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その思いが 裾野を変える
～「すその」があなたを求めている～

市長からのメッセージ

　裾野市は、麗峰富士の南東麓に位置する自然いっぱいの、都会ぐらしとは異なる豊かさ・価値観を発信しうる
“特別な田舎”です。今、シビックプライド（まちへの愛着・誇り）の向上をスローガンに、市民の皆さんと共に、
さらなるまちの魅力のアップに取り組んでいます。市民の輪の中に飛び込んで、まちを明るく・楽しくしちゃおう
という若者を求めています。
　都会にはない、暮らしやすさ・豊かさ・価値観を提供できる「特別な田舎」づくりに、あなたと共に取り組むこ
とを楽しみにしています。
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その思いが 裾野を変える
～「すその」があなたを求めている～

特 集 １

市職員採用試験

〜あなたと“出来る理由”を考えたい〜
　平成31年度採用の市職員を募集します。採用試験は、夏期試験と秋期試験の２回に分けて行います。職種、学
歴区分によって夏期試験、秋期試験の実施の有無が異なりますので、ご注意ください。

平成31年４月採用の市職員採用試験の概要	 人事課	 995-1806
区分 夏期試験 秋期試験

募集職種【定員】
一般事務 【４人程度】
土木技師、建築技師 【若干名】保健師、幼稚園教諭・保育士 

一般事務、土木技師、建築技師、
保健師【若干名】

申込書配布・受付期間
（募集期間）

６月１日㈮～６月29日㈮［必着］
８時30分～17時　※㈯㈰を除く

８月１日㈬～８月24日㈮［必着］
８時30分～17時　※㈯㈰を除く

１次試験 ７月22日(日)　 市役所 ９月16日㈰　 市役所

　子育て施策の統括をしていますが、私自身も３人
の子育てをしている最中です。市民の皆さんのため
に仕事をするには、自分・家族といった土台がしっ
かりしていなければなりません。仕事とプライベー
トをうまく両立できる職場です。

　仕事が早く終わった日や休日は、地域のバレー
ボールなどに参加しています。地域とのつながりの
大切さや楽しさを実感しています。市職員となって
から、裾野市のことがますます好きになりました。
毎日を笑顔で過ごすことができる職場で、一緒に働
けるのを楽しみにしています。

　橋の維持、修繕に取り組んでいます。橋も人も健
康が第一。市民の安全・安心のため、全力で取り組
んでいます。また職場では、ワーク・ライフ・バラ
ンスのための積極的な休暇取得が勧められています。
NPOや地域での活動、PTA会長など、オフも充実
した生活を送っています。

石井　敦（入庁32年目）
健康福祉部　子育て支援監

荻野　詩織（入庁６年目）
教育部　学校教育課

今野　功一（入庁17年目）
建設部　建設管理課　道路保全対策室
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特 集 １

受験資格

職種・区分 受験資格
試験の実施

夏期 秋期

一般事務

大学卒
程　度

昭和63年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した方または平成31年３月卒業見込みの方 ○ ×

短大卒
程　度

平成３年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（これと
同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した方または平成
31年３月卒業見込みの方

○ ×

高校卒
程　度

平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した方または平成31年３月卒業見込みの方 × ○

土木技師

大学卒
程　度

昭和59年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）で土木の学科を専攻し卒業した方または平成31年
３月卒業見込みの方

○ ○

短大卒
程　度

昭和59年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校で土木の学科を専攻し卒
業した方または平成31年３月卒業見込みの方

○ ○

高校卒
程　度

昭和59年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（これ
と同等と認める学校を含む）で土木の学科を専攻し卒業した方または平成
31年３月卒業見込みの方

× ○

建築技師

大学卒
程　度

昭和59年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）で建築の学科を専攻し卒業した方または平成31年
３月卒業見込みの方

○ ○

短大卒
程　度

昭和59年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校で建築の学科を専攻し卒
業した方または平成31年３月卒業見込みの方

○ ○

高校卒
程　度

昭和59年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（これ
と同等と認める学校を含む）で建築の学科を専攻し卒業した方または平成
31年３月卒業見込みの方

× ○

保健師

大学卒
程　度

昭和59年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これと同等
と認める学校を含む）を卒業した方方または平成31年３月卒業見込みの方で、
保健師の免許を有する方または平成31年３月末日までに取得見込みの方

○ ○

短大卒
程　度

昭和59年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した方または平成
31年３月卒業見込みの方で、保健師の免許を有する方または平成31年３月
末日までに取得見込みの方

○ ○

幼稚園
教諭・
保育士

大学卒
程　度

昭和63年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これと同
等と認める学校を含む）を卒業した方または平成31年３月卒業見込みの方
で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する方または平成31年３月末
日までに取得見込みの方

○ ×

短大卒
程　度

昭和63年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（これ
と同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した方または平成
31年３月卒業見込みの方で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する
方または平成31年３月末日までに取得見込みの方

○ ×

4
2018.6.1



特集２

　　　守りたい　このまちを　その想い
　　　　　　富

わ た し た ち
士山南東消防と叶えませんか

富士山南東消防組合は、平成28年４月１日から
スタートした２市１町（裾野市、三島市、長泉
町）で構成する特別地方公共団体です。

　富士山南東消防組合職員を募集します

職員採用試験
採用予定人数／５人程度
試験区分・受験資格／●大学卒▶︎平成４年４月２日以

降に生まれた方で大学卒業以上●短大卒▶︎平成６年
４月２日以降に生まれた方で短期大学卒業以上高校
卒▶︎平成８年４月２日以降に生まれた方で高校卒業
以上 ※それぞれ平成31年３月卒業見込みを含む

その他／詳しい内容は試験案内をご確認ください。試
験案内は7月中旬から配布予定です。

 富士山南東消防本部総務課	 972-5801
 〒411-0837
 　三島市南田町4-40（三島消防庁舎２階）

６月３日㈰〜９日㈯は危険物安全週間です

　危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進す
るため、毎年６月の第２週は危険物安全週間です。
ガソリンや灯油などの危険物は引火の危険性が極め
て高く、ちょっとした不注意で大きな災害を引き起
こします。身の回りにある危険物の
正しい使用方法を理解し、危険物に
関する事故を防ぎましょう。
平成30年度危険物安全週間推進標語
「この一球 届け無事故へ みんなの願い」

住宅用火災警報器の取り付けを支援

　富士山南東消防本部では、住宅用火災警報器の取
り付け支援を行っています。住宅用火災警報器を購
入したものの、自分で取り付けることが困難な高齢
者世帯などを対象に消防職員が自宅に訪問し、取り
付けの支援を行います。

支援内容／住宅用火災警報器の取り付けを消防職員
が行います。

対象世帯／住宅用火災警報器の取り付けを行うこと
が困難な高齢者や障がい者世帯のうち、取り付け
支援を希望する世帯となります。

　①65歳以上の方のみで構成されている世帯
　②身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯
　※上記以外の世帯でも取り付けが支援できる場合

もあります。
取り付け時間／平日８時30分～17時15分
申込方法／消防署に申請書を提出するか、電話でお

申し込みください。なお、代理の方が申請するこ
ともできます。

その他／取り付ける住宅用火災警報器は、自身で用
意してください。
富士山南東消防本部予防課 972-5802
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特集 3

裾野市長泉町衛生施設組合
新火葬施設整備基本計画を策定しました

　裾野市長泉町衛生施設組合では、新火葬施設
の整備を進めています。これから実施する設計
や工事、運営などの指針とする基本計画を策定
しました。

基本方針
⑴最後のお別れの場にふさわしい施設
⑵故人を偲

しの
び、悲しみを癒し、慈しみを感じる施設

　⑶人と環境にやさしい施設。誰からも愛され大切
にされる施設

⑷維持・管理コストのかからない施設
配置図　※今後変更される場合があります。

整備場所／今里343-1（現斎場敷地）他
敷地面積／約17,200㎡（平成29年７月25日都市計画

決定済み）
規模・構造／約2,600㎡、地上２階建（会葬者利用は

１階のみ）、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
概算工事費／約16億2,000万円（建築・設備工事、火

葬炉設備工事、造成・外構工事など）
※その他事業費として、省エネ設備費、非常用設備費、

家具備品費などを見込んでいます。

火葬炉数／暫定４炉　※将来、１炉増設予定。なお、
予備炉は火葬炉メンテナンス工期の短縮や性能向上
などで設置しません。

使用燃料／都市ガス、ＬＰガス　※災害対応の予備燃
料確保を考慮し、異なる燃料の二重化を採用します。

駐車場／普通車用駐車場80台（ゆずりあい駐車場を
含む）、中型バス用駐車場５台

新火葬施設

N

市
道
1-15号

線

市
道
4038号

線

新東名高速道路

↑

↑ 普通車用
駐車場

ゆずりあい
駐車場

IN

↑
IN

OUT

中型バス用
駐車場

長い車寄せ
（大屋根）

富士山が
見える位置に
建物を計画

高速道路を隠す
修景樹林や登り庭

鉄塔

　施設概要　〜火葬炉数は暫定４炉〜

※今後変更される
　場合があります。
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特集 3

生活環境課
995-1816

　施設構成　〜プライバシーに配慮し 2ゾーン化を採用〜

　火葬炉の運転スケジュール　〜１日最大８件の火葬に対応〜

　事業スケジュール　※今後変更される場合があります

　施設の全体構成は、遺族や会葬者のプライバシーに
配慮するため、場内の左右「２ゾーン化」を採用しま
した。他の葬家の会葬者と動線が交錯しないようにし、
空調設備などの維持管理コストに配慮した施設配置と
しました。
告別室／プライバシーに配慮し静謐な空間。１室50

人程度が使用可能（左右各１室）
収骨室／故人の尊厳や会葬者への心情に配慮した空間。

１室50人程度が使用可能（左右各１室）
待合室／高齢者も利用しやすい洋室で、富士山を望み

会葬者の気持ちを和らげる空間。１室50人程度が
使用可能（４室以上）

多目的室／会議室としての利用や直葬(※)など最期の
お別れの場。１室20人程度が使用可能。宿泊を伴
う利用はできません。

霊安室／火葬を延期しなくてはならない場合や、自宅
などに棺の保管場所がない葬家のご遺体を安置保管
する場所

その他／キッズルームや授乳室、更衣室などを設置し
ます。

(※)直葬とは、通夜・告別式な
どの儀式は行わず、自宅また
は病院から直接火葬施設にご
遺体を運び火葬する方式

　葬家１組あたりの火葬時間を120分、火葬炉１炉あたりの運転回数を
１日に２回とし、暫定１日最大８件まで、将来増設後は最大10件まで
対応可能とします。

パブリックコメントで寄せられた意見（抜粋）
意見▶︎富士山の眺望、プライバシーやユニバーサルデ
ザインに配慮した施設整備を要望します。

対応▶︎室内から富士山が見える位置に建物を配置する
計画とします。また、プライバシーに配慮した動線
計画、利用者の負担とならないようユニバーサルデ
ザインを採用した施設の整備を図ります。

意見▶︎霊安室の設置を要望します。
対応▶︎自宅などに棺の保管場所がない場合や、今後増え

ていくと予想される直葬に対応するため設置します。

意見▶︎通夜・告別式などが行える施設を要望します。
対応▶︎平成27年度に策定した基本調査時から、維

持・管理コストなどを考慮して設置しない方針です
が、直葬には対応できる施設整備を考えています。

意見▶︎動物用火葬炉の設置を要望します。
対応▶︎設置費用やランニングコストも含めて十分に検

討しましたが、すでに近隣市には、ペット火葬・葬
儀を取り扱う民間事業者が複数存在していることな
どから、設置しないこととしました。

平成30年度 平成31年度 平成32年度(2020年) 平成33年度(2021年)
基本設計・実施設計

建設工事
運営開始

８時 ９時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時
左ゾーン
告別室
収骨室

１号炉

２号炉

右ゾーン
告別室
収骨室

３号炉

４号炉

５号炉
（増設炉）

１番目受付 ５番目受付

６番目受付 10番目受付

３番目受付

２番目受付

４番目受付 ９番目受付

７番目受付

８番目受付

（120分）

▲告別室イメージ
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特集４

特定健診　今年の実施期間は６/11㈪～10/31㈬
40歳以上の方、年に１回の健康チェックを！

国保年金課
995-1814

　特定健診は、生活習慣病の原因となるメタボリックシンドロー
ム（内臓脂肪型肥満）を早期に発見し重症化を防ぐために、毎年
受けることが大切です。
　特定健診を積極的に受診し、バランスの取れた食生活や適度な
運動習慣を身に付け、生活習慣病の予防に努めましょう。

対象者に受診券を送付

　対象となる方には６月上旬ごろに、受診券が入った
うぐいす色（緑色）の封筒を市から郵送します。

●昭和54年３月31日以前に生まれた方で、４月１
日時点で当市で国民健康保険の適用を受けている方

　●後期高齢者医療被保険者　※生活習慣病の治療を
受けている方は、受診の有無について主治医と相談
してください。

※次の方は対象になりません。
　・転出などで、受診日時点で当市で国民健康保険の

適用を受けていない方（転出先の市区町村にお問
い合わせください）

　・今年度、国保脳ドックを申し込んだ方
　・施設などに入所中の一部の方

保険証と受診券を持って医療機関へ

　次のものをお持ちになり、実施医療機関で受診して
ください。
●国民健康保険証または後期高齢者医療制度被保険者証
●届いた受診券
※沼津市、長泉町、清水町の医療機関でも受診できま

す。受診券に同封されている一覧表をご確認くださ
い。

通常１万円相当の健診が800円で

個人負担金／800円（後期高齢者医療被保険者や今年
度75歳になる方は無料です。）

※個人負担金の免除制度はありません。
※医療機関で同等の健診を自身で受診すると約１万円

相当がかかります。

健診項目・受診結果

　メタボリックシンドロームに着目し、次の項目を検
査します。検査には半日程度かかります。受診結果は
約１カ月後に送付されます。

診察 問診・理学的検査

身体計測

身長
体重
腹囲
BMI

血圧 収縮期血圧
拡張期血圧

血中脂質検査

中性脂肪
HDL －コレステロール
LDL －コレステロール
総コレステロール定量

肝機能検査

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ－ GT（γ－ GTP）
血清アルブミン

血糖検査 ヘモグロビン A1c
空腹時血糖

尿検査
糖

タンパク
潜血

貧血検査

ヘマトクリット値
血色素量
赤血球数
血小板数

心電図検査 －
眼底検査 （医師が認める場合）

腎機能検査
血清クレアチニン

血清尿酸
eGFR

すその健康マイレージ

　健診を受けると、マイルが獲得できます。受診日な
どを記録し、健康推進課に申告してください。

受診期間　6月11日㈪〜10月31日㈬　※例年、８月を過ぎると大変混み合いますので、早めに受診しましょう。
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健康推進課
992-5711

　過去の特定健康診査で、当市は県の平均に比べ高血圧の方が増加傾
向にあると結果が出ています。高血圧は、死亡や要介護の大きな原因
である脳卒中や心筋梗塞、腎不全の末期症状による透析を引き起こす
要因の１つです。血圧は、若い頃から徐々に上がってくため、若い頃
から食事に気をつけると効果的です。また、食塩の多い食品を食べる
方に胃がんが多いとの報告もあります。健康のために上手に減塩しま
しょう。

食塩摂取量の１日の目標量は７〜８グラム

　１日の食塩摂取の目標量は男性が８グラム未満、女
性が７グラム未満とされています。１食だと２～３グ
ラムが目安となります。高血圧治療の方は、１日６グ
ラム未満に抑えましょう。
　県の調査で、実際の１
日の食塩摂取量は、男性
が10.1グラム、女性が
8.6グラムと目標量を上
回る食塩を取っているこ
とが分かりました。

減塩のポイント

●かける前にまず味見！
　味をみずに調味料をかけていませんか。まず味を確
認し、本当にその味付けで足りないのか考える習慣を
つけましょう。よく噛んで味わうことでも、濃い味を
足さなくても良いことに気付けます。
●香辛料や酢、減塩調味料を上手に利用しよう！
　良い香りの料理は薄味でもおいしく食べられます。
ポン酢や減塩調味料だからといって、安心して使いす
ぎることがあるので注意しましょう。また、薄口しょ
う油、白しょう油は、色は薄くても減塩にはなりませ
ん。
●野菜、果物を上手に取り入れましょう！
　カリウムには、ナトリウムの排出を促して血圧を下
げる働きがあります。野菜や果物にはカリウムが多く
含まれています。新鮮な野菜をモリモリ、果物は適度
に食べましょう。

●お酒のおつまみには要注意！
　お酒のおつまみには味の濃いものが多いです。飲み
会があった日の食塩摂取量が、目標量の５倍の30～
40グラムになる方もいます。
●だしのうま味を感じてみよう！
　かつお節、昆布、シイタケなどの天然だしのおいし
い味を楽しみましょう。顆

かりゅう
粒だし、濃縮だしは食塩が

含まれていることが多いので、取り過ぎに注意しま
しょう。
●塩分が多く含まれる食品を知ろう！
　魚の干物や肉の加工品、漬物、つくだ煮などの加工
食品、調理済み食品には塩分が多く含まれています。
塩味をあまり感じない魚肉練り製品やパン、麺類にも
塩分は使われています。菓子類にも含まれています。
食品のパッケージの裏などにある栄養成分表示で、そ
の食品の食塩相当量が分かります。食塩チェックをし
てみましょう。
●外食・中食・加工食品の利用は要注意！
　外食や中食、インスタント食品やレトルト食品、コ
ンビニ弁当などの加工食品は、一般的に味が濃いです。
麺類などの汁は飲み干さずに残したり、バランスのよ
い和食定食などを選んだりして少しでも減塩を心掛け
ましょう。

「寄り道試食会」で減塩メニューを紹介
　減塩メニューや野菜摂取の工夫のためのメ
ニューの試食、レシピを配布します。

８月を除く毎月１回
※広報すその毎月１日号の健康コーナーをご覧く
　ださい。
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減塩から始まる健康生活
６月は食育月間、毎月19日は食育の日！

特集５



　昨年度のごみ排出量は前年度より631ｔ、4.0％の減少となりま
したが、資源化量も前年度より64ｔ減少しました。限りある資源
を有効に活用し、資源を循環させる社会を実現させるためには、ご
みの分別は欠かせません。ごみの削減と資源化率の向上のため、引
き続き分別収集へのご協力をお願いします。

生活環境課
995-1816
美化センター
992-3210

平成25年度

12,300

26年度 27年度 28年度 29年度

11,898 11,742 11,366 11,302
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ごみの排出量の推移　　　　　　　　　（単位：t） 資源化量の推移　　　　　　　　　　　（単位：t）
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家庭から出るごみは前年度比64トン減量

　
平成

28年度
（ｔ）

平成
29年度
（ｔ）

対
前年度量
（ｔ）

対前年度
比率

（%）
総排出量 15,917 15,286 -631 -4.0

家庭ごみ全量 11,366 11,302 -64 -0.6

（うち可燃ごみ） (9,876) (9,849) (-27) (-0.3)

事業系ごみ全量 4,551 3,984 -567 -12.5

（うち可燃ごみ） (4,539) (3,979) (-560) (-12.3)

　家庭ごみは前年度比64ｔ、
事業系ごみは567ｔの減量と
なりました。また、各区の資
源ステーションを積極的に利
用してください。

資源化量は前年度比 64トン減少

　
平成

28 年度
（ｔ）

平成
29 年度
（ｔ）

対
前年度量
（ｔ）

新聞紙 144 123 -21 
雑誌 98 90 -8 

ダンボール 56 49 -7 
牛乳パック 3 2 -1 

金属類 384 379 -5 
プラ製容器包装 304 292 -12 
ペットボトル 82 65 -17 

びん類 229 224 -5 
乾電池 11 10 -1 
衣類 44 56 12 

小型家電 7 7 0 
廃食油 4 5 1 

蛍光灯類 4 4 0 
総資源化量 1,370 1,306 -64

指定ごみ袋リニューアル、「すそのん」イラスト入りへ　
〜７月以降に販売予定。現行の指定袋も使用できます〜

　指定ごみ袋のデザインを変更します。新しいごみ袋には、市マスコットキャラクター
「すそのん」のイラストが入り、破れにくい材質に変わります。新指定ごみ袋は、７月か
ら各販売店舗に順次出回る予定です。なお、現行の指定ごみ袋も引き続き使用できます。
【変更点】
材質／●可燃用▶︎炭酸カルシウム入りポリエチレンから高密度ポリエチレン
　　　●不燃用▶︎炭酸カルシウム入りポリエチレンから低密度ポリエチレン
厚さ／●可燃用▶︎0.035mm→0.025mm　●不燃用▶︎0.040mm→0.030mm
デザイン／可燃用、不燃用、プラスチック製容器包装用▶︎「すそのん」のイラストを追加
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平成29年度ごみ処理実績
ごみの総排出量は前年度比631トン減量



　スポーツの推進のため、実技の指導や組織の育成に協力・助言している
のがスポーツ推進委員です。スポーツ推進委員は、年間９大会と各地区で
５教室を開催しています。皆さんの参加をお待ちしています。教室への参
加を希望する方は、生涯学習課へお申し込みください。

生涯学習課
992-6900

５月　ペタボード大会　　　　　　
　　　輪投げ大会
　　　ファミリーバドミントン大会

６月　父親ソフトボール大会
７月　婦人バレーボール大会
８月　水泳大会

10月　市民ソフトボール大会
11月　壮年男女混合バレーバール大会
 １月　新成人者祝賀駅伝大会

※（　）内はスポーツ推進員歴渡邉 俊彦
（20年）

大庭 操
（８年）

みさお

河野 好伸
（２年）

こ う の

大塚 美洋子
（12年）

み　よ　こ

伊藤 光一
（22年）

関 雅祥
（１年）

まさよし

長束 幸惠
（14年）

八重樫 克浩
（２年）

や え が し

眞田 鈴代
（２年）

堀池 好代
（10年）

こ の よ

松山 茂子
（16年）

渡邉 信也
（新）

井草ますみ
（新）

い く さ

渡邊 園子
（20年）

根上 千鶴子
（12年）

石渡 智彦
（19年）

岩田 みずえ
（14年）

杉山 しのぶ
（16年）

平岩 健志
（４年）

加賀美 正之
（６年）

か　 が　 み

大庭 康嗣
（２年）

こ う じ

勝又 祥雄
（７年）

西地区
東地区

富岡地区

深良地区

須山地区
し ん や

主なスポーツ大
会
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地域の身近なスポーツ指導者
22人のスポーツ推進委員
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　市営墓地は、深良中学校から１km上ったところにあり
ます。墓地からは美しい雄大な富士山を眺めることができ
ます。今回、既に整備が済んでいる47区画の墓所使用者
を募集します。申込受付は、７月３日㈫までで、引き渡し
は９月初旬ごろになります。募集区画は残りわずかとなり
ました。市内に墳墓がない方は、お申し込みください。

生活環境課	 995-1816

募集区画は47区画

３平方メートル（標準タイプ）／47区画（１号墓域
▶︎４区画、２号墓域▶︎３区画、３号墓域▶︎40区画）

※４～９号墓域は未完成

市や近隣市町に住民登録がある方、
市内に通勤している方が対象

　次のいずれかに該当する方が対象です。
●市に住民登録があり、市内に墳墓を持っていない方
●沼津市、三島市、御殿場市、長泉町、清水町、小山

町に住民登録がある方、または市内の事業所に勤務
している方で、市内に墳墓を持っていない方

※市内の事業所を退職した方はご相談ください。
※申し込みは、１世帯につき１区画です。改葬予定の

方も申し込みできます。

申し込みは７/３㈫まで

申込方法／生活環境課または深良支所、富岡支所、須
山支所にある墓所使用申込書に必要事項を記入し、
住民票（市外に住み、市内事業所に勤務している方
は勤務証明書も必要）を添付して生活環境課へ提出
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。

申込受付期間／７月３日㈫まで　９時～17時
　※土・日曜日を除く
　※郵送の場合は当日消印有効

使用区画抽選会

とき／７月12日㈭　14時～
ところ／市役所地下会議室Ａ

引き渡しは９月初旬ごろ

　抽選会で使用区画が決定したら、墓所使用許可申
請書を提出し、永代使用料と管理料を納付してくだ
さい。市から墓所使用許可証が送られ、引き渡しと
なります。引き渡しは、９月初旬ごろになります。
墓所の使用を急ぐ方はご相談ください。

永代使用料と管理料は
墓所使用許可申請時に納付

　墓所使用許可申請をするときに、永代使用料と管
理料を納付してください。墓所の使用が許可された
方には、実際に使用していない場合でも、毎年管理
料がかかります。
　一度、納付された永代使用料と管理料は返金しま
せん。ただし実際に墓所を使用せず、墓所の使用許
可を受けた日から２年以内に返還する場合は、永代
使用料の２分の１を返金します。

3㎡（標準）

永代
使用料

市に住民登録
がある方 430,000円

市外に住民登
録がある方 570,000円

管理料（年間） 5,140円

使用申し込みから引き渡しまで
墓所使用申込書の提出【７/３㈫まで】

墓所使用許可書の発行・引き渡し【９月初旬】

墓所使用許可申請、永代使用料・管理料の納付

抽選会・使用区画の決定【７/12㈭】
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市営墓地　47区画の墓所使用者を募集
申込受付は７/３㈫まで



インフォメーション

Information
日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問い合わせ　 FAX　 住所　 Mail　 Web　

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。
●國分設備

沼津市足高322-207
TEL 924-4416

上下水道工務課　995-1833

市民無料相談

６月20日㈬　※受付▶︎終了時
刻の20分前まで
市役所４階会議室
●資格団体相談（10時～12
時）▶︎土地、家屋（マンション
含む）、相続、各種登記、会社
の設立、増資、成年後見業務、
社会保険労務などに関する相談。
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、マンショ
ン管理士が応じます。

　●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。人権擁護
委員が応じます。

　●行政相談（10時～12時、13
時～15時）▶︎行政に対する苦
情・要望・問い合わせなどの相
談。行政相談委員が応じます。
戦略広報課　995-1802

国保高齢受給者証交付会

　７月１日㈰から対象となる方に、
受給者証を交付します。

６月21日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和23年６月２日～７月１日
に生まれた方
対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
保険証、筆記用具など
国保年金課　995-1814

にこにこキャラバン
“北児童館の巻”

　民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごして
みませんか。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

６月19日㈫　10時～12時
北児童館
未就園児とその保護者の方
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
民生委員児童委員協議会

　（土屋）　997-2031

　土砂などによる土地の埋立て
や盛土などについて、一定規模
以上で行う場合、「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」の許可が必要で
す。必要な規制を行うことで災
害の防止と環境の保全を図り、
市民の皆さんの安全で良好な生
活環境を確保することが目的で
す。
　また、この許可申請の前に
「裾野市土地利用事業に関する
指導要綱」に基づく申請手続き
も必要になります。まちづくり
課に申請してください。

次のいずれかに該当する事業
　●事業区域の面積が500平方

メートル以上の事業
　●事業区域の面積が500平方

メートル未満であって、次の
いずれかに該当する事業

　⑴当該事業区域と１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
事業が行われたか行われてい
る場合は、その面積の合計が
500平方メートル以上となる
事業

　⑵土砂などの量が500立方
メートル以上となる事業
他の法令の規定による許可、
認可などに基づき行う事業は
適用除外となる場合がありま
す。
まちづくり課

　995-1828

一定規模以上の土砂などによる
土地の埋立てには許可申請を
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インフォメーション

Information

臨時無料電話法律相談
女性の権利110番

　離婚や育児に関する悩み、金銭
問題、雇用、労働環境に関する悩
みなど、女性が生活する上で出会
うさまざまな法律問題について、
幅広く相談に応じます。

６月23日㈯　10時～16時
相談専用電話番号／931-6570

無料　※通話料金はご負担くだ
さい。
県弁護士会事務局

　054-252-0008

児童手当の支給

　６月８日㈮は児童手当の支給日
です。児童手当は、認定請求をし
た月の翌月分から支給事由の消滅
した月分まで支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

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

※４カ月分をまとめて支給します。
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／指定口座に振込
６月は児童手当の更新手続きの
月です。受給資格者の方には６
月上旬に現況届を送付します。
忘れずに手続きを行ってくださ
い。
子育て支援課　995-1841

市民の皆さんの活動をサポート！
市民活動センターをご利用ください

　市民活動センターは、地域課題の解決に取り組む市民の皆さん（市
民活動団体やボランティアなど）の活動相談や情報発信、活動機会の
提供などを行っています。市民活動団体同士や市民活動団体と企業・
行政などとのコーディネートも行っています。
開所日／第１・３月曜日、火曜日

～土曜日
　※祝日、盆、年末年始を除く
開所時間／９時～17時

生涯学習センター１階

活動相談
　随時、活動での困りごとや事業の進め方、ボランティアに関して
など、どんな内容でも対応します。専門性が高い相談の場合は、専
門相談員による相談も受け付けています。
専門相談員による相談日時／毎月第３火曜日　13時～16時（要予約）
　※平成31年１月は８日です。第３火曜日以外の日もできる限り

対応します。

情報提供
　メールマガジンで、市民活動に関する講演会やイベント、助成金、
サポーター募集、エキストラ募集などの情報を配信しています。ブ
ログやフェイスブックでは、市民活動の情報提供を手伝うことがで
きます。希望する方は情報を市民活動センターに提供してください。

●メールマガジンS-Mail（スマイル）の登録
　「sc-css@io.dataeast.jp」宛てに空メールを送
信するか、２次元コードを読み取り、返信内容・
画面表示に従って登録してください。
●ブログ、Facebookの閲覧
 　随時、情報を発信しています。２次元コードを読み取るか、イ
ンターネットブラウザで「裾野市市民活動センター」と検索してア
クセスしてください。

市民活動センター　950-8875

◀ブログ ◀Facebook
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お知らせ

裾野都市計画変更
（原案）の説明会

　市では、宅地を供給し定住を促
進するため、御宿（御宿新田区の
一部）の市街化区域への編入に向
け、都市計画の変更を予定してい
ます。これに係る下記の変更につ
いて、説明会を開催します。申し
込みは不要です。当日直接会場に
直接お越しください。

とき ところ
６月18日㈪
19：00～

市役所４階
401会議室

６月22日㈮
19：00～

富岡コミセン
大会議室

裾野都市計画区域区分の変更、
裾野都市計画用途地域の変更、
裾野都市計画地区計画の決定、
裾野都市計画土地区画整理事業
の決定
まちづくり課　995-1829

しずおか市町対抗駅伝
選手選考記録会

６月16日㈯、８月18日㈯、９
月16日㈰　19時～

　※集合は17時40分
運動公園陸上競技場
市内に住んでいる小学生以上の
方や市内に通勤している方

種目／小学男女1,500m、中学男
子・中学･高校女子3,000m、
一般女子4,000m、高校･一般
男子5,000m
生涯学習センターまたは市民体
育館、運動公園にある申込用紙
に必要事項を記入し、提出して
ください。 
生涯学習課　992-6900

脳いきいき運動教室

７月～12月　月２回
　13時30分～15時30分
　●ゆったり運動コース
　富岡コミセン▶︎第１・３㈭　
　福祉センター佐野・あじさい

ホール▶︎第２・４㈭
　●しっかり運動コース
　生涯学習センター▶︎第１・３㈫
　東コミセン▼第１・３㈮

市内に住んでいる65歳以上の
方で、全12回を通して参加で
きる方
ゆったり運動コース▶︎20人

　しっかり運動コース▶︎25人
　※先着順

ストレッチ、筋力アップの体操、
脳トレ、体力測定、認知症予防
のための講話（理学療法士、歯
科、栄養について）など
汗拭きタオル、水や麦茶などの
飲み物、筆記用具、室内履き
６月11日㈪～

介護保険課　995-1821

　動作の改善が目的で、ダイエットや姿勢改善、競技力向上などが期待できるトレーニングマシンです。

教室名 開催日 開催時間 初回 教室番号 対象

はじめて教室

火曜日
10：30～12：00

７月10日
N4201

認知動作型トレーニング
マシン未経験者の方

19：00～20：30 N4202

木曜日
13：30～15：00

７月12日
N4203

19：00～20：30 N4204
金曜日 9：00～10：30 ７月20日 N4205

フォロー教室 火曜日 9：00～10：30 ７月10日 N4206 はじめて教室修了者の方

認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集

中学生以上の方で、医師による運動制限のない方
各12人　※応募者多数の場合は抽選になります。
各10回5,000円　※初回に徴収
往復はがきの往信面に住所・氏名・生年月日・年
齢・性別・連絡先・希望教室番号を、返信はがき表
面に住所・氏名を記入し、裏面は未記入のまま市民

体育館へ送付してください。参加の可否は返信はが
きでお知らせします。
６月30日㈯（必着）
教室受講者は教室終了後、健康増進ルームの個人
利用ができます。
市民体育館教室係　993-0303

　〒410-1113 稲荷24
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Information
インフォメーション

消費生活講座

①６月23日㈯ ②６月30日㈯③
７月20日㈮ 13時30分～15時
30分　※①は13時20分～
生涯学習センター学習室１
40人（先着順）

内容・講師／①プラスティック製
品の行方は？・小島あずささん
（JEAN）②農薬･添加物･輸入
食品－最新情報を食卓に生かそ

う・森田満樹さん（消費生活コ
ンサルタント）③広告の裏側を
読み解く・日本広告審査機構講
師

消費生活センター　995-1854
　産業振興課　995-1857

スポーツ体験教室

　学区・年齢を超えた友達をつく
り、地域交流することを目的に、
スポーツ体験教室を開催します。
　申し込みは不要です。運動ので
きる服装で、当日直接会場へお越
しください。

６月23日㈯
　小学生の部▶︎14時～16時30分
　中学生の部▶︎18時～20時
　※受付は開始時間の30分前～

東小学校体育館
小・中学生とその保護者の方
各30人（先着順）　※保護者
は除く
バスケット、レクリエーション
活動
100円
体育館シューズ
すそのスポーツクラブ（服部）

　080-3073-8946

消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room Center News

Q 「未納している消費料金について契約会社か
ら民事訴訟の訴状が提出された」と書かれた

はがきが送られてきた。すぐに連絡しないと裁判所
が差し押さえすると書かれているが、心当たりはな
い。どう対応すればよいのか。

Ａ 利用した覚えのない消費料金などを請求する
はがきに関する相談が、昨年度より多く寄せ

られています。官公庁の関係機関のような名称をか
たり、実際に利用のない代金を不特定多数の人に請
求し、お金をだましとろうとするものです。記載内
容が見えないようシールを貼り、信用性を増そうと
する手口もあります。利用した覚えがなければ払わ
ないでください。記載されている電話番号には絶対
に連絡しないでください。不審なときは、家族や消
費生活センターに相談してください。

クーリング・オフ制度ってなあに？
　訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で契
約した場合に、一定の期間内であれば無条件で契約
を解約できる制度です。買った商品やどのような販
売方法で購入したかによって、クーリング・オフで
きる期間が異なります。
【クーリング・オフできる取引と期間】
訪問販売（アポイントメントセールスやキャッチ
セールスを含む）、電話勧誘販売、訪問購入、継続
的なサービス（例：エステ、語学教室、学習塾）など
▶︎契約書面を受け取った日から８日間
マルチ商法、内職商法など▶︎契約書面を受け取った
日から20日間
　クーリング・オフは販売業者に必ず書面で通知し
てください。詳しくは消費生活センターに相談して
ください。消費生活センター	 995-1854

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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Health

健康相談・教室
　個人通知はしません。健康推
進課へお申し込みください。
※は申し込みが不要です。

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い

裾野赤十字病院
992-0008

●�来院する前にお問い合わせください。
●�疾病・疾患によっては、他の医療機関への転送もあ
りますのでご了承ください。

健康推進課

  992-5711

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

健診・教室
　予約が必要です。エイズ検査の結果は約１時間 30
分後に分かります。プライバシーは堅く守られます。
ところ／県東部保健所　県東部総合庁舎２階
　　　　（沼津市高島本町1-3）

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

13日㈬
９:00～９:15

平成29年12月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

19日㈫
13:00～13:30

平成28年11月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

14日㈭
13:00～13:15

平成27年12月
生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭
13:00～13:30

平成27年５月
生まれの方

日（曜日） 時　間
	５日㈫※ 17:00 ～ 19:45
12日㈫※ 	 9:00 ～ 11:30
18日㈪　 17:00 ～ 19:45
27日㈬※ 	 9:00 ～ 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

日 月 火 水 木 金 土
1 2
内科 整形

3 4 5 6 7 8 9
整形 内科 内科 外科 内科 整形 内科
10 11 12 13 14 15 16
内科 整形 内科 外科 整形 内科 内科
17 18 19 20 21 22 23

整形・内科 整形 内科 外科 内科 整形 整形
24 25 26 27 28 29 30
外科 整形 内科 内科 内科 整形 内科
※17日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

６月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児
健康相談※

4・11・18・25日㈪
9:00～10:30

身体測定や育児など
の相談を希望する方

母子食事
健康相談

25日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

27日㈬
13:00～13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

18日㈪
13:00～15:00

生活改善に関する相
談を希望する方

成人食事
健康相談

４日㈪
13:00～15:00

生活習慣病予防の食
事指導を希望する方

歯や口の
健康相談

22日㈮
13:00～15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

20日㈬
13:30～15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

寄り道
試食会※

26日㈫
10:00～11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方
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救急協力医

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

６月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

17㈰

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 遠藤クリニック 975-8801 久米田

おおい神経内科 922-8886 北高島町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

杉山医院 992-0028 平松 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

18㈪ おぐち医院 992-6611 深良 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

19㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

20㈬ やぐちクリニック 973-3811 伏見 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

21㈭ 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

22㈮ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 西方外科医院 921-1333 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

23㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 西島病院 922-8235 大岡 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

24㈰

福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

藤井原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

東名裾野病院 997-0200 御宿 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

25㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

26㈫ 林医院 931-1120 住吉町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 よざ小児科医院 967-5722 原

27㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇

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

18
2018.6.1



救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

�沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター
平 日　20時30分～翌朝７時
土曜日　18時～翌朝７時
日祝日　18時～翌朝７時

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

６月後期

28㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 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

29㈮ 森医院 966-2017 石川 遠藤クリニック 975-8801 久米田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

30㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 西村医院 971-6510 下土狩

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

17㈰ 三島中央病院
971-4133	 緑町

はとり眼科
987-6789		 中土狩

聖隷沼津病院
952-1000	 松下

Naoデンタルクリニック
980-6400	 下土狩

24㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717	 桜堤

三島総合病院
975-3031	 	 谷田藤久保

前川産婦人科クリニック
999-0300	 下長窪

さなだ歯科医院
997-2100	 御宿

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

●救急協力医の変更／６月10日㈰の眼科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：矢田眼科▶変更後：桑名眼科（987-5575　 下土狩）
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富士山資料館993-9300 998-1325

NAVI

富士山と美女

　平安初期、度重なる富士山の噴火を鎮めるために
浅間大神が祭られ、周辺各地に浅間神社が建立され
ました。浅間大神は後に、絶世の美女である
木
このはなさくやひめ

花開耶姫と考えられました。平安時代の書『富士
山記』に、「山頂で２人の美女が舞っていた」とい
う話が出ています。これに似た話が、1813年の
『冨士峯神女覚書』に残されています。
　「1800年４月28日の七つ時頃、下和田村名主幾
右衛門の娘すぎと百姓儀助の娘らんが桑を取りに
行った際、一本杉という場所でふと富士山を見上げ
たところ、年の頃14・5歳と思われる女子１人を見
た。また百姓儀兵衛も同様に山上の女子を見た。村
人が娘２人に詳しいことを
聞いたところ、衣服・色な
どははっきりしないが、女
子はあちこち動いていたと
のことであった」と記され
ています。　

６月の休館日
４日㈪・18日㈪

　「選手から“ナイスレフリー”と声を掛けられた
り、サポーターから拍手を贈られたりすることが、
うれしいです」と話す勝又さん。市内に住んでいる
方で唯一、サッカーJリーグ担当審判員として活躍
しています。
　日本のサッカーの審判制度は“４級”から“１

級”までの４つの階級があります。１級の中でも
トップクラスの審判員はJリーグを担当します。１級
審判員の資格を所有する勝又さんは、昨年からJリー
グの副審担当になり、今年で２年目。これまでにJ
リーグの副審として68試合の審判経験があります。
その内、J1リーグの副審も19試合行っています。
「サポーターからの声援はうれしい反面、判定に対
する言葉は厳しいです。メンタル的に不安になるこ
ともありますが、負けないように自分のやるべきこ
とをしっかりやることを心掛けます」と語ります。
　平日は、会社員として働く勝又さんは、休日を利
用し審判員の活動をしています。「家族の理解があ
るからこそできる活動です。試合には、子どもたち
と一緒に行けませんが、テレビに映る父親を見て喜
んでくれます」と笑顔。「J1審判を100試合担当す
ると表彰されるので、家族と一緒にセレモニーに出
席したいです」と勝又さん。「審判員の活動しなが
ら、情報発信することでサッカーの楽しさを伝え、
この地域から一人でも多くのJリーグの審判員に登
録できるように若者の育成をしていきたいです」と
抱負を話します。今後の活躍を期待しています。

サッカーJリーグ担当審判員として活躍
勝又　弘樹さん（公文名2・38歳）
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大ホールひとりじめ
スタインウェイを弾こう

　反響板とコンサート照明が設置されている大ホー
ルの舞台で、ピアノの名器“スタインウェイ（Ｄ-
274）”や自分の楽器（アコースティックのみ）の
演奏ができます。

と　　き／６月22日㈮、７月20日㈮　９時～21時
※25分１区分で１日最大４区分まで申し込み可

料　　金／１区分　1,000円
申し込み／市民文化センターへお申し込みください。

※電話可

『冨士峯神女覚書』
（須山御師渡邉家文書）


