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裾野さくら



当市では、さまざまな団体や企業の皆さんが花による

まちづくりの活動に地道に取り組んでいます。これらは

多くの市民ボランティアの熱意で行われ、市民協働によ

るまちづくりの代表的な活動になっています。2020 年

に開催される東京オリンピックでは、観光客の増加が予

想され、花いっぱいのおもてなしが期待されています。

花によるまちづくりに携わる方々に、活動の喜びや楽

しみ、今後の展開などについて語り合ってもらいました。

2017年
新春座談会

菜の花･コスモス･そば･桜　富士山に似合う花は？
～市民･団体･企業が支える「花いっぱいのお･も･て･な･し」～

座談会参加者
（順不同・敬称略）

●林 松代
パノラマロードを花でいっぱいに
する会副会長
みのり会会員

●岡田 晃一
南駿農業協同組合副組合長・さく
ら部会会長
裾野駅西土地区画整理審議会会長
平松区神社総代会長

●西山 征
まさ

臣
おみ

㈱オートベル東部ブロック沼津第
一事業所所長
パノラマロードを花でいっぱいに
する会会員

●髙村 謙二
裾野市長
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ボランティアで成り立つ
富士山と花のコラボレーション

市長 ▼林さん、まず、パノラマロードを花でいっぱい
にする会の活動について教えてください。
林 ▼６月のコスモスの種まきに始まり、10 月の菜の
花の種まきで終わるのが１年間の活動です。種をまく
前の耕運をはじめ、種をまいた後に草刈り、草取りを
３回くらい行います。種まきイベントには、市民ボラ
ンティアの方も参加してくださり、総勢 200 人くら
いになることもあります。昨年は彼岸花も植えました。
球根は会員が持ち寄ったものです。
市長 ▼私も作業のときには毎回参加しています。
林 ▼重要な働き手です。市長さんが来ると、みんなの
士気も上がりますよね、西山さん。
西山 ▼そうですね。みんな「頑張ってますよ」ってア
ピールします。
市長 ▼西山さんは、種まきイベントを始めたときには
もう参加していましたよね。
西山 ▼そうです。この会が始まったのが平成 22 年で、
私は平成 24 年からお手伝いさせてもらっています。
会社で社会貢献をしようというのが始まりです。やは
り地元の裾野市で何かできないかなと、いろいろと探
しました。

農業委員会で “裾野さくら ”と命名

市長 ▼裾野さくらはどうして誕生したのですか。
岡田 ▼ 私は平成 25 年に農業委員をやっていました。
その頃、震災の風評被害などで山形県から富士市に移
住してきた桜生産者の石井重久さんに、遊休農地と
なっていた公文名の畑を紹介しました。石井さんはい
ろんな桜の品種の登録を持っていますが、その中の一
つの初夢吹雪と十月桜の交配種が、裾野では正月ごろ

に咲きました。その桜に名前をということで “ 裾野さ
くら ” を名付けました。
市長 ▼「裾野」という名前を織り込んでもらってあり
がたいですね。
林 ▼冬に咲く花というのは、本当に貴重ですよね。
岡田 ▼昨年７月に農協でさくら部会を設立しました。
現在は５人で裾野さくらを生産しています。富士山と
桜がマッチして良いのではないかと思っています。

裾野市を代表する花に！
「あの」裾野さくらの “裾野 ”に……

岡田 ▼今年あたりから試験的に東京の大田市場へ出荷
していきたいなと思っています。何しろ木が少ないの
で、木を増やしながら少しずつです。
市長 ▼技術的には困難な面ってあるのですか。
岡田 ▼植えて、切って、剪

せん
定
てい

して、花を市場に出しま
す。残った木にちょっと肥料をあげれば、次の年にま
た伸びてきます。木が育ってから出荷までの作業は難
しくありませんが、挿し木をして木を増やす過程では
100 本中１〜２本しか付きません。
林 ▼そうですか……。難しいのですね。
岡田 ▼少し技術が必要です。やる気のある農家を募集
しています。JA なんすんにご相談ください。生産者
を 20 人くらいに増やすことが目標です。
市長 ▼当市のキャッチフレーズに「あの、その、すそ
の」があります。裾野さくらも一つの「あの」裾野に
なると嬉しいですね。
岡田 ▼いずれは商品開発に
活用してほしいです。お酒な
どのラベルに富士山と裾
野さくらを付けたり、「裾野 
さくら酒」のような名前を付
けたりすることができます。

2017　新春座談会

菜の花の種まきイベント

岡田さん

裾野さくらを小柄沢公園に植樹

3
2017.1.1



林・西山 ▼そうですね。
市長 ▼お菓子もできると良いですね。
岡田 ▼花を見るために人が集まるだけでなく、商品が
生まれれば市の活性化につながります。
市長 ▼総合戦略の中で「東京から 100km 圏内の特別
な田舎」というキャッチフレーズを付けました。特別な
田舎には農業という切り口がとても大事だと思います。

花畑で結婚式？！
洋装にも和装にもマッチ

市長 ▼ 平成 27 年から JA のそばの花まつり、ぐりん
ぱの天空のダリア祭り、コスモスまつりを連携させ、
PR しました。それぞれの花畑の様子はどうですか。
岡田 ▼昨年のそばの花まつりは、雨のため途中で中止
になってしまいました。平成 27 年は多くの方に来て
いただきました。
林 ▼そばは食べるだけでなく、花も盛況ですよね。
岡田 ▼このようなイベントにたくさんの人に来ていた
だくことで市が活性化していくというのは大事です。
林 ▼パノラマ遊花の里の花畑には、口コミで観光バス
がたくさん来ました。
市長 ▼コラボレーションするのはやはり良いですね。
市営墓地で芝桜の植栽をやっています。各地点で花祭
りみたいなものが増えていくと良いですよね。
林 ▼ コスモス畑に来
た方には「そばの花 
畑もありますよ」と 
か「ぐりんぱの花畑 
がきれいですよ」と 
いうふうに宣伝でき 
ますからね。
西山 ▼９月のコスモスまつりに行きました。見て、買っ
て、食べて楽しいです。お客さんがたくさん来ていました。
市長 ▼本当に増えていますよね。
林 ▼市外の方が多いようですね。市民の方の認知度が
低いのかなと思います。近所の方から「パノラマロー
ドってどこ？」と聞かれたことがあります。
市長 ▼それは PR をもっと頑張らないといけませんね。
岡田 ▼そうですね。インターネットで情報を得られる
ので活用したいですね。
林 ▼遠くの方が「どこか良いところないかな」と探す
のかもしれません。パノラマ遊花の里で、結婚式の前

撮りをしている方を見かけます。
市長 ▼花嫁衣装で撮影に来ている方がいますよね。
西山 ▼良いですね。私のときもぜひ撮りたいです（笑）。
市長 ▼撮影だけではなく、本番の結婚式をやってみた
らどうでしょうか。
林 ▼パノラマロードの宣伝にもなります。
西山 ▼南伊豆町で菜の花
畑結婚式をやっています 
が、こちらには富士山が 
付いていますからね。
林 ▼でも、富士山がはず
かしがり屋で姿を見せて
くれないときが多くてね
……。
市長 ▼そうですね。こればかりは仕方がないです。

「花」の仲間を増やすことが課題

市長 ▼それぞれの活動で何が課題となっていますか。
林 ▼菜の花を桜の開花に合わせると、菜の花の種を早
くまく必要があります。本当はもっと長くコスモスを
見てほしいのですが、10 月初めには刈り取らないと
いけません。せっかくきれいに咲いているのにかわい
そうだと思うのですが……。菜の花の種まきを遅くし
て、コスモスを長く見ていただけるような、工夫がな
いかといつも思っています。
市長 ▼良い方法があれば良いですね。
林 ▼通常のコスモスの見頃の 10 月末ぐらいに、コス
モスをパノラマ遊花の里に見に来る方がいますが、
刈ってしまっているので……きれいに咲いたときのパ
ネルを置いておきたいですね。
市長 ▼岡田さんは、菜の花から油をとっていますよね。
岡田 ▼そうですね。そばだけでは収益が少ないので、
そばを収穫した後、菜の花の種をまいているそうです。
でも、シカに食べられてしまうのが課題ということです。
市長 ▼そうですか……。
岡田 ▼菜種油は、化学的に抽出
するのが一般的です。そば部会
員が採取したときは、化学的な
方法を使わない昔ながらの方法
で絞ったそうです。
市長 ▼その油を１本いただきま
した。すごく良い油でした。

西山さん

林さん
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花を見るのも良いですが、それが自給できると良いで
すね。
岡田 ▼循環型にできることが理想ですね。
林 ▼コスモスも種を採って育てたいです。
西山 ▼そうですね。でも、早く刈ってしまうから難し
いですね。
岡田 ▼裾野さくらに関しては、やはり生産者が少ない
ので増やすことが課題です。
市長 ▼課題解決に何が必要ですか。
林 ▼市民の方を含めパノラマ遊花の里を知らない方に
知ってもらいたいですね。みんなに宣伝マンになって
もらって、広めてもらえたら……。
岡田 ▼裾野さくらは報道に取り上げてもらい、知って
もらえたと思います。生産者が少ないので、耕作放棄
地解消のためにも行政と連携できたらと思います。
市長 ▼ 農協とタイアップ
することは大切ですね。
西山 ▼ パノラマロードを
花でいっぱいにする会の先
進地視察で、昭和記念公園
に行って来ました。公園と
して入場料をとっているこ
ともあり、花の間隔がきれいで密度がありました。
林 ▼苗を植えたような感じでしたね。きれいでした。
西山 ▼公園内では、ボランティアの腕章をしている方
が花壇などで作業をしていました。私たちと同じよう
にボランティアがある程度やっているのでしょうか。
林 ▼コスモスは専門の方がやっているそうです。
西山 ▼すごくきれいだと感じました。列がそろってい
て、畑に入っても服が汚れませんでした。パノラマ遊
花の里も、均等にきれいに見えるようにしたいです。
林 ▼昭和記念公園のコスモス畑の中には、散歩コース
が通っていましたね。
西山 ▼ そうですね。遊花の里でも富士山とのコラボ
レーションで良いアピールができそうですよね。
林 ▼電柱がなければ良いですね。

春夏秋冬とおして花が見られるまちに
市内の至る所に花を

市長 ▼冬もパノラマ遊花の里で花を見ることはできる
のでしょうか。
林 ▼スイセンを植えてみましたが、あまり生育しませ

んでした。
岡田 ▼多分、裾野さくらは大丈夫だと思います。雪が
かかった富士山と桜。それで春を迎えられたら良いで
すよね。
西山 ▼確かに。
岡田 ▼裾野さくらは 11 月下旬から咲き始めて、１月
から 2 月ごろまで順次咲いていきます。
市長 ▼「裾野に桜を見に行くべぇ」と来ていただきた
いですね（笑）。
西山 ▼冬の花見ですか。良いですね。
岡田 ▼今のところ切り花ですが、将来的にはパノラマ
ロードなどで見られるようにしたいですね。挿し木が
どうやったら上手く付くか勉強して、何とか増やして
いけたらと思います。市内にも広がっていく感じで。
市長 ▼小柄沢公園に植えた裾野さくらは、いつも気に
して見ています。先日、トヨタ自動車㈱東富士研究所
の開設 50 周年の式典で花の植栽の話になりました。
岡田 ▼そうですか。
市長 ▼研究所の入口に花を植えたそうです。世界中の
方が来る場所なので、入口に裾野さくらを植えられた
ら、市を PR できて良いと勝手に思っていました。
岡田 ▼そういったこともちょっと考えています。
市長 ▼大いに期待します。

そこでしか見られない！特別なものに

市長 ▼その場所でしか見られないものをたくさん作る
ことができたら、良いですよね。
岡田 ▼コスモスでも「この富士山とコラボしたコスモ
スはここにしかありません」と言えば、見に来てくれ
ます。
林 ▼朝パノラマ遊花の里へ行くと、カメラマンが多い
です。
市長 ▼春は富士山と菜の花と桜、秋は富士山とコスモ
スという絵になりますからね。

2017　新春座談会

髙村市長
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岡田 ▼河津桜は苗を売っています。あちこちに広まっ
たので、河津町に河津桜を見に行く人が少なくなって
いるそうです。
市長 ▼今や河津桜は全国で見られます。
岡田 ▼それに対し、豊田市小原町では、愛知県天然記
念物の四季桜が各家庭や公園に植えられています。自
分たちの地域から出さないよう管理されています。地
域につなぎ止めておくことが重要だと思っています。
林 ▼そうですね。
岡田 ▼四季桜は、11 月ごろに見頃を迎えます。紅葉
と桜を同時に見ることができ、お客さんでにぎわって
います。ここまで、20 年かかったそうです。
林 ▼そうですか。
岡田 ▼やはり、そこでとどめておかないと。その点で
裾野さくらは、増やすのが難しいですが、それが欠点
であり、利点でもあると考えています。私は 60 歳を
過ぎていますが、20 年後、市内が裾野さくらでいっ
ぱいになって、冬になると咲いている様子が見られる
と良いですね。
市長 ▼来て、見ていただいて、きれいだと感じていた
だくのと、商売っ気を出すことも必要ですよね。施設
を建てることは難しいですが、テントを持ち寄っても
良いです。
岡田 ▼豊田市小原町もそうです。テントを利用し、婦
人会や商店街などの方
もそこへ売りに来てい
ます。
西山 ▼そうですか。弊
社でも何かしら協力で
きると思います。
林 ▼「お手洗いがないと長居できない」と言われるの
で、お手洗いがほしいですね。
岡田 ▼そうですね。
市長 ▼それはしっかり考えたいと思っています。

駅前や史跡など街なかに花を
東京五輪に向け花のおもてなしを

岡田 ▼区画整理がだいぶ進んできています。ハナミズ
キを街路樹として植えてありますが、花があると
ちょっとほっとしますよね。
市長 ▼そうですね。
岡田 ▼私は佐野原神社の総代もやっていますが、神社

の敷地の一部も区画整理事業用地として、整備しまし
た。５・６年前なので裾野さくらはまだなく、河津桜
を植えました。花の咲く頃には、子ども連れの方たち
がお弁当を持って花見をしています。駅周辺や街中に
人が寄れる場所にすることが必要だと思います。
市長 ▼心安らぐ空間を作ることは大切ですね。
林 ▼各地に拠点があると良いですね。この地区はここ
がきれい、あの地区はあそこが良いとか……。
岡田 ▼意外と遠くの方がわざわざ来てくれるので、き
れいにしておくと人が寄ってくると思いますよ。花を
植えておくことも良いし、地域できれいにしておくこ
とも１つの方法だと思います。
市長 ▼国内外から世界遺産富士山のもとを訪れること
が予想されます。花のおもてなしのアイデアはありま
せんか。
林 ▼オリンピックは夏ですね。
岡田 ▼真夏はあまり花がありませんね。
林 ▼キバナコスモスでしたら、種を早くまければ早く
咲きますね。そんなふうに工夫していく必要がありま
す。
西山 ▼ 会社でまだアイデアは出ていませんが、ボラン
ティアの活動は変わらず続けていきたいと思っていま
す。
岡田 ▼農協としてはやはり「食」ですね。どんな食材
を提供できるか考えます。
市長 ▼市内には世界遺産富士山の構成資産の須山浅間
神社や深良用水、屏風岩、葛山城などがあります。こ
こにもエッセンスというか、ワンポイントとして花を
を入れると、つられて、人に来ていただける可能性が
増えます。
岡田 ▼花があると景色も映えてくると思いますね。写
真を撮ろうと思えば、景色だけではなく、花があると
もっと良くなってきます。
市長 ▼「まち・ひと・しごと」の「しごと」の部分は、
皆さんが持っているノウハウや経験を生かしてチャレ
ンジしていただきたいです。いろんな協力関係を築い
て、まるっきり新しいものではなく、今あるものに磨
きをかけて、外へ打って出ていただけると本当にあり
がたいと思います。

6
2017.1.1



市民恊働で街に花を。心にうるおいを

市長 ▼最後に皆さんの夢を教えてください。
西山 ▼個人的なことですが、愛の花を咲かせたいとお
もいます（笑）。夢、こんなことで良いのですか。
市長 ▼いいんですよ。幸せそうで良いじゃないですか。
西山 ▼引き続きパノラマロードを花でいっぱいにする
会の活動に参加させてもらい、地域貢献したいと思い
ます。
林 ▼四季を通して花を楽しめるパノラマ遊花の里にす
ることが夢です。私はみのり会の一員ですが、会員が
だんだん高齢になってきています。活動を通して、み
んなで元気を分け合い、いつまでも続けられるように

したいです。パノラマロードがより一層みんなに知ら
れるようになってほしいです。
岡田 ▼裾野さくらが市内を埋め尽くすようになっても
らえばなと思っています。何度も言いますが、そのた
めには生産者が増えることが必要で、それを一番願っ
ています。
市長 ▼皆さんの夢の実現に向けて、行政としてできる
限りサポートしなければならないと思っています。
“ 裾野 ” というフィールドで活躍していただくことが
一番良いことだと思っています。私の夢は、市民協働
の花を咲かせることです。夢の実現のため、皆さんの
活動を強力にサポートしていきたいと思います。本年
もよろしくお願いします。

2017　新春座談会

明けましておめでとうございます。輝かしい希

望に満ちた新春を健やかにお迎えのことと、心か

らお慶び申し上げます。

昨年 12 月 3 日に行われた第 17 回静岡県市町

対抗駅伝競走大会におきまして、選手の皆さんが

力を合わせてタスキをつなぎ、それまでの裾野市

の最高タイムを２分以上も短縮して 7位入賞を

果たしたことは皆さんの記憶に新しいことと思い

ます。私も市民の一人として感動し、大変に誇ら

しく感じました。

この駅伝大会のように、自分の住むまちが話題

になること・活躍することは市民の大きな喜びと

なります。今年は、これまでの地方創生の取り組

みをさらに加速化することで裾野市の魅力や価値

を高め、それを市民の皆さんのシビックプライド

（まちへの愛着や誇り）につなげていく一年とし

たいと考えております。

シビックプライドの向上をめざして

裾野市長

髙村 謙二

地方創生など、全てのまちづくりの取り組みは、

決して行政のみで成しうるものではありません。

企業を含めた市民の皆さんと力を合わせて取り組

んでいくという“市民協働”の視点が不可欠です。

市民協働については、市内の“歴史・文化・名所

旧跡”を核として地域づくりにつなげようという

活動が盛り上がってきています。更に、裾野を

フィールドとして、市民が自発的に企画・運営す

る活動も活発になってきており、“市民協働のま

ちづくり”に向けた機運の高まりを感じられるよ

うになってきています。

これからも、市民の皆さんと行政が力を合わせ、

こうした「まちづくりの主役は自分たちだ」とい

う機運をさらに盛り上げながら、戦略的シティプ

ロモーションを市内外に向けて展開し、裾野市の

認知度をあげることにより、市民のシビックプラ

イドの向上につながるよう取り組んでまいります。

結びに、今年一年、皆さんのご健勝、ご多幸を

心からお祈り申し上げまして年頭のご挨拶といた

します。

年頭あいさつ
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東部わかちあい　すみれ会

　大切な人を自死で亡くした方の
集いです。匿名や仮名での参加も
できます。

１ 月 21 日 ㈯　13 時 30 分 〜
15 時 30 分
ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター
　054-286-9245

自衛官候補生
（任期制自衛官）試験

①１月 29 日㈰
　②２月 19 日㈰または 23 日㈭

18 歳以上 27 歳未満の男子（平
成 29 年３月 1 日現在） 
①〜１月 24 日㈫

　②１月 31 日㈫〜２月 21 日㈫
自衛隊三島募集案内所
　989-9111

国保高齢受給者証交付会

　２月１日㈬から対象となる方に、
受給者証を交付します。

１月 26 日㈭
　10 時 20 分〜 11 時 30 分 

福祉保健会館研修室
昭和 22 年１月２日〜２月１日
に生まれた方
保険証、筆記用具など
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

すみれ相談

大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

とき ところ

１月 11日㈬ 県精神保健福祉センター
（静岡市駿河区有明町）

１月 18日㈬ 富士健康福祉センター（富士市本市場）

※時間はいずれも 13 時〜 16 時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

市民無料相談

１月 20 日㈮　10 時〜 12 時
※受付▶ 11 時 40 分まで
市役所４階会議室
●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

明るい家庭づくり
講演会

２月 12 日㈰　９時 30 分〜
生涯学習センター学習ホール
子育て中の方、孫のいる方、明
るい社会づくり運動の会員の方
テーマ／「昔と今の子育ての違い」

“ 想いは一つ、命のつながり ”
講師／雑賀崇子さん（保健師）

無料の託児があります。予約が
必要です。氏名、人数、学年な
どをご連絡ください。
明るい社会づくり運動裾野地区
協議会　992-2406

　職員のワーク ･ ライフ・バランスの実現と長時間勤務の是正、時
間外勤務を縮減するため、市役所本庁などの職員を対象に時差出勤
制度を試行実施します。

通常の勤務時間と異なる時間で出勤や退庁、休憩をする場合があ
ります。ご理解をお願いします。
実施日／１月〜
実施時間
①７時 30 分〜 16 時 15 分
②９時 30 分〜 18 時 15 分
③ 10 時 30 分〜 19 時 15 分
④ 11 時 30 分〜 20 時 15 分
⑤ 13 時〜 21 時 45 分

休憩時間
①②は、12 時〜 13 時
③④⑤は、11 時〜 14 時、
17 時〜 19 時の間で 1 時間

市役所業務の開庁時間は、８
時 30 分〜 17 時 15 分です。
変更はありません。
人事課　995-1806

職員の時差出勤制度を試行実施

8
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お知らせ

日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

水道工事当番店の変更

　１月 22 日㈰と 28 日㈯の水道
工事当番店が変更になりました。
変更後
●１月 22日㈰
㈲富士設備 997-1507
●１月 28日㈯
㈲田央設備 997-5175
上下水道課　995-1835

にこにこキャラバン
“南児童館の巻 ”

民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごして
みませんか。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

１ 月 31 日 ㈫　10 時 〜 11 時
30 分
南児童館
未就園児とその保護者の方
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
社会福祉課　995-1819

未登記家屋を取り壊したら
家屋滅失届の提出を

固定資産税の課税対象になって
いる未登記家屋を平成 29 年１
月１日㈰までに取り壊した方
届け出方法／課税課にある所定の

用紙に必要事項を記入し、提出
してください。
１月 31 日㈫
登記してある家屋を滅失登記し
た場合、この届け出は必要あり
ません。
課税課資産税係　995-1809

1 月 10日は 110番の日

　110 番は緊急回線です。事件
事故に遭ってしまった、事件事故
を目撃した方は、１分１秒でも早
い通報をお願いします。
　警察に対する相談や
落し物の問い合わせな
ど不急の用件は、裾野
警察署へお願いします。
裾野警察署
　995-0110

アルコール依存相談

　専門の相談員が応じます。秘密
は厳守します。

１月 16 日㈪・23 日㈪
13 時〜 16 時（１回 45 分）
県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
相談日の前の週の金曜日
県精神保健福祉センター
054-286-9245

裾野都市計画火葬場の
� 決定に関する公聴会

　「新しい火葬場」に関する都市計画を決定する原案（裾野市決定）
の、公聴会を開催します。市民の皆さんに公聴会で意見を述べても
らい、計画に反映しより良い計画にすることが目的です。

１月 26 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。
原案の閲覧

都市計画の原案を閲覧できま
す。

１月 12 日㈭〜 19 日㈭
　※土・日曜日を除く

生活環境課
市公式ウェブサイトからダウ
ンロードできます。

公聴会での公述
　公聴会で公述したい方は、ま
ちづくり課または生活環境課に
ある申出書などに必要事項を記
入し、まちづくり課へ提出して
ください。　※郵送可

１月 12 日㈭〜 19 日㈭　
※土・日曜日を除く。郵送の場
合は最終日 17 時必着
申出書は市公式ウェブサイト
からダウンロードできます。
まちづくり課　995-1829
　生活環境課　995-1816

http://www.city.susono.
sh izuoka . jp/ma/ info/ 
2016/1222-0830.php

〒 410-1192　佐野 1059

9
2017.1.1



インフォメーション

Information

検察審査会

　交通事故、窃盗、詐欺などの犯
罪の被害に遭い、警察や検察庁に
訴えたが、検察官がその事件を起
訴してくれない。このような不満
を持っている方のために検察審査
会があります。

気軽にご相談ください。相談や
申し立ての費用は無料です。秘密
は堅く守られます。
静岡地方裁判所沼津支部内
　沼津検察審査会事務　931-6000

親子わいわい広場

申し込みは不要です。自由に入
室・退室ができます。

１月 14 日㈯　10 時〜 12 時
鈴木図書館２階展示室
幼児・小学生と保護者
ぶんぶんゴマや折り紙、カルタ、
巨大すごろくなどお正月遊びを
みんなで楽しみます。
駐車場には限りがあります。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

沼津視覚特別支援学校
高等部保健理療科入学

入学相談や、視覚障害に関する
相談を受け付けます。年齢制限は
ありません。

次のいずれかに該当する方
●両眼の視力が、おおむね 0.3
未満の方●視力以外の視機能障
害が高度な方（視野狭

きょうさく

窄、複視

など）●近い将来、視力が著し
く低下する恐れのある方
社会復帰を目指す成人の方のた
めに、あん摩マッサージ指圧師
の国家試験の受験資格を取得す
るコース（保健理療課）です。
所得に応じて就学奨励費による
経費の補助があります。
県立沼津視覚特別支援学校
921-2099

市民文芸誌『文芸すその』
第 36号刊行

　市民の皆さんの文芸作品を掲載
した『文芸すその』第 36 号を市
内の書店などで販売します。

１月６日㈮〜２月 28 日㈫
生涯学習センター、鈴木図書館、
戸田書店リブレ裾野店、田代新
聞センター
700 円
生涯学習センターでは、期間終
了後も継続して販売します。
生涯学習課　992-3800

税務署の相談窓口

インターネット上の税務相談室
国税庁ホームページで、よくあ

る税に関する質問に対する回答を
掲示しています。インターネット
環境のあるパソコンやスマート
フォンから「タックスアンサー」
と検索してください。
電話相談

沼津税務署へ電話を掛けてくだ
さい。自動音声で案内がされるの
で「１」を押して、自動音声に従っ
て、相談したい内容の番号を選択
してください。

８時 30 分〜 17 時　※土・日
曜日、祝日、年末年始を除く
沼津税務署　922-1560

薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。秘密
は厳守します。

１月 10 日、17 日の火曜日　
13 時〜 16 時（１回 45 分間）
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

消防出初式

１月８日㈰　13 時 30 分〜

内容 とき ところ
式典 13:30 ～ 市役所

駐車場一斉放水 15:10 ～

パレード 15:30 ～ 駅前通り
新道通り

※時間は前後することがあります。
【写真コンテストの実施】

消防出初式の開催にあわせ、実
施します。入賞した方には、賞状
と記念品を贈呈します。

危機管理課、裾野消防署、各支
所にある応募要項に添付されて
いる応募票に必要事項を記入し、
写真に貼り付け、危機管理課に
提出してください。応募要項は
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。　※郵送可
１月 16 日㈪（必着）
危機管理課　995-1817
http://www.city.susono.

shizuoka.jp/life/dp/photo 
contest.php

〒 410-1192　佐野 1059

10
2017.1.1



お知らせ

富士サファリパーク
１人無料キャンペーン

富士サファリパークでは、市制
を施行した１月１日に合わせ、市
内に住んでいる方を対象に、車１
台につき１人分の入園料金を無料
にします。

１月１日㈰〜９日㈪
市内に住んでいる方
●キャンペーンを利用する際は、
入口料金所で「広報すそのを見
た」と申し出てください。身分
証明書の提示が必要です。●精
算終了後の払い戻しはできませ
ん。●入園受付時のみ有効です。
●同乗の方は 300 円割引にな
ります。（サファリクラブ会員
の方は会員割引）。●招待券、
その他の割引とは併用できませ
ん。●団体での入園の場合は利
用できません。
富士サファリパーク
　998-1313

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。

１月 26 日㈭　10 時〜 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
１月 12 日㈭
国保年金課　995-1813

普通救命講習会

１月 23 日㈪　９時〜 12 時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30 人（先着順）

AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所にある申込書に必要事項
を記入し、提出してください。
富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119

ボランティア
（ジョブ・サポーター）

　御殿場特別支援学校で行ってい
る「ぷれジョブ（住んでいる地域
で行う職業体験）」のサポートを３
月まで行うボランティアを募集し
ています。
ぷれジョブ／御殿場特別支援学校

に通う小学部５年生〜中学部の
生徒の有志が、月に２回程度、
１時間の職業体験を行います。
御殿場特別支援学校

　0550-87-8200

駿東地域職業訓練センター
２月講座

●技能講習▶玉掛け技能講習、
ガス溶接技能講習、足場の組立
て等作業主任者技能講習●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、夜間パソコン入門（ビギ
ナーズコース）、夜間ワード基
礎、夜間エクセル基礎、夜間ワー
ド活用、夜間エクセル活用、夜
間イラストレーター基礎●カル
チャーコース▶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

消費生活学習会

①１月７日㈯　10 時〜 12 時
　②１月 12 日㈭　10 時〜 12 時

生涯学習センター学習室１ 
各 40 人（先着順）
テーマ／①健康食品って何だろう

②クスリとの飲み合わせやリス
ク
講師／①②森田満樹さん（消費生

活コンサルタント）
消費生活センター

　995-1854

厚生労働省
ものづくりマイスター

技能の伝承や後進の育成に意欲
がある方を募集します。認定後は、
中小企業や教育訓練機関で実技指
導を行ってもらいます。

次の①〜③全ての要件に該当す
る方
①🄐〜🄒のいずれかに該当する
方▶🄐技能検定の特級・１級・
単一等級技能士🄑🄐と同等の技
能を有すると認められる方🄒技
能五輪全国大会成績優秀者（銅
賞まで）②実務経験が 15 年以
上ある方③技能の伝承や後進の
育成に意欲を持って活動する意
思および能力がある方
ホームページから申請書をダウ
ンロードし、必要事項を記入し
て、県職業能力開発協会に提出
してください。
県職業能力開発協会
　県地域技能振興コーナー
　054-344-0202

http://shivada.com/mono 
dukuri/m_bosyu.php
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消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room Center News

Q 大学に入り一人暮らしになったので、友人を
作ろうと SNS で知り合った人と会った。「お金

を稼げるから」と副業講座を勧められた。高額で払え
ないと断ったが、強引に勧められ契約してしまった。
代金は消費者金融から借りて払うよう言われた。解約
したい。

Ａ 友人のつもりで会ったら商品の勧誘だったと
いう相談が寄せられています。

　未成年者の場合、未成年者取消権があるため親権
者の同意なく行った契約は、原則取り消すことがで
きます。満 20 歳を迎えると未成年者取消権はなく
なります。いったん契約を結ぶと容易に解約するこ
とはできず、代金支払いの義務が生じます。不必要
な契約はきっぱり断りましょう。契約によっては、
取り消しや解約ができる場合がありますので、早め
に周囲の方や消費生活センターに相談してください。

クレジットカードの利用は借金と同じ！
　クレジットカードでの買い物は、現金の持ち合わ
せがないときなどに便利です。しかし、クレジット
カードを使用することは、カード会社に借金をする
のと同じことです。後で困ることがないよう、仕組
みをよく理解して計画的に上手に利用しましょう。
【利用のポイント】
①返金できる範囲で利用！

毎月の収入で余裕をもって返済できる範囲で利用
しましょう。

②カードの管理はしっかりと！
他人にカードを貸してはいけません。紛失した場
合は、すぐにカード会社と警察へ連絡しましょう。

③借金返済のための借金はしない。

消費生活センター　 995-1854

ママのための防災講座

主婦目線を生かした防災講座で
す。子どもを守るために、ママに
知っておいて欲しい防災の知恵を
学びます。

第１回▶１月 31 日㈫　10 時
〜 12 時

　第２回▶２月 10 日㈮　10 時
〜 12 時
生涯学習センター 

子育て中の母親
各 15 人（先着順）
第１回▶子どもを守れる部屋づ
くり

　第２回▶ポリ袋で作る防災クッ
キング
各回 500 円
●無料の託児があります。講座
の申込時にお申し込みください。
●第１回・第２回両方申し込む
こともできます。
NPO法人メープル

965-3680

データバンク
12 月１日現在

人　口　52,795人�（－48人）
　男　　26,828人�（－27人）
　女　　25,967人�（－21人）
世　帯　21,567世帯
� （－42世帯）
内、外国人� 705人386世帯

平成28年度　全国統一防火標語
　消しましょう
　　　　その火その時
　　　　　　　その場所で
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Health

健康推進課

  992-5711

　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）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

健康相談・教室
　個人通知はしません。健康推
進課へお申し込みください。
※は申し込みが不要です。

健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
● 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。 裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

11日㈬
９:00〜９:15

平成28年７月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

17日㈫
13:00〜13:30

平成27年７月
生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈫
９:00〜９:15

平成26年12月・平成
27年１月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

12日㈭
13:00〜13:15

平成26年７月
生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭
13:00〜13:30

平成26年１月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
1６・23日㈪
9:00〜10:30

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

23日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

13日㈮　18:00〜18:30
26日㈭　 8:45〜 9:00 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

30日㈪
13:00〜15:00

生活改善に関する相
談を希望する方

成人食事
健康相談

16日㈪
13:00〜15:00

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日㈬・27日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

23日㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

内科 整形・内科 内科 内科 整形 内科 内科
8 9 10 11 12 13 14

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

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

内科 外科 内科 内科 内科 内科 整形・内科
29 30 31

整形 外科 内科
※２日㈪・28日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

１月の健康コーナー

日（曜日） 時　間
 ５日㈭※  9:00 〜 11:30
10日㈫　 17:00 〜 19:45
17日㈫※  9:00 〜 11:30
23日㈪　 13:00 〜 15:30

※は C 型肝炎検査もできます。
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今月の救急協力医

診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時

1月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈪ 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

17 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

18 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

19 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

20 ㈮ 森岡医院 962-1084 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

21 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

22 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 東医院 921-5520 高沢町

なおきクリニック 929-8555 東椎路 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

おぐち医院 992-6611 深良 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

23 ㈪ 大庭内科・消化
器科クリニック 995-1123 佐野 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

24 ㈫ 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

25 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 おおしろ整形
外科クリニック 976-0027 堂庭 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

26 ㈭ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

27 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

28 ㈯ ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野
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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。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

�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

１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 ㈰ ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院
924-0780 杉崎町　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

三須産婦人科医院
993-0011 佐野　　

牧野歯科医院
988-1184 下長窪　

29 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

岩端医院
962-1368 大手町　

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野　　

日 内 科 外 科 小児科

29 ㈰

旭医院 966-0031 原 五十嵐クリニック 934-6700 志下

かとう内科医院 946-5562 大岡 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 遠藤クリニック 975-8801 久米田

30 ㈪ 武藤医院 931-0088 三園町 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

31 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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富士山資料館 998-1325

石井好子メモリアル音楽祭 2017
ポピュラー音楽の祭典

～限りない想いを歌に富士山の裾野から　vol.15～
3.11 復興祈念　希望の歌～生きる～

と　き／３月 11 日㈯　17 時〜
　　　　※開場▶ 16 時 30 分
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 6,500 円　当日券▶ 7,500 円
　　　　※未就学児の入場はできません。
チケット販売／１月 14 日㈯　９時〜　※ 14 日㈯の

受付は特設電話（993-9311）のみ。
　　　　　　　15 日㈰以降は文化センター窓口と

電話予約９時〜 21 時
出　演／美川憲一、伊東ゆかり、森昌子、神野美伽、

平みち他、メモリアルゲスト 水谷八重子

富士山での修行

平安時代初期、富士山は噴火を繰り返し、噴火を
鎮めるために「浅間大神」を祭るようになりました。
噴火が収まると、密

みっ
教

きょう
の影響もあり修験道の道場

となりました。修験道は、山岳に登り修行を積み呪
じゅ

力
りょく

を体得し、それに基づく加
か

持
じ

祈
き

祷
とう

を行います。近
隣では村山の興法寺が修験道の中心地でした。

江戸時代にも多くの僧が修行したようで、右下の
古文書は、1839 年須山村の村役人から小田原藩に
出されたものです。内容は「浄土宗の 行

ぎょう
者
じゃ

義賢が
富士登山をして念仏修行をした。頂上で修行をして
いたが山じまいとなるので、須山口二合目で満願ま
で修行したいと言ってきた。これから山は寒くなる
のでやめるように伝えた。本山の増上寺からは義賢
の思いのままにさせてほしいと言ってきた。そこで
小田原藩に伺いを立てて、沙汰を待つことにした」
です。

井草さんは、駿東地区英語弁論大会で優秀賞、東
部大会で第３位になり、県中学校英語話し方能力大
会で第２位の成績を修めました。

「ここまでの結果を残せたのは、家族や先生方、
友達からの声かけが励みになったからです」と笑顔
の井草さん。昨年度は市英語スピーチコンテストに
出場しましたが、残念ながら良い結果を残せず、今
年度リベンジを果たしました。

スピーチは、給食を残してしまうことから始まる
食品ロスがテーマです。身振り手振りを交え、堂々
と発表しました。「みんな発音が良くて緊張しまし
た。ステージに立って第一声を発すると緊張は解け
ました」と県大会の様子を語ってくれました。

英語の勉強は中学生になってから始めたそうです
が「小さい頃から英語に興味がありました。洋楽や
洋画が好きです」と楽しそうに話します。小学６年
生のときには、当市の姉妹都市フランクストン市に
約１週間の短期留学をしました。

井草さんは 11 月 23 日㈬に行われた全日本中学校
英語弁論大会・関東地区決勝予選大会にも出場を果
たしました。今後の世界での活躍が楽しみです。

県中学校英語話し方能力大会で第２位
西中学校３年　井草 七海さん（佐野二・15 歳）

993-9300

NAVI
１月の休館日
１日㈰〜３日㈫・10日㈫・16日㈪
23日㈪・30日㈪

美川憲一

神野美伽 水谷八重子

伊東ゆかり 森昌子

（須山区有文書）

乍恐以書付奉申上候村山大日堂


