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うるおいすその
伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります

10 月 14 日　ハロウィンおはなしシアター
宝くじの助成金を使って実施しました。
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今号は「議会だより」がとじ込みされています。



特集１

市民意識調査結果
シビックプライド (郷土愛 )を感じている割合は 64.4％
市民意識調査は、市民の皆さんの意識を市政運営に反映させるため、
毎年実施しています。政策立案の基礎資料として活用します。

調査地域 ▼市全域　
対象 ▼無作為抽出した 20 歳以上の市民の方 1,000 人
期間 ▼７月 21 日㈮～８月４日㈮
調査方法 ▼郵送配布、郵送・Web 回答
回収状況 ▼ 540 票（回答率 54.0%）

■調査結果など市民意識調査に関する詳しい情報は、
市公式ウェブサイトをご覧ください。

市に愛着や誇りを感じていますか
（シビックプライドに関する質問）
　「とても感じている」と「少し感じている」を合計
した“感じている”の割合は 64.4％であり、市民の
方の市への郷土愛の高さがうかがえます。

企画政策課
995-1804

これからも市に住み続けたいと思いますか

市の政策全体についてどの程度満足していますか

調査概要

調査結果（抜粋）
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「ずっと住み続けたい」と「どちらかといえば住み
続けたい」割合の合計が 74.1％、例年の調査でも 7
～ 8 割の市民の方が「住み続けたい」と回答し、高
水準を維持しています。

市が行っている取り組みや生活環境の満足度

順位 項目
1 空気や河川の水のきれいさ
2 悪臭のなさ、散乱ごみの少なさ

3 身近に住んでいる外国人とのトラブルの少
なさ

4
誰もが平等に情報を受け取ることができる
（広報紙・無線、ホームページ、メールなど）
環境

5
市の行う（広報紙・無線、報道など）の「わ
かりやすさ」や「情報の量」
安心・安全で快適な住環境

「満足している」と「まあ満足している」を合計し
た “ 満足 ” の割合は 16.4％、「やや不満である」と「不
満である」を合計した “ 不満 ” の割合は 27.9％。平
成 28 年度と比較して、“ 満足 ” は 13.6 ポイント低く、
“ 不満 ” は 8.7 ポイント高くなりました。
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市長表彰　６個人３団体を表彰
市政の発展に貢献

特集２

市長表彰式が 10月 17 日㈫に市民文
化センターで行われました。地方自治の
進展や市民福祉の向上などに寄与し、市
政発展のために尽力した６個人３団体の
方を表彰しました。受賞した皆さんを紹
介します。

秘書課
995-1800

市政有功賞

有功善行賞

市政功労賞

寄付によって健康文化都市事業
に貢献し、市民福祉の向上に寄与
しました。

個人善行
� 室田� 淳

きよし
さん（埼玉県）

寄付によって健康文化都市事業
に貢献し、市民福祉の向上に寄与
しました。

団体善行
� トヨタ自動車東日本労働組合

寄付によって健康文化都市事業
に貢献し、市民福祉の向上に寄与
しました。

団体善行
� 一般財団法人須山振興会

　多年、国民健康保険運営協議会委員
として国民健康保険の健全運営に尽力
し、地方自治の進展に寄与しました。

地方自治功労
� 掛川�富男さん（石脇）

　多年、市内各学校の学校歯科医、
8020 推進員への活動支援など、市の
保健行政に尽力しました。

保健衛生功労
� 小川�信義さん（上町）

　多年、国民健康保険運営協議会委員
として国民健康保険の健全運営に尽力
し、地方自治の進展に寄与しました。

地方自治功労
� 本田�文

ふみ
子
こ
さん（御宿新田）

　多年、市内各所で清掃活動に尽力し、市の環境
美化に寄与しました。

ボランティア功労
� 三建会親睦団体

　多年、選挙管理委員として選挙の執
行管理に尽力し、地方自治の進展に寄
与しました。

地方自治功労
� 谷井�紀

とし
子
こ
さん（水窪）

　多年、選挙管理委員長、選挙管理委
員として選挙の執行管理に尽力し、地
方自治の進展に寄与しました。

地方自治功労
� 櫻井�寛さん（公文名４）
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特集３

障がい者週間　12/ ３㈰～９㈯
障がい者自立支援協議会 “びーしっぷ ”が啓発イベントを企画
12 月３日㈰から９日㈯までは、障がい者週間です。障がい者の福祉
に対する関心と理解を深め、障がいのある人が日常生活のあらゆる分野
で積極的に社会参加ができるよう促進する期間です。この週間に合わせ
て啓発イベントなども実施します。

障がい福祉課
995-1820

障がい者自立支援協議会を設置
～愛称は “ びーしっぷ ” ～

スローガンは
「来て! みて! 共感!! ハートつながる障がい者週間」

３つの課題をプロジェクトチームで協議

障がい者自立支援協議会は「障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、
4 月に設置しました。

障がい者関係団体や障がい福祉サービス提供事業者、
教育関係者、就労関係者、民生委員などの皆さんが主
体となり、地域での障がい福祉に関する連携や支援の
体制など地域の課題を抽出して協議・検討を行ってい
ます。具体的な課題に対しては、プロジェクトチーム
を設置し、期間を決めた中で結論を出すように行って
います。
協議事項
●相談支援事業所との連携や評価
●困難事例からみえる地域課題の抽出
●地域におけるネットワークの構築
●障がい者計画や障がい福祉計画の進捗や評価
●圏域自立支援協議会への提言
●差別や虐待の防止
●上記内容を検討するためのプロジェクトチームの設

置

①フェイスシート（基本情報シート）の導入
　放課後等デイサービスの利用で、家族、市、相談
支援事業所、実施事業所が同じ視点で支援できるよ
うにするため、フェイスシートの導入を市内のサー
ビス提供事業所と協議しました。家族が支援先で重
複した内容の聞き取りがないようにすることや、伝
えたい内容がダイレクトにつながるように活用しま
す。
②障がい者週間の啓発イベント・キャンペーン

　障がい者週間にちなんだイベントを開催するため
協議し計画しました。
③社会資源マップの作成

　市内にある障がい児者の支援施設を多くの皆さん
に知ってもらうため社会資源マップの作成を行い、
PR していきます。

障がい者自立支援協議会の主催で、障がい者週間イ
ベントと啓発キャンペーンを実施します。障がい者の
福祉に対して関心と理解を深めるため、市内にある障
がい児者支援施設や障がい者団体、障がい者を積極的
に雇用している企業の協力で活動します。
障がい者週間イベント

12 月２日㈯　9 時 20 分～ 15 時 30 分
市民文化センター
●障がい児者支援施設などのパネル、作品の展示
●第 27 回保育生活展とのコラボによる子どもを対

象としたスタンプラリー
●授産製品の販売
障がい者週間キャンペーン

12 月５日㈫
①７時 30 分～８時　 ② 11 時 30 分～ 12 時
①裾野駅　②裾野市役所玄関前
啓発キャンペーン

障がい者自立支援協議会の体制（イメージ図）

障がい福祉課

全体会（決定機関） 各プロジェクト

実務者会議

各プロジェクト

運営会議

事務局
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特集３

NPO 法人裾野市手をつなぐ育成会 みどり作業所
～県授産製品コンクールで県知事賞などを受賞～

NPO 法人オールしずおかベストコミュニティ主催
の第 20 回県授産製品コンクールが、10 月 5 日㈭に
障害者働く幸せ創出センター（静岡市葵区呉服町）で
開催されました。授産製品コンクールは、障がいのあ
る人が福祉事業所などで手作りした商品の品質向上と、
一般の方々への周知を目的に行われています。

今回、みどり作業所が出品した商品 2 点が表彰さ
れました。審査では、見た目だけでなく、品質や静岡
らしさ、出品者の熱意、市場性・ニーズやお土産とし
ての適性などが審査対象となります。

●県知事賞
　Book 型お薬手帳・通帳手入れ

●県社会福祉協議会会長賞
　富士山マドレーヌ

富士山型のマドレーヌに「戸田の塩」「掛川の
抹茶」「県内産温州みかんジャム」を使用し、静
岡の味を再現しました。前回の出品での反省点を
踏まえて、パサつきや、焼く際の工夫で表面のふ
くらみを抑え、製品の均一化を図りました。また、
パッケージで富士山の四季をイメージしたちぎり
絵を作成し、富士山のイメージにとことんこだ
わっています。食品を取り扱うため、卵を割る際
にも、1 回お椀に入れたものを指導員が確認し殻
などの異物が入っていないことを確認しながら作
業を進めます。原材料の計量や袋詰め、シール貼
りなど通所者さんが多くの作業に携わりながら、
指導員と一緒に作業を行っています。

国産バターをふんだん
に使用したマドレーヌは
とても美味しく、安心・
安全に出来上がりました。

お薬手帳や診察券、通帳、カード類をすっきり
収納できる Book 型の手帳入れです。2020 年東
京オリンピック・パラリンピックを意識して市松
模様をベースに、静岡を象徴する富士山と松、桜、
鯛
たい

などのおめでたい図柄をあしらっています。製
作は作業を細分化することで、多くの通所者さん
が携わることができました。製作工程で大変だっ
たことは、型どりの際、柄が中心になるように注
意することや、男性でも積極的に参加できるよう、
工程を細分化することです。

何工程も経て完成した手帳入れは、使い勝手の
良いものになりました。
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フォトグラフ

Photograph 9・10月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／トヨタ自動車東日本㈱ G 駐車場（10 月８日）

若い力で裾野の未来を 10月３日

まちづくりを進めるためには、若者の柔軟な発想も必要です。未
来を担う高校生と手を結び、さまざまな分野で協力関係を築くため、
市と裾野高校との間で連携協定を締結しました。高校生目線で市の
魅力を発信してもらえることに期待します。

母親クラブによる交通安全啓発活動が、秋の全国交通安全運動に
あわせマックスバリュ裾野店で行われました。来店する方々に、会
員が作成した交通安全啓発マスコットなどを手渡し、交通安全を呼
びかけました。

交通安全を小さな手から ９月29日

秋晴れの中、沖縄フェスタ in SUSONO がトヨタ自動車東日本
㈱ G 駐車場を会場に行われました。今回で 10 回目を向かえたこ
のイベントには、市内外から 3,000 人が来場しました。琉球舞踊
やエイサーを見ながら沖縄そばなどで舌鼓。家族連れなどがピク
ニック気分で一日を過ごしました。

裾野にいながらにして沖縄を満喫
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Photograph 2017.9・10

富士山をバックにグランドゴルフ 10月18日

市郷友会グランドゴルフ大会が深良グラウンドで行われました。
約 140 人の会員が参加したこの大会は通算 26 回目の大会で、2
ラウンドの合計打数で順位を競いました。この日は秋雨の晴れ間で、
きれいに姿を見せた富士山をバックにプレーを楽しみました。

さらなる発展と関係強化のために 10月４日

災害支援協定を締結している相馬市と、お互いの特産品を相互に
取り扱い、共同で情報発信を進めるため、特産品相互取扱協定を締
結しました。今後はお互いの地場特産品を広く、多くの方々に知っ
てもらう取り組みを進めていきます。

移住促進としては県内初の協定 10月18日

市が進める移住促進事業の一環として、沼津信用金庫と移住促進
に関する包括協定を締結しました。移住促進に関する包括協定とし
ては県内初。共同で移住に関しての情報の交換や発信をし、新規事
業の協議・開発を進めていきます。

103作品の中から輝く作品を表彰 10月11日

児童生徒アイデア展【発明くふう部門】の表彰式が生涯学習セン
ターで行われました。「皆さんの工夫、頑張った跡が見られ、選ぶ
のに大変苦労しました」と市長。小学生の部は 80 作品の中から 9
作品が、中学生の部は 23 作品の中から 6 作品が選ばれました。

市内の学校の吹奏楽部が集結 10月７日

裾野吹奏楽フェスティバルが開催されました。市内の小学校の吹
奏楽クラブや中学校・高校の吹奏学部が参加し、アニメで使われた
曲のメドレーなど親しみやすい曲を披露。丁寧なソロ演奏や迫力あ
る息の合った演奏で来場者を楽しませました。

消火技術の日頃の練習の成果を発揮 10月17日

消火技術競技大会が裾野消防署で行われました。小雨が降る中で
の競技開始となりましたが、間もなく雨はやみ、晴れ間ものぞく中で
の競技となりました。競技には市内の事業所など 29 チームが、消火
器の部・屋内消火栓の部に参加し日頃の練習の成果を発揮しました。
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特集４

しずおか市町対抗駅伝
12/2㈯　10時スタート！
第 18 回市町対抗駅伝競走大会が、12 月２
日㈯に行われます。県庁からスタートし、県営
草薙陸上競技場までの 42.195㎞を 12人の走
者が力を合わせてタスキをつなぎます。皆さん
の熱い声援をお願いします。

生涯学習課
992-3800

どの世代にも、力のある選手がそろっています。練
習熱心で、自己記録を更新中です。中でも、小学生男
子、高校生男子の選手は、県ランキ
ング１位の選手です。関係者の皆さ
んと共に、選手が力を出し切れるよ
うに、チームをまとめていきたいと
思います。市民の皆さん、応援よろ
しくお願いします。

第１区　　3.673㎞【中堀 2周】
 中学生 ･ 高校生（女子）
第２区　　1.903㎞【中堀 1周】
 小学生（男子）
第３区　　1.715㎞【長谷通り】
 小学生（女子）
第４区　　3.549㎞【麻機街道】
 中学生・高校生（女子）
第５区　　6.336㎞【流通センター前通り】
 高校生（男子）
第６区　　4.430㎞【北街道】
 40 歳以上（男女不問）
第７区　　3.564㎞【北街道】
 中学生（男子）
第８区　　3.02㎞【国道１号】
 中学生（女子）
第９区　　1.619㎞【さつき通り】
 小学生（男女不問）
第 10 区　3.051㎞【さつき通り】
 一般（女子）
第 11 区　4.31㎞【南幹線】
 中学生 ･ 高校生（男子）
第 12 区　5.025㎞【南幹線】 
 一般（男子）

選手の紹介、選手の発表などを行います。選手の応
援にお越しください。
と　き／ 11 月 26 日㈰　19 時～
ところ／生涯学習センター 3 階学習ホール

中山�正之監督

START
県庁

GOAL
県営草薙
陸上競技場

中学生女子

番場 愛
あ い か

華
（富中１年）

上野 萌
（東中２年）

小学生男子

横山 漣
（富一小６年）

石井 丈
た け と

翔
（富二小６年）

杉井 尚
なお

（西小６年）

小学生�女子

勝呂 遥香
（東小５年）

葊瀬 梛
（東小６年）

高校生男子

米原 丈
た け る

留
（三島北高２年）

小澤 大輝
（韮山高２年）

服部 廉
れ ん き

己
（加藤学園高３年）

中学生男子

髙沼 一
か ず さ

颯
（富中３年）

大脇 皐
こう

聖
せい

（西中３年）

布施 里歩子
（三島北高２）

高校生女子

高校生女子

根上 真菜
（日大三島高１年）

山田 梨
り ん か

花
（加藤学園高２年）

一般�男子

大里 凌
りょ

央
う

（城西大１年）
土屋 順平

（東海大４年）

一般�女子

今関 梨
り

花
か

（順大２年）
永田 幸

ゆ き え
栄

（ラフィネ）

40 才以上

山
やま

中
なか

嶋
じま

 秀和
（トヨタ）

堀江 康弘
（トヨタ東日本）

選手紹介（敬称略）～ゼッケンナンバー 8 ！～

選手壮行会のご案内

３年連続入賞に向けて、
チームワークは最高です。
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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

市民会議研修会
～「思いやり」を科学する～

青少年育成市民会議では、青少
年育成者のための研修会として、
思いやりについての講演会を開催
します。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。

12 月 16 日㈯
14 時～ 15 時 30 分
生涯学習センター２階学習室１
90 人
「思いやりと行動」について、
科学のメスを入れて解説します。
講師／淺間正通さん（東洋大学ラ

イフデザイン学部教授）
生涯学習課　992-3800

市長選挙の立候補
予定者説明会

　申し込みは不要です。当日直接
会場にお越しください。

12 月７日㈭　13 時 30 分～
市役所４階 401 会議室
市長選挙の立候補予定者とその
関係者
立候補予定者１人につき３人以
内
立候補の届け出、選挙運動、選
挙公営などの説明
事前審査を平成 30 年１月５日
㈮ 13 時 30 分から同会場で行
います。
選挙管理委員会（総務管財課）
　995-1807

介護就職デイ

介護事業所ごとに施設の内容の
説明や仕事相談を行います。

11月22日㈬　13時～15時30分
プラサヴェルデ１階（沼津市大
手町）
介護関係の職種に就職を希望す
る方
セミナー、事業所による個別の
就職相談など
沼津公共職業安定所
　918-3713

学校開放調整会議

平成 30 年１月から２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

深良 12月１日㈮ 生涯学習
センター

須山 12月５日㈫ 須山
コミセン

東 12月６日㈬
生涯学習
センター西 12月 13日㈬

富岡 12月 14日㈭

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

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。

12 月５日・19 日の火曜日
13 時～ 16 時（１回 45 分間）
県精神保健福祉センター（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

三菱区
民生委員・児童委員の交代

民生委員・児童委員は、誰もが
安心して暮らせる地域づくりのた
めに、さまざまな活動をしていま
す。三菱区の委員の交代がありま
した。
新委員名／谷津潔さん
任期／平成 31 年 11 月 30 日

その他の委員は、広報すその平
成 29 年１月 15 日号をご覧く
ださい。
社会福祉課　995-1819

三島駅北口ロータリー西側の道路をご利用ください

三島市土木課　983-2637

三島駅北口のバスロータリー西側に、南へ向かう一方通行の道路
が開通しました。渋滞緩和のため、この道路をご利用ください。
車線幅／３メートル　※大型車は通行できません。
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インフォメーション

Information

富士スピードウェイ
無料入場デー

市内または御殿場市、小山町に
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。

12 月２日㈯・３日㈰
対象レース／ 2017-18 Asian Le 

Mans Series Rd.3、インター
プロトシリーズ第７戦・第８戦
富士スピードウェイ
0550-78-2312

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。

11 月 27 日㈪　13 時～ 16 時
（１回 45 分）
県精神保健福祉センター（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

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。

12 月１日㈮
13 時 30 分～ 15 時
市民文化センター 31 会議室
認知症の方を介護している家族
の方など
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会
　992-5750

裾野高校吹奏楽部
定期演奏会

さまざまなジャンルの曲を演奏
します。どなたでも来場できます。

12 月 24 日㈰　13 時 30 分～
　※開場▶︎ 13 時

市民文化センター大ホール
県立裾野高校　992-1125

すみれ相談

大切な人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。

12 月６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

道路老朽化対策パネル展

道路インフラについて、現状や
長く安全に使うための取り組みを
紹介するため、パネル展を開催し
ています。子ども向けに分かりや
すく老朽化対策の取り組み紹介し
た「橋をまもる」パネルも展示し
ています。

11 月 30 日㈭まで
　8 時 15 分～ 18 時

市役所地下多目的ホール
道路保全対策室　995-1826
国土交通省沼津河川国道事務所
道路管理課　934-2017

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。

12 月 21 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
12 月７日㈭
国保年金課　995-1813

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。

12 月 13 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

冬の野鳥観察会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

12 月 10 日㈰
９時 30 分～ 14 時
富士山資料館周辺
十里木別荘地にすむ
野鳥を観察します。
講師／滝道雄さん
（日本野鳥の会東富士副代表）

300 円
必須▶︎防寒着、昼食、飲み物

　任意▶︎双眼鏡、カメラなど
●参加者は第２駐車場をご利用
ください。●雨天の場合は、９
時 30 分から 11 時まで富士山
資料館内で学習会を行います。
富士山資料館　998-1325
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お知らせ

ポリ塩化ビフェニルを含有
する照明器具の確認と処理

自宅や事業所などの照明器具に、
ポリ塩化ビフェニル（PCB）を
含有する安定器が取り付けられて
いないか確認してください。古い

安定器から PCB を含む油が漏洩
し、健康被害が出る恐れがありま
す。PCB 含有の蛍光灯安定器な
どを使用している場合は、電気工
事業者に相談し、早めに取り替え
の依頼をするなどして処理してく
ださい。

昭和 32 年１月～昭和 47 年８
月に製造された蛍光灯器具（オ
フィス、教室用など）、水銀灯
器具（高天井用、道路用）、低
圧ナトリウム灯器具（トンネル
用）　※特に昭和 52 年３月以
前の事業用建物（屋内外）を所
有している事業者の方は、確認
をお願いします。
処理期限／平成 33 年３月末

※期限までに処分しないと、罰
則が適用される恐れがあります。
● PCB が含有されている照明
用安定器（家庭用を除く）を保
管または、使用している場合は
届け出が必要です。● PCB 廃
棄物は適正に保管・処理する必
要があります。
県廃棄物リサイクル課
　054-221-2424

狩猟免許試験予備講習会

県が実施する狩猟免許試験に先
立ち、予備講習会を実施します。

平成 30 年１月６日㈯
９時 50 分～ 16 時
静岡労政会館（静岡市葵区黒金
町）
第一種・第二種▶︎ 100 人、わ
な▶︎ 200 人
法令講義、鳥獣の知識と判別、
わなの知識と実技、模擬銃によ
る点検・分解、操作
9,000 円（テキスト、弁当代
などを含む）　※猟友会員は
7,000 円
11 月 30 日㈭
県猟友会事務局

　054-253-6427

都市計画の変更に関する案の縦覧
　「裾野都市計画の変更」の都市計画案について、縦覧を行います。
内容は、裾野駅西土地区画整理事業地内の平松新道線西側区域の道
路の変更などに関するものです。併せて、案に対する意見を募集し
ます。

意見の募集
意見書に必要事項を記入し、市決定案件はまちづくり課へ、県決
定案件は県都市計画課へ、直接または郵送で提出してください。

　※意見書の様式は、各ウェブサイトからダウンロードできます。
12 月 15 日㈮　17 時 15 分（必着）
まちづくり課　995-1829　〒 410-1192　佐野 1059
県都市計画課　054-221-3062　〒 420-8601（住所不要）
市公式ウェブサイト ▼ http://www.cuty.susono.shizuoka.
jp/soshiki/6/1/7/7603.html
県公式ホームページ ▼https://www.pref.shizuoka.jp/
kensetsu/ke-510a/02-0juran.html

縦覧
12 月１日㈮～ 15 日㈮　８時 30 分～ 17 時 15 分
※㈯・㈰を除く
まちづくり課、県都市計画課（県決定案件のみ）
※各ウェブサイトでも閲覧できます。
県決定 ▼都市計画道路の変更（裾野停車場線）

　市決定 ▼都市計画道路の変更（駅西プロムナード線）
　　　　　都市計画道路の変更（小柄沢線）
　　　　　都市計画公園の変更（駅西公園）
　　　　　都市計画緑地の変更（小柄沢緑地）
　　　　　都市計画用途地域の変更
　　　　　都市計画準防火地域の変更
　　　　　都市計画地区計画の変更（裾野駅西地区計画）
　　　　　都市計画土地区画整理事業の変更（裾野駅西土地区画

整理事業）
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インフォメーション

Information

患者・家族集中勉強会
「乳がん偏」

12 月 14 日㈭
12 時 55 分～ 16 時 50 分
県立静岡がんセンター研究所し
おさいホール（長泉町下長窪）
乳がんの患者とその家族
150 人
乳がんとは？（総論）、乳がん
ゲノム医療、乳がんの検査・診
断、乳がんの手術療法、乳がん
の放射線治療、乳房再建、リン

パ浮腫、乳がんの薬物療法、乳
がんの治療と日常生活
県立静岡がんセンター病院内の
窓口（あすなろ図書館、よろず
相談、専門外来）で直接申し込
むか、ファクスまたははがき、
がんセンター公式 Web サイト
からメールでお申し込みくださ
い。
12 月８日㈮ 17 時（必着）
申し込みとあわせて質問を受け
付けます。
県立静岡がんセンターマネジメ
ントセンター　989-5222
989-5557
〒411-8777

長泉町下長窪1007
県立静岡がんセンター内
疾病管理センター集中勉強会係
http://www.scchr.jp/

国連外国語講座

平成 30 年１月～３月　週１回
沼津労政会館（沼津市高島本町）
クラス／英会話初級、初中級、中

級、上級
受講料 20,000 円（県国際交流
協会会員は 19,000 円）、テキ
スト代 3,000 円程度
12 月 15 日㈮
県国際交流協会
054-202-3411

　富士山を題材にした写真や絵
画、絵手紙、パッチワーク、陶
芸などの作品を募集します。
ジャンルは問わず、表現方法は
自由です。富士山資料館開館
40 周年・富士山世界遺産登録
５周年を記念する、自由な発想
で制作された個性溢れる作品を
お待ちしています。
申し込み・搬入期間／平成 30

年２月 17 日㈯～３月 25 日
㈰　
展示期間／平成 30 年４月 21

日㈯～６月 24 日㈰

富士山資料館開館40周年・富士山世界遺産登録５周年記念
企画展「ふるさと富士山芸術展」の作品を募集

作品の返却／平成 30 年６月 30
日㈯以降 
富士山資料館
募集作品／富士山を題材にした作

品で、額を含む縦・横の長さが
それぞれ１m 以内のもの
※１人１点
富士山資料館にある出品票に必
要事項を記入し、作品と一緒に
提出してください。

　※出品票は市公式ウェブサイト
からダウンロードできます。
●写真・絵画・絵手紙などの場
合は、額装またはパネル貼りに

し、展示用のひもを張ってく
ださい。●箱や風呂敷などに
も氏名を記入してください。
●グループで出品する場合は、
取りまとめて富士山資料館へ
連絡してください。
富士山資料館　998-1325
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お知らせ

12 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

３日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

９日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

10日㈰ ㈲細野設備
☎992-2465

16日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

17日㈰ 山崎設備
☎997-6766

23日㈯ 植松水道
☎992-4644

24日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

29日㈮ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

30日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

31日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

～13日㈬ 市議会12月定例会
２日㈯ しずおか市町対抗駅伝
10日㈰ 農業まつり
16日㈯ すそのロケフェスタ2017
21日㈭ 市立幼稚園２学期終業式
22日㈮ 小・中学校２学期終業式
28日㈭ 市役所仕事納め

12 月　カレンダー

データバンク
11 月１日現在

人　口　52,532人� （−38人）
　男　　26,708人� （−20人）
　女　　25,824人� （−18人）
世　帯　21,671世帯�（−19世帯）
内、外国人� 797人�466世帯

市民活動セミナー
まちづくりカフェ第３回

自らを地域の「おせっかいおば
さん」と呼ぶ講師が開催した「子
ども食堂サミット」は、全国に子
ども食堂を広げるきっかけになり
ました。子ども食堂を始めたいき
さつや、その後変わっていった地
域の様子について講演します。

12 月２日㈯
13 時 30 分～ 16 時
市民文化センター会議室
50 人

テーマ／放っとかないが地域を変
える～子ども食堂と貧困を考え
る～
講師／栗林知絵子さん（NPO 法

人豊島子ども WAKUWAKU
ネットワーク理事長）
キッズスペースがあり、子ども
と一緒に参加できます。
市民活動センター

　950-8875　 992-4047
scenter@machitera.jp

県立東部看護専門学校
一般入学試験

●看護１学科▶︎一次試験：平成
30 年１月 11 日㈭、二次試験：
平成 30 年１月 26 日㈮
●看護２学科▶︎一・二次試験：
平成 30 年１月 11 日㈭

県立東部看護専門学校（清水町
長沢）
●看護１学科▶︎高等学校を卒業
した方（平成 30 年３月卒業見
込み含む）または同等以上の学
力がある方●看護２学科▶︎高等
学校を卒業した（平成 30 年３

月卒業見込み含む）准看護師ま
たは准看護師免許を持ち３年以
上業務に従事した方
4,700 円
11 月 28 日㈫～ 12 月 12 日㈫
県立東部看護専門学校総務課

　971-2135

※市政カレンダーに市立幼稚園 2 学期終業式は 22 日㈮と掲載されていま
すが、正しくは 21 日㈭です。

12 月　税金・料金
納付期限：12 月 25 日㈪

固定資産税・都市計画税 第３期分
国民健康保険税 第６期分
介護保険料 第６期分
水道料金・下水道使用料 第５期分

納付期限：１月４日㈭
後期高齢者医療保険料 第５期分
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救急協力医

12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㈮ 大沢医院 931-1019 御幸町 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

２㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

３㈰

御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 守重医院 931-2511 我入道

　江川

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

清水館医院 993-2323 茶畑 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

４㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

５㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 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

６㈬ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

７㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

８㈮ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

９㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

10 ㈰

かとう内科医院 946-5562 大岡 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

なおきクリニック 929-8555 東椎路 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

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

14
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12 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㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

室伏歯科医院
992-2439 公文名　

10 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

吉田歯科医院
987-6118 納米里　

日 内 科 外 科 小児科

11 ㈪ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 香貫医院 931-2465 本郷町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

12 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 青木整形外科医院 922-0521 高島町 田中医院 921-2053 高島町

13 ㈬ 旭医院 966-0031 原 遠藤クリニック 975-8801 久米田 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

14 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

15 ㈮ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

15
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●冬の特別会　図書館映画会
とき／12 月９日㈯　14 時～

河合　凛
りん
子
こ

ちゃん
（2 歳 9 カ月・和泉）

平田　律
りつ
人
と

くん
（２歳４カ月・御宿平山）

谷川　瞳
とう
真
ま

くん
（２歳 9 カ月・金沢）

池ノ谷　祐
ゆ
璃
り

ちゃん
（２歳１カ月・千福）

杉山　玲
れい

くん
（２歳 5 カ月・富沢）

12月の休館日

●12月の行事予定
親子手づくり教室
 ２日㈯ 14時 本館２階展示室

親子おはなし広場
 ５日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

サンタとおはなしの会
 ９日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 16日㈯ 14時30分～ 本館２階視聴覚室

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

親子おはなしの会
 19日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

親子ふれあいデー
 14日㈭  ９時～17時 本館２階展示室
 21日㈭  ９時～17時 本館２階展示室

４日㈪・11日㈪・18日㈪
25日㈪・29日㈮〜31日㈰

●ともだちのときちゃん
作：岩瀬成子　絵：植田真　フレーベル館（おはなしのまど 5）

●魔女バジルと闇の魔女
作：茂市久美子　絵：よしざわけいこ　講談社（わくわくライブラリー）

●青空トランペット
作：吉野万理子　絵：宮尾和孝　学研プラス（ティーンズ文学館）

●トーストン　著：新井洋行　アリス館

●ヒヒヒヒヒうまそう
作・絵：宮西達也　ポプラ社（ティラノサウルスシリーズ 14）

一般書

児童書

新刊おすすめ本

●裏切りのホワイトカード　著：石田衣良　文藝春秋

●銀河鉄道の父　著：門井慶喜　講談社

●星ちりばめたる旗　著：小手鞠るい　ポプラ社

●草笛物語　著：葉室麟　祥伝社

●マスカレード・ナイト　Masquerade Night
著：東野圭吾　集英社

ところ／本館２階視聴覚室
上映作品／ SING / シング 定員／ 60人（先着順）
申し込み／整理券を 12 月２日㈯から図書館カウンターで家

族分のみ配布します。
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。


