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固定資産税・都市計画税は毎年 1月 1日現在の所有者に課税さ
れます。税額は、固定資産評価基準に基づいて算出された評価額を
基に決定されます。４月上旬に納税通知書を送付しますので、内容
をご確認ください。

課税課
995-1809

第１期の納期限は 5 月１日㈫

固定資産税と都市計画税を合算した年税額を一括、
または４期に分けて納めてください。一括の場合は 5
月 1日㈫までに、４期に分ける場合は、各期の納期
限までに所定の金額を納めてください。また、固定資
産税と都市計画税を合算した額が年額 3,900 円以下
の場合は、一括納付となります。
口座振替の場合は、４期に分けて各納期限の日に引
き落とされます。

固定資産税は１月１日現在の所有者に課税

毎年 1月 1日現在、市内にある土地、家屋、償却
資産の所有者が納める税金です。税額の求め方は以下
のとおりです。

固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％）
固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定めた固
定資産評価基準を基に決定されます。原則として評価
額が課税標準額になります。ただし、課税標準の特例
措置が適用される住宅用地や、税負担の調整措置が適
用される土地は、課税標準額が評価額より低くなりま
す。
固定資産税を納める方
原則として固定資産の所有者で次の方です。

【土地】
●登記簿に所有者として登記されている方
●土地補充課税台帳に所有者として登録されている方
●所有している土地の課税標準額の合計が 30万円以
上の方

【家屋】
●登記簿に所有者として登録されている方
●家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
●所有している家屋の課税標準額の合計が 20万円以
上の方

【償却資産】
●償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
●所有している償却資産の課税標準額が 150 万円以
上の方
※所有者として登記（登録）されている方が、賦課期
日（１月１日）前に死亡している場合などは、その
土地や家屋を現に所有している方が納税義務者にな
ります。

都市計画税の税率は 0.2％

毎年１月１日現在、市内の市街化区域内にある土地、
家屋の所有者が納める税金です。税額の求め方は以下
のとおりです。

都市計画税額＝課税標準額×税率（0.2％）

届け出が必要な場合

次のような場合は課税課にご連絡ください。登記の
手続きを行った場合、届け出は不要です。
●家屋を新築・増築したとき
●家屋を取り壊したとき
●家屋の用途を変更したとき
●売買、相続、贈与などによって登記されていない家
屋の所有者を変更したとき

負担調整措置 ～土地の税額が上がる場合～

土地の固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合
でも、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税
標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられてい
ます。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、
本来の課税標準額に比べて現
在の課税標準額が低いため、
負担調整措置で本来の課税標
準額に向けた是正過程にある
ものです。

特集１

平成 30 年度 固定資産税・都市計画税
4 月上旬に納税通知書を発送
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新築住宅の減額措置 ～一般住宅は 3 年間～

一般住宅は新築後３年間 ( 認定長期優良住宅※1 は
５年間 )、３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５
年間 ( 認定長期優良住宅は７年間 )、住宅部分のうち
住宅１戸につき 120 平方メートル分までの固定資産
税額が 1/2 に減額されます。減額期間が終了すると、
本来の税額に戻ります。軽減措置が適用されている場
合、課税明細書に軽減された税額と終了年度が記載さ
れます。
対象／次の全ての要件を満たす住宅
●専用住宅・併用住宅・共同住宅
　※併用住宅の場合、居住部分の面積の割合が 1/2
以上
●床面積 ( 併用住宅の場合、居住部分の面積 ) が
50～ 280 平方メートル
　※共同住宅など一戸建て以外の貸家住宅の場合は、
住宅１戸あたりの床面積が 40～280 平方メートル

家屋の税額が上がる方
次の方は今年度から新築住宅の減額措置の適用がな
くなり、本来の税額になるため、税額が上がります。
①平成 26 年１月２日～平成 27 年１月１日に減額の
対象となる一般住宅を新築した方
②平成 24年 1月 2日～平成 25年 1月 1日に減額の
対象となる一般の認定長期優良住宅を新築した方
③平成 24 年１月２日～平成 25 年１月１日に減額の
対象となる３階建て以上の中高層耐火住宅を新築し
た方

専用住宅、併用住宅、共同住宅などが建っている土地が住宅用地です。住宅用地には小規模住宅用地と一
般住宅用地があり、税負担を軽減するため特例措置が適用されます。新たに特例措置の適用を受けるには、
土地使用状況申告書の提出が必要です。

小規模住宅用地
200 平方メートル以下の住宅用地をいいま

す。200 平方メートルを超える場合は、住宅
１戸あたり、200 平方メートルまでの部分を
いいます。小規模住宅用地の固定資産税の課税
標準額は、評価額の 1/6 が上限になり、都市
計画税の課税標準額は評価額の 1/3 が上限に
なります。

一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例え
ば、一戸建住宅の敷地が 300 平方メートルだとす
ると、200 平方メートルは小規模住宅用地となり、
残りの 100 平方メートルが一般住宅用地となりま
す。一般住宅用地の固定資産税の課税標準額は、評
価額の 1/3 が上限になり、都市計画税の課税標準
額は評価額の 2/3 が上限になります。

④平成 22年１月 2日～平成 23年 1月 1日に減額の
対象となる 3階建て以上の中高層耐火住宅の認定
長期優良住宅を新築した方
※１　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・安全性の住宅性能が一定基
準を満たすものとして所管行政庁の認定を受け
た住宅

償却資産は毎年 1 月 31 日までに申告

会社や個人で工場・商店などを経営している方や、
駐車場・アパートなどを所有し、貸し付けている方が、
その事業のために用いている構築物・機械・車両・備
品などの固定資産が償却資産です。償却資産には、固
定資産税が課税されます。毎年１月１日現在の償却資
産の所有状況を１月 31日までに申告してください。
資産の種類 内容

構築物
駐車場のアスファルト舗装、フェンス・
門などの外構、植込、物置、自転車置
き場、屋外看板

機械・装置 太陽光発電設備、工作機械、印刷機械、
各種作業用機械

車両・
運搬具

大型特殊自動車に該当するブルドー
ザー、クレーン車、フォークリフト

工具器具・
備品

事務机、陳列ケース、パソコン、集合
郵便受け、テレビ、エアコン

※自動車税、軽自動車税が課税される資産やソフト
ウェア・特許権などの無形の固定資産は、償却資産
から除く

住宅用地の課税標準の特例　～住宅用地の税負担を軽減～

特集１
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予防接種の目的は、自分が病気にかからないこと、かかっても軽
症ですむこと、まわりの人にうつさないことです。予防接種は、自
然に感染するよりも安全に免疫を作ることができます。健康推進課
から郵送される接種券をお持ちになり、実施医療機関で接種を受け
てください。

健康推進課
992-5711

乳幼児から対象の予防接種

種　類 通知時期 接種可能期間

ヒブ
初回 １カ月になる月の月末 生後２カ月～５歳の誕生日の前日
追加 10カ月になる月の月末 初回終了後７カ月～５歳の誕生日の前日

小児肺炎球菌
初回 １カ月になる月の月末 生後２カ月～５歳の誕生日の前日
追加 11カ月になる月の月末 １歳～５歳の誕生日の前日

Ｂ型肝炎 １カ月になる月の月末 １歳の誕生日の前日まで

ＢＣＧ（結核予防） ２カ月になる月の月末 生後３カ月～１歳の誕生日の前日

四種混合１期〔ジフテリア・
百日せき・破傷風・ポリオ〕

初回 ２カ月になる月の月末 生後３カ月～７歳６カ月になる前日

追加 １歳５カ月の月末 初回終了後６カ月～７歳６カ月になる前日

水痘〔水ぼうそう〕（２回） 11カ月になる月の月末 １歳～３歳の誕生日の前日
二種混合〔ジフテリア・破傷風〕 10歳 11カ月になる月の月末 11歳の誕生日～ 13歳の誕生日の前日

日本脳炎１期
初回 ２歳 11カ月になる月の月末 生後６カ月～７歳６カ月になる前日
追加 ３歳 11カ月になる月の月末 初回終了後６カ月～７歳６カ月になる前日

日本脳炎２期 ８歳 11カ月になる月の月末 ９歳の誕生日～ 13歳の誕生日の前日
ＭＲ１期〔麻疹・風疹混合〕 11カ月になる月の月末 １歳の誕生日～２歳の誕生日の前日

ＭＲ２期〔麻疹・風疹混合〕 平成 24年４月２日～平成 25
年４月１日生まれに発送 ４月１日㈰～平成 31年３月 31日㈰

単独不活化ポリオ
初回 通知なし　※希望者には健康推

進課で接種券を交付
生後３カ月～７歳６カ月になる前日

追加 初回終了後６カ月～７歳６カ月になる前日

三種混合〔ジフテリア・百
日せき・破傷風〕

初回 通知なし　※希望者には健康推
進課で接種券を交付

生後３カ月～７歳６カ月になる前日
追加 初回終了後６カ月～７歳６カ月になる前日

子宮頸
けい
がん予防〔ヒトパピロー
マウイルス〕

通知なし　※希望者には健康推
進課で接種券を交付 中学１年生～高校１年生相当

①接種券の有効期限を確認
②直近のワクチン接種日を確認し、そのワクチンが「不
活化ワクチン」なら 6日以上、「生ワクチン」なら
27日以上空いているか確認
③接種するワクチンと同じ種類のワクチンの接種間隔
が合っているか確認

同じワクチンでの接種間隔の例（B 型肝炎）
接種前には、母子健康手帳のワクチン接種歴欄を開き、接種間隔の確認を

初回１回目 初回２回目 追加

特集２

予防接種一覧
予防接種で病気を予防しましょう

27 日以上あける
初回1回目の注射から139日以上あける
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高齢者肺炎球菌

高齢者肺炎球菌予防接種は、成人肺炎の 25 ～
40％を占める肺炎球菌性肺炎を予防し重症化を防ぎ
ます。接種後、免疫ができるまでに平均で３週間かか
ります。助成は生涯で一度だけです。対象年度を過ぎ
ると助成は受けられません。
通知時期／３月下旬～４月上旬
接種可能期間／４月１日㈰～平成 31年３月 31日㈰
自己負担金／ 2,000 円
対象者／次のいずれかの要件を満たす方
● 60 歳から 64 歳までの方で心臓・腎臓・呼吸器・
免疫機能に障がいがあり、障がい者手帳１級または
同程度の障がいがある方
● 65 歳の方（昭和 28 年４月２日～昭和 29 年４月
１日生まれの方）
● 70 歳の方（昭和 23 年４月２日～昭和 24 年４月
１日生まれの方）
● 75 歳の方（昭和 18 年４月２日～昭和 19 年４月
１日生まれの方）
● 80 歳の方（昭和 13 年４月２日～昭和 14 年４月
１日生まれの方）
● 85歳の方（昭和８年４月２日～昭和９年４月１日
生まれの方）
● 90歳の方（昭和３年４月２日～昭和４年４月１日
生まれの方）
● 95 歳の方（大正 12 年４月２日～大正 13 年４月
１日生まれの方）
● 100 歳の方（大正７年４月２日～大正８年４月１
日生まれの方）

風疹予防接種費用の一部助成

助成は、１人につき１回です。妊娠している方は、
接種できません。
助成額／風疹ワクチン▶上限 4,000 円
　MR（麻疹・風疹混合）ワクチン▶上限 5,000 円
対象者／接種当日に市に住民登録があり、風疹抗体検
査を受けた結果が、抗体価が低く（抗体価がHI 法
で 16 倍以下、EIA 法で 8.0 未満、CLELA 法で
14.0 未満）、次のいずれかの項目に該当する方
●妊娠を希望する女性
●妊娠している女性の同居家族
申請方法／接種後、医療機関に接種費用を支払い、健
康推進課へ申請してください。

予防接種を受ける前・受けた後の注意

●接種券に記載してある有効期間を確認し、有効期間
内に接種を受けるようにしましょう。
●接種当日、体調は普段と変わりないか確認しましょ
う。風邪気味のときなどは医師に詳しく状態を伝え、
接種を受けてよいか確認しましょう。
●接種後 30分間は急な副反応が起こることがありま
す。接種医とすぐに連絡を取れるようにしておきま
しょう。
●入浴は差し支えありませんが、注射部位を強くこす
ることはやめましょう。

こんなときは手続きを！

20 歳未満の方が転入したとき
転入前の市区町村によって予防接種の方法が異なり
ます。保護者は、母子健康手帳をお持ちになり健康推
進課へお越しください。未接種のものがあれば、接種
券を交付します。
転出したとき
転出先では裾野市の接種券は使えません。転出先の
市区町村にお問い合わせください。
裾野市・沼津市・長泉町・清水町の協力医療機関以外
で接種を希望するとき
希望する医療機関での接種ができるかどうか健康推
進課へお問い合わせください。

定期の予防接種による副反応のために、医療
機関で治療が必要になったり、生活が不自由に
なったりしたとき（健康被害があったとき）は、
法律に定められた救済制度があります。
制度の利用を申し込むときは、健康推進課へ

ご相談ください。
※制度を利用するためには、一定の条件があり
ます。

予防接種後健康被害救済制度

特集２
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【目的】
市民一人一人が、自らの交通安全に関する意識
を高め、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を
習慣付けることで、交通事故防止の徹底を図る

【スローガン】
安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ

【運動の重点】
１.	 子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運
転者の交通事故防止

２.	 自転車の安全利用の推進
３.	 全ての座席のシートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底

４.	 飲酒運転の根絶
【裾野地区の統一重点】
安全確認「止まる・見る・待つ」の徹底

春の全国交通安全運動

４月６日㈮から 15日㈰までの 10日間、春の全国
交通安全運動が行われます。新年度を迎え、入学した
ばかりの新１年生や、新しい学年となった児童・生徒
が希望を胸に登下校します。道路を通行する際は、心
と時間に余裕をもち、安全運転を心がけましょう。

危機管理課　 995-1817

春の全国交通安全運動
交通事故ゼロで気持ち良い新生活のスタートを！

交通ルールの遵守と交通マナーの実践を！

子どもの交通事故防止
歩行中の子どもに多い交通事故は、道路横断中の事
故です。信号機や横断歩道がない場所での横断中の事
故や、交差点を右左折する車に巻き込まれる事故が多
くなっています。道路を横断するときは、左右の確認
だけでなく、周囲の安全確認も確実に行いましょう。
通学路や家の周りなどを、保護者と子どもが一緒に
歩き道路上でのルールなどを確認し、実践できるよう
にしてください。
高齢者の交通事故防止
高齢者は、交通事故の被害者だけではなく加害者に

なるケースも増えています。加齢による体力や判断力
の低下など、個人差はありますが高齢者特有の事情が
影響しています。自分の運転技術を過信せず、無理を
しない運転を心がけましょう。
自転車の安全利用の推進
自転車も車の仲間です。道路上では一時停止や信号
機に従うなど交通ルールを守り、安全確認を確実に行
いましょう。また、夕方から夜間の利用では、自動車
と同様に早めのライトオンと、自発光式反射材を身に
着けるなど、他の通行者へ自分の存在を示すようにし
ましょう。
毎月 10・20・30 日は「交通事故ゼロの日」
全ての通行者が「おもいやり	ありがとう」の精神で、
交通安全に深い関心を持ち、それぞれの立場で正しい
交通安全行動を身に付け、実践することが大切です。
「交通事故ゼロの日」は、一人一人が事故を起こさな
いことを誓い合う日です。日頃から家庭や地域、職場
でもお互いに声をかけあい、交通事故防止に努めま
しょう。

発生件数 死者数 負傷者数
404件（+62） 2人（－1） 544人（+94）
重傷事故は、夜間の交差点付近で発生していま
す。発生時間帯別では、16 時～ 18 時で全体の
17.1%を占めています。
～ピカッと作戦～　『明るく・目立て・光れ』
▶歩行者・自転車運転者は自発光式反射材の活用
▶自動車運転者は早めのライトオン

平成 29 年中の市内人身交通事故発生状況

特集３
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特集４

第５回深良用水まつり
4/22 ㈰先人の偉業を今に伝えます

1670 年の 4月 25日の通水を記念し、4月 22日㈰に深良
小学校グラウンドで第 5回深良用水まつりを開催します。「世
界かんがい施設遺産」に登録された深良用水を、仮装行列やお
田植え初め、ステージイベントなどで全国へ発信します。

深良支所　 992-0400

とき／ 4月 22日㈰　9時～ 15時
ところ／深良小学校グラウンド他
※雨天の場合は仮装行列を中止し、会場を深良小学校
と深良地区コミュニティセンターに変更します。
◎駐車場が少ないため公共交通を利用するか、徒歩で
の来場をお願いします。

【イベントスケジュール】
  9:00　仮装行列 商工会前出発
  9:30　模擬店など販売開始
10:30　式典開始
11:10　お田植え初め・ステージイベント開始
14:50　もちまき
15:00　イベント終了

【イベント】
●通水記念仮装行列（商工会前～深良小学校）
●早乙女によるお田植え初め（深良小西側水田）
●第 5回深良用水まつりフォトコンテスト
●歌や踊りなどのステージイベント
●ビー玉やベーゴマなど昔の遊び体験コーナー
●各地区の模擬店、野菜や特産品の即売、バザー
● JRさわやかウォーキング（同時開催）

【展示】
●深良用水に関する写真パネルや資料
●第 4回深良用水まつりの写真
●深良用水を利用した発電所写真パネル

【仮装行列コース】

～通水記念仮装行列参加者募集～
仮装行列の参加者を募集しています。参加を希
望する方は、4月 6日㈮までに深良支所へお申し
込みください。申し込み多数の場合は、締め切る
ことがあります。
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【部長級】
健康福祉部長兼福祉事務所長▶小林浩文（企画部長）企
画部長▶西川篤実（企画部部参事兼市長戦略監）部長 
議会事務局長▶永田幸也（部参事	議会事務局長）総務
部長▶湯山博之（次長	監査委員事務局長）

【部参事級】
行政経営監▶芹澤嘉次（行政経営監）環境市民部部参事
兼水道事業管理監兼上下水道経営課長▶杉山和利（環
境市民部部参事兼水道事業管理監兼上下水道課長）企
画部部参事兼市長戦略監兼秘書課長▶水口清治（企画
部次長兼秘書課長）健康福祉部部参事兼子育て支援監
▶石井敦（企画部参事兼企画政策課長、裾野市土地開
発公社事務局長）

【次長級】
産業部次長兼演習場対策専門官兼農林振興課演習場対
策室長▶横山王一（産業部次長兼渉外課長）次長 会計
管理者兼出納課長▶松本昭弘（総務部次長兼総務管財
課長）次長 総務部人事課付▶平野佳正（次長	出納課
長）次長 監査委員事務局長▶髙梨恭（企画部財政課長）

【参事級】
環境市民部参事兼危機管理課危機管理調整監▶古川渡
（環境市民部参事兼危機管理課危機管理調整監）健康福
祉部参事兼社会福祉課長▶土屋敏彦（環境市民部参事
兼市民課深良支所長）総務部参事兼人事課長▶杉山和
哉（総務部人事課長）総務部参事兼行政課長▶福士元紹
（総務部課税課長）総務部参事兼税務課長▶篠塚俊一
（健康福祉部子ども保育課長）環境市民部参事兼生活環
境課長兼美化センター所長▶鈴木敬盛（環境市民部生
活環境課長兼美化センター所長）環境市民部参事兼危
機管理課長▶秋山慶次（環境市民部危機管理課長）健康
福祉部参事兼子育て支援課長▶鈴木則和（教育部教育
総務課長兼学校給食センター所長）産業部参事兼農林
振興課長▶菊池守（産業部農林振興課長）建設部参事兼
区画整理課長▶丹野宏康（建設部区画整理課長）教育部
参事兼教育総務課長兼学校給食センター所長▶勝又明
彦（健康福祉部子育て支援課長）

【課長級】
環境市民部上下水道工務課長▶中野智文（建設部まち
づくり課長）健康福祉部国保年金課長▶渡邊圭一郎（総
務部管理納税課長）健康福祉部保育課長▶笠間健男（健
康福祉部国保年金課長）企画部企画政策課長（裾野市土
地開発公社事務局長）▶服部和彦（企画部企画政策課長
代理）総務部財政課長▶勝又博文（建設部建設管理課長
代理兼道路保全対策室長）環境市民部深良支所長▶大
庭秀夫（行政経営監付副参事）建設部まちづくり課長▶
鈴木努（建設部まちづくり課長代理）

【課長代理級】
企画部企画政策課長代理兼情報政策室長▶坂田幸洋
（企画部企画政策課情報政策室長）環境市民部上下水道
経営課長代理▶勝又淳（環境市民部上下水道課水道工
務室長）環境市民部上下水道工務課長代理▶日吉信好
（環境市民部上下水道課水道工務室副参事）健康福祉部
障がい福祉課長代理▶佐藤仁（総務部課税課長代理）産
業部産業振興課長代理▶山田克彦（環境市民部上下水
道課経営管理室長）産業部産業振興課長代理▶歌﨑克
文（健康福祉部子ども保育課長代理）総務部行政課長代
理▶髙田寿樹（健康福祉部障がい福祉課主幹兼係長）健
康福祉部国保年金課長代理▶勝亦哲也（健康福祉部国
保年金課主幹兼係長）建設部建設管理課長代理▶藤森
一仁（建設部建設管理課主幹兼係長）建設部建設管理課
長代理兼道路保全対策室長▶杉本雅弘（産業部農林振
興課主幹兼係長）建設部建設課長代理▶倉澤直希（建設
部建設課主幹兼係長）建設部まちづくり課長代理▶坪
井正人（企画部財政課主幹兼係長）教育部教育総務課長
代理▶二ノ宮貴之（教育部教育総務課主幹兼係長）

【園長級】
健康福祉部保育課西保育園長▶根上知子（健康福祉部
子ども保育課深良保育園長）健康福祉部保育課深良保
育園長▶小澤晃子（健康福祉部子ども保育課御宿台保
育園長代理）
（　）は、29年度の所属・役職です。

「ひとづくり」「豊かな産業づくり」「快適なまちづくり」「市
民協働のまちづくり」の具体的な展開を更に推進するため、
４月１日付で人事異動を行いました。

人事課
995-1806

特集５

市職員人事異動
4 月から新体制でスタート
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お知らせ

春の環境美化活動

　地域の河川や側溝、道路を清掃
します。
４月 15日㈰
各区で決められた場所
ごみは８時 30 分から 11 時ま
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

富士山裾野パノラマロード
菜の花＆桜まつり中止

　４月 14 日㈯・15 日㈰に予定
していた菜の花＆桜まつりは、昨
年秋の長雨と今冬の寒波の影響で
菜の花の生育が見込まれないため、
中止となりました。一部の畑では、
パノラマロードを花でいっぱいに
する会と市で菜の花の移植を行っ
ていますが、皆様が十分楽しめる
状態にすることは不可能な状況で
す。
　富士山を背景にした菜の花畑を
楽しみにしていた皆様には、誠に
申し訳ありませんが、ご理解をお
願いします。

商工観光課　995-1825
　農林振興課　995-1823

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　

国保高齢受給者証交付会

　５月１日㈫から対象となる方に、
受給者証を交付します。
４月 19日㈭
　10時 20分～ 11時 30分
福祉保健会館３階研修室
昭和 23年４月２日～５月１日
に生まれた方
保険証、筆記用具など
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

サクラサクマツリ

裾野市と長泉町の交流イベント
です。市町の境をまたいで開催し
ます。
４月８日㈰　10時～ 15時
南部公園（伊豆島田）、桜堤北
公園（長泉町）など
ステージイベントやキッズア
ミューズメント、フードコート、
フラワーバルーンリリース、ス
タンプラリーなど
サクラサクマツリ実行委員会

　090-7182-5441（永田平）

市指定給水装置工事
事業者の追加

次の業者を追加しました。
●㈱トーブ
沼津市宮前町 10-4
TEL	921-5253
●伊東設備
富士市伝法 2667-5
TEL	0545-88-1875
上下水道課　995-1834

広報すその 3/ １号の
おわびと訂正

　広報すその３月１日号６ページ
「北・南児童館２・３歳児のため
の教室」の記載内容に誤りがあり
ました。おわびして訂正します。
正しくは、『２歳児「キッズ教室」』
と『２・３歳児教室』の同時入会
と、『２・３歳児「ステップ教室」』
と『リズム運動と楽しい音楽』の
同時入会はできません。

北児童館　997-8400
　南児童館　993-1881

産婦健康診査費用助成

　産婦健康診査費用の一部の助成
を開始します。
４月１日㈰～
平成 30年４月１日㈰以降に出
産する方
●対象者には、３月末までに産
婦健康診査受診票を送付しまし
た。届かない方はご連絡くださ
い。●里帰りなどで県外で出産
する方は、必ず事前にご連絡く
ださい。
健康推進課　992-5711
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インフォメーション

Information

市民無料相談

４月 20 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▶今年度から市民相
談で税務相談は実施しません。
今後は、次の相談をご利用くだ
さい。
【沼津税務署電話相談】
８時 30 分～ 17 時（土・日

曜日、祝日、年末年始を除く）
　 手 順／①沼津税務署（922-
1560）に電話をかける。②自
動音声の案内で「1」を押す。
③自動音声に従って、相談した
い内容の番号を選択する。　※
面接相談も受け付けています。
予約制です。　

　【タックスアンサー】

　手順／インターネットのブラウ
ザで検索するか、「https://
www.nta.go.jp/taxanswer」
にアクセスして利用してくださ
い。
【東海税理士会税務相談】
火曜日、木曜日　13時～ 16

時　※あらかじめ電話などで確
認してください。
沼津市商工会議所会館４階

（沼津市米山町）
TEL924-9900
戦略広報課　995-1802

　課税課　995-1810（税務相談
に関すること）

はり・灸・マッサージ
治療費の助成

１回の治療で 1,000	円割引さ
れる助成券を年間５枚交付します。
平成 30 年４月１日現在で 70	
歳以上の市に住民登録のある方	
※医療保険で受診している方は
対象になりません。

助成券が使える
治療院 電話番号

中部リバース 997-3211
ウエルネスヒロコ 994-0111

高田鍼
しん
灸
きゅう
指圧

治療院 993-9197

フィールウェーブ
治療院 992-2969

はり灸長谷川 992-2404
のぞみ整骨院 965-0903
さくら治療院 993-7802
セラピス接骨院 960-9880
らく笑マッサージ

in 992-8039

はんこをお持ちの上、社会福祉
課か各支所へお申し込みくださ
い。
社会福祉課　995-1819

銃砲刀剣類登録審査会

　警察署に銃砲刀剣類発見届けを
提出後、登録審査を受けてくださ
い。
５月 15日㈫
受付▶９時 30分～11時 30分
県東部総合庁舎別館４階第３会
議室（沼津市高島本町）

登録審査手数料／新規登録１件に
つき 6,300 円（県収入証紙）
※会場内の売店で当日購入でき
ます。
登録希望の銃砲刀剣類、警察署
が交付した刀剣類発見届出済証、
身分証明書（運転免許証など）、
登録審査手数料
県文化財保護課
054-221-3158

春の農作業安全運動

５月 31日㈭までの２カ月間
スローガン／一人一人の安全意識
の向上で事故防止
春は、茶では摘採から工場での
荒茶製造が、水稲では田植えなど
があり、農業機械の利用が多い時
期です。県内全域で、春の農作業
安全運動が行われています。平成
28 年の全国の農作業中の死亡事
故は、前年より 26 件減少し、
312 件でした。その内、県内では、
４件の死亡事故が発生しています。
農業事故の多くが、単純ミスに
よるものです。十分注意すること
で防ぐことができます。基本的な
注意事項を確認し、事故の原因を
一つ一つ取り除き、農作業事故ゼ
ロを目指しましょう。

農林振興課　995-1823
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お知らせ

児童扶養手当の支給

４月 11 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／支給日の前月までの４
カ月分を指定口座に振り込み
必要な各種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。
子育て支援課　995-1841

幼児をもつ母親学級受講生

５月 10 日～７月 21 日の毎週
木曜日　９時 30分～ 11時 30
分
生涯学習センター１階団体活動
室他
市内に住んでいる１歳から３歳
までの幼児をもつ母親の方
20人（先着順）
子育てについての講話・実習、
学級生同士の意見や情報の交換
託児があります。
４月２日㈪～ 30日㈪

生涯学習課　994-0145

子育てセミナー受講生

６月 12日～平成 31年２月 19
日の毎月第２または第３火曜日
　９時 30 分～ 12 時　※８月を
除く
生涯学習センター１階団体活動
室
市内に住んでいる小・中学生の
子どもをもつ保護者の方　※性
別や年齢、子どもとの続柄は問
いません。
20人（先着順）
子育てについての講話・実習、
学級生同士の意見や情報の交換
託児があります。
４月２日㈪～５月 31日㈭

生涯学習課　994-0145

良い子の楽しいスポーツ教室

体を動かす楽しさを体験します。
各 20人（先着順）
月 500 円、スポーツ保険料
800 円（入会時のみ）
市民体育館にある申込書に必要
事項を記入し提出してください。
４月６日㈮～

【幼保年長小学１年クラス】
４月６日～　毎週金曜日
16時～ 17時　
市民体育館アリーナ

【小学２・3 年クラス】
４月 11日～　毎週水曜日
　17時～ 18時　
東小学校体育館

【小学４・５年クラス】
４月 17日～　毎週火曜日
　17時～ 18時　
西小学校体育館
ラグビーフットボール協会
One for All（所）　997-3902

第17回「裾野の農業」フォトコンテスト作品募集
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 29年 10月 1日～平成 30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　※１人３点
まで

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。　※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。●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

　　　　　　第 16回　１等作品
　　　　　　「薫風の中で」原	久子さん

11
2018.4.1



インフォメーション

Information

Q 	「あなたが以前に購入した原野を欲しい人が
いる」と電話があったので来訪してもらった。

「現地調査が必要」と言われ、調査費などを払った。
その後、連絡が取れない。返金してほしい。

Ａ ほとんど価値のない山林や原野を将来値上が
りするかのように偽って販売する手口を原野

商法といいます。最近は過去に被害にあった人に売
却話をもちかけ、調査費や名義変更料などの名目で
費用をだましとる二次被害が増えています。また、
土地の買いかえを勧められる場合もあります。セー
ルストークをうのみにせずに、話の根拠や契約内容
について、書面で確認しましょう。契約する前に、
土地の状況を所在地の自治体などに確認してくださ
い。困ったときは消費生活センターへご相談くださ
い。

仮想通貨ってなあに？
　仮想通貨とは、コンピューターやスマートフォン
を介して使うインターネット上の通貨の一種です。
電子マネーに似ていますが、仮想通貨は決済に加え、
日本円との交換や送金にも利用できます。スマート
フォンなどから簡単に利用できるので、新しい決済
手段として今後はさらに利用場面が広がると考えら
れます。
仮想通貨は、商品の購入や送金に利用できますが、
銀行より手数料が格安で海外送金できるという点が
注目されています。価格が大きく変動することもあ
るため、投資目的で売買する人も少なくありません。
国や金融機関が保証している通貨ではないので、価
格が下がるリスクもあります。仮想通貨は便利なも
のですが、リスクを伴うことを理解しておきましょ
う。

消費生活センター
995-1854

消費者相談室 Counseling Room 消費生活センター便り Center News

障がい者スポーツ教室

４月 28日～平成 31年３月 23
日の毎月第４土曜日　全 12回
　10時～ 11時 30分
市民体育館
市内に住んでいるか市内の障が
い福祉サービスを利用している
各障がい者手帳を所持している
方で、通年参加でき、会場への
アクセスを各自で確保できる方
※保護者や付き添い者の参加可
30人（先着順）
フライングディスク、ボッチャ、

ストラックアウト、アキュラ
シーゴールなど
４月 20日㈮ 17時

すその障がい者支援プラザ
　992-7564　 995-2333

社会福祉協議会
　992-5750　 993-5909

駿東地域職業訓練センター
５月講座

●特別教育▶伐木作業の安全衛
生講習（中小径木対応）、アー
ク溶接特別教育、刈払機取扱作
業者安全衛生教育●自主訓練▶

造園管理講座●技能講習▶玉掛
け技能講習、フォークリフト運
転技能講習●パソコン▶パソコ
ン入門、ワード基礎・活用、エ
クセル基礎・活用、パワーポイ
ント基礎、夜間パソコン入門、
夜間ワード基礎・活用、夜間エ
クセル基礎・活用、夜間イラス
トレータ基礎●カルチャー▶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

12
2018.4.1



Health

４月の健康コーナー 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

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

裾野赤十字病院
992-0008

●	来院する前にお問い合わせください。
●	疾病・疾患によっては、他の医療機関への転送もあ
りますのでご了承ください。

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

11日㈬
９:00〜９:15

平成29年10月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

17日㈫
13:00〜13:30

平成28年９月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

12日㈭
13:00〜13:15

平成27年10月
生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭
13:00〜13:30

平成27年３月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 ３日㈫※ 17:00 〜 19:45
10日㈫※  9:00 〜 11:30
17日㈫　 13:00 〜 15:30
25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※
９・16・23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

23日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

成人
健康相談

16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

９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

27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 6 7

整形 内科 内科 外科 内科 内科 内科
8 9 10 11 12 13 14

整形 整形 内科 外科 内科 整形 内科
15 16 17 18 19 20 21

内科 整形 内科 外科 内科 整形 外科
22 23 24 25 26 27 28

内科 整形 内科 内科 内科 整形 整形・内科
29 30

整形 内科
※28日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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救急協力医

４月後期の救急協力医
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

16 ㈪ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 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

17 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 青木整形外科医院 922-0521 高島町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

19 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

20 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

21 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

22 ㈰

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

杉山病院 963-4114 錦町 田中医院 921-2053 高島町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 白石医院 951-4593 市道町

23 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

24 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 守重医院 931-2511 我入道
　江川 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

25 ㈬ 清水館医院 993-2323 茶畑 松原医院 962-1496 白銀町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

26 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

27 ㈮ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

28 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭
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４月後期

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 内 科 外 科 小 児 科

29 ㈰

ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 東医院 921-5520 高沢町

旭医院 966-0031 原 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

30 ㈪

あめみや内科 935-1159 吉田町

森医院 966-2017 石川 静岡医療センター 975-2000 長沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

おぐち医院 992-6611 深良

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

22 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　　

栗田歯科医院
986-1667 下土狩　

29 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

田中産婦人科医院
971-3541 中央町　

森島デンタルクリニック
934-4618 徳倉　　

30 ㈪ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原　　

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

めぐろ歯科
980-6480 中土狩　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

15
2018.4.1



発
行

：
裾

野
市

　
編

集
：

企
画

部
戦

略
広

報
課

印
刷

：
株

式
会

社
 三

島
印

刷
デ

ザ
イ

ン
：

広
告

デ
ザ

イ
ン

事
務

所
 ハ

ピ
ネ

ス
 ア

ン
ド

 フ
リ

ー
ダ

ム

〒
410-1192 静

岡
県

裾
野

市
佐

野
1059

番
地

 TEL 055-995-1802
ｅ

メ
ー

ル
　

kouhou@
city.susono.shizuoka.jp

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http://w

w
w

.city.susono.shizuoka.jp

富士山資料館993-9300 998-1325

NAVI

2018
年

 
N
o.1352

４
月1

日
号

４月の休館日

10 月から交付される図柄入り富士山ナンバーの
デザインは公募で募集し、日本全国から集まった
101 点の中から人気投票で選ばれました。選ばれ
た図柄案をデザインしたのが大庭さんです。
地元小中学校を卒業後、沼津東高へ進学。高校時
代に美術部へ在籍したことが、アートに携わるきっ

かけでした。父親が教師だったことに影響され筑波
大学（東京教育大学）の教育学部へ入学。在学中は
彫刻などに携わっていましたが、独りよがりの芸術
に疑問を抱いていました。そんな折、視察先のアメ
リカから帰った松下幸之助さんが「これからはデザ
インだ」と言ったことに感銘を受け、同大学の工芸
科を再受験。デザインでみんなを幸せにしたいと工
業デザインを学びました。
卒業後はトヨタ自動車㈱のデザイン部に入社しま
した。同社東京デザインで室長を歴任し、アドバン
スデザインを担当。その後、アメリカに渡りトヨタ
の米国デザイン拠点キャルティで車のトータルデザ
インに従事しました。アメリカや日本国内のメディ
アで取り上げられるほどの世界的な活躍をしました。
現在は会社役員として経営やデザインの仕事をす
る傍ら、趣味としてアートに取り組み、最近は油絵
やダンボールを使ったアートを楽しんでいます。
「過去は限りなく新しく、未来は限りなく懐かし
い。かがり火の向こうに見える未来に向かって、過
去に今を積み重ねていってほしいです」と次代を担
う若者にメッセージを送ってくれた大庭さんでした。

富士山ナンバーの図柄案に採用
大庭 寛明さん（和市・79 歳〕

２日㈪・16日㈪

江戸時代の農業

江戸時代の産業の基本は農業で、支配階級の武士
は農民からの年貢を主な収入としていました。この
ため武士や農民にとっても生産量を増やすことはと
ても重要なことでした。
幕府や藩は土地の開墾に力を注ぎ、長い用水路を
作ったり、海や広い沼地を干拓したりして、新田を
開発しました。この努力によって、豊臣秀吉の頃
150 万ヘクタールであった耕地面積は、18 世紀の
初め頃には 300 万ヘクタールになりました。
耕地の拡大とともに農業技術の面でも進歩が見ら
れました。農具の改良が進み、その代表例として、
水田に水を入れるための踏

ふみ
車
くるま
、竜

りゅう
骨
こっ
車
しゃ
、脱穀と実

の選別を行うための千歯こき、千石とおし、唐
とう
箕
み
が

上げられます。これらの農具や民具は、富士山資料
館で展示しています。

農具の展示風景

０才からのジャズコンサート

New York で活躍するピアニストによる赤ちゃ
んから大人まで楽しめる本格ジャズ！
と　き／６月５日㈫　
午前の部▶ 11時　※開場▶ 10時 40分～
午後の部▶ 15時　※開場▶ 14時 40分～

曲　目／シングシングシング、美女と野獣、エリー
ゼのために他

料　金／全席自由（税込）
大　人▶ 1,200 円（中学生以上）
子ども▶ 300 円（0才～小学生）
※当日は各 200 円増しになります。

出　演／クニ三上・トリオ

https://www.susono-bunka.jp


