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特集１

予算・財産・市債の財政状況
平成29年度　下半期（3月31日現在）財政状況

市税 国庫支出金 市債 地方消費税交付金 県支出金 諸収入 その他
予算現額 102億　900万円 26億7,217万円 18億4,850万円 10億7,000万円 10億1,106万円 10億　　761万円 29億3,302万円
収入済額 99億3,151万円 20億1,585万円 1億1,980万円 10億7,095万円 6億2,526万円 9億6,819万円 24億4,208万円
収 入 率 97.3％ 75.4％ 6.5％ 100.1％ 61.8％ 96.1％ 83.3％

■ 使われたお金（一般会計）
１人当たり １世帯当たり

民 生 費 ９万5,470円 23万　343円
衛 生 費 ４万2,829円 10万3,335円
教 育 費 ４万1,123円 ９万9,218円
総 務 費 ４万　814円 ９万8,472円
土 木 費 ３万9,589円 ９万5,517円
公 債 費 ３万3,700円 ８万1,310円
消 防 費 １万5,497円 ３万7,391円
そ の 他 ２万8,199円 ６万8,036円
合 計 33万7,221円 81万3,622円

■ 納めたお金（一般会計）
１人当たり １世帯当たり

市 民 税 ７万5,785円 18万2,849円
（５万4,082円） （13万  485円）

固 定 資 産 税 ９万7,573円 23万5,417円
軽 自 動 車 税 2,468円 5,954円
市 た ば こ 税 6,296円 １万5,192円
都 市 計 画 税 7,657円 １万8,473円

合 計 18万9,779円 45万7,885円
（16万8,076円） （40万5,521円）
※（　）は、　法人分を除いた数字

■ 市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普
通
債

土 木 費 45億　670万円 銀 行 な ど 66億　672万円
教 育 費 20億5,714万円 財 務 省 54億9,421万円
民 生 費 ３億5,689万円 地方金融機構 35億6,692万円
商 工 費 9,361万円 旧郵政公社 18億5,332万円
そ の 他 109億3,165万円 静 岡 県 615万円

合 計 179億4,599万円 そ の 他 ４億1,867万円
合 計 179億4,599万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 １億4,554万円 銀 行 な ど １億4,554万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 61億6,534万円 地方金融機構 28億3,275万円
旧郵政公社 17億4,031万円
財 務 省 15億2,529万円
銀 行 な ど 6,699万円
合 計 61億6,534万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 11億7,793万円 財 務 省 ７億4,970万円
地方金融機構 ４億2,823万円
合 計 11億7,793万円

予算現額　　　207 億 5,136 万円
収入済額　　　171 億 7,364 万円
収入率　　　　82.8％
※前年度からの繰り越し事業分を含む

収
入
済
額

予
算
現
額

凡例一般会計歳入

歳入状況

　市では、６月と12月に市の財政状況の公表を行っています。こ
れは、歳入歳出予算の執行状況、財産と市債の現況などをお知らせ
するものです。今回は昨年度下半期（３月31日現在）の財政状況
を紹介します。

グラフのサイズ　161x110mm
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予算現額　　　207 億 5,136 万円
支出済額　　　176 億 4,745 万円
執行率　　　　85.0％
※前年度からの繰り越し事業分を含む

民生費 土木費 教育費 総務費 衛生費 公債費 その他
57億5,483万円 30億1,288万円 26億6,916万円 25億　　739万円 24億2,739万円 19億　　920万円 24億7,051万円 予算現額
49億9,613万円 20億7,177万円 21億5,203万円 21億3,586万円 22億4,134万円 17億6,361万円 22億8,671万円 支出済額

86.8％ 68.8％ 80.6％ 85.2％ 92.3％ 92.3％ 92.6％ 執 行 率

■ 水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 10億　200万円 ９億9,996万円 99.8％
収 益 的 支 出 ７億6,961万円 ７億1,815万円 93.3％
資 本 的 収 入 5,000万円 4,692万円 93.8％
資 本 的 支 出 ３億7,700万円 ３億3,508万円 88.9％

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する
　場合は、損益勘定留保金などで補てんする。

■ 土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ５億　409万円 ５億　409万円 100％
収 益 的 支 出 ４億9,318万円 ４億9,169万円 99.7％
資 本 的 収 入 3,509万円 3,506万円 99.9％
資 本 的 支 出 ４億7,915万円 ４億7,915万円 100％

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する
　場合は、損益勘定留保金などで補てんする。

■ 市有財産の状況
数量または金額

山 林 1,211,336㎡
土 地 726,883㎡
建 物 163,267㎡
出資金および
貸 付 金 １億6,657万円

基 金 95億8,674万円
車 両 123台

■ 特別会計
予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国 民 健 康 保 険 54億7,240万円 52億6,943万円 96.3％ 48億9,543万円 89.5％
後期高齢者医療事業 ５億　944万円 ４億8,507万円 95.2％ ４億3,617万円 85.6％
介 護 保 険 34億1,680万円 32億1,792万円 94.2％ 28億6,337万円 83.8％
土 地 取 得 45万円 30万円 66.7％ 30万円 66.7％
十里木高原簡易水道 4,430万円 2,342万円 52.9％ 958万円 21.6％
下 水 道 事 業 11億9,155万円 10億3,870万円 87.2％ 10億3,870万円 87.2％
墓 地 事 業 4,798万円 4,567万円 95.2％ 4,437万円 92.5％
合 計 106億8,292万円 100億8,051万円 94.4％ 92億8,792万円 86.9％

※１万円未満は四捨五入で表示しています。
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凡例 一般会計歳出

歳出状況

平成29年度　財政状況概要
（平成30年3月31日現在）

総予算額　325億8,089万円

収入済額　283億　103万円

支出済額　279億8,860万円

グラフのサイズ　161x55mm
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♯浴衣ですその花火

浴衣を着て、花火大会へ！
会場の雰囲気をバックに思
い出を「♯浴衣ですその花
火」で投稿してください。
投稿された写真でコンテス
トを行います。入賞者には、
豪華景品をプレゼントしま
す。今年の夏まつりは、浴
衣で集合！

15：00～ 23：00

シャトルバス
なし

シャトルバス
あり

246

20:45～21:30は
許可車両のみの
通行になります。

会場周辺案内図・交通規制

花火の有料席当日券（販売▶大会本部）

市内各地からシャトルバスを運行
　臨時駐車場と夏まつり会場を結ぶ無料シャトルバスを
運行します。会場付近では、トヨタ A 駐車場に駐車で
きます。会場までは、徒歩約 15 分です。

出発地 駐車場 運行時間
①市役所

15：30～

②トヨタ B 駐車場

③市民文化センター 市民文化センター ･
商工会・福祉保健会館

④トヨタ自動車東日本臨時駐車場
⑤須山地区研修センター
⑥富岡第一小学校前 南駿農協富岡支店
⑦南小学校

⑧向田小学校前 偕楽園 ･ 向田小学校
グラウンド

⑨岩波・富士見橋発着所
　（岩波駅近く） なし

・会場周辺の路上駐車は交通の妨げになるのでご遠慮ください。
・駐車券付桟敷券をお持ちの方で駐車場をご利用の方は、20時10分から20時40分まで出庫できません。
・パノラマロードは、16時から23時まで上り方向のみの通行になります。
・運動公園施設は、８月３日㈮から８月５日㈰まで一般利用できません。
・市民ボランティアを募集しています。参加を希望する方は、観光協会へお問い合わせください。

【すその夏まつり富士山すその
大花火大会公式ホームページ】

https://www.susono-hanabi.com/

ところ 人数 金額
ファミリー芝生席 外野芝生（野球場） ６人まで 3,000 円
桟敷席 やすらぎの広場 ７人まで 12,000 円
指定席スタンド席
※席選択不可 陸上競技場スタンド １人 2,500 円

陸上競技場芝生席 南側観客席芝生 １人 1,000 円
※無料席▶芝生の丘、野球場ベンチ（一塁側）
※障がい者駐車券を観光協会で配布します。障がい者手帳また

は療育手帳が必要となります。（数に限りがあります）

富士山すその大花火大会
すその夏まつり

と　き／８月４日㈯　15時～20時50分
ところ／運動公園 （雨天の場合は、５日㈰に順延）

イベント
・花火大会　19時30分〜　・市民ステージ
・万灯会（置き灯ろう）　・須山しゃぎり
・五竜太鼓　など

観光協会
992-5005
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保 険 料 の 納 め 方

特集３

７月から介護保険料（普通徴収）の納付開始
今年度に保険料の見直し
　介護保険は、介護を必要とする方の人数や介護サービスの必要量の変化に
よって３年ごとに事業計画の見直しをします。この事業計画に基づき、平成
30～32年度のサービスの必要量と費用を推計し、３年間のサービス水準が
確保できるよう保険料を見直しました。

介護保険課
995-1821

第１号被保険者（65歳以上の方） 
　７月中旬に介護保険料通知書が届きます。
特別徴収（年金天引き）／年金が年額18万円以上の方
普通徴収（納付書・口座振替）／年金が年額18万円

未満の方　※65歳になった方や、転入した方はし
ばらくの間普通徴収になります。

第２号被保険者（40歳～65歳未満の方）
　加入している医療保険と合わせて徴収されます。

滞納している保険料がある場合
　保険料を滞納すると、滞納期間に応じて、介護サー
ビスが受けられなく場合があります。

65 歳以上の方の介護保険料　11段階一覧表（平成 30年度～ 32年度）

所得段階 対象となる方 保険料（年額）

第１段階 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、世帯全員が
市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方 27,500円

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円
を超え、120万円以下の方 38,200円

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が120万円
を超える方 45,900円

第４段階 世帯課税だが、本人が市民税非課税で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80万円以下の方 53,500円

第５段階
〔基準額〕

世帯課税だが、本人が市民税非課税で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が
80万円を超える方 61,200円

第６段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 68,800円
第７段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 76,500円
第８段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 91,800円
第９段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の方 99,400円
第10段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 107,100円
第11段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上の方 114,700円

利用者負担の割合の変更

　８月から、65歳以上で介護保険サービスを利用している方の利用者負担の割合に３割が新設されます。

利用者負担の割合 対象となる方

３割
以下の①②両方に該当する場合
①本人の合計所得金額が220万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
　●単身の場合340万円以上　●２人以上世帯の場合463万円以上

２割
３割の対象とならない方で、以下の①②両方に該当する場合
①本人の合計所得金額が160万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
　●単身の場合280万円以上　●２人以上世帯の場合346万円以上

１割 上記以外の方
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特集 4

後期高齢者医療制度の保険証　８/１㈬更新
自己負担は１割か３割
　後期高齢者医療制度は、75歳以上の方などが加入する制度です。病院で
治療を受けるときに提示する保険証が、８月１日㈬から新しくなります。有
効期限を過ぎた古い保険証は確実に処分してください。

国保年金課
995-1813

８/１から緑色の新保険証

　現在使っている藤色の保険証が使えるのは７月31
日㈫までです。８月１日㈬からは、新しい保険証を
使ってください。新しい保険証は、７月31日㈫まで
に市から対象の方に郵送します。８月になっても新し
い保険証が届かない場合は、ご連絡ください。

使えなくなった保険証は、確実に処分を

　有効期限を過ぎた保険証は、各自で確実に処分する
か、国保年金課または深良支所、富岡支所、須山支所
へ返却してください。
　県後期高齢者医療広域連合の職員や市の職員を装い
「保険証の更新時期になったので、古い保険証の回収
に来ました。新しい保険証を後日郵送します」と言っ
て、保険証を詐取する事例が懸念されます。不審な訪
問者があった場合には、絶対に保険証を渡さないで、
警察や国保年金課にご連絡ください。

自己負担の割合は前年の所得で決定

　医療費の自己負担割合は、１割か３割です。病院で
支払う金額の割合を、平成29年中の所得に基づき判
定します。保険証に記載されているので、ご確認くだ
さい。
次の方は、自己負担割合が３割になります
　市民税の課税標準所得額が145万円以上の方または、
その方と同じ世帯の方。
　ただし、次の⑴〜⑶のいずれかの条件に該当する方
の自己負担割合は、申請すると１割になります。対象
となる方には、７月中に市から申請書を郵送します。
⑴世帯に被保険者が１人で、その被保険者の収入が

383万円未満の場合
⑵世帯に被保険者が２人以上で、その被保険者の収入

合計額が520万円未満の場合
⑶世帯に被保険者が１人で、同じ世帯に70歳以上75

歳未満の方がいて、被保険者と同じ世帯の70歳以
上75歳未満の方の収入合計額が520万円未満の場合

※被保険者：後期高齢者医療の保険証を持っている方

旧保険証（藤色）

７月31日㈫まで  ８月１日㈬から
※「交付年月日」が上部に記載されます。

新保険証（緑色）

見 本 見 本
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特集 5

運動公園・市民体育館　教室参加者を募集
無理なく気軽に体を動かす活動を！
　運動公園と市民体育館の指定管理者が、８月～12月に開催する教室の参加者を募集します。

運動公園で募集する教室
教室名 とき 対象 回数 定員 参加料

硬式テニス① ㈫10:00～11:30 18歳以上 10回 15人 9,000円

硬式テニス② ㈭10:00～11:30 18歳以上 10回 15人 9,000円

硬式テニス③ ㈮19:00～20:30 中学生以上 10回 15人 9,000円

硬式キッズテニス ㈮15:30～16:30 ４歳以上の未就学児 10回 6人 7,000円

硬式ジュニアテニス ㈮16:40～18:00 小学生 10回 20人 7,500円

キッズ体操 ㈬15:30～16:30 未就学児 10回 20人 6,000円

キッズサッカー教室 (※) ㈬15:20～16:20 年中・年長 12回 20人 8,400円

ジュニアサッカー教室 (※) ㈬16:30～17:45 小学１年～３年生 12回 20人 8,400円

(※)会場は総合グラウンド多目的競技場
運動公園に往復はがきでお申し込みください。
８月14日㈫
参加料は初回参加時に一括でお支払いください。

市民体育館で募集する教室
教室名 とき 対象 回数 定員 参加料

卓球教室（中級） ㈪9:20～10:50 18歳以上（高校生を除く） 10回 30人 7,200円

卓球教室（初級） ㈪11:00～12:30 18歳以上（高校生を除く） 10回 30人 7,200円

生き生き健康体操 ㈪11:00～12:00 40歳以上 10回 30人 4,000円

ママと一緒エクササイズ ㈪13:00～14:00 未就学児と保護者 10回 15組 5,000円

ヘルスアップ ㈫19:00～20:30 18歳以上（高校生を除く） 12回 60人 4,800円

エンジョイリズム ㈭9:30～11:00 18歳以上（高校生を除く） 12回 100人 4,800円

硬式テニス教室 ㈬9:30～11:00 18歳以上（高校生を除く） 10回 20人 9,000円

ジュニア卓球 ㈫17:30～18:45 小学４年～６年生 12回 30人 7,200円

親子健康体操 ㈬13:30～14:30 １歳半～３歳までの子と親 12回 20組 6,000円

硬式キッズテニス ㈬15:15～16:15 ４歳以上の未就学児 10回 12人 7,000円

硬式ジュニアテニス ㈬16:30～18:00 小学生 10回 20人 7,500円

キッズダンス ㈭16:15～17:15 ４歳以上の未就学児 12回 15人 7,800円

ジュニアダンス ㈭17:30～18:30 小学生 12回 15人 7,800円

市民体育館に往復はがきでお申し込みください。
８月14日㈫
参加料は初回参加時に一括でお支払いください。

運動公園  997-7277

市民体育館  993-0303
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インフォメーション

Information

精神保健福祉総合相談

　精神科医師による個別相談を行
います。精神疾患と精神障害の早
期発見、早期治療、再発予防、社
会復帰を促進し、精神的健康の保
持増進を図ります。

７月19日㈭
東部総合庁舎（沼津市高島本町）

対応者／委嘱を受けた非常勤の精
神科医師、東部保健所福祉課の
保健師や精神保健福祉士など

県東部健康福祉センター
　福祉課　920-2087

富士山マイカー規制

　富士山の環境を守り、皆さんが
快適に登山できるようにするため、
マイカー規制を実施します。規制
期間中は、自家用車での通行がで
きません。有料乗り換え駐車場を
利用し、有料シャトルバスに乗り
換えてください。ご協力をお願い
します。
富士宮口（富士山スカイライン）

７月10日㈫９時〜９月10日㈪
　18時 
須走口（みじあざみライン）

７月10日㈫12時〜９月10日㈪
12時

駐車料金／１台1,000円 
県道路企画課（富士宮口）

　054-221-3359
　小山町商工観光課（須走口）
　0550-76-6114

御宿地区における裾野都市計画
決定などに関する公聴会の開催

　都市計画原案について、市民の皆さんの意見を反映し、より良い
都市計画にするため、公聴会などを開催します。
●都市計画の種類
①区域区分の変更（県決定）
②用途地域の変更（市決定）
③地区計画の決定　御宿地区計画(市決定)
④土地区画整理事業の決定　御宿土地区画整理事業 (市決定)
●公聴会
　公開の場で意見を述べることができます。傍聴を希望する方は、
直接会場へお越しください。

７月24日㈫　13時30分〜
市役所４階401 会議室
公述の申し出がない場合は、公聴会を中止します。

●原案の縦覧および公述申出書の提出
７月10日㈫〜17日㈫　８時30分〜17時15分

　※土・日曜日を除く
県決定分（①）▶︎県庁東館12階都市計画課、市役所２階まちづ
くり課

　市決定分(②〜④)▶︎市役所２階まちづくり課
公聴会で意見を述べたい方は、申出書に必要事項を記入し、県決
定分（①）は県都市計画課へ、市決定分（②〜④）はまちづくり
課へ提出してください。　※郵送可。最終日必着

●③御宿地区計画に対する意見書の提出
　地区内に利害関係を有する方は、原案を閲覧し、意見書を提出す
ることができます。意見を記入した書類をまちづくり課に提出して
ください。
縦覧期間／７月31日㈫〜８月14日㈫　８時30分〜17時15分
　※土・日曜日を除く
申込期間／８月21日㈫まで　※郵送可。必着

都市計画原案、公述申出書、意見書などは、県または市公式ウェ
ブサイトからダウンロードできます。
県都市計画課　054-221-3062

　まちづくり課　995-1829
●県公式ウェブサイト▶︎http://www.pref.shizuoka.jp/kenset
su/ke-510a/01-0kouchoukai.html

　●市公式ウェブサイト　http://www.city.susono.shizuoka.
jp/soshiki/6/1/7/8532.html
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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　

J-ALERT の
緊急地震速報訓練

　J-ALERTを活用した緊急地震
速報全国訓練が行われます。当市
では、広報無線で訓練放送を実施
します。

７月５日㈭　10時ごろ
放送内容／緊急地震速報チャイム

音＋「ただ今から訓練放送を行
います」「緊急地震速報。大地
震です。大地震です。これは訓
練放送です」「これで訓練放送
を終わります」
危機管理課　995-1817

SUSONO エコマルシェ

　「ものの大切さを伝えていこ
う」をコンセプトに“「大切に
使っていたものを、次の方にも大
切に使っていただく」&「出展者
も お 客 様 も リ サ イ ク ル を 楽 し
む」”をテーマにマルシェを開催
します。

７月29日㈰　10時〜14時
市民文化センター多目的ホール
キッズブース（小学生以下）や
リサイクルワークショップブー
ス、リメイクブースなどがあり、
家族で楽しめる内容です。
商工会　992-0057

不動産無料相談会

　予約は不要です。当日、直接会
場へお越しください。

７月12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、弁護士、司法書士、
税理士などが相談に応じます。
全日本不動産協会県本部

　054-285-1208

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。

７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）
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

空き地の適正な管理

　空き地に関する苦情が年々増
加しています。中でも、樹木の
茂みや雑草に対する苦情が多数
寄せられています。雑草などの
管理が適正に行われていないと、
ごみを不法投棄されたり害虫が
発生したりするなど生活環境の
悪化を招きます。
　空き地を所有している方は、
雑草などを除去し、空き地を清
潔に保ちましょう。

生活環境課　995-1816

道路上にはみ出した樹木や
雑草は所有者が処理を

　個人の土地から道路上にはみ
出している樹木や雑草は、道路
の見通しを悪くしたりカーブミ
ラーや標識を見えにくくしたり
します。樹木や雑草をよけて通
行したことが原因で事故が起
こった場合、その所有者が責任
を問われることがあります。
　個人の土地の樹木や雑草は、
市で伐採できません。安全確保
のため、道路上にはみ出してい
る樹木や雑草は、早めに伐採・
剪
せんてい

定をお願いします。
建設管理課　995-1855

草木が生茂る季節です
土地所有者の方は適正な管理を

　夏期は草木が生茂ります。土地所有者の方は、安全などのため樹木
や雑草を早めに伐採・除去してください。伐採・除去した樹木や雑草
は、市のごみ出しのルールに従い、ごみステーションや美化センター
へ出してください。
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インフォメーション

Information

国保高齢受給者証交付会

　８月１日㈬から対象となる方に、
受給者証を交付します。

７月26日㈭
　10時20分〜11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和23年７月２日〜８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

市民無料相談

７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。
戦略広報課　995-1802

バスの車内事故
防止キャンペーン

　走行中のバスの車内での事故を
防止するため、車内事故防止キャ
ンペーンを実施しています。

７月31日㈫まで
バス乗車時の注意／●走行中に席

を離れると転倒するなどして、
けがをする場合があります。バ
スから降りる際は、停留所に着
いて、扉が開いてから席を立っ
てください。●やむを得ず急ブ
レーキをかける場合があります。
満席のため、立って乗車する場
合は、つり革や握り棒にしっか
りとつかまってください。
中部運輸局静岡運輸支局

　県バス協会　054-255-9281

労働保険の申告・納付

　労働保険に加入している方は、
年に１回、労働保険の概算・確定
保険料と石綿健康被害救済法の一
般拠出金の申告・納付が必要です。
　静岡労働局または労働基準監督
署に申告書の提出と労働保険料な
どの納付をお願いします。納付は、
最寄りの金融機関でもできます。
申告・納付期限／７月10日㈫

電子申請による申告や口座から
の引き落としもできます。労働
保険料などの納付は、口座振替
が便利です。
コールセンター

　0120-700-244
　※対応日時▶︎７月12日㈭まで
　９時～17時（㈯㈰を除く）
　静岡労働局労働保険徴収課
　054-254-6316

男性介護者交流会

７月21日㈯
　13時30分〜15時30分

福祉保健会館３階会議室
男性介護者の方
介護仲間との情報交換、介護に
ついての相談など

介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977

にこにこキャラバン
“須山地区の巻”

　民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごして
みませんか。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

７月17日㈫　10時〜12時
須山地区研修センター
未就園児とその保護者の方
歌、手遊び、リズム遊び、親子
工作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
民生委員児童委員協議会

　（土屋）　997-2031

竹あかり七夕まつり

　園内通路に竹あかりを配置し、
幻想的な雰囲気に彩ります。

７月６日㈮　18時〜21時
　※雨天の場合７日㈯に延期

中央公園
国指定重要文化財の旧植松家住
宅での演奏会、飲食物の販売な
ど
中央公園駐車場は、台数に限り
があります。
産業振興課

　995-1825
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お知らせ

ふじのくに災害ボランティア
コーディネーター養成講座

７月14日㈯　10時〜16時
福祉保健会館３階研修室
災害時のボランティア活動に関
心のある方
30人
災害時に全国から来るボラン
ティア支援希望者と被災した方
をつなぐボランティア本部の運
営支援者を養成します。

社会福祉協議会　992-5750
993-5909
info@syakyo-susono.or.jp

長距離走り方教室

７月21日㈯、８月25日㈯、９
月16日㈰、10月20日㈯、11月
10日㈯、12月８日㈯、平成31
年１月12日㈯、２月９日㈯、
３月９日㈯　全９回

　10時〜11時30分
運動公園陸上競技場
18歳以上の健康な方
20人
レースで生きる長距離走の基礎
を実際に走りながら学びます。
64歳まで1,860円、65歳以上
1,210円
運動公園または市民体育館、産
業振興課にある申込書に必要事
項を記入し、参加料を添えて提
出してください。 
●雨天でも開催しますが、荒天
の場合は中止します。●途中の
回からの参加もできます。
産業振興課　995-1825

卓球元日本代表選手による
神のレシーブ講習会

８月12日㈰
　①10時〜11時30分
　②13時〜16時
　※受付▶︎開始時間の30分前〜

市民体育館
市内に住んでいるか通勤通学し
ている、中学生以上の卓球経験
者の方

①50人、②100人　※先着順
①講座、②実技

講師／仲村錦治郎さん（卓球元
日本代表）
各600円　※①と②両方参加す
る方は1,000円（受付時に徴収）
卓球ラケット、シューズ、運動
できる服装、飲み物、タオル、
筆記用具（①に参加する方）
８月５日㈰

市民体育館　993-0303

　夏のビッグイベント「すその夏まつり」と「富士山すその阿波お
どり大会」の運営に協力できるボランティアを募集します。

すその夏まつり
ボランティアスタッフ

　すその夏まつりを盛り上げる運
営スタッフを募集します。

８月４日㈯15時〜22時（業務
内容によって異なる）

　８月５日㈰８時〜12時
　※どちらか１日のみの参加可

運動公園
●４日（当日）▶︎20歳以上の
健康な方●５日（翌日）▶︎中学
生以上の健康な方
●４日▶︎有料席出入口対応、
会場案内、その他実行委員会
と共に行う雑務など●５日▶︎
会場清掃
７月13日㈮
●花火Tシャツ、弁当、飲み物
を配給します。●７月17日㈫
19時から市役所地下多目的
ルームで行う説明会への参加
をお願いします。

観光協会　992-5005

富士山すその阿波おどり大会
会場サポーター

　富士山すその阿波おどり大会
当日の運営に協力できるボラン
ティアを募集します。

９月１日㈯　17時〜20時45分
　※集合▶︎16時　

すその駅前中央商店街周辺
連運行の安全確保、連運行付
き添い、障がい者席の誘導・
対応、演舞会場でのアナウン
ス・誘導、各連踊り手への給
水、本部運営サポート　※終
了後の片付けにも協力をお願
いします。
８月21日㈫

富士山すその阿波おどり
　大会実行委員会　
　090-1476-5659

fuji_susono_awa@yahoo.
co.jp

裾野のお祭りを
一緒に盛り上げませんか
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市民文芸誌『文芸すその』
掲載作品

応募部門／特集「わがまち」・「富
士山とわたし」、小説、童話、
随筆、手記、紀行文、詩、短歌、
俳句、連句、その他
文芸を生業としない方で、市内
に住んでいるか通勤している方、
市内に住んだことがある方　※
高校生以下は応募不可

応募上の注意／●各部門とも１人
１篇（詩は１人２篇以内、短歌
は５首以内、俳句は５句以内）、
２部門まで応募できます。●筆
記用具は、ボールペンまたはペ
ンを使用してください。●現代
かな使いと常用漢字の使用を基
本とし、楷書で分かりやすく書
いてください。●氏名（ペン
ネームの場合は実名を併記）・
住所・電話番号・勤務先（通学
先）を作品の終わりに明記して
ください。●応募する部門ごと
封筒に入れ、封筒に「文芸すそ
の」と「部門」を朱書きしてく
ださい。●応募作品は返却しま
せん。

応募方法／生涯学習センターにあ
る所定の原稿用紙に記入し、直
接または郵送で提出してくださ
い。パソコンで所定の規格にし
て作成しても構いません。
７月31日㈫

生涯学習課　994-0145
〒410-1123 深良435

　生涯学習センター内「文芸すそ
の係」

防衛省採用試験

●一般曹候補生
９月22日㈯
18歳以上27歳未満の方

制度／陸・海・空曹自衛官を養成
●航空学生

９月17日㈪
海上自衛隊▶︎18歳以上23歳未
満の方

　航空自衛隊▶︎18歳以上21歳未
満の方

制度／海上・航空自衛隊のパイ
ロットなどを養成
プラサヴェルデぬまづ
９月７日㈮
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

県下水道排水設備工事
責任技術者試験

　県下水道協会では、下水道排水
設備工事責任技術者試験を行いま
す。県内で公共下水道に接続する
排水設備工事を行う工事店は、県
下水道協会に登録している下水道
排水設備工事責任技術者の専属が
義務付けられています。

10月17日㈬
静岡商工会議所静岡事務所会館
（静岡市葵区黒金町）
20歳以上学歴に応じた実務経
験がある方
７月２日㈪から上下水道工務課
で配布する受験願書に必要事項
を記入し、提出してください。
７月17日㈫〜31日㈫
受験に関する講習会を９月14
日㈮に開催します。希望する方
は、受験と併せてお申し込みく
ださい。
上下水道工務課　995-1835

普通救命講習会参加者

７月22日㈰　９時〜12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所にある申込書に必要事項
を記入し、提出してください。
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

介護予防体操教室

　高齢者の介護予防を広く普及・
啓発する教室です。参加者には、
教室で学んだ体操を継続して実施
し、地域の方などに広めてもらい
ます。

①７月11日㈬②７月18日㈬　
③７月25日㈬　全３回

　10時〜11時30分
福祉保健会館３階研修室
シニアクラブやふれあいサロン
などの組織・団体の構成員の方
や60歳以上の一般の方で、参
加後に教室で学んだ体操を地域
の方や知人に広めることができ
る方
①チェア体操の基本②コグニサ
イズの基本（認知症予防のため
の脳活性化運動）③ウォーキン
グの基本

講師／渡辺昌代さん（健康運動指
導士）
運動しやすい服装、タオル、飲
み物
別途、フォローアップ教室を開
催します。

社会福祉協議会　992-5750
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お知らせ

市立小・中学校の夏休みは７/25 ㈬から　イベントや教室に参加して夏を楽しもう！

 夏休み手話教室
「手話ってな～に？」

　どなたでも参加できます。親子
での参加も大歓迎です。

７月21日㈯・22日㈰　
　10時〜12時

福祉保健会館３階研修室
30人
指文字やあいさつ、自己紹介、
手話の歌、手話ゲームなど
７月18日㈬

社会福祉協議会　992-5750
993-5909

すその環境イベント
深良川水力発電所を知ろう

８月７日㈫　９時〜12時ごろ
市民文化センター２階展示室、
深良川第一発電所
市内に住んでいるか通勤・通学
している方　※小学４年生未満
は保護者の同伴が必要です。
40人（先着順）
深良用水の水を活用している深
良川第一発電所を見学します。

講師／環境市民会議、東京発電㈱
生活環境課にお越しになるか、
電話またはメールで、参加者氏
名、住所、連絡先、学年（児
童・生徒の場合）をご連絡くだ
さい。
７月17日㈫〜27日㈮
市民文化センターに集合し、大
型バスで深良川第一発電所に移
動します。
生活環境課　995-1816
kankyou@city.susono.shizu
oka.jp

富士山資料館
夏休みクイズラリー

　館内クイズラリーを行います。
参加を希望する方は、受付に声を
掛けてください。

７月21日㈯〜９月２日㈰
期間中の休館日／７月23日・30

日、８月６日・13日・20日・
27日の月曜日

開館時間／９時〜16時30分
富士山資料館

入館料／大人210円、小・中学生
100円　※８月21日㈫は、県
民の日のため無料です。
参加者には、富士山資料館オリ
ジナル缶バッジをプレゼントし
ます。
富士山資料館　998-1325

富士山資料館 星空観察会

８月11日㈯　19時〜21時
富士山資料館第２駐車場
小学４年生以上の方　※小学生
は保護者の同伴が必要です。
10組（先着順）
小望遠鏡などで天体観察します。

講師／秋山万喜夫さん（東亜天文
学会会員、小惑星SUSONOの
発見者）
上着、懐中電灯（１人１個）、
双眼鏡・望遠鏡・星座早見表な
ど（任意）
300円
７月11日㈬〜８月１日㈬
●駐車場は、会場の第２駐車場
をご利用ください。●雨天の場
合は、19時から20時まで館内
で学習会を行います。

富士山資料館　998-1325

なつやすみ１日図書館員

　図書館内と図書館の仕事の見学、
本の貸し出しなどの体験をします。

①７月25日㈬▶︎午前の部：９
時30分〜11時30分、午後の
部：14時〜16時

　②８月１日㈬▶︎１日の部：９時〜
14時15分（昼食１時間含む）
鈴木図書館
市内に住んでいる小学生
①各部12人、②８人（先着順）
筆記用具、生活科バッグ、水筒、
お弁当（②のみ）
鈴木図書館２階展示室で受け付
け時に配布する申込書に必要事
項を記入し、提出してください。
７月７日㈯　９時〜
鈴木図書館　992-2342

親子水生生物調査

７月21日㈯　９時〜12時
　※雨天の場合22日㈰に延期

黄瀬川（中央公園周辺）
市内に住んでいる小・中学生と
その保護者の方
20人（先着順）
親子で黄瀬川に生息している水
生生物を観察し、河川の水質を
調査します。
帽子、筆記用具、濡れてもよい
服、滑りにくい靴
生活環境課にお越しになるか、
電話またはメールで、参加者氏
名、住所、連絡先、学年、学校
名をご連絡ください。
７月13日㈮
生活環境課　995-1816
kankyou@city.susono.shizu
oka.jp
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インフォメーション

Information

戦没者遺児による慰霊
友好親善事業の参加者

　日本遺族会では、戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業を行います。

戦没者の遺児
父などが戦没した旧戦域で慰霊
追悼を行い、同地域の住民の方
と友好親善を図ります。
10万円

県遺族会　054-261-7796

駿東地域職業訓練センター
８月講座

●受験対策▶︎第２種電気工事士
受験対策講座（筆記）●特別教
育・安全衛生教育▶︎刈払機取扱
作業者安全衛生教育、伐木作業
の安全衛生講習（大径木対応）
●技能講習▶︎高所作業車講習
（作業床の高さ10ｍ以上）●
パソコンコース▶︎パソコン入門
（ビギナーズコース）、ワード
基礎、ワード活用、エクセル基
礎、エクセル活用、イラスト

レーター基礎、夜間パソコン入
門（ビギナーズコース）、夜間
ワード基礎、夜間ワード活用、
夜間エクセル基礎、夜間エクセ
ル活用、夜間アクセス基礎●カ
ルチャーコース▶︎アロマ教室、
手作り木綿ぞうり教室、フラ
ワーアレンジメント、絵画教室、
書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

消費者相談室 くらしのダイヤルCounseling Room Center News

Q 突然「布団を見せてほしい」と男性が訪問し
てきた。家に上がり「湿っていてカビが生え

ている」と除湿シートや新しい羽毛布団をしつこく
勧誘された。断りきれず承諾してしまったが、高額
なので解約したい。

Ａ 強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販
売の相談が後を絶ちません。訪問者や用件を

よく確認し、必要なければきっぱりと断りましょう。
事業者を家に入れないことが大切です。
　高齢者がいる家族の方や地域の方は、家に不審な
業者が来ていないか、家に訪問販売で購入された不
要な品物や契約書がないか気を付けてください。契
約してしまっても、クーリングオフ（無条件解約）
や契約の取り消しができる場合があります。困った
ときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。

広告の“？”を見抜くチカラを養おう！
　テレビやラジオでタレントが繰り返し宣伝する
CMや新聞の折り込みチラシを見て「この広告、な
んだか変だな」と感じたことはありませんか。そん
なときは、公益社団法人日本広告審査機構 通称
“JARO（ジャロ）”に相談してください。JARO
ではその情報を審査し、広告主に改善を促します。
　嘘や大げさ、まぎらわしい広告から消費者を守る
のは消費者自身です。消費者が広告の疑問を見抜く
チカラを身に付けましょう。
　JAROから講師を迎え、「広告の裏側を読み解
く」をテーマに消費生活講座第３回を開催します。
受講を希望する方は、消費生活センターへお申し込
みください。

７月20日㈮　13時30分〜
生涯学習センター消費生活センター 995-1854

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 !!
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Health

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。

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い

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。

健康推進課

  992-5711

　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。

健診・教室
　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）

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

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30年１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12月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

12日㈭
13:00〜13:15

平成28年１月
生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭
13:00〜13:30

平成27年６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。

７月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
２・９・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

パパママ
スクール

27日㈮
18:00〜18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

９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

２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

11日㈬・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

５日㈭・23日㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

寄り道
試食会※

24日㈫
10:00〜11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方

日 月 火 水 木 金 土

外科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

整形 内科 内科 外科 内科 内科 整形

内科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 内科 内科 整形 内科

整形・内科 整形 内科
※29日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

１

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

15
2018.7.1



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

７月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈪

南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 西村医院 971-6510 下土狩

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

17 ㈫ 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

18 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 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 ㈭ きせがわ病院 952-8600 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 ㈮ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 酒井医院 966-1755 今沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

21 ㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

22 ㈰

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田

今井医院 921-3211 五月町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

23 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

24 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

25 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

26 ㈭ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

27 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町
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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

７月後期

28 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 西島病院 922-8235 大岡 田中医院 921-2053 高島町

29 ㈰

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

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 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

30 ㈪ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

藤井原 清水館医院 993-2323 茶畑 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

31 ㈫ 森岡医院 962-1084 大岡 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

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

16 ㈪ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

かまたクリニック
988-2488 文教町

せき歯科クリニック
981-2633 的場

22 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

タケダ歯科医院
989-3638 本宿

29 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

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

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市
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NAVI
７月の休館日

２日㈪・17日㈫・30日㈪

　堀口さんは、和風れすとらんみよしの二代目若女
将。平成27年から商工会女性部の部長を務めてい
ます。女性部は、昨年夏に初開催された｢SUSO
NOエコマルシェ｣の主催者です。堀口さんは、５
月８日㈫に浜松市で行われた県商工会女性部主張大
会で｢エコマルシェを通して地域振興まちづくり｣と

題して発表し、最優秀賞に輝きました。７月３日㈫
に神奈川県で行われる関東ブロック商工会女性部主
張大会への出場が決まりました。
　女性部の活動は、理事会などの会議の他、ペット
ボトルのふた回収などがあります。部長になって２
年目の年、回収したふたで作ったアクセサリーなど
を｢フェスタすその｣で販売しました。もっと何かや
りたいという思いから、３年目の年に、環境問題を
テーマにしたエコマルシェの開催が実現しました。
　女性部のモットーは、何事も楽しんでやることで、
エコマルシェも楽しく主催しています。主張大会で
は｢この３年間の活動と女性部員の思いを伝えまし
た｣と堀口さん。｢言葉にすることで、たくさんの人
に伝わるし、思いが現実になっていきます。次の大
会では、プレッシャーをパワーに変え、楽しんで発
表してきます｣と意気込んでいました。
　第２回のエコマルシェは、７月29日㈰に開催さ
れます。堀口さんは｢一緒に楽しめるようワーク
ショップを拡大したので、ぜひ来てほしいです｣と
話します。エコマルシェについての詳細は、９ペー
ジのお知らせをご覧ください。

県商工会女性部主張大会最優秀賞
堀口　綾子さん（御宿入谷・44歳）
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かわかぜコンサート

　県内出身のアーティストによる、フルート、オー
ボエ、ピアノのコンサートです。子どもと一緒に楽
しむことができます。
と　き／８月11日㈯　開演▶︎14時
　　　　※開場▶︎13時30分
ところ／エントランス
出演者／尾沢茉

ま り か
莉花（フルート）、漆畑孝

こうすけ
亮（オー

ボエ）、栗田樹
みき

（ピアノ）
料　金／無料

佐野原神社の建立

　平松地区にある佐野原神社は1876年に建立され、
祭神は1335年足利軍との戦いに敗れて戦死した二
条為冬です。為冬は和歌の家「御子左家」につなが
る藤原定家の子孫にあたります。
　須山御師渡邉家に、1875年９月25日服部大八か
ら県令大迫貞清宛に提出された、神社設立の上陳書
の写書が残されていました。
　「維新以来政治も興隆し、楠正成をはじめ忠勲の
報国殉難の士に神号を許し、官国県社に列していま
す。また、幕末維新で国のために忠死した方々を招
魂社に祭っています。佐野原で二条為冬と家臣が戦
死しました。この地の人々は為冬の忠節を悲しみ、
遺骸を埋め墳墓を築いて祭ってきました。殉国の霊
魂を賞揚し祭るために、郷社の列に加えられるよう
に村民一同お願いします」と記されています。　

◀︎佐野原神社

上陳書▶︎


