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市の財政状況を市民の皆さんにより詳しくお知らせするため、総務省
が示した統一的な基準に基づく財務書類４表（純資産変動計算書、行政
コスト計算書、貸借対照表、資金収支計算書）を公表します。これは、
一般会計や特別会計、市が一定割合以上を出資している関係法人などを
対象とした連結財務書類です。

財政課
995-1801

※市民 1人当たり／平成 28年 3月 31日時点の市の人口から算出（52,824 人）
※端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

裾野市土地開発公社
静岡県芦湖水利組合
裾野、長泉清掃施設組合
富士山南東消防組合
裾野市振興公社
駿豆学園管理組合
静岡県後期高齢者医療連合
静岡県地方税滞納整理機構
静岡県市町総合事務組合

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険特別会計
十里木高原簡易水道特別会計
下水道事業特別会計
水道事業会計

一般会計
土地取得特別会計
墓地事業特別会計

連結グループ

市全体

普通会計

純資産変動計算書（NW）

項　目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

平成26年度末純資産残高 645億円�（633億円）756億円�（739億円）������143万円�（139万3千円）

純行政コスト △164億円
（△155億円）

△282億円
（△265億円）

△53万3千円
（△49万9千円）

財源 171億円
（168億円）

294億円
（281億円）

55万7千円
（52万9千円）

・税収など 130億円
（133億円）

212億円
（206億円）

40万1千円
（38万8千円）

・国県などの補助金 ��41億円� （35億円）��83億円� （75億円）��15万6千円�（14万1千円）

平成27年度差額 ����7億円� （12億円）��12億円� （16億円）����2万3千円� （3万円）

平成27年度純資産変動額 ����7億円� （12億円）��12億円� （16億円）����2万3千円� （3万円）

期末純資産残高 652億円�（645億円）768億円�（756億円）１45万4千円�（１42万3千円）

平成27年度純資産増減額
普通会計

645億円�⇒652億円
期首純資産残高
⇒期末純資産残高

7億円の増加
連結会計

756億円�⇒768億円
期首純資産残高
⇒期末純資産残高

１2億円の増加

（ ）

（ ）

純資産変動計算書の中で使われている主な用語
純資産変動計算書の用語 解　　説
期首純資産残高 前年度末の純資産の額。対して期末純資産残高は当年度末の純資産の額。期首残高から期末

残高を差し引いた額が当該年度の増減額になる。
純行政コスト 経常行政コストの総額から、受益者負担金などの経常収益を差し引いた額。行政コスト計算

書によって算定される。

Net Worth statement

　市の純資産（資産から負債を差し引いた額）が、平成 27 年度中にどのように増減したのかを明らかにします。

（　）内は平成 26 年度決算数値

平成 27 年度 財務書類を公表します
新地方公会計制度に基づく統一的な基準で作成
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企業会計では損益計算書といわれているものです。
利益の追求を目的とする企業とは違い、営利を目的と
しない市の行政サービスの提供にどれだけの費用 ( コ

スト ) がかかったか、その内容の分析を行うことを目
的としています。

行政コスト計算書（PL）

行政コスト計算書の中で使われている主な用語
行政コスト計算書の用語 解　　説
経常費用 毎会計年度、経常的に発生する費用
業務費用 職員給与などの人件費や委託料、旅費などの費用
移転費用 補助金や社会保障給付などにかかる費用
経常収益 毎会計年度、経常的に発生する収益
使用料 市の施設を利用した際に徴収する金額の調定額
手数料 戸籍や住民票、税務証明の発行などで徴収する金額の調定額
経常行政コスト 経常行政コストの総額から、経常収益（使用料・手数料、寄付金など）を差し引いた額
社会保障給付 児童手当の給付、高齢者や障がい者への援護措置、生活保護などの福祉的な経費

経常費用（A)
項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

1．業務費用 104億円　（98億円） 128億円　（120億円） 24万2千円　（22万6千円）
・人件費 35億円　（31億円） 38億円　�（34億円） 7万2千円　�（6万5千円）
・物件費 66億円　（63億円） 82億円　�（78億円） 15万6千円　（14万7千円）
・その他 3億円　�（3億円） 8億円　　（8億円） 1万4千円　�（1万5千円）
２．移転費用 75億円　（64億円） 184億円　（166億円） 34万8千円　（31万2千円）
・補助金など 18億円　（20億円） 141億円　（134億円） 26万7千円　（25万2千円）
・社会保障給付 36億円　（28億円） 36億円　�（28億円） 6万8千円　�（5万2千円）
・他会計への繰出金 14億円　（13億円） − −
・その他 7億円　�（4億円） 7億円　　（4億円） 1万4千円　　　（8千円）

経常行政コスト合計 １79億円 （１62億円） 3１2億円　（286億円） 59万円　（53万8千円）

経常収益（B）

項目 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

1．使用料・手数料 10億円（2億円） 20億円（13億円） 3万7千円（2万5千円）
２．その他 5億円（5億円） 10億円 （8億円） 2万円（1万5千円）

経常収益合計 １5億円（7億円） 30億円（2１億円） 5万7千円（3万9千円）

純経常行政コスト (Ａ−Ｂ）

普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

１64億円
（１55億円）

282億円
（265億円）

53万3千円
（49万9千円）

Profit and Loss statement

（　）内は平成 26 年度決算数値
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貸借対照表（BS）

市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているか
のバランスを明らかにしています。市の資産と、その

資産をどのような財源（負債や純資産）で賄ってきた
かが分かります。

借方
（資金を何に使ったのか）

資産の部
（これまで積み上げてきた資産）

項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

固定資産 813億円
（798億円）

1,011億円
（993億円）

191万4千円
（187万1千円）

1．有形固定資産 769億円
（754億円）

960億円
（944億円）

181万7千円
（177万8千円）

２．無形固定資産 1億円
（1億円）

1億円
（1億円）

2千円
（1千円）

３．投資その他の資産 43億円
（43億円）

50億円
（49億円）

9万5千円
（9万2千円）

流動資産 72億円
（74億円）

103億円
（108億円）

19万5千円
（20万3千円）

1．現金預金 12億円
（10億円）

37億円
（35億円）

7万円
（6万7千円）

２．未収金 1億円
（1億円）

2億円
（2億円）

5千円
（5千円）

３．基金 57億円
（61億円）

57億円
（62億円）

10万8千円
（11万6千円）

４．棚卸資産 2億円
（2億円）

6億円
（8億円）

1万2千円
（1万6千円）

資産合計 885億円
（872億円）

１,１１4億円
（１,１0１億円）

2１0万9千円
（207万4千円）

貸方
（資金をどこから調達してきたのか）

負債の部
（これからの世代が負担する金額）

項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

固定負債 215億円
（210億円）

319億円
（319億円）

60万3千円
（60万1千円）

1．地方債 186億円
（181億円）

259億円
（258億円）

49万1千円
（48万6千円）

２．退職手当引当金 28億円
（28億円）

28億円
（28億円）

5万3千円
（5万3千円）

３．その他 1億円
（1億円）

31億円
（33億円）

5万9千円
（6万2千円）

流動負債 18億円
（17億円）

27億円
（27億円）

5万2千円
（5万円）

1．一年以内償還
　　予定地方債

16億円
（15億円）

24億円
（19億円）

4万6千円
（3万7千円）

２．賞与などの
　　引当金

2億円
（2億円）

2億円
（2億円）

4千円
（4千円）

３．その他 − 1億円
（5億円）

1千円
（9千円）

負債合計 233億円
（227億円）

346億円
（346億円）

65万5千円
（65万１千円）

純資産の部
（これまでの世代が負担した金額)

項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

純資産合計 652億円
（645億円）

768億円
（756億円）

145万4千円
（142万3千円）

負債と純資産合計 885億円
（872億円）

１,１１4億円
（１,１0１億円）

2１0万9千円
（207万4千円）

貸借対照表の中で使われている主な用語
貸借対照表の用語 解　　説

固定資産 市が所有する資産のうち、長期間にわたって行政サービスの提供に用いられる資産
有形固定資産 公共資産のうち、土地や建物などの不動産で、保有が長期に及ぶもの
無形固定資産 公共資産のうち、ソフトウェアや電話加入権など
投資その他の資産 市が保有する有価証券、公営企業・関係団体への出資金や基金など
流動資産 原則として1年以内に現金化される資産
固定負債 返済期限が1年を超える債務
地方債 地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が1会計年度を越えて行われるもの
退職手当引当金 全職員が年度末に普通退職したと仮定した場合に必要な退職手当の見込額
流動負債 返済期限が1年以内の債務

Balance Sheet

（　）内は平成 26 年度決算数値
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資金収支計算書（CF）

　キャッシュフローといわれるもので、「キャッシュ 
＝お金」の「フロー＝流れ」を表わしています。市の
収支をその性質に応じて、業務活動収支、投資活動収

現行の予算・決算は、現金収支を議会
の民主的統制下におくことで、予算の適
正・確実な執行を図るという観点から「現
金主義会計」を採用しています。しかし、
現金支出を伴わないコスト（減価償却な
ど）やストック情報（資産・負債）は把
握することができません。

統一的な基準に基づく財務書類は、こ
れらの情報を把握するため「発生主義会
計」を取り入れたもので、「現金主義会計」
を補完するために整備するものです。

支、財務活動収支に区分して表示し、市のどのような
活動に資金が必要なのかを知ることができます。

区　分 普通会計 連結会計 市民１人当たり

1．業務活動収支 17億円
（21億円）

27億円
（30億円）

5万1千円
（5万8千円）

・業務支出 158億円
（144億円）

281億円
（260億円）

53万1千円
（49万円）

・業務収入 168億円
（161億円）

301億円
（287億円）

57万1千円
（54万円）

・臨時収入 6億円
（4億円）

6億円
（4億円）

1万2千円
（8千円）

２．投資活動収支 △21億円
（△20億円）

△29億円
（△25億円）

△5万4千円
（△4万7千円）

・投資活動支出 52億円
（45億円）

60億円
（51億円）

11万4千円
（9万7千円）

・投資活動収入 31億円
（25億円）

31億円
（26億円）

5万9千円
（4万9千円）

３．財務活動収支 6億円
（−）

3億円
（△2億円）

5千円
（△4千円）

・財務活動支出 15億円
（17億円）

26億円
（25億円）

4万9千円
（4万7千円）

・財務活動収入 21億円
（17億円）

28億円
（23億円）

5万4千円
（4万3千円）

平成27年度資金収支額 2億円
（1億円）

1億円
（3億円）

2千円
（6千円）

平成26年度末資金残高 9億円
（8億円）

35億円
（32億円）

6万6千円
（6万円）

平成27年度末資金残高 11億円
（9億円）

36億円
（35億円）

6万9千円
（6万6千円）

資金収支計算書の中で使われている主な用語
資金収支計算書の用語 解　　説
業務活動収支 経常的な行政活動の収支で、投資・財務的収支には含まれないもの

支出（人件費、物件費、補助金、社会保障給付など）
収入（税収、使用料手数料など）

投資活動収支 公共資産の整備にかかる収支
支出（公共施設などの整備費、基金積立金など）
収入（基金取崩収入、貸付金元金回収収入など）

財務活動収支 地方債の元利償還、発行額の収支など

Cash Flow statement
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全ページスマートフォン表示に対応

全てのページがスマート
フォンやタブレットの表示に
対応します。トップページは、
スマートフォンでもタップし
やすい大きさのバナーやボタ
ンを配置しています。

外国人の方も利用しやすく

全てのページを外国語に変換して表示できるように
なります。英語、中国語（簡体字・繁体字）、スペイ
ン語、韓国語、ポルトガル語に変換できます。

目的別に探しやすく

情報の分類が細かくなります。アイコンが一新され、
情報を直感的に探しやすくなります。新しいシステム
を導入し、便利になります。
●手続きナビ

引っ越しのときや子どもが生まれるときなどさまざ
まなシーンで必要な手続きを検索できます。「どんな
人が」「何が必要か」などのチェック項目を選択すると、
必要な手続きが一覧で表示されます。
●バス乗換案内

すそのーるや富士急シティバスなどの路線で、出発
地・到着地のバス停を指定し、発着時間や所要時間を
調べることができます。経路をまたいで検索でき、乗
り継ぎ時間などが分かります。

特設サイトオープン

市マスコットキャラクター “ すそのん ” の専用サイ
ト『すそのんの秘密基地』、市内のロケ情報を発信す
る『富士裾野フィルム・コミッション』、昭和 30 年
前後の裾野のくらしを知ることができる『ふりかる裾
野』など特設サイトがオープンします。

自慢の写真を投稿「富士山ライブカメラ」

富士山の写真を市役所から１時間ごと撮影し、掲載
しています。投稿フォト
ギャラリーに市内から撮
影した自慢の富士山の写
真を投稿してください。
スマートフォンで撮影し
たものでも構いません。

その他

・市公式ウェブサイトのリニューアル後、トップペー
ジの URL（アドレス）は変わりませんが、その他
のページの URL が変わります。

・新しいウェブサイトの「サイト内検索」（Google
検索）やブラウザで検索すると、しばらくの間は、
古いウェブサイトのページが表示されることがあり
ます。

・このウェブサイトは、日本工業規格「JIS X 8341-
3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針 - 情報通信
における機器、ソフトウェアとサービス - 第 3 部 :
ウェブコンテンツ」を考慮し、作成しています。

市公式ウェブサイトがリニューアルします。スマートフォンからも
見やすい表示に変わります。外国語にも対応しました。 戦略広報課

995-1802

３月 27 日㈪　13 時公開！
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

特集２
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日本国内に住んでいる 20歳以上 60歳未満の方は、国民年金に加入します。
自営業・無職・学生などの方は、自分で国民年金保険料を納めなければなりま
せん。所得が少ないときや失業などで国民年金保険料を納付することが難しい
場合、保険料の免除や納付猶予を申請することができます。免除申請時点の２
年1カ月前の月分まで申請できます。

保険料の納付期限は翌月末

平成 29 年度の国民年金保険料は月々 16,490 円
納め方
納付書／日本年金機構が送る納付書を使って、金融機

関、郵便局、コンビニの各窓口で納めてください。
口座振替／口座振替を希望する方は、納付書または年

金手帳、通帳、金融機関届出印をお持ちの上、国保
年金課または年金事務所へお申し込みください。

クレジットカード／納付書または年金手帳、はんこ、
クレジットカードをお持ちの上、国保年金課または
年金事務所へお申し込みください。

※手元に納付書がない場合は、年金事務所へご連絡く
ださい。

保険料の納付が困難なとき

保険料を納めるのが、経済的に困難な場合は免除や
納付猶予を利用しましょう。それらを受けるには一定
の条件があります。
免除申請

申請することで、保険料の納付が全額または、一部
免除となる制度です。60 歳未満の方で、本人・配偶者・
世帯主それぞれの申請年度の前年の所得が一定額以下
の場合や失業などの理由がある方が対象です。失業し
たり災害に遭ったりした場合に適用される特例免除は、
失業・災害などの前月から失業・災害などのあった年
の翌々年６月までの期間、特例免除申請ができます。
納付猶予申請

申請することで、保険料の納付が猶予される制度で
す。50 歳未満の方で本人・配偶者それぞれの前年の
所得が一定額以下の方が対象です。
申請方法

年金手帳、はんこ（本人署名の場合は不要）、免許
証などの身分証明書をお持ちの上、国保年金課または
年金事務所へ申請してください。

学生の方で保険料の納付が困難なとき

学生の方で、保険料の納付が困難なときは学生納付
特例を利用しましょう。
学生納付特例

申請し承認を受けると、学校を卒業するまで、納付
しなければならない保険料の納付が猶予される制度で
す。申請は毎年必要です。
申請方法
初めて申請する方

年金手帳、はんこ（本人署名の場合は不要）、学生
証（写しの場合は両面）、免許証などの身分証明書を
お持ちの上、国保年金課または年金事務所へ申請して
ください。
２回目以降の方

平成 29 年度も引き続き学生である場合は、３月下
旬に日本年金機構からはがき形式の申請書が届きます。
必要事項を記入し、返送してください。

沼津年金事務所
921-2201

国保年金課
995-1813

免除・納付猶予・学特例期間の
保険料を後から納める方法

各制度で承認された免除・納付猶予期間の保険料は、
後から納めることができます（追納）。納めない場合、
将来受給する年金額が満額に満たなくなります。
追納期間／ 10 年以内
申請方法／年金事務所または国保年金課へ申請してく

ださい。

 免除・納付猶予・学生特例申請時の注意

●申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を
行います。

●申請が遅れると万一の際に、障害年金などを受
け取れない場合があります。

来年度の国民年金保険料が決定
納付が困難な方は免除などの申請を

特集３
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犬の飼い主は、狂犬病予防法で年1回の狂犬病予防注射を受けさ
せることが義務付けられています。飼い犬に予防注射を受けさせる
ことは、犬だけでなく飼い主も狂犬病から身を守ることになります。

生活環境課
995-1816

注射を受ける前に飼い犬の健康状態の確認を

予防注射の接種前に、飼い犬が次のいずれかの項目
に該当する場合は、予防注射を受けられません。動物
病院で診察を受け、予防注射を受けさせてください。
①最近、具合が悪い（元気がない・食欲がない・下痢・

嘔
おう

吐
と

など）
②１カ月以内に他の予防注射を受けた
③妊娠中・授乳中
④今まで狂犬病の予防注射を受け、具合が悪くなった

ことがある
⑤現在、病気を

治療している

注射料は一匹につき 3,400 円

注射を受けさせる際には、以下のものをお持ちくだ
さい。
●予防注射案内はがき
●愛犬手帳
●注射料（１匹につき 3,400 円）
※おつりがないようにお願いします。注射後にお渡し

する注射済票は必ず飼い犬に装着しましょう。

犬を飼い始めたら登録を

生後 91 日以上の犬を飼い始めたら、30 日以内に
市に登録する必要があります。登録１匹につき 3,000
円かかります（登録は生涯に１度）。登録後にお渡し
する鑑札は、必ず首輪に付けてください。飼い主の変
更や飼い犬が死亡したときは、必ず届け出てください。

狂犬病予防注射（集合注射）の日程と会場 ※例年とコース、時間が変更になっています。
　ご注意ください

４月 20 日㈭
青葉台中公園
�9：00～�9：20

深良新田公民館
�9：00～�9：15

峰下公民館
�9：25～�9：40

岩波公民館
�9：25～�9：45

麦塚公民館
� 9：50～ 10：10

上須公民館
� 9：55～ 10：15

本茶公民館
10：20～ 10：35

切遠コミセン
10：25～ 10：40

富士見台遊園地
10：45～ 11：05

南堀集会所
10：50～ 11：05

中丸中・下公民館
11：15～ 11：35

町震コミセン
11：15～ 11：35

滝頭公民館
13：10～ 13：30

深良コミセン
13：10～ 13：35

公文名東最寄集会所
13：40～ 13：55

御宿新田コミセン
13：45～ 14：05

久根公民館
14：05～ 14：30

葛山中村集会所
14：20～ 14：40

市民体育館
14：40～ 15：30

千福公民館
14：50～ 15：10

—— 石脇公民館
15：20～ 15：40

４月 23 日㈰
十里木集会所
9：15～ 9：35

伊豆島田遊園地
9：00～ 9：15

須山コミセン
9：50～ 10：30

二ツ屋集会所
9：25～ 9：40

田向集会所
10：40～ 10：55

富沢公民館
9：50～ 10：10

下和田集会所
11：10～ 11：45

桃園定輪寺前
10：20～ 10：40

今里本村集会所
13：10～ 13：25

千福が丘中央公園
10：50～ 11：30

金沢公民館
13：35～ 13：55

上ヶ田公民館
13：10～ 13：30

田場沢公民館
14：05～ 14：20

富岡コミセン
13：40～ 14：00

中里公民館
14：30～ 14：45

御宿上谷集会所
14：25～ 14：45

市役所前駐車場
15：05～ 16：00

●登録後にお渡しした鑑札と、平成 28 年度の注射済
票を飼い犬に装着して来場してください。

特集４

狂犬病予防注射を 4/20 ㈭、4/23 ㈰に実施
あなたの愛犬を狂犬病から守ります
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下水道への接続工事は６カ月以内に

新たに公共下水道が使用できるようになると、市で
供用開始の公示をします。公共下水道を使用できる区
域に該当する方は、その区域の使用開始の公示日（３
月 31 日）から６カ月以内に、市が指定した排水設備
指定工事店に依頼し、各家庭で排水設備接続工事を
行ってください。排水設備工事は、市が指定した排水
設備指定工事店でなければ行うことができません。市
指定の排水設備指定工事店は、市公式ウェブサイトを
ご覧になるか、上下水道課へお問い合わせください。

くみ取り式トイレを使用している家庭では、使用開
始工事日から３年以内に水洗トイレに切り替え、公共
下水道へ接続してください。

公共下水道の使用料は水道使用料に応じる

公共下水道の使用料がかかるのは、排水設備接続工
事が完了し、実際に下水道の使用を開始してからです。
使用した水道の量を汚水の量として、公共下水道の使
用量を決めます。水道料金と一緒に２カ月ごとお支払
いください。支払いには、便利な口座振替をご利用く
ださい。

家庭や工場からの汚水をそのまま川に流すと、
川や海が汚れてしまいます。下水道は、私たち
が使った水をきれいな水にして自然界に戻す貴
重な施設です。新たに、３月 31日㈮から、富
沢・桃園・佐野・平松の一部で、公共下水道を
使用できるようになります。使用できる区域に
該当した方は、各家庭で排水設備工事を行って
ください。

上下水道課
995-1836

工事予定区域は、お
およその目安です。
工事をする前に対象
の方々に別途説明会
のご案内をします。

３月 31 日㈮
公共下水道供用開始区域

今回供用開始区域
既供用開始区域
平成 29 年度工事予定区域
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下水道供用開始区域が拡大
３/31 ㈮から富沢・桃園・佐野・平松の一部で

特集５



今月の写真

今月の一枚 This month's best shot

Photograph ２月

英語で自分の思いを� ２月４日

英語スピーチコンテストが、生涯学習センターで行われました。
最優秀賞は、不二聖心女子学院中学校の山本和

わ か な
奈さん。市内の中学

校 17 人の中から選ばれました。山本さんは、身振り手振りを交え
ながら、日本文化と日本食について話しました。

撮影／石川忠雄さん・深良用水

佐野原神社で節分祭豆まきが行われました。地域の方々や東地区
の保育園・幼稚園・小学校の児童らが集まりました。特設の舞台か
ら「鬼は～外～！」という掛け声とともに豆がまかれると、一斉に
手を伸ばし、押し合いへし合い福豆をつかみ取りました。

福豆をキャッチ� ２月３日

山中の林間を流れる深良用水の清流です。隧
ずい

道
どう

の穴口から
400 ｍほど下流で撮影しました。厳冬にもかかわらず豊かな水量
をたたえています。落葉樹やこけむした岩々の間を、いのちの水が
流れていきます。世界かんがい施設遺産の美しい景観のひとつです。

林間を流れる深良用水
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Photograph 2017.2

ペコちゃんとおともだち協定� ２月19日

すそのんお誕生会のイベントのひとつとして、市内に富士裾野工
場がある不二家のペコちゃんとすそのんが、おともだち協定を結び
ました。今後、一緒にイベントに出演したり地域の情報を発信した
りしながら、子どもたちに笑顔を届ける活動に取り組みます。

SNSを使って集客力アップを� ２月９日

毎週金曜日に市役所で中小企業相談（S
スソ
uso-b

ビ ズ
iz) を行っている金

子綾さんが講師を務め、SNS 活用セミナーを開催しました。講義
やグループワークを通じて、SNS を活用した集客力のアップにつ
いて学びました。

須山出身の渡邉社長が毎日経済人賞� ２月24日

須山出身で第一生命ホールディングス株式会社の渡邉光一郎社長
が第 37 回毎日経済人賞を受賞しました。同賞は、国民生活の発展
に貢献した経済人に贈られる名誉ある賞です。「経営は駅伝のよう
なもの」と語る渡邉社長。4 月から同社の会長に就任する予定です。

小・中学生108人を表彰� ２月14日

鈴木図書館書き初め展、児童生徒美術展・アイデア展合同表彰式
が生涯学習センターで行われました。合計 108 人の小・中学生の
優秀作品を表彰しました。各校の代表者が市長や議長、教育長から
表彰状を受け取りました。

「宗祇さん」創刊� ２月13日

宗祇法師の会の代表 4 人が市役所を訪れ、髙村市長に会報誌「宗
祇さん」の創刊号を手渡しました。同誌には宗祇法師を偲

しの
ぶ会や史

跡探訪、小・中学生の連句会などの活動が掲載され、オンリーワン
である宗祇 終

しゅう
焉
えん

の地の魅力が分かりやすく紹介されています。

油を再利用してエコ生活� ２月18日

廃油石けんとキャンドルづくりが南児童館で開催され、小学生８
人が参加しました。ペットボトルに使用済み天ぷら油と水、オルソ
ケイ酸ナトリウムを入れて思いきりシェイク。石けんを作りました。
天ぷら油とクレヨンなどでろうそくも作りました。
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森林の健康保持に間伐を

当市の面積の約 63％が森林です。そのうち 69％は
人工林で、伐採期に達している森林が増えています。

森林を放置すると、木が密集し風通しや日当たりが
悪くなります。下草が生えなくなるため、わずかな降
雨などで土砂が流出しやすくなり、災害などの危険が
高まります。また、樹木の成長や根の発達が阻害され
るため、木が更に細く弱々しくなり、雪や風による倒
木被害を受けやすくなるなど、さまざまな問題が生じ
ます。水資源の確保や土砂流出の防止など、森林のも
つさまざまな公益的機能を十分に発揮させるために、
間伐は必要不可欠です。

間伐とは、森林内で木々の生育が良好になるよ
うに、混み合っている木を伐採することです。

～間伐の利点～
●木の成長が促進され、品質が良く価値の高い

木材になります。
●森林に日光が入り、風通しが良くなるため、

風水害・病虫害などに対する抵抗力が強くな
ります。

●下草が茂るため地下水の保有能力が高まり、
土砂流出などの災害防止につながります。

●虫や野鳥などの生息に適した環境を作ります。

伐採した木は有効活用

これまでの間伐は、間伐した木を搬出するのに手間
が掛かり、コストが高くなってしまうため、伐採木を
森林内に捨て置く「伐り捨て間伐」が主流でした。現
在は、県内各地で「利用間伐」の取り組みが進められ
ています。

森林の風水害・病虫害などの被害を防ぎ、健全さ
を保つためには、間伐が必要です。人手不足や技術
面などの理由で、間伐できない方に代わり、森林組
合が間伐を行います。市森林整備計画に位置付けら
れた森林を所有している方は利用できます。

利用間伐は、高性能林業機械の導入や効率性が高い
伐採方法の採用、林内路網の整備などを行い、低コス
トで伐採した木を搬出できるようにします。そのため、
今まで捨てられていた木材資源を有効に利用すること
ができます。

間伐には森林組合の利用を

森林組合では、８人の作業員が安全第一をモットー
に間伐を行っています。市内に住んでいる方などには
無料で、市外に住んでいる方などには間伐費用の
25％の負担で間伐を行っています。市森林整備計画
に位置付けられている森林が対象です。

無料▶市内に住んでいる方、または市内に本社機能
のある法人が所有している市内の山林

　間伐費用の 25％負担▶市外に住んでいる方、また
は市外に本社機能のある法人が所有している市内の
山林

　※宅地造成済地内の山林は対象外です。
伐採届に必要事項を記入し、森林組合に提出してく
ださい。

　※伐採届は市公式ウェブサイトからダウンロードで
きます。
森林組合　993-5757　（佐野 822-1）

新たに森林を所有したら届出を

新たに森林の土地所有者となった方は、所有面積に
関わらず、事後届け出が義務付けられています。森林
の土地を新たに取得した方は、必ず届け出てください。
届出先／取得した土地のある市区町村

個人・法人を問わず、売買や相続などで市森林整備
計画に位置付けられている森林の土地を新たに取得
した方
土地の所有者となった日から 90 日以内

農林振興課
995-1823
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健康な森林は間伐から！
森林組合が山林づくりをお手伝い



Information
お知らせ

学校開放調整会議

　５月から６月までに学校体育施
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 ところ
須山 4月4日㈫ 須山コミセン
東 4月5日㈬

生涯学習
センター

深良 4月7日㈮
西 4月12日㈬

富岡 4月13日㈭

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

こども医療費助成制度

小学１年生から中学３年生まで
の子どもの医療費を助成します。

健康保険が適用される医療費と
入院時の食事代

助成方法／医療機関の窓口で、こ
ども医療費受給者証を保険証と
一緒に提示してください。

自己負担／通院のみ１回 500 円
（月２回まで）。入院と薬局は自
己負担金なし。
●県外の医療機関では、受給者
証を使用できません。受診した
場合は、子育て支援課へ申請し
てください。●４月から小学１
年生になる子どもには、３月下
旬に受給者証を郵送します。３
月 31 日㈮までは乳幼児医療費
受給者証を使用し、４月以降に
破棄してください。
子育て支援課　995-1841

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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

さくらマルシェ
　美しい桜並木と富士山を眺め
ながら、親子で楽しむイベント
です。クラフトやワークショッ
プ、フードブースなどのマル
シェを初めて開催します。当日
は、桜の標準木が発表されます。

４月８日㈯　10 時～ 15 時
市民文化センター
エスマルシェ実行委員会

　（江森）090-4255-6870

サクラサクマツリ
　裾野市と長泉町の交流イベン
トです。市町の境をまたいで開
催します。ステージイベントや
キッズアミューズメント、フー
ドコートなどが行われます。

４月９日㈰　10 時～ 15 時
南部公園（伊豆島田）、桜堤
北公園（長泉町）など
サクラサクマツリ実行委員会

　（永田平）090-7182-5441

桜のイベント紹介桜のイベント紹介
富士山すそのパノラマロード
菜の花＆桜まつり
　菜の花の黄色いじゅうたんと、
富士山に向かって伸びる美しい
桜並木がある富士の麓で、軽食
などの販売やステージイベント
などが行われます。

４月８日㈯、９日㈰　９時～
15 時
パノラマ遊花の里（梅の里・
ヘルシーパーク裾野入り口）
観光協会　992-5005

富岡地区桜まつり

　焼きそばやまんじゅう、豚汁
などの各種模擬店や富中ブラス
バンドの演奏などのステージイ
ベント、ビンゴ大会、餅まきな
どが行われます。

４月２日㈯　10 時～ 14 時
富岡第一小学校グラウンド

駐車場／富岡第一小学校中庭・
職員駐車場、富岡コミセン他
富岡支所　997-0062
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インフォメーション

Information

御殿場南高校吹奏楽部
第 38回定期演奏会

３月 19 日㈰　14 時～
　開場▶ 13 時 30 分～

小山町総合文化会館金太郎ホー
ル（小山町阿多野）
マゼランの未知なる大陸への挑
戦、ジブリメドレー他 
御殿場南高校　0550-82-1272

市民水泳振興事業の
利用方法が変わります

　市では、市に住民登録がある方
が近隣の温水プールを利用する場
合、利用料の半額を助成していま
す。これまで、温水プール利用券
を市民体育館窓口で販売していま
したが、４月１日㈯から利用方法
が次のとおり変わります。

市に住民登録がある方
利用方法／①市民体育館の窓口で

利用券の無料交付を受ける。　
※有効期限は 90 日
②利用の際、施設の窓口に記名
した利用券を提出し、自己負担
金を支払う。
利用者本人の市に住民登録があ
ることを証明できるもの（免許
証、保険証など）

対象施設／清水町温水プール、三
島市民温水プール、裾野スイミ
ングスクール
市民体育館　993-0303

葛山城址保存会の
歴史講演会

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

３ 月 26 日 ㈰　13 時 30 分 ～
15 時
葛山地区集会場

演題／伊勢葛山氏について
講師／小向達成さん

葛山城址保存会事務局（仙年寺）
　997-1035

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。

４月 12 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

平成 28 年度　市防火標語
火の元は
　　心で用心　目で確認

固定資産税課税台帳の閲覧
４月３日㈪～　８時 30 分～
17 時 15 分　※土・日曜日、
祝日、年末年始を除く
課税課資産税係
①固定資産の所有者とその同
一世帯の親族②納税管理人③
所有者からの委任状をお持ち
の方④相続人⑤借地人・借家
人（対価を支払っている方に
限る）
自己所有または借地・借家し
ている資産の固定資産の課税
台帳の閲覧
１回 300 円※①～④の方は４
月３日㈪～５月１日㈪は無料
①～⑤運転免許証などの身分
証明書③法人の場合は、社印
のある委任状④相続が分る除
籍の謄本など⑤賃貸契約書ま
たは対価の領収書

固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧
４月３日㈪～５月１日㈪　８
時30分～17時15分　※土・
日曜日、祝日を除く
課税課資産税係
①土地または家屋の固定資産
税の納税者とその同一世帯の
親族②納税管理人③納税者か
らの委任状をお持ちの方④相
続人
●土地価格等縦覧帳簿（所在、
地番、地目、地積、価格）の
縦覧●家屋価格等縦覧帳簿

（所在、家屋番号、種類、構造、
床面積、価格） ※自分の所有
する資産と同じ種類のものに
限る（例：宅地と宅地）
①～④運転免許証などの身分
証明書③法人の場合は、社印
のある委任状④相続が分る除
籍の謄本など

課税課　995-1809
　４月３日㈪から平成 29 年度の
課税の内容を確認できます。

固定資産課税台帳の閲覧
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

関野 陽
あき

通
みち

さん
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お知らせ

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

４月５日㈬
県精神保健福祉
センター（静岡
市駿河区有明町）

４月19日㈬
東部健康福祉セ
ンター（沼津市
高島本町）

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

妊娠健康診査
費用助成

　妊婦健康診査実施要領が変更さ
れたため、４月１日㈯からの妊婦
健康診査で、GBS 検査の費用助
成を行います。

４月１日㈯以降に妊娠 34 週～
37 週を迎える方
３月 31 日㈮までに母子健康手
帳別冊の交付・再交付を受けて
いる方で、対象の方には３月末
に GBS 検査受診票を通知しま
す。通知が届かない方はご連絡
ください。
健康推進課　992-5711

富士山資料館
春の野草観察ハイキング

　申し込みは不要です。会場に直
接お越しください。

４月 23 日㈰　９時 30 分～ 14
時
富士山資料館周辺 
富士山資料館周辺でみられる有
毒・食用・薬用植物を観察

講師／大嶋章さん、大嶋よし子さ
ん（県環境学習指導員）
300 円（受講料）
第２駐車場をご利用ください。
昼食をご用意ください。
富士山資料館　998-1325

広報すその２月 15日号
すそのんのキャラ弁を作ろう！の記事に関するおわびと訂正

　JA なんすん賞 “ みんなで応援 すそのん弁当 ” の記載に誤りがありました。おわびして訂正します。
正しくは次のとおりです。

作り方
①ご飯（青色用）にデコレーション用ふりかけを混ぜ、

青色のご飯を作る。
②ラップにご飯（白色用）を 50g ずつ分け、具の椎茸と昆布のつ

くだ煮を入れ、やや丸く握る。
③②のおにぎりのラップを広げ、そのおにぎりの上に、①の青色ご

飯を 10g ずつ載せ、頭の上がやや尖るように握る。
④全体が握れたら、全体にほんの少し塩をつける。
注意点：おにぎりを丸く握ったままだと弁当箱の中で安定しないの

で、おにぎりの底は平になるように握る。
⑤カニカマを赤色の部分と白色の部分に分けて剥がす。赤色の部分

を太めのストローを使いくり抜き、すそのんの頬を作る。
⑥とろけるチーズを型を使ってくり抜き、すそのんの頭の上の雪部

分を作る。
⑦顔の各パーツは、パンチがあればパンチで切り

抜く。パンチがない場合は、はさみでカットする。
⑧各パーツの裏に薄くマヨネーズを塗って、おに

ぎりに貼り付けて出来上がり。

作者
松原五

い ほ え

百枝さん（沼津市）
材料（３人分）
ご飯（青色用） ………… 30g × 3
ご飯（白色用） ………… 150g × 3
デ コ レ ー シ ョ ン 用 ふ り か け（ 青
色） …………………………… １袋
塩 …… 適量　カニカマ …… １本
とろけるチーズ …………… 1/2 枚
のり … 適量　マヨネーズ … 少々
椎茸と昆布のつくだ煮 ……… 適量
その他
作品では、３種野菜の肉巻き、切り
干し大根の含め煮、厚焼き卵、紫薩
摩芋のマッシュ（飾りはぶぶあら
れ）、ハムのお花、赤ウインナーな
どを入れました。

戦略広報課　995-1802
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インフォメーション

Information

認知症を語る会

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

４月７日㈮ 13 時 30 分～ 15 時
市民文化センター会議室 31
認知症の方を介護している家族
の方
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

観光協会の移転

　４月１日㈯から観光協会の事務
所が中央公園管理棟に移転します。
建物を改修し、観光案内所として
の機能も兼ね備え、当市の魅力を
より強く発信していきます。イベ
ントなども開催していきますので、
お立ち寄りください。

４月１日㈯　８時 30 分～
移転先／中央公園管理棟
開所式

４月１日㈯　11 時～
観光協会　992-5005

ひとり親家庭
入学児童祝金

　母子・父子家庭などの児童が、
小・中学校に進学するときに祝い
金を支給します。

子育て支援課、社会福祉協議会、
各支所にある申請書に必要事項
を記入し、子育て支援課または、
社会福祉協議会へ提出してくだ
さい。
４月 10 日㈪
子育て支援課

　995-1841
　社会福祉協議会
　992-5750

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届け出
の受け付けや手続きの相談に応じ
ます。

４月 27 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
４月 13 日㈭

国保年金課　995-1813

　ペタボード大会、輪投げ大会、
ファミリーバドミントン大会、
の参加チームを募集します。

５月 21 日㈰　９時 30 分～
市民体育館
市内に住んでいるか、通勤・
通学している方
１チーム 500 円
市民体育館にある申込書に必
要事項を記入し、参加費を添
えて提出してください。
４月７日㈮～５月７日㈰

●監督者会議（抽選会、大会
注意事項の説明）を５月 12
日㈮ 19 時から市民体育館多
目的ルームで行います。●上
位チームは 11 月 19 日㈰に
市民体育館で行う、駿東地区
レクスポ大会の出場権が得ら
れます。
市スポーツ祭運営
委員会

　993-0303

市スポーツ祭レクスポ３種目大会の
参加チーム募集

市スポーツ祭レクスポ３種目大会の
参加チーム募集
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お知らせ

十里木キャンプ場管理人

18 歳以上（高校生を除く）で、
自家用車通勤でき、キャンプ場
に宿泊しての勤務ができる方
４人程度

雇用期間／４月 22 日㈯～ 10 月
31 日㈫

勤務日／予約が入った日と７月下
旬～８月 31 日㈭

勤務時間／①８時 30 分～翌日８
時 30 分② 12 時～翌日 12 時
③８時 30 分～ 17 時　※予約
状況によって異なる場合があり
ます。
受付事務、維持管理
生涯学習課にある雇用申込書に
必要事項を記入し、提出してく
ださい。 
３月 24 日㈮　※土・日曜日、
祝日を除く
採用面接／３月 29 日㈬
生涯学習課　992-3800

第５回 10年後の静岡を
創るスーパーセミナー

４月８日㈯　14 時～ 16 時
静岡商工会議所静岡事務所（静
岡市葵区黒金町）

200 人（先着順）
テーマ／静岡発、ジェンダー平等

社会～女性の活躍と社会的包摂
の地域づくり
はがきまたは、メールに氏名、
住所、電話番号、参加希望回を
記入しお申し込みください。県
立大学ホームページからも申し
込みできます。
第６回以降のセミナーについて

は、県立大学ホームページをご
覧ください。
県立大学広報・企画室

　054-264-5103
〒 422-8526

　静岡市駿河区谷田 52-1
30kinen-seminar@u-shizuoka-
ken.ac.jp
http://www.u-shizuoka-ken.

ac.jp/event/ss30th/

４月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

２日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

８日㈯ ㈲小澤土建
☎992-1401

９日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

15日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

16日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

22日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

23日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

29日㈯ ㈲細野設備
☎992-2465

30日㈰ 植松水道
☎992-4644

データバンク
3 月１日現在

２日㈰ 富岡地区桜まつり
４日㈫ 市立保育園入園式
６日㈭ 市立小・中学校入学式
８日㈯ さくらマルシェ

８日㈯～
９日㈰

富士山すそのパノラマロード
菜の花＆桜まつり

10日㈪ 市立幼稚園入園式
23日㈰ 深良用水まつり

４月　カレンダー

人　口　52,761人� （−18人）
　男　　26,779人� （−33人）
　女　　25,982人� （＋15人）
世　帯　21,535世帯�（−18世帯）
内、外国人� 753人�430世帯

４月　税金・料金
納付期限：5 月１日㈪

固定資産税・都市計画税� 第１期分

水道料金・下水道使用料� 第１期分

土日見学会、開催 !
＊その他の曜日で見学ご希望の方は、
下記よりお問合せください！

モデルハウス公開中!
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今月の救急協力医

４月前期の救急協力医
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

日 内 科 外 科 小 児 科

１㈯ 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

２㈰

べっく・メディカ
ル・クリニック 92１-１300 西沢田 西方外科医院 92１-１333 共栄町

小林内科医院 92１-2１65 米山町 西村医院 97１-65１0 下土狩

清水館医院 993-2323 茶畑 五十嵐クリニック 934-6700 志下

３㈪ 岩渕内科医院 95１-4579 添地町 田中クリニック 992-１88１ 伊豆島田 白十字小児科医院 933-5１１１ 下香貫
　馬場

４㈫ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

５㈬ 新井内科
クリニック 992-08１１ 久根 山本整形外科・

循環器科 989-8１１１ 南一色 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

６㈭ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-１2１2 本宿 星野医院 962-0782 山王台

７㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま

小児科医院 98１-8577 堂庭

８㈯ 杉山病院 963-4１１4 錦町 聖隷沼津病院 952-１000 松下 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

９㈰

なおきクリニック 929-8555 東椎路 関外科胃腸科医院 92１-2１85 花園町

きくちクリニック 989-5788 桜堤 田中医院 92１-2053 高島町

込宮クリニック 992-8686 茶畑 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

10 ㈪ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-38１１ 伏見 田沢医院 962-１205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

11 ㈫ 大沢医院 93１-１0１9 御幸町 青木整形外科医院 922-052１ 高島町 坂小児科医院 93１-3233 下香貫
　前原
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４月前期

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  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

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

２㈰ ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院
924-0780 杉崎町　

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

小島レディースクリニック
952-１１33 大岡　　

うさぎ歯科医院
997-59１8 葛山　　

９㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-332１ 伝法　　

はとり眼科
987-6789 中土狩　

沼津市立病院
924-5１00 東椎路　

小川歯科医院
993-3200 佐野　　

日 内 科 外 科 小 児 科

12 ㈬ 旭医院 966-003１ 原 酒井医院 966-１755 今沢 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

13 ㈭ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 池田病院 986-１2１2 本宿 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈮ 薬袋内科
クリニック 933-0１48 徳倉 西方外科医院 92１-１333 共栄町 りゅうじん医院 988-3１33 下土狩

15 ㈯ ひがしおかメディ
ケアクリニック 94１-8269 柿田 池田病院 986-１2１2 本宿 西村医院 97１-65１0 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

19
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992-2342
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●ビニール傘
著：岸政彦　新潮社

●テロリストの処方
著：久坂部羊　集英社

●本を守ろうとする猫の話
著：夏川草介　小学館

●そういう生き物
著：春見朔子　集英社

●ビリー・リンの永遠の一日
著：ベン・ファウンテン　訳：上岡伸雄　新潮社

●えらいこっちゃのようちえん
文：かさいまり　絵：ゆーちみえこ　アリス館

●ぼくはスーパーヒーロー 
アスペルガー症候群の男の子のはなし

作：メラニー・ウォルシュ　訳：品川裕香　岩崎書店

●かぞくになって！
文：ヒラリー・ロビンソン　絵：マンディ・スタンレイ
絵本塾出版（みんなのきょうしつ）

●たまごにいちゃんとたまごねえちゃん
作・絵：あきやまただし　鈴木出版（ひまわりえほんシリーズ）

●とらさんおねがいおきないで
作・絵：ブリッタ・テッケントラップ　訳：木坂涼
ひさかたチャイルド

一般書

児童書
４月の休館日

●４月の行事予定
おはなしフェスティバル
 ８日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 15日㈯ 14時30分～ 本館おはなしのへや

親子おはなし広場
 11日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

ファーストブック
 19日㈬  9時～12時 本館２階展示室
 26日㈬ 13時～16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 12日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 20日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 28日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

３日㈪・10日㈪・17日㈪
24日㈪・27日㈭

３月の休館日が23日㈭から31日㈮に変更になりました。

加藤 愛
め い

唯ちゃん
（２歳８カ月・原）

佐々木 陽
は る と

斗くん
（２歳８カ月・公文名一）

矢田 桃
も も か

花ちゃん
（２歳 11カ月・滝頭）

髙村 風
ふ う ご

悟くん
（２歳８カ月・公文名四）

小見山 莉
り

恋
こ

ちゃん
（２歳 10カ月・南堀）

新刊おすすめ本


