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市議会３月定例会

監査委員の選任

　代表監査委員の渡邉武
たけひこ

彦さんの辞

任にともない、斉藤武
た け お

男さんを新た

に選任しました。

斉藤武男さん

市部設置条例の一部改正

　権限移譲への対応や行政改革をよ

り一層推進するため、組織の効率化

と分掌事務の整理を行いました。

市学校教育施設 
整備基金条例の制定

　現行の「小、中学校建設基金の設

置、管理及び処分に関する条例」を

廃止し、設置目的を学校教育施設の

建設、取得、改修その他の整備とし

て、新たに条例を制定しました。

市営墓地施設等 
整備基金条例の制定

　市営墓地区域内の共用施設の補修

などの財源を確保するため、条例を

制定しました。

市国民健康保険税条例の一部改正

　賦課限度額を見直すとともに、高

齢者の減免を継続するため、条例の

一部を改正しました。

市消防手数料条例の一部改正

　消防手数料に関連する政令が改正

されたため、条例の一部を改正しま

した。

市立公民館の設置及び管理等に関 
する条例の一部改正および市立鈴
木図書館条例の一部改正

　社会教育法および図書館法が改正

され、委員の委嘱の基準を定める必

要があることから、関係条例の一部

を改正しました。

市保育所条例の一部改正

　富岡保育園のリニューアル工事が

終了したことから、定員を 90 人か

ら 120 人に変更するため、条例の

一部を改正しました。

　市議会３月定例会が２月22日から３月28日まで行われ、
予算９件、選任案件１件、条例案件14件、補正予算７件など、
合わせて38案件が審議され、可決・承認されました。
　今回はその中から、主なものを紹介します。なお、平成24
年度の予算は４～７ページで紹介します。

市営墓地
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市営住宅条例の一部改正

　公営住宅法の改正にともない、公

営住宅の入居者資格などを条例で定

める必要があることから、条例の一

部を改正しました。

市介護保険条例の一部改正

　介護保険計画の見直しにより、平

成 24 年度～ 26 年度の介護保険料

の改定を行うため、条例を改正しま

した。

ヘルシーパーク裾野条例の 
一部改正

　利用料金徴収区分を拡大すること

により、利用料金収入の増収を図る

ため条例の一部を改正しました。

市消防団員等公務災害補償条例
の一部改正

　障がい者制度改革に関連する法律

の一部施行にともない、条例を改正

しました。

市道の認定

　県道三島裾野線バイパスの供用に

ともない、旧路線が市へ移管される

ため、２路線を認定しました。

路線名
（号線）

起点
終点

２-45
平松字屋敷添98番３

佐野字山道932番６

1811
平松字中曽根623番３

平松字中曽根621番７

一般会計補正予算（第７回）

　既定の予算総額から９億 1,400 万

円を減額し、歳入歳出予算総額をそ

れぞれ 197 億 9,600 万円としました。

　また、繰越明許費として、外国人

住民に係る住民基本台帳システム改

修委託など 13 件を計上しました。

　主な内容は、歳出が、外国人住民

に係る住民基本台帳システム改修委

託料、国民健康保険特別会計への操

出金、自立支援給付費、各種がん検

診委託料、雪氷対策費などの増額、

および、子ども手当給付費、企業立

地促進事業費補助金、特定防衛施設

道路整備事業費、社会資本整備総合

交付金事業費などの、国・県の補助金

確定や事業費の確定による減額です。

　歳入は、市民税、市たばこ税、地

方交付税、繰越金などの増額、およ

び、国庫支出金、県支出金、財政調

整基金繰入金などの減額です。

2-45号線 1811号線
市道認定

2-45号線

1811号線

稲荷

茶畑

和泉
平松

二ツ屋

麦塚

二本松

裾野高校

西小学校

裾野高校

西小学校

三菱アルミニウム
　富士製作所
三菱アルミニウム
　富士製作所

裾野駅裾野駅

国民健康保険特別会計補正予算
（第３回）

　既定の予算総額から２億 6,107 万

6,000 円を追加し、歳入歳出予算総

額をそれぞれ 49 億円としました。

後期高齢者医療事業特別会計補
正予算（第２回）

　既定の予算総額に 55 万円を追加

し、歳入歳出予算総額をそれぞれ

３億 6,129 万 3,000 円としました。

介護保険特別会計補正予算（第
３回）

　既定の予算総額から 315 万 9,000

円を減額し、歳入歳出予算総額を

24 億 985 万円としました。

　繰越明許費としては、介護保険シ

ステム改修事業を計上しました。

下水道事業特別会計補正予算
（第３回）

　既定の予算総額から１億4,805万

9,000円を減額し、歳入歳出予算総

額を９億7,770万7,000円としました。

墓地事業特別会計補正予算（第２回）

　市債の減額を繰入金で補てんする

財源振り替えをするもので、歳入、

歳出の増減はありません。

水道事業会計補正予算（第３回）

　収益的支出の既定の予算額に 490

万 2,000 円を追加し７億 7,547 万

6,000 円に、また、資本的収入の既

定の予算額から 460 万円を減額し

5,020 万円に、資本的支出の既定の

予算額から 430 万円を減額し４億

4,003 万 8,000 円とし、資本的収支

の変更にともなう補てん財源の内訳

を変更しました。

補正予算
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平成24年度　予 算 概 要
　「みんなの元気と調和でつくる暮らし満足都市」をまちの将来像とし、「地域医療
の充実」、「コミュニティの育成・市民協働の推進」および「利便性の高い交通網の
整備」などに力を入れた予算になりました。

平成24年度予算
予 算 総 額 289億 1,245万円

（平成23年度　301億 544万円）

一 般 会 計 186億 2,800万円
（平成23年度　201億 5,000万円）

＊初予算前年度比対比
平成 24 年度予算 平成 23 年度予算

一 般 会 計 186 億 2,800 万円 201 億 5,000 万円
水道事業会計 11 億 9,800 万円 12 億 2,090 万円
特 別 会 計 90 億 8,645 万円 87 億 3,454 万円
合 計 289 億 1,245 万円 301 億 544 万円

＊平成 24 年度　　水道事業会計
収　入 支　出

収 益 的 7 億 9,000 万円 7 億 7,000 万円
資 本 的 4,464 万円 4 億 2,800 万円

＊平成 24 年度　　土地開発公社会計
収入 支出

収 益 的 1,236 万円 1,291 万円
資 本 的 ー 1,379 万円

歳入
市 税 96 億 9,988 万円 52.1%
国 庫 支 出 金 21 億 8,415 万円 11.7%
市 債 14 億 4,360 万円 7.7%
繰 入 金 12 億 5,655 万円 6.7%
諸 収 入 12 億 1,064 万円 6.5%
県 支 出 金 8 億 0,718 万円 4.3%
そ の ほ か 20 億 2,600 万円 11.0%

歳出
民 生 費 43 億 8,032 万円 23.5%
土 木 費 33 億 1,669 万円 17.8%
教 育 費 23 億 8,833 万円 12.8%
衛 生 費 22 億 0,356 万円 11.8%
総 務 費 20 億 1,918 万円 10.8%
公 債 費 18 億 0,692 万円 9.7%
そ の ほ か 25 億 1,300 万円 13.6%

一般会計予算

平成24年度　会計別予算

一般会計予算
186億 2,800万円

特別会計予算
90億8,645万円

水道事業会計予算
11億9,800万円

一般会計予算
186億 2,800万円

特別会計予算
90億8,645万円

水道事業会計予算
11億9,800万円

歳出総額　186億 2,800万円

民生費

土木費

教育費衛生費

総務費

公債費

そのほか

歳出

歳入総額　186億 2,800万円

市税

国庫支出金

市債

繰入金

諸収入
県支出金

そのほか

歳出
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企画部　財政課
995-1801

１．だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康と福祉の「すその」� ( 単位：千円 )

事務事業名 事業概要 事業費
ヘ ル シ ー パ ー ク 裾 野
管 理 事 業 ヘルシーパーク裾野管理運営 27,900 

中高年者筋力向上事業 認知動作型トレーニングマシンなどによる中高年者筋力向上 11,398 

予 防 接 種 事 業 各種予防接種 83,328 

子 宮 頸 が ん ワ ク チ ン
予 防 接 種 事 業 子宮頸がんワクチン予防接種 16,522 

日 本 脳 炎
新 ワ ク チ ン 接 種 事 業 日本脳炎新ワクチン接種 22,894 

母 子 健 康 診 査 事 業 母子健康診査 58,817 

成 人 が ん 検 診 事 業 成人各種がん検診 147,805 

ヒ ブ ワ ク チ ン 接 種
委 託 事 業 ヒブ（インフルエンザｂ型）ワクチンの接種委託 27,023 

小児肺炎球菌ワクチン
接 種 委 託 事 業 小児への肺炎球菌ワクチン接種委託 34,701 

将 裾野赤十字病院医師
　確保等支援補助事業 裾野赤十字病院医師確保への補助 2,000 

社 会 福 祉 協 議 会
補 助 金 事 業 年間事業活動 ( 計画 ) に対する補助 17,626 

高齢者医療費助成事業 高齢者の医療費自己負担の一部助成 45,662 

障害者（児）介護給付事業 在宅での入浴等の介護、外出への支援や、施設での介護にかかるサー
ビスの提供 278,068 

重度障害者（児）医療費
助 成 事 業 重度障害者（児）の医療費自己負担分を助成する 96,632 

障害児者訓練等給付事業 障害者が、自立した日常生活や社会生活ができるよう必要な訓練を
行う 117,420 

将 幼 児 施 設 整 備　　
　 基 本 構 想 策 定 事 業

老朽化した市立保育園・幼稚園を対象に、総合的な施設の整備構想
を策定 4,800 

こ ど も 手 当 事 業 生活の安定、次代を担う児童の健全育成、資質の向上を目的として
支援する 1,041,102 

乳幼児医療費助成事業 保護者の負担軽減を図り乳幼児の健やかな成長に寄与するため医療
費を助成する 144,059 

こども医療費助成事業 保護者の負担軽減を図り小中学生の健やかな成長に寄与するため医
療費を助成する 94,488 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※区分について　将将来投資枠事業

総合計画に基づく 
重要事業の抜粋を紹介します。

　市では、総合計画を策定し、目標とする将来都市像

「すその・ふれあい・健康文化都市」の実現を目指し、

６つの柱を決定し、これに沿った事業を行っています。
❶�だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康と福祉の「すその」
❷�成長するよろこびと地域のつながりでこころの豊かさを育む「すその」
❸�市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある「すその」
❹�豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」
❺�今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」
❻�健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開かれた「すその」
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２．成長するよろこびと地域のつながりでこころの豊かさを育む「すその」� ( 単位：千円 )
事務事業名 事業概要 事業費

裾野市私立幼稚園授業料等
負担軽減事業費補助金

私立幼稚園の保護者の経済的負担を軽減するため授業料・施設設備
費を補助する 17,921 

新 深 良 中 学 校 技 術
　 棟 耐 震 補 強 工 事 深良中学校技術棟（288㎡）補強 42,000 

非 常 勤 講 師 派 遣 事 業 学校教育支援講師の賃金、ふれあい教室職員賃金、外国人児童生徒
相談業務 119,176 

新小・中学校ﾄｲﾚ改修事業 学校のトイレを和式から洋式に改修 22,500 

新小・中学校受水槽改修事業 老朽化した東小学校および富岡中学校の受水槽改修事業 25,500 

新重要文化財植松家住宅
　保存修理事業　　　　 茅葺屋根の全面改修および家屋の一部を修理 24,100 

新 市 民 文 化 セ ン タ ー
　 音 響 設 備 改 修 事 業 音響設備の全面改修 114,500 

３．市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある「すその」� ( 単位：千円 )
事務事業名 事業概要 事業費

将パートナーシップ推進事業 市民協働を推進するため、市民提案事業と市民パートナー募集事業
の実施 4,879 

住宅用太陽光発電等システ
ム 設 置 推 進 事 業 住宅用太陽光発電等システム設置推進事業 21,100 

新 新最終処分場整備事業 現在の最終処分場（第１期）の残容量も残り僅かとなり、新処分場
の建設を早期に進め、今後の処理に対応するため 41,730 

新 斎 場 調 査 事 業 斎場の建替えに必要な用地測量および基本構想策定次号 6,900 

裾野長泉清掃施設組合運営
支 援 事 業 裾野長泉清掃施設組合運営支援事業 196,022 

警 察 署 新 設 促 進 事 業 警察署建設地周辺整備 23,018 

４．豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」� ( 単位：千円 )
事務事業名 事業概要 事業費

河 川 改 良 事 業 地区要望などによる市内の準用・普通河川の整備 99,525 

裾野駅西土地区画整理事業 裾野駅西土地区画整理事業の推進と市の中心市街地にふさわしい地
区に整備 591,313 

将 宅 地 分 譲 補 助 事 業 定住人口の増加と秩序ある市街地の形成を図る 20,000 

新 新 東 名 対 策 事 業 新東名側道の用地を購入し市道して整備を行う 200,000 

平松深良線道路改良事業 都市計画道路平松深良線の整備 319,899 

道 路 新 設 改 良 事 業 市内道路の整備 355,101 

社 会 資 本 整 備
総 合 交 付 金 事 業

国交省からの交付金による狭小な道路の拡幅等の整備　2-18,2-
29,1-23、1-15、岩波 325,400 

特定防衛施設整備事業 防衛省からの交付金による狭小な道路の拡幅等の整備　2-38、
3140、4075 306,050 

民 生 安 定 施 設 道 路
整 備 事 業 防衛施設関連に伴う道路網の整備　南外周道・2-43 119,128 

すそのーる運行委託事業 中心市街地の活性化と住民の利便性向上のため裾野駅を起点とした
循環バス 3 路線を運行 32,060 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※区分について　新新規事業、将将来投資枠事業

平成24年度　予 算 概 要p.6
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５．今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」� ( 単位：千円 )
事務事業名 事業概要 事業費

市有地活用基礎調査事業 今後の利用を図るため、土地所有や地形などの基礎調査を行う 7,500 

企 業 立 地 推 進 事 業 市内に工場などを立地した企業に対し補助金を交付し企業誘致の促
進を図る 96,000 

住宅建設等促進支援事業 定住人口の増加、住宅耐震補強工事の促進および地域経済の活性化
を図る 25,000 

市 民 協 働 に よ る
パノラマロード観光振興
イ ベ ン ト 事 業

春の「菜の花」秋の「コスモス」を活用しながら観光振興イベント
を開催する 1,500 

６．健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開かれた「すその」� ( 単位：千円 )
事務事業名 事業概要 事業費

文 書 法 規 事 務 事 業 文書法規事務（ファイリングシステム導入） 15,008 

基幹業務システム管理事業 住民記録や税などの基幹業務システムの安定稼動させるシステムの
維持管理と更新を行う 157,816 

情 報 シ ス テ ム 管 理 事 業 市役所業務全体の事務の効率化と経費の有効利用を図りながら将来
構想を計画的に実施する 13,219 

固定資産税等賦課事務事業 土地・家屋・償却資産などの賦課・不動産鑑定・システムリースな
ど 23,640 

全日本少年サッカー大会
支 援 事 業 全国大会の開催を支援し、裾野市のＰＲと観光を振興 800 

議 会 事 務 局 運 営 事 業
議会の意思決定や、委員会の議論を積極的に情報提供できる環境整
備を検討、実施し、市民が正確で容易に情報収集できる環境を整え
る

171,107 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※区分について　新新規事業、将将来投資枠事業

平成24年度　予 算 概 要

　都市計画税は、総合的なまちづくりを行
うため、街路整備など都市計画事業に要す
る費用の一部として活用されています。

都市計画税（385,700千円）の使用状況 平成24年度の一般会計予算を
１カ月の家計簿に例えてみると

■都市計画事業（現年度分） （単位：千円）

事業費 構成比
財源内訳

特定財源 一般財源
裾 野 駅 周
辺 整 備 費 588,693 29.3% 559,400 29,293

平 松 深 良
線 街 路 費 326,664 16.3% 272,850 53,814

都市計画事業
公 債 費 157,202 7.9% 0 157,202

下水道事業
特 別 会 計 935,204 46.5% 497,759 437,445

合 計 2,007,763 100.0% 1,330,009 677,754

＊特定財源……国県支出金、地方債、負担金その他

収入項目
（一般会計の項目） 金額 支出項目

（一般会計の項目） 金額

給料（市税） 252,600 円 食費（人件費） 92,200 円

雑収入
（使用料など） 51,800 円 医療費

（扶助費） 64,200 円

預金の取崩し
（繰入金） 32,700 円 光熱水費・通

信費（物件費） 139,000 円

親からの仕送り
（国・県支出金など） 110,400 円 家の増改築など

（投資的経費） 88,600 円

ローン借入れ
（市債） 37,600 円 子どもへの仕送り

（特別会計への繰出金） 32,200 円

貯蓄（積立金など） 21,800 円

ローン返済
（公債費） 47,100 円

合　計 485,100 円 合　計 485,100 円

　平成 24 年度一般会計予算を 3,200 分の
１にして、年収が約 582 万 1,250 円（月収
約 48 万 5,100 円）の家庭に置き換えてみ
ると、下の表のようになります。

p.7
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「裾野市住生活基本計画」
「裾野市公営住宅等長寿命計画」を策定しました

裾野市住生活基本計画

【計画の必要性】
　住宅建設計画法が廃止され新たに住生活基本法が施

行されました。この住生活基本法では、「住宅」を居

住サービスと位置付け、旧来の住宅の「量を増やすこ

と」から「資産として確保すること」としております。

これは、「フローからストック」へ視点を移すこと、

さらに、「住宅と生活」の双方の質を向上させて次世

代に継承できる「社会的資産」とすることを目標とし

ています。

　良い住宅、良い住宅地、良い住宅市街地環境は、全

国一律ではなく地域の実情や特性、地域での住まい方

によって異なります。また、住宅の供給は消費者であ

る市民や民間事業者が主体となりますが、これもその

地域の気候や風土、暮し方、公共サービスの質等によっ

て異なります。

　富士山の裾野に位置する当市において良質な住宅・

住宅地とはなにか、またそのビジョンを示し、市民が

安全にまた安心して住まえる方策を国・県と連携して

整備することが必要です。これらを実現するための具

体的な住宅施策を新たに住生活基本計画として策定し

ました。

【基本計画の概要】
■計画の目的
　住生活基本計画により各種の計画と連携して

①�市民ニーズに合致した住宅や居住環境の誘導を進め

ます。

②�地域の居住環境に相応しくない特異な住宅などを排

除します。

③�特徴のある住宅や住宅地を誘導・形成することによ

り地域の価値を高めます。

　今後もさまざまな住まいや住まい方が現れると考え

られます。当市の価値を高める住まいとはどのような

ものかについて、地域で定め、地域で育むことを目指

します。

■計画の期間
　平成 24 年～ 33 年の 10 年間とします。中間年次の

平成 28 年度（5 年後）に見直しを行います。

■将来人口目標の設定
　第 4 次総合計画の目標値を採用します。

　平成 22 年　54,528 人（国勢調査速報値）

　平成 27 年　55,000 人

　平成 32 年　55,000 人

■３つの主体
　これまで国が中心になって進めてきた住宅政策につ

いて、

　①裾野市

　②民間供給事業者

　③消費者

みんなの暮らしの満足と
地域の豊かさと
活力を生みだす
住まいづくりを
目指して

p.8
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�　の３つの需給のマーケットが主体を担っていくこと

を目指します。

裾野市公営住宅等長寿命化計画

【背　景】
　少子高齢社会の進展とともに経済の低成長期への移

行など、社会情勢の変化に合わせて、今後の市営住宅

のあり方について長期間の使用に関する方針を定める

ものです。

　また、老朽化の著しい住宅や耐震性は確保されてい

るものの修理を要する古い住宅などでは、設備におい

て民間借家と比較して、現在の生活水準に適さない設

備が継続されており、一般の住宅環境と比較して格差

の激しいなどの理由に加えて、借地による郊外立地に

伴う利便性、自動車が必需品となる条件などの住宅が

残存しています。

　このため、老朽住宅の一新はもとより、長期間使用

する住宅では今後の適正な維持管理が求められていま

す。

【計画の概要】
■計画の目的
①安全で快適な住宅に住まえる居住環境の確保

②�予防的な点検を充実して長期的な維持管理を実現す

る

③�高齢者世帯および単身・夫婦世帯等に配慮した住宅

再生の実施

�　など、今後の住宅に関して供給対象や長期使用の考

え方を明らかにすることで、効果的かつ効率的な維持

管理を実現するものです。

■計画期間
　裾野市の公営住宅などに関して、住宅の長寿命化に

よる修繕、改善内容及び住宅再生について、今後 10

年間の事業方針の取りまとめを行うものです。

　計画期間は、目標年次：平成 23 年～ 32 年までの

10 カ年です。

　計画の見直しは、中間年次の平成 27 年とします。

■長寿命化に関する基本方針
　これまでの、「壊れたら直す」という考え方を改めて、

計画的に点検し、壊れる前に修繕を行い、長期間使用

する考え方とします。

　このため、長期間の使用が見込めない老朽住宅は更

新します。

■長寿命化を図るべき公営住宅など
　新稲荷団地 1 棟 12 戸と今後建替える住宅について

長寿命化を図るべき公営住宅とします。

　新稲荷団地以外の住宅 103 戸は再生の対象とし、

原則、用途廃止とし、建て替えによる更新の位置づけ

とします。

�　住宅の建て替えに伴い現入居者の要望など、必要に

応じて移転先住宅を借り上げ方式により確保します。

　用途廃止に位置づけた住宅にあっては、耐震性能の

あるものは建て替え実施時期や入居状況に応じて修繕

により耐用年数を限度として使用を継続します。

　県営住宅 460 戸は県公営住宅課の管理方針に即し

ます。

■長寿命化を図るべき市営住宅の目標

新稲荷団地、中層耐火３階、１棟、12戸
計画期間内に建替え予定の住宅、２棟、30戸
長寿命化による使用年数は70年を原則とする。

■長寿命化のための維持管理による効果
　従来の壊れたら直す方法による修繕工事と計画的に

点検して小修繕を充実させた修繕工事を比較すると戸

あたりの総修繕費は以下の通りです。長寿命化対象と

する新稲荷団地の仕様に応じた修繕工事費です。

　これまで実施していなかった点検や定期的な修繕工

事を加算し、使用年数を延長することにより修繕工事

総額は増加しますが、年平均ＬＣＣ（ライフサイクル

コスト）では軽減することが見込まれます。（表　維

持管理による効果判定参照）

区　　分 修繕総額 年平均LCC
従来の修繕工事
（使用年数50年） 11,064千円 565千円/年

計画的な修繕工事
（使用年数70年） 15,829千円 521千円/年

（修繕額は、戸あたり）

　詳細内容については、建築住宅課へお問い合わ
せください。

建設部　建築住宅課
995-1856 p.9
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平成23年度　市民意識調査報告
たっての認識を調査するなどし、その結果はさ
まざまな分野で幅広く利用されます。
　報告書全編は、市役所情報公開コーナー、図
書館、各支所または市WEBサイトでご覧にな
れます。

　市民意識調査は、皆さんの市政に対する認識
や希望、生活に関する意識を調査し、政策推進
の基礎資料を得ることを目的に、平成16年か
ら毎年実施しています。
　市民の皆さんの、市総合計画施策の進行度合
いへの評価や、各種の事務事業を実施するに当

■調査の概要
調査対象／市内に在住している 20 歳以上の方

抽出方法／�住民基本台帳から無作為に 1,000 人

を抽出

調査方法／郵送による配布・回収

調査期間／平成 23 年９月６日㈮〜 25 日㈫

■回収結果
有効回収数／ 514 票

回　答　率／ 51.4%（平成 22 年度は 38.4%）

※�結果中の % は少数第２位を四捨五入してい

るため、合計が 100% にならないことがあり

ます。

現状の評価と重要度を右表に示すように点数化

し、その程度を分析しました。

※点数差＝満足度−重要度
　　　　　�満足度と重要度の点数差を求めるこ

とで、満足度が低く、重要度が高い、
今後の重点課題として検討が必要な
ものを数値化したもの。

現状の評価基準
項　　目 点　数

満足 ２点
まあ満足 １点
どちらともいえない ０点
やや満足 −１点
不満 −２点

重要度の評価基準
項　　目 点　数

とても重要度 ２点

重要 １点

それほどでもない ０点

お住まいの周辺環境について【住環境】
Q：�お住まいの周辺環境について、どの程度満足していますか。近隣市町の公共施設

や商業施設、医療機関などの利用しやすさなども含めてお答えください。また、
そのことは重要であると思いますか。

■満足度安堵重要度ベスト３
満足度

順位 事業名 得点

１ 身近に住んでいる外国人とのトラブル
の少なさ 0.38

２ 不満のない消防体制と救急体制の充実 0.23

３ 空気や河川の水のきれいさ 0.22

■満足度が低く、重要度が高い項目（今後、重点課題の検討が必要）
順位 事業名 満足度 重要度 点数差（満足度−重要度）

１ 道路網の便利さや快適さと歩道の整備状況 −0.74 1.34 − 2.08

２ 鉄道やバスの便利さ −0.92 1.14 − 2.06

３ 地震災害に強いまちづくり −0.25 1.62 − 1.86

重要度
順位 事業名 得点

１ 必要な時に、適切な医療が受けられる
環境 1.66

２ 地震災害に強いまちづくり 1.62

３ 犯罪のおきにくい、安心なまちづくり 1.56

p.10
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企画部　企画政策課　995-1804

http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/si/

裾野市の取り組みについて【市政策】
Q：�市が行っている取り組みについて、あなたはどの程度満足していますか。また、

その取り組みは、重要であると思いますか。

市の政策に関する満足度について
　満足度は平成 21 年度まで増加していましたが、その後減少し、平成 23 年度の調査
では、「満足している」と「まあ満足している」を合わせた割合は、平成 22 年度の４
割程度となっています。

■満足度安堵重要度ベスト３
満足度

順位 事業名 得点

１ 豊かで良質な水道水の確保 0.57

２ リサイクルやごみの減量化などの環境
に配慮した取り組み 0.06

３ 工業を中心とした産業の活性化 0.05

■満足度が低く、重要度が高い項目（今後、重点課題の検討が必要）
順位 事業名 満足度 重要度 点数差（満足度−重要度）

１ 市の「予算の使い方」や「対応の早さ」など、行政の効率化 −0.35 1.35 − 1.70

２ 市内の土地利用のバランスの良さ −0.53 1.06 − 1.59

３ ごみの不法投棄や公害への対策 −0.17 1.37 − 1.53

重要度
順位 事業名 得点

１ 豊かで良質な水道水の確保 1.54

２ 安心して子育てができる環境の充実 1.41

３ 小中学校の「学力の育成」や「人間の
育成」についての取り組み 1.40

0 20 40 60 80 100

平成23年
（回答率）
51.4%

平成22年
（回答率）
38.4%

平成21年
（回答率）
43.1%

平成20年
（回答率）
41.0%

■満足　■まあ満足　■どちらともいえない　■やや不満　■不満　■無回答

1.8

13.0 54.9 19.6 4.9 5.8

2.9

32.0 37.8 14.8 6.5 6.0

2.6

36.5 39.8 14.5 4.6

2.2

2.3

34.8 35.6 16.0 6.5 4.7

p.11

広報すその　平成24年４月15日号



Photograph ３月

「最後の特急あさぎり号」　　撮　影／廣瀬　篤
あつし

さん（深良）

　富岡保育園で工事警
備員へ保育園児からお
礼の贈呈が行われまし
た。リニューアル工事
中、園児たちの安全を
見守った工事警備員に
園児たちは「一緒に遊
んでくれてありがと
う」など感謝の言葉と
絵を贈りました。
� （２月 29 日）

　「裾野市児童生徒市長章」表彰式が市役所会議室で行われ
ました。文化・科学・スポーツなど、各分野で優秀な成績を
収めた小中学生 18 人が表彰されました。� （３月９日）

　富士山梅まつりが梅の里で行われま
した。訪れた皆さんは、梅の花を観賞
しながら猟友会のふるまう「シカ鍋」
を食べたり、梅くじや梅の種飛ばしに
挑戦していました。� （３月 11 日）

p. 12p.12
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Photograph March
　企画展「ふるさと芸術
展」が３月３日から４月
１日まで富士山資料館で
行われました。会場では
一般の皆さんに出品して
いただいた富士山をモ
チーフにした絵画やパッ
チワークなど 50 点が展
示されました。
� （３月 11 日）

　老人クラブ市長表敬訪問が市役所市長応接
室で行われました。老人クラブの県の表彰に
２個人、３団体が表彰されたことについて、

「たくさんの賞をいただいて、大変うれしい」
と市長に受賞の喜びを伝えました。
� （３月 12 日）

　フィルムコミッション勉強会が市役所地下
会議室で行われました。講師のジャパンフィ
ルムコミッション理事の日々谷健

けん

司
じ

さんは、
観光まちづくりだけでなく「最終的には地域
の絆づくりにつながる」と、フィルムコミッ
ションの魅力を語りました。� （３月 14 日）

　第 12 回２市１町富士山いけばな展が市民文化
センター多目的ホールで行われました。会場では
２市１町（裾野市、御殿場市、小山町）から出瓶
された見事な作品 80 点が訪れた方の目を引いて
いました。� （３月 17 日）

　自衛隊入隊者・入校者の激励会が市役所市長応接室
で行われました。次年度、武山駐屯地に入隊する小澤
大
ひろ

数
かず

さん（深良）と防衛大学校に入校する渡邉優
ゆう

作
さく

さ
ん（須山）は市長の前で「どん欲に頑張りたい」「東
日本大震災以降、自衛隊による救助などの期待がより
高まる中、期待以上に頑張りたい」とそれぞれの抱負
を語りました。� （３月 13 日）

p. 13p.13
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相談の名称 相談日 相談時間 会場（場所） 相談受付の内容 問合せ

行 政 相 談 毎月20日
10：00～15：00
※�奇数月は12
時まで

市 役 所 4
階 会 議 室

行政（国・県・市）の仕事に対する要
望・苦情

秘書課広報室
☎995-1802

人 権 相 談 偶数月
20日

10：00～15：00
いじめ・家庭内の問題・隣近所とのも
め事など

法 律 相 談 奇数月
20日

10：00～12：00 弁護士による法律相談（予約制６人）

司 法 書 士 相 談 毎月20日 10：00～12：00
土地建物の登記・相談・金銭トラブル
など

無 料 法 律 相 談 
（六資格団体・マ
ンション管理士）

偶数月
20日

10：00～12：00
市 役 所 4 階
会 議 室

行政書士会・建築士会・司法書士会・
社会保険労務士会・宅地建物取引業
協会・土地家屋調査士会・マンション
管理士が行う相談会

建築士会
（森川）�
☎997-0131

外 国 人 相 談 水曜日 9：00～12：00
市 役 所 1 階�
市 民 相 談 室

日本での生活に関すること
秘書課広報室�
☎995-1802

交 通 事 故 相 談 月・火・木曜日 9：00～16：00
市 役 所 1 階�
市 民 相 談 室

交通事故に関すること
防災交通課�
☎995-1817

弁護士交通事故相談 第3水曜日�
（8月を除く）

13：30～15：00 交通事故に関すること（予約制）

市 民 110 番 月～金曜日 8：30～17：00
市 役 所 1 階
環 境 防 災 課

生活環境に関することなど
生活環境課�
☎995-1815

家 庭 児 童 相 談 月～金曜日 9：00～16：00
市 役 所 1 階�
家 庭 児 童
相 談 室

子どもの生活習慣や発達、学校や家
庭内での問題などに関すること

家庭児童相談室�
☎995-1862

消 費 生 活 相 談 月～金曜日 9：00～16：00
市 役 所 1 階�
消 費 生 活
セ ン タ ー

日常生活の契約に関すること、訪問
販売、架空請求・悪質商法・多重債務
等に関すること 消費生活セン

ター�
☎995-1854

多 重 債 務 相 談 第１・第３
火曜日

14：00～16:00
司法書士による多重債務に関するこ
と（予約制）

年 金 相 談 毎月１回 10：00～15：00
市 役 所 １ 階
市 民 相 談 室

沼津年金事務所職員による、年金の
諸届出などに関すること（予約制）

国保年金課
☎995-1813

内 職 相 談 月～金曜日 9：00～16：00
市 役 所 ２ 階�
商 工 観 光 課

内職の紹介に関すること
商工観光課�
☎995-1857

　皆さんが日常生活で困っていることや悩んで
いること、市への要望など、各種の相談に応じ
ています。相談はすべて無料で秘密は厳守しま
す。

平成24年度 裾野市の定期相談一覧
※�相談日および会場は都合により変更されてい
ることもあります。また、相談日が土・日曜
日、祝日の場合は、相談日が変更または中止
となりますのでご確認ください。なお、12
時～ 13時は昼休みです。
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相談の名称 相談日 相談時間 会場（場所） 相談受付の内容 問合せ

生活なんでも相談 月～金曜日 9：00～16：00
福祉保健会館�
2 階 相 談 室

生活に関すること

社会福祉協議会�
☎995-1137認 知 症 相 談 奇数月�

第2水曜日
13：30～16：00

福祉保健会館�
3 階 相 談 室

認知症に関すること（予約制）

弁護士法律相談 偶数月�
第2水曜日

13：30～15：30 弁護士による法律相談（予約制）

結 婚 相 談 
（しあわせアドバイザーすその） 第3日曜日 9：00～12：00

福祉保健会館�
3 階 相 談 室

結婚を希望している方への結婚に関
する相談

社会福祉協議会�
☎992-5750

乳幼児健康相談 月曜日�
（第5を除く）

9：30～10：30�
※受付時間

福祉保健会館�
１ 階 健 康
セ ン タ ー

身体計測・育児相談・歯科相談・栄養
相談・妊産婦の健康相談

健康推進課�
☎992-5711

こころの健康相
談 毎月1回 13：00～15：00

こころの悩みや病気（うつ・不眠・認
知症等）・社会復帰に関すること（予
約制）

成 人 健 康 相 談 第3月曜日 13：00～15：00
健康機器による各種測定と生活改善に
関すること（予約制）

成人食事健康相談 第1月曜日 13：00～15：00
高脂血症・肥満・高血圧などの改善の
ための食事・生活の相談（予約制）

母子食事健康相談 第4月曜日 13：00～15：00
妊娠中や授乳中の食事や子どもの食事に
関する相談（予約制）

酒 害 相 談 第2水曜日
第4月曜日

19:00～21:00
福祉保健会館
３階会議室１

酒害に関すること
断酒会（高田）
☎992-2025

青 少 年 相 談 
（青少年電話相談） 火～金曜日 9：00～16：00

生 涯 学 習
セ ン タ ー

青少年の非行・家庭内暴力など
生涯学習課�
☎994-0145

不登校児童・生徒
の  

教 育 相 談
火・水・金曜日 10：00～14：00

市 ふ れ あ
い 教 室

不登校児童・ 生徒の教育相談（予約
制）

市ふれあい教室�
☎993-6185

税 務 相 談 毎月20日�
（2月を除く）

10：00～12：00
市 役 所 4
階 会 議 室

税理士による所得税・相続税・贈与税
など国税に関する相談

市民税課�
☎995-1810

夜 間 納 税 相 談 第1・第3�
水曜日

17：15～19：00
市 役 所 １ 階
管 理 納 税 課

市税の納付方法などに関する相談
管理納税課�
☎995-1811

ハイこちら市長室です 
「市民と語る日」 毎月中・下旬 15：00～19：00

市 役 所 ３ 階
市 長 室

市政への建設的な意見や要望など
（予約制）

秘書課�
☎995-1800

東　部
県民生活センター
特 別 法 律 相 談

○弁 護 士 相 談（事前予約制）　とき／毎週木曜日、第１・２・４火曜日　13：30～15：30
○司法書士相談（事前予約制）　とき／毎週水曜日　13：00～15：30

東部県民生活センター　055-951-8205
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お知らせ
Announcement

７月９日に外国人住民の
住民登録制度が変わります

●�外国人登録法が廃止され住民票が
作られます。

　�　「住民基本台帳」および「出入

国及び難民認定法」ならびに「入

管特例法」の新制度が施行されま

す。外国人住民の方（適法に３カ

月を超えて在留する外国人の方で

住所を有する方）も日本人と同様

に住民基本台帳法の適用を受け、

住民票に記載されます。

●�平成24年５月に仮住民票を送付
します
　�　新制度の施行日（平成 24 年７

月９日）において、住民票作成の

対象と見込まれる方に仮住民票を

送付します。発送時期は平成 24

年５月下旬を予定しています。仮

住民票に記載された内容で施行日

に住民票を作成しますので、内容

確認にご協力をお願いします。

●正確な外国人登録をお願いします
　�　入国管理局に在留資格の変更や

在留期間の更新などの届出を出し

ていない方や、届出は済んでいて

も市役所に届出していない方は、

正しく仮住民票が作成されない場

合がありますので、お早めに必要

な手続きを済ませてください。ま

た、引っ越しをした場合の居住地

の変更の届出は 14 日以内と定め

られています。新制度への円滑な

移行に向けて、正確な外国人登録

にご協力をお願いします。

市民課　995-1812

年金相談の実施

　年金事務所の職員が、諸届出の受

け付けおよび手続きの仕方などのご

相談に応じます。

５月 24 日㈭　10 時～ 13 時 30 分

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

�事前に電話または窓口で予約して

ください。

５月 10 日㈭

�●年金手帳または年金証書●本人

確認に必要なもの●本人以外の年

金についての相談の場合は委任状

国保年金課　995-1813

●対象者
　�❶平成 25 年１月１日に、市内

に住所がある県後期高齢者医療

の被保険者の方（平成 25 年１

月１日に、死亡もしくは転出さ

れた方は対象外）❷医療機関な

どで受診したとき、かつ申請す

るときに市内に住所がある方❸
市後期高齢者医療の保険料に未

納がない方

●助成内容
　�　対象者が平成 24 年１月１日

から 12 月 31 日までに医療機

関、薬局、柔道整復師施術所な

どの窓口に支払った後期高齢者

市高齢者医療費助成制度を
ご利用ください

領収書を保存して
おいてください

医療保険適用の自己負担分の合

計

※�平成 24 年度に 80 歳になる方

（昭和８年３月 31 日以前に生

まれた方）または、県後期高齢

者医療の被保険者で重度障害者

医療費助成金受給者証をお持ち

の方は年額 15,000 円を助成し

ます。

※�上記以外の方に対しては年額

12,000 円を上限に助成します。

※�上限額に満たない場合も申請は

可能です。

●申請期間
　�　平成 25 年１月中に申請して

ください。２月以降の申請は一

切受け付けません。

●申請に必要な持ち物
　�❶該当になる医療費の領収書

（原本）❷後期高齢者医療被保

険者証❸対象者名義の預金通帳

❹印鑑❺重度障害者医療費助成

金受給者証（該当の方のみ）

●申請方法
　�　医療機関等の窓口で支払った

領収書 ( 原本 ) を１年間分まと

めて、社会福祉課に申請してく

ださい。申請時には、上記の持

ち物が必要となります。申請は

代理人でも可能です。

　市では、原則 75歳以上の高齢者の医療に係る経済的負担を減ら
して、福祉の増進を図ることを目的に、高齢者が支払う医療費の自
己負担分の一部を助成しています。平成 24年１月１日～ 12月 31
日の領収書が保険適用医療費の自己負担分の対象です。

社会福祉課
995-1819

４月１日号の訂正▶ �P ７「山林づくりに間伐を」の記事で、県森林計画課の電話番号を☎ 054-221-2588 と記載し
ましたが、正しくは「☎ 054-221-2666」です。お詫びして訂正します。
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転倒や転落による事故が発生してい

ます。

　農作業事故は、単純なミスによる

ものが多く、十分注意をすれば防ぐ

ことができます。基本的な注意事項

を確認し、事故の原因を一つ一つ取

り除きましょう。

農林振興課　995-1823

募 集
Recruitment

長野の大地で宝物を
� みつけよう！
静岡県東部ふれあい体験塾

静岡県東部ふれあい体験塾とは？
　県東部の３市３町合同で行う体験

活動事業です。他市町の中学生と共

にテントでの宿泊や体験活動などの

集団生活を通して、自立と協働の精

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail

神を養い、生きる力を身につけます。

普段とは違う非日常な生活の中で自

分を磨いてみませんか？

７月 29 日㈰～８月３日㈮

※�上記の日程は本研修の期間です。

このほかに事前研修、事後研修が

あります。

長野県（松川ほか）

市内に在住している中学生

18 人（申込多数の場合は抽選）

※裾野市枠

29,000 円

�市内中学校または生涯学習課にあ

る申込用紙に記入して学校に提出

してください（市外の中学校へ通

学している場合は生涯学習課に提

出してください）。

５月 11 日㈮

生涯学習課　992-3800

はり・灸・�
マッサージの

治療費の助成

　１回の治療で 1,000 円割り引かれ

る助成券を、年間５枚交付します。

�平成 24 年４月１日現在で 70歳以

上の方で、市内に在住している方

※�医療保険で受診している方は対象

になりません。

印鑑

�社会福祉課または各支所でお申し

込みください。

助成券が使える治療院 電話番号

命
めい

泉
せんどう

堂鍼
しんきゅう

灸治療所 993-1511

中 部 リ バ ー ス 997-3211

ウエルネスヒロコ 994-0111

高田鍼
しんきゅう

灸指圧治療院 993-9197

フィールウェーブ 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

治 療 院 セ ラ ピ ス 960-9880

社会福祉課　995-1819

春の農作業　　　
安全運動実施中
転落・転倒事故を

なくそう

　４月１日から５月 31 日までの２

カ月間、県内全域で春の農作業安全

運動を実施しています。

　平成 21 年の農作業中の死亡事故

は、全国で 408 件と、前年に比べ

てやや増加しており、依然として高

い水準にあります。県内でも前年を

上回る 10 人の方が亡くなっており、

農業機械によるものに加え、畑での

下表は、標準的な農雇賃金です。この表を参考に金額を定めてください。
作　　業　　名 賃金（円） 摘　　　要

普 通 農 作 業（ 重 ） 12,500 労働時間８時間
普 通 農 作 業（ 軽 ） 8,000 労働時間８時間

育 　 苗 ※1,050～
1,155

１枚あたり（種子代・消毒・肥
料・田植え時までの管理・配達
を含む）※育苗箱代は除く

田 植 機 ※ 13,650

10a あたり（標準２枚とし、状
況によって 1,000 円～ 1,500
円の割り増しをする。）

田 の す き ※ 11,025
田 の 代 か き ※ 13,125
田 の 代 か き ぐ る み ※ 18,375
畑 の す き ※ 11,025
バ イ ン ダ ー
（ヒモを含む） ※ 13,125

コ ン バ イ ン ※ 24,150
ハーベスター（脱穀機） ※ 13,650

茶 摘 み 5,824 労働時間８時間
315 生葉手摘み１㎏あたり

※機械借上げ料プラス賃金
　（消費税を含む金額）

平成 24 年度 裾野市農雇賃金

農林振興課
995–1824
ＪＡ南駿北部営農経済センター
997–1249
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募 集
Recruitment

裾野市民体育祭　参加選手

５月 20 日㈰　９時～

市民体育館

�市内に在住、または通勤・通学し

ている方

�第２回ファミリーバトミントン大
会▶１チーム３～５人

　�第 13回ペタボード大会▶１チー

ム３人

　�第 14回ソフトミニバレーボール
大会▶１チーム４～６人

　�第22回輪投げ大会▶１チーム５人

１チーム 500 円

５月６日㈰

�市民体育館窓口にある所定の申込

用紙で、お申し込みください。

市民体育館　993-0303
生涯学習課　992-3800

ふるさと創世文化事業の
補助金交付団体

�市の活性化を図るまちづくり（ま

ちおこし）の「文化」事業を計画

している団体

　�過去の例▶伝統芸能の保存、遺跡

探訪会、文芸誌の発行、文化音楽

祭など

�生涯学習課にある所定の申込用紙

に記入して、提出してください。

５月 25 日㈮

　※審査の上、決定します。

生涯学習課　992-3800

小学生〜高校生のための
夏休み海外派遣

　文部科学省所管の財団法人・国際

青少年研修協会では、10 事業の参

加者を募集しています。体験を通し

て、お互いの理解や交流を深め、国

際性を養うことを目的に実施します。

事前研修会では仲間作りから丁寧に

指導しますので、安心してご参加い

ただけます。

�７月 26 日㈭～８月 14 日㈫の間

の８～ 18 日間

※事業により異なります。

派�遣先／米国・英国・豪州・カナダ・

サイパン・カンボジア・フィジー

�小学校３年生～高校３年生まで

※事業により異なります。

�ホームステイ、ボランティア、文

化交流、学校体験、英語研修、地

域見学、野外活動など。

説�明会／５月 19 日㈯　静岡労働者

総合開館（静岡労政会館）　第２

研修室

�218,000 円～ 545,000 円の予定

６月１日㈮および 11 日㈪

�財団法人　国際青少年研修協会

　�〒 108-0073　東京都港区三田５-

７- ８-921

info@kskk.or.jp

http://www.kskk.or.jp

㈶国際青少年研修協会
　03-6459-4661

静岡労働者総合会館
　054-221-6280

イベント
Events
富士山資料館企画展

「ふるさと富士山ナイス
アングル写真展」

　一般の皆さんが撮影した、静岡県

側からみた個性あふれる富士山の写

真を展示します。

�４月 21 日㈯～６月３日㈰

　９時～ 16 時 30 分

富士山資料館特別展示室

期�間中の休館日／４月 23 日㈪、５

月１日㈫・７日㈪・14 日㈪・21

日㈪・28 日㈪

入�館料／大人▶ 200 円、小・中学
生▶ 100 円

昨年の写真展の様子

富士山資料館 998-1325

有

料

広

告
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13 日㈰ 富士裾野高原
マラソン大会

19日㈯
20日㈰ 五竜みどりまつり

26日㈯
27日㈰

富士のふもとの
大博覧会（富士市）

人　口　54,098人� （-168人）
　男　　27,642人� （−92人）
　女　　26,456人� （−76人）
世　帯　21,096世帯�（＋５世帯）
内、外国人登録�778人　352世帯

データバンク

５月　カレンダー

５月　水道工事当番店

納付期限：５月 31 日㈭

軽自動車税� 全期

５月　税金・料金

４月１日現在※工事、修理は有料です。

１日㈫ 工管設
☎ 993-1603

２日㈫ ㈱西島工業
☎ 993-1070

３日㈬ 駿東管工
☎ 992-5728

４日㈭ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎ 997-2704

５日㈮ 植松水道
☎ 992-4644

６日㈯ 山崎設備
☎ 997-6766

12 日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701

13 日㈰ ㈲杉山設備工業
☎ 993-3030

19 日㈯ 高橋設備
☎ 993-1336

20 日㈰ ㈲小沢土建
☎ 992-1401

26 日㈯ ㈲M・K�アクアサービス☎ 992-6599

27 日㈰ 小川設備工事店
☎ 993-2074

�５月 16日㈬
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）
�電話でお申し込みください。

�５月１日㈫～14日㈯
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

相談
Counseling

東部県民生活センター
相談窓口

　県では、平成 24 年度の「法律・

身の上相談」や「行政相談」を下記

の通り実施します。相談は無料にな

りますので、一人で悩まず、まずは

相談窓口へお問い合わせください。

東部県民生活センター
（沼津駅南口沼津商連会館２階）

055-951-8205

平日９時〜 16 時

平日９時〜 16 時

毎週㈭、
第１、２、４㈫

13時30分〜
15時30分

毎週㈬
13 時 30 分〜

15 時 30 分

電話番号

受付時間 

県民相談員
による

面接相談

弁護士相談
（事前予約制）

司法書士相談
（事前予約制）

電
話
相
談

面
接
相
談（
相
談
日
に
各
相
談
窓
口
で
実
施
）

※�弁護士・司法書士相談は予約制で、

相談時間は１人 30 分です。

※�各相談は、平日のみ実施です。詳

細は窓口までお問い合わせくださ

い。

東部県民生活センター　
　951-8202
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５月前期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

1 火 青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

2 水 大沢医院 931-1019 御幸町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 よざ小児科医院 967-5722 原

3 木

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　曼陀ケ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿

4 金

山谷内科医院 966-5333 青野

望星第一クリニック 922-0222 柳町 沼津市立病院 924-5100 東椎路 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

5 土

おおい神経内科 922-8886 北高島町

聖隷沼津病院 952-1000 松下 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波

6 日

御成橋栄クリニック 952-2525 通横町 勝呂医院 962-3083 千本中町

杉山病院 963-4114 錦町 原小児科医院 962-0636 八幡町

鈴木医院 993-0430 佐野 御成橋栄クリニック 952-2525 通横町

7 月 柿田川医院 973-3601 柿田 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

8 火 杉山医院 972-3223 伏見 酒井医院 966-1755 今沢 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

9 水 本村クリニック 969-0001 大塚 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
　島郷 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

10 木 きくちクリニック 989-5788 桜堤 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

有

料

広

告

p.20

広報すその　平成24年４月15日号



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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

日 曜 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

3 木 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法 関眼科胃腸科医院

975-2381 東本町 関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路 ホワイト歯科医院

997-4071 御宿

4 金 こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町 本多眼科医院

931-1519 御幸町 沼津市立病院
924-5100 東椎路 カシワ木歯科医院

993-6108 茶畑

5 土 さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田 木村眼科医院

967-4611 原 小島レディースクリニック
952-1133 大岡 梶歯科医院

994-1344 石脇

6 日 沼津市立病院
924-5100 東椎路 静岡医療センター

975-2000 長伏 前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪 しんあい歯科医院

973-6686 伏見

13 日 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町 中ノ森眼科921-3217 緑ヶ丘 かやま産婦人科医院

997-3551 岩波 さなだ歯科医院
997-2100 御宿

11 金 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 田中医院 921-2053 高島町

12 土 きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

13 日

小林内科医院 921-2165 米山町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

稲玉内科クリニック 991-5111 伏見 西村医院 971-6510 下土狩

岡クリニック 995-1188 二ツ屋 五十嵐クリニック 934-6700 志下

14 月 あめみや内科 935-1159 吉田町 守重医院 931-2511 我入道
　江川町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

15 火 つかだ医院 983-1577 堂庭 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

有

料

広

告
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No.
1217

2012 年
（
平
成
24 年

）

４
月15

日
号

伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

７日㈪，14日㈪，21日㈪，28日㈪，
24日㈭ 館内整理日

５月の休館日

５月の行事予定
親子おはなし広場

　１日㈫　10 時 30 分〜　展示室　　　　　　
おはなしの会

　12日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室
　13日㈰　10 時〜 00 分　展示室・視聴覚室　

親子おはなしの会
　15日㈫　10 時 30 分〜　文化センター図書室

ファーストブック
　16日㈬　９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　23日㈬　13 時〜 16 時　展示室　　　　　　

図書館映画会
タイトル くまのプーさん

「さがしているのは何ですか？」
上映時間 14時～15時９分
時間 部門 対象
69分 アニメ 幼児～

日　時／５月５日㈯
会　場／鈴木図書館２階　視聴覚室
入場料／無料
※�当日混雑が予想されますので、整理券を４月

28 日㈯午前９時より図書館本館カウンターに

て配布いたします（ご家族分のみ）。
※�駐車場に限りがあるため、公共交通機関または、

市役所駐車場をご利用ください。

こども読書週間展示
読んでみよう！ 2012

おすすめ児童書展にんきのほん大集合 
　－じどうしゃ・でんしゃのほん＆
 きょうりゅうのほん－　
期　間：４月 21 日㈯〜５月 12 日㈯
会　場：�鈴木図書館　雲のジュウタン（児童コー

ナー・中２階）

新刊紹介 New Release
『もぐらのせんせい』
作：斉藤洋　絵：たかいよしかず　講談社

『 どうだ！まいったか　かまきりのカ
マーくんといなごのオヤツちゃん』

作：田島征三　大日本図書
『アネモネ探偵団３』
著：近藤史恵　イラスト：加藤アカツキ

『日本一わかりやすいエネルギー問題の教科書』
著：水野倫之　講談社

『あなたの本』
著：誉田哲也　中央公論新社

『それでも三月は、また』
著：谷川俊太郎、多和田葉子　講談社

『紙の月』
著：角田光代　角川春樹事務所

土屋　尋
じん

跳
と

くん
（２歳 11カ月・久根）

小関　優
ひろ

くん
（２歳 11カ月・石脇）

遠藤　耀
あき
太
た

くん
（３歳・佐野）

大庭　実
み

桜
お

ちゃん
（３歳・深良）

片岡　航
こう

大
だい

くん
（２歳 11カ月・深良）
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5月1日号 02  平成 24 年度　新メンバー紹介
04  平成 24 年度　市役所電話番号表
06  あなたのサイフは狙われています！
08  国民健康保険（国保）加入の皆さんへ
09  住民税のお知らせ
10  高齢者バス・タクシー利用助成事業
11  防災情報を発信しています
12  ウルトラトレイル

名勝　屏風岩 ４月13日　屏風岩



平成24年度　新メンバー紹介
市政との懸け橋となる皆さん

85人

区長連合会
区と行政を結ぶ
地域のまとめ役

区長連合会
会長 　水口　俊一

 （◎は地区会長）

【西地区】
◎伊豆島田／水口俊一・石脇／大庭敏克・佐野上宿／

永野健作・佐野本宿／古谷善和・佐野若狭／大谷昌

弘・佐野二／芹澤修・大畑／加藤榮一・上町／今関邦

俊・緑町／芹澤勝敏・元町／菅沼武治・桃園／佐野彰

一・富沢／眞野均・南町／西尾忠雄・二ッ屋一／岩本

忠光・二ッ屋二／神藏睦・堰原／伊藤良一・水窪／矢

崎公弘

【東地区】
◎本村上中／菊田祐一郎・久根／須藤公之・公文名一
／伊藤勝康・公文名二／土生信男・公文名三／髙村

清・公文名四／佐藤嗣夫・公文名五／森野英雄・三菱
／勝又忍・中丸上／山本勝明・中丸中／富田平八郎・
中丸下／井出守彌・天理町／鈴木保・滝頭／松波廣・
本茶／橘保好・道上／芹沢清・峰下市の瀬／杉山克

己・鈴原／宮崎繁人・茶畑団地／鈴木克利・青葉台／

松㟢正利・和泉／遠藤久芳・富士見台／山内健・麦塚
／飯塚秀男・新道／土屋龍司・東町／小見山幸男・本
通り／芹澤光哉・日の出元町／遠藤吉見・本村下／小

田明

【深良地区】
◎深良新田／志村宏之・町震一／小池三代志・町震二
／大庭良三・舞台団地／小屋松明・南堀／渡邉義勝・
和市／大庭章夫・遠道原／廣瀬友信・柳端団地／佐久

間昇・切久保／松井哲夫・上原／渡邊信治・上原団地
／佐久間喜治・原／髙橋脩・上須／早川征史・岩波／

渡邊義昭

【富岡地区】
◎御宿入谷／西川厚・千福／山入信良・御宿平山／森

治夫・御宿上谷／石原雄逸・御宿新田／小林敏彦・御

宿坂上／坂口和夫・上城／木内稔・中村／荻田政市・
下条／荻田清・中里／杉山勇・田場沢／勝又郁雄・森
脇団地／黒澤良三・上ケ田／柏木力・金沢／井上正

之・今里／勝又勝善・下和田／杉山宇作・呼子／加藤

清光・矢崎／大島静明・トヨタ／大沼澄雄・関自工／

杉山勉・千福が丘／伊藤房子・千福南／伊藤昭久

【須山地区】
◎須山三／宮崎哲久・須山一／杉山衞・須山二／土屋

悟・須山四／松岡直紀・須山六／鶴田節男

▲区長連合会総会

44人

交通指導員会
交通安全と
事故防止を導く

交通指導員会
会長 　鈴木　哲也

【西地区指導員】
鈴木康生（緑町）原正彦（石脇）伊東英明（元町）相

川真也（佐野二）水口毅真（伊豆島田）三枝晶（伊豆

島田）市川明宏（堰原）山之内猛（佐野若狭）古地剛

（佐野二）

【東地区指導員】
鈴木哲也（東町）中川利彦（鈴原）渡辺憲弘（公文名

一）安藤秀智（和泉）芹澤賢由（公文名四）高田泰寛

（麦塚）中野一利（本村下）持田真由紀（峰下）高橋

宗尚（青葉台）

　新年度に入り、新しい区長・交通指導員・地域地震防災指導員・消防団員が
決まりました。
　この１年、各方面で活躍される皆さんをご紹介します。（敬称略）
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【深良地区指導員】
藤井里美（町震一）狩野茂夫（南堀）勝又良彦（深良

新田）林一郎（和市）大谷内英海（岩波）勝又勝美（上

須）

【富岡地区指導員】
八木健二（上ケ田）小島進（呼子）小林一光（千福が

丘）滝井敏治（御宿新田）米山誠二（森脇団地）折笠

竜也（金沢）李向陽（矢崎）根上訓（御宿入谷）

【須山地区指導員】
渡邉秀夫（須山二）菅沼正光（須山三）安間善美（須

山六）渡辺広明（須山一）

【女性指導員】
山本淳子（桃園）土屋裕子（佐野若狭）長田文代（上

町）安達めぐみ（富沢）山下順子（千福が丘）柴田里

香（千福が丘）鈴木つる代（千福が丘）水野美香（佐

野二）

▲交通指導員会年頭視閲式

40人

地域地震防災指導員会
防災力の向上と
自主防災の活性化

地域地震防災指導員会
会長 　杉山　信行

【西地区指導員】
西島隆彦（石脇）西田文明（佐野上宿）江波戸英三（佐

野本宿）半田忠（佐野若狭）菊池勇一（佐野二）鈴木

茂（元町）伊東貴美代（桃園）高橋秀夫（二ツ屋二）

髙橋保夫（伊豆島田）

【東地区指導員】
松浪良信（久根）佐野正芳（公文名二）今井裕介（公

文名五）中山あい子（本茶）大山茂之（青葉台）小西

辰一（和泉）小林建次（富士見台）神田豊明（本村下）

本間秋吉（新道）

【深良地区指導員】
釜洞文夫（町震一）谷敏彦（南堀）柳本忠夫（和市）

近藤利昭（切久保）勝又透（原）室伏勝（上原）勝又

雄二（深良新田）土屋忠史（岩波）三浦幸作（和市）

【富岡地区指導員】
岩間一夫（千福）伊藤勝男（御宿新田）長井守（御宿

平山）坂田好彦（上城）勝又和延（田場沢）勝又高（呼

子）川口功（今里）椎野二郎（下和田）山本信行（千

福が丘）

【須山地区指導員】
杉山信行（須山一）杉山照子（須山一）杉山眞行（須

山二）滝口昇嗣（須山三）藤木喬（須山六）

▲地域防災訓練

240人

消　防　団

私たちの生命と財産を守る

消　防　団
団長 　今関　正興

【消防団本部】
団長／今関正興（元町）・副団長／杉本和男（御宿入

谷）二ノ宮善明（緑町）・本部長／伊東秀哉（元町）・
本部部長／勝又靖（水窪）藤森勤（上原）勝又正昭（和

泉）小泉秀子（千福が丘）牧島利浩（今里）荻田成司

（須山三）山本正吾（南堀）中村誠也（田場沢）杉山

福美（須山一）藤森文子（南堀）・女性消防部長／木

村珠美（御宿）

【分団長】
西分団／今関誠（石脇）・東分団／米原弘之（新道）・
深良分団／林正幸（和市）・富岡分団／秋山陵（千福）・
須山分団／渡辺勉（須山一）
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平成24年度　市役所電話番号表
平成24年４月１日現在

　担当する課が分からないときや夜間・休日は、
992-1111 へおかけください。

市外局番（055）
市政カレンダーに掲載した市役所関係
の課名や電話番号が一部変更されてい
ます。ご注意ください。

市民部

地域振興課
地域振興係

995-1874
男女共同参画推進係

市民課 市民係 995-1812

深良支所（深良コミュニティセンター）※ 992-0400

富岡支所（富岡コミュニティセンター）※ 997-0062

須山支所（須山コミュニティセンター）※ 998-0002

生活環境課

市民 110 番 995-1815

公害係

995-1816環境保全係

リサイクル推進係

防災交通課
交通防犯係

995-1817
防災対策係

美化センター※ 廃棄物処理係 992-3210

健康福祉部

健康推進課※
（福祉保健会館）

指導係

992-5711
予防係

防疫係

施設係

介護保険課
認定係

995-1821
給付係

国保年金課

年金係
995-1813

後期高齢者医療係

国保係 995-1814

社会福祉課

地域福祉係
995-1819

高齢者福祉係

子育て支援室 995-1841

障がい福祉課
障がい福祉係

995-1820
保健福祉係

企画部

秘書課

秘書係 995-1800

広
報
室

広報広聴係

995-1802市民相談係

国際交流係

企画政策課

企画調整係

995-1804

統計係

情報政策係

地域情報係

土地開発公社事務局

行革推進室 995-1842

財政課 財務係 995-1801

総務部

人事課
人事給与係

995-1806
研修厚生係

総務管財課

行政係

995-1807庶務係

管財係

選挙管理委員会
995-1808

契約係

検査監 995-1808

管理納税課

管理係

995-1811納税係

徴収対策室

市民税課
市民税係 995-1810

資産税係 995-1809
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教育部

教育総務課
庶務係

995-1837経理係
施設係

学校教育課
学事係

995-1838指導係
教職員係

子ども教育課
幼児教育係

995-1822
保育係

生涯学習課※
（生涯学習センター）

社会教育係
992-3800文化係

スポーツ振興係
学校給食センター※ 992-6868
富士山資料館※ 998-1325
東西公民館※ 992-6677

鈴木図書館※
管理係

992-2342
奉仕係

そのほか　庁舎内

出納課
審査係

995-1830
出納係

議会事務局
議事調査係

995-1839
庶務係

監査委員事務局 995-1840
消費生活センター 995-1854
法務局登記事項証明書等発行請求機 923-1201

休日・夜間・守衛室 992-1111

そのほか　出先機関・外部施設※
市民文化センター図書室 993-9305

十里木キャンプ場 998-0992
南児童館 993-1881
北児童館 997-8400
一般廃棄物最終処分場 998-0393
斎場 997-0389
裾野長泉清掃施設組合（中島苑） 997-3336
中央公園 992-5785
●市民文化センター 993-9300
●ヘルシーパーク裾野 965-1126
●市民体育館 993-0303
●運動公園総合体育施設 997-7277

●市立水泳場（市営プール） 992-0707
※は市役所庁舎外の外部施設です。
●は指定管理者の管理運営する施設です。

産業部

農林振興課

農政係
995-1823

林政係

農業委員会 995-1824

商工観光課
観光係 995-1825

商工労政係 995-1857

渉外課
渉外係

995-1858
演習場対策係

建設部
区画整理課※
（裾野駅西地区整備事務所）

駅西整備係
994-1274

区画整理係

建設管理課

管理係
995-1855

新東名係

用地係 995-1826

地籍調査係 995-1859

建築住宅課
建築指導係

995-1856
公営住宅係

建設課
工務係

995-1827
防衛施設係

都市計画課
計画・都市対策係 995-1828

街路公園係 995-1829

水道部※

上水道課

水道料金お客さまセンター 995-1831

工務係
995-1833
995-1834

総務・管理係 995-1890

下水道課
管理係 995-1835

工務係 995-1836

消防本部※

消防総務課

管理係 995-1190

情報係 995-1191

警防係 995-1192

消防団係 995-1193

予防課
予防係 992-3211

危険物係 992-3212

消防署 995-0119

消防署茶畑分遣所 994-0119

消防署須山分遣所 998-0119
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あなたのサイフは狙われています!!

　平成 23 年度は 465 件の相談が寄せられました。相
談件数は年々減少していますが、内容については複雑
化し多岐にわたっています。
　その中でも、多く寄せられた相談内容は①サラ金へ
の過払い金や返済に関する多重債務相談（68 件）、②
アダルトサイトや出会い系サイトでのワンクリック請
求や、請求画面がパソコン画面に張り付いてとれない
などのインターネット利用に関する相談（38 件）、③
未公開株、社債、ファンドなどに関する相談（21 件）、
となっています。

　新しく急増した相談は、突然自宅をおとずれ無理に
貴金属類を買い取る貴金属の押し買いや、もうかると
言って実態のわからない高額な出資契約を結ばせる出
資契約トラブルがあります。
　近年、販売方法では通信販売が増加し、取引相手や
契約内容がわかりにくくなっています。甘い言葉に誘
われお金を払ってしまうと、取り返すのはとても大変
です。
　契約するときは、内容をよく理解したうえで契約し
てください。

　「絶対もうかる」「楽にもうかる」こんな言葉で勧誘を受けたことはありません
か？
　世の中には、簡単にもうかる話はありません。甘い言葉や怪しいもうけ話には
注意しましょう。

〈センターへの相談方法〉

来　所 235 件
電　話 229 件
文　書 1件

〈センターへの相談件数〉

消費生活相談合計 465 件
　　　　　　苦情 403 件
　　　問い合わせ 61件
　　　　　　要望 1件

〈契約当事者の年齢別件数〉

20 歳未満 6件
20 歳代　 28 件
30 歳代　 56 件
40 歳代　 56 件
50 歳代　 62 件
60 歳代　 104 件
70 歳以上　 111 件
その他、不明 42 件

店舗販売

142

0

50

100

150

件数 96

特  殊  販  売  （ 無  店  舗  販  売 ）   計 205 件

70 35 1 1 2 118

通信販売 訪問販売 電話勧誘 マルチ商法・
マルチまがい

ネガティブ
オプション

無店舗・
その他

不明・
無関係

〈販売購入形態別相談件数（平成23年度）〉
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知らない人からの電話や郵便による
「未公開株・社債」の勧誘は

『詐欺』の可能性大!!

こんな勧誘を受けた人は…

　世の中に、そんなうまい話はありません！
悪質商法の被害にあわないために、怪しいもうけ話はきっぱり断りましょう。

消費生活センター
995-1854

怪しい投資商法〈こんなうまい話にご用心〉
この株は上場確実！
今買えば必ず儲かります！
元本も保証します！

未公開株で出た損を取り
返してあげますよ！
その代わり別の商品を
購入してください。

金融庁の者ですが、××社の
　　　　　�株式は近々上々予定

なので、信用しても
大丈夫ですよ！

もし〇〇社の株・社債を買って
くれたら、あとで必ず高く買
い取りますよ！

p.7

広報すその　平成24年５月１日号



国民健康保険（国保）加入の皆さんへ

　国保財政は、年々増加する医療費や後期高齢者医療

制度への拠出金などの影響から、その財源不足が深刻

な状況にあります。そのため、市議会３月定例会で国

保税条例の一部を改正し、国保税の課税限度額を変更

しました。所得や固定資産税額が多い一部の方には、

より多くのご負担をおかけしますが、国保制度の趣旨

● 所得が一定基準以下の世帯については、所得額に

よって均等割と平等割が７割、５割または２割軽減

されます。

◆ 国民健康保険税の賦課限度額を改正しました

◆ 改正された国保税賦課限度額

◆ 国保税の軽減について

である「相互扶助」をご理解いただき、ご協力をお願

いします。

　増加する医療費を抑えるには病気を早期に発見、治

療して病気が進行しないうちに治すことも大切です。

定期的に健（検）診を受けて、自分の健康状態をチェッ

クするようお願いします。

● 勤めていた会社の倒産、解雇、雇い止めなど、事業

主の都合によって失業した人（非自発的失業者）に

ついては、申請により、前年の給与所得を３０／1００

とみなして所得割を算定することで国保税が軽減さ

れます。

　平成2４年度の裾野市国保税率などは以下の表のとおりです。

課税の分類 課税区分 課税割合など（改正なし） 限度額（改正）

医療費分

所得割 5.5%

50万円
↓
51万円

資産割 25.0%

均等割 1人当たり年間22,000円

平等割 1世帯当たり年間20,000円

後期高齢者支援分

所得割 1.8%

13万円
↓
14万円

資産割 4.0%

均等割 1人当たり年間6,600円

平等割 1世帯当たり年間6,000円

介護分
対象：40歳以上65歳未満の方

所得割 1.5% 10万円
↓
12万円均等割 1人当たり年間12,000円

※加入者単位で計算し世帯で合算

　所得割＝（前年の所得額－基礎控除 ３３ 万円）×税率

　資産割＝本年度の固定資産税額×税率

健康福祉部　国保年金課　995-1814
総務部　市民税課　995-1810
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年少扶養親族を扶養している方の
住民税の増加が見込まれます

お勤めの方へ（サラリーマン、パート、アルバイトなどの方）
個人住民税の特別徴収についてのお知らせです

●年少扶養親族（16 歳未満）に対する扶養控除（33
万円）が廃止されます。
● 16 ～ 18 歳の特定扶養親族に対する扶養控除の上
乗せ部分（12 万円）が廃止されます。
●扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい
者である場合において、扶養控除または配偶者控除の
額に 23 万円を加算していましたが、年少扶養親族に
対する扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に

　静岡県と県内市町では今年度から（下田市、
賀茂郡は平成 ２３ 年度から）、事業所に対して個
人住民税の特別徴収義務者への指定を進めてお
ります。これにより、現在ご自身で納税されて
いる方の個人住民税も原則としてお勤め先で特
別徴収（給与引き去り）される予定です。

●特別徴収の対象となる場合
　前年中に給与の支払いを受け、かつ、当年度の初日

（４ 月 1 日）において給与の支払いを受けている場合は、
原則として、特別徴収の対象となります。

総務部　市民税課
995-1810

　税制改正により、住民税は今年度から
下記のとおりになります。

23 万円を加算することになりました。
※年少扶養親族が障がい者である場合、扶養控除は廃
止されましたが、障害者控除はこれまでどおり適用さ
れます。
※ 19 ～ 22 歳の扶養親族に係る特定扶養控除、23 ～
69 歳の扶養親族に係る扶養控除および 70 歳以上の扶
養親族に係る老人扶養控除については、現行どおりで
す。

個人住民税の扶養控除の全体像

（※）16～18歳の特定扶養控除は一般扶養控除に移行

《年齢》　　15　16 18　19 22　23 69　70

子ども手当の対象

一般扶養控除
33万円

高校無償化の対象

上乗せ部分12万円

一般　　　　
特定扶養控除
（※）33万円

一般扶養控除33万円

特定扶養控除
（※）
45万円

老人扶養控除
38万円廃　止

廃　止

●特別徴収は１回当たりの納税額が少なくなります！
　 　特別徴収は年税額を 12 回に分けて毎月の給与か

ら引き去りするため、納税者ご自身で納める場合（年
４ 回の納期）に比べて 1 回あたりの納税額が少なく
なります。

※ 県内事業所の多くは、個人住民税の特別徴収を既に
実施しています。実施事業所に勤務されている方は、
従来どおりの取扱いで変更はありません。

※ 特別徴収についての詳しい情報は、県ホームページ
でもご案内しています。

　 検索静岡県　県税のしおり　特別徴収 で

従

業

員

事
業
所
等

市

町

村

個人住民税の特別徴収制度の概要
②�「市・県民税特別徴収税額通知書」配布

③�給与などから住民税引き去り（６月支給分
から翌年５月支給分まで）

①�「市・県民税特別徴収税額通知書」送付
　（特別徴収義務者の指定）

④�翌月10日までに金融機関などで従業員に
代わって納入

⑤�退職者などの届出（随時）
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企画部　企画政策課
995-1804

　すそのーるの運行区域外に住んでいる高齢者
の方に、市内を運行する路線バスとタクシーで
使用できる利用助成券を交付します。助成券の
交付を希望される高齢者の方は、申請手続きを
行ってください。

今年度利用できる
助成券は黄色です。

高齢者バス・タクシー利用助成事業

助成券を利用できる交通機関／
　　　　　　 市内を運行する以下の事業者の

路線バス・タクシーで、乗降場
所のどちらかが市内であること。

　【路線バス】富士急バス
　　　　　　 ※高速バスは利用できません。
　【タクシー】安全タクシー
　　　　　　 ミツワタクシー
対 象 者／ 市に住民登録があり、下表の地区

に住んでいて、昭和1７年４月１日
までに生まれた方

公文名５区 峰下市の瀬区 切久保区 上原区 上原団地区

原区 上須区 深良新田区 岩波区 千福区

御宿新田区 上城区 中村区 下条区 中里区

田場沢区 森脇団地区 上ケ田区 金沢区 今里区

下和田区 呼子区 矢崎区 トヨタ区 関自工区

千福が丘区 須山地区全域

助 成 額／１回の乗車につき 100 円
助成券の交付枚数／同一年度１人につき1０枚
有効期限／平成25年３月31日
　　　　　※ 交付を受けた年度の３月３1日ま

で。
利用方法／ 現金で運賃を払うときに、本人確

認のできるものを乗務員に提示し、
助成券を提出してください。現金
以外で運賃を支払う場合、助成券
は利用できません。また他の助成
券、クーポン券などとの併用はで
きません。

そ の 他／ 他人（家族・親族を含む）への譲
渡、換金はできません。

申請受付／ 市役所３階企画政策課で受け付け
ています。また、各支所での受け
付け日時は、以下のとおりです。

受 付 日 時 受 付 場 所

5月23日㈬ ９時～12時 須山支所

5月24日㈭ ９時～12時 深良支所

5月25日㈮ ９時～12時 富岡支所

■助成券の交付を受けるには

　企画政策課にある申請書に必要事項を記入
し提出してください。申請の際には、助成券
の交付を受ける方の本人確認のできるものが
必要です。代理の方が申請する場合には、対
象者と代理の方の本人確認のできるものを提
示してください。

■本人確認のできるもの

一つでよいもの
　 ●顔写真付き住民基本台帳カード　●パス

ポート　●自動車運転免許証など官公庁が
交付した顔写真つきの証明書・免許証
二つ必要なもの
　●健康保険等被保険者証　●年金手帳など
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市民部　防災交通課
995-1817

防災情報を発信しています

　広報無線放送では、東富士演習場の演習通報や災害
時の緊急情報などをお知らせしています。
　無線放送を聞くためには、個別受信機が必要です。

市内に住民登録されている世帯主の方に、無償で 1 台
お貸ししています。貸し出しの要件については秘書課
広報室（ 995-1802）までお問い合せください。

個別受信機（広報無線）について

　裾野市まもメールは、家族や住民の安全を守るため
に配信する緊急情報メールです。
　自然災害緊急情報などを配信しますので、登録をお
願いします。

　市では、Ｈ 23 年度からエリアメールを導入してい
ます。
　エリアメールとは、気象庁が配信する緊急地震速報
や津波警報、国・地方公共団体が配信する災害・避難
情報を、回線混雑の影響を受けずに受信することがで
きます。対象エリア（市町単位）にいるお客様は、月

　裾野市では、広報すその、まもメール、エリアメー
ル以外にも情報提供手段があります。
① ＦＭ函南（ボイスキュー）…ラジオによる提供にな

※ ＱＲコードは、デンソーウェー
ブの登録商標です。

額使用料のほか通信料や情報料も含め一切無料でご利
用できます。
※現在は、docomo のみの展開であり、他社は今後提
供される予定です。

 http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/
areamail/

ります。FM77.7MHz。
② 市ＨＰ　 http://www.city.susono.shizuoka.jp/
③ 広報車…スピーカーが付いた公用車による広報です。

まもメール

エリアメールについて

その他情報提供について

◆緊急の場合（停電時）の電池の入れ方

電池カバーを開きます

単２電池の場合

　通常この状態になっていますので、
単２電池を入れます。

単１電池の場合

　電池ホルダーの向きを 90 度変え
て「単１」とかかれている文字が正
面に読める方向にします。
　次に金具付ホルダーの向きを 180
度変えます。

　この状態になったら単１電池を入
れます。

単３電池の場合

　電池ホルダーを逆さにして「単３」
とかかれている文字が正面に読める
ように差し込みます。

　この状態になったら単３電池を入
れます。
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申込・申込方法　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement

森林の所有者届出制度

　昨年 4 月の森林改正法により、今

年 4 月以降、森林土地の所有者と

なった方は、面積にかかわらず市町

長への事後届出が義務付けられまし

た。

 個人・法人を問わず、売買や相続

などにより森林の土地を新たに取

得した方

 土地の所有者となった日から 90

日以内

 取得した土地のある市町の長

 県森林計画課　054-221-2666

個人住民税の特別返還金
支払の手続きについて

　「遺族が年金形式で受け取る生命

保険金のうち、相続税の課税対象と

なった部分については所得税の課税

とならない」とする最高裁判決を踏

まえ、当市においても過去 10 年ま

での個人住民税について、特別還付

金として手続きをします。

 平成 25 年 3 月 31 日

 市民税課　995-1810

美化センターへの
ごみの直接持ち込み休止

　美化センター施設の点検整備のた

め、次の日はごみの直接持ち込みが

できません。

 5 月 30 日㈬

 美化センター

 美化センター　992-3210

５月市民トレーニング室
利用者講習会

 5 月 8 日㈫　19 時～ 20 時 40 分、

26 日㈯　10 時～ 11 時 40 分

 市民体育館

 15 歳以上の方　※中学生を除く

 100 円

 運動可能な服装、上履き、タオル

 市民体育館　993-0303

第36回富士裾野
高原マラソン大会

交通規制

　5 月 13 日 ㈰

に富士裾野高原

マラソン大会が

行われます。こ

のため、会場周

辺の一部道路で交通規制を行います。

 5 月 13 日㈰

　 全面通行止め▶ 9 時 30 分～ 12

時 30 分

　片側通行▶ 10 時～ 12 時

 富士裾野高原マラソン大会実行委
員会　992-6636

至 富士サファリパーク
　Grinpa

至 裾野市街

東名高速道路

大野路●

須山小●

運動公園
●

●トヨタ西門 ●
市斎場●トヨタ自動車㈱

　東富士研究所

ヘルシー
パーク裾野●

ヤクルト●
　　本社

●
須
山
駐
屯
所

車両通行止区間
片側通行区間（東進のみ）

国保年金受給者証

　6 月 1 日㈮から次の方が対象とな

り、次のとおり受給者証を交付しま

す。

 5 月 24 日㈮　9 時 45 分～ 11 時

30 分

 福祉保健会館　会議室

 昭和 17 年 5 月 2 日～昭和 17 年 6

月 1 日に生まれた方

通�知／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。

 国保年金課　995-1814

イベント
Events

米軍海兵隊キャンプ富士
フレンドシップ

フェスティバル2012

　富士のふもとの米軍基地に遊びに

来ませんか ?

 5 月 12 日㈯

　野外▶ 11 時～ 19 時

　 クラブ▶夕方～深夜（20 歳未満

入場不可）

 御殿場市中畑 2092（富士急バス

「滝が原自衛隊」バス停下車すぐ）

 入場料、駐車料無料

 ●身分証の提示を求められる場合

があります●盲導犬以外のペット

の入場はできません●持ち込み禁

止物品があります（ガラス製品な

ど）

 キャンプ富士MCCS�
0550-89-6102
　�内線 224-8624（MCCSオフィ
ス）
 http：//www.mccsfuji.com/

4月 15日号の訂正▶ Ｐ 15「乳幼児健康相談」の相談時間を９：30 ～ 10：30 と記載しましたが、正しくは「９：
00 〜 10：30」です。お詫びして訂正します。
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募 集
Recruitment
春の野鳥探索会・
� 野草探索会参加者

 野鳥探索会▶ 5 月 13 日㈰　9 時

～ 15 時

　 野草探索会▶ 5 月 20 日㈰　9 時

～ 15 時

　※受付はいずれも 8 時 45 分～

 富士山資料館➡富士山遊歩道➡野

草や野鳥の観察➡昼食➡林の探索

➡富士山資料館

 各 20 人

 100 円（保険料）

 5 月 10 日㈭

 弁当、水筒、タオル、帽子、雨具、

履き慣れた靴、ビニール風呂敷、

ビニール袋（必要に応じて図鑑、

カメラ、双眼鏡、ルーペなど）

 富士山資料館　998-1325

駿東職業訓練センター
6月講座

 特別教育コース▶アーク溶接特別

教育、低圧電気特別教育

　 受験対策コース▶第 2 種電気工事

士受験対策講座（実技対策）

　 パソコンコース▶パソコン入門、

ワード「基礎」、ワード「活用」、じっ

くりワード「基礎」、エクセル「基

礎」、夜間ワード「活用」、夜間エ

クセル「基礎」

　 カルチャーコース▶夜間英会話、

アロマ教室、フラワーアレンジメ

ント、手作り木綿ぞうり教室、絵

画教室

 駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

第1回
� 普通救命講習会

 5 月 23 日㈬　9 時～ 12 時

 市消防庁舎 3 階　災害対策室

 中学生以上の方

 30 人（先着順）

 AED（自動体外式除細動器）を

 5 月 25 日 ～ 7 月 20 日 の ㈪、

㈮　※ 6 月 8 日㈮は除く

　午前の部▶ 9 時 30 分～ 12 時

　午後の部▶ 13 時 30 分～ 16 時

 福祉保健会館

 市内に在住している、20 歳～

74 歳までの方で、全 15 回を通

して参加できる方

※ ここ半年以内に大きな病気をさ

れた方、手術をされた方は、申

し込む前に健康推進課にお問い

筋力向上トレーニング教室

合わせください。

 午前、午後各 20 人（定員を超

える場合は抽選）

 歩行時に足を上げる筋肉「大腰

筋」のトレーニングを中心に、

ウォーキングやマシントレーニ

ングなどを行い、歩行に必要な

筋力や柔軟性を身につけます。

 無料

 往復はがきに以下の項目を記入

の上、返信用宛名面に申込者の

住所、氏名を明記して健康推進

課へ郵送してください。

　 ❶住所❷名前（ふりがな）❸電

話番号❹生年月日、年齢❺希望

コース（午前・午後）

 5 月 1 日㈫～ 11 日㈮（必着）

 運動可能な服装、タオル、室内

用運動靴、飲み物

�健康推進課
　〒410-1117　石脇524-1
992-5711

夏休み中高生国際交流タイ派遣・ブルネイ派遣団員

タ　イ ブルネイ

内　　容

●�孤児院を訪問し、支援物資
寄贈

●�地元日本語科のタイ学生と
共に自由研修

●�アユタヤ遺跡をはじめとす
る、３つの王朝・遺跡巡り

●�イギリスから独立した、若
い小国ブルネイの国王に拝
謁・握手
●�ブルネイ大学日本語科学生
と観光、異文化交流パー
ティ

派遣期間 ８月２日㈭～６日㈪ ８月 20日㈫～ 25 日㈯

派 遣 地 バンコク、アユタヤ ブルネイ王国、シンガポール

派遣人員 中高生20人、
大学生社会人10人

中高生20人、
大学生社会人10人

費　　用 108,000 円 158,000 円

 ６月 30 日㈯（先着順）  静岡県青年海外研修協会
　054-623-0785
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用いた心肺蘇生法の習得

 無料

 消防署、茶畑分遣所、須山分遣所

でお申し込みください。または、

市ホームぺージより申込用紙をプ

リントアウトし、必要事項を記入

の上各署所までお申し込みくださ

い。

  消防署救急係　995-0119

手話奉仕員養成講座
（入門課程）

 5 月 22 日～ 10 月 16 日の毎週㈫

19 時～ 21 時、7 月 29 日㈰は終

日　※ 8 月 14 日㈫は休み

 御殿場市市民交流センターふじざ

くら会議室（御殿場市萩原 988-

1）

 裾野市、御殿場市、小山町に在住、

在勤している 18 歳以上の方

 20 人（先着順）

 厚生労働省手話奉仕員養成講座

（入門課程）に対応した初心者向

け講座

 1200 円（テキスト代）

 社会福祉協議会　992-5750
障がい福祉課　995-1820

市民体育祭
バトミントン大会

　体力作りと健康作りを目的に、い

い汗を流しませんか ?

 6 月 24 日㈰　9 時～ 17 時

 市民体育館

 高校生以上の方で、市バトミント

ン協会登録者のみ大会に参加でき

ます。ただし、未登録者の当日登

録可　※大学生以上の方の登録料

は 500 円

種�目／Ａクラス（上級者）・Ｂクラ

ス（初級者）　※どちらも男女混

合。Ｂクラスは競技歴 5 年未満ま

たは 50 歳以上の方で、過去の優

勝者は除く。

 一種目につき 600 円

 電話、メールまたは FAX でお申

し込みください。

 6 月 1 日㈮～ 15 日㈮　17 時必着

 市民体育館　993-0303
�993-8543
 バトミントン協会事務局
　994-0045

 susonobad@yahoo.co.jp

相談
Counseling
電話相談

「子ども・家庭110番」

　「子ども・家庭 110 番」は県が設

置し、子どもの問題、親子関係など

の家族に関する問題、子育て全般に

ついて保護者が抱える悩みなどに答

える電話相談窓口です、内容につい

ての秘密は固く守り、匿名での相談

も受け付けます。

 平日　9時～20時、㈯・㈰　9時

～17時　※㈷、年末年始を除く

�子ども・家庭110番　
　924-4152

　県営住宅の入居者

団地名 県営住宅茶畑団地７棟（リモデル）
所在地 茶畑1４４0
タイプ Ｅ Ｆ（※） Ｇ

間取り
２ＤＫ
洋室、

和室（４．５畳）ＤＫ

２ＤＫ
洋室、
洋室ＤＫ

２ＤＫ
洋室、

和室（６畳）ＤＫ
面積（㎡） ４1．６ ５0．７ ５0．７
家賃（予定） 1７，５00〜3４，５00円 ２1，300〜４1，８00円 ２1，300〜４1，７00円
募集戸数 1６戸 １戸 11戸
入居可能日 ７月１日㈰
備　考 エレベーター付き（単身者可）

 ※車いす使用者専用

 ❶住宅に困窮している方（自己住

宅を所有している方、現在県営住

宅に住んでいる方は除く）❷申込

者および同居親族の過去 1 年間の

所得が、公営住宅法で定める金額

以下の方❸同居親族（入居可能日

から 3 カ月以内に同居できる婚約

者を含む）がいる方❹単身申込み

可能住宅へ単身の方が申し込む場

合は、60 歳以上であることなど

の条件が追加されます❺県内に確

実な連帯保証人がいる方

 申込用紙を郵送もしくは直接お持

ちください。

 郵送▶5月12日㈯～5月18日㈮　

※受付期間内の消印があるもの　

持参▶5月14日㈪～18日㈮　8時

30分～16時30分

抽選日／ 5 月 24 日㈭　13 時～

抽選場所／県東部総合庁舎本館 3 階

　第 4 会議室

 県住宅供給公社東部支所
　�〒 410-0055　沼津市高島本町
1-3県東部総合庁舎本館2階
�920-2271
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高齢の母が昨日訪問販売で、ふとんを契約したこと
が分かった。解約したいがクーリング・オフできるだ
ろうか。�

クーリング・オフ制度とは、訪問販売などの不意打
ち的な取り引きで商品を買った後でも、一定期間内な
らば契約を無条件・無理由で解除できる制度です。た
だし、「買った商品の種類」や「どのような販売方法
により購入したか」により、クーリング・オフができ
る場合とできない場合があります。訪問販売で契約し
た場合は、契約紙面を受け取った日から８日いないで
あればクーリング・オフできます。
　クーリング・オフの手続きは必ず書面で行い、特定
記録郵便などで送付し、手元に控えが残るようにしま

５月の無料多重債務相談

　消費生活センターにて、司法書士による無料多重債

務相談を行います。すべての相談に関して秘密は厳守

されます。相談は予約制となりますので、相談希望の

方はお気軽に消費生活センターまでお問い合わせ下さ

い。

　 5 月 8 日㈫

　　5 月 22 日㈫　14 時～ 16 時、18 時～ 20 時

　 消費生活センター（市役所 1 階西側入口付近）

消費生活センター
995-1854

消費生活センター
995-1854

しょう。詳しくは消費生
活センターまでお問い合
わせください。

裾野市海外友好協会英会話サークル

　市海外友好協会では会員向けの英会話講座を開催しています。学校の

勉強ではないのでテストもありませんし、楽しく生きた英語に接するこ

とができます。自分にあったクラスを探して Let's try!!

講座名 曜日 時間 月額（※） 対象
小学生クラス
（３年生以上）

月 18時30分～19時20分 4,000円木 17時～17時50分
中学生クラス 月 19時20分～20時10分 3,000円

一般（高校生以上）
午前の部

月

10時～11時30分 4,000円

中、上級
火 初級水
木 中級
金 初級

一般（高校生以上）
夜の部

火 20時～21時 3,000円
初級～水 19時30分～21時 4,000円木

トラベル英語 月 13時～14時 3,000円 初心者
英検チャレンジ 水 11時40分～12時40分 3,000円

※家族割引あり

※ 体験授業も受け付けています。

詳しくはお問い合わせください。

 裾野市海外友好協会事務局

 各クラス数名

 市海外友好協会は民間のボラン

ティア団体です。レッスンに参

加される方は協会に入会してい

ただき、当協会の趣旨に協力し

ていただける方に限ります。

※年会費 3,000 円が掛かります。

 電話または直接申し込まれる場

合は㈪、㈬、㈮　13 時～ 16 時

にお問い合わせください。

 裾野市海外友好協会事務局
　993-9695

info@sofa-jp.org
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５月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 7・14・21・28日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 28日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 24日㈭
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 21日㈪　13時～15時 生活改善に関する
相談を希望される方

成人食事健康相談 ７日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 25日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

８日㈫９時～９時15分
平成23年12月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

22日㈫９時～９時15分
平成23年10月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

15日㈫13時15分～13時45分
平成22年11月生まれの方

２歳児
親子教室

23日㈬９時～９時15分
平成22年５月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

10日㈭午後
平成21年11月生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭13時～13時30分
平成21年５月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
５月８日㈫ 17時～ 19時 45分
５月15日㈫ ９時～ 11時 30分
５月23日㈬ 13時～ 15時 30分
５月30日㈬ ９時～ 11時 30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
５月15日㈫ ９時～ 11時 30分
５月30日㈬ ９時～ 11時 30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

内科 内科 外科 内科 内科

6 7 8 9 10 11 12

内科 内科 外科 内科 外科 整形 内科

13 14 15 16 17 18 19

外科 内科 外科 整形 外科 内科 内科

20 21 22 23 24 25 26

整形 内科 内科 内科 内科 整形 内科

27 28 29 30 31

内科 内科 外科 内科 内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

p.17
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５月後期の救急協力医
日 曜 内科 外科 小児科

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

16 水 新井内科クリニック 992-0811 久根 遠藤クリニック 975-8801 久米田 原小児科医院 962-0636 八幡町

17 木 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

18 金 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 清水館医院 993-2323 茶畑 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

19 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 日

愛鷹クリニック 967-3711 今沢 西方外科医院 921-1333 共栄町

林医院 931-1120 住吉町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

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

21 月 森本神経内科クリニック 976-5221 竹原 東医院 921-5520 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

22 火 杉山医院 992-0028 平松 頴川医院 921-5148 高島本町 さくま小児科クリニック 992-6303 茶畑

23 水 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 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

24 木 鬼頭ハートクリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

25 金 東名裾野病院 997-0200 御宿 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

26 土 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

有

料

広

告
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

日 曜 内科 外科 小児科
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 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

20 日
アミクリニック
眼科・耳鼻咽喉科
981-3341

長沢
アミクリニック
眼科・耳鼻咽喉科
981-3341

長沢 ウスイクリニック
980-5580 下土狩 さきかわ歯科医院

976-8241 伏見

27 日
つりた耳鼻咽喉科
クリニック
927-3387

宮前町 永井眼科
980-1777 萩 かぬき岩端医院

932-8189
�下香貫
前原

杉沢歯科医院
975-4618 柿田

27 日

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

福士内科
クリニック 932-3553 �下香貫

藤井原 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 遠藤クリニック 975-8801 久米田

28 月 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

29 火 清水館医院 993-2323 茶畑 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 よざ小児科医院 967-5722 原

30 水 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 白石医院 951-4593 市道町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

31 木 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

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

有

料

広

告

p.19

広報すその　平成24年５月１日号



市　 内　 の
プレイガイド

市内文化センター　 （電話予約可）　　　
ヘルシーパーク裾野（一部の公演を除く）

富士山資料館
993-9300

No.
1218

2012 年
（
平
成
24 年

）

5
月1

日
号

働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります市民憲章 :

　創作ラボ「スパイラル」は、創作好きなお母さ
んたちが集まって活動している影絵グループです。
子どもたちに喜んでもらうことを目的に、市内の
小学校や保育園、コミセンなどで影絵劇を上演し
ています。
　昔話や童話などを元にオリジナルの脚本を考え、

創作ラボ「スパイラル」
一緒にオリジナルの影絵劇をしませんか？

神
こう

津
づ

善
よし

行
ゆき

の
面白音楽講座と音楽会

第１回　「徳川幕府から明治時代へ」

№ 60『ツクバネウツギ
（衝羽根空木）スイカズラ科』

がく片がプロペラに
　山地の日当たりのよい場所に生える落葉低木
で、短い枝先にロウト形に白い花を数個つけま
す。花の内部は黄色の模様が目立ちます。
　名前の由来は、木の姿がウツギの木に似てい
ること。５枚の細長いがく片は果実に残り、そ
のときの形が、羽子板遊びの衝羽根（ツクバネ）
に似ていることから名づけられました。果実を
採って空中に浮かすとクルクル回ってゆっくり
落ちます。

琵琶の弾き語り
と　き／７月21日
㈯　13時30分～
出　演／中村メイ
コ、大

おお

出
いで

俊、加賀
美幸

さち

子
こ

、坂田美
よし

子
こ

第２回目　「奥様女中」オペラ
と　き／９月 17 日（月・祝）　13 時 30 分～
出　演／高橋薫

のぶ

子
こ

、立花敏弘、ダリオ・ポニッ
スィ、瀧

たき

田
た

亮子

入場料／全席自由席　4,000 円
チケット発売日／５月 12 日㈯　窓口▶９時～ 
電話予約▶ 13 時～
※全２回通し券のみの販売です。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

影絵の人形なども、すべて手作りしています。最
低でも年１回は新作を作っています。今後は中学
校での上演など、活動の場を増やしていきたいと
考えています。
　創作・美術好きの方、セリフを言ってみたいと
いう方は、ぜひ一緒に影絵をしましょう！

【ＤＡＴＡ】
会　員／８人
対　象／どなたでも
活動日／月４回（打ち合わせ、上演）
活動場�所／主に市内（打ち合わせ、製作は千

福が丘小学校）
問合せ／縄

なわ

巻
まき

　☎ ９９４－０2４７

中村メイコ

坂田美子
高橋薫子
立花敏弘

大出俊 加賀美幸子

広報すその　平成24年５月１日号
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ヘルシーパーク裾野

無料利用券を

ご利用ください

　今年も多くの市民のみなさんに、ヘルシーパーク裾野をご
利用いただくため、無料利用券（３時間券）をご用意しまし
た。この機会に、ヘルシーパーク裾野をぜひご利用ください。

健康福祉部 健康推進課
992-5711

ヘルシーパーク裾野
965-1126

１．源泉名　 すその美人の湯　裾野 3 号
２．泉　質　 高張性温泉（成分が多く浸透圧が高い）

カルシウム・ナトリウム・塩化物温泉
３．泉　温　41.5 度
４．水素イオン濃度（Ｐｈ値）
　　　　　　7.6（弱アルカリ性）
５．湧出量　毎分 170ℓ
６．適応症　 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運

動麻
ま ひ

痺、関節のこわばり、うちみ、く
じき、慢性消化器病、痔

じ し つ

疾、冷え性、
疲労回復など

７．禁
き ん き

忌症　 急性疾患（特に熱がある場合）、活動
性の結核、悪性腫

しゅよう

瘍、心臓病、呼吸不
全、出血性疾患、貧血、動脈硬化症、
高血圧症、妊娠中、その他一般に病勢
進行中の疾患など

利用案内
営業時間 10 時〜 21 時（受付は 20 時 30 分まで）

休館日

❖毎週木曜日
　（木曜日が祝日の場合は翌日）
❖６月 18 日㈪〜 21 日㈭、
　12 月 30 日㈰〜１月１日㈫

利用料金

風呂
３時間 500 円
１日 1,000 円

バーデプール
３時間 500 円
１日 1,000 円

風呂＋バーデプール
３時間 800 円
１日 1,300 円

家族風呂（要予約） 上記料金＋一家族
 1,000 円

利用上の
お願い

❖おむつ、トレーニングパンツなどを使用
されている方は大浴場・バーデプールは
ご利用いただけません（家族風呂はご利
用いただけます。なお、家族風呂は予約
が必要です）。

❖館内に飲食物は持ち込めません。
❖ヘルシーパーク裾野までの市内無料送迎

バスを運行しています（平日のみ、詳細
はヘルシーパーク裾野まで）。

❖障がい者の方には割引制度があります。

ヘルシーパーク裾野の温泉成分

ヘルシーパーク裾野　営業時間・休館日

営 業 時 間 10 時〜 21 時 
（受付は 20 時 30 分まで）

休 館 日 毎週木曜日
（木曜日が祝日の場合は翌日）

※６月18日㈪〜21日㈭、12月30日㈰〜１月１㈫は休館します。

広報すその平成24年5月15日号

▼切り取ってお使いください

ヘルシーパーク裾野は平成 24 年４月１日か
ら、一部料金につきまして次の通り変更させて
いただきました。

●回数券が 12 枚つづりになりました。
●３歳以上から子ども料金が必要となりました。
●乙女の間・三国の間の利用が有料となりました。
● 市内にお住まいの障がい者手帳をお持ちの方の

家族風呂の貸出料が 500 円となりました。

p.2
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ペットと暮らす 〜大切な家族との生活〜

市民部　生活環境課
995-1816

　人とペットが共に仲良く生きていくには、かわいがるだけでなく、
マナーとモラルが必要です。

　ペットを飼うことは、ペットの命を預かることです。

　飼い主には動物と人が快適・健康に暮らせるように、

社会や近隣に迷惑をかけないようにする責任があります。

猫を飼っている方へ

＊室内飼いのすすめ
　猫を野外で飼うことは、近隣への迷惑になるだけで

なく猫への危険もいっぱいです。毎年たくさんの猫が

路上で亡くなっています。飼い猫を「飼い主のいない

猫にしない」ためにも、市では室内飼いを推奨してい

ます。

＊最後まで面倒をみましょう
　一度飼い始めたら生涯飼うことが飼い主の責任です。

動物を置き去りにしたり、捨てることは犯罪です。

＊不妊・去勢手術をしましょう
　猫は繁殖力の強い動物です。手術をすれば子猫が生

まれる心配もなく、病気を予防し、発情期の異様な鳴

き声、放浪癖、けんか、尿スプレーなどを抑止する効

果があります。性格が穏やかになり長生きするとも言

われています。

＊エサやりについて
　最近、猫について多くの苦情が寄せられています。

飼い主のいない猫にエサを与えると、猫が集まってき

て近隣の庭にフンをしたり、車を傷つけたりして迷惑

をかけます。無責任にエサを与えるのはやめましょう。

《飼い犬・猫の去勢・不妊手術に補助金が出ます》
～望まれない子犬・子猫、捨て犬、捨て猫を減らしましょう～

　獣医師によって、飼い犬・猫の
生殖機能の処置を行った方。なお、

犬は市に登録されている犬に限ります。
※事業目的で飼育している犬・猫は対象外です。

　去勢・不妊手術に要する経費の
３ 分 の １ 以 内 で、 １ 匹 に つ き

5,400 円が上限額です。
※ 補助金算出上、100 円未満の端数は切り捨てになり

ます。

対　象

　手術後、各動物病院で所定の証
明書に必要事項を記入してもらい、

申請書に添えて生活環境課へ提出してください。

申請方法

補助額

①補助金申請書　②補助金請求書
③獣医師による証明書　④印鑑
⑤申請者の口座が分かる物

手続きに
必要な物

　犬・猫の本能や習性をよく理解し、周囲の生活環境

を害することのないように自覚と責任を持って飼いま

しょう。

犬を飼っている方へ

＊登録について
　生後 90 日以上の犬を取得した日から 30 日以内に

登録をする必要があります。登録は生涯に一度だけで

す。登録していない方は、登録料 3,000 円と印鑑をお

持ちになり、生活環境課へお越しください。

＊狂犬病予防注射について
　狂犬病予防注射は年に一回必ず受けましょう。市で

行っている集合注射で受けるか、動物病院で個別に受

けてください。

＊ふんの放置や放し飼いは条例違反です
　散歩のときはリードをしっかり付けましょう。（市

飼い犬条例第３条）また、散歩中のふんの始末ができ

るようにスコップと袋などを持ち、ふんを放置しない

（同条例第２条）ようにしましょう。

　ふんの放置や放し飼いは、市飼い犬条例違反になり、

場合によっては飼い主に被害防止の対策を指示するこ

とがあります。

＊死亡したときなどは
　飼い犬が死亡したとき、飼い主が変わったとき、市

外へ転出されるときなどは、届け出が必要になります

ので、生活環境課へお問い合わせください。

大切なペットのために！
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　お子さんでも歯と歯の間がせまい場合は、糸
ようじ（フロス）などの補助清掃器具を併用し
ましょう。

❹フッ素の効果について

　むし歯菌の酸に溶かさ
れにくい歯にするために
は、フッ素塗布が効果的
です。塗布についてはか
かりつけの歯医者さんに
ご相談ください。
　またフッ素入りの歯磨き粉を使用してもよい
でしょう。

　お子さんの歯並びについて

　あまりよく食べ物を噛まない人は、あごがせ
まく永久歯が並びきれずに
歯並びが悪くなりやすい傾
向があります。
　また、むし歯などで乳歯
を早く失うと、前後の歯が

傾き、次に生える永久歯の歯並びが悪くなりま
す。乳歯をむし歯から守ることは永久歯の歯並
びのためでもあるのです。

６月４日〜10日は、歯の衛生週間です
「はみがきは じょうぶなからだの 第一歩」

❶むし歯菌はどこから来た？

　むし歯はむし歯菌が原因で起こります。その
菌はいつどこから来るのでしょうか。
　むし歯菌の多くは、ご両親の口の中にいる細
菌が移ることで入ってきます。そのため、ご両
親のむし歯予防はお子さんのためでもあります。
また、はしの共有などは避けましょう。

❷食べ物とむし歯の関係

　むし歯菌は糖分を栄養に
して酸を作り、その酸が歯
を溶かします。
　甘いおやつや甘い飲み物
を摂るとたくさん酸を出して歯を溶かします。
　特に時間を決めずだらだら食べていると、口
の中が常に溶けやすい状態になってしまいます。

❸むし歯菌をなくすためには

　むし歯菌はうがいだけでは落とせません。基
本は歯ブラシによるブラッシングが必要です。
1 本ずつ丁寧に、毎食後・夜寝る前にブラッシ
ングをしましょう。小さいお子さんには、大人
が仕上げ磨きをしてあげてください。

むし歯の原因と
 その対策について
� 歯科クリニックみよし　歯科医師　三

み

好
よし

　俊
とし

章
あき

先生

よくある質問

日本歯科医師会キャラクター「予防さん」
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健康福祉部　健康推進課
992-5711

5 歳児（年長児） 
 むし歯のない児・治療完了児の表彰　

対　象／ 市内通園先の幼稚園・保育園の歯科検診でむ

し歯がなかった年長児、または検診後から６

月６日㈬までに治療が完了した年長児。

※ 市内在住で市外の幼稚園・保育園に通園しているお

子さんも対象です。上記に該当し、表彰を希望され

る方は６月６日㈬までに健康推進課にご連絡くださ

い。

内　容／ 健康と歯のフェスティバルの「５歳児賞状

コーナー」で賞状と記念品を進呈します。

歯の衛生週間にちなんだ 
 図画・ポスター・標語の募集　

対　　象／図画▶ 市内に在住している年長児または年

長児と保護者の合作

　　　　　図画・ポスター・標語
　　　　　　　▶市内に在住している小学生

　　　　　ポスター・標語
　　　　　　　▶市内に在住している中学生

応募方法／図画・ポスター・標語
　　　　　　　▶ Ｂ３四つ切りサイズの画用紙に描い

た作品を、市内の通園・通学してい

る幼稚園・保育園・学校へ提出して

ください。

　　　　　　　※標語は様式はありません。

展示期間／６月２日㈯〜６月８日㈮

　　　　　８時 30 分〜 17 時

　　　　　６月９日㈯

　　　　　13 時 45 分〜 15 時 30 分

展示場所／福祉保健会館３階　研修室

いい歯のお年寄り８
は ち ま る に い ま る

０２０コンクール 
 （事前に無料歯科検診が必要です）　

対　象／ 市内在住の 80 歳以上で 20 本以上自分の歯

がある方（誕生日が昭和７年４月１日以前の

方）

内　容／ 健康と歯のフェスティバルの式典で賞状と記

念品を進呈します。

7020 認定 
 （事前の無料歯科検診が必要です）　

対　象／ 市内在住の 70 歳以上で 20 本以上自分の歯

がある方（誕生日が昭和 7 年４月２日〜昭和

17 年４月１日の方）

内　容／ 健康と歯のフェスティバルの「7020 認定コー

ナー」で認定証と記念品を進呈します。

事前歯科検診

期　間／５月 23 日㈬まで

場　所／ 市内の駿東歯科医師会に加入

している歯科診療所

※事前に各診療所に

　お問い合わせください。

健康と歯のフェスティバル
と　き／６月９日㈯
　　　　13時45分～15時 30分
場　所／福祉保健会館

よい歯をつくる
親子のつどい

第34回

催し物

歯科医師による
無料検診・相談

歯磨き指導

フッ素洗口

噛む力の測定など
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『さあ今日も　水と元気が　蛇口から』
（第 54 回水道週間スローガン）

　６月１日㈮から７日㈭は、水道についての仕組み
や料金、水の大切さなどについて、皆さんに理解を
深めていただく『水道週間』です。
　水道水は、飲み水としてはもちろん、料理・洗濯・
お風呂やトイレなど、いろいろなところで使われ、
わたしたちの生活から切り離すことのできない重要

な役割を果たしています。
　この機会に、水の大切さや使い方を考え、節水を
心掛けましょう。
　上水道課では、今後も安全でおいしい水をお届け
するために、信頼と理解を得られるよう効率的な事
業運営を行っていきます。

６月１日〜７日は、水道週間です

水道部　上水道課
995-1890

■こんなときはご連絡を！
　転入出により、水道の使用を開始・中止するなどの

場合は、次の通り「水道料金お客さまセンター」へご

連絡ください。

〈お知らせいただく内容〉
❶住所、建物名称、部屋番号など

❷使用者氏名

❸引越し日（予定日）、引越し先、連絡先電話番号

❹料金の支払い方法など

※ 給水装置所有者に変更があったときは名義変更の

届出が必要です（名義変更届書に要押印）

裾野市水道料金お客さまセンター

☎995-1831
営業時間／８時30分～17時 15分

※土日祝日・年末年始を除く

■使用「開始」「中止」の申し込みが
  インターネットでできます !!
　水道・下水道の使用「開始」「中止」の申し込みは、裾

野市水道料金お客さまセンターへお電話いただくほか、

インターネットでの申し込みが 24 時間いつでも可能

です。引越しなどの際は是非ご利用ください！

裾野市公式ウェブサイト
「くらし」→「ライフライン」→「水道
関係・転居などについて」（申し込み画
面は外部リンクです）

　インターネットによる「開始」「中止」の申し込み

受付は、申し込み後、お客さまセンターからお客さま

への電話による「申し込み内容の確認」によってはじ

めて成立します。（申し込み日より３営業日内）

　申し込み手続きの詳細は、『水道・下水道使用開始

および中止のお申し込み』トップ画面をご確認くださ

い。

※ お急ぎの方は、裾野市水道料金お客さまセンターの

営業時間内に、電話でお申し込みください。

携帯端末などでもお申し込み可能！
　QRコード読み取り対応の携
帯端末などでは、左記の QR
コードを読み込ませることで、
携帯電話専用申し込み画面に接
続できます（外部リンク）。

❶容器の洗浄： 容器を洗い乾かします。汚れがあると
水は腐敗しやすくなります。

❷入　れ　方： 水道水を少しずつ注ぎます。勢いよく
注ぐと空気が入ってしまいます。容器
の口いっぱいまで水を入れ、空気が入
らないよう注意しながら密閉します。

　人が生きていくのには、最低限１日約２リットルの飲料水が必要といわれています。そのほか手洗いなど衛
生を保つ水も含めると１日約４リットルになります。水道水の保存には、密閉できる容器を用意しましょう。
空気を入れないことがポイントです。

❸保管方法： 暗くて涼しい場所に保管します。直射日
光が当たるとバクテリアが繁殖しやすく、
腐敗の原因となるので、適当な場所がな
ければ黒ビニール袋などをかぶせて遮光
します。最低でも２週間に１度は入れ替
えましょう。

水道水の備蓄
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農業者戸別所得補償制度について

産業部　農林振興課
995-1823

　農業者戸別所得補償制度の加入受付が、４月２日から開
始されています。
　この制度は、恒常的にコスト割れしている農作物を生産・
販売している農業者に対し、生産費と販売額の差額相当分
を補償する制度で、下記の３つが主な事業となります。

1畑作物の所得補償
●対象作物 　 麦・大豆・てん菜・でん粉用ばれいしょ・

そば・なたね

●交付要件 　対象作物を生産・販売していること。

※ 販売者数量や品質を証明する伝票・検査票などの写

しが必要となります。

●交付方法・ 単価など
　　　　　　 下記の【面積払】【数量払】のうち、い

ずれか金額の高い方のみ交付されます。

【面積払】（営農継続支払）
全対象作物共通で 20,000 円／ 10a

※ 面積は前年産販売数量と県の平均単収から算定さ

れるため、前年産の販売伝票などが必要です。

【数量払】
　名作物の品質（等級）に応じた交付単価と当年産

の販売数量に応じて交付します。

※ 販売数量や品質を証明する伝票、検査票などの写

しが必要です。

2水田活用の所得補償
●対象作物・単価など
【戦略作物】　麦・大豆：35,000 円／ 10a

　　　　　　加工用米・そば・なたね

　　　　　　　　　　：20,000 円／ 10a

　　　　　　 新規需要米

 （米粉用・飼料用・WCS 用稲）

　　　　　　　　　　：80,000 円／ 10a

【産地資金】（地域特産品など）
　　　　　　　ヤマトイモ・イチゴ・モロヘイヤ・そば

　　　　　　　　　　：10,000 円／ 10a

　　　　　　芝・種苗・景観作物

　　　　　　　　　　：6,000 円／ 10a

●交付要件
　　水田で対象作物を生産し、販売していること

　※ 販売実績を証明する出荷（販売）伝票・作業日誌

などの写しが必要です。

　※ 麦・大豆・そば・なたねについては、畑作物の所

得補償と併せて交付を受けられます。

　※ 産地資金のそばについては、JA なんすんによる

特産化への取り組みに参加することが要件となり

ますが、田・畑の別を問わず、他の助成に上乗せ

して交付されます。

3米の所得補償
●交付要件
　 　米の生産数量目標に従って主食用米を生産・販売

していること。

　※ 販売実績を証明する出荷（販売）伝票の写しが必

要です。

　※ ただし、水稲共済の加入者であれば、販売農家で

あると認められ、伝票の提出は不要となります。

静岡県東部農業共済組合 沼津事業所 923-1121
●交付方法
　【定額交付】　15,000 円／ 10a

　【米価変動補填交付金】
　 　米の販売価格が下落した場合に、差額分を交付（支

払いは次年度）。

　※ ただし、作付面積から自家消費・縁故米相当分と

して 10a を控除します。

　昨年度、同制度の交付対象となった方には、５

月中に案内通知を送付します。昨年度未加入の方

で、制度の説明、資料の送付などをご希望の方は、

お手数ですが、農林振興課までお問い合わせくだ

さい。

　申請書の記入方法などに関する相談会のご案内

６月５日㈫ 10時〜16時 市役所地下会議室

６月６日㈬ 13時30分〜16時 須山支所

６月７日㈭ 13時30分〜20時 市民文化センター

　加入申請の受付締め切りは、７月２日㈪です。
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Photograph ４月

「菜の花と富士」 撮影／秘書課広報室

　「入学式」が市内小学校で行われました。向田小

学校でも新１年生が、少し緊張しながら話を聞いて

いました。 （４月５日）

　ロンドンオリンピック代表選手の高
たか

桑
くわ

健
けん

選手が

市長を表敬訪問しました。高桑選手は競泳日本選

手権の男子 200 ｍ個人メドレー決勝で２位に入

り、２大会連続のオリンピック代表選手に決定さ

れました。 （４月 16 日）

　グリーンカフェ花
はな

麒
き

麟
りん

の開所式が市役所東
側の別棟で行われました。翌日の営業開始に
は多くの方がパンなどを買い求めていました。
営業にあたり、みどり作業所通所者による、
手作りパンやカレー、コーヒー、ソフトクリー
ムなどが提供されます。花麒麟は月〜金曜日
の 10 時から 15 時 30 分まで営業しています。
 （４月 10 日・11 日）
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Photograph April
　第１回富士山すそのパ
ノラマロード菜の花＆桜
まつりがヘルシーパーク
付近で行われました。訪
れた皆さんは、記念撮影
をしたり、ステージで催
される大正琴や新体操、
フラダンスを観賞したり
と、鮮やかな春の風景の
中で楽しんでいました。
 （４月 15 日）

　市消防団辞令交付式が、市民体育館で行わ
れました。新入団員は厳粛な雰囲気の中、気
持ちを引き締め、活動に取り組む決意をしま
した。 （４月１日）

　「ふじのくに先端医療総合特区地域説明会」が生涯学
習センターで行われました。静岡県が指定を受けた「ふ
じのくに先端医療総合特区」は裾野市を含む東部 12 市
町を区域としています。この地域に先端医療産業が集積
され地域活性化につながることが期待されています。
　当日は、地域協議会会長の山

やま

口
ぐち

建
けん

さん（静岡県理事（併）
静岡がんセンター総長）、県新産業集積課職員が、190
人近い来場者に同特区の内容を説明しました。
 （４月 17 日）

　消防団による礼式査閲が市民体育館
で行われました。各地域の団員は細部
まで気を払った規律のある動きをチー
ムごとに披露しました。 （４月 22 日）

　富岡地区桜まつりが富岡第一小学校グランドで行わ
れました。訪れた大勢の方はいろいろなイベントを楽
しんでいました。 （４月１日）

p. 9p.9

広報すその　平成24年５月15日号



　住民票・印鑑証明・所得証明を窓口で取得す
る場合の料金は 300 円ですが、自動交付機で
は 200 円で取得できます。

※ 公的年金用の無料証明は、自動交付機では取れません。また、誤発行による
差し替えや返金はできませんのでご注意ください。

お得で便利な自動交付機を
利用しましょう！

自動交付機設置概要
設置場所 利用時間帯 取得できる証明書 金額

市役所の玄関風除室 ８:00～ 20:00
※年末年始を除く

⒈　住民票（謄本・抄本）
⒉　印鑑証明
⒊　�所得証明（１月１日
現在裾野市に住所登
録のある人のみ）

１通
200円

市役所１階ホール 開庁日の
８:30～ 17:15

生涯学習センター 開館日の
８:30～ 20:00

すでに印鑑登録をしている方 新規印鑑登録をする方 印鑑登録をしない方
（住民票・所得証明のみ）

ご用意して頂くもの
本人確認資料、認印、印鑑
登録証または住民基本台帳
カード

本人確認資料、登録する印
鑑（実印）、住民基本台帳カー
ド（所有者のみ）、認印

本人確認資料、認印、住民
基本台帳カード（所有者の
み）

カード
発行
手数料

市民カード 無料

住基カード 500円

印鑑登録手数料 300円

自動交付機を利用するには、暗証番号登録された「裾野市民カード」
または「住民基本台帳カード」が必要です
印 鑑
登録証

裾野市民
カ ー ド

住民基本
台 帳
カ ー ド

暗証番号登録を行う際、
官公庁などが発行してい
る身分証明書で、本人確
認を行います。

切り替え
暗証番号登録

　既に「印鑑登録証」をお持ちの方
は、切り替えが必要になります。「裾
野市民カード」または、「住民基本
台帳カード」のどちらかを選択して
ください。

市民部　市民課
995-1812
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申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail

４月 15 日号の訂正▶  P14「多重債務相談」の相談日・相談時間を第１・第３火曜日　14時〜16時と記載しましたが、
正しくは「第２・第４火曜日　14時〜16時、18時〜20時」です。お詫びして訂正します。

お知らせ
Announcement
個人住民税の

特別徴収事務説明会

　事業所向けの個人住民税の特別徴

収に関する事務手続きついて、次の

とおり説明会を行います。各会場と

も、同じ内容の説明を行いますので、

いずれか都合の良い日・会場にお越

しください。
開催日 時　間

場　所

６月１日㈮ 13:30～ 15:00

沼津市民文化センター　小ホール
（沼津市御幸町15-1）

６月４日㈪ 13:30～ 15:00

三島北上公民館　多目的ホール
（三島市萩312）

６月５日㈫ 13:30～ 15:00

御殿場市民会館　小ホール
（御殿場市萩原183番地１）

６月６日㈬ 13:30～ 15:00

アクシスかつらぎ　多目的ホール
（伊豆の国市古奈255）

 特別徴収税額通知書に同封されて

いる「特別徴収に関するつづり」

県沼津財務事務所　管理課
　920-2016
市民税課　995-1810

第 31 回
わたしの主張裾野市大会

　市内小・中・高校の代表者が、日

常生活の中で考えていることを主張

の形で発表します。入場は無料です

ので、お気軽にご来場ください。

６月３日㈰

　９時 30 分〜 12 時 30 分

市民文化センター大ホール

生涯学習課　992-3800

年金相談の実施

　年金事務所の職員が、諸届出の受

け付けや手続きの仕方などのご相談

に応じます。

６月 21 日㈭　10 時〜 13 時

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

 事前に電話または窓口で予約して

ください。

６月７日㈭

国保年金課　995-1813

学校開放調整会議

　学校体育施設を利用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

※時間はいずれも 19 時〜

地区 日時 場所
深良地区 ６月１日㈮ 生涯学習

センター東 地 区 ６月６日㈬
須山地区 ６月１2日㈫ 須山コミセン
西 地 区 ６月１3日㈬ 生涯学習

センター富岡地区 ６月１4日㈭

生涯学習課　992-3800

蚊とハエ用薬剤の無料配布

　蚊とハエをなくす実践運動として、

防疫用錠剤を無料で８月 31 日㈮ま

で配布します。

配 布薬剤／蚊とハエ用発泡錠剤１袋

（幼虫の成長を抑え、成虫にさせ

ないための錠剤で、２錠入り）

配 布個数／１世帯２袋まで

配 布場所／生活環境課または各支所

生活環境課　995-1816

報道機関向け
資料ボックスの開放

　市役所３階広報室にある報道機関

向けの資料ボックスを、地域団体な

どに開放します。地域発の市民生活

密着情報を報道機関へ提供し、より

新聞やTVラジオなどへ市の情報が取

り上げられるよう促進するものです。

 情報提供の希望者は、指定の提供

依頼書とともに、報道提供資料５

部を準備し、市広報室へ提出して

いただきます。所管課がある団体

などは、従来どおり所管課経由で

お願いします。

※ 広報室では内容を確認し、報道機

関向けの資料ボックスに投げ込む

ほか、提供者の希望により FAX

の一斉通信を行います。詳細は広

報室までお問い合わせください。

秘書課広報室　995-1802

募 集
Recruitment

にこにこキャラバン
“下和田呼子地区の巻”

　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。お申し込みは必要ありません

ので、直接会場へお越しください。

５月 29 日㈫　10 時〜 11 時 30 分

富岡第二小学校体育館

未就学児とその保護者

 内歌、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

 民生委員児童委員事務局（社会福
祉課内）�995-1819
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募 集
Recruitment

裾野市ファミリー・サポート・
センター講習会

　裾野市ファミリー・サポート・セ

ンターとは、「子育ての手助けをし

てほしい」「子育ての手伝いをした

い」という人たちが会員となって、

一時的にお子さんの世話を有料で行

うシステムです。

　この講習会はお子さんを預かる

「まかせて会員」を対象としています。

とき 時間 ところ

５月29日㈫
9:１5 ～
� １１:50

消防署
災害対策室

５月30日㈬ 市役所
30１会議室

20 人

無料

 裾野市ファミリー・サポート・セ
ンター　995-1001

有

料

広

告

みんなの広場 広報すそのの「みんなの広
場」に載ってみませんか？

市民体育館トレーニング室
利用者講習会

　この講習会で正しい利用方法を学

んだ方は、市民体育館トレーニング

室を利用できます。

６月８日㈮　19 時〜 20 時 40 分

　27 日㈬　15 時〜 16 時 40 分

市民体育館

15 歳以上の方（中学生を除く）

100 円

 運動可能な服装、タオル、体育館

シューズ

 市民体育館　993-0303

■わがやのスター
 市内に在住している３歳０カ月ま
でのお子さん
 電話もしくはメールで以下の項目
をご連絡ください。❶わがやのス
ター❷お子さんの名前（漢字・フ
リガナ）❸お子さんの誕生日❹住
所❺電話番号❻保護者の名前

※ 掲載するときは、あらためて秘書
課広報室から連絡を差し上げます。

※ 写真は原則としてご準備いただい
たものを掲載します。

※ ３歳１カ月以上のお子さんの掲載
はできません。枠も限られていま
すので、早めのお申し込みをお願
いします。

■今月の一枚
 　市内で撮れた、奇麗な風景、楽し
いイベントなど、いろいろな写真を
募集しています。撮影した自慢の写
真を広報紙でみなさんに紹介してみ
ませんか？

 電話もしくはメールで以下の項目
をご連絡ください。❶今月の一枚
❷名前（漢字・フリガナ）❸住所
❹電話番号❺写真のタイトル❻撮
影年月日

※ メールの場合は、写真を添付して
ください。

■団体・サークル紹介
　市内に拠点を持つ団体、サークル
を紹介し、活動の応援をします！

 電話もしくはメールで以下の項目
をご連絡ください。❶団体・サー
クル紹介❷サークル名❸活動内容
❹代表者名❺代表者電話番号

※ 掲載には基準があるため、掲載で
きない場合もあります。

■アングル
　市内に在住している「ときの人」
を紹介します。特に顕著な活動や結
果を残された方を皆さんに紹介しま
す。

 電話もしくはメールで以下の項目
をご連絡ください。❶アングル❷
名前❸活動、表彰内容❹電話番号

※掲載には基準があります。

秘書課広報室　995-1802

wagaya-star@city.susono.shizuoka.jp
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有

料

広

告

１日㈮〜
７日㈭ 水道週間

３日㈰ わたしの主張
裾野市大会

11日㈪〜
21日㈭ 市議会６月定例会

６月　カレンダー

６月　水道工事当番店

納付期限：７月２日㈪

市県民税� 第１期分

水道料金・下水道使用料
第２期分

６月　税金・料金

人　口　54,140人� （＋42人）
　男　　27,688人� （＋46人）
　女　　26,452人� （−４人）
世　帯　21,213世帯�（＋117世帯）
内、外国人登録� 798人�413世帯

データバンク
５月１日現在※工事、修理は有料です。

２日㈯
パイピング横山

☎ 992-3329�

３日㈰
㈲古谷設備工業

☎ 992-5379�

９日㈯
㈲杉本住宅設備機器

☎ 997-0983�

10 日㈰
丸伸設備工業

☎ 997-3463�

16 日㈯
㈲細野設備

☎ 992-2465 

17 日㈰
田央設備㈲

☎ 997-5175 

23 日㈯
㈲渡辺設備

☎ 992-3034�

24 日㈰
㈱小島屋商会

☎ 998-0019�

30 日㈯
㈲富士設備

☎ 997-1507 

6 3 78

 ６月 27 日㈬
※１人 45 分以内でお願いします。

 市役所３階市長室
 ４人（先着順）
 電話でお申し込みください。

 ６月１日㈮〜 25 日㈪
秘書課　995-1800
 担当課・秘書課職員が同席し
ます。

相談
Counseling

人　権　相　談

　６月１日の人権擁護委員の日に合

わせ、人権擁護特設相談を開催しま

す。隣人とのもめ事、いじめ、差別、

ドメスティックバイオレンスなど、

お一人で悩まずに、まずはご相談く

ださい。

 ６月１日㈮ 10 時〜 12 時、13 時

〜 15 時

市役所４階 402 会議室

秘書課広報室　995-1802

イベント
Events

富士のふもとの大博覧会 2012
富士山麓のグルメが勢ぞろい！

 ５月26日㈯、27日㈰　10時〜16時

 富士市産業交流展示場「ふじさん

めっせ」

 富士のふもとのグルメコンテスト、

グルメコンテスト出展者による逸

品販売、富士のふもとの厳選食財、

富士のふもとの健康づくりエリア

などを行います。

 JR 富士駅南口や富士市役所など

から出るシャトルバスをご利用く

ださい。

富士市商業労政課　0545-55-2907
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６月前期の救急協力医
平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

1 金 あそうクリニック 929-7575 筒井町 関外科胃腸科医院 92１-2１85 花園町 杉谷小児科医院 923-６543 筒井町

2 土 杉山病院 9６3-4１１4 錦町 瀬尾記念慶友病院 935-１5１１ 下香貫
　島郷 よざ小児科医院 9６7-5722 原

3 日

勝呂医院 9６2-3083 千本中町 勝呂医院 9６2-3083 千本中町

きくちクリニック 989-5788 桜堤 白十字小児科医院 933-5１１１ 下香貫
　馬場

清水館医院 993-2323 茶畑 守重医院 93１-25１１ 我入道
　江川町

4 月 青沼胃腸科クリニック 929-６205 大岡 香貫医院 93１-24６5 本郷町 杉谷小児科医院 923-６543 筒井町

5 火 岩渕内科医院 95１-4579 添地町 西方外科医院 92１-１333 共栄町 古屋小児科医院 9６3-0407 西条町

6 水 境医院 975-802１ 竹原 大沢ハート
クリニック 929-１3１3 若葉町 坂小児科医院 93１-3233 下香貫

　前原

7 木 旭医院 9６６-003１ 原 池田病院 98６-１2１2 本宿 西村医院 97１-６5１0 下土狩

8 金 高桑医院岩波診療所 997-048６ 岩波 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 92１-2053 高島町

9 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 池田病院 98６-１2１2 本宿 星野医院 9６2-0782 山王台

１0 日

あめみや内科 935-１１59 吉田町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

杉山医院 972-3223 伏見 古屋小児科医院 9６3-0407 西条町

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 五十嵐クリニック 934-６700 志下

有

料

広

告
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時
日 曜 内科 外科 小児科

日 曜 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

3 日
三島中央病院
97１-4１33

緑町
吉村眼科内科医院
984-1333

長伏
田中産婦人科
97１-354１

中央町
瀬川歯科医院
988-8904

桜堤

１0 日
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
沼津市立病院
924-5１00

東椎路
せき歯科
クリニック
98１-2６33

的場

１１ 月 愛鷹クリニック 9６7-37１１ 今沢 田沢医院 9６2-１205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

１2 火 なおきクリニック 929-8555 東椎路 東医院 92１-5520 高沢町 りゅうじん医院 988-3１33 下土狩

１3 水 柿田川医院 973-3６0１ 柿田 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

１4 木 鬼頭ハートクリニック 999-48１0 本宿 池田病院 98６-１2１2 本宿 原小児科医院 9６2-0６3６ 八幡町

１5 金 花メディカルクリニック 987-9１45 下土狩 沼津整形外科医院 92１-379１ 共栄町 よざ小児科医院 9６7-5722 原

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分～翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科

平　日：18時～22時

土曜日：14時～21時

日祝日： ９時～21時

有

料

広

告
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

４日㈪，11日㈪，18日㈪，25日㈪，
22日㈮ 〜 29日㈮蔵書点検

６月の休館日

６月の行事予定
親子おはなし広場

　５日㈫　10 時 30分〜　 展示室　　　　　　
親子おはなしの会

　19日㈫　10 時 30分〜　 文化センター図書室
おはなしの会

　２日㈯　14 時〜 00 分　おはなしの部屋　　
　９日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

ファーストブック
　20日㈬　10 時〜 15 時　展示室　　　　　　

今月の一冊
花を楽しむ地図
　地図で見る・知る・訪ねる日本
の花。県別地図には、県ごとの代
表的な花と見所を掲載。文学・絵
画・音楽など日本人に愛されてき
た花の知識が満載。

　桜の名木 10 選、東北・夢の桜街道、誕生花カ
レンダーなどの巻末特集も収録。
著：帝国書院編集部　出版：帝国書院

蔵書点検の
ために　  休館します
　資料の所在確認作業を行うため、次のとおり休
館します。
　大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い
します。
と　き／６月 22 日㈮〜 29 日㈮
ところ／鈴木図書館
　　　　市民文化センター図書室

新刊紹介 New Release
『ねんどろん』
著：荒井良二　講談社

『ビッケのとっておき大作戦』
作：ルーネル・ヨンソン
絵：エーヴェット・カールソン　評論社

『デイジーのめちゃくちゃ！おさかなつり』
作：ケス・グレイ　訳：吉上恭太　小峰書店

『 江戸の子ども行事とあそび12か月』
作：菊地ひと美　偕成社

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
著：東野圭吾　角川書店

『三匹のおっさん　ふたたび』
著：有川浩　文藝春秋

『星に願いを、月に祈りを』
著：中村航　小学館

『夜鳴きめし屋』
著：宇江佐真理　光文社

横山　魁
かい

くん
（３歳・御宿）

横山　咲
さ

良
ら

ちゃん
（２歳 11カ月・御宿）

高村　日
ひ
夏
なつ

くん
（２歳 11カ月・公文名）

杉山　諒
りょう

馬
ま

くん
（３歳・稲荷）

松本　一
いち

華
か

ちゃん
（２歳 11カ月・伊豆島田）
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山
トレイル

道を走る

No.
1220

2012年（平成24年）

6月1日号 02 �食育月間、食育の日
03 �平成 23年度ごみ処理実績

　総距離 156 ｋｍにもおよぶ富士山麓の
道を一周する大会、ウルトラトレイル・
マウントフジが行われました。
　５月18日㈮に山梨県の河口湖をスター
トした選手たちは、19日㈯の未明にかけ
て、水ケ塚公園に設置されたエイドステー
ションに到着し、休憩をしていきました。

ウルトラトレイル・マウントフジ 初開催



健康福祉部　健康推進課
992-5711

 このなかで６月が旬の食べ物はどれでしょう？

 正解は４ページの下段をご覧ください。

保育園給食 旬の食材クイズ

地場産物を食べることのメリット
①�旬の食材を新鮮なまま入手できるので、おいしいの

はもちろんのこと、安価で栄養も豊富です。
②�「顔が見え、話ができる」生産者の新鮮で安全な食

材を使えます。
③�生産者などとの交流や体験により、生産者への感謝

や、食を通じた生命・自然を尊重する心を育むこと
ができます。

④�流通に要するエネルギーや経費の節減など環境保護
に貢献することができます。

⑤�地元の農業を支援することにより、地域経済の活性
化につながります。

地場産物とは？
　地場産物とは自分が住んでいる地域や県内な
ど近隣で作られたり、採れたりするもののこと
です。

材料（４枚分）
　小麦粉� 72ｇ
　スキムミルク� ₈ｇ
　牛乳� 100cc
　卵� １個
　桜えび（干）� ₅ｇ
　モロヘイヤ� 40ｇ
　タマネギ� 60ｇ
　ごま油� 適量
［たれ］
　しょうゆ� 小さじ₂
　砂糖� 小さじ₁
　酢� 小さじ₂
　ゴマ� 小さじ₂

作り方
❶�タマネギは�
薄切りにする。
❷�モロヘイヤは細かく刻
んでおく。
❸�ごま油とたれ以外の材
料を混ぜる。
❹�たれの調味料を合わせ、
加熱して、最後にゴマ
を加える。
❺�フライパンにごま油を
熱し、❸を４つに分け
て、広げて両面を焼く。
❻❺に❹をかける。

裾野市の特産品は？
●イチゴ（章姫・紅ほっぺ）
　�　イチゴの産地として有名な静岡

県の中でも、その甘味に自信あ
り！　イチゴ名人が一粒一粒丁寧
に育てています。

●大和芋
　�　スタミナ野菜として大人気商品。

漂白でない生のおいしさが人気の
秘密です。手打ちそばのつなぎや、
すりおろして、また天ぷらでどうぞ。

●モロヘイヤ
　�　ビタミン・ミネラル・カルシウ

ムなど栄養価の高い緑黄色野菜。
スープやおひたし、ごま和え、炒
め物、天ぷらなど幅広く使えます。

●タケノコ
　�　手入れの行き届いた竹林で生産

されており、高級料亭から産地指
定されているほどの逸品です。

すすめよう  そだてよう  のばそう  食育
６月は食育月間、毎月19日は食育の日！

　食卓は家族が向き合って、楽しく会話がで
きる貴重な場所。また、「いただきます」のあ
いさつや食事中のマナーはみんなで一緒に食
べるからこそ身につく習慣です。家族そろっ
て食卓を囲む回数をできるだけ増やし、食事
のイメージを楽しくて心安らぐものにしたい

ですね。市では、さまざまな場で食育を推進
しています。毎月19日の食育の日は、家族
そろって食事ができる機会をつくりましょう。

カルシウムたっぷりモロヘイヤおやき

～�市の特産品を使ったレシピで
野菜をおいしく食べよう～

お
や
つ
に

ど
う
ぞ

ナス ニンジン

ホウレンソウ

タマネギ

モロヘイヤ トマト

ジャガイモ

 地 場 産 物 を 食 べ よ う
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分別収集でごみの減量リサイクル

平成23年度ごみ処理実績
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家庭系ごみ

事業系ごみ

（トン）

ごみの総搬入量の推移

分別収集に
協力してね!

平成23年度の資源化の様子

　平成 23 年度の古紙類の資源化量は、新聞紙 463 ト

ン、雑誌など 275 トン、ダンボール 167 トンで総計

は 905 トンでした。

　びん類は 259 トンで、金属類は 475 トンでした。

　また、プラスチック製容器包装は 345 トン、乾電

池は 15 トン、ペットボトルは 69 トンなどでした。

　資源化総量は 2,072 トンで、前年度より 265 トン

（11.3％）減り、総搬入量に占める資源化量の割合を

示した資源化率は 11.9％となりました。

　その他プラスチック製容器包装の分別やペットボト

ルの拠点回収も、皆さんの協力で、順調な成果を得て

います。

　ごみの減量化を促進していくためには、ごみの組成

を知り、減量化に対する意識を持つことが大切です。

総搬入量が減りました

　平成 23 年度のごみの総搬入量は 17,342 トンとな

り、前年度より 1.6％減りました。

　このうち、家庭からのごみは全体の 72％に当たる

12,512 トンで前年度に比べ 279 トン減りました。

　また、事業所などからのごみは、全体の 28％に当

たる 4,830 トンで前年度に比べ 9 トン減りました。

　家庭から出る可燃ごみは 10,392 トンで、前年度に

比べ 42 トン（0.4％）減っています。また、事業所な

どの可燃ごみは 4,753 トンで前年度に比べ 99 トン

（0.3％）減りました。

　ひとり１日当たりの搬出量では、878 ｇとなりまし

た。これは県ごみ減量化推進計画の平成 27 年度目標

値の 944 ｇを下回った結果になっています。

市民部　生活環境課
995-1816

美化センター
992-3210

　ごみの分別収集は、環境保全や資源の

有効利用につながります。リサイクルは、

ごみを資源に変えます。市民の皆さん一

人一人が取り組んだ「資源化」の状況を

ご紹介します。
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お知らせ
Announcement
国保高齢受給者証

　７月１日㈰から次の方が対象とな

り、次のとおり受給者証を交付します。

�６月21日㈭　９時45分～11時30分

�福祉保健会館　会議室

�昭和17年６月２日～昭和17年７月

１日に生まれた方

通�知／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。

�国保年金課　995-1814

児童手当の
支給について

　６月８日㈮は児童手当の支給日で

す（２・３月分の子ども手当、４・

５月分の児童手当の合算分）。児童

手当は、０歳から中学校修了前（15

歳到達後最初の年度末）までの児童

を養育している方に支給されます。

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／３歳未満▶15,000円

　３歳〜12歳（第1・2子）▶10,000円

　３歳〜12歳（第3子以降）▶15,000円

　中学生▶10,000円

支払方法／指定口座に振り込みます。

※�子ども手当、児童手当の支給額は

前述のとおり変更ありません。

※�出生順位は養育している18歳まで

のお子さんの人数で決定します。

※�６月分の児童手当（定期支払いは

10月）からは所得制限が適用され

ます。

※�６月上旬には受給資格者の方へ児

童手当の現況届お手続きに関する

通知を送ります。裾野市へ転入し

た方、お子さんが生まれた方は転

入・出生の手続きと同時にすみや

かに児童手当の申請をしてください。

また、申請にはこれまで必要とさ

れていた書類のほか、前年の所得、

扶養親族などの人数を証明する書

類が必要となる場合があります。

子育て支援室　995-1841

会社・法人印鑑証明書、登
記事項証明書が市役所内で
交付請求できます

�平日の９時～12時、13時～16時30

分

�市役所１階

サービスコーナーにおいて取り扱
っている証明書および手数料額に
ついて

区
分

証明書の種類
手数料額

（
土
地
・
建
物
）

不
動
産
登
記

全部事項証明書
１通　700円
現在事項証明書
１通　700円
閉鎖事項証明書
１通　700円

（
会
社
・
法
人
な
ど
）

商
業
・
法
人
登
記

履歴事項（全部／一部）証明書
１通　700円

現在事項（全部／一部）証明書
１通　700円

閉鎖事項（全部／一部）証明書
１通　700円
代表者事項証明書
１通　700円
印鑑証明書
１通　500円

�静岡地方法務局沼津支局
　923-1201㈹

労働保険料などの
申告・納付はお早めに

　労働保険の概算・確定保険料およ

び石綿健康被害救済法の一般拠出金

の申告・納付の時期となりました。

　最寄りの金融機関または静岡労働

局、労働基準監督署へ申請書を添え

て納付してください。

　電子申請による申告・納付も可能

ですので、ぜひご利用ください。

申告・納付／

　�最寄りの金融機関または静岡労働

局または労働基準監督署

申告書のみの提出／

　�静岡労働局労働保険徴収課または

労働基準監督署

�６月１日㈮～７月10日㈫

�コールセンター（５月28日〜７
月20日の㈯㈰除く、 ９時〜17
時）　0120-995-986
　静岡労働局　労働保険徴収課　
　054-254-6316
　沼津市労働基準監督署
　933-5830

募 集
Recruitment
消費生活講座

　「情報から見つける大切なもの」

をテーマに、一緒に学んでみません

か？

�市役所 401 会議室

�40 人（先着順）

�第１回　６月15日㈮　10時～12時

　�テーマ／終のすみかは天国・地獄

～高齢者の住まい選びのポイント～

　�講　師／ＮＡＣＳ高齢者住宅研究

会　古江郁
いく

子
こ

さん

　第２回　６月29日㈮　10時～12時

　�テーマ／空を飛ぶ食中毒菌～広

域・複雑化する原因～

　�講　師／毎日新聞　科学環境部記

者　八田浩
こう

輔
すけ

さん
●Ｐ２の回答▶ トマト・ジャガイモ・ナス

５月15日号の訂正▶�Ｐ12�裾野市ファミリー・サポート・センター講習会の記事で、電話番号を995-1001と記載
しましたが、正しくは「995-1002」です。お詫びして訂正します。
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　第３回　７月27日㈮　10時～12時

　�テーマ／みそでセシウムは除去で

きるか～ウソ・ホントどっち～

　�講　師／消費生活アドバイザー　

小林 協
きょう

子
こ

さん

�無料

商工観光課　995-1857

駿東地域職業訓練センター
７月講座

�●特別教育コース▶刈払機の安全

衛生講習・職長教育講座●人材育
成コース▶話し方講座（夜間）●

パソコンコース▶パソコン入門

（ビギナーズコース）・ワード／エ

クセル基礎・エクセル活用・パソ

コン財務会計・夜間パソコン入門

（ビギナーズコース）・夜間エクセ

ル活用●カルチャーコース▶夜間

英会話・アロマ教室・フラワーア

レンジメント・手作り木綿ぞうり

教室・絵画教室

�６月１日㈮　８時30分～

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

狩猟免許試験予備講習会

�７月16日㈪　９時50分～16時

�静岡労政会館ホール６階（静岡市

葵区黒金町 5-1）

�法令講義、鳥獣の知識と判別、網

わなの知識と実技、擬銃による点

検・分解・操作

�7,000 円（テキスト、弁当代など

を含む）

６月１日㈮～７月２日㈪

�静岡県猟友会事務局
　054-253-6427

狩猟免許試験

�８月26日㈰　９時～

�県東部総合庁舎別館（沼津市高島

本町 1-3）

免�許の種類／網猟、わな猟、第１種

銃猟、第２種銃猟

�知識試験、適性試験および技能試験

�5,200円（一部免除者は3,900円）

�６月25日㈪～７月27日㈮

� 県東部農林事務所森林整備課
　�〒410-8543　沼津市高島本町
1-3　920-2169

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail

不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

不発弾事故絶無のために！ 皆さまのご理解と
ご協力をお願いします

１「入らない！」
　演習場では、射撃訓練や爆破訓練

を行っており大変危険なため、演習

場の土地所有者、入会組合の関係者

以外の一般の方は、演習場内に入る
ことは禁止されています。（法令に
より罰せられます。）

２「さわらない！」
　演習場内で写真のような砲弾など

を発見した場合は、非

常に危険です。絶対ふ
れないでください。

３「まず連絡！」
　演習場内で砲弾などを見つけた場

合は、現状のままにして、その場所
を富士学校へ連絡してください。な

お、演習場外で見つけた場合は、最
寄りの警察へ連絡してください。

不発弾を見つけた場合の連絡先
  �0550-75-2311
 　平日▶富士学校　演習場管理課
 　内線2291
 　土日・祭日▶
 　富士学校　駐屯地　当直
 　内線2302

〜 安全を確保するために 〜

写真提供　「陸上自衛隊富士学校」

①�自衛隊は、定期的に
不発弾捜索を行って
います。

②�米軍も捜索に協力し
ています。

③�赤い柵を設置して、
特に危険な地域を標
示しています。
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有

料

広

告

くらしのダイヤル
消費生活研究会

証券会社と名のり、Ｂ社の社債を買わないかと電話
があった。パンフレットが送られてくると同時に、Ｃ
社から、Ｂ社の社債をもっているなら２倍の価格で買
い取りたいと電話があった。すぐ高額で買い取ってく
れるなら購入しようと思うが、信用できるか。

「もし〇〇社の株・社債を買ってくれたら後で必ず
高く買い取ります」このような勧誘を受けたという相
談が多くよせられています。普段取引のある証券会社
以外からの「未公開株」や「社債」などの勧誘は、ほ
とんどが詐欺的な取引です。簡単にもうかる話はあり
ません。また、一度お金を払ってしまうと、とり返す
のはとても困難です。知らない人からの突然の電話や
郵便によるもうけ話の勧誘には注意してください。お

▶ 災害に備えて ケータイの利用
　災害に備えて、家族で互いの連絡方法、身近な避難

場所など打ち合わせておきましょう。

　大災害の起きた時は、家の固定電話は使えなくなる

おそれがありますが、ケータイを使って安否のお知ら

せや、確認をすることができます。

　まず 171 の災害用伝言板へかけて音声の指示にし

たがってすすめばいいのです。

　毎月１日と 15 日に伝言ダイヤルの体験ができる会

社もありますので試してみてください。

　またカメラ機能で、免許証や保険証、パスポート、

車検証、自分の薬の情報など撮っておくと安心です。
消費生活センター
995-1854

かしいなと思ったら、支
払う前に消費生活セン
ターにご相談ください。

あしたか山麓裾野そば
創出スタッフ募集

　みんなで「あしたか山麓裾野そば」

をつくりましょう。

�８月上旬より翌年１月までの間（４

日間程度）

�須山字大野の畑

�市内在住または市内に勤務されて

いる方

�25 人（先着順）

�圃場（畑）づくりから播種・栽培

管理・収穫・そば打ちおよび食す

までの行程

�無料

�裾野市内ＪＡなんすん各支店（詳

細は窓口にてご説明します）

７月 10 日㈫

�７月中旬に説明会を開催予定（Ｊ

Ａなんすん富岡支店）

�農林振興課　995-1823
　�市内ＪＡなんすん各支店（富岡
997-1226・ 裾 野 西 992-
2140・ 泉 992-2020・ 深 良
997-0065・須山998-0003）

イベント
Events

平成 24 年度特別展
「富士山と四季の写真展」開催

　富士山写真作品の第一人者といわ

れている岡田紅陽が創設した日本観

光写真連盟の会員が撮影した作品、

50点を展示します。

�６月16日㈯～８月31日㈮　９時～

16時30分　※最終日31日㈮は15時

30分まで

�富士山資料館特別展示室

期�間中の休館日／月曜日、月曜日が

祝日の場合は翌日。

�大人 200 円、小・中学生 100 円

富士山資料館　998-1325

p.6
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広
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６月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 4・11・18・25日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 25日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ６日㈭ 13時～13時30分
28日㈭ 18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 18日㈪　13時～15時 生活改善に関する
相談を希望される方

成人食事健康相談 ４日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 22日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

12日㈫９時～９時15分
平成24年１月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

26日㈫９時～９時15分
平成23年11月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

19日㈫13時15分～13時45分
平成22年12月生まれの方

２歳児
親子教室

27日㈬９時～９時15分
平成22年６月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

14日㈭午後
平成21年12月生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭13時～13時30分
平成21年６月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間

６ 月 ５ 日 ㈫ 17 時～ 19 時 45 分
６月12日㈫ ９時～ 11 時 30 分
６月19日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
６月27日㈬ ９時～ 11 時 30 分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間

６月12日㈫ ９時～ 11 時 30 分
６月27日㈬ ９時～ 11 時 30 分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2

整形 内科

3 4 5 6 7 8 9

整形 内科 外科 外科 内科 整形 外科

10 11 12 13 14 15 16

内科 内科 内科 内科 内科 整形 内科

17 18 19 20 21 22 23

外科 外科 内科 整形 内科 内科 内科

24 25 26 27 28 29 30

内科 内科 外科 整形 外科 内科 内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

p.7
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６月後期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

16 土 望星第一クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

17 日

武藤医院 931-0088 三園町 西方外科医院 921-1333 共栄町

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

18 月 大庭内科・消化器科クリニック 995-1123 佐野 萩野クリニック 966-7111 根古屋 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

19 火 おぐち医院 992-6611 深良 松原医院 962-1496 白銀町 原小児科医院 962-0636 八幡町

20 水 新井内科クリニック 992-0811 久根 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

21 木 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

22 金 小林内科医院 921-2165 米山町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

23 土 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 古屋小児科医院 963-0407 西条町

24 日

望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇 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 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

25 月 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

有

料

広

告
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

日 曜 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 日
たかひろ
耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100

宮島 なめり牧野眼科
999-1113 納米里 聖隷沼津病院

952-1000 松下 タケダ歯科医院
989-3638 本宿

24 日
耳鼻科サイラ
クリニック
935-1133

市場町
小野眼科
クリニック
929-1881

高島町
安達産婦人科
クリニック
976-0341

寿町 大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

26 火 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

27 水 森本神経内科クリニック 976-5221 竹原 遠藤クリニック 975-8801 久米田 古屋小児科医院 963-0407 西条町

28 木 おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

29 金 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 守重医院 931-2511 我入道
　江川町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

30 土 沼津リハビリテーション病院 931-1911 �上香貫
蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 原小児科医院 962-0636 八幡町

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科

平　日：18時〜22時

土曜日：14時〜21時

日祝日： ９時〜21時

有

料

広

告

●５月15日号の訂正▶ 14・15 ページ「６月［前期］の救急協力医」の内科当番医が、７日「旭医院」が「鬼頭ハー

トクリニック」に、14 日「鬼頭ハートクリニック」が「旭医院」に変更になりました。
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市　 内　 の
プレイガイド

市内文化センター　 （電話予約可）　　　
ヘルシーパーク裾野（一部の公演を除く）

富士山資料館
993-9300

No.
1220

2012 年
（
平
成
24 年

）

6
月1

日
号

思 い や り の 心 で、 住 み よ い ま ち を つ く り ま す市民憲章 :

　一輪車クラブの、シューティングスターです。
現在は４歳～大人の方が練習しています。千葉・
東京・ジュニア大会、全日本大会などに、ソロ部
門やペア部門で出場しました。
　日本で行われた世界大会では、ペア部門１位、
ソロ部門１位という成績を収めました。

Ｕ . Ｃシューティングスター
一輪車を楽しむクラブです！

松竹特別公演「初蕾」
日　時／９月２日㈰
会　場／文化センター
　　　　大ホール
開　演／ 14 時
入場料／全席指定席　4,500 円（税込）
※未就学児の入場はご遠慮ください
 【出演】山本陽子、藤田朋子、芦川よしみ、
美木良介、江原真二郎ほか
原作：山本周五郎　脚本：橋田壽

す

賀
が

子
こ

演出：石井ふく子
《チケット発売日》６月２日㈯　９時～
リサ長尾　東日本大震災復興
支援チャリティコンサート

日　時／８月 26 日㈰
会　場／文化センター　大ホール
開　演／ 14 時
入場料／全席指定席　3,000 円（税込）
チケット好評発売中
※未就学児の入場はご遠慮ください

神
こう

津
づ

善
よし

行
ゆき

の面白音楽講座と音楽会
日　時／第１回目　７月 21 日㈯
　　　　第２回目　９月 17 日㈪・㈷
会　場／文化センター　多目的ホール
開　演／ 13 時 30 分
入場料／全席自由席　チケット好評発売中
　　　　２公演セット販売 4,000 円（税込）

№ 61
『ハナイカダ（花筏）ミズキ科』

�

「見立て」からつけられた名前
　万葉の時代から日本には見立て文化があり、
自然事象や優雅な美意識を大切にしてきました。
わび、さびのように素朴な美表現があれば、風
に舞う花びらを「花吹雪」、地面に敷かれた花を

「花むしろ」、川面に浮かぶ花を「花いかだ」な
ど優雅な表現もあります。この花の名前は葉を
いかだ、花や実を人にたとえて「ハナイカダ」
と名づけられたようです。葉の真ん中に花や実
をつける何とも不思議な植物です。
　雌雄異株で花は淡緑色、実は黒色です。落葉
低木で、５～６月頃に十里木周辺の道沿いにも
見られます。

　U.C シューティングスターでは、クラブ員を募
集しています。
　一輪車に興味がある方や、上手に乗りたい方。
初級教室もありますので、初心者の方も大丈夫で
す。楽しく練習して、イベントや発表会に参加し
ましょう。見学も受け付けていますので、ぜひお
越しください。

【ＤＡＴＡ】
会　員／ 42 人
対　象／どなたでも
活動日／毎週㈫　　19：00 ～ 21：00
　　　　毎週㈯㈰　13：00 ～ 17：00
活動場�所／向田小学校体育館
問合せ／小山　☎ 963-3133

山本陽子 藤田朋子 美木良介

リサ長尾

広報すその　平成24年６月１日号



No.
1221

2012年（平成24年）

６月15日号 02  平成25年度採用 市職員を募集します
06  特定健康診査が始まります
07  健康診査を受けましょう
08  「家具転倒防止対策」を支援します
09  裾野市営墓地 墓所使用者の公募について
10  浄化槽を正しく使い快適な環境を！
11  スポーツ推進委員紹介
12  家庭でできる節電メニュー

６月８日　向田小学校　田植え



平成25年度採用 市職員を募集します
裾野市のため、市民の皆さんのために働く、職員を募集します！

あなたのやる気を待っています。

職  種 採用予定人員 職務内容

一 般 事 務 約６人 一般行政事務に従事します。

土 木 技 師 約１人 土木に関する業務に従事します。

保 育 士 Ａ 約２人 保育園などに勤務し、園児の保育に従事します。

保 育 士 Ｂ 約１人
保育園などに勤務し、知識と経験を生かし、中堅職員として、園児の保育に従
事します。

幼稚園教諭Ａ 約１人 幼稚園などに勤務し、園児の幼児教育に従事します。

幼稚園教諭Ｂ 約１人
幼稚園などに勤務し、知識と経験を生かし、中堅職員として、園児の幼児教育
に従事します。

消 防 約３人 消防署に勤務し、消防業務に従事します。

身体障がい者を対象とした募集
職  種 採用予定人員 職務内容

一 般 事 務 B 約１人 一般行政事務に従事します。

職種、採用予定人員および職務内容

※試験会場において準備（車椅子など）を必要とする場合は、あらかじめ人事課までご連絡ください。

p.2
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総務部　人事課
995-1806

試験の内容・方法

募集要項
受 付 期 間／６月 15 日㈮～６月 29 日㈮	

受 付 時 間／８時 30 分～ 17 時（㈯・㈰は除く）

※郵送の場合は、６月 29 日㈮　必着

第 1 次試験／と　き：７月 22 日㈰

　　　　　　ところ：西中学校

申 込 方 法／	市役所３階人事課にある指定の申込用紙などに必要事項

を記入し、人事課に直接提出、または郵送してください。

郵送で案内書・試験申込書などを請求される方は、封筒

の表面に朱書きで「試験案内希望」と明記し、送付先を

記入した返信用封筒（A4 用紙が折らずに入る大きさ【ま

たは角２】）を同封してください。なお、普通郵便を希

望の場合は 140 円切手、速達を希望する場合は 410 円

切手を張ってください。

第１次試験
試 験 科 目 職種 内容

教 養 試 験 全 職 種 一般的知識および知能について大学卒、短大卒、高校卒程度に分けて筆記試
験を行います。

適 性 試 験 全 職 種（ ※ ） 事務適性検査および一般性格診断検査を行います。
※消防は消防適正検査を行います。

専 門 試 験 土 木 技 師 大学卒・高校卒程度に分けて、筆記試験を行います。

体 力 検 査 消 防 職務の遂行に必要な体力を有するかについて検査します。

口 述 試 験
土木技師・消防
を除く全職種

人物、能力などについて面接による試験を行います。

第２次試験（第１次試験の合格者に対し、次の試験を行います）。
試 験 科 目 職種 内容

小 論 文
全 職 種

職務の遂行に必要な論文能力について試験を行います。

口 述 試 験 人物、能力などについて面接による試験を行います。

実 技 試 験

保 育 士 Ａ

職務の遂行に必要な実技能力（音楽）について試験を行います。
保 育 士 Ｂ

幼 稚 園 教 諭 Ａ

幼 稚 園 教 諭 Ｂ

第３次試験（第２次試験の合格者に対し、次の試験を行います）。
試 験 科 目 職種 内容

口 述 試 験 全 職 種 人物、能力などについて面接による試験を行います。

健 康 診 断 消 防 職務の遂行に必要な健康状態にあるか否かについて、健康診断を行います。

	

p.3
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受験資格（一般事務、土木技師、保育士Ａ・Ｂ、幼稚園教諭Ａ・Ｂ）

平成25年度採用 市職員募集

職種 区分 受験資格

一 般 事 務

大学卒程度 昭和 57 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同等
と認める学校を含む）を卒業した人または平成 25 年３月卒業見込の人

短大卒程度
昭和 60 年４月２日以降に生まれた人で、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人または平成 25
年３月卒業見込の人

高校卒程度 昭和 62 年４月２日以降に生まれた人で、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）を卒業した人または平成 25 年３月卒業見込の人

土 木 技 師

大学卒程度
昭和 57 年４月２日以降に生まれた人で、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人または平成 25 年３月
卒業見込の人

短大卒程度
昭和 60 年４月２日以降に生まれた人で、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
した人または平成 25 年３月卒業見込の人

高校卒程度
昭和 62 年４月２日以降に生まれた人で、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人または平成 25 年
３月卒業見込の人

保 育 士 Ａ

大学卒程度
昭和 57 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同等と認め
る学校を含む）を卒業した人、または平成 25 年３月卒業見込の人で保育士の資格か
つ幼稚園教諭の免許を有する人、または平成 25 年３月末日までに取得見込の人

短大卒程度

昭和 57 年４月２日以降に生まれた人で、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人、または平成 25 年
３月卒業見込の人で保育士の資格かつ幼稚園教諭の免許を有する人、または平成
25 年３月末日までに取得見込の人

保 育 士 Ｂ

大学卒程度

昭和 47 年４月２日以降、昭和 57 年４月１日までに生まれた人で、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、保育士の資格かつ幼稚
園教諭の免許を有し、平成 24 年６月 15 日現在、保育士として７年以上または
保育士と幼稚園教諭の通算で７年以上の経験を有する人

短大卒程度

昭和 47 年４月２日以降、昭和 57 年４月１日までに生まれた人で、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、
保育士の資格かつ幼稚園教諭の免許を有し、平成 24 年６月 15 日現在、保育士と
して７年以上または保育士と幼稚園教諭の通算で７年以上の経験を有する人

幼稚園教諭Ａ

大学卒程度
昭和57年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同等と認め
る学校を含む）を卒業した人、または平成25年３月卒業見込の人で幼稚園教諭の免
許かつ保育士の資格を有する人、または平成25年３月末日までに取得見込の人

短大卒程度

昭和 57 年４月２日以降に生まれた人で、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人、または平成 25 年
３月卒業見込の人で幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する人、または平成
25 年３月末日までに取得見込の人

幼稚園教諭Ｂ

大学卒程度

昭和 47 年４月２日以降、昭和 57 年４月１日までに生まれた人で、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、幼稚園教諭の免許かつ
保育士の資格を有し、平成 24 年６月 15 日現在、幼稚園教諭として７年以上ま
たは幼稚園教諭と保育士の通算で７年以上の経験を有する人

短大卒程度

昭和47年４月２日以降、昭和57年４月１日までに生まれた人で、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、
幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有し、平成24年６月15日現在、幼稚園教
諭として７年以上または幼稚園教諭と保育士の通算で７年以上の経験を有する人
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受験資格（消防）

受験資格（一般事務Ｂ）

平成25年度採用 市職員募集

職種 区分 受験資格

消 防

大学卒程度 昭和 62 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同等と
認める学校を含む）を卒業した人、または平成 25 年３月卒業見込の人

短大卒程度
平成元年４月２日以降に生まれた人で、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人または平成25年３月卒
業見込の人

高校卒程度 平成３年４月２日以降に生まれた人で、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）を卒業した人または平成 25 年３月卒業見込の人

職種 区分 受験資格

一 般 事 務 Ｂ
（ 身体障がい

者のみを対
象とした募
集）

大学卒程度 昭和 47 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（これと同等と
認める学校を含む）を卒業した人、または平成 25 年３月卒業見込の人

短大卒程度
昭和 47 年４月２日以降に生まれた人で、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人、または平成 25 年
３月卒業見込の人

高校卒程度 昭和 47 年４月２日以降に生まれた人で、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）を卒業した人、または平成 25 年３月卒業見込の人

上記の他

①～④の条件すべてを満たす方
①身体障害者手帳の交付を受けている人
②自力で通勤でき、かつ介助者なしで職務の遂行が可能な人
③通常の勤務時間（原則週 38 時間 45 分、１日７時間 45 分）に対応できる人
④活字印刷文による試験問題に対応できる人

※�短大卒業程度試験は大学卒業（見込）の人は受験できません。
※�高校卒業程度試験は短大卒業（見込）の人や大学卒業（見込）の人は受験できません。
※�高校卒業後に次の要件のすべてを満たす専門学校を卒業した人は、短大卒程度となります。
　①�学校教育法第125条に規定する専修学校の専門課程であること。
　②修学年数が２年以上であること。
　③ �1,600時間以上の授業の履修があること。
※�身体に障がいのある人は、自力で通勤でき、かつ、介助者なしで職務の遂行が可能な人。
※�次のいずれかに該当する人は、受験できません。
　●日本国籍を有しない人
　●成年被後見人または被保佐人
　●�禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
　●�裾野市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人
　●�日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張
する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
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特定健康診査が始まります

特定健診を受けましょう

健康福祉部　国保年金課
995-1813

　「高齢者の医療の確保に関する法律」により、医療保険者は、さまざ
まな生活習慣病の原因と言われるメタボリックシンドローム（内臓脂肪
型肥満）の早期発見を目的とした特定健康診査（以後、特定健診と表記）
を行い、メタボリックシンドローム、あるいはその予備群と診断された
人に対して、保健指導の実施を義務付けられております。

　対 象 者

●年度年齢40歳～74歳の国民健康保険加入者
●�今年度75歳以上になる後期高齢医療制度の
被保険者

　対象者には６月下旬に、受診券が入った封筒が市か

ら郵送されます。

※�妊産婦、施設などに入所中の方、６カ月以上入院し

ている方、長期不在の方は受診できません（受診で

きない施設については、お問い合わせください）。

※�企業などの健康保険や共済保険の加入者、およびそ

の扶養者は、それぞれの保険者によって特定健診が

実施されますので、そちらへお問い合わせください。

　受診方法

　次のものをお持ちになって指定の医療機関（※）で

特定健診を受けてください。

●�「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
　成人病健康診査受診票が同封されていた方は、それ

らの検診も受けてください。

　後期高齢者医療被保険者で、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。

※�沼津市、長泉町、清水町の医療機関でも受診できま

すが、受診項目の確認のため、あらかじめ電話など

で確認してください。

　個人負担金

●800円
　ただし、次の方は無料です。

　①後期高齢者医療被保険者

　②今年度 75 歳になる方

　健診項目

　「メタボリックシンドローム」に焦点をあて、次の

健診項目により特定健診が行われます。

健診項目

診 察
質問（問診）、計測（身長・体重・
BMI・腹囲）、理学的所見（身
体診察）、血圧

脂 質
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 AST（GOT）、ALT（GPT）、
γ -GT（γ -GTP）

代 謝 系 空腹時血糖、HbA1c、血清尿
酸

尿 検 査 血糖（半定量）、尿たんぱく（半
定量）、尿潜血

心 機 能 12誘導心電図

血 液 一 般 ヘマトクリット値、血色素量、
赤血球数、血小板数

腎 機 能 血清クレアチニン

そ の 他 眼底検査
（医師が必要と認める場合）

実施時期 ７月２日㈪〜11月30日㈮

◎東日本大震災で住民票を異動しないで避難されている方へ◎
避難先でも健診をうけることのできる場合があります。詳しくは、避難元の市町村へお問い合わせください。
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健康診査を受けましょう
健康福祉部　健康推進課
992-5711

　健康はあなたの財産です。年一回の健診・検査で、病気を早

期に発見しましょう。

■成人健康診査
と き／７月２日㈪～ 11 月 30 日㈮

※�実施期間中、各健康診査の受診はそれぞれ一回のみ

です。

受 診 方 法／�受診票をお持ちになり、実施医療機関

（※）で受診してください。受診票は、

６月中旬以降に裾野市に住民票のある方

（御殿場市神山の一部の方を含む）で（表

１）の対象年齢の方へ送付します。受診

票が届かない方は、健康推進課までご連

絡ください。

※�受診票に同封されている一覧表をご確認ください。

また、沼津市・長泉町・清水町の実施医療機関でも

受診できます。

個人負担金／�（表１）のとおりです。ただし、次の方

は必要ありません。

①�今年度 70 歳以上の方（昭和 18 年 3

月 31 日以前生まれ）

②�今年度 40 歳になる方（昭和 47 年４

月１日～昭和 48 年３月 31 日生まれ）

③�後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方

④生活保護を受けている方

⑤�今年度、市県民税非課税世帯の方（同

居家族も非課税であること）

⑥�今年度、無料クーポン券が同封されて

いる方（表２）

⑦�肝炎ウイルス検診▶過去、受診してい

ない今年度 41 歳、46 歳、51 歳、56 歳、

61 歳になる方

※�④、⑤に該当する方は、事前に健康推進課で手続き

が必要です。

�

■歯周疾患検診
と 　 　 き／７月２日㈪～ 11 月 30 日㈮

と こ ろ／�受診票に記載されている裾野市の実施医

療機関。

　　　　　　�長泉町・清水町でも受診できます。実施

医療機関については、健康推進課へお問

い合わせください。

（表２）クーポン券が同封されている方

子 宮 頸
けい

が ん 検 診
（頸　部）

今年度、21 歳、26 歳、31 歳、
36 歳、41 歳になる方

乳 が ん 検 診
（マンモグラフィ）

今年度、41 歳、46 歳、51 歳、
56 歳、61 歳になる方

大 腸 が ん 検 診 今年度、41 歳、46 歳、51 歳、
56 歳、61 歳になる方

対 　 　 象／�今年度 40 歳・50 歳・60 歳・70 歳にな

る方

個人負担金�／今年度40歳・70歳になる方▶無料

　　　　　　今年度50歳・60歳になる方▶ 300 円

　ただし、次の方は必要ありません。

①�生活保護を受けている方

②�今年度、市県民税非課税世帯の方（同

居家族も非課税であること）

※�①、②に該当する方は、事前に健康推進課で手続き

が必要です。

受 診 方 法／�直接、受診票に記載されている実施医療

機関へ予約し、受診票をお持ちになって

受診してください。

無料事後相談�／検診後の無料歯科相談を行っています。

健康推進課に予約してください。

�

■結核健康診断
　11 月に実施します。対象の方には、10 月末に結核

健康診断通知書を送付します。受診の際は、成人健康

診査受診票と結核健康診断通知書が必要です。詳細は

広報すその 10 月 15 日号に掲載します。

（表１）成人健康診査の詳細
健康診査種別 対象者 検診料

肝炎ウイルス 40歳以上 ※1    300円
前立腺がん 50歳以上    100円
大腸がん※3 40歳以上    300円
肺がん 40歳以上    500円
胃がん 35歳以上 1,000円

乳がん※2
①エコー
②マンモグラフィ※3

①30歳～39歳
①500円

40歳～49歳
①か②の選択制

②600円
②50歳以上

子宮がん 20歳以上
500円  ※3 ※4
800円  ※5　　

※1 過去に受診していない方 ※2 前年度受診していない方
※3 クーポン対象者は無料　 ※4 頸部のみ ※5 頸部＋体部

p.7

広報すその　平成24年６月15日号



災害から身を守るために…

「家具転倒防止対策」を支援します

　対象世帯

　市内に住所を有し、住民登録のある次のいずれかに

該当する世帯が対象となります（１世帯につき１回限

り）。

❶世帯構成員のすべてが 65 歳以上であること。

❷�世帯が 65 歳以上若しくは 15 歳未満の者により

構成されているもの。

❸�世帯構成員のいずれかが、次のアまたはイにより、

障害者手帳の交付を受けているもの。

　ア）肢体不自由　１級から４級まで

　イ）視覚障害　　１級から４級まで

❹�世帯構成員のいずれかが療育手帳または精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けているもの。

❺�世帯構成員のいずれかが介護保険法に基づく要介

護認定または要支援認定を受けているもの。

❻その他、特に市長が認めるもの。

　対象となる家具など

　補助対象となる家具は、タンス、食器棚、テレビ、

冷蔵庫、仏壇などで、被災の可能性が高い「寝室」お

よび「居間」の家具が優先されます。

　補助額

�　最大５台までの家具について、その固定に要する作

業費、金具代のすべてが補助されます。

�　但し、特殊な金具や当て木などにより、取り付け費

用が増加し、家具などの数による取り付け費用の一定

額を超える場合（※別表１）は、その超えた額は申請

者の負担となります。

　受付期間

６月 15 日㈮～８月 31 日㈮

　申し込み

　防災交通課窓口や各支所、または市のホームページ

上から申請書をお取り寄せ頂き、必要事項を記入のう

え、対象者であることを証明できる書類を添付してい

ただき、防災交通課へ提出してください。

※借家などの場合は、所有者の承諾が必要となります。

　注意事項

●�建物や家具などの状況により、固定作業ができない

場合もあります。

●�家具の固定以外の柱、壁、床などの補強は対象外と

なります。

●�この事業による家具の固定は地震災害時の転倒防止

を完全に保証するものではありませんので、あらか

じめご承知おきください。

　大地震では、テレビが飛び、タンスが自分の上に倒れかかってきます。
阪神・淡路大震災でも、多くの人が倒れてきた家具の下敷きになって、尊
い命を失ったり、大けがをしたりしました。また、テレビや家具が散乱し、
逃げ遅れた人もいます。
　地震などの災害時に家具の転倒による事故を防止し、被害の軽減を図る
ために、高齢者などの世帯に対し、家具固定の取り付け費用を補助します。

市民部　防災交通課
995-1817

※別表１　家具固定台数別の補助金限度額
家具などの数 申請者の負担金額

１台 取り付け費用の 10,000 円を超える額。 

２台 取り付け費用の 12,000 円を超える額。

３台 取り付け費用の 15,000 円を超える額。

４台 取り付け費用の 18,000 円を超える額。

５台 取り付け費用の 20,000 円を超える額。
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【墓地の区画・永代使用料などについて】
●墓所の区分と枠数（第１・第２墓域）

３㎡（標準タイプ） ６㎡（倍区画タイプ）
32区画 ４区画

●永代使用料・管理料

３㎡（標準タイプ） ６㎡（倍区画タイプ）

永代使用料 430,000円 860,000円

管理料（年間） 5,000円 10,000円

【お申し込みについて】
●申込受付日時　
　６月 20 日㈬～７月６日㈮　９時～ 17 時

　※㈯・㈰、㈷を除く

●申込方法
　�　市役所３階企画政策課に備え付けの「墓所使用申

込書」に記入し、書類（住民票）を添付の上、ご提

出ください。電話、FAX、電子メールでの申し込

みは受け付けできません。郵送の場合は締切日の消

印まで有効です。

　�　「墓所使用申込書」は市のホームページから印刷、

または企画政策課、深良支所、富岡支所、須山支所

にあります。

●申込資格
　◦�市内に住民登録があり、申し込み時に引き続き 1

年以上市内に居住していること。

　◦�市内に墳墓を有しないこと（改葬予定のものは除

く）。

　※�１世帯からの申し込みは１区画のみですので、他

の世帯員が申し込みをされた場合は受け付けでき

ません。

　※�同住所の血族または姻族関係にある世帯について

は同一世帯とみなします。

【選考について】
　公開抽選を行い、当選者を決定します（場所は選べ

ません）。

●抽選会日時・場所
　日　時／７月 18 日㈬　14 時～

　場　所／市役所 401 会議室

【注　　　意】
　引き渡し時期は８月を予定しています。お急ぎの場

合は、ご相談ください。

※�その他の墓域および管理棟など、市営墓地が未完成

であることをご了承ください。

裾野市営墓地

墓所使用者の公募について
　市では長年にわたる市民からの要望を受け、深良
4066 番地（深良中学校から 800 ｍほど上がった
場所）に、市民向けの市営墓地建設を行っています。 
　墓地からの眺望は美しく、雄大な富士山や市内を一
望できます。
　今回、第１・第２墓域の 36 区画に対して使用申し
込みの受け付けを行います。

企画部　企画政策課
995-1804

kikaku@city.susono.shizuoka.jp

http://www.city.susono.shizuoka.jp/
ma/organization/cemetery-sell.php

申込受付期間 ６月 20日㈬〜７月６日㈮
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①�浄化槽の保守点検を定期的に行いましょう
　浄化槽の保守点検は、定

期的に行う必要があります。

家庭用の小型合併浄化槽で

は４カ月に１回（処理対象

人員が 21 人以上のものは３カ月に１回）以上行うよ

う定められています。

　保守点検では、装置や機械の調整・修理、汚泥など

の状況を確認し、通常実施される年１回の清掃以外に

必要となる、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒

剤の補充などを行います。

※�保守点検は、県の許可を受けた業者に依頼してくだ

さい。保守点検の記録は３年間保管しましょう。

②�保守点検とは別に清掃が
必要です

　浄化槽内にたまった汚泥など

を引き抜き、浄化槽の清掃を定

期的に行いましょう。

■清 掃 回 数／�年１回以上（全ばっ気式は半年に１回

以上）

■清掃の実施／�市の許可を受けた業者に依頼してくだ

さい。

市の許可を受けた業者
地　区 業 者 名 問合せ
東・西・深良 山水総業 ９９２－１５６１

富岡・須山 富士クリーンサービス ９９７－６１００

③�県指定検査機関に依頼して、法定検査を受け
ましょう

■初めての検査（浄化槽法７条検査）
　／使用開始後、３～８カ月の間に受検

■定期検査（浄化槽法11条検査）
　／２年目以降、毎年１回受検

■県指定機関／㈶静岡県生活科学検査センター

　　　　　　　 054-621-5030

※�浄化槽の保守点検や清掃、法定検査は浄化槽管理者

の義務です。きれいな水、快適な暮らしを守るため

に浄化槽の維持管理は適正に行いましょう。

市民部　生活環境課
995-1816

　わたしたちは、毎日の生活の中で、たくさんの水を使用していますが、
その多くは最終的に川や湖沼などの公共水域に流れていきます。
　この生活で使った水を、汚いまま流してしまうと、水の汚濁がすすみ、
魚もすめなくなって、やがて美しく豊かな自然は破壊されてしまいます。
　浄化槽は、大切な生活環境を守るため、汚水を処理し、水をきれいにし
ます。環境を守る浄化槽の、適正な使用と維持管理をお願いします。

新築・増改築にともな
い新たに設置する場合

人槽区分 補助金
限度額

５人槽 177,000円

６～７人槽 204,000円

８～10人槽 258,000円

単独処理浄化槽を合併処理
浄化槽に入れ替える場合

人槽区分 補助金
限度額

５人槽 207,000円

６～７人槽 234,000円

８～10人槽 288,000円

合併浄化槽の補助制度をご利用ください

　下水道認可区域外住宅に合併浄化槽を設置する
場合は、補助制度が利用できます。
　条件などについては、着工前に生活環境課まで
お問い合せください。
※�国の補助を受けて行う事業のため、予算に限り

があります。希望する方は、お早めにご連絡く
ださい。

浄化槽を正しく使い快適な環境を！

悪質業者にご注意
　「当社ならば、××年間清掃が不要です」とかたり、

営業をする点検業者があります。

　しかし、長期間清掃を行わないと、悪臭が発生し

たり、固形物が流出したりする原因になります。槽

が破損することもあります。悪質な点検業者には注

意しましょう。

合併処理浄化槽は水質改善に効果的
　単独処理浄化槽は、し尿だけを処理するので、台

所や風呂場から出る生活雑排水は未処理のまま放流

されます。それに比べ、合併処理浄化槽は、し尿と

生活雑排水をあわせて処理するので、単独処理浄化

槽より水質の汚濁負荷を８分の１に減らすことがで

きます。

　平成13年４月からは、浄化槽の設置の際には原則

合併処理浄化槽が義務付けられ、すでに設置されて

いる単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽へ

の転換に努めることとする改正浄化槽法が施行され

ています。
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教育部　生涯学習課
992-3800

スポーツ推進委員紹介【総勢23人】

※地区行事・軽スポーツの指導などの申し込み・お問い合せは、生涯学習課までお願いします。

　スポーツ推進委員は、市民のスポーツの

推進のために連絡調整と実技の指導・組織

の育成・協力・指導助言を行っています。

　年間 12 大会と、地区で 10 教室を開催

します。

　皆さんの参加をお待ちしております。

主なスポーツ大会・行事

５月　■レク４種大会
　　　・ペタボード
　　　・輪投げ
　　　・ソフトミニバレー
　　　・ファミリー
� バドミントン
６月　 父親ソフト大会
７月　 婦人バレー大会

８月　 水泳大会
10月　■レク２種大会
　　　・グラウンドゴルフ
　　　・スーパー
� デッドボール
　　　 市民ソフト大会
11月　 混合バレー大会
１月　 新成人者祝賀駅伝

平
ひら

岩
いわ

　　端
はじめ

（４）

渡
わた

邊
なべ

　園
その

子
こ

（14）

長
なが

束
つか

　幸
ゆき

惠
え

（８）渡
わた

邉
なべ

　俊
とし

彦
ひこ

（14）

小
こばやし

林　政
まさ

見
み

（11）

渡
わた

邉
なべ

　史
ふみ

明
あき

（２）

石
いし

渡
わた

　智
とも

彦
ひこ

（13）

根
ね

上
がみ

千
ち

鶴
づ

子
こ

（６）松
まつ

山
やま

　茂
しげ

子
こ

（10）

岩
いわ

田
た

みずえ（８）

宮
みや

崎
ざき

　克
かつ

幸
ゆき

（新）

山
やま

本
もと

　茂
しげ

雄
お

（14）

加
か

賀
が

美
み

正
まさ

之
ゆき

（新）

大
おお

塚
つか

美
み

洋
よ

子
こ

（６）

須山地区テニス教室
須山地区ファミリーバドミントン教室
ウォーキング教室須山会場

バレーボール交流会
■いろいろスポーツ交流会
ウォーキング教室 富岡会場
バレーボール教室（小中学生）

須山
� 地区

富岡
� 地区

■東地区
� エンジョイスポーツ教室
ウォーキング教室　東会場

■スポーツ教室
� 西会場

高
たか

橋
はし

　伸
しん

至
じ

（28）

伊
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藤
とう
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こう
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いち
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杉
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しのぶ（10）

今
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えつ
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こ

（11）

勝
かつ

又
また

　祥
よし

雄
お

（１）

大
おお

庭
ば

　操
みさお

（２）

加
か

藤
とう

　洋
よう

一
いち

（６）

鈴
すず

木
き

　幸
さち

子
こ

（新）

深良
� 地区

東
� 地区

西
� 地区

●プロフィール●
氏　名（指導員歴）
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節電はみんなが主役 !

家庭でできる節電メニュー
今夏についても、電力需給の厳しい状況が続くことが見込まれるため、家庭でできる夏
季の節電についてご紹介します。節電は、皆さんが少しずつ努力することが大切です。

熱中症にご注意ください

　暑さが厳しい時間にエアコンの使用を
過度に控えると、室温が上昇し、熱中症
を引き起こすおそれがあります。特に、
ご高齢の方や小さなお子さまは、水分を
こまめに補給していただくなど体調に注
意しながら無理のない範囲でご協力をお
願いいたします。

　特に日中（13 時〜 16 時）頃に最大ピーク
となる傾向にあり、日中ご在宅の場合には、
特にこの時間帯の節電が重要となります。

夏の昼間の電力使用の特徴 ご在宅の場合は、
13時〜16時の節電が特に重要です！

出典：サンプルデータなどより経済産業省推計

出典：経済産業省「夏季の節電メニュー（家庭）」

節電メニュー 節電効果
（削減率）

エ ア コ ン

室温28℃を心がける。
10%

※�設定温度を２%上げ
た場合

“すだれ”や“よしず”などで窓からの日差しを和らげる。
（エアコンの節電になります）。 10%

無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を使用する。
※�除湿運転やエアコンの頻繁なオンオフは電力の増加になる
場合があるため注意が必要。

50%

冷 蔵 庫
冷蔵庫の設定を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間を
できるだけ減らし、食品を詰め込みすぎないようにする。
※食品の傷みにご注意ください。

２%

照 明 日中は不要な照明を消す。 ５%

テ レ ビ
省エネモードに設定するとともに、画像の輝度を下げ、必要
な時以外は消す。

２%
※�標準から省エネモード
に設定し、使用時間を
2/3に減らした場合

温 水 洗 浄 便 座
温水のオフ機能、タイマー節電機能を利用する。

いずれかの対策により

１%未満上記の機能がない場合、使わない時はコンセントからプラグ
を抜く。

ジ ャ ー 炊 飯 器
早朝にタイマー機能で１日分まとめて炊いて、冷蔵庫や冷凍
庫に保存する。 ２%

待 機 電 力
リモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る。長時間使わ
ない機器はコンセントからプラグを抜く。 ２%

①大口
　（企業や商店）

③家庭
②小口（中小企業や商店）
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【家庭の電気機器の使用例】
夏の昼間（14時頃）の電気機器の使用例

（在宅世帯の例）

エアコン
58%冷蔵庫

17%

その他
10%

テレビ５%

パソコン
0.4%

温水便座
0.6%

待機電力３%

照明６%

節電・電力需給に関する問合せ先
経済産業省
03-3501-1511（代表）

政府の節電ポータルサイト「節電 .go.jp」
今夏の節電メニュー
http://setsuden.go.jp/menu/index.html

政府の節電ポータルサイト「節電 .go.jp」
http://setsuden.go.jp

　市では新エネルギーの利用促進と、地球環境の保全

および省エネルギーの推進を図るために住宅用太陽光

発電や太陽熱高度利用システムの設置に対して補助金

を交付しています。システムなどの設置前に申請が必

要です。受付は予算の範囲内で行います。

エアコンの節電が
重要です!

出典：経済産業省推計

 ●消費電力

　夏の日中（14 時頃）には、在宅世帯は平均で約 1,200W

の電力を消費しており、そのうちエアコンが約半分を占

めています。

　外出中の世帯でも、冷蔵庫、温水洗浄便座、待機電力

などにより、平均で約 340W の電力を消費しています。

 ●どんな電気製品を使っている？

　家庭には、1,000W を上回る電気製品がたくさんあり

ます。消費電力の大きい電気製品（※１）は、平日の９

時〜 20 時を避けて使いましょう。

※１　�温水洗浄便座、電気ポット、食器洗い乾燥機、

オーブントースター、掃除機、ドライヤー、

洗濯乾燥機（乾燥）、浴室乾燥機、ジャー炊

飯器、電子レンジ、アイロン、IH クッキン

グヒーター など

節電の基礎知識 �

省エネをしましょう
　省エネナビの貸し出し

　分電盤に取り付けたセンサーが電気の使用量を
測定し、金額や CO₂ 排出量に換算したものをモ
ニターに表示します。モニターは目立つところに
置くことができ、家庭で使われた電気量をリアル
タイムで知ることができます。
　省エネナビを使って家庭での省エネに取り組ん
でみませんか。
�
対　象／市内に住所を有する方
期　間／３カ月以内
台　数／１世帯につき１台
その他／�省エネの効果などに関するデータ提出を

お願いする場合があります。

太陽光発電システム １キロワット当たり３万円（上限20万円）

太陽熱高度利用システム １機当たり３万円

※それぞれ１世帯につき１回限り

住宅用太陽光発電・
太陽熱高度利用システム
設置費補助金
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Photograph ５月

「金環日食2012」
� 撮　影／高川　元さん（石脇）

　富士山世界文化遺産裾野市民協議会総会に
あわせ、講演会が生涯学習センターで開催さ
れました。講演会では今後の富士山世界遺産
登録に向けた動きや、昨年世界文化遺産に登
録された岩手県の平泉でのイコモスの現地調
査の実施状況、活動事例などが紹介されまし
た。� （５月 11 日）

　第 36 回富士裾野高原

マラソンが運動公園陸上

競技場で開催されました。

全国から 3,650 人のラン

ナーが出場し、会場は大

変な賑わいを見せていま

した。� （５月 13 日）

　東保育園の春の遠足が小柄沢公園で行わ
れました。園児達は遊具で遊んだり先生と
ゲームをしたりした後、みんなでお弁当を
食べました。� （５月 11 日）
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Photograph May

　西小学校で運動会が行われました。児童達

はそれぞれの種目でベストをつくして頑張り

ました。� （５月 26 日）

　美化センターで岩手県山田町の災害がれきの試験焼却

が行われました。公募の市民や地元の区民、区長６人が

空間線量測定に参加し、0.04 マイクロシーベルトと周

辺の大気中の数値と変わらないことを確認しました。ま

た、川勝知事も訪れ空間線量測定や焼却の様子を確認し、

災害がれきの安全性を確認していました。�（５月 16 日）

　５月 19 日と 20 日に第 35 回五竜み

どりまつりが中央公園で行われました。

会場では観光物産品販売や植木展示即

売、動物ふれあい広場、花と緑の体験

コーナー、模擬店、ステージイベント

などが行われました。� （５月 20 日）

　チャレンジくらぶが富岡第二小学校で行われま

した。児童達は静岡大学の学生と一緒にレクリ

エーションをして楽しく交流を深めました。

� （５月 26 日）

　文部科学大臣表彰創意工夫

功労賞受賞者が市長報告会を

行いました。市長は「創意工

夫があってこそ会社は発展し、

それが市の発展にもつながり

ます。今回の受賞者数につい

ては、県内で受賞者 58 人、

うち市内企業の受賞者が 27

人と大変誇らしいです」と受

賞者を激励しました。

� （５月 15 日）
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お知らせ
Announcement

県下水道排水設備工事
責任技術者試験

10 月 17 日㈬

�沼津卸商社センター（清水町）ほか

�20 歳以上で学歴に応じた実務経

験を有する方

4,000 円

�受験願書を７月２日㈪から下水道

課で配布します。

７月 17 日㈫～７月 27 日㈮

下水道課　995-1835

市指定給水装置工事事業者の追加

　新たに１事業者が追加されました。

会社名 ㈱ショウトクワーク

住所 〒 418-0017
富士宮市舟久保町5-6

問合せ ☎0544-68-9140

上水道課　995-1890

年金相談の実施

　年金事務所の職員が、諸届出の受

け付けや手続きの仕方などのご相談

に応じます。

７月 26 日㈭　10 時～ 13 時

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

�事前に電話または窓口で予約して

ください。

７月 12 日㈭

国保年金課　995-1813

家庭児童相談室　

　子どものことでお悩みの方、虐待

かも？と感じた方、家庭児童相談室

ではご連絡・ご相談をお受けします。

㈪～㈮ ９時～ 16 時 ※㈷を除く

市役所１階　家庭児童相談室

�面接もしくは電話で相談をお受け

します。必要により訪問します。

秘密は厳守します。

家庭児童相談室　995-1862

母子家庭の方へ　　　　　　

母子家庭等医療費助成金受給者証の更新
　現在の母子家庭等医療費助成金受給者証の有効期限が６

月 30 日までですので、下記のとおり更新をお願いします。

更新をされませんと７月１日から医療費の助成を受けられ

なくなりますので、ご注意ください。

６月 25 日㈪～ 29 日㈮　８時 30 分～ 17 時 15 分

�母子家庭等医療費助成金受給者証申請書、旧受給者証、

健康保険証（対象者全員分）、預金通帳、印鑑

※�平成 24 年１月１日以降に裾野市に転入された方は、平

成 23 年分源泉徴収票又は確定申告の控え、もしくは平

成 24 年度課税（非課税）証明書が必要です。

窓口まで直接お越しください。

母子家庭等医療費助成
　病気にかかったときの医療費のうち、社会保険各法に規

定する保険給付の対象となる医療費（入院時食事療養費は

対象外）の自己負担額を全額、県と市町村が負担します。

�20 歳の誕生日前日までの児童のいる、所得税を課せら

れていない世帯で、次のいずれかに当てはまる方

　●母子家庭の母と児童●父子家庭の父と児童

　●父母のない児童

印鑑、対象者全員の健康保険証、申請用紙（窓口にあり

ます）

窓口まで直接お越しください。

子育て支援室
995-1841J-ALERT 情報を　　　　　 

まもメールで配信します　

７月１日から、まもメールの配
信項目に J-ALERT情報が加わ
ります。

配信内容／
　緊急地震速報▶５弱以上

　地震情報▶�東海地震に関する情報、震度速

報４以上、震源・震度情報４以

上

　火山情報▶レベル３（入山規制）以上

　気象情報▶�警報、記録的短時間大雨情報、

土砂災害警戒情報

　国民保護情報
まもメールに新規登録される方

　　　　　▶市ホームページをご覧ください。

　ま�もメールにすでに加入している方
　　　　　▶ �J-ALERT 情報配信希望の確認

メールが届きます。

※ �J-ALERT 情報は緊急性が高い情報である

ため、夜間にメールが届くこともあります。

　加入される方はご承知ください。
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申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

５月15日号の訂正▶ �P13「データバンク」の世帯を21,213世帯（＋117世帯）、外国人登録を413世帯と記載しました
が、正しくは「世帯21,176世帯（＋80世帯）、外国人登録376世帯」です。お詫びして訂正します。

生ごみ処理機器の購入に
補助金が出ます

　市では生ごみ処理機などを購入し

た方に、補助金を交付します。身近

なところから、ごみの減量化をはじ

めてみませんか。生ごみ処理機、堆

肥化容器（コンポスト容器、ぼかし

容器）などの購入費の２分の１以内

で補助します。

対象品 対象機数
／世帯 補助上限 再申請

生ごみ
処理機 １機 20,000 円 ５年

経過後
コンポスト
容器 １機 3,000 円 ３年

経過後
ぼかし
容器 ２機 3,000 円 ３年

経過後

※ 100 円未満は切り捨て

�市内に住所を有する方、堆肥化容

器により堆肥化された生ごみを自

己処理できる方

�領収書 ( 申請者の氏名、購入品名

の記載されたもの )・印鑑・取扱

説明書 ( 生ごみ処理機のみ )・申

請者の口座番号のわかるもの

�申請書類は市ホームページからダ

ウンロードできます。　※事業用

生ごみ処理機補助金については、

市ホームページをご覧ください。

生活環境課　995-1816

募 集
Recruitment

わんぱくキャンプ

　アウトドア料理・ゲーム・キャン

プファイヤーなどのプログラムを通

して、人と人がふれあう楽しさを感

じます。

８月３日㈮～５日㈰

十里木キャンプ場

�市内に在住している小学４～６年生

80 人（先着順）

7,000 円

�各小学校で配布している申込用紙

に必要事項を記入し、生涯学習課

へお申し込みください。

６月 30 日㈯、７月１日㈰

　９時～ 13 時

生涯学習課　992-3800

にこにこキャラバン
“深良地区の巻”

　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。お申し込みは必要ありません

ので、直接会場へお越しください。

６月 26 日㈫　10 時～ 11 時 30 分

町震コミセン

未就学児とその保護者

�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

無料

�民生委員児童委員事務局（社会福
祉課内）　995-1819

平成 25 年版
市政カレンダー掲載写真

　裾野市らしさや裾野市の四季を感

じさせる風景や行事などをとらえた

写真をご応募ください。詳しい応募

内容は市ホームページまたは、応募

用紙をご覧ください。

テーマ／わたしの好きなまち裾野

応募締切／９月 30 日㈰（消印有効）

応�募方法／市役所３階　秘書課広報

室と各支所にある応募用紙に必要

事項を記入し、作品の裏面に張り

付け、郵送または直接、秘書課広

報室まで応募してください。また、

応募用紙は市ホームページから印

刷することもできます。

応�募上の注意／●応募作品は平成

22 年以降に撮影されたもので、

１人３点以内とします。●撮影場

所は市内に限ります。●採用作品

のネガ・ポフィルムまたはデータ

は、後日提出していただきます。

●カレンダーには有料広告を掲載

します。●カレンダーは１部 500

円で販売します。市内の方には１

世帯につき１部ずつ無料で配布し

ます。

秘書課広報室　995-1802
�http://www.city.susono.shizuoka.jp/

市民水泳大会

８月４日㈯　８時 30 分～

市立水泳場

�市内に在住または在勤・在学して

いる小学１年生以上の方で、20

ｍ以上泳げる方

�１種目 100 円、リレーは１チー

ム 400 円

�小・中学生は各学校で、一般の方

は市民体育館窓口でお申し込みく

ださい。

７月 13 日㈮

生涯学習課　992-3800
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募 集
Recruitment
『文芸すその　　　　

第32号』作品

募�集部門／小説、童話、随筆、手記、

紀行文、詩、短歌、俳句、連句、

特集「わがまち」、そのほか

�市内に在住、または勤務・通学し

ている方と、市内に在住したこと

のある方で、文芸を生業としてい

ない方の未発表作品

※小・中学生を除く。

応�募方法／１部門１封筒とし、封筒

に「文芸すその」と「部門」を朱

書きし、作品の終わりに住所、氏

名、年齢、電話番号を記入し、郵

送または直接お申し込みください。

１人２部門まで応募できます。

※�募集部門別に、生涯学習課にある

所定の原稿用紙を使用して応募し

てください。

７月 31 日㈫

生涯学習課　992-3800

第 33 回 富士山・青少年
国際交流キャンプ

８月１日㈬～

５日㈰

�山梨県本栖湖

青少年スポー

ツセンター

小学３年生～中学３年生

日本人 80 人、外国人 20 人

�富士登山、テント設営＆生活体験、

野外炊飯体験、キャンプファイ

ヤー、ワイドゲーム、本栖フレン

ドパークアンダースリーピング

（野宿体験）など

　�説明会／会場▶静岡労政会館（静

岡市葵区黒金町５－１）

　�と　き▶６月 23 日㈯　15 時 30

分～ 16 時 30 分

　問合せ▶ 054-221-6280

７月６日㈮

�興味のある方は、資料をご請求く

ださい。

㈶国際青少年研修協会
　�〒 108-0073　東京都港区三田
5-7-8-921　03-6459-4661
http://www.kskk.or.jp

静岡タレント養成講座

　芸能プロダクションから講師を迎

え、エキストラ体験談や初歩的な演技

などを楽しく分かりやすく学べます。

７月１日㈰　14 時 30 分～ 19 時

御殿場市民交流センター

�映画、テレビなどのエキストラ出

演に興味のある人

※�小学生は保護者の同伴のもと見学

可能

50 人（先着順）

無料

ロケーション御殿場

　090-7430-8766
　商工観光課　995-1825

７カ月間トライ！
何でも積み立て健康づくり

　自分が立てた

健康に関する目

標の実施状況を、

配布したカレン

ダーに記入しま

す。期間終了後に健康推進課へ終了

の登録をすると、目標達成者に達成

証明書をお渡しします。健康に関す

る目標であれば、どんな目標でも参

加できます。

�７月１日㈰～平成 25 年１月 31

日㈭

市内に在住している方

400 人（先着順）

�健康推進課窓口でお申し込みくだ

さい。

６月 29 日㈮

�希望者には申し込み時と終了時に、

体組成計で体脂肪率や基礎代謝量

などを無料で測定します。

健康推進課　992-5711

第１回広域青年教室

７月 14 日㈯～ 15 日㈰

御殿場市内

�裾野市、御殿場市、小山町、清水

町、長泉町内に在住・在勤してい

る 18 歳～ 35 歳くらいの青年
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１日㈰ 富士登山道須山口
開山式

７日㈯ 南児童館祭

21日㈯ 市立小・中学校
夏季休業開始

７月　カレンダー

納付期限：７月２日㈪

市県民税� 第１期分

水道料金・下水道使用料
第２期分

７月　税金・料金

データバンク

人　口　54,177人� （＋37人）
　男　　27,706人� （＋18人）
　女　　26,471人� （＋19人）
世　帯　21,218世帯�（＋42世帯）
内、外国人登録� 797人�380世帯

６月１日現在
７月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈰
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

７日㈯
㈱中川商店
☎ 993-1555

８日㈰
鈴木住宅設備
☎ 993-3901

14 日㈯
一和設備工業
☎ 997-4663

15 日㈰
工管設

☎ 993-1603

16 日㈷
㈱西島工業
☎ 993-1070

21 日㈯
㈲北住設機器
☎ 993-1250

22 日㈰
㈲井上設備工業
☎ 997-4578

28 日㈯
㈲杉山産業
☎ 992-1131

29 日㈰
㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701

�７月 18日㈬
　15時〜18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�７月２日㈪〜13日㈮
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

４人（先着順）

乗馬体験ほか

5,000 円

�電話または生涯学習センター窓口

でお申し込みください。

６月 30 日㈯

生涯学習課　992-3800

すその夏まつり
清掃ボランティア

　第 39 回すその夏まつりの翌日の

清掃ボランティアを募集します。

８月５日㈰　８時～ 11 時

　※集合は７時 50 分

運動公園周辺

�市内に在住・在勤している、中学

生以上の方

�電話でお申し込みください。中学

生の方は各学校へお申し込みくだ

さい。

７月６日㈮

�清掃作業のできる服装、熱中症・

暑さ対策に必要なもの

�清掃用具、軍手、ゴミ袋は市夏ま

つり実行委員会で用意します。ま

た、参加者にはボランティア保険

に加入してもらいます。

商工観光課　995-1825
　 995-1864

p.19

広報すその　平成24年６月15日号



７月前期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

1 日

杉山医院 992-0028 平松 勝呂医院 962-3083 千本中町

岡田医院 921-5321 新宿町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

2 月 本村クリニック 969-0001 大塚 清水館医院 993-2323 茶畑 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

3 火 大沢医院 931-1019 御幸町 酒井医院 966-1755 今沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

4 水 柿田川医院 973-3601 柿田 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 よざ小児科医院 967-5722 原

5 木 杉山医院 972-3223 伏見 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

6 金 花メディカルクリニック 987-9145 下土狩 遠藤医院 997-0533 葛山 田中医院 921-2053 高島町

7 土 きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

8 日

白石医院 951-4593 市道町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

つかだ医院 983-1577 堂庭 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

境医院 975-8021 竹原 白石医院 951-4593 市道町

9 月 岩渕内科医院 951-4579 添地町 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

10 火 やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下 古屋小児科医院 963-0407 西条町

有

料
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

日 曜 耳鼻科� ８時〜17時 眼　科� ８時〜17時 産婦人科�８時〜17時 歯　科� ９時〜15時

1 日
しんふじ耳鼻咽喉科
クリニック
0545-65-0600

川成新町
矢田眼科クリニック
962-2006

三枚橋町
静岡医療センター
975-2000

長沢
なかじま歯科医院
995-1000

伊豆島田

8 日
さわだの森耳鼻咽喉科
クリニック
929-8787

西沢田
三島社会保険病院
975-3031

谷田
　藤久保

沼津市立病院
924-5100

東椎路
中原歯科医院
993-3300

佐野

15 日
田中耳鼻咽喉科医院
975-0226

中央町
桑名眼科クリニック
987-5575

下土狩
ウスイクリニック
980-5580

下土狩
中里歯科医院
976-1818

伏見

11 水 なおきクリニック 929-8555 東椎路 頴川医院 921-5148 高島本町 原小児科医院 962-0636 八幡町

12 木 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

13 金 あそうクリニック 929-7575 筒井町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

14 土 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

15 日

芙蓉クリニック 922-3177 本田町 守重医院 931-2511 我入道
　江川町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

鈴木医院 993-0430 佐野 東医院 921-5520 高沢町

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時
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日
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秩 序 を ま も り、 平 和 で 安 全 な ま ち を つ く り ま す市民憲章 :

２日㈪、９日㈪、17日㈫、
23日㈪、30日㈪ 

７月の休館日

市川ほのかちゃん
（３歳・伊豆島田）

髙橋　剛
ごう
正
せい

くん
（２歳 11カ月・深良）

田中　奏
そ
羽
わ

ちゃん
（３歳・佐野）

鎌野　紗
さ
季
き

ちゃん
（２歳 11カ月・茶畑）

市川采
あ
禾
か
理
り

ちゃん
（２歳 10カ月・佐野）

７月の行事予定
親子おはなし広場

　３日㈫　10 時 30分〜　 展示室　　　　　　
おはなしの会

　７日㈯　14 時〜 00 分　おはなしの部屋　　
親子おはなしの会

　10日㈫　10 時 30分〜　 文化センター図書室
おはなしの会

　14日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室
ファーストブック

　18日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　25日㈬　13 時〜 16 時　展示室　　　　　　

なつやすみ こども一日図書館員を募集します
と　き／７月 25 日㈬、８月１日㈬
　　　　午前の部▶９時 30 分〜 11 時 10 分
　　　　午後の部▶ 14 時〜 15 時 40 分
ところ／鈴木図書館本館
対　象／�市内に在住している、初めて一日図書館

員に応募する小学生
定　員／各日とも午前・午後の部　各16人（先着順）
持ち物／筆記用具
内　容／�❶図書館と図書館の仕事の見学❷本の貸

出・返却の仕事の体験❸本棚へ本を返す
仕事の体験

申込み／�７月７日㈯　９時から本館窓口でお申し
込みください（電話申込可）。

なつやすみ親子折り紙教室を開催します
と　き／�７月 21 日㈯
　　　　午前の部▶ 10 時〜 12 時
　　　　午後の部▶ 13 時 30 分〜 15 時 30 分
ところ／鈴木図書館本館２階　展示室
対　象／�市内に在住している幼児・小学生とその保護者
定　員／午前の部・午後の部　各 15 組（先着順）
講　師／折り紙研究家　森千

ち

代
よ

子
こ

先生
内　容／季節の風物などを折ります
持ち物／�おりがみ、はさみ、カッターナイフ、セ

ロテープ、のり
申込方法�／６月 30 日㈯　９時から本館窓口でお

申し込みください（電話予約可能）。
※�おり紙購入希望の方は、材料費200円が必要です。
その他／�駐車場が大変混み合いますので、市役所

駐車場をご利用ください。

新刊紹介 New Release
『おっちゃん、なんで外で寝なあかんの？』
著：生田武志 絵：下平けーすけ あかね書房

『ダヤンと恐竜のたまご』
著：池田あきこ　ほるぷ出版

『おひさまやのおへんじシール』
作：茂市久美子 絵：よしざわけいこ 講談社

『 かみさまはいるいない？』
文：谷川俊太郎 絵：清川あさみ クレヨンハウス

『ココロ・ファインダ』
著：相沢沙子　光文社

『鋼の魂』
著：仁木英之　新潮社

『レディ・マドンナ』
著：小路幸也　集英社

『ゆめみるハワイ』
著：よしもとばなな　世界文化社
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7月1日号 02 �予算・財産・市債の財政状況
04 �後期高齢者医療制度の保険証更新
05 �限度額適用認定証の交付申請
06 �平成24～26年度の介護保険料
08 �市・県民税一部改正
09 �みんなで考えよう！ …万引き
10 ��ウルトラトレイル・マウントフジ

６月 10 日　市消防操法大会

地域を守るために

頑張ってます！



民生費 土木費 総務費 教育費 衛生費 公債費 そのほか
予算現額 48億6,115万円 35億7,769万円 29億4,178万円 24億 748万円 22億1,872万円 18億1,722万円 24億4,632万円
支出済額 45億1,862万円 25億7,108万円 25億5,788万円 22億1,755万円 19億1,508万円 14億9,595万円 22億 671万円
執 行 率 93.0% 71.9% 87.0% 92.1% 86.3% 82.3% 90.2%

　市では毎年２回、６月と12月に市の財政状況の公表を行っています。これは歳入歳出予算の執行
状況、財産と市債の現況などをお知らせするものです。今回は平成23年度下半期（３月31日現在）の
財政状況について紹介します。

■納めたお金
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 ６万7,020円 17万1,865円
（５万1,969円） （13万3,268円）

固 定 資 産 税 ９万6,658円 24万7,868円
軽 自 動 車 税 1,757円 4,506円
市 た ば こ 税 6,984円 １万7,911円
特別土地保有税 0円 0円
都 市 計 画 税 7,410円 １万9,003円

合 計
17万9,831円 46万1,153円

（16万4.779円） （42万2,556円）

■使われたお金（一般会計）
1人当たり 1世帯当たり

総 務 費 ４万7,282円 12万1,250円
民 生 費 ８万3,526円 21万4,193円
教 育 費 ４万  991円 10万5,117円
土 木 費 ４万7,526円 12万1,876円
公 債 費 ２万7,653円 ７万  911円
衛 生 費 ３万5,400円 ９万  779円
消 防 費 １万4,013円 ３万5,934円
そ の ほ か ２万6,779円 ６万8,669円
合 計 32万3,170円 82万8,729円

■市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普
　
通
　
債

土 木 費 35億6,835万円 旧郵政公社 38億8,891万円
教 育 費 28億2,237万円 財 務 省 50億9,773万円
民 生 費 ６億7,662万円 地方金融機構 18億8,009万円
商 工 費 ２億3,176万円 銀 行 等 62億1,226万円
そのほか 103億3,927万円 静 岡 県 ２億1,619万円

計 176億3,837万円 そのほか ３億4,319万円
災
害
復
旧
債

土 木 費 0円 合 計 176億3,837万円
計 0円

合 計 176億3,837万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 １億6,370万円 銀行等 １億6,370万円
（下水道事業特別会計）

目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 63億6,825万円
旧郵政公社 24億  234万円
財 務 省 15億5,011万円

合       計 63億6,825万円
地方金融機構 24億1,580万円
合       計 63億6,825万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 19億1,077万円
財 務 省 11億6,953万円
地方金融機構 ７億4,126万円

合       計 19億1,077万円 合 計 19億1,079万円

※（　）は、法人分を除いた数字

支
出
済
額

予
算
現
額

凡例
予算現額	 202億7,036万円
支出済額	 174億8,287万円
執行率	 	 86.2%
※前年度からの繰越事業分を含む

一般会計歳出

歳出状況

平成23年度　下半期財政状況
予算・財産・市債の財政状況

p.2
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市税 国庫支出金 市債 諸収入 県支出金 財産収入 そのほか
96億1,162万円 26億7,674万円 20億4,660万円 11億3,022万円 ８億2,905万円 　　3,281万円 39億4,332万円 予算現額
97億2,849万円 19億 57万円 ２億 230万円 10億9,142万円 ４億4,005万円 　　5,283万円 39億1,124万円 収入済額

101.2% 71.0% 9.9% 96.6% 53.1% 161.0% 99.2% 収 入 率

■水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ８億     　円 ７億8,038万円 97.5%
収 益 的 支 出 ７億7,548万円 ７億1.756万円 92.5%
資 本 的 収 入 5,020万円 4,555万円 90.7%
資 本 的 支 出 ４億4,004万円 ３億9,209万円 89.1%

■土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 2,015万円 2,015万円 100.0%
収 益 的 支 出 2,069万円 2,037万円 98.4%
資 本 的 収 入 1,379万円 1,379万円 100.0%
資 本 的 支 出 3,248万円 3,248万円 100.0%

■市有財産の状況
数量または金額

土 地 709,305.97㎡
山 林 1,211,335.92㎡
建 物 163,011.79㎡
出資金及び
貸 付 金 ５億1,625万円

基 金 103億5,924万円
車 両 122台

■特別会計
会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険 49億     　円 46億3,533万円 94.6% 44億7,173万円 91.3%
後期高齢者医療事業 ３億6,129万円 ３億5,280万円 97.7% ３億1,129万円 86.2%
介 護 保 険 24億  985万円 23億  936万円 95.8% 21億5,327万円 89.4%
土 地 取 得 58万円 44万円 74.7% 43万円 74.7%
十里木高原簡易水道 6,026万円 4,155万円 69.0% 1,798万円 29.8%
下 水 道 事 業 ９億7,771万円 ７億8,068万円 79.8% ７億5,580万円 77.3%
墓 地 事 業 １億5,374万円 4,713万円 30.7% １億1,373万円 74.0%
合 　 　 計 88億6,343万円 81億6,729万円 92.1% 78億2,422万円 88.3%

※�資本的収入額が資本的支出額に対して不足する場
合は、損益勘定留保資金などで補てんする。

※�資本的収入額が資本的支出額に対して不足する場
合は、損益勘定留保資金などで補てんする。

※�歳入の不足分は財政調整基金から
一時立替をしています。

予算現額	 202億7,036万円
収入済額	 173億2,690万円
収入率	 	 85.5%
※前年度からの繰越分を含む

予
算
現
額

収
入
済
額

凡例 一般会計歳入

歳入状況

平成23年度　財政状況概要
　　　　（平成 24 年３月 31 日現在）

総予算額　303億4,931万円

収入済額　263億2,012万円

支出済額　264億1,674万円

企画部　財政課
995-1801 p.3
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後期高齢者医療制度の

保険証を更新します

病院窓口での支払いについて

　保険証には「一部負担金の割合」の欄があります。これは、病院窓口で支払う金額の割合を、平成 23 年中の

所得に基づき判定したものです。（１割または３割）

＊一部負担金の割合が「3割」となる方
　住民税の標準課税所得額が 145 万円以上の方、またはその方と同じ世帯の方

　　※ただし、次の条件に当てはまる方は、申請により「1 割」になります。

　　　対象となる方には 7 月中に市役所から申請書を郵送しますので申請してください。

◦世帯に被保険者が 1 人で、その被保険者の収入が 383 万円未満の方

◦世帯に被保険者が 2 人以上で、その被保険者の収入合計額が 520 万円未満の方

◦�世帯に被保険者が 1 人で、同じ世帯に 70 歳以上 75 歳未満の方がいる場合、被保険者と同じ世

帯の 70 歳から 75 歳未満の方の収入合計額が 520 万円未満の方

※被保険者とは後期高齢者医療の保険証をお持ちの方です。

保険証の詐取にご注意ください

　広域連合や市町職員を装い、「保険証の更新時期になりましたので、古い保険証を回収に来ました。新しい保

険証は後日郵送します」と説明し、保険証を詐取する事例が発生しています。不審な訪問者があった場合、絶対

に保険証を渡さずに、警察か、広域連合、または市役所へお問い合わせください。

※有効期限が切れた保険証は、各自で確実に処分していただくか、国保年金課または各支所へ   
返却してください。

静岡県後期高齢者医療広域連合　054-270-5520

　後期高齢者医療制度の保険証は、毎年８月１日に新しい保険証に変わ
ります。
　現在お使いの保険証は有効期限が「平成24年７月31日」となっており、
８月以降は使用できなくなります。
　平成24年８月からお使いいただく保険証は、７月末日までに市役所か
ら対象のみなさんに郵送します。８月からはこの保険証をお使いくださ
い。
　今回送付する保険証は表面の色が「緑色」です。（藤色から、緑色に
変わります）
　８月になっても保険証が届かないなど、ご不明な点がありましたらお
問い合わせください。

見
　
本

健康福祉部　国保年金課　後期高齢者医療係
995-1813
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70歳以上の方

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を！

交付を受ける
ことができる方

国民健康保険証をお持ちの方
（70歳以上～75歳未満）

後期高齢者医療の保険証を
お持ちの方

所 

得 

区 

分

低所得
Ⅰ

世帯主および世帯内で国民健康保険
証をお持ちの方が住民税非課税で、
その世帯の総所得金額が０円の方
※ただし、★１の世帯は対象外

世帯員全員が住民税非課税で、
その世帯の総所得金額が０円の
方
※ただし、★１の世帯は対象外

低所得
Ⅱ

世帯主および世帯内で国民健康保険
証をお持ちの方が、住民税非課税の
場合

世帯員全員が住民税非課税の場
合

�

手続き方法／申請した月の初日
から適用となります。該当する
と思われる方やすでにお持ちの
方は、以下の物をお持ちの上、
申請手続きをしてください。
申請に必要な物 ／●加入中の
保険証●国民健康保険高齢受給
者証（国保の方のみ）●限度額
適用・標準負担額減額認定証（す
でにお持ちの方のみ）●認め印

　国民健康保険証をお持ちの方（70歳以上～75歳未満）または後期高齢者
医療の保険証をお持ちの方は、入院時の一部負担金と食事代を減額する
ための「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることがで
きます。
　交付を受けることができる方は、所得区分に応じ、下表のとおりです。

　国民健康保険に加入されている70歳未満の方は、「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。これは、
入院して治療を受けたときの医療費の自己負担限度額を病院に示すものです。
　病院の窓口へ保険証とともに認定証を提示することにより、１カ月ごとの１医療機関での医療費の支払額が下表
の自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額

所得区分 入院時の世帯単位の
自己限度額（月額）

標準負担額
（入院時の１食当たりの食事代）

低所得Ⅰ 15,000 円 100 円

低所得Ⅱ 24,600 円
90 日までの入院 210 円

過去 12 カ月以内に
90 日を超える入院 160 円

入院する時は？
　保険証、国民健康保険高齢受給者証（国保の方のみ）、
限度額適用・標準負担額減額認定証を必ず病院の窓口に提
示してください。窓口で支払う一部負担金と食事代が減額
され、下表の自己負担になります。

自己負担限度額（区分表示）
対象世帯 自己負担限度額

上位所得世帯★２ 150,000 円＋（掛かった医療費－ 500,000 円）× 1％　〔83,400 円〕

一般世帯★３ 80,100 円＋（掛かった医療費－ 267,000 円）× 1％　〔44,400 円〕

住民税非課税世帯 35,400 円　〔24,600 円〕

★２　上位所得世帯とは、基礎控除後の所得が 600 万円を超える世帯の方です。
★３　一般世帯とは、住民税課税世帯で、上位所得世帯に該当しない世帯の方です。
※〔 〕内は過去 12 カ月のうちで自己負担限度額上限までのお支払いが４回目以降の場合です。
※国民健康保険税を滞納している場合は、限度額適用認定証の交付が受けられないことがあります。

★１　世帯内に、公的年金収入 80 万円を超える人がいる世帯

【有効期限】８月１日㈬～
平成 25 年７月 31 日㈬

【有効期限】８月１日㈬～
平成 25 年７月 31 日㈬

後期高齢者医療国　　保

手続き方法／申請した月の初日か

ら適用となります。入院されると

きは、以下の物をお持ちの上、申

請手続きをしてください。

申請に必要な物／●保険証●認め印

健康福祉部　国保年金課
年金・後期高齢者医療係
995-1813

国保係　995-1814

70歳未満の方
「限度額適用認定証」の交付申請を！
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65歳以上の皆様へ
平成24～26年度の介護保険料が決まりました

　介護保険制度を運営していくために必要な

財源は、国・県・市が負担する公費（５０％）と、

４０歳以上の方が納める保険料（５０％）で成り

立っています。

　第５期事業計画期間（平成2４～26年度）にお

いては、高齢化の進展に伴い6５歳以上の高齢

者の割合が徐々に高まることから、6５歳以上

の方（第１号被保険者）は財源の21％（第４期：

2０％）を、４０歳以上6４歳以下の方（第２号被保

険者）は29％（第４期：3０％）を負担すること

になっています。

　介護保険制度は、介護を必要とする状態になってもできる限り自立した生活ができる
よう、高齢者の介護を社会全体で支えていこうというしくみです。
　その財源の一部となる65歳以上の方の介護保険料は３年ごとに見直しをしています。
　介護保険は、高齢者の方々にも、現役世代に支えてもらいながら、自らの助け合い精
神で、全体の費用の一部を保険料として負担していただき、必要なサービスを提供する
ものです。皆様にはご負担をおかけしますが、制度の趣旨をご理解いただき、納め忘れ
のないようお願いします。

介　護　保　険　の　財　源

平成24～26年度の介護保険料

　　　介護保険の財源構成

　裾野市の高齢者人口は毎年増

加傾向にあり、高齢化率も平成

21年度には18.3％でしたが、平

成26年度には21.５％に上昇する

と見込まれています。また、要

介護等認定者についても毎年増

加が見込まれ、これに伴い介護

保険サービスを提供するための

費用（介護保険給付費）も増加

が見込まれます。

裾野市の介護保険給付費の推移

　平成2４年度から平成26年度の介護保険料は、高齢者人口の増加に伴い介護を必要とする方の人数や介護

サービスの必要量の増加が見込まれることから、これまでの額を引き上げることになりました。

65歳以上の
方の保険料
21.0％

40～64歳の
方の保険料
29.0％裾野市

12.5％

静岡県
12.5％

国
25.0％

■□ 65歳以上人口　■□ 認定者数　―◆― 保険給付費

〔人〕

〔年度〕
平成21 22 23 24 25 26

〔千円〕

0 1,500,000

1,800,000

2,100,000

2,400,000

2,700,000

3,000,00014,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

介護を必要とされる方が増えています
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健康福祉部　介護保険課
995-1821

65歳以上の方の介護保険料

介護保険料が10段階になりました
　6５歳以上の方の介護保険料は、一人ひとりの市民税の課税状況や所得金額によって決定しています。裾

野市では所得段階の区分を1０段階12区分（平成21～23年度は９段階1０区分）に増やすことで、よりきめ細

かく保険料を決定するとともに、所得が低い方の負担軽減を図っています。

平成24年度の保険料は７月中旬に通知します
　65歳以上の方の平成24年度介護保険料に関する通知書は７月中旬に個別にお送りします。決定した保険
料額や納め方などの詳細は、こちらの通知書でご確認ください。

平成23年度までの
介護保険料 平成24〜26年度の介護保険料

所得段階 年額保険料
（月額保険料） 所得段階 対象になる方 算定方法 年額保険料

（月額保険料）

第１段階 21,600円
（1,800円） 第１段階

本
人
が
市
民
税
非
課
税

生活保護を受けている方
老齢福祉年金の受給者で、世帯全
員が市民税非課税の方

基準額
×0.5

26,600円
（2,220円）

第２段階 21,600円
（1,800円） 第２段階

世帯全員が市民税非課税で、前年
の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が80万円以下の方

基準額
×0.5

26,600円
（2,220円）

第３段階 32,400円
（2,700円）

第３段階の１
（新設）

世帯全員が市民税非課税で、前年
の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が120万円以下で第１段階・
第２段階に該当しない方

基準額
×0.625

33,300円
（2,775円）

➡ 第３段階の２
世帯全員が市民税非課税で、第１
段階・第２段階・第３段階の１に
該当しない方

基準額
×0.75

39,900円
（3,330円）

第４段階の１ 37,800円
（3,150円） 第４段階の１

世帯に市民税課税の方がいて、前
年の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が80万円以下の方

基準額
×0.875

46,600円
（3,885円）

第４段階の２
（基準額）

43,200円
（3,600円）

第４段階の２
（基準額）

世帯に市民税課税の方がいて、第
４段階の１に該当しない方

基準額
×1.0

53,200円
（4,440円）

第５段階 48,600円
（4,050円） 第５段階

本
人
が
市
民
税
課
税

前年の合計所得金額が125万円未
満の方

基準額
×1.125

59,900円
（4,995円）

第６段階 54,000円
（4,500円） 第６段階 前年の合計所得金額が125万円以

上190万円未満の方
基準額
×1.25

66,600円
（5,550円）

第７段階 64,800円
（5,400円） 第７段階 前年の合計所得金額が190万円以

上300万円未満の方
基準額
×1.5

79,900円
（6,660円）

第８段階 70,200円
（5,850円） 第８段階 前年の合計所得金額が300万円以

上500万円未満の方
基準額
×1.625

86,500円
（7,215円）

第９段階 75,600円
（6,300円）

第９段階 前年の合計所得金額が500万円以
上700万円未満の方

基準額
×1.75

93,200円
（7,770円）

第10段階
（新設）

前年の合計所得金額が700万円以
上の方

基準額
×1.875

99,900円
（8,325円）

※納付する保険料（年額）は100円未満の額を切り捨てた金額です。
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平成25年度の市・県民税にかかる
税制改正について

　平成22年度の税制改正により、平成2５年度の市・県
民税における生命保険料控除が見直されることになり
ました。
　現行の生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」
および「個人年金保険料控除」の２種類に分けられて
おり、それぞれ適用限度額は3５，０００円（合計適用限度
額は7０，０００円）です。今回の改正により、平成2４年１
月１日以降締結分の生命保険契約などについては、新
たに「介護医療保険料控除」が設けられ、３種類にな
ります。適用限度額はそれぞれ28，０００円（合計適用限
度額は7０，０００円）になります。
　なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約に
ついては、従前の「一般生命保険料控除」および「個
人年金保険料控除」の適用限度額は、それぞれ3５，０００円

（合計適用限度額は7０，０００円）がそのまま適用されます。

新契約（平成24年１月１日以後に締結した�
� 保険契約等）にかかる控除額の計算
●表１
支払保険料の金額� 生命保険料控除額�

12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超

32,000円以下
支払保険料の金額×
２分の１＋6,000円

32,000円超
56,000円以下

支払保険料の金額×
４分の１＋14,000円

56,000円超 28,000円

旧契約（平成23年12月31日以前に締結した�
� 保険契約等）にかかる控除額の計算
●表２
支払保険料の金額� 生命保険料控除額�

15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超

40,000円以下
支払保険料の金額×
２分の１＋7,500円

40,000円超
70,000円以下

支払保険料の金額×
４分の１＋17,500円

70,000円超 35,000円

新契約と旧契約の双方について�
� 保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
　新契約と旧契約の双方の支払保険料などについて一
般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を

　税制改正により、市・県民税の生命保険料控除および退
職所得にかかる市・県民税の計算方法が下記のとおりにな
ります。

平成25年（度）の
市・県民税（個人住民税）が一部改正されます

受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金
保険料控除の控除額は、次の①および②の金額の合計
額（上限28,000円）になります。
①�新契約の支払保険料▶表１により計算した金額
②�旧契約の支払保険料▶表２により計算した金額
※�所得税の控除額は、適用限度額や計算方法が異なり

ますので、税務署にお問い合わせください。

平成25年１月１日から改正となる
退職所得にかかる市・県民税について

　平成23年度の税制改正により、平成2５年１月１日以
降に支払われる退職所得にかかる市・県民税（個人住
民税）所得割額の1０％税額控除が廃止されます。
従来の計算方法
退職所得の金額

×

税　率

＝

税　額
（収入金額−
所得控除額）

×1/2

市民税 県民税 市民税額
A

県民税額
B６％ ４％

税　額
−

控除額
＝

特別徴収すべき税額
市民税額

A
県民税額

B
A×10％

C
B×10％

D
市民税額
A−C

県民税額
B−D

改正後の計算方法　（1０％税額控除が廃止されます）

退職所得の金額

×

税　率

＝

税額（特別徴収すべき税額）
（収入金額−
所得控除額）

×1/2

市民税 県民税 市民税額
A

県民税額
B６％ ４％

※退職所得控除額の計算
　㋑�勤続年数が2０年以下の場合▶４０万円×勤続年数

（8０万円に満たないときは、8０万円）
　㋺�勤続年数が2０年を超える場合▶8００万円＋7０万円

×（勤続年数－2０年）
　�　なお、在職中に障がい者に該当することとなった

ため退職した場合には、上記㋑または㋺の金額に
100万円が加算されます。

※�退職所得の金額（収入金額から退職所得控除額を差
し引いた後の金額に２分の１を乗じて得た額）に、
1，０００円未満の端数がある場合は、1，０００円未満の金
額を切り捨てます（退職所得の金額は、1，０００円単位）。

※�特別徴収すべき税額（市民税、県民税）に、1００円未満
の端数がある場合は、1００円未満の端数を切り捨てま
す。

総務部　市民税課
995-1810
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みんなで考えよう！ …万引き

　市内の商店・学校・青少年健全育成に関係する諸団

体の代表など 20 人により構成され、以下のような内

容について協議し、対策を考えています。

①万引きを予防するための対策

②万引き防止を啓発する対策

③再犯を防止する対策

　これらについて協議する中で、店頭掲示ポスターや

啓発リーフレットなどを作成してきました。

　下のポスターはその一例です。また、各店舗で万引

きが発覚したとき、情報を発信してもらうために、情

報連絡票を作成しました。これは、万引きが発覚した

店舗でためらうことなく通報できるようにするための

ものです。

　また、小中学校では道徳の授業や行事などを通して

児童・生徒の自律意識・規範意識を高める指導に力を

入れています。

　裾野市青少年万引き防止対策 
 専門委員会からのお知らせ　
　平成22年１月から２月にかけて、市内の37の
商店に、万引きに関するアンケート調査をしま
した。平成21年～22年にかけての２年間の万引
きの被害状況を尋ねたところ、９割の商店で「万
引き被害があった」「その実行者は幼児から大
人までの広い範囲にわたっている」などの回答
が寄せられました（左図参照）。
��裾野市青少年問題協議会ではこれらの実態を
踏まえ、万引き防止にかかる対策を協議するた
め、「青少年万引き防止対策専門委員会」を設
置し、協議を進めてきました。

万引きをすると…
　万引きは犯罪です。窃盗という罪になります。刑法

23５条には「他人の財物を窃取した者は窃盗罪とし、

1０年以下の懲役に処する」と定めています。それだけ

でなく、保護者や兄弟を含め、家族全員が社会的非難

の対象になってしまいます。たかが万引きなどと思っ

ているととんでもないことになってしまいます。

お知らせとお願い
　左のようなポスター・リーフレットを作成しま
した。今後様々な機会に配布していきます。なお、
ポスター・リーフレット・情報連絡票は市ホーム
ページからダウンロードできます。是非ダウン
ロードをしてご活用ください。
　アドレスは
　　�http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/
ed/shoplifting.php須山小学校６年生の勝呂琴

こと

音
ね

さんが描いた「10年後の
裾野市」から引用しています

青少年万引き防止対策専門委員会とは

0
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35

Ｈ22 Ｈ23

■□ 万引き被害があった
■□ 万引き被害はなかった

●万引き発生の状況（37店舗中）
� （平成22年度末調査）

教育部　生涯学習課
992-3800
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５月 19 日に行われた、ハーフコース STY のスタート（富士山こどもの国）

ウルトラトレイル・マウントフジとは

　「ウルトラトレイル・マウントフジ」は、トレイル
ランニングの世界大会で、選手が富士山の周囲を一周、
登山道、林道などを人力のみで走り、歩き続けます。
トレイルランニングの世界一の大会「ウルトラトレイ
ル・デュ・モンブラン（フランス）」の姉妹大会になり、
アジア初の 100 マイルレースになることから、世界
じゅうから注目を集めていました。
　また、この大会は、トレイルランニングの魅力を伝
えると同時に、富士山のすばらしさを再発見し、世界
遺産登録に向けて、国内外に広く伝えていく絶好の機
会でもありました。

盛大に開催された第1回大会の
概要と結果

　初開催となった今大会は、国内だけでなく、世界じゅ
うから 2000 人以上の選手と応援者が参加して、盛大
に開催されました。過酷なレースにもかかわらず、多
くのランナーが見事完走しました。

【大会結果】
●ＵＴＭＦ／ 156 キロメートル
 （富士山を一周：約 100 マイル）
　スタート＆ゴール：河口湖大池公園
　参加者：852 人
　完走者：611 人（完走率 71・7％）
●ＳＴＹ／ 82 キロメートル（静岡 to 山梨） 
　スタート：富士山こどもの国
　ゴール：河口湖大池公園
　参加者：1177 人 
　完走者：991 人（完走率 84・2％）

富士山ネットワーク会議からのお知らせ　富士山の魅力を世界に発信！

ウルトラトレイル・マウントフジ 感動の初開催!!

　5月18日から20日の3日間にかけて、富士山の周囲を一周、156キロメー
トルを走破する「ウルトラトレイル・マウントフジ（UTMF）」が初開催され
ました。
　今回は、コースになった静岡県側の富士山ネットワーク会議に加盟する4市
1町（富士市・裾野市・富士宮市・御殿場市・小山町）から、白熱した大会の
様子をお届けします。
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コースは想像以上に厳し
く、常に頭の中で自分と戦
いながら走っていました。
でも、故郷のすばらしいト
レイルを走れて感動しまし
た。

や喜びを感じました。遠く
から来た人には、富士山を
見てもらえてうれしかった
です。走っている選手みん
なが仲間という感じでし
た。

地の利を生かして余裕を
持って走ることができまし
た。また、自分が住んでい
るまちの自然の豊かさに改
めて気づかされました。

ＳＴＹに出場

ＳＴＹに出場ＳＴＹに出場

ＳＴＹに出場

渡辺　秀明
さん

井上　富
ふ

幹
もと

さん
小林　涼子

さん

　トレイルラン
ニング大会は初
参加でした。

　私は地元なの
で、地元を走っ
ているうれしさ

　大会までに３
回くらい試走す
ることができ、

UTMF のスタート（河口湖大池公園） STY のスタート（富士山こどもの国）

■富士市

■富士宮市■裾野市

■小山町■御殿場市

目標でした。いろんな人の
応援のおかげで完走するこ
とができました。選手同士
が一体となる社会性がある
日本一の大会だと思いま
す。

ル前では仲間が待っていて
くれて、一緒にゴールしま
した。ボランティアの皆さ
んがいなかったら、大会の
成功はなかったと思いま
す。

しませんが、地元開催とい
うこともあり参加しまし
た。大変でしたが、運営や
サポートの皆さんのおかげ
で楽しく走れました。

　私がトレイルランニングを本格的に始めたのはこと
しからでした。それでも、家族の応援やエイドステー
ションでのおもてなしもあり、終始楽しく走ることが
できました。　ゴールできたときは、本当に安心しま
した。次回はＵＴＭＦに挑戦してみたいです。

　「何だ、これは」と思うほど、長くきついコースで、
負傷もしました。しかし、皆さんの親切な対応やおも
てなしに後押しされながら、寝ずに走り抜くことがで
きました。また走りたいです。

ＵＴＭＦに出場

ＵＴＭＦに出場ＵＴＭＦに出場

ＵＴＭＦに出場

　記念すべき第
１回に出場して
完走することが

　最後までリタ
イアは考えませ
んでした。ゴー

　ふだんは、こ
こまで距離の長
い大会には出場

　内田　寬
ゆたか

　
さん

原　麻
ま

生
き

子
こ

　
さん

　森　大
ひろ

樹
き

　
さん

美
み

齊
さい

津
づ

　修さん 渡邉　聡
そう

一
いち

さん

UTMF＆STYに出場した
地元選手から
［大会に参加して］
　今大会には世界じゅうからたくさんの
ランナーが参加しました。中には、地元
から参加した選手もいました。
　大会を肌で感じた地元市町の選手に、
感想を聞きました。

選手の皆さん、お疲れさまでした !!
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AS5

 ウルトラトレイル・マウントフジ

　「ウルトラトレイル・マウントフジ」の成功の裏には、静岡県側の富士山ネットワーク
会議に加盟する4市1町（富士市・裾野市・富士宮市・御殿場市・小山町）の皆さんの活躍
が欠かせませんでした。
　そこで、選手が休憩するエイドステーション（AS）で行われた、地元特産品の提供をは
じめ、さまざまなおもてなしなど、各市町の様子をお伝えします。

富士山麓の魅力と可能性を未来へ！

富士山ネットワーク会議で選手をおもてなし

御殿場市

富士市

富士宮市

裾野市

富士山
 Mt.FUJI

富士山こどもの国

西富士中学校

水ヶ塚公園

富士山御殿場口太郎坊

河口湖大池公園

山中湖

河口湖
西湖精進湖

本栖湖

小山町
すばしり

STY START

UTMF START & FINISH
STY FINISH

AS4

AS5

AS6

AS7

AS8

外国人ボランティア
　　　　　　　　ルソー・クレマンさん
　　　　　　　　ジョソー・クロエさん�［フランス］
　私たちは、トレイルランニングを趣味でやっている
こともあり、今回ボランティアとして、フランスから
参加しました。姉妹大会である「ウルトラトレイル・
デュ・モンブラン」でもボランティア経験があります。
　エイドステーションでは、「御殿場みくりやそば」
を選手に手渡したり、選手を笑顔で迎えたり、精一杯
のおもてなしをしました。
　いつか「ウルトラトレイル・マウントフジ」にラン
ナーとして出場したいです。

AS4

ようこそ静岡県へ
　静岡県最初のエイドステーション「道の駅すばし
り」。歓迎の打ち上げ花火が鳴り響く中、トップラン
ナーが駆け込むと、拍手と声援に包まれ、一気に活気
づきました。
地元の食材で温まって
� ［須走わいわい会　代表　米山貞夫さん］
　地元で 20 年以上活動している「須走わいわい会」は、
選手たちに「きのこ汁」と「甘酒」をふるまいました。
　夜は冷え込むので、温かいもので選手を元気づけた
かったです。きのこ汁はとても好評でした。また須走
に来てくれるのを楽しみにしています。　

◦小山町 ◦御殿場市

p.12

広報すその　平成24年７月１日号



AS6

AS7

AS8

ウルトラトレイル・マウントフジ

◦裾野市

◦富士市

◦富士宮市

すそのブランドのコラボで温かいお出迎え
　最も標高の高かった裾野市のエイドステーションでは、
すそのブランドの「すその水ギョーザ」と「すやまうどん」
を組み合わせた温かい料理が選手たちに大人気でした。
ボランティアで参加して� ［佐藤ツタ子さん］
　深夜のエイドステーションで、選手や応援の皆さんに食
事を提供しました。
　「お疲れさま」「温かくておいしかったよ」選手と言葉を
交わすと、私自身もパワーをもらいました。また、過酷な
レースを間近で見ることができ、とてもよい経験になりま
した。次の機会があれば、また協力したいです。

温かな「富士山ひらら」で選手をおもてなし
� ［富士市商工会女性部長　村松千恵子さん］
　私たちがつくる、地元特産品「富士山ひらら」は米粉の
めんなので、選手のエネルギーになります。さらに今回は、
寒い中を走ってくる選手の体が温まるよう、みそ汁風にし
ました。
　寒さで震える手に「富士山ひらら」を受け取った選手は、

「ありがとう」「おいしい」と言って心から喜んでくれまし
た。私たちは、選手のうれしそうな顔と一生懸命さを見て、
眠気も忘れ、用意した 1200 食を夜通し提供し続けること
ができました。

ボランティアの笑顔でおもてなし
　西富士中学校では、市内外から集まったたくさんのおも
てなしボランティアが活躍しました。富士宮やきそばの提
供が好評でした。
ボランティアとして参加した西富士中学校 3年
� ［石井美

み

優
ゆう

さん、名村瑞
みず

樹
き

さん、淺倉茉
ま

奈
な

さん］
　大会前に大会実行委員長の鏑木さんの講演を聞いてボラ
ンティアに参加しようと思いました。外国の人が日本語で

「やきそばうまいです！」と言っていたり、水を求める人
がすごく多かったりしたことが印象的でした。将来出場で
きたらうれしいです。

ゴールを目指す選手たち

　「ウルトラトレイル・マウントフジ」は、無事
終了し、初めの一歩を踏み出すことができました。
このような成功をおさめたのは、ボランティアを
はじめ、地元の皆さんのおかげだと思います。3
日間の長時間、厳しい環境の中でしたが、熱い気
持ちで大会にかかわっていただいたことを決して
忘れません。
　大会終了後、現在も多くの人から感謝のメール
などをいただいています。そのことからも、本当
に多くの人の心に残るすばらしい大会だったこと
を痛感しています。
　この大会は、単なるランニングイベントではな
く、「地域振興」「国際観光」「富士山周辺の自然
環境や保全活動」の推進などを目標に掲げて取り
組んできました。このことを「肝」に銘じて、私
たちは今後この大会がよりすばらしいものになる
よう、さらに努力していきます。ぜひ、引き続き
皆さんのご支援をよろしくお願いします。

将来に続く
初めの一歩が
スタート
　世界的トレイルランナー
　UTMF 大会実行委員長

 鏑
かぶ

木
らき

　毅
つよし

 さん

●問い合わせ
　企画部　秘書課広報室　 995-1802
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お知らせ
Announcement

市立水泳場が
オープン

�７月１日㈰～９月 10 日㈪　

※期間中は無休ですが、天候などに

より臨時休業する場合があります。

入場料／大人▶ 200 円

　　　　小人▶ 100 円

※付き添いの方も入場料が必要です。

回数券／１冊 12 枚つづり

　　　　大人▶ 2,000 円

　　　　小人▶ 600 円

�生涯学習課　992-3800
　市立水泳場　992-0707
　� ※開場期間中

すその夏まつり
桟敷席の販売に
ついて

�８月４日㈯　15 時～ 20 時 45 分

（雨天順延）

※花火大会 19 時 30 分～

�市運動公園　やすらぎ広場

�駐車券付▶ 6,000 円（200 マス）

　駐車券無し▶ 5,000 円（300 マス）

※１マス約４㎡

�６人

※乳幼児を除く。子ども含む

販売開始／７月２日㈪　９時～

販 売所／市商工観光課、富岡支所、

深良支所、須山支所、市観光協会、

大野路、清月、永田モータース、

大庭電化センター、さいとう看板、

豆久、ワン・テン、山下工務所、

みしまや、恋路亭、パワーライン

ツアーズ、ユーフォト

�●駐車券付桟敷席券１枚には、駐

車券（普通乗用車１台分）が付き

ます。●桟敷席受付にて、マス席

用シートをお渡しします。●夏ま

つり中止の場合、料金から 2,000

円を引いた額を払い戻しします。

●購入後のキャンセルはできません。

�市夏まつり実行委員会（裾野市観
光協会）　992-5005

子宮頸
けい

がん予防ワクチン
接種のお知らせ

　市では、中学生の女子の保護者に

子宮頸がん予防ワクチンの接種費用

の公費助成を行っています。６カ月

間で３回の接種が必要です。中学３

年生については、３回目が、３月中

に終了するように計画してください。

お子さんの接種を希望される方は、

接種前に、接種券発行の申請を行っ

てください。

�中学 1 ～ 3 年生の女子

�接種券により無料になります。　

接 種券の発行について／母子健康手

帳 ･ 印鑑を持参して、健康推進課

まで直接お申し込みください。最

大有効期間は、中学３年生相当の

学年末までです。

	健康推進課（福祉保健会館1階）
　石脇524-1　992-5711

国保高齢受給者証
新規交付会

　７月１日㈰から次の方が対象とな

り、次のとおり受給者証を交付しま

す。

�７月 26 日㈭　９時 45 分～ 11 時

30 分

�福祉保健会館研修室

�昭和 17 年７月２日～昭和 17 年

８月１日に生まれた方

通 知／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。

	国保年金課　995-1814

富士山の夏期マイカー規制

　富士山の自然保護と渋滞のない安

全で快適な登山を目的にマイカー規

制を実施します。

　規制期間中はマイカーの通行がで

きません。有料の乗換駐車場（駐車

料金は１台あたり 1,000 円）を利用

し、有料のシャトルバス・タクシー

にお乗り換えください。

規 制区間／富士宮口（富士山スカイ

ライン登山区間）および須走口（ふ

じあざみライン）

�７月 13 日㈮～ 16 日㈪、７月 20

日㈮～ 22 日㈰、７月 27 日㈮～

８月 19 日㈰、８月�24 日㈮～ 26

日㈰

※時間はいずれも 17 時～ 17 時

	静岡県道路企画課
　054-221-3359

�http://www.pref.shizuoka.jp/

kensetsu/ke-210/fujisan/

裾野駅前パーキン
グの管理について

　７月１日㈰より、裾野駅前パーキ

ング（平松 381-3５）の管理を商工

観光課で行います。

　これに伴い、平成 2４ 年７月１日

以降の定期駐車券（年間パスポー

ト）、回数駐車券、プリペイドカー

ドの販売を商工観光課窓口で行いま

す。

　なお、駐車料金は従来通りで変更

はありません。駐車サービス券、プ

リペイドカードについても、従来通

り利用できます。

	商工観光課　995-1857
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お知らせ
Announcement

不動産取得税の納付を
お忘れなく！

　平成 23 年中に新増築された家屋

（県が直接調査課税したものを除く）

について、７月に不動産取得税が課

税されます。７月 31 日㈫が納期限

となりますので、納期限内の納付を

お願いします。

	県沼津財務事務所直税第２課
　920-2033

自衛隊制度説明会

�７月 22 日㈰　10 時～ 18 時

　８月７日㈫　13 時～ 18 時

�東西公民館和室

�募集項目・資格、試験日程、待遇

	自衛隊三島募集案内所
　989-9111

建築確認関係手数料の改正

　市では、県の建築確認関係手数料

が見直されたことに伴い、県処理物

件との整合を図るため、建築確認関

係手数料を改正しました。このため、

７月１日㈰以降、市建築主事に建築

確認申請や完了検査申請を提出され

る場合、改正後の手数料額が適用さ

れます。

　改正内容は市ホームページをご覧

いただくか、建築住宅課までお問い

合わせください。

	建築住宅課　995-1856
�http://www.city.susono.shizuoka.

jp/

募 集
Recruitment

「工場立地法に基づく裾野市準
則（案）」概要に関する意見

　「工場立地法に基づく裾野市準則

を定める条例（案）」概要に関する意

見を募集しています。詳しくは市

ホームページをご覧ください。

�市内に在住または通勤している方

回 答方法／①市のホームページから

回答②直接または郵送・ＦＡＸで

回答

※�様式は市ホームページ上で配布し

ます。

�７月 20 日㈮

渉外課　995-1858
�http://www.city.susono.shizuoka.jp/

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

富士山講座 夏の野草探索会 古代体験講座

と　　き ７月28日㈯、29日㈰
9：00 ～15：00

８月４日㈯
8：30 ～15：00

８月８日㈬、11日㈯
9：00 ～15：00

と こ ろ 富士山資料館、富士山遊歩道
周辺　※雨天時は館内のみ　

水ヶ塚公園に現地集合
※小雨実施 富士山資料館

定　　員 いずれも20人（先着順）

内　　容

夏休みの課題や研究、総合的な
学習の手助け講座です。
●野鳥・野草・富士山関係（成
り立ち、歴史、自然、他）の研
究の仕方などの質問回答
●資料館周辺や遊歩道での観察

次のコースを探索します。
コース▶水ヶ塚公園➡駐車場散
策➡須山御胎内➡水ヶ塚駐車場
➡現地解散

滑石という柔らかい石を削り、
まが玉（古代の装飾品の一種）
を製作します。

申込方法 電話でお申し込みください。
申請期限 ７月25日㈬ ７月31日㈫ ８月１日㈬
費　　用 いずれも●保険料100円●入館料（大人▶200円、小・中学生▶100円）

持	ち	物
筆記用具、質問内容、双眼鏡、
カメラ、図鑑などの学習用具、
弁当、水筒、ビニールシート　
など

弁当、水筒、タオル、雨具、双
眼鏡、カメラ　など

軍手、マスク、飲み物、汚れて
もよい服装（エプロンなど）

そ	の	他 ●	申込時に、アンケートに質問
事項を記入し提出

●	イエティの近くに料金所があ
ります（500円）。

●	希望者は午後も参加可能です
（お弁当をお持ち下さい）。

富士山資料館　夏の講座・探索会 富士山資料館
998-1325
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募 集
Recruitment
家族介護教室

プロから学ぶ介護技術
入浴・食事編

�７月 19 日㈭　10 時～ 12 時

�生涯学習センター　学習室 1

�介護を行っている方、介護を受け

ている方、介護に関心のある方

�40 人

�①入浴について（訪問入浴体験な

ど）②食事について（とろみのつ

いた水分の試飲、飲み込みやすい

姿勢など）

�無料

�電話でお申し込みください。

�７月 18 日㈬

講師／介護老人保健施設　あいの郷

　深田雅
まさ

史
し

さん

�移動と移乗・排泄編を 12 月 15

日㈯に実施する予定です。

	富岳リリーフセンター裾野
　993-8034
　介護保険課　995-1821

県東部労働法セミナー
しずおか県民カレッジ

連携講座

　労働基準法をメインに労働法制の

基礎をわかりやすく講義するセミ

ナーです。

�９月 10 日㈪、24 日㈪、10 月４

日㈭、11 日㈭の全４日間　10 時

～ 16 時 30 分（初日のみ９時 50

分から）

�沼津労政会館２階　第１会議室

�労働問題、労働法制に関心のある方

�80 人

�労働基準法の基礎、労使のルール、

労働契約と労働条件、労災補償

�無料

�８月 24 日㈮　17 時

�筆記用具

	県東部県民生活センター労政班
　951-8209

�951-8208

と　　き 対　　象 内　　容 講　　師 定員

少年少女囲碁講座
（全４日間）

７月28日㈯、29日㈰、
31日㈫、８月１日㈬
9：30 ～11：00

市内に在住し
ている小学生

囲碁の入門として、
囲碁の面白さ、奥深
さをを学習します。

渡辺浩
ひろし

さん 12人

生け花アレンジメ
ント講座

７月27日㈮、８月８
日㈬
10：00 ～11：30

市内に在住し
ている小・中
学生

生け花を使った、ア
レンジメント教室。
花ばさみの使い方な
ど初歩から学習しま
す。

星野敏
とし

子
こ

さん 20人

科学遊び講座
ペーパーブリッジ

８月３日㈮
10：00 ～12：00

市内に在住し
ている小学生
※	小学１・２

年生は保護
者の同伴が
必要です。

紙で橋を作り、その
強さを競います。

沼津工業高等専門学校
望月孔

こう

二
じ

教授
30人

科学遊び講座
光の不思議を体験
しよう

８月３日㈮
13：30 ～15：00

プリズムや偏光板、
回折格子などを用い
て光の３原色や光の
性質などを簡単な実
験を通して体験的に
学習できるようにし
ます。

沼津工業高等専門学校
野毛悟

さとる

准教授　
30人

少年少女囲碁講座
追加チャレンジ編

８月７日㈫、９日㈭、
14日㈫、16日㈭、21
日㈫、23日㈭
9：30 ～11：00

市内に在住し
ている小学生

囲碁の入門編講座の
受講者を対象に、短
期集中講座チャレン
ジ編を実施します。

渡辺浩
ひろし

さん他 12人

�東西公民館（鈴木図書館３階）

	７月７日㈯から

�直接お申し込みください。 	東西公民館　992-6677

夏休みは
図書館に行こう！

東西公民館 夏休み子ども体験講座
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募 集
Recruitment

第２回
普通救命講習会

�７月７日㈯　９時～ 12 時

�市消防庁舎３階災害対策室

�中学生以上の方

�30 人（先着順）

�消防署、茶畑分遣所、須山分遣所

まで、直接または市ホームページ

から申込用紙を印刷し必要事項を

記入してお申し込みください。

	消防署救急係　995-0119

富士山資料館では
野鳥や野生動物の写真を

募集します

　富士山麓南東周辺に生息している

野鳥や野生動物を、市民の皆さんに

紹介する写真を募集します。

規 格／四つ切・Ａ４サイズをプリン

トしたものをパネル貼りか額装

※ワイドは不可

出 品点数／１人３点以内（条件付き）

申 込方法／①資料館にある出品票に

必要事項（撮影年月日・撮影場所・

写真題・一言メッセージ）を記入

し、作品に添付して直接搬入して

ください。

搬 入期間／８月１日㈬～８月31日㈮

展 示期間／９月1５日㈯～1０月21日㈰

※予定

	富士山資料館　998-1325

駿東地域職業訓練センター
８月講座

�●特別教育コース▶刈払機の安全

衛生講習●受験対策コース▶夜間

第 2 種電気工事士受験対策講座

（筆記対策）●パソコンコース▶パ

ソコン入門、ワード基礎、ワード

活用、エクセル基礎、夜間アクセ

ス基礎、夜間デジタルカメラ（ワー

ド使用）●カルチャーコース▶夜

間英会話、アロマ教室、フラワー

アレンジメント、手作り木綿ぞう

り教室、絵画教室、夏休み親子工

作教室（夏休み宿題対策）

	駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

市民体育館トレーニング室
利用者講習会

　この講習会で正しい利用方法を学

んだ方は、市民体育館トレーニング

室が利用できます。

�７月 14 日㈯、26 日㈭　19 時～

20 時 40 分

�市民体育館

�15 歳以上の方（中学生を除く）

�100 円

�運動可能な服装、タオル、体育館

シューズ

	市民体育館　993-0303

市中央公園内の売店出店者を
募集します

�市中央公園内　売店（千福 7-1）

�市内に在住している方。または市

内に本店・支店のある企業

�１人（募集人数に関わらず面接に

より出店者を選出）

�中央公園売店（木造平屋建て床面

積　23.74㎡）での出店（軽食な

どの飲食業）

�●施設使用料（月額 5,000 円）

　●電気料・水道料を別途負担

　�●保健所などへの手続きにかかる

費用は出店者負担

　●保証金（60,000 円）

�商工観光課にある指定の申込用紙

に必要事項を記入し、必要書類を

添付して、直接または郵送でお申

し込みください。

�７月２日㈪～ 20 日㈮

�●希望者は面接により採用します。

　�●７月 11 日㈬に現地説明会を実

施します。

　�●詳しくは市ホームページにある

募集要項をご覧ください。

	商工観光課　995-1825

イベント
Events

第１回二市二町交流吟道祭

　裾野市吟道連盟 30 周年を記念し

て交流吟道祭を開催します。市民の

皆さんのご来場をお待ちしています。

�７月 22 日㈰

�市民文化センター　多目的ホール

	裾野市吟道連盟　黒木敏
とし

也
や

　997-2916

南児童館まつり

�７月７日㈯　10 時～ 12 時

※雨天決行

�南児童館

�お楽しみ抽選会、「なんでやねん

大輔」出演、五竜太鼓実演　など

	南児童館　993-1881
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高齢の方が、パソコンの出会い系サイトで「１千万
円あげる」と言ってきた相手を信じ、メールをやり取
りしているうちに、ポイント代として200万円を支払っ
てしまった。詐欺ではないか？

「お金をあげたい」などのメールから有料の出会い
系サイトなどに誘導され、相手の巧妙な言葉を信じて
やり取りするうちに高額な利用料を支払ってしまった
という相談が、高齢の方からも寄せられています。こ
のようなサイトは、通常のメールと異なり、ポイント
を使ってサイト内でメールを行う仕組みになっていま
す。メール相手が出会い系サイトの「サクラ」である
ことも考えられますが、証明するのは難しく、お金を
取りもどすことは困難です。うまい話には注意し、ネッ

消費生活センター
995-1854

ト上の見知らぬ相手を簡
単に信用するのはやめま
しょう。

有

料

広

告

消費生活センター
995-1854

ここに注意！　スマートフォンのトラブル
　広告のイメージだけで判断せず、機能の特徴を理解
して、自分の利用目的にあった機種選択をしましょう。
　今までの携帯電話と違って、スマートフォンの実体
はパソコンと同じです。スマートフォンが急速に普及
する中でトラブルも増えています。
　消費生活相談窓口には、修理に出しても不具合が続
く、すぐに電池がなくなる、メールやインターネット
をあまり使っていないのにパケット料金が上限額にな
る、といった相談が寄せられています。
　また、アプリケーションは信頼できる場所からイン
ストールする、ＯＳは常に最新の状態にアップデート
するなどウイルス対策を行うことも大切です。パス
ワード使用などによる盗
難・紛失対策も万全に！

相談
Counseling

「子どものことでお悩みの方」・
｢虐待かも？｣ と感じた方

家庭児童相談室にご相談ください

　家庭児童相

談室では、ご

連絡やご相談

をお受けしま

す。相談は、面接相談・電話相談に

て応じています。

�㈪～㈮（㈯㈰㈷を除く）

　９時～ 16 時

�市役所１階　家庭児童相談室

そ の他／●必要により訪問します。

●秘密は厳守します。

	家庭児童相談室　995-1862

掲示板
PublicBoard
バス停の名称変更
について

　富士急高速バス、路線バス岩波駅

線などで利用されている以下のバス

停の名称が、７月１日㈰から変更に

なりました。

変更前／関東自動車工業前

変更後／トヨタ自動車東日本前

	富士急シティバス㈱　921-5367

小笠原諸島（世界自然遺産）
アドベンチャースクール

�８月20日㈪～25日㈯　５泊６日

�東京都小笠原村父島

�小学３年生～中学３年生

�20 人（先着順）

�小学生▶ 131,000 円

　中学生▶ 150,000 円

※静岡駅出発

�７月 16 日㈪

	㈶国際青少年研修協会（〒108-
0073　東京都港区三田5-7-8-
921） 03-6459-4661
03-6459-4633
info@kskk.or.jp

	http://www.kskk.or.jp/
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７月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 2・9・23日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 23日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 26日㈭
18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 ９日㈪　13時～15時 生活改善に関する
相談を希望される方

成人食事健康相談 ２日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 27日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

10日㈫９時～９時15分
平成24年２月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

24日㈫９時～９時15分
平成23年12月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

17日㈫13時15分～13時45分
平成23年１月生まれの方

２歳児
親子教室

25日㈬９時～９時15分
平成22年７月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

12日㈭午後
平成22年１月生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭13時～13時30分
平成21年７月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋ B 型肝炎検査
日（曜日） 時　間

７ 月 ３ 日 ㈫ 17 時～ 19 時 45 分
７月10日㈫ ９時～ 11 時 30 分
７月17日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
７月25日㈬ ９時～ 11 時 30 分

C 型肝炎検査＋ B 型肝炎検査
日（曜日） 時　間

７月10日㈫ ９時～ 11 時 30 分
７月25日㈬ ９時～ 11 時 30 分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

外科 内科 内科 内科 内科 整形 内科

8 9 10 11 12 13 14

整形 内科 内科 内科 外科 外科 内科

15 16 17 18 19 20 21

内科 内科 外科 内科 整形 整形 内科

22 23 24 25 26 27 28

外科 内科 内科 整形 外科 整形 内科

29 30 31

内科 外科 内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

有

料

広

告
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７月後期の救急協力医
平日：17時～ 21時　　土曜日：12 時～18時　　日・祝日：8 時～ 18時

日 曜 内科 外科 小児科

16 月

さわだクリニック 921-1711 西沢田 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 田中医院 921-2053 高島町

おぐち医院 992-6611 深良 御成橋
栄クリニック 952-2525 通横町

17 火 林医院 931-1120 住吉町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

18 水 森本神経内科クリニック 976-5221 竹原 遠藤クリニック 975-8801 久米田 よざ小児科医院 967-5722 原

19 木 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

20 金 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 古屋小児科医院 963-0407 西条町

21 土 沼津リハビリテーション病院 931-1911 �上香貫
蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

22 日

今井医院 921-3211 五月町 西方外科医院 921-1333 共栄町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 原小児科医院 962-0636 八幡町

東名裾野病院 997-0200 御宿 遠藤クリニック 975-8801 久米田

23 月 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

24 火 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 松原医院 962-1496 白銀町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

25 水 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 よざ小児科医院 967-5722 原

26 木 おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

27 金 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原 白石医院 951-4593 市道町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

有

料

広

告
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時～ 21時　　土曜日：12 時～18時　　日・祝日：8 時～ 18時
日 曜 内科 外科 小児科

日 曜 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

16 月
ぬまづ島田
耳鼻咽喉科医院
924-0780

杉崎町
本田さくら
眼科医院
951-1365

大手町
島田産婦人科医院
972-6100

伏見 西島歯科医院
988-3162 納米里

22 日
善得クリニック
0545-51-8733

今泉
むらまつ眼科医院
993-8855

深良
ごとうレディース
クリニック
992-7111

伊豆島田 服部歯科医院992-0011 佐野

29 日
芹沢耳鼻咽喉科
クリニック
993-8000

茶畑
あいあい眼科
クリニック
967-7715

原
関谷レディース
クリニック
968-6611

西椎路 松本歯科医院
993-8711 千福が丘

28 土 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

29 日

旭医院 966-0031 原 五十嵐クリニック 934-6700 志下

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

30 月 愛鷹クリニック 967-3711 今沢 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

31 火 青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 東医院 921-5520 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分～翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科

平　日：18時～22時
土曜日：14 時～21時
日祝日： ９時～ 21時

●６月 15 日号の訂正▶ 20 ページ「７月［前期］の救急協力医」の外科当番医が、６日「遠藤医院」から「香貫

医院」に変更になりました。お詫びして訂正します。

p.21
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市　 内　 の
プレイガイド

市内文化センター　 （電話予約可）　　　
ヘルシーパーク裾野（一部の公演を除く）

富士山資料館
993-9300

No.
1222

2012 年
（
平
成
24 年

）

7
月1

日
号

恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります市民憲章 :

　裾野市手話サークル「虹の会」では、聴覚に障
がいを持つ人達のための情報保障や社会参加をよ
り広げていくことを目指して聴障者と健聴者が共
に手を携えて「皆が楽しく幸せな暮らし」を目標
に仲良く活動しています。
　「虹」という名前の由来は聞こえない人達と聞
こえる人達の架け橋となるいうことで、活動内容

裾野市手話サークル　虹の会
聞こえない人達と聞こえる人達の

架け橋になる

平成24年度
松竹特別公演「初蕾」

公演日／平成 24 年９月２日㈰
　　　　午後 14 時開演
会　場／文化センター　大ホール
出　演／�山本陽子・藤田

朋子・美木良介・
江原真二郎ほか

入場料／全席指定席
　　　　４，５００ 円（税込）
　　　　�未就学児は入場

不可
チケット好評発売中

　昭和の文豪　山本周五郎　原作、脚本　橋田
壽賀子、演出に石井ふく子という幾多の傑作を
生み出した名コンビでおおくりします。
　「優しさ」「思いやり」「信頼」をテーマに、
豪華出演者が揃いました。

№ 62
『イワタバコ（岩煙草）イワタバコ科』

�

呼び名がかわった植物
　湿った薄暗い林のコケが生えるような岩に、
つやのある濃い緑の大きな葉が垂れ下がってい
ます。葉の上に紫とオレンジの色が目立つ花が
咲いています。タバコの葉に似ていることから
名づけられました。でも、タバコにはなりませ
ん。園芸用として栽培されている種類の中には、
白やピンクの花があります。若葉は山菜になり
ますが苦いようです。タバコ渡来以前は、ジ
シャ、ヂシャ、山ヂシャ、岩ヂシャなど多数の
地方方言で呼ばれ、万葉の歌にも詠まれている
植物です。

は、手話学習、聞こえない人達によるミニ講演会、
裾野市ふれあい健康まつりの参加、夏休み手話教
室、小中学校での手話講習会、その他聞こえない
人達を中心にいろいろな交流を企画しています。
　年間を通して会員を募集しており「手話を覚え
たい、聞こえない人達と交流してみたい」などそ
の理由はいろいろだと思いますが、毎週木曜日
19：3０から行っていますので、手話サークルに興
味のある方はぜひ見学にきてください。

【ＤＡＴＡ】
対　象／どなたでも
活動日／毎週㈭　19：30 ～ 21：00
活動場所／�市福祉保健会館１階�

ボランティアセンター
問合せ／社会福祉協議会
　　　　☎ 992-5750　FAX�993-5909
　　　　会長　市川由美子
　　　　☎・FAX�993-5955

山本陽子 藤田朋子

美木良介 江原真二郎

お知らせ
　文化センター主催の公演チケットを市内に限
りご自宅まで配達するサービスが始まりました。
　詳しくは文化センターまでお問い合わせくだ
さい。

７月の休館日／
　２日㈪・９日㈪・17日㈫
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No.
1223

2012年（平成24年）

７月15日号 02  市議会６月定例会
04  災害廃棄物の焼却処理を受け入れ
06  第 39回　すその夏まつり
07  第 29回　すその阿波おどり大会
08  農地転用・遊休農地解消は
� 農業委員会にご相談ください
09  枯れ地に花を咲かせましょう
12  脳ドック・人間ドックのお知らせ

７月２日　名勝不動の滝



市議会６月定例会

平成 23 年度一般会計繰越明許費

　特定防衛施設道路整備事業など 13 件、合計３億

4,276万2000円の繰越額が確定したので報告しました。

※�繰越明許費…歳入歳出予算のうち、予算成立後の事

由によって、その年度中に支出の終わらない見込み

のものについて、翌年度に繰り越して使用する経費

平成 23 年度一般会計事故繰越し

　市道 4075 号線道路改良舗装関連工事など９件、合

計 3,268 万 3,000 円の繰越額が確定したので報告しま

した。

※事故繰越し ･･･ 歳出予算のうち、年度内に支出負担

行為をしたもので避けがたい事故のために年度内に支

出を終わらないものについて、翌年度に支出すること

平成 23 年度介護保険特別会計繰越明許費

　介護保険システム改修事業が１件、420 万円の繰越

額が確定したので報告しました。

平成 23 年度下水道事業特別会計事故繰越し

　管路築造工事が１件、1,052 万 5,000 円の繰越額が

確定したので報告しました。

㈶市振興公社の経営状況

　市振興公社が管理運営している市民文化センターと、

ヘルシーパーク裾野の平成 23 年度の事業報告と決算

報告がありました。

　また、市民文化センターで行う文化普及振興事業、

ヘルシーパーク裾野で行う健康増進推進事業、各施設

の施設管理運営事業の平成 24 年度の事業計画と収支

予算の報告がありました。

住民基本台帳法の一部改正に伴う関係条例の 
整備に関する条例を制定

　住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成 24 年

７月９日から施行され、同日をもって外国人登録法が

廃止されることに伴い、関係条例を整備しました。

税条例の一部を改正

　地方税法などの一部が改正されたことに伴い、本条

例の一部を改正しました。

手数料条例の一部を改正

　県の建築確認関係手数料が見直されたことに伴い、

県の処理物件との整合を図るため手数料を見直しまし

た。

駐車場条例を制定

　裾野駅前パーキングの運営および管理を引き継ぐこ

とに伴い、公の施設の設置およびその管理に関する事

項を定めるため、本条例を制定しました。

　市議会６月定例会が６月11日から21日まで行
われ、報告案件９件、承認案件３件、条例案件４件、
補正予算１件、その他４件が審議され、可決・承認
されました。議案の一部を紹介します。
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市道路線の認定

路線名
（号線）

始　　点
終　　点

2445
葛山字西ノ窪 177 番の６
葛山字西ノ窪 168 番の 5

2446
葛山字西ノ窪 197 番の 12
葛山字西ノ窪 189 番の 19

市道路線の変更
路線名

（号線）
旧 起　　点
新 終　　点

2220
旧
千福が丘四丁目 22 番の 85
千福が丘四丁目 22 番の 76

新
千福が丘四丁目 22 番の 70
千福が丘四丁目 22 番の 76

2221
旧
千福が丘四丁目 22 番の 111
千福が丘四丁目 22 番の 111

新
千福が丘四丁目 22 番の 111
千福が丘四丁目 20 番の 32

2243
旧
葛山字北村 523 番の１地先
葛山字大端ヶ 1159 番地先

新
葛山字北村 523 番の１地先
葛山市藤端 1157 番の２

2269
旧
葛山字大平 1205 番の１地先
葛山字大平 1205 番の１地先

新
葛山字大平 1205 番の１地先
葛山字大平 1205 番の１地先

2297
旧
今里字棚返 715 番の４地先
葛山字田場沢 1009 番の１地先

新
今里字棚返 700 番の６
葛山字田場沢 1009 番の１地先

3159
旧
今里字曲久保 619 番の１地先
今里字曲久保 615 番の２

新
今里字曲久保 617 番の３
今里字曲久保 615 番の２

一般会計補正予算（第１回）

　既定の予算総額に 5300 万円を追加し、歳入歳出予

算総額を 186 億 8100 万円としました。

　歳出の補正の主な内容は、自治振興費において、コ

ミュニティ助成事業による区への助成など、社会福祉

総務費の寄附による基金積み立て、塵
じんかい

芥処理費におい

て災害廃棄物試験焼却測定業務委託、農業振興費にお

いて農産物加工施設整備に対する助成、小学校管理運

営費、中学校管理運営費などにおいて寄附金、財産区

補正予算
繰入金による施設整備、図書購入などへの予算措置と

社会資本整備総合交付金事業費における補償金などの

増額などです。

　歳入の補正の主な内容は、国庫補助金の社会資本整

備総合交付金事業費補助金の増額や県補助金の農産物

加工施設整備事業への補助金、県委託金の災害廃棄物

処理業務への委託金、寄附金などの歳入措置、また、

財産区繰入金の教育振興などのための繰り入れやコ

ミュニティ助成事業助成金の採択による諸収入の増額、

市債の土木債の変更などです。

路線名
（号線）

旧 起　　点
新 終　　点

3214
旧
今里字坂ノ下 647 番の３
今里字曲久保 618 番地の２

新
今里字坂ノ下 647 番の３
今里字曲久保 634 番地の３

4380
旧
今里字木ノ根坂 1575 番の９地先
今里字木ノ根坂 1615 番の７地先

新
今里字木ノ根坂 1615 番の７地先
今里字木ノ根坂 1575 番の３

市道路線の廃止

路線名
（号線）

起　　点
終　　点

3160
今里字曲久保 633 番の４地先
今里字曲久保 624 番地先

ＳＭＭ戦略研修所

テニスコート

千福が丘

市道変更
変更後変更前

2220号線

2221号線
←千福が丘
　小学校

みはらし
公園

新
東
名
高
速
道
路（
下
り
）

新
東
名
高
速
道
路（
上
り
）
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　東日本大震災の被災地を支援するため、被災地で発生した災害廃棄物（震災がれき）
の焼却処理を受け入れます。
　受け入れる災害廃棄物は岩手県山田町で発生した震災がれきのうち、角材・柱材など
の木材を破砕し、チップ状にしたもので、試験焼却により安全性が確認されました。

●�災害廃棄物が被災地復興の大きな妨げとなっている
ことから、震災がれきの処理を全国で行う「広域処
理」により進めることとなりました。

●�静岡県でもいち早く広域処理の受け入れを表明し、
県内の市町と調整を図ってきました。

●�３月に受け入れを前提に試験焼却することを表明し、
市内４カ所での説明会の開催や市民86人による山
田町・大槌町の現地視察を実施しました。

●�３月２８日市議会にて受け入れを積極的に進めるよう
決議がありました。

●�４月４日正式に試験焼却を実施することを表明しま
した。

●�５月１６日、県内２番目となる岩手県山田町の震災が
れき４t の試験焼却を行いました。震災がれきは一
般のごみと混ぜて美化センターで焼却し、出てきた
灰や煙突からの煙に含まれる放射性物質濃度などを
測定しました。

●�７月４日、市議会にて本格受け入れを表明しました。

❶ これまでの経緯 災害廃棄物受入れ基準
※角材・柱材などの木材を粉砕しチップ状にしたもの。

項　　　目 測　定　値

１
放射性セシウム濃度
が100Bq/kg を 超
えないこと

試料１:16.8 Bq/kg
試料２:11.7 Bq/kg

２

空間線量率が、バッ
クグラウンドの空間
線量率の３倍以上に
ならないこと

災害廃棄物の空間線量率
0.05μ Sv/h

バックグラウンド空間線量率
0.06μ Sv/h

３
遮蔽線量率が0.01
μ Sv/h を超えない
こと

試料１:0.003μ Sv/h
試料２:0.002μ Sv/h

　いずれの項目も、受け入れ基準に適合していること
から、試験焼却を実施しました。

１ 地区の大半が浸水し火災も発生した山田町田の浜地区

２ 山田町の震災がれきの一次仮置き場

３ 広域処理のため作られた、角材・柱材などのチップ

１ ２

３

※Bq＝ベクレル、μSv＝マイクロシーベルト

災害廃棄物（震災がれき）の
� 焼却処理を受け入れ
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❷ 試験焼却の結果
●�震災がれき・一般ごみの放射性物質濃度の結果
� 単位：Bq/kg

測定項目
震災がれき 事前測定

コンテナ１
（5/15）

コンテナ２
（5/16）

一般搬入ごみ
（5/9）（3/6）

放射性セシウム
（セシウム134）

不検出
（４）

不検出
（４）

不検出
（５）

不検出
（1２）

放射性セシウム
（セシウム137）

不検出
（４） 6 9 不検出

（10）
放射性セシウム
（合計値） 不検出 6 9 不検出

� ＊受入基準：100Bq/kg 以下

●�主灰・飛灰・排ガスの放射性物質濃度の結果
焼却主灰� 単位：Bq/kg

測定項目
測定値
（5/16）

事前測定
（5/9） （3/6）（1２/17）

１号炉 ２号炉 １号炉 ２号炉
放射性セシウム
（セシウム134）

不検出
（11）

不検出
（11）

不検出
（1２）

不検出
（２0）

不検出
（6） 5

放射性セシウム
（セシウム137） 16 13 不検出

（13）
不検出
（13） 6 10

放射性セシウム
（合計値） 16 13 不検出 不検出 6 15

＊埋立基準：8000Bq/kg 以下

焼却飛灰� 単位：Bq/kg

測定項目 測定値
（5/16）

事前測定
（5/9） （3/6） （1２/17）

放射性セシウム
（セシウム134） 40 38 ２6 53

放射性セシウム
（セシウム137） 80 60 35 68

放射性セシウム
（合計値） 1２0 98 61 1２1

� ＊埋立基準：8000Bq/kg 以下

市民部　生活環境課
995-1816

●�美化センター・最終処分場敷地内の空間線量率

単位：μSv/h

測定項目 測定値
（5/16）

事前測定
（H２3.1２/19）
（H２4.3/7、 5/9）

地上１m 0.0２ 〜 0.06 0.0２ 〜 0.06

●�近隣幼稚園・保育園・学校などの空間線量率
単位：μSv/h

測定項目 測定値 （5/16） 事前測定 （5/9）
地上 50㎝ 0.03 〜 0.06 0.04 〜 0.06

地上１m 0.04 〜 0.06 0.03 〜 0.05

試験焼却時のサンプリング

　裾野市の一般ごみと搬入された震災がれきの放射性

物質濃度を比較すると、５月９日の事前に測定した裾

野市の一般ごみと震災がれきの放射性物質濃度に大き

な差はなく、放射能にほとんど汚染されていないこと

がわかります。また、有害物質が吸着される飛灰（すす）

は １２０ ベクレル /ｋｇ であり、以前に測定したものと同

程度となっています。飛灰は有害物質を多く含むこと

から、以前より灰を薬剤と水をまぜて固めてしまうキ

レート処理を行っています。

　また、排ガスの放射性セシウムは不検出（検出限界

以下）でした。

❸ 結果と今後
●�受け入れる震災がれきの量はおおむね週 12t を予定

しています。

●�焼却後の灰はキレート処理で安定化したのち、最終

処分場へ埋め立てる予定です。

●�震災がれきや焼却後の測定で異常が見つかった場合

は受け入れを中止します。

裾野市最終処分場

排ガス� 単位：Bq/㎥ N

測定項目
測定値
（5/16）

事前測定
（5/9） （3/8）

ろ紙部 ドレン部 ろ紙部 ドレン部 ろ紙部 ドレン部
放射性セシウム
（セシウム134）（X）

不検出
（0.46）

不検出
（0.91）

不検出
（0.49）

不検出
（1.00）

不検出
（2）

不検出
（2）

放射性セシウム
（セシウム137）（Y）

不検出
（0.45）

不検出
（0.91）

不検出
（0.40）

不検出
（0.85）

不検出
（2）

不検出
（2）

放射性セシウム
（合計値） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

� ＊安全基準：X/２0 ＋ Y/30 ＝１以下

測定項目 測定値（5/16） 法規制値集合煙突 １号炉煙道 ２号炉煙道
ばいじん
（g/㎥N） 0.018 0.0２7 0.016 0.２5以下
窒素酸化物
（ppm） 158 158 155 ２50以下
塩化水素
（mg/㎥N） 108 116 64 700以下
一酸化炭素
（ppm） 8 11 5 100以下

ダイオキシン類
（ng-TEQ/㎥N） ２.0 1.8 1.２ 10以下
硫黄酸化物
（K値） 0.16 0.09 0.11 13.0以下

＊（　）は検出限界値
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　日本で初めて開発された音楽花火「花火ファ
ンタジア」のデザイナーとして、同分野をけん
引してきた下

しも

福
ふく

史
つかさ

さん（2005年、国際花火
競技会優勝デザイナー）が「日本一の富士山」
のふもと“すその”で、約8,000発の花火に
“喜びと感動”の息吹を吹き込み演出します。

裾野市観光協会
992-5005

第39回　すその夏まつり・富士山すその大花火大会
「世界チャンピオン」になった花火デザイナーのSHOW

●と　き／８月４日㈯　16時〜20時 50分
●ところ／市運動公園

　イベント

　●花火大会� 19時 30分〜　　　
　●万灯会（置き灯ろう）� 19時〜19時 30分
　●須山しゃぎり� 16時〜　　　　　　

　地元伝統芸能（時間随時、要問合せ）

　●五竜太鼓　●阿波踊り　●納涼踊り

東日本大震災で裾野市に一時避難されている皆さんへ
　東日本大震災では甚大なる被害があり、お見舞い申し
上げます。一日も早い復興をお祈りします。今回すその
夏まつりでは、裾野市に一時避難されている皆さんに観
ていただこうと、主催者で桟敷席券を用意しました。ぜ
ひご覧ください。桟敷席券は観光協会事務局で、簡単な
証明があれば無料でお渡しします。また、まつり当日で
も本部テントでお渡しできます。

※�一部、気象条件や都合によりプログラムが変更になる場合
があります。

※雨天の場合、翌日に順延します。
※�８月３日㈮〜８月５日㈰は、すその夏まつり観覧、参加な

ど以外の市運動公園施設の一般利用はできません。

各地区コース（出発地） 路駐車場
１ 市役所 市役所

２ 裾野市民文化センター 商工会・福祉保健会館
市民文化センター

３ 向田小学校前 偕楽園・向田小学校グラウンド
４ 南小学校 南小学校
５ 富岡第一小学校前 南駿農協富岡支店

６ 岩波・富士見橋発着所
（岩波駅近く） なし

７ 須山地区研修センター 須山地区研修センター
※ノンステップバス車両運行

会場周辺コース（出発地） 路駐車場
８ トヨタ駐車場A臨時駐車場 トヨタA駐車場
９ トヨタ駐車場B臨時駐車場 トヨタB駐車場
10 関東自動車臨時駐車場 関東自動車駐車場

●始発（各出発地）：14時30分
� （約 30分間隔で発車）　　
●終発（各出発地）：19時30分
●終発（運動公園）：21時45分
※飲酒運転は、絶対にしないでください。

すその夏まつり　無料シャトルバス路線（10路線）と市内無料駐車場

■すその夏まつり会場周辺案内図

関東自動車
臨時駐車場

トヨタＢ
臨時駐車場

関東自動車
臨時駐車場

交通規制区域
13時～22時

トヨタＡ
臨時駐車場
トヨタＡ
臨時駐車場

新東名高速道路

夏まつり会場
（市運動公園周辺）

下
しも

福
ふく

　史
つかさ

さん
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第29回　すその阿波おどり大会

路線バスの発着について

　交通規制中は区域内にバスが入れないため、裾野

駅と交通規制区域内のバス停は利用できません。こ

の間のバスは市役所庁舎前駐車場の臨時バス停から

の発着となります。

交通規制のお知らせ

　大会当日、17 時〜 21 時まで、会場となる県道裾

野停車場（裾野駅前通り）と主要地方道三島裾野線

の一部（新道通り）などで交通規制が行われます。

ご協力をお願いします。

※佐野・茶畑線は交通規制の対象外となります。

ベルシティ裾野

裾野市役所

JAなんすん
泉支店

JR
裾
野
駅

鈴
木
図
書
館静岡銀行

裾野支店

ベルシティ裾野

裾野市役所

JAなんすん
泉支店

JR
裾
野
駅

鈴
木
図
書
館静岡銀行

裾野支店

交通規制区域 17時～21時

大会本部

臨時バス停

●と　き／８月18日㈯
　　　　　18時〜20時 30分
●ところ／裾野駅前通り・新道通り

　イベント内容

●阿波踊り大会
　と　き／18時〜20時 30分
　　　　　※小雨決行
●�各種催物（各団体による鼓笛演奏や各種イベ
ントなどを予定）
　と　き／17時〜18時（予定）

すその阿波おどり大会
実行委員会　事務局
080-4227-8363

「第29回 すその阿波おどり大会」が開催されます
　本年も市内外からたくさんの連が参加し、すその駅前中央商店街周辺を、

勇壮に、しなやかに、自由奔放に踊ります。
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農地転用・耕作放棄地（遊休農地）解消は
� 農業委員会にご相談ください

裾野市農業委員会事務局（農林振興課内）
995-1823／ 995-1824

農地転用とは

　農地転用とは、農地を農地以外に利用することを言

います。農地に家を建てたり道路や駐車場を作ったり

するには、転用の届出や許可が必要です。

対象となる農地とは

　農地とは、地目が田 ･ 畑などの土地を言います。ま

た、地目が田 ･ 畑以外であっても、現在耕作されてい

る状態であれば、農地として扱われます。農地転用の

手続は、その農地が市街化区域内かどうかによって異

なります。

市街化区域内の農地

　市街化区域内の農地の転用には、あらかじめ農業委

員会への届出が必要です。届出を行わないで転用する

と農地法違反となり、農地などの権利取得の効力が生

じないだけでなく、農地法により罰せられます。

市街化区域外の農地

　市街化区域外の農地の転用には、転用の許可が必要

です。許可申請は、転用の目的および市街地の近接度

合いや、転用の確実性、周辺農地への影響などにより

審査が行われ、農業委員会を経由して県知事が許可し

ます。

　ただし、農用地区域内の農地（青地農地）は、原則

として転用できません。転用する場合には、農用地区

域から除外する手続きをした上で、上記の許可申請を

行う必要があります。

市街化区域外の農地に建築物を建てるには

　市街化区域外の農地に建築物を建てるには、農地法

と併せて、都市計画法の許可も必要です。詳しくは、

都市計画課（995-1828）にご相談ください。

一時的な転用の場合

　農地を一時的に資材置場や仮設現場事務所などに利

用する場合も、農地転用の届出や許可が必要です。都

市計画法の許可が必要な場合もあります。

無断で転用した場合

　農地を無断で転用すると、農地法違反となり、農地

などの権利取得の効力が生じないだけでなく、県知事

から工事の中止や原状回復の命令が出されることがあ

ります。さらに、違反転用に対しては、３年以下の懲

役または 300 万円以下の罰金が科せられることもあ

ります。

　また、違反転用された農地や遊休農地を所有してい

ると、新たに農地を取得できない場合があります。

農地転用などの許可申請や届出、その他農地に関するご相談は、農業委員会にお問い合わせください。

農地を農地として
所有権の移転などを行う場合は、
農地法３条の手続きが必要です。

●�市では、平成 23 年 10 月３日から、農地法 3

条の許可申請に係る下限面積を、従来の 40a か

ら 30a に引き下げました。

●�相続（遺産分割・包括遺贈を含む）や時効など

により、権利を取得した人は、農業委員会に届

出が必要になります。

　農地の転用には届出や許可が必要です。無断で
転用した場合、農地法により処罰されます。農地
は正しく使いましょう。

農地を転用するときは、手続きが必要です
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■病害虫の発生や野生鳥獣のすみかにも
　遊休農地が増加すると、カメムシなどの病害虫の発
生や、イノシシ・シカ・ハクビシンなどの有害鳥獣の
隠れ家となる恐れもあり、周辺農地へ悪影響も懸念さ
れます。
　また、周辺景観の悪化や、枯れ草への引火による火
災の危険も考えられますので、発生の抑制や解消に努
めることが大切です。
　そのため、農業委員会では、耕作放棄地の調査、所

■農業委員会が市内の農地が適正に利用されているか調査します。

■農業委員会が遊休農地であることを通知します。

■指導対象農地のうち①については、遊休農地を利用したい方が利用でき
るように、農地利用集積円滑化団体（JA）などと連携しながら、利用集
積の推進および営農再開を目指します。

■農業委員会が所有者などに対して、誰かに貸すなど必要な措置をとるよ
う調整します。

■所有者などが農地をきちんと利用することを具体的に示した計画書を提出します。

■農業委員会が所有者などに対して、農地をきちんと利用するように指導
します。

①１年以上耕作されていない、今後も耕作されないと見込まれる農地
②周辺の農地と比べて低利用になっている農地

指導対象
農地

指導に従わない場合

計画書が不適切な場合等

担い手農家など

農地利用集積
円滑化団体
（JA）

県農業公社

裾野市

利用集積

公告

所有者が
不明な場合

農林振興課

（裾野市担い手育成　　
総合支援協議会事務局）

995-1824

耕作放棄地を
有効活用する
対策の仕組み

枯れ地に花を咲かせましょう

パノラマロードを花でいっぱいにする会による
コスモス種まき

農業委員会による
滝ケ窪農園のヒマワリ

JAによる「あしたか山
麓裾野そば」の特産化

1交付対象耕作放棄地
　農業振興地域内農用地（青地）
2交付対象者
　耕作放棄地を解消し、再生利用する農業者
　�※農用地以外（白地）の耕作放棄地や耕作放棄地の

所有者自身は交付対象外ですが、再生後に国が「戦
略作物」と認めるソバや小麦などを栽培する場合に
は、対象となる場合があります。

3金額
　❶定額交付（10万円）　❷定率交付（事業費の10分の10）
　※❷は重機使用の場合。
　�※❶❷はどちらも、再生作業経費（土壌改良を含む）

が所定の計算により 10 万円以上となることが要件
です。基準に満たない場合は交付対象外となる場合
があります。

　※予算額に限りがあります。
　※この制度は平成 25年度までの２か年限定です。

裾野市担い手育成総合支援協議会では、耕作放棄地の
再生に取り組む農業者に交付金を助成しています。耕作放棄地の解消に交付金を活用できます

■農業委員会が遊休農地の調査・指導を行うことになりました
　農地法などの改正により、遊休農地（耕作放棄地）の調査と指導、通知、告知などの手続きを、農業委員会が一
貫して行うことになりました。

有者の意向確認、解消策のアドバイスなどを行い、草
刈りなど最低限の保全管理のお願いや、農地利用集積
円滑化団体（ＪＡ）と連携した農地貸借の調整などに
取り組んでいます。
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Photograph ６月

　わたしの主張裾野市大会が市民文化セン

ターで行われました。小学生９人、中学生

６人、高校生２人がそれぞれのテーマで

堂々と発表しました。千福が丘小学校の熊
くま

倉
くら

杏
あん

珠
ず

さんは、「『人生の達人』おじいちゃ

ん」という題でこれからの自分の生活のし

かたについて話し、「気持ちを込めて言う

ことができた。祖父に喜んでもらえて良

かった」と感想を語りました。（６月３日）

　御宿台保育園で交通教室が行われました。園児たち

は交通安全指導員から交通ルールを学んだ後、信号を

よく見て前後左右の確認をし、横断歩道を渡る練習を

しました。� （６月４日）

　身体障害者グラウンド・ゴルフ大会が運動

公園で行われました。県東部地区の市町の代

表チームが出場し、選手たちは真剣な目で

ホールを狙っていました。� （６月３日）

「轟
ごう

音の旭滝」� 撮　影／溝口　鋳
とし

夫
お

さん
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　トヨタ自動車㈱東富士研究所が優良

危険物関係事業所消防庁長官表彰を受

賞し、市長へ報告に訪れました。研究

開発で扱う危険物を無事故・無違反で

取り扱っていること、災害時の初動体

制が確立されていることなどの功績が

認められ、今回の受賞となりました。�

（６月 13 日）

　自主防災会役員訓練会が行われました。役員の

方たちは「減災社会を目指して」という講演を聞

いた後、グループを作って避難所運営の模擬体験

ゲーム「HUG」に挑戦しました。殺到する依頼

と避難者にどのように対応するか意見を出し合い

ながら、スペースや物資の割り振りなどを決めて

いました。� （６月 23 日）

　潮干狩りが浜名湖弁天島で行われました。

麦塚区から 110 人が参加し、皆さん楽しそ

うに貝を掘り出していま

した。この潮干狩りは、

宝くじの助成を受け開催

しました。�（６月３日）

　日中まつりが市民文化センターで開催されま

した。書作品の展示や詩吟、太極拳、舞踊など

が催されたほか、参加者全員で合唱しました。

� （６月 10 日）

　健康と歯のフェスティバルが福祉保健会館

で開催されました。歯に関する各表彰のほか、

歯科医師による無料検診や歯磨き指導などが

催され、会場を訪れた皆さんは自分や家族の

歯の状態を確認しました。� （６月９日）

Photograph June p. 11p.11



脳ドック

人間ドック

脳ドック・人間ドックのお知らせ
健康福祉部　国保年金課
995-1813

と　き／ 11 月１日㈭～平成 25 年２月 28 日㈭
ところ／右表の実施医療機関
対　象／�現在、市国民健康保険に加入していて、平成 24

年４月１日の時点で市国民健康保険に１年以上加
入している、30 歳以上 74 歳以下の方。ただし、
今年度中に後期高齢者医療制度の対象となる方を
除きます。また、市国民健康保険税が未納の方は
利用できません。

定　員／120 人（先着順）
費　用／ 9,450 円～ 16,500 円
申込方法�／国民健康保険証をお持ちの上、市役所１階の国

保年金課国保係にお申し込みください。
申込期限／８月 16 日㈭～ 10 月 18 日㈭
※�お申し込みは、脳・人間ドックのどちらか一方のみです。
※�特定健診を受診した方または、受診する方でもお申し込

みできます。
※�受診日については、指定の日になることがあります。あ

らかじめ各医療機関へお問い合わせください。

と　き／ 11 月１日㈭～ 12 月 14 日㈮
ところ／右表の実施医療機関
対　象／�現在、市国民健康保険に加入し

ていて、平成 24 年４月１日の
時点で市国民健康保険に１年以
上加入している、30 歳以上 74
歳以下の方。ただし、今年度中
に後期高齢者医療制度の対象と
なる方を除きます。また、市国
民健康保険税が未納の方は利用
できません。

定　員／80 人（先着順）
費　用／１万円
申込方法�／国民健康保険証をお持ちの上、

市役所１階の国保年金課国保係
にお申し込みください。

申込期限／８月 16 日㈭～ 10 月 18 日㈭
※�お申し込みは、脳・人間ドックのどち

らか一方のみです。
※�特定健診を受診した方または、受診す

る方でもお申し込みできます。
※�現在治療中の方は、医師と相談の上、

お申し込みください。
※�受診日については、指定の日になるこ

とがあります。あらかじめ各医療機関
へお問い合わせください。

人間ドック実施医療機関
医療機関名 曜　日 受付時間

いずみ内科クリニック
☎993-4760

水・土 ９:00～12:00
月・火・木・金 ９:00～12:00・15:00～18:00

大坂屋クリニック
☎995-3100

月・火・木・金 ９:00～12:00・14:30～18:30
水・土 ９:00～12:00

大橋内科・小児科医院
☎992-2800 月～金 ８:45～11:00

さくら胃腸科外科
☎994-1008 月～水・金 15:00～17:00
清水館医院
☎993-2323 月～土 10:00～13:00

杉山医院
☎992-0028

月～水・金 ８:30～12:00・13:00～19:00
土 ８:30～12:00・13:00～17:00

鈴木医院
☎993-0430

月～金 ８:30～19:00
土 ８:30～18:00

裾野赤十字病院
☎992-0008 月～金 13:00～16:00

高桑医院岩波診療所
☎997-0486

月～金 ９:00～12:00・14:00～18:00
土 ９:00～12:00

立川内科胃腸科医院
☎993-2737 月～水・金 ９:00～12:00

田中クリニック
☎992-1881

月～金 ９:00～12:30・15:30～18:30
土 ９:00～13:00

東名裾野病院
☎997-0200 月～金 ８:30～11:00

安名クリニック
☎992-1560

月～水
金・土 ８:30～12:00

脳ドック実施医療機関
医療機関名 曜　日 受付時間

裾野赤十字病院
☎ 992-0008 月～金 13:00～16:00

岡クリニック
☎ 995-1188

月・火・木・金 ８:30～12:00
15:00～18:30

水（午前のみ）
土

８:30～12:00
14:00～17:30

池田病院
☎ 986-8600

月～金 ９:00～17:00

土 ９:00～12:00

西島病院
☎ 922-3087

月～金 ９:00～17:00

土 ９:00～15:00

ＭＲＩ、ＭＲＡ検査などの検査を行い、
脳血管疾患などを早期に発見します。

エックス線検査や血液検査などを行い、心臓、肝臓、腎臓、肺、胃などの働
きの検査をして病気を防ぎます。
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申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement
年金相談の実施

　年金事務所の職員が、諸届出の受

け付けや手続きの仕方などのご相談

に応じます。

８月 23 日㈭　10 時～ 13 時

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

�事前に電話または窓口で予約して

ください。

８月９日㈭

国保年金課　995-1813

国民健康保険の保険証更新

　10 月 1 日㈪からの新しい保険証

は、9 月末日までに普通郵便で郵送

します。普通郵便以外の配布方法を

希望される方は事前に国保年金課ま

でご連絡ください。特定記録郵便、

簡易書留、市役所窓口での受け取り

のいずれかを選択できます。

※�簡易書留は郵便配達員からの直接手

渡しとなります。不在のときは保険

証を郵便局で預かり、再配達または

郵便窓口での受け取りとなります。

国保年金課　995-1814

しずおか子育て優待カード
事業推進キャンペーン

　しずおか

子育て優待

カード事業

の協賛店舗

において、キャンペーン期間中に買

い物をされた応募者に、抽選で商品

をプレゼントします。

８月 16 日㈭～９月 15 日㈯

�県民で、異なる３つの事業協賛店

舗で合計２千円以上の買い物をさ

れた方

応�募方法／協賛店舗および市町窓口

にあるキャンペーンリーフレット

の応募用紙にレシート（領収書）

を添付し、封筒に入れて応募して

ください。

当�選者の発表／発送をもってかえさ

せていただきます。

県こども未来課　054-221-3546
　子ども教育課　995-1822

まもメールの運用方法が
変わります！

　現在登録されているメールアドレ

スへ、一定期間メールが届かない方

については、自動的に登録を解除さ

せていただきます。指定受信の設定

変更、または、

アドレスの変更

がある方は再登

録をお願いしま

す。

地域振興課　995-1874

テ ー マ／�農業、林業、畜産業に関連するもの
募集サイズ／�カラーの２L 版・キャビネプリントで単写真のみ。
募 集 要 項／●�平成 23 年 10 月１日～平成 24 年９月 30 日の間に裾野

市内で撮影した作品の裏側に、所定の事項を記入した
応募票（自作可）を必ず張り付けて、郵送または直接
農林振興課まで応募してください。

　　　　　　●原則として応募作品は返却しません。
　　　　　　●�作品は未発表で、ほかに発表予定がないものに限ります。
　　　　　　●応募点数はお一人様３点以内でお願いします。
　　　　　　●�作品中の人物などの肖像権は、応募者によって了承が

得られているものと判断します。
　　　　　　●�作品の版権は主催者に属するものとし、主催者や市な

どが行うポスター・ホームページ・雑誌などの広報活
動に使用させていただきます。

　　　　　　●�入賞・入選作品の原
版は、後日指定する
日までに提出してい
ただきます。

入賞・入選作品は第39回農業まつ
り会場（12月９日開催）で発表・表
彰します。
賞 ／�１等　１点　賞金１万円

　　　　　　２等　２点　賞金５千円
　　　　　　３等　５点　賞金３千円
応 募 締 切／ 10 月 31 日㈬
申 込 み／農林振興課
　　　　　　〒410-1192
　　　　　　裾野市佐野1059

農林振興課
995-1823

第10回　１等

「田植えの朝」八木
豊
とよ

彦
ひこ

さん

第11回　「裾野の農業」フォトコンテスト

７月１日号の訂正▶ �P19「７月の健康コーナー」のパパママスクールの受付時間を 18 時～ 18 時 30 分と記載しま
したが、正しくは「13時〜13時 30分」です。お詫びして訂正します。
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お知らせ
Announcement
学校開放調整会議

　学校体育施設を利用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

※時間はいずれも 19 時～

地区 日時 場所
東 地 区 ８月１日㈬ 生涯学習

センター深良地区 ８月３日㈮
須山地区 ８月７日㈫ 須山コミセン
西 地 区 ８月８日㈬ 生涯学習

センター富岡地区 ８月９日㈭

生涯学習課　992-3800

募 集
Recruitment

にこにこキャラバン
“須山地区の巻”

　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。お申し込みは必要ありません

ので、直接会場へお越しください。

７月 18 日㈬　10 時～ 11 時 30 分

須山研修センター

未就学児とその保護者

�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

�民生委員児童委員事務局（社会福
祉課内）　995-1819

親子水生生物調査

８月４日㈯　９時～ 12 時

黄瀬川（中央公園周辺）

�市内に在住している小学生以上の

方とその保護者

20 人（先着順）

�黄瀬川に生息している水生生物を

観察し、親子で河川の水質を調査

します。

７月 27 日（金）

帽子、筆記用具、ぬれてもよい靴

生活環境課　995-1816

指定管理者公募開始

　次の施設の指定管理者を公募しま

す。公募開始は８月上旬の予定です。

詳しくは市ホームページか、各課に

お問い合わせください。

●市民文化センター
生涯学習センター　992-3800
●ヘルシーパーク裾野
健康推進課　992-5711

　議会基本条例の制定にあたり、その
内容について広く意見を募集します。

と　き／７月 23 日㈪～８月 22 日㈬

対　象／市内に在住、または勤務している方

意�見提出方法／市ホームページで直接入力、または提

出様式をダウンロードし、郵送か FAX または窓口

に提出する。

意�見に対する回答／特別委員会で検討し、募集終了後

３週間以内をめどにホームページで公開します。

議会事務局　995-1839

裾野市議会基本条例（案）に関する意見

　議会基本条例の制定にあたり、その
内容について多くの方に知っていただ
くため、説明会を開催します。
とき ところ 時間

７月25日㈬ 生涯学習センター
３階学習ホール

１９：00

７月３１日㈫ 市役所 地下会議室

議会事務局　995-1839

議会基本条例（案）に関する市民説明会

裾野市暴力団排除条例（案）に関する意見

と　き／８月１日㈬～ 31 日㈮

対�　象／市内に在住、または通勤・

通学をしている方など

意�見提出方法／ E メール、FAX、

郵送または窓口へ直接持参して

ください。

資�料の閲覧場所／市ホームページ、

防災交通課

防災交通課　995-1817
992-4447
bousai@city.susono.shizuoka.jp

　市では暴力団の排除に関する基本的施策などを定
め、暴力団の排除を推進し、市民の安全かつ平穏な
生活を確保し、本市における社会経済活動の健全な
発展に寄与するためこの条例を制定するにあたり、
意見を募集します。
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募 集
Recruitment
夏休み手話教室

　手話を体験してみませんか？　初

心者の方にもわかりやすい内容で、

どなたでも参加できます。聞こえな

い人との交流を中心に、手話のこと

を知っていただきたいと思います。

７月 28 日㈯、29 日㈰

　10 時～ 12 時

福祉保健会館

�指文字、あいさつ、自己紹介、手

話の歌、手話ゲームなどを行いま

す。

裾野市社会福祉協議会
　992-5750
993-5909

県立静岡がんセンター公開講演会 患者・家族集中勉強会「胃がん編」

市町対抗駅伝大会の
選手選考記録会

　県市町対抗駅伝大会に出場する裾

野市チームの選手候補の選考・育成強

化のための第１回記録会を行います。

７月 28 日（土）18 時～

運動公園陸上競技場

�①市内に在住、または通勤・通学

している方（小・中学生、高校生

は保護者が市内に在住している方）

　�②出身中学校が市内の方（市外に

在住の方も可）

小学男女　1,500 ｍ

　中学男子　3,000 ｍ

　中学・高校女子　3,000 ｍ

　一般女子　4,000 ｍ

　高校・一般男子　5,000 ｍ

�生涯学習センター、市民体育館、

運動公園にある申込用紙に記入し、

お申込ください。

生涯学習課　992-3800

健康運動相談

　生活習慣病予防のためにこれから

運動を始めたい方、今の運動効果を

知りたい方に対して、測定機器を

使っての体力測定および個別の運動

指導を行います。

８月２日㈭

　13 時 30 分～、15 時 30 分～

福祉保健会館１階　健康ホール

市民で 18 歳～ 74 歳の方

各４人

７月 30 日㈪

�運動可能な服装、タオル、飲み物、

室内用運動靴

健康推進課　992-5711

　大腸がんの早期発見と最新治療につ
いて、公開講演会を開催します。

と　き／８月 18 日㈯

　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分（13 時開場）

ところ／三島市民文化会館　小ホール

対　象／一般県民

定　員／ 300 人

申込期限／８月 10 日㈮（当日消印有効）

　現在がんと向き合っている患者さん
とその家族の方を対象に、胃がんをテー
マとした集中勉強会を開催します。

と　き／８月 28 日㈫　10 時～ 16 時 15 分

ところ／�県立静岡がんセンター研究所 しおさいホール

対　象／胃がんの患者とその家族

定　員／ 150 人

申込期限／８月 20 日㈪（必着）

※質問は８月３日㈮まで受け付けます。

申込方法（共通）／�参加者名と連絡先を記入の上、はがき、

FAX または E メールでお申し込みくだ

さい。それぞれ公開講演会係、集中勉強

会係と、ご希望の方を記入してください。

申し込み（共通）／�県立静岡がんセンター　疾病管理センター

　　　　　　　　　〒 411-8777　駿東郡長泉町下長窪 1007

県立静岡がんセンター
疾病管理センター
989-5222

989-5557

shippei-kanri@scchr.jp
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有

料

広

告

不動産ギャラリーOPEN!
裾野市住宅建設促進事業 補助金50万円 対象工務店です！

掲示板
PublicBoard

富士山万葉集・富士山歳時記

　富士山を詠み込んだ自作の短歌、

俳句を募集し、テーマごと 100 作

品を選考します。

　姉妹都市オーストラリアのフラン
クストン市から、フランクストン・
ハイスクールの中学生、高校生の修
学旅行生が裾野市に来ます。今年度
は引率教師 3 人、生徒 25 人が 9
月21日㈮～ 23日㈰の 2 泊 3 日で
ホームステイをします。国際交流に
関心のある方のご協力をお待ちして
います。

と　　き／９月 21 日㈮～23 日㈰

応募期限／８月 10 日㈮

※�詳しいスケジュールや内容など

は説明会の時に、ご案内します。

説 明 会／８月23 日㈭　19 時～

　　　　　�市役所４階401会議室

で説明会を開催します。

ホストファミリー 夏休みこども消費者教室
ジュースのフ・シ・ギ

　～おいしいジュースを�
� つくってみよう～　

　果汁が 10％のジュースでもおい
しいのはどうして？　糖度や添加物
を調べてジュースのフシギを解き明
かそう。
と　き／８月８日㈬

　　　　10 時～ 12 時

ところ／生涯学習センター

　　　　調理実習室

対　象／�市内に住む小学４～６年生

定　員／ 20 人（先着順）

費　用／ 200 円

持ち物／筆記用具

申し込み・問合せ／

　 商工観光課　995-1857

申し込み・問合せ／

　裾野市海外友好協会
　 993-9695
　（㈪・㈬・㈮の 13 時～ 16 時）
　 info@sofa-jp.org
　秘書課広報室　 995-1802

応�募締切／９月30日㈰（当日消印有効）

応�募方法／はがきに応募部門、作品

（俳句部門は既発表、未発表の別を

明記）、郵便番号、住所、氏名（ふ

りがな）、年齢（小・中・高校生は

学校名と学年を記入）、電話番号を

記入し、応募してください。作品

の漢字には必ずふりがなを明記し

てください。

�〒420-8601
　静岡市葵区追手町９- ６
　静岡県文化・観光部交流政策課
054-221-3776

　（富士山静岡ナビ）

テーマ 募集区分 留意事項

短
　
　
歌

春
の
富
士
山

一
般
の
部

こ
ど
も
の
部

歌の中に「富士」「不
二」「ふじ」などの
語句とテーマを連想
させる語句を含める
こと ( 見立て富士は
除く )

動
物
と
富
士
山

一
般
の
部

こ
ど
も
の
部

テーマ 募集区分 留意事項

短
　
　
歌

見
立
て
富
士

小
学
生
以
上

歌の中に「蝦
え

夷
ぞ

富士」、
「薩

さつ

摩
ま

富士」など富士
山にちなみ名づけら
れた全国の見立て富
士 ( ふるさと富士 )
の名称を含めること

俳
　
　
句

春
の
富
士
山

年
齢
性
別
を
問
わ
な
い

富士山を詠んだ春の
句に限る。春は、歳
時記の春・夏・秋・冬・
新年のうちの春であ
ること ( 見立て富士
は除く )

対�　　象／一般の部▶高校生（相当

する年齢）以上

　こどもの部▶小・中学生
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有

料

広

告

納付期限：８月31日㈮
市県民税� 第２期分

国民健康保険税・介護保険料�第２期分

水道料金・下水道使用料�第３期分

後期高齢者医療保険料� 第１期分

８月　税金・料金

８月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

４日㈯
鈴鹿建設㈱東富士支店

☎ 997-2704

５日㈰
㈲小沢土建

☎ 992-1401

11 日㈯
山崎設備

☎ 997-6766

12 日㈰
植松水道

☎ 992-4644

18 日㈯
高橋設備

☎ 993-1336

19 日㈰
㈲杉山設備工業

☎ 993-3030

25 日㈯
㈲M・K�アクアサービス

☎ 992-6599

26 日㈰
㈲古谷設備工業

☎ 992-5379

�８月 17日㈮
　15時〜18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�８月１日㈭〜15日㈬
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

８月　カレンダー

４日㈯ すその夏まつり
市民水泳大会

15日㈬ 戦没者追悼式

18日㈯ すその阿波おどり大会

19日㈰ 環境美化活動
（夏の河川道路等一斉清掃）

28日㈫ 市立小・中学校授業再開

31日㈮ 富士登山道須山口閉山式

人　口　54,149人� （−28人）
　男　　27,690人� （−16人）
　女　　26,459人� （−12人）
世　帯　21,216世帯�（−２世帯）
内、外国人登録� 795人�387世帯

７月１日現在
データバンク掲示板

PublicBoard
夏休み親子税金教室と映画上映会

８月 23 日㈭

　13 時～16 時

�市民文化セン

ター　大ホー

ル

�子どもとその

保護者

1,190 人（先着順）

�７月 23 日㈪　９時から裾野市商

工会で入場券を発行します。

沼津法人会事務局　922-4014

ジュニア・ロースクール

　弁護士役・裁判官役になって、民

事模擬裁判を体験してみよう。本物

の刑事裁判の見学もあります。

８月 21 日㈫

　�9 時 30 分～ 16 時 30 分（9 時 15

分開場）

沼津市民文化センター

中学生とその保護者

30 人（先着順）

�窓口またはホームページにある所

定の申込用紙に記入し、郵送また

は FAX でお申し込みください。

８月 13 日㈪（必着）

�静岡県弁護士会沼津支部　〒410-
0832沼津市御幸町21-１
931-1848　 934-0260
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８月前期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

1 水 大沢医院 ９３１-１０１９ 御幸町 清水館医院 ９９３-２３２３ 茶畑 古屋小児科医院 ９６３-０４０７ 西条町

2 木 杉山医院 ９７２-３２２３ 伏見 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 白十字小児科医院 ９３３-５１１１ �下香貫
馬場

3 金 林医院 ９３１-１１２０ 住吉町 西方外科医院 ９２１-１３３３ 共栄町 まるやま小児科医院 ９８１-８５７７ 堂庭

4 土 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

5 日

本村クリニック ９６９-０００１ 大塚 勝呂医院 ９６２-３０８３ 千本中町

柿田川医院 ９７３-３６０１ 柿田 杉谷小児科医院 ９２３-６５４３ 筒井町

新井内科
クリニック ９９２-０８１１ 久根 関外科胃腸科医院 ９２１-２１８５ 花園町

6 月 あそうクリニック ９２９-７５７５ 筒井町 田沢医院 ９６２-１２０５ 大手町 さくま小児科クリニック ９９２-６３０３ 茶畑

7 火 清水館医院 ９９３-２３２３ 茶畑 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

8 水 やぐち内科・循環器科クリニック ９７３-３８１１ 伏見 鈴木医院 ９９３-０４３０ 佐野 古屋小児科医院 ９６３-０４０７ 西条町

9 木 小林内科医院 ９２１-２１６５ 米山町 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 星野医院 ９６２-０７８２ 山王台

１０ 金 花メディカルクリニック ９８７-９１４５ 下土狩 守重医院 ９３１-２５１１ �我入道
江川町 白十字小児科医院 ９３３-５１１１

�下香貫
馬場
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

日 曜 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

５ 日 つちや耳鼻咽喉科
０５４５-３０-８００３ 厚原

山秋眼科医院
924-4680

筒井町
岩端医院
９６２-１３６８

大手町
真野歯科医院
９７２-５２９０

堂庭

１２ 日
さわだの森耳鼻咽喉科
クリニック
９２９-８７８７

西沢田
瀬尾眼科医院
９３３-９９００

市場町
沼津市立病院
９２４-５１００

東椎路
牧野歯科医院
９８８-１１８４

下長窪

１１ 土 大橋内科・小児科医院 ９９２-２８００ 佐野 聖隷沼津病院 ９５２-１０００ 松下 りゅうじん医院 ９８８-３１３３ 下土狩

１２ 日

なおきクリニック ９２９-８５５５ 東椎路 沼津整形外科医院 ９２１-３７９１ 共栄町

青沼胃腸科
クリニック ９２９-６２０５ 大岡 坂小児科医院 ９３１-３２３３ �下香貫

前原

遠藤医院 ９９７-０５３３ 葛山 遠藤医院 ９９７-０５３３ 葛山

１３ 月 きくちクリニック ９８９-５７８８ 桜堤 駿東整形外科医院 ９２２-８８５５ 高沢町 原小児科医院 ９６２-０６３６ �八幡町

１４ 火 福士内科クリニック ９３２-３５５３ 下香貫
　藤井原 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 古屋小児科医院 ９６３-０４０７ 西条町

１５ 水 望星第一クリニック ９２２-０２２２ 柳町 大沢ハート
クリニック ９２９-１３１３ 若葉町 西村医院 ９７１-６５１０ 下土狩
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日
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

６日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪ ８月の休館日

田村　理
り

喜
き

くん
（２歳 11カ月・石脇）

中澤　弘
こう

晴
せい

くん
（２歳 11カ月・御宿）

菅原　愛
そ
空
ら

ちゃん
（３歳・岩波）

鈴木　奨
しょう
馬
ま

くん
（３歳・岩波）

髙城　未
み
羽
う

ちゃん
（２歳 11カ月・富沢）

８月の行事予定
おはなしの会

　４日㈯　14 時〜 00 分　おはなしの部屋　　
親子おはなし広場

　７日㈫　10 時 30分〜　 展示室　　　　　　
おはなしの会

　11日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室
親子おはなしの会

　21日㈫　10 時 30分〜　 文化センター図書室
ファーストブック

　15日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　22日㈬　13時〜 16 時　展示室　　　　　　

今月の一冊
絵本作家のアトリエ１
　世代を超えて読み継がれる
絵本の秘密を画像の創作現場
から伝える。１は、太田大八、
加古里子ら戦後の日本で新し
い絵本の礎を築いた 10 人と、
絵本を巡る２つの対談を収録。

『母の友』連載を書籍化。
著：福音館書店母の友編集部
出版社：福音館書店

夏休み特別会　図書館映画会
と　　き／８月 11 日㈯
上映時間／ 14 時〜 15 時 45 分（開場 13 時 45 分）
と こ ろ／図書館２階　視聴覚室
定　　員／ 60 人
※�当日混雑が予想されますの

で、整理券を７月 28 日㈯�９
時から図書館本館カウン
ターで配布します。（ご家族
分のみ）

入 場 料／無料

タイトル マジック・ツリーハウス
上映時間 14時～15時 45分
時間 部門 対象
105分 アニメ 幼児～

新刊紹介 New Release

『シールのかくれんぼ』
作・絵：定岡ふみや　講談社

『くまだっこ』
作：デイヴィット・メリング
訳：たなかあきこ　小学館

『裁判のしくみ絵辞典 トラブル解決のルール!』
監修：村和男　Ｐ H Ｐ出版

『信長死すべし』
著：山本兼一　角川書店

『勝ち逃げ女王』
著：垣根涼介　新潮社

『笑う娘道成寺 女子大生桜川東子の推理』
著：鯨統一郎　光文社



No.
1224

2012年（平成24年）

8月1日・15日号 02  固定資産税のお知らせ
04  ９月１日㈯は「防災の日」
05  プロジェクト TOUKAI-0
06  コミュニティづくり
07  平成25年度市立幼稚園入園児募集

次回の発行日は、８月３１日㈮ です。

合併号

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。

7月21日㈯　なつやすみ親子おりがみ教室

かわ
いいバ

ッタを折ろうね



　住宅に係る固定資産税の減額措置は、新
築住宅の減額措置など、６つあります。い
ずれも適用には要件がありますので、着工
前に資産税係までお問い合わせください。

家屋の種類 床　面　積
専用住宅 50㎡～ 280㎡
併用住宅 居住部分が50㎡～ 280㎡
一戸建て以外の賃貸住宅・共同住宅など 住宅１戸あたり40㎡～ 280㎡

　住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後３年間、

３階建以上の中高層耐火住宅は新築後５年間、居住

部分のうち住宅１戸につき床面積 120㎡分までの固

定資産税額が２分の１に減額されます。

対　象／以下のすべての要件を満たす住宅�
1専用住宅・併用住宅・共同住宅（併用住宅について

は、居住部分の床面積が２分の１以上であること）

2床面積は以下の要件を満たすもの

住宅に係る固定資産税の
� 減額措置について

固定資産税のお知らせ

新築住宅の減額措置

　「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規

定する「長期優良住宅」の認定を受けた住宅を新築

した場合、当該家屋に係る固定資産税について、次

の要件を備えていると新築住宅の減額措置に代わっ

て同等の減額が５年間（３階建て以上の中高層耐火

住宅は７年間）受けられます。

対　象／以下のすべての要件を満たす住宅�
1「新築住宅の減額措置」を受けるための要件をす

べて満たしていること

2「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規

定に基づき、耐久性・安全性などの住宅性能が一

定基準を満たすものとして所管行政庁の認定を受

けた住宅であること（必ず新築工事着工前に所管

行政庁へ長期優良住宅建築等計画の認定申請を

行ってください）

3平成 21 年６月４日〜平成 26 年３月 31 日に新築

された住宅であること

※この減額措置を受けるためには申告が必要です。

新築家屋評価時に、申告書と所管行政庁が発行す

る認定通知書を提出してください。

※新築住宅の減額措置との同時適用はありません。

長期優良住宅に係る減額措置

　平成 25 年３月 31 日までの間にサービス付き高

齢者向け住宅を新築した場合、次の要件を備えてい

ると新築の翌年度から５年間、固定資産税額が３分

の１に減額されます。

対　象／以下のすべての要件を満たす住宅
1 平成 23 年 10 月 20 日〜平成 25 年３月 31 日に新

築されたサービス付き高齢者向け住宅であること

2 床面積が30㎡／戸（共用部分含む）以上であること

3 戸数が５戸以上であること

4 サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている

こと

5 国または地方公共団体から建設補助を受けている

こと

※ この減額措置を受けるためには新築した翌年の１

月 31 日までに申告が必要です。

※ 登録を受けた証明書類および、補助を受けた証明

書類が必要です。

サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置
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総務部　市民税課　資産税係
995-1809

　既存住宅（別荘を除く）を耐震改修工事した場合、
改修後３カ月以内に申告すると当該家屋に係る固定
資産税について、居住部分のうち住宅１戸につき床
面積120㎡分までの税額が２分の１に減額されます。
対　象／以下のすべての要件を満たす住宅�
1昭和 57 年１月１日以前から存在していた住宅で

あること
2現行の耐震基準に適合した改修であること（建物

全体として基準に適合すること）
3工事費が 30 万円以上であること
4工事完了日が平成27年12月31日までであること

減額の期間
工　事　完　了 期　　間

平成18年～平成21年 3年間

平成22年～平成24年 2年間

平成25年～平成27年 1年間

※工事が完了した年の翌年度分から減額されます。
※現行の耐震基準に適合した改修であることの証明

書が必要です。
※併用住宅は居住部分の床面積が２分の１以上ある

ことが必要です。

住宅の耐震改修に伴う減額措置

　平成 19 年１月１日以前から存在していた住宅（別

荘・貸家を除く）をバリアフリー改修した場合、改

修後３カ月以内に申告すると、工事完了年の翌年度

分の当該家屋に係る固定資産税のうち居住部分の

床面積 100㎡分までの税額が３分の２に減額されま

す。

対　象／居住者の要件�
　次のいずれかの方が居住していること

◆ 65 歳以上の方

◆要介護認定または要支援認定を受けている方

◆障害者手帳などをお持ちの方

対　象／改修工事の要件�
　平成 19 年４月１日〜平成 25 年３月 31 日の間に

実施した以下の工事で、補助金などの控除後の自己

負担額が 30 万円以上のもの

❶廊下の拡幅　❷階段のこう配の緩和　❸浴室の改

良　❹便所の改良　❺手すりの取り付け　❻床の段

差の解消　❼引き戸への取り替え　❽床表面の滑り

止め化

※併用住宅は居住部分の床面積が２分の１以上あ

ることが必要です。

※この措置の適用は１回限りです。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

　平成 20 年１月１日以前から存在する住宅（別荘・

賃家を除く）に対して、次の要件を備えた省エネ改

修工事を行った場合、改修後３カ月以内に申告する

と、工事完了年の翌年度分の当該家屋に係る固定資

産税のうち居住部分の床面積 120㎡分までの税額が

３分の２に減額されます。

対　象／省エネ改修工事の要件�
◆平成 20 年４月１日〜平成 25 年３月 31 日の間に

実施した工事であること

◆当該改修工事に要する費用が 30 万円以上である

こと

◆以下の❶〜❹の工事のうち❶を含む工事を行うこ

と

❶窓の改修工事　❷床の断熱改修工事　❸天井の断

熱改修工事　❹外壁の断熱改修工事

※ ❶〜❹の改修工事により、それぞれの部位が現行

の省エネ基準に新たに適合することとなった証明

書（熱損失防止改修工事証明書）が必要です。

※❶を含む工事が必要です。

※新築家屋の軽減措置および耐震改修工事に伴う減

額措置との同時適用はできません。

※この措置の適用は 1 回限りです。

住宅の省エネ改修に伴う減額措置
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　東日本大震災では東北地方に甚大な被害と多くの悲しみを残しました。また、いまだに
避難生活を余儀なくされている方がいます。その一方で、数多くの教訓も得られています。
　１つは、各地の大規模地震の見直しが挙げられます。県
では東海・東南海・南海地震の３連動地震の被害想定を策
定しています。２つは、自助・共助の重要性の再認識です。

東日本大震災から学ぶ

９月１日㈯は「防災の日」

自 助 自分の命は自分で守る 共 助 防災訓練への積極的な参加
　大災害を乗り越えるには、多くの人手と助け合いが

必要です。向こう三軒両隣で声を掛け合い、地域の防

災訓練に積極的に参加してください。災害が発生した

場合に、訓練以上のことはできません。

裾野市総合防災訓練
　９月１日㈯は国や県、市町を含め、自主防災関係団

体が参加して防災訓練が行われます。市役所では東海

地震を想定した発災後の避難所運営の訓練を実施しま

す。各家庭でも、防災マップを参考に広域避難所まで

の避難経路上に危険個所があるかどうかを確認し、災

害発生時に最初に各家庭が集まる避難場所を確認して

ください。

昨年度の訓練の様子

区計画の防災訓練
　防災の日に併せて防災訓練を計画している区があり

ます。区によって内容は異なりますが、地域の防災能

力を向上させ、自分自身・家族の命を守る訓練ですの

で積極的な参加をお願いします。

図上訓練の様子

市民部　防災交通課
995-1817

備蓄品・持ち出し品の確認
　備蓄品は一人当たり、飲料水は最低９ℓ（３日分）、

食料品では７日分（うち調理不要食３日分）を用意し

ましょう。また、医薬品や電池などは、定期的に点検・

更新しましょう。

家具の転倒を防ぐ
　家具は壁に密着させて固定し、家具の大きさにあっ

た転倒防止器具を取り付けましょう。また、重いもの

は高い場所に置かないようにしましょう。

 

家族防災会議
　家族で災害への備えや起きた時の対応などを考えて

みましょう。例えば、避難場所までの道順を歩くこと

で道沿いの危険個所を確認してみましょう。

有事の連絡体制の確認
　災害時、家族が離れ離れになると、通信機器での連

絡がほとんど困難になります。家族の安否確認には災

害用伝言ダイヤル（「171」とダイヤル後、音声案内

に従い伝言の録音や再生を行なえる）など、事前に連

絡体制を確認しましょう。

p.4

広報すその　平成24年８月1・15日号



プロジェクトT
トウカイ（東海・倒壊）

OUKAI-０

『自分の命は自分で守る』今こそ耐震補強を！

補助金の交付対象となる住宅
　昭和 56 年５月以前に建築された木造住宅で耐震補

強の必要がある住宅（専門家による耐震診断の結果、

耐震評点が 1.0 未満の「倒壊、または大破壊の危険が

あり」・「やや危険」とされた住宅）が対象です。

補助金の交付対象となる工事
　筋交いや合板による壁の補強などの耐震性が高くな

る工事（耐震補強計画で、補強後の耐震評点が1.0以

上となる工事で評点が0.3以上あがる工事）が対象です。

※ 交付決定前に工事契約をすると補助金がもらえませ

んのでご注意ください。

補助金の額
■補強計画の策定
　 　補強個所・工事費を検討して、補強設計を行いま

す。

　補�助額／実費の３分の２以内で、１棟あたり

　　96,000 円が上限です。

■補強工事
　 　補強設計に基づき、耐震補強工事を実施します。

　補�助額／１棟あたりの補助金の上限は 50 万円です。

また、高齢者のみが居住する住宅などの補助額は

70 万円です。

　東日本大震災では、東北地方を中心に津波
による住宅の流出や倒壊など、甚大な被害を
もたらし、その後も大規模な余震が全国で多
発しています。また、平成７年に起きた阪神・
淡路大震災では建物の倒壊により多くの方が
亡くなりましたが、この倒壊した建物の多く
が耐震性の劣るとされる昭和56年５月以前に
建築された木造住宅でした。
　昭和56年５月以前の木造住宅にお住まいで、
耐震診断が済んでいない方は、ぜひ専門家の

無料耐震診断をお申し込みください。
　なお、本年度よりプロジェクトTOUKAI-0
の木造住宅耐震補強助成と併用が可能な新た
な助成制度（裾野市住宅建設等促進事業・静
岡県住宅リフォーム支援事業）が創設されま
した。このほかにも耐震補強工事を実施する
と、税金の優遇措置などを受けることができ
ます。

　市町と県が一体となり、予想される東海地震
における旧耐震基準で創られた木造住宅の倒壊
による死者を減らすことを目標に、建築物の耐

震化を推進するプロジェクトです。無料で専門
家が耐震診断を行い、対象となる木造住宅の耐
震補強工事をする方には、補助金を交付します。

 プロジェクト「TOUKAI（東海・倒壊）-0」とは

裾野市住宅建設等促進事業
　住宅の新築および建替え工事と耐震性を有する住宅、

または耐震補強工事と併せて行うリフォーム工事に補

助金が出ます。

市商工会　992-0057
静岡県住宅リフォーム支援事業

　耐震性を有する住宅、または耐震補強工事と併せて

行うリフォーム工事に補助金が出ます。

一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター
　評価業務課　054-202-5573

耐震改修税制（所得税と固定資産税の優遇措置）
　住宅の耐震補強工事を実施した方は、税金の優遇が

受けられます。

所得税に関すること▶沼津税務署　922-1560
　固定資産税に関すること▶市民税課　995-1809

 プロジェクトTOUKAI-0の木造住宅耐震補強助成と併用が可能な新たな助成制度
　詳しくは、各問い合わせ先にお問い合わせください。

建設部　建築住宅課
995-1856
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地域の安全・安心をみんなでつくりましょう

コミュニティづくりに努めましょう

＊夏の環境美化活動＊
夏の河川道路などの清掃を行います。

作業中は熱中症や事故に気を付けましょう。
と　き／８月19日㈰
ところ／各区で決められた場所
そ�の他／ごみは８時 30分～ 11時 30分の間に一
般廃棄物最終処分場へ分別搬入してください。８月
19日以外の日に実施する区は、各区でごみの処理
をお願いします。

と　き／７月21日㈯
ところ／�須山地区研修センターふれ

あい広場

須山地区夏祭り大会

※終了しました

【コミュニティづくりとは？】　コミュニティの定義は多くあります
が、ここで言うコミュニティとは、近
所の方々と心のふれあう良い人間関係
を作って、結びつきを強め、協力して
住み良いまちにしようとする心を意味
し、コミュニティづくりは、そのため
のすべての活動のことを指します。

と　き／11月25日㈰
ところ／�富岡第一小学校グラウンド

富岡地区コミュニティ祭り

と　き／11月25日㈰
ところ／西小学校

西地区コミュニティまつり各地区
コミュニティ
まつり

重点施策
1�コミュニティまつりなどの地区の行事に積極的に参
加しましょう。

　地区で行う夏祭りや体育大会、奉仕活動などに家族
で参加しましょう。
2�環境問題について考えましょう。
　春と夏の環境美化活動（河川道路等一斉清掃）は、
住みよい生活環境を守るために、地域で力を合わせて
河川や側溝、道路の清掃を行うものです。昨年行われ
た環境美化活動には、延べ 23,485 人（うち児童・生
徒 3,359 人）の皆さんに参加していただきました。日
頃からできるだけごみを出さないようにすることも環
境美化活動のひとつです。
3�防災、防犯、防火、交通安全についてみんなで考え
てみましょう。

　登下校の子どもたちや一人暮らしのお年寄りに声掛
けをしましょう。
4�毎月第３日曜日は、「家族ふれあいサンデー」です。
　毎月第３日曜日を「家族ふれあいサンデー」とし、
家族や地域の方々とコミュニケーションを深めましょ
う。

　地域住民が知恵を出し合い、地域の課題を協力
して解決する。そんな新しい時代に合ったコミュ
ニティづくりを推進して、生き生きとして明るい、
住みよい豊かな地域をつくりましょう。

市民部　地域振興課
995-1874

と　き／11月25日㈰
ところ／�向田小学校

東地区コミュニティ祭

と　き／11月25日㈰
ところ／�深良コミセン周辺

深良地区
コミュニティまつり
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●応募資格
　申し込み時に裾野市に住民登録していて、次の年齢

に該当する幼児

３歳児
平成 21年４月２日から平成 22年４月１
日までに生まれた幼児

４歳児
平成 20年４月２日から平成 21年４月１
日までに生まれた幼児

５歳児
平成 19年４月２日から平成 20年４月１
日までに生まれた幼児

●入園の申し込み
入園申込書配布・受付期間／

　９月３日㈪〜７日㈮　９時〜 16 時（厳守）

と� こ ろ／入園を希望する幼稚園（小学校区に準じた

地区の幼稚園）

申�込方法／入園申込書を記入し提出してください。（押

印を忘れずにお願いします）

●入園面接
　各園にて事前面接を行います。日時については、各

幼稚園に申し込みをされる際に、予約していただきま

す。

対　　象／３歳児、４･ ５歳児の新規入園希望者

面接日程／い ず み 幼 稚 園　９月 24 日㈪・25 日㈫

　　　　　西 幼 稚 園　９月 24 日㈪・25 日㈫

　　　　　深 良 幼 稚 園　９月 24 日㈪

　　　　　富岡第一幼稚園　９月 24 日㈪・26 日㈬

　　　　　富岡第二幼稚園　９月 24 日㈪・25 日㈫

　　　　　須 山 幼 稚 園　９月 26 日㈬・27 日㈭

●入園児の決定
　各園とも年齢別の定員を超えた場合は、抽選で入園

児を決定します。入園抽選会の開催は、各幼稚園の玄

関などに９月 18 日㈫〜 10 月 18 日㈭に掲示しますの

で、各自で必ずご確認ください。

入園抽選会は10月19日㈮午前を予定

　抽選会の会場は、裾野市民文化センターの予定で
す。なお、抽選となった場合は、１家庭１回の抽選
となります。

●各園の募集人員  （７月１日現在）

幼稚園名 ３歳児
（年少）

４歳児
（年中）

５歳児
（年長）

いずみ幼稚園
992-1683 40人 65人 45人

西幼稚園
992-5200 20人 50人 23人

深良幼稚園
997-3598 20人 14人 16人

富岡第一幼稚園
997-1277 20人 50人 29人

富岡第二幼稚園
997-4155 20人 15人 24人

須山幼稚園
998-0096 20人 25人 19人

※在園児の入退園により、多少の増減があります。

※４歳児・５歳児の募集人員に在園児は含みません。

申込方法が昨年度と異なる部分がありますので
ご注意ください。

平成25年度
市立幼稚園入園児を募集します

　平成２5年度の市立幼稚園の入園児を募集します。保護者の方は、忘れずに申込期間内に
お申し込みください。なお、原則として小学校区に準じた地区の幼稚園への入園をお願い
します。

教育部　子ども教育課
995-1822

！

p.7

広報すその　平成24年８月1・15日号



Photograph ７月

　コスモス種まきイベントが梅の里周辺の農地で行われました。
当日はたくさんの人が集まり、畑を耕して種や肥料をまきました。
今回植えたコスモスは、秋に開花する予定です。 （６月 23 日）

　「トップアスリートに学ぶ」講演

会が富岡中学校で行われました。北

京オリンピック大会バレーボール大

会に出場した齋藤信
のぶ

治
はる

さんがバレー

ボールを通して経験したことを語り、

生徒たちからはどうしたら背が大き

くなるかなどの質問が出ました。講

演後、齋藤さんは男女バレーボール

部を指導しました。

 （６月 26 日）

　父親ソフトボール大会が総合グランドで行われました。
各チームとも熱戦を繰り広げ、Ａブロックは御宿入谷地区、
Ｂブロックは金沢地区がそれぞれ優勝しました。優勝チー
ムは９月９日に御殿場市内で行われる駿東地区父親ソフト
ボール大会に出場します。 （６月 24 日）

「水ケ塚公園展望台」� 撮　影／秘書課広報室

p. 8p.8

広報すその　平成24年８月1・15日号



Photograph July

　「静岡県青少年の非行・被害防止強調月間」・

「社会を明るくする運動」合同キャンペーン

が裾野駅などで行われました。市長や委員の

皆さんが啓蒙活動を行いました。（７月４日）

　須山浅間神社で、富士山登山道須山

口開山式が行われました。安全祈願や

テープカットが行われたあと登山者の

皆さんが出発していきました。

 （７月１日）

　第 94 回全国高

等学校野球選手権

静岡大会が開幕し、

市運動公園野球場でも、教育長、小学生らによる始

球式が行われました。第一試合では裾野高校が試合

に臨み健闘しましたが、延長 11 回、５対４で惜し

くも敗れてしまいました。 （７月８日）

　深良中学校の演劇「いのちの用水」の本

格的練習にあわせて今里区在住の渡邊一
いち

郎
ろう

さんから手作り看板が寄贈されました。こ

の看板の寄贈は 11 月 25 日の裾野市コミュ

ニティ祭りでの文化センター上演成功を祈

念するものです。 （７月５日）

　トヨタ自動車東日本㈱から、市在勤のセーリング選手

３人（RS:X 級 / 富澤 慎
まこと

選手、49er 級 / 牧野幸
ゆき

雄
お

選手、

高橋賢
けん

次
じ

選手）がロンドンオリンピック代表選手に決定

し、市長、議長らを表敬訪問しました。３人はオリンピッ

クでの活躍を誓っていました。 （７月６日）
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お知らせ
Announcement
ポリオ予防接種が
生ワクチンから

不活化ワクチンへ替わります

　９月１日から、予防接種実施規則

などの一部改正に伴い、生ポリオワ

クチンから不活化ポリオワクチンに

切り替わり、医療機関での個別接種

となります。不活化ポリオワクチン

の接種回数は４回（初回３回・追加

１回）で、対象者は生後３カ月〜90

カ月未満です。平成 24 年６月生ま

れまでの対象者の方（生ポリオワク

チンを２回完了していない方）には、

８月末に初回接種券を送付します。

不活化ポリオワクチン接種回数
生ポリオ
ワクチン

不活化
ポリオワクチン

２回接種済➡不要
１回のみ
接種済　　➡

３回必要
（初回２回・追加１回）

未接種　　➡４回必要（初回３回・追加１回）

※ 不活化ポリオワクチンを自費で接

種している方は、平成 24 年９月

１日以降に不足分を受ける場合、

接種券により公費負担として受け

ることができます。

※ 不活化ポリオワクチン４回目の接

種（追加）については、まだ、定期

予防接種対象外のため、公費で受

けることができません。国からの

「４回目を対象とする旨の通知」

がありましたら、お知らせします

のでしばらくお待ちください。

◆生ポリオワクチン追加接種について
　市では特別措置として、生ポリオ

ワクチン追加接種を下記のとおり実

施します。

 接種当日、生後３カ月から90カ月

（７歳半）未満の方（対象の方に

は事前通知済み）で、生ポリオワ

クチン接種（全２回）を完了して

いない方で、接種を希望される方

 ８月６日㈪・８日㈬・10日㈮・20

日㈪　13時〜13時20分

 市福祉保健会館 1 階

 母子健康手帳・体温計・予診票（無

い方は当日会場で記入していただ

きます）

 「予防接種と子どもの健康」をよく

お読みになり、効果や副反応をご

理解いただいた上で、健康推進課

へ事前に電話か直接お申し込みく

ださい。

健康推進課　992-5711

環境保全・環境美化活動を
実践している方を表彰します

　市では 10 月６日㈯ 13 時から市

民文化センターで第 12 回裾野市環

境大会を開催します。

　この大会では環境に対する意識の

啓発を目的として、環境保全・環境

美化活動を実践している個人・団体

に対し、大会表彰ならびに感謝状の

贈呈を行っています。

 市内を主な活動範囲としていてお

おむね 10 年以上の活動期間のあ

る環境保全・環境美化に顕著な功

績がある個人、または団体

 生活環境課に推薦用紙を請求の上、

必要事項を記入し、提出してくだ

さい（郵便またはＦＡＸも可）。

 ８月 24 日㈮（必着）

 自薦、他薦は問いません。

 生活環境課

　〒 410-1192　佐野 1059

995-1816
992-4447

東日本大震災により
避難されている皆さんへ

　避難されている市町に、ご自身の

情報（現住所など）を提供すると、「全

国避難者情報システム」により、避

難前にお住まいの自治体から様々な

お知らせをお届けできるようになり

ます（避難先を異動された場合や、

避難終了の場合もお知らせくださ

い）。ぜひ、避難先市町の窓口へ届

け出をお願いします。

社会福祉課　995-1819

児童扶養手当の�
現況届を忘れずに

　児童扶養手当の現況届は、毎年８

月１日現在の状況を記載し、手当を

引き続き受ける要件があるかを確認

するためのものです。受給資格者に

はご案内の文書を郵送します。届け

出がないと８月分以降の手当が受け

られなくなりますので、必ず手続き

を済ませてください。

 ８月６日㈪〜 10 日㈮

 市役所１階子育て支援室

 現況届、養育費に関する申告書、

児童扶養手当証書、世帯全員の住

民票、印鑑など

※ 住民票を市民課で請求する前に、

必ず子育て支援室へお立ち寄りく

ださい。

子育て支援室　995-1841

８月10日は
児童扶養手当の支給日

　児童扶養手当は 18 歳に到達する

日以後の、最初の３月 31 日までの

児童がいる母子家庭などに支給され

ます。支給を受けるには認定請求書

の提出による審査が必要です。

支�給日／原則として４月、８月、12

月の 11 日（各前月分までの 4 カ

月分）

子育て支援室　995-1841

p.10

広報すその　平成24年８月1・15日号



申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement

第37回　裾野牧水祭
（碑前祭）

　文化センター南側の碑前にて、若

山牧水の遺徳をしのび献酒・献花な

どを行います。

 ９月９日㈰　10 時〜

 市民文化センター（歌碑前）

鈴木図書館　992-2342

深良地区郷土資料館の
休日開館

　深良地区郷土資料館を以下の日程

で休日開館します。

開館予定日／８月の㈯、８月〜 11

月の㈰

※開館時間は 13 時〜 16 時です。

 深良地区郷土資料館（深良コミュ

ニティセンター敷地内）

 無料

深良支所　992-0400

くみとりの休業

　し尿・浄化槽処理の収集が休業に

なります。ご注意ください。

 ８月 11 日㈯〜 15 日㈬

対�象地区・業者／

　西・東・深良▶山水総業

　富岡・須山▶富士 クリーンサービス

生活環境課　995-1816

８月15日㈬に黙とうを

　８月 15 日㈬は、戦没者を追悼し

平和を祈念する日です。全国戦没者

追悼式にあわせて、正午に１分間サ

イレンを鳴らします。先の大戦で亡

くなられた方々を追悼し、平和を祈

念するため、正午のサイレンにあわ

せて黙とうを捧げてください。

社会福祉課　995-1819

美化センターへのごみの
直接持ち込み休止について

　美化センター施設の点検整備のた

め、８月 29 日㈬はごみの直接持ち

込みができません。

美化センター　992-3210

下水道啓発キャンペーン

　下水道について市民の皆さんに広

く知っていただけるように、ＰＲ

グッズの配布などを行います。すそ

の夏まつりにお越しの際は、緑カエ

ルがいるブースにお立ち寄りくださ

い。

 ８月４日㈯　16 時〜

 市運動公園内下水道課ブース

下水道課　995-1835

「出張ＮＰＯ地域交流会
in 裾野」開催について

 ８月 23 日㈭　13 時 30 分〜 16 時

 市役所地下会議室

 ●地域で活動する市民団体やＮＰ

Ｏ法人の方●法人格団体の設立を

考えている方

 ●ＮＰＯ団体による事例報告●

ディスカッション●個別相談

 無料

 ＦＡＸまたはメール（団体名、参加

者名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号）

�静岡県東部地域交流プラザ（東部
パレット）　951-8500
952-1433

mail@palnet.jp

　裾野都市計画区域用途地域に関す

る都市計画を変更する原案について、

公聴会を実施します。

　今回は茶畑中丸・滝頭地区（都市計

画道路佐野茶畑線沿線）および二ツ

屋地区（同富沢平松線沿線）に関する

用途地域の変更に関するものです。

　公聴会は市民の皆さんの意見を反

映し、より良い都市計画にするため

のものです。公開の場で意見を述べ

ていただきます。

 ８月 30 日㈭　10 時〜

市役所４階　401 会議室

※ 傍聴の入場は先着順で、満員の場

合は入場できないことがあります。

※ 公述人がいない場合は、公聴会を中

止します。開催の有無については、

８月27日以降にお問い合わせください。

〈公述をしたい方は〉
　公聴会で公述をしたい方は、事前

に市都市計画課へお申し込みくださ

い。公述申出書などは、市都市計画

課にあります。

 ８月 15 日㈬〜８月 23 日㈭

　 （最終日は17時15分必着。持参の

場合は閉庁日、閉庁時間は除く。）

〈原案の縦覧〉
　都市計画の原案については、８月

15 日より市都市計画課（市役所２

階）で縦覧できます。

　なお、都市計画原案の概要および

公述申出書など、その他詳細につい

ては市ホームページでも８月 15 日

以降ご覧いただけます。

都市計画課　995-1828

裾野都市計画用途地域変更に関する公聴会
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お知らせ
Announcement
国保高齢受給者証
新規交付会

　９月１日㈯から次の方が対象となり、

次のとおり受給者証を交付します。

 ８月23日㈭　９時45分〜11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 17 年８月２日〜昭和 17 年

９月１日に生まれた方

通�知／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。

国保年金課　995-1814

募 集
Recruitment

裾野市民文化センター・
ヘルシーパーク裾野　指定管理者

　市では、市民文化センターおよび

ヘルシーパーク裾野の、より効率的

な管理運営とサービス向上を図るた

め、指定管理者を募集します。

１．裾野市民文化センター
募�集要項の配布期間／８月３日㈮か

ら（㈪は除く）　８時30分〜17時

15分

配�布方法／生涯学習課窓口にて配布。

また、市ホームページからダウンロー

ドすることもできます（ http://

www.city.susono.shizuoka.jp/）。

提�出先／生涯学習課　〒 410-1102

裾野市深良 435

提�出期限／9月21日㈮　17時15分ま

で（㈪は除く）

生涯学習課　992-3800
２．ヘルシーパーク裾野
募�集要項の配布期間／８月３日㈮か

ら（㈯㈰㈷は除く）、８時 30 分

〜 17 時 15 分

配�布方法／健康推進課窓口にて配布。

また、市ホームページからダウンロー

ドすることもできます（ http://

www.city.susono.shizuoka.jp/）。

提�出先／健康推進課　〒 410-1117

裾野市石脇 524-1

提�出期限／9月21日㈮　17時15分ま

で（㈯㈰㈷は除く）

健康推進課　992-5711

16ミリ映写機操作講習会

 ８月 25 日㈯　９時 30 分〜 16 時

 市立鈴木図書館　２階視聴覚室

 市内に在住、在勤の18歳以上の方

 20 人（先着順）

 正しい映写方法について　など

 無料

 申込書に必要事項を記入後、申し

込み（ＦＡＸ・電話申込可）

募集／８月４日㈯から

鈴木図書館　992-2342

公民館講座　陶芸（第１回）

 ９月４日㈫、５日㈬　９時 30 分

〜 11 時 30 分

 東西公民館

 市内に在住または通勤している方

 24 人（先着順）

 受講料無料（材料費 3,000 円）

 東西公民館にある申込用紙に記入

し、お申し込みください。

 ８月４日㈯〜８月 26 日㈰

 エプロン・新聞・ハンドタオル

�東西公民館　992-6677

着衣泳講習会

　「命を守る着衣泳」の知識と技術

を身に着けてみませんか？

 ８月 16 日㈭　10 時 30 分〜 12 時

　入場は 10 時〜

 市立水泳場

 小学生以上（３年生以下の児童は

保護者の方もご一緒にご参加くだ

さい）泳ぎの苦手な方も問題あり

ません

 先着 30 人

 プール入場料のみ（大人 200 円・

小人 100 円）

 洗濯済みの衣服（長袖長ズボン）・

きれいに洗った靴・水着・ゴーグ

ル・買い物袋

 開催日当日までに市立水泳場受付

または電話でお申し込みください。

講習会後はそのまま遊泳可能です。

市立水泳場　992-0707

家庭排水浄化推進員
（すその川と水の会）新会員

 市内に在住している環境分野に興

味のある方

 水生生物調査、施設見学などの研

修、環境大会への参加など

 電話でお申し込みください。

�生活環境課　995-1816

「県民の日」
市内の無料開放・特典施設

施　設　名 実 施 日 特　　典 連 絡 先
富 士 山 資 料 館 21日㈫

入館・入場料
無料

998-1325
市民体育館卓球場・
ト レ ー ニ ン グ 室 19日㈰ 993-0303

市 立 水 泳 場 19日㈰ 992-0707
十 里 木 キ ャ ン プ 場 21日㈫ 記念品贈呈 992-3800

「県民の日」
シンボルマーク
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募 集
Recruitment

甲種防火管理新規講習

 ９月 12 日㈬・13 日㈭　９時〜

16 時 30 分

 市消防庁舎３階災害対策室

 54 人（先着順）

 4,000 円

 受講申込書に記入し、費用と写真

を添付して提出してください。申

込用紙は市ホームページからダウ

ンロードできます。

 ８月６日㈪〜 10 日㈮

消防本部予防課　992-3211

結婚相談

 ８月 19 日㈰　９時〜 12 時（受

付は 11 時 30 分まで）

 市福祉保健会館３階会議室および

相談室

結婚を望む方

 結婚を望む方へのアドバイスや相

談所登録者の紹介をします。

 無料

 申し込みは不要です。

�しあわせアドバイザーすその（社
会福祉協議会　992-5750）

筋力向上トレーニング教室
（夜間コース）

 ８月 28 日㈫、31 日㈮、９月４日

㈫、 ７ 日 ㈮、11 日 ㈫　18 時 30

分〜 20 時 30 分

 旧勤労青少年ホーム１階　マシン

ルーム分室

 市内に在住している 20 〜 59 歳

の方で、全５回を通して参加でき

る方。ただし、参加の可否は提出

していただく所定の様式内容によ

り判断となります。

 20 人（定員を超える場合は抽選）

 歩行時に足を上げる筋肉「大腰筋」

のトレーニングを中心に、ウォー

キング指導やマシントレーニング

などを行い、歩行に必要な筋力や

柔軟性を身に付けます。

 電話またはメール、直接窓口でお

申し込みください。

 ８月１日㈬〜８月 17 日㈮

 参加決定者は参加同意書、問診表、

主治医の意見書（費用は自己負担）

を提出してください。

健康推進課　992-5711

駿東地域職業訓練センター
９月講座  

 ●特別教育コース▶伐木作業の安

全衛生講習●人材育成コース▶監

督者訓練１科（仕事の教え方）●パ
ソコンコース▶パソコン入門、ワー

ド基礎、エクセル基礎、エクセル

活用、夜間ワード基礎、夜間エク

セル基礎●カルチャーコース▶ア

ロマ教室、フラワーアレンジメント、

手作り木綿ぞうり教室、絵画教室

�駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

防衛省採用試験

区分 試験日 資格
一般曹
候補生 ９月17日㈪

18歳以上27歳
未満の者自衛官

候補生
男９月17日㈪　　29日㈯
女９月23日㈰

航　空
学　生 ９月22日㈯ 高卒（見込み）

21歳未満の者

 ８月１日㈬〜９月７日㈮

�自衛隊三島募集案内所
　989-9111

市民体育館トレーニング室
利用者講習会

　この講習会で正しい利用方法を学

んだ方は、市民体育館トレーニング

室が利用できます。

 ８月６日㈪、28 日㈫　19 時〜 20

時 40 分

 市民体育館

 15 歳以上の方（中学生を除く）

 100 円

 運動可能な服装、タオル、体育館

シューズ

�市民体育館　993-0303

 市 民 文 化 セ ン

ター

 市内に在住また

は在勤している

方

 生涯学習課にあ

る申込用紙に記

入し、お申し込

みください。

 ９月４日㈫〜14

日㈮

�生涯学習課
　992-3800

部　　門 期　　日 内　　容
展覧会１部
発 表 会

10月31日㈬
～11月４日㈰

生け花、書道、篆刻、ジュニ
ア書道

市民吟道祭 11月３日㈯ 詩吟
市民音楽祭 11月４日㈰ 合唱、器楽演奏、弦楽合奏など
市民囲碁大会 11月４日㈰ 囲碁

展覧会２部
発 表 会

11月14日㈬
～18日㈰

絵画、短歌、俳句、連句、写
真、手工芸、染色、彫刻、押
花絵、和紙ちぎり絵、押絵、
七宝焼き、フラワーデザイン、
アメリカンフラワー、子ども
生け花など

茶 会 11月17日㈯ 図書館茶道教室（裏千家）
11月18日㈰ 表千家茶道教室

芸能祭第１部
（音楽・洋舞） 11月17日㈯

童唄、歌謡曲、大正琴、手話
ダンス、バレエ、フラダンス、
フラメンコなど

芸能祭第２部
（日舞・邦楽） 11月18日㈰

日本舞踊、詩舞剣舞、箏曲、
三味線など

市民芸術祭の出展・出演・出場者を募集します
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募 集
Recruitment
「県民の日」

狩野川西部浄化センター
施設見学会

　よごれた水をきれいにする微生物

の活動を顕微鏡で観察したり施設を

見学したりします。

 ８月 21 日㈫●第１回▶９時 30

分〜 11 時 30 分●第２回▶ 13 時

30 分〜 15 時 30 分

 沼津市原字女鹿塚 3060-1　狩野

川西部浄化センター

どなたでも参加できます

 ８月 20 日㈪までにお名前、ご連

絡先および希望時間を狩野川西部

浄化センターまで電話またはＦＡ

Ｘにてご連絡ください。

�狩野川西部浄化センター
　968-2623
�968-2624

市町対抗駅伝大会の
第２回選手選考記録会

　市チームの選手候補の選考・育成

強化のための記録会を行います。

 ８月 25 日㈯　18 時〜

運動公園陸上競技場

 ①市内に在住または通勤・通学し

ている方（小・中学生、高校生は

保護者が市内に在住している方）

②出身中学校が市内の方（市外に

在住の方も可）

種�　目／小学男女▶ 1,500m　中学
男子▶ 3,000m　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、市民体育館、

運動公園にある申込用紙に記入し、

お申し込みください。

�生涯学習課　992-3800

富士山須山口登山道を歩く

　富士宮口五合目から須山口登山道

を経由し、水ケ塚公園まで徒歩で下

山します。参加料は無料です。

 ９月２日㈰　８時〜 17 時 30 分

※予備日　９月８日㈯

行�程／商工会館（８時集合）＝須山浅

間神社＝富士宮口五合目－宝永第

二火口縁－御殿庭上－小天狗塚－

幕岩－須山御胎内－水ケ塚公園＝

商工会館（17 時 30 分解散予定）

※＝：貸切バス　　－：徒歩

 ８月６日㈪〜８月 17 日㈮

 40 人（先着順）

 ５時間以上登山道を歩ける方

 弁当、飲み物、雨具など

 電話またはＦＡＸでお申し込みく

ださい。

�富士山世界文化遺産裾野市民協議
会（裾野市商工会）　992-0057
�993-8833

市議会９月定例会

１日㈯ 総合防災訓練

８日㈯ 敬老会

10日㈪ 下水道の日

21日㈮〜
30日㈰

秋の全国
交通安全運動

９月　カレンダー

納付期限：10月１日㈪

国民健康保険税� 第３期分

介護保険料� 第３期分

後期高齢者保険料� 第２期分

９月　税金・料金９月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ パイピング横山
☎ 992-3329

２日㈰ 駿東管工
☎ 992-5728

８日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983

９日㈰ 丸伸設備工業
☎ 997-3463

15 日㈯ ㈲細野設備
☎ 992-2465

16 日㈰ 小川設備工事店
☎ 993-2074

17 日㈷ 鈴木住宅設備
☎ 993-3901

22 日㈷ 田央設備㈲
☎ 997-5175

23 日㈰ ㈲富士設備
☎ 997-1507

29 日㈯ ㈱小島屋商会
☎ 998-0019

30 日㈰ ㈱中川商店
☎ 993-1555

�９月 27日㈭
　15時〜18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�９月３日㈪〜25日㈫
秘書課　995-1800
 担当課・秘書課職員が同席し
ます。
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８月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 6・20・27日㈪
９時〜10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 27日㈪　13時〜15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 23日㈭
18時〜18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 20日㈪　13時〜15時 生活改善に関する
相談を希望される方

成人食事健康相談 ６日㈪　13時〜15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 24日㈮　13時〜15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

７日㈫９時〜９時15分
平成24年３月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

28日㈫９時〜９時15分
平成24年１月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

21日㈫13時15分〜13時45分
平成23年２月生まれの方

２歳児
親子教室

22日㈬９時〜９時15分
平成22年８月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

９日㈭午後
平成22年２月生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭13時〜13時30分
平成21年８月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
８月７日㈫ 17時〜 19時 45分
８月14日㈫ ９時〜 11時 30分
８月21日㈫ 13時〜 15時 30分
８月29日㈬ ９時〜 11時 30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
８月14日㈫ ９時〜 11時 30分
８月29日㈬ ９時〜 11時 30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

整形 外科 整形 内科

5 6 7 8 9 10 11

外科 内科 内科 内科 内科 内科 整形

12 13 14 15 16 17 18

外科 外科 内科 内科 内科 整形 整形

19 20 21 22 23 24 25

内科 内科 外科 内科 外科 整形 内科

26 27 28 29 30 31

内科 内科 内科 内科 外科 内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

　子宮頸がんは20〜30代の女性では一番多いがんです。
子宮頸がんはＨＰＶ（ヒトパピローマウィルス）が感染
することで発症します。ＨＰＶはごくありふれたウィ
ルスで、誰でも感染する可能性があります。現在はこ
のＨＰＶの感染を防ぐための予防接種があります。中
学生の方は費用助成がありますので、夏休みなどを利
用してぜひお受けください（事前申請が必要です）。
　子宮頸がんの症状は不正出血やおりものの異常など
がありますが、初期は無症状であることが多く、検診で
発見されることも少なくありません。20歳以上の方は

11月末まで成人健康診査受診票で子宮頸がん検診を受
けることができますので、１年に１度は受けましょう。
　また健康推進課では「子宮頸がんについて」と題し
て講演会を行いますので、ご家族でご参加ください。

８月26日㈰　13時30分〜　　
福祉保健会館３階研修室
講�　師／静岡県立静岡がんセンター　婦人科部長
　平嶋　泰

やす

之
ゆき

さん
８月20日㈪
電話または窓口でお申し込みください。

子宮頸
けい

がん予防について� 健康推進課　992-5711健康だより
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不動産ギャラリーOPEN!
裾野市住宅建設促進事業 補助金50万円 対象工務店です！

８月後期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

16 木 きせがわ病院 95２-8600 大岡 東医院 9２1-55２0 高沢町 よざ小児科医院 96７-5７２２ 原

1７ 金 沼津リハビリテーション病院 931-1911 上香貫
　蔓陀ケ原 関外科胃腸科医院 9２1-２185 花園町 田中医院 9２1-２053 高島町

18 土 池田病院 986-1２1２ 本宿 池田病院 986-1２1２ 本宿 大橋内科・小児科
医院 99２-２800 佐野

19 日

あめみや内科 935-1159 吉田町 西方外科医院 9２1-1333 共栄町

青木医院 986-0999 下長窪 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

裾野赤十字病院 99２-0008 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

２0 月 今井医院 9２1-3２11 五月町 田沢医院 96２-1２05 大手町 坂小児科医院 931-3２33 �下香貫
前原

２1 火 村岡内科クリニック 954-２000 大岡 五十嵐クリニック 934-6７00 志下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

２２ 水 おぐち医院 99２-6611 深良 松原医院 96２-1496 白銀町 まるやま小児科医院 981-85７７ 堂庭

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

２4 金 杉山医院 99２-00２8 平松 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

２5 土 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 95２-1000 松下 さくま小児科
クリニック 99２-6303 茶畑

２6 日

岩渕内科医院 951-45７9 添地町 守重医院 931-２511 �我入道
江川町

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 西村医院 9７1-6510 下土狩

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
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科

平　日：18時〜22時

土曜日：14時〜21時

日祝日： ９時〜21時

日 曜 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

19 日
よねやま
耳鼻咽喉科医院
0545-53-6885

永田町
聖隷沼津病院
95２-1000

松下町
聖隷沼津病院
95２-1000

松下町
歯科クリニック
みよし
994-1900

佐野

２6 日
里和耳鼻咽喉科
医院
0545-２3-1133

伝法
関眼科胃腸科医院
9７5-２381

東本町
小島レディース
クリニック
95２-1133

大岡
室伏歯科医院
99２-２439

公文名

２７ 月 境医院 9７5-80２1 竹原 香貫医院 931-２465 本郷町 原小児科医院 96２-0636 �八幡町

２8 火 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 こんどう
クリニック 9２5-２4２0 岡宮 田中医院 9２1-２053 高島町

２9 水 つかだ医院 983-15７７ 堂庭 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

30 木 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

31 金 東名裾野病院 99７-0２00 御宿 萩野クリニック 966-７111 根古屋 古屋小児科医院 963-040７ 西条町

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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９月前期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

1 土 池田病院 986-1２1２ 本宿 池田病院 986-1２1２ 本宿 杉谷小児科医院 9２3-6543 筒井町

2 日

おおい神経内科 9２２-8886 北高島町 勝呂医院 96２-3083 千本中町

森本神経内科
クリニック 9７6-5２２1 竹原 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

岡クリニック 995-1188 二ツ屋 沼津整形外科医院 9２1-3７91 共栄町

3 月 田沢医院 96２-1２05 大手町 田沢医院 96２-1２05 大手町 さくま小児科クリニック 99２-6303 茶畑

4 火 あそうクリニック 9２9-７5７5 筒井町 頴川医院 9２1-5148 高島本町 よざ小児科医院 96７-5７２２ 原

5 水 望月内科医院 931-536２ 下香貫
　宮脇

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 田中医院 9２1-２053 高島町

6 木 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1２1２ 本宿 星野医院 96２-0７8２ 山王台

7 金 森医院 966-２01７ 石川 関外科胃腸科医院 9２1-２185 花園町 まるやま
小児科医院 981-85７７ 堂庭

8 土 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1２1２ 本宿 古屋小児科医院 963-040７ 西条町

9 日

永野医院 96２-4450 大岡 東医院 9２1-55２0 高沢町

山谷内科医院 966-5333 青野 よざ小児科医院 96７-5７２２ 原

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 五十嵐クリニック 934-6７00 志下
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の
上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分〜翌朝７時
（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

日 曜 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

２ 日
三島中央病院
9７1-4133

緑町
本多眼科医院
931-1519

御幸町
こまきウィメンズ
クリニック
9７２-105７

西若町
吉田歯科医院
98７-6118

納米里

９ 日
耳鼻咽喉科
崎川医院
9７5-9131

伏見
木村眼科
96７-4611

原
沼津市立病院
9２4-5100

東椎路
米山歯科医院
988-8２11

南一色

10 月 本村クリニック 969-0001 大塚 遠藤クリニック 9７5-8801 久米田 大橋内科・小児科
医院 99２-２800 佐野

11 火 今井医院 9２1-3２11 五月町 田中クリニック 99２-1881 伊豆島田 さくま小児科クリニック 99２-6303 茶畑

1２ 水 林医院 931-11２0 住吉町 松原医院 96２-1496 白銀町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

13 木 きくちクリニック 989-5７88 桜堤 池田病院 986-1２1２ 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

14 金 杉山医院 99２-00２8 平松 白石医院 951-4593 市道町 杉谷小児科医院 9２3-6543 筒井町

15 土 望星第一クリニック 9２２-0２２２ 柳町 聖隷沼津病院 95２-1000 松下 坂小児科医院 931-3２33 �下香貫
前原
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市　 内　 の
プレイガイド

市内文化センター　 （電話予約可）　　　
ヘルシーパーク裾野（一部の公演を除く）

富士山資料館
993-9300

No.
1224

2012 年
（
平
成
24 年

）

8
月1
日
・15

日
号

働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります市民憲章 :

《発売開始！》ふじのくに交響楽団
「オーケストラがやって来る in裾野」
と　き／ 10 月 14 日㈰　14 時開演
大ホール　全席自由席
一般 2,500 円　学生 1,000 円（24 歳以下）

リサ長尾　東日本大震災復興支援
チャリティコンサート

と　き／８月 26 日㈰　14 時開演
大ホール　全席指定席 3,000 円（税込）

チケット発売中

松竹特別公演「初蕾」
と　き／９月２日㈰　14 時開演
大ホール　全席指定席 4,500 円（税込）

チケット発売中

№ 63
『マタタビ（木もく天てん蓼りょう）マタタビ科』

 

　富士山 5 合目を目指して車で走っていると、
道路の左右に緑と白が混じった植物の葉が目に
つきます。ネコ科の動物に万病薬として使われ
ている「マタタビ」です。花をつける時期にツ
ルの先端の葉を白くして、花粉を運ぶ昆虫を誘
導するサインにしているようです。

８月の休館日／
　１３日㈪・２０日㈪・２7日㈪

９月の行事予定
おはなしの会

　１日㈯　14 時〜 00 分　おはなしの部屋　　
親子おはなし広場

　４日㈫　10 時 30分〜　 展示室　　　　　　

３日㈪、10日㈪、18日㈫、24日㈪、
27日㈭�館内整理日

９月の休館日

おはなしの会
　８日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

親子おはなしの会
　11日㈫　10 時 30分〜　 文化センター図書室

ファーストブック
　19日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　26日㈬　13時〜 16 時　展示室　　　　　　

堀井　颯
そう
真
ま

くん
（２歳 11カ月・水窪）

服部　真
ま
歩
ほ

ちゃん
（２歳 11カ月・富沢）

土屋　湊
そう
大
た

くん
（２歳 11カ月・深良）

渥美　里
り
南
な

ちゃん
（２歳 11カ月・平松）

渥美　涼
りょ
太
うた

くん
（２歳 11カ月・平松）
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2012年（平成24年）

9月1日号 02  国民健康保険の保険証を更新
04  ９月９日は『救急の日』
06  平成25年度 保育園入園児を募集

８月４日　富士山すその大花火大会

　２年ぶりの花火大会。
　絶好の花火日和で、約 8,000 発の花火
が富士のふもとの夜空に希望と感動の大
輪を咲かせました。



10月１日㈪から
保険証を更新します

新保険証の色／藤色

更新方法／新保険証を９月末日までに各家庭に郵送し

ます。旧保険証は、世帯主が責任を持って確実に破棄

してください（返却は不要です）。

郵送方法／普通郵便または、特定記録郵便、あるいは

簡易書留

※普通郵便以外での郵送をご希望の方は、９月 11 日

㈫までに国保年金課国保係へ連絡してください。なお、

簡易書留は郵便配達員からの直接手渡しとなります。

不在のときは保険証を郵便局で預かり、再配達、また

は郵便窓口での受け取りとなります。

国保税を滞納している方は
　国保税を滞納している方には、有効期限の短い国民

健康保険短期被保険者証（短期者証）または国民健康

保険被保険者資格証明書（資格証明書）を交付します。

◎国民健康保険短期被保険者証（短期者証）
対　象／特別な理由が無く、前年の国保税を滞納して

いる方

有効期限／３カ月（一部６カ月）

　対象者には事前に、短期者証になることが通知され

ます。その後、国保税を納付したときは、通常の保険

証を交付します。

◎国民健康保険被保険者資格証明書（資格証明書）
対　象／特別な理由が無く、国保税を１年分以上滞納

している方で、短期者証が交付されていない方

　国民健康保険被保険者証（保険証）が
10月１日㈪から新しくなります。新し
い保険証は、９月末日までに郵送します。
なお、国民健康保険税（国保税）を納め
ないでいると、通常の保険証が交付され
ず、保険制度を有効に利用できません。
納められないときは納税に関する相談を
してください。

　資格証明書は 10 月１日㈪から交付します。なお、

滞納している国保税を納付したときは、短期者証また

は通常の被保険者証を交付します。

国保税を滞納すると
後が大変です

◎医療費の全額を医療機関に支払うことになります
　資格証明書の交付を受けた方が医療機関などにか

かったときは、医療費の全額を医療機関などに支払い、

後に市役所で特別療養費の支給申請を行い７割分の支

給を受けます。このときの７割分を、滞納している国

保税に充当させていただくことがあります。

◎保険給付の支払いが差し止められます
　資格証明書を交付されている方で１年６カ月以上の

滞納がある方は、保険給付（医療費、葬祭費など）の

全部または一部の支払いが一時差し止められます。

税金の納付に困ったときは？

　　　　　 　税金の納付に困ったら、市役所１階

管理納税課までご相談ください。

　　　　　　管理納税課では、毎月第１・３水曜

日の 17 時～ 19 時まで夜間納税相談を行ってい

ます。予約の必要はありませんので、直接お越し

ください。

？

！

新

旧クリーム色

藤 色

10
月
１
日
㈪
か
ら

国民健康保険の保険証を更新します

管理納税課
995-1811

p.2
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健康福祉部　国保年金課国保係
995-1814

　
こんなとき 届け出に必要な物

国
保
に
加
入
す
る
と
き

ほかの市区町村から転入してきた ほかの市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめた（会社をやめた） 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなった 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれた 保険証、母子健康手帳、認め印
生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入する 在留カード

国
保
を
脱
退
す
る
と
き

ほかの市区町村に転出する 保険証
国保の被保険者が死亡した 保険証、死亡を証明できる物、認め印
職場の健康保険に入った（会社に勤めた） 国保と職場の健康保険の両方の保険証（後者が未交

付のときは加入したことを証明する物）職場の健康保険の被扶養者になった
生活保護を受けるようになった 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の方が脱退する 保険証、在留カード

そ
の
ほ
か

退職者医療制度の対象となった 保険証、年金証書
裾野市内で住所が変わった

保険証世帯主や氏名が変わった
世帯が分かれた、一緒になった
修学のため、別に住所を定める 保険証、在学を証明する物、認め印
保険証をなくした（あるいは汚れて使えなくなった） 身分を証明する物、（使えなくなった保険証）、認め印

【こんなときは 14 日以内に届け出を】

退職者医療制度とは？
　長年勤めていた会社などを退職した

方は国保の「退職者医療制度」の該

当になります。対象は次の①～③に

すべて該当する方とその被扶養者です。

■対　象
①国保に加入している方

国保の手続き、きちんとしていますか？

もし手続きが遅れると……
　国保の資格が引き続きあることになり、会社の保険
料と国保税を二重に納めてしまうことになります。
　また、国保の保険証で受診した場合、その医療費の
国保負担分を後で返していただくことがあります。 

国保を脱退する
届け出が必要です

会社に就職したとき

国保に加入する
届け出が必要です

会社を退職したとき

　保険証が手元にない期間が発生します。その期間の
医療費は、一時全額自己負担になることがあります（後
で保険診療分は支払われます）。
　また、国保税は国保の被保険者として資格が発生し
た月から納めていただきます（加入の届け出をしたと
きからではありません）。そのため、さかのぼって国
保税を納めていただきます。

手
続
き
が
遅
れ
る
と

会社に就職したとき

　国民健康保険（国保）に加入するとき、脱退するときなど、さまざまな届け出が必要です。忘れずに届け出て
ください。手続きはご自身か代理の方（家族）が行ってください。

② 65 歳未満の方

③厚生年金や共済年金など、国民年

金以外の年金を受けられる方でこれ

らの年金加入期間が 20 年以上、ま

たは 40 歳を過ぎてからの加入期間

が 10 年以上ある方（障害基礎年金

や遺族年金を受けているため、これ

らの年金が支給停止になっている方

も対象になります。ただし、若年停

止の方は対象にはなりません）。

■手続き
　年金証書が届いた日の翌日から

14 日以内に、年金証書と保険証を

お持ちになり届け出てください（被

扶養者の届け出も世帯主が行ってく

ださい）。
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９月９日は『救急の日』

　救急車や救急医療は限りある資源です。本当に救急

車が必要かどうかを考え、以下のような理由での利用

は避けましょう。

●今日入院予定日だから病院へ行きたい。
●病院で長く待つのが面倒だから救急車を呼んだ。
●紙で指先を切った。血は止まっているが…。

　救急蘇生法ガイドライン 2005 から 2010 の変更に
伴い、救命講習会が新しいガイドライン 2010 に対応
した内容に変更されました。

　主だった変更点
　さらに皆さんに習得しやすい講習内容となり、胸骨
圧迫の重要性がさらに増してきました！
　成人では、以下の処置が重要になります。
●胸骨圧迫の深さは５cm以上
●一分間に少なくとも100回以上のリズム
●圧迫する場所は胸の真ん中

　今年３月にＪＡ共済様から高規格救
急車が市に寄贈されました。現在、消
防署茶畑分遣所に配備され第一線で活
躍しています。この救急車は車内で高
度な救命処置が行えるようになってお
り、運用開始からすでに300件を超
える出動をしています。

救急車の適正利用にご協力を

救命講習の内容が変更されました

普通救命講習
９月 24 日㈪　９時～ 12 時
裾野市消防庁舎　３階　災害対策室
消防署救急係　995-0119

※ その他の日程については市ホームページをご覧
ください。
 http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/dp/
kyumeikousyu.php

❶反応を確認する

●新しいガイドライン

❷助けを呼ぶ
（119番通報とＡＥＤの手配）

❽ＡＥＤ到着
電源を入れる。電極パッドを装着する。

10電気ショック１回
11その後ただちに胸骨圧迫
　と人工呼吸を再開
　５サイクル（２分間）

11ただちに胸骨圧迫と人工
　呼吸を再開
　５サイクル（２分間）

反応なし

処置
観察

していない

必要あり 必要なし

している

❸気道の確保 と ❹呼吸の確認

❺人工呼吸２回（省略可能）

❻❼胸骨圧迫30回と人工呼吸２回の
組み合わせをくり返す

圧迫は強く、速く（約100回／分）、絶え間なく
圧迫解除は胸がしっかり戻るまで

正常な呼吸（普段どおり
の息）をしているか？

❾心電図の解析
電気ショックは必要か？

回復体位に
して様子を
見守る　　

p.4
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消防署　救急係　　　　 995-0119
消防本部　消防総務課　 995-1191９月９日は『救急の日』

 市内公共施設のＡＥＤ設置個所をご存じですか？

ＡＥＤ使用手順

　市では、市民の皆さんが安心して市の公共施設を利用できるよう、自動体外式除細動器（Automated  External  
Defibrillator：ＡＥＤ）を、市内 38 施設に設置しています。

設置されている公共施設

公 共 施 設 市役所・市民体育館・市立水泳場・福祉保健会館・市民文化センター・ヘルシーパーク裾野・運動
公園・鈴木図書館・生涯学習センター・斎場・南児童館・北児童館・消防庁舎

小 学 校 須山・富岡第一・富岡第二・千福が丘・深良・東・向田・西・南
中 学 校 須山・富岡・深良・東・西
幼 稚 園 須山・富岡第一・富岡第二・深良・いずみ・西
保 育 園 富岡・御宿台・深良・東・西

※各施設の閉庁・閉館時は、使用することができません。

ＡＥＤの使用について
　ＡＥＤにはいくつかの種類がありますが、どの機種も同じ手順で使えるように設計されています。ＡＥＤは電源
が入ると音声メッセージと点滅するランプで、実施すべきことを指示してくれますので指示に従ってください。

❶ＡＥＤのふたを開け電源ボタンを押す
　 　ふたを開けると自動的に電源が入る機種もありま

す。

❷電極パットを張る
　 　機種によっては電極パットのケーブルをＡＥＤ本

体の差込口（点滅している）に入れるものもありま

す。

❸心電図の解析
　 　電極パットを張り付けると“体に触れないでくだ

さい”などと音声メッセージが流れ、自動的に心電

図の解析が始まります。

❹ショックボタンを押す
　 　ＡＥＤが電気ショックを加える必要があると判断

すると“ショックが必要です”などの音声メッセー

ジが流れ充電が始まります。音声メッセージに従い

必要であればショックボタンを押します。

代表的なＡＥＤ

　ＡＥＤ設置場所は市ホーム
ページでも掲載しています！
�http://www.city.susono.
shizuoka.jp/life/dp/aed.php

設置状況（市役所）

ＡＥＤ本体

成人・小児用切替スイッチ

Ⅰ

設置状況（富岡第一幼稚園） ＡＥＤ本体

成人・小児用切替スイッチ

Ⅱ
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平成25年度 保育園入園児を募集

❖入園申込書の配布と受付
配布開始／ 10 月１日㈪～
受付期間／ 10 月９日㈫～ 19 日㈮
※㈯・㈰、㈷を除く
ところ／入園を希望する各保育園、子ども教育課

❖入園できる基準
　児童の親と 65 歳未満の同居の祖父母などが以下の
基準に該当するときに入園できます。
● 常勤・パートなどで仕事をしているとき
● 自営・農業・内職などに従事しているとき
● 母親の出産などのとき（３カ月間）
● 親族の病気の介護などのとき
● そのほか、特に必要と認めたとき
※詳しい基準は、申込書に記載してあります。

❖入園申込の対象者
● 平成 25 年４月から入園を希望される方
● 産休、育休明けなどで、平成 25 年５月から平成 26

年３月までの間に入園を希望される方

❖平成24年度入園申込済みの方へ
　平成 24 年度入園をお待ちの方で、平成 25 年度も
入園を希望される方は改めて申し込みしてください。

❖保育料
　基本的には、両親の前年分の所得税額の合計により
決定し、児童の年齢によって異なります。

❖そのほか
　入園の申込状況によっては、第一希望の保育園に入
園できない場合があります。定員を超えた場合は、保
育ができない状態の家庭を優先し、入園を決定します。

❖入園面接
　入園申込をされた方は、４月入園希望、年度途中入
園希望のどちらの方も下表の日程で面接を行います。
都合がつかない場合は、必ずご連絡ください。

❖年度途中に入園を希望する方へ
　平成 25 年５月～平成 26 年度３月までの間に入園
の予定がある場合は、保育士の配置の都合があります
ので、募集期間中に申込書を提出してください。

　平成 25年度の保育園（公立・私立）の入園申し込みが始まり
ます。新規に入園を希望される方は、申込期限や方法などをご確
認いただき、お申し込みください。
　現在、保育園に在園している方は、別途入園調査を行います。

教育部　子ども教育課
995-1822

❖入園面接　日時と会場
保育園 面接日と会場 時　　間 定員 保育園 面接日と会場 時　　間 定員

西 保 育 園 11月5日㈪
各保育園

９：30～11：30 120人 さくら保育園 11月9日㈮
さくら保育園 ９：30～11：30

120人

東 保 育 園 13：30～15：30 120人 さくら保育園
分園 29人

深良保育園 11月6日㈫
各保育園

９：30～11：30 90人 御宿台保育園
（０、１歳） 11月12日㈪

御宿台保育園

９：30～11：30
180人

富岡保育園 13：30～15：30 120人 御宿台保育園
（２～５歳） 13：30～15：30

富岳台保育園 11月7日㈬
各保育園

９：30～11：30 90人 市外保育園
予備日

11月14日㈬
市役所
地下会議室

９：30～11：30
富岳南保育園 13：30～15：30 120人

※ 面接は、第一希望の保育園の日程もしくは予備日で受けてください。
※ 面接は、児童同伴で受けてください。ただし、入園を希望する児童が生後８週に満たない場合は、後日日程を調

整の上、面接を実施します。
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お知らせ
Announcement
東京電力

停電情報提供ホームページ

　東京電力では停電している地区、

軒数などをホームページで公開して

います。台風などで広域が停電して

いるときなどに活用をお願いします。

また、電線が切れているのを見つけ

たときは、大変危険ですので絶対に

手を触れず、東京電力まで連絡して

ください。

停電情報／パソコン▶ http://teiden 

info.tepco.co.jp　携帯▶ http://teid 

eninfo.tepco.co.jp/i/

 沼津カスタマーセンター
　0120-995-902

国保高齢受給者証交付会

　10月１日㈪から次の方が対象となり、

次のとおり受給者証を交付します。

 ９月 20 日㈭　９時 45 分～ 11 時

30 分

 福祉保健会館研修室

 昭和 17 年９月２日～昭和 17 年

10 月１日に生まれた方

通知／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。

 国保年金課　995-1814

Ｊ－ＡＬＥＲＴ
自動放送試験の実施

　Ｊ－ＡＬＥＲＴに関する全国一斉

自動放送などの試験実施に伴い、市

でも「広報すその」から試験放送を

流します。

実施日時／９月 12 日㈬　10 時頃、

10 時 30 分頃

放送内容／「これは、試験放送です」

×３＋「こちらはぼうさいすその」

＋チャイム

 防災交通課　995-1817　

旧日本赤十字社救護看護婦
などに対する書状の贈呈

　先の大戦において、外地などに派

遣され、戦時衛生勤務に従事された、

旧日本赤十字社救護看護婦または旧

陸海軍従軍看護婦の方に、内閣総理

大臣の書状を贈呈します。

※慰労給付金受給者などは除く

 平成 25 年３月 31 日㈰

 総務省大臣官房総務課管理室
　03-5253-5182

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

　市では、景観に関する現状把握、
方針などを取りまとめた「景観形成
基本計画」とその施策について「景
観計画」を策定中です。これは、市
の景観形成について定めていく大切
な計画です。

市景観計画（素案）などに
対するパブリックコメント

　景観計画に関して皆さんのご意見

を募集します。

募集期間／９月10日㈪～９月28日㈮

公 開場所／市ホームページ、都市計

画課、市役所１階情報公開コー

ナー、各支所

意 見の提出方法／市ホームページに

入力、もしくは都市計画課窓口に

ある所定の様式を郵送、ＦＡＸま

たは直接提出してください。

 ●市内に住所を有する方　●市内

に事務所または事業所を有する個人

および法人、その他の団体　●市

内の事務所または事業所に勤務す

る方　●市内の学校に在学する方 

●本市に対して納税義務を有する方 

●景観形成基本計画および景観計

画に利害関係を有する方

 いただいた個別の意見について回答

はしませんが、計画素案などに必

要な修正を行うほか、年内をめど

に、概要を一覧などで公表します。

市景観計画（素案）等
地区説明会の実施

　景観形成基本計画と景観計画の内

容について、地区説明会を表のとお

り開催します。

と　き ところ
９月19日㈬
19：00

市民文化センター３階
36会議室

９月21日㈮
19：00

東西公民館３階
会議室

 市民の方

 申し込みは不要です。直接会場へ

お越しください。

 東西公民館は駐車場が限られてい

ます。自家用車で来場される方は、

19 日㈬の説明会への参加にご協

力ください。

平成25年度 保育園入園児を募集

景観計画  都市計画課
995-1828
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お知らせ
Announcement
敬老会のご案内

 ９月８日㈯

と　　き 対象地区
午
前
の
部

９：10
開場▶８：30

東、深良、
須山

午
後
の
部

13：30
開場▶ 12：45

西、富岡

 市民文化センター

 市内に住所のある、昭和 14 年４

月１日以前に生まれた方　※対象

者増加のため、年齢を引き上げま

した。

 式典、歌謡ショー（石原 詢
じゅん

子さ

ん）、演芸ショー（コント山口君

と竹田君）

 対象の方には案内状を送付します。

なお、敬老祝品のうち、ヘルシー

パーク利用券を６枚から３枚に変

更しました。

 社会福祉課　995-1819

就業構造基本調査

　就業構造基本調査が 10 月１日㈪

を基準日に、全国一斉に行われます。

この調査で得られたデータは、国や

都道府県が行う雇用・失業対策をは

じめ、さまざまな政策や対策などを

企画・立案する上で重要な指標とし

て利用されます。

　統計調査員が調査票の記入のお願

いに伺いますのでご協力をお願いし

ます。

調査開始／９月初旬

 市内の在住している 15 歳以上の

方がいる世帯（抽出）

 企画政策課　995-1804

募 集
Recruitment

ひきこもり家族教室

　ひきこもり状態にある方の家族に

学習の機会を提供し、共通の悩みを

持つ家族が情報交換を通じてともに

成長するために、家族教室を開催し

ます。

※社会的ひきこもりとは、次の項目

すべてに当てはまる場合をさします。

❶現在、就学・就労など、どこかに

所属することがない　❷家族以外に

親密な対人関係がない　❸精神障が

いがその第一の原因と考えにくい

講座内容 と　き 講　師

ひきこもり
の基礎知識

10月25日㈭
13：30～　
　　16：00

精神保健
福祉セン
ター職員

カウンセリ
ングの基礎
知識と効果

12月21日㈮
13：30～　
　　16：00

臨床心理
士

※２回で１クールです。

 東部総合庁舎（沼津市高島本町１

－３）

 ６カ月以上社会的ひきこもりの状

況にある 18 歳以上のものを持つ

家族で、初めてこの講座を受講す

る方　※過去に統合失調症など、

治療が有効な精神疾患を診断され

た方を除く

 電話でお申し込みください。講座

の前に、個別面接を行います。

 県東部健康福祉センター障害福祉
課（ひきこもり家族教室担当）
　920-2087

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

　㈶日本遺族会では、先の大戦で父

などを亡くした戦没者の遺児を対象

として、父などが戦没した旧戦域を

訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同

地域の住民と友好親善を図ることを

目的として、戦没者遺児による慰霊

友好親善事業の参加者を募集してい

ます。

　実施地域や実施時期、申込方法な

どの詳細は、㈶静岡県遺族会までお

問い合わせください。

 戦没者の遺児

 参加費９万円

 ㈶静岡県遺族会
　054-261-7796

家族のための
精神保健福祉講座

 ９月５日㈬、12 日㈬、20 日㈭　

13 時 30 分～ 16 時

 県東部総合庁舎別館２階　婦人セ

ンター

 東部保健所管内に在住している、

こころの病気（主に統合失調症）

を患っている方の家族

30 人

 ●家族の対応と地域での生活、治

療薬との付き合い方　●当事者の

闘病体験と家族と本人を支える地

域の社会資源と制度　●こころの

病を理解する

 ９月４日㈫

 県東部健康福祉センター障害福祉
課　920-2087

市民体育館トレーニング室
利用者講習会

　この講習会で正しい利用方法を学

んだ方は、市民体育館トレーニング

室を利用できます。

 ９月７日㈮　19 時～ 20 時 40 分、

９月 26 日㈬　10 時～ 11 時 40 分

 市民体育館

 15 歳以上（中学生を除く）

 受講料 100 円

 運動可能な服装、上履き、タオル

 市民体育館　993-0303
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募 集
Recruitment

スーパーデッドボール
大会・グラウンドゴルフ

大会参加チーム

 10 月７日㈰　９時～　予備日▶

10 月８日㈪

 運動公園

 市内に在住または通勤・通学して

いる方

大 会種目／第15回スーパーデッド
ボール大会▶１チーム７人

　 第26回グラウンドゴルフ大会▶

１チーム６人

 １チーム 500 円

 市民体育館窓口にある所定の申込

用紙でお申し込みください。

 ９月 23 日㈰

 市民体育館　993-0303
　生涯学習課　992-3800

第３回普通救命講習会

 ９月 24 日㈪　９時～ 12 時

 市消防庁舎３階　災害対策室

 中学生以上の方

 30 人（先着順）

 ＡＥＤ（自動体外式除細動機）を

用いた心肺蘇生法の習得

 消防署、茶畑分遣所、須山分遣所

でお申し込みください。または、市

ホームページから申込用紙をプリ

ントアウトし、必要事項を記入し

て各署所までお申し込みください。

 消防署　995-0119

歯から始まる健康ライフ
受講者

　8020 運動（※）を推進するため地

域で活躍していただく、8020 推進

員を養成する講座です。

※  80 歳になっても自分の歯を 20

本以上保とうという運動です。

 ９月 26 日㈬　13 時 30 分～ 16 時 

受付▶ 13 時～ 13 時 20 分

 福祉保健会館３階　研修室

 市内に在住している 20 歳以上で、

8020 推進員活動などに協力して

いただける方

30 人（先着順）

 歯科医師、歯科衛生士による歯や

口の健康作りのための講座・実技

 電話もしくは窓口でお申し込みく

ださい。

 ９月 12 日㈬

 健康推進課　992-5711

第３回秀景ふるさと
富士写真コンテスト

 ５月１日㈫～ 12 月 23 日㈰

※当日消印有効

テ ーマ／全国にある「ふるさと富士

（見立て富士）」

応 募作品／フィルム部門▶カラープ

リント四つ切り（ワイド版不可）

　 デジタル部門▶カラープリントＡ

４サイズ（ワイド版不可）

応 募方法／作品の裏面に応募票を張

り付け、郵便で応募してください。

応募票は県のホームページからダ

ウンロードできます。

 応募規定などの詳細は、ホーム

ページ（「富士山の日　静岡県」

で検索）をご覧いただくか、お問

い合わせください。

 県文化・観光部交流政策課

　 〒 420-8601　静岡県静岡市葵区

追手町 9-6

 054-221-3375

　県では、医療は限りある資源であ

るという認識のもと、県民の地域医

療に対する正しい理解と適切な受診

行動に結びつけるとともに、医療関

係者の意識の高揚を図るため、今年

から９月を「地域医療を考える月間」

に制定しました。駿東田方保健医療

圏では講演などを行うので、皆さん

のご来場をお待ちしています。

 ９月 29 日㈯　14 時～ 16 時 40 分 

受付▶ 13 時 30 分～

 沼津健康福祉プラザ「サンウェル

ぬまづ」４階　多目的ホール

※ 駐車場がないため、公共交通機関

をご利用ください。

内　　容 講　　師 と　き

講演「災害時の医療救護」 安田清さん
（静岡県立総合病院 救急診療部長）

14：00～
14：50　

ＡＥＤの有効性・使用方法
に関する初級講習 静岡医療センター医師 15：00～

15：35　
シンポジウム「広域救急医
療への新たな挑戦」

沼津医師会、三島市医師会、御殿場
市医師会

15：40～
16：40　

「地域医療を考える月間」講演会

 医療に関心のある東部地域の方

200 人（先着順）

 ●講演「災害時の医療救護」●

AED の有効性・使用方法に関す

る初級講習●シンポジウム「広域

救急医療への新たな挑戦」

 静岡県東部保健所地域医療課
　920-2076
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募 集
Recruitment
自衛官募集

区　分
試 験 日
資　　格

看護学生

１次▶10月20日㈯
２次▶11月17日㈯、
　　　　　18日㈰
高卒（見込）、24歳未満
の方

防衛医科
大学校生

１次▶10月27日㈯、
　　　　　28日㈰
２次▶12月５日㈬～
　　　　　７日㈮
高卒（見込）、21歳未満
の方

防衛
大学校生

１次▶11月10日㈯、
　　　　　11日㈰
２次▶12月11日㈫～
　　　　　15日㈯
高卒（見込）、21歳未満
の方

陸上
自衛官
（看護）

11月19日㈪
看護師免許を有し、保
健師、助産師免許を有
する（見込み含む）、36
歳未満の方

※ 各試験の２次試験日は、１次合格

発表時に指定します。

※ 今年度から防衛大学校後期１次試

験（平成25年３月２日）もあります。

 ９月３日㈪～ 10 月１日㈪

 自衛隊静岡地方協力本部　三島募
集案内所　989-9111

市町対抗駅伝大会
第３回選手選考記録会

　県市町対抗駅伝大会に出場する裾

野市チームの選手候補の選考・育成

強化のための記録会を行います。

 ９月 15 日㈯　18 時～

 運動公園陸上競技場

 市内に在住、または通勤・通学し

ている方（小・中学生、高校生は

保護者が市内に在住している方）

種 目／小学男女▶ 1,500m、中学男

子▶ 3,000m、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、市民体育館、

運動公園にある申込用紙に記入し、

お申し込みください。

 生涯学習課　992-3800

小学生チャレンジ広場
科学おもちゃを作ろう！

 ９月 29 日㈯　10 時～ 12 時

 鈴木図書館２階　展示室

 市内に在住している小学生

16 人（先着順）

 電話または直接窓口でお申し込み

ください。

 ９月 15 日㈯　９時～受付開始

 はさみ、ボンド、色ペン、色鉛筆、

新聞紙、セロハンテープ

 鈴木図書館　992-2342

沼津テクノカレッジ入校生

　充実のカリキュラム、安価な授業

料、高い就職率と豊富な最新設備を

誇る沼津テクノカレッジで、充実し

た学生生活を送ってみませんか？

 ９月 20 日㈭

合 格発表／ 10 月２日㈫　12 時

 沼津テクノカレッジ（沼津市大岡

4044-24）

 平成 25 年３月末時点でおおむね

30 歳以下の、技術・技能を身に

つけて就職する意欲がある方

※ 推薦入校試験の受験者は申し込み

できません。

 機械技術科▶ 20 人、電子技術科
▶ 20 人、情報技術科▶ 20 人

 数学（Ⅰ・Ａ程度）および面接

 授業料年額 118,800 円

 ９月 12 日㈬

 沼津テクノカレッジ（県立沼津技
術専門校）　925-1071
 http://www.numazu-vtc.ac.jp/

イベント
Events
第12回環境大会

 10 月６日㈯　13 時～ 15 時

 市民文化センター　多目的ホール

 ●講演　三菱アルミニウム㈱富士

製作所▶「アルミ缶のリサイクル

への取り組みについて」～リサイ

クルクイズで楽しく学ぼう！～

（豪華賞品あり）　●環境功労者・

優良ごみステーションの表彰　●

「ゴミのない美しい街づくり運動」

作文表彰、朗読　●展示▶小中学

生による河川美化ポスター・標語、

家庭排水浄化推進委員会、婦人会、

マックスバリュ裾野チアーズクラ

ブ

※ 来場者には環境啓発グッズを配布

します。

 第 12回裾野市環境大会実行委員
会事務局（生活環境課）
　995-1816

相談
Counseling
結婚相談

　結婚を望む方へのアドバイスや相

談所登録者を紹介します。

 ９月 16 日㈰　９時～ 12 時

　受付▶ 11 時 30 分まで

 福祉保健会館３階　会議室および

相談室

 結婚を望む方

 相談所登録者の紹介を希望する場

合は、自身の登録が必要です。登

録方法はお問い合わせください。

 しあわせアドバイザーすその（社
会福祉協議会）　992-5750
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相談
Counseling

高齢者・障がい者の
人権あんしん相談

　全国一斉「高齢者・障がい者の人

権あんしん相談」強化週間に、電話

による相談を受け付けます。いじめ

や嫌がらせ、虐待などに困っていた

ら、お電話ください。

 ９月10日㈪ ～16日㈰　 ８時30分

～19時　※㈯、㈰は10時～17時

相談番号／ 0570-003-110

 静岡地方法務局人権擁護課
　054-254-3555

９月11日は警察相談の日

電 話相談／プッシュ回線▶♯ 9110

（携帯電話・PHS を含む）

　ダイヤル回線▶ 054-254-9110

窓 口相談／ストーカー・ＤＶ・児童虐
待の相談▶沼津警察署生活安全課

　 少年問題全般にわたる相談▶沼津

警察署少年サポートセンター

　 女性からの犯罪被害の相談▶沼津

警察署管内ひまわり窓口のある交

番

※ そのほかにも各種警察相談の窓口

をホームページに掲載しています。

 沼津警察署警務課相談係　沼津市
平町19-11　952-0110
 http://www.police.pref.shizuoka.

jp/

家庭児童相談室

　子どものことでお悩みの方、虐待

かも？　と感じた方、家庭児童相談

室ではご連絡やご相談をお受けしま

す。

 ㈪～㈮　９時～ 16 時

※㈷を除く

 市役所１階　相談室

 面接もしくは電話で相談をお受け

します。必要により訪問します。

秘密は厳守します。

 家庭児童相談室　995-1862

全国一斉！
法務局休日相談所

　静岡地方法務局では、休日相談所

を開設します。法務局職員、司法書

士、土地家屋調査員、人権擁護委員

が無料で相談に応じます。

 ９月 23 日㈰　10 時～ 16 時

 サンウェルぬまづ４階

 直接会場にお越しください。

 静岡地方法務局沼津支局総務課
　923-1201

　毎年９月20日～26日は、動物の愛護と適正な飼養

についての関心と理解を深める、動物愛護週間です。

　今回、動物愛護週間にちなんで動物愛護フェス

ティバル静岡2012を開催します。

 ９月23日㈰　10時～15時

 社団法人静岡県動物保護協会
　054-251-6036
　 社団法人静岡県動物保護協会東部支部
　920-2102

動物愛護
フェスティバル静岡 2012

時　間 場　所 内　容

セ
レ
モ
ニ
ー

11：00～
　12：00

三島市立
長伏小学
校体育館

● 動物の愛護に貢献した
方々の表彰
● 動物に関する作文や絵画
コンクールの入賞作品の
表彰

イ 

ベ 

ン 

ト

10：00～
　15：00

三島市
長伏運動
公園

● 小動物とのふれあい、ス
タンプラリー
● 動物クイズ（豪華賞品あ
り）
● ポニーが引く馬車への乗
車など

 10 月 27 日㈯、28 日㈰　11 時～
 市民文化センター　フェスタすその特設会場
 性別・年齢は問いません。市内に在住、在勤、在
学している方の家族・チームの参加であれば、ど
なたでも応募することができます。ただし、一次
審査を通過した 10 組のみ当日参加資格が与えら
れます。
募 集内容／❶オリジナリティあふれる作品であるこ

と　❷焼き・揚げ・水など、ジャンルは問いませ
ん　❸１日最低 200 個以上、２日間で 400 個以
上提供可能な方（来場者に１人２個程度無料提供
します）　❹タレなど調味料（スープでも可）は
各自で用意すること

※ 以上の❶～❹すべての条件をクリアし、一次審査
を通過した方に、食材および看板製作代として一
律 30,000 円を支給します。
 ９月５日㈬～ 25 日㈫　15 時必着
 商工会または商工観光課にある応募用紙の裏面に
必要事項を記入し、完成写真を添付して、応募先
まで郵送または持参してください。
 詳細は応募用紙をご覧ください。
 裾野市商工会　〒 410-1102　深良 451
 992-0057

我が家の餃子が日本一！
コンテスト開催
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近所のスーパーで当選した無料日帰りバスツアーに
参加した。途中、宝石会社の直売所に立ち寄った。ネッ
クレスを勧められ、断りきれずに契約してしまった。
解約したい。

スーパーや飲食店などで当選した無料バス旅行に行
き、目的地へ向かう途中に立ち寄った施設で高額な宝
石類などを買ってしまった、という相談が寄せられて
います。その場の雰囲気に流されたり、気分が高揚し
てつい買ってしまうケースが目立ちます。中には、断
りきれず契約してしまう例もあります。契約する前に
本当に必要か、落ち着いてよく考えてください。断り
にくくても必要なければはっきり断りましょう。クー
リング・オフなどできる場合もありますので、トラブ

消費生活センター
995-1854 消費生活センター

995-1854

ルにあったら消費生活センターまでご相談ください。

くらしのダイヤル
消費生活研究会

▶ 塩分のとり過ぎに気をつけて!!
　静岡県民の健康寿命（介護を受けず、自立して生活
できる期間を示す年齢）が、女性で全国 1 位（75 歳余）、
男性で全国 2 位（71 歳余）という結果が発表されま
した。これからは健康寿命と平均寿命の差を縮めて、
ひとに頼る期間を短くしたいものです。そのためには
血圧に気をつけることも大切です。
　血圧を高める原因といえば塩分のとり過ぎです。日
本人は塩分をとり過ぎだと分かっていても、減塩が実
行できていません。日本の塩分摂取量の目標は１日９
gですが、実際は10g～11g以上とっています。世界に
目を向けると、アメリカの目標は3.8～5.8g、WHOで
は５gとなっています。日本ではこれから６gに改定さ
れるそうです。
　塩は麻薬のようにくせになり易い調味料です。赤
ちゃんの時からうす味に慣れ、家族みんなで減塩を実
行しましょう。即席ラーメンのつゆは全部使わない、

講 座 名 対　　象 開 講 日 時　　間 受講料
パソコン初めて講座（昼）

パソコンに触ったことがない方 ９月25日㈫～
　　27日㈭　

13：30～15：30
1,500円

パソコン初めて講座（夜） 19：00～21：00
ワード・エクセル
初級講座（昼） 簡単な文章の入力ができる方

10月２日㈫～
　　５日㈮　

13：30～15：30
2,000円

ワード・エクセル
中級講座（夜）

ワード・エクセルの基本的な使い方
が分かる方 19：00～21：00

インターネット講座（昼）
簡単な文章の入力ができる方 10月16日㈫～

　　18日㈭　
13：30～15：30

1,500円
画像編集初級講座（夜） 19：00～21：00

 初心者パソコン教室

 生涯学習センター２階　パソコン室
各講座 24 人（先着順）
 生涯学習センター窓口、電話、ＦＡＸで、氏名・住
所・電話番号・希望の講座を伝えてください。

※ 複数講座の申し込みは可能ですが、パソコン初めて
講座とその他の講座は同時にお申し込みできません。
 ９月４日㈫～21日㈮　９時～21時
 生涯学習課　992-3800
 992-4047

みそ汁には野菜を加える
などの工夫も大事ですね。
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９月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 3・10・24・10月1日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 24日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 27日㈭
８時45分～９時 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 10日㈪　13時～15時 生活改善に関する
相談を希望される方

成人食事健康相談 ３日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 28日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

11日㈫９時～９時15分
平成24年４月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

25日㈫９時～９時15分
平成24年２月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

18日㈫13時15分～13時45分
平成23年３月生まれの方

２歳児
親子教室

26日㈬９時～９時15分
平成22年９月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

13日㈭午後
平成22年３月生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭13時～13時30分
平成21年９月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
９月４日㈫ 17時～ 19時 45分
９月11日㈫ ９時～ 11時 30分
９月18日㈫ 13時～ 15時 30分
９月26日㈬ ９時～ 11時 30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
９月11日㈫ ９時～ 11時 30分
９月26日㈬ ９時～ 11時 30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1
内科

2 3 4 5 6 7 8
外科 内科 内科 整形 外科 内科 内科
9 10 11 12 13 14 15
外科 内科 内科 整形 外科 整形 外科
16 17 18 19 20 21 22
内科 内科 内科 内科 外科 整形 内科
23 24 25 26 27 28 29
内科 内科 外科 内科 内科 内科 内科
30
整形

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

有

料

広

告
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９月後期の救急協力医
平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

16 日

愛鷹クリニック 967-3711 今沢 守重医院 931-2511 �我入道
江川町

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 �上香貫

蔓陀ヶ原
大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

17 月

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 御成橋

栄クリニック 952-2525 通横町

御成橋
栄クリニック 952-2525 通横町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

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

18 火 境医院 975-8021 竹原 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

19 水 新井内科クリニック 992-0811 久根 酒井医院 966-1755 今沢 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

20 木 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

21 金 東名裾野病院 997-0200 御宿 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 原小児科医院 962-0636 八幡町

22 土

大沢医院 931-1019 御幸町 西方外科医院 921-1333 共栄町

きせがわ病院 952-8600 大岡 古屋小児科医院 963-0407 西条町

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

23 日

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

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

24 月 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

25 火 かとう内科医院 946-5562 大岡 守重医院 931-2511 �我入道
江川町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 水 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 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

有

料

広

告
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時
日 曜 内科 外科 小児科

日 曜 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

16 日
本橋耳鼻咽喉科
医院
972-1133

東本町
静岡医療センター
975-2000

長沢
ごとうレディース
クリニック
992-7111

伊豆島田
米山歯科
クリニック
988-0880

下土狩

17 月
わたなべ
耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787

松岡
中ノ森眼科
921-3217

�緑ケ丘
かやま
産科婦人科医院
997-3551

岩波
渡辺歯科医院
931-1236

徳倉

22 土
アミクリニック
眼科・耳鼻咽喉科
981-3341

長沢
アミクリニック
眼科・耳鼻咽喉科
981-3341

長沢
かぬき岩端医院
932-8189

�前原
秋山歯科医院
986-1390

下土狩

23 日
三島耳鼻咽喉科
クリニック
935-6681

�下香貫
樋ノ口

永井眼科
980-1777

萩
前川産婦人科
クリニック
999-0300

下長窪
飯塚歯科医院
993-1077

茶畑

30 日
田中耳鼻咽喉科
医院
975-0226

中央町
吉村眼科内科医院
984-1333

長伏
三須産婦人科医院
993-0011

佐野
メイヨ歯科医院
972-3846

長沢

27 木 あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

28 金 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

29 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

30 日

小林内科医院 921-2165 米山町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

青木医院 986-0999 下長窪 原小児科医院 962-0636 八幡町

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分～翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時～22時
土曜日：14時～21時
日祝日： ９時～21時

●８月１日・15日号の訂正▶ 18・19 ページ「９月［前期］の救急協力医」の外科当番医が、４日「頴川医院　

921-5148　沼高島本町」から「香貫医院　931-2465　沼本郷町」に変更になりました。お詫びして訂正します。
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富士山資料館
市　 内　 の
プレイガイド

市内文化センター　 （電話予約可）　　　
ヘルシーパーク裾野（一部の公演を除く）

993-9300

No.
1225

2012 年
（
平
成
24 年

）

9
月1

日
号

思 い や り の 心 で、 住 み よ い ま ち を つ く り ま す市民憲章 :

全国大会でベスト32位！ 
さらに上位を目指したい

　吉岡さん（西小６年生）が、７月28日～30日
に東京都で開催された「全国小学生テニス選手権
大会」女子シングルスの部で、２回戦進出を果た
しベスト 32位となりました。試合では、炎天下

第30回全国小学生テニス選手権大会
女子シングルスに出場した

吉岡　希
き

紗
さ

さん（佐野）　11歳

ふじのくに交響楽団
オーケストラがやって来る in 裾野
三枝成彰プロデュース 名曲への扉

と 　き／ 10 月 14 日㈰　開演▶ 14
時～
と ころ／大ホール　
入 場料／全席自由席　一般▶ 2,500

円、学生▶ 1,000 円

「ありがとうターブゥ」
渡辺満里奈の絵本読み聞かせと

0才からのクラシックコンサート
と 　き／ 12 月 15 日㈯　開演▶ 15 時～　
と ころ／大ホール　
入 場料／ 全席指定席　大人▶2,500

円、子供（３歳～小学生）▶500円
※ ２歳以下膝上無料
発 売日／ 10 月 20 日㈯

金子三勇士ピアノリサイタル
と 　き／ 12 月 2 日㈰　開演▶ 14 時
と ころ／多目的ホール
入 場料／全席自由席　一般▶ 2,000

円、高校生以下▶ 1,500 円
※ 未就学児入場不可
発 売日／９月 17 日㈪

№64
『サルナシ（猿梨）マタタビ科』

役立つ実とツル
　初夏に白い花が咲くキウイの近縁種で、断面や
味はキウイのミニチュアみたいです。ニュージー
ランドのキウイは、中国原産のシナサルナシ（オ
ニマタタビ）を品種改良したものです。別名「コ
クワ・シラクチカズラ・シラクチヅル」と呼ばれ、
ツルは大変丈夫で腐りにくいため、徳島県祖

い

谷
や

の
かずら橋（つり橋）や細工物に使われています。
ツルを切ると大量の樹液が出るので山中の飲料水
にもしたようです。人に役立つ植物ですがサルや
クマも大好物です。マタタビと間違えやすい実で
すが、マタタビはドングリ形、サルナシはリンゴ

（ナシ）形です。

の中、１・２回戦とともに２時間におよぶ熱戦を
繰り広げました。
　吉岡さんは、５歳頃から両親がやっていたテニ
スに興味を持ち、小学２年生から試合に出場し、
以後本格的に練習を続けています。練習は、時之
栖テニスクラブ（御殿場市神山）で週４回３時間
程度行い、大会前は毎日行っています。今回の全
国大会は、３月に行われた県予選を通過し、６月
に行われた東海予選で４位に入賞しての、念願の

９月の休館日／
　３日㈪・10日㈪・18日㈫・24日㈪

初出場でした。
　試合の感想とこれか
らについてたずねると

「緊張はなく楽しく試
合することができまし
た。全国から来た選手
と友だちになり、今も
連絡を取っています。
これからも全国大会に
出場して、もっと良い
成績を取りたいです」
と語ってくれました。 予選大会の様子

三枝成彰

渡辺満里奈

金子三勇士
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市民部　生活環境課
995-1816

美化センター
992-3210

不法投棄を
しない、させない、許さない

　周囲に民家などがない山林の道路沿線や、土地の管

理が十分でない空き地などへの不法投棄が依然として

後を絶ちません。市ではパトロールの強化をしたり、

不法投棄を監視する不法投棄監視員などの協力を得た

りしながら、不法投棄の防止に努めています。

不法投棄は犯罪です

　廃棄物処理法第 16 条に「何人もみだりに廃棄物を

捨ててはならない」と規定され、同法第 25 条には、

違反者に対し「５年以下の懲役もしくは 1,000 万円以

下の罰金が課せられる」とされています。

　昨年度に不法投棄されたごみの回収量は 21,310kg

になりました。回収に出動した回数は実に 168 回に

上ります。

　市では不法投棄の予防策として、不法投棄されやす

い場所を中心に、定期的にパトロールを実施していま

す。そして、悪質な不法投棄の場所には警察へ連絡し、

投棄者の特定や捜査を依頼しています。

不法投棄しにくい環境づくり

　一度不法投棄された場所は、その後何度も狙われま

す。このような場合、柵を建てるなどの自衛の手段が

必要です。また、ごみを捨てたことがすぐに分かるよ

うに草刈りをしてきれいにしましょう。地域の目が行

き届くようにすることも大切です。

ごみの野焼きは禁止されています

　ごみを燃やしたときに発生するダイオキシンや

環境ホルモンが健康阻害の原因になるばかりでな

く、煙やすすも近所の方々に迷惑を掛けることが

あります。

　このため、野外でダイオキシン類の排出抑制対

策が施された焼却炉を使わずにごみを焼却するこ

とは、農業などを営む上でやむを得ない焼却など

一部の例外を除き、法律で禁止されています。ま

た、禁止の例外に当てはまる焼却であっても、周

辺への迷惑がかからないように注意が必要です。

不法投棄されたごみのうち
リサイクルされるべき大きなごみ� （平成23年度実績）

市内に
不法投棄された物 数量 市内に

不法投棄された物 数量

冷蔵庫 ５台 テレビ 52台

洗濯機 ４台 自動車用バッテリー 400㎏

エアコン ０台 タイヤ 190本

※�交換などのときに取扱店に、引き取ってもらいま
しょう。

● ごみ袋に区名、氏名を記入して朝８時までにステー

ションに出してください。

● ペットボトルは拠点回収協力店の回収ボックスへ出

してください（プラスチック製容器包装ごみではあ

りません）。

● 燃えるごみ・プラスチック製容器包装ごみは、祝日

も収集を行います。（年末年始除く。）

● 平成 24 年９月 22 日・11 月３日は祝日のため、埋

立ごみの収集は行いません。

● 平成 25 年１月２日（第１水曜日）・３月 20 日（第

３水曜日）の資源ごみの収集は行いません。

● 資源ごみ、粗大ごみは悪天候でも業者は収集に回り

ます。（中止は地区の判断による）

※ 詳しい分別方法については市のホームページの「家

庭ごみ分別辞典」をご覧ください。

美化センターへの搬入について
月曜日～金曜日／９時〜 11 時、13 時〜 15 時

土　　曜　　日／９時〜 11 時

（日曜日・祝日・第 5 水曜日の搬入はできません。）

※ 受付にて裾野市在住の証明書(運転免許証など)

の提示で無料。

※ ステーションに出す時と同じように分別して、

持ち込んでください。

ごみの出し方について

p.2
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健康福祉部　社会福祉課
子育て支援室
995-1841

こども医療費助成制度が変ります

　対象者は？

　市内に住所のある小学校１年生から中学校３年生を

修了するまでの子ども　

※ 健康保険に加入していないお子さんは助成の対象と

なりません。

　一部負担金は？

通　院／１回 500 円

　　　　※ 月２回まで。500 円に満たない場合はその

金額となります。

入　院／自己負担はありません

　　　　※ 入院時食事療養費標準負担額についても助

成対象です。

薬　局／自己負担はありません。

● 対象となる医療費は、高額療養費や保険給付を除い

た保険診療分です（定期健診や入院中のおむつ・容

器代・証明書などは対象外）。

● 重度障害児の自己負担金については、今までと同様

こども医療費助成の対象となります。自己負担金を

支払った場合は子育て支援室に申請してください。

　受給者証の更新について

　毎年９月に受給者証の更新を行います。

※ 高額療養費などの保険給付があるときは、市があな

たに代わり保険者に請求し受理することになります

ので、市まで委任状を提出していただきます（こど

も医療費助成と二重支給の場合、助成金を返還して

いただきます）。

※ 学校などで怪我などをされた際、日本スポーツセン

ターなど公的機関より災害共済給付金が支給されま

すので、こども医療費受給者証は使用せず、健康保

険証のみで受診してください。

　次のような場合は、一旦医療機関で�
� 医療費をお支払いください。　

　以下の場合は、一旦医療機関で自己負担金を

お支払いいただき、受診後申請することにより

医療費の助成を受けることができます。詳しく

は子育て支援室までお問い合わせください。

● 県外の医療機関で受診したとき（受給者証が

使えるのは県内のみ）

● 受給者証を医療機関の窓口で提示できなかっ

たとき

● 保険給付に準じて行われるはり灸またはマッ

サージの施術を受けたとき

● 未熟児養育医療、育成医療、養育医療などの

対象となったとき　　　　　　

 

　次のような場合は、�
� 必ず届け出てください。　

●保護者や受給者の住所・氏名が変わったとき

●加入している健康保険証が変わったとき

●受給者証を失くしてしまったとき

●他の市町へ転出するとき

小学校１年生から中学校３年生までの
� 医療費の助成方法を変更します

　市では、お子さんが病気やけがをしたとき、

安心して医療機関に受診できるよう、医療費

の助成を行っています。

　これまでは、医療機関で受診後、子育て支

援室に領収書を添え申請する方法で、医療費

の助成を行ってきましたが、本年 10月診療

分からは「受給者証」を提示する事により、

自己負担金のお支払いのみで受診する方法に

変更します。

　医療機関にかかるときは、「保険証」と一

緒に「受給者証」を医療機関の窓口に提示し

てください。「受給者証」有効期間は１年です。

　乳幼児医療費助成（未就学児）については、

今までと同様自己負担金はありません。

p.3
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Photograph ８月

　夏休みこども一日図書館員が行われまし

た。参加した子どもたちは、本の貸し出し

や返却の受け付け、本棚の整理の仕方など

を学び、図書館員として活躍しました。

 （８月１日）

　富士山世界文化遺産登録に向けた取り組みとし

て、体験チョークアートが行われました。参加者

は文化センター南側駐車場に大きな富士山を描い

たあと、その上でしゃぼん玉を吹きました。

 （７月 26 日）

「全日本少年サッカー大会」 撮影／秘書課広報室

　裾野市出身のインターハイ出場選手が７月 17 日㈫に、市内中学校の東海大会出場

選手が８月３日㈮に市長を訪れ、意気込みを語りました。 （７月 17 日、８月３日）

p. 4p.4
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Photograph August

　着衣泳講習が市立水泳場で行われました。

受講者は服を着たままプールに入り、水難事

故にあった場合に浮いて助けを待つ方法など

を学びました。 （８月 16 日）

　第７回日韓交流チャリティーコンサートが文化

センターで行われました。韓国からの訪問団と地

元演奏者によるサムルノリ（伝統楽器を使った演

奏）やサックス演奏など、音楽の交流が行われま

した。 （８月 18 日）

　ロンドンオリンピックに出場した高桑健

選手のパブリックビューイングが、東地区

コミュニティセンターで行われました。集

まった方たちは声を張り上げて応援し、大

変な盛り上がりでした。 （８月１日）

　親子水生生物調査が、五竜の滝付近の河原で

行われました。参加した皆さんは川に入って水

にすむ生きものの種類や数を調べ、黄瀬川の水

質を調査しました。 （８月４日）
　偕楽園西側の滝ヶ窪農園で、ひまわり畑

のライトアップが行われました。見に来た

方は、雨の夜に浮かび上がるひまわりの海

に見とれていました。 （８月 11 日）

p. 5p.5
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社会福祉課　995-1819　　介護保険課　995-1821　　健康推進課　992-5711

ひとり暮らしや援助が必要な方のために
サービス名 対象者 内容 利用者の負担 担当課

軽度生活援助 ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯
食材確保、清掃など（週３回、１回２時間程度）
シルバー人材センター会員を派遣 １時間　80円

社
会
福
祉
課

配食サービス ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯
昼食を自宅まで届け、併せて安否確認
（週３回まで、配達日は㈪～㈯の中から選択） １食　360円

緊急通報
システム

ひとり暮らし高齢者・一方
が寝たきりの高齢者世帯

緊急時にペンダントのボタンを押すと消防署に通
報が入り、救急車が出動 (NTT のアナログ回線が
条件 )

電話料金（使用時）

訪問理美容
サービス

寝たきりなどで理美容院に
行くことが困難な高齢者

市と契約した理美容院が自宅まで出張
（年６回まで） 理美容代金

日常生活用具
の給付・貸与

ひとり暮らし高齢者・高齢
者のみ世帯で低所得の方 電磁調理器・火災警報器・高齢者用電話

生計中心者の前年所得
税額により負担額が異
なる

ひとり暮らし
高齢者訪問

65歳以上のひとり暮らし
高齢者

乳酸飲料（ヤクルト）を宅配し、併せて安否確認
（週３回、㈪㈬㈮の配達） なし

住宅改修
支援事業 65歳以上の高齢者世帯 居宅等の改修を希望する方に対して相談・助言を

行い、また介護保険制度の助言を行う なし
介
護
保
険
課

市高齢者在宅福祉をご利用ください

高齢者を介護している方のために
高齢者を介護している家族などの負担の軽減と、要介護高齢者の在宅生活の向上を図るためのサービスを提供します。
サービス名 対　象　者 内　　容 利用者の負担 担当課

寝たきり高齢者等
介護者手当支給

要介護４以上の寝たきり、または認知
症の方を在宅で３カ月以上介護してい
る方

寝たきり高齢者など1人に付き１カ
月5,000円を支給 なし 社

会
福
祉
課紙おむつ等購入費

助成事業
在宅で紙おむつを使用する、要介護 1
以上の高齢者がいる世帯

紙おむつ、尿とりパット、防水シーツ、
使い捨て手袋の購入費の一部を助成

生計中心者の前年所
得税額により助成限
度額が異なる

家族介護慰労
要介護４・５の方で介護保険サービス
を利用しないで1年間介護した市県民
税非課税世帯の介護者

100,000円を支給
介
護
保
険
課

介護予防・高齢者の閉じこもり予防
閉じこもりがちや、要介護になるおそれのある方を対象に、生きがい活動を支援します。

サービス名 対　象　者 内　　容 利用者の負担 担当課
はり灸マッサージ
治療費の助成 ４月１日現在で70歳以上の方 市内の治療院で使用できる1,000円の助成券を年間５枚交付 診療代金の差額を負担

社
会
福
祉
課

生きがい
デイサービス

概ね65歳以上の高齢者で介
護保険の認定が非該当の方

施設への通所により日常動作訓練、趣味活動
を通じ要介護への進行の防止を図る（㈪㈬㈮）

1日500円（おやつ代含
む）、食事代は別途必要

シルバー
生きがい教室 60歳以上の方

小品園芸・布手芸・紙手芸・編物・籐工芸・
竹細工から希望する教室を選ぶ（教室は月2
～４回程度）

参加費は無料、材料費
は負担

運動器の
機能向上事業 65歳以上で健康自立度に関

する調査の結果、対象者と
なった方

要介護にならないよう自宅でできる運動に関
する指導や助言を行う なし 介

護
保
険
課

口腔機能の
向上事業

要介護にならないよう口の手入れやマッサー
ジ、体操についての指導や助言を行う なし

筋力向上
トレーニング教室 20歳～74歳（一般公募）

トレーニングマシンを使った大腰筋トレーニ
ングやストレッチなどを行う教室 なし

健
康
推
進
課

９月１日号の訂正▶ 裏表紙「文化センターナビ」の金子三勇士ピアノリサイタルの一般料金を2,000円と記載しまし
たが、正しくは「2,500円」です。お詫びして訂正します。
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秘書課広報室
995-1802

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement
秋の交通安全運動

　日の入りが早くなる季節となりま

した。ドライバーは早めのライト点

灯、歩行者は反射材の着用を心がけ

ましょう。時間帯・場所にかかわら

ず、歩行者・車両共に安心できる地

域づくりにご協力お願いします。

 ９月 21 日㈮〜９月 30 日㈰の 10

日間

ス�ローガン／安全を　つなげて広げ

て　事故ゼロへ

運�動の基本／子供と高齢者の交通事

故防止

運�動の重点／●夕暮れ時と夜間の歩

行中・自転車乗用中の交通事故防

止●全ての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用の

徹底●飲酒運転の根絶

沼�津地区における重点目標／交差点

での事故防止

防災交通課　995-1817

筋力向上
トレーニング教室

（夜間コース）参加者
 10 月５日㈮、９日㈫、12 日㈮、

16 日㈫、19 日㈮

　18 時 30 分〜 20 時 30 分

 マシンルーム分室（旧勤労青少年

ホーム１階集会室）

 市内に在住している 20 歳〜 59

歳までの方で、全５回を通して参

加できる方

※ 現在、心臓疾患や脳血管疾患の治

療中の方もしくは半年以内に既往

がある方、急性の関節痛や腰痛が

ある方、重度の高血圧や糖尿病・

高脂血症がある方、運動によって

健康状態が悪化する危険性がある

方は参加できません。

※ 昼間、勤務をしていて夜間にしか

参加できない方を優先します。

 20 人（定員を超える場合は抽選）

 歩行時に足を上げる筋肉「大腰筋」

のトレーニングを中心に、ウォー

キング指導やマシントレーニング

などを行い、歩行に必要な筋力や

柔軟性を身に付けます。

無料

 往復はがきに❶住所❷氏名（ふり

がな）❸電話番号❹生年月日・年

齢、返信用宛名面に申込者の住所、

氏名を明記して健康推進課へ郵送

またはメールしてください。申込

期間終了後、参加の可否を返信し

ます。

９月 24 日㈪（必着）

 運動可能な服装・タオル・室内用

運動靴・飲み物

 参加決定者は「参加申込書・同意

書」「問診票」をご提出ください。

健康推進課　992-5711
　〒410-1117　石脇524-1
kenko@city.susono.shizuoka.jp

にこにこキャラバン
東地区の巻

　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。お申し込みは必要ありません

ので、直接会場へお越しください。

９月 26 日㈬　10 時〜 11 時 30 分

 東地区コミュニティセンター（東

小体育館内）

未就園児とその保護者

 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

無料

 民生委員児童委員事務局（社会福
祉課内）　995-1819

コミュニティ助成事業
（地域防災組織育成助成事業）

を実施しています
　㈶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、市民の

皆さん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。

　この事業により、麦塚区では宝く

じの助成金で区の防災資機材の充実

を図り、高齢者や障がい者を含む地

域住民が避難しやすい環境の整備を

していきます。

防災交通課　995-1817

　市の広報無線機は、世帯主の皆さんに無
料で貸し出しているものです。
　市外に転出される方や、無線機がご不要
になった際は、市役所３階　秘書課広報室
またはお近くの支所まで返却してください。

無線機の返却にご協力を！
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お知らせ
Announcement

平成 25 年度
就学児童の健康診断

と　き 対象地区

10月４日㈭ 西小・富岡第一小・富
岡第二小・千福が丘小

10月11日㈭ 東小・向田小・深良小・須山小・南小

※時間はいずれも 13 時 30 分〜

市民文化センター

平成 25 年度就学児童

通�知／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。

学校教育課　995-1838

募 集
Recruitment

福祉職の魅力発見ツアー

　「福祉介護の仕事は大変？」「福祉施

設ってどんなところ？」と思っている

あなた、仕事の内容と現場が１日でわ

かるツアーに参加しませんか？

 午前▶福祉介護分野に関するセミ

ナー、福祉弁当試食（昼食）

　 午後▶貸し切りバスで施設見学

（沼津市）

 10 月 30 日 ㈫、11 月 27 日 ㈫ の

いずれか１日　９時 30 分〜 16

時 40 分

ぬまづ産業振興プラザ

 求職者、学生、一般の方など、福

祉に興味のある方

無料

 ホームページから申込書をダウン

ロードし、電話または FAX でお

申し込みください。

 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/

sa-220/careseminar.html

 NPO法人活き生きネットワーク
054-245-4494
054-209-5700

　国民年金保険料は納期限より２年
を経過した場合、時効によって納付
することができなくなりますが、過
去 10 年間の納め忘れた保険料につ
いて、平成 24 年 10 月１日から平
成 27 年９月 30 日までの間に限り、
厚生労働大臣の承認を受けたうえで、
時効により納付できなかった期間の
保険料を納付することが可能になり
ました（保険料の後納制度の創設）。
　この保険料後納制度を利用するこ
とで、年金額を増やすことはもちろ
ん、納付した期間が不足したことに
より年金の受給ができなかった方が、
年金受給資格を得られる場合があり
ます。
　なお、毎月の国民年金保険料の納
付は、原則として翌月末日までと定
められております。納付期限までに
納めないと、障害基礎年金や遺族基
礎年金を受給できなくなることがあ
りますので、納め忘れのないようお
願いします。
●対象者
　納付済期間および合算対象期間を
合計しても 25 年に満たないなど、
老齢基礎年金の受給権を有しておら

ず、過去 10 年以内に未納期間を有
する方（繰り上げ受給者の方を除く）
●対象保険料
　すでに２年の時効が経過して納付
できなくなった国民年金保険料で、
承認日の属する月前 10 年以内のもの
※ 後納制度が施行されたとしても、

国民年金保険料を徴収する権利が
納期限から２年を経過した時点で
時効により消滅することについて
は変更ありません。
●保険料
　当時の国民年金保険料の額（以下
のＡ）に政令で定める額（以下のＢ）

を加算した額となり、この加算額に
ついては毎年度に改定されます。
●納付期限
　平成 27 年９月 30 日　
※ 後納しようとする対象月が平成

17 年８月以前の場合は、対象月
から起算して 10 年後の月末
日本年金機構
 http://www.nenkin.go.jp/n/
www/index.html
�国民年金保険料専用ダイヤル
　0570-011-050
沼津年金事務所
　055-921-2207

国民年金保険料の後納制度がはじまります
日本年金機構では、対象となる方に「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付しています

対象年度
24年度中に後納する場合の1カ月分の保険料額

当時の保険料額
(A)

政令で定める加算額
(B)

後納保険料で納める
金額 (A)+(B)

平成1４年度 13,300 1,640 14,940
平成15年度 13,300 1,420 14,720
平成16年度 13,300 1,210 14,510
平成17年度 13,580 980 14,560
平成18年度 13,860 750 14,610
平成19年度 14,100 540 14,640
平成20年度 14,410 350 14,760
平成21年度 14,660 180 14,840
平成22年度 15,100 0 15,100
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募 集
Recruitment
中小企業勤労者の皆さん

ベネフィ駿東に
加入しませんか？

　ベネフィ駿東（㈶駿東勤労者福祉

サービスセンター）は、中小企業で

働く事業主や従業員とその家族に大

企業と同程度の福利厚生を実現する

ことを目的に活動しています。

　入会の対象は、２市２町にある中

小企業・医療機関・自営業の事業主

（個人事業主含む）と従業員で、年

齢制限はなく、パートタイマー・家

族専従者も入会できます。ご登録い

ただいた同居家族も受けることがで

きるサービスもあります。

名�　称／㈶駿東勤労者福祉サービス

センター（愛称「ベネフィ駿東」）

設�立者／裾野市、御殿場市、長泉町、

小山町

会員数／ 4,039 人、700 事業所

対�　象／２市２町にある中小企業、

医療機関、自営業の事業主（個人

事業主含む）と従業員

入�会金／ 1,000 円／人（全額事業主

負担）

※ 平成 24 年 11 月までの加入の場

合半額

月�　額／ 1,000 円／人（１/ ２以上

を事業主負担）

※ 入会金と会費は税法によって、損

金または必要経費として処理でき

ます

サ�ービス内容／❶提携施設割引▶東

京ディズニーリゾート、富士急ハ

イランド、温泉施設など

　 ❷イベント事業▶バスツアー、ゴ

ルフ大会など

　 ❸自己啓発事業▶ 観 劇・ カ ル

チャー教室の割引など

　 ❹給付事業▶慶弔金、人間ドック・

脳ドック補助、宿泊費補助など

　 ❺退職金掛金補助事業▶中小企業

退職金制度加入時の掛金補助

商工観光課　995-1857
　ベネフィ駿東　0550-87-7575

学校開放調整会議

　学校施設を利用する場合は、必ず

この会議に出席してください。

須山地区 10月２日㈫
須　山

コミュニティ
センター

東 地 区 10月３日㈬

生涯学習
センター

深良地区 10月５日㈮

西 地 区 10月10日㈬

富岡地区 10月11日㈭

※時間はいずれも 19 時〜

生涯学習課　992-3800

消費生活セミナー
開催について

　「くらしの中の安全・安心」をテー

マに、消費生活に関する知識を学ん

でみませんか？

と
　
き

第１回
９月26日㈬

第２回
10月31日㈬

テ
ー
マ

家庭製品を
安全に使うには

健康食品に
ひそむ危険

講
　
師

（独）製品評価
技術基盤機構

鬼
き

頭
とう

茂
しげ

芳
よし

さん

国立
健康・栄養研究所

千
ち

葉
ば

　剛
つよし

さん

いずれも 10 時〜 12 時

市役所４階 401 会議室

40 人

筆記用具

商工観光課　995-1857
　消費生活センター　995-1854

駿東地域職業訓練センター
　10 月講座

特�別教育コース／刈払機の安全衛生

講習、有資格者のための伐木作業

の安全衛生講習

自主訓練コース／造園管理講座

受�験対策コース／夜間第２種電気工

事士受験対策講座（実技対策）

パ�ソコンコース／パソコン入門、

ワード「基礎」、ワード「活用」、

エクセル「基礎」、デジタルカメ

ラ「ワード使用」、夜間ワード「活

用」、夜間エクセル「活用」

カ�ルチャーコース／フラワーアレン

ジメント、手作り木綿ぞうり教室、

絵画教室

�駿東地域職業訓練センター　
　0550-87-3322

JICA ボランティア秋募集

　国際協力機構（ＪＩＣＡ）は、開

発途上国で現地の人々と同じ生活を

しながら、ともに働き、国づくりに

貢献するボランティアを募集してい

ます。世界も、自分も、変えるシゴ

ト、してみませんか？

10 月１日㈪〜 11 月５日㈪

　※消印有効

最�寄りの開催場所／三島市民文化会

館　３階大会議室

開�催日／ 10 月 14 日㈰　開場▶ 13

時 30 分〜、開会▶ 14 時〜 16 時

 その他の説明会に関しては以下ま

でお問い合わせください。

 委託業務先（公社）青年海外協力
協会中部支部
　052-459-7229
chubu-bosetu@joca.or.jp
 http://www.jica.go.jp/volunteer/
index.html
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募 集
Recruitment
親子工作教室

　「フェスタすそ

の」にて、親子工

作教室を開催しま

す。親子で本立て

作りに挑戦してみ

ませんか？

10 月 28 日㈰　10 時 30 分〜

市民文化センター　エントランス

 市内に在住している小学生以下の

子どもとその保護者

20 組（先着順）

無料

かなづち、ものさし

商工観光課　995-1857

市民ソフトボール大会
参加選手

　第 46 回裾野市民ソフトボール大

会の参加選手を募集します。

10 月 28 日㈰　８時〜

　予備日▶ 11 月４日㈰　８時〜

裾野市総合グランド 他

 ❶市内に在住している方❷チーム

編成は原則として１行政区単位❸
登録選手は、監督１人・選手 18

人以内❹試合中、出場者の年齢の

合計が常に 350歳以上になること

 市民体育館窓口にある所定の申込

用紙で、お申し込みください。

10 月 14 日㈰　※厳守

市民体育館　993-0303

生涯学習課　992-3800

介護教室講演会

　「医師が教える認知症　第１弾〜

心おだやかにつきあう秘訣〜」と題

して、認知症の症状や上手な関わり

方についての講演会を行います。

10 月 15 ㈪　13 時〜 14 時 30 分

福祉保健会館　３階研修室

 介護を行っている方、介護を受け

ている方、介護に関心のある方

60 人

無料

電話でお申し込みください。

10 月 12 ㈮

 12 月 15 ㈯に「プロから学ぶ介

護技術〜移動と移乗・排泄編〜」、

平成25年２月１日㈮に「医師が教

える認知症　第２弾」を実施する

予定です。

掲示板
PublicBoard

ワーク・ライフ・バランス
シンポジウム

10 月 12 日㈮　13 時〜 16 時

 しずぎんホール　ユーフォニア

（アゴラ静岡８階）

 企業経営者、人事労務担当者やそ

の他従業員、関心のある方

400 人（先着順）

 基調講演▶法政大学大学院政策創

造研究科　坂本光
こう

司
じ

教授

　 パネルディスカッション▶ワー

ク・ライフ・バランス取組県内企

業３社

無料

ホームページの入力フォームへ入

力するか、申込書を FAX 送信また

は必要事項を E-Mail で送信してく

ださい。

県労働政策課　054-221-2338
054-271-1979
roufuku@pref.shizuoka.lg.jp
�http://www.pref.shizuoka.jp/
sangyou/sa-210/index.html

相談
Counseling

年　金　相　談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

け付けおよび手続きの仕方などのご

相談に応じます。

10 月 25 日㈭　10 時〜 13 時

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

 電話または窓口で予約してください。

10 月 11 日㈭

 ●年金手帳または年金証書●本人

確認に必要なもの●本人以外の年

金についての相談の場合は委任状

国保年金課　995-1813

p.10

広報すその　平成24年９月15日号



有

料

広

告

納付期限：10月31日㈬
市県民税� 第３期分

国民健康保険税・介護保険料�第３期分

水道料金・下水道使用料�第４期分

後期高齢者医療保険料� 第３期分

10 月　税金・料金

10 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

６日㈯
㈲アサヒ住設

☎ 997-3933

７日㈰
㈲渡辺設備

☎ 992-3034

８日㈯
鈴木住宅設備

☎ 993-3901

13 日㈯
一和設備工業�

☎ 997-4663

14 日㈰
工管設

☎ 993-1603

20 日㈯
㈱西島工業

☎ 993-1070

21 日㈰
㈲北住設機器

☎ 993-1250

27 日㈯
㈲杉山産業

☎ 992-1131

28 日㈰
㈲井上設備工業

☎ 997-4578

�10 月 22日㈪
　�15時〜18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�10月１日㈪〜18日㈭
秘書課　995-1800
 担当課・秘書課職員が同席し
ます。

10月　カレンダー
４日㈭�
〜11日㈭ 市児童生徒アイデア展

17日㈬ 市長表彰式

23日㈫ 市児童生徒
アイデア展表彰式

28日㈰
市民ソフトボール大会

フェスタすその

人　口　54,138人� （＋47人）
　男　　27,658人� （＋６人）
　女　　26,480人� （＋41人）
世　帯　21,218世帯�（＋35世帯）
内、外国人登録� 701人�330世帯

９月１日現在
データバンク相談

Counseling
行　政　相　談

　年金、河川・海岸の管理、雇用、

道路など、行政の仕事やその手続き、

サービスについて「困っていること

がある」「こうしてほしい」「どこに

相談してよいか分からない」といっ

たことはありませんか？

　以下の通り、相談窓口を開設しま

すので、お気軽にご相談ください。

 毎月 20 日　偶数月▶ 10 時〜 15

時、奇数月▶ 10 時〜 12 時

※ 20 日が休日の場合は次の平日

市役所４階 402 会議室

秘書課広報室　995-1802

無料法律相談

　日本司法支援センター（法テラス）

が、弁護士の不在により法律相談の

機会の少ない地域の方や金銭貸借・

不動産売買・交通事故・離婚・相続

など各種の法律問題で悩みを抱えて

いる方のために、無料で法律相談を

行います。

 10 月 29 日 ㈪ 〜 30 日 ㈫　10 時

〜 15 時（正午から１時間休み）

市役所４階 403 会議室

24 人（先着順）

電話でお申し込みください。

10 月１日㈪〜

秘書課広報室　995-1802
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10月前期の救急協力医
平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

1 月 おぐち医院 99２-6611 深良 香貫医院 9３1-２46５ 本郷町 さくま小児科
クリニック 99２-6３0３ 茶畑

2 火 清水館医院 99３-２３２３ 茶畑 関外科胃腸科医院 9２1-２1８５ 花園町 古屋小児科医院 96３-040７ 西条町

3 水 薬袋内科クリニック 9３３-014８ 徳倉 大沢ハート
クリニック 9２9-1３1３ 若葉町 田中医院 9２1-２0５３ 高島町

4 木 旭医院 966-00３1 原 池田病院 9８6-1２1２ 本宿 西村医院 9７1-6５10 下土狩

5 金 つかだ医院 9８３-1５７７ 堂庭 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

6 土 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

7 日

田沢医院 96２-1２0５ 大手町 勝呂医院 96２-３0８３ 千本中町

杉山医院 9７２-３２２３ 伏見 西村医院 9７1-6５10 下土狩

大坂屋クリニック 99５-３100 佐野 御成橋栄クリニック 9５２-２５２５ 通横町

8 月

あそうクリニック 9２9-７５７５ 筒井町 西方外科医院 9２1-1３３３ 共栄町

聖隷沼津病院 9５２-1000 松下 田中医院 9２1-２0５３ 高島町

裾野赤十字病院 99２-000８ 佐野 五十嵐クリニック 9３4-6７00 志下

9 火 森医院 966-２01７ 石川 東医院 9２1-５５２0 高沢町 原小児科医院 96２-06３6 八幡町

10 水 なおきクリニック 9２9-８５５５ 東椎路 鈴木医院 99３-04３0 佐野 大橋内科・
小児科医院 99２-２８00 佐野

p.12
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時
日 曜 内科 外科 小児科

９月30日㈰ 
10:00～16:00
カラオケ発表会

敬老感謝祭
70歳以上の方、

17日㈷,18日㈫,19日㈬
は入館料無料

秋の遠足

ふがくフェア

秋の遠足

ふがくフェア
10月８日㈪祝日
裾野市民　　
文化センター

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分～翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時～22時
土曜日：14時～21時
日祝日： ９時～21時

日 曜 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 日
かみで耳鼻咽喉科
クリニック
0５4５-５３-３３２1

伝法
なめり牧野眼科
999-111３

納米里
静岡医療センター
9７５-２000

長沢
うさぎ歯科医院
99７-５91８

葛山

８ 日
三島中央病院
9７1-41３３

緑町
本田さくら眼科医院

9５1-1３6５
大手町

沼津市立病院
9２4-５100

東椎路 小川歯科医院
99３-３２00 佐野

14 日
こだま耳鼻咽喉科
クリニック
9２6-1３３３

庄栄町
小野眼科クリニック
9２9-1８８1

高島町
聖隷沼津病院
9５２-1000

松下
伏見歯科医院
9７２-３040

伏見

11 木 青沼胃腸科クリニック 9２9-6２0５ 大岡 池田病院 9８6-1２1２ 本宿 星野医院 96２-0７８２ 山王台

1２ 金 岩渕内科医院 9５1-4５７9 添地町 守重医院 9３1-２５11 �我入道
江川町 杉谷小児科医院 9２３-6５4３ 筒井町

1３ 土 沼津リハビリテーション病院 9３1-1911 上香貫
　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 9５２-1000 松下 まるやま小児科医院 9８1-８５７７ 堂庭

14 日

鬼頭ハート
クリニック 999-4８10 本宿 関外科胃腸科医院 9２1-２1８５ 花園町

稲玉内科クリニック 991-５111 伏見 坂小児科医院 9３1-３２３３ �下香貫
前原

須山診療所 99８-0006 須山 山本整形外科・
循環器科 9８9-８111 南一色

1５ 水 かとう内科医院 946-５５6２ 大岡 田沢医院 96２-1２0５ 大手町 さくま小児科クリニック 99２-6３0３ 茶畑
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2012 年
（
平
成
24 年

）

9
月15

日
号

秩 序 を ま も り、 平 和 で 安 全 な ま ち を つ く り ま す市民憲章 :

１日㈪、９日㈫、15日㈪、22日㈪、
 29日㈪、25日㈭館内整理日

10月の休館日

曽
そ

呂
ろ

　悠
ゆう

莉
り

ちゃん
（３歳・茶畑）

小野寺　翔
しょう

哉
や

くん
（２歳 11カ月・二ツ屋）

渡邊　煌
こう
己
き

くん
（３歳・深良）

望月　葵
あおい

ちゃん
（３歳・千福が丘）

加藤　蒼
そう
太
た

くん
（３歳・千福が丘）

10月の行事予定
親子おはなし広場

　２日㈫　10 時 30分〜　 展示室　　　　　　
おはなしの会

　６日㈯　14 時〜 00 分　おはなしの部屋　　
　13日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

親子おはなしの会
　16日㈫　10 時 30分〜　 文化センター図書室

ファーストブック
　17日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　24日㈬　13時〜 16 時　展示室　　　　　　

今月の２冊
青い鳥文庫ができるまで
　累計 200 万部突破目前の、
青い鳥文庫の人気シリーズ。
しかし先生の原稿は遅れに遅
れ…。はたして、発売に間に
合うのか !?　本がどうやって
できるかをストーリー形式で
描いた、臨場感あふれるノン
フィクション。

作：岩貞るみこ　出版：講談社

ジブリルのくるま
　砂漠の村に住む少年ジブ
リルは、空きカンやペット
ボトルなど、拾い集めたも
のを使って、小さい車を
作っている。でも、お父さ
んに作った車を全部捨てる
ように言われて…。

作：市川里美　出版：BL 出版

新刊紹介 New Release

『世界のふしぎな虫おもしろい虫』
著：今森光彦　監修：塚田悦造　アリス館

『小惑星探査機「はやぶさ」大図鑑』
監修：川口淳一郎
CGイラストレーション：池下章裕
偕成社

『リーコとオスカーと幸せなどろぼう石』
作：アンドレアス・シュタインへーフェル
訳：森川弘子　岩波書店

『古代文明の大研究』
監修：関真興　PHP 研究所

『空飛ぶ広報室』
著：有川浩　幻冬舎

『百年法　上・下』
著：山田宗樹　角川書店

『カラマーゾフの妹』
著：高野史緒　講談社

『ひらいて』
著：綿矢りさ　新潮社
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No.
1227

2012年（平成24年）

10月1日号 02  循環バス すそのーる　時刻表
04  平成 22年　国勢調査の公表

９月15日　ＪＦＡキッズ（U-6）サッカーフェスティバル2012静岡

元気いっぱい！
子どもたちのワールドカップ開催！

　ＪＦＡキッズサッカーフェスティバル
2012 が市運動公園で行われました。県
東部の６歳以下の子どもたちがワールド
カップの代表国チームにふんして、芝生
の上を元気に駆け回りました。



※紙面の都合上、一部のバス停のみ掲載しています。

※ 名称を略しているバス停があります。

※ 平日と土・日曜日、祝日では運行ダイヤが異なります。

※ 道路事情などにより運行時刻が前後する場合があり

ます。

※ 年末年始（12 月 29 日～１月３日）は、全便運休します。

★……土・日曜日、祝日は運休■富岡・深良循環
▶東回り
バ ス 停 １便 ★２便 ３便 ４便
裾 野 駅 10:10 13:00 15:20 17:25
鈴 木 図 書 館 入 口 10:12 13:02 15:22 17:27
裾 野 赤 十 字 病 院 10:13 13:03 15:23 17:28
裾野市民体育館前 10:14 13:04 15:24 17:29
公 文 名 10:15 13:05 15:25 17:30
久 根 10:16 13:06 15:26 17:31
町 田 10:17 13:07 15:27 17:32
南 堀 下 10:20 13:10 15:30 17:35
和 市 10:21 13:11 15:31 17:36
裾野市営プール前 10:23 13:13 15:33 17:38
裾野市民文化センター 10:30 13:20 15:40 17:45
裾野市営プール前 10:32 13:22 15:42 17:47
福 祉 保 健 会 館 前 10:33 13:23 15:43 17:48
御 宿 八 幡 宮 前 10:35 13:25 15:45 17:50
御 宿 10:37 13:27 15:47 17:52
富 岡 中 学 校 前 10:39 13:29 15:49 17:54
富岡中グランド入口 10:40 13:30 15:50 17:55
御 宿 平 山 湧 水 10:41 13:31 15:51 17:56
千 福 10:43 13:33 15:53 17:58
千 福 下 10:47 13:37 15:57 18:02
中 央 公 園 前 10:48 13:38 15:58 18:03
大 畑 橋 10:51 13:41 16:01 18:06
佐 野 10:52 13:42 16:02 18:07
裾野西小学校入口 10:53 13:43 16:03 18:08
裾 野 駅 11:00 13:50 16:10 18:15

▶西回り
バ ス 停 １便 ２便 ３便 ★４便
裾 野 駅 9:05 11:15 14:00 16:25
裾野西小学校入口 9:08 11:18 14:03 16:28
佐 野 9:09 11:19 14:04 16:29
大 畑 橋 9:10 11:20 14:05 16:30
中 央 公 園 前 9:12 11:22 14:07 16:32
千 福 下 9:13 11:23 14:08 16:33
千 福 9:18 11:28 14:13 16:38
御 宿 平 山 湧 水 9:20 11:30 14:15 16:40
富岡中グランド入口 9:21 11:31 14:16 16:41
富 岡 中 学 校 前 9:22 11:32 14:17 16:42
御 宿 9:24 11:34 14:19 16:44
御 宿 八 幡 宮 前 9:26 11:36 14:21 16:46
福 祉 保 健 会 館 前 9:28 11:38 14:23 16:48
裾野市営プール前 9:30 11:40 14:25 16:50
裾野市民文化センター 9:36 11:46 14:31 16:56
裾野市営プール前 9:37 11:47 14:32 16:57
和 市 9:39 11:49 14:34 16:59
南 堀 下 9:40 11:50 14:35 17:00
町 田 9:43 11:53 14:38 17:03
久 根 9:44 11:54 14:39 17:04
公 文 名 9:45 11:55 14:40 17:05
裾野市民体育館前 9:46 11:56 14:41 17:06
裾 野 赤 十 字 病 院 9:47 11:57 14:42 17:07
鈴 木 図 書 館 入 口 9:48 11:58 14:43 17:08
裾 野 駅 9:55 12:05 14:50 17:15

循環バス すそのーる　時刻表
　裾野駅循環バス「すそのーる」は裾野駅を起点として、
３ルート運行しています。
　裾野駅周辺でのお買物、裾野駅へのアクセス、裾野赤十
字病院への通院などに「すそのーる」をご利用ください。

バスの運行についてのお問い合わせ／富士急シティバス本社営業所　 921-5367

「すそのーる」のほか、市内の主要路線バスの時刻表を市のホームページに掲載しています。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/ss/access/
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▶東回り
バ ス 停★１便★２便３便★４便５便
裾 野 駅 7:15 9:40 11:25 14:10 16:10
三 菱 前 7:19 9:44 11:29 14:14 16:14
麦 塚 口 7:20 9:45 11:30 14:15 16:15
南 小 学 校 前 7:23 9:48 11:33 14:18 16:18
水 窪 7:28 9:53 11:38 14:23 16:23
新 愛 鷹 橋 7:29 9:54 11:39 14:24 16:24
富 沢 7:32 9:57 11:42 14:27 16:27
桃 園 7:36 10:01 11:46 14:31 16:31
花 園 橋 7:37 10:02 11:47 14:32 16:32
裾 野 二 本 松 7:38 10:03 11:48 14:33 16:33
裾野西小学校入口 7:39 10:04 11:49 14:34 16:34
佐 野 7:40 10:05 11:50 14:35 16:35
裾野高校入口 7:43 10:08 11:53 14:38 16:38
裾野赤十字病院 7:45 10:10 11:55 14:40 16:40
鈴木図書館入口 7:45 10:10 11:55 14:40 16:40
裾 野 駅 7:50 10:15 12:00 14:45 16:45

★……土・日曜日、祝日は運休■富沢・桃園循環
▶西回り
バ ス 停 １便★２便３便★４便５便
裾 野 駅 9:00 10:40 13:05 14:55 16:55
鈴木図書館入口 9:02 10:42 13:07 14:57 16:57
裾野赤十字病院 9:03 10:43 13:08 14:58 16:58
裾野高校入口 9:04 10:44 13:09 14:59 16:59
佐 野 9:06 10:46 13:11 15:01 17:01
裾野西小学校入口 9:07 10:47 13:12 15:02 17:02
裾 野 二 本 松 9:08 10:48 13:13 15:03 17:03
花 園 橋 9:09 10:49 13:14 15:04 17:04
桃 園 9:10 10:50 13:15 15:05 17:05
富 沢 9:15 10:55 13:20 15:10 17:10
新 愛 鷹 橋 9:18 10:58 13:23 15:13 17:13
水 窪 9:23 11:03 13:28 15:18 17:18
南 小 学 校 前 9:27 11:07 13:32 15:22 17:22
麦 塚 口 9:28 11:08 13:33 15:23 17:23
三 菱 前 9:29 11:09 13:34 15:24 17:24
裾 野 駅 9:35 11:15 13:40 15:30 17:30

★……土・日曜日、祝日は運休■茶畑・平松循環
▶西回り
バ ス 停★１便 ２便 ３便 ４便 ★５便
裾 野 駅 8:50 10:35 13:30 15:00 16:55
三 菱 ア ル ミ 8:54 10:39 13:34 15:04 16:59
麦 塚 8:56 10:41 13:36 15:06 17:01
本 茶 8:57 10:42 13:37 15:07 17:02
道 上 8:58 10:43 13:38 15:08 17:03
向 田小学校前 9:00 10:45 13:40 15:10 17:05
鈴 原 9:01 10:46 13:41 15:11 17:06
県 営茶畑団地 9:02 10:47 13:42 15:12 17:07
青 葉 台 団 地 9:05 10:50 13:45 15:15 17:10
県 営茶畑団地 9:08 10:53 13:48 15:18 17:13
鈴 原 9:09 10:54 13:49 15:19 17:14
向 田小学校前 9:10 10:55 13:50 15:20 17:15
裾野東中学校入口 9:11 10:56 13:51 15:21 17:16
裾野市民体育館前 9:14 10:59 13:54 15:24 17:19
裾野赤十字病院 9:15 11:00 13:55 15:25 17:20
鈴木図書館入口 9:15 11:00 13:55 15:25 17:20
裾 野 駅 9:20 11:05 14:00 15:30 17:25

▶東回り
バ ス 停 １便 ★２便 ３便 ４便
裾 野 駅 9:40 11:40 14:25 16:05
鈴木図書館入口 9:43 11:43 14:28 16:08
裾野赤十字病院 9:44 11:44 14:29 16:09
裾野市民体育館前 9:45 11:45 14:30 16:10
裾野東中学校入口 9:47 11:47 14:32 16:12
向 田小学校前 9:48 11:48 14:33 16:13
鈴 原 9:49 11:49 14:34 16:14
県 営茶畑団地 9:50 11:50 14:35 16:15
青 葉 台 団 地 9:53 11:53 14:38 16:18
県 営茶畑団地 9:56 11:56 14:41 16:21
鈴 原 9:57 11:57 14:42 16:22
向 田小学校前 9:58 11:58 14:43 16:23
道 上 9:59 11:59 14:44 16:24
本 茶 10:00 12:00 14:45 16:25
麦 塚 10:01 12:01 14:46 16:26
三 菱 ア ル ミ 10:04 12:04 14:49 16:29
裾 野 駅 10:10 12:10 14:55 16:35

企画部
　
企画政策課

995-1804

運 　賃／１人１回の乗車につき、100 円～ 200 円です。
乗車区間により異なります。

※ 小学生、障害者手帳の交付を受けている方とその介
護人の方の運賃は、半額（10 円未満切り上げ）です。

※ 未就学児は無料です。
※ 70 歳以上の方、妊婦の方の運賃は、今年４月から

通常運賃となっています。
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平成22年 国勢調査を公表します
　平成22年10月１日を基準日として実施された平成22年国勢調査の集計結果を公表
します。

　裾野市、近隣市町とも老齢人口が平成 17 年より急速に増加しており、高齢化が見られます。

 （単位：人）

　地区別人口では富岡地区が最も多く 16,232 人、続いて東地区 15,194 人、西地区 15,177 人、深良地区 5,702 人、

須山地区 2,241 人でした。５地区とも平成 17 年より人口が増えています。

■年齢別人口（近隣市町比較）

■地区別人口の推移

35,258（64.6%）35,258（64.6%） 54,546
53,062（年齢不詳１人含む)

平成22年
36,395（68.6%）36,395（68.6%）平成17年

126,489（62.5%）126,489（62.5%） 49,821（24.6%）49,821（24.6%） 202,304
208,005

平成22年
136,574（65.6%）136,574（65.6%） 43,202（20.8%）43,202（20.8%）平成17年

平成22年 71,046（63.5%）71,046（63.5%）
74,879（66.7%）74,879（66.7%）

111,838
112,241平成17年

57,916（65.0%）57,916（65.0%）平成22年
57,482（66.9%）57,482（66.9%）

89,030
85,976平成17年

26,216（64.3%）26,216（64.3%）平成22年
26,203（67.7%）26,203（67.7%）

40,763
38,716平成17年

9,029（16.6%）9,029（16.6%）

8,213（15.5%）8,213（15.5%）
25,994（12.9%）25,994（12.9%）

28,224（13.6%）28,224（13.6%）
15,350（13.7%）15,350（13.7%）

15,875（14.2%）15,875（14.2%）

25,442（22.8%）25,442（22.8%）

21,419（19.1%）21,419（19.1%）
13,763（15.5%）13,763（15.5%）

13,640（15.9%）13,640（15.9%）

17,351（19.5%）17,351（19.5%）

14,818（17.2%）14,818（17.2%）
6,879（16.9%）6,879（16.9%）

6,239（16.1%）6,239（16.1%）

7,668（18.8%）7,668（18.8%）

6,274（16.2%）6,274（16.2%）

8,453（15.9%）8,453（15.9%）

10,259（18.8%）10,259（18.8%）
裾
野
市

沼
津
市

三
島
市

御
殿
場
市

長
泉
町

■幼年人口（０歳～14歳）
■生産年齢人口（15歳～64歳）
■老齢人口（65歳以上）

22,336

24,983

31,612

37,772
41,025

45,149
49,039 49,729

52,682 53,062 54,546

1,8391,839 1,7741,774 1,7191,719 1,7381,738 1,7241,724 1,7861,786 1,7811,781 1,8961,896 1,9811,981 2,1602,160 2,2412,241
3,5963,596 4,1154,115

5,0045,004 5,4865,486 5,6235,623 5,6275,627 5,5465,546 5,6985,698 5,7025,702

3,1623,162 3,2243,224

9,4159,415

11,29011,290

11,16711,167
11,48211,482

12,30212,302

13,82713,827

12,85612,856

15,00115,001

14,64014,64014,92014,920

15,06915,069
15,37015,370

16,25916,259
15,16015,160
15,69615,696

15,19415,194

16,23216,232

6,7426,742
5,5295,529

5,0645,064 5,2735,273

6,5416,541 7,9577,957
8,9258,925 9,4629,462

10,51310,513
11,19411,194 11,71411,714

12,49712,497
13,52613,526

14,34814,348
15,17715,177

8,1718,171

総数 東 西
深良 富岡 須山

昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年
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　15 歳以上に占める労働力人口の割合は、64.8％となっており、平成 17 年より減少し、完全失業率は４％と平成

17 年より増加しています。

15歳以上
人　口

労働力
人　口

非労働
力人口 不　詳就業者 完　全

失業者
主　に
仕　事

家事の
ほ　か
仕　事

通学の
かたわ
ら仕事

休業者

平成22年
総　数（人）※45,517 29,485 27,655 23,902 3,291 130 332 1,830 15,715 317 
構成比（％） 100.0 64.8 60.8 52.5 7.2 0.3 0.7 4.0 34.5 0.7

平成17年
総　数（人）※44,848 29,745 28,576 24,173 3,893 163 347 1,169 14,629 474 
構成比（％） 100.0 66.3 63.7 53.9 8.7 0.4 0.8 2.6 32.6 1.0

※労働力状態 ｢不詳｣ を含む

　裾野市は第一次産業（農業・林業・漁業）の就業人口・構成比が年々減少しています。

　「単身世帯」と「夫婦のみ」、「ひとり親と子ども」が増加しています。「夫婦と子ども」、「夫婦・子どもと親」は

減少しています。

国勢調査結果は総務省統計局のホームページでもご覧になれます。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm

■労働力の状況

■産業別就業人口の推移

■一般世帯の家族類型別の推移

25,91125,911
27,65527,65528,57628,57628,79928,799

27,16227,162

12,654
（48.8%）
12,654
（48.8%）

14,331
（52.8%）
14,331
（52.8%）

16,137
（56.0%）
16,137
（56.0%）

17,157
（60.0%）
17,157
（60.0%）

16,369
（59.2%）
16,369
（59.2%）

12,153
（46.9%）
12,153
（46.9%）

1,100
（4.3%）
1,100
（4.3%）
4（0%）4（0%）

11,914
（43.9%）
11,914
（43.9%）

11,743
（40.8%）
11,743
（40.8%）

10,473
（36.7%）
10,473
（36.7%）

10,456
（37.8%）
10,456
（37.8%）909

（3.3%）
909
（3.3%）
8（0%）8（0%）

861
（3.0%）
861
（3.0%）
58（0.2%）58（0.2%） 109（0.4%）109（0.4%） 288（1.1%）288（1.1%）

837
（2.9%）
837
（2.9%）

542
（1.9%）
542
（1.9%）

■ 第１次産業
（農業・林業・漁業）

■ 第２次産業
（鉱業・建設業・
　製造業）

■ 第３次産業
（金融業・保険業・
　不動産業・サー
　ビス業ほか）

■ 分類不能の産業

平成２年 平成７年 平成22年平成17年平成12年
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
（人）

376376 750750 1212

3,9113,911

3,5203,520 6,1016,101 1,2781,278 5,5115,5111,6781,678

3,1663,166 6,3426,342 1,0671,067 1,9191,919 4,8074,807

6,0166,016 1,3761,376 1,5201,520 6,6136,613
476476

473473 814814 9595

922922 164164
■ 夫婦のみ
■ 夫婦と子ども
■ ひとり親と子ども
■ 夫婦と親
■ 夫婦・子どもと親
■ その他
■ 非親族を含む世帯
■ 単身世帯

2,0000 22,000（世帯）20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,000

平成22年

平成12年

平成17年

企画部
　
企画政策課

995-1804 p.5
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お知らせ
Announcement

国保高齢受給者証交付会

　11月１日㈭から次の方が対象となり、

次のとおり受給者証を交付します。

 10月25日㈭　９時45分～11時30分

 福祉保健会館会議室

 昭和 17 年 10 月２日～昭和 17 年

11 月１日に生まれた方

通 知／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。

 国保年金課　995-1814

2012市民のふれあい
フェスタすその

　市内事業所の紹介、製品の展示、

販売および特別イベントが『広めよ

う“すそのブランド”市民とともに』

をサブテーマとして開催されます。

ご家族そろってお出かけください。

 10 月 27 日 ㈯　10 時 ～ 16 時、

28 日㈰　10 時～ 15 時

 市民文化センター

 商品・観光物産品の展示即売会、

企業紹介、すその水ギョーザ、す

そのブランド認定品などのＰＲ、

全国餃子サミット＆全国餃子祭り

プレイベントの実施など

 裾野市商工会　992-0057
　商工観光課　995-1857

インフルエンザ予防接種
（65歳以上）

 10月１日㈪～平成25年３月31日㈰

 実施医療機関

 市内に住民登録がある、以下の方

❶ 予防接種を受ける日において、満

65 歳以上の方

※ 生年月日が、昭和23年1月31日以

前の対象者には個別通知をします。

❷ 予防接種を受ける日において、満

60歳以上65歳未満であって、心臓、

腎臓、呼吸器、免疫機能に障がいを

有する方のうち、身体障害者手帳

１級または同程度の障がいがある方

❸ 昭和 23 年 2 月 1 日～昭和 23 年 3

月 31 日生まれの方で接種を希望

される方は、健康推進課にお問い

合わせください。接種券を発行し

ます。接種ができるのは 65 歳の

誕生日を過ぎてからです。

※ ❷❸の対象者の方は、電話にて健

康推進課にお問い合わせください。

必要事項を確認のうえ、接種券を

交付します。

 1,200 円（個人負担金）

※ 生活保護法による被保護世帯に属

する方は免除となります。接種前

に接種券と印鑑を持って健康推進

課か社会福祉課窓口で申請してく

ださい。

 接種券

 健康推進課　992-5711

10月10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。裾野市へ転入し

た方、お子さんが生まれた方は転入・

出生のお手続きと同時にすみやかに

児童手当の申請をしてください。

　また、申請にはこれまで必要とさ

れていた書類のほか、前年の所得・

扶養親族などの人数を証明する書類

が必要です。

支給額／３歳未満▶15,000円

　３歳～12歳（第１・２子）▶10,000円

　３歳～12歳（第３子以降）▶15,000円

　中学生▶10,000円

支 払方法／受給資格者の指定口座に

振り込みます。

※ ９月末日時点で６月の現況届が未

提出もしくは書類不備の場合（対

象者の方には通知済）には、受給

資格審査が行えないため、支払い

が保留されます。

 子育て支援室　995-1841

障害者虐待防止法の施行

　10月１日㈪より障害者虐待防止法

が施行されます。この法律は障がい

がある人が自立し社会参加していく

うえで、虐待が大きな妨げになって

いることから、それらの方の権利や

尊厳がおびやかされるのを防ぐため

のものです。

虐 待の種類／●家庭（生活の世話な

どをしている家族などの擁護者によ

るもの）●施設（障がい者福祉施設

で働いている職員によるもの）●

会社（雇用事業主などによるもの）

虐 待の例／●身体的虐待●性的虐待

●心理的虐待●放棄・放任●経済

的虐待

 障がい福祉課　995-1820

交通事故相談所
相談日を変更します

　防災交通課で実施している交通事

故相談の相談日が変更され、以下の

とおりになりました。

 毎週㈫　９時～ 16 時　※㈫が祝

日や閉庁日の場合は実施しません。

 防災交通課　995-1817

区名の変更

変更日／10月１日㈪
変更前 変更後
関自工区 御宿台区

９月15日号の訂正▶ P10 お知らせ記事「介護教室講演会」の問い合わせ先が掲載されていませんでした。問い

合わせ先は、介護保険課　☎995-1821です。
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お知らせ
Announcement

北児童館・御宿台保育園
子育て支援センター交流

「秋まつり」

 10月14日㈰　９時40分～12時40分

 北児童館および御宿台保育園子育

て支援センター

 ものづくりコーナー、書道、絵画、

生花などの展示コーナー、お茶席、

イベントコーナー（バンド演奏、エ

イサー踊り）、体験コーナー（消防

車の試乗、煙体験など）、模擬店

 北児童館　997-8400

第13回児童生徒アイデア展
（発明くふう部門）

　市内小・中学校の児童生徒による、

想像力豊かなアイデア作品を展示し

ています。ぜひご覧ください。

 10 月４日㈭～ 11 日㈭　８時 30

分～ 21 時（最終日は 16 時まで）

 生涯学習センター１階

 生涯学習課　992-3800

指定管理者の名称変更

　市民体育館などの指定管理者であ

る「ＮＰＯ法人裾野市体育協会」は、

「ＮＰＯ法人裾野市スポーツ協会」

に名称を変更しました。

 生涯学習課　992-3800

秋の農作業安全運動実施中
「安全は、正しい操作と

 
 

ゆとりから」

　９月 1 日㈯～ 10 月 31 日㈬の間、

秋の農作業安全運動が実施されてい

ます。平成 22 年度には、農業機械

による事故や畑での転倒・転落事故

により、県内でも４人の方が亡く

なっています。

　秋は農作物の収穫期を迎え、農業

機械を利用する作業が多くなります。

農作業中の事故の多くが単純なミス

によるものであり、十分注意すれば

防ぐことができます。ゆとりを持っ

て作業を行い、農作業事故ゼロを目

指しましょう。

 農林振興課　995-1823

募 集
Recruitment
禁煙教室

　禁煙したいがなかなかやめられない

という方に対して、３カ月間保健師

がサポートし禁煙成功を目指します。

 初回▶ 10 月 31 日㈬　

　修了式▶平成 25 年１月 31 日㈭

　 いずれも 14 時～ 15 時 30 分（受

付　13 時 30 分～ 13 時 50 分）

 福祉保健会館 3 階　会議室

 喫煙習慣がある方で禁煙を希望さ

れる方

 10 人（先着順）

 10 月 26 日㈮

 健康推進課　992-5711

東西公民館
　
囲碁教室

　夏休みの囲碁講座を体験した方か

ら、これから始める方まで囲碁の面

白さを体験してみませんか。

 11月４日㈰　９時30分～

　11月11、13、18、20、27日

　 12月２、４、９、11、16、18、23、25日

　 火曜日（16 時～ 17 時）、日曜日（９

時～ 11 時）

 東西公民館

※  11 月 4 日は、市民文化センター

で行われる市民芸術祭会場で行い

ます。囲碁愛好会のご協力を得て

市民囲碁大会の会場が教室となり

ます。

 市内在住の小・中学生、婦人

 東西公民館にある申込用紙に記入

し、お申し込みください。

 東西公民館　992-6677

平成24年公民館講座
陶芸（第２回）

 11 月 20 日㈫・21 日㈬　９時 30

分～ 11 時 30 分

 東西公民館（実習室）

 市内に在住または通勤している方

 24 人（先着順）

 材料費 3,000 円

 東西公民館にある申込用紙に記入

し、お申込みください。

 10 月 10 日㈬～ 11 月 11 日 ㈰

 エプロン・新聞・ハンドタオル

 東西公民館　992-6677

駿東地域職業訓練センター
11月講座

 ●特別教育コース▶アーク溶接特

別教育●受験対策コース▶建築大

工技能検定１・２級受験対策講座

（実技試験）●パソコンコース▶

パソコン入門、ワード基礎、エク

セル基礎、エクセル活用、年賀状

作成、夜間パワーポイント基礎、

夜間パソコン入門●カルチャー
コース▶フラワーアレンジメント、

手作り木綿ぞうり教室、絵画教室

 駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX
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１千万円の懸賞に当選したというメールが携帯電話
に届いた。応募した覚えは無かったが、懸賞金受け取
りのために連絡先、銀行口座、手数料３千円を引き落
とすためのクレジットカード情報を返信した。懸賞金
は届かず、クレジットの引き落としが止まらない。

応募していないのに当選することはあり得ません。

当選したかのように錯覚させ、申し込みさせることが

目的です。メール以外にもインターネットで宝くじサ

イトに誘導されたり、ダイレクトメール（封書）が届

いたりすることがあります。相手はどのような事業者

か分からないので、個人情報を教えるのは危険です。

海外宝くじを購入することで刑法 187 条に触れる恐

れもあります。返信するのは絶対にやめましょう。

消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

相談
Counseling

ご存じですか？
　
労働委員会

～雇用のトラブル
　
まず相談～

　県労働委員会が、解雇や賃金の未

払いなどの労使トラブルの円満な解

決のお手伝いをします。公益代表、

労働者代表、使用者代表のあっせん

員が、労使がお互いに合意できる点

を探りながら、話し合いによる解決

を目指します。あっせんは秘密厳守

で、無料です。まずはお気軽にご相

談ください。

 県労働委員会事務局調整審査課
　054-221-2287

結婚相談

　結婚を望む方へのアドバイスや相

談所登録の紹介をします。

 10 月 21 日㈰　９時～ 12 時（受

付は 11 時 30 分まで）

 福祉保健会館 3 階会議室および相

談室

 結婚を望む方

 不要（相談所登録者の紹介を希望

する場合は、自身の登録が必要で

す。登録方法はお問合せください）

 しあわせアドバイザーすその（市
社会福祉協議会）992-5750

行政書士相談

　行政書士制度広報月間にちなみ、

無料相談所を開設します。

 10 月 22 日㈪　10 時～ 12 時

 市役所４階 403 会議室

 静岡県行政書士会裾野支部
　994-0677

薬の包装シートの誤飲事故
　
１錠ずつ切り離した薬を包装

シートごと飲み込んでしまう事故
が後を絶ちません。
　包装シートごと飲み込んでしま
うと自力で取り出すことは難しく、
Ｘ線写真にも写りにくいため、内
視鏡などで取り出すことになり、
身体への負担も大きくなります。あわてていたり、つ
いうっかりして誤飲する例が多くなっています。
〈事故を防ぐために〉
❶ 一錠ずつ切り離さないようにしましょう。
❷ 高齢者の事故が目立ちます。家族など周りにいる人

も気を配りましょう。
❸ 飲み込んだかもしれないと思った

らただちに診察を受けましょう。
❹ 薬を一回分ずつ袋にまとめて入れ

る「一包化」を活用しましょう。
（国民生活センター発行　くらしの危険　299 号より）
● 詳細は、独立行政法人国民生活センターホームペー

ジに掲載しています。
  http://www.kokusen.go.jp/
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10月の健康コーナー 健康福祉部
　
健康推進課

992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 1・15・22・11月5日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

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 31日㈭
13時～13時30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
相談を希望される方

成人食事健康相談 １日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 26日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

９日㈫９時～９時15分
平成24年５月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

23日㈫９時～９時15分
平成24年３月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

16日㈫13時15分～13時45分
平成23年４月生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈬９時～９時15分
平成22年10月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

11日㈭午後
平成22年４月生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭13時～13時30分
平成21年10月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
10月２日㈫ 17時～ 19時 45分
10月９日㈫ ９時～ 11時 30分
10月16日㈫ 13時～ 15時 30分
10月24日㈬ ９時～ 11時 30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
10月９日㈫ ９時～ 11時 30分
10月24日㈬ ９時～ 11時 30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

内科 内科 外科 内科 整形 外科

7 8 9 10 11 12 13

内科 内科 内科 整形 内科 内科 内科

14 15 16 17 18 19 20

外科 外科 内科 内科 外科 整形 整形

21 22 23 24 25 26 27

内科 内科 外科 整形 外科 内科 内科

28 29 30 31

整形 内科 内科 内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

有

料

広

告
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10月後期の救急協力医
平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

16 火 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原 萩野クリニック 966-7111 �根古屋 りゅうじん医院 9８８-3133 下土狩

17 水 新井内科クリニック 992-0８11 久根 頴川医院 921-514８ �高島本町 まるやま小児科医院 9８1-８577 堂庭

1８ 木 森本神経内科クリニック 976-5221 竹原 池田病院 9８6-1212 本宿 大橋内科・
小児科医院 992-2８00 佐野

19 金 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 よざ小児科医院 967-5722 原

20 土 池田病院 9８6-1212 本宿 池田病院 9８6-1212 本宿 原小児科医院 962-0636 八幡町

21 日

芙蓉クリニック 922-3177 �本田町 遠藤クリニック 975-８８01 久米田

柿田川医院 973-3601 柿田 りゅうじん医院 9８８-3133 下土狩

大橋内科・
小児科医院 992-2８00 佐野 駿東整形外科医院 922-８８55 �高沢町

22 月 おおい神経内科 922-８８８6 �北高島町 田中クリニック 992-1８８1 伊豆島田 さくま小児科クリニック 992-6303 茶畑

23 火 あめみや内科 935-1159 �吉田町 山本整形外科・
循環器科 9８9-８111 南一色 古屋小児科医院 963-0407 西条町

24 水 小林内科医院 921-2165 �米山町 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

25 木 高桑医院岩波診療所 997-04８6 岩波 池田病院 9８6-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

26 金 村岡内科クリニック 954-2000 �大岡 西方外科医院 921-1333 共栄町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時
日 曜 内科 外科 小児科

忘年会ご予約承り中
10月６日㈯
19:00～22:00

ふれあいダンスの日
11月25日㈰
13:00～16:30
一の瀬紅葉
ダンスパーティ

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分～翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時～22時
土曜日：14時～21時
日祝日： ９時～21時

日 曜 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

21 日 長谷川耳鼻咽喉科
0545-30-８733 浅間本町

矢田眼科
クリニック
962-2006

三枚橋町
ごとうレディース
クリニック
992-7111

伊豆島田 大城歯科医院973-2900 新宿

2８ 日
内藤耳鼻咽喉科
クリニック
9８7-1717

桜堤 三島社会保険病院
975-3031

�谷田�
藤久保

かまたクリニック
9８８-24８８ �文教町 太田歯科医院

972-131８ 長沢

27 土 きせがわ病院 952-８600 �大岡 聖隷沼津病院 952-1000 �松下 西村医院 971-6510 下土狩

2８ 日

望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇 守重医院 931-2511 �我入道

江川町

杉山病院 963-4114 �錦町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

杉山医院 992-002８ 平松 東医院 921-5520 高沢町

29 月 本村クリニック 969-0001 �大塚 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

30 火 こんどうクリニック 925-2420 �岡宮 こんどう
クリニック 925-2420 �岡宮 田中医院 921-2053 高島町

31 水 大沢医院 931-1019 �御幸町 遠藤クリニック 975-８８01 久米田 りゅうじん医院 9８８-3133 下土狩
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富士山資料館
市
　 
内
　 
の

プレイガイド
市内文化センター

　 
（電話予約可）

　　　ヘルシーパーク裾野（一部の公演を除く）

993-9300

No.
1227

2012 年
（
平
成
24 年

）

10
月1

日
号

恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります市民憲章 :

　裾野ラフタークラブは、笑いヨガで子どもの頃
のように遊んで、笑って、元気になろうというク
ラブです。
　笑いヨガとは、赤ちゃんから高齢の方まで参加
できる、とても楽しい健康法です。先生の声にあ
わせて皆で笑ったり、体を動かしたりしていると、
最初は作り笑いだった人も本当に笑えるようにな
ります。笑うとポジティブになれるだけでなく、

ふじのくに交響楽団
オーケストラがやって来る in 裾野

三枝成彰プロデュース「名曲への扉」
と 　き／10月14日㈰　開演▶14時
と ころ／大ホール
入 場料／全席自由席
　一般▶2,500円、学生（24歳以下）▶1,000円
チケット好評発売中！

金子三勇士ピアノ・リサイタル
２つの祖国ハンガリーと日本を結ぶ新進ピアニスト！

と 　き／12月２日㈰　開演▶14時
と ころ／多目的ホール
入 場料／ 全席自由席　一般▶2,500

円、高校生以下▶1,500円
　※未就学児入場不可
チケット好評発売中！

「ありがとうターブゥ」
渡辺満里奈の絵本読み聞かせと

０才からのクラシックコンサート
と 　き／12月15日㈯　開演▶15時
と ころ／大ホール
入 場料／全席指定席　大人

▶2,500円、子ども（３歳
～小学生）▶500円

※２歳以下１人膝上無料
発 売日／10月20日㈯　窓口

▶９時～　電話▶13時～

自然体験講座「十里木高原を歩こう」
～「秋を見つけに行こう」植物・野草の観察会～

と　き／ 10 月 20 日㈯　 ８時～　※雨天中止
集合場所／十里木高原駐車場
※ 駐車場が限られているため、早めの集合をお願

いします。
探 索コース／十里木高原➡展望台➡電波塔➡平坦

場（往復）
参 加費／ 100 円（保険代）
申 込期間／ 10 月２日㈫～ 10 月 17 日㈬
定　 員／ 20 人
持 ち物／弁当、水筒、履きなれた運動靴、雨具、

ビニール風呂敷
申 込み・問合せ／ 富士山資料館　☎ 998-1325

免疫力の向上、ストレスの解消、若返りなどの嬉
しい効果があります。
　裾野ラフタークラブは、市から県東部に笑いを
広げるために活動しています。最近あまり笑って
いない方、笑いの力を実感してみたい方、一緒に
笑ってみませんか？

【ＤＡＴＡ】
　対　象／どなたでも
　活動日／第２・第４㈰　10時～11時
　活動場所／市民文化センター２階　和室
　活動費／300円　※体験１回500円
　問合せ／服部貴

たか

江
え

　☎090-6092-8524

10月の休館日／
　１日㈪・15日㈪・22日㈪・29日㈪

金子三勇士

裾野ラフタークラブ
さあ、一緒に笑いましょう！

十里木高原　　

展望台から見た富士山
広報すその　平成24年10月１日号



No.
1228

2012年（平成24年）

10月15日号 02  市議会９月定例会
04  平成 23年度　決算報告
08  財政健全化判断比率・
� 資金不足比率を公開します

09  平成23年度
� 水道事業会計決算の概要

10  第 30回　ふれあい健康まつり
� 消防広場

14  結核検診で早期発見！

提供
自衛隊体育学校渉外広報室

提供：自衛隊体育学校渉外広報室

パブリックビューイング

８月30日　西小学校で水泳教室
９月27日
高桑 健 選手　市長表敬訪問

ロンドン五輪ロンドン五輪

競泳男子 200m
個人メドレー
競泳男子200m
個人メドレー

６位入賞!



市議会９月定例会

平成 23 年度決算の概要

　一般会計決算などについては４～８

ページを、水道事業会計決算について

は９ページをご覧ください。

健全化判断比率および 
資金不足比率の報告

　平成 23 年度決算に基づく４つの健

全化判断比率につきましては、実質赤

字比率、連結実質赤字比率は、赤字で

ないため数値が算出されません。実質

公債費比率は 9.8％と、早期健全化基

準の 25％を大きく下回りました。

　市の比率はいずれも国が定めた基準を大きく下回り、

財政の健全化は確保されています。

市教育委員会委員の任命

　任期満了に伴い、桃井昭一委員を引き続き任命する

こと、新たに眞田平芳委員、庄司伸子委員を任命する

ことについて同意されました。

市固定資産評価審査委員会委員

　任期満了に伴い、中野新一委員を引き続き選任する

ことについて同意されました。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する 
条例の一部を改正

　地方自治法等の一部が改正されたことに伴い、行政

財産の減額貸付などに対応するため、条例の一部を改

正しました。

裾野市工場立地法に基づく準則条例の制定

　工場立地法の一部が改正されたことに伴い、緑地面

積率等の基準を定めることが可能になったことから、

当市における企業の立地維持および誘致を図るため、

本条例を制定しました。

　市議会９月定例会が８月28日から９
月26日まで行われ、認定案件９件、報
告案件５件、条例案件６件、補正予算５
件、その他６件が審議され、可決・認定
されました。議案の一部を紹介します。

p. 2p.2
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一般会計補正予算（第２回）

　既定の予算総額に１億 4600 万円を追加し、歳入歳

出予算総額を 188 億 2700 万円としました。

　歳出の補正の主な内容は、児童扶養手当支給費の増、

ポリオワクチン接種方法の変更に伴う予防事業費の増、

餃子まつりプレイベントに対する補助金の新たな計上、

申請件数の増加に伴う木造住宅耐震補強助成事業補助

金の増、裾野市と御殿場市を結ぶ広域道路の整備に向

けた基礎調査経費の新たな計上、道路案内看板設置や

市道の新設改良促進のための道路関係経費の増、橋梁

長寿命化対策に基づく改修に伴う設計委託料の増、消

防庁舎および分団詰所の設備の改修に伴う維持・改修

工事費の増などです。

　歳入の補正の主な内容は、児童扶養手当支給費の増

額に伴う国庫負担金の増、木造住宅耐震補強助成事業

補助金の増額に伴う県補助金の増、旧小鍋沢配水場用

地などの市有地売り払い収入の増、市道の新設改良の

ための道路関係経費増額に伴う市債の増などです。

国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

　規定の予算総額から 186 万 1000 円を減額し、歳入

歳出予算総額を 49 億 9813 万 9000 円としました。

　歳出の主な内容は、人件費の組み替えによる減額と

退職被保険者等交付金などの返還による償還金の増額

に伴うものです。

　歳入は、職員給与費等繰入金の減額とその他繰越金

の増額です。

補正予算

介護保険特別会計補正予算（第１回）

　規定の予算総額に 3103 万 6000 円を追加し、歳入

歳出予算総額を 24 億 5003 万 6000 円としました。

　内容は、人件費の組み替えによる減額と、前年度精

算による一般会計操出金、償還金および高額医療合算

介護サービス費の増額です。

　歳入は、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金に

おいて、現年度分増と過年度分精算による増額などで

す。

下水道事業特別会計補正予算（第１回）

　規定の予算総額から 3020 万円を減額し、歳入歳出

予算総額 11 億 80 万円としました。

　歳出は、人件費の組み替えによる減額と補助事業費

の減およびそれに伴う単独事業費の減額と、消費税額

確定による公課費の増額です。

　歳入は、公共下水道事業補助金の減による国庫補助

金、市債の減額などです。

水道事業会計補正予算（第１回）

　予算第３条に定める収益的支出の規定の予算額に

1218 万 6000 円を増額し、７億 8218 万 6000 円に、

予算第４条に定める資本的支出の規定の予算額から

1376 万 8000 円を減額し、４億 1423 万 2000 円とし

ました。

市選挙管理委員会委員

　任期満了に伴い、櫻井寛委員、谷井紀子委員、松井

康男委員が引き続き選ばれ、新たに渡邊一郎委員が選

ばれました。

監査委員の選任

　前任者辞職に伴う選任にあたり、杉本和男議員を選

任することについて同意されました。

裾野市火災予防条例の一部を改正

　対象火気設備などの位置、構造及び管理並びに対象

火気器具などの取り扱いに関する条例の制定に関する

基準を定める省令の一部改正に伴い、条例の一部を改

正しました。

裾野市議会基本条例の制定

　議会および議員の活動原則などを定める条例を制定

しました。
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平成23年度　決算報告

自
主
財
源

依
存
財
源

■自主財源（67．5％）

■依存財源（32.5％）

一般会計　歳入総額　　　204億8,117万円

　平成23年度の市の歳入・歳出を紹介します。

また、同年度に行われた事業のうち主なものを紹

介します。決 算
報告

平成23年度

歳入総額� 204億 8,117万円

歳出総額� 193億 8,583万円

一般会計

市税（49.3％）� ���������� 100億 8,916万円
市民の皆さんや会社などの法人に納めていただいた税金

繰入金（7.3％）� ����������� 14億9,032万円
基金の繰入金など

国庫支出金（11.8％）� �������� 24億2,492万円
事業を行うために国から交付される補助金など

繰越金（2.9％）� ������������ ５億8,565万円
前年度の剰余金

市債（9.6％）� ������������ 19億7,000万円
事業を行うために借り入れたお金

諸収入（5.7％）� ����������� 11億5,887万円
延滞金、預金利子、雑入、貸付収入など

県支出金（3.9％）� ����������� ８億 　727万円
事業を行うために県から交付される補助金など

そのほか（2.3％）� ����������� ４億9,279万円
分担金と負担金、使用料と手数料、財産収入、寄附金など

そのほか（7.2％）� ���������� 14億6,219万円
地方交付税、地方消費税交付金、地方譲与税、利子割交付金など
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企画部　財政課
995-1801

一般会計　歳出総額　　　193億8,583万円

　歳入決算額は、市税が前年度とほぼ同額の

100 億 8916 万円でしたが、29 年ぶりに普通交

付税が交付されたことにより地方交付税が１億

377 万円の増、国庫支出金が社会資本整備総合

交付金事業費の減額などにより、５億 9400 万

円の減、繰入金が財政調整基金の取り崩しの減

額などにより、２億 8465 万円の減、繰越金が

繰り越し事業の減少などにより７億 9363 万円

の減となり、全体として前年度比 7.1%、15 億

7598 万円の減となりました。　

　歳出決算額は、民生費が福祉センター石脇建

設事業などにより２億 7641 万円の増、総務費

がデジタル防災無線（移動系）整備事業費など

により２億 8288 万円の減、商工費が企業立地

促進事業費補助金などにより２億 6164 万円の

減、土木費が裾野駅周辺整備費などにより、10

億 8738 万円の減となったことなどから、前年

度比 7.8％、16 億 3567 万円の減となりました。

歳入・歳出の特徴

民生費（24.4％）� ���������� 47億3,768万円
保育園や児童館、子どもの医療費の助成に掛かったお金

土木費（15.9％）� ���������� 30億9,083万円
道路、河川、公園などに掛かったお金

総務費（14.5％）� ���������� 28億1,035万円
市庁舎の維持など、市役所の運営に掛かったお金

教育費（12.2％）� ���������� 23億6,395万円
幼稚園や小・中学校、社会教育やスポーツなどに掛かったお金

衛生費（11.2％）� ���������� 21億6,382万円
市民の病気予防や美化センターの管理などに掛かったお金

公債費（9.4％）� ����������� 18億1,620万円
事業を行うために借り入れたお金の返済金

そのほか（12.4％）� ��������� 24億 　300万円
消防費、農林水産業費、労働費、商工費、議会費など
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平成23年度　決算報告

　第４次裾野市総合計画を策定し、目標とするまちの
将来像「みんなの元気と調和でつくる暮らし満足都市」
の実現を目指し、６つの柱に沿った事業を行いました。

●�だれもが将来にわたって
� すこやかに暮せる健康と福祉の「すその」
●�成長するよろこびと地域のつながりで
� こころの豊かさを育む「すその」
●�市民と行政が手を携えてつくる
� 安心と活力のある「すその」
●豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」
●�今ある魅力と資源を再発見し、
� 未来へつなげる「すその」
●健全な行政をみんなが実感できる市民と
� 未来に開かれた「すその」

主 要 事 業
平成23年度

事務事業名 事業概要

ヘ ル シ ー パ ー ク 裾 野 管 理 事 業 ヘルシーパーク管理全般

子 宮 頸
けい

が ん ワ ク チ ン 接 種 事 業 子宮頸がんワクチン接種

日 本 脳 炎 新 ワ ク チ ン 接 種 事 業 日本脳炎新ワクチン接種

無 縁 仏 納 骨 堂 新 設 事 業 定輪寺と使用貸借している無縁仏を市営墓地に新設

高 齢 者 医 療 費 助 成 事 業 高齢者の医療費自己負担の一部助成（80歳以上または65歳以上
の重度障がい者について助成上限額の引き上げ）

福 祉 セ ン タ ー 石 脇 建 設 事 業 障がい者福祉施設の建設

庁 舎 別 棟 建 設 事 業 耐震工事と並行し、障がい者の就業を支援する施設を建設

富 岡 保 育 園 増 改 築 事 業 富岡保育園のリニューアルおよび耐震化工事

子 ど も 手 当 事 業 生活の安定、次代を担う児童の健全育成、資質の向上を目的として
支援する

乳 幼 児 医 療 費 助 成 事 業 保護者の負担軽減を図り乳幼児の健やかな成長に寄与するため医療
費を助成する

こ ど も 医 療 費 助 成 事 業 保護者の負担軽減を図り小中学生の健やかな成長に寄与するため医
療費を助成する

非 常 勤 講 師 派 遣 事 業 学校教育支援講師の賃金、ふれあい教室職員賃金、外国人児童生徒
相談員の賃金

深良小学校屋内運動場耐震補強事業 屋内運動場耐震補強工事

東中学校屋内運動場耐震補強事業 屋内運動場耐震補強工事

住宅用太陽光発電等システム設置推進事業 住宅用太陽光発電等システム設置推進事業

自 主 防 災 資 機 材 整 備 事 業 自主防災資機材整備事業

警 察 署 新 設 促 進 事 業 警察署新設促進事業

消 防 車 両 整 備 事 業 消防車、救急車の増強、更新整備

裾 野 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 裾野駅西土地区画整理事業の推進と市の中心市街地にふさわしい地
区に整備

平 松 深 良 線 道 路 改 良 事 業 都市計画道路平松深良線の整備
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事務事業名 事業概要

道 路 新 設 改 良 事 業 市内道路の整備

す そ の ー る 運 行 委 託 事 業 中心市街地の活性化と住民の利便性向上のため裾野駅を起点とした
循環バス3路線を運行

勤 労 者 住 宅 建 設 資 金 貸 付 事 業 勤労者の生活水準の向上と持ち家の促進を図る

企業立地促進事業費補助金交付事業 市内に工場などを立地した場合企業に対し補助金を交付し企業誘致
の促進を図る

秘 書 事 務 事 業 市制施行40周年記念式典開催

庁 舎 耐 震 化 事 業 市庁舎の耐震補強工事

固 定 資 産 税 等 賦 課 事 務 事 業 固定資産税資料電子ファイリングシステム作成業務委託

議 会 事 務 局 運 営 事 業 議会の意思決定や、委員会の議論を積極的に情報提供できる環境整
備を検討、実施（CATVやインターネットによる放映など）

都市計画税の使途状況

特別会計
■国民健康保険特別会計
歳入総額 50億4,275万円

歳出総額 48億3,792万円

繰り越すべき財源

実質収支額 ２億0,483万円

■後期高齢者医療事業特別会計
歳入総額 ３億6,538万円

歳出総額 ３億4,938万円

繰り越すべき財源

実質収支額 1,600万円

■十里木高原簡易水道特別会計
歳入総額 5,628万円

歳出総額 5,628万円

繰り越すべき財源

実質収支額 0

■土地取得特別会計
歳入総額 43万円

歳出総額 43万円

繰り越すべき財源

実質収支額 0

■下水道事業特別会計
歳入総額 ９億2,211万円

歳出総額 ９億2,153万円

繰り越すべき財源 58万円

実質収支額 0

■介護保険特別会計
歳入総額 23億7,603万円

歳出総額 23億4,510万円

繰り越すべき財源 252万円

実質収支額 2,841万円

■都市計画事業（現年度分）

事　業　別 事　業　費 構成比 財　源　内　訳
特定財源（※） 一般財源

土 地 区 画 整 理 費 ４億7,830万円 27.7% ２億6,680万円 ２億1,150万円
平 松 深 良 線 街 路 費 ３億5,563万円 20.6% ３億1,503万円 4,060万円
都市計画事業公債費 １億4,927万円 8.7% ０ １億4,927万円
下水道事業特別会計 ７億4,085万円 43% ２億7,525万円 ４億6,560万円

合　　　計 17億2,405万円 100% ８億5,708万円 ８億6,697万円
※特定財源��国・県支出金、地方債、負担金、そのほか

　都市計画税の決算額は４億 273 万円でした。都市計画税は、総合的なまち
づくりを行うため、街路整備など都市計画事業に必要な費用の一部として活用
されています。

※水道事業会計は９ページに掲載

しています。

■墓地事業特別会計
歳入総額 １億5,263万円

歳出総額 １億5,163万円

繰り越すべき財源

実質収支額 100万円
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財政健全化判断比率
� 資金不足比率を公開します

企画部　財政課
995-1801

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき健全化判断
比率と資金不足比率を公表します。
　平成 23 年度決算に基づく当市の指標はいずれも基準内でした。

健全化判断比率とは？

　分母に市の標準財政規模（※）の数値を用いて赤字や

借金の比率を計算したものです。下記の４つの指標か

ら財政の健全度が判断され、一定の基準を超えた団体

は新規の借金が制限されるなどの制約があります。当

市の指標はいずれも基準内でした。

平成 23 年度財政健全化判断比率

指標名 数　値
早期健全化
基準

（黄信号）

財政再生
基準

（赤信号）

１.実質赤字比率 －（黒字）13.22％ 20％

２.連結実質赤字比率－（黒字）18.22％ 35％

３.実質公債費比率 9.8％ 　25％ 35％

４.将来負担比率 12.8% 　350％

※�市税などに基づいて計算された数値で、家庭に置き
換えて表現すると給料に例えられます。平成 23 年
度の当市の標準財政規模は、約 107 億円です。

１. 実質赤字比率 
　一般会計の収支が赤字となった場合の指標です。

家庭に例えると、「年間収支の赤字」が「１年間の

給料」に対してどのぐらいの割合であるかを示すも

のです。赤字は発生していないので数値はありませ

ん。

計算式：一般会計赤字額÷市の標準財政規模

２. 連結実質赤字比率
　一般会計および国民健康保険などの特別会計すべ

ての実質収支の合計が赤字である場合の指標です。

赤字は発生していないので数値はありません。 

計算式：全会計の赤字総額÷市の標準財政規模

３. 実質公債費比率
　「１年間のうちに借金返済に支出された額」の「標

財政の健全度を判断する４つの指標

資金不足比率とは？

　公営企業ごとの赤字が、事業の規模に対してどの程

度あるかを示すものです。赤字は発生していないので

数値はありません。

計算式：資金の不足額÷事業の規模

平成 23 年度資金不足比率

指標名 水道事業
会計

下水道
特別会計

十里木高原
簡易水道
特別会計

経営
健全化
基準

資金不足
比率 －（黒字）－（黒字） －（黒字） 20％

準財政規模」に対する割合を表した指標です。家庭

に例えると、「１年間の給料」に対する「1 年間の

借金返済額」の割合を表したものです。

計算式：１年間の借金返済額÷市の標準財政規模

４. 将来負担比率
　「特別会計、第３セクターまで含めた市の負債総

額から積立金などを引いたもの」の「標準財政規模」

に対する比率を表したものです。家庭に例えると、

「１年間の給料」に対して「何年分の借金」がある

かを表す指標です。この指標が、350%（標準財政規

模の 3.5 年分）を超えると早期健全化団体となりま

す。

計算式：（負債残高総額－積立金等総額）÷市の標準
　　　　財政規模
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平成23年度
水道事業会計決算の概要

　市水道事業は、市民の皆さんに常に安全で安定した水道水
を供給することを目的として運営しており、その経費のほと
んどを皆さんからいただいた水道料金で賄っています。
　今回は平成 23 年度水道事業会計の決算状況についてお知
らせします。

　水道事業の会計は、収益的収支

と資本的収支からなっています。

収益的収支とは、水道水をつくり、

それを家庭まで送り届ける費用と

その財源で、収入は皆さんからい

ただいた水道料金です。

　資本的収支とは、水道施設を新

たに建設し、整備改良するために

必要な費用とその財源で、収入は

工事負担金などです。

　今後も、「裾野市水道事業基本

計画」（地域水道ビジョン）の実

現に向けて、なお一層の経営努力

を行い、安全で安心できる水道水

を供給する事業を進めていきます。

●�水道メーターボックスの上に荷物などを置いたり、

車を停めないようにお願いします。

● �11月検針分のご使用水量については、交換前のメー

ターの使用水量と新メーターでの使用水量となりま

すので、ご注意ください。なお、新たに取り付ける

メーターは、メーカー出荷時に各種テストを実施し

ており、若干数値がゼロより上回っていますが、そ

の分の料金は発生しませんのでご了承ください。

　各家庭に取り付けられた水道メーターは、計量法に基づき８年に一度無料で
取り換えさせていただきます。該当する家庭には事前に通知でご連絡の上、市
の委託水道業者が取り換えに伺います。取り換え作業中は、断水などのご迷惑
をお掛けしますがご理解ご協力をお願いします。

●�取り換え期間は 10 月 16 日㈫〜 30 日㈫の間を予定

しています。

●取り換え手数料を請求することはありません。

●�メーターが家の外にある場合は、お留守でも取り換

えさせていただきます。

●立ち会いの必要はありません。

●�メーター取り付け時の期限によりますので、周りの

お宅とは取り換え時期が異なることがあります。

水道メーターの取り換えについて

水道料金お客さまセンター
995-1831

水道部　上水道課
995-1833・34

水道料金・引越し・検針・水道メーターの取り換えについて

水道 工事・漏水・給水装置について

※決算額に消費税は含まれていません。

水
道
水
を
供
給
す
る
費
用

�

（
収
益
的
収
支
決
算
）

水
道
の
施
設
を
造
る
費
用

�

（
資
本
的
収
支
決
算
）

そのほか
1,450万8,000円

職員給与費、修繕費、　
電力費など施設を維持し
水を送るための営業費用
2億4,587万9,000円

施設などの減価償却費
3億7,126万4,000円

借入金の利息の支払い
6,006万8,000円

純利益5,201万9,000円

支出合計
6億9,171万9,000円

水道料金
7億1,146万5,000円

そのほか
3,227万3,000円

収入合計
7億4,373万8,000円

借入金元金の返済
1億942万6,000円

水道施設や配水管
布設（替）工事などに
かかる費用
2億7,116万2,000円

支出合計
3億8,058万8,000円

収入合計
4,417万4,000円

そのほか　300万円

工事による負担金など
4,117万4,000円

不足金額
（積立金などで補てん）
3億3,641万4,000円

平成 23 年度 決算

p.9
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第30回　ふれあい 健康まつり

国
道
２
４
６
号

会場

JR
裾
野
駅

無料送迎
バス乗り場

市民文化センター

裾野市役所

健康コーナー
ふれあい広場

ふれあい消防広場
消防庁舎

市役所発
９：00 ９：30 10：00
10：30 11：30

会場発
12：30 13：00 13：30
14：00 14：30 15：00

無料送迎バス時刻表

11月11日㈰
９時45分～14時30分

（ふれあい消防広場は10時～14時）

福祉保健会館・消防庁舎

と　き

ところ

アクセスマップ

　ご来場の際には、市民文化セン
ター駐車場をご利用いただくか、路
線バス、または市役所からの無料送
迎バスをご利用ください。

【10:00～ 14:00】
☆健康チェック（３分間の体力測定・活力年齢測定）
☆医師による健康相談
☆�歯科医師による歯科相談・ブラッシング指導
☆ウォーキング指導
☆各団体の展示や活動紹介
☆骨密度測定（整理券発行）
☆血管年齢測定（整理券発行）
☆肌年齢測定（整理券発行）
【15:15～】
「こころが軽くなる健康講座　第２弾」　　
❖講師／大野　裕

ゆたか

さん
❖会場／文化センター多目的ホール
❖入場無料

雨天実施

　気軽に健康チェックができま
す。健康相談や健康に関する団体
の活動を見て、自分に合った健康
づくりを探してみましょう。

健康まつり
健康福祉部　健康推進課
992-5711

p.10
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小雨実施

　各種団体が工夫を凝らした展
示・バザー・イベントを用意して、
皆さんをお待ちしています。

ふれあい広場
社会福祉協議会
992-5750

☆�介護コーナー
　（�介護保険や在宅介護の相談、福祉用具の展
示など）

☆�ふれあいオンステージ
　（手話の歌や車いすダンスなど）
☆�お楽しみ抽選会（14:00 〜）
☆�各種団体・ボランティア活動紹介・バザー

☆体験コーナー
　（�煙体験、消火体験、ミニレスキューなど）
☆展示コーナー
　（�消防車・住宅用防災機器・防災ポスター・
災害活動写真）

☆�消防団の各種模擬店

小雨実施

　大切な家族を守るため！　安心
して暮らすため！　体験しながら
防災知識を身に付けましょう。

消防本部　予防課
992-3211

ふれあい
消防広場

・ふれあい消防広場 p.11
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Photograph ９月

　第８回そこ（側溝）にペイント祭り

が行われました。東中学校の生徒が「未

来」をテーマに夏休み中にペイントし

た側溝のふたを、東地区商工振興会の

皆さんが市道佐野茶畑線（茶畑交差点

〜東小学校付近）の側溝に取り付けま

した。お近くを訪れた際は、ぜひご覧

ください。� （９月９日）

　総合防災訓練が西

中学校で行われまし

た。自主防災会が主

体となり、避難所用

の間仕切りや個室テ

ントの組み立て、避

難所運営ゲーム、炊

き出し、防災用品の

展示などが行われま

した。�（９月１日）

　牧水祭が市民文化センターの歌碑前で行われました。富

士山と裾野を愛した若山牧水を偲び、講話や献酒、献花な

どが行われました。� （９月９日）

「満開のソバ畑」� 撮　影／農林振興課

p. 12p.12
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Photograph September

　防災指導員の小西辰
たつ

一
かず

さん（茶畑）が防災功労

者として大臣表彰を受けたことを、市長に報告し

ました。小西さんは 25 年にわたり市地域地震防

災指導員として活躍し、防災訓練における指導や

防災倉庫の点検、備蓄品などへのアドバイス、地

域住民への防災啓発を行っています。（９月14日）

　市内の小・中学校などで運動会が行われ

ました。東中学校では PTA と生徒が玉入

れを競い、秋晴れの空にたくさんの玉が

舞っていました。� （９月 24 日）

　第２回すそのパノラマロードコスモスまつりがパ

ノラマ遊花の里で行われました。各種販売やステー

ジイベントが行われた会場には、JR 東海で開催さ

れている「さわやかウォーキング」の参加者も訪れ、

多くの人で賑わいました。� （９月 22 日）

　姉妹都市提携を結んでいる

オーストラリアのフランクス

トン市の修学旅行生 25 人と

教員３人が市を訪れました。

修学旅行生は、初日に歓迎会・

マッチングを行い、それぞれ

の受け入れ先の家族のもとで

２泊しました。�（９月 21 日）

　９月 10 日「下水道の日」に、啓発キャンペー

ンがベルシティすその玄関前で行われました。

市職員が啓発品を配布したり、かえるの着ぐ

るみで PR したりと、下水道に対する理解を

促しました。� （９月 10 日）

p. 13p.13
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結核検診で早期発見！
健康福祉部　健康推進課
992-5711

　結核は過去の病気ではありません。結核検診により、早い時
期に発見することができます。必ず検診を受けましょう。

■とき・ところ
　下表のとおりです。どの会場でも受診できます。

■対　象
　市内に在住している 65 歳以上（昭和 23 年３月 31

日生まれ以前）の方

※�対象の方には、10 月下旬に結核健康診断通知書を

送付します。

※ �65 歳以上の方で通知が届かない方、または通知を

紛失した方でも、直接会場へお越しいただければ受

診できます。

■持ち物
　結核健康診断通知書と成人健康診査受診票（別途通知）

■そのほか
　次の方は通知が届いても、検診の必要はありません。

◦勤務先で検診を受ける方

◦３カ月以内に、胸部レントゲン撮影を受けた方

◦胸の疾患で病院へかかっている方

◦�肺がん検診を受けた方、または受けようとしている

方

◦国保加入者で、人間ドックを受ける予定の方

※�過去に肺・心臓の病気をしている方や、検診で異常

を指摘されたことがある方は、結核健康診断受診に

ついて主治医と相談してください。

月　日 曜
日 会　場 時　間

11月1日 木

金沢公民館 8:50～9:20
田場沢公民館 9:40～10:00
中里公民館 10:20～10:50
上ｹ田公民館 11:10～11:50
市民体育館 13:30～15:00

11月２日 金

かつ榮 8:50～9:50
桃園公民館 10:10～10:50
西中学校 11:00～11:50

旧静岡銀行 13:30～14:00
富士見台公園　★１                        14:10～15:00

11月４日 日
裾野市役所　★２ 8:50～10:20

福祉保健会館　★２ 10:40～11:30

11月５日 月

原区集会所 8:50～9:20
岩波公民館 9:40～10:40

深良新田公民館 11:00～11:40
深良コミュニティーセンター 13:30～14:10
切遠コミュニティーセンター 14:20～15:00

11月６日 火

中丸公民館 8:50～9:40
天理教教会 9:50～10:20

中丸上公民館 10:30～11:00
市立鈴木図書館 11:20～11:50

裾野市役所 13:30～15:00

11月7日 水

クリエイト S.D　裾野茶畑店 8:50～9:20
麦塚公民館 9:30～9:50
本茶公民館 10:10～10:30
久根公民館 10:50～11:20
南堀公民館 11:40～12:00

月　日 曜
日 会　場 時　間

11月7日 水
町震コミュニティーセンター 13:30～14:00

スソノ物流㈱
※旧中山運送（茶畑） 14:30～14:50

11月8日 木

杉山幸雄宅（市の瀬） 8:50～9:00
高田衛宅（峰下） 9:20～9:40

鈴原公民館 10:00～10:30
青葉台公園 10:50～11:30
南児童館 13:30～14:30

11月1２日 月

下和田地区集会所 9:00～9:40
呼子集会所 10:00～10:30

今里本村集会所 10:50～11:30
葛山集会所 13:30～14:10

御宿新田コミュニティーセンター 14:30～15:10

11月13日 火

南町公民館 8:50～9:10
富沢公民館 9:30～10:00
千福公民館 10:20～10:50

千福が丘小学校 11:20～11:50
富岡コミュニティーセンター 13:30～14:30

11月1４日 水
田向集会所 9:00～10:00

十里木高原集会所 10:40～11:10
須山地区研修センター 13:30～14:30

11月1６日 金

安全タクシー 8:50～9:30
石脇公民館 9:50～10:30

福祉保健会館 10:50～11:40
市民体育館 13:30～14:30

★１ 雨天の場合は富士見台公民館
★２ 車イスの方も対応できます

平成24年度　結核健康診断　日程表
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申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement
年金相談の実施

　年金事務所の職員が、諸届出の受

け付けや手続きの仕方などのご相談

に応じます。

11 月 22 日㈭　10 時～ 13 時

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

�事前に電話または窓口で予約して

ください。

11 月８日㈭

国保年金課　995-1813

個別受信機（広報無線）について

　広報無線放送では、東富士演習場

の演習通報や災害時の緊急情報など

をお知らせしています。

　無線放送を聞くためには、個別受

信機が必要です。市内に住民登録さ

れている世帯主の方に、無償で 1 台

お貸ししています。貸し出しの要件

については秘書課広報室までお問い

合せください。

秘書課広報室　995-1802

コミュニティ助成事業

　㈶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、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。

　この助成事業により和市区では、

宝くじの助成金で放送設備、プロ

ジェクター、パソコンの整備を行い

ました。区民祭や研修会など、地域

の行事に役立てられます。

地域振興課　995-1874

老人福祉センターの
臨時休館日

11 月９日㈮～ 12 日㈪

�裾野市老人福祉センター

�11月９日～12日の４日間、裾野市

老人福祉センター設備機器の点検

などの実施により臨時休館します。

�社会福祉協議会・老人福祉セン
ター　992-5750

市民部　地域振興課
995-1874

　ウグイスカードは個

人情報の欄を裏にして、

冷蔵庫に張りつけてく

ださい。

　駆けつけた救急隊員

がウグイスカードを探

し出すために最適な場

所が冷蔵庫です。

　ウグイスカードを保管する人は、

玄関ドアに保管を知らせるシール

を張ってください。

　救急隊員がいち早く保管を確認

でき、ウグイスカードの情報をも

とに、適切な救護の手を差し伸べ

Ｑ�．年齢が若いからウグイスカー
ドは必要ないのでは？

　もしもの時はいつ・誰に来るか

分かりません。年齢に関わらず備

えをすることが重要です。

Ｑ．シールを貼りたくないが？
　緊急時において救急隊員は、わ

ずかな時間も無駄にすることなく

処置します。シールが確認できな

ければ、カードは保管されていな

いものとして処置しますので、必

ずシールを張りましょう。

ウグイスカードを備えましょう
　自宅で具合が悪くなり救急車を呼ぶ時など、ウグイスカードはもし
もの時に安全と安心を確保するため医療情報・薬剤情報など本人の情
報を記入して自宅に備えるものです。

ることができます。

　ウグイスカードの利用を希望す

る方は各区回覧にてお申し込みく

ださい。

自治会に未加入の方は、地域振興

課にお問い合わせください。

 
 
 
 

〜〜〜〜    夜間に診察可能な医療機関夜間に診察可能な医療機関夜間に診察可能な医療機関夜間に診察可能な医療機関    〜〜〜〜    
ぬまづ夜間救急医療センター    

内科・外科・小児科 

℡ ９２６‐８６９９ 
【平 日】２０時３０分～翌朝７時 
【土・日・祝日】   １８時～翌朝７時 

 

〜〜〜〜    救急協力医を救急協力医を救急協力医を救急協力医を知りたい知りたい知りたい知りたい    〜〜〜〜    
救急協力医消防テレホンサービス    ℡ ９３５‐０１１９ 

 

〜〜〜〜    火災等の災害情報を知りたい火災等の災害情報を知りたい火災等の災害情報を知りたい火災等の災害情報を知りたい    〜〜〜〜    

火災等の災害情報テレホンサービス    ℡ ９３５‐５１１５ 
【裾野市選択：０４】 

 
 
 
 

受話器を上げ、１１９番する 
 ↓ 

 救急です  火事です 
  

住所 
 

氏名 
 

状況（場所・目標物等） 
 

電話番号 
裾野市消防署 ℡９９５－０１１９ 

※ 必要事項をご記入し活用してください。 

医療機関・情報ダイヤル案内 

緊急通報のやり方 

ウグイスカード 
記入年月日 平成  年  月  日 

  
   

 

かよっている病院  

かかっている病気・ケガ  

普段飲んでいる薬  

その他伝えたいこと 
入院歴、手術歴、必要な補装具・

医療機材、アレルギー等 
 

健康保険証 
種類 国保  社保  後期高齢 
記号番号  

 

緊 急 時 連 絡 先 
氏名 住所 電話 本人から 

みた続柄 
       

       
 

氏  名
ふ り が な

 
住  所 裾野市 
生年月日 明 大 昭 平  年  月  日 血液型 

  型 Rh  電話番号    （   ） 

（ 男 女 ） 

＋ 
 
－ 

ウグイスカード

表 裏

Q ウグイス
カード

＆ A
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お知らせ
Announcement

議長に芹澤邦
くに

敏
とし

氏　　　
副議長に小林俊

しゅん

氏が就任

　市議会の正・副議長の辞任に伴う

選挙が定例会最終日の９月 26 日㈬

に行われました。議長は芹澤邦敏氏、

副議長に小林俊氏が当選し就任しま

した。

議長　芹澤邦
くにとし

敏氏
（葛山・49歳）

副議長　小林俊
しゅん

氏
（深良・61歳）

教育講演会

テ�ーマ／こどもの問題の中に発達をみる

講�　師／加藤弘
ひろ

通
みち

氏（静岡大学大学

院教育学研究科准教授）

11 月 20 日㈫

　９時 30 分～ 11 時 45 分

�沼津市立図書館４階 視聴覚ホール

無料

�11 月 13 日㈫までに下記に問い

合わせてください。

主�　催／東部地区特別支援学校ネッ

トワーク

後　援／沼津市教育委員会

�ネットワーク教育講演会係（沼津
視覚特別支援学校内）
　921-2099

美化センターへの
ごみの直接持ち込み休止

10 月 31 日㈬

美化センター

�美化センター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。

�市民部生活環境課美化センター　
992-3210

市指定給水装置工事事業者の追加

　新たに１事業者が追加されました。

９月４日指定

事業者名 三友水処理株式会社

住 所 〒410-0007
沼津市中沢田210-3

連 絡 先 921-6244

上水道課　995-1833

路線バス御殿場線
（三島駅～岩波駅～御殿場駅）

の増便
　路線バス御殿場線は、市内（岩波

駅、裾野駅入口など）を経由し、御

殿場駅と三島駅を結んでいます。10

月１日㈪から、以下の便が増便され

ました。

バス停名 時刻

御 殿 場 駅 15:00

岩 波 駅 15:21

市民文化センター前 15:24

裾 野 駅 入 口 15:34

三 島 駅 15:50

※�紙面の都合上、一部バス停のみ掲

載しています。沿線のすべてのバ

ス停に停車します。

※�市内主要バス路線の時刻表を、市

のホームページに掲載しています。

企画政策課　995-1804
富士急行㈱御殿場営業所
　0550-82-1333

緊急通報システム設置の
一部変更について

　緊急通報システム設置に関しまし

て、以前は NTT のアナログ回線が

必要でしたが、９月の下旬より

NTT の光回線でも設置できるよう

になりました。ご利用される方は社

会福祉課までお問い合わせください。

社会福祉課　995-1819

勤労者住宅建設資金貸付制度
　市内に自ら居住する住宅を新築、
増改築（リフォームを含む）また
は土地・建物を購入する勤労者に
対し市と労働金庫が協調して低利
な融資を行います。
●貸付限度額　1,000万円

返済期間 貸付利率
５年 1.1％

10 年から 35年まで
の期間で１年を単位と
する期間

1.2％※

※ �10 年固定金利。11 年目以降は
労働金庫と貸付を受けた方が契
約で定める率となります。

教育資金貸付制度
　市内居住の勤労者の方またはそ
の子どもの大学・高校などでの教
育費用のために市と労働金庫が協
調して低利な融資を行います。

●貸付限度額　300万円
返済期間 貸付利率

５年
（�在学期間中の据
え置き可）

1.8％

住宅資金・教育資金
をご活用下さい

◎�両制度の貸付利率は、平成25年３月31日までに貸付を受ける場合
の利率です。

商工観光課
995-1857

労働金庫裾野支店
993-8111
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陸上自衛隊高等工科学校
採用試験

推薦 一般
受
付
期
間

11月1日㈭〜
� 12月７日㈮

11月1日㈭〜
平成25年
� 1月７日㈪

試
験
日

平成 25 年
1月12日㈯〜14日㈪
のうち指定する日

平成 25 年
� 1月19日㈯

資
格
中学校を卒業（見込含む）した、
1７ 歳未満の男子

そ
の
他

中学校長などの推
薦などが別途必要
です。

自衛隊三島募集案内所
　055-989-9111

こころの健康づくり講演会

�11月11日㈰　15 時 15 分～ 17 時

受付時間／ 14 時 45 分～15 時 15 分

演�　題／こころが軽くなる健康講座

　第２弾

講�　師／独立行政法人国立精神・神

経医療研究センター　認知行動療

法センター

　センター長　大
おお

野
の

　裕
ゆたか

先生

市民文化センター　多目的ホール

市民一般

300 人（先着順）

※�但し、会場の定員数を超えた場合

は、入場をお断りすることがござ

いますのでご了承ください。

無料

不要

健康推進課　992-5711

家族のための
精神保健福祉講座

�11 月 16 日㈮、30 日㈮、12 月３

日㈪、19 日㈬　いずれも 13 時

30 分～ 16 時（全４回）

�函南町保健福祉センター２階　多

目的研修室（函南町平井 717-28）

�①家族の対応の仕方と医療機関と

の付き合い方　②家族と本人を支

える地域の社会資源と制度、家族

の体験談　③こころの病を理解す

る　④薬との付き合い方

�東部保健所管内に住むか通勤して

いるこころの病（主に統合失調症）

を抱える方のご家族（原則として

４回すべての講座を受講できる

方）

30 人

�11 月 15 日㈭までに電話でお申

し込みください。

� 東部健康福祉センター障害福祉
課　920-2087

にこにこキャラバン
千福が丘地区の巻

　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。お申し込みは必要ありません

ので、直接会場へお越しください。

�10月23日㈫　10 時～11 時 30 分

千福が丘町内会館

未就学園児とその保護者

�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

無料

民生委員事務局（社会福祉課内）
　995-1819

初心者のための体操教室

�●平成24年▶11 月 13 日㈫、27

日㈫、12 月 11 ㈫、25 日㈫

　�●平成 25 年▶１月８日㈫、22

日㈫、２月 12 日㈫、26 日㈫、３

月５日㈫

　13 時 30 分～ 15 時

福祉保健会館１階

�市内に在住している方で、これま

で運動の教室などに参加したこと

のない初心者の方、定期的な運動

習慣のない方、健康上の理由で

ゆっくりとしたペースで運動した

い方などで、全９回を通して参加

していただける方

20 人（先着順）

�毎日の生活の中に運動を取り入れ

ることで生活習慣病を予防・改善

し、より健康的な生活を送れるよ

う、ストレッチや腰痛・肩こり予

防体操、ボールを使った運動の指

導を行います。

無料

健康推進課にお申し込みください

� 10 月 15 日㈪～ 11 月１日㈭

�運動可能な服装、タオル、飲み物、

室内用運動靴

健康推進課　992-5711

看護師等再就業準備講習会
のお知らせ

　ナースセンターは皆さんの再就業

のお手伝いをします。

�12 月 12 日㈬、13 日㈭、14 日㈮

の３日間　９時～ 16 時

沼津市立病院

�講義と簡単な実技のみで、看護の

魅力、最近の看護の動向や看護の

基礎技術を学びます。

�看護の仕事をしていない看護職免

許保有者

�20 人（先着順）

�無料です。※託児費を一部補助し

ます。

�所定の用紙にて受け付けます。11

月 26 日㈪までに静岡県ナースセ

ンターまで、電話・FAX・Ｅメー

ルにてご連絡ください。

�〒 410-0055　沼津市高島本町
１- ３県東部総合庁舎別館　静岡
県ナースセンター東部支所
055-920-2088
numazu@nurse-center.net
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日　時 内　容

開 会 式 10月31日㈬
10時〜

プロローグコーラス、挨拶、テー
プカットなど（エントラスホール）

展 覧 会
第 １ 部

10月31日㈬〜11月４日㈰
９時〜18時

（11月４日㈰は17時まで）

一般書道、篆刻、幼児・小学生・
中学生によるジュニア書道展、
華道

市 民
吟 道 祭

11月３日㈯
13時30分〜17時 詩吟・舞踊や詩舞との共演

市 民
囲碁大会

11月４日㈰
９時30分〜受付・開始

囲碁愛好会員と市民による公開
対局など（エントランスホール）

市 民
音 楽 祭

11月４日㈰
13時〜17時

混声合唱、女声合唱、児童合唱、
弦楽合奏、アルパ・ハーモニカ、
吹奏楽など（160人の大合唱）

展 覧 会
第 ２ 部

11月14日㈬〜18日㈰
９時〜18時

（11月18日㈰は17時まで）

�絵画、写真、手工芸、短歌、俳句、
連句、彫刻、木目込人形、子ど
も生け花、和紙ちぎり絵、つま
み画、押花絵、押絵、染色、紙
工芸、紙バンド、七宝焼、アメ
リカンフラワーなど

茶 会

11月17日㈯
10時〜15時 図書館茶道教室（裏千家）

11月18日㈰
10時〜15時 表千家茶道教室

芸 能 祭

音楽・洋舞の部
11月17日㈯

10時30分〜16時

童謡、歌謡曲、コカリナ合奏、
バレエ、フラメンコ、フラダンス、
手話ダンスなど

日舞・邦楽の部
11月18日㈰

12時30分〜16時30分
日本舞踊、民謡、民踊、詩舞剣舞、
筝曲、三味線など

主　催：裾野市・裾野市教育委員会
主　管：裾野市文化協会
会　場：裾野市民文化センター

第 40 回記念
裾野に広がる文化の輪裾野市民芸術祭

生涯学習課
992-3800

今年は参加型の芸術祭です。
皆さんのご来場をお待ちしております。

●過去の記録、写真展示　●記念品プレゼント
●�多くの体験ができる（体験コーナー・連句実作体験教
室 18日など）

● �160 人の大合唱「大地讃頌」（11月４日 16時 45分音楽祭で）
●�フォークソンググループ演奏（11月17日昼休みエントランスホール）
●�裾野高校ファイゴン来場（11月４日・18日昼休み）

40回記念
として

入場無料体験できて
楽しい！

募 集
Recruitment
平成24年度

防犯まちづくり専門講座

　防犯まちづくり専門講座は、防犯

まちづくり活動に率先して取り組ん

でいただいてる皆さんに、第一線の

研究者から、防犯まちづくりに関す

る専門的な知識・技能を習得してい

ただき、安全で安心なまちづくりに

活かしていただくための講座です。

�東部地域交流プラザ（東部パレッ

ト）３階

�県内で、地域における防犯まちづ

くり活動に取り組んでいる方、あ

るいは、これから取り組んでみた

いとお考えの方であれば、どなた

でもご参加頂けます。

無料

各講座 20 人（先着順）

�① 10 月 20 日㈯『振り込め詐欺

対策』② 11 月４日㈰『ケータイ

の光と影　こどもたちをネットト

ラブルから守るために』③ 11 月

17 日㈯『外国人市民とともにつ

くる安全・安心な地域生活』

※�各日時間は 13 時～ 16 時 30 分

主　催／静岡県

� （運営団体）特定非営利活動法
人　静岡県東部パレット市民活動
ネットワーク　951-8500
952-1433
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納付期限：11月30日㈮
後期高齢者医療保険料� 第４期分
国民健康保険税・介護保険料
� 第５期分

11月　税金・料金

11月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯
㈲荻田水道工事店

☎ 997-0701

４日㈰
鈴鹿建設㈱東富士支店

☎ 997-2704

10 日㈯
㈲M・K�アクアサービス

☎ 992-6599

11 日㈰
�山崎設備

☎ 997-6766

17 日㈯
植松水道

☎ 992-4644

18 日㈰
高橋設備

☎ 993-1336

23 日㈷
㈲小沢土建

☎ 992-1401

24 日㈯
㈲杉山設備工業

☎ 993-3030

25 日㈰
小川設備工事店

☎ 993-2074

�11 月 21日㈬
　�15時〜18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�11月１日㈭〜19日㈪
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

11月　カレンダー
〜４日㈰ 裾野市民芸術祭第１部

８日㈭ ７歳児祝賀式

11日㈰ ふれあい健康まつり
ふれあい消防ひろば

14日㈬�
〜18日㈰ 裾野市民芸術祭第２部

９日㈮�
〜15日㈭

秋季
全国火災予防運動

25日㈰

東・西・深良・富岡コミュニティまつり
フェスタ須山
市内中学・高校吹奏楽
深良中演劇「いのちの用水」

人　口　54,153人� （＋15人）
　男　　27,674人� （＋16人）
　女　　26,479人� （−１人）
世　帯　21,256世帯�（＋38世帯）
内、外国人� 730人�361世帯

10 月１日現在
データバンク相談

Counseling
しずおか東部若者サポート

ステーション

　しずおか東部若者サポートステー

ションとは、厚生労働省から委託を

受けた「ＮＰＯ法人リベラヒューマ

ンサポート」が、就労に悩んでいる

若者・高校中退者などの社会的自立

を支援する事業です。メール相談も

受け付けていますので、まずはお気

軽にご相談ください。

支援メニュー／

　●�中学・高校生の不登校生徒に対

する相談・学習支援

　●�高校・大学を中退した若者に対

する就学・就労支援

　●�通信制高校に在籍する生徒の学

習・生活支援

　●�ひきこもり等社会的自立に悩む

若者に対する相談や就学・就労

支援

10 時～ 17 時（日・祭日を除く）

�ＮＰＯ法人リベラヒューマンサ
ポート　055-943-6641
http://www.libera.or.jp/
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11月前期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

1 木 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 西村医院 ９７１-６５１０ 下土狩

2 金 花メディカルクリニック ９８７-９１4５ 下土狩 清水館医院 ９９3-２3２3 茶畑 まるやま小児科医院 ９８１-８５７７ 堂庭

3 土

さわだ・メディカル・
クリニック ９２１-１７１１ 西沢田 沼津整形外科医院 ９２１-3７９１ 共栄町

林医院 ９3１-１１２０ 住吉町 白十字小児科医院 ９33-５１１１ �下香貫
馬場

鈴木医院 ９９3-０43０ 佐野 五十嵐クリニック ９34-６７００ 志下

4 日

境医院 ９７５-８０２１ 竹原 勝呂医院 ９６２-3０８3 千本中町

福士内科
クリニック ９3２-3５５3 下香貫

　藤井原 よざ小児科医院 ９６７-５７２２ 原

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

5 月 なおきクリニック ９２９-８５５５ 東椎路 香貫医院 ９3１-２4６５ 本郷町 坂小児科医院 ９3１-3２33 �下香貫
前原

6 火 森医院 ９６６-２０１７ 石川 頴川医院 ９２１-５１4８ 高島本町 杉谷小児科医院 ９２3-６５43 筒井町

7 水 岩渕内科医院 ９５１-4５７９ 添地町 さくら胃腸科・外科 ９９4-１００８ 御宿 古屋小児科医院 ９６3-０4０７ 西条町

8 木 青沼胃腸科クリニック ９２９-６２０５ 大岡 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 星野医院 ９６２-０７８２ 山王台

9 金 こんどうクリニック ９２５-２4２０ 岡宮 こんどうクリニック ９２５-２4２０ 岡宮 原小児科医院 ９６２-０６3６ 八幡町

１０ 土 大橋内科・小児科医院 ９９２-２８００ 佐野 聖隷沼津病院 ９５２-１０００ 松下 田中医院 ９２１-２０５3 高島町
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

11 月３日 ( 土 )19:00~
ふれあいダンスの集い
11月 25日 ( 日 )13:00~
一の瀬紅葉ダンスパーティー

忘年会ご
予約承り中！
忘年会ご
予約承り中！

富岳まつり富岳まつり
10 月 27日 ( 土 )

10:00~

10 月 28日 ( 日 )
10:00~

造形作品展示

音楽活動発表他

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

日 曜 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

３ 日
たかひろ耳鼻咽喉科
０５4５-６６-５１００

宮島
桑名眼科
９８７-５５７５

下土狩
ウスイクリニック
９８０-５５８０

下土狩
しんあい歯科医院
９７3-６６８６

伏見

４ 日
サイラクリニック
９3５-１１33

市場町
山内眼科
９７５-８33８

中田町
沼津市立病院
９２4-５１００

東椎路
梶歯科医院
９９4-１344

石脇

１１ 日
しんふじ耳鼻咽喉科
０５4５-６５-０６００

川成新町
山秋眼科
９２4-4６８０

筒井町
島田産婦人科
９７２-６１００

伏見
ホワイト歯科医院
９９７-4０７１

御宿

１１ 日

今井医院 ９２１-3２１１ 五月町 守重医院 ９3１-２５１１ �我入道
江川町

薬袋内科クリニック ９33-０１4８ 徳倉 大橋内科・小児科
医院 ９９２-２８００ 佐野

東名裾野病院 ９９７-０２００ 御宿 東医院 ９２１-５５２０ 高沢町

１２ 月 杉山医院 ９７２-3２２3 伏見 田沢医院 ９６２-１２０５ 大手町 りゅうじん医院 ９８８-3１33 下土狩

１3 火 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 西村医院 ９７１-６５１０ 下土狩

１4 水 大庭内科・
消化器科クリニック ９９５-１１２3 佐野 白石医院 ９５１-4５９3 市道町 まるやま小児科医院 ９８１-８５７７ 堂庭

１５ 木 鬼頭ハートクリニック ９９９-4８１０ 本宿 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 白十字小児科医院 ９33-５１１１ �下香貫
馬場
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No.
1228

2012 年
（
平
成
24 年

）

10
月15

日
号

伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

５日㈪、12日㈪、19日㈪、26日㈪、
22日㈭（館内整理日）

11月の休館日

加藤優
ゆ

雅
の

音
ん

ちゃん
（３歳・御宿）

勝又　光
みつ

博
ひろ

くん
（２歳 11カ月・御宿）

長田　憩
けい

くん
（２歳 11カ月・茶畑）

近藤　陽
よう
平
へい

くん
（３歳・佐野）

小野島帆
ほ
奈
な
美
み

ちゃん
（３歳・佐野）

11月の行事予定
親子おはなし広場
　　６日㈫　10 時 30分〜　 視聴覚室　　　　　
おはなしフェスティバル

　３日㈯　14 時〜 00 分　視聴覚室　　　　　
　４日㈰　10 時〜 00 分　視聴覚室　　　　　
　10日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

親子おはなしの会
　20日㈫　10 時 30分〜　 文化センター図書室

ファーストブック
　21日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　28日㈬　13時〜 16 時　展示室　　　　　　

秋の読書週間 図書館映画会
日　時／ 11 月 10 日㈯
会　場／鈴木図書館２階 視聴覚室
定　員／先着 60 人　　入場料／無料
タイトル アントキノイノチ
上映時間 14時～16時20分
時間 部門 対象
140分 邦画 成人～

　駐車場に限りがあるため、公
共交通機関をご利用していただ
くか、または市役所駐車場をご
利用ください。

リサイクルブックサービス
　保存期間のすぎた雑誌や、皆様からいただいた
図書などをお分けします！
日　時／�10月27日㈯〜11月２日㈮（29日㈪は休館

日）９時〜17時（１日・２日は 19時30分）
会　場／鈴木図書館２階　展示室
※�お一人がお持ちになれる冊数は、図書と雑誌を

合わせて 10 冊まで、英字新聞はお一人 1 束です。
※持ち帰り用の袋は、各自ご用意ください。
※�期間中でも、リサイクル本がなくなり次第、終

了します。

新刊紹介 New Release
『空港の大研究　どんな機能や役割があるの？』
著：秋本俊二　PHP 研究所

『ねこまるせんせいのおつきみ』
作：押川理佐　絵：渡辺有一　世界文化社

『きのこの不思議　きのこの生態・進化・生きる環境』
著：保坂健太郎　誠文堂新光社

『へんしんおんせん』
作・絵：あきやまただし　金の星社

『おかあさんの手』
作：まはら三桃　絵：長谷川義史　講談社

『さくら聖・咲く　佐倉聖の事件簿２』
著：畠中　恵　実業之日本社

『光圀伝』
著：冲方　丁　角川書店

『幸せの条件』
著：誉田哲也　中央公論新社

『その暁のぬるさ』
著：鹿島田真希　集英社

広報すその　平成24年10月15日号



No.
1229

2012年（平成24年）

11月1日号 02 	秋季全国火災予防運動
03 	11 月は年金月間です
04 	新成人者祝賀駅伝大会
05 	しずおか市町対抗駅伝
06 	コミュニティづくりの日
08 	税を考える週間

10月21日　すすきまつり

すすきをとって
つくりました　

すすきまつりの作品は、和風レストランみよ
し、大野路、ぐりんぱで見ることができます。



住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

付いていますか？住宅用火災警報器

消防本部予防課
992-3211

秋季全国火災予防運動
 
11月９日㈮から15日㈭

　11月９日㈮から15日㈭までの７日間、秋季火災予防運動が
実施されます。
　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、
火災予防意識の一層の普及を行い、火災の発生を防止し、高
齢者などを中心とする死者を減少させるとともに、財産の損
失を防ぐことを目的として毎年実施しています。

『消すまでは　出ない行かない　離れない』� （平成24年度全国統一防火標語）
『消したかな？　心配するなら　再確認』� （平成24年度裾野市防火標語）

３つの習慣
●	寝たばこは、絶対やめる。

●	ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で

使用する。

●	ガスこんろなどのそばを

離れるときは、必ず火を

消す。

　火災から大切な家族の命を守るため、設置がお済み

でない方は早急に設置をお願いします。

　火災を早期に発見することで、初期消火や通報等の

行動が早まり、近隣への延焼被害も軽減します。

４つの対策
●	逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設

置する。

●	寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐため

に、防炎品を使用する。

●	火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
等を設置する。

●	お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
近所の協力体制をつくる。

 （	住宅防火対策として、全国

すべての住宅に住宅用火災

警報器の設置が義務付けら

れています。）

住宅防火について
http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html（総務省消防庁）
http://www.jubo.go.jp/（住宅防火対策推進協議会）
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広報すその　平成24年11月１日号



国保年金課　年金係
995-1813

沼津年金事務所
921-2207

11月は年金月間です

国民年金加入者の種類と 
保険料の納め方は？

　国民年金は、職業や収入、国籍を問わず日本国内に
住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方が加入し
ます。加入者は次の３つの種類に分けられます。
■第１号被保険者
　 学生・フリーターや自営業などとその配偶者（次の
第２・３号以外の方）

	　	定額（１カ月14,980円）の保険料を納付書や口座振
替などにより納付します。
■第２号被保険者
　 厚生年金・共済組合などに加入している方
　	保険料は給料から天引きとなります。
■第３号被保険者
　 第２号被保険者に扶養されている配偶者
　	自分で納付する必要はありません。

後納制度
●	平成24年10月１日から３年間に限り、納め忘れた保

険料を10年前まで遡って納める（後納する）こと
ができます。

国民年金保険料の収納業務を 
民間委託しています

　日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れの方
に対して、電話、文書、訪問などによる納付のご案内
や免除などの申請手続きのご案内を民間事業者へ委託
しています。
注意事項
●	民間事業者の担当者が保険料を収納する場合には、

必ずお客様が保険料の納付書をお持ちの場合に限ら
れています。

●	日本年金機構が発行した保険料の納付書をお持ちで
ない方から、民間事業者の担当者が現金をお預かり
して、領収書の発行を行うことはありません。

　民間委託業者（沼津年金事務所）
　　  ㈱アイ・シー・アールバックスグループ　シー・

ヴィ・シー共同企業体　096-221-2801

　老後を実り豊かなものにするためには、生活そのもの
が安定していることが必要です。そのために国民年金は
大きな役割を担っています。

　国民年金保険料は、納付した保険料の全額が社会保
険料控除の対象となります。
　年末調整や確定申告の際に、平成24年中の１年間に
納付した額を申告することにより控除が受けられます

が、申告するために証明する書類の添付が必要です。
　このため、11月上旬に日本年金機構本部から「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されま
すので、申告する際まで大切に保管してください。

■控除証明書に関するお問い合わせ窓口
◯控除証明書専用ダイヤル
　	 0570-070-117		 03-6700-1130（050または070から

始まる電話でおかけになる場合）
◯開設期間および開設時間
　【開設期間】
　◦ 11 月１日㈭〜平成 25 年３月 15 日㈮

　【開設時間】
　◦月〜金曜日／ 8 時 30 分〜 17 時 15 分
　　	ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）

は 19 時まで
　※祝日はご利用いただけません
　※第２土曜日／ 9 時 30 分〜 16 時

◆ 国民年金保険料控除証明書について ◆

第１号被保険者の方で 
保険料の納付が困難なときは？

■免除制度・猶予制度・学生納付特例制度
　申請をして承認をされると保険料が免除される全額
免除と、部分的に保険料を納める一部免除があります。
　30歳未満の方には、申請をして承認を受けると保険
料の納付が猶予される若年者納付猶予制度があります。
　学生の方は納付を猶予される学生納付特例制度があ
ります。
※各制度には前年の所得による制限があります。前年
の所得がある場合でも、離職票や雇用保険受給資格者
証などを添付し、失業を理由として申請することも可
能です。
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裾野駅
市役所

★市民体育館

★JAなんすん須山支店
★梅の里入口★大胡山入口

★呼子入口★金沢公民館前
★総合グランド

★深良小学校前

★桃園
（定輪寺入口）

富一小

富岡支所

西中

東小

市営プール

須山小

富二小

　新春の裾野路を走る「新成人者

祝賀駅伝大会」の参加チームを募

集しています。チーム編成は１

チーム９人または15人です。

　参加を希望するチームは、11月

14日㈬から12月14日㈮までに市民

体育館窓口またはＮＰＯ法人裾野

市スポーツ協会ホームページの案

内に従ってお申し込みください。

市民体育館 993-0303　
教育部　生涯学習課
 992-3800　

コース

■参加資格
　市内に在住、または通勤・通学している方
■種目
●小学男子の部　●小学女子の部
●中学男子の部　●中学女子の部
●一般男子の部（高校生以上）
●一般女子の部（高校生以上）
●壮年の部（35歳以上・年齢は学年齢）
●	そのほかオープン参加を認める（中学生男子だけの編

成を除く）
■申込方法
● 窓口での申し込み▶市民体育館にある所定の用紙に必

要事項を記入し、同窓口にて、お申し込みください。
●	ＮＰＯ法人裾野市スポーツ協会ホームページからの申
し込み▶ＮＰＯ法人裾野市スポーツ協会ホームページ
の「市民大会要項・申込書等」の中にある「新成人者
祝賀駅伝大会申込み」のページから「平成24年度駅伝
大会申込書」をダウンロードして、必要事項を記入し、
同ページに掲載されているリンク先の専用ページから
参加申込書を送信してください。

※	申込専用ページは11月14日㈬から利用できます。
■申込期間　11月14日㈬〜12月14日㈮
■参加費　１チーム 2,000円
■監督者会議（必ず出席してください）
と　き／平成25年１月10日㈭
ところ／市民体育館大会議室
■表彰
●	総合の１〜６位、各部門の１〜３位までを表彰します。
●	各部門の区間１位に区間賞として賞状を授与します
（後日郵送）。

■チーム構成

種　目 監督 選手 補欠 ゼッケン

中学男子・一般男子の部 １人 ６人 ２人 白色

上記以外 １人 10人 ４人 黄色

■コース構成　【区間合計28.8㎞】

中学男子・一般男子の部

第 1区 陸上競技場 ➡ 梅の里入口 3.3㎞

第 2区 梅の里入口 ➡ JAなんすん須山支店 3.2㎞

第 3区 JAなんすん須山支店 ➡ 呼子入口 5.5㎞

第 4区 呼子入口 ➡ 総合グランド 6.0㎞

第 5区 総合グランド ➡ 市民体育館 5.1㎞

第 6区 市民体育館 ➡ 市民文化センター 5.7㎞

小学男子・小学女子・中学女子・一般女子・壮年の部、
オープン参加

第 1区 陸上競技場 ➡ 梅の里入口 3.3㎞

第 2区 梅の里入口 ➡ JAなんすん須山支店 3.2㎞

第3-1区 JAなんすん須山支店 ➡ 大胡山入口 3.0㎞

第3-2区 大胡山入口 ➡ 呼子入口 2.5㎞

第4-1区 呼子入口 ➡ 金沢公民館前 3.0㎞

第4-2区 金沢公民館前 ➡ 総合グランド 3.0㎞

第5-1区 総合グランド ➡ 深良小学校前 2.2㎞

第5-2区 深良小学校前 ➡ 市民体育館 2.9㎞

第6-1区 市民体育館 ➡ 桃園（定輪寺入口）2.2㎞

第6-2区 桃園（定輪寺入口）➡ 市民文化センター 3.5㎞

第56回
 
新成人者祝賀駅伝大会

参加チームを募集します
平成25年１月13日㈰

　
８時スタート
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教育部　生涯学習課
992-3800

第13回
 
しずおか市町対抗駅伝

12月１日㈯
　
10：00スタート

「応援よろしくお願いします」
　今年度監督になりました、中山
正之です。裾野市の選手は、各世
代とも指導者の皆さんが大切に育
てているすばらしい選手です。そ
んな大切な選手を、自分自身の選
手時代や指導者としての経験を生かして、コーチと
共に 100％の力が出し切れるようチームをまとめて
いきたいと思います。応援よろしくお願いします。

選手壮行会のご案内
■と　き／11月11日㈰　19時～　　　　　　　　
■ところ／生涯学習センター　３階　学習ホール

多数の皆さんの参加をお待ちしています。

選 手 紹 介　括弧内は裾野市での出場回数・敬称略

　第13回市町対抗駅伝競走大会が、12月１日㈯に
行われます。
　県庁からスタートし、県営草薙陸上競技場まで
の42.195㎞を11人の走者が力を合わせてタスキを
つなぎます。皆さんの熱い声援をお願いします。

今
いま

関
ぜき

　拳
けん

人
と

（４）
菊
きく

地
ち

　健
けん

太
た

（３）

裾野市の
ゼッケンNOは…

です !!
応援お願いします。

第１区 3.974㎞【中堀２周】
ジュニアＡ（女子）

第２区 1.848㎞【中堀１周】
小学生（男子）

第３区 1.469㎞【長谷通り】
小学生（女子）

第４区 3.549㎞　【麻機街道】
一般（女子）

第５区 6.061㎞【流通センター前通り】
ジュニアＡ（男子）

第６区 4.34㎞【北街道】
40 歳以上（男女不問）　

第７区 3.76㎞【北街道】
中学生（男子）

第８区 3.02㎞【国道１号】
中学生（女子）

第９区 4.67㎞【さつき通り】
ジュニアB（女子）

第10区 4.31㎞【南幹線】
ジュニアB（男子）

第11区 5.194㎞【南幹線】
一般（男子）

監督�中山正
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高校生　男子

眞
さな

田
だ

ひまり
（初）

布
ふ

施
せ

里
り

歩
ほ

子
こ

（２）

小学生　女子

坂
さか

本
もと

　美
み

咲
さき

（９）
勝
かつ

又
また

　理
り

菜
な

（２）

一般　女子

中学生　女子

田
た

中
なか

　李
り

奈
な

（初）

高校生 女子

御
み

子
こ

柴
しば

廉
れん

太
た

郎
ろう

（初）
吉
よし

田
だ

　晴
はる

紀
き

（４）

中学生　男子

堀
ほり

江
え

　康
やす

弘
ひろ

（２）
藤
ふじ

本
もと

　宏
ひろ

久
ひさ

（９）

40 歳以上
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「コミュニティづくりの日」
コミュニティ祭＆須山フェスタを開催

コミュニティづくりの日の催し� ＊催し物・開催関係等につきましては変更となる場合があります

西地区
コミュニティまつり

東地区
コミュニティ祭

深良地区
コミュニティまつり

富岡地区
コミュニティ祭り 須山フェスタ

9：00～12：40 9：00～13：10 9：00～12：30 9：00～14：00 9：00～14：30

西小学校 向田小学校 深良小学校・支所 富岡第一小学校 須山地区
研修センター

◦�和太鼓（富岳南保
育園）
◦�しゃぎり（二本松）
◦�吹奏楽（西中）
◦�吹奏楽（裾野高）
◦�盲導犬紹介
◦�お笑い（高校生）
◦�バンド
◦�石の飾り ･竹ぽっ
くり ･紙とんぼ
◦�ダーツ・射的・輪
投げ
◦�チャレンジランキ
ング
◦�消防車
◦�ファイゴン
◦�やきそば
◦�ジュース
◦�トン汁
◦�ミニ新幹線
◦�くじ引き
◦�トヨタ自動車
� など多数

◦�おみこし（さくら
保育園）
◦�ＦＵＧＡＫＵエイサー
（富岳台保育園）
◦�鼓笛演奏（向田小）
◦�鼓笛演奏（東小）
◦�盲導犬紹介
◦�民謡（民謡保存会）
◦�五竜太鼓
◦�ポンプ車操法（東
分団）
◦�クイズラリー
◦�小麦饅頭
◦�紙芝居
◦�もちまき
◦�福引き
◦�輪投げ大会
◦�ぎんなん
◦�リサイクル
◦�おでん
◦�缶バッジ
� など多数

◦�童謡合唱（童唄）
◦�人形劇（ひまわり
会）
◦�おはやし（岩波お
囃子保存会）
◦�吹奏楽（深良小）
◦�深良太鼓（町震こ
ども太鼓）
◦�一輪車（一輪車教
室）
◦�プリクラ
◦�スタンプ
◦�バザー
◦�的当てゲーム
◦�トン汁
◦�おでん
◦�お餅・花木・鉢物
◦�銀杏・路地野菜
◦�正月飾り
◦�ポップコーン
� など多数

◦�金婚者・善行功労
者表彰
◦�お楽しみ抽選会
◦�吹奏楽部演奏（富
中）
◦�青空市
◦�模擬店即売
◦�子どもクイズ
◦�スタンプラリー
◦�書画・手芸品・写
真の展示
◦�食品の試食・販売
◦�花木・草花の展示
即売
◦�パンジー寄植鉢販
売
◦�フリーマーケット
◦�チャリティー�
バザー
◦�富岡マイソング演
奏
� など多数

◦�江戸時代以降の須
山の人々の生活
（講話）
◦�須山付近の俳句・
短歌の紹介と暗唱
◦�須山クイズ
◦�丸太切り
◦�輪投げ大会
◦�中学生アイディア
種目
◦�８０２０運動

　裾野市区長連合会では、東日本大震災の教訓を生かし「最も大切なものは地域の絆」地域と地域
が協力してコミュニティづくりをしていくことが大切として、11月の第４日曜日を「コミュニティ
づくりの日」と定め４地区コミュニティ祭と須山フェスタを開催します。また、午後からは、市主
催事業として文化センターで市内中学校・高等学校の演劇・吹奏楽の発表会を開催します。

　裾野市には、江戸時代にコミュニティを駆使して、
芦ノ湖から深良地方へ 1,280 ｍのトンネルを手掘りし、
ずい道を開通させた深良用水があります。歴史の営み
がどのように築かれてきたか、その偉業を再認識しコ
ミュニティを再発見します。
　地域文化事業として市内中学校・高等学校の吹奏楽
部演奏発表会を同時に開催し、活力ある地域づくりを
目指します。

日　時／ 11 月 25 日㈰　13 時 00 分〜 17 時 05 分
会　場／裾野市民文化センター

主　催／裾野市
内　容／開会式　　　　13 時 00 分〜 13 時 20 分
◦演　劇「いのちの用水」
　　深良中学校　　　　13 時 30 分〜 14 時 30 分
◦吹奏楽
　　富岡中学校　　　　14 時 50 分〜 15 時 10 分
　　西中学校　　　　　15 時 15 分〜 15 時 35 分
　　東中学校　　　　　15 時 40 分〜 16 時 00 分
　　不二聖心吹奏楽部　16 時 05 分〜 16 時 25 分
　　裾野高等学校　　　16 時 30 分〜 16 時 50 分
　　閉会式　　　　　　16 時 55 分〜 17 時 05 分

裾野市コミュニティ祭
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地域振興課
995-1874

裾野市コミュニティ祭は、宝くじの
助成により実施します。

▶東回り　西➡富岡➡深良➡東➡西

西
小
学
校

裾
野
市
役
所

東
小
学
校
前

向
田
小
学
校

（
グ
ラ
ン
ド
入
口
）

市
民
体
育
館

久
根
バ
ス
停

町
震
公
民
館

深
良
グ
ラ
ン
ド

深
良
小
学
校

（
グ
ラ
ン
ド
）

文
化
セ
ン
タ
ー

（
北
口
）

富
岡
第
一
小
学
校

景
ヶ
島（
鮨
景
前
）

千
福
バ
ス
停

石
脇
バ
ス
停

西
小
学
校

始発 8:30 8:34 8:37 8:40 8:44 8:46 8:48 8:50 8:53 9:00 9:06 9:10 9:13 9:14 9:20

〜

最終 17:10 17:14 17:17 17:20 17:24 17:26 17:28 17:30 17:33 17:40 17:46 17:50 17:53 17:54 18:00

▶西回り　　西➡東➡深良➡富岡➡西

西
小
学
校

石
脇
バ
ス
停

千
福
バ
ス
停

景
ヶ
島（
鮨
景
前
）

富
岡
第
一
小
学
校

文
化
セ
ン
タ
ー 

（
北
口
）

深
良
小
学
校 

（
グ
ラ
ン
ド
）

深
良
グ
ラ
ン
ド

町
震
公
民
館

久
根
バ
ス
停

市
民
体
育
館

向
田
小
学
校 

（
グ
ラ
ン
ド
入
口
）

東
小
学
校
前

裾
野
市
役
所

西
小
学
校

始発 8:40 8:46 8:47 8:50 8:54 9:00 9:07 9:10 9:12 9:14 9:16 9:20 9:23 9:26 9:30

〜

最終 17:00 17:06 17:07 17:10 17:14 17:20 17:27 17:30 17:32 17:34 17:36 17:40 17:43 17:46 17:50

▶須山➡富岡➡市民文化センター

須
山
小
学
校

田
向
下
バ
ス
停

下
和
田
入
口 

バ
ス
停

下
橋
バ
ス
停 

（
今
里
）

金
沢
バ
ス
停

富
岡
第
一
小
学
校

市
民
文
化 

セ
ン
タ
ー

始発 8:30 8:32 8:38 8:41 8:43 8:46 8:52

〜

最終 17:30 17:32 17:38 17:41 17:43 17:46 17:52

▶市民文化センター➡富岡➡須山

市
民
文
化 

セ
ン
タ
ー

富
岡
第
一
小
学
校

金
沢
バ
ス
停

下
橋
バ
ス
停 

（
今
里
）

下
和
田
入
口 

バ
ス
停

田
向
下
バ
ス
停

須
山
小
学
校

始発 9:00 9:05 9:09 9:11 9:14 9:20 9:22

〜

最終 17:00 17:05 17:09 17:11 17:14 17:20 17:22

20 分間隔で運行しています

20 分間隔で運行しています

１時間間隔で運行しています １時間間隔で運行しています

市民文化センター

富岡第一小学校

金沢バス停

下橋バス停（今里）

下和田入口バス停

西小学校

石脇バス停

千福バス停

市役所 向田小学校

市民体育館前

久根バス停

町震公民館

深良グランドバス停

深良小学校

景ケ島鮨景前

富岡第一小学校

田向下バス停

須山小学校

東小学校前

各会場をシャトルバス
（マイクロバス）で結びます。
いろいろ遊びに行ってね！

無料
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11月11日から17日は「税を考える週間」です。
市税の期限内納付、ありがとうございます。

　毎年11月11日から17日までは「税を考える週間」です。
　税金は、地域の住民や企業の皆さんに負担していただいており、私たちの生活する
地域をより豊かで住みよい社会にするための大切な財源となっています。
　この機会に、家庭や職場などで私たちのくらしと税について考えてみませんか。

　納税は自主納付が原則です。税の公平
性を保ち、徴収の経費を最小限に抑える
ためにも、納期内の納付をお願いします。
　日中、お仕事などで納付ができない方
は、口座振替やコンビニ納付をご利用く
ださい。

納税は国民の義務
　わたしたちは、憲法によっていろいろな権利を保障

されていますが、同時に義務も課されています。

　憲法では、国民の義務として『教育を受けさせる義
務』『勤労の義務』『納税の義務』の３つを定めていま

す。これを『国民の三大義務』といいます。

　わたしたちが税金を納めるということは、言い換え

れば、国民として最も基本的な義務の一つを果たして

いることになります。

納めていただいた税金
　納めていただいた税金は、教育、社会福祉、道路や

河川などの公共施設の整備や維持管理、その他各種の

行政サービスに必要な、重要な財源です。

税金の納付は最優先です
　法律（地方税法第14条）により、借金を含むすべて

の債権より優先されます。「借金があるから納税でき

ない」というのは間違いです。

　滞納している税金を放置することは、多くの納期限

内に納税していただいた皆さんとの間の税負担の公平

を欠くことになってしまいます。それと同時に、市の

財政を圧迫し、行政サービスの提供に支障を来すこと

にもなります。

　また、滞納している方に対して、納税を促すさまざ

まな事務にかかる費用も、納税している方が納めてい

る税で負担しています。滞納をするとそうした方々に

も迷惑をかけていることになります。

■滞納してしまうとこんなことが……

納　　期 市税を納付いただく期間
（条例で定める日）

⬇ （納付をいただかなかった場合）

督 促 状

督促料も支払わなければなりません。
以後、延滞金（※１）がかかってくるこ
とがあります。
督促状発送から10日経過時に完納してい
ない場合、差し押さえの対象者になって
しまいます。

⬇ （納付をいただかなかった場合）

催 告 書 滞納者が所有している財産について調査
します。

⬇ （納付をいただかなかった場合）

滞納処分 給与・預金などの差し押さえ、捜索（※
２）、強制換価など

※１　延滞金は、法律により年 14.6％となります。

※	２　捜索とは、滞納者の住居などで財産を発見する

ために行う強制調査です。

⬆タイヤロックによる車両の差し押さえの例
自動車などの車両も差し押さえの対象になることが
あります。

税金を滞納してしまうと大変なことに……

p.8
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管理納税課
995-1811

“夜間納税相談”を実施しています。
　日中に市役所に来られない方のために、夜間納税相談を実施しています。
　夜間納税相談では、税金の納付や納税の方法などについて相談を受け付けて
います。
　ご予約は必要ありません。

実施日時／毎月第１・第３㈬　19時まで（祝祭日、年末年始を除く）

県と市町が一体となった滞納者の徴収対策
●県職員の派遣受け入れ

●静岡地方税滞納整理機構

　県と市町が一体となった徴収対策強化のひとつとし

て、平成 24 年度から、県は、市町に対して市町の職

員の身分を併任した県職員の派遣を行っています。派

　静岡地方税滞納整理機構とは、市町と県が連携して

地方税の徴収が難しい滞納を、共同して専門的に処理

する機関です。

遣期間中は、週に 1 日程度のペースで派遣され、財産

調査や差し押さえ処分などをより積極的に推進してい

ます。

　市からも割り当てられた件数により、案件を静岡地

方税滞納整理機構へ送り、成果が上がっています。

地方税の滞納整理の専門機関として、弁護士と協力しながら、
財産調査と滞納処分を迅速、確実に行います。

給  料
インターネット公売など

土地・建物預  金

カメラ・時計 自動車
徹底した財産調査と
差し押さえ

公売などによる
換 価 

徴収困難な滞納

県・市・町

静岡地方税滞納整理機構

徴収金
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お知らせ
Announcement

国保高齢受給者証交付会

　12月１日㈯から次の方が対象とな

り、次のとおり受給者証を交付します。

	11月22日㈭　９時45分〜11時30分

	福祉保健会館会議室

	昭和17年11月２日〜昭和17年12月

１日に生まれた方

通 知／対象者の方には、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。

 国保年金課　995-1814

特定の血液製剤により
Ｃ型肝炎ウイルスに
感染された方へ

　出産や手術における大量出血など

の際に、特定の血液製剤を投与され

たことによって、C 型肝炎ウイルス

に感染された方に、給付金を希求す

る仕組みがあります。

　詳しくは、厚生労働省ホームペー

ジをご覧になるか、相談窓口（平日

９時30分〜18時）へお問い合わせく

ださい。

請求期限／平成30年１月15日

 厚生労働省相談窓口
　0120-509-002

コミュニティ助成事業

　㈶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、

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

行っています。

　この助成事業により御宿上谷区で

は、宝くじの助成金で放送設備、テ

レビの整備を行いました。区民のさ

まざまなコミュニティ活動に役立て

られます。コミュニティ助成事業に

よる地域振興事業を考えている区は、

地域振興課にご相談ください。

 地域振興課　995-1874

平成25年成人式の開催

	平成25年１月13日㈰　10時30分〜

　受付▶９時30分〜

	市民文化センター

	平成４年４月２日〜平成５年４月

１日生まれの市内に住民登録して

いる方と、市内中学校卒業者で市

外に転出した方

	対象の方には、12 月上旬までに

案内状をお送りします。対象の方

で案内状が届かない場合はご連絡

ください。

 生涯学習課　992-3800

11月は児童虐待防止月間です

　子どもの虐待は、子どもに対する

重大な人権侵害です。保護者がしつ

けのつもりでも、暴力や暴言で子ど

もを追い詰め、心身を傷つけ、健全

な成長や人格形成に深刻な影響を与

えるものであれば、それは虐待です。

　毎年 11 月は児童虐待防止月間で

す。子どもへの虐待の未然防止、早

期発見・対応を推進しています。

　子どものことでお悩みの方、虐待

かも？　と感じた方、家庭児童相談

室では電話と面接でご連絡・ご相談

をお受けします。

	㈪〜㈮　９時〜16時　※㈷を除く

	市役所１階　家庭児童相談室

 家庭児童相談室　995-1862

　以下の通り、説明会を開催しま

す。青色申告されている個人事業

者のうち年末調整事務の必要がな

い方は、青色決算説明会のみご参

加ください。

事前に送付した関係書類

※	青色決算書は確定申告書類に同

封して発送します。

 市民税課　995-1810
　沼津税務署　922-1560

開催日
開催時間

開催場所年末調整等
説明会

青色申告決算等
説明会

11月14日㈬ 13：30～15：05 15：10～16：00 御殿場市民会館
小ホール

11月20日㈫ 13：30～15：05 15：10～16：00 裾野市民文化センター多目的ホール

11月21日㈬ 13：30～15：05 15：10～16：00 沼津市民文化センター小ホール

11月22日㈭
10：00～11：35 － 沼津市民文化センター

小ホール13：30～15：05 15：10～16：00

平成24年分の年末調整説明会と
青色申告決算説明会
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お知らせ
Announcement
税を考える週間

　11月11日㈰〜17日㈯は税を考える

週間です。国税庁では「税の役割と

税務署の仕事」をテーマに、国民の

皆さんに租税の役割や税務行政に対

する理解を深めていただくため、

様々な行事を実施します。

　国税庁ホームページでは、税を考

える週間の特集ページを開設します。

　このほか、所得税などの申告書が

簡単に作成できる「確定申告書など

作成コーナー」や国税の申告・納税

などの各種手続きがインターネット

で行える「e-Tax ホームページ」、

よくある税の質問に対する回答を掲

載した「タックスアンサー」、動画

と図解で解説するインターネット番

組「Web-TAX-TV」など、税に関

する情報が満載です。

　この機会に、税について考えてみ

ませんか。

 沼津税務署　922-1560
 国税庁ホームページ

　www.nta.go.jp

「家庭の日」および「家庭
教育を考える強調月間」

　毎年 11 月は家庭教育を考える強

調月間です。県では、家庭教育の役

割やその重要性を見つめ直すために、

各家庭で独自に「家庭の日」を設け

ることを定めています。この機会に、

家族のコミュニケーションを深めて

みませんか？

 生涯学習課　992-3800

募 集
Recruitment

初心者ビデオカメラ講習会

　講習会を修了した方は、鈴木図書

館２階　視聴覚ライブラリーのビデ

オ編集機と視聴覚機器が使用できま

す。

	12月８日㈯　９時30分〜16時30分

	鈴木図書館２階　視聴覚室

	市内に在住・在勤している成人

20人（先着順）

	❶機器の取扱説明・操作❷ビデオ

撮影の基礎知識▶撮影の基礎知識、

撮影技法の基本、作品発表、編集

方法

	ビデオカメラ、付属品一式

	申込用紙に記入し直接持参または

ＦＡＸするか、お電話でお申し込

みください。

	11月７日㈬〜12月７日㈮

	駐車場に限りがあるため、相乗り、

公共交通機関を利用していただく

など、ご協力をお願いします。

 鈴木図書館　992-2342
 992-2373

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

講座名 パソコン初めて
講座（昼）

パソコン初めて
講座（夜）

ワード・エクセ
ル初級講座（夜）

ワード・エクセ
ル中級講座（昼）

インターネット
講座（夜）

画像編集初級
講座（昼）

対　象 パソコンを触ったことがない方 簡単な文章の入
力ができる方

ワード・エクセ
ルの基本的な使
い方がわかる方

簡単な文章の入力ができる方

開講日 11月27日㈫～29日㈭ 12月４日㈫～７日㈮ 12月11日㈫～13日㈭

時　間 13：30～15：30 19：00～21：00 19：00～21：00 13：30～15：30 19：00～21：00 13：30～15：30

受講料 1,500円 2,000円 1,500円

初心者パソコン講座受講生
　パソコン初心者のための、初心者パソコン講座を開講します。

	生涯学習センター２階

　パソコン室

各講座24人（先着順）

	生涯学習センター窓口、電話、ＦＡＸで❶氏名❷住

所❸電話番号❹希望の講座を伝えてください。

※	複数口座の申し込みは可能ですが、パソコン初めて

講座とその他の講座は同時にお申し込みできません。

	11月２日㈮〜23日㈮　９時〜21時

 生涯学習課　992-3800
992-4047
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平成24年度ふるさと芸術展

　ふるさと芸術展の作品を募集して

います。題材が富士山であれば、ジャ

ンルは問いません（写真は除く）。

表現方法は自由です。自由な発想で

制作された、個性あふれる作品をお

待ちしています。　

募 集作品／●富士山を題材にしたも

の（写真は除く）●縦・横がそれぞ

れ１ｍ以内のもの　※額の場合は、

裏に展示用の紐を張ってください。

※箱や袋、風呂敷などにも氏名を

書いてください。

出 品点数／１人１点

	出品票を作品に添付し富士山資料

館に搬入してください。出品票は

富士山資料館にありますので、作

品搬入時に記入してください。出

品票は市ホームページから印刷す

ることもできます。

※	グループで出品する場合は、とり

まとめてご連絡ください。資料館

で搬送を行います。

	平成25年１月18日㈮〜２月17日㈰

展 示期間／平成25年３月２日㈯〜４

月７日㈰

作 品の返却／平成25年４月13日㈯以

降、富士山資料館で返却します。

 富士山資料館　998-1325
	

平成25年度ふるさと富士山
ナイスアングル写真展

　静岡県側から見た、個性あふれる

富士山の写真を募集しています。ど

なたでも参加できます。

規 格／静岡県側から撮影した富士山

の写真を四つ切り（ワイドは不可）

にプリントアウトし、パネル張り

募 集
Recruitment

沼津テクノカレッジ入校生

　沼津テクノカレッジが平成 25 年

度第２期の募集を開始します。来る

べき就職に備えて、自らの腕を磨き

ませんか。

試験日／ 11 月 22 日㈭

合格発表／ 12 月４日㈫　正午

募 　集／機械技術科、電子技術科、

情報技術科

	沼津テクノカレッジ（静岡県立沼

津技術専門校）

	平成 25 年３月時点でおおむね 30

歳以下で、技術・技能を身につけ、

就職する意欲のある方

各科 20 人

選 考方法／数学（Ⅰ・Ａ程度）およ

び面接

	11 月 15 日㈭

	授業料▶年額 118,800 円

　在学期間▶２年間

　施設見学は、㈯、㈰、㈷を除き随

時行っています。ご希望の方は事前

に電話でお申し込みください。定員

に達した場合、以降の一般入校試験

は実施されない場合があります。

 沼津テクノカレッジ（静岡県立沼
津技術専門学校）　925-1071
 http://www.numazu-vtc.ac.jp/

患者・家族集中勉強会
「抗がん剤治療と副作用対策編」

　患者さんと家族の方が、今まさに

直面していることに正しい知識を持

ち、病気に立ち向かえるよう、各分

野の専門家がお手伝いします。

	11月20日㈫　10時〜16時20分

	県立静岡がんセンター研修所　し

おさいホール

	抗がん剤治療中、治療後またはこ

れから治療を受ける患者とその家

族

150 人

	治療前に行っておくこと、抗がん

剤治療によって起きる体の諸症状、

自宅療養時の注意事項など

	参加者名と連絡先を記入し、ＦＡ

Ｘまたははがきでお申し込みくだ

さい。静岡がんセンターのホーム

ページからも申し込みができます。

	11 月 13 日㈫必着

	 県立しずおかがんセンター内疾

病管理センター　集中勉強会係　

〒 411-8777　駿東郡長泉町下長

窪 1007

 989-5557
 http://www.scchr.jp/

または額装してください。

出 品点数／１人１点

	出品票を作品に添付し富士山資料

館に搬入するか、郵送してくださ

い。出品票は富士山資料館にあり

ますので、作品搬入時に記入して

ください。出品票は市ホームペー

ジから印刷することもできます。

※ガラス額は郵送できません。

※	グループで出品する場合は、とり

まとめてご連絡ください。資料館

で搬送を行います。

	平成25年２月１日㈮〜４月７日㈰

展 示期間／平成25年４月20日㈯〜６

月30日㈰

作 品の返却／平成25年７月５日㈮以

降、富士山資料館で返却します。

	 富士山資料館

　〒 410-1231　須山 2255-39

 998-1325
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募 集
Recruitment

第４回普通救命講習会

	11月18日㈰　９時〜12時

	市消防庁舎３階　災害対策室

	中学生以上の方

30人（先着順）

	ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用

いた心肺蘇生法の修得

	消防署、茶畑分遣所、須山分遣所

でお申し込みください。または、

市ホームページから申し込み用紙

をプリントアウトし、必要事項を

記入して各署所までお申し込みく

ださい。

 消防署　995-0119

市民大学教養講座

　今年度は、「初めて学ぶ“お金”

の話〜経済や金融の基礎を学ぼう〜」

をメインテーマに、経済・金融と私

たちの暮らしについて学びます。私た

ちの生活とお金は切り離して考えるこ

とができないものです。しかし、経

済・金融と聞くと理解しにくく敷居が

高いものと感じがちです。そんな苦

手意識を減らすための基礎講座です。

内　　容 と　　き

経済のグローバ
ル化の進展とわ
たしたちの暮ら
し

11月27日㈫
13:30～15:00

暮らしとお金 11月29日㈭
13:30～15:00

金融商品の
基礎知識

12月５日㈬
13:30～15:00

ワークショップ 12月６日㈭
13:30～15:00

	生涯学習センター２階　学習室１

50人（先着）

	電話または生涯学習センター窓口

でお申し込みください。

 生涯学習課　992-3800

相談
Counseling
結婚相談

　結婚を望む方へのアドバイスや相

談所登録者の紹介をします。

	11月18日㈰　９時〜12時

※受付は11時30分まで

	福祉保健会館３階　会議室、相談

室

	結婚を望む方

	相談所登録者の紹介を希望する場

合は、自身の登録が必要です。登

録方法はお問い合わせください。

 しあわせアドバイザーすその（社
会福祉協議会）　992-5750

暮らし何でも相談

　ライフサポートセンターしずおか

とは、静岡県労働者福祉協議会、連

合静岡、全労済静岡県本部、静岡県

労働金庫の４団体が主体となり、勤

労者に各種支援活動を提供する組織

です。

　日常生活で起こるトラブルや悩み

ごと、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、ラ

イフサポートセンターの暮らし何で

も相談サービスをご利用ください。

どなたでも気軽に利用することがで

きます。

※	相談および取り次ぎは無料ですが、

専門家に相談する場合は別途料金

が掛かる場合があります。

	平日　９時〜 17 時

 ライフサポートセンター東部
　922-3715

❶ 昭和42年４月２日～平成７年４月１日までに生まれた方
❷ 身体障害者手帳の交付を受けている方
❸ 自力で通勤でき、かつ介護者なしで職務の遂行が可能な方
❹ 通常の勤務時間（原則週38時間45分、１日７時間45分）に
対応できる方

❺ 活字印刷文による試験問題に対応できる方

職　　種／一般事務

採用予定人員／約１人

試 験日／ 12 月８日㈯

試 験会場／市役所地下会議室

申 込方法／市役所３階　人事課に

ある指定の申込用紙に必要事項

を記入し、人事課に直接提出、

または郵送してください。

　	郵送で案内書・試験申込書など
を請求する場合▶封筒の表面に

朱書きで「試験案内希望」と明

記し、送付先を記入した返信用

受 験資格／次の条件をすべて満た

す方

封筒（Ａ４が折らずに入る大きさ、

または角２）を同封してください。

※	普通郵便で希望の場合は 140

円切手、速達を希望する場合は

410 円切手を張ってください。

申 込期間／11月１日㈭〜21日㈬　

８時30分〜17時　※㈯㈰㈷は除

く

※	郵送の場合は11月21日㈬必着

 人事課　995-1806

平成25年採用市職員募集
（身体障がい者対象）
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最近、ＬＰガスの料金が安くなるから販売店を変更
しないかと勧誘員が訪問してくる。ＬＰガス料金は販
売店によって違うのか。

ＬＰガス料金は自由料金です。したがって、販売店
によって料金は違います。異なる理由としては、保安
対策や設備、サービスの差異などありますので、十分
に説明を受けて下さい。新しい販売店を選ぶときには
　次の点に注意しましょう。
❶提示された料金が急に値上げされることはないか。
❷保安やサービス内容はどうか。
❸契約の内容に不利な点はないか。
　また、ガスの訪問勧誘は特定商取引法の規制の対象
となっていて、はっきり断った場合の再勧誘は禁止さ
れており、クーリング・オフ（無条件解約）もできます。
困ったときは、消費生活センターまでご相談下さい。

消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

不動産ギャラリー不動産ギャラリー

▶ 遺言書をつくりましょう
　遺産相続の争いが頻発しているようです。死後にト
ラブルを残さないよう、定年・還暦・誕生日などを機
に遺言書を作りませんか。
　何から手をつけたらいいか迷っている方は、エン
ディングノートを使ってみましょう。このノートは、
書店や葬祭業者さんでも手に入れられます。
　ノートには、預貯金・不動産・親族・医療介護・葬
儀・お墓のことなど記入する欄があるので、書けると
ころから書いて、気持ちの整理をしてみましょう。な
かなか遺言作成にとりかからない親にあげて、一緒に
見ながら話題にしてみてはいかがですか。
　それから、行政・司法書士・会計士に相談し、公正証
書にしておけば安心です。料金が気になりますが、公
正証書の作成手数料は遺産額1,000万円までで17,000
円、3,000万円までで23,000円とのことです。

くらしのダイヤル
消費生活研究会

相談
Counseling

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間
～ひとりで悩まず電話してください～

　夫やパートナーからの暴力や、職

場でのセクシュアル・ハラスメント、

つきまとい（ストーカー）などに困っ

ていたら、お電話ください。

	11月12日㈪〜18日㈰　８時30分〜

19時　※㈯㈰は10時〜17時

相 談ナビダイヤル／ 0570-070-810

主 催／静岡地方法務局、静岡県人権

擁護委員連合会

ニート・ひきこもり・
不登校等合同相談会＆講演会

　学校をやめたらどうしたらいい？	

わが子にどう接したらいいのか？	

不登校や引きこもりの経験があるけ

ど就職は大丈夫？　今の気持ちを誰

かに聞いてほしい！　そんな悩みに、

民間支援団体と公的支援機関、高等

学校などが個別に応じます。

	11月18日㈰　10時30分〜16時

	三島市民文化会館（三島市一番町

20 −５）

講演

時 間 10：30～12：00（受付10：00～）

テーマひきこもりの理解と支援

講 師竹中哲
てつ

夫
お

さん

個別相談会
時 間 13：00 ～ 16：00

相談内容
就労、ニート、ひきこも
り、不登校、発達障がい、
学習の遅れ、進路の相談
など

※入退場時間は自由

 静岡県教育委員会社会教育課
　054-221-3160
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11月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 5・12・19・26日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

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 22日㈭
18時～18時30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
相談を希望される方

成人食事健康相談 ５日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 16日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

13日㈫９時～９時15分
平成24年６月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

27日㈫９時～９時15分
平成24年４月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

20日㈫13時15分～13時45分
平成23年５月生まれの方

２歳児
親子教室

28日㈬９時～９時15分
平成22年11月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

８日㈭午後
平成22年５月生まれの方

３歳児
健康診査

15日㈭13時～13時30分
平成21年11月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
11月６日㈫ 17時～ 19時 45分
11月13日㈫ ９時～ 11時 30分
11月20日㈫ 13時～ 15時 30分
11月28日㈬ ９時～ 11時 30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
11月13日㈫ ９時～ 11時 30分
11月28日㈬ ９時～ 11時 30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

外科 整形 整形

4 5 6 7 8 9 10

外科 内科 内科 整形 外科 内科 内科

11 12 13 14 15 16 17

内科 内科 内科 整形 内科 整形 内科

18 19 20 21 22 23 24

外科 内科 外科 内科 外科 内科 内科

25 26 27 28 29 30

内科 内科 外科 内科 内科 整形

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

有

料

広

告
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11月後期の救急協力医
平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

16 金 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 よざ小児科医院 967-5722 原

17 土 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 日

旭医院 966-0031 �原 西方外科医院 921-1333 共栄町

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

新井内科
クリニック 992-0811 久根 駿東整形外科医院 922-8855 �高沢町

19 月 かとう内科医院 946-5562 �大岡 五十嵐クリニック 934-6700 �志下 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

20 火 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 沼津整形外科医院 921-3791 �共栄町 田中医院 921-2053 高島町

21 水 柿田川医院 973-3601 柿田 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

22 木 望星第一クリニック 922-0222 �柳町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

23 金

本村クリニック 969-0001 �大塚 遠藤医院 997-0533 葛山

つかだ医院 983-1577 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

遠藤医院 997-0533 葛山 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

24 土 杉山病院 963-4114 �錦町 聖隷沼津病院 952-1000 �松下 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時
日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分～翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時～22時
土曜日：14時～21時
日祝日： ９時～21時

日 曜 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

18 日
つちや耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8003

厚原 むらまつ眼科医院
993-8855 深良

関谷レディース
クリニック
968-6611

西椎路 カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑

23 金
本橋耳鼻咽喉科
医院
972-1133

�東本町
あいあい眼科
クリニック
967-7715

原 岩端医院
962-1368 大手町 スマイル歯科医院

997-1610 深良

25 日
ぬまづ島田
耳鼻咽喉科医院
924-0780

杉崎町 聖隷沼津病院
952-1000 松下

小島レディース
クリニック
952-1133

大岡 勝又歯科医院
989-4726 上土狩

25 日

あめみや内科 935-1159 �吉田町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

きくちクリニック 989-5788 桜堤 田中医院 921-2053 高島町

おぐち医院 992-6611 深良 こんどう
クリニック 925-2420 �岡宮

26 月 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

27 火 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
江川町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

28 水 小林内科医院 921-2165 �米山町 酒井医院 966-1755 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

29 木 おおい神経内科 922-8886 �北高島町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

30 木 きせがわ病院 952-8600 �大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑
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富士山資料館993-9300

No.
1229

2012 年
（
平
成
24 年

）

11
月1

日
号

働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります市民憲章 :

毎年恒例　そば打ち講座　受講生募集
申込開始日／11月６日㈫　９時〜

金子三勇士　ピアノ・リサイタル
と 　き／12月２日㈰ 開場▶13時30分 開演▶14時
と ころ／多目的ホール
入 場料／全席自由席　一般▶2,500円、高校生以
下▶1,500円　※未就学児入場不可
チケット好評発売中！

「ありがとうターブゥ」
渡辺満里奈の絵本読み聞かせと
０才からのクラシックコンサート

と 　き／12月15日㈯ 開場▶14時30分 開演▶15時
と ころ／大ホール
入 場料／全席指定席　大人▶2,500円、子ども（３
歳～小学生）▶500円　※２歳以下１人膝上無料
チケット好評発売中！

♪「キッズ広場」同時開催（無料）♪

石井好子メモリアル音楽祭2013
と 　き／2013年３月23日㈯
　開場▶16時30分　開演▶17時〜19時30分
と ころ／大ホール
チ ケット発売日／12月８日㈯
　全席指定▶6,000円（当日7,000円）
　午前９時から特設電話にて販売
特設電話番号 993-5312（８日限り）

11月の休館日／
　５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪

№65
『ツルニンジン（蔓人参）キキョウ科』

落ち着いた花ジイソブ
　山道の道端でつるを他の植物に巻きつけて、秋

に下向きの花を咲かせます。根が太く朝鮮人参に

似ていることから名がついたようです。別名はジ

イソブといい「じいさんのそばかす」の意味があ

るそうです。類似種にバアソブ「ばあさんのそば

かす」もあるようです。

行政相談委員
　総務大臣が行政相談委員法に基づいて民間有識

者の中から委嘱した方で、市民の身近な相談相手と

して、行政の仕組みや手続きに関する問い合わせな

どの相談を受け付け、その解決のための助言や関

係機関への通知などの仕事を無報酬で行っている。

行政相談委員として、
総務大臣表彰を受けた

湯山　貴
き

志
し

子
こ

さん（御宿）

	 15年以上、行政相談委員として活動
　行政相談委員の活動や思いを漢字一文字で表す

と「聴」だという湯山さんは、「国や市に対して

苦情や相談を受け、解決に向けて活動してきまし

たが、十分な目と耳と心でお話を聴くことが大切」

だと実感されたそうです。

　「横断歩道の設置、エレベータの点字板の設置

など、解決できた問題は少しですが、解決までい

かなくても相談者のお話を伺い、思いを受けて活

動することの重要さを感じました」と振り返られ、

「長く活動してきましたが、市民の皆さんへの認

知度を高めることができなかったので、達成感は

70％ぐらい」と話してくださいました。

　これからも行政相談委員の活動を続けていくに

あたり、「どんな小さな問題でも相談にいらして

ください。皆さんの問題解決に向け、市役所、行

政評価事務所の力をお借りして努力していきま

す」とメッセージをくださいました。
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No.
1230

2012年（平成24年）

11月15日号 02 �平成23年度 裾野市財務書類４表
� を公表します
06 �平成 24年度　市長表彰
07 �12 月２日㈰は「防災の日」
10 �第 31 回　消費生活展

10月 28日
市民ソフトボール大会

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。



平成23年度　裾野市財務書類４表
　市の財政状況を市民の皆さんにより詳しく知ってい
ただくため、企業会計的な手法を取り入れた新地方公
会計制度（総務省方式改訂モデル）に基づく財務書類
４表（1. 貸借対照表、2. 行政コスト計算書、3. 純資
産変動計算書、4. 資金収支計算書）を公表します。
　また、市では一般会計で行っている事業以外にも、
特別会計事業や、水道事業など、市民の皆さんに密接

な関わりを持つ事業を行っています。他にも公益法人
などの関係団体と連携して行う事業もあります。
　このように市の財政は一般会計のみで成り立ってい
るわけではないため、特別会計や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
４表を作成しました。これにより、今まで以上に透明
性の高い財務情報を市民の皆さんに公表します。

▼純資産変動計算書の中で使われている主な用語について説明します。
純資産変動計算書の用語 解　　　　　説

期 首 純 資 産 残 高 前年度末の純資産の額。対して期末純資産残高は当年度末の純資産の額。期首残高から期末残
高を差し引いた額が当該年度の増減額になる。

純 経 常 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
により算定される。

項　　　目 普通会計 連結会計 市民１人当たり
期首純資産残高 952億円 1094億円 202万2千円

（955億円） （1093億円） （201万4千円）
純経常行政コスト △160億円 △193億円 △35万8千円

（△161億円） （△191億円） （△35万3千円）
一般財源
・地方税 101億円 101億円 18万6千円

（101億円） （101億円） （18万6千円）
・地方交付税 2億円 2億円 4千円

（1億円） （1億円） （3千円）
・その他行政コスト充当財源 17億円 17億円 3万1千円

（17億円） （17億円） （3万1千円）
補助金等受入 33億円 68億円 12万5千円

（39億円） （72億円） （13万2千円）
臨時損益 0円 0円 0円

（0円） （1億円） （2千円）
期末純資産残高 945億円 1089億円 201万1千円

（952億円） （1094億円） （201万5千円）
（　）内平成 22 年度

平成 23 年度純資産増減額

普通会計

952 億円⇒ 945 億円
（期首純資産残高⇒期末純資産残高）

7 億円の減少

連結会計

1,094 億円⇒ 1,089 億円
（期首純資産残高⇒期末純資産残高）

5 億円の減少

純資産変動計算書 (NWM)

※総務省方式改定モデルでは、皆さんの納めた税金は収益ではなく、純資産としてこの表に計上されています。

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

裾野市の連結範囲
連結グループ

市 全 体

普 通 会 計

一般会計
土地取得特別会計
墓地事業特別会計

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
下水道事業特別会計
水道事業会計

裾野市土地開発公社
静岡県芦湖水利組合
裾野・長泉清掃施設組合
裾野市振興公社
ガーデンシティすその
駿豆学園管理組合
静岡県後期高齢者医療連合

p.2
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企画部　財政課
995-1801を公表します

普通会計貸借対照表 (バランスシート /ＢＳ )

　貸借対照表は、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 ) で賄ってきたかがわかります。左側が資産で、右側が負債と純資
産 ( 資産と負債の差額 ) になっています。 

▼貸借対照表の中で使われている主な用語について説明します。
貸借対照表の用語 解　　　　　説

公 共 資 産 市が所有する資産のうち、長期間にわたって行政サービスの提供に用いられる固定資産

有 形 固 定 資 産 公共資産のうち、土地や建物などの不動産で、保有が長期に及ぶもの

売 却 可 能 資 産 公共資産のうち、現在は行政サービスに利用していない資産などで、売り払いが可能なもの

投 資 お よ び 出 資 金 市が保有する有価証券や、公営企業・関係団体への出資金など

長 期 延 滞 債 権 決算における地方税などの収入未済額のうち、延滞が長期に及んでいるもの

回 収 不 能 見 込 額 時効などの理由により、回収が困難であると見込まれる市税や使用料・手数料などの額

流 動 資 産 原則として 1 年以内に現金化される資産

固 定 負 債 返済期限が 1 年を超える債務

地 方 債 地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるもの

流 動 負 債 返済期限が 1 年以内の債務

退 職 手 当 引 当 金 全職員が年度末に普通退職したと仮定した場合に必要な退職手当の見込額

借　方 貸　方
資金を何に使ったのか 資金をどこから調達してきたのか

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

項　　目 普通会計 連結会計 市民１人当たり 項　　目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

1. 公共資産 1. 固定負債
・有形固定資産 1,053億円 1,260億円 232万7千円 ・地方債 182億円 262億円 48万5千円

（1,044億円） （1,250億円） （230万2千円） （176億円） （259億円） （47万7千円）
・売却可能資産 1億円 1億円 2千円 ・退職手当引当金 34億円 37億円 6万8千円

（1億円） （1億円） （2千円） （33億円） （35億円） （6万4千円）
2. 投資など 2. 流動負債
・投資および 2億円 1億円 1千円 ・翌年度償還 15億円 19億円 3万5千円
　出資金 （2億円） （1億円） （1千円） 　予定地方債 （16億円） （18億円） （3万4千円）
・貸付金 3億円 1億円 2千円 ・賞与引当金 2億円 2億円 4千円

（3億円） （1億円） （2千円） （2億円） （2億円） （4千円）
・基金など 31億円 34億円 6万3千円 ・その他 1億円 2千円

（32億円） （36億円） （6万7千円） （2億円） （3千円）
・長期延滞債権 4億円 7億円 1万3千円 負債合計 233億円 321億円 59万3千円

（4億円） （7億円） （1万3千円） （226億円） （316億円） （58万2千円）
・回収不能見込額 △1億円 △1千円

（△1億円） （△1千円）

3. 流動資産 純資産の部
・現金預金 83億円 102億円 18万9千円 （これまでの世代が負担した金額）

（91億円） （110億円） （20万2千円）
純資産合計 945億円 1089億円 201万2千円

・未収金 1億円 3億円 5千円 （952億円） （1094億円） （201万5千円）
（1億円） （3億円） （5千円） 負債および合計 1178億円 1410億円 260万5千円

・販売用不動産 2億円 4千円 純資産 （1178億円） （1410億円） （259万7千円）
（2億円） （4千円）

（　　）内は平成22年度資産合計 1,178億円 1,410億円 260万5千円
（1178億円） （1410億円） （259万7千円）
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平成 23 年度　裾野市財務書類４表 を公表します

行政コスト計算書（損益計算書 /ＰＬ）

　行政コスト計算書は、企業会計では損益計算書といわれているものですが、利益の追求を目的とする企業とは違
い、営利を目的としない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、その内容の分析を行
うことを目的としています。
　コストは「人にかかるコスト」や「物にかかるコスト」など、コストの性質別に集計したもの（コスト構造）と、
教育や福祉といった行政サービスの目的別に集計したものの 2 方向から分析を行います。

上記の表より算出された平成 23 年度の経常行政コスト総額は、277 億円でした。
　 性質別の経常行政コストをみると、、「移転支出的なコスト」の占める割合が大きいことが分かります。これは
主に社会保障給付に多くのコストがかかっていることを示しています。
　また、 行政目的別の内訳をみると、どのような行政サービスにより多くの費用が必要かがわかります。市では社
会保障給付などの福祉にかかる費用が一番多くかかっていることが分かります。
※ 総務省方式改訂モデルでは、経常収益には地方税や国県補助金などは計上されず、純資産変動計算書の一般財源

に計上されます。

性質別 経常行政コスト (A) 行政目的別 経常行政コスト
普通会計 連結会計 市民１人当たり 普通会計 連結会計 市民１人当たり

⒈人にかかるコスト 39億円 42億円 7万9千円 ⒈生活インフラ・ 21億円 21億円 3万8千円
（41億円） （46億円） （8万4千円）  国土保全 （21億円） （21億円） （3万9千円）

⒉物にかかるコスト 68億円 82億円 15万1千円 ⒉教　　育 28億円 30億円 5万5千円
（67億円） （80億円） （14万8千円） （28億円） （30億円） （5万5千円）

⒊移転支出的なコスト 54億円 146億円 27万円 ⒊福　　祉 51億円 153億円 28万円3千円
（56億円） （140億円） （25万8千円） （51億円） （147億円） （27万円）

⒋ . その他のコスト 4億円 7億円 1万3千円 ⒋環境衛生 17億円 22億円 4万3千円
（4億円） （9億円） （1万6千円） （17億円） （22億円） （4万3千円）

経常行政コスト合計 165億円 277億円 51万3千円 ⒌産業振興 9億円 9億円 1万円7千円
（168億円） （275億円） 50万6千円 （11億円） （11億円） （2万円）

⒍消　　防 11億円 11億円 2万円
経常収益 (B) （11億円） （11億円） （2万1千円）

普通会計 連結会計 市民１人当たり ⒎総　　務 22億円 22億円 4万1千円
⒈使用料・手数料等 3億円 3億円 6千円 （23億円） （23億円） （4万2千円）

（5億円） （5億円） （9千円） ⒏議　　会 2億円 3億円 4千円
⒉分担金・負担金・寄附金 2億円 48億円 8万8千円 （2億円） （2億円） （4千円）

（2億円） （46億円） （8万5千円） ⒐その他 4億円 6億円 1万2千円
⒊保険料 0円 21億円 3万9千円 （4億円） （8億円） （1万2千円）

（20億円） （3万7千円）
経常行政コスト合計 165億円 277億円 51万3千円

⒋事業収益 0円 12億円 2万1千円 （168億円） （275億円） （50万6千円）
（13億円） （2万2千円） （　　）内は平成 22 年度

経常収益合計 5億円 84億円 15万4千円
（7億円） （84億円） （15万3千円）

純経常行政コスト (A-B)

普通会計 連結会計 市民１人当たり

160億円 193億円 35万9千円  
（161億円） （191億円） （35万3千円）
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資金収支計算書（ＣＦ）

　資金収支計算書はキャッシュフローと言われるもので、「キャッシュ = お金」の「フロー = 流れ」を明らかに
します。市の収支をその性質に応じて、経常的収支、公共資産整備収支、投資・財務的収支に区分して表示し、市
のどのような活動に資金が必要なのかを知ることができます。加えて、基礎的財政収支 ( 借金せずに税収などで賄
えているかどうかをみる指標・プライマリーバランス ) を説明することもできます。

▼行政コスト計算書の中で使われている主な用語について説明します。
行政コスト計算書の用語 解　　　　　説

人 に か か る コ ス ト 職員の人件費や退職手当、賞与の引当金に当該年度新たに繰り入れた額など
物 に か か る コ ス ト 行政サービスに必要な物件費、施設などの維持管理費、減価償却費など
移 転 支 出 的 な コ ス ト 補助金や社会保障給付などにかかる費用
そ の 他 の コ ス ト 借金の支払利息や、回収不能となった税金などの見込額、災害の復旧に掛かった費用など
使 用 料 市の施設を利用した際に徴収する金額の調定額
手 数 料 戸籍や住民票、税務証明の発行などに対し徴収する金額の調定額
純 経 常 行 政 コ ス ト 経常行政コストの総額から、経常収益 ( 使用料・手数料、寄附金など ) を差し引いた額
社 会 保 障 給 付 児童手当の給付、高齢者や障害者への援護措置、生活保護などの福祉的な経費

区　分 普通会計 連結会計 市民１人当たり 基礎的財政収支に関する情報 
（普通会計） 市民１人当たり

⒈経常的収支の部
28億円 33億円 6万1千円

収入総額
200億円 37万円

（36億円） （42億円） （7万7千円） （209億円） （38万4千円）
・ 人件費、物件費、社会保

障給付などによる支出
125億円 235億円 43万4千円

地方債発行額
△21億円 △3万8千円

（126億円） （230億円） （42万7千円） （△21億円） （△3万7千円）
・ 地方税、地方交付税、

国県補助金による収入
153億円 268億円 49万5千円

財政調整基金等取崩額
△14億円 △2万6千円

（162億円） （272億円） （50万1千円） （△15億円） （2万7千円）

⒉公共資産整備収支の部
△18億円 △22億円 △4万円

支出総額
△199億円 △36万9千円

（△37億円） （△40億円） （△7万5千円） （△220億円） （△40万6千円）
・ 公共資産の取得など

による支出
43億円 50億円 9万3千円 地方債償還額 18億円 3万4千円
（59億円） （67億円） （12万4千円） （19億円） （3万4千円）

・ 国県補助金、地方債
発行などによる収入

25億円 29億円 5万3千円 基金等積立額 5億円 8千円
（22億円） （27億円） （4万9千円） （8億円） （1万5千円）

⒊投資・財務的収支
△19億円 △19億円 △3万5千円 平成23年度基礎的財政収支 △11億円 △2万1千円

（△18億円） （△18億円） （△3万3千円） 平成22年度基礎的財政収支 （△20億円） （△3万7千円）
・ 地方債償還、貸付金、基

金積立などによる支出
26億円 28億円 5万1千円
（26億円） （28億円） （5万2千円）

・ 貸付金回収、公共資産
売却などによる収入

8億円 9億円 1万6千円
（8億円） （10億円） （1万9千円）

⒋当年度歳計現金増減額
△9億円 △8億円 △1万4千円

（△19億円） （△16億円） （△3万1千円）

⒌期首歳計現金残高
91億円 110億円 20万3千円

（110億円） （126億円） （23万3千円）

⒍期末歳計現金残高
83億円 102億円 18万9千円
（91億円） （110億円） （20万2千円）（　　）内は平成22年度

▼資金収支計算書の中で使われている主な用語について説明します。
資金収支計算書の用語 解　　説

経 常 的 収 支 経常的な行政活動の収支で、公共資産整備収支および投資・財務的収支には含まれないもの
公 共 資 産 整 備 収 支 公共資産の整備にかかる収支
投 資・ 財 務 的 収 支 地方債の元利償還、発行額の収支など

基 礎 的 財 政 収 支
プライマリーバランスとも言われる。市債などの借金を除いた歳入と、過去の借金の元利払い
を除いた歳出の差のことで、市の財政が健全かどうかを表す指標。プライマリーバランスがマ
イナス ( 赤字 ) だと、「借金をしなければ必要な事業を行う資金を賄えない」状態である。
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平成 24 年度　市 長 表 彰
　市長表彰式が 10 月 17 日㈬に市民文化センターで行われました。地
方自治の進展や市民スポーツの向上などにより市政発展のためにご尽力
された受賞者の皆さんをご紹介します（功労別）。

企画部　秘書課
995-1800

市政有功賞 地方自治功労

渡邉　武
た け

彦
ひ こ

さん（富沢）

　多年、代表監査役として公

正な行政運営確保に尽力し、

地方自治の進展に寄与されま

した。

市政有功賞 教育文化功労

桃井　秀
ひ で

光
み つ

さん（桃園）

　静岡県市町対抗駅伝競走大

会の監督として選手の育成、

強化に尽力するとともに、地

域のスポーツ振興に寄与され

ました。

市政有功賞 社会福祉功労

島 登
と

美
み

子
こ

さん（千福）

　婦人会会長として、婦人活

動に尽力し、組織の育成強化、

地域社会福祉の増進に寄与さ

れました。

市政有功賞 教育文化功労

田中　正
ま さ

延
の ぶ

さん（岩波）

　多年、スポーツ推進委員（現

在）活動を通じ、市民スポー

ツの向上などに尽力し、市民

の健康増進に寄与されました。

市政有功賞 社会福祉功労

荻田　富
と み

雄
お

さん（葛山）

　多年、保護司として更生保

護に尽力し、社会奉仕の精神

により多くの対象者を更生さ

せ、民生の安定に寄与されま

した。

団体善行 
株式会社 
フジヘン
　寄付により健康

文化都市事業に貢

献し、市民福祉の

向上に寄与されま

した。

市 政 有 功 賞

有 功 善 行 賞

団体善行 
一般財団法人 
須山振興会
　寄付により健康

文化都市事業に貢

献し、市民福祉の

向上に寄与されま

した。

代表監事

田　博
ひ ろ

文
ふ み

さん

取 締 役

山口　和
か ず

之
ゆ き

さん

会計理事

渡邉　正
ま さ

昭
あ き

さん
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12 月２日㈰は「地域防災の日」

防災交通課
995-1817

　家族で防災

●避難場所・避難経路の確認
　避難場所や経路、所要時間などをあらかじめ知っ

ておけば、余裕をもって避難できます。避難先まで

のルートを実際に歩いて安全を確認することも大切

です。

●家族の安否確認
　大災害発生時は、電話がつながり難い状況が続き

ます。家族の安否確認は「災害用伝言ダイヤル（☎

171）」や「災害用ブロードバンド伝言板（Web171）」

を活用しましょう。遠くに住む親せきや知人の家を

中継点にするのも一つです。

　避難所の実情って…

　過去の大きな災害では避難所が開設されてきました。

その多くが狭い（体一つと荷物分の空間）・騒がしい・

プライバシーがない・食べ物が少ないなど避難された

方は大変不便を強いられたようです。

　市でも避難所は 35 カ所計画していますが、皆さん

が一斉に避難した場合にはあふれてしまいます。

　避難所で生活しなくても良いように備えましょう。

●水・食料の備え
　災害の規模によっては、物資が不足することも考

えられます。各家庭でも、飲料水は最低３日分（一

人一日３ℓ）、食料品は７日分（うち非常食３日分）

を用意しておきましょう。

●防災用品の備え
　備蓄品などは一つにまとめ、すぐに持ち出せる状

態にしておく必要があります。また常備薬やメガネ、

入れ歯、補聴器など家族に必要なものも追加しま

しょう。

災 害 に 備 え る　～自らの命・地域を災害から守る～
　昨年 3 月 11 日、東日本大震災による多大な被害を受けて国や地
方自治体だけでなく、企業や学校における防災教育や防災体制の見直
しや強化が活発に行われています。
　では、皆さんのご家庭ではどうでしょうか。
　災害が来てから考えるのでは手遅れです。日ごろから、災害が起き
た時の行動を家族で決めておきましょう。

●家具の配置と固定
　寝室や子ども部屋、高齢者の部屋をはじめとした、

家族が長時間過ごす部屋の家具固定や配置などの再

確認を行いましょう。

●家の耐震化
　昭和 56 年以前に建てられた場合、耐震診断を受

け、必要に応じて補強しましょう。それ以降に建て

たとしても点検・整備は必要です。

●火災に注意
　寒くなると火の取り扱いが増えます。火のもとか

ら離れるときは極力消すことを心がけましょう。

　防災訓練に参加しましょう

　「普段できないことは本番ではできない！」被災地

の方々は口々に言っています。頼りになるのは、向こ

う三軒両隣りです。各地区で行われる訓練に積極的に

参加して地域防災の輪を広げましょう。
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Photograph 10 月

　環境大会が市民文化センターで行わ

れました。アルミ缶がリサイクルされ

る様子を紹介した講演や環境功労者な

どの表彰式が行われ、作文朗読では優

秀賞を受賞した３人が、ごみのない美

しい街を作るにはどうしたらよいか、

普段の生活や清掃活動から考えたこと

を発表しました。� （10 月６日）

　富岡中学校青嶺祭ステージの部が市民文化センターで行わ
れました。どのクラスも日頃の練習の成果を発揮し、すばら
しい歌声を会場いっぱいに響かせました。� （10 月６日）

　第 15 回スーパーデッドボール大会と第 26 回グラウン
ドゴルフ大会が運動公園で開催されました。当日はあいに
くの雨でしたが、第 26 回グラウンドゴルフ大会ではホー
ルインワンを決める人も多く見られました。�（10 月７日）

「裾野の秋、感じて」 撮　影／大庭久
ひさ

典
のり

・塩川幾
いく

仁
と
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Photograph October

　美化センターで震災がれきの本格受け入

れを開始しました。当日は 4.66 トンのが

れきを搬入し、焼却が行われました。今後

は最大６トンのがれきを３週に２日の頻度

で受け入れる予定です。� （10 月 18 日）

もののふの里葛山城まつりが葛山城

址、仙年寺周辺で行われました。葛

山城
じょう

址
し

まで登って財宝を獲得するイ

ベントや竹てっぽう的当てゲーム、

各ステージイベントなどが催され、

多くの人でにぎわいました。

� （10 月 28 日）

　10 月 27 日〜 28 日に 2012 市民のふれあいフェスタすその

が市民文化センターで開催されました。今年は「2013 全国餃

子サミット＆第４回全国餃子祭り in 富士山すその」のプレイ

ベントとして「我が家の餃子が日本一！　コンテスト」が行わ

れ、コンテストの予選を勝ち抜いた 11 チームが会場を訪れた

皆さんに自慢の餃子を振る舞いました。� （10 月 27 日）

　第 13 回裾野市児童生徒ア

イデア展発明くふう部門表彰

式が、生涯学習センターで行

われました。市長賞、議長賞、

教育長賞を受賞した小中学生

16 人が表彰されました。

� （10 月 23 日）

　バルドラール浦安の藤原潤選手が、AFC フットサル

選手権大会の優勝を市長に報告しました。藤原選手はお

祝いに訪れた母校のサッカー部員に、「良い仲間と巡り

会うことは自分の財産になる」と先輩としてメッセージ

を贈りました。藤原選手は 2012FIFA フットサルワー

ルドカップ日本代表選手に選ばれています。（10月９日）
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第 31 回　消費生活展 商工観光課
995-1857

パネル展示団体およびテーマ
団　体　名 テ　ー　マ 団　体　名 テ　ー　マ

裾野市消費者団体協議会
消費者団体協議会

この一年
裾 野 市 地 域 地 震
防 災 指 導 員 会

わが家の地震対策

裾 野 市 消 費 生 活 研 究 会 私のお役立ち情報 裾 野 市 消 防 本 部
住宅用火災警報器を
設置しましょう！

ラ イ フ プ ラ ネ ッ ト
ジュースの
ふ・し・ぎ

裾 野 市 生 活 環 境 課
考えよう！

限りある地球資源

沼 津 友 の 会　 裾 野 最 寄 われらの進みゆく道 （財）関東電気　保安協会
電気を正しく使って

快適ライフ

消 費 生 活 セ ン タ ー
高齢者を狙う

悪質商法にご用心
静 岡 ガ ス ㈱　 東 部 支 社

この冬は
節約ガス暖房

く ら し の モ ニ タ ー
気になる日用品の

価格動向
（独）製品評価技術基盤機構

くらしに潜む危険から
身を守るために

裾 野 市 学 校　 栄 養 士 会
早ね　早おき

めざましごはん !!
明 る い 社 会 づ く り 運 動
静 岡 県 裾 野 協 議 会

みんなで進めよう
リサイクル

クイズ
ラリー

参加者には、地場野菜などの記念品が

あります。

テーマ

おもちゃ
病院

沼津おもちゃ病院のおもちゃ修理（修

理できない場合や、費用がかかる場合

があります。）10 時〜 14 時

計 量
体 験

参加者に粗品があります。 いきいき座
消費者被害防止啓発寸劇

「だまされんぞー」　11 時〜

包 丁
研 ぎ

シルバー人材センターの包丁研ぎ

（１世帯２丁以内、100 丁まで受付）イ ベ ン ト 情 報

「みーつけたわたしのお役立ち情報」

市民文化センター
１階エントランス

12月１日㈯
10時～ 15時 30分

とき ところ

p.10
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子ども教育課　995-1822

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement
年金相談の実施

　年金事務所の職員が、諸届出の受

け付けや手続きの仕方などのご相談

に応じます。

12 月 20 日㈭　10 時〜 13 時

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

�事前に電話または窓口で予約して

ください。

12 月６日㈭

国保年金課　995-1813

４種混合ワクチンが
導入されます

　平成 24 年 11 月から、予防接種

実施規則などの一部改正に伴い、４

種混合ワクチン（ジフテリア、百日

せき、破傷風、急性灰白髄
ずい

炎（ポリ

オ））の定期予防接種が導入されます。

生後３カ月〜 90 カ月未満

�平成 24 年８月生まれ以降の方に

は、生後２カ月になる月の月末に、

接種券を送付します。

　�　平成 24 年８月生まれ以前の方

は、原則として、３種混合ワクチ

ンと単独不活化ポリオワクチンの

接種をしてください。

健康推進課　992-5711

修学資金・就学支度資金の
貸付制度

�20 歳未満の子どもを扶養してい

る母子家庭の母や父母のいない児

童など

�修学資金▶高等学校以上に通学す

るために必要とする授業料・教材

費・交通費など

　�就学支度資金▶高等学校、専門学

校、大学などの入学時に必要とす

る被服・履物などの購入費

�子育て支援室にある所定の申請書

に必要事項を記入し、お申し込み

ください。

12 月３日㈪〜 25 日㈫

�申請書類提出後、母子面接を行い

ます。

子育て支援室　995-1841

学校開放調整会議

　学校体育施設を利用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。
地　区 と　き ところ
東地区 12月５日㈬ 生涯学習

センター深良地区 12月７日㈮
須山地区 12月11日㈫ 須山コミュニティセンター
西地区 12月12日㈬ 生涯学習

センター富岡地区 12月13日㈭

※時間はいずれも 19 時〜

生涯学習課　992-3800

�市内小学校に通学する平成 25 年度新１年

生〜新３年生までの児童で、保護者が勤務

などで放課後に面倒を見られない児童

申�込書配布・受付期間／12月３日㈪〜21日㈮

各放課後児童室

各放課後児童室

�市内小学校に通学する平成25

年度新１年生〜新３年生の保

護者

�お申し込みは不要です。当日、

各放課後児童室へ直接お越し

ください。

�駐車スペースに限りがありま

すので、乗り合わせのうえお

越しください。

放課後児童室名 と　き
東小学校
放課後児童室

12 月 ４ 日㈫
19:00 ～ 20:00

西小学校
放課後児童室

12 月 ７ 日㈮
19:00 ～ 20:00

深良小学校
放課後児童室

12 月 ７ 日㈮
18:00 ～ 19:00

富岡第一小学校
放課後児童室

12 月 ７ 日㈮
18:30 ～ 19:30

富岡第二小学校
放課後児童室

12 月 ５ 日㈬
18:00 ～ 19:30

須山小学校
放課後児童室

12 月 ７ 日㈮
18:00 ～ 18:30

向田小学校
放課後児童室

12 月 ７ 日㈮
19:00 ～ 20:30

千福が丘小学校
放課後児童室

12 月 ７ 日㈮
19:00 ～ 21:00

南小学校
放課後児童室

12 月 3 日㈪
18:00 ～ 19:00

平成25年度
放課後児童室の入室説明会

放課後児童室の生活、募集内容、
入室申し込みについての説明会
です。

平成 25年度
放課後児童室の
入室を募集します

p.11
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有

料

広

告

不動産ギャラリー不動産ギャラリー

料で行うシステムです。

　�●この講習会はお子さんを預かる

「まかせて会員」「どっちも会員」

を対象としています。

　�●救急法のガイドラインが変更さ

れていますので、以前受けられた

方も積極的なご参加をお願いしま

す。

� 市ファミリー・サポート・セン
ター　995-1002

掲示板
PublicBoard
防衛省採用試験案内

区分／貸費学生（技術）

※�貸費学生とは、卒業（終了）後、

その専攻した学術を生かし、引き

続き自衛隊に勤務する意志を持つ

人に対し学資金を貸与する制度で、

その対象となる学生です。

試験日／平成 25 年１月 26 日㈯

資格／大学の理学部、工学部の３・

４年次または大学院修士課程在学

（正規の修業年限を終わる年の４月

１日現在で 26 歳未満、大学院修士

課程在学者は 28 歳未満）の方

�12 月１日㈯〜平成 25 年１月 11

日㈮

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

駆虫（無料）を済ませた、生後２

〜４カ月の子犬・子猫を会場に連

れてきてください。

　�引取希望者▶印鑑と筆記用具をお

持ちの上、当日 14 時より引き取

り手順、注意事項の説明を聞き、

子犬・子猫を選んでください。

主催／駿東獣医師会

参加病院／

すぎさわ動物病院　 976-5151

ながいずみ動物病院　 989-1013

下土狩どうぶつ病院　 994-9908

生活環境課　995-1816

裾野市
ファミリー・サポート・センター

講習会のお知らせ

と
　
き

11月28日㈬
9:1５～11:５0

11月29日㈭
9:1５～11:５0

と
こ
ろ

消防署
災害対策室

市役所 301
会議室

内
　
容

応急手当講習
子どもの体の
発育と病気

子どもの遊び

�市ファミリー・サポート・センター

の会員のうち、お子さんを預かる

方を対象とした講習会です。会員

は随時募集していますので、興味

のある方はご連絡ください。

�●市ファミリー・サポート・セン

ターとは、「子育ての手助けをし

てほしい」「子育ての手伝いをし

たい」という人たちが会員となっ

て、一時的にお子さんの世話を有

募 集
Recruitment

にこにこキャラバン
富岡地区の巻

　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。お申し込みは必要ありません

ので、直接会場へお越しください。

�11月28日㈬　10時〜11時30分

北児童館（御宿台保育園内）

未就学児とその保護者

�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

無料

民生委員事務局（社会福祉課内）
　995-1819

子犬・子猫の幸せ探し
（里親探し）

�12 月９日㈰　14 時〜

　受付▶ 13 時 30 分〜

市役所駐車場

�不幸になる可能性のある子犬・子

猫に幸福になれるチャンスを作り、

また、動物の愛護と正しい飼い方

について関心と理解を深めてもら

うため、子犬・子猫の里親探しを

行います。

�提供者▶ 11 月 25 日㈰〜 12 月１

日㈯に参加病院で健康診断・検便・
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広

告

納付期限：12 月 25 日㈫

固定資産税・都市計画税�第３期分

国民健康保険税・介護保険料
� 第６期分
水道料金・下水道使用料
� 第５期分
納付期限：平成 25年１月４日㈮
後期高齢者医療保険料� 第５期分

12 月　税金・料金

12 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯
㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

２日㈰
駿東管工
☎ 992-5728

８日㈯
㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983

９日㈰
丸伸設備工業
☎ 997-3463

15 日㈯
㈲細野設備
☎ 992-2465

16 日㈰
パイピング横山
☎ 992-3329

22 日㈯
㈱小島屋商会
☎ 998-0019

23 日㈰
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

24 日㈪
�田央設備㈲
☎ 997-5175

29 日㈯
㈲井上設備工業
☎ 997-4578

30 日㈰
㈲杉山産業
☎ 992-1131

31 日㈪
㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701

�12 月 12日㈬
　�15時〜18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�12月３日㈪〜10日㈪
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

12月　カレンダー

１日㈯
市町対抗駅伝競争大会

消費生活展

２日㈰ 地域防災訓練

９日㈰ 農業まつり

人　口　54,182人� （＋29人）
　男　　27,675人� （＋１人）
　女　　26,507人� （＋28人）
世　帯　21,274世帯�（＋18世帯）
内、外国人� 750人�383世帯

11 月１日現在
データバンク掲示板

PublicBoard
緊急速報メール

（エリアメール）の
試験送信

　12 月２日㈰の地域防災訓練の日

に、県内にて緊急速報メール（通称

エリアメール）の試験送信が実施さ

れます。

12 月２日㈰　９時頃

発信者／静岡県

受�信者／発信時刻内に県内にいる方

で、緊急速報メールの受信機能を

有する携帯電話、スマートフォン、

タブレット端末を持っている方

発�信内容／本日は地域防災訓練の日

です。地震に対する自宅の備えと

地震が起こった場合の避難行動を

確認するとともに、地域防災の日

を中心に地域で実施される防災訓

練に参加しましょう。

注�意事項／●緊急速報メールを受信

すると、携帯電話などの設定に

よっては、マナーモード中でも着

信音が鳴ります。●緊急速報メー

ル機能を有する機種以外では受信

できません。●緊急速報メール機

能を有する機種でも、緊急速報

メールの受信設定がオフの場合な

ど、受信できない場合があります。

県危機対策課
　054-221-3601

p.13
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12月前期の救急協力医
平日：17 時～ 21 時　　土曜日：12 時～ 18 時　　日・祝日：8 時～ 18 時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

1 土 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

2 日

勝呂医院 ９６２-30８3 千本中町 勝呂医院 ９６２-30８3 千本中町

花メディカル
クリニック ９８7-９１45 下土狩 原小児科医院 ９６２-0６3６ 八幡町

岡クリニック ９９5-１１８８ 二ツ屋 沼津整形外科医院 ９２１-37９１ 共栄町

3 月 鬼頭ハート
クリニック ９９９-4８１0 本宿 駿東整形外科医院 ９２２-８８55 高沢町 すずきファミリー

クリニック ９６0-0333 一本松

4 火 境医院 ９75-８0２１ 竹原 西方外科医院 ９２１-１333 共栄町 古屋小児科医院 ９６3-0407 西条町

5 水 大沢医院 ９3１-１0１９ 御幸町 遠藤クリニック ９75-８８0１ 久米田 りゅうじん医院 ９８８-3１33 下土狩

6 木 今井医院 ９２１-3２１１ 五月町 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 星野医院 ９６２-07８２ 山王台

7 金 旭医院 ９６６-003１ 原 清水館医院 ９９3-２3２3 茶畑 杉谷小児科医院 ９２3-６543 筒井町

8 土 きせがわ病院 ９5２-８６00 大岡 聖隷沼津病院 ９5２-１000 松下
さくま小児科

クリニック
９９２-６303 茶畑

9 日

青沼胃腸科
クリニック ９２９-６２05 大岡 関外科胃腸科医院 ９２１-２１８5 花園町

武藤医院 ９3１-00８８ 三園町 西村医院 ９7１-６5１0 下土狩

大橋内科・
小児科医院 ９９２-２８00 佐野 五十嵐クリニック ９34-６700 志下

１0 月 かとう内科医院 ９4６-55６２ 大岡 田沢医院 ９６２-１２05 大手町 大橋内科・
小児科医院 ９９２-２８00 佐野
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17 時～ 21 時　　土曜日：12 時～ 18 時　　日・祝日：8 時～ 18 時
日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の
上記時間以外（急患）はこちらへ

20 時 30 分～翌朝７時
（土・日曜日・祝日は 18 時～翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科
平　日：18 時～ 22 時
土曜日：14 時～ 21 時
日祝日： ９時～ 21 時

日 曜 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

２ 日
つちや耳鼻咽喉科
医院
0545-30-８003

厚原
瀬尾眼科医院
９33-９９00

市場町
安達産婦人科
クリニック
９7６-034１

寿町
会田歯科医院
９7２-04１８

卸団地

９ 日
芹沢耳鼻咽喉科
クリニック
９９3-８000

茶畑
関眼科胃腸科医院
９75-２3８１

東本町
ごとうレディース
クリニック
９９２-7１１１

伊豆島田
栗田歯科医院
９８６-１６６7

下土狩

１１ 火 つかだ医院 ９８3-１577 堂庭 東医院 ９２１-55２0 高沢町 すずきファミリー
クリニック ９６0-0333 一本松

１２ 水 薬袋内科
クリニック ９33-0１4８ 徳倉 松原医院 ９６２-１4９６ 白銀町 まるやま小児科医院 ９８１-８577 堂庭

１3 木 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

１4 金 森医院 ９６６-２0１7 石川 頴川医院 ９２１-5１4８ 高島本町 古屋小児科医院 ９６3-0407 西条町

１5 土 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 りゅうじん医院 ９８８-3１33 下土狩
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思 い や り の 心 で、 住 み よ い ま ち を つ く り ま す市民憲章 :

３日㈪、10日㈪、17日㈪、24日㈪、
30日㈰・31日㈪（年末休館）

12月の休館日

12月の行事予定
サンタとおはなしの会

　８日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室
　22日㈯　14 時〜 00 分　視聴覚室　　　　　

親子おはなし広場
　　４日㈫　10 時 30分〜　 展示室　　　　　　
親子おはなしの会

　11日㈫　10 時 30分〜　 文化センター図書室
ファーストブック

　19日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　26日㈬　13時〜 16 時　展示室　　　　　　

冬の特別会 図書館映画会
日　時／ 12 月 15 日㈯
会　場／鈴木図書館２階 視聴覚室
定　員／ 60 人（先着順）
タイトル メリダとおそろしの森
上映時間 14:00～15:34

時間 部門 対象
94 分 CG アニメ 幼児～

※�当日混雑が予想されますので、
整理券を 12 月１日㈯　９時〜図書館本館カウ
ンターにて配布します（ご家族分のみ）。

※�駐車場に限りがあるため、公共交通機関または
市役所駐車場をご利用ください。

親子手作り教室
日　時／ 12 月８日㈯
　　　　14 時〜 15 時 30 分
会　場／鈴木図書館２階　展示室
対　象／�市内に在住している幼

児・小学生と保護者
定　員／ 20 組
内　容／�ツルと松ボックリを使ったクリスマス

リース
持ち物／�ボンド（あればグルーガン）、ニッパー、

軍手、その他デコレーション用にビーズ・
リボンなどお好みで

申込期限／12月１日㈯　9時〜（電話申し込み可）
申込受付／鈴木図書館　☎ 992-2342
※�駐車場に限りがあるため、公共交通機関または

市役所駐車場をご利用ください。

新刊紹介 New Release
『おしごと制服図鑑』
講談社編　講談社

『ギリギリかめん』
作・絵：あきやまただし　金の星社

『あるいてます』
作・絵：みやにしたつや　鈴木出版

『アスクレピオスの愛人』
著：林真理子　新潮社

『魔法使いは
 完全犯罪の夢をみるか？』　　
著：東川篤哉　文藝春秋

『ノエル』
著：道尾秀介　新潮社

伊藤　麗
れい
愛
な

ちゃん
（３歳・須山）

堀井　然
ぜん
介
すけ

くん
（３歳・佐野）

加納瑳
さ
由
ゆ
美
み

ちゃん
（３歳・岩波）

杉村穂
ほ
乃
の
花
か

ちゃん
（３歳・平松）

伊東愛
あ
結
ゆ
来
ら

ちゃん
（３歳・佐野）

成田　大
だい
悟
ご

くん
（３歳・伊豆島田）
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12月1日号 02  衆議院議員総選挙
04  予算・財産・市債の財政状況

11月11日　ふれあい健康まつり

　ふれあい健康まつりが開催され、多くの
市民でにぎわいました。
　富岳南保育園の園児達が、寒空の下、和
太鼓の演奏に合わせ見事な龍の舞を披露す
ると、会場は熱を帯び歓声が上がりました。



　私たちの声を政治に反映させるために、
大切なあなたの一票を投じましょう。

 
障がいの区分

手帳などの区分
両下肢・体幹・移動機能の障がい 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・

直腸・小腸の障がい 免疫の障がい

身体障害者手帳 １級・２級 １級・３級 １～３級

戦傷病者手帳 特別項症～第２項症 特別項症～第３項症

介護保険被保険者証 要介護状態区分：要介護５
　

投票区 投
　
票
　
所

第１投票区 西中学校体育館
第２投票区 市役所ホール
第３投票区 南小学校会議室
第４投票区 東地区コミュニティセンター（東小学校体育館）
第５投票区 市民体育館
第６投票区 向田小学校体育館
第７投票区 町震地区コミュニティセンター
第８投票区 深良小学校体育館
第９投票区 深良新田公民館
第10投票区 北児童館
第11投票区 富岡第一小学校体育館
第12投票区 千福が丘町内会館
第13投票区 今里本村集会所
第14投票区 下和田地区集会所
第15投票区 須山地区研修センター
第16投票区 十里木高原集会所

（表１）

衆議院議員総選挙 投票日は12月16日㈰

投票できる方
　平成４年12月17日以前に出生し、平成24年９月３日

までに本市の住民基本台帳に登録され、選挙人名簿へ

の登録日（12月３日）まで引き続き住所を有している方。

投票時間
　投票は７時～ 20 時まで、市内の各指定投票所でで

きます。

※第 16 投票区（十里木高原集会所）は 19 時まで

開
　
票

　21 時から、市民体育館で即日開票します。

投票日当日に、投票に行けない方は
①期日前投票
　投票日当日に、仕事・学業・旅行・病気などの理由

で投票所に行くことのできない方は、宣誓書に記入し

て、期日前投票ができます。

　12 月５日㈬～ 12 月８日㈯までの間は、衆議院議員

選挙の投票はできますが、最高裁判所裁判官国民審査

は、９日㈰以降でないと投票することができませんの

で、ご注意ください。

と　き／

衆議院議員選挙
　12 月５日㈬～ 15 日㈯

最高裁判所裁判官国民審査
　12 月９日㈰～ 15 日㈯

両投票とも８時 30 分から 20 時までです。

と ころ／市役所４階 402 会議室　※土・日曜日は市

役所１階市民ホール

②不在者投票
　不在者投票施設に指定された病院などに入院・入所

している方、名簿登録地以外の市区町村に滞在中の方

は、不在者投票ができます。

　入院・入所している方は、病院や施設の職員に投票

したい意向を申し出てください。滞在先の市町村での

投票を希望する場合は、郵送の期間を要しますので、

お早めに選挙管理委員会宛に投票用紙の請求をしてく

ださい。

郵便投票制度
　下表の通り、身体に重度の障がいがあり、投票所で

投票ができない方、または、介護保険の被保険者証に

要介護状態区分が要介護５と記載されている方は、自

宅で投票できます。投票には「郵便投票証明書」が必

要です。

　詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
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投票所地図
★印が投票所の場所です。

※
 
第４投票区の東地区コミュニティ
センターは、東小学校体育館に併
設されています。

★
西中
グラウンド

五竜の滝

ガソリン
スタンド

市役所

県
道
富
士
裾
野
線 裾

野
高
校

黄
瀬
川

文

西中学校体育館

第１投票区

★

ベルシティ裾野

小柄沢公園

マックスバリュ

JA
〒

旧
246
号

市役所ホール

裾
野
駅

第２投票区

ト
ヨ
タ

★

南小学校会議室
南
児
童
館

エ
ス
ポ
ッ
ト

県
道
三
島・裾
野
線旧

246
号

サークルＫ

文

第３投票区

市民体育館

東小グラウンド
★

裾野駅

文

東地区コミュニティセンター

赤
十
字
病
院

第４投票区

★裾野郵便局〒

赤
十
字
病
院

セブン
イレブン

市民体育館

第５投票区

★

茶畑
交番 ローソン

いずみ郵便局〒

農
免
道
路

文

向田小学校体育館

県住
青葉台
県住
青葉台

第６投票区

給食
センター

フジフォート

市民体育館

町震地区コミュニティセンター

★
農
免
道
路

第７投票区

★
国
道
24
6
号

JA
深良支所

ローソン消防団

深
良
保
育
園

文

旧
246
号

深良小学校体育館

第８投票区

★ 深良新田

岩波

深良新田下

深良上原

旧2
46
号

国
道
246
号

深良新田公民館

グラウンド

ローソン

第９投票区

富岡保育園

富岡第一小学校

富岡第一
幼稚園

JA富岡支所

県
道
富
士

裾
野
線

文

富岡第一小学校体育館

第11投票区

★ ★千福が丘
中央公園

千福が丘
小学校

ひかり
幼稚園

文

千福が丘町内会館

第12投票区

★ 県
道
富
士
裾
野
線

呼子区

消防団

下和田川 文

下和田地区集会所

第14投票区

富岡第二小学校
富岡第二
幼稚園

★

須山支所
須山
郵便局

JA

ファミリー
マート

須山小
〒文

須山地区研修センター
国
道
469
号

第15投票区

★ 頼朝の
井戸

富士山
資料館

サファリ
パーク

国
道
469号

別荘地

十里木高原集会所

第16投票区

永続橋矢崎

東
名
裾
野
病
院

★

国
道
246
号

北児童館

総合
グランド

第10投票区

御
宿
新
田

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

★

消防団

今里本村集会所

第13投票区

裾野線

県道富士

金沢地区児童
屋内体育施設

卍

市選挙管理委員会（総務管財課）
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そのほか 財産収入 県支出金 諸収入 市債 国庫支出金 市税
予算現額33億8,470万円１億9,365万円８億2,283万円12億2,102万円15億140万円23億7,897万円96億9,988万円
収入済額18億4,952万円 9,315万円１億2,736万円１億7,816万円 ０円７億1,784万円49億4,700万円
執行率 54.6% 48.1% 15.5% 14.6% 0.0% 30.2% 51.0%

　市では毎年２回、６月と12月に市の財政状況の公表を行っています。これは歳入歳
出予算の執行状況、財産と市債の現況などをお知らせするものです。今回は平成24年
度上半期（９月30日現在）の財政状況について紹介します。

■納めたお金
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 ３万3,062円 ８万4,232円
（２万2,325円）（５万6,877円）

固定資産税 ５万1,150円 13万
  
313円

軽自動車税 1,750円 4,459円
市たばこ税 3,116円 7,940円
特別土地保有税 ０円 ０円
都市計画税 2,274円 5,790円

合 計
９万1,352円 23万2,734円

（８万　　615円） （20万5,379円）

■使われたお金（一般会計）
1人当たり 1世帯当たり

総 務 費 １万7,485円 ４万4,546円
民 生 費 ３万5,582円 ９万

  
650円

教 育 費 １万9,019円 ４万8,454円
土 木 費 １万8,503円 ４万7,140円
公 債 費 １万1,182円 ２万8,487円
衛 生 費 １万6,620円 ４万2,343円
消 防 費 6,523円 １万6,619円
そ の ほ か ２万

  
117円 ５万1,251円

合 計 14万5,031円 36万9,490円

■市債の状況（一般会計）
目
　
的
　
別 借

　
入
　
先
　
別

普

　通

　債

土木費40億3,566万円旧郵政公社 37億8,601万円
教育費27億2,969万円財務省54億4,242万円
民生費 ７億3,697万円地方金融機構 21億4,318万円
商工費 ２億3,176万円銀行等68億9,090万円
そのほか110億8,568万円静岡県 ２億1,619万円
計 188億1,976万円そのほか ３億4,106万円

災
害
復
旧
債

土木費 ０円合 計 188億1,976万円
計 ０円

合 計 188億1,976万円

（下水道事業特別会計）
目
　
的
　
別 借

　
入
　
先
　
別

下 水 道 63億9,509万円
旧郵政公社 23億4,591万円
財 務 省 15億2,239万円

合       計 63億9,509万円
地方金融機構 25億2,679万円
合       計 63億9,509万円

（水道事業会計）
目
　
的
　
別 借

　
入
　
先
　
別

上 水 道 18億5,478万円
財 務 省 11億3,740万円
地方金融機構 ７億1,738万円

合       計 18億5,478万円 合 計 18億5,478万円

※（　）は、法人分を除いた数字

予算現額
 

192億245万円
収入済額

 
79億1,303万円

収入率
  

41.2%
※前年度からの繰越分を含む

収
入
済
額

予
算
現
額

凡例一般会計歳入

歳入状況

平成24年度上半期（平成24年９月30日現在）財政状況

予算・財産・市債の財政状況
p.4

広報すその　平成24年12月１日号



予算現額
 

192億245万円
支出済額

 
78億5,387万円

執行率
  

40.9%
※前年度からの繰越事業分を含む

民生費 土木費 教育費 衛生費 総務費 公債費 そのほか
43億9,896万円37億3,782万円23億7,760万円22億7,361万円20億7,758万円18億692万円25億2,996万円予算現額
19億2,685万円10億200万円10億2,994万円９億 ５万円９億4,688万円６億552万円14億4,263万円支出済額
43.8% 26.8% 43.3% 39.6% 45.6% 33.5% 57.0% 収入率

■水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収益的収入 ７億9,000万円 ３億7,207万円 47.1%
収益的支出 ７億8,219万円 １億8,332万円 23.4%
資本的収入 4,464万円 1,265万円 28.3%
資本的支出 ４億1,423万円 ２億3,313万円 56.3%

■土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収益的収入 1,236万円 1,235万円 99.9%
収益的支出 1,291万円 1,254万円 97.0%
資本的収入 ２億3,453万円 ０円 0.0%
資本的支出 ２億4,832万円 1,387万円 5.6%

■市有財産の状況
数量または金額

土 地 709,617.43㎡
山 林 1,211,335.92㎡
建 物 163,011.78㎡
出資金及び
貸 付 金 12億5,915万円

基 金 93億2,806万円
車 両 123台

■特別会計
会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険49億9,814万円21億3,795万円42.8%21億2,424万円42.5%
後期高齢者医療事業 ４億

  
950万円１億3,888万円33.9% 8,557万円20.9%

介 護 保 険24億5,424万円10億9,501万円44.6%10億4,430万円42.6%
土 地 取 得 55万円 20万円36.4% 20万円36.4%
十里木高原簡易水道 １億

     　
円 1,084万円10.8% 493万円4.9%

下水道事業11億1,132万円３億4,539万円31.1%３億3,779万円30.4%
墓 地 事 業 2,640万円 1,922万円72.8% 1,087万円41.2%
合 　 　 計 91億　　15万円 37億4,749万円 41.2% 36億　　790万円 39.6%

※�資本的収入額が資本的支出額に対して不足する場
合は、損益勘定留保資金などで補てんする。

※�資本的収入額が資本的支出額に対して不足する場
合は、損益勘定留保資金などで補てんする。

※�歳入の不足分は財政調整基金から
一時立替をしています。

予
算
現
額

支
出
済
額

凡例 一般会計歳出

歳出状況

平成24年度
　
財政状況概要

　　　　
（平成24年９月30日現在）

総予算額　294億9,902万円

収入済額　120億4,524万円

支出済額　118億7,822万円

企画部　財政課
995-1801 p.5
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お知らせ
Announcement

国保高齢受給者証交付会

　１月１日㈫から次の方が対象とな

り、次のとおり受給者証を交付します。

 12月20日㈭　９時45分～11時30分

 福祉保健会館会議室

 昭和17年12月２日～昭和18年１月

１日に生まれた方

通 知／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。

 
国保年金課

　
995-1814

都市計画用途地域の
変更案を縦覧

　「裾野都市計画用途地域の変更」

の都市計画の案について、縦覧を実

施します。茶畑中丸・滝頭地区およ

び二ツ屋地区の都市計画道路沿線に

関するものです。

 12 月５日㈬～ 19 日㈬　８時 30

分～ 17 時 15 分（閉庁日を除く）

 市役所２階　都市計画課

 縦覧期間中に意見書を提出できま

す。書式は窓口または市ホーム

ページにありますが、提出者の氏

名、住所を記載した任意のもので

提出できます。

※ 詳細は市ホームページでもご覧い

ただけます。

 
都市計画課

　
995-1828

12月11日㈫は
児童扶養手当の支給日

　児童扶養手当は、18歳に到達する

日以後の最初の３月31日までの児童

がいる母子・父子家庭などに支給さ

れます。

※ すべての母子・父子家庭に支給さ

れるものではありません。また、

支給を受けるには認定請求書の提

出が必要です。

※ 必要な各種届出をしていない場合

は支払いが保留されることがあり

ます。

支 給日／原則として４月、８月、12月

の11日（各前月分までの４カ月分）

 
子育て支援室

　
995-1841

年末年始のし尿・
浄化槽汚泥の収集

年 内の収集／12月17日㈪までに予約

してください。

休 業期間／12月29日㈯～平成25年１

月４日㈮

西 ・東・深良地区／山水総業

　 992-1561

富 岡・須山地区／富士クリーンサー

ビス　 997-6100

 
生活環境課

　
995-1816

第３回大学生等就職フェア

　県、静岡労働局、ハローワークが

合同で就職面接会を開催します。県

内で正社員を募集している企業が、

会社説明や面接を行います。持参書

類が必要な企業がありますので、詳

細は下記ホームページをご確認くだ

さい。

 12月20日㈭　11時30分～16時

 ふじさんめっせ大展示場

  ●平成 25 年３月卒業予定の大学

（院）、短大、高専、専修学校など

の学生

　●卒業後 3 年以内の求職者

 ハローワークカード（お持ちの方

のみ）、選考を実施する企業が指

定する書類（選考希望の方のみ）

 
静岡労働局

　
054-271-9968

　
県雇用推進課

　
054-221-2573

 
http://shizuoka-roudoukyoku.

jsite.mhlw.go.jp/

　楽しいイベントや新鮮な野菜の
即売など、盛りだくさんの内容で
皆さんをお待ちしています。優良
農産物の表彰と展示、「第11回裾
野の農業フォトコンテスト」の表
彰と優秀作品の展示も行います。

 12月９日㈰　９時30分～14時
　（小雨決行）

 市民文化センター駐車場

 
農林振興課

　
995-1823

即売コーナー
◦野菜　◦イチゴ　◦米
◦加工肉、精肉　◦はんぺん
◦すその水ギョーザ
◦手作りみそ　◦正月用お飾り
◦緑花木　◦きのこ類　◦地酒
◦小麦まんじゅう　◦軽食

催し物コーナー
◦もちの配布
◦丸太切り、木工作り
◦動物ふれあい広場
◦優良農産物の紹介
◦手もみ茶の実演と試飲
◦パターゴルフ　◦五竜太鼓演奏
◦「裾野の農業フォトコンテスト」
� 入賞作品展示

無料配布コーナー
◦ミニどんぶり（限定 1,000 食）
◦みかんのつかみ取り　◦甘酒
◦あしたか山麓裾野そば（限定300食）

第39回

農業まつり
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お知らせ
Announcement

未登記家屋を取り壊した
方は家屋滅失届の提出を

　登記してある家屋を滅失登記した

場合は、この届けは必要ありません。

 固定資産税の課税対象になってい

る家屋を平成25年１月１日㈫まで

に取り壊した方

 市民税課資産税係にある所定の用

紙に必要事項を記入し、提出して

ください。

 平成25年１月31日㈭

 
市民税課資産税係

　
995-1809

募 集
Recruitment

サンタクロース代行

　市青年団体連絡協議会が、サンタ

クロースに扮して市内の家庭にプレ

ゼントを届けます。

 12 月 24 日㈪　17 時～ 19 時

 市内全域

 市内に在住している方

 50 人（先着順）

 プレゼント１つにつき 500 円

 窓口で申込書を提出してください。

 12 月 11 日㈫　９時～

 配達先のわかる地図

 
生涯学習課

　
992-3800

市民体育館トレーニング室
利用者講習会

　この講習会で正しい利用方法を学

んだ方は、市民体育館トレーニング

室が利用できます。

 12 月９日㈰、27 日㈭　19 時～

20 時 40 分

 市民体育館

 15 歳以上の方（中学生を除く）

 100 円

 運動可能な服装、タオル、体育館

シューズ

 
市民体育館

　
993-0303

第18回深良地区
元旦マラソン駅伝大会

 平成25年１月１日㈫　９時５分～

 深良地区内

 1.5 キロ、３キロ、６キロ、ファ

ミリー 1.5 キロ、駅伝（４区制

10.5 キロ）

 深良地区住民は無料、それ以外の

方は保険料 300 円

 深良支所または市民体育館にある

用紙でお申し込みください。

 12 月 21 日㈮

 完走証と記念品を贈呈します。

 
実行委員会

　
安藤
　
997-0715

申込・申込方法
　

問合せ先
　

対象
　

内容
　

日時
　

会場
　

参加費・使用料など
　

定員
　

持ち物
申込期限・期間

　
その他

　
問合せ　 Web　 Mail　 FAX

消したかな？
　心配するなら
　　　　　再確認
� 瀧　夏

カ

耶
ヤ

子
コ

さん

平成24年度裾野市防火標語

　障がい者週間は、障がい者の福祉
についての関心と理解を深めるとと
もに、障がい者が社会、経済、文化
その他あらゆる分野の活動に積極的
に参加する意欲を高めることを目的
とした週間です。
 【みどり作業所】
　市福祉保健センター石脇にあるみ

どり作業所では、知的や身体に障が

いのある人や心に病を持つ人に通所

による生産活動の機会の提供やみど

り作業所内の作業や企業実習を行い、

本人の特性にあった職場探しや就労

後の職場定着のための支援を実施し、

日々の生活をより豊かで明るいもの

になることを目指しています。

 【自主製品などについて】
　障がいのある人が作業所などで作

られた自主製品の一部を市役所一階

ロビー、市役所別棟「グリーンカフェ

花麒麟」、市福祉保健会館２階ショー

ケース、ヘルシーパーク、みどり作

業所で販売をしています。これらの

収益は、作業所利用者への工賃や運

営費などに充てられます。

　市民の皆さんのご利用をお待ちし

ています。

自 主製品／手工芸品（弁当包み、小

袋、巾着、雑巾、エプロン、バッ

ク、ティッシュケース、コースター

など）、染物製品、ぼかしなど

グ リーンカフェ花麒麟（10：00 ～
15：30）／喫茶（コーヒー、紅茶、

ラスク、クッキーなど）、軽食（各

種パン、カレーライス、讃岐うど

ん、豚丼、ピラフなど）

受託作業／庭園管理、清掃作業など

その他／農園芸作業、空缶回収など

 
みどり作業所

　
993-7560

　
障がい福祉課

　
995-1820

12月３日～９日は
障がい者週間

p.7

広報すその　平成24年12月１日号



「屋根の修理は火災保険を使えば無料でできる場合
がある」という電話がかかってきた。そのようなこと
が本当に可能なのだろうか。

電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料
で申請などを手伝う」などと勧誘される住宅修理工事
契約についての相談が寄せられています。これは火災
保険などには、風水害による家屋損害も補償範囲と
なっている商品があるため、これをあてこんだセール
スと思われ、最終的には工事契約を結ぶことを目的に
していると思われます。セールスしている会社と保険
会社は往々にして無関係で、工事をしても必ず保険金
がでるとは限りません。火災保険の補償範囲は、商品
の契約内容によりさまざまです。自然災害で被害を受
けたら、まず自分で契約先の保険会社に連絡し、保険
支払の対象になるか確認しましょう。

消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

不動産ギャラリー不動産ギャラリー

太陽光発電システムの訪問販売にご注意！
　震災後の電力不足や、環境意識の高まりに加え、補
助金制度の充実などもあって、住宅用の太陽光発電シ
ステムが急速に普及しています。でも契約は慎重に！
　消費生活相談窓口には、訪問販売で強引な契約をさ
せられたなどの相談が寄せられています。
主な相談事例
● 「売電でローンが払える」と言われて契約したが、

実際はローンが賄えるほど売電収入がない。
● 「国の補助金が受けられる」と言われて設置したシ

ステムが、補助金の対象
ではなかった。

● 訪問してきた業者に長時
間、強引に勧められ契約
してしまった。クーリン
グ・オフできるか。
住宅用太陽光発電補助金に対する問い合わせ
国の補助金／太陽光発電普及拡大センター
　 043-239-6200　 http://www.j-pec.or.jp/
県の補助金／静岡県地球温暖化防止活動推進センター
　 054-205-8230　 http://sccca.net/

募 集
Recruitment

駿東地域職業訓練センター
12月講座

 ●特別教育コース▶伐木作業の安

全衛生講習●パソコンコース▶パ

ソコン入門、ワード基礎、ワード

活用、エクセル基礎、夜間アクセ

ス基礎●カルチャーコース▶フラ

ワーアレンジメント、手作り木綿

ぞうり教室、絵画教室

 
駿東地域職業訓練センター

　
0550-87-3322

相談
Counseling

結婚相談

 12 月 9 日㈰　９時～ 12 時（受

付は 11 時 30 分まで）

 市福祉保健会館 3 階

11月15日号の訂正▶Ｐ６市長表彰

「有功善行賞」の一般財団法人須山

振興会の会計理事　渡邉正昭さんと

代表監事　荻田博文さんの写真を

誤って掲載しました。正しくは右の

通りです。お詫びして訂正します。

代表監事

田　博
ひろ

文
ふみ

さん

会計理事

渡邉　正
まさ

昭
あき

さん

 結婚を望む方へのアドバイスや相

談所登録者の紹介

 不要　※相談所登録者の紹介を希

望する場合は、自身の登録が必要

です。登録方法はお問い合わせく

ださい。

 
しあわせアドバイザーすその（市
社会福祉協議会）992-5750
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12月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 3・10・17日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談17日㈪
　
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 12日㈬
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 10日㈪
　
13時～15時 生活改善に関する

相談を希望される方

成人食事健康相談３日㈪
　
13時～15時生活習慣病予防の食事

指導を希望される方

歯や口の健康相談21日㈮
　
13時～15時歯や口に関する相談

を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

４日㈫９時～９時15分
平成24年７月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

11日㈫９時～９時15分
平成24年５月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

18日㈫13時15分～13時45分
平成23年６月生まれの方

２歳児
親子教室

25日㈫９時～９時15分
平成22年12月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

13日㈭午後
平成22年６月生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭13時～13時30分
平成21年12月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時

　
間

12月４日㈫ 17時～19時45分
12月11日㈫ ９時～11時30分
12月18日㈫ 17時～19時45分
12月26日㈬ ９時～11時30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時

　
間

12月11日㈫ ９時～11時30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1
内科

2 3 4 5 6 7 8
外科 内科 内科 整形 外科 内科 内科
9 10 11 12 13 14 15
整形 内科 外科 内科 外科 内科 整形
16 17 18 19 20 21 22
内科 内科 内科 内科 内科 整形 内科
23 24 25 26 27 28 29
外科 内科 外科 外科 内科 内科 内科
30 31
外科 内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

有

料

広

告
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12月後期の救急協力医
平日：17時～21時

　　
土曜日：12時～18時

　　
日・祝日：8時～18時

日曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

16 日

なおきクリニック 929-8555 東椎路 御成橋栄
クリニック 952-2525 通横町

御成橋栄
クリニック 952-2525 通横町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫

前原
大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

17 月 村岡内科クリニック 954-2000 �大岡 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

18 火 林医院 931-1120 �住吉町 香貫医院 931-2465 本郷町 田中医院 921-2053 高島町

19 水 やぐち内科・循環器科クリニック 973-3811 伏見 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

20 木 あめみや内科 935-1159 �吉田町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

21 金 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原 萩野クリニック 966-7111 根古屋 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

22 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 �松下 古屋小児科医院 963-0407 西条町

23 日

山谷内科医院 966-5333 �青野 守重医院 931-2511 �我入道
江川町

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 �仲町 よざ小児科医院 967-5722 原

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

24 月

永野医院 962-4450 �大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田

岩渕内科医院 951-4579 �添地町 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 駿東整形外科医院 922-8855 �高沢町

25 火 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 水 杉山医院 992-0028 平松 大沢ハート
クリニック 929-1313 �若葉町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

27 木 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 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

28 金 こんどうクリニック 925-2420 �岡宮 こんどう
クリニック 925-2420 �岡宮 田中医院 921-2053 高島町

29 土

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 �西沢田 （昼）星野医院 962-0782 山王台

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 �上香貫

蔓陀ヶ原 沼津市立病院 924-5100 �東椎路

須山診療所 998-0006 須山 （夜）さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

p.10
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時～21時
　　

土曜日：12時～18時
　　

日・祝日：8時～18時
日曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分～翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平
　
日：18時～22時

土曜日：14時～21時
日祝日：９時～21時

日曜耳鼻科
 

８時～17時眼
　
科
 

８時～17時産婦人科
 
８時～17時歯

　
科
 

９時～15時

16 日 三島中央病院
971-4133 �緑町 本多眼科医院

931-1519 御幸町 聖隷沼津病院
952-1000 松下 児玉歯科医院

972-0097 湯川

23 日 沼津市立病院
924-5100 東椎路 木村眼科

967-4611 原
前川産婦人科
クリニック
999-0300

下長窪 さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

24 月 善得クリニック
0545-51-8733 今泉 静岡医療センター

975-2000 長沢 田中産婦人科医院
971-3541 �中央町 ゆきひこ歯科医院

973-6841 玉川

29 土
こだま耳鼻咽喉科
クリニック
926-1333

庄栄町
矢田眼科
クリニック
962-2006

三枚橋町
かやま産科
婦人科医院
997-3551

岩波 中里歯科医院
976-1818 伏見

30 日
しんふじ耳鼻咽喉
科クリニック
0545-65-0600

川成新町 むらまつ眼科医院993-8855 深良 かぬき岩端医院
932-8189 前原 中原歯科医院

993-3300 佐野

31 月
田中耳鼻咽喉科
医院
975-0226

�中央町
桑名眼科
クリニック
987-5575

下土狩
ごとうレディース
クリニック
992-7111

伊豆島田 なかじま歯科医院995-1000 伊豆島田

30 日

芙蓉クリニック 922-3177 本田町 （昼）原小児科医院 962-0636 八幡町

愛鷹クリニック 967-3711 今沢 瀬尾記念慶友病院 935-1511 �下香貫
島郷

込宮クリニック 992-8686 茶畑 （夜）りゅうじん
医院 988-3133 下土狩

31 月

あそうクリニック 929-7575 筒井町 （昼）西村医院 971-6510 下土狩

杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 �松下

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 （夜）杉谷小児科
医院 923-6543 筒井町

p.11
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富士山資料館993-9300

No.
1231

2012 年
（
平
成24

年
）

12
月1

日
号

秩序をまもり、平和で安全なまちをつくります市民憲章:

「ありがとうターブゥ」
渡辺満里奈の絵本読み聞かせと
０才からのクラシックコンサート

と　き／12月15日㈯ 開場▶14時30分 開演▶15時
ところ／大ホール
入 場料／全席指定席　大人▶2,500円
子ども（３歳～小学生）▶500円

※２歳以下ひざ上鑑賞１人無料
チケット好評発売中！

ポピュラー音楽の祭典２０１３
と　き／平成25年３月23日㈯　開場▶16時30分
　開演▶17時～19時30分
ところ／大ホール
チケット発売日／12月８日㈯

　
８日は特設電話にて９時
から予約のみ受け付けます。

特 設
電話番号

　

☎993-5312
　

入場料／全席指定席6,000円（当日7,000円）

美川憲一 研ナオコ 中尾ミエ 岩崎宏美

年末恒例　そば打ち講座（第２回）
と　き／12月４日㈫　10時～13時（予定）
※ 詳細については文化センターまでお問い合わせ

ください。

12月の休館日／

　
３日㈪・17日㈪・25日㈫・29日㈯～１月３日㈭

№66
『ツリバナ（吊花）ニシキギ科』

ゆれて鳥をさそう花
　花期は５月～６月頃です。秋になり実が熟すと、

色づいた木々の中でツヤのある朱色の仮種皮が風

に揺れて目立ちます。仮種皮の中には５個の種子

が入っています。葉も紅葉して美しいですが、仮

種皮はさらに鮮やかに目立ちます。植物が果実を

鮮やかな赤や黄色に染めるのは、鳥たちに果実の

食べごろを知らせるシグナルです。鳥たちに食べ

てもらうのは、子孫を残すために種子を運んでも

らう戦略なのです。

　室町時代の偉大な連歌師宗祇は、この地で富士
山に魅せられ多くの連句を詠みました。宗祇が定
輪寺にねむり512年が経過した今も、定輪寺の歴
代住職や地元の方々が尽力し、50年ごとに宗祇祭
を開催し伝統を守っています。また、昭和51年に
は宗祇の墓が市指定文化財に認定されました。
　裾野連句会は、鈴木図書館名誉館長であった鈴

裾野連句会
連歌師宗

そう

祇
ぎ

のねむる市で
連句を継承し楽しむ

木芳
よし

子
こ

さんの熱意により発会し、毎年宗祇の墓前
に歌仙を奉納し、文化財を守る意識と連句文芸が
市の伝統文化として継承されるように宗祇のしお
りを配布するなどの活動を行っています。
　平成21年国民文化祭では、市で連句大会が開催
され、会では宗祇の三島千句にならい、三嶋大社
に千句奉納を果たしました。また、平成23年から
宗祇大宗匠を偲

しの

ぶ会を開催しています。
　連句は５、７、５の句と７、７の句を交互に詠
み連ねます。俳句や短歌は自分の思いを詠みます
が、連句は複数人での共同作業です。ある人がＡ
句を詠み、次の人がＢ句を詠んでこれに付け、さ
らに次の人がＣ句を付け一巻を完成させる詩です。
　そのため、和の文学とも言われ、メンバーがそ
れぞれの心と心をつむぎ個性を尊重しながら、寄
り添うことを、連句界では唱和といいます。
　ぜひ、連句の世界を体験してみてください。

　　　　　　　 　【ＤＡＴＡ】
　対　象／どなたでも　活動日／第３㈰
　活動場所／東西公民館
　問合せ／宮原うた子　☎992-2932

渡辺満里奈
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No.
1232

2012年（平成24年）

12月15日号 02  人事行政の運営などを
� 公表します　

04  高齢者を狙う悪質商法にご用心
05 �元気にかけめく〜る
　　〜あなたがつくる
� 健康づくり実践カレンダー〜

08 �平成 24年度　裾野市技能功労者

12 月１日　第 13 回 しずおか市町対抗駅伝小澤大輝さん　２区 区間賞！
だい きだい き



人事行政の運営などを公表します
　人事行政の透明性を高め、市政への理解と信頼を得られるよう、「裾野市人事行政の運営等
の公表に関する条例」の規定により、職員の給与や定数管理の状況のあらましを公表します。
　さらに詳しい情報は、市のホームページに掲載していますので、併せてご覧ください。

ホームページ　http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/recruit/jinjigyosei.php

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）� （単位：人）

※職員数は一般職の職員数で、地方公務員の身分を持つ休職者・派遣職員などを含みます。また、臨時・非常勤職
員は除きます。

部門

区分

一般行政部門 特別行政部門 公営企業など
の会計部門 合

計

議

会

企
画
総
務

税

務

民

生

衛

生

労

働

農
林
水
産

商

工

土

木

計

教

育

消

防

計

水

道

下

水

道

そ
の
ほ
か

計

平成23年 4 75 24 55 46 1 7 5 44 261 62 72 134 11 ７ 15 33 428

平成24年 4 76 24 55 43 1 9 5 42 259 63 72 135 11 6 16 33 427

対前年
増減数 0 1 0 0 ▲ 3 0 2 0 ▲ 2 ▲2 1 0 1 0 ▲ 1 １ 0 ▲ 1

１．職員数に関する状況�

２．職員の給与に関する状況�

※平均給料月額とは、各職種ごとの職員の基本給の平均です。
※経験年数とは、学校卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している年数のことです。

区分 住民基本台帳人口
(平成23年度末) 歳出額Ａ 人件費Ｂ 人件費率

Ｂ／Ａ
平成22年度
の人件費率

平成23年度 53,320人 194億9,623万5,000円 34億8,795万8,000円 17.9％ 16.5％

①人件費の状況（普通会計決算）

区分 職員数
Ａ

給与費 １人当たりの
給与費Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ

平成23年度 397人 15億4,103万2,000円 4億273万6,000円 5億7,295万6,000円 25億1,672万4,000円 633万9,000円

②職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 平均年齢 平均給料月額 学歴 初任給 経験年数10年 経験年数20年

一般行政職 41.0 歳 32万 4,046円
大学卒 17万 8,800円 28万 9,100円 36万 2,900円

高校卒 14万 4,500円 22万 0,300円 33万 0,400円

技能労務職 47.5 歳 35万 5,162円 高校卒 14万 4,500円 22万 0,300円 33万 0,400円

③職員の平均年齢、給料月額などの状況（平成24年４月１日現在）
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総務部　人事課
995-1806

①期末・勤勉手当
区分 期末手当 勤勉手当 計

６月期 1.225月分 0.675月分 1.9 月分

12月期 1.375月分 0.675月分 2.05月分

合計 2.6 月分 1.35月分 3.95月分

②退職手当
区分 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50月分 30.55月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分
最高限度 59.28月分 59.28月分

③地域手当　支給率６％
	 １人当たりの平均支給年額 25万976 円
④特殊勤務手当　21 種類
	 １人当たりの平均支給年額 6 万 2,980 円
⑤その他手当
	 扶養手当、住居手当、通勤手当など

５．分限と懲戒処分に関する状況�
� （平成23年度）

①分限処分者数　１人
※分限処分とは、職員がその職務を十分果たしえない
　場合などに、本人の意に反して行う処分です。
②懲戒処分者数　０人
※懲戒処分とは、職員の一定の服務義務違反に対して、
　道義的責任を追及するために行う処分です。

６．福祉と利益の保護に関する状況�
　共済組合では、職員とその家族の病気、けが、出産、
死亡などに対して必要な給付を行う「短期給付事業」、
職員の退職、障がい、死亡に対して年金・一時金の給
付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住
宅資金の貸し付けなどを行う「福祉事業」の大きく分
けて３つの事業を行っています。
　市では、職員の厚生活動事業を行っているほか、職
員の任意による互助組織の「職員互助会」を組織し、
文化事業や体育事業、職員の健康増進事業に対しての
助成などを行っています。

３．職員の手当に関する状況� （平成24年4月１日現在）

４．特別職の給与などに関する状況� （平成24年4月１日現在）

給料・報酬月額 期末手当の支給割合

給 与
市 長 81万円

■６月期■ ■12月期■副 市 長 65万円
1.875月分 2.025月分教 育 長 62万5,000円

報 酬
議 長 37万5,000円

■６月期■ ■12月期■副 議 長 33万5,000円
1.7月分 1.65月分議 員 31万5,000円

７．研修と勤務成績の評定に�
　　　　　　　　　関する状況�
　平成 23 年度に実施した職員研修に、延べ 530 人が
参加しました。また、管理職を対象に、勤務成績の評
定（人事評価）の研修を行い、人材育成型評定を試行
しています。

８．勤務時間とそのほかの�
　　　　勤務条件に関する状況�
①一般職員の勤務時間の状況
　勤務時間／７時間 45 分（８時 30 分～ 17 時 15 分）
　休憩時間／ 12 時～ 13 時　
②年次有給休暇の使用状況（平成23年）
　平成 23年１月１日～ 12 月 31 日
　１人当たり／ 10 日と７時間
③育児休業と部分休業の取得者数の状況
� （平成23年度）
　育児休業／女性６人
　※平成 23 年度に新たに育児休業・部分休業を取得
　　した人数です。
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　高齢者を狙った消費者トラブルの相談が数多く寄せられていま
す。おいしい話や甘い勧誘には、くれぐれも注意しましょう！

高齢者を狙う悪質商法にご用心

消費生活センター
995-1854

心配になったら、いつでも消費生活センターにご相談ください！

　犯人が自宅まで来て、現金やキャッシュ

カードをだまし取るオレオレ詐欺が多発し

ています。

　犯人は、息子や孫の名前を電話でかたり「借金で株を買っ

たが損してしまった」、「人の奥さんを妊娠させてしまって裁

判になる」、「今日中にお金が必要だ」など、家族が身内を思

いやる気持ちにつけ込んで現金をだまし取ろうとします。

　また、親族以外にも、警察官や金融機関職員をかたって

キャッシュカードをだまし取る場合もあるので、十分に注意

してください。

振り込め詐欺に気をつけて

大切なお金をだまし取られないでください
チェックポイント

□知らない人がお金を受け取りに来た
□電話だけでお金の要求を受けた
□「今日中にお金が必要だ」などと言われた
□�警察官を名乗っているが警察手帳を提示
しない

�

！
　�１つでもチェックがあれば詐欺

の可能性大です。お金を渡す前に

警察に通報・相談してください。

大切なお金をだまし取られないでください

知ってください。
高齢者を狙う
悪質商法の手口！
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講演会のお知らせ

健康推進課
992-5711

元気にかけめく〜る
〜あなたがつくる健康づくり実践カレンダー〜
　市は平成 23年３月にすその健康増進プランを策定しました。
　「誰もが健康で、共に助けあうまち　すその」という基本理念をもとに、自らの健康
管理意識を高めながら、誰もが健康で明るい暮らしができる環境を確保し、福祉サービ
スなどを通じて互いに支えあい、生きがいをもって生活ができることを目指しています。
　具体的には、７つの分野について、ライフステージ別に健康づくりの取り組みを展開
しています。その取り組みを広め、市民の皆さんに健康づくりに関心をもっていただけ
るよう、健康カレンダーを作成しました。このカレンダーを活用し、ご自身の健康づく
りを実践しましょう。

演　題：「病・医院との上手なつきあい方
� ～お医者さんのかかり方～」

日　時：平成25年１月20日㈰
　　　　13時30分～15時（受付：13時～13時20分）

会　場：福祉保健会館　３階研修室
申込み：�１月 15日㈫までに健康推進課窓口・または

電話でお申し込みください。

何でも相談できる
かかりつけ医は
いますか？

医師からみた
上手な病院の
かかり方とは？

かけめくーる

一日にしよう！

元気モリモリ

一週間の

始まりだ！

すいすい帰って

ノー残業デーは

皆でご飯！

にっこり

体もこころも

リフレッシュ！

モクモク　煙に

さようなら！
どんなことでも

早めに相談！

キラッと輝く

歯にしよう！

あ
な
た
が
つ

くる　健康づくり実
践カ
レ
ン
ダ
ー
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Photograph 11 月

「柿と富士山」� 撮　影／広報室

　市内で活動している裾野東サッカー少年団が文部
科学大臣から「生涯スポーツ優良団体」として表彰
され、その報告に市長を表敬訪問しました。
� （11 月２日）

　11 月の「児童虐待防止推進月間」の一環と

して、児童虐待防止キャンペーンをベルシティ

裾野で行いました。ベルシティ裾野では、買い

物に来た方にキャンペーングッズを配布するな

どしてＰＲしました。� （11 月１日）

　第 67 回国民体育大会馬術競技「少年馬場馬術・馬
場馬術自由演技」で第２位の不二聖心女子学院高校２
年生の佐藤杏

あん

菜
な

さんと「少年トップスコア競技」で第
６位の中学３年生の中村もねさんが、その報告に市長
を表敬訪問しました。� （11 月２日）

　市営墓地地内の美化活動として、みどり作業所と

ＮＰＯ法人きゃべつくらぶが連携して合葬墓付近に

葉牡丹を植えました。葉牡丹と富士山を一緒に眺め

られるようになりました。� （10 月 26 日）

p. 6p.6
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Photograph Nobember

　富士山資料館では「子どもたちの富士山絵画

展」を 11 月３日㈯から 12 月 16 日㈰まで開催

しました。富士山を題材にした力作が多数展示

されていました。� （11 月７日）

　秋季火災予防運動の一環として三菱アルミニ

ウムの戸田穂
ほ

乃
の

香
か

さんが一日消防署長として委

嘱され、火災予防のＰＲなどを行い市長を表敬

訪問しました。� （11 月９日）

　七歳児祝賀式が市民文化センターで行われまし

た。記念品を受け取った園児たちはみなうれしそ

うでした。� （11 月８日）

　ふれあい健康まつりとふれあい消防広場が福

祉保健会館と消防庁舎で行われました。各コー

ナーに多くの方が訪れ、健康や福祉、消防につ

いて学びながら楽しんでいました。

� （11 月 11 日）

　11 月の第４㈰の「コミュニティづくりの

日」に東・西・深良・富岡でコミュニティ祭

りとフェスタ須山が行われ、各会場で催し物

が行われ大勢の方が訪れました。また今回は

それぞれの会場がシャトルバスで結ばれまし

た。午後からは市主

催事業として市民文

化センターで市内中

学校・高等学校の演

劇・吹奏楽の発表会

が開催されました。

� （11 月 25 日）

裾野市
コミュニティ祭は、
宝くじの助成により
実施しました。

p. 7p.7
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平成24年度　裾野市技能功労者
　技能功労者表彰式が11月21日㈬に行
われました。
　長く同一職業に従事し、技能の練磨や後
進の育成などにより、当市における産業技
術向上に貢献された皆さんを紹介します。

産業部　商工観光課
995-1857

　東京都内屈指の有名店での
修業を経て地元で開業し、地
域内外において消費者に優れ
た美容技術を提供してきまし
た。
　また、15 人の美容師を育
て上げるなど、後進の指導に
も努めてきました。美　容　師

青木　久
ひさ

佳
よし

さん（岩波）

　和風建築における精細な技
術は「萩原住宅」として評価
され、市内外で 100 棟近く
もの建築を手掛けました。
　また、職業訓練指導員とし
て５人の弟子を育て上げるな
ど、後進の育成にも尽力しま
した。大　工

萩原　洋
よう

一
いち

さん（茶畑）

　優れた石積工事技能を生か
して、黄瀬川護岸工事やトヨ
タ自動車テストコースの造成
など、市内外の様々な工事に
携わりました。早くから重機
を駆使し作業効率を向上させ
るなど、革新的な取り組みも
行っています。後継者である
ご子息も、現在活躍中です。

　自営開始後、市民体育館や
陸上競技場スタンドなど、大
規模施設の電気工事に携わっ
てきました。
　また、後継者であるご子息
が技能五輪の世界大会に出場
するなど、優れた技術を次代
に継承しています。電気工事

小泉 利
とし

夫
お

さん（伊豆島田）
鳶・土木工事

山之内 良
よし

彦
ひこ

さん（佐野）

　手作業による仕立の技術を
磨き、中部日本注文紳士服技
術コンクールで最優秀賞を受
賞するなど、優れた技術は高
く評価されています。現在も
技術研究グループに所属し、
若手の育成と技術の研さんに
励んでいます。

　農協勤務のかたわら中華料
理店で修行ののち開業、現在
も市内外にて 3 店舗を営業し
ています。さらに製麺所を開
設し、精細な自社製麺にこだ
わって研究を続けています。
　また、協会の理事などを歴
任し、協会の活動にも貢献し
ています。

紳士服仕立職
芹澤　國

くに

夫
お

さん（茶畑）
製　麺　工

眞田　重
しげ

雄
お

さん（葛山）

　親の代から引き継いだ農地
を守りイチゴ・水稲生産に精
励しています。ミツバチによ
る受粉を導入するなど、イチ
ゴを裾野市の特産品として位
置づける一翼を担いました。
　また、協議会の役員などを
歴任し、後進の指導や遊休農
地対策にも尽力しました。

農業（そ菜生産）
土屋　榮

さかえ

さん（深良）

p.8
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されます。混雑緩和にご協力

ください。

受付会場 受付日
（平成２５年１月） 受付時間

市役所４階
40２会議室

８日㈫～
　31日㈭ ９：00～16：30

深良支所
17日㈭ ９：00～16：00
1８日㈮ ９：00～1２：00

富岡支所
２1日㈪ ９：00～16：00
２２日㈫ ９：00～1２：00

須山支所
２4日㈭ ９：00～16：00
２５日㈮ ９：00～1２：00

市役所
地下会議室

２7日㈰
※休日受付 ９：00～1２：00

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement

年末年始のごみの収集
および美化センターへの
ごみの直接持ち込み

■ごみステーションの収集
　年末の通常収集／12月28日㈮まで

　�年始の通常収集／平成 25 年１月

４日㈮から

　�年末特別収集／12月29日㈯に㈪・

㈭の収集地区の燃えるごみを収集

します

■�美化センターへのごみの
　直接持ち込み
　受　付／ 12 月 28 日㈮まで

　�持ち込み時間／月～金曜日▶９時

～ 11 時、13 時～ 15 時

　�土曜日▶９時～ 11 時

　�※㈰、㈷はごみの直接持ち込みが

できませんので、ご注意ください。

　�持ち込み時の注意／●ごみを出す

ときは、ごみステーションにごみ

を出す場合と同様に指定袋に入れ

てください（区名、氏名の記入は

必要ありません）。●住所確認の

ために免許証など本人確認ができ

る物の提示をお願いします。

美化センター　992-3210
　生活環境課　995-1816

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

け付けや手続きの仕方などのご相談

に応じます。

平成 25 年１月 24 日㈭

　10 時～ 13 時

市役所１階　相談室

16 人程度（先着順）

�事前に電話または窓口で予約して

ください。

平成 25 年１月 10 日㈭

国保年金課　995-1813

工業統計調査を実施します

　市内の製造事業所を対象に、平成

24 年工業統計調査を 12 月 31 日を

基準日として行います。

　調査の実施にあたっては、本年

12 月下旬から来年１月にかけて調

査員が伺います。

　なお、調査票に記入していただい

た内容については、統計法に基づき

秘密が厳守されますので、正確な記

入をお願いします。

企画政策課　995-1804

対�象者／❶平成 25年１月１日に

市内に住所がある、静岡県後期

高齢者医療の被保険者の方（平

成25 年１月１日以前に死亡も

しくは転出された方は対象外で

す）❷医療機関などで受診した

ときに市内に住所がある方❸裾

野市後期高齢者医療の保険料に

未納がない方

助�成内容／対象者が平成 24 年１

月１日～ 12 月 31 日までに医

療機関、薬局、柔道整復師施術

所などの窓口に支払った後期高

齢者医療保険適用の自己負担分

の合計について、表１のとおり

助成します。

　�※上限額に満たない場合も申請

は可能です。

高齢者医療費助成制度をご利用ください
【表１】

年額15,000円を
上限として助成

平成 ２4年度に ８0歳になる方を含む ８0歳以上の
方（昭和 ８年 3月 31日以前に生まれた方）または、
静岡県後期高齢者医療の被保険者で重度障害者医
療費助成金受給者証をお持ちの方

年額12,000円を
上限として助成 上記以外の方

申�請�に必要なもの／●該当になる

医療費の領収書（原本）

　�●後期高齢者医療被保険者証

　�●対象者名義の預金通帳

　�●�印鑑（預金通帳の印鑑でなく

ても可）

　�●�重度障害者医療費助成金受給

者証（該当の方のみ）

申�請期間／平成 25 年１月８日㈫

～ 31 日㈭

　※㈯、㈰、㈷を除く

　�※�申請の開始時期は混雑が予想

社会福祉課
995-1819

12 月１日号の訂正▶�Ｐ４の一般会計歳入の表の執行率の項目は正しくは「収入率」です。また、Ｐ５の一般会計
歳出の表の収入率の項目は、正しくは「執行率」です。お詫びして訂正します。
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お知らせ
Announcement

年末年始の公共施設休日

施設名 休館日
市役所・各支所

12月29日㈯

～

１月３日㈭

市 民 体 育 館

運 動 公 園

富士山資料館

生涯学習センター

中 央 公 園

文化センター

鈴 木 図 書 館 12月30日㈰～１月４日㈮

東 西 公 民 館 12月26日㈬～１月５日㈯

南・北児童館 12月25日㈫～１月５日㈯

斎 場 １月１日㈫～３日㈭

せせらぎの湯 12月28日㈮～１月６日㈰

ヘルシーパーク裾野 12月30日㈰～１月１日㈫

※�ヘルシーパーク裾野バスは、１月

２日㈬から運行します。

学校開放調整会議

　学校体育施設を利用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

※時間はいずれも 19 時～

東 12月５日㈬
生涯学習センター

深 良 12月７日㈮

須 山 12月11日㈫ 須山コミセン

西 12月12日㈬
生涯学習センター

富 岡 12月13日㈭

生涯学習課　992-3800

介護ベッド用手すりによる
事故が発生しています

　介護ベッド用手

すり（サイドレー

ルなど）による死

亡・重大事故が発

生しています。

　危険な部分があ

るかどうかを確認し、正しい使い方

によって未然に事故を防ぎましょう。

※�詳細は、消費者庁のホームページ

内の以下のページをご覧ください。

��http://www.caa.go.jp/safety/
pdf/121101kouhyou_2.pdf
�http://www.caa.go.jp/safety/
pdf/121102kouhyou_3.pdf
消費者庁　03-3507-9202

年末年始の「すそのーる」運休

　路線バス「すそのーる」は、12

月 29 日㈯から平成 25 年１月３日

㈭まですべての便が運休となります。

お間違えのないようにご注意くださ

い。

企画政策課　995-1804

消すまでは
　出ない行かない
� 離れない　　　　

平成24年度 全国統一防火標語

飼い犬、飼い猫が　　　
　　　いなくなったら、
すぐに捜しましょう

　いなくなった場所から同心円状

に捜すと効果的です。

できるだけ早く
市役所、東部保健所、
警察署へ連絡しましょう

　迷い犬の多くは保健所で保護さ

れ、飼い主の申し出を待ちますが、

一定期間を過ぎても申し出がない

場合は、やむを得ず処分されるこ

ともあります。県のホームページ

に迷い犬の情報が掲載されていま

すので、「静岡県」「迷い犬」で検

索してください。

　猫は、保護される前に交通事故

などで死亡する場合も多くありま

す。

迷子になる原因
●台風や雷など大きな音に驚いて

飛び出した●散歩中にリードを放

したらいなくなった●ドアや門の

すき間から出て行った　など

迷子にしないために
気をつけること

犬／❶鑑札と狂犬病予防注

射済票、マイクロチップを

　�装着しましょう（迷子札になり、

飼い主の元に戻れます）。

❷�首輪はゆるくなっていないか定

期的に点検しましょう。

❸�引き綱、チェーンが切れそうに

なっていないか確認しましょう。

❹�犬小屋や檻に破損がないか確認

しましょう。

猫／❶屋内で飼育しましょ

う（迷子、交通事故、感染

　症から守ることができます）。

❷�連絡先を記載した迷子札やマイ

クロチップを装着しましょう。

※�迷い犬や猫を保護した場合、す

ぐに連絡してください。

最近、迷い犬・迷い猫が
� 増えています

生 活 環 境 課　995-1816
東部保健所衛生薬務課　920-2102
沼 津 警 察 署　952-0110

p.10
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お知らせ
Announcement

年末の交通安全県民運動

　年の瀬は何かと忙しく、また、12

月は日が暮れるのが１年でもっとも

早い時期です。車を運転される方は、

早めのライト点灯を心がけ、時間と

気持ちにゆとりを持った安全運転に

つとめましょう。また歩行者は、自

発光式反射材を身に付けて、目立っ

て光って事故防止につとめましょう。

12 月 15 日㈯～ 31 日㈪

ス�ローガン／安全を　つなげて広げ
て　事故ゼロへ
運�動の重点／●子どもと高齢者の交

通事故防止●夕暮れ時から夜間の

交通事故防止●飲酒運転の根絶

　●追突事故の防止

防災交通課　995-1817

医療従事者の皆さんへ

　12 月 31 日現在に就業している医

療従事者は、各法律により、２年に

一度、12 月 31 日現在の就業状況を

届け出なければなりません。

　12 月中旬ごろ、県から各職場を

通じて届出票を配布しますので、期

限までに就業地（医師、歯科医師お

よび薬剤師は住所地でも可）を管轄

する保健所まで提出をお願いします。

　万一、届出票が配布されない場合

は、最寄りの保健所までご連絡くだ

さい。

�医師、歯科医師、薬剤師、保健師、

助産師、看護師、准看護師、歯科

衛生士および歯科技工士　※ただ

し、医師、歯科医師および薬剤師

はすべての有資格者

提�出先／医師、歯科医師、薬剤師▶

就業地または住所地を管轄する保

健所

　�保健師、助産師、看護師、准看護
師、歯科衛生士、歯科技工士▶就

業地を管轄する保健所

平成 25 年１月 15 日㈫

�医師、歯科医師、薬剤師▶県健康
福祉部政策監付企画班
　054-221-3357
　�保健師、助産師、看護師、准看護
師、歯科衛生士、歯科技工士▶県
健康福祉部地域医療課医療人材室
　054-221-2434

募 集
Recruitment

裾野に「パンダ」がやって来る

　テレビ寺子屋の収録で、元かぐや

姫の山田パンダさんが来ます。

　子どもサポーターであるパンダさ

んが、子育てについての講演を行い

ます。

平成 25 年１月 20 日㈰

　13 時 15 分～

生涯学習センター３階　学習ホール

小学生以上の方

190 人

�生涯学習センター窓口まで直接お

申し込みください。

12 月 22 日㈯　９時～

�収録の都合で、未就学児の入場は

できません。また、収録の妨げに

なる場合は、退場していただく場

合があります。

主�催／裾野市青少年育成市民会議、

各地区青少年育成連絡会

生涯学習課　992-3800

駿東地域職業訓練センター
１月講座

�特別教育コース▶職長教育講座（製

造業対応講座）、と石取替等特別教

育

パソコンコース▶パソコン入門、

ワード基礎、エクセル基礎、エク

セル活用、夜間ワード基礎、夜間

エクセル基礎

カルチャーコース▶フラワーアレ

ンジメント、手作り木綿ぞうり教

室、絵画教室、夜間英会話、アロ

マ教室

� 駿東地域職業訓練センター　
0550-87-3322

地元再発見セミナー

　沼津地区雇用対策協議会が、地域

企業の魅力の発信やキャリアガイダ

ンスを行うセミナーを開催します。

就職を考える学生や保護者の方は、

お気軽に足をお運びください。

平成 25 年１月７日㈪　14 時～

16 時 30 分

市役所地下会議室

学生、学生の保護者、教育関係者

30 人（先着順）

セミナー名 講　　師
裾野市の
将来ビジョン 裾野市役所 職員

キャリア
ガイダンスセミナー

リ・プロデュース
タンザワ 丹澤潔

きよし

さん

商工観光課　995-1857

二酸化窒素をはかってみよう

　裾野市消費者団体協議会では、ご

家庭の二酸化窒素濃度測定にご協力

いただける方を募集しています。専

用カプセルによる簡単な測定です。

冬場の暖房した室内の空気を測って

みませんか？

説明会

と　き
平成25年１月８日㈫
14時～15時

ところ 市役所地下会議室

�市内に在住していて、事前説明会

に出席し、１月上旬に測定を行え

る方

商工観光課　995-1857
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料

広

告

不動産ギャラリー不動産ギャラリー

募 集
Recruitment
プラサ　ヴェルデ
フォトコンテスト

　ＪＲ沼津駅北口で整備を進めてい

る総合コンベンション施設「ふじの

くに千本松フォーラム（愛称プラサ

　ヴェルデ）」を彩る、千本松原や

富士山の写真を募集します。入賞作

品については、プラサ　ヴェルデ内

のエントランスギャラリーやホテル

客室などに掲出します。

� 県文化・観光部ふじのくに千本
松フォーラム整備課
　�〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
　054-221-3528

�概ね 65 歳以上の方で、１～４回目まで全て受講可

能な方　※ただし、１回目の講演会のみの参加は可

能です。

�介護保険課まで電話でお申し込みください。

平成 25 年１月 11 日㈮

とき 内容 講師 定員 場所

１回目
平成２５年
1月1５日㈫
13:30～1５:00

講演会
　おいしく食べて脳いきいき

日本大学短期大学部
食物栄養学科准教授
神戸絹

きぬ

代
よ

さん
８0 人

市役所４階
401会議室

２回目
平成２５年
1月31日㈭
13:30～1５:00

講義　お口の健康と脳との関係
うさぎ歯科医院院長
遠藤由

ゆ

香
か

さん

２0 人
市役所
地下会議室
Ａ・Ｂ

３回目
平成２５年
２月7日㈭
13:30～1５:00

講義　健康長寿の食生活
栄養士
荻野みづ江

え

さん

４回目
平成２５年
２月14日㈭
13:30～1５:00

運動実技
体を動かして脳スッキリ

健康運動指導士
杉山芳

よし

江
え

さん

脳 い き い き 教 室 介護保険課
995-1821

認知症を予防し、脳をいきいき
させるための教室です。

募集テーマ
とっておきの「千本松原」「富士山」
～あなたの撮影した ｢千本松原｣ や ｢富士山｣ の四季の

風景でプラサ　ヴェルデを彩り、来場者をおもてなし～

募 集 作 品

●�県内で撮影された「千本松原」または「富士山」の風景写真
●�四つ切またはＡ４サイズで、カラーまたはモノクロプリン
トしたもの
※�詳細についてはホームページをご覧ください。

応 募 点 数 １人10点　※10点を超えた場合、失格となります。

応 募 方 法 写真１枚につき応募票１枚を写真裏面に張り付け、郵送して
ください。

募 集 期 間 平成25年５月31日（必着）

�http://www.pref.shizuoka.jp/
bunka/bk-350/photocon.html
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料

広

告

納付期限：１月31日㈭

市民税� 第４期分

国民健康保険税・介護保険料
� 第７期分

後期高齢者医療保険料
� 第６期分

１月　税金・料金

１月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈫ ㈱駿東管工
☎ 992-5728

２日㈬ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎ 997-2704

３日㈭ 植松水道
☎ 992-4644

４日㈮ 山崎設備
☎ 997-6766

５日㈯ ㈲小沢土建
☎ 992-1401

６日㈰ ㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

12 日㈯ ㈲富士設備
☎ 997-1507

13 日㈰ ㈱中川商店
☎ 993-1555

14 日㈷ ㈲渡辺設備
☎ 992-3034

19 日㈯ 一和設備工業
☎ 997-4663

20 日㈰ 工管設
☎ 993-1603

26 日㈯ ㈱西島工業
☎ 993-1070

27 日㈰ ㈲北住設機器
☎ 993-1250

10：00〜

10：00〜

�平成 25年１月21日㈪
　�15時～18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�平成25年１月４日㈮～17日㈭
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

１月　カレンダー

１日㈷ 深良地区
元旦マラソン・駅伝

13日㈰

消防出初め式

交通指導員視閲式

成人式

新成人者祝賀駅伝大会

人　口　54,147人� （−35人）
　男　　27,657人� （−18人）
　女　　26,490人� （−17人）
世　帯　21,234世帯�（−40世帯）
内、外国人� 713人�346世帯

12 月１日現在
データバンク募 集

Recruitment
沼津税務署

確定申告期アルバイト

　確定申告の時期を迎えるにあたり、

アルバイトを募集します。

�平成 25 年２月７日㈭～３月 15

日㈮　９時～ 15 時 15 分

市民文化センター

仕�事内容／パソコン使用業務、受付

などの一般事務

賃金／時給 860 円

�履歴書を提出してください（面接

あり）。

� 沼津税務署　総務課　牧野
　�〒 410-8686　沼津市米山町3-30
　�922-1560
　�※音声案内２をダイヤルしてくだ

さい。

相談
Counseling
家庭児童相談室

　子どもことでお悩みの方、虐待か

も？　と感じた方、家庭児童相談室

では電話と面接でご連絡・ご相談を

おうけします。

月～金曜日　９時～ 16 時

市役所１階　家庭児童相談室

家庭児童相談室　995-1862
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１月前期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
小児科（１日〜３日）　診療時間：（昼）８時〜18時　（夜）17時〜21時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

1 火

池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 （昼）
坂小児科医院 ９3１-3２33 下香貫

　前原

聖隷沼津病院 ９５２-１０００ 松下 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿

裾野赤十字病院 ９９２-０００８ 佐野 （夜）
まるやま小児科医院 ９８１-８５７７ 堂庭

2 水

高田胃腸科・内科
クリニック ９６２-１4１０ 仲町 （昼）

古屋小児科医院 ９６3-０4０７ 西条町

望星第一
クリニック ９２２-０２２２ 柳町 沼津市立病院 ９２4-５１００ 東椎路

清水館医院 ９９3-２3２3 茶畑 （夜）
田中医院 ９２１-２０５3 高島町

3 木

きくちクリニック ９８９-５７８８ 桜堤 （昼）
白十字小児科医院 ９33-５１１１

�下香貫
馬場

きせがわ病院 ９５２-８６００ 大岡 静岡医療センター ９７５-２０００ 長沢

おぐち医院 ９９２-６６１１ 深良 （夜）
よざ小児科医院 ９６７-５７２２ 原

4 金 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 すずきファミリー

クリニック ９６０-０333 一本松

5 土 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 原小児科医院 ９６２-０６3６ 八幡町

6 日

村岡内科クリニック ９５4-２０００ 大岡 勝呂医院 ９６２-3０８3 千本中町

白石医院 ９５１-4５９3 市道町 関外科胃腸科医院 ９２１-２１８５ 花園町 古屋小児科医院 ９６3-０4０７ 西条町

田中クリニック ９９２-１８８１ 伊豆島田 田中クリニック ９９２-１８８１ 伊豆島田

7 月 高桑医院岩波診療所 ９９７-０4８６ 岩波 田沢医院 ９６２-１２０５ 大手町 りゅうじん医院 ９８８-3１33 下土狩

8 火 こんどうクリニック ９２５-２4２０ 岡宮 こんどうクリニック ９２５-２4２０ 岡宮 田中医院 ９２１-２０５3 高島町

9 水 境医院 ９７５-８０２１ 竹原 さくら胃腸科・外科 ９９4-１００８ 御宿 大橋内科・
小児科医院 ９９２-２８００ 佐野

１０ 木 かとう内科医院 ９4６-５５６２ 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

１１ 金 花メディカルクリニック ９８７-９１4５ 下土狩 守重医院 ９3１-２５１１ 我入道
　江川町

さくま小児科
クリニック ９９２-６3０3 茶畑

１２ 土 杉山病院 ９６3-4１１4 錦町 聖隷沼津病院 ９５２-１０００ 松下 西村医院 ９７１-６５１０ 下土狩
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の
上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分〜翌朝７時
（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

日 曜 耳鼻科� ８時〜17時 眼　科� ８時〜17時 産婦人科�８時〜17時 歯　科� ９時〜15時

１ 日
さわだの森耳鼻咽
喉科クリニック
９２９-８７８７

西沢田 山内眼科クリニック
９７５-８33８ 中田町 静岡医療センター

９７５-２０００ 長沢 大藤歯科新宿医院
９７２-５１０１ 新宿

２ 日 静岡医療センター
９７５-２０００ 長沢 三島社会保険病院

９７５-3０3１
谷田

　藤久保
沼津市立病院
９２4-５１００ 東椎路 タケダ歯科医院

９８９-3６3８ 本宿

３ 日 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 聖隷沼津病院
９５２-１０００ 松下 せき歯科クリニック

９８１-２６33 的場

６ 日
つりた耳鼻咽喉科
クリニック
９２７-33８７

宮前町 中ノ森眼科
９２１-3２１７ 緑ヶ丘 ウスイクリニック

９８０-５５８０ 下土狩 しおみ歯科医院
９９２-０２０２ 平松

１3 日
アミクリニック眼科・
耳鼻咽喉科
９８１-334１

長沢
アミクリニック眼科・
耳鼻咽喉科
９８１-334１

長沢 島田産婦人科医院
９７２-６１００ 伏見 ベルの木歯科

９９２-７７７７ 深良

１4 日 耳鼻咽喉科崎川医院
９７５-９１3１ 伏見 本田さくら眼科医院

９５１-１3６５ 大手町 岩端医院
９６２-１3６８ 大手町 鈴木歯科医院

９９3-５１５１ 平松

１3 日

おおい神経内科 ９２２-８８８６ 北高島町 西方外科医院 ９２１-１333 共栄町

やぐち内科・循環
器科クリニック ９７3-3８１１ 伏見 まるやま小児科医院 ９８１-８５７７ 堂庭

新井内科クリニック ９９２-０８１１ 久根 御成橋栄クリニック ９５２-２５２５ 通横町

１4 月

今井医院 ９２１-3２１１ 五月町 駿東整形外科医院 ９２２-８８５５ 高沢町

柿田川医院 ９７3-3６０１ 柿田 りゅうじん医院 ９８８-3１33 下土狩

大橋内科・小児科
医院 ９９２-２８００ 佐野 五十嵐クリニック ９34-６７００ 志下

１５ 火 大庭内科・消化器科
クリニック ９９５-１１２3 佐野 香貫医院 ９3１-２4６５ 本郷町 よざ小児科医院 ９６７-５７２２ 原

p.15

広報すその　平成24年12月15日号



No.
1232

2012 年
（
平
成
24 年

）
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月15

日
号

恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります市民憲章 :

１日㈫〜４日㈮、７日㈪、15日㈫、
21日㈪、24日㈭（館内整理）、28日㈪

１月の休館日

１月の行事予定
おはなしの会

　５日㈯　14 時〜 00 分　おはなしのへや　　
　12日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

うたとリズムのおはなし会
　22日㈫　10 時 30分〜　 展示室　　　　　　

ファーストブック
　16日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　23日㈬　13時〜 16 時　展示室　　　　　　

今月の２冊
おとぎばなしの古書案内
　かわいい子どもの絵本、たのしい
しかけ本、瀟

しょう

洒
しゃ

な大人の挿絵本…。
魅惑的なヨーロッパのおとぎ話の古
書を、物語のあらすじやしかけの解
説とともに、オールカラーで紹介する。

解説・監修：海野弘
出　　　版：パイインターナショナル

つながらない生活
　昔から、みんな「騒々しい世間」
との距離のとり方で悩んでいた！　
プラトン、グーテンベルク、ソロー
といった７賢人の「適度につながら
ない」ための知恵を紹介。著者の経

験も取り上げながら、つながりを逃れる術を伝授
する。
著：ウィリアム・パワーズ　訳：有賀裕子
出版：プレジデント社

親子わいわい広場
日　時／平成 25 年１月 19 日㈯　10 時〜 12 時
会　場／鈴木図書館２階　展示室
対　象／幼児・小学生とその保護者
内　容／�かんたんな工作・かるた取り・ゲームを

して遊びます。
申込方法／当日、直接会場にお越しください。
その他／入退室は自由です。参加賞あり。
※�駐車場に限りがあるため、公共交通機関または

市役所駐車場をご利用ください。

新刊紹介 New Release
『見学しよう工事現場５　路線』
監修：溝渕利明　ほるぷ社出版

『仏像がわかる絵事典
 修学旅行にも使える！』
監修：瓜生中　PHP 研究所

『メガネくんのゆめ』
作・絵：いとうひろし　講談社

『ちょっとだけまいご』
作：クリス・ホートン 訳：木坂涼 BL出版

『母性』　　
著：湊かなえ　新潮社

『北斗　ある殺人者の回心』
著：石田衣良　集英社

『スリジエセンター 1991』　　
著：海堂尊　講談社

渡部聖
せ
梛
な

くん
（３歳・岩波）

溝上寛
ひろ
人
と

くん
（３歳・平松）

天野寿
す
美
み
恋
れ

ちゃん
（３歳・伊豆島田）

大川弥
み
紘
ひろ

くん
（３歳・葛山）

後藤聡
そう
祐
すけ

くん
（３歳・伊豆島田）

水野柚
ゆず
羽
は

ちゃん
（３歳・水窪）
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2013年（平成25年）

1月1日号 02  新春座談会

　須山口登山道は、須山浅間神社を起点と
し山頂に至った歴史ある登山道で、1800年
には、5,398人の登山者を集めました。　
　須山浅間神社の境内地と社叢

そう

は国の史跡
に指定され、富士山の世界文化遺産登録に
おける構成資産の一つになっています。
　富士山は、６月に開催されるユネスコ世
界遺産委員会で、世界文化遺産に登録され
るか審議されます。



深良、切久保地区自主防災会長

池 谷 　 隆
たかし

 様

東、本道り地区自主防災会長

植 松 久
ひさ

子
こ

 様

　2011年３月11日に発生した東日本大震災は、東北か

ら関東にかけての東日本一帯に甚大な被害をもたらしまし

た。2012年８月29日、内閣府は東海、東南海、南海地

震などが同時発生するマグニチュード９クラスの「南海ト

ラフ巨大地震」について、被害想定を公表しました。

　そこで今回は、市民の方々に地震に対する備えや対応を

再認識していただくため、地域地震防災指導員（以下防災

指導員）２人、地区自主防災会長２人の方々に、それぞれ

の活動を紹介してもらい、地震に対する防災について話し

合っていただきました。

新春座談会座談会座談会
平成二十五年

地域地震防災指導員（須山地区）

杉 山 照
てる

子
こ

 様

大 橋 俊
しゅん

二
じ

 市長

地域地震防災指導員（東地区）

小 西 辰
たつ

一
かず

 様
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はじめに
市長▶東日本大震災という未曾有の災害があり、市民

の方々の災害に対する意識は、日々高まっています。

そこで最近注目されているのが、となり近所が協力し

てお互いを守る『共助』という考え方で、防災指導員・

自主防災組織はその根幹をなすものです。

　今回の座談会は、自主防災に関する裾野市の現状や

今後どうしていくべきかを、女性からの視点も交えて

話し合っていただき、市の地域防災のあり方を考え、

市民の方々の防災意識の向上の一助になればと考えて

います。

現在、それぞれどのような活動・
指導をしていますか

小西▶防災指導員は自主防災会 86 団体と公共団体・

企業の要請があった場合の指導や、地区の防災会議や

地域防災訓練での指導、フェスタすその、コミュニティ

祭、防災のつどいなどのイベントで地震体験車などを

使用し防災のＰＲを行っています。また月１回県が主

催する「ふじのくに防災学習セミナー」に出席してい

ます。

杉山▶小中学校の生徒に地震体験車で地震の揺れを体

験をしてもらうことや、心肺蘇生法、三角巾を利用し

た手当の方法、可搬ポンプの操作方法などを指導し、

子どもから大人までいざというときに的確に行動でき

るように、地域の日常の安全点検、防災知識の普及や

指導を行っています。可搬ポンプにつきましては月 1

回点検をしていただきたいと思います。

池谷▶ 12 月の地域防災訓練において、可搬ポンプの

操作、水消火器での消火活動の訓練、コミュニティセ

ンターでの心肺蘇生法や、ＡＥＤを使った講習、備蓄

食料を使った炊き出し訓練などを行っています。

植松▶私の地区でも可搬ポンプの操作や備蓄食料を

使った炊き出し訓練を行っています。人数が少ない地

区ですので各世帯が役員のように一気に集まってくれ

て、各自が自主的に担当を心得ていて活動できる体制

ができておりチームワーク良くやっています。商店街

ということでお店が多いので、いざという時はお店の

商品で対応したいと考えています。

市長▶裾野市では、防災指導員と自主防災会との連携

が非常によくとれていると感じています。また、市民

の方々はお互いに思いやる気持ちがあり、強い絆で結

ばれていると思います。第三次東海地震被害想定にお
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いて市では、死者 20 人、重傷者 187 人、中等傷者

675 人という数字がでていますが、地域の防災指導員

や自主防災会が住民の方々に日頃の備えを呼びかけて

いただくことにより、被害を減らしていけるのではな

いかと考えています。

避難所の生活などでの
女性の立場からの意見

市長▶地域防災訓練などでは防災指導員、自主防災会

が協力していただき住民の方々に地震発生時における

行動を再確認していただきたいと思います。

　さて、今回の座談会には女性の防災指導員・防災会

長に参加していただいておりますが、震災が起こり避

難所生活が始まった場合の女性の立場としてのご意見

をお聞かせください。

杉山▶女性の場合には着がえやトイレが困るのではな

いかと思います。現在、様々な防災グッズが販売され

ていますので、そういったものを活用したり、囲いを

設置するなどの対応が必要と考えます。

 裾野市は田畑が多い地区や市街地などさまざまですの

で、各自主防災会で地区の実情に合わせ対応を今後考

えていくべきと感じています。避難所も仕切りを設置

するなどプライベートの問題も考える必要があります。

植松▶トイレの問題は、田や畑のあるところでは対処

のしかたもいろいろあります。市街地ではなかなか難

しいのですが、防災倉庫の中にテントがあり、それで

隠すようにすることができます。また高齢者用の携帯

トイレを使用することも考えています。女性の着替え

についてはそれぞれの地区で工夫してブルーシートを

活用することでも対応できます。やはり地区ごとに地

区の特色を考えて対応するようにしたら良いと思いま

す。

東日本大震災について
どのように感じていますか

小西▶裾野市の場合は津波による被害は想定されませ

んが、レジャーなどで海に出かける場合もありますし

津波のことも考えておかなければなりません。津波に

対し自分たちはどのような行動をとらなければならな

いということも指導していきたい。また家の耐震診断

も積極的に行っていただき、自分の家の状況を把握し

てもらいたいと思います。

杉山▶友人が東北の方にいますが、当初は全然連絡が

とれず連絡がとれるまで時間がかかりました。市民の

皆さんも他人事ではありません。地震はいつ発生する

かわかりません。いろいろのケースを想定して家族で

話し合っておくことが重要です。家庭内でも荷物を積

み重ねて置かないなど、小さなことの積み重ねが自分

や家族の身を守ることにつながると感じています。

新春座談会p.4
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池谷▶私は空手の道場に通っていますが、道場をやっ

ている団体で定期的に東北に支援に行っています。自

分たちが被災した場合はやはり支援してくださる人々

がいて生活していけるのだと思います。また建物の耐

震では市に助成制度がありますので各世帯で考えても

らいたいと思います。

市長▶市では、昭和 56 年以前に建築された木造住宅

などの耐震診断や、耐震補強を対象とした助成制度や、

倒壊のおそれのあるブロック塀などの改修に対する助

成制度がありますので、活用してもらいたいと思いま

す。

　実際に被災した場合は消防団で結成され情報収集や

復興援助などを目的とした機動性のあるバイク隊の活

動に期待しています。

小西▶大きな道路でも、がれきなどが邪魔をしてなか

なか通行できないことが予想されます。市内の自主防

災会の中には、連絡用に自転車を購入し置いていると

ころも結構あります。やはり機動性があるからですね。

電気自転車という方法もありますが、その場合防災倉

庫にある発電機が役に立つでしょう。

植松▶私は母から関東大震災当時の話を時々聞かされ

ていますが、やはり過去に大震災を経験された方々の

話は貴重です。東日本大震災についてはこれからも自

分たちでできる支援をしていきたいと考えています。

市長▶現地には何度も行っていますが、復興はまだま

だこれからという印象です。

　今回の東北地方の震災から学ぶことはたくさんあり

ますので教訓として今後に生かしていきたいと思いま

す。

「共助」「地域のつながり」に
ついて

市長▶地震のような広域的な災害では初期の対応とし

て、なるべく多くの地域の方々の協力による、救助活

動や消火活動が被害を小さく抑えられるのではないか

と考えられます。そのためには日常からの近隣の方々

との交流も大事です。

　地域防災力を高めるためには「共助」や「地域のつ

ながり」が今後大切になってくるのではないかと思わ

れますがいかがでしょうか。

池谷▶高齢者や災害時要援護者（※）の方々については

地区のリーダー、たとえば区長や自主防災会長が把握

し地域ぐるみで対応してあげる必要があります。特に

※災害時要援護者：なんらかのハンディキャップを
有するため、災害に対処する際に他者の援護を必要
とする方々。自分の身に危険が差し迫った場合、そ
れを察知することが困難な、または察知しても適切
な行動をとることが困難な方々などが該当します。

p.5

広報すその　平成25年１月１日号



夜であれば家族がいますが、昼間は家族がいない場合

もあります。

杉山▶昨年の訓練で、須山地区では車椅子の搬送訓練

を行いましたが、車椅子を持ち上げるのに大人の男性

２人でも大変なことがわかりました。そのようなこと

を訓練で認識しておくことは必要ですね。

植松▶私の家でも高齢者がいますが、いつもおぶって

いくことが可能なように、孫たちに使ったおぶいひも

を用意していますね。

小西▶リヤカーも皆で使うのに便利ですね。防災倉庫

に用意してある地区もあります。担架ごと乗せて移動

することができ便利です。分解でき収納しやすい物も

あります。大・小いろいろなサイズがあります。

市長▶福島県相馬市では、リヤカーを人命救助だけで

なく物資を仮設住宅に搬送するのに使用し、皆で協力

しながら大変便利であったと聞いています。特に小さ

なリヤカーが活躍したようです。

小西▶地震発生直後は、道路などの損壊などにより防

災関係機関の活動が十分機能せず、その一方で隣近所

の多くの人が協力し合い、救助活動に参加して尊い命

を救った事例や、初期消火を行い延焼を防止した事例

などが報告されています。大切なのは自主、共助の気

持ちを地域の方々が持つことです。

杉山▶普段から隣近所の方々とのコミュニケーション

を大切にして、意識して声をかけ合うようにしてもら

いたい。できることから始めて、だんだん深めていけば、

絆ができてきます。また女性ならではの指導もありま

すので女性の指導員が増えると良いなと望んでいます。

植松▶本道り地区自主防災会は世帯数が少ないので、

それぞれが役員になったつもりで行動しています。小

人数であることからお互いの結びつきが強く自分たち

でやらなければという気持ちを持っています。大切な

のは地区ごとの特色にあった防災に心がけお互いの絆

を深めていくことだと思います。

結びに
市長▶大地震の発生は、夜中の場合もありますし、仕

事中の場合もあり、旅行中の場合もあるでしょう。い

つどこでどんなときに起きるかわかりません。大事な

のはあらゆるケースを想定してどこにいてもどうした

らいいかを家族とともに日頃から話をしておくことだ

と思います。

　皆さんのご意見を聞きまして、家族一人ひとりが、

自分の身を守れるよう地震発生時の行動を再確認して

おくことが必要だと感じました。今回の座談会では活

発な意見交換が行われ、興味深いお話や貴重な意見を

いただく事ができました。

　地域防災は、皆さん一人ひとりの協力なくしてはな

しえないものです。大切なのは「共助」や「地域のつ

ながり」の気持ちを持つことです。

　皆さんのように熱い思いを持ってくださる方と共に、

市の防災を推進していきたいと思っております。

新春座談会p.6
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新たな潮流の中で
「健康文化都市すその」の
� 更なる発展に向けて

裾野市長　　大橋　俊二

　新年あけましておめでとうございます。

　新春を迎えるにあたり、皆様のご多幸とご健勝

をお祈り申し上げますとともに、日ごろより市政

にお寄せいただいておりますご支援とご協力に対

し、心から感謝を申し上げます。

　さて、世界の政治・経済は依然、混沌としてお

り、先行きの不透明感が払拭できない情勢にあり

ます。

　このような状況の中、地方自治体も長引く景気

の低迷や少子高齢社会の到来などさまざまな課題

に直面し、今まさにまちづくりそのものを大きく

変化させなければならない状況にあります。

　当市におきましても市税の大幅な減少などの影

響から、これまで積み立ててきた財政調整基金の

取崩し等により、不足する財源を賄う財政運営を

余儀なくされております。このような中、市民サー

ビスの急激な低下を極力避けるとともに、健全な

財政運営を維持するため、まずは今後５年間の方

向性を示すべく、昨年に引き続き平成 29 年度ま

でを対象とした中期財政計画を作成しました。こ

の計画は、市の財政運営が「今後このままでいい

のか」という漠然とした思いを抱えるだけでなく、

「現在何が問題になっているのか」、「将来どういっ

た問題が起こり得るのか」を把握し、「それをど

うしたら改善できるのか」に繋ぐための糸口とし

て作成したものであります。

　この計画を基に、現在、「新規事業の原則先送

り」、「外部評価や個別事業に対する査定の導入な

どによる歳出縮減」、「自主財源の積極的な確保」

を骨子として、予算編成にあたっているところで

あります。また、縮減ばかりでなく、合わせて魅

力ある裾野市の将来に向けた投資も行ってまいり

ます。例えば定住・交流人口の増加、企業の立地

維持・誘致等に資する事業においては、別枠で予

算を確保していきます。

　幾重にもわたるうねりの中にあって、今、私達

は、地域の生活を支える身近な基礎自治体として

の自覚を持ち、常に危機意識を持つとともに、着

実に問題を解決し、明るい未来への展望を切り開

いていくことが大切であると考えます。地域行政

の舵をまかされているものとして、かかる変革期

にめぐりあわせたことで、改めて自らに課せられ

た責務の重さを感じるとともに、今後とも市民の

皆様とともに力を尽くし、諸施策に取り組んでま

いる所存であります。そして、新たな潮流を先取

りしつつ、麗峰富士のすそのに広がる「裾野市」

としての自治をさらに強固なものとし、裾野の特

性に基づいた独自の政策を展開し、「誰もが健康

で安心して暮らすことのできるまち健康文化都市

すその」の更なる発展に向け、邁進してまいりま

す。

　結びに、平成 ２５ 年が市民の皆様にとって、喜

びと幸せに満ちた一年となりますことを心からお

祈り申し上げ新年のあいさつといたします。

新春のあいさつ
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お知らせ
Announcement
１月10日は
「110番の日」

　１月10日㈭は、「110番の日」です。

どろぼうやひったくりなどの被害に

あったとき、交通事故にあったとき、

不審な人物を見かけたときなどの緊急

事態には、すぐ110番通報しましょう。

　110 番は一刻を争う緊急事態に即

応するための大事な電話です。いた

ずらや間違い電話が 110 番にかかる

と、緊急電話の受信に支障となるの

で、正しく利用しましょう。

警察相談専用電話（警察への要望・相
談）▶＃9110（または0５4-２５4-9110）、

または警察署・お近くの交番などへ

お願いします。

防災交通課　995-1817

国保高齢受給者証交付会

　２月１日㈮から次の方が対象とな

り、次のとおり受給者証を交付しま

す。

 １月２4日㈭　９時4５分～11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和18年１月２日～昭和18年２月

１日に生まれた方

通 知／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。

国保年金課　995-1814

単独不活性ポリオワクチン
追加接種開始

　単独不活性ポリオワクチンの追加

接種を開始しました。接種を希望す

る方は、接種前に健康推進課窓口で

接種券発行の手続きが必要です。

 生後 18 カ月以上で、１期初回３

回目終了後から６カ月以上経過し

ている方

 母子健康手帳、印鑑

 今年度一斉通知した方には、来年

度通知予定です。

健康推進課　992-5711

募 集
Recruitment
冬の野鳥探索会

　富士山遊歩道で、秋と冬の野鳥探

索会を実施します。

 １月２0日㈰

　集合（富士山資料館）▶８時

　出発▶８時30分

　解散▶1５時　

※雨天または積雪の場合は中止

 富士山遊歩道

 20 人

 100 円（保険料）

 電話でお申し込みください。

 １月 17 日㈭

富士山資料館　998-1325

第５回
普通救命講習会

 １月 18 日㈮　９時～ 12 時

 市消防庁舎３階　災害対策室

 中学生以上の方

 30 人（先着順）

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

用いた心肺蘇生法の習得

 無料

 消防署、茶畑分遣所、須山分遣所

まで、直接または市ホームページ

から申込用紙を印刷し必要事項を

記入してお申し込みください。

 消防署救急係　995-0119

東部地区精神保健福祉講演会

 ２月８日㈮　13 時 30 分～ 16 時

 沼津市民文化センター小ホール

 東部健康福祉センター管内の家族

会会員、一般参加希望者

 500 人

 「精神障がいをもつ人々のリカバ

リーについて考える」～生きがい

のある人生を送るために～

 電話でお申し込みください。

 県東部健康福祉センター障害福祉
課　920-2087

甲種防火管理新規講習

 ２月14日㈭、1５日㈮　９時～16時

 市消防庁舎３階　災害対策室

54 人

 4,000 円

 受講申込書に記入し、費用と写真

を添付して提出してください。申

込用紙は市ホームページからダウ

ンロードできます。

 １月 15 日㈫～ 18 日㈮

防火協会（消防本部予防課内）
　992-3211
 http://www.city.susono.shizuoka.

jp/life/dp/koshu.php

　「まもメール」の自然災害緊急
情報のうち停電情報が、東京電力
㈱三島支社から登録者の皆さんに
直接配信できるようになりまし
た。 詳しい情報や、まもメール

に新規加入される方は市ホーム
ページをご覧ください。

 https ://www.c i ty . susono .
shizuoka.jp/mamomail/
防災交通課　995-1817

まもメールにおける
停電情報の提供を開始します
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募 集
Recruitment
予備自衛官補採用
試験（非常勤の特
別職国家公務員）

一　般 技　能

試験日 ４月12日㈮～15日㈪のう
ち１日

資　格

18歳以上
34歳未満
の方

18歳以上で国
家資格を有す
る方（資格に
より53歳未満
～55歳未満の
方）

受付期間 １月９日㈬～４月３日㈬

 自衛官未経験者（自衛官であった

期間が 1 年未満の者）

教育訓練開始時期／７月以降

教育訓練招集手当／日額 7,900 円

 教育訓練終了後、予備自衛官とし

て任用します。

 自衛隊三島募集案内所
　989-9111

市民体育館トレーニング室
利用者講習会

　この講習会で正しい利用方法を学

んだ方は、市民体育館トレーニング

室が利用できます。

 １月11日㈮　19時～２0時40分

　１月２9日㈫　10時～11時40分

 市民体育館

 15 歳以上の方（中学生を除く）

 100 円

 運動可能な服装、上履きシューズ、

タオル

市民体育館　993-0303

相談
Counseling
結婚相談

 １月２0日㈰　９時～1２時　受付▶

11時30分まで

 市福祉保健会館３階会議室および

相談室

 結婚を望む方

 結婚を望む方へのアドバイスや相

談所登録者の紹介

 無料

 不要（相談所登録者の紹介を希望

する場合は、自身の登録が必要で

す。登録方法はお問い合わせくだ

さい）

 しあわせアドバイザーすその（市
社会福祉協議会）　992-5750

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

消したかな？
　心配するなら
　　　　　再確認
� 瀧　夏

か

耶
や

子
こ

さん

平成24年度裾野市防火標語

　市民の皆様には、平素より裾野市の行政運営にご
理解ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
　この度、固定資産税及び都市計画税の課税誤りが
判明いたしました。
　今回、判明いたしました固定資産税及び都市計画
税の課税誤りにつきましては、皆様に多大なご迷惑
をおかけするとともに、公正で適正な課税を旨とし
なければならない税務行政にあって、その信頼を著
しく損なうことになりましたことを心から深くお詫
び申し上げます。
　課税誤りの概要につきましては、住宅用地の課税
標準の特例による固定資産税及び都市計画税の軽減
措置が正しく処理されていない土地が一部存在し、
固定資産税及び都市計画税が過大または過少の課税

となっていたものです。また、国民健康保険税につ
いても固定資産税額に応じて資産割額が課税計算に
影響することから、過大または過少の課税となって
いたものがありました。
　今回の課税誤りを厳正に受けとめ、早急に返還等
の作業に取り組むとともに、今後このような課税誤
りが二度と起こらないよう、事務処理体制を強化し、
再発防止に万全を期してまいります。
　この度の課税誤りにより、市の税務行政に対する
信頼を損ねたことに対しまして、重ねて心から深く
お詫び申し上げます。

　　平成 24 年 12 月７日
� 裾野市長　大橋　俊二

固定資産税・都市計画税の課税誤りに関するお詫び
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消防団全員集合!!

突然業者から電話があり「以前注文のあった健康食
品を代金引換で送る」と言われた。「注文した覚えは
ない」と伝えたが「確かに注文している。支払わなけ
れば訴える」と脅され、購入を承諾してしまったが断
りたい。

健康食品を申し込んだ覚えがないと断ったのに強引
に送りつけられた、という相談が数多く寄せられてい
ます。高齢者に被害が多く、業者から「申し込んだの
だから代金を払え」と高圧的に言われ購入を承諾して
しまうことも多いようです。
商品が届いてしまったら
❶ 断ったのに送ってきた場合はネガティブ・オプショ

ン（送りつけ商法）にあたり、代金支払いの義務は
なく、受け取る必要はありません。

❷ 電話で勧誘されて承諾してしまった場合はクーリン
グ・オフできます。

消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

不動産ギャラリー不動産ギャラリー

　近頃新聞雑誌などで、健康食品やサプリメントが大
きく広告されています。しかし中には、食品だからい
くら食べても害はないと説明されていたり、副作用に
ついて調査されていないものも出回っていたりするよ
うです。
　健康食品やサプリメントの問題は、医薬品と誤認し
てこれに頼り本来の治療をおろそかにする事や、成分
の含有量を確認せずに治療と併用し薬効が増減された
り副作用が出たりする事、副作用が出ても救済されな
い事などです。
　また、厚労省が昨年度実施した調査によると、イン
ターネットで個人輸入される製品の約８割に医薬成分
が含まれていた事がわかったという事です（薬事法違
反製品）。
　健康食品とは、まず基本的な生活（食と運動）を守っ
たうえで、品質の確かな製品を用法用量を守って利用
することで有益になる可能性があるものだ、という事
をきちんと認識して摂取するようにしましょう。
第２回消費生活セミナーより
講　師／（独）国立健康・栄養研究所　千葉剛

つよし

さん

くらしのダイヤル
消費生活研究会

掲示板
PublicBoard

ＮＴＴ西日本発行の電話帳を
配達・回収しています

　ＮＴＴ西日本では、１月中に新し

い電話帳をお届けする際、環境保護

や資源の有効活用のため、古い電話

帳の回収をしますので配達員へお渡

しください。

　ご不在の場合は、改めてお伺いし

ますのでご連絡ください。

 タウンページセンタ
　0120-506-309
※フリーダイヤル㈪～㈮９時～17時

　心配な場合は、すぐに
消費生活センターにご相
談ください。

裾野市消防出初式開催
 １月 13 日㈰　13 時 30 分～
 市役所駐車場
 ❶式典▶13時30分～　❷一斉放水 
▶1５時10分～　❸パレード（駅前
通り・新道通り）▶1５時30分～
消防出初式写真コンテスト

　新春を飾る消防出初式の開催にあ
わせて、写真コンテストを開催いた
します。入賞作品には賞状と記念品
を贈呈します。
応 募方法／消防本部・市役所・各支

所に配置してある応募要項により

指定の写真コンテスト応募票を添
付し、消防本部まで持参または郵
送してください。応募方法につい
ての詳細は、市ホームページをご
覧ください。
 平成 25 年 1 月 21 日㈪　※必着
 http://www.city.susono.shizuoka.
jp/life/dp/photocontest.php

消防本部　消防総務課　995-1193

平成24年市長賞「服装・姿勢点検」
渡邉政

まさ

治
はる

さん（平松）

● 12月 15日号の訂正▶ P7「フォトグラフ」のタイトルを Photograph Nobember と記載しましたが、正しく
は「Photograph November」です。お詫びして訂正します。
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１月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 7・21・28日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 28日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 10日㈭ 18時～18時30分31日㈭ ８時45分～９時 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 21日㈪　13時～15時 生活改善に関する
相談を希望される方

成人食事健康相談 ７日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 25日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

８日㈫９時～９時15分
平成24年８月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

22日㈫９時～９時15分
平成24年６月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

15日㈫13時15分～13時45分
平成23年７月生まれの方

２歳児
親子教室

23日㈬９時～９時15分
平成23年１月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

10日㈭午後
平成22年７月生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭13時～13時30分
平成22年１月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
１月８日㈫ 17時～ 19時 45分
１月15日㈫ ９時～ 11時 30分
１月23日㈬ 13時～ 15時 30分
１月30日㈬ ９時～ 11時 30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
１月15日㈫ ９時～ 11時 30分
１月30日㈬ ９時～ 11時 30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

内科 内科 外科 内科 内科

6 7 8 9 10 11 12

外科 内科 内科 内科 外科 内科 内科

13 14 15 16 17 18 19

整形 内科 外科 内科 整形 整形 内科

20 21 22 23 24 25 26

外科 外科 内科 整形 外科 内科 内科

27 28 29 30 31

内科 内科 外科 整形 内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

有

料

広

告
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１月後期の救急協力医
平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

16 水 本村クリニック 969-0001 大塚 白石医院 951-4593 �市道町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

17 木 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

18 金 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

19 土 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 坂小児科医院 931-3233 �下香貫

前原

20 日

大沢医院 931-1019 御幸町 沼津整形外科医院 921-3791 �共栄町

杉山医院 972-3223 伏見 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 星野医院 962-0782 山王台

杉山医院 992-0028 平松 こんどう
クリニック 925-2420 �岡宮

21 月 あそうクリニック 929-7575 筒井町 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

22 火 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 よざ小児科医院 967-5722 原

23 水 森本神経内科クリニック 976-5221 竹原 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

24 木 きくちクリニック 989-5788 桜堤 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

25 金 林医院 931-1120 �住吉町 鈴木医院 993-0430 佐野 原小児科医院 962-0636 八幡町

26 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 �松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時
日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699
内科・外科・小児科の

上記時間以外（急患）はこちらへ
20時30分～翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

972-0711
内科・外科・小児科
平　日：18時～22時
土曜日：14時～21時
日祝日： ９時～21時

日 曜 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

20 日
よねやま
耳鼻咽喉科医院
0545-53-6885

永田町 吉村眼科内科医院
984-1333 �長伏

関谷レディース
クリニック
968-6611

西椎路 さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

27 日 三島中央病院
971-4133 �緑町 永井眼科

980-1777 �萩
小島レディース
クリニック
952-1133

大岡 杉沢歯科医院
975-4618 柿田

27 日

小林内科医院 921-2165 米山町 守重医院 931-2511 �我入道
江川町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

鈴木医院 993-0430 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

28 月 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

29 火 岩渕内科医院 951-4579 �添地町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

30 水 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 酒井医院 966-1755 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

31 木 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

●12月15日号の訂正▶14・15ページの産婦人科 13日㈰の島田産婦人科が〔岩端医院962-1368 大手町〕に、14
日㈪の岩端医院が〔島田産婦人科�972-6100� 伏見〕に、歯科 ６日㈰のしおみ歯科医院が〔ベルの木歯科�992-
7777� 深良〕に、13日㈰のベルの木歯科が〔しおみ歯科医院�992-0202� 平松〕に変更になりました。

p.13
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富士山資料館993-9300

No.
1233

2013 年
（
平
成
25 年

）

1
月1

日
号

伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

「杉本秀子　絵画展」
さくら　～再生への祈り～

　杉本さんは
「桜」をテー
マに数多くの
作品を描き、
その作品は国
内外で高い評
価を受け、多
くの賞を得ています。この度、機会を得て杉本氏
を紹介することができるのは、大変名誉なことで
す。
　また、２年前の３月 11 日、未曾有の災害に遭
われた多くの方々、そして同じように苦しみを感
じておられる皆さんに、“再生”する桜の力強さ
とたくましさをご覧いただきたいと思います。
と　き／３月７日㈭～２0日㈬　９時～17時
　（初日午前10時～、最終日16時まで）
ところ／２階　展示室
入場料／無料

ポピュラー音楽の祭典２０１３

　おかげさまで完売しました。たくさんのお問い
合わせをいただきありがとうございました。

1 月の休館日／１日㈫～３日㈭・
７日㈪・15日㈫・21日㈪・28日㈪

№67
『ヤマノイモ（山の芋）ヤマノイモ科』

掘る楽しみ、食べる楽しみ
　山芋掘りの楽しみは、泥まみれになって長い根
を折らずに掘れた時の喜びを感じられることと、
食卓でイモの粘り気や風味を味わった時の幸せを
感じられることです。山芋は昔から山の幸として
好まれています。図鑑では山野のヤマノイモ（別
名ジネンジョ）と栽培されるナガイモ（ナガイモ・
イチョウイモ・ツクネイモなどの品種）、ダイショ
の３つに分類されています。ヤマノイモは昔から
日本にある種類で、ほかは海外から持ち込まれた
ものです。

　西中学校２年生のあこさんが、12 月 15 日、16

日に開催された第 20 回東海ジュニア（中学生）

バスケットボール大会に出場しました。この大会

は、東海４県の各県から３チームずつ選出して行

う大会で、あこさんは２度目の出場となります。

　あこさんは小学生３年生からミニバスチームに

所属しており、６年生のときにはキャプテンを務

め、県大会で２位、東海大会で３位入賞を果たし

た実力の持ち主です。現在も、中学校の部活と現

在所属しているチーム「駿東 ACRO」で、ほぼ

毎日練習をし、技術を磨いています。

　大会の選抜については、「選ばれて嬉しかった。

中学校１年生のとき

に選ばれたというプ

ライドがあったので、

絶対選抜に通ってや

ると自信を持って臨

みました。練習のと

きも目立てる存在に

なれるよう、がんば

りました」と語りま

した。

第20回東海ジュニア（中学生）
バスケットボール大会に出場
三枝　あこさん（伊豆島田）

昨年の大会の様子

広報すその　平成25年１月１日号
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No.
1234

2013年（平成25年）

１月15日号 02  市議会 12月定例会　
04  確定申告、市県民税（住民税）申告
� の事前受付を行います

05  消防団員募集！

１月１日　富士山



市議会12月定例会
　市議会 12 月定例会が 11 月 29 日か
ら12月 11日まで行われ、報告案件２件、
承認案件１件、条例案件７件、補正予算７
件、その他３件が審議され、可決・承認さ
れました。議案の一部を紹介します。

市民文化センターとヘルシーパーク裾野の 
指定管理者を指定

　市民文化センターの指定管理者として㈱ケイミック
スを、ヘルシーパーク裾野の指定管理者として㈶裾野
市振興公社を指定しました。

市民文化センター ヘルシーパーク裾野

裾野市暴力団排除条例を制定

　暴力団の排除に関して基本理念などを定め、市民な
どの安全かつ平穏な生活を確保し、社会経済活動の健
全な発展に寄与するため、本条例を制定しました。

裾野市が設置する一般廃棄物処理施設における
技術管理者の資格を定める条例を制定

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴
い、一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める
ため、本条例を制定しました。

裾野市公共下水道の構造の基準を定める 
条例を制定

　下水道法の一部改正に伴い、公共下水道の構造の基
準を定めるため、本条例を制定しました。

裾野市防災会議条例の一部を改正

　災害対策基本法の一部改正などに伴い、防災会議の
所管事務および委員に関する規定を整備するため、本
条例の一部を改正しました。

裾野市災害対策本部条例の一部を改正

　災害対策基本法の一部改正に伴い、引用する条項を
改めるため、本条例の一部を改正しました。

裾野市手数料条例の一部を改正

　都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されるこ
とに伴い、二酸化炭素の排出の抑制に資する低炭素建
築物新築等計画の認定申請手数料を定めるため、本条
例の一部を改正しました。

裾野市道路占用料等徴収条例の一部を改正

　道路占用料などを改定するため、本条例の一部を改
正しました。

市道路線の認定

　都市計画法の開発行為により帰属された開発道路の
認定を行いました。

3011号線

市道認定
� 3224号線

震橋公民館

県
道
沼
津
小
山
線

国
道
24
6
号

2-
20
号
線

30
11
号
線

震橋石 脇

p. 2p.2
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一般会計補正予算（第３回）

　既定の予算総額に 1,800 万円を追加し、歳入歳出総

額を 188 億 4,500 万円としました。

　歳出の補正の主な内容は、衆議院議員総選挙の投開

票事務に伴う職員手当てや入場券発送などの通信運搬

費などです。

　歳入の補正の内容は、すべて国庫支出金です。

一般会計補正予算（第４回）

　既定の予算総額に１億 5,200 万円を追加し、歳入歳

出総額を 189 億 9,700 万円としました。

　歳出の補正の主な内容は、年度内調整による人件費

の減額、寄附に伴う社会福祉事業基金への積み立て、

介護給付費の増による介護保険特別会計繰出金の増額、

生活介護扶助費などの見込み増による自立支援給付費

の増額、ヘルシーパーク裾野の改修工事による工事管

理費の増額、私立保育所園児数の増による児童福祉運

営費の増額、医療扶助費などの支給見込み増による生

活保護費の増額、市道新設改良促進のための道路新設

改良費の増額、補助対象事業の見直しによる特定防衛

施設道路整備事業費の減額、社会資本整備総合交付金

の対象事業の確定による社会資本整備総合交付金事業

費の減額、裾野駅周辺整備費の減額、平松深良線街路

費の増額、学校施設改修などに伴う小学校・中学校管

理運営費の増額、利子償還金確定に伴う、利子償還金

の減額などです。

　歳入の補正の主な内容は、国庫支出金、県支出金、

市債などの増額と繰入金の減額です。

国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

　既定の予算総額に 6,415 万 2,000 円を追加し、歳入

歳出総額を 50 億 6,229 万 1,000 円としました。

　歳出の補正の主な内容は、一般被保険者医療給付費、

介護納付金、医療給付費等国庫負担金償還金の増額です。

　歳入の補正の主な内容は、その他繰越金の増額です。

介護保険特別会計補正予算（第２回）

　既定の予算総額に２億 2,100 万円を追加し、歳入歳

出総額を 26 億 7,103 万 6,000 円としました。

　歳出の補正の主な内容は、介護認定調査費などの賃

金の減額と、上半期の交付実績をもとに、各介護サー

ビス給付費の年度末を見込んだ増額です。

　歳入の補正の主な内容は、決算見込みによる現年度

分徴収保険料の増額と各サービス給付費の増額に対処

するための国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、

一般会計繰入金の増額です。

下水道事業特別会計補正予算（第２回）

　既定の予算総額に 69 万円を追加し、歳入歳出総額

を 11 億 149 万円としました。

　歳出の補正の主な内容は、年度末を見込んだ人件費

の調整です。

　歳入の補正の主な内容は、一般会計繰入金の増額です。

墓地事業特別会計補正予算（第１回）

　既定の予算総額に 3,601 万 5,000 円を追加し、歳入

歳出総額を 6,241 万 5,000 円としました。

　歳出の補正の主な内容は、第３号墓域整備工事およ

び四
あずまや

阿建設工事のための、墓地事業費の増額と利子償

還金確定による利子償還金の減額です。

　歳入の補正の主な内容は、市債の予算措置と一般会

計繰入金の減額です。

一般会計補正予算（第５回）

　固定資産税・都市計画税の課税誤りに伴い、既定の

予算総額に 9,100 万円を追加し、歳入歳出総額を 190

億 8,800 万円としました。

　歳入の補正の主な内容は、繰越金および固定資産税

の増額です。

　歳出の補正の内容は、徴税費の償還金の増額です。

国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

　固定資産税・都市計画税の課税誤りに伴い、既定の

予算総額に 543 万円を追加し、歳入歳出総額を 50 億

6,772 万 1,000 円としました。

　歳入の補正の主な内容は、繰越金の増額です。

　歳出の補正の主な内容は、償還金および還付加算金

の償還金の増額です。

補　正　予　算

p. 3p.3
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対　象　者
●�市内に在住している、所得の種類が給与所得と雑所

得（公的年金など、シルバー人材センター・東富士

入会組合の配分金など）の方で、年末調整が済んで

いない方や医療費などの控除の確定申告をしたい方

●市県民税の申告をしたい方

※�営業・農業・不動産・譲渡などの所得がある方や初

総務部　市民税課
995-1810

確定申告、市県民税（住民税）
申告の事前受付を行います

市県民税の申告が必要な方
　公的年金等に係る確定申告不要制度により所得税の

確定申告が不要な方でも、公的年金等以外の所得金額

がある方は市県民税の申告が必要です。

　ただし、公的年金等以外の所得金額が給与所得であ

る場合は、市県民税の申告は必要ありません。

市県民税の申告をしたほうがいい方
　公的年金等に係る確定申告不要制度により所得税の

確定申告が不要な方でも、社会保険料や医療費などの

各種所得控除（※）を申告すると、市県民税が減額さ

れる場合があります。公的年金等の源泉徴収票に記載

されている控除以外の各種所得控除を受ける場合は、

市県民税の申告を行ってください。

　なお、収入が公的年金等のみで、その収入金額が

98 万円以下（65 歳以上の方は 148 万円以下）の方は

市県民税が非課税となりますので、市県民税の申告を

　２月18日㈪～３月15日㈮の確定申告に先がけて、所得の種類が給与所得・年金（雑）所得の方
の事前受付を行います。
　混雑を緩和するために、昨年から受付地区を指定しておりますので、ご協力をお願いします。なお、
申告書の記入が済んでおり、提出だけの方は提出箱を用意しておきますのでご利用ください。

と　き ところ 対象の方 受付時間

２月５日㈫ 須山支所２階
大会議室 市内在住の方

９:00～1２:00
13:00～16:00
※ただし、　
　　２月８日は、
　1５時まで

２月6日㈬ 生涯学習
センター1階
団体活動室

深良地区の方
２月７日㈭ 富岡地区の方
２月８日㈮ 市内在住の方
２月1２日㈫

市役所４階
４01会議室

西地区の方
２月13日㈬ 東地区の方
２月1４日㈭ 市内在住の方

行う必要はありません。

　所得税の確定申告や市県民税の申告を行わない場合、

市県民税は、公的年金等の源泉徴収票に記載されてい

る所得控除のみを適用して計算します。

※市県民税の申告をすると税額が下がる主な所得控除
　�医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地

震保険料控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶

者控除、扶養控除　など

■「市県民税の申告」の申告会場

期　間 申告場所

２月５日㈫～２月８日㈮ 上記の事前受付会場または
市役所1階　市民税課窓口

２月1２日㈫～3月1５日㈮
※ただし、２月1５日㈮は除く 市役所４階　４01会議室

※�期間以外は、市役所１階　市民税課窓口で受け付け

ます。

※㈯、㈰、㈷は除きます。

めて住宅借入金等特別控除を申告する方は、事前受

付では申告できません。確定申告についての詳しい

内容は、広報すその２月１日号に掲載します。

持　ち　物
①源泉徴収票（申告を受ける年の分すべて）

②各種控除に必要な証明書など

③医療費控除を行う方は、医療費の領収書

（混雑緩和のため、支払額は必ず前もって合計して

きてください）

④認印や口座番号が分かる物など、申告に必要な物

そ　の　他
●�各会場とも午前中にお越しいただいた場合でも、混

雑状況により午後の受付となる場合があります。

●�２月６日㈬～８日㈮は、生涯学習センターの市民

ホール情報コーナーのパソコンはご利用できません。

年金所得者の市県民税（住民税）申告について
　平成23年分の確定申告から公的年金等に係る確定申告不要制度が創設され、公的年金等の収入
金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であ
る場合には、所得税の確定申告書の提出が不要になりました。
※�所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます。ただし、次の方は市県民税
の申告を行ってください。

p.4
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fd-soumu@city.susono.
shizuoka.jp

消防本部　消防総務課
995-1193

消防団とは
　消防団は、消防本部・消防署と同様に市の消防

機関の一つであり、その構成員である消防団員は、

消防本部などの職員と同じく地方公務員です。消

防本部の職員が常勤の地方公務員であるのに対し、

消防団員は、普段は他の職業や学業を持っている

非常勤の特別職の地方公務員です。

　現在、裾野市消防団では男性 216 人、女性 23 人、

計 239 人の団員が活動しています。

消防団の主な活動について
◆災害時の活動
　�消火活動、救助・救出活動、防災活動、避難誘

導など

◆平常時の活動
　�防災啓発活動、消火 ･ 防災活動、高齢者住宅の

訪問、応急手当の指導など

入団後の処遇
　年間一定の金額（数万円程度）が報酬として支

給されるとともに、災害や訓練など出場した場合

に手当が支給されます。

◆公務災害補償
　�消防団活動中に負傷した場合は、治療の費用な

どの補償があります。

◆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。

消防団員になるには
　市内に在住または勤務している 18 歳以上の健

康な男女であれば、どなたでも入団することがで

きます。

地域の防災に　　　　　　
あなたのチカラが必要です 消防団員募集！

http://www.fdma.go.jp/
syobodan/index.html

http://city.susono.
shizuoka.jp/life/dp/

消防庁の消防団のWEBサイト

裾野市公式WEBサイト /消防 ･防災

　当市では「消防団協力事業所表示制度」を実施しています。この制度は、複数の

従業員が消防団に入団している、従業員の就業時間中における消防団活動について

積極的に配慮しているなど、消防団活動に協力していただいている事業所を「消防

団協力事業所」として認定し、社会貢献の証として表示証を交付するものです。

　ぜひ、多くの事業所の皆さんのご協力をお願いいたします。

事 業 所 の み な さ ま へ
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Photograph 12 月

　第 31 回消費生活展が、市民文化センターで

行われました。展示や寸劇などが行われ、会場

は多くの人でにぎわいました。� （12 月１日）

「市役所からの富士山」� 撮　影／秘書課広報室

　第 22 回保育生活展が、市民文化センター多

目的ホールで行われました。訪れた親子の皆さ

んは、リース作りなどに熱心に取り組んでいま

した。� （12 月１日）

　停電時の情報発信に関する協定調印式が行

われました。東京電力㈱三島支社から直接、

まもメールで停電情報を受け取ることができ

るようになりました。� （11 月 30 日）
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Photograph December

　障害者週間の啓発活動が、ベルシティすそので

行われました。裾野市身体障害者福祉会、NPO

法人裾野市手をつなぐ育成会、精神保健福祉会す

そのきせがわ会、市役所障がい福祉課の皆さんが、

啓発グッズを配りました。� （12 月３日）

　地域防災訓練が行われました。

須山地区では消火器を使った訓

練や、三角きんを使用しての訓

練などが行われ、参加者は熱心

に取り組んでいました。

� （12 月２日）

　第 39 回農業まつりが市民文化セン

ターで行われました。農産物などの即売

が行われ、飲食物の無料配布には長蛇の

列ができました。� （12 月９日）

　年末の交通安全県民運動初日街頭キャン

ペーンが、市役所周辺と茶畑交番付近で行わ

れました。参加者の皆さんは、早朝の冷え込

みが厳しい中のぼり旗を持って、交通安全を

呼び掛けました。� （12 月 14 日）

　総務大臣表彰、県統計協会統計功労者表彰、経

済産業大臣から感謝状を交付された統計調査員の

方が、市長を訪れました。皆さんは受賞の喜びを

語ってくださいました。� （12 月 17 日）
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不適切な駐車を抑制するため、
県では車いす利用者など
歩行が困難な方々に「利用証」を交付します。

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement
障がい児（者）

ライフサポート事業

　障がいのある方およびその家族が

地域で安心して生活できるよう、下

記の事業を行います。また、自立支

援法では対象外となってしまう方を、

サービス対象とすることが可能にな

ります。詳細はお問い合わせください。

�各種障がい手帳所持者、発達障が

い者など

�ヘルパー派遣、短期入所、デイサー

ビス、発達の気になる児童に対す

る日常生活訓練・言葉の訓練など

当該事業に係る費用の１／３

障がい福祉課　995-1820

住宅・土地統計調査単位区設定

　10 月１日基準日で、全国一斉に

住宅・土地統計調査が行われます。

この準備調査として、市統計調査指

導員が地域を巡回しますので、ご理

解とご協力をお願いします。なお、

調査指導員は県知事が証明する指導

員証を提示しています。

１月中旬〜２月初旬

企画政策課　995-1804

学校開放調整会議

　学校体育施設を利用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

※時間はいずれも 19 時〜

地区 日程 会場

深良地区 ２月１日㈮ 生涯学習
センター

須山地区 ２月５日㈫ 須山コミセン

東 地 区 ２月６日㈬

生涯学習
センター西 地 区 ２月１3日㈬

富岡地区 ２月１4日㈭

生涯学習課　992-3800

と　き／２月１日㈮〜

対　象／�次の①〜⑥のうち、歩行が困

難で、かつ日常生活で車いす

マークの駐車場の利用を必要

とする方

❶身体障害者手帳の視覚障害

（１〜３級、４級の１）、聴覚

又は平衡機能障害（２〜３

級）、肢体不自由上肢（１〜

２級の２）、肢体不自由下肢

（１〜４級）、体幹（１〜３

級 )、内部障害 ( １〜３級 )

などの人　❷「療育手帳　A」

の人　❸精神障害者保健福祉

手帳１級の人　❹介護保険の

要介護状態区分 ｢要介護２」

以上の人　❺特定疾患医療受

給者、小児慢性特定疾患医療

受給者　❻妊娠７カ月から産

後３カ月までの妊産婦

内　容／�どちらかの利用証が交付され

ますので、乗車する車両の

ルームミラーに掲げて駐車し

てください。

申し込み�／窓口にある交付申出書に記

入しお申し込みください。※

代理人による申請も受付しま

す。

持ち物／対象者ごとに異なります

❶身体障害者手帳　❷療育手

帳　❸精神障害者保健福祉手

帳　❹介護保険被保険者証

❺特定疾患医療受給者証、小

児慢性疾患受給者証　❻母子

健康手帳 上記以外の歩行が困難な方用
（緑色）

車いす常時利用者用
（赤色）

障がい福祉課
995-1820
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お知らせ
Announcement
年金相談の実施

　年金事務所の職員が、諸届出の受

け付けや手続きの仕方などのご相談

に応じます。

２月 28 日㈭　10 時〜 13 時

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

�事前に電話または窓口で予約して

ください。

２月 14 日㈭

国保年金課　☎995-1813

新しい民生委員・
児童委員の紹介

　富岡須山地区

（トヨタ区）を担

当する民生委員・

児童委員が交代さ

れました。

社会福祉課
　995-1819

市児童美術展

　市内の児童生徒が本年度制作した

優秀作品を展示します。

�１月 24 日㈭〜２月１日㈮

　10 時〜 19 時

※�１月 24 日は午後から、２月１日

は午前中で終了

市民文化センター２階展示室

学校教育課　995-1838

子どもフェスティバル2013

　子ども会活動の展示や活動発表、

遊び・工作コーナー、作品展示、ア

トラクションなどが行われます。

２月３日㈰　10 時〜 15 時

生涯学習センター

生涯学習課　992-3800

あなたの気になる年金記録
もう一度ご確認を

　１月末から「気になる年金記録、

再確認キャンペーン」を開始します。

ご自身の年金記録に「もれ」や「誤

り」があるのではとご心配の方は、

ご確認いただき、お近くの年金事務

所などにご相談ください。

沼津年金事務所　921-2207

狩猟期間中の注意について

　県内では猟期が２月 15 日までと

なっており、イノシシとニホンジカ

のわな猟に限っては２週間延長され

た２月 28 日までとなっています。

　猟期中に農作業や観光などで山中

に立ち入る際には十分注意し、目立

つ服装にするなどの対策をお願いし

ます。

　また、狩猟者の皆さんもルールや

マナーを守り、一般の方に迷惑をか

けないよう、安全な狩猟を心掛けて

ください。

農林振興課　995-1823

津波対策事業への寄附

　県では、津波対策の推進を目的と

した寄附を募集しています。寄附金

は県全域において、県が行う防潮堤

などの建設に活用します。

県交通基盤部管理局経理監
　054-221-2222
054-221-2945
�http://www.pref.shizuoka.jp/
kensetsu/ke-020/tsunami-
kifu01.html

住民基本台帳
ネットワークシステムの

一部業務の停止
　住民基本台帳ネットワークシステ

ム更改の作業に伴い、住民基本台帳

カードに関する業務、電子証明に関

する業務、全国住民票の発行、海外

からの転入に関する業務ができなく

なります。

１月29日㈫　17時15分〜 31日㈭

市民課　995-1812

トヨタ区
中村隆

たか

司
し

さん

㈶関東電気保安協会沼津事業本部　952-8101
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お知らせ
Announcement

文芸すその第32号

　市民文芸誌を

発行しました。

ぜひご購読くだ

さい。

取扱期間／

　１月10日㈭〜

　２月28日㈭

　※�期間後は、生涯学習課で継続し

て取り扱います。

取�扱場所／生涯学習課・太輝音アニ

モ店・戸田書店リブレ裾野店・鈴

木図書館

頒布価格／ 700 円

生涯学習課　992-3800

募 集
Recruitment

平成25年度市育英奨学生

貸与／４・９月の２回

資�格／市内に３年以上住所を有し、

学資の支払いが困難と認められる方

奨学金額／

高等学校
高等専門学校
専修学校

入学
一時金 60,000円

月額 12,000円

短期大学
大　学

入学
一時金 300,000円

月額 30,000円

貸付金利／無利子

返�済期間／貸付終了後 1 年据え置き

10 年以内

選�考方法／選考委員会の答申に基づ

き、教育委員会が選考します。

�教育委員会にある所定の申込用紙

に、在学する学校の推薦書などの

必要な書類を添えてお申し込みく

ださい。

１月 15 日㈫〜３月８日㈮

学校教育課　995-1838

にこにこキャラバン
西地区の巻

　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。お申し込みは必要ありません

ので、直接会場へお越しください。

１月 22 日㈫　10 時〜 11 時 30 分

南児童館

未就学児とその保護者

�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

民生委員事務局（社会福祉課内）
　995-1819

　駿豆地区障がい者自立支援協議会は、裾野市・三島市・伊豆の国市・長泉町・清水町・函南町の３市３町に
よって設立された協議会です。
　障がいのある方が住み慣れた地域ですべての人々とともに安心して生活できる社会の実現を目ざし、関係者
が連携して支援を図るための組織です。各専門部会、運営会議、全体会などを通して、地域課題や施策提案の
解決に向けた協議を行います。

全体会のご案内
　傍聴席を設けておりますので、
一般市民の方もお聞きいただけ
ます。
と　き／２月４日㈪　10 時〜
ところ／市役所 4 階　会議室

障がい福祉課
995-1820

裾野市指定相談支援
センター「うぐいす」
993-1455

駿豆地区障がい者自立支援協議会
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募 集
Recruitment

平成25・26年度
裾野市学校給食用
物資納入業者

　学校給食センターおよび市内小学

校が発注する給食用物資の納入業者

登録の申請を受け付けます。

�２月１日㈮〜 18 日㈪　9 時〜 16

時（土・日曜日、祝日を除く）

�給食センター・市内小学校（南小

学校・富岡第二小学校を除く）に

ある申請書類を、直接または郵送

で学校給食センターに提出してく

ださい。

　※�申請書類は市ホームページから

もダウンロードできます。

学校給食センター　992-6868
　〒410-1102 裾野市深良2363

くらしのモニター

　市内の物価の調査員を募集します。

調べていただいたデータは、「裾野

市公式サイト」価格調査欄の原案に

なるほか、県へ市の物価として報告

します。

　調査員の方には、価格調査結果の

パネル作成および消費生活展への参

加をしていただきます。詳細はお問

い合わせください。

任�期／４月１日㈪〜平成 26 年３月

31 日㈪（毎月１回の調査）

謝金／年間 13,500 円程度（予定）

�市内に在住している 20 歳以上の方

�窓口へ直接、または電話、FAX、

はがきで①〜⑧を記入し、お申し

込みください。

　�①住所　②氏名　③年齢　④性別

⑤電話番号　⑥職業　⑦普通免許

の有無　⑧日常よく買い物に行く

スーパーの名前

２月 22 日㈮

�応募者多数の場合は、地域配分な

どを考慮し選考させていただきま

す。採用された方には、３月８日

㈮までにお知らせします。調査店

舗によってはバイク、車を利用す

ることがあります。

商工観光課　995-1857

視覚障がい者のための
ガイド講習会

　屋外歩行に

関する基礎知

識とガイド技

術の習得など、

視覚障がい者

の社会参加を

促進することを目的とするガイド講

習会です。

�１月 30 日㈬〜 31 日㈭　10 時〜

15 時

福祉保健会館３階研修室

20 人（先着順）

講師／多々良善
よし

哉
や

さん

500 円

電話でお申し込みください。

１月 24 日㈭

�筆記用具、タオル、お弁当、活動

しやすい服や靴

裾野市社会福祉協議会
　992-5750

コミュニティ・フォーラム
2013

　次の一歩へ、広げよう活動の輪

　県内では、生き生きとした明るい

住みよい地域社会を築くために、

人々の自主的な参加と協力によって、

数多くのグループや団体であるコ

ミュニティがつくられ、多種多様な

活動が繰り広げられています。

今回のフォーラムでは、このような

コミュニティの活動の一端をご紹介

します。活動を始める際のポイント

や、活動が長続きする秘訣などを一

緒に考え、活動の輪をさらに広げて

いきましょう。

２月２日㈯　10 時 30 分〜 15 時

市民文化センター多目的ホール

350 人（先着順）

�●平成 24 年度「コミュニティ活

動賞」表彰式

　●基調講演「地域と私」

　�●アトラクション（アンサンベル

演奏）

●活動事例発表

講�師／森理
り

世
よ

さん（ミス・ユニバー

ス 2007 ／モデル、I.R.M. アカデ

ミーアーティスティック・ディレ

クター）

森　理
り

世
よ

さん
無料

�入場整理券が必要です。電話、

FAX、E メールで下記事務局へ

お申し込みください。

�県コミュニティづくり推進協議会
　 054-251-3585
　 054-250-8681
　 sizucom0829@po.across.or.jp
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有

料

広

告

不動産ギャラリー不動産ギャラリー

静岡県・日本語ボランティア
セミナー2013

　外国人へ日本語を教えるというこ

とについて、さまざまな視点から考

えます。基調講演と分科会の２部構

成で行います。どなたでも楽しく参

加できる内容ですので、ぜひご参加

ください。

１月 27 日㈰　10 時〜 16 時

�静岡県教育会館（静岡市葵区駿府

町１-12）

�基調講演 150 人、分科会 40 人（い

ずれも先着順）

基�調講演／「これからの『多文化共

生』－国・地方自治体の政策を中

心に－」

講師／北脇保
やす

之
ゆき

さん

　�学校法人浜松海の星女学院理事

長、前浜松市長

分�科会／A「楽しく話して日本語支

援をしよう」

　講師／品田 潤
じゅん

子
こ

さん

　�（公社）国際日本語普及協会所属

日本語教師

　�B「地域日本語教室で学習の手ご

たえを『見える化』する」

　�講師／北村祐
ゆう

人
と

さん　とよた日本

語学習支援システム

　C「サードカルチャーキッズとは」

　講師／日
か

部
べ

八
や

重
え

子
こ

さん　翻訳家

基調講演 500 円、分科会 500 円

�電話、FAX または E メールでお

申し込みください。

１月 25 日㈮

（公財）静岡県国際交流協会
　054-202-3411
054-202-0932
info@sir.or.jp

地域活性化フォーラム
女性の社会参加で
地域活性を考える

　子育て中のママだって、社会で活

躍できる。子育てが一段落した女性

が起業できる。結婚出産のため勤務

を辞めなくてよいなど、そんな社会

でありたいと考える人たちが集い、

女性がいきいきと活躍する社会を作

っていくために取り組んでいること

を、講演とパネルトークします。意

識改革の一歩となるフォーラムで

す。関心のある方ならどなたでもご

参加ください。

１月 26 日㈯

　13 時 30 分〜 16 時 30 分

静岡県東部地域交流プラザ

　「パレット」３階 B ルーム

�子どもがいるが仕事に就きたいと

考えている方、再就職活動をして

いる方、女性の社会参加に関心が

ある方など。

無料

�電話または FAX でお申し込みく

ださい。

�NPO法人静岡県東部パレット市
民活動ネットワーク
951-8500
952-1433

相談
Counseling

家庭児童相談室業務

　「子どものことでお悩みの方」・「虐

待かも？」と感じた方、家庭児童相

談室ではご連絡やご相談をお受けし

ます。

㈪〜㈮ ９時〜 16 時 ※㈷を除く

市役所１階　家庭児童相談室

�面接もしくは電話で相談をお受け

します。必要により訪問します。

秘密は厳守します。

家庭児童相談室　995-1862

　平成 25年度の裾野市市民活動センターの
運営委託先を募集します。詳細は市ウェブサ
イトなどでお知らせします。

市民活動
センターの
運営委託先
募　集

地域振興課　995-1874
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料

広

告

納付期限：２月28日㈭
固定資産税・都市計画税
� 第４期分

国民健康保険税・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　税金・料金

２月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯
㈲細野設備

☎ 992-2465

３日㈰
高橋設備

☎ 993-1336

９日㈯
㈲M・K�アクアサービス

☎ 992-6599

10 日㈰
小川設備工事店

☎ 993-2074

11 日㈷
パイピング横山

☎ 992-3329

16 日㈯
田央設備㈲

☎ 997-5175

17 日㈰
丸伸設備工業

☎ 997-3463

23 日㈯
㈲杉山設備工業

☎ 993-3030

24 日㈰
㈱小島屋商会

☎ 998-0019

�２月 20日㈬
　�15時〜18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�２月１日㈮〜18日㈪
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

２月　カレンダー

３日㈰ 富士山
国際雪合戦大会

24日㈰ みんなのつどい

人　口　54,045人� （―102人）

　男　　27,579人� （−78人）

　女　　26,466人� （−24人）

世　帯　21,151世帯�（−83世帯）
内、外国人� 683人�312世帯

１月１日現在
データバンク相談

Counseling
不動産無料相談会

　弁護士、税理士、司法書士、その

他の相談員が、不動産に関する相談

に応じます。

２月７日㈭

　13 時〜 16 時（受付は 15 時まで）

イーラ de　３階多目的ホール

　（沼津市大手町１－１－６）

直接会場へお越しください。

�社団法人　全日本不動産協会静岡
県本部　054-285-1208

v
静岡県士業種連絡交流会主催

　無料合同相談会

　弁護士、司法書士、税理士、公認

会計士、不動産鑑定士、社会保険労

務士、土地家屋調査士、弁理士が相

談に応じます。

２月２日㈯　10 時〜 15 時

�サンウェルぬまづ　２階研修室

（沼津市日の出町１－ 15）

�法律、登記、土地価格、境界、税

務、企業会計、労務・年金、特許

出願などの各種相談に応じます。

当日に会場で受け付けます。

静岡県社会保険労務士会
　054-249-1100

p.13
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２月前期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

１ 金 旭医院 966-0031 原 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 まるやま小児科

医院 9８1-８５７７ 堂庭

２ 土 望星第一クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 9５2-1000 松下 白十字小児科医院 933-５111 �下香貫
馬場

3 日

岡田医院 921-５321 新宿町 勝呂医院 962-30８3 千本中町

薬袋内科
クリニック 933-014８ 徳倉 杉谷小児科医院 923-6５43 筒井町

須山診療所 99８-0006 須山 関外科胃腸科医院 921-21８５ 花園町

4 月 あめみや内科 93５-11５9 吉田町 頴川医院 921-５14８ 高島本町 古屋小児科医院 963-040７ 西条町

5 火 大坂屋クリニック 99５-3100 佐野 清水館医院 993-2323 茶畑 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

6 水 高桑医院岩波診療所 99７-04８6 岩波 山本整形外科・
循環器科 9８9-８111 南一色 りゅうじん医院 9８８-3133 下土狩

7 木 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

8 金 村岡内科クリニック 9５4-2000 大岡 駿東整形外科医院 922-８８５５ 高沢町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

9 土 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 9８6-1212 本宿 よざ小児科医院 96７-５７22 原

10 日

林医院 931-1120 住吉町 西方外科医院 921-1333 共栄町

池田病院 9８6-1212 本宿 大橋内科 ・小児科
医院 992-2８00 佐野

東名裾野病院 99７-0200 御宿 御成橋
栄クリニック 9５2-2５2５ 通横町
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の
上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分〜翌朝７時
（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

日 曜 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

３ 日
里和耳鼻咽喉科
医院
0５4５-23-1133

伝法 なめり牧野眼科
999-1113 納米里

前川産婦人科
クリニック
999-0300

下長窪 瀬川歯科医院
9８８-８904 桜堤

10 日
三島耳鼻咽喉科
クリニック
93５-66８1

下香貫
　樋ノ口

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 西島歯科医院

9８８-3162 納米里

11 月
わたなべ
耳鼻咽喉科医院
0５4５-6５-6７８７

松岡
矢田眼科
クリニック
962-2006

三枚橋町
かやま産科婦人科
医院
99７-3５５1

岩波 服部歯科医院
992-0011 佐野

11 月

境医院 9７５-８021 竹原 沼津整形外科医院 921-3７91 共栄町

聖隷沼津病院 9５2-1000 松下 原小児科医院 962-0636 八幡町

裾野赤十字病院 992-000８ 佐野 五十嵐クリニック 934-6７00 志下

12 火 清水館医院 993-2323 茶畑 東医院 921-５５20 高沢町 田中医院 921-20５3 高島町

13 水 森本神経内科クリニック 9７6-５221 竹原 松原医院 962-1496 白銀町 まるやま小児科
医院 9８1-８５７７ 堂庭

14 木 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

1５ 金 新井内科クリニック 992-0８11 久根 萩野クリニック 966-７111 根古屋 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑
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No.
1234

2013 年
（
平
成
25 年

）

１
月15

日
号

働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります市民憲章 :

４日㈪、12日㈫、18日㈪、25日㈪
28日㈭（館内整理）、

２月の休館日

２月の行事予定
おはなしの会

　２日㈯　14 時〜 00 分　おはなしのへや　　
　９日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

親子おはなし広場
　５日㈫　10 時 30 分〜　展示室　　　　　　

親子おはなしの会
　19日㈫　10 時 30 分〜　文化センター図書室

うたとリズムのおはなし会
　26日㈫　10 時 30分〜　 視聴覚室　　　　　

ファーストブック
　20日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　27日㈬　13時〜 16 時　展示室　　　　　　

小中学生書き初め展
1月26日㈯〜 2 月11日㈪　 展示室　 　　　

親子チャレンジ広場
と　き／２月 23 日㈯　13 時 30 分〜 15 時 30 分
ところ／東西公民館会議室１・２
講　師／科学あそび「ミュウ」の皆さん
対　象／市内に在住している幼児・小学生と保護者
定　員／ 25 組（予約制、先着順）
持ち物／ハサミ、セロハンテープ
申し込み／１月 19 日㈯９時〜（電話申し込み可）
※�駐車スペースが少ないため、車でお越しの方は

市役所庁舎前駐車場、南側職員駐車場に駐車す
るか、公共の交通機関をご利用ください。

「富士山の日」協賛事業
　富士山を題材にした個性ある片岡球

たま

子
こ

などの芸
術家や写真家に視点をあて、美術書にまとめられ
た富士山の魅力や芸術家を広く紹介します。
と　き／２月 16 日㈯〜 27 日㈬
ところ／展示コーナー
展�示資料／芸術家▶片岡球子版画作品集　ほか
　�写真家▶白川義

よし

員
かず

作品集「永遠の日本」、大山
行
ゆき

男
お

、岡田紅
こう

陽
よう

　ほかの作品集の展示、また、
その人物像について解説します。

富士山の日（２月23日）に図書館を訪れた
方に「富士山特製ブックカバー」を223枚
無料配布します。

新刊紹介 New Release
『こども大百科大図解 キッズペディア』
小学館

『おとのさまのじてんしゃ』
作：中川ひろたか　絵：田中六大
佼成出版社

『船で空飛ぶ妖怪クルーズ』
作：三田村信行　絵：十々夜　あかね書房

『図書館のすべてがわかる本１』
監修：秋田喜代美　編：こどもくらぶ
岩崎書店

『けさくしゃ』　　
著：畠中　恵　新潮社

『孤愁　サウダーデ』
著：新田次郎、藤原正彦　文藝春秋

『神去なあなあ夜話』　　
著：三浦しをん　徳間書店

『下に見る人』
著：酒井順子　角川書店

加藤紗
さ
空
ら
ちゃん

（３歳・千福が丘）

清水昴
すば
琉
る
くん

（３歳・御宿）

植松香
この
風
か
ちゃん

（３歳・桃園）

松本彩
あや
那
な
ちゃん

（３歳・稲荷）

塚原　巧
たくみ
くん

（３歳・須山）

山瀬由
ゆ
季
き
乃
の
ちゃん

（３歳・御宿）

山田大
ひろ
翔
と
くん

（３歳・水窪）
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No.
1235

2013年（平成25年）

2月1日号 02   所得税の確定申告と 
 市県民税の申告が始まります

04  駿東地区交通災害共済
05  みんなのつどい
06  ２月 23 日は富士山の日

１月13日　裾野市新成人者祝賀駅伝大会

　新成人者祝賀駅伝大会が開催され、新成
人の前途を祝して、107 チーム（938人）が
裾野路を駆け抜けました！



所得税の確定申告と
市県民税の申告が始まります

　今年も沼津税務署の申告会場は「裾野市民文化
センター」で開設します。

確定申告の会場・受付案内

■裾野市民文化センター会場�
� �（多目的ホール）
開�設期間／ 2 月 12 日㈫～ 3 月 15 日㈮　※㈯、㈰は

除く。
開設時間／ 9 時～ 17 時
※ 会場の混雑の状況により、受付を早めに終了するこ

とがありますので、16 時までにお越しいただくよ
うお願いします。

※ 上記期間は、沼津税務署内では申告書の作成指導は
行っていません。

※ 国税庁のホームページから所得税の確定申告書が簡
単に作成できます。

　国税庁ホームページ　 http://www.nta.go.jp/

■市役所会場（4階401会議室）
期�間／ 2 月 18 日㈪～ 3 月 15 日㈮　土・日曜日は除く。
受�付時間／ 9 時～ 12 時、13 時～ 16 時
※ 番号札は 8 時 30 分から配布します。
※ 午前中にお越しいただいた場合でも、混雑状況によ

り午後の受付となる場合がありますのでご了承くだ
さい。

下記に該当する方は「裾野市民文化センター
会場（税務署会場）」で申告してください

● 青色申告の方
● 事業（営業・農業）所得・譲渡所得の申告をする方
● 住宅の取得・増改築などに関する税額控除を新た

に申告する方
● 消費税・贈与税の申告をする方
● 雑損控除の申告をする方
● 外国籍の方
※ 申告書が記入済みで提出のみの方は、提出箱を用

意しますのでご利用ください。

★市県民税の申告について
市県民税の申告が必要な人は？

　平成 25 年 1 月 1 日現在、市内に居住し次のい
ずれかに該当する方です。
❶ 平成 24 年中の課税所得があるが、確定申告の

必要がない方（サラリーマンで給与所得以外の
所得が 20 万円以下の方や、年金所得者で公的
年金等以外の所得金額が 20 万円以下の方など）

❷ 平成 24 年中に所得がなかった方（他の人の扶
養になっていない方）

❸ 給与所得者などの被扶養者などで、所得証明書
が必要な方

❹ 確定申告の必要がない年金所得者で、社会保険
料や医療費などの所得控除の申告をしたい方

　ただし、次の方は市県民税の申告の必要はあり
ません。
● 平成 24 年分の確定申告をする方
● 給与所得者で年末調整の済んでいる方
● 公的年金所得のみの方

確定申告が必要な方は
●事業・不動産・譲渡所得などがある方
　事業をしている方や不動産収入のある方、土地や建
物を売った方などで、平成 24 年中の所得金額の合計
額から所得控除を差し引いて計算した税額が、配当控
除額および年末調整により受けた住宅借入金等特別控
除の額の合計額よりも多い方は、確定申告をしなけれ
ばなりません。
●サラリーマン（給与所得者）
　サラリーマンで、次のような方は確定申告をしなけ
ればなりません。
❶ 給与の年間収入が ２,０００ 万円を超える方
❷ 給与所得や退職所得以外の所得の合計が 20 万円を

超える方
❸ ２カ所以上から給与を受け、年末調整されなかった

給与収入額と退職所得以外の所得との合計が 20 万
円を超える方

❹ 同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに
貸付金の利子、店舗などの賃貸料や使用料の支払い
を受けている方

※ 所得が少なくて確定申告が必要ない方や、給与所得
以外の所得が 20 万円以下で確定申告が必要ない方
も、市県民税の申告は必要です。

確定申告に必要な物は
●源泉徴収票▶給与収入・公的年金収入がある方
● 収支内訳書・青色決算書▶事業所得・不動産所得ま

たは農業所得がある方

　平成24年分の所得税の確定申告と、平成25
年度の市県民税の申告の受付が始まります。
　毎年、申告初日や午前中は申告会場が大変
混み合います。できるだけ混雑を避けてご来
場ください。
　なお、市では２月５日㈫より主に還付の方
を対象に事前受付を行っています。詳しくは
広報すその１月15日号をご覧ください。
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総務部　市民税課　市民税係　995-1810
沼津税務署　922-1560㈹
　〒410-8686　沼津市米山町3-30

●譲渡関係書類▶譲渡所得のある方
●領収書・証明書▶
　❶ 医療費控除を受ける場合、医療費の領収書および

保険金などで補てんされる金額のわかるもの（領
収書は必ず集計しておいてください）

　❷ 生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・
地震保険料などの保険料を支払ったことが証明で
きる書類

　❸ 国民健康保険税などの領収書または納付済額のお
知らせなど

　❹ 国民年金および国民年金基金を支払った場合、そ
の社会保険料控除証明書

●認め印
●口座番号の分かる物
　❶ 所得税の還付を受ける方
　❷ 新たに所得税の納付を口座振替する方（銀行印も

必要です）
※ 平成 23 年分の確定申告書・収支内訳書の控えなど

をお持ちいただくと便利です。

税金が還付になる場合も
　給与所得者などで、給与などから差し引かれた源泉
徴収税額がある方は、次のような場合に申告をすると
所得税の一部が戻ってくることがあります。
❶�住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増
改築した場合

　 　住宅ローンなどを利用して住宅の新築や購入・増改
築をしたときは、要件に当てはまれば住宅借入金等特
別控除を受けることができ、一定の期間、所得税の

一部が軽減されます。なお、１年目に確定申告をする
と、２年目以降は年末調整でも控除が受けられます。
❷病気やケガなどで多額の医療費を支払った場合
　 　病気やケガなどで支払った一定金額以上の医療費

は、医療費控除として所得から差し引くことができ
ます。支払った医療費から保険金などで補填される
金額を控除した金額から、10 万円と所得の５％と
のいずれか少ない金額を引いた金額が、医療費控除
の対象となります。

※ 医療費として認められるかどうかは、市役所では判
断できない場合がありますので、税務署にお問い合
わせください。
❸�年の途中で退職し会社などで年末調整をしなかった
場合
❹�災害や盗難にあった場合
❺�寄附金を支払った場合

年金所得者の確定申告が簡素化
　平成 23 年分の確定申告から、公的年金等の収入が
400 万円以下であり、かつ、公的年金等以外の所得金
額が 20 万円以下である場合には、確定申告書を提出
する必要がなくなりました。ただし、このような場合
であっても、所得税の還付を受けるための申告書を提
出することができます。
※ 公的年金等の収入が 400 万円以下で、公的年金等

以外の所得金額が 20 万円以下で所得税の確定申告
書の提出は不要であっても市県民税の申告は必要で
す（詳しくは広報すその１月 15 日号４ページをご
覧ください）。

★給与所得以外の所得に係る�
� 住民税（市県民税）の徴収方法
　平成 24 年度から静岡県下一斉に法定要件に該当するすべての
事業所で住民税の特別徴収（給与天引き）が行われています。
　これに伴い、給与所得者で給与所得以外の所得がある方は、確
定申告書の第二表右下の「給与・公的年金等に係る所得以外の所
得に係る住民税の徴収方法の選択」欄で、その所得に係る住民税
を給与から差し引くか自分で納付するか選択してください。
※ この選択欄の「自分で納付」に○をしないと、すべて特別徴収

に合算することになりますのでご注意ください。　に合算することになりますのでご注意ください。　

★障害者控除対象認定書の発行
　介護の認定を受けている方やその方を扶養している方で、確定
申告に証明が必要な方はご相談ください。障害者手帳がない方で、
介護の認定を受けている方の「障害者控除対象認定書」を発行し
ます。証明書の発行は無料ですが、発行できない場合もあります
のでご相談ください。
問合せ／ 障がい福祉課　９９５－１８２０　　 介護保険課　９９５－１８２１

電子申告e
〈イータックス〉

-Taxをご利用ください
　e-Tax を利用すると、自宅や職場からイ
ンターネットで所得税の申告ができ、申告
会場へ出かける必要がなくなります。
　e-Tax は、国税庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」から直接ご利用い
ただけます。
※ 事前に、電子証明書付き住民基本台帳

カードとＩＣカードリーダライタの準備
が必要です。

e-Taxでこんなにいいこと

● 平成 24 年分は最高 3,000 円の税額控除
（過去にこの控除の適用を受けた方は受
けられません。また、この控除は平成
24 年分までです。）

● 添付書類の提出省略
● 還付申告は書面申告と比べてスピーディー

贈与税の申告もe-Taxで

　平成 24 年分の申告から、贈与税の申告
も e-Tax を利用できるようになりました。
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どんな人が加入できるの？
　市内に住民登録をしている方ならどなたでも加入で

きます。加入者が年度途中に他市町へ転出した場合で

も、共済期間中は有効です。

共済掛金はどれくらい？
　１口 500 円で、１人２口まで加入できます。なお、

中途加入の場合でも掛金は同じです。

共済期間は？
　４月１日～平成 26 年３月 31 日までの１年間です。

ただし、中途加入の場合は申込手続きをした日の翌日

～平成 26 年３月 31 日までです。

加入方法は？
　申込用紙は、各家庭に郵送します。掛金を添えて申

込用紙記載の市指定金融機関でお申し込みください。

郵送されない場合は、市役所、各支所、市指定金融機

関に置いてある申込用紙をご利用ください。申込期限

は３月 29 日㈮までです。

※途中加入も受け付けます。

見舞金の額はどう決まるの？
　災害の程度によって見舞金額は変わります。共済見

舞金額表をご覧ください。また、共済組合指定診断書

の原本を提出したときは、見舞金に添付書類料として

5,000 円が追加されます。

共済見舞金額表
等級 災害の程度 共済見舞金額

１口 ２口

1 死　　亡 100万円 200万円

2 180日以上入院したとき 20万円 40万円

3 120日以上入院したとき 10万円 20万円

4 90日以上治療したとき ６万円 12万円

5 60日以上治療したとき ５万円 10万円

6 30日以上治療したとき ４万円 ８万円

7 15日以上治療したとき ３万円 ６万円

8 ７日以上治療したとき ２万円 ４万円

9 ２日以上治療したとき １万円 ２万円

※ 入院・通院の実治療日数で等級を算定します。

※ 自動車安全運転センターなどの交通事故証明書がな

い場合は、見舞金が半額支給になります。この場合、

親族以外の第三者の証明が２人必要です。

見舞金の請求方法は？
　交通事故発生日から２年以内に、次の書類を防災交

通課に提出してください。

❶ 駿東地区交通災害共済組合指定の請求書

❷ 交通事故証明書類（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

❸ 診断書類（自動車損害賠償責任保険の診断書および

診療報酬明細書）　※コピー可

　事故にあったときは、必ず警察に届け出てください。

　届け出をしないと、自動車安全運転センターからの交

通事故証明書が発行されず、見舞金が半額になります。

　駿東地区交通災害共済は、裾野市を含む駿東
地区の住民が掛金を出し合い、不幸にして交通
事故により人身被害にあった方に見舞金を送る
「市町住民のための」相互扶助制度です。

市民部　防災交通課
995-1817

駿東地区交通災害共済に加入しましょうp.4
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みんなのつどい

団　体　名 タイトル（内容） 会　場
裾野市婦人会 市婦人会の１年間の活動紹介、つるし雛

びな

展示、手芸教室 ２階
学習室西側市内５地区婦人会 各地区婦人学級の作品展示、ミニミニ寄せ植え体験

赤十字奉仕団・芙蓉の会 防災用品の展示と活動紹介、三角巾の使い方講習
健康づくり食生活推進協議会 簡単に作れるおやつの試食とレシピの配布

２階
学習室東側

裾野市地域活動母親クラブ 書いて楽しい！　食べておいしい！　らくがきせんべい
消費者団体協議会 指編みでアクリルたわし
ＮＰＯ法人きゃべつくらぶ みんなで心に種まいて！　アルパの体験とケーナ作り
地域活動支援センター・
相談支援センターうぐいす

活動紹介、ハーブ・フルーツティーとスイーツを用意して
お待ちしています

すみれ会（地域保健委員ＯＢ会） 子どももできる、手指を使ったストラップ作り パソコン室
無門の会 無添加でおいしい昼食をご用意してお待ちしています 調理実習室

裾野市みのり会 ヘルシー食品手作りこんにゃくと環境にやさしいアクリル
たわしの販売

１階
市民ホール

母親連絡会 母親大会の歩み、お誘い、みつろうクリーム販売、樹・音
（オカリナ）演奏

家庭倫理の会　母親講座 楽しい子育てを応援します
子育て相談、生活倫理相談　ほか

主任児童委員会 子育て応援！　一緒におもちゃを作って遊ぼう！
侘助の会 呈茶（抹茶を一服どうぞ）
ＮＰＯ法人太陽光発電所ネットワーク 市民共同発電所「伊豆の国電気の畑」紹介

２階８０２０推進員 キラッと輝く歯にしよう
地域振興課 男女共同参画のパネル展示
企画政策課 「富士山を世界遺産に」パネル展 ３階

　市内で活動する全23団体による活動
成果発表の場です。
　“こんなサークルあったんだ”“こん
な活動してみたい”と思っていただけ
るようスタッフ一同がんばりますの
で、ぜひご来場ください！

教育部　生涯学習課
992-3800

と　き／２月 24 日㈰　10 時～ 14 時 30 分

ところ／生涯学習センター

※展示以外の催しは、材料が無くなり次第終了することがあります。

と　き 団体名 タイトル（内容） 会　場
10：00～ ひまわり会 人形劇「ありがとうともだち」、紙芝居「深良用水」

３階　学習ホール11：00～ きゃべつくらぶ フラダンス
12：30～ 企画政策課 映像で学ぶ富士山（出入り自由）

10：30～
図書館ボランティア
おはなし会たんぽぽ

エプロンシアター「○△□なーにかな」
ブラックシアター「かぐや姫」

視聴覚室

　普段の練習の成果をがんばって発揮します。
みんな来てね！

展示・実習の部

公演の部
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富士山学習会の参加者募集

　富士山世界文化遺産裾野市民協議会による須山

浅間神社と須山口登山道についての学習会です。

 ３月３日㈰　１０時１５分～１２時

 講座▶須山地区研修センター（須山 587-4）

　現地学習会▶須山浅間神社

 ❶講座（１０時１５分～１１時１５分）▶須山浅間神社と

須山口登山道について、富士山の世界文化遺産

登録について

　 ❷現地学習会（１１時１５分～１２時）▶須山浅間神社

の見学

講�師／市立鈴木図書

館　井上輝
てる

夫
お

館長、

須山浅間神社　渡

邉勇
ゆう

次
じ

宮司

 中学生以上

 ５０人（先着順）

 ２月４日㈪～２月２５日㈪

 富士山世界文化遺産裾野市民協議会（裾野市商
工会）　992-0057

富士山資料館無料開放

　富士山の日は入館料が無料です。

 ２月２3日㈯　９時～１6時3０分

 富士山資料館　998-1325

２月23日は富士山の日

富士山を後世に引き継ぐことを期する日
　２月23日㈯は富士山の日です。国民の財産であり、日本のシン
ボルである富士山は、その類まれなる美しい自然景観により、人
の心を打ち、芸術や信仰を生み出してきました。６月には、世界
文化遺産への登録が期待されている富士山。富士山について学び、
考え、想いを寄せてみてください。

富士山芸術展

　写真、絵画、短歌、俳句、連句など、市文化協
会や各種団体の会員の富士山への想いが込められ
た力作を展示します。

 ２月１５日㈮～２２日㈮　９時～２１時
※１５日㈮は１3時から、２２日㈮は１6時まで
※２月１８日㈪は休館日

 生涯学習センター 1 階　展示コーナー
 裾野市文化協会（生涯学習課）　992-3800

ふるさと芸術展

　富士山を題材にした絵

画、手芸品など（写真を

除く）、一般の方の富士

山への想いが込められた

力作を展示します。

 ３月２日㈯～４月７日㈰　９時～１6時3０分

※㈪、㈷の翌日は休館日です。

 富士山資料館

 富士山資料館　998-1325

学ぶ

想い

須山浅間神社

昨年の展示の様子

みんなのつどい
映像で学ぶ富士山コーナー登場

　富士山資料館にある富士山の学習用映像を 200

インチの大画面でご覧ください。出入り自由です。

 ２月２4日㈰　１２時3０分～１4時3０分

 生涯学習センター３階　学習ホール

 以下の３テーマの映像を繰り返し上映します。

時間は各テーマ約 10 分です。

　 ❶富士のなりたち（富士山はどのようにできた

か。宝永の噴火など）

　❷富士を見る（芸術作品の題材になった富士山）

　❸須山口登山道の歴史と今

 企画政策課　995-1804
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企画政策課
995-1804

第17回富士山国際雪合戦

　富士山を背景に

熱戦を展開。サブ

イベントとして、

富士山の世界文化

遺産登録に向けた

ＰＲブース、地域

特産品ブース、動

物ふれあい広場な

どを開催します。

 ２月３日㈰

　８時～ 15 時 30 分

 市運動公園やすらぎの広場

 富士山国際雪合戦大会事務局（永田平）
　090-7182-5441

美術書から「富士山」を観る展示会

 ２月１6日㈯～２7日㈬

 市立鈴木図書館

 図書館で所蔵している芸術家の片岡球
たま

子
こ

や写真

家の白川義
よし

員
かず

など富士山を題材にした作品を通

じて、山の魅力や芸術家の人物像を紹介します。

※ ２月２3日は、特製富士山ブックカバーを先着

223人にプレゼント

 市立鈴木図書館　992-2342

市町 イベント名 日時・場所 内　　容 問合せ

御殿場市
高根中学校
１・２年生
「怒る富士」
公演

２月23日㈯　９：30～
御殿場市玉穂報徳会館
大ホール
（御殿場市ぐみ沢687）

江戸時代中期に起きた、富士山宝永噴火を題
材にした「怒る富士」（新田次郎著）を基に、
噴火とそれに伴う降灰による地元村落の惨状
の様子と、人々の飢餓困窮を命がけで救った
関東郡代伊奈半左衛門の献身的な行動を描い
た歴史劇

御殿場市企画課
☎0550-82-4421

富 士 市 なんでも
富士山2013

２月23日㈯～24日㈰
10：00 ～16：00
ふじさんめっせ
（富士市柳島189-8）

富士山を有する富士市ならではのイベントを
開催
❶�富士山百景写真コンテスト受賞作品、富士
山に関する資料などの展示
❷�富士ブランド事業ＰＲ、富士山ひらら早食
い大会、製紙に関する紹介展示、富士ひの
き木工教室、お茶と富士山おむすび 223 個
配布
❸�富士山に関する学習コーナー、工作コー
ナー、三輪車 3,776 秒耐久レースなど

富士市
商業労政課
☎0545-55-2907
ふじさんめっせ
☎0545-65-6000

富士宮市 富士山
パネル展

２月９日㈯～28日㈭
イオンモール富士宮
（富士宮市浅間町1-8）

富士山の世界文化遺産登録に賛同する各界著
名人の色紙の展示、世界文化遺産関連パネル・
ポスターなどの展示、資料の配布

富士宮市富士山
文化課世界遺産
推進室
☎0544-22-1489

小 山 町

道の駅
すばしり

２月23日㈯
❶❷９：00 ～18：00
❸11：00～、11：45～、
　12：30～、13：15～
道の駅すばしり
（小山町須走338-44）

❶�レストランふじやま食堂で食事した人に１
ドリンク無料サービス
❷�FUJIYAMA BAZAARで買い物した人に
先着で特製金太郎飴をプレゼント
❸�すばしりミニコンサート

道の駅すばしり
☎0550-75-6363

道の駅
ふじおやま

２月23日㈯
７：00 ～20：00
道の駅ふじおやま
（小山町用沢72-2）

販売コーナーで買い物した人に先着で「特製
金太郎飴」をプレゼント

道の駅
ふじおやま
☎0550-76-5258

富士山ネットワーク会議の市町が開催する 富士山イベント

関連事業

すそのーる ｢富士山ギャラリー｣

　市内から撮影した富士山の写真などを、路線バ

スすそのーるの車内に展示します。

 ２月１日㈮～３月１０日㈰

 企画政策課　995-1804

昨年の雪合戦の様子
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お知らせ
Announcement

国保高齢受給者証交付会

　３月１日㈮から次の方が対象となり、

次のとおり受給者証を交付します。

 ２月２１日㈭　９時4５分～１１時3０分

 福祉保健会館研修室

 昭和１８年２月２日～昭和１８年３月

１日に生まれた方

通�知／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。

国保年金課　995-1814

道路占用料改定

　平成２５年度より市の道路占用料が

改定されます。対象は道路占用料が

発生している物件です。一般の方に

はあまり影響がないと思われますが、

道路占用料を毎年支払っているとい

う方がいましたらご承知おきくださ

い。なお、一般家庭の給排水の占用

料は今までどおり免除となります。

 ４月１日から

 道路占用料が発生する占用者

建設管理課　995-1855

障がい者就職説明会

　ハローワークでは、障がいのある

方が事務所の方と面接し、就職して

いただくことを目的に、就職面接会

を開催します。

 ２月１3日㈬　１3時２０分～１５時3０分

 沼津卸商社センター展示場

 就職を希望する障がい者の方

 個別面談形式による面接会（時間

内であれば何社でも面接可能で

す）

 無料

 履歴書複数枚（志望動機欄への記

入は不要です）、各種障がい者手

帳など

 無料駐車場あり

 ハローワーク沼津　職業紹介第２
部門　918-3713

コミュニティ助成事業を
実施しています

　㈶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、

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。

　この助成事業により久根区では、

宝くじの助成金で屋内外の放送設備

の整備を行いました。区民の様々な

コミュニティ活動に役立てられます。

コミュニティ助成事業による地域振

興事業をお考えの区は、地域振興課

にご相談ください。

 地域振興課　995-1874

２月８日㈮は
児童手当の支給日です

　２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／３歳未満▶１５,０００円

　３歳～12歳（第１・２子）▶１０,０００円

　３歳～12歳（第３子以降）▶１５,０００円

　中学生▶１０,０００円

支�払方法／受給資格者の指定口座に

振り込みます。

　裾野市へ転入した方、お子さんが

生まれた方は転入・出生のお手続き

と同時にすみやかに児童手当の申請

をしてください。また、申請にはこ

れまで必要とされていた書類のほか、

所得・扶養親族などの人数を証明す

る書類が必要となります。

 子育て支援室　995-1841

裾野市ごみ減量化・
資源化実施計画に関する
パブリックコメント

 ２月 15 日㈮～３月 15 日㈮

 生活環境課

 市内に住所を有する方、市内に事

務所または事業所を有する個人お

よび法人、市内の事務所または事

業所に勤務する方

 裾野市ごみ減量化・資源化実施計

画に関するパブリックコメントに

ついて

※ 市ホームページ、市役所および各

支所（深良、富岡、深良）の情報

公開コーナー、市役所１階　生活

環境課で閲覧できます。

 電子メール、郵送、ＦＡＸ

 ２月 15 日㈮～３月 15 日㈮

 生活環境課

所得税の申告における
記帳・帳簿などの保存制度
の対象者が拡大されます

　平成 26 年１月からは、事業所得、

不動産取得または山林所得を生ずべ

き業務を行うすべての方について、

記帳と帳簿書類の保存が必要となり

ます。

　なお、この記帳と帳簿書類の保存

制度につきましては、所得税の申告

が必要ない方も対象となります。

 沼津税務署　922-1560
 国税庁ホームページ

　http://www.nta.go.jp
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お知らせ
Announcement
裾野市手話通訳者
派遣制度　説明会開催

　裾野市手話通訳者派遣制度につい

て説明会を開催します。

 ２月 16 日㈯　10 時～ 12 時

 市役所地下会議室

講師／裾野市手話通訳者

 ●どんな場面で派遣依頼できるか

●申請の方法　など

 事前の申し込みが必要になります

ので下記までお問い合わせください。

 障がい福祉課　995-1820
992-3681

陸上自衛隊訓練の実施

 ２月２１日㈭８時～２6日㈫１7時

※日程変更の可能性があります。

 金沢愛宕神社（金沢堤付近）

 訓練実施部隊を配置し、通信の訓

練などを実施

 ❶訓練は昼夜を問わず実施します。

❷訓練の間、武器類などを一部の

隊員が携行しますが、弾薬の携行

はしません。❸訓練に関する不明

事項があればお問い合わせください。

 陸上自衛隊第10師団司令部第２部
情報班
　052-791-2191（内線4271）

募 集
Recruitment

市民体育館トレーニング室
利用者講習会

　この講習会で正しい利用方法を学

んだ方は、市民体育館トレーニング

室が利用できます。

 ２月 11 日㈪　15 時～ 16 時 40 分

　２月 27 日㈬　19 時～ 20 時 40 分

 市民体育館

 15 歳以上の方（中学生を除く）

 100 円

 運動可能な服装、上履きシューズ、

タオル

市民体育館　993-0303

つながるLa・子育て！
静岡県子育て支援実践
交流会の参加者

 ２月 19 日㈫　10 時～ 16 時 30 分

 みしまプラザホテル（三島市）２

階「プロヴァンスの九月」ほか

 子育て支援活動をしている方、子

育て支援活動に関心のある方

 「子育て支援実践交流会」は、民

間団体の活動の成果・先進事例発

表や、各団体などが抱える課題の

解決に向けた意見交換などを行う

ことで、子育て支援を行う方々の

“学びあい、強みを活かすつながり”

の構築、強化を応援するものです。

 参加費無料（託児あり）

 次のいずれかの方法によりお申し

込みください。❶参加申込書（住

所・氏名・電話番号・所属団体・

活動地域・昼食（自己負担 1,500

円）希望の有無）をＦＡＸまたは

メールで県こども未来課あてにご

提出ください。❷電話により県こ

ども未来課までお申し込みくださ

い。

 ２月 12 日㈫

 県健康福祉部こども未来局こども

未来課（〒 420-8601 静岡市葵区

追手町 9-6）

�054-221-3485

�054-221-3521

�kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp

裾野市市民協働による
まちづくり推進委員

　平成 25 年度裾野市市民協働によ

るまちづくり推進委員を募集します。

 市内に居住または勤務される方

 ３人（任期４月１日～平成 27 年

３月 31 日の２年間）

 市民協働によるまちづくりの推進

に係ること

 応募用紙は地域振興課窓口か市

ウェブサイトで公開しています。

 ２月１日㈮～ 15 日㈮

�地域振興課　995-1874

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

幹部候補生
医科・歯科幹部

一　般 歯科・薬剤

試 験 日 ５月11日㈯　※飛行
要員のみ12日㈰ ５月11日㈯ ５月17日㈮

資　　格

20歳以上26歳未満の
方（22歳未満は大卒
（見込含））

専門の大卒（見込含）
で20歳以上30歳未満
の方（薬剤は20歳以
上26歳未満）

医師・歯科医師免
許を取得されてい
る方

受付期間 ２月１日㈮～４月26日㈮

 自衛隊三島募集案内所　989-9111

防衛省採用試験
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「カンボジアにあるリゾート地の長期使用権を当社
の代わりに買ってくれれば２倍以上の値段で買い取
る」と電話がかかってきた。信用できるのか。

最近「カンボジア土地使用権」という権利の売買に
関する相談がよせられています。販売業者は、現地不
動産業者の代理店と称して勧誘・販売しているようで
す。いずれのケースも「土地が実在するのか」「土地
の使用権とは何なのか」など、契約内容について十分
な説明を受けずに契約させられています。実態が分か
らず契約内容が理解できなければ絶対に契約するのは
やめましょう。お金を払ってしまうと取り戻すことは
とても困難です。契約する前に必ず周囲の人や消費生

消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

不動産ギャラリー不動産ギャラリー

２月の無料多重債務相談
　消費生活センターにて、司法書士による無料多重債
務相談を行います。すべての相談に関して秘密は厳守
されます。相談は予約制となりますので、ご希望があ
ればお気軽にご相談ください。夜間の相談もあります
ので、ご都合に合わせて時間帯を指定してください。

　と　き／２月12日㈫　14時～16時、18時～20時
　　　　　　　26日㈫　14時～16時、18時～20時
　ところ／消費生活センター
　　　　　（市役所１階西側入口付近）

おかしいな？　と思ったら�
まずは消費生活センターへ！

募 集
Recruitment

福祉職の魅力発見ツアー

　「福祉介護の仕事は大変？」「福祉

施設ってどんなところ？」と思っている

あなた、仕事の内容と現場が１日で

わかるツアーに参加しませんか？

 ２月２6日㈫　８時５０分～１５時５０分

（裾野駅到着、解散）

 ８時 50 分に裾野駅西口改札に集

合（貸切バスが出ます）

 求職者、学生、一般の方など、福

祉に興味のある方

 午前▶福祉介護分野に関するセミ

ナー、福祉弁当試食（昼食）

　 午後▶貸し切りバスにて施設見学

（富岳の園：御殿場市、富岳一之

瀬荘：裾野市）

 無料

 住所、年齢、氏名、電話番号を明

記のうえ、電話またはＦＡＸでお

申し込みください。

�ＮＰＯ法人活き生きネットワーク
　054-245-4494
054-209-5700

メンズクッキング教室

 ２月 ２3 日㈯　９時 15 分～ 13 時

　（受付９時～）

 福祉保健会館１階　健康研修室ほか

 市内在住で 30 歳以上の男性

 先着２０名（初めて参加される方を

優先します）

 食育やメタボ予防の講話および調

理実習（料理の基礎、バランス、

生活習慣病予防など）

 300 円（簡単レシピブック付き）

 電話または窓口にて健康推進課へ

お申し込みください。

 ２月15日㈮

 エプロン、三角巾、ハンドタオル、

布巾２枚、筆記用具

主�催／裾野市健康づくり食生活推進

協議会

�健康推進課　992-5711

活センターに相談してく
ださい。
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2月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

992-0008

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 4・18・25日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 25日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 13日㈬
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 18日㈪　13時～15時 生活改善に関する
相談を希望される方

成人食事健康相談 ４日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 22日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

12日㈫９時～９時15分
平成24年９月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

26日㈫９時～９時15分
平成24年７月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

19日㈫13時15分～13時45分
平成23年８月生まれの方

２歳児
親子教室

27日㈬９時～９時15分
平成23年２月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

14日㈭午後
平成22年８月生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭13時～13時30分
平成22年２月生まれの方

　急患の方はお問い合わせのうえ、
ご来院ください。

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
２月５日㈫ 17時～ 19時 45分
２月12日㈫ ９時～ 11時 30分
２月19日㈫ 13時～ 15時 30分
２月27日㈬ ９時～ 11時 30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
２月12日㈫ ９時～ 11時 30分
２月27日㈬ ９時～ 11時 30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2

整形 内科

3 4 5 6 7 8 9

整形 内科 外科 外科 内科 整形 外科

10 11 12 13 14 15 16

内科 内科 内科 内科 外科 整形 内科

17 18 19 20 21 22 23

内科 内科 内科 整形 外科 内科 内科

24 25 26 27 28

外科 内科 外科 内科 内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

有

料

広

告
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２月後期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

16 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 �松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

17 日

武藤医院 931-0088 �三園町 駿東整形外科医院 922-8855 �高沢町

つかだ医院 983-1577 堂庭 西村医院 971-6510 下土狩

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 こんどう

クリニック 925-2420 �岡宮

18 月 おおい神経内科 922-8886 �北高島町 田沢医院 962-1205 �大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

19 火 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 遠藤クリニック 975-8801 久米田 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

20 水 おぐち医院 992-6611 深良 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 古屋小児科医院 963-0407 西城町

21 木 きくちクリニック 989-5788 桜堤 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

22 金 望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇 沼津整形外科医院 921-3791 �共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

23 土 沼津リハビリテーション病院 931-1911 �上香貫
蔓陀ヶ原 瀬尾記念慶友病院 935-1511

�下香貫
島郷 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

24 日

福士内科
クリニック 932-3553 �下香貫

藤井原
山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

きせがわ病院 952-8600 �大岡 東医院 921-5520 高沢町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の
上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分〜翌朝７時
（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

日 曜 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 日 沼津市立病院
924-5100 東椎路 三島社会保険病院

975-3031
�谷田�
藤久保

こまきウィメンズ
クリニック
972-1057

�西若町 松本歯科医院
993-8711 千福が丘

24 日 三島中央病院
971-4133 �緑町

桑名眼科
クリニック
987-5575

下土狩 かぬき岩端医院
932-8189 前原 真野歯科医院

972-5290 堂庭

25 月 小林内科医院 921-2165 �米山町 田沢医院 962-1205 �大手町 田中医院 921-2053 高島町

26 火 本村クリニック 969-0001 大塚 西方外科医院 921-1333 �共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

27 水 森医院 966-2017 �石川 守重医院 931-2511 �我入道
江川 古屋小児科医院 963-0407 西城町

28 木 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

p.13
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富士山資料館993-9300

No.
1235

2013 年
（
平
成
25 年

）

2
月1

日
号

思 い や り の 心 で、 住 み よ い ま ち を つ く り ま す市民憲章 :

「杉本秀子　絵画展」
さくら　～再生への祈り～

期�　間／３月７日㈭～２０日㈬
時�　間／９時～１7時
※ 初日はオープニングセレモニーのため 10 時～
※ 最終日は１6時まで
会�　場／文化センター２階　展示室
入�場料／無料

ポピュラー音楽の祭典2013
　おかげさまで完売しました。ありがとうござい
ました。

２月の休館日はございませ
ん。（確定申告会場の為）

№67
『オニドコロ（鬼野老）ヤマノイモ科』

雄花 雌花

なつかしい遊び天狗の鼻
　ヤマノイモによく間違われますが、根は灰汁抜
きしないと苦くて食べられません。葉は丸めの
ハート型で互生につき、ツルは右巻きでムカゴが
できません。根茎にひげ根が多く、老人のひげと
いう意味で「野老」と書きます。ドライフラワー
化した果実は楕円形で、昔の子どもが鼻につけて

「天狗の鼻」と言って遊んだ植物です。

総務大臣表彰
　平成 24 年に実施された経済センサス・活動調
査に従事された統計調査員のうち、その功績が特
に顕著であった調査員に授与される表彰。

統計調査に 32 年間従事
 「3２ 年間統計調査に従事しましたが、調査活動
の変化が著しかったと思います」

　高野さんは統計調査員としての活動を、そう振
り返ってくださいました。
 「近年では日中に訪問しても留守の家庭が多く、
高齢者だけの世帯も増えました。夫に一緒に行っ
てもらい、夜に訪問することもありました」と話
してくださった高野さんに、受賞の感想をお聞き
すると、
 「皆さんにサポートしていただき、多くのことを
教わりました。調査を受けていただいた企業や個
人の方のご協力があればこそ、このような賞をい
ただくことができたと思います。支えてくれた家
族にも助けられました」と語ってくださいました。
これから活動していくにあたり、
 「統計調査をしていて、時には世間話をしながら
人間関係を築いたり、景気の浮き沈みを見たりし
てきました。人間関係が希薄な世の中になったと
いわれていますが、大切なのは責任感を持って、
信頼されるような仕事をすることだと考えていま
す。個人情報などの守秘義務は必ず守りますので、
調査にご協力いただき、国はより早く、わかりや
すく統計調査の公表をしていただければと思いま
す」と話してくださいました。

統計調査員として、
総務大臣表彰を受けた
高野　清

きよ

子
こ

さん（深良）
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2月15日号 02  火災・救急・救助統計　
03  春の火災予防運動
06  相馬市の現状と支援のお願い

２月３日　子どもフェスティバル2013

青空工作青空工作



火災・救急・救助統計 消防署
995-0119

火 災 統 計 救 助 統 計

救 急 統 計
●平成24年中の火災発生状況（前年比）

●平成24年中の出火原因別件数（件） ●出場件数、救出人員の推移
　　出場件数 28 件、救出人員 23 人

●平成24年中の出火原因別件数（件）

出火件数　13件（－６件）

内 訳

建 物 ６件（＋２）
林 野 ０件（－２）
車 両 ５件（±０）
そ の 他 ２件（－６）
爆 発 ０件（±０）

焼損棟数　６棟（＋２棟）

内 訳

全 焼 ２棟（＋２）
半 焼 ０棟（－２）
部 分 焼 ２棟（＋１）
ぼ や ２棟（＋１）

死傷者　０人（－３人）

内 訳
死 者 ０人（－２）
負 傷 者 ０人（－１）

排気管
４件出火件数

13件

煙突１件

コンロ１件取灰１件

ボイラー１件

たき火１件

かまどの火の粉
１件

暖炉１件

その他１件

不明・調査中１件

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
（万円） （件数）

0

5

10

15

20

25
損害額
出火件数

1,432万円

8,397万円

18件

21件

17件

19件

13件

1,238万円

3,153万円

13,735万円

●平成24年中の救急出場件数（前年比）
出場件数　1,963件（－４件）

署所別内訳
本 署   971 件 （ ＋ 12）
茶 畑 分 遣 所   722 件 （ － 14）
須 山 分 遣 所   270 件 （ － 2）

事 故 種 別
内 訳

急 病 1,057 件 （ － 6）
転 院 搬 送   338 件 （ － 2）
一 般 負 傷   250 件 （ ＋ 19）
交 通 事 故   190 件 （ ＋ 1）
そ の 他   128 件 （ － 16）

●平成24年中の搬送人員（前年比）
搬送人員　1,820人（＋２人）

程度別内訳

軽 症 794 人（－ 25 人）
中 等 症 772 人（－ 5人）
重 症 224 人（＋ 29 人）
死 亡  30 人（＋ 3人）

年齢別内訳

新 生 児   1 人（－ 2人）
乳 幼 児  92 人（－ 23 人）
少 年 102 人（＋ 7人）
成 人 714 人（－ 34 人）
老 人 911 人（＋ 54 人）

搬 送
医療機関別
内 訳

市 内 690 人（＋ 28 人）
市 外 1,130 人（－ 26 人）

●現場・病院到着までの平均所要時間

平均所要時間
現場到着まで 平均 7分 44 秒
病院到着まで 平均 37 分 52 秒

●応急手当普及啓発活動の推移
普通救命講習 上級救命講習 普及員講習

平成 21 年 17 回 293 人 1 回 14 人 1 回 9 人
平成 22 年 14 回 203 人 1 回 12 人 1 回 10 人
平成 23 年 19 回 369 人 1 回 12 人 1 回 4 人
平成 24 年 17 回 338 人 1 回 16 人 2 回 29 人

0
5
10
15
20
25
30
35
40
（件）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

25件

18人

29件 28件

23人
18人

29件

11人

35件

28件

17人

23人

■出場件数
■救出人員
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春の火災予防運動
消防本部　992-3211

消 防 署　995-0119

　３月１日㈮から３月７日㈭までの一週間、全国一斉に春の火

災予防運動が行われます。春先のこの時期、強い風や空気の乾

燥などで火災の起こりやすい気象状況になります。市民の皆さ

ん、火災予防にご協力お願いします。

　平成 24 年中に市内で発生した火災件数は 13 件で

す。前年よりも６件減少しましたが、建物火災が全体

の約半数を占めました。幸い火災による死者は出ませ

んでしたが、全国的にみても建物火災、特に住宅火災

の件数は建物火災の件数の約６割、死傷者にあっては

建物火災による死傷者の約９割となっています。

住宅火災を早期に発見し被害を最小限にとどめるには

「消したかな？
心配するなら

� 再確認」

住宅用火災警報器の設置が重要です。市の住宅用火災

警報器推計設置率は 67.7％ ( 平成 24 年６月１日時点 )

で、約３割のご家庭はまだ住宅用火災警報器を設置し

てないことになります。住宅火災から大切な命と財産

を守るために、まだ設置していないご家庭は早急に設

置してください。

設置していますか？　住宅用火災警報器

住宅用火災警報器を設置して安心していませんか？

警報音が鳴った時の 
正しい対処法を知っておきましょう！
　警報音が鳴り、火災をみつけたら

●周りに大声で知らせましょう。

●避難しましょう。

● 119 番通報しましょう。

●可能なら初期消火を。

　（�調理時に発生する大量の煙や湯

気などでも感知器が作動するこ

とがあります）

定期的に作動確認しましょう！

●�ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をし

ます。

●�音が鳴らない場合は電池がきちんとセットされて

いるか確認してください。

●�それでも鳴らない場合は電池切れか機器本体の故

障ですので、取扱説明書をご覧ください。

●�「ピッピッピッ」と一定の間隔で鳴る場合は電池

切れや機器の異常です。

　（電池寿命 10 年タイプは機器交換をしましょう）。

「消すまでは
出ない行かない

� 　離れない」

全 国 統 一 防 火 標 語
（平成 24年度）

裾 野 市 防 火 標 語
（平成 24年度）

住宅用火災警報器の購入等に関する問い合わせ・相談先
住宅用火災警報器相談室　0120-565-911
消 防 本 部 　 予 防 課　992-3211　　

p.3
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Photograph １月

「冬の鳥　ジョウビタキ」� 撮　影／富士山資料館

　市内各地でどんど焼きが行われました。偕

楽園では滝頭区の皆さんがしめ縄を焼いたり

お団子を焼いたりして、今年の無病息災を祈

りました。� （１月 12 日）

　交通指導員年頭視閲式が

市役所駐車場で行われまし

た。制服に身を包んだ交通

指導員は、沼津警察署の交

通官などから服装と規律の

点検を受けました。

� （1 月 13 日）

　成人式が市民文化センターで行われ、市では

580 人が新たに成人となりました。会場では新成

人の皆さんが、恩師や同級生と久しぶりに再会し

にぎわっていました。� （1 月 13 日）

p. 4p.4
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Photograph January

　国の重要文化財、旧植松家住宅の保存修理

見学会が中央公園で行われました。参加した

皆さんは今ではあまり見ることのできない茅

葺き屋根の修理について、作業の様子を見な

がら説明を受けました。� （1 月 19 日）

　冬の野鳥探索会が富士山資料館周辺で行わ

れました。参加した 10 人の皆さんは、雪景

色の中でミヤマホオジロやコゲラ、ジョウビ

タキなどの野鳥や、野ウサギなどの足跡を見

つけました。� （１月 20 日）

　市海外友好協会主催の国際交流サロン

「スコットランドと野菜のいいはなし」

講座が生涯学習センターで開かれました。

この日は、同協会の英会話サークルの講

師でもあるアンディから、スコットラン

ドの紹介と食文化の話におよそ 30 人が

聞き入っていました。ベジタリアンの講

師は、スコットランドのクリスマス・ディ

ナーで使われる野菜などをクイズ形式で

紹介していました。� （１月 26 日）

　消防出初式が市役所駐車場で行われました。

消防署や消防団が見事な一斉放水を披露すると、

見学していた皆さんから大きな歓声があがりま

した。� （１月 13 日）

p. 5p.5
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　裾野市と災害協定を結んでいる相馬市に対しては、皆さんより多くの温かい支援をいただきました。
もうすぐ東日本大震災から２年が経ちますが、相馬市の現状を報告します。

　平成 23 年 3 月 11 日に起きた

東日本大震災以来、今日まで裾野

市民の皆さんには災害協定を結ん

でいる相馬市へのご支援いただきありがとうござい

ます。その縁もあり、平成 24 年 11 月 22 日に裾野

市民文化センターで開催された「防災のつどい」に

て、立谷相馬市長に「震災対応から生活再建へ」と

題して講演をいただきました。その中で、裾野市へ

の謝意を表されるとともに、相馬市が皆さんの支援

を受けてどのように復興しているのか、また、いか

に復興していくのかを話されました。子どもたちへ

の教育、漁港施設の整備、防災拠点の整備、高齢者

対策を含めた住宅事業などについてですが、その中

でも被災者の入居施設である相馬井戸端長屋と建設

を進めている防災備蓄倉庫が

その象徴だと感じました。防

災備蓄倉庫には、消防団の事

務室や防災研修室が併設され、

東日本大震災で殉職された消

防団員の顕彰碑（慰霊碑）も

市民部　防災交通課
995-1817

健康福祉部　社会福祉課　　995-1819災害義援金窓口

相馬市の現状と支援のお願い

防災のつどい講演

相馬市の
復興の
現状報告

　東日本大震災の津波被害により、

相馬市消防団員10人が犠牲となら

れました。殉職された団員の崇高

な消防精神と功績を永久に讃える

とともに、現役の消防団員が地域消

防防災のため、日々の精進を誓う

ための顕彰碑を建立する事業です。

�相馬市　地域防災対策室
0244-37-2121

　相馬市の子どもたちがこの危機

を乗り越えてたくましく成長し、

世代を引き継ぎ、やがて社会の中

心として活躍してもらうために、

子どもたちの生きる力（学力や体

力など）を育むことを目的とした

基金です。

�相馬市　学校教育課　　
0244-37-2185

　ふるさと寄附金制度（ふるさと

納税制度）は、ふるさとを応援ま

たは貢献したいという相馬市以外

にお住まいの納税者の思いを、寄

附金を通して実現する制度です。

�相馬市　企画政策課　　
0244-37-2132

相馬市
教育復興
子育て基金

東日本大震災
相馬市殉職消防団員
顕彰碑建立事業

ふるさと
寄附金制度

相馬市井戸端長屋内観

相馬市では、災害義援金などの寄附を受け付けていますが、
特に次のことについての皆さんの温かい支援をお願いします。

相馬市の復興状況

建立されるそうです。もうすぐ大震災から 2 年にな

りますが、着実に復興の歩みを進めている相馬市も、

まだ色々な支援を必要としています。

p.6
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４月１日から補助金が変わります

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement
年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きのご相談に応じます。

３月 28 日㈭　10 時～ 13 時

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

�事前に電話または窓口で予約して

ください。

飼い犬・飼い猫適正飼養補助金

　犬に対する補助が廃止され、飼い主のいな

い猫の去勢不妊手術補助金が始まります。

犬
改正前

対　象／飼い犬
補　助／手術費用の３分の１以内
限度額／5,400 円

改正後
（４／１～） 廃止

猫

改正前
対　象／飼い猫
補　助／手術費用の３分の１以内
限度額／5,400 円

改正後
（４／１～）

対　象／猫すべて
　　　　（飼い猫・飼い主のいない猫・地域猫）
補　助／手術に要した費用
限度額／オス▶5,000円、メス▶10,000円
※�飼い主のいない猫と地域猫は、同時に耳カット
が条件となります。第三者の証明が必要です。

注意事項 ●�新たに領収書の写しが必要になります。●�手術を行った日から60日以内に申請してください。

�●市内に在住している、飼い猫に手術を受けさせた方

　�●市内に在住している、市内の飼い主のいない猫に

手術と耳カットを受けさせた方

　�●市内の地域猫に手術と耳カットを受けさせた区お

よび市内の団体

�申請書、獣医師の証明書、領収書

の写し、印鑑、申請者の振込口座

がわかるものを持参し、手術後

60 日以内に手続きしてください。

３月 14 日㈭

国保年金課　995-1813

裾野駅前パーキングの
運営終了

　裾野駅前パーキングは、裾野駅西

土地区画整理事業の進捗に伴い、３

月 31 日㈰をもってパーキングとし

ての運営を終了します。

　ご利用の皆さんには大変ご不便と

ご迷惑をおかけしますが、ご理解い

ただけるようお願いします。

商工観光課　995-1857

シルバー生きがい教室
展示会

　高齢者の生きがい教室で作製した

作品（小品園芸、布手芸、編物、籐

工芸、竹細工、紙手芸）を展示しま

す。

３月２日㈯　10 時～ 16 時、

　３日㈰　９時～ 12 時

市民文化センター２階　展示室

社会福祉課　995-1819

太陽光発電・太陽熱高度利用システム設置費補助金

　補助対象が拡大されます。また、太陽光発電システム

補助金（住宅用）の限度額が 12万円に引き下げられます。

改正前 改正後（４月１日～）

住 宅 用
太陽光 1kW 当たり３万円限度額 20 万円

1kW 当たり３万円
限度額 12 万円※

太陽熱 1機当たり３万円 1機当たり３万円

事業所用
集会所用

太陽光 対象外 1kW 当たり３万円
限度額 20 万円※

太陽熱 対象外 1機当たり３万円

※�補助金算出上、1,000 円未満の端数は切り捨てます。

�●市内に在住している方、または居住予定の方が自

己の住宅に設置する場合　●市内に住所を有する事

業者が、市内の事業用の建物に設置する場合　●区

が集会所などに設置する場合

補�助条件／●市税などに滞納がなく、設置するシステ

ムが未使用であること　●発電された電力などを、そ

の住宅（事業所・集会所）のみに使用すること

※�補助はそれぞれ１世帯につき（事業所、集会所は１

対象者につき）１回限りです。

�システム設置前に、申請が必要です。

�補助金申請の受付は、予算額に達した時点で終了します。

生活環境課　995-1816
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不動産ギャラリー不動産ギャラリー

募 集
Recruitment

駿東地域職業訓練センター３月講座

�パソコンコース▶パソコン入門、

ワード基礎、 エクセル基礎、 エク

セル活用、 夜間パソコン入門、 夜

間ワード活用

　�カルチャーコース▶フラワーアレ

ンジメント、 手作り木綿ぞうり教室、

絵画教室、 夜間英会話、 アロマ教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

第63回県勤労者総合美術展

　勤労者総合美術展を開催します。

県内で働く人ならどなたでも出品で

きます。

４月 10 日㈬～ 14 日㈰

グランシップ展示ギャラリー

�県内で働いている方　※出品部門

で指導的立場の方を除く

募�集作品／絵画（油絵、水彩画、版

画、日本画、水墨画など）、書、

写真、手工芸など　※出品点数は

１人１点まで

�県労働者福祉協議会へ申込書を提

出してください。作品は、３月

29 日㈮までにお近くの労働金庫

窓口までお持ちください。

２月 25 日㈪～３月 15 日㈮

県労働者福祉協議会
　054-221-6241

フィルムコミッション
ワークショップ2013

　フィルムコミッションの基礎知識

やその可能性について学ぶ、フィル

ムコミッションワークショップを開

催します。今回はフィルムコミッ

ションの先進地である、神奈川県大

和市の「さがみの国大和フィルムコ

ミッション」を訪問し、視察を通じ

て得た情報を市にどう反映していく

か意見交換を行います。

２月 21 日㈭　９時～ 16 時 30 分

　※集合８時 45 分

�市役所前駐車場（集合後、貸し切

りバスで移動）

市内に在住または在勤している方

50 人（先着順）

�午前▶フィルムコミッションの基

礎知識、ロケ実績などについて講

義、午後▶ロケ地視察、意見交換

1,000 円（昼食代など）

�住所、氏名、年齢、電話番号を明

記のうえ、電話または FAX でお

申し込みください。

２月 19 日㈫

�NPO法人きゃべつくらぶ
　995-3150
992-2227

教 室 名 やんちゃキッズ教室 楽しい集い
と き ４月～平成26年２月　各月第２・第４㈭

9:30～ 11:30
４月～平成26年３月　各月第１・第３㈬

９:30～ 11:30
と こ ろ 北児童館ほか 南児童館

対 象 市内に在住している、平成21年４月２日～平成
22年４月１日に生まれた子どもとその保護者

市内に在住している、平成21年４月２日～平成
23年４月１日に生まれた子どもとその保護者

定 員 20組（先着順） 20組（先着順）　※３歳児優先

内 容 体育運動、リトミック、ゲーム遊び、食育、制作、
収穫体験、野外活動など

リズム運動、音楽遊び、絵本の読み聞かせ、制作、
野外体験活動、子育て講話など

材 料 費 1,800円 1,500円
申込期間 ３月９日㈯～24日㈰ ３月９日㈯～24日㈰
問 合 せ 北児童館　☎997-8400 南児童館　☎993-1881

３歳児とその保護者が集い、さまざまな遊びと体験をします。
※申し込み少数の場合は、内容を変更することがあります。

北児童館 ３歳児教室南児童館
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納付期限：４月１日㈪

後期高齢者医療保険料� 第８期分

３月　税金・料金

３月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯
㈱中川商店
☎ 993-1555

３日㈰
㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983

９日㈯
㈲富士設備
☎ 997-1507

10 日㈰
㈲井上設備工業
☎ 997-4578

16 日㈯
㈲渡辺設備
☎ 992-3034

17 日㈰
鈴木住宅設備
☎ 993-3901

20 日㈷
一和設備工業
☎ 997-4663

23 日㈯
工管設

☎ 993-1603

24 日㈰
㈱西島工業
☎ 993-1070

30 日㈯
㈲北住設機器
☎ 993-1250

31 日㈰
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

�３月 18日㈪
　�15時〜18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�３月１日㈮〜14日㈭
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

３月　カレンダー

３日㈰
生涯学習
フェスティバル
（ゆうあいプラザ祭）

18日㈪ 市立幼稚園卒園式

19日㈫ 市立小・中学校
修了式、卒業式

23日㈯ 市立保育園卒園式

人　口　54,054人� （＋９人）

　男　　27,577人� （−２人）

　女　　26,477人� （＋11人）

世　帯　21,182世帯�（＋31世帯）
内、外国人� 699人�328世帯

２月１日現在
データバンク相談

Counseling
家庭児童相談室

　子どものことでお悩みの方、虐待

かも？　と感じた方、家庭児童相談

室ではご連絡や面接相談、電話相談

をお受けします。必要により、訪問

します。秘密は厳守します。

㈪～㈮　９時～ 16 時

　※㈯、㈰、( 祝 ) を除く

裾野市役所１階　家庭児童相談室

家庭児童相談室　995-1862

生涯学習フェスティバル
ゆうあいプラザ祭

　生涯学習センター教養講座の講座

生と生涯学習センター利用団体が日

頃の成果を発表する「ゆうあいプラ

ザ祭」を開催します。

　６講座と 11 団体による、ダンス

や合唱、舞踊、活動展示です。おと

この料理、イタリア料理、パン作り

講座による料理の販売、茶道のお点

前などが行われます。

３月３日㈰　９時 45 分～ 15 時

生涯学習センター

生涯学習課　992-3800

p.9
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３月前期の救急協力医
平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

１ 金 なおきクリニック 929-8555 東椎路 鈴木医院 993-0430 佐野 白十字小児科医院 933-5１１１ �下香貫
馬場

２ 土 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

3 日

田沢医院 962-１205 大手町 勝呂医院 962-3083 千本中町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 坂小児科医院 93１-3233 下香貫
　前原

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

4 月 あめみや内科 935-１１59 吉田町 香貫医院 93１-2465 本郷町 まるやま小児科
医院 98１-8577 堂庭

5 火 岩渕内科医院 95１-4579 添地町 清水館医院 993-2323 茶畑 田中医院 92１-2053 高島町

6 水 大沢医院 93１-１0１9 御幸町 さくら胃腸科・
外科 994-１008 御宿 古屋小児科医院 963-0407 西条町

7 木 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

8 金 かとう内科医院 946-5562 大岡 白石医院 95１-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

9 土 池田病院 986-１2１2 本宿 池田病院 986-１2１2 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

１0 日

青木医院 986-0999 下長窪 沼津整形外科医院 92１-379１ 共栄町

望月内科医院 93１-5362 下香貫
　宮脇 白十字小児科医院 933-5１１１ �下香貫

馬場

岡クリニック 995-１１88 二ツ屋 御成橋
栄クリニック 952-2525 通横町

p.10
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の
上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分〜翌朝７時
（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

日 曜 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

３ 日
つりた耳鼻咽喉科
クリニック
927-3387

宮前町
山内眼科
クリニック
975-8338

中田町 かまたクリニック
988-2488 文教町 せき歯科クリニック

98１-2633 的場

１0 日
かみで耳鼻咽喉科
クリニック
0545-53-332１

伝法 むらまつ眼科医院
993-8855 深良 沼津市立病院

924-5１00 東椎路 タケダ歯科医院
989-3638 本宿

１１ 月 小林内科医院 92１-2１65 米山町 田沢医院 962-１205 大手町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

１2 火 本村クリニック 969-000１ 大塚 東医院 92１-5520 高沢町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

１3 水 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 原小児科医院 962-0636 八幡町

１4 木 おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-１2１2 本宿 星野医院 962-0782 山王台

１5 金 森医院 966-20１7 石川 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
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2013 年
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平
成
25 年

）

2
月15

日
号

秩 序 を ま も り、 平 和 で 安 全 な ま ち を つ く り ま す市民憲章 :

４日㈪、５日㈫（臨時休館）、11日㈪、
18日㈪ 25日㈪、31日㈰（館内整理）

３月の休館日

３月の行事予定
おはなしの会

　２日㈯　14 時〜 00 分　おはなしのへや　　
　９日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

親子おはなし広場
　７日㈭　10 時 30 分〜　展示室　　　　　　

親子おはなしの会
　19日㈫　10 時 30 分〜　文化センター図書室

ファーストブック（特別会）
　20日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　27日㈬　13時〜 16 時　展示室　　　　　　

※�今年度（平成 24 年４月〜平成 25 年２月）に
『ファーストブック』のご案内を受けたお子さま
で、参加されなかった方もご参加いただけます。
ご希望の方は、通知ハガキまたは母子手帳をお
持ちのうえ、ご参加ください。また、ご都合に
より開催日にお越しになれない場合は、図書館
本館へご連絡いただければ、随時対応します。

図書館映画会
タイトル ロラックスおじさんの秘密の種

上映時間 14時～15時 26分
時間 部門 対象
86分 CGアニメ 幼児～

日　時／３月９日㈯
会　場／鈴木図書館２階　視聴覚室

定　員／ 60 人（先着順）
入場料／無料
※�当日混雑が予想されますので、整理券を３月２

日㈯　９時から本館で配付します（ご家族分の
み）。

※�駐車場に限りがあるため、公共交通機関または
市役所駐車場をご利用ください。

今月の一冊
富士山うたごよみ
　「春一番の思いよ届け　青
空はあなたに続く色の階段」
俵万智のみずみずしい感性が
あふれる短歌・文と、U.G. サ
トーの奇想天外な絵で綴る、
日本の四季を楽しめる絵本。
短歌・文：俵万智
絵：U.G. サトー
出版：福音館書店

新刊紹介 New Release
『めんのめんめん』
作：庄司三智子　岩崎書店

『いいこでねんね』
作：デヴィッド・エズラ・シュタイン
訳：さかいくにゆき　ポプラ社

『キラキラ子どもブックガイド』
編：キラキラ読書クラブ　絵：小中大地
玉川大学出版部

『螢草』
著：葉室麟　双葉社

『みちくさ道中』
著：木内昇　平凡社

『想いの軌跡　1975-2012』
著：塩野七生　新潮社

野際　結
ゆ
愛
あ

ちゃん
（３歳・久根）

小川　愛
あい
奈
な

ちゃん
（２歳 11カ月・茶畑）

山下　橙
とう
汰
た

くん
（２歳 11カ月・御宿）

有井　大
たい
雅
が

くん
（３歳・公文名）

井出　陽
はる
太
た

くん
（３歳・須山）

栗原　暖
はる
果
か

ちゃん
（３歳・茶畑）
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おべんとうには
タコさんウィンナー！
おべんとうにはおべんとうにはおべんとうにはおべんとうにはおべんとうにはおべんとうにはおべんとうにはおべんとうには

No.
1237

2013年（平成25年）

3月1日号 02  裾野警察署４月１日開署
04   平成 25 年度　講座 ･ 教室の 

 受講生を募集します

08  国民年金保険料のお得な納め方
09   国民健康保険・後期高齢者医療 

 で高額な外来診療を受ける方へ

２月23日　さくら保育園以上児発表会



裾野警察署４月１日開署

　〒 ４１０－１１９７
　裾野市平松 62０－１

　９９5-０１１０（４月 1 日から）
　※緊急を要する場合は １１０ 番

　裾野市と駿東郡長泉町を管轄する裾野警察署が４月１日に開署されます。
　署員数は約１１０人となり、事件事故が発生した場合には、これまで以上に迅速かつ
強い体制で臨むことができるようになります。
　２４ 時間体制で、地域の皆さんの安全と安心を守ります。

※３月 31 日までの事件・事故、各種届出などについては、
沼津警察署（ 952-0110）へ

　裾野警察署の開設に関するお問い合わせは、沼津警察署内、裾野警察署開設準備室までご連絡ください。

裾野警察署で行える手続きは？
◇ これまで沼津警察署で行ってきた手続き全般が、

裾野警察署で行えるようになります。

◇ 裾野警察署の免許更新は、優良運転者および高

齢運転者の方に限ります。一般運転者や違反運

転者および初回更新者は県内の運転免許セン

ターで更新手続きをお願いします。

ＪＲ裾野駅

至御殿場市

至長泉町 至三島市

裾野警察署

国
道
２
４
６
号

東
名
高
速
道
路

県
道
沼
津
小
山
線

裾野市役所☆場所

☆電話番号
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沼津警察署
952-0110

階 課名など 取り扱い業務

１階

警務課 受付、総合相談、職員の福利厚生、健康管理、警察官の採用事務など

会計課 落し物、拾い物の取り扱い、警察署 ･交番などの維持管理など

地域課 パトロール、交番 ･駐在所の管理・指導、祭典などの警備、山岳遭難・水難救助

交通課 交通安全教育、交通指導取り締り、交通事故の捜査、交通安全施設の維持 ･管理、
運転免許の更新事務など

２階 留置管理係 留置管理事務

３階

生活安全課 少年非行の防止、防犯活動、悪質商法事犯の取り締り、銃砲刀剣類所持・風俗営
業の許可など

刑事課 殺人 ･強盗 ･窃盗・詐欺などの犯罪の捜査、拳銃、覚せい剤・暴力団の取り締り、
鑑識活動

警備課 災害対策、テロ ･ゲリラの取り締り、警衛 ･警護など

４階 講堂・道場 　

～お知らせ～　裾野市交番は、４月１日から深良交番に名称を変更します。

裾野警察署の庁舎案内

裾野警察署管内の交番 ･駐在所
裾野市交番

富岡駐在所

茶畑交番

須山駐在所

長泉町交番

下長窪交番

深良 215-14
992-0155

御宿 680-1
997-1011

須山 1593-12
998-0034

長泉町下長窪 1076-48
987-5999

茶畑 1163-15
993-5999

長泉町下土狩 1021-1
988-0110
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平成25年度　講座･教室の
受講生を募集します

鈴木図書館� 問合せ／ 鈴木図書館　992-2342

講座名 基本曜日 時間 対象

俳 句 教 室 第１日曜日 13：00 ～ 16歳以上

短 歌 会 第２日曜日 13：00 ～ 16歳以上

古 文 書 を 読 む 会 第２金曜日 13：30 ～ 16歳以上

茶 道 教 室 Ⅰ 第１木曜日 13：00 ～ 16歳以上

茶 道 教 室 Ⅱ 第１金曜日 19：00 ～ 16歳以上

美 術 教 室 第２土曜日 10：00 ～ 16歳以上

受付期間／随時受け付けています。

市スポーツ教室� 問合せ／ 生涯学習課　992-3800

教室名 とき ところ 対象 定員 受付開始 費用

ス ポ ー ツ 教 室
西 会 場

４月19日㈮～
金曜日

19：00～21：00
➡月 １～３回

西小体育館
中学生以上

（小学４年生以上
は保護者同伴)

30人

４月２日㈫
９時～

【保険料】
●中学生以下
の児童　
800円

●高校生以上
1，8５0円

【手数料】
10円

東地区エンジョイ
ス ポ ー ツ 教 室

４月20日㈯～
土曜日

13：30～1５：30
➡月 １～２回

東小体育館
グラウンド

中学生以上
（小学生は
保護者同伴）

30人

ウォーキング教室
４月23日㈫～
火曜日

19：30～20：30
➡月 １～３回

裾野市役所
駐車場集合 30人

深良地区エンジョイ
ス ポ ー ツ 教 室

５月～水曜日
19：00～21：00
➡月 １～２回

深良小体育館
グラウンド 30人

バレーボール教室
５月からの
水曜日

19：00～21：00
➡月 １～２回

富一小体育館 小・中学生 30人

須 山 地 区
テ ニ ス 教 室

５月18日㈯
土曜日

10：00～12：00
➡月 １～３回

須山テニス場 中学生以上 20人

須山地区ファミリー
バドミントン教室

５月からの
金曜日

19：00～21：00
➡月 ３～５回

須山中体育館 小学生以上 30人

会場で随時
受け付け

保険料と
年会費

（12カ月分
1，200円)

バ レ ー ボ ー ル
交 流 会 ( ※ )

５月からの
水曜日

19：00～21：00
➡月 １～２回

富一小体育館 一般男女
（16歳以上） ５0人

いろいろスポーツ
交 流 会 ( ※ )

５月からの
土曜日

13：00～1５：00
➡月 １～２回

富一小体育館
グラウンド 制限なし ５0人

　スポーツ推進委員が指導します。
対�象／市内に在住または通勤・通学している方

申�込方法／※の付いていない教室は生涯学習センター
窓口にある申込用紙に必要事項を記入し、保険料を
添えてお申し込みください。
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東西公民館� 問合せ／ 東西公民館　992-6677

講座名 基本曜日 ５月～ 時間 対象 定員
英 語 遊 び 第１土曜日 ※８月は休講 計10回 13：30 ～ 小学１～３年生 30
華 道 Ⅰ 第２、第４金曜日 ※８月は休講 計19回 13：30 ～ 一般 30
華 道 Ⅱ 第２、第４金曜日 ※８月は休講 計19回 19：30 ～ 一般 30
ト ー ル
ペ イ ン ト 第２火曜日 計11回 9：30 ～ 一般 24

園 芸 
（ 山 野 草 ） 第３土曜日 ※８月は休講 計10回 9：30 ～ 一般 40

彫 刻
（ 鎌 倉 彫 ） 第２土曜日 計11回 9：30 ～ 一般 30

書 道 Ａ 第２木曜日 計11回 9：30 ～ 一般 24
書 道 Ｂ 第３木曜日 計11回 9：30 ～ 一般 24
書 道 Ｃ 第４木曜日 計11回 9：30 ～ 一般 24
英 会 話
初 級 第１、第３木曜日 計21回 19：00 ～ 一般

（入門～日常・海外旅行） 20

英 会 話
中 級 第２、第４木曜日 計21回 19：00 ～ 一般

（自分の意見が言える） 20

ビ ー ズ
ク ラ フ ト 第４土曜日 計11回 9：30 ～ 一般

（初心者～） 20

陶 芸 開催日にあわせてその都度募集
（９月と11月に開催予定）

各回とも
連続２日 9：30 ～ 一般 24

ＮＰＯ法人裾野市スポーツ協会スポーツクラブ　フィットネス教室� 問合せ／ 市民体育館　993-0303

教室名 日時 場所 対象者 定員 申込開始日 保険料・その他

親 子 体 操
平成2５年５月８日～
平成26年３月12日
10：00 ～11：00
水曜日　年間10回

市民体育館

３歳児と
その保護者

（平成22年４月２
日～平成23年４
月１日生まれ）

５0組
100人

４月10日
９：00から

・入会金 300 円
・年会費（小人）1,000 円
・年会費（大人）2,000 円
　（保険料含む）
・回数券 2,000 円

レ ッ ツ
リ ズ ム

平成2５年５月９日～
平成26年３月2７日
10：00 ～11：30
木曜日　年間30回

市民体育館 18 歳以上
（高校生を除く） 120人 ４月11日

９：00から

・入会金 300 円
・年会費 2,000 円
　（保険料含む）
・回数券 2,000 円

シ ェ イ プ
ア ッ プ

平成2５年５月７日～
平成26年３月2５日
19：00 ～20：40
火曜日　年間30回

市民体育館 18 歳以上
（高校生を除く） 60人 ４月９日

９：00から

・入会金 300 円
・年会費 2,000 円
　（保険料含む）
・回数券 2,000 円

体 力 向 上
平成2５年５月14日～
平成26年３月2５日
14：00 ～16：00
火曜日　年間20回

市民体育館 18 歳以上
（高校生を除く） 60人 ４月16日

９：00から

・入会金 300 円
・年会費 2,000 円
　（保険料含む）
・回数券 2,000 円

アクティブ
チャイルド

平成2５年５月10日～
平成26年３月14日
1５：30 ～16：30
金曜日　年間20回

市民体育館 小学１･２･
３年生 30人 ４月12日

９：00から

・入会金 300 円
・年会費 1,000 円
　（保険料含む）
・回数券 2,000 円

対�象／市内に在住、または通勤・通学している方。
申�込方法／市民体育館にある申込用紙に必要事項を記

入し、年会費などを添えてお申し込みください。
※認め印をご持参ください。

※ 参加料（１回 250 円）については、市民体育館の
窓口で販売しているスポーツクラブ専用回数券（10
回分で 2,000 円）のみの利用となります。

※ 都合により変更になる場合がありますので、ご了承
ください。

対�象／市内に在住または通勤・通学している方で、原
則として全回出席できる方。
申�込方法／東西公民館の窓口にて、申込用紙に必要事

項を記入し、お申し込みください。※先着順
受付開始／３月 １６ 日㈯　９時～
受�講料／無料　※教材費などが必要な講座があります。

そ�のほか／定員に満たない講座は開講しない場合があ
ります。また、申し込み多数の場合は、複数年受講
している方に受講をご遠慮いただくことがあります。

※ 陶芸講座や夏休みなどを利用した講座は、詳細が決
まり次第、その都度募集します。

▶▶▶電話・インターネットでの申込みはできません。
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平成25年度　講座･教室の受講生を募集します

平成２５年度裾野市スポーツ少年団� 問合せ／ 市民体育館　993-0303

団体名 練習日・時間 主な活動場所 対象

裾 野 柔 道 毎週㈭・㈯　19：00 ～ 市民体育館 小学１年生以上

裾 野 剣 道 毎週㈰　９：00 ～
毎週㈬　19：00 ～

市民体育館
富中体育館 幼保年長以上

裾 野 東 サ ッ カ ー 毎週㈬～㈯　1７：00 ～
㈰　試合のみ 東小グランド 小学１年生以上

深 良
( 陸上・ミニバス・一輪車 )

陸上・ミニバス／　　　　
　　　　毎週㈯　９：00 ～
一輪車／毎週㈭　19：00 ～
　　　　毎週㈯　16：00 ～

深良小体育館・
グランド
深良小体育館

小学１年生以上
幼・保年長以上

裾 野 西 サ ッ カ ー 毎週㈯または㈰　９：00 ～
毎週㈫・㈭　18：30 ～

西小グランド
南小グランド 小学１年生以上

裾 野 空 手 毎週㈬・㈯　1７：30 ～ 富一小体育館
上ケ田公民館 小学１年生以上

須 山 野 球 毎週㈯・㈰　９：00 ～
毎週㈫・㈭・㈮　16：30 ～ 須山小グランド 小学３年生以上

裾 野 市 少 林 寺 拳 法 毎週㈬・㈮　19：00 ～ 市民体育館 小学１年生以上
20 歳未満

富 岡 Ｊ Ｓ Ｃ
（ サ ッ カ ー ） 毎週㈯・㈰　９：00 ～ 富一小グランド 幼保年長以上

裾野西ミニバスケットボール 毎週㈬・㈮　19：00 ～ ㈬　南小体育館
㈮　西小体育館 小学４年生以上

裾 野 ス ラ ッ ガ ー ズ
（ 野 球 ） 毎週㈯・㈰・㈷　９：00 ～ 向田小グランド 小学１年生以上

裾 野 ラ グ ビ ー 毎週㈯　９：00 ～ やすらぎ広場
総合グランド 幼保年少以上

裾 野 イ ー グ ル ス
（ 野 球 ） 毎週㈯・㈰・㈷　９：00 ～ 西小・南小

深良中・他 小学１年生以上

Ｆ Ｃ 時 之 栖
（ サ ッ カ ー ）

毎週㈫・㈭・㈮　18：00 ～
毎週㈯　９：00 ～

時之栖スポーツセンター
時之栖Ａグランド 小学２年生以上

裾 野 卓 球 毎週㈯　13：30 ～
毎週㈫・㈮　19：00 ～ 千福が丘小学校 幼保年長以上

ベ ス ト フ ァ イ タ ー ズ
（ミニバスケットボール）

毎週㈯　９：00 ～
毎週㈬・㈮　19：00 ～ 東小体育館 小学２年生以上

深 良 ガ ッ ツ
（ 野 球 ）

毎週㈯　12：30 ～
毎週㈰・㈷　９：00 ～ 深良小グランド 小学１年生以上
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平成２５年度　生涯学習センター教養講座� 問合せ／ 生涯学習課　992-3800

講座名 とき 定員 内容 受講料
（年間）

その他実費
（年間） 会場

エ ア ロ ビ ク ス
対象：初心者

５月～　第１・３㈫
19：30～21：30
全18回

30 簡単なステップから始め、楽しくシェイプアップしましょう。 3,600円 なし 学習室
１

ヨ ー ガ
対象：初心者

５月～　第２・４㈫
19：30～21：30
全18回

30 呼吸とともに自分に無理のない動きで、心と体のリラックスを。 3,600円 なし 学習室
１

ピ ラ テ ィ ス
対象：初心者

５月～　第１・３㈫
10：00～12：00
全18回

30
心と身体に利くエクササイズで
す。体の歪みを矯正しながら、体
の幹部を鍛えます。肩こり解消に
もおすすめです。

3,600円 なし 学習室
１

着 付 け
対象：初心者

５月～12月
第１・２・３㈫
19：00～21：00
全18回

10 浴衣・着物が着れるまで。各種帯の結び方。 3,600円 なし 学習室
２

フ ラ ダ ン ス（ 昼 ）
対象：初心者

５月～　第１・３㈫
13：30～1５：30
全18回

30
ステップの基本。ゆったりとした
メロディーにのって楽しく踊りま
す。

3,600円 なし 学習室
１

フ ラ ダ ン ス（ 夜 ）
対象：初心者

６月～　第１・３㈭
19：30～21：30
全18回

30
ステップの基本。ゆったりとした
メロディーにのって楽しく踊りま
す。

3,600円 なし 学習室
１

ヒップホップダンス
対象：中学生以上

５月～　第２・４㈭
19：00～20：00
全18回

30
基本的なステップをマスター。リ
ズムに合わせて楽しく体を動か
し、気持ちの良い汗をかきません
か。

3,600円 なし 学習室
１

フ ラ メ ン コ
対象：初心者

５月～　第１・３㈮
19：00～21：00
全18回

20 情熱的で激しいギターのリズムに合わせて踊るステップの踏み方。 3,600円 なし 学習室
１

フ ラ ワ ー
ア レ ン ジ メ ン ト

５月～　第２・４㈮
19：00～21：00
全18回

20 季節 ･行事にあったアレンジを基礎から学びます。 3,600円 約1,200円／回
（教材費）

調理
実習室

ネ イ ル ア ー ト
対象：初心者

５月～　第２・４㈮
19：00～21：00
全18回

1５ ネイルケア、カラー、簡単なアートを楽しみませんか。 3,600円 約５,000円
（教材費） 和室

子 ど も マ ナ ー
対象：

小学１～６年生

５月～　第１・３㈯
13：30～1５：30
全18回

20 日本の伝統文化である浴衣を着て礼儀作法を学びます。 3,600円
約1,200円

（浴衣クリーニ
ング代・教材費）

和室

お と こ の 料 理
対象：初心者

５月～　第１㈯
９：00～12：00
全10回

2５ 料理の基本や季節の料理。 2,000円 約6,000円
（材料費）

調理
実習室

イ タ リ ア 料 理
対象：初心者

５月～　第３㈭
19：00～21：00
全10回

20
楽しくイタリア料理を作って、美
味しくいただきましょう。月に一
度のプチ贅沢。

2,000円 約9,000円
（材料費）

調理
実習室

パ ン 作 り
対象：初心者

５月～　第４㈯
９：00～12：00
全10回

20
パン作りの基本から、いろいろな
成形、生地を組み合わせるなど応
用まで。

2,000円 約５,000円
（材料費）

調理
実習室

対�象／市内に在住または通勤・通学している方で、原

則として全回出席可能な方

申�込方法／生涯学習センター受付にてお申し込みくだ

さい。

受�付期間／３月 １９ 日㈫～４月 ２１ 日㈰

その他／❶応募者多数の場合は抽選となります。

　 ❷５人以上の申し込みがない講座は開講しない場合

があります。

　 ❸開講後の受講辞退は返金できません。

　保険料／  500 円 
（受講料・教材費以外に必要な費用です）

p.7
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お得な納付　納付書での前納（全納）

納 付 方 法 ６カ月分（※１） １年分（※２）

月 々
納めた場合 90,240円 180,480円

ま と め て
納めた場合

89,５10円
７30円お得

年間で1,460円お得

1７７,280円
3,200円お得

※ １　「６カ月分の前納」は、４月分から９月分まで
の保険料を４月末までに納め、10月分から翌年３
月分までを当年10月末までに納めます。

※ ２　「１年分の前納」は、４月分から翌年３月分ま
での保険料を当年４月末までに納めます。

　日本年金機構がお送りしている６カ月分と１年分の

納付書をお使いになり、期日までに納めてください。

お得な納付　口座振替の「早割」での納付

口 座 振 替 で
月 々 納 め た 場 合 15,040円

・�口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを
防ぐこともできます。
・�通常の納付期限での口座振替では割引はありま
せん。

口座振替「早割」で
月 々 納 め た 場 合

14,990円
ひと月あたり50円お得
年間で600円お得

・�「早割」とは、納付期限より1カ月早く口座振替
することをいいます。（たとえば４月分は４月末
に振替）

　口座振替の手続きは、お近くの年金事務所または金

融機関の窓口で受け付けています。

　口座振替依頼書は、国保年金課にもご用意してあり

ます。

◦平成25年度の保険料と納付期限
　15,040円（月々の保険料）　　保険料の納付期限は、翌月末（たと

えば４月分は５月末まで）です。

　日本年金機構からお送りしている納付書を使って、金融機関、郵便局、コ

ンビニ窓口の各窓口で納めていただきます。お手元に納付書がないときは、

市役所または沼津年金事務所までご連絡ください。

◦こんな納め方も…　クレジットカード納付（継続支払）
　クレジットカードにより定期的に納付する方法です。お申し込み手続きは、年金事務所で受け付けています。国

保年金課でもお取り次ぎできます。

　学生も20歳になると国民年金に加入します。「学
生納付特例制度」は、申請をして承認されると、国
民年金保険料の納付を卒業まで猶予され、猶予され
た期間の10年以内に追納することができるという
ものです。ただし、申請は毎年度必要です。

申請方法
・はじめて申請される方
　次の物をご用意して、市役所または年金事務所に
て申請（☆１）をしてください。
年金手帳・印鑑（本人署名の場合は不要）・学生証（コ
ピーの場合は両面）・免許証などの身分証明書

☆１　申請時に、申請者、申請書作成者、届出人の
それぞれの方の本人確認が必要です。また、本人お
よび親族以外の方が、申請書を作成する場合は、委
任状が必要です。

・�２回目以降の方（平成25年２月下旬までに平成
24年度分の申請を行った方）

　平成 25 年度も引き続き学生である場合は、３月
下旬に日本年金機構からハガキ形式の申請書（☆２）
が届きます。必要事項を記入の上、返送してください。
学生証のコピーなどを添付する必要はありません。
☆２　なお、ハガキ形式の申請書が届く方には平成
25年度の納付書は届きません。

学生の方へ…「学生納付特例制度」

健康福祉部　国保年金課
　995-1813

沼津年金事務所
　921-2201

日本年金機構
　http://www.nenkin.go.jp/

国民年金保険料のお得な納め方p.8
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　市の国民健康保険に加入している方が、就学のため、市外の住所地に住所を置き学校
に通うときは、届出をすることにより、親元の世帯に属するものとみなして、市の国民
健康保険証が使用できます。

手続きについて
と こ ろ 市役所１階　国保年金課

必 要 な 物

◦保険証
◦�これから就学する場合は入学許可書などこれから就学するこ
とを証明する書類（コピー可）
◦既に就学をされている方は学生証など（コピー可）
◦印鑑
◦学生の住所地のメモ（保険証に現住所を記載する場合）

　市外に住所を移
すときに、必要な
書類を添えてお届
けください。

就学のため、親元を離れ市外の住所で生活する学生は

㊫生の健康保険証 の届けが
必要です

　限度額適用認定証を利用すると、高額な診療を受け
たとき、窓口負担は自己負担限度額までになります。
ぜひご利用ください。

受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
・７０歳未満の方
・７０歳以上の非
課税世帯等の方

限度額適用認定
証の交付を申請
してください

限度額適用認定
証を窓口に提示

７０歳以上７5歳未
満で、非課税世
帯等ではない方

必要ありません 高齢受給者証を
窓口に提示

７5歳以上で非課
税世帯等ではな
い方

必要ありません
後期高齢者医療
被保険者証を窓
口に提示

【自己負担限度額】
・70歳未満の方

所得区分 ４回目まで ４回目以降※１

一 般 80,100円＋（保険医療費
−26７,000円）×１％ 44,400円

上位所得者 1５0,000円＋（保険医療
費−５00,000円）×１％ 83,400円

住 民 税
非課税世帯 3５,400円 24,600円

※１　同一の健康保険の過去１２カ月間で、一つの世帯

での支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額

・70歳以上の方

所得区分 外来（個人単位）外来＋入院（世帯単位）
一 般 12,000円 44,400円

現 役 並 み
所 得 者 44,400円

80,100円＋
（保険医療費−

267,000円）×1%
〔44,400円�※ 2〕

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※２　同一の健康保険の過去 １２カ月間で、世帯単位

の限度額を超えた支給が４回以上あった場合の 4 回目

以降の限度額

【限度額適用認定証の交付手続き】
　次の物をお持ちの上、国保年金課窓口で申請をして

ください。

・保険証　・認め印

※ １カ月ごと、医療機関ごとに別々に計算します。ま

た、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。

※ 住民税の申告がない方は自己負担限度額の所得区分

が判定できないため、交付できないことがあります。

申告をお願いします。

※ 国民健康保険税を滞納している場合は、限度額適用

認定証の交付を受けられないことがあります。

　「認定証」などを提示すると、窓口での
支払いが限度額までにとどめられます

健康福祉部　国保年金課　国保係
　995-1814

後期高齢者医療係　995-1813

国民健康保険・後期高齢者医療で
高額な外来診療を受ける方へ
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お知らせ
Announcement
ヘルシーパーク裾野
無料利用券の取り扱
いを延長します

　広報すその平成２4年５月１5日号に

掲載した市民無料利用券の有効期限

を平成２5年３月3１日㈰から６月30日

㈰に延長します。また、敬老祝品の

ヘルシーパーク裾野寿券の使用期限

は８月3１日㈯までです。

※ヘルシーパーク工事期間中は使用

できませんので、ご了承ください。

 ヘルシーパーク裾野
　965-1126
　健康推進課　992-5711

裾野都市計画用途地域の
変更が決まりました

　昨年 12 月に縦覧を実施した都市

計画道路佐野茶畑線沿線（茶畑中丸・

滝頭地区）および富沢平松線沿線（二

ツ屋富二平橋地区）に関する用途地

域の変更について、縦覧の案のとお

り決まりましたのでお知らせします。

　変更後の用途地域は２月１日㈮に

告示され、この日から適用されてい

ます。変更範囲などの概要は市ホー

ムページでもご覧いただけます。

 都市計画課　995-1828

国保高齢受給者証新規交付会

　４月１日㈪から次の方が対象とな

り、次のとおり受給者証を交付します。

 ３月２１日㈭　９時45分～１１時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 18 年３月２日～４月１日に

生まれた方

通知／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。

 国保年金課　995-1814

裾野市ファミリー
サポートセンター
会員登録

　「子育ての手助けをしてほしい」

「子育ての手伝いをしたい」という

方が会員となって、一時的な子ども

のお世話を有料で行うシステムです。

例えば、急な残業による保育所への

送迎、子どもを同伴できない外出時

（通院・参観日・就職の面接など）

やリフレッシュ、などいろんな場面

で会員が活躍しています。

　普段は平日のみの開所ですが、今

回のみ休日に登録ができますので、

ぜひご利用ください。

 ３月 31 日㈰　９時～ 12 時

 裾野市ファミリーサポートセン

ター（佐野 808-5）

 市内に在住している子育ての手助

けをしてほしい人（おねがい会員）、

子育ての手伝いをしたい人（まか

せて会員）

 入会金・年会費なし

 当日、申込書を会場でご記入くだ

さい。また、会員証用の写真を撮

影します。

※ 平日は随時募集を行っています。

 印鑑、お子さんの保険証（おねが

い会員のみ）

 裾野市ファミリーサポートセン
ター　995-1002

　（㈪～㈮　８時 30 分～ 17 時）

※㈷休み

募 集
Recruitment
第６回
普通救命講習会

 ３月 16 日㈯　９時～ 12 時

 市消防庁舎３階　災害対策室

 中学生以上の方

 30 人（先着順）

 消防署、茶畑分遣所、須山分遣所

まで、直接または市ホームページ

から申込用紙を印刷し必要事項を

記入してお申し込みください。

 消防署救急係　995-0119

サービスコーナーで取り扱う証明書・手数料額

区分 証明書の種類 手数料額

不動産登記
（土地・建物）

全部事項証明書

700円（１通）

現在事項証明書
閉鎖事項証明書

商業・法人登記
（会社・法人など）

履歴事項（全部／一部）証明書
現在事項（全部／一部）証明書
閉鎖事項（全部／一部）証明書

代表者事項証明書
印鑑証明書 500円（１通）

会社・法人印鑑証明書、登記事項証明書が
市役所内で交付請求できます

 平日９時～１２時、１3時～１６時30分

 市役所１階

 静岡地方法務局沼津支局　923-1201 ㈹

２月15日号の変更▶  P ９「お知らせ」の市民と語る日を、３月 18 日㈪から３月12日㈫に変更となりました。
それに伴い、申込み期間が３月８日㈮までとなります。ご了承をお願いします。
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募 集
Recruitment
ウルトラトレイル・
マウントフジ2013
ボランティアスタッフ

 ４月 26 日㈮　７時 30 分～ 13 時

 富士山こどもの国

 高校生以上（15 歳以上）の男女

※会場まで自力で来れること。

 大会会場での受付、荷物預かり、

誘導補助など

報�酬／なし（スタッフウエアを配布）

※昼食も各自ご用意ください。

 以下の専用サイトから会員登録

（無料）後、「ＳＴＹ会場ボランティ

アスタッフ」を選択し必要事項を

入力してください。

https://rbssvs.jp/volunteer/

 ３月 31 日㈰

 ウルトラトレイル・マウントフジ
実行委員会事務局　岡嶋

　090-3006-7231
volunteer@ultratrailmtfuji.com

http://www.ultratrailmtfuji.com/

市民体育館トレーニング室
利用者講習会

　この講習会で正しい利用方法を学

んだ方は、市民体育館トレーニング

室が利用できます。

 ３月９日㈯、24 日㈰　19 時～ 20

時 40 分

 市民体育館

 15 歳以上の方（中学生を除く）

 100 円

 運動可能な服装、タオル、体育館

シューズ

 市民体育館　993-0303

消費生活講座

　増税は私たちの暮らしにどのよう

な影響を与えるの？　その影響を踏

まえて私たちはどのように家計を運

営すればいいの？　増税に対する消

費者の心構えと対応策などを、生活

経済学専門の講師が説明します。

 ３月 15 日㈮　10 時～ 12 時

 市役所 402 会議室

 40 人（先着順）

テ�ーマ／今後予想される税負担の増

加と私たちの生活

講�師／静岡大学教育学部　色川卓
たく

男
お

教授

 無料

 商工観光課　995-1857

第24回静岡県すこやか
長寿祭スポーツ大会

 ５月４日㈯～６月２日㈰

 県草薙総合運動場（静岡市）ほか

県下 23 会場

 県内に在住している原則 60 歳以

上（昭和 29 年４月１日以前生ま

れ）の方

 卓球、テニス、ソフトボール、ゲー

トボール、弓道、剣道、マラソン、ボ

ウリング、囲碁、将棋など 29 種目

 競技種目により異なります。

 ３月１日㈮から（締切日は競技種

目により異なります）

 （公財）しずおか健康長寿財団
　054-253-4221

ＪＡなんすん
あぐりスクール

 ４月～ 11 月（全６回予定）

 小学校３～６年生の児童（平成

25 年４月時点）

 100 人

 田んぼや畑でお米や野菜を作り、

調理します。

 10,000 円（その他受講内容によ

り追加料金あり）

 ＪＡなんすんＨＰまたは各支店で

配布中のチラシの二次元コードか

らお申し込みください。

 ３月 25 日㈪

 ＪＡなんすん営農指導課　あぐり
スクール係　933-7008
 http://www.ja-shizuoka.or.jp/

nansun

 einousidou@nansun.ja-shizuoka.

or.jp

イベント
Events
「富士山の日」協賛事業
富士山資料館

「ふるさと芸術展」

　一般の方から募集した、富士山を

題材にした作品（写真を除く絵画、

絵手紙）を展示します。

 ３月２日㈯～４月７日㈰　９時～

16 時 30 分　

※ ㈷を除く毎週㈪は休館、㈷の翌日

は休館

 富士山資料館特別展示室

 大人▶ 200 円

　小・中学生▶ 100 円

 富士山資料館　998-1325

申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX
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以前契約した訪問販売業者から支払い催促の申し立
てが提出されたという内容のはがきが届いた。全く身
に覚えがないが、放置すると執行官立ち会いのもと財
産または給料が差し押さえられることもあると書いて
ある。不明な点があればすぐ連絡するよう書いてある
が連絡すべきか。

はがきや封書、メールなどで身に覚えのない請求を

受けたという「架空請求」の相談がいまだ寄せられて

います。「訴訟を起こした」「給料を差し押さえる」な

ど、未払いがあったかと勘違いさせる言葉を並べ不安

にさせる手口です。「早急に連絡するように」と書か

れていても、絶対に連絡しないでください。公的機関

からと勘違いさせるようなはがきもありますので、請

求された内容に不明な点があれば、相手に連絡せず、

お住まいの自治体の消費生活センターまでご相談くだ

消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

不動産ギャラリー不動産ギャラリー

▶ 新しい繊維のはなし
　人間が生まれてから死ぬまでお世話になる繊維製品
が急速に進歩し、気が付かないうちに様々な機能が付
いています。スポーツシューズで水たまりに踏みこみ
ジュワーッと水が入ったが、ぬれた靴下を脱いで靴を
履いたら何ともない。靴は内外とも乾いている。防水？ 
はっ水？　新しい繊維なのです。
　この冬温かい下着を着用した方も多いのでは？　最
新の繊維には吸湿・吸汗・防水・はっ水などのほか、
保湿・赤外線放射・蓄熱、さらに抗菌・防臭・花粉対
策など様々な機能が付加されています。そしてリサイ
クル、最終処理の省エネなど、環境に配慮した繊維も
登場しています。他にも、最新の繊維は今までのイメー
ジを覆し、土木用や建設資材としても発展しています。
例えば、ボーイング 787 のボディはアルミより軽い
として炭素繊維複合材料が使用されています。
　これからは衣服を買うときに、その用途に合わせて
素材の機能・特性も考え合わせる必要が出てくること
になりそうです。
 消費生活研究会講座より／講師　日本繊維協会

イベント
Events
第12回
富士山梅まつり

 ３月 23 日㈯

※小雨決行、雨天の場合は 24 日㈰

※ 24 日㈰も雨天の場合は中止

　開会式▶９時 15 分～

　即売会▶９時 30 分～ 13 時 30 分

 梅の里

 ●地元の農産物などの即売●市の

特産物などが当たる梅くじ●梅干し

の種飛ばし●芝生広場の開放など

 農林振興課　995-1823

すそのＤＥ婚活・結婚相談

 ３月 17 日㈰　９時 30 分～ 13 時

（受付は９時 15 分から）

 福祉保健会館３階研修室および相

談室

 結婚を望む 25 歳～ 45 歳の独身

の方

 結婚を望む方へのアドバイスや相

談所登録者の紹介、ゲーム、歓談、

立食スタイルの軽食

1,000 円

 申し込み用紙を窓口へ提出または

ＦＡＸ・メールしてください（相

談所登録者の紹介を希望する場合

は、自身の登録が必要です。登録

方法はお問合せください）。

 ３月７日㈭

 しあわせアドバイザーすその（裾
野市社会福祉協議会）

　992-5750
993-5909
info@syakyo-susono.or.jp

さい。

くらしのダイヤル
消費生活研究会
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3月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 4・11・18日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 11日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ７日㈭
18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 18日㈪　13時～15時 生活改善に関する
相談を希望される方

成人食事健康相談 ４日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 22日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名 日・受付時間
対象者

５カ月児
育児教室

５日㈫９時～９時15分
平成24年10月生まれの方

７カ月児
ベビーズサークル

12日㈫９時～９時15分
平成24年８月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

19日㈫13時15分～13時45分
平成23年９月生まれの方

２歳児
親子教室

13日㈬９時～９時15分
平成23年３月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

14日㈭午後
平成22年９月生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭13時～13時30分
平成22年３月生まれの方

来院時のお願い

● 急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
● 救急での診療は一時救急の範囲内ですので、検査投

薬も必要最小限となります。
● 疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま

すのでご了承ください。 992-0008

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
３月５日㈫ 17時～ 19時 45分
３月12日㈫ ９時～ 11時 30分
３月19日㈫ 13時～ 15時 30分
３月27日㈬ ９時～ 11時 30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
３月12日㈫ ９時～ 11時 30分
３月27日㈬ ９時～ 11時 30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2
内科 内科

3 4 5 6 7 8 9
外科 内科 内科 整形 内科 内科 内科
10 11 12 13 14 15 16
整形 内科 内科 内科 外科 整形 内科
17 18 19 20 21 22 23
内科 内科 外科 内科 外科 内科 内科
24 25 26 27 28 29 30
外科 内科 内科 整形 外科 内科 外科
31
内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

有

料

広

告
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３月後期の救急協力医
平日：17 時～ 21 時　　土曜日：12 時～ 18 時　　日・祝日：8 時～ 18 時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

16 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-20５3 高島町

1７ 日

旭医院 966-0031 �原 西方外科医院 921-1333 �共栄町

森本神経内科
クリニック 9７6-５221 竹原 古屋小児科医院 963-040７ 西条町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 遠藤クリニック 9７５-8801 久米田

18 月 こんどうクリニック 92５-2420 �岡宮 こんどう
クリニック 92５-2420 �岡宮 坂小児科医院 931-3233 �下香貫

前原

19 火 つかだ医院 983-1５７７ 堂庭 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

20 水

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 �西沢田 守重医院 931-2５11 �我入道

江川

望星第一
クリニック 922-0222 �柳町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

杉山医院 992-0028 平松 五十嵐クリニック 934-6７00 �志下

21 木 鬼頭ハートクリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-５111 �下香貫
馬場

22 金 柿田川医院 9７3-3601 柿田 五十嵐クリニック 934-6７00 �志下 まるやま
小児科医院 981-8５７７ 堂庭

23 土 きせがわ病院 9５2-8600 �大岡 聖隷沼津病院 9５2-1000 �松下 原小児科医院 962-0636 八幡町

24 日

池田病院 986-1212 本宿 駿東整形外科医院 922-88５５ �高沢町

白石医院 9５1-4５93 �市道町 田中医院 921-20５3 高島町

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

2５ 月 新井内科クリニック 992-0811 久根 田沢医院 962-120５ �大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

26 火 清水館医院 993-2323 茶畑 酒井医院 966-1７５５ �今沢 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

p.14
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17 時～ 21 時　　土曜日：12 時～ 18 時　　日・祝日：8 時～ 18 時
日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の
上記時間以外（急患）はこちらへ

20 時 30 分～翌朝７時
（土・日曜日・祝日は 18 時～翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科
平　日：18 時～ 22 時
土曜日：14 時～ 21 時
日祝日： ９時～ 21 時

日 曜 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 日
内藤耳鼻咽喉科
クリニック
98７-1７1７

桜堤 山秋眼科医院
924-4680 筒井町

ごとうレディース
クリニック
992-７111

伊豆島田 大藤歯科新宿医院9７2-５101 新宿

20 水
耳鼻科サイラ
クリニック
93５-1133

市場町
あいあい眼科
クリニック
96７-７７1５

原 岩端医院
962-1368 大手町 なかじま歯科医院

99５-1000 伊豆島田

24 日
芹沢耳鼻咽喉科
クリニック
993-8000

茶畑 聖隷沼津病院
9５2-1000 松下 ウスイクリニック

980-５５80 下土狩 中原歯科医院
993-3300 佐野

31 日
ぬまづ島田
耳鼻咽喉科医院
924-0７80

杉崎町 瀬尾眼科医院
933-9900 市場町 かぬき岩端医院

932-8189
�下香貫
前原

中里歯科医院
9７6-1818 伏見

2７ 水 おぐち医院 992-6611 深良 おおしろ整形外科
クリニック 9７6-002７ 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

28 木 杉山医院 9７2-3223 伏見 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 9７1-6５10 下土狩

29 金 東名裾野病院 99７-0200 御宿 西方外科医院 921-1333 �共栄町 杉谷小児科医院 923-6５43 筒井町

30 土 南一色セントラル内科 980-５７７７ 南一色 池田病院 986-1212 本宿 古屋小児科医院 963-040７ 西条町

31 日

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 �上香貫

蔓陀ヶ原
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 よざ小児科医院 96７-５７22 原

いずみ内科
クリニック 993-4７60 平松 こんどう

クリニック 92５-2420 �岡宮

p.15

広報すその　平成25年３月１日号



富士山資料館993-9300

No.
1237

2013 年
（
平
成
25 年

）

3
月1

日
号

恵 ま れ た 自 然 を 大 切 に し、 美 し い ま ち を つ く り ま す市民憲章 :

「杉本秀子　絵画展」
さくら　～再生への祈り～

期�　間／３月７日㈭～２0日㈬

時�　間／９時～１7時

※ 初日はオープニングセレモニーのため 10 時～

※ 最終日は１６時まで

会�　場／文化センター２階　展示室

入�場料／無料

　地元裾野市在住の画家　杉本さんが描く繊細か

つ力強い「桜」の数々をぜひご鑑賞ください。

№68
『ダンコウバイ（檀香梅）クスノキ科』

黄色が目立つ早春の山
　早春の木々にまだ葉がつかない時期、黄色の花
を咲かせるのでよく目立ちます。花がウメに似て
いて、材がビャクダンのような香りがあることか
ら「檀香梅」と名づけられました。花が黄色なの
で、別名「ウコンバナ」ともいいます。富士山資
料館周辺では 3 月～４月にかけて花が見られま
す。秋には、水鳥の足のような形の葉が黄色に色
づきます。

　餃子好きの裾野市を代表するモロヘイヤ（市の

特産物）入り水ギョーザ。私たちは、ギョーザで

街を元気にしようと全国各地のイベントへの提供

などを通じ、市のＰＲ活動をしています。

　今年の 11 月２日㈯～４日㈷に「2013 全国餃子

サミット & 第４回全国餃子祭り in 富士山すその」

が裾野市役所駐車場および小柄沢公園周辺で開催

されます。全国からご当地餃子によるまちおこし

３月の休館日／25日㈪

すそのギョーザ倶楽部

団体の代表が集結します。全国のご当地餃子が販

売される日本最大級の餃子の祭典です。ぜひ皆さ

んお誘いの上お越しください。

※ １１月２日の餃子の販売はございませんのでご注

意ください。販売は１１月３日・４日です。

Ｂ−１グランプリ北九州大会での様子
（平成24年10月 20〜 21日）

一緒に裾野市を元気にしませんか？
すそのギョーザ倶楽部員募集中

　すそのギョーザ倶楽部事務局
　 055-992-0057
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No.
1238

2013年（平成25年）

3月15日号 02  平成 25年度の主な計画
� 市総合計画実施計画

04  ３月 31日㈰から　公共下水道
� 供用開始地域が広がります

06  狂犬病予防集合注射
07  平成 24年度　婦人学級活動報告
10  裾野市きれいなまちづくり
� 推進事業実施団体を募集します

３月７日　景ヶ島渓谷

今号は、「区長会だより」が綴じ込みされています。

景ヶ島渓谷景ヶ島渓谷景ヶ島渓谷
名
勝
名
勝



だれもが将来にわたってすこやかに暮らせる健康と福祉の「すその」

� 事業費総額　48億1,242万円
主要事業名 事業費 計画の内容

す そ の 健 康 マ イ レ ー ジ 事 業 50万円
市民の健康づくりへの意識向上を図るため、「健康マイレージ」
ポイント制度を導入し、ポイント達成者に対し記念品を提供し
ます。

妊 婦 健 康 診 査 事 業 4,882万円 安心、安全な分娩へ向けて、妊婦に対する適切な保健指導を推
進します。

各 種 が ん 検 診 事 業 １億8,217万円 早期発見、早期治療に向けて、成人各種がん検診を実施します。

予 防 接 種 事 業 １億8,971万円 定期予防接種（４種混合ワクチン・日本脳炎など）および任意
予防接種（高齢者肺炎球菌ワクチン）を実施します。

敬 老 会 事 業 3,181万円 老人の日、老人週間にあたり、高齢者を敬い励ますことを目的
に敬老会を開催します。

障 害 者 児 介 護 給 付 事 業 ２億7,872万円 在宅での入浴などの介護、外出への支援や、施設での介護・訓
練などにかかるサービスを提供します。

発達障害児通園施設建設補助事業 832万円 発達障がい児の早期発見と療育を推進するため、石脇地区に建
設予定の通園施設建設に対し建設費を助成します。

乳 幼 児 医 療 費 助 成 事 業 １億4,314万円 保護者の負担軽減を図り、乳幼児の健やかな成長に寄与するた
め医療費を助成します。

未 熟 児 養 育 医 療 費 助 成 事 業 300万円 入院療法を必要とする未熟児に対して医療費を助成します。

子ども・子育て支援事業計画策定事業 400万円 教育や保育の利用量を把握し、教育・保育サービスの提供体制
や確保内容、実施時期などを定めた計画を策定します。

成長するよろこびと地域のつながりでこころの豊かさを育む「すその」

� 事業費総額　７億9,348万円
主要事業名 事業費 計画の内容

私立幼稚園授業料等負担軽減事業 1,792万円 私立幼稚園保護者へ所得により授業料・施設設備費を助成します。

小 中 学 校 老 朽 化 施 設 改 修 事 業 600万円 東小学校校舎老朽化に伴う施設建築計画を策定し、施設整備の
効率的手法などについて検討します。

小中学校屋内運動場屋根改修事業 1,500万円 千福が丘小学校の老朽化した屋内運動場の屋根の改修工事を行
います。

不 登 校・ 問 題 行 動 等 対 策 事 業 252万円 スクールソーシャルワーカー２人を配置し、市内の教育現場の
抱える諸問題（問題行動など）の改善を図ります。

児 童 生 徒 健 康 診 断 事 業 2,208万円 児童・生徒の健康診断および就学時健康診断を行います。

非 常 勤 講 師 派 遣 事 業 １億2,017万円 ティーム ･ティーチングによる学習支援および児童の生活支援
を行います。

市 民 体 育 館 改 修 事 業 1,886万円 市民体育館耐震補強工事に向けて各種調査などを行います。

市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある「すその」
� 事業費総額　14億4,456万円

主要事業名 事業費 計画の内容

市 民 活 動 セ ン タ ー 運 営 事 業 410万円 NPOやボランティアなどによる市民協働の推進と地域振興を図
るため、市民活動センターを設置・運営します。

パ ー ト ナ ー シ ッ プ 推 進 事 業 300万円 市民協働を推進するため、市民提案事業と市民パートナー募集
事業を行います。

平成25年度の主な計画 市総合計画実施計画

企画部　企画政策課
995-1804

　この計画は、「第４次裾野市総合計画（計画期間：平成 23年度～平
成 32年度）」で示した、施策の基本方針を具体化するため、施策の
貢献度・優先度や市民の皆さんからの要望や社会の動きを参考に、中
期財政計画との整合性を図りつつ、主要な事務事業を施策体系別に示
し、効率的・効果的な行財政運営を図ることを目的とし策定しました。
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総事業費127億4,274万円
主要事業名 事業費 計画の内容

太陽光発電システム設置費補助事業 2,210万円 太陽光発電などシステム設置推進を図るため、一般住宅や事業
所などに対して助成します。

最終処分場（第二期）整備事業 ３億5,666万円 廃棄物処理を円滑に行うため、最終処分場の第二期整備を実施
します。

市 営 墓 地 事 業 8,240万円 市民の需要に対応するため、第３号墓域の区画整理を行います。

防 災 車 両 整 備 事 業 7,910万円 消防車両整備計画に基づき、消防署・消防団の車両の増強、更
新を行います。

２市１町消防通信指令施設整備運用事業 5,000万円 迅速・的確な通信指令体制を確保するため、三島市・裾野市・
長泉町で共同運用する消防通信指令施設を整備します。

豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」

� 事業費総額　30億5,437万円
主要事業名 事業費 計画の内容

裾 野 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 ８億9,317万円 事業再評価に基づき、都市計画決定や事業計画、実施計画の変
更などの作業や、継続箇所の工事、建物移転などを行います。

都市計画マスタープラン策定事業 550万円 区域区分や用途地域の見直しも視野に入れ、第４次総合計画と
整合性の取れた計画を策定します。

宅 地 分 譲 補 助 事 業 2,000万円 市街化区域内の未利用地の優良宅地化を推進するため、基準を
満たした宅地分譲事業に対して助成します。

市 道 ２-18 号 線 道 路 整 備 事 業 ２億4,492万円 深良地区と裾野駅周辺の市街地を南北に結ぶ幹線道路を整備し
ます。

市 道 ２ -29 号 線 整 備 事 業 ２億3,481万円 国道 246 号線と県道沼津小山線を繋ぐ幹線市道２-29 号線を整備
します。

千 福 大 橋 耐 震 化 事 業 4,610万円 千福大橋の耐震補強工事を実施することにより、災害時におけ
る千福が丘地区への幹線道路の確保を図ります。

今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」

� 事業費総額　１億333万円
主要事業名 事業費 計画の内容

企 業 立 地 推 進 事 業 2,500万円 企業立地を推進するため、用地取得費や設備投資費に対して助
成します。

住 宅 建 設 等 促 進 事 業 2,500万円 定住人口の増加および地域経済の振興を図ることを目的として、
住宅の新築などに対して助成します。

「2013全国餃子サミット＆全国餃子
祭り IN 富士山すその」支援事業 450万円

裾野市のPRおよび観光振興を図るため、「2013 全国餃子サミッ
ト＆全国餃子祭り IN富士山すその」実行委員会に対して助成し
ます。

シティプロモーション推進事業 150万円 多様な観光資源を積極的に情報発信し、裾野市の知名度・好感
度のアップを図ります。

パノラマロード観光振興推進事業 240万円 春の「菜の花」秋の「コスモス」を活用したイベントなどを行い、
交流人口の増加を図ります。

健全な行政をみんなが実感できる市民と未来に開かれた「すその」

� 事業費総額　25億3,458万円
主要事業名 事業費 計画の内容

基 幹 業 務 シ ス テ ム 管 理 事 業 １億1,056万円 住民記録や税などの基幹業務システムを安定稼働させるシステ
ムの維持管理と更新を行います。

裾 野 市 地 番 図 整 備 事 業 1,000万円 土地・家屋の正確な位置を表示する地番図や、課税データ、全
庁的に使用する各種図面の精度向上を図ります。

固 定 資 産 税 賦 課 評 価 替 事 業 2,978万円 平成 27 年度固定資産賦課評価替実施に向けて事前事業を実施し
ます。

議 会 事 務 局 運 営 事 業 １億7,668万円 議会の意思決定や、委員会の議論を積極的に情報提供できる環
境整備を検討、実施します。
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３月31日㈰から
公共下水道供用開始地域が広がります

公共下水道への接続工事

　公共下水道を使用できる区域に該当した方は、その

区域の使用開始公示日（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（市ホームペー

ジを参照）に依頼し、各家庭で排水設備接続工事を行っ

てください。

　この工事は、市が指定した排水設備指定工事店でな

ければ行うことができません。必ず指定工事店に依頼

してください。見積もりなどご不明な点はお気軽にご

相談ください。

　また、くみ取り式トイレを使用している家庭も、使

用開始公示日から３年以内に水洗トイレに切り替え、

公共下水道への接続をお願いします。

公共下水道の使用料

　公共下水道の使用料金が掛かるのは、排水設備接続

工事が完了し、実際に下水道を使用してからです。

　使用した水道の量を汚水の量とみなし、水道使用料

に応じて水道料金と一緒に２カ月ごとに納めていただ

きます。

　お支払いは、便利な口座振替をご利用ください。

　わたしたちが生活していくうえで、水は絶対欠かせないものです。しかし、わたしたち
が使った水をそのまま川に流すことは、豊かな自然を破壊することになります。
　下水道は、わたしたちが使った水をきれいな水にして自然界に戻し、地球とわたしたち
の生活環境を守る大切な施設です。あなたの家庭でも公共下水道を、ご利用ください。新
たに、深良・佐野・石脇・平松の一部で公共下水道が利用できるようになります。

　最近、公共下水道管が詰まってしまうトラブルが発生しています。衛生的な生活

環境を守るためにも、下記の物は、絶対に流さないように、ご協力をお願いします。

流しやトイレに流さないでください！
●おむつ
●ペットシート

●タバコ
●ガ　ム

●衛生用品
●ビニール

●おもちゃ
●野菜くず

●廃　油
●布　類
� など

排水設備の
維持管理を
お願いします
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伊豆縦貫道

平成 25年度
　公共下水道供用開始区域
　および工事予定区域

　今回供用開始区域
　平成 25年度工事予定区域

　　　　　　� 富沢・桃園地区
　既供用開始区域

水道部　下水道課
995-1835

※工事予定区域は、おおよその目安
であり、工事をする前に対象の方々
に別途説明会のご案内をします。
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市民部　生活環境課
995-1816

狂犬病予防集合注射

■注射を受ける前に
　予防注射の接種の前に愛犬が次のいずれかの項目に
該当する場合は、動物病院で診察を受けてから予防注
射を受けてください。

①�最近、具合の悪いところがある（元気がない・食
欲がない・下痢・おう吐など）

②�１カ月以内にほかの予防注射を受けた
③妊娠中・授乳中
④�今まで狂犬病予防注射を受け、具合が悪くなった

ことがある
⑤現在、病気治療中

■狂犬病予防注射（集合注射）の会場と日程　※�例年と時間が変更になっていますので、
　ご注意ください。　　　　　　　　　　

■持 ち 物
・予防注射通知はがき
・愛犬手帳（または愛犬カード）
・注射料（１匹につき 3,320 円）
※釣り銭がないようにお願いします。

■実施日に注射ができないとき
　集合注射の実施日に注射できない犬は、お近くの動
物病院で受けてください。犬の新規登録は市役所 1 階
の生活環境課で行っています。

■犬をすでに飼っていないとき 
　（死亡・譲渡など）

　速やかに生活環境課に届け出てください。

予防注射は毎年１回、必ず受けましょう

▶飼い犬の新規登録
　生後 91 日以上の犬を飼い始めた日から 30 日
以内に登録をする必要があります。登録には、１
匹につき 3,000 円かかります。
　登録後に、鑑札をお渡しします。鑑札は迷子札
になりますので、必ず首輪に付けてください。

▶次のようなときは、届出が必要です。
１．飼い主が変わったとき
２．飼い犬が行方不明になったとき
３．飼い犬が人をかんだとき
４．飼い犬が死亡したとき
５．その他登録内容に変更があったとき

4/�� 18㈭ 4/�� 21㈰

４月 18 日㈭
二ッ屋集会所 青葉台中公園
9時〜9時15分 9時〜9時20分
富沢公民館 鈴原公民館

9時25分〜9時50分 9時30分〜9時40分
桃園定輪寺 峰下公民館

10時〜10時25分 9時50分〜10時5分
佐野二ふれあい広場 麦塚公民館

10時35分〜10時45分 10時15分〜10時30分
石脇公民館 本茶公民館

10時55分〜11時20分 10時40分〜10時55分
千福公民館 中丸中・下公民館

11時30分〜11時45分 11時〜11時25分
千福が丘中央公園 富士見台公民館
13時15分〜14時 11時35分〜11時50分
御宿上谷集会所 滝頭公民館

14時10分〜14時25分 13時10分〜13時25分
富岡コミセン 公文名東最寄集会所

14時35分〜14時55分 13時35分〜13時50分
葛山中村集会所 市民体育館

15時5分〜15時30分 14時〜14時50分

４月 21 日㈰
上ヶ田公民館 御宿新田コミセン
9時〜9時25分 9時〜9時25分
中里公民館 深良新田公民館

9時35分〜9時50分 9時35分〜9時50分
田場沢公民館 岩波公民館

10時〜10時15分 10時〜10時20分
金沢公民館 上須公民館

10時25分〜10時50分 10時30分〜10時55分
今里本村集会所 深良コミセン
11時〜11時20分 11時5分〜11時30分
下和田集会所 切遠コミセン

11時30分〜12時 11時35分〜11時50分
須山コミセン 南堀集会所

13時20分〜14時 13時15分〜13時40分
田向集会所 町震コミセン

14時10分〜14時25分 13時50分〜14時15分
十里木集会所 久根公民館

14時35分〜15時5分 14時25分〜14時50分
市役所前駐車場
15時〜15時50分
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教育部生涯学習課
992-3800

平成24年度　婦人学級活動報告

＊つるしびな教室（月2回程度）

　つるしびなの作り方を楽しく学びました。

＊男女共同参画リーダー養成教室（6月10日）

　�「地域で支える子育てや介護」をテーマに

講座やグループワークを行いました。

＊婦人スポーツ大会（6月17日）

　�210 人の会員が参加。地区対抗で楽しい中

にも熱戦が繰り広げられました。

＊郷土を知る会（10月21日）

　�来年度、世界文化遺産の登録を目指す「富

士山」を改めて学びました。

　市内の５地区

で は、 年 間 10

回程度の地域に

密着した講座を

企画・実施して

います。内容も

手芸などの作品づくりの講座や視察研修、講

演会や地域行事への参画など様々です。学習

成果は閉講式で発表・展示され、他地区の活

動も参考になりました。

　婦人学級は、女性のための生きがいづくりや仲間づくり、学びの
場として、教育委員会が婦人会に委託して実施しているものです。
平成 24年度は「人の和で豊かな地域を育てよう」をテーマに実施
し、193人が修了しました。１年間の活動を紹介します。
　婦人会では新しい仲間を募集しています。地域の仲間づくりをし
たい、生涯学習に興味を持っているあなた、一緒に活動しませんか？

中央学級

地区学級

　5 地区の学級

生全体を対象に

した教室や研修

会を実施しまし

た。
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Photograph ３月

「富士山国際雪合戦」
� 撮　影／秘書課広報室

　コミュニティフォーラム 2013 が市民文
化センターで開催されました。コミュニ
ティ活動を活発に行っている団体の表彰や、
ミス・ユニバース 2007 の森理世さんによ
る講演「地域と私」が行われました。市内
の団体では、団塊世代による地域活性化を
テーマに活動している特定非営利活動法人
きゃべつくらぶが、コミュニティ活動賞優
秀賞を受賞しました。� （２月２日）

　英語スピーチコンテスト・日本語スピー
チが生涯学習センターで行われました。市
内の中学校から 16 人が英語で、外国人の
方３人が日本語でスピーチをしました。み
んな、身振りを交えたりしながら、堂々と
発表していました。� （２月２日）

　フットサル日本代表で、バルドラール浦安に所属する
藤原潤選手が、東小体育館でフットサル教室を開きまし
た。藤原選手も所属していた裾野東サッカースポーツ少
年団の子どもたちが参加し、ボールの止め方やパスの出
し方から試合まで、さまざまな指導を受けました。藤原
選手がお手本にシュートを決めると、皆その力強さに驚
いていました。� （２月３日）
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Photograph March

　富士山世界文化遺産裾野
市民協議会が市民の皆さん
などから集めた富士山への
メッセージを川勝県知事に
提出しました。協議会の皆
さんが 4,467 人分のメッ

セージが集まったことを報告すると、知事はとても感
激していました。また富士山を大切にする活動を今後
もぜひ続けてほしいと激励の言葉をいただきました。
� （２月 21 日）

　区長感謝状贈呈式が行われました。市
長が各区の代表者に感謝状を渡し、１年
間区長を務めた皆さんにお礼を言いなが
ら握手を交わしました。（２月８日）

　市立鈴木図書館書き初め展・裾野市児童
生徒美術展・アイデア展合同表彰式が生涯
学習センターで行われました。それぞの部
門で受賞した 14 人に、市長が「皆さんの
努力と才能、そして周囲の支えがあって今
回の受賞につながったと思います。これか
らも、いろいろなことに挑戦してください」
と祝いの言葉を贈りました。�（２月 21 日）

　みんなのつどいが生涯学習センターで行われま
した。市内で活動している 23 団体が、展示や制作、
販売で活動の紹介をし、各ブースは多くの人で賑
わいました。� （２月 24 日）

　裾野市防火協会防火標語入選者表彰式が
消防庁舎で行われました。最優秀賞をとっ
た西中学校の中島摩

ま

保
ほ

さんの作品「寝る前
に　火の元確認　もう一度」は、平成 25
年度裾野市防火標語になります。裾野市防
火協会の近藤篤

とく

司
じ

会長は、「最近、標語で
よく確認という言葉が使われます。この言
葉を大事にして、火事を少なくしていきま
しょう」と語りました。� （２月 22 日）

富士山へのメッセージ
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市民部　地域振興課
995-1874

裾野市きれいなまちづくり推進事業
実施団体を募集します

申　請　方　法

　実施団体は、対象となる公共空間を管理する担当課

と協議して、活動区域を定め、裾野市きれいなまちづ

くり活動計画書（様式第１号）を提出していただきます。

計画書の提出があった場合、その内容が適切であると

認められ、実施団体が市の類似する補助制度の適用を

受けていないときは、実施団体と裾野市きれいなまち

づくり活動合意書（様式第２号）を取り交わします。

合意書の項目は次のとおりです。

※申請は、随時受け付けます。

活動合意書

❶活動区域　　❷活動内容

❸市の支援　　❹物品の管理および安全対策など

❺活動に伴う廃棄物の処分

❻活動実績の報告

❼�前各号に掲げるもののほか、事前に取り決めて

おくべき事項

市が活動者へ実施すること

　実施団体の行う環境美化活動に対し、予算の範囲内

において次のとおり実施します。

❶�環境美化活動に必要な備品および消耗品の貸与また

は支給と補助金の交付をします。

❷ボランティア活動保険への加入をします。

❸�広報紙などでの周知および表示板設置の許可をしま

す（企業などの場合、ロゴなどの表示は不可）。

❹�その他、環境美化活動に必要な事項を実施します（協

議を必要とします）。

※�実施団体には、活動区域の面積により右表のとおり

市が購入した備品および消耗品と補助金を交付しま

す。２年目以降は、補助金のみを支給します（補助

金で消耗品・水分補給用飲料および軽食が購入でき

ます）。ただし、貸与する備品の単価は、５万円を

限度とします。

活動区域の面積

300㎡未満 300㎡以上
600㎡未満 600㎡以上

備品および
消耗品の貸与
または支給の

限度額

４ 万円 ８万円 １２ 万円

補助金の限度額 １ 万円 ２万円 ３万円

活動者が行う公共空間の環境美化活動

❶活動区域内の空き缶、吸い殻などの散乱ごみの収集

❷�活動区域内の花壇の設置および草花の育成・維持管理

❸上記のもののほか、環境美化に必要な活動

※�収集した空き缶、吸い殻などの散乱ごみは、分別し別途相談の上処分していただきます。

　市では、市が管理する道路、河川、公園、用地など、市民の皆さ
んにとって身近な公共空間の美化を促進するため、ボランティアに
より継続性をもって行われる環境美化活動を支援します。市民の皆
さんと市が協働して、散乱ごみのないきれいな公共空間をつくるた
めに、環境美化活動に必要な資機材と補助金を提供します。

裾野ウォーキング健康会 なでしこ 1
い い

1 友
とも

上宿区花いっぱいプロジェクト NPO 法人 きゃべつくらぶ
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申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement
難病などの方々が
障がい福祉サービスの
対象になります

　４月に施行される障害者総合支援

法では、障がい者の範囲に難病など

の方々が加わります。対象者は身体

障害者手帳の所持の有無に関わらず、

必要と認められた障害福祉サービス

などの受給が可能となります。詳細

はお問い合わせください。

※�障がい児・者については、障害福

祉サービス、相談支援、補装具お

よび地域生活支援事業

※�障がい児については、障害児通所

支援および障害児入所支援

対象疾患による障がいがある方々

�対象疾患に罹患していることがわ

かる証明書（診断書または特定疾

患医療受給者証など）を持参の上、

障がい福祉課窓口に支給を申請し

てください。

障がい福祉課　995-1820

水道事業審議会

　市水道事業は、平成８年４月１日

の水道料金の改定以来、経営の合理

化を図るための水道料金徴収業務委

託や、コンビニ収納などの新たな取

り組みにより、現行料金を維持して

きました。

　今後、老朽管の布設替や大規模災

害に備えた施設の耐震化事業などを

進めていくにあたり、市水道事業の

健全な財政運営を維持するため、現

在の水道料金の見直しについて水道

事業審議会を設置し諮問しています。

　審議会の概要、議事内容について

は、市ウェブサイトでご覧になれます。

上水道課　995-1890
�http://www.city.susono.shizuoka.
jp/life/line/water-council.php

年金相談の実施

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きのご相談に応じます。

４月 25 日㈭　10 時～ 13 時

市役所１階　相談室

14 人程度（先着順）

事前に電話または窓口で予約して

ください。

４月 11 日㈭

国保年金課　995-1813

固定資産税の閲覧
４月１日㈪～

　８時 30 分～ 17 時 15 分

　※㈯、㈰、㈷は除く

市役所１階　市民税課資産税係

�❶固定資産の所有者とその同居

の家族　　❷納税管理人　❸所

有者からの委任状をお持ちの方

（法人の場合、社印のある委任

状が必要）　❹相続人（相続が

わかる除籍の謄本などが必要）

　❺借地人・借家人（対価を支

払っている方に限る。賃貸契約

書、または対価の領収書が必要）

�自己、または借地・借家してい

る資産の固定資産課税台帳

�１回 300 円（❶～❹の方は４

月１日㈪～ 30 日㈫までは無料）

�身分証明書（運転免許証など）、

印鑑

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
　※㈯、㈰、㈷は除く

市役所１階　市民税課資産税係
�❶土地、または家屋の固定資産
税の納税者とその同居の家族　
❷納税管理人　❸納税者からの
委任状をお持ちの方（法人の場
合、社印のある委任状が必要）
　❹相続人（相続がわかる除籍
の謄本などが必要）
�❶土地価格等縦覧帳簿（所在、地
番、地目、地積、価格）❷家屋
価格等縦覧帳簿（所在、家屋番
号、種類、構造、床面積、価格）

※�縦覧できる資産は、自分の所有
する資産と同じ種類のものに限
ります（例：宅地と宅地）。
無料
�身分証明書（運転免許証など）、
印鑑

市民税課
995-1809

固定資産課税台帳の閲覧と固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

平成 25・26 年度
裾野市小規模契約希望者

登録申請の受付
　市内小規模事業者の受注機会を拡

大するため、平成 21 年度から裾野

市小規模契約希望者登録制度を開始

しました。対象は 50 万円以下の簡

易な工事、修繕、業務委託、物品の

購入です。要領と申請書は総務管財

課で配布、または市ホームページか

らダウンロードできます。

受付期間／３月 18 日㈪～

総務管財課　995-1808

４月１日㈪から平成25年度の課税の
内容を確認できます。
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不動産ギャラリー不動産ギャラリー

教室名 ２歳児教室 ２歳児「キッズ教室」

と き
５ 月～平成 26 年 2 月
原則各月第 2、第 ４㈬
10:00 ～ 11:00

５ 月～平成 26 年 2 月
原則各月第 1、第 ３㈮
10:00 ～ 11:00

ところ 南児童館 北児童館ほか

対 象
市内に在住している、平成22年
４月２日～平成23年４月１日の
間に生まれた子どもとその保護者

市内に在住している、平成22年
４月２日～平成23年４月１日の
間に生まれた子どもとその保護者

定 員 各20組（先着順） 各20組（先着順）

内 容 集団遊び、リトミック、絵本の読
み聞かせ、制作など

体育遊び、リトミック、手遊び、
読み聞かせ、制作、収穫体験など

材料費 年間 1,５00 円 年間 1,800 円
申込期間 ４ 月 1３ 日㈯～ 21 日㈰ ４月 1３ 日㈯～ 21 日㈰
問合せ 南児童館　☎ 99３-1881 北児童館　☎ 997-8４00

２歳児とその保護者が集い、交流を深めながら、成長を促します。

北児童館 ２歳児教室南児童館

お知らせ
Announcement

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年生に進学する際に、祝

金を支給します。必要な申請書は、

子育て支援室、社会福祉協議会、各

支所で配布しますので、期間中に提

出してください。

３月 15 日㈮～４月 5 日㈮

申�請場所／子育て支援室、裾野市社

会福祉協議会

子育て支援室　995-1841
　裾野市社会福祉協議会
　992-5750

学校開放調整会議

　学校体育施設を利用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

※時間はいずれも 19 時～

地区 日程 会場

深良地区 ４月５日㈮ 生涯学習
センター

須山地区 ４月9日㈫ 須山コミセン

西 地 区 ４月10日㈬

生涯学習
センター富岡地区 ４月11日㈭

東 地 区 ４月17日㈬

生涯学習課　992-3800

課　　名 電話番号 取扱業務

市民課 99５-1812

・�戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明書などの発行
および旅券の交付
・出生、転入、転出届などの原則としてすべての事務
＊�旅券の申請・住民基本台帳カードの発行事務はお
取り扱いできません

国
保
年
金
課

国保係 99５-181４

・�国民健康保険の加入・脱退手続、給付申請手続、
非自発的失業に関する国保税軽減申請手続、保険
証の再交付、限度額適用認定証の発行手続
※�国保加入・脱退手続は、加入・脱退連絡票（また
は加入・脱退を証する書類）がない場合はお手続
きができません

年金・
後期高齢者
医療係

99５-181３

【年金】�取得・喪失届、一般免除・学生納付特例など
の受付業務

※�脱退・加入連絡票のない取得・喪失届、裁定請求、
未支給請求、高齢任意加入事務および年金事務所
に照会を要する事務は、お取り扱いできません

【後期�高齢者医療】後期高齢者医療被保険者に係る保
険証再交付・転出入などの資格受付事務、療養
費などの給付受付事務、保険料納付などの相談

子ども教育課
（学校教育課） 99５-1822

・�小中学校児童生徒の転出入に係る事務、市立幼稚
園児転出入に係る事務
・保育園の入園・退園および転園に係る事務

子育て支援室 99５-18４1
・�児童手当の申請および消滅などにかかる事務・医
療費の申請に係る事務
・乳幼児・こども医療費受給者証の申請に係る事務

※他の官公庁に確認が必要な事務は、原則としてお取り扱いできません。

平日・休日窓口開庁
と　き／３月22日㈮・29日㈮　17時 15分～19時
　　　　３月23日㈯・30日㈯　８時30分～17時　
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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　税金・料金

４月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

６日㈯
鈴鹿建設㈱東富士支店

☎ 997-2704

７日㈰
㈲荻田水道工事店

☎ 997-0701

13 日㈯
小川設備工事店

☎ 993-2074

14 日㈰
㈲杉山産業

☎ 992-1131

20 日㈯
山崎設備

☎ 997-6766

21 日㈰
植松水道

☎ 992-4644

27 日㈯
㈲渡辺設備

☎ 992-3034

28 日㈰
一和設備工業

☎ 997-4663

29 日㈷
㈲杉山設備工業

☎ 993-3030

�４月 18日㈭
　�15時〜18時 45分
※１人45分以内でお願いします。
�市役所３階市長室
�４人（先着順）

�電話でお申し込みください。
�４月１日㈪〜16日㈫
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

４月　カレンダー

１日㈪ 消防団辞令交付式・
退団者感謝状贈呈式

３日㈫ 市立保育園入園式

５日㈮ 市立小・中学校
入学式

９日㈫ 市立幼稚園入園式

21日㈰ 環境美化活動
（河川道路等一斉清掃）

人　口　54,024人� （−30人）
　男　　27,559人� （−18人）
　女　　26,465人� （−12人）
世　帯　21,166世帯�（−16世帯）
内、外国人� 704人�331世帯

３月１日現在
データバンク募 集

Recruitment
放課後児童室指導員

　小学校低学年のお子さんを、放課

後や学校の長期休暇にお預かりして

いる放課後児童室では、平成 25 年

４月から勤務していただく指導員を

募集しています。募集している放課

後児童室は、西小学校、富岡第一小

学校です。勤務時間は開室時間中（平

日▶ 13 時～ 18 時、㈯・長期休暇

▶８時～ 18 時）の時間交代制で、

勤務日数や期間、時間については相

談に応じます。詳細は各放課後児童

室にお問い合わせください。

西小学校放課後児童室
　992-5580
　富岡第一小学校放課後児童室
　997-1116

春季囲碁教室

　これから始める方から初心者の方

まで、囲碁のおもしろさを体験して

みませんか。

３月と４月の毎週㈯

　９時 30 分～ 11 時

東西公民館

�小・中学生とその保護者、または

一般女性

�東西公民館にある申込用紙に記入

し、お申し込みください。

東西公民館　992-6677
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平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

４月前期の救急協力医

有

料

広

告

１ 月 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

２ 火 かとう内科医院 946-5562 大岡 東医院 921-5520 高沢町 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

３ 水 境医院 975-8021 竹原 頴川医院 921-5148 高島本町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

4 木 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

5 金 岩渕内科医院 951-4579 添地町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 田中医院 921-2053 高島町

６ 土 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

７ 日

本村クリニック 969-0001 大塚 勝呂医院 962-3083 千本中町

つかだ医院 983-1577 堂庭 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

8 月 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

9 火 やぐち内科・循環器科クリニック 973-3811 伏見 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

10 水 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
　藤井原 松原医院 962-1496 白銀町 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

11 木 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台
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平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
日 曜 内科 外科 小児科

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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

日 曜 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 日
つりた耳鼻咽喉科
クリニック
927-3387

宮前町 関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町 静岡医療センター

975-2000 長沢 牧野歯科医院
988-1184 下長窪

14 日
長谷川耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8733

浅間本町 本多眼科医院931-1519 御幸町 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

12 金 森本神経内科クリニック 976-5221 竹原 西方外科医院 921-1333 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

13 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

14 日

なおきクリニック 929-8555 東椎路 守重医院 931-2511 我入道
　江川

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

鈴木医院 993-0430 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

15 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の
上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分〜翌朝７時
（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

p.15
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

１日㈪、８日㈪、15日㈪、22日㈪
25日㈰（館内整理）、30日㈫

４月の休館日

４月の行事予定
おはなしの会

　６日㈯　14 時〜 00 分　おはなしのへや　　
　13日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

親子おはなし広場
　２日㈫　10 時 30 分〜　展示室　　　　　　

うたとリズムのおはなしの会
　23日㈫　10 時 30 分〜　視聴覚室　　　　　

ファーストブック
　17日㈬　 ９時〜 12 時　展示室　　　　　　
　24日㈬　13時〜 16 時　展示室　　　　　　

今月の一冊
じゅうぞう
かみさまとのおやくそく
　障がいを持って生まれて
きた充蔵は、目も見えない
耳も聞こえない重度の盲ろ

う者。２歳になるのに歩けないし口で話すことも
できない。しかし突然死んでしまった充蔵が、お
姉ちゃんに教えてくれたのです。
　『ぼく、かみさまとおやくそくしたんだ〜』

　『ぬくもりってなんだろう？』
お姉ちゃんの絵と共に繰り広げられる物語。
作：篠原充蔵　絵：篠原環奈
※�この本は自費出版です。お問い合わせは☆充蔵

くんありがとうの会☆まで

本の寄贈のお願い
　図書館は皆さんからの図書の寄贈にも支えられ
ています。特に入手の難しい郷土資料（市や県、
富士山などを題材にしている本）や自費出版され
た本は皆さんからの寄贈が大変貴重な入手方法で
す。これからも市民の皆さんのご協力をお願いし
ます。

新刊紹介 New Release

『おじいさんのしごと』
作：山西ゲンイチ　講談社

『道はみんなのもの』
文：クルーサ　絵：モニカ・ドペルト
さ・え・ら書房

『工場見学！学校にあるもの
 身近なものができるまで』
監修：中村智彦　PHP 研究所

『ちょうちんそで』
著：江國香織　新潮社

『輝天炎上』
著：海堂尊　角川書店

『望郷』
著：湊かなえ　文藝春秋

髙橋　美
み
羽
う

ちゃん
（２歳 11カ月・呼子）

山下　結
ゆう
愛
な

ちゃん
（２歳 10カ月・茶畑）

大竹　美
み
唯
い
菜
な

ちゃん
（２歳９カ月・佐野）

杉山　美
み
月
つき

ちゃん
（２歳 11カ月・佐野）

小田　英
えい
士
じ

くん
（２歳９カ月・稲荷）
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平成25年度の固定資産税・都市計画税
　固定資産税・都市計画税は毎年１月１日現在
の所有者に課税されます。税額は、固定資産評
価基準に基づいて算出された評価額を基に決定
されます。４月中旬に納税通知書を送付します
ので、内容をご確認ください。

第１期の納期限は４月30日㈫
　固定資産税と都市計画税を合算した年税額を一括、
または４期に分けて納めてください。一括の場合は４
月 30 日㈫までに、４期に分ける場合は、各期の納期
限までに所定の金額を納めてください。
　なお、口座振替の場合は、４期に分けて各納期限の
日に引き落とされます。また、固定資産税と都市計画
税を合算した額が年額 3,900 円以下の場合は、平成
25 年４月 30 日㈫までに全額納めてください。

 ◆ 土 地 ◆
 『住宅用地の税額』
　平成 24 年度税制改正で、住宅用地の課税標準の据
置特例措置（負担水準が 80％以上 100％未満の場合、
課税標準額が据え置かれ前年度課税標準額と同額にな

るという特例）が廃止されたため、評価額が下がった
土地でも税額が上昇する場合があります。
　ただし、納税者の負担を考慮し、平成 25 年度までは、
負担水準 90％以上の住宅用地を対象に据置特例が適
用されます。
　なお、非住宅用地（店舗や工場敷地など）の据置特
例は継続されます。

 ◆ 家 屋 ◆
 『新築住宅の減額措置』
　一般住宅は新築後３年間（認定長期優良住宅は５年
間）、３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５年間

（認定長期優良住宅は７年間）、住宅部分のうち住宅１
個につき 120㎡分までの固定資産税額が 1/2 に減額さ
れます。減額が終了すると本来の税額に戻ります。軽
減措置が適用されている場合、課税明細書に軽減され
た税額と終了年度が記載されます。
対象／次のすべての要件を満たす住宅
●専用住宅、併用住宅、共同住宅
※ 併用住宅の場合は、居住部分の面積の割合が 1/2

以上

　専用住宅、併用住宅、共同住宅などが建っている
土地を住宅用地といい、その税負担を軽減するため
特例措置が適用されます。住宅用地には小規模住宅
用地と一般住宅用地があります。

 【小規模住宅用地】
　200㎡以下の住宅用地をいいます。200㎡を超え
る場合は住宅１個あたり 200㎡までの部分をいいま
す。小規模住宅用地の固定資産税の課税標準額は評
価額の 1/6 が上限に、都市計画税の課税標準額は
評価額の 1/3 が上限になります。

 【一般住宅用地】
　小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例え
ば、一戸建住宅の敷地が 300㎡だとすると 200㎡は
小規模住宅用地となり、残り 100㎡が一般住宅用地
となります。一般住宅用地の固定資産税の課税標準
額は評価額の 1/3 が上限に、都市計画税の課税標
準額は評価額の 2/3 が上限になります。

 【住宅用地の範囲】
　居住用の家屋の延床面積の 10 倍までです。

Ｑ　住宅用地の課税標準の特例措置を受けるために
はどうしたらよいですか。
Ａ　住宅用地の課税標準の特例措置を受けるために
は、その土地が居住用の家屋の敷地の用に供されて
いることを申告していただく必要があります。家屋
を新増築したときや、家屋の用途を変更したとき（例
として、事務所を居宅に変更したときなど）は「家
屋用途変更届」と「土地使用状況申告書」に必要事
項を記入して、市民税課（資産税係）に提出してく
ださい。特例措置の対象と思われる場合は、お手数
ですが市民税課（資産税係）にご連絡ください。

Ｑ　どのようなときに届出が必要ですか？
Ａ　次のような場合は、市民税課（資産税係）にご
連絡ください。
●家屋の新築・増築をしたとき
●家屋の取り壊しをしたとき
●家屋の用途を変更したとき
● 登記されていない家屋の売買や相続、贈与などを

したとき

住宅用地の課税標準の
特例措置について
住宅用地の課税標準の
特例措置について
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総務部　市民税課　資産税係
995-1809

　毎年１月１日現在、市内にある土地、家屋、償却資産の
所有者が納める税金です。

　毎年１月１日現在、市内の市街化区域内にあ
る土地、家屋の所有者が納める税金です。

償
却
資
産

●償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
●課税標準額が 150 万円以上の方

▶

家
屋

●登記簿に所有者として登記されている方
●家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
●課税標準額が 20 万円以上の方

▶

土
地

●登記簿に所有者として登記されている方
●土地補充課税台帳に所有者として登録されている方
●課税標準額が 30 万円以上の方

▶

　固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定
めた「固定資産評価基準」を基に決定されます。
原則として評価額が課税標準額になります。し
かし、課税標準の特例措置が適用される住宅用
地や、税負担の調整措置が適用される土地は、
課税標準額が評価額より低く算定されます。

都市計画税の税額

　原則として固定資産の所有者で次のとおりです。
　なお、所有者として登記（登録）されている方が、賦課
期日（１月１日）前に死亡している場合などは、その土地
や家屋を現に所有している方が納税義務者になります。

固定資産税の税額

固定資産税を納める方（納税義務者）

都市計画税額＝課税標準額×税率（0.2％） 固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％）

認定長期優良住宅とは
　「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性の
住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁の認定を受けた住宅で、平成
21 年６月４日から平成 26 年３月 31 日までの間に新築された住宅です。

都市計画税 固定資産税

●�床面積（併用住宅の場合は、居住部分の面積）が
50～280㎡

※ 一戸建て以外の貸家住宅の場合は、住宅１個あたり
の面積が 40 ～ 280㎡
 『家屋の税額が上がる方』
　次の方は今年度から新築住宅の減額措置の適用がな
くなり、本来の税額になるため、税額が上がります。
❶ 平成21年１月２日～平成22年１月１日に減額の対象

となる一般住宅を新築した方
❷ 平成19年１月２日～平成20年１月１日に減額の対象

となる３階建て以上の中高層耐火住宅を新築した方

 ◆ 償却資産 ◆
　会社や個人で工場・商店などを経営している方や、
駐車場・アパートなどを所有し、貸し付けている方が、
その事業のために用いている構築物・機械・車両・備
品などの固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同
じように固定資産税が課税されます。
　毎年 1 月 1 日現在の償却資産の所有状況を申告し
てください。

 「償却資産の例」
資産の
種　類 内　　容

構築物
駐車場のアスファルト舗装、フェンス・
門等の外構工事、植込工事、物置、自転
車置場、屋外看板

機械及び
装置 工作機械、印刷機械、各種産業用機械

車輛及び
運搬具

大型特殊自動車に該当するブルドーザー、
クレーン車、フォークリフト

工具器具
及び備品

事務机、陳列ケース、パソコン、
集合郵便受け、テレビ、エアコン

※ ここに掲げた資産は一例であり、上記以外にも償却
資産となるものがあります。

※ 自動車税、軽自動車税が課税される資産やソフト
ウェアや特許権などの無形の固定資産は償却資産か
らは除かれます。

 「申告の方法」
　資産台帳や工事見積書などから、償却資産として申
告すべき資産を確認のうえ、毎年１月末までに「償却
資産申告書」を提出してください。
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予防接種 一覧

　４種混合は、ジフテリア・百日せき・破傷風・不活

化ポリオのワクチンです。三種混合は、ジフテリア・

百日せき・破傷風のワクチンです。十分な免疫をつけ

るために、１期初回（全３回）と追加の接種と、また、

免疫を持続させるため、ジフテリア・破傷風の二種混

合ワクチンを受けてください。

　結核の予防接種です。

※ これまでに接種券を送付した方でも、１歳になる日

の前日まで接種が可能です。

　ＭＲ混合は、麻しん（はしか）・風しんのワクチン

です。接種回数は２回で、１～２歳の１年間の第１期

と年長児に相当する１年間の第２期に受けます。

　予防接種とは、対象となる病気の菌やウイルスなどを用いてワクチンを作り、それを体内
にいれることによってその病気に対する抵抗力（免疫）をつくることをいいます。これによ
り、その対象の病気にかかることを防いだり、その病気にかかってしまったとしても、軽い
症状ですむ場合が多くなります。
　子どもを病気から守るための予防接種を正しく理解し、予防接種を安全に受けましょう。

種類 通知時期
ＢＣＧ 生後２カ月になる月の月末

種類 通知時期

ＭＲ混合
１期 11 カ月になる月の月末

２期 年長児に相当する子に
４月初旬に一斉通知

種類 通知時期

４種混合
１期初回
（全３回） 生後２カ月になる月の月末

１期追加 １歳５カ月になる月の月末
三種混合 １期追加 １歳５カ月になる月の月末
二種混合 11歳になる前月の月末

● 20 歳未満の方が転入したとき
▶ 保護者の方は、母子健康手帳をお持ちになり、健康

推進課にお越しください。未接種のものにつきまし

ては、必要な接種券を当日交付します。

● 転出したとき
▶ 裾野市の接種券は、ご利用できなくなります。転出

先の市区町村で再交付を受けてください。

● 指定医療機関以外で接種したいとき
▶ ２市２町（沼津市・裾野市・長泉町・清水町）以外

の医療機関で接種を希望される場合は、手続きが必

要になります。健康推進課にお問い合わせください。

「定期予防接種」の概要
ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ（４種混合・三種混合・二種混合）

Ｂ Ｃ Ｇ

麻しん風しん混合（ＭＲ混合）

　糖尿病を含む生活習慣病の食事療法の知

識を学び、疾病予防・治療に役立てるため

の調理実習をします。

※ これまで無料で開催していましたが、４

月開催の講習会から参加費 500 円が必

要になります。

毎月第３㈮　９時30分～12時　※８月は休講

生涯学習センター２階　調理実習室

講師／裾野赤十字病院　管理栄養士

糖尿病の治療を受けている方、一般市民　ほか

１回につき 500 円

裾野赤十字病院　992-0008

糖
尿
病
料
理
講
習
会
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健康福祉部　健康推進課
992-5711

　日本脳炎は、１期の初回接種２回と初回接種終了後

おおむね１年を経過した時期に追加接種１回の計３回

の接種で基礎免疫がつきます。

　季節性インフルエンザの予防接種です。接種日にお

いて 65 歳以上の方が対象です。

　接種日において、60 歳以上 65 歳未満の方で、腎臓、

心臓、呼吸器、免疫等の機能により、日常生活がほと

んど不可能な程度の障がいのある方（身体障害者手帳

１級と同程度）で、接種を希望される場合には、申請

により接種が可能です。

※平成 18 年４月２日～平成 24 年７月 31 日生まれの

方で、初回単独不活化ポリオワクチン接種券を送付し

たお子さんには、接種券を送付します。

　子宮頸がん予防ワクチンは、平成25年度から定期予

防接種となります。平成12年４月２日～平成13年４月

１日生まれの女子に接種券を送付します。平成９年４

月２日～平成12年４月１日生まれの女子で接種を希望

される場合には、接種券を発行しますので、母子健康

　ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチンは、平成25年

度から定期予防接種となります。平成25年２月以降に

生まれた方には接種券を送付します。平成25年１月以

前に生まれた５歳未満（５歳の誕生日前日）のお子さ

んで接種を希望される場合には、接種券を発行します

ので、母子健康手帳と印鑑を持参のうえ、健康推進課

窓口へお越しください。

　予防接種の詳細については、通知書に同封されている説明書と母子健康手帳交付時に発行
している「予防接種と子どもの健康」をよくお読みになり、接種をしてください。
　近年、予防接種法の一部改正により変更点が多々あります。ご不明な点などがありました
ら、かかりつけの主治医に相談していただくか健康推進課窓口までお問い合わせください。

種類 通知時期
１期初回（２回） ３歳になる前月の月末
１期追加 ４歳になる前月の月末

種類 通知時期
季節性インフルエンザ
（65歳以上） 9月末頃〜（予定）

種類 通知時期
単独不活化ポリオ
ワクチン追加 平成25年９月〜12月

種類 通知時期
子宮頸がん予防ワクチン ４月初旬に一斉通知

種類 通知時期

ヒブワク
チン

初回
（全３回） 生後１カ月になる月の月末

追加 10カ月になる月の月末

種類 通知時期

肺炎球菌
ワクチン

初回
（全３回） 生後１カ月になる月の月末

追加 11カ月になる月の月末

日 本 脳 炎

季節性インフルエンザ（65歳以上）

単独不活化ポリオワクチン

子宮頸がん予防ワクチン

ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン

　平成７年３月生まれ以降の方で日本脳炎予防接種を

受けていないお子さんについて、接種を希望される場

合には接種券を発行しますので、母子健康手帳と印鑑

を持って健康推進課窓口へお越しください。

手帳と印鑑を持参のうえ、健康推進課窓口へお越しく

ださい。
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平成24年度　裾野市市民意識調査

１．調査の目的
　平成24年度の裾野市民の市政に対する認識や要望、
市民生活に関する意識を調査し、諸施策推進のための
基礎資料を得ることを目的としています。
２．調査対象
　本調査は、20歳以上の市民から無作為に抽出した
1,000人を対象に実施しました。

　市民意識調査は総合計画へのチェックなどの
ほか、行政施策推進のため幅広く利用されます。

　市民意識調査報告書全編をご希望の場合は、市役
所３階企画政策課、１階情報公開コーナー、各支所、
図書館、市公式ウェブサイトからご覧ください。
●市公式ウェブサイト・統計情報
　http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/si/

　市民意識調査は、市民の皆さまの市政に対する
認識や希望、市民生活に関する意識を調査し、諸
施策推進のための基礎使用を得ることを目的に、
平成16年から毎年実施しています。
　市民の皆さまの、市総合計画施策の進行度合い
への評価や、各種の事務事業を実施するにあたっ
ての認識を調査するなどし、その結果はさまざま
な分野で幅広く利用されます。

現状の評価基準 重要度の評価基準
項　　目 点数 項　　目 点数

満足 ２点 とても重要 ２点
まあ満足 １点 重要 １点
どちらともいえない ０点 それほどでもない ０点
やや不満 －１点
不満 －２点

３．調査期間
　平成24年９月12日に発送し、平成24年９月30日を投
函締切としました。
４．調査方法
　郵送配布、郵送回収（留置記入方式）
５．回収状況
配付数 有効回収数 有効回収率（昨年度調査）
1,000票 612票 61.2％（51.4％）

　現状の評価と重要度を右表に示すよう
に点数化し、その程度を分析しました。

❶お住まいの周辺環境について

質�問　お住まいの周辺環境についてどの程度満足
していますか。近隣市町の公共施設や商業施設、
医療機関などの利用しやすさなども含めてお答
えください。またそのことは重要であると思い
ますか。

◆ 満足度では「身近にすんでいる外国人とのトラブル
の少なさ」が最も高く 0.50 ポイントです。

◆ 重要度では「必要な時に適切な医療が受けられる環
境」が最も高く 1.59 ポイントです。

◆ 現状の満足度と重要度の差が大きいのは「鉄道やバ
スの便利さ」「道路網の便利さや快適さと歩道の整
備状況」となっています。

■満足度＆重要度ベスト３
満　　足　　度 重　　要　　度

順位 事　業　名 得点 順位 事　業　名 得点

１� 身近にすんでいる外国人とのトラブル
の少なさ 0.50 １� 必要な時に適切な医療が

受けられる環境 1.59

２ 必要な時に適切な医療が
受けられる環境 0.43 ２� 地震災害に強いまちづくり 1.52

３ 不安のない消防体制と
緊急体制の充実 0.32 ３� 犯罪のおきにくい安心な

まちづくり 1.51

■ 調査概要

■ 調査結果
（１）満足度・重要度について
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企画部　企画政策課
995-1804

❷裾野市の取り組みについて

質�問　市が行っている取り組みについて、あなた
はどの程度満足していますか。また、その取り
組みは重要であると思いますか。

❸市の政策に関する満足度について

質�問　市の政策全体について、どのように感じて
いますか。

◆ 「満足している」と「まあ満足している」をあわせ
た割合は 26.5％、「やや不満である」と「不満である」
をあわせた割合は 20.6％で、不満よりも満足がや

◆ 「豊かで良質な水道水の確保」の取り組みが満足度、
重要度ともに最もポイントが高くなっています。

や高い状況です。
◆ 満足度は平成 23 年対比１割以上増えたものの、平

成 20 年度から平成 22 年度までと比較すると１割
前後低くなっています。

◆ 不満度は平成 23 年対比やや減少しています。ここ
５年間は２割前後で推移しています。

※点数差＝�満足度－重要度：満足度と重要度の点数差を求めることで、満足度が低く、重要度が高い、今後の
重点課題として検討が必要なものを数値化したもの。

■満足度＆重要度ベスト３
満　　足　　度 重　　要　　度

順位 事　業　名 得点 順位 事　業　名 得点

１� 豊かで良質な水道水の確保 0.53 １� 豊かで良質な水道水の確保 1.45

２ リサイクルやごみの減量化等の環境に
配慮した取り組み 0.19 ２� 安心して子育てができる環境の充実 1.42

３ 安心して子育てができる環境の充実 0.12 ３� 小・中学校の「学力の育成」や「人間
の育成」についての取り組み 1.40

■満足度が低く重要度が高い項目（今後、重点課題の検討が必要）

順位 事　業　名 満足度 重要度 点数差（※）
１� 鉄道やバスの便利さ -0.84 1.17 -2.01
２ 道路網の便利さや快適さと歩道の整備状況 -0.48 1.27 -1.75
３ 地震災害に強いまちづくり -0.13 1.52 -1.65

■満足度が低く重要度が高い項目（今後、重点課題の検討が必要）

順位 事　業　名 満足度 重要度 点数差（※）
１� 市の「予算の使い方」や「対応の早さ」など、行政の効率化 -0.31 1.29 -1.60
２ 市内の土地利用のバランスの良さ -0.48 1.08 -1.56
３ 小・中学校の「学力の育成」や「人間の育成」についての取組 -0.01 1.40 -1.41

4.7
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山林づくりに間伐を

健康な森林は間伐から
　市内全体の面積の約 63％が森林で、そのうちの人

工林が 69％あり、伐採期に達している森林が増えて

きています。

　このままにしておくと、木が密集して風通しや日当

たりが悪くなり、わずかな降雨などにより土砂が流出

しやすくなり、災害などの危険が高まるほか、木が更

に細く弱々しくなって雪や風による倒木被害を受けや

すくなるなど、様々な問題が生じます。

　このようなことから、水資源の確保や土砂流出の防

止など森林のもつ様々な公益的機能を十分に発揮させ

るためには、間伐は必要不可欠なものです。

 

利用間伐の取り組み
　これまでの間伐は、不良木を伐採し、伐採木を森林

内に捨て置く「伐り捨て間伐」が主流でした。間伐し

た木を出荷するのに手間が掛かり、搬出コストが高く

なってしまうからです。

　最近、県内各地で利用間伐の取り組みが進んでいま

す。高性能林業機械の導入、効率性が高い伐採方法、

林内路網の整備などにより、低コストで伐採木を搬出

できるようにし、今まで捨てられていた木材資源を有

効に利用しながら間伐を行うことが始められています。

間伐作業には、 
裾野市森林組合のご利用を

　市では、市内在住もしくは市内に本社機能のある法

人で、市内に山林（地域森林計画に則した山林（※））

を所有している場合を対象に、無料で間伐を行います

ので、裾野市森林組合にお申し込みください。

　なお、市外に住所がある方や法人が所有する山林は、

本来の間伐費用の 25％の負担で、実施する事が可能

です。

　間伐についてのご相談、お申し込みは森林組合まで

お問い合わせください。なお、宅地造成済地内におけ

る山林については対象外となります。

※ 地域森林計画に則した山林とは……県が発行してい

る森林計画図に登載されている山林のこと

裾野市森林組合　993-5757

森林の所有者届出制度が�
� スタートしています。

　平成 23 年４月の森林改正法により、平成 24

年４月以降、森林土地の所有者となった方は市町

長への事後届け出が義務付けられました。

届�出対象者／個人・法人を問わず、売買や相続な

どにより森林の土地を新たに取得した方は、面

積に関わらず届け出をしなければなりません。

届�出期間／土地の所有者となった日から 90 日以

内に取得した土地のある市町の長に届出してく

ださい。

　間伐は、森林の質や病虫害・風水害などの被害
を防ぐために必要です。人手不足や技術面などの
理由から、間伐できない方に代わり、森林組合が
間伐を行います。山林（地域森林計画に則した山
林（※））を所有している皆さん、ぜひご利用く
ださい。

農林振興課
995-1824

県森林計画課
054-221-2666

p.8

広報すその　平成25年４月１日号



山林づくりに間伐を 市職員の人事異動 総務部　人事課
995-1806

■ 部長級
企画部長▶土屋一彦〔市民部長〕消防本部出向消防長
▶眞田良政〔教育部長〕教育委員会出向教育部長▶高
村寿彦〔議会事務局長〕市民部長兼防災監▶勝又修〔総
務部参事兼市民税課長〕議会事務局出向議会事務局長
▶勝又達也〔企画部参事兼企画政策課長〕

■ 次長級
企画部参事兼秘書課長▶中西章夫〔市民部参事兼生活
環境課長兼美化センター所長〕市民部参事兼生活環境
課長兼美化センター所長▶井口健一〔建設部参事兼都
市計画課長〕市民部参事兼防災交通課長▶芹澤茂晴〔消
防本部参事兼消防総務課長〕市民部参事兼防災交通課
危機管理調整監（平成26年３月31日まで）▶大内敏夫

〔市民部参事兼防災交通課危機管理調整監〕消防本部
出向消防本部参事兼消防総務課長▶柏木信博〔水道部
参事兼上水道課長〕監査委員事務局出向参事監査委員
事務局長▶加藤一郎〔市民部参事兼防災交通課長〕健
康福祉部参事兼国保年金課長▶青山勉〔健康福祉部国
保年金課長〕産業部参事兼渉外課長▶鈴木正次〔産業
部渉外課長〕建設部参事兼建設管理課長▶蜂屋和幸〔建
設部建設管理課長〕建設部参事兼区画整理課長▶芹澤
謙二〔建設部区画整理課長〕参事会計管理者兼出納課
長▶勝又正幸〔企画部秘書課長〕教育部参事兼教育総
務課長兼学校給食センター所長▶中村治仁〔教育部教
育総務課長兼学校給食センター所長〕教育部参事兼子
ども教育課長▶米山茂樹〔教育部子ども教育課長〕

■ 課長級
建設部都市計画課長▶永田幸也〔健康福祉部介護保険
課長〕企画部企画政策課長（裾野市土地開発公社事務
局長）▶小林浩文〔企画部企画政策課行革推進室長〕
総務部市民税課長▶酒井保〔総務部市民税課副参事兼
係長〕総務部検査監▶杉山康雄〔総務部検査監〕市民
部地域振興課富岡支所長▶中村章秀〔市民部地域振興
課富岡支所長〕健康福祉部介護保険課長▶水口清治〔市
民部生活環境課副参事兼美化センター副所長〕産業部
農林振興課長▶杉山和利〔産業部農林振興課長心得〕
水道部上水道課長▶平野佳正〔水道部上水道課副参事
兼係長〕消防本部予防課長▶西島昇〔消防本部予防課
副参事〕消防署長▶勝又貴男〔消防署副参事〕消防署
副署長▶加藤義廣〔消防署副参事兼茶畑分遣所長〕消
防署副署長▶渡邉嘉政〔消防署副参事兼副署長〕

■ 副参事級
市民部生活環境課副参事兼美化センター副所長▶大森
敏正〔市民部生活環境課副参事兼係長〕建設部建設管
理課副参事兼係長▶日吉信好〔水道部下水道課副参事
兼係長〕建設部建設課副参事兼係長▶細井茂美〔建設
部区画整理課副参事兼係長〕水道部出向水道部上水道
課副参事兼係長▶小野了〔建設部建設管理課副参事兼
係長〕消防署副参事兼係長▶杉本公明〔消防署副参事
兼須山分遣所副所長〕企画部企画政策課副参事兼係長
兼庁内横断次世代創造チーム統括官▶勝俣善久〔市民
部地域振興課主幹兼係長〕総務部人事課副参事兼係長
▶石井敦〔総務部人事課主幹兼係長〕市民部生活環境
課副参事兼係長▶伊藤裕康〔市民部生活環境課主幹兼
係長〕水道部出向水道部下水道課副参事兼係長▶丹野
宏康〔建設部建設課主幹兼係長〕消防署副参事兼係長
▶柏木晴義〔消防署主幹兼係長〕

■ 課長補佐級
健康福祉部社会福祉課主幹兼係長▶眞田俊彦〔企画部
企画政策課主幹兼係長〕水道部下水道課主幹兼係長▶
高草泉〔水道部上水道課主幹兼係長〕消防署須山分遣
所主幹兼係長▶斉藤立巳〔消防署茶畑分遣所主幹兼係
長〕消防署茶畑分遣所主幹兼係長▶入倉一弥〔消防署
主幹兼係長〕教育委員会いずみ幼稚園長▶安藤清子〔教
育委員会富岡第二幼稚園長〕教育委員会深良幼稚園長
▶廣瀬恵子〔教育委員会須山幼稚園長〕教育委員会東
保育園長▶湯山みどり〔教育委員会深良保育園長心得〕
教育委員会西保育園長▶中川みつ子〔教育委員会西保
育園長心得〕企画部秘書課主幹兼係長▶河合正彦〔健
康福祉部健康推進課係長〕企画部企画政策課行革推進
室長▶福士元紹〔建設部建設管理課係長〕企画部財政課
主幹兼係長▶髙梨恭〔企画部財政課係長〕総務部管理
納税課主幹兼係長▶笠間健男〔総務部管理納税課係長〕
総務部市民税課主幹兼係長▶渡邊圭一郎〔企画部財政
課係長〕健康福祉部国保年金課主幹兼係長▶加藤忠彦

〔建設部都市計画課係長〕産業部農林振興課主幹兼係
長▶鈴木敬盛〔産業部農林振興課係長〕建設部建設管
理課主幹兼係長▶芹澤泰広〔建設部建設管理課係長〕
教育部教育総務課主幹兼係長▶鈴木則和〔教育部教育
総務課係長〕教育委員会富岡第二幼稚園長▶杉本さち
よ〔教育委員会西幼稚園教頭代理〕教育委員会須山幼
稚園長▶山田光代〔教育委員会いずみ幼稚園教頭代理〕
教育委員会富岡保育園長▶勝又由紀子〔教育委員会西
保育園長代理〕議会事務局主幹兼係長▶秋山慶次〔議
会事務局係長〕
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お知らせ
Announcement

国保高齢受給者証新規交付会

　５月１日㈬から次の方が対象とな

り、次のとおり受給者証を交付します。

 ４月25日㈭　９時45分～11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 18 年４月２日～５月１日に

生まれた方

通知／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。

 国保年金課　995-1814

老人クラブが始める
「地域の絆」推進運動と

愛称「シニアクラブ」の創設

　静岡県老人クラブ連合会（シニア

クラブ静岡県）は、県内の老人クラ

ブに呼びかけ、地域諸団体との「連

携と協働」をテーマに「地域の絆」

推進運動を実施し、クラブの愛称と

して“シニアクラブ”を創設しまし

た。地域住民に開かれたクラブ運営

を通じて、みなさまに親しまれ、愛

されるクラブづくりを目指します。

　これまで、一般的には“老人クラ

ブ”が総称として使われてきました

が、本年４月から“シニアクラブ”

をご使用いただくよう、ご理解とご

協力をお願いします。

 社会福祉課　995-1819

市指定給水装置工事
事業者の追加

　新たに１事業者が追加されました。

２月 25 日指定

㈲鈴木設備

〒 418-0114　富士宮市下条 73

☎ 0544-58-0641

 上水道課　995-1833

裾野市活動支援センター
うぐいす

　うぐいすでは障がい児（者）の方

が、生活していく上で困ったり、回

復して将来就労を希望されている利

用者に対して、自立した日常生活ま

たは社会生活を営むことができるよ

う、援助や訓練を提供いたします。

毎月楽しいプログラムや精神保健福

祉士による相談日を設けております。

 ●身体障害者手帳の交付を受けて

いる方●療育手帳の交付を受けて

いる方●精神障害保健福祉手帳の

交付を受けている方●自立支援医

療受給者証の交付を受けている方

●難病患者●市長が特に支援を必

要と認めた方

利�用方法／登録制をとっており、利

用契約の締結をします。見学▶体
験利用▶登録票記入▶利用開始
 １日 100 円、または年間 1,200 円、

参加料（プログラムに参加される

場合別途費用がかかる場合がござ

います）

 ㈫～㈯　９時～ 16 時

 うぐいす　993-1455

４月11日は
児童扶養手当の支給日

　児童扶養手当は、18 歳に到達す

る日以後の最初の３月 31 日までの

児童がいる母子・父子家庭などに支

給されます。

※ すべての母子・父子家庭に支給さ

れるものではありません。また、

支給を受けるには認定請求書の提

出が必要です。

※ 必要な各種届出をしていない場合

は支払いを差止めすることがあり

ます。

支給日／原則として４月、８月、12

月の11日（各前月分までの４カ月分）

 子育て支援室　995-1841

震災がれきの
� 受け入れが終了
　東日本大震災の被災地の復興支援
として裾野市が実施してきた、岩手
県山田町の震災がれきの受け入れが
終了しました。受け入れた震災がれ
きは角材や柱材をチップ状にしたも
ので、３月７日㈭に最後の受け入れ

を行い、10月18日から開始した本格
受け入れの総計は79.92トンとなり
ました。市民の皆さまのご理解、ご
協力に心より感謝いたします。

■震災がれきの本格受け入れに関するデータ（裾野市の一般ごみと混焼）

項　目 内　容 基準値
受け入れた震災がれきの量 14回　79.92トン
震災がれきの放射能濃度 不検出〜4.9Bq/kg 100Bq/kg以下
主灰の放射能濃度 不検出〜７Bq/kg 8000Bq/kg以下
飛灰の放射能濃度 16Bq/kg〜112Bq/kg 8000Bq/kg以下
排ガスの放射能濃度 すべて不検出 X/20＋Y/30＝１以下
最終処分場放流水の放射能濃度 すべて不検出 X/60＋Y/90＝１以下

※ Ｘ＝セシウム 134 濃度　Ｙ＝セシ

ウム 137 濃度

※ 不検出は各項目の検出下限値以下

の場合を言います。

※ 結果は２月測定分までを反映。

※ 詳細は市のホームページをご覧く

ださい。

 生活環境課　995-1816
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申込・申込方法　 問合せ先　 対象　 内容　 日時　 会場　 参加費・使用料など　 定員　 持ち物
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX

お知らせ
Announcement

自立支援医療（育成医療）
事業の実施

　18 歳未満の身体障がいのある者

に対して、障がいに係る医療を行わ

ない時は将来において障がいを残す

と認められ、および確実な治療効果

を期待できる状態のものに対して医

療費などの給付を行います。

 18歳未満の児童で下記の障がいを

有するもの（身体障害者手帳を持っ

ていない方も対象となる）❶視覚

障害によるもの❷聴覚、平衡感覚

の障害によるもの❸音声機能、言

語機能、またはそしゃく機能の障

害によるもの❹肢体不自由による

もの❺心臓、腎臓、呼吸器、ぼう

こうもしくは直腸、小腸または肝

臓の機能の障害によるもの❻先天

性の内臓の機能の障害によるもの

（❺に掲げるものを除く）❼ヒト免

疫不全ウイルスによる免疫の機能

の障害によるもの

医療給付と自己負担金／医療費の１

割を医療機関窓口で自己負担します。

（所得状況により、１カ月の自己負

担額は上限額までとなります。）

　なお、自己負担金の一部は、乳幼

児医療、こども医療、母子医療の助

成対象となりますので、受給者証を

お持ちの方は子育て支援室までご相

談ください。

 障がい福祉課　995-1820
　子育て支援室　995-1841

未熟児養育医療費給付事業

　４月１日から未熟児養育医療の申

請窓口が県から市に変わります。身

体の発育が未熟なまま出生した乳児

が指定医療機関に入院して治療を行

う必要がある場合に、その治療に必要

な医療費の一部を支給する制度です。

 出生時体重2,000g以下または生活

力が特に薄弱なお子様で、指定療

育医療機関が養育を必要と認めた

場合

必�要書類など／●養育医療意見書

（医師作成）●前年分所得税証明

（家族全員）※治療開始日が１月～

　裾野市まもメールは、家族や住
民の安全を守るために配信する緊
急情報メールです。

１．配信情報
　以下５つの情報のうち、受信を

希望する情報を選択することがで

きます。

❶不審者情報
　市内で発生した不審者情報

❷犯罪情報
　空き巣や忍び込み、振り込め詐

欺、凶悪犯罪などの情報

❸行方不明者情報
　市民や近隣市町民で、行方不明

者の捜索情報

❹自然災害緊急情報
　台風、水害、地震、光化学オキ

シダントなどの情報

❺J-ALERT情報
　緊急地震速報、地震情報、火山

情報、気象情報

※  J-ALERT 情報は緊急性が高い

情報であるため、夜間にメール

が届くこともあります。

２．登録方法
❶�携帯電話でのＱＲコード
　読み取り機能がある場合は、下

記のＱＲコードを読み取り、表示

されたあて先に空メールを送信し

てください。またＱＲコード読み

取り機能がない携帯電話やパソコ

ン の 場 合、cfm@io.dataeast.jp の

アドレスを入力

し、題名を c-su 

sono と入力後、

メールを送信し

てください。

 ※ ＱＲコードは、デンソーウェーブの
登録商標です。

❷�メール送信後、登録案内メール
が届きます。

　内容を確認の上、指示に従って

詳細を登録してください。

❸�登録完了メールを受信したら登
録完了です。

６月末までは前々年分●保険証●

未熟児養育医療申請書●世帯調書

　なお、未熟児養育医療は家族全員

の所得税に応じた自己負担金を市に

支払うことになっていますが、この

負担金は全額が乳幼児医療費助成の

対象となり、未熟児養育医療と同時

に乳幼児医療費助成の申請をするこ

とで、負担金を納める必要がなくな

ります。

 子育て支援室　995-1841

登録のお願い
地域振興課　995-1874

裾野市 まもメール（緊急情報配信メール）

p.11

広報すその　平成25年４月１日号



有

料

広

告

不動産ギャラリー不動産ギャラリー

お知らせ
Announcement

第２回富士山すそのパノラマ
ロード菜の花＆桜まつり

４月 13 日㈯～５月６日㈪

※ 花の咲き具合によっては、早めに

終了する場合があります。

オ�ープニングイベント／４月13日㈯

および14日㈰　※小雨決行、雨天

中止●オープニングセレモニー▶

11時～11時30分

 パノラマ遊花の里（梅の里、ヘル

シーパーク入口）

 ●軽食等の販売ブース●地元の農

産物などの即売●ステージイベン

ト●ジャンボふわふわ●バルーン

アート

 裾野市観光協会　992-5005
　商工観光課　995-1825
　農林振興課　995-1823

募 集
Recruitment

手話教室

　この講習会は、御殿場・裾野・小

山の広域で開催する「厚生労働省手

話奉仕員講座（基礎課程）」に対応

した手話教室です。

 ５月14日㈫～11月19日㈫　毎週㈫ 

全30回　19時～21時（内８月25日

㈰必須３講義があります）ただし、

８月13日㈫はお休みです。

 御殿場市民交流センターふじざく

ら　会議室（御殿場市萩原 988−1）

 手話奉仕員養成講座（入門課程）

修了者または手話サークル会員３

年以上の活動者

 20 名（先着順）

 1,480 円（テキスト代）

 電話または直接、障がい福祉課へ

お申し込みください

�995-1820
受�付／４月１日㈪～　受付時間９時

～ 17 時　※㈯㈰㈷除く

幼児をもつ母親学級

５月９日～７月11日の毎週㈭

　（計10回）　９時30分～11時30分

 生涯学習センター

 市内に在住している、幼児（１歳

から３歳）をもつ母親

 20 人（先着順）

 子育てについての講話・実習、学

級生同士の意見や情報の交換

 無料　託児あり（無料）

 ４月 29 日㈪まで

 生涯学習課　992-3800

子育てセミナー

 ５月 22 日～７月 10 日の原則毎

週㈬（計８回）ただし、６月４日・

18 日・７月２日は㈫　９時 30 分

～ 11 時 30 分

 生涯学習センター

 子どもの発育過程を知り、子ども

とのコミュニケーションのとり方

や、社会性を育むための親のかか

わり方などを学びます。

 市内に在住している、小・中学生

の子どもを持つ保護者

 20 人（先着順）

講師／小川文
ふみ

子
こ

さん

 ４月 29 日㈪

 生涯学習課　992-3800

ソフトミニバレーボール
大会・スーパーデッド

ボール大会

 ５月 19 日㈰　９時～

 市民体育館

 市内に在住している方、または通

勤・通学している方

大�会種目／●第15回ソフトミニバレ
ーボール大会女子の部・混合の部
▶１チーム４～６人●第16回スー
パーデッドボール大会▶１チーム

７人

 １チーム 500 円

 市民体育館窓口にある所定の申し

込み用紙でお申し込みください。

 ５月５日㈰厳守

 市民体育館　993-0303
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4月の健康コーナー 健康福祉部　健康推進課
992-5711

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 8・15・22日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

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 12日㈮13時～13時30分25日㈭18時～18時30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
相談を希望される方

成人食事健康相談 ８日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 26日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望される方

事業名
日・受付時間
対象者

６カ月児
育児教室

９日㈫９時～９時15分
平成24年10月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

16日㈫13時15分～13時45分
平成23年10月生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈬９時～９時15分
平成23年４月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

11日㈭午後
平成22年10月生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭13時～13時30分
平成22年４月生まれの方

来院時のお願い

● 急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
● 救急での診療は一次救急の範囲内ですので、検査投

薬も必要最小限となります。
● 疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま

すのでご了承ください。 992-0008

エイズ検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
４月２日㈫ 17時～ 19時 45分
４月９日㈫ ９時～ 11時 30分
４月16日㈫ 13時～ 15時 30分
４月24日㈬ ９時～ 11時 30分

C型肝炎検査＋B型肝炎検査
日（曜日） 時　間
４月９日㈫ ９時～ 11時 30分
４月24日㈬ ９時～ 11時 30分

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。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

内科 外科 内科 外科 整形 内科

7 8 9 10 11 12 13

内科 内科 内科 内科 外科 整形 内科

14 15 16 17 18 19 20

外科 外科 内科 内科 整形 整形 外科

21 22 23 24 25 26 27

整形 内科 内科 内科 外科 内科 内科

28 29 30

内科 内科 内科

裾野赤十字病院夜間救急

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

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

有

料

広

告
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４月後期の救急協力医
平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

16 火 大沢医院 931-1019 御幸町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 田中医院 921-2053 高島町

17 水 林医院 931-1120 住吉町 白石医院 951-4593 市道町 原小児科医院 962-0636 八幡町

18 木 杉山医院 972-3223 伏見 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

19 金 花メディカルクリニック 987-9145 下土狩 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

20 土 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

21 日

望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

きくちクリニック 989-5788 桜堤 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 東医院 921-5520 高沢町

22 月 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

23 火 清水館医院 993-2323 茶畑 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

24 水 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

25 木 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

26 金 おおい神経内科 922-8886 北高島町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 田中医院 921-2053 高島町

27 土 きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場
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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。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター

926-8699

内科・外科・小児科の
上記時間以外（急患）はこちらへ

20時30分～翌朝７時
（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

972-0711

内科・外科・小児科
平　日：18時～22時
土曜日：14時～21時
日祝日： ９時～21時

日 曜 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

21 日
たかひろ
耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100

宮島 木村眼科
967-4611 原 聖隷沼津病院

952-1000 松下 室伏歯科医院
992-2439 公文名

28 日
芹沢耳鼻咽喉科
クリニック
993-8000

茶畑 静岡医療センター
975-2000 長沢

小島レディース
クリニック
952-1133

大岡 瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

29 月 三島中央病院
971-4133 緑町 中ノ森眼科

921-3217 緑ヶ丘
前川産婦人科
クリニック
999-0300

下長窪 杉沢歯科医院
975-4618 柿田

28 日

柿田川医院 973-3601 柿田 西方外科医院 921-1333 共栄町

今井医院 921-3211 五月町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

岡クリニック 995-1188 二ツ屋 遠藤クリニック 975-8801 久米田

29 月

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

杉山病院 963-4114 錦町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 五十嵐クリニック 934-6700 志下

30 火 おぐち医院 992-6611 深良 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松
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富士の裾野を彩る
富士山資料館 993-9300
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働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります市民憲章 :

須山浅間神社（国指定史跡）
　須山浅間神社は集落とは沢を隔てた地に鎮座し、
祭神は木

この

花
はな

開
さく

耶
や

姫
ひめ

尊
みこと

です。
　慶長３年（1598）の社

しゃ

伝
でん

旧
きゅう

記
き

によると、第12代景
けい

行
こう

天
てん

皇
のう

（110）の時代、皇子の日
やまとたけるのみこと

本武尊が蝦
え

夷
ぞ

征
せい

伐
ばつ

のとき、この地を訪れ浅間神社を創
そう

起
き

し、更に欽
きん

明
めい

天
てん

皇
のう

13年（552）に蘇
そ

我
がの

稲
いな

目
め

が再興したとあります。
　その後何度か修理があり、平成 24 年度に大修
理が行われました。
　須山浅間神社は、室町・江戸時代を通して富士
山信仰の拠点となり、江戸時代、御

ご

縁
えん

年
ねん

の年には
多くの登山者で賑わったようです。

サルトリイバラ（猿捕茨）サルトリイバラ科

新緑の中では目立たない花
　普段は気づかれにくい植物ですが、冬になると
赤い実が目立つようになります。日本各地の、日
が当たる水はけのよい場所に分布しています。強
いトゲのある茎を節ごとにジグザグに曲げ他の植
物にからみつく、ツル性植物です。藪のようになっ
たところにサルが追い込まれると動けなくなるこ
とから「猿捕り茨」という名がつけられました。
根茎は薬用に使われ、地方によっては、葉は柏餅
を包むのに使われます。秋に赤く熟した果実は生
花にも使われます。

　年々巧妙化する悪質商法や振り込め詐欺の被害

で、大切な生活の糧である年金を奪われる方が増

加しています。いきいき座は、悪質業者の被害に

遭わないよう、業者の手口や身を守るための知識

を学びながら、座員ばかりでなく他の方々にもそ

のことを知ってもらいたいと思って活動している

団体です。

４月の休館日／１日㈪・
8日㈪・15日㈪・22日㈪・30日㈫

啓発劇団「いきいき座」

　活動内容は、老人会役員会合や消費生活展など

での寸劇の披露、消費者センターと協力して講義

と寸劇も行っています。活動日には、身近に起き

た悪質商法の被害を話し合い演目を決めます。演

目は、台本担当者に仕上げてもらい、座員みんな

で更に工夫しながら寸劇の稽古を行います。

　少人数の会合などにもお伺いしますので、お気

軽にお申し込みください。時間は 15 分程度です。

また、一緒に活動していただける仲間を随時募集

していますので、よろしくお願いします。

【ＤＡＴＡ】
会　員／９人

対　象／どなたでも

活�動日／毎月第１・第３㈭ 

９時30分～11時30分

活動場所／生涯学習センター

年会費／ 1,000 円

問合せ／芹沢　☎ 992-0123

※御縁年：60
年に１度来る
庚申の年
※「須山地区
の文化財めぐ
り」から

新しくなった拝殿
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