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オランダで手作りにこだわった
味噌を一流レストランに提供

　廣瀬さんは、３年ほど前からオランダのロッテルダ
ムで、その土地の材料を生かし、天然醸造にこだわっ
た手作りの味噌を販売しています。
　病気の父親に少しでも体に良いものを食べさせてあ
げたいと、発酵食品の味噌にたどり着いたのがきっか
けです。味噌作りには祖母のレシピを参考にしていま
す。イギリスに留学経験のある廣瀬さんは、ヨーロッ
パでその土地の食材を生かした手作り味噌を作ろうと
一念発起。各地を巡り、オープンでチャレンジする人

を受け入れ、良いもの
は取り入れてくれる国
民性を感じたオランダ
を拠点に決めました。
　大豆にこだわらず、
ひよこ豆など地元の有

機農業で育てた材料を自ら仕入れ、最後まで手作りに
こだわった味噌。現在は７種類ほどを販売しています
が、店舗は持たず、レストランなどに直接届けていま
す。「全部一人で行っているので世界一小さな味噌屋
かな」とおどける廣瀬さんですが、使ってくれたお店
のリピート率はほぼ100パーセント。一流レストラン
のシェフたちからも認められ、新聞などでも紹介され
ました。
　「裾野は人も自然も本当に素晴
らしく、友人もよく招待しＰＲし
ています。裾野の食材を使った味
噌も作ってみたいです。」と明る
く語ってくれました。
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平成30年度水道事業会計決算報告・下水道
事業会計決算報告／東京2020オリンピック
自転車競技ロードレース（男子）コースサポー
ター・ボランティア募集／税の滞納整理強化
月間／裾野駅西口駅前広場を移転／年金月間
／秋季全国火災予防運動／地域防災訓練／深
良・富岡地区コミュニティまつり／みらい会
議／歴史探訪講座参加者募集／放課後児童室
入室募集／市営墓地使用者募集／住民票・マ
イナンバーカードなどへの旧氏併記／年末調
整説明会などの説明会／パブリックコメント
条例（案）への意見募集

　富岡地区体育祭が10月６日
㈰に開催されました。地区内の
19区が参加。男女混合リレー
や綱引きなどが行われ、子ども
から大人まで世代を超えて熱戦
が繰り広げられました。

スポーツで地域の絆を深める

廣瀬 絵里加さん
（35歳・切久保）
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新成人者祝賀駅伝大会
参加チームを募集
新成人の門出を祝う

特集

市民体育館　993-0303
susono@shinko-sports.com
http://susono-sports-c.jimdo.com

１月12日㈰　８時～
スタート／須山小学校　ゴール／市民文化センター

７部門の参加チームを募集

参加資格／市内に住んでいるか通勤・通学している人
部門／小学男子の部、小学女子の部、中学男子の部　
　中学女子の部、一般男子の部（高校生以上）、一
般女子の部（高校生以上）、壮年の部（学年齢35
歳以上）※オープン参加可

チーム構成／
部門 監督 選手 補欠 ゼッケン

中学男子 １人 ４人 ２人 白色
一般男子 １人 ４人 ２人 白色
上記以外 １人 ８人 ４人 黄色

参加費／●小・中学生のみで編成されたチーム▶︎
1,000円●それ以外のチーム▶︎2,000円
市民体育館にある申込書に必要事項を記入し、提出
してください。申込書は市スポーツ祭ホームページ
からダウンロードできます。　※メール可
11月８日㈮～12月８日㈰
申し込んだチームの監督者
は、令和２年１月９日㈭
18時30分から市民体育館
で行う監督者会議に必ず出
席してください。

　当市の冬の風物詩、新成人者祝賀駅伝の参加チー
ムを募集します。新成人の門出を祝うため、成人式
開催日に合わせ、須山小学校から成人式会場の市民
文化センターまで駆け抜けます。新成人の参加も大
歓迎です。成人の日を盛り上げましょう。

コース構成　－区間合計 21.7km －

中学男子・一般男子

区間 コース 距離
第１区 須山小学校～呼子入口 5.5km
第２区 呼子入口～総合グラウンド 6.2km
第３区 総合グラウンド～市民体育館 4.9km
第４区 市民体育館～市民文化センター 5.1km

小学男子・小学女子・中学女子・一般女子・壮年・オープン

区間 コース 距離
第1-1区 須山小学校～大胡山入口 3.3km
第1-2区 大胡山入口～呼子入口 2.2km
第2-1区 呼子入口～金沢公民館前 3.2km
第2-2区 金沢公民館前～総合グラウンド 3.0km
第3-1区 総合グラウンド～深良小学校前 2.1km
第3-2区 深良小学校前～市民体育館 2.8km
第4-1区 市民体育館～西中学校正門 2.9km
第4-2区 西中学校正門～市民文化センター 2.2km

中央公園
西中

富岡支所

富一小

富二小

大胡山入口★

呼子入口★

深良★
小学校前

★市民
体育館

西中学校正門★

★金沢公民館前

総合
グラウンド★
総合
グラウンド★

須山支所

深良支所

生涯学習
センター

須山小

市民文化センター

いずみ大橋

西小

日赤

至沼津

至岩波

裾野岩波
郵便局

市
役
所

西
幼
稚
園

国
道
２
４
６
号

裾
野
駅

御
殿
場
線

御
殿
場
線
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ゴール
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しずおか市
町対抗駅伝

　裾野市代
表選手決定

特集

11月30日
㈯ 10時出

走

コース

区間 選手区分 距離
第１区 中学生･高校生（女子） 3.673㎞
第２区 小学生（男子） 1.903㎞
第３区 小学生（女子） 1.715㎞
第４区 中学生・高校生（女子） 3.549㎞
第５区 高校生（男子） 6.855㎞
第６区 40歳以上（男女不問） 3.911㎞
第７区 中学生（男子） 3.564㎞
第８区 中学生（女子） 3.020㎞
第９区 小学生（男女不問） 1.619㎞
第10区 一般（女子） 3.051㎞
第11区 中学生･高校生（男子） 4.310㎞
第12区 一般（男子） 5.025㎞

　第20回市町対抗駅伝競走大会が、静岡市で行われ
ます。県庁をスタートし、県営草薙総合運動場までの
42.195kmを当市代表の12人の走者が、郷土への思
いを胸にタスキをつなぎます。当市のゼッケンナン
バーは「８」。１区の中学・高校女子は、３列目中央
からスタートします。熱い声援をお願いします。
11月30日㈯　10時～

スタート／県庁本館前
ゴール／県営草薙総合運動場

上位入賞のために
　選手たちは、合同強化練習
に参加したり、個人で走りこ
んだりし、練習を重ねてきま
した。合同強化練習は、月に
２回程度運動公園陸上競技場
で開催。裾野市チームのコー
チの指導の下、トレーニング
などを行い、一人一人の走力
アップに取り組みました。
■過去の成績（市の部）
平成28年度	 ７位	（２時間15分41秒）
平成29年度	 11位	（２時間18分９秒）
平成30年度	 ７位	（２時間15分50秒）

県庁本館前

3
1 2

4

5

6

7
8

西草深町
東交差点

JA静岡市
あさはた支店

清水六中

袖師生涯学習
交流館 清見潟公園

清水七中

清水区役所

スタート

草薙陸上競技場ゴール

11

9
榊屋

10鳥坂自治会館

注目

５区高校生（男子）→６区40歳以上→７区中学生（男子）に注目
　第５区は、5,000mの県ランキング３位相当の加藤さんや3,000mSC（障
害）の県ランキング３位の飯塚さん、県高校新人陸上の1,500mで５位の西
川さんが代表選手に選ばれました。第６区は、コーチとして選手の指導も
行っている土屋さんと、これまで７度代表選手になり昨年区間３位だった山
中嶋さんです。第７区の松田さんは3,000mの全国ランキング
７位、篠原さんは3,000mの県ランキング５位の選手です。
　力のある選手が集まる第５区～７区。正選手は、
大会直前に決定しますが、どの選手が走っても区間
上位が期待され、チームを勢いづけてくれます。こ
の区間に注目してください。
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しずおか市
町対抗駅伝

　裾野市代
表選手決定

特集

11月30日
㈯ 10時出

走

　目標は２年連続入賞

　監督として２年目にな
りました。今年も小・中
学校、高校、企業、各種
団体の協力で、各年代に
力のある選手がそろいま
した。特に、中高生男子
は選手層が厚く、チーム
の中心となります。昨年は、どの選手も実力を発
揮し、市の部で７位入賞を果たしました。２年連
続の入賞、過去最高順位６位更新を目指します。
応援よろしくお願いします。

選手壮行会
　選手の紹介、選手の発表などを行います。応援にお
越しください。
11月24日㈰　18時～
生涯学習センター３階学習ホール

出場選手

監督　小林 進

中学生女子

岡本 姫
ひ な の

渚乃
(東中２年)

廣瀬 梛
なぎ

(東中２年)

小学生男子

番場 翼
(富一小６年)

大庭 光
みつ

輝
き

(深良小６年)
冨樫 玲

れ
音
おん

(富二小６年)

勝
すぐ

呂
ろ

 遥香
(東中１年)

小学生女子

 石川 美
み お

桜
 (西小６年)

山木 優里奈
(東小６年)

高校生男子

加藤 聡太
(山梨学院高３年)

飯塚 厚
(浜松商業高２年)

西川 昂希
(東海大翔洋高１年)

中学生男子

松田 拓也
(東中３年)

篠原 一
かず

希
き

(富岡中３年)

本多 由
ゆう

佳
か

(加藤学園高１年)

高校生女子

高校生女子

根上 真菜
(日大三島高３年)

一般男子

 山上 剛
た け し

史
（トヨタ自動車）

山本 祥平
（市役所）

一般女子

永田 幸栄 市川 美奈
（西島病院）

40歳以上

土屋 克巳
（会社員）

山中嶋 秀和
（トヨタ自動車）

ヘッドコーチ：庄司 勝彦

生涯学習課　992-6900

裾野

８
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特
　
集

平 成 3 0 年 度  決 算 報 告
〜一般会計・特別会計および基金現在高・市債残高を報告します〜

一般会計・特別会計・決算総額

　平成30年度市の一般会計・特別会計を報告します。納められた税金や、
国・県からの補助金などがどのように使われたのかをお知らせします。

財政課
　995-1801

用 語 解 説
　歳入　自主財源　

市税▶︎市民税、国定資産税、軽自動車税など
繰入金▶︎基金の繰入金など
諸収入▶︎延滞金、預金利子、雑入、貸付収入

など
繰越金▶︎前年度の剰余金
その他▶︎分担金と負担金、使用料と手数料、

財産収入、寄付金など

　歳入　依存財源　

国庫支出金▶︎事業を行うために国から交付さ
れる補助金など

市債▶︎事業を行うために借り入れたお金
県支出金▶︎事業を行うために県から交付され

る補助金など
その他▶︎地方交付税、地方消費税交付金、地

方譲与税、利子割交付金など
　歳　出　

民生費▶︎障がい者や高齢者の福祉、保育園、
子育て支援、生活保護にかかった費用

土木費▶︎道路、河川、公園の維持・管理にか
かった費用

教育費▶︎幼稚園や小・中学校、社会教育やス
ポーツなどにかかった費用

衛生費▶︎病気予防やごみ処理などにかかった
費用

総務費▶︎庁舎や財産の管理、税金の徴収、戸
籍事務などにかかった費用

公債費▶︎事業を行うために借り入れたお金の
返済金

その他▶︎消防費、農林水産業費、労働費、商工
費、議会費など

歳出

52.1%

5.0%
4.5%

29.0%

13.4%

15.2%11.2%

10.6%

9.8%

10.8%

4.1%
1.7%

12.8%

6.7%

4.6%
8.5%

市税
108億9,334万円

繰入金
10億4,589万円
諸収入
9億4,221万円

繰越金
3億4,639万円

民生費
58億6,847万円

土木費
30億7,456万円
教育費
27億1,898万円

衛生費
22億6,326万円

総務費
21億4,169万円

公債費
19億8,086万円

その他
21億9,644万円

市債
13億9,590万円

その他
17億7,008万円

国庫支出金
26億7,726万円

県支出金
9億7,277万円

その他
8億7,333万円

歳入
自主
財源
67.4%

32.6%

依存
財源
32.6%

歳出

52.1%

5.0%
4.5%

29.0%

13.4%

15.2%11.2%

10.6%

9.8%

10.8%

4.1%
1.7%

12.8%

6.7%

4.6%
8.5%

市税
108億9,334万円

繰入金
10億4,589万円
諸収入
9億4,221万円

繰越金
3億4,639万円

民生費
58億6,847万円

土木費
30億7,456万円
教育費
27億1,898万円

衛生費
22億6,326万円

総務費
21億4,169万円

公債費
19億8,086万円

その他
21億9,644万円

市債
13億9,590万円

その他
17億7,008万円

国庫支出金
26億7,726万円

県支出金
9億7,277万円

その他
8億7,333万円

歳入
自主
財源
67.4%

32.6%

依存
財源
32.6%

歳入総額 平成30年度：300億6,610万円
平成29年度：310億6,504万円

対前年度比　▲3.2％　▲９億9,894万円 

歳出総額 平成30年度：288億8,696万円
平成29年度：298億1,264万円

対前年度比　▲3.1％　▲９億2,568万円

歳入総額 平成30年度：209億1,717万円
平成29年度：203億6,704万円

対前年度比　2.7％　5億5,013万円

歳出総額 平成30年度：202億4,426万円
平成29年度：197億　　64万円

対前年度比　2.8％　5億4,362万円

収 支
平成30年度： 実質収支額 ５億4,872万円
 単年度収支額 ▲7,577万円
 実質単年度収支額 ▲６億7,522万円

一 般 会 計
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歳
　
入

歳
　
出

■地方債と基金現在高

※地方債は家計に例えると借金に、
　基金は貯金にあたるものです。

平成30年度
現在高

平成29年度
現在高 増減額 市民1人あたり

地 方 債 189億1,368万円 193億1,998万円 ▲４億　630万円 36万６千円
基 金 78億4,430万円 84億2,890万円 ▲５億8,460万円 15万２千円
う ち 財 政 調 整 基 金 45億3,074万円 48億1,019万円 ▲２億7,945万円 ８万８千円
う ち 都 市 施 設 建 設 基 金 17億2,462万円 20億6,154万円 ▲３億3,692万円 ３万３千円
う ち 学 校 教 育 施 設 整 備 基 金 ７億2,588万円 ７億3,160万円 ▲572万円 １万４千円

※住民基本台帳人口（平成31年３月31日現在）51,707人をもとに計算

■主要３基金（財政調整・都市施設建設・学校教育
　施設整備）の残高・取崩額推移 ■地方債残高・地方債発行額・公債費の推移

平成30年度決算額 平成29年度決算額 対前年度比
国 民 健 康 保 険 51億6,202万円 57億   160万円 ▲9.5% ▲５億3,958万円
後期高齢者医療事業 ５億4,096万円 ５億   719万円 6.7% 3,377万円
介 護 保 険 33億5,394万円 33億5,949万円 ▲0.2% ▲555万円
土 地 取 得 15万円 30万円 ▲50% ▲15万円
十里木高原簡易水道 4,600万円 4,306万円 6.8% 294万円
墓 地 事 業 4,586万円 4,767万円 ▲3.8% ▲181万円
合 計 91億4,893万円 96億5,931万円 ▲5.3% ▲５億1,038万円

平成30年度決算額 平成29年度決算額 対前年度比
国 民 健 康 保 険 47億9,410万円 52億6,337万円 ▲8.9% ▲４億6,927万円
後期高齢者医療事業 ５億3,677万円 ５億　171万円 7% 3,506万円
介 護 保 険 32億2,250万円 32億2,022万円 0.1% 228万円
土 地 取 得 15万円 30万円 ▲50% ▲15万円
十里木高原簡易水道 4,600万円 4,306万円 6.8% 294万円
墓 地 事 業 4,319万円 4,463万円 ▲3.2% ▲144万円
合 計 86億4,271万円 90億7,329万円 ▲4.8% ▲４億3,058万円

　特集｜平成30年度 決算報告
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財政調整
都市施設建設
学校教育施設整備
主要３基金取崩額

年度

百万円（基金残高） 百万円（取崩額）
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百万円（地方債残高） 百万円（地方債発行額・公債費）

地方債残高

地方債発行額

公債費（借入金の返済）

※水道事業会計・下水道事業会計は９ページに掲載しています。

※市民の皆さんの大きな負担にならないよう、計画的な基金の管理、地方債の借入・返済をしています。

特 別 会 計

財産などの状況
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財政健全化比率・資金不足比率

財政の健全度を判断する４つの指標

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成30年度の健全化判断比率と資金不足比率
を公表します。各指標の数値は早期健全化基準と財政再生基準を大きく下回り、健全な財政運営を行っ
ています。

■平成30年度健全化判断比率
　健全化判断比率とは、市の標準財政規模の数値等を用いて、赤字や借金の比率を計算したものです。次の４
つの指標から財政の健全度が判断され、いずれかが一定の基準を超えた場合は新規の借金が制限されるなどの
制約があり、財政の健全化を図らなければなりません。

指標名 数値 早期健全化基準
（黄信号）

財政再生基準
（赤信号）

1．実質赤字比率 ―(黒字) 13.12% 20%
2．連結実質赤字比率 ―(黒字) 18.12% 30%
3．実質公債費比率 8.1% 25% 35%
4．将来負担比率 31.6% 350%

■平成30年度資金不足比率
　公営企業ごとの赤字が、事業の規模に対してどの程度であるかを示すものです。赤字は発生していないので
数値はありません。

指標名 水度事業会計 下水道事業会計 十里木高原簡易
水道特別会計 経営健全化基準

資金不足比率 ―(黒字) ―(黒字) ―(黒字) 20%

１．実質赤字比率
　一般会計の収支が赤字となった場合の指標です。財
政運営の悪化の度合いを示します。家庭に置き換える
と「年間収支の赤字」が「１年間の給料」に対してど
のくらいの割合であるかを表したものです。赤字は発
生していないので数値はありません。

計算式：一般会計赤字額÷市の標準財政規模

２．連結実質赤字比率
　一般会計と国民健康保険などの特別会計すべての実
質収支の合計が赤字である場合の指標です。地方公共
団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示します。
赤字は発生していないので数値はありません。

計算式：全会計赤字総額÷市の標準財政規模

３．実質公債費比率
　「1年間のうちに借金返済に支出された額」の標準

財政規模に対する割合を表した指標です。資金繰りの
程度を示します。家庭に置き換えると「１年間の給
料」に対する「１年間の借金返済額」の割合を表した
ものです。

計算式：１年間の借金返済額÷市の標準財政規模

４．将来負担比率
　「特別会計、第３セクターまで含めた市の負債総額
から積立金などを引いたもの」の標準財政規模に対す
る比率を表した指標です。将来財政を圧迫する可能性
の度合いを示します。家庭に置き換えると「１年間の
給料」に対して「何年分の借金」があるかを表す指標
です。この指標が350％（標準財政規模の3.5年分）
を超えると「早期健全化団体」となります。
　　計算式：（負債残高総額－積立金等総額）÷
　　　　　　市の標準財政規模 

特集｜平成30年度 決算報告　
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　下水道事業会計は、下水道施設の維持管理を行うた
めの収益的収支、新たな下水道施設の整備や既存施設
の更新を行うための資本的収支からなります。下水道
利用者が支払う下水道使用料は、下水道の維持管理に
充てられています。また、下水道管路の整備には多額
の経費が掛かるため、国からの補助金、企業債、一般

会計からの繰入金を財源としています。
　本年度に、下水道事業の経営戦略を策定し、より健
全な経営を目指します。豊かな自然を守り快適な生活
環境を生み出すために、下水道事業推進にご理解ご協
力をお願いします。

上下水道経営課　995-1836

　水道事業会計は、収益的収支と資本的収支からなっ
ています。収益的収支とは、水道水をつくり、家庭ま
で送り届ける費用とその財源を表します。資本的収支
とは、水道施設の更新や配水本管の布設、企業債償還
金などに必要な費用とその財源で、収入は工事負担金
などです。

　今後も、市水道ビジョンに基づく中長期的な展望を
見据え、経費の節減に努めるなど効率的な経営を行い
ます。大切なライフラインを守り、安全で安心な水を
安定供給していくため、ご理解ご協力をお願いします。

上下水道経営課　995-1836

平成30年度下水道事業会計決算報告
企業会計方式を導入し、正確な経営分析が可能に WEBBB

平成30年度水道事業会計決算報告
安全で安定した水道水を供給 WEBBB

2億8,927万
9,388円 5億601万5,033円

※決算額に消費税は含まれていません。

資本的
支出

資本的
収入

支出合計 7億9,529万4,421円

収入合計 4,357万3,105円

7億5,172万1,316円

2億3,332万
268円

3億6,902万
3,268円

6,744万8,232円

1,198万2,398円

4,642万9,339円1億3,896万4,176円

収益的
支出

収益的
収入

支出合計 6億8,177万4,166円

収入合計 9億2,902万7,834円

7億4,363万4,319円

2億4,725万3,668円（非現金含む）

水道料金 その他長期前受金戻入額（非現金）

純利益
企業債支払利息施設などの減価償却費

水道施設や配水管布設（替）工事などにかかる費用
企業債元金償還

その他
施設維持などにかかる営業費用

不足金額（損益勘定留保資金などで補てん）
工事負担金など

※決算額に消費税は含まれていません。

3億2,554万
9,504円

3億6,818万
9,898円

3億5,186万
1,000円

2億627万
7,996円

1億8,732万
8,117円

250万9,363円

下水道施設維持などにかかる費用

2,229万876円

収益的
収入

収益的
支出

3億8,175万
6,758円

2億2,561万
4,939円

下水道使用料
長期前受金戻入額

他会計繰入金
その他

その他

1億1,420万6,266円

純利益
営業費用（減価償却費）

営業費用
支払利息

2億4,343万
9,000円

1億
7,680万円

1億
2,500万円

1,132万1,980円

1億3,717万
8,422円

下水道管路築造工事などにかかる費用

資本的
収入

資本的
支出

不足額
国庫補助金

他会計出資金
企業債 その他

建設改良費

減価償却費などの非現金項目で補填

企業債元金償還

91万1,089円
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Photograph

　明るい社会づくり運動静岡県裾野地区協議会が市内
小学校へ黄色い傘140本を贈呈しました。同協議会か
らの傘の贈呈は平成14年から行われています。この
傘は、希望のあった市内の小学校８校に配布され、急
な雨などの際に児童に貸し出されます。会長の林孝至
さんは「これからも子どもたちの安全のために活動を
続けていきます」と述べました。

黄色い傘140本を贈呈 （９月24日）

　すそのおんぱくが11月３日㈰にかけて市内各地で
行われています。このイベントは、全24の体験型の
プログラムを通じて裾野の魅力を知ってもらうもので
す。市民文化センターで開幕式を開催。同会場で、笑
いで心身ともに健康になる「わらうのんinすその」が
行われ、笑顔で開幕しました。

　市内には、本年度100歳を迎える人が14人います。
その内、横山とめさんの長寿を祝うため、髙村市長と
婦人会長らが自宅を訪問しました。国と県からのお祝
い状と記念品、市からのお祝い金を手渡しました。長
寿の秘訣は「庭の手入れをすることと新聞や本を読む
ことです」と横山さん。これからも元気で長生きして
くださいね。

100歳 長寿を祝う

すそのおんぱくが笑顔で開幕 （10月５日）

（９月17日）

　コスモスまつりがパノラマ遊花の里で、そばの花ま
つりが須山十里木そば畑で、シルバニアビレッジフラ
ワーフェスタが遊園地ぐりんぱで開催されました。秋
晴れに恵まれ、どの会場も家族連れなどでにぎわって
いました。来場者は、それぞれで咲いた花を眺めなが
らゆったりとした時間を過ごしました。

特派員：原	久子

裾野で３つの花まつりを開催 （９月14日・15日）
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フォトグラフ

　東京駅日本橋口前「常盤橋エリア」の三菱地所株式
会社から無償貸与を受けた場所で、軽量薄層緑化技術
による緑花木の植栽を令和４年９月まで行っています。
裾野発の技術をPRし、新たな市内産業の育成につな
げます。この植栽の土台を使用し、準高地トレーニン
グ、深良用水、須山浅間神社などを紹介し、首都圏に
当市の魅力を発信しています。

東京駅周辺で薄層緑化事業などをPR（10月８日）

　須山小学校３年生の児童13人が市役所見学に訪れ
ました。５階の議場で当市の特産物や建物、すそのん
などについてクイズ形式で学習し、見学に出発。放送
室や記者室、市長応接室、それぞれの課の職場を見て、
市役所の仕事を学びました。児童からは市役所の部屋
の数や当市の広さなど質問があり、真剣に職員の話を
聞いていました。

須山小児童が市役所を見学 （10月10日）

　クラストカップ争奪第20回記念リトルシニア南関
東支部野球大会の開会式が運動公園野球場で行われま
した。静岡県から15チーム、神奈川県から43チーム
が出場します。開会式翌日から静岡予選が始まり、前
回大会で優勝している静岡裾野リトルシニアは１回戦
で静岡蒲原リトルシニアと対戦し、８対２で勝利。順
調に2回戦へ駒を進めました。

リトルシニア
南関東支部野球大会開幕 （９月28日）

　TOYOTA	GAZOO	Racingラリーチャレンジ	富士
山すそのラリーが運動公園をメイン会場に開催されま
した。汗ばむような秋空の中、90台が参戦しました。
大勢の観戦者が見守る中、色とりどりのラリーカーが
エンジン音を響かせながらタイムを競いました。地元
のおいしいもの「Food	Booth」もにぎわっていました。

特派員：中村	隆司

裾野の初秋に乾いたエンジン音が響く（10月６日）
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　東京2020オリンピック競技大会自転車競技ロード
レースが当市でも開催されます。競技の実施には、コー
ス沿道の安全確保や会場の盛り上げなど、地域の皆様の
協力が不可欠です。市では、大会当日や聖火リレー走行
時にコース沿道での交通整理、観戦場所の運営などをす
るサポーターとボランティアを募集します。

WEBBB
コースサポーター・ボランティアを募集
東京2020オリンピック競技大会自転車競技ロードレース（男子）

①自転車競技ロードレース「コースサポーター」
　（大会組織委員会と裾野市管轄）

　コース沿道における資機材の設置・撤去や、コース
沿道観戦者・一般通行者の整理・管理などを担う大会
組織委員会管轄の沿道ボランティアです。
活動日・時間／令和２年７月25日㈯・４時間程度
活動場所／市内のコース沿道（歩道、歩道橋など）
100人程度

役割／・軽微な資機材（柵、コーン、立入禁止テープ
など）の設置・撤去など
　・コース沿道観戦者、一般歩行者などの動線確保の
ための整理・案内、コース内への進入抑止など
帽子、Ｔシャツ、飲料水を支給する予定です。

②自転車競技ロードレース「裾野市ボランティア」
　（裾野市管轄）

　コース沿道のライブサイトや観戦スポットで会場運
営のサポートをする裾野市独自のボランティアです。
活動日・時間／令和２年７月25日㈯・４時間程度
活動場所／市内の公式ライブサイト、観戦場所
50人程度

役割／会場案内・受付、物品配布、交通整理など
市オリジナル記念品、Ｔシャツ、飲料水を支給しま
す。

③聖火リレー「裾野市ボランティア」
　（裾野市管轄）

　コース沿道やスタート・ゴール地点で運営のサポー
トをする裾野市独自のボランティアです。
活動日・時間／令和２年６月26日㈮・４時間程度
活動場所／市内の聖火リレーコース沿道、スタート・
ゴール会場
30人程度

役割／会場案内・受付、物品配布、交通整理など
市オリジナル記念品、Ｔシャツ、飲料水を支給しま
す。

応募方法
次の全てに当てはまる人
　●令和２年４月１日現在で満15歳以上の人
　●日本国籍を有する人または日本に居住する資格を
有する人
　●開催日前に実施する活動説明会に参加できる人
　●活動場所に自力で集合できる人
		●①の応募は原則グループ単位（４人以内）とし、
グループ単位で活動場所を割り振ります。ただし、
個人での応募も可能です。
応募用紙に必要事項を記入し、直接またはファクス、
メール、郵送で提出するか、市公式ウェブサイトに
ある申し込みフォームでお申し込みください。
http://www.city.susono.shizu
oka.jp/kanko/tokyo_olympic_
paralympic/2/9230.html
令和２年１月31日㈮

応募後の流れ
日程 内容

令和２年３月ごろ 申込者に対して決定通知の送付
４月ごろ 活動説明会の案内
５月ごろ 活動説明会（市内で開催）

注意事項
●募集人数や待遇、応募後の流れなどは、今後変更に
なる可能性があります。変更は市公式ウェブサイト
などで随時更新します。
●応募者数が募集人数を超えた場合には、市内に住ん
でいる人や通勤・通学している人を優先します。
●大会組織委員会が募集する「大会ボランティア」や
県が募集する「都市ボランティア」とは異なります。
●③は、①または②との併願ができます。
●活動説明会会場と当日の活動場所までの交通費は自
己負担となります。

オリンピック・
　パラリンピック推進室
　995-1825
995-1864
kankou@city.suso
no.shizuoka,jp
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滞納は行政サービスの提供に支障が生じます
　納められた税金は、教育や福祉、施設の整備など、
市民の皆さんが安心して暮らしていける環境づくりに
使われます。税金を滞納すると、市の財政を圧迫し、
行政サービスの提供に支障をきたすことがあります。
納期限内に納付している人との公平性も欠きます。
滞納者の財産は差し押さえられます
　税金が納期限内に納付され
ない場合、本来の税額と延滞
金を合わせ、未納をお知らせ
する督促状などを送付します。
市では、事情なく納付しない
滞納者に対して、給与、年金、
売掛金、預金、生命保険、不
動産、自動車、家電製品、貴
金属などの財産を差し押さえ
る滞納処分を行っています。

納税に困ったら早めに相談を！
　火災や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失
業などのやむを得ない事情で市税の納付が困難なとき
は、直接または電話でご相談ください。日中に相談で
きない人のために、夜間納税相談を実施しています。
夜間納税相談／毎月第１・第３水曜日19時まで（祝
日、年末年始を除く）

税の滞納整理強化月間中の実施日▶︎11月6日㈬・19
日㈫・20日㈬・21日㈭、12月４日㈬・18日㈬

口座振替やコンビニ納付の利用を
　納付は、金融機関窓口やコンビニエンスストアでお
願いします。
口座振替／口座振替による納付を勧めています。税務
課、指定金融機関で手続きしてください。

コンビニ納付／納期限内であれば、24時間365日納
めることができます。　※30万円を超える納付書
は利用できません。

税金の納め忘れはありませんか？
11月・12月は税の滞納整理強化月間 WEBBB

　税金は、私たちが安心して暮らせるまちづくりに欠かせない公共サービスや公共事
業を行うための貴重な財源です。税金を滞納すると、納税している人との公平性を欠
きます。11月・12月を「税の滞納整理強化月間」と定め、税の徴収強化に取り組み
ます。

税務課
　995-1811

滞納処分の流れ
納税通知書の発送

▼
納税の督促

▼
財産の差し押さえ

▼
滞納市税に充当

県と市が一体となった滞納者の徴収対策
　静岡地方税滞納整理機構は、地方税の徴収が難しい滞納案件を、市町と県が連携して処理する機関です。
当市でも、静岡地方税滞納整理機構に滞納者の徴収を移管し、成果を上げています。

地方税の滞納整理の専門機関として、弁護士と協力しながら、財産調査と滞納処分を迅速、確実に行います。

給料
インターネット公売など

土地・建物預金
カメラ・時計 自動車

徴収困難な滞納

県・市・町

静岡地方税滞納整理機構

徴収金 徹底した財産調査と

差し押さえ
公売などによる

換 価 
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　市が実施する裾野駅西土地区画整理事業では、駅周
辺整備のため、現在利用している駅前広場を北側に移
転します。これに伴い（仮）一般車乗降場も一部移転
します。

　事業へのご理解とご協力をお願いします。
12月上旬～
区画整理課　994-1274

　国民年金は、老後はもちろん、不慮の事故など万一
の時にも心強い味方となる制度です。あなたの備えは
大丈夫ですか？

国民年金加入者の種類と保険料の納め方
　日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年
金に加入することが法律で義務付けられています。就
職や退職で被保険者区分が変わる場合は、市役所で手
続きが必要です。

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

加
入
者

学生や事業者
などとその配
偶者

会社員、公務員
など（厚生年金
加入者）

第2号被保険
者に扶養され
ている配偶者

保
険
料
の

納
付

月額16,410
円。自身で納
付する必要が
あります。

本人負担分が給
料から天引きさ
れ、勤務先が納
付します。

配偶者の加入
している制度
から負担され
ます。

保険料の収納業務を民間委託しています
　日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れの人
への案内を民間事業者へ委託しています。
民間委託業者／日立トリプルウィン・NTT印刷共同
企業体　☎0120-211-231

ねんきんネットで自分の年金記録を確認
　ねんきんネットで自身の年金記録や受給見込額を確
認し、老後の生活設計を考えてみませんか。
㈪～㈮▶︎８時30分～17時15分　※㈪のみ19時まで
　第２㈯▶︎９時30分～16時
☎年金定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
　0570-058-555

国保年金課　995-1813

12月上旬から裾野駅西口駅前広場を臨時駅前広場に移転
裾野駅西土地区画整理事業 WEBBB

11月は年金月間
11月30日（いいみらい）は年金の日です WEBBB

歩道

歩道

至 御殿場 至 沼津JR御殿場線

裾野踏切
臨時駐輪場 臨時駐輪場

トイレ（仮）一般車
乗降場

（仮）一般車
乗降場

（都）平松新道線（旧県道三島裾野線）

（
県
）裾
野
停
車
場
線

区
画
道
路

区画道路

N

臨時駅前広場

裾野駅舎

現駅前広場
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　11月９日㈯から15日㈮までの７日間、秋季全国火
災予防運動が行われます。火災が発生しやすい時季に、
火災予防の意識をより一層普及させることで火災の発
生を防ぎ、死傷者の減少と財産を守ることを目的とし
ています。

建物を増改築するときや、飲食店などを入居させる
ときは消防署へ相談を

　一般住宅を宿泊施設に変更したり、共同住宅の一室
を飲食店や社会福祉施設として使用する場合、新たに
階や庇

ひさし
を作ったり、建物同士を接続したりすることで

建物の面積が増えた場合は、屋外消火施設や、スプリ
ンクラー設備、自動火災報知機などの設置が必要にな
ることがあります。知らない間に消防法違反となって
いる場合がありますので、必ず事前に消防署へご相談
ください。
　違反状態が改善されない場合、措置命令を実施し、
富士山南東消防本部ウェブサイトなどに公示します。

公示内容／建物名称、建物所在地、命令を受けた人の
氏名、命令内容など

公示場所／富士山南東消防組合の掲示場とウェブサイ
ト、違反建物の主要な出入口

富士山南東消防本部予防課
　972-5802

　県は、過去の災害からの教訓を生かすため、毎年
11月を「地震防災強化月間」、12月第１日曜日を
「地域防災の日」と定め、積極的な訓練の実施を呼び
かけています。市内では、10月から12月までの期間
に、各自主防災会が主体となり、地域の特性に合わせ
た区民参加型の訓練を計画・実施します。

可搬ポンプを使った消火訓練

　近年では、地震による災害だけでなく、土砂災害や
台風による被害が日本各地で発生し、多くの人が犠牲
となり、避難所生活を送っています。
　災害の起こる前から、家庭内の家具の固定や非常持
ち出し品の確認をし（自助）、災害時に円滑な助け合
いができるように（共助）、地域防災訓練に積極的に
参加しましょう。
　各区での地域防災訓練の実施日については、区の自
主防災会にお問い合わせください。

危機管理課　995-1817

ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心
11/９㈯～15日㈮は秋季全国火災予防運動期間

地域防災訓練への積極的な参加を！
12/１㈰は「地域防災の日」です。 WEBBB

住宅用火災警報器の点検をしましょう

　火災を早期に発見し、尊い命や貴重な財産を守
るために、住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れています。
　警報器が古くなると、電池切れや部品の故障、
本体の寿命で火災を正常に感知しなくなります。
設置から10年を目安に更新しましょう。

防災ポスターコンクール展示
　小・中学生から応募のあった全作品を展示し
ます。
11月26日㈫～12月４日㈬
市民文化センターエントランス
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　深良地区と富岡地区では、地域コミュニティの活性
化を図ることを目的に、それぞれコミュニティまつり
を開催します。地域の皆さんと楽しく触れ合うことが
できる催し物を用意しています。

深良地区
11月10日㈰　８時45分～13時
深良地区コミュニティセンター周辺
深良用水弁当コンテスト、コミュニティステージ、
スタンプラリー、ふわふわ、模擬店、もちまきなど
深良支所　992-0400

富岡地区
11月24日㈰　９時～14時
富岡第一小学校
子どもクイズ＆スタンプラリー、小学生が育てたパ
ンジーの販売、コミュニティステージ、模擬店など
富岡支所　997-0062

　台風の影響で中止となった９月８日㈰のみらい会議
を、改めて12月８日㈰に開催します。みらい会議は、
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
すことを目的とした取り組みです。
　今回は、ファシリテーターとして全国で活躍してい
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。小・中学生や高校生の積極的
な参加をお待ちしています。

12月８日㈰　14時～16時30分
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

人と人とがつながる豊かな地域コミュニティを目指して
深良地区・富岡地区でコミュニティまつり WEBBB

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

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。
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　歴史探訪講座を全３回開催します。ウォーキングし
ながら裾野の歴史を学びましょう。

各大人200円、高校生以下100円
水分補給ができるもの、汗拭きタオル、雨具、参加
費など
●ウォーキングができる服装でお越しください。
　●雨天時は座学の講座を行います。

東西公民館　992-6677
vol.１▶︎須山地区歴史探訪ウォーキング
11月17日㈰　９時30分～12時ごろ

発着場所／須山地区研修センター
約３キロメートルのウォーキングができる人
30人（先着順）
富士山信仰と愛鷹旧街道としての「田向」の史跡を
訪ねます。
井上輝夫さん（県文化財保護指導員）
11月２日㈯～10日㈰

vol.２▶︎裾野文学ウォーキング
11月24日㈰　９時～12時ごろ

発着場所／東西公民館会議室
約５キロメートルのウォーキングができる人
20人（先着順）
若山牧水の愛したシイの実を探しながら、いろいろ
などんぐりを拾い、秋の裾野を歩いて楽しみます。
金窪明美さん（裾野牧水を語る会）
11月２日㈯～17日㈰

vol.３▶︎東地区歴史探訪ウォーキング
12月８日㈰　９時30分～12時ごろ

発着場所／東西公民館玄関前
約３キロメートルのウォーキングができる人
30人（先着順）
公文名に保存されている中世「荘園制」の歴史と史
跡を訪ねます。
井上輝夫さん（県文化財保護指導員）
11月２日㈯～12月１日㈰

　令和２年度放課後児童室の入室児童を募集します。
申込書を説明会で配布します。入室を希望する児童の
保護者は必ず説明会に出席してください。説明会は、
下表の日程で実施します。申し込みは不要です。直接、
会場へお越しください。

入室資格／令和２年度に市内の小学校に通学する保護
者が勤務などで放課後に面倒が見られない児童

12月２日㈪～18日㈬
説明会を各放課後児童室で実施
各放課後児童室
　※東小のみ東地区コミュニティセンター
駐車スペースには限りがあります。乗り合わせでお
越しください。
教育総務課　995-1837

裾野の歴史を歩いて学ぶ
歴史探訪講座の参加者募集 WEBBB

令和２年度放課後児童室入室児童の募集
入室の申し込みは12/２㈪から WEBBB

放課後児童室名 電話番号 と　き
須山小学校放課後児童室 998-0066 11月20日㈬　18:15～19:00
東小学校放課後児童室 992-4282

11月22日㈮　19:00～20:00
深良小学校放課後児童室 992-7336

富岡第一小学校放課後児童室 997-1116
11月28日㈭　19:00～20:00

向田小学校放課後児童室 993-7400
南小学校放課後児童室 993-6556 11月29日㈮　18:00～19:00
西小学校放課後児童室 992-5580

11月29日㈮　19:00～20:00
千福が丘小学校放課後児童室 992-4300
富岡第二小学校放課後児童室 090-1412-0534 12月２日㈪　18:00～19:00
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　市では、自然環境等と再生可能エネルギー発電事
業との調和に関する条例の制定を進めています。市
民の皆さんから、条例（案）に対する意見を募集し
ます。
条例（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、市役所２階ま
ちづくり課

意見が提出できる人／市に住民登録がある人や市内
に通勤・通学する人、市内に事業所がある個人や
法人など
公表場所にある募集要領をご覧になり、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。
11月５日㈫～12月４日㈬
　※郵送の場合は、当日消印有効

まちづくり課　995-1828

とき ところ

11月14日㈭ 裾野市民文化センター
多目的ホール

11月21日㈭・22日㈮ 沼津市民文化センター
小ホール（沼津市御幸町）

11月26日㈫ 御殿場市民会館
小ホール（御殿場市萩原）

年末調整等説明会
13時15分～14時45分
事前に送付した関係書類

消費税軽減税率制度等説明会
15時～15時50分
事業者を対象とした軽減税率制度の概要や区分経
理（記帳）の説明会です。

青色申告決算等説明会
16時～16時50分
税務課　995-1810

　沼津税務署　922-1560（代表）

　住民票やマイナンバーカード、公的個人認証の署
名用電子証明書、印鑑登録証明書に旧氏（旧姓）を
併記することができるようになります。婚姻などで
氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住
民票などに記載し、公証することができます。
　希望する人は、市民課または各支所窓口で手続き
を行ってください。
11月５日㈫～
●旧氏が記載された戸籍謄本　※旧氏（旧姓）が
記載されている戸籍謄本などから現在の氏が記載
されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本
　●運転免許証などの本人確認書類
　●マイナンバーカードまたは通知カード

市民課　995-1812

　市営基地の使用者を募集します。市営墓地は、深
良中学校から１km上ったところにあります。墓地
からは美しい雄大な富士山を眺めることができます。
市民▶︎市に住民登録があり、市内に墳墓をお持ち
でない人
　市外の人▶︎沼津市、三島市、御殿場市、長泉町、
清水町、小山町に住民登録がある人、または市内
の事業所に勤務している人で、市内に墳墓をお持
ちでない人

募集区画／３㎡の標準タイプ５区画
永代使用料／市民▶︎430,000円
　市外の人▶︎570,000円
墓地管理料／5,240円（年額）
墓所使用申込書と本籍地が記載された住民票を生
活環境課に提出してください。
11月18日㈪８時30分～12月20日㈮17時
生活環境課　995-1816

 パブリックコメント

年末調整説明会と
消費税軽減税率制度説明会、
青色申告決算説明会を開催

自然環境等と再生可能エネルギー
発電事業との調和に関する条例（案）
に対する意見を募集WEBBB WEBBB

住民票、マイナンバーカード
などへの旧氏併記 WEBBB

市営墓地使用者を募集
WEBBB
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おしらせ
県最低賃金改正
　県の最低賃金が10月４日㈮に
改正されました。
県最低賃金／885円
静岡労働局賃金室
　054-254-6315
「納付済額のお知らせ」の発送
　所得税の確定申告資料として、
国民健康保険税、介護保険料、後
期高齢者医療保険料の「納付済額
のお知らせ」を１月下旬に送付し
ます。年末調整や準確定申告で必
要な場合は、ご連絡ください。
税務課　995-1810

令和２年 成人式
　対象の人には、11月中旬に案
内状を送付します。届かない人は、
ご連絡ください。
令和２年１月12日㈰　10時～
　※受付▶︎９時30分～
市民文化センター
平成11年４月２日～平成12	年
４月１日に生まれた人で、市に
住民登録をしている人または市
内の中学校を卒業し、市外に住
んでいる人
生涯学習課　994-0145

法人市民税法人税割の税率の変更
　法人市民税法人税割の税率を改
正しました。
改正前／9.7％
改正後／6.0％
中間申告の特例／法人市民税法人
税割の税率改正に伴い、10月
１日㈫以降に開始した最初の事
業年度の予定申告額を、法人税
割は「前事業年度の法人税割額
×3.7÷前事業年度の月数」と
する経過措置を講じます。
税務課市民税係　995-1810

老人福祉センター「せせらぎの
湯」臨時休館
　福祉保健会館の工事のため、臨
時休館します。
12月１日㈰・８日㈰・15日
㈰・22日㈰
社会福祉課　995-1819

小山町町民の家「あしがら温泉」
開館時間変更
　冬季期間（11月～３月）の開
館時間を変更します。
開館時間／10時～21時
　※最終受付▶︎20時
社会福祉課　995-1819

子供・若者育成支援強調月間
　11月は、県子供・若者育成支
援強調月間です。期間中は、家庭
や学校、職場、地域社会が一体と
なって青少年健全育成の充実を図
る活動を行います。市では、青少
年声掛け運動の推進をしています。
活動に賛同した人には生涯学習課
で声掛け運動実行章（バッジ）を
お渡しします。
生涯学習課　994-0145

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

インフルエンザ定期予防接種（65
歳以上）実施医療機関の変更
　下記の医療機関が閉院したた
め、インフルエンザ定期予防接種
（65歳以上）実施医療機関一覧
表に記載されていますが、接種で
きません。注意してください。
●三須産婦人科医院
裾野市佐野846
健康推進課　992-5711

豚コレラの拡散防止
　県内で、豚コレラに感染した野
生のイノシシが確認されました。
人に感染することはありませんが、
イノシシを介しての感染やまん延
を防ぐため、次の点に注意してく
ださい。
●生ごみ（特に肉製品）を屋外
に放置しない。●野山や森林な
どに出かけたら靴の泥を落とす。
●死んでいるイノシシを見つけ
たら、市へ連絡する。
農林振興課　995-1823

冬の野鳥観察会
　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。
12月８日㈰　９時30分～12時
富士山資料館周辺
小学４年生以上の人
富士山資料館周辺に生息する野
鳥を観察します。
滝道雄さん（日本野鳥の会東富
士副代表）、大西晃さん（裾野
野鳥を守る会代表）
300円
必須▶︎防寒着、飲み物
　任意▶︎双眼鏡、カメラなど
●参加者は第２駐車場をご利用
ください。●雨天の場合は、９
時30分から11時まで富士山資
料館内で学習会を行います。
富士山資料館　998-1325

Information
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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
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。
12月４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

8020推進・県大会2019 in 裾野
11月17日㈰　13時～16時
市民文化センター大ホール
8020県民表彰や歯の健康に関
する活動発表（裾野市、清水町、
小山町、長泉町）、落語など
健康推進課　992-5711

丘の上マーケット in 千福が丘
11月９日㈯　10時～14時
千福が丘商店街広場
アクセサリー・陶器・雑貨など
のハンドメイド作品、飲食ブー
ス、ステージイベント（ザ・
ワースレス・千福が丘ひかり幼
稚園・千福が丘小学校・バイオ
リン演奏）
駐車場は、千福が丘中央公園ま
たはSMM戦略研修所南駐車場
をご利用ください。
戦略広報課シビックプライド推
進室　995-1803

ふれあい消防広場
11月17日㈰　10時～14時
裾野消防署
●体験コーナー▶︎はしご車・ミ
ニレスキュー・煙避難・消火器
取り扱い体験や消防車両の乗車
体験など
　●展示コーナー▶︎防火ポスター、
防災パネルなど
　●消防団、保連会コーナー▶︎軽
食などの模擬店
裾野消防署　995-0119

母子父子寡婦福祉資金貸付制度
　県では、ひとり親家庭や両親の
いない子どもが高校や大学、専門
学校などに進学するために必要な
資金の貸付を行います。
20歳未満の子どもを扶養して
いる母子家庭の母や父子家庭の
父、両親のいない児童など

修学資金／高校以上に修学するた
めに必要な授業料、教材費、交
通費など

就学支度資金／高校や大学、専門
学校などの入学時に必要な被服
や履物などの購入費
子育て支援課にある申込書に必
要事項を記入し、提出してくだ
さい。
11月11日㈪～12	月20	日㈮
申請後、面接を行います。
子育て支援課　995-1841

市民無料相談
11月20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

消費税引き上げに伴う水道料金・
下水道使用料の改定
　10月１日㈫からの消費税引き
上げに伴い、水道料金と下水道使
用料の消費税率を10％に改定し
ました。10月１日㈫以前から継
続して利用している人には、下記
のとおり経過措置があります。
水道料金・下水道使用料の経過措
置／●10月１日㈫以前から継続
利用している人は、経過措置と
して10月１日㈫以後の初回検
針分（12月請求分）に限り消
費税８%が適用されます。
　●10月１日㈫以降に利用を開
始した人は、初回検針分から消
費税10％が適用されます。
上下水道経営課　995-1836
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お知らせ

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。
12月26日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
12月12日㈭
国保年金課　995-1813

国保高齢受給者証交付会
　12月１日㈰から対象となる人
に、受給者証を交付します。
11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11月２日～12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

学校開放調整会議
　１月から２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

須山 12月３日㈫ 須山コミュニ
ティセンター

東 12月４日㈬
生涯学習セン
ター

深良 12月６日㈮
西 12月11日㈬

富岡 12月12日㈭
時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

にこにこキャラバン
“北児童館の巻”
　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。
11月19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
県立美術館 移動美術展
土・水―大地をめぐる美術
11月12日㈫～12月１日㈰
　10時～18時
市民文化センター展示室
伊藤若冲や横山大観などの県立
美術館が所蔵する美術品を38
点展示します。
市民文化センター　993-9300

親子のキラキラタイム
　クリスマスイベントを開催しま
す。当日、直接会場へお越しくだ
さい。
11月22日㈮　10時～13時
市民文化センター多目的ホール
バルーンアートパフォーマンス
やごろりんアート、飲食ブース、
ふじさんっこ応援隊ブースなど
子育て支援課　995-1841

児童扶養手当の支給
　11月11日㈪は児童扶養手当
の支給日です。児童扶養手当は、
18歳になる日以降の最初の３月
31日までの子どもがいる母子・
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・８・11・１・３月
●11月分から奇数月に年６回
払いになります。●支給日に、
前月までの月分を支給します。
●現況届が未提出の人や内容に
不備などがある人は、至急手続
きを行ってください。●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

教室・講座
サイエンス教室
～南極から見る宇宙～
12月15日㈰　16時～17時30
分　※受付▶︎15時30分
生涯学習センター３階学習ホール
190人

南極観測隊の現地での研究や仕
事、生活などに関する講演
吉岡武志さん（第53次南極観
測隊	越冬隊員）、市川隆さん
（第53次南極観測隊	夏隊員）
11月12日㈫～12月10日㈫
生涯学習課　994-0145
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Information

人口 51,693人
男性 26,244人　女性 25,449人

納付期限：12月２日㈪
国民健康保険税 第５期
介護保険料 第５期
後期高齢者医療保険料 第４期

２日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

３日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

４日㈪ 髙橋設備
☎993-1336

９日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

10日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

16日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

17日㈰ 工管設
☎993-1603

23日㈯ 杉山産業
☎992-1131

24日㈰ パイピング横山
☎992-3329

30日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

11月の税金・料金

11月の水道工事当番店

人口統計　10 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
市民活動の集い
　市民活動をしている人や自治会
活動をしている人、経験者が集ま
り、地域づくりを考えます。
12月14日㈯　13時～16時
生涯学習センター２階学習室
１・２
市民活動や自治会活動をしてい
る人または経験者
電話またはメールで生涯学習課
へお申し込みください。メール
の場合、件名を「市民活動の集
い申し込み」とし、本文に住
所・氏名・電話番号・所属団体
名（市民活動をしている人）・
自治会名（自治会活動をしてい
る人）を明記してください。
11月22日㈮
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

男性介護者交流会
　介護仲間との情報交換や介護に
ついての相談などを行います。
11月30日㈯　13時30分～15	
時30分
福祉保健会館３階会議室
介護している男性の人

見守りが必要な家族のために、
別室でミニデイを開設します。
利用する人は、早めにお申し込
みください。
11月28日㈭
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
市民提案型 教養講座・単発講座
　令和２年度に実施する、自らが
企画や運営する教養講座か単発講
座の提案を募集します。
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。
12月８日㈰
生涯学習センター

　992-3800
陸上自衛隊高等工科学校
採用試験
推薦▶︎令和２年１月５日㈰～６
日㈪の指定する１日
　一般▶︎令和２年１月18日㈯
中学校を卒業（見込みを含む）
した17歳未満の男子
推薦▶︎11月29日㈮
　一般▶︎令和２年１月６日㈪
推薦には、中学校長などの推薦
などが必要です。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
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かわ
著者：加古里子　出版社：福音館書店
　折りたたまれたページを広げると約
７mになる大きな絵本です。川の旅が
よく分かり、文字はなく、黒と水色の
２色で川の流れを描いています。

図書館利用者
市川 愛

め い

唯さん
（滝頭・６歳）

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

５日㈫・11日㈪・18日㈪
25日㈪・28日㈭休館日

11月

おすすめ本の紹介

行事予定

おはなしフェスティバル
 ９日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 16日㈯ 11時〜 本館２階視聴覚室

親子おはなし広場
 12日㈫ 10時30分〜 本館２階視聴覚室

親子おはなしの会
 19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
 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
 13日㈬ 10時〜17時 本館２階視聴覚室
 21日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 29日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

絵本とおしゃべりのへや
 14日㈭ 10時〜12時 本館３階会議室

ビブリオトーク
 16日㈯ 19時〜 本館２階展示室

読書週間展示
   〜９日㈯  本館１階入り口展示コーナー

リサイクルブックサービス
   ９日㈯〜15日㈮ 本館２階展示室 

　　　ナイトライブラリー
　　　映画会

11月16日㈯　18時〜20時１分
本館２階視聴覚室
60人（先着順）

上映作品／ビブリア古書堂の事件手帖
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救急協力医 November11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 ㈮ 旭医院 966-0031 原 えがわ医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

2 ㈯ 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 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

3 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

かとう内科医院 946-5562 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

4 ㈪

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

つかだ医院 983-1577 堂庭 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 遠藤クリニック 975-8801 久米田

5 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 酒井医院 966-1755 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

6 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 ㈭ 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

8 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

9 ㈯ 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

10 ㈰

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

大沢医院 931-1019 御幸町 大沢医院 931-1019 御幸町 田中医院 921-2053 高島町

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田

11 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 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

12 ㈫ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

13 ㈬ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 金元整形外科医院 924-0112 松長 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

14 ㈭ いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

16 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 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

17 ㈰

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

今井医院 921-3211 五月町 西村医院 971-6510 下土狩

永野医院 962-4450 大岡 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

18 ㈪ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 東医院 921-5520 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

20 ㈬ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 白石医院 951-4593 市道町 田中医院 921-2053 高島町

21 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑
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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
22 ㈮ 柿田川医院 973-3601 柿田 遠藤クリニック 975-8801 久米田 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

23 ㈯

高桑医院岩波
診療所 997-0486 岩波 西方外科医院 921-1333 共栄町

福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

田沢医院 962-1205 大手町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

24 ㈰

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 守重医院 931-2511 我入道

江川
南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

武藤医院 931-0088 三園町 酒井医院 966-1755 今沢

25 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

26 ㈫ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

27 ㈬ 新井内科クリニック 992-0811 久根 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

28 ㈭ 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

29 ㈮ 杉山医院 992-0028 平松 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

30 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

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 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

はとり眼科
987-6789 中土狩

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

4 ㈪ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

永井眼科
980-1777 萩

岩端医院
962-1368 大手町

おおしろ歯科医院
973-2900 新宿

10 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

沼津市立病院
924-5100 東椎路

太田歯科医院
972-1318 長沢

17 ㈰ 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

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

しんあい歯科医院
973-6686 伏見

23 ㈯ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

梶歯科医院
994-1344 石脇

24 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

スマイル歯科医院
997-1610 深良

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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11月

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。 山内 瑞

みず
輝
き

さん
（２歳11カ月・今里上）

小野 楓
ふう

琉
る

さん
（３歳・公文名二）

加藤 蒼
そう

士
し

さん
（２歳６カ月・伊豆島田）

土嶺 結
ゆ い な

衣那さん
（２歳８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
　 11日㈪・25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
　 25日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 15日㈮　13時30分～16時
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 18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
　 11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
　 13日㈬・22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
　 11日㈪・28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
　 26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
　 13日㈬　９時30分～11時
　 平成31年５月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 19日㈫　13時～
　 平成30年４月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 14日㈭　13時30分～15時
　 平成29年５月生まれの人
★３歳児健康診査
　 21日㈭　13時～
　 平成28年10月生まれの人


