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　本杉さんは中学生のとき、寮の先生に誘われたこと
がきっかけで写真撮影を始めました。
　若い頃は、目に映るものをがむしゃらに撮り、全日
本写真連盟静岡県写真展や裾野市消防団出初め式の写
真コンクール、裾野の農業フォトコンテストなどに応
募し、多数の受賞歴がある本杉さん。
　今は、コンクールなどには応募せず、地域の祭りの
風景や建造物などを撮影しています。「自宅を出ると
きは常にカメラを持ち、気に入ったアングルを見つけ
ると、すぐにシャッターを押すのが習慣になっていま
す。自由に撮影しているので、ますます写真にはまっ
ています」と話します。

　先月は、千福が丘
アートサロンで市内の
神社を題材にした写真
展を開き、深良地区５
社と須山地区３社の計
８社、全30カットを

展示しました。同サロンでの市内神社の写真展示は４
回目で、今回で神社庁に登録されている市内の神社
35社、全ての写真を展示しました。
　本杉さんに今後の目標を聞くと「次は、黄瀬川を題
材として写真展を開きたいです。
黄瀬川の源流から狩野川と合流す
る下流域まで、黄瀬川の全てを撮
影していきます」と静かながら、
しっかりとした口調で語ってくれ
ました。

本杉 博一さん
（76歳・公文名４）

市内の神社を丸５年かけて撮影

　８月19日㈬、さくら保育園
ですいか割り大会が行われまし
た。園児は、順番に目隠しをし
て大きなすいかを目がけて「え
いっ！」と棒を振り下ろし、上
手に割ることができました。

  3 令和２年国勢調査を実施

  4 特集　出歩きたくなるまち裾野

  6 トピックス

11 インフォメーション

令和３年度保育園の入園児を募集／
住宅に係る固定資産税の減額措置／
救急車の適正利用や救命措置が命を
つなぐ／聴覚や発話に障がいがある
人への新しい緊急通報システム／公
認スポーツ栄養士から学ぶ「すその
勝ち飯」講座

すいかを目がけて「えいっ！」
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 寄り道ウォーキング
　福祉保健会館とベルシティ裾野を発着とする全18
コースを週替わりで歩きます。自分のペースで歩くこ
とができます。

①９月15日㈫　②９月23日㈬　いずれも９時～10時
①福祉保健会館　②ベルシティ裾野

距離／２～６㎞
寄り道ウォーキングは、
毎週火曜日と水曜日に
行っています。日程を
確認して気軽に参加し
てください。
健康推進課　992-5711

 すそのウォーキング
　福祉保健会館を発着とし、富岡地区内のコースを
ウォーキングします。

10月25日㈰　９時～12時
　受付▶︎９時～９時30分　※少雨決行

福祉保健会館
距離／約６㎞
所要時間／約60分

健康推進課　992-5711

 第26回富岡地区カントリーウォーク
　富岡地区の自然や歴史を感じられる全５コースがあ
ります。室町時代から戦国時代を通じて葛山を領有し
ていた葛山氏の墓所や居館跡などを巡ります。

11月３日㈫　８時15分～
富岡第一小学校グラウンド

距離／約4.8㎞
富岡地区青少年育成連絡会

　永田隆之　090-1824-6776

 東西公民館　歴史探訪講座
　地域の史跡や石造物などを講師の案内で巡り、知ら
れざる歴史などを再発見できます。

東西公民館　992-6677

 さとやまレンジャー（親子体験学習）森づくり
　東地区の森林で、木々や自然を楽しみながらウォー
キングします。ウォーキング後は、輪切りクラフトや
森の中での演奏会も実施します。

12月６日㈰　９時～15時
公文名地内　※詳しくは参加者に案内します。

距離／約４㎞
所要時間／約60分（ウォーキング）

12月２日㈬
NPO法人里山会公文名ファイブ

　須藤九十九　090-2689-6913

 東地区史跡探訪ウォーキング大会
　見目神社（麦塚）を出発し、不動の滝（滝頭）を経
由するコースをウォーキングします。史跡探訪も兼ね
ています。

令和３年１月17日
㈰　９時～
見目神社（麦塚）

距離／約５㎞
所要時間／約180分

市民課地区振興係　
995-1874

 登山、ハイキング
　県内・県外の山で、景色を楽しみながら、登山・ハ
イキングをします。

毎週土曜日か日曜日　６時～
　※実施は天候で決定します。
距離／約５～６㎞
所要時間／約300～360分

実費（交通費）
弁当（昼食）

裾野麓
れいほう

峰山の会
　合谷守明　090-4853-1583

寄り道ウォーキングコース

カントリーウォーク
コース見どころ

　新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、掲載
したイベントを中止・延期する場合があります。詳し
くはお問い合わせください。

出歩きたくなる
まち

裾野

裾野市ウォ
ーキング特

集
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 伊豆八十八札所巡礼
　弘法大師が開基した伊豆半島にある八十八札所を歩
いて巡礼します。往復は専用バスを利用します。寺で
住職の法話を聞き、お勤めを行います。

①毎月第２水曜日　②毎月第３水曜日
市役所

距離／①約15㎞　②約７㎞
実費（交通費）

長泉巡礼会　後藤隆徳　090-8956-9990

 ノルディック・ウォーク体験会
　中央公園内でノルディック・ウォークの体験をしま
す。

毎月第４土曜日　９時～
中央公園
500円（ポールレンタル代）
全日本ノルディック・ウォーク連盟

　上級指導員　土屋光広　090-4231-1562

ウォーキングの準備

靴
日頃から履きなれた
運動靴にしましょう。

帽子
通気性の良いものにしましょう。

リュックサック
両手を振って歩けるよう
持ち物はまとめましょう。
水筒や雨具、ばんそうこう
などケガへの備えも必要
です。

着替え、タオル
汗をかいたら着替えが
できるようにＴシャツ
を１枚持ちましょう。
タオルは必需品です。

マスク
可能な限り着用し、三密（密閉、
密集、密接）のいずれかに該当
する場所を極力避けましょう。
マスクを着けた運動は体へ
の負荷が大きくなるので
注意が必要です。

上着
気温の変化に対応するため、
ウィンドブレーカーなど、
脱着しやすいものを用意
しましょう。

　新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、家で過ごす時間が増え、生活リズムが乱れている人
も多いのではないでしょうか。心身の健康のために運動はしたいけれど、人混みは不安というあなた。
人混みを避け、体を動かすことができるウォーキングはいかがでしょうか。

ウォーキングで病気予防
　運動は各種疾患の罹

りかん
患率・死亡率を下げることや

メンタルヘルス・生活の質の改善に効果をもたらす
ことが認められています。さらに高齢者は歩行など
日常生活の身体活動が、寝たきりや死亡を減少させ
る効果が示されています。

　オクトーバー・ラン＆ウォークは、秋冬シーズンに向けて、10月を特別な１カ月間と位置づけ、ス
マートフォンアプリで走行距離を計測、記録します。友人・職場の仲間同士や全国・地域の参加者と走
行・歩行距離を競いながら、スポーツの秋を楽しみませんか？

10月１日㈭～31日㈯
10月中の走行・歩行距離を全国や地域の参加者と競います。累計相応距離に応じて、対象店舗で利用
できる割引クーポンが配布されます。
指定アプリをインストールし、参加してください。

　●ランニングの部▶︎TATTA
　●ウォーキングの部▶︎SPORTS TOWN WALKER

産業振興課　995-1825
　㈱アールビーズ　大会運営事務局　october@runners.co.jp

ウォーキングに慣れたら挑戦しよう！オクトーバー・ラン＆ウォーク2020

歩数 中強度の
活動時間 予防できる病気

2,000歩 ０分 寝たきり
4,000歩 ５分 うつ病
5,000歩 7.5分 要支援・要介護、認知症、心疾患、脳卒中
7,000歩 15分 がん、動脈硬化、骨粗しょう症、骨折
7,500歩 17.5分 筋減少症、体力の低下

8,000歩 20分 高血圧、糖尿病、脂質異常症、
メタボリックシンドローム（75歳以上）

9,000歩 25分 高血圧（正常高値血圧）、高血糖
10,000歩 30分 メタボリックシンドローム（75歳未満）
12,000歩 40分 肥満

12,000歩（うち中強度の活動が40分）以上の運動は、
健康を害することも……。

引用：中之条研究「1年の1日平均の身体活動からわかる予
防基準一覧」
※中強度の活動：歩く・軽い筋トレをする・掃除機をかけ
る・洗車する・子どもと遊ぶなどの活動の強度

症状が
重い・
深刻

症状が
軽い・
深刻

ではない
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　来年度の保育園（公立・私立）・小規模保育所の入園児を募集します。入園を希望
する児童の保護者はお申し込みください。

入園できる児童
　保護者などが以下の保育を必要とする事由のいずれ
かに該当し、来年度中に入園を希望する児童
保育を必要とする事由
・就労している（フルタイム、パートタイム、居宅内

外労働など）
・妊娠している（出産月を含む3カ月）
・保護者が病気にかかっている、障がいがある
・親族などを介護や看護している
・求職活動をしている（起業準備を含む）
・学校に通っている（職業訓練校を含む）
・その他、特に必要と認める場合
※詳しい基準は、申請書類をご覧ください。保護者の

他、令和３年４月１日現在で65歳未満の人（児
童・生徒・学生を除く）も保育の必要性を確認する
ための書類を提出してください。

※利用にあたっては保育の必要性の認定（2号・3
号）手続きが必要です。

申し込み
　９月28日㈪から保育課や保育園、小規模保育所で
配布する申込書に必要事項を記入し、第一希望園の受
付期間に提出してください。本年度入園待ちの人で、
来年度も入園を希望する場合は改めて申し込んでくだ
さい。
受付期間
富岡保育園、東保育園、西保育園、深良保育園、富岳
キッズセンターあい、富岳南保育園、市外園▶︎10月
19日㈪～23日㈮
御宿台保育園、富岳台保育園、さくら保育園、さくら
保育園分園、にこにこ園保育所、ひだまり保育園
hagu、佐野かがやき保育園▶︎10月26日㈪～30日㈮
受付時間／９時～12時、13時～17時
受付場所／市役所４階　402会議室

入園面接
　入園を申し込んだ人は、第一希望の園で入園面接を
受けてください。面接の時間は、申込書受付時に決定
します。決定した時間内に児童と一緒にお越しくださ
い。都合が悪くなった場合は、必ず保育課へご連絡く
ださい。
入園面接の日程

園名 日時

深良保育園 11月６日㈮ ９:30～11:30

富岡保育園 11月７日㈯ 13:30～15:30

東保育園 11月９日㈪ ９:30～11:30

富岳台保育園 11月11日㈬ ９:30～11:30

富岳キッズセンターあい 11月13日㈮ ９:30～11:30

さくら保育園
さくら保育園分園 11月14日㈯ ９:30～11:30

13:30～15:30

御宿台保育園 11月16日㈪ ９:30～11:30
13:30～15:30

西保育園 11月17日㈫ ９:30～11:30
13:30～15:30

にこにこ園保育所
ひだまり保育園hagu 11月19日㈭ ９:30～11:30

佐野かがやき保育園
市外園 11月19日㈭ 13:30～15:30

富岳南保育園 11月21日㈯ ９:30～11:30
13:30～15:30

面接会場／各保育園
※さくら保育園分園を希望する人はさくら保育園で、

小規模保育所（にこにこ園保育所・ひだまり保育園
hagu・佐野かがやき保育園）または市外園を希望
する人は市役所４階401会議室で面接します。

受付時間／決定した時間の15分前まで
入園の決定
　１月下旬から２月上旬に、書面で通知します。
※令和３年５月～令和４年３月の間に入園を希望する

人は、入園希望月の前月25日ごろまでに電話で連
絡します。

令和３年度　保育園の入園児を募集
申込書配布期間：9/28㈪～10/30日㈮、申込書受付期間：10/19㈪～10/30㈮ WEBBB

保育課
　995-1822
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　住宅を新築したり、耐震、省エネ、バリアフリーなどのために改修したりした場合、
要件に該当すると固定資産税が減額されます。申告方法は制度によって異なるため、
詳しくは税務課へご相談ください。

新築住宅の減額措置
　住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後３年間、
３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５年間、居住
部分のうち住宅１戸につき床面積120平方メートル分
までの固定資産税額が２分の１に減額されます。
対象／以下のいずれかの要件を満たす住宅
　①床面積50平方メートル～280平方メートルの専

用住宅
　②居住部分の床面積の割合が２分の１以上で、その

床面積が50平方メートル～280平方メートルの
併用住宅

　③住宅１戸あたりの床面積が40平方メートル～
280平方メートルの一戸建て以外の賃貸住宅・共
同住宅など

長期優良住宅に係る減額措置
　長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、
住宅１戸につき、居住部分の床面積120平方メートル
分までの固定資産税額が２分の１に減額されます。減
額期間は、新築後、一般の住宅は５年間で、３階建て
以上の中高層耐火住宅は７年間です。
対象／以下の全ての要件を満たす住宅
　①新築住宅の減額措置を受けるための要件を全て満

たしている住宅
　②長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に

基づき、耐久性や安全性などの住宅性能が一定基
準を満たすものとして、県や市などの所管行政庁
の認定を受けた住宅　※工事着工前に長期優良住
宅建築等計画の認定申請をしてください。

住宅改修に伴う減額措置
耐震改修に伴う減額措置
　昭和57年１月１日以前から存在する住宅に対し、
耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年
度分のその住宅に係る固定資産税が減額されます。住
宅1戸につき、居住部分の床面積120平方メートルま
での税額が２分の１（長期優良住宅の認定を受けて改
修した場合は３分の１）に減額されます。
提出書類／固定資産税減額申告書、住宅地震改修証明

書または増改築等工事証明書、領収書、見積書(耐
震改修にかかる金額がわかるもの）、改修前後の家
屋の平面図

省エネ改修に伴う減額措置
　平成20年１月１日以前から存在する住宅（床面積
280平方メートル以下）に対し、一定の要件を備えた
省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌
年度分のその住宅に係る固定資産税が減額されます。
居住部分の床面積120平方メートル分の税額が３分の
２（長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は３分
の１）に減額されます。
提出書類／固定資産税減額申告書、増改築等工事証明

書、補助金を受けた人は補助金の額が分かる書類、
改修前後の家屋の平面図

バリアフリー改修に伴う減額措置
　平成19年１月１日以前から存在する住宅（床面積
280平方メートル以下）をバリアフリー改修した場合、
工事が完了した年の翌年度分のその家屋に係る固定資
産税が減額されます。居住部分の床面積100平方メー
トル分までの税額が3分の2に減額されます。
提出書類／固定資産税減額申告書、増改築等工事証明

書または改修工事に係る明細書、領収書、改修前後
の家屋の平面図・写真

住宅に係る固定資産税の減額措置
新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象

税務課
　995-1809
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　救急の日は、救急医療関係者の意識を高めるとともに、救急医療や救急業務に
対する国民の正しい理解と認識を深めることを目的として定められています。救
える命を救うために、救急車の適正利用や心肺蘇生法による救命措置が大切です。
この機会に、命をつなぐ大切さを家庭で話し合いましょう。

救急車の適正利用を ～搬送者の半数以上は軽症者～
　富士山南東消防本部管内の令和元年中の救急車の出
場件数は8,546件で、ここ数年は8,500件前後で推移
しています。119番通報で救急要請を受けると、対応
可能な最も近くの救急隊を出場させていますが、出場
件数が増加すると、遠くから救急車が現場に向かうた
め、本当に救急車が必要な人のところへ到着するまで
に時間がかかります。
　搬送者の半数以上は軽症者です。不要な救急要請は
救える命が救えなくなる危険性が高まります。救急車
の適正な利用をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民に
よる救急蘇生法

　救命のためには心肺蘇生法が重要です。新型コロナ
ウィルス感染症が流行している状況では、以下の手順
が推奨されています。心肺蘇生はエアロゾル（ウイル
スなどを含む微粒子が浮遊した空気）を発生させる可
能性があるため、全ての心肺停止傷病者に感染の疑い
があるものとして対応してください。
心肺蘇生を行うときの注意点
①反応を確認する、呼吸を観察する
　確認や観察のときに、救助者と傷病者の顔が近づき

すぎないようにしてください。
②胸骨圧迫を行う
　開始前にハンカチやタオルなどがあれば、傷病者の

鼻と口にかぶせるようにしてください。マスクや衣服
でも代用することができます。
③胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ
　子どもに対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を
身につけていて、人工呼吸を行う意思があるときには、
胸骨圧迫に人工呼吸を組み合わせることができます。
成人に対しては、人工呼吸は実施せずに胸骨圧迫を継
続してください。

●夜間、休日の当番病院の問い合わせ　☎983-0115
●災害発生場所の問い合わせ　☎983-0105
※119番は火災・救急の専用電話です。上記テレホン

サービスをご利用ください。

救急車の適正利用や救命措置が命をつなぐ
９/９㈬は救急の日

9,000

8,800

8,600

8,400

8,200

8,000
H28 H29 H30 R1

救急出場件数推移

（件）

富士山南東消防本部
　警防救急課
　972-5803

119番通報時に情報提供を

富士山南東消防本部指導救命士　山田 武史さん

　新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対
し、救急隊は肌の露出を減らし、N95マスクを
着用して感染症対策に努めています。119番通報
の際に、発熱症状や呼吸苦などの症状がある場合
は、事前に情報提供をお願いします。
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　NET119緊急通報システムは、聴覚や発話に障が
いのある人のための新しい緊急通報システムです。ス
マートフォンや携帯電話のインターネット接続機能を
利用して、簡単な操作で素早く119番通報することが
できます。通信料以外の負担はありません。

サービスの対象
　市内に住んでいて聴覚や発話に障がいがあり、音声
の聞き取りや、音声による通報が困難な人
サービスを利用するには
①サービス利用の登録をする

　障がい福祉課で配布する申請書に必要事項を記入し、
障がい福祉課へお持ちください。

②迷惑メール設定の確認をする
　迷惑メールの設定やアクセス制限を利用している場

合は、設定を変更しないと利用できない場合があり
ます。

登録後に携帯電話・スマートフォンの機種変更を
したときは

　機種変更に限らず、事前に登録した内容に変更が生
じたときは、変更申請が必要です。障がい福祉課で必
ず申請してください。変更申請を行わないと、通報で
きない場合があります。
利用できる携帯電話・スマートフォン
　Ｅメール、インターネットに接続可能な携帯電話・
スマートフォンで利用できます。ただし、お使いの端
末によっては利用できない場合があります。

障がい福祉課　995-1820
　富士山南東消防本部通信指令課　983-0131

　当市では、標高の高さや富士山麓の冷涼な気候など
を生かしてスポーツ合宿の誘致に取り組み、昨年度は
新たに27チームが当市で合宿を行いました。本年度
は、裾野で合宿するアスリートの「食」の満足度向上
のため、すその勝ち飯講座を開催します。より速く、
より強くなれる美味しい「すその勝ち飯」を一緒に学
んでみませんか。

すその勝ち飯とは
　地場産品を活用したスポーツ合宿用に提供する食事
のことで、裾野に合宿に来てこの食事を食べれば大会、
試合で勝てる！良い結果が出る！という意味を込めた
アスリート向け食事メニューです。
講座の内容
①スポーツ栄養学講座

11月11日㈬・25日㈬　
　いずれも10時30分～12時

須山地区研修センター

②講座で得た知識を活用したアスリート向け食事メ
ニュー「すその勝ち飯」の考案及び試食会での提供
令和３年１月下旬予定
①②の講座に参加できる宿泊施設、飲食店など
10施設（１施設で複数人参加もできます）
石井浩子さん（日本スポーツ協会公認スポーツ栄養
士）
産業振興課へ電話で申し込むか、施設名・氏名・住
所・電話番号・メールアドレス・参加人数を明記し、
メールでお申し込みください。
10月２日㈮　17時
●オリジナルメニューの考案にかかった食材費の２
分の１（上限３万円）を主催者側で負担します。

　●考案したメニューのレシピを主催者に提供してく
ださい。
市スポーツリズム推進協議会事務局（産業振興課）

　995-1825
kankou@city.susono.shizuoka.jp

聴覚や発話に障がいのある人への新しい緊急通報システム
NET119緊急通報システム　10/1㈭から運用開始 WEBBB

公認スポーツ栄養士から学ぶ「すその勝ち飯」講座
地場産品を活用した美味しい食事でアスリートをバックアップ WEBBB
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　来年１月１日に迎える市制施行50周年を記念する
シンボルマークの審査を市役所で行いました。6月末
までに465点の作品が全国から応募されました。代表
の市職員が、会議室いっぱいに並べられた作品のデザ
インや込められた思いなどを１点ずつ確認しました。
絞り込まれた作品は、市長・副市長らの審査で最優秀
作１点と優秀作２点を選びました。

　富岡地区の有志は、富岡第一小学校グラウンドで竹
あかり会を開催しました。これは、恒例の富岡地区夏
祭りの中止を受け、竹灯籠に災害の鎮まりや新型コロ
ナウイルス感染症の拡大収束の祈りを込めて展示した
ものです。会場には約150本の竹灯籠が飾られ、訪れ
た人の目を楽しませていました。一部の竹灯籠は販売
され、収益金が九州水害復興支援金に寄付されました。

　都市計画道路平松深良線沿いに東小学校の児童が花
の苗を植えました。花植えは、花と緑のまちづくりを
テーマにする都市緑化推進運動の一環です。天候不順
で３度の延期となりましたが、曇り空のこの日によう
やく実施できました。児童の手で植えられたマリー
ゴールドとサルビアの合計130本が、道路の植樹帯を
飾りました。

　石脇区の区民有志（石青会、石錆会など）は、新型
コロナウイルス感染症の拡大収束を祈り、約120発の
花火を打ち上げました。花火には、昨今の状況で同区
三嶋神社祭典も縮小される中、前を向き少しでも明る
い気持ちになって欲しいとの思いが込められています。
花火の前には公民館でミニ盆踊りも行われ、来場者は
例年と違う夏の夜のひと時を楽しんでいました。

市制施行50周年シンボルマーク
応募作品を選考 （７月13日）

竹あかりに祈りを込めて （８月８日）

色とりどりの花が道路を飾る （７月15日）

打ち上げ花火と盆踊りで明るい気持ちに （８月８日）

Photograph
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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。

10月22日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
10月８日㈭

国保年金課　995-1813
屋外広告物適正化旬間
　屋外広告物の設置者に適正な安
全管理の啓発を行います。

～９月10日㈭
屋外広告物設置の際の注意／●店

舗や事務所の看板などの広告物
の表示は、一部を除き事前に許
可が必要です。●広告物は、地
域ごとに定めた面積・高さ・色
彩などに関する基準に適合させ
てください。●広告表示者は、
広告物の安全確保に努め、適正
な管理を行ってください。
まちづくり課　995-1829

市LINE公式アカウントの
友だち追加を
　市では、LINE公式アカウント
を運用しています。イベントや子
育て情報などの暮らしに関する各
種行政情報、災害時の緊急情報な
どを配信しています。また、住民
票や戸籍などの取得の仕方、ごみ
の分別方法を調べることができま
す。
　登録は、ID検
索するかQRコー
ドをスキャンして
ください。
ID／＠susonocity

戦略広報課　995-1802

美化センターへの
ごみの直接持ち込み休止
　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。

９月30日㈬
美化センター　992-3210

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。
●㈱日本水道センター

千葉県船橋市夏見1-6-1
TEL047-421-1281

上下水道工務課　995-1834
しずおかジョブステーション
就職活動支援
　就職支援機関しずおかジョブス
テーションでは、自己分析や応募
書類の書き方、面接練習などの就
職活動をサポートしています。自
宅でパソコンやスマートフォンを
使って相談できます。

９時～17時　※土・日曜日、
祝日、年末年始を除く
沼津商連会館ビル２階（沼津市
大手町）
しずおかジョブステーション　
951-8229

就学児童の健康診断
　令和３年度に小学校に入学する
児童の健康診断を実施します。

①10月１日㈭②10月８日㈭
　※受付時間は、事前にお渡しす

る案内通知に記載しています。
市民文化センター

対象校区／①東、富岡第一、富岡
第二、向田、千福が丘②西、深
良、須山、南
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
通知が届いていない人はご連絡
ください。
学校教育課　995-1838

公共下水道への接続工事
　市内で下水道が使用できる区域
に住んでいる人で下水道への接続
が完了していない人は、早急に公
共下水道への切り替えをお願いし
ます。接続工事は、各家庭で市が
指定した排水設備指定工事店に依
頼してください。

上下水道経営課　995-1836
9/10は「下水道の日」
市デザインマンホールを設置
　市では、下水道に親しみを持っ
てもらえるよう、マンホールのふ
たをデザイン化しています。ふた
には、富士山やアシタカツツジ、
五竜の滝が描かれています。カ
ラーのふたは、市役所北側小柄沢
通りの歩道に設置しています。

本年度は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、街頭での
啓発活動は行いません。
上下水道経営課　995-1836

都市計画の変更などに関する
案の縦覧
　トヨタ自動車東日本㈱東富士工
場跡地などの都市計画（案）を縦
覧します。

９月９日㈬～23日㈬
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日、祝日を除く

市役所２階まちづくり課
都市計画の種類／用途地域の変更、

特別用途地区の決定、地区計画
の決定

意見の提出／意見がある人は、意
見書に必要事項を記入し、まち
づくり課へ提出してください。

　※郵送可。縦覧最終日必着
都市計画（案）や意見書などは、
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
まちづくり課　995-1829
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Information

おしらせ
「バイ・シズオカ」がんばろう！
静岡　～静岡県から全国へ。おい
しい笑顔を届けよう。～
　県では、県内の店舗や施設の利
用、県産品を購入することで、新
型コロナウイルス感染症の影響を
受けた生産者や事業者を支援する
「バイ・シズオカ」運動に取り組
んでいます。
通販サイト／47CLUB、楽天市

場おいしず楽天店、うまいもん
ドットコム

サイト開設期間／令和３年１月
15日㈮まで
がんばろう！静岡運営事務局

　054-288-8151
市民無料相談

９月23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。

　●弁護士相談▶︎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

停電情報を確認するには
　災害や設備事故などで停電が発
生したときは、東京電力パワーグ
リッドのホームページ、または
TEPCO公式スマートフォンアプ
リ「TEPCO速報」で、停電情報
や復旧時間の見込みなどをお知ら
せしています。

東京電力パワーグリッド
　0120-995-007　

https://teideninfo.tepco.co.
jp

市民ソフトボール大会、壮年男女
混合バレーボール大会の中止
　10月11日㈰に予定されていた
市民ソフトボール大会と、11月
１日㈰に予定されていた壮年男女
混合バレーボール大会は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため
中止します。

市スポーツ祭運営委員会
　993-0303

消
費者センターだより　消費生活センター 995-1854

A強引に契約を勧められても、必要がなければきっぱりと
「契約するつもりはありません」と断りましょう。プロパ

ンガスは自由料金で、各事業者がそれぞれ料金を決めています。
契約する場合は、料金などの契約内容をよく理解し、不明な点は
確認しましょう。
　契約先を変える場合は、元の契約先との間で解約料などが発生
する場合がありますので注意してください。訪問販売などでは、
クーリング・オフできる場合があります。困ったときは消費生活
センターにご相談ください。

Q高齢の父の家にプロパンガス業者が来
訪してきた。今よりガス料金が安くな

るからと、しつこく契約を勧められた。断り
きれずに仕方なく署名・捺印してしまったが
やめたい。
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お知らせ

陸上競技場の写真判定装置を更新
　（独）日本スポーツ振興セン
ターのスポーツ振興くじの助成を
受けて、運動公園陸上競技場の写
真判定装置を更新しました。今後、
市内の陸上記録会などで活用しま
す。

生涯学習課　992-6900
北駿公立高校合同説明会
　公立高校４校の合同説明会を行
います。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。

10月６日㈫　18時45分～
市民文化センター34～36会議
室
中学３年生、保護者
裾野高校、御殿場高校、御殿場
南高校、小山高校が、教育内容
などについて説明します。
小山高校　0550-76-1188

国保高齢受給者証交付会
　10月１日㈭から対象となる人
に、受給者証を交付します。

９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９月２日～10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

依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。秘
密は厳守します。

10月７日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター福祉課

　（沼津市高島本町）
10月６日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

教室・講座
市民まちづくり講座
新型コロナウイルス後の社会を考
える～新しい生活とSDGs

①10月17日㈯②12月19日㈯
　※いずれも13時30分～16時

生涯学習センター学習室１
20人　※先着順
新型コロナウイルス感染症の拡
大で、生活が大きく変わろうと
しています。これからの新しい
生活を作るために、何ができる
のかを考え、持続可能な世界を
作るための17の目標（SDGs）
を学びます。
①新しい生活のためのコンパス
＝SDGsを手に入れよう！

　②新しいコンパス＝SDGsを
持って出かけよう！
木下聡さん（しずおかSDGs
ネットワーク代表）

市民活動センターに、名前、住
所、電話番号、メールアドレス
またはファクス番号を連絡して
ください。
１回のみの受講もできます。新
型コロナウイルス感染拡大状況
によって中止か変更になる場合
があります。
市民活動センター　950-8875
992-4047
scenter@machitera.jp

生涯学習センター 教養講座
　主に初心者向けの講座です。

原則として全日程出席可能な人
エアロビクス、健康麻雀、お菓
子作り、裾野の歴史など
参加を希望する人は、生涯学習
センターに直接または電話でお
申し込みください。
生涯学習センター　992-3800

市民による市民のための講座
ゆうあいクラブ
　さまざまな分野で「技」をお持
ちの皆さんによる講座です。

フラワーアレンジメント、お片
づけ講座、料理講座など
参加を希望する人は、生涯学習
センターに直接または電話、申
込フォームでお申し込みくださ
い。
生涯学習センター　992-3800
https://ws.formzu.net/fgen/
S74383113/

消
費者センターだより　消費生活センター 995-1854
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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：９月30日㈬
国民健康保険税	 第３期分
介護保険料	 第３期分
後期高齢者医療保険料	 第２期分

９月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

５日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

６日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

12日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

13日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

19日㈯ 工管設
☎993-1603

20日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

21日㈪ ㈱駿東管工
☎992-5728

22日㈫ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

26日㈯ パイピング横山
☎992-3329

27日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

※工事・修理は有料

９月の水道工事当番店

人口 51,422人
男性 26,156人　女性 25,266人

人口統計　８月１日現在募　集
看護師等再就職準備講習会

10月28日㈬・29日㈭
　９時30分～15時30分

プラサヴェルデ404小会議室
　（沼津市大手町）

看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
20人程度（先着順）
10月19日㈪

県ナースセンター
　920-2088
防衛省採用試験（１次試験）
募集区分／①防衛医科大学校看護

学科学生②防衛医科大学校医学
科学生③防衛大学校学生（一
般）
①10月17日㈯②10月24日㈯・
25日㈰③11月７日㈯・８日㈰
①②県立大学短期大学部（静岡
市駿河区小鹿）③日本大学国際
関係学部（三島市文教町）
高校を卒業した人または卒業見
込みの人で、令和３年４月１日
現在21歳未満の人
①10月１日㈭②10月７日㈬

　③10月22日㈭
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

ひとり親家庭のための個別相談会
養育費・就業支援セミナー

10月18日㈰
①個別相談会▶︎９時30分～16時
　※１人30分程度
②養育費セミナー▶︎10時～12時
③就業支援セミナー▶︎13時30分

～15時30分
沼津労政会館２階 第２・３会
議室（沼津市高島本町）
母子家庭・父子家庭の人、離婚
を考えている人
①10人②③各15人

　※いずれも先着順
①法律・生活・就業の個別相談

　②養育費と面会交流について学
ぼう③自分らしい働き方を発見
しよう
ひとり親サポートセンターに電
話でお申し込みください。
●当日も受け付けますが、予約
した人を優先します。●託児を
希望する人は、事前にお申し込
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
か変更になる場合があります。
ひとり親サポートセンター

　054-254-1191
　子育て支援課　995-1841
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図書館利用者

岡本 康
こうすけ

佑さん（８歳・元町）

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

７日㈪・14日㈪・17日㈭・
23日㈬・28日㈪休館日

９月

一般書
	 ●ホーム　HOME　著：堂場瞬一　集英社

	 ●ヒカリ　著：花村萬月　光文社

	 ●音速の刃　Final　Decision
  著：未須本有生　文藝春秋

	 ●家族の朝ごはん　和と洋の朝食レシピ100
  著：杵島直美　立東舎

	 ●知識ゼロからの古文書を読む
　 著：古賀弘幸　幻冬舎

	 ●名城の石垣図鑑
　 監修：小和田哲男　二見書房

児童書
	 ●モヤモヤそうだんクリニック
  文：池谷裕二　絵：ヨシタケシンスケ　NHK出版

	 ●ルドルフとノラねこブッチー
  作：斉藤洋　絵：杉浦範茂　講談社

	 ●歌がにがてな人魚
  作：ルイス・スロボドキン　訳：小宮由　瑞雲舎

	 ●カメレオンどろぼう・ドロン
  絵：伊藤夏紀　作：苅田澄子　あかね書房

	 ●ぼくといっしょに
  作：シャルロット・デマトーン　訳：野坂悦子　ブロンズ新社 

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
火山のサバイバル
作者：洪

ほんじぇちょる
在徹 　出版社：朝日新聞出版

　サバイバルシリーズは楽しく学べる
本です。その中でも火山のサバイバル
が一番楽しみながら学べます。

●第45回裾野牧水祭
 13日㈰　10時〜　 文化センター歌碑前　

●すその16ミリ映画祭
 19日㈯　15時〜17時18分　 本館地下駐車場
 詳しくは、鈴木図書館ウェブサイトをご覧ください。

●ＹＡ（ヤングアダルト）展示
　本の世界でスポーツや部活を楽しんでみませんか？　
中・高校生向けのスポーツ小説や部活小説など約70冊の
本を展示します。
 ５日㈯〜29日㈫　 本館１階展示コーナー
 展示期間中でも貸し出しできます。

●デイジー図書貸し出しサービスの開始
　デイジー図書とは、文学作品などを専用の機器または再
生ソフトの入ったパソコンを使って音声で聴くことのできる
デジタル化された図書のことです。

市内に住んでいる人で視覚障がいのある人
貸出期間▶２週間　貸出点数▶２点
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救急協力医 September９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 ㈫ つかだ医院 983-1577 堂庭 東医院 921-5520 高沢町 クボタ小児科 975-7984 泉町

2 ㈬ 旭医院 966-0031 原 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 杉谷小児科 923-6543 筒井町

3 ㈭ 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

4 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 酒井医院 966-1755 今沢 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

5 ㈯ 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 函南平出クリニック 978-1366 函塚本

6 ㈰

おぐち医院 992-6611 深良 守重医院 931-2511 我入道
江川

やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

7 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

9 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

10 ㈭ 小林内科医院 921-2165 米山町 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

11 ㈮ 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

12 ㈯ さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

13 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 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 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

14 ㈪ 森医院 966-2017 石川 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

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

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

16 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 白石医院 951-4593 市道町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

17 ㈭ 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

18 ㈮ 武藤医院 931-0088 三園町 守重医院 931-2511 我入道
江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 ㈯ 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

20 ㈰

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

柿田川医院 973-3601 柿田 よざ小児科医院 967-5722 原

こんどうクリニック 925-2420 岡宮 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

21 ㈪

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

あめみや内科 935-1159 吉田町 西方外科医院 921-1333 共栄町
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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 ㈫

清水館医院 993-2323 茶畑 清水館医院 993-2323 茶畑

青沼胃腸科 929-6205 大岡 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

小林医院 966-7700 今沢 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

23 ㈬ さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 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

24 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

25 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

26 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

27 ㈰

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

岩渕内科医院 951-4579 添地町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

山谷内科医院 966-5333 青野 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

28 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 えがわ医院 921-5148 高島本町 よざ小児科医院 967-5722 原

29 ㈫ 桑名クリニック 975-2200 久米田 大沢医院 931-1019 御幸町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

30 ㈬ 新井内科クリニック 992-0811 久根 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

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

6 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

あいあい眼科クリニック
967-7715 原

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

しんあい歯科医院
973-6686 伏見

13 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

沼津市立病院
924-5100 東椎路

梶歯科医院
994-1344 石脇

20 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑

21 ㈪ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

岩端医院
962-1368 大手町

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿

22 ㈫ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

本多眼科医院
931-1519 御幸町

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

スマイル歯科医院
997-1610 深良

27 ㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

木村眼科
967-4611 原

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町

勝又歯科医院
989-4726 上土狩

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開始時間
　９月15日㈫▶18時〜、21日㈪▶９時〜
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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。 渡
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●乳幼児健康相談
　 14日㈪・28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
　 28日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ２日㈬　13時30分～15時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 28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
　 ７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
　 ９日㈬・25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
　 14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
　 ９日㈬　９時30分～11時
　 令和２年３月生まれの人
●１歳６か月児健康診査
　 15日㈫　12時30分～
　 平成30年11月１日～12月15日生まれの人
●３歳児健康診査
　 17日㈭　12時30分～
　 平成29年５月１日～６月15日生まれの人

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。


