮～19日㈫のうち１日
�一般▶18歳以上34歳未満の方
　�技能▶ 18 歳以上で国家資格が
ある方（保有する技能に応じ
53歳～ 55歳未満の方）
４月８日㈮
�自衛隊静岡地方協力本部三島募
集案内所　989-9111

消費生活セミナー

　ファッションや消費の場面で注
目されている「エシカル（＝倫理
的なふるまい）」を学びます。
２月 27日㈯　14時～ 16時
生涯学習センター学習ホール
テーマ／エシカルに暮らす
講�師／龜石太

た
夏
か
匡
まさ
さん（リバース

プロジェクト）
100 人（先着順）
商工観光課　995-1857

『ずっと、いっしょ』『うまれる』
自主上映会

　小さな子どもも一緒に鑑賞でき
ます。
３月 19日㈯　
生涯学習センター
�チケットの前売り券を２月７日
㈰から戸田書店リブレ裾野店で
販売します。
�●字幕付きで、副音声がありま
す。●車いすスペースがありま
す。※要事前申し込み

【ずっといっしょ】
① 10時～② 14時～③ 18時～
�●前売り▶大人 1,200 円、小
人 500 円●当日▶大人 1,500
円、小人 700 円

【うまれる】
① 10時30分～② 14時30分～
�●前売り▶大人 800 円、小人
500 円●当日▶大人 1,000 円、
小人 700 円
つながる映画
　050-3740-9090
�tunagaru.movie.susono@
gmail.com
�http://ameblo.jp/tunagaru

　moviesusono/
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インフォメーション

Information

駿東地域職業訓練センター
３月講座

�●特別教育・安全衛生教育▶携
帯用丸のこ盤安全衛生教育、粉
じん作業特別教育●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、イラストレーター基礎、
夜間イラストレーター基礎

　�●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

親子チャレンジ広場

�３ 月 12 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
�東西公民館会議室（鈴木図書館
３階）
�市内に住んでいる幼児・小学生
とその保護者の方

�親子で楽しく科学遊び体験をし
ます。ビー玉を使って万華鏡を
作ります。
25組（先着順）
�筆記用具、はさみ、セロハンテー
プ
�２月５日㈮９時から鈴木図書館
で受け付けます。　※２月 15
日㈪～ 29 日㈪は休館のため、
電話で受け付け
�駐車場に限りがあるので、市役
所駐車場または公共交通機関を
ご利用ください。
鈴木図書館　992-2342

消費者相談室 Counseling Room

Q ネットショップで欲しかったスニーカーを注
文し、代金を振り込んだ。到着予定日を過ぎ

ても商品が届かない。どうすればよいか。

Ａ インターネットで注文し、代金を振り込んだ
のに商品が届かないという相談が多く寄せら

れています。メールや電話で再三連絡してもつなが
らなければ、期日を定めて商品の送付か返金を求め
る書面を、配達記録を付けてショップ宛に送りま
しょう。書面が宛先不明などで戻ってきた場合など
詐欺の疑いが強い場合は、警察や代金を振り込んだ
金融機関に相談してください。最近は詐欺的なネッ
トショップも増えているようです。ネット通販では、
価格や商品に釣られず、信用性や確実性を確かめて
購入しましょう。おかしいなと思ったらすぐに消費
生活センターにご相談ください。

新しい食品表示（２）
　１月１日号に引き続き、食品表示の主な変更点の
３点目についてです。
③�新しく機能性表示制度ができました。機能性表示
食品とは「おなかの調子を整える」や「脂肪の吸
収をおだやかにする」など、健康の維持と増進に
役立つ機能性が表示されている食品です。事業者
が食品の安全性や機能性に関する評価を行い、一
定の科学的根拠に基づく機能があると判断した食
品に事業者の責任で表示します。
　�特定保健用食品（トクホ）と違い、消費者庁の個
別の許可を得たものではありません。機能性表示
食品は補助的なものと考え、栄養バランスの良い
食事を心がけましょう。過剰な摂取は健康に害を
及ぼす場合があるので、摂取目安量をきちんと守
りましょう。消費生活センター　 995-1854

くらしのダイヤル 消費生活研究会
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Health

２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

２月 2日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
２月  9日㈫  9 時～ 11 時 30 分
２月16日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
２月24日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

２月  9日㈫  9 時～ 11 時 30 分
２月24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※ １・８・15・22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 22日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ５日㈮
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 15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 １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 26日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談を
希望する方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

外科 内科 内科 整形 外科 内科
7 8 9 10 11 12 13

整形 内科 内科 外科 内科 整形 ※
14 15 16 17 18 19 20

外科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
21 22 23 24 25 26 27

内科 外科 内科 内科 内科 外科 内科
28 29

外科 外科
※13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。
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

事業名 日・受付時間・対象者

６か月児
育児教室

９日㈫　９時～９時15分
平成27年８月生まれの方

１歳６か月児
健康診査

16日㈫　13時15分～13時45分
平成26年８月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

23日㈫　９時～９時15分
平成26年２月・３月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

４日㈭　13時～13時15分
平成25年８月生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭　13時～13時30分
平成25年２月生まれの方
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今月の救急協力医

２月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 山本整形外科・循
環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

17 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

18 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 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

19 ㈮ あそうクリニック 929-7575 筒井町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

20 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科クリ
ニック 992-6303 茶畑

21 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 西方外科医院 921-1333 共栄町

岩渕内科医院 951-4579 添地町 田中医院 921-2053 高島町

おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐クリニック 934-6700 志下

22 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

23 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 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

24 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

25 ㈭ きくちクリニック 989-5788 桜堤 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

26 ㈮ きせがわ病院 952-8600 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田 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
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２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

21 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町　

桑名眼科クリニック
987-5575　　　 下土狩

小島レディースクリニック
952-1133　　　 大岡

なかじま歯科医院
995-1000　　　 伊豆島田
　

28 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック 
987-1717 　　　 桜堤

山内眼科クリニック
975-8338　　　 中田町

こまきウィメンズクリニック
972-1057　　　 西若町

中原歯科医院
993-3300　　　 佐野

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

27 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

28 ㈰

なおきクリニック 929-8555 東椎路 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

望月内科医院 931-5362  下香貫
宮脇 白十字小児科医院 933-5111  下香貫

馬場

清水館医院 993-2323 茶畑 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

29 ㈪ 旭医院 966-0031 原 清水館医院 993-2323 茶畑 よざ小児科医院 967-5722 原

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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　現在は戸籍と住民票で国民一人ひとりの確認をし
ています。江戸時代に戸籍の役割を果たしていたの
が宗
しゅうもんにん
門人別

べつちょう
帳です。宗門人別帳は、キリスト教信仰

を禁止するため、個人ごとに信仰する宗派の檀家で
あることを寺院に証明させたものでした。戸主以下
家族・奉公人の名前と年齢、檀家寺院名、宗

しゅうしめい
旨名な

どが記載されました。
　右下の古文書は、天明 6年 (1786) に富士郡大宮
町の与兵衛が須山村に移るとき、大頂寺が与兵衛は
浄土宗の信者でキリシタンではないことを、須山村
名主惣次郎にあてて証明したものです。現在の住民
票にあたります。
　行方不明者が出ると、裾野市内の旧小田原藩領の
村々では、現在の富士宮市・
富士市・三島市・伊豆の国市
一帯まで探し、見つからない
場合は役所へ報告しました。
　江戸時代も現在と同様に
住民の把握をしっかりして
いました。

　女性ならではの艶やかで楽
しいコンサートです。
と�　き／３月６日㈰　14時
30分～　※開場▶14時
ところ／多目的ホール
料�　金／全席指定（税込み）
1,500円　※未就学児の入
場不可

�チケット好評販売中！

と�　き／４月16日㈯�14時～
　※開場▶13時�
ところ／大ホール
発売日／２月20日㈯
料�　金／全席指定（税込み）
　�5,500円　※18歳未満の入
場不可

　東京銀座を中心に三島市や御殿場市でも個展を開
いています。今年の１月には、三島市にある“さん
しんギャラリー善”で個展を開き、多くの来場者が
訪れました。また、佐々木さんの設立した工房“染
織工房ささき”で教室も開いていて、多くの生徒を
教えています。
　染織家の道を目指したのは 30歳半ばで、それま
では染織とは縁のない仕事をしていました。人間国
宝の故・宗

むね
廣
ひろ
力
りき
三
ぞう
さんの作品に出会い、糸が織りな

す世界の魅力に感動し染織家を目指したと言います。
　染織家の道で、大変なことを尋ねると「スタート
が遅かったので、人が 10年で行うことを１年で習
得しなければならず大変でした」と昔を振り返り話
します。また、染織だけで生活していくのは容易で
はなく、人脈を作っていくことの大切さを実感して
います。
　今は、後継者を育てることに力を注いでいると話
す佐々木さん。「これからは、静かに手仕事を教え
ることを主としていきたいです。個展の話があれば
個展の作品づくりも頑張るのですけれどね」と語っ
てくれました。

　佐々木さんは、日本の伝統工芸である染織工芸作
品を作る染織家です。着物や反物、ショール、ネク
タイなどさまざまな作品を手がけています。佐々木
さんの作る染織作品は、縦糸に生糸、横糸につむぎ
糸を使い光沢があり優しい肌触りです。

日本の伝統工芸　染織家
佐々木 健さん（千福南・72 歳）

２月の休館日
１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪
29日㈪

一札 (宗旨保障 )

綾小路きみまろ　笑撃ライブ 2016in 裾野

輝
き
＆輝

き
　津軽三味線コンサート 江戸時代の戸籍と住民票

補修工事のため、
３月31日㈭まで
休館します。

14時～

　�5,500円　※18歳未満の入


