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固定資産税・都市計画税は毎年 1 月 1 日現在の所有者に課税さ
れます。税額は、固定資産評価基準に基づいて算出された評価額を
基に決定されます。４月上旬に納税通知書を送付しますので、内容
をご確認ください。

課税課
995-1809

第１期の納期限は 5 月１日㈪

固定資産税と都市計画税を合算した年税額を一括、
または４期に分けて納めてください。一括の場合は 5
月 1日㈪までに、４期に分ける場合は、各期の納期
限までに所定の金額を納めてください。また、固定資
産税と都市計画税を合算した額が年額 3,900 円以下
の場合は、一括納付となります。
口座振替の場合は、４期に分けて各納期限の日に引
き落とされます。

固定資産税は１月１日現在の所有者に課税

毎年 1月 1日現在、市内にある土地、家屋、償却
資産の所有者が納める税金です。税額の求め方は以下
のとおりです。

固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％）
固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定めた固
定資産評価基準を基に決定されます。原則として評価
額が課税標準額になります。ただし、課税標準の特例
措置が適用される住宅用地や、税負担の調整措置が適
用される土地は、課税標準額が評価額より低くなりま
す。
固定資産税を納める方
原則として固定資産の所有者で次の方です。

【土地】
●登記簿に所有者として登記されている方
●土地補充課税台帳に所有者として登録されている方
●所有している土地の課税標準額の合計が 30万円以
上の方

【家屋】
●登記簿に所有者として登録されている方
●家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
●所有している家屋の課税標準額の合計が 20万円以
上の方

【償却資産】
●償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
●所有している償却資産の課税標準額が 150 万円以
上の方
※所有者として登記 (登録 ) されている方が、賦課期
日 (１月１日 ) 前に死亡している場合などは、その
土地や家屋を現に所有している方が納税義務者にな
ります。

都市計画税の税率は 0.2％

毎年１月１日現在、市内の市街化区域内にある土地、
家屋の所有者が納める税金です。税額の求め方は以下
のとおりです。

都市計画税額＝課税標準額×税率（0.2％）

届け出が必要な場合

次のような場合は課税課にご連絡ください。登記の
手続きを行った場合、届け出は不要です。
●家屋を新築・増築したとき
●家屋を取り壊したとき
●家屋の用途を変更したとき
●売買、相続、贈与などによって登記されていない家
屋の所有者を変更したとき

負担調整措置 ～土地の税額が上がる場合～

土地の固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合
でも、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税
標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられてい
ます。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、
本来の課税標準額に比べて現
在の課税標準額が低いため、
負担調整措置で本来の課税標
準額に向けた是正過程にある
ものです。
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平成 29 年度 固定資産税・都市計画税
4 月上旬に納税通知書を発送



新築住宅の減額措置 ～一般住宅は 3 年間～

一般住宅は新築後３年間 ( 認定長期優良住宅※1 は
５年間 )、３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５
年間 ( 認定長期優良住宅は７年間 )、住宅部分のうち
住宅１戸につき 120 平方メートル分までの固定資産
税額が 1/2 に減額されます。減額期間が終了すると、
本来の税額に戻ります。軽減措置が適用されている場
合、課税明細書に軽減された税額と終了年度が記載さ
れます。
対象／次の全ての要件を満たす住宅
●専用住宅・併用住宅・共同住宅
　※併用住宅の場合、居住部分の面積の割合が 1/2
以上
●床面積 ( 併用住宅の場合、居住部分の面積 ) が
50～ 280 平方メートル
　※共同住宅など一戸建て以外の貸家住宅の場合は、
住宅１戸あたりの床面積が 40～280 平方メートル

家屋の税額が上がる方
次の方は今年度から新築住宅の減額措置の適用がな
くなり、本来の税額になるため、税額が上がります。
①平成 25 年１月２日～平成 26 年１月１日に減額の
対象となる一般住宅を新築した方
②平成 23年 1月 2日～平成 24年 1月 1日に減額の
対象となる一般の認定長期優良住宅を新築した方
③平成 23 年１月２日～平成 24 年１月１日に減額の
対象となる３階建て以上の中高層耐火住宅を新築し
た方

専用住宅、併用住宅、共同住宅などが建っている土地が住宅用地です。住宅用地には小規模住宅用地と一
般住宅用地があり、税負担を軽減するため特例措置が適用されます。新たに特例措置の適用を受けるには、
土地使用状況申告書の提出が必要です。

小規模住宅用地
200 平方メートル以下の住宅用地をいいま

す。200 平方メートルを超える場合は、住宅
１戸あたり、200 平方メートルまでの部分を
いいます。小規模住宅用地の固定資産税の課税
標準額は、評価額の 1/6 が上限になり、都市
計画税の課税標準額は評価額の 1/3 が上限に
なります。

一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例え
ば、一戸建住宅の敷地が 300 平方メートルだとす
ると、200 平方メートルは小規模住宅用地となり、
残りの 100 平方メートルが一般住宅用地となりま
す。一般住宅用地の固定資産税の課税標準額は、評
価額の 1/3 が上限になり、都市計画税の課税標準
額は評価額の 2/3 が上限になります。

④平成 21年１月 2日～平成 22年 1月 1日に減額の
対象となる 3階建て以上の中高層耐火住宅の認定
長期優良住宅を新築した方
※１　長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定

に基づき、耐久性・安全性の住宅性能が一定基
準を満たすものとして所管行政庁の認定を受け
た住宅

償却資産は毎年 1 月 31 日までに申告

会社や個人で工場・商店などを経営している方や、
駐車場・アパートなどを所有し、貸し付けている方が、
その事業のために用いている構築物・機械・車両・備
品などの固定資産が償却資産です。償却資産には、固
定資産税が課税されます。毎年１月１日現在の償却資
産の所有状況を１月 31日までに申告してください。
資産の種類 内容

構築物
駐車場のアスファルト舗装、フェンス・
門などの外構、植込、物置、自転車置
き場、屋外看板

機械・装置 太陽光発電設備、工作機械、印刷機械、
各種作業用機械

車両・
運搬具

大型特殊自動車に該当するブルドー
ザー、クレーン車、フォークリフト

工具器具・
備品

事務机、陳列ケース、パソコン、集合
郵便受け、テレビ、エアコン

※自動車税、軽自動車税が課税される資産やソフト
ウェア・特許権などの無形の固定資産は、償却資産
から除く

住宅用地の課税標準の特例　～住宅用地の税負担を軽減～
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予防接種の目的は、自分が病気にかからないこと、かかっても軽
症ですむこと、まわりの人にうつさないことです。予防接種は、自
然に感染するよりも安全に免疫を作ることができます。健康推進課
から郵送される接種券をお持ちになり、実施医療機関で接種を受け
てください。

健康推進課
992-5711

乳幼児から対象の予防接種

種　類 通知時期 接種可能期間

ヒブ
初回 １カ月になる月の月末 生後２カ月～５歳の誕生日の前日

追加 10 カ月になる月の月末 初回終了後７カ月～５歳の誕生日の前日

小児肺炎球菌
初回 １カ月になる月の月末 生後２カ月～５歳の誕生日の前日

追加 11 カ月になる月の月末 １歳～５歳の誕生日の前日

Ｂ型肝炎ワクチン（３回） １カ月になる月の月末 １歳の誕生日の前日まで

ＢＣＧ（結核予防） ２カ月になる月の月末 生後３カ月～１歳の誕生日の前日

四種混合１期
〔ジフテリア・百日せき・

破傷風・ポリオ〕

初回 ２カ月になる月の月末 生後３カ月～７歳６カ月になる前日

追加 １歳５カ月の月末 初回終了後６カ月～７歳６カ月になる前日

水痘〔水ぼうそう〕（２回） 11 カ月になる月の月末 １歳～３歳の誕生日の前日

二種混合〔ジフテリア・破傷風〕 10 歳 11 カ月になる月の月末 11 歳の誕生日～ 13 歳の誕生日の前日

日本脳炎１期
初回 ２歳 11 カ月になる月の月末 生後６カ月～７歳６カ月になる前日

追加 ３歳 11 カ月になる月の月末 初回終了後６カ月～７歳６カ月になる前日

日本脳炎２期 ８歳 11 カ月になる月の月末 ９歳の誕生日～ 13 歳の誕生日の前日

ＭＲ１期〔麻疹・風疹混合〕 11 カ月になる月の月末 １歳の誕生日～２歳の誕生日の前日

ＭＲ２期〔麻疹・風疹混合〕 平成 23 年４月２日～平成 24
年４月１日生まれに発送 ４月１日㈯～平成 30 年３月 31 日㈯

単独不活化ポリオ
初回 通知なし　※希望者には健康推

進課で接種券を交付
生後３カ月～７歳６カ月になる前日

追加 初回終了後６カ月～７歳６カ月になる前日

子宮頸
けい

がんワクチン 通知なし　※希望者には健康推
進課で接種券を交付 中学１年生～高校１年生相当
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予防接種一覧
予防接種で病気を予防しましょう



高齢者肺炎球菌

高齢者肺炎球菌予防接種は、成人肺炎の 25 ～
40％を占める肺炎球菌性肺炎を予防し重症化を防ぎ
ます。接種後、免疫ができるまでに平均で３週間かか
ります。助成は生涯で一度だけです。対象年度を過ぎ
ると助成は受けられません。
通知時期／３月下旬～４月上旬
接種可能期間／４月１日㈯～平成 30年３月 31日㈯
自己負担金／ 2,000 円
対象者／次のいずれかの要件を満たす方
● 60 歳から 64 歳までの方で心臓・腎臓・呼吸器・
免疫機能に障がいがあり、障害者手帳１級または同
程度の障がいがある方
● 65 歳の方（昭和 27 年４月２日～昭和 28 年４月
１日生まれの方）
● 70 歳の方（昭和 22 年４月２日～昭和 23 年４月
１日生まれの方）
● 75 歳の方（昭和 17 年４月２日～昭和 18 年４月
１日生まれの方）
● 80 歳の方（昭和 12 年４月２日～昭和 13 年４月
１日生まれの方）
● 85歳の方（昭和７年４月２日～昭和８年４月１日
生まれの方）
● 90歳の方（昭和２年４月２日～昭和３年４月１日
生まれの方）
● 95 歳の方（大正 11 年４月２日～大正 12 年４月
１日生まれの方）
● 100 歳の方（大正６年４月２日～大正７年４月１
日生まれの方）

風疹予防接種費用の一部助成

助成は、１人につき１回です。妊娠している方は、
接種できません。
助成額／風疹ワクチン

▲
上限 4,000 円

　MR（麻疹・風疹混合）ワクチン

▲

上限 5,000 円
対象者／接種当日に市に住民登録があり、風疹抗体検
査を受けた結果が、抗体価が低く（抗体価がHI 法
で 16 倍以下、EIA 法で 8.0 未満、CLELA 法で
14.0 未満）、次のいずれかの項目に該当する方
●妊娠を希望する女性
●妊娠している女性の同居家族
申請方法／接種後、医療機関に接種費用を支払い、健
康推進課へ申請してください。

予防接種を受ける前・受けた後の注意

●接種券に記載してある有効期間を確認し、有効期間
内に接種を受けるようにしましょう。
●接種当日、体調は普段と変わりありませんか？　風
邪気味のときなどは医師に詳しく状態を伝え、接種
を受けてよいか確認しましょう。
●接種後 30分間は急な副反応が起こることがありま
す。接種医とすぐに連絡を取れるようにしておきま
しょう。
●入浴は差し支えありませんが、注射部位を強くこす
ることはやめましょう。

こんなときは手続きを！

20 歳未満の方が転入したとき
転入前の市区町村によって予防接種の方法が異なり
ます。保護者は、母子健康手帳をお持ちになり健康推
進課へお越しください。未接種のものがあれば、接種
券を交付します。
転出したとき
転出先では裾野市の接種券は使えません。転出先の
市区町村にお問い合わせください。
裾野市・沼津市・長泉町・清水町の協力医療機関以外
で接種を希望するとき
希望する医療機関での接種ができるかどうか健康推
進課へお問い合わせください。

定期の予防接種による副反応のために、医療
機関で治療が必要になったり、生活が不自由に
なったりしたとき（健康被害があったとき）は、
法律に定められた救済制度があります。
制度の利用を申し込むときは、健康推進課へ

ご相談ください。
※制度を利用するためには、一定の条件があり
ます。

予防接種後健康被害救済制度
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とき／ 4月 23日㈰　9時～ 15時
ところ／深良小学校グラウンド他
※雨天の場合は仮装行列を中止し、会場を深良小学校
と深良コミュニティセンターに変更します。
◎駐車場が少ないため公共交通を利用するか、徒歩で
の来場をお願いします。

【イベントスケジュール】
９:00 仮装行列 岩波駅転回広場出発
９:30 模擬店など販売開始

10:30 式典開始
11:10 お田植え初め・ステージイベント開始
14:45 もちまき
15:00 イベント終了

【イベント】
●通水記念仮装行列（岩波駅転回広場～深良小G）
●早乙女によるお田植え初め（深良小西側水田）
●第 4回深良用水まつりフォトコンテスト
●歌や踊りなどのステージイベント
●ビー玉やベーゴマなど昔の遊び体験コーナー
●各地区の模擬店、野菜や特産品の即売、バザー
● JRさわやかウォーキング（同時開催）

【展示】
●深良用水に関する写真パネルや資料
●第 3回深良用水まつりの写真
●深良用水を利用した発電所写真パネル

【仮装行列コース】

～通水記念仮装行列の参加者募集～

1670 年の 4 月 25 日の通水を記念し、4 月
23 日㈰に深良小学校グラウンドで第 4 回深良用
水まつりを開催します。仮装行列やお田植え初め、
ステージイベントなど、「世界かんがい施設遺産」
に登録された深良用水の遺業を、全国に発信する
イベントです。

深良支所
992-0400

仮装行列の参加者
を募集しています。
参加を希望する方は、
4 月 19 日㈬までに
深良支所へお申し込
みください。申し込
み多数の場合は、締
め切ることがありま
す。
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4/23 ㈰ 第４回深良用水まつり開催
通水から 347 年、先人の偉業に感謝し伝統を継承



子どもと高齢者の交通事故防止

子どもの交通事故防止
歩行中の子どもに多い交通事故は、道路横断中の事
故です。信号機や横断歩道がない場所での横断中の事
故や、交差点を右左折する車に巻き込まれる事故が多
くなっています。信号機や歩道の有無にかかわらず、
道路を横断するときは、安全確認を確実に行いましょ
う。歩行者の信号が青でも交差点には右左折する車が
進入してきます。目の前の信号だけを見るのではなく、
前後左右の安全を確認してから横断してください。
自転車に乗るときは、出合頭の事故に注意しましょ
う。大きな道路が交わる交差点だけではなく、住宅街
の細い路地や、店舗、駐車場などから道路に出るとき
の事故も発生しています。自転車も乗れば車の仲間に
なります。車と同じように交差点では止まって確実な
安全確認をしましょう。

【目的】
市民一人一人が、自らの交通安全に関する意

識を高め、交通ルールの遵守と交通マナーの実
践を習慣付けることで、交通事故防止の徹底を
図る

【スローガン】
安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ

【運動の基本】
子どもと高齢者の交通事故防止
　～事故にあわない、おこさない～

【運動の重点】
１.	 歩行中・自転車乗用中の交通事故防止	
（自転車については、特に自転車安全利用
五則の周知徹底）

２.	 後部座席を含めた全ての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい着用の徹底

３.	 飲酒運転の根絶
４.	 安全確認「止まる・見る・待つ」の徹底

件数 死者 傷者
69（＋ 25） 0（0） 83（＋ 30）
市内では昨年同期と比べ、交通事故が 56％増
の 69 件（2月 28 日現在）発生しています。そ
の多くは脇見運転などが原因の追突事故で、全体
の 40％以上を占めています。また、追突事故の
半数が、国道 246 号の信号交差点付近で発生し
ています。特に裾野 IC周辺と千福南交差点周辺
で多発しています。追突事故を防ぐには、しっかり
と車間距離をとり、運転に集中することです。「脇
見運転」や「だろう運転」は、絶対にやめましょう。
市内の交通事故の特徴
１．追突事故
　▶全体の事故の約半数をしめています。
　▶追突事故の多くは国道 246 号で発生してい
ます。

　▶主な事故原因は脇見運転です。
２．出合頭事故
　▶交差点や交差点付近で多く発生しています。
　▶主な事故原因は安
全不確認です。

春の全国交通安全運動

１/ １㈰から２/28 ㈫までの市内の
交通事故発生状況

４月 6 日㈭から 15 日㈯までの 10 日間、春の全国交通安全運動
が行われます。この期間は新入園・入学の時期です。新入園児や新
入学児童・生徒の行動に注意し、交通事故から守りましょう。

危機管理課
995-1817

高齢者の交通事故防止
高齢歩行者の道路横断中の事故が多くなっています。
道路を横断するときは、安全確認を徹底してください。
高齢者は、交通事故の被害者だけではなく加害者に
なるケースも増えています。加齢による体力や判断力
の低下など、個人差はありますが高齢者特有の事情も
影響しています。車を運転するときは、走り慣れた道
路でも安全な速度と目視による確認を行いましょう。
また、一時停止が必要な場所では確実に止まりましょ
う。安全確認を行い、自分の運転技術を過信せず、事
故を起こすかもしれないという意識を持って運転しま
しょう。
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春の全国交通安全運動が 4/6 ㈭から始まります
交通ルールの遵守と交通マナーの実践を！



【部長級】
環境市民部長兼危機管理監 ▼鈴木正次（産業部長）建
設部部技監 ▼加畑勝之（県から派遣）産業部長 ▼倉澤
秀樹（環境市民部部参事兼水道事業管理監兼上下水道
課長）建設部長 ▼酒井保（総務部次長兼人事課長）

【部参事級】
環境市民部部参事兼水道事業管理監兼上下水道課長 ▼

杉山和利（産業部参事兼農林振興課長）部参事 議会
事務局長 ▼永田幸也（次長	議会事務局長）

【次長級】	 	 	
健康福祉部次長兼障がい福祉課長 ▼勝又晃一（産業部
次長兼商工観光課長兼消費生活センター長）環境市民
部次長兼市民課富岡支所長 ▼中村章秀（環境市民部参
事兼市民課富岡支所長）

【参事級】	 	 	
参事 総務部兼検査監 ▼細井茂美（建設部建設課長）
環境市民部参事兼市民課深良支所長 ▼土屋敏彦（環境
市民部市民課深良支所長）建設部参事兼建設課長 ▼伊
藤裕康（環境市民部生活環境課長兼美化センター所長）

【課長級】	 	 	
企画部戦略広報課長 ▼眞田俊彦（健康福祉部障がい福
祉課長）総務部人事課長 ▼杉山和哉（健康福祉部健康
推進課長兼福祉保健会館長）総務部人事課専門監 ▼杉
山善則（環境市民部市民課長）環境市民部生活環境課
長兼美化センター所長 ▼鈴木敬盛（企画部戦略広報課
長）健康福祉部健康推進課長兼福祉保健会館長 ▼河合
正彦（企画部企画政策課情報政策室長）産業部商工観
光課長兼消費生活センター長 ▼勝俣善久（教育部生涯
学習課長兼富士山資料館長）産業部農林振興課長 ▼菊
池守（総務部検査監）教育部鈴木図書館長兼東西公民
館長 ▼芹澤泰広（環境市民部上下水道課水道工務室長）
環境市民部市民課長 ▼高橋渉（環境市民部市民課長代
理）教育部生涯学習課長兼生涯学習センター所長兼富

士山資料館長 ▼木原慎也（教育部生涯学習課文化・ス
ポーツ室長）

【課長代理級】	 	 	
行政経営監付課長代理 ▼大庭秀夫（総務部総務管財課
長代理）環境市民部上下水道課水道工務室副参事 ▼日
吉信好（建設部建設管理課長代理）建設部建設管理課
長代理兼道路保全対策室長 ▼勝又博文（企画部財政課
長代理）企画部企画政策課長代理 ▼服部和彦（企画部
企画政策課主幹兼係長）企画部企画政策課情報政策室
長 ▼坂田幸洋（総務部課税課主幹兼係長）企画部戦略
広報課長代理 ▼横山英哉（企画部戦略広報課主幹兼係
長）企画部戦略広報課シビックプライド推進室長 ▼亀
崎浩子（総務部管理納税課主幹兼係長）総務部課税課
長代理 ▼佐藤仁（環境市民部危機管理課主幹兼係長）
環境市民部上下水道課水道工務室長 ▼勝又淳（総務部
管理納税課主幹兼係長）健康福祉部健康推進課長代理

▼岡利津子（健康福祉部健康推進課主幹兼係長）健康
福祉部社会福祉課長代理 ▼大串謙一郎（建設部建設管
理課主幹兼係長）教育部教育総務課長代理 ▼安宅百合
（健康福祉部子ども保育課主幹兼係長）教育部生涯学
習課長代理兼市民協働室長 ▼大塚智美（教育部生涯学
習課市民協働室長）教育部生涯学習課長代理兼文化・
スポーツ室長 ▼古谷伸導（教育部教育総務課主幹兼係
長）

【支所長級】	 	 	
健康福祉部子ども保育課須山幼稚園長 ▼勝又直江（健
康福祉部子ども保育課深良幼稚園長）健康福祉部子ど
も保育課富岡第二幼稚園長 ▼服部もと子（健康福祉部
子ども保育課西保育園長代理）健康福祉部子ども保育
課深良保育園長 ▼根上知子（健康福祉部子ども保育課
深良保育園長代理）
（　）は、28年度の所属・役職です。

「ひとづくり」「豊かな産業づくり」「快適なまち
づくり」「市民協働のまちづくり」の具体的な展
開を更に推進するため、４月１日付で人事異動
を行いました。

人事課
995-1806
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市職員人事異動
4 月から新体制でスタート



Information
お知らせ

し尿くみ取り料金

市内でのし尿くみ取り料金は、
３年ごとに見直しを行っています。
衛生処理料金審議会の答申を受け、
４月以降の料金は、据え置かれる
ことになりました。
料金／１ゲージ 18リットルあた
り 264 円（税抜 245 円）

適用期間／４月～平成 32年３月
期間中に消費税率が改正された
場合、税込価格は変更になります。
生活環境課　995-1816

はり・灸
きゅう

・マッサージ
治療費の助成

１回の治療で1,000円割引され
る助成券を年間５枚交付します。
平成 29 年４月１日現在で 70	
歳以上の市に住民登録のある方	
※医療保険で受診している方は対
象になりません。

助成券が使える治療院 電話番号
中部リバース 997-3211

ウエルネスヒロコ 994-0111

高田鍼
しんきゅう

灸指圧治療院 993-9197
フィールウェーブ治療院 992-2969

はり灸長谷川 992-2404
のぞみ整骨院 965-0903
さくら治療院 993-7802

セラピス接骨院 960-9880
らく笑マッサージ in 992-8039
はんこをお持ちの上、社会福祉
課か各支所へお申し込みくださ
い。
社会福祉課　995-1819

春の環境美化活動

　地域の河川や側溝、道路を清掃
します。
４月 16日㈰
各区で決められた場所
ごみは８時 30 分から 11 時ま
でに、一般廃棄物最終処分場へ
分別して搬入してください。
市民課地区振興係　995-1874

国保高齢受給者証交付会

　５月１日㈪から対象となる方に、
受給者証を交付します。
４月 20日㈭
　10時 20分～ 11時 30分	
福祉保健会館３階研修室
昭和 22年４月２日～５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

児童扶養手当の支給

４月 11 日㈫は、児童扶養手当
の支給日です。児童扶養手当は、
18 歳になる日以後の最初の３月
31 日までの児童がいる母子・父
子家庭などで、認定請求書を提出
し、認定された方に支給します。
支給日／４月 11日㈫
支給方法／支給日の前月までの４
カ月分を指定口座に振り込み
必要な各種届け出をしていない
場合は、支払いが保留されるこ
とがあります。
子育て支援課　995-1841

十里木キャンプ場
予約受付開始

４月 29 日㈯に十里木キャンプ
場を開場します。富士山の麓で自
然に囲まれてキャンプを楽しむこ
とができます。
予約受付開始／４月 14日㈮
開場期間／４月 29 日㈯～ 10 月
31日㈫
35サイト
１泊 ▼１サイト 510 円（市外
の方は 1,020 円）
　デイキャンプ ▼１人 100 円（市
外の方は 200 円）
テントの貸し出し、まき・炭の
販売をしています。

生涯学習課　992-3800

県農業振興基金協会助成事業

県の農業の振興と農村の活性化
を図るため、必要な経費の一部
（1/2 以内）を助成します。
事業の実施期間／４月１日㈯～平
成 30年３月 31日㈯

対象者／農業経営の改善や地域農
業の振興に意欲的に取り組む農
業者グループなど

対象事業／担い手育成対策、地域
農業振興対策、農村振興対策
　※事業の詳細はホームページを
ご覧ください。
申請意向の連絡▶５月上旬
　申請書の提出期限▶６月末

最寄の JA営農指導担当部署
または県農林事務所企画経営課、
(公財 ) 県農業振興基金協会
　054-284-9545
http://skkikin.ja-shizuoka.or.jp

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　
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インフォメーション

Information

インフォメーションすそのん
放送時間の変更

市のイベントや講座の情報など
を FM77.7（ボイス・キュー）の
情報番組「インフォメーションす
そのん」で放送しています。４月
３日㈪から放送時間が次のとおり
変更になります。
㈪～㈮　７時 57分～１分間	
戦略広報課　995-1802

市民無料相談

４月 20日㈭　※受付▶終了時
刻の 20分前まで
市役所４階会議室
●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、
宅地建物取引士、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、その他差別待遇な
どの人権問題の相談。人権擁護
委員が応じます。
　●行政相談（10 時～ 12 時、
13 時～ 15 時）

▲

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（10 時～ 12 時）

▲

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

通
つうじゅんきょう

潤 橋 復興支援金
328,687 円

昨年４月の熊本地震で、熊本県
山都町にある世界かんがい施設遺
産「通潤橋」が大きな被害を受け
ました。同じ世界かんがい施設遺
産の「深良用水」の受益者を代表
し、部農会深良支部が支援を呼び
掛けたところ、団体や市民の皆さ
んから 328,687 円の支援金を集
めることができました。
支援金は、取りまとめを行った
深良地区から、熊本県山都町通潤
橋復興支援窓口に３月 13日㈪に
送金しました。ご協力ありがとう
ございました。

深良支所　992-0400

空き家の譲渡所得の3,000万円
特別控除に係る確認書の交付

平成 28 年度税制改正で ｢空き
家の発生を抑制するための特別措
置（空き家等譲渡所得の 3,000
万円特別控除）｣が新設されました。
この制度を利用するためには、
所管税務署へ確定申告を行う必要
があります。申告の際に必要な書
類の１つ「被相続人居住用家屋等
確認書」は、まちづくり課で受け
付け・交付しています。
特例適用期間／平成 28年４月１
日～平成 31年 12月 31日
相続した日から起算して３年を
経過する日の属する年の 12 月
31 日まで（特例適用期間内に
限る）に譲渡したもの
事前にまちづくり課へご相談く
ださい。
まちづくり課　995-1856

高速バス・路線バス
ダイヤ改正

バス利用者の利便性向上を図る
ため、高速バス・路線バスのダイ
ヤが改正されます。
改正日／高速バス▶４月１日㈯　
路線バス▶４月３日㈪

改正内容／市公式ウェブサイトま
たは富士急シティバスホーム
ページをご覧ください。すそ
のーるなどの時刻表は、広報す
その５月１日号に掲載します。
高速バスは事前予約制です。電
話（0570-022956）・インター
ネット・コンビニ端末機・富士
急バス窓口で予約できます。
企画政策課　995-1804
富士急シティバス㈱
921-5367
http://www.city.susono.
shizuoka.jp/soshiki/3/1/6/1/
（市公式ウェブサイト）
http://www.fujikyu.co.jp/
citybus/（富士急シティバス
ホームページ）

防衛省採用試験一般幹部
候補生（一般 ･飛行要員）

5月13日㈯・14日㈰　※14日
㈰は飛行要員希望者のみ
大卒者程度 ▼平成 30 年４月１
日現在、20 歳以上 26 歳未満
の方（22歳未満は見込み含む）
　院卒者 ▼平成 30 年４月１日現
在、20 歳以上 28 未満の修士
課程修了者などの方
５月５日㈮
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
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お知らせ

アシタカツツジ講座参加者

５月 14日㈰　10時～ 13時	
愛鷹ツツジ原生群落　※雨天の
場合は富士山資料館学習室
小学４年生以上の方
30人（先着順）
市指定天然記念物の愛鷹ツツジ
原生群落で、市の花「アシタカツ
ツジ」の生態や特徴を学びます。

講師／菅沼久夫さん（富士山自然
誌研究会会員、植生学会会員）
300 円
４月 15日㈯～ 30日㈰

富士山資料館　998-1325

前期技能検定

技能検定は、働く皆さんの技能
を国が評価する国家検定制度です。
合格者には、技能士という称号が
与えられます。
試験日／６月５日㈪～９月 10日
㈰の間に実施
清水技能専門校ほか県内各地

実施職種／機械加工、電子機器組
み立て、プラスチック成形、と
び、塗装など
実技試験 ▼ 17,900 円（高校・
専 門 学 校 な ど の 在 校 生 は
11,900円）学科試験 ▼ 3,100円
４月３日㈪～ 14日㈮

合格発表／９月 29 日㈮　※金属
熱処理職種を除く３級は８月
25日㈮

県職業能力開発協会
　054-345-9377

054-345-2397

子育てセミナー受講生

６月 13日～平成 30年２月 13
日の毎月第２㈫
　９時 30分～ 11時 30分
生涯学習センター１階団体活動
室他
市内に住んでいる小・中学生の
子どもをもつ保護者の方　※性
別や年齢、子どもとの続柄は問
いません。
20人（先着順）
子育てについての講話・実習、
学級生同士の意見や情報の交換
託児があります。
５月 26日㈮

生涯学習課　992-3800

国家公務員採用一般職試験
（大卒程度試験）

第一次試験 ▼６月 18日㈰
　第二次試験 ▼７月 19 日㈬～８
月７日㈪	
①昭和 62 年４月２日～平成８
年４月１日生まれの方

　②平成８年４月２日以降生まれ
の方で、大学を卒業した方ま
たは平成 30 年３月までに大
学を卒業する見込みの方など
人事院ホームページの「国家公
務員採用試験」のページからお
申し込みください。
４月７日㈮　９時～ 19日㈬
人事院中部事務局

　052-961-6838

ボールを使って体を動かしたり、さまざまな
球技にチャレンジしたりします。年齢別の２
部構成です。

４月 22日㈯　９時～ 17時
市民体育館
タオル、体育館シューズ、飲み物
市民体育館に直接お申し込みください。
４月 15日㈯
参加者にはＴシャツや講師の直筆サイン
入り修了証をプレゼントします。
　※保護者への配布はありません。

市民体育館　993-0303

【ボールであそぼう】
９時～ 12時
年長～小学３年生とそ
の保護者の方
60組（先着順）
親子でボールを使いな
がら体を動かします。

【キッズチャレンジ】
13 時～ 17時
小学４～６年生
120 人（先着順）
トップアスリートの指導で、バ
レーボール、タグラグビー、バ
スケットボール、フットサル
（サッカー）を順番に体験します。

ボールゲームフェスタ　参加者募集
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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

駿東地域職業訓練センター
５月講座

●特別教育コース ▼伐木作業の
安全衛生講習（中小径木対応）、
アーク溶接特別教育、刈払機取
扱作業者安全衛生教育●自主訓
練コース ▼造園管理講座●技能
講習コース ▼玉掛け技能講習、
フォークリフト運転技能講習●
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、ワード活用、エクセル基礎、
エクセル活用、アクセス基礎、
夜間パソコン入門、夜間ワード
基礎、夜間ワード活用、夜間エ
クセル基礎、夜間エクセル活用、
夜間勘定奉行で行うパソコン財
務会計●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

幼児をもつ母親学級受講生

５月 11 日～７月 13 日の毎週
㈭　９時 30分～ 11時 30分
生涯学習センター１階団体活動
室他
市内に住んでいる１歳から３歳
までの幼児をもつ母親の方
20人（先着順）
子育てについての講話・実習、
学級生同士の意見や情報の交換
託児があります。
４月 30日㈰

生涯学習課　992-3800

Q SNS でサプリメントの広告を見て、１カ月
3,000 円の体験版をクレジットカード決済で

購入した。しかし、翌月も商品が送られてきた。不
審に思い業者に連絡したら、「２週間以内に解約を申
し出なければ定期購入になるとサイトに記載してあ
る」と言われた。やめたい。

Ａ 通信販売には特定商取引法上のクーリング・
オフ（無条件解約）規定がないため、クーリ

ング・オフはできません。ウェブサイト上に表示さ
れている返品特約に従うことになります。解約の規
定などは、小さい字で書かれていることが多いので、
サイトのすみずみまでよく読みましょう。申し込む
前に所在地や連絡先、他の利用者の評価などをしっ
かり確認してください。注文した内容や業者からの
メールや確認画面は印刷・保存しておきましょう。
困ったときは消費生活センターに相談してください

エスカレーターでの転倒に気をつけて！！
エスカレーターでの子どもの事故が増加していま
す。子どもの安全にはくれぐれも注意してください。
【事例】
　下りのエスカレーターから降りるとき、４歳の息
子の長靴がエスカレーターに巻き込まれ、前のめり
に倒れた。後日、整形外科を受診したところ、骨折
と診断された。
エスカレーター乗降中、子どもが転倒する事故が
報告されています。子どもと利用する際は、保護者
が手をつないで乗りましょう。靴やサンダルがエス
カレーターに挟まれないよう、ステップの黄色い線
の内側に立ちましょう。エスカレーター上の歩行は、
バランスを崩して転倒するだけではなく、他の人と
接触した場合、事故になる恐れがあります。子ども
などさまざまな人へ配慮しましょう。

消費生活センター　 995-1854
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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10月
生まれの方

２歳児
親子教室

25日㈫
９:00〜９:15

平成27年４・５月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

13日㈭
13:00〜13:15

平成26年10月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 ４日㈫※ 17:00 〜 19:45
11日㈫※  9:00 〜 11:30
18日㈫　 13:00 〜 15:30
26日㈬※  9:00 〜 11:30

※はC型肝炎検査もできます。

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
10・17・24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

24日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

27日㈭
13:00〜13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

17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

10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

28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

24日㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

４月の健康コーナー

日 月 火 水 木 金 土
1

内科
2 3 4 5 6 7 8

内科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
9 10 11 12 13 14 15

内科 整形 内科 内科 内科 内科 内科
16 17 18 19 20 21 22

整形 外科 内科 整形 内科 内科 整形
23 24 25 26 27 28 29

整形 内科 内科 内科 内科 整形 内科
30

外科
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救急協力医

4 月後期の救急協力医
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

16 ㈰

高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 山本整形外科・循

環器科 989-8111 南一色

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

須山診療所 998-0006 須山 遠藤クリニック 975-8801 久米田

17 ㈪ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 香貫医院 931-2465 本郷町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

18 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

19 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

21 ㈮ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

22 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

23 ㈰

かとう内科医院 946-5562 大岡 守重医院 931-2511 我入道
　江川

境医院 975-8021 竹原 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 東医院 921-5520 高沢町

24 ㈪ 武藤医院 931-0088 三園町 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

25 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 さくま小児科クリ

ニック 992-6303 茶畑

26 ㈬ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

27 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

28 ㈮ 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 まるやま小児科医
院 981-8577 堂庭
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４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  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

16 ㈰ アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

伏見歯科医院
972-3040 伏見　　

23 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

かまたクリニック
988-2488 文教町　

大城歯科医院
973-2900 新宿　　

29 ㈯ 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　

岩端医院
962-1368 大手町　

会田歯科医院
972-0418 卸団地　

30 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町　

木の花歯科医院
972-0097 堂庭　　

日 内 科 外 科 小 児 科

29 ㈯

望星第一
クリニック 922-0222 柳町

小林医院 966-7700 今沢 静岡医療センター 975-2000 長沢 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

遠藤医院 997-0533 葛山

30 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

新井内科
クリニック 992-0811 久根 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

●救急協力医の変更／４月９日㈰の内科の救急協力医は、なおきクリニックと込宮クリニックのみになりました。
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NAVI

江戸時代の村と寺院

江戸時代、庶民と寺院とは深い関係にありました。
葬儀や法事など宗教的な行事・儀式のことはもちろ
んですが、幕府が定めた寺請制度によって、宗門人
別帳や人々の婚姻・旅行・住居移転・奉公の際の宗
旨手形の発行など、寺院は戸籍事務も担当していま
した。そのため、住職がいなくなることは大変困る
ことでした。
左下は、1788 年須山村の天嶽寺の住職が年を取
り病気がちのため、隠居を願い出たときのものです。
右下は、1716 年に後住職を願い出たもので「本寺
である増上寺へ頼んで武州江戸浅草の九品寺残雷和
尚の弟子である修行僧常誉残長を天嶽寺の住職に迎
えたい」と記されています。どちらも村役人から寺
社奉行に出されています。寺社奉行は全国の寺社を
監督する重要な役職で、譜代大名が任命されました。

（須山区有文書）

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

トーマスとパー
シーがテレビから
飛び出してステー
ジをかけめぐりま
す！	楽しい歌と、
元気な踊りがいっ
ぱい！	映像も駆使
したオリジナルス
トーリーのファミ
リーミュージカルです！！
☆ 14 時 15 分の回は子どもに特製トーマスシール
をプレゼント！

と　き／９月16日㈯	①11時 30分～	②14時15分～
　　　　公演時間は約 1時間　※開場▶各 30 分前
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）2,800 円
　　　　※２歳以上有料、２歳未満で膝上鑑賞の場
　　　　　合１人まで無料
発売日／ 4月 8日㈯　窓口▶ 9時～、
　　　電話・ウェブサイト▶ 13時～
　　　※各プレイガイドでも発売します。

３日㈪・10日㈪・17日㈪・24日㈪
4月の休館日

市子ども会育成連絡協議会は、長年の活動が認め
られ、全国子ども会連合会会長表彰を受賞しました。
２月 17日に開催された、全国子ども会育成中央会
議・研究大会で表彰されました。

同協議会は、昭和 35 年の発足から異なる年齢・
他の地域の子どもとの交流を図り、学校以外での活
動で子どもの成長をサポートしています。平成 28
年度は、会員リーダー講習会や球技・レクリエーショ
ンなどを行う「青空の下で遊ぼう」などのイベント
を開催しました。
同協議会は、平成 29年 3月現在、25団体・1,229
人の会員がいます。近年、単位子ども会の休会や役
員のなり手不足で会員が減少しています。「役員不
足という大人の事情で、単位子ども会が市子連の会
員になれないのは残念です。地域で子どもが活動す
る機会を減らしてしまいます」と苦悩する山下会長。
同協議会の活動には、小学生の子どもがいない方で
も携わることができます。山下会長は「子ども会は
人づくりです。地域の皆さんに人づくりに関わって
もらえたらうれしいです」と期待しています。
今後は “子どもによる子ども会 ”を目指し、リー
ダーとなる子どもの育成に力を入れ、地域に根ざし
た子ども会の活動を続けます。

全国子ども会連合会長表彰を受賞
市子ども会育成連絡協議会（山下仁会長）

住職隠居願い 後住職願い


