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フォトグラフ

令和２年分年末調整

11月は年金月間／秋季全国火

災予防運動

無線放送戸別受信機のデジタ

ル化／岩波駅のバリアフリー

化が完了

税の滞納整理強化月間／放課

後児童室入室児童の募集

インフォメーション

図書館だより

救急協力医

裾野っ子／すこやかタウン
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　10月３日㈯、西小学校で運
動会が行われました。すっきり
と晴れた青空の下、児童たちは
精一杯駆けたり、練習を重ねて
きた鼓笛の演技を披露したりし、
見応えのある運動会となりまし
た。

笑顔でゴール
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　臼井さんは市猟友会長のほか、市有害鳥獣被害対策
実施隊の隊長も務めています。狩猟免許を取得して
50年ほどの経験を持つ臼井さんは、山の環境変化を
肌で感じています。「昔は山に入ればクマザサや下草
に覆われ、前が良く見えませんでした。今では、増え
すぎたニホンジカが新芽から食べ尽くしてしまうため、
下草がほとんどありません。このままでは山の自然が
失われ、土砂災害などが発生してしまうのではないで
しょうか」と警鐘を鳴らします。
　人里でも、有害鳥獣によ
る農作物被害が大きな問題
となっています。
　猟期は冬季の３カ月ほど
ですが、猟期外でも、市か
ら委託を受け実施する有害鳥獣捕獲やパトロール、県
によるニホンジカの個体数調整のための管理捕獲など
に協力しています。「安全には特に神経を使うので、
負担は大きいですが、放置することはできません。有
害鳥獣による被害拡大を防ぎ、大切な里山を守るため
に、猟友会が活動を行っていることを知ってほしいで
す。最近はジビエ料理などが注目されているので、捕
獲した動物の利活用を考えてほしいです」と訴えます。
　近年では、自ら田畑を守るなど
の目的でわな免許を取得する人が
増えつつあります。「皆さんも、
山で起こっている問題について少
しでも関心をもってもらえるとう
れしいです」と語ってくれました。

市猟友会　会長
臼井 省悟さん（70歳・御宿坂上）

山の自然環境を守るために

表紙　Front cover
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　第21回静岡県市町対抗駅伝競走大会が、12月５日㈯10時から行われ
ます。スタートの県庁からゴールの草薙陸上競技場までの42.195㎞を
12人の走者が力を合わせてタスキをつなぎます。当市のゼッケンナン
バー「８」に注目して、応援をお願いします。

監督コメント
　３年連続の入賞を目指します。選手は、
コロナ禍でも、所属チームや各自の練習
を継続し、実力をつけてきました。各年
代で区間上位に入れそうな選手が多く、
チーム力は安定しています。昨年は、市の部10位で
の入賞でした。今年は、前半から粘った走りをし、
チーム力で３年連続の入賞を目指します。
大会当日の応援は自宅で
　３密を避けるため、自宅で応援しましょう。テレビ
やラジオの中継、ホームページでライブ配信がありま
す。
市町対抗駅伝公式ホームページ
　コースの詳しいルートや各市町のチー
ム紹介、チームや選手への応援メッセー
ジを投稿できるページがあります。

コース紹介

区間 選手区分 距離

第１区 中学生・高校生（女子） 3.673㎞

第２区 小学生（男子） 1.903㎞

第３区 小学生（女子） 1.715㎞

第４区 中学生・高校生（女子） 3.549㎞

第５区 高校生（男子） 6.855㎞

第６区 40歳以上 3.911㎞

第７区 中学生（男子） 3.564㎞

第８区 中学生（女子） 3.020㎞

第９区 小学生 1.619㎞

第10区 一般（女子） 3.051㎞

第11区 中学生・高校生（男子） 4.310㎞

第12区 一般（男子） 5.025㎞

生涯学習課　992-6900

しずおか市町対抗駅伝
12/５㈯　10時スタート！

中学生女子中学生女子

葊瀬 梛
なぎ

(東中３年)
岡本 姫

ひ な の
渚乃

(東中３年) 
勝
す ぐ ろ

呂 遥香
(東中２年) 

片岡 華
(深良中１年) 

小学生男子小学生男子

秋山 龍之介
(西小６年)

鈴木 玲央
(富二小６年)

片岡 航
こうだい

大
(深良小５年)

小学生女子小学生女子

 菅沼 綾夏
 (須山小６年)

浦山 美咲
(千福が丘小５年)

高校生男子高校生男子

飯塚 厚
（浜松商業高３年）

髙沼 一
か ず さ

颯 
(藤枝明誠高３年)

窪田 悠
ゆ う と

人
(沼津東高２年) 

中学生男子中学生男子

関野 大
そ ら

空
(東中３年)

横山 漣
(富岡中3年) 

葊瀬 楓
（伊豆中央高２年）

高校生女子高校生女子 一般男子一般男子

山本 祥平
(市役所) 

山上 剛
た け し

史
(トヨタ自動車) 

一般女子一般女子

松村 幸栄 根上 真菜
（日本女子体育大学１年）

40才以上40才以上

山中嶋 秀和
（トヨタ自動車）

細川 陽平
（トヨタ自動車）

選手紹介

ヘッドコーチ：庄司 勝彦

監督：小林 進
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令 和 元 年 度  決 算 報 告
〜一般会計・特別会計および基金現在高・市債残高を報告します〜

一般会計・特別会計・決算総額

　令和元年度市の一般会計・特別会計を報告します。納められた税金や、国・県
からの補助金などがどのように使われたのかをお知らせします。

財政課
　995-1801

用 語 解 説
　歳入　自主財源　

市税▶︎市民税、固定資産税、軽自動車税など
繰入金▶︎基金の繰入金など
諸収入▶︎延滞金、預金利子、雑入、貸付収入
など

繰越金▶︎前年度の剰余金
その他▶︎分担金と負担金、使用料と手数料、
財産収入、寄付金など

　歳入　依存財源　

国庫支出金▶︎国から交付される補助金など
市債▶︎借入金
県支出金▶︎県から交付される補助金など
その他▶︎地方交付税、地方消費税交付金、地
方譲与税、利子割交付金など

　歳　出　

民生費▶︎障がい者や高齢者の福祉、保育園、
子育て支援、生活保護費など

土木費▶︎道路、河川、公園の維持・管理費など
教育費▶︎幼稚園や小・中学校、社会教育やス
ポーツなどの費用

衛生費▶︎病気予防やごみ処理などの費用
総務費▶︎庁舎や財産の管理、税金の徴収、戸
籍事務などの費用の返済金

公債費▶︎借入金の返済金
その他▶︎消防費、農林水産業費、労働費、商工
費、議会費、災害復旧費など

歳出

48.4%48.4%

6.4%6.4%
4.0%4.0%

26.4%26.4%

14.8%14.8%

14.9%14.9%
12.9%12.9%

10.5%10.5%

10.1%10.1%

10.4%10.4%

2.3%2.3%
1.8%1.8%

13.5%13.5%

10.5%10.5%

5.2%5.2%
7.9%7.9%

市税
104億3,113万円
市税
104億3,113万円

繰入金
13億7,944万円
繰入金
13億7,944万円

諸収入
8億5,982万円
諸収入
8億5,982万円

繰越金
3億9,292万円
繰越金
3億9,292万円

民生費
55億2,357万円
民生費
55億2,357万円

土木費
31億2,940万円
土木費
31億2,940万円
教育費
30億9,313万円
教育費
30億9,313万円

衛生費
26億9,910万円
衛生費
26億9,910万円

総務費
21億9,069万円
総務費
21億9,069万円

公債費
21億2,667万円
公債費
21億2,667万円

その他
21億7,147万円
その他
21億7,147万円

市債
22億5,660万円
市債
22億5,660万円

その他
17億2,367万円
その他
17億2,367万円

国庫支出金
28億9,702万円
国庫支出金
28億9,702万円

県支出金
11億1,593万円
県支出金
11億1,593万円

その他
4億7,734万円
その他
4億7,734万円

歳入
自主
財源
62.9%

自主
財源
62.9%

37.1%

依存
財源
37.1%

依存
財源
37.1%

歳出

48.4%48.4%

6.4%6.4%
4.0%4.0%

26.4%26.4%

14.8%14.8%

14.9%14.9%
12.9%12.9%

10.5%10.5%

10.1%10.1%

10.4%10.4%

2.3%2.3%
1.8%1.8%

13.5%13.5%

10.5%10.5%

5.2%5.2%
7.9%7.9%

市税
104億3,113万円
市税
104億3,113万円

繰入金
13億7,944万円
繰入金
13億7,944万円

諸収入
8億5,982万円
諸収入
8億5,982万円

繰越金
3億9,292万円
繰越金
3億9,292万円

民生費
55億2,357万円
民生費
55億2,357万円

土木費
31億2,940万円
土木費
31億2,940万円
教育費
30億9,313万円
教育費
30億9,313万円

衛生費
26億9,910万円
衛生費
26億9,910万円

総務費
21億9,069万円
総務費
21億9,069万円

公債費
21億2,667万円
公債費
21億2,667万円

その他
21億7,147万円
その他
21億7,147万円

市債
22億5,660万円
市債
22億5,660万円

その他
17億2,367万円
その他
17億2,367万円

国庫支出金
28億9,702万円
国庫支出金
28億9,702万円

県支出金
11億1,593万円
県支出金
11億1,593万円

その他
4億7,734万円
その他
4億7,734万円

歳入
自主
財源
62.9%

自主
財源
62.9%

37.1%

依存
財源
37.1%

依存
財源
37.1%

歳入総額 令和元年度：307億43万円
平成30年度：300億6,610万円

対前年度比　2.1％　６億3,433万円 

歳出総額 令和元年度：297億1,423万円
平成30年度：288億8,696万円

対前年度比　2.9％　８億2,727万円

歳入総額 令和元年度：215億3,387万円
平成30年度：209億1,717万円

対前年度比　2.9％　６億1,670万円

歳出総額 令和元年度：209億3,403万円
平成30年度：202億4,426万円

対前年度比　3.4％　６億8,977万円

収 支 令和元年度： 実質収支額 ３億5,211万円
 単年度収支額 ▲１億9,661万円
 実質単年度収支額 ▲９億5,085万円

●実質単年度収支▶︎単年度収支に基金積立な
どの黒字的要素を加算し、赤字的要素の財
政調整基金取り崩し額を減じた実質的な収
支額です。令和元年度は財源不足に対応す
るため財政調整基金から7億5,486万円取
り崩しています。

一 般 会 計
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歳
　
入

歳
　
出

■地方債と基金現在高

※地方債は家計に例えると借金に、
　基金は貯金にあたるものです。

令和元年度
現在高

平成30年度
現在高 増減額 市民1人あたり

地 方 債 192億　584万円 189億1,368万円 ２億9,216万円 37万４千円
基 金 67億8,543万円 78億4,430万円 ▲10億5,887万円 13万２千円
う ち 財 政 調 整 基 金 40億5,650万円 45億3,074万円 ▲４億7,424万円 ７万９千円
う ち 都 市 施 設 建 設 基 金 13億8,462万円 17億2,462万円 ▲３億4,000万円 ２万７千円
うち学校教育施設整備基金 ５億2,753万円 ７億2,588万円 ▲１億9,835万円 １万円

※住民基本台帳人口（令和２年３月31日現在）51,347人をもとに計算

■主要３基金（財政調整・都市施設建設・学校教育
　施設整備）の残高・取崩額推移

■地方債残高・地方債発行額・公債費の推移

令和元年度決算額 平成30年度決算額 対前年度比
国 民 健 康 保 険 50億7,530万円 51億6,202万円 ▲1.7% ▲8,672万円
後期高齢者医療事業 ５億6,089万円 ５億4,096万円 3.7% 1,993万円
介 護 保 険 34億3,161万円 33億5,394万円 2.3% 7,767万円
土 地 取 得 22万円 15万円 49% ７万円
十里木高原簡易水道 4,985万円 4,600万円 8.4% 385万円
墓 地 事 業 4,869万円 4,586万円 6.2% 283万円
合 計 91億6,656万円 91億4,893万円 0.2% 1,763万円

令和元年度決算額 平成30年度決算額 対前年度比
国 民 健 康 保 険 47億7,805万円 47億9,410万円 ▲0.3% ▲1,605万円
後期高齢者医療事業 ５億5,469万円 ５億3,677万円 3.3% 1,792万円
介 護 保 険 33億5,217万円 32億2,250万円 4% １億2,967万円
土 地 取 得 22万円 15万円 49.3% ７万円
十里木高原簡易水道 4,985万円 4,600万円 8.4% 385万円
墓 地 事 業 4,523万円 4,319万円 4.7% 204万円
合 計 87億8,021万円 86億4,271万円 1.6% １億3,750万円
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財政調整
都市施設建設
学校教育施設整備
主要３基金取崩額

年度

百万円（基金残高） 百万円（取崩額）

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

15,000
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17,000

18,000

19,000

20,000

年度

百万円（地方債残高） 百万円（地方債発行額・公債費）

地方債残高

地方債発行額

公債費（借入金の返済）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

※水道事業会計・下水道事業会計は７ページに掲載しています。

※平成21年度の基金（預金）残高は、全体で114億4,286万円でしたが、平成22年度から不足する財源を基金から取り崩して
賄っています。令和元年度の基金現在高は67億8,543万円で減少が進んでいます。

特 別 会 計

財産などの状況

　特集｜令和元年度 決算報告
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財政健全化比率・資金不足比率

財政の健全度を判断する４つの指標

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和元年度の健全化判断比率と資金不足比率を
公表します。各指標の数値は早期健全化基準と財政再生基準を大きく下回り、健全な財政運営を行って
います。

■令和元年度健全化判断比率
　健全化判断比率とは、市の標準財政規模の数値などを用いて、赤字や借金の比率を計算したものです。次の
４つの指標から財政の健全度が判断され、いずれかが一定の基準を超えた場合は新規の借り入れが制限される
などの制約があり、財政の健全化を図らなければなりません。

指標名 数値 早期健全化基準
（黄信号）

財政再生基準
（赤信号）

1．実質赤字比率 ―(黒字) 13.05% 20%
2．連結実質赤字比率 ―(黒字) 18.05% 30%
3．実質公債費比率 9.1% 25% 35%
4．将来負担比率 43.4% 350%

■令和元年度資金不足比率
　公営企業会計ごとの赤字が、事業の規模に対してどの程度であるかを示すものです。赤字は発生していない
ので数値はありません。

指標名 水度事業会計 下水道事業会計 十里木高原簡易
水道特別会計 経営健全化基準

資金不足比率 ―(黒字) ―(黒字) ―(黒字) 20%

１．実質赤字比率
　一般会計の収支が赤字となった場合の指標です。財
政運営の悪化の度合いを示します。家庭に置き換える
と「年間収支の赤字」が「１年間の給料」に対してど
のくらいの割合であるかを表したものです。赤字は発
生していないので数値はありません。

計算式：一般会計赤字額÷市の標準財政規模

２．連結実質赤字比率
　一般会計と国民健康保険などの特別会計すべての実
質収支の合計が赤字である場合の指標です。地方公共
団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示します。
赤字は発生していないので数値はありません。

計算式：全会計赤字総額÷市の標準財政規模

３．実質公債費比率
　「1年間のうちに借金返済に支出された額」の標準

財政規模に対する割合を表した指標です。資金繰りの
程度を示します。家庭に置き換えると「１年間の給
料」に対する「１年間の借金返済額」の割合を表した
ものです。

計算式：１年間の借金返済額÷市の標準財政規模

４．将来負担比率
　「特別会計、第３セクターまで含めた市の負債総額
から積立金などを引いたもの」の標準財政規模に対す
る比率を表した指標です。将来財政を圧迫する可能性
の度合いを示します。家庭に置き換えると「１年間の
給料」に対して「何年分の借金」があるかを表す指標
です。この指標が350％（標準財政規模の3.5年分）
を超えると「早期健全化団体」となります。
　　計算式：（負債残高総額－積立金等総額）÷
　　　　　　市の標準財政規模	

特集｜令和元年度 決算報告　
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　下水道事業会計は、下水道施設の維持管理を行うた
めの収益的収支と、新たな下水道施設の整備や既存施
設の更新を行うための資本的収支からなります。下水
道使用者が支払う下水道使用料は、下水道の維持管理
に充てられています。また、下水道管路の整備には多
額の経費が掛かるため、国からの補助金、企業債、一

般会計からの繰入金を財源としています。
　令和元年度に策定した経営戦略に基づき、より健全
な経営を目指します。豊かな自然を守り快適な生活環
境を生み出すために、下水道事業推進にご理解・ご協
力をお願いします。

上下水道経営課　995-1836

　水道事業会計は、収益的収支と資本的収支からなっ
ています。収益的収支とは、水道水をつくり家庭まで
送り届ける費用とその主な財源である水道料金などの
収入を表します。資本的収支とは、水道施設の更新や
配水本管の布設、企業債償還金などに必要な費用とそ
の財源で、収入は工事負担金などです。

　令和元年度に策定した経営戦略に基づき、中長期的
な展望を見据え、経費の削減に努めるなど効率的な経
営を行います。大切なライフラインを守り、安全で安
心な水を安定供給していくため、ご理解・ご協力をお
願いします。

上水道経営課　995-1836

令和元年度下水道事業会計決算報告
計画的かつ合理的な経営で経営基盤を強化

令和元年度水道事業会計決算報告
安全で安定した水道水を供給

※決算額に消費税は含まれていません。

資本的
支出

資本的
収入

支出合計 6億2,147万7,469円

収入合計 2,235万6,048円

5億9,912万1,421円

2億5,552万
1,446円

3億6,222万
3,787円

1,877万578円

42万9,393円

3,955万1,219円1億3,512万2,362円

収益的
支出

収益的
収入

支出合計 6億3,694万5,204円

収入合計 9億908万1,601円

1,974万円

7億3,440万8,020円

2億7,213万
6,397円

給水収益 その他長期前受金戻入額（非現金）

純利益
支払利息減価償却

建設改良費 企業債元金償還金 投資

その他
営業費用（減価償却以外）

不足額（損益勘定留保資金などで補てん）
負担金 補助金 その他 245万6,000円

16万48円

２億4,124万
8,589円 ３億円

8,022万8,880円

※決算額に消費税は含まれていません。

3億1,984万
3,966円

3億8,118万
7,149円

3億5,121万
8,000円

2億774万
8,250円

1億8,856万
9,924円

105万6,044円
1,756万51円

収益的
収入

収益的
支出

3億8,280万
3,936円

２億4,148万
9,608円

下水道使用料
長期前受金戻入額

他会計繰入金
その他

その他

1億520万8,859円

純利益
営業費用（減価償却費）

営業費用
支払利息

2億5,001万
7,000円

２億
2,040万円

8,607万
2,000円

504万4,380円

1億3,949万
7,735円

資本的
収入

資本的
支出

不足額（損益勘定留保資金などで補てん）
国庫補助金他会計出資金

企業債 その他

建設改良費 企業債元金償還

58万2,324円

収入合計 7億4,811万8,498円 収入合計 5億6,153万3,380円

支出合計 7億103万1,115円支出合計 7億3,055万8,447円
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Photograph

　市内では、本年度100歳を迎える人が７人います。
このうち、久根区の原としさんをお祝いするため、髙
村市長や婦人会長らが自宅を訪問しました。現在も毎
日畑仕事に出るという原さんは、花束やお祝い品を受
け取ると「こんなにお祝いしてくれてうれしいです」
と微笑みました。

　震度６弱の大規模地震災害を想定したモデル地区防
災訓練を生涯学習センターで実施しました。訓練には、
地元の遠道原区民や深良地区地域地震防災指導員、自
衛隊員、市職員など約150人が参加。感染症対策を考
慮した避難所開設手順や、避難者の受け入れ方法など
を体験しました。

特派員：小林 建次

　富岡第二小学校では、毎年５・６年生全員でリコー
ダーアンサンブルに取り組んでいます。この日は「風
の五重奏団」の小川正毅さんを招き、より専門的な指
導を受けました。小川さんは各パートの微妙な音ズレ
やバランスなどを的確に指摘。きめ細やかなアドバイ
スとともに、児童たちに音楽の魅力を伝えていました。

　県中学校総合体育大会駅伝東部地区予選会が市運動
公園の周回コースで開催され、男子28チーム、女子
20チームが出場しました。女子は裾野東中学校が優
勝、男子は富岡中学校が２位に入るなどの好成績を収
め、県大会への出場権を手にしました。本大会での活
躍が期待されます。

100歳の長寿をお祝い （９月23日）

感染症対策を考慮した避難所運営体験（10月４日）

プロの演奏者が演奏指導 （10月１日）

48チームが県大会出場を目指して競う（10月11日）

2020.11
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　令和２年分の年末調整の内容が大きく変わります。各種控除の見直し、所得金額調
整控除の新設など、主な改正点は以下のとおりです。勤務先で年末調整をする際はご
注意ください。

給与所得控除額、公的年金等控除額の引き下げ
　給与所得控除額と公的年金等控除額を一律10万円
引き下げます。また、給与所得控除の上限額を220万
円から195万円、上限適用額を1,000万円から850万
円に変更します。

給与等の収入額 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 その収入金額×40％−10万円
180万円超360万円以下 その収入金額×30％+８万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20％+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10％+110万円
850万円超 195万円

扶養親族などの範囲の変更
　上記所得控除の額の変更に伴い、以下の控除にかか
る本人の合計所得金額要件が変更されます。
　●同一生計配偶者及び扶養親族控除▶︎48万円以下
　●配偶者特別控除▶︎48万円超133万円以下
　●勤労学生控除▶︎75万円以下
基礎控除額の変更
　基礎控除額を一律10万円引き上げます。ただし、
合計所得金額が2,400万円を超える人は、合計所得に
応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える人は基礎
控除が適用されなくなります。

所得金額調整控除の新設
　給与などの収入金額が850万円を超える人で、本
人・同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害
者である、もしくは23歳未満の扶養親族がいる人は、
給与などの収入金額（1,000万円を超える場合は
1,000万円）から850万円を控除した額の10％が給与
所得から差し引かれます。

給与所得と年金の所得のある人の所得金額調整控除
　給与所得と年金の所得の両方がある人で、２つの所
得の合計が10万円を超える人は、給与所得（上限10
万円）と年金の所得（上限10万円）の合計額から10
万円を控除した残額が給与所得から差し引かれます。
その他の変更
配偶者特別控除／本人が配偶者控除を受けている場合、

その配偶者が配偶者特別控除を受けることができな
くなりました。

ひとり親控除／婚姻歴の有無にかかわらず、現在婚姻
していない人で、子を扶養していて、合計所得が
500万円以下であれば控除を受けられるようになり
ました。

提出前にご確認を
同じ人物を２人以上が扶養にとることはできません
　夫婦で同じ人物を扶養しているとして年末調整をし
てしまうなど、扶養対象者が他の人と重複するとあと
から住民税や所得税の追加納付が発生することがあり
ます。
2020年中に支払いを受けた給与は全て年末調整
　転職などで同じ年内に複数の会社などから給与の支
払いを受けている場合は、その前職分も合わせて勤務
先に提出してください。全ての給与を合算しないと正
しい税額が計算できません。
記載事項は漏れ、誤りなく記載
　本人の生年月日や扶養している家族のマイナンバー
の記載がないなど、必要な情報が足りないと正しく課
税ができません。

給与
▲10万円

＋10万円

給与所得控除などから
基礎控除へ振替

（×税率）必要経費

給与所得控除

基礎
控除など

▲10万円
公的年金等控除公的年金など

フリーランス、
請負、起業
などによる
収入

※給与所得と年金所得の双方を有する人は、片方に係る控除のみが減額
　されます。

税
額

税務課
　995-1810

令和２年分年末調整
内容が変更になります

沼津税務署からのお知らせ
令和２年分年末調整等説明会開催中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止およ
び参加される皆さんの安全を考慮し、例年実施し
ていた年末調整等説明会は開催を中止します。
　ご不明な点は、沼津税務署へお問い合わせくだ
さい。

沼津税務署法人課税第６部門
　922-1560（内461）
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　国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一の
ときにも心強い味方となる制度です。あなたの備えは
大丈夫ですか。

国民年金加入者の種類と保険料の納め方
　日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年
金に加入することが法律で義務付けられています。就
職や退職で被保険者区分が変わる場合は、市役所で手
続きが必要です。

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

加入者
学生や事業者
などとその配
偶者

会社員、公務
員など（厚生
年金加入者）

第２号被保険
者に扶養され
ている配偶者

保険料
の納付

月額16,540
円。自身で納
付する必要が
あります。

本人負担分が
給料から天引
きされ、勤務
先が納付しま
す。

配偶者の加入
している制度
から負担され
ます。

保険料の納付が困難なとき
　学生納付特例、納付猶予、免除の各制度を活用しま
しょう。ただし、納める保険料が少なくなると、受け
取れる年金も少なくなってしまうのでご注意ください。
日本年金機構では保険料の収納業務を民間委託
民間委託業者／㈱バックスグループ
　 0800-6000-600
ねんきんネットで自分の年金記録を確認
　11月30日（いいみらい）は「年金の日」です。こ
の機会にねんきんネットで自分の年金記録や受給見込
み額を確認し、将来の生活設計を考えてみませんか。

㈪～㈮▶︎８時30分～17時15分　※㈪のみ19時まで
　第２㈯▶︎９時30分～16時

年金定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
　0570-058-555

国保年金課　995-1813

　11月９日㈪から15日㈰までの７日間、秋季火災予
防運動が行われます。火災が発生しやすい時季に、火
災予防思想の一層の普及と火災発生の防止を行い、逃
げ遅れなどによる死者の減少と、財産の損失を防ぐこ
とを目的としています。

住宅防火　いのちを守る７つのポイント
３つの習慣
●寝たばこは、絶対やめる
●ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用

する
●ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消

す
４つの対策
●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置す

る。警報器が古くなると故障などで火災を感知しな
くなる場合があるので、10年を目安に交換する

●寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、

防炎品を使用する
●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器など

を設置する
●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所

の協力体制を作る
消毒用アルコールの取り扱い
　消毒用アルコールは火気により引火しやすく、発生
する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいた
め、取り扱いには注意が必要です。
消毒用アルコールの安全な取り扱い
●火気の近くで使用しない
●容器に詰め替えるときは通気性の良い場所や換気が

行われている場所で行い、容器にアルコールである
ことや「火気厳禁」などの注意事項を記載する

●密閉した場所で多量の噴霧は避ける
●直接日光が当たる場所や高温となる場所を避けて保

管し、破損防止を講じる
富士山南東消防本部予防課　972-5802

自分の年金加入状況を確認しましょう
11月は年金月間

その火事を　防ぐあなたに　金メダル
11/9㈪～15㈰は秋季全国火災予防運動を実施
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　 市では、防災行政無線のデ
ジタル化更新作業を進めていま
す。その一環で、本年度から、
市で貸し出しを行っている無線
放送戸別受信機の更新を順次行っていきます。更新は、
地域の受信状況などを考慮しながら行いますので、全
ての世帯の更新が完了するのは、令和10年度の予定
です。

デジタル化で変わること
　デジタル方式の無線放送戸別受信機は、以下の特徴
があります。
●録音機能が追加されます。
●簡易中継局や再送信子局の設置で受信状況が向上し

ます。
●雑音に強く、信号誤りがおきにくくなります。
更新予定の世帯などには事前に通知
　更新予定の世帯や事業所などには、事前に通知しま

す。市から依頼を受けた業者が伺います。その際、受
信状況確認のため、建物内に入らせていただく場合が
ありますので、ご協力をお願いします。更新時に、古
い戸別受信機は回収します。
本年度更新台数／1,400台
今までの受信機は使えなくなるのですか
　全ての戸別受信機の更新が完了するまでの間は、ア
ナログ波・デジタル波を併用して運用しますので、引
き続き使用してください。
故障かなと思ったら
　雑音がしたり、放送が入らないときがあったりする
場合は、電波の状況が悪くなった可能性があります。
次のことを試し、放送を聞いてみて、状況が変わらな
ければ受信機を戦略広報課へお持ちください。
●アンテナを真上または真下に立てる
●コンセントを挿す場所を変え、置き場所を変える

戦略広報課　995-1802

　岩波駅を利用する人が、安全・快適に利用できるよ
うに、市とJR東海が行っていたバリアフリー化工事
が11月下旬に完了します。

エレベーターは11月下旬に使用開始
　下りホームのバリアフリー化で行っていたエレベー
ター設置は、11月下旬に完了・使用開始の予定です。
岩波駅の整備
　令和元年度に使用を開始した新駅舎と新上りホーム
は、予定していた整備を本年度中に完了予定です。平
成29年度から４年間にわたり整備へのご協力ありが
とうございました。
これまでの経緯（主なもの）
平成29年度 整備開始
令和元年度 新駅舎、新上りホーム
 市休憩所使用開始
令和２年度 エレベーター使用開始、整備完了

▲エレベーター用上空通路イメージ

▲岩波駅概略図
みらい政策課　995-1804

無線放送戸別受信機のデジタル化
本年度から貸与中の無線放送戸別受信機を順次更新

岩波駅のバリアフリー化が完了します！
エレベーターを設置
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　税金は、私たちが安心して暮らせるまちづくりに欠
かせない公共サービスや公共事業を行うための貴重な
財源です。税金の滞納は、納期内に納付している多く
の納税者との公平性を欠きます。
　11月・12月を「税の滞納整理強化月間」と定め、
税の徴収強化に取り組みます。

滞納者の財産は差し押さえられます
　税金が納期限内に納付され
ない場合、本来の税額と延滞
金を合わせ、未納をお知らせ
する督促状などを送付します。
市では、事情なく納付しない
滞納者に対して、給与、年金、
売掛金、預金、生命保険、不
動産、自動車、家電製品、貴
金属などの財産を差し押さえ
る滞納処分を行っています。

納期限内に納付を
　納められた税金は、教育や福祉、施設の整備など、
市民の皆さんが安心して暮らしていける環境づくりに
使われます。税金を滞納すると、市の財政を圧迫し、
行政サービスの提供に支障をきたすことがあります。
未納とならないように、納期限内の納付をお願いしま
す。
納税に困ったら早めに相談を
　火災や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失
業などのやむを得ない事情で納期限までに納付ができ
ない場合は、直接または電話でご相談ください。日中
に相談できない人のために、夜間納税相談を実施して
います。
夜間納税相談／毎月第１・第３水曜日19時まで（祝

日、年末年始を除く）
税務課　995-1811

　令和３年度放課後児童室の入室児童を募集します。
入室を希望する児童の保護者は、期限内に入室申込書
などを提出してください。

令和３年度に市内の小学校に通学する保護者が勤務
などで放課後に面倒が見られない児童
入室を希望する各放課後児童室で入室申込書などを

受け取り、必要事項を記入し提出してください。
12月１日㈫～18日㈮
●入室の可否は令和３年１月～２月中旬に決定しま
す。●児童説明会・オリエンテーションを令和３年
３月初旬に開催します。
教育総務課　995-1837

税金は納期限内に納めましょう
11月・12月は税の滞納整理強化月間

令和３年度放課後児童室入室児童の募集
入室の申し込みは12/1㈫から

滞納処分の流れ
納税通知書の発送

▼
納税の督促

▼
財産の差し押さえ

▼
滞納市税に充当

放課後児童室名 電話番号 場所 定員
東小学校放課後児童室 992-4282 学校校舎内 135人
向田小学校放課後児童室 993-7400 学校敷地内 15人
西小学校放課後児童室 992-5580 学校敷地内他 120人
南小学校放課後児童室 993-6556 学校敷地内他 75人
深良小学校放課後児童室 992-7336 学校校舎内他 55人

富岡第一小学校放課後児童室 997-1116 学校校舎内他 60人
富岡第二小学校放課後児童室 090-1412-0534 呼子集会所 15人
千福が丘小学校放課後児童室 992-4300 学校校舎内 40人
須山小学校放課後児童室 998-0066 学校敷地内 25人
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Information

おしらせ
新成人祝賀駅伝大会の中止
　令和３年１月10日㈰に予定さ
れていた新成人祝賀駅伝大会は、
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止します。

生涯学習課　992-6900
ふれあい広場・ふれあい消防広場
の中止
　11月15日㈰に予定されていた
ふれあい広場・ふれあい消防広場
は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。

社会福祉協議会　992-5750
　富士山南東消防本部裾野消防署
　995-0119
市民無料相談

11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▶︎行政に対する意
見・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

Jアラート緊急地震速報全国訓練
　Ｊアラートを活用した「緊急地
震速報全国訓練」が行われます。

11月５日㈭　10時ごろ
自動起動で広報無線の屋外ス
ピーカーや戸別受信機から訓練
放送を流します。
気象状況などで、訓練用の緊急
地震速報発表を急きょ中止する
ことがあります。
危機管理課　995-1817

地震防災強化月間
　県では、毎年11月を地震防災
強化月間、12月第１日曜日を地
域防災の日と定めています。日頃
から家庭内の家具の固定や窓ガラ
スの飛散防止、非常時持ち出し品
を確認しましょう。

本年度の地域防災訓練は、新型
コロナウイルス感染症の影響で
実施しない区や役員のみで実施
する区があります。詳しくは、
各区の自主防災会にお問い合わ
せください。
危機管理課　995-1817

しずおか・みんなで子育て応援
11月１日㈰～30日㈪
期間中、キャンペーンサイトで
「ふじさんっこ応援隊」の活動
動画を公開します。しずおか子
育て優待カードに協賛している
店舗や施設からのプレゼントが
当たる買い物キャンペーンも実
施します。
県健康福祉部こども未来課　
054-221-3485
　

県最低賃金
　県の最低賃金は時間額885円で
す。特定の産業には特定（産業
別）最低賃金が定められています。

静岡労働局賃金室
　054-254-6315
子供・若者育成支援強調月間
　11月は、県子供・若者育成支
援強調月間です。期間中は、家庭
や学校、職場、地域社会が一体と
なって青少年健全育成の充実を図
る活動を行います。市では、青少
年声掛け運動の推進をしています。
活動に賛同した人には生涯学習課
で声掛け運動実行章（バッジ）を
お渡しします。

生涯学習課　994-0145
裾野吹奏楽フェスティバル2020
　市内の小・中学校、高等学校の
吹奏楽部による演奏会です。どな
たでも来場できます。

11月14日㈯　13時～
　※開場▶︎12時～

市民文化センター大ホール
1,156人　※定員に達した場合
は入場できません。

出演団体／深良小学校、東中学校、
西中学校、富岡中学校、裾野高
等学校
生涯学習課　994-0145

国保高齢受給者証交付会
　12月１日㈫から対象となる人
に、受給者証を交付します。

11月26日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和25年11月２日～12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

ふじさんっこ
子育てナビ

キャンペーン
特設サイト

　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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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。

12月24日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
12月10日㈭

国保年金課　995-1813
狩猟期間は３月15日㈪まで
　「わな」や「猟銃」などを使用
した狩猟が３月15日㈪まで行わ
れます。入山する人は、目立つ色
の服を着用し、ラジオや鈴などの
音が鳴るものを携帯して声を出し
て歩くなど、自分の存在を周囲に
知らせるようにしてください。

県自然保護課　054-221-3332
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70歳以上
の人で、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。

　静岡トヨペット裾野店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
令和３年２月28日㈰
予算がなくなり次第終了します。
社会福祉課　995-1819

母子父子寡婦福祉資金貸付制度
　県では、ひとり親家庭や両親の
いない子どもが高校や大学、専門
学校などに進学するために必要な
資金の貸付を行います。

20歳未満の子どもを扶養して
いる母子家庭の母や父子家庭の
父、両親のいない児童など

修学資金／高校以上に修学するた
めに必要な授業料、教材費、交
通費など

就学支度資金／高校や大学、専門
学校などの入学時に必要な被服
や履物などの購入費
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。
11月９日㈪～12月18日㈮
申請後、面接を行います。
子育て支援課　995-1841

令和３年 成人式
　対象の人には、11月中旬に案
内状と入場券を送付します。届か
ない人は、ご連絡ください。当日
は入場券に必要事項を記入し、お
越しください。

令和３年１月10日㈰
　●東・富岡地区▶︎10時～
　※受付▶︎９時30分～
　●西・深良・須山地区▶︎12時

30分～　※受付▶︎12時～
市民文化センター大ホール
平成12年４月２日～平成13年
４月１日に生まれた人で、市に
住民登録をしている人または市
内の中学校を卒業し、市外に住
んでいる人
●必ずマスクを着用してお越し
ください。●都合によって該当
地区の部に参加できない人は、
他の地区へ参加できます。
生涯学習課　994-0145

教室・講座
冬の野鳥観察会
　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

12月13日㈰　９時30分～12時
富士山資料館周辺

　※集合▶︎富士山資料館
小学４年生以上の人
富士山資料館周辺に生息する野
鳥を観察します。
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滝道雄さん（日本野鳥の会東富
士副代表）、大西晃さん（裾野
野鳥を守る会代表）
300円
必須▶︎防寒着、飲み物

　任意▶︎双眼鏡、カメラなど
●参加者は第２駐車場をご利用
ください。●雨天の場合は、９
時30分から11時まで富士山資
料館内で学習会を行います。

　●新型コロナウイルス感染症対
策のため、マスクを着用し事前
に健康チェックをしてお越しく
ださい。
富士山資料館　998-1325

歴史探訪講座
11月29日㈰

　９時30分～12時ごろ
発着場所／東西公民館会議室

約３キロメートルのウォーキン
グができる人
15人（先着順）
柏木屋敷などの史跡を訪ねます。
井上輝夫さん（県文化財保護指
導員）
大人200円、高校生以下100円
水分補給ができるもの、汗拭き
タオル、雨具、参加費など
11月７日㈯～22日㈰
●ウォーキングができる服装で
お越しください。●雨天時は座
学の講座を行います。
東西公民館　992-6677

家族のための精神保健福祉講座
①12月４日㈮　14時20分～

　16時30分②12月18日㈮　13
時30分～15時30分
①市役所４階401会議室

　②市役所地下会議室A
東部保健所管内に住んでいて、
働いている、こころの病気（主
に統合失調症）を抱えている家
族の人
11月27日㈮
Zoomによるリモート講座です。

東部保健所福祉課
　920-2087
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～

12月19日㈯  13時30分～16時
生涯学習センター学習室１
20人　※先着順
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。
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。
市民活動センター　950-8875

992-4047
scenter@machitera.jp

募　集
陸上自衛隊高等工科学校採用試験

推薦▶︎令和３年１月10日㈰・
11日㈪の指定する１日

　一般▶︎令和３年１月23日㈯
中学校を卒業（見込みを含む）
した17歳未満の男子
推薦▶︎11月30日㈪

　一般▶︎令和３年１月６日㈬
推薦には、中学校長などの推薦
などが必要です。

自衛隊三島募集案内所
　989-9111
ファミリーサポート事業
まかせて会員
　ファミリーサポート事業は、子
育てを応援したい人「まかせて会
員」と子育てを応援してほしい人
「おねがい会員」、どちらも活用し
たい人「どっちも会員」が、育児を
助け合うボランティア活動です。
「まかせて会員」を募集していま
す。サポートできる時間によって
規定の報酬（１時間600円）を受
け取れます。資格や経験は特にい
りません。

子育て支援課　995-1841

お知らせ
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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
申込方法　 申込期限・申込期間　 その他　 問い合わせ　 FAX　 住所　 Mail　 Web　

納付期限：11月30日㈪
国民健康保険税 第５期分

介護保険料 第５期分

後期高齢者医療保険料 第４期分

11月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

１日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

３日㈫ 杉山産業
☎992-1131

７日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

８日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

14日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

15日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

21日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

22日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

23日㈪ ㈲富士設備
☎997-1507

28日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

29日㈰ 工管設
☎993-1603

※工事・修理は有料

11月の水道工事当番店

人口 51,346人
男性 26,119人　女性 25,227人

人口統計　10 月１日現在募　集
ベネフィ駿東 会員
　ベネフィ駿東は、裾野市、御殿
場市、長泉町、小山町で働く人に
福利厚生を提供する公益財団法人
です。
　11月30日㈪までは会員拡大
キャンペーン中のため、入会金が
半額になります。

●事業所入会▶︎２市２町の中小
企業に勤務する人と事業主

　●個人入会▶︎２市２町に住んで
いて、中小企業に勤務する人と
事業主（企業の所在地は２市２
町内外を問いません）
●提携施設サービス▶︎商店や遊
園地など約170施設の利用料金
の割引、補助券の発行●イベン
ト事業▶︎日帰りバスツアーやゴ
ルフ大会などのイベントへの会
員料金での参加●給付事業▶︎慶
弔金支給や人間ドック費用の助
成
●入会金▶︎１人につき500円
（ キ ャ ン ペ ー ン 期 間 以 降 は
1,000円）●会費▶︎１人につき
月額1,000円
ベネフィ駿東　0550-87-7575

　産業振興課　995-1857

青少年育成市民会議研修会
テレビ寺子屋公開録画

12月12日㈯　13時20分～
生涯学習センター

　３階学習ホール
170人（先着順）
田中ウルヴェ京さん（ソウル五
輪シンクロナイズド・スイミン
グ・デュエット銅メダリスト）
参加を希望する人は、生涯学習
課へ直接または電話でお申し込
みください。
11月９日㈪～30日㈪
生涯学習課　994-0145

富士山すそのみんなのバーチャル
マラソン
　（一財）東京マラソン財団と連
携して実施する、オンライン形式
でのマラソン大会です。
　条件を満たした参加者には、す
そのん賞や参加特典を贈呈します。

12月13日㈰　※スタート▶︎８
時、フィニッシュ▶︎16時
参加を希望する人は、
市公式ウェブサイト
からお申し込みくだ
さい。
産業振興課　995-1825
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図書館利用者

田中 朝
あ さ ひ

陽さん（12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

11月休館日　２日㈪・９日㈪
16日㈪・24日㈫・26日㈭・30日㈪休館日

11月

一般書
	 ●もう、聞こえない　著：誉田哲也　幻冬舎

	 ●地霊都市　東京第24特別区　著：嶺里俊介　KADOKAWA

	 ●CAボーイ　著：宮木あや子　KADOKAWA

	 ●デス・レター	Death	Letter　著：山田正紀　東京創元社

	 ●ようこそ北斎の世界へ　英訳付
	 	 著：日野原健司　東京美術

児童書
	 ●さぐろう生物多様性　身近な生きものはなぜ消えた？
  著：岡崎務　PHP研究所

	 ●秘密に満ちた魔石館　２
  著：廣嶋玲子　絵：佐竹美保　PHP研究所

	 ●これがぼくらにぴったり！
  え：アーノルド・ローベル　さく：アン・ローズ　好学社

	 ●あつかったらぬげばいい
  著：ヨシタケシンスケ　白泉社

	 ●梨の子ペリーナ　イタリアのむかしばなし
  絵：酒井駒子　BL出版 

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
なんだかんだ名探偵
作者：杉山 亮　出版社：偕成社
　この本は、意外な所に犯人の手掛かりが
あります。犯人探しをすると、自分も探偵
になった気分で読めるのでおすすめです。

ファーストブック・セカンドブック
 18日㈬ ９時〜12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 25日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室・
   文化センター図書室

読書週間展示
 〜14日㈯  本館１階入口
   展示コーナー

リサイクルブックコーナー
７日㈯〜28日㈯ 本館１階玄関ホール

ビブリオトーク
 28日㈯ 14時〜15時 本館２視聴覚室

映画会
 20日㈮　17時30分〜19時29分

文化センター多目的ホール
150人

７日㈯９時から本館と文化センター図書室
　に直接または電話でお申し込みください。
上映作品／アイネクライネナハトムジーク

親子手づくり教室
クリスマスカードを作成します。
 12月５日㈯　13時30分〜15時

本館２階展示室
15人（先着順）
21日㈯９時〜12月３日㈭17時

行事予定
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救急協力医 November11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 ㈰

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 守重医院 931-2511 我入道
江川

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

田沢医院 962-1205 大手町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

2 ㈪ さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

3 ㈫

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

望星第一クリニック 922-0222 柳町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

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

4 ㈬ 旭医院 966-0031 原 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 田中医院 921-2053 高島町

5 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

6 ㈮ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

7 ㈯ 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

8 ㈰

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 西方外科医院 921-1333 共栄町

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 西村医院 971-6510 下土狩

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

9 ㈪ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 香貫医院 931-2465 本郷町 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 東医院 921-5520 高沢町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

11 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 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

12 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

13 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

14 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

15 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

森岡医院 962-1084 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田

16 ㈪ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 五十嵐クリニック 934-6700 志下 田中医院 921-2053 高島町

17 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

18 ㈬ 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 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

19 ㈭ あきやまクリニック 986-6000 下土狩 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

20 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 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

21 ㈯ 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 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘
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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 白石医院 951-4593 市道町

岩渕内科医院 951-4579 添地町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

かとう内科医院 946-5562 大岡 酒井医院 966-1755 今沢

23 ㈪

いずみ内科クリニック 993-4760 茶畑 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇

※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

きせがわ病院 952-8600 大岡 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

24 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 大沢医院 931-1019 御幸町 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

25 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

27 ㈮ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 金元整形外科医院 924-0112 松長 田中医院 921-2053 高島町

28 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 東医院 921-5520 高沢町 西村医院 971-6510 下土狩

29 ㈰

おぐち医院 992-6611 深良 遠藤クリニック 975-8801 久米田

こんどうクリニック 925-2420 岡宮 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

30 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 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

１㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

せき歯科クリニック
981-2633 的場

３㈫ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町

タケダ歯科医院
989-3638 本宿

８㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

15 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

はとり眼科
987-6789 中土狩

岩端医院
962-1368 大手町

さなだ歯科医院
997-2100 御宿

22 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

三島総合病院
975-3031　　 谷田藤久保

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

23 ㈪ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

杉沢歯科医院
975-4618 柿田

29 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

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
　11月17日㈫・24日㈫▶︎18時〜、23日㈪▶︎９時〜
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すこやかタウン1111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。 梁瀬 稟

り こ
心さん

（２歳11カ月・金沢）

栗原 澪
みお

さん
（２歳11カ月・矢崎）

今井 一
い っ き

喜さん
（３歳・堰原）

稲垣 圭
けい

さん
（３歳・今里上）

2020
年

 11
月

号
N

O
.1393

●乳幼児健康相談
　 ９日㈪・30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
　 30日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 11日㈬　９時30分～10時45分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 16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
　 ２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
　 11日㈬・27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
　 ９日㈪・26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
　 11日㈬　９時30分～11時
　 令和２年５月生まれの人
●１歳６か月児健康診査
　 17日㈫　12時30分～
　 平成31年２月１日～３月15日生まれの人
●３歳児健康診査
　 19日㈭　12時30分～
　 平成29年８月１日～９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。


