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　市議会12月定例会が11月26日㈪から12月
12日㈬までの17日間の日程で行われました。
条例改正や補正予算など19案件が審議されま
した。ここでは、主な議案を紹介します。

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。

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
　人事院勧告などに基づき、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。

市職員等の旅費に関する条例、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
　旅費日当の見直しを行い、実態に即した旅費支給と
するため、条例を改正しました。

市道路線の変更
　路線の形状変更に伴い、３路線の起終点の変更を行
いました。

手数料条例の一部改正
　建築基準法で、接道規制の適用除外の一部について
の認定事務が加わったことに伴い、新たに申請手数料
の徴収を行うことおよび認可地縁団体に関する証明発
行手数料の徴収を行うにあたり、条例を改正しました。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正
　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準の一部改正に伴い、条例を改正しました。

建設工事請負変更契約の締結
　深良中学校校舎耐震・防水改修工事で、庇ウレタン
防水工事追加などに伴い、513万4,320円を増額し、
１億8,803万9,880円で請負変更契約をすることが可
決されました。

▲深良中学校
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市議会12月定例会
条例改正や補正予算など19議案を審議

議　案
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　既定の予算総額に9,300万円を追加し、歳入歳出予
算総額をそれぞれ208億200万円としました。主な内
容は次のとおりです。

●東京2020オリンピック・パラリンピックに対する
取り組み

　▶︎オリンピック・パラリンピックPR事業
　　　オリンピック開催地となる当市を内外にPRす

るため、オリンピック・パラリンピックの公式マ
スコット「ミライトワ・ソメイティ」の自立サイ
ン、横断幕を作成し、機運の醸成を図ります。

　▶︎市道1-16号線他道路補修事業
　　　オリンピック自転車競技ロードレース（男子）

開催に伴いコースとなる市道の補修を行います。

●行財政構造改革の取り組み
　▶︎普通財産売却事業
　　　自主財産確保のため旧勤労青少年ホームの解体

工事設計および売却予定地の測量業務を行います。

●子育て・学習環境の整備
　【すべての起点となるひとづくり“共育”】
　▶︎放課後児童室運営事業
　　　放課後児童室の対象児童を小学６年生まで拡大

するため、債務負担行為の設定をします。また、
増設する放課後児童室にエアコンを設置するため、
工事の実施設計を行います。

　▶︎深良小学校放課後児童室運営事業
　　　民間事業者に委託した深良小学校放課後児童室

の運営を継続するため、債務負担行為の設定をし
ます。

●街路事業の促進
　【「住みたいまち裾野」のまちづくり“共生”】
　▶︎都市計画街路整備事業
　　　都市計画街路平松深良線（滝頭工区）の整備を

促進するため、債務負担行為の設定をし、代替え
用地を土地開発公社で取得します。

●小・中学校普通教室エアコン整備事業
　早急に小・中学校普通教室にエアコンを整備するた
め、エアコンリース料の債務負担行為の設定を審議し
ましたが、否決となりました。

特集 1

一般会計補正予算（第 3 回）

※イメージ

※イメージ

▲勤労青少年ホーム

一般会計補正予算（第 4 回）

市議会第２回臨時会
一般会計補正予算（第５回）

　国からの交付金を活用し、小・中学校普通教室
にエアコンを整備するため、既定の予算総額に
６億600万円を追加し、歳入歳出予算総額をそれ
ぞれ214億800万円としました。
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市内各地の魅力や情報を発信
黄色の腕章が目印

７人の方が活躍

　現在、７人の方が特派員として活動しています。
10代から70代まで幅広い年代の方が活躍しています。
特派員／渡邊 英機さん、杉本 武満さん
　中村 隆司さん、勝又 しんじさん、小林 建次さん
　鈴木 敬盛さん、原 久子さん

市の魅力を発信

　広報特派員は、市内で開催される祭りや講座などの
イベントを取材しています。黄色い腕章を付けた広報
特派員が撮影やインタビューを依頼することがありま
すので、ご協力をお願いします。取材した内容は、広
報すそのや市公式フェイスブックで掲載します。イベ
ント参加者の豊かな表
情を写した写真や市民
の皆さんに寄り添った
内容の記事を発信して
います。市の魅力をぜ
ひご覧ください。

タイムリーな情報を市民の皆さんに

　市内には、市民の皆
さんにあまり知られて
いない青少年育成団体
がたくさんあります。
このような団体の活動
を紹介したいと思い、
特派員に応募しました。
報道関係者しか立ち入
れない場所で、緊迫し

た現状や歓喜した現場の雰囲気を取材し、市民の皆さ
んに実情を報告できることに最高にやりがいを感じま
す。今後も市内の隅々まで積極的に取材に出向き、タ
イムリーな情報を提供できるよう活動していきます。

来年度の広報特派員を募集します

対象／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。

募集人数／10人程度
申込方法／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
広報課に提出してください。

申込期間／２月１日㈮～28日㈭
任期／2019年４月１日㈪～2020年３月31日㈫
その他／詳しくは、市公式ウェブサイトをご覧くださ

い。
市公式ウェブサイト

http://www.city.susono.shizuoka.jp/shis
ei/3/8628.html

　広報特派員は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、市内各地の魅力
や情報を広報すそのや市公式SNSなどで発信し
ます。黄色の腕章と名札を付けて活動していま
す。取材活動へのご協力をお願いします。

戦略広報課
995-1802

　特派員による活動内容は市公式
フェイスブックでご覧になれます。

小林 建次さん
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　消防団員は非常勤の地方公務員

　消防団は、市の消防機関の一つです。消防団員は、
普段は他の仕事をしていたり学生だったりする非常勤
で特別職の地方公務員です。現在、市消防団では男性
215人、女性17人、計232人の団員が活動しています。
　市内に住んでいるか通勤している18歳以上の健康
な方であれば、男女問わずどなたでも入団できます。

　災害時には消火活動を実施

　消防団の主な活動は、地区ごとに組織されている分
団に所属し、それぞれの分団の詰所を拠点として行い
ます。女性は、女性消防団に所属し、裾野消防署を拠
点として活動します。
災害時の活動
　消火活動、救助・救出活動、防災活動、避難誘導な
どを行います。
平常時の活動
　災害時に備えた訓練、防災啓発活動、防災活動、高
齢者住宅の訪問、応急手当の指導などを行います。

　入団後の処遇
　～報酬の支給、公務災害補償など～

報酬・手当の支給　
　年間一定の金額（数万円程度）が報酬として支給さ
れます。災害で出動した場合や訓練を行った場合など
に、手当が支給されます。
公務災害補償
　消防団として活動中に負傷した場合は、治療費用な
どが補償されます。
被服などの貸与
　活動に必要な活動服、制服などが貸与されます。

特集 3

消防団員募集
災害時に地域を守る力に

　消防団は、自分たちの地域は自分たちで守るという
精神で、地域の安全・安心を守るために活動していま
す。地域防災にあなたの力が必要です。一緒に大切な
街を守りませんか。 危機管理課

995-1817

 協力事業所に表示証
～社会貢献の証～

　市では、消防団協力事業所
表示制度を実施しています。
複数の従業員が消防団に入団
し、就業時間中の消防団活動
を積極的に支援している事業
所を、消防団協力事業所とし
て認定しています。消防団協
力事業所に認定されると、社会貢献の証として表
示証が交付されます。また、県に納付する税金が
軽減される場合があります。
　適用を受けるには、一定の条件があります。東
部地域局地域課（℡920-2182）へお問い合わせ
ください。

消防庁の消防団のウェブサイト
http://www.fdma.go.jp/syobodan/index.html

市公式ウェブサイト
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kuras
hi/6/8/index.html
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　平成30年分の所得税の確定申告、市・県民税の申告の受け付けが始ま
ります。確定申告の初日や、午前中の早い時間は申告会場が大変混み合い
ます。できるだけ混雑を避けてご来場ください。

税務課市民税係
995-1810

沼津税務署
922-1560

確定申告受付日時・会場

とき ところ
２月18日㈪～３月15日㈮

９時～17時(受付▶︎16時まで)
※土・日曜日は除く

キラメッセぬまづ
２階市民ギャラリー
(プラサヴェルデ内)

２月18日㈪～３月15日㈮
９時～11時・13時～16時

※土・日曜日は除く
市役所４階
401会議室

２月27日㈬
９時～11時・13時～14時

須山コミセン２階
大会議室

※市役所会場では、番号札を８時30分から配布しま
す。混雑時は、午前中にお越しの方も午後の受け付
けとなる場合がありますのでご了承ください。

※市役所会場では、申告書が作成済みで提出のみの方
の書類をお預かりします。受け付けする際に職員が
申告書の記載漏れがないか確認することがあります。

※キラメッセぬまづ会場は、混雑の状況では、早めに
案内を終了する場合があります。

※期間中、沼津税務署では申告書の作成指導は行いま
せん。

確定申告が必要な方

◆事業・不動産・譲渡所得などがある方
　　事業をしている方や不動産収入のある方、土地や

建物を売った方などで、申告が必要な全ての所得と
控除から計算して納税が必要な方

◆給与所得がある方で、次の①～③のいずれかに該当
する方など

　①給与の年間収入が2,000万円を超える方
　②年末調整された給与所得と退職所得を除いた所得

の合計が20万円を超える方
　③ふるさと納税ワンストップ特例で５カ所を超える

自治体にした申請した方
●その他、所得や控除の状況によっては確定申告が

必要になる場合があります。
　●公的年金などの年間収入が400万円以下で、それ

以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定
申告は必要ありませんが、市・県民税の申告が必
要です。

　●医療費控除の追加などで所得税が還付になる場合
は申告書を提出することができます。

市・県民税の申告が必要な方

　平成31年１月１日（賦課期日）に市に住民登録が
あり、次の①～④のいずれかに該当する方
①給与所得以外の所得や、公的年金など以外に平成

30年中の課税所得がある方
②平成30年中に所得がなかった方（他の方の配偶

者・扶養控除の対象になっていない方）
③被扶養者などで、課税（所得）証明書が必要な方
④確定申告の必要がない年金所得者で、医療費など追

加の控除を申告したい方
※所得税の確定申告をする方や給与所得のみで年末調

整の済んでいる方は、市・県民税の申告は必要あり
ません。

※前年に市・県民税の申告をした方には、１月下旬に
市・県民税申告書をお送りします。

◆◆次の方は、キラメッセぬまづへ◆◆
●平成30年中に入居を開始した住宅の住宅借入

金等特別控除を申告する方
●住宅ローンなどを利用していない住宅の新築、

改修に係る税額控除を申告する方
●営業所得・農業所得・譲渡所得のある方、分離

課税の申告をする方
●平成29年分以前の申告をする方
●消費税・贈与税の申告をする方
●申告書の控えに税務署の収受印が必要な方
※その他、市役所職員では判断できない場合や、

申告書の作成に長
時間を要する場合
は、キラメッセぬ
まづ会場にご案内
します。

ホテル
沼津キャッスル

414

沼津中央高校
至　三島

学
園
通
り

リ
コ
ー
通
り

御
殿
場
線

沼津
税務署

P

JR
沼津駅

〈北口〉
東海道線

イトー
ヨーカドー

キラメッセ
ぬまづ会場
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特集４

所得税などの確定申告２/18㈪～
市・県民税の申告も同時実施



申告に必要なもの

□平成30年分の給与・年金の源泉徴収票（原本）全て
□収入や必要経費を集計した書類（収支内訳書など）
□生命保険料・地震保険料などの控除証明書　
□国民健康保険税などの納付済額のお知らせや社会保

険料の年間支払額が分かるもの　
□国民年金や国民年金基金の社会保険料控除証明書
□障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳や療育手

帳など障がいの程度が確認できるもの
□医療費控除の明細書　※平成31年分の申告までは

領収書、高額療養費や保険給付金など補てんされた
金額が分かるものでも可（事前に集計が必要）

□はんこ（認め印）
□金融機関などの口座番号が分かるもの　※新たに口

座振替で所得税の納付をする方は銀行印も必要
□マイナンバーカード　※持っていない方は、通知

カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しな
ど番号確認ができる書類と、運転免許証や公的医療
保険の被保険者証、パスポートなど身元確認ができ
るもの（顔写真のないものは２種類以上必要）

□地方公共団体や日本赤十字社などに寄付をした領収
書　（ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方
でも確定申告をする場合は、領収書が必要です）

●税務署から確定申告用紙や確定申告のお知らせ
はがきが送られてきた方、市役所から市・県民
税の申告書が送られてきた方は、それらの書類
をお持ちください。

●平成29年分の確定申告書や収支内訳書などの
控えがある方は、控えを持ってくると手続きが
スムーズにできます。

障害者控除を受けるための証明を発行します

　介護保険法の介護認定を受けている方やその方を扶
養している方が障害者控除を申告する場合は、障害者
控除対象者認定証が必要です。介護保険課または障が
い福祉課へご相談ください。

介護保険課　995-1821
　障がい福祉課　995-1820

いつでもどこでもインターネットで申告！

　スマートフォンやパソコンで国税庁ホームページの
確定申告書等作成コーナーから、医療費控除やふるさ
と納税による寄附金控除の還付申告などの確定申告書
が作成できます。
◆「e-Tax」ID・パスワードで簡単に申告
　確定申告書等作成コーナーで作成した申告書は、事
前に税務署でID・パスワードを取得すると、同ホー
ムページ内のe-Taxで送信（提出）できます。e-Tax
で送信する場合は、源泉徴収票などの添付書類は提出
不要です。それらの書類は自宅で５年間保管してくだ
さい。e-Taxで送信（提出）しない方は、申告書を印
刷し、郵送または直接税務署に提出してください。
※ID・パスワードの取得には運転免許証などの身分

証明書が必要です。
※これまでe-Taxでの送信にはICカードリーダライ

タが必要でしたが、e-TaxのID・パスワードで送
信する場合は不要になりました。
http://www.nta.go.jp/

申告書などにはマイナンバーの記載が必要

　所得税と復興特別所得税の確定申告書、消費税と地
方消費税の確定申告書には、マイナンバーの記載と本
人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

配偶者控除・配偶者特別控除が変わります

　税制改正で、配偶者控除・配偶者特別控除の対象が
変わりました。配偶者控除・配偶者特別控除を受ける
納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合や、
配偶者の合計所得金額が38万円を超え123万円以下
の場合、前年と変わる場合があります。

税理士による無料税務相談

２月18日㈪～27日㈬　９時30分～12時、13時～
16時　※土・日曜日は除く
市役所４階401会議室
●混雑の状況によっては、早めに受け付けを終了す
る場合があります。

　●譲渡・山林所得、贈与税、相続税の相談は受け付
けしていません。
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／深良小学校

力を合わせてペッタンコ

いじめの現状と大人の役割を解説 11月17日夜の図書館も楽しみがいっぱい 11月10日

　深良小学校で恒例のもちつき大会が行われました。５年生が地域
の方々の指導を受けながら田植え、稲刈り、脱穀と体験を重ねてき
た活動の総仕上げです。慣れない手つきできねを振るい、もちをつ
いては大喝采、臼をたたいては大笑い。つきあげたおもちはみんな
で丸め、おいしく食べました。

　市民文化センター多目的ホールで人権講演会が行われ、約120人
が参加しました。講演会ではSNSを利用した中高生のいじめの実態
や対策などについて講話がありました。参加者は盛んにメモを取り、
うなずきながら聴き入っていました。

特派員：鈴木 敬盛

　裾野市鈴木図書館で夜間特別開館ナイトライブラリーが行われま
した。この日は閉館時刻を20時30分まで延長し、参加者は懐かし
いボードゲームや映画鑑賞会を楽しみました。地下書庫の見学会で
は天井までびっしり保管されている本の量にびっくりしていました。

特派員：中村 隆司

Photograph 11・12月
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子どもたちの交通安全を願い 11月21日

　株式会社あいおいニッセイ同和自動車研究所の髙橋守種社長らが
市役所を訪れ、市内の交通安全の推進のため、大型横断旗20本と一
般用横断旗300本を市に寄贈しました。横断旗は歩行者の安全を確
保するため、市内の横断歩道に設置されます。

史跡や石造物から文化や振興を学ぶ 12月16日

　歴史探訪ウォーキング『旧街道宿場「佐野」の史跡をたどろ
う。』が西地区で行われ19人が参加しました。市役所をスタート
し大山橋や佐野八幡神社、若山牧水の歌碑などを徒歩で探訪しまし
た。参加者は鎌倉時代に発展した「佐野」について学びました。

特派員：渡邊 英機

最新鋭の高規格救急自動車を配備 11月27日

　高規格救急自動車の配車式が、富士山南東消防本部裾野消防署
で行われました。管内に住んでいる方からの寄付金で整備されたこ
の車両は、救急救命士が救命処置などを実施できるよう高度救急機
材を積載。市民の皆さんの心強い味方となります。

保育園の生活を体験 12月１日

　市民文化センター多目的ホールで第28回保育生活展が行われまし
た。参加者は各保育園の展示やおりがみ・コマづくり・おままごと・
塗り絵を楽しみました。すそのんと一緒に遊ぶ「じゃんけんぽん」で
は子どもたちの大きな声が響き、会場内は笑顔であふれました。

特派員：原 久子

Photograph 2018.12・11

コスプレで裾野の魅力を発信 12月９日

　中央公園で開催のコスプレイベントにコスプレイヤーなど約100
人が集まりました。みらい会議実行委員会がイベントを通じて市の
魅力発信を図ることを目的に企画しました。参加者はお気に入りの
景色をバックにポーズを決め、写真をSNSなどで発信しました。

生産者と消費者が交流 12月９日

　第45回農業まつりが市民文化センターで行われました。地域の農
産物や加工品の消費拡大や、生産者との交流を深めるために行われ
る市内最大の農業イベントです。晴天に恵まれ、イチゴ直売などの
人気コーナーには開始時間前から順番待ちの列ができました。

特派員：小林 建次・勝又 しんじ
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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　

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。

２月６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

市育英奨学生

貸与／４月、９月の２回（無利
子）
市内に引き続き３年以上住んで
いて、学費の支払いが困難と認
められる方

奨学金額

高等学校
高等専門
学校
専修学校

入学
一時金 ６万円

月額 １万２千円

短期大学
大学

入学
一時金 30万円

月額 ３万円

返済期間／貸与終了後１年据え置
き10年以内

選考方法／選考委員会の答申に基
づき、教育委員会が選考します。
学校教育課にある所定の申し込
み用紙に必要事項を記入し、通
学している学校の推薦書など必
要な書類を添えて提出してくだ
さい。
３月８日㈮
学校教育課　995-1838

生涯学習センター
ホームページの活用

　生涯学習センターゆうあいプラ
ザのホームページでは、施設情報
の他、各種講座や講演などのお知
らせを随時更新しています。
　「裾野市　ゆうあい」で検索し
てください。

生涯学習センター　992-3800

佐野美術館展覧会
「REBORN　蘇る名刀」

２月24日㈰まで　10時～17時
　※入館受付は16時30分まで

佐野美術館（三島市中田町）
焼き直しという手法によって再
び命が吹き込まれた名刀にス
ポットを当てた初めての展覧会
です。国宝・重要文化財を含む
約50振の刀剣を紹介します。
佐野美術館　975-7278

　三島市文化振興課　983-2756

文化財防火デー

　どなたでも参加できます。当日
は、消防車が実施場所付近でサイ
レンを鳴らして走行します。

１月27日㈰　14時～
須山浅間神社
中学生による放水訓練、水消火
器体験、避難体験（煙ハウス）
生涯学習課　994-0145

県士業種連絡交流会
無料合同相談会

　申し込みは不要です。当日会場
に直接お越しください。

２月２日㈯　10時～15時
プラサヴェルデ４階会議室

　（沼津市大手町）
法律・登記・土地価格・境界・税
務・企業会計・労働・年金・特
許・意匠・商標などの各種相談
県司法書士会　054-289-3700

放送大学大学説明会

１月19日㈯　14時～
　２月の毎週日曜日　※時間はご

相談ください。
県立三島長陵高校（三島市文教
町）
入学の出願は３月17日㈰まで受
け付けています。
放送大学静岡学習センター

　989-1253

県立沼津視覚特別支援学校
高等部保健理療科

　社会復帰を目指す人のために、
あん摩マッサージ指圧師の受験資
格を取得するコースがあります。
入学に関する相談や、視覚障がい
に関する相談を随時受け付けてい
ます。

●両眼の矯正視力がおおむね
0.3未満の方●視力以外の視機
能障害が高度な方（視野狭窄や
複視など）●近い将来、視力が
著しく低下する恐れのある方
県立沼津視覚特別支援学校

　921-2099

10
2019.1.15



お知らせ

110番は緊急通報

　事件・事故、不審者などの情報
は直ちに110番通報し、警察官が
到着するまで危険を避けてくださ
い。緊急性のない相談や落し物の
問い合わせは裾野警察署へ連絡し
てください。

裾野警察署　995-0110

東西公民館講座展示会

　東西公民館通年講座受講生の作
品展示会を開催します。受講生約
100人の作品展示をご覧ください。

１月26日㈯・27日㈰
　10時～16時

東西公民館会議室
出展講座／絵手紙・華道Ⅰ・華道

Ⅱ・鎌倉彫・書道A・書道B
駐車場に限りがあるため、市役
所駐車場または公共交通機関を
ご利用ください。
東西公民館　992-6677

地籍調査の成果の閲覧

　久根・深良の一部地区の地籍調
査の成果の閲覧を下記の日程で開
催します。対象者には案内状を送
付しますので、期間内に成果の確
認をお願いします。

１月21日㈪～２月12日㈫
　※２月９日㈯・10日㈰は休み

市役所２階建設管理課　※土・
日曜日、祝日は市役所１階市民
相談室南側

対象地区／久根（字野田、篭田の
各一部）、深良（字舞台、震橋、
横田、踏形、三反庄、扇間）

　※平成28年度に現地立会を実
施した地区
建設管理課地籍調査係

　995-1859

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。

２月16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

J-ALERT の
全国一斉情報伝達試験

　地震や武力攻撃などの発生時に
備 え 、 全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム
（J-ALERT）を用いた情報伝達
試験を全国で行います。

２月20日㈬　11時～
広報無線と屋外スピーカーから
チャイム音と試験音声を放送し
ます。
危機管理課　995-1817

学校開放調整会議

　３月から４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

深良 ２月１日㈮ 生涯学習セン
ター

須山 ２月５日㈫ 須山コミセン

東 ２月６日㈬
生涯学習セン
ター西 ２月 13 日㈬

富岡 ２月 14 日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

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。

２月28日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
２月14日㈭

国保年金課　995-1813

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
２月７日㈭・
21日㈭・25
日㈪

県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

２月６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

第 12 回
寒の土用うなぎまつり

　三島ブランドである「三島うな
ぎ」を広くPRし、「寒の土用丑
の日」普及のためのイベントです。

１月25日㈮　10時～12時30分
三島商工会議所（三島市一番
町）
三島うなぎ旗挙げ弁当や箱根西
麓三島野菜の販売、お楽しみ抽
選会などを開催します。
三島商工会議所　975-4441

　三島市商工観光　983-2655
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Information
インフォメーション

不動産無料相談会

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。

２月14日㈭　13時30分～15時
30分
プラサヴェルデ402会議室

相談員／土地家屋調査士、建築士、
宅地建物取引士など
全日本不動産協会静岡県支部

　054-285-1208

シルバー植木剪定講座

２月27日㈬　10時30分～14時
市民文化センター36会議室
60歳以上の市内在住の方
10人

講師／小野博正さん（職業訓練指
導員）
植木剪定（基礎）、座学、実技
指導
２月15日㈮
木ばさみ、剪定ばさみ、のこぎ
り、筆記用具、昼食、剪定作業
のできる服装

市シルバー人材センター事務
局　993-5914

駐屯地モニター

　富士学校の実施する各種訓練・
行事の状況について、意見や感想
をもらいます。

●裾野市または御殿場市、小山
町に住んでいる20歳以上70歳
未満の健康な方●自衛隊や防衛
問題に関心があり、公正で建設
的な意見を述べることができる
方
５人
２月８日㈮

陸上自衛隊富士学校広報班　
0550-75-2311

劇団たんぽぽ公演と
在宅医療介護講演会

２月11日㈪　13時30分～
　開場▶︎13時

市民文化センター大ホール
講演会／裾野市の在宅医療の現状

について
演劇公演／ゆずり葉の季節（はる）

前売り▶︎1,500円、当日▶︎
　1,800円、学生一律▶︎1,000円
チケット取り扱い／劇団たんぽぽ

ホームページ、市民文化セン
ター、御殿場市民会館、小山町
総合文化会館、チケットぴあ、
セブンイレブン
介護保険課　995-1821

金融講座

　くらしの中の金融について学び
ませんか。

２月15日㈮　13時30分～15時
30分
生涯学習センター学習室２
50人（先着順）

テーマ／自然災害・事故に備える
火災保険の加入・見直し術

講師／平野雅章さん（ファイナン
シャルプランナー）

産業振興課　995-1857

自動販売機の設置者

　美化センターに自動販売機を設
置する事業者を募集します。

県内に本店または、支店、営業
所を有する法人か県内に居住し
業を営んでいる個人など
美化センター管理棟玄関（屋外） 

貸付面積／幅1.9m×奥行1.0m×
高さ2.2m（１台あたり）　

　※使用済容器回収箱の設置分な
ども含む

販売品目／清涼飲料水
　※災害対応の自動販売機に限る
台数／１台
設置期間／４月１日㈪から３年間
選定方法／制限付一般競争入札

美化センターに必要書類を直接
提出してください。※募集要領
などは市公式ウェブサイトから

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

ダウンロード可
１月21日㈪～２月15日㈮

　※土・日曜日、祝日を除く
美化センター　992-3210

女性の健康週間
市民公開講座

３月９日㈯
プラサヴェルデコンベンション
ホールＢ（沼津市大手町）
300人（先着順）

【講演】
14時～14時50分

テーマ／女性が健やかに生きるヒ
ント～更年期を上手く乗り切る
コツ～

講師／鈴木美香さん（聖隷健康サ
ポートセンターshizuoka所長、
静岡県立大学客員教授）

【トークショー】
15時20分～16時

テーマ／女性の健康なんでも相談
～大学教授がお答えします～

講師／金山尚裕さん（浜松医科大
学副学長・医学部附属病院病院
長）

【無料体験コーナー】
13時～14時、14時50分～15
時20分
● 骨 密 度 測 定 ・ 乳 房 セ ル フ
チェック●栄養相談・歯科相談
（スマイルチェック）●塩分濃
度体験（ソルセイブ）●肌年齢

測定●足指力測定●こころの
チェック●POLAハンドマッ
サージ

【ソイチェック無料体験（エク
オール産生能測定体験）】

14時50分～15時20分
10人（会場で抽選）
参加を希望する方（無料体験を
含む）は、はがきまたはファク
スで次の内容を明記し、送付し
てください。

　●内容▶︎住所、氏名、電話番号、
参加人数、トークショーの質問
事項
３月１日㈮
健康推進課　992-5711

　静岡産科婦人科学会事務局
　054-266-4440

054-253-4222
〒420-0856　静岡市葵区駿府
町１番70号 県総合社会福祉会
館４階

２月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ ㈲井上設備工業
☎︎997-4578

３日㈰ ㈱駿東管工
☎︎992-5728

９日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎︎997-0701

10日㈰ ㈱小島屋商会
☎︎998-0019

11日㈪ 髙橋設備
☎︎993-1336

16日㈯ パイピング横山
☎︎992-3329

17日㈰ 鈴木住宅設備
☎︎993-3901

23日㈯ ㈱中川商店
☎︎993-1555

24日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎︎997-2704

データバンク
１月１日現在

18日㈪～ 確定申告

23日㈯ 富士山の日
すそのんお誕生日会2019

２月　カレンダー

人　口　52,001人	 （−166人）
　男　　26,379人	 （−126人）
　女　　25,622人	 （−40人）
世　帯　21,628世帯（−102世帯）
内、外国人	 732人	389世帯

２月　税金・料金
納付期限：２月28日㈭

固定資産税・都市計画税	 第４期分

国民健康保険税	 第８期分

介護保険料	 第８期分

水道料金・下水道使用料	 第６期分

後期高齢者医療保険料	 第７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

２月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

2 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

3 ㈰

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

福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 守重医院 931-2511 我入道

江川
さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

4 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

5 ㈫ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 青木整形外科医院 922-0521 高島町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

6 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 よざ小児科医院 967-5722 原

7 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

8 ㈮ やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見 萩野クリニック 966-7111 根古屋 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

9 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 静岡医療センター 975-2000 長沢 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

10 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

旭医院 966-0031 原 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

白石医院 951-4593 市道町 白石医院 951-4593 市道町

11 ㈪

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町
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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

２月前期

12 ㈫ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

13 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

14 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 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

15 ㈮ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

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 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿

10 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

伏見歯科医院
972-3040 伏見

11 ㈪ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

勝又歯科医院
989-4726 上土狩

裾野市　 三島市　 沼津市　 長泉町　 清水町
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一般書

●風と行く者　守り人外伝
作：上橋菜穂子　絵：佐竹美保
偕成社（偕成社ワンダーランド「守り人」シリーズ）

●オリンピックのおばけずかん　ビヨヨンぼう
作：斉藤洋　絵：宮本えつよし　講談社（どうわがいっぱい　128）

●転校生は忍者？！
作：もとしたいづみ　絵：田中六大　佼成出版社（こころのつばさシリーズ）

●トンネルの向こうに
作：マイケル・モーパーゴ　訳：杉田七重　小学館

●星のひとみ
絵：せなけいこ　文：石井睦美　KADOKAWA

●草々不一
著：朝井まかて　講談社

●怪盗インビジブル
　INVISIBLE the phantom thief
著：行成薫　講談社

●人生のピース
著：朝比奈あすか　双葉社

●炎の色
著：ピエール・ルメートル
訳：平岡敦　早川書房

●そこにいるのに
著：似鳥鶏　河出書房新社

児童書

●２月の行事予定
おはなしの会
 ２日㈯ 14時30分～ 本館1階おはなしのへや
 ９日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ５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
 20日㈬  ９時～12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 27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
 ６日㈬ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 14日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 22日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

科学遊び教室
 16日㈯ 13時30分～15時30分  東西公民館 

親子おはなしの会
 19日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

ビブリオバトル（4 回目）
 23日㈯ 14時～15時 本館２階展示室

●書き初め展
１月30日㈬～2月10日㈰　本館２階展示室

新刊おすすめ本

２月の休館日 ４日㈪・12日㈫・18日㈪・25日㈪
28日㈭

川﨑 一
か ず と

翔くん
（３歳・御宿新田）

永井 朝
あ さ ひ

陽くん
（１歳８カ月・御宿新田）

米山 優
ゆ う な

菜ちゃん
（２歳６カ月・伊豆島田）

亀田 莉
り お な

央奈ちゃん
（１歳11カ月・御宿台）

田村 愛
め い こ

衣子ちゃん
（２歳・トヨタ）

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


