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　第７回裾野ライオンズクラブ
富士山カップ選抜学童野球裾野
大会が６月８日㈯・９日㈰に市
内４か所で開催されました。
　今回は県内から16チームが
参加。市内からも３つの少年団
チームが参加し、熱戦が繰り広
げられました。

　女子高校生の論文発表会「クラブユース・フォーラ
ム」が５月25日㈯に沼津市で開催され、12人の発表
者の中から、裾野高校２年の山形千尋さんが優勝しま
した。山形さんは、７月24日㈬〜25日㈭に神戸市で
開催される全国大会に出場します。
　フォーラムのテーマは「20年後のあなたと対話す
る」。山形さんは「自分の信念に従って、強くしなや
かに」と題し、日本の近代史における女性の地位や、
高校での数学の先生との出会いをきっかけに数学の教
師を目指すことになったことなどを述べました。
　昨年度の校長先生の推薦もあり、コンテストへの応
募を決めたという山形さん。「フォーラム前は緊張し
ていましたが、『あなたの発表には17年の思いが詰
まっています。その思いをここで出し切りましょう』
という先生方からの後押しが力となり、本番で最高の
発表ができました」と笑顔で語ります。
　苦手だった数学に「やればできる」という自己肯定
感を持たせてくれた先生に感銘を受け、今では大好き
に。自らも教師となり、生涯を通じ教育に携わり、生
徒と共に成長したいと考えています。「このフォーラ
ムに参加することで自身の将来を見つめ直すことがで
き、その決意を確かなものにすることができました」
と振り返りました。
　現在は茶道部の部長を務めてい
る山形さん。何ごとにも積極的に
取り組み多くのものを吸収しなが
ら、目標に向けてまい進していま
す。

「クラブユース・フォーラム」優勝

県立裾野高等学校　２年生
山形 千尋さん（平山・16歳）
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す そ の 夏 ま つ り

大花火大会
富士山すその

特 集

　すその夏まつりを富士山の麓にある運動公園で開催
します。花火大会では、約１万発の花火が夜空で乱舞。
炎や光、轟音と共に迫力あるショーを繰り広げます。
　会場内には各種屋台が並び、市内の団体などによる
ステージや須山しゃぎりなどがまつりを盛り上げます。
裾野の夏を満喫してください。

　有料席入口の対応や会場案内などを行うボラン
ティアを募集しています。希望する人は、夏まつ
り実行委員会事務局へ電話でお申し込みください。
活動日時／８月３日㈯　13時～22時

18歳以上の健康な人（高校生不可）
７月16日㈫に説明会を行います。

ボランティア募集
まつりを一緒に盛り上げませんか

１万発の花火が富士山のすそので乱舞

■日時８月３日㈯
　　　　15時～20時50分
　　　　※雨天の場合は、４日㈰に順延

■会場　運動公園
※運動公園施設は、８月２日㈮から４日㈰まで一

般利用できません。
夏まつり実行委員会事務局（観光協会）

　992-5005
すその夏まつり公式ホームページ

　https://www.susono-hana
　bi.com/

©裾野市
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　今年のテーマは「富士山戦国絵巻　～令和の夜明け～」
です。１万発の花火と火やライトの演出で、富士山すその
で合戦が幕を開けたかのような迫力あるショーを繰り広げ
ます。令和元年、新たな時代のはじまりにふさわしい大迫
力の花火にご期待ください。
花火の打ち上げ時間／19時30分～20時20分
※天候・空の状況によって終了時間が前後する場合があり
　ます。

観 覧 席

　花火は、芝生の丘や野球場ベンチ席（一塁側内野
席）から無料で見ることができます。花火が見やすい
有料席もあります。チケットをご購入ください。
　前売り券は、７月１日㈪から市内各施設または楽天
チケットで購入できます。当日券は大会当日の15時
から大会本部で販売します。
※前売りでチケットが完売した場合、当日券の販売は

行いません。

前売り券の販売場所と取り扱いチケット
観光協会（中央公園内）▶桟敷券、スタンド席券、

ファミリー専用芝生席券、ドライブビュー
市役所、市民文化センター、深良・富岡・須山支所▶

桟敷券、スタンド席券
その他市内販売所▶桟敷券（すその夏まつり公式ホー

ムページをご覧ください）
楽天チケット▶桟敷券、スタンド席券、ファミリー専

用芝生席券、ドライブビュー

　花火の種類・特徴
・スターマイン　　　　・単発打ち
・ファイヤーショー　　・ライティングショー
・メッセージ花火　　　・デジタルスターマイン

富士山すその大花火大会

#すその花火一万発
　すその夏まつりのお祭り感漂う写真をイン
スタグラムに「#すその花火一万発」のハッ
シュタグを付けて投稿してください。投稿さ
れた写真でコンテストを行います。入賞者に

は、来年開催する花火
大会の観覧席のチケッ
トをプレゼントします。
【賞品】
１位　桟敷席
２位　協賛者席
３位　ファミリー席
４位　スタンド席４席
５位　スタンド席２席

写真コンテストを開催

券種 場所 定員
金額

前売り券 当日券
桟敷券（駐車券付き） やすらぎの広場 ７人まで 12,000円 －
桟敷券（駐車場なし） 10,000円 12,000円

スタンド席券 陸上競技場スタンド １人   2,000円   2,000円
ファミリー専用芝生席券 外野芝生（野球場） ３～７人   3,000円   3,000円

陸上競技場芝生席 南側観客席芝生 １人 －   1,500円

ドライブビュー うさぎ島グラウンド 車１台
（長さ6ｍ以内） 10,000円 －
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花火以外のイベントも盛りだくさん

　市民ステージでは、市内外の団体などがフラダンス
やバンド演奏などを披露します。須山しゃぎりが会場
内に鳴り響き、祭りの雰囲気を盛り上げます。
・市民ステージ　　　　・万灯会（置き灯ろう）
・須山しゃぎり　　　　・車両展示
・ジャンボふあふあ　　・東京2020オリンピックPR
・VOICE CUE 公開ラジオ生放送　など

会場へのアクセス

　会場内には駐車場がありません。市内各所の臨時駐
車場と会場を結ぶ無料シャトルバスをご利用ください。
駐車券付きの桟敷券をお持ちでない人は、下表の臨時
駐車場に駐車してください。
※会場周辺道路は交通規制が行われるため、混雑しま

す。また、トヨタA臨時駐車場の収容台数には限り
があるため、下表の臨時駐車場の利用をお勧めしま
す。

シャトルバス

シャトルバス発着所 臨時駐車場

①市役所 市役所

②トヨタB臨時駐車場 トヨタB臨時駐車場

③市民文化センター 市民文化センター、商工
会、福祉保健会館

④トヨタ自動車東日本臨
時駐車場

トヨタ自動車東日本臨時
駐車場

⑤須山地区研修センター 須山地区研修センター

⑥富岡第一小学校前 南駿農協富岡支店

⑦南小学校 南小学校

⑧向田小学校前 偕楽園、向田小学校グラ
ウンド

⑨岩波・富士見橋発着所
（岩波駅近く） なし

各発着所始発／15時30分　会場最終便発／22時

会場周辺の交通規制

　会場周辺で交通規制を行います。ご協力をお願いし
ます。

※駐車券付き桟敷券をお持ちの人は、会場の近くの P

に駐車できます。交通規制内容が異なりますので、
同封の説明書の記載事項を確認してください。なお、
20時10分から20時40分の間は出庫できません。

シャトルバス運行なし

シャトルバス運行あり

シャトルバス運行あり

トヨタ自動車東日本
臨時駐車場

P

P

P

P

P

P

P
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平
成
30
年
度

裾 野 市 の
財 政 状 況

一 般 会 計
最終予算額　221億9,208万円

収入済合計額　178億7,640万円
支出済合計額　178億9,516万円

※構成比は費目ごとに算定し、端数調整した後合計しており、前年度分からの繰り越し事業を含んでいます。

　市では毎年２回、６月と12月に「市の財政状況」を公表しています。今回
は平成30年度歳入・歳出予算について、平成31年３月31日現在の執行状況な
どを掲載します。歳入・歳出には出納整理期間があるため、最終的な決算額と
は異なります。

財政課
　995-1801

用 語 解 説

市 税▶市民税、固定資産税、軽自

動車税など。

地 方消費税交付金▶地方消費税

(消費税８%のうち1.7%分)の

1/2を人口・従業者数に基づき

各市町に分ける交付金。

市 債▶学校や道路など公共施設の

整備や、国の減税施策に対応す

るための、いわゆる市の借金。

主な借入先は、国、銀行など。

民 生費▶高齢者・障がい者・子ど

もの福祉などに要する費用。

土 木費▶道路、河川、公園の維持

管理などに要する費用。

教 育費▶幼稚園・小·中学校の維

持管理や、文化・スポーツの振

興、生涯学習などに要する費用。

衛生費▶健康増進、環境衛生、ご

み処理などに要する費用。

総 務費▶税の賦課徴収、市庁舎や

戸籍・住民基本台帳の維持管理、

交通安全対策などに要する費用。

公 債費▶市債などの元金・利子の

償還に要する費用。
市税の
負担状況

１人当たり170,513円　１世帯当たり407,502円
 (法人市民税を除く)
※平成31年３月31日現在の人口51,707人、世帯数    
21,636世帯で計算

歳入

歳出

58.4%

28.9%

13.0%

13.3%
12.0%

10.7%

10.4%

11.7%

12.0%

6.2%

5.0%

0.3%
18.1%

市税
104億4,381万円
(108億2,860万円)

民生費
51億7,748万円
(62億3,468万円)

土木費
23億8,779万円
(34億7,111万円)

教育費
23億2,556万円
(36億8,045万円)

衛生費
21億5,593万円
(23億4,851万円)

総務費
19億1,284万円
(22億3,025万円)

公債費
18億5,222万円
(19億8,093万円)

その他
20億8,334万円
(22億4,615万円)

諸収入
8億9,492万円
(9億2,803万円)

※上段は収入済額、( )内は予算額
　構成比は収入済額ベース【収入率 80.6%】

※上段は支出済額、( )内は予算額
　構成比は支出済額ベース【執行率 80.6%】

その他
32億1,640万円
(40億5,151万円)

地方消費税交付金
11億425万円
(10億9,500万円)

市債
7,900万円
(23億3,820万円)

国庫支出金
21億3,802万円
(29億5,074万円)
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特別会計・公営企業会計

財産などの状況

　特別会計や公営企業会計は、特定
の事業を行う場合や特定の収入で事
業を行う場合に、経理を他の会計と
区別する必要があるため、法律や条
例に基づいて設置するものです。
　当市では国民健康保険事業など６
つの特別会計と、水道事業会計・下
水道事業会計の２つの公営企業会計
があり、独立採算制で事業・経理を
行っています。

■土地開発基金
　学校・道路などを建設しやすくするため、あらかじ 
め土地を取得しておくことを目的とした基金です。こ
の基金は例外的に他の会計への貸し付けができること
になっています。

現在高
土地 5,077万円

他会計貸付金 862万円
現金 ３億7,904万円

■ 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 ９億8,982万円 100.7％
収 益 的 支 出 ７億6,017万円 ７億2,303万円 95.1％
資 本 的 収 入 4,800万円 4,543万円 94.6％
資 本 的 支 出 ８億8,495万円 ８億1,712万円 92.3％
※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する場合は、
損益勘定留保金などで補てんします。

■市の財産
市有財産 現在高または数量
基金 91億9,654万円

出資金および貸付金 １億6,013万円
土地 723,691㎡
建物 162,943㎡
山林 1,211,336㎡
車両 127台

※基金とは、特定の目的のために積み立てられた市の貯
金です。当市には現在19種類の基金があります。

■借りているお金（市債） 
事業名 市債現在高

　１　普通債 98億7,730万円
総務債 ３億  437万円
民生債 ３億  279万円
衛生債 16億9,595万円
農林債 6,067万円
商工債 6,971万円
土木債 47億  875万円
消防債 ６億8,893万円
教育債 20億4,613万円

　２　災害復旧債 ０円
農林施設 ０円
土木施設 ０円
教育施設 ０円

　３　その他 77億9,848万円
減税補てん債 ４億  344万円

臨時税収補てん債 ０円
減収補てん債 38億  497万円

臨時財政対策債 35億9,007万円
一般会計合計 176億7,578万円
墓地事業 １億1,042万円

十里木高原簡易水道 2,050万円
特別会計合計 １億3,092万円
水道事業 ６億7,191万円
下水道事業 59億  901万円

公営企業会計合計 65億8,092万円

■ 下水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ７億7,443万円 ７億7,502万円 100.1％
収 益 的 支 出 ７億5,754万円 ７億3,790万円 97.4％
資 本 的 収 入 ５億7,943万円 ５億5,656万円 96.1％
資 本 的 支 出 ７億5,752万円 ７億1,806万円 94.8％
※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する場合は、
損益勘定留保金などで補てんします。

■ 特別会計
予算現額 収入済額 支出済額 執行率

国民健康保険 51億　300万円 48億3.388万円 45億4,601万円 89.1％
後 期 高 齢 者
医 療 事 業 ５億3,955万円 ５億2,021万円 ４億6,290万円 85.8％

介 護 保 険 33億6,798万円 32億8,815万円 29億7,752万円 88.4％
土 地 取 得 34万円 15万円 15万円 44.1％
十 里 木 高 原
簡 易 水 道 4,736万円 2,307万円 1,235万円 26.1％

墓 地 事 業 4,614万円 4,586万円 4,289万円 93.0％
合 計 91億　437万円 87億1,132万円 80億4,182万円 88.3％
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Photograph

　雲一つない青空の下、千福が丘小学校の運動会は
30回目となる記念の大会を迎えました。開会式と合
わせて記念のバルーンセレモニーを行った後、競技と
なりました。応援合戦では紅組・白組が勝利を精一杯
アピール。子どもたちも地域の皆さんも思い出に残る
運動会となりました。

千福が丘小30回記念の運動会 （５月25日）

　第38回わたしの主張裾野市大会が市民文化セン
ターで開催されました。市内の小・中学校、高校の代
表者17人の堂々とした主張発表には気付かされるこ
とや共感することも多く、約300人の来場者は聞き
入っていました。

児童生徒の主張発表に共感 （６月２日）

　第48回市スポーツ祭レクスポ３種の大会が市民体
育館で行われました。競技はファミリーバドミントン、
ペタボード、輪投げの３種目。気軽に楽しめるものば
かりで幅広い世代が参加。参加者同士で話も弾みます。
笑顔とともに体を動かす楽しさを実感した１日となり
ました。

特派員：渡邊 英機

狙いすまして・・・ （５月19日）

　第42回五竜みどりまつりが中央公園で行われまし
た。園内では緑花木の即売や出店が並び、美しい新緑
を楽しみながら散策していました。ステージ上では吹
奏楽やバンド演奏、フラダンスなどが披露され、祭り
に華を添えました。

新緑のまぶしい中央公園を満喫（５月18日・19日）
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あの、その、すその　

フォトグラフ

　健康と歯のフェスティバル〜
第41回よい歯をつくる親子の
つどい〜が市民文化センターで
開催されました。
　 式 典 で は 「 噛 む カ ム ケ ア
8020コンクール」の表彰など
が行われました。会場内には、
歯と健康のポスター・標語展示

や健康機器測定、8020推進員によるバルーンアートなどのさまざまな
コーナーがあり、多目的ホールでは歯科医師によ
る歯科相談・検診、8020推進員によるブラッシ
ング指導も行われ、楽しみながら歯の健康につい
て考えることができました。

　絵画は制作に時間がかかっ
てしまい、瞬時にして何枚もの
情景を撮ることのできる「写
真」を始めました。ファインダー
を通して子どもたちの笑顔や
美しい自然など、最高の真実を
写真でお伝えできるような特
派員を目指しています。

広報特派員　小林 建次

　社会人ラグビークラブヤマハ発動機ジュビロの大塚
健太選手と高部大志選手が南小を訪れ、５年生にラグ
ビーの魅力を伝えました。現役選手を間近で見て、力
強さを実感しました。ラグビーの基本を学んだ後は、
実際にパスやリフティング、タックルを体験しました。

現役選手がラグビーの魅力を伝える（６月５日）

　文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞受賞者の市長報
告会が市役所で行われました。本年度の市関係の受賞
者は33人で、県内受賞者62人の過半数となっていま
す。様々なモノづくりの現場で、仲間に支えられ創意
工夫をもって日々改善に取り組んできた功績が認めら
れたものであり、その成果が報告されました。

日々の業務改善の努力が実を結ぶ （６月14日）

■素敵な笑顔ときれいな歯、残していこう （６月８日）
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　令和になって初めての国政選挙が執行されます。選
挙は、私たちの代わりに、私たちの思いを実現してく
れる人を選ぶ仕組みです。

有権者は投票を
投票できる人／７月21日㈰時点で投票できるのは、

次の全ての条件を満たす人です。
　●平成13年７月22日以前に生まれた人で、日本国

籍がある人
　●平成31年４月３日以前から、引き続いて当市の

住民基本台帳に登録されている人
投票日時／７月21日㈰　７時〜20時
　※第16投票区は（十里木高原集会所）は19時まで
期日前投票／事情によって、７月21日㈰に投票所に

行くことができない人は、期日前投票ができます。
入場券の裏面に必要事項を記入し、期日前投票所へ
お越しください。

　 ７月５日㈮〜20日㈯　８時30分〜20時

　 市役所４階（土・日曜日、祝日は１階） ※７月20
日㈯は福祉保健会館１階ホールでも投票できます。

不在者投票/指定された不在者投票施設にいる人、名
簿登録地以外の市区町村に滞在中の人は、不在者投
票ができます。入院・入所している人は職員に意向
を伝えてください。滞在先の市区町村で投票を希望
する人は、選挙管理委員会に投票用紙の請求をして
ください。

選挙情報は、市公式ウェブサイトに掲載
　●投票所の場所は、市公式ウェブサイトに地図を掲

載します。入場券に記載された投票所で投票して
ください。

　　※今回、第15投票区は須山小学校体育館となり
ます。

　●開票は、７月21日㈰21時から市民体育館で行い
ます。開票結果は、確定次第市公式ウェブサイト
でお知らせします。投票状況も随時掲載します。

選挙管理委員会（行政課）　995-1807

　介護保険料は、介護を必要とする人の人数や介護
サービスの必要量の変化に応じ、３年ごとに見直しを
行っています。昨年度に保険料が見直されましたが、
本年度は消費税率の引き上げに伴い、保険料軽減の段
階が、第３段階までに引き上げられました。

65歳以上の人の介護保険料の変更一覧

所得段階 新保険料 旧保険料

第１段階 22,900円 27,500円

第２段階 33,600円 38,200円

第３段階 44,300円 45,900円

保険料の納め方
第１号被保険者（65歳以上の人）
　７月中旬に介護保険料通知書が届きます。
●特別徴収▶︎年金から天引きされます。

年金が年額18万円以上の人
●普通徴収▶︎納付書を使用するか口座振替で、指定

（代理）金融機関またはコンビニエンスストアで納
付してください。
年金が年額18万円未満の人

※65歳になった人や転入した人は、しばらくの間普
通徴収になります。

第２号被保険者（40歳～65歳未満の人）
　加入している医療保険と合わせて徴収されるため、
介護保険料の通知は届きません。
滞納している保険料がある場合
　保険料を滞納すると、滞納期間に応じて、介護サー
ビスが受けられなくなる場合がありますので、納め忘
れのないようにしてください。

介護保険課　995-1821

令和元年度介護保険料
普通徴収は７月から納付開始です WEBBB

７月21日㈰は参議院議員通常選挙投票日
期日前投票は７月５日㈮から20日㈯まで WEBBB
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　４月からスプレー缶の出し方を変更しました。スプ
レー缶は、中身を使い切り穴を開けずに、資源ごみの
収集日にスプレー缶専用コンテナへ出すようご協力を
お願いします。

スプレー缶専用コンテナに正しく分別を
　スプレー缶は、中が空の状態でないと収集できませ
ん。また、スプレー缶が「その他金属」や「缶類」の
分類に混入しているケースが見受けられます。誤った
分別は、収
集や処理作
業時の事故
につながる
ため、大変
危険です。

 生活環境課　995-1816

スプレー缶の出し方Q&A
缶に穴を開けて出してもよいですか。
穴を開けたものでも回収します。
中身があるものは出すことができませんか。
必ず使い切り、中身を空にして出してください。
中身を空にする方法はありますか。
スプレー缶の種類によって異なりますが、スプ
レー缶のキャップを使用して中身を出し切るな
どの方法があります。詳細は日本エアゾール協
会のウェブサイトをご覧ください。
スプレー缶に付いているキャップやプラスチッ
ク部分はどうしますか。
プラスチック製のフタや付属品など、簡単に外
せるものは外して、プラスチック製容器包装の
回収日に出してください。外せないものは、無
理に外さなくても構いません。

　高額な商品を売り付ける悪質商法や振り込め詐欺が
後を絶ちません。昨年度、消費生活センターには、
528件の相談があり、前年度より53件増加していま
す。また、60歳以上の人からの相談が64％を占めて
います。自分は大丈夫と思い込まず、悪質商法の多
種・多様な手口を知ることで被害を防ぎましょう。

ネット通販は信頼できるサイトか確認を
　通信販売に関する相談は282件で全体の半数以上で
した。通信販売は便利ですが「広告と違った」「商品

が届かなかった」などのトラブルがあります。イン
ターネット通販では、詐欺サイトによる被害が発生し
ているので、利用前に信頼できるサイトか確認してく
ださい。
架空請求が多数
　利用の覚えのない代金請求のはがきが届いたという
相談が176件､大手通販会社名などをかたる代金請求
のメールが届いたという相談が21件ありました。架
空請求の疑いのある通知が届いた場合、記載された電
話番号に連絡したり、代金を払ったりしないでくださ
い。
　その他アダルトサイトや光回線など情報通信関連の
相談が増えています。契約内容を確認し、よく理解し
てから契約してください。
消費生活センターに相談を
　困ったときは消費生活センターに相談してください。

市役所１階
消費生活センター　995-1854（平日９時～16時）

スプレー缶を分別収集
中身を使い切り、穴を開けずに WEBBB

悪質商法や振り込め詐欺にご用心
消費生活センターへの相談件数　昨年度は528件 WEBBB

平成30年度購入形態別相談件数（件）

0 50 100 150 200 250 300

通信販売

店舗販売

訪問販売

電話勧誘

訪問購入

その他

不明・無関係

282

84

37

29

５

4

87

▲缶類に入れられたスプレー缶
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　市農業委員会では、農地転用・権利移動に係る申請
の審議を行っています。また、市内の人と農地の問題
を解決するための農地利用最適化推進活動に取り組ん
でいます。

農地の転用・権利移動には農業委員会の許可が必要
　農地に建物を建てたり太陽光発電設備を設けたりす
るとき、農地を道路や駐車場にするときには、農地転
用の届け出や許可が必要です。農地を農地として耕作
する目的での権利移動（売買・贈与・貸借など）につ
いても、農業委員会の許可が必要となります。
　農地転用・所有権移転の手続きについては、市公式
ウェブサイトに掲載されている内容を確認し、農業委
員会へご相談ください。
農地パトロール実施中
　市内の荒廃農地の早期発見・解消を目的として、農
業委員や農地利用最適化推進委員による農地パトロー
ルを通年で実施しています。農地パトロールで荒廃農

地と判断された場合、固定資産税の課税強化の対象と
なる可能性があります。所有している農地の耕作や適
切な維持管理を心掛けましょう。
農地を「貸したい」「借りたい」ときは
　「高齢のため、所有している農地を荒らしてしまう
かも」「後継者がいない」など農地の維持管理でお困
りの人や、「農地の経営面積を増やしたい」など経営
規模拡大や効率化を目指したい人には、「農地中間管
理事業」を活用した貸借をお勧めしています。
　農地中間管理事業は、公的機関である農地中間管理
機構が貸人と借人をマッチングし、貸し借りのサポー
トをする事業です。事業の詳細は、地元の農業委員・
農地利用最適化推進委員か農業委員会へご相談くださ
い。

農業委員会（農林振興課内）　995-1824

農地の問題は農業委員会へ
農地の転用は手続きを！ WEBBB

　“すそのん”のイラストデザインはどなたでも無
料で使用することができます。営利を目的としない
個人の使用であれば申請は必要ありません。営利目
的でも、申請手続き
をすると使用できま
す。デザインを活用
して、“裾野市”や
“すそのん”をPR
してください。
　デザイン集や申請
手続きの詳細は市公
式ウェブサイトをご
覧ください。

シビックプライド
推進室

　995-1803

　市公式ウェブサイトの富士山ライブカメラサイト
に「自慢の富士山投稿フォトギャラリー」が設置さ
れています。市内から撮影した富士山の写真を投稿
し、裾野の魅力、富士山の魅力を伝えませんか。
投稿できる作品／市内で撮影された富士山の写真
投稿情報／撮影日、撮影場所、投稿者名（ニック

ネーム可）、コメント　※サイト上に公開されます。
投稿方法／市公式ウェブサイト内の富士山ライブカ

メラサイトの「自慢の富士山 投稿フォトギャラ
リー」にある専用フォームから投稿してください。
●写真は、スマートフォンで撮影したものでも構
いません。●応募についての注意は市公式ウェブ
サイトをご
覧ください。
戦略広報課　
995-1802

“すそのん”のデザインを
活用しませんか WEBBB

富士山の写真を自慢
「投稿フォトギャラリー」 WEBBB

せんべい

はしおき
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Information

おしらせ
美化センターへのごみの持ち込み
休止
　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。

７月31日㈬
美化センター　992-3210

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
国保高齢受給者証交付会
　８月１日㈭から対象となる人に、
受給者証を交付します。

７月25日㈭
　10時20分〜11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年７月２日〜８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

バスの車内事故防止キャンペーン
　走行中のバスの車内での事故を
防止するため、車内事故防止キャ
ンペーンを実施しています。

７月31日㈬まで
バス乗車時の注意／●走行中に席

を離れると転倒するなどして、
けがをする場合があります。バ
スから降りる際は、停留所に着
いて、扉が開いてから席を立っ
てください。●やむを得ず急ブ
レーキをかける場合があります。
満席のため、立って乗車する場

合は、つり革や握り棒にしっか
りとつかまってください。
中部運輸局静岡運輸支局

　県バス協会　054-255-9281
鹿やイノシシなどの被害防護柵設
置費用の助成

市農地基本台帳に登録されてい
る土地を耕作する人で、農家資
格のある人

補助金額／設置費用の２分の１で、
上限45,000円
設置前に申請が必要です。詳し
くは、市公式ウェブサイトをご
覧ください。
農林振興課　995-1823

成年後見制度講演会
　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

８月１日㈭　13時30分〜16時
サンウェルぬまづ大会議室（沼
津市日の出町）
80人
成年後見制度に関する講演や専
門職によるシンポジウムなど
静岡家庭裁判所沼津支部、（公
社）成年後見センター・リーガ
ルサポート静岡支部、市民後見
人他
沼津市社会福祉協議会

　922-1500
　社会福祉課　995-1819
スクールコーディネーター
　スクールコーディネーターは、
スクールボランティア推進のため、
学校などのニーズに応じた地域の
人材や施設などの発掘、協力依頼、
調整などを行っています。本年度
のスクールコーディネーターを紹
介します。
東小学校・いずみ幼稚園区▶︎鈴木
健夫さん 向田小学校区▶︎荒木よ
しゑさん 東中学校区▶︎芹澤隆伸

さん 深良小学校・深良幼稚園区
▶︎勝又俊博さん 深良中学校区▶︎
大庭満治さん 須山地区▶︎土屋幸
子さん 西小学校・西幼稚園区▶︎
古地剛さん 南小学校区▶︎三ツ石
純子さん 西中学校区▶︎杉山あつ
子さん 富岡第一小学校・富岡第
一幼稚園区▶︎西川厚さん・横山清
美さん 富岡第二小学校・富岡第
二幼稚園区▶︎武藤末生さん・眞田
鈴代さん 千福が丘小学校区▶︎田
中保夫さん 富岡中学校区▶︎勝又
俊明さん

学校教育課　995-1838
外国人相談

毎週水曜日　９時〜12時
　※祝日、年末年始を除く

市役所１階市民相談室
スペイン語やポルトガル語で、
日本での生活に関する相談など
を受け付けています。
シビックプライド推進室

　995-1803

春の褒章
黄
綬
褒
章

中川 精二さん
㈱中川商店取締役会長

　昭和38年に中川米店の２
代目として店を継ぎ、米や燃
料以外にLPガスや住宅設備
機器の販売を始めました。ま
た、県LPガス協会副会長や
県プロパンガス商工組合理事
長を務め、事業者への保安教
育や市内のガス放出防止器な
どの普及に尽力しました。
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Information

おしらせ
市指定給水装置工事
事業者の指定
　次の業者を新たに指定しました。
●株式会社N.I.C

広島市中区舟入幸町21-23 １F
TEL082-275-5227

上下水道工務課　995-1834
ハンセン病企画展
　ハンセン病に関する啓発パネル
や回復者の写真作品などを展示し
ます。

７月４日㈭〜18日㈭
市役所市民ホール
生きた証を知ってほしい「『する
が』〜富士のすそ野に生きて〜」
動物介在活動ぷらす代表

　伊東郁乃　080-5154-5109
　社会福祉課　995-1819
にこにこキャラバン“西地区の巻”
　民生委員児童委員（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。

７月16日㈫　10時〜12時
須山研修センター
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
民生委員児童委員協議会

　（土屋） 997-2031
温水プール利用助成券
自由遊泳時間の変更
　スソノスイミングスクールの温
水プールで、半額を助成する利用
券の利用できる自由遊泳時間が増
えました。
　これまで一般利用できるのは日
曜日の10時〜17時のみでしたが、
平日もコースの一部が利用できる

ようになりました。曜日によって
利用できる時間帯、コース数が異
なりますので、詳しくはお問い合
わせください。

９月30日㈪
利用助成券の発行は市民体育館
で行っています。三島市民温水
プールおよび清水町温水プール
の利用については変更ありません。
スソノスイミングスクール（利
用時間について）　993-4200

　生涯学習課（利用券について）
　992-6900
学校開放調整会議
　９月から10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 ８月２日㈮ 生涯学習セン
ター

須山 ８月６日㈫ 須山コミセン
東 ８月７日㈬

生涯学習セン
ター富岡 ８月８日㈭

西 ８月14日㈬

時間はいずれも19時〜
生涯学習課　992-6900

勤労者利子補給制度
勤労者住宅建設資金利子補給制度

市内に自らが居住する住宅の新
築や増改築、土地や中古住宅を
購入する勤労者

利子補給対象限度額／１人1,000
万円

補給期間／最長10年
利子補給率／0.5％
勤労者教育資金利子補給制度

市内に住んでいる勤労者で、本
人またはその子どもの高校・大
学などの教育費用を借り入れた
い人

利子補給対象限度額／１人300万
円

補給期間／最長5年（在学期間中
の据え置き可能）

利子補給率／1.0％
※利子補給率は、令和2年3月31日

までに貸し付けを受ける場合の
率です。
予算がなくなり次第、受け付けを
終了します。
労働金庫裾野支店　993-8111

　産業振興課　995-1857
市民水泳大会の中止
　市立水泳場の本年度の運営中止
に伴い、８月３日㈯に予定してい
た市民水泳大会は中止になりまし
た。

生涯学習課　992-6900
後期高齢者医療制度の保険証
８月１日㈭更新
　後期高齢者医療制度は、75歳
以上の人などが加入する制度です。
保険証は１年ごとの更新で、８月
１日㈭から新しい保険証になりま
す。
　新しい保険証の色はオレンジ色
です。７月末までに市から対象者
に郵送します。有効期限を過ぎた
緑色の保険証は、自身で確実に処
分するか、市役所または近くの支
所に返却してください。

国保年金課　995-1813
敬老記念品の贈呈対象の変更
　敬老記念品（ヘルシーパーク裾
野利用券・裾野サービスカード商
品券）の贈呈対象を変更します。
対象者には、敬老会のお知らせに
敬老記念品を同封し、7月中旬か
ら下旬までに郵送します。
変更前▶︎市内に住んでいる71歳以

上の人
変更後▶︎市内に住んでいる本年度

77歳および88歳になる人
社会福祉課　995-1819

14
2019.7
広報すその



お知らせ

夏休み、いろんな体験に出かけよう！
～市立小・中学校の夏休みは7/24 ㈬から～

夏休み手話教室
　どなたでも参加できます。親子
での参加も大歓迎です。

７月13日㈯・14日㈰
　10時〜12時

福祉保健会館３階研修室
30人
指文字やあいさつ、自己紹介、
手話の歌、手話ゲームなど
７月10日㈬

社会福祉協議会
　992-5750

993-5909

富士山資料館
夏休みクイズラリー
　館内クイズラリーを行います。
参加を希望する人は、受付に声を
掛けてください。

７月20日㈯〜９月１日㈰
期間中の休館日／７月22日㈪・

29日㈪、８月５日㈪・13日
㈫・19日㈪・26日㈪

開館時間／９時〜16時30分
富士山資料館

入館料／大人210円、小・中学生
100円　※８月21日㈬は、県
民の日のため無料です。
参加者には、富士山資料館オリ
ジナル缶バッジをプレゼントし
ます。
富士山資料館　998-1325

夏休み将棋教室
７月25日㈭・30日㈫・31日
㈬・８月21日㈬・22日㈭

　10時〜11時30分
東西公民館会議室
市内に住んでいるか、通勤・通
学している人で、全５回の受講
が可能な人
20人（先着順）
小学生〜高校生500円、大学生
以上1,000円
東西公民館にある申込用紙必要
事項を記入し、受講料を添えて
お申込みください。
７月７日㈰
東西公民館　992-6677

富士山資料館
夏の野草観察会
　富士山資料館周辺で見られる夏
の野草を観察します。申し込みは
不要です。直接会場へお越しくだ
さい。

７月28日㈰
　９時30分〜12時 

富士山資料館周辺
小学４年生以上の人
大森紀行さん 
飲み物、カメラなど
300円
第２駐車場をご利用ください。
富士山資料館　998-1325

なつやすみ
こども１日図書館員
　図書館内と図書館の仕事の見学、
本の貸し出しなどの体験をします。

①８月１日㈭▶︎午前の部：９時
30分〜11時30分、午後の部：
14時〜16時

　②８月７日㈬▶︎午前の部：９時
30分〜11時30分、午後の部：
14時〜16時
鈴木図書館
市内に住んでいる小学生
各部12人
筆記用具、水筒
鈴木図書館２階展示室で受け付
け時に配布する申込書に必要事
項を記入し、提出してください。
７月６日㈯　９時〜
鈴木図書館　992-2342

夏休み子ども体験講座
８月７日㈬　14時〜16時
東西公民館会議室
市内に住んでいる小学生
20人
プリズムや偏光板、回転格子な
どを用いた実験や偏光板を用い
た工作を行います。
600円
東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え
てお申し込みください。
７月20日㈯〜28日㈰
東西公民館　992-6677
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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
自衛官採用制度説明会

７月26日㈮・８月11日㈰・12
日㈪　９時〜12時
市役所地下会議室A
募集項目や資格、試験日程、待
遇などの説明
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
特殊詐欺や個人情報の搾取への注意
　本年度、低所得者や子育て世代
に対し、プレミアム付商品券事業
の実施が予定されています。自宅
や職場などに市や国の関係者をか
たる電話などがあった場合は、市
または警察署にご連絡ください。
市や国がATMの操作や手数料の
振り込みをお願いすることは絶対
にありません。

社会福祉課　995-1819
県下水道排水設備工事
責任技術者試験

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㈫〜31日㈬
上下水道工務課　995-1834

県青少年の非行・被害防止強調月間
　７月は、県青少年の非行・被害
防止強調月間です。市では、街頭
啓発活動や県内一斉夏季少年補導
などを行います。
市青少年補導センター
　悩みを抱える青少年やその家族
の相談を受け付けています。

㈫〜㈭　9時〜16時
生涯学習課内

「地域の青少年声掛け運動」の実施
　県教育委員会では、声掛け運動
を展開しています。参加者には実
行章（バッジ）をお渡しします。

生涯学習課　994-0145
市民無料相談

７月22日㈪　10時〜12時
　※受付▶︎11時40分まで

市役所４階401会議室
●司法書士相談▶︎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。

　●行政相談▶︎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。

　●弁護士相談▶︎各種法律の相談。
弁護士が応じます。戦略広報課
へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

公共施設の敷地内全面禁煙
　健康増進法の改正で、受動喫煙
で健康を損なうことのないように

するため、以下の施設は駐車場を
含む全ての敷地内が全面禁煙とな
ります。

市役所本庁舎、支所、水道庁舎、
福祉保健会館、生涯学習セン
ター、鈴木図書館・東西公民館、
区画整理事務所、給食センター、
中央公園、幼稚園、保育園、小
学校、中学校、放課後児童室、
児童館、消防団詰所、シルバー
人材センター、福祉センター佐
野、福祉センター石脇、いずみ
荘、すやまホーム
行政課　995-1807

募　集
長泉町・裾野市合同就職面接会
　合同就職面接会への出展企業を
募集します。

９月12日㈭　13時30分〜15時
30分
市民文化センター多目的ホール
市内または長泉町に本社か支社
がある企業（ハローワークへ求
人登録をしている企業）
約40社
産業振興課またはハローワーク
沼津にある申込書に必要事項を
記入し、提出してください。
８月23日㈮
産業振興課　995-1857

　ハローワーク沼津事業所部門
　931-0146
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お知らせ

県の男女共同参画会議委員
　県の男女共同参画の推進に関す
る施策や、重要事項を調査・審議
する役割を担う委員を募集します。

県内に住んでいる20歳以上の
人
３人程度

任期／12月１日㈰から２年間
７月31日㈬
書類、面接による選考がありま
す。

県男女共同参画課
　054-221-3122
住友理工 夢・街・人づくり助成金
in裾野・御殿場・長泉
　公益的な地域課題の解決を図る
ため、社会貢献活動を応援する地
域密着型の助成金です。
対象事業／裾野市、御殿場市、長

泉町で行われる活動で、応募団
体が主催する事業で、ダイバー
シティ・青少年の育成・まちづ
くり・市民活動・自然環境との
共生に関する事業

対象団体／営利を目的とせず、公
益的、社会的な活動を持続的に
行う（行おうとする）市・町民
の人が活動する団体で、３人以
上の構成員で組織されているな
ど、募集要項の要件にいずれに
も該当する団体　※法人格の有
無は問いません。

事業実施期間／助成決定日（11

月９日予定）〜令和２年10月
31日

助成金額／●夢づくりスタート部
門▶︎５万円（４団体）●街・人
づくり部門▶︎10万円（２団体）
７月13日㈯〜８月10日㈯
市民活動センターにある申込書
に必要事項を記入し、提出して
ください。
市民活動センター　950-8875

防衛省採用試験
●一般曹候補生

９月20日㈮・22日㈰
18歳以上33歳未満の人

制度／陸・海・空曹自衛官を養成
●航空学生

９月16日㈪
海上自衛隊▶︎18際以上23歳未
満の高卒の人

　航空自衛隊▶︎18歳以上21歳未
満の高卒の人

制度／海上・航空自衛隊のパイ
ロットなどを養成
プラサヴェルデ（沼津市大手町）
９月６日㈮

自衛隊三島募集案内所
　989-9111
しずおか市町対抗駅伝
選手選考記録会

７月６日㈯、８月12日㈪、９
月１日㈰　19時〜

　※集合は17時40分
運動公園陸上競技場

市内に住んでいる小学生以上の
人や市内に通勤している人

種目／小学男女1,500m、中学男
子・中学･高校女子3,000m、
一般女子4,000m、高校･一般
男子5,000m
生涯学習センターまたは市民体
育館、運動公園にある申込用紙
に必要事項を記入し、提出して
ください。
生涯学習課　992-6900

ひとり親家庭のための
出張個別相談会
　生活・就業・法律の相談会です。
弁護士が親権や養育費などの相談
に応じます。職業紹介や求職登録
ができます。

①８月15日㈭②８月16日㈮
　※いずれも９時30分〜16時

①小山町役場別棟会議室A（小
山町藤曲）②清水町役場３階大
会議室（清水町堂庭）
母子家庭・父子家庭の人、離婚
を考えている人
●当日も受け付けますが、予約
した人を優先します。●託児
（無料）を希望する人は、事前
にお申し込みください。

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター　054-254-1191
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Information

人口 51,700人
男性 26,258人　女性25,442人

納付期限：７月31日㈬
固定資産税都市計画税	 第２期分

国民健康保険税	 第１期分

介護保険料	 第１期分

６日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

７日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

13日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

14日㈰ パイピング横山
☎992-3329

15日㈪ ㈱中川商店
☎993-1555

20日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

21日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

27日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

28日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

７月の税金・料金

７月の水道工事当番店

人口統計　６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
迷惑電話非着信装置の設置
　悪質電話を防止するための機器
の設置を希望する人を募集します。
設置期間／８月１日㈮〜令和２年

３月31日㈫
次の全てを満たす人

　①市に住民登録がある人
　②番号表示サービスを利用して

いる家庭
　③アンケート協力できる人

23世帯（応募者多数の場合は
高齢者世帯を優先）
産業振興課または市内の金融機
関にある申込用紙に、必要事項
を記入し㈱TOKAIケーブル
ネットワークへ提出してくださ
い。　※申込用紙は各区の回覧
で配布しました。
７月31日㈬
産業振興課　995-1857

市民文芸誌『文芸すその』
掲載作品
応募部門／特集「わがまち」・「富

士山とわたし」、小説、童話、随
筆、手記、紀行文、詩、短歌、
短歌、俳句、連句、その他
文芸を生業としない人で、市内
に住んでいるか通勤している人、

市内に住んだことがある人
　※高校生以下は応募不可
応募上の注意／●各部門とも１人

１篇（詩は１人２篇以内、短歌
は５首以内、俳句は５句以内）、
２部門まで応募できます。●筆
記用具は、ボールペンまたはペ
ンを使用してください。●現代
かな使いと常用漢字の使用を基
本とし、楷書で分かりやすく書
いてください。●氏名（ペン
ネームの場合は実名を併記）・
住所・電話番号・勤務先（通学
先）を作品の終わりに明記して
ください。●応募する部門ごと
封筒に入れ、封筒に「文芸すそ
の」と「部門」を朱書きしてく
ださい。●応募作品は返却しま
せん。

応募方法／生涯学習センターにあ
る所定の原稿用紙に記入し、直
接または郵送で提出してくださ
い。パソコンで所定の規格にし
て作成しても構いません。
７月31日㈬

生涯学習課　994-0145
〒410-1123　深良435

　生涯学習センター内「文芸すそ
の係」
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てぶくろ
著者：いもとようこ　出版社：講談社

　寒い雪の日、てぶくろを
持っていないウサギのみみ
たんが、お姉ちゃんにてぶ
くろを借りる心温まるお話
です。
図書館利用者
莉
り り さ

里咲さん（４歳・上町）

おすすめ本の紹介

この絵本は、
絵がかわいい
から好きです。

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
	 ●百花
 　著：川村元気　文藝春秋
	 ●めぐり逢いサンドイッチ
 　著：谷瑞恵　KADOKAWA	
	 ●悪の五輪
 　著：月村了衛　講談社
	 ●夢見る帝国図書館
 　著：中島京子　文藝春秋
	 ●椿宿の辺りに
 　著：梨木香歩　朝日新聞出版

児童書
	 ●おおかみさんいまなんじ？
 　絵：山村浩二　文：中川ひろたか　学研プラス
	 ●はるとあき
 　絵：吉田尚令　作：斉藤倫　小学館
	 ●アレックスとまほうのふね
 　絵：ヘレン・クレイグ　文：キャサリン・ホラバード　徳間書店
 ●エジソン　ネズミの海底大冒険
 　作：トーベン・クールマン　訳：金原瑞人　ブロンズ新社
	 ●しょうぎはじめました
 　絵：田中六大　文：間部香代　文研出版（えほんのもり）

おはなし会
 ６日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 13日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ２日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 17日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 24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
 10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
 25日㈭ 10時～17時 本館２階展示室

１日㈪・８日㈪・16日㈫・
22日㈪・29日㈪休館日

新刊紹介

親子おりがみ教室
７月27日㈯　

　午前の部▶10時～12時
　午後の部▶13時30分～15時30分

本館２階展示室
各15組
直接または電話でお申し込みください。
７月６日㈯～
駐車場に限りがあるため、公共交通機関ま
たは市役所駐車場をご利用ください。

７月
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救急協力医 July７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 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 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

2 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 酒井医院 966-1755 今沢 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

3 ㈬ 大沢医院 931-1019 御幸町 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

4 ㈭ 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

5 ㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

6 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

7 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

つかだ医院 983-1577 堂庭 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

8 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

9 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 東医院 921-5520 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

10 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 えがわ医院 921-5148 高島本町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

11 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

12 ㈮ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 よざ小児科医院 967-5722 原

13 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

14 ㈰

新井内科クリニック 992-0811 久根 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

永野医院 962-4450 大岡 白石医院 951-4593 市道町

15 ㈪

杉山医院 992-0028 平松 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

きせがわ病院 952-8600 大岡 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

16 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

17 ㈬ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 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

18 ㈭ 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

19 ㈮ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 守重医院 931-2511 我入道
江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野
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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

21 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

こんどうクリニック 925-2420 岡宮 西村医院 971-6510 下土狩

武藤医院 931-0088 三園町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

22 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 よざ小児科医院 967-5722 原

23 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

24 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

25 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

26 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 金元整形外科医院 924-0112 松長 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

27 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

28 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 守重医院 931-2511 我入道
江川

あそうクリニック 929-7575 筒井町 よざ小児科医院 967-5722 原

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 遠藤クリニック 975-8801 久米田

29 ㈪ 森岡医院 962-1084 大岡 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

30 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

31 ㈬ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 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

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

7 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

木村眼科
967-4611 原

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

中里歯科医院
976-1818 伏見

14 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

静岡医療センター
975-2000 長沢

沼津市立病院
924-5100 東椎路

西島歯科医院
988-3162 納米里

15 ㈪ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

服部歯科医院
992-0011 佐野

21 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

永井眼科
980-1777 萩

岩端医院
962-1368 大手町

Nao デンタルクリニック
980-6400 下土狩

28 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

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。

7月

鈴木 美
み お り

織さん
（２歳・公文名四）

髙村 奏
か な と

心さん
（２歳１カ月・公文名一）

宜
ぎ ぼ

保 風
ふ う あ

愛さん
（２歳11カ月・伊豆島田）

佐藤 優
ゆ は

羽さん
（２歳１カ月・富沢）
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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
　 ８日㈪・22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
　 22日㈪　13時〜15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 26日㈮　18時30分〜20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 ８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
　 １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
　 10日㈬・26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
　 ４日㈭・22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
　 23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
　 10日㈬　９時30分〜11時
　 平成31年１月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 16日㈫　13時〜
　 平成29年12月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 11日㈭　13時30分〜15時
　 平成29年１月生まれの人
★３歳児健康診査
　 18日㈭　13時〜
　 平成28年６月生まれの人


