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次回の発行日は、９月１日㈮です。

今号は「議会だより」がとじ込みされています。

7 月 2 日　婦人バレーボール大会
1 部リーグ優勝は御宿坂上チーム



総合防災訓練の内容

地域の防災力を高めることを目的に、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

項目 ところ 内容

安否確認（避難行動）訓練 各区などの避難地
広域避難地

市民参加による安否確認、広域避難地への避難訓練、避
難所見学

物資集積所訓練 市民文化センター 地元企業と連携した物資受け入れ、仕分け訓練

救出救助訓練 市民文化センター駐車場 自衛隊や米軍、消防署と連携した倒壊家屋からの要救助
者救出訓練、消防団による倒木処理訓練

道路啓開・信号機復旧訓練 市民文化センター周辺道路 県警による多重事故車両の撤去、信号機復旧、交通誘導
訓練

女性目線のモデル
避難所展示 生涯学習センター 連続講座受講生による「女性の視点から考えたモデル避

難所」の展示
生活支援（炊出し）

訓練 生涯学習センター駐車場 裾野市赤十字奉仕団による包装食袋の調理訓練、自衛隊
による炊出し訓練

災害ボランティア訓練 福祉保健会館
社会福祉協議会や市災害ボランティアコーディネーター
の会による災害ボランティア本部の運営、災害ボラン
ティアの派遣訓練

医療救護訓練 福祉保健会館 医師会などによる衛星電話通信訓練およびトリアージ訓
練、地元企業と連携した病院への非常給水訓練

富士山火山避難訓練 須山地区（対象区内） 別荘地区や須山四区の区民の方による富士山火山避難訓練

ヘリ誘導・電源車空輸訓練 運動公園
（やすらぎの広場）

自衛隊や消防団、自主防災会と連携したヘリ誘導、電源
車の孤立地域への空輸を想定した訓練

などと連携し、各種訓練を並行して実施します。訓練
に参加して、自助・共助の力を高めましょう。

県・南駿地域総合防災訓練
とき／ 9 月 3 日㈰
地震発生／ 8 時 30 分 ▼広報無線による

訓練放送（須山地区にのみ 8 時 45 分
に富士山火山の訓練放送を実施）

◆総合防災訓練に関する内容は、市公式
ウェブサイトで確認できます。
http://www.city.susono.shizuoka.

　jp/kurashi/6/
　29shizuokaknansun_
　kunren/index.html

9 月３日㈰、大規模地震が発生したことを想定した県・南駿地域総合防
災訓練を市内各所で実施します。大規模災害の発生に備え、地域や家庭の
防災力を高めるため、訓練に参加しましょう。

平成 28 年度医療救護対策調整所訓練
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県・南駿地域総合防災訓練を実施します
テーマは “ 自分を守る 家庭を守る 地域を守る 高めよう 南駿の防災力 ”



危機管理課
995-1817

各自主防災会で訓練を実施

東日本大震災体験者による講演会を実施

防災訓練風景
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広報無線放送
▶震度情報を伝達

避難
・班（組）の
　状況を
　区に報告

・区の状況を
　市に報告

・区長、自主
　防災会長は
　広域避難地へ

広域避難地
訓練終了

区長、自主
防災会長は
メイン会場へ

避難所の
見学へ

・安否確認
・班（組）避難地から
　区避難地までの避難
　経路を確認

・安否確認
・避難経路の確認

・区避難地から広域避難地
　までの避難経路を確認
・広域避難地の区集合位置
　を確認

・避難所見学
　（受付、間仕切り、
　簡易トイレなど）

9：00 9：15 10：00 10：30

避難地へ直接避難
（班・組に所属していない皆さん）

自主防災会の訓練＆タイムスケジュール

　東日本大震災について、当時の状況や対応、
教訓などを体験者が講演します。申し込みは不
要です。直接会場へお越しください。

8 月 20 日㈰　14 時～ 16 時
市民文化センター大ホール

講師／菊池清太さん（釜石市立甲
かっ

子
し

小学校元校
長）

●メイン会場となる市民文化センター、生涯学習セン
ター、福祉保健会館周辺は、訓練車両などで混雑す
る可能性があります。

●９月３日㈰の午前中に信号機復旧訓練を行うため、
「裾野交番北交差点」「文化センター交差点」の信号
機が停止している時間帯があります。付近を通行す
る際は、安全運転をお願いします。

●９月３日㈰の午前中は、市立水泳場が利用できませ
ん。福祉保健会館の入浴施設（せせらぎの湯）は終
日利用できません。

防災訓練に参加し、地域の防災対策を確認しましょう
市民の皆さんは、各自主防災会ごとに実施する安否

確認訓練に参加してください。皆さんの命を守る上で、
「安否情報」や「避難経路の確認」はとても大切です。
大規模災害発災時は、安否確認が取れない方の速やか
な救出活動や、避難地へ安全に避難することが、皆さ
んの命を守ることにつながります。この機会に広域避
難地訓練に参加しましょう。

訓練の内容は、各自主防災会で確認してください。
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共創のまちづくりを実現する “ 市みらい会議 ”
テーマは「田園未来都市とシビックプライド」

特集２

市では、都市のコンセプトに掲げる「田園未来都市」
を市の都市ビジョンに具体化するため、「みらい会議」
を開催します。「田園未来都市」とは、具体的にどのよ
うな都市像なのかを「みらい会議」を通じて議論してい
きます。
企画政策課

995-1804

これからのまちづくり
シビックプライドと共創

自分たちのまちに愛着や誇り（シビックプライド）
をもった市民を増やし、裾野の “ みらい ” を一緒に創
る取り組みが「市みらい会議」です。まちづくりの基
本となる第５次（次期）総合計画をどのように作るか、
中身がどうあるべきかを考えていきます。“ みらい ”
に向かって持続可能なまちを作っていくには、市民の
皆さんと一緒に取り組むことがますます求められる時
代になっています。誰か任せではなく、一人一人がで
きることから「まちづくり」に関わりを持てるような
仕組みを作っていきます。互いに競い合う「競争」で
はなく、共に創り出す「共創」をベースにした仕組み
です。

市民、行政、企業に加え地域で活動する皆さんや
NPO など市民活動団体が、お互いに連携し協力でき
る機会や場を作りながら、多様な担い手が街中でワイ
ワイ、ガヤガヤと楽しみながらまちづくりに取り組む
地域を目指します。

●みらいカード ▼みらい思考・クリエイティブな思考
のヒントとなるよう、みらい会議などで活用。

市みらい会議

共創のまちづくりを実現するために、まちへの愛着
や誇りであるシビックプライドを高め、まちづくりに
関わる人を増やしていきます。

8 月 27 日㈰　14 時～ 16 時
生涯学習センター学習ホール他
市内に住んでいる方や通勤・通学している方など
●市政報告 ▼裾野市長 髙村謙二●ワークショップ

▼テーマ「田園未来都市とシビックプライド」
申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
小さな子どもと一緒の参加も大歓迎です。（遊びス
ペースもあります）

◆市みらい会議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/
11/2/7138.html

みらい会議パートナーを募集中！！

市では、これからのまちづくりに関わりを持つ
方を１人でも増やすため、パートナーを随時募集
しています。市の未来を共に創り出しましょう。
パートナーの登録は、登録カードを提出するか、
メールに必要事項を入力の上、送信してください。
詳しい内容は、市公式ウェブサイトをご覧くださ
い。

http://www.city.susono.
　shizuoka.jp/shisei/11/2/
　7146.html

kikaku@city.susono.
　shizuoka.jp
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特集３

裾野駅西口駐輪場・公衆用トイレが移転します
誰もが利用しやすい駅前広場を目指し

市では、裾野駅西口駅前広場の整備を進めています。駅前広場
の工事に伴い、駐輪場、公衆用トイレを移転します。

区画整理課
994-1274

臨時駐輪場、新設公衆用トイレを設置

今年度の裾野駅西土地区画整理事業で、裾野駅西口
駅前広場内の北側から西口駐輪場内にかけて、（準）
三間堀川河川改修工事を実施します。この改修工事に
伴い、駐輪場・公衆用トイレを移転します。

新しい裾野駅西口駅
前広場は、平成 32 年
度末までに完成を予定
しています。

駐輪場の移転

西口駐輪場を閉鎖し、駅北側および南側の 2 カ所
に臨時駐輪場を開設します。

運用開始日／ 9 月 1 日㈮
※現在の駐輪場は 9 月 16 日㈯以降に閉鎖します。

公衆用トイレ

新たな公衆用トイレを設置し、既存の公衆用トイレ
を撤去します。新設公衆用トイレは 10 月から利用で
きる予定です。

至御殿場

至沼津

至三島

裾野駅工事ヤード工事ヤード裾野停車場線裾野停車場線

平
松
新
道
線（
旧
三
島
裾
野
線
）

平
松
新
道
線（
旧
三
島
裾
野
線
）

駐輪場
(9/16㈯以降閉鎖)

臨時駅前広場

裾野駅送迎用
臨時乗降場

裾野駅送迎用
臨時乗降場

臨時駐輪場
（南側）
自転車300台
バイク15台

臨時駐輪場
（北側）
自転車70台
バイク20台新設公衆用

トイレ

歩行者ルート

裾野踏切裾野踏切

事業全体の問い合わせ：区画整理課　994-1274
駐輪場に関する問い合わせ：危機管理課　995-1817
公衆用トイレに関する問い合わせ：まちづくり課　995-1856
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入園資格

申込時に市に住民登録があり、次の年齢に該当する
幼児

３歳児 平成 26 年４月２日から平成 27 年４月１日
までに生まれた幼児

４歳児 平成 25 年４月２日から平成 26 年４月１日
までに生まれた幼児

５歳児 平成 24 年４月２日から平成 25 年４月１日
までに生まれた幼児

募集人員

４・５歳児は、原則として申し込みをした方全員を
受け入れます。３歳児の募集人員は次のとおりです。
○いずみ幼稚園／ 40 人　○富岡第一幼稚園／ 24 人
○西幼稚園／ 24 人　　　○富岡第二幼稚園／ 24 人
○深良幼稚園／ 24 人　　○須山幼稚園／ 24 人

入園の申し込み

昨年度の申し込みから、通園区域を市内全域としま
した。新規に入園する園児については、従来の中学校
区に準じた地区によらず、市内のいずれの幼稚園にも
申し込むことができます。
申込書配布・受付期間／９月４日㈪～８日㈮
　※受付時間 ▼９時～ 15 時（８日㈮は 12 時まで）
ところ／入園を希望する幼稚園
申し込み方法／申込書に必要事項を記入し、提出して

ください。

来年度の市立幼稚園の入園児を募集します。申込期間は９
月４日㈪から８日㈮までです。保護者の方は、忘れずにお申
し込みください。

子ども保育課
995-1822

入園児の決定

各幼稚園とも年齢別の定員を超えた場合は、抽選で
入園児を決定します。入園抽選会は９月 21 日㈭の午
前に市民文化センターで行います。抽選の有無は、各
幼稚園の入口などに９月 12 日㈫から 20 日㈬まで掲
示します。

入園面接

各幼稚園で入園面接を行います。４・５歳児は、申
込時に日程を予約してください。３歳児の日程は下表
のとおりです。いずみ幼稚園・西幼稚園は、定員を超
える申し込みが予想されるので、抽選会終了後に該当
する日時をお知らせします。その他の幼稚園は、申込
時に予約してください。

幼稚園名 ３歳児の面接実施日

いずみ幼稚園
992-1683 10 月 19 日㈭・20 日㈮

西幼稚園
992-5200 10 月 18 日㈬・19 日㈭

深良幼稚園
997-3598 10 月 17 日㈫・18 日㈬

富岡第一幼稚園
997-1277 10 月 17 日㈫・18 日㈬

富岡第二幼稚園
997-4155 10 月 18 日㈬・19 日㈭

須山幼稚園
998-0096 10 月 10 日㈫・11 日㈬

預かり保育

今年度から 14 時から 15 時までの１時間、子ども
を有料で預かる預かり保育を全園で実施しています。

年齢や各園の予定によって預かることのできる日は
異なります。詳しくは、９月に配布する入園申込書に
同封する案内を確認ください。
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平成 30 年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込受付期間：９/４㈪～９/８日㈮



　

【市役所駐車場に臨時バス停】
当日は 17 時から 21 時まで交通規制が行われます。区域内にバ

スが入れないため、JR 裾野駅と区域内のバス停は利用できません。
規制中は市役所駐車場内に路線バスの臨時バス停を設置します。

地元参加連
・しずおか富士山すその連
・静岡裾野みどり連
・うぐいす連
・舞路奴連
・トヨタ連
・風流連
・ひびき連
・ほたる連
・にわか連

市外参加連
・東京天水連（東京高円寺）
・吹鼓連（東京高円寺）
・笑星連（神奈川県大和市）
・ぎんざ粋狂連（神奈川県大和市）
・大月合同連（山梨県大月市）
・東林間連（神奈川相模原市）
・伍楽連（神奈川相模原市）
・鳳連（東京都）
・ぬまづ連（沼津市）
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　　　ホーム
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庫
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ヤ
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金
ペ
ン
堂

静
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銀
行

渡
辺
Ｇ
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ベ
ル
シ
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ィ

JA泉支店

さくら保育園

パチンコ千両

サンアイ
メガネ

小柄沢公園

県道沼津小山線

警察本部

ニノミヤ
時計店

田代新聞
センター

マックス
バリュ

県道三島裾野線県道三島裾野線 天翔苑
裾野

裾野
警察署

警備本部
大会本部

中駿木材

田中屋

裾 野 駅

市 所役

車両通行止め区間
歩行者専用道路

車両抑制区間

指定方向外通行禁止

一方通行

歩行者専用道路

凡例

分園

ローソン

交通規制図　17時〜 21時

当日、

踊りたい方が

集まってできるのが

“にわか連”飛び入り

参加をお待ち

しています。

富士山すその阿波おどり大会実行委員会事務局（木村）
090-1476-5659
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と　き／８月 19 日㈯ 18 時～ 20 時 30 分
ところ／すその駅前中央商店街 ※小雨決行・荒天中止



認知症は誰にでも起こりうる病気で、単なるもの忘れとは違い、脳の働き
が悪くなり、日常生活が営めなくなる病気です。認知症を予防するためには、
バランスのとれた食事をすること、ウォーキングなどの軽い運動をすること、
外に出て人と関わることが大切です。いつまでも元気で健康的な生活を送れ
るように、地区サロンなどを活用しましょう。

介護保険課
995-1821

介護保険申請の理由

昨年度に市内で介護保険の申請をした理由を疾患別
で見ると、最も多かったのは認知症で 421 件でした。
次に多かったのは、脳血管疾患で 282 件、次いで骨
関節疾患が 159 件と続きます。
介護保険を申請した理由（平成 28 年度）

認知症になっても住み慣れた
自宅で暮らし続けるために

市では認知症になっても、できる限り住み慣れた自
宅で暮らし続けるための地域づくりを目指しています。
●認知症サポーター養成講座

認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、
認知症の方や家族に対して温かい目で見守る「応援者」
です。認知症についてより多くの人に知ってもらうた
め、キャラバンメイト（認知症に関する講習を受けた
指導者）が地域や事業所、学校などに出向いて講座を
開催しています。

認知症の基礎知識やサポーターとしてできることを
学びます。講話の他、寸劇や紙芝居を使うこともあり
ます。

小学生以上の５人以上の団体
介護保険課へ直接または電話でお申し込みください。

●認知症に関する相談窓口
介護保険課の他、地区別で相談に応じています。

西・東地区の方 ▼ 地域包括支援センター（西幼稚園
北側）　995-1288

深良・富岡・須山地区の方 ▼ 北部地域包括支援セン
ター（福祉保健会館２階）　930-5800

●認知症安心ガイド
認知症の相談ができる医療機関や社会資源などをま

とめたパンフレットです。
配布場所／介護保険課、
　地域包括支援センター、
　市内の医療機関、公共
　機関など
●認知症カフェ
　物忘れの相談やミニ知識の習得を行います。茶話
コーナーもあります。
かぼちゃカフェ

毎月第１火曜日 13 時 30 分～ 15 時 30 分
ウエルシア薬局裾野深良店

あじさいカフェ
毎月第４木曜日 13 時 30 分～ 15 時 30 分
地域包括支援センター

●地区サロン～地域の高齢者の交流の場～
高齢者の方が、要介護状態になることを予防し、健

康的な生活が送れるようにするための交流の場です。
p ９に掲載しているサロンは、社会福祉協議会など

が講師の派遣などを行っています。未掲載のサロンが
あれば、ご連絡ください。地区サロンなどで活躍する
ボランティアの方を随時募集しています。

社会福祉協議会　992-5750
介護保険課

　995-1821
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認知症予防のための健康な生活を
地区サロン、認知症サポーター養成講座など



地区 サロン名 とき ところ 対象

西

西地区たのしみサロン 第１㈫　10:00 ～ 11:30 二本松集会所 市民

南地区たのしみサロン 第３㈭　10:00 ～ 11:30 南小学校 市民

佐野若狭区ふれあい塾 第４㈮　10:00 ～ 12:00 佐野一区集会所 区民

桃園区ふれあいサロン 月 1 回（不定期）　13:00～15:00 個人宅 区民

南町区ふれあいサロン 第４㈭　10:00 ～ 11:30 南町公民館 区民

緑町区陽だまり会 第２㈬　10:00 ～ 11:30 東西公民館 区民

東

東地区ふれあいサロン 第１㈬　10:00 ～ 11:30 東地区コミュニティセンター 市民

富士見台区いきいきサロン 第１㈮　10:00 ～ 11:30 富士見台公民館 区民

公文名 5 区ふれあいサロン 第３㈬　9:30 ～ 12:00 公文名五区公民館 区民

青葉台区サロン日向ぼっこ 第１㈭　10:00 ～ 12:00 
第３･４・５㈭　10:00 ～ 15:00 青葉台公民館 区民

和泉区ふれあい井戸端 第４㈫　10:00 ～ 11:30 和泉区ふれあいの家 区民

中丸区ふれあいサロン 第３㈬　13:30 ～ 15:00 中丸上公民館 区民

中丸下区ふれあいサロン 第２・４㈪　13:00 ～ 15:00 個人宅 区民

中丸下区ひだまりサロン 第４㈭　10:00 ～ 11:30 中丸下公民館 区民

天理町区ふれあいサロン 毎月１回（10 日前後） 
10:00 ～ 11:30 天理教信者会館 区民

平松地区ふれあいサロン 第３㈯　10:00 ～ 11:30 平松公民館 区民

ふれあい塾本村下 第４㈬　13:00 ～ 15:00 平松本村下公民館 区民

鈴原区ふれあいサロン 第１㈫　10:00 ～ 12:00 鈴原区集会所 区民

麦塚区ふれあいサロン 第３㈯　10:00 ～ 12:00 麦塚公民館 区民

茶畑団地区ふれあい塾 年４回程度　10:00 ～ 11:30 茶畑団地集会所 区民

深
良

深良地区サロンコスモス会 第１㈮　13:30 ～ 15:30 生涯学習センター 市民

コミュニティキッチンわいち 第２㈪　11:30 ～ 14:30 和市区集会所 区民

深良新田区サロン 第３㈭　10:00 ～ 12:00 深良新田区公民館 区民

富
岡

富岡地区サロン花の会 第１㈪　13:30 ～ 15:30 富岡地区コミュニティセンター 市民

呼子地区ふれあいサロン 第１㈭　10:00 ～ 11:30 呼子区公民館 市民

いきいき健康サロン千福が丘 毎月１回（20 日前後） 
13:00 ～ 15:00 千福が丘町内会館 区民

ハートサロン 
in 千福が丘アートサロン 毎週㈮㈯　10:00 ～ 17:00 千福が丘アートサロン 

（個人宅） 区民

千福南区ふれあいサロン 年２回程度　10:00 ～ 17:00 サンベール裾野管理人室 区民

須
山

須山ごんべっこの会 第２㈭　13:30 ～ 15:00 須山地区研修センター 市民

須山地区いってみよう会 
（十里木地区）

月１回（不定期） 
10:30 ～ 11:30 個人宅 区民
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Photograph ６・７月
フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot

地域を見守る協定を締結� 6月28日

市内郵便局と市が「地域における協力に関する協定」を結びまし
た。高齢者や障がい者などの住民の異変、道路の損傷、不法投棄な
どの情報提供を行うもの。これまで個別に結んでいた協定を統一し
たことで、より効果的になることが期待されます。

撮影／パノラマロード

6 人の人権擁護委員による子ども人権教室が、千福が丘小学校で
行われました。子どもたちと一緒に「おもいやり」「ゆうき」「やさ
しさ」について考えました。子どもたちは真剣に視聴し、人権擁護
委員の質問に考えをはっきり伝えていました。

千福が丘小学校で子ども人権教室　� 6月27日

7 月 10 日㈪、ヘルシーパーク周辺のパノラマロードでは、満開
のアジサイと富士山を見ることができました。梅雨の晴れ間、久し
ぶりに顔を出した富士山に、青いアジサイが涼やかな彩りを添えて
いました。

梅雨の晴れ間に･･････
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Photograph 2017.6・7

約160人でコスモスの種まき� 7月15日

黄花コスモスの種まきがパノラマ遊花の里で行われました。市民
の皆さんや団体、企業など約 160 人が参加。厳しい暑さの中、約
1 ヘクタールの畑に丁寧に種をまきました。今年も秋には、富士の
麓一面に広がるコスモスが見られます。

勇壮な太鼓の音とともに開山式� 7月1日

須山浅間神社で富士山登山道須山口の開山式が行われました。境
内でお払いした後、テープカットが行われ、登山者たちは勇壮な太
鼓の音に見送られながら境内の階段を下っていきました。夏本番を
告げる富士登山シーズンが今年も始まりました。

プロから受けるダンスレッスン� 7月20日

富岡中学校独自の活動として、ご当地ソング「いいじゃないか富
岡」のダンスを学校全体で取り入れています。本物に触れる事業の
一環として、テレビなどで活躍中のプロのダンサーから指導を受け
ました。今後は体育祭や地域のイベントで披露していきます。

安全な花火の遊び方を学ぶ� 7月5日

パネルによる学習や実際に花火を体験する学習会を裾野消防署の
職員が御宿台保育園で行いました。楽しむときのお約束を学んだあ
と、実際に自分で火をつけてみました。おっかなびっくりの子ども
もいましたが、みんなで花火を楽しみました。

すそのんプリウスが疾走� 7月1日

富士スピードウェイで開催された「エコカーカップ 2017 夏」に、
市役所有志職員がすそのんプリウスで今年も参戦しました。スピー
ドだけを追求するレースとは違い、いかに燃費よく走れるかも重要
な勝敗のポイント。クラス 2 位の成績を収めました。

竹灯りで星に願いを� 7月7日

竹灯り七夕まつりが中央公園で初開催され、約 400 個の竹灯籠
が優しい灯りで園内を包みました。模擬店が並び、浴衣姿の親子連
れなどでにぎわいました。旧植松家住宅では、コンサートが行われ、
バイオリンやギターなどの演奏で良い雰囲気を演出していました。
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住宅を新築したり、耐震、省エネ、バリアフリーなどのために
改修したりした場合、要件に該当すると固定資産税が減額されま
す。減額方法や申告方法は制度によって異なります。着工前に課
税課にご相談ください。

課税課
995-1809

新築住宅の減額措置

住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後３年間、
３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５年間、居住
部分のうち住宅１戸につき床面積 120 平方メートル
分までの固定資産税額が２分の１に減額されます。
対象／以下の全ての要件を満たす住宅

①床面積 50 平方メートル～ 280 平方メートルの
専用住宅

②居住部分の床面積の割合が２分の１以上で、その
床面積が 50 平方メートル～ 280 平方メートル
の併用住宅

③住宅１戸あたりの床面積が 40 平方メートル～
280 平方メートルの一戸建て以外の賃貸住宅・
共同住宅など

長期優良住宅に係る減額措置

長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、
住宅１戸につき、居住部分の床面積 120 平方メート
ル分までの固定資産税額が２分の 1 に減額されます。
減額期間は、新築後、一般の住宅は５年間で、３階建
て以上の中高層耐火住宅は７年間です。
対象／以下の全ての要件を満たす住宅

①新築住宅の減額措置を受けるための要件を全て満
たしている住宅

②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、耐久性や安全性などの住宅性能が一定基
準を満たすものとして、県や市などの所管行政庁
の認定を受けた住宅　※工事着工前に長期優良住
宅建築等計画の認定申請をしてください。

③平成 30 年 3 月 31 日までに新築された住宅

住宅改修に伴う減額措置

耐震改修に伴う減額措置
別荘以外の既存住宅を、耐震改修工事を行った場合、

工事が完了した年の翌年度のその住宅に係る固定資産
税が減額されます。住宅１戸につき、居住部分の床面
積 120 平方メートルまでの税額が２分の１（長期優
良住宅の認定を受けて改修した場合は３分の１）に減
額されます。

省エネ改修に伴う減額措置
別荘と賃家以外で平成 20 年１月１日に存在する住

宅に対し、次の要件を備えた省エネ改修工事を行った
場合、工事が完了した年の翌年度分のその家屋に係る
固定資産税が減額されます。居住部分の床面積 120
平方メートル分の税額が３分の２（長期優良住宅の認
定を受けて改修した場合は３分の１）に減額されます。

バリアフリー改修に伴う減額措置
別荘と賃家以外で平成 19 年１月１日以前から存在

していた住宅をバリアフリー改修した場合、工事が完
了した年の翌年度分のその家屋に係る固定資産税が減
額されます。居住部分の床面積
100 平方メートル分までの税額
が３分の２に減額されます。

児童福祉法関係の特例に
関するお問い合わせ

・事業所内保育事業の用に供する固定資産
・家庭的保育事業の用に供する固定資産
・居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産

子ども保育課　 995-1822
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住宅に係る固定資産税の減額措置
新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象



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　

美化センターへの
ごみの直接持ち込み休止

　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。

８月 30 日㈬
美化センター　992-3210

県民の日　富士山資料館
特別開館・入館料無料

富士山資料館では、県民の日を
記念し、特別開館します。無料で
入館できます。

８月 21 日㈪
開館時間／９時～ 16 時 30 分

富士山資料館　998-1325

介護保険法改正
月々の負担の上限変更

８月から、一部の方の高額介護
サービス費の基準が変わります。

世帯のどなたかが市民税を課税
されている方

負担の上限（月額）／ 44,400 円
（世帯）　※同じ世帯の全ての
65 歳以上の方（サービスを利
用していない方を含む）の利用
者負担割合が１割の世帯は、年
間上限 446,400 円（３年間の
時限措置）
詳細は、７月下旬にお送りした
負担割合証に同封のチラシをご
覧ください。
介護保険課　995-1821

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　

市指定給水装置
工事事業者の追加

次の事業者が追加されました。
事業者名／㈲笠井技建
　富士市永田北町 8-1
　 0545-51-7444

上下水道課　995-1834

年金相談

年金事務所の職員が、諸届出の
受付や手続きの相談に応じます。

９月 28 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
９月 14 日㈭

国保年金課　995-1813

フードドライブに協力を

　家庭や職場などで余っている品
質に問題ない商品を集め、県内で
食べるものがなくて困っている
方々へ寄付します。ご協力をお願
いします。

８月１日㈫～ 31 日㈭
８時 30 分～ 17 時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く

寄付の方法／家庭や職場などで
余っている食品を社会福祉課、
社会福祉協議会に設置するボッ
クスに入れてください。
●生鮮食品の寄贈は受け付けて
いません。●賞味期限が平成
29 年 11 月以降で、未開封の
食べ物を寄贈してください。●
米、缶詰、パスタ、そうめん、
防災食などが喜ばれます。
社会福祉課　995-1819

８月 15日㈫に黙とうを

８月 15 日㈫は、戦没者を追悼
し平和を祈念する日です。全国戦
没者追悼式にあわせて、正午に１
分間サイレンを鳴らします。先の
大戦で亡くなられた方々を追悼し、
平和を祈念するため、正午のサイ
レンに合わせて黙とうをささげて
ください。

社会福祉課　995-1819

市民無料相談

８月 21 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

※広報すその７月 15 日号 10 ページ「暮らしなんでも相談」の記載内容に誤りがありました。
　おわびして訂正します。相談受付ダイヤルの正しい番号は、922-3715 です。 13
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Information

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。

９月 20 日㈬　13 時～ 16 時
熱海健康福祉センター（熱海市
水口町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

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。

９月８日㈮
　13 時 30 分～ 15 時

市民文化センター３階 31 会議
室
認知症の方を介護している家族
の方
ユマニチュード DVD 上映会
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
社会福祉協議会　992-5750

浄化槽くみ取りの休止

次の期間は浄化槽清掃業者が休
業するため、くみ取りができませ
ん。

８月 11 日㈮～ 16 日㈬
各地区の清掃業者
●西・東・深良地区 ▼山水総業
　電話 992-1561
●富岡・須山地区 ▼富士クリーン

サービス　電話 997-6100
上下水道課　995-1836

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 15 日㈫、９月５日㈫・19
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）
相談日の前日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

夜な夜な�おはなし会

夏の夜にぴったりな怖い話を集
めたおはなし会です。入退室は自
由です。事前の申し込みは不要で
す。当日、直接会場にお越しくだ
さい。

８月 26 日㈯
　18 時 10 分～ 19 時 10 分

鈴木図書館２階視聴覚室
幼児以上の方
鈴木図書館　992-2342

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。

８月 14 日㈪ ･28 日㈪、９月
11 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）
相談日の前の週の金曜日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

８年に１回、水道メーターを更新 ８月 21 日㈪～９月４日㈪

各家庭・事業所などに取り付けられた水道メーターは、計量法に基づき
８年に一度無料で交換しています。該当する方には、事前に通知し、市の
委託水道業者が交換に伺います。交換作業中は、断水などのご迷惑をお掛
けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

●交換手数料を請求することは
ありません。

●メーターが屋外にある場合は、
不在でも敷地内に立ち入り、
交換します。

●立会いの必要はありません。
●交換は、メーターの有効期限

によるため、周りのお宅と交換
時期が異なることがあります。

●メーターボックスの上に荷物な
どを置いたり、車を停めたりし
ないようお願いします。

●９月検針分の使用水量は、交換
前のメーターと新しいメーター

の合算になります。新しい
メーターは、出荷時に各種テ
ストを実施しているため、数
値がゼロを若干上回っていま
すが、その分の料金は発生し
ません。
上下水道課　995-1834
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国民健康保険の保険証更新

10 月 1 日㈰から使用できる新
しい保険証を、9 月 30 日㈯まで
に郵送します。普通郵便以外での
配布（特定記録郵便・簡易書留・
国保年金課窓口）を希望する方は、
事前にご連絡ください。

国保年金課　995-1814

国保高齢受給者証交付会

　９月１日㈮から対象となる方に、
受給者証を交付します。

８月 24 日㈭
　10 時 20 分～ 11 時 30 分 

福祉保健会館３階研修室
昭和 22 年８月２日～９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

SUSONOエコマルシェ

リメイクワークショップやリメ
イク雑貨などが集まるエコマル
シェを当市で初めて開催します。
オシャレにリサイクルする楽しさ
を体感してください。

８月 24 日㈭　10 時～ 14 時
市民文化センター多目的ホール
エコバッグリメイクコンテスト、
古 着 シ ョ ッ プ、 体 験 ワ ー ク
ショップブース、リメイクブー
ス、レアものブース、レトロ
& ヴィンテージブース、遊び
ブース、癒しブース、フードブー
ス、ステージ（ゆるキャラ撮影
会、キッズコーナーなど）、お
もちゃ交換会、おもちゃ病院
商工会　992-0057

児童扶養手当の支給

８月 10 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、８月、12 月の 11

日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／支給日前月までの４カ
月分を指定口座に振り込み
●必要な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。●８月は、児童扶
養手当の更新手続きの月です。
受給資格者の方に通知を８月上
旬に送付します。手続きを行っ
てください。
子育て支援課　995-1841

道路上にはみ出した樹木や
雑草は所有者が処理を

　個人の土地から道路上にはみ出
している樹木や雑草は、道路の見
通しを悪くしたりカーブミラーや
標識を見えにくくしたりします。
樹木や雑草をよけて通行したこと
が原因で事故が起こった場合、そ
の所有者が責任を問われることが
あります。
　個人の土地の樹木や雑草は、市
で伐採できません。安全確保のた
め、道路上にはみ出している樹木
や雑草は、早めに伐採・剪

せん
定
てい

をお
願いします。

伐採・剪
せん

定
てい

した樹木や雑草は、
市のごみ出しのルールに従い、
ごみステーションや美化セン
ターへ出してください。
建設管理課　995-1855

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。

９月 20 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）
９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

県労働法セミナー

労働基準法をはじめ、働き方に
関する基本的なルールを学ぶセミ
ナーを開催します。

① ９ 月 15 日 ㈮　 ② 10 月 10
日㈫　③ 10 月 17 日㈫

　10 時～ 16 時 30 分
沼津労政会館（沼津市高島本町）
労使関係者や労働問題に関心の
ある方　※過去に受講歴のない
方優先
各回 30 人程度（先着順）
①労働法制の基礎②多様な働き
方に関する法律③労務管理・職
場環境に関する法律
氏名、住所、所属（会社名など）、
電話番号をファクスまたは郵送、
メールで連絡してください。
８月 18 日㈮
県東部県民生活センター労政班

　951-8209
951-8208
〒 410-0801　沼津市大手町
1-1-3 沼津商連会館ビル２階
t o b u - s y o u s o u @ p r e f .
shizuoka.lg.jp
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初心者のための体操教室

９月 15 日㈮・29 日㈮、10 月
13 日㈮ ･27 日㈮、11 月９日
㈭ ･24 日㈮、12 月８日㈮、22
日㈮

　９時 30 分～ 11 時　※１回目
は９時 15 分から、４回目は
12 時までです。
福祉保健会館１階健康ホール
市に住民登録のある 20 歳以上
の方で、過去に健康推進課主催
の運動教室に参加したことがな
い初心者の方や生活習慣の改善
に関心のある方で、全８回を通
して参加できる方
20 人（先着順）
全身のストレッチや腰痛・肩こ
りを予防する体操、ボールを
使った筋力トレーニングなどを
行います。歯科衛生士によるブ
ラッシング指導や栄養士による
食事の話、ヘルシーランチの試
食を実施する日もあります。
400 円（４回目に徴収）
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
３人１組で、健康推進課へお申
し込みください。２人以下での
申し込みも受け付けます。
※電話可
８月７日㈪～ 31 日㈭
この講座は、すその健康マイ
レージ対象事業です。各回参加
時に１マイル加算します。
健康推進課　992-5711

11 月に市民文化センターで開催される市民芸術祭の出展作品や
出演者、参加者などを募集します。

部門 募集内容

第
１
部

展覧会
（１日㈬～５日㈰）

一般書道、篆
てん

刻
こく

、短歌、俳句、連句、ジュ
ニア（書道・生け花）の出展作品

芸術に触れる
文化の日（３日㈮） 実演、体験コーナー設置者

吟道祭（４日㈯） 詩吟の発表団体

囲碁大会（５日㈰） 囲碁愛好会員との公開対局の参加者

音楽祭（５日㈰）
混声合唱、女声合唱、児童合唱、弦楽合奏、アル
パ、ハーモニカ、マンドリン、管楽合奏、二胡な
どの発表団体と大合唱「大地讃頌」の出演者

第
２
部

展覧会
（８日㈬～12日㈰）

絵画、写真、染織、七宝焼、陶芸、彫刻、
籐
とう

、押花絵、押絵、布手芸、紙バンド、エ
コ人形、華道、フラワーデザイン、アメリ

カンフラワーなどの出展作品

芸能祭（11 日㈯）
日舞・邦楽の部 日本舞踊、民謡、筝

そう
曲などの発表団体

芸能祭（12 日㈰）
洋舞・音楽の部

童歌、歌謡曲、大正琴、バレエ、フラメンコ、
フラダンス、手話ダンスなどの発表団体

市内に住んでいるか通勤・通学している方
生涯学習課にある申込用紙に必要事項を記入し、提出してください。
申込用紙は、市公式ウェブサイトからダウンロードできます。
団体申し込み ▼８月 20 日㈰

　個人申し込み ▼８月 20 ㈰～ 31 日㈭　※ 28 日㈪を除く
●展覧会の出展作品には、大きさなどの規格の制限があります。出
展作品は、１部門につき１人１点（１組）までです。

　●出展者、出演者、参
加者などの方には、当
日受け付けや会場係な
どの手伝いをお願いす
ることがあります。
生涯学習課

　992-3800

市民芸術祭
出展作品や出演者などを募集
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防衛省採用試験

●一般曹候補生
とき ところ

９月 16 日㈯ 県東部
９月 17 日㈰ 県中部
18 歳以上 27 歳未満の方

制度／陸・海・空曹自衛官を養成
●航空学生

９月 18 日㈪
海上自衛隊 ▼ 23 歳未満の高卒

（見込み含む）の方
　航空自衛隊 ▼ 21 歳未満の高卒
（見込み含む）の方
県東部

制度／海上・航空自衛隊のパイ
ロットなどを養成
９月８日㈮
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

ふじのくに芸術祭 2017

　９月から平成 30 年１月まで県
内で開催されるふじのくに芸術祭
2017 の参加者や作品を募集しま
す。

●美術部門 ▼芸術祭、写真展、
書道展、優秀作品展●文学部門
文芸コンクール ▼小説、戯曲・
シナリオ、児童文学、評論、随
筆、詩、短歌、俳句、川柳●音
楽・舞台芸術部門 ▼邦楽演奏会、
合唱コンクール、舞踊公演、演劇
コンクール●生活文化部門水石
展●学生アートフェスティバル
●県文化政策課のホームページ
にある募集要項などを確認し、
応募してください。●優秀作品
には、県芸術祭賞、後援者賞、
奨励賞、準奨励賞を授与します。
県文化政策課

　054-221-2254

職種と採用予定人員
職種／幼稚園長　 １人程度
受験資格

次の全ての要件を満たす方
●昭和 28 年４月２日以降に生

まれた方
●幼稚園教諭または小・中学校

教諭免許がある方
●幼稚園または小・中学校、小・

中特別支援学校で、平成 30
年３月 31 日現在、２年以上
の管理職（園長、校長、副校
長、教頭など）の経験があり、
正規教諭などの経験を含めて
15 年以上の正規教育職の経
験がある方

駿東地域職業訓練センター
９月講座

●特別教育・安全衛生教育 ▼刈
払機取扱作業者安全衛生教育、
伐木作業の安全衛生責任者（中
径木対応）●技能講習 ▼フォー
クリフト運転技能講習（最大荷
重１t 以上）、ガス溶接技能講習

　●パソコンコース ▼パソコン入
門、ワード・エクセル基礎、ワー
ド・エクセル活用、アクセス基
礎、デジタルカメラ、夜間パソ
コン入門、夜間ワード・エクセ
ル基礎、夜間ワード・エクセル
活用、夜間パソコン財務会計●
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、
書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

申し込みは８/25㈮まで平成 30年度採用任期付職員（幼稚園長）を募集

※学校教育法第９条と地方公務
員法第 16 条の欠格事項に該
当する場合は受験できません。

申込書・案内書の配布
８月 25 日㈮まで
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。
 

申し込み
申込書と各種資格証などの写

し、課題論文を人事課へ提出し
てください。

８月 25 日㈮（必着）
　８時 30 分～ 17 時
　※土・日曜日、祝日を除く
試験方法
第１次選考／書類選考を行いま

す。合否の結果は文書を９月
５日㈫に郵送し、通知します。

第２次選考／口述試験を実施し
ます。人物や能力などについ
て面接による試験を行います。
人事課　995-1806

　〒 410-1192　佐野 1059
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指定管理者の公募

次の施設の指定管理者を９月
22 日㈮まで公募しています。詳
細は、市公式ウェブサイトをご覧
ください。
施設名／市民文化センター、生涯

学習センター
指定管理期間／平成 30 年４月１

日～平成 35 年３月 31 日
生涯学習課　992-3800

学校給食試食会

９月 19 日㈫
　11 時 45 分～ 12 時 45 分

学校給食センター
市内に住んでいるか、通勤して
いる方
20 人（先着順）
給食ができるまでの紹介、給食
の試食
324 円（１食分）
8 月 21 日㈪～９月１日㈮

学校給食センター
　992-6868

普通救命講習会

９月９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。
９月８日㈮
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

県民の日
浄化センター施設見学会

浄化センター内の施設・設備の
見学や微生物の観察などを行いま
す。

８月 21 日㈪
　第１回 ▼９時 30 分～ 11 時 30

分
　第２回 ▼ 13 時 30 分～ 15 時

30 分
狩野川西部浄化センター
氏名、電話番号、希望の回を電
話かファクス でご連絡くださ
い。
狩野川西部浄化センター

　968-2623 
968-2624

９月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

３日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
997-2704

９日㈯ 髙橋設備
993-1336

10日㈰ 小川設備工事店
993-2074

16日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
992-6599

17日㈰ 田央設備㈲
997-5175

18日㈪ パイピング横山
992-3329

23日㈯ ㈲杉山設備工業
993-3030

24日㈰ ㈱西島工業
993-1070

30日㈯ ㈲細野設備
992-2465

８月28日㈪～
10月４日㈬ 市議会９月定例会

　１日㈮ 防災の日

　３日㈰ 県・南駿地域総合防災
訓練

　９日㈯ 敬老会

　16日㈯
　17日㈰

富士山すそのパノラマ
ロードコスモスまつり

　21日㈭～
　30日㈯ 秋の全国交通安全運動

９月　カレンダー

９月　税金・料金
納付期限：10 月２日㈪

国民健康保険税� 第３期分

介護保険料� 第３期分

後期高齢者医療保険料� 第２期分

ひきこもり講演会

９月５日㈫　10時～12時30分
三島市民文化会館３回大会議室

（三島市一番町）
演題／ CRAFT に基づくひきこ

もりの家族支援
講師／境泉

もと
洋
ひろ

さん（徳島大学大学
院社会産業理工学研究部社会総
合科学域准教授）
会場名（他の会場でも開催があ
るため）、氏名、電話番号、住んで
いる市区町村名を電話かファク
ス、メールでご連絡ください。
８月 25 日㈮
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
054-286-9249
mental@pref.shizuoka.lg.jp
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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

８月の健康コーナー

日（曜日） 時　間
 １日㈫※ 17:00 ～ 19:45
 ８日㈫※  9:00 ～ 11:30
23日㈬　 13:00 ～ 15:30
29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※
７・21・28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

28日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

25日㈮
18:00～18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

21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

7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

25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

23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

内科 内科 整形 内科 内科
6 7 8 9 10 11 12

整形 外科 内科 整形 整形 内科 内科
13 14 15 16 17 18 19

外科 整形 内科 内科 内科 内科 内科
20 21 22 23 24 25 26

内科 外科 内科 内科 内科 内科 整形・内科
27 28 29 30 31

整形 内科 内科 整形 内科
※26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

８日㈫
９:00～９:15

平成29年２月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

22日㈫
13:00～13:30

平成28年１月
生まれの方

２歳児
親子教室

29日㈫
９:00～９:15

平成27年８・９月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

10日㈭
13:00～13:15

平成27年２月
生まれの方

３歳児
健康診査

24日㈭
13:00～13:30

平成26年７月
生まれの方

♦体力・運動調査　自分の体力を確認しませんか
　健康チェック、ストレッチを行
い、体力・運動の調査をします。
９月 16日㈯　19時～ 21時
市民体育館アリーナ
平成 29 年４月１日現在、20
歳以上 79歳以下の方
男女各 24人（先着順）

20歳～64歳 ▼握力、上体起こ
し、長座体前屈、反復横とび、
立ち幅とび、20mシャトルラ
ンテスト

　65歳～79歳 ▼握力、上体起こ
し、長座体前屈、開眼片足立ち、
10m 障害物歩行、６分間歩行

運動のできる服装、
　タオル、室内用運
　動靴

９月６日㈬
生涯学習課

　992-3800
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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

８月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈬ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
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

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

クリニック 992-6303 茶畑

18 ㈮ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

20 ㈰

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 東医院 921-5520 高沢町

なおきクリニック 929-8555 東椎路 田中医院 921-2053 高島町

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

21 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 酒井医院 966-1755 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

22 ㈫ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 青木整形外科医院 922-0521 高島町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

23 ㈬ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 鈴木医院 993-0430 佐野 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

24 ㈭ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

25 ㈮ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

26 ㈯ ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 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

27 ㈰

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

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐クリニック 934-6700 志下
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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

８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

20 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見　　

27 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

杉沢歯科医院
975-4618 柿田　　

日 内 科 外 科 小 児 科

28 ㈪ 森医院 966-2017 石川 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

29 ㈫ あそうクリニック 929-7575 筒井町 西方外科医院 921-1333 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

30 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

31 ㈭ 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 星野医院 962-0782 山王台

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

●救急協力医の変更／８月 13 日㈰の産婦人科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：沼津市立病院▶変更後：関谷レディースクリニック（968-6611　 西椎路）
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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

９月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

１㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 萩野クリニック 966-7111 根古屋 田中医院 921-2053 高島町

２㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

３㈰

武藤医院 931-0088 三園町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

小林内科医院 921-2165 米山町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 五十嵐クリニック 934-6700 志下

４㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 香貫医院 931-2465 本郷町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

５㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 遠藤クリニック 975-8801 久米田 よざ小児科医院 967-5722 原

６㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

７㈭ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

８㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 守重医院 931-2511 我入道

　江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

９㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 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

10 ㈰

あめみや内科 935-1159 吉田町 東医院 921-5520 高沢町

森医院 966-2017 石川 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 守重医院 931-2511 我入道

　江川
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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

９月前期

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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㈰ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

タケダ歯科医院
989-3638 本宿　　

10 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡　　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

せき歯科クリニック
981-2633 的場　　

日 内 科 外 科 小 児 科

11 ㈪ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

12 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 よざ小児科医院 967-5722 原

13 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 頴川医院 921-5148 高島本町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

14 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

15 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 田中医院 921-2053 高島町
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榊　凛
り
音
ん

ちゃん
（２歳 11カ月・御宿新田）

佐藤　朱
あか
寧
ね

ちゃん
（２歳 11カ月・トヨタ）

六
ろく
車
しゃ
　翠

み
咲
さき

ちゃん
（２歳２カ月・本村下）

伊久美　侑
ゆう
我
が

くん
（２歳４カ月・滝頭）

杉本　海
かい
璃
り

くん
（２歳 11カ月・深良新田）

市立鈴木図書館
992-2342

●９月の行事予定
おはなしの会
 ２日㈯ 14時30分～ おはなしのへや
 16日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ５日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

ファーストブック
 20日㈬ ９時～12時 本館２階展示室
 27日㈬ 13時～16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 13日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 21日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 29日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

●鈴木図書館ホームページでも随時情報を 
　発信しています。

https://www.lib100.nexs-service.jp/susono/

９月の休館日 ４日㈪・11日㈪・19日㈫・25日㈪・28日㈭993-9300

NAVI

グランシップ出前公演
世界のこども劇場 2017

デンマークのシアター・マダム・バッハによる
「World Images ～ちきゅうは宝箱～」を開催します。
と　き／８月 12 日㈯　１回目▶ 11 時～

２回目▶ 13 時 30 分～　※開場▶ 各 10 分前
ところ／大ホール
料　金／全席自由（税込）
　　　　大人▶ 1,500 円
　　　　子ども▶ 500 円（１歳～中学生）
　　　　※０歳児は無料です。
チケット販売／好評発売中

８月の休館日
７日㈪・14日㈪・21日㈪・28日㈪


