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うるおいすその
思いやりの心で、住みよいまちをつくります

2 月 25 日　多くのお友達が駆けつけてくれました
すそのんお誕生会　市民文化センター
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市の財政状況を市民の皆さんにより詳しくお知らせするため、総務省
が示した統一的な基準に基づく財務書類４表（純資産変動計算書、行政
コスト計算書、貸借対照表、資金収支計算書）を公表します。
これは、一般会計や特別会計、市が一定割合以上を出資している関係
法人などを対象とした連結財務書類です。

財政課
995-1801

　●市民１人当たり／平成 29年３月 31日時点の市の人口から算出（52,590 人）
　●端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

※静岡県芦湖水利組合は、「統一的な基準」に基づく財務書類作成移行期間のため、平成28年度は算入していません。

裾野市土地開発公社
静岡県芦湖水利組合※
裾野、長泉清掃施設組合
富士山南東消防組合
裾野市振興公社
駿豆学園管理組合
静岡県後期高齢者医療連合
静岡県地方税滞納整理機構
静岡県市町総合事務組合
三島市外五ヶ市町箱根山組合
三島市外三ヶ市町箱根山林組合

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険特別会計
十里木高原簡易水道特別会計
下水道事業特別会計
水道事業会計

一般会計
土地取得特別会計
墓地事業特別会計

連結グループ

市全体

普通会計

純資産変動計算書（NW）

項　目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

平成27年度末純資産残高 652億円�（645億円）768億円�（756億円）146万2千円� （143万円）

純行政コスト △170億円
（△164億円）

△291億円
（△282億円）

△55万4千円
（△53万3千円）

財源 164億円
（171億円）

287億円
（294億円）

54万5千円
（55万7千円）

・税収など 126億円 （130億円）197億円 （212億円） 37万5千円 （40万1千円）

・国県などの補助金 ��38億円� （41億円）��90億円� （83億円）��17万1千円�（15万6千円）

平成28年度差額 △6億円� （7億円）△4億円� （12億円）���� △8千円� （2万3千円）

平成28年度純資産変動額 △6億円� （7億円）△9億円� （12億円）△1万8千円�（2万3千円）

期末純資産残高 646億円�（652億円）759億円�（768億円）１44万4千円�（１45万4千円）

平成28年度純資産増減額
普通会計

652億円�⇒646億円
期首純資産残高
⇒期末純資産残高

6億円の減少
連結会計

768億円�⇒759億円
期首純資産残高
⇒期末純資産残高

9億円の減少

（ ）

（ ）

純資産変動計算書の中で使われている主な用語
純資産変動計算書の用語 解　　説
期首純資産残高 前年度末の純資産の額。対して期末純資産残高は当年度末の純資産の額。期首残高から期末

残高を差し引いた額が当該年度の増減額になる。
純行政コスト 経常行政コストの総額から、受益者負担金などの経常収益を差し引いた額。行政コスト計算

書によって算定される。

Net Worth statement

　市の純資産（資産から負債を差し引いた額）が、平成 28 年度中にどのように増減したのかを明らかにします。

（　）内は平成 27 年度決算数値

平成 28年度　財務書類を公表します
新地方公会計制度に基づく統一的な基準で作成
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企業会計では損益計算書といわれているものです。
利益の追求を目的とする企業とは違い、営利を目的と
しない市の行政サービスの提供にどれだけの費用 ( コ

スト ) がかかったか、その内容の分析を行うことを目
的としています。

行政コスト計算書（PL）

行政コスト計算書の中で使われている主な用語
行政コスト計算書の用語 解　　説
経常費用 毎会計年度、経常的に発生する費用
業務費用 職員給与などの人件費や委託料、旅費などの費用
移転費用 補助金や社会保障給付などにかかる費用
社会保障給付 児童手当の給付、高齢者や障がい者への援護措置、生活保護などの福祉的な経費
経常収益 毎会計年度、経常的に発生する収益
経常行政コスト 経常行政コストの総額から、経常収益（使用料・手数料、寄付金など）を差し引いた額
使用料 市の施設を利用した際に徴収する金額の調定額
手数料 戸籍や住民票、税務証明の発行などで徴収する金額の調定額

経常費用（A)
項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

1．業務費用 111億円　（104億円） 138億円　（128億円） 26万3千円　（24万2千円）
・人件費 39億円 　（35億円） 48億円　�（38億円） 9万1千円　�（7万2千円）
・物件費 65億円 　（66億円） 79億円　�（82億円） 15万1千円　（15万6千円）
・その他 6億円 　�（3億円） 11億円　　（8億円） 2万1千円　�（1万4千円）
２．移転費用 79億円 　（75億円） 180億円　（184億円） 34万2千円　（34万8千円）
・補助金など 25億円 　（18億円） 141億円　（141億円） 26万8千円　（26万7千円）
・社会保障給付 36億円 　（36億円） 36億円　�（36億円） 6万8千円　�（6万8千円）
・他会計への繰出金 14億円 　（14億円） − −
・その他 3億円 　�（7億円） 3億円　　（7億円） 6千円 　（1万4千円）

経常行政コスト合計 １89億円  （１79億円） 3１8億円　（3１2億円） 60万5千円　 　（59万円）

経常収益（B）

項目 普通会計 連結会計 市民 
１人当たり

1．使用料・手数料 8億円（10億円） 19億円（20億円） 3万5千円（3万7千円）
２．その他 10億円 （5億円） 8億円（10億円） 1万6千円 　（2万円）

経常収益合計 １9億円（１5億円） 27億円（30億円） 5万１千円（5万7千円）

純経常行政コスト (Ａ−Ｂ）
普通会計 連結会計 市民１人当たり

１7１億円（１64億円） 29１億円（282億円） 55万4千円（53万3千円）

Profit and Loss statement

（　）内は平成 27 年度決算数値
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貸借対照表（BS）

市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているか
のバランスを明らかにしています。市の資産と、その

資産をどのような財源 ( 負債や純資産 ) で賄ってきた
かが分かります。

借方
（資金を何に使ったのか）

資産の部
（これまで積み上げてきた資産）

項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

固定資産 811億円
（813億円）

1,004億円
（1,011億円）

190万8千円
（191万4千円）

1．有形固定資産 768億円
（769億円）

955億円
（960億円）

181万6千円
（181万7千円）

２．無形固定資産 1億円
（1億円）

1億円
（1億円）

2千円
（2千円）

３．投資その他の資産 41億円
（43億円）

48億円
（50億円）

9万円
（9万5千円）

流動資産 65億円
（72億円）

103億円
（103億円）

19万6千円
（19万5千円）

1．現金預金 6億円
（12億円）

38億円
（37億円）

7万3千円
（7万円）

２．未収金 1億円
（1億円）

2億円
（2億円）

4千円
（5千円）

３．基金 56億円
（57億円）

56億円
（57億円）

10万7千円
（10万8千円）

４．棚卸資産 2億円
（2億円）

6億円
（6億円）

1万2千円
（1万2千円）

資産合計 876億円
（885億円）

１,１07億円
（１,１１4億円）

2１0万4千円
（2１0万9千円）

貸方
（資金をどこから調達してきたのか）

負債の部
（これからの世代が負担する金額）

項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

固定負債 210億円
（215億円）

317億円
（319億円）

60万3千円
（60万3千円）

1．地方債 180億円
（186億円）

251億円
（259億円）

47万8千円
（49万1千円）

２．退職手当引当金 30億円
（28億円）

35億円
（28億円）

6万7千円
（5万3千円）

３．その他 1億円
（1億円）

31億円
（31億円）

5万8千円
（5万9千円）

流動負債 20億円
（18億円）

30億円
（27億円）

5万7千円
（5万2千円）

1．一年以内償還
　　予定地方債

17億円
（16億円）

26億円
（24億円）

5万円
（4万6千円）

２．賞与などの
　　引当金

2億円
（2億円）

3億円
（2億円）

5千円
（4千円）

３．その他 1億円
（−）

1億円
（1億円）

1千円
（1千円）

負債合計 230億円
（233億円）

347億円
（346億円）

66万円
（65万5千円）

純資産の部
（これまでの世代が負担した金額)

項目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

純資産合計 646億円
（652億円）

759億円
（768億円）

144万4千円
（145万4千円）

負債と純資産合計 876億円
（885億円）

１,１07億円
（１,１１4億円）

2１0万4千円
（2１0万9千円）

貸借対照表の中で使われている主な用語
貸借対照表の用語 解　　説

固定資産 市が所有する資産のうち、長期間にわたって行政サービスの提供に用いられる資産
有形固定資産 公共資産のうち、土地や建物などの不動産で、保有が長期に及ぶもの
無形固定資産 公共資産のうち、ソフトウェアや電話加入権など
投資その他の資産 市が保有する有価証券、公営企業・関係団体への出資金や基金など
流動資産 原則として1年以内に現金化される資産
固定負債 返済期限が1年を超える債務
地方債 地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が1会計年度を越えて行われるもの
退職手当引当金 全職員が年度末に普通退職したと仮定した場合に必要な退職手当の見込額
流動負債 返済期限が1年以内の債務

Balance Sheet

（　）内は平成 27 年度決算数値
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（　）内は前年度決算数値

資金収支計算書（CF）

　キャッシュフローといわれるもので、「キャッシュ 
= お金」の「フロー = 流れ」を表しています。市の
収支をその性質に応じて、業務活動収支、投資活動収

現行の予算・決算は、現金収支を議会
の民主的統制下におくことで、予算の適
正・確実な執行を図るという観点から「現
金主義会計」を採用しています。現金支
出を伴わないコスト（減価償却など）や
ストック情報（資産・負債）は把握する
ことができません。

統一的な基準に基づく財務書類は、こ
れらの情報を把握するため「発生主義会
計」を取り入れたもので、「現金主義会計」
を補完するために整備するものです。

支、財務活動収支に区分して表示し、市のどのような
活動に資金が必要なのかを知ることができます。

区　分 普通会計 連結会計 市民１人当たり

1．業務活動収支 11億円
（17億円）

25億円
（27億円）

4万8千円
（5万1千円）

・業務支出 164億円
（158億円）

280億円
（281億円）

53万2千円
（53万1千円）

・業務収入 175億円
（168億円）

305億円
（301億円）

58万円
（57万1千円）

・臨時収入 −
（6億円）

−
（6億円）

−
（1万2千円）

２．投資活動収支 △12億円
（△21億円）

△18億円
（△29億円）

△3万4千円
（△5万4千円）

・投資活動支出 37億円
（52億円）

45億円
（60億円）

8万5千円
（11万4千円）

・投資活動収入 24億円
（31億円）

27億円
（31億円）

5万1千円
（5万9千円）

３．財務活動収支 △4億円
（6億円）

△6億円
（3億円）

△1万1千円
（5千円）

・財務活動支出 16億円
（15億円）

25億円
（26億円）

4万7千円
（4万9千円）

・財務活動収入 12億円
（21億円）

19億円
（28億円）

3万6千円
（5万4千円）

平成28年度資金収支額 △5億円
（2億円）

1億円
（1億円）

3千円
（2千円）

平成27年度末資金残高 11億円
（9億円）

36億円
（35億円）

6万9千円
（6万6千円）

平成28年度末資金残高 6億円
（11億円）

38億円
（36億円）

7万2千円
（6万9千円）

資金収支計算書の中で使われている主な用語
資金収支計算書の用語 解　　説
業務活動収支 経常的な行政活動の収支で、投資・財務的収支には含まれないもの

支出（人件費、物件費、補助金、社会保障給付など）
収入（税収、使用料・手数料など）

投資活動収支 公共資産の整備にかかる収支
支出（公共施設などの整備費、基金積立金など）
収入（基金取崩収入、貸付金元金回収収入など）

財務活動収支 地方債の元利償還、発行額の収支など

Cash Flow statement
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フォトグラフ

Photograph ２月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／御殿場市　時之栖

夢や家族のことを英語で� ２月10日

英語スピーチコンテスト・日本語スピーチが生涯学習センターで
行われました。市内の中学 2 年生 16 人が、夢や家族のこと、自身
が訪れた国と日本との違いなどを英語で述べました。中国やインド
ネシアなどから来た 5 人は、流ちょうな日本語でスピーチしました。

第 2 回英語でリトミックが市民体育館で行われました。参加した親
子は英語の音楽に合わせてリトミックをしたり、英語で指定された色
のボールを集めたりし、英語を使って楽しく体を動かしました。また、
開催日は節分ということで、新聞紙で豆を作り豆まきを行いました。

英語の音楽に合わせて� ２月３日

御殿場市の時之栖で行われているイルミネーションに出展してい
る団体の表彰式で、すそのん万華鏡が銀賞を受賞しました。くるく
る回すと万華鏡の中ですそのんが踊るように写り、とてもかわいい
です。３月 21 日㈬まで展示しています。ぜひ見に来てください。

すそのん万華鏡が大人気
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Photograph 2018.２

磁石のふしぎ� ２月17日

親子チャレンジ広場が東西公民館で行われました。磁石について
の説明のあと、親子で磁石の性質を利用したいろいろな実験を行い
ました。参加した子どもたちは磁力で浮くチョウに「すごい！　楽
しい」と夢中になって実験を楽しみました。

ハートのパンを作ったよ� ２月10日

北児童館のわくわく感動体験「ミステリークッキング」で、子ど
もたちがパン作りに挑戦しました。バレンタイン直前ということで
ココア味のハート型のパン。どれもおいしそうに出来上がって大喜
びでしたが、一番の笑顔が見られたのは試食の時間でした。

自作の電池で明かりがともる� ２月18日

南児童館の環境イベント「竹炭電池づくり」で、身近な材料を使
い電池を作りました。講師から電池の仕組みを学んだ後、容器の中
に竹炭とアルミを並べ食塩水を注ぎました。出来上がった電池で
LED 電球がともると、子どもたちは喜んでいました。

書き初め・美術・アイデア作品を表彰�２月14日

鈴木図書館書き初め展・児童生徒美術展・アイデア展合同表彰式
が市役所で行われました。市長賞、議長賞、教育長賞の合計 14 人
の小・中学生を表彰しました。表彰者を代表して、市長は「素晴ら
しい作品が多く、選考に苦慮しました」などとあいさつしました。

地域での災害対策に役立てて� ２月14日

NTT タウンページ㈱から「裾野市版防災×医療タウンページ」
が贈呈されました。避難方法や備蓄品などの情報の他、公衆電話の
場所と市が提供した避難所の場所がマップで掲載されています。通
常のタウンページと共に市内全世帯と事業所に配布されました。

今年も寿太郎みかんを小学生に� ２月16日

JA なんすんから「寿太郎みかん」3,220 個が贈呈されました。
みかんの贈呈は今年で 10 回目。JA なんすんの岡田組合長は「食
の教育に役立ててほしいです」と目録を教育長に手渡しました。贈
呈されたみかんは、市内の小学校の給食で提供されました。
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特集２

来年度の国民年金保険料が決定
納付が困難な方は免除などの申請を
日本国内に住んでいる 20歳以上 60歳未満の方は、国民年金に加入します。
自営業・無職・学生などの方は、自分で国民年金保険料を納めなければなりま
せん。所得が少ないときや失業などで国民年金保険料を納付することが難しい
場合、保険料の免除や納付猶予を申請することができます。免除申請時点の２
年1カ月前の月分まで申請できます。

保険料の納付期限は翌月末

平成 30 年度の国民年金保険料は月々 16,340 円
納め方
納付書／日本年金機構が送る納付書を使って、金融機

関、郵便局、コンビニの各窓口で納めてください。
口座振替／口座振替を希望する方は、納付書または年

金手帳、通帳、金融機関届出印をお持ちの上、国保
年金課または年金事務所へお申し込みください。

クレジットカード／納付書または年金手帳、はんこ、
クレジットカードをお持ちの上、国保年金課または
年金事務所へお申し込みください。

※手元に納付書がない場合は、年金事務所へご連絡く
ださい。

保険料の納付が困難なとき

保険料を納めるのが経済的に困難な場合は、免除や
納付猶予を利用しましょう。それらを受けるには一定
の条件があります。
免除申請

申請することで、保険料の納付が全額または、一部
免除となる制度です。60 歳未満の方で、本人・配偶者・
世帯主それぞれの申請年度の前年の所得が一定額以下
の場合や、失業などの理由がある方が対象です。失業
したり災害に遭ったりした場合に適用される特例免除
は、失業・災害などがあった日の前月からその年の翌々
年６月までの期間、特例免除申請ができます。
納付猶予申請

申請することで、保険料の納付が猶予される制度で
す。50 歳未満の方で本人・配偶者それぞれの前年の
所得が一定額以下の方が対象です。
申請方法

年金手帳、はんこ（本人署名の場合は不要）、免許
証などの身分証明書をお持ちの上、国保年金課または
年金事務所へ申請してください。

学生の方で保険料の納付が困難なとき

学生の方で保険料の納付が困難なときは、学生納付
特例を利用しましょう。
学生納付特例

申請し、承認を受けると、学校を卒業するまで、納
付しなければならない保険料の納付が猶予される制度
です。申請は毎年必要です。
申請方法
初めて申請する方

年金手帳、はんこ（本人署名の場合は不要）、学生
証（写しの場合は両面）、免許証などの身分証明書を
お持ちの上、国保年金課または年金事務所へ申請して
ください。
２回目以降の方

平成 30 年度も引き続き学生である場合は、３月下
旬に日本年金機構からはがき形式の申請書が届きます。
必要事項を記入し、返送してください。

沼津年金事務所
921-2201

国保年金課
995-1813

免除・納付猶予・学特例期間の
保険料を後から納める方法

各制度で承認された免除・納付猶予期間の保険料は、
後から納めることができます（追納）。納めない場合、
将来受給する年金額が満額に満たなくなります。
追納期間／ 10 年以内
申請方法／年金事務所または国保年金課へ申請してく

ださい。

 免除・納付猶予・学生特例申請時の注意

●申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を
行います。

●申請が遅れると、障害年金などを受け取れない
場合があります。
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特集３

狂犬病予防注射を 4/19 ㈭・4/22 ㈰に実施
あなたの愛犬を狂犬病から守ります
犬の飼い主は、狂犬病予防法で年1回の狂犬病予防注射を受けさせる
ことが義務付けられています。飼い犬に予防注射を受けさせることは、
犬だけでなく飼い主も狂犬病から身を守ることになります。狂犬病予防
注射の接種を忘れずに行ってください。

生活環境課
995-1816

接種前に飼い犬の健康状態の確認を

予防注射の接種前に、飼い犬が次のいずれかの項目
に該当する場合は、予防注射を受けられません。動物
病院で診察を受け、予防注射を受けさせてください。
①最近、具合が悪い（元気がない・食欲がない・下痢・

嘔
おう

吐
と

など）
② 1 カ月以内にほかの予防注射を受けた
③妊娠中・授乳中
④今まで狂犬病の予防注射を受け、具合が悪くなった

ことがある
⑤現在、病気を治療して

いる

注射料は一匹につき 3,400 円

注射を受けさせる際には、以下のものをお持ちくだ
さい。
●予防注射案内はがき
●愛犬手帳
●注射料（１匹につき 3,400 円）
※おつりがないようにお願いします。注射後にお渡し

する注射済票は必ず飼い犬に装着しましょう。

犬を飼い始めたら登録を

生後 91 日以上の犬を飼い始めたら、30 日以内に市
に登録する必要があります。登録１匹につき 3,000 円
かかります（登録は生涯に一度）。登録後にお渡しする
鑑札は、必ず首輪に付けてください。また、飼い主の変
更や飼い犬が死亡したときは、必ず届け出てください。

狂犬病予防注射（集合注射）の日程と会場

４月 19 日㈭
青葉台中公園
�9：00～�9：20

深良新田公民館
�9：00～�9：15

峰下公民館
�9：25～�9：40

岩波公民館
�9：25～�9：45

麦塚公民館
� 9：50～ 10：10

上須公民館
� 9：55～ 10：15

本茶公民館
10：20～ 10：35

切遠コミセン
10：25～ 10：40

富士見台遊園地
10：45～ 11：05

南堀集会所
10：50～ 11：05

中丸中・下公民館
11：15～ 11：35

町震コミセン
11：15～ 11：35

滝頭公民館
13：10～ 13：30

深良コミセン
13：10～ 13：35

公文名東最寄集会所
13：40～ 13：55

御宿新田コミセン
13：45～ 14：05

久根公民館
14：05～ 14：30

葛山中村集会所
14：20～ 14：40

市民体育館
14：40～ 15：30

千福公民館
14：50～ 15：10

—— 石脇公民館
15：20～ 15：40

４月 22 日㈰
十里木集会所
9：15～ 9：35

伊豆島田遊園地
9：00～ 9：15

須山コミセン
9：50～ 10：30

二ツ屋集会所
9：25～ 9：40

田向集会所
10：40～ 10：55

富沢公民館
9：50～ 10：10

下和田集会所
11：10～ 11：45

桃園定輪寺前
10：20～ 10：40

今里本村集会所
13：10～ 13：25

千福が丘中央公園
10：50～ 11：30

金沢公民館
13：35～ 13：55

上ヶ田公民館
13：10～ 13：30

田場沢公民館
14：05～ 14：20

富岡コミセン
13：40～ 14：00

中里公民館
14：30～ 14：45

御宿上谷集会所
14：25～ 14：45

市役所前駐車場
15：05～ 16：00

●登録後にお渡しした鑑札と、平成 29 年度の注射済
票を飼い犬に装着して来場してください。
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インフォメーション

Information

原動機付自転車やトラクターなどの軽自動車を
所有している方は、軽自動車税がかかります。市
役所へ申告し、ナンバープレートの交付を受けて
ください。ナンバープレート
は公道走るかどうかに関係な
く、軽自動車を所有している
限り付ける必要があります。

軽自動車税の対象となるもの
車種 税額

原動機付自転車
50cc 以下 2,000 円
90cc 以下 2,000 円
125cc 以下 2,400 円

ミニカー 50cc 以下 3,700 円
小型特殊農耕用 農耕トラクター、コンバイン、田植機など 2,400 円
小型特殊その他 フォークリフト、ショベルローダなど 5,900 円

原動機付自転車などを譲ったり、売ったりした
場合は廃車手続きをしてください。廃車をしない
と、軽自動車税がかかり続けてしまいます。課税
は、4 月 1 日現在の所有者に行います。

登録▶はんこ、販売証明（譲渡証明）、車両の
情報が分かるもの

　廃車▶はんこ、ナンバープレート、標識交付証
明書

原動機付自転車やトラクターなどの登録 管理納税課　995-1811

こども医療費助成制度

小学１年生から高校３年生相当
までの子どもの医療費を助成しま
す。

健康保険が適用される医療費と
入院時の食事代

助成方法／医療機関の窓口で、こ
ども医療費受給者証を保険証と
一緒に提示してください。

自己負担／通院のみ１回 500 円
（月２回まで）。入院と薬局は自
己負担金なし。
●県外の医療機関では、受給者
証を使用できません。受診した
場合は、子育て支援課へ申請し
てください。●４月から小学１
年生になる子どもには、３月末
に受給者証を郵送します。３月

31 日㈯までは乳幼児医療費受
給者証を使用し、４月以降に破
棄してください。●４月から高
校１年生～３年生相当の子ども
には、３月末に受給者証を郵送
します。４月１日㈰から使用で
きます。
子育て支援課　995-1841

バス路線　ダイヤ改正

バス路線「御殿場線」と「東急
千福ヶ丘線」は、大幅に減便され
ます。ご利用の方は、市公式ウェ
ブサイトから新ダイヤをご確認く
ださい。その他バス路線のダイヤ
改正については、３月 23 日㈮以
降にご確認ください。
改正日／４月２日㈪

企画政策課　995-1804
富士急シティバス㈱　921-5367
http://www.city.susono.
shizuoka.jp/kurashi/4/1/1/

市指定給水装置工事
事業者の廃止

次の業者を廃止しました。
●有限会社　小笠原産業

静岡市清水区庵原町 589-24
TEL 0543-64-0935
上下水道課　995-1834

学校開放調整会議

５月から６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 ４月３日㈫ 須山
コミセン

東 ４月４日㈬
生涯学習
センター

深良 ４月６日㈮
西 ４月 11日㈬
富岡 ４月 12日㈭

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　994-0145
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固定資産課税台帳の閲覧
４月２日㈪～　８時 30 分～
17 時 15 分　※土・日曜日・
祝日・年末年始を除く
課税課資産税係
①固定資産の所有者とその同
一世帯の親族②納税管理人③
所有者からの委任状をお持ち
の方④相続人⑤借地人・借家
人（対価を支払っている方に
限る）
自己所有または借地・借家し
ている固定資産の課税台帳の
閲覧
１回 300 円　※①～④の方
は４月２日㈪～５月１日㈫は
無料
①～⑤運転免許証などの身分
証明書③法人の場合は、社印
のある委任状④相続がわかる
除籍の謄本など⑤賃貸契約書
または対価の領収書

４月２日㈪から平成 30 年度の課税の内容を確認できます。
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

４月２日㈪～５月１日㈫
　８時 30 分～ 17 時 15 分
　※土・日曜日、祝日を除く

課税課資産税係
①土地または家屋の固定資産
税の納税者とその同一世帯の
親族②納税管理人③納税者か
らの委任状をお持ちの方④相
続人
●土地価格等縦覧帳簿（所在、
地番、地目、地積、価格）の
縦覧●家屋価格等縦覧帳簿

（所在、家屋番号、種類、構造、
床面積、価格） ※自分の所有
する資産と同じ種類のものに
限る（例：宅地と宅地）
①～④運転免許証などの身分
証明書③法人の場合は、社印
のある委任状④相続がわかる
除籍の謄本など

固定資産課税台帳の閲覧
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

課税課
　995-1809

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　 住所　 Mail　 Web　

児童手当の請求

児童手当を受給する公務員が、
退職などで公務員でなくなった場
合は退職などの翌日から 15 日以
内に、子育て支援課で手続きが必
要です。15 日以内に手続きがさ
れなかった場合、手当てをもらえ
ない期間が発生します。

子育て支援課　995-1841

公の施設の
指定管理者の指定

次の施設を管理する指定管理者
を指定しました。
施設名／デイサービスセンターい

きいきホーム、デイサービスセ
ンターいずみ荘、デイサービス
センターすやまホーム

指定管理者／（福）裾野市社会福
祉協議会
４月１日～平成 33 年３月 31
日
社会福祉課　995-1819

防衛省採用試験
一般幹部候補生

一般要員 ▼５月 12 日㈯
飛行要員 ▼ ５月 12 日㈯・13
日㈰
大卒程度試験▶ 20 歳以上 26
歳未満（22 歳未満は大卒、大
卒見込みを含む）

　院卒者試験▶修士課程修了者な
どで 20 歳以上 28 歳未満
５月 1 日㈫
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

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。

４月６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

ひとり親家庭入学児童祝金

母子・父子家庭などの児童が、
小・中学校に進学するときに祝金
を支給します。

子育て支援課、社会福祉協議会
各支所にある申請書に必要事項
を記入し、子育て支援課または、
社会福祉協議会へ提出
４月９日㈪
子育て支援課　995-1841

　社会福祉協議会　992-5750
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深良用水の通水を記念し、４月 22 日㈰に深良小学校グラウンドな
どで深良用水まつりを行います。
仮装行列一般参加

深良用水が通水した、江戸時代当時の衣装で深良地区内を練り歩き
ます。
集合／４月 22 日㈰　７時 30 分
集合場所／深良地区コミュニティセンター

深良支所にある応募用紙に必要事項を記
入し、提出してください。　※郵送、ファ
クス可
４月６日㈮
仮装の衣装（江戸時代風の和装）※主催者側で衣装の用意はありま
せん。
参加者には、深良用水まつりで利用できる食事券を配布します。

フォトコンテスト
深良用水まつり当日に撮影した写真をご応募ください。

応募方法／深良支所にある応募用紙に必要事項を記入し、写真を添え
て提出してください。　※郵送可

応募締切／５月 14 日㈪
応募規定／A4 または四つ切サイズ（300mm × 250mm）のカラープ

リントの単写真。１人３点以内。未発表で他に発表予定のない作品
応募上の注意／●個人情報は本人の許可なく第三者への提供はしませ

ん。入賞者については、氏名・年齢・行政区などを公開する場合が
あります。●入賞作品は、深良用水まつり PR のため、主催者が無
償で使用する権利を有します。●入賞作品はデジタルデータを提出
してください。●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。●撮影時のカメラなどの破損などの
責任は負いません。●応募作品は返却しません。
入賞者には直接通知します。
深良支所　992-0400　 993-7231　 〒 410-1102　深良 657

第５回深良用水まつり
フォトコンテスト作品・仮装行列一般参加者　募集

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

手話講座受講生

平成 30 年度に入門編、平成
31 年度に基礎編を行う講座の受
講生を募集します。２年間通じて
受講してください。
入門編

５月 15 日～９月 18 日毎週㈫
と８月 26 日㈰　※８月 14 日
㈫休講
御殿場市民交流センターふじざ
くら（御殿場市萩）
18 歳以上で裾野市・御殿場市・
小山町に住んでいるか通勤して
いる方
20 人（先着順）
3,240 円（ 入 門 編・ 基 礎 編
DVD 付きテキスト代）
４月２日㈪～
平成 31 年度のスケジュールな
どは別途通知します。

小山町役場住民福祉課福祉班
　0550-76-6661
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４月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

７日㈯ 杉山産業
☎992-1131

８日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

14日㈯ 山崎設備
☎997-6766

15日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

21日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

22日㈰ ㈲小澤土建
☎992-1401

28日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

29日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

30日㈮ ㈲井上設備工業
☎997-4578

１日㈰ 富岡地区桜まつり

３日㈫ 市立保育園入園式

５日㈭ 市立小・中学校入学式

10日㈫ 市立幼稚園入園式

14日㈯～
15日㈰

富士山すそのパノラマロード
菜の花＆桜まつり

22日㈰ 深良用水まつり

４月　カレンダー

データバンク
３月１日現在

人　口　52,440人� （−85人）
　男　　26,638人� （−37人）
　女　　25,802人� （−48人）
世　帯　21,652世帯�（−53世帯）
内、外国人� 812人�473世帯

４月　税金・料金
納付期限：５月１日㈫

固定資産税・都市計画税� 第１期分

水道料金・下水道使用料� 第１期分

お知らせ

図書館YAアドバイザー

図書館 YA（ヤングアダルト）
コーナーの利用を促進するため、
図書館に置く本を選ぶ選書や講演
会の手伝いをする中高生を募集し
ます。

５月～ 12 月の㈯　月１回
鈴木図書館
市内に住んでいる中学生、高校
生（４月１日時点）
６人（先着順）
４月７日㈯９時～
YA は、主に中高生を中心とし
た 10 代を指す言葉です。

鈴木図書館　992-2342

市スポーツ祭レクスポ
３種目大会の参加チーム

ペタボード大会、輪投げ大会、
ファミリーバドミントン大会、の
参加チームを募集します。

５月 20 日㈰　９時 30 分～
市民体育館
市内に住んでいるか、通勤・通
学している方
１チーム 500 円
市民体育館にある申込書に必要
事項を記入し、参加費を添えて
提出してください。
４月６日㈮～５月６日㈰
●監督者会議（抽選会、大会注
意事項の説明）を５月 11 日㈮

19 時から市民体育館多目的
ルームで行います。●上位チー
ムは 11 月 18 日㈰に小山町で
行う、駿東地区レクスポ
大会の出場権が得られま
す。
市スポーツ祭運営委員会
993-0303

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。

４月 26 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
４月 12 日㈭

国保年金課　995-1813
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救急協力医

４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㈰

べっく・メディカ
ル・クリニック 92１-１300 西沢田 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

境医院 975-802１ 竹原 白十字小児科医院 933-5１１１ 下香貫
　馬場

東名裾野病院 997-0200 御宿 五十嵐クリニック 934-6700 志下

２㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 香貫医院 93１-2465 本郷町 まるやま
小児科医院 98１-8577 堂庭

３㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 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

４㈬ 小林内科医院 92１-2１65 米山町 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

５㈭ 今井医院 92１-32１１ 五月町 池田病院 986-１2１2 本宿 白十字小児科医院 933-5１１１ 下香貫
　馬場

６㈮ つかだ医院 983-１577 堂庭 西方外科医院 92１-１333 共栄町 田中医院 92１-2053 高島町

７㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-１2１2 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

８㈰

岩渕内科医院 95１-4579 添地町 関外科胃腸科医院 92１-2１85 花園町

稲玉内科
クリニック 99１-5１１１ 伏見 坂小児科医院 93１-3233 下香貫

　前原

田中クリニック 992-１88１ 伊豆島田 田中クリニック 992-１88１ 伊豆島田

９㈪ 新井内科
クリニック 992-08１１ 久根 田沢医院 962-１205 大手町 まるやま

小児科医院 98１-8577 堂庭

10 ㈫ 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

11 ㈬ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 山本整形外科・

循環器科 989-8１１１ 南一色 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

12 ㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-１2１2 本宿 西村医院 97１-65１0 下土狩
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４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

１㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

聖隷沼津病院
952-１000 松下　　

勝又歯科医院
989-4726 上土狩　

８㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

沼津市立病院
924-5１00 東椎路　

会田歯科医院
972-04１8 卸団地　

15 ㈰ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩　

聖隷沼津病院
952-１000 松下　　

かぬき岩端医院
932-8１89 前原　　

木の花歯科医院
972-0097 堂庭　　

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈮ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原
ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 りゅうじん医院 988-3１33 下土狩

14 ㈯ 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

15 ㈰

あそうクリニック 929-7575 筒井町 守重医院 93１-25１１ 我入道
　江川

柿田川医院 973-360１ 柿田 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 西方外科医院 92１-１333 共栄町

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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●４月の行事予定
おはなしの会
 14日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 21日㈯ 14時30分〜 本館おはなしのへや

親子おはなし広場
 10日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 18日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 25日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 11日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 19日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 27日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

野際　翔
とう
真
ま

くん
（２歳 11ヶ月・久根）

荻田　彩
あや
乃
の

ちゃん
（３歳・須山三）

江田　喜
き
一
いち

くん
（２歳 10ヶ月・佐野二）

室伏　桜
さく
弥
や

くん
（２歳 11ヶ月・富沢）

甲斐　湊
みな
翔
と

くん
（３歳・岩波）

４月の休館日 ２日㈪・９日㈪・16日㈪
23日㈪・26日㈭

●百年泥
著：石井遊佳　新潮社

●ヲトメノイノリ
著：石田千　筑摩書房

●春待ち雑貨店ぷらんたん
著：岡崎琢磨　新潮社

●サニー・シックスティーン・ルール
　Sunny 16 Rule
著：関口尚　中央公論新社

●僕と彼女の左手
著：辻堂ゆめ　中央公論新社

●きくち駄菓子屋
文：かさいまり　絵：しのとうこ　アリス館

●きらわれもののこがらしぼうや
作・絵：仁科幸子　PHP研究所（とっておきのどうわ）

●ともだちのやくそく
え：ひろかわさえこ　さく：中川ひろたか　アリス館

●密林一きれいなひょうの話
え：和田誠　おはなし：工藤直子　瑞雲舎

●ローラとわたし
絵：パオロ・ドメニコーニ
文：キアラ・ヴァレンティーナ・セグレ　�徳間書店

一般書

児童書

新刊おすすめ本


