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6 月 20 日　親子のキラキラタイム
県内初の室内型移動公園がやってきた



議案

◆平成 28 年度一般会計繰越明許費
深良中学校校舎耐震・防水改修事業など 18 件、合

計 5 億 2,930 万 3 千円を繰り越しました。

繰越明許費とは、歳入歳出予算のうち、予算成
立後の事由によって、その年度中に支出の終わら
ない見込みのものについて、翌年度に繰り越して
使用する経費。

事故繰越とは、歳出予算のうち、年度内に支出
負担行為をしたもので避けがたい事故のために年
度内に支出を終わらないものについて、翌年度に
支出する経費。

市議会６月定例会が、６月 9日㈮から６月 26日㈪までの 18日間の
日程で行われました。条例改正や補正予算など 23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 28 年度一般会計事故繰越
裾野駅西土地区画整理事業 1 件、合計 706 万円を

繰り越しました。

◆市税条例と都市計画税条例の一部改正
地方税法などの一部改正に伴い、それぞれ条例を改

正しました。

◆国民健康保険税条例の一部改正
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律および地方税法施行令の改
正に伴い、条例を改正しました。

◆市固定資産評価審査委員会委員の選任
７月 18 日㈫に任期満了となる小林靖幸委員を引き

続き選任することが同意されました。

◆市農業委員会委員の任命
７月 19 日㈬に従前の制度による委員が任期満了と

なるため、改正後の農業委員会等に関する法律に基づ
く委員として、手綱史芳氏、岡田廣正氏、勝又俊博氏、
杉山邦利氏、西島美津代氏、飯塚芳正氏、神戸俊之氏、
鈴木昭子氏、杉山克己氏、荻田能文氏、勝又実佐男氏、
服部敏淳氏を新たに任命することが同意されました。
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市議会 6月定例会
条例改正や補正予算など 23議案を審議



◆市個人情報保護条例及び市行政手続きにおける特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に
関する条例の一部改正
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を改正し
ました。

◆生涯学習センター条例の一部改正
生涯学習センターの効果的な施設管理および運営な

どを図る目的で指定管理者制度を導入できるようにす
るため、条例を改正しました。

◆市立鈴木図書館条例を改正
　市民文化センター図書室の効果的な施設管理および
運営などを図る目的で指定管理者制度を導入できるよ
うにするため、条例を改正しました。

◆市工場立地法に基づく準則条例の一部改正
工場立地法の一部改正に伴い、条例を改正しました。

◆市消防団員等公務災害補償条例の一部改正
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令の一部改正に伴い、条例を改正しました。

◆市道路線の変更
市道 4388 号線（須山地先）の供用開始に伴い、終

点の変更を行いました。

補正予算

一般会計補正予算（第 1 回）
既定の予算総額に 2,300 万円を追加し、歳入歳出

予算総額をそれぞれ 203 億 300 万円としました。今
回の補正予算は、まちづくり関連事業および教育施設
防災対策の強化、子育て支援対策の充実に伴うもので
す。補正予算の主な内容は次のとおりです。

１　「住みたいまち裾野」のまちづくり “ 共生 ”

●住みたくなるまち すその
【住みたくなる宅地の創出、出歩きたくなる地域の
創出】

▼ＪＲ岩波駅バリアフリー化整備事業
　岩波駅の安全対策の向上を図るため、駅構内の
バリアフリー化および混雑緩和対策工事に係る設
計を行います。

【市民・企業・行政が一体となった防災・減災の備
えの構築】

▼東中学校昇降口棟地震改築事業
　生徒が安心して学校生活を送るための東中学校
昇降口棟地震改築工事に、付帯工事を追加します。

2　すべての起点となるひとづくり “ 共育 ”

●みんなで子育てするまち すその
【妊娠・出産育児の切れ目ない相談・支援の充実】

▼西小学校第二放課後児童室開室事業
　待機児童が発生していた西小学校に、第二放課
後児童室を７月３日㈪に開設しました。
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耐震補強工事（耐震補強ＰＲ住宅）
【補助額】50 万円 / 戸→ 80 万円 / 戸
※高齢者（65 歳以上）のみの世帯、

障がいのある方などと同居の世帯は
70 万円→ 100 万円

※平成 30 年３月までに工事が完了す
る場合に限ります。

ステップ３

利用実績
（平成 16 ～ 28 年度）
市内 220 棟

まちづくり課　 995-1856

このプロジェクトは阪神・淡路大震災を教訓に立ち上
げられました。震災では８割以上の方が建物の倒壊など
による圧死・窒息死などが原因で亡くなっています。今
後予想される巨大地震から一人でも多くの方の生命を守
るため、市と県は一体となり住宅の耐震化に向けたプロ
ジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」を進めています。

対象／昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅の所
有者や居住者
熊本地震の発生を受けた緊急措置として、今年度に

限り、耐震補強を PR する住宅に対し、現行の補助額
に 30 万円の上乗せが受けられます。また、市内の施
工業者を利用し耐震補強工事を行う場合は、併せて「住
宅建設等促進事業」の助成が受けられます。

対象の方には「専門家の耐震診断（無料）のすすめ」
のダイレクトメールをお送りします。

対象の方は積極的なご利用を。今年度に限り上乗せ助成があります

木造住宅の耐震補強工事までの流れ

下のグラフは、平成 17 年度から平成 28 年度に耐
震補強工事をした方が要した費用です。約半数の方は
150 万円以下で補強工事を行っています。工事費と
補助額との差額が自己負担額です。

耐震補強にかかった工事費（木造住宅）
 （平成 17 〜 28 年度）
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耐震補強の設計・工事の注意点
●補助金交付決定前に設計や工事に着手すると、

補助金の交付が受けられませんので、ご注意
ください。

●どの業者に頼めばよいか分からないときは、
まちづくり課へご相談ください。

専門家の耐震診断
（無料）
市が派遣する専門家

（県耐震診断補強相談
士）による耐震診断
※まちづくり課へ電話

で連絡してください。

ステップ１

利用実績
（平成13～28年度）
市内 1,304 棟

耐震補強工事の設計
【補助額】費用の 2/3 以内
　（上限９万６千円 / 戸）
※高齢者（65 歳以上）のみ

の世帯、障がいのある方
などと同居の世帯は無料

　（上限 14 万４千円 / 戸）

ステップ２

利用実績
（平成 16 ～ 28 年度）
市内 268 棟

今年度に限り
30 万円上乗せ

約半数は
150 万円以下
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住宅の耐震診断・耐震補強のススメ
プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ（東海・倒壊）－０」地震から命を守ろう



農地を農地以外に利用することを農地転用といいます。農地
に建物を建てたり太陽光発電設備を設けたりするとき、農地を
道路や駐車場にするときには、農地転用の届け出や許可が必要
です。
農地転用の手続きが必要になる土地は、地目が田や畑などの
農地です。地目が田・畑以外でも、現在耕作されている土地は
農地として扱われます。

農業委員会（農林振興課内）
995-1824

市街化調整区域などの
農地転用は許可が必要

農地転用の手続きは、その農地の区域によって異な
ります。農地を一時的に資材置場や仮設現場事務所な
どの敷地として利用する場合も、農地転用の届け出や
許可が必要です。
●市街化区域内の農地転用
　市街化区域内の農地を転用するときには、あらかじ
め農業委員会への届け出が必要です。
●市街化区域外 ( 市街化調整区域など）の農地転用
　市街化調整区域など市街化区域外の農地を転用する
ときには、許可が必要です。許可の申請をすると、転
用の目的、転用する農地の市街地への近接度合い、転
用の確実性、周辺農地への影響などの審査が行われ、
４ヘクタール以下の農地転用は、農業委員会が許可し
ます。４ヘクタールを超える農地転用は、農業委員会
を経由して県知事が許可します。
　農用地区域内の農地（通称：青地農地）は、原則と
して転用することができません。転用する場合には、
いくつかの条件を満たした上で、事前に農用地区域か
ら除外する手続きを行い、承認を受ける必要がありま
す。

無断転用は農地法違反

農地を無断で転用すると農地法違反となり、転用の
効力が生じません。工事の中止や原状回復の命令が出
されることもあります。さらに３年以下の懲役や 300
万円以下（法人に対しては１億円以下）の罰金が科せ
られる場合があります。

所有権移転を行う場合も許可が必要

農地を農地のまま所有権移転などを行う場合は、農
地法３条の許可が必要です。違反転用された農地を所
有していたり遊休農地のままにしておいたりすると、
新たに農地を取得できない場合があります。相続や時
効などで権利を取得した方は、農業委員会に届け出が
必要です。

農地に太陽光発電設備を
設置する場合も手続きを！

最近、太陽光など再生可能エネルギーを活用した発
電設備を農地に設置する事例が多くあります。太陽光
発電設備などを農地に設置する場合も、農地転用の手
続きが必要です。設備の設置工事に着手する前に、必
ず農地転用の手続きを済ませてください。

耕作できない場合は相談を……

相続などで農地を取得しても、農業経験がないため
耕作できない場合や、後継者がいないため農地を荒ら
してしまう恐れがあるなどの場合には、農業委員会に
ご相談ください。農地の有効活用のため、農地中間管
理機構（県農業振興公社）や農地利用集積円滑化団体

（南駿農業協同組合）と連携しながら、農地の貸し手
と借り手を結びつけるお手伝いをします。
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農地を農地以外に利用するときは、手続きを！
無断転用は農地法違反です

特集３



フォトフラフ

Photograph ６月

今月の一枚 This month's best shot

体力、精神力、技術力を発揮して� ６月６日

県消防学校で第 46 回県消防救助技術大会が開催され、富士山南
東消防署員が「ほふく救出」で優勝。「ロープブリッジ渡過」で 3 位と
なりました。市民が安心・安全に暮らせるために積み重ねる、日頃の
厳しい訓練のたまものです。

撮影／杉本武滿さん・公文名

「人権擁護委員の日」の啓発活動が、市役所玄関前で行われました。
法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、来庁者にチラシや啓発
グッズなどを手渡しながら、人権の問題や隣人トラブルなどについ
て「１人で悩まず相談してください」と呼びかけました。

人権を守るパートナー“人権擁護委員”� ６月１日

梅雨入りし、富士山が見えない日々が続きますが、18 日㈰の朝
５時ごろ、タチアオイの間から顔を出す富士山を見ることができま
した。空に向かってまっすぐ伸びるタチアオイ。１度植えると球根
が土の中に残り、毎年花を咲かせます。花は、下の方から順に咲い
ていくため、長く楽しむことができます。

タチアオイと富士山
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Photograph 2017. ６

災害時のドローン活用について協定結ぶ�６月16日

無人航空機（ドローン）は災害時には情報収集や、軽量物資の輸
送を安全かつ速やかに対応ができることから、市と富士空撮サービ
ス、東地区商工振興会で活用について協定を結びました。災害時以
外でもドローンの活用可能性は大きいと語られました。

自分の言葉で思いを発表� ６月４日

第 36 回わたしの主張裾野市大会が市民文化センターで行われま
した。市内の小・中学校、高校の児童・生徒 17 人が社会問題や地域、
学校、家庭生活の中で体験したことなどを思いのこもった自分の言
葉で発表しました。

“父の日”にお父さんたちが熱戦� ６月18日

父親ソフトボール大会が、総合グラウンドで開催されました。各
地区の代表 10 チームのお父さんたちが、富士山をバックに熱戦を
繰り広げました。髙村市長は「楽しく試合に臨みつつ、スポーツの
魅力や地域の絆を感じることを期待します」とあいさつしました。

親子で歯と健康について考える� ６月10日

市民文化センターで健康と歯のフェスティバル～よい歯をつくる
親子のつどい～が開催されました。歯科衛生士による歯みがき指導
などが行われ、訪れた親子連れなどは、日頃の歯みがきの仕方につ
いて指導を受けるなど歯や口の健康について、学んでいました。

地域の仲間といきいきと� ６月９日

シニアクラブ裾野スポーツ大会が市民体育館で行われました。約
400 人が参加し、笑顔いっぱいで６種目を競いました。どの競技
でもチームの仲間から「頑張れー！」などと声援が響いていました。
優勝チームは、西三ブロック。４連覇を果たしました。

便利なネットを安全に利用しよう� ６月12日

NEC ネット安全教室が西小学校で開催され、６年生が参加しま
した。グループに分かれて、インターネットセキュリティなどを学
べるすごろく “ セキュろく ” を行いました。インターネットのこと
で困ったら、まずは大人に相談することが大切だと学びました。
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ペットは人に安らぎをもたらし、日々の暮らしを豊かにして
くれます。その一方で、散歩や餌やりの手間、しつけ、病気に
なったときの世話など、大変な面も少なくありません。ペット
と暮らすには、社会でのルールを守り周囲に迷惑をかけないよ
う飼育することが大切です。

生活環境課
995-1816

犬の飼育はマナーを守って

ペットは飼い主にとって大切な家族ですが、飼い方
によっては周囲に迷惑をかけることもあります。ルー
ルとマナーを守ることが大切です。
犬の登録・狂犬病予防注射を

犬の登録は生後 90 日を過ぎた日から 30 日以内に
生活環境課で登録してください。登録料は 1 頭につ
き 3,000 円です。また、年 1 回の狂犬病予防注射が
義務付けられています。
ふんの始末と放し飼いに注意

犬を散歩させるときのふんの持ち帰りは、飼い主と
してのマナーです。持ち帰り袋を用意し、きちんと持
ち帰りましょう。

散 歩 中 は 必 ず
リードをつけ、放
し飼いは絶対やめ
ましょう。犬はお
りに入れるか、丈
夫な鎖や綱などで
必ずつなぎましょ
う。

ペットが迷子にならないように

最近、迷子の犬が増えています。首輪には鑑札、狂
犬病予防注射済票、連絡先などを付け、飼い主が分か
るようにしておきましょう。

飼っている犬が迷子になったときは、次の 3 カ所
に連絡してください。
迷子の連絡先
●生活環境課　995-1816
●東部健康福祉センター衛生薬務課　920-2102
●裾野警察署会計課　995-0110

猫は室内で飼うことを推奨

猫は室内に安心できる場所と適度な活動場所、餌と
トイレがあれば快適に暮らすことができます。交通事
故の危険や不要な病気に感染しないよう室内飼いをお
勧めします。放し飼いで近隣の庭を荒らすなどの近隣
トラブルも防げます。

安易な餌やりがトラブルに

餌をもらっている飼い主のいない猫が、近所にふん
をして困っているという苦情が多数寄せられています。
お腹をすかせた猫を見かねて餌を与えると、その場を
離れなくなります。また、隣近所とトラブルになりか
ねません。猫に餌を与えるときは、去勢・不妊手術を
行い、ふんの後始末も行ってください。飼い主のいな
い猫も去勢・不妊手術の補助対象になります。

去勢不妊手術補助（メス 1 万円、オス 5 千円）
将来、子猫を増やすことを望まない場合は、

去勢・不妊の手術をしましょう。市では去勢不
妊手術の補助を行っています。申請は手術後
60 日以内に行ってください。申請には手術費
用の領収書と手術の証明書が必要です。
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ペットと幸せに暮らすために
～ペットはルールを守って飼いましょう～



インフォメーション

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　

Information

弁護士による
電話無料相談

　交通事故、借金、相続など相談
に弁護士が応じます。
受付時間／第１・第３木曜日
　13 時 30 分～ 15 時 30 分
　（１回 20 分以内）
　 928-7178

相談は１年に３回までです。通
話料は、相談者が負担してくだ
さい。
県弁護士会沼津支部

　931-1848

富士山南東消防組合
消防職員採用試験（後期）

裾野市と三島市、長泉町で構成
する特別地方公共団体の消防職員
を募集します。
一次試験／９月 17 日㈰
試験区分・受験資格／

高校卒 ▼平成７年４
月２日以降に生まれ
た方で高校卒業以上
※平成 30 年３月卒
業見込みを含む

採用予定人数／若干名
受験申込書など必要書類を、直
接または郵送で富士山南東消防
本部総務課へ提出してください。
※試験案内（受験申込書）は、
7 月 20 日㈭から富士山南東消
防本部総務課、裾野消防署、長
泉消防署で配布します。（希望
者には郵送可）

８月３日㈭～ 18 日㈮　※郵送
の場合は消印有効
富士山南東消防本部総務課

　972-5801
〒 411-0837

　三島市南田町 4-40

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。

８月９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

すそのスタイルvol.８発行

　テーマは「すその、花ひらくと
き。」です。市内の花の名所や花
屋など、花にまつわる情報を紹介
します。
市内の配布場所／市役所、各支所、

観光協会、主要観光施設、宿泊
施設など
すそのスタイルは、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。　※ vol.１～７はシビッ
クプライド推進室で配布してい
ます。
シビックプライド推進室 

　995-1803

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

８月２日
㈬

県精神保健福祉セン
ター〔静岡総合庁舎
別館２階〕（静岡市
駿河区有明町）

８月 23日
㈬

御殿場健康福祉セン
ター（御殿場市竈）

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

Ｃ型肝炎救済特別措置法
による給付金の請求期限

血液から作られた医薬品を使用
したことによって、Ｃ型肝炎ウィ
ルスに感染した方は、法律に基づ
き、国を相手とする裁判を下記の
期限までに提起し、規定の項目を
確認できれば国と和解した上で、
給付金を受け取ることができます。
裁判を提起できる期限／平成 30

年１月 15 日㈪まで
平成６年ごろまでに出産や手術
による大量出血などの際に、血
液から作られた医薬品（フィブ
リノゲン製剤・血液凝固第９因
子製剤）が使用されたことに
よって、Ｃ型肝炎ウィルスに感
染した方
厚生労働省フィブリノゲン製剤
等に関する相談窓口

　0120-509-002
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インフォメーション

Information

夏の環境美化活動

地域の河川や側溝、道路を清掃
します。

８月 20 日㈰
各区で決められた場所
ごみは、８時 30 分から 11 時
30 分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

市職員を募集
受け付けは 8/1 ～

平成 30 年度採用の市職員の秋
期試験を行います。
一次試験／９月 17 日㈰
職種／一般事務（高校卒）、土木

技師、建築技師、幼稚園長
８月１日㈫～ 25 日㈮
職種ごとに受験区分と資格があ
ります。詳しくは広報すその６
月１日号をご覧ください。
人事課　995-1806

暮らしなんでも相談

日常生活で起こるトラブルや悩
み事、困ったことなど、どこに相
談すればよいか分からないときは
ご利用ください。悩み事を一緒に
考え、専門的なアドバイスを行う
機関を紹介します。
相談受付ダイヤル／ 992-3715
受付時間／平日　９時～ 17 時

相談・取り次ぎは原則無料です。
専門家に相談する場合は費用が
かかる場合がます。
ライフサポートセンター

　929-9820

学校開放調整会議

　９月から 10 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 ８月１日㈫ 須山コミセン
東 ８月２日㈬

生涯学習セン
ター

深良 ８月４日㈮
西 ８月９日㈬
富岡 ８月 10日㈭

時間はいずれも
19 時～

生涯学習課
　992-3800

農薬の適正な使用

農薬を使用する際には、次のこ
とを守ってください。
・ラベルをよく確認し、記載事項

を守る。
・有効期限の切れた農薬は使用し

ない。
・無登録農薬の疑いのあるものは

使用しない。
・農薬が周囲に飛散しないよう風

向きなどに注意する。
・住宅地などで農薬を使用する際

は、周辺住民の方に十分配慮す
る。

・防護装備をしっかりする。
・土壌くん蒸剤を使用する際は、

被覆などを行い揮散に注意する。
・養蜂が行われている地域では、

事前に農薬使用の情報提供をす
るなど危害防止対策を行う。

・農薬は安全な場所に施錠して保
管する。
農林振興課　995-1823

薬物依存相談

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

８月１日㈫、15 日㈫　13 時～
16 時（１回 45 分間）
県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

富士山須山口登山道を歩く
～富士下山～

富士山裾野ガイド協会会員が、
学習用テキストを使い下山しなが
ら解説などを行います。

９月 10 日㈰　６時 30 分～ 17
時 30 分
富士山周辺
小学 5 年生以上で 10km 以上
歩ける方
35 人程度（先着順）

ルート／富士宮口五合目から、宝
永第一・第二火口縁、須山口登
山道（幕岩上～須山御胎内）を
経由して水ケ塚公園まで下山
2,000 円（当日徴収）
生涯学習課、商工会、須山支所
にある申込書に必要事項を記入
して生涯学習課へ提出してくだ
さい。　※ファクス可
９月５日㈫
弁当、飲み物、防寒着、雨具、
レジャーシート、簡易トイレ、
手袋など
少雨決行、荒天中止
生涯学習課　992-3800
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お知らせ

しずおか市町対抗駅伝
選手選考記録会

７月 29 日㈯、８月 19 日㈯、
９月９日㈯　19 時～
※集合は 17 時 40 分
運動公園陸上競技場
市内に住んでいるか通勤・通学
している小学生以上の方、保護
者が市内に住んでいる小 ･ 中学
生・高校生、市内の中学校出身
の方

種目／小学男女 1,500m、中学男
子・中学 ･ 高校女子 3,000m、
一般女子 4,000m、高校 ･ 一般
男子 5,000m
生涯学習センターまたは、市民
体育館、運動公園にある申込用
紙に必要事項を記入し、提出し
てください。 
生涯学習課　992-3800

男性介護者交流会

　介護仲間との情報交換や介護に
ついての相談などを行います。

７ 月 29 日 ㈯　13 時 30 分 ～
15 時 30 分
福祉保健会館３階会議室
介護している男性の方
次のいずれかへお申し込みくだ
さい。

介護家族の会 993-5834
※住所・氏名・電話番号を明記

地域包括センター
　995-1288

北部地域包括センター
　930-5800

担当のケアマネージャーへ直
接申し込む

見守りが必要な家族のために、
別室でミニデイを開設します。
利用する方は、早めにお申し込
みください。
社会福祉協議会　992-5750

迷惑電話非着信
装置の設置

悪質電話を防止するための機器
の設置を希望する方を募集します。
設置期間／９月１日㈮～平成 30

年３月 31 日㈯
次の全てを満たす方
①市に住民登録がある方
②番号表示サービスを利用して

いるか導入できる家庭
③アンケートに協力できる方
60 世帯（応募者多数の場合抽
選）
商工観光課または市内の金融機
関にある申込用紙に、必要事項
を記入し㈱ＴＯＫＡＩケーブル
ネットワークまたは商工観光課
へファクス、郵送でお申し込み
ください。　※申込用紙は各区
の回覧で配布しました。
８月 18 日㈮
商工観光課　995-1857

市公式ウェブサイトの富士山ライブカメラサイトに「自慢の富士山投稿フォト
ギャラリー」が設置されています。市内から撮影した富士山の写真を投稿し、裾野
の魅力、富士山の魅力を伝えませんか。

富士山の写真を自慢「投稿フォトギャラリー」

投稿できる作品／市内で撮影された富士山の写真
投稿情報／撮影日、撮影場所、投稿者名（ニックネー

ム可）、コメント　※サイト上に公開されます。
投稿方法／市公式ウェブサイト内の富士山ライブカメ

ラサイトの「自慢の富士山 投稿フォトギャラリー」
にある専用フォームから投稿してください。

注意／●応募者以外が所有する権利を侵害するものや
法律・公序良俗に反するもの、一般的に立ち入り禁
止に指定されている場所で撮影されたもの、著しく
加工した写真は応募できません。●写真に人物が含
まれる場合、その肖像権は応募者の責任で承諾を得
られたものとし、肖像権侵害などの問題には主催者
は一切の責任を負いません。●写真の著作権は応募
者に帰属しますが、市の PR のための媒体に活用す

ることを許諾するものとします。●投稿写真は、
応募状況、内容を市が確認の上、掲載の可否を
決定します。●写真が投稿された時点で、記載
の注意事項全てについて承諾されたものとみな
します。
写真は、スマートフォンで撮影したもので構い
ません。

戦略広報課
995-1802
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Information

こども作法教室の体験教室

あいさつや言葉の使い方など動
作（型）を通して心を育てます。

８月５日㈯　14 時～
　※１時間 15 分程度

生涯学習センター和室
小学生・園児とその保護者
１人 500 円（レク保険、おや
つ代など）
白い靴下
８月１日㈫

心を育てる講座・こども作法
教室（橋本）　993-5508

プラネタリウム一般開放

８月 20 日㈰
１部

▲

13時30分～14時30分
２部

▲

15時15分～16時15分
　※受け付けは 15 分前から

県立朝霧野外活動センタープラ
ネタリウム（富士宮市根原）
家族、小グループ　※１人可
各回 90 人（先着順）

テーマ／夏の星空☆スペシャル
夏の大三角の見つけ方や七夕の
話の紹介など
１家族（１グループ）500 円
電話または、メールで鑑賞希望
日時、代表者の氏名、電話番号

（携帯）、人数（大人・子ども）
をお知らせください。　※メー
ルは件名に「プラネタリウム一
般開放」と記載
県立朝霧野外活動センター

　0544-52-0321
p l a n e t -
asagir i@
camping.
or.jp

撮影対象／市内で撮影された農
業に関するもの

撮影期間／平成 28 年 10 月 1
日～平成 29 年 10 月 31 日

募集作品／カラーの 2L・キャ
ビネプリントで単写真

提出方法／農林振興課にある応
募票に必要事項を記入し、作
品の裏側に貼付して提出して
ください。　※郵送可

第 15 回　１等作品
「きれいに揃えようね！」

勝又　俊博さん

※応募票は市公式ウェブサイ
トからダウンロードできます。

応募期限／10月31日㈫（必着）
その他／●作品内の人物などの

肖像権は、応募者で了解が得
られているものと判断します。
●応募点数は１人３点までで
す。●原則として応募作品は
返却しません。●入賞・入選
作品の原版は、後日指定する
日までに提出をお願いします。

賞／１等 ▼１点、賞金１万円
　２等 ▼２点、賞金５千円
　３等 ▼５点、賞金３千円
　入選 ▼若干、記念品

農林振興課　995-1823　
〒 410-1192　佐野 1059

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。

８月 24 日㈭　10 時～ 13 時
市役所１階市民相談室
14 人程度（先着順）
８月 10 日㈭

国保年金課　995-1813

第16回「裾野の農業」フォトコンテスト�
� 作品を募集
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アルコール依存相談

　アルコール依存に関する相談に、
専門の相談員が応じます。秘密は
厳守します。

７月 24 日㈪　13 時～ 16 時
　（１回 45 分）

県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
７月 21 日㈮

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

JAなんすん女子大学

JA なんすん女子大学の第７期
生を募集します。
受講期間／９月～平成 31 年８月 

JA なんすん管内（裾野市、沼
津市［戸田・井田地区を除く］、
長泉町、清水町）に住んでいる
20 代～ 40 代の女性
30 人（先着順）
年間１万円（別途材料費がかか
る場合あり）
JA なんすんホームページから
お申し込みください。
８月 18 日㈮
●託児があります（１歳以上）
●９月４日㈪に入学説明会を行
います。
JA なんすん地域ふれあい課

　933-7009

８月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

５日㈯ 工管設
☎993-1603

６日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

11日㈮ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

12日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

13日㈰ ㈲杉山産業
☎992-1131

19日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

20日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

26日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

27日㈰ 山崎設備
☎997-6766

５日㈯ 市民水泳大会、
すその夏まつり

15日㈫ 戦没者追悼式

19日㈯ 富士山すその阿波おどり大会

20日㈰ 環境美化活動

21日㈪ 県民の日

31日㈭ 富士登山道須山口閉山式

８月　カレンダー

データバンク
７月１日現在

人　口　52,575人� （+７人）
　男　　26,711人� （−１人）
　女　　25,864人� （+８人）
世　帯　21,661世帯�（+9世帯）
内、外国人� 781人�457世帯

８月　税金・料金
納付期限：８月 31 日㈭

市県民税� 第２期分
介護保険料� 第２期分
国民健康保険税� 第２期分
後期高齢者医療保険料� 第１期分
水道料金・下水道使用料� 第３期分

ひとり親家庭のための
出張個別相談会

生活・就業・法律の相談会です。
弁護士が親権や養育費などの相談
に応じます。職業紹介や求職登録
ができます。

８月22日㈫　９時30分～16 時
御殿場市役所東館２階 201 会

議室
母子家庭・父子家庭の方、離婚
を考えている方
●当日も受け付けますが、予約
した方を優先します。●託児を
希望する方は、事前にお申し込
みください。

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター　054-254-1191
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救急協力医

８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㈫ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 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

２㈬ 小林内科医院 921-2165 米山町 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

３㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

４㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

５㈯ 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

６㈰

御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

境医院 975-8021 竹原 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

７㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま小児科医
院 981-8577 堂庭

８㈫ 小林医院 966-7700 今沢 東医院 921-5520 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

９㈬ 旭医院 966-0031 原 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

10 ㈭ 大沢医院 931-1019 御幸町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

11 ㈮

池田病院 986-1212 本宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

杉山医院 972-3223 伏見 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

12 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町
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８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

６㈰ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

ベルの木歯科
992-7777 深良　　

11 ㈮ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町　

山内眼科クリニック
975-8338 中田町　

岩端医院
962-1368 大手町　

鈴木歯科医院
993-5151 平松　　

13 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法　　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

さなだ歯科医院
997-2100 御宿　　

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈰

かとう内科医院 946-5562 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 白石医院 951-4593 市道町

14 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 西村医院 971-6510 下土狩

15 ㈫ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

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／７月 23 日㈰と７月 30 日㈰の歯科の救急協力医が変更となりました。
　　　　　　　　　　変更前：しぶやデンタルクリニック▶変更後：しおみ歯科医院（992-0202　 平松）
　　　　　　　　　　変更前：しおみ歯科医院▶変更後：しぶやデンタルクリニック（995-4618　 平松）
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市立鈴木図書館
992-2342
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木下　咲
もも
花
か

ちゃん
（２歳４カ月・中丸中）

杉本　美
み
優
ゆう

ちゃん
（２歳９カ月・岩波）

峯川　陽
はる
真
ま

くん
（２歳６カ月・公文名四）

勝又　詩
し
乃
の

ちゃん
（２歳６カ月・上城）

松尾　優
ゆ な
那ちゃん

（３歳・公文名二）

８月の休館日

●８月の行事予定
親子おはなし広場
 １日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

おはなしの会
 ５日㈯ 14時30分～ 本館1階おはなしのへや
 12日㈯ 11時～ 文化センター図書室

ファーストブック
 16日㈬  9時～12時 本館２階視聴覚室
 23日㈬ 13時～16時 本館２階視聴覚室

親子ふれあいデー
 9日㈬ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 17日㈭ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 25日㈮ 10時～17時 本館２階視聴覚室

14日㈪、21日㈪、28日㈪

●いつの日か伝説になる
著：藤本ひとみ
講談社（KZ’Deep�File）

●平家物語　犬王の巻
著：古川日出男　河出書房新社

●ピエロがいる街
著：横関大　講談社

●めぐみ園の夏
著：高杉良　新潮社

●偽薬　著：鏑木連　講談社

●きんたろうちゃん
作：斉藤洋　絵：森田みちよ　講談社（どうわがいっぱい　115）

●給食室の日曜日　ゆれるバレンタインデー
作：村上しいこ　絵：田中六大　講談社（わくわくライブラリー）

●レイミー・ナイチンゲール　
作：ケイト・ディカミロ　訳：長友恵子　岩波書店

●おたすけこびとのにちようび
　What Happened at Sunday Picnic?
文：なかがわちひろ　絵：コヨセジュンジ　徳間書店

●ぼくのイスなのに！
作・絵：ロス・コリンズ　訳：いしいひろし　PHP研究所

一般書

児童書
新刊おすすめ本

●夏休み特別映画会
と　　き／８月12日㈯　14時～15時34分
と こ ろ／本館2階視聴覚室
上映作品／オズ　めざせ！ エメラルドの国へ
定　　員／60人
申し込み／整理券を８月５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。

※７月31日㈪と８月７日㈪は特別開館日に変更になりました。


