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今号は、「議会だより」がとじ込みされています。



３年間で６億5,000万円の歳出抑制
集中対策期間／2019～2021年度

取り組み１　
市民サービス（市の事務事業）の見直し
公共交通サービスの見直し
●自主運行バス運行委託事業　▶︎減額（2021年度）
　利用率の向上を図り、利用率が上がらない場合に見

直しを行います。

●裾野駅循環バス運行事業（すそのーる） ▶︎廃止
（2021年度）

　路線の見直しを含め利用者増を図り、利用者数、利
用率が上がらない場合に廃止します。

●定時定路線型タクシー（東急線） ▶︎廃止（2021年
度）

　路線の見直しを含め利用者増を図り、利用者数、利
用率が上がらない場合に廃止します。

子育て・教育サービスの見直し
●高校生等医療費助成事業　▶︎減額（2021年度）
　県事業へ移行するため見直しを行います。

●チャイルドシート補助事業　▶︎廃止（2019年度）
　着用義務における周知目的の達成に伴い廃止します。

高齢者サービスの見直し
●敬老会事業　▶︎廃止（2019～2021年度）
　祝品の見直し、式典催事など段階的に廃止します。

●在宅高齢者食事サービス事業　▶︎廃止（2021年度）
　民間サービスの充実に伴い廃止します。

●紙おむつ等購入費助成事業　▶︎減額（2019年度）
　支給基準などの見直しを行います。

●高齢者医療費助成事業　▶︎廃止（2019年度）
　激変緩和措置における目的の達成に伴い廃止します。

住宅関係サービスの見直し
●新エネ機器等（防災・減災対応型）導入補助事業　

▶︎減額（2019年度）
　過去の補助実績に合わせて見直しを行います。

●住宅建設等促進事業　▶︎減額（2019年度）
　３世代同居の促進に向けた制度に見直しを行います。

　当市は、先人の弛まぬ努力による企業誘致の恩恵
を享受し、今日まで安定した財政運営を進めてきま
した。リーマンショック以降の経済状況や目前に迫
る法人関係税制の改正による法人市民税率の引き下
げ、立地企業の生産拠点の集約化など、市税を中心
とした歳入はさらに減少傾向で推移することが予測
されます。一方、「女性の社会進出」「女性の活
躍」に伴う保育需要、社会全体で子育てを支援する
施策などの少子化対策費や、高齢化に伴う扶助費な
どの伸びに加え、多様化する市民ニーズに対応する
ための物件費などで、歳出は増加傾向にあります。
　これまでは、急激な市民サービスの低下を避ける
ため、財源の不足分は財政調整基金（市の貯金）か
ら毎年約9億円程度の取り崩しで賄い、収支均衡を
図ってきました。今後も歳入増加が見込まれない中

で従来の歳出構造を続ければ、災害など非常事態に
対し備えている財政調整基金が5年後には枯渇する
見込みとなっています。今こそ、抜本的な歳出構造
の見直しを行い、将来に備えなくてはなりません。
　行財政構造改革の取り組みは、持続可能な財政運
営のために必要不可欠です。限られた財源の中でも、
最大限の努力で、必要とされる市民サービスが継続
できるよう努めますが、身の丈にあった歳出レベル
とするためには、これまでの市民サービスを縮小す
ることや中止するなどの厳しい判断も必要となりま
す。当市の持続的発展のため、市民の皆さまには行
財政構造改革の取り組みについて、何卒ご理解、ご
協力をお願いします。

裾野市長　髙村謙二

歳出構造を抜本から見直し、将来への備えを

2
2019.2.1

特集１

市の持続的発展のため
行財政構造改革に取り組みます



施設の運営の見直し
●市営キャンプ場事業　▶︎廃止（2019・2020年度）
　社会教育施設としての役目を終えたため閉鎖します。

●市立水泳場　▶︎減額（2020年度）
　老朽化の進行で、休場も含め見直しを行います。

●富士山資料館　▶︎減額（2021年度）
　一部耐震性能が劣るため、休館も含め見直しを行い

ます。

その他事業の見直し
●ヘルシーパーク無料利用券交付金事業　▶︎廃止

（2019年度）
　施設利用の促進を図る目的の達成に伴い廃止します。

●広報紙発行事業（月１回）　▶︎減額（2019年度）
　紙面の工夫・充実を行い、月１回の発行にすること

で区長の負担軽減を図ります。

●市政カレンダー配布事業　▶︎廃止（2021年度）
　広告掲載収入、民間との協働制作など検討を行い、

代替財源の確保ができなければ廃止します。

取り組み2　
その他の取り組み
経費削減の取り組み
●職員などの旅費の削減
●改善活動による庁内経費の抑制
●工事など入札差金の予算執行保留（他事業への予算

流用の禁止）

市有財産の有効活用の取り組み
●市有地や市有バスなどの売却

歳入増加の取り組み
●ふるさと納税促進（返礼品目数の充実）

◆行財政改革の取り組みの詳し
い内容は、市公式ウェブサイ
トをご覧ください。

どうして？ どうなるの？
問どうして歳入は減少していくのですか？
答主な歳入である市税、特に企業からの法人市民税な

どが減収となっているからです。税制改正に伴い、
リーマンショック前には12.3％だった法人市民税
率は、現在では9.7％、来年度からは6.0％となりま
す。もし、企業業績がリーマンショック前の水準に
戻ったと仮定しても、税収は半分以下しか見込めな
いこととなります。ピーク時と比較しては約35億
円の税収減となっています。

問どうして今見直すのですか？
答税収は減っています。緊急時に使うための財政調整

基金（市の貯金）の残高は、近隣市町に比べても遜
色ありませが、来年度以降さらなる法人市民税率の
軽減も予定されています。歳入の大きな増加は見込
めない以上、今ここで歳出構造を改めないと、数年
後には基金が底をついてしまいます。今こそ、歳出
構造（市民サービス）を、歳入レベル（身の丈）に
合わせる必要があると判断しました。

問行政サービスの見直しは決定ですか？
答市の方針は決定しました。この方針に基づいて来年

度以降の予算案を編成し、市議会で審議されること
となります。

問市民の税金が上がることはあるのですか？
答市が独自に税率を見直す考えは、今のところありま

せん。受益者負担の適正化の観点から、サービスに
見合った使用料・手数料への見直しは行っていきま
す。国の制度（地方税法）改正に合わせて、市税条
例を改正することはあります。

問３年間の歳出抑制目標額は？
答６億5,000万円です。毎年度予算編成で約９億円の

財政調整基金を取り崩し、決算で約２億5,000万円
の積み立てを行っています。差額の６億5,000万円
は、国・県からの補助金などを除いた歳入で確保す
る必要があります。今後、市税などの歳入の増収が
見込めないため、歳出の抑制を行うことで、歳入歳
出を均衡化し、財政調整基金を取り崩さなくても財
政運営ができるようになります。

問人口減少や高齢化が進んだら市の財政はさらに苦し
くなるのですか？

答今年度の当市の財政力指数は約1.0です。税収が減
少し、1.0以下の財政力になると、不足分について
は、国から交付税が措置されます。財政力指数1.0
の現時点での身の丈にあった市民サービスに見直し
ておけば、理論上、どのような税収状況となっても、
持続的発展に備えることができます。

行政課
995-1807
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すそのん
お誕生会　　

２月23日土
市民文化センター

しずな～び
（静岡セキスイハイム不動産）

ごてんばこめこ
（御殿場市）

ペコちゃん
（不二家）

おおまぴょん
（長野県大町市）

とち介
（栃木県栃木市）

すそのん
（裾野市）

うなも
（うなぎいも協同組合）

しまねっこ
（島根県観光連盟）

ぽすくま
（日本郵便）

みきゃん・ダークみきゃん
（愛媛県）

なんすん
太陽リィ・美味リィ
（JAなんすん）

さ　  ん み　  み

2019

　市マスコットキャラクター“すそのん”のお誕生会を開催します。市内外から
お友だちキャラクターが参加し、市民の皆さんと交流しながら盛大にお誕生日を
お祝いします。子どもたちのための体験型アトラクションや子育て世代を応援す
るハンドメイド市“すそのんマルシェ”など、家族で楽しめるイベントが盛りだ
くさんです。

スケジュール
とき／2月23日㈯　10時～14時
ところ／市民文化センター
9:30 開場・受付・各ブースオープン
 ●キャラクターPRブース●ゆるキャラ

グッズ販売●すそのんカフェ●すそのんマ
ルシェ●富士サファリパーク“ふれあいミ
ニ動物園”●親子キラキラタイム“ごろん
アート”●地域活動母親くらぶ“射的”

10:00 オープニングセレモニー
10:30 アトラクション・ゲームスタート
 ●キャラクターPRステージ●缶バッジ

づくり●すそのん折り紙、塗り絵●記念
撮影会

13:00 おたのしみ抽選会
13:30 グランドフィナーレ

特別出展自転車体験ブース（静岡県）
　東京2020オリンピックの自転車競技の静岡県
開催が決定。競技の魅力を体感できるバーチャル
体験ブースです。

すそのんファンクラブ　会員受付中
　「すそのんが大好き！」「裾野市が好き！」な
方ならどなたでも入会できます。
【入会方法】
①シビックプライド推進室で用紙に記入
②市公式ウェブサイト専用フォームから申し込み
③すそのん誕生会特設受付で申し込み
【会員特典】
●会員証の発行●オリジナルステッカープレゼン
ト●ファンクラブメールの配信

シビックプライド推進室
995-1803
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  富士山資料館無料開放・絵手紙体験コーナー
富士山資料館無料開放
　入館料が無料です。富士山資料館では、富士山の自
然・歴史など富士山に関する資料を展示しています。

２月23日㈯　９時～16時30分
絵手紙体験コーナー
　富士山を題材に絵手紙を作ります。時間内の参加は
自由です。

２月23日㈯　10時～15時
講師／渡邉節代さん（県環境学習指導員）

富士山資料館　998-1325

第７回富士山芸術展
　市内の芸術・文化団体などが富士山に関わる絵画、
写真、陶芸、短歌、俳句などの芸術作品を展示します。

2月13日㈬～28日㈭　９時～17時　
　※初日は13時から、

　最終日は15時まで
生涯学習センター
生涯学習課

　994-0145

「富士山の日」記念講演会
　記念講演会を開催します。

２月22日㈮　19時～　※開場▶︎18時30分
生涯学習センター

演題／地球システムの一場面“富士山”
講師／北垣俊明さん（奇石博物館副館長）

196人　※定員に達しなかった場合、当日受付可
生涯学習課　994-0145

わがまち富士山写真展・
ワークショップ「富士山ポスト」

　県東部の富士山周辺市町、裾野市・御殿場市・富 
士市・富士宮市・小山町・長泉町・清水町の４市３
町の共同で開催します。
第８回わがまち富士山写真展

２月16日㈯～24日㈰　９時～19時
清水町地域交流センター展示ホール（清水町堂庭）

ワークショップ「富士山ポスト」
２月17日㈰、23日㈯　11時～15時
清水町地域交流センター休憩コーナー（清水町堂庭）
富士地区観光協議会（清水町産業観光課）

　981-8239
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　駿東地区交通災害共済は、駿東地区に住む皆さんが掛け金を出し
合い、交通事故でけがをした方に見舞金を支給する相互扶助制度で
す。交通災害の程度に応じて見舞金が支給されます。

危機管理課
995-1817

対象は市に住民登録がある方

　市に住民登録がある方なら、どなたでも加入できま
す。加入者が年度途中に他市町へ転出した場合でも共
済期間中は有効です。

共済期間は１年間

　共済期間は、2019年４月１日㈪から2020年３月
31日㈫までの１年間です。中途加入の場合は、申し
込み手続きをした日の翌日から2020年３月31日㈫ま
でです。

申し込み手続きは市指定金融機関へ

　申込用紙は、各家庭に郵送します。申込用紙に掛け
金を添え、市指定金融機関でお申し込みください。申
込用紙は、危機管理課・各支所・市指定金融機関にも
置いてあります。

見舞金の請求手続きは危機管理課へ

　交通事故発生日から２年以内に、次の書類を危機管
理課へ提出してください。
●駿東地区交通災害共済組合指定の請求書
●自動車安全運転センター発行の交通事故証明書（コ

ピー可）
●診断書などの受傷日、受傷原因、傷病名、入院・通

院日が確認できるもの（コピー可）　※例えば、自
動車損害賠償責任保険の診断書と診療報酬明細書な
ど

事故に遭ったときは必ず警察に届け出を

　交通事故発生後に警察に届け出をしないと、自動車
安全運転センターから交通事故証明書が発行されず、
共済見舞金は半額になります。この場合は、親族以外
の第三者２人分の証明が必要です。

共済掛金は１口500円

　１人２口まで加入できます。中途加入の場合でも掛
け金は同じです。

見舞金額が改定されます

　見舞金額は、入院・通院の実治療日数で決まります。
2019年度から支給される見舞金額が一部拡充されま
す。診断書の原本を提出したときは、見舞金に添付書
類料として１件の事故につき5,000円が加算されます。
共済見舞金額表

等級 交通災害の程度
共済見舞金額

１口 ２口
１ 死亡 100万円 200万円
２ 90日以上の入院 20万円 40万円
３ 60日以上の入院 10万円 20万円

４ 90日以上の治療
または45日以上の入院 ７万円 14万円

５ 60日以上の治療
または30日以上の入院 6万円 12万円

６ 30日以上の治療
または20日以上の入院 ５万円 10万円

７ 15日以上の治療
または10日以上の入院 ４万円 ８万円

８ ７日以上の治療
または５日以上の入院 ３万円 ６万円

９ ２日以上の治療 ２万円 ４万円

※太字の部分はこれまでより拡充されます。
※2019年3月31日㈰までに発生した事故に関する見

舞金は改定前の金額となります。

交通事故相談をご利用ください
　交通事故相談を実施しています。交通事故に遭
い、困ったことがあればご相談ください。予約は
不要です。直接会場へお越しください。

毎週火曜日　９時～16時　※閉庁日を除く
市役所１階市民相談室
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駿東地区交通災害共済に加入しませんか
交通災害に応じて見舞金を支給、見舞金額が改定されます



日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 演題・テーマ　 講師　 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　

市指定給水装置工事
事業者の指定

　次の事業者を指定しました。
●エネリア東部東株式会社

長泉町下土狩396-22
TEL 998-0020

上下水道工務課　995-1834

シルバー生きがい教室
作品展示会

　竹細工、布手芸、籐工芸、編み
物の４教室で製作した作品を展示
します。

２月23日㈯　10時～16時
　２月24日㈰　９時～12時

市役所地下多目的ルーム
シルバー生きがい教室の生徒に
よる作品の展示
社会福祉課　995-1819

しずおかジョブステーションが
就職活動を応援

　県の就職支援機関「しずおか
ジョブステーション」では、自己
分析から応募書類の書き方、面接
練習まで就職活動をサポートしま
す。気軽にご利用ください。
●しずおかジョブステーション東部
利用時間／９時～17時
休館日／土・日曜日、祝日、年末

年始
沼津市大手町1-1-3　沼津商連
会館ビル２階（東部県民生活セ
ンター内）
しずおかジョブステーション東部

　951-8229

児童手当の支給

　認定請求をした月の翌月分から
支給事由の消滅した月分まで支給
されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000円●３歳～小学生(第
１・２子)▶︎10,000円(第３子以
降 ) ▶︎1 5 , 0 0 0 円 ● 中 学 生 ▶︎
10,000円●所得が制限額を超
えている方の児童▶︎5,000円

支給日／２月８日㈮　※６月､10
月､２月の10日が基本支給日

支給方法／指定口座に振込
当市に転入した方や子どもが生
まれた方は、転入・出生の手続
きと同時に児童手当の申請を
行ってください。
子育て支援課　995-1841

お知らせ

Information

東京2020に向け、国道469号に矢羽根を設置
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、市内が
自転車競技ロードレース（男子）のコースの一部となります。沼津
土木事務所では１月から、国道469号で矢羽根型路面表示（通称：
矢羽根）を設置する工事を始めました。
  矢羽根は、自転車の安全で快適な走行空間を創出するために車道
上に設置する青色の路面表示
です。矢羽根には、自転車の
走行位置を示し、ドライバー
へ自転車の走行を注意喚起す
る役割があります。矢羽根は
車道の一部のため、車両も矢
羽根の上を走行できます。

沼津土木事務所工事
　第１課　920-2215

矢羽根整備事例（沼津市）

矢羽根整備区間（県管理）
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Information

英語スピーチコンテスト
日本語スピーチ

　中学生や外国人の発表をお聴き
ください。

２月９日㈯　13時30分～16時
生涯学習センター
市内中学校の代表生徒による英
語スピーチ、外国人による日本
語スピーチ、昨年夏に姉妹都市

オーストラリアのフランクスト
ン市に短期派遣された小・中学
生の体験発表
海外友好協会　993-9695

富士山の日記念
無料法律相談会

２月25日㈪～３月１日㈮
　10時～12時、13時～17時

県東部法律会館（沼津市御幸町）
法律に関する相談を受けます。

県弁護士会沼津支部
　931-1848

障害者就職面接会

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

２月13日㈬　13時～15時30分　　
　※受付▶︎12時30分～

プラサヴェルデ１階多目的ホー
ル（沼津市大手町）

参加企業／沼津・三島地域の約
60社
就職を希望する障がい者の方と
企業との個別面談形式による面
接を行います。
履歴書（複数枚）、障がい者手
帳など
ハローワークなど支援機関の相
談コーナーも設置します。
ハローワーク沼津　918-3713
932-0489

市史関連刊行物無償配付

　希望する方に市史関連刊行物を
無償配付します。
配付期間／２月14日㈭～12月27

日㈮
生涯学習センター
市内に住んでいるか通勤・通学
している方または市内の事業所

配付物／裾野市史研究第３～13
号、湯山半七郎日誌、代脳録 
愛鷹山民有請願日誌、勝又半次
郎絵日記、葛山の民俗、葛山居
館跡遺構確認調査概報、富沢の

　民俗、裾野の石造物（上・中・下）
申込書に必要事項を記入し、提
出してください。
生涯学習課　994-0145

市政カレンダーの記載内容変更
　天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法
律が施行されたため、市政カレンダーの記載内容が変更になりまし
た。
　４月30日㈫、５月１日㈬・２日㈭、10月22日㈫は休日になりま
す。それに伴い、次のとおり変更になりました。
広報すその５月号の発行日／４月26日㈮
４月の税金・料金の納期限／５月７日㈫
資源ごみ収集／５月１日㈬は行いません。
施設の休館日（変更になった施設のみ記載）
【４月】
富士山資料館▶︎１・８・15・22日
せせらぎの湯▶︎６・13・20・27・29・30日
【５月】
鈴木図書館▶︎１・２・７・13・20・23・27日
東西公民館▶︎１・２・７・13・20・27日
せせらぎの湯▶︎１～６・11・18・25日
【10月】
富士山資料館▶︎７・15・21・23・28日
南・北児童館▶︎７・15・16・21・23・28日
せせらぎの湯▶︎５・12・14・19・22・26日

４月・５月・10月の変更後のカレンダーは、市公式ウェブサイ
トに掲載しています。印刷してご利用ください。各施設の休館日
については、それぞれにお問い合わせください。
戦略広報課　995-1802
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kurashi/3/9255.html
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お知らせ

生活環境課
995-1816
美化センター

992-3210

生活環境課
995-1816

不法投棄は犯罪です
　家庭ごみなどの不法投棄は周辺環境の悪化や近隣へ
の迷惑となります。家庭で出たごみは、指定された日
に各地区で定められた場所へ出しましょう。
　他人の土地や道路、河川に捨てた場合は、懲役刑や
罰金が科される場合があります。市では不法投棄の予
防策として、不法投棄されやすい場所を中心に、定期
的にパトロールを実施しています。
　不法投棄をされないように、普段から草刈りや囲い
をするなどして土地の管理を行いましょう。

不用になった家電などの処分に
「無許可」の回収業者を利用しない
　不用な家電などの家庭ごみを収集するには、市の一
般廃棄物業許可や委託が必要です。無許可の回収業者
に引き渡しをすると、
不法投棄、不適切な
処理など正しい処理
がされない恐れがあ
るため利用しないで
ください。

　 犬の飼育はマナーを守って

　ペットは飼い主にとって大切な家族ですが、飼い方
によっては周囲に迷惑をか
けることもあります。ルー
ルとマナーを守ることが大
切です。
●犬の登録・狂犬病予防
　注射を
　犬は、生後90日を過ぎ
ると登録が必要です。30日以内に生活環境課で登録
してください。登録料は１頭につき3,000円です。ま
た、年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
●ふんの始末と放し飼いに注意
　犬を散歩させるときのふんの持ち帰りは、飼い主と
してのマナーです。持ち帰り袋を用意し、きちんと持
ち帰りましょう。
　散歩中は必ずリードをつけ、放し飼いは絶対やめま
しょう。犬はおりに入れるか、丈夫な鎖や綱などで必
ずつなぎましょう。

　 猫は室内で飼うことを推奨

　猫は室内に安心できる場所と適度な活動場所、餌と
トイレがあれば快適に生きていくことができます。交
通事故の危険や不要な病気に感染しないよう室内飼い
をお勧めします。放し飼いで近隣の庭を荒らすなどの
近隣トラブルも防げます。
●不妊去勢手術補助（メス１万円、オス５千円）
　将来、子猫を増やすことを望まない場合は、不妊・
去勢の手術をしましょう。市では不妊去勢手術の補助
を行っています。申請は手術後60日以内に行ってく
ださい。申請には手術費用の領収書が必要です。

　 飼い主のいない猫への
　 安易な餌やりがトラブルに

　エサをもらっている飼い主のいない猫が、近所にふ
んをして困っているという苦情が多数寄せられていま
す。猫に餌を与えるときは、猫の去勢・不妊手術をし、
ふんの後始末も行ってください。飼い主のいない猫も
去勢・不妊手術の補助対象になります。

　山林や道路わき、空き地などへの不法投棄が絶えません。「自分だけなら」という
気持ちをなくし、ごみはルールに従って適正に処理し、きれいな自然やまちを守って
いきましょう。

　ペットは人に安らぎをもたらし、日々の暮らしを豊かにしてくれます。ペットと暮
らすには、社会でのルールを守り周囲に迷惑をかけないよう飼育することが大切です。

ご み の 処 理  － 不 法 投 棄 は 犯 罪 －

ペットの飼育 －ペットと豊かに暮らすために－
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市民無料相談

２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（空き家・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

みんなで子育フェスティバル

２月16日㈯　10時～15時
市民体育館
未就学児～小学校低学年とその
保護者
子育て中のママたちによるワー
クショップ、大阪教育大学准教
授の小崎恭弘さんによるセミ
ナー、子ども体操、絵本・児童
書コーナー、保健師による赤
ちゃんの身長・体重測定など
子育て支援課　995-1841

国保高齢受給者証交付会

　３月１日㈮から対象となる方に、
受給者証を交付します。

２月21日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年２月２日～３月１日
に生まれた方
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

防災講演会

　地震や火山などによる災害に備
えるため、その災害について正し
いイメージを持ちましょう。申し
込みは不要です。

２月14日㈭　19時～20時30分
市民文化センター多目的ホール
80人（先着順）
富士山の内部から山頂までを対
象とした研究と防災対応の最新
動向を学びます。
富士山の火山噴火とその災害
吉本充宏さん（山梨県富士山科
学研究所火山防災研究部主任研
究員）
ふじのくに地域・大学コンソー
シアム大学連携講座です。
危機管理課　995-1817

県勤労者総合美術展出品作品

　県の補助金を受け、勤労者総合
美術展を開催します。県内で働く
方の作品を募集します。

２月25日㈪～３月15日㈮
絵画、書、写真、手工芸、コン
ピューターグラフィックなど
所定の申込書に必要事項を記入
の上提出し、作品を３月29日
㈮までに労働金庫本店・支店、
全労済県本部、各共済ショップ、
県労働者福祉協議会にお持ちく
ださい。

展示期間／４月10日㈬～14日㈰
展示場所／グランシップ展示ギャ

ラリー（静岡市駿河区東静岡）
県労働者福祉協議会

　054-221-6241

第三次市子ども読書活動推進計画（案）に
対する意見を募集
　子どもの読書活動の推進を図るため「第三次市子ども読書活動推
進計画」の策定を進めています。市民の皆さんから、計画（案）に対
する意見を募集します。
計画（案）の公表場所／市公式ウェブサイト、市役所１階情報公開

コーナー、各支所、鈴木図書館、市民文化センター図書室
意見が提出できる方／市に住民登録がある方や市内に通勤・通学す

る方、市内に事業所がある個人や法人
公表場所にある募集要項をご覧になり、市公式ウェブサイトのパ
ブリックコメント提出フォームなどで提出してください。
２月14日㈭　※郵送の場合は、最終日の消印有効
鈴木図書館　992-2342

パブリックコメント
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お知らせ

地域地震防災指導員

　救急法、消火訓練、防災知識の
普及などの防災訓練指導、資機材
の点検、交流会などを行い、自主
防災会の育成、指導、活性化を図
る地域地震防災指導員を募集しま
す。
任期／４月１日㈪～３年以上

20歳以上の方
若干名
２月22日㈮

危機管理課　995-1817

県消費生活相談員
人材バンク登録者

　県や市町の消費生活センターな
どの消費生活相談員として勤務を
希望する方の登録を募集していま
す。

消費生活専門相談員や消費生活
アドバイザー、消費生活コンサ
ルタントの資格がある方または、
消費者安全法に基づく消費生活
相談員資格がある方
県公式ホームページから登録申
出書をダウンロードし、必要事
項を記入の上、保有する資格証
のコピーを添付して、県くら
し・環境部県民生活課へ郵送し
てください。 
相談員候補者の募集のため、就
職先を保証するものではありま
せん。
県くらし・環境部県民生活課

　054-221-2175
〒420-8601　静岡市葵区追手
町9-6 
https://www.pref.shizuoka.
jp/kenmin/km-110/soudan
in.html

駿東地域職業訓練センター
３月講座

●特別教育・安全衛生教育▶︎携
帯用丸のこ盤安全衛生教育、粉
じん作業特別教育●技能講習▶︎
ボイラー取扱技能講習●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、
エクセル基礎、ワード活用、エ
クセル活用、パワーポイント基
礎、夜間パソコン入門（ビギ

ナーズコース）、夜間ワード基
礎、夜間エクセル基礎、夜間
ワード活用、夜間エクセル活用、
夜間アクセス基礎、夜間パワー
ポイント基礎、夜間イラスト
レーター基礎●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

市民まちづくり講座

市民活動センターへ名前・住所・電話番号・講座名を電話または
ファクス、メールで連絡してください。
各開催日前日
市民活動センター　950-8875
992-4047　 scenter@machitera.jp

●『仲間とこんなことやりま
した！』取組事例発表会

　地域活動・市民の取り組みに
興味のある方は、ぜひ観覧して
ください。

２月16日㈯
　13時30分～16時30分

市民文化センター展示室 
50人（先着順）
市民まちづくり講座を通じて
学んだ参加者が４つのテーマ
（裾野の民話／子どもと一緒
に／公園マップ／オセロを楽
しむ）に分かれ、実際に地域
の中で活動に取り組んでいま
す。その経過を発表します。
山ノ内凛太郎さん（ワーク
ショップデザイナー、ファシ
リテーター）

●情報発信セミナー
　『LINE＠を使って自分達

の活動を伝えよう』
３月１日㈮

　18時30分～20時45分
市役所地下多目的ルーム
地域活動や市民活動を情報発
信したい方
50人（先着順）
企業やブランドの魅力を発信
するためのさまざまな機能が
備わったLINE＠を、地域や
市民活動の情報発信にも活用
します。幅広い年齢層が利用
するLINEの強みを生かして
情報を届けます。後半はプレ
スリリースの方法や市民活動
センターの活用についてお伝
えします。
LINE Pay株式会社事業開発
室戦略チーム
２月４日㈪～
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食品輸出のための
商談スキルセミナー

　日本食品の海外販路拡大を支援
するため、食品輸出のための商談
スキル向上を目的としたセミナー
をワークショップ形式で開催しま
す。

２月20日㈬
　13時30分～15時30分

御殿場市役所東館２階202・

203会議室（御殿場市萩原）
20人（先着順）
商談会に参加する方法、商談に
向けての事前準備、商談の進め
方、商談後のフォローアップな
どを学びます
食品スキルのための商談スキル
－商談成約に向けてすべきこと－
杉本寛保さん（ジェトロ名古屋
アドバイザー［農水産物・食品
輸出］）
ジェトロ静岡ホームページ内の
イベント情報ページから「お客
様情報登録」を行い、申し込み

フォームに必要事項を入力し、
お申し込みください。　※原則
として申し込みはホームページ
から受け付けます。難しい場合
は、所定の申込書でお申し込み
ください。
２月14日㈭
ジェトロ静岡　054-352-8643
https://www.jetro.go.jp/sh
izuoka/

消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room

Q インターネットの通信販売の広告にお試し価
格の化粧品が載っていた。安かったので１回だ

け試すつもりで注文したが、翌月も化粧品が送られて
きた。広告を確認したら「４回以上の定期購入が条
件」と書かれていた。解約したい。

Ａ 化粧品・健康食品などの定期購入で返品・解
約ができないというトラブルが起きています。

「定期購入と知らずに申し込んでしまい、解約したい」
と伝えたが「定期購入のためできない」と言われたと
か、販売事業者と連絡がつかないという相談が増えて
きています。インターネット通販をはじめ通信販売には、
クーリング・オフ（無条件解約）の制度はありません。
通信販売の広告を見る場合は、商品のイメージや価格
だけではなく、契約条件や解約・返品ルールをよく確
認しましょう。困ったときにはすぐに消費生活センター
へご相談ください。

未然に防ごう、通信販売のトラブル!!
　今、通信販売のトラブルが増えています。ちょっ
と気をつければ防げるトラブルはたくさんあります。
通販にはクーリング・オフがない代わりに、返品・
交換などの販売条件を明記することになっています。
通信販売を申し込む前に次の点に注意しましょう。
①「定期購入が条件となっていないか」など購入条

件を確認する。
②「解約・返品できるかどうか」など解約条件を

しっかり確認する。
③事業者に連絡をした記録を残しておく。
④代金前払いはできるだけ避ける。
⑤商品が届いたら、壊れていないか、注文した商品

か、すぐに確認する。

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 !!

消費生活センター 995-1854

Center News
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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

13日㈬
９:00〜９:15

平成30年８月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

19日㈫
13:00〜13:30

平成29年７月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

14日㈭
13:00〜13:15

平成28年８月
生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭
13:00〜13:30

平成28年１月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　5日㈫※ 17:00 〜 19:45
12日㈫※  9:00 〜 11:30
19日㈫　 13:00 〜 15:30
27日㈬※  9:00 〜 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

２月の健康コーナー

日 月 火 水 木 金 土

内科 整形

整形 内科 内科 外科 内科 整形 内科

整形 内科 内科 外科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 外科 内科 整形 外科

整形/内科 整形 内科 内科 内科
※24日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

１

8

15

22

2

9

16

23

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
４・18・25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

25日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

22日㈮
18:00〜18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

18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

４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

22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

25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※

26日㈫
10:00〜11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方
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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月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈰

清水館医院 993-2323 茶畑 西方外科医院 921-1333 共栄町

おおい神経内科 922-8886 北高島町 西村医院 971-6510 下土狩

杉山医院 972-3223 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下

18 ㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈫ あそうクリニック 929-7575 筒井町 鈴木医院 993-0430 佐野 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

20 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 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

21 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

22 ㈮ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

23 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

24 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 よざ小児科医院 967-5722 原

林医院 931-1120 住吉町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

14
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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月後期

25 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

26 ㈫ いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 五十嵐クリニック 934-6700 志下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

27 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 えがわ医院 921-5148 高島本町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

28 ㈭ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 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

17 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

聖隷沼津病院
952-1000 松下

会田歯科医院
972-0418 卸団地

24 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

栗田歯科医院
986-1667 下土狩

裾野市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町

●救急協力医の変更／２月10日㈰の歯科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：伏見歯科医院▶変更後：スマイル歯科医院（997-1610　 深良）
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江戸時代の飢饉

　江戸時代、享保・天明・天保の三大飢
き

饉
きん

がありま
した。享保の飢

き
饉
きん

は虫害と冷害が原因で、天明の飢
き

饉
きん

は浅間山の噴火による降灰と冷害が原因でした。
天明の飢

き
饉
きん

では死人の肉を食べたという記録も見え
ます。このため飢

き
饉
きん

に備えて穀物を蓄えるようにな
り、「覚」は囲米(籾

もみ
)を受け取ったという証文です。

　天保の飢
き

饉
きん

について、須山村名主五郎治が詳細な
日記を残しています。主な内容は、「1836年4月
から雨が続き粟

あわ
・稗

ひえ
が大水で流され、麦も実入りの

時の雨で駄目になりました。8月には激しい潮風の
ため、晩稲・大根が被害を受けました。甲州では騒
動が発生し、周辺の大名家から軍勢が出ました。須
山村では37軒110人が飢え人となりました。11月
に女子の捨て子があり、世話をしましたが死んでし
まいました」です。

森高千里「この街」TOUR 2019

　1998年以来の全国ツアー‼　皆さんぜひ遊びに
来てください。
と　き／４月27日㈯　17時30分～　※開場▶︎17時
ところ／大ホール
料　金／全席指定  8,640円（税込）
　※３歳以下で膝上鑑賞の場合１人のみ無料
発　売／市民先行▶︎２月２日㈯、一般▶︎２月９日㈯
チケット購入／各発売初日の受付▶︎電話：10時～
　窓口：13時～
　※チケットは
　１人８枚まで

４日㈪・18日㈪
２月の休館日

（須山区有文書） （渡邉家文書）

覚 天保年中大凶歳之手記

　「プログラミングを始めたきっかけは、ゲームソ
フトを買うよりも自分で作った方が安いと思ったか
らです」と話すのはひげが特徴的な、一般社団法人
コード・フォー・ジャパンに勤めている市川さん。
小学校高学年の頃からプログラミングを組み始め、
裾野東中では電脳部に所属。教育用のプログラミン

グを作成するコンテストで日本一になりました。高
校・大学を卒業後はカーナビを作成する会社や
IT・経営コンサルタント会社に就き、データ利活
用の知識を身に付けました。
　市川さんは、培ってきた知識や経験を役立てたい
という思いから、現在は全国の自治体や企業へデー
タ利活用のアドバイスを行っています。「フィール
ドがないと、どんな良いアイデアもアイデアのまま
で終わってしまいます。一緒に創り、実現すること
が面白いところです」と市川さん。
　ICTを使い、人手不足やそれによる産業衰退が深
刻になっている分野をいかに残していくか、さらに
活性化できるかを考えるところにやりがいを感じて
いるそうです。「何もしないと衰退するけれど、少
し工夫することで勢いを取り戻すこともあります。
常に新鮮な気持ちで仕事に向き合い、新たなアプ
ローチの仕方を考えています」と語ります。
　今後について聞くと「裾野市がデータ利活用の分
野で他の自治体のお手本になれるよう、さらに推進
していきたいと思います。新しいことに積極的に取
り組んでいきたいです」と笑顔で話してくれました。

データ利活用の推進で住みよいまちづくり
市川　博之さん（茶畑団地出身・41歳）


