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susonobito No.3

　第43回富士裾野高原マラソ
ンが運動公園を主会場として行
われました。今年は天気にも恵
まれ、全国から集まった市民ラ
ンナーは富士山に向かって高原
を走るコースを気持ちよく駆け
抜けました。

　ミセスジャパン2019静岡大会が４月６日㈯に沼津
市で行われました。中川さんは１次選考、２次選考を
経てこの大会に出場し、スピーチとウォーキングなど
を披露。スピーチが評価され「雄弁な」という意味の
ELOQUENT賞に輝きました。５年前から商工会女
性部の副部長を務めている中川さん。「裾野市の良い
所を知ってもらいたいと思い、エントリーしました。
女性部の代表としてPRして来ました」と話します。

「大会当日も商工会のメンバー
が応援に駆けつけてくれて、心
強かったです」と笑顔。
　中川さんは女性部で、市民は
もちろん市外の人も楽しめるよ
うにと工夫を凝らし、市民のふ
れあいフェスタすそのやエコマ
ルシェなどのイベントを開催し
ています。ミセスジャパン

2019静岡大会がきっかけで中川さんを知り、中川さ
んのSNSを見てくれる人が増えたそうです。これを
活用し、女性部のイベントをはじめ市内のお店などの
情報発信に力を入れています。
　タイ語や英語が堪能な中川さん。「東京2020オリ
ンピック自転車競技の開催に伴い、多くの外国人が市
内を訪れます。この大会で評価さ
れたスピーチや得意な語学を生か
し、裾野市をPRしたり、裾野市
に来た人を支援したりしたいで
す」と今後の抱負を語ってくれま
した。

ミセスジャパン2019静岡大会で
ELOQUENT賞を受賞

商工会女性部　副部長
中川 和美さん（緑町）
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  令和２年４月採用　裾野市職員を募集
申込受付▶夏期試験６月３日㈪～28日㈮、秋期試験８月１日㈭～23日㈮
　来年度採用の市職員を募集します。採用試験は、夏期試験と秋期試験の２回行います。
職種、学歴区分によって試験の実施が異なりますのでご注意ください。

■土木技師と建築技師の試験が変わります。
　教養試験が公務員試験に向けた準備をしていない人でも受けやすくなりました。
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一緒につくりませんか。

□人口　約５万1,700人
□面積　138.12平方キロメートル
□最高標高　2,169メートル
□市制施行　昭和46年1月1日
□市の花　アシタカツツジ
□市の木　スギ
□市の鳥　ウグイス
□世界遺産　富士山
□国指定文化財　３件
□県指定文化財　３件
□市指定文化財　14件
□姉妹都市
　オーストラリアフランクストン
□市の予算　326億5,599万円
□東京2020自転車競技ロードレース
　（男子）の開催地
□裾野市長　髙村謙二
□市議会議員　19人
□市職員数　355人

平成31年４月１日現在

人事課
　995-1806

夏期試験
（一次）

と　き　７月28日㈰
ところ　裾野市役所または

　　　　東西公民館

秋期試験
（一次）

と　き　９月22日㈰
ところ　裾野市役所

特 集
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申し込み
　試験案内・申込書は、受付期間
中に人事課で配布しています。申
込書に必要事項を記入し、提出し
てください。提出は、受付最終日
必着です。

受付期間
夏期試験
６月３日㈪～28日㈮
８時30分～17時　※土・日曜日
を除く
秋期試験
８月１日㈭～23日㈮
８時30分～17時　※土・日曜日、
祝日を除く

受付場所
市役所３階人事課

試験案内・申込書の郵送請求
　封筒の表面に朱書きで「試験案
内希望」と明記し、A4サイズの
用紙が折らずに入る返信用封筒を
同封してお送りください。返信用
封筒には、送付先を明記し普通郵
便の場合140円切手、速達郵便の
場合420円切手を貼ってください。

①固定資産台帳を確認する大隅摩希子（税務課一般事務・入庁
１年目）②鉄骨の接合状況を確認する杉橋晃（まちづくり課建
築技師・入庁15年目）③林道の現場打ボックスカルバートを
確認する江藤太治（農林振興課土木技師・入庁８年目）④園児
とふれあう渡邉美和（西保育園保育士・入庁13年目）

実際の現場 ……… こんな仕事をしています！

①

②

④

③

裾野市職員募集 裾野市職員募集
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受験資格

職種 区分 受験資格
採用予定数

夏期 秋期

一般事務

大学卒 平成元年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人 ６人 －

短大卒
平成９年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した人または令
和２年３月卒業見込みの人

－ 若干名

高校卒 平成11年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校（これと
同等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人 － 若干名

土木技師

大学卒 昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人 若干名 若干名

短大卒
昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した人または令
和２年３月卒業見込みの人

若干名 若干名

高校卒
昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校（これ
と同等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込み
の人

－ 若干名

建築技師

大学卒 昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人 若干名 若干名

短大卒
昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した人または令
和２年３月卒業見込みの人

若干名 若干名

高校卒
昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校（これ
と同等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込み
の人

－ 若干名

幼稚園
教諭・
保育士

大学卒

平成元年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した人または令和２年３月卒業見込みの人
で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する人または令和２年３月末
日までに取得見込みの人

若干名 －

短大卒

平成４年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した人または令
和２年３月卒業見込みの人で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有す
る人または令和２年３月末日までに取得見込みの人

若干名 －

裾野市職員募集 裾野市職員募集
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　富士山南東消防組合は、２市１町（裾野市、三島市、
長泉町）で構成する消防業務を行う特別地方公共団体
です。

採用予定人数
　６人程度
試験区分・受験資格
　●大学卒▶平成５年４月２日以降に生まれた人で大

学卒業以上の人●短大卒▶平成７年４月２日以降に
生まれた人で短期大学卒業以上の人●高校卒▶平成
９年４月２日以降に生まれた人で高校卒業以上の人
（それぞれ令和２年３月卒業見込みを含む）

一次試験
９月22日㈰
詳しい内容は試験案内をご確認ください。試験案内
は７月中旬から消防本部および各消防署で配布予定
です。
富士山南東消防本部総務課　972-5801

６月２日㈰～８日㈯は危険物安全週間です
　危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進
するため、毎年６月の第２週は危険物安全週間と
されています。ガソリンなどの燃料だけでなく、
スプレー缶などの私たちの生活の身近なものにも
危険物が含まれています。これらは取り扱いを誤
ると大きな事故を招く危険性があるため、安全に
取り扱い、事故を防ぎましょう。

令和元年度危険物安全週間推進標語
「無事故への　構え一分の　隙も無く」

富士山南東消防本部予防課　972-5802

　市民活動センターは、地域課題の解決に取り組む皆
さんの活動相談や情報発信、活動のコーディネートや
交流などを行っています。

開所日／第１・３月曜日、火～土曜日
　※８月11日㈰～18日㈰、祝日、年末年始を除く
開所時間／９時～17時

生涯学習センター１階
相談内容／活動での困りごとなど、ご相談ください。

専門性が高い相談の場合は、専門相談員が応じます。
専門相談員による相談日時／毎月第３火曜日（10月

のみ第２火曜日）13時～16時
情報提供／メールなどで市民活動に関する講演会や助

成金、サポーターなどの情報を提供しています。ま
た、ブログ、フェイスブックでの情報発信、報道機
関への情報提供など、活動の広報を手伝います。

コーディネート・交流／市民活動団体同士や地域、行
政、地元企業などさまざまなまちづくりの担い手を

つなぎ、活動の発展や豊かな関係づくりを手伝いま
す。ボランティア活動や市民活動団体の案内、企業
のCSR（社会貢献活動）のサポートなども行います。

備品・機材の利用／活動に必要な備品や機材の貸し出
し、コピー機や印刷機の利用ができます。

●メールマガジンS-Mail（スマイル）の登録
　「sc-css@io.dataeast.jp」宛てに空
メールを送信するか、２次元コードを読
み取り、返信内容・画面表示に従って登
録してください。
●ブログ、Facebookの閲覧
　随時、情報を発信しています。２次元コードを読み
取るか、インターネットブラウザで「裾野市市民活動
センター」と検索してアクセスしてください。

◀︎ブログ　 ◀Facebook

市民活動センター　950-8875

富士山南東消防組合の職員を募集

市民活動センターの活用を
市民の皆さんの活動をサポートします！ WEBBB
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　市民税・県民税は、毎年１月１日現在の住所地の市
で課税しています。６月12日㈬に納税通知書を送付
しますので、課税の内容を確認してください。会社に
勤めている人は、６月から給与天引きが始まります。

平成30年中の所得に対して課税
　本年度の市民税・県民税の額は、平成30年中の所
得に基づいて決定します。非課税の人には納税通知書
は送付しません。
第１期の納期限は７月１日㈪
　年税額を４期に分けて課税しています。各納期限ま
でに納めてください。口座振替の場合は、各納期限の
日に引き落しを行います。新たに口座振替を希望する
人は、納税通知書の最終ページにつづられている口座
振替依頼書に必要事項を記入・押印し、税務課または
金融機関へ提出してください。
納期限／第１期▶７月１日㈪
　　　　第２期▶９月２日㈪

　　　　第３期▶10月31日㈭
　　　　第４期▶令和２年１月31日㈮
会社に勤めている人は給与から天引き
　会社に勤めている人の市民税・県民税は、原則給与
から天引きされます。会社から配られる「給与所得等
に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定（変更）通
知書」を確認してください。
　新たに就職した人は、納期限までに会社へ給与天引
きを依頼すれば給与天引きができます。会社に納税通
知書を持って行き、給与天引きができるかどうか相談
してください。
※給与天引きができるかどうかについては、会社に

よって異なります。

税務課市民税係　995-1810

　今後、予想される巨大地震からひとりでも多くの市
民の生命を守るため、市は県とともに住宅の耐震化に
向けた『プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）－
０』を進めています。
　昭和56年５月以前に建築された木造住宅の耐震化
を進めるため、耐震補強設計・耐震補強工事の支援を
行っています。一部の対象地域で、該当の住宅を所有
している人の自宅に「専門家の耐震診断（無料）のす
すめ」のダイレクトメールを送付します。ダイレクト
メールが届いた所有者や居住者の人は申し込んでくだ
さい。

「自分の命は自分で守る」今こそ耐震補強を
●木造住宅耐震補強助成事業（補強計画一体型）
　本年度から耐震補強工事の設計と耐震補強工事を一
体型とした補助金制度に改正しました。

昭和56年５月以前に建築された木造住宅の所有者
や居住者

補助額の上限額／一般世帯▶100万円、高齢者（65
歳以上）のみの世帯、障がいのある人と同居の世帯
▶120万円（工事費の８割が限度となります。）

●ブロック塀等耐震改修促進事業
　危険なブロック塀の撤去などを行う場合、費用の一
部を補助しています。

倒壊または転倒の恐れのあるブロック塀
　（道路境界に面し、高さ60cm超え）

まちづくり課　995-1856

令和元年度市民税・県民税
６月12日㈬に納税通知書を発送します WEBBB

住宅の耐震診断・耐震補強のススメ
プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）-0ゼロ WEBBB

7
2019.6

広報すその



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
外の一般の人は、演習場内に入ることが禁止されてい
ます。法令によって罰せられます。
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。

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。

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）

　市では、裾野駅西口周辺地区で区画整理事業を進め
ています。都市計画道路、区画道路、公園、水路など
の整備と宅地の利用増進を図り、市の玄関口にふさわ
しい中心市街地を形成します。事業へのご理解とご協
力をお願いします。

暮らしやすいまちづくりのために

①平松新道線の一部
区間の電線類を地
中に収用する工事
と道路改良工事を
実施

②裾野踏切から平松
新道線までの市道
改良工事を実施

③三間堀川改修工事
と歩行者専用道路
新設工事を実施

区画整理課　994-1274

不発弾事故根絶のために
不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

裾野駅西土地区画整理事業
裾野駅西地区の整備を進めています WEBBB

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、
爆破処分などを実施
して安全を図ってい
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。

安全を確保するために

臨時駐輪場

一般車
乗降場

JR裾野駅

工事ヤード

歩行者専用道路
裾野踏切

駅前広場

平松新道線

裾
野
停
車
場
線

N

ト
イ
レ
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3

1
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　農作物を鹿やイノシシなどの鳥獣被害から守るため
には鳥獣の捕獲が重要ですが、担い手の猟友会会員減
少が大きな問題となっています。
　担い手の減少に対応するため、新たに狩猟免許を取
得する人に対して、免許取得に必要な経費の補助を行
います。

対象は全ての条件を満たす人
●市に住民登録がある人
●市猟友会に入会し、有害鳥獣捕獲従事者として３年

以上活動する予定の人
●新たに狩猟免許を取得した人
●過去にこの補助金の交付を受けたことがない人
補助の対象となる経費
●県猟友会主催の狩猟免許試験予備講習会受講料
●狩猟免許申請手数料
●猟銃等講習会受講料
●教習資格の認定申請手数料

●技能講習および射撃教習手数料
●銃所持許可申請手数料（１丁のみ）
●猟銃用火薬類譲受許可申請手数料
●猟友会入会金、会費および保険料などの狩猟者登録

申請費用（狩猟税は除く）
●各申請に必要な医師の診断書料
補助金額は上限10万円
　10万円を上限とし補助の対象となる経費で実際に
支払った額が補助されます。
補助金の申請方法
　狩猟免状の取得後、補助金交付申請書兼実績報告書
に次の書類を添えて農林振興課へ提出してください。
●取得した狩猟免状の写し
●補助の対象となる経費の領収書の写し
●市税の滞納がない証明書（税務課窓口で申請）
●市猟友会に入会したことを証する書類の写し

農林振興課　995-1823

　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。

放送が入らない、放送が切れない、雑音がする
　電源を入れ直し、テレビや冷蔵庫、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。

●改善しない場合や屋外にアンテナを設置している
一部地域の人で不具合がある場合は、戦略広報課へ
ご連絡ください。

　●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。

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

戦略広報課　995-1802

有害鳥獣捕獲従事者育成支援事業
補助金制度を創設しました WEBBB

無線放送戸別受信機が鳴らない場合の対処
故障かなと思ったら確認を WEBBB

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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Photograph

　ロケ支援作品 映画『キングダム』の「ロケ地公
開！パネル展」が須山十里木蕎麦畑で行われました。
初日はポスターなどが当たる企画や先着100人に須山
うどんが振る舞われました。来場者は、作品や登場人
物などを紹介するパネル展示を見たり、まき割りやま
き背負いを体験したりして映画の世界を堪能しました。

ロケ地公開！パネル展 （４月20日～５月６日）

　第６回深良用水まつりが深良小学校と周辺で開催さ
れました。岩波区民によるはやしと太鼓の演奏を先頭
に、江戸時代の人々に扮

ふん
した140人の仮装行列が約３

キロメートルを練り歩きました。会場西側の水田では、
早乙女14人が深良用水の恵みに感謝し、お田植初め
を行いました。

特派員：小林 建次、杉本 武滿、鈴木 敬盛

　世界遺産の須山浅間神社で春の例大祭が行われまし
た。無病息災、五穀豊穣を祈る厳かで伝統的な式典の
後、てんぐを先頭にみこしとしゃぎりの列が氏子の里
を巡行しました。見ているだけでパワーをもらえるよ
うな、身が引き締まる祭りでした。

特派員：杉本 武滿、中村 隆司

てんぐを先頭にみこしが練り歩く

深良用水の恵みに感謝 （４月28日）

（４月14日）

　南部公園や桜堤北公園などを会場に、サクラサクマ
ツリが開催されました。多くの家族連れが訪れ、記念
写真を撮ったり花びらを手に載せたりしながら、平成
最後の桜を満喫していました。飲食物の販売や地元
アーティストによる歌が披露され、イベントに花を添
えました。

特派員：鈴木 敬盛

平成最後の桜を満喫 （４月14日）
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あの、その、すその　

フォトグラフ

　青い空に富士山がきれいに
映える陸上競技場。響き渡る
号砲を合図にランナーが走る
中、夢中でシャッターを切る
自分がいました。全国から集
まったランナーの皆さんに
ファインダーを通し、歓迎の
意を表すことができ幸せです。

広報特派員　渡邊 英機

　第43回富士裾野高
原マラソン大会が、運
動公園を発着点に開催
されました。北は福島
県、南は鹿児島県から
市民ランナー約2,800
人が集結。青空が広が
り新緑の映える季節の

中、富士山に向かって走る高低差のある
コースをランナーは日頃の練習の成果を発
揮し、力走していました。沿道の多くの声
援に支えられ全員無事に完走し、裾野市の
初夏を満喫していました。

　麦塚区の用水路でマス釣り大会が行われました。地
域の親子らが参加し、持参した釣り竿を手に大物を釣
ろうと意気込んでいました。釣ったマスの計測を行う
企画では、大物を釣った参加者に賞品が渡されました。
最後は用水路の水量を少なくし、子どもたちは用水路
の中でつかみ取りを楽しみました。

特派員：權田 孝一、小林 建次

親子で力を合わせて大物を狙え！ （５月５日）

　春の全国交通安全運動の開始式と早朝街頭キャン
ペーンが行われました。交通指導員や交通安全協会、
安全運転管理協会など各種交通安全団体の会員ら約
90人が参加し、市役所周辺でキャンペーンを行いま
した。参加者はのぼり旗を手に、ドライバーや歩行者
に対し、交通安全を呼びかけました。

特派員：杉本 武満、原 久子

安全を つなげて広げて 事故ゼロへ （５月10日）
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Information

おしらせ
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）▶15,000円●中学生▶
10,000円●所得が制限額を超
えている人の児童▶5,000円　
※４カ月分がまとめて支給され
ます。

支給日／６月、10月、２月の10
日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振込
６月は児童手当の更新手続きの
月です。受給資格者の人には６
月上旬に現況届をお送りします。
忘れずに手続きを行ってくださ
い。
子育て支援課　995-1841

引きこもり個別相談
　家族の対応を主とした生活相談
を行います。

７月４日㈭　10時～14時
東部総合庁舎４階相談室（沼津
市高島本町）

東部健康福祉センター福祉課
920-2087　

依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブル依存に関
する相談に応じます。秘密は厳守
します。

７月３日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター（沼津市
高島本町）

県精神保健福祉センター　
054-286-9245

県下水道排水設備工事
責任技術者試験
　県下水道協会では、下水道排水
設備工事責任技術者試験を行いま
す。県内で公共下水道に接続する
排水設備工事を行う工事店は、県
下水道協会に登録している下水道
排水設備工事責任技術者の専属が
義務付けられています。

10月16日㈬
静岡商工会議所静岡事務所会館
（静岡市葵区黒金町）
20歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する人
７月１日㈪から上下水道工務課
で配布する受験願書に必要事項
を記入し、提出してください。
７月16日㈫～７月31日㈬
上下水道工務課　995-1834

駿東支部消防操法大会・
SUSONO消防防災マルシェ
　駿東支部の各消防団の代表によ
る消防操法競技大会を開催します。
同じ会場では消防防災マルシェも
開催します。

６月23日㈰　８時30分～13時
30分（消防マルシェは10時～
14時）
トヨタ自動車東日本㈱東富士工
場Ｇ駐車場
危機管理課　995-1817

認知症を語る会
　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

６月14日㈮・７月５日㈮　13
時30分～15時
市民文化センター31会議室
認知症の人を介護している家族
など
家族介護の会（杉山）　

　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

経済センサス−基礎調査
　事業所・企業が対象の各種統計
調査のもととなる情報を整備する
ための調査を実施します。調査員
証を携行した調査員が訪問した際
は、調査にご協力をお願いします。

第１期▶６月～７月　第２期▶
８月～９月　第３期▶10月～11月
企画政策課　995-1804

富士山世界遺産登録６周年記念
「富士山資料館入館無料」
　富士山世界遺産登録６周年を記
念し、入館料を無料にします。
　当日、来館した先着100人に、
富士山世界文化遺産裾野市民協議
会が作成したブックカバーをプレ
ゼントします。

６月26日㈬　９時～16時30分
富士山資料館　998-1325

労働保険の概算・確定保険料など
の申告・納付
　労働保険の概算・確定保険料お
よび石綿健康被害救済法の一般拠
出金の申告や納付をしてください。

６月３日㈪～７月10日㈬
最寄りの金融機関または静岡労
働局（静岡市葵区追手町）、労
働基準監督署
●申告書のみを提出する場合は
７月10日㈬までに静岡労働局
労働保険徴収課または労働基準
監督署へ提出してください。

　●電子申請による申告・納付も
できます。労働保険料などの納
付に便利な口座振替納付をご利
用ください。 
コールセンター

　0120-008-715　※開設期間▶
７月12日㈮まで土・日曜日を
除く９時～17時

　静岡労働局労働保険徴収課
　054-254-6316
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お知らせ

市立水泳場の運営中止
　毎年７月１日から９月10日ま
で開場している市立水泳場は、老
朽化など施設の損傷が激しく安全
な使用が難しいため、本年度の運
営を行わないこととなりました。
何卒ご理解くださいますようお願
いします。
　なお、来年度以降の運営につい
ても現在目途が立っていません。

生涯学習課　992-6900
婦人会衣料リサイクル回収販売
　婦人会で古着の回収と販売を行
います。古着は洗濯し、ひもで
縛ってお持ちください。
【衣料回収のみ】

６月22日㈯　13時30分～15時
生涯学習センター、富一小用務
員室

【衣類回収・販売】
６月23日㈰　10時～14時
生涯学習センター
着ることができる衣類　※ビ
ニール製品、濡れている物、布
団類不可
生涯学習課　994-0145

農薬危害防止運動
　６～８月は農薬の使用が増える
時期です。農薬を使用するときに
は、次のことを守りましょう。
・ラベルをよく確認し、記載事項

を守る
・有効期限の切れた農薬は、使用

しない
・無登録農薬の疑いのある資材を

使用しない
・農薬が周囲に飛散しないよう、

風向きなどに十分注意する
・住宅地などで農薬を使用する時

は、周辺住民に十分配慮する
・農薬は、安全な場所に施錠して

保管する

農林振興課　995-1824
市民無料相談

６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

弁護士による無料法律相談
　弁護士が各所法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

７月22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）
７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
年金相談
　年金事務所の派遣相談員が、諸
届け出の受け付けや手続きの相談
に応じます。

７月25日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）

７月11日㈭
国保年金課　995-1813

富士山資料館特別展「富士山と
万葉集を中心とした文学」
　「富士山と万葉集を中心とした
文学」をテーマに、古来から人々
が富士山に対して何を感じ、どの
ように表現してきたかに迫ります。
　初日の13日㈯には、10時30分
と14時から展示解説も行います。
（各30分程度）

７月13日㈯～12月１日㈰
　９時～16時30分

大人210円、小・中学生100円
富士山資料館　998-1325

にこにこキャラバン
“北児童館の巻”
　民生児童委員（主任児童委員）
と楽しいひとときを過ごしてみま
せんか。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。

６月18日㈫　10時～12時
北児童館
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム体操、親子
で工作、主任児童委員を交えた
フリートークなど
民生児童委員協議会（土屋）

　997-2031
７人制女子ラグビー大会最終戦
　７人制女子ラグビー大会「太陽
生命ウィメンズセブンズシリーズ
2019」の最終戦が開催されます。
入場料は無料です。ストリートラ
グビー体験やグルメコーナー、マ
ルシェなどの催しもあります。

６月29日㈯　10時～16時30分、
　６月30日㈰　９時20分～16時

30分
運動公園
産業振興課　995-1825
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Information

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 !!

おしらせ
世界のこども劇場2019
「アナのはじめての冒険」
　大人も子どもも楽しめます。元
気な女の子「アナ」と一緒に冒険
の旅へ出ましょう。

８月10日㈯　①11時～
　②13時30分～

市民文化センター大ホール
全席自由　大人1,500円、子ど
も（1歳～中学生）500円、０
歳児無料

チケット販売／６月23日㈰～
市民文化センター　993-9300

大ホールひとりじめ　
スタインウェイを弾こう
　プロと同じ環境で、珠玉のピア
ノ「スタインウェイ」を弾いてみ
ませんか。

６月15日㈯、23日㈰、７月14
日㈰　９時～21時
市民文化センター大ホール
１区分（25分）1,000円　※最
大４区分まで
市民文化センターウェブサイト
で空き状況の確認・予約ができ
ます。
市民文化センター　993-9300

引きこもり家族交流会
　同じ悩みを抱えている引きこも
りの人の家族同士が知り合い、話
をすることで家族が元気になるた

めの交流会です。
６月25日㈫　13時30分～14時
東部健康福祉センター（沼津市
高島本町）
初めての人は電話で予約してく
ださい。
東部健康福祉センター福祉課　
920-2087

富士学校・富士駐屯地
開設65周年記念行事
　入場自由、事前の申し込みは不
要です。

７月７日㈰　８時30分～14時
30分
富士駐屯地（小山町須走）
観閲式、観閲行進、訓練展示、音
楽演奏、戦車試乗、装備品展示
富士学校広報班 0550-75-2311

防災上重要な道路沿いにある建築
物の耐震診断が義務化されました
　県は、災害時における建築物の
倒壊による道路閉塞を防止するた
め、昭和56年５月31日以前に着
工された建築物のうち、特に耐震
化を促進することが必要な避難路
の沿道建築物の所有者に対して耐
震診断の実施および結果の報告を
義務付けました。
　対象建築物の所有者には個別に
連絡しますので、ご協力をお願い
します。

まちづくり課　995-1856

すみれ相談
　大切な方を自死で亡くした人の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

７月３日㈬　13時～ 16時
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
Ｊアラート緊急地震速報全国訓練
　Ｊアラートを活用した「緊急地
震速報全国訓練」が行われます。

６月18日㈫　10時ごろ
自動起動で広報無線の屋外ス
ピーカーや戸別受信機から訓練
放送を流します。
気象状況などによっては、訓練
用の緊急地震速報発表を急きょ
中止することがあります。
危機管理課　995-1817

男性介護者交流会
　介護仲間との情報交換、介護に
ついての相談などを行います。

7月27日㈯　13時30分～15時
30分
福祉保健会館３階研修室
男性介護者
家族を同伴する人のためのミニ
デイサービスあり（要相談）

介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750
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お知らせ

国保高齢受給者証交付会
　７月１日㈪から対象となる人に、
受給者証を交付します。

６月20日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年６月２日～７月１日
に生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

臨時無料電話法律相談
女性の権利110番
　離婚や育児に関する悩み、金銭
問題、雇用、労働環境に関する悩
みなど、女性が生活する上で出会
うさまざまな法律問題について、
幅広く相談に応じます。

６月26日㈬　12時～18時
相談専用電話番号／931-5136

県弁護士会事務局
　054-252-0008

教室・講座
飛び出せ宇宙へ！
コズミックカレッジ2019 in 裾野
　ロケットの仕組みや打ち上げ方
法を学び、自分で作ったロケット
を大空高く打ち上げます。宇宙や
科学の不思議を体験する１日です。

７月13日㈯　10時～15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
50人（先着順）
1,000円
新聞紙１枚、はさみ、水筒（飲
み物）、タオル、帽子、昼食
６月３日㈪～７月３日㈬

生涯学習センター
　992-3800
脳いきいき運動教室
　認知症予防のための講話、スト
レッチ、筋力アップの体操、脳ト
レ、体力測定などを行います。

７月～12月　※時間はいずれ
も13時30分～15時30分

　●ゆったりコース▶第２・第４
金曜日（富岡コミセン）、第
１・第３木曜日（福祉センター
佐野あじさいホール）

　●しっかりコース▶第１・第３
水曜日（生涯学習センター）、
第１・第３火曜日（東地区コミ
セン）
市内に住んでいる65歳以上の
人で、全12回を通して教室に
参加できる人

介護保険課　995-1821
消費生活講座
　生活に役立つ情報をお届けしま
す。

①６月14日㈮②６月22日㈯　
13時30分～15時30分
生涯学習センター学習室１
40人（先着順）

内容・講師／①一段上の洗いあが
りプロが教える洗濯講座・日本
石鹸洗剤工業協会②オリンピッ
クの選手村で使う食材（食品の
生産方法と栄養価）・森田満樹
さん（消費生活コンサルタン
ト）

消費生活センター
　995-1854
　産業振興課　995-1857

募　集
夏のわんぱくキャンプ
　アウトドア料理、キャンプファ
イヤーなどを通して「人と人とが
ふれあう楽しさ」を感じることが
できる野外体験活動です。

８月３日㈯～４日㈰
富士山こどもの国（富士市桑崎）
市内の小学３～６年生
60人（先着順）
4,000円
学校で配布される申込書に必要
事項を記入し、参加料を添えて
下記期日に生涯学習センター１
階ロビーに設置される申込窓口
に提出してください。
７月６日㈯・７日㈰の9時30分
～13時
わんぱく遊び塾（大西）

　090-3850-7982
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Information

人口 51,663人
男性 26,244人　女性25,419人

納付期限：７月１日㈪
市県民税	 第１期分

水道料金・下水道使用料	第２期分

１日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

２日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

８日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

９日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

15日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

16日㈰ 工管設
☎993-1603

22日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

23日㈰ 杉山産業
☎992-1131

29日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

30日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

６月の税金・料金

６月の水道工事当番店

人口統計　５月１日現在

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　

募　集
すこやかキッズ体操無料体験会
　動物のまね動作や、走る・跳
ぶ・投げるなどの基礎的動作に遊
びの要素を取り入れ、楽しく身体
を動かします。

７月６日㈯　10時～11時
市民体育館２階　柔道場
年少～小学１年生
20人（先着順）

市民体育館　993-0303
知事広聴「平太さんと語ろう」
傍聴者
　川勝平太知事が地域の持つ「場
の力」について皆さんとともに考
える知事広聴「平太さんと語ろ
う」を開催します。裾野市・清水
町・長泉町で活躍する６人の皆さ
んと意見交換をします。

７月12日㈮　13時30分～15時
30分　※開場▶13時
県医療健康産業研究開発セン
ター（ファルマバレーセンター）
３階（長泉町下長窪）
電話またはファクス、メールで
氏名、住所（市町名）、電話番
号をお知らせください。
７月５日㈮
県知事戦略局広聴広報課

　054-221-2235
054-254-4032
kenminnokoe@pref.shizuo
ka.lg.jp

令和２年市政カレンダー
掲載写真募集
　市内から撮影した富士山が写っ
ている写真をご応募ください。

ふるさとから望む麗峰富士
応募方法／市役所３階戦略広報課

または各支所、鈴木図書館、富
士山資料館にある応募用紙に必
要事項を記入し、作品の裏側に
貼り付けてご応募ください。　　
※詳細は市公式ウェブサイトを
ご確認ください。

応募締切／９月６日㈮
応募規定／応募作品は応募者本人

が平成29年１月以降に撮影し
た２L版で、一人３点以内とし
ます。

応募上の注意／●応募作品の著作
権は、撮影者に帰属します。た
だし、市は採用作品を市が自由
に使用することに同意されたこ
ととみなし、ポスター、ウェブ
サイト、刊行物展示などに使用
する場合があります。●応募作
品は返却しません。
戦略広報課　995-1802
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これでいいんだ！自炊ごはん
ワザなしでもいきなり作れるラクうまごはん131品
著者：市瀬悦子
出版社：学研プラス
　自炊してみたいけど料理の作り方が
分からない人にも、面倒な工程を一切
省いたシンプルなレシピを紹介。１つ
のフライパンや鍋で作れて、１皿で満
足できるおかず・スープ・麺などの作
り方を写真付きで解説しています。

おすすめ本の紹介

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書館　☎ 993-9305

行事予定

一般書
	 ●人類最年長
 　著：島田雅彦　文藝春秋
	 ●夜が暗いとはかぎらない
 　著：寺地はるな　ポプラ社	
	 ●ポルシェ太郎
 　著：羽田圭介　河出書房新社
	 ●戦神
 　著：赤神諒　角川春樹事務所
	 ●帝国ホテル建築物語
 　著：植松三十里　PHP研究所

児童書
	 ●どたんばたんおるすばん
 　作：松田奈那子　あかね書房
	 ●ねえさんといもうと
 　絵・訳：酒井駒子　文：シャーロット・ゾロトウ　あすなろ書房
	 ●うちゅうじんはいない！？
 　作・絵：ジョン・エイジー　訳：久保陽子　フレーベル館
 ●あのこのたからもの
 　作：種村有希子　ブロンズ新社
	 ●あれあれあれれ
 　作：つちだのぶこ　ポプラ社（ポプラ社の絵本　64）

おはなし会
 １日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 ８日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

親子おはなしの会
 18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
 12日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 19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
 ５日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 13日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 18日㈫ 10時～17時 本館２階展示室

３日㈪・10日㈪・17日㈪・
20日㈭～28日㈮休館日

新刊紹介

臨時休館のお知らせ

　鈴木図書館と文化セン
ター図書室で蔵書点検を行
います。次の期間は休館し
ます。

６月20日㈭～28日㈮

6月
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救急協力医 June６月
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時救急協力医 June６月

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

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

2 ㈰

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

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 守重医院 931-2511 我入道
江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 西方外科医院 921-1333 共栄町

3 ㈪ 大沢医院 931-1019 御幸町 田沢医院 962-1205 大手町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

4 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 青木整形外科医院 922-0521 高島町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

5 ㈬ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 えがわ医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

6 ㈭ 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

7 ㈮ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

8 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

9 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

杉山医院 972-3223 伏見 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

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

10 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 東医院 921-5520 高沢町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

11 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

12 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

13 ㈭ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 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

14 ㈮ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 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

15 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

16 ㈰

鈴木医院 993-0430 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

岩渕内科医院 951-4579 添地町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

17 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 清水館医院 993-2323 茶畑 よざ小児科医院 967-5722 原

18 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

19 ㈬ さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

20 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

21 ㈮ 清水館医院 993-2323 茶畑 守重医院 931-2511 我入道
江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩
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 沼津夜間救急医療センター
沼津市日の出町1-15 926-8699
平 日　20時30分～翌朝７時
土・日曜日、祝日　18時～翌朝７時

 三島メディカルセンター
三島市南本町4-31 972-0711
平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日曜日、祝日　9時～21時

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

救急協力医テレホンサービス　 983-0115
救急協力医は変更になる場合があります。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
救急協力医は変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

日 内 科 外 科 小児科
22 ㈯ ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

23 ㈰

いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 東医院 921-5520 高沢町

旭医院 966-0031 原 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

あめみや内科 935-1159 吉田町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

24 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 ㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

27 ㈭ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

28 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 鈴木医院 993-0430 佐野 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

29 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫

島郷 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

30 ㈰

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

さとやまクリニック 939-8031 東原 田中医院 921-2053 高島町

白石医院 951-4593 市道町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

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

2 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

かぬき岩端医院
932-8189 前原

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

9 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

聖隷沼津病院
952-1000 松下

沼津市立病院
924-5100 東椎路

なかがわ歯科
973-7777 長沢

16 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

あいあい眼科クリニック
967-7715 原

聖隷沼津病院
952-1000 松下

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

23 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町

中原歯科医院
993-3300 佐野

30 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

本多眼科医院
931-1519 御幸町

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

新美歯科オーラルケア
988-8239 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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裾野っ子
すくすく
成長中！

　市内に住んでいる３歳０ヵ
月までの子どもを紹介！
　掲載を希望する人は、戦略
広報課へお申し込みください。

6月

秋山 愛
あ か り

花凛さん
（２歳２カ月・千福）

田中 奏
かなで

さん
（２歳５カ月・和市）

井上 志
し ゆ う

結さん
（２歳10カ月・金沢）

佐藤 広
ひ ろ き

樹さん
（３歳・石脇）

勝又 珠
す ず

々さん
（２歳11カ月・岩波）
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711★は申し込み不要です。
●は健康推進課へお申し込みください。

★乳幼児健康相談
　 10日㈪・24日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 24日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 26日㈬　13時30分～16時
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 17日㈪　13時～15時  
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ３日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 28日㈮　13時～15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 10日㈪　13時30分～15時30分
　 こころの悩みに関する相談を希望する人
●寄り道試食会
　 25日㈫　10時～11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 12日㈬　９時～９時15分
　 平成30年12月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 18日㈫　13時～13時30分
　 平成29年11月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 13日㈭　13時～13時15分
　 平成28年12月生まれの人
★３歳児健康診査
　 20日㈭　13時～13時30分
　 平成28年５月生まれの人




