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 令和元年度 裾野市の財政状況　
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susonobito No.9

　当市初のスポーツ観光大使の永田さん。７月６日㈯
の水ヶ塚公園クロスカントリーコース完成式典に合わ
せて大使に委嘱されました。
　永田さんは陸上の長距離ランナーです。幼稚園から
小学６年生までの９年間、マラソン大会で1位となり、
喜ぶ家族の笑顔が嬉しくて、現在まで陸上を続けてい
ます。

　中学校では陸上部
に入部し、恩師との
出会いがあり、兵庫
県須磨学園高校に入
学。全国高校駅伝に
出場し、２年生で２

位、３年生で優勝に輝きました。
　その後就職し、実業団女子駅伝中日本大会と東日本
実業団対抗女子駅伝競走大会では、アンカーとして
チームを優勝に導きました。現在は陸上に専念するた
め無所属となり、埼玉に住まいを移して、コーチを兼
ねる夫と共に弱点を鍛え直し、フルマラソンで活躍す
るため練習に励んでいます。
　12月中旬にはスポーツ観光大使として出演した準
高地トレーニングのPR動画が公開されます。「私は
高校から実家を離れているので、
故郷での大使任命はとても嬉しい
です。裾野市でのスポーツや観光
が多くの人に伝わるよう、大使と
して市の魅力を発信していきたい
です」と語ってくれました。
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城」まつりが開催されました。
まつりの目玉は、チャンバラ合
戦。多くの児童が参加し、敵を
追い回したり、敵から逃げたり
しながら、戦国武者になったつ
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松村 幸栄さん（旧姓 永田・31歳・金沢）

裾野市の魅力を発信
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　新天皇が即位され、平成から令和へと変わった2019年。皆さんに
とって、どのような１年でしたでしょうか。
　当市では、来年市内で開催される東京2020オリンピック自転車競技
ロードレース（男子）に向けて、準備が進められました。この１年の当
市での出来事を写真とともに振り返ります。

戦略広報課　995-1802

富士山初冠雪翌日の朝焼け
撮影：10月23日㈬ 広報特派員 原 久子
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①

②

③

④

⑤

裾野この一年

１月
　１日	 第44回深良地区元旦マラソン・駅伝大会
13日	 第62回新成人者祝賀駅伝大会、成人式、
	 	 消防出初式
26日	 すそのロケフェスタ2019
30日	 中日本高速道路株式会社東京支社との東名高速

道路を跨ぐ東名千福橋の撤去事業に関する基本
協定締結式①

２月
22日　富士山の日記念講演会
23日　富士山の日記念	富士山資料館入館無料、すそ

のんお誕生会2019②

３月
　８日	 深良用水通水350周年記念事業企画委員会から

記念事業の提言
10日	 西分団消防ポンプ車貸与式
25日	 裾野警察署と静岡犯罪被害者支援センターとの

犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書締
結式

４月	
　６日	 第８回富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜

まつり（〜７日）
15日	 映画「キングダム」×裾野市（〜５月６日）③
28日	 第６回深良用水まつり

５月	
	　１日	 新天皇即位
12日	 第43回富士裾野高原マラソン大会
13日	 時之栖との災害時における支援協力に関する協

定締結式
18日	 第42回五竜みどりまつり（〜19日）
25日	 JR岩波駅新駅舎・上りホーム竣工記念内覧会

④

６月
　５日	 1964年東京オリンピック聖火ランナーからユ

ニフォーム寄贈
　８日	 第41回健康と歯のフェスティバル⑤
16日	 第50回父親ソフトボール大会
29日	 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」（〜30日）
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⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

７月
　１日	 富士山須山口登山道開山式
　６日	 水ヶ塚クロスカントリーコース完成式、スポー

ツ観光大使任命式⑥
22日	 富士山チャレンジライド2019in御殿場・裾野⑦
23日	 東京大学生産技術研究所とのデータ利活用によ

るまちづくりの推進に関するパートナーシップ
協定締結式

24日	 東京2020オリンピック自転車競技ロードレー
ス（男子）の看板をコース付近３カ所に設置

８月
　３日	 第46回すその夏まつり⑧
　６日	 オーストラリアフランクストン夏休み短期派遣

（〜16日）
28日	 パノラマロード畑の土壌改良・キヌア種まき

（〜30日）

９月
　７日	 第36回富士山すその阿波おどり大会
14日	 第９回富士山すそのパノラマロードコスモスま

つり（〜15日）⑨
18日	 ラグビーワールドカップ2019日本大会ホイッ

スル市内通過

10月
　５日	 第５回おんぱく開幕式
　６日	 TOYOTA	GAZOO	Racing	ラリーチャレン

ジ	富士山すそのラリー2019
12日	 台風第19号で約１億９千万円の損害⑩
15日	 新火葬施設安全祈願祭
19日	 市民のふれあいフェスタすその・第38回消費

生活展（〜20日）
25日	 市表彰式
30日	 市民芸術祭（〜11月10日）

11月
12日	 県立美術館	移動美術展（〜12月１日）
14日	 ライフデータデザイン㈱との地域フィールドラ

ボにおけるフェロー受入れに係る協定締結式
17日	 8020推進静岡県大会in裾野
	30日	 第20回しずおか市町対抗駅伝競走大会

12月	
　８日　みらい会議、第46回農業まつり

2019年
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ＧＯＧＯＧＯＧＯサイクリング

御殿場市

小山町

　歴史学習施設ディアナ号やアスレチック遊具もあり、
家族連れにも人気です。展望台「富士山ドラゴンタワー」
からは、田子の浦港から駿河湾や伊豆半島まで、360度
の景色を一望できます。堤防沿いを海風に吹かれながら
サイクリングできます。

　段々に並ぶ茶畑の先に富士山が見える様子は、まさに絶景で
す。県内でも数少ない、電線などの人工物が入らない茶畑と
富士山の撮影スポットとして、多くのメディアやカメラマンが
訪れ、外国人にも人気です。

　世界文化遺産・富士山の構成資産に登録さ
れている「富士山東口本宮　冨士浅間神社」
は、富士登山道須走口の起点になります。神
社前の県道151号須走小山線は、須走地区
内では「須走本通り」と呼ばれ、東京2020
オリンピック自転車競技ロードレースのコー
スになります。
　霊験あらたかな冨士浅間神社を詣でながら、
オリンピックのレースコースを体験してみて
はいかかでしょうか。晴れれば通りから、壮
大な霊峰富士の姿を見ることができます。
冨士浅間神社　0550 75 2038

富士市

▲雄大な富士山を眺めながらサイクリング

▲７月に開催されたREADY STEADY TOKYO 自転車競技ロード

●御殿場口ヒルクライムコース
　～オリンピックロードレースコースを富士山に向かって登る～

●須走冨士浅間神社と本通り　～東京2020オリンピックのロードレースコース～

●大淵笹場

●ふじのくに田子の浦みなと公園

富士山

見なが
ら

マップへＧＯ！

マップはここでもらえる！⇒市役所、各支所、生涯学習センター

富士山ネットワーク会議　広報研究会共通紙面

　朝霧高原エリアは、富士山の西麓に位置し、富士箱根伊豆国立
公園に指定されています。
　牧場やキャンプ場、道の駅などのさまざまな施設が点在してお
り、雄大な富士山を見ながら、アウトドアレジャーを楽しめます。

　湖畔には、キャンプ場や自然体験施設、湖を1周することがで
きるサイクリングロードが整い、富士山の絶景が楽しめます。春
と夏には早朝の時間限定で、富士山頂から太陽が昇る神秘的な光
景の「ダイヤモンド富士」を見ることができる場所としても有名
です。

富士宮市

▲春は桜、秋は紅葉で多くの人でにぎわう田貫湖

▲雄大な富士山が裾野から頂上まで眺められます。

●朝霧高原エリアは「景色」と「施設」が充実

ここに注目　　「田貫湖」

裾野市

▲須山口登山道の起点となる須山浅間神社

●須山浅間神社
～東京2020オリンピック自転車競技ロードレースコース近く～

須山浅間神社　080ー1617ー1865

　富士山の麓にある４市１町で構成される「富士山ネットワーク会議」。広域で
連携し、よりよい住民サービスの提供に努めることを目的に活動しています。こ
のたび、４市１町を巡るサイクリングマップを作成しました。「ぐるり富士山
風景街道推奨コース」と「オリンピック自転車競技ロードレースコース」の２
つのコースを掲載。マップに掲載されている各市町のおすすめコース、魅惑の
スポットなどを紹介します！ 戦略広報課　995-1802

　御殿場市内には初心者からベテランまで楽しめる
サイクリングコースがあります！
　ここではJR御殿場駅を起点として富士山御殿場口
新五合目を往復する「御殿場口ヒルクライムコース」
を紹介します。東京2020大会自転車競技ロード
レースのコースの一部にもなっていて、富士山スカ
イラインを一直線に進むこのコースは、原生林が広
がる自然を楽しみつつ雄大な富士山に向かって走る
ことができる御殿場ならではのコースです。
　市内にはサイクリストの休憩スポットやサイクル
ピットが設置されています。四季を通して楽しめる
富士山を眺めながら、サイクリングをしてみませんか？

　世界文化遺産に登録されている須山浅間神社は、古
くから地域の守り神としてあがめられてきました。祭
神として「コノハナノサクヤビメ」を祭っていて、夫
婦円満や安産、子宝の神として信仰を集めています。
　東京2020オリンピック自転車競技ロードレース
（男子）のコース付近にあり、雄大な富士山を望む
ことができます。正面の赤い鳥居をくぐり、拝殿へ続
く石畳の参道の両脇には樹齢約500年の杉の木が植
えられています。夏の登山シーズンは、須山口登山道
の起点として全国から登山者が訪れ、多くの人でにぎ
わいます。　
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特
　
集

令 和 元 年 度

裾 野 市 の 財 政 状 況

一 般 会 計
予 算 額　223億4,215万円
収入済額　104億1,237万円
支出済額　101億8,340万円

※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
は令和元年度歳入・歳出予算について、９月30日現在の執行状況などを掲載
します。

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

県支出金▶県から交付される補助

金など

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94,545円　１世帯当たり224,932円
 (法人市民税を除く)
※令和元年９月30日現在の人口51,693人、世帯数    

21,728世帯で計算

歳入

歳出

52.9%

24.3%

14.3%

14.7%

13.4%

9.9%

10.4%

13%

6.6%
5.8%

1.4%

0.8%
32.5%

市税
55億1,632万円
(104億2,790万円)

民生費
24億7,882万円
(58億1,922万円)

土木費
15億52万円
(36億1,096万円)

教育費
14億5,117万円
(34億6,249万円)

衛生費
13億6,106万円
(27億9,728万円)

総務費
10億312万円
(22億7,775万円)

公債費
10億6,363万円
(21億3,168万円)

その他
13億2,508万円
(22億4,277万円)

諸収入
１億4,328万円
(８億8,541万円)

※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 46.6%】

※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 45.6%】

その他
33億8,232万円
(55億203万円)

地方消費税交付金
５億9,885万円
(11億4,500万円)

県支出金
8,815万円
(11億7,658万円)

国庫支出金
６億8,345万円
(32億523万円)
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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。

■土地開発公社
　施設・道路などを建設しやすくするため、土地の取
得、管理、処分などを行っています。

予算現額 執行額 執行率
収 益 的 収 入 1,285万円 ０万円 ０%
収 益 的 支 出 1,334万円 14万円 １%
資 本 的 収 入 ２万円 ０万円 ０%
資 本 的 支 出 1,565万円 ０万円 ０%

■�水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ９億7,800万円 ３億9,590万円 40.5%
収 益 的 支 出 ７億1,595万円 １億2,375万円 17.3%
資 本 的 収 入 3,024万円 1,253万円 41.4%
資 本 的 支 出 ７億3,469万円 7,278万円 9.9%
※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 68億9,657万円
出資金および貸付金 8,229万円

土地 723,691㎡
山林 1,211,336㎡
建物 162,943㎡
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 104億4,072万円
総務債 ２億7,419万円
民生債 ３億4,502万円
衛生債 17億5,323万円
農林債 7,597万円
商工債 5,481万円
土木債 51億5,312万円
消防債 ６億2,655万円
教育債 21億5,783万円

　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 74億9,280万円
減税補てん債 ３億6,227万円

臨時税収補てん債 ０万円
減収補てん債 36億2,400万円

臨時財政対策債 35億　　653万円
一般会計合計 179億3,352万円

墓地事業 9,175万円
十里木高原簡易水道 1,940万円

特別会計合計 １億1,115万円
水道事業 ６億3,211万円

下水道事業 57億1,965万円
公営企業会計合計 63億5,176万円

■�下水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ８億　　　　4万円 ４億4,998万円 56.2%
収 益 的 支 出 ７億8,527万円 １億5,354万円 19.6%
資 本 的 収 入 ５億5,022万円 ２億　　626万円 37.5%
資 本 的 支 出 ７億4,223万円 ２億8,457万円 38.3%
※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。

■�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 49億　867万円 23億3,052万円 18億　324万円 36.7%
後 期 高 齢 者
医 療 事 業 ５億5,133万円 １億9,903万円 １億　965万円 19.9%

介 護 保 険 35億3,489万円 16億3,095万円 13億1,994万円 37.3%
土 地 取 得 17万円 0万円 0万円 0%
十 里 木 高 原
簡 易 水 道 7,873万円 751万円 194万円 2.5%

墓 地 事 業 4,930万円 1,092万円 1,961万円 39.8%
合 計 91億2,309万円 41億7,893万円 32億5,438万円 35.7%
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　人事行政の透明性を高め、市政への理解と信頼を得られるよう、市人事行政の運営
等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、職員の給与や定数管理の状況のあらま
しを公表します。

人事行政の運営などを公表します
職員数や給与に関する状況など

　　　部門

区分　　

一般部門 特別行政部門 公営企業などの
会計部門

合
計議

会

企
画
総
務

税
務

民
生

衛
生

労
働

農
林
水
産

商
工

土
木 計 教

育
消
防 計 水

道
下
水
道

そ
の
他

計

平成30年度 ４ 80 20 69 39 １ ８ ６ 40 267 56 １ 57 ７ ６ 15 28 352

平成31年度 ４ 83 20 67 40 １ ８ 11 39 273 54 １ 55 ７ ５ 15 27 355

対前年増減数 ０ ３ ０ ▲２ １ ０ ０ ５ ▲１ ６ ▲２ ０ ▲２ ０ ▲１ ０ ▲１ ３

区分 住民基本台帳人口
（平成31年１月１日） 歳出額 A 人件費 B 人件費率

B/A
平成29年度の

人件費率
平成30年度 52,001人 202億6,697万7,000円 28億7,874万7,000円 14.2% 14.8%

区分 職員数
A

給与費 一人当たりの
給与費 B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B

平成30年度 324人 12億3,876万2,000円 3億4,836万円 5億2,168万8,000円 21億881万円 650万9,000円

区分 平均年齢 平均給料月額 学歴 初任給 経験年数10年 経験年数20年 経験年数30年

一般行政職 41.3歳 32万3,050円
大学卒 18万7,200円 27万440円 36万5,200円 40万5,883円

高校卒 15万3,000円 ー ー ー

技能労務職 52.3歳 37万1,854円 高校卒 15万3,000円 ー ー 37万2,783円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）
１．職員数に関する状況

２．職員の給与に関する状況
①人件費の状況（普通会計決算）

②職員給与費の状況（普通会計決算）

③職員の平均年齢、給料月額などの状況（平成31年４月１日現在）

（単位：人）

※職員数は一般職の職員数で、地方公務員の身分を持つ休職者・派遣職員などを含みます。臨時・非常勤職員は
除きます。

※平均給料月額とは、各職種の職員の基本給の平均です。
※経験年数とは、学校卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している年数のことです。

人事課
　995-1806
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WEBBB

３．職員の手当に関する状況
　　（平成31年４月１日現在）

①期末・勤勉手当

区分 期末手当 勤勉手当 計
６月期 1.3月分 0.925月分 2.225月分

12月期 1.3月分 0.925月分 2.225月分

合計 2.6月分 1.85月分 4.45月分

②退職手当

区分 自己都合 応募認定・定年・任期満了
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分   33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 　　47.709月分
最高限度 47.709月分 　　47.709月分

③地域手当　支給率８％
　１人当たり平均支給年額32万2,716円
④特殊勤務手当　18種類
　１人当たり平均支給年額２万6,472円
⑤その他手当
　扶養手当、住居手当、通勤手当など

４．特別職の給与などに関する状況
　　（平成31年４月１日現在）

月額 期末手当の支給割合

給与
市長 82万円

（６月期）
2.175月分

（12月期）
2.175月分副市長 66万円

教育長 63万円

報酬
議長 38万5,000円

（６月期）
1.85月分

（12月期）
1.85月分副議長 34万5,000円

議員 32万5,000円

５．分限と懲戒処分に関する状況
　　（平成30年度）

①分限処分者数　３人
※職員がその職務を十分果たしえない場合などに行
う処分です。

②懲戒処分者数　２人
※職員の一定の服務義務違反に対して、道義的責任
を問う処分です。

６．福祉と利益の保護に関する状況
　共済組合では、大きく分けて３つの事業を行ってい
ます。

事業 内容

短期給付事業 職員とその家族の病気、けが、出産、
死亡などに対して必要な給付を行う。

長期給付事業 職員の退職、障がい、死亡に対して
年金・一時金の給付を行う。

福祉事業 健康の保持増進事業や住宅資金の貸
し付けなどを行う。

　市では、健康診断などの職員の厚生活動事業を行っ
ている他、職員の任意による互助組織の職員互助会を
組織し、文化事業や体育事業、職員の健康増進事業な
どを行っています。

７．研修と勤務成績の評定に関する状況
　平成30年度は、延べ735人が参加しました。

研修 内容 参加人数
職階ごと
の研修

新規採用職員・主査・管理者
などに分けて実施 157人

専門研修 研修、法令・個々の能力開発・
教養などを実施 493人

派遣研修 県自治研修所・市町村アカデ
ミーなどの研修機関で実施 67人

自主研修 自己啓発支援研修・自主研究
グループなどを実施 16人

　人事評価については、人材育成型の人事評価制度を
導入しています。係長以上の職員は、評価結果を勤勉
手当に反映しています。

８．勤務時間とその他の勤務条件に関する状況
①一般職員の勤務時間の状況
勤務時間／７時間45分（８時30分〜17時15分）
休憩時間／12時〜13時
②年次有給休暇の使用状況（平成30年）
１人当たり／９日と６時間
③育児休業と部分休業の取得者数の状況（平成30年

度）
育児休業／８人
部分休業／１人
※平成30年度に新たに育児休業と部分休業を取得
した人数です。
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年末年始の準備に地元の
農産物はいかがですか 農業まつり

　農業まつりは、地元の農産物や加工品の消費拡大、生産者
と消費者との交流を深めるために開催する農業の一大イベン
トです。収穫されたばかりの旬の農作物が勢ぞろい。今年は
市内産を含む地元のブランド米「するがの極」の試食コー
ナーもあります。

と　き／12月８日㈰（小雨決行）
９時30分～14時

【式典】11時30分～12時
ところ／市民文化センター

農林振興課　995-1824

即売コーナー
野菜、イチゴ、米、はんぺん、
手作り味噌、地酒、正月用お飾
り、緑花木、軽食、泉州タオ
ル・松浪キャベツ（大阪府泉佐
野市出店）など

無料配布コーナー
ブランド米「するがの
極」試食、ミカン、甘
酒、福餅

催しものコーナー
パターゴルフ、優良農産
物展示、木工作り、動物
ふれあい広場、手もみ茶
の実演・試飲

式典
（市民文化センター入口前）

主催者・来賓あいさつ、農産物
ほ場等審査表彰式、裾野の農業
フォトコンテスト優秀作品表彰
※作品は当日、市民文化セン

ターエントランスホールに展
示します。
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裾野市表彰　10人１団体を表彰
市政の発展に貢献

  市表彰式が10月25日㈮に市民文化センターで
行われました。市民福祉の文化の向上、健康増進
などに寄与し、市政発展のために尽力した10人
１団体を表彰しました。

秘書課　995-1800

地方自治功労
杉本 和男さん（御宿入谷）
　多年、市議会議員として、市民
福祉の向上などに尽力し、地方自
治の進展に寄与しました。

地方自治功労
武井 喜

よしゆき
征さん（上原）

　多年、文化財保護審議委員とし
て、市の文化向上に尽力しました。

地方自治功労
二見 榮一さん（南堀）
　多年、市議会議員として、市民
福祉の向上などに尽力し、地方自
治の進展に寄与しました。

地方自治功労
中西 正憲さん（元町）
　多年、文化財保護審議委員とし
て、市の文化向上に尽力しました。

地方自治功労
土屋 篤男さん（佐野若狭）
　多年、市議会議員として、市民
福祉の向上などに尽力し、地方自
治の進展に寄与しました。

地方自治功労
森岡 義明さん（三島市）
　多年、社会教育委員として、市
の社会教育発展に尽力しました。

地方自治功労
服部 孝夫さん（本村上中）
　多年、文化財保護審議委員とし
て、市の文化向上に尽力しました。

地方自治功労
水
みずぐち

口 龍也さん（町震一）
　多年、社会教育委員として、市
の社会教育発展に尽力しました。

保健衛生功労
杉山 憲義さん（石脇）
　多年、市内幼稚園の学校医や予
防接種健康被害調査委員、胃がん
検診委員などを務め、市の保健行
政の進展に尽力しました。

産業功労
杉山 和久さん（下和田）
　多年、東富士演習場裾野地区対
策委員として、当市における演習
場の安定使用に貢献しました。

市 政 功 労 賞

市 政 有 功 賞

有 功 善 行 賞

市 政 功 労 賞

市 政 有 功 賞

有 功 善 行 賞

市 政 功 労 賞

市 政 有 功 賞

有 功 善 行 賞

団体善行
Y－CITYアルミ缶回収委員会
　寄付によって健康文化都市事業に貢献し、市
民福祉の向上に寄与しました。
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　12月15日㈰から31日㈫まで、年末の交通安全県民運動、年末特別警戒が実施され
ます。一人一人が交通安全と犯罪被害防止の意識を高め、良い年が迎えられるように
しましょう。

交通安全県民運動スローガン
「安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ」
裾野地区重点
　市内の交通事故発生件数が、前年に比べ増加してい
ます。道路を通行する際は、心と時間に余裕を持ち、
安全確認「止まる・見る・待つ」を励行しましょう。
高齢者と子どもの事故防止　
　高齢者に起因する事故が増えています。家庭や地域
で声を掛け合い、交通事故を防ぎましょう。子どもの
外出の際には、自転車使用時のヘルメット着用、交通
ルールを守ることを徹底させてください。
　運転者は、「おもいやりありがとう」の精神に基づ
き、歩行者優先の運転意識で、ゆとりのある運転を心
掛けてください。
夕暮れ時から夜間の交通事故防止
「ピカッと作戦の推進」
　冬期は、日没時間が早く、交通量も多くなるため、
夕方から夜間の交通事故が増加する傾向があります。
自動車や自転車を運転する際は、16時にはライトを
点灯し、歩行者などを早めに発見することと、自分の
存在を周りに知らせることが重要です。自動車の場合、
夜間はハイビームを活用し、対向車や道路状況に応じ
ロービームに切り替
えるなど、小まめな
使い分けが安全につ
ながります。
　歩行者は、明るい
色の衣服や、自発光
式反射材などを着用
しましょう。
飲酒運転の根絶
飲酒運転をしない・させない環境づくり
　忘年会や年越しなどで、飲酒する機会が増える時期

です。飲酒する場合は車で行かない、
車で来た場合は飲まない、飲ませな
いなど家庭や地域で飲酒運転をさせ
ない環境をつくりましょう。
　アルコールを提供する事業者も運

転者へ提供しないことを徹底するなど、市民・事業者
総ぐるみで、悲惨な交通事故を起こさない取り組みを
していきましょう。
県では10月１日から自転車保険などを義務化
　自転車利用者、保護者（未成年に対して）、事業者、
レンタルサイクル事業者は自転車保険に加入しなけれ
ばなりません。小・中学生は通学時のヘルメット着用
も義務化となりました。
　自転車の盗難が増えています。必ずツーロックをし
ましょう。
サギ電話は必ずあなたにもかかってくる
特殊詐欺の被害防止
　「サギ電話」とは、振り込め詐欺などの犯人が、
ターゲット（市民の皆さん）に対してかけてくる「事
前電話」のことです。「サギ電話」をかけてくる犯人
は、いきなり金銭の要求はしません。いろいろな人物
に成りすまして電話をかけてきます。

対策
●「携帯電話の番号が変わった」という連絡があった
ら、必ず以前から聞いている電話番号に連絡して事
実を確認してください。
●本人と連絡が取れない場合には、家族・警察に相談
しましょう。
●「代わりの人間がお金をもらいにいく」と言われて
も、知らない人にお金を渡さないでください。
●普段から、振り込め詐欺の手口について家族で話し
合いましょう。家族の絆が特殊詐欺からあなたを守
ります。

身に覚えのないはがきに注意
　詐欺は電話だけでなく、はがきによるものも発生し
ています。身に覚えのないはがきに記載された連絡先
には絶対に連絡しないでください。

年末の交通事故、犯罪被害を防止
交通安全県民運動・年末特別警戒を実施 WEBBB

危機管理課
　995-1817

秋・冬 16:009月～2月

夏 18:006月～8月

春 17:003月～5月

サギ電話で犯人は、
息子や孫、おいなど
親族に成りすまし、
相手をダマした上で‥･

１．不安のどん底に突き落とす
２．解決策を示して安心させる
３．考える暇を与えず、現金を
　　振り込ませる
４．現金やキャッシュカードを
　　持って来させる・取りに来る
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工事施工業者
建築工事／木内・渡工特定建設工事共同企業体（木内
建設㈱沼津支店・渡邊工業㈱）

機械設備工事／㈱遠藤管工設備（富士市）
電気設備工事／㈱HEXEL	Works沼津営業所
火葬炉設備工事／㈱宮本工業所（富山県富山市）
工事監理／㈱石本建築事務所	東京オフィス（東京都
千代田区）
建物概要
構造規模／鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、２階
建て

延床面積／2,873.62㎡
駐車場／合計約100台
火葬炉数／人体炉４炉＋将来増設１炉（予定）
計画諸室／告別室２室、収骨室２室、待合室５室、多
目的室１室（会議室としての利用や、直葬など最期
のお別れの場として使用）、待合ホール、キッズ
ルームなど

概算工事費／約19億1,500万円
工事工程
　新火葬施設の運営を開始した後に現斎場を解体しま
す。外構・駐車場工事を実施した後、令和４年１月ご
ろに全面供用開始となります。
工程①／新火葬施設本体の工事に先立ち、現斎場の仮
設ロータリーや駐車場、雨水調整池などの準備工事
を行います。
12月まで

工程②／新火葬施設本体部分の工事を行います。
１月〜令和３年７月

工程③／新火葬施設の運営開始後、現斎場の解体工事
と現斎場跡地の外構工事を行います。現斎場跡地の
一部を仮設駐車場として使用します。
令和３年８月〜10月

工程④／駐車場の整備を行い、全域の整備を完了します。
令和３年11月〜12月

※工事工程は、変更する場合があります。

新火葬施設の工事がスタート
令和３年中の開所を目指し、裾野市と長泉町が共同で整備 WEBBB

　裾野市長泉町衛生施設組合では、新火葬施設の整備を進めていま
す。10月15日㈫に、建設予定地で安全祈願祭が行われました。本
体部分の工事中は、現斎場の出入口や駐車場の位置などを変更しま
す。ご協力をお願いします。

生活環境課　995-1816

現斎場
仮設工事

フェンス
バリケード

フェンス
バリケード

出入口
（工事車両）

出入口
（工事車両）

出入口

現斎場
運営

造成工事

市道4380号線 市道
1-15号線

仮囲い

出入口
（工事車両）

出入口
（工事車両）

出入口

出入口

現斎場
運営

仮設駐車場 フェンス
バリケード

新火葬施設
本体工事 仮設

ロータリー

市道4380号線 市道
1-15号線

調整池

出入口
（工事車両）

入口

出口
現斎場
解体工事
＋

外構工事

新火葬施設
運営開始

フェンス
バリケード鋼板仮囲い

仮設
駐車場

市道4380号線 市道
1-15号線

入口

駐車場

駐車場

調整池

出入口
（工事車両）

入口

出口

入口駐車場工事完了後
全域整備完了

市道4380号線 市道
1-15号線駐車場

駐車場

駐車場
工事

駐車場

調整池
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Photograph

　アマゴの放流が深良川の新深良橋付近で行われまし
た。これは、河川美化活動の一環として毎年行われて
いるもので、17回目になります。今年は千福が丘ひ
かり幼稚園の園児26人が、３匹ずつ取り分けたアマ
ゴを川岸に３人１組に並んで放流しました。園児たち
は「元気に育ってね」と声を掛けていました。

　深良用水の世界かんがい施設登録5周年を記念し、
記念講演が開催されました。この日は、小型カメラを
搭載した無人ボートを使い、沼津高専の生徒が撮影し
た深良用水隧道内部の映像や、スマートフォンを使っ
たVR（立体映像）の説明がありました。聴講した人
は、立体模型やジオラマを前にして、深良用水の歴史
に理解を深めていました。	 特派員：小林	建次

　株式会社不二家が、市内の幼稚園・保育園に通う５
歳児へ「この飴は市内で作られていることを伝えてほ
しいです。地元の産業に興味を持ってくれると嬉しい
です」と千歳飴を贈呈しました。市長は「子どもたち
の喜ぶ姿が目に浮かびます」とお礼を述べました。園
児には七五三行事の際に配布されます。

　福島県相馬市へ届けるための支援物資積み込み作業
を行いました。相馬市とは災害時相互支援協定を締結
しています。提供物資は飲料水で、2ℓ6本入りが
220箱と300㎖24本入りが50箱で、合計3,000ℓです。
支援物資は、翌日の早朝に相馬市に渡されました。相
馬市では現在も復旧作業が続いてます。

福島県相馬市へ支援物資提供 （10月15日）

千歳飴1,000本を寄贈 （10月16日）

「元気に育ってね」幼稚園児26人が協力（10月17日）

VRと動画で深良用水の隧道内部を解説（10月20日）

16
2019.12
広報すその



フォトグラフ

　消火技術競技大会が裾野消防署で開催され、市内の
18事業所が参加しました。どのチームの指揮者も、
大声で的確に指示を出していました。消防署への通報、
避難路の確保などを迅速に行い、手際のよい初期消火
活動を披露し、観客から大きな拍手があがっていまし
た。

　市役所で裾野高校とイブニング・ダイアログを開催
しました。第５次裾野市総合計画の策定にあたり、若
い世代の率直な意見を聴き計画策定に生かそうという
のが狙いです。高校生６人が参加し、市長、副市長ら
と自由な対話が行われました。限られた時間でしたが、
市と高校との連携についてなど参考となるものも多く、
良い刺激を受けました。

　小雨の降る中、中学駅伝東部地区予選会が運動公園
で繰り広げられました。出場チームは女子25校・男
子28校です。始めに女子の部がスタートし、続けて
男子の部が熱戦を繰り広げました。それぞれ８位まで
県大会への出場権が与えられます。女子は御殿場中学
校、男子は富岡中学校が優勝を勝ち取りました。

特派員：中村	隆司

熱い声援を受けてつなげ母校のタスキ （10月19日）

産業の出展ブースが大盛況 （10月19・20日）

初期消火の速さと技術を競う （10月23日）

市の将来のまちづくりについて語り合う（10月29日）

　市民文化センターを会場に市民のふれあいフェスタ
すそのと消費生活展が開催されました。フェスタでは、
恒例のハロウィンマルシェが開かれました。裾野高校
や不二聖心女子学院の皆さんがボランティアスタッフ
となって運営をサポートしていました。どこのブース
も大勢の来場者でにぎわっていました。
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　映画やドラマのロケ誘致、支援を行うフィルムコ
ミッション事業の魅力を伝えるイベント「すそのロケ
フェスタ2020」を開催します。

１月25日㈯　10時30分〜
　※開場▶︎10時
市役所地下多目的ルーム
80人
市公式ウェブサイトの応募フォームから申し込むか、
はがきまたはファクスに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を明記しすそのロケフェスタ2020
係へお申し込みください。

申込先／戦略広報課	すそのロケフェスタ2020係
　 992-1546　 〒410-1192　佐野1059番地
１月17日㈮
定員を越えた場合は抽選となります。当選者には、
後日招待券を発送します。

人気映画のプロデューサー
によるトークイベント

ゲスト▶︎木谷真規さん（映画プロ
デューサー、芸能プロダクション
社長）
フィルムコミッション交流会・ケータリング試食会
　フィルムコミッション事業活動報告やボランティア
エキストラ体験談発表、映画『キングダム』裾野ロケ
で提供されたこみずとうたさんによるケータリング試
食会を行います。

戦略広報課シビックプライド推進室　995-1803

　市民意識調査は、市民の皆さんの意識を市政運営に
反映させるため、毎年実施しています。

調査概要
調査地域／市全域
1,000人（無作為に抽出した20歳以上の市民の人）
６月17日㈪〜７月１日㈪

調査方法／郵送配布、郵送回答、Web回答
回収状況／559票（回答率55.9%）
調査結果（抜粋）
市が行っている取り組みや生活環境の満足度

順位 項目

１ 身近に住んでいる外国人とのトラブルの少なさ

２ 空気や河川の水のきれいさ

３ 悪臭のなさ、散乱ごみの少なさ

4 安心・安全で快適な住環境

5 誰もが平等に情報を受け取ることができる環境

市の政策全体に関する満足度
　「満足している」と「まあまあ満足している」を合
計した“満足”の割合は16.1％、「普通」の割合は
38.1％、「やや不満である」と「不満である」を合
計した“不満”の割合は36.7％となりました。

企画政策課　995-1804

トークイベント・人気映画のケータリングを試食
すそのロケフェスタ2020を開催 WEBBB

市民意識調査結果
政策立案の基礎資料として活用 WEBBB

ポスターや色紙などのパネル展を開催
１月20日㈪〜31日㈮　８時30分〜17時15分
　※市役所開庁日のみ
市役所地下多目的ルーム
市内で撮影された映画やドラマの美術、ポス
ター、台本、出演者の色紙などを展示します。

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

満足している

まあまあ満足している

普通

やや不満である

不満である

わからない

無回答

（％）

1.8

14.3

19.9

16.8

8.4

0.7

38.1
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　市では、東富士演習場の演習通報や市からのお知ら
せ、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
貸し出しています。
災害発生時に備え、
受信機を借りていな
い世帯主は貸与を受
けてください。

放送内容
時間 内容
6:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ
9:00 時報

12:00 時報
17:00 時報
19:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ

緊急時 火災の発生、災害への注意、警報の
発令、行方不明者のおたずねなど

世帯主に無償で貸し出し
　市に住民登録されている世帯主に、無償で１台貸し
出しています。戦略広報課にはんこをお持ちになり手
続きを行ってください。
転出・転居する場合は
　市外に引っ越すときは、建物内に置いたままにせず
に、戦略広報課または各支所へ返却してください。建
物の建て替え時に処分してしまわないよう注意してく
ださい。同地区内に転居する場合は戦略広報課で住所
変更の手続きを行ってください。
故障かなと思ったら
　雑音がしたり、放送が入らないときがあったりする
場合は、電波の状況が悪くなった可能性があります。
次のことを試し、放送を聞いてみて、状況が変わらな
ければ受信機を戦略広報課へお持ちください。
●アンテナを真上または真下に立てる
●コンセントを挿す場所を変え、置き場所を変える

戦略広報課　995-1802

無線放送戸別受信機の貸与
演習通報や市からのお知らせを放送 WEBBB

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。
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）

不発弾事故絶無のために
不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

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
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　国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー
（e-Tax）から、スマートフォンやパソコンを使っ
て確定申告書が作成できます。e-Taxで申告すると
きは、マイナンバーカードか税務署が発行する
ID・パスワードが必要です。
　マイナンバーカードで申告するときにパソコンを
使う人はICカードリーダライタが必要です。ス
マートフォンで申告する人は対応機種がありますの
で、国税庁ホームページで確認してください。　
　ID・パスワードで申告する人は、確定申告前ま
でに税務署で発行手続きを行ってください。ID・
パスワードは暫定的な対応ですので、早めにマイナ
ンバーカードの取得をお願いします。
令和元年分の申告は、２カ所以上の給与所得があ
る人、年金収入や副業などの雑所得がある人など
もスマホ専用画面で行えます。
沼津税務署　922-1560（代表）

　公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年
金受給者を支援するため、年金に上乗せする制度が
10月から始まりました。受け取りには日本年金機
構への請求書の提出が必要です。
①●老齢基礎年金を受給している65歳以上の人
で、世帯全員の市民税が非課税●年金収入額とそ
の他所得額の合計が約88万円以下の人
　②障害基礎年金か遺族基礎年金を受給していて、
前年の所得額が約462万円以下の人

請求手続き／①平成31年４月１日以前から年金を
受給している人には、日本年金機構から対象者に
請求手続きの封筒が発送されています。同封のは
がきに記入し、切手を貼ってポストに投函してく
ださい。②平成31年４月２日以降に年金を受給
し始めた人で上記対象となる人は、年金の請求と
あわせて手続きをしてください。
年金生活者支援給付金専用ダイヤル

　0570-05-4092

確定申告はパソコン・スマホで
確定申告期間中は24時間利用できます

年金生活者支援給付金制度
受け取りには請求書の提出が必要です

　富士山を題材にした写真や絵画、絵手紙、パッチ
ワーク、陶芸などの作品を募集します。自由な発想で
製作された個性あふれる作品をお待ちしています。
募集作品／富士山を題材にした作品で、額を含む縦・
横の長さがそれぞれ１ｍ以内のもの　※１人１点
写真・絵画・絵手紙などの場合は、額装またはパネ
ル貼りにし、展示用のひもを張ってください。

富士山芸術展
申し込み期限／12月20日㈮
展示期間／２月12日㈬13時〜24日㈪15時
搬入／２月12日㈬　９時〜12時
搬出／２月24日㈪　15時〜
生涯学習センター１階展示コーナー
生涯学習センターにある申込票に必要事項を記入し、
直接またはファクスで提出してください。
富士山世界文化遺産裾野市民協議会（生涯学習課）

　994-0145　 992-4047

富士山資料館企画展「ふるさと富士山芸術展」
申し込み・搬入期間／２月22日㈯〜３月22日㈰
展示期間／４月18日㈯〜６月28日㈰
作品返却／７月４日㈯以降
富士山資料館
富士山資料館にある出品票に必要事項を記入し、作
品と一緒に提出してください。出品票は市公式ウェ
ブサイトからもダウンロードできます。
●箱や風呂敷などにも氏名を記入してください。
　●グループで出品する場合は、取りまとめて富士山
資料館へ連絡してください。資料館で搬送を行いま
す。●展示期間中は、原則として作品の返却はでき
ません。
富士山資料館　998-1325

富士山を題材にした作品を募集します
富士山芸術展と富士山資料館企画展「ふるさと富士山芸術展」 WEBBB
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おしらせ
年末年始のし尿・浄化槽汚泥処理
収集の休業
　年末年始は、し尿の汲み取り、
浄化槽の清掃、汚泥の収集業者が
休業します。年内の収集を希望す
る人は、12月14日㈯までに予約
してください。
休業期間／12月29日㈰〜１月５
日㈰
東・西・深良地区▶︎㈲山水総業
TEL992-1561
　富岡・須山地区▶︎㈱富士クリー
ンサービス　TEL997-6100
生活環境課　995-1816
確定申告会場（沼津会場）の変更
　令和元年分の確定申告の会場が、
キラメッセぬまづから沼津商工会
議所に変更になります。
開設期間／２月17日㈪〜３月16
日㈪　※土・日曜日、祝日を除
く
沼津商工会議所（沼津市米山町）
駐車場には限りがあります。公
共交通機関をご利用ください。
車で来場する場合は、プラサ
ヴェルデ駐車場（有料）を利用
してください。

沼津税務署
　922-1560（代表）

家具転倒防止対策補助金
　家具を固定し被害を少なくする
ための家具固定費用を一定額内で
助成します。
市に住民登録があり、次のいず
れかに該当する世帯の人
　●世帯の全ての構成員が、65
歳以上または15歳未満
　●世帯のいずれかの構成員が、
肢体不自由１級〜４級または視
覚障害１級〜４級で、障がい者
手帳の交付を受けている
　●世帯のいずれかの構成員が療
育手帳または精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けている
　●世帯のいずれかの講成員が介
護保険法に基づく要介護認定ま
たは要支援認定を受けている
１月17日㈮
助成は世帯につき１回限りです。
危機管理課　995-1817

フードドライブ（食品寄付運動）
に協力を
　家庭や職場などで余っていて品
質に問題ない食品を集め、県内で
食べるものがなく困っている人々
へ寄付をします。ご協力をお願い
します。
１月６日㈪〜31日㈮　８時30
分〜17時15分（土・日曜日、
祝日を除く）

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。

寄付の対象／賞味期限が２カ月以
上で未開封の食べ物。缶詰・瓶
詰などのおかずになる保存食品
やレトルト食品などが喜ばれま
す。
生鮮食品、酒類、保存水などは
受け付けできません。
社会福祉課　995-1819

忘新年会ではおいしく残さず食べ
切ろう（3

さんまるいちまる
010運動）

　市は、全国おいしい運動ネット
ワーク協議会と共同で、12〜１
月の忘新年会シーズンに合わせ、
宴会での食べ切りを呼びかける
キャンペーンを実施します。期間
中は、宴会５カ条の実践に努めま
しょう。
１　まずは適量注文
２　幹事さんから「おいしく食べ
切ろう！」の声掛け

３　開始30分、終了10分は、席
を立たずにしっかり食べる
「食べ切りタイム！」

４　食べ切れない料理は仲間で分
け合おう

５　それでも食べ切れなかった料
理は、お店の人に確認して持
ち帰りましょう

　食品ロスを減らすために、一人
一人ができることから始めましょ
う。
生活環境課　995-1816
暮らしなんでも相談
　ライフサポートセンター東部で
は、暮らしの中の悩み事相談を受
け付けています。日常生活で起こ
るトラブルや悩み事、困ったこと
など、どこに相談すればよいか分
からないときは「暮らしなんでも
相談」をご利用ください。専門的
なアドバイスをしてくれるところ
を紹介します。
相談受付ダイヤル／922-3715
受付時間／平日の９時〜17時
相談、取次ぎは原則無料ですが、
専門家に相談するときは、別途
料金が必要になる場合がありま
す。
ライフサポートセンターしずお
か東部事務所　929-9820

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
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。
１月23日㈭　10時〜13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
１月９日㈭
国保年金課　995-1813

駿東獣医師会主催
子犬・子猫の幸せ探し（里親探し）
　子犬・子猫を譲りたい人と譲り
受けたい人をつなげます。
12月15日㈰　
市役所駐車場

【譲りたい人】
　12月１日㈰から７日㈯までに
指定の病院で健康診断、検便、駆
虫（無料）を済ませ、当日連れて
きてください。
集合時間／13時30分
生後２〜４カ月の子犬・子猫を
譲りたい人

【譲り受けたい人】
　未成年の人は、保護者同伴でお
越しください。
集合時間／13時50分
子犬・子猫を譲り受けたい人
はんこ、筆記用具、連れて帰る
ためのキャリーケースや洗濯
ネットなど

生活環境課　995-1816
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。
１月８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
国保高齢受給者証交付会
　令和２年１月1日㈬から対象と
なる人に、受給者証を交付します。
12月26日㈭
　10時20分〜11時30分	
福祉保健会館３階研修室
昭和24年12月２日〜昭和25年
１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
いどばたる～むがオープン
　いどばたる〜むは、ママ同士の
井戸端会議のように気軽に自由に
おしゃべりする場所です。パパ、
おばあちゃん、おじいちゃんの参
加も大歓迎です。日々の子育ての
悩みや誰かに聞いてほしいことな
ど、みんなで話しましょう。
毎月第４金曜日（祝日を除く）
　９時30分〜11時30分

生涯学習センター
なるべく事前に申し込みをお願
いします。個人でもグループで
も構いません。当日飛び入りの
参加もできます。
生涯学習課　994-0145

市民無料相談
12月20日㈮　10時〜12時
　※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、社会保険労務などの相
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
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お知らせ

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。
１月８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
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。
１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）
１月６日㈪　８時30分〜
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合もあります。
戦略広報課　995-1802

ギターの弾き語り
（裾野市「もの」「ひと」「こと」）
　市内介護施設などで演奏活動を
している２人組グループ「ピクル
ス」によるギターの弾き語り演奏
です。申し込みは不要です。
12月25日㈬　12時15分〜12
時45分
市役所地階テラス（雨天時は多
目的ルーム）
シビックプライド推進室
　995-1803

伊豆中央高校吹奏楽部冬のコン
サート
12月24日㈫　17時〜
　※開場▶︎16時30分
伊豆の国市長岡総合会館アクシ
スかつらぎ（伊豆の国市古奈）

曲目／アルセナール他
伊豆中央高校　949-4771
東部わかちあい　すみれ会
　大切な人を自死で亡くした人の
集いです。秘密は厳守します。匿
名や仮名での参加もできます。
12月21日㈯　13時30分〜15
時30分
ぬまづ健康福祉プラザ〔サンウェ
ルぬまづ〕（沼津市日の出町）
ありのままの思いを語りあい、
分かち合います。
県精神保健福祉センター
　054-286-9245
12/４㈬～10㈫は人権週間
人権の花パネル・人権ポスター展
　県東部の小学生が作成した、人
権の花パネルや人権ポスターを展
示します。
12月３日㈫〜８日㈰　10時〜
18時　※８日は17時まで
イシバシプラザ４階ホール（沼
津市高島本町）
沼津人権擁護委員会事務局（静
岡地方法務局沼津支局）
　923-1201

教室・講座
福祉有償運送運転者講習
　国土交通省認定の初任者向けの
福祉有償運送運転者講習・セダン
などの運転講習会です。受講後、
修了証を授与されると個人の資格
となり、福祉有償運送の運転者と
して活動できます。
１月18日㈯　12時〜17時30
分・19日㈰　12時〜16時55分
福祉保健会館
受講後、福祉移動サービス「お
でかけマチテラス」の運転ボラ
ンティアに登録できる人または、
市内で福祉有償運送事業を立ち
上げ予定で一種運転免許を有し、
過去２年以上免許停止がない人
10人（定員を超えた場合抽選）
6,000円
１月６日㈪
申し込み時に運転ボランティア
への参加可能な時間帯などを伝
えてください。
一般社団法人マチテラス製

作所　919-4233
info@machitera.jp
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Information

人口 51,681人
男性 26,242人　女性 25,439人

納付期限：12月25日㈬
固定資産税・都市計画税	第３期分
国民健康保険税	 第６期分
介護保険料	 第６期分
水道料金・下水道使用料	第５期分

納期限：１月６日㈪
後期高齢者医療保険料	 第５期分

受付時間：8時30分〜17時

１日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

７日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

８日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

14日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

15日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

21日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

22日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

28日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

29日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

30日㈪ 山崎設備
☎997-6766

31日㈫ 杉山産業
☎992-1131

12月の税金・料金

12月の水道工事当番店

人口統計　11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
優しい伝統文化教室
　浴衣の着方からマナー、年中行
事などの日本の伝統文化を親子で
一緒に楽しく学んでみませんか。
12月14日㈯　13時30分〜15
時30分
生涯学習センター和室
小・中学生とその保護者
６組
500円（親子１組２人）
生涯学習センター

　992-3800

募　集
長泉町・裾野市合同就職面接会出
展者
　市内企業と求職者などのマッチ
ングを目的に開催する、長泉町・
裾野市合同就職面接会の出展企業
を募集します。
２月20日㈭　13時30分〜15時
30分
コミュニティながいずみ２階展
示室（長泉町下土狩）
ハローワークへの求人登録をし
ている市内または長泉町に本社
か支社、支店を持つ事業所、企
業　※参加申し込み後の求人登

録もできます。
約30事業所
産業振興課かハローワーク沼津
で配布する申込書に必要事項を
記入し、ハローワーク沼津事業
所部門へファクスまたは郵送す
るか直接お持ちください。
12月2日㈪〜27日㈮
ハローワーク沼津事業所部門
　931-0143　 933-8403
〒410-0831	沼津市市場町9-1
　産業振興課　995-1857
青少年育成市民会議研修会
テレビ寺子屋公開録画
　青少年育成市民会議では、青少
年育成関係者等研修会として、テ
レビ静岡のテレビ寺子屋公開録画
講演会を行います。
１月25日㈯　13時20分〜
生涯学習センター学習ホール
190人（先着順）
「食べ物がつなぐ　家族のきず
な」「昨日は変えられないけど
明日は創れる」　※題名は変更
になる場合があります。
竹下和男さん（子どもがつくる
「弁当の日」提唱者）
生涯学習センター窓口へ直接ま
たは電話でお申し込みください。
生涯学習課　994-0145
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クワガタムシ
著者：高家博成　出版社：集英社
　たくさんのクワガタについて写真とイラス
トを使って説明されています。クワガタの写
真が大きくて違いが分かりやすいです。
　知っていそうで知らなかった「クワガタお
もしろちしき」のページがおもしろかったの
でおすすめです。 図書館利用者

大野 煌
こう

賀
が

さん（６歳・トヨタ）

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

２日㈪・９日㈪・16日㈪
23日㈪・29㈰～31日㈫休館日

12月

おすすめ本の紹介

行事予定

親子おはなし広場
 ３日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

親子手づくり教室
 ７日㈯ 14時～ 本館２階展示室

サンタとおはなしの会
 14日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 21日㈯ 11時～ 本館２階視聴覚室

親子おはなしの会
 17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
 11日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 18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
 ４日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 12日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 20日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

絵本とおしゃべりのへや
 10日㈫ 10時～12時 本館２階展示室

　　　冬の特別会　　
　　　図書館映画会

12月14日㈯　14時～
本館２階視聴覚室
60人

上映作品／ペット２
整理券を12月７日㈯９時から本館
カウンターで家族分のみ配布します。
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救急協力医 December12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
12/29〜12/31	８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

本村クリニック 969-0001 大塚 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町

2 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 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

3 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 青木整形外科医院 922-0521 高島町 よざ小児科医院 967-5722 原

4 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 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

5 ㈭ 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

6 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

7 ㈯ 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 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈰

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

小林内科医院 921-2165 米山町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

池田病院 986-1212 本宿 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

9 ㈪ 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 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

10 ㈫ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 大沢医院 931-1019 御幸町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

11 ㈬ 大沢医院 931-1019 御幸町 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

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

13 ㈮ 林医院 931-1120 住吉町 東医院 921-5520 高沢町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

14 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

15 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

境医院 975-8021 竹原 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田

16 ㈪ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 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

17 ㈫ 武藤医院 931-0088 三園町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 田中医院 921-2053 高島町

18 ㈬ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 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

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

馬場

20 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 よざ小児科医院 967-5722 原

21 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

22 ㈰

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 守重医院 931-2511 我入道

江川

小林医院 966-7700 今沢 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 遠藤クリニック 975-8801 久米田
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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
23 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

24 ㈫ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

25 ㈬ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

26 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

27 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

28 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

29 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

30 ㈪

おぐち医院 992-6611 深良

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

望星第一クリニック 922-0222 柳町

31 ㈫

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

あそうクリニック 929-7575 筒井町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

森医院 966-2017 石川

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

1 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

はとり眼科
987-6789 中土狩

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑

8 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

沼津市立病院
924-5100 東椎路

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿

15 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

聖隷沼津病院
952-1000 松下

勝又歯科医院
989-4726 上土狩

22 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

会田歯科医院
972-0418 卸団地

29 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

岩端医院
962-1368 大手町

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野

30 ㈪ 三島中央病院
971-4133 緑町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

聖隷沼津病院
952-1000 松下

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑

31 ㈫ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町

秋山歯科医院
986-1390 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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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
　 ９日㈪・23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
　 ９日㈪　13時〜15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ６日㈮　18時30分〜20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 16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
　 ２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
　 20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
　 ９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
　 10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
　 11日㈬　９時30分〜11時
　 令和元年６月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 17日㈫　13時〜
　 平成30年５月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 12日㈭　13時30分〜15時
　 平成29年６月生まれの人
★３歳児健康診査
　 19日㈭　13時〜
　 平成28年11月生まれの人

　年末年始は、ごみの収集と美化センターへのごみ
の直接持ち込みを一部休止します。
【ごみステーションの収集】
通常収集の休止／12月29日㈰〜１月３日㈮
年末の特別収集／12月30日㈪は、月・木曜日の収
集地区の燃えるごみを収集します。

年始の特別収集／１月３日㈮は、火・金曜日の収集
地区の燃えるごみを収集します。

【美化センターへの直接持ち込み】
受入の休止／12月28日㈯〜１月５日㈰
通常受入／月〜金曜日▶︎９時〜11時、13時〜15時
　土曜日▶︎９時〜11時
ごみを美化センターに直接持ち込むときは、ごみ
ステーションに出すときと同様に指定袋に入れて
ください。区名・氏名の記入は必要ありません。
住所確認のため、免許証など本人確認ができるも
のを提示してください。
美化センタ―　992-3210

施設名 期間

市役所 12月28日㈯
～１月５日㈰

運動公園
市民体育館
市民文化センター
生涯学習センター
富士山資料館
鈴木図書館
東西公民館
中央公園

12月29日㈰
～１月３日㈮

北・南児童館 12月26日㈭
～１月６日㈪

せせらぎの湯 12月27日㈮
～１月６日㈪

ヘルシーパーク裾野 12月31日㈫・
１月１日㈬

斎場 12月28日㈯・
１月１日㈬～２日㈭

市役所　992-1111（代表）

年末年始のごみ収集・持ち込み 公共施設の年末年始の休業日


