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　「野鳥を見続けて53年になりますが、『継続は力
なり』という言葉のとおり、続けていることで分かる
ことがたくさんあります」と語る滝さん。1990年、
滝さんが市内で撮影した野鳥の写真を採用した市政カ
レンダーが広報コンクールで県知事賞、全国でも入選
一席に輝いたことを契機に、活躍の場が大きく広がり
ました。
　現在は、日本野鳥の会東
富士の副代表を務める他、
富士山資料館で開催してい
る探鳥会などの講師、行政
やNPO団体の依頼を受け、
各地に生息する野鳥の継続調査など、年間100日近く
を精力的に活動しています。「裾野は標高差があり、
季節や場所によって、四季を通じてさまざまな野鳥が
観察できるので、飽きることがありません。中央公園
でも年間で60種類以上の野鳥を見ることができます。
ポイントは、まず耳で野鳥を感じることです。毎年中
央公園で市民探鳥会も開催していますので、興味のあ
る人は一緒に参加してみませんか」と呼びかけます。
　近年は野鳥だけでなく、季節ごとに変化する山野草
との出会いや、同じ趣味をもつ人たちとの会話も大き
な魅力になっています。「自分が
楽しむことが一番で、長く続けら
れる秘けつです。今後は市内で調
査も実施したいので、希望する場
所があれば教えてほしいです」と
抱負を語ってくれました。

日本野鳥の会東富士　副代表
滝 道雄さん（69歳・麦塚）

野鳥の魅力を伝え半世紀

 ４　特集　すそのんエール飯プロジェクト

 ６　トピックス

10　インフォメーション

土砂災害に備える／プロジェクト
TOUKAI（東海・倒壊）-０／裾野
駅西土地区画整理事業／成人健康診
査／市民税・県民税／富士山南東消
防組合職員募集／23人のスポーツ
推進委員

　５月に入り、市内各地で田植
えのシーズンとなりました。深
良地区の田んぼでは休日を利用
し、家族で協力して田植えに励
む光景が見られました。孫も田
植え機に乗って作業を体験し楽
しそうです。秋の収穫が待ち遠
しいですね。

田植えの時期を迎えました

表紙　Front cover
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　パノラマロード沿いの畑でキヌアの種まき作業が行
われ、須山地区農事組合の会員らが参加しました。昨
年度の試験栽培で収穫した種を８種類に仕分けし、種
類ごとに直まきとポットからの移植作業を行いました。
株間や畝立てなどを工夫しながら、試験ほ場に適した
品種・時期などの研究を続けていきます。

　商工会青年部は市役所を訪れ、マスク1,000枚を寄
付しました。寄付されたマスクは同会部員が拠出した
部費を使い、準備したものです。髙村市長は「貴重な
マスクをありがとうございます。有効に活用します。
事態終息後の商売繫盛を願っています」と感謝を伝え
ました。

　寄り道ウォーキングが福祉保健会館を起点として開
催されました。寄り道ウォーキングは、歩くことの楽
しさや爽快感を体験し、日頃の生活の中で運動習慣を
取り入れることができるよう、気軽にできるウォーキ
ング事業です。64人の参加者は、約4kmある深良ゆ
かりのコースをウォーキングしました。

　裾野ロータリークラブは市役所を訪れ、フェイス
ガード1,000個を寄付しました。会長の杉山千恵さん
は「フェイスガードは、飛沫感染を防ぐことができま
す。最前線で住んでいる人に対応している福祉や医療、
教育関係、市職員などの飛沫感染を防ぐのに使ってく
ださい」と述べました。

キヌアの種まき作業を実施 （４月25日）

マスク1,000枚を市に寄付 （５月１日）

健康のために歩こう （４月28日）

フェイスガード1,000個を市に寄付（５月18日）

Photograph
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市内、地域の飲
食店応援プロジ

ェクト
市内、地域の飲

食店応援プロジ
ェクト

Susonon Tak
eout Project

Susonon Tak
eout Project

め
し
め
し

ハッシュタグハッシュタグ

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、家で過ごす時間が増え、外食機会が
減っています。外食機会の減少は、暮らしの潤いや飲食店などの経営にも影響しています。
市では地域の飲食店などを応援するプロジェクトに取り組み、プロの味が家庭で楽しめるテ
イクアウト商品を扱う飲食店の一部を紹介します。飲食店などの応援につながるテイクアウ
ト商品を上手に利用して、コロナ疲れを癒やしてみてはいかがでしょうか。

 11時30分～15時
　 （売り切れ次第閉店）

 月・火曜日
 998-0170
 須山1737

海老天重
1,188円

おすすめ
の
一品

蕎
きょうざんぼう

仙 坊

 11時～15時、17時～
　 24時（土・日曜日は11 
　 時～24時）

 火曜日　  993-4848
 茶畑30-1

焼肉チャーハン
1,080円

おすすめ
の
一品

六文亭

 11時～14時（予約制）、
　 17時～23時

 月曜日、第３日曜日
 0120-06-5590
 石脇213

お好み焼き
702円

おすすめ
の
一品

お好み焼き・鉄板焼　潜
せんすいきょう

酔狂

 11時30分～14時、
　 17時30分～20時

 水曜日
 992-7034
 伊豆島田844-1

ドンボーノ
ハンバーグ弁当
1,080円

おすすめ
の
一品

ダイニングレストラン ドンボーノ

 9時～19時（予約制）
 木・日曜日、祝日
 919-7446
 佐野1379-30

焼き
チーズカレー
500円

おすすめ
の
一品

ビューティーチェリーカフェ

 11時30分～14時、
　 17時～23時

 日曜日の昼、月曜日
 992-1745
 佐野925-3

家飲みセット
1,000円

おすすめ
の
一品

居酒屋 とみ

 11時30分～14時
 火・日曜日、祝日
 992-3118
 平松410-2

日替わり
おにぎりランチ 
864円

おすすめ
の
一品

和カフェ いわ瀬

 17時～23時（テイクア
　 ウトは前日までの予約制）

 火曜日
 992-7881
 平松428-2

特製玉子サンド
700円

おすすめ
の
一品

御食事処 温
おんじゃく

石
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　　　すそのんエール飯アプリ

 12時～21時（土・日曜
　 日、祝日は11時～21時）

 月・火曜日
 992-1455
 御宿481-4

景ヶ島からあげ 
1,100円

おすすめ
の
一品

景ヶ島バーベキュー
 11時～15時、17時～22

　 時（土・日曜日は11時～
　 22時）

 年中無休  997-2958
 今里1165-16

ランチカレーセット 
1,080円
ディナーカレーセット
1,320円

おすすめ
の
一品

王様のカレー 裾野店

 11時30分～16時
　 （受付9時～）

 木曜日、第3・5水曜日、
　 不定休

 939-6389  桃園122-2

茶まり弁当
860円

おすすめ
の
一品

おうちカフェ 茶まり
 11時30分～14時、17

　 時～20時
 火曜日　  957-3725
 深良2340-1

※価格は税込みです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、席数を減らしたり、営業時間を短縮したりし
ている店舗もあります。詳細は各店舗にお問い合わせください。

日替わりBパック
（辛くない料理、ザーサ

イ、ライスまたは中国
かゆ） 950円

おすすめ
の
一品

Chinesestyle 彩食健美 二
に こ

胡

（インストール不要）

本サービスは、情報掲載店、裾野市商工会、Code for SUSONOの協力で運営しています。

他にもあります！テイクアウト商品を扱う市内飲食店はスマートフォンで簡単検索！

テイクアウトした商品をSNSで発信しよう

やり方は簡
単。

3ステップ

　お気に入りのテイクアウト商品の写真に「＃すそのんエール飯」をつけてSNSに投稿するだけで、飲食店
を応援できます。あなたの“美味しい”が次の“美味しい”を生むきっかけになるかもしれません。

STEP 01

裾野の飲食店で
テイクアウトする

STEP 02

購入した料理を
写真に撮る

STEP 03

#すそのんエール飯
をつけてSNSに

投稿！

TAKE
OUT
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　長雨の時期は大量の水分が土に染み込み、土砂災害が発生す
る危険性が高くなります。
　日頃の備えと早めの避難を心掛け、土砂災害の被害を防ぎま
しょう。

自宅周辺の危険な箇所を確認
　土砂災害の恐れのある地区は「土砂災害警戒区域
（イエロー）」や「土砂災害特別警戒区域（レッ
ド）」に指定されています。自宅周辺に危険箇所があ
るかどうかは、全戸配布した「防災ハザードマップ
（令和２年３月作成）」で確認してください。市公式
ウェブサイトからも確認できます。

http://www.city.susono.shizuoka.jp/kuras
hi/6/4/2793.html

雨が降り続いたら土砂災害警戒情報に注意
　土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危
険が高まったときに発表される防災情報です。まも
メールや防災行政無線、テレビなどで確認できます。
　身の危険を感じたら、自らの判断で安全な場所に避
難しましょう。
●区の避難場所に避難（集会場など）
●市指定避難所に避難
●近くの堅固な建物に避難
●自宅の２階以上の崖から離れた場所に避難

「裾野市まもメール」に登録を
　緊急情報メール配信サービス「裾野市まもメール」
は、携帯電話やパソコンへ事前に登録されたメールア
ドレスに、緊急情報を配信します。配信する緊急情報
は、不審者情報・犯罪情報・行方不明情報・自然災害
緊急情報・J-ALERT情報の５種類で、登録された情
報のみ配信します。
QRコード読み取り機能搭載の携帯端末から登録
　QRコードを読み取り、画面の指示に従って登録作
業を進めてください。
QRコード読み取り機能なしの携帯端末またはパソコ
ンから登録
　お持ちの携帯端末またはパソコンから市公式ウェブ
サイトの登録画面にお進みください。

http://www.city.susono.shizuoka.
jp/kurashi/6/1/3226.html

県内の防災情報をお届け
　県内の防災情報は、パソコンやスマートフォンから
県の「SIPOS RADAR（サイポスレーダー）」で確
認することができます。
　雨量や水位情報の他に、市町村別・時間ごとの天気
予報、気象レーダーや台風・地震情報、河川監視カメ
ラの映像なども見ることができます。
　市のハザードマップによる地域の情報と、水位・雨
量・気象予報などの防災情報を確認し、大雨に対し早
めに備えましょう。

http://sipos.pref.shizuoka.jp/

危機管理課
　995-1817

大雨による土砂災害に備える
土砂災害から身を守るために　 WEBBB

土砂災害警戒区域（イエロー）

土砂災害特別警戒区域（レッド）

崖崩れ・土石流の土砂が到達

する可能性がある区域

到達した土砂で家屋が倒壊

する可能性がある区域
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　予想される巨大地震からひとりでも多くの市民の生
命を守るため、市は県と共に住宅の耐震化に向けた
『プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）-0

ゼロ
』を進め

ています。
　昭和56年５月以前に建築された木造住宅の耐震化
を進めるため、耐震補強設計・耐震補強工事を支援し
ています。一部の対象地域で、該当の住宅を所有して
いる人の自宅に「専門家の耐震診断（無料）のすす
め」のダイレクトメールを送付します。ダイレクト
メールが届いた所有者や居住者はお申し込みください。

危険なブロック塀は撤去しましょう
ブロック塀等耐震改修促進事業
　危険なブロック塀の撤去などを行う場合、費用の一
部を補助しています。危険なブロック塀は、撤去しま
しょう。

倒壊または転倒の恐れのあるブロック塀
（道路境界に面し、高さ60cm超え）

自分の命は自分で守る 今こそ耐震補強を
木造住宅耐震補強助成事業（補強計画一体型）
　市が派遣する専門家（県耐震補強相談士）による耐
震診断で、倒壊の可能性があると診断された建物の耐
震補強工事をする場合、費用の一部を補助しています。
補助金の上限額／一般世帯▶︎100万円
　高齢者のみ世帯など▶︎120万円（工事費の８割が限

度となります）
耐震診断は無料です。
まちづくり課　995-1856

　市では、裾野駅西口周辺地区で裾野駅西土地区画整
理事業を進めています。都市計画道路、区画道路、河
川、公園などの整備と宅地の利用増進を図り、市の玄
関口にふさわしい中心市街地を形成します。事業への
ご理解とご協力をお願いします。

市の玄関口にふさわしいまちづくり
裾野駅西口臨時駅前
広場
　令和元年12月に供用
開始しました。

桃園平松線周辺部
①桃園平松線の一部区間

の築造工事を実施しま
した。

※全面開通は令和３年度
を予定

②29街区、30街区の造
成工事を実施しました。
合わせて宅地にアクセ
スするための道路築造
を同時に実施しました。
区画整理課　994-1274

マックス
バリュ
裾野店

裾
野
駅

裾野駅前

29街区

桃園平松線

道路築造工事箇所
宅地造成工事箇所

30街区

住宅の耐震診断・耐震補強のススメ
『プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）-0

ゼロ
』地震から命を守ろう WEBBB

裾野駅西地区の整備を進めています
裾野駅西土地区画整理事業 WEBBB
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　成人健康診査は、がんや歯周病などの早期発見を目
的としています。年１回の健康診査で病気を早期発見
し、あなたの健康を守りましょう。

６月15日㈪～10月31日㈯
４月１日時点で市に住民登録がある人

個人負担金▶︎受診券か同封の一覧表、市公式ウェブサ
イトをご確認ください。
受診票、健康保険証、クーポン券（対象者のみ別
送）、個人負担金
●検診後の健康相談や歯科相談などの無料事後相談
を行っています。健康推進課に予約してください。
●実施医療機関によっては、検診日程が変更になっ
ている場合があります。事前に確認して受診してく
ださい。

対象の人は受診しましょう
健康診査種別 対象年齢

肝炎ウイルス 40歳以上
（過去に未受診の人）

前立腺がん検診 50歳以上
大腸がん検診 40歳以上
肺がん検診

（レントゲンのみ） 40歳以上

乳がん検診※1
①マンモグラフィ2方向
②マンモグラフィ1方向

①40歳～49歳
②50歳以上

子宮頸
けい

がん検診 20歳以上
胃がんバリウム検査 35歳以上

※1▶︎前年度受診していない人に限ります。本年度
クーポン対象者は受診できます。

新型コロナウイルス感染防止のため中止・延期の検診
中止▶︎胃がん内視鏡検査（バリウム検査は実施）、肺

がん喀痰検査（胸部レントゲンは実施）
延期▶︎成人歯周疾患検診（当面の間）

健康推進課　992-5711

　市民税・県民税は、毎年１月１日現在の住所地の市
で課税しています。納税通知書が届きましたら、課税
の内容を確認してください。会社に勤めている人は、
６月から給与天引きが始まります。

2019年中の所得に対して課税
　本年度の市民税・県民税の額は、2019年中の所得
に基づいて決定します。非課税の人には納税通知書は
発送しません。
第１期の納期限は６月30日㈫
　年税額を４期に分けて課税しています。各納期限ま
でに納めてください。口座振替の場合は、各納期限の
日に引き落しを行います。新たに口座振替を希望する
人は、納税通知書の最終ページにつづられている口座
振替依頼書に必要事項を記入・押印し、税務課または
金融機関へ提出してください。

納期限／第１期▶︎６月30日㈫
　　　　第２期▶︎８月31日㈪
　　　　第３期▶︎11月２日㈪
　　　　第４期▶︎令和３年２月１日㈪
会社に勤めている人は給与から天引き
　会社に勤めている人の市民税・県民税は、原則給与
から天引きされます。会社から配られる「給与所得等
に係る市民税・県民税特別徴収額の決定（変更）通知
書」を確認してください。
　新たに就職した人は、納期限までに会社へ給与天引
きを依頼すると給与天引きができます。会社に納税通
知書を提出し、相談してください。　※給与天引きが
できるかは、会社によって異なります。
新型コロナウィルス感染症の影響で納付が困難な人
　新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減少し納
期限までの納付が困難な人は、納期限までに税務課へ
ご相談ください。

税務課　995-1810

成人健康診査で病気を早期発見
対象となる人には受診票を送付します　 WEBBB

令和２年度市民税・県民税
6/12㈮に納税通知書を発送します WEBBB
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　富士山南東消防組合は、２市１町（裾野市、三島市、
長泉町）で構成する消防業務を行う特別地方公共団体
です。令和３年４月採用職員を募集します。

採用予定人数／４人程度
試験区分・受験資格／●大学卒▶︎平成６年４月２日以

降に生まれた人で大学卒業、または同等と認められ
る人●短大卒▶︎平成８年４月２日以降に生まれた人
で短期大学卒業、または同等と認められる人●高校
卒▶︎平成10年４月２日以降に生まれた人で高校卒
業、または同等と認められる人（それぞれ令和３年
３月卒業見込みを含む）

申込書配布／７月10日㈮～
申込書配布場所／富士山南東消防本部総務課、裾野消

防署、長泉消防署
申込受付／７月31日㈮～８月14日㈮
一次試験

９月20日㈰

富士山南東消防本部三島消防署（三島市南田町）
富士山南東消防本部総務課　972-5801

　スポーツの推進のため、実技の指導や組織の育成に
協力・助言しているのがスポーツ推進委員です。ス
ポーツ推進委員は、スポーツ大会（年間８大会）や各
地区での市民スポーツ教室を開催しています。

各地区のスポーツ推進委員の紹介
西地区▶︎５人（渡邉俊彦、松山茂子、長束幸惠、根上

千鶴子、加賀美正之）
東地区▶︎６人（伊藤光一、堀池好代、勝又祥雄、河野

好伸、井草ますみ、吉川洋美）
深良地区▶︎３人（杉山しのぶ、大庭操、大庭康嗣）
富岡地区▶︎６人（渡邊園子、石渡智彦、岩田みずえ、

大塚美洋子、眞田鈴代、関雅祥）
須山地区▶︎３人（八重樫克浩、渡邉信也、渡邉輝）
スポーツ大会
５月　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※

６月　父親ソフトボール大会※

７月　婦人バレーボール大会※

10月　市民ソフトボール大会
11月　壮年男女混合バレーボール大会
１月　新成人者祝賀駅伝大会
※本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中

止します。
市民スポーツ教室
各地区 月１～２回程度
　現在は休止しています。募集を始めるときは市公式
ウェブサイトなどでお知らせします。

生涯学習課　992-6900

富士山南東消防組合の職員を募集
試験案内は7/10㈮中旬から配布

地域の身近なスポーツ指導者
23人のスポーツ推進委員 WEBBB

６月７日㈰～13日㈯は危険物安全週間
　６月の第２週は危険物安全週間です。皆さんが
手指の消毒などで使用する消毒用アルコールは消
防法で定める危険物第４類に該当するものが多く、
火気に引火しやすくなっています。火気の近くで
は使用せず、容器の詰め替えをするときは換気さ
れた空間で行うことで、事故を防ぎましょう。

令和２年度危険物安全週間推進標語
「訓練で　確かな信頼　積み重ね」

富士山南東消防本部予防課　972-5802
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Information

おしらせ
市民無料相談

６月22日㈪　※受付▶︎9時30
分から終了時刻の20分前
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

都市計画決定等に関する公聴会
　トヨタ自動車東日本㈱東富士工
場の移転跡地で、未来型都市の実
証実験を行う研究開発拠点として
の土地利用誘導を図るため、都市
計画の変更を予定しています。
都市計画の種類／①用途地域の変

更②特別用途地区の決定③地区
計画の決定

区域／御宿1200の一部他
●都市計画原案の閲覧
　地区内に利害関係を有する人は
都市計画原案の閲覧と意見書の提
出ができます。
閲覧期間／６月２日㈫～16日㈫
閲覧場所／市役所２階まちづくり課
意見書提出期限／６月23日㈫
●公聴会
　市民の皆さんの意見を反映する
ため、公聴会を開催します。意見
を述べたい人は、申出書を提出し
てください。傍聴を希望する人は、
直接会場へお越しください。

６月23日㈫　15時～
市役所４階401会議室
公聴会で意見を述べたい人は、
まちづくり課にある申出書に記
入し、郵送または直接提出して
ください。　※申出書は市公式
ウェブサイトからダウンロード
できます。
６月16日㈫
まちづくり課　995-1829

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。

７月30日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
７月16日㈭

国保年金課　995-1813
母子家庭等医療費助成制度
　ひとり親家庭などの医療費を市
が助成します。

20歳の誕生日前日までの子が
いる所得税非課税世帯で、母子
家庭の母と子、父子家庭の父と
子、父母のいない子のいずれか
に当てはまる人
はんこ、対象者全員の健康保険
証、口座の分かるもの　※令和
２年１月２日以降に転入した人
は、令和元年分の所得を確認で
きる資料が必要です。
子育て支援課窓口で直接お申し
込みください。

●受給者証の更新
　６月は受給者証更新手続きの月
です。現在受給を受けている人へ
６月中旬に申請書を送ります。忘
れずに手続きを行ってください。

はんこ、対象者全員の健康保険
証、旧受給者証、申請書
６月30日㈫
子育て支援課　995-1841

　新型コロナウイルス感染症
対策のため、掲載したイベン
トや講座などを中止・延期す
る場合があります。
　詳しくは、市公式ウェブサ
イトをご覧になるか、問い合
わせ先に確認してください。
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お知らせ

蚊とハエ用薬剤の無料配布
　蚊とハエをなくすため、防疫用
薬剤を無料配布します。
配布期間／８月31日㈪

生活環境課、各支所
配布薬剤／蚊とハエ用発泡薬剤

（幼虫の成長を抑え、成虫にさ
せないための薬剤）

配布個数／１世帯２袋まで（１袋
２錠入り）
生活環境課　995-1816

児童手当の支給
　６月は、児童手当の更新手続き
の月です。受給資格者へ６月上旬
に現況届をお送りします。忘れず
に手続きを行ってください。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000円●３歳～小学生（第
１子・２子）▶︎10,000円●３
歳～小学生（第３子以降）▶︎
15,000円●中学生▶︎10,000円
●所得が制限を超えている人の
児童▶︎5,000円

　※４カ月分まとめて支給します。
支給日／６月、10月、２月の10

日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振込
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。
子育て支援課　995-1841

弁護士による無料法律相談
　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

７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）
７月１日㈬　８時30分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802
県下水道排水設備
工事責任技術者試験
　県水道協会では、下水道排水設
備工事責任技術者試験を実施しま
す。県内で公共下水道に接続する
排水設備工事を行う工事店は、県
下水道協会に登録している下水道
排水設備工事責任技術者の専属が
義務付けられています。

10月21日㈬
レイアップ御幸町ビル（静岡市
葵区）
20歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する人
７月１日㈪から上下水道工務課
で配布する受験願書に必要事項
を記入し、提出してください。
７月16日㈭～31日㈮

受験手数料／4,000円
詳細は、県下水道協会のホーム
ページをご確認ください。
県下水道協会　054-251-2870

国保高齢受給者証の郵送
　７月１日㈬から対象となる人に、
受給者証を郵送します。

６月25日㈭
昭和25年６月２日～７月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

高齢者安全運転支援装置
設置促進事業補助金
　高齢運転者の事故防止のため加
速抑制装置の設置に補助します。

市に住民登録がある令和３年３
月31日までに70歳以上になる
人で、有効な運転免許証を有す
る車両の所有者または使用者

補助金額／装置と設置工賃の合計
から他補助金を差し引いた金額
の70％（上限３万円）
次の取扱業者に電話で問い合わ
せ、お申し込みください。

　静岡トヨペット 992-2121、静岡
トヨタ裾野店 993-1231、トヨタ
カローラ静岡裾野店 993-4231、
ダイハツ沼津販売沼津バイパス
店 926-6060、オートバックス
御殿場店 0550-88-2300、オー
トバックス長泉 988-7777、イエ
ローハット御殿場店 0550-80-
1680、イエローハット三島二日
町店 991-1320
8月5日㈬～令和3年2月28日㈰
予算がなくなり次第終了
社会福祉課　995-1819
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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　

おしらせ
市民活動センター印刷機有料化

６月９日㈫～
利用料金／●製版▶︎１枚50円で

１日10枚が上限●印刷▶︎１枚
１円で１日2,000枚が上限
●対応用紙A4・A3・B5・B4
で白黒印刷のみ●利用には事前
に登録が必要
市民活動センター　950-8875

募　集
自動販売機設置業者
　鈴木図書館に自動販売機を設置
する事業者を募集します。
設置期間／７月14日㈫～令和５

年７月13日㈭
設置場所／図書館屋外敷地内
販売品目／清涼飲料水（密閉容器）
台数／１台
選定方法／制限付き一般競争入札

（郵便入札）
鈴木図書館にある申込書に必要
事項を記入し、お申し込みくだ
さい。　※申込書は市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。
６月２日㈫～10日㈬　9時～
17時　※６月８日㈪を除く
鈴木図書館　992-2342

令和３年市政カレンダー掲載写真
　富士山の写真を募集します。

富士山とともに半世紀
市役所３階戦略広報課や各支所
にある応募用紙に必要事項を記
入し、作品の裏側に貼り付け、
郵送または直接戦略広報課へご
応募ください。　※応募用紙は
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。

写真規定／●応募者本人が市内で
撮影したもの●平成30年１月
以降に撮影したもの●サイズは
２L判●一人３点以内
９月４日㈮
戦略広報課　995-1802

高齢者保健福祉計画等策定委員
　高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画と地域福祉計画を策定す
るため、諸施策推進に関心のある
人を募集します。
任期／令和３年3月31日㈬まで

市内に住んでいるか通勤してい
る20歳以上の人
若干名
年数回程度の会議への出席
市役所１階社会福祉課で、申込
用紙に必要事項を記入し提出
６月19日㈮
書類選考と面接を行います。
社会福祉課　995-1819

納付期限：６月30日㈫
市県民税	 第１期分
水道料金・下水道使用料	 第２期分

６月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

６日㈯ 山崎設備
☎997-6766

７日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

13日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

14日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

20日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

21日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

27日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

28日㈰ 工菅設
☎993-1603

※工事・修理は有料

６月の水道工事当番店

人口 51,398人
男性 26,151人　女性 25,247人

人口統計　５月１日現在
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図書館利用者
杉山 結

ゆ ま

茉さん（6歳・千福が丘）

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

１日㈪・８日㈪・15日㈪・
22日㈪・25日㈭・29日㈪休館日

6月

一般書
	 ●木になった亜沙　著：今村夏子　文藝春秋

	 ●空の声　著：堂場瞬一　文藝春秋

	 ●雪と心臓　著：生馬直樹　集英社

	 ●怖い患者	HORRIBLE	PATIENTS
 著：久坂部羊　集英社

	 ●バスへ誘う男　著：西村健　実業之日本社

児童書
	 ●ねずみくんはめいたんてい
  絵：上野紀子　作：なかえよしを　ポプラ社

	 ●ホントに食べる？	世界をすくう虫のすべて
  監修：内山昭一　文研出版

	 ●オランウータンに会いたい
  著：久世濃子　あかね書房

	 ●えんそくのおばけずかん	おいてけバスカイド
  作：斉藤洋　絵：宮本えつよし　講談社

●料理本の展示
　「簡単・時短・便利・おいしい料理を
　つくろう」
 簡単で時短・缶詰を使った料理・作り置きのこつを紹
介した料理本、お弁当本、ちょっと豪華な料理本など約
60冊を展示します。

５日㈮～27日㈯
図書館１階展示コーナー
展示期間中でも貸し出しできます。

●おしらせ
 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、６月に予定
されていた行事は中止します。
 詳しくは、図書館ウェブサイトをご覧ください。

●本の貸出冊数制限・貸出期間一時変更
 自宅で過ごす間にたくさんの本を楽しめるよう、本の
貸出冊数制限・貸出期間を変更しました。
・本や雑誌の貸出冊数制限 変更前10冊▶変更後20冊
・貸出期間 変更前２週間▶変更後３週間

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
ふまんがあります
作者：ヨシタケシンスケ　
出版社：PHP研究所
　父娘のほっこりする会話と子ども
の気持ちに添っているところに共感
できます。かわいい絵と楽しく読め
るところが大好きでおすすめです。
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救急協力医 June６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 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

2 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

3 ㈬ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 松原医院 962-1496 白銀町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

4 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

5 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 清水館医院 993-2323 茶畑 田中医院 921-2053 高島町

6 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘

7 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

小林内科医院 921-2165 米山町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

清流クリニック 941-8688 堂庭 五十嵐クリニック 934-6700 志下

8 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 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

9 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 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

10 ㈬ 森医院 966-2017 石川 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

11 ㈭ 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

12 ㈮ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

13 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

14 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 田中医院 921-2053 高島町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

15 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

16 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 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

17 ㈬ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 えがわ医院 921-5148 高島本町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

18 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

19 ㈮ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

20 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 桜ヶ丘こども
クリニック 983-0833 谷田

21 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 西方外科医院 921-1333 共栄町

林医院 931-1120 住吉町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

つかだ医院 983-1577 堂庭 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色
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 沼津夜間救急医療センター
沼津市日の出町1-15 926-8699
平 日　20時30分～翌朝７時
土・日曜日、祝日　18時～翌朝７時

 三島メディカルセンター
三島市南本町4-31 972-0711
平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日曜日、祝日　9時～21時

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

救急協力医テレホンサービス　 983-0115
救急協力医は変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

日 内 科 外 科 小児科
22 ㈪ 新井内科クリニック 992-0811 久根 東医院 921-5520 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

23 ㈫ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

24 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 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

25 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

26 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

27 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 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

28 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 守重医院 931-2511 我入道
江川

さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

今井医院 921-3211 五月町 沼津大山クリニック 954-2274 大手町

29 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

30 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 西村医院 971-6510 下土狩

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

7 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

木村眼科
967-4611 原

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

めぐろ歯科
980-6480 中土狩

14 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

沼津市立病院
924-5100 東椎路

室伏歯科医院
992-2439 公文名

21 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

聖隷沼津病院
952-1000 松下

吉田歯科医院
987-6118 納米里

28 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

永井眼科
980-1777 萩

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

米山歯科医院
988-8211 南一色

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町　函函南町

※６月２日㈫・16日㈫・23日㈫三島メディカルセンターの診療開始時間は18時です。
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裾野っ子
すくすく
成長中！

　市内に住んでいる３歳０カ
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。

すこやかタウン66月月

松下 凌
りょうた

大さん
（２歳９カ月・堰原）

金子 詩
し

月
づく

さん
（３歳・金沢）

吉田 琉
る な

菜さん
（２歳８カ月・呼子）

福冨 翔
しょうた

太さん
（２歳８カ月・上町）

消費者相談室

2020
年

 ６
月

号
N

O
.13

8
8

福祉保健会館
健康推進課　992-5711

●母子食事健康相談
　 22日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●成人健康相談
　 15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
　 １日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●こころの健康相談
　 22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

※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。

消費生活センター
995-1854

1カ月前にインターネットのサイトでバッ
グを注文し、代金を個人名義の銀行口座に

振り込んだ。届いたバッグが偽物だったので、販
売店にメールで解約を申し出たが、返信がない。

インターネット通販で、代金を前払いした
場合のトラブルの相談が急増しています。

前払いということは、すでに代金は業者側にあり
ます。トラブルが起きた場合、交渉しようとして
もネット業者は実態がつかみにくく、所在が不明
だったり連絡がつかなかったりします。
業者が応じない限りは、金銭的救済が難しいこと
がありますので、次の点に気を付けて被害を未然
に防ぎましょう。
・所在地や連絡先、利用者の評価など業者の情報

を申し込む前に可能な限り確認
・個人名義の口座への銀行振込は注意
・キャンセル・返品条件・利用規約は必ず確認
不審なときは、消費生活センターに相談してくだ
さい。

Q
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