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susonobito No.13

　司会業やラジオのパーソナリティをしている大西さ
んは、今年の１月に（一社）日本パラサイクリング連
盟の広報担当の強化スタッフに就任しました。
　パラサイクリングの選手たちは、片方の腕や足がな
いなど、障がいを抱えている箇所はまちまちですが、
最大斜度が45度という斜路をものともせず、時速50
㎞を超える速さで疾走します。このスピードは健常者
にも引けを取りません。
　大西さんがパラサイクリングに出会ったのは５年前。
伊豆ベロドロームで開催されたジャパンパラサイクリ
ングカップ2015の司会を務めたことがきっかけでし
た。その大会で初めてレース会場を訪れた大西さんで
すが、これ程迫力のあるレースなのに、ふと観客席を
見渡すと観客が少ないことに気付き、この競技への認
知度の低さを感じました。そこで、自らパーソナリ

ティを務めるラジオ番組の
中で、紹介コーナーを作り
選手やレース結果などを毎
週放送するなどして、競技
のPRを続けています。

　東京2020パラリンピックに向け、１月末には選手
と共にカナダ開催のUCI パラサイクリング トラック
世界選手権に強化スタッフとして行き、海外選手の情
報収集をしてきました。
　大西さんは「これからもパラサ
イクリングの魅力を発信し、来場
者の増加はもちろん、競技者自体
が増えて行くよう継続して支援し
ていきます」と語ってくれました。

（一社）日本パラサイクリング連盟広報担当
大西 涼太郎さん（44歳・元町）

パラサイクリングの迫力を多くの人に

　ヘルシーパーク裾野の北側に隣
接する梅の里では、３月上旬に梅
の花が見頃を迎えました。白やピ
ンクの花を咲かせた約700本の梅
の木は、訪れた人の目を楽しませ
ていました。

約700本の梅が見頃
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令和２年度　当初予算概要
一般会計211億6,000万円
前年度比0.9％減　未来をつむぐ「コネクティッド予算」

令和２年度　会計別予算

特集

　市議会３月定例会で、当初予算が可決されました。
令和２年度はシビックプライドと暮らし満足度の向
上を図り、裾野市らしい「田園」と「未来都市」が
調和する「住み続けたい『田園未来都市すその』」
の実現を目指す予算編成となりました。

予算総額 327億5,012万円
（令和元年度　326億5,599万円）

一般会計 211億6,000万円
（令和元年度　213億5,300万円）

特別会計予算
85億3,220万円

（86億1,920万円）

特別会計予算
85億3,220万円

（86億1,920万円）

（　）内は令和元年度（　）内は令和元年度

一般会計予算
211億6,000万円

（213億5,300万円）

一般会計予算
211億6,000万円

（213億5,300万円）

下水道事業会計予算
15億3,598万円

（15億3,079万円）

下水道事業会計予算
15億3,598万円

（15億3,079万円）

水道事業会計予算
14億4,700万円

（11億5,300万円）

水道事業会計予算
14億4,700万円

（11億5,300万円）

簡易水道事業
7,494万円
（0万円）

簡易水道事業
7,494万円
（0万円）

当初予算前年度対比（支出）
水道事業会計 令和 2 年度予算 令和元年度予算
収 益 的 7億3,200万円 7億1,900万円
資 本 的 7億1,500万円 4億3,400万円

下水道事業会計
収 益 的 7億6,762万円 7億9,333万円
資 本 的 7億6,836万円 7億3,746万円

簡易水道事業会計
収 益 的 6,170万円 0万円
資 本 的 1,324万円 0万円

一般会計予算

歳入
市 税 100億5,870万円 47.5%
国 庫 支 出 金 30億4,212万円 14.4%
市 債 16億8,110万円 7.9%
地方消費税交付金 13億9,430万円 6.6%
繰 入 金 13億1,101万円 6.2%
県 支 出 金 10億8,796万円 5.1%
そ の 他 25億8,481万円 12.3%

歳出
民 生 費 55億8,264万円 26.4%
土 木 費 34億4,593万円 16.3%
衛 生 費 27億5,390万円 13.0%
教 育 費 26億6,313万円 12.6%
総 務 費 24億8,076万円 11.7%
公 債 費 22億2,405万円 10.5%
そ の 他 20億　959万円 9.5%

歳入総額　211億6,000万円 歳出総額　211 億 6,000 万円

歳入

繰入金

その他

市税

国庫支出金

県支出金

市債

地方消費税交付金 歳出

公債費

その他

総務費

民生費

教育費
土木費

衛生費

財政課
　995-1801
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裾野市の未来のまちづくりに向けて
市　長　施　政　方　針

６つの重点取り組み達成に向けた施策の大綱

　新元号の令和には、個性が尊重・発揮される中で
それぞれが調和し、豊かな文化が花開くとの期待が
込められております。
　裾野市の豊かな自然、温かい人々と地域コミュニ
ティ、未来を見据えた研究・生産活動を続ける企業
群などは、最も大切にすべき資源であり、個性です。
個性の発揮なくして、新たな時代の流れを力にする
ことはできません。
　新たな時代をチャンスと捉え、この機を逃さず、
令和の時代にふさわしい「田園」と「未来」の調和、
都会にはない裾野市ならではの暮らし・人生の価値
観の創造に向けて、企業を含めシビックプライドを
持った市民の皆さんと共に「オールすその」でまる
かって一つ一つの事業に取り組んでまいります。 
　本年度は、新たな時代の流れを力にするため、
「次世代型近未来都市の具現化」を加えた「シビッ
クプライド向上」と「暮らし満足度向上」の３点を
重点目標としました。 

　これら３つの重点目標の達成に向けて「ひと“共
育”」「まち“共生”」「しごと“共栄”」「市民
協働」「情報発信」の５つを柱とし、既に実施して 
いる事業を含め、子育てネットワークの拡充、学
校・地域・企業等連携の強化、新しいまちづくり方
針の策定、地域の稼ぐ力の強化、市民活動支援の強
化、戦略的シティプロモーションの展開の６つを重
点取り組みといたします。 
　これらを実施するにあたり、未来技術を活用し地
域課題を克服する社会を目指す「society5.0」や
トヨタ自動車株式会社様が本市で展開する 「ウー
ブン・シティ構想」といった新たな時代の流れを力
に、デジタル技術やデータを利活用して、市民生活
を豊かにする「次世代型近未来都市」の具現化をす
すめ、シビックプライドと暮らし満足度の向上を図
り、裾野市の将来にわたる成長と新しい「住み続け
たい『田園未来都市すその』」の実現を目指してま
いります。

1. だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康
と福祉の「すその」

●事業費総額　54億7,612万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
　乳幼児・こども医療費助成事業 27,181
◎幼児を対象とした外国文化ふれあい事業 303
　保育園業務ICT化事業 317
　安全運転支援装置設置促進事業 120
　若年がん患者等支援事業 176

（◎はシビックプライド事業）
2. 成長するよろこびと地域のつながりでこころの豊

かさを育む「すその」
●事業費総額　９億6,345万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
　西中学校普通教室不足解消仮設校舎建設事業 8,450
　給食センター調理委託事業 4,000
　運動公園陸上競技場改修事業 417

◎スポーツツーリズム事業
　（準高地トレーニング） 250

◎オリンピック・パラリンピック推進事業 2,601

▲幼児を対象とした外国文化ふれあい事業：保育園・
幼稚園に外国語指導助手（ALT）を派遣し、あいさ
つやゲームを楽しむことを通じて幼少期からの外国
語や異文化に慣れ親しむ場づくりを実施します。

◀オリンピック・
パラリンピック
推進事業：東京
2 0 2 0 オ リ ン
ピック自転車競
技ロードレース
（男子）の開催

に向け、機運の醸成を図るとともに、大会運営支援、
レガシー創出に向けた取り組みを実施します。
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3. 市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある
「すその」

●事業費総額　22億4,832万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
◎市民協働推進事業 1,085
　新火葬施設整備事業負担金 46,815
◎みんなで子育てするまち推進事業 60
　県テレビ会議システム設置事業 100
◎消防団等活動・防災団体支援事業 5,564

5. 今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる
「すその」

●事業費総額　１億7,969万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
　三世代同居支援補助事業 1,000
◎産業連携地域プラットフォーム運営事業 1,250
　屋上緑化推進事業生産者活動助成事業 411
◎ふるさと納税推進事業 4,769
◎シティプロモーション推進事業 98

4. 豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」
●事業費総額　29億7,993万円　　　　　　　（万円）

主な事務事業 事業費
◎深良まちづくり支援事業 508
　御宿土地区画整理助成事業 4,800
　裾野駅西土地区画整理事業 92,855
　（仮称）御師公園基本方針策定事業 1,000
　都市計画街路平松深良線整備事業 24,066

6. 健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に
開かれた「すその」

●事業費総額　29億701万円　　　　　  　　（万円）

主な事務事業 事業費
　東富士演習場無線放送施設設置事業 7,130

　裾野市平和都市宣言に伴う中学生広島
　派遣事業 100

◎総合計画等策定事業 635
　統計調査事業 1,961
　議会タブレット端末導入事業 365

▲産業連携地域プラットフォーム運営事業：分野を越
えたイノベーションが起こるまちとして、魅力を高
め、新たな事業創造や起業を呼び込み続ける地域、
企業と地域産業の連携促進を図るため「産業連携地
域プラットフォーム」を活用し推進します。

▲東富士演習場無線放送施設設置事業：市内全域の防
災行政無線施設を更新し、令和２年度からデジタル
式戸別受信機を整備します。

◀市民協働推進事業：
市民協働を推進す
るため、地域づく
り学習会・協働事
業に補助などを行
い、協働事業の推
進を行います。

▲（仮称）御師公園基本方針策定事業：（仮称）御師
公園の整備に向けた基本方針を策定します。

企画政策課
　995-1804
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深良用水
通水350周年

−歴史的偉業 次代へつなぐ感謝の気持ち−

特集

　芦ノ湖の水を引くため、1666（寛文６）年か
ら４年近くの歳月をかけて箱根外輪山にトンネル
を掘り完成した深良用水。今年の４月25日㈯で
1670（寛文10）年の通水から350周年の節目を
迎えます。私たちの暮らしと共にある深良用水の
恩恵を改めて考えてみましょう。

生活に欠かせない用水として 

　箱根外輪山を掘った約1,280ｍのトンネルで導かれ
た芦ノ湖の水は、深良川や黄瀬川に至ります。その水
は各地に設置された堰によって集落に引き込まれ、周
辺の田畑を潤すかんがい用水として、さらには生活用
水として、現在まで絶え間なく利用され続けています。

▲深良川の水を引き込む古川堰

世界に誇れる深良用水

　平成18年２月、深良用水は日本の農村環境の保全
形成に貢献する優れた用水であるとして、農林水産省
が認定する疏

そ
水
すい

百選に選ばれました。また、平成26
年9月には、手掘りで掘り進められた深良用水の高度
な技術や、歴史的、社会的価値が国際的にも広く認め
られ、国際かんがい排水委員会(ICID)が認定する世
界かんがい施設遺産に登録されました。

▲疏
そ

水
すい

百選の認定証

▲世界かんがい施設遺産の登録証
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深良用水の偉業を次の世代へ

深良用水通水350周年記念誌の発行
　深良用水通水350周年記念事業の一環として、記念
誌を作成しました。深良用水の過去の資料を補完し、
新たな調査記録や地域との関わりなどについても記載
され、子どもにも読みやすい内容になっています。
　この記念誌は一般には販売していませんが、芦湖水
利組合で通水300
周年を記念し、昭
和39年に発刊さ
れた「深良用水の
沿革」、昭和54
年 に 再 版 さ れ た
「 深 良 用 水 の 沿
革」と共に電子書
籍化され、市公式
ウェブサイトから
ご覧になれます。

映像でトンネル内部を体験
　（独）国立高等専門学校機構沼津工業高等専門学校
と連携し、360°カメラを搭載した撮影機器をトンネ
ル内に流し撮影したバーチャル・リアリティー映像を
YouTubeで公開しています。普段見ることができな
いトンネル内部の様子をご覧ください。

世界かんがい施設遺産　深良用水隧
ずいどう

道内VR動画①
　（裾野市）▶︎https://youtu.be/LmddaI_34xo

世界かんがい施設遺産　深良用水隧
ずい

道
どう

内VR動画②
　（裾野市）▶︎https://youtu.be/BP9A1W_P9Mw

３月２日㈪に記念の壁画を披露
　３月２日㈪、深良小学校グラウンド東側で、深良用
水350周年の記念壁画が披露されました。深良用水
350感謝祭実行委員会が企画したもので、深良地区の
小・中学生から応募のあった88作品の中から、神戸
泰
やす

崇
たか

さん（深良小6年）と勝又俐
り

宇
う

さん（深良中1
年）の２つの作品がモチーフとなっています。
　当時の穴掘り作業や深良用水がもたらした恵み、用
水を流れる水の様子など、子どもたちが感じた深良用
水への感謝の思いが表現されています。
　実行委員会会長の大庭満治さんは「深良用水の偉業

を、50年先の400周年になっても皆さんで伝えて
いってほしいです」とあいさつしました。

深良用水まつりの開催
　深良用水を築き上げた先人の偉業に感謝の気持ちを
表そうと、平成26年から「深良用水まつり」が開催
されています。当時の深良地区区長会の皆さんが中心
となり、地区住民主体の事業としてスタートしました。
江戸時代の衣装を再現し、通水を祝い地区内を練り歩
く仮装行列をはじめとしたさまざまなイベントに、地
区内外から多くの人々が訪れています。
　今年の深良用水まつりは特別に「深良用水350感謝
祭」と題し、開催します。

深良用水350感謝祭の延期

　４月26日㈰に予定されていた深良用水350
感謝祭は秋に延期となりました。日程は調整中
です。

深良支所　992-0400
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平成30年度　財務書類を公表します
新地方公会計制度に基づく統一的な基準で作成

　市の財政状況を市民の皆さんにより詳しくお知らせするため、総務省が示した「統一
的な基準」に基づく財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、
資金収支計算書）を公表します。
　これは、一般会計や特別会計、市が一定割合以上を出資している関係法人などを対象
とした連結財務書類です。
●市民１人当たり／平成31年３月31日時点の市の人口から算出（51,707人）
●端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。
●固定資産台帳などの詳細は市公式ウェブサイトに掲載しています。

裾野市土地開発公社
静岡県芦湖水利組合 
裾野市長泉町衛生施設組合
富士山南東消防組合
裾野市振興公社
駿豆学園管理組合
静岡県後期高齢者医療連合
静岡県地方税滞納整理機構
静岡県市町総合事務組合
三島市外五ヶ市町箱根山組合
三島市外三ヶ市町箱根山林組合
駿東地区交通災害共済組合 

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険特別会計
十里木高原簡易水道特別会計
水道事業会計
下水道事業会計

一般会計
土地取得特別会計
墓地事業特別会計

連結グループ

市全体

普通会計

貸借対照表
　市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているかのバランスを明らかにしています。市の資産と、その資産
をどのような財源(負債や純資産)で賄ってきたかが分かります。

（億円）

借　方（資金を何に使ったのか） 貸　方（資金をどこから調達してきたのか）

資産の部（これまで積み上げてきた資産） 負債の部（これからの世代が負担する金額）
普通 連結 市民１人当たり 普通 連結 市民１人当たり

１．固定資産 802 1,039 200万9千円 １．固定負債 201 360 69万6千円
・有形固定資産 760 973 188万2千円 ・地方債 170 233 45万1千円
・無形固定資産 1 16 3万円 ・退職手当引当金 29 34 6万6千円
・投資その他の資産 41 50 9万7千円 ・その他 2 93 18万円
２．流動資産 56 88 17万円 ２．流動負債 24 29 5万6千円
・現金預金 7 37 7万2千円 ・一年以内償還予定地方債 20 25 4万8千円
・未収金 1 2 4千円 ・賞与などの引当金 2 3 5千円
・基金 48 48 9万3千円 ・その他 1 2 3千円
・棚卸資産 0 0 1千円

負債合計 224
(229)

389
(341)

75万3千円
（65万1千円)

資産合計 858
（864）

1,127
（1,096）

217万9千円
（209万4千円） 純資産の部（これまでの世代が負担した金額）

（　）内は前年度決算数値 純資産合計 634
（634）

738
（755）

142万6千円
（144万3千円）

負債および純資産合計 858
（864）

1,127
（1,096）

217万9千円
（209万4千円）

財政課
　995-1801
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WEBBB

純資産変動計算書
　市の純資産（資産から負債を差し引いた額）が、平成30年度中にどのように増減したのかを明らかにします。

（億円）

普通 連結 市民１人当たり
平成29年度末純資産残高 634 755 146万円
純行政コスト △166 △282 △54万6千円
財源 165 286 55万2千円
・税収など 129 184 35万7千円
・国県などの補助金 37 101 19万6千円
平成30年度差額 △1 3 6千円
平成30年度純資産変動額 △1 △17 △3万4千円

期末純資産残高 634
（634）

738
（755）

142万6千円
（144万３千円）

（　）は前年度決算数値

期末純資産残高／当該年度末の純資産の
額。期末純資産残高から期首残高（前
年度末純資産残高）を差し引いた額が
当該年度の増減額になる。

純行政コスト／経常行政コストの総額か
ら、受益者負担金などの経常収益を差
し引いた額。行政コスト計算書で算定
される。 

行政コスト計算書
　企業会計では損益計算書といわれているものです。
利益の追求を目的とする企業とは違い、営利を目的と
しない市の行政サービスの提供にどれだけの費用(コ
スト)がかかったか、その内容の分析を行うことを目
的としています。

（億円）
経常費用（A)

普通 連結 市民１人当たり
1．業務費用 100 132 25万5千円
・人件費 29 38 7万4千円
・物件費 68 86 16万6千円
・その他 4 8 1万5千円
２．移転費用 77 174 33万7千円
・補助金など 25 86 16万7千円
・社会保障給付 35 84 16万3千円
・他会計への繰出金 13 − −
・その他 4 4 7千円

経常行政コスト
合計

178
（181）

306
（316）

59万２千円
（60万４千円）

経常費用（B)
普通 連結 市民１人当たり

１．使用料・手数料 7 16 3万1千円
２．その他 5 8 1万5千円

経常収益合計 11
（13）

24
（30）

4 万 6 千円
（５万８千円）

純経常行政コスト(A-B)
普通 連結 市民１人当たり

（　）は前年度決算数値
166

（168）
282

（286）
54万６千円

（54万７千円）

資金収支計算書
　キャッシュフローと言われるもので、「キャッシュ 
= お金」の「フロー = 流れ」を表しています。市の
収支をその性質に応じて、業務活動収支、投資活動収
支、財務活動収支に区分して表示し、市のどのような
活動に資金が必要なのかを知ることができます。

（億円）
普通 連結 市民１人当たり

1．業務活動収支 16 25 4万9千円
・業務支出 153 274 53万円
・業務収入 169 299 57万9千円
２．投資活動収支 △10 △15 △3万円
・投資活動支出 33 40 7万8千円
・投資活動収入 23 25 4万8千円
３．財務活動収支 △5 △13 △2万4千円
・財務活動支出 19 29 5万5千円
・財務活動収入 14 16 3万1千円
平成30（29）年度
資金収支額

0
（1）

△ 3
（2）

△6千円
（4 千円）

平成29年度末
資金残高 7 40 ７万７千円

平成30年度末
資金残高 7 37 ７万２千円

業務活動収支／経常的な行政活動の収支で、投資・財
務的収支には含まれないもの

　支出▶︎人件費、物件費、補助金、社会保障給付など　
収入▶︎税収、使用料手数料など 

投資活動収支／公共資産の整備にかかる収支
　支出▶︎公共施設などの整備費、基金積立金など
　収入▶︎基金取崩収入、貸付金元金回収収入など
財務活動収支／地方債の元利償還、発行額の収支など 
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組織改編の主な変更点
　課内室は、時限的・特異性のあるものに限定して組
織をスリム化し業務の効率化・事務の円滑化を図りま
す。
●情報政策室を企画政策課に統合し、課名称を「みら

い政策課」とします。
●演習場対策室を農林振興課に統合します。演習場対

策専門官は継続して設置します。
市職員人事異動
【部長級】
教育部長▶︎西川篤実（企画部長）企画部長▶︎石井敦
（健康福祉部部参事兼子育て支援監）環境市民部長兼
危機管理監▶︎篠塚俊一（総務部参事兼税務課長）
【次長級】
健康福祉部次長兼子育て支援監兼保育課長▶︎髙梨恭
（次長 監査委員事務局長）建設部次長兼区画整理課
長▶︎丹野宏康（建設部参事兼区画整理課長）
次長 会計管理者兼出納課長▶︎土屋敏彦（参事 会計管
理者兼出納課長）
【参事級】
総務部参事兼財政課長▶︎鈴木則和（健康福祉部参事兼
子育て支援課長）環境市民部参事兼危機管理課危機管
理調整監▶︎山本泰男（陸上自衛隊武山駐屯地業務隊一
等陸佐 退官）参事 監査委員事務局長▶︎加藤忠彦（企
画部参事兼企画政策課長・市土地開発公社事務局長）
環境市民部参事兼市民課長▶︎杉山善則（環境市民部市
民課長）健康福祉部参事兼子育て支援課長▶︎笠間健男
（健康福祉部保育課長）建設部参事兼建設管理課長▶︎
土屋雅敬（建設部建設管理課長）議会事務局長（参事
級）▶︎河合正彦（健康福祉部健康推進課長兼福祉保健
会館長）

（　）は、前年度の所属・役職です。

【課長級】
企画部みらい政策課長・市土地開発公社事務局長▶︎鈴
木努（建設部まちづくり課長）環境市民部富岡支所長
▶︎杉本一之（産業部農林振興課長）健康福祉部社会福
祉課長▶︎髙橋渉（教育部鈴木図書館長兼東西公民館
長）健康福祉部障がい福祉課長▶︎眞田俊彦（健康福祉
部社会福祉課長）演習場対策専門官兼産業部農林振興
課長▶︎横山英哉（環境市民部富岡支所長）建設部まち
づくり課長▶︎勝又博文（総務部財政課長）教育部鈴木
図書館長兼東西公民館長▶︎木原慎也（教育部生涯学習
課長兼富士山資料館長）総務部税務課長▶︎坂田幸洋
（企画部企画政策課長代理兼情報政策室長）健康福祉
部健康推進課長兼福祉保健会館長▶︎岡利津子（健康福
祉部健康推進課長代理）教育部生涯学習課長兼富士山
資料館長▶︎大塚智美（企画部戦略広報課長代理兼シ
ビックプライド推進室長）
【課長代理級】
企画部みらい政策課長代理▶︎山田克彦（企画部企画政
策課兼行政経営監付副参事）企画部みらい政策課長代
理▶︎大串謙一郎（健康福祉部社会福祉課長代理）企画
部戦略広報課長代理兼シビックプライド推進室長▶︎髙
田寿樹（総務部行政課長代理）環境市民部市民課長代
理▶︎勝又淳（環境市民部上下水道経営課長代理）産業
部農林振興課長代理▶︎小林義彦（企画部秘書課長代
理）教育部教育総務課長代理兼学校給食センター副所
長▶︎古谷伸導（教育部生涯学習課長代理）総務部人事
課長代理▶︎杉山龍治（総務部人事課主幹兼係長）環境
市民部生活環境課長代理▶︎志村敏博（環境市民部生活
環境課主幹兼係長）健康福祉部保育課長代理▶︎小野善
之（健康福祉部保育課主幹兼係長）建設部区画整理課
長代理▶︎杉本英明（建設部区画整理課主幹兼係長）
【園長級】
健康福祉部保育課西幼稚園長▶︎佐藤智美（健康福祉部
保育課いずみ幼稚園長代理）

組織の硬直化や業務の属人化の解消
市職員人事異動

　４月１日付で人事異動を行いました。効率的・効果的な
業務遂行を基本とし、市民サービス向上のため、組織の硬
直化や業務の属人化の解消、適正な人事配置に努めます。

人事課
　995-1806
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　犬の飼い主は、狂犬病予防法で年１回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付
けられています。飼い犬に予防注射を受けさせることは、犬だけでなく飼い主も狂犬
病から身を守ることになります。毎年必ず受けさせましょう。

接種前に飼い犬の健康状態の確認を
　飼い犬が次のいずれかの項目に該当する場合は、集
合注射を受けられません。動物病院で診察を受け、予
防注射を受けさせてください。
①最近、具合が悪い（元気がない・食欲がない・下

痢・嘔
おう

吐
と

など）
②１カ月以内にほかの予防注射を受けた
③妊娠中・授乳中
④今まで狂犬病の予防注射を受け、具合が悪くなった

ことがある
⑤現在、病気を治療している

注射料は１匹につき3,500円
　注射を受けさせる際には、以下のものをお持ちくだ
さい。注射後にお渡しする注射済票は必ず飼い犬に装
着しましょう。
●予防注射案内はがき
●愛犬手帳または愛犬カード
●注射料（１匹につき3,500円）
　※おつりがないようにお願いします。
犬を飼い始めたら登録を
　生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に市
に登録する必要があります。登録１匹につき3,000円
かかります（登録は生涯に一度）。登録後にお渡しす
る鑑札は、必ず首輪に付けてください。また、飼い主
の変更や飼い犬が死亡したときは、必ず届け出てくだ
さい。

あなたの愛犬を狂犬病から守ります
狂犬病予防注射（集合注射）を4/23㈭・4/26㈰に実施 WEBBB

生活環境課　
　995-1816

4月23日㈭
青葉台中公園 深良新田公民館
9:00～9:20 9:00～9:15
峰下公民館 岩波公民館
9:30～9:45 9:25～9:45
麦塚公民館 上須集会所

9:55～10:15 9:55～10:15
本茶公民館 深良コミセン

10:25～10:40 10:25～10:45
富士見台遊園地 切遠コミセン
10:50～11:05 10:55～11:10

中丸中・下公民館 南堀集会所
11:15～11:40 11:20～11:40

滝頭公民館 町震コミセン
13:10～13:30 13:10～13:30

公文名東最寄集会所 御宿新田コミセン
13:40～13:55 13:45～14:05

久根公民館 御宿上谷集会所
14:05～14:30 14:15～14:35

市民体育館 葛山中村集会所
14:40～15:30 14:45～15:00

― 千福公民館
15:10～15:30

4月26日㈰
十里木集会所 石脇公民館
9:40～10:10 9:00～9:25
須山コミセン 桃園定輪寺前

10:25～11:05 9:35～10:00
田向集会所 富沢公民館

11:15～11:30 10:10～10:30
下和田集会所 二ツ屋集会所

13:10～13:45 10:35～10:55
今里本村集会所 伊豆島田遊園地（不動尊）
13:55～14:10 11:05～11:30

千福が丘中央公園 金沢公民館
14:25～14:55 13:10～13:25
市役所前駐車場 中里公民館
15:10～15:55 13:35～13:50

― 上ヶ田集会所
14:00～14:15

― 富岡コミセン
14:25～14:50

― 市役所前駐車場
15:10～15:55

●交通状況で時間が前後する場合があります。

狂犬病予防注射（集合注射）の日程と会場
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自転車競技ロードレースの魅力を紹介  
　自転車競技ロードレースの
世界に触れることで、オリン
ピックをより一層楽しみにし
てもらい、沿道での多くの人
の観戦を促すためガイドブッ
クを作成しました。

自転車競技ロードレース超
入門
●自転車競技ロードレース有名選手の紹介

　●世界の主要大会の解説
　●過去に開催されたオリンピックの自転車競技ロー

ドレース競技に関する説明
大きさ／A3両面折り
配布場所／市役所、各支所など市内公共施設
　※市公式ウェブサイトでもご覧になれます。
市役所や市内各所を装飾  
　選手を応援するため、寄せ書きガーランドを作成し
ました。市内各所には、オリンピックに関する縦型・
横型バナーなどを装飾しています。
ガーランド展示

市役所１階フロア、市民体育館玄関・１階廊下
市内小・中学生が800枚のシートに寄せ書きし、
50本にまとめ
たガーランドを
展示
大会当日は、自
転車競技ロード
レース（男子）
の市内観戦場所
に装飾します。

縦型・横型バナーなどの装飾
市役所正面玄関柵、小柄沢公園川沿い柵、裾野駅前
中央商店街街灯、裾野駅前歩行者通路、岩波駅商店
街街灯、富士見橋（岩波）、旧岩波駅舎、運動公園
街灯、須山地区研修センター街灯
縦型バナー、横型バナー、ガラス横型シートの装飾

東京2020オリンピックに向けた展示会 in SUSONO  
　自転車競技ロードレースに関する展示や聖火リレー
に関する展示を行っています。

市役所１階フロア
過去に開催されたロードレース大会の紹介パネルの
展示、1964年東京オリンピック聖火リレーのユニ
フォームや写真、参加記念章の展示

▲市役所１階フロアで装飾してい
るガーランド

▲自転車競技ロードレースに関するパネル

東京2020オリンピック開催に向けて
オリジナルガイドブックの発行・展示会などを実施 WEBBB

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催が延期となりましたが、市では機運を醸成し、市民
の皆さんに市内で開催されるオリンピック自転車競技
ロードレースを広く知ってもらうため、オリジナルガイ
ドブックを作成しました。
　市役所では、ガーランドやバナーの装飾、オリンピッ
クに関する展示会を開催しています。

オリンピック・パラリンピック推進室
995-1825

市内ロードレースコースの解説動画を公開中
　市内のロードレースコース区間を撮影し、解
説を加えた動画を作成しました。

東京2020オリンピック自転車競技ロード
レース（男子）裾野市コース解説▶︎https://
youtu.be/ETkvXox9nNY
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　若年がん患者などを支援するため、４月１日㈬以降
の在宅療養生活、妊孕性温存治療、医療用補整具購入
に対する費用を一部助成します。要件や申請方法など
については、健康推進課へお問い合わせください。

小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業
　若年がん患者が自宅で安心して日常生活が送れるよ
うに、在宅サービスに係る利用料の一部を助成します。
補助内容と金額

年齢区分 補助の上限金額

０歳～20歳未満で日常生活用具
給付事業による補助を受けてい
る人

居宅サービス▶
月額５万円

●０歳～20歳未満で日常生活用
具給付事業による補助を受け
ていない人

●20歳～40歳未満の人

居宅サービス▶
月額５万円

福祉用具貸与▶
月額３万円

福祉用具購入▶
１人につき５万円

若年がん患者妊孕
よう

性温存治療支援事業
　将来子どもを産み、育てることを望む若年がんの患
者が、がん治療開始前に生殖機能を温存することで、
希望を持ってがん治療に取り組めるよう支援します。
補助内容と金額（１人につき１回限り）
性別 内容 補助金額
男性 精子の採取凍結 上限２万円

女性 卵子または卵巣組織の採取凍結、
卵子の採取、胚（受精卵）の凍結 上限40万円

がん患者医療用補整具購入支援事業
　がん治療による外見変貌を補完するウイッグや補整
具などの購入費用の一部を助成します。
補助内容と金額（１人につき１回限り）

対象医療用補整具 補助金額
医療用ウイッグ 上限２万円

乳房補整具 補正下着▶上限２万円
人口乳房▶上限10万円

健康推進課　992-5711

若年がん患者などを支援
在宅療養生活、妊孕

よう
性温存治療、医療用補整具購入に対する費用を一部助成 WEBBB

　東名裾野インターチェンジから車で10分。ヘル
シーパーク裾野入り口付近の一帯に、“パノラマ遊花
の里”と名付けられた花畑があります。パノラマロー
ドを花でいっぱいにする会を中心に、市民の皆さんや
企業と一緒に種まきや草取りなどを行って、菜の花や
コスモスなどの景観作物を育てています。春の花々と
富士山の共演をお楽しみください。

パノラマ遊花の里で菜の花と桜が共演
　４月には、菜の花の黄色いじゅうたんが花畑いっぱ
いに広がります。富士山に向かって伸びるパノラマ
ロード沿いの美しい桜並木と共に、白雪の残る富士山
のすそ野一面を春色に彩
ります。
花の見頃／４月中旬まで

パノラマ遊花の里（梅
の里・ヘルシーパーク
裾野入り口周辺）

４月４日㈯・５日㈰に開催を予定していた「第9回
富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜まつり」は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
中止することを決定しました。
産業振興課　995-1825

富士山の麓で春の花を楽しむ
パノラマ遊花の里 一面に菜の花が見頃 WEBBB

会場会場

裾野
I.C

東
名
高
速
道
路

▲
至
御
殿
場
市運動公園

パノラマ遊花の里

ヤクルト工場ヤクルト工場

ヘルシーパーク
裾野

梅の里

トヨタ自動車
東富士研究所

246

『富士山パノラマ菜の花＆コスモス』
フォトコンテスト開催！

　菜の花や秋に咲くコスモスと富士山を写した写真
をご応募ください。　 農林振興課　995-1823
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Photograph

　生涯学習センターで富士山の日記念事業として講演
会が開催されました。約50人が参加し、富士山かぐや
姫ミュージアム館長が同ミュージアムのリニューアル
などについて講演しました。また、現在の浅間神社の
祭神はコノハナサクヤヒメですが、本来はかぐや姫
だったことなど、たくさんの興味深い話があり、参加
者は聞き入っていました。　　　　　特派員：原 久子

　JAなんすんの組合長らが市役所を訪れ、寿太郎み
かんを贈呈しました。小学生3,230人分、約380kgの
贈呈です。組合長が｢寿太郎は甘くて味が濃いのが特
長です。子どもたちに地元の特産物を知ってほしいで
す｣とあいさつすると、教育長は「地元の特産物とし
て授業で勉強しています。大切に育てたみかんを頂け
るのは幸せなことです」とお礼を述べていました。

甘くておいしいみかんを小学生たちへ（２月14日）

　富岡中学校に法務省と全国人権擁護委員連合会から
感謝状が贈呈されました。夏休みに取り組んだ人権作
文99編を中学生人権作文コンクールに応募し、活動
の啓発に貢献したことに対する感謝状です。人権擁護
委員が校長に感謝状を手渡すと、校長は「仲間を大切
に、困っている人を助けようという活動を行っていま
す。感謝状は生徒に報告します」と話していました。

法務省などから感謝状贈呈 （２月19日）

　市民文化センターで自衛隊協力会50周年記念行事
と自衛隊による音楽演奏会が行われました。同会は、
区長連合会などを役員に加え、自衛隊と地域住民との
共存共栄の実現を目的として設立されました。会場で
は式典の他、太鼓の演舞やラッパ、富士学校音楽隊な
どの演奏が、屋外では自衛隊車両の展示が行われ、多
くの人が見学していました。 特派員：勝又 しんじ

自衛隊の演奏で記念式典を盛り上げる（２月15日）

富士山信仰とかぐや姫講演会開催 （２月19日）
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フォトグラフ

　佐野上宿区の「ふれあい上宿」の会員が、コミュニ
ティ活動賞優良賞を受賞し、市長に受賞を報告しまし
た。同会では、登校時の児童への声掛け防犯活動の他、
花いっぱい運動、ふれあい上宿デーの開催など会員の
生きがいや触れ合いづくりも行っています。事務局の
芹沢さんは「無理をせず、これからも仲良く楽しく地
域づくりを続けていきます」とあいさつしていました。

　市は静岡大学農学部・須山東富士農事組合と新特産
物試験栽培に関するパートナーシップ協定を締結しま
した。今後も連携を図り、共同試験栽培を行っていく
ことを目的にしています。市長は｢特産物となりうるキ
ヌアの栽培で農家の所得向上や耕作放棄地の解消につ
なげていきたいです」と述べました。締結後、菓子店
が試作した菓子の試食を行いました。

　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の沼津支店
長らが市役所を訪れ、レクリエーションスポーツ関連
物品の贈呈式を行いました。同社は市と締結している
協定に基づき、さまざまな分野で市に協力しています。
市長は「皆さんのご芳志による寄贈をありがとうござ
います。東京2020オリンピック競技やイベント会場
で活用していきます」とお礼を述べました。

　田口ライフサービス㈱がラッピングを施したパッ
カー車を始動させました。これはRecycle(リサイク
ル)などの頭文字を６つ取った、６R県民運動という
県が推進している事業などをPRするためデザインさ
れました。同社の代表は｢目に触れる機会の多いパッ
カー車にラッピングを施すことで、県などの取り組み
をPRしていきたいです」と話していました。

フライングディスクなどを贈呈 （２月27日）

県内初！６Ｒをゴミ収集車でＰＲ （３月２日）

無理をしないで
仲良く楽しく地域づくり （２月28日）

キヌアの特産化に向けた
共同研究継続 （３月５日）
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　市では、市が管理する道路や河川、公園、用地など
の身近な公共空間の美化を促進するため、ボランティ
アによる継続性を持って行われる環境美化活動を支援
しています。環境美化活動に必要な活動費を補助し、
環境美化に対する市民意識の高揚を図り、市民の皆さ
んと市が協働してきれいな公共空間を創出します。

活動区域内の空き缶・たばこの吸い殻などの散乱ご
みの収集、花壇の設置や草花の維持管理、その他環
境美化に必要な活動
活動維持のための補助金の交付、活動の周知、ボラ
ンティア活動保険に加入するための手続きなど

補助金限度額

活動年度 300㎡未満 300㎡以上
600㎡未満 600㎡以上

初年度 ５万円 10万円 15万円
２年度目以降 １万１千円 ２万２千円 ３万３千円

活動までの流れ／①シビックプライド推進室へ活動場
所・内容を相談し、計画書や名簿を提出します。

　②内容合意後、ボランティア活動保険の加入手続き
をし、補助金の関係書類を提出すると、補助金が交
付されます。

　③補助金を活用し、必要な物品などを購入し環境美
化活動を開始します。活動内容などを年度末に報告
します。

▲きれいなまちづくり若狭会による
裾野日赤交差点付近の清掃の様子

シビックプライド推進室　995-1803

　魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化
や課題解決に向けた市民の自主的な活動に対し、補助
金を交付します。昨年度は、３団体が交付を受け事業
が実施されました。

補助金の概要 　　　　　　　　　　　　　　
補助金の額／最大40万円
対象となる事業／次のいずれかに該当する事業
・市民の提案で実施する、市民協働の推進とまちづく

りに必要と認める事業
・課題解決のために市民の協力が必要なもので、行政

と協働して実施する事業
非該当の事業／次のいずれかに該当する事業
・市の類似する補助制度の適用を受けているか、他の

団体を補助する事業
・効果が特定の個人や団体のみに及ぶ事業
・団体が管理する施設などの修繕などが目的の事業
・団体が組織を運営するための事業

・宗教的または政治的宣伝の意図が認められる事業
・補助することが適当でないと市長が認める事業
対象となる団体／次の全てに該当する団体
・構成員が３人以上で、その過半数が市内に住んでい

るか、通勤・通学している団体
・市内に活動拠点があり、市内で活動している団体
対象となる経費／備品費や消耗品費、広告費、賃借料

など
※市公式ウェブサイトに掲載している一覧表をご確認

ください。
補助金の申請から決定まで　
　補助金の交付を希望する団体は、申請書に必要事項
を記入し、シビックプライド推進室に提出してくださ
い。受け付けた申請は、審査を行い決定の可否を通知
します。

シビックプライド推進室　995-1803

ボランティアによる環境美化活動を支援
きれいなまちづくり推進事業 WEBBB

地域の活性化などに取り組む団体募集
パートナーシップ事業補助金を最大40万円交付します WEBBB
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　後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が
負担する均等割額と被保険者の前年所得に応じて負
担する所得割額を合計した額になります。保険料率
は２年おきに見直されます。令和２・３年度の保険
料率は、医療費の増加などを見込み次のとおり改定
されました。
令和２・３年度保険料

区分 平成30・令和元年度 令和２・３年度
所得割率 7.85% 8.07%
均等割額 40,400円 42,100円

保険料（年額）＝所得割額（基礎控除後の総所得金
額など×8.07％）＋均等割額

賦課限度額／中間所得者層の負担軽減を図るため、
62万円から64万円に引き上げられました。

均等割保険料の軽減／低所得者層の負担軽減を図る
ため、２割軽減と５割軽減の対象が拡大されました。
県後期高齢者医療広域連合　054-270-5528

　国保年金課　995-1813

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため延期
した「都市計画の変更および決定（原案）の説明
会」を開催します。
　トヨタ自動車㈱は、トヨタ自動車東日本㈱東富士
工場を令和２年12月に閉鎖し、これに伴い発生す
る工場跡地で未来都市の実証実験を行うことを公表
しています。市では、工業専用地域に指定している
区域の土地利用を転換し、研究開発拠点の形成を誘
導するため、都市計画の変更および決定を予定して
います。この原案についての説明会です。
　申し込みは不要です。直接会場へお越しください。

４月22日㈬19時～・25日㈯13時～
市役所４階401会議室
裾野都市計画用途地域の変更、裾野都市計画特別
用途地区の決定、裾野都市計画地区計画の決定
新型コロナウイルス感染症の状況によって、再度
延期する場合があります。
まちづくり課　995-1829

　１回の治療で1,000円割引される助成券を年間５
枚交付します。

令和２年４月１日現在、市に住民登録のある70
歳以上の人
はんこをお持ちの上、社会福祉課か各支所へお申
し込みください。

助成券が使える治療院 電話番号
中部リバース 997-3211

ウエルネスヒロコ 994-0111
髙田鍼灸指圧治療院 993-9197

フィールウェーブ治療院 992-2969
はり灸長谷川 992-2404
のぞみ整骨院 965-0903
さくら治療院 993-7802

セラピス接骨院 960-9880
らく笑マッサージin 992-8039

快晴堂はりきゅう整骨院 993-4696

社会福祉課　995-1819

　経営所得安定対策は、農家の経営安定のため、諸
外国との生産条件の格差から生じる不利を補正する
政策です。対象の農家は、申請してください。

水田などを活用し、対象となる作物を作付け、販
売した農家

対象作物／●畑作物の直接支払交付金▶︎麦・大豆・
そば・なたね（認定農業者のみ）

　●水田活用の直接支払交付金▶︎野菜・そば・なた
ね・芝・果樹・種苗・景観作物・花き・花木

　※水稲は対象外
交付申請書と営農計画書に必要項目を記入し農林
振興課へ提出してください。申請書などは、共済
加入者や昨年度申請者には郵送または部農会経由
で配布します。
５月８日㈮
説明を希望する人は農林振興課へお問い合わせく
ださい。
農林振興課　995-1823

後期高齢者医療制度の保険
料率改定

裾野都市計画の変更および
決定（原案）の説明会

WEBBB

WEBBB

はり･灸･マッサージ治療費
の助成

経営安定対策交付金

WEBBB

WEBBB
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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
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。

５月21日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
５月７日㈭

国保年金課　995-1813
地域包括支援センターの移転
　４月20日㈪から、福祉セン
ター佐野内にある地域包括支援セ
ンターが移転します。電話番号の
変更はありません。
移転先／平松470-5

地域包括支援センター
　995-1288
　介護保険課　995-1821
国保高齢受給者証交付会
　５月１日㈮から対象となる人に、
受給者証を交付します。

４月23日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和25年４月２日～５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

運動公園の休園日・利用時間変更
　４月１日㈬から運動公園の休園
日と園内施設の一般利用開始時間
を変更します。開園時間は、８時
30分から21時までで変更ありま
せん。
休園日／毎週月曜日と年末年始

（月曜日が祝日の場合は翌日)
テニス場・多目的広場・陸上競技
場・野球場・やすらぎ広場の利用
開始時間／８時30分～

生涯学習課　992-6900
エンディングノート（終活冊子）
を無償配布
　エンディングノート（終活冊子）
とは、万が一のことが起こったと
きに、家族や残された人へ思いや
希望を伝えるためのノートです。
病気になったときや判断能力が低
下したとき、亡くなったときなど
に必要になることを整理し、ノー
トに書き留めておくことで、残さ
れた人の負担を減らすことにつな
がります。あなたが望む人生を最
後まで自分らしく歩むために、エ
ンディングノートを作りませんか。
配布場所／まちづくり課、各支所

空き家を放置すると、空き家
になる前にできること、空き家
に関する相談窓口、わたしのこ
と、もしもの時は、エンディン
グ、大切な人たち､財産について
まちづくり課　995-1856

市指定給水装置工事事業者の廃止
　次の事業者を廃止しました。
●サンダイ株式会社

駿東郡清水町徳倉1536-7
TEL933-4343
●藤沢設備工業

三島市川原ケ谷137
TEL975-7336

上下水道工務課　995-1834
第11回特別弔慰金を支給
　戦没者などの死亡当時の遺族で、
令和２年４月１日時点で公務扶助
料や遺族年金などを受ける人がい
ない場合に、支給順位上位の遺族
１人に特別弔慰金を支給します。
支給額／年間５万円

社会福祉課にある申請書に必要
事項を記入し提出してください。
令和５年３月31日
社会福祉課　995-1819

企画展「ふるさと富士山芸術展」
　皆さんから募集した「富士山」
を題材に表現した作品（写真、絵
画など）を展示します。

４月18日㈯～６月28日㈰
　９時～16時30分

富士山資料館特別展示室
入館料／大人210円、小・中学生

100円
休館日／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）
富士山資料館　998-1325

　　　消費者相談室　　　　消費生活センター 
995-1854
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お知らせ

広報すそのつづり台紙の配布終了
　毎年、広報すその５月号と一緒
に配布していたつづり台紙は、本
年度で配布を終了します。今後は、
各自でつづるなどして保管をお願
いします。

広報すそのは、市公式ウェブサ
イトや“電子書籍”ポータルサ
イト「しずおかイーブックス」
や広報紙の記事配信サイト「マ
イ広報紙」でもご覧になれます。
戦略広報課　995-1802

春の農作業安全運動
　春の農作業安全運動が「見直そ
う！農業機械作業の安全対策」を
テーマに、県内全域で行われてい
ます。
　全国の農作業中の死亡事故は、
300件以上で推移し、65歳以上
の人の事故が８割を占めます。春
は、茶では摘採から工場での荒茶
製造、水稲では田植えなど、農業
機械の利用が多い時期です。農作
業事故の多くが単純なミスによる

ものであり、十分注意することで
防ぐことができます。基本的な注
意事項を確認し、事故の原因を一
つ一つ取り除き、農作業事故ゼロ
を目指しましょう。

５月まで
農林振興課　995-1823

教室・講座
幼児をもつ母親学級

５月14日～７月16日の毎週木
曜日　９時30分～11時30分
生涯学習センター１階団体活動
室他
市内に住んでいる１歳～３歳の
幼児をもつ母親
20人（先着順）
子育てについての講話・実習、
学級生同士の意見や情報の交換
４月30日㈭
託児があります。

生涯学習課　994-0145

　　　消費者相談室　　　　消費生活センター 
995-1854Q 大学の先輩から「簡単に儲かる投資をしよ

う」と誘われた。情報商材を買って学び、投
資をするというものだった。次の人を勧誘すると
マージンが入るという。消費者金融からお金を借り
て払ったが儲からず、友人など次の人も誘えない。

A 情報商材は、契約前に中身を確認することができな
いため、実際はあまり価値のない情報だったという

事例もあります。簡単に必ず大金が得られることは、通常
はありえません。儲け話につられて、内容が分からないま
ま契約するのはやめましょう。「儲けですぐに返済でき
る」と言われ借金をして契約してしまうケースも少なくあ
りません。自分の支払い能力を超える借金は、これからの
生活を脅かします。契約する前に、本当に必要な契約なの
かよく考えてください。クーリング・オフ（無条件解約）
できる場合もありますので、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。

裾野
っ子

裾野
っ子

増永 結
ゆ う り

人さん
（３歳・元町）
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Information

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
姉妹都市フランクストン市
小・中学生短期派遣参加者
　学校訪問やホームステイなどを
体験する小・中学生を募集します。

８月10日㈪～18日㈫
オーストラリアビクトリア州フ
ランクストン市他
市内に住んでいる小学６年生～
中学２年生
小学生４人、中学生６人
約14万円
参加者は書類選考の他、選考会
（面接）で決定します。
４月27日㈪～５月13日㈬

海外友好協会　993-9695
　※受付は㈪㈬㈮の13時～16時

（祝日を除く）
〒410-1118　佐野921-3

市スポーツ祭レクスポ
３種目大会の参加チーム
　ペタボード大会、輪投げ大会、
ファミリーバドミントン大会の参
加チームを募集します。

５月17日㈰　９時30分～
市民体育館
市内に住んでいるか、通勤・通
学している人
１チーム500円

市民体育館にある申込書に必要
事項を記入し、参加費を添えて
提出してください。
４月３日㈮～５月３日㈰
●監督者会議を５月８日㈮19
時から市民体育館多目的ルーム
で行います。●上位チームは、
11月15日㈰に清水町で行われ
る駿東地区レクスポ大会の出場
権が得られます。
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
令和３年成人式実行委員
　令和３年１月10日㈰に開催す
る成人式の運営やアトラクション
の企画・運営などを行う実行委員
を募集します。

平成12年４月２日～平成14年
４月１日に生まれた人（令和
３・４年に成人式を迎える人）
で、生涯学習センターで開催す
る実行委員会に参加できる人
電話か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「裾野市成人式実行
委員申込み」とし､氏名･住所･
電話番号を明記してください。
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

人口 51,428人
男性 26,132人　女性 25,296人

納付期限：４月30日㈭
固定資産税・都市計画税	 第１期

水道料金・下水道使用料	 第１期

受付時間：8時30分〜17時

４日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

５日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

11日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

12日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

18日㈯ 工管設
☎993-1603

19日㈰ 山崎設備
☎997-6766

25日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

26日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

29日㈬ ㈲北住設機器
☎993-1250

※工事・修理は有料

４月の税金・料金

４月の水道工事当番店

人口統計　３月１日現在
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ローワンと魔法の地図
著者：エミリー・ロッダ　訳：さくまゆみこ
出版社：あすなろ書房
　ちっぽけなウサギ君といわれていたローワンが、町を救
うために、シバという老女の魔法の地図の暗号を頼りに仲
間と冒険に行く話です。とても読み応えのある本です。

図書館利用者
大庭 彩

さ よ

代さん
（11歳・遠道原）

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

６日㈪・13日㈪・20日㈪
23日㈭・27㈪休館日

4月

行事予定
一般書
	 ●＃柚莉愛とかくれんぼ
 著：真下みこと　講談社

	 ●長生きしたいわけではないけれど。
 著：曽野綾子　ポプラ社
	 ●海の十字架
 著：阿部龍太郎　文藝春秋
	 ●朝つめるだけ弁当188　同時に３品作りおき
 著：渥美まゆ美　西東社

●「すぐやる」思考法
 著：塚本亮　明日香出版社

児童書
	 ●ビジュアル日本の住まいの歴史	3	近世
  監修：小泉和子　著：家具道具室内史学会　ゆまに書房

	 ●楽しく遊ぶ学ぶまだある！ふしぎの図鑑
  監修：白數哲久　小学館（小学館の子ども図鑑プレNEO）

	 ●おひめさまになったワニ
  さく：ローラ・エイミー・シュリッツ　え：ブライアン・フロッカ
  福音館書店（世界傑作童話シリーズ）

	 ●プレストとゼスト　リンボランドをいく
  文・絵：モーリス・センダック　文：アーサー・ヨーリンクス
  岩波書店

	 ●きっとあえる　わたりどりのともだち
  さく：鎌田暢子　福音館書店（日本傑作絵本シリーズ）

おはなしの会
 11日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 18日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや

親子おはなし広場
 ７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
 15日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 22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
 ８日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 16日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 24日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって中止および
　変更になる場合があります。
　詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

新刊紹介
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救急協力医 April4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 ㈬ 森医院 966-2017 石川 えがわ医院 921-5148 高島本町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

2 ㈭ 林医院 931-1120 住吉町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

3 ㈮ 小林内科医院 921-2165 米山町 清水館医院 993-2323 茶畑 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

4 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘

5 ㈰

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

小林医院 966-7700 今沢 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

永野医院 962-4450 大岡 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

6 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

7 ㈫ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 青木整形外科医院 922-0521 高島町 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

8 ㈬ やぐち内科・循環器
科クリニック 973-3811 伏見 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

9 ㈭ 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

10 ㈮ 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 田中医院 921-2053 高島町

11 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 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

12 ㈰

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

あめみや内科 935-1159 吉田町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

杉山医院 972-3223 伏見 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

13 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 守重医院 931-2511 我入道
江川

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

14 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 大沢医院 931-1019 御幸町 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 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

16 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

17 ㈮ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 白石医院 951-4593 市道町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

18 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 函南平出クリニック 978-1366 函塚本

19 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

境医院 975-8021 竹原 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

本村クリニック 969-0001 大塚 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

20 ㈪ つかだ医院 983-1577 堂庭 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

21 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町
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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 ㈬ 森本神経内科

クリニック 976-5221 竹原 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

23 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 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

24 ㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

25 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

26 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町

稲玉内科クリニック 991-5111 伏見 西村医院 971-6510 下土狩

杉山病院 963-4114 錦町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷

27 ㈪ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

28 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

29 ㈬

いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑

青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 静岡医療センター 975-2000 長沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

旭医院 966-0031 原

30 ㈭ 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 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

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

5 ㈰ 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

かぬき岩端医院
932-8189 前原

西島歯科医院
988-3162 納米里

12 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

沼津市立病院
924-5100 東椎路

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野

19 ㈰ 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

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野

26 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

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

服部歯科医院
992-0011 佐野

29 ㈬ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町　函函南町

※４月７日㈫・21日㈫・28日㈫の三島メディカルセンターの診療開始時間は18時からです。
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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
　 13日㈪・27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
　 27日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 24日㈮　18時30分～20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 20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
　 13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
　 24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
　 27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
　 ８日㈬　９時30分～11時
　 令和元年10月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 21日㈫　13時～
　 平成30年８月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 ９日㈭　13時30分～15時
　 平成29年10月生まれの人
★３歳児健康診査
　 23日㈭　13時～
　 平成29年２月生まれの人

戦略広報課　995-1802

困ったときは相談を

市民無料相談を毎月開催
　毎月、市民無料相談を開催しています。相談員
が市民の皆さんの困りごと解決を手助けします。
偶数月は資格団体相談、人権相談、行政相談を、
奇数月は弁護士による法律相談、司法書士相談、
行政相談を開催します。

開催日／毎月20日　※土・日曜日、祝日の場合
は翌開庁日

受付時間／９時30分～終了時刻の20分前
市役所４階会議室

●資格団体相談
　土地、家屋（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
などに関する相談に応じます。
対応者／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
次回の相談／４月20日㈪　10時～12時

●人権相談
　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に応じます。
対応者／人権擁護委員（渡邊早苗、大森紀行、川

口美津子、勝又敦子、渡邉泰正、小林昭彦）
次回の相談／４月20日㈪10時～12時､13時～15時
●行政相談
　行政に対する苦情・要望・問い合わせなどの相
談に応じます。
対応者／行政相談委員（湯山貴志子、芹澤隆伸）
次回の相談／４月20日㈪10時～12時､13時～15時
●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。相談時間は、１組20分以内です。
次回の相談／５月20日㈬　10時～12時

６組（先着順）
戦略広報課へ電話で予約してください。
５月１日㈮　８時30分～

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって
　中止および変更になる場合があります。


