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� （◎は区長会長）
【西地区】
◎堀合喜義（桃園）佐々木盛次（石脇）杉山憲正（佐
野上宿）柏木孝一（佐野本宿）良邊廣（佐野若狭）星
野昇市（佐野二）市川忠儀（大畑）勝又武（上町）溝
口健次（緑町）中西公一（元町）谷井秀勝（富沢）長
島四郎（南町）吉野嘉純（二ツ屋一）月出堅司（二ツ
屋二）柏木広基（堰原）小野靖（伊豆島田）渡邉信仁
（水窪）
【東地区】
◎服部美正（中丸中）神戸光（久根）勝又彰一（公文
名一）奥田安彦（公文名二）鈴木雄二郎（公文名三）
長井從宣（公文名四）塩澤孝（公文名五）鈴木涼太（三
菱）川口幸男（中丸上）中西省悟（中丸下）髙村徹（天
理町）山本讓治（滝頭）飯塚正美（本茶）萱間恒男（道
上）小澤弘憲（峰下市の瀬）柿田英明（鈴原）髙嶋嘉
男（茶畑団地）室伏信男（青葉台）西島敬一（和泉）
白井清（富士見台）滝道雄（麦塚）杉山省三（新道）
齊藤弘子（東町）鈴木博己（本通り）横山卓哉（日の
出元町）岡田廣正（本村上中）三明正明（本村下）
【深良地区】
◎大庭満治（深良新田）小澤克己（町震一）大島和雄
（町震二）小屋松明（舞台団地）土屋三雄（南堀）髙
藤進（和市）門倉昭夫（遠道原）佐久間昇（柳端団地）
松井彰喜（切久保）志村昭義（上原）勝又明（上原団
地）髙橋伸至（原）勝又義隆（上須）中村隆夫（岩波）

新しい区長・交通指導員・地域地震防災指導
員・消防団員が決まりました。この 1年、各
方面で活躍する皆さんを紹介します。
� （敬称略）

【富岡地区】
◎大島静明（千福）杉山諄（御宿平山）高岡伸光（御
宿上谷）土屋芳高（御宿新田）佐藤四郎（御宿坂上）
柏木修一（御宿入谷）勝又賢一（上城）坂田俊明（中
村）瀬戸敬司（下条）塩崎賢治（中里）勝又實（田場
沢）岩岡健治（森脇団地）柏木博光（上ケ田）金子稔
（金沢）勝又幸雄（今里）眞田利幸（下和田）武藤末
生（呼子）須田泰弘（矢崎）宇津明範（トヨタ）小川
和雄（御宿台）小俣博（千福が丘）秋山剛（千福南）
【須山地区】
◎横山芳文（須山四）渡邉博夫（須山一）根上松太郎
（須山二）勝又和一（須山三）瀧本建夫（須山六）

【西地区指導員】
相川真也（佐野二）原正彦（佐野上宿）水口毅真（伊
豆島田）三枝晶（伊豆島田）市川明宏（堰原）古地剛
（石脇）渡邉貢孝（富沢）渡邉雅也（佐野本宿）土屋
隆彦（緑町）
【東地区指導員】
渡辺憲弘（鈴原）高田泰寛（麦塚）中野一利（本村下）
持田真由紀（峰下）高橋宗尚（青葉台）岩﨑昭彦（青
葉台）飯塚直人（麦塚）長友崇（本村上中）米原勲（本
村下）
【深良地区指導員】
藤井里美（町震一）狩野茂夫（南堀）林一郎（和市）
勝又勝美（上須）渡邊佑介（岩波）渡邊明夫（上原）
【富岡地区指導員】
八木健二（上ケ田）若林福雄（千福が丘）滝井敏治（御
宿新田）小島進（呼子）八木榮一（御宿上谷）勝又豊
伸（上城）臼井正明（今里）千葉巧（御宿台）
【須山地区指導員】
菅沼正光（須山三）平岩端（須山二）渡邉英樹（須山
一）佐藤三郎（須山六）

区と行政を結ぶ
地域のまとめ役
� 85 人

� 会長　堀合�喜義

区長連合会

交通安全と
事故防止を導く
� 40 人

� 会長　藤井�里美

交通指導員会
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【女性指導員】
山本淳子（桃園）安達めぐみ（富沢）鈴木つる代（千
福が丘）杉本園子（佐野二）

【西地区指導員】
丸子茂（石脇）西田文明（佐野上宿）菊池勇一（佐野
二）江森喜美男（上町）髙橋秀夫（二ツ屋二）伊東貴
美代（桃園）髙橋保夫（伊豆島田）小松照代（女性）
【東地区指導員】
増田隆俊（公文名一）津田隆雄（公文名四）中山あい
子（本茶）小西辰一（和泉）小林建次（富士見台）庄
司雅彦（本茶）菊田祐一郎（本村上中）大山茂之（青
葉台）杉山富三代（女性）
【深良地区指導員】
釜洞文夫（町震一）小見山和弘（南堀）志村幸洋（和
市）近藤利昭（切久保）勝又透（原）大庭境時（上原）
土屋政春（深良新田）新川佳弘（岩波）根本年代（女
性）
【富岡地区指導員】
勝又和延（田場沢）佐藤宏紀（御宿新田）勝又敏宏（御
宿上谷）坂田好彦（上城）松﨑英親（中里）勝又高（呼
子）川口功（今里）眞田貞一（下和田）佐々木秀和（千
福が丘）眞田美代子（女性）

【須山地区指導員】
杉山信行（須山一）杉山照子（須山一）土屋成吉（須
山二）　瀧口昇嗣（須山三）軽石彦之（須山六）佐藤
寿恵子（女性）

【消防団本部】
団長／今関正興（元町）副団長／二ノ宮善明（緑町）
伊東秀哉（元町）本部長／藤森勤（上原）本部部長／
牧島利浩（今里）山本正吾（南堀）中村誠也（千福が
丘）杉山福美（須山一）勝又宏和（新道）西島隆彦（石
脇）山本貴一（本茶）木村典由（御宿入谷）鈴木博行
（上町）渡邉勉（須山一）女性消防部長／井上雅美（下
条）
【分団長】
西分団／林卓（上町）東分団／長田勇一（中丸下）深
良分団／今井隆彦（遠道原）富岡分団／渡辺光（御宿
入谷）須山分団／荻田泰久（須山一）

▲交通指導員会（交通安全運動開始式） ▲地域地震防災指導員会（委嘱状交付式）

◀消防団
　（辞令交付式）

防災力の向上と
自主防災の活性化
� 42 人

� 会長　杉山�信行

私たちの生命と
財産を守る
� 235 人

� 団長　今関�正興

地域地震防災指導員会 消　防　団
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当市は初めて、県と県内市町が共催で実施する総合防災訓練の
会場になりました。９月３日㈰に行います。

危機管理課
995-1817

とき／９月３日㈰　８時 30分～ 12時
テーマ／「自分を守る　家族を守る　地域を守る　高
めよう　南駿の防災力」
　当市では３つの訓練エリアと８つの訓練項目を設定
し、実施します。地域防災計画の実行性を高めるため、
市民の皆さんをはじめ各区自主防災組織や防災関係機
関、地元企業などの協力を得て、各種訓練を実施しま
す。
　自衛隊や警察、消防、市民団体などによる連携確認
や大規模実践訓練、各区の自主防災組織で一時避難地
などでの安否確認、広域避難地への避難行動訓練を行
います。訓練に参加して自助・共助を確認しましょう。

※昨年度の県総合防災訓練の様子（掛川市）

◀避難所の設営

物資の荷下ろし▶

とき／５月 14日㈰　９時～ 12時　　ところ／狩野川右岸９km付近（三島市長伏）

　総合水防演習は、全国９ブロックごとに毎年開催さ
れます。国土交通省中部地方整備局管内では今年度、
中部地方整備局と県、狩野川流域の８市町（裾野市、
三島市、沼津市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水
町、長泉町）で主催し開催します。
　演習では大規模な水害に備え、水防工法の実演や防
災機関による情報共有訓練・被災者救助訓練などの水
防演習・防災訓練を行います。災害対策車両やパネル、

県・南駿地域総合防災訓練

狩野川連合総合水防演習・広域連携防災訓練

広�域避難地

▲

須山小学校・富岡第二小学校・千福が丘
小学校・富岡第一小学校・深良小学校・生涯学習セ
ンター・西小学校・裾野高校・東小学校・向田小学
校・南小学校
※訓練の詳しい内容は、決まり次第市公式ウェブサイ
トで公開します。

訓練内容

項目 ところ エリア

物資集積所訓練 市民文化センター

救出・救助、道路
啓開の訓練

市民文化センター
駐車場

女性目線の避難所
展示訓練 生涯学習センター

生活支援訓練 生涯学習センター
駐車場

災害ボランティア
訓練 福祉保健会館

医療救護訓練 福祉保健会館

避難行動訓練 広域避難地 B

富士山火山避難訓練 須山地区（対象区内） C

最新の防災機器の展示など水防について学べるコー
ナーがありますので、ご来場ください。
※駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用
ください。

消防団が総合水防演習に参加！
　国土交通大臣や県知事が見守る中、当市の消防
団は越水防止対策として改良積み土のう工を行い
ます。

A
（
メ
イ
ン
会
場
）

県・南駿地域総合防災訓練
静岡県と裾野市・沼津市・清水町・長泉町の共催で実施

特集２
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静岡がんセンター公開講座 2017「知って安心！がん医療〜診
断と治療をわかりやすく〜」を三島市民文化会館で開催します。
同センターの医師が、治療方法や予防、検診など、がんに関する
最新情報の解説や、質疑応答とタウンミーティングを行います。

健康推進課
992-5711

とき テーマ 講師　

第１回
６月 17日㈯

第１部 がんを知る 山口建さん（総長）

第２部
がんといわれたら・・・
受診時の心構え

遠藤久美さん
（患者家族支援センター兼副看護部長）

「話すこと」からはじめましょう 髙田由香さん（よろず相談専門監）

第２回
７月 15日㈯

第１部 大腸がんの外科治療 塩見明生さん（大腸外科医長）

第２部
手術を上手に乗りきるために 鶴田清子さん

（副院長兼患者家族支援センター長）

がん治療に欠かせない支持療法 中島和子さん
（化学療法センター看護師長）

第３回
８月 19日㈯

第１部 乳がんの治療 西村誠一郎さん（乳腺外科部長）

第２部 前立腺がんの治療 庭川要さん（副院長兼泌尿器科部長）

第 4回
９月９日㈯

第１部 肺がんの外科治療 大出泰久さん（呼吸器外科部長）

第２部 子宮がんの治療 平嶋泰之さん（婦人科部長）

第５回
10月 14日㈯

第１部 肝臓がんの治療戦略；切除？抗がん剤？
それとも・・・ 新槇剛さん（IVR 科部長）

第２部 高齢者のがん医療 玉井直さん（名誉院長兼麻酔科部長）

第６回
11月 11日㈯

第１部 胃がんの治療 寺島雅典さん（胃外科部長）

第２部 抗がん剤治療と副作用 村上晴泰さん
（化学療法センター部長）

第７回
12月９日㈯

第１部 がんの放射線治療 原田英幸さん（放射線治療科部長）

第２部 肺がんの抗がん剤治療
〜新規分子標的薬と免疫治療〜 高橋利明さん（呼吸器内科部長）

時間／ 13時～ 15時 40分頃
ところ／三島市民文化会館大ホール（三島市一番町）
申し込み／はがきまたは、ファクス、メールに郵便番
号、住所、氏名、生年月日（西暦）、年齢、性別、
職業（学校名）、電話番号、ファクス番号、メール
アドレスを記入しお申し込みください。
※ファクス・メールは、件名に「静岡がんセンター
公開講座」と記入してください。

申込先／静岡新聞社東部総局業務部「静岡がんセン
ター公開講座」係
　〒 410-8560　住所記入不要　
055-962-6752
toubugyoumu@shizuokaonline.com�

その他／●受け付け後、受講証を郵送します。
　●三島市民文化会館窓口でも申し込みできます。
静岡新聞 SBS東部総局業務部　962-6520
　※土・日曜日、祝日を除く 9時～ 17時

特集３

静岡がんセンター公開講座 2017
知って安心！がん医療〜診断と治療をわかりやすく〜
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市職員の不祥事を根絶するため、報告書をまとめました。調査で明らかになった課題や、不祥事
防止策などを盛り込みました。

昨年 9月に当市で発生しました官製談合防止法違
反事件について、再発防止に向けた具体的再発防止策
を “市コンプライアンス推進本部 ”で取りまとめまし
た。また、市議会官製談合再発防止特別委員会からの
提言を真摯に受け止め、再発防止に努めます。
今後は、職員による不祥事を二度と起こさないため、
職員一人一人が「市民の負託に応え、適正に公務を遂
行する」という公務員の原点に絶えず立ち返りながら、
活発なコミュニケーションを取ることで、積極的に業

再発防止に向けた取り組み

（１）不正防止に向けた職場づくりと職員の意識改革
項　　　目 実施状況

法令遵守および
職員倫理行動基準の周知徹底

●「管理監督者のためのハンドブック〜職員の不祥事を防ぐには〜」を作成

　 ▼ �昨年９月に作成したハンドブックを管理職へ配布し、事業者などの利害関
係者との間の禁止行為や、管理監督者としての役割を明示しました。

●官製談合防止マニュアルの作成

　 ▼今年度の早い時期に作成し、職員に周知徹底を図ります。

職員研修の実施

●リスクマネジメント研修および公務員倫理研修の実施

　 ▼ �主幹級以上の職員に対し、平時の危機管理の心得や、管理職員として必要
な危機管理の必須知識を学ぶ研修を行いました。

　 ▼ �主幹級未満の職員に対し、公務の内外で市民に疑念を持たれないよう高い
倫理意識を持たせるため、公務員倫理研修を行いました。

風通しの良い職場づくり ●職場意見交換会の実施

　 ▼２カ月に１度を目安に題材を基に各部署で意見交換を行います。

（２）コンプライアンス確保体制の整備
項　　　目 実施状況

公益通報制度の整備 ●公益通報窓口の周知

　 ▼コンプライアンス通信や職場意見交換会などで周知を図ります。
コンプライアンス推進本部の
設置

●コンプライアンス推進本部を設置

　 ▼職員に対するコンプライアンスの周知徹底や相談などを行います。

所属コンプライアンス
推進担当者の設置

●各所属への周知・徹底および相談の実施

　 ▼不祥事につながる問題点を把握します。

　 ▼職員からの相談対応を行います。

　 ▼職場意見交換会を行います。

倫理ヘルプライン（内部通報）
の設置

●職員からの内部通報窓口としての倫理ヘルプラインを設置

　 ▼ �今年度、匿名で通報できる職員専用意見通報窓口およびポストを設置しま
す。

危機管理体制の整備
●各所属の危機管理体制の整備

　 ▼ �組織内の危機管理は、市コンプライアンス推進本部員や所属コンプライア
ンス推進担当者が中心となり行います。

外部有識者による
第三者機関の設置

●コンプライアンス外部評価委員の設置

　 ▼ �今年度、有識者による第三者機関を設置します。コンプライアンス推進本
部の取り組みの検証・監視を行い、意見を求めていきます。

務展開を計る職場の風土を作ります。組織として力を
合わせて公務を遂行し、真に市民の皆さんから信頼さ
れる市役所を目指して、職員一丸となり取り組んでい
きます。

●市コンプライアンス推進本部
コンプライアンスの取り組みの企画、推進を行
う組織。市長を本部長、本部員に副市長、教育
長、行政経営監、部局長を配置。
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官製談合防止法違反事件に関する報告書
市民から信頼される市役所を目指して



人事課
995-1806

（３）適正な人事管理
項　　　目 実施状況

人事管理 ●各所属の人事管理
　▶部課長による所属職員のコンプライアンス推進の管理を徹底します。

（４）入札制度
項　　　目 実施状況

電子入札の拡大 ●段階的に紙入札から電子入札を拡大
　▶建設工事および建設工事関連業務委託で、電子入札を行います。

総合評価方式の実施 ●価格・品質など多様な要素を総合的に評価
　▶土木一式工事および舗装工事の中から抽出して行います。

規則などの改正

●市建設工事執行規則の改正
　▶昨年 11月の改正で、工事費内訳書の提出を明記しました。

●市建設工事競争入札心得の改正
　▶無効・失格の改正および再度入札と更改の改正をしました。

その他の入札制度の改革

●予定価格の事前公表
　▶�昨年 11月以降の指名通知または公告案件から建設工事の一部で、予定価格の
事前公表を行なっています。今後、職員のコンプライアンス意識の徹底が図ら
れたと判断した場合および落札率の高止まりなどの課題が生じた場合は事後公
表に戻していきます。

●入札、契約情報公開の推進
　▶市公式ウェブサイトに入札の公告と入札結果を掲載しています。

●随意契約ガイドラインの策定
　▶�４月に運用を開始したガイドラインで、随意契約の適正かつ円滑な運用の徹底
を図ります。

●入札参加者格付けの公表
　▶�評価基準を明確にし、建設工事入札参加者格付け表を 6月から公表します。

（５）明確な設計図書の作成
項　　　目 実施状況

技術職員の
技術力向上の取り組み

●技術職員を対象とした勉強会および研修会などへの参加
　▶技術職員の技術向上に努め、誤りのない設計図書を作成します。
　▶技術研修会などへ積極的に参加します。

（６）執務エリアの改革
項　　　目 実施状況

書類管理の徹底
●仕事の質向上活動への取り組み
　▶�設計図書、入札書類、契約書類を適切に管理するため、収納方法や収納場所の
改善に取り組んでいきます。

執務エリアの適正化
●執務エリアへの立ち入り制限
　▶�仕事の質向上活動の一環で、執務エリアへの立ち入りを制限できる体制づくり
を進めるとともに、打ち合せテーブルと執務スペースの分離を推進していきま
す。
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市政報告で髙村市長は、これまでの市政運営の４つ
の政策「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」で進めてきた取
り組みを紹介し、その評価を踏まえて策定した後期基
本計画の内容を説明しました。
後期基本計画の策定にあたっては、まち・ひと・し
ごと創生総合戦略で掲げた「田園未来都市」という都
市のコンセプトを引き継ぎました。「みんなで創る総
合計画」をテーマに、市全体で１回、市民団体やグルー
プなどで６回開催した意見交換の場「みらい会議」で、
まちの将来像を未来思考で議論したことを報告しまし
た。
市では、後期基本計画の計画期間である平成 32年
度まで、市民の皆さんと行政が意見交換する場として、
定期的に「みらい会議」を開催していきます。今後も
多くの皆さんの参画を呼びかけました。

基調講演の講師には、大道芸ワールドカップ in 静
岡のプロデューサーであり、デザイナー・クリエイター
やまちづくりの仕掛け人として活躍する甲賀雅章さん
を招きしました。甲賀さんは Be�Creative とは、従
来の概念や仕組み、価値観にとらわれることなく新し
い価値を創造することと定義。私たちを取り巻く社会
課題についての問題意識を提示し、過去からも学ぶが、
あるべき未来から現在すべきことを考えるバックキャ
スティングの発想の重要性を解説しました。
その上で「Be�Creative な人達」＝「創造しい人々」
とは、どんな社会成果（インパクト）を得るのかをま
ず考え、具体的なアクションプランを創造思考で企画
し、失敗を恐れず実施してみる特性があるとし、参加
者に、より豊かな暮らしの実現のために創造思考、未
来思考でまちを見つめようと呼びかけました。

3 月 18日㈯生涯学習センターで、「市みらい会議�新総合計画キック
オフシンポジウム」を開催しました。市内外から約 100人の方が参加
しました。昨年 12月に策定した「第 4次総合計画後期基本計画」の本
格的スタートの報告と、今後のまちづくりを市民の皆さんと行政が共に
考えました。

企画政策課
995-1804

■市政報告

　裾野市の現状とこれからのまちづくり

� 裾野市長　髙村�謙二

■基調講演
　Be�Creative!
　創造思考が導く新たな都市経営像
大道芸ワールドカップ in 静岡プロデューサー
� 甲賀�雅章�氏
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都市ビジョン「田園未来都市」の具体化に向けて
みらい会議 新総合計画キックオフシンポジウムを開催
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みんなで創る田園未来都市・裾野
これからまちづくりを進めるためには “将来こうなったらいいなぁ ”と思い描く都市ビジョンが必要です。
市では平成 27年度～平成 28年度にかけて行った「まち・ひと・しごと創生会議」や第４次総合計画後期
基本計画策定のための「みらい会議」で、市のビジョンを示すキーワードを定めました。それが「田園未来
都市」です。
裾野市を改めて眺めてみれば、都心からも程近く、富士山・箱根山・愛鷹山などの緑豊かな自然が身近に
ある環境の中、世界的な企業が集積しつつある「まち」となっています。まさに、21世紀の「田園都市」
となる可能性が秘められています。新たなビジョンを掲げ、市民の皆さんとともに未来思考で「まちづくり」
を進めたいと思っています。

平成 29年度の論点
「田園未来都市」とは、具体的にどのような都市像なのか！？

市では、都市のコンセプトに掲げる「田園未来都市」の具体化な都市ビジョンへの落とし込みに向けて、
平成 29年度の論点として “「田園未来都市」とは、具体的にどのような都市像なのか ”を、引き続き開催
する「みらい会議」などを通じて議論していきます。
クリエイティブで創造しい皆さんのお力添えをお願いします。

♦みらい会議など「田園未来都市」に関する議論の情報は、市公式ウェブサイトでご案内していき
　ます。　 http://www.city.susono.shizuoka.jp/shisei/11/2/3224.html



▶東回り
バス停 ★１便 ★２便 ３便 ★４便 ５便

裾 野 駅 ７：１4 ９：45 １１：２5 １4：１０ １６：１０
三 菱 前 ７：１8 ９：4９ １１：２９ １4：１4 １６：１4
麦 塚 口 ７：１９ ９：5０ １１：３０ １4：１5 １６：１5
南 小 学 校 前 ７：２２ ９：5３ １１：３３ １4：１8 １６：１8
水 窪 ７：２７ ９：58 １１：３8 １4：２３ １６：２３
新 愛 鷹 橋 ７：２8 ９：5９ １１：３９ １4：２4 １６：２4
富 沢 ７：３１ １０：０２ １１：4２ １4：２７ １６：２７
桃 園 ７：３5 １０：０６ １１：4６ １4：３１ １６：３１
花 園 橋 ７：３６ １０：０７ １１：4７ １4：３２ １６：３２
裾 野 二 本 松 ７：３７ １０：０8 １１：48 １4：３３ １６：３３
裾野西小学校入口 ７：３8 １０：０９ １１：4９ １4：３4 １６：３4
佐 野 ７：３９ １０：１０ １１：5０ １4：３5 １６：３5
裾 野 高 校 入 口 ７：4２ １０：１３ １１：5３ １4：３8 １６：３8
裾野赤十字病院 ７：44 １０：１5 １１：55 １4：4０ １６：4０
鈴木図書館入口 ７：44 １０：１5 １１：55 １4：4０ １６：4０
裾 野 駅 ７：4９ １０：２０ １２：００ １4：45 １６：45

▶西回り
バス停 １便 ★２便 ３便 ★４便 ５便

裾 野 駅 ９：０5 １０：4０ １３：００ １4：55 １６：55
鈴木図書館入口 ９：０７ １０：4２ １３：０２ １4：5７ １６：5７
裾野赤十字病院 ９：０8 １０：4３ １３：０３ １4：58 １６：58
裾 野 高 校 入 口 ９：０９ １０：44 １３：０4 １4：5９ １６：5９
佐 野 ９：１１ １０：4６ １３：０６ １5：０１ １７：０１
裾野西小学校入口 ９：１２ １０：4７ １３：０７ １5：０２ １７：０２
裾 野 二 本 松 ９：１３ １０：48 １３：０8 １5：０３ １７：０３
花 園 橋 ９：１4 １０：4９ １３：０９ １5：０4 １７：０4
桃 園 ９：１5 １０：5０ １３：１０ １5：０5 １７：０5
富 沢 ９：２０ １０：55 １３：１5 １5：１０ １７：１０
新 愛 鷹 橋 ９：２３ １０：58 １３：１8 １5：１３ １７：１３
水 窪 ９：２8 １１：０３ １３：２３ １5：１8 １７：１8
南 小 学 校 前 ９：３２ １１：０７ １３：２７ １5：２２ １７：２２
麦 塚 口 ９：３３ １１：０8 １３：２8 １5：２３ １７：２３
三 菱 前 ９：３4 １１：０９ １３：２９ １5：２4 １７：２4
裾 野 駅 ９：4０ １１：１5 １３：３5 １5：３０ １７：３０

裾野駅循環バス「すそのーる」は裾野駅を起点として、3ルート運行して
います。JR のダイヤ改正に合わせ、富沢・桃園循環東回りと、茶畑・平松
循環西回りのダイヤを改正しました。

富沢・桃園循環

茶畑・平松循環／青葉台線
▶西回り
バス停 ★青葉台線 ★１便 ２便 ３便 ４便 ★５便

裾 野 駅 − 8：5０ １０：２5 １３：３０ １5：２０ １７：０３
三菱アルミ − 8：54 １０：２９ １３：３4 １5：２4 １７：０７
麦 塚 − 8：5６ １０：３１ １３：３６ １5：２６ １７：０９
本 茶 − 8：5７ １０：３２ １３：３７ １5：２７ １７：１０
道 上 − 8：58 １０：３３ １３：３8 １5：２8 １７：１１
向田小学校前 − ９：００ １０：３5 １３：4０ １5：３０ １７：１３
鈴 原 − ９：０１ １０：３６ １３：4１ １5：３１ １７：１4
県営茶畑団地 − ９：０２ １０：３７ １３：4２ １5：３２ １７：１5
青葉台団地 ６：5０ ９：０5 １０：4０ １３：45 １5：３5 １７：１8
県営茶畑団地 ６：5３ ９：０8 １０：4３ １３：48 １5：３8 １７：２１
鈴 原 ６：54 ９：０９ １０：44 １３：4９ １5：３９ １７：２２
向田小学校前 ６：55 ９：１０ １０：45 １３：5０ １5：4０ １７：２３
裾野東中学校入口 ６：5６ ９：１１ １０：4６ １３：5１ １5：4１ １７：２4
裾野市民体育館前 ６：58 ９：１4 １０：4９ １３：54 １5：44 １７：２７
裾野赤十字病院 ６：5９ ９：１5 １０：5０ １３：55 １5：45 １７：２8
鈴木図書館入口 ６：5９ ９：１5 １０：5０ １３：55 １5：45 １７：２8
裾 野 駅 ７：０２ ９：２０ １０：55 １4：００ １5：5０ １７：３３

▶東回り
バス停 １便 ★２便 ３便 ４便 ★青葉台線

裾 野 駅 ９：45 １１：4０ １4：２5 １６：０5 １8：０３
鈴木図書館入口 ９：48 １１：4３ １4：２8 １６：０8 １8：０６
裾野赤十字病院 ９：4９ １１：44 １4：２９ １６：０９ １8：０７
裾野市民体育館前 ９：5０ １１：45 １4：３０ １６：１０ １8：０8
裾野東中学校入口 ９：5２ １１：4７ １4：３２ １６：１２ １8：０９
向田小学校前 ９：5３ １１：48 １4：３３ １６：１３ １8：０９
鈴 原 ９：54 １１：4９ １4：３4 １６：１4 １8：１１
県営茶畑団地 ９：55 １１：5０ １4：３5 １６：１5 １8：１２
青葉台団地 ９：58 １１：5３ １4：３8 １６：１8 １8：１4
県営茶畑団地 １０：０１ １１：5６ １4：4１ １６：２１ −
鈴 原 １０：０２ １１：5７ １4：4２ １６：２２ −
向田小学校前 １０：０３ １１：58 １4：4３ １６：２３ −
道 上 １０：０4 １１：5９ １4：44 １６：２4 −
本 茶 １０：０5 １２：００ １4：45 １６：２5 −
麦 塚 １０：０６ １２：０１ １4：4６ １６：２６ −
三菱アルミ １０：０９ １２：０4 １4：4９ １６：２９ −
裾 野 駅 １０：１5 １２：１０ １4：55 １６：３5 −

運賃／1人 1回の乗車につき、100円～200円です。
乗車区間によって異なります。
※小学生、障害者手帳の交付を受けている方とその介
護人の方の運賃は、半額（10円未満切り上げ）です。

※未就学児は無料です。

バスの運行についての問い合わせ
富士急シティバス本社営業所　 921-5367
市内の主要路線バスの時刻表【市公式ウェブサイト】
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

　 kurashi/4/1/3187.html

★……土・日曜日、祝日は運休
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循環バス　すそのーる　時刻表
JR ダイヤに合わせ時刻表改正



▶新宿行
バス停 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日

千 福 下 ６：48 － － － １０：１６ １5：２8 １8：２8
麦 塚 － ７：45 8：45 ９：45 － 　－ 　－
裾野市民文化センター前 ６：55 ７：55 8：55 ９：5２ １０：２１ １5：３３ １8：３３
トヨタ自動車東日本前 ７：０３ 8：０4 ９：０4 １０：００ １０：２8 １5：３8 １8：３8
渋谷マークシティ 5 Ｆ 8：4０ ９：4１ １０：4１ １１：３７ １２：００ １７：１０ ２０：１０
バ ス タ 新 宿 ９：０5 １０：０６ １１：０６ １２：０２ １２：２5 １７：３5 ２０：３5

▶西回り
バス停 １便 ２便 ３便 ★４便

裾 野 駅 ９：０5 １１：１０ １4：００ １６：２０
裾 野 西 小 学 校 入 口 ９：０8 １１：１３ １4：０３ １６：２３
佐 野 ９：０９ １１：１4 １4：０4 １６：２4
大 畑 橋 ９：１０ １１：１5 １4：０5 １６：２5
中 央 公 園 前 ９：１２ １１：１７ １4：０７ １６：２７
千 福 下 ９：１３ １１：１8 １4：０8 １６：２8
千 福 ９：１8 １１：２３ １4：１３ １６：３３
御 宿 平 山 湧 水 ９：２０ １１：２5 １4：１5 １６：３5
富岡中グランド入口 ９：２１ １１：２６ １4：１６ １６：３６
富 岡 中 学 校 前 ９：２２ １１：２７ １4：１７ １６：３７
御 宿 ９：２4 １１：２９ １4：１９ １６：３９
御 宿 八 幡 宮 前 ９：２６ １１：３１ １4：２１ １６：4１
福 祉 保 健 会 館 前 ９：２8 １１：３３ １4：２３ １６：4３
裾 野 市 営 プ ー ル 前 ９：３０ １１：３5 １4：２5 １６：45
裾野市民文化センター ９：３６ １１：4１ １4：３１ １６：5１
裾 野 市 営 プ ー ル 前 ９：３７ １１：4２ １4：３２ １６：5２
和 市 ９：３９ １１：44 １4：３4 １６：54
南 堀 下 ９：4０ １１：45 １4：３5 １６：55
町 田 ９：4３ １１：48 １4：３8 １６：58
久 根 ９：44 １１：4９ １4：３９ １６：5９
公 文 名 ９：45 １１：5０ １4：4０ １７：００
裾 野 市 民 体 育 館 前 ９：4６ １１：5１ １4：4１ １７：０１
裾 野 赤 十 字 病 院 ９：4７ １１：5２ １4：4２ １７：０２
鈴 木 図 書 館 入 口 ９：48 １１：5３ １4：4３ １７：０３
裾 野 駅 ９：55 １２：００ １4：5０ １７：１０

富岡・深良循環

富士急高速バス（東京行・新宿行）

▶東回り
バス停 １便 ★２便 ３便 ４便

裾 野 駅 １０：１０ １３：００ １5：２０ １７：３０
鈴 木 図 書 館 入 口 １０：１２ １３：０２ １5：２２ １７：３２
裾 野 赤 十 字 病 院 １０：１３ １３：０３ １5：２３ １７：３３
裾 野 市 民 体 育 館 前 １０：１4 １３：０4 １5：２4 １７：３4
公 文 名 １０：１5 １３：０5 １5：２5 １７：３5
久 根 １０：１６ １３：０６ １5：２６ １７：３６
町 田 １０：１７ １３：０７ １5：２７ １７：３７
南 堀 下 １０：２０ １３：１０ １5：３０ １７：4０
和 市 １０：２１ １３：１１ １5：３１ １７：4１
裾 野 市 営 プ ー ル 前 １０：２３ １３：１３ １5：３３ １７：4３
裾野市民文化センター １０：３０ １３：２０ １5：4０ １７：5０
裾 野 市 営 プ ー ル 前 １０：３２ １３：２２ １5：4２ １７：5２
福 祉 保 健 会 館 前 １０：３３ １３：２３ １5：4３ １７：5３
御 宿 八 幡 宮 前 １０：３5 １３：２5 １5：45 １７：55
御 宿 １０：３７ １３：２７ １5：4７ １７：5７
富 岡 中 学 校 前 １０：３９ １３：２９ １5：4９ １７：5９
富岡中グランド入口 １０：4０ １３：３０ １5：5０ １8：００
御 宿 平 山 湧 水 １０：4１ １３：３１ １5：5１ １8：０１
千 福 １０：4３ １３：３３ １5：5３ １8：０３
千 福 下 １０：4７ １３：３７ １5：5７ １8：０７
中 央 公 園 前 １０：48 １３：３8 １5：58 １8：０8
大 畑 橋 １０：5１ １３：4１ １６：０１ １8：１１
佐 野 １０：5２ １３：4２ １６：０２ １8：１２
裾 野 西 小 学 校 入 口 １０：5３ １３：4３ １６：０３ １8：１３
裾 野 駅 １１：００ １３：5０ １６：１０ １8：２０

※紙面の都合上、一部のバス停のみ掲載しています。
※道路事情などで運行時刻が前後する場合があります。
※名称を略しているバス停があります。

※年末年始（12 月 29 日～１月３日）は、全便運休
します。

裾野地区から得ダ値キップ（２枚）▶ 3,400 円　
　※平日限定は（２枚）3,000 円

裾野市民文化センター前は専用無料駐車場あり
　第１Ｐ▶裾野商工会館南側（34台）
　第２Ｐ▶遠道原交差点東側（15台）

　乗車券は富士急窓口の他、コンビニやインターネットで購入できます。

▶東京行
バス停 毎日 毎日 平日 毎日 毎日

千 福 下 5：58 8：２8 ９：２8 ９：２8 １０：58１３：58

裾野市民文化センター前 ６：０5 8：３5 ９：３5 ９：３5 １１：０5１4：０5

トヨタ自動車東日本前 ６：１２ 8：4３ ９：4３ ９：4３ １１：１３１4：１３

六 本 木 ヒ ル ズ ー ー ー １１：１９ ー ー

東 京 駅 ７：5９ １０：３０ １１：３０ １１：44 １３：００１６：００

土・日
祝日
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すそのーるの運行区域外に住んでいる高齢者の方に、市内を運
行する路線バスとタクシーで利用できる利用助成券を交付します。
助成券の交付を希望する高齢者の方は、企画政策課で申請してく
ださい。

企画政策課
995-1804

すそのーる運行区域外に住んでいる方が対象

市に住民登録があり、次の対象地区に住んでいて、
昭和 22年４月１日までに生まれた方
対象地区

公文名５区 峰下市の瀬区 切久保区

上原区 上原団地区 原区

上須区 深良新田区 岩波区

千福区 御宿新田区 上城区

中村区 下条区 中里区

田場沢区 森脇団地区 上ケ田区

金沢区 今里区 下和田区

呼子区 矢崎区 トヨタ区

御宿台区 千福が丘区 須山地区全域

１回の乗車で 100 円を助成

助成額／１回の乗車につき 100�円
助成券の交付枚数／同一年度１人につき 10枚
有効期限／平成 30年３月 31日
利用方法／現金で運賃を払うときに、乗務員に本人確
認のできるものを提示し、助成券を提出してくださ
い。現金以外で運賃を支払う場合は、助成券の利用
ができません。他の助成券、クーポン券などとの併
用はできません。
その他／他人（家族・親族を含む）への譲渡、換金は
できません。

乗降場所のどちらかが市内なら利用可

助成券は、市内を運行する次の事業者の路線バスま
たはタクシーで、乗降場所のどちらかが市内の場合に
利用することができます。
【路線バス】富士急バス　※高速バスは利用不可
【タクシー】安全タクシー、ミツワタクシー

企画政策課で交付申請を

助成券の交付を希望する方は、企画政策課で所定の
申請書に必要事項を記入し、提出してください。
持ち物／本人確認ができるもの
　※�代理の方が申請する場合は、対象者と代理の方の
本人確認ができるものを提示してください。

5/15 ～ 5/17 は支所で受け付け

助成券の交付申請は、次の日程で各支所でも受け付
けます。本人確認ができるものをお持ちの上、申請し
てください。

と　き ところ
５月 15日㈪　9:00 〜 12:00 須山コミセン
５月 16日㈫　9:00 〜 12:00 深良コミセン
５月 17日㈬　9:00 〜 12:00 富岡コミセン

◆本人確認ができるものとは
【１つでよいもの】
●マイナンバーカード　●パスポート
●顔写真付き住民基本台帳カード
●�自動車運転免許証など官公庁が交付した顔写
真つきの証明書・免許証

【２つ必要なもの】
●健康保険などの被保険者証　●年金手帳など

見本

今年度利用できる助成

券はオレンジ色です。
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高齢者のバス・タクシーの利用を助成
すそのーるの運行区域外に住んでいる方が対象



高齢者で一人暮らしをしている方や高齢者を介護している方、閉じ
こもりがちな方、要介護になるおそれがある方を対象としたサービス
があります。各サービスの担当課で手続きをして、ご利用ください。

社会福祉課　 995-1819
介護保険課　 995-1821
健康推進課　 992-5711

※高齢者▶市に住民登録がある 65歳以上の方
サービス名 対　象　者 内　　容 利用者の負担 担当課

ひとり暮らし�
高齢者訪問 一人暮らし高齢者の方

乳酸飲料（ヤクルト）を自宅に配達し、併せ
て安否を確認します。　※配達は㈪・㈬・㈮
の週３回

―

社
会
福
祉
課

配食サービス 高齢者のみ世帯
昼食を自宅に配達し、併せて安否を確認しま
す。　※週３回まで。配達日は㈪〜㈯の中か
ら選択可

1食 360円です。

緊急通報�
システム

一人暮らし高齢者、または一
方が寝たきりの高齢者のみの
世帯など

緊急時に装置・ペンダントのボタンを押すと
消防組合に通報が入り、救急車が出動します。
※NTT回線が条件

使用時に電話料金がか
かります。

軽度生活援助 高齢者のみ世帯（要支援・要
介護と認定された方を除く）

食材確保、清掃などを行います。　※週３回
まで、１回２時間程度シルバー人材センター
の会員を派遣します。

1時間 100円と
派遣者の交通費を負担
してください。

訪問理美容�
サービス

高齢者世帯で、寝たきりなど
で理美容院に行くことが困難
な高齢者

市と契約した理美容院が自宅へ出張します。
※年６回まで

理美容代金を負担して
ください。

日常生活用具�
の給付・貸与

一人暮らし高齢者または高齢
者のみ世帯で低所得の方

電磁調理器、火災警報器、高齢者用電話（電
話加入権）を給付・貸与します。

負担額は、生計中心者
の前年所得税額によっ
て異なります。

寝たきり老人等
介護者手当支給

要介護 4以上の寝たきり、ま
たは認知症の方を在宅で３カ
月以上介護している方

寝たきり高齢者など 1人につき１カ月 5,000
円を支給します。 ―

紙おむつ等�
購入費助成

在宅で紙おむつを使用する要
介護 1以上の方

紙おむつ、尿とりパット、防水シーツ、使い
捨て手袋の購入費の一部を助成します。

生計中心者の前年所得
税額で助成限度額が異
なります。

はり灸
きゅう
マッサージ

治療費の助成
４月１日時点で市内に住民登
録がある、70歳以上の方

市内の登録された治療院で使用できる 1,000
円の助成券を年間５枚交付します。

治療費の差額を負担し
てください。

生きがいデイサー
ビス「あじさい」 概ね 65歳以上の方

施設「あじさい」へ通所して日常動作訓練な
どを行い、自立した生活の維持を図ります。
※祝日除く㈪・㈬・㈮

1日 500円（おやつ
代含む）、食事代は別
途必要です。

シルバー生きがい
教室 60歳以上の方 布手芸・編物・籐

とう
工芸・竹細工を行い、生き

がいづくりを図ります。※月に２〜４回程度
負担額（材料費）は教
室によって異なります。

住宅改修�
支援事業 高齢者のみ世帯

居宅などの改修を希望する方の相談に応じ、
助言を行います。介護保険制度の助言も行い
ます。

―

介
護
保
険
課

家族介護慰労

要介護 4・5の方で介護保険
サービスを利用しないで１年
間介護した市民税世帯非課税
の方

10万円を支給します。 ―

地区サロン向上
事業

高齢者の方

閉じこもり予防や介護予防のための交流や運
動を行います。

―
脳いきいき
運動教室

認知症予防のための脳トレや講話、ストレッ
チや筋力アップの体操などを行います。

歯や口の
健康相談 市内に住んでいる方

ブラッシング方法、歯間ブラシの使い方、入れ
歯の手入れなど歯や口に関する相談を行いま
す。　※予約制

―

健
康
推
進
課
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経営所得安定対策は、農家の経営安定のため、諸外国との生産条件の
格差から生じる不利を補正する政策です。米の価格を安定させるため米
の生産量の調整、食料自給率・自給力の向上を図るため水田を活用した
戦略作物の本作化などを実施した農家には交付金が交付されます。
申請相談会を市内３カ所で３日間行います。申請書類は、部農会を通
じて配布します。

農林振興課
995-1823

畑作物の直接支払交付金

対象作物／麦・大豆・そば・なたね
交付要件／対象作物を生産・販売している認定農業者、
集落営農、認定新規就農者
交付方法・単価　
数量払、面積払のうち、いずれかの金額の高い方の
み交付されます。
●数量払
当年産の出荷・販売数量と、作物ごとの品質に応じ
て交付されます。
※販売・品質を証明する伝票・出荷票の写しや出荷契
約書の写しが必要です。
●面積払（営農継続支払）　
対象作物の当年産の作付面積に基づき２万円 /10
アールで交付されます。
※そばは、１万３千円 /10 アール

水田活用の直接支払交付金

対象作物・単価
戦略作物

麦・大豆・飼料作物 ３万５千円 /10アール
加工用米 ２万円 /10アール
WCS用米 ８万円 /10アール

米粉用米・飼料用米
５万５千円〜
10万５千円 /10アール
※収量に応じる

産地交付金（市で設定する地域特産物など）

ヤマトイモ・イチゴ・
モロヘイヤ・そば １万円 /10アール

芝・種苗・景観作物・なたね ６千円 /10アール
※登記地目が田の地目でそばを作付する場合、２万円
/10 アールの追加配分（二毛作は１万５千円 /10
アール）

交付要件
水田で対象作物を生産し、販売していること。
※販売実績を証明する出荷伝票、出荷契約書などの写
しが必要です。

米の直接支払交付金

交付要件／米の生産数量目標に従って主食用米・酒米
を生産・販売していること。
※販売実績を証明する出荷伝票などの写しが必要です
が、水稲共済加入者は販売農家と見なされるため、
伝票の提出は不要です。
県東部農業共済　駿東事業所　0550-82-3038
交付方法・単価
●定額交付
　７万５千円 /10 アール
　作付面積から自家消費・縁故米相当として 10アー
ルが控除されます。
※平成 30年度産米から廃止

申請の方法

交付申請書と営農計画書に必要項目を記入し提出し
てください。共済に加入している方と、昨年度申請し
た方には部農会経由で配布します。説明を希望する方
は、相談会に参加するか、お問い合わせください。
相談会

５月９日㈫ 13:30 〜 16:00 須山コミセン 2階
小会議室

５月 11日㈭ 10:30 〜 16:00 市役所 401会議室

５月 12日㈮ 16:00 〜 19:00 市民文化センター
33会議室

持ち物／営農計画書、交付申請書、はんこ、通帳のコ
ピー（新規・口座変更の場合）
申請期限／５月 12日㈮　必着
申請先／農林振興課
※この申請・実績で市の特産物奨励交付金などの対象
となる方には、別途ご案内します。
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経営所得安定対策の申請は５/12 ㈮まで
市内３カ所で相談会を３日間開催



自分の健康づくりに
役立てながらマイルを貯めよう

　生涯にわたって健康的に過ごすためには、健康的な
食生活・運動習慣・定期的な健診・積極的な社会参加
の要素が大切です。すその健康マイレージはその４つ
の要素を取り入れた事業に参加し、自分の健康づくり
に役立てながらマイルを貯めていくものです。
対象／平成 29 年４月１日
時点で市に住民登録があ
る 18歳以上の方

すその健康マイレージへの参加方法

すその健康マイレージカードの作り方
本紙掲載のカードを切り取り、使用してください。
カードは、市役所での発行や市公式ウェブサイトから
ダウンロードすることができます。６月上旬に発送す
る健康診査受診票にも同封します。
発行期間／平成 30年２月 16日㈮まで
発行場所／健康推進課、市役所 (社会福祉課、障がい
福祉課、国保年金課、介護保険課、受付 )、生涯学
習課、各支所 (深良・富岡・須山 )、鈴木図書館、南・
北児童館、ヘルシーパーク裾野

すその健康マイレージは、健康や講座、イベントなどに参加し
て自分の健康づくりに役立てながらマイルを貯めていくものです。
15マイル貯めると「施設割引券 500 円分」と「ふじのくに健
康いきいきカード」を差し上げます。

健康推進課
992-5711

マイルの貯め方
市が主催している教室や相談・健診・ボランティア
などに参加したり、自分の生活改善目標を設定し、目
標の実践状況を記録したりした場合にマイルが貯まり
ます。詳しい内容は、16ページの表をご覧ください。
マイル付与期間／平成 30年 2月 16日㈮まで
達成者の受付
15 マイル貯まると達成となります。特典と引き換
えできます。
受付期間／平成 30年 2月 23日㈮まで
受付場所／健康推進課、社会福祉課
特典
①施設割引券（グリーンカフェ花麒麟またはヘルシー
パーク裾野の 500 円分）
②ふじのくに健康いきいきカード（提示すると県内の
協力店で優待を受けるカード）
２枚目以降のカードを達成した方
達成者受付時に希望があれば２枚目以降のカードを
交付します。２枚目以降のカードを達成した方は、抽
選で協力店提供の景品が当たります。達成したカード
の枚数が多い方ほど当選の確率が高くなります。
※２枚目以降景品抽選の実施は健康推進課で行います。
当選者へは後日連絡しますので、取りに来てくださ
い。
協力店提供景品抽選日
第１回目▶７月 13日㈭、第２回目▶ 11月 16日㈭
第３回目▶平成 30年３月１日㈭

『すその健康マイレージ』の参加者募集
すその健康マイレージに参加して、健康と景品を手に入れよう！
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ふりがな

氏名� （　　　　）歳

住所　〒　　　−　　　　

裾野市

電話　　　　　　（　　　　　　）
裾野市健康推進課（☎ 055−992−5711）

✂

✂

平成29年度

マイレージカード
すその健康マイレージすその健康マイレージすその健康マイレージすその健康マイレージ

マイルを貯める期間
平成 29年４月 24日〜平成 30年２月 16日
景品と交換する期間
平成 29年４月 24日〜平成 30年２月 23日
景品抽選日
平成 29年７月 13日、11月 16日
平成 30年３月 1日



マイルの貯め方

スタート時の加算マイル

対象 付与マイル数 備考

① 70歳以上 2マイル

①〜③を併用する場合は最高３マイルとなります。
加算マイルは 1枚目のカードのみです。

②同居家族 2人以上での参加 2マイル

③�グループ（職場、友人、サークル仲間など）
5人以上での参加 2マイル

定期的な健康チェックでマイルをゲット

対象 付与マイル数 備考

特定健康診査・後期高齢健康診査
2マイル
結果が全て異常なし▶さらに 2マイル加算
6〜 8月に受診▶さらに 2マイル加算

�職場などで受診し
た場合も左記に準
じてマイルを付与
します。ただし、
６〜８月受診のマ
イルは付与されま
せん。

成人健康診査
（肝炎ウイルス検査・がん検診）

胃・大腸・肺がん検診▶各 2マイル
肝炎・前立腺・子宮・乳がん検診▶各 1マイル
6〜 8月に受診▶さらに 2マイル加算

特定保健指導 初回指導時に２マイル、６カ月継続者にさらに２マイル

人間ドック・脳ドック 2マイル

成人歯周疾患検診・妊婦歯科疾患検診 2マイル

生活改善への取り組み、教室や相談などの利用でマイルをゲット

対象 付与マイル数 備考

『無理なく　こつこつ　健康貯金』
生活改善の目標を決める▶１マイル
目標の実践状況を記録する▶１カ月
ごとに１マイル

教室などは市主催の事業に限りません。
誰でも参加できる他市町や県主催の事
業や、企業などが主催する事業も対象
です。
参加した日付と内容を記録しておいて
ください。

健康に関する教室・相談への参加 1回参加ごとに 1マイル

講演会・イベントへの参加 1回参加ごとに 1マイル

ボランティアへの参加 1回参加ごとに 1マイル
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1枚目のカードに 15マイル貯まると「施設割引券 500円分」と「ふじのくに健康いきいきカード」と交換できます。
2枚目以降のカードに 15マイル貯まると協力店提供の景品が当たる抽選に応募できます。

ご利用はご本人のみになります。
15マイル貯まったら健康推進課
もしくは社会福祉課へお越しください。

✂

✂



Information
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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

にこにこキャラバン
“ 西地区の巻 ”

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。
５月 23日㈫　10時～ 12時
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

地域の子ども会活動を支援

今年度、社会教育振興事業費補
助金交付要綱が制定されました。
複数の子ども会が合同で行う事業
を補助します。
対象事業／スポーツ・レクリエー
ション活動、ボランティア活動、
野外活動、その他の学習活動
対象経費／報償費、旅費、消耗品
費、賄材料費、印刷製本費、役
務費、使用料・賃借料、その他
特に市長が認めるもの
補助額／補助対象事業に要する経
費の２分の１以内
生涯学習課にある申請書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。
補助は、予算の範囲内で行いま
す。
生涯学習課　992-3800

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　

国際博物館の日記念事業

５月 18日は国際博物館の日で
す。この日を記念して、富士山資
料館来館者にオリジナル缶バッジ
をプレゼントします。
５月 18日㈭　９時～ 16時 30
分
富士山資料館
富士山資料館　998-1325

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。
５月 20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

暮らしのガイドブックを配布

行政情報と生活に関連する情報
をまとめた「裾野市暮らしのガイ
ドブック」を、市と株式会社サイ
ネックスとの官民協働事業として
作成、発行します。
５月中旬から市内各世帯へ戸別
配布（ポスティング）を行います。
一定の区域ごとに配布するため、
地域によって配布日が異なります
のでご了承ください。
５月中旬～
発行、配布の費用は広告収入で
賄っていますので、費用を請求
されることはありません。
戦略広報課　995-1802

国保高齢受給者証交付会

６月１日㈭から対象となる方に、
受給者証を交付します。
５月 25日㈭
　10時 20分～ 11時 30分
福祉保健会館３階研修室
昭和 22年５月２日～６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

夏の野鳥観察会

富士山資料館周辺で見られる夏
の野鳥を観察します。申し込みは
不要です。当日直接会場へお越し
ください。
６月４日㈰　9時30分～14時
富士山資料館敷地内と周辺
※雨天時▶学習室
講師／大西晃さん（裾野野鳥を守
る会代表）
300 円
双眼鏡または望遠カメラなど
（お持ちの方）、昼食、飲み物
●駐車場は、館東側の第２駐車
場をご利用ください。●雨天の
場合は、学習会になります。
富士山資料館　998-1325
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工業統計調査を実施
対象は製造事業所

全国一斉に平成 29 年工業統計
調査が、従業者４人以上の全ての
製造事業所を対象に実施されます。
この調査は、日本の工業の実態を
明らかにすることが目的です。各
事業所へ調査員が伺いますので、
ご理解、ご協力をお願いします。
基準日／平成 29年６月１日㈭
５月～６月
従業者４人以上の全ての製造事
業所
企画政策課　995-1804

富士裾野高原
マラソン大会交通規制

富士裾野高原マラソン大会の開
催に伴い、会場周辺の道路で交通
規制が行われます。
５月 14日㈰
　車両通行止め▶９時 30 分～
12時 30分
　片側通行▶ 10時～ 12時
運動公園周辺

富士裾野高原マラソン大会実行
委員会（杉山）
090-4402-2293

至 富士サファリパーク
　 ぐりんぱ

至 裾野市街

東名高速道路

大野路●

須山小●

運動公園
●

●トヨタ西門 ●
斎場●トヨタ自動車㈱

　東富士研究所

ヘルシー
パーク裾野●

ヤクルト●
　　本社

●
須
山
支
所

車両通行止区間
片側通行区間（東進のみ）

議会報告会

５月 13日㈯　９時～ 12時
市役所４階 401 会議室
●３月定例会での予算審査の内
容報告●常任委員会ごとにワー
クショップ形式で市民の皆さん
と意見交換
議会事務局　995-1839

市民無料相談

５月 22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

深良コミュニティセンター
リニューアル工事

深良コミュニティセンターは、
６月中旬ごろから耐震補強などの
リニューアル工事を行います。工
事期間中は、施設を使用できませ
ん。
支所の業務は、福祉保健会館で
行いますが、各種証明書の発行や
届け出の受け付けなどは行いませ
ん。市役所や富岡支所などをご利
用ください。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解・ご協力をお願いし
ます。
工事期間／６月中旬ごろ～平成
30年３月中旬ごろ
深良支所　992-0400

五竜みどりまつり

５月 20日㈯　９時～ 16時
　　　21日㈰　９時～ 15時
中央公園
模擬店、植木展示即売、動物ふ
れあい広場、ステージなど
観光協会　992-5005

B 型肝炎予防接種費用を助成

昨年 10月１日からB型肝炎予
防接種が定期予防接種に追加され
ました。通常よりも接種可能期間
が短かった、対象の子どもの接種
費用を助成します。
市に住民登録のある平成 28年
４月１日～８月 31 日に生まれ
た、B型肝炎予防接種を３回実
施していない方
実施方法／持ち物をお持ちの上、
健康推進課へ申請してください。
申請後、接種券と母子健康手帳
をお持ちの上、指定医療機関で
接種を受けてください。
申請書（健康推進課で配布）、
母子健康手帳、はんこ（認め印
可）、B型肝炎予防接種券（対
象者には郵送済み）
９月 30日㈯
●申請後、期間内に接種できな
かった場合、助成を受けること
ができません。●この予防接種
は、１歳になるまで定期予防接
種の対象です。
健康推進課　992-5711
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県東部法律会館竣工記念
無料法律相談

５月 13 日㈯・20 日㈯　10 時
～ 15時　※受付▶ 14時まで
県東部法律会館（沼津市御幸町）
県東部法律会館　931-1848

グランドをワイドに使う・
ラグビー教室

５月13日～７月22日の毎週㈯
　９時～ 11時（全 11回）
運動公園やすらぎの広場、総合
グラウンドCなど
市内に住んでいる方
市民体育館にある申込用紙に記
入し、提出してください。
ラグビーフットボール協会
One�for�All（所）
997-3902、090-4793-4860

市民大学教養講座

５月 26日㈮　14時～ 17時
　※受付 13時 30分～
生涯学習センター２階学習室１
市内に住んでいるか通勤してい
る方で、昨年度の市民大学教養
講座を受講していない方
50人（先着順）
「自治を回復し、まち・むらの
課題を、まち・むらの力で解決
するために～総働と小規模多機
能自治のすすめ～」がテーマの
講演とグループワーク
講師／川北秀人さん
1,000 円（資料代を含む）
生涯学習課　992-3800

婦人バレーボール大会
参加チーム

７月２日㈰　９時 30分～
市民体育館、向田小学校体育館
市内に住んでいる 20歳以上の
社会人の女性　※学生を除く
チーム構成／１チーム 15人以内
　※原則として行政区単位のチー
ム
１チーム 2,000 円
市民体育館にある所定の申込書
に必要事項を記入し、参加料を
添えてお申し込みください。
５月 18日㈭
　～６月 18日㈰
市スポーツ祭

　運営委員会
　993-0303

平成 30 年成人式実行委員会

平成 30 年１月７日㈰に開催す
る成人式の企画や運営に参加する
実行委員を募集します。
平成９年４月２日～平成 10年
４月１日に生まれた方で、６月
から生涯学習センターで開催す
る実行委員会に出席できる方
20人程度
生涯学習課へ電話またはメール
でお申し込みください。メール
の場合、件名を「裾野市成人式
実行委員申込」とし、本文に住
所・氏名・電話番号を明記して
ください。
６月 30日㈮
生涯学習課　992-3800
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

平成 29年 10月１日採用
市職員（土木技師・保健師）を募集
職　種 定　員 内　容

土木技師 若干名 土木に関する業務に従事します。

保健師 １人程度 保健に関する業務に従事します。

試験方法／●第１次試験▶教養試験、適性試験、専門試験、口述試
験●第２次試験▶小論文、口述試験
申込書の配布場所／市役所３階人事課
申込書の郵送での請求方法／封筒の表面に朱書きで「試験案内希望」
と明記し、A4サイズの用紙が折らずに入る返信用封筒を同封し
てお送りください。返信用封筒には、送付先を明記し、普通郵便
の場合は 140 円切手を、速達郵便の場合は 420 円切手を貼って
ください。
申込書と受験票に必要事項を自筆で記入し、人事課へ提出してく
ださい。　※郵送可
５月 31日㈬
人事課　995-1806　〒 410-1192　佐野 1059
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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 公的機関を名乗って「払いすぎた医療費の還
付がある。返金のため、カードと通帳をもっ

て ATM へ行ってほしい」と電話がかかってきた。
ATM の前で教えられた番号に電話し、指示どおりに
操作して還付の手続きをした。通帳を確認すると還
付はなく、相手に送金したことになっていた。返金
してほしい。

Ａ 市役所や社会保険事務所などの職員を名乗り、
医療費などの還付金手続きのためにATMへ

誘導して送金させる還付金詐欺の相談が寄せられて
います。「期限が今日まで」などとせかし、冷静な
判断や周囲に相談する余裕を与えません。一度払っ
てしまうとお金を取り戻すことは極めて困難です。
公的機関の職員が還付金の受け取りのためにATM
へ行くよう電話をすることはありません。不審に
思ったときは、すぐに警察署や市役所、消費生活セ
ンターにご相談ください。

「クーリグ・オフ」ってなに？
クーリング・オフは、消費者が訪問販売や電話勧
誘などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商
法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした
場合に、一定期間であれば無条件で一方的に契約を
解除できる制度です。この制度を利用するときは、
必ず書面で手続きしましょう。分からないときは、
消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフできる取引と期間
●契約書面や申込書面を受け取った日から８日間
　▶訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続
的役務提供（エステ、学習塾など）

●契約書面や申込書面を受け取った日から 20日間
　▶連鎖販売取引（マルチ商法）、業務提供誘引取
引（内職商法、モニター商法など）

ラグビー日本代表戦
チケットプレゼント

６月 17日㈯にエコパスタジア
ム（袋井市愛野）で開催されるラ
グビー日本代表 vs アイルランド
代表の観戦チケットを、小・中学
生にプレゼントします！
市内に住んでいる小・中学生80
人と同伴者（18歳以上）※同伴者
は小・中学生１人につき１人まで

生涯学習課にある応募用紙に必
要事項を記入し、直接または郵
送、ファクス、メールで提出し
てください。　※応募用紙は市
公式ウェブサイトからダウン
ロード可
５月 17日㈬（必着）
小・中学生だけ、または18歳以
上の方だけの応募はできません。
生涯学習課　992-3800
992-4047
taiikukan@city.susono.shizu
oka.jp
〒 410-1102�深良 435

普通救命講習会

５月 28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。
５月 27日㈯
富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119

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

５月の健康コーナー

日（曜日） 時　間
 ９日㈫　 17:00 ～ 19:45
16日㈫※  9:00 ～ 11:30
24日㈬　 13:00 ～ 15:30
30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※
８・15・22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

22日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

 ９日㈫ ９:00～ ９:30
12日㈮18:00～18:30
19日㈮ ８:45～ ９:00

初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

15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

８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

10日㈬・26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

８日㈪・24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

外科 内科 整形 内科 内科 内科
7 8 9 10 11 12 13

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

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

整形 整形 内科 内科 内科 整形 外科
28 29 30 31

内科 整形 内科 内科
※13日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

９日㈫
９:00～９:15

平成28年11月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

16日㈫
13:00～13:30

平成27年10月
生まれの方

２歳児
親子教室

23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

11日㈭
13:00～13:15

平成26年11月
生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭
13:00～13:30

平成26年４月
生まれの方
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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

５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 頴川医院 921-5148 高島本町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

17 ㈬ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 遠藤クリニック 975-8801 久米田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

18 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

19 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

21 ㈰

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

杉山病院 963-4114 錦町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

22 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

23 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

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 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

25 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

26 ㈮ あそうクリニック 929-7575 筒井町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

27 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

28 ㈰

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇

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 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮
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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

５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 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島　　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

梶歯科医院
994-1344 石脇　　

28 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

木村眼科
967-4611 原　　　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿　　

日 内 科 外 科 小 児 科

29 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 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

30 ㈫ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 東医院 921-5520 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

31 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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NAVI

行方不明者の扱い

身分制社会の中で取り締まりの厳しかった江戸時
代、行方不明者が出ると村も親族も大変な思いをし
ました。左下は家出人の報告書で主な内容は、「息
子夫婦がいなくなり心あたりを捜したが見つかりま
せん。村役人を通して小田原藩に伺いを立てたとこ
ろ、代官から再度捜すように言われ、方々を訪ねた
が分かりません。ぜひ帳外にしてほしい」です。右
下は藩の記録で、「22 歳の女子が欠

かけ
落
おち
（駆け落ち）

をし、今もって行方が分かりません。兄をはじめ親
類一同久離を願い出ています」と書かれています。
久離とは肉親の縁を絶つことで、帳外とは人別帳
から除くことをいいます。縁を切っておかないと、
行方不明者が犯罪を起こすと身内が罰を受けること
になります。帳外になると戸籍を抹消されてしまい、
無宿者となります。

（須山区有文書）

玉置浩二　ALL TIME BEST 「30」
〜 30th Anniversary Tour 2017 〜

と　き／８月19日㈯　17時30分～　※開場▶17時
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 7,560 円（１人６枚まで）
　　　　※４歳未満の子どもは入場できません（４

歳以上チケット必要）。
発売日／５月 20日㈯　電話▶ 13時～
　　　　窓口・ウェブサイト▶９時～

※アザレア友の会は、５月 13日㈯に先行
発売します。

　　　　※各プレイガイドでも発売します。

２月 13日㈪に静岡市や沼津市で技能グランプリ
が行われました。芹澤さんは、紳士服製作の競技に
初めて出場し、見事優勝。厚生労働大臣賞を受賞し
ました。
技能グランプリの競技の制限時間は、２日間で

10時間。競技では、事前に用意した背中や前身頃と、
会場で裁断した襟などの部品を縫い合わせ、背広を
仕立て上げます。芹澤さんは「時間が短いため、失
敗した場合にやり直す時間がありません。難易度の
高い袖の部分は、集中して一発で付けることができ
たのでよかったです。あと 30分、仕上げの時間が
欲しかったです」と振り返ります。経験者の出場が
多い中、優勝することができ「世話になった方々に
恩返しができたと思います。ほっとしました」と笑
顔を見せてくれました。
岩手県出身の芹澤さんは、20 代のときに裾野市
へ移住し、修行を始めました。東京などでの修行を
経て、先代の始めた「セリザワ洋服店」で紳士服や
学生服を 40 年以上作り続けています。「１人１人
の体型に合わせて洋服を作り上げます。体型が変わ
ればお直しができるので長く着ることができます」
とハンドメイドの洋服の魅力を語ります。
芹澤さんは「洋服を作るための勉強に終わりはあ
りません。これからもお客さんが満足してくれる洋
服を作り続けます」と力強く語ってくれました。

厚生労働大臣賞を受賞
セリザワ洋服店　芹澤　國夫さん（滝頭）

5月の休館日
１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪
29日㈪

家出人の報告 欠落の記録


