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　「さらにレベルアップして、高校では全国大会で優
勝したいです」と話すのは、川口 青空さん。川口さ
んが所属する沼津市立沼津高等学校中等部バスケット
ボール部は、今年の１月に東京都で行われた全国
U15バスケットボール選手権に出場し、ベスト16の
成績を収めました。「コロナの影響で大会が開催され
るか不安でした。ベスト16での敗退は残念でしたが、
改めてプレーできることのありがたさを実感しました。

周りの人に感謝の気持ちでいっぱいで
す」と川口さん。他の強豪校は、外国
人選手が在籍し、チームの大きな戦力
となっています。外国人選手がいない
同部では、特定の選手に頼るプレーで
はなく各選手の持ち味を生かし、チー
ムの力を高めてきました。

　川口さんは、地区のミニバスケットボールクラブに
通う２歳上の姉に憧れ、小学校１年生の頃に競技を始
めました。「当時所属していたチームは、オフェンス
を重視するチームで、とことん攻めるバスケが楽し
かったです。これが、今のプレーの原点になっている
と思います」と話します。
　現在は中等部での部活動を引退し、高等部の部員ら
と週６日の練習に励んでいます。
「先輩たちに負けないよう、プ
レーに磨きをかけ上達したいで
す」と熱く今後の目標を語ってく
れました。

沼津市立沼津高等学校中等部
川口 青

せ い ら
空さん（15歳・中丸上）

全国U15バスケットボール選手権に出場
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　総合グランドの北側に整備中の新しい住宅団地、ミライエート御宿の販売が一部始まっています。
　ミライエート御宿は、市内の定住人口の増加を図るために、環境に優しく防災力の高い住宅団地として、
市が打ち出すコンセプトを株式会社ミライデアと共有しながら創出するスマートシティです。

みらい政策課　995-1804

特 

集 未来の新しい街づくり
ーミライエート御宿ー

用語解説

※販売情報は、事業者ウェブサイトや市公式ウェブサイトで随時公開します。

4つのコンセプト

販売
状況

販売者 区画数 販売開始日（予定）
㈱一条工務店 32区画 １月25日㈪

セキスイハイム東海㈱ 49区画 随時開始予定
ハウスメーカーA社 5区画 随時開始予定

㈱エム・レップ不動産 12区画 随時開始予定

連携事業者
株式会社ミライデア
静岡市葵区日出町1-2
http://www.miraidea.com/

1 2職住近接のまちづくり 次世代の環境水準を目指すスマートシティ

　職住近接とは、住む場所と働く場所が近いことで
す。通勤時間を短縮し、家族との時間や余暇を過ご
し、優れたワークライフバランスを実現します。

　太陽光発電など、再生可能エネルギーを活用でき
る構造と、HEMSを搭載し効率的にエネルギーを
運用する家づくりをします。

3 自然と調和のとれた暮らし環境
　庭にシンボルツリーの設置を推奨し、自然と調和
した住宅を目指します。
　壁面後退で、歩道や敷地間にゆとりのある空間を
創出します。

4 防災・減災の仕組み
　公園にあずまや、かまどを内蔵したベンチなど避
難所として活用できる機能を持たせています。隣接
地に太陽光発電機能を有したドラッグストアを誘致
し、避難所との連携を目指します。

岩波駅

ミライエート御宿

総合
グランド

市営総合グランド東

永続橋

246

HEMS：Home Energy Management System（ホームエネルギーマネジメントシステム）の略で、家庭で
使うエネルギーの管理システム。電気やガスの使用量を見える化したり、家電機器を自動制御したりして、エ
ネルギーを無駄なく賢く使うことができます。
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Photograph

　北児童館で、環境イベント「竹炭電池づくり」が行
われました。三島市ストップ温暖化推進協議会の会員
が講師となり、5人の小学生が竹炭とアルミ缶を使っ
た電池の作り方を教わりました。チャレンジした子ど
もたちは、講師に質問を投げかけるなど実験を通じて
電池の仕組みを学びました。

　富士裾野アマチュア無線クラブが「市制施行50周
年記念局」（コールサイン：8J2SUSON）の運用を
開始するにあたり、市役所で公開運用を行いました。
会長の荻野哲

さとる
さんは「裾野市は富士山の麓にあると言

えば、世界中の人に伝わります。市が50周年を迎え
たことを電波に乗せて広く発信したいです」と話しま
した。

　富岡第二小学校２年生の児童19人が、昭和初期の
農家の居間を再現した住居を訪問しました。住居は校
区内に住む眞田さんの自宅で、展示された道具は地域
で保管されていたものです。教科書の挿絵で見た、い
ろりや臼、鉄びん、かめ、木づちなどの実物を見た児
童たちは、驚きの声を上げながら興味津々の様子でし
た。

　ロケフェスタ2021映画「樹海村」試写会が、生涯
学習センターで行われました。「樹海村」は昨年の夏
ごろ市内で撮影された、富士の樹海を舞台にしたホ
ラー作品で、２月５日㈮から全国劇場公開されていま
す。市役所では２月12日㈮まで、同作を含む市内で
撮影された作品のポスターや台本、色紙を展示したパ
ネル展も行われました。 特派員：杉本 武滿

電池づくりから環境を学ぶ （１月16日）

電波に乗せて50周年を広く発信 （１月23日）

昔の道具に興味津々 （１月21日）

映画「樹海村」試写会を開催 （１月24日）
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フォトグラフ

　向田小学校で、障害のある人の自転車競技、パラサ
イクリング日本代表選手の福井万

かず
葉
は

さんと、(一社)日
本パラサイクリング連盟広報の大西涼太郎さんが講演
を行い、競技の楽しさなどを話しました。児童たちは、
競技を始めたきっかけや、けがをしたエピソードを真
剣に聞き、質問の時間になると、たくさんの質問を投
げかけ競技への魅力を深めました。

　生涯学習センターで、子どもの体験教室モノづくり
を通じた「科学教室」が開催されました。㈱トヨタエ
ンタプライズ東富士総合事務所の中村さんと杉山さん
が講師となり、ペットボトルと風船で作る「ペットボ
トル空気砲」や、輪ゴムの力を利用して動く「もど
ろっカー」などのおもちゃを作り、楽しく遊びました。

　鈴木図書館２階の展示室で、書き初め展が開催され
市内の小・中学校から各学年２点ずつ選ばれた138点
の作品が展示されました。展示された作品は、大きな
文字で伸び伸びとした筆遣いの力作ばかりです。会場
では、自分の作品を見つけて喜ぶ親子の姿がありまし
た。 特派員：小林 健次

　さくら保育園で、節分の豆まきが行われました。園
庭に現れた鬼に向かって園児たちは距離を取って「鬼
は外」の掛け声とともに力いっぱい豆を投げました。
中には鬼を怖がって先生の後ろに隠れる園児もいまし
たが、鬼が退治されて宝物の折り紙などをもらうと、
元気な笑顔が戻りました。

パラサイクリングの魅力を学ぶ （１月26日）

自作のおもちゃを通じて科学を体験（１月30日）

書き初め展を開催 （１月27日）

外で元気に鬼退治 （２月３日）
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令和３年度 教室・講座の受講生募集
多彩な講座に参加して日々を楽しく

　４月以降に開講する教室や講座の受講生を募集します。
　健康づくりや教養などの多彩な講座を通して、いきいきした
日々を送りましょう。教室・講座の申し込み方法や詳しい内容
などは、各施設にお問い合わせください。

生涯学習センター教養講座
　主に初心者向けの講座です。

原則として全ての回に出席できる人　※応募者多数
で抽選となった場合、市内に住んでいるか通勤・通
学している人が優先になります。
●ZUMBA GOLD®●KIDS DANCE●筆ペン

　●着付け●お菓子作り●手軽に作るごちそうごはん
　●はじめての健康麻雀●笑って笑って脳リフレッシュ

●癒しのアロマセラピー●フラワーアレンジメント
　●コロナ太りを撃退！全身燃焼フィットネス●若さ

と健康を保つ 欲張りエクササイズ●ピラティス
３月20日㈯～４月20日㈫
生涯学習センター　992-3800

市民による市民のための講座 ゆうあいクラブ
　さまざまな分野で「技」をお持ちの皆さんが、自ら
企画・運営する講座です。気軽に教え、学び合う学習
の場です。詳しくは、生涯学習センターへお問い合わ
せください。

●年間を通して学ぶ講座▶︎語学２講座（フランス語、
スペイン語）、教養２講座（古典文学、脳トレマ
ジック）、伝統文化３講座（生け花、かな書道、囲
碁）、健康１講座（ヨガ）

　●１日のみ開催する単発講座▶︎語学（英語）、趣味
（アイシングクッキー、書画教室）
３月20日㈯～
生涯学習センター　992-3800

市民スポーツ教室
市内に住んでいる人
生涯学習課にある申込用紙に必要事項を記入し、費用を添えてお申し込みください。
生涯学習課　992-6900

教室名 とき ところ 対象 定員 内容 申込期間 費用

スポーツ教室
西会場

４月16日～　㈮
19:00～21:00

月１～３回
西小体育館 中学生以上 20人 レクリエーション

スポーツ

４月２日㈮
9:00～

（先着順）

中学生
以下

800円

高校生
以上

1,850円

65歳
以上

1,200円

※別途
手数料
10円

東地区エンジョイ
スポーツ教室

４月17日～　㈯
13:30～15:30

月１～２回
東小体育館
グラウンド

小学生以上
(小学生は

保護者同伴)
30人

ニュースポーツ
各種

ウォーキング

深良地区エンジョイ
スポーツ教室

５月８日～　㈯
13:30～15:30

月１回
５月19日～　㈬
19:00～21:00

月１回

深良小体育館 小学生以上 20人
ストレッチ体操

リズム体操
ニュースポーツ

など

富岡地区軽スポーツ・
レクリエーション

ダンス

４月24日～　㈯
13:00～15:00

月２回
富一小体育館 小学生以上 20人

ペタボード、
軽スポーツ、

レクリエーション
ダンス

ファミリー
バドミントン教室

須山会場

４月16日～　㈮
19:00～21:00

月１～２回
須山中体育館

小学生以上
(小学３年生まで
は保護者同伴)

30人 ファミリー
バドミントン

2021.3
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鈴木図書館講座
　講座生は、随時募集しています。

鈴木図書館　992-2342
講座名 とき 対象 内容

俳句会 第１㈰　13:00～

16歳以上

四季の生活、風物を俳句に詠みます。

短歌会 第２㈰　13:00～ 自然の情景、生活、心の感動を短歌に詠みます。

古文書を読む会 第２㈮　13:30～ 古文書を読むとともに歴史を学びます。

茶道教室Ⅰ（裏千家） 第１㈭　13:00～ 和
わけいせいじゃく

敬清寂の精神を探求します。

茶道教室Ⅱ（裏千家） 第１㈮　19:00～ 和
わけいせいじゃく

敬清寂の精神を探求します。

東西公民館講座
市内に住んでいるか通勤・通学していて、原則として全ての回に出席できる人
東西公民館にある申込用紙に必要事項を記入し、受講料を添えてお申し込みください。
３月20日㈯９時～４月11日㈰17時（休館日を除く）
東西公民館　992-6677

講座名 とき 対象 定員 内容 費用 その他費用

ちょこっと
楽がき

第４㈭
13:30～全９回 一般 20人 絵手紙を気軽に楽しみなが

ら絵を描きます。 1,800円 顔彩、絵手紙用
筆などの費用

英語遊び 第１㈯
13:30～全９回

小学
１～３年生 30人 ゲームをしながら英語に親

しみます。 900円 ー

華道Ⅰ（昼） 第４㈮
13:30～全９回 一般 20人

生花、現代華の生け花の技
術を習得します。

1,800円 花代1,000円／
１回

華道Ⅱ（夜） 第４㈮
19:30～全９回 一般 20人 1,800円 花代1,000円／

１回

トールペイント 第２㈫
9:30～全９回 一般 20人 木工製品にペイントし、作

品を作ります。 1,800円 材料費2,000円
～3,000円

彫刻（鎌倉彫） 第２㈯
９:30～全９回 一般 24人 彫刻を学び作品を作ります。 1,800円

練習板950円～、
塗代～10,000円、
彫刻刀4,200円

書道 第2㈭
９:30～全９回 一般 24人 かな文字、楷書、草書の技

術を習得します。 1,800円
年間教材費

7,200円（半期
払）、半紙代

ビーズクラフト 第４㈯
９:30～全９回 一般 24人 ビーズを使ってアクセサ

リーなどを作ります。 1,800円 1,000円程度／
１回

あすなろ囲碁 ㈯（月２回）
10:00～全９回 ５歳以上 25人 子どもから大人まで囲碁を

楽しみます。
高校生以下

900円
大人1,800円

ー
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　日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、年金制度に加入すること
が義務付けられています。自営業・無職・学生などの人は、自分で国民年
金保険料を納めなければなりません。経済的な理由などで保険料を納付す
ることが難しいときは、保険料の免除や納付猶予の申請をすることができ
ます。

令和３年度の保険料は月々16,610円
　保険料は納付期限である翌月末までに納めてくださ
い。国民年金の保険料は、全額が社会保険料控除の対
象となります。
納付方法／日本年金機構から送付される納付書を使い、

金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納
めてください。手元に納付書がない場合は、年金事
務所へご連絡ください。

　　口座振替を希望する人は、納付書または年金手帳、
通帳、金融機関届出印をお持ちの上、国保年金課ま
たは年金事務所へお申し込みください。

　　クレジットカード払いを希望する人は、納付書ま
たは年金手帳、クレジットカード、はんこをお持ち
の上、国保年金課または年金事務所へお申し込みく
ださい。

保険料を納めるのが難しい人に知ってほしい制度
①「申請免除」制度
　収入の減少や失業などによって保険料を納めること
が経済的に困難な場合に、申請することで保険料の全
額または一部が免除される制度です。対象は60歳未
満で、本人・配偶者・世帯主それぞれの申請年度の前
年の所得が一定額以下の場合や、失業などの理由があ
る人です。所得が免除などの承認基準を上回っている
人でも、失業などの理由によって免除などの承認を受
けられる場合があります。
②「納付猶予」制度 ～50歳未満の人へ～
　50歳未満の人（学生以外）で、本人・配偶者それ
ぞれの申請年度の前年の所得が一定以下の場合や、失
業などの理由で生活に余裕がない場合、保険料の納付
が猶予される制度です。納付猶予を受けた期間は、将
来の年金額には含まれません。
③「学生納付特例」制度 ～20歳以上の学生へ～
　学生で本人の申請年度の前年の所得が一定額以下の
場合、在学期間中の保険料が猶予される制度です。申
請は毎年度必要です。学生納付特例を受けた期間は、
将来の年金額には含まれません。

各申請に必要な物
①②の申請をする人
　年金手帳や納付書など基礎年金番号の分かるもの、
はんこ（本人自署の場合は不要）、免許証・マイナン
バーカードなどの身分証明書
③の申請をする人
　年金手帳や納付書など基礎年金番号の分かるもの、
はんこ（本人自署の場合は不要）、学生証（写しの場
合は両面）または在学証明書（原本）、免許証・マイ
ナンバーカードなどの身分証明書
※令和３年度も引き続き学生で③を申請をする場合は、

３月下旬に日本年金機構から送付されるはがき形式
の申請書に必要事項を記入し返送してください。

追納 ～免除・猶予期間分の保険料を後から納付～
　各制度で承認された全額免除・納付猶予・学生納付
特例期間の保険料は、10年以内であれば後から納付
（追納）することができます。追納した月数に応じて、
将来受け取れる老齢基礎年金の額を増やすことができ
ます。ただし、免除などの承認を受けられた期間の翌
年度から起算して３年度目以降に保険料を追納する場
合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が
上乗せされます。

令和３年度の国民年金保険料が決定
納付困難な人は免除や納付猶予などの申請を

申請時の注意

・申請期間に対応する前年の所得に基づき、日本
年金機構で審査を行います。

・過去期間は２年１カ月前まで申請できますが、
申請が遅くなると、障害年金などを受け取れな
い場合がありますのでご注意ください。

国保年金課　　　 995-1813
沼津年金事務所　 921-2201

納付
書

年金事務所
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　3月31日㈬から、富沢・平松・佐野・桃園の一部で
公共下水道を使用できるようになります。

下水道への接続工事は６カ月以内に
　新たに公共下水道が使用できるようになると、市で
供用開始の公示をします。公共下水道を使用できる区
域に該当する人は、使用開始の日（３月31日）から
６カ月以内に、市が指定した排水設備指定工事店に依
頼し、排水設備接続工事を行ってください。市指定の
排水設備指定工事店は、市公式ウェブサイトをご覧に
なるか、上下水道工務課へお問い合わせください。

上下水道工務課　995-1835
公共下水道の使用量は水道使用量に応じる
　下水道の使用料がかかるのは、排水設備工事が完了
し、実際に下水道の使用を開始してからです。使用し
た水道の量を汚水の量として、公共下水道の使用料を
決めます。

上下水道経営課　995-1836

3/27㈯・28㈰市役所休日窓口開庁
異動などで忙しい時期の手続きをサポート

下水道供用開始区域拡大
3/31㈬から富沢・平松・佐野・桃園の一部で

　市民課、国保年金課、保育課、学校教育課、子育て
支援課では、春の異動時期に合わせて、休日の窓口事
務を行います。

３月27日㈯･28日㈰　８時30分～12時
他の官公庁などに確認が必要な事務は、原則として
取り扱いできません。各支所では行いません。

市民課
☎︎995-1812

●転入、転出、転居などの住民異動事務
●戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明書などの発行、印鑑登録、旅券の交付
　※旅券の申請は取り扱いできません。
●マイナンバーカード交付事務

国保年金課
国保係
☎︎995-1814
年金後期高齢者医療係
☎︎995-1813

●国民健康保険の加入、脱退の事務　
　※健康保険などの加入・脱退連絡票がない場合は取り扱いできません。
●国民年金の手帳再交付申請（1号被保険者のみ）、取得届、喪失届、免除、納付猶予、学

生納付特例の受け付けなどの事務　
　※健康保険などの加入・脱退連絡票のない取得届、喪失届、裁定請求、未支給 請求、高

齢任意加入事務など年金事務所に照会を要する事務は取り扱いできません。
●後期高齢者医療保険の原則として全ての事務　※保険証などは後日郵送します。

保育課
☎︎995-1822

●市立幼稚園児の入園、退園に係る事務
●保育園児の入園、退園に係る事務

学校教育課
☎︎995-1838 ●小・中学生の転入、転出に係る事務

子育て支援課
☎︎995-1841

●児童手当の申請と消滅などに係る事務
●乳幼児、こども医療費に係る事務

西中学校

東
名
高
速
道
路

西小学校

東小学校市役所

警察署

南小学校

市民体育館
郵便局

裾野駅

394

246

石脇～伊豆島田 凡例
今回供用開始区域
既供用開始区域

246

岩
波
駅

郵便局

岩波
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　市では、市民の皆さんの安全で良好な生活環境を確
保し、自然環境の保全及び災害を防止するため、一定
規模以上の土砂などによる土地の埋め立てに「裾野市
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を
定めています。

土砂などの埋め立てには許可が必要な場合も
　次のいずれかに該当する事業は許可が必要になりま
す。
●事業区域の面積が500㎡以上の事業
●事業区域の面積が500㎡未満であって、次のいずれ

かに該当する事業
　①当該事業区域と一団の土地と認められる区域で、

当該事業に着手する日前３年以内に事業が行われ、
または行われている場合は、その面積の合計が
500㎡以上となる事業

　②土砂などの量が500㎥以上となる事業

甘い言葉に、ご注意を
　市内で「良い土があるので無料で埋め立てをしてあ
げます」「一時的に資材置き場として貸して欲しい」
「優良農地に造成します」などと言葉巧みに土地所有
者に同意をとり、許可を受けずに土砂などの搬入をは
じめ、山のように建設残土を埋め立てる事例が発生し
ています。このような場合に安易に口頭で了解したり、
書類に判を押したり、金銭を受け取ったりすると、後
で信頼のおけない業者と分かっても違約金などのこと
を考え、業者の言いなりになってしまうおそれがあり
ます。
　これらの責任や処理費用の負担は行為者だけでなく、
土地所有者に及ぶこともあります。犯行の手口や被害
の実態などを把握し、自分の土地は自分の手で守って
ください。

まちづくり課　995-1828

注意！あなたの土地が狙われています
土地所有者の皆さん、甘い言葉にご注意を

　令和２年中に出動した火災・救急・救助統計を公表
します。管内で起きた火災の半数以上は建物火災です。
火の取り扱いには十分注意してください。

富士山南東消防本部総務課
　972-5801

富士山南東消防本部　令和２年火災・救急・救助統計
市内では火災・救急・救助ともに減少

管内件数
（　）内は前年比

管内（裾野市・三島市・長泉町） 裾野市
火災 44件 （+1） 15件 （−4）
救急 7,652件（−894） 1,870件（−234）
救助 73件 （−24） 13件 （−14）

裾野市の火災統計
●火災種別件数

建物火災 8件 （±0）
林野火災 0件 （−1）
車両火災 3件 （−4）

その他の火災 4件 （+1）

●事故種別出動件数
急病 1,049件 （−163）

一般負傷 293件 （−25）
交通 115件 （−4）

その他 413件 （−42）

●搬送人員　1,719人（−209）
死亡 25人 （−1）
重症 180人 （−34）

中等症 884人 （−54）
軽症 630人 （−120）

●搬送者内訳
新生児（生後28日以内） 0人 （−1）

乳幼児
（生後29日以上満７歳未満） 68人 （−32）

少年
（満７歳以上満18歳未満 62人 （−36）

成人
（満18歳以上満65歳未満） 563人 （−91）

高齢者（満65歳以上） 1,026人（−49）

裾野市の救急統計

住宅用火災警報器
の定期的な点検も

お忘れなく
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　令和２年11月20日㈮から12月18日㈮まで募集して
いた市道4155号線の愛称に、たくさんのご応募あり
がとうございました。市内のオリンピックコースで唯
一の市道についた愛称を、レガシーとして残していき
ましょう。

愛称
富士裾野ビクトリーロード
愛称の説明／五輪コースの勝負どころ（南富士エバー

グリーンライン）
へ向かう道という
ことで、勝利へと
向かう選手を迎え
るイメージを込め
ました。

応募数など
応募者 応募総数 有効作品数 無効
249人 331点 322点 9点

産業振興課オリンピック・パラリンピック推進室
　995-1825

市道4155号線愛称決定「富士裾野ビクトリーロード」
東京2020オリンピック自転車競技ロードレース（男子）裾野市コース

新火葬施設の名称は「裾野長泉斎苑 麗峰の丘」に決定
７月から使用開始予定

　新火葬施設の愛称を募集したところ、47人から
115点の作品が寄せられました。厳正な審査を行い、
最優秀賞を選定しました。そのうえで、審査委員長と
副委員長が補作した結果、次のとおり名称を決定しま
した。新火葬施設の使用開始は、7月１日㈭を予定し
ています。

新火葬施設の名称
裾野長泉斎苑　麗峰の丘
（すそのながいずみさいえん　れいほうのおか）

最優秀賞
「霊

れいほう
峰の杜

もり
」

応募者／芹澤 信代さん（茶畑）
説明／富士山は信仰の山、霊山。富士山域に位置し、

私たちが最も美しいと思う富士山がそこにあります。
選定理由
　最優秀賞となった「霊峰の杜」は、富士山麓という
立地にふさわしい名称である。また、本施設の設計コ
ンセプトにあるように「霊峰富士に見守られ、心穏や
かに故人を見送ることができる安らぎの場」というイ
メージに合致している。
補作の経緯
　裾野市民憲章では「麗峰」富士が使われている。施
設名称としては、麗峰の方がふさわしい。本施設所在
地の地形的イメージは杜よりも丘の方が近い。麗峰富
士を望む丘に建つ本施設の名称として麗峰の丘とした。

生活環境課　995-1816

採用者からのメッセージ
高原 翼さん（神奈川県横浜市）

　選考いただきありがとうございます。大変な状
況ではありますが、7月までにコロナ禍が収束し、
無事東京五輪が開催されることを願っています。
富士裾野ビクトリーロードを富士山に向かって、
そして勝利に向かって走る選手の姿が見たいです。
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　市では、東富士演習場の演習通報や市からのお知ら
せ、災害時の緊急情報などを無線放送でお知らせする
ため、戸別受信機を
貸し出しています。
災害発生時に備え、
受信機を借りていな
い世帯主は貸与を受
けてください。

放送内容
時間 内容
6:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ
9:00 時報
12:00 時報
17:00 時報
19:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ

緊急時 火災の発生、災害への注意、警報の発令、行
方不明者のお尋ねなど

世帯主に無償で貸し出し
　市に住民登録のある世帯主に、無償で１台貸し出し
しています。戦略広報課（市役所３階）で手続きをし
てください。
転出・転居するときは
　市外に引っ越すときは、戸別受信機を建物内に置い
たままにせずに、戦略広報課または各支所へ返却して
ください。建物の建て替え時に処分してしまわないよ
う注意してください。転居するときは、戦略広報課で
住所変更の手続きをしてください。
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
の事を試し、放送を聞いてみても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

無線放送戸別受信機の貸与
演習通報や市からのお知らせを放送

　障害年金を受給しているひとり親家庭が、児童扶
養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額
を児童扶養手当として受給することができるように
なりました。

子育て支援課にある申請書に必要事項を記入し、
お申し込みください。　※既に児童扶養手当受給
資格者としての認定を受けている人は、申請不要
です。
●手当の支給は、申請の翌月分からとなります。

　※これまで障害年金を受給していて児童扶養手当
を受給できなかった人で、３月１日㈪に支給要件
を満たしている人は、６月30日㈬までに申請す
れば３月分の手当てから受給できます。

　●障害年金以外の公的年金を受給している人は、
その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を
児童扶養手当として支給します。
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、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。
　原区では、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、ワンタッチテントや音響機
器、綿菓子機、かき氷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、地区振興係にご相談ください。

地区振興係　995-1874

障害年金を受給しているひとり親
家庭の「児童扶養手当」を見直し コミュニティ助成事業の活用
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Information

おしらせ
住所変更の手続きを
インターネットで仮申請
　転居や転入、転出の手続きに来
る前に仮申請できます。市民課ま
たは各支所で手続きする３営業日
前までに仮申請すると、手続き当
日の待ち時間を短縮できます。
　仮申請は、スマートフォンまた
はパソコンで、市公式
ウェブサイトから行っ
てください。

住所変更の手続きは仮申請だけ
では完了しませんので、仮申請
後は必ず市民課または各支所へ
お越しください。
市民課　995-1812

こども医療費助成制度
　小学１年生から高校３年生（そ
の相当年齢）までの子どもの医療
費を助成します。
助成対象／健康保険が適用される

医療費と入院時の食事代
助成方法／医療機関窓口で「こど

も医療費受給者証」と保険証を
提示してください。

自己負担金／通院のみ１回500円
（月２回まで）　※入院・薬局
は自己負担がありません。
●県外医療機関では受給者証が
使用できません。県外で受診し
たときは、子育て支援課窓口で
払い戻しの手続きが必要です。

　●４月から小学１年生になる子
どもへ３月下旬に新たな受給者
証を郵送します。３月31日㈬
までは現在の乳幼児医療費受給
者証を使用し、４月以降は新た
な受給者証を使用してください。
子育て支援課　995-1841

令和３年市政カレンダー掲載内容
の変更
　東京2020オリンピック・パラ
リンピックの開催日が変更になっ
たことで、本年の祝日が移動した
ことに伴い、令和３年市政カレン
ダーの記載内容が変更になりまし
た。
海の日／７月19日㈪▶︎７月22日㈭
スポーツの日／10月11日㈪▶︎
　７月23日㈮
山の日／８月11日㈬▶︎8月８日㈰

※８月９日㈪が振替休日になり
ます。
祝日が移動したことに伴い、市
内施設の休館日が変更になりま
した。変更後のカレンダーは、
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
戦略広報課　995-1802

固定資産課税台帳の閲覧
　令和３年度の課税内容を確認で
きます。

４月１日㈭～
　８時30分～17時15分　※土・

日曜日、祝日・年末年始を除く
市役所１階税務課資産税係
①固定資産の所有者とその同一
世帯の親族②納税管理人③所有
者からの委任状を持つ人④相続
人⑤借地人・借家人（対価を支
払っている人に限る）
自己所有または借地・借家の固
定資産の課税台帳の閲覧
１名義300円　※①～④の人は
４月１日㈭～30日㈮は無料
①～⑤運転免許証などの身分証
明書③法人の場合は社印のある
委任状④相続が分かる除籍の謄
本など⑤賃貸契約書または対価
の領収書
税務課　995-1809

美化センターへのごみの直接持ち
込み休止
　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。

３月31日㈬
美化センター　992-3210

男性介護者交流会
３月20日㈯　13時30分～15時
30分
福祉保健会館３階研修室
男性介護者
介護仲間との情報交換、介護に
ついての相談など
参加を希望する人は電話または
ファクスでお申し込みください。
地域包括支援センター

　995-1288
　北部地域包括支援センター
　930-5800

介護家族の会（長沢）
　993-5834
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

４月１日㈭～30日㈮
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日、祝日を除く

市役所１階税務課資産税係
①土地または家屋の固定資産税
の納税者とその同一世帯の親族
②納税管理人③納税者からの委
任状を持つ人④相続人
●土地価格等縦覧帳簿（所在、
地番、地目、地積、価格）の縦
覧●家屋価格等縦覧帳簿（所在、
家屋番号、種類、構造、床面積、
価格）の縦覧　※自分の所有す
る資産と同じ種類のものに限る
（例：宅地と宅地）
①～④運転免許証などの身分証
明書③法人の場合は、社印のあ
る委任状④相続が分かる除籍の
謄本など
税務課　995-1809
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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。

４月22日㈭　10時～15時
市役所地下会議室B
16人程度（先着順）
４月８日㈭

国保年金課　995-1813
証明書コンビニ交付サービスでの
マイナンバー記載住民票の交付
　証明書コンビニ交付サービスで
のマイナンバー記載住民票の交付
を開始しました。
　これに伴い、マイナンバー記載
の選択など、画面操作が変更にな
りますので、ご注意ください。交
付には、マイナンバーカードが必
要です。

市民課　995-1812
ひとり親家庭入学児童祝金
　母子・父子家庭などの児童が
小・中学校新１年生に就学する際
に祝金を支給します。

子育て支援課、各支所、社会福
祉協議会で配布する申請書に必
要事項を記入し、期間内に提出
してください。
３月15日㈪～４月９日㈮
子育て支援課　995-1841

　社会福祉協議会　992-5750

国保高齢受給者証の送付
　４月１日㈭から対象となる人に、
３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３月２日～４月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

裾野駅西口駅前広場の切り替え
　裾野駅西口駅前広場の新設に伴
い、現在使用している臨時駅前広
場からの切り替えを行い、新しい
駅前広場の使用が開始されます。
切り替え後に臨時駅前広場は閉鎖
され、バス乗り場とタクシー乗り
場の位置が変わりますのでご注意
ください。

３月10日㈬　12時～
区画整理課　994-1274

暮らし何でも相談
　暮らしの中の悩み事を受け付け
ています。
　日常生活で起こるトラブルや悩
み、困ったことなどどこに相談す
ればよいのか分からないときはご
相談ください。悩み事を一緒に考
え、専門的なアドバイスをしてく
れるところを紹介します。

９時～17時（平日のみ）
相談や取り次ぎは原則無料です
が、専門家に相談する場合は別
途料金がかかる場合があります。
ライフサポートセンター東部

　922-3715

学校開放調整会議
　５月から６月までに学校体育施
設を使用する場合は、必ずこの会
議に出席してください。

地区 とき ところ

深良 ４月２日㈮ 生涯学習セン
ター

須山 ４月６日㈫ 須山コミセン
東 ４月７日㈬

生涯学習セン
ター富岡 ４月８日㈭

西 ４月14日㈬

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

秋の褒章
黄
綬
褒
章

渡邉 雄二さん
渡辺建設㈱会長

　昭和56年に社長に就任
し、リフォーム部門の創設
や女性社員の積極採用など
を行いました。
　また、沼津建設業協会会
長や県建設業協会副会長を
務め、建設業界の進展に尽
力しました。
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お知らせ

マイナンバーカードの申請補助
　マイナンバーカードの交付申請
は、郵便やスマートフォン、パソ
コンなどで行うことができます。
市民課では、顔写真の撮影を行う
など申請の補助を行っています。
希望する人は、市民課へお越しく
ださい。

平日８時30分～17時15分
　※水曜日は19時まで

市役所１階市民課
交付申請時に補助を希望する人
本人確認のできる身分証明書、
自身で撮影できる人は最近６
カ月以内に撮った顔写真（縦
4.5cm×横3.5cm）
市民課　995-1812

市民無料相談
３月22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、遺言、
各種登記、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

はり・灸無料治療券を進呈
　県内の指定治療院で利用できる
はり・灸無料治療券を進呈します。

母子家庭や父子家庭の母・父
10人（先着順）

有効期限／３月15日㈪
子育て支援課　995-1841

新型コロナウイルス感染症
予防接種詐欺にご注意を
　市では、３月中旬から、65歳
以上の人に新型コロナウイルス予
防接種（ワクチン接種）のお知ら
せ文書を郵送します。この予防接
種は、無料で受けられます。
　市職員や警察官が、次のような

電話をかけることや家を訪問する
ことはありません。不審な電話な
どがあった場合は、最寄りの警察
署、交番にご相談ください。
●「優先して受けるためにお金が

必要だ」
●「事前に接種費用を払う必要が

ある」
●「給付金があるので、キャッ

シュカードを預かりたい」など
予防接種に関する詳しい内容や
専用の問い合わせ電話番号は、
お送りする文書でご覧ください。
健康推進課　992-5711

　裾野警察署　995-0110

　　　消費者相談室　消費生活センター 995-1854

Ａ事業者の突然の訪問やチラシをきっかけとした排水管や
排水マスなどの洗浄サービスに関する相談が寄せられて

います。洗浄する箇所の数や汚れの程度によって、実際は想定
より高額な費用を提示・請求される場合があります。訪問販売
の場合は、クーリング・オフできる場合がありますので、次の
点に注意し不安なときは消費生活センターへご相談ください。
①無料点検・格安で実施と勧誘されても安易に応じない。
②チラシをよく読み、表示されている料金・条件・内容を確認

する。
③事業者の説明をうのみにせず、必要なければきっぱり断る。

Ｑポストに排水管高圧洗浄のチラシが入っていた。
料金が安かったので依頼したら高額な費用を請求

された。納得できない。
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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31日㈬
後期高齢者医療保険料	 第８期分

３月の税金・料金

受付時間：８時30分～17時

６日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

７日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

13日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

14日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

20日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

21日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

27日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

28日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

※工事・修理は有料

３月の水道工事当番店

人口 51,020人
男性 25,912人　女性 25,108人

人口統計　２月１日現在教室・講座
手話講座
　手話奉仕員養成講座として令和
３年度に入門編、令和４年度に基
礎編の講座を行います。

５月18日～９月21日までの毎
週㈫19時～21時、８月29日㈰
10時～16時　※８月10日㈫は
除く
市役所地下会議室他
市内に住んでいるか通勤してい
る18歳以上の人
20人　※申込者多数の場合は
抽選
3,300円（入門編・基礎DVD
付きテキスト代）
３月１日㈪～４月23日㈮
スケジュールなどは別途通知し
ます。

障がい福祉課　995-1820

募　集
県営住宅の入居者
　県営住宅の入居者を毎月募集し
ています。
募集発表／毎月10日

毎月10日～18日
県住宅供給公社東部支所

　920-2271

ひきこもり講演会
　引きこもりに関する講演会を開
催します。

３月17日㈬　10時30分～12時、
13時30分～15時
東部総合庁舎別棟２階会議室

　（沼津市高島本町）
ひきこもりの理解

　～当事者の体験談から～
３月10日㈬

県東部健康福祉センター
　920-2087
令和４年成人式実行委員
　令和４年１月９日㈰に開催する
成人式の運営やアトラクションの
企画・運営などを行う実行委員を
募集します。

平成13年４月２日～平成15年
４月１日に生まれた人（令和
４・５年に成人式を迎える人）
で、生涯学習センターで開催す
る実行委員会に参加できる人
電話かメールで生涯学習課へお
申し込みください｡メールの場
合､件名を「裾野市成人式実行
委員申込み」とし､氏名･住所･
電話番号を明記してください。
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

16
2021.3
広報すその



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㈭・８日㈪・15日㈪・
22日㈪・25日㈭・29日㈪休館日

3月

一般書
	 ●愚か者の島　著：乾緑郎　祥伝社

	 ●羊は安らかに草を食み	Sheep	May	Safely
  Graze　著：宇佐美まこと　祥伝社

	 ●ラストは初めから決まっていた
  著：小手鞠るい　ポプラ社

	 ●ゴールデンタイムの消費期限
  著：斜線堂有紀　祥伝社

	 ●メイド・イン京都　著：藤岡陽子　朝日新聞出版

児童書
	 ●絶景のふしぎ100
  世界と日本の美しい風景・すごい地形のなぜ
  監修：佐野充　偕成社

	 ●わかるかな？小学生の陸上競技ルール
  “走る跳ぶ投げる”秘訣が見えてくる！
  著：三浦敬司　ベースボール・マガジン社

	 ●くもとり山のイノシシびょういん　7つのおはなし
  文・絵：かこさとし　福音館書店

	 ●リンゴちゃんのいえで
  作：角野英子　絵：長崎訓子　ポプラ社

	 ●せかいでさいしょにズボンをはいた女の子
  作：キース・ネグレー　訳：石井睦美　光村教育図書

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
わんぱくだんのひみつきち
著者：ゆきのゆみこ、上野与志　出版社：ひさかたチャイルド
　わんぱくだんの3人が空き地に小さな秘密基地を作った。す
ると、突然基地の奥に大きな部屋が現れ、3人は猫の姿に。大
きな部屋はどら猫たちの秘密基地で、仲間にされてしまった3
人は…。

行事予定

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

臨時休館のお知らせ
鈴木図書館と文化センター図書室

で、図書館システムの更新のため休
館します。

１日㈪～４日㈭

図書館利用者

加藤 心
こ は る

晴さん
（７歳・佐野上宿）

ドアの中に入った
ところがおもしろ
かったです。
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救急協力医 March3月救急協力医
日 内 科 外 科 小児科
1 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

2 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 大沢
ハートクリニック 929-1313 若葉町 クボタ小児科 975-7984 泉町

3 ㈬ 森医院 966-2017 石川 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

4 ㈭ 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

5 ㈮ あきやまクリニック 986-6000 下土狩 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 よざ小児科医院 967-5722 原

6 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘

7 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

つかだ医院 983-1577 堂庭 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

8 ㈪ 小林医院 966-7700 今沢 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

9 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

10 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

11 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

12 ㈮ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

13 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

14 ㈰

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 西方外科医院 921-1333 共栄町

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 西村医院 971-6510 下土狩

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

15 ㈪ 杉山医院 972-3223 伏見 香貫医院 931-2465 本郷町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

16 ㈫ いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 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 ㈬ やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見 守重医院 931-2511 我入道

江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

18 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

19 ㈮ 柿田川医院 973-3601 柿田 えがわ医院 921-5148 高島本町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

20 ㈯

東名裾野病院 997-0200 御宿 池田病院 986-1212 本宿

池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

武藤医院 931-0088 三園町 酒井医院 966-1755 今沢

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 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

きせがわ病院 952-8600 大岡 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

22 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐クリニック 934-6700 志下 田中医院 921-2053 高島町

23 ㈫ 久道医院 986-6387 中土狩 東医院 921-5520 高沢町 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

24 ㈬ 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

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 ㈮ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 鈴木医院 993-0430 佐野 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

27 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 西村医院 971-6510 下土狩

28 ㈰

さくら
胃腸科・外科 994-1008 御宿 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

大沢医院 931-1019 御幸町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

今井医院 921-3211 五月町 大沢医院 931-1019 御幸町

29 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 松原医院 962-1496 白銀町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

30 ㈫ さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 白石医院 951-4593 市道町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

31 ㈬ 新井内科クリニック 992-0811 久根 清水館医院 993-2323 茶畑 田中医院 921-2053 高島町

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

7 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野

14 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

めぐろ歯科
980-6480 中土狩

20 ㈯ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

はとり眼科
987-6789 中土狩

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町

室伏歯科医院
992-2439 公文名

21 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

吉田歯科医院
987-6118 納米里

28 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

米山歯科医院
988-8211 南一色

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
　３月16日㈫・23日㈫▶18時～、21日㈰▶９時～
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すこやかタウン３３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！

津田 華
か り ん

凜さん
（２歳10カ月・金沢）

桃井 仁
じん

さん
（２歳８カ月・桃園）

2021年
 ３

月
号

N
O

.1397

福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

外国人相談
Consulta de estrangeiros
Consulta de extranjeros

●乳幼児健康相談
　 ８日㈪・22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
　 22日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 10日㈬　９時30分～10時45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
　 10日㈬・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
　 25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９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８月生まれの人
●３歳児健康診査
　 18日㈭　12時30分～
　 平成30年２月生まれの人

※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。

　外国人のための相談です。市役所で行う手続きの
方法や日本での生活の相談を受け付けています。費
用はかかりません。
Português／Consulta para estrangeiros.
　Recebemos consultas sobre os trâmites que 

podem ser realizados na prefeitura e sobre a 
vida no Japão.

Español／Consulta para extranjeros.Recibimos 
consulta sobre trámites que se pueden

　realizar en el ayuntamiento y sobre la vida 
en Japón.
毎週水曜日　９時～12時

　Toda quarta-feira 9h00 às 12h00
　Cada miércoles 9:00 a 12:00

市役所１階市民ホール
　Salão do Cidadão no 1° andar da prefeitura
　Salón del ciudadano en el primer piso del
　ayuntamiento

susonon@city.susono.shizuoka.jp


