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　全国公募の展示会、国展に初応募した2009年以降、
昨年まで11回連続入選（うち１回は受賞）する水口
さんの藍染め。50歳のときに、藍染展を見て、天然
藍染めの世界に興味を持ちました。水口さんの藍染め
は、微生物や酵素の働きで染料となるすくもを発酵さ
せたり、染料を染み込ませた手絞りの布を空気中の酸
素や水との接触で発色させたりと、工程の多さと技術
の難しさから地獄建とも呼ばれる天然灰

あ く
汁発酵建とい

う伝統的な技法を用います。
　「紺と白の濃淡やにじみで繊
細な色づかいを表現することが
楽しく、染めた後に浮かび上が
る藍模様を見る瞬間、胸がわく
わくします」と話す水口さん。
　水口さんは、藍の栽培やすく
もの発酵管理、作品のデザインなど、天然藍染めの全
工程をこなします。手絞りによるにじみを交え制作さ
れた作品は、光を返すと表現されるように、光に当た
るたびにキラキラとした独特の輝きを返します。
　本年度の国展は、新型コロナウイルス感染症の影響
で中止になりましたが「目標があると励みになりま
す」と語る水口さんは、来年１月６日㈬から25日㈪
まで三島信用金庫さんしんギャラ
リー善-ZEN-で予定している個
展に向けて、作品づくりを楽しん
でいます。

※個展は新型コロナウイルス感染
　症で変更になる場合があります。

水
みなくち

口 よお子さん
（72歳・二ツ屋二）

天然藍染めに魅せられて
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３ すそのんプレミアム付商品券

４ 特集　あなたはどこへ避難する？

８ トピックス
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元気シニアのためのフレイル予防／
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／第5次裾野市総合計画（素案）／
ひとり親世帯臨時特別給付金

　深良地区の松寿院でハスが美
しい花を咲かせていました。
　ハスは、毎年7月から8月に
かけて咲く夏の花で、花言葉は
清らかな心、雄弁などです。
　静かな寺の雰囲気の中で神秘
的な佇まいでした。

水辺を彩るハスの花
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すそのんプレミアム付商品券の利用開始
プレミアム率50%　商品券販売期間は10/15㈭まで WEBBB

お得です！　すそのんプレミアム付商品券
プレミアム率／50％
商品券の券種／500円券30枚綴り（15,000円分）を

１冊とし、１冊10,000円で販売します。
販売上限／１世帯につき２冊まで
販売期限／10月15日㈭
利用期限／10月31日㈯
購入対象者／①令和２年７月１日㈬
　現在、市に住民登録がある世帯の
　世帯主
　②令和２年７月２日㈭～９月30日㈬までに市に転

入の届け出をした世帯の世帯主（同一世帯による２
回以上の転入があった場合は、初回の転入に限る）

利用方法
　商品券を利用できる事業所・店舗で額面金額での利
用ができます。
※つり銭は支払われません。また、購入した商品券の

返金はできません。
プレミアム付商品券を購入するには
　７月下旬に市から世帯主宛てに郵送した商品券購入
引換券を商品券販売所に持参し、商品券を購入してく
ださい。
購入時に必要な物
①商品券購入引換券
②身分証明書（運転免許証、健康保険証など）または、

公的機関から送付された郵便物など購入対象者の氏
名・住所を確認できるもの

【購入対象者の代理人または使者が購入する場合】
①購入対象者が「すそのんプレミアム付商品券購入に

関する委任状」欄に記入済みの商品券購入引換券
②代理人等本人の身分証明書（運転免許証、健康保険

証等）または公的機関から送付された郵便物など代
理人などの氏名、住所を確認できるもの

※購入対象者の身分証明書の持参は不要です。

商品券販売所
　商品券購入時の３密を避けるため、可能な限り自宅
から近い販売所をご利用ください。

場所 期間 時間

深良支所、須山地区研修
センター２階大ホール

８月１日㈯・
２日㈰

９時30分～
15時30分

市民体育館多目的ルーム ８月１日㈯・
８日㈯

９時30分～
15時30分

市役所地下多目的ルー
ム、市民文化センター多
目的ホール

８月１日㈯･
２日㈰･８日㈯･
９日㈰

９時30分～
15時30分

東地区コミュニティセン
ター会議室

８月２日㈰・
９日㈰

９時30分～
15時30分

清水銀行裾野支店 ～８月31日㈪ 平日
９時～15時

三島信用金庫
裾野支店、裾野東支店 ～８月31日㈪ 平日

９時～15時

県労働金庫裾野支店 ～８月31日㈪ 平日
９時～15時

南駿農業協同組合
市内５支店 ～８月31日㈪ 平日

９時～15時

市内６郵便局 ～10月15日㈭

平日
9時～17時
※裾野郵便局

の み 1 9 時
まで販売

沼津信用金庫
裾野中央支店、
裾野北支店

～10月15日㈭ 平日
９時～15時

マックスバリュ
ベルシティ裾野店、
裾野店、裾野茶畑店

～10月11日㈰
㈯㈰のみ　
10時～18時
※６の付く日

を除く

商品券取扱店を確認
　商品券の取扱店一覧を市公式ウェブサイ
トやアプリで公開しています。最新情報を
確認して有効に使いましょう。
事業者の皆さんへ
　商品券の取り扱いを希望する事業所・店舗は登録が
必要です。QRコードを読み取り、登録し
てください。

10月15日㈭

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大で減少して
いる市内消費の活性化と、市民の暮らしの支援を促
進するため、市内事業所・店舗で使用できるプレミ
アム付商品券を発行します。

産業振興課　995-1825
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  梅雨が明けても、大雨や台風による風水害・土砂災害は秋まで続くことが多く、東海地震
や南海トラフ地震は突然起きるかもしれません。避難とは避難所に行くことだけではなく
「自分の命を守る行動」のことです。自分や家族にとって少しでも助かる可能性の高い避難
行動とは何かを日頃から家族で話し合い、災害の危険が迫ったら迷わず行動しましょう。

危機管理課
　995-1817

日頃から確認しておきたい、迷わず避難するための4つの備え
❶裾野市防災ハザードマップを見る

すそのんと学ぶ
防災ハンドブック“そなえて ぼうさい”

「マイ・タイムライン」を作ってみましょう

❷家の安全を確認

❸非常用備蓄品の準備

❹感染症を予防

●自宅の周りに色が塗られているかを確認
●避難をする経路に危険箇所がないかを確認
●避難場所を自宅かそれ以外か決める

　日頃から地域・家庭、そして一人一人の防災対策に
役立ててほしいと、平成30年度に市内の女性有志が
作りました。
・避難所で生活しなくても済む

日頃の備えは？
・避難所で生活する時に気を付

けることは？
　そんなヒントが分かりやすく
まとめられています。

　マイ・タイムラインとは、台風や大雨の水害やこれ
から起こるかもしれない災害に対し、家族構成や生活
環境に合わせて、「いつ」「誰が」「何をするのか」
をあらかじめ
時系列で整理
した自分自身
の防災行動計
画のことです。

●家具の固定や窓ガラスの飛散防止などの対策
●家の耐震診断やブロック塀の点検
●自宅周りの土砂崩れや浸水しそうな場所を確認

●水・非常食は家族の人数×３食×７日分
※非常食の備蓄に代わり日頃の食料を多めに買い

置くローリングストックという方法もあります。

●手洗い・うがい・「新しい生活様式」の実践
●日頃から自分の体調管理
●感染症予防の持ち出し用品を用意

市公式ウェブサイト
ハザードマップ

市公式ウェブサイト
すそのんと学ぶ
防災ハンドブック　そなえてぼうさい

国土交通省関東地方整備局
Webでマイ・タイムライン

あなたはどこへ避難する？特集
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1自宅で避難

“警戒レベル”ってなに？

避難所に持参するもの

警戒レベルと避難行動

　市が発信する、住民が取るべき行動を直感的に分か
るように５段階のレベルで表した情報です。

●感染症予防グッズを準備しておきましょう。
（マスク　体温計　除菌シート　スリッパ）

水・食料　着替え　タオル　薬　など

　警戒レベル３は、高齢者や障がい者、乳幼児の
いる家庭などが避難を開始するタイミングで、警
戒レベル４になると全員の避難行動が必要な状況
です。警戒レベル５は、すでに災害が発生してい
てあらゆる移動が危険です。
　警戒レベルを確認し、身動きが取れなくなる前
に避難行動をとりましょう。

　自宅で身の安全を確保できる人は、そのまま自宅で
避難しましょう。特に夜間や周囲が危険な状態にある
ときは、無理な屋外避難は控えましょう。

　　自宅で避難できるのはこんな人

・裾野市防災ハザードマップで自宅の周りに色が付い
ていない

・ハザードマップに色が付いているが、浸水する位置
よりも高い部屋へ逃げられる。土石流に耐えられる
頑丈な建物に住んでいるなどの条件が整っている

　　自宅避難のポイント

・家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止など家の中の
安全を高めておく

・食料、飲料水、医薬品などの生活備品の備蓄をしっ
かりとしておく

　　親戚や知人宅へ避難するのはこんな人

・自宅での避難が危険で、安全な場所に住んでいて身
を寄せられる親戚や知人がいる

　　親戚や知人宅への避難のポイント

・平時から避難先と相談しておく
・避難先への安全な移動経路を確認しておく

　　指定避難所へ避難するのはこんな人

・自宅での避難が危険で、親戚や知人宅へ身を寄せる
のが難しい人

　　指定避難所への避難のポイント

・避難所へ持ち出すものを準備しておく
・避難所への安全な移動経路を確保しておく
・持病がある人は避難したときに係へ伝えておく

あなたにとって最良の避難行動を決めておきましょう

3指定避難所へ避難

2親戚や知人宅へ避難

自分が行く避難所を知っていますか
　市内には広域避難地が11カ所あり、同じ場所に指
定避難所があります。災害の種類や規模で第１に開設
される避難所が変わったり、開設する避難所の数が変
わったりします。
　平時に自分が行くべき避難所を確認し、家族で共有
しましょう。
　災害時には、開
設避難所を個 別
受 信 機や市公式
ウェブサイト、ま
もメールでお知ら
せします。

警戒
レベル 避難情報など 避難行動

（とるべき行動）

５ 災害発生 すでに災害発生
命を守る行動をとる

４ 避難指示・避難勧告 安全な場所に避難する

３ 避難準備・高齢者等
避難開始

高齢者・障がい者・
乳幼児のいる家庭は
避難。その他は準備

２ 洪水注意報・
大雨注意報 災害への心構えをする

１ 洪水注意報・
大雨注意報

災害に備え、ハザード
マップで避難行動を確認
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Photograph

　市の広域避難地班の職員が、東小学校体育館で避難
所開設訓練を行いました。これは新型コロナウイルス
感染症が収束していない状況下での、災害発生を想定
したものです。感染症対策をした避難所のレイアウト
や受け入れ方法の検討を行った後、避難してきた人の
受け付けから誘導までの確認と検証を行いました。参
加した職員は真剣な面持ちで訓練を行っていました。

　災害ボランティアグループの「虹の架け橋」は、寄
付金10万円を「裾野市手をつなぐ育成会」に贈呈し
ました。会長の所さんが「困っている人を助けたいと
いう思いで、贈呈を決めました」と述べると、理事長
の阿部さんは「新型コロナウイルス感染症の影響で、
依頼される仕事が減っていました。賃金補

ほ
填
てん

や感染予
防品の購入に使います」と感謝を伝えました。

　裾野赤十字病院の医師らに対し、裾野高校の生徒が
書いた応援メッセージが届けられました。メッセージ
は、裾野高校で福祉やボランティアの科目を学んでい
る生徒22人が休校期間中に書いたものです。受け
取った事務部長は「メッセージは院内に掲示します。
病院全体でこの局面を乗り越えようと頑張っています。
今後も地域医療に貢献します」と感謝を述べました。

　静岡ガス株式会社東部支社は、フェイスシールド
60個を駿東歯科医師会に寄付しました。フェイス
シールドは、同社のガス管を加工、製作した手作りで
す。会長の吉田さんは「歯科現場は、フェイスシール
ドを使った新しい医療体制となってきています。診療
時や乳幼児や学校の検診などに使わせていただきま
す」と感謝を伝えました。

歯科医療最前線に飛
ひ

沫
まつ

感染対策を （６月４日）

感染症に対応した訓練を実施 （６月18日）

感謝の気持ちを形に （６月12日）

寄付金を社会福祉法人に贈呈 （６月23日）
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フォトグラフ

　第一生命保険株式会社と地方創生に関するパート
ナーシップ協定の締結式が行われました。締結には当
市出身の渡邉会長らが出席し、会長と市長が協定書に
署名をしました。会長の渡邉さんは「裾野市はデジタ
ル化とともに、自然と人との調和を目指していて、地
方都市のモデルになると考えています。その実現のた
めに役に立てればと思っています」と話しました。

　南小学校で切り絵教室が行われ、５年生の児童55
人が参加しました。講師に、伊豆市在住の切り絵作家
の水

みずぐち
口千

ち は る
令さんを招き、切り絵作家を目指したきっか

けや現在の活動について話を聞きました。その後、切
り絵ショーを見学したり、切り絵を体験したりしまし
た。出来上がった作品で図書室の窓をカラフルに飾り
ました。

パートナーシップ協定を締結 （６月24日）

切り絵で図書室の窓を飾ろう （６月25日）

　裾野高校で山陽について学ぶ講座が開催されました。
この講座を受けたのは２年生で、本年度の修学旅行で
広島県と山口県を訪れるにあたり、事前学習として地場
農業や特産品について学びました。講座は市職員とJA
なんすん職員が講師を務め、市の農業の現状や課題、
試験栽培をしているキヌアについて説明をしました。生
徒たちは熱心にメモを取りながら耳を傾けていました。

　東中学校の１年生が、手作りマスク130枚とタオルを
社会福祉協議会を通じて施設に寄贈しました。寄贈さ
れたマスクは、総合的な学習の授業で作られ、１つ１つ
にメッセージが添えられています。代表の生徒が「気
持ちを込めて作りました」と伝えると、社会福祉協議
会の事務局長は「マスクは高齢者の施設へ配布し、タ
オルは災害時などの備えにします」と話していました。

手作りマスクとタオルを施設に寄贈 （７月２日）

市の農業や特産品について学ぶ （７月３日）
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　年齢を重ねると、ささいなことがきっかけで体調を崩すことがあります。生活や環
境を工夫することで、寝たきり予防や認知症の進行を和らげることができます。無理
なく自分らしい健康づくりを実践していきましょう。

介護保険サービスが必要となる要因
　当市の昨年度の介護認定申請数は、男性に比べ女性
の申請が多い傾向にあります。その中でも、介護保険
サービスが必要となる要因は、介護認定申請時の主治
医意見書に記載された主な疾患名をみると、第１位は
認知症、第２位は骨関節疾患、第３位は脳血管疾患と
なっています。
　男女別の主な疾患名は、男女ともに第１位は認知症
ですが、第２位・３位は脳血管疾患と骨関節疾患とで
順位が違います。
　加齢と共に心身の機能が低下し、健康と要介護の中
間の状態を「フレイル」といいます。多くの高齢者が
フレイルを経て要介護状態になるので、フレイル予防
が健康寿命を延ばす重要な鍵となります。
男女別の介護認定申請時の主な疾患

フレイル予防に必要な３つの柱
栄養・食生活
　しっかりと噛んで、おいしく食べましょう。
身体運動
　運動や社会活動をしましょう。たっぷり歩いて少し
頑張って筋トレをしましょう。
社会参加
　仕事をしたり、ボランティア活動や地域行事に参加
したりし、地域の皆さんと楽しく交流しましょう。

頭と身体を積極的に動かし、フレイル予防を
脳いきいき運動教室
　認知症予防のための講話、ストレッチ、筋力アップ
の体操、脳トレ、体力測定などを行います。

10月～２月　※時間はいずれも13時30分～15時
30分

　●ゆったりコース▶第２・第４金曜日（福祉保健会
館）、第１・第３木曜日（東西公民館）

　●しっかりコース▶第１・第３水曜日（生涯学習セ
ンター）、第１・第３火曜日（東地区コミセン）
市内に住んでいる65歳以上の人で、全10回を通し
て教室に参加できる人
参加を希望する人は、介護保険課へ電話でお申し込
みください。
８月17日㈪～31日㈪　※受付▶８時30分～17時
（土・日曜日を除く）

すそのんラジオ体操カード
　地域とのコミュニケーションを図り、心身ともに健
康な高齢者が増えるよう、ラジオ体操を推進していま
す。ラジオ体操を通じておおむね65歳以上の人が、
要介護状態または要支援状態となることを予防します。
すそのんラジオ
体操カードは、
介護保険課や地
域包括支援セン
ター、各支所な
どで配布してい
ます。ぜひご利
用ください。
地域の高齢者の交流の場
　地区サロンは、高齢者が要介護状態になることを予
防し、健康的な生活が送れるようにするための交流の
場です。市内各地域で実施し、社会福祉協議会などが
講師の派遣などを行っています。申し込みは不要で、
どなたでも参加できます。
※新型コロナウイルス感染予防のため、９月末まで中

止のサロンがあります。詳しくは、各地区サロンへ
お問い合わせください。

元気シニアのためのフレイル予防
地域社会との触れ合いが元気の秘

ひ
訣
けつ

WEBBB

介護保険課
　995-1821

男性

女性

認知症
27%
認知症
27%

骨関節疾患
13%
骨関節疾患
13%

脳血管疾患
22%
脳血管疾患
22%心疾患

４%
心疾患
４%

がん
６%
がん
６%

運動器
５%
運動器
５%

その他
22%
その他
22%

認知症
30%
認知症
30%

骨関節疾患
27%
骨関節疾患
27%

脳血管疾患
13%
脳血管疾患
13%

心疾患
４%
心疾患
４%

がん
４%
がん
４%

運動器
２%
運動器
２% その他

18%
その他
18%
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入園資格
　申込時に市に住民登録があり、次の年齢に該当する
幼児

３歳児 平成29年４月２日から平成30年４月１日
までに生まれた幼児

４歳児 平成28年４月２日から平成29年４月１日
までに生まれた幼児

５歳児 平成27年４月２日から平成28年４月１日
までに生まれた幼児

募集人員
　４・５歳児は、原則として申し込みをした人全員を
受け入れます。３歳児の募集人員は次のとおりです。
●いずみ幼稚園／60人　●富岡第一幼稚園／24人
●西幼稚園／24人　　　●須山幼稚園／24人
●深良幼稚園／24人
※応募人数が10人に満たない場合は、複式学級また

は、複々式学級になることがあります。
　富岡第二幼稚園は、５歳児のみ募集します。
入園の申し込み
申込書配布期間／８月24日㈪～９月４日㈮
申込書受付期間／８月31日㈪～９月４日㈮
※配付・受付時間▶９時～17時

入園を希望する幼稚園
申込書に必要事項を記入し、提出してください。

入園児の決定
　各幼稚園とも定員を超えた場合は、抽選で入園児を
決定します。入園抽選会は９月17日㈭の午前に市民
文化センターで行います。抽選の有無は、各幼稚園の
入口などに９月９日㈬から16日㈬まで掲示します。
入園面接
　各幼稚園で入園面接を行います。申込時に日時を予
約してください。
幼稚園面接実施日

幼稚園名 ３歳児の面接実施日

いずみ幼稚園
992-1683 10月23日㈮・26日㈪

西幼稚園
992-5200 10月26日㈪・28日㈬

深良幼稚園
997-3598 10月21日㈬・22日㈭

富岡第一幼稚園
997-1277 10月20日㈫・21日㈬

須山幼稚園
998-0096 10月14日㈬

預かり保育
　14時から15時までの１時間、子どもを有料で預か
る預かり保育を全園で実施しています。
　年齢や各園の予定によって預かることのできる日は
異なります。詳しくは、８月24日㈪から配布する申
込書に同封する案内をご確認ください。

令和３年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込書配付期間：8/24㈪～9/4日㈮、申込書受付期間：8/31㈪～9/4㈮ WEBBB

保育課
　995-1822

　来年度の市立幼稚園の入園児を募集します。申込書配布
期間は８月24日㈪から９月４日㈮まで、申込書受付期間
は８月31日㈪から９月４日㈮までです。
　保護者は、忘れずにお申し込みください。
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任期付職員（幼稚園長）
職種／幼稚園長
採用人数／若干名
受験資格／次の全ての要件を満たす人
●昭和31年４月２日以降に生まれた人
●幼稚園教諭または小・中学校教員免許がある人
●幼稚園または小・中学校、小・中特別支援学校で、

令和３年３月31日現在、２年以上の管理職（園長、
校長、副校長、教頭など）の経験があり、正規教諭
などの経験を含めて15年以上の正規教育職の経験
がある人　※学校教育法第９条と地方公務員法第
16条の欠格事項に該当する場合は受験できません。

申込書・案内書の配布
８月３日㈪～21日㈮
人事課（市役所３階）

申し込み
申込書と各種資格証などの写し、課題論文を人事課
へ提出してください。

８月21日㈮　17時必着　※土・日曜日、祝日を除
く

試験方法
第１次選考／書類選考します。合否の結果は、申し込

み期間終了後２週間以内に通知します。
第２次選考／口述試験を実施します。人物や能力など

について面接による試験を行います。

人事課　995-1806

　７月19日㈰で農業委員会委員の任期が満了し、７
月20日㈪から新体制で活動がスタートしました。任
期は３年です。農業委員会では、担い手への農地など
の利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、
新規参入の促進など、農地などの利用の最適化を積極
的に推進していきます。

各地区の農業委員会委員の紹介

担当
地区 農業委員12人 農地利用最適化

推進委員９人

東
岡田葊正（会長）、
杉山克己（副会長）、
庄司健一

飯塚邦彦、市野哲也

西 渡邉光枝、鈴木知華 大庭義文

深良 志村重利、大庭清宏、
渡邊博美 勝又俊博、宮崎愼一

富岡 杉山守正、柏木一男 勝又一郎、眞田孝三、
杉本義明

須山 勝又和一、杉山邦利 中村偉文

各委員の役割
農業委員／主に農地法などの事務の審査・決定（農地

転用・利用権設定など）、農地利用最適化推進委員
との連携業務など

農地利用最適化推進委員／担当する地区で農地利用の
最適化（農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生
防止・解消、新規参入の促進）に係る業務など
農業や農地に関するお悩みは、お気軽に担当地区の
農業委員・農地利用最適化推進委員へご相談くださ
い。
農林振興課　995-1824

任期付職員（幼稚園長）と秋期試験の申し込み８/21㈮まで
あなたの能力を市政に生かしてみませんか WEBBB

農業委員会が21人の新体制で活動開始
農業委員12人・農地利用最適化推進委員9人を任命・委嘱

令和３年度採用市職員（秋期試験）
一次試験／９月20日㈰
職種／一般事務（短大卒・高校卒）、土木技師、

建築技師
採用人数／若干名

８月21日㈮
職種ごとに受験区分と資格があります。詳しく
は広報すその５月号をご覧になるか、市公式
ウェブサイトでご確認ください。
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　過日、裾野市から搬出されたプラスチック製容器包
装を処理する施設で発煙事故が発生しました。原因は、
ごみの中に混入していたリチウムイオン電池でした。
幸い初期消火に成功し大事には至りませんでしたが、
ひとつ間違えれば大事故につながりかねない危険性が
ありました。
　事故を防ぐため、ごみの分別を徹底しましょう。

ごみ出しの注意点
　プラスチック製容器包装として出せる
のは、プラマークの表示があり、容器ま
たは包装で使用していたもので、次のも
のは出せません。

●油などが付着して汚れの落ちにくいもの、中身の
残ってしまうチューブ類　※燃えるごみ

●バケツや歯ブラシ、おもちゃなど　※燃えるごみ
（電池を使用している場合、電池は資源ごみ）

●金属やガラスなど　※資源ごみか燃えないごみ

詳しくは、３月に各世帯に配布したごみの出し方便
利帳（改訂版）を参考にしてください。ごみの出し
方便利帳（改訂版）は、市公式ウェブサイトでもご
覧になれます。

生活環境課　995-1816

　裾野市長泉町衛生施設組合では、新火葬施設の整備
を進めています。令和元年10月に着手した工事は、
工程どおり進んでいます。
　これまで、外構・造成工事、建物本体工事（基礎、
１階床躯体）を行いました。
　今後は、引き続き躯体工事を進め、11月頃から内
外装仕上げ工事、令和３年１月から火葬炉などの設備
機器設置工事を行い、建物本体工事は令和３年４月中
に完成する予定です。その後、舗装工事や植栽工事を
行い、令和３年夏ごろに運営を開始する予定です。全
面供用開始は、現斎場解体後になります。
　工事中は、現斎場の出入口や駐車場の位置などが変
更になります。ご利用の皆さんにはご理解とご協力を
お願いします。
　詳しい進捗状況は、市公式ウェブサイトをご覧くだ
さい。

建物概要
火葬炉数／人体炉４炉、将来増設１炉（予定）
計画諸室／告別室２室、収骨室２室、待合室５室、多

目的室１室（会議室としての利用や直葬など最期の
お別れの場として使用）、待合ホール、キッズルー
ムなど
生活環境課　995-1816

ごみの分別徹底を
異物の混入は大事故につながる可能性があります WEBBB

裾野長泉新火葬施設整備工事は工程どおり進んでいます
令和３（2021）年度中の運営開始を目指して WEBBB

新サイズの指定ごみ袋
プラスチック製容器包装用袋

　プラスチック製容器包装用の指定袋に45リッ
トルのサイズ（写真右）を追加しました。市内取
扱店舗で順次販売されます。指定袋のサイズは、
30リットルと45リットルの２種類になります。
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　ひとり親世帯に対し、新型コロナウイルス感染症の
影響で、子育てに対する負担の増加や収入の減少など
で特に大きな困難が心身などに生じていることを踏ま
え、支援のための臨時特別給付金を支給します。

児童扶養手当受給世帯などへの給付（基本給付）
①令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けてい
る人

　②公的年金給付などを受けていることで児童扶養手
当の支給を受けていない人（児童扶養手当に係る支
給制限限度額を下回る人に限る）

　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水
準に下がった人

支給額／１世帯５万円、第２子以降は１人につき３万
円
①に該当する人は申請不要です。②、③に該当する
人は子育て支援課にある申請書に必要事項を記入し、

提出してください。
　※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。
９月１日㈫～令和３年２月26日㈮

収入が減少した児童扶養手当支給世帯等への給付
（追加給付）

前述①、②の支給対象者のうち、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大き
く減少した人

支給額／１世帯５万円
収入が大きく減少しているとの申し出（申請書の提
出）が必要です。子育て支援課にある申請書に必要
事項を記入し、提出してください。

　※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。
子育て支援課　995-1841

ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が大きいひとり親世帯を支援 WEBBB

　市では、令和３年度から10年間の土地の利用に
関する基本的事項を定める第４次国土利用計画裾野
市計画の策定を進めています。市民の皆さんから第
４次国土利用計画裾野市計画（素案）に対する意見
を募集します。
計画（素案）の公表場所／市公式ウェブサイト、市

役所１階情報公開コーナー、深良支所、須山支所、
市役所３階みらい政策課

意見を提出できる人／市に住民登録がある人や市内
に通勤・通学している人、市内に事業所がある個
人や法人など
公表場所にある募集要領をご覧になり、市公式
ウェブサイトのパブリックコメント提出フォーム
などで提出してください。
８月７日㈮～９月７日㈪　

　※当日消印有効
みらい政策課　995-1804

第４次国土利用計画裾野市計画
（素案）に対する意見を募集 WEBBB

 パブリックコメント

　市では、令和３年度から10年間のまちづくりの
総合的な指針を定める第５次裾野市総合計画の策定
を進めています。市民の皆さんから、第５次裾野市
総合計画（素案）に対する意見を募集します。
計画（素案）の公表場所／市公式ウェブサイト、市

役所１階情報公開コーナー、深良支所、須山支所、
市役所３階みらい政策課

意見を提出できる人／市に住民登録がある人や市内
に通勤・通学している人、市内に事業所がある個
人や法人など
公表場所にある募集要領をご覧になり、市公式
ウェブサイトのパブリックコメント提出フォーム
などで提出してください。
８月７日㈮～９月７日㈪

　※当日消印有効
みらい政策課　995-1804

第５次裾野市総合計画（素案）に
対する意見を募集 WEBBB

 パブリックコメント
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Information

おしらせ
富岡地区夏祭り大会の中止
　本年度の富岡地区夏祭り大会は、
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止します。

富岡地区区長会事務局（富岡支
所）　995-1210

特別定額給付金の申請を忘れずに
（8/28㈮締切り）
　特別定額給付金の申請の締め切
りは、８月28日㈮です。申請を
済ませていない人はお早めに申請
してください。期限までに申請を
していない場合は給付ができませ
んのでご注意ください。

令和２年４月27日において、
裾野市の住民基本台帳に記録さ
れている人

給付額／１人につき10万円
８月28日㈮　※当日消印有効
みらい政策課　995-1804

児童扶養手当の現況届
　児童扶養手当は、18歳になる
日以降の最初の３月31日までの
児童がいるひとり親家庭で、認定
請求書を提出し、認定された人に
支給されます。
支給月／奇数月の11日　※土・

日曜日、祝日の場合はその直前
の平日

更新手続き／８月は児童扶養手当
の更新手続きの月です。８月上
旬に受給資格者に通知しますの
で、手続きをしてください。
支給日に前月までの月分を支給
します。必要な届け出をしてい
ない場合や疑義が生じた場合に
は、支給が保留されることもあ
ります。
子育て支援課　995-1841

ヘルシーパーク裾野回数券の指定
期間の延長
　令和２年３月末までに発行した
ヘルシーパーク裾野回数券は、回
数券記載の額で利用できる期間を
12月30日㈬まで延長します。

健康推進課　992-5711
敬老記念品（ヘルシーパーク裾野
利用券）の有効期限延長
　令和元年度に77歳と88歳の人
に贈呈したヘルシーパーク裾野利
用券は、ヘルシーパーク裾野のみ
利用できる期間を12月30日㈬ま
で延長します。ヘルシーパーク裾
野以外の施設での利用は8月31日
㈪までとなりますので、ご注意く
ださい。

社会福祉課　995-1819
狂犬病予防注射の接種期間延長
　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、毎年４～６月
に接種が義務付けられている狂犬
病予防注射の接種期間を延長しま
す。
　これから注射を受けさせる人は、
再度の感染拡大を防止するため、
動物病院が混雑する時期を避けて
12月31日㈭までに受けさせてく
ださい。

生活環境課　995-1816
し尿・浄化槽汚泥の収集の休業
　し尿のくみ取り・浄化槽の清
掃・汚泥の収集業が休業するため、
し尿・浄化槽汚泥の収集などがで
きません。
休業期間／８月８日㈯～13日㈭
各地区の清掃業者
●西・東・深良地区▶山水総業　

TEL992-1561
●富岡・須山地区▶富士クリーン

サービス　TEL997-6100
生活環境課　995-1816

８月15日に黙とうを
　８月15日㈯は、戦没者を追悼
し平和を祈念する日です。全国戦
没者追悼式に合わせ、正午に1分
間サイレンを鳴らします。先の大
戦で亡くなられた人々を追悼し平
和を祈念するため、サイレンに合
わせて黙とうを捧げてください。

社会福祉課　995-1819
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。

９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）
９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
市民無料相談

８月20日㈭　※受付▶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（10時～12時）
▶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、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に人権擁護
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・問合せなどの相談に
行政相談員が応じます。
戦略広報課　995-1802
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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、諸
届け出の受け付けや手続きの相談
に応じます。

９月24日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
９月10日㈭

国保年金課　995-1813
暮らしのガイドブック2020保存
版の配布
　裾野市暮らしのガイドブック
2020保存版を発行しました。８
月 3 1 日 ㈪
までの間に、
地区ごとに
業者が各世
帯 に ポ ス
ティングで
配布します
ので、ご利
用ください。

●ガイドブックは無料です。●
ポストが見当たらない家の場合
は、手渡しすることがあります。
●郵便物以外投函厳禁などの強
い表示がされている家には配布
しません。必要な人は連絡をし
てください。
戦略広報課　995-1802

裾野市開発行為等の手引きの改正
　裾野市開発行為等の手引きを改
正しました。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
Ｊアラート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
アラート）を用いた情報伝達試験
が全国で行われます。

８月５日㈬　11時ごろ
広報無線の戸別受信機と屋外ス
ピーカーから、チャイム音と試
験音声が流れます。
気象状況などで、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

浄化槽パトロール
　市では、家庭からの生活雑排水
による河川への負荷を軽減するた
め、下水道と合併浄化槽の整備・
普及を進めています。浄化槽の適
切な維持管理がされているか確認
するため、浄化槽パトロールを行
います。身分証明書を携帯した浄
化槽協会会員の施工業者や市長許
可業者が住宅を訪問します。在宅
である必要はありませんが、敷地
内に立ち入る場合もありますので、
ご協力をお願いします。

令和３年２月ごろまで
生活環境課　995-1816

令和２年度成人歯周疾患検診受診
票の訂正とお詫び
　６月末に成人歯周疾患検診の対
象者に発送した受診票のうち、問
い合わせ先の健康推進課の電話番
号に誤りがありました。訂正しお
詫びします。
誤（訂正前）／電話055-922-5711
正（訂正後）／電話055-992-5711

健康推進課　992-5711
フードドライブ（食品寄付運動）
にご協力を
　家庭などで余っている品質に問
題のない商品を集め、県内で食べ
るものがなく困っている人々へ寄
付します。ご協力をお願いします。
寄付の方法／社会福祉課、社会福

祉協議会に設置するボックスに
入れてください。

受付期間／８月31日㈪まで
　※土・日曜日、祝日を除く
寄付の対象／常温で保存が効く賞

味期限が２カ月以上で未開封の
食料

具体例／缶詰、瓶詰、レトルト食
品、インスタント食品、お米、
ふりかけ、パスタなど

　※生鮮食品、酒類、もち米、保
存水などの寄付はお受けするこ
とができません。
社会福祉課　995-1819
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お知らせ

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。
●㈲沙原設備工業

山梨県富士吉田市大明見３丁目
6-12　

TEL0555-23-8886
上下水道工務課　995-1834

依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブル依存に関
する相談に応じます。

９月２日㈬　10時～12時
東部総合庁舎（沼津市高島本町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
市民後見人養成講座事前説明会
　市民後見人を養成する講座を
10月から全９回開催します。受
講を希望する人は必ず参加してく
ださい。

８月28日㈮、９月４日㈮
　13時30分～15時　※いずれか

１日
サンウェルぬまづ２階大会議室

　（沼津市日の出町）
市に住民登録がある25歳以上
の人
各20人（先着順）
８月11日㈫　９時～
沼津市社会福祉協議会

　922-1500
社会福祉課　995-1819
http://numazu-syakyo.jp

国保高齢受給者証交付会
　９月１日㈫から対象となる人に、
受給者証を交付します。

８月27日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和25年８月２日～９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。
当日はマスクの着用をお願いし
ます。
国保年金課　995-1814

募　集
障がい者スポーツ教室参加者

８月22日㈯～令和３年３月27
日㈯までの毎月第４㈯　10時
～11時30分
市民体育館
市内に住んでいるか、市内の障
がい福祉サービス利用児（者）、
各障がい者手帳所持者で、基本
的に全８回参加できる人。

　※保護者などの参加もできます。
30人（先着順）
フライングディスク、ボッチャ、
ストラックアウトなど
体育館シューズ、飲み物
８月14日㈮　17時
●運動のできる服装でお越しく
ださい。●会場までの交通手段

は各自で確保してください。
NPO法人いろは　957-1557

市民芸術祭出品作品
　本年度は展示部門のみの開催と
なります。
各部門と日程／●展覧会（第１

部）▶一般書道、篆
てんこく

刻、ジュニ
ア〔書道、生け花、絵画など〕、
文芸〔短歌、俳句、詩〕

　 10月28日㈬～11月1日㈰
　●展覧会（第２部）▶絵画、写

真、染織、七宝焼、陶芸、彫刻、
籐
とう

、押花絵、押絵、布手芸、紙
バンド、エコ人形、華道、フラ
ワーデザイン

　 11月３日㈫～８日㈰
市民文化センター
市内に住んでいるか通勤・通学
している人、市内の団体に所属
している人
生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、提出し
てください。　※申込用紙は市
公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
団体申し込み▶～８月20日㈭

　個人申し込み▶８月20日㈭～
　31日㈪　※休館日（８月11日

㈫・24日㈪）を除く
新型コロナウイルス感染拡大状
況によっては、変更・中止とな
る場合があります。
生涯学習課　994-0145
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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：８月31日㈪
市県民税	 第２期分
国民健康保険税	 第２期分
介護保険料	 第２期分
水道料金･下水道使用料	 第３期分
後期高齢者医療保険料	 第１期分

８月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

１日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

２日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

８日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

９日㈰ 山崎設備
☎997-6766

10日㈪ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

15日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

16日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

22日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

23日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

29日㈯ 杉山産業
☎992-1131

30日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

※工事・修理は有料

８月の水道工事当番店

人口 51,458人
男性 26,179人　女性 25,279人

人口統計　７月１日現在募　集
飲料用自動販売機設置事業者
　福祉保健会館に飲料用自動販売
機を設置する事業者を募集します。
設置期間／10月１日㈭～令和５

年９月30日㈯
福祉保健会館２階

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

社会福祉課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。
８月3日㈪～17日㈪　８時30
分～17時15分
社会福祉課　995-1819

県立工科短期大学校入校生
（令和３年４月開校）
　企業の海外展開や科学技術の進
展など、社会の変化に対応できる
技術人材を育成するため、沼津技
術専門校および清水技術専門校の
教育内容を高度化し、県立工科短
期大学校を開校します。
学科・定員／●沼津キャンパス

（沼津市大岡）▶機械・生産技

術科（20人）、電子情報技術
科（20人）、情報技術科（20
人）●静岡キャンパス（静岡市
清水区楠）▶機械・制御技術
科（30人）、電気技術科（20
人）、建築設備課（20人）

授業料／年間234,600円　※入校
料、入校検定料が別途必要です。

区分／●高等学校長推薦入学試験
（第１次・第２次・第３次）

　●事業主推薦入学試験（第３
次）●一般入学試験（第３次・
第４次）

出願受付期間／第１次▶９月２日
㈬～16日㈬、第２次▶10月７
日㈬～21日㈬、第３次▶11月
25日㈬～12月９日㈬、第４次
▶1月19日㈫～２月３日㈬

試験日／第１次▶９月27日㈰、
第２次▶11月１日㈰、第３次
▶12月20日㈰、第４次▶２月
14日㈰

試験科目／数学Ⅰ、面接
試験会場／清水技術専門校（静岡

市清水区楠）
県経済産業部能力開発課　

054-221-2821
htpps://scot.shizuoka.jp
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図書館利用者

嶋田 朱
あ か り

哩さん
（８歳・水窪）

アイドルを
している女の子たち
がとてもかわいい

です。

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㈪・11日㈫・17日㈪・
24日㈪・27日㈭・31日㈪休館日

８月

一般書
	 ●紅蓮浄土　石山合戦記
　 著：天野純希　KADOKAWA

	 ●不良　著：北野武　集英社

	 ●代表取締役アイドル　著：小林泰三　文藝春秋

	 ●縄紋 　著：真梨幸子　幻冬舎

	 ●きものが着たい
　 著：群ようこ　KADOKAWA

児童書
	 ●戦争にいったうま
  作：いしいゆみ　絵：大庭賢哉　静山社

	 ●秘密のノート
  作：ジョー・コットリル　訳：杉田七重　小学館

	 ●こどもたちはまっている
  著：荒井良二　亜紀書房

	 ●どこからきたの？	おべんとう
  作・絵：鈴木まもる　金の星社

	 ●みずをくむプリンセス
  絵：ピーター・H.レイノルズ　文：スーザン・ヴァーデ　
  さ・え・ら書房

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
劇場版アイカツ！
作者：加藤陽一 　出版社：小学館
　トップアイドルを目指して日々アイド
ル活動中の星宮いちご。そんないちごが
主役のスペシャルライブが開催される話
です。歌あり、笑いあり、涙ありで同名
映画の完全ノベライズ本になります。

●ガチャガチャDAY
 ８日㈯　16時～19時30分　
 本館1階カウンター

参加を希望する人は、鈴木図書館へ電話でお申し込み
　ください。

●なつやすみこども一日図書館員
 19日㈬　９時45分～11時20分、
  13時45分～15時20分　
 本館２階視聴覚室、他
 各９人
 生活科バック、水筒、色鉛筆やカラーペンなど
 ８日㈯　９時～

●親子おりがみ教室
 29日㈯　10時～12時、13時30分～15時30分
 東西公民館会議室
 各10組
	 季節の風物などを折ります。
 折り紙、はさみ、セロハンテープ、のり、カラー
 　サインペンなど
 １日㈯　９時～

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 August８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 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 函南平出クリニック 978-1366 函塚本

2 ㈰

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 守重医院 931-2511 我入道
江川

白石医院 951-4593 市道町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

本村クリニック 969-0001 大塚 白石医院 951-4593 市道町

3 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

4 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 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

5 ㈬ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 松原医院 962-1496 白銀町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

6 ㈭ 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

7 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

8 ㈯ 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

9 ㈰

新井内科クリニック 992-0811 久根 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

永野医院 962-4450 大岡 さとやま整形外科
内科 939-8031 東原

10 ㈪

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

杉山医院 972-3223 伏見 東医院 921-5520 高沢町

11 ㈫ あめみや内科 935-1159 吉田町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 西村医院 971-6510 下土狩

12 ㈬ 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 田中医院 921-2053 高島町

13 ㈭ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

14 ㈮ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

大沢
ハートクリニック 929-1313 若葉町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

15 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

16 ㈰

込宮クリニック 992-8686 茶畑 込宮クリニック 992-8686 茶畑

なおきクリニック 929-8555 東椎路 田中医院 921-2053 高島町

境医院 975-8021 竹原 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

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

スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

18 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

19 ㈬ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈭ いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩
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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
21 ㈮ さはこ

内科クリニック 999-3850 中土狩 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

22 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

23 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

森医院 966-2017 石川 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

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

24 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

25 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 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

26 ㈬ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 よざ小児科医院 967-5722 原

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 ㈮ あきやまクリニック 986-6000 下土狩 萩野クリニック 966-7111 根古屋 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

29 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 田中医院 921-2053 高島町

30 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

岡田医院 921-5321 新宿町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

池田病院 986-1212 本宿 五十嵐クリニック 934-6700 志下

31 ㈪ 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 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

2 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

MI総合歯科クリニック
988-1185 下土狩

9 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

沼津市立病院
924-5100 東椎路

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

10 ㈪ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

16 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿

23 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

かまたクリニック
988-2488 文教町

おおしろ歯科医院
973-2900 新宿

30 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

太田歯科医院
972-1318 長沢

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町

※三島メディカルセンターの診療開始時間
　８月４日㈫・18日㈫・25日㈫▶18時～、10日㈪▶９時～、15日㈯▶12時～
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すこやかタウン88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。 田村 優

ゆ な
奈さん

（３歳・石脇）

工藤 こころさん
（２歳11カ月・今里）

岩佐 洸
こ う き

希さん
（２歳11カ月・下条）

藤井 英
え な

奈さん
（２歳10カ月・町震一）
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●乳幼児健康相談
　 ３日㈪・24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
●パパママスクール
　 ５日㈬　９時30分～11時15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

●こころの健康相談
　 ６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
　 ５日㈬　９時～９時15分
　 平成２年２月生まれの人
●１歳６か月児健康診査
　 18日㈫　13時～
　 平成30年10月生まれの人
●３歳児健康診査
　 20日㈭　13時～
　 平成29年４月生まれの人

福祉保健会館　 健康推進課　992-5711全て事前予約制になります。
　参加を希望する人は、健康推進課へお申し込みください。

※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。


