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市議会９月定例会
条例改正や補正予算など26議案を審議

特集１

　市議会９月定例会が８月17日㈮から９月21
日㈮までの36日間の日程で行われました。条
例改正や補正予算など26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年度一般会計歳入歳出決算などの認定
　平成29年度の一般会計、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、土
地取得特別会計、十里木高原簡易水道特別会計、下水
道事業特別会計、墓地事業特別会計、水道事業会計、
それぞれの歳入歳出決算が認定されました。決算の詳
細は、４ページから８ページをご覧ください。

市教育委員会委員の任命
　９月30日に任期満了となった渡邉すみ枝委員を引
き続き任命することが同意されました。

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部改正
　特別職報酬等審議会からの答申を尊重し、市議会議
員の議員報酬の額を改めるため、条例の改正をしまし
た。

国際交流基金条例の一部改正
　国際交流基金の繰替運用および処分の方法を規定す
るため、条例の改正をしました。

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部改正
　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一
部改正に伴い、条例の改正をしました。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者
負担額を定める条例の一部改正
　指定都市の市町村民税の税率が変更されたことおよ
び未婚のひとり親について地方税法上の寡婦控除が適
用されたものとみなすことに伴い、条例の改正をしま
した。

市道路線の変更
　３路線の起終点の変更を行いました。

◀︎夏休み小・
中学生短期
派遣

議　案
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特集 1

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
　【子育て期（乳幼児期）支援の充実】
　▶子ども・子育て支援事業計画更新に伴う調査事業
　　平成32年度から始まる「子ども・子育て支援事

業第２期計画」の策定に向け、子育て世帯を中心と
した実態把握調査、事業者ヒアリングおよび今後の
人口・児童数の推計作業を実施し、将来への基礎数
値を把握します。

　▶小規模保育所施設整備事業
　　子育て支援の強化として、官民が連携し市内待機

児童解消対策の充実を図るため、小規模保育所開所
に対する施設整備補助を行います。

●子ども達の生きる力を育むまち　すその
　【学習環境の整備】
　▶小中学校全教室のエアコン設置に伴う設計事業
　　市内小・中学校の全教室にエアコンを設置するた

めの設計を行い、夏季における児童・生徒の学習環
境の改善を図ります。

「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
　【防災体制の整備推進】
　▶ブロック塀等耐震改修促進事業
　　地震発生時に市民の皆さんの安全を確保するため、

ブロック塀の撤去および同時に行う生垣などの設置
工事に対する補助の充実を図ります。

一般会計補正予算（第２回）
　歳入歳出予算総額を207億900万円としました。補
正予算の主な内容は次のとおりです。

◀特別教室

◀ブロック塀の点検と改善
（パンフレット）

普通教室▶

　ブロック塀
の倒壊▶

補 正 予 算
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平成29年度　決算報告
一般会計・特別会計および基金現在高・市債残高を報告します

特集２

歳 入 総 額 203億6,704万円
（対前年度比　▲6.7%　▲14億6,054万円）

歳 出 総 額 197億     64万円
（対前年度比　▲7.2%　▲15億2,320万円）

　平成29年度市の一般会計・特別会計を報告します。納められ
た税金や、国・県からの補助金などがどのように使われたのか
をお知らせします。

一般会計

歳入

　歳入・歳出ともに減額

　歳入決算額は、前年度から市税や国庫支出金、諸収
入が減少し、前年度と比較して6.7%減の203億6,704
万円となりました。平成29年度も普通交付税の不交
付団体となり、普通交付税は交付されませんでした。
　歳出決算額は、土木費、教育費などが減少したため
前年度と比較して7.2%減の197億64万円となりまし
た。

自
主
財
源（
67・７
％
）

依
存
財
源（
32・３
％
）

市税（51.0%）   103億8,495万円
市民の皆さんや会社などの法人が納めた税金

諸収入（5.0%）   10億2,315万円
延滞金、預金利子、雑入、貸付収入など

繰入金（4.9%）   9億9,190万円
基金の繰入金など

繰越金（1.6%）    3億3,374万円
前年度の剰余金

その他（5.2%）   10億5,990万円
分担金と負担金、使用料と手数料、財産収入、寄付金など

国庫支出金（12.2%）    24億8,239万円
事業を行うために国から交付される補助金など

市債（7.1%）   14億5,110万円
事業を行うために借り入れたお金

県支出金（4.8%）    9億7,791万円
事業を行うために県から交付される補助金など

その他（8.2%）   16億6,200万円
地方交付税、地方消費税交付金、地方譲与税、利子割交付金など
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特集２

平成29年度　決算報告
財政課

995-1801

一般会計歳入・歳出決算の推移
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※平成21・27年度は、定額給付金・地方創生関連事業など国
の施策が実施されたため、歳入・歳出が増となりました。

　厳しい財政状況
　～基金残高の減少や市債残高の増加～

　市では、行政サービスの水準が急激に低下すること
がないように、基金の取り崩しや市債発行による借入
で収入不足を補っています。その結果、歳入決算が歳
出決算を上回ることになります。
　歳入の根幹である市税収入は、平成19年度の136
億6,177万円をピークに減少傾向で推移しています。
近年は基金残高の減少や市債残高の増加など厳しい状
況です。持続可能な行財政運営のために事業の見直し
など健全運営を図ります。

民生費（28.2%）   55億6,419万円
障がい者や高齢者の福祉サービス、保育園、子育て支援、生活保護にか
かったお金

土木費（13.2%）   26億　622万円
道路、河川、公園の整備などにかかったお金

教育費（12.6%）   24億9,176万円
幼稚園や小・中学校、社会教育やスポーツなどにかかったお金

衛生費（12.1%）   23億7,761万円
市民の病気予防や美化センターの管理などにかかったお金

総務費（12.0%）   23億6,832万円
庁舎や財産の管理、税金の徴収、戸籍事務、選挙などにかかったお金

公債費（9.7%）   19億　870万円
事業を行うために借り入れたお金の返済金

その他（12.2%）   23億8,384万円
消防費、農林水産業費、労働費、商工費、議会費など
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平成29年度　決算報告

特集２

　市民１人あたりの貯金額は16万円

　基金は、家計に例えると貯金にあたるものです。そ
れぞれの目的のために積み立てた総額は84億2,890万
円で、市民１人あたり16万円の貯金額となります。

　市債残高は193億1,998万円

　市債は、家計に例えると借金にあたるもの
です。市債残高は193億1,998万円になりま
す。事業年度に市民の皆さんに大きな負担に
ならないよう、公債費で長期にわたって計画
的に返済します。

基金現在高／市の預金残高。財源に余裕があるとき
などに積立、不足するときなどに取り崩します。

財政調整基金／急激な税収の落ち込みや、思わぬ支
出の増加などに備えるための基金。年度間の財源
の不均衡を調整します。

都市施設建設基金／都市基盤の整備や公共施設の老
朽化に対応するための基金。更新・長寿命化の財

源として活用します。
学校教育施設整備基金／小・中学校施設の地震改築

工事などに備えるための基金
主要３基金／財政調整基金・都市施設建設基金・学

校教育施設整備基金
地方債残高／市の借金残高。国や銀行などから借入

しています。

基金現在高
平成29年度 平成28年度

基金現在高 84億2,890万円 89億6,187万円

内
訳

財政調整基金 48億1,019万円 53億7,618万円

都市施設建設基金 20億6,154万円 21億1,306万円

学校教育施設整備基金 7 億3,160万円 6億9,740万円

他13基金 8億2,557万円 7億7,523万円

特別会計項目 歳入 対前年度比 歳出 対前年度比
国民健康保険特別会計 57億  160万円 ▲3.4% 52億6,337万円 ▲5.5%

後期高齢者医療事業特別会計 5億  719万円 5.7% 5 億　171万円 5.2%
介護保険特別会計 33億5,949万円 5.1% 32億2,022万円 7.1%
土地取得特別会計 30万円 ▲67.4% 30万円 ▲67.4%

十里木高原簡易水道特別会計 4,306万円 ▲13.3% 4,306万円 ▲13.3%
下水道事業特別会計 10億3,870万円 ▲9.4% 10億3,870万円 ▲9.4%
墓地事業特別会計 4,767万円 2.7% 4,463万円 2.5%
合　　　　計 106億9,801万円 ▲1.2% 101億1,199万円 ▲1.7%

※水道事業会計は８ページに掲載しています。

主要３基金の残高・取崩額推移 
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特集２

　健全化判断比率とは

　市の標準財政規模※の数値などを用いて、赤字や借
金の比率を計算したものです。次の４つの指標から財
政の健全度が判断され、一定の基準を超えた場合は新
規の借金が制限されるなどの制約があります。

平成29年度財政健全化判断比率

指標名 数値
早期健全化

基準
（黄信号）

財政再生
基準

（赤信号）
1．実質赤字比率 －（黒字） 13.03% 20%

2．連結実質赤字比率 －（黒字） 18.03% 30%

3．実質公債費比率 7.5% 25% 35%

4．将来負担比率 19.5% 350%

※市税などに基づいて計算された数値で、家庭に置き
換えて表現すると「給料」になります。平成29年
度の当市の標準財政規模は約123億円です。

　資金不足比率とは

　公営企業ごとの赤字が、事業の規模に対してどの程
度であるかを示すものです。赤字は発生していないの
で数値はありません。
計算式：資金の不足額÷事業の規模

平成29年度資金不足比率

指標名 水道事業
会計

下水道
事業

特別会計

十里木高原
簡易水道
特別会計

経営
健全化
基準

資金不足
比率 －（黒字）－（黒字） －（黒字） 20％

財政健全化比率・資金不足比率公表
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成29
年度の健全化判断比率と資金不足比率を公表します。各指標の数
値は早期健全化基準と財政再生基準を大きく下回り、健全な財政
運営を行っています。

財政課
995-1801

健全財政で
うるおい すその。

１．実質赤字比率
　一般会計の収支が赤字となった場合の指標です。
家庭に置き換えると「年間収支の赤字」が「１年間
の給料」に対してどのくらいの割合であるかを表し
たものです。赤字は発生していないので数値はあり
ません。
計算式：一般会計赤字額÷市の標準財政規模

２．連結実質赤字比率
　一般会計と国民健康保険などの特別会計全ての実
質収支の合計が赤字である場合の指標です。地方公
共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示し
ます。赤字は発生していないので数値はありません。
計算式：全会計赤字総額÷市の標準財政規模

３．実質公債費比率
　「１年間の内に借金返済に支出された額」の標準
財政規模に対する割合を表した指標です。家庭に置
き換えると「１年間の給料」に対する「１年間の借
金返済額」の割合を表したものです。
計算式：１年間の借金返済額÷市の標準財政規模

４．将来負担比率
　「特別会計、第3セクターまで含めた市の負債総
額から積立金などを引いたもの」の標準財政規模に
対する比率を表した指標です。家庭に例えると、
「１年間の給料」に対して「何年分の借金」がある
かを表す指標です。この指標が350％（標準財政規
模の3.5年分）を超えると早期健全化団体となりま
す。
計算式：（負債残高総額－積立金等総額）÷
　　　　市の標準財政規模

財政の健全度を判断する
４つの指標
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　市水道事業は、市民の皆さんに常に
安全で安定した水道水を供給するため
に運営しています。平成29年度水道
事業会計の決算状況を報告します。

上下水道経営課
995-1836

皆さんの水道料金で賄われています

　市水道事業の会計は、収益的収支と資本的収支から
なっています。収益的収支とは、水道水をつくり、そ
れを家庭まで送り届ける費用とその財源を表します。
資本的収支とは、企業債償還金や施設更新、耐震管を
含む配水本管の布設などに必要な費用とその財源で、
収入は工事負担金などです。

　今後も、市水道ビジョンに基づく中長期的な展望を
見据え、経費の節減に努めるなど効率的な経営を行い
ます。大切なライフラインを守り、安全で安心な水を
安定供給していくため、ご理解・ご協力をお願いしま
す。

水道水を供給する費用（収益的収支決算） 水道の施設を造る費用（資本的収支決算）

市上水道北部配水場

平成29年度水道事業会計決算報告
安定した経営を維持

水道施設や配水管布設（替）
工事などにかかる費用
1億8,944万1,204円

借入金元金の返済
1億3,185万8,826円

※決算額に消費税は含まれていません。

支出

収入

支出合計 3億2,130万0,030円

収入合計 4,458万8,420円

不足金額（損益勘定留保資金などで補てん）
2億7,671万1,610円

職員給与費・修繕費・電力費
など施設を維持し水を送り
続けるための営業費用
2億3,961万1,261円

施設などの減価償却費
3億7,823万2,533円

借入金の利息の支払い
3,763万4,390円

その他
1,283万4,614円

その他
5,156万7,133円

長期前受金戻入額
1億4,156万9,291円（非現金）

支出

収入

支出合計 6億6,831万2,798円

収入合計 9億3,878万5,754円

水道料金
7億4,564万9,330円

純利益2億7,047万2,956円（非現金含む）
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特集４

“あるもの磨き”でまちの新たな魅力を発掘・提案！
平成30年度「みらい会議」を開催しました
　８月18日㈯に、生涯学習センターで本年度第１回目の「みら
い会議」を開催しました。会場には、約70人が集まり、市長か
らの市政報告を聞いたあと、ワークショップに参加し、まちの新
たな魅力づくりについて話し合いました。

企画政策課
995-1804

市政報告

　市政報告で髙村市長は①平成29年度主要事業の進
捗状況②平成30年度新規事業について説明しました。
市の主要事業を「まち“共生”」「ひと“共育”」
「しごと“共栄”」「市民協働・ＰＲ・広域連携」の
４つの項目に分類し、12の事業について平成29年度
の進捗状況を報告しました。
　また、今年度から新たに実施している事業のうち、
「保育環境拡充事業」など、５つの事業について説明
を行いました。

ワークショップ

　会場内に小さな子どもの「遊びスペース」や市が実
施する屋上緑化事業の苗木を配置するなど、にぎわい
と癒やしのある雰囲気の中で、楽しい議論が交わされ
ました。
　10グループ（各５～６人）に分かれた参加者は、
「裾野市にあるもの」を掛け合わせ、まちの新たな魅

力づくりに取り組み
ました。最後に、各
グループの提案発表
が行われ、良かった
と思う提案について、
参加者全員で投票を
行いました。グループからの提案は「みらい会議実行
委員会」で実現に向けた協議を行っています。

投票結果（上位５提案）
得点 提案内容

16点 コスプレイヤーが裾野市をＰＲ
(富士山×演習場×コスプレ)

15点 ご当地炭酸水を製造・販売
(裾野の水×炭酸×すそのん)

14点 象が五竜の滝の前で水浴び
(富士サファリパーク×象×五竜の滝)

10点 裾野高校と協力して地域活性化
(裾野高校×市役所×地域)

10点 市民参加型で市のＰＲを強化
(裾野の風物×市民参加×ＳＮＳ)

　８月31日㈮に、第４次総合計画後期基本
計画などの進捗状況を評価するため、評価委
員会を開催しました。右表のとおり総合計画
で掲げる６つの「施策の大綱」ごとに有識者
７人が評価をしました。進捗に遅れのある事
業は見直しを図り、計画期間（平成28年度
～32年度）中に目標が達成できるよう毎年
進捗管理を行っていきます。
【凡例】
Ａ…目標を達成するために、順調に進捗して

いる
Ｂ…一部遅れはあるものの、目標の達成が見

込まれる
Ｃ…より一層の推進を要する

区分 施策の大綱 評価

健康・福祉 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」 Ｂ

教育・文化 ２. 成長するよろこびと地域のつながりで心の
豊かさを育む「すその」 Ｂ

生活・環境 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」 Ａ

都市基盤 ４. 豊かな自然と暮らしやすさが調和した「す
その」 Ｂ

産業経済 ５. 今ある魅力と資源を再発見し、未来へつな
げる「すその」 Ａ

行政経営 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」 Ｂ

第４次総合計画後期基本計画　平成29年度進捗状況 Ｂ

●●●●●●●●●● 市総合計画等評価委員会で総合計画の進捗状況を評価 ●●●●●●●●●●
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／パノラマ遊花の里

かれんなコスモスに囲まれて

長寿を祝う� ９月８日いざというときに備えて� ９月２日

　オレンジ色や黄色の花弁と柔らかな茎が風になびくコスモスは、
かれんという言葉が当てはまる秋を代表する花です。富士山の眺望
が自慢のパノラマ遊花の里で、黄花コスモスが見頃となりました。
９月15日㈯・16日㈰にコスモスまつりのイベントが行われ、多く
の人たちを咲き誇る花々が迎えてくれました。

　敬老会が市民文化センターで行われました。75歳以上の方が対
象で、午前の部と午後の部合計1,883人が出席しました。小学生が
作文を朗読し「おいしい野菜を作ってくれてありがとう」などとお
じいちゃんやおばあちゃんに感謝の気持ちを伝えました。

　南小学校で伊豆島田区によるモデル区訓練が行われ、約350人の
区民が参加しました。今回の訓練では避難訓練で経路を確認した後、
間仕切りボードや簡易トイレの設置、医療救護・トリアージ訓練が
行われました。参加者は緊張感を持って訓練に臨んでいました。

Photograph ９月
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スピード・アンド・チャージ� ９月8･9日

　太陽生命ウィンメンズセブンズ2018第3戦が運動公園で行われ
ました。７人制女子ラグビーの最高峰大会で、日本のトップチーム
11チームが熱戦を展開。トライが決まると観客から大歓声が送ら
れました。激戦の末、三重パールズが優勝しました。

　広報特派員始動!!� ９月11日

　９月11日㈫に、広報特派員の委嘱状の交付式と研修会
が行われました。交付式では市長から委嘱状が手渡され、
研修会では㈱静岡新聞社の水島重慶さんに取材時の注意点
やカメラの使用方法を教わりました。
　広報特派員は、広報すそのや市公式SNSなどの掲載内容
を充実させ、新鮮で親しみやすい記事の発信を目指し、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。
　いよいよ、広報特派員が市内各地のイベントや写真撮影
に出向きます。取材した記事や写真は随時掲載しますので、
お楽しみに！

ホールインワンをねらって� ９月13日

　シニアクラブの秋季グラウンドゴルフ大会が総合グラウンドで行
われ、54チーム265人が競いました。芝生や凹凸で力の加減が難
しく、飛びすぎたりナイスショットが出たりし、チームみんなで一
喜一憂。悔しさを笑い飛ばして、楽しんでプレーしていました。

１人暮らしの高齢者に花をプレゼント�９月12日

　敬老の日を前に、東静岡ヤクルト販売㈱の「愛の一声運動」で、
ヤクルトレディが１人暮らしの高齢者の方へ花を届けました。千福
が丘に住む加藤正子さんは花を受け取り、「今日は花びんを開けて
楽しみにしていました」と微笑んでいました。

神前相撲で“はっけよい、のこった”�９月16日

　佐野八幡宮例大祭奉納子ども相撲大会が境内で行われました。参
加したのは地区の子どもたち50人。押し相撲あり投げ相撲ありと、力
のぶつかり合う取組に、応援の人たちも力が入ります。真剣なまなざ
しでの取組が終わった後の、子どもたちの笑顔が印象的でした。

Photograph 2018.9

11
2018.10.15



11/ ３「芸術に触れる文化の日」は実演・体験の日です！

●第１部

●第２部

と　き／10月31日㈬～11月４日㈰、11月７日㈬～11日㈰
ところ／市民文化センター
開会式／10月31日㈬　10時～

と　き／11月３日㈯　11時～15時
【実演】
●バイオリン演奏　　　
●ハーモニカ演奏、歌
●手話ダンス
●アカペラ・コーラス
●阿波おどり
●ポピュラーソングデュオ

●アンサンブル演奏
●フルート演奏
●二胡の説明、名曲実演
●篆

てんこく
刻実演

【体験】
●二胡演奏
●連句実作会
●七宝焼　
●詩吟で健康法
●阿波おどり
●バイオリン演奏

●フルート演奏、笛作り
●生け花（小・中学生）
●タイル画のコースター作成
●歌詞を手話で表す
●彫刻
●色紙作り

特集５

市民芸術祭　～であい・感動～
さまざまな分野の芸術を体験
　書道、文芸、手芸・工芸、絵画、華道などの展覧会や
囲碁大会、音楽祭、芸能祭などを行います。楽器の演奏
や制作実演、フラダンス、生け花など、さまざまな分野
の文化・芸術を体験できます。

生涯学習課
994-0145

部　門 と　き 内　容

展覧会
10月31日㈬～11月４日㈰　
9:00～17:00
※最終日は16:00まで

書道展（含篆
てんこく

刻）、文芸展（短歌・俳句・連句）、ジュニア展（幼児・
小・中学生の書道、生け花）

吟道祭 11月３日㈯
13:00～16:30 詩吟、詩吟体験、舞踊と詩吟の共演、大合吟「富士山」

囲碁大会 11月４日㈰　受付▶︎9:30～
10:00～17:00

囲碁愛好会員と市民の方の公開対局、プロ棋士を招いての囲碁入門
教室

音楽祭 11月４日㈰
12:30～16:30

混声合唱、女声合唱、弦楽合奏、管楽合奏、アルパ、ハーモニカ合奏、
二胡、大合唱など

部　門 と　き 内　容

展覧会
11月７日㈬～11日㈰
9:00～17:00
※最終日は16:00まで

手芸・工芸展（陶芸、七宝焼、染織、彫刻、絵手紙、布手芸など）、華
道展（生け花）、写真展、絵画展（油彩画・水彩画・墨絵・アクリル絵・
タイル画など）

茶会

11月10日㈯
10:00～15:00 図書館茶道教室（裏千家）

11月11日㈰
10:00～15:00 表千家茶道教室

芸能祭

洋舞・
音楽の部

11月10日㈯
12:30～16:30

童唄、歌謡曲、大正琴、チアダンス、ロックバンド、３Ｂ体操、バレエ、
一輪車ダンス、フラダンス、手話ダンス、阿波おどりなど

日舞・
邦楽の部

11月11日㈰
13:00～15:30 日本舞踊、民踊など
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対象
　市内に住んでいて、昭和29年３月31日までに生ま
れた方
持ち物
●結核健康診断通知書
●がん検診等受診表（別途通知）
※対象の方で通知が届かない方や紛失した方は、直接

会場にお越しください。

その他
●次の方は、通知が届いても検診は必要ありません。
　・勤務先で検診を受ける方
　・３カ月以内に胸部レントゲン撮影を受けた方
　・胸の疾患で通院している方
　・今年度、肺がん検診を受けた方または受ける方
　・国保加入者で、人間ドックを受ける方
●過去に肺・心臓の病気をしている方は、結核検診の

受診について主治医と相談してください。

　結核は過去の病気ではありません。昨年、国内で新たに結核患者とし
て登録された人数は16,789人、死亡者数は2,303人でした。薬を飲め
ば完治できる時代になりましたが、今でも重大な感染症です。
　結核検診を実施します。対象の方には、10月下旬に結核健康診断通
知書を送付します。必ず検診を受け、結核を早期発見しましょう。

健康推進課
992-5711

結核健康診断日程表
日にち 時間 会場

11月７日㈬

9:00～9:20 安全タクシー
9:40～10:20 西中学校
10:40～11:10 天理教教会
11:30～11:50 中丸上公民館
13:00～13:50 福祉保健会館
14:10～14:40 久根公民館
15:00～15:20 町震地区コミュニティセンター

11月８日㈭

9:00～9:20 十里木高原集会所
9:50～10:20 須山地区研修センター

10:40～11:00 須山二区集会所
（田向集会所）

13:30～14:00 下和田地区集会所
14:10～14:30 呼子公民館
14:50～15:10 今里本村集会所

11月９日㈮

9:00～9:50 市民体育館
10:10～10:40 深良地区コミュニティセンター
11:00～11:20 切遠地区コミュニティセンター
13:30～14:10 御宿新田地区コミュニティセンター
14:30～14:50 深良新田公民館

11月11日㈰ 9:00～11:00 市役所
11:10～11:30 市役所★

11月12日㈪

9:00～9:10 杉山幸雄さん宅（市の瀬）
9:30～9:50 髙田泰幸さん宅（峰下）

10:10～10:30 向田小学校体育館
10:50～11:10 青葉台中公園
13:30～14:00 葛山集会所
14:20～15:20 富岡地区コミュニティセンター

●どの会場でも受診できます。　●受診は１人１回のみです。　★車いすの方の対応の検診車です。

日にち 時間 会場

11月１日㈭

9:00～9:30 金沢公民館
9:50～10:10 田場沢区集会所
10:30～10:50 中里地区集会所
11:10～11:30 上ケ田区集会所
13:30～15:00 市民体育館

11月２日㈮

9:00～9:20 麦塚公民館
9:40～10:10 南児童館
10:30～10:50 南町公民館
11:10～11:30 富沢公民館
13:30～13:50 ㈱スソノ物流
14:10～14:40 中丸公民館

15:00～15:30 富士見台公園
※雨天時：富士見台公民館

11月５日㈪

9:00～9:40 かつ榮
10:00～10:50 クリエイトＳ.Ｄ 裾野茶畑店
11:10～11:40 本茶公民館
13:30～15:00 市役所

11月６日㈫

9:00～9:30 千福が丘小学校
9:50～10:20 千福公民館
10:40～11:10 石脇公民館
13:15～13:35 南堀地区集会所
13:50～14:20 原区集会所
14:40～15:10 岩波公民館
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インフォメーション

Information

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 対象校区
11月１日㈭・
15日㈭・26
日㈪

県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

11月７日㈬
東部健康福祉セン
ター福祉課（沼津
市高島本町）

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。

11月７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。匿名で参加できます。

11月17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

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。

11月29日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室
14人程度（先着順）
11月15日㈭

国保年金課　995-1813

駿東市町長講演会

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。

11月13日㈫　13時30分～
小山町総合文化会館金太郎ホー
ル（小山町阿多野）

演題／建築と地域の関わり『場の
力、そして負ける建築』

講師／隈研吾さん（東京大学教授）
小山町総務課　0550-76-6131

■深良地区
11月11日㈰　８時45分～13時　※市政カレンダーには
18日㈰と記載されていますが、変更になりました。
深良地区コミュニティセンター周辺
岩波おはやし･小学校吹奏楽･太鼓･歌謡・スポーツ少年
団一輪車の披露、露店、飲食物・農産物販売、バザー、
子どもたちの作品展示、もちまきなど

■富岡地区
11月25日㈰　９時～14時
富岡第一小学校
コミュニティステージ（吹奏楽、踊りなど）、手芸品な
どの展示、お茶席、喫茶コーナー、お楽しみ抽選会、青
空朝市（花木、野菜、生鮮食品）など

■東地区
11月４日㈰　９時～13時
向田小学校
鼓笛・金管バンドなどの演奏、老人クラブ輪投
げ大会、バザー・クラフト（小物作り）、飲食
物販売など

■西地区
11月４日㈰　８時50分～13時
西小学校グラウンド
和太鼓・吹奏楽・バンドの演奏、園児絵画展
示・団体展示、ミニ新幹線、工作、遊びと体験、
飲食物販売など

　11月はコミュニティづくり月間
　各地区でコミュニティまつりを開催
　区長連合会では、11月をコミュニティづくりの月間とし、各地区でコミュ
ニティまつりを開催します。楽器などの演奏や体験ができるコーナー、展示な
ど各地区の地域の方々が工夫を凝らした特色ある催し物を用意しています。

市民課地区振興係
　995-1874
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インフォメーション

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　

人権講演会

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。

11月17日㈯　14時～
　※開場▶13時30分

市民文化センター多目的ホール
340人

テーマ／深刻化するネットいじめ
その現状と大人の役割

講師／渡辺真由子さん（星槎大学
大学院客員教授）
戦略広報課　995-1802

J-ALERT の緊急地震速報訓練

　J-ALERTを活用した緊急地震
速報訓練が行われます。当市では、
広報無線で試験放送を実施します。

11月１日㈭　10時ごろ
緊急地震速報チャイム音と「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」
と放送します。
気象状況などによって、訓練用
の緊急地震速報の発表を急きょ
中止することがあります。
危機管理課　995-1817

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。

11月20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）
11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

無線放送戸別受信機から放送が流れない場合の対処

■放送が入らない、雑音がする
▶電源を入れ直し、テレビや無線LANのルーター

などの家電製品から離れた場所などに設置場所を
変えてください。アンテナは垂直に延ばしてくだ
さい。

■電源ランプが点かない
▶落雷の影響などで安全装置が作動した可能性があ

ります。電源を入れ直してください。
■電源を入れたら「ピー」と音が鳴った
▶故障しています。戦略広報課に戸別受信機をお持

ちになり、修理を依頼してください。
【注意】
●家電製品の微弱な電波の影響を受け、雑音が鳴る

ことがあります。
●電源コードを使用しているときは、電池を入れる

必要がありません。液漏れして故障することがあ
るため、電池は停電時などに使用してください。

【その他】
●改善しない場合や一部地域の屋外にアンテナを設

置している方で不具合がある方は、戦略広報課へ
ご連絡ください。

●貸し出しは１世帯１台です。希望する方は、戦略
広報課にはんこをお持ちになりお越しください。

　市では、東富士演習場の演習通報や市の行事予定、災害時の緊急情報などを無線放
送でお知らせするため、戸別受信機を世帯主の方に貸し出しています。受信機から放
送が流れないときや雑音がするときは、電波の受信状況が悪いか受信機が故障してい
る場合があります。次のように対処してください。

戦略広報課
　995-1802

アンテナは
垂直に立てる

電源 / 受信
ランプ

電
源
ス
イ
ッ
チ

◀︎
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Information
インフォメーション

県東部４信金ビジネス
マッチング商談会セミナー

11月６日㈫　13時～17時30分
プラサヴェルデ401会議室（沼

津市大手町）
①～④各60人（先着順）
①ロボット導入事例紹介セミ
ナー②AOIパークが目指すも
の③ものづくり業界に活かす女
性目線とは④働き方改革の実現
にむけて
10月31日㈬

人手不足解消相談コーナー、産
学官金マッチングセミナーを同
日開催します。

沼津信用金庫経営支援課
　962-6767

keiei@numashin.co.jp

健
けんこう
幸アンバサダー養成講座

　自ら健康について学び、身近な
周りの方へ口コミで広める“健幸
アンバサダー”を養成する講座で
す。

11月22日㈭　13時30分～16
時30分　※開場▶13時～
福祉保健会館
市に住民登録のある方で、講座
終了後に健幸アンバサダーとし
て活動できる方
90人（先着順）
健幸アンバサダーとして必要な
知識や技術を身につけるために、
期待される役割や生活習慣病予
防について、手軽にできる筋力
アップトレーニングについての
講話や実技を行います。

講師／久野譜也さん（筑波大学大
学院人間総合科学研究科教授）
11月５日㈪
筆記用具
すその健康マイレージ対象です。

健康推進課　992-5711

区のコミュニティ活動を支援
　㈶自治総合センターでは、住民の皆さんが行うコミュニティ活動
を促進するため、コミュニティ助成事業を実施しています。宝くじ
の社会貢献事業として、宝くじの受託事業収入が財源の事業です。
　この助成事業で、南堀区では、お祭
りや各種イベントなどの活発でにぎわ
いのあるコミュニティ活動につなげる
ためにシステムアンプ、綿菓子機、電
動かき氷機、やきそば焼き機などの備
品を整備しました。

この助成事業でコミュニティ活動の
　促進を考えている区は、市民課地区
　振興係へご相談ください。

市民課地区振興係　995-1874 ▲綿菓子機

▲電動かき氷機▲システムアンプ

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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お知らせ

ぬいぐるみお泊まり会

　ぬいぐるみが図書館を探検する
様子を写真撮影し、参加者にプレ
ゼントします。
持ち込み期間／11月８日㈭９時

～11日㈰17時
返却日／11月17日㈯14時10分～ 

※同日14時30分からおはなし
会を行います。ぬいぐるみと一
緒に参加してください。
鈴木図書館２階視聴覚室
市内に住んでいる幼児から小学
生までの方
20人（先着順）
ぬいぐるみ（１家族につき１
体）
10月27日㈯　９時～

鈴木図書館　992-2342

長泉町・裾野市
合同就職面接会

　合同就職面接会の参加事業所を
募集します。

12月11日㈫
　13時30分～15時30分

コミュニティながいずみ２階展

示室（長泉町下土狩）
裾野市または長泉町に本社か支
社・支店があり、ハローワーク
への求人登録をしている企業

　※未登録の企業は、開催日まで
に求人登録してください。
約40事業所
産業振興課またはハローワーク
沼津にある参加申込書に必要事

項を記入し、ハローワーク沼津
に直接またはファクス、郵送で
提出してください。
11月16日㈮
産業振興課　995-1857

　ハローワーク沼津　事業所部門
　931-0143

933-8403
〒410-0831沼津市市場町9-1

11月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲杉山設備工業
☎︎993-3030

４日㈰ ㈲北住設機器
☎︎993-1250

10日㈯ 工管設
☎︎993-1603

11日㈰ ㈲井上設備工業
☎︎997-4578

17日㈯ ㈲アサヒ住設
☎︎997-3933

18日㈰ 杉山産業
☎︎992-1131

23日㈮ ㈲荻田水道工事店
☎︎997-0701

24日㈯ 山崎設備
☎︎997-6766

25日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎︎992-6599

データバンク
10 月１日現在

７日㈬～11日㈰ 市民芸術祭第二部

11日㈰ 壮年男女混合
バレーボール大会

18日㈰ ふれあい広場・
ふれあい消防広場

22日㈭ 技能功労者表彰

26日㈪
～12月12日㈬ 市議会12月定例会

11月　カレンダー

人　口　52,208人	 （−97人）
　男　　26,513人	 （−74人）
　女　　25,695人	 （−23人）
世　帯　21,701世帯	（−74世帯）
内、外国人	 729人	385世帯

11月　税金・料金
納付期限：11月30日㈮

後期高齢者医療保険料	 第４期分

国民健康保険税	 第５期分

介護保険料	 第５期分

17
2018.10.15



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

11月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

2 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 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

3 ㈯

鬼頭ハートクリニック 999-4810 本宿

今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

4 ㈰

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 守重医院 931-2511 我入道
江川

池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

新井内科クリニック 992-0811 久根 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

5 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

6 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 酒井医院 966-1755 今沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈭ 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 西村医院 971-6510 下土狩

9 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

11 ㈰

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

境医院 975-8021 竹原 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

鈴木医院 993-0430 佐野 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田
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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

11月前期

12 ㈪ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 東医院 921-5520 高沢町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 大沢ハートクリニック 929-1313 若葉町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 遠藤クリニック 975-8801 久米田 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

15 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 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㈯ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

米山歯科医院
988-8211 南一色

4 ㈪ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

あいあい眼科クリニック　
967-7715 原

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

鈴木歯科医院
993-5151 平松

11 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

聖隷沼津病院
952-1000 松下

沼津市立病院
924-5100 東椎路

MI 総合歯科クリニック
988-1185 下土狩

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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一般書

●じめんのしたにはなにがある
絵：山本孝　文：中川ひろたか　アリス館

●ショベルくんとあおいはな
さく：ヨーゼフ・クフラー　やく：石津ちひろ　学研プラス

●うずらかあさんとたまご
さく・え：島野雫　教育画劇

● 10ぽんのぷりぷりソーセージ
絵：トール・フリーマン　文：ミシェル・ロビンソン　ほるぷ出版

●向日葵のある台所
著：秋川滝美　KADOKAWA

●帝都探偵大戦
著：芦辺拓　東京創元社

●愛すること、理解すること、愛されること
著：李龍徳　河出書房新社

●信長の原理
著：垣根涼介　KADOKAWA

児童書

●11月の行事予定
親子おはなし広場
 ６日㈫ 10時30分～ 本館２階視聴覚室

おはなしフェスティバル
 10日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 17日㈯ 14時30分～ 本館2階視聴覚室

親子おはなしの会
 20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
 21日㈬  ９時～12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 28日㈬ 13時～16時 本館２階展示室・文化センター図書室

親子ふれあいデー
 ７日㈬ 10時～17時 本館２階展示室 
 15日㈭ 10時～17時 本館２階展示室 
 23日㈮ 10時～17時 本館２階展示室 

「あなたのおすすめ本」展
  10月27日㈯～11月 ３ 日㈯　本館１階入り口展示コーナー
  11月 ４ 日㈰～11月10日㈯　文化センター図書室

リサイクルブックサービス
    ３日㈯～９日㈮ 本館２階展示室

秋の読書週間特別映画会
 10日㈯ 18時～ 本館２階視聴覚室

ビブリオバトル３回目
 24日㈯ 14時～15時 本館２階展示室

新刊おすすめ本

11月の休館日 5日㈪・12日㈪・19日㈪・22日㈭・26日㈪

金子 紗
さ つ き

月ちゃん
（３歳・金沢）

松藤 陽
はる

くん
（２歳５カ月・本村下）

曽根 月
き ら り

愛姫ちゃん
（３歳・岩波）

鍵山 夕
ゆ う と

翔くん
（３歳・和泉）中園 茶

さ お ん
音ちゃん

（３歳・トヨタ）

榊原 章
あきひと

仁くん
（３歳・公文名一）


