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　真剣な表情で紙に向かっている吉田さんは、小学生
の頃に習字を始め書道歴は80年以上になります。過
去には、書道の大家、故鈴木翆

すいけん
軒氏に師事し、今日ま

で書道を続けてきました。
 　吉田さんは、書家へ
の勧誘を断り、品評会や
展覧会にも出品せず、己
のために作品を書くこと
を信条とし毎日紙の前に
向かい筆を取り続けます。
「書は筆や紙の種類、墨
の色合いで表現に違いが
出ます。自分が納得でき
る表現に至るまで、試行錯誤を繰り返すことが楽しい
です」と書道への思いを熱く語る吉田さん。
 　昨年の12月に知人の縁で三島北高校の書道部の学
生と交流したときには、自身の書道を振り返り「年を
取って振り返ったときに、楽しかったとか、またやり
たいと思えることをつくり、人生を充実させるための
種まきだと思ってやってきました。何か、自身が熱中
できるものを持つとよいです」と伝えました。
　書道を愛する吉田さんは「これからも元気に楽しん
で、自分の好きな書道を続けてい
きたいです」と笑顔で話しました。

吉田 正明さん
（89歳・町震２）

生涯ただ一心に書道に挑む
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　６月１日㈪、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響で休業して
いた小学校が、約３カ月ぶりに
再開されました。
　マスク姿の子どもたちは、友
人との再会を喜び、笑顔を交わ
しながら軽い足取りで登校して
いました。

小学校が再開
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　（一社）コード・フォー・ジャパンと、みらい都市
づくりに関するパートナーシップ協定を締結しました。
締結式は、市初の試みとして、テレビ会議ツール
「Zoom」を活用して実施しました。本協定を、当市
が進めるデジタル技術の利活用を前提としたみらい都
市づくりの原動力とします。

　裾野ライオンズクラブの役員が市役所を訪れ、消毒
スプレー200本と詰替用消毒液30個を寄付しました。
同会会長の中川好大さんが「学校が再開すると聞き、
子どもたちが安全・安心のもと健やかに育ってほしい
気持ちです」と話すと、受け取った髙村市長は「必要
な物資をありがとうございます」と感謝を述べました。

　みしまや（佐野）で試飲会が行われました。原料は
裾野産にこだわり、地元のNPO法人が遊休農地を活
用して育てた紅はるかと、深良用水の水で育てたコシ
ヒカリを使いました。味は辛口で、芋の香りも漂うき
りっとした味わいが特徴。地元に末永く愛される酒を
目指し、今後も改良を続けていきます。

　富士山資料館で「ふるさと富士山芸術展」を開催し
ました。展示したのは、皆さんから募集した富士山を
題材にした絵画や写真などの作品62点です。この日
訪れた人は、展示されている写真を見て「富士山では
このような珍しい雲も見られるのですね」と感心して
いました。

テレビ会議ツールを使い協定締結 （５月20日）

学校の子どもたちに安全・安心を （５月28日）

裾野産のオリジナル芋焼酎が完成 （５月23日）

富士山を題材にした作品を展示（６月２日〜28日）

Photograph
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特
　
集

令 和 元 年 度
裾 野 市 の 財 政 状 況

一 般 会 計
最終予算額　231億5,314万円

収入済合計額　183億2,978万円
支出済合計額　193億7,912万円

※構成比は費目ごとに
算定し、端数調整し
た 後 合 計 し て い ま
す。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、令和２年３月31日現在の執行状況などを掲載しま
す。歳入・歳出には出納整理期間があるため、最終的な決算額とは異なります。

財政課
　995-1801

市税▶︎市民税や固定資産税、軽自動車税など
地方消費税交付金▶︎地方消費税として課税される県

民税の一部を人口と従業者数に基づき各市町に分
ける交付金

市債▶︎市が行う公共事業などの財源として国などか
ら借りたお金

民生費▶︎高齢者や障がい者、子どもの福祉などのた
めの費用

土木費▶︎道路や河川、公園の維持管理などのための
費用

教育費▶︎幼稚園や小·中学校の維持管理、文化・ス
ポーツの振興、生涯学習などのための費用

衛生費▶︎健康増進、環境衛生、ごみ処理などのため
の費用

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、交通安全対策などのための費用

公債費▶︎市が借り入れたお金の返済のための費用

歳入 歳出54.9%54.9%

27.3%27.3%

14.1%14.1%

14.9%14.9%
12.9%12.9%

10.2%10.2%

11%11%

9.6%9.6%

13.4%13.4%

5.6%5.6%

4.3%4.3%

1.8%1.8% 16%16%

4%4%

市税
100億5,785万円
(104億1,680万円)

市税
100億5,785万円
(104億1,680万円)

民生費
52億9,240万円
（57億3,812万円）

民生費
52億9,240万円
（57億3,812万円）

土木費
27億2,908万円
(36億8,578万円)

土木費
27億2,908万円
(36億8,578万円)

教育費
28億8,399万円
（42億1,046万円）

教育費
28億8,399万円
（42億1,046万円）

その他
18億7,031万円
（23億5,134万円）

その他
18億7,031万円
（23億5,134万円）

衛生費
25億449万円
(27億6,840万円）

衛生費
25億449万円
(27億6,840万円）

総務費
19億7,218万円
(22億7,221万円）

総務費
19億7,218万円
(22億7,221万円）

公債費
21億2,667万円
（21億2,683万円）

公債費
21億2,667万円
（21億2,683万円）

諸収入
7億9,825万円
(9億1,208万円)

諸収入
7億9,825万円
(9億1,208万円)

県支出金
7億2,439万円
(11億5,723万円)

県支出金
7億2,439万円
(11億5,723万円)

※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 79.2%】
※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 79.2%】

※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 83.7%】
※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 83.7%】

その他
29億3,313万円
(29億4,279万円)

その他
29億3,313万円
(29億4,279万円)

市債
3億4,080万円
(32億370万円)

市債
3億4,080万円
(32億370万円)

地方消費税交付金
10億2,532万円
（10億2,600万円）

地方消費税交付金
10億2,532万円
（10億2,600万円）

国庫支出金
24億5,004万円
(34億9,454万円)

国庫支出金
24億5,004万円
(34億9,454万円)

用語解説
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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
の目的または特定の収入で事業を行
う会計で、一般会計とは区別してい
ます。
　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
　施設や道路などを建設しやすくするため、土地の取
得や管理、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 1,281万円 99.7%
収 益 的 支 出 1,334万円 1,307万円 97.9%
資 本 的 収 入 20万円 ０万円 ０%
資 本 的 支 出 ０万円 ０万円 -

■ 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 ９億7,162万円 99.3%
収 益 的 支 出 ７億1,451万円 ６億7,812万円 94.9%
資 本 的 収 入 3,270万円 2,408万円 73.6%
資 本 的 支 出 ６億9,227万円 ６億4,374万円 93%
※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 82億8,224万円
出資金および貸付金 ６億5,179万円

土地 723,429㎡
山林 1,211,336㎡
建物 162,263㎡
車両 126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20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 99億7,833万円
総務債 ２億3,050万円
民生債 ４億2,655万円
衛生債 16億7,042万円
農林債 7,155万円
商工債 3,979万円
土木債 49億1,168万円
消防債 ５億8,200万円
教育債 20億4,584万円

　２　災害復旧債 ０万円
農林施設 　０万円
土木施設 ０万円
教育施設 　０万円

　３　その他 70億7,971万円
減税補てん債 ３億2,098万円

臨時税収補てん債 ０万円
減収補てん債 34億4,304万円

臨時財政対策債 33億1,569万円
一般会計合計 170億5,804万円

墓地事業 7,308万円
十里木高原簡易水道 2,889万円

特別会計合計 １億197万円
水道事業 ５億9,168万円

下水道事業 57億4,822万円
公営企業会計合計 63億3,990万円

■ 下水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ７億7,850万円 ７億6,387万円 98.1%
収 益 的 支 出 ７億6,372万円 ７億4,832万円 98%
資 本 的 収 入 ５億6,629万円 ５億6,153万円 99.2%
資 本 的 支 出 ７億4,228万円 ７億3,069万円 98.4%
※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 50億4,446万円 47億6,685万円 45億4,846万円 90.2%
後 期 高 齢 者
医 療 事 業 ５億5,469万円  ５億5,825万円 ４億6,109万円 83.1%

介 護 保 険 34億7,889万円 33億6,263万円 30億7,840万円 88.5%
土 地 取 得 23万円 23万円 22万円 99.1%
十 里 木 高 原
簡 易 水 道 6,043万円 4,985万円 4,985万円 82.5%

墓 地 事 業 4,896万円 4,869万円 4,494万円 91.8%
合 計 91億8,766万円 87億8,650万円 81億8,296万円 89.1%
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　新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐためには、一人一人の心掛けが重要です。
県外への移動は必要最低限にし、「新しい生活様式」を意識して行動してください。

県境をまたぐ行動制限
　県外への行動制限は、県が独自で設定する「ふじの
くに基準」の「６段階警戒レベル」と「レベル毎の行
動制限」に基づき、県が毎週金曜日に公表しています。
６月19日㈮に示された県境をまたぐ行動制限は下記
の通りです。詳しくは、県公式ホームページをご確認
ください。
北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、福岡県
への移動は「慎重に行動」／訪問地域の最新の感染状

況の確認や訪問目的を十分検討し、訪問の際には新
しい生活様式などの感染予防行動の励行、クラス
ター発生場所への訪問自粛など、自衛措置を徹底し
てください。

山梨県を除く府県への移動は「注意して訪問可」／新
しい生活様式を徹底した上で、注意して訪問してく
ださい。長距離の移動は感染リスクを高めるため、
訪問先の感染状況を確認し、東京都などを経由する
場合は自衛措置を徹底してください。

山梨県への移動は「訪問可」／新しい生活様式を徹底
し、訪問してください。
http://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-
keikailevel.html

一人一人ができる感染症対策
手洗い／ドアノブや電車のつり革などさまざまなもの

に触れることで、自分の手にもウイルスが付着して
いる可能性があります。外出先からの帰宅時や調理
の前後、食事前など小まめに手を洗ってください。

健康管理／普段から、十分な睡眠とバランスの良い食
事を心掛け、免疫力を高めましょう。

適度な湿度を保つ／空気が乾燥すると、のどの粘膜の
防御機能が低下します。室内では、適切な湿度
（50～60％）を保ちましょう。

咳エチケット／咳エチケットとは、感染症を他者に感
染させないために、咳やくしゃみをする際、マスク
やティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使っ
て、口や鼻を抑えることです。

　対面で人と人との距離が近い接触（およそ１ｍ）が、
15分以上、多くの人々との間で交わされる環境は、
リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを

避け、手洗いや咳エチケットを徹底しましょう。
３つの密を避ける／集団感染の共通点は、特に「換気

が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、
「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」で
す。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空
間に集団で集まることを避けてください。

新しい生活様式を徹底しましょう
　外出時は人との距離を十分にとりマスクを着用する
など、新しい生活様式を意識して行動してください。
新しい生活様式の実践例を記した啓発チラシを今月か
ら全戸配布します。　※啓発チラシは、市公式ウェブ
サイトからダウンロードできます。

▲新しい生活様式の実践例を記した啓発チラシの例

危機管理課
　995-1817

一人一人の意識が明日を変える
「新しい生活様式」の実践で感染症を予防

（１）一人ひとりの基本的感染対策

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式

（３）日常生活の各場面別の生活様式

（４）働き方の新しいスタイル

感染症防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
□ 人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。 □ 遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
□ 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□ 外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
□ 家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□ 手洗いは 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）
※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

移動に関する感染対策
□ 感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□ 帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
□ 発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
□ 地域の感染状況に注意する。

□ テレワークやローテーション勤務 □ 時差通勤でゆったりと □ オフィスはひろびろと
□ 会議はオンライン □ 名刺交換はオンライン □ 対面での打合せは換気とマスク

買い物
□ 通販も利用
□ １人または少人数ですいた時間に
□ 電子決済の利用
□ 計画をたてて素早く済ます
□ サンプルなど展示品への接触は控えめに
□ レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽、スポーツ等
□ 公園はすいた時間、場所を選ぶ
□ 筋トレやヨガは自宅で動画を活用
□ ジョギングは少人数で
□ すれ違うときは距離をとるマナー
□ 予約制を利用してゆったりと
□ 狭い部屋での長居は無用
□ 歌や応援は、十分な距離かオンライン

公共交通機関の利用
□ 会話は控えめに
□ 混んでいる時間帯は避けて
□ 徒歩や自転車利用も併用する

食事
□ 持ち帰りや出前、デリバリーも
□ 屋外空間で気持ちよく
□ 大皿は避けて、料理は個々に
□ 対面ではなく横並びで座ろう
□ 料理に集中、おしゃべりは控えめに
□ お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

冠婚葬祭などの親族行事
□ 多人数での会食は避けて
□ 発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

□ まめに手洗い・手指消毒 □ 咳エチケットの徹底 □ こまめに換気
□ 身体的距離の確保 □ 「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□ 毎朝で体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

外外出出控控ええ 密密集集回回避避 密密接接回回避避 密密閉閉回回避避 換換気気 咳咳エエチチケケッットト 手手洗洗いい

「新しい生活様式」の実践例

裾野市危機管理課 電話：９９５－１８１７

保 存 版
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　新しい生活様式の実践を前提として、市内で開催す
る行事の開催判断基準（ガイドライン）を策定し、行
事の内容・会場（屋内・屋外）・参加人数などに分け
て一覧表にまとめました。区の行事など、市民の皆さ

んがイベントを開催する際の参考にしてください。ガ
イドラインの詳細は、市公式ウェブサイトをご覧くだ
さい。

WEBBB

イベント開催に向けたガイドライン

イベントの分類 場所 規模 実施可否 注意事項

コンサートなど

屋外

50人未満 ○

参加者の把握強化
600人未満 ○

600人以上 ○

屋内

50人未満 ○

600人未満 ○ 参加者の把握強化・行動確認、施設内外の感染
防止策の徹底

600人以上  △× 参加者の把握強化・行動確認、施設内外の感染
防止策の徹底、不備時は開催中止などを検討

展示会・集会など
（自治会の会議や
防災訓練などを

含む）

屋外

50人未満 ○

参加者の把握強化
600人未満 ○

600人以上 ○

屋内

50人未満 ○

600人未満 ○ 参加者の把握強化・行動確認、施設内外の感染
防止策の徹底

600人以上  △× 参加者の把握強化・行動確認、施設内外の感染
防止策の徹底、不備時は開催中止などを検討

スポーツ競技など

屋外
100人未満 ○

身体の接触が著しい競技は慎重に検討し、感染
防止策の徹底（ラグビー・アメフト・柔道・剣
道・レスリングなど）

100人以上 ○

屋内

100人未満 △

100人以上 △×
身体の接触が著しい競技は慎重に検討し、感染
防止策の徹底や防止処置困難な場合は中止・延
期・規模縮小を検討

祭りなど

屋外

100人未満 ○△ みこし・山車などの身体同士が衝突する場合は
実施方法などを検討

100人以上 △×
みこし・山車、踊りなどの身体が接触する場合
や屋台などで人の密集が避けられない場合は開
催中止などを検討

屋内
100人未満 △× 踊りや歌謡ショー開催時は間隔保持や消毒液な

どを多数設置、屋台などで人の密集が避けられ
ない場合は開催中止などを検討100人以上 △×
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　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人などが加入する医療制度です。病院などの医
療機関で治療を受けるときに必要な保険証が、８月１日㈯から新しくなります。有効期
限を過ぎた古い保険証は確実に処分するか、国保年金課か各支所に返却してください。

８月１日㈯から藤色の保険証に変わります
　現在使っているオレンジ色の保険証が使えるのは７
月31日㈮までです。８月１日㈯からは、新しい保険
証を使ってください。８月になっても新しい保険証が
届かない場合は、国保年金課へお問い合わせください。
詐欺まがいの詐取に注意を
　県後期高齢者医療広域連合の職員や市の職員を装い
「保険証の更新時期になったので、古い保険証の回収
に来ました。新しい保険証は後日郵送します」と言っ
て、保険証をだまし取る事例が発生しています。不審
な訪問者があった場合には、絶対に保険証を渡さない
で、裾野警察署や国保年金課にご連絡ください。

裾野警察署　995-0110
医療機関などでの自己負担割合は前年の所得で決定
　医療機関などで支払う金額の自己負担割合は、令和
元年中の所得に基づき決定し、１割か３割です。皆さ
んの保険証に記載されているので、お手元に届きまし
たらご確認ください。

自己負担割合
１割の人▶市民税の課税標準所得額が145万円未満の

人
３割の人▶市民税の課税標準所得額が145万円以上の

人、またはその人と同じ世帯の人
　▶上記に該当しても、次の①から③のいずれかの条

件に該当する人の自己負担額は、申請すると１割に
なります。対象となる人には、７月中に市から申請
書を郵送します。

①世帯に被保険者が１人で、その被保険者の収入が
383万円未満の場合

②世帯に被保険者が２人以上で、その被保険者の収入
合計額が520万円未満の場合

③世帯に被保険者が１人で、同じ世帯に70歳以上75
歳未満の人がいて、被保険者と70歳以上75歳未満
の人の収入合計額が520万円未満の場合

※被保険者：後期高齢者医療の保険証を持っている人

国保年金課 
　995-1813

後期高齢者医療制度の保険証を更新します
新しい保険証は７/31㈮までに対象の人に郵送 WEBBB

旧保険証（オレンジ色）

７月31日㈮まで

新保険証（藤色）

８月１日㈯から

見本 見本
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　国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得などを
もとに計算されます。7月10日㈮に納税通知書を発送
しますので、課税の内容を確認してください。

世帯主に対して課税
　国民健康保険税は、世帯主本人が国民健康保険に加
入していなくても、同じ世帯の誰かが加入していれば
世帯主に課税されます。
国保税の納め方
　国民健康保険税の納付は年８回です。各納期限まで
に納めてください。納付方法は通知書でご確認くださ
い。
納付書／通知に同封の納付書で、指定の金融機関また

はコンビニエンスストアでお支払いください。
口座振替／各納期限に指定の口座から引き落とします。

新たに口座振替を希望する人は、納税通知書の最終
ページにあ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。

年金特徴／年金から天引きされます。
納期限／第１期▶７月31日㈮、第２期▶８月31日㈪、

第３期▶9月30日㈬、第４期▶11月２日㈪、第５
期▶11月30日㈪　第６期▶12月25日㈮、第７期▶
令和３年２月１日㈪、第８期▶令和３年３月１日㈪
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減
少した人は、減免を受けられる場合があります。詳
しくは市公式ウェブサイトをご覧になるか、税務課
市民税係へお問い合わせください。
税務課市民税係　995-1810

　８月１日㈯から国民健康保険被保険者証（保険証）
が新しくなります。新しい保険証はクリーム色です。
現在使っている保険証（うぐいす色）の有効期限は７
月31日㈮です。国民健康保険は、加入者が納めた国
民健康保険税（国保税）で病気やけがをしたときに助
け合う公的健康保険制度です。

郵送方法／普通郵便で7月31日㈮までに市から対象の
世帯に郵送します。特定記録郵便または簡易書留で
の郵送を希望する人は、7月10日㈮までに国保年金
課へご連絡ください。
古い保険証（うぐいす色）は、世帯主が確実に処分
してください。

　８月になっても新しい保険証が届かない場合はご連
絡ください。

高齢受給者証をお持ちの人（70歳～74歳）
　これまで病院や歯科医院に通院するときは、保険証
と高齢受給者証の両方を窓口に提示する必要がありま
した。8月からは、保険証（クリーム色）1枚だけの
提示で通院できます。負担割合は、保険証に掲載しま
す。
国保税滞納者には短期者証・資格証明書を交付
国民健康保険短期被保険者証

特別な理由がなく、前年度の国保税を滞納している
世帯

有効期限／３カ月（一部６カ月）
国民健康保険被保険者資格証明書

特別な理由がなく、国保税を1年分以上滞納してい
る世帯
国保年金課　995-1814

令和２年度国民健康保険税
7/10㈮に納税通知書を発送 WEBBB

国民健康保険被保険者証の更新
8/1㈯から保険証がクリーム色になります WEBBB

国保税の納付に困ったときは相談を
　保険税の納付が遅れると、差し押さえなどの滞
納処分の対象となります。納期限までの納付が困
難なときは、税務課管理納税係へご相談ください。
毎月第１・３水曜日は19時まで夜間納税相談を
行っています。

税務課管理納税係　995-1811
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　市では、都市計画の案を作成する際に広く皆さんの
意見を伺うため、都市計画公聴会を開催します。

８月25日㈫　10時30分～
市役所４階401会議室
新型コロナウイルス感染拡大状況によって、公聴会
の中止または開催方法の変更を行う場合があります。
※公述人および傍聴者の皆さんは、マスクの着用と
入室時のアルコール消毒にご協力をお願いします。

公述を希望する人
　公聴会で意見を述べる場合は、公述申出書に必要事
項を記入し、直接または郵送で県都市計画課へ提出し
てください。　※公述申出書は、県都市計画課公式
ウェブサイトからダウンロードできます。

公述の申し出がない場合、公聴会は中止となります。
開催の有無は、８月19日㈬以降に県都市計画課へ
お問い合わせください。
８月18日㈫　17時15分（必着）

提出先／県都市計画課
　 〒420-8601　静岡市葵区追手町9-6
都市計画原案の概要
　裾野都市計画区域 整備、開発及び保全の方針の変
更（都市計画区域マスタープラン）　※都市計画区域
マスタープランとは、広域的な観点から各都市の将来
像を示すとともに、土地利用のあり方や道路、公園、
下水道などの方針を定めるものです。
都市計画原案の閲覧

８月11日㈫～18日㈫
まちづくり課、県都市計画課　※原案は、県都市計
画課公式ウェブサイトからご覧になれます。
まちづくり課　995-1829

　県都市計画課　054-221-3062　
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-
510a/00index.html

その１　入らない！
　演習場内では、射撃訓練や爆破訓練を行っているた
め、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の演習場内への立ち入りは、禁
止されています。
その２　さわらない！
　演習場内で不発弾らしきものを発見した場合は、非
常に危険ですので絶対に触らないでください。
その３　まず連絡！
　演習場で不発弾らしきものを発見した場合は、すみ
やかにその場所を陸上自衛隊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、最寄りの警察署へ
連絡してください。

陸上自衛隊富士学校　0550-75-2311
　平日▶演習場管理課（内線2291）
　土・日曜日、祝日▶駐屯地当直（内線2302）

都市計画公聴会の開催
広く皆さんの意見を伺います WEBBB

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

※不発弾は、いろいろな種類や形があり、処理
を行うには専門的な技術が必要です。

10
2020.7
広報すその



　介護保険料は、介護を必要とする人数や介護サービ
スの必要量の変化に応じ、３年ごとに見直しています。
　消費税増税に伴い公費負担による低所得者層への保
険料軽減措置が行われ、第１段階から第３段階までの
保険料が減額されます。

65歳以上の人の介護保険料の変更一覧
所得段階 新保険料 旧保険料
第１段階 18,300円 22,900円
第２段階 30,600円 33,600円
第３段階 42,800円 44,300円

保険料の納め方
第１号被保険者（65歳以上の人）
　７月中旬に介護保険料通知書が届きます。
特別徴収／年金が年額18万円以上の人は年金から天

引きされます。
普通徴収／年金が年額18万円未満の人は、納付書を

使用し指定（代理）金融機関またはコンビニエンス

ストアで納付するか、口座振替で納付してください。
※65歳になった人や転入した人は、しばらくの間
普通徴収になります。

第２号被保険者（40歳〜65歳未満の人）
　加入している医療保険と合わせて徴収されるため、
介護保険料の通知は届きません。
滞納している保険料がある場合
　保険料を滞納すると、滞納期間に応じて、介護サー
ビスが受けられなくなる場合があるため、納め忘れの
ないようにしてください。
保険料の減免
　生活が著しく困窮していると認められる人を対象に、
介護保険料の減免制度があります。新型コロナウイル
ス感染症の影響で支払いが困難になった人への減免制
度もあります。詳しくは介護保険課にお問い合わせく
ださい。

介護保険課　995-1821

　新型コロナウイルス感染症で落ち込んでいる市内消
費の活性化と、市民の皆さんの暮らしを支援するため、
市内事業所や店舗などで利用できるすそのんプレミア
ム付商品券を発行します。プレミアム率は50％で、
１セット15,000円分の商品券を10,000円で購入でき
ます。

商品券の購入
　７月１日現在で市に住民登録がある世帯の世帯主に
対し、７月下旬から商品券購入引換券を送付します。
引換券を持って、商品券販売所で購入してください。
販売数／１世帯につき２セットまで
販売所／引換券に同封する販売所一覧または広報すそ

の８月号をご覧ください。
商品券の利用
利用期間／８月１日㈯～10月31日㈯
利用できる店舗／７月中旬に市公式ウェブサイトへ掲

載します。

次の商品の購入や支払いには利用できません。
　●不動産（土地・家屋、家賃、地代、駐車場など）

●出資や金融商品●たばこ●商品券やプリペイド
カードなど換金性の高いもの●性風俗関係特殊営業
において提供される役務●国税、地方税や使用料な
ど●宝くじ、totoなど
産業振興課　995-1825

令和２年度介護保険料
普通徴収は７月から納付開始 WEBBB

すそのんプレミアム付商品券
市内の消費と市民の皆さんの暮らしを支援します WEBBB

取扱事業者の登録を
　商品券の取り扱いを希望する店舗などは、商品
券取扱事業者登録をお願いします。

市公式ウェブサイトの申込フォームから申し込
むか、商工会または産業振興課にある登録用紙
に必要事項を記入し、郵送またはファクスで提
出してください。　※商品券を
利用できない商品のみを取り扱
う店舗などは登録できません。
10月15日㈭
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Information

おしらせ
年金相談
　年金事務所の派遣相談員が、届
け出の受け付けや手続きの相談に
応じます。

８月27日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
８月13日㈭

国保年金課　995-1813
市指定給水装置工事事業者の指定
　次の業者を新たに指定しました。
●平野設備

富士市中之郷3174-5
TEL0545-81-5032
●ハタラク㈱

静岡市葵区清閑町14-21
TEL054-266-3656

上下水道工務課　995-1834
市民無料相談

７月20日㈪　10時～12時
　※受付▶９時30分～11時40分

市役所４階401会議室
●司法書士相談▶相続、各種登
記、会社の設立、増資、成年後
見業務、社会保険労務などに関
する相談に司法書士が応じます。

　●行政相談▶行政に対する苦
情・要望・問い合わせなどの相
談に行政相談委員が応じます。

　●法律相談▶各種法律の相談に
弁護士が応じます。戦略広報課
へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

はり・灸・マッサージ助成券
治療所の追加
　次の治療所が新たに加わりまし
た。
●コルポサーノ

桃園121
TEL070-4160-4276

社会福祉課　995-1819
野生鳥獣の密猟は犯罪です
　メジロ・オオルリ・ヤマガラな
どの野鳥の密猟は犯罪です。違反
した場合、１年以下の懲役または
100万円以下の罰金の対象となり
ます。違法に入手した野鳥の飼養
や譲り渡し、譲り受け、販売など
も鳥獣保護管理法違反になり、６
カ月以下の懲役または50万円以
下の罰金の対象となります。
　野鳥は自然の中で観て楽しみま
しょう。

県自然保護課　054-221-3332
マイナンバーの通知カード廃止
　マイナンバー（個人番号）の通
知カードは５月25日㈪で廃止さ
れました。廃止後は、通知カード
の新規発行や再交付、住所・氏名
などの記載事項の変更の手続きが
できません。
廃止後にマイナンバーを証明する
書類／マイナンバーカード、住民

票の写し・住民票記載事項証明
　書（マイナンバー記載のもの）、
　通知カード（記載された氏名・

住所が住民票の内容と同じも
の）　※通知カードは当面の間
有効です。

出生などで初めてマイナンバーが
付与される人／マイナンバーを知
　らせる個人番号通知書が届きま

す。　※マイナンバーを証明す
る書類にはなりません。
市民課　995-1812

美化センターへの
ごみの持ち込み休止
　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。

７月29日㈬
美化センター　992-3210

依存相談
　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。

８月５日㈬　10時～12時
東部総合庁舎東部健康福祉セン
ター福祉課（沼津市高島本町）
８月４日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
県青少年の非行・被害防止
強調月間
　７月は、地域社会全体で青少年
の非行や被害の防止に取り組む県
青少年の非行・被害防止強調月間
です。
強調月間の重点課題／●SNS利

用に係る子どもの性被害などの
防止●有害環境への適切な対応
●薬物乱用対策の推進●不良行
為および初発型非行（犯罪）な
どの防止●再非行（犯罪）の防
止●いじめ・暴力行為などの問
題行動への対応●「地域の青少
年声掛け運動」の推進

市青少年補導センター
　悩みを抱える青少年やその家族
の相談を受け付けています。

㈫～㈭　９時～16時
生涯学習センター

地域の青少年声掛け運動
　県教育委員会では、声掛け運動
を展開しています。参加者には実
行章（バッジ）をお渡しします。

生涯学習課　994-0145

　新型コロナウイルス感染拡大
状況によって、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。

12
2020.7
広報すその



お知らせ

第47回すその夏まつりの中止
　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、８月１日㈯に予定
していた本年度のすその夏まつり
は中止になりました。

（一社）観光協会　992-5005
すみれ相談
　大切な人を自死で亡くされた人
の相談に応じます。秘密は厳守し
ます。

とき ところ

８月５日
㈬

県精神保健福祉セン
ター（静岡市駿河区
有明町）

８月19日
㈬

御殿場健康福祉セン
ター（御殿場市竈

かまど
）

※いずれも13時～16時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
三世代同居（近居）の住宅新築、
購入、改修費用の助成

新たに市内で三世代同居や近居
（500ｍ以内）を始める中学生
以下の子どもがいる世帯で、引
き続き５年間三世代同居をする
意思のある人　※５年間継続で
きない場合は、補助金の返還が
必要です。

補助率／新築または住宅の購入費
用▶10％（最大100万円）

  リフォーム費用▶10％（最大
50万円）
事業着手前に、申請書に三世代
であることを確認する証明書な
どを添付して、産業振興課に申
請してください。　※申請書は、
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
住宅メーカーや施工事業者に制
限はありません。
産業振興課　995-1857

敬老会の中止
　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、９月12日㈯に市
民文化センターで予定していた本
年度の敬老会は中止になりました。

社会福祉課　995-1819
敬老記念品の贈呈
　敬老記念品（ヘルシーパーク裾
野利用券・裾野サービスカード商
品券）は、７月下旬までに対象者
へ郵送で贈呈します。

市内に住んでいる本年度77歳
または88歳になる人
社会福祉課　995-1819

東部わかちあいすみれの会
　大切な人を自死で亡くされた遺
族の集いです。

８月15日㈯
　13時30分～15時30分

サンウェルぬまづ（沼津市日の
出町）
匿名や仮名で参加できます。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
成人歯周疾患検診

７月11日㈯～11月30日㈪
駿東歯科医師会裾野市支部、長
泉町支部、清水町支部に加入し
ている歯科診療所
市内に住んでいる36・38・
40・42・44・46・48・50・
55・60・65・70歳になる人
70歳の人と後期高齢者医療被
保険者証を持つ人▶︎無料

　36・38・40・42・44・46・48・
　50・55・60・65歳の人▶500円
　生活保護を受けている人、市県

民税非課税世帯の人（事前に申
請し、受診票への押印が必要）
▶無料
対象者には通知します。
健康推進課　992-5711

広報すその６月号内容の変更
　広報すその６月号９ページに掲
載した富士山南東消防組合の職員
を募集の内容に変更がありました。
　試験区分・受験資格が高校卒の
一次試験の日にちは10月18日㈰
です。

９月20日㈰→ 10月18日㈰
ひとり親家庭のための
出張個別相談会
　生活・就業・法律の相談会です。
職業紹介や求職登録、弁護士によ
る養育費などの相談、行政職員に
よる生活相談ができます。

８月４日㈫　９時30分～16時
※１人30分
沼津市民文化センター２階第４
会議室（沼津市御幸町）
母子家庭、父子家庭の人
●当日も受け付けますが、予約
した人を優先します。●託児
（無料）を希望する人は、事前
にお申し込みください。

ひとり親サポートセンター　
054-254-1191

バス車内事故防止キャンペーン
　走行中のバスの車内での事故を
防止するため、車内事故防止キャ
ンペーンを実施しています。

７月31日㈮まで
バス乗車時の注意／●走行中に席

を離れると、転倒など、思わぬ
けがをする場合があります。バ
スから降りる際は、バスが停留
所に着いて扉が開いてから席を
立ってください。●やむを得ず
急ブレーキをかける場合があり
ます。満席のため立って利用す
る場合には、つり革や握り棒に
しっかりつかまってください。
中部運輸局静岡運輸支局

　県バス協会　054-255-9281
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Information

おしらせ
生活なんでも相談
　生計・家族・離婚・ＤＶ・犯罪
被害・ひきこもりなどの福祉に関
する相談に応じます。相談は窓口
または電話で受け付けます。

㈪～㈮　９時～16時
　※祝日を除く

福祉保健会館２階社会福祉協議
会
社会福祉協議会　995-1137

道路にはみ出した樹木や雑草の伐
採・剪

せんてい
定のお願い

　個人の所有する土地から道路に
はみ出している樹木や雑草は、通
行者の支障になる他、道路の見通
しを悪くしたり、カーブミラーや
標識を見えにくくしたりします。
樹木や雑草を避けて通行したこと
が原因で事故が起きた場合、樹木
や雑草が生えている土地の所有者
が責任を問われることがあります。
　個人の土地に生えている樹木や
雑草は、市で伐採することができ
ません。安全確保のため、道路に
はみ出している樹木や雑草は、速
やかに伐採・剪

せんてい
定してください。

伐採・剪
せんてい

定した樹木や雑草は、
市のごみ出しルールに従い、ご
みステーションや美化センター
に出してください。
建設管理課　995-1855

自衛官採用制度説明会
７月25日㈯、８月10日㈪・16
日㈰　※いずれも13時～17時
市役所地下会議室A
採用試験の募集項目や資格、試
験日程の説明、待遇などの案内
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
国民健康保険証兼高齢受給者証の
郵送
　８月１日㈯から対象となる人に、
高齢受給者証が一体化した保険証
を郵送します。

７月22日㈬
昭和25年７月２日～８月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

募　集
放送大学
第２学期（10月）入学生
　放送大学は、10代から90代ま
での幅広い世代、約９万人の学生
が、大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、さまざまな目的で
学んでいます。テレビによる授業
だけでなく、インターネットで好
きなときに受講することもできま
す。

第１回▶８月31日㈪
　第２回▶９月１日㈫～15日㈫

放送大学静岡学習センター
　989-1253

しずおか市町対抗駅伝
合同強化練習会
　しずおか市町対抗駅伝に向けて、
陸上長距離の合同練習会を開催し
ます。申し込みは不要です。直接
会場へお越しください。

７月23日㈭、８月29日㈯
　17時～19時
　９月27日㈰　９時～11時

運動公園陸上競技場
市内に住んでいるか通勤・通学
している小学生以上の人、市内
の中学校出身の人

　※保護者が市内に住んでいる
小・中学生、高校生も可
市チームのコーチが、陸上競技
（中・長距離）の指導をします。
10月以降も開催します。
生涯学習課　992-6900

第21回熟年メッセージ大会作品
　熟年世代の人が、これまで培っ
てきた経験・知識を社会に向けた
メッセージとして発信し、次世代
との絆づくりのため、作品を募集
します。

県内に住んでいて、自分を熟年
と思う人か２人～５人のグルー
プ　※年齢制限はありません。

募集テーマ／自由（「次世代に伝え
　たいこと」「私の生きがい」など）

10月20日㈫
公益財団法人しずおか健康長

寿財団　054-253-4221
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県営住宅の入居者
　県営住宅の入居者を毎月募集し
ています。
募集発表／毎月10日

毎月10日～18日
県住宅供給公社東部支所

　920-2271
http://www.sjkk.r.jp/

浜松職業能力開発短期大学校（ポ
リテクカレッジ浜松）
秋期（10月）入校生
　電気関係に就職を考えている人
などを対象に、電気技術に必要な
技能と技術を学び、「電気工事士
（第1種・第２種」）、「電気主
任技術者（第３種）」など関連す
る資格取得を目指すカリキュラム
と企業実習による技術習得を加え
た教育訓練で、電気のスペシャリ
ストを育成します。

①８月３日㈪
　②９月11日㈮

おおむね55歳以下の人で、高
等学校を卒業している人（令和
２年９月卒業見込みの人を含
む）か高等学校卒業と同等以上
の学力を有すると認められる人

募集科／電気技術科（日本版デュ
アルシステム）
①７月20日㈪

　②８月12日㈬～９月４日㈮
浜松職業能力開発短期大学校

　053-441-4444

防衛省採用試験
●一般曹候補生

９月18日㈮・20日㈰
プラサヴェルデ（沼津市大手町）
18歳以上33歳未満の人　※32
歳の人は、採用予定月の末日時
点で33歳に達していない人

制度／陸・海・空曹自衛官を養成
●航空学生

９月22日㈫
沼津法務局（沼津市杉崎町）
海上自衛隊▶18歳以上23歳未
満の人

　航空自衛隊▶18歳以上21歳未
満の人

制度／海上・航空自衛隊のパイ
ロットなどを養成
９月10日㈭

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

迷惑電話非着信装置（トビラフォ
ン）の設置希望者
　悪質電話を防止するための機器
の設置希望者を募集します。

次のすべてを満たす世帯
　●市内に住んでいる人●番号表

示サービスを利用できる家庭●
アンケートに協力できる人

設置期間／８月１日㈯～令和３年
３月31日㈬
15世帯（応募者多数の場合は、
高齢者世帯を優先した上で、抽
選）
各区回覧または産業振興課にあ
る申込用紙に必要事項を記入し、
㈱TOKAIケーブルネットワー
クへ提出してください。
７月31日㈮

　※定員になり次第終了
産業振興課　995-1857

　消費者相談室 消費生活センター 995-1854

Q 宛先に私の名前と住所が書かれた身に覚えのない荷物がポストに
入っていた。送り主は海外の業者のようだが、どうすればいいか？

A 突然海外から荷物が届いても慌てずに、本当に心あたりのない荷物
なのか確認してください。開封していない場合は、配送業者に受け取

りを拒否できるのか相談しましょう。
　関税法上の問題になる可能性や後日商品の返還を求められる可能性もあ
りますので、海外から届いた商品を受け取ってしまった場合は、安易に返送
することは避け、一定期間保管しておきましょう。代金を請求されても、身に
覚えのない荷物であれば支払う必要はありません。また、クレジットカード
などの利用明細に覚えのない代金請求がないか確認しましょう。
　困ったときは消費生活センターに相談してください。
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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　

納付期限：７月31日㈮
固定資産税・都市計画税	 第２期分
国民健康保険税	 第１期分
介護保険料	 第１期分

７月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

４日㈯ ㈱富士設備
☎997-1507

５日㈰ 杉山産業
☎992-1131

11日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

12日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

18日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

19日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

23日㈭ パイピング横山
☎992-3329

24日㈮ ㈱駿東管工
☎992-5728

25日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

26日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

※工事・修理は有料

７月の水道工事当番店

人口 51,447人
男性 26,176人　女性 25,271人

人口統計　６月１日現在春の叙勲春の叙勲

二見 榮一さん
元市議会議員

　平成14年に市議会議員に初
当選し、４期16年の任期を務
めました。平成25年10月から
平成30年10月まで副議長・議
長を歴任しました。
　裾野警察署開設など社会基盤
の整備や生活環境の充実に尽力
し、市勢伸展に貢献しました。

旭
日
双
光
章

髙
たか

野
の

 清
きよ

子
こ

さん
各種統計調査員

　昭和55年に国勢調査、工業
統計調査の調査員を務めてから、
平成30年までに各種調査の調
査員として83回従事しました。
　他の調査員の模範となる調査
姿勢や正確な調査で、統計調査
に尽力しました。

瑞
宝
単
光
章

室伏 俊郎さん
元市消防本部職員

　昭和48年に市消防本部に採
用され、38年間勤続しました。
　警防、救助、救急、予防と幅
広い業務に従事し、災害被害の
軽減や経験を生かした後進の指
導育成にあたるなど、市民生活
の安全安心に尽力しました。

瑞
宝
単
光
章

鈴木 隆さん
三丸機械工業株式会社代表取締役
　平成９年から大正７年創業の
同社代表取締役を務めています。
　ホモジナイザー（均質機）な
ど独自の技術を確立し、食品や
医薬品などの研究開発、製造用
装置を手掛け、生産技術の向上
や産業の振興に寄与しました。

旭
日
単
光
章
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図書館利用者
池
いけ

谷
や

 奏
そうすけ

佑さん（８歳・本村下）

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㈪・16日㈭・
20日㈪・27日㈪休館日

７月

一般書
	 ●なりゆきを生きる「うゐの奥山」つづら折れ
　 著：玄侑宗久　筑摩書房

	 ●誰も気づかなかった　著：長田弘　みすず書房

	 ●立花三将伝　著：赤神諒　講談社

	 ●濱地健三郎の幽
かくれ
たる事件簿

  著：有栖川有栖　KADOKAWA

	 ●法の雨　The	Rain	of	law
　 著：下村敦史　徳間書店

児童書
	 ●花を楽しむ野菜図鑑	タネまきから収穫まで
  著：岩槻秀明　いかだ社

	 ●知れば知るほどお相撲ことば
  著・編：「おすもうさん」編集部　監修：大山進
  ベースボール・マガジン社

	 ●まっくろいたちのレストラン
  絵：平岡瞳　作：島本理生　岩崎書店（恋の絵本 3）

	 ●花のすきなおおかみ
  絵：葉祥明　文：きむらゆういち　新日本出版社

	 ●あかずきん
  え：堀内誠一　福音館書店

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
昆虫の迷路
作者：香川元太郎　出版社：PHP研究所
　大好きな迷路ブックシリーズの一冊です。迷
路をクリアするのも楽しいけど、隠れているも
のを探しだすのも楽しくておすすめの本です。

課題図書・感想画図書の展示と貸出
 　令和２年度と過去２年分の課題図書・感想画図書の展
示・貸出をします。

〜８月30日㈰
図書館１階展示コーナー

●令和２年度分
貸出期間▶︎１週間　※延長手続きはできません。
予約冊数・貸出冊数▶︎１人１冊
●過去２年分
通常通りの貸出です。

おしらせ
 　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、図書館ウェブサイトをご覧く
ださい。
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救急協力医 July７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 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

2 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 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

3 ㈮ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 白石医院 951-4593 市道町 田中医院 921-2053 高島町

4 ㈯ 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 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

武藤医院 931-0088 三園町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

旭医院 966-0031 原 五十嵐クリニック 934-6700 志下

6 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

7 ㈫ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 クボタ小児科 975-7984 泉町

8 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 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

9 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

10 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 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

11 ㈯ さとやま
整形外科内科 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

12 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 守重医院 931-2511 我入道

江川

田沢医院 962-1205 大手町 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 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

13 ㈪ 杉山医院 992-0028 平松 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

14 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 大沢医院 931-1019 御幸町 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

16 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

17 ㈮ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

18 ㈯ 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

19 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 よざ小児科医院 967-5722 原

かとう内科医院 946-5562 大岡 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

20 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 守重医院 931-2511 我入道
江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

21 ㈫ あきやまクリニック 986-6000 下土狩 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 ㈬ きせがわ病院 952-8600 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈭

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 池田病院 986-1212 本宿

望星第一クリニック 922-0222 柳町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

24 ㈮

いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿 酒井医院 966-1755 今沢

25 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 東医院 921-5520 高沢町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

26 ㈰

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町

27 ㈪ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 えがわ医院 921-5148 高島本町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

28 ㈫ つかだ医院 983-1577 堂庭 五十嵐クリニック 934-6700 志下 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

29 ㈬ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

30 ㈭ 林医院 931-1120 住吉町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

31 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 金元整形外科医院 924-0112 松長 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩

12 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

Naoデンタルクリニック
980-6400 下土狩

19 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

23 ㈭ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

森島デンタルクリニック
934-4618 徳倉

24 ㈮ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

はとり眼科
987-6789 中土狩

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

秋山歯科医院
986-1390 下土狩

26 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

三島総合病院
975-3031　　　　 谷田藤久保

かぬき岩端医院
932-8189 前原

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町　函函南町

※三島メディカルセンターの診療時間
　７月21㈫・28日㈫▶︎18時〜22時、24日㈮▶︎9時〜18時
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すこやかタウン７７月月

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。 杉山 花

は な
波さん

（２歳９カ月・須山一）

田口 瑠
る い

一さん
（３歳・南町）

曽
そ ぶ

布川
かわ

 大
や ま と

和さん
（３歳・御宿台）

田村 乙
おと

葉
は

さん
（２歳10カ月・本村下）
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

●母子食事健康相談
　 27日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●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
　 ６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
　 ２日㈭・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

●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
●６か月児育児教室
　 ８日㈬　９時30分～11時
　 令和２年１月生まれの人
●１歳６か月児健康診査
　 14日㈫　13時～
　 平成30年９月生まれの人
●３歳児健康診査
　 16日㈭　13時～
　 平成29年３月生まれの人

※希望する人は、健康推進課へお申し込みください。

　すそのん体操は、市内に住んでいるシンガーソングライターのフルヤトモ
ヒロさんの楽曲を使用した、老若男女問わず体を動かすことができる体操で
す。市内に住んでいる元体育教師の藤田節子さんが振り付けました。
　市公式Youtubeで婦人会協力のもと作成した動画を見ることができます。
すそのん体操で、おうちで楽しく健康づくりをしませんか。

生涯学習課　992-6900

おうち時間で
健康づくり

すそのん
体操 https://youtu.be/

ZsABpLjdzno


