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susonobito No.22

　11月１日㈰に令和２年静岡県高等学校駅伝競走大
会が開催され、浜松商業高等学校が優勝し全国大会出
場を決めました。アンカーの7区を力走し優勝に貢献
したのが、飯塚厚さんです。「チームの状態が良かっ
たので、早く走りたくてワクワクしていました」とス
タート前の心境を語る飯塚さん。6区の走者が１位で
タスキを受け取ったと聞いたときはプレッシャーを感
じましたが、攻めの姿勢で走り切り区間賞を獲得しま
した。
　飯塚さんは、小学生のときに観戦
した箱根駅伝で、選手が力強く走る
姿を目の当たりにし、自らも選手と
して走りたいと思うようになりまし
た。中学では野球部に入り、基礎筋
力を徹底的に鍛えた飯塚さん。高校
に進学し、本格的に陸上競技を始めた飯塚さんは「1
年生の頃はスタミナ不足が課題だったため、基礎練習
を地道に重ねました。無理に追い込むことはせず、厳
しい練習と緩やかな練習を決まった配分通りにこなし、
練習後のケアを欠かさず行ったことでタイムが少しず
つ上がっていきました」と振り返ります。
　「今後の目標は、20㎞走に挑戦し好記録を出すこ
とです。大学では、箱根駅伝の選手として活躍したい
です」と抱負を語ってくれました。
　12月５日㈯に静岡市で開催さ
れた市町対抗駅伝では11区を走
り、区間新記録を出して区間賞を
獲得しチームの結果に大きく貢献
しました。これからの飯塚さんの、
さらなる飛躍が期待されます。

県立浜松商業高等学校　3年生
飯塚 厚さん（18歳・須山六）

若きエース走者　静岡から全国へ
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　12月11日㈮、御宿台保育園
で餅つき大会が行われました。
　先生たちに見守られ、園児た
ちは「よいしょ！」と声を出し、
力いっぱいに餅をつきました。
出来上がった餅は、みんなで美
味しく頬張りました。

力いっぱい
「せーのっ！よいしょ！」
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　令和３年１月１日で裾野市は市制施行50周年を迎えました。裾
野市は、富士山麓の小さな町から、現在は準高地トレーニングを軸
としたスポーツツーリズム事業や裾野市みらい都市推進本部を設置
し、ウーブン・シティの実現に向けた支援やSDCC構想の推進な
ど、観光・産業分野を中心にさまざまな分野に注力し、全国から注
目を集める都市となりました。
　これまでの裾野市の記憶に残る活動や出来事などを振り返るとと
もに、これからの裾野市のまちづくりへの希望やどうしていくべき
かを話し合ってもらいました。

市制施行50周年
～裾野市の輝く未来に向かって～

2021年
新春座談会

座談会参加者（順不同）

●森川 賢さん
有限会社森川建築設計事務所代表取締役
市民協働によるまちづくり推進協議会副会長

●田﨑 佑子さん
　親子のキラキラタイム実行委員会代表
●山形 千尋さん

県立裾野高等学校生徒会前期会長
校内有志団体R

リ ン グ
ing代表

●髙村 謙二
裾野市長

※新型コロナウイルス感染症に配慮し実施しています。 3
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2021　新春座談会2021　新春座談会
裾野の好きなところ裾野の好きなところ

人の温かさと美味しい水人の温かさと美味しい水

市長市長▶︎▶︎今年の１月１日で裾野市は市制施行50周年を今年の１月１日で裾野市は市制施行50周年を
迎えました。まずは、裾野市の好きなところや魅力迎えました。まずは、裾野市の好きなところや魅力
だと感じるところを交えながら、自己紹介をお願いだと感じるところを交えながら、自己紹介をお願い
します。します。

森川森川▶︎▶︎有限会社森川建築設計事務所代表の森川賢です。有限会社森川建築設計事務所代表の森川賢です。
裾野市と同じく、50歳になりました。会社を経営裾野市と同じく、50歳になりました。会社を経営
しながら、市民協働によるまちづくり推進協議会のしながら、市民協働によるまちづくり推進協議会の
副会長を務めています。副会長を務めています。

市長市長▶︎▶︎２年前までは会長でしたね。２年前までは会長でしたね。
森川森川▶︎▶︎はい。協議会に入って10年になります。これはい。協議会に入って10年になります。これ

まで会長を６年務め、現在は副会長になって２年目まで会長を６年務め、現在は副会長になって２年目
です。協議会を通じてたくさんの人と話をする中でです。協議会を通じてたくさんの人と話をする中で
感じたことは、皆さんが純粋で温かいということで感じたことは、皆さんが純粋で温かいということで
す。お互いを知らなくても少し話をするだけで、すす。お互いを知らなくても少し話をするだけで、す
ぐに心から打ち解けて仲良くなれます。ぐに心から打ち解けて仲良くなれます。

　そんな皆さんが、笑顔で楽しく交流できるような地　そんな皆さんが、笑顔で楽しく交流できるような地
域づくりを実践していきたいと思っています。域づくりを実践していきたいと思っています。

田﨑田﨑▶︎▶︎親子のキラキラタイム実行委員会代表の田﨑佑親子のキラキラタイム実行委員会代表の田﨑佑
子です。一昨年はたくさんの人の協力を得て、市民子です。一昨年はたくさんの人の協力を得て、市民
文化センターで大きなイベントを開催することがで文化センターで大きなイベントを開催することがで
きました。昨年は残念ながらコロナの影響で断念しきました。昨年は残念ながらコロナの影響で断念し
てしまいましたが、今年は開催できることを信じて、てしまいましたが、今年は開催できることを信じて、
企画を考え始めています。企画を考え始めています。

　裾野市の魅力は森川さんと同じく、人の温かさだと　裾野市の魅力は森川さんと同じく、人の温かさだと
思います。イベント開催の際は商工会の皆さんが、思います。イベント開催の際は商工会の皆さんが、
学校の行事の際は地域の人たちがすぐに手を差し伸学校の行事の際は地域の人たちがすぐに手を差し伸
べてくれます。本当に感謝してもしきれないぐらいべてくれます。本当に感謝してもしきれないぐらい
温かみを感じました。温かみを感じました。

山形山形▶︎▶︎裾野高校３年生で、校内有志団体Ring代表の裾野高校３年生で、校内有志団体Ring代表の
山形千尋です。山形千尋です。

　裾野市の魅力は、水が美味しいところだと思います。　裾野市の魅力は、水が美味しいところだと思います。
３歳まで東京に住んでいましたが、水道水を飲もう３歳まで東京に住んでいましたが、水道水を飲もう
としてよく親に叱られていました。裾野に引っ越しとしてよく親に叱られていました。裾野に引っ越し
てきて初めて水道水を飲み、売っている水より美味てきて初めて水道水を飲み、売っている水より美味
しいと感じたことを今でも覚えています。このことしいと感じたことを今でも覚えています。このこと
もあり、裾野の水に興味を持ち、小学生の頃に平山もあり、裾野の水に興味を持ち、小学生の頃に平山
の水源地について調べたことがあります。の水源地について調べたことがあります。

　最近では、市内の市民活動団体の一員として竹林の　最近では、市内の市民活動団体の一員として竹林の
整備など、環境保全活動のお手伝いをしています。整備など、環境保全活動のお手伝いをしています。

市長市長▶︎▶︎Ringの活動は新聞などに取り上げられましたRingの活動は新聞などに取り上げられました
よね。よね。

山形山形▶︎▶︎朝日中高生新聞や地域人という雑誌に取り上げ朝日中高生新聞や地域人という雑誌に取り上げ
てもらいました。Ringは、コロナ禍でも地域とのてもらいました。Ringは、コロナ禍でも地域との
関りを大切にしたいという思いから設立し、10人関りを大切にしたいという思いから設立し、10人
のメンバーで活動しています。年度当初、地域の皆のメンバーで活動しています。年度当初、地域の皆
さんと高校生をつなぐ「地域連携コーディネーさんと高校生をつなぐ「地域連携コーディネー
ター」の人から、市内の独り暮らしのお年寄りの人ター」の人から、市内の独り暮らしのお年寄りの人
たちに、電話や手紙を通じて交流しようという提案たちに、電話や手紙を通じて交流しようという提案
があったことがきっかけです。この活動を「声のチがあったことがきっかけです。この活動を「声のチ
カラ」プロジェクトと名付け、電話や手紙のやり取カラ」プロジェクトと名付け、電話や手紙のやり取
りをしている人からは、りをしている人からは、
パワーをもらって元気パワーをもらって元気
になっているとか、気になっているとか、気
にかけてくれてすごくにかけてくれてすごく
ありがたいという声をありがたいという声を
もらっています。もらっています。

市長市長▶︎▶︎裾野市長の髙村で裾野市長の髙村で
す。市制施行50周年を迎え、個人としても市長とす。市制施行50周年を迎え、個人としても市長と
しても、50年来の先人の皆さんの取り組みに本当しても、50年来の先人の皆さんの取り組みに本当
に感謝しています。に感謝しています。

　今回、座談会を開催するにあたり、とにかくチャレ　今回、座談会を開催するにあたり、とにかくチャレ
ンジしている人を招き、市民の皆さんに向けて一緒ンジしている人を招き、市民の皆さんに向けて一緒
にチャレンジしようよというメッセージを出してもにチャレンジしようよというメッセージを出しても
らいたいと思っています。今日はよろしくお願いしらいたいと思っています。今日はよろしくお願いし
ます。ます。

楽しいコミュニケーションで楽しいコミュニケーションで
“輪”が広がる“輪”が広がる

市長市長▶︎▶︎森川さんは、市民協働によるまちづくり推進協森川さんは、市民協働によるまちづくり推進協
議会の委員を10年務めながら、ファシリテーター議会の委員を10年務めながら、ファシリテーター

親子のキラキラタイムの様子親子のキラキラタイムの様子

山形さん山形さん
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として地域で活躍する中で何か感じたことはありまとして地域で活躍する中で何か感じたことはありま
すか。すか。

森川森川▶︎▶︎ファシリテーターなんて格好いい名前がついてファシリテーターなんて格好いい名前がついて
いますが、要は話し合いの場における進行役のこといますが、要は話し合いの場における進行役のこと
で、参加する皆さんが楽しく自由に発言できる場をで、参加する皆さんが楽しく自由に発言できる場を
作ることが一番の役目です。今までの地域での話し作ることが一番の役目です。今までの地域での話し
合いは、やるかやらないかの結論ばかりに意識が向合いは、やるかやらないかの結論ばかりに意識が向
き、何のためにやっているのかを再確認する場面もき、何のためにやっているのかを再確認する場面も
なく、前例踏襲的に行事が計画されていることが多なく、前例踏襲的に行事が計画されていることが多
いように感じます。話し合いというのは、その場にいように感じます。話し合いというのは、その場に
いるみんなで考え、さまざまな意見を出し合う時間いるみんなで考え、さまざまな意見を出し合う時間
を共有することで、最終的にこうありたいなというを共有することで、最終的にこうありたいなという
あるべき姿が浮き彫りになり、それが目的として理あるべき姿が浮き彫りになり、それが目的として理
解できることにもつながっていくわけです。解できることにもつながっていくわけです。

市長市長▶︎▶︎みんなで考えることで、いい相乗効果が生まれみんなで考えることで、いい相乗効果が生まれ
ますよね。ますよね。

森川森川▶︎▶︎話し合いって面白いなとか、参加したことで新話し合いって面白いなとか、参加したことで新
しい知り合いができてうれしいなという思いを実感しい知り合いができてうれしいなという思いを実感
した人が増えてくると輪が広がっていきますよね。した人が増えてくると輪が広がっていきますよね。

市長市長▶︎▶︎協議会に参加させてもらうことがありますが、協議会に参加させてもらうことがありますが、
他の会と比べて自由発言の度合いがすごく高いと思他の会と比べて自由発言の度合いがすごく高いと思
います。自由な話し合いの場や自主的な形での活動います。自由な話し合いの場や自主的な形での活動
がどんどん広がっていくことが一番望ましいことでがどんどん広がっていくことが一番望ましいことで
すよね。すよね。

森川森川▶︎▶︎１番のポイントは、いかに話し合いを楽しめる１番のポイントは、いかに話し合いを楽しめる
かということです。かということです。

田﨑田﨑▶︎▶︎話し合いの場が楽しいと、たくさんアイデアが話し合いの場が楽しいと、たくさんアイデアが
出てきますよね。キラキラタイムが始まったきっか出てきますよね。キラキラタイムが始まったきっか
けは、山形さんが入っている市民活動団体が進行すけは、山形さんが入っている市民活動団体が進行す
る話し合いに出席したことでした。その際に、長泉る話し合いに出席したことでした。その際に、長泉
町で活動しているイベント団体の人と親しくなり、町で活動しているイベント団体の人と親しくなり、
情報交換をするうちに、裾野でもイベントを企画し情報交換をするうちに、裾野でもイベントを企画し

てはどうかという話が出たため、キラキラタイムをてはどうかという話が出たため、キラキラタイムを
開催することになりました。開催することになりました。

山形山形▶︎▶︎私も団体の代表をしていますが、初めてのこと私も団体の代表をしていますが、初めてのこと
に挑戦するときは苦労が多いですよね。に挑戦するときは苦労が多いですよね。

田﨑田﨑▶︎▶︎最初は、会場や駐車場の確保、子どもが安全に最初は、会場や駐車場の確保、子どもが安全に
過ごせる場所を探すのに時間がかかりました。最終過ごせる場所を探すのに時間がかかりました。最終
的に、和風レストランみよしさんを借りて開催でき的に、和風レストランみよしさんを借りて開催でき
ました。当日の運営は、地域の皆さんがボランティました。当日の運営は、地域の皆さんがボランティ
アで協力してくれて無事に成功することができましアで協力してくれて無事に成功することができまし
た。た。

市長市長▶︎▶︎昨年は何かやろうと思っても、できる状況では昨年は何かやろうと思っても、できる状況では
なかったと思います。今年は状況がよくなって、いなかったと思います。今年は状況がよくなって、い
ろんなイベントができればいいですよね。ろんなイベントができればいいですよね。

　山形さん、Ringの活動についてですが、先ほどメ　山形さん、Ringの活動についてですが、先ほどメ
ンバーは10人と伺いましたけれど、何人ぐらいにンバーは10人と伺いましたけれど、何人ぐらいに
声をかけたのですか。声をかけたのですか。

山形山形▶︎▶︎生徒会や地域学という授業を受講している生徒、生徒会や地域学という授業を受講している生徒、
数十人に声をかけました。反応はそれぞれで、やっ数十人に声をかけました。反応はそれぞれで、やっ
てみたいと言ってくれる生徒もいれば、お年寄りにてみたいと言ってくれる生徒もいれば、お年寄りに
電話をしても話が続くか不安という生徒もいました。電話をしても話が続くか不安という生徒もいました。

　そこで、先生や地域連携コーディネーターの人と相　そこで、先生や地域連携コーディネーターの人と相
談を重ね、プレゼンテーションを活動に興味を持っ談を重ね、プレゼンテーションを活動に興味を持っ
てくれた生徒を集めて行いました。その中で、10てくれた生徒を集めて行いました。その中で、10
人の生徒が手を挙げてくれて一緒に活動することに人の生徒が手を挙げてくれて一緒に活動することに
なりました。やっと仲間が見つかったという安心感なりました。やっと仲間が見つかったという安心感
がありました。がありました。

市長市長▶︎▶︎どのくらいのペースで活動しているのですか。どのくらいのペースで活動しているのですか。
山形山形▶︎▶︎今は週１回の活動です。今は週１回の活動です。
森川森川▶︎▶︎そうすると、その10人が決められた日に、各そうすると、その10人が決められた日に、各

自連絡をするのですね。自連絡をするのですね。
山形山形▶︎▶︎はい。社会福祉協議会の皆さんに協力してもらはい。社会福祉協議会の皆さんに協力してもら

い、お年寄りの人に希望調査を取り、同意してくれい、お年寄りの人に希望調査を取り、同意してくれ
た人に電話か手紙でやり取りをしています。た人に電話か手紙でやり取りをしています。

森川森川▶︎▶︎電話では、どのようなことを話すのですか。何電話では、どのようなことを話すのですか。何
気ない日常の出来事をちょっと話すとか、そのよう気ない日常の出来事をちょっと話すとか、そのよう
なことなのですか。なことなのですか。

山形山形▶︎▶︎テーマは全然決めていなくて、フリートークでテーマは全然決めていなくて、フリートークで
すが、相手の体調を気遣うことは、初めからみんなすが、相手の体調を気遣うことは、初めからみんな
できていました。できていました。

ファシリテーターとして活動する様子ファシリテーターとして活動する様子
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森川森川▶︎▶︎自分の本当のおじいちゃん、おばあちゃんみた自分の本当のおじいちゃん、おばあちゃんみた
いな感じで、体調や日常のことを話すのですね。おいな感じで、体調や日常のことを話すのですね。お
年寄りの人たちは気分転換というか、息抜きになる年寄りの人たちは気分転換というか、息抜きになる
のでしょうね。のでしょうね。

田﨑田﨑▶︎▶︎生徒の皆さんにとっても、コミュニケーション生徒の皆さんにとっても、コミュニケーション
をとる練習になりますね。をとる練習になりますね。

山形山形▶︎▶︎はい。一応、５分と決めてはいるのですが、楽はい。一応、５分と決めてはいるのですが、楽
しくてついつい長くなってしまいます。しくてついつい長くなってしまいます。

森川森川▶︎▶︎コロナが落ち着けば、面会をしてコミュニケーコロナが落ち着けば、面会をしてコミュニケー
ションをとれるのではないですか。ションをとれるのではないですか。

山形山形▶︎▶︎裾野高校で放課後カフェというものを開いてい裾野高校で放課後カフェというものを開いてい
て、そこで地域の人やお年寄りの人を呼んで交流すて、そこで地域の人やお年寄りの人を呼んで交流す
ることを考えています。ることを考えています。

市長市長▶︎▶︎地区サロンでこの活動を紹介したら、お年寄り地区サロンでこの活動を紹介したら、お年寄り
の人はみんな喜ぶし、感激すると思いますよ。これの人はみんな喜ぶし、感激すると思いますよ。これ
からも頑張ってください。からも頑張ってください。

山形山形▶︎▶︎ありがとうございます。ありがとうございます。

裾野の魅力の再確認裾野の魅力の再確認
生徒会での活動生徒会での活動

市長市長▶︎▶︎森川さん、裾野市の魅力は人の温かさだとお話森川さん、裾野市の魅力は人の温かさだとお話
をされていましたが、“もの”の魅力はどうですか。をされていましたが、“もの”の魅力はどうですか。

森川森川▶︎▶︎山形さんと同じく、水が美味しいところです。山形さんと同じく、水が美味しいところです。
一時期、市外で暮らしていたことがありますが、水一時期、市外で暮らしていたことがありますが、水
道水は飲めなかったですね。たまに裾野に戻ってき道水は飲めなかったですね。たまに裾野に戻ってき
ては、水道水を２リットルのペットボトルに10本ては、水道水を２リットルのペットボトルに10本
以上入れて持ち帰り、それでご飯を炊いたり料理に以上入れて持ち帰り、それでご飯を炊いたり料理に
使ったりしていました。裾野の水は、安心して飲め使ったりしていました。裾野の水は、安心して飲め
ますよね。ますよね。

　あとは、裾野は時間の流れが緩やかな気がします。　あとは、裾野は時間の流れが緩やかな気がします。
毎日違う表情を見せる富士山や農業をやっている人毎日違う表情を見せる富士山や農業をやっている人
がトラクターを運転している風景が好きです。がトラクターを運転している風景が好きです。

市長市長▶︎▶︎田舎的な部分が残っているというところがある田舎的な部分が残っているというところがある
のかもしれないですね。のかもしれないですね。

　田﨑さんは、お子さんが幼稚園に通われていたとき　田﨑さんは、お子さんが幼稚園に通われていたとき
にPTA会長をされていたそうですね。地域の人とにPTA会長をされていたそうですね。地域の人と
の関わりはありましたか。の関わりはありましたか。

田﨑田﨑▶︎▶︎娘が年長のときに富岡第二幼稚園のPTA会長娘が年長のときに富岡第二幼稚園のPTA会長
を務めました。地域の人たちとの触れ合いが欲しいを務めました。地域の人たちとの触れ合いが欲しい
なと思い、例年より大きな規模で夏祭りをさせてもなと思い、例年より大きな規模で夏祭りをさせても
らいました。幼稚園の近所の人たちや富岡第二小学らいました。幼稚園の近所の人たちや富岡第二小学
校の児童がたくさん来てくれて、園の先生や小学校校の児童がたくさん来てくれて、園の先生や小学校
のスクール・サポーターも一緒に盛り上げてくれまのスクール・サポーターも一緒に盛り上げてくれま
した。あと、下和田区の人が野菜やバザー品をたくした。あと、下和田区の人が野菜やバザー品をたく
さん用意してくれたおかげで、今までにないぐらいさん用意してくれたおかげで、今までにないぐらい
の収益がありました。そのお金で、園児におもちゃの収益がありました。そのお金で、園児におもちゃ
や ク リ ス マ ス パ ーや ク リ ス マ ス パ ー
ティーで食べるケーキ、ティーで食べるケーキ、
オードブルを用意するオードブルを用意する
ことができ、本当に周ことができ、本当に周
りの人たちの優しさをりの人たちの優しさを
実感しました。実感しました。

市長市長▶︎▶︎最近の裾野高校の最近の裾野高校の
生徒の皆さんは、Ringを始めボランティア部の生生徒の皆さんは、Ringを始めボランティア部の生
徒など、多くの人が活躍されていますね。学校生活徒など、多くの人が活躍されていますね。学校生活
を送る上で意識していることはありますか。を送る上で意識していることはありますか。

山形山形▶︎▶︎私は教師を目指しているので、高校での経験を私は教師を目指しているので、高校での経験を
将来伝えるために、まず先頭に立って裾野高校をよ将来伝えるために、まず先頭に立って裾野高校をよ
りよくしようという思いから生徒会に入りました。りよくしようという思いから生徒会に入りました。

　市内でICTを活用し地域課題の解決に取り組む団体　市内でICTを活用し地域課題の解決に取り組む団体
「Code for SUSONO」の皆さんと一緒に通学路「Code for SUSONO」の皆さんと一緒に通学路
マップを作ったり、ユニセフ学校募金をしたりして、マップを作ったり、ユニセフ学校募金をしたりして、
徐々に生徒会の活動の幅を広げていきました。徐々に生徒会の活動の幅を広げていきました。

市長市長▶︎▶︎地域活動に積極的な生徒が１人でも２人でも増地域活動に積極的な生徒が１人でも２人でも増
えていってくれると、地域とのつながりがまた増ええていってくれると、地域とのつながりがまた増え
てきますよね。てきますよね。

“まちづくり”と“ひとづくり”“まちづくり”と“ひとづくり”
これからの裾野を考えるこれからの裾野を考える

市長市長▶︎▶︎これからのまちづくりにご意見はありますか。これからのまちづくりにご意見はありますか。
市に希望することなどをお話しください。市に希望することなどをお話しください。

森川森川▶︎▶︎裾野の５地区がそれぞれの特徴を見いだし、持裾野の５地区がそれぞれの特徴を見いだし、持
ち味を生かした展開ができれば面白いなと思っていち味を生かした展開ができれば面白いなと思ってい
ます。ます。

田﨑さん田﨑さん

校内有志団体Ringの活動の様子校内有志団体Ringの活動の様子
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市長市長▶︎▶︎まちづくり推進協議会で、地域づくりクリエイまちづくり推進協議会で、地域づくりクリエイ
ターを設置する協議を進めていると聞いています。ターを設置する協議を進めていると聞いています。
どこまで協議が進んでいますか。どこまで協議が進んでいますか。

森川森川▶︎▶︎地域づくりクリエイターは、区長と連携して、地域づくりクリエイターは、区長と連携して、
区民の皆さんが自分の地区の課題が何であるかに気区民の皆さんが自分の地区の課題が何であるかに気
付き、その課題解決に向けたさまざまな取り組みを付き、その課題解決に向けたさまざまな取り組みを
行っていけるようサポートする存在です。今後、ま行っていけるようサポートする存在です。今後、ま
ずは一部の地区をモデルケースにしながら展開してずは一部の地区をモデルケースにしながら展開して
いきたいです。いきたいです。

市長市長▶︎▶︎地域の事情に応じて行政も一緒に考えていく必地域の事情に応じて行政も一緒に考えていく必
要がありますね。要がありますね。

　田﨑さんは、子育て世代の代表として、まちづくり　田﨑さんは、子育て世代の代表として、まちづくり
への希望などはありますか。への希望などはありますか。

田﨑田﨑▶︎▶︎私の住んでいる呼子区は、富岡中学校が少し遠私の住んでいる呼子区は、富岡中学校が少し遠
いです。そのため、周りのお母さんたちとスクールいです。そのため、周りのお母さんたちとスクール
バスが欲しいという話をよくします。バスが欲しいという話をよくします。

　それから、キラキラタイムでアンケートを取ると、　それから、キラキラタイムでアンケートを取ると、
大型商業施設が欲しいという意見が多いです。大型商業施設が欲しいという意見が多いです。

市長市長▶︎▶︎商業施設に関して商業施設に関して
はビジネスなので、はビジネスなので、
マーケティングをしたマーケティングをした
ときの結果次第だと思ときの結果次第だと思
います。スクールバスいます。スクールバス
やお年寄りの移動手段やお年寄りの移動手段
は、しっかり考えていは、しっかり考えてい
かなければならないと思っています。かなければならないと思っています。

　山形さんは、不便に感じているようなものはありま　山形さんは、不便に感じているようなものはありま
すか。すか。

山形山形▶︎▶︎私の家の近くは街灯が少なくて、少し怖いなと私の家の近くは街灯が少なくて、少し怖いなと
思うときがあります。外を散歩したりランニングし思うときがあります。外を散歩したりランニングし
たりするときに、もっと街灯があったらいいなと思たりするときに、もっと街灯があったらいいなと思
います。います。

　あとは、やっぱり商業施設がほしいですね。ですが、　あとは、やっぱり商業施設がほしいですね。ですが、
裾野市は富士山があって静かなまちです。いい言い裾野市は富士山があって静かなまちです。いい言い
方で言うと、のどかな田舎なのです。だから、裾野方で言うと、のどかな田舎なのです。だから、裾野
らしさというか、田舎らしさもまたいいのかなと思らしさというか、田舎らしさもまたいいのかなと思
います。います。

次代を担う子どもたちの未来次代を担う子どもたちの未来

市長市長▶︎▶︎これからの子どもたちにどのような環境で育っこれからの子どもたちにどのような環境で育っ
てほしいとか、どうなってほしいというような思いてほしいとか、どうなってほしいというような思い
はありますか。はありますか。

森川森川▶︎▶︎まず、大人自身がまず、大人自身が
自分の住む地区で大切自分の住む地区で大切
なもの、守りたいものなもの、守りたいもの
をきちんと見つけて、をきちんと見つけて、
それを子どもたちに教それを子どもたちに教
えていくことが重要だえていくことが重要だ
と考えます。そして、と考えます。そして、
その子どもたちが成長し大人になったときに、やっその子どもたちが成長し大人になったときに、やっ
ぱり裾野市っていいなと思ってくれたらうれしいでぱり裾野市っていいなと思ってくれたらうれしいで
すね。すね。

田﨑田﨑▶︎▶︎私がやっているような、子育てイベントを企私がやっているような、子育てイベントを企
画・運営する団体がもっと増えてくれたらいいなと画・運営する団体がもっと増えてくれたらいいなと
思います。裾野を盛り上げていくような、子育てに思います。裾野を盛り上げていくような、子育てに
優しい地域に発展していけたらいいなと思います。優しい地域に発展していけたらいいなと思います。

市長市長▶︎▶︎そういう団体が増えることによって、住みやすそういう団体が増えることによって、住みやす
いまちになってくるのでしょうね。団体設立の相談いまちになってくるのでしょうね。団体設立の相談
を受けることはありますか。を受けることはありますか。

田﨑田﨑▶︎▶︎受けることもあります。キラキラタイムもやり受けることもあります。キラキラタイムもやり
ながら、活動の輪を広げていきたいです。ながら、活動の輪を広げていきたいです。

市長市長▶︎▶︎山形さんは、どのような教師になりたいと考え山形さんは、どのような教師になりたいと考え
ていますか。ていますか。

山形山形▶︎▶︎２つ目標があり、１つ目は生徒に学ぶことの楽２つ目標があり、１つ目は生徒に学ぶことの楽
しさを伝えたいと思っています。そのために、わくしさを伝えたいと思っています。そのために、わく
わくさせられるような授業ができるようになりたいわくさせられるような授業ができるようになりたい
です。２つ目は、自分が高校でやってきた経験や活です。２つ目は、自分が高校でやってきた経験や活
動で学んだことを生徒に還元していきたいです。高動で学んだことを生徒に還元していきたいです。高
校３年間で生徒会長や茶道部部長を務めたり、英語校３年間で生徒会長や茶道部部長を務めたり、英語
スピーチコンテストや弁論大会に出て受賞したりしスピーチコンテストや弁論大会に出て受賞したりし
ました。何かに挑戦して、成功体験があると自信にました。何かに挑戦して、成功体験があると自信に
なるので、生徒の挑戦を応援できる教師になりたいなるので、生徒の挑戦を応援できる教師になりたい
です。です。

市長市長▶︎▶︎ぜひ、高校生活で培ったことを子どもたちや生ぜひ、高校生活で培ったことを子どもたちや生
徒たちに教えてあげてください。応援しています。徒たちに教えてあげてください。応援しています。

田﨑田﨑▶︎▶︎私は向田小学校で支援員をやっているのですが、私は向田小学校で支援員をやっているのですが、
教師を目指す人がすごく少ないそうです。子どもた教師を目指す人がすごく少ないそうです。子どもた
ちのことを考えられる若い人が増えたらいいなと本ちのことを考えられる若い人が増えたらいいなと本
当に思います。当に思います。

山形山形▶︎▶︎教師になったら、田﨑さんや森川さんたちと連教師になったら、田﨑さんや森川さんたちと連
携して、何か子どもたちの新しい交流の場づくりや携して、何か子どもたちの新しい交流の場づくりや
世代間を超えた交流をやりたいです。子どもたちの世代間を超えた交流をやりたいです。子どもたちの
成長や学びにもつながるので、地域と積極的に関わ成長や学びにもつながるので、地域と積極的に関わ
るような仕掛けをしていきたいと思っています。るような仕掛けをしていきたいと思っています。

髙村市長髙村市長

森川さん森川さん
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未来に向けて夢や挑戦未来に向けて夢や挑戦

市長市長▶︎▶︎最後に、今後の目標やこれから挑戦したいこと最後に、今後の目標やこれから挑戦したいこと
などがあればお話しください。などがあればお話しください。

森川森川▶︎▶︎建築を通じて地域の皆さんに恩返しができれば建築を通じて地域の皆さんに恩返しができれば
という思いがあります。という思いがあります。

　また、協議会に携わっていることから、地域の皆さ　また、協議会に携わっていることから、地域の皆さ
んと一緒に熱量の感じられる地域づくりに取り組んんと一緒に熱量の感じられる地域づくりに取り組ん
でいきたいという思いが強いです。でいきたいという思いが強いです。

田﨑田﨑▶︎▶︎昨年はキラキラタイムが開催できなかったので、昨年はキラキラタイムが開催できなかったので、
今年はコロナ禍が少しでも落ち着いて、イベントを今年はコロナ禍が少しでも落ち着いて、イベントを
安全に開催できることを目標に頑張っていきたいな安全に開催できることを目標に頑張っていきたいな
と思っています。と思っています。

山形山形▶︎▶︎私はもうすぐ卒業してしまうので、後輩たちを私はもうすぐ卒業してしまうので、後輩たちを
育てて、Ringの「声のチカラ」プロジェクトが裾育てて、Ringの「声のチカラ」プロジェクトが裾

野高校の伝統になるよう残していきたいです。野高校の伝統になるよう残していきたいです。
　また、最近は地域で活躍している団体の活動に参加　また、最近は地域で活躍している団体の活動に参加

させてもらっているので、これからも交流を続けてさせてもらっているので、これからも交流を続けて
いきたいなと思います。いきたいなと思います。

市長市長▶︎▶︎冒頭も申し上げましたが、裾野市のここまでの冒頭も申し上げましたが、裾野市のここまでの
発展は、この50年以上前の先人から受け継いだも発展は、この50年以上前の先人から受け継いだも
のです。市制施行50周年を迎えて、ここから先は、のです。市制施行50周年を迎えて、ここから先は、
山形さんや田﨑さん、森川さんが話したような市民山形さんや田﨑さん、森川さんが話したような市民
の皆さんの挑戦をサポートし、ともに活動していくの皆さんの挑戦をサポートし、ともに活動していく
行政でなければいけないと思います。皆さんの挑戦行政でなければいけないと思います。皆さんの挑戦
を応援する環境を整え、これからも一緒に頑張りたを応援する環境を整え、これからも一緒に頑張りた
いと思います。ありがとうございました。いと思います。ありがとうございました。

　明けましておめでとうございます。輝かしい希望
に満ちた新春を健やかにお迎えのことと心からお喜
び申し上げます。
　今年の干支「丑

うし
年」は、先を急がず一歩一歩着実

に物事を進めることが大切な年と言われています。
いまだ新型コロナウイルス感染症は収束の兆しが見
えず、まだまだ耐え忍ぶ期間が続くかと思います。
しかしながら、地道な感染防止対策と新しい生活様
式の実践を続けることこそが、再生への確実な道筋
であると確信しております。
　さて、裾野市は年明けの１月１日に50歳の誕生
日を迎えました。今年は、様々な事業に市制施行
50周年の冠をつけ、市民の皆様とともにこの記念
すべき節目をお祝いしたいと考えています。これま
での裾野市の歩みを振り返り、先人たちが築き上げ
てきた功績による今日の発展に感謝するとともに、
未来に向けてさらなる飛躍を期する年としたいと思
います。
　また裾野市では、昨年末に、新たなまちづくりの

指針「第５次裾野市総合計画」を策定いたしました。
この新しい総合計画では、富士山の裾野に広がる豊
かな自然のもと、地域に誇りを持つ市民や地域経済
をけん引する企業等とともに、未来志向で協働・連
携してまちづくりを進めることによって、裾野市ら
しい「田園」と「未来都市」が令（うるわ）しく調
和する「みんなが誇る豊かな田園未来都市すその」
の実現を目指します。
　市内で建設が予定されている未来技術の実証都市
「ウーブン・シティ」プロジェクトは、富士山にち
なんで今年の２月23日に着工という発表がありま
した。行政としましては、このプロジェクトを閉じ
たものとせず、その波及効果が市域にも広がり、市
民の皆様が豊かで幸せな生活を実感できるよう、
SDCC構想に賛同するパートナーとともに先端技
術による地域の課題解決に取り組んでまいります。
　結びに、皆様のご健勝ご多幸と新たな時代に向け
て大きな飛躍の年になりますことを心から祈念申し
上げ、年頭のあいさつといたします。

裾野市長
髙村 謙二

年頭あいさつ
市制施行50周年を祝して
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　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、確定申告の受け付け方法を変更します。
会場への入場には、事前に入場整理券を受け取り、マスクを着用してください。
　確定申告書はパソコンやスマートフォンを利用して、自宅で作成できます。人と接
触せず手続きができますので、積極的にご利用ください。

事前受け付けを実施
２月８日㈪・９日㈫　９時30分～16時
市役所地下会議室
住宅ローン控除を受ける人、年金受給者の人
●住宅ローン控除を受ける人

　　国税庁ホームページで確認してくだ
さい。

　●年金受給者の人
　　□「令和２年分確定申告のお知らせ」はがき、ま

たは封書
　　□源泉徴収票
　　□医療費控除など各種控除の証明書、領収書
　　□年金以外の所得がある場合は、所得金額を計算

するために必要な書類
　　□はんこ、筆記用具
　　□本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの
　　□マイナンバーカード

入場整理券は、当日会場で配付します。
税務署での確定申告

２月16日㈫～３月15日㈪　９時～17時
　（土・日曜日、祝日は開設しません）

キラメッセぬまづ（プラサヴェルデ内）
　沼津市大手町1-1-4

●公的年金を受給している人を対象に、２月10日
㈬から申告相談を行います。

　●混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が
必要となります。

　●入場整理券は、当日会場で配布します。
　　※LINEで手続きをすると事前に入手できます。
　●入場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願

いすることがあります。
市役所での確定申告

２月16日㈫～３月15日㈪　９時～16時
　（土・日曜日、祝日は開設しません）

市役所４階401会議室

入場整理券の配付
２月16日㈫～３月15日㈪　８時～
市役所１階エレベーター前
●入場整理券に記載された時間に４階申告会場にお

越しください。
　●入場整理券に記載された時間以外に申告会場に入

ることや、待つことはできません。
　●開庁時間前は市役所に入ることができません。早

朝からの順番待ちなど、開庁時間前の来庁はご遠
慮ください。待ち時間の密集・密接を避け、感染
拡大防止にご理解とご協力をお願いします。

確定申告の受け付けが始まります
感染症拡大防止のため、受け付け方法を変更

税務課
　995-1810
　沼津税務署
　922-1560

確定申告書は自宅で作成できます
●確定申告書は、パソコンやスマートフォンから

e-Taxで自宅などから送信できます。送信には
マイナンバーカードまたはID・
パスワードが必要です。詳しく
は国税庁ホームページをご覧く
ださい。

●マイナンバーカードを持っていない人は、税務
署の窓口でID・パスワードの発行を申請して
ください。発行を希望する人は、本人が顔写真
付きの本人確認書類（運転免許証など）をお持
ちください。代理による申請はできません。

●e-Taxで確定申告をすると、税務署や確定申告
会場に行く必要がありません。また、書面で提
出した場合より還付金を早く受け取れます。
●既に税務署でID・パスワードの発行が済ん

でいる人は、再度申請する必要はありません。
　●マイナンバーカードを使用して送信する際は、

カードの電子証明書の有効期限にご注意くだ
さい。有効期限は５年で、期限が過ぎている
と送信できませんので、有効期限を事前に確
認してください。

　●確定申告書は、印刷して郵送などで税務署に
提出することもできます。
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Photograph

　南小学校１・２年生の41人が、サツマイモ掘りを
体験しました。収穫を迎えたサツマイモは、地元シニ
アクラブの協力で、５月下旬に植えられたものです。
児童たちは、掘った土の中から自分の顔ほどもある大
きなサツマイモが出てくるたびに、歓声を上げていま
した。自分で収穫したサツマイモをうれしそうに抱え、
自宅に持ち帰りました。

　総合グラウンドで東部ブロック グラウンドゴルフ
交流会が行われました。この大会は、障がいのある人
が、競技を通じて運動機能の向上や積極的な社会参加
への推進を図るため開催されています。県東部地域の
7市町から約80人が参加され、雲一つない青空の下、
他市町の人とグループになり、交流を深めながら元気
良くプレーしていました。

　裾野吹奏楽フェスティバル2020が市民文化セン
ターで行われました。青少年の育成と音楽文化の振興
を目的とした演奏会には、市内の小・中学校、高校の
吹奏楽部５団体が参加しました。今年は新型コロナウ
イルス感染症のため、思うように練習ができず苦労が
絶えなかったそうですが、15曲の力強い演奏に対し、
会場の聴衆から盛んな拍手が贈られていました。

　石脇区民約50人が、３月末で撤去される旧栄橋に感
謝を示すため、橋で記念撮影を行いました。旧栄橋は
昭和８年に完成し、主要地方道富士裾野線の佐野から
須山に至る幹線道路の石脇と千福の間に掛かっていま
した。昨年新しい栄橋が完成したことで、87年に渡る
役目を終えました。当日は子どもからお年寄りまでが
参加し、思い出話に花を咲かせていました。

豊作のサツマイモを収穫 （11月13日）

交流を深めながら楽しくプレー （11月14日）

力強い演奏で観客を魅了 （11月14日）

栄橋87年間ありがとう （11月15日）
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フォトグラフ

　市民文化センターで防災のつどいが開催され、約
240人が参加しました。消防団意見・体験発表では、
代表者３人が入団した時の決意や、日頃の訓練での体
験などを力強く発表しました。続いての防災講話では、
三島市三恵台自主防災会の秋山さんらが自分たちの活
動事例を紹介しました。　　

特派員：小林 建次、杉本 武滿

　市役所で県東部地域を拠点として活動する、日本初
の女子国際自転車チーム「ハイアンビション2020JP.」
と包括連携協定を締結しました。今後、同チームと当
市は、サイクルツーリズムを通じた地域活性化や自転
車競技の普及などを推進します。また、（一社）日本パ
ラサイクリング連盟とも同様に協定を締結し、障がい
者のスポーツ振興の普及・推進の連携を確認しました。

　市と株式会社TOKAIケーブルネットワークが、ご
当地ソングを共同で制作するに当たり、歌手の太田克
樹さんとカテリンさんが市長を訪ねました。2人を迎
えた市長が「市制50周年の良い記念となります」と
話すと、歌手の2人からは「歌詞を皆さんから募集す
るとのことで楽しみ。完成したら裾野市だけでなく、
世界に発信したいです」と意欲を語ってくれました。

　新型コロナウイルス感染症の影響で例年の大会と趣
の異なる中でしたが、裾野市は練習の成果を発揮して、
市の部６位という歴代最高順位タイでゴールし、10
区と11区では区間賞や区間新記録をマークしました。
選手は市役所を訪れ、市長に結果を報告しました。選
手代表の人からは、家族やチームメイトへの感謝の言
葉が述べられました。

入団時の決意や訓練での体験を発表（11月18日）

自転車競技の普及のために （12月２日）

“思い出の交差点”裾野市Ver.を
制作 （11月26日）

市町対抗駅伝の結果を報告しました（12月６日）
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　市では標高の高さや富士山麓の冷涼な気候などを生
かしたスポーツ合宿誘致や東京2020オリンピック自
転車競技ロードレースをきっかけとしたサイクルツー
リズムの推進など、スポーツツーリズム事業に取り組
んでいます。

S-station登録施設の募集
　市を訪れるランナー、サイクリスト、ウォーカーな
どのスポーツ愛好家の人が、気軽に立ち寄ることがで
きるスポットとして、S-stationを募集します。

市内の飲食店、宿泊施設など
要件／以下の２つを備えている必要があります。
　●ランナー、サイクリスト、ウォーカーなどのス

ポーツ愛好家を温かく迎えることができる施設
　●次のいずれか１つ以上のサービスを提供できる施

設▶︎荷物預かり、休憩スペース、駐車場、着替え
場所、風呂、シャワー、食事、土産、道案内、ス
ポーツバイク用空気入れ・工具の貸し出し、サイ

クルラック、スポーツ愛好家向け特典（大盛り無
料など）

施設名、担当者
名、連絡先、提
供できるサービ
ス内容を記入し、
電話またはメー
ルでお申し込み
ください。
登録施設には、
のぼり旗を提供
します。
市スポーツツー
リズム推進協議
会事務局（産業
振興課）　995-1825
kankou@city.susono.shizuoka.jp

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入に一定
の影響を受けた中小事業者などに対し、事業収入の減
少幅に応じて2021（令和３）年度の固定資産税およ
び都市計画税の減免を行います。

措置の内容
●資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人

　●従業員1,000人以下の資本または出資を有しない
　法人または個人

　※ただし、大企業の子会社などは対象外となります。
　詳しくは、中小企業庁のホームペー

ジをご覧ください。
対象税目／2021（令和３）年度に課

税されるべき事業用家屋に対する固
定資産税および都市計画税、償却資産に対する固定
資産税

減免率／2020（令和２）年２月から10月までの連続す
る３カ月間（開始月は任意）の事業収入の対前年度

比の減少率に応じて全額か２分の１が免除されます。
減免の区分

事業収入の対前年度比の減少率 減免率
50％以上減少 全額免除

30％以上50％未満 ２分の１免除

税務課にある申告書（新型コロナウイルス感染症等
に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に
対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特
例措置に関する申告）に必要事項を記入の上、以下
の必要書類を添付し、提出してください。

　※申告書は市公式ウェブサイトからダウンロードで
きます。

　①認定経営革新等支援機関などが確認した証明書
　②①の証明書の発行に要した書類一式
　③特例対象資産一覧表（事業用家屋は別紙、償却資

産は令和３年度償却資産申告書）
２月１日㈪
税務課　995-1809

S-station登録施設募集
ランナー、サイクリスト、ウォーカーの立ち寄りスポット

感染症の影響に係る固定資産税などの減免措置
減免には申告書の提出が必要です
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　市と株式会社TOKAIケーブルネットワークは、ご
当地ソング“思い出の交差点”の裾野市Ver.を制作
します。制作にあたり、皆さんから歌詞となる市内の
思い出の場所や交差点などのエピソードを募集します。

募集内容
応募方法／市公式ウェブサイトにある応募フォームか

ら応募するか任意の用紙に氏名（フリガナ）、郵便
番号、住所、電話番号、思い出の場所や交差点など
とその理由（エピソード）、市制50周年への思い
（任意）を記入し、メールまたはファクスで応募し
てください。　※ファクスは任意の用紙で可
２月10日㈬
●交差点に限らず、市内にある思い出の場所であれ

ばどこでも応募できます。
　●歌詞の採用は、主催者協議の上、決定します。
　●採用者の中から抽選で、思い出の交差点オリジナ

ルクオカード（500円分）を10人に進呈します。

思い出の交差点
　株式会社TOKAI
ケーブルネットワー
クが企画・運営する
カラオケ番組「トコ
カラグランプリ」の
初代グランドチャン
ピオン太田克樹さん
と２代目グランド
チャンピオンカテリ
ンさんが歌う静岡・
浜松・三島を舞台に
した、県内認知度
82.6％を誇るご当地ソングです。

戦略広報課　995-1802
992-1546
kouhou@city.susono.shizuo
ka.jp 

思い出の交差点裾野市Ver.歌詞の募集
あなたの思い出が歌詞になります

　市では、令和３年度から３年間の高齢者保健福祉
事業・介護保険事業を定める第９次裾野市高齢者保
健福祉計画・第８期裾野市介護保険事業計画（案）
に対する意見を募集しています。
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、深良支所、富岡支所
（福祉保健会館内）、須山支所、市役所１階社会
福祉課・介護保険課

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・通学する人、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項をご覧になり、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。
１月25日㈪　※郵送の場合は、最終日の消印有
効
意見提出用紙は、市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
社会福祉課　995-1819

第９次裾野市高齢者保健福祉計画･第８期裾野市
介護保険事業計画（案）に対する意見募集

 パブリックコメント

　市では、令和３年度から５年間の地域福祉施策の
方向性について定める第４次裾野市地域福祉計画
（案）に対する意見を募集しています。
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、深良支所、富岡支所
（福祉保健会館内）、須山支所、市役所１階社会
福祉課

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・通学する人、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項をご覧になり、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。
１月20日㈬　※郵送の場合は、最終日の消印有
効
意見提出用紙は、市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
社会福祉課　995-1819

第４次裾野市地域福祉計画（案）
に対する意見募集

 パブリックコメント
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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。
●グッドワン

沼津市原498-2
TEL994-9860

上下水道工務課　995-1834
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。

２月25日㈭ 　10時～15時
市役所地下会議室B
16人程度（先着順）
２月11日㈭

国保年金課　995-1813
市民無料相談

１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、社会保険労務などの相
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

不審な情報は110番通報を
　事件・事故、不審者などの情報
は直ちに110番通報し、警察官が
到着するまで危険を避けて待機し
てください。

緊急性のない相談や落とし物の
問い合わせなどは、裾野警察署
へ連絡してください。
裾野警察署　995-0110

令和３年市政カレンダー配布・販
売
　市政カレンダーを発行しました。
１世帯に１部を無料配布し、希望
する人には販売しています。

富士山とともに半世紀
配布・販売場所／戦略広報課、各

支所、生涯学習センター、富士
山資料館

販売価格／300円
郵送での購入／希望部数分のカレ

ンダー代金の定額小為替と、郵
送代金分の切手を同封し、送り
先の住所、氏名、電話番号を記
載した用紙を戦略広報課へ郵送
してください。

郵送代金／１部350円、２部510
円、3・4部710円　※４部以
上希望する場合は事前にお問い
合わせください。
戦略広報課　995-1802

しずおか保育のお仕事フェア
　保育士が復帰する際に役立つ内
容のセミナーや、保育の仕事の就

職相談会を開催します。
１月31日㈰ 

　①13時～14時30分
　②14時30分～16時30分

プラサヴェルデコンベンション
ホールＢ（沼津市大手町）
保育士として就職を希望する人、
保育士を目指している人、保育
の仕事に興味のある人
①保育士さん就職応援セミナー
②就職相談会
セミナーに参加を希望する人は
電話でお申し込みください。

　※相談会は申し込み不要です。
１月24日㈰
県保育士・保育所支援センター 
054-271-2110
http://www.shizuoka-hoiku.jp

令和３・４年度市学校給食用物資
納入業者の受付
　学校給食センターおよび市内
小・中学校が発注する給食用物資
の納入業者の登録の申請を受け付
けます。

学校給食センターにある申請書
に必要事項を記入し、直接また
は郵送で提出してください。

　※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。
１月８日㈮～22日㈮　９時～
16時（土・日曜日を除く）

　※郵送の場合は当日消印有効
学校給食センター　992-6868
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お知らせ

国保高齢受給者証交付会
　２月１日㈪から対象となる人に、
受給者証を交付します。

１月21日㈭
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和26年１月２日～２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

県特定最低賃金の改正
　県内の特定の産業に従事する労
働者に適用される特定最低賃金
（時間額）が次のとおり改正され
ました。
●タイヤ・チューブ、ゴムベル

ト・ゴムホース・工業用ゴム製
品製造業▶︎897円

●鉄鋼、非鉄金属製造業▶︎935円
●はん用機械器具、生産用機械器

具、業務用機械器具、輸送用機
械器具製造業▶︎951円

●電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業▶︎920円

●各種商品小売業▶︎886円
静岡労働局賃金室

　054-254-6315

募　集
０歳から入れる親子クラシックコ
ンサート in 裾野
　日ごろ子育てを頑張っているお
父さん、お母さんと子ども（未就
学児）が一緒に楽しめるコンサー
トを開催します。静岡交響楽団の
演奏とともに、歌のお姉さんと一
緒に歌ったり手遊びをしたりして
楽しみましょう。演奏中の入退場
もできますので、赤ちゃんが泣い
ても大丈夫です。

３月13日㈯　14時30分～
　※開場▶︎13時30分

市民文化センター
350人
２次元コードを読み取り、申し
込みフォームに必要事項を記入
してお申し込みください。
１月15日㈮
定員を超えた場合は抽選となり
ます。当選者には、後日チケッ
トを発送します。
子育て支援課　995-1841

県立静岡中央高等学校通信制課程
生徒
出願資格／中学校を卒業した人

（３月に卒業見込みの人を含
む）、高等学校転入学希望者、
中退者など

選考方法／書類審査
出願書類の入手方法／東部キャン

パスで直接入手するか、返信用
封筒（角１封筒に住所・氏名を
明記し、510円切手を貼ったも
の）を同封し、郵送で請求して
ください。
３月18日㈭～29日㈪

入学説明会／１月31日㈰、２月
17日㈬ 　いずれも14時～

県立静岡中央高校東部キャン
パス　928-5757
〒420-8502 三島市文教町一
丁目３番93号（県立三島長陵
高校内）

市民協働によるまちづくり推進協
議会委員
　市民協働によるまちづくりを推
進するため、補助金の審査や市民
協働のあり方を協議する委員を募
集します。
任期／令和３年４月１日～令和５

年３月31日（２年間）
市内に住んでいるか通勤してい
る人
若干名
申込書に必要事項を記入し、シ
ビックプライド推進室へ提出し
てください。　※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。
書類選考を行い、結果は３月中
に通知します。
シビックプライド推進室

　995-1803
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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：２月１日㈪
国民健康保険税	 第７期分

介護保険料	 第７期分

後期高齢者医療保険料	 第６期分

市県民税	 第４期分

１月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

１日㈮ ㈲富士設備
☎997-1507

２日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

３日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

９日㈯ 杉山産業
☎992-1131

10日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

11日㈪ ㈱植松水道
☎992-4644

16日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

17日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

23日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

24日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

30日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

31日㈰ ㈲M･Kアクアサービス
☎992-6599

※工事・修理は有料

１月の水道工事当番店

人口 51,216人
男性 26,023人　女性 25,193人

人口統計　1月１日現在募　集
市育英奨学生
貸与／４月、９月の２回

市内に引き続き３年以上住んで
いて、学費の支払いが困難と認
められる人

奨学金額
高等学校
高等専門

学校
専修学校

入学
一時金 ６万円

月額 １万２千円

短期大学
大学

入学
一時金 30万円

月額 ３万円

貸与金利／無金利
返済期間／貸与終了後１年据え置

き10年以内
選考方法／選考委員会の答申に基

づき、教育委員会が選考します。
学校教育課にある所定の申込用
紙に必要事項を記入し、通学し
ている学校の推薦書など必要な
書類を添えて提出してください。
３月11日㈭
学校教育課　995-1838

自衛官候補生
資格／18歳以上33歳未満の人
受付期間／①１月18日㈪～２月

５日㈮②２月８日㈪～26日㈮

試験日／①２月13日㈯②３月７
日㈰
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
富士山資料館企画展「ふるさと富
士山芸術展」作品
　富士山を題材にした絵画、写真、
絵手紙、パッチワーク、陶芸など
のさまざまなジャンルの作品を募
集します。
募集作品／富士山を題材にした作

品で、額を含む縦・横の大きさ
がそれぞれ１ⅿ以内のもの。　
※１人１点に限ります。

申し込み・搬入期間／２月25日
㈭～３月21日㈰

展示期間／４月17日㈯～６月27
日㈰　

作品返却／７月３日㈯以降
富士山資料館にある出品票に必
要事項を記入し、作品と一緒に
提出してください。　※出品票
は市公式ウェブサイトからダウ
ンロードできます。
●箱や風呂敷にも氏名を記入し
てください。●展示期間中は、
原則として作品の返却はできま
せん。
富士山資料館　998-1325
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図書館利用者

山根 花
はな

さん
（７歳・伊豆島田）

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

１日㈮～４日㈪・12日㈫・18日㈪・
25日㈪・28日㈭休館日

1月

一般書
	 ●彼らは世界にはなればなれに立っている
  著：太田愛　KADOKAWA

	 ●とわの庭　著：小川糸　新潮社

	 ●浅草迄　著：北野武　河出書房新社

	 ●完全犯罪の恋
  著：田中慎弥　講談社

	 ●バグダードのフランケンシュタイン
  著：アフマド・サアダーウィー　訳：柳谷あゆみ　集英社

児童書
	 ●世界のすごい女子伝記　未来への扉をひらいた、
　　歴史にのこる50人
  文：キャスリン・ハリガン　絵：サラ・ウォルシュ　講談社

	 ●へんくつさんのお茶会
　　おいし山のパン屋さんの物語
  作：楠章子　絵：井田千秋　学研プラス

	 ●夜の妖精フローリー
  作：ローラ・エイミー・シュリッツ　学研プラス

	 ●ふみきりかんかんくん　きょうはなんのひ？
  絵：武田美穂　作：斉藤洋　講談社

	 ●那須与一　扇の的
  絵：宇野亞喜良　監修：神田伯山　講談社 

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
もったいないばあさんがくるよ！
作・絵：真珠まりこ　出版社：講談社
　毎日の生活の中で、物に感謝し、物を大切にしよ
うと思う気持ちになる本です。子どもにも大人にも
ひびく言葉がたくさんあり
おすすめです。

行事予定

親子わいわい広場
 9日㈯ 13時30分～16時 本館２階視聴覚室

絵本とおしゃべりのへや
 15日㈮ 10時～11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
 20日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 27日㈬ 13時～16時 本館２階展示室・
   文化センター図書室

おてだまの会
 24日㈰ 13時30分～14時30分 東西公民館和室
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救急協力医 January1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
1/1〜1/3	 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

かとう内科医院 946-5562 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

杉山病院 963-4114 錦町

2 ㈯

田中クリニック 992-1881 伊豆島田

永野医院 962-4450 大岡 沼津市立病院 924-5100 東椎路 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

池田病院 986-1212 本宿

3 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

山谷内科医院 966-5333 青野

4 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

5 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 えがわ医院 921-5148 高島本町 クボタ小児科 975-7984 泉町

6 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

7 ㈭ 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

8 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 守重医院 931-2511 我入道
江川

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

9 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 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

10 ㈰

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

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 遠藤クリニック 975-8801 久米田

11 ㈪

おぐち医院 992-6611 深良 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

森医院 966-2017 石川 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

12 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

13 ㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇

大沢
ハートクリニック 929-1313 若葉町 田中医院 921-2053 高島町

14 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

15 ㈮ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

16 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘

17 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町

本村クリニック 969-0001 大塚 西村医院 971-6510 下土狩

杉山医院 972-3223 伏見 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

18 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈫ 鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿 香貫医院 931-2465 本郷町 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町
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	沼津夜間救急医療センター
沼津市日の出町1-15 926-8699
平 日　20時30分～翌朝７時
土・日曜日、祝日　18時～翌朝７時

	三島メディカルセンター
三島市南本町4-31 972-0711
平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日曜日、祝日　9時～21時

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

救急協力医テレホンサービス　 983-0115
救急協力医は変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

日 内 科 外 科 小児科
20 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

21 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

22 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 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

23 ㈯ さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 さとやま

整形外科内科 939-8031 東原 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

24 ㈰

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

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 よざ小児科医院 967-5722 原

あそうクリニック 929-7575 筒井町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

25 ㈪ 武藤医院 931-0088 三園町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

26 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 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

27 ㈬ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 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

28 ㈭ 小林内科医院 921-2165 米山町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

29 ㈮ 小林医院 966-7700 今沢 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

30 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 田中医院 921-2053 高島町

31 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

清流クリニック 941-8688 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

あめみや内科 935-1159 吉田町 白石医院 951-4593 市道町

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
1 ㈮ たかひろ耳鼻咽喉科医院

0545-66-5100 宮島
静岡医療センター
975-2000 長沢

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

なかがわ歯科
973-7777 長沢

2 ㈯ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

沼津市立病院
924-5100 東椎路

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

3 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

永井眼科
980-1777 萩

聖隷沼津病院
952-1000 松下

タケダ歯科医院
989-3638 本宿

10 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

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

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野

11 ㈪ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

かぬき岩端医院
932-8189 前原

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野

17 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

あいあい眼科クリニック
967-7715 原

かまたクリニック
988-2488 文教町

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

24 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

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

新美歯科オーラルケア
988-8239 下土狩

31 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニッ
ク929-8787 西沢田

本多眼科医院
931-1519 御幸町

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

西島歯科医院
988-3162 納米里

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　１月11日㈪▶９時～、19日㈫・26日㈫▶18時～
●沼津夜間救急センターおよび当番医では、インフルエンザの簡易迅速検査は原則行いません。
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すこやかタウン11月月

　市内に住んでいる３歳０ヵ
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。

裾野っ子
すくすく
成長中！

山口 紗
さ や

弥さん
（２歳11カ月・御宿台）

齊藤 瑠
る い

彩さん
（２歳９カ月・滝頭）

2021年
 1

月
号
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O
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●乳幼児健康相談
　 18日㈪・25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
　 25日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 27日㈬　13時30分～15時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 18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
　 12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
　 13日㈬・22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
　 13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
　 13日㈬　９時30分～11時
　 令和２年７月生まれの人
●１歳６か月児健康診査
　 19日㈫　12時30分～
　 令和元年５月１日～６月15日生まれの人
●３歳児健康診査
　 21日㈭　12時30分～
　 平成29年11月１日～12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。

施設名 期間

市役所 12月29日㈫～1月3日㈰

市民体育館 12月29日㈫～1月3日㈰

生涯学習センター 12月28日㈪～1月3日㈰

鈴木図書館
東西公民館
文化センター図書室

12月28日㈪～1月4日㈪

市民文化センター 12月29日㈫～1月4日㈪

富士山資料館 12月28日㈪～1月5日㈫

運動公園 12月28日㈪～1月4日㈪

中央公園 12月29日㈫～1月3日㈰

北・南児童館 12月26日㈯～1月5日㈫

せせらぎの湯 12月26日㈯～1月4日㈪

ヘルシーパーク裾野 12月31日㈭・1月1日㈮

斎場 12月30日㈬・
1月1日㈮～2日㈯

市役所　992-1111（代表）

公共施設の年末年始の休業日


