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　１月９日㈯、佐野一グラウン
ドで、無病息災を願ってどんど
焼きが行われました。竹の先に
刺した団子を焼く親子らが、火
の回りに輪をつくり、参加した
子どもたちは焼きたての団子を
頬張りました。
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　杉山晃也さんは、第39回（令和２年度）肢
し た い

体不自
由児・者の美術展/デジタル写真展の写真部門で、全
846点の作品の中からＰ１（特賞）に輝きました。
　現在、晃也さんは
県東部支援学校高等
部の２年生で、手や
足を動かすための筋
力が低下する先天性
筋ジストロフィーと
いう病気のため、清
水町の病院に入院し
ています。
　写真撮影は、学校の訪問教育授業の一環で、病院を
訪れた先生の指導を受け、アプリを使い発声すること
でシャッターを切り撮影します。
　受賞した作品のタイトルは『溢れ出す希望』で、担
任の船越先生がつけました。先生は「授業のときに、
晃也さんがいつもにこにこして撮影する姿を見て、こ
れだと決めました」と話します。
　晃也さんは昨年10月末に気管切開を行い、喋れな
くなりました。母親の奈々さんは「術後の戸惑う姿を
見て落ち込むことがありましたが、今回の受賞報告は
私の人生の中で１番うれしい出来事となりました。障
がい者でもすごい才能を持っている子がいることを皆
さんに伝えたいです。本人が頑
張っている証しを形に残し、これ
からは私が晃也のさらなる秘めた
力を見つけ出していきます」と力
強く語ってくれました。

杉山 晃
こ う や

也さん（17歳・公文名４）

846点の中から特賞受賞

表紙　Front cover

写真提供▶︎社会福祉法人
　　　　　日本肢体不自由児協会

『溢れ出す希望』
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特 集
フィルム・コミッションの魅力と効果

映画・ドラマロケ誘致件数

すそのロケへの期待と効果

ロケのまち、すその　最近公開の話題作

ロケ地誘致で、シビックプライド醸成、認知度向上と経済効果も期待

※ロケハンとは、ロケーションハン
ティングの略でロケ地探し、下見の
こと。地形、日照、アングル調査。

映画『樹海村』
 制作部

白石 未
み く

来さん
㈱荻田産業

荻田 恵司さん
菜花亭

室伏 崇正さん

　フィルム・コミッション（ＦＣ）とは、映画やドラマなどの撮影場所を誘致したり、撮影の支援をした
りすることです。普段見慣れた身近な場所や光景が映画やドラマに登場することで、自分のまちの魅力を
再発見する機会につながります。また、市外の人に素晴らしいまち、訪れてみたいまちだと感じてもらう
ことで、交流人口拡大や都市イメージ向上も期待できます。さらに、直接的な経済効果が生まれます。

シビックプライド推進室　995-1803

年度 ロケ件数 ロケハン件数
2017年度 30件 104件
2018年度 22件 93件
2019年度 28件 108件

映画 「ドクター・デスの遺産」
ロケ地／斎場と周辺

2020.11.13公開2020.12.11公開

映画「新解釈・三國志」
ロケ地／十里木そば畑
　　　　富士サファリパーク牧草地

2021.1.29公開

映画「ヤクザと家族 The Family」
ロケ地／市役所庁舎

　初の裾野
ロケ、自然
豊 か な ロ

ケーションで人柄も素敵な方が
多く充実した撮影ができました。
真夜中の樹海で食べた「潜酔狂
のオムそば」は、キャスト・ス
タッフから体が温まると好評で
した。急な依頼にも応えてくれ
る地元業者が多くありがたかっ
たです。また伺いたいです！

　 ロ ケ サ
ポートの仕
事は、造成、

造形や高所作業車、散水車、オ
ペレーターの手配まで幅広く
担っています。経済的な効果も
ありますが、地元の魅力的な場
所を全国に紹介できるよさもあ
ります。最近も、番組で人気タ
レントを須山のレトロスポット
に案内して好評でした。

　ロケ弁は
普段作るメ
ニューと違

い難しさもありますが、ニーズ
に応えられるよう研究、工夫し
ています。ロケが増え、リピー
ターも増え、市外の撮影に呼ば
れることはうれしいですね。地
産地消の要素を取り入れ裾野の
美味しいを盛り込んでいきたい
です。

2021.22021.2
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ロケ支援 映画 全国劇場公開2
5

　都心からのアクセスが良く、豊かな自然や都会と田舎の間の程よいまち並みなど、多様なロケーション
を持つ裾野は、映画やドラマなどさまざまな作品のロケ地となっています。
　昨年夏、約３週間に渡り須山十里木などで撮影された映画「樹海村」が２月５日㈮、全国劇場公開され
ます。世界的なホラー映画の巨匠 清水崇監督が描く恐怖の世界と共に、名カメラマン 福本淳さんによる
美しい富士の裾野の樹海が映像として映し出されます。ぜひ、劇場でご覧ください。

©2021「樹海村」製作委員会

作品のストーリー
　都市伝説が飛び交う富士の樹海を舞台に、あまりに強力な呪
いゆえ封印された奇妙な箱をめぐる恐怖を描く

作品概要
監督：清水 崇
脚本：清水 崇、保坂 大輔
出演：山田 杏奈、山口 まゆ ほか

近隣上映映画館
シネプラザサントムーン（清水町）
シネマサンシャインららぽーと沼津（沼津市）

市内ロケ地
須山十里木山林、アシタカツツジ原生林、
福祉保健会館 ほか

2021.22021.2
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メッセージが届きました。

監督
清水 崇さん（代表作：「呪怨」「犬鳴村」「ホムンクルス」など）

主演
山口 まゆさん

主演
山田 杏奈さん

監督
清水 崇さん（代表作：「呪怨」「犬鳴村」「ホムンクルス」など）

　昨年の７～８月、緊急事態宣言も明けて間もない猛暑の頃、裾野
市の方々にはひとかたならない御支援と御協力をいただきました。
ロケ地の案内、提供、相談、許諾申請……僕ら撮影隊の都合ばかり、
しかも本作はホラー映画……社会的にはネガティブなイメージが付

きまとい、苦手な方には疎
うと

まれる類いの映画ですから、他所では門前払いされ、途方に暮れていた僕らに、
裾野市の皆さんは嫌な顔ひとつせず、時には制作スタッフの先回りまでして撮影成立のために惜しみなく
動いてくださいました。
　樹海で足場を取られ疲労困

こんぱい
憊の僕らに配ってくれた“はぐく水”！ランチタイム……ひとときの憩いの

場で作ってくれた“イチゴのかき氷”！暑い陽射しを受けながら走り回る僕らを癒してくれた“すその
ん”！皆さんの手厚いサポートと応援、忘れもしません。この映画が無事に仕上がったのは裾野市の皆さ
んのおかげです。
　本作はホラー映画ですが、姉妹や母娘……女系家族三代に渡るドラマと僕らが忘れがちな自然への畏

い ふ
怖

の念を描いています。新型コロナを前に、今まさに世界中の人々が“見えない恐怖”に慄
おのの

いています。そ
んな自然と人間のつながりにおける恐怖と愛情の物語を、一緒に紡いでくれた裾野市の皆さんにも是非ご
覧いただければと思います。本当に本当にありがとうございました！！

　私は昼間
の撮影が多
かったので

すが、生きている緑という感じがして、苔に
滴る水滴がキラキラしていてすごく美しい素
敵な場所だなと思いました。
　この映画の肝となる富士のふもとに広がる
樹海のシーンは、裾野市に住んでいる方には
見慣れた風景がたくさん
出てくると思いますので、
そういったところも楽し
みに見ていただけると思
います。

　この度は、
映画『樹海
村』のロケ

地として使わせていただきありがとうござい
ました。
　裾野市の森はいつも新鮮で透き通っていて、
撮影していてすごく心地が良かったです。自
然が作り出した神聖な森はとても綺麗なので
すが、昼と夜では全く違う顔があり、夜には
不気味な暗い森に変化するのも、ロケ地とし
ての魅力のひとつで……ホラー映画ともすご
く絡み合っているなと感じました。

映画「樹海村」公式PRキャラクター
樹海すそのん
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特 集

スソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ構想って何だ？

豊かな自然と令
うるわ
しく調和する次世代型近未来都市

　人口減少時代に突入する中、市では、Society5.0や
ウーブン・シティといった新しい時代の流れを力にしたま
ちづくりを行うため、「デジタル」と「クリエイティブ」
という２つの言葉をキーワードに、豊かな自然と令(うる
わ)しく調和する次世代型近未来都市の実現に向けて、ス
ソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ構想の具現化を
進めています。

出典：トヨタ自動車株式会社資料

※Society5.0：仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムに
よって、経済発展と社会課題の解決を両立する、人間中心の社会

■構想期間／2020（令和2）年～2035（令和17）年（約15年間）

※クリエイティブ・マインド：想像力を使って今までの世界にないことを生み出そうとする考え方や心の状態

SDCC構想
　市では令和２年３月に「スソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ（SDCC）構想」を発表しました。富
士山麓の豊かな自然環境のもと、クリエイティブ・マインドを持った市民や企業などがデジタル技術やデータの
利活用によってまちをリデザインし、あらゆる分野の地域課題を解決する次世代型近未来都市を目指すものです。
「市民生活を豊かにし、市民が生きる喜びを実感できるまちの実現」を理念とし、SDCC構想の具現化に取り
組んでいます。

市民生活を豊かにし、市民が生きる喜びを
実感できるまちの実現

みらい政策課　995-1804

6
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SDCCロゴマーク

ＳＤＣＣ
コンソーシアム

トヨタ
ウーブン・シティ
（実証都市）

静岡県
ふじのくにフロンティア

（土地利用）

東京大学
デジタル裾野研究会

（デジタルツイン構築）

参画者Ｘ 参画者Ｘ

国（規制緩和）

参画者Ｘ参画者Ｘ

■具現化の取り組み

9つの取り組みの方向性
１ ウーブン・シティ周辺等の整備及び地域との融合
２ 高付加価値の産業育成・雇用の確保
３ 誰もが移動しやすい交通環境の整備
４ 災害に強い地域循環共生圏の形成
５ グローバル人材の育成とICT環境の整備
６ 超高齢社会に対応した健康・医療の推進
７ 持続可能で稼げる農林業の推進
８ 富士山麓の「場の力」を活かしたツーリズムの推進
９ スマート自治体の推進

推進体制
　トヨタ自動車株式会社、東京大学、静岡県、国など、
産官学の既存の枠組みや制度を生かすとともに、
SDCC構想の具現化に向けて市民や参画者との協働・
連携による取り組みを推進しています。
　昨年７月には、市内外の企業など70社（１月現在）
が参加するSDCCコンソーシアムを立ち上げました。
参加企業と一緒に「市民のうれしい」を実現するための
取り組みを行っています。

　３密による感染症リスクの軽減や待ち時間緩和
のため、無料オンラインサービス「Glide」を使
い、市民課窓口の過去の来庁者実績から、時間帯
ごとの来庁者数の
傾向を可視化して
います。

　PayPay株式会社と「キャッシュレス化推進に
関する包括連携協定」を締結し、新型コロナウイ
ルスで落ち込んだ経済対策のため「がんばる富士
山の裾野市！PayPay対象店舗で最大20%戻って
くるキャンペーン！」を昨年11
月に実施しました。実施にあた
り、市民と事業者向けにセミ
ナーや説明会を開催しました。

　道路の修繕を効率的・効果的に行い、道路の損
傷による事故を防止するため、道路損傷検出サー
ビス「My City Report（MCR）」を活用し、道
路損傷状況のデータを収集して
います。市の公用車や市内を運
行するバスにMCRを入れたス
マートフォンを搭載し、道路の
損傷箇所の検出を行っています。

　衛星画像を使ってAIが耕作放棄地を自動判定
するアプリ「ACTABA」を利用し、農地パト
ロールの負担軽減とアプリの精度の均一化のため、
耕作放棄地の自動
判定の実証実験を
行っています。

市民課窓口における来庁者実績確認サービス

耕作放棄地自動判定実証実験

キャッシュレス化の推進

道路損傷状況のデータ収集
市民向けセミナー

7
2021.2

広報すその



　2月23日㈫はすそのんの誕生日。今年は誕生日の前後2週間で「すそのん
バースデー・ウィーク2021」を開催します。いつも応援してくれる皆さん
に感謝の気持ちを込め、３つの催しを用意してお待ちしています。

シビックプライド推進室　995-1803

20212021特集

2/16㈫～3/2㈫

　期間中、スタンプラリー対象の市内のお店や公
共施設で、スタンプを集めましょう。台紙はスタ
ンプポイントや、市公式ウェブサイトからダウン
ロードして入手できます。スタンプを５個以上集
めて、ゴールポイントで、すそのんグッズを手に
入れましょう。
スタンプポイント／鈴木図書館、中央公園観光案

内所、生涯学習センター、運動公園管理事務所、
富士山資料館、対象店舗

ゴールポイント／シビックプライド推進室（市役
所３階）

　すそのんと一緒に楽しいひとときを過ごしま
しょう。すそのんからのプレゼントもあります。
日時／２月23日（火・祝）　①９時30分～②11

時～③13時30分～　※各部30分前に開場。新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３回
に分けて実施します。１回の所要時間は約30
分で、３回とも同一内容です。

会場／市役所地下多目的ルーム
内容／活動報告、クイズ大会、ゲストライブ、記

念撮影など
対象／県内に住んでいる人
定員／50組　※家族での参加は参加者全員で１

組。家族以外の人と参加は２人まで１組。１人
での参加は１組。

申込方法／市公式ウェブサイトの応
募フォームまたはメールでお申し
込みください。　※メールの場合
は、件名を「すそのんファンミーティング参加
希望」とし、代表者の氏名、郵便番号、住所、
電話番号、参加者全員の氏名、参加を希望する
時間帯（９時30分～、11時～、13時30分～、
時間帯の希望なし）、すそのんへのメッセージ、
ファンクラブ会員番号（会員のみ）をお知らせ
ください。

申込期限／２月15日㈪
当選発表／２月16日㈫　※当選者にのみメール

でお知らせします。応募者多数の場合はファン
クラブ会員優先となります。
susonon@city.
susono.shizuo
ka.jp

　市役所に隣接するグリーンカフェ花麒麟は、2
月23日（火・祝）も特別営業します。バース
デー・ウィーク限定メニューのほか、すそのん
グッズも豊富に取り揃えてお待ちしています。お
気に入りのグッズを手に入れましょう。
営業時間／９時30分～15時（土・日曜日を除く）

すそのん
エールスタンプラリー

すそのん
ファンミーティング

すそのんカフェ in
グリーンカフェ花麒麟

すそのんバッグが
すそのんバッグが

人気です！人気です！

1 3

2

50組
限定
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　市ではバスなどの公共交通機関の利用者代表や交通事業者、学識経験者、市職員な
どによって構成する地域公共交通活性化協議会を設置し、これからの市の公共交通に
関するさまざまなことを協議しています。
　今回は、市内路線バスの現状と協議の状況についてお知らせします。

減少するバスの利用者
　全国的に路線バスの利用者は、年々減少しています。
利用者の減少が事業者の赤字を生み、赤字を解消する
ため運行本数が減少し、運行本数の減少が利便性の低
下を招き、更に利用者が減るということが起きていま
す。事業者単独でのバス路線維持は難しく、国や県、
市の補助や委託によって運行を支えています。
市内を運行する路線バス利用者数の推移

出典▶︎地域公共交通活性化協議会
※市内を運行する路線バスは、東急線、須山線、桜堤

線、御殿場線、十里木線、岩波線、青葉台線と7路
線となります。

移動に対する将来の不安
　市民意識調査で「移動に対する将来の不安」につい
て調査したところ「職場・学校」・「金融機関」への
移動に対する不安は低く「買物先」・「通院先」・
「公共施設」への移動に対する不安は高い結果となり
ました。
　「買物先」・「通院先」・「公共施設」への移動に
対して「不安がある」と回答した人の割合は、年代別
では、50歳以上の各年代で50％以上、居住地区別で
は、深良地区、富岡地区、須山地区の各地区で、
50％以上でした。
　年齢が高くなるほど、居住地区が郊外へ向かうほど、
将来の移動に対する不安が高くなっています。
　また、調査結果の分析から、今後の重点課題として

検討すべき項目の１つとして、「バス路線や便数」が
あがっています。
新型コロナウイルス感染症による影響
　路線バスを運行する事業者は、新型コロナウイルス
感染症の流行を受け、今まで以上に利用者の減少にみ
まわれていて、市外のバス路線では、運行本数が減便
しているところも出てきています。
　市内の路線バスは、運行本数、路線数とも維持され
ています。

路線バスの利用状況
利用者は年々減少しています

みらい政策課
　995-1804

H29

339,578339,578
326,950326,950

（人）（人）
314,906314,906

H30 R1

すそのーるは収支率20％未満で廃止

　地域公共交通活性化協議会では、協議の中です
そのーるの運行を継続するための条件を「収支率
20％以上」と決定し、見直しを進めています。
令和３年４月～６月の収支率が達成できなかった
場合は、令和４年３月をもって廃止の方針が示さ
れています。
収支率＝運賃収入÷運行経費

年間収支率の推移

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

H25 H26 H27 H29 H30

17.017.0
16.116.1

17.017.0 17.417.4
18.718.7

18.118.1

13.713.7

（%）

H28 R1
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Photograph

　秋季善行表彰を受けた田代實さんが表彰状伝達式の
ため市長を訪ねました。田代さんは、約17年間にわ
たり、毎朝、中央公園から花園橋（桃園）までの約2
㎞を巡回し、ごみ回収を行っています。雨の日も風の
日も休むことなく取り組まれた功績が認められ、善行
表彰状及び善行章（銅賞）が授与されました。田代さ
んは「活動が認められてうれしく思います」と話しま
した。

　西中学校でパラサイクリング日本代表選手の川本翔
大さんと日本パラサイクリング連盟広報の大西涼太郎
さんによる講演会が開催され、1年生約130人が参加
しました。講演では、競技の説明や選手の紹介、川本
さんが競技を始めたきっかけや東京パラリンピックへ
の意気込みが話されました。実際に競技で使用される
自転車への乗車体験も行われ、生徒たちは乗りなれな
い3輪の自転車に苦労しながらも楽しんでいました。

　県内を通じてその技能の第1人者と目され、後進の
育成や生産性向上など産業の発展に寄与したとして、
4人が県優秀技能者表彰を受け、報告のため市長を訪
ねました。報告を受けた市長は「ものづくりのまちと
して誇りに思います。人材育成を脈々と続け、培った
確かな技術を産業発展に生かしてください」とお祝い
を述べました。

　県庁で、県景観賞表彰式が行われ、景ケ島渓谷と屏
風岩が優秀賞を受賞しました。式には、約9年間、景
ケ島周辺の環境美化活動に取り組むリバーフレンド富
岡の会員らが出席しました。同会会長の湯山さんは
「景ケ島渓谷と屏風岩は市を代表する景勝地の１つで
す。地元の仲間で何とかしたいという声が上がり、活
動を始めました。今後も、景観づくり活動に努めてい
きたいです」と述べました。

17年間、まちを美化 （12月９日）

日本代表選手による講演会を開催 （12月18日）

4 人が県優秀技能者功労表彰を受賞（12月11日）

景ケ島渓谷と屏風岩が県景観賞を受賞（12月21日）

10
2021.2
広報すその



フォトグラフ

　深良小学校を発着点とする第46回深良地区元旦マ
ラソン・駅伝大会が開催されました。種目は1.5㎞、
1.5㎞のファミリー部門、3㎞、6㎞、駅伝があり、
153人のランナーが晴天の深良地区を駆け抜けました。
スタート前には、太陽光を活用した採火式も行われま
した。採火した種火は、東京2020オリンピック・パ
ラリンピック聖火リレーなどの各種イベントなどで利
用されます。 特派員：勝又 しんじ

　市役所で消防出初式が行われました。例年実施して
いる一斉放水やパレードは実施せず、表彰などの式典
のみでしたが、緊張感がある新年の初めにふさわしい
式典となりました。2021年が素晴らしい年になるよ
う、市民と一体になった消防活動が期待されます。

特派員：中村 隆司

　１月10日㈰、市民文化センターで、新成人362人が参加し成人式が行われ
ました。会場では、久しぶりの友人との再会に頬を緩ませる姿や市長や教育長
らの新成人の門出を祝うメッセージに耳を傾ける姿がありました。新成人を代
表し、田中 結衣さんは「感謝の気持ちを忘れず、社会の一員として未来を
創っていくため努力していきます」、松葉 隆太さんは「ここから先の人生は
自ら学び、自ら考えて、未知の環境に適応していきます」と力強く述べました。

市では、地域の行事やイベントなど、まちのトピックス（まちトピ）を市公式ウェ
ブサイトで発信しています。あなたの地域の行事やイベント、出来事など身近な話
題を情報提供フォームで寄せてください。
市公式ウェブサイトや広報紙、市Facebookなどで発信されるかもしれません。

元旦の朝、深良を駆け抜ける （１月１日）

寒風に耐え、凛とした消防団員 （１月10日）

情報
求む

白銀に輝く気高き麗峰富士の裾野に生まれ育ったことを、生涯の自信と誇りに 令和３年成人式
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所得税などの確定申告2/16㈫～
市・県民税の申告も同時実施

　令和２年分（2020年分）の所得税の確定申告、市・県民税の申告の受け付
けが始まります。会場への入場には、事前に入場整理券を受け取り、マスクの
着用をお願いします。

各会場の開設日時
会　　場 日　　時

キラメッセぬまづ
（沼津市大手町）

２月16日㈫～３月15日㈪
９時～17時　※土・日曜日、
祝日は除く

市役所４階
401会議室

２月16日㈫～３月15日㈪
９時～12時・13時～16時
※土・日曜日、祝日は除く

須山コミセン
２階大会議室

２月25日㈭（受付▶︎９時～11
時・13時～14時）

※市役所会場とキラメッセぬまづ会場への入場には、
当日会場で配付する入場整理券が必要です。

※キラメッセぬまづ会場の整理券は、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よって、後日の
来場をお願いすることがあります。

※公的年金受給者は、２月10日㈬からキラメッセぬ
まづ会場で申告相談を行っています。

※期間中、沼津税務署では申告書の作成指導は行いま
せん。

確定申告が必要な人
●事業・不動産・譲渡所得などがある人
　事業をしている人や不動産収入のある人、土地や建

物を売った人などで、申告が必要な全ての所得と控
除から計算して納税が必要な人

●給与所得がある人で、次の①～③のいずれかに該当
する人など

　①給与の年間収入が2,000万円を超える人
　②年末調整された給与所得と退職所得を除いた所得

の合計が20万円を超える人
　③ふるさと納税ワンストップ特例で５カ所を超える

自治体に申請した人
●その他、所得や控除の状況によっては確定申告が

必要になる場合があります。
　●公的年金などの年間収入が400万円以下で、それ

以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定
申告は必要ありませんが、市・県民税の申告が必
要です。

　●医療費控除の追加などで所得税が還付になる場合
は申告書を提出することができます。

市・県民税の申告が必要な人
●令和３年１月１日（賦課期日）に市に住民登録があ

り、次の①～④のいずれかに該当する人
　①給与所得以外の所得や、公的年金など以外に

2020年中の課税所得がある人
　②2020年中に所得がなかった人（他の人の配偶者・
　　扶養控除の対象になっていない人。ただし、合計

所得金額が1,000万円以上ある人の扶養になって
いる人は配偶者控除の対象とならないため申告が
必要です）

　③被扶養者などで、課税（所得）証明書が必要な人
　④確定申告の必要がない年金所得者で、医療費など

追加の控除を申告したい人
※所得税の確定申告をする人や給与所得のみで年末調

整が済んでいる人は、市・県民税の申告は必要あり
ません。

※前年に市・県民税の申告をした人には、１月下旬に
市・県民税申告書を送付しました。

税務課　　　995-1810
　沼津税務署　922-1560

◆◆次の人は、キラメッセぬまづへ◆◆
●令和２年中（2020年中）に入居を開始した住宅

の住宅借入金等特別控除を申告する人
●住宅ローンなどを利用していない住宅の新築、改

修に係る税額控除を申告する人
●営業所得・農業所得・譲渡所得のある人、分離課

税の申告をする人
●証券会社を通して行った株式の取引の申告をす

る人
●令和元年分以前の申告をする人
●消費税・贈与税の申告をする人
●申告書の控えに税務署の収受日付印が必要な人
※その他、市役所職員では判断できない場合や、申

告書の作成に長
時間を要する場
合は、キラメッセ
ぬまづ会場にご
案内します。

414 至　裾野

沼津中央高校
第五小学校

東海道線

御殿
場線

P

イトー
ヨーカドー 沼津税

務署学
園
通
り

リ
コ
ー
通
り

北口北口

JR
沼津駅

キラメッセぬまづキラメッセぬまづ
（プラサ ヴェルデ内）（プラサ ヴェルデ内）
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申告に必要なもの（チェックリスト）
□令和２年分の給与・年金の源泉徴収票（原本）全て
□収入や必要経費を集計した書類（収支内訳書など）
□生命保険料・地震保険料などの控除証明書
□国民健康保険税などの納付済額のお知らせや社会保

険料の年間支払額が分かるもの
□国民年金や国民年金基金の社会保険料控除証明書
□障害者控除を受ける人は、身体障害者手帳や療育手

帳など障がいの程度を確認できるもの
□医療費の明細書　※事前に作成してきてください。

領収書の添付や提示では受けられません。
□はんこ（認め印）
□金融機関などの口座番号が分かるもの（新たに口座

振替で所得税の納付をする人は銀行印も必要です）
□マイナンバーカード　※持っていない人は、通知

カードなど番号確認ができる書類と、運転免許証や
公的医療保険の被保険者証など身元確認ができるも
のが必要となります（顔写真のないものは２種類以
上必要です）。

□地方公共団体や日本赤十字社などに寄付をした場合
はその領収書（ふるさと納税ワンストップ特例を申
請した人でも確定申告をする場合は、領収書が必要
です）

障害者控除を受けるための証明を発行します
　障害者控除を申告する場合は、障害者控除対象者認
定証が必要です。

●65歳以上で介護保険法の介護認定を受けている
人やその人を扶養している人

　●65歳以上で介護認定を受けていない人で市が調
査した結果、６カ月程度以上就床し、食事や排便
などの日常生活に支障があると認められた人やそ
の人を扶養している人

詳しくは、介護保険課にご相談ください。
介護保険課　995-1821

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください
　市役所会場では、密集・密接を回避するために予約
制で申告を受け付けます。市役所１階エレベーター前
で朝８時から入場整理券を配付します。事前に入場整
理券を受け取り、記載された時間に申告会場にお越し
ください。記載された時間外の申告会場への入場はで
きません。配付状況によっては後日の来庁をお願いす
ることがあります。
　お越しの際はマスクを着用し、手指消毒などにご協
力をお願いします。
オンライン予約と進捗状況確認アプリ
オンライン予約／市役所会場での確定申告

をオンラインで事前に予約することがで
きます。予約受け付けは、前日の16時
までです。　※前日が日曜日または祝日の場合はそ
の前営業日

進捗状況確認アプリ／入場整理券の配付状
況や、申告会場の進捗状況などをアプリ
で確認できます。

市・県民税申告書の郵送提出にご協力ください
　市・県民税申告書は、２月16日㈫より前に提出す
ることができます。新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、郵送での提出にご協力ください。
　市役所で申告する場合は、２月15日㈪までに税務
課へお越しください。２月16日㈫以降は税務課では
提出のみの受け付けとなりますので、申告・相談など
は入場整理券をお持ちになり確定申告会場にお越しく
ださい。
税理士による無料税務相談

２月16日㈫～26日㈮　９時30分～12時、13時～
16時　※土・日曜日、祝日は除く
市役所４階401会議室
●入場には当日会場で配付する入場整理券が必要で
す。混雑の状況によっては、早めに受け付けを終了
する場合があります。

　●譲渡・山林所得、贈与税、相続税の相談は受け付
けしていません。

●税務署から確定申告用紙や確定申告のお知ら
せはがきが送られてきた人、市役所から市・
県民税の申告書が送られてきた人は、それら
の書類をお持ちください。

●令和元年分の確定申告書や収支内訳書などの
控えがある人は、控えを持ってくると手続き
がスムーズに行えます。
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　市が整備を進めている裾野駅西口駅前広場の使用を
開始します。今後も裾野駅周辺の整備を進めていきま
すので、事業へのご理解ご協力をお願いします。

公共交通機関をより利用しやすく　
　現在使用中の臨時駅前広場から新駅前広場への切り
替えが行われます。

　新駅前広場は駅舎正面に配置され、従来の駅前広場
に比べ歩行者スペースが広がります。バス・タクシー
乗り場には屋根が設置され、公共交通機関の利用者の
利便性が向上します。

３月10日㈬　12時～
区画整理課　994-1274

駅前広場が新しくなります
裾野駅西土地区画整理事業

　２月23日㈫は富士山の日です。富士山の日に関連
し、市内でイベントが企画されています。身近なとこ
ろから富士山を学び、訪ねてみませんか。

資料館無料開放・絵手紙づくり体験を実施
富士山資料館無料開放
　入館料が無料です。富士山資料館では、富士山の自
然・歴史など富士山に関する資料を展示しています。

２月23日㈫　９時～16時30分
絵手紙体験講座
　富士山や植物を題材にした絵手紙を作ります。あな
ただけのオリジナルの絵手紙を作ってみませんか。事
前の申し込みは不要で、時間内の参加は自由です。

２月23日㈫　10時～15時
渡邉 節代さん（県環境学習指導員）
富士山資料館　998-1325

展示会と記念講演会を開催
富士山芸術展
　市内の芸術・文化団体などが富士山を題材に表現し
た絵画、写真、陶芸、短歌、俳句などの作品を展示し
ます。

２月15日㈪～３月１日㈪　９時～17時
　※初日は13時から、最終日は15時まで

生涯学習センター展示コーナー
「富士山の日」記念講演会
　徳川将軍と富士山をめぐる政治的・文化的関係につ
いて、富士山絵画や関連史料をひもときます。

２月24日㈬　19時～　※開場▶︎18時30分
生涯学習センター学習ホール
80人
富士山と徳川将軍
松島 仁さん（県富士山世界遺産センター研究員）
生涯学習課　994-0145

2/23㈫は“富士山の日”
講座や講演会などを開催

裾野踏切

新駅前広場

裾野駅

臨時駅前広場

平松新道線

一般車進行経路
歩行者スペース
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　昨年中に富士山南東消防本部管内で発生した24件
の建物火災のうち、９件が住宅火災でした。
　全国の火災による死者の約７割は住宅火災によるも
のです。住宅用火災警報器の設置は、火災から大切な
命を守ります。空気が乾燥し火災の発生しやすいこの
季節、今一度、火災への備えを再確認しましょう。

令和２年中の富士山南東本部管内火災件数
単位：件、（　）は対前年比

三島市 裾野市 長泉町 合計

建物火災 15 8 1 24
（+4） （±0） （−5） （−1）

林野火災 2 0 0 2
（+2） （−1） （±0） （+1）

車両火災 2 3 3 8
（+2） （−4） （±0） （−2）

その他
の火災

5 4 1 10
（+3） （+1） （−1） （+3）

合計 24 15 5 44
（+11） （−4） （−6） （+1）

自宅に住宅用火災警報器はついていますか
　住宅用火災警報器は、寝室に設置が必要です。寝室
が２階にある場合は階段にも設置が必要になります。
設置済みの住宅用火災警報器を点検しましょう
　火災時にきちんと作動するよう、定期的に警報音の
確認をしましょう。テストボタンを押すか、ひもを引
くことで確認できます。
10年を目安に本体交換をお勧めします
　古くなると、電子部品の故障や電池切れによって、
火災を感知しなくなることがあります。
住宅用火災警報器の取り付け支援を行います
　住宅用火災警報器を自身で取り付けるのが困難な高
齢者世帯を対象に、消防職員が自宅を訪問し、設置の
支援を行います。詳しくは富士山南東消防本部予防課
へお問い合わせください。
※消防本部では住宅用火災警報器の販売は行っていま

せん。
富士山南東消防本部予防課　972-5802

住宅用火災警報器の設置で火災から命を守る
3/1㈪～7㈰　春季全国火災予防運動週間

市の魅力を発信する広報特派員を募集
申し込みは２/26㈮まで

　市では、来年度の広報特派員を募集します。カメラ
が好きな人、裾野が好きでたくさんの人に魅力を発信
したい人、広報特派員として活動してみませんか。

取材して市の魅力を発信
　広報特派員は、市内で行われるイベントを取材した
り、景色を撮影したりし、市内各地の魅力や情報を広
報すそのや市公式SNSで発信します。

掲載場所
　　　広報すその　　　　　市公式フェイスブック

カメラが好きな約10人を募集
任期／４月１日㈭～令和4年３月31日㈭

市内に住んでいるか通勤・通学している15歳以上
の人で、デジタル一眼レフカメラをお持ちの人また
は常時使用できる状態（家族のカメラなど）の人
10人程度
申込用紙に必要事項を記入し、最近撮影したお気に
入りの写真（２Ｌ版）２枚を添付して戦略広報課に
提出してください。
２月26日㈮
戦略広報課　995-1802

取材・撮影から掲載までの流れ
取材・写真撮影に行きたい日を

　戦略広報課に連絡・調整
▼

取材・写真撮影
▼

記事を作成し、写真と共に戦略広報課に提出
▼

戦略広報課が内容を確認し、
広報すそのや市公式SNSに掲載

https://www.
facebook.com/

city.susono
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　令和３年度の駿東地区交通災害共済の申し込みの受
付を開始します。
年度ごとに加入します

市に住民登録がある人
共済期間／４月１日㈭～令和４年３月31日㈭　※中

途加入の場合は、申し込み手続き日の翌日～
共済掛金／１口500円（２口まで加入できます）

２月中に各家庭に郵送する申込用紙に必要事項を記
入し、掛け金を添えて市指定金融機関へお申し込み
ください。

見舞金の請求
　交通事故の発生日から2年以内に、必要書類を危機
管理課へ提出してください。
必要書類／駿東地区交通災害共済組合指定の請求書、

自動車安全運転センター発行の交通事故証明書（コ
ピー可）、診断書など受傷日、受傷原因、傷病名、
入・通院日が確認できるもの（コピー可）

等級 交通災害の程度 共済見舞金額
1口 2口

1 死亡 100万円 200万円

2 90日以上の入院 20万円 40万円

3 60日以上の入院 10万円 20万円

4 90日以上の治療または
45日以上の入院 7万円 14万円

5 60日以上の治療または
30日以上の入院 6万円 12万円

6 30日以上の治療または
20日以上の入院 5万円 10万円

7 15日以上の治療または
10日以上の入院 4万円 8万円

8 7日以上の治療または
5日以上の入院 3万円 6万円

9 2日以上治療したとき 2万円 4万円

危機管理課　995-1817

　消防団は、自分たちの地域は自分たちで守るという
精神で、地域の安全・安心を守るための組織です。市
内には、団本部、女性消防、東・西・深良・富岡・須
山分団が活動しています。一緒に大切な街を守りませ
んか。

消防団員は非常勤の地方公務員
　消防団員は、非常勤で特別職の地方公務員で、普段
は他の仕事をしていたり学校に通っていたりします。
　現在、市には男性193人、女性10人の団員が活動
しています。
消防団の活動内容
災害時の活動／消火活動、水防活動、救助・救出活動、

後方支援活動、避難誘導など
平常時の活動／災害時に備えた訓練、防災啓発活動、

高齢者住宅の防火訪問、応急手当の指導など

入団するには
市内に住んでいるか通勤している18歳以上の健康
な人
入団を希望する人は、近くの消防団員か危機管理課
へ連絡してください。

入団後の処遇　～報酬の支給、公務災害補償など～
報酬・手当の支給／年間一定の報酬（数万円程度）が

支給されます。災害で出動した場合や訓練を行った
場合などには、手当が支給されます。

被服などの貸与／活動に必要な活動服、制服などが貸
与されます。

公務災害補償／消防団として活動中に負傷した場合は、
治療費用などが補償されます。

退職報償金の支給／消防団を退団した場合は、勤務年
数に応じて退職報償金が支払われます。
危機管理課　995-1817

駿東地区交通災害共済に加入しませんか
交通災害の程度に応じて見舞金が支給されます

まちを守る消防団員を募集
災害時に地域を守る力に
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　ごみは決められたルールに従って出すことになって
います。不法投棄や屋外焼却は行わないでください。

不法投棄は重大な犯罪です
　一部の心無い人による不法投棄が、周辺環境の悪化
や近隣の迷惑となります。他人の土地や道路、河川に
ごみを捨てると、懲役刑や罰金を科せられる場合があ
ります。家庭で出たごみは、必ず市の収集日に決めら
れた場所へ出してください。
　市では不法投棄の予防策として、不法投棄がされや
すい場所を中心に定期的なパトロールを実施していま
す。皆さんも普段から、草刈りや囲いをするなどの土

地の管理を行い、
不法投棄を予防
しましょう。

屋外焼却はやめましょう
　屋外焼却の煙やにおいなどの苦情が、年間を通じて
多く寄せられています。屋外焼却は、ブロックなどで
囲って行う焼却やドラム缶を使った焼却も含めて禁止
されています。
　今の季節は空気が乾燥し、火災が起きやすいので火
災の発生を予防するためにも、屋外焼却はやめましょ
う。
　例外として、農業従事者は、適切な農地管理や害虫
駆除のために刈った草や枝などを屋外焼却することが
認められています。周辺に住んでいる人の健康を害し
たり、洗濯物を汚したりすることがないよう、時間帯
や風向きなどへ十分に配慮しながら実施しているので、
ご理解ご協力をお願いします。

生活環境課　995-1816
　農林振興課　995-1824

不法投棄、屋外焼却の防止
「自分だけなら」身勝手な行動はやめて

　令和３年度から５年間、大規模災害への対策など
の国土強靭化施策を推進する基になる「裾野市国土
強靭化地域計画」の策定を進めています。市民の皆
さんから意見を募集します。
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、深良支所、須山支所、
市役所３階みらい政策課

意見が提出できる人／市に住民登録がある人や、市
内に通勤・通学する人、市内に事務所または事業
所を有する個人や法人、その他の団体など
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、直接または郵送、ファクスなどで提
出してください。　※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。
２月９日㈫～３月８日㈪　※郵送の場合は最終日
の消印有効
みらい政策課　995-1804　 995-1861

　㈶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、住民
が行うコミュニティ活動を促進するためコミュニ
ティ助成事業を実施しています。
　御宿新田区では、区内で行われるさまざまな行事
や活動に対して対応できる環境を整え、効率的かつ
円滑な区運営につなげるため、野外ステージ、簡易
倉庫、鉄板焼き機などの備品を助成金で整備しまし
た。
　コミュニティ助成事業によるコミュニティ活動の
促進をお考えの区は市民課地区振興係にご相談くだ
さい。

市民課地区振興係　995-1874

裾野市国土強靭化地域計画
（案）への意見を募集

御宿新田区が
コミュニティ助成事業を活用

 パブリックコメント
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Information

おしらせ
市民無料相談

２月22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、マ
ンション含む）、社会保険労務
などに関する相談に行政書士、
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
談に行政相談委員が応じます。
司法書士相談は中止します。
戦略広報課　995-1802

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。

３月３日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター（沼津市
高島本町）
３月２日㈫

静岡県精神保健福祉センター
054-286-9245

ひとり親世帯臨時特別給付金の
締め切りは２月26日㈮
　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。該
当する人で申請が済んでいない人
は子育て支援課で申請してくだ
さい。詳細は広報すその12月号、
または市公式ウェブサイトをご覧
ください。

子育て支援課　995-1841
弁護士による無料法律相談
　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

３月22日㈪　10時～12時
　※１組20分以内

市役所４階401会議室
６組（先着順）
３月１日㈪　８時30分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802

国保高齢受給者証の送付
　３月１日㈪から対象となる人に、
２月中旬に国民健康保険被保険者
証兼高齢受給者証を郵送します。

昭和26年２月２日～３月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

税理士による確定申告無料相談会
　確定申告の無料相談会を開催し
ます。

２月13日㈯　９時30分～16時
駿東地区職業訓練センター（御
殿場市神山）
東海税理士会沼津支部事務局
924-9900

児童手当の支給
　２月10日㈬は児童手当の支給
日です。
支給額（月額）／● ３ 歳 未 満 ▶︎

15,000円●３歳～小学生（第１・
２子）▶︎10,000円●３歳～小学生
▶︎（第3子以降）15,000円●中学
生10,000円●所得が制限額を
超えている人の児童▶︎5,000円

支給日／６月、10月、２月の10
日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に４カ月分を
まとめて支給します。
現況届が未提出か書類不備があ
る場合は、支払いが保留されま
す。
子育て支援課　995-1841

　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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お知らせ

給水装置工事事業者の指定
　次の業者を給水装置工事業者と
して指定しました。
●㈲渡辺設備

三島市青木10-1モナーク三島
609

TEL960-9726
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。

３月25日㈭　10時～15時
市役所地下会議室
16人程度（先着順）
３月11日㈭

国保年金課　995-1813
長泉町裾野市合同就職面接会
　市内企業と求職者のマッチング
のため合同面接会を開催します。

２月５日㈮　12時30分～15時
30分　※受付▶︎12時～
ウェルピアながいずみ１階ア
リーナ（長泉町納米里）
ハローワークに求人登録してい
る人　※登録は、ベルシティ内
ハローワークすそのか、面接会
後にすることができます。

参加事業所／就業場所が裾野市ま
たは長泉町の27事業所
産業振興課かハローワーク各所
で配布している受付表に必要事
項を記入し、面接当日に会場の

受付へお持ちください。
産業振興課　995-1857

　ハローワーク沼津　931-0143
深良財産区議会議員選挙
　３月８日㈪に任期満了となる深
良財産区議会議員選挙を実施しま
す。

２月21日㈰　７時～18時
選挙区／深良財産区内
議員定数／9人
立候補できる人／満25歳以上で、

深良財産区の区域内に引き続き
10年以上住所があり、深良公
有林野の入山権がある人

投票できる人／満18歳以上で、
深良財産区の区域内に引き続き
3年以上住所がある人
●立候補予定者説明会▶︎２月２
日㈫　14時～

　●立候補届出書類事前審査▶︎２
月12日㈮　14時～

　●立候補届出日▶︎２月16日㈫
　８時30分～17時
　※いずれも深良地区コミュニ

ティセンターで実施
選挙管理委員会　995-1807

　
　　消費者相談室　消費生活センター 995-1854

Ｑリサイクル業者から「不用品を買い取るので訪問
したい」と電話があったので承諾した。来訪した

とたんに、貴金属はないかと言われ、強引に指輪を買い
取られた。返品してほしい。

Ａ自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購
入業者は突然訪問して勧誘することはできません。

電話などで連絡した場合でも、事前の約束とは違う物品
について売却を求めることはできません。
貴金属など、最初とは違う物品を求められたときはきっ
ぱり断りましょう。訪問購入はクーリング・オフ（契約
書面を受け取ってから8日間）できます。書面を受け
取ったら、大切に保管しておきましょう。
困ったときは消費生活センターへご相談ください。
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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：３月１日㈪
固定資産税・都市計画税	第４期分
国民健康保険税	 第８期分
介護保険料	 第８期分
水道料金・下水道使用料	第６期分
後期高齢者医療保険料	 第７期分

２月の税金・料金

受付時間：８時30分～17時

６日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

７日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

11日㈭ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

13日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

14日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

20日㈯ 工管設
☎993-1603

21日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

23日㈫ 山崎設備
☎997-6766

27日㈯ 杉山産業
☎992-1131

28日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

※工事・修理は有料

２月の水道工事当番店

人口 51,085人
男性 25,938人　女性 25,147人

人口統計　１月１日現在教室・講座
準高地トレーニングサポーター
養成講座
　市スポーツツーリズム推進協議
会と静岡大学が連携して、準高地
でのトレーニング効果の実証実験
やスポーツ生理学の知識を有する
人材を養成する講座を開催します。

２月27日㈯　13時～16時30分
市民文化センター31会議室
高校生以上で市のスポーツツー
リズム事業に協力してくれる人
10人
●スポーツと運動生理学的基礎
知識の習得●準高地トレーニン
グに応用できる科学的データの
取り扱い●データを得るための
測定方法及び測定の実践
杉山 康司さん（静岡大学教育
学部教授）
産業振興課　995-1825

募　集
スポーツ推進審議会委員
　市のスポーツ振興の施策を審議
する委員を募集します。
任期／４月１日㈭～令和５年３月

31日㈰（２年間）
スポーツ施策に関心のある市内

に住んでいるか通勤している人
若干名
市公式ウェブサイトにある申込
書に必要事項を記入し、生涯学
習課へ提出してください。
２月８日㈪～26日㈮

　※受付時間▶︎8時30分～17時
15分
書類選考をして結果は3月中に
通知します。
生涯学習課　992-6900

社会教育委員
　市の社会教育に関することを審
議する委員を募集します。
任期／４月１日㈭～令和５年３月

31日㈰（２年間）
社会教育に関心があり、市内に
住んでいるか、通勤している人
若干名
市公式ウェブサイトにある申込
書に必要事項を記入し、生涯学
習課へ提出してください。
２月８日㈪～26日㈮

　※受付時間▶︎８時30分～17時
15分
書類選考をして結果は３月中に
通知します。
生涯学習課　994-0145
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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㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪休館日

2月

一般書
	 ●夢幻　著：上田秀人　中央公論新社

	 ●二人がいた食卓　著：遠藤彩見　講談社

	 ●あずかりやさん　4　まぼろしチャーハン
  著：大山淳子　ポプラ社

	 ●偶然にして最悪の邂逅
  著：西澤保彦　東京創元社

	 ●雪のなまえ
  著：村山由佳　徳間書店

児童書
	 ●きれいでふしぎな粘菌
  著：新井文彦　監修：川上新一　文一総合出版

	 ●カラスのいいぶん
　　人と生きることをえらんだ鳥
  著：嶋田泰子　絵：岡本順　童心社

	 ●プロから学ぶ修理ずかん　1　モノに対する
　　すてきなキモチを育てよう！　こわれたら
  フレーベル館

	 ●おとのさま、まほうつかいになる
  作：中川ひろたか　絵：田中六大　佼成出版社

	 ●おともだちになってくれる？
  え：アニタ・ジェラーム　ぶん：サム・マクブラットニィ　評論社
 

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
きょうりゅうオーディション
著者：たしろちさと　出版社：小学館
　劇団ベナートルの新しい劇団員を選ぶオーディションの話です。
たくさんの恐竜が個性を生かしてオーディションに挑みます。
　一番の見どころは合格した劇団員による「恐竜パラダイス」
の公演シーンです。

行事予定

書初め展
 ～7日㈰ ９時～17時 本館２階展示室
  ※４日㈭・５日㈮のみ９時～19時

ファーストブック・セカンドブック
 17日㈬ ９時～12時 本館２階視聴覚室・
   文化センター図書室
 24日㈬ 13時～16時 本館２階視聴覚室・
   文化センター図書室

●親子チャレンジ広場　科学遊び教室
　科学遊び体験とコースター作りをします。

27日㈯　13時30分～15時30分
東西公民館会議室（鈴木図書館３階）
10組（先着順）
鈴木図書館１階カウンターまたは電話でお申し込みくだ
さい。
６日㈯９時～26日㈮17時

図書館利用者

市川 遥
は る き

輝さん
（７歳・本村上中）
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救急協力医 February2月救急協力医
日 内 科 外 科 小児科
1 ㈪ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫

藤井原 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

2 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 青木整形外科医院 922-0521 高島町 クボタ小児科 975-7984 泉町

3 ㈬ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 松原医院 962-1496 白銀町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

4 ㈭ あきやまクリニック 986-6000 下土狩 池田病院 986-1212 本宿 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

5 ㈮ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

6 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 函南平出クリニック 978-1366 函塚本

7 ㈰

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

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 守重医院 931-2511 我入道

江川

8 ㈪ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

9 ㈫ 久道医院 986-6387 中土狩 東医院 921-5520 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

11 ㈭

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

おおい神経内科 922-8886 北高島町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

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

12 ㈮ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 萩野クリニック 966-7111 根古屋 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

13 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

14 ㈰

いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 西方外科医院 921-1333 共栄町

小林内科医院 921-2165 米山町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

森岡医院 962-1084 大岡 山本整形外科・循
環器科 989-8111 南一色

15 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 スキップこどもク
リニック 992-6303 茶畑

16 ㈫ 清流クリニック 941-8688 堂庭 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

17 ㈬ 旭医院 966-0031 原 酒井医院 966-1755 今沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

19 ㈮ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 金元整形外科医院 924-0112 松長 まるやま小児科医
院 981-8577 堂庭

20 ㈯ 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

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

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

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

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

日 内 科 外 科 小児科

21 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 田中医院 921-2053 高島町

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

22 ㈪ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 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

23 ㈫

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

望星第一クリニック 922-0222 柳町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

岩渕内科医院 951-4579 添地町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

24 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 白石医院 951-4593 市道町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

25 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

26 ㈮ 新井内科クリニック 992-0811 久根 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

27 ㈯ さとやま
整形外科内科 939-8031 東原 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 よざ小児科医院 967-5722 原

28 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 東医院 921-5520 高沢町

鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

林医院 931-1120 住吉町 えがわ医院 921-5148 高島本町

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

7 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

木村眼科
967-4611 原

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

なかがわ歯科
973-7777 長沢

11 ㈭ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

静岡医療センター
975-2000 長沢

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

14 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

沼津市立病院
924-5100 東椎路

中原歯科医院
993-3300 佐野

21 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

永井眼科
980-1777 萩

聖隷沼津病院
952-1000 松下

中里歯科医院
976-1818 伏見

23 ㈫ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

真野歯科医院
972-5290 堂庭

28 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

牧野歯科医院
988-1184 下長窪

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▶２月16日㈫　18時～
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すこやかタウン２２月月

裾野っ子
すくすく
成長中！

　市内に住んでいる３歳０カ
月までの子どもを紹介！
　掲載を希望する人は、戦略
広報課へお申し込みください。 田村 大

や ま と
和さん

（２歳11カ月・公文名二）

大橋 亜
あ い

依さん
（3歳・石脇）

大沼 律
り つ と

登さん
（２歳８カ月・青葉台）

石川 雅
みやび

さん
（２歳９カ月・御宿入谷）
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

●乳幼児健康相談
　 ８日㈪・15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
　 15日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 26日㈮　18時30分～20時15分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 15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
　 １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
　 26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
　 ８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
　 10日㈬　９時30分～11時
　 令和２年８月生まれの人
●１歳６か月児健康診査
　 16日㈫　12時30分～
　 令和元年６月16日～７月31日生まれの人
●３歳児健康診査
　 18日㈭　12時30分～
　 平成29年12月16日～平成30年１月31日生ま

れの人

※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。

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。


