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　新たに遊歩道が整備された梅
の里では、白やピンクに色付い
た梅の花が見ごろを迎えました。
雄大な富士山の姿が眺められる
遊歩道は、準高地トレーニング
などに活用されます。

　全国高校生体験活動顕彰制度「地域探求プログラム」
は、自分ごととして物事を探求する姿勢を身につけ、地
域での実践活動で多様な人々と協働しながら地域・社会
にある課題解決に向けた取り組みを行うことで、自然や
郷土に愛着を持ち、新たな価値を創造する高校生を育成
することを目的とした制度です。
　子ども会のイベントが大好きだった芹澤さん。「コロ
ナ禍の中にあっても、地域の人たちと交流できる場を作
れないか」と考え、プログラムに参加。昨年７月に国立
青少年交流の家で開催さ
れたオリエンテーション
合宿で『高校生の発想は
すごい』という言葉に後
押しされ、自分で企画し
たイベントを必ず実践、成功させようと行動しました。
　芹澤さんが企画、実践したのは、ごみ拾いをしながら
中央公園を目指し、園内を探検するアトラクション
ウォーキングです。地元の子ども会役員の協力を得て参
加者を募り、当日は約10人の小学生が参加。子どもたち
に地域のつながりやふるさとの魅力を伝えることができ
ました。この一連の取り組みを２月14日㈰に開催された
全国ステージで発表したところ評価され、個人の部で文
部科学大臣賞を受賞しました。
　「自ら企画、実践できたことが大
きな自信になりました」と振り返る
芹澤さん。「今回の取り組みを関心
のある国際交流の分野にも生かし、
地域の魅力を伝えたいです」と更
なる意欲を語りました。

不二聖心女子学院高等学校　２年
芹澤　愛香さん（16歳・中丸下）

遊歩道を整備しました

「地域探求プログラム」全国ステージ個人部門
文部科学大臣賞受賞
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令和３年度　当初予算概要
一般会計198億1,400万円
前年度比6.4％減

令和３年度　会計別予算

特集

　市議会３月定例会で、当初予算が可決されました。
令和３年度は、感染拡大防止、雇用維持・事業継続
支援、経済回復を軸としつつ、市の輝かしい未来に
向けて、ウーブン・シティと地域の融合、SDCC構
想の具現化を進めます。

予算総額 313億6,420万円
（令和２年度　327億5,012万円）

一般会計 198億1,400万円
（令和２年度　211億6,000万円）

特別会計予算
89億3,540万円

（85億3,220万円）

（　）内は令和２年度

一般会計予算
198億1,400万円

（211億6,000万円）

下水道事業会計予算
13億8,531万円

（15億3,598万円）

水道事業会計予算
11億5,700万円

（14億4,700万円）

簡易水道事業
7,249万円

（7,494万円）

当初予算前年度対比（支出）
水道事業会計 令和３年度予算 令和２年度予算
収 益 的 ７億4,700万円 ７億3,200万円
資 本 的 ４億1,000万円 ７億1,500万円

下水道事業会計
収 益 的 ７億4,390万円 ７億6,762万円
資 本 的 ６億4,142万円 ７億6,836万円

簡易水道事業会計
収 益 的 5,657万円 6,170万円
資 本 的 1,591万円 1,324万円

一般会計予算

歳入
市 税 90億7,200万円 45.8%
国 庫 支 出 金 27億8,814万円 14.1%
繰 入 金 20億7,025万円 10.5%
市 債 15億　360万円 7.6%
県 支 出 金 11億5,721万円 5.8%
地方消費税交付金 ９億7,920万円 4.9%
そ の 他 22億4,360万円 11.3%

歳出
民 生 費 57億3,007万円 28.9%
土 木 費 26億9,020万円 13.6%
衛 生 費 25億7,539万円 13.0%
教 育 費 24億4,783万円 12.4%
公 債 費 23億2,475万円 11.6%
総 務 費 22億4,084万円 11.3%
そ の 他 18億　492万円 9.2%

歳入総額　198億1,400万円 歳出総額　198億1,400万円

歳入

繰入金

その他

市税

国庫支出金

県支出金

市債

地方消費税交付金

歳出公債費

その他

総務費 民生費

教育費
土木費

衛生費

財政課
　995-1801

3
2021.4

広報すその



裾野市の未来のまちづくりに向けて

市　長　施　政　方　針
　令和２年は、コロナショックと言われるように、新
型コロナウイルス感染症が全世界で猛威を振るい、
人々の生命は脅かされ、社会経済活動は大きな打撃を
受けました。私たちの暮らしも、日常の生活様式から
人生の価値観に至るまで一変した、と言っても過言で
はありません。
　ワクチン接種が視野に入ってきた現在の使命は、新
型コロナウイルスから市民の命と健康を守り抜くと同
時に、企業の命も守り、また、誹

ひ

謗
ぼ う

中傷などから関係
者の人権を守ることであると肝に銘じています。
　感染拡大防止、雇用維持・事業継続支援、経済回復
という３本柱を軸として、本市の実情や地域性を踏ま
えながら適切に対策を講じてまいります。アフターコ
ロナを見据えて、Society5.0時代に適応する準備を
進めることこそが、ピンチをチャンスに変えることと
信じ、ウィズコロナ時代を乗り切るための舵取りをし
てまいります。
　350年前、郷土の先人たちは江戸の商人の民間活力

を利用し、箱根外輪山に隧
ず い ど う

道を掘り抜き、山の向こう
の芦ノ湖からこの地に水を引き込むという大偉業を成
し遂げました。また、50年以上前、市制への移行準
備をしていた頃の先人は、積極的に企業を誘致し、工
業都市への方向転換により、今日の発展の基礎を築か
れました。市制施行から半世紀がたった今年、再び民
間活力による話題性あふれるまちづくり、コロナ禍に
よるニューノーマルへの転換など、持続可能でより良
い社会経済システムへと移行するための分岐点が訪れ
ています。未来を大きく左右するこの時代に、市政の
タクトを振れることを誇りとやりがいとし、企業を含
めた市民の皆様とともに力を合わせた市民協働のまち
づくりに臨んでまいります。
　また、市制施行から50年という節目を経て、未来
への確かなスタートを切るため、現状をしっかり認識
した上で市の進むべき方向を判断し、市の輝かしい未
来に向けて、ウーブン・シティと地域との融合、ＳＤ
ＣＣ構想の具現化を進めてまいります。

令和３年度から10年間
第５次総合計画がスタート

　人口減少・少子高齢化の進行やテ
クノロジーの急激な発展などの社会
経済の環境の変化に対応するととも
に、市民の『暮らし満足』の実現に
向けて、まちづくりの基本的な方向
を示す総合的な指針です。
　計画期間は、令和３年度から令和12年度までの10
年間です。
 
まちの将来像

「みんなが誇る豊かな田園未来都市すその」
　富士山の裾野市に広がる豊かな自然環境のもと、地
域に誇りを持つ市民や地域経済をけん引する企業など
とともに、未来志向で協働・連携し、快適で安全・安
心なまちづくり、人や企業に選ばれるまちづくり、住
み続けたくなるまちづくりを進めることで、裾野市ら
しい「田園」と「未来都市」が令しく（うるわしく）
調和するまちを目指します。

  ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち
（万円）

主な事務事業 事業費
富岡第二幼稚園閉園関連事業 100
児童福祉機能等集約事業 4,000
子育てモバイルシステム事業 47
小中学校GIGAスクール運用事業 7,845
コミュニティ・スクール推進事業 260

目標達成に向けた５つの柱

▲既に整備している学習用情報端末や周辺機器の利活
用によって、子どもたちの資質や能力が一層育まれ
るような教育ICT環境を実現します。
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  地域資源を活用した魅力あふれるまち
（万円）

主な事務事業 事業費
産業連携地域プラットフォーム運営事業 1,150
地域戦略作物活性化支援事業 255
オリンピック・パラリンピック推進事業 2,237
スポーツツーリズム事業（準高地トレーニング） 150

  安全・安心に住み続けられるまち
（万円）

主な事務事業 事業費
新火葬施設整備事業 16,314
富士山火山防災マップ（改定版）作成事業 308
通学路整備事業 900

  将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち
（万円）

主な事務事業 事業費
御宿土地区画整理助成事業 12,070
裾野駅西土地区画整理事業 87,763
（仮称）御師公園整備事業 5,522
住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化
計画策定事業 500

（仮称）神山深良線整備事業 3,407
平松踏切道改良事業 1,550

  時代のニーズに応えられるまち
（万円）

主な事務事業 事業費
市制施行50周年記念記念特別事業 100
ふるさと納税推進事業 6,113
公共施設等総合管理計画改訂事業 500
キャッシュレス決済導入事業 72

▲富士山麓の冷涼な気候、標高の高さ、首都圏からの
アクセスの良さといった地域資源を活用し、スポー
ツ合宿の誘致をはじめとしたスポーツツーリズム事
業を推進します。

▲長泉町と共同して新たな火葬施設を整備するため、
裾野市長泉町衛生施設組合に負担金を支出します。
運営開始は、令和３年７月を予定しています。

◀︎全市的なバラ
ンスに配慮し、
地域の拠点とな
る公園・緑地の
整備をします。
須山地区の豊か

な自然環境や歴史文化など地域固有の特性を生かした
特色ある公園を目指します。

▲個別施設計画の方針やコスト情報などを整理し、公
　共施設等総合管理計画を改訂します。

みらい政策課
　995-1804

将来の更新費用の推進（公共施設）
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　持続可能で健全な財政運営を図るため、
令和元年度より3年間を集中取り組み期間
とし、削減額6.5億円を目標金額とした行
財政構造改革を進めてまいりましたが、市
内企業の生産拠点の移転による閉鎖など、
行財政構造改革の計画段階では想定してい
なかった状況の変化や、新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響による大幅な税収減が
見込まれることになり、現在の状況下では、
これまでの取り組みでは健全な財政運営の
実現は困難であるものと考えております。
　令和3年度の予算編成では、新規事業の
原則禁止や街路事業の一時休止、緊急度の
高いもの以外の施設改修の先送り、経常的
な事業費の更なる見直しなどに取り組みま
したが、現在の状況では、数年後の予算編
成が困難になることが予想されます。
　そのため、ここで「財政非常事態」を宣
言いたします。
　そのうえで、このような厳しい状況を乗
り越えるため、令和4年度当初予算編成に
向け、行財政構造改革を強力に推し進め、

本市が実施している全ての事業をもう一度
精査してまいります。これまでの行財政構
造改革では、極力市民の皆様への影響が少
ないように、という視点がございました。
今後もベースとしてそのような考え方に変
わりはありません。しかしながら、場合に
よっては市民の皆様にも影響を及ぼすよう
な事業見直しが必要になると思われ、皆様
のご理解、ご協力をいただかなければなら
ないと考えております。
　歳入と歳出のバランスが取れた財政運営
とするため、ここを踏ん張りどころと捉え、
私自身先頭に立ち、職員一丸となって取り
組んでまいりますので、市民の皆様のご理
解、ご協力をお願い申し上げます。

裾野市長　髙村謙二

「財政非常事態」を宣言　特
集

　市を取り巻く経済状況の変化や税収減などに対応し、健全な財政運営を目指すための
「財政非常事態宣言」を令和３年２月15日㈪に発令しました。

 財政非常事態宣言にあたって市長コメント

今回の宣言に基づき、
特に次の事業などを見直します。

□ 総人件費の抑制
□ 独自事業全般の見直し
□ 公共施設の在り方の見直し
□ 大型公共事業の一時停止や先送り
□ 普通建設事業の総量の抑制
□ 各種補助金などの見直し

財政課
　995-1801

財政非常事態宣言に関してメッセージ

市公式ウェブサイト

更なる行財政構造改革を
推進します
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非常事態宣言に至る経緯
　平成21年度以降、リーマンショックなどの影響を
受け、実質単年度収支が11年連続でマイナス（図1棒
グラフ）となり、その分は財政調整基金を取り崩して
補

ほ

填
て ん

してきました（図１折れ線グラフ）。財政調整基
金の減少が続く状況を受け、令和元年度から3年間行
財政構造改革を進めてきました。しかし、市内企業の
生産拠点の移転による閉鎖や、新型コロナウイルスの
感染拡大など、想定していなかった状況の変化の影響
で大幅な税収減が見込まれ、平成21年度から令和3年
度決算までの取り崩し額総額が約60億円に上る見込
みです。

　図2は歳出に使われた一般財源（棒グラフ）と、経
常収支比率（青の折れ線グラフ）がどのように推移し
たかを表しています。平成22年度以降、歳出の人件
費は減少したものの、高齢化により扶助費などが増加
したため、令和元年度は一般財源のうち98％が支払
う義務のある経費に使われています。財政の豊かさを
示す数値である財政力指数（緑の折れ線グラフ）が令
和元年度で1.047となり、全国でも上位の値であった
平成20年度と比べると決して豊かな財政状況である
とは言えず、今後、市が行っている独自事業などを継
続することが難しくなります。

一般財源：市税や交付税のように毎年度入ってくることが見込まれる収入
実質単年度収支：その年度に得られた収入と支出の実質的な差額
積立金取崩額：不足する収入を補うために市の貯金である財政調整基金を取り崩した金額
経常収支比率：一般財源を人件費、福祉サービスなどに係る扶助費や交際費といった支払う

義務があり任意に削除できない経費の支払いに充てた割合

用語解説

図 1　実質単年度収支と基金積立金（財政調整基金）取崩額の経過
（百万円）
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図２　財政力指数と歳出一般財源と経営収支比率の推移
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Photograph

　JAなんすん代表理事組合長の岡田晃一さんらが市
役所を訪れ、西浦みかん寿太郎とぬまづ茶を寄贈しま
した。岡田さんは「地域の特産品を知ってもらい、学
校給食や食育に役立ててください」と述べました。寄
贈された寿太郎みかんは、市内の小学校の学校給食で
提供されました。

　２月15日㈪から３月１日㈪まで、生涯学習セン
ターで富士山芸術展が開催されました。富士山を題材
に募集した絵画、写真、俳句や陶芸などのジャンルを
問わないさまざまな作品が展示され、訪れた人々が興
味深く見入っていました。

　すそのんファンミーティングが市役所多目的ルーム
で開催されました。今年は新型コロナウイルス感染症
の影響で、事前申し込み制による少人数での開催とな
りましたが、一緒に記念写真を撮ったり、レクリエー
ションをしたりして楽しいひとときを過ごしました。
　今年もすそのんの活躍に注目しましょう。

特派員：小林 建次

　親子チャレンジ広場科学遊び教室が東西公民館で開
催されました。黒色のサインペンに隠されたさまざま
な色を見つける実験に興味津々で取り組みました。最
期は丸い「ろ紙」に好きな色を塗り、世界に一つのカ
ラフルコースターを作りました。

特派員：中村 隆司

美味しい寿太郎みかんを学校給食へ（２月15日）

富士山を題材にしたさまざまな作品（２月23日）

すそのんの誕生日をファンとお祝い （２月23日）

色の不思議な魅力を体験 （２月27日）
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フォトグラフ

　「すその頂
いただきめし

飯」お披露目会が生涯学習センターで開
催されました。富士の裾野で厳しいトレーニングに励
むアスリートたちを、美味しさと栄養バランスを兼ね
備えた食事がサポート。勝利の頂きへ導きます。試食
をした市長は「楽しく食べて強くなれるメニューで
す」と感想を述べました。

　明るい社会運動静岡県裾野地区協議会会長の林孝至
さんらが市役所を訪れ、黄色い帽子の贈呈式が行われ
ました。黄色い帽子の贈呈は昭和52年からスタート
し、今年で45回を数えます。遠くからでも目立つ黄
色い帽子は、４月から市内小学校に入学する新１年生
全員に配布され、児童の交通安全に役立てられます。

　東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リ
レーで使用されるトーチが市役所多目的ルームで展示
されました。このトーチは県内各地を巡回展示されて
いるもので、市内での展示はこの日１日限りです。輝
くトーチを間近で見ようと多くの人が訪れ、記念撮影
する姿も見られました。

　市が整備を進めている裾野駅西口駅前広場の利用が
できるようになり、臨時駅前広場から切り替えが行わ
れました。新駅前広場は駅舎正面にあり、従来の駅前
広場に比べ歩行者スペースが広く確保されていたり、
バス、タクシー乗り場に屋根がつけられたりするなど、
公共交通機関利用者の利便性が向上しました。

アスリートのための「すその頂
いただきめし

飯」
お披露目会 （３月１日）

小学新１年生に黄色い帽子を寄贈 （３月８日）

聖火リレーのトーチを巡回展示 （３月１日）

裾野駅西口駅前広場の利用開始 （３月10日）
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令和元年度の財務書類を公表します
新地方公会計制度に基づく統一的な基準で作成

  市の財政状況を市民の皆さんにより詳しくお知らせするため、総務省が示した「統一
的な基準」に基づく財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、
資金収支計算書）を公表します。
　これは、一般会計や特別会計、市が一定割合以上を出資している関係法人などを対象
とした連結財務書類です。

●市民1人あたり／令和2年3月31日時点の市の人口（51,347人）で算出
●端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。
●固定資産台帳などの詳細は市公式ウェブサイトに掲載しています。
●（　）内の数字は前年度決算の値です。

裾野市土地開発公社
静岡県芦湖水利組合 
裾野市長泉町衛生施設組合
富士山南東消防組合
裾野市振興公社
駿豆学園管理組合
静岡県後期高齢者医療連合
静岡県地方税滞納整理機構
静岡県市町総合事務組合
三島市外五ヶ市町箱根山組合
三島市外三ヶ市町箱根山林組合
駿東地区交通災害共済組合 

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険特別会計
十里木高原簡易水道特別会計
水道事業会計
下水道事業会計

一般会計
土地取得特別会計
墓地事業特別会計

連結グループ裾野市の連結範囲

市全体

普通会計

貸借対照表
　市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているかのバランスを明らかにしています。市の資産と、その資産
をどのような財源(負債や純資産)で賄ってきたかが分かります。

資産の部（これまで積み上げてきた資産） 負債の部（これからの世代が負担する金額）

普通
（億円）

連結
（億円）

市民１人当たり
（千円）

普通
（億円）

連結
（億円）

市民１人当たり
（千円）

１．固定資産 797 1,039 2,023 １．固定負債 201 356 693
・有形固定資産 759 975 1,899 ・地方債 172 233 454
・無形固定資産 1 15 29 ・退職手当引当金 28 33 64
・投資その他の資産 37 49 95 ・その他 1 90 175
２．流動資産 50 81 158 ２．流動負債 25 30 59
・現金預金 7 35 69 ・一年以内償還予定地方債 21 26 50
・未収金 1 2 4 ・賞与などの引当金 2 3 6
・基金 43 43 84 ・その他 1 2 3
・棚卸資産 0 0 1

資産合計
848 1,120 2,181

負債合計
226 386 753

（858） （1,127） （2,179） （224） （389） （753）

純資産の部（これまでの世代が負担した金額）

純資産合計 622 733 1,428
（634） （738） （1,426）

負債および
純資産の合計

848 1,120 2,181
（858） （1,127） （2,179）

財政課
　995-1801
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純資産変動計算書
　市の純資産（資産から負債を差し引いた額）が、令和元年度中にどのように増減したのかを明らかにします。

普通
（億円）

連結
（億円）

市民１人当たり
（千円）

前年度末純資産残高 634 738 1,436
純行政コスト △175 △290 △564
財源 164 286 557
・税収等 124 181 352
・国県等補助金 40 105 205
当年度差額 △11 △4 △7
当年度純資産変動額 △12 △4 △8

期末純資産残高 622 733 1,428
 （634）  （738） （1,426）

期末純資産残高／当該年度末の純資産の
額。期末純資産残高から期首残高（前
年度末純資産残高）を差し引いた額が
当該年度の増減額になる。

純行政コスト／経常行政コストの総額か
ら受益者負担金などの経常収益を差し
引いた額。行政コスト計算書で算定さ
れる。

行政コスト計算書
　企業会計では損益計算書と言われているものです。
市の行政サービスの提供にどれだけの費用（コスト）
がかかったか分析を行うことを目的としています。

経常費用（A)
普通

（億円）
連結

（億円）
市民１人当たり

（千円）
1．業務費用 102 132 257
・人件費 30 39 75
・物件費 69 88 170
・その他 3 6 12
２．移転費用 79 177 344
・補助金など 28 88 172
・社会保障給付 33 84 163
・他会計への繰出金 13 − −
・その他 5 5 10

合計
182 309 602

（178） （306） （592）
経常収益（B)

普通
（億円）

連結
（億円）

市民１人当たり
（千円）

１．使用料・手数料 2 12 23
２．その他 5 7 14

合計
7 19 37

（11） （24） 　（46）
純経常行政コスト(A-B)

普通
（億円）

連結
（億円）

市民１人当たり
（千円）

175 290 564
（166） （282） （546）

資金収支計算書
　キャッシュフローといわれるもので「キャッシュ＝
お金」の「フロー＝流れ」を表しています。市の収支
をその性質に応じて、業務活動収支、投資活動収支、
財務活動収支に区分して表示し、市がどの活動に資金
を必要としているかを知ることができます。

普通
（億円）

連結
（億円）

市民１人当たり
（千円）

１．業務活動収支 9 21 42
　・業務支出 156 274 534
　・業務収入 165 296 576
２．投資活動収支 △12 △24 △47
　・投資活動支出 35 49 96
　・投資活動収入 23 25 49
３．財務活動収支 2 1 1
　・財務活動支出 21 26 50
　・財務活動収入 23 26 51

当年度資金収支額 △1 △2 △4

前年度末資金残高 7 37 72

当年度末資金残高 6 35 68

業務活動収支／経常的な行政活動の収支で、投資・財
務的支出には含まれないもの

　支出▶人件費、物件費、補助金、社会保険料など
　収入▶税収、使用料手数料など
投資活動収支／公共資産の整備にかかる収支
　支出▶公共施設などの整備費、基金積立金など
　収入▶基金取崩収入、貸付金元金回収収入など
財務活動収支／地方債の元利償還、発行額の収支など
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　介護保険は、介護を必要とする人の人数や介護サービスの必要量の変化によって、3年
ごとに事業計画の見直しをします。この介護保険事業計画に基づき、令和３～5年度の
サービスの必要量と費用を推計し、３年間のサービス水準が確保できるよう、保険料の基
準額を月額5,100円（年額61,200円）から5,200円（年額62,400円）に見直しました。

介護保険料の納め方
第１号被保険者（65歳以上の人）
　７月中旬に介護保険料通知書が届きます。
特別徴収（年金天引き）／年金が年額18万円以上の

人
普通徴収（納付書・口座振替）／年金が年額18万円

未満の人　※65歳になった人や転入した人は、し
ばらくの間、普通徴収になります。

※普通徴収の人は、令和３年４月から、納付が金融機
関、コンビニエンスストアに加え、スマホ決済
（PayPay、LINE Pay）、クレジットカード決済
対応となりました。

第２号被保険者（40歳～65歳未満の人）
　加入している医療保険と合わせて徴収されるため、
介護保険課からの通知は届きません。
滞納している保険料がある場合
　保険料を滞納すると、滞納期間に応じて介護サービ
スが受けられなくなる場合があります。
介護保険料の決定方法
　介護保険料は、基準額をもとに本人の所得や世帯の
課税状況に応じて段階的に決まります。

介護保険料を見直しました
令和３～５年度のサービス水準を確保

介護保険課
　995-1821

所得段階 対象となる人 保険料
(年額)

前年度保険料
（参考）

第１段階
生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給
者、世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が80万円以下の人

18,700円 18,300円

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 31,200円 30,600円

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が120万円を超える人 43,600円 42,800円

第４段階 世帯課税だが、本人が市民税非課税で前年の合計所得金額と課
税年金収入額の合計が80万円以下の人 54,600円 53,500円

第５段階
【基準額】

世帯課税だが、本人が市民税非課税で前年の合計所得金額と課
税年金収入額の合計が80万円を超える人 62,400円 61,200円

第６段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 70,200円 68,800円

第７段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210
万円未満の人 78,000円 76,500円

第８段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320
万円未満の人 93,600円 91,800円

第９段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500
万円未満の人 101,400円 99,400円

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700
万円未満の人 109,200円 107,100円

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の人 117,000円 114,700円

65歳以上の人の介護保険料　11段階一覧表（令和３～５年度）
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重点課題に注力したメリハリのある組織へ
市職員人事異動

　４月１日付で人事異動を行いました。効率的・効果的な業務遂
行を基本とし、重点施策を実施する分野へ注力するメリハリをつ
けた組織づくりと組織の活性化や重点的配置を図ります。

人事課
　995-1806

組織の主な変更点
　行財政構造改革、行政のデジタル化や、育児の支援
推進などの課題に対応するために課室を整理します。
●みらい政策課の行政改革部門と情報部門を独立し、
新しく「行政改革課」を設けます。
●幼稚園・保育園の再編を推進するため、保育課の名
称を「こども未来課」に変更し、こども未来係を新設
します。
●ウーブン・シティ周辺整備の推進を図るため、建設
部付のスタッフを配置します。
●シビックプライド推進室を戦略広報課へ統合します。
市民協働業務は引き続き行います。
市職員人事異動（カッコ内は前所属）
【部長級】
健康福祉部長兼福祉事務所長▶西川篤実（教育部長）
産業部長▶鈴木敬盛（環境市民部参事兼生活環境課長
兼美化センター所長）建設部長▶福士元紹（総務部参
事兼行政課長）教育部長▶勝又明彦（教育部参事兼教
育総務課長兼学校給食センター所長）
【部参事級】
建設部部参事（ウーブン・シティ周辺整備担当）▶山
田育広（県交通基盤部政策管理局総務課技監）
【次長級】
健康福祉部次長兼こども未来課長▶髙梨恭（健康福祉
部次長兼子育て支援監兼保育課長）
【参事級】
総務部参事兼税務課長▶秋山慶次（企画部参事兼戦略
広報課長）総務部参事兼税務課徴収対策専門官▶杉山
善則（環境市民部参事兼市民課長）参事 会計管理者
兼出納課長▶勝俣善久（産業部産業振興課長）
【課長級】
環境市民部市民課長▶大庭秀夫（環境市民部深良支所
長）環境市民部深良支所長▶渡邊圭一郎（健康福祉部
国保年金課長）環境市民部生活環境課長兼美化セン
ター所長▶中野智文（環境市民部上下水道工務課長）
健康福祉部介護保険課長▶高橋渉（健康福祉部社会福
祉課長）

健康福祉部国保年金課長▶坂田幸洋（総務部税務課
長）教育部教育総務課長兼学校給食センター所長▶服
部和彦（健康福祉部介護保険課長）企画部行政改革課
長▶小林義彦（産業部農林振興課長代理）企画部戦略
広報課長▶杉本雅弘（建設部建設管理課長代理）総務
部行政課長▶坪井正人（建設部まちづくり課長代理）
環境市民部上下水道工務課長▶倉澤直希（建設部建設
課長代理）健康福祉部社会福祉課長▶古谷伸導（教育
部教育総務課長代理兼学校給食センター副所長）健康
福祉部障がい福祉課長▶高田寿樹（企画部戦略広報課
長代理兼シビックプライド推進室長）産業部産業振興
課長兼消費生活センター長▶亀崎浩子（環境市民部危
機管理課長代理）建設部区画整理課長▶藤森一仁（建
設部建設管理課長代理）
【課長代理級】
建設部建設管理課長代理▶勝亦哲也（健康福祉部国保
年金課長代理）建設部まちづくり課長代理▶山田克彦
（企画部みらい政策課長代理）総務部税務課長代理▶
伊藤美代（総務部税務課主幹兼係長）健康福祉部国保
年金課長代理▶長田さおり（健康福祉部国保年金課主
幹兼係長）建設部建設管理課長代理▶渡邉憲一（建設
部建設管理課主幹兼係長）議会事務局副参事▶加藤雅
美（総務部人事課主幹兼係長）
【園長級】
健康福祉部子育て支援課統括主幹兼南児童館長▶服部
もと子（健康福祉部保育課統括主幹）
健康福祉部こども未来課いずみ幼稚園長▶薮下亮治
（健康福祉部保育課富岡第一幼稚園長）
健康福祉部こども未来課深良幼稚園長▶松山みゆき
（健康福祉部保育課東保育園長）
健康福祉部こども未来課富岡第一幼稚園長▶大岩ゆか
り（健康福祉部保育課深良幼稚園長）
健康福祉部こども未来課東保育園長▶根上知子（健康
福祉部保育課西保育園長）
健康福祉部こども未来課西保育園長▶清野昌代（健康
福祉部保育課西保育園長代理）
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　市税などの税金をスマートフォンなどの電子マネー
やクレジットカードでの電子決済で納付できるように
なりました。

税金の納付を電子決済で
スマートフォン決済／PayPay、LINE Pay
クレジットカード決済／VISA、Master、JCB、

AMEX、Diners
※決済方法は、市公式ウェブサイトまたは各税目の当

初通知に同封するチラシでご確認ください。
対象税目・料金／市県民税（普通徴収）、固定資産

税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介
護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金・下水
道使用料（スマートフォン決済のみ対応）

納税証明書の発行／納付手続きをした日から概ね２～
３週間で発行できます。　※領収証書は発行されま
せん。領収証書が必要な場合は、金融機関かコンビ
ニエンスストアなどの窓口で納付してください。

●年金受給者の介護保険料と後期高齢者医療保険料
は、原則として年金からの特別徴収です。●車検が
必要な車種で、軽自動車税を納期限内に納付した人
は、６月下旬ごろに軽自動車税納税証明書（車検
用）を郵送します。●LINE Payは、政府の個人情
報保護委員会の調査結果によって、取り扱いを変更
する場合があります。

電子決済できない納付書
　次の納付書をお持ちの人は、金融機関か郵便局の窓
口で納付してください。
●金額を訂正した納付書
●金額が30万円以上の納付書
●指定期限を経過した納付書
●バーコードが読み取れない納付書
●納入済通知書にバーコード印字がない納付書

税務課　995-1811

市税などの納付をスマホ・クレジットカードで
電子決済での納付を受付開始

　市では、新型コロナウイルス感染症による経済的負
担を軽減するため、国と県の交付金を活用し、水道料
金の基本料金の全額免除を期間限定で実施します。

２カ月分の水道料金の基本料金を免除
　令和３年４月・５月分の２カ月分の水道料金の基本
料金全額を免除します。水道事業は６月請求分、簡易
水道事業は６月請求分または７月請求分の内、２カ月
分の基本料金が免除になります。

市水道事業または簡易水道事業と給水契約を結んで
いる人

　※集合住宅などで、建物のオーナーまたは管理会社
が給水契約をしている場合は、オーナーまたは管理
会社に対して請求する水道料金の基本料金が免除さ
れます。簡易水道事業はメーター使用料も免除とな
ります。

●水道料金の超過料金と下水道使用料は免除対象外
です。●水道料金の基本料金免除後、請求額が０円
になった場合は、納付書の郵送および口座振替は行
いません。

免除の手続きは不要
　免除を反映した金額で納入通知書の発行または口座
振替を行うため、免除のための手続きは不要です。

上下水道経営課　995-1836

４月・５月分の水道料金の基本料金を免除
感染症の影響による経済的負担を軽減

不審な電話にご注意を
　免除手続きのために、市役所やお客さまセン
ター、管理事務所などから電話をかけたり訪問し
たりすることはありません。また、手続きのため
に、銀行やコンビニのATMへ誘導することもあ
りません。不審に思った際は、その場で口座番号
や電話番号などを答えず、家族へ相談するか警察
や上下水道経営課へお問い合わせください。
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　魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化
や課題解決に向けた市民の自主的な活動に対し、補助
金を交付します。昨年度は、３団体が交付を受け事業
が実施されました。

補助金の概要 　　　　　　　　　　　　　　
補助金の額／最大40万円
対象となる事業／次のいずれかに該当する事業
・市民の提案で実施する、市民協働の推進とまちづく

りに必要と認める事業
・課題解決のために市民の協力が必要なもので、行政

と協働して実施する事業
非該当の事業／次のいずれかに該当する事業
・市の類似する補助制度の適用を受けているか、他の

団体を補助する事業
・効果が特定の個人や団体のみに及ぶ事業
・団体が管理する施設などの修繕などが目的の事業
・団体が組織を運営するための事業

・宗教的または政治的宣伝の意図が認められる事業
・補助することが適当でないと市長が認める事業
対象となる団体／次の全てに該当する団体
・構成員が３人以上で、その過半数が市内に住んでい

るか、通勤・通学している団体
・市内に活動拠点があり、市内で活動している団体
対象となる経費／備品費や消耗品費、広告費、賃借料

など
※市公式ウェブサイトに掲載している一覧表をご確認

ください。
補助金の申請から決定まで
　補助金の交付を希望する団体は、申請書に必要事項
を記入し、戦略広報課に提出してください。受け付け
た申請は、審査を行い決定の可否を通知します。

戦略広報課　995-1803

地域の活性化などに取り組む団体募集　
パートナーシップ事業補助金を最大40万円交付

ボランティアによる環境美化活動を支援
きれいなまちづくり推進事業

　市では、市が管理する道路や河川、公園、用地など
の身近な公共空間の美化を促進するため、ボランティ
アによる継続性を持って行われる環境美化活動を支援
しています。環境美化活動に必要な活動費を補助し、
環境美化に対する市民意識の高揚を図り、市民の皆さ
んと市が協働してきれいな公共空間を創出します。

活動区域内の空き缶・たばこの吸い殻などの散乱ご
みの収集、花壇の設置や草花の維持管理、その他環
境美化に必要な活動
活動維持のための補助金の交付、活動の周知、ボラ
ンティア活動保険に加入するための手続きなど

補助金限度額

活動年度 300㎡未満 300㎡以上
600㎡未満 600㎡以上

初年度 ５万円 10万円 15万円

２年度目以降 １万１千円 ２万２千円 ３万３千円

活動までの流れ／①戦略広報課へ活動場所・内容を相
談し、計画書や名簿を提出します。

　②内容合意後、ボランティア活動保険の加入手続き
をし、補助金の関係書類を提出すると、補助金が交
付されます。

　③補助金を活用し、必要な物品などを購入し環境美
化活動を開始します。活動内容などを年度末に報告
します。

▲リバーフレンド富岡による景ヶ島交差点
　付近で花の植栽をしている様子

戦略広報課　995-1803
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　公立の保育園として運営してきた御宿台保育園が、
４月１日㈭から私立の幼保連携型認定こども園になり
ました。
　御宿台保育園は、平成30年度から民営化を前提に
（福）桜愛会が指定管理による運営を行ってきました。
令和２年３月に改訂した裾野市幼児施設整備基本構想
で、幼児施設のこども園化を推進する方向を示したと
ころ、（福）桜愛会によって民営化と併せてこども園
化が図られました。

認定こども園とは
　認定こども園は教育・保育を一体的に行う施設で、
保育所と幼稚園の両方の良さを併せ持つ施設です。
　保護者の就労状況に関係なく通うことができるため、
就労状況が変わっても通い続けることができます。
御宿台こども園の概要
名称／幼保連携型認定こども園 御宿台こども園
事業者／（福）桜愛会

195人（保育園利用180人、幼稚園利用15人）
●保育園への入園▶こども未来課へお申し込みくだ
さい。

　●幼稚園への入園▶御宿台こども園へお申し込みく
ださい。

こども未来課　995-1822（認定こども園について）
　御宿台子ども園　997-2748（御宿台子ども園につ　
　いて）

御宿台保育園が認定こども園に
４月から（福）桜愛会が運営

　毎月、市民無料相談を開催しています。相談員が、
市民の皆さんが困りごとを解決する手助けをします。
偶数月は行政相談、司法書士相談、人権相談、資格団
体相談を、奇数月は弁護士による法律相談、司法書士
相談、行政相談を開催します。

開催日／毎月20日 ※土・日曜日、祝日の場合は翌開
庁日

受付時間／９時30分～終了時刻の20分前
市役所４階会議室

資格団体相談
　土地、家屋（空き家含む）、遺言、相続、各種登記、
成年後見業務、社会保険労務などに関する相談に応じ
ます。
対応者／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
次回の相談／４月20日㈫ 　10時～12時

人権相談
　子どもの人権、女性の人権、その他差別待遇などの
人権問題の相談に応じます。
対応者／人権擁護委員（大森紀行、川口美津子、勝又

敦子、渡邉泰正、小林昭彦、山中敏弘）
次回の相談／４月20日㈫　 10時～12時､13時～15時
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
応じます。
対応者／行政相談委員（芹澤隆伸、勝又紀子）
次回の相談／４月20日㈫ 　10時～12時､13時～15時
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。相談時間は、１組20分以内です。
次回の相談／５月20日㈭ 　10時～12時

６組（先着順）
５月６日㈭ 　８時30分～
戦略広報課　995-1802

困ったときは相談を
市民無料相談を毎月開催
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Information

おしらせ
市税などの督促手数料の廃止
　市税などの督促状に係る手数料
を廃止しました。３月31日㈬以
前に発付済みの督促状に係る手数
料は無くなりませんので、納める
必要があります。

税務課　995-1811
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。

５月20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）
５月６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
市民無料相談

４月20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）、
遺言、相続、各種登記、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
談に行政相談委員が応じます。
戦略広報課　995-1802

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。
●エネリア東部㈱

沼津市岡一色809
TEL055-929-0380

上下水道工務課　995-1834
国保高齢受給者証の送付
　５月１日㈯から対象となる人に、
４月中旬に国民健康保険被保険者
証兼受給者証を郵送します。

昭和26年４月２日～５月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

はり・灸・マッサージ治療費の助
成

４月1日現在、市内に住民登録
のある70歳以上の人
１回の治療で1,000円割引され
る助成券を年間５枚交付します。

助成券が使える
治療院 電話番号

中部リバース 997-3211
ウエルネスヒロコ 994-0111

高田鍼灸指圧
治療院 993-9197

フィールウェーブ
治療院 992-2969

はり灸長谷川 992-2404
のぞみ整骨院 965-0903
さくら治療院 993-7802

セラピス接骨院 960-9880
らく笑

マッサージin 992-8039

快晴堂はりきゅう
整骨院 993-4696

コルポサーノ 070-4160-4276

はんこ
社会福祉課か各支所にある申請
書に記入の上、直接提出してく
ださい。
医療保険での受診は助成の対象
になりません。
社会福祉課　995-1819

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。

５月27日㈭　10時～15時
市役所地下会議室B
16人程度（要予約・先着順）
５月13日㈭

国保年金課　995-1813
富岡地区コミュニティセンター
リニューアルオープン
　耐震補強工事や利便性向上のた
めの工事が完了し、リニューアル
オープンしました。地域活動の拠
点としてご利用ください。富岡支
所は、富岡地区コミュニティセン
ター内で業務を再開しています。

富岡支所　997-0062
エンディングノート（終活冊子）
の無償配布
　エンディングノート（終活冊
子）とは、万が一のことが起こっ
たときに、家族や残された人へ想
いや希望を伝えるためのノートで
す。病気になったとき、亡くなっ
たときなどに必要となることを整
理し、ノートに書き留めておくこ
とで、残された人の負担を減らす
ことにもつながります。あなたが
望む人生を最後まで自分らしく歩
むために、エンディングノートを
つくってみませんか。

まちづくり課、各支所、鈴木図
書館、生涯学習センター

掲載内容／空き家を放置すると・
空き家になる前にできること・
空き家に関する相談窓口・わた
しのこと・もしもの時は・エン
ディング・大切な人たち・財産
について
まちづくり課　995-1856
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Information

おしらせ
市立水泳場利用回数券の払い戻し
　市立水泳場が営業を終了したこ
とに伴い、利用回数券の払い戻し
を受け付けています。

利用回数券
生涯学習課にある申請書兼請求
書に必要事項を記入の上、直接
提出してください。
令和７年12月末まで
生涯学習課　992-6900

文化芸術に関する大会等出場奨励
金
　市内の文化芸術活動の振興・意
識の高揚を図るため、文化芸術に
関する大会に出場する個人・団体
への奨励金制度を創設しました。
対象の大会／文化芸術関連の全国

大会や全国高等学校総合文化祭
など
●市に住民登録がある人●市内
で活動する文化に関する団体

　●市内の学校に属する団体
生涯学習課にある申請書に記入
の上、直接提出してください。
大会が終了した日から20日以
内
詳しくは、市公式
ウェブサイトをご覧
ください。
生涯学習課　994-0145

狂犬病予防注射集合接種の中止
　４月に予定していた狂犬病予防
注射集合接種は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため中止し
ます。犬を飼っている人は、動物
病院で狂犬病予防注射を接種させ
てください。

生活環境課　995-1816
温水プール施設利用料金助成
　市民の体力増強・健康増進を図
り、水泳振興と福祉の向上事業の
ために、近隣市町・市内民間業者
の協力のもと、温水プール施設利
用料金の一部を助成しています。

市に住民登録がある満３歳以上
の人

対象施設／清水町温水プール、三
島市民温水プール、スソノスイ
ミングスクール、ふれあいプー
ル玉穂
市に住所を有していることが分
かるもの（マイナンバーカード、
運転免許証、保険証など）
市民体育館にある申請書に記入
の上、直接提出してください。

有効期間／発行日から90日間
交付された利用券は、
利用する対象施設に
お持ちください。

　詳しくは市公式ウェブサイトを
ご覧ください。
生涯学習課　992-6900

市開発行為等の手引きの改正
　市では、時代の変化に対応した
基準とするため、市街化調整区域
における観光資源の有効な利用上
必要な宿泊施設や飲食店などの立
地を許容する基準の制定などを盛
り込んだ市開発行為等の手引きを
改正しました。詳しくは市公式
ウェブサイトをご覧ください。

まちづくり課　995-1828
新型コロナウイルスワクチン接種
　市では新型コロナウイルスワク
チンの接種を集団接種で行います。
順次、接種対象になる人に接種券
と予診票を送付します。届いたら
必ず中身を確認してください。
　基礎疾患がある人や接種に不安
がある人は、接種前に必ずかかり
つけ医に相談してください。ワク
チン接種は、本人の同意なく行わ
れることはありません。
　新型コロナウイルスワクチン接
種に関する相談は、予約相談セン
ターへお願いします。
新型コロナウイルス予約相談セン
ター／℡0570-075673（ナビダ
イヤル）
※通話料がかかります。

接種の予約方法や詳細は、４月
下旬以降に全戸配布するチラシ
や市公式ウェブサイトなどでお
知らせする予定です。
健康推進課　992-5711

18
2021.4
広報すその



お知らせ

市制施行50周年記念事業
企画展「ふるさと富士山芸術展」
　皆さんから募集した「富士山」
を題材に表現した作品（写真、絵
画など）を展示します。

４月17日㈯～６月27日㈰
　９時～16時30分

富士山資料館特別展示室
入館料／大人210円、小・中学生

100円
休館日／月曜日（祝日の場合は開

館）、祝日の翌日（土・日曜日
の場合は開館）
富士山資料館　998-1325

スポーツ選手大会出場奨励金
　市民の健全なスポーツの推進を
図るため、東海大会以上の各種競
技大会に出場する選手に対して、
奨励金を交付しています。

生涯学習課にある申請書兼実績
報告書に記入の上、大会に関す
る書類などと共に直接提出して
ください。
大会が終了した日から20日以
内
同一の年度内で同一の大会区分
に支給できる奨励金の回数は、
個人競技・団体競技を問わず、
選手１人につき１回のみです。

　詳しくは市公式ウェ
ブサイトをご覧くだ
さい。
生涯学習課　992-6900

自筆証書遺言書保管制度
　令和２年７月10日㈮から自筆
証書遺言書保管制度が始まりまし
た。自身で書いた遺言書を法務局
に預けることができます。
　手続きの方法や必要書類、制度
の概要など、詳しくは法務省ホー
ムページか法務局にある制度案内
のパンフレットをご覧ください。

静岡地方法務局沼津支局
　923-1201

教室・講座
障がい者スポーツ教室参加者

４月24日㈯～令和４年３月26
日㈯の毎月第４土曜日（全12
回）10時～11時30分（休憩あ
り）　※日時は変更になる可能
性があります。
市民体育館
●市内に住んでいるか市内の障
がい福祉サービス利用児（者）、
各障がい者手帳を持っていて、
通年を通して参加できる人

　※保護者や付き添いの人も参加
できます。会場へは各自でお越
しください。
30人（定員に達し次第終了）
フライングディスク、ボッチャ、
ストラックアウトなど
運 動 が で き る 服 装 、 体 育 館
シューズ、飲み物
障がい福祉課にある申込書に記

入の上、直接または郵送、ファ
クスで提出してください。

　※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。
ＮＰＯ法人いろは

　410-1102　深良1327-1
　957-1557（ファクス兼）
　障がい福祉課　995-1820
　ファクス992-3681
裾野総合スポーツクラブ新規会員
　各種スポーツスクールを通して、
子どもの健全な成長と発達を促す
スポーツクラブの会員を募集しま
す。
競技／①サッカー②新体操③チア

リーディング④陸上
①毎週水曜日16時30分～17時
30分②③毎週金曜日17時30分
～18時30分④隔週金曜日17時
～18時
①②④運動公園③市民体育館
①小学１～３年生②小学１年生
～中学生③④小学１～６年生
各20人
アスルクラロスポーツクラブス
タッフ
①②③月額5,500円

　④３カ月7,500円
タオル、飲み物、着替え
電話かメールで、アスルクラロ
へお申し込みしてください
アスルクラロ　929-8633
ko-yamamoto@azul-claro.jp
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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：４月30日㈮
固定資産税・都市計画税	第１期分

水道料金・下水道使用料	第１期分

４月の税金・料金

受付時間：８時30分～17時

３日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

４日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

10日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

11日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

17日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

18日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

24日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

25日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

29日㈭ 髙橋設備
☎993-1336

※工事・修理は有料

４月の水道工事当番店

人口 50,967人
男性 25,888人　女性 25,079人

人口統計　３月１日現在募　集
市スポーツ祭
レクスポ２種目大会参加チーム
　ペタボード大会、輪投げ大会の
参加チームを募集します。

５月16日㈰
　競技開始▶９時30分～

市民体育館
市内に住んでいるか通勤・通学
している人
１チーム500円
市民体育館にある申込用紙に必
要事項を記入し、参加費用を添
えて直接提出してください。
４月２日㈮～５月２日㈰
●抽選会と大会の注意事項説明
のため、監督者会議を５月７日
㈮19時から市民体育館多目的
ルームで行います。●上位チー
ムは、11月21日㈰に清水町で
行われる駿東地区レクスポ大会
の出場権が得られます。
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303

防衛省採用試験
●一般幹部候補生

①５月８日㈯・９日㈰
　②６月26日㈯　※飛行要員除

く
●大卒程度試験（一般要員、飛
行要員）▶20歳以上26歳未満
の人　※22歳未満は大卒（見
込み含む）、修士課程修了者な
ど（見込み含む）は28歳未満
の人　●院卒者試験▶20歳以
上28歳未満の修士課程修了者
など（見込み含む）
①～４月28日㈬

　②～６月18日㈮　※飛行要員
除く

制度／入隊後約１年で３等陸・
海・空尉（院卒者試験合格者は
２等陸・海・空尉）

●一般曹候補生
５月21日㈮～30日㈰のいずれ
か１日
18歳以上33歳未満の人　※32
歳の人は、採用予定月の末日時
点で33歳に達していない人
～５月11日㈫

制度／陸・海・空曹自衛官を養成
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
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市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

5日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪・
28日㈬休館日

４月

一般書
	 ●天使と悪魔のシネマ　著：小野寺史宜　ポプラ社

	 ●おれたちの歌をうたえ　著：呉勝浩　文藝春秋

	 ●小隊　著：砂川文次　文藝春秋

	 ●ほたるいしマジカルランド
  著：寺地はるな　ポプラ社

児童書
	 ●おすしやさんにいらっしゃい！
	 　生きものが食べものになるまで
  写真：遠藤宏　文：おかだだいすけ　岩崎書店

	 ●はからはじまるカルシウムのはなし
  絵：ダイスケ・ホンゴリアン　福音館書店

	 ●ひびけわたしのうたごえ
  絵：ジュリー・モースタッド　福音館書店

新刊紹介

西遊記　１
作者：呉 承恩　出版社：理論社
　石からうまれた猿の孫悟空が、不老不死の術を手に入れ、さ
らに「にょい金こぼう」という武器も手に入れ、さまざまな敵
と戦うお話です。
　孫悟空は力持ちで怖いもの知らずの猿なので、どう行動する
か、ぜひ読んでください。

行事予定

ファーストブック・セカンドブック
 21日㈬ ９時～12時 本館２階視聴覚室・
   文化センター図書室
 29日㈭ 13時～16時 本館２階視聴覚室・
   文化センター図書室

図書館利用者

大庭 都
と わ

和さん
（10歳・遠道原）

図書館映画会
17日㈯　14時～15時31分
生涯学習センター　学習ホール
98人

上映作品／ミニオンズ
整理券を３日㈯から本館と文化センター図書室で
配布します。直接または電話でお申し込みくださ
い。
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救急協力医 April４月救急協力医
日 内 科 外 科 小児科
1 ㈭ 青沼胃腸科

クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

2 ㈮ 本村クリニック 969-0001 大塚 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

3 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘

4 ㈰

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

小林内科医院 921-2165 米山町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

杉山医院 972-3223 伏見 西方外科医院 921-1333 共栄町

5 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 田沢医院 962-1205 大手町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

6 ㈫ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 クボタ小児科 975-7984 泉町

7 ㈬ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈭ 鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

9 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

11 ㈰

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

林医院 931-1120 住吉町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 五十嵐クリニック 934-6700 志下

12 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

13 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 青木整形外科医院 922-0521 高島町 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

14 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 酒井医院 966-1755 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

15 ㈭ きせがわ病院 952-8600 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

16 ㈮ 武藤医院 931-0088 三園町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 まるやま小児科医

院 981-8577 堂庭

17 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 桜ヶ丘こどもクリ

ニック 983-0833 谷田

18 ㈰

いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 東医院 921-5520 高沢町

田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 沼津大山クリニック 954-2274 大手町

19 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

20 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

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 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 松原医院 962-1496 白銀町 西村医院 971-6510 下土狩

22 ㈭ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 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

23 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 金元整形外科医院 924-0112 松長 よざ小児科医院 967-5722 原

24 ㈯ さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 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

25 ㈰

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

小林医院 966-7700 今沢 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

かとう内科医院 946-5562 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田

26 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 五十嵐クリニック 934-6700 志下 西村医院 971-6510 下土狩

27 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 東医院 921-5520 高沢町 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

28 ㈬ 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 田中医院 921-2053 高島町

29 ㈭

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

岡田医院 921-5321 新宿町 池田病院 986-1212 本宿 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

30 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

4 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩

11 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

Naoデンタルクリニック
980-6400 下土狩

18 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉

25 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

森島デンタルクリニック
934-4618 徳倉

29 ㈭ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

ベルの木歯科
992-7777 深良

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
　４月20日㈫・27日㈫▶18時～
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4月

裾野っ子
すくすく
成長中！

滝下 慈
し お ん

恩さん
（３歳・公文名二） 小宮山 生

い く ま
真さん

（３歳・御宿入谷）

勝又 柚
ゆ づ き

月さん
（３歳・中村）

櫻井 結
ゆ い な

捺さん
（２歳11カ月・佐野二）

掲載写真募集
市に住民登録がある掲載時
に３歳０カ月までの子ども
氏名、住所、電話番号、生
年月日を明記し、メールで
お申し込みください。
掲載枠に限りがあります。
　応募者多数の場合は先着
順に掲載します。
wagaya-star@city.suso
no.shizuoka.jp

2021年
 4

月
号

N
O

.139
8

福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

●乳幼児健康相談
　 12日㈪・26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
●すくすく授乳相談
　 6日㈫・21日㈬　14時～16時
　 授乳に関する相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 26日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 23日㈮　18時30分～20時15分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 19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
　 23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
　 26日㈪　13時30分～15時30分
　 こころの悩みに関する相談を希望する人
●６か月児育児教室
　 14日㈬　９時30分～11時
　 令和２年10月生まれの人
●１歳６か月児健康診査
　 20日㈫　12時45分～
　 令和元年９月生まれの人
●３歳児健康診査
　 22日㈭　12時45分～
　 平成30年３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。


