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市議会 3月定例会が、2月 15日㈬から 3月
23日㈭までの 37日間の日程で行われました。
条例改正や補正予算、平成 29年度の当初予算
など 38案件が審議されました。ここでは、主
な議案を紹介します。
※平成 29年度予算の概要は、４〜５ページに
掲載します。

議案

◆市鳥獣被害対策実施隊設置条例を制定
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための

特別措置に関する法律に規定する鳥獣被害対策実施隊
を設置するため、条例を制定しました。

◆市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、市職員の
育児休暇等に関する条例の一部改正

　地方公務員の育児休業等に関する法律と育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律の一部改正に伴い、条例を改正しました。

◆市職員の給与に関する条例の一部改正
　国家公務員の俸給表を基本とした給料表へ改めるた
めと、平成 28 年 8 月 8 日付け人事院勧告に基づいて
職員に支給する扶養手当の額を改めるため、条例を改
正しました。

市議会 3 月定例会
当初予算や条例改正など 38 議案を審議
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◆市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動
車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関
する条例の一部改正

　公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公布され
たことに伴い、条例を改正しました。

◆市税条例の一部改正
地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたこ

とに伴い、条例を改正しました。

◆手数料条例の一部改正
建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令の

一部を改正する省令が公布されたことに伴い、条例を
改正しました。

◆国民健康保険税条例の一部改正
国民健康保険税の賦課限度額を見直すことについて、

市国民健康保険運営協議会の答申を尊重し、条例を改
正しました。

◆介護保険条例の一部改正
介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布され

たことに伴い、条例を改正しました。
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１ 「住みたいまち裾野」のまちづくり“共生”

●文化資源を創生するまち すその
　【裾野市を象徴する地域資源の保存・活用の推進】

▼中央公園施設修繕事業
公園施設の利便性向上と利活用の推進を図るた

め、管理棟と公園内トイレの改修工事を実施しま
した。

２ すべての起点となるひとづくり“共育”

●子ども達の生きる力を育むまち すその
　【学校の教育力の向上】

▼深良中学校通学路防犯灯 LED 化事業
通学路の安全対策の向上を図るため、深良中学

校通学路の防犯灯を LED 照明に更新します。

３ まちやひとを豊かにする産業づくり“共栄”

●地域資源を活用した豊かな産業のまち すその
　【地域資源を活かした稼ぐ力の創出】

▼林業施設（林業機械）設置助成事業
間伐事業を継続し、市内の森林の環境整備を促

進するため、森林組合所有の林業機械の更新費用
の一部を助成します。

▲御宿台保育園・北児童館

▲シルバーワークプラザ

補正予算

一般会計補正予算（第 7 回・第 8 回）
既定の予算総額から 2 億 600 万円を減額し、歳入

歳出予算総額をそれぞれ 215 億 8,400 万円としまし
た。今回の補正予算は、決算見込みによる年間所要額
の減額と、寄付金を活用した施設整備事業費の増額に
伴うものです。

補正予算の主な内容は次のとおりです。

公の施設の指定管理者の指定

　２施設の指定管理者を指定しました。
●御宿台保育園、北児童館

指定管理者 ▼社会福祉法人桜
おう

愛
あい

会
指定期間 ▼平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年

3 月 31 日まで

特集１

●シルバーワークプラザ
指定管理者 ▼公益社団法人裾野市シルバー人材

センター
指定期間 ▼平成 29 年 4 月 1 日から平成 34 年

3 月 31 日まで

▲中央公園管理棟

▲深良中学校通学路防犯灯
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特集２

平成29年度 当初予算概要　一般会計202億8,000万円
協働と情報発信によるシビックプライド予算

特別会計予算
106億 9,795 万円 一般会計予算

202億 8,000 万円

水道事業会計予算
11億 8,200 万円

第４次市総合計画で示した「みんなの元気と調和でつくる暮らし
満足都市」の実現を図ります。定住人口の増加や地域経済活性化に
向け、総合戦略に掲げる将来を見据えた事業に重点を置き予算編成
しました。

予 算 総 額 321 億 5,995 万円
（平成 28 年度　329 億 2,117 万円）

一 般 会 計 202 億 8,000 万円
（平成 28 年度　210 億 5,500 万円）

平成 29 年度　会計別予算
当初予算前年度比対比

平成29年度予算 平成28年度予算
一 般 会 計 202億8,000万円 210億5,500万円
水道事業会計 11億8,200万円 12億5,066万円
特 別 会 計 106億9,795万円 106億1,551万円
合 計 321億5,995万円 329億2,117万円

水道事業会計
収　　入 支　　出

収 益 的 10億   300万円 7億7,200万円
資 本 的 5,000万円 4億1,000万円

土地開発公社会計
収　　入 支　　出

収 益 的 4億8,640万円 4億2,806万円
資 本 的 3万円 4億3,500万円

一般会計予算

歳入
市 税 101 億 5,900 万円 50.1%
地方消費税交付金 12 億 1,000 万円 6.0%
国 庫 支 出 金 25 億 5,401 万円 12.6%
繰 入 金 10 億 6,190 万円 5.2%
諸 収 入 10 億　812万円 5.0%
市 債 14 億 6,460 万円 7.2%
そ の 他 28 億 2,237 万円 13.9%

歳出
総 務 費 23 億 6,741 万円 11.7%
民 生 費 58 億 3,426 万円 28.8%
衛 生 費 24 億 3,693 万円 12.0%
土 木 費 30 億 3,295 万円 15.0%
教 育 費 24 億　  44 万円 11.8%
公 債 費 18 億 8,993 万円 9.3%
そ の 他 23 億 1,808 万円 11.4%

歳入総額　202 億 8,000 万円 歳出総額　202 億 8,000 万円

歳入地方消費税交付金

その他

市税

国庫支出金

諸収入

市債

繰入金

歳出

公債費

その他 民生費

土木費

衛生費教育費

総務費

平成29年度

当 初
予 算
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特集２

市の会計の構成

市の会計は、一般会計、特別会計、水道事業会計で
構成しています。

一般会計は、まちづくりや福祉、産業経済、教育な
ど市の基本的な事業を行うための会計です。特別会計
は、保険料など特定の収入で事業を行う会計で、事業
の収支を明確にするため、一般会計と区分しています。

国民健康保険事業など７つの特別会計があります。
水道事業会計は、独立採算制による経営を行う公営企
業会計で、民間企業と同様の会計処理を行っています。

「みんなの元気と調和でつくる
暮らし満足都市」の実現に向けて

市では、第 4 次市総合計画で目指す将来像「みん
なの元気と調和でつくる暮らし満足都市」の実現を図
るため、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実
に推進します。定住人口の増加や地域経済活性化に向
け、魅力あるまちづくり、ひとづくり、しごとづくり
を進め、迅速かつ効果的な市政運営に取り組むことが
必要です。

平成 29 年度当初予算は、市民の暮らし満足度向上
を図り、住み続けたいまちを目指すため、シビックプ
ライド（まちへの愛着や誇り）関連事業に重点を置き
ました。また、国・県補助金や市債など特定財源を積
極的に活用し、財政調整基金の取崩額を極力抑制する
など、健全な財政運営を心がけた予算として編成しま
した。

総予算額は前年度比 2.3％の減

一般会計予算総額は、既存事業の終了や歳出削減努
力で、前年度比 3.7％減の 202 億 8,000 万円となり
ました。これに特別会計 106 億 9,795 万円と、水道
事業会計 11 億 8,200 万円を合わせた総予算額は、
321 億 5,995 万円となり、前年度当初予算に比べ、7
億 6,122 万円、2.3％の減となりました。

市民とともに

一般会計の予算総額にちなみ、「“ 市民とともに、
連れ立って突っ走る ” 協働と情報発信によるシビック
プライド予算」と命名しました。企業を含めた市民の
皆さんと一丸となり地方創生に取り組みます。

都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、
街路整備など都市計画事業に要する費用の一部と
して活用されています。

　平成 29 年度一般会計予算を月収約 40 万円の
家庭 ( 一般会計予算の 4,200 分の 1) に置き換え
てみると、次のようになります。

都市計画税（４億910万円）の使途状況

平成29年度の一般会計予算を
１カ月の家計簿に例えてみると

 都市計画事業（現年度分） （単位：万円）

事業費 構成比 財源内訳
都市計画税 その他

裾野駅周辺
整 備 費 59,668 35.9% 968 58,700

平松深良線
街 路 費 16,289 9.8% 722 15,567

下水道事業
特 別 会 計 54,944 33.1% 23,920 31,024

都市計画事業
公 債 費 35,143 21.2% 15,300 19,843

合 計 166,044 78.8% 40,910 125,134

＊その他……国県支出金、地方債、負担金、一般財源など

 （単位：円）

収 入 項 目 
（一般会計の項目） 金　額 支 出 項 目 

（一般会計の項目） 金　額
給　　　　料
（市税） 201,000 食　　　　費

（人件費） 61,000
雑　 収　 入 
（使用料など） 44,000 医　 療　 費 

（扶助費） 75,000
預金の取崩し 
（繰入金） 21,000 光熱水費・通信費 

（物件費） 127,000
親からの仕送り 
（国・県支出金など） 105,000 家の増改築など 

（投資的経費） 58,000
ローン借入れ 
（市債） 29,000 子どもへの仕送り （特別会計への繰出金） 30,000

貯　　　　蓄
（積立金など） 12,000
ローン返済  
（公債費） 37,000

合計 400,000 合計 400,000

裾野駅西土地
区画整理事業

財政課
995-1801
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特集２

総合計画の 6 つの大綱に沿った実施計画の策定

平成29年度

主 要
事 業

実施計画は、昨年度に策定の市総合計画後期基本計画で
示した施策を具体化するための計画です。市では、効率的
で効果的な行政運営を行うため、施策の貢献度や優先度、
市への要望や社会の動きを参考にしながら、体系別に実施
計画を策定しました。本年度当初予算に計上した 133 億
1,596 万円の事業の中から、シビックプライド関連事業な
どの主なものを 6つの大綱に沿って紹介します（◎はシビッ
クプライド関連事業）。

平成 29 年度 重点施策
シビックプライド関連事業（36 事業）
　①シビックプライドの醸成に資する事業
　②シビックプライドを持った個人や団体活動や育成の支援
　　事業費総額　2 億 244 万円

１．だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康
と福祉の「すその」

●事業費総額　54 億 7,659 万円
　（内シビックプライド事業費　614 万円）

事務事業名 事業費
◎子育て支援講座開催事業
　（みらいのパパママスクール事業） 31 万円

◎地域における子育て支援体制強化事業
　（子育て支援サポーター養成事業） 20 万円

　夏季限定放課後児童対策事業 80 万円

　認証保育所運営補助事業 800 万円

◎多子世帯子育て支援事業 7,641 万円

　幼児を対象とした外国文化ふれあい事業 297 万円

◎高齢者生きがい支援事業（地域ふれあい塾） 88 万円

　福祉保健会館大規模改修工事 1億 1,600 万円

▲子育て支援講座開催事業（中学生に対し、結婚や育
児などの意識を高めるみらいのパパママスクール）

２．成長するよろこびと地域のつながりでこころの豊
かさを育む「すその」

●事業費総額　6 億 9,184 万円
　（内シビックプライド事業費　1,498 万円）

事務事業名 事業費

　「学びの森」運営事業 1,405 万円

◎ほんものとふれあう学習事業 288 万円

　富岡第二小学校屋内運動場危険改築事業 800 万円

◎成人教育事業 630 万円

◎青少年教育事業 770 万円

　ファーストブック事業 89 万円

　ライブラリートーク・作家の講演会企画運営事業 24 万円

▲ほんものとふれあう学習事業（パラリンピック選手
に学ぶ陸上講習会）
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特集２

３．市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある
「すその」

●事業費総額　19 億 7,990 万円
　（内シビックプライド事業費　1 億 1,089 万円）

事務事業名 事業費
深良地区コミュニティセンター改
修事業 1億 1,614 万円

◎市民活動センター運営事業 622 万円
◎子育て中の母親ネットワーク形成
事業（ママチャレ） 50 万円

◎みんなで子育てするまち推進事業 450 万円
　新火葬施設整備事業 3,142 万円
静岡県２市２町総合防災訓練
（裾野市会場） 1,000 万円

５．今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる 
「すその」

●事業費総額　2 億　476 万円
　（内シビックプライド事業費　4,803 万円）

事務事業名 事業費
　住宅建設等促進事業 2,000 万円
◎産業連携地域プラットフォーム構築事業
　（産業基本計画に基づく産業の活性化） 2,550 万円

　屋上緑化推進事業生産者活動助成事業 1,036 万円
◎交流人口拡大イベント事業 389 万円
◎体験型観光プログラム事業 150 万円
◎定住・移住促進事業 59 万円
◎シティプロモーション推進事業 476 万円
◎地域資源発掘事業 45 万円

４．豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」
●事業費総額　24 億 3,491 万円
　（内シビックプライド事業費　1,980 万円）

事務事業名 事業費
◎立地適正化計画策定事業 863 万円
　岩波駅バリアフリー化整備事業 3,450 万円
　宅地分譲促進事業 1,000 万円
　市内公園等の維持管理事業 1,602 万円
　（仮称）神山深良線整備事業 2,625 万円
　橋梁維持事業（東名跨道橋長寿命化修繕）1億 2,000 万円
　都市計画街路平松深良線整備事業 1億 6,289 万円
　地域公共交通網形成計画策定事業 470 万円

６．健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開
かれた「すその」

●事業費総額　25 億 2,796 万円
　（内シビックプライド事業費　260 万円）

事務事業名 事業費
　東富士演習場無線放送施設設置助成事業 6,116 万円

　セキュリティ対策事業 618 万円

　住民票等コンビニ交付事業 741 万円

◎平和都市宣言に伴う中学生広島派遣事業 80 万円

◎総合計画・総合戦略管理事業（みらい会議） 180 万円

▲岩波駅バリアフリー化整備事業（岩波駅 混雑する朝の通勤風景）

◀深良地区コミュ
ニティセンター
改修事業

　（耐震改修を行
う 深 良 地 区 コ
ミュニティセン
ター）

◀東富士演習場無
線放送施設設置
助成事業

　（デジタル施設
に更新する防災
行政無線放送施
設）

▲シティプロモーション推進事業
　（市内外からの来場者でにぎわうすそのんお誕生会 2017）

企画政策課
995-1804
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当市の斎場は、昭和 50年に竣工してから 41年が経過し、施設の
老朽化が進んでいます。同じく火葬場の老朽化が進んでいる長泉町と
共同で、新たな火葬施設「裾野長泉火葬施設」の整備を進めます。

生活環境課
995-1816

新たな火葬施設「裾野長泉火葬施設」
建設に向けて

新火葬施設の整備に向けて、昨年度に測量や地質調
査、事業手法の検討などを行いました。現在は、都市
計画決定の手続きを進めています。平成 28 年 12 月
に原案の説明会、平成 29 年 1 月には公聴会を実施し
ました。今後、早期の都市計画決定に向けて進めます。

裾野長泉新火葬施設整備推進協議会の設置

平成 28 年 7 月 11 日㈪に「裾野長泉新火葬施設整
備推進協議会」を発足しました。当市と長泉町が共同
で整備する新火葬施設の建設と管理運営など、相互に
連携して、情報の共有と円滑な事務の執行を行うため、
事業主体や事業手法、事業費の負担割合などについて
協議しました。今後、施設整備の基本方針に沿って、
整備を進めます。また、平成 29 年４月から、「裾野
市長泉町衛生施設組合」で火葬施設の建設に関する事
務を行うことになりました。

新火葬施設の整備方針

●新火葬施設整備の基本方針
　⑴最後のお別れの場にふさわしい施設 
　⑵故人を偲

しの
び、悲しみを癒し、慈しみを感じる施設 

　⑶人と環境にやさしい施設。誰からも愛され大切に
される施設 

　⑷維持・管理コストのかからない施設
●新火葬施設の位置

　現在の裾野市斎場の敷地と隣接地が整備区域とな
ります。

●都市計画決定の原案
（総括図）

（計画図）

●今後のスケジュール
平成 29年度〜
平成 32年度 都市計画決定、設計・工事など

平成 33年度 使用開始

特集 3

新たな火葬施設を長泉町と共同で整備
平成 33 年度の使用開始に向けて進めています

老朽化した裾野市斎場

「裾野長泉新火葬施設整備推進協議会」発足式

8
2017.4.15



ごみのないきれいな公共空間や居心地の良い環境づくりを目的に、市
が管理する道路や川、公園などの美化活動を定期的に行うボランティア
団体に補助金を交付しています。この事業は平成 23年に開始し、新た
に３団体が加わり、昨年度末時点で 13団体が取り組んでいます。

生涯学習課
992-3800

補助対象の環境美化活動

・活動区域内の空き缶、たばこの吸い殻などの散乱、
ごみの収集

・活動区域内の花壇の設置や草花の維持管理
・その他環境美化に必要な活動

補助金の交付や保険の加入手続きの支援

活動維持のための補助金を交付します。活動に必要
な物品の貸与や支給や活動の周知、ボランティア活動
保険に加入するための手続きなどを行います。
補助金限度額

活動年度
活動区域の面積

300㎡未満 300以上
600㎡未満 600㎡以上

初年度 ５万円 10万円 15万円
２年度目以降 １万円 ２万円 ３万円

活動までの手続き

①生涯学習課へご相談ください。
　活動場所・内容を話し合います。計画書や名簿など

の提出をお願いします。
②内容の合意後、活動開始に向けて支援します。
　ボランティア活動保険の加入手続きを行います。補

助金の関係書類を提出してください。補助金を交付
します。

③環境美化活動を開始します。
　補助金を活用し、必要な物品などを購入して活動を

始めてください。活動内容などは、年度末に報告を
お願いします。

裾野原緑の会　H25 ～
◯所呼子区内 河川敷・道路敷

なでしこ 11 友　H23 ～
◯所南小学校付近道路

裾野ウォーキング健康会　H24 ～
◯所大畑橋付近黄瀬側左岸遊歩道他

千福が丘さくらを考える会  H25 ～
◯所市道1-19号線、 むつみ・みはらし・
千福が丘中央公園、千福が丘小学校

富士山裾野ガイド協会 H25 ～
◯所富士山資料館 駐車場・道路敷

リバーフレンド富岡　H28 ～
◯所景が島交差点隣接地

チャレンジ　H25 ～
◯所伊豆島田線（中川公園南北）他

株式会社エイコス　H25 ～
◯所エイコス前（新東名今里トンネル付近 ) 他

麦寿会　H25 ～
◯所マックスバリュ裾野茶畑店南側

きゃべつくらぶ　H23 ～
◯所深良中学校校門前

ふじいばらガーデニングクラブ　H28 ～
◯所西中学校内花壇

きれいなまちづくり若狭会　H27 ～
◯所裾野赤十字病院付近

すそのひがしクラブ　H28 ～
◯所佐野茶畑線隣接ポケットパーク

市内各地で環境美化活動が行われています
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みんなのまちは、みんなできれいに
きれいなまちづくりを推進！

特集 4



市国民健康保険に加入し一定の要件を満たしている方を対象に、
脳ドックと人間ドックの助成を行います。定員は脳ドックが 200
人、人間ドックが 20人です。先着順ですので、受診を希望する方は、
早めにお申し込みください。受付時期や受診期間などが例年と異な
りますのでご注意ください。

国保年金課
995-1814

脳ドック 200 人・人間ドック 20 人

次の全ての要件に該当する方
　●平成 28 年４月１日から受診時まで継続して市国

民健康保険に加入している方
　●脳ドック

▲

昭和 18 年４月２日から昭和 62 年４
月１日までに生まれた方

　　人間ドック

▲

昭和 52 年４月２日から昭和 62 年
４月１日までに生まれた方

　●国民健康保険税の未納がない世帯の方
　●平成 29 年度の国保特定健診を受診しない方

脳ドック

▲

200 人
　人間ドック

▲

20 人

実施期間と実施医療機関

◆脳ドック
７月１日㈯～平成 30 年１月 31 日㈬

実施医療機関
●裾野赤十字病院………………………… 992-0008
●池田病院………………………………… 986-8600
●西島病院………………………………… 922-3087
◆人間ドック

７月１日㈯～ 12 月 15 日㈮
実施医療機関
●いずみ内科クリニック………………… 993-4760
●さくら胃腸科外科……………………… 994-1008
●杉山医院………………………………… 992-0028
●鈴木医院………………………………… 993-0430
●裾野赤十字病院………………………… 992-0008
●高桑医院岩波診療所…………………… 997-0486
●田中クリニック………………………… 992-1881
●東名裾野病院…………………………… 997-0200

※受診日は指定の日になることがあります。各医療機
関にお問い合わせください。

検査で病気を早期発見！

内容 自己負担額

脳
ド
ッ
ク

MRI、MRA検査などを行い、脳
血管疾患などを早期に発見しま
す。（認知症を発見する検査では
ありません）

8,100 円〜
※医療機関に
よって異なり
ます。

人
間
ド
ッ
ク

エックス線検査や血液検査など
を行い、心臓、肝臓、腎臓、肺、
胃などの働きの検査をして病気
を防ぎます。

11,340 円

※脳ドックは、特定健診の検査項目を含むため、特定
健診を受診する方は申し込みできません。40 歳以
上の方は、脳ドックか、６月 12 日㈪から開始する
特定健診・がん検診のどちらかを受診してください。

５/13 ㈯市役所地下会議室で受け付け

５月 13 日㈯は、8 時 30 分から 12 時まで市役所地
下会議室で受け付けます。５月 15 日㈪以降は、定員
に達するまで国保年金課で受け付けます。
※５月 14 日㈰は受け付けを行いません。

国民健康保険証

その他

●申し込みができるのは、脳ドック、人間ドックのい
ずれかです。

●治療中の方は、医師と相談の上お申し込みください。
●申し込みに来る方１人につき、１世帯分の申し込み

ができます。
●ドックを受診した方は保健指導の対象となる場合が

あります。
●助成額の上限は３万円です。昨年度と異なるので注

意してください。
●検査項目については市公式ウェブサイトをご覧くだ

さい。

特集５

国保の脳ドック・人間ドック５/13 ㈯申込開始
先着順で 220 人の方に助成
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医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、高額療養費が支給
されます。８月から国民健康保険に加入している 70歳以上の方と、
後期高齢者医療保険に加入している方の自己負担限度額が変更にな
ります。

国保年金課国保係
995-1814

後期高齢者医療係
995-1813

８月からの自己負担限度額

８月から、区分が現役並みの方と一般の方の自己負担限度額が変わります。
●国民健康保険に加入している 70 歳以上の方　●後期高齢者医療制度に加入している方

自己負担限度額（月額）

所得要件 区分
７月まで ８月から

外来（個人単位） 外来＋入院 
（世帯単位） 外来（個人単位） 外来＋入院 

（世帯単位）

医療費の自己負担割合が３
割の方 現役並み 44,400 円 80,100 円※ 1 

（44,400 円※ 2） 57,600 円 80,100 円※ 1 
（44,400 円※ 2）

医療費の自己負担割合が１
割または２割で、低Ⅰ・低

Ⅱ以外の方
一般 12,000 円 44,400 円 14,000 円※ 3 57,600 円 

（44,400 円※ 2）

市民税が非課税で、低Ⅰ以
外の方 低Ⅱ 8,000 円 24,600 円 8,000 円 24,600 円

市民税が非課税で、その世
帯の各所得が、必要経費・
控除を差し引いたときに 0

円となる方
低Ⅰ 8,000 円 15,000 円 8,000 円 15,000 円

※１　医療費が 267,000 円を超えた場合は超えた分の１％を加算
※２　過去 12 カ月以内に限度額を超えた支給が４回以上あった場合の、4 回目以降の限度額
※３　年間限度額は 144,000 円

高額療養費
１カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高

額療養費が支給されます。対象の方には、診療月の約
２カ月後に高額療養費の申請書をお送りしますので、
国保年金課へ申請してください。

高額療養費の申請書、領収書、はんこなど
※後期高齢者医療制度に加入

している方は、高額療養費の
申請を１度行うと、次回以降
に支給がある場合は最初に
登録した口座に支給額が振
り込まれます。

限度額適用認定証
医療機関の窓口に提示すると、支払いが自己負担限

度額までになります。入院などの予定がある場合は、
申請してください。

● 70 歳未満の方
　● 70 歳以上で低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方

保険証とはんこをお持ちの上、国保年金課で申請し
てください。

※市民税の申告がない方は、交付できない場合があり
ますので、申告を行ってください。

※保険税（料）を滞納している場合、限度額適用認定
証の交付を受けられないことがあります。

医療費が高額になった場合
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特集６

８月から自己負担限度額が変わります
国保・後期高齢者医療の高額療養費制度



今月の一枚 This month's best shot

フォトグラフ

Photograph ３月

先進事例から地域づくりを学ぶ ３月４日

地域づくりフォーラム 2017 が、生涯学習センターで行われま
した。地域づくりの市内先進事例として、堰原区と千福が丘区の皆
さんが発表しました。コーディネーターを務めた高崎経済大学教授
の櫻井常矢さんを交え、参加者同士が意見を交換しました。

撮影／南部公園前（伊豆島田）

麦塚地区で地域づくり活動を行っている麦青会（麦塚青年会）が、
県教育委員会の「こどもをはぐくむ地域活動団体表彰」と静岡新聞
社の「ふるさと貢献賞」を受賞し、市長に報告しました。39 年間
の地域での活動が評価されて受賞しました。

39年間の地域貢献を表彰 ３月３日

長泉町との境にある南部公園前の歩道に、樹高 5 ｍほどのハク
モクレンが 2 本植えられています。写真は北側の 1 本です。満開
を迎えた 19 日の早朝、朝日に染まる白い花びらを撮影しました。
背後に写るのは、伊豆縦貫道の高架です。

朝日に染まるハクモクレン
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Photograph 2017.3

神山深良線の整備で御殿場市と協定 ３月13日

当市と御殿場市を結ぶ「（仮称）神山深良線」の整備に関する協
定を締結しました。この道路を整備することで、渋滞の緩和に加え、
産業・観光の振興、南北軸のアクセスの向上、大規模災害時の避難
路の確保など多くの効果が期待されます。

子どもの未来を考える ３月５日

すその・こどもの未来を考える楽しいワークショップが、福祉保
健会館で行われました。3 回目の開催となったこの日、子どもから
大人まで幅広い年齢層の方々が参加し、子どもたちの未来に対し自
分たちができることについて、意見を交換しました。

小学生ドッジボール選手権 ３月20日

東小学校体育館で、第 2 回市小学生ドッジボール選手権が開催
されました。市内 27 チーム、162 人の小学生が参加し、市内ナ
ンバーワンの座をかけて熱戦が展開されました。3･4 年生の部が
西小ファイターズ、5･6 年生の部では向田チームが優勝しました。

みんなで子育てするまちへ ３月12日

第２回みんなで子育てするまちシンポジウムを長泉町と共同で開
催しました。地域の行事にパパが積極的に参加することの大切さや、
転入してきた方が地域になじんでいくための仕組みづくりなど、子
育てにやさしいまちづくりに向けた意見が提案されました。

さまざまな分野で活躍した児童生徒を表彰 ３月８日

児童生徒市長賞表彰式が市役所で行われました。空手道やテニス、
陸上、サッカー、水泳、ボウリング、少林寺拳法、ソフトボール、
読書感想文、標語で平成 28 年度に優秀な成績を収めた 12 人２チー
ムに市長賞が贈られました。

今年も黄色い帽子が新小学1年生へ ３月13日

明るい社会づくり運動　静岡県裾野地区協議会から髙村市長へ黄
色い帽子が贈呈されました。この運動は昭和 52 年から始まり、今
年で41回目となります。４月６日㈭の入学式に新小学1年生となっ
た 482 人に渡されました。
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インフォメーション

Information

FM77.7 の学校紹介番組に
市内の小・中学校が登場

FM77.7（ボイス・キュー）で、
放送されている地域の小・中学校
を紹介する 30 分番組「学校にお
いでよ」に、市内の小・中学校が
登場します。

市内の小・中学校で最初に登場
するのは、東小学校です。５月
10 日㈬に放送されます。放送は、
来年の 11 月までの間で市内全部
の小・中学校が放送されます。

水曜日 20 時 30 分～（月２回
程度）

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　

人権相談・行政相談  �������������������������������� 戦略広報課　995-1802

●人権を守るパートナー　人権擁護委員
市内には、法務大臣から委嘱された６人の人権

擁護委員がいます。隣人とのもめ事、いじめ、差
別、ＤＶなどの相談に応じます。

偶数月 20 日　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
　※ 20 日が㈯㈰、祝日の場合はその直後の平日

市役所 4 階会議室
人権擁護委員（敬称略）

再放送／放送週の土曜日 12 時
30 分～、放送の翌々週の水曜
日 20 時 30 分～、放送の翌々
週の土曜日 12 時 30 分～
各学校の放送スケジュールはボ
イス・キューホームページをご
覧ください。
http://www.777fm.com
学校教育課　995-1838

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。

５月 10 日㈬　13 時～ 16 時
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

ふるさと富士山芸術展

富士山世界遺産登録４周年を記
念し、皆さんから募集した富士山
を題材にした写真、絵画、パッチ
ワークなどの作品を展示します。

４月 22 日㈯～６月 25 日㈰
　※月曜日は休館
開館時間／９時～ 16 時 30 分

富士山資料館特別展示室
入館料／大人 210 円、小・中学

生 100 円　※６月 25 日㈰は
富士山世界遺産登録４周年を記
念し無料
富士山資料館　998-1325

●市民と行政のパイプ役　行政相談委員
市内には、総務大臣から委嘱された２人の行政相談

委員がいます。国の仕事や手続き、サービスについて、
要望や困っていることがあったときに、行政とのパイ
プ役となるのが行政相談委員です。皆さんから行政へ
の要望などを聴き、アドバイスをしたり、そこで明ら
かになった問題を関係する行政機関へ通知したりしま
す。市では、毎月、相談会を行っています。

毎月 20 日　
●偶数月

▲

10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
●奇数月

▲

10 時～ 12 時
※ 20 日が㈯㈰、祝日の場合はその直後の平日
市役所４階会議室

行政相談委員
（敬称略）

渡邊 早苗

大森 紀行

池田 宗久 川口 美津子

湯山 貴志子渡邉 秀行勝又 美代子 芹澤 隆伸
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お知らせ

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。

５月５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

楽しく健康づくりが
できる教室

　子どもから高齢者まで、幅広い
世代の方が楽しく健康づくりがで
きる教室を開催しています。

エアロビクス、ヨガ、スラック
ラインなどのフィットネス教室
１回 500 円
県総合健康センター

　973-7000

春の農作業安全運動

春は、田植えなど農業機械の利
用が多い季節です。事故の多くが、
単純ミスによるもので、十分注意
することで防ぐことができます。
基本的な注意事項を確認し、事故
の原因を一つ一つ取り除き、農作
業事故０を目指しましょう。

5 月 31 日㈬まで
平成 27 年の農作業中の死亡事故
全国

▲

388 件
県内

▲

７件
農林振興課　995-1823

富士スピードウェイ
無料入場デー

　市内に住んでいるか通勤・通学
している方とその同伴者は無料で
入場できます。ゲート係員に証明
できるものを提示してください。

５月 13 日㈯・14 日㈰
対象レース／全日本フォーミュラ

３選手権第６戦・第７戦、イン
タープロトシリーズ第１戦・第
２戦、富士チャンピオンレース
シリーズ第２戦、競争女子選手
権第１戦
競争女子選手権は、世界で初め
てとなる女性ドライバーのプロ
シリーズ戦です。初年度の今
シーズンは、全３戦を富士ス
ピードウェイで開催します。
富士スピードウェイ

　0550-78-2312

後期高齢者医療の
領収書の保管を

後期高齢者医療の医療費を一部
助成します。平成 30 年１月の申
請時に、平成 29 年１月１日から
平成 29 年 12 月 31 日までに医
療機関や薬局に支払った医療費の
領収書が必要です。大切に保管し
てください。

①～③の全てにあてはまる方
①平成 30 年１月１日に、市に

住民登録があり、後期高齢者
医療の被保険者の方

②医療機関などで受診したとき
に市に住民登録がある方

③後期高齢者医療の保険料に未
納がない方

申請期間／平成 30 年１月９日㈫
～ 31 日㈬
社会福祉課　995-1819

スムーズな案内をするため、市民課の窓口に番号発券機を設置し
ました。

市民課窓口に番号発券機を設置

市民課の
窓口利用方法

申請書を記入

番号発券機で
番号札を取る

市民課の窓口の上に設
置されているディスプ
レイと窓口に番号が表
示される

番号が表示されている
窓口へ

番号発券機

総務管財課　995-1807
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インフォメーション

Information

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。

５月 25 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
５月 11 日㈭

国保年金課
　995-1813

看護師等
再就業準備講習会

最近の看護の動向・看護の基礎
技術の演習を行います。

７月 26 日㈬～ 28 日㈮
　９時～ 16 時

三島総合病院（三島市谷田）
看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
所定の用紙に必要事項を記入し、
県ナースセンターへ提出してく
ださい。
７月 12 日㈬
県ナースセンター
東部支所

　920-2088

弁護士による法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

５月 22 日㈪　10 時～ 12 時
　※１組 20 分以内

市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
５月１日㈪　８時 30 分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802

第６回 10 年後の静岡を
創るスーパーセミナー

５月６日㈯　14 時～ 16 時
しずぎんホールユーフォニア

（静岡市葵区追手町）
200 人（先着順）

テーマ／旅人来りて曰く、厕所在
哪里？（トイレはどこですか？）
～観光と海外展開
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７回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

3 0 k i n e n - s e m i n a r @ u -
shizuoka-ken.ac.jp
http://www.u-shizuoka-
ken.ac.jp/event/ss30th/

“ すそのん ” の
イラスト使用

“ すそのん ” のイラストは、商
品やチラシなどに無料で使用する
ことができます。使用する場合は、
申請してください。

所定の申請書に必要事項を記入
し、商品名や材料、レイアウト
などがわかる企画書を添付して
シビックプライド推進室に提出
してください。　※申請書は、
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。

使用承認期間／承認を受けた日か
ら２年を経過する日以後の最初
の３月 31 日まで　※使用承認
期間が過ぎた場合は、再度申請
してください。
●個人が家庭内で使用する場合、
申請は不要です。●市の信用ま
たは品位を損なう恐れがあると
き、法令または公序良俗に反す
る恐れがあるときなど使用でき
ない場合があります。
シビックプライド推進室

　995-1803
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お知らせ

５月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈬ 髙橋設備
☎993-1336

４日㈭ 山崎設備
☎997-6766

５日㈮ パイピング横山
☎992-3329

６日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

７日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

13日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

14日㈰ 工管設
☎993-1603

20日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

21日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

27日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

28日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

14日㈰ 富士裾野高原
マラソン大会

20日㈯～
21日㈰

五竜みどりまつり

21日㈰ スポーツ祭
レクスポ３種目大会

５月　カレンダー

データバンク
4 月１日現在

人　口　52,590人� （−171人）
　男　　26,711人� （−68人）
　女　　25,879人� （−103人）
世　帯　21,564世帯�（+29世帯）
内、外国人� 750人�432世帯

５月　税金・料金
納付期限：5 月 31 日㈬

軽自動車税 第１期分

春の七草ハピネスウォー
キング＆山麓のカフェ

富士山麓の少し遅い春の息吹を
感じるイベントです。

５月 14 日㈰　10 時～ 13 時
　※集合

▲

９時 30 分
県立富士山麓山の村多目的ホー
ル（富士宮市粟倉）
50 人（先着順）
七草をみつけながらの自然観察
ウォークなど
500 円
はがきまたは、ファクス、メー
ルにイベント名、住所、氏名、
年齢、参加人数（参加者全員の
氏名）、電話番号を記入しお申
し込みください。　※メールは
件名にイベント名を記載してく
ださい。
４月 28 日㈮
保険証、かっぱ、飲み物など
●小学生以下の方は、保護者の
同伴が必要です。●長袖、長ズ
ボン、履き慣れた靴でお越しく
ださい。 
県立富士山麓山の村　

　0545-36-2236
0545-36-2239
〒 418-0011

　富士宮市粟倉 2745
HTC-fujisanroku01@pref.
shizuoka.lg.jp

夏休みブルネイ派遣

一般家庭へのホームステイとブ
ルネイ大学日本語科の生徒との異
文化交流体験などを行います。

８月３日㈭～９日㈬
中・高生 20 人、大学生・社会
人 10 人（先着順）

派遣先／ブルネイ王国、シンガ

ポール、マレーシア
18 万８千円
６月 30 日㈮
電話またはファクスで資料を請
求し、県青年海外研修協会事務
局へ申込書を提出してください。

県青年海外研修協会事務局
　054-623-0785
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５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

救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈪ 森岡医院 962-1084 大岡 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

2 ㈫ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

3 ㈬

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉

今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

杉山医院 992-0028 平松

4 ㈭

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原

あめみや内科 935-1159 吉田町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

5 ㈮

林医院 931-1120 住吉町

杉山医院 972-3223 伏見 沼津市立病院 924-5100 東椎路 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

6 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

7 ㈰

清流クリニック 941-8688 堂庭 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

森医院 966-2017 石川 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 五十嵐クリニック 934-6700 志下

8 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

9 ㈫ おおい神経内科 922-8886 北高島町 白石医院 951-4593 市道町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

10 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

11 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場
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５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

3 ㈬ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉　　

4 ㈭ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川　　

5 ㈮ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

しおみ歯科医院
992-0202 平松　　

7 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町　　

太田歯科医院
972-1318 長沢　　

14 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

しんあい歯科医院
973-6686 伏見　　

日 内 科 外 科 小 児 科

12 ㈮ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

13 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

14 ㈰

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 守重医院 931-2511 我入道

　江川
髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 東医院 921-5520 高沢町

15 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 田中医院 921-2053 高島町

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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市 立 鈴 木 図 書 館
992-2342
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５月の休館日

●５月の行事予定
親子おはなし広場
 ２日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

おはなしフェスティバル
 13日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 20日㈯ 14時30分〜 本館2階視聴覚室

親子おはなしの会
 16日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

ファーストブック
 17日㈬  9時〜12時 本館２階展示室
 24日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 10日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 18日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 26日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

１日㈪、8日㈪、15日㈪、
22日㈪、25日㈭、29日㈪

柿沼 歩
ふ

実
み

くん
（２歳 11 カ月・南町）

川村 航
こう

正
せい

くん
（３歳・堰原）

吉田 春
は る の

乃ちゃん
（３歳・矢崎）

藤田 澄
す み れ

怜ちゃん
（２歳８カ月・佐野二）

齊藤 あいりちゃん
（２歳 9 カ月・上町）

●スウィングしなけりゃ意味がない
It Don’t Mean A Thing(If It Ain’t Got That Swing)
著：佐藤亜紀　KADOKAWA

●今ひとたびの、和泉式部　著：諸田玲子　集英社

●無限の書　著：G. ウィロー・ウィルソン　訳：鍛治靖子　東京創元社

●岩場の上から　著：黒川創　新潮社

●芝公園六角堂跡　著：西村賢太　文藝春秋

●コウノトリのコウちゃん
作：かこさとし　小峰書店（にじいろえほん）

●ペンギンかぞくのおひっこし
絵・文：刀根里衣　小学館

●重力って…
作：ジェイソン・チン
訳：竹内薫　偕成社

●でんしゃがきました
作・絵：三浦太郎　童心社

●ぼくのもものき
文・絵：広野多珂子
福音館書店

一般書

児童書

●こども図書館映画会
と　　き／５月 13 日㈯　14 時〜 15 時 26 分
と こ ろ／本館 2 階視聴覚室
上映作品／ペット
定　　員／ 60 人
申し込み／ 整理券を5月6日㈯９時から図書館カウンター

で家族分のみ配布します。　※当日は、整理券
がない方も座席に余裕があれば入場できます。

そ の 他／ 駐車場に限りがあるため、公共交通機関または
市役所駐車場をご利用ください。

新刊おすすめ本


