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特集１

市議会 12月定例会
条例改正や補正予算など 21議案を審議

市議会 12 月定例会が 11 月 27 日㈪から 12
月 13 日㈬までの 17 日間の日程で行われまし
た。条例改正や補正予算など 21 案件が審議さ
れました。

ここでは、主な議案を紹介します。

議案

◆人権擁護委員の推薦
3 月 31 日に任期満了となる渡邊早苗氏を引き続き

推薦し、勝又敦子氏を新たに推薦することが適任とさ
れました。

◆部設置条例の一部改正
企画部内の財政部門を総務部へ移管するなど効率的

で効果的な行政運営を図り、行財政改革を推進するた
め、条例の改正をしました。

◆特別会計条例の一部改正
下水道事業に地方公営企業法の規定を適用させるこ

とに伴い、下水道事業特別会計を公営企業会計に改め
るため、条例の改正をしました。

◆水道事業の設置に関する条例の一部改正
下水道事業に地方公営企業法の規定の適用を定める

ことに伴い、同事業を公営企業とするため、条例の改
正をしました。

◆公の施設の区域外設置及び利用に関する長泉町との
協議
効率的に公共下水道を整備するため、市の公共下水

道施設を長泉町内に設置し、当該施設を長泉町の皆さ
んも利用することについて、長泉町と協議することに
なりました。

◆建設工事請負変更契約の締結
深良中学校校舎耐震・防水改修工事で、笠木ウレタ

ン防水工事の追加などに伴い、470 万 5,560 円を増
額し、1 億 8,290
万 5,560 円 で 請
負変更契約を締結
することが可決さ
れました。

深良中学校
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特集１

一般会計補正予算（第５回、第６回）

既定の予算総額に 2 億 3,400 万円を追加し、歳入
歳出予算総額をそれぞれ 203 億 5,500 万円としまし
た。主な内容は次のとおりです。

【債務負担行為】
▶放課後児童室運営委託

保護者の負担軽減および運営サービスの質の向上を
図るため、現在の保護者による運営体制を見直し、平
成 30 年度から希望する児童室は、民間事業者による
運営手法を導入します。

▶都市計画街路平松深良線整備事業用地取得費
事業用地を計画的に取得し、将来の交通需要および

市街地の発展を図ります。

▶鈴木図書館駐車場用地取得費
鈴木図書館近接地を取得し、施設利用者の利便性向

上を図るため、駐車場整備を実施します。

【補正予算】
▶住宅建設等促進事業

住宅の新築などに対する助成を追加し、定住人口の
増加および地域経済の振興を図ります。

▶住宅等建築物耐震化推進事業
昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅の耐震化

を促進する「プロジェクト TOUKAI- 0
ゼロ

事業」につ
いて、今年度までの県費上乗せ補助を活用し、木造住
宅の耐震化を促進します。

▶中小企業経営革新事業
新たな事業創出を促進し経営の向上を図るため、新

商品の開発など新たな事業活動による経営革新計画の、
県知事承認を受けた事業に対し、補助を実施します。

▲放課後児童室

施設の指定管理を指定しました。
●市民文化センター、市民文化センター図書室、
生涯学習センター
指定管理者▶㈱ケイミックスパブリックビジネ

ス
指定期間▶平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年

３月 31 日まで

●デイサービスセンターいきいきホーム、いずみ
荘、すやまホーム
指定管理者▶（福）裾野市社会福祉協議会
指定期間▶平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年

３月 31 日まで

●ヘルシーパーク裾野
指定管理者▶（一財）裾野市振興公社
指定期間▶平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年

３月 31 日まで

▲市民文化センター図書館

▲いずみ荘

▲ヘルシーパーク裾野

公の施設の指定管理者の指定

3
2018.1.15



特集２

所得税などの確定申告が始まります
市・県民税の申告も同時実施

平成 29 年分の所得税の確定申告、市・県民税の申告の受け付けが始ま
ります。確定申告の初日や、午前中の早い時間は申告会場が大変混み合い
ます。できるだけ混雑を避けてご来場ください。

課税課市民税係
995-1810

沼津税務署
922-1560

確定申告が必要な方

◆事業・不動産・譲渡所得などがある方
　事業をしている方や不動産収入のある方、土地や
建物を売った方などで、申告が必要な全ての所得と
控除から計算して納税が必要な方
◆給与所得がある方で、次の①～③のいずれかにに該
当する方など
①給与の年間収入が 2,000 万円を超える方
②年末調整された給与所得と退職所得を除いた所得

の合計が 20 万円を超える方
③ふるさと納税ワンストップ特例で５カ所を超える

自治体に申請した方
●その他、所得や控除の状況によっては確定申告が

必要になる場合があります。
●公的年金などの年間収入が 400 万円以下で、そ

れ以外の所得金額が 20 万円以下の場合には、確
定申告は必要ありませんが、市・県民税の申告が
必要です。

●医療費控除の追加などで所得税が還付になる場合
は申告書を提出することができます。

市・県民税の申告が必要な方

平成 30 年 1 月 1 日（賦課期日）に市に住民登録が
あり、次の①～④のいずれかに該当する方
①給与所得以外の所得や、公的年金など以外に平成

29 年中の課税所得がある方
②平成 29 年中に所得がなかった方（他の方の配偶者・

扶養控除の対象になっていない方）
③被扶養者などで、課税（所得）証明書が必要な方
④確定申告の必要がない年金所得者で、医療費など追

加の控除を申告したい方
※所得税の確定申告をする方や給与所得のみで年末調

整の済んでいる方は、市・県民税の申告は必要あり
ません。

※前年に市・県民税の申告をした方には、１月下旬に
市・県民税申告書をお送りします。

確定申告受付日時・会場

とき ところ
２月 16 日㈮～３月 15 日㈭ 

９時～17時（受付▶16時まで）
※土・日曜日は除く

キラメッセぬまづ
２階市民ギャラリー

（プラサヴェルデ内）
２月 16 日㈮～３月 15 日㈭
９時～ 12 時・13 時～ 16 時

※土・日曜日は除く
市役所４階
401 会議室

２月 28 日㈬
９時～ 12 時・13 時～ 15 時

須山コミセン２階
大会議室

※市役所会場は番号札を８時 30 分から配布します。
　混雑時は、午前中にお越しの方も午後の受け付けと

なる場合がありますのでご了承ください。
※市役所会場では、申告書が作成済みで提出のみの方

の書類をお預かりします。受け付けする際に職員が
申告書の記載漏れがないか確認することがあります。

※キラメッセぬまづ会場は、混雑の状況では、早めに
案内を終了する場合があります。

※期間中、沼津税務署では申告書の作成指導は行いま
せん。

◆◆次の方は、キラメッセぬまづへ◆◆
●平成 29 年中に入居を開始した住宅の住宅借入

金等特別控除を申告する方
●住宅ローンなどを利用していない住宅の新築、

改修に係る税額控除を申告する方
●営業所得・農業所得・譲渡所得のある方、分離

課税の申告をする方
●平成 28 年分以前の申告をする方
●消費税・贈与税の申告をする方
●申告書の控えに税務署の収受印が必要な方
※その他、市役所職員では判断できない場合や、

申告書の作成に長時間を要する場合は、キラ
メッセぬまづ会
場にご案内しま
す。

ホテル
沼津キャッスル

414
沼津中央高校

至　三島

学
園
通
り

リ
コ
ー
通
り

御殿
場線

沼津
税務署

P

JR
沼津駅

〈北口〉
東海道線

イトー
ヨーカドー

キラメッセ
ぬまづ会場
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特集２

申告に必要なもの

□平成 29 年分の給与・年金の源泉徴収票（原本）全
て

□収入や必要経費を集計した書類（収支内訳書など）
□生命保険料・地震保険料などの控除証明書　
□国民健康保険税などの納付済額のお知らせや社会保

険料の年間支払額が分かるもの　
□国民年金や国民年金基金の社会保険料控除証明書
□障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳や療育手

帳など障がいの程度が確認できるもの
□医療費の明細書または領収書、高額療養費や保険給

付金など補てんされた金額が分かるもの　※事前に
集計が必要

□はんこ（認め印）
□金融機関などの口座番号が分かるもの　※新たに口

座振替で所得税の納付をする方は銀行印も必要
□マイナンバーカード　※持っていない方は、通知

カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しな
ど番号確認ができる書類と運転免許証や公的医療保
険の被保険者証、パスポートなど身元確認ができる
もの（顔写真のないものは２種類以上必要）

□地方公共団体や日本赤十字社などに寄付をした領収
書（ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方で
も確定申告をする場合は、領収書が必要です）

医療費控除の必要書類は
領収書から明細書になります

平成 29 年分の確定申告から領収書の代わりに医療
費控除の明細書の添付が必要になります。ただし、平
成 31 年分の申告まで領収書の提示または提出でも申
告できます。領収書は自宅で５年間保存する必要があ
ります。
◆セルフメディケーション税制

平成 29 年分の確定申告から医療費控除の特例とし
てセルフメディケーション税制が始まります。この制
度は、健康の保持増進と疾病の予防への取り組みとし
て勤務先で実施する定期健康診断・インフルエンザの
予防接種などの取り組みを行っている方が、自分や家
族のために特定一般用医薬品購入費（12,000 円以上）
を支払った場合には、一定の金額の所得控除（医療費
控除）を受けることができます。従来の医療費控除を
併せて受けることはできません。
特定一般用医療品／購入の際の領収書などに対象商品

である旨が表示されています。詳細は厚生労働省
ホームページに掲載されている「対象品目一覧」を
ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000124853.html

確定申告書の作成は国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください！

　「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従っ
て金額などを入力すれば、税額などが自動計算されま
す。所得税および復興特別所得税、消費税および地方
消費税の確定申告書や青色申告決算書などが作成でき
ます。

http://www.nta.go.jp/

税理士による無料税務相談

２月 16 日㈮～ 27 日㈫　９時 30 分～ 12 時、13
時～ 16 時　※土・日曜日は除く
市役所４階 401 会議室
●混雑の状況では、早めに受け付けを終了する場合

があります。
●譲渡・山林所得、贈与税、相続税の相談は受け付

けしていません。

障害者控除を受けるための証明を発行します

介護保険法の介護認定を受けている方やその方を扶
養している方が、障害者控除を申告する場合は障害者
控除対象者認定証が必要です。介護保険課または障が
い福祉課へご相談ください。
介護保険課　995-1821

　障がい福祉課　995-1820

●税務署から確定申告用紙や確定申告のお知らせ
はがきが送られてきた方、市役所から市・県民
税の申告書が送られてきた方は、それらの書類
をお持ちください。

●平成 28 年分の確定申告書や収支内訳書などの
控えがある方は、控えを持ってくると手続きが
スムーズにできます。
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特集３

第３回すそのおんぱく~裾野温故知新博覧会~
あなたの「裾野」を見つけに行こう！　ますます「裾野」が好きになる！

身近な地域を会場に、地域の資源を活用し、裾野の魅力が詰まった、モノ・ヒト・
コトと出会い、つながるベント「すそのおんぱく」を開催します。プログラム提供
者と参加者が一緒に作り上げていく参加型体験イベントです。

３月３日㈯～ 25 日㈰
予約制です。定員になり次第締め切ります。
ホームページ・メール▶２月３日㈯～、

　電話▶２月４日㈰～

●詳細は、すそのおんぱくパンフレットまたは、す
そのおんぱくホームページをご覧ください。

　●プログラムには原則として費用がかかります。
https://shizuoka-onpaku.jp/susono/

プログラム名 とき ところ（集合場所) 申し込み・問い合わせ
自分だけの自家焙煎コーヒーを

（コーヒー焙煎体験） ３月３日㈯・11日㈰ 古民家 縁
おひさまカフェ 946-6159（渡辺）

カレー屋小松の「カレー須山うどん」 ３月５日㈪・
13日㈫・20日㈫ カレー屋小松 992-0556（小松）

見て可愛いひな祭りランチ&食べてびっ
くりスイーツセットを食べよう 期間中㈮・㈯開催 ビューティーチェリー

カフェ
919-7446、 
090-8541-4538（増田）

「地域の宝、里山」？ 来て見なよ
(里山での自然体験）

３月4日㈰・18日㈰・
25日㈰ 蜘

くも
ヶ
が
池
いけ

前（公文名） 090-2689-6913（須藤）

SOFA meets SAKE
ソファに座ってお酒を学ぼう ３月24日㈯ FACTORY&STORE 

MANUALgraph 992-2631（前田）

カフェ＆フーズ　当日限定あり！
おいしいのんマルシェ

（飲食だけのマルシェ）
３月17日㈯ 市民文化センター

多目的ホール 090-3250-9400（市川）

大ホール舞台裏探検ツアー 3月3日㈯ 市民文化センター 993-9300

ヨガ＆ノルディックと
整体でからだリセット

ヨガ＆ノルディック ３月11日㈰・25日㈰ 市民文化センター 090-9923-4933 
east-one@80skip.com 整体 ３月11日㈰・25日㈰ East-One本店

30分で！「温感エステ」「血流測定」 期間中開催 
※㈭･㈰･祝日を除く 金時堂須賀薬局 993-0189

（担当：土屋、山内）
美髪シャンプー講習 ３月13日㈫

Dezir hair&nail 997ｰ8111（勝又）　
ジェルネイル体験 期間中㈫～㈯開催
結んで作る自分だけの
マクラメアクセサリー

３月９日㈮・
16日㈮・23日㈮ 駅前通りかどや西隣り すそのおんぱくHP

究極リサイクル！プラスチックから燃料油
(ペットボトルキャップ) ３月10日㈯ 豊富士商事株式会社 992-4112（赤松）　

眠ってたクロック再び！ ＆
オリジナルクロック作り ３月17日㈯・18日㈰ ニノミヤ時計店 992-0440（二ノ宮）

睡眠負債を解消！「寝具」と「眠り」の相談店
(“良い眠り”の疑似体験）

３月３日㈯・11日㈰・
19日㈪ ふとんの前島 993-0443(前島)

ジオ・デ・スソノ　坂地獄へようこそ!!
(自転車に乗って坂を登ろう） ３月10日㈯ ヘルシーパーク裾野

周辺スタート・ゴール
http://www.susono-
hatena.com/geodesusono/

旬の花束を！！菜の花・麦・レンゲ草で
３月10日㈯ フラワーサロン レッド

ストーン(さんかえん)
090-2137-3460(深野）

３月24日㈯ 須山･ファミリーの森
ファーム(大野原)
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特集３

商工観光課
995-1825

プログラム名 とき ところ（集合場所) 申し込み・問い合わせ
旧植松家住宅　伝統芸能×日本酒講座

（講談鑑賞と利き酒） ３月25日㈰ 旧植松家住宅
（中央公園内） 993-1553（江森） 

和のルームシューズ健康布ぞうり作り
体験（ランチ付き） ３月12日㈪ 和風れすとらん

みよし 993-5555（堀口）

富士山のお皿を作ろう ３月23日㈮・24日㈯・
25日㈰ 深良窯　村上陶房 997-4057（村上）

大人の雛祭り「癒やしの音楽と地元ダイ
ニングで心豊かに．．」（Faithのライブ） ３月３日㈯ すそのテラスかどや 919-4031

おんぱくカフェ（おんぱく案内＆交流） 期間中随時開催 すそのテラスかどや 919-4031

裾野産イチゴを使った
スイーツレシピコンテスト

レシピ応募期限▶２月28日㈬ 
審査発表会▶３月21日㈬ いわなみキッチン mr2yu.96@incloud.com

裾野を再発見するトークセッション
(裾野の魅力を解き明かす） ３月７日㈬ いわなみキッチン http://www.susono-

hatena.com/ksw/

ライスペーパーを使ったベトナム料理
教室(ベトナムコーヒーも楽しめます） ３月10日㈯・24日㈯ いわなみキッチン 080-3050-2403（高橋）

ノルディック・ウォーク体験会
古民家ランチ 3月4日㈰、10日㈯ 市役所駐車場 090-4231-1562(土屋)

本気のトレジャーハント２！
裾野駅前商店街 ３月３日㈯ 小柄沢公園 080-1021-1639(高橋)

ブラタグチ（すそのまち歩き） ①３月３日㈯②３月10日㈯
③３月17日㈯

①南小学校②佐野
原神社③岩波駅 090-3153-8507(田口)

「お姫様ウィーク」に一度デトックス
しませんか？

３月３日㈯・４日㈰・10日㈯・
11日㈰(その他応相談) 開

か い ふ く ど う
笑喜堂 090ｰ4857ｰ5146(関口)

木漏れ日の中の癒しと思いを繋ぐ
フリマ(ハンモックでひとやすみ） ３月３日㈯・４日㈰ 中央公園 992-5005(観光協会)

アウトドアでラフター
ヨガ！

ノルディック
ウォーキングで
笑おう

３月18日㈰ 市民文化センター
080-2615-0841(志田)

須山で笑おう ３月21日㈬ 須山研修センター

「酸素カプセル60分」初回1,000円！ 期間中開催　※㈬を除く サワキュウスポーツ 992ｰ0462(伊丹)

史上最高の自分
になるインナー
ビューティー

骨盤ケア ３月８日㈭ 生涯学習センター

090ｰ4475ｰ2547(吉田) ヘルシースナッ
キング★

３月５日㈪・12日㈪・
13日㈫・15日㈭・19日㈪

おひさまカフェ、まめ
きゅう、ビューティー
チェリーカフェ

大人女子に贈る
「はじまりの森」へ続く
(お試し体験
プログラム）

スクロールガー
ランド作り★ ３月３日㈯

まめきゅう＆
Mamecafe

compote0801@gmail.
com

クレイでボディ
ケア★ ３月５日㈪ petit.point@yahoo.

ne.jp

裾野市のカレンダーを使って
富士山紙バッグを作ろう！★

３月23日㈮・
24日㈯・25日㈰

まめきゅう＆
Mamecafe

masaetomooka@
yahoo.co.jp

コラボワークショップ
（4種類の体験プログラム+軽食） ★のプログラム日程 まめきゅう＆

Mamecafe ★の問い合わせへ連絡
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フォトグラフ

Photograph 11・12月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／杉本武滿さん・佐野

福祉・消防のふれあいイベント� 11月19日

第 35 回ふれあい広場とふれあい消防広場が、福祉保健会館と裾
野消防署で行われました。ふれあい広場ではステージイベントや模
擬店などがにぎやかに繰り広げられました。ふれあいを通じて、ボ
ランティアの皆さんのぬくもりが伝わる一日となりました。

みんなで子育てするまち推進事業として、100にんdeベビマが市
民体育館で行われました。赤ちゃんに触れることで発達を促し、絆を
深める効果があるベビーマッサージを100組の親子が体験しました。
会場では育児相談や栄養相談、ワークショップなども開かれました。

ポイントは目を見て話しかけながら� 11月17日

冬の凍てつく寒空に、ほっとするような赤い実の房をつけるのは
イイギリです。昔、桐の葉に似た大きな葉っぱで飯を包んだのがそ
の名の由来とされています。正月飾りにも使われるこの実は鳥たち
も大好物で、この日も喜んでついばんでいました。

寒空にたわわに実る赤の房
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Photograph 2018.11・12

しずおか市町対抗駅伝で力走� 12月2日

県内 35 市町から 39 チームが出場し、第 18 回市町対抗駅伝競
走大会が静岡市内で行われました。12 区間、42.195 ｋｍを力走
した当市の代表チームは市の部 27 チーム中 11 位。入賞は逃しま
したが歴代 3 番目の好タイムでゴールしました。

成長した姿を披露� 11月19日

児童館まつりが行われました。北児童館の教室に通う児童が歌や
踊りを発表。家族に成長した姿を披露しました。茶道教室を受講す
る児童は抹茶をたて、来場者に振る舞いました。一人一人に「お菓
子をどうぞ」と丁寧に声をかけるなどし、本格的な茶席でした。

ワールドカップへの出場権を獲得� 12月9日

当市を拠点にしているJFAアカデミー福島の女子選手７人が、ア
ジア選手権の代表に選出され、U-19が優勝、U-17が第３位で W杯
への切符を手にしたことを市長に報告しました。選手らは「世界大会
の代表にも選出されるよう頑張ります」と意気込みを語りました。

すそのん、さみっとに初参加� 11月25・26日

世界キャラクターさみっと in 羽生が開催されました。すそのん
は、長野県大町市のおおまぴょん、栃木市のとち介とステージに登
壇。おばけごっこの寸劇を披露しました。さみっとには、約 360
のキャラクターが参加し、たくさんの来場者と触れ合いました。

優れた技能者2人を表彰� 11月22日

技能功労者表彰式が市役所で行われました。とび・土木工事業の
山之内睦朗さんと農業の渡邊保さんを表彰しました。渡邊さんは受
彰者を代表し「これからも腕を磨き、後進の育成に努力したいです」
と謝辞を述べました。

各地区でコミュニティまつりを開催� 11月26日

区長連合会では 11 月をコミュニティづくりの月間とし、各地区
でコミュニティまつりを行いました。富岡地区コミュニティまつり
では、富岡中学校吹奏楽部の演奏や、矢崎部品㈱裾野製作所の海外
研修生による民族舞踊を披露し、まつりを盛り上げました。
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特集４

消防団員募集
あなたの力を地域防災のために

自分たちの地域は自分たちで守るという精神で、地域の安全・
安心を守るため活動する消防団。大切な街を守る仲間を募集し
ています。地域防災にあなたの力が必要です。

危機管理課
995-1817

消防団員は非常勤の地方公務員

消防団は、市の消防機関の一つです。消防署の職員
は常勤の地方公務員ですが、消防団員は、普段は他の
仕事をしていたり学生だったりする非常勤で特別職の
地方公務員です。現在、市消防団では男性 215 人、
女性 21 人、計 236 人の団員が活動しています。

災害時には消火活動を実施

消防団の主な活動は、各地区ごとに組織されている
分団に所属し、それぞれの分団の詰所を拠点として行
います。女性の方は、女性消防団に所属し、裾野消防
署を拠点として活動します。
災害時の活動

消火活動、救助・救出活動、防災活動、避難誘導な
どを行います。
平常時の活動

災害時に備えた訓練、防災啓発活動、防災活動、高
齢者住宅の訪問、応急手当の指導などを行います。

消防庁の消防団オフィシャルウェブサイト
http://www.fdma.go.jp/syobodan/index.html

市公式ウェブサイト
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

　kurashi/6/8/index.html

協力事業所に表示証～社会貢献の証～

　市では、消防団協力事業所
表示制度を実施しています。
複数の従業員が消防団に入団
し、就業時間中の消防団活動
に積極的に支援している事業
所を、消防団協力事業所とし
て認定しています。消防団協
力事業所に認定されると、社会貢献の証として表
示証が交付されます。また、県に納付する税金が
軽減される場合があります。適用を受けるには、
一定の条件があります。東部危機管理局地域支援
課 920-2182 へお問い合わせください。

入団後の処遇�～報酬の支給、公務災害補償など～

報酬・手当の支給
年間一定の金額（数万円程度）が報酬として支給さ

れます。災害への出動や訓練を行った場合などに、手
当が支給されます。
公務災害補償

消防団として活動中に負傷した場合は、治療費用な
どが補償されます。
被服などの貸与

活動に必要な活動服、制服などが貸与されます。

18 歳以上の健康な方を募集！

市内に住んでいるか通勤している 18 歳以上の健康
な方であれば、男女問わずどなたでも入団できます。
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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

無料合同相談会

２月３日㈯　10 時～ 15 時
プラサヴェルデ４階会議室（沼
津市大手町）
弁護士、公認会計士、司法書士、
税理士、不動産鑑定士、社会保
険労務士、弁理士、土地家屋調
査士が相談に応じます。
県司法書士会
　054-289-3700

年金受給者のための
確定申告書作成指導

申告書の作成指導を行います。
２月 14 日㈬・15 日㈭
９時～17時　※ 16 時受付終了
キラメッセぬまづ２階プラサ
ヴェルデギャラリー（市民ギャ
ラリー）（沼津市大手町）
年金受給者の方
公的年金などの源泉徴収票など
所得金額の計算に必要な書類、
各種控除の証明書・領収書、は
んこ、電卓、筆記用具、預貯金
口座（本人名義）の分かるもの、
マイナンバーカード（ない方は
通知カードと運転免許証など）、
前年分の申告書（控）など
沼津税務署　922-1560
課税課　995-1810

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。

２月 22 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
２月８日㈭
国保年金課　995-1813

不動産無料相談会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

２月７日㈬
受付時間／13時30分～15時30分

プラサヴェルデ 402 会議室（沼
津市大手町）
土地家屋調査士、建築士、宅地
建物取引士などの資格保有者、
弁護士、司法書士、税理士が相
談に応じます。
（公社）全日本不動産協会県本部
054-285-1208

不動産の相続登記は
お済みですか？

近年、相続登記が未了のまま放
置されることで、所有者不明土地
問題や空き家問題が大きな社会問
題になっています。自分の権利を
大切にし、次世代の子どもたちの
ために、未来につなぐ相続登記を
しましょう。
静岡地方法務局沼津支局
　923-1201
　県司法書士会　054-289-3704
　県土地家屋調査士会
　054-282-0910

市指定給水装置工事
事業者の追加

次の業者を新たに追加しました。
●加茂設備工業

三島市佐野見晴台 1-38-2
TEL 913-3939
●渡正配管工業㈱

沼津市多比 154-1
TEL 939-1338
上下水道課　995-1834

学校開放調整会議

　３月から４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 2月  2日㈮ 生涯学習
センター

須山 2月  6日㈫ 須山コミセン
東 2月  7日㈬

生涯学習
センター富岡 2月  8日㈭

西 2月14日㈬

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

110 番は緊急通報です

事件・事故、不審者などの情報
は直ちに 110 番通報し、警察官
が到着するまで、危険を避けて待
機してください。

緊急性のない相談や落し物の問
い合わせなどは、裾野警察署へ連
絡をお願いします。
裾野警察署　995-0110

平成 29 年度市防火標語
「火の元は？」
　出かける前の　合言葉

マッグデイ 快さん
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インフォメーション

Information

障がい児放課後等デイサービス
事業所を追加

事業所名／放課後等デイサービス
IRODORI いわなみ
営業時間／平日▶ 13 時～ 18 時

土・日曜日・祝日・長期休暇▶
９時～ 18 時
岩波 146-1
小・中学校や高校に通学してい
て、終業後または休業日に支援
が必要と認められた障がい児
終業後または休業日に、生活能
力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進、その他必
要な支援を行います。
利用料／世帯の収入状況によって

限度額があります。（おやつ代
▶１日 50 円、食事代▶１日
250 円）
●送迎サービスがあります。●
利用に際しては、障がい福祉課
で手続きが必要です。●既存施
設 の IRODORI の 名 称 は

「IRODORI いずしまだ」に変
更になりました。
㈱ IRODORI　941-5400

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。

２月２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
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

ラウンドフィットネス教室

筋力トレーニングと有酸素運動
を交互に行います。シェイプアッ
プ、代謝の改善、筋力アップなど
の効果があります。リズムに合わ
せて楽しく簡単にできるトレーニ
ングです。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

不定期　※お越しになる前に市
スポーツ施設（運動公園）のホー
ムページまたはフェイスブック
でご確認ください。
運動公園陸上競技場内会議室
高校生以上の方
100 円
運動できる服装、室内履き、タ
オル、飲み物
運動公園　997-7277

ハローワークプラザ裾野
ハローワーク沼津の開庁日変更

　２月 19 日㈪からハローワーク
プラザ裾野の土曜日開庁とハロー
ワーク沼津の夜間開庁が廃止され
ます。新しい開庁日・開庁時間は
次のとおりです。
ハローワークプラザ裾野

開庁日 開庁時間
㈪～㈮ 10:00 ～ 18:00

ハローワーク沼津
開庁日 開庁時間
㈪～㈮ ８:30 ～ 17:15

第２・４㈯ 10:00 ～ 17:00

ハローワークプラザ裾野
　993-8631
　ハローワーク沼津　931-0145

金融講座

くらしの中の金融について学び
ませんか。

２月 10 日㈯　10 時～ 12 時
生涯学習センター学習室１
50 人（先着順）

テーマ／争族にならないための相
続対策
講師／小林靖幸さん（司法書士・

行政書士）
商工観光課　995-1857
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２月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲小澤土建
☎992-1401

４日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

10日㈯ パイピング横山
☎992-3329

11日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

12日㈪ 植松水道
☎992-4644

17日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

18日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

24日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

25日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070 16日㈮～ 確定申告

23日㈮ 富士山の日

25日㈰ すそのんお誕生会2018

２月　カレンダー

データバンク
１月１日現在

人　口　52,484人� （－97人）
　男　　26,643人� （－57人）
　女　　25,841人� （－40人）
世　帯　21,664世帯�（－66世帯）
内、外国人� 841人�514世帯

２月　税金・料金
納付期限：２月 28 日㈬

固定資産税・都市計画税� 第４期分

国民健康保険税� 第８期分

介護保険料� 第８期分

水道料金・下水道使用料� 第６期分

後期高齢者医療保険料� 第７期分

お知らせ

タニタの社員食堂セミナー

㈱タニタヘルスリンク管理栄養
士による「タニタの社員食堂」で
実践している健康づくりの方法、
メニュー作りのコツなど食を通し
て、ワーク・ライフ・バランスに
配慮した働き方や女性の活躍推進
について考えるセミナーです。
●簡単にできる小中学生のごはん

２月11日㈰  14時～15時30分
生涯学習センター２階学習室１
朝ごはんの効果、噛むことの効
果と噛むための調理方法、受験
やテスト期間の食事、コンビニ
の活用方法などを学びます。
60 人（先着順）

●作ってみよう！タニタの人気レシピ
２月 25 日㈰
10 時 30 分～ 13 時 30 分
生涯学習センター２階調理室
基本的な調理のできる方
30 人（抽選　※抽選後当選者
にのみ詳細を連絡）
1,500 円
電話またはファクスで受講者氏
名、住所、電話番号を連絡して
お申し込みください。　※複数
人で申し込む場合、住所と電話
番号は代表者のみ
１月 17 日㈬～ 23 日㈫
生涯学習課　992-3800
992-4047

市民活動セミナー
まちづくりカフェ第５回

個人の気付きをみんなに伝え、
行動に変えていく手法（コミュニ
ティ・オーガナイズ）を学びます。

２月14日㈬  10時～12時30分
市民文化センター会議室
30 人（先着順）

テーマ／仲間を生み出す「語り」

の力
講師／室田信一さん（首都大学東

京准教授、NPO 法人コミュニ
ティ・オーガナイジング・ジャ
パン代表理事）
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
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救急協力医

２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㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

２㈮ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

３㈯ 池田病院 986-1212 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

４㈰

林医院 931-1120 住吉町 守重医院 931-2511 我入道
　江川

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 よざ小児科医院 967-5722 原

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

５㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

６㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 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

７㈬ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

８㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

９㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

10 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

11 ㈰

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 西方外科医院 921-1333 共栄町

本村クリニック 969-0001 大塚 五十嵐クリニック 934-6700 志下 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山
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２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

４㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

永井眼科
980-1777 萩　　　

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　　

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山　　

11 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

小川歯科医院
993-3200 佐野　　

12 ㈪ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

伏見歯科医院
972-3040 伏見　　

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈪

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

あめみや内科 935-1159 吉田町 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 遠藤クリニック 975-8801 久米田

13 ㈫ 境医院 975-8021 竹原 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈬ 森医院 966-2017 石川 頴川医院 921-5148 高島本町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

15 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市
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市立鈴木図書館
992-2342
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年
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１
月15

日
号

鈴木　花
か ほ こ
穂子ちゃん

（２歳２カ月・上町）

松岡　優
ゆう

ちゃん
（３歳・上町）

杉山　澄
す
春
ばる

くん
（２歳 8カ月・須山一）

勝又　日
ひ な こ
菜子ちゃん

（１歳 10カ月・水窪）

勝又　璃
り こ
子ちゃん

（2歳 9カ月・千福が丘）

●２月の行事予定
おはなしの会
 ３日㈯ 14時30分〜 おはなしのへや
 10日㈯ 11時〜 文化センター図書室

ファーストブック
 21日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 28日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

セカンドブック
 21日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 28日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 ７日㈬ 10時〜17時 本館２階視聴覚室
 15日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 23日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

科学遊び教室
 17日㈯ 13時30分〜15時30分 東西公民館

親子おはなしの会
 20日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ６日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

●書初め展
　　 2月1日㈭〜2月11日㈰ 本館２階展示室

●雑誌付録プレゼント
　　 2月24日㈯ 本館１階

新刊おすすめ本

●痴漢冤罪
著：新堂冬樹　祥伝社
●デッド・オア・アライブ　DEAD OR ALIVE
著：楡周平　光文社
●襷を我が手に
著：蓮見恭子　光文社
●代理人
著：本城雅人　実業之日本社
●メガネと放蕩娘　Hometown revival blues
著：山内マリコ　文藝春秋　

一般書

２月の休館日 ５日㈪・13日㈫・19日㈪・22日㈭・26日㈪

●ソーリ！
作：濱野京子　画：おとないちあき　くもん出版（くもんの児童文学）
●四重奏デイズ
作：横田明子　岩崎書店（物語の王国　2-11）
●図書館にいたユニコーン
作：マイケル・モーパーゴ　絵：ゲーリー・ブライズ　徳間書店
●ひとりでえほんかいました
作：くすのきしげのり　絵：ゆーちみえこ　アリス館

児童書


