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11 月 6 日　CHASE YOUR DREAM " 夢を追いかけろ！ "　
チームブリヂストンサイクリング自転車教室
須山小、須山中



 　１月 　  
 １日 第43回深良地区元旦マラソン・駅伝大会
 ７日 第61回新成人者祝賀駅伝大会、成人式
　　　消防出初式❶
21日 市長選挙
29日 アスルクラロスルガ株式会社とパートナーシッ

プ協定締結
29日 富士山ナンバーデザイン決定❷

 　７月 　  
 １日 富士山須山口登山道開山式❻
　　　第53回婦人バレーボール大会
 ７日 第２回竹あかり七夕まつり

 　２月 　  
23日 富士山の日記念 富士山資料館入館無料
25日 すそのんお誕生会2018❸

 　３月 　  
 ３日 第３回すそのおんぱく開幕式
15日 株式会社恋路企画と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締結式
24日 深良地区コミュニティセンターリニューアル

オープン❹

 　４月 　  
16日 ヘルシーパーク裾野来館者数400万人達成
22日 第５回深良用水まつり

 　５月 　  
13日 富士山資料館来館者数50万人達成
　　　第42回富士裾野高原マラソン大会
19日 第41回五竜みどりまつり（～20日）
20日 第19回ペタボード大会、第28回輪投げ大会
　　　第８回ファミリーバドミントン大会

 　６月 　  
10日 第40回健康と歯のフェスティバル
17日 第49回父親ソフトボール大会❺
30日 富士山世界遺産５周年記念講演会

2018年
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 　８月 　  
 ４日 第45回すその夏まつり、市民水泳大会❼
 ９日 東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会自転車ロードレース（男子）コース決定
14日 交通死亡事故ゼロ連続400日達成表彰

 　９月 　  
 １日 第35回富士山すその阿波おどり大会❽
 ８日 裾野御殿場ラグビースポーツフェスティバル

（～９日）
15日 第８回富士山すそのパノラマロードコスモスま

つり（～16日）
30日 第14回オーストラリアンフェア❾

 　10月 　  
 ５日 第４回すそのおんぱく開幕式
 ６日 裾野吹奏楽フェスティバル2018�
 ７日 市議会議員選挙
20日 2018市民のふれあいフェスタすその・第37回

消費生活展（～21日）
23日 市長表彰式
31日 十里木キャンプ場閉場、市民芸術祭（～11月

11日）

 　11月 　  
 ６日 県弁護士会と平常時の災害対策及び災害時被災

者支援活動に関する協定締結
11日 第48回壮年男女混合バレーボール大会
18日 TGRラリーチャレンジ特別戦in富士山すその
21日 市内郵便局と裾野市地方創生に関するパート

ナーシップ協定締結
29日 一般社団法人Code for Japanと政策立案にお

けるデータ利活用に関するパートナーシップ協
定締結

 　12月 　  
 １日 第19回市町対抗駅伝競走大会
 ９日 第45回農業まつり

※12月の出来事は予定日です。

2018年
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予算・財産・市債の財政状況
平成30年度　上半期（９月30日現在）財政状況

市税 国庫支出金 地方消費税交付金 県支出金 諸収入 市債 その他
予算現額 104億1,660万円 27億2,813万円 11億6,500万円 10億 124万円 9億3,587万円 14億7,460万円 34億  564万円
収入済額 58億3,854万円 8億2,909万円 6億2,016万円 7,591万円 1億5,583万円 0万円 15億6,359万円
収 入 率 56.1% 30.4% 53.2% 7.6% 16.7% 0.0% 45.9%

■ 使われたお金（一般会計）
１人当たり １世帯当たり

民 生 費 ４万6,311円 11万1,414円
教 育 費 １万9,348円 ４万6,548円
総 務 費 １万7,605円 ４万2,355円
土 木 費 ２万3,257円 ５万5,952円
衛 生 費 １万7,953円 ４万3,191円
公 債 費 １万6,497円 ３万9,688円
消 防 費 7,969円 １万9,172円
そ の 他 １万5,658円 ３万7,668円
合 計 16万4,598円 39万5,988円

■ 納めたお金（一般会計）
１人当たり １世帯当たり

市 民 税 ( 2 万3,300円) (5万6,054円)
4 万1,225円 9 万9,178円

固 定 資 産 税 6万3,214円 15万2,080円
軽 自 動 車 税 2,529円 6,083円
市 た ば こ 税 2,752円 6,622円
都 市 計 画 税 2,112円 5,082円

合 計 11万1,832円 26万9,045円
(9万3,907円) (22万5,921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 49億3,446万円 財 務 省 52億6,515万円
臨時財政対策債 37億8,029万円 銀 行 な ど 72億  762万円
減収補てん債 39億6,321万円 地方金融機構 37億7,678万円
教 育 費 20億3,706万円 旧郵政公社 17億7,942万円
そ の 他 37億5,106万円 そ の 他 4億3,711万円

合 計 184億6,608万円 合 計 184億6,608万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 1億2,898万円 銀 行 1億2,898万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 59億8,330万円 旧郵政公社 16億7,536万円
財 務 省 14億8,334万円
地方金融機構 27億5,998万円
銀 　 　 行 6,462万円
合 計 59億8,330万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 11億1,043万円 財 務 省 7億1,111万円
地方金融機構 3 億9,932万円
合 計 11億1,043万円

( 十里木簡易水道特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

簡 易 水 道 2,160万円 地方金融機構 2,160万円

予算現額　　　211億2,708万円
収入済額　　　  90億8,312万円
収入率　　　　43.0%
※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

　市では毎年２回、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。今回は上半期（９月30日現在）の財政状況
について紹介します。

グラフのサイズ　161x110mm
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予算現額　　　211億2,708万円
支出済額　　　  85億9,334万円
執行率　　　　40.7%
※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 衛生費 総務費 公債費 その他
62億2,598万円 34億1,494万円 26億7,813万円 23億4,950万円 22億4,145万円 19億8,721万円 22億2,987万円 予算現額
24億1,779万円 12億1,423万円 10億1,014万円 9億3,728万円 9億1,915万円 8億6,128万円 12億3,347万円 支出済額

38.8% 35.6% 37.7% 39.9% 41.0% 43.3% 55.3% 執 行 率

■ 水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収益的収入 9億8,270万円 4億  584万円 41.3%
収益的支出 7億4,072万円 1億8,050万円 24.4%
資本的収入 4,800万円 1,431万円 29.8%
資本的支出 5億4,894万円 2億6,112万円 47.6%
※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
　勘定留保資金などで補てんする。

■ 下水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収益的収入 7億6,933万円 4億4,507万円 57.9%
収益的支出 7億5,219万円 2億5,676万円 34.1%
資本的収入 5億8,453万円 1億2,682万円 21.7%
資本的支出 7億5,763万円 4億6,990万円 62.0%
※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
　勘定留保資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 4,165万円 3,506万円 84.2%
収益的支出 4,200万円 3,530万円 84.1%
資本的収入 2万円 0万円 0.0%
資本的支出 4,146万円 3,506万円 84.6%
※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
　勘定留保資金などで補てんする。

■ 市有財産の状況
数量または金額

土 地 726,463.33㎡
山 林 1,211,335.92㎡
建 物 163,266.18㎡
出資金および
貸 付 金 6億5,586万円

基 金 90億8,674万円
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 51億5,795万円 23億3,682万円 45.3% 18億2,797万円 35.4%
後期高齢者医療事業 5 億3,700万円 1億6,375万円 30.5% 1 億1,036万円 20.6%
介 護 保 険 32億4,902万円 16億  810万円 49.5% 12億9,804万円 40.0%
土 地 取 得 34万円 0万円 0.0% 0 万円 0.0%
十里木高原簡易水道 4,736万円 773万円 16.3% 249万円 5.3%
墓　地　事　業 4,640万円 1,657万円 35.7% 1,937万円 41.7%
合 　 　 計 90億3,807万円 41億3,297万円 45.7% 32億5,823万円 36.1%

※歳入の不足分は財政調整基金から一時立替をしています。

予
算
現
額

支
出
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凡例 一般会計歳出

歳出状況

平成30年度　財政状況概要
(平成30年9月30日現在）

総予算額………329億6,463万円
収入済額………145億   813万円
支出済額………130億1,985万円

グラフのサイズ　161x55mm
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人事行政の透明性を高め、市政への理解と信頼を得られるよう、市人事
行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、職員の給与や定
数管理の状況のあらましを公表します。詳しい内容は市公式ウェブサイト
をご覧ください。

人事課
995-1806

　　　部門

区分　　

一般部門 特別行政部門 公営企業などの
会計部門

合
計議

会

企
画
総
務

税
務

民
生

衛
生

労
働

農
林
水
産

商
工

土
木 計 教

育
消
防 計 水

道
下
水
道

そ
の
他

計

平成 29年度 4 82 20 68 40 1 8 4 39 266 56 2 58 7 6 15 28 352

平成 30年度 4 80 20 69 39 1 8 6 40 267 56 1 57 7 6 15 28 352

対前年増減数 0 ▲ 2 0 1 ▲ 1 0 0 2 1 1 0 ▲1 ▲1 0 0 0 0 0

区分 住民基本台帳人口
（平成30年1月1日） 歳出額 A 人件費 B 人件費率

B/A
平成28年度の

人件費率
平成29年度 52,484人 197億2,370万1,000円 29億2,340万4,000円 14.8％ 16.5％

区分 職員数
A

給与費 一人当たりの
給与費 B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B

平成29年度 324人 12億6,827万6,000円 3億6,435万円 5億1,916万4,000円 21億5,179万円 664万1,000円

区分 平均年齢 平均給料月額 学歴 初任給 経験年数10年 経験年数20年 経験年数30年

一般行政職 41.2歳 32万3,519円
大学卒 18万5,800円 27万2,340円 35万8,525円 40万6,250円

高校卒 15万1,500円 — — 37万6,250円

技能労務職 51.8歳 36万8,729円 高校卒 15万1,500円 — — 37万1,483円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

①人件費の状況（普通会計決算）

②職員給与費の状況（普通会計決算）

③職員の平均年齢、給料月額などの状況（平成30年４月１日現在）

（単位：人）

※職員数は一般職の職員数で、地方公務員の身分を持つ休職者・派遣職員などを含みます。臨時・非常勤職員は
除きます。

※平均給料月額とは、各職種の職員の基本給の平均です。
※経験年数とは、学校卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している年数のことです。

特集３

人事行政の運営などを公表します
職員数や給与に関する状況など

１．職員数に関する状況

２．職員の給与に関する状況
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①期末・勤勉手当

区分 期末手当 勤勉手当 計
６月期 1.225月分 0.90月分 2.125月分

12月期 1.375月分 0.90月分 2.275月分

合計 2.6月分 1.8月分 4.4月分

②退職手当

区分 自己都合 応募認定・定年・任期満了
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分   33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 　　47.709月分
最高限度 47.709月分 　　47.709月分

③地域手当　支給率８％
　１人当たり平均支給年額28万4,171円
④特殊勤務手当　18種類
　１人当たり平均支給年額２万9,432円
⑤その他手当
　扶養手当、住居手当、通勤手当など

月額 期末手当の支給割合

給与
市長 82万円

（６月期）
2.075月分

（12月期）
2.225月分副市長 66万円

教育長 63万円

報酬
議長 38万円

（6月期）
1.80月分

（12月期）
1.85月分副議長 34万円

議員 32万円

①分限処分者数　１人
※職員がその職務を十分果たしえない場合などに行

う処分です。
②懲戒処分者数　３人

※職員の一定の服務義務違反に対して、道義的責任
を問う処分です。

　共済組合では、大きく分けて３つの事業を行ってい
ます。

事業 内容

短期給付事業 職員とその家族の病気、けが、出産、
死亡などに対して必要な給付を行う。

長期給付事業 職員の退職、障がい、死亡に対して
年金・一時金の給付を行う。

福祉事業 健康の保持増進事業や住宅資金の貸
し付けなどを行う。

　市では、職員の厚生活動事業を行っている他、職員
の任意による互助組織の職員互助会を組織し、文化事
業や体育事業、職員の健康増進事業に対しての助成な
どを行っています。

　昨年度、延べ645人が参加しました。

研修 内容 参加人数
職階ごと
の研修

新規採用職員・主査・管理者
などに分けて実施 198人

専門研修 研修、法令・個々の能力開発・
教養などを実施 352人

派遣研修 県自治研修所・市町村アカデ
ミーなどの研修機関で実施 69人

自主研修 自己啓発支援研修・自主研究
グループなどを実施 26人

　人事評価については、人材育成型の人事評価制度を
導入しています。係長以上の職員は、評価結果を勤勉
手当に反映しています。

①一般職員の勤務時間の状況
勤務時間／７時間45分（８時30分～17時15分）
休憩時間／12時～13時
②年次有給休暇の使用状況（平成29年）
１人当たり／９日と４時間
③育児休業と部分休業の取得者数の状況（平成29年

度）
育児休業／女性５人
部分休業／１人

※平成29年度に新たに育児休業と部分休業を取得
した人数です。

特集３

６．福祉と利益の保護に関する状況３．職員の手当に関する状況
　　（平成30年４月１日現在）

４．特別職の給与などに関する状況
　　（平成30年４月１日現在）

５．分限と懲戒処分に関する状況
　　（平成29年度）

７．研修と勤務成績の評定に関する状況

８．勤務時間とその他の勤務条件に関する状況
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秘書課
995-1800

　市長表彰式が10月23日㈫に市民文化セ
ンターで行われました。防災意識の高揚や
社会福祉の向上などに寄与し、市政発展の
ために尽力した５人の方を表彰しました。
受賞した皆さんを紹介します。

市 政 有 功 賞

市 政 功 労 賞

治安維持、水火災等防護功労
今関 正興さん（元町）

　多年、市民の生命財産の保
全に尽力し、消防団長として
組織の育成強化や防災意識の
高揚に寄与しました。

社会福祉功労
岩﨑 正子さん（佐野上宿）

　多年、婦人会活動に尽力し、
婦人会長として組織の育成強
化や社会福祉の向上に寄与し
ました。

社会福祉功労
小野 道子さん（本村上中）

　多年、地域での相談・援助
活動に尽力し、民生委員・児
童委員として、社会福祉の増
進に寄与しました。

社会福祉功労
庄司 良子さん（天理町）

　多年、地域での相談・援助
活動に尽力し、民生委員・児
童委員として、社会福祉の増
進に寄与しました。

社会福祉功労
古河 規子さん（青葉台）

　多年、地域での相談・援助
活動に尽力し、民生委員・児
童委員として、社会福祉の増
進に寄与しました。
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市長表彰　５人を表彰
市政の発展に貢献



　12月15日㈯から31日㈪まで、年末の交通安全県民運動と年末特
別警戒を実施します。一人一人が交通安全と犯罪被害防止の意識を
高め、良い年を迎えられるようにしましょう。
　道路を通行する際は心と時間に余裕を持ち、安全確認を励行して
ください。また、「サギ電話」などが多発しているため、被害に遭
わないよう注意してください。

交通安全県民運動スローガン
 「安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ」
裾野地区重点
安全確認「止まる・見る・待つ」
　　　　　　　　　　　　の徹底

高齢者と子どもの事故防止

　高齢者の交通事故が増加しています。家庭や地域で
声を掛け合い、事故防止の注意喚起をお願いします。
子どもの外出時には、交通ルールを守ることや自転車
を使用する場合のヘルメット着用を確認してください。
自動車や自転車などを運転する方は「おもいやりあり
がとう」の精神に基づき、歩行者優先の運転意識で、
ゆとりを持って運転しましょう。

夕暮れ時から夜間の交通事故防止
「ピカッと作戦！」の推進

　年末に近づくにつれ、日没時間が早くなっています。
自動車や自転車を運転する際は、16時にはライトを
点灯し、歩行者などの早期発見と、自分の存在を周り
に知らせることが重要です。自動車では、夜間はハイ
ビームを活用し、道路状況に応じてロービームに切り
替えるなど、小まめな使い分けが安全につながります。
　暗くなってから徒歩や自転車で外出する場合は、明
るい色の衣服や、自発光式反射材などを着用しましょ
う。

飲酒運転の根絶

　忘年会や年越しなどで、飲酒する機会が増える時期
です。飲酒する場合は車で行かない、車で来た場合は
飲まない、飲ませないなど家庭や地域で飲酒運転をさ
せない環境をつくってください。
　お酒を提供する事業者の方は、運転者へはお酒を提
供しないことを徹底してください。

特殊詐欺の被害防止
サギ電話、身に覚えのないはがきやメールに注意

　オレオレ詐欺や架空請求詐欺などの振り込め詐欺に
ご注意ください。裾野警察署管内では、大手電器店、
警察官、銀行協会などをかたる「サギ電話」が発生し
ています。自宅に現金やキャッシュカードを取りに来
る手口は、詐欺の疑いがあります。疑いがあるときは、
必ず身近な人などに相談
してください。
　詐欺は電話だけでなく、
はがきやメールによるも
のも発生しています。身
に覚えのないはがきや
メールに記載された連絡
先には、絶対に連絡しな
いでください。
詐欺に共通する手口
①不安にさせる。
②解決策を示して安心させる。
③考える暇を与えず、行動させる。
▶︎少しでも不安を感じたら、すぐ身近な人や警察に相

談しましょう。

自転車の盗難被害防止
少しの手間で愛車を守ろう

　市内で、自転車の盗難被害が増加しています。被害
にあった自転車のほとんどが未施錠でした。自宅やア
パート敷地内などに駐輪していても安心せず、施錠し
てください。短時間の駐輪でも盗難被害に遭うことが
あります。安心のため、鍵を
二重に掛けて、自転車の盗難
を防ぎましょう。

危機管理課
995-1817

総合消費料金未納分
訴訟最終通知書

管理番号(わ)251
　この度、貴方の未納され
ました総合消費料金につい
て、契約会社及び、運営会
社から、訴状申し入れされ
たことを本状にて報告致し
ます。・・・

取り下げ最終期日
平成30年12月10日
民事訴訟管理センター
東京都千代田区霞ヶ関
消費者相談窓口
03-1111-XXXX

はがきの例
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年末の交通事故、犯罪被害を防止
交通安全県民運動・年末特別警戒を実施



フォトグラフ

Photograph 10・11月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／時之栖

ブルーのイルミネーションに囲まれて

遊びを通じ関わり合いの楽しさを知る�10月28日もののふが集結チャンバラ合戦� 10月28日

　冬の風物詩、時之栖のウィンターイルミネーションがスタートし
ました。今年の地域参加型コーナーのテーマは「色彩美ブルーガー
デン」。市は「ブルー・フルール（青い花）」と題して、光を浴び
る青いジャイアントフラワーとすそのんのフォトスポットで出展し
ています。早速、親子連れで写真を楽しんでいました。

　生涯学習センターで秋のわんぱく冒険隊が開催されました。小学
3～6年生25人が参加し、６つの班に分かれ自己紹介の後、団体行
動の基本動作を学びました。また、ゲームを通してコミュニケー
ションの大切さを元気に楽しく学び、充実した一日になりました。

特派員：原 久子・小林 建次・勝又 しんじ

　葛山城ゆかりの仙年寺で第18回もののふの里「葛山城」まつり
が行われました。まつりでは天下取りチャンバラ合戦が行われ、12
チームが参加しました。チャンバラ合戦が始まると、大きな歓声が
会場内に響き渡り、女子大将の活躍など見ごたえ十分の合戦でした。

特派員：中村 隆司

2018.12.1・15
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Photograph 2018.10・11

芸術・文化に触れる12日間� 10月31日

　市民芸術祭の開会式が市民文化センターで行われました。開会式
では、合唱連盟によるコーラスや二胡の演奏が行われ、第１部・２
部あわせて12日間に渡る芸術祭が幕を開けました。期間中は多く
の方が来場し、市民の皆さんによる芸術を堪能しました。

人の心に焼き付く作品・研究発表� 11月３日

　不二聖心女学院で第52回秋のつどいが行われました。校内の茶畑
で作られた不二茶やお菓子などの物品販売が行われ、にぎわう会場
内は楽しい雰囲気に包まれていました。また、自由研究や演劇、吹
奏楽などの発表があり、訪れた方の心を豊かにしてくれました。

特派員：渡邊 英機・原 久子

みんなで気づこう　子どもの変化� 11月1日

　要保護児童対策地域協議会がベルシティとマックスバリュ裾野店
の２カ所でキャンペーン活動を行いました。店頭でパンフレットや
啓発グッズなどを手渡しながら、買い物客らに「児童虐待の防止は、
社会全体で取り組むべき重要な課題です」と呼びかけました。

特派員：杉本 武滿

地域の高まりは心のふれあいから� 11月３日

　須山地区研修センターで第19回須山地区意見発表会が行われま
した。登壇者は学校や家庭、郷土などについて感じていることを伝
えました。住みやすい地域づくりをすることを目的に、発表を通じ
てコミュニティの輪が広がり、世代間の相互交流が深まりました。

特派員：杉本 武滿

災害支援協定で市民の不安解消に� 11月６日

　平常時の災害対策及び災害時被災者支援活動に関する協定が、県
弁護士会と結ばれました。市からの要請を受け弁護士を派遣するな
ど、災害時に市民の皆さんの不安を解消します。大多和会長は「こ
れを機に市との協力関係を深めたいです」と述べました。

ウェブ・エリス・カップがやってきた�11月７日

　スクラム先生プロジェクトの一環で、元ラグビー日本代表の小野澤
宏時さんが東小学校を訪れ、５年生を対象に実技指導や講義を行い
ました。サプライズで披露されたワールドカップ優勝チームに与えられ
る「ウェブ・エリス・カップ」を目の前に子どもたちは大興奮でした。
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　農業まつりは、地域の農産物や加工品の消費拡大、生産者と消費者と
の交流を深めるために開催する農業の一大イベントです。収穫されたば
かりの旬の農作物を農家の方が販売します。福もちの無料配布やみかん
のつかみ取りなど、さまざまな催し物が行われます。

農林振興課
995-1823

とき／12月９日㈰　９時30分～14時（小雨決行）
ところ／市民文化センター駐車場

　式典

とき／11時30分～12時
ところ／市民文化センター入口前
●主催者・来賓あいさつ
●農産物ほ場等審査表彰式
　・いちごの部　　　　　・根菜（大和芋）の部
　・根菜（里芋）の部　　・良質米の部
　・山林種苗の部　　　　・花卉の部
●「裾野の農業」フォトコンテスト優秀作品表彰
　※作品は、エントランスホールで展示します。

　即売コーナー

・野菜
・イチゴ　・米
・はんぺん
・手作りみそ
・地酒
・正月用お飾り
・緑花木
・軽食など

　催し物コーナー

・パターゴルフ　・優良農産物の紹介
・丸太切り、木

工作り
・動物ふれあい

広場
・手もみ茶の実

演と試飲

　無料配布コーナー

・みかんのつか
み取り

・福もち
・甘酒

　駐車場

・市民文化センター（北・南側）　・市立水泳場
・渡邊工業（本社）　・ホワイト歯科
・商工会　　　　　　・福祉保健会館
・水道庁舎　　　　　・消防署

♦︎「裾野の農業」フォトコンテスト優秀作品�♦︎

２等「お茶摘み大好き！」
吉野 昌宏さん

１等「じいじと」
佐野 光さん

２等「初秋の高原そば畑」
宮崎 泰一さん
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第45回　農業まつり
農作物の即売、福もちの配布などを実施



お知らせ

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。

とき ところ

１月10日㈭・
17日㈭・28
日㈪

県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

１月９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

児童扶養手当の支給

　12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
子家庭で、認定請求書を提出し、
認定された方に支給されます。
支給日／４月、８月、12月の11

日（11日が土・日曜日、祝日
の場合は、その直前の平日）
●支給日に前月までの４カ月分
を支給します。●現況届が未提
出の方や書類不備があった場合
は、支払いが保留されます。手
続きが済んでいない方は、至急
手続きを行ってください。
子育て支援課　995-1841

すそのスタイル vol.11 発行

　第11号となる今回のテーマは、
「すその、カレー。」です。市内
のカレーを提供しているお店の魅
力やその店主の素顔を紹介してい
ます。
市内の配布場所／市役所、各支所、

観光協会、主要観光施設、宿泊
施設など　※vol.１～10はシ
ビックプライド推進室で配布し
ています。
すそのスタイルは、市公式ウェ
ブサイトから
ダウンロード
できます。
シビックプラ
イド推進室

　995-1803 

不発弾事故根絶のために

１「入らない！」
　演習場では、射撃訓練や爆破訓練
を行っていて大変危険です。演習場
の土地所有者、入会組合の関係者以
外の一般の方は、演習場内に入るこ
とは禁止されています。法令によっ
て罰せられます。
２「さわらない！」
　演習場内で写真のような砲弾など
を発見した場合は、絶
対触れないでください。
非常に危険です。

３「まず連絡！」
　演習場内で砲弾などを見つけた場
合は、現状のままにして、その場所
を富士学校へ連絡してください。演
習場外で見つけた場合は、最寄りの
警察へ連絡してください。

不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

〜 安全を確保するために 〜
① 自衛隊は、定期的に

不発弾捜索を行って
います。

② 発見した不発弾は、
爆破処分等を実施し
て安全化を図ってい
ます。

③ 赤い柵を設置して、
特に危険な地域を表
示しています。

写真提供：陸上自衛隊富士学校

 富士学校　0550-75-2311
　平日▶
　　演習場管理課　（内線 2291）
　㈯㈰・祝日▶
　　学校当直　（内線 2302）
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インフォメーション

Information

順天堂大学医学部付属
静岡病院市民公開講座

　申し込みは不要です。当日、直
接会場にお越しください。

12月11日㈫　17時30分～18
時30分　※開場▶︎17時
順天堂大学医学部付属静岡病院

管理棟４階第１会議室（伊豆の
国市長岡）
120人

テーマ／薬剤による腎障害
　～そのお薬大丈夫ですか？～
講師／清水芳男さん（順天堂大学

医学部付属静岡病院腎臓内科医
師）
手話通訳があります。
順天堂大学医学部付属静岡病院
地域医療連携室　948-3111

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。

１月９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）

問県精神保健福祉センター
　054-286-9245

年末年始のごみの収集と
ごみの持ち込み

　年末年始は、ごみの収集と美化
センターへのごみの直接持ち込み
を一部休止します。
【ごみステーションの収集】
通常収集の休止／12月29日㈯～

１月３日㈭
年始の特別収集／１月３日㈭は、

月・木曜日の収集地区の燃える
ごみを収集します。

【美化センターへの直接持ち込み】
受入の休止／ 12月29日㈯～１月

３日㈭
通常受入／月～金曜日▶︎９時～

11時、13時～ 15時
　土曜日▶︎９時～11時
　※日曜日・祝日は持ち込みがで

きません。
ごみを美化センターに直接持ち
込むときは、ごみステーション
に出すときと同様に指定袋に入
れてください。区名、氏名の記

　入は必要ありません。住所確認
　のため、免許証など本人確認が
　できるものを提示してください。

生活環境課
　995-1816
　美化センター　
　992-3210

　平成30年１月１日から12月31日までに医療機関、薬局などに支
払った県後期高齢者医療保険適用の医療費の自己負担分を一部助成
します。

次の全ての要件を満たす方
　①平成31年１月１日に、市に住民登録があり、県後期高齢者医

療の被保険者であること
　②医療機関などを受診したときに市に住民登録があること
　③県後期高齢者医療の保険料の未納がないこと

●該当する医療費の領収書（原本）●後期高齢者医療被保険者証
●対象者名義の預金通帳●はんこ（認め印可）●重度障害者医療
費助成金受給者証（お持ちの方のみ）

助成額
①昭和14年３月31日以前に生まれた方

年額10,000円が上限②県後期高齢者医療の被保険者で重度障害
者医療費助成金受給者証をお持ちの方

①②以外の県後期高齢者医療被保険者の方 年額6,000円が上限

申請の受付（土・日曜日、祝日を除く）
ところ とき

市役所地下会議室A・B １月８日㈫～31日㈭ ９:00～16:30
深良地区コミュニティ

センター
１月17日㈭ ９:00～16:00
１月18日㈮ ９:00～12:00

富岡地区コミュニティ
センター

１月21日㈪ ９:00～16:00
１月22日㈫ ９:00～12:00

須山地区コミュニティ
センター

１月23日㈬ ９:00～16:00
１月24日㈭ ９:00～12:00

市役所地下会議室A・B １月20日㈰ ９:00～12:00

は、休日受付 社会福祉課　995-1819

高齢者医療費助成制度
受付期間は１/８㈫～31㈭
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お知らせ

子犬・子猫の幸せ探し
里親探し

　子犬・子猫を譲りたい方と譲り受
けたい方をつなげます。

12月16日㈰
市役所駐車場

【譲りたい方】
　12月２日㈰から８日㈯までに
指定の病院で健康診断・検便・駆
虫（無料）を済ませて、当日連れ
てきてください。
集合時間／13時30分

生後2～4カ月の子犬・子猫を
譲りたい方

【譲り受けたい方】
　未成年の方は、保護者同伴でお
越しください。
集合時間／13時50分

子犬・子猫を譲り受けたい方
はんこ・筆記用具・連れて帰る
ためのキャリケースや洗濯ネッ
トなど
生活環境課　995-1816

住民票などのコンビニ交付
年末年始の休止

　年末年始は各種証明書のコンビ
ニ交付の利用ができません。休止
期間中に証明書が必要になる方は
あらかじめ取得してください。

12月29日㈯～１月３日㈭
市民課　995-1812

国保高齢受給者証交付会

　１月１日㈫から対象となる方に、
受給者証を交付します。

12月20日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和23年12月２日～昭和24年
１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

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。

12月15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

市民文化センターホール
利用休止

来年度、市民文化センターの大
ホールと多目的ホールのトイレ
改修工事を行います。このため、
工事期間中はホールを利用でき
ない場合があります。
2019年11月～2020年３月
生涯学習課（工事に関するこ
と）　994-0145

　市民文化センター（ホールの利
用に関すること）　993-9300

すそのロケフェスタ2019
●映画上映会＆トークイベント体験
　ゲスト▶︎小椋久雄（監督）、山野海（女優）他

１月26日㈯　10時30分～　※開場▶︎10時
市役所地下多目的ルーム　 80人
市内で撮影された短編映画「袖振り合うのも」の上
映や出演者によるトークイベントを行います。

市公式ウェブサイトの応募フォームから申し込むか、
はがきまたはファクスに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を明記しロケフェスタ2019係へお
申し込みください。
１月18日㈮

●パネル展
１月21日㈪～31日㈭
市役所地下多目的ホール
市内で撮影された映画やドラマの美術、ポスターや
台本、出演者の色紙などを展示します。
シビックプライド推進室 ロケフェスタ2019係　
995-1803
992-1546　 〒410-1192　佐野1059番地▲小椋 久雄 ▲山野 海
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インフォメーション

Information

森の力再生事業

　県では、１人あたり年間400円
の「森

も り
林づくり県民税」を活用し、

間伐が遅れた人工林の手入れなど
を行う森の力再生事業を実施して
います。活用を希望する方は、県
東部農林事務所森林整備課へご相

談ください。
おおむね35°以上の急傾斜地
で、手入れがされていない林内
が暗い森林など
林内の下草を生やすための強度
の間伐（間伐率35～40％）を
行います。
県東部農林事務所森林整備課

　920-2170　 920-2167
tounou-shinrin@pref.shizuo
ka.lg.jp

市指定給水装置工事
事業者の指定

　次の業者を指定しました。
●株式会社慧水産業

静岡市駿河区寿町16-29
　田中ビル101号室
　TEL 054-654-1580

上下水道工務課　995-1834

裾野高校吹奏楽部
第16回定期演奏会

12月22日㈯　18時30分～
　※開場▶︎18時～

市民文化センター大ホール 
さまざまなジャンルの曲を演奏
します。
裾野高校　992-1125

市民無料相談

12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

富士山芸術展

申し込み期限／12月21日㈮
展示期間／２月13日㈬13時～

28日㈭15時
搬入／２月13日㈬ ９時～12時
搬出／２月28日㈭　15時～

生涯学習センター１階展示
コーナー
生涯学習センターにある申込
票に必要事項を記入し、窓口
またはファクスで提出してく
ださい。
搬入・搬出は個人でお願いし
ます。
富士山世界文化遺産裾野市民
協議会（生涯学習課）

　994-0145
992-4047

企画展
「ふるさと富士山芸術展」

申し込み・搬入期間／２月16
日㈯～３月24日㈰　

展示期間／４月20日㈯～６月
23日㈰

作品の返却／６月27日㈭以降 
富士山資料館
富士山資料館にある出品票に
必要事項を記入し、作品と一
緒に提出してください。　※
出品票は市公式ウェブサイト
からダウンロードできます。
●箱や風呂敷などにも氏名を
記入してください。●グルー
プで出品する場合は、取りま
とめて富士山資料館へ連絡し
てください。
富士山資料館　998-1325

　富士山を題材にした写真や絵画、絵手紙、パッチワーク、陶芸な
どの作品を募集します。ジャンルは問わず、表現方法は自由です。
自由な発想で制作された個性溢れる作品をお待ちしています。
募集作品／富士山を題材にした作品で、額を含む縦・横の長さがそ

れぞれ１m以内のもの　※１人１点
写真・絵画・絵手紙などの場合は、額装またはパネル貼りにし、
展示用のひもを張ってください。

富士山の作品を募集
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お知らせ

年末年始の
公共施設の休業日

施設名 期　間

市役所・各支所
生涯学習センター
富士山資料館
市民体育館
運動公園

市民文化センター
鈴木図書館
東西公民館
中央公園

12月29日㈯～
１月３日㈭

南・北児童館 12月24日㈪～
１月５日㈯

せせらぎの湯 12月28日㈮～
１月５日㈯

ヘルシーパーク
裾野

12月31日㈪・
１月１日㈫

斎場
12月28日㈮・
１月１日㈫～

３日㈭

市役所（代表）　992-1111

フードドライブ
食品寄付運動

　家庭や職場などで余っている品
質に問題ない商品を集め、県内で
食べるものがなく困っている方々
へ寄付します。

１月４日㈮～31日㈭　８時30
分～17時15分（土・日曜日、
祝日を除く）

寄付の方法／家庭や職場などで
余っている食品を社会福祉課、
社会福祉協議会に設置されてい
るボックスに入れてください。
●生鮮食品や酒類の寄贈は受け
付けていません。●賞味期限が
３月以降となる食べ物●原則未
開封の食べ物●米、缶詰、パス
タ、そうめん、防災食などが喜
ばれます。
社会福祉課　995-1819

年末年始の
「すそのーる」運休

　年末年始は、路線バス「すそ
のーる」が運休します。

12月29日㈯～１月３日㈭
全ての便
企画政策課　995-1804

年末年始のし尿・浄化槽
汚泥処理収集の休業

　年末年始は、し尿・浄化槽汚泥
の収集を休業します。年内の収集
を希望する方は、12月14日㈮ま
でに予約してください。
休業期間／12月29日㈯～１月４

日㈮
東・西・深良地区▶︎㈲山水総業

　992-1561
　富岡・須山地区▶︎㈱富士クリー

ンサービス　997-6100
生活環境課　995-1816

認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集

中学生以上の方で、医師による運動制限のない方
各12人　※応募者多数の場合は抽選になります。
各10回5,000円　※初回に徴収
往復はがきの往信面に住所・氏名・生年月日・年
齢・性別・連絡先・希望教室番号を、返信はがき表
面に住所・氏名を記入し、裏面は未記入のまま市民
体育館へ送付してください。参加の可否は返信はが
きでお知らせします。

12月28日㈮（必着）
教室受講者は教室終了後、健康増進ルームの個人利
用ができます。
市民体育館　993-0303
〒410-1113　稲荷24

　動作の改善が目的で、ダイエットや姿勢改善、競技力向上などが期待できるトレーニングマシンです。

教室名 開催日 開催時間 初回 教室番号 対象

はじめて教室

火曜日
10:30～12:00

１月８日
N4401

認知動作型トレーニングマシン未
経験者の方

19:00～20:30 N4402

木曜日
13:30～15:00

１月17日
N4403

19:00～20:30 N4404

金曜日   9:00～10:30 １月18日 N4405

フォロー教室 火曜日   9:00～10:30 １月８日 N4406 はじめて教室修了者の方
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インフォメーション

Information

介護に関する心のケア講座

12月８日㈯　18時30分～20時　
※開場▶︎18時
生涯学習センター学習ホール
196人

テーマ／本当に大切なものを求め
て ～弱さからの出発～

講師／遠藤博之さん（たんぽぽ診
療所院長）
介護する側・される側、双方が
前向きに生活を送れるような心
構えや、要介護の方への接し方
などについて講演します。
当日、席に余裕がある場合のみ、
申し込んでない方も参加できま
す。

生涯学習センター
　992-3800

市営墓地使用者（第16期）

　市営墓地は、深良中学校から１
km上ったところにあります。墓
地からは美しい雄大な富士山を眺
めることができます。

市民▶︎市に住民登録があり、市
内に墳墓をお持ちでない方

　市外▶︎沼津市、三島市、御殿場
市、長泉町、清水町、小山町に
住民登録がある方、または市内
の事業所に勤務している方で、
市内に墳墓をお持ちでない方

　※いずれも改葬予定の場合はお
申し込みできます。

募集区画／３㎡の標準タイプ15
区画

永代使用料／市民▶︎430,000円
　市外▶︎570,000円　
墓地管理料／5,140円（年額）

墓所使用申込書と本籍地が記載
された住民票を生活環境課に提
出してください。
12月３日㈪９時～12月14日㈮
17時
使用区画抽選会は、12月20日
㈭に行います。使用者を決定す
る際には、現に焼骨などを有し、
埋蔵を希望している方を優先し
ます。３号墓域までの募集は第
16期で終了します。必要とす
る方はお申し込みください。
生活環境課　995-1816

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

１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）
１月４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

１月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈫ ㈱西島工業
☎︎993-1070

２日㈬ ㈲井上設備工業
☎︎997-4578

３日㈭ ㈲北住設機器
☎︎993-1250

５日㈯ ㈲アサヒ住設
☎︎997-3933

６日㈰ ㈱植松水道
☎︎992-4644

12日㈯ 杉山産業
☎︎992-1131

13日㈰ 山崎設備
☎︎997-6766

14日㈪ ㈲杉山設備工業
☎︎993-3030

19日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎︎992-6599

20日㈰ 工管設
☎︎993-1603

26日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎︎997-0983

27日㈰ ㈲小澤土建
☎︎992-1401

７日㈪ 小・中学校３学期始業式

８日㈫ 市立幼稚園３学期始業式

13日㈰
成人式
消防出初式
交通指導員会視閲式
新成人者祝賀駅伝大会

１月　カレンダー

１月　税金・料金
納付期限：１月31日㈭

市県民税 第４期分

国民健康保険税 第７期分

介護保険料 第７期分

後期高齢者医療保険料 第６期分
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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

12日㈬
９:00～９:15

平成30年６月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

18日㈫
13:00～13:30

平成29年５月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

13日㈭
13:00～13:15

平成28年６月
生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭
13:00～13:30

平成27年11月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　4日㈫※ 17:00 ～ 19:45
11日㈫※  9:00 ～ 11:30
17日㈪　 17:00 ～ 19:45

※は C 型肝炎検査もできます。

12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※
３・10・17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

10日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

７日㈮
18:00～18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

17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

３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

21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

10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※

11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

内科

整形 整形 内科 外科 内科 整形 整形

内科 整形 内科 外科 内科 内科 内科

内科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

内科 外科 内科 内科 内科 整形 整形

内科 整形

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

１

8

15

22

29

　駿東地域職業訓練センター
　１月講座受講生募集

●技能講習▶︎フォークリフト運
転技能講習（最大荷重１ｔ以
上）、高所作業車講習（作業床
の高さ10m以上）●特別教
育・安全衛生教育▶︎アーク溶接、
アーク溶接（追加実技講習）、

職長教育（製造業対応）●パソ
コンコース▶︎パソコン入門、
ワード・エクセル基礎、ワー
ド・エクセル活用、パソコン財
務会計、デジタルカメラ、夜間
パソコン入門、夜間ワード・エ
クセル基礎、夜間ワード・エク
セル活用、夜間パワーポイント

基礎、夜間アクセス基礎、夜間
イラストレーター基礎、夜間パ
ソコン財務会計●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
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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・12/29〜1/3 ８時 ～18時

12月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

永野医院 962-4450 大岡 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

森医院 966-2017 石川 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

17 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 えがわ医院 921-5148 高島本町 西村医院 971-6510 下土狩

18 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

19 ㈬ 新井内科クリニック 992-0811 久根 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

20 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 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

21 ㈮ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 金元整形外科医院 924-0112 松長 田中医院 921-2053 高島町

22 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

23 ㈰

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

あそうクリニック 929-7575 筒井町 西村医院 971-6510 下土狩

杉山医院 972-3223 伏見 遠藤クリニック 975-8801 久米田

24 ㈪

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

本村クリニック 969-0001 大塚 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

望星第一クリニック 922-0222 柳町 東医院 921-5520 高沢町

25 ㈫ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

26 ㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

27 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

28 ㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

29 ㈯

鈴木医院 993-0430 佐野

岩渕内科医院 951-4579 添地町 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見

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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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

12 月後期

30 ㈰

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波

森岡医院 962-1084 大岡 静岡医療センター 975-2000 長沢 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路

31 ㈪

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 三島中央病院 971-4133 緑町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原

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 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

聖隷沼津病院
952-1000 松下

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

23 ㈰ 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

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

小川歯科医院
993-3200 佐野

24 ㈪ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

永井眼科
980-1777 萩

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

スマイル歯科医院
997-1610 深良

29 ㈯ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

西島歯科医院
988-3162 納米里

30 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町

おおしろ歯科医院
973-2900 新宿

31 ㈪ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

かぬき岩端医院
932-8189 前原

太田歯科医院
972-1318 長沢

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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救急協力医

１月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈫

裾野赤十字病院 992-0008 佐野
高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 沼津市立病院 924-5100 東椎路 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場
なおきクリニック 929-8555 東椎路

2 ㈬

遠藤医院 997-0533 葛山

杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩

3 ㈭

おぐち医院 992-6611 深良

岡田医院 921-5321 新宿町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 西村医院 971-6510 下土狩

池田病院 986-1212 本宿

4 ㈮ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 清水館医院 993-2323 茶畑 よざ小児科医院 967-5722 原

5 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

6 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 西方外科医院 921-1333 共栄町

あめみや内科 935-1159 吉田町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭
ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

7 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

8 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 酒井医院 966-1755 今沢 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

9 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 田中医院 921-2053 高島町

10 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

11 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

12 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

13 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

かとう内科医院 946-5562 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原
森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 守重医院 931-2511 我入道

江川

診療時間　平日 17時 ～21時　土曜日 12時 ～18時　日曜日・祝日・12/29〜1/3 ８時 ～18時

22
2018.12.1・15



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

14 ㈪

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

小林医院 966-7700 今沢 田中医院 921-2053 高島町

きせがわ病院 952-8600 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

15 ㈫ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

１月前期

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

１㈫ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

はとり眼科
987-6789 中土狩

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

スマイル歯科医院
997-1610 深良

2 ㈬ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

沼津市立病院
924-5100 東椎路

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

3 ㈭ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

聖隷沼津病院
952-1000 松下

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

6 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

小島レディースクリニック
952-1133 大岡

おおしろ歯科医院
973-2900 新宿

13 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

太田歯科医院
972-1318 長沢

14 ㈪ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

しんあい歯科医院
973-6686 伏見

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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12月の休館日
３日㈪・17日㈪・29日㈯～31日㈪

フォレスタコンサート in 裾野

　日本の素晴らしい風土や文化、語り継ぎたい日本
のこころを、メロディーにのせてお届けします。
とき／３月12日㈫　開演14時～　※開場▶︎30分前
料金／全席指定　5,500円（税込）
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
発売／アザレア友の会先行▶︎12月２日㈰
　一般▶︎12月14日㈮
チケット購入／各発売初日の受付▶︎窓口：10時～
（座席指定可）、電話：13時～（座席指定不可）

田代 唯
ゆい

ちゃん
（２歳３カ月・千福が丘）

鈴木 咲
え ま

舞ちゃん
（１歳 11 カ月・御宿台）

山口 芽
め い

生ちゃん
（２歳１カ月・上町）

金子 誠
まこと

くん
（２歳・公文名三）

久村 悠
ゆう

弥
や

くん
（２歳１カ月・御宿台）

●１月の行事予定
おはなしの会
 ５日㈯ 14時30分～ 本館１階おはなしのへや
 12日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子わいわい広場
 ５日㈯ 10時～12時  本館２階展示室

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・文化センター図書室
 23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
 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階視聴覚室

１月の休館日 １日㈫～３日㈭・７日㈪・15日㈫
21日㈪・24日㈭・28日㈪


