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　11月８日㈰、深良の夜空に
花火が上がりました。花火は、
深良用水通水350年を記念して
先人への感謝と悪疫退散の願い
を込めて、打ち上げられたもの
です。主催者が、350発の10
倍返しと表した3,500発の花火
を見上げる市民の姿が各地で見
られました。

秋の夜空に花火が満開
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　手書きの文字と柔らかいタッチのイラストで作る室
伏さんの“お便り”は、クイズや雑学、季節の話題な
ど、つい誰かに話したくなる記事が紙面を飾ります。
　最初のお便りは2010年５月、役員を務めていたシ
ニアクラブ『公文名たすとクラブ女性部』で、会員同
士のつながり作りを目的にTaSuToだよりとして発行
しました。お便りは会員同士の話題になり、弾む会話
の中から次のお便りの記事となる仲間の特技や特長を
見つけることができました。2019年３月に役を退任
するまでに発行したお便りは、103を数えました。
　退任後、市の講座で新聞づくりを学び、2020年２
月にYoKoだよりとして再び発行しました。友人や自
身が参加したイベントなどで配布すると評判が口コミ
で広がり「自宅
まで取りに来た
人がいたときは
嬉しかったで
す」と話します。
　「とにかく書
くことが好き。
私なりに続けて
いきます」と話す室伏さん。記事のネタがメモされた
ノートをもとに、約１時間で書き
上げられるお便りは、今後も人を
つなぎ続けます。
　YoKoだよりは、市民活動セン
ターで配架しています。

YoKoだより編集者
室伏 楊子さん（78歳・公文名三）

人をつなぐ、手書きの“お便り”

表紙　Front cover
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　新型コロナウイルス感染症に関するニュースが毎日のように流れたり、記録的な猛
暑が続いたりと、異例ずくめとなった2020年。これらの出来事によって、市民の皆
さんの生活は大きく変化したことと思います。
　当市では、市内の賑わいを取り戻すため、プレミアム付商品券の発行やドライブス
ルー形式での飲食物の販売イベントが行われました。次ページでは、この１年の当市
での出来事を写真とともに振り返ります。

特 集   裾 野  こ の １ 年

戦略広報課　995-1802
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　 特 集   裾 野  こ の １ 年

　新春に行われた新年賀詞交歓会では、東京オリンピックの開催やトヨタ自動車
が発表した未来都市「ウーブンシティ―」構想で大いに盛り上がり、輝かしい新
春のスタートを祝いました。
　その後、予測不能な新型コロナウイルス感染症拡大によって、あらゆる日常生
活の転換が余儀なくされました。しかし、商工会755人の会員は、この厳しい経
済状況にもめげず自助・共助の精神を失うことなく、新しい年に希望を託し活動
し続けます。

１月
1日	 第45回深良地区元旦マラソン・駅伝大会①
12日	 第63回新成人者祝賀駅伝大会、成人式、
	 消防出初式
17日	 谷口浩美氏特別講演会「オリンピアンが語る私
	 の陸上人生〜こけたって立ち上がれ！〜」
23日	 スソビズ	女性起業家・経営者プレゼン大会
25日	 すそのロケフェスタ2020

２月
12日	 南富士山産業連携研究会	FCRUM（フクラム）
	 設立・キックオフイベント
13日	 災害時における学習活動支援に関する協定
19日	 富士山の日記念講演会

３月
2日	 深良用水350周年記念壁画披露
5日	 新特産物試験栽培に関するパートナーシップ
	 協定締結式
22日	 栄橋開通式②

４月　
20日	 中央公園五竜の滝付近でこいのぼり掲揚
	 （〜５月20日）　　

５月
1日	 みらい都市セミナー　
20日	 一般社団法人コード・フォー・ジャパンとの
	 みらい都市づくりに関するパートナーシップ
	 協定締結式

６月
２日	 富士山資料館	企画展「ふるさと富士山芸術展」
	 （〜28日）
24日	 第一生命保険株式会社との裾野市地方創生に
	 関するパートナーシップ協定締結式③

①①

②②

③③

商工会の皆さん
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　 特 集   裾 野  こ の １ 年

　春先のコロナ禍によって市主催イベントは９月末まですべて中止となり、夏ま
つり大花火大会などが中止となりました。また、毎年中央公園には、観光ツアー
で約250台の大型バスが来ていましたが、今年は大きく減少しました。協会事務
所はコロナ対策として、売り場スペースを大幅に整理し、飛

ひまつ
沫拡散防止などに努

めています。
　来年は、広域連携による富士山麓活動に参画し観光PRを進めると共に、コロ
ナ対策をしっかり行い協会員の皆さんと一緒に各種イベントを進めていきます。

７月
22日	 下和田区・呼子区地区体育館落成式
29日	 すそのんプレミアム付商品券販売
	 （〜10月15日）④

８月
5日	 PayPay株式会社とのキャッシュレス化推進に関
	 する包括連携協定締結式
　　　株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの包括連
	 携協定締結式
7日	 ミライエート御宿造成工事起工式
27日	 明治安田生命保険相互会社との包括連携協定
	 締結式

９月
13日	 第45回裾野牧水祭　
28日	 三井住友海上火災保険株式会社との包括連携協定
	 締結式

10月
2日　沼津工業高等専門学校との包括連携に関する協定
	 締結式
25日	 TOYOTA	GAZOO	Racingラリーチャレンジ
	 in	富士山すその2020⑤
28日	 市民芸術祭（〜11月8日）⑥
29日	 国立大学法人静岡大学との包括連携に関する
	 協定締結式

11月
13日	 すその高齢者施設芸術祭（〜18日）
28日	 JR岩波駅エレベーター等竣工記念内覧会

12月
5日	 第21回静岡県市町対抗駅伝競走大会
11日	 静岡県トヨタグループ各社（9社）との包括連携
	 協定締結式

④④

⑤⑤

⑥⑥

観光協会の皆さん
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特
　
集

令 和 ２ 年 度

裾 野 市 の 財 政 状 況

一 般 会 計
予 算 額　294億9,288万円
収入済額　150億　　94万円
支出済額　147億2,045万円

※構成比は費目ごとに算定し、端数調整した後合計しており、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２年度歳入・歳出予算について、９月30日現在の執行状況などを掲載
します。

財政課
　995-1801

用語解説

市�税▶市民税、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

(消費税10%のうち2.2%分)の

1/2を人口・従業者数に基づき

各市町に分ける交付金

国庫、県支出金▶国、県から交付

される補助金など

民�生費▶高齢者・障がい者・子ど

もの福祉などに要する費用

土�木費▶道路、河川、公園の維持

管理などに要する費用

教�育費▶幼稚園・小·中学校の維

持管理や、文化・スポーツの振

興、生涯学習などに要する費用

衛生費▶健康増進、環境衛生、ご

み処理などに要する費用

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、

交通安全対策などに要する費用

公�債費▶市債などの元金・利子の

償還に要する費用
市税の
負担状況

１人当たり95,902円　１世帯当たり224,808円
 (法人市民税を除く)
※令和２年９月30日現在の人口51,346人、世帯数    

21,904世帯で計算

歳入

歳出

37.5%37.5%

16.7%16.7%

11.5%11.5%

8.1%8.1%

6.2%6.2%

41.7%41.7%

7.5%7.5%
8.3%8.3%

40.1%40.1%

4.7%4.7%

0.7%0.7%

1.1%1.1%

15.9%15.9%

市税
56億2,637万円
(100億5,870万円)

市税
56億2,637万円
(100億5,870万円)

民生費
24億5,233万円
（57億3,214万円）

民生費
24億5,233万円
（57億3,214万円）

土木費
16億8,802万円
(42億4,592万円)

土木費
16億8,802万円
(42億4,592万円)

教育費
11億9,798万円
（41億4,714万円）

教育費
11億9,798万円
（41億4,714万円）

その他
12億2,478万円
（26億8,571万円）

その他
12億2,478万円
（26億8,571万円）

衛生費
９億1,812万円
(27億7,508万円）

衛生費
９億1,812万円
(27億7,508万円）

総務費
61億3,390万円
(76億8,284万円）

総務費
61億3,390万円
(76億8,284万円）

公債費
11億532万円
（22億2,405万円）

公債費
11億532万円
（22億2,405万円）

諸収入
１億4,832万円
(９億7,963万円)

諸収入
１億4,832万円
(９億7,963万円)

※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 50.9%】
※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 50.9%】

※内特別定額給付金事業
　51億2,000万円
　（52億円）

※内特別定額給付金事業
　51億2,000万円
　（52億円）

※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 49.9%】
※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 49.9%】

その他
23億9,793万円
(63億4,713万円)

その他
23億9,793万円
(63億4,713万円)

県支出金
１億616万円
(11億5,696万円)

県支出金
１億616万円
(11億5,696万円)

地方消費税交付金
７億43万円
（13億9,430万円）

地方消費税交付金
７億43万円
（13億9,430万円）

国庫支出金
60億2,173万円
(95億5,616万円)

国庫支出金
60億2,173万円
(95億5,616万円)

※内特別定額給付金事業
　51億5,305万円
　（52億円）

※内特別定額給付金事業
　51億5,305万円
　（52億円）
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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
の事業を行う場合や特定の収入で事
業を行う場合に、経理を他の会計と
区別する必要があるため、法律や条
例に基づいて設置するものです。
　当市では国民健康保険事業など５
つの特別会計と、水道事業会計・下
水道事業会計・簡易水道事業会計の
３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・道路などを建設しやすくするため、土地の取
得、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 ４万円 ０円 ０%
収 益 的 支 出 25万円 16万円 65.1%
資 本 的 収 入 ２万円 ０円 ０%
資 本 的 支 出 ０円 ０円 −

■�水道事業会計※
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ９億7,464万円 ４億  134万円 41.2%
収 益 的 支 出 ７億2,087万円 １億  197万円 14.1%
資 本 的 収 入 2,700万円 897万円 33.2%
資 本 的 支 出 ７億1,680万円 ４億2,791万円 59.7%

■市の財産
市有財産 現在高または数量

基金 74億8,229万円
出資金および貸付金 11億9,250万円

土地 723,429㎡
山林 1,211,336㎡
建物 162,263㎡
車両 118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 114億8,918万円
総務債 ２億   517万円
民生債 ３億9,533万円
衛生債 19億5,235万円
農林債 7,741万円
商工債 2,467万円
土木債 56億2,647万円
消防債 ５億3,878万円
教育債 26億6,900万円

　２　災害復旧債 2,020万円
農林施設 100万円
土木施設 1,920万円
教育施設 ０円

　３　その他 66億6,686万円
減税補てん債 ２億8,306万円

臨時税収補てん債 ０円
臨時財政対策債 31億2,173万円
減収補てん債 32億6,207万円
一般会計合計 181億7,624万円

墓地事業 5,441万円
特別会計合計 5,441万円

水道事業 ５億5,063万円
下水道事業 55億5,102万円

十里木高原簡易水道 2,777万円
公営企業会計合計 61億2,942万円

■�下水道事業会計※
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ７億7,608万円 ４億5,473万円 58.6%
収 益 的 支 出 ７億7,608万円 １億9,705万円 25.4%
資 本 的 収 入 ５億4,640万円 ２億1,446万円 39.2%
資 本 的 支 出 ７億5,876万円 ２億8,194万円 37.2%

■�簡易水道事業会計※
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 5,716万円 1,803万円 31.5%
収 益 的 支 出 5,716万円 860万円 15%
資 本 的 収 入 1,138万円 　　1,138万円 100%
資 本 的 支 出 1,525万円 551万円 36.2%
※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 47億2,388万円 22億1,374万円 17億5,071万円 37.1%
後 期 高 齢 者
医 療 事 業 ５億8,897万円 ２億　189万円 １億2,531万円 21.3%

介 護 保 険 35億3,470万円 16億2,037万円 13億5,471万円 38.3%
土 地 取 得 50万円 0.1万円 0円 ０%
墓 地 事 業 4,670万円 958万円 1,950万円 41.7%
合 計 88億9,475万円 40億4,558万円 32億5,023万円 36.5%
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　人事行政の透明性を高め、市政への理解と信頼を得られるよう、市人事行政の運営
等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、職員の給与や定数管理の状況のあらま
しを公表します。

人事行政の運営などを公表します
職員数や給与に関する状況など

　　　部門

区分　　

一般部門 特別行政部門 公営企業などの
会計部門

合
計議

会

企
画
総
務

税
務

民
生

衛
生

労
働

農
林
水
産

商
工

土
木 計 教

育
消
防 計 水

道
下
水
道

そ
の
他

計

令和元年度 4 83 20 67 40 1 8 11 39 273 54 1 55 7 5 15 27 355

令和2年度 4 82 20 66 41 1 8 9 40 271 56 0 56 6 6 15 27 354

対前年増減数 0 ▲ 1 0 ▲ 1 1 0 0 ▲ 2 1 ▲ 2 2 ▲ 1 1 ▲ 1 1 0 0 ▲ 1

区分 住民基本台帳人口
（令和２年１月１日） 歳出額 A 人件費 B 人件費率

B/A
平成30年度の

人件費率
令和元年度 51,552人 209億4,837万7,000円 28億3,041万8,000円 13.5% 14.2%

区分 職員数
A

給与費 一人当たりの
給与費 B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B

令和元年度 327人 11億4,821万5,000円 3億4,195万4,000円 ４億9,077万円 19億8,093万9,000円 605万8,000円

区分 平均年齢 平均給料月額 学歴 初任給 経験年数10年 経験年数20年 経験年数30年

一般行政職 41.7歳 32万3,362円
大学卒 18万8,700円 26万9,143円 36万9,450円 39万9,060円

高校卒 15万4,900円 ― ― 38万1,700円

技能労務職 53.3歳 37万3,431円 高校卒 15万4,900円 ― ― 37万4,333円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）
１．職員数に関する状況

２．職員の給与に関する状況

①人件費の状況（普通会計決算）

②職員給与費の状況（普通会計決算）

③職員の平均年齢、給与月額などの状況

（単位：人）

※職員数は一般の職員数で、地方公務員の身分を持つ休職者・派遣職員などを含みます。会計年度職員は除きま
す。

※平均給与月額とは、各職種の職員の基本給の平均です。

人事課
　995-1806
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３．職員の手当に関する状況
　　（令和２年４月１日現在）

①期末・勤勉手当

区分 期末手当 勤勉手当 計
６月期 1.3月分 0.95月分 2.25月分

12月期 1.3月分 0.95月分 2.25月分

合計 2.6月分 1.9月分 4.5月分

②退職手当

区分 自己都合 応募認定・定年・任期満了
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度 47.709月分 47.709月分

③地域手当　支給率８％
　１人当たり平均支給年額31万9,483円
④特殊勤務手当　18種類
　１人当たり平均支給年額２万5,439円
⑤その他手当
　扶養手当、住居手当、通勤手当など

４．特別職の給与などに関する状況
　　（令和２年４月１日現在）

月額 期末手当の支給割合

給与
市長 82万円

（６月期）
2.175月分

（12月期）
2.175月分副市長 66万円

教育長 63万円

報酬
議長 38万5,000円

（６月期）
1.85月分

（12月期）
1.85月分副議長 34万5,000円

議員 32万5,000円

５．分限と懲戒処分に関する状況（令和元年度）
①分限処分者数　３人
※職員がその職務を十分果たしえない場合などに行
う処分です。

②懲戒処分者数　３人
※職員の一定の服務義務違反に対して、道義的責任
を問う処分です。

６．福祉と利益の保護に関する状況
　共済組合では、大きく分けて３つの事業を行ってい
ます。

事業 内容

短期給付事業 職員とその家族の病気、けが、出産、
死亡などに対して必要な給付を行う

長期給付事業 職員の退職、障がい、死亡に対して
年金・一時金の支給を行う

福祉事業 健康の保持増進事業や住宅資金の貸
し付けなどを行う

　市では、健康診断などの職員の厚生活動事業を行っ
ている他、職員の任意による互助組織の職員互助会を
組織し、文化事業や体育事業、職員の健康増進事業な
どを行っています。

７．研修と勤務成績の評定に関する状況
　令和元年度は、延べ704人が参加しました。

研修 内容 参加人数
職階ごと
の研修

新規採用職員・主査・管理者
などに分けて実施 211人

専門研修 研修、法令・個々の能力開発・
教養などを実施 424人

派遣研修 県自治研修所・市町村アカデ
ミーなどの研修機関で実施 62人

自主研修 自己啓発支援研修・自主研究
グループなどを実施 7人

　人事評価については、人材育成型の人事評価制度を
導入しています。評価結果は勤勉手当に反映していま
す。

８．勤務時間とその他の勤務条件に関する状況
①一般職員の勤務時間の状況
　勤務時間／７時間45分（８時30分〜17時15分）
　休憩時間／12時〜13時
②年次有給休暇の使用状況（令和元年）
　１人当たり／９日と３時間
③育児休業と部分休業の取得者数の状況（令和元年

度）
　育児休業／14人　育児短期間勤務／１人
　部分休業／２人
※令和元年度に新たに育児休業と部分休業を取得し
た人数です。
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Photograph

　JAなんすんがブランド米として販売する「するが
の極」のPRのため、組合長らが市役所を訪れ試食会
が行われました。今年は、市内では15件の農家が栽
培に参加し、約11トンの収穫がありました。試食し
た髙村市長は「つやつや、ふっくら、もちもちとした
食感が印象的でとても美味しいです」と感想を述べま
した。

ブランド米「するがの極」をPR （10月14日）

　株式会社不二家から昨年に続き千歳飴が贈呈されま
した。贈呈された1,280本の千歳飴は、市内の幼稚
園・保育園に通う５歳児の七五三行事の際に配布され
ます。髙村市長は「今年もありがとうございます。千
歳飴を受け取った子どもたちの喜ぶ笑顔が目に浮かび
ます」とお礼を述べました。

　生涯学習センターで第21回児童生徒アイデア展表
彰式が行われました。このアイデア展は、次代を担う
児童・生徒が創作する喜びと探究する楽しさを体得し、
豊かな感性を養うことを目的に毎年開催されています。
表彰された子どもたちは、緊張した面持ちで賞状を受
け取っていました。

特派員：村井	之俊、村井	藍

　西小学校グラウンドでラグビー体験授業が行われま
した。プロの選手によるパスやキックなどのデモンス
トレーションの後、授業で取り入れられているタグラ
グビーの基本動作を学びました。参加した６年生の児
童はラグビーの魅力に触れ、元気にプレーしました。

千歳飴1,280本を寄贈 （10月23日）

想像力豊かなアイデアを表彰 （10月21日）

楽しみながらタグラグビーの
基本動作を学ぶ （10月21日）
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フォトグラフ

　TOYOTA	GAZOO	Racingラリーチャレンジ	in
富士山すその2020が運動公園で開催されました。雲
一つない青空で絶好のレース日和となり、各地から出
場を楽しみにしていた79チームが集結しました。エ
ンジン音を響かせて次々にスタートすると、果敢にタ
イムに挑んでいきました。

　ふれあい塾本村下区は、本村下公民館で写真展を開
催しました。展示されたのは、同区民から集められた
作品ばかりで、富士山の写真や花、イラストなどです。
「ほんそんしもくの今昔」と題し同区の今と昔を写真
で振り返るコーナーでは、足をとめた来場者が写真を
見ながら思い出話に花を咲かせていました。

富士山のすそので快音を響かせ
タイムを競う （10月25日）

コロナに負けない地域のつながり作り（11月１日）

　市内出身のシンガーソングライター	フルヤトモヒ
ロさんが裾野赤十字病院を訪れ、８月に発売したチャ
リティーCD「真夏のシンデレラ」の売り上げの一部
を寄付しました。フルヤさんは「少しでも癒やしにな
ればと思い、曲調がゆったりとしてリラックスできる
歌を作りました。皆さんの役に立てればうれしいで
す」と話しました。

　東中学校で、修学旅行の代替行事としてリモート修
学旅行が行われました。京都に住んでいる芸人が司会
を務め、クラス対抗のクイズ大会や薬師寺の住職の法
話、和菓子作り体験をリモートで行いました。和菓子
作り体験では、モニター越しに京都の職人の説明を受
け、どの生徒も真剣な表情で練り切りに挑戦しました。

医療従事者の癒やしになれば （11月５日）

リモートで京都の文化を体験 （11月５日）
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　下水道事業は、衛生的で快適な環境整備の推進に重要な役割を果たしています。
将来に渡って安定的かつ持続的に経営していくため、使用料金を改定（増額）しま
す。使用者の皆さんにはご負担をお掛けしますが、今後も経費節減など、効率的な
下水道事業の経営に努めていきます。ご理解とご協力をお願いします。

改定理由
下水道事業経営状況
　下水道事業は、法律で「公営企業」と位置付けられ
ているため、独立採算の原則が適用されます。下水処
理に係る費用は、下水道使用料によって賄う必要があ
ります。当市の下水道事業は、下水道事業計画に沿っ
て整備を進めていますが、事業着手から約30年間が
経過し、施設の維持管理費や県処理場の維持管理負担
金などの増大によって、下水処理に係る費用に対して
使用料収入の割合が59.7％（平成30年度決算）と低
い状態が続いていて、将来に渡って安定的かつ持続的
な経営が困難な状況となっています。
税負担の不均衡
　使用料収入の不足分については、一般会計からの繰
入金（税金など）で補

ほてん
填しているため、下水道サービ

スを享受していない人との間に税負担の不均衡が生じ
ます。
改定経過
下水道審議会による答申
　令和元年度に審議会を開催し、下水道使用料の適正
化について審議が行われました。そこで下水道使用料
を早期に増額改定することが答申されました。
令和２年９月定例会での審議および議決
　先の審議会からの答申を受けて、９月定例会で審議
および議決され、下水道使用料の改定に至りました。
今回の改定は、事業着手以降初めてとなります。
改定内容
　使用料を平均で約21％引き上げます。一般的な平
均世帯（１カ月の汚水量20m3）の場合、月380円
（税抜）の増額となります。
　新しい下水道使用料は、令和３年３月検針分から適
用され、翌４月に請求します。
改定効果
市財政の負担軽減
　今回の改定で、下水処理に係る費用に対して使用料
収入の割合がおおむね10％増加し、経営状況を改善
できます。

　また、使用料収入の不足分を補
ほてん
填している一般会計

からの繰入金が毎年度約４〜５千万円程度減額でき、
市財政への負担を軽減し、税負担の不均衡の改善が見
込まれます。

現在の下水道使用料の料金表と改定後の料金表
（１カ月：税抜）

量
使用料

超過分 現行 改定後 差額

10㎥まで 　 900円 1,090円 190円

10㎥を超え
30㎥（改定後
は20㎥）

1㎥に
つき 100円 119円 19円

20㎥を超え
30㎥

1㎥に
つき ― 130円 ―

30㎥を超え
50㎥

1㎥に
つき 110円 140円 30円

50㎥を
超え100㎥

1㎥に
つき 120円 148円 28円

100㎥を超える 1㎥に
つき 140円 160円 20円

　超過分の区分は、負担割合の不均衡を縮小するため、
現行区分の「10m3を超え30m3」を「10m3を超え20
m3」に変更し、さらに「20m3を超え30m3」を追加し
ました。

下水道使用料の改定による１カ月当たりの影響額
（税抜）

汚水排水量 現行 改定後 影響額

10㎥まで 900円 1,090円 190円

20㎥ 1,900円 2,280円 380円

30㎥ 2,900円 3,580円 680円

50㎥ 5,100円 6,380円 1,280円

100㎥ 11,100円 13,780円 2,680円

200㎥ 25,100円 29,780円 4,680円

下水道使用料改定
新料金は令和３年１月使用分から

上下水道経営課
　995-1836
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　市民意識調査は、市民の皆さんの意識を市政運営に反映させるため、
毎年実施しています。調査結果は、政策立案の基礎資料として活用し
ます。

調査概要
調査地域／市全域　　　　　
対象／無作為に抽出した20歳以上の市民
　1,000人
期間／７月３日㈮〜20日㈪
調査方法／郵送配布、郵送回答またはWeb回答
回収状況／568票（回答率56.8%）
調査結果（抜粋）
市の政策全体に対する満足度

	「満足している」と「まあまあ満足している」を合
計した“満足”の割合は19.4％、「普通」の割合は
42.8％、「やや不満である」と「不満である」を合
計した“不満”の割合は27.3％となりました。
市が行っている取組や生活環境に対する満足度と重要
度との点数差が大きい上位５項目

順位 項　目 点数差
１位 市街地・駅周辺部での快適な暮らし −1.56
１位 幹線道路や生活道路の整備 −1.56
１位 バス路線や便数 −1.56
４位 買い物がしやすい環境 −1.51
５位 地震・水害などへの防災対策 −1.38

※点数差＝（満足度－重要度）。満足度が低く、重要
度が高い、今後の課題として検討すべき項目を数値
化したもの。

生活の満足度

	「満足している」と「まあまあ満足している」を合
計した“満足”の割合は50.9％、「普通」の割合は
35.4％、「やや不満である」と「不満である」を合
計した“不満”の割合は12.3％となりました。
市での定住意向

	「ずっと住み続けたい」と「どちらかといえば住み
続けたい」を合計した“住み続けたい”の割合は
72.2％、「いずれは市外に転出したい」と「市外に
転出したい」を合計した“転出したい”の割合は
12.8％となりました。
　詳細は市公式ウェブサイトに掲載します。

令和２年度市民意識調査の結果の公表
裾野市に「住み続けたい」は72.2％

みらい政策課
　995-1804

満足している

まあまあ満足している

普通

やや不満である

不満である

わからない

無回答

0

3.2

16.2

42.8

17.1

10.2

8.3

2.3

10 20 30 40 50
（％）

満足している

まあまあ満足している

普通

やや不満である

不満である

無回答

0

13.9

37.0

35.4

9.7

2.6

1.4

10 20 30 40 50
（％）

ずっと住み続けたい

どちらかと言えば
住み続けたい
いずれは市外に
転出したい

市外に転出したい

わからない

無回答

0

31.7

40.5

8.8

4.0

14.1

0.9

10 20 30 40 50
（％）
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　市では市街化調整区域における立地基準を、社会
情勢の変化に対応した基準とするため、市民の皆さ
んから市開発行為等の手引き一部改正（案）に関す
る意見を募集します。
改正（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、各支所、市役所２階ま
ちづくり課

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、市内に事務所がある個
人や法人など
市公式ウェブサイトのパブリックコメント提出
フォームで提出するか公表場所にある意見提出用
紙に記入し、直接またはメール、郵送などで提出
してください。
12月16日㈬〜１月14日㈭
　※当日消印有効

まちづくり課　995-1828
toshikei@city.susono.shizuoka.jp

　都市計画（案）を縦覧し、市民の皆さんから意見
を募集します。
都市計画の種類／①都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針の変更　②区域区分の変更

計画（案）の公表場所／県公式ウェブサイト、県庁
都市計画課

意見の提出／意見がある人は、県公式
ウェブサイトにある意見書に必要事
項を記入し、県か市に提出してくだ
さい。　※郵送可

提出先／〒420-8601　県庁東館12階都市計画課
　（静岡市葵区追手町９－６）
　市役所２階まちづくり課
12月11日㈮〜25日㈮　※縦覧最終日必着
県都市計画課　054-221-3062

　まちづくり課　995-1829

　令和３年度から５年間の教育行政に関する基本的
計画である第２期市教育振興基本計画、スポーツ推
進体制の方向性を定める第２期市スポーツ推進計画
の策定にあたり、市民の皆さんから意見を募集しま
す。
計画の種類／①第２期市教育振興基本計画　②第２
期市スポーツ推進計画

両計画の公表場所／市公式ウェブサイト、市役所１
階情報公開コーナー、各支所、市役所２階教育総
務課、生涯学習センター

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、市内に事務所がある個
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
ウェブサイトにあるそれぞれ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。
12月10日㈭〜１月12日㈫　※当日消印有効
①教育総務課　995-1837

　②生涯学習課　992-6900

　第２次すその健康増進プラン、第３次市食育推進
計画、第２次市歯科保健計画、第２次いのち支える
市自殺総合対策計画、第２次市母子保健計画の策定
にあたり意見を募集します。
計画（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、各支所、福祉保健会館
１階健康推進課

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、市内に事務所がある個
人や法人など、本計画に利害関係を有する人
市公式ウェブサイトのパブリックコメント提出
フォームで提出するか公表場所にある意見提出用
紙に記入し、直接またはメール、郵送などで提出
してください。
12月24日㈭　※当日消印有効
健康推進課　992-5711

市開発行為等の手引き一部改正
（案）への意見を募集 都市計画の変更に関する案の縦覧

第２期市教育振興基本計画（素案）
第2期市スポーツ推進計画への意見を募集

第２次すその健康増進プラ
ンなどへの意見を募集
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　公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年
金受給者を支援するため、年金に上乗せして支給さ
れる制度が始まりました。受け取りには、日本年金
機構への請求書の提出が必要です。
●老齢基礎年金を受給している65歳以上の人で、
世帯全員の市民税が非課税
　●老齢基礎年金を受給している65歳以上の人で、
年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以
下の人
　●障害基礎年金か遺族基礎年金を受給していて、
前年の所得額が約462万円以下の人

請求手続き／すでに年金生活者支援給付金を受け
取っている人は、手続きは不要です。新たに対象
となる人には日本年金機構から封筒が届きますの
で、同封のはがきに名前を記入し、切手を貼って
ポストに投

とうかん
函してください。

年金生活者支援給付金専用ダイヤル
　0570-05-1165

　新型コロナウイルス感染症の影響が大きいひとり
親世帯に、臨時特別給付金を支給しています。

基本給付（１世帯５万円、第２子以降１人につき
３万円加算）▶︎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
ていることによって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
下回る人のみ）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
　追加給付（１世帯５万円）▶︎①②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
子育て支援課ある申請書に必要事項を記入の上、
必要書類を添付し、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。
２月26日㈮
子育て支援課　995-1841

　㈶自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報
事業として、宝くじの受託事業収入を財源に、必要
な備品の整備などを対象にコミュニティ助成事業を
実施しています。麦塚区では、ポータブルワイヤレ
スアンプ、LEDバルーン投光器、避難所設置テン
トなどの防災資機材を宝くじの助成金で整備しまし
た。
　助成事業の活用をお考
えの区などは、相談して
ください。

危機管理課　995-1817

年金生活者支援給付金制度
受け取りには請求書の提出が必要です

ひとり親世帯臨時特別給付金
受け取りには申請書の提出が必要です

麦塚区でコミュニティ助成事業を
活用して防災対策

映画『樹海村』富士山麓のすその特別試写会
１月24日㈰　13時開場　14時開演
生涯学習センター学習ホール
50人（応募多数の場合は抽選）
　※未成年者は保護者の同伴が必要、未就学児不可
市公式ウェブサイトのフォームまたははがき、
ファクスに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号、参加人数（１人か２人）を明記し、特別試
写会にお申し込みください。
１月14日㈭必着
●当選者の発表は「試写会入場券」
の郵送で、かえさせていただきます。
　●『樹海村』は2月5日㈮に全国劇
場公開されます。
パネル展
1月25日㈪〜2月12日㈮8時30分〜17時15分
市役所地下多目的ルーム
映画などのポスター、台本、色紙などを展示
戦略広報課　995-1803　 992-1546

市内ロケ映画特別試写会
すそのロケフェスタ2021を開催
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Information

おしらせ
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。
●高野熱設備㈱
山梨県富士吉田市竜ヶ丘三丁目
11-23
TEL0555-24-2323
上下水道工務課　995-1834
市指定給水装置工事事業者の廃止
　次の業者を廃止しました。
●丸伸設備工業
葛山814
TEL997-3463
●㈲子ノ神設備
深良3664-8
TEL997-1020
●中央冷機工業㈱
沼津市大岡2934-12
TEL923-0266
●㈱堀の池エンジニアリング
沼津市大諏訪887-4
TEL925-0150
●㈲駿河屋管工事
御殿場市中山470-1
TEL0550-87-1044
●ムトウ管工
御殿場市保土沢360
TEL0550-89-0722
●㈲斎藤設備工業
三島市新谷9-3
TEL975-9744
●㈲渡辺設備
三島市青木10-1
モナーク三島609
TEL960-9726
●大嶋設備工業
長泉町下土狩417-3
TEL987-2895
●三島住宅設備機器㈱
長泉町下土狩108-22
TEL972-4040

●昭和設備工業㈱
清水町八幡224-11
TEL972-0309
●㈲アクア
富士市伝法2589-15
TEL0545-52-9841
●㈲望月管工
富士市天間1030-15
TEL0545-71-5653
●静岡浄設㈱
静岡市駿河区下川原二丁目29-
16
TEL054-257-8552
上下水道工務課　995-1834
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。
１月20日㈬	　10時〜12時
市役所４階401会議室
６組（先着順）
１月４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

勤労者教育資金利子補給制度
市内に住んでいる勤労者で、本
人またはその子どもの高校・大
学などの教育費用を借り入れた
い人

利子補給対象限度額／１人300万
円

補給期間／最長５年（在学期間中
の据え置き可能）

利子補給率／1.0％　※令和３年
３月31日までに貸し付けを受
ける場合の率です。
予算がなくなり次第、受付を終
了します。
労働金庫裾野支店　993-8111
　産業振興課　995-1857

裾野警察署富岡駐在所の建て替え
　富岡駐在所を現在地へ新たに建
て替えます。完成予定は令和３
年夏ごろです。建て替えに伴い、
富岡駐在所の業務を12月末から、
一時的に深良交番で行います。
裾野警察署　995-0110
国保高齢受給者証交付会
　１月１日㈮から対象となる人に、
受給者証を交付します。
12月24日㈭
　10時20分〜11時30分
福祉保健会館３階研修室
昭和25年12月２日〜昭和26年
１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
市民無料相談
12月21日㈪　※受付▶︎９時30
分から終了時刻の20分前
市役所４階会議室
●資格団体相談（10時〜12
時）▶︎土地、家屋（空き家含
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）▶︎行政に対する意
見・要望・問い合わせなどの相
談。行政相談委員が応じます。
戦略広報課　995-1802

16
2020.12
広報すその



お知らせ

新しいNOSAI静岡の誕生
　県内３つの農業共済組合（東
部・中部・西部）が令和３年１月
に合併し、県農業共済組合（NO
SAI静岡）が発足します。
農林振興課　995-1824
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。
１月28日㈭　10時〜15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
１月14日㈭
国保年金課　995-1813

子犬・子猫の幸せ探し(里親探し)
　子犬・子猫を譲りたい人と譲り
受けたい人をつなぎます。
12月13日㈰　13時50分
市役所駐車場
子犬・子猫を譲り受けたい人
はんこ、筆記用具、キャリーや
洗濯ネットなど
●未成年者は保護者同伴でお願
いします。●詳しくは、駿東獣
医師会ホームページをご覧くだ
さい。
生活環境課　995-1816
し尿・浄化槽汚泥の収集の休業
　年末年始は、し尿のくみ取り・
浄化槽の清掃・汚泥の収集業が休
業します。休業前の収集を希望す
る場合は、12月11日㈮までに各
清掃業者に依頼してください。
休業期間／12月29日㈫〜１月４
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

市消防出初式の縮小開催
　本年度の市消防出初式は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のた
め式典のみ開催します。例年実施
している一斉放水、パレード、写
真コンテストは中止します。一般
の人の参加はご遠慮ください。
危機管理課　995-1817
インフルエンザ流行期に発熱など
で医療機関を受診する場合
　季節性インフルエンザの流行期
には、発熱患者などが多数発生す
ることが想定されます。季節性イ
ンフルエンザと新型コロナウイル
ス感染症は特徴的な症状がない場
合、鑑別が困難です。発熱などの
症状がある場合は、医療機関内で
の感染拡大を防ぐために、まずは
電話で相談してください。
かかりつけ医がある人▶︎かかりつ
けの医療機関に相談してくださ
い。

かかりつけ医がない人▶︎発熱等受
診相談センターに受診可能な医
療機関を相談してください。

発熱等受診相談センター
TEL050-5371-0561
健康推進課　992-5711
テレワーク対応リフォーム
補助制度
　県は、テレワークを始めとした
「新しい生活様式」に対応した既
存住宅の改修に助成します。
リフォーム工事を実施する居住
者か居住予定者（個人に限る）
住宅内に新たにテレワークス
ペースを確保するための改修工
事に要した費用の半額で、35
万円が上限
県住まいづくり課

　054-221-3084
　まちづくり課　995-1856

市公式LINE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。現在、2,000
人を超える人が友だち追加をして
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、ごみの分別方法や
収集日を調べることができます。
　登録は、 I Dを
LINEで検索するか
QRコードをスキャ
ンしてください。
ID／@susonocity
戦略広報課　995-1802
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／１月４日㈪〜29日㈮
８時30分〜17時15分
　※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

17
2020.12

広報すその



Information

おしらせ
年末年始のごみの収集と美化セン
ターへのごみの直接持ち込み
　年末年始は、ごみの収集と美化
センターへのごみの直接持ち込み
を休止します。
●ごみステーションの収集
通常収集の休止／12月29日㈫〜
１月３日㈰

燃えるごみの特別収集
12月29日㈫
火・金曜日の収集地区
●美化センターへの直接持ち込み
受入の休止／12月29日㈫〜１月
３日㈰

通常の受入／月〜金曜日▶︎９時〜
11時、13時〜15時
　土曜日▶︎９時〜11時
ごみを美化センターに直接持ち
込むときは、ごみステーション
に出すときと同様に指定袋に入
れてください。区名、氏名の記
入は必要ありません。古紙類は、
白い紙ひもで十字に縛ってくだ
さい。住所確認のため免許証な
どの本人確認ができるものを提
示してください。
生活環境課　995-1816
　美化センター　992-3210
医療従事者の業務従事者届出
　12月31日現在で就業している
医療従事者は、２年に１度、業務

従事者届出が必要です。12月中
旬に、県から各職場を通じて届出
票を配布しますので、期限までに
就業地を管轄する保健所に提出し
てください。（医師、歯科医師、
薬剤師は住所地でも可）
医師、歯科医師、薬剤師、保健
師、助産師、看護師、准看護師、
歯科衛生士及び歯科技工士（医
師、歯科医師、薬剤師はすべて
の有資格者）
１月15日㈮
●医師、歯科医師、薬剤師
　県健康福祉政策課
　054-221-2363
　●保健師、助産師、看護師、准

看護師、歯科衛生士、歯科技工
士
　県地域医療課　054-221-3762
障がい児者支援施設の紹介パネル
展示
　障がい者の福祉に対して理解と
関心を深めるため、障がい者週間
に合わせ、パネル展示をします。
12月３日㈭〜９日㈬
　９時〜17時　※土・日曜日は
見学できません。
市役所地下多目的ルーム
障がい児者支援施設などのパネ
ル展示
障がい福祉課　995-1820

募　集
長泉町・裾野市合同就職面接会出
展者
　市内企業と求職者のマッチング
を目的に開催する、長泉町・裾野
市合同就職面接会の出展企業を募
集します。
２月５日㈮
　12時30分〜15時30分
ウェルピアながいずみアリーナ
（長泉町納米里）
ハローワークへの求人登録をし
ている市内または長泉町に本社
か支社、支店を持つ事業所、企
業　※参加申し込み後の求人登	
録もできます。
約20事業所
産業振興課かハローワーク沼津
で配布する申込書に必要事項を
記入し、ハローワーク沼津事業
所部門へファクスまたは郵送す
るか直接お持ちください。
12月１日㈫〜25日㈮
●ハローワーク沼津事業所部門
　931-0143
　 933-8403
　 〒410-0831　沼津市市場町
９－１
　●産業振興課　995-1857
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第９回富士山芸術展出展作品
　富士山の日関連事業の第９回富
士山芸術展に出展する作品を募集
します。
募集作品／富士山を題材に表現し
た作品　※写真、絵画、絵手紙、
布手芸、陶芸、七宝焼などの
ジャンルは問いません

規格など／●額を含む縦、横の大
きさが各１ｍ以内●一人１点	
※写真、絵画、絵手紙などの場
合は額装かパネル貼りにし、展
示用のひもを添付してください。

作品展示期間／２月15日㈪〜３
月１日㈪

搬入／２月15日㈪　９時〜12時
搬出／３月１日㈪　15時以降
※搬入と搬出はご自分でお願いし
ます。
生涯学習センターにある申込票
に記入の上、直接またはファク
スで提出してください。
１月15日㈮
生涯学習課（富士山世界文化
遺産裾野市民協議会事務局）	
994-0145
992-4047
森の楽校参加者
12月13日㈰　９時〜15時
箱根接待茶屋の森

集合／三島市役所駐車場
　８時45分　※９時出発
小学生以上

15人（先着順）
森歩きのための足腰元気体操、
クリスマス飾り作り
三船美也子さん（健康運動指導
士）
12月10日㈭

服装／長袖、長ズボン、帽子、歩
きやすい靴
弁当、飲み物、雨具、防寒具
三島市外五ヶ市町箱根山組合	
976-1013
第３回沖縄アドベンチャースクー
ルわくわく海あそび
　小中学生のための冬休み自然体
験プログラム参加者を募集します。
12月6日㈯〜30日㈬
沖縄県南城市、那覇市
小学３年生〜中学３年生
20人（先着順）
　※最少催行人数10人
沖縄伝統料理体験、クラフト体
験、海あそび、星空観察、鍾乳
洞見学、ビーチコーミングなど
60,000円（プログラム参加
費）、72,000円（富士山静岡
空港を利用する場合の旅費）
12月７日㈪
詳しくは、国際青
少年研修協会ホー
ムページをご覧く
ださい。
（公財）国際青少年研修協会

　03-6825-3130

市民による市民のための講座
「ゆうあいクラブ」企画
　2021年度に応募者自らが企画
や運営する講座「ゆうあいクラ
ブ」の企画提案を募集します。
応募できる人／市内か近隣市町に
住んでいる人または事業所など
がある法人・任意の団体
生涯学習センター窓口か生涯学
習センターホームページにある
申込用紙に必要事項を記入し、
直接または郵送、
メールで提出して
ください。
〜１月10日㈰
１月中に面接を予定しています。
生涯学習センター　992-3800
susono-shogai@kmix.co.jp
介護施設等再就業研修
２月２日㈫・３日㈬・５日㈮
　９時30分〜15時30分
県総合健康センター
　（三島市谷田）
介護施設などへ就職を考えてい
る看護職免許保有者
約20人（先着順）
講義、演習、施設見学
県ナースセンター東部支所に電
話またはファクス、メールでお
申し込みください
県ナースセンター東部支所
　920-2088　 928-5037
numazu@nurse-center.net

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：12月25日㈮
固定資産税・都市計画税	第３期分
国民健康保険税	 第６期分
介護保険料	 第６期分
水道料金・下水道使用料	第５期分

納付期限：１月４日㈪
後期高齢者医療保険料	 第５期分

12月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

５日㈯ 山崎設備
☎997-6766

６日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

12日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

13日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

19日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

20日㈰ パイピング横山
☎992-3329

26日㈯ ㈲小島屋商会
☎998-0019

27日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

29日㈫ 工菅設
☎993-1603

30日㈬ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

31日㈭ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

※工事・修理は有料

12月の水道工事当番店

人口 51,303人
男性 26,087人　女性 25,216人

人口統計　11月１日現在教室・講座
モノづくりを通じた科学教室
１月30日㈯　14時〜15時30分
　※開場▶︎13時30分
生涯学習センター２階学習室Ⅰ
小学生
24組（先着順）
講演、もどろっカーやペットボ
トル空気砲の作成
参加者▶︎130円（保険料30円、
材料費100円）
　保護者▶︎30円（保険料）
　※１月15日㈮までに、休館日
を除く8時30分〜17時15分の
間で生涯学習センターへ納めて
ください。
12月７日㈪〜１月15日㈮
生涯学習課　994-0145

市民体育館スポーツ教室
１月〜３月
市民体育館
いきいき健康体操、エンジョイ
リズム、カワイ体育教室、ZU
MBA	Kids、初心者テニスはつ
らつキッズ体操、ジュニアダン
ス（初級・中）、キッズダンス、
認知動作型教室、ノルディック
ウォーキング
各教室で異なります。

市民体育館へ直接お申し込みく
ださい。
12月20日㈰
詳しくは市民体育館ホームペー
ジをご覧ください。
市民体育館　993-0303
認知動作型トレーニングマシン
初心者教室・スキルアップ教室

初心者教室①▶︎１月19日〜３
月30日までの火曜日（全10回）
　10時30分〜12時
　初心者教室②▶︎１月14日〜３
月25日までの木曜日（全10回）
　13時30分〜15時
　初心者教室③▶︎１月22日〜３
月26日までの金曜日（全10回）
　19時〜20時30分
　スキルアップ教室▶︎１月19日
〜３月30日までの火曜日（全
10回）　９時〜10時30分
市民体育館
初心者教室▶︎医師による運動制
限のない中学生以上
　スキルアップ教室▶︎マシン経験者
８人（先着順）
5,000円
市民体育館へ直接お申し込みく
ださい。
12月11日㈮〜１月11日㈪
市民体育館　993-0303
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図書館利用者

尾崎 来
く る み

実さん（11歳・公文名二）

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㈪・21日㈪・
24日㈭・28日㈪～31日㈬休館日

12月

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
そして五人がいなくなる
著者：はやみねかおる　出版社：講談社
　社会不適応者の探偵が驚くほどの頭脳で
謎解きをするところが見どころです。
　名探偵のやさしさがとてもすてきでおす
すめです。

親子手づくり教室
 ５日㈯ 13時30分～ 本館２階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 16日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 23日㈬ 13時～16時 本館２階展示室・
   文化センター図書室

絵本とおしゃべりのへや
 11日㈮ 10時～11時30分　本館２階視聴覚室

参加を希望する人は、電話または直接お申し
　込みください。

●サンタとおはなしの会
①12日㈯　11時～　

　②19日㈯　14時～　
①文化センター音楽室②東西公民館会議室1・２
各10組（先着順）
①～12日㈯②５日㈯～

●冬の特別図書館映画会
12日㈯　14時～　
文化センター多目的ホール
150人

上映作品／おしりたんてい⑩

●親子わいわい広場
１月９日㈯　13時30分～16時　
本館２階視聴覚室
15人（市内に住んでいる人）
15日㈫～

●みんなでシェアするクリスマス
　クリスマスに関する本を展示します。

５日㈯～25日㈮
図書館1階展示コーナー
展示期間中でも貸し出しできます。

行事予定 特集展示
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救急協力医 December12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
12/29〜12/31	 ８時〜18時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 青木整形外科医院 922-0521 高島町 クボタ小児科 975-7984 泉町

2 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

3 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 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

4 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 清水館医院 993-2323 茶畑 田中医院 921-2053 高島町

5 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 函南平出クリニック 978-1366 函塚本

6 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 守重医院 931-2511 我入道
江川

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

7 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

8 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

9 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

10 ㈭ 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

11 ㈮ 森医院 966-2017 石川 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

12 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈰

清水館医院 993-2323 茶畑 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

岡田医院 921-5321 新宿町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

白石医院 951-4593 市道町 東医院 921-5520 高沢町

14 ㈪ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 田中医院 921-2053 高島町

15 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

16 ㈬ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 遠藤クリニック 975-8801 久米田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

17 ㈭ 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

18 ㈮ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 よざ小児科医院 967-5722 原

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 ㈰

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 さとやま

整形外科内科 939-8031 東原

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 田中医院 921-2053 高島町

さとやま
整形外科内科 939-8031 東原 御成橋栄クリニッ

ク 952-2525 八幡町

21 ㈪ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 鈴木医院 993-0430 佐野 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

22 ㈫ いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 桑名眼科脳神経

クリニック 975-2200 久米田 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

23 ㈬ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

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

24 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 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
25 ㈮ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

26 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

27 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

なおきクリニック 929-8555 東椎路 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

境医院 975-8021 竹原 五十嵐クリニック 934-6700 志下

28 ㈪ 杉山医院 972-3223 伏見 酒井医院 966-1755 今沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

29 ㈫

須山診療所 998-0006 須山

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 静岡医療センター 975-2000 長沢 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

小林医院 966-7700 今沢

30 ㈬

込宮クリニック 992-8686 茶畑

つかだ医院 983-1577 堂庭 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

大沢医院 931-1019 御幸町

31 ㈭

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

武藤医院 931-0088 三園町 静岡医療センター 975-2000 長沢 田中医院 921-2053 高島町

今井医院 921-3211 五月町

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㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川

13 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

しおみ歯科医院
992-0202 平松

20 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681　　　 下香貫樋ノ口

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

聖隷沼津病院
952-1000 松下

ベルの木歯科
992-7777 深良

27 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

服部歯科医院
992-0011 佐野

29 ㈫ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

勝又歯科医院
989-4726 上土狩

30 ㈬ 三島中央病院
971-4133 緑町

本多眼科医院
931-1519 御幸町

岩端医院
962-1368 大手町

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

31 ㈭ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

木村眼科
967-4611 原

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

せき歯科クリニック
981-2633 的場

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
　12月15日㈫・22日㈫▶18時～
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すこやかタウン1212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。 小山 叶

と う ま
聖さん

（２歳８カ月・公文名二）

熊谷 絢
あ や と

斗さん
（３歳・佐野本宿）

嘉藤 瑠
る あ

杏さん
（２歳11カ月・上城）

中野 汐
し お ん

音さん
（２歳11カ月・中里）
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●乳幼児健康相談
　 14日㈪・21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
　 21日㈪　13時〜15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ４日㈮　18時30分〜20時15分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 21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
　 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６月生まれの人
●１歳６か月児健康診査
　 15日㈫　12時30分〜
　 平成31年３月16日〜４月30日生まれの人
●３歳児健康診査
　 17日㈭　12時30分〜
　 平成29年９月16日〜10月31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。


