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市議会 3 月定例会
条例改正や補正予算など 45 議案を審議

特集１

　市議会3月定例会が2月20日㈫から3月26日㈪まで
の35日間の日程で行われました。条例改正や補正予
算、平成30年度の当初予算など45案件が審議されま
した。ここでは、主な議案を紹介します。
※平成30年度予算の概要は、4〜5ページに掲載します。

市国民健康保険財政調整基金条例を制定
　持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康
保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、市国保
診療報酬支払基金の設置、管理及び処分に関する条例
を廃止し、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、
条例を制定しました。

市国民健康保険条例、市後期高齢者医療に関する条例
の一部改正
　持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康
保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を
改正しました。

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、
特別職の職員の給与に関する条例の一部改正
　人事院勧告を勘案し、市議会議員、特別職の職員に
支給する期末手当の額を改めるため、条例を改正しま
した。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部改正
　監査委員の報酬額を改めるため、条例を改正しまし
た。

市職員の給与に関する条例、一般職の任期付職員の採
用等に関する条例の一部改正
　人事院勧告に基づき、職員、一般職の任期付職員に
支給する給料などの額を改めるため、条例を改正しま
した。

市税条例の一部改正
　地方税法の一部改正に伴い、条例を改正しました。

市営住宅条例の一部改正
　市営柳端団地の廃止と、公営住宅法施行令及び公営
住宅法施行規則の一部改正に伴い、条例を改正しまし
た。
 

市営柳端団地跡地▶

市道路占用料等徴収条例の一部改正
　電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行など
に伴い関連条文を整理するため、条例を改正しました。

市準用河川条例、普通河川条例の一部改正
　河川占用等に係る徴収金の規定を整理するため、条
例を改正しました。

市下水道条例等の一部改正
　下水道事業に関し、地方公営企業法を適用するため、
条例を改正しました。

議　案
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特集１

市ホームヘルプサービス事業手数料条例の廃止
　精神障がい者、難病患者などのホームヘルプサービ
ス事業は、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の対象事業のため、条例を廃止し
ました。

市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例を制定
　指定居宅介護支援事業者の指定権限が市に移譲され
ることに伴い、条例を制定しました。

市介護保険条例の一部改正
　平成32年度までのサービス確保に伴う保険料の改
定などを行うため、条例を改正しました。

市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支
援の方法に関する基準を定める条例の一部改正
　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準等の一部を改正する省令が公布されたこと
に伴い、条例を改正しました。

副市長の選任
　３月31日をもって退任した鈴木学氏の後任として
佐久間利幸氏を選任することが同意されました。

教育長の任命
　３月31日の任期満了に伴い、風間忠純氏に引き続
き任命することが同意されました。

固定資産評価員の選任
　鈴木学氏が固定資産評価員を退任したことに伴い、
佐久間利幸氏を新たに選任することが同意されました。

一般会計補正予算（第7回）
　既定の予算総額から１億4,000万円を減額し、歳入
歳出予算総額をそれぞれ202億1,500万円としました。
補正予算の主な内容は次のとおりです。

１ 「住みたいまち裾野」のまちづくり“共生”

●文化資源を創生するまち すその
　【裾野市を象徴する地域資源の保存・活用の推進】
　▶中央公園駐車場改修事業
　　　公園施設の利便性向上と利活用の推進を図るた

め、ふるさと納税による寄付金を活用し、駐車場
の充実を図ります。

２  すべての起点となるひとづくり“共育”

●みんなで子育てするまち すその
　【妊娠・出産育児の切れ目ない相談・支援の充実】
　▶南児童館空調設備改修事業
　　　児童が安心して快適に活動できる環境整備を図

るため、ふるさと納税による寄付金を活用し、遊
戯場の空調設備の整備をします。

●子ども達の生きる力を育むまち すその
　【学校の教育力の向上】
　▶深良中学校校舎耐震・防水改修事業
　　　生徒が安心して快適に学校生活を送れるよう、

耐震補強改修と防水工事を実施します。

３  まちやひとを豊かにする産業づくり“共栄”

●地域資源を活用した豊かな産業のまち すその
　【地域資源を活かした稼ぐ力の創出】
　▶深良柏木田・西原耕地ほ場整備事業
　　　県営中山間地域総合整備事業による深良柏木

田・西原地区のほ場整備を推進します。

副市長に佐久間利幸氏

　４月１日付けで、佐久間
利幸氏が副市長に新たに就
任しました。任期は、平成
34年３月31日までの４年
間です。

教育長に風間忠純氏

　４月１日付けで、風間忠
純氏が教育長に引き続き就
任しました。任期は、平成
33年３月31日までの３年
間です。

補正予算
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特集 2

平成30年度 当初予算概要　一般会計208億円
みんなが誇る“豊かな裾野”をつくる

定住人口の増加や地域経済活性化に向け、「裾
野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げ
る将来を見据えた事業に重点を置き、「富士山の
裾野 田園未来都市 すその」の実現に向け予算編
成しました。

予 算 総 額 322 億 1,923 万円
（平成 29 年度　321 億 5,995 万円）

一 般 会 計 208 億円
（平成 29 年度　202 億 8,000 万円）

特別会計予算
86億1,310万円

一般会計予算
208億円

下水道事業会計予算
15億1,313万円

水道事業会計予算
12億9,300万円

当初予算前年度比対比
平成30年度予算 平成29年度予算

一 般 会 計 208億円 202億8,000万円
水道事業会計 12億9,300万円 11億8,200万円
下水道事業会計 15億1,313万円 −
特 別 会 計 86億1,310万円 106億9,795万円
合 計 322億1,923万円 321億5,995万円

水道事業会計
収　　入 支　　出

収 益 的 9億9,400万円 7億4,300万円
資 本 的 4,800万円 5億5,000万円

下水道事業会計
収　　入 支　　出

収 益 的 7億6,698万円 7億4,985万円
資 本 的 5億9,018万円 7億6,328万円

土地開発公社会計
収　　入 支　　出

収 益 的 4,165万円 4,200万円
資 本 的 2万円 4,146万円

一般会計予算

歳入
市 税 103億3,860万円 49.7%
地方消費税交付金 11億6,500万円 5.6%
国 庫 支 出 金 25億9,861万円 12.5%
繰 入 金 14億　342万円 6.7%
諸 収 入 9億3,759万円 4.5%
市 債 14億6,960万円 7.1%
そ の 他 28億8,718万円 13.9%

歳出
総 務 費 22億7,810万円 11.0%
民 生 費 61億9,478万円 29.8%
衛 生 費 23億4,939万円 11.3%
土 木 費 31億4,194万円 15.1%
教 育 費 26億6,080万円 12.8%
公 債 費 19億8,721万円 9.6%
そ の 他 21億8,778万円 10.4%

歳入総額　208億円 歳出総額　208億円

歳入

地方消費税交付金

その他

市税

国庫支出金

諸収入

市債

繰入金 歳出

公債費

その他

総務費

民生費

衛生費
土木費

教育費

平成30年度　会計別予算
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特集 2

　市の会計の構成

　市の会計は、一般会計、特別会計、水道事業会計、
下水道事業会計で構成しています。
　一般会計は、まちづくりや福祉、産業経済、教育な
ど市の基本的な事業を行うための会計です。特別会計
は、保険料など特定の収入で事業を行う会計で、事業
の収支を明確にするため、一般会計と区分しています。
　国民健康保険事業など６つの特別会計があります。
水道事業会計・下水道事業会計は、独立採算制による
経営を行う公営企業会計で、民間企業と同様の会計処
理を行っています。下水道事業会計は今年度から地方
公営企業法適用で、特別会計から公営企業会計に変更
しました。

　総予算額は前年度比0.2％の増

　一般会計予算総額は、前年度比2.6％増の208億円
となりました。これに特別会計86億1,310万円と、水
道事業会計12億9,300万円、下水道事業会計15億
1,313万円を合わせた総予算額は、322億1,923万円
となり、前年度当初予算に比べ、5,928万円、0.2％
の増となりました。

　「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の
　実現に向けて

　「裾野市で結婚・出産し、子育てを楽しみたい」
「裾野市に住みたい・住み続けたい」に応えるため、
市では「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の飛躍の
年と位置づけ、企業を含めた市民の皆さんと行政が
「オ－ルすその」で一丸となる取り組みを推進します。
　地方創生関連事業をはじめとする、「住みたいまち
裾野」のまちづくり“共生”、すべての起点となるひ
とづくり“共育”、まちやひとを豊かにする産業づく
り“共栄”の柱を実現するための将来投資事業・主要
事業は別枠予算を確保し、既存事業に対しては徹底し
た歳出構造改革を求め、事業の経費見直しや統合を実
施しました。
　税収が減収傾向で推移することが予測されるため、
国・県補助金や市債など特定財源を積極的に活用し、
財政調整基金の取り崩し額を極力抑制するなど、健全
な財政運営を心がけた予算として編成しました。

　都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、
街路整備など都市計画事業に要する費用の一部と
して活用されています。

裾野駅西土地

区画整理事業▶

　平成30年度一般会計予算を月収約40万円の家
庭（一般会計予算の4,300分の１）に置き換えて
みると、次のようになります。

●平成30年３月末預金残高　1,890,000円

都市計画税（4億400万円）の使途状況

 都市計画事業（現年度分） （単位：万円）

事業費 構成比 財源内訳
都市計画税 その他

裾野駅周辺
整 備 費 61,231 38.0% 1,891 59,340

平 松 深 良
線 街 路 費 18,665 11.6% 268 18,397

下水道事業
特 別 会 計 59,861 37.2% 28,205 31,656

都市計画事業
公 債 費 21,301 13.2% 10,036 11,265

合 計 161,058 100.0% 40,400 120,658

＊その他…国県支出金、地方債、負担金、一般財源など

（単位：円）
収 入 項 目 

（一般会計の項目） 金　額 支 出 項 目 
（一般会計の項目） 金　額

給　　　　料
（市税） 200,000 食　　　　費

（人件費） 59,000
雑　 収　 入 

（使用料など） 42,000 医　 療　 費 
（扶助費） 75,000

預金の取り崩し 
（繰入金） 27,000 光熱水費・通信費 

（物件費） 129,000
親からの仕送り 

（国・県支出金など） 103,000 家の増改築など 
（投資的経費） 59,000

ローン借入れ 
（市債） 28,000 子どもへの仕送り 

（特別会計への繰出金） 25,000
貯　　　　蓄

（積立金など） 15,000
ローン返済  
（公債費） 38,000

合　　計 400,000 合　　計 400,000

財政課
995-1801

平成30年度の一般会計予算を
1カ月の家計簿に例えてみると
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特集 2

総合計画の６本の柱に沿った実施計画を策定

主 事要 業
　実施計画は、市総合計画後期基本計画で示した施策を
具体化するための計画です。市では、効率的で効果的な
行政運営を行うため、施策の貢献度や優先度、市への要
望や社会の動きを参考にしながら、体系別に実施計画を
策定しました。今年度当初予算に計上した138億4,230
万円の事業の中から、シビックプライド関連事業などの
主なものを６つの大綱に沿って紹介します（◎はシビッ
クプライド関連事業）。

平成30年度 重点施策
シビックプライド関連事業（33事業）
　①シビックプライドの醸成に資する事業
　②シビックプライドを持った個人や団体
　　活動や育成の支援
　　事業費総額　１億7,108万円

１．だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康
　　と福祉の「すその」
●事業費総額　58億8,999万円
　（内シビックプライド事業費　447万円）

事務事業名 事業費
　産婦検診・産後ケア事業 465万円
　高校生等医療費助成事業 2,946万円
　放課後児童室民間委託事業 5,667万円
　保育環境拡充事業 2,309万円
　多子世帯子育て支援事業 8,304万円
◎幼児を対象とした外国文化ふれあい事業 298万円
◎高齢者生きがい支援事業（地域ふれあい塾） 93万円
　高齢者医療費助成事業 2,918万円

２．成長するよろこびと地域のつながりでこころの
　　豊かさを育む「すその」
●事業費総額　８億4,450万円
　（内シビックプライド事業費　1,971万円）

事務事業名 事業費
　「学びの森」運営事業 1,041万円
◎ほんものとふれあう学習事業 180万円
　深良中学校舎耐震・防水改修工事 10,200万円
◎家庭教育事業 117万円
　子育てライブラリー（セカンドブックなど） 69万円
　図書館駐車場整備事業 5,503万円
　市民文化センター大規模改修事業 3,608万円

▲放課後児童室民間委託事業（保護者の負担軽減と運
営サービスの向上を図るため、民間事業者による運
営手法を導入します）

▲ほんものとふれあう学習事業（児童・生徒がトップ
アスリートなどの指導を学ぶ機会を設定します）
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特集 2

企画政策課
995-1804

３．市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある
　　「すその」
●事業費総額　17億3,641万円
　（内シビックプライド事業費　8,143万円）

事務事業名 事業費
　富岡地区コミュニティセンター
　リニューアル事業（設計） 862万円

◎市民活動センター運営事業 622万円
◎みんなで子育てするまち推進事業 150万円
　新火葬施設整備事業 4,482万円
◎女性目線等による避難所運営支援事業 50万円
◎消防団等活動・防災団体支援事業 6,600万円

５．今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる
　　「すその」
●事業費総額　１億8,537万円
　（内シビックプライド事業費　4,864万円）

事務事業名 事業費
　住宅建設等促進事業 1,500万円
◎産業連携地域プラットフォーム運営事業
　（産業基本計画に基づく産業の活性化） 2,500万円

◎女性の就業・起業支援実施事業 253万円
　裾野市発 屋上緑化推進事業 1,027万円
　ふじのくに静岡ディスティネーションキャンペーン事業 196万円
◎定住・移住促進事業 153万円
◎シティプロモーション推進事業 330万円

４．豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」
●事業費総額　25億5,376万円
　（内シビックプライド事業費　1,324万円）

事務事業名 事業費
◎立地適正化計画策定事業 672万円
　岩波駅バリアフリー化整備事業 1,311万円
　市内公園等の維持管理事業 1,632万円
　（仮称）神山深良線整備事業 4,625万円
　平松踏切道外1改良事業 300万円
　特定防衛施設整備事業 33,109万円
　都市計画街路平松深良線整備事業 19,091万円

６．健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に
　　開かれた「すその」
●事業費総額　26億3,225万円
　（内シビックプライド事業費　358万円）

事務事業名 事業費
　東富士演習場無線放送施設設置助成事業 6,971万円
　セキュリティ対策事業 771万円
　住民票等コンビニ交付事業 708万円
◎総合計画・総合戦略管理事業（みらい会議） 278万円
　海外友好協会補助事業 310万円

◀みんなで子育てす
るまち推進事業
（子育てにやさし
いまちの実現に向
けて、子育てを応
援する事業を実施
します）

▲市内公園等の維持管理事業（小柄沢公園などの都市
公園施設を計画的に維持管理します）

▲総合計画・総合戦略管理事業（共創のまちづくりを
実現するためシビックプライドを高め、裾野のみら
いを議論します）

◀シティプロモー
ション推進事業

（市の魅力を創出
し、ブランド力や
認知度アップを図
り、戦略的な情報
発信を行います）
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特集３

富士山資料館開館40周年・富士山世界遺産登録５周年
記念イベントを開催

企画展「ふるさと富士山芸術展」

　一般募集した富士山を題材にした作品（絵画・写
真・つるし飾りなど）を展示します。

４月21日㈯～６月24日㈰
同期間中、記念展示コーナー「富士山資料館40年
のあゆみ」を設置します。写真やポスターなどを展
示し、今まで実施してきた事業などを紹介します。

富士山資料館開館40周年記念日　入館無料

　入館料を無料にし、先着300人の来
館者に記念品をプレゼントします。七
宝焼き体験コーナーでは、先着50人
の方が富士山型の七宝焼きストラップ
を制作できます（参加費200円）。

５月13日㈰　※七宝焼き体験は10時～16時
入館無料、記念品（オリジナル缶バッジ、富士山型
ようかん、裾野市の水など）プレゼント、七宝焼き
体験コーナー

富士山世界遺産登録５周年記念日　入館無料

　６月26日は、富士山が世界遺産に登録された日で
す。入館料を無料にします。

６月26日㈫

特別展「江戸時代の南口登山道と御師」

　市内の御師「渡邊家」などの資料を展示します。初
日は、展示にについて解説を行います。

７月14日㈯～10月８日㈪
　初日解説▶10時30分～、14時～（各30分程度）

企画展「子どもたちの富士山絵画展」

　市内の小学５年生が描いた富士山の絵の中から、優
秀作品約170点を展示します。市内中学校美術部の記
念作品も展示します。

10月27日㈯～12月28日㈮

講座・イベント

　富士山資料館では、毎年各種講座や富士山に関する
イベントを開催しています。募集については、開催前
に広報すそのでお知らせします。
●アシタカツツジ講座

５月19日㈯　13時～　※詳細は17ページ
●夏の野鳥観察会

６月10日㈰　９時30分～
●小・中学生対象館内クイズラリー

７月20日㈮～８月31日㈮
●星空観察会

８月11日㈯　19時～21時
●もみじ観察会

10月28日㈰　９時30分～
●冬の野鳥観察会

12月（日付未定）　９時30分～

富士山資料館　　 998-1325
　開館時間▶９時～16時30分
　休館日▶月曜日（祝日の場合は開館）
　　　　　祝日の翌日（土・日曜日の場合は開館）

　富士山資料館は昭和53年５月８日に開館しました。今年で開館
40周年を迎えます。また、富士山は世界遺産登録から５周年の節目
の年でもあります。
　富士山資料館では、これらを記念し、イベントなどを開催します。
身近な富士山の魅力を再発見しましょう。
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経営所得安定対策は、農家の経営安定のため、諸外国との生産条件の格差か
ら生じる不利を補正する政策です。食料自給率・自給力の向上を図るため、水
田などを活用し、対象となる作物を作付け、販売している農家には交付金が交
付されます。申請書類は、部農会を通じて配布します。

農林振興課
995-1823

畑作物の直接支払交付金

対象作物／麦・大豆・そば・なたね
交付要件／対象作物を生産・販売している認定農業者、

集落営農、認定新規就農者
交付方法・単価／数量払、面積払のうち、いずれかの

金額の高い方のみ交付されます。
●数量払　　
　当年産の出荷・販売数量と、作物ごとの品質に応じ
て交付されます。
※販売・品質を証明する伝票・出荷票の写しや出荷契

約書などの写しが必要です。
●面積払（営農継続支払）　
　対象作物の当年産の作付面積に基づき2万円/10
アールで交付されます。
※そばは、１万３千円/10アール

水田活用の直接支払交付金

対象作物・単価
●戦略作物

麦・大豆・飼料作物 ３万５千円/10アール
加工用米 ２万円/10アール
WCS用米 ８万円/10アール

米粉用米・飼料用米
５万５千円〜
10万５千円/10アール
※収量に応じる

●産地交付金（市で設定する地域特産物など）
ヤマトイモ・イチゴ・
モロヘイヤ・そば １万円/10アール

芝・種苗・景観作物・
なたね ６千円/10アール

※登記地目が田の農地でそばを作付する場合、２万
円/10アールの追加配分（二毛作は1万5千円/10
アール）

交付要件／水田で対象作物を生産し、販売しているこ
と

※販売実績を証明する出荷伝票、出荷契約書などの写
しが必要です。

申請の方法

　交付申請書と営農計画書に必要項目を記入し提出し
てください。共済に加入している方と、昨年度申請し
た方には部農会経由で配布します。説明を希望する方
は、農林振興課へお問い合わせください。
申請期限／5月11日㈮　必着
申請先／農林振興課

特産物奨励交付金・地域特産作物活性化
支援事業交付金（市単独事業）

　経営所得安定対策の申請者の中から、市の特産
物奨励交付金などの対象となる方には、平成31
年２月ごろに別途ご案内します。
●特産物奨励交付金
ヤマトイモ・イチゴ・
モロヘイヤ １万２千円/10アール

酒米 １万８千円/10アール

●地域特産作物活性化支援事業交付金
そば（作付農地の地目
が田のもの） １万２千円/10アール

そば（作付農地の地目
が畑のもの） ６千円/45キログラム

交付要件
▶国の経営所得安定対策に基づき、営農計画書を

提出していること。
▶市水田フル活用ビジョンに基づき、農地に特産

物を作付しているか、出荷していること。
▶市税の滞納がないこと。
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経営所得安定対策の主なポイント
交付金の申請は 5/11 ㈮まで

特集４



フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot

Photograph ３月

　西地区青少年育成連絡会が、地域の魅力を子どもたちに伝え、再
発見してもらうために西地区の歴史・自然などを詠んだ「すその西地
区ふるさとかるた」を作成しました。学校などで活用してもらい、郷
土愛や地域への関心を高めてもらうため、一部を市へ寄贈しました。

撮影／生涯学習センター

　市児童生徒賞揚規定に基づいて、今年度文化・科学・学習・ス
ポーツなどで優秀な成績を収めた13人の児童生徒と1チームが表彰
されました。受賞者一人一人が「現在の取り組みを継続したい」
「一段上を目指したい」など力強い抱負を述べました。

今年度活躍した児童生徒等を賞揚 ３月６日 かるたでふるさと再発見 ３月13日

生涯学習フェスティバル「ゆうあいプラザ祭」が３月４日㈰に生
涯学習センターで行われました。センターで開かれている講座の受
講生や利用団体が日頃の活動を披露しました。学習ホールでは、フ
ラダンスやヒップホップダンスなどが次々と登場し、来場者を楽し
ませました。

ヒップホップのリズムに合わせ
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Photograph 2018.3

みんなが誇る豊かな裾野に ３月17日

　みらい会議シンポジウムが、生涯学習センターで開催されました。
市長による市政報告や樋渡前武雄市長の基調講演が行われました。
コンパクト・インパクトの重要性などに触れ、笑いをとりながらも
来場者を終始引き付ける内容となりました。

黄色い帽子を新１年生に ３月13日

　明るい社会づくり運動静岡県裾野地区協議会から、新入学児童の
ための黄色い帽子550個が贈呈されました。会長の林さんは「新１
年生のシンボルになるとよいです」と述べました。黄色い帽子の児
童を見かけたら、安全に登下校できるよう見守りをお願いします。

深良地区の拠点をリニューアル　 ３月24日

　深良地区コミュニティセンターのリニューアルオープン式典が、春の
日差しの中行われました。「リニューアルに当たり地域の方々から意見
を聞きながら市民協働でつくりました」と市長。深良地区の地域や防
災拠点として地域の方々に親しまれるセンターを目指します。

20歳になったらまた会いましょう ３月16日

　裾野高校美術部の皆さんがデザインしたラベルが貼られている地
酒すそのを熟成させるため、取材を受けた記事の載る新聞紙で瓶を
巻く作業を行いました。20歳になるまで冷暗所で保管されるお酒
は、彼らの成人式で披露されます。

災害に備えバス輸送の協定締結 ３月15日

　市と㈱恋路企画は、「災害時等におけるバスによる人員等の輸送
に関する協定」を締結しました。同社は12台のバスを所有してい
ます。災害発生時には、避難が必要な方やボランティア、資機材な
どの輸送の支援が得られます。

「食」を伝える幸せマルシェ ３月17日

　裾野市からおいしいもの「食」を伝えるイベント「おいしいのん
マルシェ」が市民文化センターで行われました。新商品のヒントが
生まれればという目的で、今回登場の出展者同士によるコラボ商品
や定番商品などを多くの来場者が楽しく味わいました。
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　市国民健康保険に加入し一定の要件を満たしている方を対象に、脳ドックと
人間ドックの助成を行います。定員は脳ドックが200人、人間ドックが20人
です。先着順ですので、受診を希望する方は、早めにお申し込みください。

国保年金課
995-1814

脳ドック200人・人間ドック20人

次の全ての要件に該当する方
　●国民健康保険証の資格取得年月日が平成29年４

月１日以前の方
　●脳ドック▶昭和19年４月１日から平成元年３月

31日までに生まれた方
　　人間ドック▶昭和54年４月１日から平成元年３

月31日までに生まれた方
　●国民健康保険税の未納がない世帯の方
　●平成30年度の国保特定健診を受診しない方

脳ドック▶200人
　人間ドック▶20人

実施期間と実施医療機関

◆脳ドック
７月１日㈰～平成31年１月31日㈭
実施医療機関
●裾野赤十字病院………………………… 992-0008
●池田病院………………………………… 986-8600
●西島病院………………………………… 922-3087
◆人間ドック

７月１日㈰～12月15日㈯
実施医療機関
●いずみ内科クリニック………………… 993-4760
●さくら胃腸科外科……………………… 994-1008
●杉山医院………………………………… 992-0028
●鈴木医院………………………………… 993-0430
●裾野赤十字病院………………………… 992-0008
●高桑医院岩波診療所…………………… 997-0486
●田中クリニック………………………… 992-1881
●東名裾野病院…………………………… 997-0200
※受診日は指定の日になることがあります。各医療機

関にお問い合わせください。

検査で病気を早期発見！

検査内容 自己負担額

脳
ド
ッ
ク

MRI、MRA検査などを行い、
脳血管疾患などを早期に発見
します。（認知症を発見する
検査ではありません）

8,100円〜
※医療機関に

よって異な
ります。

人
間
ド
ッ
ク

エックス線検査や血液検査な
どを行い、心臓、肝臓、腎臓、
肺、胃などの働きの検査をし
て病気を早期に発見します。

11,340円

※検査項目については市公式ウェブサイトをご覧くだ
さい。

※脳ドックは、特定健診の検査項目を満たすため、特
定健診と重複して受診することはできません。40
歳以上の方は、脳ドックか６月11日㈪から開始す
る国保特定健診のどちらかを受診してください。

５/12㈯市役所地下会議室で受け付け

　５月12日㈯８時30分から12時まで市役所地下会議
室で申し込みを受け付けます。５月14日㈪以降は、
定員に達するまで国保年金課で受け付けます。５月
13日㈰は受け付けを行いません。
※申し込みに来る方１人につき、１世帯分の申し込み

ができます。
国民健康保険証　※１世帯２人以上申し込む場合は、
申し込む方全員分

その他

●助成額の上限は３万円です。
●申し込みができるのは、脳ドック、人間ドックのい

ずれかです。
●治療中の方は、あらかじめ医師と相談の上お申し込

みください。
●受診結果によって、保健指導の対象となる場合があ

ります。
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国保の脳ドック・人間ドック５/12㈯申込開始
先着順で合計220人の方を助成



　保険適用の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、高額療養費が支給
されます。国民健康保険に加入している70歳以上の方と後期高齢者医療保険
に加入している方の自己負担限度額などが変更になります。

国保年金課国保係
995-1814

後期高齢者医療係
995-1813

　４月からの食事代の負担額

 　健康保険に加入している市民税課税世帯の方の入院時の食事代一食あたりの負担額が、４月から460円に変
更になりました。市民税非課税世帯の方の負担額は変更ありません。

　８月からの医療費の自己負担限度額

　区分が現役並みの方と一般の方の自己負担限度額が８月から変更になります。区分
が低Ⅰ、低Ⅱ（市民税非課税）の方は変更ありません。

●国民健康保険に加入している70歳以上の方
　●後期高齢者医療制度に加入している方
自己負担限度額（月額）

所得要件 区分
平成30年７月まで 平成30年８月から

外来
(個人単位)

外来＋入院
(世帯単位)

外来
(個人単位)

外来＋入院
(世帯単位)

医療費の自己負担
割合が３割の方

現
役
並
み

Ⅲ(課税所得
690万円以上)

57,600円
80,100円※２
(44,400円

※１)

252,600円※２
(140,100円※１)

Ⅱ(課税所得
380万円以上)

167,400円※２
(93,000円※１）

Ⅰ(課税所得
145万円以上)

80,100円※２
(44,400円※１)

医療費の自己負担
割合が１割または
２割で、低Ⅰ・低
Ⅱ以外の方

一般 14,000円
※３

57,600円
(44,400円

※１)
18,000円

※３
57,600円
(44,400円

※１)

※１　過去 12 カ月以内に上記の限度額を超える支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額
※２　医療費がⅠは 267,000 円、Ⅱは 558,000 円、Ⅲは 842,000 円を超えた場合は超えた分の１％を加算
※３　年間限度額は 144,000 円

　 医療費が高額になった場合

高額療養費
　１カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高
額療養費が支給されます。対象の方には、診療月の約
２～３カ月後に高額療養費の申請書をお送りしますの
で、国保年金課へ申請してください。　※国保加入者
は、今年度から制度改正のため申請書の送付にこれま
でより時間を要しています。

高額療養費の申請書、領収書、はんこなど
　※後期高齢者医療制度に加入している方は、高額療

養費の申請を１度行うと、次回以降に支給がある
場合は最初に登録した口座に振り込まれます。

　 限度額適用認定証

　医療機関の窓口に提示すると、支払いが自己負担限
度額までになります。入院などの予定がある場合は、
申請してください。

保険税を滞納していない、次の要件に該当する方
　●70歳未満の方
　●70歳以上で低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方　※８月

からは現役並みⅠ・Ⅱに該当する方も対象
保険証とはんこをお持ちの上、国保年金課で申請し
てください。

※市民税の申告がない方は、交付できない場合があり
ますので、申告を行ってください。
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入院時の食事代や医療費の自己負担限度額が変わります
国保・後期高齢者医療の高額療養費制度

特集６



インフォメーション

Information

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。

５月４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

交通事故などで保険証
を使ったときは届出を

　交通事故や犬にかまれるなど、
第三者の加害行為によるけがで国
民健康保険被保険者証を使って治
療を受けるときは、国保年金課へ

届け出が必要です。
　第三者の加害行為が疑われる場
合は、県国民健康保険団体連合会
から「負傷原因調査表」が届くこ
とがあります。

国保年金課　995-1814

占用料の納期限は
７月２日㈪

　市道路占用料等徴収条例、市普
通河川条例、市準用河川条例の一
部改正で、占用料の納期限が４月
30日から６月30日になりました。
納期限が㈯・㈰、祝日の場合は、
その直後の平日になります。
　道路、河川に個人の管理物（給
水引込管や生活用雑排水放流管、
通行路など）を設置している方に
は、５月下旬に納入通知書を発送
します。

建設管理課　995-1855

農薬の適正な使用

　農薬を使用する際には、次のこ
とを守ってください。
●ラベルをよく確認し、記載事項
を守る。●有効期限の切れた農薬
は使用しない。●無登録農薬の疑
いのあるものは使用しない。●農
薬が周囲に飛散しないよう風向き
などに注意する。●住宅地などで
農薬を使用する際は、周辺住民の
方に十分配慮する。●防護装備を
しっかりする。●土壌くん蒸剤を
使用する際は、被覆などを行い揮
散に注意する。●養蜂が行われて
いる地域では、事前に農薬使用の
情報提供をするなど危害防止対策
を行う。●農薬は安全な場所に施
錠して保管する。

農林振興課　995-1823

●人権を守るパートナー　人権擁護委員
　市内には、法務大臣から委嘱された６人の人権擁
護委員がいます。隣人とのもめ事、いじめ、差別、
ＤＶなどの相談に応じます。

偶数月20日　10時～12時　13時～15時
　※20日が㈯㈰、祝日の場合はその直後の平日

市役所４階会議室
人権擁護委員（敬称略）

●市民と行政のパイプ役　行政相談委員
　市内には、総務大臣から委嘱された２人の行政相
談委員がいます。国の仕事や手続き、サービスにつ
いて、要望や困っていることがあったときに、行政
とのパイプ役となるのが行政相談委員です。皆さん
から行政への要望などを聴き、アドバイスをしたり、
そこで明らかになった問題を関係する行政機関へ通
知したりします。毎月、相談会を行っています。

毎月20日　
　●偶数月▶10時～12時　13時～15時
　●奇数月▶10時～12時
　※20日が㈯㈰、祝日の場合はその直後の平日

市役所４階会議室

行政相談委員
（敬称略）

人権相談・行政相談 戦略広報課　995-1802

渡邊 早苗 池田 宗久 川口 美津子

湯山 貴志子 芹澤 隆伸大森 紀行 渡邉 秀行 勝又 敦子
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お知らせ

後期高齢者医療の
領収書の保管を

　後期高齢者医療の医療費を一部
助成します。平成31年１月の申
請時に、平成30年１月１日から
平成30年12月31日までに医療機
関や薬局に支払った医療費の領収
書が必要です。大切に保管してく
ださい。

①～③の全てに当てはまる方
　①平成31年１月１日に、市に

住民登録があり、後期高齢者
医療の被保険者の方

　②医療機関などで受診したとき
に市に住民登録がある方

　③後期高齢者医療の保険料に未
納がない方

申請期間／平成31年１月８日㈫
～31日㈭
社会福祉課　995-1819

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。

５月２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

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。秘密は厳守します。

４月21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）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

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。
●セイショウ設備
　 伊豆の国市原木700-1
　TEL 949-6060
●落合設備
　 伊豆の国市四日町664-12
　TEL 949-8343

上下水道工務課　995-1834

市道の幅員を市公式ウェ
ブサイトで確認できます

　道路台帳附図（市道の幅員が確
認できる地図）を、市公式ウェブ
サイトで公開しました。市地図情
報総合サービスの認定道路情報で
表示される地図の縮尺を500分の
１または1000分の1にすること
で、道路台帳附図（市道の幅員が
確認できる地図）が表示されます。

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。

５月21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）
５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

　後期高齢者医療制度の保険料
は、被保険者全員が負担する均
等割額と被保険者の前年の所得
に応じて負担する所得割額を合
計し、個人単位で計算します。
この保険料率は、都道府県ごと
に決定し、２年ごとに見直され
ます。平成30・31年度の新保
険料率は、医療費の増加などを
考慮し、次のとおり改定されま
した。
保険料率（年額）

区分 平成
28･29年度

平成
30･31年度

均等割額 39,500円 40,400円

保 険 料（ 年 額 ）＝ 均 等 割 額
（40,400円）＋所得割額（基礎控
除後の総所得金額など）×7.85％
※所得割率の変更はありません。
賦課限度額／中間所得者層の負

担軽減を図るため、賦課限度
額が57万円から62万円に引
き上げられました。

均等割保険料の軽減／低所得者
層の負担軽減を図るため、２
割軽減と５割軽減の対象が拡
大されました。
県後期高齢者医療広域連合

　054-270-5528
　国保年金課　995-1813

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　

後期高齢者医療制度の保険料率改定
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Information
インフォメーション

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

夏休み海外研修交流事業

　英語研修や生活体験・ボラン
ティア体験・野外活動などを行い
ます。

７月26日㈭～８月16日㈭の８

日間～18日間程度
小学３年生～高校３年生　
10人～25人

派遣先／イギリス、オーストラリ
ア、カナダ、サイパン、シンガ
ポール、フィジー、フィリピン
24万千円～59万円

　※５月21日㈪までの申し込み
で１万円引き

(公財)国際青少年研修協会へ資
料を請求し、お申し込みくださ
い。
５月22日㈫または６月８日㈮
日程や対象、定員、費用、申込
期限は派遣先によって異なりま
す。 

(公財)国際青少年研修協会 
　03-6417-9721

きれいなまちづくり推進事業
生涯学習課
992-6900

　ごみのないきれいな公共空間や居心地の良い環境づくりを目的に、市が管理する
道路や川、公園などの美化活動を定期的に行う団体に補助金を交付しています。

活動区域内の空き缶・たばこの吸い殻などの
散乱ごみの収集、花壇の設置や草花の維持管
理、その他環境美化に必要な活動
活動維持のための補助金の交付、活動に必要
な物品の貸与や支給、活動の周知、ボラン
ティア活動保険に加入するための手続きなど

補助金限度額

活動年度
活動区域の面積

300㎡
未満

300㎡以上
600㎡未満

600㎡
以上

初年度 ５万円 10万円 15万円

２年度目以降 １万円 ２万円 ３万円

活動までの流れ／①生涯学習課へ活動場所・内
容の相談。計画書や名簿などの提出。②内容
合意後、ボランティア活動保険の加入手続き。
補助金の関係書類の提出。補助金交付。③補
助金を活用し、必要な物品などを購入し環境
美化活動開始。活動内容などを年度末に報告。

活動団体名 実施場所

(特非)きゃべつくらぶ 深良中学校校門前他

なでしこ11友 南小学校付近道路

裾野ウォーキング健康会 大畑橋左岸遊歩道付近他

麦寿会 マックスバリュ裾野茶畑店南側

㈱エイコス エイコス前（新東名今里トンネル付近）他

チャレンジ 伊豆島田線（中川公園南北）他

千福が丘さくらを考える会 千福が丘線他

裾野原緑の会 呼子区内河川敷・道路

若狭会 裾野赤十字病院付近

リバーフレンド富岡 景が島交差点隣接地

ふじいばらガーデニングクラブ 西中学校内花壇

すそのひがしクラブ 佐野茶畑線隣接ポケットパーク

伊豆島田区 伊豆島田公園、中川公園

千福が丘地域同好会 千福が丘中央公園他

アサギマダラを呼ぶ会 千福が丘中央公園隣接河川敷

嶽南ふるさと 千福町田線隣接ポケットパーク他
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お知らせ

アシタカツツジ講座

　アシタカツツジの種の起源につ
いて学習します。

５月19日㈯　13時～15時 
富士山資料館学習室
小学４年生以上の方
30人（先着順）

講師／半田高さん
（明治大学農学
部教授）
300円
４月25日㈬～５月17日㈭
第２駐車場をご利用ください。

富士山資料館　998-1325

十里木キャンプ場
予約受付開始

　４月28日㈯から十里木キャン
プ場が開場します。富士山の麓で
自然に囲まれてキャンプを楽しむ
ことができます。
予約受付開始／４月16日㈪
開場期間／４月28日㈯～10月31

日㈬
35サイト
１泊▶１サイト510円（市外の
方は1,020円）

　デイキャンプ▶１人100円（市
外の方は200円）
テントの貸し出し、まき・炭の
販売をしています。
市 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト の 予 約

フォームから申し込むか生涯学
習課または十里木キャンプ場へ
お申し込みください。
生涯学習課　994-0145

　十里木キャンプ場　998-0992
　（開場期間のみ）

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。

５月24日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室 
14人程度（先着順）
５月10日㈭

国保年金課　995-1813

５月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈭ ㈱駿東管工
☎992-5728

４日㈮ 小川設備工事店
☎993-2074

５日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

６日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

12日㈯ パイピング横山
☎992-3329

13日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

19日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

20日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

26日㈯ 植松水道
☎992-4644

27日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

データバンク
４月１日現在

13日㈰
富士裾野高原マラソン大会、
富士山資料館開館40周年
入館料無料

19日㈯
～20日㈰ 五竜みどりまつり

20日㈰ 市スポーツ祭レクスポ
３種目大会

26日㈯ 防災交流会

５月　カレンダー

人　口　52,332人� （−108人）
　男　　26,574人� （−64人）
　女　　25,758人� （−44人）
世　帯　21,690世帯�（+38世帯）
内、外国人� 817人�475世帯

５月　税金・料金
納付期限：５月31日㈭

軽自動車税� 全期分
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今月の救急協力医

５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㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

２㈬ 小林内科医院 921-2165 米山町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 西村医院 971-6510 下土狩

3 ㈭

かとう内科医院 946-5562 大岡

大沢医院 931-1019 御幸町 沼津市立病院 924-5100 東椎路 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

４㈮

きせがわ病院 952-8600 大岡 静岡医療センター 975-2000 長沢

山谷内科医院 966-5333 青野 よざ小児科医院 967-5722 原

込宮クリニック 992-8686 茶畑 込宮クリニック 992-8686 茶畑

５㈯

白石医院 951-4593 市道町

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

大坂屋クリニック 995-3100 佐野

６㈰

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田

花メディカルクリ
ニック 987-9145 下土狩 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫

島郷
大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

須山診療所 998-0006 須山

７㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

８㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 田中医院 921-2053 高島町

９㈬ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 頴川医院 921-5148 高島本町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

10 ㈭ 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

11 ㈮ 本村クリニック 969-0001 大塚 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原
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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

日 内 科 外 科 小児科

５月前期

12 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

13 ㈰

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 守重医院 931-2511 我入道

江川

小林医院 966-7700 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

高桑医院岩波
診療所 997-0486 岩波 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田

14 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

15 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 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

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 ㈭ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

4 ㈮ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

静岡医療センター
975-2000 長沢

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

服部歯科医院
992-0011 佐野

5 ㈯ こだま耳鼻咽喉科クリニッ
ク 926-1333 庄栄町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野

6 ㈰ アミクリニック眼科・耳鼻咽喉
科 981-3341 長沢

アミクリニック眼科・耳鼻咽喉
科 981-3341 長沢

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野

13 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

永井眼科
980-1777 萩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

ベルの木歯科
992-7777 深良

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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●青くて痛くて脆い
著：住野よる　KADOKAWA

●卑弥呼の葬祭　天照暗殺
著：高田崇史　新潮社

●おまじない
著：西加奈子　筑摩書房

●穢れ舌
著：原宏一　KADOKAWA

●神々と戦士たち ５ 最後の戦い
著：ミシェル・ペイヴァー　訳：中谷友紀子　あすなろ書房
●さよならともだち
作：内田麟太郎　絵：降矢なな　偕成社（おれたち、ともだち！�13）
●もしぼくが本だったら
え：アンドレ・レトリア　ぶん：ジョゼ・ジョルジェ・レトリア
KTC中央出版
●とらのことらこ
作・絵：きくちちき　小学館

一般書

児童書

５月の休館日

●５月の行事予定
親子おはなし広場
 ８日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

おはなしフェスティバル
 12日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 19日㈯ 14時30分〜 本館２階視聴覚室

親子おはなしの会
 15日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 16日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 23日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 ９日㈬ 10時〜17時 本館2階展示室
 17日㈭ 10時〜17時 本館2階展示室
 25日㈮ 10時〜17時 本館2階展示室

YA アドバイザー
 19日㈯ 10時〜11時 本館2階研修室

１日㈫・７日㈪・14日㈪
21日㈪・24日㈭・28日㈪

辻本 泉
いずみ

ちゃん
（２歳 11カ月・矢崎）

杉 友
ゆ う と

翔くん
（２歳８カ月・呼子）

菊池 莉
り お な

緒菜ちゃん
（２歳８カ月・千福が丘）

伊藤 小
こ は な

花ちゃん
（２歳 11カ月・御宿台）

桃井 美
み お

緒ちゃん
（２歳 10カ月・矢崎）

新刊おすすめ本

●こども図書館映画会
と　　き／５月12日㈯　14時〜
と こ ろ／本館2階視聴覚室
上映作品／怪盗グルーのミニオン大脱走
定　　員／60人
申し込み／整理券を５月５日㈯９時から本館カウンターで

家族分のみ配布します。

●ビブリオバトル in 鈴木図書館
と　　き／５月26日㈯　14時〜15時
と こ ろ／本館２階展示室
定　　員／10人
申し込み／５月19日㈯から受け付けます。　※電話可


