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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります

6 月 16 日　第１回富士山すそのフォークジャンボリー
市民文化センター多目的ホール
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市議会６月定例会
条例改正や補正予算など23議案を審議

特集１

　市議会６月定例会が、６月11日㈪から28日㈭までの18日間の日程で行われ
ました。条例改正や補正予算など23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29年度一般会計繰越明許費
　12件の事業、合計４億1,807万８千円を繰り越しま
した。
【繰越事業】
・南児童館空調設備改修事業
・住宅建設等促進事業
・中央公園駐車場改修事業
・（仮称）神山深良線整備事業
・道路新設改良事業（1-4号線外３道路改築）
・橋梁維持事業（東名跨道橋補修工事委託）
・橋梁維持事業（深良跨線橋外１橋梁補修設計委託）
・特定防衛施設道路整備事業（市道2274号線道路改

築）
・市単独河川改良事業（（準）三間堀川河川改修工

事）
・裾野駅西土地区画整理事業
・深良中学校校舎耐震・防水改修事業
・公民館等放送設備整備事業

　繰越明許費とは、歳入歳出予算のうち、予算成立後
の事由によって、その年度中に支出の終わらない見込
みのものについて、翌年度に繰り越して使用する経費。

市固定資産評価審査委員会委員の選任
　８月31日㈮に任期満了となる大庭法男委員に引き
続き選任することが同意されました。

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。

◀中央公園
　駐車場

裾野駅西土地▶
区画整理事業

議　案
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特集 1

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の一部改正
　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準の一部改正に伴い、条例を改正しました。

市介護保険条例の一部改正
　地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の
一部を改正する法律による自己負担割合の改定などを
行うため、条例を改正しました。

市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正
　介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改
正に伴い、条例を改正しました。

裾野都市計画裾野駅西地区計画の区域内における建築
物等の制限に関する条例の一部改正
　裾野駅西土地区画整理事業の計画変更で、駅西プロ
ムナード線が廃止されたことに伴い、条例を改正しま
した。

沼津市ほか３市町介護認定審査会共同設置規約の変更
　要介護認定審査件数の増加に伴い、沼津市ほか３市
町介護認定審査会の委員定数を変更するため、規約を
変更しました。

一般会計補正予算（第１回）
　規定の予算総額から5,700万円減額し、歳入歳出予
算総額をそれぞれ207億4,300万円としました。今回
の補正予算は、国の交付金内示に伴うまちづくり関連
事業の組み換えや教育施設の防災対策を、昨年度の補
正予算で前倒して実施したことなどに伴うものです。
補正予算の主な内容は、次のとおりです。

「住みたいまち裾野」のまちづくり“共生”

●住みたくなるまち すその
　▶橋梁長寿命化・耐震化事業
　　国の補助金額の確定に伴い、橋梁長寿命化計画お

よび定期点検に基づき、橋梁の補修設計・工事、緊
急輸送道路上の橋の耐震化事業を推進します。

　▶プロジェクトTOUKAI-0事業
　　県費補助上乗せを活用し、木造住宅の耐震化を促

進します。

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
　▶深良柏木田・西原耕地ほ場整備事業
　　実施主体の県に対する国の補助金額が増額になっ

たため、当市の負担金を増額し事業を推進します。

呼子大橋

補正予算
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　市民の皆さんはもちろん、地域・NPO・企業などのまちづくりの担い手
と共に「住みたいまち裾野」の実現に向けて、「みらい会議」を開催します。
　今回の「みらい会議」では、裾野市に“あるもの”を活用して、まちの新
たな魅力を発掘します。

企画政策課
995-1804

人口減少時代だからこそ独自のまちづくり

　日本全体が人口減少傾向にある中、市の総人口は平
成22年をピークにいよいよ減少局面に入りました。
市は平成27年10月に「裾野市人口ビジョン」をとり
まとめ、人口減少時代にあっても、暮らす方々が住み
続けたいと思えるまちづくりに取り組むことを示しま
した。これからのまちづくりは、人口増加時代から取
り組んできた拡大路線、成長路線の発想ではなく、地
域や文化などのまちの資産を掘り起こし、これからも
住み続けたい、新たに住んでみたいと思えるまちに向
けて個性を磨く発想が必要です。
　市民、行政、企業に加え、地域で活動するNPOな
どの市民活動団体が「みらい会議」などの場を通じて
お互い連携・協力しながら、まちづくりに取り組む地
域を目指します。
　今年度のみらい会議は「みらい会議パートナーと共
に創る」ことを目的に「みらい会議実行委員会」にて
企画・運営を行っています。

みらい会議

　市政報告で、市の主要事業の進捗状況を説明する他、
市の新たな魅力を発掘・提案するワークショップを行
います。市のまちづくりに興味のある方なら、どなた
でも参加できます。申し込みは不要です。当日直接会
場へお越しください。

８月18日㈯　14時～16時30分
生涯学習センター３階 学習ホール
●市政報告▶裾野市長 髙村謙二

　●ワークショップ▶テーマ「裾野市に“あるもの”
を活用してまちの新たな魅力を提案しよう」
子どもを預かる遊びスペースがあります。小さな子
どもと一緒の参加も大歓迎です。

みらい会議パートナーを募集中！！

　市では、これからのまちづくりに関わりを持つ人を
１人でも増やすため、パートナーを随時募集していま
す。裾野市の未来を共に創りましょう。
　パートナーの登録は、企画政策課へ登録カードを提
出するか、メールに必要事項を入力の上、送信してく
ださい。

http://www.city.susono.shizuo
ka.jp/shisei/11/2/7146.html
kikaku@city.susono.shizuoka.jp

５月10日　第１回みらい会議実行委員会

4
2018.7.15

「住みたいまち裾野」をみんなで創る“みらい会議”
テーマ「裾野市に“あるもの”を活用してまちの新たな魅力を提案しよう」
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農業委員会（農林振興課内）
995-1824

　農地を農地以外に利用することを農地転用と
いいます。農地に建物を建てたり太陽光発電設
備を設けたりするとき、農地を道路や駐車場に
するときには、農地転用の届け出や許可が必要
です。
　農地転用の手続きが必要になる土地は、地目
が田や畑などの農地です。地目が田・畑以外で
も、現在耕作されている土地は農地として扱わ
れます。

市街化調整区域などの農地転用は許可が必要

　農地転用の手続きは、その農地の区域によって異な
ります。農地を一時的に資材置場や仮設現場事務所な
どの敷地として利用する場合も、農地転用の届け出や
許可が必要です。
●市街化区域内の農地転用
　市街化区域内の農地を転用するときには、あらかじ
め農業委員会への届け出が必要です。
●市街化区域外(市街化調整区域など）の農地転用
　市街化調整区域など市街化区域外の農地を転用する
ときには、許可が必要です。許可の申請をすると、転
用の目的、転用する農地の市街地への近接度合い、転
用の確実性、周辺農地への影響などの審査が行われま
す。４ヘクタール以下の農地転用は、農業委員会が許
可します。４ヘクタールを超える農地転用は、農業委
員会を経由して県知事が許可します。
　農用地区域内の農地（通称：青地農地）は、原則と
して転用することができません。転用する場合には、
いくつかの条件を満たした上で、事前に農用地区域か
ら除外する手続きを行い、承認を受ける必要がありま
す。

無断転用は農地法違反

　農地を無断で転用すると農地法違反となり、転用の
効力が生じません。工事の中止や原状回復の命令が出
されることもあります。さらに３年以下の懲役や300
万円以下（法人に対しては１億円以下）の罰金が科せ
られる場合があります。

所有権移転を行う場合も許可が必要

　農地を農地のまま所有権移転などを行う場合は、農
地法３条の許可が必要です。違反転用された農地を所
有していたり遊休農地のままにしておいたりすると、
新たに農地を取得できない場合があります。相続や時
効などで権利を取得した方は、農業委員会に届け出が
必要です。

耕作できない場合は相談を･･････

　相続などで農地を取得しても、農業経験がないため
耕作できない場合や、後継者がいないため農地を荒ら
してしまう恐れがあるなどの場合には、農業委員会に
相談してください。農地の有効活用のため、農地中間
管理機構（県農業振興公社）や農地利用集積円滑化団
体（南駿農業協同組合）と連携しながら、農地の貸し
手と借り手を結びつける手伝いをします。

農地に太陽光発電設備を設置する場合も手続きを！
　最近、太陽光など再生可能エネルギーを活用し
た発電設備を農地に設置する事例が多くあります。
太陽光発電設備などを農地に設置する場合も、農
地転用の手続きが必要です。設備の設置工事に着
手する前に必ず農地転用の手続きを済ませてくだ
さい。
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農地の無断転用は農地法違反となります
農地を農地以外に利用するときは手続きが必要です

特集３



フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／東保育園

プールが笑顔でいっぱいに
　東保育園でプール開きが行われました。先生とプールで遊ぶ際の
約束をし、安全祈願のおはらいをしました。その後、スイカを食べ
プールに入りました。子どもたちは、水の感触を確かめながら元気
よく体を動かしていました。

白球を追いかける選手に大きな声援　� ６月３日

　第６回裾野ライオンズクラブ富士山カップ選抜学童野球裾野大会
が運動公園野球場などで行われました。市内３チームを含む16
チームが熱戦を繰り広げました。選手たちはスタンドから大きな声
援を受けて、存分に力を発揮していました。

人権擁護委員は人権を守るパートナー� ６月１日

　「人権擁護委員の日」の啓発活動が、市役所玄関前で行われまし
た。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、人権の問題について
理解を求めるため「一人で悩まず相談してください」と声をかけ、
来庁者一人一人にチラシや啓発グッズなどを手渡しました。

Photograph ６月
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Photograph 2018.6

自分の思いを堂々と主張� ６月３日

　わたしの主張裾野市大会が市民文化センターで行われました。市
内の小・中学校・高校の代表者17人が発表しました。日頃思って
いることや考えていることなどを、約300人の来場者の前で堂々と
主張。思いを来場者の心に響かせました。

裾野に眠る宗祇をしのぶ� ６月10日

　宗祇法師を偲
しの
ぶ会が定輪寺（桃園区）で行われました。連歌師宗

祇法師に思いを寄せる約60人が参加。同寺住職による読経の他、
献茶や詩吟の朗詠、お囃

はやし
子の演奏などが行われました。吟詠と共に

行われた日本舞踊では、しなやかな舞が披露されました。

市民の憩いの場にと願い� ６月23日

　梅雨の合間のすがすがしい気候の中、美しい水と緑のふるさと深
良の里づくり委員会他有志の皆さんが、市営墓地の緑化作業を行い
ました。植栽作業などを終えた参加者は、「ベンチに座り花壇越し
に富士を眺められる、皆さんの憩いの場になれば」と語りました。

選手たちが笑顔でハッスル� ６月８日

　シニアクラブ裾野のスポーツ大会が市民体育館で行われました。
準備運動の後ブロックに分かれての対決が始まり、選手たちの好プ
レイや珍プレイと応援席からの熱い声援で会場は大盛り上がりでし
た。熱戦の末、東一ブロックが優勝しました。

防災意識が広がる� ６月３日

　県の職員と協力し土砂災害防災訓練が桃園区で行われました。土
砂災害警戒区域に指定されている地域に住んでいる方が避難訓練に
参加し、避難経路の確認をしました。県職員による講習も行われ、
災害への対策などを学びました。

消防団員が訓練成果を競う� ６月10日

　市消防操法大会がトヨタ自動車東日本株式会社Ｇ駐車場で行われ
ました。ポンプ操法の部に７隊35人の選手が、日頃の鍛錬の成果を
披露しました。団員は大きな掛け声で動作を確認しながら機敏に動
き、息の合ったチームワークで放水を行いました。

7
2018.7.15



市内各地で取材・撮影
市の魅力を発信

　特派員は、広報すそのや市公式SNSなどの広報媒
体に掲載するため、市内で行われるイベントや心温ま
る出来事を取材したり、景色などの写真撮影をしたり
します。取材・写真撮影後、その時の様子を文章にし、
写真と共に戦略広報課にメールで送付するか、USB
メモリ、CD-Rなどで提出します。戦略広報課が内容
を確認し、広報媒体に掲載します。

カメラを持っている15歳以上の方が対象

　特派員になれるのは、市内に住んでいるか通勤・通
学している15歳以上（中学生を除く）の方で、デジ
タル一眼レフカメラをお持ちの方または常時使用でき
る状態（家族のカメラなど）の方です。18歳未満の
方は、保護者の同意が必要です。

自分の都合に合わせて活動
非常勤公務員として委嘱

　募集人数は10人程度です。採用が決定した方は、
非常勤公務員として市長から委嘱され、活動時の事故
などは保険適用になります。
　毎月、戦略広報課から提供される行事予定などを基
に、取材・写真撮影に行きたい日などを戦略広報課に
連絡して活動します。自分の都合に合わせて活動でき
ます。任期は、委嘱された日からその年度の末日まで
です。引き続き次年度の活動を希望することもできま
す。

申し込みは８月27日㈪まで

　広報特派員を希望する方は、申込用紙に必要事項を
記入し、最近撮影したお気に入りの写真（2L版）２
枚を添付して、戦略広報課に郵送または直接提出して
ください。申込用紙は、市公式ウェブサイトからダウ
ンロードできます。
申込期限／８月27日㈪　※必着

その他

●年に１～２回程度、会議や研修会への参加をお願い
します。

●月に１回、活動報告書の提出をお願いします。
●市に提供した写真の著作権は市に帰属し、コンテス

トなどへの出品はできません。
●市から貸与される腕章を見える位置に着用し、特派

員証を携帯の上、活動してください。事前に取材・
写真撮影に行くことについて戦略広報課に連絡がな
いときは、これらを着用・携帯することはできませ
ん。

●撮影に際し、人物や場所などについての承諾は、広
報特派員本人が得てください。

●会議、取材、通信費などの活動に対する謝礼はあり
ません。機材の調達や故障などの対応、交渉・報告
などにかかる費用など、全ての経費は広報特派員本
人が負担します。

取材・撮影から掲載までの流れ
取材・写真撮影に行きたい日を
戦略広報課に連絡・調整

▼
腕章を着け、特派員証を携帯し、

取材・写真撮影
▼

文章を作成し、写真と共に戦略広報課に提出
▼

戦略広報課が内容を確認・選考し、
広報すそのや市公式SNSに掲載

　市内で行われるイベントを取材したり、景色を撮影したりし、広報す
そのや市公式SNSなどへの掲載に協力する広報特派員を募集します。掲
載内容を充実させ、新鮮で親しみやすい記事の発信を、市民の皆さんと
一緒に目指します。

戦略広報課
995-1802

一緒に

市の魅力や情報を

発信しましょう！
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市内のイベントを取材して発信
広報特派員を募集



インフォメーション

Information
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　

依存相談

　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。秘
密は厳守します。

とき ところ

８月１日㈬
東部健康福祉セ
ンター福祉課（沼
津市高島本町）

８月２日㈭・
16日㈭・27日
㈪

県精神保健福祉
センター（静岡
市駿河区有明町）

時間はいずれも13時～16時
相談日の前日

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

すその 16ミリ映画祭

　申し込みは不要です。当日、直
接会場へお越しください。入退場
は自由です。

７月21日㈯　10時～12時11分
　※開場▶９時40分

市民文化センター多目的ホール
上映作品・時間／①「おおきなか

ぶ」（児童アニメ）▶10時～
10時21分

　②「ジャングル大帝　故郷」
（児童アニメ）▶10時21分～
10時45分

　③「タッドの大冒険～失われた
ミダス王の秘宝～」（児童アニ
メ）▶10時45分～12時11分
鈴木図書館

　992-2342

自衛官採用制度説明会

７月29日㈰・８月５日㈰・12
日㈰　９時～12時
市役所地下会議室A
募集項目や資格、試験日程、待
遇などの説明
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

市議会議員選挙の
立候補予定者説明会

　当日会場にお越しください。
８月９日㈭　13時30分～
市役所４階401会議室
市議会議員選挙の立候補予定者

　※参加できるのは立候補予定者
　１人につき３人以内

立候補の届け出、選挙運動、選
挙公営などの説明
事前審査を９月25日㈫９時か
ら、市役所４階401会議室で行
います。
選挙管理委員会（行政課）

　995-1807

交通遺児育英会奨学金

　保護者が交通事故で死亡・重度
後遺障害となった家庭の子どもが
対象です。

高校生以上の生徒・学生
奨学金／月額２～10万円（無利

息で返済は最長20年）
入学一時金貸与制度／20～80万

円（１年次１回限り）
入学前の予約申請制度、学生
寮・家賃補助など大学生・専修
生向けの制度があります。
交通遺児育英会　03-3556-0773

広報すその７月１日号
おわびと訂正

　広報すその７月１日号４ページ
の「すその夏まつり 富士山すそ
の大花火大会」のページに誤りが
ありました。おわびして、訂正し
ます。
　「花火の有料席当日券」の表中、
陸上競技場芝生席の正しい金額は
1,500円です。
×1,000円 → ○1,500円

観光協会　992-5005

5005 学校開放調整会議

　９月から10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
東 ８月１日㈬ 生涯学習

センター深良 ８月３日㈮
須山 ８月７日㈫ 須山コミセン
西 ８月８日㈬ 生涯学習

センター富岡 ８月９日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

市職員を募集
受け付けは8/1㈬～

　平成31年度採用の市職員の秋
期試験を行います。
一次試験／９月16日㈰
職種／一般事務（高校卒）、土木

技師、建築技師、保健師
８月１日㈬～24日㈮
職種ごとに受験区分と資格があ
ります。詳しくは広報すその６
月１日号をご覧ください。
人事課　995-1806
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インフォメーション

Information

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。

８月23日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
８月９日㈭

国保年金課　995-1813

富士山南東消防組合
消防職員採用試験

一次試験／９月16日㈰
試験案内配布場所／裾野消防署、

消防本部総務課、長泉消防署ま
たは郵送請求
８月３日㈮～17日㈮　８時30
分～17時15分
詳しくは富士山南東消防本部 
ホームページでご確認ください。
富士山南東消防本部総務課 

　972-5801

県警察官募集

一次試験／９月16日㈰
一次試験合格発表／９月26日㈬
二次試験／●警察官A▶１日目

10月上旬、２日目11月中旬●
警察官B▶１日目10月中旬、２
日目11月中旬～下旬

最終合格発表／12月中旬
警察官A（大卒）・警察官B
（高卒）
７月30日㈪～８月17日㈮
裾野警察署警務課　995-0110

裾野駅西地区の整備を進めています
（準）三間堀川の河川改修工事に伴い、歩行者通路を切り替え

　裾野駅西口駅前広場の整備にあたり、（準）三間堀川の河川改
修工事を行います。工事に伴い歩行者通路を切り替えます。駅を
利用する際はご迷惑をお掛けしますが、事業へのご理解とご協力
をお願いします。
切り替え日／７月下旬

※工事の進捗によって、別途、歩行者通路の切り替えが発生することがあります。

区画整理課
994-1274

臨時駐輪場

一般車
乗降場

JR裾野駅

工事ヤード
ト
イ
レ

裾野踏切

駅前広場

平松新道線

工事期間中の歩行者通路

現在の歩行者通路

裾
野
停
車
場
線

N
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お知らせ

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。

８月18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

すみれ相談

　大切な方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。
とき ところ

８月１日
㈬

県精神保健福祉セン
ター（静岡市駿河区
有明町）

８月22日
㈬

御殿場健康福祉セン
ター（御殿場市竈）

時間はいずれも13時～16時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

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25日㈬
三島市保健センター（三島市南
二日町）

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

ケアに役立つ�声の講座

　声は聴覚から大脳辺縁系に取り
込まれ、自律神経や内分泌系を刺
激します。そこで身体反応が起こ
され、心身が良くも悪くも影響を
受けます。一緒に、元気な声を出
しましょう。

８月24日㈮　10時～11時30分 
　※受付▶９時30分～

福祉保健会館３階研修室
市内に住んでいる方
30人

テーマ／相手を思いやる声の出し
方・使い方

講師／上藤美紀代さん（元ＳＢＳ
アナウンサー、ヴォイスセラ
ピー実践研究家、絵本専門士・
大学及び専門学校講師、フリー
アナウンサー）
８月23日㈭

北部地域包括支援センター
　930-5800

夏休みこども体験講座

８月８日㈬　14時～16時
東西公民館
市内に住んでいる小学生

　※小学３年生までは保護者同伴
20人（先着順）
レモン電池から燃料電池までい
ろいろな電池を見たり作ったり
して学び、燃料電池で使う新し
い水素の作り方を紹介します。

テーマ／いろんな電池をつくって
みよう、みてみよう

講師／沼津工業高等専門学校教
　青山陽子さん

100円

東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え、
提出してください。
７月21日㈯９時～29日㈰20時
東西公民館　992-6677

御殿場線沿線写真コンテスト

　御殿場線の利活用を推進するた
め、御殿場線沿線市町で構成され
る御殿場線利活用推進協議会で写
真コンテストを開催します。
応募テーマ／●御殿場線が走る風

景や御殿場線の魅力が伝わる作
品（御殿場線部門）●沿線の自
然・風景・祭事などが題材の作
品（沿線部門）
下記の応募フォームから必要事
項を入力するか、応募シートに
記入し２Ｌ版に印刷した写真を
同封の上、御殿場
線利活用推進協議
会事務局へ提出し
てください。
８月31日㈮　※消印有効
作品の規格や注意事項は、御殿
場線利活用推進協議会ウェブサ
イトをご覧ください。

賞／各部門で最優秀賞・優秀賞・
佳作を選出します。
御殿場線利活用推進協議会事務
局（御殿場市未来プロジェクト
課）　0550-82-4349
〒412-8601 御殿場市萩原483
http://gotembasen.net/
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Information
インフォメーション

茶ぁぐりスクール

８月11日㈯　９時～12時
浮島地区センター（沼津市平沼）
小学生とその保護者
20組
茶摘み体験、製茶工場見学など
７月23日㈪～27日㈮

西部営農経済センター　　
　967-8217

ひとり親家庭のための
出張個別相談会

　生活・就業・法律の無料相談会
です。職業紹介や求職登録ができ
ます。弁護士が親権や養育費など
の相談に応じます。

①８月11日㈯②８月22日㈬
　※いずれも９時30分～16時

①富士市役所消防庁舎７階大会
議室（富士市永田町） ②長泉
町役場３階（長泉町中土狩）
母子家庭・父子家庭の方、離婚
を考えている方など
●当日も受け付けますが、予約
した方を優先します。●託児を
希望する方は、事前にお申し込
みください。

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター　054-254-1191

「山の日」記念事業
黒岳ハイキング

　山の日を記念し、市指定文化財
である黒岳の自然杉を見学するハ
イキングを開催します。

８月11日㈯　８時～12時
集合場所／山神社駐車場（須山地

区）
小学４年生以上で、往復２時間
30分程度の登山ができる方
25人（先着順）
「山の日」を記念し、山岳協会
の協力で、市指定文化財「黒岳
の自然杉群落」を見学しながら
愛鷹連峰の黒岳ハイキングを楽
しみます。
50円（保険料、当日徴収）
飲み物、登山ができる服装、雨
具（かっぱ）
生涯学習課に電話で申し込むか、
メールで次の内容を明記の上、
送信してください。

　●件名▶黒岳ハイキング申込
　●内容▶参加する全員の氏名、

年齢、血液型、住所、電話番号、
緊急連絡先（氏名、参加者との
続柄、電話番号）
８月３日㈮
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

飛び出せ宇宙へ！
コズミックカレッジin裾野

　コズミックカレッジは、宇宙を
テーマにした科学教育を通して、
子どもたちが豊かな心を育むこと
を目的に行うプログラムです。
　ＪＡＸＡ宇宙教育センターの職
員から、地球や惑星の科学を学ん
だり、自分だけの水ロケットを
作って打ち上げたりします。

８月25日㈯　10時～16時
　※受付▶９時30分～

市民文化センター多目的ホール
小学３年生～中学生
100人（先着順）
新聞紙１枚、はさみ、昼食、飲
み物、タオル、帽子（野外での
実験・体験があります）、油性
マジック・シールなど（ロケッ
トの装飾を希望する方）
生涯学習センターで申込書に必
要事項を記入し、提出してくだ
さい。
８月15日㈬
●希望する方にお弁当を用意し
ます。申込時にお弁当代500円
をお支払いください。●保護者
の見学ができます。人数制限は
ありませんが、係員の指示に
従ってください。
生涯学習センター　992-3800

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 !!

12
2018.7.15



お知らせ

富士山須山口登山道を歩く

　富士山裾野ガイド協会会員が、
学習用テキストを使いながら解説
などを行います。

９月16日㈰　６時30分～17時
30分　※少雨決行、荒天中止
富士山周辺
小学５年生以上で10km以上歩
ける方
40人（先着順）
富士宮口五合目から、宝永火口
第二火口縁、須山口登山道（幕
岩上～須山御胎内）を経由して
水ケ塚公園まで歩きます。
2,000円（当日徴収）
弁当、飲み物、防寒着、雨具、
レジャーシート、簡易トイレ、
手袋など
生涯学習センター、商工会、須
山地区コミュニティセンターに
ある申込書に必要事項を記入し、
生涯学習課へ提出してください。
※郵送、ファクス可
９月10日㈪
生涯学習課（富士山世界文化遺
産裾野市協議会事務局）

　994-0145　 992-4047
〒410-1102 深良435

静岡がんセンター
ボランティア説明会

　患者や家族に寄り添い、支援す
るボランティアを募集します。希
望する方は、説明会に参加してく
ださい。

８月31日㈮　14時～16時
県立静岡がんセンター（長泉町
下長窪）

郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号をはがきまたはファク
スに明記し、静岡がんセンター
に送付してください。

静岡がんセンター総務課
　企画人材班　989-5783

〒411-8777　長泉町下長窪
1007

８月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

４日㈯ パイピング横山
☎992-3329

５日㈰ 植松水道
☎992-4644

11日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

12日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

18日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

19日㈰ 工管設
☎993-1603

25日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

26日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

データバンク
７月１日現在

４日㈯ すその夏まつり
市民水泳大会

19日㈰ 環境美化活動

28日㈫ 市立小・中学校
２学期始業式

31日㈮ 富士登山道須山口閉山式

８月　カレンダー

人　口　52,371人	 （−5人）
　男　　26,616人	 （−7人）
　女　　25,755人	 （+２人）
世　帯　21,800世帯	（+16世帯）
内、外国人	 815人	466世帯

８月　税金・料金
納付期限：８月31日㈮

市県民税� 第２期分
国民健康保険税� 第２期分
介護保険料� 第２期分
水道料金・下水道使用料� 第３期分
後期高齢者医療保険料� 第１期分
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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

８月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 松原医院 962-1496 白銀町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

2㈭ 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

3㈮ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

4㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

5㈰

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 守重医院 931-2511 我入道

江川

かとう内科医院 946-5562 大岡 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

鈴木医院 993-0430 佐野 白石医院 951-4593 市道町

6㈪ 今井医院 921-3211 五月町 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

7㈫ 森岡医院 962-1084 大岡 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

8㈬ 林医院 931-1120 住吉町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

9㈭ 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 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

10㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

11㈯

永野医院 962-4450 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

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

12㈰

池田病院 986-1212 本宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

杉山病院 963-4114 錦町 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 遠藤クリニック 975-8801 久米田
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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

８月前期

13㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 フジ虎ノ門
(広域 )

0550-
89-7872 御川島田 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

14㈫ 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 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

15㈬ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

5㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733	 浅間本町

瀬尾眼科医院
933-9900	 市場町

ウスイクリニック
980-5580	 下土狩

なかがわ歯科
973-7777	 長沢

11㈯ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787	 西沢田

関眼科胃腸科医院
975-2381	 東本町

井関マタニティクリニック
952-4103	 八幡町

カシワ木歯科医院
993-6108	 茶畑

12㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100	 宮島

静岡医療センター
975-2000	 長沢

沼津市立病院
924-5100	 東椎路

中原歯科医院
993-3300	 佐野

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市　御御殿場市

●救急協力医の変更／７月31日㈫の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：森岡医院▶変更後：小林内科医院（921-2165　 米山町）
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●恋の川、春の町
著：風野真知雄　KADOKAWA

●燃える水
著：河合莞爾　KADOKAWA

●名探偵誕生　The Birth of the Detective
著：似鳥鶏　実業之日本社

●六月の雪
著：乃南アサ　文藝春秋

●贋作
著：ドミニク・スミス　訳：茂木健　東京創元社

一般書

●ねるじかん
作・絵：鈴木のりたけ　アリス館

●しんごうきょうだいのにちようび
作・絵：もとやすけいじ　絵本塾出版

●おしりどろぼう
作：陣崎草子　くもん出版

●フェルムはまほうつかい
文・絵：スギヤマカナヨ　原作：畠山重篤　小学館

●おっちゃん山
え：塚本やすし　さく：椎名誠　新日本出版社

児童書

●８月の行事予定
おはなしの会
	 11日㈯	 11時〜	 文化センター図書室
	 18日㈯	 14時30分〜	 本館１階おはなしのへや

親子おはなし広場
	 ７日㈫	 10時30分〜	 本館２階視聴覚室

ファーストブック・セカンドブック
	 15日㈬	 	９時〜12時	 本館２階視聴覚室
	 22日㈬	 13時〜16時	 本館２階視聴覚室

親子ふれあいデー
	 ８日㈬	 10時〜17時	 本館２階視聴覚室
	 16日㈭	 10時〜17時	 本館２階視聴覚室
	 24日㈮	 10時〜17時	 本館２階視聴覚室

夏休み特別映画会
	 11日㈯	 14時〜	 本館２階視聴覚室

なつやすみ 1 日図書館員
	 １日㈬	 	９時〜14時15分	 本館２階視聴覚室他

ビブリオバトル
	 25日㈯	 14時〜15時	 本館２階展示室

新刊おすすめ本

伊藤 優
ゆ き

希ちゃん
（２歳９カ月・岩波）

小川 遼
は る ま

真くん
（２歳７カ月・御宿新田）

上野 心
み す ず

鈴ちゃん
（２歳 7カ月・中丸上）

佐藤 博
ひろゆき

幸くん
（２歳 10カ月・トヨタ）

渡邊 菜
な な

南ちゃん
（３歳・南堀）

８月の休館日 ６日㈪・13日㈪・20日㈪
27日㈪

市内に住んでいる３歳
０カ月までの子ども
氏名、住所、電話番号、生
年月日を明記し、メール
でお申し込みください。
wagaya-star@city.sus
ono.shizuoka.jp
掲載枠に限りがありま
す。応募者多数の場合は
先着順に掲載します。

掲載写真募集


