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特集▶▶▶ 
健康的な生活で介護予防・認知症予防

 第36回富士山すその阿波踊り大会
※今号は、「議会だより」がとじ込みされています。
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表紙　Front cover

　いよいよ夏本番。東小学校で
は、市内出身の元オリンピック
選手髙桑健さんによる水泳指導
が行われました。自分の肺の空
気で浮く練習。ひんやりとした
水ではしゃぎながら、プロも実
践する練習法を学びました。

　佐藤彩也香さんは、市内で開催された太陽生命ウィ
メンズセブンズシリーズ2019の最終戦富士山裾野御
殿場大会のトロフィーを制作しました。色とりどりの

ステンドグラスで
制作されています。
制作期間はおよそ
４カ月。優勝トロ
フィーなど全部で
５種類の大作です。
本年の同大会の最

終戦は、濃霧による視界不良で試合が中止になってし
まったため、このトロフィーは来年の大会まで日本ラ
グビーフットボール協会で保管されています。
　佐藤さんは、５年ほど前からステンドグラス作品を
制作するようになりました。ステンドグラスを始めた
のは、教室を開催している母親の影響。ステンドグラ
スといえば、窓ガラスなど平面の作品が多いですが、
佐藤さんの作品は立体が多数。佐藤さんはロックの音
楽が好きで、ロックをイメージしながら作品を制作し
ています。「自分の世界観に共感してくれる人と出
会っていきたいです」と語ります。
　現在は、本業の行政書士の仕事の合間をぬって制作
している佐藤さん。観光協会が主催の市内のイベント
や県外で行われるハンドメイド雑
貨などのイベントに出展していま
す。「ゆくゆくはステンドグラス
を本業としたいです」と今後の目
標を話してくれました。

ステンドグラス作家
佐藤 彩也香さん（滝頭・33歳）
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地域社会とのふれあいが元気の
ひ　　けつ

秘訣

健康で暮らせる目安 ～「お達者度」とは～
　「お達者度」とは平成24年度から静岡県が独自で
算出している指標で、65歳から元気で自立して暮ら
せる期間を表しています。県内市町の介護認定や死亡
の情報をもとに、生命表を用いて算出しています。
　平成27年度の当市の市町別「お達者度」は、男性
が１位、女性が13位でした。

お達者度が高い市町の特徴
●運動習慣がある人、大豆製品を食べる人、緑茶を飲

む人が多く、喫煙経験や肥満に該当する人が少ない。
●世代間交流が多く、２世帯以上で居住する人が多い。
※県内の高齢者を対象とした追跡調査の結果からも、

運動、食生活、社会参加が長生きにつながると考え
られています。また、緑茶をよく飲む人ほど長生き
という結果でした。

社会参加が死亡率低下に好影響
　食生活の改善や適度な運動に加え、積極的な社会参
加を行うと、死亡率の低下に大きく影響があることが
分かりました。

介護・認知予防に必要な３つの柱
❶栄養・食生活
　しっかりと噛んで、おいしく食べましょう。
❷身体運動
　運動や社会活動をしましょう。たっぷり歩いて少し

頑張って筋トレをしましょう。
❸社会参加
　仕事をしたり、ボランティア活動や地域行事に参加

したりし、地域の皆さんと楽しく交流しましょう。

気軽に参加できる活動、始めてみませんか

すそのんラジオ体操カード
　子どもたちと一緒に集うことで地域とのコミュニ
ケーションを図り、心身ともに健康な高齢者が増える
よう、夏休みのラジオ体操を推進しています。ラジオ
体操を通じておおむね65歳以上の人が、要介護状態
や要支援状態となることを予防します。すそのんラジ
オ体操カードは介護保険課、地域包括支援センター、
各支所などで配布しています。ぜひご利用ください。

地区サロン ～地域の高齢者の交流の場～
　地区サロンは、高齢者が要介護状態になることを予
防し、健康的な生活が送れるようにするための交流の
場です。市内各地域で実施しており、社会福祉協議会
などが講師の派遣などを行っています。
　事前の申し込みは不要で、どなたでも参加できます。
お近くの会場へお越しください。

健康的な生活で

介護予防・
認知症予防 　介護予防・認知症予防に欠かせないのが栄養、運

動、そして社会参加です。年齢を重ねてくると、心
身の活力や社会性が弱ってくることがあります。生
き生きと毎日を過ごすために、楽しくできそうなと
ころから取り組んでみましょう。

運動・栄養・社会参加の有無と死亡率

※性別、年齢、体格指数、喫煙状況で調整したハザード比
　静岡県高齢者コホート調査研究による

3要因なし 運動・栄養あり ＋社会参加あり
（3要因あり）

死亡率
▲32％

死亡率
▲51％

（ふじ33プログラムガイドブックより）

100%

50%

0%

介護保険課　995-1821
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9 7月 日
18時～20時30分

AWA MARCHE

ところ：すその駅前中央商店街周辺

同時
開催

小雨決行・
交通規制は
17時～

ア ワ マ ル シ ェ

市役所駐車場&小柄沢公園 他
15時～20時30分

●内容
　屋台村エリア
　キッチンカーエリア／駅前エリア
　クラフト＆ワークショップエリア
　※出展内容は調整中

第36回 富士山すその阿波おどり大会
土

●市内の連
・しずおか富士山すその連
・静岡裾野みどり連　・うぐいす連
・舞路奴連　・トヨタ連
・風流連　・ひびき連
・ほたる連
・にわか連

●市外の連
・東京天水連（東京 高円寺）
・吹鼓連（東京 高円寺）
・神奈川大和合同連（神奈川県大和市）
・ぎんざ粋狂連（神奈川県大和市）
・大月合同連（山梨県大月市）
・喜楽連（神奈川県開成町）
・東林間連（神奈川県相模原市）
・伍楽連（神奈川県相模原市）
・富士山するが連（富士市）
・静岡小政連（静岡市）
・静岡連（静岡市）
・ぬまづ連（沼津市）

当日、踊りたい人が
集まってできるのが

“にわか連”。飛び入り参加
をお待ちしています。
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9 7月 日
18時～20時30分

AWA MARCHE

ところ：すその駅前中央商店街周辺

同時
開催

小雨決行・
交通規制は
17時～

ア ワ マ ル シ ェ

市役所駐車場&小柄沢公園 他
15時～20時30分

●内容
　屋台村エリア
　キッチンカーエリア／駅前エリア
　クラフト＆ワークショップエリア
　※出展内容は調整中

第36回 富士山すその阿波おどり大会
土

交通規制図　17時〜21時

ストリートイベント
【交通規制のお知らせ】
　当日は17時から21時まで会場で交通規制が行わ
れます。区域内にバスが入れないため、裾野駅と区
域内のバス停は利用できません。規制中は市役所駐
車場内に路線バスの臨時バス停を設置します。

富士山すその阿波おどり実行委員会事務局（木村）
090-1476-5659

と　き：17時～17時45分
ところ：新道・みどり町商店街
・UCシューティングスターによる
　一輪車の演技
・飛龍高校和太鼓部による和太鼓の
　演奏
・裾野学苑によるフラダンスの披露
・裾野市少林寺拳法スポーツ少年団
　による演舞　他
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Photograph

　駿東支部消防操法大会が裾野市を会場に開催されま
した。この大会では消防操法の基本動作の正確さと速
さを競います。当市からはポンプ車操法の部に富岡分
団が、小型ポンプ操法の部に東分団が代表として出場
し、富岡分団は準優勝に輝きました。会場内ではマル
シェなども行われ、多くの来場者でにぎわいました。

特派員：杉本 武滿

消防団が日頃の訓練の成果を披露 （６月23日）

　自転車ロードレースの本場ヨーロッパを中心に取材
を続けている現役トップフォトグラファー砂田弓弦さ
んのトークイベントが、生涯学習センターで開催され
ました。選手に一番近い場所で追い続けているからこ
そ伝えられる自転車競技の魅力を熱く語りました。
　後半は、オリンピアンの飯島誠さんも参加してトー
クショーが行われました。

自転車競技の魅力を語る （６月26日）

　にこにこキャラバンが北児童館で開催されました。
10組の親子が参加し、主任児童委員を交えて歌や手
遊び、リズム体操を行ってふれあいました。母親たち
は館長の杉山洋子さんから「よい絵本」について学び
ました。大きな絵本のエプロンシアターでは、絵本の
世界に入り込むように楽しみました。

特派員：杉本 武滿、原 久子

親子で仲良くふれあう （６月18日）

　50回目の節目となる父親ソフトボール大会が総合
グラウンドで開催されました。各地区の予選を勝ち上
がった９チームが出場し、１点を争うゲームが繰り広
げられました。Aブロックでは「平松ニューロード」
が、Bブロックでは「御宿坂上」が優勝し、9月に長
泉町で行われる駿東地区大会へと駒を進めました。

特派員：中村 隆司

父の日に熱戦を繰り広げる （６月16日）
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あの、その、すその　

フォトグラフ

　七夕はじまりの森イベントが
中央公園で開催されました。公
園の入り口では、子どもたちが
短冊に願い事を書いて笹に付け
ていました。
　国の重要文化財「旧植松家住
宅」内は、幻想的な雰囲気に包
まれ、生演奏の音楽ライブやす

てきな催しが行われました。ウードというアラブの弦楽器を使った芹沢多
希子さんによる演奏は、不思議で心地よい音色で
した。会場には飲食店やクラフトショップなど約
15店舗が出店し、訪れた人々は夕べのひととき
を過ごしていました。

　高校時代から風景・花・富士
山などの写真を撮ることが好
きで、今は孫たちの成長を見守
りながら写しています。特派員
になり、取材を通して今まで知
らなかった裾野市の魅力を再
発見・体験し、楽しく活動して
います。

広報特派員　原 久子

　アース・キッズチャレンジのキックオフイベントが
西小学校で開催され、４年生109人が参加しました。
このイベントは、子どもたちがリーダーとなり、家庭
でできる地球温暖化防止に取り組むプログラム。自転
車発電体験やごみ分別ゲームなどのグループワークを
通して、楽しみながら発電の大変さや地球環境のこと
を学びました。

家庭でのエコ生活を考える （６月28日）

　クロスカントリーコースの完成式が水ケ塚公園で行
われました。コースは950ｍ、850ｍ、750ｍ、400
ｍの4コース。足への負担が軽減されるようウッド
チップが敷かれています。このコースは、市が進めて
いる準高地トレーニングを活用したスポーツ合宿の取
り組みの拠点となります。予約は不要で、一般利用も
できます。　　　　　　　　　　  特派員：鈴木 敬盛

水ケ塚公園にクロカンコース完成 （７月６日）

■日本の和を楽しもう （７月６日）
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　住宅を新築したり、耐震、省エネ、バリアフリーなどのために改修したりした場合、
要件に該当すると固定資産税が減額されます。申告方法は制度によって異なりますの
で、詳しくは税務課にご相談ください。

新築住宅の減額措置
　住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後３年間、
３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５年間、居住
部分のうち住宅１戸につき床面積120平方メートル分
までの固定資産税額が２分の１に減額されます。
対象／以下のいずれかの要件を満たす住宅
　①床面積50平方メートル～280平方メートルの専

用住宅
　②居住部分の床面積の割合が２分の１以上で、その

床面積が50平方メートル～280平方メートルの
併用住宅

　③住宅１戸あたりの床面積が40平方メートル～
280平方メートルの一戸建て以外の賃貸住宅・共
同住宅など

長期優良住宅に係る減額措置
　長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、
住宅１戸につき、居住部分の床面積120平方メートル
分までの固定資産税額が２分の１に減額されます。減
額期間は、新築後、一般の住宅は５年間で、３階建て
以上の中高層耐火住宅は７年間です。
対象／以下の全ての要件を満たす住宅
　①新築住宅の減額措置を受けるための要件を全て満

たしている住宅
　②長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に

基づき、耐久性や安全性などの住宅性能が一定基
準を満たすものとして、県や市などの所管行政庁
の認定を受けた住宅　※工事着工前に長期優良住
宅建築等計画の認定申請をしてください。

住宅改修に伴う減額措置
耐震改修に伴う減額措置
　昭和57年１月１日以前から存在する住宅に対し、
耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年
度分のその住宅に係る固定資産税が減額されます。住
宅１戸につき、居住部分の床面積120平方メートルま
での税額が２分の１（長期優良住宅の認定を受けて改
修した場合は３分の１）に減額されます。
提出書類／固定資産税減額申告書、住宅耐震改修証明

書または増改築等工事証明書、領収書、見積書（耐
震改修にかかる金額が分かるもの）、改修前後の家
屋の平面図

省エネ改修に伴う減額措置
　平成20年１月１日以前から存在する住宅（床面積
280平方メートル以下）に対し、一定の要件を備えた
省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌
年度分のその住宅に係る固定資産税が減額されます。
居住部分の床面積120平方メートル分の税額が３分の
２（長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は３分
の１）に減額されます。
提出書類／固定資産税減額申告書、増改築等工事証明

書、補助金を受けた人は補助金の額が分かる書類、
改修前後の家屋の平面図

バリアフリー改修に伴う減額措置
　平成19年１月１日以前から存在する住宅（床面積
280平方メートル以下）をバリアフリー改修した場合、
工事が完了した年の翌年度分のその家屋に係る固定資
産税が減額されます。居住部分の床面積100平方メー
トル分までの税額が３分の２に減額されます。
提出書類／固定資産税減額申告書、増改築等工事証明

書または改修工事に係る明細書、領収書、改修前後
の家屋の平面図・写真

住宅に係る固定資産税の減額措置
新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象 WEBBB

税務課
　995-1809
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入園資格
　申込時に市に住民登録があり、次の年齢に該当する
幼児

３歳児 平成28年４月２日から平成29年４月１日
までに生まれた幼児

４歳児 平成27年４月２日から平成28年４月１日
までに生まれた幼児

５歳児 平成26年４月２日から平成27年４月１日
までに生まれた幼児

募集人員
　４・５歳児は、原則として申し込みをした人全員を
受け入れます。３歳児の募集人員は次のとおりです。
●いずみ幼稚園／60人　●富岡第一幼稚園／24人
●西幼稚園／24人　　　●富岡第二幼稚園／24人
●深良幼稚園／24人　　●須山幼稚園／24人
※申込人数が10人に満たない場合は、複式学級また

は、複々式学級になることがあります。

入園の申し込み
申込書配布・受付期間／９月２日㈪～６日㈮
　※受付時間▶︎９時～15時（９月６日㈮は12時まで）

入園を希望する幼稚園
申し込み方法／申込書に必要事項を記入し、提出して

ください。

 入園児の決定
　各幼稚園とも定員を超えた場合は、抽選で入園児を
決定します。入園抽選会は９月20日㈮の午前に生涯
学習センターで行います。抽選の有無は、各幼稚園の
入口などに９月10日㈫から19日㈭まで掲示します。

入園面接
　各幼稚園で入園面接を行います。申し込み時に日時
を予約してください。抽選会があった園は後日、保育
課から日時をお知らせします。

幼稚園面接実施日

幼稚園名 ３歳児の面接実施日
いずみ幼稚園

992-1683
10月21日㈪・23日㈬・

25日㈮

西幼稚園
992-5200 10月29日㈫・30日㈬

深良幼稚園
997-3598 10月16日㈬・17日㈭

富岡第一幼稚園
997-1277 10月16日㈬・17日㈭

富岡第二幼稚園
997-4155 10月24日㈭

須山幼稚園
998-0096 10月16日㈬

預かり保育
　14時から15時までの１時間、子どもを有料で預か
る預かり保育を全園で実施しています。
　年齢や各園の予定によって預かることのできる日は
異なります。また、保護者の勤務状況などで無償化の
対象となる場合があります。詳しくは、９月に配布す
る入園申込書に同封する案内を確認ください。

令和２年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込受付期間：９/２㈪～９/６日㈮ WEBBB

保育課
　995-1822

　来年度の市立幼稚園の入園児を募集します。申込期間は
９月２日㈪から６日㈮までです。保護者は、忘れずにお申
し込みください。
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　市民の皆さんと共に「住みたいまち裾野」を実現す
ること、話し合いを通じてまちづくりに関わる人を増
やすことを目的に、みらい会議を開催します。
　今回は、全国でセミナーやワークショップを実施し、
活躍している徳田太郎さんを招き、身近なテーマであ
る“学校”について話し合います。当事者である小・
中学生や高校生の積極的な参加をお待ちしています。 

９月８日㈰　13時30分～16時
矢崎総業Y-CITY ワールド ヘッド クォーターズ　
第２ホール
市内に住んでいる小・中学生および高校生（小学生
は保護者同伴）、裾野のまちづくりに興味のある人
●話し合い「これからの学校について話そう」

　▶︎ファシリテーター：徳田太郎さん（NPO法人日
本ファシリテーション協会フェロー、東邦大学・文
京学院大学非常勤講師など）

　●講演「大好きな裾野」▶︎裾野市長 髙村謙二

電話またはファクス、メールで氏名、属性（小・中
学生、高校生、その他）、年齢をお知らせください。
995-1804
995-1861
kikaku@city.
susono.shizuo
ka.jp

企画政策課　995-1804

みらい会議パートナーを募集中！！
　市では、これからのまちづくりに関わりを持つ
「みらい会議パートナー」を随時募集しています。
登録の方法は、市公式ウェブサイトをご覧くださ
い。

http://www.city.susono.shi
　zuoka.j p/shisei/11/2/7146.
　html

みらい会議を開催
これからの裾野をみんなで考えよう WEBBB

　第46回富岡地区夏祭り大会を開催します。涼しげ
な浴衣姿で、軽快な太鼓の響きに合わせて華麗な盆踊
りを家族で楽しみませんか。一緒に踊ってくれた子ど
もたちには、お菓子のプレゼントを用意しています。
　大迫力の打ち上げ花火を眺めながら、夏の夜のひと
ときを皆さんで盛り上げましょう。

８月10日㈯　16時～21時
富岡第一小学校グラウンド・体育館
盆踊りや打ち上げ花火、各種模擬店の出店など
駐車場は富岡中学校グラウンドをご利用ください。

主なプログラム
16:00～17:00 ピチピチチャポン金魚すくい大会
16:15～16:45 子ども向けバンド演奏
17:00～17:30 ワイワイどきどきビンゴ大会
17:00～21:00 各種模擬店（フリーマーケット）

18:20～19:50 第１部いいじゃないか富岡！盆踊り大会
（チビッ子ハッスル盆踊り）

19:50～20:00 第１部ドカーンと花火大会

20:10～20:50 第２部いいじゃないか富岡！盆踊り大会
（会場みんなで総踊り）

20:50～21:00 第２部ドカーンと花火大会

富岡支所　997-0062

第46回富岡地区夏祭り大会
今夏は富岡地区で楽しい思い出をつくりませんか WEBBB
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　10月～11月に市民文化センターで開催する市民芸
術祭の出展作品や出演者、参加者などを募集します。

各部門と日程
●展覧会（第１部）　10月30日㈬～11月３日㈰
　一般書道、篆

てんこく
刻、短歌・俳句・連句、ジュニア［書

道・生け花］、華道、フラワーデザインなど
●囲碁大会　11月２日㈯
　囲碁愛好会員との公開対局の参加者
●音楽祭　11月２日㈯
　混声合唱、女声合唱、児童合唱、弦楽合奏、アルパ、

ハーモニカ、マンドリン、管楽合奏、二胡など
●芸術に触れる文化の日　11月３日㈰
　実演、体験コーナー
●吟道祭　11月３日㈰
　詩吟、詩吟体験、大合吟など
●展覧会（第2部）　11月６日㈬～10日㈰
　絵画、写真、染織、七宝焼、陶芸、彫刻、籐

とう
、押花

絵、押絵、布手芸、紙バンド、エコ人形など
●芸能祭　日舞・邦楽の部　11月９日㈯
　日本舞踊、民謡、筝曲など
●芸能祭　洋楽・音楽の部　11月10日㈰
　童唄、歌謡曲、大正琴、バレエ、フラメンコ、フラ

ダンス、手話ダンスなど
市内に住んでいるか通勤・通学している人、市内の
団体に所属している人
生涯学習センターにある申込用紙に必要事項を記入
し、提出してください。申込用紙は、市公式ウェブ
サイトからダウンロードできます。
団体申し込み▶︎～８月20日㈫

　個人申し込み▶︎８月20日㈫～31日㈯
●ステージ発表は団体に限ります。●展示発表は同
一部門１人１点または１組とし、規格内のものに限
ります。●当日の受付係や会場係などの手伝いをお
願いすることがあります。
生涯学習課　994-0145

　市では、10月１日㈫から公共施設の使用料・手数
料を改定します。消費税法と地方税法の一部改正によ
る消費税率の引き上げと、市で取り組む公共施設の使
用料などの適正化を反映させたものです。
　各施設の使用料、手数料については右表の問い合わ
せ先でご確認ください。

使用料の適正化による改定
　市行政改革推進委員会の意見書による指摘を踏まえ、
利用者と非利用者間の公平性などの視点から統一的、
標準的な基準（使用料の適正化に関する基本方針）を
設け、それに基づいて改定するものです。

新料金の適用は10月１日㈫から
　10月以降に利用する施設使用料などを9月30日㈪
までに支払う場合は現在の料金となります。また、体
育館の回数券などは10月１日㈫以降も追加料金なし
で使用することができます。

使用料など 問い合わせ先

生涯学習センター利用料 生涯学習課文化係
994-0145市民文化センター利用料

市民体育館利用料

生涯学習課スポーツ係
992-6900

総合グラウンドなどの利用料

運動公園総合体育施設
利用料

学校体育施設使用料
（学校開放）

東西公民館使用料 鈴木図書館
992-2342

市営墓地管理料 生活環境課
995-1816

一般廃棄物処理手数料 美化センター
992-3210

ヘルシーパーク裾野
利用料金

健康推進課
992-5711

行政経営監付　995-1842

公共施設の使用料・手数料を改定
令和元年10月１日㈫から WEBBB

市民芸術祭出展作品・出演者を募集
芸術・文化を発表 WEBBB
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任期付職員（幼稚園長）
職種／幼稚園長
採用人数／若干名
受験資格／次の全ての要件を満たす人
●昭和30年４月２日以降に生まれた人
●幼稚園教諭または小・中学校教員免許がある人
●幼稚園または小・中学校、小・中特別支援学校で、

令和２年３月31日現在、２年以上の管理職（園長、
校長、副校長、教頭など）の経験があり、正規教諭
などの経験を含めて15年以上の正規教育職の経験
がある人　※学校教育法第９条と地方公務員法第
16条の欠格事項に該当する場合は受験できません。

申込書・案内書の配布
８月23日㈮まで
人事課（市役所３階）

申し込み
申込書と各種資格証などの写し、課題論文を人事課
へ提出してください。

8月23日㈮　17時必着　※土・日曜日、祝日を除
く

試験方法
第１次選考／書類選考します。合否の結果は、申し込

み期間終了後２週間以内に通知します。
第２次選考／口述試験を実施します。人物や能力など

について面接による試験を行います。

人事課　995-1806

　災害に強く健康な森林を維持していくためには間伐
が必要です。森林組合では、人手不足などの理由で間
伐できない人に代わり間伐を行っています。適切な管
理で健康な森林を育てていきましょう。

市の面積のおよそ６割は山林です
　市内の山林の多くは伐採期を迎えた人工林です。こ
れらは貴重な木材資源ですが、有効な活用がされてい
ません。森林の手入れを放置すると、樹木同士が密集
し日当たりが悪くなるため、植物が成長しにくい環境
になってしまいます。
　日が差さない森林では、樹木がやせ細り強風による
倒木の危険が高まります。また、下草の生えない地面
では、わずかな降雨でも土砂流出の危険が高まります。
　災害に強い森林を維持していくためには、適度な間
伐が必要です。

間伐のご相談は森林組合へ
　森林組合では、間伐のできない所有者に代わって間
伐を行っています。希望する人は伐採届に必要事項を
記入し、森林組合に提出してください。伐採届は市公
式ウェブサイトからダウンロードできます。

市森林整備計画に位置付けられた森林を所有する人
市内に住んでいる人▶︎無料

　市外に住んでいる人▶︎伐採費用の25%
森林組合　993-5757

農林振興課　995-1823

任期付職員（幼稚園長）と秋期試験の申し込み8/23㈮まで
あなたの能力を市政に生かしてみませんか WEBBB

間伐で災害に強い健康な森林づくり
自分でできない人は森林組合へご相談を WEBBB

令和２年度採用市職員（秋期試験）
一次試験／９月22日㈰
職種／一般事務（短大卒・高校卒）、土木技師、

建築技師
採用人数／若干名

８月23日㈮
職種ごとに受験区分と資格があります。詳しく
は広報すその６月号をご覧になるか、市公式
ウェブサイトでご確認ください。

森林を取得した場合は届け出が必要です
　売買や相続などで新たに森林の土地を取得した
人は、面積に関わらず届け出が必要です。山林の
所在する市区町村へお
問い合わせください。
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Information

おしらせ
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。

９月26日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
９月12日㈭

国保年金課　995-1813
コミュニティ助成事業
　㈶自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、宝
くじの受託事業収入を財源に、住
民が行うコミュニティ活動を促進
するためのコミュニティ助成事業
を実施しています。
　和泉区ではこの助成事業の助成
金を活用し、区内で行われる行事
や活動に対応できる環境を整え、
効率かつ円滑な区運営につなげる
ため、椅子やテーブル、プロジェ
クター、スクリーンなどの備品を
整備しました。　
　コミュニティ助成事業によるコ
ミュニティ
活動の促進
を考えてい
る区は、市
民課地区振
興係にご相
談ください。

市民課地区振興係　995-1874

愛の献血活動
　商工会青年部では、献血活動を
行います。ご協力をお願いします。

８月21日㈬　９時30分～11時
30分、12時30分～16時
市役所駐車場
沼津血液センター　924-6611

市民無料相談
８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・空き
家含む）、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。

９月20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）
９月２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

SUSONOエコマルシェ
　環境の「エコ」とフランス語で
市場を意味する「マルシェ」を組
み合わせたイベントです。

８月22日㈭　10時～14時
市民文化センター多目的ホール
古 着 シ ョ ッ プ 、 体 験 ワ ー ク
ショップ、リメイクブースなど
生活環境課　995-1816

　商工会　992-0057
国保高齢受給者証交付会
　９月１日㈰から対象となる人に、
受給者証を交付します。

８月22日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年８月２日～９月１日
に生まれた人
保険証、筆記用具
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

市民後見人養成講座事前説明会
　市民後見人を養成する講座を
10月から全９回開催します。受
講を希望する人は、この説明会に
必ず参加してください。

８月30日㈮　10時～11時30分、
　９月４日㈬　13時30分～15時
　※参加はいずれか１日

サンウェルぬまづ２階大会議室
（沼津市日の出町）
裾野市内に住んでいて令和元年
10月１日現在で25歳以上の人
各40人（先着順）
８月９日㈮　９時～

沼津市社会福祉協議会
　922-1500
　社会福祉課　995-1819

http://numazu-syakyo.jp
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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
水道メーターの定期交換
　水道メーターの定期交換作業を
行います。対象の水道メーター使
用者には事前にはがきを送付しま
した。市から委託された水道業者
が無料で交換に伺いますのでご協
力をお願いします。

８月20日㈫～９月３日㈫
計量法に定められた検定期間８
年が終了する家庭や事業所など
に取り付けられた水道メーター
上下水道工務課　995-1834

森の力再生事業の活用
　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を行う
森の力再生事業を行っています。
活用を希望する人は、県東部農林
事務所へお問い合わせください。

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、間伐
率35～40%の強度の間伐を行
います。
東部農林事務所森林整備課

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

夏のレジャーでの事故防止
夏山登山／富士山などを登山する

場合は、服装や持ち物などを
しっかり準備し、万全な体調で
登りましょう。

川遊び／雨が降った後の川は、水
量が増えて危険です。十分注意
してください。
裾野警察署　995-0110

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。

９月４日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター福祉課
（沼津市高島本町）
９月３日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
子どもの人権110番
　いじめや体罰、虐待などの悩み
相談に応じます。家族からの相談
も受け付けています。気軽に電話
してください。

８月29日㈭～９月４日㈬
受付時間／平日８時30分～19時
　土・日曜日10時～17時
相談電話番号／0120-007-110

（通話料無料）
静岡地方法務局人権擁護課

　054-254-3555

し尿・浄化槽汚泥の収集の休業
　し尿のくみ取り、浄化槽の清掃、
汚泥の収集業が休業するため、し
尿・浄化槽汚泥の収集などができ
ません。

８月10日㈯～15日㈭　
各地区の清掃業者
　●西・東・深良地区▶︎山水総業

電話992-1561
　●富岡・須山地区▶︎富士クリー

ンサービス　電話997-6100
生活環境課　995-1816

道路にはみ出した樹木や雑草は
伐採・せん定を
　個人の所有する土地から道路に
はみ出している樹木や雑草は、通
行者の支障になったり、道路の見
通しを悪くし、カーブミラーや標
識を見えにくくしたりします。樹
木や雑草を避けて通行したことが
原因で事故が起こった場合、樹木
や雑草が生えている土地の所有者
が責任を問われることがあります。
　個人の土地に生えている樹木や
雑草は、市で伐採することができ
ません。安全確保のため、道路に
はみ出している樹木や雑草は、速
やかに伐採・せん定してください。

伐採・せん定した樹木や雑草は、
市のごみ出しルールに従い、ご
みステーションや美化センター
に出してください。
建設管理課　995-1855
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お知らせ

「県民の日」富士山資料館入館料
無料
　８月21日は県民の日です。こ
の日を記念して、富士山資料館の
入館料を無料にします。

８月21日㈬　９時～16時30分
富士山資料館
小・中学生が対象の夏休みクイ
ズラリーを開催しています。参
加者には、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

フードドライブ（食品寄付活動）
に協力を
　家庭や職場などで余っている品
質に問題ない食品を集め、県内で
食べるものがなくて困っている人
へ寄付します。ご協力をお願いし
ます。

８月30日㈮まで
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日、祝日を除く

生鮮食品、酒類（アルコールの
入った飲料、食品）、保存水以
外の未開封の食品で、賞味期限
が２カ月以上先のもの

寄付の方法／社会福祉課、社会福
祉協議会に設置するボックスに
入れてください。
おかずになる保存食品（缶詰、
びん詰めなど）やレトルト食品
などが喜ばれます。
社会福祉課　995-1819

児童扶養手当の支給
　８月９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
された人に支給されます。
支給月／４月、８月、11月、１

月、３月　※本年11月から奇
数月年６回払いになります。

更新手続き／８月は児童扶養手当
の更新手続きの月です。受給資
格者には８月上旬に通知します
ので、手続きしてください。
●支給日に前月までの月分を支
給します。●必要な届け出をし
ていない場合、支給が保留され
ることがあります。
子育て支援課　995-1841

長泉町裾野市合同就職面接会
　市内企業と求職者などをマッチ
ングするため、約40事業所が参
加する合同面接会を開催します。
企業ごとにブースを設け、個別に
面接します。

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
ハローワークに求職登録してい
る人　※登録は、ベルシティ裾
野店内ハローワークプラザ裾野
で行うか、面接会後に行うこと
もできます。

参加事業所／就職場所が裾野市ま
たは長泉町の約40事業所
産業振興課やハローワーク各所
で配布している案内チラシの受
付票に必要事項を記入し、面接
会当日に会場の受付へお持ちく
ださい。
産業振興課　995-1857

　ハローワーク沼津　918-3711

教室・講座
運動スポーツを習慣化する講座
　普段スポーツをあまりしない人
や運動が苦手な人でも自然とス
ポーツをする習慣が身に付く講座
を開催します。主に年配の人を対
象とした内容ですが、どなたでも
参加できます。

９月３日～11月26日の火曜日
の午後　全12回
市民体育館または運動公園
主に65歳以上の人
40 人
筋力向上、ノルディックウォー
キング、ブローライフルなど
市民体育館または生涯学習課に
ある申込用紙に必要事項を記入
し、市民体育館に直接または郵
送、ファクスで提出してください。
８月25日㈰
生涯学習課　992-6900

　市民体育館　993-0303
993-8543　 稲荷24
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Information

人口 51,621人
男性 26,216人　女性 25,405人

納付期限：９月２日㈪
市県民税	 第２期分

国民健康保険税	 第２期分

介護保険料	 第２期分

水道料金 ･下水道使用料	第３期分

後期高齢者医療保険料	 第１期分

３日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

４日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

10日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

11日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

12日㈪ 鈴木住宅設備
☎993-3901

17日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

18日㈰ 山崎設備
☎997-6766

24日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

25日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

31日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

８月の税金・料金

８月の水道工事当番店

人口統計　７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　

教室・講座
初心者のための体操教室

９月６日㈮～12月20日㈮の内
８日間　14時～15時30分

　※１回目は13時45分～、５回
目は９時30分～13時
福祉保健会館１階健康ホール
市に住民登録のある20歳以上
の人で、過去に健康推進課主催
の運動教室に参加したことがな
い初心者や生活習慣の改善に関
心があり、全８回を通して参加
できる人
20人（先着順）
全身のストレッチや腰痛・肩こ
りを予防する体操、ボールを
使った筋力トレーニングなどを
行います。歯科衛生士によるブ
ラッシング指導や栄養士による
食事の話、ヘルシーランチの試
食も実施します。
400円　※５回目に徴収
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
３人１組（２人以下も可）で健
康推進課へお申し込みください。
８月30日㈮
健康推進課　992-5711

富士山須山口登山道を歩く
　富士山の世界文化遺産構成資産
となっている須山浅間神社と須山
口登山道について、現地を訪れて
歴史を学びます。

９月14日㈯　６時30分～17時
30分　※少雨決行、荒天中止
富士山周辺
小学５年生以上で10km以上歩
ける人
40人（先着順）
富士宮口五合目から、宝永火口
第二火口縁、須山口登山道（幕
岩上～須山御胎内）を経由して
水ケ塚公園まで歩きます。富士
山裾野ガイド協会会員が、学習
用テキストを使って解説などを
行います。
2,000円（当日徴収）
弁当、飲み物、防寒着、雨具、
レジャーシート、簡易トイレ、
手袋など
生涯学習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。　※ファクス可
９月10日㈫
生涯学習課（富士山世界文化遺
産裾野市民協議会事務局）

　994-0145
992-4047
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かいけつゾロリの大かいぞく
さく・え：原ゆたか
ポプラ社

　ゾロリは、宝さがしに出発します。
そこにライバル出現！ さて、宝は
だれの手に？

すすめ！ きゅうじょたい
文：竹下文子　絵：鈴木まもる　金の星社

　木の上から下りられない、くまの子を発見。6人の救助隊が高
所作業車で大活躍！

トリック迷路
作：杉原厚吉
絵：永井もりいち
幻冬舎エデュケーション

　山の上にある宝物を探
しに行こう！ 見つけ絵や
隠し絵、いろんな錯覚も
楽しめます。

穗
ほ

積
づみ

さん
（８歳・石脇）

柊
しゅうと

斗さん
（４歳・石脇）

奏
かな

大
た

さん
（２歳・石脇）

図書館利用者

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

５日㈪・13日㈫・19日㈪・
26日㈪休館日

８月

行事予定

おはなし会
 3日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 10日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 6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
 21日㈬ ９時～12時 本館２階視聴覚室・
   文化センター図書室
 28日㈬ 13時～16時 本館２階視聴覚室・
   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階視聴覚室
 15日㈭ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 23日㈮ 10時～17時 本館２階視聴覚室

すその16ミリ映画祭
 24日㈯ 10時～11時55分 文化センター多目的ホール

なつやすみ１日図書館員
 １日㈭ ９時30分～16時 本館２階視聴覚室他
 ８日㈭ ９時30分～16時 本館２階視聴覚室他

ビブリオトーク
 10日㈯ 10時～11時 本館２階視聴覚室

おすすめ本の紹介
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救急協力医 August８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

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 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

2 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 白石医院 951-4593 市道町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

3 ㈯ 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

4 ㈰

清水館医院 993-2323 茶畑 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

清流クリニック 941-8688 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

5 ㈪ 杉山医院 992-0028 平松 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

6 ㈫ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

7 ㈬ 旭医院 966-0031 原 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

9 ㈮ 森医院 966-2017 石川 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

10 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

11 ㈰

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

林医院 931-1120 住吉町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

今井医院 921-3211 五月町 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

12 ㈪

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

池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

望星第一クリニック 922-0222 柳町 守重医院 931-2511 我入道
江川

13 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 青木整形外科医院 922-0521 高島町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

14 ㈬ 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

15 ㈭ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

16 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈯ 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

18 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

杉山病院 963-4114 錦町 田中医院 921-2053 高島町

柿田川医院 973-3601 柿田 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色
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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。

日 内 科 外 科 小児科
19 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

20 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 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

21 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

22 ㈭ 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

23 ㈮ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 守重医院 931-2511 我入道

江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

24 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷

スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈰

おぐち医院 992-6611 深良 東医院 921-5520 高沢町

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 遠藤クリニック 975-8801 久米田

26 ㈪ 岩渕内科病院 951-4579 添地町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

27 ㈫ つかだ医院 983-1577 堂庭 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

28 ㈬ 杉山医院 972-3223 伏見 えがわ医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

29 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

30 ㈮ いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

31 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

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

4 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

室伏歯科医院
992-2439 公文名

11 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

真野歯科医院
972-5290 堂庭

12 ㈪ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

めぐろ歯科
980-6480 中土狩

18 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

はとり眼科
987-6789 中土狩

聖隷沼津病院
952-1000 松下

吉田歯科医院
987-6118 納米里

25 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

牧野歯科医院
988-1184 下長窪

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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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
　 ５日㈪・26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
　 26日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ９日㈮　13時30分～16時
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 19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
　 ５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
　 23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
　 26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
●６か月児育児教室
　 ７日㈬　９時30分～11時
　 平成31年２月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 20日㈫　13時～
　 平成30年１月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 ８日㈭　13時30分～15時
　 平成29年２月生まれの人
★３歳児健康診査
　 22日㈭　13時～
　 平成28年７月生まれの人

消費生活センター　995-1854

消費者相談室
「今より電気代が安くなる。電気料金の
明細を教えてほしい」と電話があった。よ

く分からなかったが安くなるならと検針票に書
いてある番号などを教えた。数日後、書類が届
き、先日の電話で他社へ電気契約の切り替え手
続きをしたことになっていることが分かった。手
続きをしたつもりはない。

電力小売りの自由化で、さまざまな事業者
が一般家庭向けの電気を販売できるよう

になりました。電力会社などから電話を受けたと
きは、事業者名や内容を確認し、必要なければ断
りましょう。検針票に書かれている住所や供給地
点特定番号などを教えたら、勝手に別の会社に切
り替え手続きをされたというケースもあるので、
検針票は慎重に取り扱いましょう。
　契約を変更してもクーリング・オフ（無条件解
約）できる場合もあります。困ったときはすぐに消
費生活センターに相談してください。

電動のこぎりの使い方に注意！
誤って体の一部を切断する事故が起きています

　電動のこぎりは、ホームセンターやインターネッ
ト通販などで、個人でも簡単に購入できる電動工具
です。使用方法を正しく理解して作業しないと、突
然思わぬ方向に動くことがあり、誤って自分の手や
指を切断するという重大な事故につながることがあ
ります。電動のこぎりを使用するときは、次の点に
注意して安全に使用しましょう。
❶使用する前には取扱説明書を必ず読み、書かれ
ている注意事項を必ず守ってください。
❷意図しない方向に刃が跳ね上がる可能性を認識
して慎重に作業してください。
❸作業は明るく整理整頓された場所で行ってくだ
さい。
❹作業は適切な服装で行い、防護めがね、防じんマ
スク、耳栓などの安全防護具を利用してください。
❺家族などへ声をかけてから
　作業を開始してください。
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