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東京2020オリンピック

聖火リレー
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　１月12日㈰、新成人者祝賀駅
伝大会が開催されました。エント
リーは全部で87チーム、今年で
63回目を迎えます。須山小学校
をスタートしたランナーたちは、
県道を駆け下り、ゴールの市民文
化センターへ。声援を背に受け
21.7㎞を駆け抜けました。
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すそのんお誕生会／春季火災予防運
動／消防団員募集／広報特派員募集
／駿東地区交通災害共済

　東京2020オリンピックの聖火リレーが、３月12日㈭にギリ
シャで採火され26日㈭に福島県をグランドスタートし、121
日間かけて全国を回ります。市内の区間は、運動公園陸上競技
場からトヨタ自動車株式会社東富士研究所まで。６月26日㈮
にランナーが走ります。
　当市ゆかりのランナー、２人が決定しました。

若林 広太郎さん
（伊豆島田・18歳）
県立沼津特別支援学校３年

　ダウン症という障がいを持っていま
す。２人の姉とバスケットボールをす
るのが楽しみで、走ることも好きです。
ダウン症は、一般的に筋力が弱く、運

動が苦手なイメージを持たれていますが、丈夫に成長しました。
色んなことに挑戦したい、障がいがあっても元気に走る姿を見
せてみんなに希望を与えたいと思い、聖火ランナーに応募しま
した。小さいころからお世話になっている先生や姉など応援し
てくれている人たちに感謝を込めて走ります。

益田 紗
さや

華
か

さん
 （堰原・13歳）
西中学校１年

　アスルクラロ沼津チアリーディング
クラブの“JEWELS”に、小学５年
生のときから所属しています。学校の
友達と違い、部活動には所属せず、沼

津市民体育館で仲間と一緒に練習に励んでいます。弟がいます
が、引っ込み思案で友達づくりが少し苦手。チアリーダーは、
人を応援することが役目です。聖火リレーを通じて、弟を含め、
たくさんの人を応援したいと思い応募しました。応援するには、
笑顔が大切。笑顔で聖火をつなぎます。

表紙　Front cover
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　富士山資料館は、富士山と郷土の自然・歴史・文
化・人々の暮らしなどを幅広く紹介することを目的と
して、昭和53年に開館しました。富士山の成り立ち
や富士山に関する情報が、コーナーごとに分かりやす
く展示されています。また、江戸時代後期から昭和初
期までの生活に使用された民具や道具などの展示もあ
り、当時の暮らしを伺い知ることができます。富士山
資料館では、年間を通じ企画展や特別展、各種講座な
どが開催され、富士山学習の場として親しまれていま
す。
開催時間▶︎９時〜16時30分
入 館 料▶︎大人210円、子ども（小・中学生）100円

休 館 日▶︎毎週月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の
翌日（土・日曜日の場合は開館）、年末年始

　２月23日㈰は富士山の日です。静岡県では、県民が富士山に
ついて学び、考え、想いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき、後
世に引き継ぐことを期する日として、平成21年に条例で制定さ
れました。
　平成25年６月、富士山は「富士山－信仰の対象と芸術の源泉
－」の名称のもと、関連施設と共に世界文化遺産に登録されまし
た。富士山の日に関連し、市内でもイベントが企画されています。
身近なところから富士山を学び、訪ねてみませんか。　

特集
富士山の日

富士山を学ぶなら　富士山資料館 998-1325

3
2020.2

広報すその



富士山資料館入館無料
　富士山の日の２月23日㈰は入館料が無料
になります。

２月23日㈰　９時〜16時30分

絵手紙体験講座
　富士山や植物を題材にした絵手紙を作りま
す。あなただけのオリジナルの絵手紙を作っ
てみませんか。事前の申し込みは不要で、時
間内の参加は自由です。

２月23日㈰　10時〜15時
渡邉 節代さん（県環境学習指導員）

第８回富士山芸術展
　市内の芸術・文化団体などが富士山を題材に表現し
た絵画、写真、陶芸、短歌、俳句などの作品を展示し
ます。

２月12日㈬〜24日㈪　９時〜17時
　※初日は13時から、最終日は15時まで

生涯学習センター展示コーナー
生涯学習課　994-0145

　富士山世界文化遺産裾野市民協議会では、市内の芸
術・文化団体などの協力を得て、世界遺産である富士
山の魅力を伝えるべく、富士山の日関連事業として芸
術展と記念講演会を開催しています。

富士山資料館「富士山の日」関連イベント

富士山世界文化遺産裾野市民協議会

特集
富士山
の日

「富士山の日」記念講演会
　富士山かぐや姫ミュージアム（富士市）館長の木ノ
内義昭さんが、リニューアルで来場者数が激増した富
士山かぐや姫ミュージアムの手法と、富士山に伝わる
かぐや姫伝説について話します。入場は無料です。

２月19日㈬　19時〜　※開場▶︎18時30分
生涯学習センター学習ホール
富士山信仰とかぐや姫

生涯学習課　994-0145 ふじかぐちゃん 木ノ内 義昭さん

富士山資料館
　998-1325
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 世界文化遺産を訪ねてみよう　須山浅間神社

特集
富士山
の日

　須山浅間神社は、世界文化遺産「富士山－信仰の対
象と芸術の源泉－」の構成資産の１つとなっています。
富士山須山口登山道の起点となる神社であり、須山口
から山頂を目指す登山者がこの神社で身を清め、安全
を祈願しました。富士山資料館には浅間神社の棟札２
枚が保管されていて、少なくとも大永４年（1524

年）には存在し
ていたことが分
かります。
　その後、宝永
の噴火が発生し、
須山口登山道や
周 辺 で 暮 ら す

人々に大きな影響が出ました。その中でも、浅間神社
は富士山信仰の中心として、地元の人々によって大切
に守られてきました。
　境内には、樹齢約500年のスギの巨木が約20本あ
ります。中には目通りの太さが周囲７〜８ｍほどのも
のもあり、静かで厳粛な雰囲気と共に浅間神社の長い

歴史を感じさせ
ます。
  鳥居をくぐり
階段を上ると、
ハート型に見え
る小窓がある石
灯篭があります。
この小窓の形は「猪目（いのめ）」といい、日本に古
くから伝わる模様の一つです。1707年の宝永の噴火
から35年後に設置されたものとのことです。
　浅間神社の祭神である木

このはなさくやひめのみこと
花咲耶姫命は火の神として

有名ですが、女性の守護、または安産の神、縁結びの
神としても知られています。
　休日の10時から15時ごろ
までは社務所が開いているこ
とが多く、御朱印や御神木を
使用した神札などをお求めに
なれます。

須山722番地
080-1617-1865
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所得税などの確定申告２/17㈪～
市・県民税の申告も同時に受け付けします

　令和元年分（2019年分）の所得税の確定申告、市・県民税の申告の受
け付けが始まります。初日や、午前中の早い時間は会場が大変混み合いま
す。できるだけ混雑を避けてご来場ください。

各会場の受付日時
会　　場 日　　時

沼津商工会議所
※キラメッセ会場

から変更

２月17日㈪～３月16日㈪
９時～17時(受付▶︎16時まで)
※土・日曜日、祝日は除く

市役所
４階401会議室

２月17日㈪～３月16日㈪
９時～11時・13時～16時
※土・日曜日、祝日は除く

須山コミセン
２階大会議室

２月27日㈭
９時～11時・13時～14時

※市役所会場では、番号札を８時30分から配布しま
す。混雑時は、午前中にお越しの人も午後の受け付
けとなる場合がありますのでご了承ください。

※市役所会場では、申告書が作成済みで提出のみの人
の書類をお預かりします。受け付けする際に職員が
申告書の記載漏れがないか確認することがあります。

※沼津商工会議所会場は、混雑の状況によっては、早
めに案内を終了する場合があります。

※期間中、沼津税務署では申告書の作成指導は行いま
せん。

確定申告が必要な人
●事業・不動産・譲渡所得などがある人
　事業をしている人や不動産収入のある人、土地や建

物を売った人などで、申告が必要な全ての所得と控
除から計算して所得税を納付する必要がある人

●給与所得がある人で、次の①〜③のいずれかに該当
する人など

　①給与の年間収入が2,000万円を超える人
　②年末調整済みの給与所得と退職所得を除いた他の

所得の合計額が20万円を超える人
　③ふるさと納税をワンストップ特例で５カ所を超え

る自治体に行った人
●所得や控除の状況によっては確定申告が必要にな

る場合があります。
　●公的年金などの年間収入が400万円以下で、それ

以外の所得金額が20万円以下の人は、確定申告
は必要ありませんが、市・県民税の申告が必要で
す。

　●医療費控除の追加などで所得税が還付になる場合
は申告書を提出することができます。

市・県民税の申告が必要な人
●令和２年1月1日（賦課期日）に市に住民登録があ

り、次の①〜④のいずれかに該当する人
　①給与所得や、公的年金など以外に2019年中に課

税所得がある人
　②2019年中に所得がなかった人（他の人の配偶

者・扶養控除の対象になっていない人。ただし、
合計所得金額が1,000万円以上ある人の扶養に
なっている配偶者は配偶者控除の対象とならない
ため申告が必要です）

　③被扶養者などで、課税(所得)証明書が必要な人
　④確定申告の必要がない年金所得者で、医療費など

追加の控除を申告したい人
※前年に市・県民税の申告をした人には、１月下旬に

市・県民税申告書を送付しました。
※給与所得のみで年末調整の済んでいる人は、確定申

告や市・県民税の申告の必要はありません。

税務課市民税係　995-1810
　沼津税務署　　　922-1560

◆◆次の人は、沼津商工会議所へ◆◆
●令和元年中（2019年中）に入居を開始した住

宅の住宅借入金等特別控除を申告する人
●住宅ローンなどを利用していない住宅の新築、

改修に係る税額控除を申告する人
●営業所得・農業所得・譲渡所得のある人、分離

課税の申告をする人
●平成30年分以前の申告をする人
●消費税・贈与税の申告をする人
●申告書の控えに税務署の収受印が必要な人
※その他、市役所職員では判断できない場合や、

申告書の作成に長時間を要する場合は、沼津商
工会議所会場を
ご案内します。

※駐車場はプラサ
ヴェルデ（有料）
を利用してくだ
さい。

414 至　裾野

ホテル
沼津キャッスル

沼津中央高校

東海道線

P P

イトー
ヨーカドー

御
殿
場
線

沼津税
務署

学
園
通
り

リ
コ
ー
通
り

北口北口

JR
沼津駅

沼津商工会議所沼津商工会議所
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WEBBB

申告に必要なもの（チェックリスト）
□令和元年分の給与・年金の源泉徴収票（原本）全て
□収入や必要経費を集計した書類（収支内訳書など）
□生命保険料・地震保険料などの控除証明書　
□国民健康保険税などの納付済額のお知らせや社会保

険料の年間支払額が分かるもの　
□国民年金や国民年金基金の社会保険料控除証明書
□障害者控除を受ける人は、身体障害者手帳や療育手

帳など障がいの程度が確認できるもの
□医療費の明細書または領収書、高額療養費や保険給

付金など補てんされた金額が分かるもの（事前に集
計をしておいてください）

□はんこ（認め印）
□金融機関などの口座番号が分かるもの（新たに口座

振替で所得税の納付をする人は銀行印も必要です）
□マイナンバーカード　※持っていない人は、通知

カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しな
ど番号確認ができる書類と、運転免許証や公的医療
保険の被保険者証、パスポートなど身元確認ができ
るものが必要となります（顔写真のないものは２種
類以上必要です）。

□地方公共団体や日本赤十字社などに寄付をした場合
はその受領証（ふるさと納税ワンストップ特例を申
請した人でも確定申告をする場合は、受領証が必要
です）

障害者控除を受けるための証明を発行します
　65歳以上で、介護保険法の介護認定を受けている
人やその人を扶養している人が障害者控除を申告する
場合は、障害者控除対象者認定証が必要です。介護保
険課へご相談ください。

介護保険課　995-1821

医療費控除は明細書の添付が必要
　平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の添
付または提示の代わりに「医療費控除の明細書」の添
付が必要になりました。医療費の領収書の添付または
提示のみによる医療費控除の適用は、令和元年分まで
となり、令和２年分以降は「医療費控除の明細書」の
提出が必要です。
※医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があり

ます。
マイホームを新築・購入または増改築をした人
　住宅ローンなどを利用してマイホームの新築などを
し、2019年中に入居し、一定の要件に該当する人は
住宅借入金等特別控除が受けられます。対象者には申
告書の作成指導を行います。要件については、国税庁
のホームページまたはパンフレット「マイホームを
持ったとき」をご確認ください。

２月13日㈭・14日㈮　９時〜17時（受付▶︎16時ま
で）※混雑状況によっては、早めに受け付けを終了
する場合があります。
沼津商工会議所（沼津市米山町６番５号）
家屋調査時に配布しているチラシ「住宅借入金等特
別控除説明会のご案内」を確認するか、沼津税務署
へお問い合わせください。

※令和元年分の合計所得金額が3,000万円を超える人
や、令和元年分・平成30年分・平成29年分のいず
れかで「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」など
の特例を受けた人は、当控除を受けられません。

※住宅取得資金の贈与を受ける人は、贈与税の申告が
必要となる場合があります。

申告書などにはマイナンバーの記載が必要
　所得税と復興特別所得税の確定申告書、消費税と地
方消費税の確定申告書には、マイナンバーの記載と本
人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
税理士による無料税務相談

２月17日㈪〜27日㈭　９時30分〜12時、13時〜
16時　※土・日曜日、祝日は除く
市役所４階401会議室

※混雑の状況によっては、早めに受け付けを終了する
場合があります。

※譲渡・山林所得、贈与税、相続税の相談は受け付け
していません。

●税務署から確定申告用紙や確定申告のお知ら
せはがきが送られてきた人、市役所から市・
県民税の申告書が送られてきた人は、それら
の書類をお持ちください。

●平成30年分の確定申告書や収支内訳書など
の控えがある人は、控えを持って来ると手続
きがスムーズに行えます。
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Photograph

　生涯学習センターで市民活動の集いが開催されまし
た。地域の各分野で活躍する34人が参加。NPO法人み
らい建設部の進行で行われました。富岡地区「嶽南ふ
るさと」や宮城県大崎市の高橋一夫さんの「池月地域
支援サポート」の実践報告の後、グループに分かれ、
さまざまな意見を出し合いながら合意形成を目指す研
修をしました。 特派員：小林 建次

　市と㈱アールビーズとのスポーツ振興に関する包括
連携協定締結式が行われました。同社はランニング雑
誌の発行やイベント運営などを手掛け、スポーツ振興
に取り組む全国の自治体と協定締結を進めています。
今後は陸上競技の合宿誘致や、スポーツを通じた地域
活性化・健康づくり、スポーツ人口の裾野拡大に向け
て連携をしていきます。

　市民文化センターで第46回農業まつりが開催され
ました。会場内には新鮮なイチゴや野菜、そばなど地
元農家自慢の農産物が勢ぞろい。他にも総菜や加工品
を販売する店が並び、多くの来場者でにぎわいました。
同じ会場では、農産物ほ場等審査表彰式・裾野の農業
フォトコンテストの表彰式も行われ、入賞作品が展示
されました。

　西中学校の３年生が、社会科の授業で地方自治に参
加しました。市の現状や課題を踏まえ、どうしたら裾
野市が良いまちになるか、１クラス３人の代表者が提
言しました。グループ討議では、市長や市議会議員な
ども加わり、その提言内容の実現について話し合いま
した。生徒からの提言は市の課題となっているもので
もあり、多くのアイデアが集まりました。

西中生が地域の一員として市に提言（12月５日）

地元の農産物の即売などで大にぎわい（12月８日）

楽しく協働のまちづくりを目指して（12月14日）

スポーツ振興に関する包括連携協定（12月25日）
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フォトグラフ

　深良地区で恒例の元旦マラソン・駅伝大会が開催さ
れました。距離の異なる３つのコースと駅伝の部に約
160人が参加。１年の健康と地域の発展を願い、深良
小学校を元気にスタートしました。沿道からは地元の
皆さんから温かい声援が寄せられ、全員が完走。令和
２年のスタートを飾りました。

特派員：勝又 しんじ

　市民文化センターで成人式が行われ、二十歳を迎え
る617人をお祝いしました。参加した皆さんの表情は、
晴れやかで、夢や希望にあふれていました。久しぶり
の友人との再会を喜びながら、責任ある社会の一員と
して気持ちを新たにしていました。アトラクションで
は、抽選会なども行われました。
 特派員：權田 孝一・原 久子・杉本 武滿

　市役所地階テラスでギターの弾き語り演奏会が行わ
れました。演奏したのは、市内の介護施設などを訪問
し演奏活動をしている２人組グループ「ピクルス」で
す。昼休みの時間帯ということもあり、市役所を訪れ
た多くの人々が立ち寄り、演奏に聞き入っていました。

　市役所で消防出初式が行われました。消防団員らに
よる式典や訓練展示が整然と行われた後、一斉放水が
行われました。それぞれに着色された水がホースから
高々と吹きあがると、観客からは大きな歓声があがり
ました。フォトコンテストも同時開催され、カメラマ
ンが団員たちの勇壮な姿を捉えていました。

市役所でギターの聞き語り演奏会 （12月25日）

新年に迫力ある一斉放水を披露 （１月12日）

新年の深良を走る （１月１日）

二十歳の節目をともに祝う （１月12日）
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しずな～び
（静岡セキスイハイム不動産）

ごてんばこめこ
（御殿場市）

ペコちゃん
（不二家）

おおまぴょん
（長野県大町市）

とち介
（栃木県栃木市）

すそのん
（裾野市）

うなも
（うなぎいも協同組合）

しまねっこ
（島根県観光連盟）

みきゃん・ダークみきゃん
（愛媛県）

なんすん
太陽リィ・美味リィ
（JAなんすん）

さ　  ん み　  み

すそのん
お誕生会　　

２月23日日
市民文化センター

2020

すそのん
パンマルシェ
同時開催！

Boulangerie miya、まちこっぺ、フレッシュベーカリー
Honda、富士サファリパーク「パン工房」、遊園地ぐりんぱ
「森のパン屋さん」、グリーンカフェ花麒麟、ぱんはうす
YOU・富士の里 洋菓子店、メルカート、４SE A SON、
YUZUKA

●すそのんカフェ
　まめきゅう Mame café、やさい食堂 楽風、ビューティー

チェリーカフェ、栄養士が作るお弁当屋さんSMILY
●STUDIO O&K“すそのんグッズ” 
●すそのんラッピングカー展示
●すそのん研究会“すそのん情報コーナー”
●富士サファリパーク“ふれあいミニ動物園”
●地域活動 母親クラブ“射的”
●NPO法人メープル“こども縁日”
●裾野市「明るい家庭づくり・三つの実践」実行委員会

“無料わたがし”
●mame crop“フォト撮影ブース”

　市マスコットキャラクター“すそのん”のお誕生会を開催します。市内外からお　市マスコットキャラクター“すそのん”のお誕生会を開催します。市内外からお
ともだちキャラクターが参加し、市民の皆さんと交流しながらお誕生日を盛大におともだちキャラクターが参加し、市民の皆さんと交流しながらお誕生日を盛大にお
祝いします。情報誌すそのスタイルで特集したパン店が参加する「パンマルシェ」祝いします。情報誌すそのスタイルで特集したパン店が参加する「パンマルシェ」
や子どもたちのための塗り絵や折り紙、缶バッジ作りの体験コーナーなど、家族でや子どもたちのための塗り絵や折り紙、缶バッジ作りの体験コーナーなど、家族で
楽しめるイベント盛りだくさんです。楽しめるイベント盛りだくさんです。

スケジュール
と　き／2月23日㈰　10時～13時
ところ／市民文化センター
9:30 開場・受付・各ブースオープン
 ●キャラクターPRブース●ゆる

キャラグッズ販売●パンマルシェ
●富士サファリパークミニ動物園

10:00 オープニングセレモニー
10:20 アトラクション・ゲームスタート
 ●キャラクターPRステージ●缶

バッジづくり、すそのん折り紙、
塗り絵●記念撮影会

12:00 おたのしみ抽選会
12:30 グランドフィナーレ

すそのんパンマルシェ

シビックプライド推進室
　995-1803

2020.2
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春の全国火災予防運動
ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心（令和元年度全国統一防火標語）

消防団員を募集
災害時に地域を守る力に WEBBB

　消防団は、自分たちの地域は自分たちで守る精神で、
地域の安全・安心を守るための組織です。当市では、
団本部・女性消防、東・西・深良・富岡・須山分団が
活動しています。一緒に大切な街を守りませんか。

消防団員は非常勤の地方公務員
　消防団は、市の消防機関の１つです。消防団員は、
普段は他の仕事をしていたり学校に通っていたりする
非常勤で特別職の地方公務員です。現在、当市では男
性209人、女性11人の団員が活動しています。
　市内に住んでいるか通勤している18歳以上の健康
な人は、男女問わずどなたでも入団できます。
消防団の活動内容
災害時の活動／消火活動、救助・救出活動、後方支援

活動、避難誘導などを行います。
平常時の活動／災害時に備えた訓練、防災啓発活動、

高齢者住宅の防火訪問、応急手当の指導などを行い
ます。

入団後の処遇　～報酬の支給、公務災害補償など～
報酬・手当の支給／年間一定の報酬（数万円程度）が

支給されます。災害で出動した場合や訓練を行った
場合などには、手当が支給されます。

被服などの貸与／活動に必要な活動服、制服などが貸
与されます。

公務災害補償／消防団として活動中に負傷した場合は、
治療費用などが補償されます。

退職報償金の支給／消防団を退団した場合は、勤務年
数に応じて退職報償金が支払われます。

入団するには
　入団を希望する人は、近くの消防団員か危機管理課
へ連絡してください。地域の消防団員が勧誘に自宅な
どを訪問することがあります。

消防庁の消防団オフィシャルウェブサイト
　https://www.fdma.go.jp/relocation/syobod

an/
危機管理課　995-1817

　春の全国火災予防運動が３月１日㈰から７日㈯まで
行われます。火災が発生しやすい時季です。火災予防
意識を高め、火災を防ぎましょう。

令和元年は市内で19件の火災が発生
　令和元年は、富士山南東消防本部管内で43件、市
内では19件の火災が発生しました。管内での建物火
災は25件で、その内10件が住宅火災でした。
令和元年火災発生件数　　　 　　　　（　）は前年比

種類 裾野市 三島市 長泉町 合計
建物
火災

８件
(＋２)

11件
(－１)

６件
(－１)

25件
(±０)

林野
火災

１件
(＋１)

０件
(±０)

０件
(±０)

１件
(＋１)

車両
火災

７件
(＋２)

０件
(－３)

３件
(＋３)

10件
(＋２)

その他
の火災

３件
(±０)

２件
(－２)

２件
(＋１)

７件
(－１)

合計 19件
(＋５)

13件
(－６)

11件
(＋３)

43件
(＋２)

住宅用火災警報器の設置で命を守る
　全国の火災での死者の７割は、住宅火災によるもの
です。住宅用火災警報器は、早期に火災を検知し、警
報音を鳴らします。逃げ遅れを防ぐため、必ず設置し、
万一のときに作動するよう定期的に点検してください。
点検は、本体から下がっているひもを引いたり、本体
のボタンを押したりして行います。正常な場合はメッ
セージや警報音が鳴ります。
　また、設置から10年を目安に取り替えましょう。
停電からの再通電による火災を防止
　台風などの風水害の影響で停電が発生した場合、停
電からの再通電時に電気機器や電気配線から火災が発
生するおそれがあります。停電中は電気機器のスイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。再通電時には、漏水などで電気機器や電気コード
の損傷がないか、燃えやすいものが近くにないかを確
認してから電気機器を使用してください。

富士山南東消防本部予防課　972-5802
しずな～び

（静岡セキスイハイム不動産）

ごてんばこめこ
（御殿場市）

ペコちゃん
（不二家）

おおまぴょん
（長野県大町市）

とち介
（栃木県栃木市）

すそのん
（裾野市）

うなも
（うなぎいも協同組合）

しまねっこ
（島根県観光連盟）

みきゃん・ダークみきゃん
（愛媛県）

なんすん
太陽リィ・美味リィ
（JAなんすん）

さ　  ん み　  み

すそのん
お誕生会　　

２月23日日
市民文化センター

2020

すそのん
パンマルシェ
同時開催！
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市の魅力を発信する広報特派員を募集
申し込みは２/28㈮まで

駿東地区交通災害共済に加入しませんか
相互互助制度で交通災害の程度に応じて見舞金支給 WEBBB

WEBBB

　駿東地区交通災害共済は、交通災害に遭った際の災
害の程度に応じて見舞金が支給される制度です。

加入は年度ごと
市に住民登録がある人

共済期間／４月１日㈬〜令和３年３月31日㈬
　※途中加入の場合は、手続きの翌日〜
共済掛け金／１口500円　※１人２口まで

２月中旬ごろ各家庭に郵送される申込用紙に必要事
項を記入し、市指定金融機関でお申し込みください。

見舞金の請求手続きは危機管理課へ
　交通事故発生日から２年以内に、次の書類を危機管
理課へ提出してください。
●駿東地区交通災害共済組合指定の請求書
●自動車安全運転センター発行の交通事故証明書（コ

ピー可）
●診断書などの受傷日、受傷原因、傷病名、入院・通

院日が確認できるもの（コピー可）

見舞金（平成31年４月１日改定）

等
級 交通災害の程度

共済見舞金額
１口 ２口

１ 死亡 100万円 200万円
２ 90日以上の入院 20万円 40万円
３ 60日以上の入院 10万円 20万円

４ 90日以上の治療または
45日以上の入院 ７万円 14万円

５ 60日以上の治療または
30日以上の入院 ６万円 12万円

６ 30日以上の治療または
20日以上の入院 ５万円 10万円

７ 15日以上の治療または
10日以上の入院 ４万円 ８万円

８ ７日以上の治療または
５日以上の入院 ３万円 ６万円

９ ２日以上治療したとき ２万円 ４万円

※平成31年３月31日までに発生した事故に対する見
舞金は改定前の金額です。
危機管理課　995-1817

　来年度の広報特派員を募集します。カメラが好きな
人、裾野が好きでたくさんの人に魅力を発信したい人、
広報特派員として活動してみませんか。

取材して市の魅力を発信
　広報特派員は、市内で行われるイベントを取材した
り、景色を撮影したりし、市内各地の魅力や情報を広
報すそのや市公式SNSで発信します。

掲載場所
　　　広報すその　　　　　市公式フェイスブック

カメラが好きな約10人を募集
任期／４月１日㈬〜令和３年３月31日㈬

市内に住んでいるか通勤・通学している15歳以上
の人で、デジタル一眼レフカメラをお持ちの人また
は常時使用できる状態（家族のカメラなど）の人
10人程度
申込用紙に必要事項を記入し、最近撮影したお気に
入りの写真（２Ｌ版）２枚を添付して戦略広報課に
提出してください。
２月３日㈪〜28日㈮
戦略広報課　995-1802

　取材・写真撮影に行きたい日を
　戦略広報課に連絡・調整

▼
取材・写真撮影

▼
記事を作成し、写真と共に戦略広報課に提出

▼
戦略広報課が内容を確認し、
広報すそのや市公式SNSに掲載

https://www.
facebook.com/

city.susono

活動
の

流れ
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Information

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。

２月19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。
気象状況などによっては、試験
放送を急きょ中止することがあ
ります。
危機管理課　995-1817

生涯学習フェスティバル
「ゆうあいプラザ祭」
　生涯学習センター教養講座の受
講生と利用団体が日頃の成果を発
表します。 詳細は生涯学習センタ
ーのホームページをご覧ください。

３月１日㈰
　９時30分〜15時30分

生涯学習センター
ダンスの発表、生け花の展示、
パンやお菓子、軽食の販売など
生涯学習センター　992-3800

英語スピーチコンテスト
日本語スピーチ
　中学生や外国人の発表をお聴き
ください。

２月８日㈯　13時〜16時
生涯学習センター３階学習ホー

　ル
市内中学校の代表生徒による英
語スピーチ、外国人による日本
語スピーチ、昨年夏に姉妹都市
オーストラリアのフランクスト
ン市に短期派遣された小・中学
生の体験発表
海外友好協会　993-9695

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。

３月26日㈭　10時〜13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
３月12日㈭

国保年金課　995-1813
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。

３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）
３月３日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
ヘルシーパーク裾野条例一部改正
　施設利用料の適正化を図るため、
ヘルシーパーク裾野条例の一部を
次のとおり改正します。

４月１日㈬〜
改正前●風呂またはバーデプール

の利用（１人３時間以内）／中
学生以上▶︎530円、３歳以上小
学生以下▶︎270円

　●風呂とバーデプールの利用
（１人３時間以内）／中学生以
上▶︎800円、３歳以上小学生以
下▶︎400円

改正後●風呂またはバーデプール
の利用（１人３時間以内）／中
学生以上▶︎700円、３歳以上小
学生以下▶︎350円

　●風呂とバーデプールの利用
（１人３時間以内）／中学生以
上▶︎1,100円、３歳以上小学生
以下▶︎550円
健康推進課　992-5711

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。匿名で参加できます。

２月15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）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
東西公民館講座展示会
　東西公民館講座受講生の作品展
示会を開催します。受講生約100
人の作品展示をご覧ください。

２月15日㈯・16日㈰
　10時〜15時

東西公民館会議室
出展講座／ちょこっと楽がき絵手

紙、華道Ⅰ、華道Ⅱ、彫刻（鎌
倉彫）、書道A、書道B、トー
ルペイント
東西公民館　992-6677

児童手当の支給
　認定請求をした月の翌月分から
支給事由の消滅した月分まで支給
されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000円●３歳〜小学生（第
　１・２子）▶︎10,000円（第３子以降）

▶︎15,000円●中学生▶︎10,000円
　●所得が制限額を超えている人

の児童▶︎5,000円
支給日／２月10日㈪　※６月､10

月､２月の10日が基本支給日
支給方法／指定口座に振込

●当市に転入した人や子どもが
生まれた人は、転入・出生の手
続きと同時に児童手当の申請を
行ってください。●申請には、
はんこ、通帳、保険証、マイナ
ンバーカードなどが必要です。
子育て支援課　995-1841
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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 !!自宅にいながら手軽にカット !!

おしらせ
交通事故の補償問題で困ったら
　自動車事故の示談、損害賠償で
困っている人に弁護士が無料で和
解のあっせん、紛争解決を手伝い
ます。

交通事故紛争処理センター　
054-255-5528

裾野都市計画事業裾野市御宿土地
区画整理事業の施行地区及び設計
の概要を表示する図書の縦覧
縦覧期間／土地区画整理法第13

条第4項、第103条第4項または
第124条第3項の公告の日まで

縦覧時間／８時30分〜17時15分
　（縦覧期間中の㈪〜㈮） ※土・

日曜日、祝日、年末年始を除く
市役所３階企画政策課
企画政策課　995-1804

建設業退職金共済制度
　建設業退職金共済制度は、建設
現場労働者の福祉の増進と建設業
を営む中小企業の振興を目的とし
ています。
加入できる事業主／建設業を営む
　人
対象となる労働者／建設業の現場

で働く人
掛け金／310円（日額）

（独）勤労者退職金共済機構
　建設業退職金共済事業本部　

03-6731-2867

鈴木図書館 第51回書き初め展
鈴木図書館２階展示室
市内の小・中学校から選出され
た書き初め作品138点を展示し
ます。
２月９日㈰　９時〜17時

　※㈭・㈮は19時まで開館
鈴木図書館　992-2342

国保高齢受給者証交付会
　３月１日㈰から対象となる人に、
受給者証を交付します。

２月20日㈭
　10時20分〜11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和25年２月２日〜３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

公の施設の指定管理者の指定
　次の施設を一括して管理する指
定管理者を指定しました。
施設名／市民体育館、運動公園総

合体育施設・運動公園、須山テ
ニス・フットサル場

指定管理者／すそのシティ ス
ポーツパーク共同体（代表団体
▶︎サカタのタネ グリーンサー
ビス株式会社）
４月１日㈬〜令和７年３月31
日㈪
生涯学習課　992-6900

市地区計画（案）の縦覧
　御宿地区計画変更（案）の縦覧
を行います。

２月19日㈬〜３月４日㈬
　８時30分〜17時15分
　※土・日曜日、祝日を除く

市役所２階まちづくり課
意見の提出／意見のある人は、意

見書に必要事項を記入し、まち
づくり課へ提出してください。
※郵送可。最終日必着
都市計画案、意見書などは、市
公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
まちづくり課　995-1829

障害者就職面接会
　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

２月13日㈭　13時〜15時30分
※受付▶︎12時30分〜
プラサヴェルデ１階多目的ホー
ル（沼津市大手町）

参加企業／沼津・三島地域の約
60社
就職を希望する障がい者の人と
企業との個別面談形式による面
接を行います。
履歴書（複数枚）、障がい者手
帳など
ハローワークなど支援機関の相
談コーナーも設置します。
ハローワーク沼津　918-3713
932-0489
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お知らせ

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。

３月23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）
３月２日㈪　８時30分〜
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合もあります。

戦略広報課　995-1802
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
　市では、富士山などの美しい景
観や豊かな自然環境の保全、豊か
な地域社会の発展と地球温暖化対
策の推進に寄与することを目的と
した条例を１月15日㈬に制定し
ました。対象の事業を行う場合は、
市への届け出・同意が必要になり
ます。
対象となる再生可能エネルギー発
電事業／●太陽光●風力
届出対象規模／●施行区域の面積

2,000㎡以上●太陽光パネルの
面積1,000㎡以上●風力発電設
備の高さ10ｍ超え
詳細は市公式ウェブサイトをご
覧ください。
まちづくり課　995-1828
994-0272

プレミアム付商品券の有効期限
　本年度販売した裾野市プレミア
ム付商品券の有効期限は２月29
日㈯までです。有効期限を過ぎた
商品券は無効となるのでご注意く
ださい。

市プレミアム付商品券専用ダイ
ヤル　080-8696-9481

老人福祉センター定休日変更
　来年度から老人福祉センターの
定休日が変更になります。
３月31日㈫までの定休日／土曜

日、祝日、年末年始
４月１日㈬からの定休日／土・日

曜日、祝日、年末年始
社会福祉課　995-1819

市民無料相談
２月20日㈭　※受付▶︎終了時
刻の20分前まで
市役所会議室
資格団体相談（10時〜12時）
▶︎土地、家屋（空き家・マン
ション含む）、相続、各種登記、
会社の設立、増資、成年後見業
務、社会保険労務などに関する
相談。司法書士、行政書士、社
会保険労務士、宅地建物取引士、
土地家屋調査士、建築士、マン
ション管理士が応じます。

　人権相談（10時〜12時、13時
〜15時）▶︎子どもの人権、女
性の人権、その他差別待遇など
の人権問題の相談。人権擁護委

員が応じます。
　行政相談（10時〜12時、13

時〜15時）▶︎行政に対する苦
情・要望・問い合わせなどの相
談。行政相談委員が応じます。
戦略広報課　995-1802

すみれ相談
　大切な人を自死で亡くした人の
相談に応じます。

３月４日㈬　13時〜16時
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

教室・講座
認知症疾患医療センター
市民公開講座
　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

２月15日㈯　13時30分〜15時
静岡医療センター外来管理棟４
階地域医療研修室（駿東郡清水
町長沢）
①共生と予防のお話

　②楽しく脳を活性化 認知機能
低下予防講座
①塩川幸子さん（静岡医療セン
ター認知症看護認定看護師）

　②多々良弘子さん（シナプソロ
ジーインストラクター）
静岡医療センター地域医療連携
室　939-5679
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Information

人口 51,552人
男性 26,206人　女性 25,346人

納付期限：３月２日㈪
固定資産税・都市計画税 第４期分
国民健康保険税 第８期分
介護保険料 第８期分
水道料金・下水道使用料 第６期分
後期高齢者医療保険料 第７期分

受付時間：8時30分～17時

１日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

２日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

８日㈯ 工管設
☎993-1603

９日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

11日㈫ ㈲富士設備
☎997-1507

15日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

16日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

22日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

23日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

24日㈪ ㈱駿東管工
☎992-5728

29日㈯ 山崎設備
☎997-6766

２月の税金・料金

２月の水道工事当番店

人口統計　１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
日常で役立つ　アサーティブ
コミュニケーションセミナー

３月８日㈰
　13時30分〜15時30分

生涯学習センター２階学習室１
40人（先着順）
アサーションとは、自分も相手
も大切にしながら気持ちを率直
に、その場にふさわしく表現す
ることです。より良い夫婦関係
を築くための自己表現法として、
アサーションを学びます。
杉山知子さん（人材育成コンサ
ルタント）
電話またはファクス、メールで
氏名、住所、電話番号をお知ら
せください。
２月28日㈮
シビックプライド推進室

　995-1803
992-1546
susonon@city.susono.shizuo
ka.jp

募　集
絵本作家・真珠まりこ講演会

３月22日㈰
　13時30分〜15時

東西公民館会議室
40人
真珠まりこさんによる読み聞か
せ講演会を行います。
もったいないばあさんのおはな
し会
電話または鈴木図書館にある申
込用紙に必要事項を記入し、お
申し込みください。
２月22日㈯〜
鈴木図書館　992-2342

県勤労者総合美術展出品作品
　県の補助金を受け、勤労者総合
美術展を開催します。県内で働く
人の作品を募集します。

絵画、書、写真、手工芸、コン
ピューターグラフィック
所定の申込書に必要事項を記入
の上提出し、作品を３月27日
㈮までに労働金庫本店・支店、
全労済県本部、各共済ショップ、
県労働者福祉協議会にお持ちく
ださい。
２月25日㈫〜３月13日㈮

展示期間／４月８日㈬〜12日㈰
展示場所／グランシップ展示ギャ

ラリー（静岡市駿河区東静岡）
（一社）県労働者福祉協議会

　054-221-6241
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モモンガのはいたつやさんとクリスマスのおとしもの
著者：ふくざわゆみこ　出版社：文溪堂

　森の配達屋さんのモモンガさんは、クリスマスが近いある日、
大きな角があるトナカイと出会います。森の動物たちの世界が、
クリスマス色に染まるとてもかわいい絵本で、心がほっこりする
お話です。

図書館利用者
本間 本間 楓楓

か ほか ほ
萌萌さん

（５歳・堰原）

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介

図図書書館館だだよよりり 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

３日㈪・10日㈪・17日㈪
25日㈫・27日㈭休館日

２月

行事予定
一般書
	 ●あたしたち、海へ
 著：井上荒野　新潮社

	 ●ほうじ茶のお菓子
	 　ほっと心がほどける40レシピ
 著：本間節子　主婦の友社
	 ●イオンを創った女の仕事学校
	 　小嶋鶴子の教え
 著：東海友和　プレジデント社
	 ●写真解説でわかるユニット折り紙
 著：色水風介　ブディック社

●信長、天を堕とす
 著：木下昌輝　幻冬舎

児童書
	 ●湊町の寅吉
  作：藤村沙希　絵：Minoru（みのる）
  学研プラス（ティーンズ文学館）

	 ●ほんとうの願いがかなうとき
  著：バーバラ・オコーナー　訳：中野怜奈　偕成社

	 ●せかいのくにでおめでとう！
  作・絵：野村たかあき　講談社（講談社の創作絵本）

	 ●なんと！ようひんてん
  作：石川基子　講談社（講談社の創作絵本）

	 ●たまたまたまご
  絵：北村裕花　文：内田麟太郎　文研出版（えほんのもり）

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

親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分～ 本館２階視聴覚室

親子おはなし会
 18日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 19日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 26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
 12日㈬ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 20日㈭ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 28日㈮ 10時～17時 本館２階視聴覚室

科学遊び教室
 29日㈯ 13時30分～15時30分 東西公民館

書初め展
 ９日㈰まで 本館２階展示室

新刊紹介
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救急協力医 February２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 ㈯ 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

2 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

杉山病院 963-4114 錦町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

3 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

4 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

5 ㈬ おおい神経内科 922-8886 北高島町 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

6 ㈭ 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

7 ㈮ 旭医院 966-0031 原 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

8 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

9 ㈰

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

大沢医院 931-1019 御幸町 よざ小児科医院 967-5722 原

森医院 966-2017 石川 白石医院 951-4593 市道町

10 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 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

11 ㈫

おぐち医院 992-6611 深良 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

岩渕内科医院 951-4579 添地町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下

12 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 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

14 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中医院 921-2053 高島町

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

16 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

今井医院 921-3211 五月町 東医院 921-5520 高沢町

17 ㈪ 杉山医院 972-3223 伏見 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

18 ㈫ さはこ内科クリニック 999-3850 中土狩 青木整形外科医院 922-0521 高島町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

19 ㈬ 新井内科クリニック 992-0811 久根 えがわ医院 921-5148 高島本町 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。

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

馬場

21 ㈮ 杉山医院 992-0028 平松 萩野クリニック 966-7111 根古屋 田中医院 921-2053 高島町

22 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

23 ㈰

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

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

かとう内科医院 946-5562 大岡 大沢ハートクリニック 929-1313 若葉町

24 ㈪

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 西方外科医院 921-1333 共栄町

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

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

25 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 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

27 ㈭ 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

28 ㈮ 境医院 975-8021 竹原 守重医院 931-2511 我入道
江川 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

29 ㈯ 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 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

2 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

聖隷沼津病院
952-1000 松下

岩端医院
962-1368 大手町

しおみ歯科医院
992-0202 平松

9 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

木村眼科
967-4611 原

沼津市立病院
924-5100 東椎路

ベルの木歯科
992-7777 深良

11 ㈫ 三島中央病院
971-4133 緑町

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

服部歯科医院
992-0011 佐野

16 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

本多眼科医院
931-1519 御幸町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

さなだ歯科医院
997-2100 御宿

23 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

24 ㈪ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

静岡医療センター
975-2000 長沢

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

杉沢歯科医院
975-4618 柿田

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。

消費生活センター　995-1854

消費者相談室
スマートフォンで、ダイエットサプリメ
ントがお試し価格で購入できるという広

告を見て申し込んだ。翌月も商品が届いたので
連絡したら「３回の定期購入が条件と画面に書
いてある」と言われた。申し込み時には気付か
なかった。

ホームページ上の広告を見て、健康食品
や化粧品を格安で購入できると思ったが、

定期購入が条件だったという相談が急増してい
ます。定期購入のため、途中で解約ができな
かったり、解約したいと思い連絡しても電話が
つながらなかったりするケースがあります。
インターネット通販をはじめ通信販売にはクー
リング・オフ（無条件解約）はありません。注
文する前に、定期購入が条件になってないか、
中途解約や返品できるかなど契約内容をしっか
り確認してください。困ったときはすぐに消費
生活センターにご相談ください。

A

Q
若者に多い消費者トラブル

　未成年者が親の同意なく行った契約は、原則取り
消すことができます。成人になると、自分の意志で
契約できるため、このような保護はなくなります。
社会経験の乏しい若者を狙う業者もいるので、注意
が必要です。
　消費者トラブルに遭わないために、契約に関する
知識を身に付け、本当に必要かよく考えてから契約
しましょう。

若者に多いトラブルの例
❶友人や先輩にもうけ話を勧誘され、借金して契約

したがもうからない。
❷体験でエステに行き、断りきれずに高額な契約を

してしまった。
❸大手通販会社をかたる事業

者から、身に覚えのない請
求がきた。

★乳幼児健康相談
　 10日㈪・17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
　 17日㈪　13時〜15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 21日㈮　18時30分〜20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 17日㈪　13時〜15時  
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ３日㈪　13時〜15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 28日㈮　13時〜15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 10日㈪　13時30分〜15時30分
　 こころの悩みに関する相談を希望する人
★寄り道試食会
　 25日㈫　10時〜11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 12日㈬　９時30分〜11時
　 令和元年８月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 18日㈫　13時〜
　 平成30年７月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 13日㈭　13時30分〜15時
　 平成29年８月生まれの人
★３歳児健康診査
　 20日㈭　13時〜
　 平成29年１月生まれの人


