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市議会３月定例会

裾野市新型インフルエンザ等 
対策本部条例の制定

　新型インフルエンザ等特別措置法の施行に伴い、新

型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときに設置

する対策本部に関し必要な事項を定めるため、新たに

条例を制定しました。

裾野市景観条例の制定

　落ち着きと統一感のある景観の形成と景観計画を推

進するために、必要な事項を定めるため本条例を制定

しました。

裾野市証人等に対する 
実費弁償に関する条例の一部の改正

　地方自治法の一部改正に伴い、本会議における公聴

会の参加者と招致された参考人が実費弁償の対象に加

えられたため、本条例の一部を改正しました。

地域主権改革一括法の施行に伴い 
新たに制定された条例

●�裾野市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術

的基準を定める条例

●�裾野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例

●�裾野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例

●�裾野市が管理する市道の構造の技術的基準等を定め

る条例

地域主権改革一括法の施行に伴い、 
一部改正された条例

●裾野市営住宅条例

●裾野市都市公園条例

市議会３月定例会が２月 26日㈫～３月 27日㈬まで行われ、予算９件、
報告案件１件、条例案件 21件、補正予算８件など、合わせて 42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 25年度の予
算は４～７ページで紹介します。
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一般会計補正予算（第６回）

　既定の予算総額に１億 2,700 万円を追加し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ 192 億 1,500 万円としました。

繰越明許費は、裾野東工事用道路（新東名側道）用地

取得事業など 25 件を計上しました。

　歳出の補正の主な内容は、自立支援給付費、各種が

ん検診委託料、社会資本整備総合交付金事業費、裾野

駅周辺整備費などの増額、在宅福祉費、集会所建設事

業費、民生安定施設道路整備事業費、平松深良線街路

費、市民文化センター音響設備改修工事費などの国、

県の補助金確定や事業費の確定による減額です。

　歳入の補正の内容は、市税である法人市民税、市た

ばこ税などの増額、地方交付税、国庫支出金、県支出

金、繰越金などの増額、地方特例交付金、財産収入、

財政調整基金繰入金などの減額です。

国民健康保険特別会計補正予算（第４回）

　既定の予算総額に１億 6,161 万 4,000 円を追加し、

歳入歳出予算総額をそれぞれ 52 億 2,933 万 5,000 円

としました。

特別会計補正予算（第１回） 
後期高齢者医療事業

　既定の予算総額に 1,343 万 4,000 円を追加し、歳入

歳出予算総額をそれぞれ４億 2,293 万 4,000 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 150 万円を減額し、歳入歳出

予算総額を 26 億 6,953 万 6,000 円としました。

特別会計補正予算（第１回） 
十里木高原簡易水道

　既定の予算総額から 1,791 万 6,000 円を減額し、歳

入歳出予算総額を 8,208 万 4,000 円としました。

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 5,800 万円を減額し、歳入歳出

予算総額を10億4,349万円としました。繰越明許費は、

管路築造工事（第５工区）を計上しました。

一般会計補正予算（第７回）

　既定の予算総額に 900 万円を追加し、歳入歳出予

算総額をそれぞれ 192 億 2,400 万円としました。

　主な内訳は、国の緊急経済対策を柱とする補正予算

を活用し、歳入で教育費国庫補助金 408 万円を受け、

小中学校に理科教育備品を購入する目的で、816 万円

を増額補正しました。また、年度内に事業執行するこ

とが困難なため繰り越しました。

　また、予算総額を 100 万円単位に調整するため、

予備費 84 万円を増額しました。

下水道事業特別会計補正予算 ( 第４回 )

　建設事業費のうち、公共下水道事業費における工事

請負費の確定に伴い、1,230 万円を繰り越しました。

繰り越しの内容は、工事請負費１件です。

　財源内訳は、国庫支出金 600 万円、地方債 540 万円、

一般財源 90 万円です。

　この歳入歳出は、平成 24 年度社会資本整備総合交

付金の内定を平成 25 年２月 26 日に受け、２月 28 日

に交付申請を行いました。このため、年度内竣工は困

難であることから、繰り越しました。

補 正 予 算

消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する 
条例の一部の改正

　消防団員の報酬額について、近隣市町との均衡を考

慮して、本条例の一部を改正しました。

静岡県市町総合事務組合を組織する 
地方公共団体の数の減少と規約の変更

　組合構成団体の一部が脱退するため、本規約の一部

を変更しました。

駿豆学園管理組合規約の一部の変更

　関係する法律の施行に伴い、本規約の一部を変更し

ました。
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平成25年度　予算概要
　将来を見据えながら事業の緊急度や重要度を考慮した「将来展望型」予算
になりました。

平成 25 年度予算
予 算 総 額 300 億 5,014 万円

（平成 24 年度　289 億 1,245 万円）

一 般 会 計 193 億 4,300 万円
（平成 24 年度　186 億 2,800 万円）

＊当初予算前年度対比
平成25年度予算 平成24年度予算

一 般 会 計 193億4,300万円 186億2,800万円
水道事業会計 12億8,400万円 11億9,800万円
特 別 会 計 94億2,314万円 90億8,645万円
合 計 300億5,014万円 289億1,245万円

＊平成 25 年度　　水道事業会計
収　入 支　出

収 益 的 7億9,200万円 7億9,100万円
資 本 的 4,514万円 4億9,300万円

＊平成 25 年度　　土地開発公社会計
収　入 支　出

収 益 的 0.5 万円 55万円
資 本 的 1,359万円 1,375万円

歳入
市 税 98億3,523万円 50.8%
国 庫 支 出 金 24億5,490万円 12.7%
繰 入 金 16億   679万円 8.3%
市 債 14億8,840万円 7.7%
諸 収 入 12億5,340万円 6.5%
県 支 出 金 7億9,203万円 4.1%
そ の ほ か 19億1,225万円 9.9%

歳出
民 生 費 45億2,772万円 23.4%
土 木 費 32億3,485万円 16.7%
衛 生 費 25億9,703万円 13.4%
教 育 費 22億2,908万円 11.5%
総 務 費 20億9,760万円 10.8%
公 債 費 20億2,266万円 10.5%
そ の ほ か 26億3,406万円 13.7%

一般会計予算

平成25年度　会計別予算

一般会計予算
193億 4,300万円

特別会計予算
94億2,314万円

水道事業会計予算
12億8,400万円

一般会計予算
193億 4,300万円

特別会計予算
94億2,314万円

水道事業会計予算
12億8,400万円

歳出総額　193億 4,300万円

民生費

土木費

衛生費教育費

総務費

公債費

そのほか

歳出

歳入総額　193億 4,300万円

市税

国庫支出金

繰入金

市債

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 運 営 事 業 指定管理者に委託することにより効率的な管理運営を図る 26,340

筋 力 向 上
ト レ ー ニ ン グ 事 業 認知動作型トレーニングマシン等による中高年者の筋力向上を図る 9,194

将 す そ の 健 康 
マ イ レ ー ジ 事 業

「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
供する 500

妊 婦 健 康 診 査 事 業 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する 48,823

各 種 が ん 検 診 事 業 早期発見、早期治療に向けて、成人各種がん検診を実施する 182,174

母 子 健 康 診 査 事 業 健康診査の費用の一部助成をすることで、妊婦や乳児の保健管理の向上を図
る 59,080

予 防 接 種 事 業 定期予防接種と任意予防接種を実施する 189,709

社 会 福 祉 協 議 会
補 助 金 事 業 社会福祉法に基づき設置された社会福祉協議会の運営費を補助する 17,517

敬 老 会 事 業 高齢者を敬い励ますことを目的に敬老会を開催する 31,812

高齢者医療費助成事業 高齢者の医療費自己負担の一部を助成する 26,554

障 害 者 （児）
介 護 給 付 事 業

在宅での入浴などの介護、外出への支援や、施設での介護・訓練等にかかる
サービスを提供する 278,720

将 発達障害児通園施設 
建 設 補 助 事 業

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する 8,322

新 自 立 支 援 医 療 
（育成医療）助成事業 18歳未満の身体障がい者などに対して医療費を助成する 2,354

新 子 ども・子育て支援 
事 業 計 画 策 定 事 業

子ども・子育て支援法に基づき、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する 4,000

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 97,622

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 143,135

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※区分について　新新規事業、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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平成25年度　予算概要 
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
将 小・中学校老朽化施設 
改 修 事 業

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
どについて検討する 6,000

新 小中学校屋内運動場 
屋 根 改 修 事 業 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う 15,000

新 不 登校・問題行動等 
対 策 事 業

スクールソーシャルワーカーを２人配置し、市内の教育現場の抱える諸問題
（問題行動など）の改善を図る 2,520

新 十 里 木 キ ャ ン プ 場 
給 水 管 布 設 替 事 業 十里木キャンプ場内の老朽化した埋設給水管を布設替する 1,900

新 市民体育館改修事業 市民体育館耐震補強工事に向けて各種調査などを行う 18,858

新 須 山 浅 間 神 社 
保 存 整 備 事 業 文化財を保護するため、須山浅間神社境内に放水銃を整備する 2,100

新 市 民 文 化 セ ン タ ー 
施 設 設 備 事 業 市民文化センター北側の柳端橋付け替えに伴い、駐車場などを整備する 10,800

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 市 民 活 動 セ ン タ ー 
運 営 事 業

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し運営する 4,098

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を行う 3,000

新 須 山 支 所 改 修 事 業 須山支所の雨漏りなどの補修を行う 15,000

新 戸籍副本データ管理 
シ ス テ ム 構 築 事 業

遠隔地に所在する法務省所管の戸籍副本データ管理センターを利用し、災害
時のデータ消失に備える 1,523

新 事業所等太陽光発電シ
ステム設置費補助事業

従来の住宅用補助に加え、新たに事業所・地区集会所等への設置費を助成す
る 2,000

新 F U J I S ANシステム 
整 備 事 業

県の災害時気象・地震等情報提供システムの変更に伴い、代替パソコンを導
入し災害時の円滑な情報収集を図る 518

将 ２市１町消防通信指令
施 設 整 備 運 用 事 業

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する 50,000

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
新 公 文 名 用 排 水 路 
改 修 事 業 公文名堤の入り口付近の老朽化した水路を改修する 13,854

新 森林情報システムGISマッ
プ・航空写真導入事業 森林区域の適正管理を図るため、GISマップ・航空写真を導入する 770

新 東 富 士 演 習 場 内 
洪水調節池管理事業 東富士演習場内洪水調節池の除草などの管理業務を行う 5,510

将 都 市 計 画 マ ス タ ー 
プ ラ ン 策 定 事 業

区域区分や用途地域の見直しも視野に入れて、第4次総合計画と整合性の取
れた計画として策定する 5,500

将 宅 地 分 譲 補 助 事 業 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する 20,000

将 西地区道路整備計画 
策 定 事 業

西地区内の市街化の促進、緊急車両の通行路確保などを図るため、道路整備
計画をH24・25年の２カ年で策定する 6,200

将 市 道 2 - 2 9 号 線 
整 備 事 業 国道246号線と県道沼津小山線を繋ぐ幹線市道2-29号線の整備を行う 234,810

将 千福大橋耐震化事業 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る 46,100

将 市 道 1 - 2 3 号 線 
整 備 事 業

市街化の促進と通学児童の安全を確保するため、東小学校東側道路を整備す
る 37,370

将 市 道 2 - 1 8 号 線 
道 路 整 備 事 業 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する 244,920

将 市 道 1 - 4 号 線 
交 差 点 改 良 事 業 県道仙石原新田線と市道1-4号線の交差点改良事業を実施する 32,500

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

p.6

広報すその　平成25年４月15日号



平成25年度　予算概要 
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

将 企 業 立 地 推 進 事 業 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する 25,000

将 特 別 政 策 資 金 
利 子 補 給 事 業

県の特別政策資金融資制度を活用して、市内での企業や新分野への挑戦を目
指す中小企業者を支援するため、利子補給を行う 850

将 中 小 企 業 経 営 
革 新 支 援 事 業

新技術や新サービスの開発、提供などに挑戦する中小企業者で経営革新計画
の承認などを受けた場合に、試作品製造費や販路開拓費などを助成する 2,200

将 住宅建設等促進事業 定住人口の増加と地域経済の振興を図るため、住宅の新築などに対する助成
を行う 25,000

新 深 良 柏 木 田・ 西 原 
耕 地 圃

ほじょう

場 整 備 事 業 県営による深良柏木田・西原地区の耕地圃
ほじょう

場整備を行う 5,000

新 鳥獣被害防止総合対策
事 業 費 交 付 金 事 業 鳥獣被害防止対策に要する経費を助成する 1,200

将 特産物奨励助成事業 あしたか山麓裾野そばの特産化と遊休農地の解消を推進するため、そばの栽
培に対して助成する 1,500

将 「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

裾野市のPRと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する 4,500

将 シティプロモーション
推 進 事 業 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る 1,500

将 パ ノ ラ マ ロ ー ド 
観 光 振 興 推 進 事 業

市民協働により遊休農地を花畑として整備し、観光イベントなどにより交流
人口の増加を図る 2,400

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
新 庁舎横断職員プロジェ
クトチーム活動事業

市政運営の中長期的な課題に取り組むため、庁内横断プロジェクトチームに
より調査研究を行う 1,400

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を安定稼動させるシステムの維持管理
と更新を行う 110,563

新 裾野市地番図整備事業 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る 10,000

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。 176,675

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

　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（390,700 千円）の使用状況 平成 25 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 893,168 41.4% 881,900 11,268

平松深良線
街 路 費 155,000 7.2% 113,150 41,850

都市計画事業
公 債 費 176,731 8.2% 0 176,731

下水道事業
特 別 会 計 933,658 43.2% 444,829 488,829

合 計 2,158,557 100.0% 1,439,879 718,678

＊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） 234,200 円 食費（人件費） 84,900 円
雑収入
（使用料など） 46,400 円 医療費

（扶助費） 61,100 円
預金の取崩し
（繰入金） 38,200 円 光熱水費・通

信費（物件費） 128,700 円
親からの仕送り
（国・県支出金など） 106,300 円

家の増改築など
（投資的経費） 86,100 円

ローン借入れ
（市債） 35,400 円 子どもへの仕送り

（特別会計への繰出金） 30,500 円

貯蓄（積立金など） 21,000 円
ローン返済
（公債費） 48,200�円

合　計 460,500 円 合　計 460,500 円

　平成 25 年度一般会計予算を 3,500 分の１にして、
年収が約 552 万 6,000 円（月収約 46 万 500 円）の
家庭に置き換えてみると、下の表のようになります。
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『すその健康マイレージ』を始めます！
この機会に『マイル』と『健康』を手に入れましょう

対　象　者

参 加 方 法

定 員

裾野市民で 18 歳以上の方

（平成 25 年４月１日時点）
1,000 人（先着順）

⒈　参加者受付（４月15日～５月31日）
　�　健康マイレージ事業に参加を希望する方は、

申請書と引き換えに「健康マイレージカード」

を発行します。

　参加申請場所／健康推進課（石脇 524-1）

社会福祉課、深良支所

富岡支所、須山支所

　※�ただし、障がい福祉課、介護保険課、国保年

金課の窓口でも発行できます。

⒉�　マイルを貯める
　（５月１日～平成26年２月28日）
　�　マイレージ事業に登録している教室や相談・

健診・ボランティアなどに参加した際、あらか

じめ決められたマイルを付与します。

★以下の場合は参加受付時にマイルを加算します
①70歳以上の方の参加
　▶２マイル
②�同居家族２人以上の参加
　▶それぞれの方に２マイル
③�グループ（職場、友人、サークル仲間など）
　５人以上の参加
　▶それぞれの方に２マイル
　※②③は、同時申し込みに限る。

　※�ただし①～③を併用する場合は最高３マイル

までとなります。

★カードに15マイル貯まれば達成となります。

⒊　達成者受付
　（11月１日～平成26年３月７日）
　�　マイルが全て貯まった「健康マイレージカー

ド」と引き換えに、施設割引券（障がい者就労

支援カフェ「グリーンカフェ花麒麟」またはヘ

ルシーパーク裾野の250円分割引券２枚）と「ふ

じのくに健康いきいきカード」を発行します。

　達成受付場所／健康推進課（石脇 524-1）

社会福祉課

⒋　割引券使用（達成受付日から半年間）
　�　使用可能期間にグリーンカフェ花麒麟または

ヘルシーパーク裾野に割引券を提出して利用し

てください。

⒌�　ふじのくに健康いきいきカード使用
　（達成受付日から１年間）
　�　使用可能期間に協力店舗でカードを提示する

と、店舗ごとに決められた特典を受けることが

できます。

すその健康マイレージとは

　生涯にわたって健康的に過ごすためには、健康的な食生活・運
動習慣・定期的な検診・積極的な社会参加の要素が大切です。す
その健康マイレージはその４つの要素を取り入れた事業に参加し
自分の健康づくりに役立てながらマイルを貯めていくものです。
15マイル貯めると特典があります。
　まずはマイレージカード発行の申請からスタートしましょう！

p.8

広報すその　平成25年４月15日号



健康福祉部　健康推進課
992－ 5711

『マイル』を貯めるチャンスはこちら　※例は一部になります

■定期的な健康チェックでマイルをゲット

特定健康診査・後期高齢健康診査

成 人 健 康 診 査（ が ん 検 診 ）

成 人 歯 周 疾 患 検 診

■子育てをしているママもマイルをゲット

妊 婦 歯 科 疾 患 検 診 1歳6カ月児・3歳児健康診査

6 カ 月 児 育 児 教 室 歯 や 口 の 健 康 相 談

2 歳 6 カ 月 児 歯 科 教 室

■ボランティア活動でマイルをゲット　※下記ボランティア団体などに登録している方が対象

地 域 保 健 委 員 運 動 ボ ラ ン テ ィ ア 裾野こころのボランティアの会

裾 野 市 健 康 づ く り
食 生 活 推 進 協 議 会 すみれ会（地域保健委員OB会） 介 護 予 防 ボ ラ ン テ ィ ア

8 0 2 0 推 進 員 結 核 予 防 婦 人 会

あらかじめ指定した活動ごとに1マイル。最高3マイルまで

■講座やイベントなどに参加してマイルをゲット

なんでも積み立て健康づくり 筋力向上トレーニング教室 夏 休 み 手 話 教 室

す そ の 33 プ ロ グ ラ ム 禁 煙 教 室 ガ イ ド ヘ ル パ ー 養 成 講 座

輝 く か ら だ づ く り 講 座 ヘ ル ス メ イ ト セ ミ ナ ー 脳 い き い き 教 室

初 心 者 の た め の 体 操 教 室 高 齢 受 給 者 証 交 付 会 ふ れ あ い サ ロ ン

事業主の皆さんへ

「ふじのくに健康いきいきカード」協力店に登録しませんか
　「ふじのくに健康いきいきカード」を提示したときに優待を受けら

れる事業所（店舗）を募集しています。

　協力店への登録を希望する方は健康推進課へご連絡ください。

15マイルを貯めた達成者には2つの特典があります！

施設割引券500円分（250円分２枚）
を進呈
①②どちらかを選択できます。

　①ヘルシーパーク裾野割引券

　②�グリーンカフェ花麒
き

麟
りん

（市役所隣）

割引券

ふじのくに健康いきいきカードを進呈
　カードを県内の協力店で提示すると

優待を受けることができます。

特典１ 特典２
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2013 全国餃子サミット＆
� 第４回全国餃子祭り　
in 富士山すその実行委員会
992-0057（裾野市商工会）

全国のご当地餃子が裾野市に大集合！全国のご当地餃子が裾野市に大集合！

　裾野市で餃子祭りの全国大会が開催されます。たくさんの関連イベントも企画中です。皆さんのご来場をお

待ちしています。

　11 月２日㈯には、餃子サミットが開催されます。
前回の開催市だった福島市から裾野市に、金色のフラ
イパンが手渡されました。
　金色のフライパンは、５月 31 日㈮まで、市役所玄
関に展示しています。ただし、４月 27 日㈯〜 29 日
㈪と５月３日㈮〜５月６日㈪は展示しません。
※ 11 月２日㈯は、餃子の販売はありません。

と　き／11月３日㈰～4日㈪

ところ／市役所駐車場、小柄沢公園とその周辺

http://www.2013gyouza.com/

　ご当地餃子は日本中に数あれど、それを一度に味
わえる機会はめったにありません。全国餃子サミッ
ト＆全国餃子祭りはまさにそんな夢のようなイベン
ト。全国から、ご当地餃子によるまちおこし団体の

　すその水ギョーザも参加した前回福島大会では、多
くの人で賑わいました。今大会もすその水ギョーザ国
のほか、浜松餃子国、宇都宮餃子国、ふくしま餃子国
など、G11 と呼ばれるたくさんの全国餃子サミット
加盟国が出店予定です。

裾野市には富士山と餃子がある

全国餃子祭りとは？
代表「餃子国首脳」が、一同に集結します。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。
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富士山ネットワーク
会議からのお知らせ
富士山ネットワーク
会議からのお知らせ

富士山

裾野市
富士市

富士宮市

小山町

御殿場市

山中湖
山中湖村

富士吉田市鳴沢村
富士河口湖町

河口湖
精進湖 西湖

本栖湖

UTMFコース全図および静岡県内各市町エイドステーション（AS）設置場所／各イベント情報

ようこそ「すばしり」へ！
地元食材によるおもてなし

「すやまうどん」、「すその水
ギョーザ」の“すそのブランド”
でおもてなし

ハーフコース（STY）のスタート！

富士市／富士山こどもの国（STYのスタート地点）

コース最大規模のAS　富士市の名産品でお出迎え！
富士市のご当地グルメ「富士山ひらら」や、パワーみ
なぎる富士のしずく「富士のお茶」の提供
開設時間／４月 26日㈮ 22:00～27 日㈯ 昼

開会式、ご当地グルメ「富士つけナポリタン」の販売
開設時間／４月26日㈮ 10:00～15:00
スタート時刻／４月26日㈮ 13:00　

裾野市／水ヶ塚公園

足湯のサービスや、地元の
餅米を使った雑煮、汁粉、
磯辺焼きを提供

小山町／道の駅「すばしり」

開設時間／
　４月26日㈮　14:00～
 　　  　　　　27日㈯ 夜

御殿場市／御殿場口太郎坊

御殿場名物でおもてなし！

開設時間／４月26日㈮　14:00
～17:00・27日㈯　0:00～夕方

「御殿場みくりやそば」、
おにぎり、御殿場こだわり
推奨品のスイーツを提供

「すそのブランド」でお出迎え！

開設時間／
　４月26日㈮ 13:00～17:00

26日㈮ 23:00～
　　　　　　　 27日㈯ 夕方

富士宮市／西富士中学校

おもてなしボランティア
による選手のお出迎え！
　「富士宮やきそば」や汁粉、
　甘酒など、あったか～い食
　べ物のおもてなし
開設時間／
　４月 26日㈮  21:00～
 　　  　　　　27 日㈯  朝

約55km地点

豪華景品をゲットしよう!!

【昨年との変更点】
UTMFコースは左回り、STY
のスタート時刻はUTMF
より前（大会初日）になり
ました

約96km地点

★STYスタート地点★

忍野村

UTMF
STY

※詳しくは、大会当日
　のスタンプ対象AS
　（７カ所）で発表。UTMF公式ウェブサイト　http://www.ultratrailmtfuji.com

約89km地点

約79km地点

約105km地点

スタート

ゴール

AS
7

AS
3

AS
4

AS
5

AS
6

富士山一周グルメ
スタンプラリーを開催！

ご当地グルメを食べて、
スタンプを集めよう！

富士山のすばらしさを世界へ発信！
ウルトラトレイル・マウントフジ（ＵＴＭＦ）2013
� が開催されます　

★「ウルトラトレイル・マウントフジ」とは
　富士山の周囲を一周、登山道、林道などを人力のみ
で走り、歩き続けるトレイルランニングの世界大会で
す。昨年盛大に初開催され、UTMF とハーフコース
の STY 合わせて約８割のランナーが完走しました。
★世界遺産登録に向けて富士山を世界に発信
　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、世界文化遺産登録に向けて、富士山のすばら
しさを世界に広く伝えていく絶好の機会でもあります。
国内外から約 2,000 人の選手と応援者が参加します。
ぜひ皆さん応援に行きましょう！
★富士山ネットワーク会議の市町がコースに
　静岡県側のコースは、富士市、裾野市、富士宮市、
御殿場市、小山町の富士山ネットワーク会議加盟の市

町を通過します。
　選手が休憩などをす
る各市町のエイドス
テーション（以下 AS）
では、さまざまなイベ
ントや選手へのおもて
なしが行われます。

2013 年  大会開催内容

●UTMF
と　　き／４月 26 日㈮ 15 時スタート 　
距　　離／約 161 キロメートル（約 100 マイル） 
時間制限／ 46 時間
参加人数／約 1,000 人 
スタート＆�ゴール／河口湖八木崎公園
●STY（Shizuoka�To�Yamanashi）
と　　き／４月 26 日㈮ 13 時スタート 
距　　離／約 84 キロメートル（UTMF のハーフ）
時間制限／ 24 時間
参加人数／約 1,000 人 
スタート／富士山こどもの国（富士市） 
ゴ ー ル／河口湖八木崎公園
※参加選手の申し込みは終了しています。

問合せ／生涯学習課

992-3800 992-4047

開 催 日 ４月26㈮〜28日㈰

昨年のスタートの様子
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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

土地家屋
調査士会
（森田）�
☎998-0922

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 火曜日 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
生 活 環 境 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
などに関すること 消費生活セン

ター�
☎995-1854

多 重 債 務 相 談 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 10：00～13：00
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25年度 裾野市の定期相談一覧
※�相談日と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相談が中
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）

9：00～10：30�
※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１～２回 13：30～15：00
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・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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Photograph ３月

「菜の花と富士山」� 撮　影／秘書課広報室

　ゆうあいプラザ祭が、ゆうあいプラザ（生涯学

習センター）で行われました。１階には展示コー

ナーがあり、２階では各種団体による販売や茶道

の御手前が、３階学習ホールでは様々な演技が披

露されました。� （３月３日）

　裾野警察署新庁舎が報道公開されました。裾

野市と長泉町を管轄する同署は、４月１日に開

署され、業務を行っています。� （３月６日）

p. 14p.14
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Photograph March

　ふるさと芸術展が富士山資料館で、３月

２日から４月７日まで行われました。一般

募集した富士山を題材にした絵画、絵手紙、

パッチワークなどが展示され、多くの方が

訪れました。� （３月８日）

　第 12 回富士山梅まつりが、梅の里で行われ

ました。猟友会によるシカなべのチャリティ配

布や、恒例の梅の種飛ばし大会などが催され、

来場者が参加していました。� （３月 23 日）
　高校生お笑いライブが、西中学校体育館

で行われました。出演者の高校生「アンサ

ンブル」は、観客 100 人の前で、２人の

解散ライブを行いました。� （３月 23 日）

　市議会による災害避難訓練が、行われま

した。議員の皆さんは有事に備え、避難ルー

トの確認や議場内人員の誘導訓練をしまし

た。� （３月 26 日）

　静岡県交通安全協会裾野地区支部設立総会が、

裾野警察署４階講堂で行われました。規約や役員

の選任、事業計画や収支予算のことなどが話し合

われました。� （３月 29 日）
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お知らせ
Announcement

はり・灸・マッサージの
助成

　１回の治療で 1,000 円割引される

助成券を、年間５枚交付します。

※�医療保険で受診している分は対象

になりません。

�市内に住んでいる４月１日現在で

70 歳以上の方

�社会福祉課、各支所までお申し込

みください。

印鑑

助成券が使える治療院 電話番号

命
めい

泉
せん

堂
どう

鍼
しん

灸
きゅう

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

灸
きゅう

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

　４月１日から５月 31 日までの２

カ月、県内全域で春の農作業安全運

動が実施しています。

　平成22年の農作業中の死亡事故は、

全国で398件と、過去10年間横ばい

の状態で、県内でも前年とほぼ同数

の９人の方が亡くなっています。

　農作業事故の多くが、農業機械の

誤操作や、ほ場での転倒・転落といっ

た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。

基本的な注意事項を確認し、事故を

なくしましょう。

�農林振興課　995-1823

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。

�５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。

�５月９日㈭

�国保年金課　995-1813

ふるさと富士山
ナイスアングル写真展

　一般の皆さんから募集した、静岡

県側から見た個性あふれる富士山の

写真を展示します。

４月 20 日㈯～６月 30 日㈰

富士山資料館特別展示室

期�間中の休館日／４月22日㈪、30日㈫、

５月７日㈫、13日㈪、20日㈪、27日㈪、

６月３日㈪、10日㈪、17日㈪、24日㈪

入�館料／大人200円、小・中学生100円

富士山資料館　998-1325

　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

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
（※）5,880 労働時間８時間

315 生葉手摘み１㎏あたり
※機械借り上げ料＋賃金（消費税を含む金額）

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

平成25年度　裾野市農雇賃金

路線バス・高速バスのダイヤ改正

http://www.fujikyu.co.jp/citybus/

富士急コールセンター　929-1144
■高速バス

富士急シティバス株式会社　921-5367
■路線バス

市内を運行している富士急バスの路線バスと高速バスのダイ
ヤ改正が行われました。

p.16

広報すその　平成25年４月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

募 集
Recruitment

エキストラ養成講座

　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ぶこ

とができる講座です。

５月 12 日㈰

とき ところ
10：00～
12：00 小山町総合文化会館

13：30～
15：30 御殿場市玉穂支所

17：00～
19：00

生涯学習センター２階
学習室

講�師／アイリンク㈱代表取締役　岩

田雄
ゆうすけ

介さん　ほか

�映画、テレビなどのエキストラ出

演に興味のある方

※�小学生以下は、保護者同伴のもと

見学可能です。

�50 人（先着順）

�ロケーション御殿場　横山
　090-7430-8766
　商工観光課　995-1825

静岡県東部ふれあい体験塾
黒部の大自然で

 宝物をみつけよう！

　静岡県東部ふれあい体験塾は、県

東部の３市２町が合同で行う体験活

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、自立と協働の精神

を養い、「生きる力」を身につけます。

非日常な生活の中で自分を磨いてみ

ませんか？

�８月５日㈪～10日㈯　※このほか

に事前研修、事後研修があります。

�富山県立山町ほか

�市内に住んでいる中学生

�７人（裾野市枠）

　※申込多数の場合は抽選

35,000 円

�市内の中学校または生涯学習課に

ある申込用紙に必要事項を記入し、

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 17 日㈮

�生涯学習課　992-3800

ふるさと創生文化事業の
補助金の交付団体

�市内に活動拠点があり、市内全域を

対象として活動し、次に掲げる文化

活動をする団体

❶地域の文化活動

❷伝統芸能の保護活動

❸文化芸術の創作活動

❹文化遺産の啓発活動

�生涯学習センターにある所定の申

請用紙に記入し、提出してくださ

い。

�５月 26 日㈰

※審査の上、決定します。

�生涯学習課　992-3800　深良
435

�次の❶～❸すべてにあてはまる方

❶�平成 26 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 26 年１月１日

以前に、死亡もしくは転出された方は対象外になり

ます）

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

�平成 26 年１月中　※㈯、㈰、㈷を除く

受付会場 受付日
（平成26年１月） 受付時間

市役所
地下会議室Ａ・Ｂ

　８日㈬～
31日㈮ ９：00～16：30

助成額（助成額が変わりました）

平成26年３月31日までに80歳になら
れる方を含む80歳以上の方（昭和９
年３月31日以前に生まれた方） 年額10,000円

を上限として
助成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

上記以外の方（静岡県後期高齢者医
療の被保険者）

年額6,000円
を上限として
助成

　該当する医療費の領収書（原本）を忘れずに保管し

てください。

※�対象となるのは、平成 25 年１月１日から 12 月 31

日までの領収書です。

高齢者医療費助成制度をご利用ください 社会福祉課
995-1819
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　定住人口の増加、住宅耐震補強
工事の促進と地域経済の活性化を
図るため、市民の方または新たに
市民になる方が、市内施工業者と
の契約によって住宅の「新築・建
替工事」または「リフォーム工事」
を行った場合に、その経費の一部
を現金と商品券で助成します。
　詳しい制度の内容については、
商工会へお問い合わせください。

�平成27年３月31日までの３年間
�●自己の居住のための住宅●市
内施工業者との契約による工事
●契約日が平成 25 年４月１日
以降で、50 万円以上の工事●
着工前に申し込みをした工事

（着工後の申請はお受けできま
せん）

裾野市住宅建設等促進事業
～住宅の新築やリフォーム工事に対し助成します～

新築・
建て替え工事

●新たに建築する個人住宅（建売住宅などの購入を含む）
●居住部分の床面積の合計が50平方メートル以上

リフォーム
工事

❶ 昭和56年５月31日以前に着工した住宅で、新耐震基準を満た
している、またはこれを満たすための耐震補強工事（プロジェ
クト TOUKAI- ０対象工事）を今回のリフォーム工事とあ
わせて施工する場合

❷ 昭和56年６月１日以降に着工した住宅で、築15年以上のもの
※受付枠に上限があります。

助成額／各年度の予算の範囲内で助成します。

新築・
建て替え工事

工事金額の10％で最高50万円とし、現金60％と商品券（市商工
会発行の額面1,000円券で、取扱店登録制）40％で支給

リフォーム
工事

工事金額の10％で最高20万円とし、助成総額の1／2を商品券で
支給

�市商工会へお申し込みください。
申し込みには所定の書類が必要
になります。市内施工業者や市
商工会にお問い合わせください。
�●商品券取扱店舗や市内施工業
者については、市商工会までお

母子家庭等自立支援給付金事業
　ひとり親の方の就業を促進するた
め、職業訓練を行う方に給付金を支
給する事業です。今までは母子家庭
の母を対象としていましたが、平成
25年度から父子家庭の父も対象とな
ります。

　母子家庭等
� 自立支援教育訓練給付金　
　母子家庭の母または父子家庭の父
が就職に必要な知識や技能を習得す
るために受講した場合、講座終了後
に受講料の一部を支給します。
対�象講座／雇用保険制度の教育訓練

給付金指定講座　など
支�給額／対象講座の入学料と受講料

の２割相当額（当該額が10万円以
上の場合は支給額は10万円とし、
4,000円以下の場合は支給を行い
ません）

　高等技能訓練促進費
　母子家庭の母または父子家庭の父
が就職に有利な資格取得と経済的自
立のため２年以上養成機関で修業し
た場合に支給します。
対�象資格／看護師、介護福祉士、保育

士、理学療法士、作業療法士　など

支�給期間／修業全期間（２年上限）
（申請のあった日が属する月以降
の各月に支給）
支�給額／市民税非課税世帯▶月額10

万円
　市民税課税世帯▶月額 70,500 円
入�学支援修了一時金／当該カリキュ

ラムを修了した際に支給します。
　市民税非課税世帯▶５万円
　市民税課税世帯▶２万５千円
　いずれも事前相談が必要になりま
すので、ご相談ください。

�子育て支援室　995-1841

問い合わせください●商品券の
取り扱いを希望する店舗の方は
市商工会までご連絡ください
�市商工会　深良 451

　992-0057
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有

料

広

告

５月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

3 日㈷
パイピング横山
☎ 992-3329

4 日㈷
㈲M・Kアクアサービス

☎ 992-6599

5 日㈷
㈲小沢土建
☎ 992-1401

6 日㉁
㈲北住設機器
☎ 993-1250

11 日㈯
丸伸設備工業
☎ 997-3463

12 日㈰
㈲細野設備
☎ 992-2465

18 日㈯
田央設備㈲
☎ 997-5175

19 日㈰
㈱小島屋商会
☎ 998-0019

25 日㈯
㈱中川商店
☎ 993-1555

26 日㈰
駿東管工
☎ 992-5728

�５月 23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。
�５月１日㈬〜21日㈫
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

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。

４月 22 日㈪　19 時～ 20 時 40 分

市民体育館

�15 歳以上（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

暮らしなんでも相談

　消費生活、家庭・労働・年金問題、

法律関係、多重債務など、日常生活の

中の「困ったな！　どうしよう？」そ

んなときはライフサポートセンターの

暮らしなんでも相談をご利用ください。

悩み事を一緒に考え、専門的なアドバ

イスをしてくれるところを紹介します。

※�相談および取り次ぎは原則無料で

すが、専門家に相談する場合は別

途料金がかかる場合があります。

受付時間／平日９時～ 17 時

相�談受付／ライフサポートセンター

（東部）922-3715�

納付期限：５月 31 日㈮

軽自動車税� 全期

５月　税金・料金

５月　カレンダー

18 日㈯
19日㈰ 五竜みどりまつり

19日㈰
ソフトミニバレー・
スーパーデッドボール
大会

人　口　53,814人� （−210人）

　男　　27,460人� （−99人）

　女　　26,354人� （−111人）

世　帯　21,149世帯�（−17世帯）
内、外国人� 692人�325世帯

４月１日現在
データバンク

p.19
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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

５月前期の救急協力医

有

料

広

告

１ 水 大庭内科・消化器科クリニック 995-1123 佐野 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 古屋小児科医院 963-0407 西条町

２ 木 あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

３ 金

永野医院 962-4450 大岡

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 沼津市立病院 924-5100 東椎路 よざ小児科医院 967-5722 原

遠藤医院 997-0533 葛山

４ 土

森医院 966-2017 石川

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 田中医院 921-2053 高島町

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

５ 日

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

杉山医院 992-0028 平松

６ 月

聖隷沼津病院 952-1000 松下 勝呂医院 962-3083 千本中町

旭医院 966-0031 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 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

７ 火 なおきクリニック 929-8555 東椎路 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

８ 水 小林内科医院 921-2165 米山町 守重医院 931-2511 �我入道
江川

まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

９ 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

10 金 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 萩野クリニック 966-7111 根古屋 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

３ 金
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
かやま産科婦人科
医院
997-3551

岩波 さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

４ 土
長谷川耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8733

浅間本町 永井眼科980-1777 萩 田中産婦人科医院
971-3541 中央町 さなだ歯科医院

997-2100 御宿

５ 日
内藤耳鼻咽喉科
クリニック
987-1717

桜堤 吉村眼科内科医院
984-1333 長伏 島田産婦人科医院

972-6100 伏見 鈴木歯科医院
993-5151 平松

６ 月
たかひろ
耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100

宮島
本田さくら
眼科医院
951-1365

大手町 岩端医院
962-1368 大手町 ベルの木歯科

992-7777 深良

12 日
本橋耳鼻咽喉科
医院
972-1133

東本町 山秋眼科医院
924-4680 筒井町 沼津市立病院

924-5100 東椎路 吉田歯科医院
987-6118 納米里

12 日

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 原小児科医院 962-0636 八幡町

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

13 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

14 火 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 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

15 水 やぐち内科・循環器科クリニック 973-3811 伏見 酒井医院 966-1755 今沢 古屋小児科医院 963-0407 西条町

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

５月の休館日７日㈫、13日㈪、20日㈪、27日㈪
23日㈰（館内整理）

５月の行事予定
おはなしの会

　４日㈯　14 時〜 00 分　視聴覚室　　　　　
　11日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

親子おはなし広場
　14日㈫　10 時 30 分〜　展示室　　　　　　

親子おはなしの会
　21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の会
　28日㈫　10 時 30 分〜　展示室　　　　　

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　　　　　　

図書館映画会
タイトル モンスター・ホテル

上映時間 14時～15時 32分
時間 部門 対象
92分 CGアニメ 幼児～

日　時／５月５日㈰
会　場／鈴木図書館２階　視聴覚室
定　員／ 60 人

入場料／無料
※�当日混雑が予想されますので、整理券を４月27

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。

こども読書週間展示
　　　読んでみよう！�
� 2013 おすすめ児童書展　　　
不思議？　研究♪　発見！　科学のほん
期　間／４月 20 日㈯〜５月 11 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

『かあさんはどこ？』
作：クロード・K・デュボワ
訳：落合恵子　ブロンズ新社

『楽しく遊ぶ学ぶくふうの図鑑』
監修：鎌田和宏　小学館

『ふかいあな』
文：キャンデス・フレミング
絵：エリック・ローマン　あすなろ書房

『桜ほうさら』
著：宮部みゆき　PHP 研究所

『夢を売る男』
著：百田尚樹　太田出版

『連れ猫』
著：吉野万理子　新潮社

竹内　乙
おと
葉
は

ちゃん
（２歳９カ月・平松）

中山　颯
そう
介
すけ

くん
（２歳 11カ月・金沢）

白州　璃
り
子
こ

ちゃん
（３歳・須山）

後藤　裕
ゆう
里
り

くん
（２歳 10カ月・平松）

芹澤　楓
ふう
磨
ま

くん
（３歳・茶畑）
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2013年（平成25年）

5月1日号 02   平成 25 年度　新メンバー紹介
04  あなたを狙う悪質商法
06    高齢者バス・タクシー利用助成事業
07  中小企業支援制度
08   すそのーる　時刻表
10    パートナーシップ事業補助金 

交付希望団体を募集

4月13日　富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜まつり



平成25年度　新メンバー紹介
市政との懸け橋となる皆さん

区長連合会

85人

区と行政を結ぶ
地域のまとめ役

会長 　志村　宏之

 （◎は区長会長）

【西地区】
◎佐野上宿／芹沢則雄◦石脇／大庭孝康◦佐野本宿／

大庭敏彦◦佐野若狭／酒井廣志◦佐野二／梅山法昭◦
大畑／加藤榮一◦上町／渡邉廣太◦緑町／梅原英治◦
元町／新井洋◦桃園／伊藤渉次◦富沢／眞野均◦南町
／飯塚征彦◦二ッ屋一／永田智◦二ッ屋二／小倉富雄

◦堰原／塩川勝◦伊豆島田／横山久夫◦水窪／関野 

康

【東地区】
◎本村上中／菊田祐一郎◦久根／長澤光純◦公文名一
／増田隆俊◦公文名二／三浦利彦◦公文名三／勝又義

夫◦公文名四／杉山光雄◦公文名五／藤井茂◦三菱／

平原毅◦中丸上／芹澤岩治◦中丸中／持麾政博◦中丸
下／長田和己◦天理町／遠藤要◦滝頭／杉山敬夫◦本
茶／豊福和夫◦道上／髙田勲◦峰下市の瀬／茂木康男

◦鈴原／大原知彬◦茶畑団地／鈴木克利◦青葉台／松

﨑正利◦和泉／鎌野公種◦富士見台／飯田和美◦麦塚
／飯塚邦治◦新道／江本一雄◦東町／小針健二◦本通
り／大庭公一◦日の出元町／汐見久美子◦本村下／杉

山益之

【深良地区】
◎深良新田／志村宏之◦町震一／塩崎誠◦町震二／大

庭良三◦舞台団地／小屋松明◦南堀／大庭芳範◦和市
／増田正則◦遠道原／廣瀬友信◦柳端団地／佐久間昇

◦切久保／松井哲夫◦上原／志村正久◦上原団地／八

木定夫◦原／勝又俊博◦上須／小林利長◦岩波／山本

則一

【富岡地区】
◎上ケ田／柏木力◦千福／秋山明◦御宿平山／外川喜

信◦御宿上谷／大田實◦御宿新田／太田數夫◦御宿坂

上／荻田利男◦御宿入谷／柏木修一◦上城／大友亮◦
中村／安永雅行◦下条／勝又一郎◦中里／中野静雄◦
田場沢／中村健保◦森脇団地／伊藤萬三◦金沢／勝又

康男◦今里／勝又俊明◦下和田／眞田正昭◦呼子／羽

石剛◦矢崎／大島静明◦トヨタ／山本茂雄◦御宿台／

杉山勉◦千福が丘／田中保夫◦千福南／森林睦

【須山地区】
◎須山三／長田敏博◦須山一／渡邉一三◦須山二／平

岩隆◦須山四／松岡直紀◦須山六／鶴田節男

▲区長連合会総会

交通指導員会

44人

交通安全と
事故防止を導く

会長 　鈴木　哲也

【西地区指導員】
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）渡邉貢孝

（富沢）

【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

地域地震防災指導員会

41人

防災力の向上と
自主防災の活性化

会長 　杉山　信行

【西地区指導員】
丸子茂（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）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）中野勝美（滝頭）中山あい子（本茶）

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）杉山富三代（久根）

【深良地区指導員】
釜洞文夫（町震一）谷敏彦（南堀）近藤利昭（切久保）

勝又透（原）所憲之（上須）勝又雄二（深良新田）土

屋忠史（岩波）三浦幸作（和市）根本年代（遠道原）

【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）眞田貞一（下和田）大沼澄雄（千

福が丘）村田典子（トヨタ）

【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）田口潮（須山六）佐藤寿恵

子（須山二）

▲地域地震防災指導委員会研修活動

消　防　団

240人

私たちの生命と
財産を守る

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／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（千福が丘）杉山福美（須

山一）藤森文子（南堀）勝又宏和（新道）◦女性消防
部長／木村珠美（御宿入谷）

【分団長】
西分団／鈴木博行（上町）◦東分団／山本貴一（本茶）

深良分団／大庭続（遠道原）◦富岡分団／秋山陵（千

福）◦須山分団／渡邉勉（須山一）
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　平成 24 年度は 462 件の相談が寄せられました。

　相談件数は、平成23年度（465件）とほぼ同じ件数と

なりました。最近の相談内容は、複雑化していて、取

引相手や契約内容がとてもわかりにくくなっています。

　今年度多かった相談は

❶ アダルトサイト、出会い系サイト、オンラインゲー

ム等のネットのトラブルの相談（44 件）

❷ 多重債務や過払金、債務整理に関する相談（36 件）

❸ 未公開株、社債、怪しい権利取引（ファンド型投資

商品など）に関する相談（27 件）

　年齢別にみると、60 歳以上の方からの相談が年々

増加し、全体の 45％を占めています。最近目立つ相

談は、高齢者の生活における経済的不安に付け込んだ

詐欺的な儲け話のトラブルです。電話勧誘や訪問販売

で怪しい権利取引などを儲かると言って勧めます。ま

た、頼んだ覚えのない健康食品を代引きで強引に送り

つけられるというトラブルも増加しています。

　契約を急がされ、お金を払ってしまうと取り返すの

はなかなか大変です。慌てず、家族や周囲の人に相談

し、冷静になって契約してください。

その話大丈夫？
あなたを狙う悪質商法

　高齢者は利殖（儲け話）のトラブル、若者はアダルト情報サイトなどのネットに
関するトラブルが増えています。
　おかしいなと思ったら代金を支払う前に周囲の人や家族に相談しましょう。

140

120

100

80

60

40

20

0
20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 その他、不明

1313

2727

4545
5353 5555

7676

134134

5959

〈センターへの相談方法〉
来所 259件
電話 203件
文書 ０件

〈センターへの相談件数〉
消費生活相談合計 462件
苦情 405件
問い合わせ 57件
要望 0件

〈販売購入形態別相談件数　平成24年度〉

〈契約当事者の年齢別件数　平成24年度〉

0 50 100 150

店舗販売 137店舗販売 137

不明、無関係 126不明、無関係 126

ネガティブオプション 1ネガティブオプション 1

無店舗・その他 0無店舗・その他 0

マルチ商法・マルチまがい 1マルチ商法・マルチまがい 1

電話勧誘 47電話勧誘 47

訪問販売 63訪問販売 63

通信販売 87通信販売 87
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　長年使っている電気製品で、経年劣化が原因の火災事故が起きています。事故を防ぐために、ご自宅の
電気製品等を点検しましょう。また、製品事故情報（リコール情報）が新聞、テレビやホームページに載っ
ていますので確認してください。

	 消費者庁リコール情報サイト
	 http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000006063

高齢者の消費者トラブル

若者の消費者トラブル

製品事故から身を守るために

「未公開株」や「社債」による高額な被害が急増中！

〜インターネットトラブル〜

p.5
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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
助成券はオレンジです。

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18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 御宿台区

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26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22日㈬ ９時～12時 須山支所

5月23日㈭ ９時～12時 富岡支所

5月24日㈮ ９時～12時 深良支所

■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をできるものが
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

高齢者バス・タクシー利用助成事業p.6
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　市では平成25年度から、市内の産業振興をはかるため、
市内で新事業や経営革新、新技術の販路拡大を行おうと
する中小企業者をバックアップする新しい支援制度を設
けました。ぜひ、ご活用ください。

新しい
中小企業支援制度が始まります！

産業部　商工観光課
995-1857

〈裾野市特別政策資金利子補給事業〉
　静岡県特別政策資金融資制度とふじのくに先端医療総合特区にかかる利子補給を利用する中小企業者の
方を対象に、上乗せで利子補給することにより、市内で開業や新事業を行おうとする中小企業者の方のバッ
クアップを図る制度です。
対 象 制 度／国制度▶総合特区支援利子補給

　　　　　　県制度▶ 開業パワーアップ支援資金、新分野貸付、経営革新等貸付、成長産業分野支援貸付

（市指定の要件に限る）、クラスター産業分野支援貸付

対　象　者／ 対象制度を利用して融資を借り受けた市内の中小企業者で、市内で１年以上継続して同一の

事業を営む（ただし、開業パワーアップ支援資金借入者は、１年以上継続して事業を営んで

いる必要はありません）、市税を滞納していない方

利子補給率／ 0.47％

補 給 期 間／国制度▶５年　県制度▶ 10 年

申 込 方 法／ 資金を借り入れた日から 1 月以内（すでに当該資金を借り入れた中小企業者はこの限りでは

ない）に、以下の書類を市商工観光課に提出してください。

　　　　　　 ●申請書●借入金融機関が発行する返済予定表の写し●特別政策資金借入者は、静岡県特別

政策資金融資制度要綱別表に記載されている提出書類の写し●推薦通知者は、総合特区支援

利子補給金支給対象事業者の推薦通知書の写し

〈裾野市中小企業経営革新事業補助金〉
　県から経営革新計画の承認を受けた中小企業者の方を対象に事業経費を補助する制度です。
対　象　者／経営革新計画の承認を受けた市内の中小企業者で、市税を滞納していない方

補　助　額／ 補助対象経費の２分の１以内で、１つの経営革新事業につき 100 万円を上限とします。

申 込 方 法／ 以下の書類を市商工観光課へ提出してください。

　　　　　　 ●申請書●事業計画書●収支予算書●経営革新計画の承認書の写し●市税に滞納がないこと

の証明書

〈裾野市中小企業販路拡大事業補助金〉
　新製品や新技術の販路拡大を図るため展示会や見本市に出展する中小企業者の方を対象に小間料や会場
使用料を補助する制度です。
対　象　者／ 市内の中小企業者で、市税を滞納していない方

補　助　額／ 補助対象経費の２分の１以内で、10 万円を上限とします。

申 込 方 法／ 展示会・見本市などの開催 10 日前までに以下の書類を市商工観光課へ提出してください。

　　　　　　 ●申請書●出展する展示会、見本市などの概要書で、小間料又は会場使用料が記載されたも

の●出展する製品等の概要書●市税に滞納がないことの証明書

詳しくは商工観光課へお問い合わせください。
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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

※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 17:30
鈴 木 図 書 館 入 口 10:12 13:02 15:22 17:32
裾 野 赤 十 字 病 院 10:13 13:03 15:23 17:33
裾野市民体育館前 10:14 13:04 15:24 17:34
公 文 名 10:15 13:05 15:25 17:35
久 根 10:16 13:06 15:26 17:36
町 田 10:17 13:07 15:27 17:37
南 堀 下 10:20 13:10 15:30 17:40
和 市 10:21 13:11 15:31 17:41
裾野市営プール前 10:23 13:13 15:33 17:43
裾野市民文化センター 10:30 13:20 15:40 17:50
裾野市営プール前 10:32 13:22 15:42 17:52
福 祉 保 健 会 館 前 10:33 13:23 15:43 17:53
御 宿 八 幡 宮 前 10:35 13:25 15:45 17:55
御 宿 10:37 13:27 15:47 17:57
富 岡 中 学 校 前 10:39 13:29 15:49 17:59
富岡中グランド入口 10:40 13:30 15:50 18:00
御 宿 平 山 湧 水 10:41 13:31 15:51 18:01
千 福 10:43 13:33 15:53 18:03
千 福 下 10:47 13:37 15:57 18:07
中 央 公 園 前 10:48 13:38 15:58 18:08
大 畑 橋 10:51 13:41 16:01 18:11
佐 野 10:52 13:42 16:02 18:12
裾野西小学校入口 10:53 13:43 16:03 18:13
裾 野 駅 11:00 13:50 16:10 18:20

▶西回り
バ ス 停 １便 ２便 ３便 ★４便
裾 野 駅 9:05 11:10 14:00 16:20
裾野西小学校入口 9:08 11:13 14:03 16:23
佐 野 9:09 11:14 14:04 16:24
大 畑 橋 9:10 11:15 14:05 16:25
中 央 公 園 前 9:12 11:17 14:07 16:27
千 福 下 9:13 11:18 14:08 16:28
千 福 9:18 11:23 14:13 16:33
御 宿 平 山 湧 水 9:20 11:25 14:15 16:35
富岡中グランド入口 9:21 11:26 14:16 16:36
富 岡 中 学 校 前 9:22 11:27 14:17 16:37
御 宿 9:24 11:29 14:19 16:39
御 宿 八 幡 宮 前 9:26 11:31 14:21 16:41
福 祉 保 健 会 館 前 9:28 11:33 14:23 16:43
裾野市営プール前 9:30 11:35 14:25 16:45
裾野市民文化センター 9:36 11:41 14:31 16:51
裾野市営プール前 9:37 11:42 14:32 16:52
和 市 9:39 11:44 14:34 16:54
南 堀 下 9:40 11:45 14:35 16:55
町 田 9:43 11:48 14:38 16:58
久 根 9:44 11:49 14:39 16:59
公 文 名 9:45 11:50 14:40 17:00
裾野市民体育館前 9:46 11:51 14:41 17:01
裾 野 赤 十 字 病 院 9:47 11:52 14:42 17:02
鈴 木 図 書 館 入 口 9:48 11:53 14:43 17:03
裾 野 駅 9:55 12:00 14:50 17:10

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。
　平成25年４月８日に「すそのーる」のダイヤが一部改正
されました。

「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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企画部　企画政策課
995-1804

▶東回り
バ ス 停 ★１便★２便 ３便 ★４便 ５便
裾 野 駅 7:10 9:45 11:25 14:10 16:10
三 菱 前 7:14 9:49 11:29 14:14 16:14
麦 塚 口 7:15 9:50 11:30 14:15 16:15
南 小 学 校 前 7:18 9:53 11:33 14:18 16:18
水 窪 7:23 9:58 11:38 14:23 16:23
新 愛 鷹 橋 7:24 9:59 11:39 14:24 16:24
富 沢 7:27 10:02 11:42 14:27 16:27
桃 園 7:31 10:06 11:46 14:31 16:31
花 園 橋 7:32 10:07 11:47 14:32 16:32
裾 野 二 本 松 7:33 10:08 11:48 14:33 16:33
裾野西小学校入口 7:34 10:09 11:49 14:34 16:34
佐 野 7:35 10:10 11:50 14:35 16:35
裾野高校入口 7:38 10:13 11:53 14:38 16:38
裾野赤十字病院 7:40 10:15 11:55 14:40 16:40
鈴木図書館入口 7:40 10:15 11:55 14:40 16:40
裾 野 駅 7:45 10:20 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 9:05 10:40 13:00 14:55 16:55
鈴木図書館入口 9:07 10:42 13:02 14:57 16:57
裾野赤十字病院 9:08 10:43 13:03 14:58 16:58
裾野高校入口 9:09 10:44 13:04 14:59 16:59
佐 野 9:11 10:46 13:06 15:01 17:01
裾野西小学校入口 9:12 10:47 13:07 15:02 17:02
裾 野 二 本 松 9:13 10:48 13:08 15:03 17:03
花 園 橋 9:14 10:49 13:09 15:04 17:04
桃 園 9:15 10:50 13:10 15:05 17:05
富 沢 9:20 10:55 13:15 15:10 17:10
新 愛 鷹 橋 9:23 10:58 13:18 15:13 17:13
水 窪 9:28 11:03 13:23 15:18 17:18
南 小 学 校 前 9:32 11:07 13:27 15:22 17:22
麦 塚 口 9:33 11:08 13:28 15:23 17:23
三 菱 前 9:34 11:09 13:29 15:24 17:24
裾 野 駅 9:40 11:15 13:35 15:30 17:30

★……土・日曜日、祝日は運休■茶畑・平松循環／青葉台線
▶西回り
バ ス 停 ★青葉台線 ★１便 ２便 ３便 ４便 ★５便
裾 野 駅 − 8:50 10:25 13:30 15:20 17:01
三菱アルミ − 8:54 10:29 13:34 15:24 17:05
麦 塚 − 8:56 10:31 13:36 15:26 17:07
本 茶 − 8:57 10:32 13:37 15:27 17:08
道 上 − 8:58 10:33 13:38 15:28 17:09
向田小学校前 − 9:00 10:35 13:40 15:30 17:11
鈴 原 − 9:01 10:36 13:41 15:31 17:12
県営茶畑団地 − 9:02 10:37 13:42 15:32 17:13
青葉台団地 6:50 9:05 10:40 13:45 15:35 17:16
県営茶畑団地 6:53 9:08 10:43 13:48 15:38 17:19
鈴 原 6:54 9:09 10:44 13:49 15:39 17:20
向田小学校前 6:55 9:10 10:45 13:50 15:40 17:21
裾野東中学校入口 6:56 9:11 10:46 13:51 15:41 17:22
裾野市民体育館前 6:58 9:14 10:49 13:54 15:44 17:25
裾野赤十字病院 6:59 9:15 10:50 13:55 15:45 17:26
鈴木図書館入口 6:59 9:15 10:50 13:55 15:45 17:26
裾 野 駅 7:02 9:20 10:55 14:00 15:50 17:31

▶東回り
バ ス 停 １便 ★２便 ３便 ４便 ★青葉台線
裾 野 駅 9:45 11:40 14:25 16:05 18:03
鈴木図書館入口 9:48 11:43 14:28 16:08 18:06
裾野赤十字病院 9:49 11:44 14:29 16:09 18:07
裾野市民体育館前 9:50 11:45 14:30 16:10 18:08
裾野東中学校入口 9:52 11:47 14:32 16:12 18:09
向田小学校前 9:53 11:48 14:33 16:13 18:09
鈴 原 9:54 11:49 14:34 16:14 18:11
県営茶畑団地 9:55 11:50 14:35 16:15 18:12
青葉台団地 9:58 11:53 14:38 16:18 18:14
県営茶畑団地 10:01 11:56 14:41 16:21 −
鈴 原 10:02 11:57 14:42 16:22 −
向田小学校前 10:03 11:58 14:43 16:23 −
道 上 10:04 11:59 14:44 16:24 −
本 茶 10:05 12:00 14:45 16:25 −
麦 塚 10:06 12:01 14:46 16:26 −
三菱アルミ 10:09 12:04 14:49 16:29 −
裾 野 駅 10:15 12:10 14:55 16:35 −

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、平成 24 年４月

から通常運賃となっています。
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パートナーシップ事業補助金
交付希望団体を募集します

補助対象事業
　次に該当する事業が補助の対象です。

❶ 市民の方の提案によるもので市民協働の推進と市の

まちづくりに必要であると認める事業

❷ 課題解決のために市民の方の協力を必要とする事業

に対し、市が市民の方をパートナーとして募集し、

協働して実施する事業

補助対象外事業
　次のいずれかに該当する事業は、補助の対象外です。

❶ 市の類似する補助制度の適用を受けている事業

❷他の団体を補助する事業

❸ 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する

事業

❹ 団体の管理する施設、設備などの修繕、改造などを

目的とする事業

❺団体の組織運営を目的とする事業

❻宗教的または政治的宣伝意図のある事業

❼補助することが適当でないと市長が認める事業

補助の対象団体
　補助の対象となるものは、次の❶・❷の両方に該当

する団体です。

❶  構成員が５人以上で、その過半数が市内にお住まい

または通勤・通学している市民活動団体

❷市内に活動拠点があり、市内で活動を行っている団体

補助の対象経費
　補助の対象となる経費は、当該事業の遂行に直接要

する経費です。ただし、次の経費については、補助の

対象外です。

❶ 団体の経常的な運営維持管理費

❷ 団体の構成員に対する人件費、謝礼、会食費（活動

中の水分補給と軽食にかかる費用は除く）、交通費

と宿泊費

❸ 単価が５万円を超える備品購入費

補助期間
　補助の対象となる期間は、毎年４月１日から翌年３

月31日までです。ただし、継続が必要な場合は、３年を

限度として補助期間を継続できます（審査があります）。

補助率および補助限度額
事業計画段階で見込ま
れる補助対象経費の額 補助率 補助限度額

125,000円未満 10分の10以内 10万円
125,000円以上 ５分の４以内 50万円

申請方法
　地域振興課にある申請書・概要書などに必要事項を

記入し、お申し込みください。

補助対象事業の審査と決定
　補助対象事業は、市民協働によるまちづくり推進協

議会により審査が行われます。

これまでに行われた事業
● 公文名山のウォーキングコース整備

● 区民が無理せず行う地域の見回り

　市民の皆さんと市のパートナーシップにより魅力ある
まちづくりを推進するため、地域の活性化や課題解決に
向けた自主的な活動に対し、補助金を交付します。

市民部　地域振興課
995–1874

● ウグイスカードの導入

● エコキャップの回収

● 子どもを対象にした観

劇会

● ロンドン五輪出場選手

応援コーナーの設置

● 区民による挨拶・一声

運動

● 裾コン in 岩波
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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

国保高齢受給者証新規交付会

　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29日㈬　９時45分～11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 18 年５月２日～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

自動車税の納付

　平成25年度の自動車税の納期限は

５月31日㈮です。最寄りの金融機関、

ゆうちょ銀行（郵便局）、またはコン

ビニで納付をお願いします。

● 納付できるコンビニは、納税通知

書の裏面に記載されています。

● コンビニでの納付は、５月31日㈮

までとなっていますので、ご注意

ください。

 静岡県沼津財務事務所　自動車税
課　920-2019

グリーンカフェ花麒麟

　花麒麟から小柄沢公園を望む窓辺

で優雅にコーヒーを片手に語らいま

せんか？これまでサービスの受け手

であった障がい者が、サービスの担

い手となることを目指しております。

営�業／毎週㈪～㈮（㈯㈰㉀を除く）

９時 30 分～ 15 時

人�気メニュー／●喫茶▶１位ホット

コーヒー、２位アイスコーヒー、

３位紅茶●軽食▶１位焼肉定食、

２位うどん、３位豚丼

出�張販売／グリーンカフェ花麒麟で

は自家製パンの出張販売を行って

います。ご希望の方はご連絡くだ

さい。

 グリーンカフェ花麒麟
　992-6065

電話相談
「子ども・家庭110番」

　県では「子ども・家庭 110 番」を

設置し、子どもの問題、親子関係など

の家庭に関する問題、子育ての悩み

などについて電話での相談に応じて

います。

　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

　土日▶９時～ 17 時

※祝日、年末年始はお休みです。

 子ども110番　924-4152

美化センターへの
ごみの直接持ち込み休止

　美化センターの施設点検整備のた

め、次の日はごみの直接持ち込みが

できません。

 ５月 29 日㈬

 美化センター　992-3210

市県民税の課税証明書
発行開始日

　平成 25 年度市県民税の課税証明

書発行開始日については次のとおり

です。

● 窓口（管理納税課・市民税課・市
民課・各支所）▶６月７日㈮～

発行手数料／ 300 円

※ 徴収方法が特別徴収の方（毎月の

給与などから引かれている方）は、

５月 10 日㈮から発行できます。

 本人確認できるもの、認印

● 自動交付機（市役所２機・生涯学
習センター１機）▶６月15日㈯～

発行手数料／ 200 円

※自動交付機の稼働時間

◦市役所正面玄関

　１月４日～12月28日の８時～20時

◦市役所１階ホール

　開庁日の８時 30 分～ 17 時 15 分

◦生涯学習センター

　開館日の８時 30 分～ 20 時

 暗証番号登録された市民カード、

住民基本台帳カード

 市民税課　995-1810
　管理納税課　995-1811

第37回富士裾野
高原マラソン大会
� 交通規制

　５月12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 12 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
　 ぐりんぱ

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
支
所

車両通行止区間
片側通行区間（東進のみ）
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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。

 ５月７日㈫　10時～11時40分、

　５月31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１回一般公募
普通救命講習会参加者

 ５月 18 日㈯　９時～ 12 時

 市消防庁舎３階災害対策室

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

用いた心肺蘇生法の習得

 中学生以上の方

 30 名（先着順）

 無料

 所定の申込用紙に必要事項を記入

し、消防署、茶畑分遣所、須山分

遣所にお申し込みください。申込

用紙は市ホームページからダウン

ロードできます。

 消防署救急係　995-0119

駿東地域職業訓練センター
６月講座

 ●受験対策コース▶第二種電気工

事士受験対策講座（実技試験対策）

●特別教育コース▶刈払機の安全

衛生講習、低圧電気特別教育、アー

ク溶接特別教育、職長教育・安全

衛生責任者（建設業対応）●技能講
習▶小型移動式クレーン運転技能

講習●パソコンコース▶パソコン

入門（ビギナーズコース）、ワード

基礎、ワード活用、エクセル基礎、

エクセル活用、夜間アクセス基礎、

夜間ワード活用、パソコン財務会

計●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、実用書道教室

 駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

県立静岡がんセンター
ボランティア募集

　静岡がんセンターでは、職員と協

働してボランティア活動に参加いた

だける方を募集しています。

 ５月 18 日㈯、６月８日㈯（どち

らか一方にご参加ください）

 静岡がんセンター研究所１階

　しおさいホール

 各 50 人

 ボランティア活動の条件は、原則

として　「週１回以上、１日ゆっ

たりと」です。

�はがきに❶参加希望日❷郵便番号

❸住所❹氏名❺年齢❻電話番号を

記入して、下記申込先まで郵送し

てください。

 ５月 10 日㈮

申�込先／〒 411-8777 駿東郡長泉町

下長窪 1007　静岡がんセンター 

事務局総務課企画人材班

※ 申込受付が完了した方には参加要

項を送付します。

 県立静岡がんセンター　事務局総
務課企画人材班　989-5743

男女共同参画推進
モデル地区・団体

　モデル地区を指定し、活動のため

の交付金を交付し支援します。地域

の特色を活かした男女共同参画を推

進し男女共同参画意識の向上を図る

ため、モデル地区・団体を募集します。

 平成 25 年～ 26 年度の 2 年間

 ５月１日㈬～ 17 日㈮

 地域振興課　995-1874

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2013

　富士のふもとの米軍基地に遊びに

来ませんか ?

 ５月 11 日㈯

　野外▶ 11 時～ 19 時

　 クラブ▶夕方～深夜（20 歳未満

入場不可）

 米軍キャンプ富士（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/

p.12

広報すその　平成25年５月１日号



■わがやのスター
 市内にお住まいの３歳０カ月ま

でのお子さん

 電話また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します。

※ 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、きれいな風景、

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？

 電話また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！

 電話また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
　市内にお住まい、または通勤・

通学されている「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。

 電話また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。

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？

秘書課広報室　995-1802
wagaya-star@city.susono.shizuoka.jp

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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電話で「投資に興味はないか。原発事故で火力発電
が増えればＣＯ２（二酸化炭素）が増えるので、排出
権取引の価格があがる」とＣＯ２排出権取引の勧誘を
受けた。仕組みはよくわからなかったが、もうかると
いうので400万円払った。その後、価値が半減したと
いって次々と追加金を請求される。契約を解除したい。

ＣＯ２排出権取引の儲け話に関する相談が急増して

います。この取引はＣＯ２排出権のＣＦＤ（差金決済）

取引を行っているものと考えられ、ハイリスクで複雑

なものです。絶対に手を出すのはやめましょう。話を

聞くうちに断れなくなり契約してしまう例も多く見ら

れます。もうけ話にはくれぐれも注意してください。

クレジットカードの利用は計画的に！
　クレジットカードは、

手持ちの現金がなくて

も欲しいものが買える

便利なものです。でも、

後払いであるクレジッ

トカードを使用するこ

とは、借金をするのと同じことです。

　仕組みを理解して、計画的に上手に利用しましょう。

カードを使う前にまず考えよう!!
❶本当にその商品は必要ですか？

❷ 支払方法や手数料など契約内容を正しく理解してい

ますか？

❸収入の内から支払っていくことができますか？
消費生活センター
995-1854

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（※） 区分
小学生クラス（３年生以上） 木 17：00～17：50 4,000円
中学生・高校生クラス 月 19：00～19：50 3,000円

一般（高校生以上）
午前の部

月

10：00～11：30 4,000円

中、上級
火 初級水
木 中級
金 初級

一般（高校生以上）
昼の部

水 11：40～12：40 3,000円 中、上級
木 13：00～14：00 初級

一般（高校生以上）
夜の部

月 19：30～21：00 4,000円

初級火 20：00～21：00 3,000円
水 19：30～21：00 4,000円木

※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（佐野921-3）

 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、当協会の趣旨に賛同し

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
　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

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 13・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㈭
８時45分～９時 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 13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

６カ月児
育児教室

14日㈫９時～９時15分
平成24年11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11月生まれの方

２歳児
親子教室

22日㈬９時～９時15分
平成23年５月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

９日㈭午後
平成22年11月生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭13時～13時30分
平成22年５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
５月７日㈫ 17時～ 19時 45分
５月14日㈫ ９時～ 11時 30分
５月21日㈫ 13時～ 15時 30分
５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
５月14日㈫ ９時～ 11時 30分
５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

内科 内科 内科 整形

5 6 7 8 9 10 11

内科 外科 内科 外科 内科 内科 外科

12 13 14 15 16 17 18

内科 内科 外科 整形 内科 整形 内科

19 20 21 22 23 24 25

内科 内科 外科 整形 外科 内科 内科

26 27 28 29 30 31

内科 内科 内科 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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５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 木 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

17 金 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 よざ小児科医院 967-5722 原

18 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

19 日

大沢医院 931-1019 御幸町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

清水館医院 993-2323 茶畑 御成橋栄
クリニック 952-2525 通横町

20 月 かとう内科医院 946-5562 大岡 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

21 火 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下 田中医院 921-2053 高島町

22 水 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

23 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

24 金 花メディカルクリニック 987-9145 下土狩 西方外科医院 921-1333 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 よざ小児科医院 967-5722 原

26 日

境医院 975-8021 竹原 守重医院 931-2511 �我入道
江川

武藤医院 931-0088 三園町 西村医院 971-6510 下土狩

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 東医院 921-5520 高沢町
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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　 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

19 日
しんふじ耳鼻
咽喉科クリニック
0545-65-0600

川成新町
小野眼科
クリニック
929-1881

高島町
ごとうレディース
クリニック
992-7111

伊豆島田
米山歯科医院
988-8211

南一色

26 日
つちや耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8003

厚原
矢田眼科
クリニック
962-2006

三枚橋町
かぬき岩端医院
932-8189

前原
米山歯科
クリニック
988-0880

下土狩

27 月 岩渕内科医院 951-4579 添地町 田沢医院 962-1205 大手町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

28 火 林医院 931-1120 住吉町 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫

馬場

29 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 原小児科医院 962-0636 八幡町

30 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

31 金 柿田川医院 973-3601 柿田 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
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富士の裾野を彩る
富士山資料館993-9300

No.
1241

2013 年
（
平
成
25 年

）

5
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 :

須山浅間神社棟
むな

札
ふだ

（市指定有形文化財）

　須山浅間神社は、平成 24 年度に大修理が行わ
れました。神社などでは、新築や修理が行われる
際、工事の由

ゆい

緒
しょ

・年月日・建築者・工
こう

匠
しょう

などを木
の札に記して棟木に打ちつけます。これを棟札と
いい、浅間神社には、大永４年（1524）と判読
されるものと、慶長16
年（1611）霜月吉

きち

祥
じょう

日
び

、
祢
ね

宜
ぎ

渡邉対馬守　同三
郎兵衛尉　大工善兵衛
尉と記されたものが保
存されていました（現
在は富士山資料館で展
示されています）。
　大永４年の棟札は、
県東部では最古の棟札
といわれています。
※ 「須山地区の文化財

めぐり」から

　大澤さんは御宿にある有料老人ホーム「アレン
ジメントケア裾野」の施設長をしています。施設
では大澤さんを中心に、月に一回、さまざまなボ
ランティアイベントを開催しています。イベント
の内容はさまざまで、劇団を呼んだり、マジック
ショーを開いたりしています。
　イベントを開くようになったきっかけをたずね

５月の休館日／
７日㈫・13日㈪・20日㈪・27日㈪

ると、「赴任してきたときに、裾野市をよく知る
ためにも、地域と関わりを持とうと思ったのが始
まりです。最初は施設内だけで行っていたイベン
トも、地域の方たちにも見てもらいたいと考え、
回覧板や公民館の掲示板などで告知をお願いする
ようにしました」と語りました。
　今後については、「現在は知り合いを呼んでイ
ベントを行っていますが、地元で活動する団体や
アーティストに、ぜひ参加していただきたいと
思っています。地域の方たちが気軽に遊びに来ら
れる場にしていきたいです」とコメントをいただ
きました。
▼３月に行われたハンドベルコンサートの様子

裾野カルチャークラブvol. １
親子で作ろう！キャラクター弁当

　裾野カルチャークラブの第１回目は、身体に優
しい食材を使って、かわいくおいしいキャラク
ター弁当を作ります。
　子どもたちが食に関心を持つきっかけにもなる
よう、親子で一緒に作ってみませんか♪
　ランチタイムは、市民文化センター前の広場で
ピクニックを予定しています。富士山を眺めなが
ら、できたてのお弁当を楽しみましょう。
と�　き／５月26日㈰　●お弁当作り（調理室）▶10

時～12時●ピクニック▶12時～13時
　※雨天の場合は会館内
講　師／マクロビオティック師範　坂口聡美さん
対　象／小学生以上の親子 15 組 30 人（先着順）
参加費／２人で 1,000 円（材料費別）
持�ち物／エプロン、三角布かバンダナ、ハンドタ

ボランティアイベントを開催する
老人ホーム施設長
大澤　幸

ゆき

男
お

さん

右　慶長16年
左　大永４年

オル
申�し込み／電話または市民文

化センター受付に直接お申
し込み下さい。
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ヘルシーパーク裾野
　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。
　４月27日㈯に、ヘルシーパーク裾野がリニューアルオープンしまし
た。休館中は、みなさんに大変ご迷惑をおかけしました。リニューアル
工事は主に施設の長寿命化を行ったほか、はこねの湯・あしたかの湯の
洗い場増設、レストランのバリアフリー化、サウナ室改修など施設の利
便性や機能性の向上を図りました。

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 17 日㈪～ 20 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
ご利用できません（家族風呂はご利用で
きます。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17日㈪～20日㈭、12月30日㈪～１月１㈬は休館します。

広報すその平成25年5月15日号

▼切り取ってお使いください

●�平成 24 年５月 15 日号に掲載した市民無料利用券

の有効期限は、平成25年６月30日㈰まで延長し

ます。

ひのきに貼り替えられたサウナ室増設された洗い場リニューアルされた休憩所

p.2
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市民部　生活環境課
995-1816

■ペットの飼育について
　�　犬や猫などのペットを飼っている方は、他人に迷

惑をかけないように飼育する責任があります。習性

をよく理解し、家族の一員として愛情を持って飼い

ましょう。

■犬を飼っている方へ
　生後 91 日以上の犬を飼い始めたら、30 日以内に登

録をしてください（登録は生涯に一度）。登録には登

録料 3,000 円と印鑑が必要です。交付された鑑札は、

必ず犬に付けてください（迷子札になります）。

　また、犬には毎年１回の狂犬病予防注射が必要です。

４月の集合注射か、動物病院で注射をし、注射済票の

交付を受けてください。注射済票の交付を受けないと

注射が済んだ記録が残りませんので、必ず手続きをし

てください。注射未接種の犬の飼い主には、市からハ

ガキや電話で連絡をすることがあります。

※�下表の動物病院以外で注射をする場合は、生活環境

課で注射済票の交付を受けてください。その際、注

射済証明書、愛犬手帳、手数料 550 円が必要とな

ります。

裾野市の狂犬病予防注射済票を交付している動物病院
裾野市 パル動物病院

駿東獣医師会加盟病院

沼津市

ウインディアニマルクリニック
大岡どうぶつ病院 宮田動物病院
大庭犬猫病院 さくら動物病院
たま動物病院 片浜どうぶつ病院

御殿場市 ユウ動物病院
清水町 ヤシの実どうぶつ病院 石井動物クリニック

長泉町 ながいずみ動物病院 下土狩どうぶつ病院
すぎさわ動物病院

こんなときは届出が必要です
①飼い主が変わったとき　②飼い犬が死亡したとき　

③飼い犬が行方不明になったとき　④飼い犬が人をか

んだとき　⑤そのほか登録事項に変更があったとき

■猫を飼っている方へ
　猫を屋外で飼うと、近隣に迷惑をかけるだけでなく、

病気や交通事故などの危険がいっぱいです。猫は上下

に動ける空間と適度な遊び、そして飼い主の愛情とコ

ミュニケーションがあれば、室内でもストレスなく飼

うことができます。

　また、子猫を捨てたりすることは犯罪です（50 万

円以下の罰金：動物の愛護及び管理に関する法律第

44 条）。繁殖を望まない場合は、去勢・不妊手術をし

ましょう。手術によって、病気の予防や、発情期の異

様な鳴き声、放浪癖、けんかなどを抑止することがで

きます。性格が穏やかになり長生きするとも言われて

います。

飼い主のいない猫にも去勢・不妊手術費用を助成します
猫の去勢・不妊手術補助金

　去勢・不妊手術をせずに飼い主のいない猫にエサを与えると、猫がどんどん

増え近隣に迷惑をかけてしまいます。エサを与える場合は手術をし、食べ残し

やフンの始末を忘れず、近隣の理解を得るようにしましょう。

補助金を受けられる方 対　　象 内　　容

①市内にお住まいの方
②市内の区と団体

①飼い猫
②市内の飼い主のいない猫
③市内の地域猫

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（去勢不妊手術済であ
る印）と、申請書裏面の第三者の証明が必要です。

申 請 方 法
手術を行った日から60日以内に生活環境課に申請してください。
申請に必要なもの　●申請書　●獣医師の証明書　●領収書の写し　●印鑑●請求書
　　　　　　　　　●申請者の振込口座がわかるもの

大切なペットの命は飼い主が守りましょう

　所有者不明で保健所で保護された動物は、一定

期間収容され飼い主の申し出を待ちます。飼い主

が現れない場合、新しい飼い主が見つかることは

ごくわずかです。飼い犬などがいなくなったら「い

つか帰ってくるだろう」と思わず、すぐに探して

ください。市役所や保健所に保護されている場合

もありますので、忘れずに連絡してください（近

隣の市町にも連絡してください）。

連絡先　生 活 環 境 課　995-1816
　　　　東部保健所衛生薬務課　920-2102
　　　　裾 野 警 察 署　995-0110

ぼくたちが

いなくなったら

すぐに探してね！

市役所や保健所にも

連絡してね！

p.3
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静岡県知事選挙
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。

表１
� 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　

　各投票区の投票所

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

　投票できる方

　平成５年６月 17 日以前に生まれた方（満 20 歳）で、

平成 25 年２月 27 日までに住民基本台帳に記録され

た方で、選挙人名簿に登録されている方。

　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、期日前投票がで

きます。

と　き／５月 31 日㈮～６月 15 日㈯

　　　　８時 30 分～ 20 時

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

している方や名簿登録地以外の市区町村で投票する方

は、不在者投票ができます。

　郵便投票制度

　表１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。

投票日は、６月1６日㈰
p.4
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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。

市選挙管理委員会（総務管財課内）
995-1807
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p.5

広報すその　平成25年５月15日号



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。
■がん検診など
と 　 き／６月 17 日㈪～ 11 月２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 月上旬
に市に住民登録のある方（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。

※�他市町村へ転出した場合は、その時点から裾野市の
受診票は使用できません。転出先の市町村にお問い
合わせください。

※�実施医療機関は、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
②後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方
③生活保護を受けている方（事前に手続きが必要）
④�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（事前に手続きが必要）
⑤今年度、無料クーポン券が同封されている方（表２）
⑥�肝炎ウイルス検診▶過去、受診していない 41 歳、

46 歳、51 歳、56 歳、61 歳の方
※�①、②に該当する 75 歳以上の方が胃がん内視鏡検

査を選択した場合は有料です。
※�③、④に該当する方は、受診前に健康推進課で手続

きをしてください。
■成人歯周疾患検診
と 　 き／６月 17 日㈪～ 11 月２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
合せください。

対 　 象／�今 年 度 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65
歳・70歳になる方

個人負担金�／● 70歳になる方▶無料
　　　　　　● �40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・

65歳になる方▶500 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（事前に手続きが必要）
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（事前に手続きが必要）。
※�①②に該当する方は、受診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。

（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 ※1 600円
前立腺がん 50歳以上 600円
大腸がん※４ 40歳以上 400円
肺がん 40歳以上 800円
胃がん
バリウム検査 35歳以上 1,400円

胃がん
内視鏡検査※2 75歳以上選択可 1,700円

乳がん ※3
①エコー
②マンモグラフィ

※4

①30歳～39歳 ①600円
①か②の選択制
40歳～49歳

②900円②50歳以上

子宮頸
けい

がん 20歳以上
700円

※4※5
1,000円 ※6

成人歯周疾患検診
70歳 無 料
40歳・45歳・50歳
55歳・60歳・65歳 500円

※１　過去に受診していない方
※２　�75 歳以上の方は内視鏡検査を有料で選択でき

ます。
※３　前年度受診していない方
※４　クーポン対象者は無料
※５　頸部のみ
※６　頸部＋体部
（表２）クーポン券が同封されている方

子宮頸がん検診
（頸部）

今年度
21歳、26歳、31歳、36歳、41歳

になる方
子宮頸がんHPV検査

（頸部と同時実施）
今年度
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
■すその健康マイレージ
　15マイル貯めて、健康と景品を手に入れよう！
　�　市の成人健康診査（がん検診など）と成人歯周疾

患検診を受けると、マイルが獲得できます。
■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。詳細は広報すその 10 月 15

日号に掲載します。
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■こんなときはご連絡を！
　転入出・転居などにより、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引越日（予定日）、引越先、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）

『復興の 未来と生
い の ち

命 照らす水』
（第55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もらう『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

■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、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「申込内容の確認」によって成立しま

す。（申込日より３営業日内）

　申込手続きの詳細は、『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、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）。

　市水道部では、６月１日から深井戸から採水した
ペットボトル入りの「裾野市の水」を販売します。
限定 100 箱。この水は平成 27 年１月 15 日まで保
存できます。

価　　格／１箱 2,400 円（税込）
内　　容／ 500ml ペットボトル　24 本入り
販売場所／上水道課窓口（市水道庁舎内）

「裾野市の水」の販売を始めます

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

至 須山

至 三島

市民体育館

裾野市役所

至 三島

消防署

深良交番
（旧裾野市交番）

文化
センター

生涯学習
センター

市民体育館

福祉保健
会館

JR

駅
野
裾裾野市役所

市水道庁舎市水道庁舎

至 沼津至 沼津

（交番の隣）
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第35回 健康と歯のフェスティバル
〜よい歯をつくる親子のつどい〜

５歳児（年長児）�
むし歯のない児・治療完了児の表彰

対　　象／�通園先の市内の幼稚園・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５日㈬までに治療が完了した年長

児

※�市内にお住まいで市外の幼稚園・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３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。

歯と口の健康週間にちなんだ�
� 図画・ポスター・標語

対　　象／図　画
　　▶�市内にお住まいの年長児または年長

児と保護者の合作

図画・ポスター・標語
　　▶市内にお住まいの小学生

ポスター・標語
　　▶市内にお住まいの中学生

応募方法／図画・ポスター
▶�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。

展示期間／６月１日㈯～６月７日㈮　９時～ 15 時

　　　　　６月８日㈯　９時～ 15 時 30 分

展示場所／市民文化センター２階　展示室

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／�市内にお住まいの 80 歳以上で 20 本以上

自分の歯がある方（誕生日が昭和８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／�市内お住まいの 70 歳以上で 20 本以上自

分の歯がある方（誕生日が昭和８年４月２

日～昭和 18 年４月１日の方）

内　　容／�健康と歯のフェスティバルの式典で認定証

と記念品を進呈します。

と　き／６月８日㈯　13時45分～15時30分
�
場　所／市民文化センター
�
催し物／�●�歯科医師による歯の無料検診・相談歯

科衛生士による歯磨き指導
●�フッ素の入った液でブクブクうがい噛
む力の測定

●むし歯のできやすさチェック
●�肌年齢や脳年齢などの健康機器による
測定

�

● �8020コンクール・7020認定の事前歯科検診
は、市内の駿東歯科医師会に加入している歯科診
療所にご予約のうえ、受診してください。
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健康福祉部　健康推進課
992-5711

6月4日～6月10日は
� 歯と口の健康週間です　
� ベルの木歯科　歯科医師　鈴木　明彦先生

定期健診ですること

①むし歯がないか、すみずみまでよく見ます。
　�　大人では、歯肉がはれていないか、歯周病の状態

も検査します。

②上手な歯みがきの磨き方を教えます。
　�　自分では磨いているつもりでも、磨けていない部

分は必ずだれにでもあるものです。

　�歯科衛生士がその方それぞれにあった歯ブラシやそ

のほかの清掃用具を選んでくれます。そして、上手

に磨けるように指導します。

③歯をピカピカにお掃除します。
　�　歯磨きでは取れないガンコな汚れを歯科衛生士が

特殊な器具や機械で丁寧に落とし、歯をツルツルピ

カピカにします。

④�必要に応じて、歯を強くするお薬（フッ化物）
を塗ります。

　�　生えたばかりの歯は特にむし歯菌の出す酸に弱い

ので、フッ化物を定期的に塗ることで歯質が強くな

りむし歯予防に効果があります。

ま　と　め

　定期健診をすることで、もしむし歯があったとして

も、小さいむし歯であれば、痛くなく治せることが多

いです。歯周病は初期段階では自覚症状が出ないこと

が最大の特徴です。自覚症状がなくても検査をするこ

とで自分の状態を知ることができます。早めの対処が

大切です。

　口の健康を守ることが、全身の健康を守ることにも

つながります。是非、家族みんなで定期的に歯科医院

へ行きましょう。

定期的に歯科医院へ行きましょう

　「痛いから」歯科医院へ行くのではなく、「痛くならないた
めに」歯科医院へ行きましょう！
　以前、歯医者さんは「痛いことをするいやなイメージ」で
した。しかし最近では「口の健康を守ってくれる良いイメー
ジ」になっています。
　「口の健康を守ってくれる」とはどういうことでしょうか？
定期的に歯科医院に行くと、口の健康状態をチェックして、
歯をお掃除します。もし変わったことがあれば早い段階で歯
科医師が治します。定期的に歯科医院へ通うことで、口の健
康を守れるのです。
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Photograph ４月

　消防団の辞令交付式が市民体育館で行われま

した。辞令の交付、退団者への感謝状贈呈など

が行われ、新入団員は、今後の活動に取り組む

宣誓を行いました。� （４月１日）

　金色のフライパンの一般公開が市役所１階玄

関ホールで始まりました。金のフライパンは全

国餃子サミット開催地の証です。展示は、５月

31 日㈮まで行われています。� （４月３日）

　入学おめでとうキャンペー

ンが富岡第二小学校で行われ

ました。交通指導員、交通安

全指導員、安全協会員から新

入生たちに交通安全啓発グッ

ズが手渡され、児童たちは笑

顔でグッズを受け取っていま

した。� （４月５日）

「マスの掴み取り！」� 撮　影／長友　崇
たかし

さん（平松）
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Photograph April

　五竜庵オープニングセレモニーが JA ふれあい市
隣で行われました。五竜庵では、市内のそば畑で採
れたあしたか山麓裾野そばを提供します。オープン
後には、市内で育てられ、調理されたそばを味わお
うとする人で長蛇の列ができました。�（４月 18 日）

　土屋桓
たけよし

良さんへの総務大臣か
らの感謝状贈呈式が、市長応接
室で行われました。土屋さんは
22 年間裾野市の行政相談委員
を務め、その功績に対し感謝状
を渡されました。平成 25 年度
からは、新たに芹澤隆

たかのぶ

伸さんが
行政相談委員となりました。
� （４月 12 日）

　「小さな親切」運動　三校連携あいさつ運動
グッズ贈呈式が東中学校で行われました。「あ
いさつで光る笑顔と心の輪」をスローガンに、
平成 25 年、26 年の２年間、東中学校、向田小
学校、東小学校の３校連携で、朝や放課後のあ
いさつ運動に取り組みます。� （４月 16 日）

　ウルトラトレイル・マウントフジ 2013 が４月 26 日から 28 日にかけて開催されました。大会は富士山の

周囲を一周するＵＴＭＦと、富士山こどもの国から河口湖八木崎公園までの半周を走るＳＴＹの 2 種類があ

ります。市内では水ヶ塚公園に選手が食事や休憩などをするエイドステーションが設けられ、すその水ギョー

ザなどのすそのブランド品で選手たちをもてなしました。� （４月 26 日、27 日）
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1 畑作物の直接支払交付金

●対象作物　麦・大豆・そば・なたね

●交付要件　対象作物を生産・販売していること

●交付方法・単価など
　　　　　　�数量払、面積払のうち、いずれか金額の

高い方のみ交付されます。（数量払が基

本）

数 量 払…�当年産の出荷・販売数量と、作物ごとの

品質に応じて交されます。※販売・品質

を証明する伝票・出荷票などの写しが必

要です。

面積払（営農継続支払）
　　　　　…�対象作物の前年産の生産面積に基づき、

10a あたり２万円が交付されます。

※�面積は前年産の販売数量と県の平均反収から算定さ

れるため、前年産の販売伝票などが必要です。

2 水田活用の直接支払交付金

●対象作物・単価など
【戦略作物】

麦・大豆：3.5 万円／ 10a

加工用米・そば・なたね：2.0 万円／ 10a

米粉用米・飼料用米・WCS 用米：8.0 万円／ 10a

【産地資金】（市町ごとに設定する地域特産物など）
大和芋・いちご・モロヘイヤ・そば：1.0 万円／ 10a

芝・種苗・景観作物：６千円／ 10a

●交付要件
　�　水田で対象作物を生産し、販売していること。そ

ばについてはＪＡなんすんの「あしたか山麓裾野そ

ば」特産化への取り組みに参加すること。なお、産

地資金のそばについては田・畑の別を問わず戦略作

物に上乗せして交付されます。

※�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。

3 米の直接支払交付金

●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）伝票などの写しが

必要ですが、水稲共済加入者は販売農家とみなされ

るため、伝票の提出は不要となります。

県東部農業共済組合　沼津営業所　923-1121
●交付方法
【定額交付】15,000円／10a
　�　ただし、作付面積から自家消費・縁故米相当とし

て 10a が控除されます。

【米価変動補填交付金】
　�　米の販売価格が下落した場合、差額分を交付（支

払いは次年度）

加入申請について

　「交付申請書」と「営農計画書」の提出が必要です。

申請書類は農林振興課で配付しています。前年度の申

請者には 5 月中に案内書類を送付します。資料の送付

や説明を希望される方は相談会にお越しいただくか、

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

5 月 28 日㈫ 10 時～ 16 時 市役所
地下会議室 B

５月 30 日㈭ 13 時 30 分～
19 時 30 分

市民文化センター
31 会議室

6 月   ３日㈪ 13 時 30 分～
16 時

須山コミセン
小会議室

●申込締切：７月１日㈪農林振興課必着
※�この申請・実績により市特産物奨励交付金の対象と

なる方には、別途ご案内をします。

経営所得安定対策　加入手続について
（旧農業者戸別所得補償制度）

産業部　農林振興課
995-1823

　平成 25 年産の経営所得安定対策の加入受け付けが開始されてい
ます。24 年産の農業者戸別所得補償制度と基本的に同じ枠組みで
実施し、下記の３つが主な内容となります。
　この制度は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対
象に、その差額を交付することで、農業経営の安定化と国内生産力
の確保を図ることを主な目的としています。

p.12

広報すその　平成25年５月15日号



社会福祉課　995-1819
介護保険課　995-1821

●一人暮らしや援助が必要な方のために� ※高齢者：市に住民登録がある ６５ 歳以上の方
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（要支援・要介
護と認定された方を除く）

食材確保のための買物、清掃などのため
にシルバー人材センターの会員を派遣し
ます。週３回まで、１回２時間程度

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、併せて安否確認しま
す。（週３回まで）配達日は㈪～㈯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、救急車が出動する通報
システムを設置します（NTT回線が条件）。

●設置料無料
●電話料金（使用時）

訪問理美容
サービス

高齢者世帯で、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し
ます（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・火災警報器の給付
高齢者用電話【電話加入権の貸与】

生計中心者の前年の
所得税額により負担
額が異なります。

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
確認します。※配達は週３回、㈪・㈬・㈮ なし

住宅改修
支援事業 ６５ 歳以上の高齢者世帯

居宅などの改修を希望する方に対して相
談・助言を行います。また介護保険制度
の助言を行います。

なし
介
護
保
険
課

●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

寝たきり老人など
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円を支給します。 なし 社

会
福
祉
課紙おむつなど

購入費助成
在宅で紙おむつを使用する要介
護１以上の高齢者

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
の一部を助成します。

生計中心者の前年の
所得税額により助成
限度額が異なります。

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 円を支給します。
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日時点で、市内にお
住まいの 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枚交付します。

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
「あじさい」

おおむね ６５ 歳以上の方
施設「あじさい」への通所により日常
動作訓練などを行い、自立した生活
を維持します。※祝日除く㈪・㈬・㈮

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 布手芸・紙手芸・編物・籐工芸・竹

細工を実施（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
プログラム ６５ 歳以上で健康自立度に関

する調査の結果、二次予防
事業の対象者となった方

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います。 なし 介

護
保
険
課口腔の

機能向上事業

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
助言を行います。

なし

高齢者在宅福祉サービスのご案内 p.13
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お知らせ
Announcement

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 30 日㈮ま

で配布します。

配�布薬剤／蚊とハエ用発泡錠剤（幼

虫の成長を抑え、成虫にさせない

ための錠剤）

配�布個数／１世帯２袋まで（１袋２

錠入り）

配�布場所／生活環境課・各支所

�生活環境課　995-1816

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。申し込みは不要です。直接会

場へお越しください。

�５月 28 日㈫　10 時～ 11 時 30 分

�富岡第二小学校　体育館

�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

�社会福祉課　995-1819

わたしの主張　裾野市大会

　市内の小中学生、高校生の代表が、

日常生活の中で考えていることを発

表します。どなたでも入場できます。

�６月２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

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。

�いずれも 19 時～

地区 期日 会場

東 地 区６月５日㈬ 生涯学習
センター深良地区６月７日㈮

須山地区６月11日㈫ 須山コミセン

西 地 区６月12日㈬ 生涯学習
センター富岡地区６月13日㈭

�生涯学習課　992-3800

最終処分場整備に伴う
生活環境影響調査結果の縦覧

　最終処分場（第二期）の整備に伴

う生活環境影響調査結果が縦覧でき

ます。

５月 22 日㈬～６月 21 日㈮

　※㈯・㈰を除く

　８時 30 分～ 17 時 15 分

生活環境課と各支所

�●市内にお住まい、通勤している

方は、意見書を提出できます。

　�●市のホームページでも公開して

います。

生活環境課　995-1816

労働保険料などの
申告・納付

　労働保険の概算・確定保険料と石

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。６月

３日㈪から７月 10 日㈬までの間に、

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告書を添えて労

働保険料などを納付してください。

　申告書のみを提出する場合は７月

10日㈬までに静岡労働局または労働

基準監督署へ提出してください。電

子申請による申告・納付も可能です。

�コールセンター
　0120-995-986
　�（５月27日㈪～７月19日㈮　９時

～17時　※土日、祝日を除く）

　沼津労働基準監督署
　933-5830

　ファミリー・サポート・センターは、「子育ての手助けをしてほしい」
「子育ての手伝いをしたい」という方々が会員となって一時的に子ども
の世話を有料で行うシステムです。子どもを預かる方（まかせて会員・
どっちも会員）を対象とした講習会を開催します。申し込みは不要です。

日時 会場 内容

５月29日㈬
９時15分～12時

市役所
地下会議室Ａ

オリエンテーション
保育の心と子どもの遊び

５月30日㈭
９時15分～12時

消防庁舎３階
災害対策室

子どもの世話と小児看護の基礎知識
安全・事故「応急手当講習」

６月５日㈬
９時15分～12時

市役所３階
301会議室

心の発達とその問題
保育サービスを提供するために

●講座を選んで受講することも可能です。

●ファミリー・サポート・センターの会員を随時募集しています。

�市ファミリー・サポート・センター　995-1002

市ファミリー・サポート・センター講習会
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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

募 集
Recruitment

市町対抗駅伝競走大会
合同強化練習会

　県市町対抗駅伝競走大会に向けて、

合同強化練習会を開催します。陸上

競技（中・長距離）の記録向上を目

指している方の参加をお待ちしてい

ます。申し込みは不要です。直接会

場にお越しください。

�５月26日㈰・６月23日㈰・７月21

日㈰・８月11日㈰・９月29日㈰　

いずれも９時～11時　雨天決行、

荒天中止

�運動公園陸上競技場

　（集合▶管理棟前）

�市内に住んでいるまたは通学・通

勤している小学生以上の方

�市町対抗駅伝裾野市チームのコー

チが、陸上競技（中・長距離）の

指導をします。

�生涯学習課　992-3800

筋力向上トレーニング教室

�６月14日㈮ ～ ７月29日㈪ の 月曜

日と金曜日（全13回）

　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

�市内にお住まいの 20 歳～ 74 歳

の方で、全 13 回参加できる方。

※�半年以内に大きな病気をされた方

や手術をされた方は、事前にご相

談ください。

�午前の部・午後の部各 20 人

※定員を超える場合は抽選

�歩行時に足を上げる筋肉である大

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つけます。

�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❺希望コース（午前・午後）を

記入し、返信用宛名面に申込者の

住所と氏名を記入して、投かんし

てください。

�５月 31 日㈮必着

�申込期間終了後、参加の可否を返

信します。

�健康推進課　992-5711
　〒410-1117　石脇524-1

初心者のための体操教室

�６月11日㈫・６月25日㈫・７月９

日㈫・７月23日㈫・８月６日㈫・

８月27日㈫・９月10日㈫・９月24

日㈫（全８回）　13時30分～15時

�福祉保健会館１階　健康ホール

�市内にお住まいの方で、全８回参

加でき、これまでに参加したこと

のない初心者の方

�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

うに、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。

�電話でお申し込みください。�

�５月 31 日㈮

�健康推進課　992-5711

サマーショート
ボランティア活動計画

　夏休みを利用して、県内の社会福

祉施設、社会教育施設でボランティ

ア活動の体験をしませんか。８月１

日㈭～ 30 日㈮の間で、施設から示

された日程で活動します（原則４日

以上）。

�中学生以上でボランティア活動に

関心があり、事前研修会、施設オ

リエンテーションに参加できる方

�所定の申込用紙に必要事項を記入

し、郵送してください。

�６月 20 日㈭

�県ボランティア協会
　054-255-7357

相談
Counseling
家庭児童相談

　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

室にご連絡・ご相談ください。秘密

は厳守します。

�㈪～㈮　※祝日、年末年始を除く

　９時～ 16 時

�市役所１階　家庭児童相談室

�面接相談、電話相談（必要に応じ

て訪問します）

�家庭児童相談室　995-1862

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

�６月 27 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 13 日㈭

�国保年金課　995-1813
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有

料

広

告

　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」ということはありませんか。

　さまざまな苦情や意見、要望があったとき、行政と

の間に立ちパイプ役となるのが行政相談委員です。市

内には、総務大臣から委嘱された２人の行政相談委員

がいます。行政相談委員は、皆さんが抱えている行政

への不満などを聴き、アドバイスをしたり、そこで明

らかになった問題を関係する行政機関へ通知したりし

ます。

　市では、次のとおり相談会を開催していますので、

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日が土日・祝日の場合はその直後の平日に開催

�市役所４階 402 会議室

６月１日は人権擁護委員の日

　市内には、法務大臣から委嘱された６人の人権擁護

委員がいます。偶数月の 20 日（土・日、祝日の場合

はその直後の平日）には、相談会を開催しています。

秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。

人権擁護特別相談を開催

　６月１日の人権擁護委員の日にあわせ、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でお悩みの方は、ご

相談ください。

�６月３日㈪　10 時～ 12 時　13 時～ 15 時

�市役所４階 403 会議室

�秘書課広報室　995-1802

６月１日は人権擁護委員の日

湯山　貴
き

志
し

子
こ

杉山　善
よし

雄
お

渡邊　早
さ

苗
なえ

渡邉　美
み

也
や

子
こ

土屋　二
ふ

三
み

士
じ

湯山　享
きょう

子
こ

池田　宗
むね

久
ひさ

芹澤　隆
たか

伸
のぶ

行政相談委員（敬称略）

人権擁護委員（敬称略）

行 政 相 談 秘書課広報室　995-1802
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料

広

告

６月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯
㈲富士設備
☎ 997-1507

２日㈰
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

８日㈯
㈲井上設備工業
☎ 997-4578

９日㈰
鈴木住宅設備
☎ 993-3901

15 日㈯
㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

16 日㈰
工　管設
☎ 993-1603

22 日㈯
㈱西島工業
☎ 993-1070

23 日㈰
㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983

29 日㈯
パイピング横山
☎ 992-3329

30 日㈰
㈲杉山産業
☎ 992-1131

�６月 25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。
�６月３日㈪〜21日㈮
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

納付期限：７月１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

６月　カレンダー
１日㈯
～７日㈮ 水道週間

２日㈰ わたしの主張
� 裾野市大会

８日㈯ 健康と歯の
� フェスティバル

10日㈪
～21日㈮ 市議会６月定例会

16日㈰ 県知事選挙投開票

～30日㈰ ふるさと富士山
ナイスアングル写真展

人　口　53,831人� （＋17人）
　男　　27,509人� （＋49人）
　女　　26,322人� （−32人）
世　帯　21,227世帯�（＋78世帯）
内、外国人� 702人�340世帯

５月１日現在
データバンク相談

Counseling
看護職等再就職相談

�６月 19 日㈬　10 時～ 14 時

�福祉保健会館

�看護職の資格もっていて、現在就

業していない方

�現場経験のある看護職が、再就職

の相談に応じます。

�県ナースセンター東部支所
　920-2088

イベント
Events
富士のふもとの
大博覧会 2013

�５月25㈯・26日㈰　10時～16時

�富士市産業交流展示場「ふじさん

めっせ」（富士市柳島 189-8）

�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

�ＪＲ富士駅南口、富士市役所、公

設地方卸売市場から無料のシャト

ルバスをご利用ください。

�富士市商業労政課
　0545-55-2907

p.17

広報すその　平成25年５月15日号



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

６月前期の救急協力医

有

料

広

告

１ 土 池田病院 986-1212 本宿 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

２ 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

田沢医院 962-1205 大手町 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 御成橋栄クリニッ

ク 952-2525 通横町

３ 月 新井内科クリニック 992-0811 久根 香貫医院 931-2465 本郷町 よざ小児科医院 967-5722 原

４ 火 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 頴川医院 921-5148 高島本町 西村医院 971-6510 下土狩

５ 水 なおきクリニック 929-8555 �東椎路 白石医院 951-4593 市道町 田中医院 921-2053 高島町

６ 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

７ 金 本村クリニック 969-0001 �大塚 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

８ 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 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

９ 日

鬼頭ハートクリ
ニック 999-4810 � 本宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

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

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

10 月 森医院 966-2017 石川 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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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
三島耳鼻咽喉科
クリニック
935-6681

下香貫
　樋ノ口

聖隷沼津病院
952-1000 松下

いながきレディース
クリニック
926-1709

宮前町 渡辺歯科医院
931-1236 徳倉

９ 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 沼津市立病院
924-5100 東椎路 秋山歯科医院

986-1390 下土狩

11 火 望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 東医院 921-5520 高沢町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

12 水 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
　藤井原 遠藤クリニック 975-8801 久米田 まるやま小児科医

院 981-8577 堂庭

13 木 きくちクリニック 989-5788 桜堤 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

14 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

15 土 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

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

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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1242

2013 年
（
平
成
25 年

）

5
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 :

６月の休館日

６月の行事予定
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

　18日㈫　10 時 30 分〜　文化センター図書室
おはなしの会

　１日㈯　14 時〜 00 分　おはなしの部屋　　
　８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の会
　11日㈫　10 時 30 分〜　展示室　　　　　　

ファーストブック
　　19日㈬　10 時〜 15 時　展示室　　　　　　

今月の一冊
しずおかのおかず
　核家族化、コンビニ、ファ
ストフード…食の伝承が途
絶えつつあるなか、大正、
昭和初めのひとたちが身に
つけている食の知恵「ふる
さとのおかず」を記録した
シリーズの「しずおか」版

です。食材をつくる環境（田畑・里山・川・海）
を通して、自分たちの暮らす自然環境の認識を深
めることができます。� 出版社：開港舎

蔵書点検による休館のお知らせ
　蔵書点検による資料の所在確認作業を
行うため、６月20日㈭〜 27日㈭は、
鈴木図書館と市民文化センター図書室が
休館となります。

新刊紹介 New Release

『飛べ！マジカルのぼり丸』
作：斉藤洋　絵：高畠純　講談社

『くうこうではたらくくるま』
さく：こもりまこと　教育画劇

『うしろのダメラ』
著：あきやまただし　ハッピーオウル社

『つなのうえのミレット』
作・絵：エミリー・アーノルド・マッカリー
訳：津森優子　文渓社

『かんかん橋を渡ったら』
著：あさのあつこ　角川書店

『常在戦場　家康家臣列伝』
著：火坂雅志　文藝春秋

『私の嫌いな探偵』
著：東川篤哉　光文社

『天翔る』
著：村山由佳　講談社

田口　凜
りん
汰
た
郎
ろう

くん
（２歳 10カ月・伊豆島田）

後藤　咲
さき
音
ね

ちゃん
（２歳 10カ月・伊豆島田）

八木　梢
も に か
憂花ちゃん

（３歳・深良）
平澤　昴

こうた
拓くん

（3歳・深良）
村井　奏

かなと
音くん

（２歳 11カ月・佐野）

３日㈪、10日㈪、17日㈪
20日㈭〜 27日㈭（蔵書点検）
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No.
1243

2013年（平成25年）

6月1日号 02   平成 26 年度採用市職員募集
06    富士山を世界文化遺産に 

～構成資産紹介～
10  景観条例を制定
12    特定健康診査が始まります
13  食育月間、食育の日
14   平成 24 年度ごみ処理実績
15   男女共同参画週間

５月12日　富士裾野高原マラソン大会



平成26年度採用 市職員を募集します

案内書・申込書の配布
配 布 開 始／ ６月５日㈬

配 布 場 所／人事課（市役所３階）

郵 送 請 求／ 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

を同封してください。返信用封筒は、Ａ

４用紙が折らずに入る大きさのもの（角

２封筒など）を使い、切手を張ってくだ

さい。

　　　　　　普通郵便を希望の方▶ 140 円切手

　　　　　　速達を希望の方▶ 410 円切手

申込受付
受 付 期 間／ ６月 12 日㈬～７月３日㈬　８時 30 分

～ 17 時 

※㈯、㈰は除く

　　　　　　※郵送の場合は７月３日㈬必着

申 込 方 法／ 申込書・受験票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。

第１次試験
と き／７月 28 日㈰

と こ ろ／西中学校

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。

p.2
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総務部　人事課
995-1806

職　　　 種 採用予定人員 職務内容

一 般 事 務 ３人程度 一般行政事務に従事します。

土 木 技 師 ３人程度 土木に関する業務に従事します。

建 築 技 師 １人程度 建築に関する業務に従事します。

幼稚園教諭・
保 育 士 Ａ １人程度 幼稚園または保育園などに勤務し、園児の幼児教育、保育に従事します。

幼稚園教諭・
保 育 士 Ｂ １人程度 幼稚園または保育園などに勤務し、知識と経験を活かし、中堅職員として園児

の幼児教育、保育に従事します。

消 防 ２人程度 消防署に勤務し、消防業務に従事します。

職種・採用予定人員・職務内容

試験の方法
（１）第１次試験

試験科目 職種 内容

教 養 試 験 全 職 種 一般的知識と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 事務適性検査と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
建 築 技 師 大学卒・短大卒、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があるか検査します。

口 述 試 験
一 般 事 務
幼 稚 園 教 諭・
保 育 士 Ａ、 Ｂ

人物、能力などについて面接による試験を行います。

（２）第２次試験
　第１次試験の合格者に対し、試験を行います。８月下旬を予定しています。
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 幼 稚 園 教 諭・
保 育 士 Ａ、 Ｂ 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。

（３）第３次試験
　第２次試験の合格者に対し、試験を行います。９月中旬を予定しています。
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であるか健康診断を行います。

p.3
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平成26年度採用 市職員募集

受験資格（一般事務、土木技師、建築技師）

職種 区分 受験資格（各区分ごとのすべての要件を満たす人）

一 般 事 務

大学卒程度
・  昭和５８年４月２日以降に生まれた人
・  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２６年３月卒業見込の人

短大卒程度
・  昭和６１年４月２日以降に生まれた人
・  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）、高等専門学

校を卒業した人または平成２６年３月卒業見込の人

高校卒程度
・  昭和６３年４月２日以降に生まれた人
・  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２６年３月卒業見込の人

土 木 技 師

大学卒程度
・  昭和５4年４月２日以降に生まれた人
・  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２６年３月卒業見込の人

短大卒程度
・  昭和５4年４月２日以降に生まれた人
・  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）、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２６年３月卒業見込の人

高校卒程度
・  昭和５4年４月２日以降に生まれた人
・  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２６年３月卒業見込の人

建 築 技 師

大学卒程度
・  昭和５4年４月２日以降に生まれた人
・  学校教育法による大学（これと同等と認める学校を含む）で建築の学科を専

攻して卒業し、１級建築士の免許を有する人

短大卒程度
・  昭和５4年４月２日以降に生まれた人
・  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）、高等専門学

校で建築の学科を専攻し卒業した人で１級建築士の免許を有する人

高校卒程度
・  昭和５4年４月２日以降に生まれた人
・  学校教育法による高等学校（これと同等と認める学校を含む）で建築の学科

を専攻し卒業した人で１級建築士の免許を有する人

p.4
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平成26年度採用 市職員募集

受験資格（幼稚園教諭・保育士Ａ、Ｂ、消防）

職種 区分 受験資格（各区分ごとのすべての要件を満たす人）

幼稚園教諭・
保 育 士 Ａ

大学卒程度

・  昭和５８年４月２日以降に生まれた人
・  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２６年３月卒業見込の人
・  幼稚園教諭の免許と保育士の資格を有するか平成２６年３月末日までに取得見

込の人

短大卒程度

・  昭和５８年４月２日以降に生まれた人
・  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）、高等専門学

校を卒業した人または平成２６年３月卒業見込の人
・  幼稚園教諭の免許と保育士の資格を有する人または平成２６年３月末日までに

取得見込の人

幼稚園教諭・
保 育 士 Ｂ

大学卒程度

・  昭和５３年４月２日から昭和５８年４月１日までに生まれた人
・  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

教諭の免許と保育士の資格を有する人
・   平成２５年６月１２日現在、①～③のいずれかで通算７年以上の経験のある人
　①幼稚園教諭　②保育士　③幼稚園教諭と保育士

短大卒程度

・  昭和５３年４月２日から昭和５８年４月１日までに生まれた人
・  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）、高等専門学

校を卒業し、幼稚園教諭の免許と保育士の資格を有する人
・   平成２５年６月１２日現在、①～③のいずれかで通算７年以上の経験のある人
　①幼稚園教諭　②保育士　③幼稚園教諭と保育士

消 防

大学卒程度
・  昭和６３年４月２日以降に生まれた人
・  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２６年３月卒業見込の人

短大卒程度
・  平成２年４月２日以降に生まれた人
・  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）、高等専門学

校を卒業した人または平成２６年３月卒業見込の人

高校卒程度
・  平成４年４月２日以降に生まれた人
・  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２６年３月卒業見込の人

※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。
ただし、次のいずれかに該当する人は、受験できません。
　（１）　日本国籍を有しない人
　（２）　成年被後見人または被保佐人
　（３）　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
　（４）　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
　（５）　�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

p.5

広報すその　平成25年６月１日号



　富士山の世界文化遺産登録に向け、国や静岡・山梨両県、関係市町では
これまでさまざまな活動をしてきました。４月にユネスコ世界遺産委員会
の諮

し

問機関であるイコモスは、世界遺産委員会へ『富士山は世界文化遺産
への登録が適当』との勧告をしました。今月下旬に開催される世界遺産委
員会で、いよいよ富士山は世界文化遺産へ登録される見込みです。
　富士山周辺には、富士山の文化的価値を証明する資産が数多く存在しま
す。そこで今回は、富士山ネットワーク会議に加盟している４市１町（裾
野市、富士宮市、富士市、御殿場市、小山町）にある富士山の構成資産な
どを紹介します。

◆ 富士山の文化的価値

　富士山は荘厳で美しい姿から、信仰の対象

となり、さまざまな芸術作品を生み出し、日

本と日本文化を象徴する名山としての世界的

な地位を確立してきました。このことから、

富士山は世界文化遺産にふさわしい価値を

持っていると考えられています。

◆ 構成資産とは？

　古くから信仰の対象となり数多くの芸術作

品を生み出してきた富士山。その富士山の文

化的価値を証明するのが、周囲にある神社や

登山道など 25 件の構成資産です。これらの

資産は、富士山とともに国の文化財に指定さ

れ、富士山の世界文化遺産登録において、登

録資産となっています。

古くから人々が畏
い

敬
けい

の念を抱き、愛し続けてきた

富士山を世界文化遺産に
～構成資産紹介～



企画部　企画政策課　995-1804
教育部　生涯学習課　992-3800

　山頂には、富士山本宮浅間大社奥宮・同東北奥宮

（久須志神社）や金明水・銀明水などの宗教施設が

あり、また、地形のなかには内院（火口）や安河原

（賽
さい

の河原）などの宗教的な名称がつけられた所が

あります。峰々は「八
はち

葉
よう

」や「八峰」と総称され、

かつて山頂部は曼
まん

荼
だ

羅
ら

世界になぞらえて考えられて

いました。

　須山浅間神社（裾野市）を起点に、御殿場市印野

・玉穂地先を通り、富士山頂に至る道です。修験道

の総本山・京都聖護院の道
どう

興
こう

准
じゅ

后
ごう

も、1486 年に須

山口から富士のふもとに至る際に歌を詠んでおり、

また富士山を信仰する富士講が広まった江戸時代に

は多くの人々に利用されました。明治時代になると

衰退しましたが、富士山への信仰を今に伝える古道

として、富士山の価値を表す重要な要素とされてい

ます。

　富士山は、平安時代末期に登山が行われるように

なり、14 世紀初めには山中で修行を行う修
しゅ

験
げん

者が

村山を拠点として集まるようになったと考えられ

ています。中世には、16 世紀作とされる「絹
けん

本
ぽん

著
ちゃく

色
しょく

富士曼荼羅図」には道者が大宮・村山口から富

士山に登る様子が描かれ、修験者・先達に導かれた

道者が数多く登拝するようになったと考えられま

す。

　冨士浅間神社を起点とし、八合目で吉田口登山道

と合流し山頂東部に至る登山道です。七合目（標高

2,925 ｍ）の沿道から富士山への奉納物として現存

最古の事例である 1384 年の記念銘を持つ懸
かけ

仏が出

土しているほか、『勝山記』の 1500 年の記事には

本登山道に道者が集中したとの記述が見られます。

1707 年の宝永噴火の際には大きな被害を受けまし

たが、翌年には復興を完了し、多くの道者、富士講

信者による登拝が行われるようになりました。 

山頂の信仰遺跡群
木
この

花
はな

之
の

佐
さ

久
く

夜
や

毘
ひ

売
め

命
のみこと

をまつる奥宮が鎮座

須山口登山道（現在の御殿場口登山道）
富士山への信仰を今に伝える古道
　　　　　　　　　　　　（御殿場市印野・中畑）

須走口登山道
室町時代から続く登山道
　　　　　　　　　　　　　　　（小山町須走）

大宮・村山口登山道（現在の富士宮口登山道）
曼荼羅図にも描かれたかつての登山道
　　　　　　　　　　　　　　　　（富士宮市）
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　　　 富士山を世界文化遺産に 
富士山本宮浅間大社

全国 1300 余社ある浅間神社の総本宮
　　　　　　　　　　　　　　（富士宮市宮町）

村山浅間神社
修験道の中心地
　　　　　　　　　　　　　　（富士宮市村山）

須山浅間神社
須山口登山道の起点
　　　　　　　　　　　　　　　（裾野市須山）

山宮浅間神社
遥拝所から富士山を望む
　　　　　　　　　　　　　　（富士宮市山宮）

　山宮浅間神社には富士山を遥拝するための遥拝所

があります。これは、古い富士山祭祀
し

の形をとどめ

ているものと考えられています。遥拝所の周囲には

溶岩れきを用いた石塁が巡っています。遥拝所内部

には、祭壇
だん

や祭祀列席者の座席と考えられる石列が

設けられています。浅間大社の社伝によれば、浅間

大社の前身であるとされています。

　須山浅間神社は須山口登山道の起点となった神社

で、江戸時代の富士講をはじめ富士山頂を目指した

多くの人が立ち寄った場所です。

　拝殿手前右側にある覆い屋の中の古宮と呼ばれる

小社は、1611 年に建立されたものと考えられてい

ます。工事の記録を示した 1524 年の棟札も残され

ています。境内の樹齢 400 ～ 500 年以上とされる

約 20 本の杉の巨木が、須山浅間神社の歴史を物語

るとともに、厳粛
しゅく

な雰囲気を漂わせています。

　村山浅間神社は、富士山における修験道の中心地

であり、明治時代に廃されるまで、興法寺という寺

院がありました。鎌倉時代には、末
まつ

代
だい

上人に関連す

る修行者により寺院が成立し、「絹本著色富士曼荼

羅図」が描かれた 16 世紀には、修験者や道者が集

まっていたと考えられています。近世には、村山三

坊が興法寺や集落とともに、大宮・村山口登山道や

山頂の大日堂を管理しました。

　浅間神社は富士山を神として祀
まつ

ったものであり、

富士山本宮浅間大社は最も早く成立し、全国の浅間

神社の総本宮とされます。社伝によれば、山宮から

現在地に移転されました。登拝が盛んになるにつれ

て、村山の興法寺とともに大宮・村山口登山道の基

点となりました。「絹本著色富士曼荼羅図」には、

湧
わく

玉
たま

池で垢
こ

離
り

（禊
みそぎ

）をとり、富士山に登る道者の姿

があります。
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富士山を世界文化遺産に 
冨士浅間神社（須走浅間神社）

須走口登山道の起点
　　　　　　　　　　　　　　　（小山町須走）

白糸ノ滝
国の名勝および天然記念物
　　　　　　　　　　　　　（富士宮市上井出）

鈴川の富士塚
富士登山の安全祈願をした塚
　　　　　　　　　　　　　（富士市鈴川西町）

人穴富士講遺跡
溶岩洞穴と 200 基を超える碑塔群
　　　　　　　　　　　　　　（富士宮市人穴）

関連する文化財

　人穴富士講遺跡には、溶岩洞穴「人穴」と富士講

講員が建立した 200 基を超える碑塔などがありま

す。富士講の開祖とされる長谷川角
かく

行
ぎょう

は、人穴にこ

もって修行し、この地で亡くなったとされています。

人穴は角行の修行の地・入滅の地として信仰を集め、

先達の供養碑や記念碑などの碑塔を建立することも

多く行われました。

　富士山の湧水（１日平均 15 ～ 16 万㎥）が約

120m にわたって噴出し、数百条の白糸が垂れてい

るように見えます。 

　富士講関連の文書によれば長谷川角行が人穴での

修行と合わせて水行を行った地とされ、富士講信者

を中心に人々の巡礼・修行の場となりました。また、

景勝地としても有名であり、『白糸瀑
ばく

図』などの絵

画や源頼朝の作とされる和歌などの題材にもなって

います。

　鈴川の富士塚は、江戸時代ごろ富士登山の前に身

のけがれをはらう場であったと考えられています。

登山者は、海岸で海水を浴びて心身の汚れを落とし、

浜から玉石を持って砂山に積み上げ、登山の安全を

祈願したと伝えられています。その後、この塚から

旧吉原宿・村山道を通り、富士山頂を目指したとい

います。

　現在の富士塚は、1976 年に地元の古老の記憶に

従って復元されたものです。

　須走口登山道の起点となる神社で、富士講信者が

多く立ち寄り、33 回を一つの区切りとする登拝回

数などの記念碑
ひ

が約 70 基残されています。社伝に

よれば、807 年に造営したと伝えられています。

1707 年の宝永噴火では大きな被害を受けましたが、

1718 年に再建され、修理を重ねながら現在に至っ

ています。社務所には、「御鎮座千二百年記念資料館」

が併設され、富士講や宝永噴火に関する歴史史料が

展示されています。 
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市景観形成基本計画、景観計画を策定！
景観条例を制定

景観は市民共有の財産

　景観とは、海、山、河川、田畑、建物、道路などで

構成される総合的な眺めと、そこから受ける心の動き

をあわせたものです。景観を眺めて、美しい、懐かし

い、落ち着くなどと感じる気持ちが心の動きです。

　景観は、まちの歴史や文化、イメージを表していて、

極めて公共性が高いものです。市民共有の資産として、

良好な景観形成に向け、市民、事業者の皆さんと行政

が協働で取り組んでいく必要があります。

良
好
な
景
観
を
守
り
育
て
て
い
く
た
め
に
…

　物の豊かさを求める時代から、心の豊かさを求める時代へ移り変わる
中で、個性のある美しいまち並みなど、良好な景観に対する関心が高ま
ってきています。
　このような中、市では、市の全体的な景観に関する施策を取りまとめ
た裾野市景観形成基本計画と景観法に基づく裾野市景観計画を策定し、
裾野市景観条例を制定しました。その内容を紹介します。　

景観形成の基本的考え方

(1) 裾野市の特徴を景観形成に活かす

(2) 地域の景観と調和する開発や建築などを誘導する

(3) 市民、事業者、行政の協働により景観形成を推進

する

景観形成の基本目標

　みんなでつくろう富士の裾野の裾模様

“あなたの思いやりが、美しい裾模様をつくります！”
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都市計画課
995 － 1829

(2) 屋外広告物条例の制定に向けて
　 　屋外広告物条例の制定も視野に入れ、屋外広告物

の基本的方向性を記載しています。

(3) ５カ所を景観重要公共施設に指定
　 　皆さんが使用する公共施設も景観への配慮が求め

られます。国道 469 号、パノラマロード、富士山

スカイライン、中央公園（隣接河川を含む）、小柄沢

緑地は、市の景観にとって重要な公共施設であるた

め、景観重要公共施設に指定されました。この指定

により施設整備をする場合、景観に配慮した整備を

することになります。

　 　このほか、景観重要建造物など良好な景観の形成

に役立つ各種制度も計画に位置づけています。

良好な景観形成

　建物をつくるだけが景観形成ではありません。自宅

の玄関先の掃除も、「美しい」と感じられる立派な景

観形成です。裾野市は富士山のふもとに広がり、箱根

外輪山、愛鷹連山と豊かな自然に囲まれ、景観におけ

る潜在的な魅力はとても大きいまちです。魅力ある良

好な景観形成に向け、ご協力をお願いします。

■届出が必要な行為
行　為 対象となる規模・要件

建
築
物

市街化区域

◦�新築、増築、改築または移転で、高さが15ｍ（※１）を超えるもの、または延べ面積（※２）が1,000
㎡以上のもの
◦�外壁を変更する修繕、模様替えや色彩の変更で、高さが15ｍを超えるもの、または延べ面積が1,000
㎡以上で、かつ外壁の変更に係る部分の見付面積（※３）が総見付面積の５分の１以上のもの

市街化区域
以外

◦�新築、増築、改築または移転で、高さが10ｍ（※１）を超えるもの、または延べ面積（※２）が1,000
㎡以上のもの
◦�外壁を変更する修繕、模様替えや色彩の変更で、高さが10ｍを超えるもの、または延べ面積が1,000
㎡以上で、かつ外壁の変更に係る部分の見付面積（※３）が総見付面積の５分の１以上のもの

景観計画
区域共通

◦�太陽光発電設備の太陽電池モジュール（パネル）の設置で、設置後のモジュールの合計面積が1,000
㎡以上のもの

工
作
物

市街化区域
◦�新設、増設、改設または移転で、高さが15ｍ（※１、４）を超えるもの
◦�外観を変更する修繕、模様替えや色彩の変更で、高さが15ｍを超えるものであり、かつ外観の変更
に係る部分の見付面積（※３）が総見付面積の５分の１以上のもの

市街化区域
以外

◦�新設、増設、改設または移転で、高さが10ｍ（※１、４）を超えるもの
◦�外観を変更する修繕、模様替えや色彩の変更で、高さが10ｍを超えるものであり、かつ外観の変更
に係る部分の見付面積（※３）が総見付面積の５分の１以上のもの

景観計画
区域共通

◦�橋梁、高架道路、高架鉄道、その他これらに類するもの（以下、橋梁などという）の新設、増設、改
設または移転で、長さ（※５）が20ｍを超えるもの
◦�橋梁などで長さが20ｍを超えるものの外観を変更する修繕、模様替えや色彩の変更で、外観の変更
に係る部分の見付面積（※３）が総見付面積の５分の１以上のもの
◦�土地に自立した太陽光発電設備の太陽電池モジュール（パネル）の設置で、設置後のモジュールの合
計面積が1,000㎡以上のもの

※１：建築物、工作物の高さは、周囲の地面と接する最も低い位置の水平面からの高さとなります。
※２：建築物の各階の床面積の合計
※３：張間（短辺）方向または、けた行き（長辺）方向の鉛直投影面積
※４：工作物が建築物の上に設置される場合は、建築物を含めた高さとなります。
※５：橋梁の長さは橋長の長さで、高架道路、高架鉄道の長さは、それぞれ高架区間の長さとなります。

景観計画の内容

　景観計画の対象は市内全域です。

(1) 色彩の規制誘導
　 　景観計画では、建築などの際に参考となる良好な

景観形成の指針を定めました。景観に及ぼす影響が

大きいと考えられる大規模な建築物、工作物に関し

ては届出をしていただき、色彩の規制、誘導を行い

ます。

　　この届出は 10 月１日から必要となります。

届出手続きの流れ

行
為
の
着
手

⇧

建
築
確
認
申
請
な
ど

⇧

適
合
通
知
書
の
交
付

⇧
審
査
な
ど

⇧

届

　
　出
（
必
須
）

⇧

事
前
相
談
（
任
意
）

　届出は、行為着手予定日の 30 日以上前までに行

ってください。
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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

　特定健診を積極的に受診し、バランスの取れた食生活や適度な運動

習慣を身につけましょう。

　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月上旬に、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
　がん検診などの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 ６月 17 日㈪〜 11 月２日㈯
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手軽に作れるレシピの紹介　野菜を使ったなんちゃってピザ

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！

　健康的なからだ、豊かな人間性を育むためには健全な食生活がとても重要です。しか
し現在は若い方や高齢の方のやせ傾向や、働き世代の肥満傾向など栄養バランスの偏り
が懸念されます。この機会に家族で楽しく食卓を囲み
ながら普段の食事について考えてみませんか。

　バランスのとれた食事にするためには、主食である米を中心に魚や肉など

の主菜や野菜などの副菜がバランスよく整った日本型食生活を見直し、栄養

の偏りが無いように毎日の献立作りに食事バランスガイドを活用してみては

いかがですか。

　コマのイラストが一日分の食事を表現し、これらの食事のバランスが悪い

と倒れてしまうことを表現しています。食事の適量は性別、年齢、身体活

動量によって異なります。このコマのイラストは 2200 ± 200kcal（基本形）

を想定した料理例です。身体活動量が「低い」成人男性、活動量が「ふつう

以上」の成人女性が 1 日に食べる量の目安になります。

 【材料　４人分】
春巻きの皮…２0 枚　卵黄…１個分

ジャガイモ…大４個

玉ねぎ…大 １.５ 玉　トマト…大２個　ピーマン…２個

ベーコン…８枚　牛乳…５0cc　とろけるチーズ…８枚

ピザソースかケチャップ…大さじ２杯

塩…少々　こしょう…少々

 【作り方】
❶ 春巻きの皮は一枚ずつはけで卵黄を塗って５枚重ね

る。

❷ ジャガイモは皮をむいて柔らかくなるまでゆで、つ

ぶした後に牛乳・塩・こしょうを入れ混ぜる。

❸ 玉ねぎ・トマト・ピーマンは薄くスライスする。

❹ ベーコンを 1 ｃｍ幅に切り、フライパンでカリカリ

になるまで焼く。

❺ ５枚重ねた春巻きの皮の上に❷を乗せ、その上にピ

ザソースかケチャップを塗り、❸の野菜と❹のベー

コン、とろけるチーズを乗せる。

❻ トースター、オーブン（フライパンでも可）でチー

ズがとけるまで焼く。

レシピ提供／ 市健康づくり食生活推進協議会 

大庭玉
たま

江
え

さん

栄養バランスのとれた
食事をとろう

食事バランス
ガイドとは

野菜は好きな
野菜でＯＫ！

健康福祉部　健康推進課
992-5711
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分別収集でごみの減量リサイクル

平成24年度ごみ処理実績
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13,378
12,853

4,8304,830 4,810

12,51212,512

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!

4,810

12,44812,448

　平成 24 年度の古紙類の資源化量は、新聞紙 374 ト

ン、雑誌など 206 トン、ダンボール 133 トンで総計

は 713 トンでした。

　びん類は 239 トンで、金属類は 438 トンでした。

　また、プラスチック製容器包装は 335 トン、乾電

池は 13 トン、ペットボトルは 71 トン、牛乳パック

は４トンでした。

　資源化総量は 1,814 トンで、前年度より 258 トン

（12.5％）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 10.5％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、順調な成果があがっ

ています。

　ごみの減量化と資源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。

　平成 24 年度のごみの総搬入量は 17,258 トンとな

り、前年度より 0.5％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

12,448 トンで前年度に比べ 64 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 4,810 トンで前年度に比べ 20 トン減りました。

　家庭から出る可燃ごみは 10,533 トンで、前年度に

比べ 141 トン（1.3％）増えています。また、事業所

などの可燃ごみは 4,723 トンで前年度に比べ 30 トン

（0.6％）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。これは市一般廃棄物処理基本計画の平成 24 年度

目標値の 882 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。

総搬入量が減りました 平成24年度の資源化の様子
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男女共同参画週間
　内閣府男女共同参画局では男女共同参画基本法が公布・施行され
た平成11年６月23日に合わせて、６月23日から29日までを男女共同
参画週間としています。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個
性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには行政だ
けでなく、みなさん一人ひとりの取組が必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に
考えてみませんか？

　また、今から 130 年前の明治９（1876）年７月 30 日、浜松県公選民会の代議員選挙があり、当時の浜松県榛原

郡横岡村（現在の島田市）に住む女性たちが投票をしました。これが日本で初めて女性が投票をした選挙だといわ

れています。このことを記念して静岡県では７月30日を「男女共同参画の日」としています。

多様な生き方が尊重され、性別による固定
的な役割分担意識にとらわれることなく誰
もが主体性と責任感を持って様々な活動に
参画し、個性を活かし能力を発揮すること
ができる、暮らしやすい社会を目指して

家庭では…
男女が共に、仕事と家庭での
生活のバランスをとりながら、
子育てや介護などに主体的に
参画できる生き方

地域では…
多様な価値観に基づき、地域
活動、ボランティアなどの活
動やコミュニケーションが充
実し、誰もが地域の一員とし
ての暮らしやすさ

 職場では…
男女が共に継続して能力を発
揮でき、ワーク・ライフ・バ
ランスが実現した働きやすい
職場環境が人々と企業活動を
活性化させる

 学校では…
子どもたちは、お互いの個性
を尊重し、協力し合うととも
に、自らの生き方、能力、適
性を考え、主体的に進路や職
業を選択する能力・態度

市民部　地域振興課
995-1874
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東地区まちづくり懇談会

 ７月５日㈮

 市役所401会議室

 東地区内にお住まいの方

 12名（先着順）

 10年後のまちのあり方について

話し合い、住みやすい東地区、裾

野市にするためのまちづくり懇談

会を開催します。

 ６月14日㈮まで

 地域振興課に電話か窓口で直接お

申し込みください。

 地域振興課　995-1874

募 集
Recruitment

発達に偏りがある子どもを
もつ家族のための講演会

 ６月30日㈰

　受付開始13時　講演14時～16時

 サンウェルぬまづ　多目的ホール

 発達に偏りがある子どもや、発達に

心配のある子どもをもつご家族の方

 無料

 100人（先着順）

 ６月21日㈮

 ＮＰＯ法人臨床心理 オ フ ィ ス
Be サポート　055-925-1701

お知らせ
Announcement

平成25年度・26年度
障がい者相談員

　障がい者相談員は、市内の各障が

い者団体から推薦された豊富な経験

をもつ身近な市民相談員です。心身

に、障がいのある方、またはその家

族などからの悩みや相談に応じ、一

緒に問題を考え、解決のお手伝いを

します。秘密は厳守しますので、お

気軽にご相談ください。※敬称略

身体障がい者相談員

土屋　幸
さち

子
こ

（深良） 997-7410

山口　勘
かん

五
ご

郎
ろう

（岩波） 997-0208

松本　夛
た

吉
きち

（石脇） 993-7795

片山　正
しょう

三
ざぶ

郎
ろう

（平松） 993-0248

髙草　昌
まさ

子
こ

（公文名） 992-1786

府
ふ

金
かね

　淳
じゅん

☆（茶畑） 993-3613
☆は聴覚障がい者のためのFAX番号

知的障がい者相談員

山口　正
まさ

巳
み

（深良） 992-4778

粟野　久
ひさ

子
こ

（岩波） 997-4852

髙杉　香
か

代
よ

子
こ

（千福が丘） 993-1640

精神障がい者相談員

遠藤　邦
くに

明
あき

（茶畑） 993-0516

　詳細は駿東獣医師会ホームページ

をご覧ください。

 http://www.sunto-vma.com/

shiawase.html

生活環境課　995-1816

航空自衛隊見学ツアー

 ８月８日㈭

 エアーパーク（航空自衛隊浜松広

報館）ほか

 自衛隊協力会会員世帯の小学４年

生～高校１年生

 40人程度（応募者多数の場合は抽

選）

 エアーパーク他での見学と体験な

ど

 500円（昼食代・保険料など）

 地域振興課にある所定の申込用紙

に必要事項を記入し、お申し込み

ください。

 ６月３日㈪～７月１日㈪

 地域振興課　995-1874
992-4447

婦人バレーボール大会

 ７月７日㈰　９時～

※予備日　７月21日㈰

 市民体育館・向田小学校

 市内にお住まいの２0歳以上の女性

（ただし社会人とする）

　 １チーム１５人以内　チーム編成は

１行政区単位とする

 １チーム 2,000円

 市民体育館窓口にある所定の申込

用紙に必要事項を記入し、お申し

込みください。

 ６月23日㈰　厳守

 市民体育館　993-0303

不幸になる可能性のある子犬・子猫の里親探し

日時 会場 里子受付期間

第78回 ６月16日㈰
14：00 長泉町役場駐車場 ６月２日㈰～

６月８日㈯

第79回 ８月18日㈰
14：00 御殿場市役所駐車場 ８月４日㈰～

８月10日㈯

第80回 10月20日㈰
14：00 沼津クリーンセンター 10月６日㈰～

10月12日㈯

第81回 12月15日㈰
14：00 裾野市役所前駐車場 12月１日㈰～

12月７日㈯

第82回 平成26年３月２日㈰
14：00

清水町
保健センター前駐車場

２月16日㈰～
２月22日㈯
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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

日　時 ６月14日㈮
10：00 ～12：00

６月24日㈪
10：00 ～12：00

７月18日㈭
10：00 ～12：00

テーマ
大相続税時代到来
～乗り切るヒントを
教えます～

手間と時間を
節約する生活術

発酵の仕組みと
酵母の秘密

講　師
勝又健

けん

太
た

郎
ろう

イワサキ経営
グループ

阿部絢
あや

子
こ

消費生活
アドバイザー

瓜谷真
まさ

裕
ひろ

静岡大学
理学部教授

場　所 市役所４階　401会議室

消費生活講座

　生活に役立つ情報をお届けする消

費生活講座を開催します。どなたで

も受講できます。受講料は無料です。

 各回40人（先着順）

 商工観光課まで電話でお申し込み

ください。

 商工観光課　995-1857

静岡がんセンター公開講座2013

第10弾 

がん医療最前線 
～正しい知識と理解～

　がんセンターの専門医による公開講座を開催します。

受講料は無料です。

とき 内容
〔　〕は講師※敬称略

第１回
７月14日㈰

❶がんの時代を生き抜くために
　〔山口 建（総長）〕
❷がん患者・家族の悩み
　～相談支援センター活用のすすめ～
　〔高田　由香（よろず相談主幹）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

第２回
８月24日㈯

❶胃がんの最新治療
　〔寺島 雅典（胃外科部長）〕
❷大腸がんの最先端外科治療
　〔絹笠 祐介（大腸外科部長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

第３回
９月22日㈰

❶肝臓・胆道・膵臓の最新のがん治療
　〔上坂 克彦（肝・胆・膵外科部長）〕
❷放射線治療・陽子線治療の最新情報
　〔西村 哲夫（放射線治療外科部長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

第４回
11月２日㈯

❶肺がんの最新外科治療
　〔大出 泰久（呼吸器外科部長）〕
❷がん治療中のケア
　〔青木 和惠（副院長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

申込み・問合せ／

　静岡新聞社・静岡放送　

　事業部「静岡がんセンター公開講座」係

　〒422-8670 　住所不要

054-281-9010

054-284-9031

jigyo@shizuokaonline.com

とき 内容
〔　〕は講師※敬称略

第５回
11月23日㈯

❶前立腺がんの治療法
　〔庭川 要 （泌尿器科部長）〕
❷消化器がんの抗がん剤治療
　〔安井 博史（消化器内科部長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

第６回
12月21日㈯

❶乳がん治療の現状
　〔西村 誠一郎（乳腺外科医長）〕
❷緩和ケアの最前線
　〔大坂 巌（緩和医療科部長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

第７回
１月26日㈰

❶子宮がん・卵巣がんの治療と予防
　〔平嶋 泰之（婦人科部長）〕
❷がん医療の将来像
　〔玉井 直（病院長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

※時間は、いずれも13時～15時（開場▶12時30分）

 三島市民文化会館大ホール

 高校生以上

 ❶郵便番号・住所❷氏名❸生年月日（西暦）❹年齢❺

性別❻職業（学校名）❼電話番号を記入し、はがき、

FAX、E メールでお申し込みください。
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有

料

広

告

「以前に投資商品で損をした分を取り返してあげる」
と電話があった。預金があると返金できないと言われ、
預貯金５万円を宅配便で送った。その後、連絡がつか
ないがだまされたのだろうか。

「被害を回避してあげる」と言って金銭をだまし取

る買え買え（出資契約トラブル）の一種です。最近は、

銀行振り込みではなく、宅配便を使ってお金を送らせ

る手口が目立っています。お金を送る場合、郵便法上

は書留で送ることが義務づけられています。それに事

例のように宅配便でお金を送った場合、保証されませ

ん。

　宅配便で現金を送るように指示されても絶対に送ら

売る前にもう一度考えて！
　訪問購入にルールができまし

た。強引に指輪などの貴金属を

買い取られてしまったという被

害が相次いだため、法律が改正

され訪問購入業者には規制がか

かるようになりました。

改正のポイント
❶飛び込み勧誘（不招請勧誘）の禁止

❷契約書面を消費者に渡さなければならない

❸ 契約書面が交付された日から８日以内であればクー

リングオフ（無条件解約）できる

　不明な点は消費生活センター（ 99５-１８５4）まで、お

問い合わせください。
消費生活センター
995-1854

募 集
Recruitment

バドミントン大会

 ６月23日㈰　９時～17時

 市民体育館

 高校生以上の市バドミントン協会

登録者（未登録の方は当日登録可

能）

 ●Ａクラス（初級者）男・女　●

Ｂクラス（中級者）男・女　●Ｃ

クラス（上級者）男・女

　※各シングルス、ダブルス

 ●１種目▶６00円 ●２種目▶１,２00

円（未登録の方で大学生以上は別

に協会登録料500円が必要となり

ます）

 ６月１日㈯～６月１５日㈯１7時必着

 市民体育館　993-0303
　バドミントン協会（平林）
　994-0045

あしたか山麓裾野そば
創出スタッフ

　みんなで「あしたか山麓裾野そば」

をつくりましょう。

 ８月上旬から翌年１月までの間

（４日間程度）

須山地区内の畑

 市内にお住まい、または勤務され

ている方

 35人（先着順）

 ほ場（畑）づくりから種まき・栽

培・管理・収穫・そば打ちと食す

までの行程

無料

 市内ＪＡなんすん各支店（詳細は

窓口でご説明します）

 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）

ないでください。
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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

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 3・10・17・24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 ６日㈭13時～13時30分27日㈭18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 17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

６カ月児
育児教室

11日㈫９時～９時15分
平成24年12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12月生まれの方

２歳児
親子教室

26日㈬９時～９時15分
平成23年６月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

13日㈭午後
平成22年12月生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭13時～13時30分
平成22年６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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
６月４日㈫ 17時～ 19時 45分
６月11日㈫ ９時～ 11時 30分
６月18日㈫ 17時～ 19時 45分
６月26日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
６月11日㈫ ９時～ 11時 30分
６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
整形 内科 内科 内科 外科 内科 外科
9 10 11 12 13 14 15
内科 内科 内科 外科 外科 整形 内科
16 17 18 19 20 21 22
内科 内科 外科 整形 外科 整形 内科
23 24 25 26 27 28 29
外科 内科 内科 内科 整形 内科 内科
30
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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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

有

料

広

告

16 日

かとう内科医院 946-5562 大岡 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 古屋小児科医院 963-0407 西条町

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

17 月 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 坂小児科医院 931-3233 �下香貫

前原

18 火 杉山医院 972-3223 伏見 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 水 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

20 木 青沼胃腸科クリニック 929-6205 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

21 金 岩渕内科医院 951-4579 添地町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

22 土 望星第一クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

23 日

山谷内科医院 966-5333 青野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

白石医院 951-4593 市道町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐クリニック 934-6700 志下

24 月 境医院 975-8021 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

25 火 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 すずきファミリー
クリニック 960-0333 �一本松

26 水 杉山医院 992-0028 平松 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

27 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
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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　 沼津市　 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
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
聖隷沼津病院
952-1000

松下
飯塚歯科医院
993-1077

茶畑

23 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
こまきウィメンズ
クリニック
972-1057

西若町
メイヨ歯科医院
972-3846

長沢

30 日
さわだの森耳鼻�
咽喉科クリニック
929-8787

西沢田
なめり牧野眼科
999-1113

納米里
かまたクリニック
988-2488

文教町
うさぎ歯科医院
997-5918

葛山

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 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

29 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 瀬尾記念慶友病院 935-1511 �下香貫
島郷 原小児科医院 962-0636 八幡町

30 日

あそうクリニック 929-7575 筒井町 守重医院 931-2511 �我入道
江川

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 よざ小児科医院 967-5722 原

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 遠藤クリニック 975-8801 久米田
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富士の裾野を彩る
富士山資料館993-9300

No.
1243

2013 年
（
平
成
25 年

）

6
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 :

須山浅間神社社
しゃ

叢
そう

（国史跡）

　社
しゃ

叢
そう

は神社を囲むようにして存在している森林
のことで、｢ 鎮

ちん

守
じゅ

の森｣ ともいわれています。須
山浅間神社の社叢には約 20 本の杉の巨木があり、
その中には樹齢 500 有余年ともいわれる目通り
の太さが周囲７ｍ程のものもあります。これは、
神社の存在を証明する大永４（１５２4）年の棟札と年
代がほぼ一致してい
て、須山浅間神社の
長い歴史を物語って
います。
　境内と社叢にある
杉の巨木は昭和 48
年６月２日に市の指
定天然記念物に指定
されました。また、
社叢は平成 23 年２
月７日に国の史跡に
指定されました。

　岩波駅の近くで、居酒屋を経営している渡邊さ
ん。昨年 10 月に岩波駅周辺の５店舗が協力して、

“裾コン in 岩波”と名づけた“まちコン”を開催し、
６月８日㈯に２回目の“裾コン in 岩波”を開催
する裾コン実行委員会の委員長を務めています。

“まちコン”は、交際を希望する男女に出会いの
場を提供しながら地域の活性化を図っていくイベ
ントです。「『岩波駅周辺には魅力的なお店がたく
さんあるけど、知らない人も多い。岩波駅は多く

５月の休館日／
３日㈪・10日㈪・17日㈪・24日㈪

「スタインウェイを弾こう」
毎月開催

　世界に名だたる名器であるスタインウェイフル
コンサートピアノを、コンサート仕様の大ホール
舞台でご自由に弾いて、本番さながらの体験をし
てみませんか。
と�　き／６月 23 日㈰　９時～ 21 時
※ 毎月開催しています。各月の開催日は、前月の

中旬に決定します。
料�　金／１回（20 分）800 円
そ�のほか／１人につき最大６回（２時間）まで申

込みできます。申込受付は、先着順です。
申�込み／電話または直接、市民文化センターの窓

口でお申し込みください。

“まちコン”の開催で地域活性化を！
裾コン実行委員会　委員長

渡邊　佑
ゆう

介
すけ

さん

の方が通勤などで利用している。岩波駅周辺のお
店を多くの人に利用していただき、賑わいのある
商店街にしたい』と思っていました」と渡邊さん。
若いお客さんから、男女の出会いの場を求める相
談を数多く受けていたこともあり、“まちコン”
の開催を思いついたそうです。
　第１回の“裾コン in 岩波”には、男女各 100
人が参加しました。「参加したお店はどこのお店
も満席で、商店街が若い人であふれていました。
第１回の“裾コン in 岩波”で知り合った二人が、
最初のデート場所として自分の店を選び来店した
ことを報告してくれたときは、とてもうれしかっ
たです。『次回も開催してほしい』などの意見を
いただき、『また開催しよう』と思いました」と
話してくれました。
　「少子化問題が年々深刻になっていく中、“裾コ
ン in 岩波”がきっかけでカップルが誕生し、結
婚して子どもを連れて来店してくれたら最高です
ね」と笑顔で語る渡邊さん。現在、新たなカップ
ルの誕生を期待し、第２回 “裾コン in 岩波”の
準備を進めています。

お�問合せ／裾コン実行委員会（小粋なダイニ
ング旬 渡邊）　997-0911
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No.
1244

2013年（平成25年）

6月15日号 02  市営墓地　墓所使用者を募集

03  家具転倒防止費用を補助

06  ｢エコチャレンジ DAYs｣ の
 参加者を募集！
07  学校支援ボランティア
 スクールコーディネーターを配置

６月２日
裾野市消防操法大会





























㊗
富
士
山
世
界
遺
産
登
録

６月22日
登録決定日の富士山

No.
1245

2013年（平成25年）

7月1日号 02   参議院議員通常選挙
04    平成 24 年度　下半期財政状況
06    後期高齢者医療制度の保険証を 

更新します
07  脳ドック・人間ドック
08  介護保険料の納付が開始

　６月22日㈯17時28分、カンボジアのプノンペンで
開催されていた第37回ユネスコ世界遺産委員会で、
富士山が世界遺産に登録されることが決まりました。
梅雨の合間の記念すべきこの日に、山頂にうっすら雪
化粧をした姿を見せてくれました。



参議院議員通常選挙
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。

表１
� 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

　投票できる方

　平成５年７月 22 日以前に生まれた方（満 20 歳）で、

平成 25 年４月３日までに住民基本台帳に記録され、

選挙人名簿に登録されている方。

　投票時間

　７時から20時まで、指定された市内の各投票所で投

票できます。

※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、期日前投票がで

きます。

と　き／７月５日㈮～７月 20 日㈯

　　　　８時 30 分～ 20 時

ところ／市役所４階 402 会議室

　　　　※土・日・祝日は市役所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

している方や名簿登録地以外の市区町村で投票する方

は、不在者投票ができます。

　病院などの職員に不在者投票の意向を申し出てくだ

さい。また、滞在先の市区町村での投票には、郵送の

期間を要しますので、早めに選挙管理委員会に投票用

紙の請求をしてください。

　郵便投票制度

　表１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

で投票することができます。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。

　各投票区の投票所

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。投票日は、7月21日㈰
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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。

市選挙管理委員会（総務管財課内）
995-1807

★
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

★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

★ 深良新田

岩波

深良新田下

深良上原

旧
24
6号

国
道
246
号

深良新田公民館

ローソン

第９投票区

グラウンド

★

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

★

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

★

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

永続橋矢崎

東
名
裾
野
病
院

★

国
道
246
号

北児童館

総合
グラウンド

第10投票区

御
宿
新
田

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

★ 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

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

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

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

★

★

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

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

★
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

★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

★ 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
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民生費 土木費 教育費 衛生費 総務費 公債費 そのほか
予算現額 45億7,684万円 39億5,700万円 23億4,509万円 22億6,022万円 21億4,881万円 17億8,774万円 25億2,375万円
支出済額 43億3,004万円 26億1,612万円 21億1,400万円 19億5,011万円 19億1,425万円 15億2,825万円 21億7,928万円
執 行 率 94.6% 66.1% 90.1% 86.3% 89.1% 85.5% 86.4%

　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 ７万８，６２５円 ２０万   ６２円
(５万３，７１２円) (１３万６，６７０円)

固 定 資 産 税 ９万１，３５２円 ２３万２，４４７円
軽 自 動 車 税 １，８１７円 ４，６２３円
市 た ば こ 税 ６，７８４円 １万７，２６１円
特別土地保有税 ０円 ０円
都 市 計 画 税 ６，４８９円 １万６，５１１円

合 計
１８万５，０６７円 ４７万  ９０４円

(１６万  １５４円) (４０万７，５１２円)

■使われたお金（一般会計）
1人当たり 1世帯当たり

民 生 費 ８万  ４６３円 ２０万４，７４０円
土 木 費 ４万８，６１４円 １２万３，７００円
教 育 費 ３万９，２８３円 ９万９，９５８円
衛 生 費 ３万６，２３８円 ９万２，２０８円
総 務 費 ３万５，５７２円 ９万  ５１３円
公 債 費 ２万８，３９９円 ７万２，２６１円
消 防 費 １万３，７７７円 ３万５，０５５円
そ の ほ か ２万６，７２０円 ６万７，９８８円
合 計 ３０万９，０６６円 ７８万６，４２３円

■市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普

　通

　債

土 木 費 ３７億４，９５４万円 旧郵政公社 ３４億３，９８９万円
教 育 費 ２５億２，０７９万円 財 務 省 ５２億  ３１４万円
商 工 費 ２億  ７３８万円 地方金融機構 ２０億５，５２３万円
民 生 費 ６億９，６６５万円 銀 行 等 ６７億３，３５５万円
そのほか １０７億５，７２８万円 静 岡 県 １億６，０８９万円

計 １７９億３，１６４万円 そのほか ３億３，８９４万円
災
害
復
旧
債

土 木 費 ０円 合 計 １７９億３，１６４万円
計 ０円

合 計 １７９億３，１６４万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 ２億５，４２１万円 銀 行 な ど ２億５，４２１万円
（下水道事業特別会計）

目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 ６２億６，２３５万円
旧郵政公社 ２２億８，８７６万円
財 務 省 １４億９，４２１万円

合�� � � � � �計 ６２億６，２３５万円
地方金融機構 ２４億７，９３８万円
合�� � � � � �計 ６２億６，２３５万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 １７億９，７９２万円
財 務 省 １１億  ４７８万円
地方金融機構 ６億９，３１４万円

合�� � � � � �計 １７億９，７９２万円 合�� � � � � �計 １７億９，７９２万円

※（　）は、法人分を除いた数字

支
出
済
額

予
算
現
額

凡例
予算現額� 195億9,945万円
支出済額� 166億3,206万円
執行率� � 84.9%
※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24年度　下半期財政状況
予算・財産・市債の財政状況

p.4
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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
99億4,059万円 26億4,285万円 15億6,020万円 12億4,435万円 ８億7,486万円 １億1,364万円 32億2,296万円予算現額
99億5,914万円 20億5,169万円 　5,120万円 11億9,728万円 ４億7,308万円 １億2,331万円 31億9,172万円 収入済額
100.2% 77.6% 3.3% 96.2% 54.1% 108.5% 99.0% 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 ７億８，５２０万円 ９９．４％
収 益 的 支 出 ７億８，２１９万円 ７億５，６３９万円 ９６．７％
資 本 的 収 入 ４，４６４万円 ４，３５４万円 ９７．５％
資 本 的 支 出 ４億１，４２３万円 ３億８，１１１万円 ９２．０％

■土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ２億２，０５８万円 ２億２，０５８万円 １００．０％
収 益 的 支 出 ２億２，１１３万円 ２億２，０８３万円 ９９．８％
資 本 的 収 入 ２億  ８２２万円 ２億  ８２２万円 １００．０％
資 本 的 支 出 ４億３，０２３万円 ４億３，０２３万円 １００．０％

■市有財産の状況
数量または金額

土 地 ７０９，２８８．０９㎡
山 林 １，２１１，３３５．９２㎡
建 物 １６３，２６５．４５㎡
出資金及び
貸 付 金 ４億７，９３０万円

基 金 ９９億８，９９７万円
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 ５２億２，９３４万円 ４９億９，０８０万円 ９５．４％ ４７億７，１９０万円 ９１．３％
後期高齢者医療事業 ４億２，２９３万円 ３億９，１７６万円 ９２．６％ ３億４，７９６万円 ８２．３％
介 護 保 険 ２６億７，３７４万円 ２５億６，４１２万円 ９５．９％ ２３億６，０３４万円 ８８．３％
土 地 取 得 ５８万円 ３１万円 ５２．９％ ３１万円 ５２．８％
十里木高原簡易水道 ８，２０８万円 ２，６６３万円 ３２．４％ ３，８８８万円 ４７．４％
下 水 道 事 業 １０億５，４０２万円 ５億６，９６９万円 ５４．０％ ８億６，６１０万円 ８２．２％
墓　地　事　業 ６，２４１万円 ２，００９万円 ３２．２％ ３，４７９万円 ５５．７％
合 　 　 計 ９５億２，５１０万円 ８５億６，３４０万円 ８９．９％ ８４億２，０２８万円 ８８．４％

※�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。

予算現額� 195億9,945万円
収入済額� 170億4,742万円
収入率� � 87.0%
※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24年度　財政状況概要
　　　　（平成25年３月31日現在）

総予算額　303億2,097万円

収入済額　264億3,956万円

支出済額　261億8,983万円

企画部　財政課
995-1801 p.5

広報すその　平成25年７月１日号



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 24 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、次の条件に該当する方は、申請すると１割になります。

　　　対象となる方には７月中に市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 万円未満の場合

◦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 万円未満の場合

◦ 世帯に被保険者が 1 人で、同じ世帯に 70 歳以上 75 歳未満の方がいて、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 万円未満の場合

※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ったので、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、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、各自で確実に処分するか、国保年金課または各支所へ返却してく
ださい。
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25年７月31日までなので、８月
以降は新しい保険証をお使いください。新しい保険証は、７月31日まで
に市から対象の方に郵送します。
　今回送付する保険証は表面の色がオレンジ色です。
　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

p.6

広報すその　平成25年７月１日号



脳ドック

人間ドック

脳ドック・人間ドック
健康福祉部　国保年金課
995-1813

と　き／ 11 月１日㈮～平成 26 年２月 28 日㈮
ところ／右表の実施医療機関
対　象／以下の項目に該当する方
　◦ 現在、市国民健康保険に加入していて、平成 25 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
る方

　◦ 30 歳以上 74 歳以下の方
　※ 今年度中に後期高齢者医療制度の対象となる方、市国

民健康保険税を未納の方は除きます。
定　員／130 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でもお申し込みできます。
※ 受診日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 13 日㈮
ところ／右表の実施医療機関
対　象／ 以下の項目に該当する方
◦ 現在、市国民健康保険に加入していて、

平成 25 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方

◦  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、市国民健康保険税
を未納の方は除きます。
定　員／70 人（先着順）
費　用／ 10,000 円
申�込方法／ 国民健康保険証をお持ちの上、

市役所１階国保年金課国保係
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 14:00～17:00

清水館医院
☎９９３-２３２３ 月・水・金 ９:00～11:30・14:00～16:00

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～土 ８:30～12:00

裾野赤十字病院
☎９９２-０００８ 月～金 13:30～16:00

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 ８:30～11:30

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 １3:30～16:00

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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介護保険料の納付が開始

対　象／普通徴収の方
※ 第１号被保険者（65歳以上）の方で納入通知書または

口座振替通知書が届いた方
期　間／７月～平成26年２月

特別徴収の方は……
　特別徴収者は、特別徴収開始通知書の記載内容で年
金から引かれます。また、場合によっては特別徴収と
普通徴収の両方で納付することがあります。

　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く仕組みです。

健康福祉部　介護保険課
995-1821

　皆さんが納める保険料は、介護保険を運営して
いくための大切な財源です。
　納め忘れのないようお願いします。

❶�納期限から１年以上１年６カ月未満の滞納分がある
方
償還払い
● サービスにかかる費用の全額を、一度自己負担でお

支払いください。
● 市に申請をすると、保険給付分の９割が支払われま

す。
❷�納期限から１年６カ月以上経過した滞納分がある方
● サービスにかかる費用の全額を、一度自己負担でお

支払いください。
● 市に保険給付分の９割の給付について申請していた

だきます。
※ この場合は支払う９割の一部または全部が一時差し

止めとなります。
❸納期限から、２年以上経過した滞納分がある方
● その滞納期間に応じて、１割負担が３割負担となり

ます。
● 高額介護サービス費が受けられなくなることもあり

ます。
※ 第２号被保険者（４0歳以上65歳未満）の方も滞納があ

ると、償還払い化（①と②）の対象になります。

滞納している保険料がある場合

65歳以上の方の介護保険料段階一覧表

65歳以上の方の平成25年度介護保険料に関する通知書は７月中旬に個別に送ります。
決定した保険料額や納め方などの詳細は、その通知書でご確認ください。

平成25年度の保険料は
７月中旬に通知します

平成24年度～26年度の介護保険料

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

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 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額＋合計所
得金額が80万円以下の方 基準額×0.5 26,600円

（2,220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＋合計所
得金額が80万円より多く120万円以下の方 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、前年の課税年金収入額＋合計所
得金額が120万円を超える方 基準額×0.75 39,900円

（3,330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＋合計
所得金額が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）

世帯に市民税課税の方がいて、前年の課税年金収入額＋合計
所得金額が80万円を超える方 基準額×1.0 53,200円

（4,440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 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 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 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 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）
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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
美化センター

ごみの持ち込みの休止

　美化センターの施設点検整備のた

め、７月 31 日㈬は、ごみの持ち込

みができません。

美化センター　992-3210

国保高齢受給者証新規交付会

　８月１日㈭から対象となる方に受

給者証を交付します。

 ７月25日㈭　９時４5分～11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和18年７月２日から８月１日ま

でに生まれた方

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

私立幼稚園就園奨励費補助金

　市内に住んでいて私立幼稚園に通

園している園児がいる世帯に補助し

ます。申請は、年間を通して受け付

けています。

 市内に住んでいて４月１日現在、

年齢が３歳～５歳である幼児、ま

たは年度途中に満３歳になる幼児

が私立幼稚園に就園している世帯

 補助金額は、各世帯の市民税額の

所得割額により異なります。

※市ホームページに掲載しています。

 各私立幼稚園にある ｢保育料等減

免措置に関する調書｣ に必要事項

を記入し、課税額を証明できる書

類を添えて幼稚園に提出してくだ

さい。

子ども教育課　995-1822

野立て案内図板の
設置許可基準改正

　県では、道路の沿道などに設置さ

れる野立て案内図板を景観に配慮し

たものとするため、設置許可基準を

改正し、10 月１日㈫から施行しま

す。市内でも一部の地域を除き、板

面の表示内容、色彩、看板の設置方

法が制限されます。野立て案内図板

を設置する場合には、新しい基準に

適合したものを設置してください。

都市計画課　995-1829

住民票、印鑑証明など
自動交付機の利用停止

　システムの更新のため、７月６日

㈯ 12 時から７月７日㈰まで、住民

票、印鑑証明、所得証明を発行する

自動交付機のサービスを休止します。

市民課　995-1812

外国人住民の方への
住基カードの交付

　７月８日㈪から、外国人住民の方

も住民基本台帳ネットワークシステ

ムでの運用が開始されます。これに

あわせ、外国人住民の方にも住民票

コードが記載され、住民基本台帳

カードの交付を受けることができま

す（手数料 500 円）。７月８日以降、

住民票コードの通知書を外国人住民

のいる世帯に郵送します。

市民課　995-1812

夏休み手話教室

　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。

 ７月 20 日㈯・21 日㈰２日間　10

時～ 12 時

 福祉保健会館３階研修室

 指文字、あいさつ、自己紹介、手

話の歌、手話ゲームなど

社会福祉協議会　992-5750

自衛官制度説明会

 ７月21日㈰・27日㈯　10時～18時

　８月６日㈫　13時～18時

 市役所地下会議室Ａ

 自衛隊の採用に関する説明会（募

集項目、資格、試験日程、待遇な

ど）

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

すその夏まつり桟敷席券の販売

　８月３日㈯に運動公園で行われる

夏まつり（花火大会）の桟敷席券を

販売します。

販売開始／７月８日㈪　９時～

販�売場所／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

金額と販売数／●駐車券（普通車１
台）付桟敷席▶ 6,000 円（200 マス）

●桟敷席のみ▶ 5,000 円（300 マス）

※ １マスは約４㎡で定員は６人です。

※ 桟敷席の受付で、マス用シートを

お渡しします。

※ 夏まつりが中止になった場合、料

金から 2,000 円を差し引いた額を

払い戻します。

※ 購入後のキャンセルはできません。

市観光協会　992-5005
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お知らせ
Announcement

富士山の夏期マイカー規制

　富士山の自然保護と安全で快適な

登山のため、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。乗換駐車場を利用し、

有料のシャトルバス、タクシーにお

乗り換えください。駐車料金は、１

台につき 1,000 円です。

●�富士宮口（富士山スカイライン登
山区間）
 ７月12日㈮17時～９月１日㈰17時

　（連続 52 日間）

● 須走口（ふじあざみライン）
 ７月12日㈮17時～15日㈪17時

　７月19日㈮17時～21日㈰17時

　７月26日㈮17時～28日㈰17時

　８月２日㈮17時～25日㈰17時

　８月30日㈮17時～９月１日㈰17時

 県道路企画課
　054-221-3359

県産材で家を建てよう
最大３０万円を助成

　しずおか優良木材や県産材の合板

を使った木造住宅を新築・増改築す

る方に、木材の使用量に応じて、１

棟につき６万円から 30 万円助成し

ます。詳しい条件は、お問い合わせ

ください。「住んでよし しずおか木

の家推進事業」をご活用ください。

 上棟予定日の２週間前（建売住宅

は購入後１カ月以内）までに、必

要書類を郵送してください。

 平成 26 年２月 22 日㈯　※予算

額に達した時点で締め切ります。

 しずおか優良木材認証審査会
　054-667-1245
　〒 421-1121

　藤枝市岡部町岡部 2047-2

不動産取得税の納付を
お忘れなく！

　平成 24 年中に新増築された家屋

（県が直接調査し課税したものを除

く）の不動産取得税は、７月に所有

者に課税されます。７月 31 日㈬が

納期限です。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

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▶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（ビギナーズコース）、ワー

ド基礎、ワード活用、エクセル基

礎、夜間エクセル活用、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、実用書道

教室、夏休み親子工作教室

 駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

県下水道排水設備工事
責任技術者試験

　受験願書を下水道課で配布してい

ます。

 10 月 16 日㈬

 静岡商工会議所静岡事務所会館

（静岡市）

 20 歳以上で学歴に応じた実務経

験のある方

 4,000 円

 ７月 16 日㈫～ 26 日㈮

 下水道課　995-1835

駿豆地区障がい者自立
支援協議会全体会

　障がいのある方が住み慣れた地域

で普通に暮らせる地域づくりを目指

し、これまでに検討された課題など

について話し合います。どなたでも

傍聴できます。申し込みは不要です。

 ７月 24 日㈬　10 時～ 12 時

 函南町役場

 25 人程度

 手話通訳、要約筆記が必要な方は、

７月12日㈮までにご連絡ください。

 障がい福祉課　995-1820

男性介護者の交流会

　介護中の男性の方が、本音で介護

の悩みや不安、疑問などについて語

り合います。聞くだけでも結構です。

順調に介護されている方は、そのノ

ウハウをお話しください。

 ７月27日㈯　13時30分～15時30分

 生涯学習センター２階学習室２

 氏名、電話番号を明記して市介護

家族の会へ FAX（993-5834）でお

申し込みください。

市介護家族の会（勝又）
　992-2495

プラネタリウム一般開放
～夏の星座物語～

 ７月 21 日㈰

　１部▶ 13 時 15 分～ 14 時 30 分

　２部▶ 15 時～ 16 時 15 分

 県立朝霧野外活動センタープラネ

タリウム

 各回 90 人（先着順）

 職員がクイズを出題しながら星座

の説明をします。

 無料

 電話でお申し込みください。

 県立朝霧野外活動センター
　0544-52-0321

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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お知らせ
Announcement

市民課窓口の業務時間延長
毎週水曜日１９時まで

　毎週水曜日（祝日を除く）は、市

民課の一部の窓口業務を 19 時まで

行います。住民票の写しや印鑑証明

書の発行、転入・転出の手続きがで

きます。

 市民課　995-1812

バスの車内事故防止

　走行中のバスの車内事故防止にご

協力ください。

●走行中に席を離れると、転倒など

によりけがをする場合があります。

降りるときは、バスが停留所につい

て扉が開いてから席をお立ちくださ

い。●やむを得ず急ブレーキをかけ

る場合があるので、お立ちの際は、

つり革や握り棒にしっかりおつかま

りください。

 県バス協会　054-255-9281

募 集
Recruitment

夏休みこども消費者教室
「一番甘いのどーれだ」

 ８月７日㈬　10 時～ 11 時 30 分

 生涯学習センター調理実習室

 市内に住んでいる小学４～６年生

 16 人（先着順）

 実際にジュースを飲んで甘さの違

いを確認した後、糖度計を使って

糖度を調べます。

 300 円

 筆記用具

 大人の付き添いは自由です。

商工観光課　995-1857

沼津高専公開講座
（８月開講分）

　受講料は無料です。申込者多数の

場合は、抽選となります。

《３次元CAD入門》
 ８月 11 日㈰　9 時～ 17 時

 中学生以上

 ５人

 ７月 25 日㈭

《初学者のためのフーリエ解析入門》
 ８月 31 日㈯　9 時 30 分～ 16 時

 高校生以上

 15 人

 ８月７日㈬

 沼津工業高等専門学校
　926-5762

涼を求めて芦ノ湖西岸で
自然観察と森林浴

 ８月２日㈮　10 時～ 14 時 30 分

 50 人　申込者多数の場合は、抽

選となります。

 少人数に分かれ、箱根パークボラ

ンティアと一緒に、芦ノ湖湖畔で

動植物を観察します。

コ�ース／箱根ビジターセンター＝深

良水門＝芦ノ湖西岸歩道＝箱根ビ

ジターセンター（約５㎞）

 100 円（保険代）

 ７月 22 日㈪

 昼食、飲物、筆記具、雨具など

 箱根ビジターセンター
　0460-84-9981

平成26年版
市政カレンダーの掲載写真

　裾野市らしさや当市の四季を感じさせる富士山を撮影した写真をご

応募ください。詳しい内容は、市ホームページまたは応募用紙をご覧

ください。

テ�ーマ／美しい富士山の裾野に

応�募方法／市役所３階秘書課広報室または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、郵送するか直接ご提出く

ださい。応募用紙は、市ホームページからダウンロードすることも

できます。

応�募締切／９月 30 日㈪　（消印有効）

応�募上の注意／●応募作品は平成 23 年以降に撮影されたもので、撮

影場所が市内であるものに限ります。●１人３点まで応募できます。

●採用作品のネガ・ポジフィルムまたはデータを後日提出していた

だきます。

そ�のほか／●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１部無料で配

布します。

 秘書課広報室
　995-1802
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募 集
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富士山資料館古代体験講座
まが玉作りに挑戦

　まが玉は、大昔の人々がお守りや

アクセサリーとして使っていた石で

できた装飾品です。

 ８月８日㈭・10 日㈯　９時 30 分

～ 12 時

 富士山資料館学習室

 小学生以上の方

 各 20 人（先着順）

 滑石を紙ヤスリなどを使って削り、

自分だけのまが玉を作ります。

 大人 300 円、子ども 200 円（入

館料・保険料）

 電話で富士山資料館にお申し込み

ください。

 ７月 17 日㈬～８月１日㈭

 軍手、マスク、汚れてもよい服 ( エ

プロンなど )、飲み物

 富士山資料館　998-1325

労働法セミナー

　労働基準法をはじめ、働き方に関

する基本的なルールを学ぶセミナー

です。参加料は無料です。

 ９月４日㈬・11 日㈬・18 日㈬・

10 月２日㈬ 全４回　時間はすべ

て 10 時～ 16 時 30 分

 沼津労政会館（沼津市高島本町）

 労働問題に関心のある方

 80 人程度（先着順）

 住所、氏名、所属（会社名など）、

電話番号を明記し、FAX、郵送

またはメールでお申し込みくださ

い。

 ８月 16 日㈮　17 時

 過去に受講したことがある方は、

お断りすることがあります。

 県東部県民生活センター
　951-8209

951-8208
　〒410-0801　沼津市大手町1-1-3

　沼津商連会館ビル２階

 tobu-syousou@pref.shizuoka.lg.jp

知って得する健康講座

 ７月1４日㈰　13時30分～15時30分

 県総合健康センター（三島市谷田）

 一般成人

 ●第１部▶認知症について考えよ

う（三島社会保険病院医師　青柳

昌樹さん）●第２部▶運動で認知

症予防ができる！（総合健康セン

ター健康運動指導士　木本愛郎さ

ん）

 電話または直接お申し込みくださ

い。

 県総合健康センター
　973-7000

講座名 とき 対象 内容 講師 定員

囲碁講座

７月２６日㈮・８月２日
㈮・９日㈮・１６日㈮・
２３日㈮（全5日）
９：３０ ～１１：００

市内に住んで
いる小学生以
上の方

みんなで囲碁を楽しみ
ます。 渡辺　浩さん ２０人

子ども生け花
アレンジメント
講座

７月３０日㈫・８月６日
㈫（全２日）
１０：００ ～１２：００

市内に住んで
いる小中学生

花ばさみの使い方など
を初歩から学習しま
す。

星野　敏子さん ２０人

科学遊び講座
紙レコード

８月８日㈭
１０：００ ～１１：３０

市内に住んで
いる小学生　
※1・2年生
は保護者同伴

模様を書いた紙を専用
の針でなぞると音が聞
こえます。これを利用
して音の性質を学び、
自分専用のオルゴール
を作成します。

沼津工業高等専門学校
教授

望月　孔
こう

二
じ

さん
２０人

科学遊び講座
脳の不思議

８月８日㈭
１４：００ ～１５：３０

市内に住んで
いる小学4～
6年生

視覚や聴覚の錯覚現象
について紹介します。
また、脳の信号を使っ
たリハビリなどの応用
例を紹介します。

沼津工業高等専門学校
准教授

宮下　真
まさ

信
のぶ

さん
４０人

夏休み子ども体験講座 東西公民館
992-6677
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募 集
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県男女共同参画会議委員

 県内に住んでいる20歳以上の男女

 ４人程度

 ７月１日㈪～７月 31 日㈭

 ●任期は平成 25 年 12 月１日か

ら２年間です。

　●書類、面接により選考します。

 県男女共同参画課
　054-221-3122

相談
Counseling

不動産無料相談会

　弁護士、税理士、司法書士などに

よる不動産についての無料相談会で

す。予約は不要です。直接会場へお

越しください。

 ７月 26 日㈮　13 時 30 分～ 15 時

 サンウェルぬまづ大会議室（沼津

市日の出町）

 全日本不動産協会静岡県本部
　054-285-1208

夏季こどものきこえ相談会

　きこえやことばの心配な子どもの

相談会を行います。０歳児から対象

です。物音に気づかないなど気にな

ることがあればお気軽にご相談くだ

さい。

 ７月 24 日㈬・26 日㈮　10 時～

12 時　13 時 30 分～ 16 時

 沼津聴覚特別支援学校

 相談、聴力測定

 電話または FAX でお申し込みく

ださい。

 ７月 12 日㈮

 沼津聴覚特別支援学校
　921-3398

イベント
Events

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。申し込みは不要です。直接会

場へお越しください。

 ７月 16 日㈫　10 時～ 11 時 30 分

 千福が丘町内会館

 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

 社会福祉課　995-1819

すその１６ミリ映画祭

　16 ミリフィルムによる映画の無

料上映会です。子どもを対象にした

映画や懐かしい映画を上映します。

 ７月 27 日㈯　10 時～ 15 時 46 分

（開場／９時 40 分・13 時 10 分）

 市民文化センター多目的ホール

時間 上映映画名
１０：００
～１０：１８

源吉じいさんと子ぎつ
ね【アニメ】

１０：１８
～１０：４３

くまのがっこう
【アニメ】

１０：４３
～１０：５３

おじいちゃんはぼくの
ヒーロー【アニメ】

１０：５３
～１１：５３

ミッキーマウス（短編
８作品）【アニメ】

１３：３０
～１５：４６ 箱根風雲録【邦画】

 鈴木図書館　992-2342

福祉のしごと
就職フェアinしずおか

　福祉の仕事に就きたい方、関心の

ある方の質問や相談に応じます。

 ７月 14 日㈰　12 時～ 16 時

 沼津リバーサイドホテル４階

 県社会福祉人材センター

　054-271-2110

夏休み親子税金教室と
映画上映会

 ８月 16 日㈮　13 時～ 16 時

 御殿場市民会館大ホール

 子どもとその保護者

 1,150 人（先着順）

上�映映画／ドラえもん　のび太のひ

みつ道具博物館

 無料

 ７月 16 日㈫から、市商工会で入

場券を発行します。（㈪～㈮の９

時～ 17 時）

 沼津法人会　922-4014

駒門駐屯地夏祭り

　陸上自衛隊駒門駐屯地を一般開放

して、夏祭りを開催します。

 ７月 26 日㈮　17 時～ 19 時 30 分

 陸上自衛隊駒門駐屯地（御殿場市

駒門 5-1）

※雨天時は駐屯地体育館

 ちびっこ広場、模擬売店、太鼓演

奏、盆踊り、抽選会など

 駒門駐屯地広報班
　0550-87-1212（内線206）

生活習慣病フォーラム

　正しい糖尿病の知識と実践的な自

己管理についてのフォーラムです。

参加料は無料です。

 ７月 12 日㈮　19 時 30 分～ 20 時

30 分（開場▶ 19 時）

 市民文化センター 3 階会議室

講�師／宇都宮　一典さん（東京慈恵

会医科大学 糖尿病・代謝・内分

泌内科 主任教授）

演�題／糖尿病とは　～合併症を防ぐ

ために～

 ノバルティスファーマ㈱沼津営業
所　964-4358
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中学生の息子があるメーカーのシューズをインター
ネットの通販で注文した。代金を振り込んだら国際郵
便で商品が届いたが、注文した商品と違っている。交
換希望メールを再三送ったが連絡がない。

国内の通販サイトと思い、海外通販サイトを利用し
てしまい、「届いた商品が模倣品のようだ」「代金を払っ
たのに商品が届かない」といった相談が寄せられてい
ます。海外サイトでも、日本語で書かれているために
海外事業者と思わず利用してしまうケースがあります。
注文する前に事業者の所在地、連絡先を確認しましょ
う。メールアドレスしか記載されていないサイトでの
取引は危険です。模倣品の輸入は消費者が法律違反に
問われる恐れもあります。困ったときは、市役所１階
消費生活センターや消費者庁越境消費者センターなど
にご相談ください。

健康食品の強引な送りつけに�
注意しましょう!!
　突然「注文された健康食品を送る」と電話がかかっ

てきて、注文した覚えがないと言っても送りつけられ

るというトラブルが増えています。困ったときはすぐ

に市役所１階消費生活センターへご相談ください。

無料多重債務相談会
　消費生活センターでは、毎月第３火曜日に司法書士

による無料多重債務相談を行っています。秘密は厳守

されます。お気軽にご相談ください。相談は予約制で

す。ご都合に合わせて時間帯を指定してください。

　と　き／７月16日㈫　1４時～16時、

　　　　　　　　　　　18時～20時

　ところ／市役所１階消費生活センター

消費生活センター
995-1854
消費者庁越境消費者センター
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/

岩波駅（富士見橋） ６：４３ １６：３０ １７：３０ １８：２０
トヨタ自動車東日本前 ６：４５ １６：３２ １７：３２ １８：２２
トヨタ東富士研究所前 ６：４８ １６：３５ １７：３５ １８：２５
今里大布施 ６：４９ １６：３６ １７：３６ １８：２６
今里 ６：５０ １６：３７ １７：３７ １８：２７
背越 ６：５５ １６：４２ １７：４２ １８：３２
下和田上 ６：５６ １６：４３ １７：４３ １８：３３
下和田入口下 ６：５９ １６：４６ １７：４６ １８：３６
呼子団地入口 ６：５９ １６：４６ １７：４６ １８：３６
今里 ７：０２ １６：４９ １７：４９ １８：３９
今里大布施 ７：０３ １６：５０ １７：５０ １８：４０
トヨタ東富士研究所前 ７：０４ １６：５１ １７：５１ １８：４１
トヨタ自動車東日本前 ７：０７ １６：５４ １７：５４ １８：４４
岩波駅（富士見橋） ７：１０ １６：５７ １８：００ １８：５０

　紙面の都合上、一部バス停のみ掲載しています。

　市では、岩波駅と今里、呼子、下

和田を結ぶバスを運行しています。

通学、通勤などにご利用ください。

運�行日／㈪～㈮　※祝日、年末年始

（12 月 29 日～１月３日）は運休

市自主運行バス　岩波駅線
（岩波駅⇔今里・呼子・下和田）

企画政策課
995-1804
富士急シティバス
921-5367
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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

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ １・８・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 25日㈭
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 ８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

６カ月児
育児教室

９日㈫９時～９時15分
平成25年１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24年１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７月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

11日㈭午後
平成23年１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７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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
７月２日㈫ 17時～ 19時 45分
７月９日㈫ ９時～ 11時 30分
７月16日㈫ 13時～ 15時 30分
７月24日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
７月９日㈫ ９時～ 11時 30分
７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

外科 内科 内科 外科 整形 内科 内科

14 15 16 17 18 19 20

整形 内科 内科 整形 内科 整形 内科

21 22 23 24 25 26 27

内科 内科 外科 外科 内科 内科 外科

28 29 30 31

内科 内科 内科 外科

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

有

料

広

告

16 火 杉山医院 972-3223 伏見 酒井医院 966-1755 今沢 よざ小児科医院 967-5722 原

17 水 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 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

18 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

19 金 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 松原医院 962-1496 白銀町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

20 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

21 日

きせがわ病院 952-8600 大岡 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

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

23 火 あそうクリニック 929-7575 筒井町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中医院 921-2053 高島町

24 水 境医院 975-8021 竹原 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 よざ小児科医院 967-5722 原

25 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

26 金 花メディカルクリニック 987-9145 下土狩 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

27 土 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

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
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28 日

本村クリニック 969-0001 大塚 遠藤クリニック 975-8801 久米田

つかだ医院 983-1577 堂庭 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 東医院 921-5520 高沢町

29 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 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

30 火 青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫

馬場

31 水 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 守重医院 931-2511 �我入道
江川

まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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　 沼津市　 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

21 日
三島中央病院
971-4133

緑町
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
太田歯科医院
972-1318

長沢

28 日
静岡医療センター
975-2000

長沢
本多眼科医院
931-1519

御幸町
ウスイクリニック
980-5580

下土狩
中里歯科医院
976-1818

伏見

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

p.17
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富士山資料館993-9300

No.
1245

2013 年
（
平
成
25 年

）

7
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 :

富士山信仰と登山道（須山口のはじまり）
　富士山は古くから霊峰としての信仰を生み、遠
望するだけでなく頂上を極めることが修行や信仰
の証となりました。近世になると富士講の発展も
あってますますその信仰のすそのが広がり、富士
山を目指す人々が増え、それに伴い登山道が整備
されるようになりました。
　近世における登山道の登り口は、甲斐（山梨）
からの登山口を北口・裏口と称し、駿河（静岡）
からの登山道を南
口・表口と称しまし
た。また、北口・東
口・南口と区別する
場合もあります。須
山口は東口・表口・
南東口の三つの呼び
名がありました。
　絵図では、須山へ
５本の道が入ってい
ることがわかります。

全国大会優勝！�
世界大会でも優勝を狙う

　大歩さん（沼津工業高校 3 年生）が、５月４日
～６日に東京都で開催された「ロボカップジャパ
ンオープン 2013 東京大会」ジュニア CoSpace レ
スキューの部にチーム「SURUGA13」の一員と
して出場し、見事優勝を果たしました。CoSpace
レスキューは仮想空間と現実にある２つの自律型

７月の休館日／１日㈪・
８日㈪・１６日㈫・２２日㈪・２９日㈪

女子力ＵＰ！お料理教室
　玄米などの未精製の穀物を中心に使い、自然
なままの旬の野菜や調味料を使って調理するマ
クロビオティック料理のお料理教室です。
と�　き／７月1４日㈰、12月15日㈰、 ２月９日㈰ 
（全３回）　いずれも10時30分～13時30分
ところ／市民文化センター２階調理実習室
費　用／3,000円（材料費別途4,500円程度）
対　象／女性
講　師／日比野　文

ふみ

子
こ

さん
定　員／20人（先着順）

みんなで楽しく口笛教室！
と�　き／７月2４日㈬、８月21日㈬、９月４日㈬、

９月18日㈬、10月２日㈬、10月16日㈬（全６回）
　いずれも13時～15時
ところ／市民文化センター音楽室
費　用／6,000円
講　師／高橋　一

かず

眞
ま

さん

ロボカップジャパンオープン2013東京大会
ジュニアCoSpaceレスキューで優勝
渡辺　大

た

歩
ほ

さん（平松）（17）

ロボットにプログラミングを施し、競技スペース
内で障害物やトラップを避けつつ目的の物を収集
させ、その収集物の得点を競う競技です。
　大歩さんは高校入学前からプログラミングに興
味がありました。高校に進学後、ロボット制御部
に入部し、プログラミング技術を磨いてきました。
ロボットのプログラムを組むときは常に、どうす
ればロボットが無駄な動きをしなくなるか、もっ
と得点をとるためにどうしたらいいかを考えてい
るそうです。優勝の感想を伺うと、「優勝が決定
したときはまだ実感がなかった。表彰され、記念
写真を撮影しているときに実感がでてきてほっと
した。」と語ってくださいました。
　大歩さんは６月 27 日～ 30 日にオランダで開
催されるロボカップ 2013 の世界大会に出場され
ました。

宝永４年の噴火直後の道
（富士山資料館保管）

仮想空間内の競技の様子

カルチャークラブ裾野
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No.
1246

2013年（平成25年）

7月15日号 02    世界遺産　富士山 
信仰の対象と芸術の源泉

06  市議会６月定例会
08    第 40 回　すその夏まつり・ 

富士山すその大花火大会

09  第30回　富士山すその阿波おどり大会
10  適切な農地の管理にご協力を！
12  各種相談
13  みんなできれいに！みんなで楽しく！！

７月１日
富士山須山口登山道開山式



世 界
遺 産
富 士 山
信仰の対象と芸術の源泉

　６月16日から27日まで、カンボジアの首都プノ
ンペンで第37回ユネスコ世界遺産委員会が開催さ
れ、富士山が世界遺産に登録されました。富士山
は、美しく荘厳な姿から、時代を超えてさまざま
な信仰の対象となり、また優れた多くの芸術作品
に取り上げられるなど、まさに日本文化の源と
なってきました。古くから現代まで人々にさまざ
まな思いをかき立ててきた富士山。世界遺産登録
はゴールではなく、人類共通の財産として未来へ
引き継いでいくための新たなスタートです。



市議会６月定例会

　裾野東工事用道路（新東名側道）用地取得事業など

26 件、合計６億 4,132 万 8,000 円を繰り越しました。

※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

　市道 2 － 34 号線道路改良舗装工事（その２）など

４件、合計 956 万 1,000 円を繰り越しました。

※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。

　管路築造工事が 1 件、1,230 万円を繰り越しました。

　墓地区画割工事が 1 件、1,982 万 3,000 円を繰り越

しました。

　都市計画道路平松深良線に係わる公有地取得と公有

地処分、代替地処分の事業報告と決算報告がありました。

　また、平成 25 年度に行う、土地造成事業に伴う基

礎調査などの事業計画と収支予算の報告がありました。

　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事業報告と決算報告がありました。

　また、平成 25 年度に行う、健康増進推進事業など

６事業の事業計画と収支予算の報告がありました。

市職員の給与に関する条例を一部改正

　人事評価制度の勤務成績の評価を勤勉手当に反映す

るため、本条例の一部を改正しました。

市税条例と市都市計画税条例、 
市国民健康保険税条例を一部改正

　地方税法などの一部が改正されたことに伴い、それ

ぞれ条例の一部を改正しました。

例案件４件、補正予算３件、諮問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。

p. 6p.6

広報すその　平成25年７月15日号



一般会計補正予算（第１回）

　規定の予算総額に 1,500 万円を追加し、歳入歳出予

算総額を 193 億 5,800 万円としました。

　歳出補正の主な内容は、富士山世界遺産登録啓発の

ための広告費、コミュニティ助成事業による区への助

成、寄附金による社会福祉事業基金の積み立て、須山

浅間神社駐車場などの整備に係わる設計業務委託と駐

車場整備工事の予算措置、小中学校の整備工事、図書

購入、備品購入などの予算措置、緊急雇用事業を活用

したスポーツ推進事業委託の予算措置などです。

　歳入の補正は県補助金の緊急地域雇用事業費の新規

採択による増額、寄附金による社会福祉向上のための

歳入措置、寄附金と財産区繰入金による教育振興など

のための歳入措置、コミュニティ助成事業助成金の新

規採択による雑入の増額などです。

補正予算（第１回）

　国庫支出金の増額に伴い特定世帯等軽減システムを

改修するため、規定の予算総額に 52 万 6,000 円を追

加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ 52 億 2,152 万

6,000 円としました。

補正予算（第１回）

　県補助金の新規採択に伴い、グループホーム設置者

へ介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金を交付す

るため、規定の予算総額に 1,080 万円追加し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ 25 億 3,780 万円としました。

補正予算

人権擁護委員の推薦

　９月 30 日に任期満了となる人権擁護委員の後任の

推薦について意見を求めました。

建設工事請負契約の締結

　防災・安全交付金事業として市道 2 － 29 号線の柳

端橋を架け替える工事の請負契約を１億 5,550 万

5,000 円で矢田工業株式会社 静岡営業所と締結するこ

とについて可決しました。

柳端橋

工事箇所

市営柳端団地

市民文化
センター

工事箇所図

▲橋の架け替え現場

▲須山浅間神社駐車場

▲富士山世界遺産登録を記念したラッピングバス

p. 7p.7
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富士山すその大花火大会

各地区コース（出発地） 駐車場
① 市役所 市役所

② 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 
※ノンステップバス車輌 須山地区研修センター

会場周辺コース（出発地） 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 トヨタ自動車東日本
臨時駐車場

トヨタ自動車
東日本駐車場　

●

●
●

☆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

　ライブや特殊効果を駆使した最先端の花火ショー。
富士山の大野原をバックに、40回記念と富士山世界
遺産登録を記念した花火をはじめとして、約8,000
発の色とりどりの花火が富士の裾野の夜空を彩ります。

裾野市観光協会
992-5005

●と　き／８月３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

　地元伝統芸能（時間随時、要問合せ）

　●須山シャギリ
　●五竜太鼓
　●阿波踊り
　●納涼踊り

合場るなに更変がムラグロプりよに合都や件条象気、部一 ※
があります。

。すまし延順に日翌、合場の天雨 ※
な加参、覧観りつま夏のそす、は㈰日４月８～㈮日２月８ ※

ど以外で市運動公園施設の一般利用はできません。
トヨタ自動車東日本
臨時駐車場

トヨタＢ
臨時駐車場

トヨタ自動車東日本
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

路道
速高

名東
新

夏まつり会場
（市運動公園周辺）

■すその夏まつり会場周辺案内図
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第 回　富士山すその阿波おどり大会

●と　き／８月17日㈯　18時～20時30分
●ところ／裾野駅前通り・新道通り
　　　　　※ただし、荒天・台風の場合は市民文化センター

　イベント内容

●阿波おどり大会
　と　き／18時～20時30分　※雨天決行
●各種催物
　と　き／17時～18時（予定）

　交通規制のお知らせ

車場線（裾野駅前通り）と主要地方道三島裾野線の一部
（新道通り）、市道1150線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。

　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亭は利用できません。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。

富士山すその阿波おどり大会実行委員会　事務局（前島）
080-4227-8348

p.9
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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い

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、農地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・畑などの土地をいいます。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

手続きは、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。

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、市街地の近接度合、

転用の確実性、周辺農地への影響などについて審査が

行われ、農業委員会を経由して県知事が許可します。

一時的な転用の場合
　農地を一時的に資材置場や仮説現場事務所などを建

築するために利用する場合も、農地転用の届出や許可

が必要です。

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もあります。

所有権を移転させる場合
　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 条の許可が必要になります。

　また、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

要です。

適切な農地の管理にご協力を！

　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。

農地転用するときは、手続きが必要です

農業委員会（農林振興課）
995-1823／ 995-1824

p.10
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　「人・農地プラン」に位置づけられることにより、一
定の要件を満たせば次の支援を受けることができます。

■青年就農給付金（経営開始型）
対　　象／�原則 45 歳未満で独立・自営就農する方（独

立していない親元就農は対象外）

給付内容／�年間 150 万円を最長５年間給付されます。

ただし、給付金を除いた本人の前年の所得

が 250 万円を超えた場合は支給が停止され

ます。

■農地集積協力金・経営転換協力金
対　　象／●土地利用型農業から経営転換する農業者

　　　　　●農業部門の減少により経営転換する農業者

　　　　　●リタイアする農業者

　　　　　※いずれも販売農家が対象

交付用件／�すべての自作地を農地利用集積円滑化団体

（ＪＡ）などへ貸付先を指定しない白紙委任

（10 年以上）をすること

　　　　　�今後 10 年間土地利用型作物の物販を行わ

ないこと。

■分散錯圃解消協力金
　農地の連担化・集積に協力していただける方（販売

農家）に対し、農地面積に応じて 10 ａあたり 5,000

円を支援します。経営転換協力金と同様に農地利用集

積円滑化団体などへの白紙委任が必要です。

■スーパーＬ資金金利負担軽減
　認定農業者が借り入れるスーパーＬ資金について、

貸付当初５年間の金利負担を軽減します。

「人・農地プラン」とは
　耕作放棄地の増加、担い手の高齢化や経験者不足など地域が抱える人と農地の問題を解決して
いくための設計図です。
　具体的には、集落や地域で話し合い、「今後の中心となる経営体はどこか」「中心となる経営体
へどの農地を集積するか」「地域の農業を維持・発展していくためにはどのような取組を行って
いくか」を定める内容です。また、プランは地域の実情に応じ随時更新することができます。
　市では、市内全域を範囲とした「人・農地プラン」を今年3月に策定しました。今後も地域の
皆さんの意見を伺いながら内容の充実を図っていきます。

大切な農地を守るために
� 「人・農地プラン」を作成しましょう

　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。
交付対象耕作放棄地／

　農業振興地域内農用地（青地）

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。

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。

※�この交付金については、今年度で終了する予定で

す。

「人・農地プラン」の主な支援事業

＝ 耕作放棄地の解消に交付金を活用できます ＝

p.11

広報すその　平成25年７月15日号



各種相談

　子育てに関する悩みや発達の気になるお子さ
んとの関わりについて専門員による相談を受け
付けます。この機会に是非ご利用ください。

※�平成26年４月に福祉センター石脇（みどり作
業所）の隣接地に児童発達支援センター「富
岳裾野学園」が開園する予定です。発達の気
になる子どもたちの生活を豊かに拡げるため、
気になる段階からの支援を行います。子ども
一人ひとりの育ちや個性に寄り添いながら発
達を応援していきます。

　医師・保健師・助産師・看護師が、病気や介
護、育児の悩みや相談に応じ、一緒に問題につ
いて考え、解決のお手伝いをします。
　相談内容など個人情報は保護されますので、
安心してご相談ください。

相談できる内容／

　●健康相談
　�　身体の不調や健康の保持・増進に関する相談や、

どんな病気か？　どんな薬を飲めばいいか？　応急

処置は？　何科を受診すべきか？　などのご相談に、

専門のカウンセラーがお答えします。

　●医療相談
　�　病気に関する詳しい説明、治療や検査などについ

てアドバイスします。

　●介護相談
　�　介護の方法や介護を受ける方、される方の様々な

不安に対し、アドバイスします。

と　き ところ

７月
17日㈬、19日㈮、24
日㈬、26日㈮、29日
㈪、31日㈬

富岳学園（御殿場
市大坂361-1）

８月

２日㈮、21日㈬、23
日㈮、3０日㈮

生涯学習センター
１階団体打合せ室

５日㈪、９日㈮、12
日㈪、19日㈪、26日㈪ 富岳学園

９月

４日㈬※、６日㈮、
11日㈬、13日㈮、25
日㈬※

生涯学習センター
１階団体打合せ室

２日㈪、９日㈪、2０
日㈮、3０日㈪ 富岳学園

●時　間／９時～ 15 時（※９時～ 13 時）

●相談員／�林　邦雄（元静岡大学教育学部教授、元目

白大学人文学部教授）

●相談料／無料

●受　付／電話で予約をお願いします

　●育児相談
　�　家族計画・妊娠・出産・育児・母子保健について

アドバイスします。

　●医療機関情報
　�　病気やケガの症状によってどんな医療機関を選べ

ばいいか。また、自宅や会社近くの医療機関の情報

を提供します。

相談スタッフ／

　●ドクター

　●�ヘルスカウンセラー（保健師・看護師・助産師・

心理カウンセラー・管理栄養士・ケアマネージャー

など、キャリアのある相談員）

利用方法／

　❶�フリーダイヤル 0120-058-024（通話料・相談料

無料）にお電話ください。※携帯電話からも利用

可能です。

　❷�年齢と性別を伝え、相談内容をお話しください。

そのほか／

　�　利用者の状況や相談内容により、相談の制限・停

止をさせていただく場合があります。

子育てに関する悩みや発達の気になるお子さんの相談

国民健康保険電話健康相談

富岳学園（瀬戸）
0550-87-0717

国保年金課
995-1814
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みんなできれいに！
　　みんなで楽しく！！

　地域の皆さんが主役となり活躍をするコミュニティまつり。どの地区でも小さなお子さんから
お年寄りの方まで楽しめる催しが盛りだくさんです。まずは、お客さんとしてお祭りに参加して
楽しんでください！

市民部　地域振興課
995-1874

夏の環境美化活動

コミュニティまつり

　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 24,644 人（うち児童・生徒 3,219 人）の皆さんが
参加されました。日ごろ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。
　今年も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 18 日㈰

ところ／�各区で決められた場所

その他／�ごみは８時 30 分から 11 時 30 分の間に一般廃棄物最終処分

場へ分別して搬入してください。８月 18 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27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

と　き／11月17日㈰
ところ／西小学校

西地区コミュニティまつり

と　き／11月17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

と　き／11月24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17日㈰
ところ／�向田小学校

東地区コミュニティ祭

各地区
コミュニティ
まつり
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Photograph ６月

田植えを体験
　向田小の５年生 42 人が、学校の西側の田ん

ぼで田植えを行いました。ぬかるんだ足元に苦

戦しながら、１カ所ずつ丁寧に苗を植えていき

ました。秋の収穫が楽しみですね。�（６月６日）

上手に歯磨きできるかな？
　健康と歯のフェスティバルが市民文化セン

ターで行われました。会場では、各種表彰のほ

かブラッシング指導、歯科検診や歯科相談、咬
こう

合
ごう

力測定など歯の健康に関する催しが行われ、

多くの方が参加しました。� （６月８日）

世界遺産を守るのは僕たち
　富士山の世界遺産登録が決定した日の前日、須山

幼稚園の園児など約 60 人が構成資産の須山浅間神

社の清掃を行いました。園児たちは、拝殿、幣
へい

殿
でん

な

どをほうきで掃いたり雑巾をかけたりしてきれいに

しました。� （６月 21 日）

オレオレ詐欺にご注意を！
　「オレオレ詐欺被害発生ゼロの日」キャンペー

ンがベルシティ裾野で行われました。県警音楽

隊による演奏が行われる中、警察署や地域安全

推進員の方々が、オレオレ詐欺の防止を呼びか

けました。� （６月 14 日）

市道に彩を
　３月に完成した都市計画道路

平松深良線の歩道の花壇に東小

学校の児童が、ブルーサルビア

とマリーゴールドを植えました。

160 ｍの道路の両側にある花壇

11 個がきれいに彩られました。

� （６月３日）

p. 14p.14
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Photograph June

登録決定直後、市役所に
 掲げられた懸垂幕

富士山世界遺産
 登録記念ポスター

「世界遺産登録決定日の雪化粧」� ６月22日

みんなでお祝い
　富士山の世界遺
産登録が決定した
日の翌日、富士山
資料館で登録記念
キャンペーンの
オープニングセレ
モニーが行われま

世界に認められた地域の歴史を学ぶ
　富士山資料館では、世界遺産富士山の構
成資産となっている須山浅間神社や須山口
登山道の歴史を物語る多数の資料が展示さ
れています。10 月 14 日まで特別展「旧御
師渡邉家の遺品」が開催されています。

した。すぅちゃん、ファイゴン、ののはなウサギちゃ
んが駆けつけ、集まった約 250 人の市民の方々と
お祝いしました。また、来場者には市内協賛企業か
ら記念品が贈られました。� （６月 23 日）

p. 15p.15
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お知らせ
Announcement

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

を、９月 30 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

救急活動にiPadを使います

　消防署では、救急隊が救急現場で

携帯タブレット端末機器（iPad）を

使う ESMAT：エスマット（静岡県

駿東地区広域救急医療情報共有シス

テム）の試行運用を行っています。

これは、救急隊員と医療機関の間で

情報のやり取りをし、医療機関選定

を短縮するシステムです。

　市民の皆さんのご理解とご協力を

お願いします。

�消防署救急係　995-0119

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。

�いずれも 19 時～

地区 期日 会場
深良地区 ８月２日㈮

生涯学習
センター東 地 区 ８月７日㈬

富岡地区 ８月８日㈭
須山地区 ８月13日㈫ 須山コミセン

西 地 区 ８月14日㈬ 生涯学習
センター

�生涯学習課　992-3800

風しんワクチン
接種費用の一部を助成

　現在、風しん感染が全国的に広

がっています。妊娠初期で風しんに

かかると、おなかの赤ちゃんが先天

性風しん症候群という病気になるこ

とがあります。市では、対象者が風

しんワクチン接種を受けた場合に接

種費用の一部を助成します。

対�象者／接種当日、市に住民登録が

あり、今までに風しんにかかった

ことがなく、風しんワクチン接種

を一度も受けたことがない次の方

　❶妊娠している女性の同居家族

　❷妊娠を予定または希望する女性

　（妊娠中の女性は接種できません）

助�成額／ＭＲ（麻しん・風しん混合）
ワクチン▶上限 5,000 円

　風しんワクチン▶上限 4,000 円

助�成回数／１人１回

助�成方法／医療機関で接種後、健康

推進課の窓口で申請をしてくださ

い。申請方法についてはお問い合

わせください。

助�成対象／７月１日㈪から平成 26

年３月 31 日㈪までに受けた風し

んワクチン接種の費用

受�付期間／７月16日㈫～平成26年４

月15日㈫

�健康推進課　992-5711

深良支所にペットボトルの
回収ボックスを設置

　７月から新たに深良支所敷地内に

ペットボトルの回収ボックスを設け

ました。ペットボトルはすすいで、

キャップとラベルをはがして、つぶ

してから出してください。

　キャップをはずした後に残るリン

グは、無理にとる必要はありません。

�生活環境課　995-1816

下水道啓発キャンペーン

�８月３日㈯　16 時～

�運動公園内（夏まつり会場）

�下水道について市民の皆様に広く

知っていただけるように、「きれ

いな水によみがえる隊」を結成し、

かえるの着ぐるみを着てＰＲグッ

ズの配布を行います。

�下水道課　995-1835

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

�８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。

�８月８日㈭

�国保年金課　995-1813

防衛省採用試験
区分 試験日 資格 制度

一般曹候補生 ９月16日㈪ 18歳以上27歳未満
の方

陸・海・空曹自衛官を
養成

航 空 学 生 ９月21日㈯ 高卒（見込含）
21歳未満の方

海上・航空自衛隊のパ
イロット等養成

�８月１日㈭～９月６日㈮

�自衛隊三島募集案内所　989-9111
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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

運動公園内のローラー
滑り台（大）の利用停止

　運動公園内の109ｍローラー滑り

台（大）は、現在、安全にご利用でき

ない状態のため、利用を停止してい

ます。33ｍのローラー滑り台（小）は

利用可能です。

�生涯学習課　992-3800

富士山世界遺産登録
記念名刺台紙の販売

　富士山の世界遺産登録を祝して記

念名刺台紙を販売しています。市内

から撮影した富士山の写真を使用し

ています。名刺で裾野市をＰＲして

ください。台紙は３種類です。

※�名前、住所などの刷り込みは各自

でお願いします。

販売所／市役所２階商工観光課

代金／１箱（1００ 枚）▶ 200 円（税込）

数量／各 200 セット限定

�商工観光課　995-1825

募 集
Recruitment
県の男女共同参画
タウンミーティング

�８月 19 日㈪　13 時 30 分～ 15 時

県東部総合庁舎別館５階第８会議室

�20 人（先着順）

�第２次県男女共同参画基本計画・

第２期実践計画の策定に関する意

見交換

�県男女共同参画課
　054-221-3122

親子水生生物調査

�８月３日㈯　９時～ 12 時

　予備日▶８月４日㈰

黄瀬川（中央公園周辺）

�市内に住んで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 26 日㈮

�帽子、筆記用具、ぬれてもよい靴

�生活環境課　995-1816

テ ー マ／農業、林業、畜産業に関連するもの

募集作品／●�カラーの２Ｌ・キャビネプリントで単写真のみ

　　　　　●�平成 24 年 10 月 1 日～平成 25 年 10 月 31 日の間に市内

で撮影したもの

　　　　　●�応募点数は１人３点以内

　　　　　●�未発表の作品で、ほかに発表予定のないものに限ります

　　　　　●�作品に写されている人物などの肖像権については、応募

前に了承を得てください

　　　　　●�原則として応募作品は返却しません

提出方法／�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

貼付してください（応募票はご連絡いただければ送付します）。

第12回「裾野の農業」フォトコンテスト

農林振興課
995-1823

第 11 回１等

「初めての体験」芹澤信代

　　　　　※�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。

募集期限／ 10 月 31 日㈭（必着）

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

　　　　　入選▶若干、記念品

申 込 み／〒 410-1192
　　　　　裾野市佐野 1059
　　　　　農林振興課
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広

告

�市内に住んでいる方で原則全４回受講できる方。

ただし１回ずつの参加も受け付けます。

無料

電話か窓口でお申し込みください。

８月 19 日㈪

すその健康マイレージカード（お持ちの方）

本講座はすその健康マイレージ対象事業です。

と き ８月25日㈰
14：００～15：3０

９月８日㈰
13：3０～15：００

11月1０日㈰
15：15～17：００

平成26年１月19日㈰
14：００～15：3０

と こ ろ 福祉保健会館３階
研修室

市民文化センター
多目的ホール

市民文化センター
多目的ホール

福祉保健会館３階
研修室

定 員 9０人 3００人 3００人 9０人

内 容 胃がん予防と
ピロリ菌について

脳卒中と認知症の
予防と治療の最前線

がん医療の最前線と
がん予防

子どもの食生活と
歯の健康について

講 師
静岡がんセンター

胃外科医長
坂東　悦郎さん

裾野赤十字病院
医師

加藤　貴之さん

静岡がんセンター
総長

山口　建さん

鈴木歯科医院
院長

鈴木　重光さん

健康推進課　992-5711

募 集
Recruitment
第２期スポーツ・
カルチャー教室

�８月後半～ 11 月後半

�県総合健康センター（三島市谷田

2276）

�幼児から一般成人（教室による）

�●幼児体操●親子体操●子供ダン

ス●チアダンス●バレーボール●

大人ジャズダンス●健康体操●一

般卓球●フィットネス●パン作り

●フラワーアレンジメントなど

�子供教室▶ 7,100 円～ 8,400 円

　�大人スポーツ教室▶3,900円～

7,800円

　�大人カルチャー教室▶6,600円～�

7,500円

�ハガキでお申し込みください。詳

細はホームページまたは電話でお

問い合わせください。

�８月 10 日㈯

�県総合健康センター
　973-7000

市登録エキストラ、
ロケ協力施設

　市では、映画やテレビなどのロケ

誘致、撮影の支援などを行っていま

す。市内や近隣市町でロケが行われ

るときの出演者（エキストラ）、サ

ポートスタッフ、ロケ協力施設を募

集しています。応募された方は、ロケ

協力者として市に登録され、適宜、映

画やテレビの制作会社に紹介します。

�どなたでも結構です。未成年の場

合、保護者の方の同意が必要です。

�商工観光課にある所定の登録申込

書に必要事項を記入しご提出くだ

さい。登録申込書は市のホーム

ページからダウンロードできます。

�●ロケ出演やロケ地として使用を

お約束するものではありません。

　�●基本は無償での協力をお願いす

るものです。

�商工観光課　995-1825

飼い主のいない猫対策の
ためのボランティア

　市内ののら猫の適正管理の活動に

参加していただけるボランティアを

募集します。猫にお困りの方で、活動

に協力いただける方も参加できます。

�市内に住んでいる、または通勤し

ている方

�７月 31 日㈬

�その後も随時受け付けます。

�生活環境課　995-1816

輝くからだづくり講座
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納付期限：９月２日㈪
市県民税� 第２期分
国民健康保険税� 第２期分
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。

３日㈯
パイピング横山
☎ 992-3329

４日㈰
㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

10 日㈯
㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983

11 日㈰
㈲杉山設備工業
☎ 992-3030

17 日㈯
㈲細野設備
☎ 992-2465

18 日㈰
㈱中川商店
☎ 993-1555

24 日㈯
㈱小島屋商会
☎ 998-0019

25 日㈰
駿東管工
☎ 992-5728

31 日㈯
田央設備㈲
☎ 997-5175

�８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。
�８月１日㈭〜16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

３日㈯
すその夏まつり

市民水泳大会

15日㈭ 戦没者追悼式

17日㈯ すその阿波おどり大会

18日㈰ 環境美化活動
（夏の河川道路等一斉清掃）

29日㈭ 市内小・中学校授業再開

31日㈯ 富士登山道須山口閉山式

人　口　53,917人� （＋70人）
　男　　27,532人� （＋42人）
　女　　26,385人� （＋28人）
世　帯　21,306世帯�（＋52世帯）
内、外国人登録� 765人�405世帯

７月１日現在
データバンク募 集

Recruitment
第１回広域青年教室

�８月10日㈯～11日㈰　雨天実施

　�（警報発令時のみ、８月 17 日㈯

～ 18 日㈰へ順延）

�富士山須走口五合目から富士登山

をします。

�電話または直接生涯学習センター

にお申し込みください。

�７月 26 日㈮

�5,000 円

�市内に住んでいるか、通勤してい

る18歳から35歳くらいまでの方

�５人（先着順）

�生涯学習課　992-3800

第20回親子現場見学会

�８月23日㈮

�伊豆縦貫自動車道、箱根西麓・三

島大吊橋ほか

�裾野市、沼津市、御殿場市、清水

町、長泉町、小山町に住んでいる

小学生と保護者

�80 組 160 名（先着順）

集�合場所／市民文化センター

※駐車場の利用はできません。

無料

雨具、水筒など

�７月29日㈪～８月２日㈮８時30分～

�電話でお申し込みください。

�沼津建設業協会　932-8311
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８月前期の救急協力医
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広

告

１ 木 かとう内科医院 946-5562 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

２ 金 小林内科医院 921-2165 米山町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

３ 土 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

４ 日

勝呂医院 962-3083 千本中町 勝呂医院 962-3083 千本中町

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 西村医院 971-6510 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

５ 月 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

６ 火 なおきクリニック 929-8555 東椎路 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

７ 水 森医院 966-2017 石川 頴川医院 921-5148 高島本町 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野

８ 木 新井内科クリニック 992-0811 久根 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

９ 金 大沢医院 931-1019 御幸町 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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 よざ小児科医院 967-5722 原

11 日

今井医院 921-3211 五月町 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 古屋小児科医院 963-0407 西条町

清水館医院 993-2323 茶畑 五十嵐クリニック 934-6700 志下

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
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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

有

料

広

告

12 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

13 火 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 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

14 水 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原 守重医院 931-2511 �我入道

江川 原小児科医院 962-0636 八幡町

15 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

清水町　 長泉町　 沼津市　 沼津市　 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

４ 日
芹沢耳鼻咽喉科�
クリニック
993-8000

茶畑
木村眼科医院
967-4611

原
安達産婦人科�
クリニック
976-0341

�寿町
梶歯科医院
994-1344

石脇

11 日
里和耳鼻咽喉科�
医院
0545-23-1133

伝法
聖隷沼津病院
952-1000

松下
沼津市立病院
924-5100

東椎路
カシワ木歯科医院
993-6108

茶畑

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
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No.
1246

2013 年
（
平
成
25 年

）

7
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 :

８月の行事予定
おはなしの会

　３日㈯　14 時～ � � 　　おはなしのへや　　
　10 日㈯　11 時～ � � 　　文化センター図書室
親子おはなし広場

　６日㈫　10 時 30 分～　展示室　　　　　　
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　　　　　　

夏休み特別会　図書館映画会
と　き／�８月 10 日㈯　14 時～ 15 時 41 分
　　　　（開場▶ 13 時 45 分）
ところ／鈴木図書館２階視聴覚室
対　象／幼児以上
上映映画／シュガー・ラッシュ（ＣＧアニメ）　
定　員／ 60 人（整理券のある方）
申込方法�／８月３日㈯９時から、図書館で整理券

を配布します（家族分のみ）。
そのほか�／車で来館する場合には、市役所駐車場

をご利用ください。

今月の一冊
ひたすら面白い小説が�
読みたくて
　文章からにじみ出る物語への
愛と書き手への敬意。芸能界
きっての読書家として知られた
俳優の児玉清が、文庫版の小説
作品 42 編のために執筆した解
説を、国内作品、海外作品の２
部に分けて収録。

著者：児玉清　出版社：中央公論新社

新刊紹介 New�Release
『�算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし�
算数障害を知ってますか？』

文：バーバラ・エシャム
絵：マイク・ゴードン　岩崎書店
『からすのてんぷらやさん』
作・絵：かこさとし　偕成社
『ねこのピートだいすきなしろいくつ』
作：エリック・リトウィン
絵：ジェームス・ディーン　ひさかたチャイルド
『お人形屋さんに来たネコ』
作：ヨナ・ゼルディス・マクドノー
訳：おびか　ゆうこ　徳間書店
『聖なる怠け者の冒険』
著：森見登美彦　朝日出版新聞
『ときぐすり』
著：畠中恵　文藝春秋
『家族写真』
著：荻原浩　講談社
『ふたつめの庭』
著：大崎梢　新潮社

５日㈪、12日㈪、19日㈪、26日㈪８月の休館日

若菜　聡
そう
次
じ
郎
ろう
くん

（３歳・水窪）
古賀　大

だい
輝
き
くん

（２歳 11カ月・茶畑）

村野　颯
そう
介
すけ
くん

（９カ月・石脇）
栗田　湊

そう
涼
すけ
くん

（２歳 11カ月・稲荷）

山本　悠
ゆう
樹
き
くん

（３歳・呼子）

鈴木　蓮
れん
くん

（２歳 11カ月・茶畑）
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No.
1247

2013年（平成25年）

8月1日・15日号

次回の発行日は、８月３0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。

02    住宅に係る固定資産税の減額措置

04  ９月１日㈰は「防災の日」

05  プロジェクト TOUKAI-0

08  平成26年度市立幼稚園入園児募集

北京・ロンドンオリンピック競泳日本代表
高桑 健選手（裾野市出身）による水泳教室

７月 10 日　西小学校



　住宅を新築したり、耐震やバリア
フリー、省エネのなどために改修し
たりした場合、要件に該当すると、
固定資産税が減額されます。着工前
に、市民税課にご相談ください。

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㎡
１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階建て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
❶�専用住宅・併用住宅・共同住宅　※併用住宅は、

居住部分の床面積が２分の１以上のもの

❷床面積は以下の要件を満たすもの

新築、耐震改修
バリアフリー改修
省エネ改修

住宅に係る固定資産税の減額措置

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、一般の住宅は新築後５年間、３階建て以上の

中高層耐火住宅は新築後７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
❶�新築住宅の減額措置を受けるための要件をすべて

満たしているもの

❷�「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、耐久性や安全性などの住宅性能が一

定基準をみたすものとして、県や市などの所管行

政庁の認定を受けた住宅　※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

❸�平成 26 年３月 31 日までに新築された住宅

※�この減額措置の適用を受けるためには申告が必要

です。新築家屋の評価時に、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。

※�この減額の措置の適用を受けた場合、新築住宅の

減額措置は適用されません。

長期優良住宅に係る減額措置

　生活相談などのサービス付き高齢者向け住宅を新

築した場合、新築後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
❶�平成 27 年３月 31 日までに新築されたサービス

付き高齢者向け住宅

❷�共用部分を含む１戸あたりの床面積が 30㎡以上

のもの

❸�戸数が５戸以上のもの

❹�サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている

もの

❺�国や地方公共団体から建設補助を受けていること

※�この減額措置の適用を受けるためには、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と補助を受けた証明書類が

必要です。

サービス付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

　既存の住宅（別荘を除く）に耐震のための改修工事

を行った場合、改修後３カ月以内に申告すると、工事

が完了した年の翌年度のその家屋に係る固定資産税

が減額されます。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
❶�昭和 57 年１月１日以前から存在していた住宅

❷�現行の耐震基準に適合した改修が行われたもの　

※建物全体が基準に該当すること

❸�工事費が 50 万円以上のもの

※�平成 25 年３月 31 日までに改修工事の契約を締

結した場合は、工事費が 30 万円以上のもの

❹�工事完了日が、平成 27 年 12 月 31 日までのもの

※�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以上の

ものが対象です。

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、工事が完了した年の

翌年度のその家屋に係る固定資産税が減額されます。

居住部分のうち床面積 100㎡分までの税額が３分の

２に減額されます。

対　象
❶�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、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

❷�改修工事の要件
　以下のすべての要件を満たす住宅

◆�平成 19 年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで

に次の⑴〜⑻の工事を実施したもの

　�⑴廊下の拡幅⑵階段のこう配の緩和⑶浴室の改良

⑷便所の改良⑸手すりの取り付け⑹床の段差の解

消⑺引き戸への取り替え⑻床面積の滑り止め化

◆�補助金などの控除後の自己負担額が 50 万円以上

のもの

※�平成 25 年３月 31 日までに改修工事の契約を締

結した場合は、自己負担額が 30 万円以上のもの

※�併用住宅は、居住部分の床面積が２分の１以上の

ものが対象です。

※この減額措置の適用は１回限りです。

住宅のバリアフリー改修

　平成 20 年１月１日以前から存在する住宅（別荘・

貸家を除く）に対し、次の要件を備えた改修工事を

行った場合、改修後３カ月以内に申告すると、工事

が完了した年の翌年度のその家屋に係る固定資産税

が減額されます。居住部分のうち床面積 120㎡分ま

での税額が３分の２に減額されます。

対　象／以下のすべての要件を満たす住宅
❶�省エネ改修工事を平成 28 年３月 31 日までに実

施したもの

❷�省エネ改修工事に要する費用が50万円以上のもの

※�平成 25 年３月 31 日までに改修工事の契約を締

結した場合は、工事費が 30 万円以上のもの

❸�次の⑴〜⑷の工事のうち⑴を含む工事を行うこと

　�⑴窓の改修工事⑵床の断熱改修工事⑶天井の断熱

改修工事⑷外壁の断熱改修工事

※�⑴〜⑷の工事により、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。

※�新築住宅の減額措置と耐震改修工事に伴う減額措

置が適用されたものには、この減額措置は適用さ

れません。

※�この減額措置の適用は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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　６月下旬に県で第４次地震被害想定が発表され、市内の家屋の全壊や半壊の戸数、死傷
者の想定数が公表されました。
　想定された被害よりも被害を少なくするためには、自助・
共助が重要です。
　災害に備え家庭や地域で再確認してください。

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。

市総合防災訓練
　９月１日㈰に国や県、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。市では東海地震

を想定した発災後の医療救護の訓練を実施します。各

家庭でも、防災マップを参考に救護所や広域避難所ま

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。

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。

市地域防災訓練
　12月の第１日曜日に、県内一斉の防災訓練が行われ

ます。昨年度までは訓練が一斉に行われていたため、

貸出用の資機材が不足し、満足のいく訓練ができない

状況でした。今年度は、10月〜12月の上旬を地域防災

訓練期間とし、訓練日の分散をお願いしています。各

区の訓練日を確認して、積極的な参加をお願いします。

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

し、使用期限のすぎたものは新しいものに交換しま

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、実際に避難場所まで歩いて道沿

いの危険個所を確認してもよいでしょう。

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（※）を利用するなど、事前に連絡体

制を確認しましょう。

※�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うことができる

市民部　防災交通課
995-1817
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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！
　予想される東海地震から、一人でも多くの市民の生命を守るため、市は県と一体となり住宅の耐震
化に向けた『プロジェクトTOUKAI-0』を進めています。
　東日本大震災では、昭和５６年以前に建築された建築物に多くの被害が見られました。その後の大規
模な余震が全国的に多発し、建築物の耐震化を加速させることが求められています。市では今年度か
ら高齢者のみの世帯の場合、木造住宅補強計画策定事業の補助額の上限が144,000円に引き上げられ
ました。
　なお、今年度も市住宅建設等促進事業補助・県住宅リフォーム支援事業補助とプロジェクト TOU�
KAI-0の木造住宅耐震補強工事補助が同時に適用を受けることがで
きます。昭和５６年以前に建築された木造住宅の所有者や居住者の方
はぜひ、本制度をご活用ください。

木造住宅の耐震補強までの流れ

専門家の耐震診断（無料）
市が派遣する専門家（県耐震診
断補強相談士）による耐震診断

⇩ 
倒壊の可能性があると
診断された場合　　　

補強計画の作成（補助金）
補強相談士による耐震補強計画の作成
　　補助金上限額　１棟９万６,000円
※高齢者のみ世帯　１棟14万4,000円

⇩ 
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

耐震補強工事（補助金）
　　　補助金の上限額　１棟５0万円
※高齢者のみ世帯など　１棟70万円

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 未満の住宅）が対象。

補助金の交付対象となる工事
　筋か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）。

※耐震診断、補助金制度は事前申し込みが必要です。

　�交付決定前に工事契約をすると、補助金が交付され

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。

※�今年度から高齢者（６5歳以上）のみの世帯の場合、１

棟あたりの上限額が144,000円に引き上げられました。

■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。

　（高齢者のみが居住する住宅などは70万円）

　市本庁舎は、基礎直下に約１万年前の富士山の

噴火の溶岩流によって形成されたといわれる地下

空洞が存在しています。今回の耐震補強工事では、

まず上下２層で構成されている地下空洞のうち上

層の第１空洞の一部をエアミルクという材料で充

てんしました。その後、庁舎建物の免震化を図る

という全国的にもまれな耐震補強工事を行いまし

た。

　日本免震構造協会の表彰委員による審査の結果、

計画から施工まで専門家による特別委員会を設け

慎重に工事を進めたことや工事の特殊性が評価を

受け、日本免震構造協会の『第 14 回　日本免震

構造協会賞（普及賞）』の受賞が決定しました。受

賞した表彰状と副賞は、地下１階の展示ブースに

展示しています。

市役所本庁舎耐震補強工事
日本免震構造協会（ＪＳＳＩ）
協会賞（普及賞）を受賞

建設部　建築住宅課
995-1856
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Photograph ７月

守ろう！自転車のルール
　交通教室が西小学校で小学４〜６年生を対象

に行われました。代表の児童２人が自転車シ

ミュレーターに乗り、自転車に乗っていると飛

び出してくる車や人に気づきにくいことや、車

からは自転車や歩行者が見えにくいときがある

ことなどを発見しました。� （７月６日）

誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して
　社会福祉大会が市民文化センターで行われました。

福祉の推進に寄与した方や団体への表彰、社会を明

るくする運動作文の表彰と朗読などが行われました。

記念講演として気仙沼市社協マザーズホーム施設長

の内海直子さんが、震災から学んだことを実体験を

交えて語りました。� （７月６日）

夏本番！
　平年より 13 日早い梅雨明けとなった今年。

市立水泳場では、富岡第一幼稚園の園児約

40 人が、気持ちよさそうに水遊びを楽しん

でいました。市立水泳場は、9 月 10 日まで

開場しています。� （７月 10 日）

ステージイベントに大歓声！
　南児童館祭りが南児童館で行われました。

ピンポン玉すくいや輪投げなどのゲームとス

テージイベントが催されました。おのちゃん

まんによるマジックショーでは、子どもたち

が目の前で起こる不思議な現象に夢中になっ

ていました。� （７月６日）

児童発達支援施設地鎮祭
　平成2６年４月に開園予

定の富岳裾野学園建設工

事の地鎮祭が行われまし

た。富岳裾野学園は、発達

の気になる子どもたちを

対象にした支援施設です。

ユニバーサルデザインに

対応し、内装に木材を多

く使用したアットホーム

な雰囲気で使いやすさに

配慮した施設の誕生が楽

しみです。�（７月６日）
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Photograph July

「作戦会議」

人と動物が仲良く暮らすには？
　動物愛護教室が須山小学校で小学３〜６年

生を対象に行われました。獣医から犬の種類

や習性について説明を受けた後、実際に犬と

ふれあい、命の尊さや接し方を学びました。

� （７月 11 日）

特別展「旧御師渡邉家の遺品」
　渡邉家は、江戸時代後期から明治時代にかけ

て須山浅間神社に属していた御師です。渡邉家

から寄贈された古文書や民具、御師の衣装など

を 10 月 14 日㈪まで富士山資料館で見ること

ができます。� （７月 10 日）

安全をつなげて広げて事故ゼロへ
　交通安全街頭キャンペーンが市役所北側道路

と深良交番周辺で行われました。交通安全対策

委員会の方々が運転手や通行人に啓発グッズを

配り、交通事故防止を呼びかけました。�

� （７月 11 日）
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平成26年度
市立幼稚園入園児を募集します

応募資格
　申し込み時に市に住民登録があり、次の年齢に該当

する幼児。

３歳児 平成２２年４月２日から平成２３年４月１日ま
でに生まれた幼児

４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

５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

入園の申し込み
入園申込書配布・受付期間／９月４日㈬〜 10 日㈫

　※９時〜 16 時（厳守）　※土・日・祝日を除く

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／入園申込書に必要事項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
　各園で事前面接を行います。日時は、各幼稚園で申

込みをする際に、予約してください。

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㈬

　　　　　　　　　　　　　９月 27 日㈮・30 日㈪

　　　　　深 良 幼 稚 園　９月 24 日㈫・25 日㈬

　　　　　富岡第一幼稚園　９月 24 日㈫・25 日㈬

　　　　　富岡第二幼稚園　９月 25 日㈬・26 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 17 日㈫から 10 月 22 日㈫までに掲示し

ますので、ご確認ください。

※�入園抽選会は 10 月 23 日㈬の午前に市民文化セン

ターで予定しています。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 63人

西幼稚園
992-5200

20人 49人 9人

深良幼稚園
997-3598

20人 15人 15人

富岡第一幼稚園
997-1277

20人 50人 36人

富岡第二幼稚園
997-4155

20人 16人 21人

須山幼稚園
998-0096

20人 23人 23人

※在園児の入退園により、若干の増減があります。

※４歳児・５歳児の募集人員に在園児は含みません。

　平成２6年度の市立幼稚園の入園児を募集

します。申込期間は９月４日㈬から１０日㈫

です。保護者の方は、忘れずにお申し込み

ください。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。

子ども教育課
995-1822
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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

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、受給者証を交付します。

�８月22日㈭　９時45分〜11時30分

�福祉保健会館研修室

�昭和 18 年８月２日から９月１日

までに生まれた方

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

くみとりの休業

　次の期間は浄化槽の清掃業者が休

業します。

�８月 10 日㈯〜 14 日㈬

各 地区の清掃業者／西・東・深良▶

山水総業　電話 992-1561

　�富岡・須山地区▶富士クリーン

サービス　電話 997-6100

�生活環境課　995-1816

防衛大学校（総合選抜）
採用試験

�９月 28 日㈯

�18 歳以上 21 歳未満の志操健全、

身体健全な人

�総合選抜は以下の観点を重視して

います。

・�社会活動における指導的役割やス

ポーツ活動における高い活動実績

などの実現、達成を通じて体得さ

れた高い倫理観と豊かな人間性、

強じんな体力、それらを公共善の

ためにいかそうとする強い意志

・�単なる記憶力ではない実践的な知

恵や潜在能力

・�将来のリーダーたり得る資質、適性

�９月５日㈭〜９月９日㈪

�自衛隊三島募集案内所
　055-989-9111�

ニート、ひきこもり、
不登校などの合同相談会

　ニート、ひきこもり、不登校など

の悩みを抱えている子どもや若者を

支援するフリースクール、通信制・

定時制高等学校、就労支援団体など

による相談会です。

�８月 24 日㈯　13 時 30 分〜 15 時

30 分（受付▶ 13 時〜 15 時）

�富士駅南まちづくりセンター

�８月10日㈯に掛川でも行われます。

�県教育委員会社会教育課
　054-221-3160

特別警報の運用開始

　気象庁では、８月 30 日㈮から、

重大な災害による危険性が高まって

いるときに「特別な警報」を発表し

ます。特別警報はお住まいの地域が

数十年に一度しか起こらないような

非常に危険な状況に陥る場合に発表

する警報です。特別警報が発表され

たら、屋外の状況や避難指示・勧告

などに留意し、すぐに命を守るため

の行動をとってください。

　特別警報の詳細は、気象庁ホーム

ページをご覧ください。

�http://www.jma.go.jp/jma/kishou/

know/tokubetsu-keiho/index.html

�静岡地方気象台防災業務課
　054-286-3521

看護師などの
再就業準備講習会

　受講料は無料です。託児費を一部

補助します。

�９月 18 日㈬、19 日㈭、20 日㈮（全

３日間）いずれも９時〜 16 時

�三島社会保険病院（総合健康セン

ター）

�看護職免許をお持ちで看護の仕事

をしていない方

�20 人（先着順）

�９月４日㈬までに電話・FAX・

Ｅメールでお申し込みください。

� 県ナースセンター東部支所
　920-2088

numazu@nurse-center.net

施　設　名 実施日 特　　典 連 絡 先
富 士 山 資 料 館 ２１日㈬ 入館料無料 998-１３２5
市民体育館卓球場・
ト レ ー ニ ン グ 室 １8日㈰ 使用料無料 99３-０３０３

市 立 水 泳 場 １8日㈰ 入場料無料 99２-０7０7
十里木キャンプ場 ２１日㈬ 記念品を贈呈 99２-３8００

ヘルシーパーク裾野 ２１日㈬
次回来場時使用可能な
入浴料半額券を贈呈　
（先着１００人） 　　　　

965-１１２6

「県民の日」
シンボルマーク

８月21日㈬は「県民の日」
市内の無料開放・特典施設
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お知らせ
Announcement

第38回　牧水祭（碑前祭）

�９月８日㈰　午前 10 時〜

�市民文化センター南側の碑前で、

若山牧水の遺徳をしのび、献酒・

献花などを行います。

�鈴木図書館　992-2342

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

せて黙とうをささげてください。

�社会福祉課　995-1819

国の教育ローン

　高校・短大・大学などに入学予定

の子どもや在学中の子どもがいる家

庭を対象とした公的な融資制度です。

融資限度額／300万円（１人につき）

返済期間／ 15 年

�教育ローンコールセンター
　0570-008656

市指定給水装置
工事事業者の追加

　以下の 2 事業者が追加されました。

●株式会社仁和工業
　〒 410-0022

　沼津市大岡 209 番地の３　２階

　962-5533

●株式会社アクアプラス
　〒 422-8033

　静岡市駿河区登呂５丁目 2-44

　マルゼンビルⅠ　１階 101 号

　054-289-6976

上水道課　995-1833

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（大径木と中小径木対

応）●技能講習▶フォークリフト

運転技能講習●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

（ビギナーズコース）、ワード基礎、

ワード活用、エクセル基礎、エク

セル活用、夜間パソコン入門、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、実用書

道教室

� 駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

終戦当時の引揚者の通貨や
証券などの返還

　名古屋税関では、終戦後に外地か

ら引き揚げてきた方々が税関などに

預けた通貨・証券などをお返しして

いますが、今なお引き取り手がなく、

保管されたままになっているものが

多数あります。返還請求・お問合せ

は、ご家族の方でも構いません。お

気軽にお問合せください。

�名古屋税関監視部監視通関部門
　052-654-4060
　�名古屋税関清水税関支署沼津出張所
　933-5811

部門 期間 内容

第
１
部

展 覧 会 １０月３０日㈬
〜１１月３日㈰

一般書道、篆
てん

刻、盆栽、ジュニア書
道

吟 道 会 １１月２日㈯ 詩吟
囲 碁 大 会 １１月３日㈰ 囲碁愛好会員と市民の公開対局など
音 楽 祭 １１月３日㈰ 合唱、弦楽合奏、器楽演奏など

第
２
部

展 覧 会 １１月１３日㈬
〜１7日㈰

文芸（短歌、俳句、連句）、手工芸（布
遊び、押花絵、押絵、染色、紙手芸
紙バンド、和紙ちぎり絵、アメリカ
ンフラワー、七宝焼、彫刻、絵画、
写真、華道、フラワーデザインなど

茶 会
１１月１6日㈯ 表千家茶道教室
１１月１7日㈰ 図書館茶道教室（裏千家）

芸 能 祭
日舞・邦楽の部 １１月１6日㈯ 日本舞踊、民謡、詩舞剣舞、筝

そう

曲、
三味線など

芸 能 祭
音楽・洋楽の部 １１月１7日㈰ 童謡、歌謡曲、大正琴、バレエ、フラメ

ンコ、フラダンス、手話ダンスなど

�市内に住んでいる、または通勤し

ている方

�生涯学習課にある所定の用紙に必

要事項を記入し、お申し込みくだ

さい。用紙は市ホームページから

ダウンロードできます。

�団体申込▶８月 20 日㈫

　�個人申込▶９月３日㈫〜 12 日㈭

�生涯学習課　992-3800

市民芸術祭の出展・出演・出場者募集

※�場所はいずれも市民文化センターです。

※�音楽祭では、大合唱の一般出演者を募集しています。曲は「大地讃
さん

頌
しょう

」

と「流浪の民」です。
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募 集
Recruitment

東西公民館　陶芸講座

�９月３日㈫・４日㈬　９時 30 分

〜 11 時 30 分

�東西公民館実習室

�市内に住んでいる、または通勤し

ている方

�24 人（先着順）

�材料費 3,000 円

�エプロン・新聞紙・ハンドタオル

�東西公民館にある申込用紙に必要

事項を記入し、お申し込みください。

�８月３日㈯〜８月 25 日㈰

� 東西公民館　992-6677

16ミリ映写機操作講習会

�８月 31 日㈯　９時 30 分〜 15 時

�鈴木図書館２階視聴覚室

�市内に住んでいる、または通勤し

ている 18 歳以上の方

�20 人（先着順）

�正しい映写方法などを学びます

�申込用紙に必要事項を記入し、お

申し込みください。

�８月７日㈬〜８月 30 日㈮

� �鈴木図書館　992-2342

自分を元気にする
リラクゼーション

　誰にでもできる自律訓練法や呼吸

法など、ちょっとしたこころのトレ

ーニングを身につけることで、自分

なりのストレス緩和方法を学べます。

誰でも参加でき、受講料は無料です。

�８月 21 日㈬・９月 18 日㈬・10

月９日㈬（全３回）

　 昼時間コース▶いずれも 13 時 30

分〜 15 時（受付▶ 13 時〜）

　�夜時間コース▶いずれも 19 時〜

20 時 30 分（受付▶ 18 時 30 分〜）

※�１回だけの受講も可能です。

�福祉保健会館３階研修室

�昼時間コース 20 人、夜時間コー

ス 30 人（先着順）

講師／小林　威
たけし

さん（臨床心理士）

�電話でお申し込みください。

�参加希望日の１週間前まで

�本講座はすその健康マイレージ対

象事業です。（最大 1 マイル）

� 健康推進課　992-5711

健康創造ポスター・
標語・川柳の募集

　県民総参加の健康づくり運動を盛

り上げるため、ポスター・標語・川

柳を募集します。

テ ーマ／❶健康診断：いつまでも元

気でいてほしいから〜わたしのた

め�ぼくのために受けて健康診断

〜　❷きれいな空気を「ありがと

う」〜大人へのメッセージ〜

応 募要領／●ポスター（１人１点）

▶❶は小学生、特別支援学校の小

学部、❷は中・高校生、特別支援

学校の中学部以上の生徒

　�画材は４つ切画用紙またはケント

紙、水彩絵の具、ポスターカラー、

アクリル絵の具、クレヨン　など�

版画、貼り絵などでも可能

　�●標語・川柳（１人２点まで）▶用

紙はハガキまたはハガキ大の用紙

�９月４日㈬

�郵送で提出してください。

�しずおか健康いきいきフォーラム
21事務局　054-253-5570

　�〒420-0856
　静岡市葵区駿府町1-70

なんすんレディ

　地元農畜産物や農業をアピールす

るため、ＪＡのＰＲ活動を行う女性

を募集します。

�以下のすべての項目にあてはまる方

・�農業・農協事業に関心がある方

・�県東部地区に住んでいる、または

通勤・通学している方

・�４月１日現在で高等学校を卒業し

ている 18 歳以上の方

・�普通自動車免許（ＡＴ限定可）を

持っている方

・�身だしなみなど、ＪＡの基準に沿

っていただける方

�４人以内

任 期／２年（平成 26 年１月１日〜

平成 27 年 12 月 31 日）

�履歴書に「農協の印象・農業への

思い」を併記し、６カ月以内に撮

影した全身写真と顔写真を添付し

て最寄りのＪＡなんすん支店に提

出してください。

�11 月８日㈮

�ＪＡなんすん総合企画部企画課　
なんすんレディ係

　931-4977

「美しい環境づくり」の作文

　美しい環境づくり運動を推進する

ため、作文を募集します。

�市内に住んでいる、または通勤・

通学している方

�８月 31 日㈯

応 募方法／ 400 字詰め原稿用紙２

枚以内で、「住みよい街は、私た

ちの手で（環境保全・ゴミ減量と

リサイクル・省エネ）」をテーマ

に作文を書き、郵送で提出してく

ださい。名前にふりがなをふって

ください。

入 選者発表／市環境大会　など

�明るい社会づくり運動静岡県裾野
地区協議会　会長　林

　裾野市石脇95　
　992-2406
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募 集
Recruitment
ケータイ安全教室

　子どもの携帯電話使用について心

配をもつ保護者・教員に安全な使用

法を教えます。

�８月 13 日㈫　14 時〜

�サンウェルぬまづ２階大会議室

�1,000 円（資料代含む）

�60 人（先着順）

�８月 12 日㈪　17 時

�電話または FAX でお申し込みく

ださい。

� NPO法人臨床心理オフィス
Beサポート　925-1701

静岡看護学校
オープンキャンパス

�８月 23 日㈮、８月 24 日㈯　い

ずれも９時 40 分〜 12 時 30 分（受

付▶９時 20 分〜）

�静岡医療センター附属静岡看護学校

�学校紹介、看護技術の授業体験、

宿舎見学　など

�開催日の２日前までに電話でお申

し込みください。

� 静岡医療センター附属静岡看護
学校　976-5455

イベント
Events
無料映画鑑賞会

　「光彩（ひかり）の奇跡」を上映

します。予約不要です。

�８月 17 日㈯、18 日㈰　14 時か

ら（開場▶ 13 時 30 分から）

�御殿場市民会館

�NPO法人発達支援センター御殿
場教室　0550-70-7010

メディメッセージ2013

　地域の医療機関が協力し、がん、

脳卒中、心筋梗塞に対する医療技術

や医療機器を一般公開します。入場

料は無料です。

�８月 31 日㈯、９月１日㈰　いず

れも 10 時〜 16 時 30 分

�キラメッセぬまづ（沼津市大手町

1-1-4）

�メディメッセージ2013実行委
員会事務局（ファルマバレーセン
ター）　055-980-6333

「須山浅間神社旧御師
渡邉家の遺品」講演会

�❶８月 24 日㈯、❷９月７日㈯

　いずれも 14 時〜

�富士山資料館

�50 人（先着順）

�入館料▶大人 200 円、小・中学

生 100 円

　�（団体料金 20 人以上▶大人 150

円、小・中学生 80 円）

講 師・演題／❶松田香代子さん　題

「民具と民俗からみる須山口御師

のくらし」❷菊池邦彦さん　題「富

士山須山口登山道と御師渡邉家」

�電話でお申し込みください。

� 富士山資料館　998-1325

�沼津高専公開講座 webサイトで申込フォームから必

要事項を記入しお申し込みください。web サイトか

ら申請書をダウンロードすることもできます。

沼津工業高等専門学校　926-5762
926-5700
koukaikouza@numazu-ct.ac.jp

http://techno.numazu-ct.ac.jp/koukai/

沼津高専公開講座
講座名 とき 対象 定員 費用 申込締切

材料強度学入門
〜金属疲労の基礎知識と光を利用し
た力の可視化〜

９月５日㈭
13時〜17時 企業の技術者 10人 ５,６00円 ８月20日㈫

高品質コンピュータシステム開発に
向けたソフトウェア検証入門

９月５日㈭
９月６日㈮
13時〜1６時

企業の技術者 10人 ６,400円 ８月20日㈫

社会人のためのエレクトロニクス基
礎講座①（ファーストステップコー
ス）

９月12日㈭〜
10月31日㈭　
18時〜19時40分
毎週木曜日

企業の技術者
スキルがある方なら
それ以外の方も可

８人 1５,100円 ８月27日㈫
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納付期限：９月30日㈪

国民健康保険税� 第３期分

介護保険料� 第３期分

後期高齢者医療保険料� 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㈰
㈲富士設備
☎ 997-1507

７日㈯
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

８日㈰
㈲渡辺設備
☎ 992-3034

14 日㈯
鈴木住宅設備
☎ 993-3901

15 日㈰
一和設備工業
☎ 997-4663

16 日㈷
工管設

☎ 993-1603

21 日㈯
㈱西島工業
☎ 993-1070

22 日㈰
㈲北住設機器
☎ 993-1250

23 日㈷
㈲井上設備工業
☎ 997-4578

28 日㈯
㈲杉山産業
☎ 993-1131

29 日㈰
㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701

 ９月 19 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２日㈪〜 17 日㈫
秘書課　995-1800
�担当課・秘書課職員が同席し
ます。

９月　カレンダー

１日㈰ 防災の日

２日㈪
～10月３日㈭

市議会９月定例会

10日㈫ 下水道の日

21日㈯
22日㈰

富士山すその
パノラマロード
コスモスまつり

21日㈯
～ 30日㈪

秋の交通安全運動

イベント
Events

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。参加者全員にプ

レゼントがあります。どなたでも参

加でき、参加料は無料です。

�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

�狩野川西部浄化センター

�名前、電話番号、希望の回を電話

またはＦＡＸでご連絡ください。

�８月 20 日㈫

� 狩野川西部浄化センター
　968-2623

�968-2624

企業見学会
「ワークラリーしずおか」

　県内企業を見学する機会を提供し

ます。参加企業は 88 社です。

�平成 26 年２月 28 日㈮まで

�大学院生・大学生・短大生・専門学

校生・既卒３年以内で未就職の方

�県雇用推進課
　054-221-2811

県総合健康センター
県民の日イベント

�８月 25 日㈰　９時〜 16 時 30 分

�県総合健康センター

�❶ハイドロカルチャーを楽しむ❷

青空ヨガとヘルシーブランチ❸親

子食育クッキング教室❹ポスチュ

アウォーキング体験会❺無料大腰

筋マシン教室❻無料卓球講座・デ

モンストレーション❼トレーニン

グルーム・卓球台無料開放❽体組

成測定器 InBody 無料測定　など

�❶８月10日㈯　❷〜❺８月20日㈫

�❶〜❺窓口か電話でお申し込みく

ださい。

� 県総合健康センター
　973-7000

「竜桜杯」争奪将棋大会

�９月 16 日㈪　９時〜

�日本大学三島高等学校・中学校

�県東部地区の小学校（高学年）ま

たは中学校に通学する児童、生徒

試合方法／個人戦

�ＦＡＸ、またはメールでお申し込

みください。

�８月 31 日㈯

� 日本大学三島高等学校・中学校
　988-3547

�988-3517
ikeno.chihiro@nihon-u.ac.jp
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チラシ広告を見て質屋に行き、壊れた時計を担保に
融資を受けた。年金の口座から自動引き落としで返済
することになった。返しては借りるの繰り返しで生活
が苦しい。どうすればよいか。

高齢者などに対し「質草は何でもいい」と言って担

保価値のない物品を質にとり、実際には年金などを担

保にして違法な高金利で貸付をする偽装質屋に関する

相談が全国センターに寄せられています。年金の支給

対象になる 60 歳以上の高齢者からの相談が多く、年

金から返済しなければならないため生活ができなく

なったという事例もあります。偽装質屋にはたとえ質

屋の許可を得ていても、実態はヤミ金です。偽装質屋

からの借り入れは絶対にしないでください。もし、こ

のような事態で困ったときは消費生活センターまでお

大相続税時代到来
　平成27年１月から相続税の定額控除額が5,000万円

から3,000万円に引き下げられます。また、相続人１人

あたりの控除額も1,000万円から６00万円に引き下げら

れます。このため、例えば法定相続人が３人で遺産額が

7,000万円の場合、現在の制度では遺産総額が基礎控

除額の範囲内となるので相続税の課税対象とはなりま

せんが、平成27年からは、遺産総額から基礎控除額を差

し引いた2,200万円が相続税の課税対象となります。

《基礎控除額の算出式》
●現在
　5,000万円（定額控除額）＋1,000万円×法定相続人の数

　（例）法定相続人が３人の場合は、8,000 万円

●改正後（平成 27 年１月から）

　3,000万円（定額控除額）＋600万円×法定相続人の数

　（例）法定相続人が３人の場合は、4,800 万円
消費生活センター
995-1854

大切な飼い犬を
� 迷子にしないために

生活環境課　995-1816
東部保健所衛生薬務課　920-2102
裾野警察署　995-0110

　犬が迷子になって放浪すると近隣の方々の迷惑になります。また、犬も交
通事故などの危険にさらされます。犬が迷子になったらすぐに探しましょう。
迷子にならないようにリードや首輪の定期的な点検をしましょう。

犬がいなくなって
しまったら

●すぐに探してください。

●�管轄の保健所や市町の担当課に

届出をしてください。

●�県のホームページで保護された

犬の情報を掲載しています。「静

岡県」と「迷い犬」をキーワー

ドに検索してください。

犬の迷子にそなえて

●�鑑札や注射済票を装着するか、

マイクロチップの埋め込みをし

ましょう。鑑札や注射済票の装

着は狂犬病予防法で義務付けら

れています。これらは迷子札代

わりになりますので、必ず首輪

につけてください。首輪が外れ

てしまうと、鑑札や済票も外れ

てしまうので、皮下に埋め込む

マイクロチップもおすすめです。

動物病院に問い合わせてくださ

い。

●�雷など大きな音に驚いて飛び出

すことが多いのでリードや首輪

の点検をしてください。

●�リードなしで散歩しないでくだ

さい。散歩の途中でリードを離

さないでください。

成犬譲渡

●�ほとんどの迷い犬は飼い主のも

とに戻りますが、飼い主が見つ

からない犬は性格や健康につい

て判定した後、ボランティアさ

んを通して里親を探しています。

ボランティアに関心のある方は

保健所までご連絡ください。

問合せください。
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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

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ５・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 23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 23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

６日㈫９時～９時15分
平成25年２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24年２月生まれの方

２歳児
親子教室

28日㈬９時～９時15分
平成23年８月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

８日㈭午後
平成23年２月生まれの方

３歳児
健康診査

22日㈭13時～13時30分
平成22年８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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
８月６日㈫ 17時～ 19時 45分
８月13日㈫ ９時～ 11時 30分
８月20日㈫ 13時～ 15時 30分
８月28日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
８月13日㈫ ９時～ 11時 30分
８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

整形 整形 外科

4 5 6 7 8 9 10

内科 内科 外科 内科 外科 内科 外科

11 12 13 14 15 16 17

整形 内科 内科 内科 内科 整形 内科

18 19 20 21 22 23 24

内科 内科 外科 整形 外科 内科 内科

25 26 27 28 29 30 31

内科 内科 内科 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

風しんワクチン接種費用の一部を助成
　現在、風しん感染が全国的に広がっています。妊娠
初期で風しんにかかると、おなかの赤ちゃんが先天性
風しん症候群という病気になることがあります。市で
は、対象の方が風しんワクチン接種を受けた場合に接
種費用の一部を助成しています。
対 象者／接種当日、市に住民登録があり、今までに風

しんにかかったことがなく、風しんワクチンの接種
を一度も受けたことがない方のうち❶妊娠している
女性の同居家族❷妊娠を希望する女性

※妊娠中の女性は接種できません
助 成額／●ＭＲ（麻しん・風しん混合）ワクチン▶上限

5,000 円●風しんワクチン▶上限 4,000 円
助成回数／１人１回
助 成方法／医療機関で接種後、健康推進課の窓口で申

請をしてください。申請方法についてはお問い合わ
せください。

助 成対象／７月１日㈪から平成 26 年３月 31 日㈪ま
でに受けた風しんワクチン接種の費用

受付期間／７月 16 日㈫〜平成 26 年４月 15 日㈫
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８月後期の救急協力医

1６ 金 本村クリニック 9６9-0001 大塚 鈴木医院 993-0430 佐野 すずきファミリー
クリニック 9６0-0333 一本松

17 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

18 日

聖隷沼津病院 9５2-1000 松下 西方外科医院 921-1333 共栄町

杉山病院 9６3-4114 錦町 白十字小児科医院 933-５111 �下香貫
馬場

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 御成橋栄

クリニック 9５2-2５2５ 通横町

19 月 望月内科医院 931-５3６2 �下香貫
宮脇 香貫医院 931-24６５ 本郷町 さくま小児科

クリニック 992-６303 茶畑

20 火 つかだ医院 983-1５77 堂庭 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 よざ小児科医院 9６7-５722 原

21 水 境医院 97５-8021 竹原 白石医院 9５1-4５93 市道町 田中医院 921-20５3 高島町

22 木 鬼頭ハートクリニック 999-4810 本宿 池田病院 98６-1212 本宿 星野医院 9６2-0782 山王台

23 金 大坂屋クリニック 99５-3100 佐野 萩野クリニック 9６６-7111 根古屋 よざ小児科医院 9６7-５722 原

24 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 すずきファミリー

クリニック 9６0-0333 一本松

2５ 日

柿田川医院 973-3６01 柿田 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

岩渕内科医院 9５1-4５79 添地町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

杉山医院 992-0028 平松 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

2６ 月 旭医院 9６６-0031 原 田沢医院 9６2-120５ 大手町 まるやま小児科
医院 981-8５77 堂庭

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
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有

料

広

告

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

27 火 おぐち医院 992-６６11 深良 五十嵐クリニック 934-６700 志下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

28 水 林医院 931-1120 住吉町 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 西条町

29 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

30 金 おおい神経内科 922-888６ 北高島町 西方外科医院 921-1333 共栄町 原小児科医院 9６2-0６3６ 八幡町

31 土 きせがわ病院 9５2-8６00 大岡 池田病院 98６-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-６303 茶畑

清水町　 長泉町　 沼津市　 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

18 日
沼津市立病院
924-５100

東椎路
中ノ森眼科
921-3217

緑ヶ丘
聖隷沼津病院
9５2-1000

松下
ホワイト歯科医院
997-4071

御宿

2５ 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
三須産婦人科医院
993-0011

佐野
スマイル歯科医院
997-1６10

深良

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
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９月前期の救急協力医

１ 日

なおきクリニック 929-8５５５ 東椎路 勝呂医院 9６2-3083 千本中町

杉山医院 972-3223 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 駿東整形外科医院 922-88５５ 高沢町

２ 月 かとう内科医院 94６-５５６2 大岡 清水館医院 993-2323 茶畑 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

３ 火 大庭内科・消化器科クリニック 99５-1123 佐野 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

４ 水 高桑医院岩波診療所 997-048６ 岩波 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 田中医院 921-20５3 高島町

５ 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

６ 金 大沢医院 931-1019 御幸町 遠藤クリニック 97５-8801 久米田 よざ小児科医院 9６7-５722 原

７ 土 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

８ 日

きくちクリニック 989-５788 桜堤 東医院 921-５５20 高沢町

森医院 9６６-2017 石川 原小児科医院 9６2-0６3６ 八幡町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

９ 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

10 火 森本神経内科クリニック 97６-５221 竹原 こんどう
クリニック 92５-2420 岡宮 杉谷小児科医院 923-６５43 筒井町

11 水 やぐち内科・循環器科クリニック 973-3811 伏見 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 坂小児科医院 931-3233 �下香貫

前原

12 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

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
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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

13 金 花メディカルクリニック 987-914５ 下土狩 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

14 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

1５ 日

青沼胃腸科
クリニック 929-６20５ 大岡 西方外科医院 921-1333 共栄町

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

東名裾野病院 997-0200 御宿 五十嵐クリニック 934-６700 志下

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

１ 日
ぬまづ島田�
耳鼻咽喉科医院
924-0780

杉崎町 永井眼科
980-1777 萩

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

８ 日 三島中央病院
971-4133 緑町 吉村眼科内科医院

984-1333 長伏 沼津市立病院
924-５100 東椎路 会田歯科医院

972-0418 卸団地

1５ 日
内藤耳鼻咽喉科�
クリニック
987-1717

桜堤 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 栗田歯科医院
98６-1６６7 下土狩

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
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No.
1247

2013 年
（
平
成
25 年

）

8
月1
日
・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 :

９月の行事予定
おはなしの会

　14日㈯　14 時〜 00 分　おはなしのへや　　
親子おはなし広場

　３日㈫　10 時 30分〜　 展示室　　　　　　

２日㈪、９日㈪、17日㈫、24日㈫、
26日㈭�館内整理日、30日㈪

９月の休館日

おはなしの会
　７日㈯　11 時〜 00 分　文化センター図書室

親子おはなしの会
　10日㈫　10 時 30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　　　　　　

富士山資料館993-9300

富士山登山口と御
お

師
し

　御師は、特定の神社に属し信者のために祈祷
とう

を
行い、参詣のために宿泊や案内などの世話をする
下級の神職です。伊勢神宮（伊勢神宮では御

おん

師
し

と
いう）のものが有名です。江戸時代では身分を百
姓と神職の中間に位置づけられ、伊勢・富士を中
心に出雲・大山など多くの神社で御師の制度が発
達しました。
　経済の安定と庶民の隆盛とともに、神社詣りが
信仰と遊

ゆう

興
きょう

の側面を持ち出したことが要因といわ
れ、そのため御師の役割が急速に高まりました。
中世から近世にかけて、御師の間で御師の職・檀

だん

那
な

の相続や譲渡・売買
が盛んに行われるよう
になりましたが、明治
時代になると、政府主
導の神

じん

祇
ぎ

制度が整備さ
れたため、御師は急速
に衰退しました。

８月の休館日／
５日㈪・１２日㈪・１9日㈪・２6日㈪

八代亜紀ふれあいコンサート
と 　き／11月21日㈭　❶14時30分（開場▶14時）
　❷18時30分（開場▶17時45分）
と ころ／大ホール
料 　金／全席指定席▶ 5,500 円（税込）
　※未就学児入場不可� 好評発売中！

森山直太朗コンサートツアー
2013～14『自由の限界』

と 　き／ 12 月 15 日㈰　開演 17 時
　（開場▶ 16 時 30 分）
と ころ／大ホール
料 　金／全席指定　6,300 円（税込）
　※未就学児入場不可
発 売日／８月 17 日㈯
ローソンチケット（Ｌコード：41746）
チケットぴあ（Ｐコード：203-007） 御

お

師
し

株
かぶ

売
うり

渡
わたし

證
しょう

文
もん

中村　紀
かず

葉
は

ちゃん
（２歳 10カ月・茶畑）

小林　梨
りん

花
か

ちゃん
（２歳 11カ月・茶畑）

若尾　唯
ゆ  あ

愛ちゃん
（２歳 11カ月・伊豆島田）

北川　夏
なつ

衣
き

ちゃん
（２歳 11カ月・佐野）

小野　恭
きょう

弥
や

くん
（２歳 11カ月・富沢）

河内　蘭
らん

ちゃん
（３歳・久根）
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No.
1248

2013年（平成25年）

9月1日号 02    10 月１日 
国民健康保険の保険証を更新

04  ９月９日は『救急の日』

05  平成25年度 保育園入園児を募集

８月３日　富士山すその大花火大会

富士山すその大花火大会では、
8000発の花火が夜空を彩り
ました。



10月１日㈫から
保険証を更新します

新保険証の色／うぐいす色

更新方法／ 新保険証を９月30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、特定記録郵便、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ご連

絡ください。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。

国保税滞納者には短期者証、
資格証明書を交付

　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を通知しま

す。その後、国保税が納付されますと、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

　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が納付されると、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
◎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

保税に充当することがあります。

◎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

管理納税課へご相談ください。

　　　　　　管理納税課では、毎月第１・３水曜

日の 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。

？

！

管理納税課
995-1811

新

旧藤 色

うぐいす色

10
月
１
日
㈫
か
ら

　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30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。国保税などの税金の納付に困ったとき
はご相談ください。

10月１日
国民健康保険の保険証を更新します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
市内で住所が変わった（市内から市内への転居）

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（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のすべ

てに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
届出が必要です

会社に就職したとき

国保に加入する
届出が必要です

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
た月から納めます（加入の届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）。

p.3
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９
きゅう

月９
きゅう

日は『救急の日』

市消防署　救急係
995-0119

　昨年、市内で救急車が現場に到着するま
での所要時間は平均７分44秒でした。現場
に居合わせた人が、迅速に119番通報、適
切な応急手当を速やかに実施することによ
り救命効果が向上します。

普通救命講習会
　突然の病気や事故などで心臓や呼吸が止まってし

まった方に対して一般の方が行える手当が救命処置で

す。市では、応急手当の重要性を理解していただくた

めに２カ月に１回、一般の方を対象とした普通救命講

習会を開催しています。

 ９月 21 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）

 所定の申込用紙に必要事項を記入し、消防署、茶畑

分遣所、須山分遣所にお申し込みください。申込用

紙は市ホームページからダウンロードできます。

救急隊による訓練展示　
　市民の皆さんに応急手当方法の習得と救急救命士に

よる現場活動をＰＲするため、救急救命士による現場

活動の訓練展示をします。どなたでも見学できます。

 ９月 21 日㈯　12 時～ 12 時 30 分（普通救命講習

終了後に実施、今回のみ）

 市消防庁舎　駐車場

※  12 時 30 分から、救急車両 ･ 資器材の説明を行い

ます。

　心臓や呼吸が止まった方に対して、救急救命士が

行える処置を特定行為といいます。以前は医師だけ

が行うことのできる医療行為でしたが、病院到着前

に医師の具体的指示のもとで実施できることとなり、

救命率は上昇しています。救急現場で特定行為を行

いながら迅速に搬送するため、皆さまのご理解をお

願いします。

　特定行為には以下のものがあります。

１　器具を使用した気道確保
　食道閉鎖式エアウエイ、ラリンゲアルマスクを使

用した気道確保または認定救命士による気管内挿管

です。

２　静脈路確保
　乳酸リンゲル液を用いて点滴を確保します。

３　薬剤投与
　救急救命士にはアドレナリンの投与のみが認めら

れています。アドレナリンは心臓の筋肉の収縮を助

け、心臓の血管を広げ、逆に皮膚などの血管を縮め

る働きがあります。生命を維持する為に必要な臓器

に優先して血液を送ることができます。

救急救命士の特定行為

気道確保に使用する器具
（喉
いん
頭
とう
鏡）

食道閉鎖式エアウエイ
（ラリンゲルチューブ）

静脈路確保に使用する
（乳酸リンゲル液）

救急救命士が投与できる薬剤
（アドレナリン）

p.4
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申込期間／10月15日㈫～25日㈮

平成26年度 保育園の入園児を募集

❖入園申込書の配布と受付
配布開始／10月８日㈫
受付期間／10月15日㈫～25日㈮　※土日、祝日を除く
と こ ろ／ 入園を希望する市内の各保育園、子ども教

育課

❖入園できる基準
　児童の親と 65 歳未満の同居している祖父母などが
次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）
● 親族の介護などをしているとき
● そのほか、特に必要と認めたとき

❖入園申込の対象者
● 平成 26 年 4 月から入園を希望する方
● 産休、育休明けなどで、平成 26 年 5 月から平成 27

年３月までの間に入園を希望する方

❖平成25年度入園申込済みの方もお申し込みを！
　平成 25 年度入園をお待ちの方で、平成 26 年度も
入園を希望される方は、改めてお申し込みください。

❖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も異なります。

❖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。

❖入園申込後に入園面接を行います。
　入園の申し込みをした方は、下表の日程で面接を行
います。第一希望の保育園で受けてください。都合が
つかない場合は、必ずご連絡ください。

　平成 26 年度の保育園（公立・私立）
の入園申込みが始まります。入園申込
書を 10 月８日㈫から配布します。新
規に入園を希望する方は、お申し込み
ください。
　現在、保育園に通園している方は、
別に入園調査を行いますので、お申し
込みは不要です。

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

富岳南保育園 11月６日㈬
各保育園

９：30～11：30 120人 さ く ら 保 育 園 11月13日㈬
さくら保育園 ９：30～11：30

120人
富岳台保育園 13：30～15：30 90人 さ く ら 保 育 園 分 園 29人
西 保 育 園 11月７日㈭

各保育園
９：30～11：30 120人 御宿台保育園�（0・1歳） 11月14日㈭

御宿台保育園
９：30～11：30

180人
東 保 育 園 13：30～15：30 120人 御宿台保育園�（2～5歳） 13：30～15：30
深 良 保 育 園 11月11日㈪

各保育園
９：30～11：30 90人

市 外 保 育 園 予 備 日
11月15日㈮
市役所

地下会議室
９：30～11：30

富 岡 保 育 園 13：30～15：30 120人

※ 面接は、会場に来た方から順番に行います。各園指定の時間内にお越しください。
※ 面接は、児童同伴で受けてください。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。
※ 御宿台保育園で、０・１歳児と２～５歳児のお申し込みを同時にした場合は、午前・午後のどちらかの時間帯で

一緒に面接を受けることができます。兄弟一緒にお越しください。
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Photograph ８月

野外活動を体験
　わんぱく夏のキャンプが十里木キャンプ場で行わ

れ、市内の小学４～６年生 53 人が参加しました。

森林に囲まれ、爽やかな高原で、野外活動や料理、

アウトドアゲームなど２泊３日で楽しみました。

 （８月３日）

日本一を目指して
　第 37 回全日本少年サッカー大会が、７月 29

日㈪から８月３日㈯まで時之栖裾野グラウンド

などで開催されました。都道府県の予選を勝ち

抜いた 48 チームにより熱戦が繰り広げられま

した。 （８月１日）

熱き水の戦い
　第 52 回市民水泳大会が市立水泳場で開催され、

小中学生など 100 人以上の選手が参加しました。

夏空の下、42 競技が行われ、選手たちは力強い

泳ぎを見せていました。（８月３日）

世界遺産富士山を歩いて学ぶ
　市内の小学５・６年生 29 人が参加し富士山学習会

が行われました。世界遺産富士山の構成資産である須

山浅間神社を参拝した後、富士宮口五合目から六合目、

宝永火口縁、須山口登山道を経由し、水ケ塚公園まで

約７時間歩きました。天候に恵まれたこの日、間近に

見えた宝永火口の迫力に圧倒されていました。

 （７月 26 日）

スタが行われました。県内外から、ＥＶ（電気自動車）

やＰＨＶ（プラグインハイブリッド車）、燃料電池車、

電動バイクの展示や試乗、パレードが行われ、環境性

能の魅力を発信しました。 （８月１日）

富士山に
ＥＶ・ＰＨＶ
が集合
　雨上がりの昼

間、雄大な富士

山が姿を見せた

水ケ塚公園で、

富士山ＥＶフェ

p. 6p.6
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Photograph August

どんな水生生物がいるかな
　親子水生生物調査が、中央公園周辺の黄

瀬川で行われ、約 40 人が参加しました。

参加者は、網やバケツ、ピンセットを持っ

て水生生物を探し、水質の確認を行ってい

ました。 （８月３日）

p. 7p.7
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　平成25年10月１日現在で住宅・土地統計調査が行われます。この調査は、住生活に関する様々
な施策の基礎資料を得るために統計法に基づいて行う基幹統計調査です。ご協力をお願いします。

　就労の機会を提供しながら生産活動などを通じて知識や能力の向上のための支援を行うのが就
労継続事業所です。障がいを持った方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、
８月１日、市内に２つの就労継続事業所がオープンしました。ご活用ください。

 平成25年住宅・土地統計調査

８月１日　就労継続支援事務所オープン

企画政策課
995-1804

■対象
　統計上の定められた方法により無作為に抽出され

た世帯（市内では約 1600 世帯）

■調査方法
　８月下旬から統計調査員が調査地域内を訪問し、

準備調査を行います。９月23日㈪から30日㈪までの

間に調査員が対象となる世帯を訪問して調査票を配

布します。調査票を10月１日㈫以降に調査員へ提出

するかインターネットで回答してください。

■調査内容
・ 住宅などに関する事項（居住室の数と広さ、敷地

面積、建築時期、床面積、家賃など）

・ 世帯に関する事項（世帯構成、通勤時間、現住居

に入居した時期、前住居に関する事項など）

■結果の利用
　国や地方公共団体における住生活基本計画の成果

指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策

定、空き家対策条例の制定など幅広く利用されます。

■個人の情報は守られます
　調査票の回答内容は統計法に基づき厳重に保護さ

れます。

　統計法では正確な統計を作成するため、調査に回

答する義務（報告義務）が定められています。

ハートワーム
事業種別／ 就労継続支援Ａ型事業所、就労移

行支援事業所

と こ ろ／葛山 125-1

定　　員／ 就労継続Ａ型事業▶ 14 人

　　　　　就労移行支援事業▶ 6 人

運営時間／月曜日～金曜日　※祝日を除く

　　　　　訓練時間▶10時～15時

　　　　　利用時間▶９時～18時

作業内容／ ビジネスマナー、シール貼り、梱

包、パーツクリーニング、企業実

習など

問 合 せ／ ハートワーム株式会社 

☎ 997-0883

裾野ベジファーム
事業種別／就労継続支援Ｂ型事業所

と こ ろ／平松 603

定　　員／ 20 人

運営時間／月曜日～金曜日　※祝日を除く

　　　　　訓練時間▶９時30分～16時30分

　　　　　利用時間▶９時～18時

作業内容／ 農産物・工芸品づくり、農園芸作

業、割りばし回収、農繁期の手伝

い、下請け軽作業など

問 合 せ／NPO 法人 フレンドシップ・イルカ

　　　　　☎ 993-7566
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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

国保高齢受給者証新規交付会

　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19日㈭　９時45分～11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 18 年９月２日から 10 月１

日までに生まれた方

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

敬老会

 ９月 14 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

 市民文化センター大ホール

 市内に住民登録があり、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（千昌夫）、演芸

ショー（チャーリーカンパニー）

 対象者には案内状を郵送していま

す。

 社会福祉課　995-1819

J-ALERTの自動放送試験

　J-ALERT に関する全国一斉自動

放送などの試験に伴い、市でも「広

報すその」から試験放送を流します。

 ９月11日㈬　11時ごろ、11時30分

ごろ

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

市です」＋チャイム

防災交通課　995-1817

しずおか子育て優待
カードを複数枚交付開始

　しずおか子

育て優待カー

ドは今まで対

象世帯に１枚

の交付でしたが、保護者の人数を基

準とした発行も可能となりました。

カードをご希望の方は交付場所へお

問い合わせください。しずおか子育

て優待カードの協賛店舗・施設を子

どもと一緒に利用する際、カードを

提示すると、店が定めた「応援サー

ビス」が受けられます。

※ 妊娠中の方は、母子手帳などの提

示を求められることがあります。

 18 歳未満の子どものいる保護者

交�付場所／子ども教育課、子育て支

援室、健康推進課、各支所

子ども教育課　995-1822

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（資格取得講座）●技能講
習▶車両系建設機械（整地・運搬・

積み込み・掘削）運転技能講習、車

両系建設機械（解体）運転技能講習

●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（ビギナーズ

コース）、ワード基礎、ワード活用、

エクセル基礎、エクセル活用、デジ

タルカメラ（ワード使用）、イラス

トレーター基礎、夜間ワード基礎、

夜間エクセル活用●カルチャー
コース▶夜間英会話、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、実用書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

違反広告物の簡易除却の実施

　９月２日㈪から 10 日㈫は屋外広

告物適正化旬間です。市では、この

期間に違反広告物の除却を行います。

主要道路沿いや公共的な施設などを

中心に違反広告物をなくすことで、

良好な景観を目指します。ご理解と

ご協力をお願いします。

 屋外広告物法や条例に違反してい

る張り紙、張り札、立看板などで、

管理されず放置されている簡易な

屋外広告物

都市計画課　995-1829

コミュニティ助成事業を実施

　㈶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。

　佐野若狭区では、大規模な災害が

発生した際に情報収集がしやすい組

織を構築するため、宝くじ助成金を

利用してトランシーバーを 25 台購

入しました。

防災交通課　995-1817
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募 集
Recruitment

市民ソフトボール大会

 10 月 20 日㈰　８時～

　（予備日▶10月27日㈰　８時～）

 総合グラウンドほか

 ❶市内に住んでいる方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

用紙に必要事項を記入し、お申し

込みください。

 10 月６日㈰

市民体育館　993-0303

災害ボランティア
コーディネート研修会

　団体や組織として平常時にやって

おくことや災害時に備えてできるこ

となどを学び、いざという時にどの

ように動けばよいのかを考える研修

会です。修了者には、修了証と静岡

県ふじのくに防災に関する知事認定

証が交付されます。

 ９ 月 28 日 ㈯、10 月 ５ 日 ㈯、10

月６日㈰

 福祉保健会館３階研修室

 全日程に参加でき、企業、団体な

どに所属し、その一員として研修

会で学んだことを所属先に還元で

きる方

 40 人

 募集要項と所定の申込書がありま

すので、お問い合わせください。

 ９月 10 日㈫　※消印有効

社会福祉課　995-1819
　社会福祉協議会　992-5750

日時 内容 場所 定員

①10月17日㈭
　�14：00～15：30

講演会「100歳まで脳がいき
いきとする方法」
講師／�順天堂大学大学院
　　　医学研究科　教授
　　　田平武さん

生涯学習センター
３階学習ホール 80人

②10月23日㈬
　�13：30～15：30

わくわくする旅の計画をた
てよう！ 市役所地下会議室

30人
③10月30日㈬
　�グループごとに�
集合

わくわくドキドキ　仲間で
作った計画を楽しもう！

各グループの決め
た集合場所

④11月12日㈫
　�13：30～15：30

楽しかった思い出をふりか
えろう！ 市役所地下会議室

認知症予防のための脳いきいき教室

 65 歳以上で、すべての講座を受

講可能な方

※ ①はどなたでも参加でき、①のみ

の参加も可能です。

 ③にかかった交通費は実費負担と

なります。

 電話でお申し込みください。

 ９月２日㈪～ 10 月 16 日㈬

 健康マイレージカードをお持ちの

方には、初回と終了時に１ポイン

トずつ進呈します。

介護保険課　995-1821

第３回富士山すそのパノラマロードコスモスまつり
 ９月 21 日㈯、22 日㈰　９時～ 15 時

 梅の里・ヘルシーパーク入口花畑

 軽音楽やダンスなどのステージイベント、バルーンアート、切花コー

ナー、販売コーナー（地場野菜、軽食、飲み物など）、豚汁やお汁粉

の配布（数量限定）

 ９月１日㈰～ 29 日㈰の花が

咲いている間は、毎週末販売

コーナーを出店します。

観光協会　992-5005
　商工観光課　995-1825
　農林振興課　995-1824

同 時 開 催  そばの花まつり
　富士山をバックにあしたか山麓裾野そばの花を楽しみましょう。

 ９月 21 日㈯　９時～ 13 時　※小雨決行

 富士山資料館東側そば畑

 ＪＡなんすんＰＢ商品（カレー、ぬまっちゃ、寿太郎缶詰など）、地

元野菜の販売。

ＪＡなんすん裾野西支店　992-2140
　ＪＡなんすん泉支店　992-2020

撮影：遠藤由信さん

おでかけ編
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募 集
Recruitment

はつらつクラブ裾野

　はつらつクラブ裾野（市老人クラ

ブ）は、地域を基盤にした高齢者の

仲間づくりを通し、共に支え合いな

がら、お互いの生きがいづくりや地

域への貢献を目指しています。｢健

康・友愛・奉仕」をスローガンに、

会員相互の親睦活動をしています。

市内 34 クラブ（地区）、1,800 人の

メンバーが参加をお待ちしています。

入会／随時

 市内に住んでいるおおむね 60 歳

以上の方

 健康づくり活動（スポーツ・レク

リエーション大会）、教養づくり

活動（研修会・講演会）、社会貢

献活動（通学路見守りなど）、趣

味発表会のほかに、地域ごとのプ

ログラムもあります。

社会福祉協議会　992-5750
　社会福祉課　995-1819

レク３種目大会

 10 月 13 日㈰　９時～ 12 時

 市民体育館

 市内に住んでいる方または通勤・

通学している方

　 第３回ファミリーバドミントン大

会（一般の部、ファミリーの部）

▶１チーム３人

　 ※ファミリーの部は小学生以下ま

たは 70 歳以上の選手が常に１人

以上競技者として入っていること

　 第 14 回ペタボード大会▶１チー

ム３人

　 第23回輪投げ大会▶１チーム５人

 各種目１チーム 500 円

 市民体育館にある所定の申込用紙

に必要事項を記入し、お申し込み

ください。参加費は申込時にお支

払いください。

 ９月 29 日㈰

市民体育館　993-0303

防衛省採用試験

防衛医科大学看護／

　１次試験▶ 10 月 19 日㈯

　対象▶21歳未満の高卒（見込）の方

防衛医科大学校生／

　１次試験▶ 11 月２日㈯、３日㈰

　対象▶21歳未満の高卒（見込）の方

防衛大学校生（前期）／

　１次試験▶ 11 月９日㈯、10 日㈰

　対象▶21歳未満の高卒（見込）の方

陸上自衛官（看護）／

　試験▶ 11 月 16 日㈯

　 対象▶ 36 歳未満の方で、看護師

免許があり、保健師・助産師免許

のある方（見込含む）

 ９月５日㈭～９月 30 日㈪

 各試験の２次試験日は、１次試験

合格発表時に指定します。

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

“ふじのくに”
士民協働事業レビュー

　県事業を公開の場で議論します。

事業の見直しや今後の事業展開の方

向性について県民の皆さんの意見を

募る事業レビューを行います。

 ９月７日㈯、８日㈰　９時 40 分

～ 16 時 30 分

 県庁別館

主�な事業／富士山の世界文化遺産登

録や空港利用に関連した観光事業、

こども医療費や保育環境整備に関

連した子育て・福祉事業など

傍�聴方法／会場へお越しいただくか、

インターネットで視聴してくださ

い。

県行政改革課
　054-221-2912

 http://www.pref.shizuoka.jp/

soumu/so-030a/

講座名 ①�ワード・エクセ
ル初級講座（夜）

②�ワード・エクセ
ル中級講座（昼）

③�インターネッ
ト講座（夜）

④�画像編集初
級講座（昼）

対　象
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 10月１日㈫～４日㈮ 10月16日㈬～18日㈮

時　間 19：00～21：00 13：30～15：30 19：00～21：00 13：30～15：30

受講料 2,000 円 1,500 円

初心者パソコン講座
　パソコン初心者のための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）

 ＦＡＸで氏名、住所、電話番号、

希望の講座を送るか、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。

 ９月３日㈫～20日㈮　９時～21時

 生涯学習課　992-3800
992-4047
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「不用品などなんでも買い取る」と電話があり、来
訪してもらった。業者は用意した不用品はざっと見た
だけで、「貴金属はないか」と言った。怖かったので
指輪など売ってしまったが、返品してほしい。クーリ
ング・オフはできるか。

平成 24 年８月に特定商取引法が改正され、業者が

突然自宅を訪れ貴金属を買い取る訪問購入が新たに規

制されました。規制内容としては、①飛び込みの勧誘

（不招請勧誘）の禁止②契約書面の交付義務③契約書

面公布日から８日以内であればクーリング・オフ（無

条件契約解約）が可能などです。指輪はクーリング・

オフ適用対象です。クーリング・オフが適用されない

商品もありますので、売却したくない場合は、きっぱ

り断りましょう。
消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

大相続税時代到来２
　今月は、大相続税の対策についてお話しします。相

続税対策の三原則は①節税対策②納税資金対策③争族

対策です。①②は相続税だけでなく、所得税・消費税・

法人税も考慮した対策を心がけましょう。

　最も重要なのは③の争族対策です。争族とは、親族

である相続人同士が遺産をめぐって争うことです。い

ざ相続してみると、遺産分配への期待が満たされない

など不公平感があり、その後の付き合い方にまで問題

を残すことも少なくありません。被相続人が生存中に、

遺産がどれくらいあって、どんな割合で配分するのか

を相続人全員で話し合いの上、合意しておくことが大

切です。

くらしのダイヤル
消費生活研究会

募 集
Recruitment
普通救命講習会

　心肺蘇生法とＡＥＤ（自動体外式

除細動器）の使用方法を学びます。

 ９月 21 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

にある申込用紙に必要事項を記入

し、消防署または分遣所へお申し

込みください。申込用紙は、市の

ホームページからダウンロードす

ることもできます。

消防署救急係　995-0119

相談
Counseling
警察相談

　９月 11 日は全国一斉警察相談の

日です。身の回りの不安な出来事な

どの生活の安全に関する幅広い相談

を受けています。

電�話相談／

　 事件事故や犯罪被害などの相談▶

県警ふれあい相談室　☎＃9110

（プッシュ回線）、☎054-254-9110

（ダイヤル回線）

　 少年の非行や犯罪被害に関する相

談▶少年サポートセンター

　☎ 0120-783-410

窓�口相談／事件事故や犯罪被害の相

談▶裾野警察署

　 ストーカー、DV、児童虐待の相

談▶裾野警察署生活安全課、刑事

生活安全課

　 女性のための犯罪被害相談▶「ひ

まわり窓口」の看板のある交番

裾野警察署　995-0110
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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

有

料

広

告

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ２・９・30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 ９日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 26日㈭
８時45分～９時 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

６カ月児
育児教室

10日㈫９時～９時15分
平成25年３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24年３月生まれの方

２歳児
親子教室

25日㈬９時～９時15分
平成23年９月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

12日㈭午後
平成23年３月生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭13時～13時30分
平成22年９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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
９月３日㈫ 17時～ 19時 45分
９月10日㈫ ９時～ 11時 30分
９月17日㈫ 13時～ 15時 30分
９月25日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
９月10日㈫ ９時～ 11時 30分
９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

整形 内科 内科 内科 外科 整形 内科

8 9 10 11 12 13 14

内科 内科 内科 外科 外科 内科 外科

15 16 17 18 19 20 21

内科 外科 内科 内科 内科 整形 整形

22 23 24 25 26 27 28

内科 内科 外科 内科 外科 整形 内科

29 30

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
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９月後期の救急協力医

有

料

広

告

16 月

山谷内科医院 966-5333 青野 守重医院 931-2511 �我入道
江川

岡田医院 921-5321 新宿町 田中医院 921-2053 高島町

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

17 火 清水館医院 993-2323 茶畑 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 岩渕内科医院 951-4579 添地町 白石医院 951-4593 市道町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

19 木 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 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫

馬場

20 金 旭医院 966-0031 原 松原医院 962-1496 白銀町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

21 土 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

22 日

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 遠藤クリニック 975-8801 久米田

望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

23 月

さわだクリニック 921-1711 西沢田

池田病院 986-1212 本宿 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

おぐち医院 992-6611 深良

24 火 柿田川医院 973-3601 柿田 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

25 水 本村クリニック 969-0001 大塚 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 西村医院 971-6510 下土狩

26 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

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
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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

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

27 金 杉山医院 992-0028 平松 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 原小児科医院 962-0636 八幡町

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

29 日

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

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

遠藤医院 997-0533 葛山 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

30 月 つかだ医院 983-1577 堂庭 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

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 月
わたなべ�
耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787

松岡
本田さくら�
眼科医院
951-1365

大手町
かやま産科婦人科
医院
997-3551

岩波 木の花歯科医院
972-0097 堂庭

22 日 静岡医療センター
975-2000 長沢

小野眼科�
クリニック
929-1881

高島町 島田産婦人科医院
972-6100 伏見 牧野歯科医院

988-1184 下長窪

23 月
かみで耳鼻咽喉科
クリニック
0545-53-3321

伝法
矢田眼科�
クリニック
962-2006

三枚橋町 岩端医院962-1368 大手町 ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川

29 日
三島耳鼻咽喉科�
クリニック
935-6681

�下香貫
樋ノ口

三島社会保険病院
975-3031

�谷田�
藤久保

かぬき岩端医院
932-8189 前原 しおみ歯科医院

992-0202 平松

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
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富士山資料館

No.
1248

2013 年
（
平
成
25 年

）

9
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 :

993-9300

須山口登山道で活躍した十二御師
　御師は特定の神社に属し、信者のために祈

き

祷
とう

を
行い、参

さん

詣
けい

のために宿泊・案内などの世話をする
下級の神職のことです。須山には浅間神社を中心
に近世をとおして十二家の御師が存在しました。
弘化２（1845）年神祇管領の公文所から出された
太
だい

々
だい

神
か ぐ ら

楽が執行許可された時には、祝
ほうり

十二御師が
確認できます。
神官　神主　渡邉対

つ し ま

馬　　 祝 　渡邉　隼
はや

人
と

　
御師　土屋　平太夫　　　御師　土屋　伊太夫
 同　 土屋　久太夫　　　 同　 土屋　仙太夫
 同　 土屋　半太夫　　　 同　 土屋　新井太夫
 同　 杉山　大官坊　　　 同 　杉山　幸太夫
 同　 杉山　長太夫　　　 同 　杉山　三郎太夫
 同　 渡辺　善太夫
　神主・祝の姓は
渡邉、御師の姓は
土屋・杉山・渡辺
です。

　上杉さん（富一小６年）と小野田さん（須山小６年）
がＮＰＢガールズトーナメント2013県大会に県東
部地区代表の「静岡イーストエンジェルス」の一
員として出場し、見事優勝を果たしました。ＮＰＢガー
ルズトーナメント2013は女子小学生に試合の場を
提供し、女子野球界のレベル向上と人口拡大を目
的とした大会で、今回が第１回大会です。
　上杉さんは小学校３年、小野田さんは小学校２
年のころから野球を始めました。今年に入り、市

９月の休館日／２日㈪・
９日㈪・17日㈫・24日㈫・30日㈪

美輪明宏　講演会
〜生きやすい生き方〜

　人生の生き方指南とも言える講演内容で、“美
輪明宏”の講演会を実施します。
と�　き／平成26年１月13日㈪　14時～
　　　　（開場▶13時30分～）
ところ／大ホール
料　金／全席指定　2,500円（税込）　
※未就学児入場不可
発売日／９月29日㈰

宮川彬良＋米良美一
おしゃべりコンサート 〜二人の歌謡ショー〜

　宮川彬良と米良美一が音楽の世界へ楽しく誘う
音楽会です。
と　き／平成26年１月18日㈯　14時30分～
　　　　（開場▶14時）
ところ／大ホール
内　容／ヨイトマケの唄、もののけ姫など
料　金／全席指定席 一般▶3,500円（税込）
　　　　　　　　　 高校生以下▶1,000円（税込）
発売日／９月21日㈯
より詳しい公演情報は、市民文化センターホー
ムページ http://www.susono-bunka.jp/
をご参照ください。

NPBガールズトーナメント2013県大会優勝
上杉　瑠

る

璃
り

さん（御宿）（写真左）　　
小野田　にいなさん（須山）（写真右）

野球連盟からチームを通じて２人に選抜の打診が
ありました。「普段は男子と一緒にプレイしてい
るが女子だけで野球をするのがとても楽しみだっ
た」と上杉さん。日ごろとは違う女子で構成され
たチームは新鮮だったそうです。県大会で優勝し
たときは「このチームでやれてよかった」と上杉
さんと小野田さんともに笑顔で話してくれました。
全国大会について「第 1 回大会を静岡県の優勝で
飾りたい。」と闘志をみなぎらせて語る小野田さん。
　優勝を目指して臨んだ全国大会でしたが１回戦
で徳島県代表と対戦し、惜しくも敗れてしまいま
した。「憧れの東京ドームで入場行進ができてう
れしかった。応援してくれた地元チームメイトの
前で練習成果を発揮できた」と全国大会の感想を
語る小野田さん。上杉さんに今後の目標を伺うと

「女子野球選手になりたいので、硬式野球をこれ
からやってみたい」と将来の目標を語ってくれま
した。

試合中の上杉選手 試合中の小野田選手
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No.
1249

2013年（平成25年）

9月15日号 02    児童発達支援施設 
富岳裾野学園の入園児を募集

03    鳥獣被害を防ぐために

04    お得で便利な自動交付機

05    市民と市民団体をつなぐ 
市民活動マッチングシステム

８月17日　第30回富士山すその阿波おどり大会



障がい福祉課
995-1820

児童発達支援施設
富岳裾野学園の入園児を募集

▪施設の概要
場　　　所／石脇 207 番地 1 ほか

富岳裾野学園
県道
富士裾野線

栄橋
石脇公民館

●　

●みどり作業所

構造・階層／木造・２階建て

敷 地 面 積／ 1,244.04㎡

延 床 面 積／ 561.45㎡

特　　　徴／●外壁に太陽光発電を設置

　　　　　　●室内に温水機能訓練室

　　　　　　●内装に木材を多く使用

　　　　　　●フレキシブルに使用できる食堂

▪事業内容（提供サービス）
● 児童発達支援事業／通所事業を通して、心身の発達

が気になる子どもの運動面、精神面の発達を促し、

生活する力が身につくように援助します。

● 放課後等デイサービス事業／小学１～３年生の児童

を、放課後や夏休みにお預かりします。

● 療育・相談事業／療育サービスの提供、子育ての悩

みや発達の気になる子どもの相談などに応じます。

※ 各サービスを受けるには、障がい福祉課に申請が必

要です。

平成26年度入園児を募集 
（児童発達支援）

受　付／  10 月１日㈫～（随時）　８時～ 17 時

　　　　※日・祝日・年末年始を除く

対　象／ 心身の発達が気になる子どもで、平成

20 年４月２日から平成 24 年４月１日

までに生まれた幼児

定　員／  40 人

申込み・問合せ／ 富岳学園（瀬戸）

　　　　　　　　☎ 0550-87-0717

専門員による無料相談を 
開催

　子育ての悩みや発達の気になる子どもについ

ての相談に応じます。予約が必要です。

　時間はいずれも９時から 15 時です。

●裾野会場
と　き／ 10月２日㈬・４日㈮・９日㈬・11日㈮・

30日㈬

ところ／ 生涯学習センター

●御殿場会場
と　き／  10 月７日㈪・28 日㈪

ところ／ 富岳学園（御殿場市大坂 361-1）

申込み・問合せ／ 富岳学園　☎ 0550-87-0717

　富岳裾野学園は、心身の発達の気になる子
どもたちを気になる段階から支援する施設で
す。平成26年４月に開園予定で、現在、施設
の建設工事が進められています。10月１日㈫
から平成26年度の入園申込の受付を行います。
入園を希望される方はお申し込みください。

完成イメージ図
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鳥獣被害を防ぐために
～みんなができる鳥獣害対策～

　近年、野生鳥獣による農作物被害が深刻化してい
ます。市内でもイノシシやシカ、サルなどによる農
作物被害が数多く報告されています。市では、有害
鳥獣捕獲やパトロールなどを行っていますが、野生
鳥獣から農作物を守るためには、動物たちが集落や
農地に集まる要因をなくす防除対策も重要です。
　鳥獣被害の原因は「エサ」と「人馴れ」です。地
域全体で共通の意識を持ち、野生鳥獣を寄せ付けな
い環境づくりに、地域ぐるみで取り組みましょう。

◦集落にエサ場を作っていませんか？

◦動物たちを見ても「かわいい」「珍しい」と見過ごしていませんか？

産業部　農林振興課
995-1823

ハクビシンによる放任果樹の食害

イノシシの足跡 人里に下りてきたシカ

　動物に食べられても人間が気にしないエサ（怒られ

ないエサ）を放置すると、動物たちを集落に引き寄せ、

被害を激化させる原因となってしまいます。

　追い払わずにいると、動物たちは人馴れしてどんど

ん人間の活動領域に足を踏み入れてきます。動物に人

間を怖いと思わせ、人の活動領域へ寄せ付けないこと

が大切です。

❶ 収穫しないと決めた野菜などは、埋めるかコンポス

トを活用し、すぐに処分しましょう。

❷ 植えたまま収穫していない果樹は、果実を処分する

か樹を伐採しましょう。また、落果した果実も除去

しましょう。

❸ 稲刈り後の雑草やヒコバエは刈り取るか、すき込み

しましょう。

❹ 冬にあぜなどに青々とした雑草を生やすと、シカの

エサになってしまいます。秋には草刈りせずに放置

し、冬枯れさせましょう。

❺ お墓のお供え物はお参りが済んだら持ち帰りましょ

う。

・ 野生動物を見かけたら、被害に直接関係ない人も含

め、すぐに追い払いましょう。

・ 野生動物の餌付けは絶対にやめましょう。

p.3
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発行手数料減額、夜８時まで利用できる
お得で便利な自動交付機

設置場所 利用時間帯

市役所
正面入口（風除室） 毎日（年末年始を除く）８：00～20：00

市民課 月曜日から金曜日（祝日を除く）８：30～17：15

生涯学習センター 開館日の８：30～20：00

　自動交付機は、市役所に２台、生涯学習課に１台設
置されています。窓口に行かなくても住民票、印鑑証
明、課税（所得）証明を取得することができます。発
行手数料が窓口では 300 円かかるところ、交付機なら
200 円。休日も利用できる、便利でお得な自動交付機
をご活用ください。

市民部　市民課
995-1812

印鑑登録が済んでいる方 新規に印鑑登録をする方 印鑑登録をしない方
（住民票・所得証明のみ）

用意するもの
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

▪自動交付機ご利用上の注意
　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、住民基本台帳カードが必要になります。

印鑑登録証をお持ちの方は裾野市民カードか住民基本

　自動交付機で住民票（謄本、抄本）、印鑑証明、課

税（所得）証明を取得することができます。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。

※公的年金用の無料証明は交付できません。

自動交付機で取得できます

◦住民票（謄本、抄本）
◦印鑑証明
◦課税（所得）証明

▪土日も利用可能、市役所と生涯学習センターに設置

台帳カードに切り替え、暗証番号登録をしてください。

暗証番号登録の際は、官公庁が発行している身分証明

書で本人確認を行います。

※ システム点検などにより

利用できない場合があり

ます。

p.4
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地域振興課 
995-1874

市民と市民団体をつなぐ
市民活動マッチングシステム
　市民活動センターは市民活動（ＮＰＯ、
ボランティア活動）に関する相談や普及、
啓発、インターネットを通じたマッチング
システムの運営などを行うことで市民団体、
非営利団体などの活動をサポートしていま
す。

市民活動センターの概要
ところ／福祉保健会館 1 階

開所日／火曜日～土曜日（㈰・㈪休館、年末年始休館）、

　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分

※９月までセンターの開所日は水曜日～日曜日です

※市民活動の取材のため留守にする場合があります

事業内容／ ●市民活動（ＮＰＯ、ボランティア活動な

ど）に関する相談

　インターネットを通じて、市内のボランティア団
体やＮＰＯ団体などの情報を、市民の皆さんに提供
し、活動の輪が広がっていくことを応援するシステ
ムです。費用は無料です。

❖登録手続き
❶ 団体登録申請書を市民活動センターに提出します。

❷ 申請内容を確認のうえ、ＩＤと仮パスワードを、

市民活動センターから団体のメールアドレスに送

信します。

❸ 団体は、インターネットに公開する情報を登録し、

公開します。

❖イベント情報
　イベント情報をカレンダーに登録できます。位置

情報の登録があれば、自動的に地図にリンクされ、

活動場所の確認ができます。

❖ボランティア募集情報
　ボランティア募集情報を登録すると、ボランティ

ア活動をしたい方が、様々な条件で募集情報を検索

できます。

　希望の活動が見つかった方は、直接市民活動団体

に連絡してください。

注意事項
・ 写真や動画などの情報を登録掲載することはでき

ません（文字情報のみに限ります）。

・ 市民活動マッチングシステムからリンクを張って、

各団体のブログなどへ誘導することができます。

・ 市民活動に参加したい人との仲介は行いません。

各団体は連絡先情報を公開してください。

市民活動マッチングシステム

　　　　　 ●市民活動の普及・啓発、経営能力向上に

関する事業の開催

　　　　　 ●市民活動に関する情報収集・情報提供（お

便りの発行）

　　　　　 ●市民活動マッチングシステムの運用管理

（利用団体登録受付）

電　　話／992-1840　Ｆ Ａ Ｘ／992-1804

Ｍａｉｌ／s-center@palnet.jp

市民活動マッチングシステム

●市民活動団体の情報
●ボランティア募集情報
●イベント情報

市
民
活
動
団
体
な
ど

市
民
な
ど
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Photograph ８月

日韓交流を音楽で
　日韓交流チャリティーコンサートが市民文化セン
ターで開催されました。韓国の方々は伝統芸能のサ
ムルノリやタルチュムなどを、日本の方々は琴や尺
八などを演奏し、日韓の親交を深めました。
 （８月 24 日）

総合防災訓練
　震度 6 弱の突発型地震の発生を想定し、総合防災
訓練が市内で行われました。深良小学校には救護所
が設置され、集まった市民の方々はトリアージの説
明に熱心に耳を傾けました。 （９月１日）

まが玉づくりに挑戦
　古代講座まが玉作りが８月８日と 10 日に富士山
資料館で行われました。２日間で計 39 人がまが玉
作りに挑戦しました。参加した方々は講師の指導を
受け、慣れない作業ながらも思い思いのまが玉を作
りました。 （８月８日）

プロゴルファーが裾野に集結
　ファンケルクラシック 2013 が８月 16 日から 18
日まで、裾野カンツリー倶楽部で開催されました。
30 人の選手が熱戦を繰り広げました。大会には市
内外から多くの観客が訪れ、選手の一つひとつのプ
レーに歓声とため息があがりました。 （８月 16 日）

図書館員の仕事を体験
　なつやすみこども一日図書館員が鈴木図書館で行
われました。参加した 16 人の小学生は館内や本の
修理業務の見学のほか、本の配架、本の貸し出しな
どのカウンター業務を体験しました。児童たちは、
緊張しながらも一冊ずつ丁寧に本の貸し出しを行っ
ていました。 （８月７日）

市内を綺麗に
　環境美化活動が市内各所で行われました。
　生い茂った雑草の草刈りや清掃活動が行われ、市
内が綺麗になりました。 （８月 18 日）

p. 6p.6
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Photograph August

「雨上がりの宝永火口」

第30回
　第 30 回富士山すその阿波おどり大会が行われました。過去最多
の 26 連が参加しました。かねや太鼓、笛の音にあわせ、老若男女
各連工夫のこらした踊りが、すその駅前商店街で繰り広げられまし
た。 （８月 17 日）

p. 7p.7
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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 10月２日㈬ 生涯学習

センター深良地区 10月４日㈮
須山地区 10月８日㈫ 須山コミセン
西地区 10月９日㈬ 生涯学習

センター富岡地区 10月10日㈭
生涯学習課　992-3800

県ワーク・ライフ・
バランス　シンポジウム

　基調講演、パネルディスカッショ

ンなどを行います。

10月15日㈫　13時30分～16時30分

 県男女共同参画センターあざれあ

 企業経営者、人事労務担当者など、

関心のある方なら誰でも

300 人（先着順）

 10 月 10 日㈭

 県労働政策課� 054-221-2338
 054-271-1979
roufuku@pref.shizuoka.lg.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。お申し込みは不要です。直接

会場へお越しください。

９月 25 日㈬　10 時～ 11 時 30 分

 東地区コミセン

 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

社会福祉課　995-1819

平成26年度
就学児童の健康診断

　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。

と　き 対象地区

10月３日㈭ 西小・富岡第一小・富
岡第二小・千福が丘小

10月10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 26 年度就学児童

学校教育課　995-1838

募 集
Recruitment

環境市民会議委員

　市環境基本計画に沿った、施策の

実施状況の調査を行う環境市民会議

の委員を募集します。

 市内にお住まいまたは勤務する方

で満 20 歳以上の方

 ２人（応募用紙により選考）

任 　期／２年

 応募用紙に必要事項を記入の上、

本人が直接提出してください。

９月 17 日㈫～ 30 日㈪

 生活環境課　995-1816

親子工作教室参加者

　建設業協会の会員が指導して本箱

を作ります。

 10 月 27 日㈰　10 時 30 分～

 市民文化センターエントランス

 市内にお住まいの子ども（小学生

以下）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

ソフトテニスの練習会

　９月22日は県ソフトテニスの日で

す。初心者、学生時代の経験者、小

学生、中学生、どなたでも歓迎です。

９月 22 日㈰　９時～ 12 時

 運動公園テニス場（１～３コート）

 市民（小学生、中学生含む）

 無料

 ラケット（無い人は協会で用意し

ます）、運動のできる服

 ソフトテニス協会事務局　大川
　997-0084
　090-6768-4601

　ガソリンや灯油、軽油などの燃料

を保管、使用する際、誤った取り扱い

をすると火災など思わぬ事故につな

がります。特にガソリンは、引火点が

−40℃程度と低いため、非常に引火

しやすいです。また、揮発性が高く

その可燃性蒸気は空気よりも重いの

で滞留しやすく、ちょっとした火気

や静電気などで爆発的に燃焼するの

が特徴です。ガソリンを取り扱う際

には、次のことを厳守してください。

● ガソリンの貯蔵には金属性容器を

使い、密栓して風通しのよい涼し

い場所に保管する。

● ガソリンを燃料タンクに給油する

ときは、周囲に火気のない所で行

い、必ずエンジンを停めてから行

う。その際は容器を平らなところ

に置き、圧力調整弁を操作して噴

出やこぼれがないよう細心の注意

をお願いします。

　詳細は総務省消

防庁のホームペー

ジをご覧ください。

http://www.fdma.go.jp

消防本部予防課　992-3212

ガソリン用
携行缶（金属製）

ガソリンなど燃料の取り扱いに注意！
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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

募 集
Recruitment

初心者のための体操教室

 10月から１月までの第２、第４火

曜日（全８回）　13時30分～15時

 福祉保健会館１階

 市内にお住まいの方で、全８回参

加でき、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

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

うに、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。

 電話でお申し込みください。

９月 17 日㈫～９月 30 日㈪

 健康推進課　992-5711

筋力向上トレーニング教室

 ９月27日㈮～10月11日㈮の月曜日

と金曜日（全５回）

　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）

 市内にお住まいの 20 歳～ 59 歳

の方で、全５回参加できる方。

※ 半年以内に大きな病気をされた方

や手術をされた方は、事前にご相

談ください。

 20 人

※定員を超える場合は抽選

 歩行時に足を上げる筋肉である大

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。

150 円

 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

齢を記入し、返信用宛名面に申込

者の住所と氏名を記入して、投か

んしてください。メールでも申し

込みできます。

９月 20 日㈮（必着）

 申込期間終了後、参加の可否を返

信します。

健康推進課　992-5711
　〒410-1117　石脇524-1
kenko@city.susono.shizuoka.jp

市衛生処理料金審議会委員

　し尿のくみ取り料金は、３年を目

途に料金改定を行うこととなってい

ます。し尿のくみ取り料金について

審議する衛生処理料金審議会の委員

を募集します。

 市内にお住まいの方（下水道利用

者を除く）

 ３人（応募用紙により選考）

任 　期／諮問事項の審議終了まで

 応募用紙に必要事項を記入し、本

人が直接提出してください。

９月 17 日㈫～ 30 日㈪

 生活環境課　995-1816

募 集テーマ／●富士山のふもと、裾

野市らしさのあるもの●富士山の

ふもと、裾野市のＰＲができるも

の●富士山のふもと、裾野市のイ

メージアップ、認知度アップにつ

ながるもの

採 用数／キャッチフレーズ、キャラ

クター各１点

賞 金／ 10 万円（採用作品）

※ 受賞者が 18 歳未満の場合は親権

者の同意が必要です。

 裾野市が好きな方ならどなたでも

応募できます。

 郵送またはメールで受け付けます。

応募用紙は商工観光課、市観光協

会にあります。市または市観光協

会のホームページからダウンロー

ドすることもできます。

　 キャッチフレーズ▶応募用紙に必

要事項を記入し、郵送してくださ

い。

　 キャラクター▶任意のＡ４版白色

用紙（縦長使用）に手描きまたは

データ（ＪＰＥＧ形式かＧＩＦ形

式、容量２ＭＢ）で作成し、全体

像をカラーで描いてください。画

材・彩色は自由です。作品と応募

用紙を郵送してください。

９月 17 日㈫～ 12 月 27 日㈮

 商工観光課　キャッチフレーズ＆
キャラクター募集係

　995-1825
　〒410-1192　佐野1059
　�市観光協会　キャッチフレーズ＆
キャラクター募集係　

　992-5005
　〒410-1102　深良451

市ＰＲキャッチフレーズ＆キャラクター募集

　富士山の世界遺産登録と全国餃子サミットの開催を記念し、富士山の麓
のまち〝裾野市〟を全国にＰＲするため、市の公式キャッチフレーズとキャ
ラクターを募集します。
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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行います。

内　容 と　き 講　師

ひきこもり
の基礎知識

10月31日㈭
13：30～

16：00

精神保健福
祉センター
職員

ひきこもり
の理解と対
応

12月19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 歳以上の方がいる家

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福祉課
　920-2087

ヘルスメイトセミナー

❶ 10月18日㈮　９時30分～12時

　❷ 10月24日㈭　９時30分～13時

　❸ 10月30日㈬　９時30分～13時

　❹ 11月13日㈬　９時30分～12時

※受付時間は９時～９時20分

 福祉保健会館１階調理実習室・健

康研修室

 市内に住んでいる20歳から65歳の

方で、全４回出席でき、講座後も

ボランティアとして協力できる方

 30 人（先着順）

 バランスのよい食事や生活習慣病

予防などについての講義・調理実

習を行い、食育ボランティアとし

ての知識や技術を身につけます。

 ❶は 100 円、❷❸は 200 円、❹

は無料

 必要

10 月１日㈫～ 15 日㈫

 筆記用具、エプロン、三角巾、お

皿用ふきん２枚

 本講座はすその健康マイレージ対

象事業です。第１回参加時と全回

出席した場合にそれぞれ１マイル

加算します（最大２マイルです）。

 健康推進課　992-5711

相談
Counseling

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

 10 月 24 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。

 10 月 10 日㈭

 国保年金課　995-1813

大切な方を自死で
亡くされた方の相談

　大切な方を失うと、心や体にさま

ざまな変化が表れることがあります。

１人で悩まず、ご相談ください。秘

密は厳守します。

 ９月 18 日㈬、11 月 20 日㈬、１

月 15 日㈬、３月 19 日㈬

 東部健康福祉センター４階

 大切な人（家族や友人等）を自死

で亡くされた方

 １回３人（予約制）

 県精神保健福祉協会スタッフが個

別に相談に応じます。

東部健康福祉センター福祉課
　920-2087
　県精神保健福祉協会
　054-202-1220

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、公証人、

司法書士、土地家屋調査士、人権擁

護委員が無料で相談に応じます。

10 月６日㈰　10 時～ 16 時

 静岡地方法務局沼津支局

 直接会場にお越しください。

 静岡地方法務局総務課
　054-254-3555
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イベント
Events

国際交流フェア

　異文化に触れられるチャンス。五

感で異文化を体験しよう！

９月 22 日㈰　８時 50 分～

 市民文化センター多目的ホール

 ダンスパフォーマンスなどのス

テージイベント、いろいろな国の

文化を体験できる体験コーナー、

ＦＯＯＤコーナーなど

 海外友好協会（月・水・金　13
時〜16時）993-9695

シングルパパ・ママ
応援フェア

 10 月 6 日㈰　９時 30 分～ 16 時

 グランシップ 11 階会議ホール

「風」、9 階ホール

 ●基調講演・ミニ講座・就業相談

会・キッズコーナーなど●養育費セ

ミナー（13時～14時20分）●就業支

援セミナー（14時30分～15時50分）

●個別相談会（９時30分～16時）

※相談会は予約優先です

 ９月 17 日㈫～（土日・祝日を除く）

受付時間９時～ 17 時

 託児あり（予約制）

 母子家庭等就業・自立支援セン
ター　054-254-1191（セミ
ナー・個別相談会）

　054-254-5520（託児）

 10 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。
 10月１日㈫〜15日㈫
秘書課　995-1800
 担当課・秘書課職員が同席し
ます。

納付期限：10月31日㈭
市県民税� 第３期分

国民健康保険税� 第４期分

介護保険料� 第４期分

水道料金・下水道使用料� 第４期分

後期高齢保険料� 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。

5 日㈯
鈴鹿建設㈱東富士支店

☎ 997-2704

6 日㈰
植松水道
☎ 992-4644

12 日㈯
小川設備工事店
☎ 993-2074

13 日㈰
㈲杉山設備工業
☎ 993-3030

14 日㈪
高橋設備
☎ 993-1336

19 日㈯
㈲小�沢�土�建
☎ 992-1401

20 日㈰
㈲M・Kアクアサービス

☎ 992-6599

26 日㈯
山崎設備
☎ 997-6766

27 日㈰
パイピング横山
☎ 992-3329

10 月　カレンダー
４日㈮

〜11日㈮ 市児童生徒アイデア展

14日㈪ 南北合同児童館まつり

16日㈬
市長表彰式
市児童生徒
アイデア展表彰式

20日㈰ 市民ソフトボール大会
26日㈯
〜27日㈰ フェスタすその

人　口　53,809人� （−14人）
　男　　27,468人� （−1人）
　女　　26,341人� （−13人）
世　帯　21,257世帯�（−35世帯）
内、外国人登録� 710人�349世帯

９月１日現在
データバンク
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10月前期の救急協力医

有

料

広

告

１ 火 なおきクリニック 929-8555 東椎路 東医院 921-5520 高沢町 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

２ 水 林医院 931-1120 住吉町 頴川医院 921-5148 高島本町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

３ 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

４ 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

５ 土 きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

６ 日

おおい神経内科 922-8886 北高島町 勝呂医院 962-3083 千本中町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

岡クリニック 995-1188 二ツ屋 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

７ 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

８ 火 あそうクリニック 929-7575 筒井町 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

９ 水 境医院 975-8021 竹原 守重医院 931-2511 �我入道
江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

10 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

11 金 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 白石医院 951-4593 市道町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

12 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 坂小児科医院 931-3233 �下香貫

前原

13 日

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

須山診療所 998-0006 須山 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

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
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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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

14 月

芙蓉クリニック 922-3177 本田町 西方外科医院 921-1333 共栄町

大沢医院 931-1019 御幸町 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 五十嵐クリニック 934-6700 志下

15 火 望星第一クリニック 922-0222 柳町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

６ 日
耳鼻咽喉科�
崎川医院
975-9131

伏見
桑名眼科�
クリニック
987-5575

下土狩 静岡医療センター
975-2000 長沢 ベルの木歯科

992-7777 深良

13 日
長谷川耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8733

浅間本町
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 鈴木歯科医院

993-5151 平松

14 月
さわだの森耳鼻咽
喉科クリニック
929-8787

西沢田 聖隷沼津病院
952-1000 松下

いながきレディー
スクリニック
926-1709

宮前町 さなだ歯科医院
997-2100 御宿

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
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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 :

10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
　５日㈯　14 時～   　　おはなしのへや　　

　12 日㈯　11 時～   　　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　　　　　　

今月の二冊
きょうのシロクマ
　はらぺこのシロクマが

やってきました。シロクマ

はアザラシをつかまえよう

とするのですが、うまくい

くのでしょうか…。あべ弘

士が北極探検で出会った野

生のシロクマの生きる姿をのびのび描く。

作：あべ弘士　出版社：光村教育図書

Another 2 エピソード S
　1998 年の夏休み、両親と
ともに海辺の別荘にやってき
た見崎鳴は、賢木晃也の幽霊
と出会う。死の前後の記憶を
失い、自分の死体を探す彼と
の奇妙な秘密の冒険が始まる
のだが…。

著者：綾辻行人　出版社：角川書店

新刊紹介 New Release

『わらうきいろオニ』
作：梨屋アリエ
絵：こがしわかおり　講談社

『お月見テンテン　９月のおはなし』
作：蜂飼耳　絵：おくはらゆめ　講談社

『おさきにどうぞ』
作：森山京　絵：ささめやゆき　文溪堂

『ネコの目からのぞいたら』
作：シルヴァーナ・ガンドルフィ
訳：関口英子　岩波書店

『ドラゴンフライ』
著：河合莞爾　角川書店

『七色の毒』
著：中山七里　角川書店

『風景を見る犬』
著：樋口有介　集英社インターナショナル

『大地のゲーム』
著：綿矢りさ　新潮社

７日㈪、15日㈫、21日㈪、
24日㈭、28日㈪

10月の休館日

松永亜
あ
実
み
花
か
ちゃん

（３歳・堰原）

森下　陽
ひろ
斗
と
くん

（３歳・新道）

片岡　大
ひろ
翔
と
くん

（３歳・町震一）

柏木　莉
り
緒
お
ちゃん

（３歳・御宿坂上）

井出翔
しょう
太
た
郎
ろう
くん

（３歳・滝頭）

大石　晴
はる
澄
と
くん

（３歳・上町）

秦野　仁
に
那
な
ちゃん

（３歳・中丸上）
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● 路線バス臨時バス停
■ 車両通行止
　 11月3日・4日　両日とも9時～16時

● 市内各地の臨時駐車場から大会専用シャトルバス乗降場まで
　 シャトルバスを大会期間中運行します。（詳細は大会ＨＰで）
　 シャトルバス乗降場から会場までは徒歩で約10分です。

メイン会場・メインステージ
（市役所＆小柄沢公園）

サブ会場
（JAなんすん泉支店）

● ＪＲ裾野駅
● 大会特設案内所

御
殿
場
線

三
島
方
面
↓

沼
津
方
面
↓

↑
御
殿
場
方
面

県
道
沼
津
小
山
線

　全国餃子祭りは、日本各地で餃子によるま
ちづくりを進めている団体が一同に会する国
内最大規模の餃子の祭典です。平成22年に浜
松市で第１回大会が開催され、第２回は津市
で、第３回は福島市で開催されました。庶民
の味として日本全土に浸透し、多くの人に愛
されている餃子。日本各地から集まった自慢
のご当地餃子が裾野で味わえます。

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

／／3・411

と　き

　11月３日㈰・４日㈷
　10時～15時

ところ

　市役所駐車場
　小柄沢公園と周辺

●出店コーナー
　Ｇ11餃子国、全国餃子店、県東部商工会、地元餃子店など

●ステージイベント
　 餃子界のスーパースター「スペシャオ餃子ＢＡＮＤ」、各餃子国

のＰＲタイム、ゆるきゃらイベント、五竜太鼓（11／３）、エイサー

（11／４）など

●商店街イベント
　裾野駅から会場まで花いっぱいプラン

　商店街スタンプラリー＆抽選

※  11 月２日㈯には、Ｇ 11 餃子国首脳が餃子の未来について語り

合う 201３ 全国餃子サミットが開催されます。

11月３日・４日は裾野駅周辺で交通規制が行われます

商工会　992-0057
http://www.2013gyouza.com/

交
通
規
制
図
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　タンパク質、カルシウム、鉄分
といった栄養価が非常に高く「神
の雑穀」とも呼ばれるアマランサ
スを使った餃子です。具材には信
州産のものをぜいたくに使い、信
州みそをベースにした味噌だれに
つけて食べる健康餃子です。

信州伊那餃子
《伊那餃子会》

伊那餃子国（長野県伊那市）

　国際コンクールで金賞を受賞し
た津山黒豚などの地域特産品を、
津山産小麦で作った皮で包んでい
ます。原材料は国産限定。モチモ
チとした皮の食感が特徴です。こ
がね餃子は黄金色にこだわった食
材を使用しています。 

こがね餃子
《津山餃子お知らせ隊》

津山餃子国（岡山県津山市）

　川崎の餃子は、戦後、渋谷恋文
横丁で人気だった餃子が、昭和28
年に川崎に渡ってきたのが始まり
です。餃子の名店が集まりタレを
共同開発し、餃子本来の味を生か
す「かわさき餃子みそ」が生まれ
ました。

かわさき餃子みそで食べる餃子
《かわさき餃子舗の会》

かわさき餃子国（神奈川県川崎市）
　福島餃子の特徴は、円盤餃子と
呼ばれる焼き餃子です。フライパ
ンに一度に20個から３0個を円形に
並べて焼き上げ、丸いお皿にそれ
をひっくり返して出しています。
このスタイルは全国的にも大変珍
しいものです。

円盤餃子
《福島餃子の会》

ふくしま餃子国（福島県福島市）

　日本の近代化を支えた鉄の都、
八幡ぎょうざ共和国。「鉄なべぎょ
うざ」発祥の地でもあります。北
九州の食卓には欠かせない柚子コ
ショウとの相性も抜群です。来年
の第５回大会は、北九州市で開催
されます。

鉄板餃子
《八幡ぎょうざ協議会》

八幡ぎょうざ協和国（福岡県北九州市）
　宇都宮の餃子は、戦後、北京や
満州などからの引揚者が現地で覚
えた餃子で商売を始めたことが広
まった説の一つといわれています。
宇都宮餃子は、野菜をふんだんに
使い皮がもっちりしているものが
多いといえます。

焼餃子
《宇都宮餃子会》

宇都宮餃子国（栃木県宇都宮市）

　加古川は、上質の和牛の産地で
す。その小腸と大腸を使い、餃子
とマッチングさせました。ホルモ
ンの持つくどさをたっぷりのキャ
ベツと玉葱で抑えて、食べやすい
大きさにカットしました。味と食
感をお楽しみください。

加古川ホルモン餃子
《加古川ホルモン餃子やみつき会》

加古川ホルモン餃子国（兵庫県加古川市）
　宮代町は、「農あるまちづくり」
を推進していて、餃子に使用する
地場の野菜が豊富です。平成18年
に宮代町商工会が中心となり、町
おこしとして「みやしろ餃子」ブラ
ンドを立ち上げました。味わい深
いみやしろ餃子を提供しています。

焼餃子・棒餃子
《みやしろ餃子》

みやしろ餃子国（埼玉県宮代町）

　大正時代から焼餃子が食べられ
ている浜松。キャベツたっぷりで
あっさりながらもお肉のコクがあ
り、いくらでも食べられる餃子で
す。ゆでモヤシと焼餃子の取り合
わせ、絶妙なマリアージュが楽し
めるのも浜松ならではです。

浜松餃子
《浜松餃子学会》

浜松餃子国（静岡県浜松市）
　「津ぎょうざ」は、直径15㎝の大
きな皮であんを包み、油で揚げた
大きな揚げ餃子です。小学校の栄
養士さんが子供たちの栄養を考え
て考案しました。昭和60年ごろか
ら現在まで、学校給食で提供され
ています。

津ぎょうざ
《津ぎょうざ協会》

津ぎょうざ国（三重県津市）

※出店は11/4のみです。

　「王様の野菜」と
いう意味のモロヘ
イヤは、古代エジプトのクレオパ
トラも愛用したとされ、食物繊維、
ミネラル、ビタミン、カルシウム
などを豊富に含む栄養価の高い健
康食品です。すその水ギョーザは、
地元特産のモロヘイヤを皮に練り

すその水ギョーザ
《すそのギョーザ倶楽部》

すそのギョーザ国

込み、具材に地元産の茶葉成分を入れたもちもちとした
食感が特徴のスープで食べる水ギョーザです。平成 19
年の B-1 グランプリで４位に輝いた自慢の逸品です。

　餃子による町おこしを行っていて、餃子サミットに加盟してい
る全国11団体をそれぞれの国に見立てています。遊び心を持った
通称として、その連合体をＧ11とよんでいます。

広報すその　平成25年10月１日号



環境保全にご協力ください
市民部　生活環境課
995-1816

美化センター
992-3210

　きれいな環境を守るため次のことにご協力ください。
・�山林や道路わき、空き地などへの不法投棄が後を絶ちません。
草刈りなどをして地域の目が行き届くようにしましょう。
・�ごみを燃やして発生するダイオキシンや環境ホルモンは健康
阻害となります。ごみは市の収集に出しましょう。
・�きれいな水を守るため、浄化槽は適正な管理をお願いします。

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。

　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。
ごみの野焼きは禁止されています

　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事は、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。ごみは市の収

集に出しましょう。

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24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 22台 テレビ 55台

洗濯機 ５台 自動車用バッテリー ４個

エアコン ０台 タイヤ 83本

※�買替えなどのときに取扱店に、引き取ってもらいま
しょう。

草むらに投棄されたテレビ 山林に投棄された冷蔵庫

　浄化槽の使用者は、次の３つすべてを行う
ことが浄化槽法で義務づけられています。 

１�．保守点検の実施（年に３～４回以上）は県の登
録業者に委託してください　

２�．清掃の実施（年に１回以上）は市の許可業者に
委託してください

　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

　※ 希望する日時がある場合は、早めの予約が必要

です。

３�．法定検査の受検（年に１回）は県の指定検査機
関へ依頼してください

　（一般財団法人）静岡県生活科学検査センター▶

　☎ 054-621-5030

　※ 保守点検や清掃の記録書類が必要です。３年間

保管してください。

　※ ８月に県が法定検査未受検の方に通知を送付し

ています。まだ検査の申込みをしていない場合

は、お早めにお願いします。

　Ｑ＆Ａ
Ｑ�．保守点検業者と契約しているのに、法定検査も

受けるのですか？

Ａ�．法定検査には、「設置後の水質検査」（７条検査）

と、「定期検査」（11条検査）があります。そのう

ち毎年１回行う「定期検査」は設備の稼働状況や

使用の状況の確認、水質検査、保守点検や清掃な

どの維持管理が適正かどうかを判定するものです。

保守点検業者と委託契約をしていても、必ず指定

検査機関による検査を受ける必要があります。

10月１日は「浄化槽の日」です

p.4
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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

国保高齢受給者証新規交付会

　11 月１日㈮から対象となる方に

受給者証を交付します。

 10月2４日㈭　９時４5分～11時３0分

 福祉保健会館研修室

 昭和 18 年 10 月２日から 11 月１

日までに生まれた方

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

指定ゴミ袋の記名欄の
位置変更

　区名、氏名の記入欄が、中央に変

更になります。変更前のものもこれ

まで通り利用できます。

 生活環境課　995-1816

美化センター
ごみの持ち込みの休止

　美化センターの施設点検整備のた

め、10 月 30 日㈬は、ごみの持ち込

みができません。

 美化センター　992-3210

屋外広告物講習会

 11月28日㈭　９時～16時40分

 県産業経済会館３階大会議室

 新たに屋外広告物業を営もうとす

る方など

 屋外広告物に関する法令、表示・

施工に関する知識など

 140 人（先着順）

 ３,900円（受講申請書に県収入証紙

を張り付けてください。）

 県の各土木事務所都市計画課、ま

たは県ホームページにある受講申

請書に必要事項を記入し、各土木

事務所へお申し込みください。

 10 月 15 日㈫（必着）

 都市計画課　995-1829

市指定給水装置
工事事業者の追加

　新たに 1 事業者を追加しました。

●石井管工設備
　〒 411-0014　三島市玉沢 298

　☎ 972-7221

 上水道課　995-1833

秋の農作業安全運動

　９月１日から10月３1日までの２カ

月間、県内全域で秋の農作業安全運

動が実施されています。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。ゆとりをもって作業を行

い、農作業事故０を目指しましょう。

 農林振興課　995-1823

温水プール使用料助成

 市内に住んでいる満３歳以上の方

対�象施設／●清水町温水プール●三

島市民温水プール●裾野スイミン

グスクール

利�用方法／市民体育館で市民温水プ

ール施設利用券を購入し、各施設

にお持ちください。

※ 購入時には利用者本人がお越しの

上、市内に住所があることがわか

るもの（免許証、保険証）などを

ご提示ください。

 生涯学習課　992-3800

こども医療費
受給者証の更新

　新しい受給者証は受給対象者の方

の自宅に郵送します。今までの受給

者証と差し替え 10 月からは新しい

受給者証をお使いください。今まで

お使いの受給者証は 10 月１日以降

に破棄してください。

※ ９月以前に受給者証を使わずに医

療機関を利用した方は、受給者証

を破棄せず、医療費助成（払い戻

し）のお手続きの際に子育て支援

室へお持ちください。

 子育て支援室　995-1841

児童手当ての支給

　10 月 10 日㈭は児童手当の支給日

です。手当を受給される方の所得、

対象となる児童の年齢や人数により

定められた金額をお支払いします。

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）▶15,000円

　中学生▶ 10,000 円

　 所得が制限を超えている方の児童

▶ 5,000 円

※ 出生順位は手当の支給対象ではな

い 18 歳未満の児童を含めて数え

ます。

支�払方法／受給資格者の指定口座に

振り込みます。

※ ９月末時点で現況届が未提出で

あったり書類に不備がある場合に

は、受給資格審査を行えないため、

支払いが保留されます。手続きを

済ませていない方は早急に行って

ください。

 子育て支援室　995-1841
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お知らせ
Announcement

行政書士による無料相談

　行政書士広報月間にちなみ、無料

相談所を開設します。

 10 月 21 日㈪　10 時～ 12 時

 市役所４階会議室

 行政書士　大谷　992-6577

東西公民館
第２回陶芸講座

 11 月 19 日㈫、20 日㈬

　９時 30 分～ 11 時 30 分

 東西公民館実習室

 市内に住んでいる、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必要

事項を記入し、お申し込みください。

 10 月 19 日㈯～ 11 月 10 日㈰

 エプロン、新聞紙、ハンドタオル

 東西公民館　992-6677

パスポートの申請受付を
３支所で開始

　10月１日㈫から、生まれてから一

度もパスポートを作ったことがない

方がパスポートの申請をする場合、

深良支所、富岡支所、須山支所でパス

ポートの申請手続きができるように

なりました。パスポートの受け取り

は、申請日の８日後（土、日、祝日

は含まない）以降になります。受け

取り場所は市役所１階市民課になり

ます。今までにパスポートを作った

ことがある方は、各支所では申請の

受付ができませんので、市役所１階

市民課で申請手続きをお願いします。

 市民課　995-1812

平成25年市政カレンダー
お詫びと訂正

　平成25年市政カレンダーの10月の

ページに誤りがありました。また、

11月に記載されていた行事の開催日

が変更になりました。お詫びして訂

正します。

◆今月の納税
　 納期限　×４月１日㈪→○ 10 月

31 日㈭

◆カレンダー部
　 10 月のカレンダー部に表記され

ている９月末の表記

　 × 30 日㈰、31 日㈪→○ 29 日㈰、

30 日㈪

◆ 第13回裾野市環境大会の開催日
の変更

　 市政カレンダーには、11 月４日

㈪に記載していますが、開催日が

12 月 15 日㈰に変更になりました。

秘書課広報室��995-1802

市ファミリー・サポート・
センター講習会

　ファミリー・サポート・センター

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

方々が会員となって一時的に子ども

の世話を有料で行うシステムです。

子どもを預かる方（まかせて会員・

どっちも会員）を対象とした講習会

を開催します。

 ❶ 10 月 29 日㈫❷ 10 月 30 日㈬

❸ 10 月 31 日㈭　いずれも９時

15 分～ 12 時

 ❶❸市役所地下会議室 A　❷消防

庁舎３階災害対策室

 ❶オリエンテーション、保育の心

と子どもの遊び　❷子どもの世話

と小児看護の基礎知識、応急手当

講座　❸心の発達とその問題

 子どもを預かる方

 電話でお申込みください。

 10 月 28 日㈪

 ファミリー・サポート・センター
　995-1002

環境保全・環境美化活動を
実践している方の推薦

　12 月 15 日に開催する市環境大会

で環境保全・環境美化活動を実践し

ている個人・団体を表彰します。該

当する方がいたらご推薦ください。

 市内を主な活動範囲としていて活

動期間が環境保全・環境美化に顕

著な功績がある個人、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）。

 10 月 21 日㈪（必着）

生活環境課
　〒410-1192　佐野1059
995-1816　 992-4447

募 集
Recruitment

駿東地域職業訓練センター
10月講座

 ●特別教育コース▶伐木作業の安

全衛生講習（中小径木対応）、アー

ク溶接特別教育●技能講習▶車両

系建設機械（解体用）運転技能講習

●人材育成コース▶監督者訓練３

科（仕事の教え方）、夜間話し方講

座●パソコンコース▶パソコン入

門（ビギナーコース）、ワード基礎、

エクセル基礎、エクセル活用、年

賀状作成、夜間ワード活用、夜間

年賀状作成●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、実用書道教室

 駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322
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募 集
Recruitment

ベネフィ駿東で中小企業
にも大企業並みの福利厚生

　ベネフィ駿東は、駿東地区の中小

企業で働く方々の福利厚生事業を充

実させるために設立された組織です。

裾野市、御殿場市、長泉町、小山町

の２市２町が助成しています。

サ�ービス内容／提携施設の利用料金

割引、イベント事業、慶弔給付事

業　など

 事業所入会／２市２町内の中小企

業に勤める勤労者とその事業主

　 個人入会／２市２町内に住んでい

て中小企業に勤める勤労者か事業

主（企業の所在地は２市２町内外

を問わない）

 入会金／１人につき 1,000 円（全

額事業主負担）

　会費／１人につき月額 1,000 円

　（半額以上事業主負担）

※ 個人入会の場合は全額個人負担と

なります。

 ベネフィ駿東
　0550-87-7575
　商工観光課　995-1857

すその川と水の会

 市内に住んでいる方

 水生生物調査、施設見学などの研

修、環境大会への参加、浄化槽の

適正管理の啓発活動など

 電話でお申し込みください。

 生活環境課　995-1816

市民活動
マッチングシステム講座

　市民活動マッチングシステムは市

民活動を行いたい方、仲間を募集し

たい方が双方向で情報をやり取りで

きるシステムです。

 10月26日㈯　10時～11時３0分

 市民活動センター（福祉保健会館

１階）

 25 人（先着順）

 市民活動マッチングシステムの利

用方法、活用事例など

 10 月 25 日㈮

 電話かＦＡＸでお申し込みくださ

い。

 事前に手続きをすると講座の中で

マッチングシステムへの団体登録

ができます。

 市民活動センター　992-1840
992-1804

動物愛護意見交換会

 10 月 29 日㈫　13 時 30 分～

 東部総合庁舎別館２階婦人セン

ター集会室

 県動物愛護管理推進計画などにつ

いて

 電話でお申し込みください。

 10 月 11 日㈮

 生活環境課　995-1816

秋の自然探索会

 11 月７日㈭、９日㈯　いずれも

８時 30 分～ 15 時

 富士山資料館

 ７日は富士山遊歩道や富士山資料

館周辺で野草探索をします。９日

は富士山遊歩道で野鳥探索をしま

す。

 富士山資料館　998-1325

無線放送戸別受信機の貸出
　市では、毎日、無

線放送を行っていま

す。この放送では、

東富士演習場の演習

通報や市の行事予定

などをお知らせして

います。また、災害時には緊急情報をお知らせして

います。無線放送を聞くためには、戸別受信機が必

要です。市では希望する世帯主の方に、無償で１台

貸し出しています。

 市に住民登録がある世帯（１世帯につき１台）

 広報室にご連絡ください。

 次の場合は、戸別受信機を市にご返却ください。

　●市外に転出する場合

　● 市内のほかの地区へ転居する場合（東地区から

西地区など）

※ 市内の同地区内へ転居する場合（東地区から東地

区など）は、そのままお使いください。

放送内容

時間 内容

６：30 演習通報、今日の行事予定、市からのお
知らせなど

９：00 時報
12：00 時報
17：00 時報

19：30 演習通報、明日の行事予定、市からのお知らせなど

秘書課広報室
995-1802
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知らない業者から「頼まれた健康食品を送る」と電
話があったので頼んでないと断った。後日封書が届き、
「注文した健康食品をキャンセルしたので損害金
3000円支払うように」と書いてあった。払わなけれ
ばならないか。

注文していないのに注文したと言って健康食品を送

りつけられるという相談が多く寄せられています。そ

れに伴い最近では、「申し込んでいない」と断ったら

損害賠償請求が送られてきたという相談も寄せられて

います。書類に「法的手段をとる」などと不安をあお

るような脅し文句が書いてあっても、利用した覚えの

ない請求は無視してください。相手に連絡してはいけ

ません。心配なときは、支払いをする前に消費生活セ

ンターにご相談ください。
消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

子どもを自転車に乗せたときの転倒事故に注意！
　子どもを自転車に乗せているときに自転車が転倒す

る事故が多く発生しています。安全に子どもを乗せて

いることができるように以下のことに気をつけましょう。

❶ 幼児を乗せて自転車を扱う場合には、押し歩きや駐

輪動作中にも転倒の危険があることを認識しましょ

う。必ず乗車前に子どもにヘルメットを着用させま

しょう。

❷ 幼児の乗車位置によって取り扱う感覚が大きく異な

るので、乗せる位置を変更するときなどは安全な場

所で十分に練習しましょう。

❸ 乗車する幼児の人数に応じて適切な自転車を選択し

ましょう。

イベント
Events

婦人会衣料リサイクル販売

　市婦人会では、衣料回収と販売を

開催します。

 ❶10月19日㈯　13時30分～15時

　❷10月20日㈰　10時～14時

 生涯学習センター 1 階（19 日の

衣料回収は、富岡第一小学校用務

員室、旧勤労青少年ホームでも行

います）

 19日は衣料回収のみ行います。20

日は衣料回収と販売を行います。

 衣類は洗濯し、そのまま着られる

状態のものを、ひもで縛ってお持

ちください。ビニール製品、ぬれた

もの、布団類はお受けできません。

生涯学習課　992-3800

南北合同児童館まつり

 10月14日㈪　９時40分～14時

 生涯学習センター１階

 ものづくりコーナー、お茶席、児

童館活動事業の紹介、書道・絵画・

生花・各児童館受講生の富士山ハ

ンドアートの展示など、五竜太鼓、

ヒップホップダンス　など

 南児童館　993-1881
　北児童館　997-8400

第14回児童生徒アイデア展

　市内各小・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。

 10 月４日㈮から 11 日㈮　９時

30 分～ 19 時

※最終日は 16 時まで

 生涯学習センター１階展示スペー

ス

 生涯学習課　992-3800
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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

有

料

広

告

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 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

６カ月児
育児教室

８日㈫９時～９時15分
平成25年４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24年４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10月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

10日㈭午後
平成23年４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10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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
10月１日㈫ 17時～ 19時 45分
10月８日㈫ ９時～ 11時 30分
10月15日㈫ 13時～ 15時 30分
10月23日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
10月８日㈫ ９時～ 11時 30分
10月23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 内科 整形 整形

6 7 8 9 10 11 12

外科 内科 内科 整形 外科 内科 内科

13 14 15 16 17 18 19

内科 内科 外科 整形 外科 整形 内科

20 21 22 23 24 25 26

外科 内科 内科 内科 外科 整形 内科

27 28 29 30 31

内科 外科 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
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10月後期の救急協力医

有

料

広

告

16 水 やぐち内科・循環器科クリニック 973-3811 �伏見 酒井医院 966-1755 �今沢 古屋小児科医院 963-0407 �西条町

17 木 かとう内科医院 946-5562 �大岡 池田病院 986-1212 �本宿 星野医院 962-0782 �山王台

18 金 杉山医院 972-3223 �伏見 松原医院 962-1496 �白銀町 田中医院 921-2053 �高島町

19 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

20 日

おおい神経内科 922-8886 �北高島町 込宮クリニック 992-8686 �茶畑

森本神経内科
クリニック 976-5221 �竹原 すずきファミリー

クリニック 960-0333 �一本松

込宮クリニック 992-8686 �茶畑 山本整形外科・
循環器科 989-8111 �南一色

21 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

22 火 清水館医院 993-2323 �茶畑 五十嵐クリニック 934-6700 �志下 りゅうじん医院 988-3133 �下土狩

23 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 原小児科医院 962-0636 �八幡町

24 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

25 金 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 さくま小児科
クリニック 992-6303 �茶畑

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 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

27 日

旭医院 966-0031 �原 守重医院 931-2511 �我入道
江川

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

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
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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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

28 月 柿田川医院 973-3601 �柿田 香貫医院 931-2465 �本郷町 よざ小児科医院 967-5722 �原

29 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 古屋小児科医院 963-0407 �西条町

30 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 りゅうじん医院 988-3133 �下土狩

31 木 杉山病院 963-4114 �錦町 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

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
本橋耳鼻咽喉科�
医院
972-1133

東本町 山秋眼科医院
924-4680 筒井町 聖隷沼津病院

952-1000 松下 さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

27 日
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
関谷レディース�
クリニック
968-6611

西椎路 杉沢歯科医院
975-4618 柿田

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

p.11
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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 :

993-9300

冨士山須山口略絵図（その１）

　この絵図は江戸時代に木版で刷られたものを、

昭和８年に山川氏が書き写したもので、現本の年

代は不詳です。須山口登山道は宝永４（1707）

年の富士山の噴火によりその一部が崩壊し、途絶

えてしまいました。その後、名主惣
そう

治
じ

郎
ろう

を中心に

村民が登山道の復興に努力しましたが、当初は須

山口登山道からの登山者は少なかったと思われま

す。そのため登山者の増加をねらって、今でいう

観光案内が各地に配られたようです。この絵図は

それらのうちの一つだと考えられます。

　この絵図は地図と文章から成り、文章は地図の

内容を具体的に説明しています。右上の文は、吉

原・三島から須山口までの道順や距離について説

明しており、左

上の文は、須山

口から富士山頂

までの登山道の

様子や御来光に

ついて説明して

います。

　市地域地震防災指導員会と防災指導員の中山あ

い子さんが、防災功労者防災担当大臣表彰を受賞

しました。

　市地域地震防災指導員会は、安全かつ地震災害

などに強い街づくりのため昭和 55 年に設立され

ました。33 年間にわたる指導の中で、常に防災

10月の休館日／
７日㈪・15日㈫・21日㈪・28日㈪

リサ長尾　ラテンの誘惑

と　き／ 11 月９日㈯　14 時（開場 13 時 30 分）

ところ／大ホール

料　金／全席指定　3,000 円（税込）

※未就学児入場不可 好評発売中

「おかあさんといっしょ」
ポコポッテイトがやってきた ！！

と�　き／平成 26 年２月９日㈰

　１回目▶ 1３ 時 ３0 分（開場 1３ 時）

　２回目▶ 16 時（開場 15 時 ３0 分）

と�ころ／大ホール

出�　演／ポコポッテイト（ムテ吉、ミーニャ、メー

コブ）、坂田おさむ、瀧本瞳

料�　金／全席指定席　2,500 円（税込）

　※１歳未満ひざ上１人まで無料

発�　売／ 11 月２日㈯ ９時から窓口で販売します。

より詳しい公演情報は、市民文化センターホ
ームページhttp://www.susono-bunka.jp/
をご覧ください。

防災功労者防災担当大臣表彰を受賞
裾野市地震防災指導員会（団体）
中山　あい子さん（個人）

や地域に関わる情報収集と技能の研さんに努めて

いること、実情にあった知識の普及、地区コミュ

ニティなどの交流、自主防災会による訓練への参

加などが評価されました。

　「一人ひとりがきたる地震に備え、一人でも多

く生きられるように」と思い活動を続けてきたと

いう杉山信行会長。防災知識習得のため、指導員

会では研修や月１、２回の勉強会を行っているそ

うです。

　中山さんは市地域地震防災指導員会の女性部幹

事、会計、監査を歴任し、女性目線の防災アドバ

イスをしてきました。さらに自身の養護教諭とい

う職を活かし、学校と協働した児童向けの防災教

育を熱心に行ってきたことなどが評価されました。

中山さんは、「平成 25 年に女性防災指導員を５

人増やしましたが、現在市内には８人しか指導員

がいません。今後は女性の防災指導員を増やし、

後進の育成に尽力していきたいです」と今後の抱

負を語りました。

冨士山須山口略絵図

広報すその　平成25年10月１日号



No.
1251

2013年（平成25年）

10月15日号 02    市議会９月定例会

04    平成 24年度　決算報告

08    財政健全化判断比率・資金不足比率

09    平成24年度　水道事業会計決算

10    第31回�ふれあい健康まつり�
ふれあい消防広場

14    結核検診で早期発見！

９月22日　国際交流フェア　カポエイラの演舞



補正予算など32件を審議、可決、承認

市議会９月定例会

行 政 報 告
平成24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。

平成24年度健全化判断比率および 
資金不足比率の報告
　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。

議 　 　 案
専決処分の報告（第２回一般会計補正予算）
　８月１日に専決処分を行い、規定の予算総額に３億

3,000 万円を追加して、歳入歳出予算総額を 196 億

8,800 万円としました。これは、法人市民税の確定申

告に伴う予定納税分の還付の予算措置を早急に行うた

めのものです。

人権擁護委員の推薦
　９月30日、12月31日をもって任期満了となる人権擁

護委員３人の後任について、１人を再推薦し２人を新

たに法務大臣に推薦することについて意見を求めました。

市長表彰
　多年にわたる寄付により、市政の発展に貢献した市

外団体のスタンレー電気株式会社（東京都目黒区中目

黒二丁目９番 13 号）を表彰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の選任
　９月 26 日をもって任期満了となった勝又規雄さん

の再任について同意されました。

市教育委員会委員の任命
　９月 30 日をもって任期満了となった委員の後任と

して、杉田博道さんを新たに任命することについて同

意されました。

延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整備
に関する条例の制定
　地方税法の一部改正などに伴い、本条例を制定しま

した。

市営墓地条例の一部を改正
　墓地事業の健全な運営のため、墓所使用者の資格を

拡大しました。

改 正後／次のすべての条件を満たす方

　 ●市内に住民登録がある方または、市外に住んでい

て市内に通勤している方●市内に墳墓（傍系親族の

もの、改葬予定のものを除く）を有しない方

　市議会９月定例会が、９月２日㈪か
ら10月３日㈭まで行われました。平
成24年度決算、平成25年度補正予
算など32案件が審議、可決されまし
た。ここでは、行政報告と議案の一部
を紹介します。

p. 2p.2
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市水道使用条例の一部を改正
　市水道事業基本計画に基づく計画的な事業の実施、

安定した給水、健全経営のため、水道料金を見直しま

した。新料金は、平成 26 年６月分（２期分）から適

用されます。

新料金（税抜）

区分 料金

一般用

基本料金（１月につき） 超過料金

口径
（㎜）

基本水
量（㎥）

金額
（円）

水量
（㎥）

１㎥に
つき
（円）

13

10

900

10を
超える
分

13520 1,000
25 1,200
30 1,500

180
40 2,500
50 4,000
75 7,000
100 15,000

土地の取得
　新東名裾野東工事用道路用地として整備された市道

2443 号線と市道 3215 号線道路用地を１億 1,057 万

7,909 円で取得することが決まりました。

物品購入契約の締結
　平成 25 年度東富士演習場周辺消防施設（化学消防

ポンプ自動車）設置助成事業「化学消防ポンプ自動車

購入」契約は、6,699 万円で株式会社畠山ポンプ製作

所と契約することについて承認されました。

市職員の給与の臨時特例に関する条例を制定
　防災減災対策の財源の一部とするため、10 月１日

から平成 26 年３月 31 日までの間職員の給与の支給

額を減額します。

補 正 予 算
一般会計補正予算（第３回）
　既定の予算総額に 8,600 万円を追加し、歳入歳出予

算総額を 197 億 7,400 万円としました。

　歳出の補正の主な内容は、勤労者住宅建設資金貸付

金の増額、木造住宅耐震補強助成事業費の増額、市道

の維持修繕と新設改良の促進、千福大橋耐震補強事業

費増額、社会資本整備総合交付金事業費の平松深良線

街路費見直しなどです。

　歳入の補正の主な内容は、地域の元気臨時交付金の

交付に伴う道路橋梁費補助金の増額、県補助金の増額

に伴う木造住宅耐震補強助成事業補助金の増額、勤労

者住宅建設資金の現年と過年度償還による諸収入の増

額、事業費確定などに伴う市債の減額などです。

市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）
　人件費の組み替えにより増額を行いました。既定の

予算総額に 124 万 1,000 円を追加し、歳入歳出予算総

額を 52 億 2,276 万 7,000 円としました。

市介護保険特別会計補正予算（第２回）
　人件費の組み替えによる減額と、前年度精算による

一般会計繰出金、国庫支出金等過年度分返還金と予備

費の増額を行いました。既定の予算総額に 5,826 万

3,000 円を追加し、歳入歳出予算総額を 25 億 9,606

万 3,000 円としました。

市下水道事業特別会計補正予算（第１回）
　人件費の組み替えによる増額と補助事業費の減額公

共下水道管渠実施設計委託費の増額を行いました。既

定の予算総額から 5,764 万 3,000 円を減額し、歳入歳

出予算総額を 10 億 6,735 万 7,000 円としました。

市水道事業会計補正予算（第１回）
　収益的支出の既定の予算額から 61 万 6,000 円を減

額し７億 9,038 万 4,000 円に、資本的支出の既定の予

算額に７万 2,000 円を増額し４億 9,307 万 2,000 円と

しました。

一般会計補正予算（第４回）
　既定の予算総額に 8,400 万円を追加し、歳入歳出予

算総額を 198 億 5,800 万円としました。

　歳出の主な内容は、庁舎太陽光発電設備等設置事業

のために委託料、工事請負費を増額するものと、

2013 全国餃子サミット、第４回全国餃子祭りのシャ

トルバスの運行や警備員の経費として、補助金を増額

しました。

　歳入の主な内容は、庁舎太陽光発電設備等設置事業

に伴う国庫補助金 4,200 万円と市債 2,500 万円などで

す。

p. 3p.3
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平成24年度　決 算 報 告

自
主
財
源

依
存
財
源

■自主財源（69．8％）

■依存財源（30.2％）

一般会計　歳入総額　　　196億   970万円

　平成24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24年度

歳入総額� 196億�� �970万円

歳出総額� 184億 7,058万円

一般会計

市税（53.2％）� ���������� 104億 3,907万円
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

諸収入（6.3％）� ����������� 12億3,207万円
延滞金、預金利子、雑入、貸付収入など

国庫支出金（12.5％）� �������� 24億5,155万円
事業を行うために国から交付される補助金など

繰入金（4.1％）� ������������ ８億1,447万円
基金の繰入金など

市債（6.4％）� ������������ 12億5,310万円
事業を行うために借り入れたお金

繰越金（3.2％）� ������������ ６億2,534万円
前年度の剰余金

県支出金（4.5％）� ����������� ８億7,487万円
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（3.0％）� ����������� ５億7,925万円
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（6.8％）� ���������� 13億3,998万円
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

p.4
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企画部　財政課
995-1801

一般会計　歳出総額　　　184億7,058万円

　歳入決算額は、市税が法人市民税が５億

2,067万円の増となったことにより104億3,907

万円、国庫支出金は前年度とほぼ同額の 24 億

5,155 万円、繰入金は財政調整基金の取り崩し

が７億 5,100 万円減ったことなどにより６億

7,581 万円の減、市債は普通建設事業費の減少

により７億 1,690 万円減となるなど、総額は前

年度比 4.3%、８億 7,147 万円減の 196 億 970

万円でした。なお平成 24 年度も普通交付税の

交付団体となり 8,477 万円が交付されました。

　歳出決算額は、民生費は保育園リニューアル

事業、障害者福祉施設建設事業の終了などによ

り２億 8,482 万円の減、土木費は社会資本整備

総合交付金事業費などにより１億 7,335 万円の

増、教育費は深良小・東中屋内運動場耐震補強

事業の終了などにより 6,160 万円の減、衛生費

は新最終処分場事業費などにより 2,014 万円の

増となるなど、総額は対前年度比 4.7％、９億

1,525 万円減の 184 億 7,058 万円でした。

歳入・歳出の特徴

民生費（24.1％）� ���������� 44億5,286万円
障がい者や高齢者の福祉サービス、保育園、子育て支援、生活保護に掛かったお金

土木費（17.7％）� ���������� 32億6,418万円
道路、河川、公園などに掛かったお金

教育費（12.5％）� ���������� 23億�� �236万円
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（11.8％）� ���������� 21億8,395万円
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

総務費（11.1％）� ���������� 20億6,105万円
庁舎や財産の管理、税金の徴収、戸籍事務、選挙などに掛かったお金

公債費（9.7％）� ����������� 17億8,670万円
事業を行うために借り入れたお金の返済金

そのほか（13.1％）� ��������� 24億1,948万円
消防費、農林水産業費、労働費、商工費、議会費など

p.5
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平成24年度　決 算 報 告

　第４次市総合計画が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24年度

事務事業名 事業概要

ヘ ル シ ー パ ー ク 裾 野 管 理 事 業 施設の運営管理とリニューアル工事の実施

予 防 接 種 事 業 各種予防接種の実施

裾野赤十字病院施設整備費補助事業 裾野赤十字病院施設整備への補助

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

保 育 園 運 営 事 業 市立保育園の運営と私立保育園の運営扶助

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

文 化 セ ン タ ー 事 業 大ホール・多目的ホールの音響設備改修工事など市民文化センター
の管理運営の実施

深 良 中 学 校 技 術 棟 耐 震 補 強 事 業 技術棟の耐震補強工事

文 化 財 管 理 事 業 旧植松家住宅保存修理工事など文化財保護・管理の実施

区 運 営 費 補 助 事 業 自治会組織・活動の充実

住宅用太陽光発電等システム設置推進事業 住宅用太陽光発電などのシステム設置推進事業

新 最 終 処 分 場 整 備 事 業 新しい最終処分場整備に伴う各種調査事業

警 察 署 新 設 促 進 事 業 警察署建設地周辺整備

消 防 通 信 指 令 施 設 整 備 運 用 事 業 ３市２町消防通信指令業務共同運用及び消防広域化の検討

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

宅 地 分 譲 補 助 事 業 市街化区域内未利用地での定住化を促進するため宅地分譲事業への
助成

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

道 路 新 設 改 良 事 業 市内道路の整備

p.6
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事務事業名 事業概要

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

住 宅 建 設 等 促 進 支 援 事 業 住宅の新築及び耐震補強・リフォーム工事費の助成

市 単 独 土 地 改 良 事 業 農業用排水路の整備事業

企 画 調 整 事 業 ウルトラトレイルマウントフジ、Ｕ－12サッカー大会などの支援

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 54億� �380万円

歳出総額 51億3,390万円

繰り越すべき財源

実質収支額 ２億6,990万円

■後期高齢者医療事業特別会計
歳入総額 ４億� �856万円

歳出総額 ３億8,813万円

繰り越すべき財源

実質収支額 2,043万円

■十里木高原簡易水道特別会計
歳入総額 7,530万円

歳出総額 7,530万円

繰り越すべき財源

実質収支額 0　円

■土地取得特別会計
歳入総額 31万円

歳出総額 31万円

繰り越すべき財源

実質収支額 0　円

■下水道事業特別会計
歳入総額 10億3,318万円

歳出総額 10億3,228万円

繰り越すべき財源 90万円

実質収支額 0　円

■介護保険特別会計
歳入総額 26億2,265万円

歳出総額 25億5,775万円

繰り越すべき財源

実質収支額 6,490万円

■都市計画事業

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 ４億3,456万円 24.0% ３億7,509万円 5,947万円
平 松 深 良 線 街 路 費 ３億6,782万円 20.4% ２億5,312万円 １億1,470万円
都市計画事業公債費 １億6,152万円 8.9% 0万円 １億6,152万円
下水道事業特別会計 ８億4,440万円 46.7% ４億� �676万円 ４億3,764万円

合計 18億� �830万円 100% 10億3,497万円 ７億7,333万円
※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 3 億 8801 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 4,357万円

歳出総額 4,145万円

繰り越すべき財源 22万円

実質収支額 190万円

p.7
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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。

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。次の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。

平成24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）13.19% 20%

２．連結実質赤字比率 －（黒字）18.19% 30%

３．実質公債費比率 9.6% 25% 35%

４．将来負担比率 6.9% 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24年
度の当市の標準財政規模は約109億円になります。

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」に対してどのく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
　一般会計と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年間の内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24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

財政健全化判断比率・資金不足比率p.8
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平成24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 24 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、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。

　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ていま
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
換作業中は、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。

● 取換期間は 10 月 17 日㈭から 11 月８日㈮までの間

を予定しています。

●取換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。

● メーター取付時の期限によりますので、周りのお宅

とは取換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

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
1,849万2,000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
2億7,039万5,000円

施設などの減価償却費
3億8,447万9,000円

借入金の利息の支払い
5,663万9,000円

純利益1,887万5,000円

支出合計
7億3,000万5,000円

水道料金
7億627万7,000円

そのほか
4,260万3,000円

収入合計
7億4,888万円

借入金元金の返済
1億1,285万4,000円

水道施設や配水管
布設（替）工事などに
かかる費用
2億5,673万6,000円

支出合計
3億6,959万円

収入合計
4,230万6,000円

工事による負担金など
4,230万6,000円

不足金額
（積立金などで補てん）
3億2,728万4,000円

平成 24 年度 決算

p.9
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第 31 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
９：30 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10日㈰
９時45分～14時30分

福祉保健会館、消防庁舎駐車場

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時～13時 30分】
☆健康チェック
　３分間の体力測定
　骨密度測定
　体組成測定
☆ 歯科医師による歯科相談
☆ 認知動作型トレーニングマシン体験
☆ がん予防啓発

【開場14時 45分　開演15時 15分】
☆講演会　がん医療の最前線とがん予防　　
❖講師／静岡がんセンター　山口建総長
❖会場／市民文化センター多目的ホール
❖�11月６日㈬までに健康推進課まで申し込んで
ください。

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

無料送迎
バス乗り場

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
　�福祉用具の展示など
☆ ふれあいオンステージ
☆ お楽しみ抽選会
☆ 日用品・家庭雑貨品のバザー
☆ 各種団体・ボランティア活動紹介
☆ 施設手作り品販売

☆体験コーナー
　�煙体験、消火体験、ミニレスキュー・起震車
など
☆展示コーナー
　�消防車・住宅用防災機器・防火ポスターなど
☆ 消防団各種模擬店

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
火・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

応急手当が命を救う！
　普通救命講習会が消防庁舎で行われ、13 人の方
が参加しました。心肺蘇生法などの救命処置を実践
を交えて学びました。 （９月 21 日）

富士山の自然と歴史を堪能
　富士山学習会 ｢須山口登山道を歩く｣ が開催され、
市内外から 41 人が参加しました。一行は、須山浅
間神社を訪れた後、富士宮口五合目から宝永火口縁、
須山御胎内を経由し富士山スカイラインまで約５時
間歩きました。時折、小雨が降り強風が吹いた道中
でしたが、須山口登山道の歴史、富士山の雄大な自
然を体感しました。 （９月８日）

祝100歳！
　長寿のお祝いのため、100 歳以上の敬老者４人を
市長や婦人会長が訪問しました。大頭せいさんは
100 歳になった今もサッカーやバレーなどのスポー
ツ観戦、カラオケを楽しんでいます。食事は、肉や
天ぷらが大好きで、しっかり１人前食べるそうです。
 （９月８日）

英会話で交流！
　富岡中学校に、姉妹校であるフランクストン市のマクレ
ランカレッジの生徒 18 人と教員 3 人が訪れ、授業や給食
などを通じて様々な交流をしました。英語を使い会話が成
り立つと、笑顔があふれていました。 （９月 19 日）

自転車発電に挑戦
　アースキッズキックオフイベントが向田小
学校で行われました。児童たちは生活の中の
エコ、無駄を探すエコ生活大作戦、ごみ分別
ゲーム、自転車発電にチャレンジしました。
自転車発電ではラジカセを鳴らすために、力
いっぱい自転車をこいでいました。
 （９月 20 日）

p. 12p.12
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Photograph September

「初秋の夕焼け」

オリジナルブーメランを作成
　国際交流フェアが市民文化センターで行われ
ました。ステージイベントのほか世界各国の展
示・体験コーナー、フードコーナーが設けられ
ました。ブーメランを作ろうのコーナーでは、
多くの子どもたちが、オリジナルのブーメラン
を作成して楽しんでいました。 （９月 22 日）

秋晴れの下、花を楽しむ！
　梅の里・ヘルシーパーク入口の花畑ではコ
スモスの花が見ごろを迎え、コスモスまつり
が行われました。ステージや販売コーナーが
設けられ、多くの人がコスモスと富士山の景
観を満喫していました。
富士山資料館東側のそば畑では、そばの花が
見ごろを迎え、富士山を背景に白い花がじゅ
うたんのように咲き乱れていました。
 （９月 21 日）

交通事故に気をつけてね！
　秋の交通安全運動の一環として、母親クラブ
がマックスバリュ裾野店で交通安全の啓発活動
を行いました。子どもたちは、買い物客一人ひ
とりに、交通事故防止を呼びかけるちらしやマ
スコットを配布していました。 （９月 26 日）

p. 13p.13
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◎６月に全戸配布した日程表に変更があります
　市役所　　　 （変更前）8:50 〜 10:20
　　　　　　　 （変更後）9:50 〜 11:20
　福祉保健会館 （変更前）10:40 〜 11:30
　　　　　　　 （変更後）8:30 〜 9:30

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。

■対　象
　市内に住んでいる 65 歳以上（昭和 24 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

紛失した方も、直接会場へお越しください。
■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
◦胸の疾患で通院している方
◦ 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5日 火

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6日 水

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7日 木

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

11月8日 金

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
深良コミュニティセンター 13:30〜14:10
切遠コミュニティセンター 14:20〜15:00

11月10日 日
福祉保健会館　★２◎ 8:30〜9:30
市役所　　　　★２◎ 9:50〜11:20

11月11日 月

クリエイトS.D　裾野茶畑店 8:50〜9:20
麦塚公民館 9:35〜9:50
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

町震コミュニティセンター 13:30〜14:00
スソノ物流㈱

※旧中山運送（茶畑） 14:30〜14:50

月　日 曜
日 会　場 時　間

11月12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
市役所 13:30〜15:00

11月13日 水

杉山幸雄宅（市の瀬） 8:50〜9:00
髙田泰幸宅（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14日 木

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センター 14:30〜15:10

11月15日 金
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18日 月

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

富岡コミュニティセンター 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25年度　結核健康診断　日程表� どの会場でも受診できます。
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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

住民票など自動交付機の
一部サービス休止

　11 月２日㈯～４日㈪は、全国餃

子祭りが開催されるため、市役所玄

関にある自動交付機が利用できませ

ん。生涯学習センターにある自動交

付機をご利用ください。

 市民課　995-1812

第22回
子どもたちの富士山絵画展

　市内の小学５年生が描いた富士山

の中から、各学校で選ばれた作品約

180 点を展示します。

 11 月２日㈯～平成 26 年１月 13

日㈪　９時～ 16 時 30 分

※ 月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日、

年末年始は休館

 富士山資料館特別展示室

 入館料／大人▶ 200 円　小・中

学生▶ 100 円

 富士山資料館　998-1325

認知症おだやか生活塾

　認知症の方の体調を整えるケアと

平穏な心理を保つケアを学びます。

 10 月 23 日㈬　13 時～ 16 時

※ 平成 26 年 3 月まで毎月１回開催

する予定です。

 介護老人保健施設　ラ・サンテふ

よう（三島市佐野 1205-3）

 認知症の方を介護している家族、

介護サービス事業所の職員など

 無料

 ラ・サンテふよう　989-7000

俳句教室

　初心者向けの俳句教室です。参加

費、教材費などは無料です。

 11月17日㈰　13時30分～16時

 東西公民館

 講師▶山田愛子（県俳句協会理事）

 県俳句協会　054-209-1010

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。申し込みは不要です。直接会

場へお越しください。

 10月30日㈬　10時～11時30分

 須山研修センター

 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

 社会福祉課　995-1819

平成24年度の
情報公開制度の運用状況

　平成 24 年度の公文書開示請求件

数は 45 件でした。

主な内容／道路の認定や位置指定、

建築計画の概要、損害保険契約の

関係書類など

処理状況／全部開示▶ 13 件、部分

開示▶ 31 件、不開示▶０件、請

求拒否▶１件

※ 開示請求に対する部分開示、不開

示などの決定について、請求者が

納得できない場合は、不服を申し

立てることができます。平成 24

年度は、不服申し立てがありませ

んでした。

 総務管財課　995-1807

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、市民の

皆さんが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。二ツ屋区では、この

助成事業（宝くじの助成金）を活用

して、遊具の整備を行いました。コ

ミュニティ助成事業にによる事業を

検討している区は、ご相談ください。

 地域振興課　995-1874　

《富士登山》安全確保の
ためのガイドライン

　日本で最も高い独立峰の富士山で

は、安易に入山する人がいるために

多くの遭難事故が発生しています。

富士山での遭難事故の防止や自然環

境を保全するため、富士山における

適正利用推進協議会では、「富士登

山における安全確保のためのガイド

ライン」を策定しました。

《夏山期間以外の３つのルール》
❶ 万全な準備をしない登山者の登山

禁止

❷ 登山計画書を必ず作成・提出

❸ 登山者として携帯トイレ持参はマ

ナー

 県富士山世界遺産課
　054-221-3375
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お知らせ
Announcement

陸上自衛隊高等工科学校採用試験

 ❶推薦▶平成26年１月11日㈯～13

日㈪の指定する日❷一般▶平成26

年１月18日㈯

 中学校を卒業した（見込を含む）

17 歳未満の男子

 ❶11月１日㈮～12月６日㈮❷11月

１日㈮～平成26年１月10日㈮

 ❶は、中学校長などの推薦が必要

です。

 自衛隊三島募集案内所
　989-9111

第48回高専祭　テーマ「進撃」

 11 月２日㈯～３日㈰　９時 30

分～ 16 時

 沼津工業高等専門学校

 学科展示、ステージ企画、出店、

スタンプラリーなど

 下土狩駅、沼津駅、三島駅から無

料シャトルバスを運行します。車

でのご来場はご遠慮ください。

 沼津工業高等専門学校学生課
　926-5734

特別児童扶養手当の額の変更

　10 月分から手当の額が変わりま

した。額は月額です。

手当 ９月分まで 10月分から
特別児童扶養
手当１級 50,400円 50,050円

特別児童扶養
手当２級 33,570円 33,330円

特別障害者手当 26,260円 26,080円
障害児福祉手当 14,280円 14,180円経過的福祉手当
※ 手当額は、厚生労働省所管の政令

により、平成 26 年４月から 0.7％、

平成 27 年４月から 0.3％引き下

げられる予定です。

 障がい福祉課　995-1820

募 集
Recruitment

３Ｂ体操無料体験教室

　３Ｂ体操は仲間同士で楽しみなが

らでき、心身をリフレッシュさせら

れる健康体操です。

 11 月 13 日㈬　

　❶ 13 時 30 分～ 14 時 30 分

　❷ 15 時 30 分～ 16 時 30 分

 市民体育館柔道場

 ❶１歳半～３歳程度の幼児と保護

者　❷４歳～小学校３年生

 20 人

 ❶親子体操：ママと一緒にリズム

＆基礎体操

　❷ジュニア体操：幼児の運動基礎

 無料

 11 月 12 日㈫

 運動のできる服装、タオル、飲み物

 素足でできます。

 ３Ｂ体操協会（鈴木）
　090-8851-6970

日　時 内　容

開会式 10月30日㈬
10:00〜

・式典・プロローグコーラス
・マンドリン演奏など

第
１
部

展覧会
10月30日㈬
〜11月３日㈰
9:00〜17:00

・書道展・篆
てん

刻展・盆栽展
・ジュニア書道展（幼児、小学生、中学生）

吟道祭 11月２日㈯
13:00〜16:30

・詩吟・舞踊や詩舞との共演
・詩吟体験（14:30〜15:00）・大合吟「富士山」

囲碁大会
11月３日㈰
（受付9:30〜）
10:00〜17:00

・囲碁愛好会員と市民による公開対局など

音楽祭 11月３日㈰
13:00〜17:00

・混声合唱・女声合唱・児童合唱
・弦楽合奏・アルパ・ハーモニカ
・管楽合奏など（大合唱は２曲）

第
２
部

展覧会

11月13日㈬
〜17日㈰
9:00〜17:00
最終日は
16:30まで

・文芸展（短歌・俳句・連句）・写真展
・�手工芸展（和紙ちぎり絵・紙手芸・押絵・紙バンド・
　押花絵・アメリカンフラワー・七宝焼・彫刻・陶芸など）
・絵画展（油彩画・水彩画・墨絵・タイル画など）
・華道展（華道・フラワーデザイン）・子ども生け花展

茶会 10:00〜15:00 ・16日㈯　表千家茶道教室・17日㈰　図書館茶道教室（裏千家）

芸
能
祭

日舞・
邦楽の部

11月16日㈯
13:00〜16:00

・日本舞踊・民謡・民踊・詩舞剣舞・箏曲
・三味線など

音楽・
洋舞の部

11月17日㈰
12:00〜16:00

・童謡・歌謡曲・大正琴・バレエ
・フラメンコ・フラダンス・手話ダンスなど

裾野に
広がる
文化の輪

第41回 市民芸術祭
　入場無料です。各種展示、ステージ発表のほか
体験コーナーでお楽しみください。

市民文化センター
生涯学習課（市文化協会）
992-3800会場

●書道パフォーマンス「富士山」
　11月２日㈯　12時

　エントランスホール

●大合吟「富士山」
　11月２日㈯　16時25分　吟道祭

●大合唱「大地讃
さん

頌
しょう

」「流浪の民」
　11月３日㈰　16時55分　音楽祭

体験コーナー
　フラダンス、書道、囲碁、楽器演

奏、七宝焼、生け花、絵画、短歌、

彫刻、アメリカンフラワーづくりの

コーナーでは体験ができます。
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募 集
Recruitment
家族のための
精神保健福祉講座

 11月７日㈭、13日㈬、21日㈭、27

日㈬（全４回）　13時30分～16時

 中郷文化プラザ（三島市梅名）

 市内に住んでいるか通勤していて、

こころの病（統合失調症）を抱え

る方の家族。

 30 人

 ❶こころの病を理解する❷家族の

対応の仕方と医療機関との付き合

い方❸薬との付き合い方❹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

 11 月６日㈬

 県東部健康福祉センター福祉課
　920-2087

東西公民館講座の講師

　手芸講座「糸と布遊び」の講師を

募集します。18 歳以上（高校生を

除く）で、刺しゅうやクッションつ

くり、編み物などの手芸講座の指導

のできる方、ご応募ください。

講座の概要／平成 26 年５月から、

月に１回（年間 11 回）、東西公

民館で開催します。時間は午前ま

たは午後のうちの２時間程度です。

講師料／１回 6,000 円（交通費込）

募集人数／１人

応募方法／鈴木図書館にある講師申

込書、講座計画書（案）を提出し

てください。12 月５日㈭ 13 時

30 分～ 17 時に面接を行います。

1 人 15 ～ 20 分程度です。

応募期間／ 10 月 25 日㈮～ 11 月 24

日㈰　※祝日を除く毎週㈪と祝日

の翌日は休館日

 鈴木図書館　992-2342

職種 人数 資格

保健師 １人程度保健師の資格を持っていて、昭和54年４月２日以降に生まれた方

平成26年度 市職員募集 人事課
995-1806

【案内書・申込書の配布】
配布期間／10月15日㈫～11月８日㈮

配布場所／市役所３階人事課

郵便請求／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を同封し

てください。返信用封筒は、Ａ４

用紙が折らずに入る大きさのもの

（角２封筒など）を使い、140 円

切手（速達を希望の場合は 410

円切手）を貼ってください。

【申込受付】
受付期間／10月15日㈫～11月８日㈮

　※郵送の場合は11月８日㈮必着

受付時間／８時 30 分～ 17 時　土・

日・祝日は除く

申込方法／申込用紙などに必要事項

を記入し、人事課に直接提出する

か郵送してください。

【第1次試験】
と　き／ 12 月１日㈰

ところ／裾野市役所

　市内をロケ地、テーマとした映

像作品（ショートムービー）を募

集します。当市の魅力を５分間の

映画で表現してください。

◆募集作品
　 　以下のすべての要件を満たす

もの

　・ 市内で撮影されたもの（アニ

メーションなどで当市を題材

としたものを含む）

　・ 当市の魅力を表現しているス

トーリー性のある映像作品

　・ ５分以内のオリジナル未発表

作品

◆応募規定
　・ プロ・アマを問いません。

　・ 作品の応募数に制限はありま

せんが、入賞は、１人（１団

体）１賞とします。

　・ 作品はＤＶＤにコピーして提

出してください。応募作品は、

返却しません。

◆賞
　 　最優秀賞 10 万円（１点）、優

秀賞５万円（１点）、特別賞

１万円（５点）

◆応募方法
　 　応募用紙に必要事項を記入し、

作品とともに市観光協会または

商工観光課に提出してください

（郵送可）。

◆募集締切
　平成 26 年１月 31 日㈮

◆問合せ
　市観光協会
　〒410-1102深良451
　 �992-5005
　商工観光課
　〒410-1192佐野1059
　 �995-1825

富士山すその富士山すその富士山すその富士山すその
� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト� ショートムービーコンテスト
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募 集
Recruitment
平成26年度

県立沼津技術専門校入校生

《第２期一般入校試験》
試験日／ 11 月 22 日㈮

試験会場／県立沼津技術専門校（沼

津テクノカレッジ）

 平成 26 年３月 31 日現在おおむ

ね 30 歳以下で、技術・技能を身

につけて就職する意欲のある方

 ●機械技術科▶ 20 人●電子技術

科▶ 20 人●情報技術科▶ 20 人

※ 定員に達した場合、２期以降、募

集しない場合があります

試験内容／数学（Ⅰ・A 程度）と面接

 10 月 28 日㈪～ 11 月 14 日㈭

 ・授業料は年額 118,800 円

　・入校期間は２年間（昼間）

 県立沼津技術専門校
　925-1071

森の楽校

 11 月 17 日㈰　９時～ 15 時

 箱根接待茶屋の森

 小学生以上　※小学１～３年生は

保護者同伴

 20 人（先着順）

 森の中で頭と体を使って遊びなが

ら森と水の関係を学びます。

 無料

 11 月５日㈫

 集合は三島市役所　８時 45 分

 三島市外五ケ市町箱根山組合
　976-1013

相談
Counseling
年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

 11 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。

 11 月 14 日㈭

 国保年金課　995-1813

子育て、子どもの
発達支援の無料相談

　子育ての悩みや発達の気になる子

どもについての相談に、専門員が応

じます。予約が必要です。時間は、

いずれも９時～ 15 時です。

●裾野会場
 11 月１日㈮、６日㈬、13 日㈬、

15 日 ㈮、20 日 ㈬、22 日 ㈮、27

日㈬、29 日㈮

 生涯学習センター

●御殿場会場
 11 月８日㈮、11 日㈪、18 日㈪、

25 日㈪

 富岳学園（御殿場市大坂 361-1）

 富岳学園　0550-87-0717

ニート、ひきこもり、
不登校などの合同相談会

　ニート、ひきこもり、不登校など

の悩みを抱えている子どもや若者、

外国人の子どもや若者を支援するフ

リースクール、就労支援団体、高等

学校などによる相談会です。

 10月27日㈰　13時～15時30分

　（受付▶13時～15時）

 富士駅南まちづくりセンター

 11月２日㈯に掛川でも行われます。

 県社会教育課
　054-221-3160

10月21日～27日
行政相談週間

　雇用、年金、道路、河川など国の仕

事や手続きについて疑問や要望があ

る方は、行政相談をご利用ください。

 10 月 21 日 ㈪　10 時 ～ 12 時、

13 時～ 15 時

※ 毎月 20 日に行います。20 日が土・

日・祝日のときは次の平日に行い

ます。

 市役所４階会議室

行政相談委員（敬称略）

 

湯山貴志子　 芹澤隆伸
 秘書課広報室　995-1802
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11 月 19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㈮〜15日㈮
秘書課　995-1800
 担当課・秘書課職員が同席し
ます。

納付期限：12月２日㈪
国民健康保険税� 第５期分

介護保険料� 第５期分

後期高齢保険料� 第４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。

２日㈯
㈲古谷設備工業
992-5379

３日㈰
㈲杉山産業
992-1131

４日㈪
丸伸設備工業
997-3463

９日㈯
植松水道
992-4644

10 日㈰
鈴鹿建設㈱東富士支店

997-2704

16 日㈯
高橋設備
993-1336

17 日㈰
㈱中川商店
993-1555

23 日㈯
田央設備㈲
997-5175

24 日㈰
駿東管工
992-5728

30 日㈯
㈲細野設備
992-2465

11月　カレンダー
～３日㈰ 市民芸術祭第１部
２日㈯
～４日㈪

全国餃子サミット＆第４回全
国餃子祭りin富士山すその

10日㈰
ふれあい健康まつり

ふれあい消防広場
13日㈬
～17日㈰ 市民芸術祭第２部

30日㈯

第23回保育生活展

第32回消費生活展
第14回市町対抗駅伝競
走大会

人　口　53,788人� （−21人）
　男　　27,445人� （−23人）
　女　　26,343人� （＋2人）
世　帯　21,247世帯�（−10世帯）
内、外国人登録� 693人�342世帯

10 月１日現在
データバンク相談

Counseling
暮らしなんでも相談

　消費生活、家庭、労働、年金問題、

法律、多重債務など、日常生活で困っ

たときには、「暮らしなんでも相談」

をご利用ください。悩みごとを一緒

に考え、専門的なアドバイスをする

ところを紹介します。

受付日時／９時～ 17 時（平日）

 ライフサポートセンター（東部）
　922-3715

イベント
Events
２０１３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、特別イベントが開催されます。

 10月26日㈯・27日㈰　10時～16時

（27日は15時まで）　※雨天決行

 市民文化センター

 企業紹介、住宅防災不動産フェア、

くじ屋、ジャンボパチンコ、射的、

ステージイベント、インターネッ

トフェア、富士山世界文化遺産イ

ベントコーナー、サービスカード

抽選会、全国餃子サミット＆全国

餃子祭り 1 週間前ＰＲなど

 商工会　992-0057
　商工観光課　995-1857
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11月前期の救急協力医

有

料

広
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１ 金 森医院 966-2017 石川 清水館医院 993-2323 茶畑 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 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

３ 日

武藤医院 931-0088 三園町 勝呂医院 962-3083 千本中町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 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

４ 月

つかだ医院 983-1577 堂庭 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

白石医院 951-4593 市道町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

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

５ 火 きせがわ病院 952-8600 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

６ 水 本村クリニック 969-0001 大塚 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 原小児科医院 962-0636 八幡町

７ 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

８ 金 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 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

９ 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

10 日

あめみや内科 935-1159 吉田町 西方外科医院 921-1333 共栄町

田沢医院 962-1205 大手町 東医院 921-5520 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

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

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
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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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

11 月 沼津リハビリテーション病院 931-1911 �上香貫
蔓陀ヶ原 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

12 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

13 水 林医院 931-1120 住吉町 白石医院 951-4593 市道町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

14 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

15 金 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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
こだま耳鼻咽喉科
クリニック
926-1333

庄栄町 瀬尾眼科医院
933-9900 市場町 ウスイクリニック

980-5580 下土狩 瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

４ 月
たかひろ�
耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100

宮島 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
せき歯科�
クリニック
981-2633

的場

10 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 沼津市立病院

924-5100 東椎路 さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

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

p.21

広報すその　平成25年10月15日号



No.
1251

2013 年
（
平
成
25 年

）

10
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 :

11月の行事予定
おはなしフェスティバル

　２日㈯　14 時～   　　視聴覚室　　　　　
　９日㈯　11 時～   　　文化センター図書室

親子おはなし広場
　12 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

　20 日㈬　９時～ 12 時 　展示室　　　　　　
　27 日㈬　13 時～ 16 時　展示室　　　　　　

秋の読書週間 図書館映画会
と　き／ 11 月９日㈯　　14 時～ 16 時 10 分
　　　　開場　13 時 45 分
ところ／鈴木図書館２階視聴覚室
対　象／成人
上映映画／オズ はじまりの戦い（洋画）
定　員／ 60 人（先着順）　
その他／ 駐車場に限りがありますので、車で来館

する場合は、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 26 日㈯～ 11 月 1 日㈮（28 日㈪は

休館日）９時～ 17 時（31 日・１日は
19 時 30 分まで）

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

了させていただきます。

新刊紹介 New Release
『へんしんレストラン』
作・絵：あきやまただし　金の星社
『ちいさいおうちうみへいく』
作：エリーシュ・ディロン
絵：ひらさわともこ　福音館書店
『あいすることあいされること』
作・絵：宮西達也　ポプラ社
『やあ、やあ、やあ！　おじいちゃんがやってきた』
作：村上しいこ　絵：山本孝　BL 出版
『死神の浮力 BUOYANCY OF DEATH』
著：伊坂幸太郎　文藝春秋
『たぶんねこ』
著：畠中恵　新潮社
『駅物語』
著：朱野帰子　講談社
『2.43　清陰高校男子バレー部』
著：壁井ユカコ　集英社
『ファイヤーボール　生活安全課０係』
著：富樫倫太郎　祥伝社

５日㈫、11日㈪、18日㈪、
25日㈪、28日㈭

11月の休館日

長田　龍
りゅう

青
せい

くん
（２歳 11ヶ月・石脇）

永田　梨
り の ん

桜ちゃん
（２歳 11ヶ月・石脇）

鈴木　陽
はる
大
と

くん
（２歳11ヶ月・佐野上宿）

畠山　美
み
緒
お

ちゃん
（３歳・和泉）

植松　梨
り
子
こ

ちゃん
（３歳・石脇）
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No.
1252

2013年（平成25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    第 57回 新成人者祝賀駅伝大会

05    第 14回 しずおか市町対抗駅伝

06    税を考える週間

08    市コミュニティ祭

10月18日　消火技術競技大会



秋季全国火災予防運動 11月９日㈯〜15日㈮

『消すまでは　心の警報　ONのまま』� （平成 25年度全国統一防火標語）

『寝る前に　�火の元確認�　もう一度』� （平成 25年度裾野市防火標語）

　ガソリンや灯油、軽油といった普段身近で使ってい

る危険物がありますが、貯蔵や取扱いの方法を誤ると

火災や重大な事故につながるおそれがあります。貯蔵、

取扱いの際は以下の点にご注意ください。

● ガソリンを取り扱っている周辺で火気や火花を発す

る機械器具などを使わない。

　火災から大切な家族の命を守るため、

まだ設置が済んでい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

火や通報などが早まり、近隣への延焼被

害も軽減します。

　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。

総務省消防庁　http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html
住宅防火対策推進協議会　http://www.jubo.go.jp/

に書かれた容器の操作を行い、こぼれやあふれに注

意する。万一流出させてしまったときは少量であっ

ても回収・除去を行い、周囲の火気使用禁止や立ち

入りの制限などをする。

● 使用する機器に給油する際は、必ずエンジンを停止

する。

ガソリンの貯蔵には
金属製容器を使いましょう

ガソリンの貯蔵には
樹脂製容器は火災危険性が高いので
使わないようにしましょう

　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。
　今年８月に京都府でガソリンの取扱いに起因する重大な事故
が起きました。
　ガソリンは車のほか、自家発電機、草刈り機など日常生活の
身近な燃料として使われます。取扱いには十分注意しましょう。
　また、住宅には火災から命を守るため住宅用火災警報器を付
けましょう。

消防本部予防課
992-3211

イベント会場等におけるガソリンの貯蔵・取扱い注意

住宅防火についてのホームページ

付いていますか？ 住宅用火災警報器

● 金属製容器に貯蔵するととも

に、地面に直接置くなどして

静電気の蓄積を防ぐ。

● ガソリン容器からガソリン蒸

気が流出しないように、容器

は必ず密栓する。

● 火気や高温部から離し、直射

日光の当たらない通風、換気

の良い場所に保存する。

● 取扱いの際には、説明書など
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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 15,040 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

までさかのぼって納める（後納する）ことができます。

　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25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。
　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

ら始まる電話でかける場合）
◯開設期間と開設時間
　【開設期間】
　◦ 11 月１日㈮〜平成 26 年３月 14 日㈮

 【開設時間】
◦月〜金曜日　８時 30 分〜 17 時 15 分
　第２土曜日　９時 30 分〜 16 時
※ 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

◆ 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？

◦学生納付特例制度
　大学・短大・専門学校・各種学校などに在学してい
る 20 歳以上の学生が対象です。
◦若年者納付猶予制度
　20 歳〜 30 歳未満の方が申請の対象です。
◦免除制度（全額免除・一部免除）
　20 歳〜 60 歳未満の方が申請の対象です。
※ 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。

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

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、

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。

❖ 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。
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　新成人祝賀駅伝の参加チームを募集します。今年度か
らコースが変更になりました。１チームの出場選手も変
更になり、１チーム７人か13人です。参加を希望するチー
ムは、11月14日㈭から12月13日㈮までに市民体育館かＮ
ＰＯ法人裾野市スポーツ協会にお申し込みください。

参�加資格
　市内に住んでいる方か通勤・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（年齢で35歳以上）

　※オープン参加可

監督者会議
　と　き／平成26年１月９日㈭　18時30分

　ところ／市民体育館大会議室

　※監督者は必ず出席してください。

申�込方法
　 11月14日㈭から12月13日㈮までに市民体育館

窓口にある申込用紙に必要事項を記入し提出

してください。なお、申込書は市スポーツ協

会ホームページからダウンロードでき、メー

ルでのお申し込みも受け付けます。

参加費
　１チーム　2,000 円

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（後日郵送します）。

■チーム構成

種目 監督 選手 補欠 ゼッケン

一般男子 １人 ４人 ２人 白

一般男子以外 １人 ８人 ４人 黄

■コース構成　【区間合計17.5㎞】

４区間（一般男子の部）

第１区 市陸上競技場 ～ 梅の里手前 3.2㎞

第２区 梅の里手前 ～ 須山中学校 4.7㎞

第３区 須山中学校 ～ 梅の里入口 4.7㎞

第４区 梅の里入口 ～ ゴール 4.9㎞

８区間
（小学男子・小学女子・中学男子・中学女子・一般女子・壮年の部）

第1-1区 市陸上競技場 ～ ヤクルト工場手前 1.9㎞

第1-2区 ヤクルト工場手前 ～ 梅の里手前 1.3㎞

第2-1区 梅の里手前 ～ 大野路 2.2㎞

第2-2区 大野路 ～ 須山中学校 2.5㎞

第3-1区 須山中学校 ～ 須山テニスコート 2.0㎞

第3-2区 須山テニスコート ～ 梅の里入口 2.7㎞

第4-1区 梅の里入口 ～ 市運動公園管理棟 2.9㎞

第4-2区 市運動公園管理棟 ～ ゴール 2.0㎞

※変更する場合があります。

新成人者祝賀駅伝大会参加チーム募集
 今年度からコース変更

市民体育館
993-0303

平成26年１月11日㈯　10時スタート
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教育部　生涯学習課
992-3800

第14回 しずおか市町対抗駅伝
11月30日㈯　10：00スタート

「応援よろしくお願いします」
　監督２年目です。今年度も各世
代の選手は、確実に力をつけてい
ます。しかし、力があっても駅伝
当日は、相当なプレッシャーの中
で走ります。力を発揮することは、
大変なことです。そんな選手を支援し、コーチ共に
100％の力を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
▪と　き／11月10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　かっこ内は裾野市での出場回数・敬称略

　第14回市町対抗駅伝競走大会が、11月30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。

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 6.478㎞【流通センター前通り】
ジュニアＡ（男子）

第６区 4.288㎞【北街道】
40 歳以上（男女不問）　

第７区 3.564㎞【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 5.025㎞【南幹線】
一般（男子）

監督�中山正之

START

GOAL

コ
ー
ス

中学生　女子

加藤　聡太
（２）

飯塚　厚
（初）

小学生　男子

齋藤　晟
せい

也
や

（５）
山本　祥平
（２）

一般　男子

中野　里咲
（初）

土屋　未
み

宙
ひろ

（初）

米原　千尋
（初）

星谷　仁美
（初）

小学生　女子

坂本　美咲
（10）

永田　幸栄
（初）

一般　女子高校生 女子

田中　李奈
（２）

眞田ひまり
（２）

布施里歩子
（３）

中学生　女子

堀江　康弘
（３）

藤本　宏久
（10）

40 歳以上

今関　拳人
（５）

菊地　健太
（４）

高校生　男子中学生　男子

内田　樹
いつき

（２）
前田　優也
（初）

吉田　晴紀
（５）
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税金を滞納すると財産が差し押さえられます

総務部　管理納税課
995-1811

「税を考える週間」
 税の納期内納付にご協力を

　税金は、地域の住民や企業の皆さんが負担していて、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。

税金は行政サービスに必要な財源
　納められた税金は、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

内に納税した方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 市税を納付する期間です。
（条例で定める日）

➡ （納付しなかった場合）

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。

➡ （納付しなかった場合）

財産調査 滞納者が所有している財産について調査
します。

➡ （納付しなかった場合）

滞納処分 給与・預金などの差し押さえ、捜索（※）、
強制換価などが行われます。

※ 　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。

24年度滞納処分状況

差押物件 差押件数

不動産 ４

動　産 １

給　与 ３

預貯金 180

保　険 87

その他 62

合　計 337

　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に納付して

ください。

◆口座振替
　納付には、便利な口座振替をご利用ください。ご希

望の方は、市内金融機関の窓口で手続きをしてくださ

い。

◆コンビニ納付
　日中は仕事などで納付ができない方は、コンビニエ

ンスストアでも納付ができます。
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県と市町が一体となった滞納者の徴収対策

◦静岡地方税滞納整理機構

◦11月・12月は滞納整理強化月間

“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。
　ご予約の必要はありません。

実施日時／毎月第１・第３㈬　19時まで（祝祭日、年末年始を除く）

　県内全市町と県が協力して、市税の収納率の向上に

取り組んでいます。特に、11 月・12 月を滞納整理強

化月間とし、県下一斉に滞納処分の強化に取り組みま

　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事案の滞納整理業務を、共同し

て専門的に処理する機関です。

す。市でも皆さんに広報活動などを通して納期内納付

を呼びかけます。

　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。本

年度は、徴収技術習得を目的に市から職員１人を派遣

しています。

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

p.7

広報すその　平成25年11月１日号



市コミュニティ祭　11月24日㈰
深良中生が「いのちの用水」（演劇）を披露

　区長連合会では、11月をコミュニティづくり
の月間とし、コミュニティまつりを実施します。
今年の市コミュニティ祭では、昨年に引き続き、
深良用水開通の偉業を演劇にした「いのちの用
水」を深良中学校の生徒が披露します。江戸時
代にコミュニティの力が原動力となって達成し
た偉業、郷土の歴史をご覧ください。
　また、市内各地区でもコミュニティまつりが
行われます。各地区特色のある催し物が用意さ
れています。

市民部　地域振興課
995-1874

● 子どもみこし
● 演奏（マーチング・鼓笛・金管バンド・

五竜太鼓）
● クイズラリー
● もちまき・福引き
 ●リラクゼーション軽運動
 ●飲食物販売　など

● 人形劇（ひまわり会）
● おはやし（岩波お囃

はや

子
し

保存会）
● 吹奏楽（深良小）
● 深良太鼓（町震こども太鼓）
● 各種ゲーム
● 飲食物販売　など

● 演奏・演舞（和太鼓・しゃぎり・吹奏
楽・空手）

● 工作コーナー・遊びコーナー
● 富士山の絵画展示（５歳児）
● 自衛隊ブース
● ミニ新幹線
● 相馬市特産物販売
● 飲食物販売　など

● 表彰（金婚者・善行功労者）
● お楽しみ抽選会
● 吹奏楽（富岡中）
● トヨタ自動車ブース
● スタンプラリー
● 子どもクイズ
● 展示（書画・手芸品・写真）
● 飲食物販売　など

と　き／11月17日㈰ ９時～13時
ところ／深良小学校、深良支所

と　き／11月24日㈰ ９時～14時
ところ／富岡第一小学校

東 深
 良

西 富
 岡

と　き／11月17日㈰ ９時～13時
ところ／向田小学校

と　き／11月17日㈰ ９時～13時
ところ／西小学校

地区のコミュニティ祭

市コミュニティ祭
　市内には、江戸時代に芦ノ湖から深良へ 1,280 ｍの

トンネルを手掘りし開通したずい道、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、深良

中学校の生徒が演劇で表現します。

と　き／ 11 月 24 日㈰　14 時〜 15 時 30 分

ところ／市民文化センター大ホール

内　容／「いのちの用水」

　　　　（プレゼンテーション・演劇）
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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

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21日㈭　９時45分〜11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 18 年 11 月２日〜昭和 18 年

12 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

防災・減災のための臨時増税

　東日本大震災からの復興に関連し

て、地方公共団体が実施する防災の

ための施策に必要な財源を確保する

ため、都道府県民税に 500 円、市

町村民税に 500 円が加算されます。

加算されるのは、平成 26 年度から

平成 35 年度までです。この臨時増

税は、法律に基づき、防災・減災事

業に充当されます。

【臨時増税による住民税の均等割の額】

区分
標準税率 超過

税率
※注１

計
通常 臨時

増税

個人
県民税 1,000円 500円 400円 1,900円

個人
市民税 3,000円 500円 ０円 3,500円

計 4,000円 1,000円 400円 5,400円

※ 注１　超過税率400円は、森
も

林
り

づ

くり県民税で、課税期間は平成27

年度までです。

 市民税課　995-1810

11月11日㈪～17日㈰は
税を考える週間

　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もらうた

め、税を考える週間にさまざまな行

事を行います。国税庁のホームペー

ジでは特集ページを開設し、動画で

国税局や税務署の仕事を紹介するイ

ンターネット番組「Web-TAX-TV」

や、イラスト・グラフを交えながら

税の役割をわかりやすく解説したス

ライドなど、税に関する情報を掲載

します。この機会に、税について考

えてみませんか。「国税庁」で検索し、

国税庁ホームページをご覧ください。

沼津税務署　922-1560（代表）
※ 電話は自動音声により案内してい

ますので、２番を選択してくださ

い。

副議長に二見榮一議員が就任

　10 月３日㈭付けで副議長に二見

榮一議員が就任しました。任期は１

年です。

二見榮一副議長（南堀・72歳）

● 市内に住んでいる方または住む

予定の方が、市内の自己の住宅

に設置する場合（10kw 未満）

● 市内に住所のある事業者が、市

内の事業用の建物（共同住宅を

除く）に設置する場合

● 区が集会所に設置する場合

※全量買取は補助金対象外です。

※ 補助は１世帯（事業所）につき

　太陽光発電システム・太陽熱高度利用システムを設置する際に補助

金を交付しています。今年度から住宅用だけでなく、事業所や地区集

会所などへの設置も対象となりました。

　申請の受付は予算が終わり次第終了しますので、希望される方は早

めの申請をお願いします。現在の受付状況はホームページに掲載して

います。

１回限りです。

※ 市税に滞納がなく、未使用のシ

ステムを設置する場合に限りま

す。

 システムを設置する一週間以上

前に、生活環境課まで必要書類

をご提出ください。設置後の申

請は受け付けません。

生活環境課　995-1816

補助額 補助金額 上限額
太陽光
※全量買取
対象外

住宅用
（10kw未満）

３万円
／１kwあたり

（千円未満は切り捨て）

12万円

集会所用・事業所用 20万円

太陽熱 住宅用
集会所用・事業者用

３万円
／１機あたり

太陽光発電システム等設置費補助金
～事業所などへの設置も助成します～
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お知らせ
Announcement

田村吉章教育長が辞職

　田村吉章教育長が

10 月 31 日㈭付けで

辞職しました。後任

が決まるまで教育部

長が教育長の職務代

理を務めます。

教育総務課　995-1837

静岡県最低賃金改正

　県内の事業所で働く（パート・ア

ルバイトなどを含む）すべての労働

者に適用される静岡県最低賃金が

10 月 12 日㈯から、時間額 749 円に

改正されました。特定の産業には産

業別最低賃金が定められています。

静岡労働局賃金室
　054-254-6315
　沼津労働基準監督署
　933-5830

平成26年　成人式

　対象の方には 12 月上旬までに案

内状を送ります。対象の方で案内状

が届かない場合は、ご連絡ください。

 平成 26 年１月 12 日㈰　10 時 30

分〜（受付▶９時 30 分）

 市民文化センター

 平成５年４月２日〜平成６年４月

１日生まれの市内に住民登録のあ

る方、市内の中学校を卒業し市外

に転出した方

生涯学習課　992-3800

母子寡婦福祉資金貸付制度

 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。申請書類提出後、母子

面接を行います。

 11 月５日㈪〜 29 日㈮

子育て支援室　995-1841

裁判員候補者名簿
記載通知の発送

　裁判員候補者名簿記載通知は、平

成 26 年の裁判員候補者名簿に登録

された方に対し、裁判員に選ばれる

可能性があることを事前にお伝えす

るためのものです。名簿記載通知と

併せて調査票を送ります。この調査

票は、一年を通じて明らかに辞退が

認められる場合などに、手続きの負

担を軽減するためのものです。お尋

ねする項目に当てはまらない方は返

送の必要はありません。この調査票

以外にも、辞退の申し出をすること

は可能です。裁判員制度にご理解、

ご協力をお願いします。

 静岡地方裁判所事務局総務課広報
係　054-251-6241
http://www.courts.go.jp/shizuoka/

ウグイスカードってなに？
　自宅で具合が悪くなり救急車を呼ぶなど、もしもの時に医

療情報・薬剤情報などを記入して自宅に備えつけるものです。

ウグイスカードの使い方
❶ ウグイスカードに必要事項を記入し、冷蔵庫に張り付ける

❷ ウグイスカードの保管を知らせるため、玄関ドアにシール

を貼る

➡

　ウグイスカードの情報をもとに、救

急隊員が素早く適切な救護を行えます。

また、病院や親戚などといち早く連絡

をとり協力を得られます。

ウ�グイスカードをお持ちの方
　区から広報すその 12 月 15 日号と一緒に

新しいカードが配布されます。必要事項を記

入後、古いカードと交換してください。

※ 配布希望枚数が変更になった場合は区へ連

絡してください。

新たにウグイスカードの配布を希望す�る方
　区へ❶配布希望枚数❷住所❸連絡先を伝え

てください。

区�に加入していない方
　すでにウグイスカードをお持ちの方も、

新たに配布を希望する方も地域振興課へ

直接お越しください。

毎年12月はウグイスカードの更新月です

田村 吉章氏
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お知らせ
Announcement

清水町クリテリウム大会に
伴う交通規制

　クリテリウムは、ほかの交通を遮

断して街中に作られた周回コースで

行われる自転車ロードレースです。

大会当日、沼津卸団地周辺で交通規

制が行われます。

 11 月 24 日㈰　９時 30 分〜

 沼津卸団地内特設周回コース

 清水町企画財政課
　981-8279

戦没者の妻の方
特別給付金が継続支給

 平成 25 年４月１日時点で、公務

扶助料、遺族年金などを受ける権

利のある戦没者の妻の方で、次の

いずれかの要件を満たす方

・ 第 22 回特別給付金「い号」国債

を受けた方

・ 昭和 38 年４月１日から引き続き

公務扶助料、遺族年金などを受け

る権利のある方

 額面 200 万円、10 年償還の記名

国債が支給されます。

 平成 28 年６月 13 日　

社会福祉課　995-1819
　県長寿政策課
　054-221-3625

軽度・中等度難聴児
補聴器購入費等助成

　言語の習得や教育などにおける健

全な発達を支援するため、身体障害

者手帳の交付対象とならない軽度・

中等度の難聴児の補聴器購入費など

の一部を補助します（所得制限有り）。

 両耳の聴力が 30 デシベル以上で

身体障害者手帳の交付対象になら

ない 18 歳未満の方

補�助額／補聴器購入・修理にかかる

費用の２／３

 障がい福祉課　995-1820

子ども・若者育成支援
強調月間静岡県大会

　11 月の子ども・若者育成支援強

調月間にあわせて、県内の青少年健

全育成関係者が一堂に会する県大会

が開催されます。

 11月22日㈮　13時〜15時30分

 市民文化センター

 アトラクション、表彰式、講演会

演�題／子どもの現実とどう向き合う

か〜ネット時代、無縁社会に生き

る子どもたち〜

講師／作家　石川結
ゆう

貴
き

さん

 生涯学習課　992-3800
　県社会教育課　054-221-3305

募 集
Recruitment
議会報告会

　市議会は開かれた議会を目指し、

議会活動の報告や、市民の皆さんと

意見を交換する、議会報告会を開催

します。予約申込は必要ありません。

 11 月 20 日㈬　19 時〜

 生涯学習センター３階学習ホール、

市役所地下会議室

 全市民

 ９月定例会で審査した内容を説明

します。

 議会事務局　995-1839

駿東地域職業訓練センター
11月講座

 ●特別教育コース▶伐木作業の安

全衛生講習（大径木対応）、有資格

者の為の伐木作業の安全衛生講習

●技能講習▶ガス溶接技能講習●

パソコンコース▶パソコン入門

（ビギナーズコース）、ワード基礎、

ワード活用、エクセル基礎、エク

セル活用、夜間エクセル基礎、夜

間パワーポイント基礎、夜間アク

セス基礎●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

　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、青色申告決算説明会のみご

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（代表）

平成25年分の年末調整等説明会と
� 青色申告決算説明会

開催日
開催時間

開催場所年末調整等
説明会

青色申告
決算説明会

11月15日㈮ 13：30～15：05 15：10～16：00 御殿場市民会館小ホール　　　
11月19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㈮ 13：30～15：05 15：10～16：00 沼津市民文化センター小ホール
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募 集
Recruitment
消費生活セミナー

　不況でお金が増えない今こそ、お

金は自分で守ろう！

 11 月 11 日㈪　10 時〜 12 時

 市役所４階 401 会議室

 40 人（先着順）

テーマ／医療費節約の裏ワザ

講�　師／フリーライター　早川幸子

さん

 商工観光課　995-1857

第４回普通救命講習会

 11 月 17 日㈰　９時〜 12 時

 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

にある申込用紙に必要事項を記入

し、お申し込み下さい。申込用紙

は市ホームページﾞからダウン

ロードすることもできます。

 消防署救急係　995-0119

そばの収穫体験

　市認定農業者協議会が主催するそ

ばの収穫体験です。参加者は、12

月 14 日㈯のそば打ち体験へ優先的

にご案内します。

 11 月 23 日㈯　９時〜

 学校給食センター奥のそば畑

 市内に住んでいる親子またはグ

ループで、車で現地に来られる方

 ５組（先着順）

 そばの収穫後、移動して深良支所

に隣接するＪＡなんすんのそば加

工施設を見学します。

 農林振興課　995-1823

駿豆地区障がい者自立支援
協議会講演会

　地域の皆さんと一緒に障がいを持

つ方の防災について考える講演会を

行います。

 11 月 20 日㈬　10 時〜 12 時

 函南町役場２階大会議室

 手話通訳、要約筆記が必要な方は

11月８日㈮までにご連絡ください。

相談支援事業所リベルテ
　978-4187

看護師等再就業準備講習会

 12 月 11 日㈬、12 日㈭、13 日㈮

　９時〜 16 時

 沼津市立病院

 看護の仕事をしていない看護職免

許保有者

 20 人（先着順）

 最近の看護の動向、看護の基礎技

術の演習

 受講料は無料です。

 11 月 26 日㈫

 県ナースセンター東部支所
　920-2088

ビデオカメラ講習会

 12月７日㈯　９時30分〜16時30分

 鈴木図書館２階視聴覚室

 市内に住んでいる、または通勤し

ている成人

 20 人

 ビデオ撮影及び編集操作①撮影の

技法②撮影（図書館周辺）③作品

発表④パソコン編集方法

 電話または所定の申込書に必要事

項を記入し、ＦＡＸか直接お申し

込みください。

 11 月６日㈬〜 12 月６日㈮

 ビデオカメラ、付属品一式、編集

機器（パソコン）

 鈴木図書館　992-2342

992-2373

ファルマバレー
地域ダイナミズムセミナー

　富士・箱根・伊豆エリアが持つダ

イナミズムを活用して、新たなサー

ビスや事業家を考えます。ファルマ

バレープロジェクトが目指す「健康

を軸にした地域づくり」をテーマに、

今までにない発想や地域の課題を提

示しながら「地活ビジネス」につな

がるヒントを探ります。

 11 月 30 日㈯　14 時〜 17 時（開

場▶ 13 時 30 分）

 日本大学三島駅北口校舎

テ�ーマ／癒しが生み出す地域ダイナ

ズム

基調講演／信仰の起源と日本人の心

講�師／三嶋大社　権宮司　矢田部盛

男さん

パ�ネルディスカッション／癒しを活

かすビジネスモデル

パ�ネリスト／船原館館主　鈴木基文

さん、ブレインチャイルド　金子

綾さん、リクルートライフスタイ

ルじゃらんリサーチセンター　田

中政宏さん

コ�ーディネーター／日本大学短期大

学部教授　宮川幸司さん

 100 人（先着順）

 無料

 ＦＡＸまたはメールで、❶参加希

望日❷企業・団体・参加者氏名・役

職❸住所❹電話番号・ＦＡＸ番号・

メールアドレスを記入の上お申し

込みください。電話やホームペー

ジから申し込むこともできます。

 11 月 23 日㈯

株式会社シード　988-0777
988-0916
 fujihakoneizu@gmail.com

 http//www.fuji-pvc.jp/
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募 集
Recruitment

第22回　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ます。どなた

でも参加できます。

 平成26年２月４日㈫〜４月６日㈰

規�格／四つ切り（ワイド可）から全

紙までの大きさにプリントし、パ

ネル貼りか額装してください。

出品点数／１人１点

 富士山資料館に直接搬入するか、

出品票をホームページからダウン

ロードして作品に添付し郵送して

ください。

※ ガラス額は郵送できません。

※ グループで出品する場合は取りま

とめの上ご連絡ください。資料館

で搬送を行います。

作�品の返却／平成26年７月４日㈮以

降、富士山資料館で返却します。

※ 郵送をご希望の場合は送料着払い

でお願いします（ガラス額の場合

は不可）。

 展示は平成 26 年４月 19 日㈯〜

６月 29 日㈰に富士山資料館特別

展示室で行います。

 富士山資料館
　〒410-1231　須山2255-39
998-1325

ふるさと芸術展

　富士山を題材にした作品であれば

絵画、絵手紙、パッチワーク、陶芸

などジャンルは問いません。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。

 平成26年１月４日㈯〜２月９日㈰

募�集作品／●富士山を題材にした作

品（写真を除く）●縦・横の大きさ

がそれぞれ１ｍ20㎝以内のもの●

１人１点

※ 額の場合は、裏に展示用のひもを

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。

 富士山資料館にある出品票を作品

に添付し搬入してください。出品

票はホームページからダウンロー

ドすることもできます。

※ グループで出品する場合は取りま

とめの上ご連絡ください。資料館

で搬送を行います。

作�品の返却／平成26年４月12日㈯以

降に返却します。

 展示は平成 26 年２月 23 日㈰〜

４月６日㈰に富士山資料館特別展

示室で行います。

 富士山資料館　 998-1325

相談
Counseling

認知症コールセンター

　県認知症コールセンターでは、認

知症の介護経験のある相談員が、相

談をお受けします。認知症への対応、

介護の悩み、将来への不安などの相

談をすることで、こころの負担が軽

くなったという方は多くいます。認

知症に関する困りごと、悩みのある

方は、ひとりで悩まず、県認知症コー

ルセンターにご相談ください。相談

料は無料です。

※ 相談員は、「認知症の人と家族の

会静岡県支部」の会員です。

 月、木、土曜日　10 時〜 15 時

※ ㈷、年末年始（12 月 29 日〜１月

４日）を除く

コールセンター／ 0545-64-9042

 静岡県健康長寿政策課
　054-221-2442

11月18日㈪～24日㈰は女性の
人権ホットライン強化月間

　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、ひとりで悩まずお電話く

ださい。

 ㈪〜㈮▶８時 30 分〜 19 時

　㈯・㈰▶ 10 時〜 17 時

相談ナビダイヤル／ 0570-070-810

 静岡地方法務局人権擁護課
　054-254-3555（内線239）

認知症出張相談会

　認知症の方とその家族が住み慣れ

た地域で安心して生活するための支

援の一環として、専門の相談員によ

る認知症に関する相談会を無料で行

います。

 11 月 30 日㈯　12 時〜 14 時

 御殿場市民交流センターふじざく

ら

 11 月 20 日㈮

 ＮＴＴ東日本伊豆病院総合相談
室　978-2558

11月は児童虐待防止月間

　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。

保護者がしつけのつもりでも、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。

　こ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

 家庭児童相談室　995-1862
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「屋根瓦が落ちそうなので、今なら1,000円で直してあ
げる」と訪問してきた業者に言われたので修理を頼ん
だ。作業後「屋根全体の工事をしていないと雨漏りする」
と言われ慌てて20万円の工事契約をした。急いで契約
したので不安になった。クーリング・オフできるか。

突然自宅を訪問し、「修理をしないと大変なことに
なる」などと不安をあおり、その場で契約を結ばせる
屋根工事の相談が後を絶ちません。このほかにも、「今
なら割引する」などと契約を急がされたり、長時間勧
誘されたりするなどのケースもあります。説明が事実
でない場合もありますので、その場で契約せずに周囲
の人に相談してください。訪問販売の場合、８日間（法
廷の申込書面が交付された日を１日目とする）はクー
リング・オフできます。困ったときは消費生活センター
にご相談ください。

消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

　これだけは一生続けたい！　というものがあります

か。その時間を作るための節約を考えましょう。

　何年も着ない衣類や使わない道具は、スペースや整

理する時間の無駄です。省モノ、省時間を心がけましょ

う。また、洗濯しながら掃除をするなど「……ながら」

や、使い終わったらすぐに片づけることも時間の節約

になります。私たちが料理をするときにレシピ（手順）

があるように、１日の生活のレシピを作ってみると、

時間を節約するための多くの工夫と知恵が生まれてく

るのではないでしょうか。

くらしのダイヤル
消費生活研究会

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（昼）

ワード・エクセ
ル中級講座（夜）

インターネット
講座（昼）

画像編集初級講
座（夜）

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
い方が分かる方

簡単な文章の入力ができる方

受講料 1,500円 2,000円 1,500円

開講日 11月26日㈫～28日㈭ 12月３日㈫～６日㈮ 12月10日㈫～12日㈭

初心者パソコン教室

※ （昼）は 13 時 30 分〜 15 時 30 分、（夜）は 19 時〜

21 時です。

 生涯学習センター２階パソコン室

 各講座 24 人（先着順）

 電話、ＦＡＸまたは生涯学習センターへ直接、❶

氏名❷住所❸電話番号❹希望の講座を伝えてくだ

　パソコン初心者のための、初心者パソ
コン教室を開講します。

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 22 日㈮　９時〜 21 時

生涯学習課　992-3800　 992-4047
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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

有

料

広

告

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 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 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 11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

６カ月児
育児教室

12日㈫９時～９時15分
平成25年５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24年５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11月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

14日㈭午後
平成23年５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11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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
11月５日㈫ 17時～ 19時 45分
11月12日㈫ ９時～ 11時 30分
11月19日㈫ 13時～ 15時 30分
11月27日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
11月12日㈫ ９時～ 11時 30分
11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 外科

3 4 5 6 7 8 9

内科 内科 内科 整形 内科 整形 外科

10 11 12 13 14 15 16

整形 内科 内科 内科 外科 内科 内科

17 18 19 20 21 22 23

内科 外科 内科 整形 外科 内科 内科

24 25 26 27 28 29 30

内科 内科 外科 整形 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
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11月後期の救急協力医

有

料

広

告

16 土 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

17 日

永野医院 962-4450 大岡 守重医院 931-2511 �我入道
江川

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

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

18 月 大坂屋クリニック 995-3100 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

19 火 おぐち医院 992-6611 深良 東医院 921-5520 高沢町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

20 水 境医院 975-8021 竹原 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 西村医院 971-6510 下土狩

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 望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇 頴川医院 921-5148 高島本町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

23 土

聖隷沼津病院 952-1000 松下 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

岩渕内科医院 951-4579 添地町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

清水館医院 993-2323 茶畑 五十嵐クリニック 934-6700 志下

24 日

岡田医院 921-5321 新宿町 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

新井内科
クリニック 992-0811 久根 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮

25 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

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
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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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

26 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

27 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

28 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

29 金 花メディカルクリニック 987-9145 下土狩 遠藤クリニック 975-8801 久米田 よざ小児科医院 967-5722 �原

30 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

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
しんふじ耳鼻咽喉
科クリニック
0545-65-0600

川成新町 本多眼科医院931-1519 御幸町
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

23 土 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 なかがわ歯科
973-7777 長沢

24 日 三島中央病院
971-4133 緑町 むらまつ眼科医院

993-8855 深良 かまたクリニック
988-2488 文教町 なかじま歯科医院

995-1000 伊豆島田

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
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富士山資料館

No.
1252

2013 年
（
平
成
25 年

）

11
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 :

993-9300

冨士山須山口略絵図（その２）
　今回は、資料館に貸与されている『冨士山須山
口略絵図』から、道順と登山道について説明した
文の一部を紹介します。
　「須山口案内、西は吉原宿中ほどを過ぎ、東の
方町中より左へ入る。神ど村・今宮村・十里木を
へて須山口坊に至る道のり、吉原より須山まで五
里半。今宮より十里木までの間、野道なれど所々
に水茶屋ありて迷うことなし。須山坊より三里登
り、一合目に御胎内岩屋あり。子

こ

安
やす

明
みょう

神
じん

鎮座ま
す奥の院岩屋まで入り口よりおよそ四十間ばかり
なり。坊より御山一合目まで三里。この間に十文
字辻茶屋あり。馬かえしに休み所あり。この所に
山役所あり。本山にさしかかり、一合目ごとに休

きゅう

息
そく

泊
とま

りあり、
これを岩

いわ

室
むろ

という。十
合目に頂上
に至る八葉
内院の深さ、
限りを知れ
ず。」

　８月 19 日から 21 日に大阪府堺市で全国高校
生グレコローマン選手権が開催され、飛龍高校３
年の室伏彪我さんが、50㎏級で見事優勝を果た
しました。彪我さんは、小学校の時から数々のレ
スリングの全国大会に出場していますが、これま
では小学校６年のときの準優勝が最高の成績でし
た。高校３年生で悲願達成となりました。
　「彪我がレスリングを始めたのは４歳ころです。
私の会社の同僚がレスリングクラブで活動をして
いていました。そこへ「体操教室だよ」といって

11月の休館日／
５日㈫・11日㈪・18日㈪・25日㈪

宮川彬良＋米良美一
おしゃべりコンサート ～二人の歌謡ショウ～

　宮川泰のヒットソングを中心に、昭和から平成
にかけての名曲を宮川彬良のピアノと米良美一の
美声でおおくりします。
と　き／平成 26 年１月 18 日㈯　14 時 30 分〜
　（開場▶ 14 時）
料�　金／全席指定席　一般▶3,500円（税込）高校

生以下▶1,000円（税込）※未就学児入場不可

三遊亭円楽　独演会
と　き／平成 26 年２月 15 日㈯　16 時 30 分〜
　（開場▶ 16 時）
料　金／全席指定　2,800 円（税込）
※未就学児入場不可
 〈同時開催　らくご寺子屋〉
　落語ってなに？　発祥、特徴、落語会の裏話な
どから、落語の所作体験などを行います。
と　き／ 15 時〜 16 時
料　金／ 1,000 円　
※ 寺子屋申込みと同時に独演会のチケットを購入

される場合、3,300 円となります
講　師／三遊亭楽大

全国高校生グレコローマン選手権
50㎏で優勝

室伏　彪
ひゅう

我
が

さん（18歳・森脇団地）

連れていったら楽しそうにやっていました」と父
親の正彦さん。彪我さんがレスリングを始めた
きっかけを話してくれました。
　現在は、朝、昼、放課後をあわせ１日４時間程
度の練習をほぼ毎日行っています。自宅から学校
へ片道１時間かけて自転車で毎日通っています。
相手の得意技を封じて自分のペースで試合を進め
るのがスタイルなので、試合前には、対戦相手の
分析を行って試合にのぞんでいます。
　「レスリングをやっていて一番つらいのは試合
前の減量です。試合の前日に計量があります。普
段の体重は 57㎏ですが、計量日の５日前までに
55㎏に落とします。そこから５日間で試合着を
着用して 50㎏以内になるよう減量しなければな
りません。計量日前の５日間は、１日１〜２食で
体重を確認して食べる量を決めています」と彪我
さん。計量が終わると体重を気にせず食べられる
ので、試合のときには、体重が 53 〜 54㎏になっ
ているそうです。
　優勝した感想を聞くと「苦しい練習を続けてき
てよかった。これまで指導してくれた監督や支え
てくれた家族、仲間に感謝します」と。「体を大
きくして大学日本一になりたい」とこれからの抱
負を話してくれた彪我さん。今後のご活躍がとて
も楽しみです。

冨士山須山口略絵図
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No.
1253

2013年（平成25年）

11月15日号 02    平成 24 年度 
市財務書類４表を公表

06    市長表彰　５人２団体を表彰

07    12月１日㈰は地域防災の日

08    水道料金が18年ぶりに改定されます

12    第32回　消費生活展

13    市営墓地 墓所使用者を募集

11月４日　第４回全国餃子祭りin富士山すその

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。

直径1.2メートルの円盤を回して、
650個の熱々餃子が完成！



平成24年度 市財務書類４表を公表
　市の財政状況を市民の皆さんにより詳しくお知らせ
するため、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。ほかにも公益法
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 945億円 1,089億円 202万1千円
（952億円） （1,094億円） （202万2千円）

純経常行政コスト △160億円 △195億円 △36万2千円
（△160億円） （△193億円） （△35万8千円）

一般財源

・地方税 105億円 104億円 19万4千円
（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
（2億円） （2億円） （4千円）

・その他行政コスト充当財源 16億円 16億円 3万円
（17億円） （17億円） （3万1千円）

補助金等受入 33億円 70億円 13万2千円
（33億円） （68億円） （12万5千円）

臨時損益 1億円 1億円 2千円
（0円） （0円） （0円）

期末純資産残高 942億円 1,087億円 202万円
（945億円） （1,089億円） （201万1千円）

（　）内は平成 23 年度

平成24年度純資産増減額

普通会計

945 億円⇒ 942 億円
（期首純資産残高⇒期末純資産残高）

３億円の減少

連結会計

1,089 億円⇒ 1,087 億円
（期首純資産残高⇒期末純資産残高）

２億円の減少

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

駿豆学園管理組合

静岡県後期高齢者医療連合
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企画部　財政課
995-1801

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 1,054億円 1,260億円 234万円 ・地方債 177億円 257億円 47万6千円
（1,053億円） （1,260億円） （232万7千円） （182億円） （262億円） （48万5千円）

・売却可能資産 1億円 1億円 2千円 ・退職手当引当金 35億円 38億円 7万1千円
（1億円） （1億円） （2千円） （34億円） （37億円） （6万8千円）

2. 投資など 2. 流動負債
・投資および
　出資金

2億円 1億円 1千円 ・翌年度償還
　予定地方債

18億円 22億円 4万円
（2億円） （1億円） （1千円） （15億円） （19億円） （3万5千円）

・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 29億円 32億円 5万9千円 ・その他 1億円 2千円
（31億円） （34億円） （6万3千円） （1億円） （2千円）

・長期延滞債権 3億円 6億円 1万1千円 負債合計 232億円 320億円 59万3千円
（4億円） （7億円） （1万3千円） （233億円） （321億円） （59万3千円）

・回収不能見込額 △1億円 △2千円
（△1億円） （△1千円）

3. 流動資産 純資産の部

・現金預金 81億円 103億円 19万2千円 （これまでの世代が負担した金額）
（83億円） （102億円） （18万9千円）

純資産合計 942億円 1,087億円 202万円

・未収金 1億円 2億円 5千円 （945億円） （1,089億円） （201万2千円）
（1億円） （3億円） （5千円） 負債および

純資産合計
1,174億円 1,407億円 261万4千円

・販売用不動産 2億円 4千円 （1,178億円） （1,410億円） （260万5千円）
（2億円） （4千円）

（　　）内は平成23年度資産合計 1,174億円 1,407億円 261万4千円
（1,178億円） （1,410億円） （260万5千円）
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平成24年度　市財務書類４表を公表

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。

　以上の表から算出された平成 24 年度の経常行政コス
ト総額は、287 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。

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

⒈生活インフラ・
 国土保全

21億円 23億円 4万3千円
（21億円） （21億円） （3万8千円）

⒉教　　育 27億円 29億円 5万4千円
（28億円） （30億円） （5万5千円）

⒊福　　祉 52億円 161億円 29万9千円
（51億円） （153億円） （28万3千円）

⒋環境衛生 17億円 24億円 4万4千円
（17億円） （22億円） （4万3千円）

⒌産業振興 9億円 9億円 1万7千円
（9億円） （9億円） （1万7千円）

⒍消　　防 11億円 11億円 2万1千円
（11億円） （11億円） （2万円）

⒎総　　務 21億円 21億円 3万8千円
（22億円） （22億円） （4万1千円）

⒏議　　会 2億円 2億円 4千円
（2億円） （3億円） （4千円）

⒐その他 4億円 7億円 1万3千円
（4億円） （6億円） （1万2千円）

経常行政コスト合計 164億円 287億円 53万3千円
（165億円） （277億円） （51万3千円）

（　　）内は平成 23 年度

性質別 経常行政コスト (A)
普通会計 連結会計 市民１人当たり

⒈人にかかるコスト 37億円 40億円 7万5千円
（39億円） （42億円） （7万9千円）

⒉物にかかるコスト 68億円 82億円 15万3千円
（68億円） （82億円） （15万1千円）

⒊移転支出的なコスト 55億円 154億円 28万5千円
（54億円） （146億円） （27万円）

⒋ . その他のコスト 5億円 11億円 2万円
（4億円） （7億円） （1万3千円）

経常行政コスト合計 165億円 287億円 53万3千円
（165億円） （277億円） （51万3千円）

経常収益 (B)
普通会計 連結会計 市民１人当たり

⒈使用料・手数料等 3億円 3億円 6千円
（3億円） （3億円） （6千円）

⒉分担金・負担金・寄附金 2億円 52億円 9万7千円
（2億円） （48億円） （8万8千円）

⒊保険料 0円 23億円 4万2千円
（21億円） （3万9千円）

⒋事業収益 0円 14億円 2万5千円
（12億円） （2万1千円）

経常収益合計 5億円 92億円 17万1千円
（5億円） （84億円） （15万4千円）

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 195億円 36万2千円
（160億円） （193億円） （35万9千円）

●お詫びと訂正 �
　10 月 15 日号の P4 ～ 5 の決算報告で、次のとおり誤りがありました。お詫びして訂正します。
■歳出総額（３カ所）　×『184 億 7,058 万円』→ ○『184 億 7,056 万円』
■歳出総額グラフ　そのほか　×『24 億 1,948 万円』→ ○『24 億 1,946万円』
■ P5 の歳入・歳出の特徴の文中　×『繰入金は…６億 7,581 万円の減』→ ○『繰入金は…６億 7,585 万円の減』
　×『前年度比 4.7％、９億 1,525 万円減の…』→○『前年度比 4.7％、９億 1,527 万円減の…』
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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いわれるもので、「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
34億円 40億円 7万4千円

収入総額
190億円 35万3千円

（28億円） （33億円） （6万1千円） （200億円） （37万円）
・ 人件費、物件費、社会保

障給付などによる支出
124億円 241億円 44万7千円

地方債発行額
△13億円 △2万4千円

（125億円） （235億円） （43万4千円） （△21億円） （△3万8千円）
・ 地方税、地方交付税、

国県補助金による収入
158億円 281億円 52万1千円

財政調整基金等取崩額
△6億円 △1万2千円

（153億円） （268億円） （49万5千円） （△14億円） （2万6千円）

⒉公共資産整備収支の部
△18億円 △20億円 △3万6千円

支出総額
△190億円 △35万3千円

（△18億円） （△22億円） （△4万円） （△199億円） （△36万9千円）
・ 公共資産の取得など

による支出
34億円 43億円 8万円

地方債償還額
18億円 3万4千円

（43億円） （50億円） （9万3千円） （18億円） （3万4千円）
・ 国県補助金、地方債

発行などによる収入
16億円 23億円 4万4千円

基金等積立額
5億円 9千円

（25億円） （29億円） （5万3千円） （5億円） （8千円）

⒊投資・財務的収支
△18億円 △19億円 △3万4千円 平成24年度基礎的財政収支 4億円 8千円

（△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）
・ 地方債償還、貸付金、基

金積立などによる支出
27億円 30億円 5万6千円

（26億円） （28億円） （5万1千円）
・ 貸付金回収、公共資産

売却などによる収入
9億円 11億円 2万2千円

（8億円） （9億円） （1万6千円）

⒋当年度歳計現金増減額
△2億円 1億円 4千円

（△9億円） （△8億円） （△1万4千円）

⒌期首歳計現金残高
83億円 102億円 18万8千円

（91億円） （110億円） （20万3千円）

⒍期末歳計現金残高
81億円 103億円 19万2千円

（83億円） （102億円） （18万9千円）（　　）内は平成23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いわれる。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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市長表彰　５人２団体を表彰
　地方自治の進展や市民福祉の向上などに寄与され、市政発
展のためにご尽力された５人２団体の方を表彰しました。受
賞者の皆さんをご紹介します。

企画部　秘書課
995-1800

市 政 功 労 賞

市 政 有 功 賞

善 行 賞

有 功 善 行 賞

　昭和61年10月に市議会議員に初
当選して以来、16年間市議会議員を
務められました。この間、議長、副議
長、厚生委員長などの要職を歴任し、
市民福祉の向上などに尽力され、
地方自治の進展に寄与されました。

地方自治功労
藤森　周一郎さん（上原）

　絵画２点を寄贈し、多くの

人々に感動を与えるとともに

文化の向上に寄与されました。

個人善行

杉本　秀子さん（久根）

　多年、消防団員として尽力され
る中、分団長や本部部長として、
市民の生命財産の保全に努められ
るとともに、組織の育成強化、防
災意識の高揚に寄与されました。

水火災等防護功労
芹澤　芳弘さん（滝頭）

　平成４年１月から 21 年にわた
り行政相談委員を務め、相談業務
などを通じて地域住民と行政をつ
なぐパイプ役として尽力され、地
方自治の進展に寄与されました。

地方自治功労

土屋　桓
たけ
良
よし

さん（上町）

　32年にわたり、公立幼稚園・小
学校の学校歯科医を務められまし
た。平成21年４月からは４年間、
駿東歯科医師会会長も務め、市民
の歯や口腔の健康づくり条例の制
定に中心的な役割を果たすなど保
健衛生の向上に寄与されました。

保健衛生功労
勝又　德昭さん（御宿上谷）

　平成15年からの
継続的な寄付によ
り健康文化都市事
業に貢献し、市民
福祉に向上に寄与
されました。

　寄付により健康
文化都市事業に貢
献し、市民福祉に
向上に寄与されま
した。

団体善行 団体善行

スタンレー電機
株式会社

（東京都目黒区）

一般財団法人
須山振興会
（須山）
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12月１日㈰は 地域防災の日

市民部　防災交通課
995-1817

家族で防災について考えましょう！

●避難場所・避難経路の確認
　 　避難場所や経路、所要時間などを予め知っておけ

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しましょう。

●家族の安否確認
　 　大災害発生時は、電話がつながりにくい状況が続

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。遠くに住む親戚や知人の家を中

継点にするのも一つです。

不便な避難所生活を回避するために…

　避難所では、狭い、騒がしい、プライバシーが無い、

食べ物が少ないなど大変不便な生活が予想されます。

日ごろの備えが、避難所生活の回避につながることも

あります。避難所で生活しなくてもすむように備えま

しょう。

●水・食料は７日分
　 　災害の規模によっては、物資が不足することもあ

ります。各家庭で、飲料水（１人１日３ℓ）、食料

品を７日分（うち非常食３日分）を用意しておきま

しょう。

災 害 に 備 え る　～自らの命・地域を災害から守る～
　６月に、県の第４次地震被害想定（第一次報告）が発表され、駿
河・南海トラフ大地震、相模トラフ大地震による被害がそれぞれ想
定されました。今までよりも広域による被害が想定されています。
被災地への支援が限られる中、「自分の命は自分で守る」自助の考
え方がより重要になってきています。災害が来てから考えるのでは
手遅れです。日ごろから、災害への備えを万全にし、万が一災害が
起きたときの行動を家族で決めておきましょう。

●防災用品はまとめてすぐに持ち出せるように
　 　備蓄品などは一つにまとめ、すぐに持ち出せる状

態にしておきましょう。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。

●家具の配置と固定
　 　寝室や子供部屋、高齢者の部屋など家族が長時間

過ごす部屋にある家具の固定や配置などを再確認し

ましょう。

●家の耐震化
　 　昭和 56 年以前に建てられた家屋は、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

てられた家屋の点検・整備も必要です。

●火災に注意
　 　寒くなると火の扱いが増えます。火のもとから離

れるときは火を消しましょう。

防災訓練に参加しましょう

　市内の各区自主防災会ごとに実施されます。住んで

いる区の防災訓練の予定を確認し、積極的に参加して

地域防災の輪を広げましょう。

　12 月１日㈰午前 9 時に、県による緊急速報メー

ル（エリアメール）の県下一斉配信訓練が実施さ

れます。NTT ドコモ、au、softbank の携帯電話、

スマートフォン、タブレット端末など（対応機種）

を持ち、県内にいる方が対象です。マナーモード

でも携帯電話などが鳴動する可能性があります。

不都合がある方は、午前９時前に電源を OFF に

してください。

12月１日に
訓練用緊急速報メールを送信
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上水道課
995-1890

安心安全な水の安定供給のために
～審議会の審議結果を議会が承認～

　市の水道料金は平成８年４月１日に改定して以来、

据え置いてきました。この間、水道料金徴収の民間委託

導入によるコスト削減、コンビニ収納の実施による収納

率の向上を図るなどして必要な経費を確保してきました。

　安心安全で安定した水道水を供給するため、平成

22 年度に水道事業基本計画（水道ビジョン）※１を改訂

し、施設の統廃合や老朽管路の交換などの事業を進め

ています。これらを実施していくには多額の費用が必

要となります。このような状況を踏まえ、健全な財政

運営を図り、今後も安心安全な水の安定供給をしてい

くためには、どのような料金のあり方がよいかを検討

する必要がありました。

　そこで平成24年11月に学識経験者（中小企業診断士）

や市民の代表者で構成された水道事業審議会※１を設

置し、市長から審議会へ水道料金の見直しについて諮

問しました。審議会は５回開かれ、その結果「料金を改

定することが妥当である」との答申を受け、市議会９月

定例会で慎重な審議のうえ、料金を改定することが承認

されました。なお、下水道の使用料金に変更はありません。

※ １　水道ビジョン、水道事業審議会の内容は市ホーム
ページで公開中

　ビジョン▶ http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/plan/water-sv.php
　審議会▶http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/line/water-council.php

　水道ビジョンに基づく事業を計画的に進めていくため
18 年ぶりに水道料金の見直しがされました。その結果、
平成 26 年６月請求分（５月検針分）から平均改定率
13.8％の値上げをすることになりました。皆さんのご理
解とご協力をお願いします。

施設の老朽化対策が必要
　当市の有収率※２は 81.2％と全国平均 89.5％より大

幅に低くなっています。これは主に老朽化した配水管

と給水管からの漏水が原因です。漏水は給水過程の消

費電力、経費の浪費につながるため、漏水箇所の配水

管と給水管の布設替えをするなどの早期の対策が必要

です。漏水量が削減されると、消費電力が削減され、

環境への配慮にもつながります。効率的な配水、経営

効率の向上、環境への配慮などから、有収率の向上を

目指していきます。

裾野市

81.2
88.7 89.5100

80

60

40

20

0

（％） 有収率の比較

全国類似団体平均※３ 全国平均
出典：水道事業経営指標（平成23年度）

※２　有収率：  水道施設から配水した水量に対し、お客様 
から料金を徴収することができた水量の割合

※３　全国類似団体平均：  給水人口５万人以上 10 万人未
満で、地下水などを主な水源
とする団体

今後の取り組み
　水道事業は独立採算制が原則のため、経費のほとん

どを水道料金収入でまかなうこととなっています。豊

かで良質な水道水を安定的に確保するため、水道ビ

ジョンに基づく中長期的な展望を見据え、事業の進捗

管理や安定した経営の維持、経費の節減に努めるなど

効率的な経営を進めていきます。
▲審議会会長が市長へ答申書を提出

水道料金が18年ぶりに改定されますp.8
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水道料金表

水道料金＝（基本料金＋超過料金）×消費税率

●口径20mm、2カ月間の使用水量40m³の場合
　水道メーターの検針は２カ月に１回行われます。このため、実際に支払う料金は２カ月分

となります。

　基本料金　改定後　2,000円＝1,000円×２カ月

　　　　　　現　行　1,800円＝  900円×２カ月

　超過料金　改定後　（使用水量40m³－基本水量20m³）×135円＝2,700円

　　　　　　現　行　（使用水量40m³－基本水量20m³）×115円＝2,300円

　　　※基本水量は、10m³×２カ月＝20m³です。

　水道料金　改定後　（基本料金2,000円＋超過料金2,700円）×1.05（消費税率）＝4,935円

　　　　　　現　行　（基本料金1,800円＋超過料金2,300円）×1.05（消費税率）＝4,305円

　　　※消費税は５％で計算しています。

新料金の場合 （一般家庭の計算例）

新料金一覧（１カ月分の料金・消費税抜き）

口径
基本料金

上段：改定後
下段：現　行

超過料金（１m³あたり）

改定後 現行

13mm 900円
（700円）

使用水量に関係なく単価が一定です。
使用水量 金額

11m³〜 135円

使用水量により単価が異なります。
使用水量 金額

11〜30m³ 115円
31〜50m³ 125円

51〜100m³ 135円
101m³〜 145円

20mm 1,000円
（900円）

25mm 1,200円
（1,100円）

30mm 1,500円
（1,400円）

使用水量に関係なく単価が一定です。
使用水量 金額

11m³〜 180円

使用水量により単価が異なります。
使用水量 金額

11〜30m³ 155円
31〜50m³ 165円

51〜100m³ 175円
101m³〜 185円

40mm 2,500円
（2,300円）

50mm 4,000円
（3,800円）

75mm 7,000円
（7,000円）

100mm 15,000円
（15,000円）

※使用水量が11m³未満の場合は、基本料金のみとなります。
　使用水量が11m³以上になると超過料金が加算されます。

p.9
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Photograph 10 月

レースのスピードと音に圧倒
　東小学校、西小学校、富岡第二小学校、須山小学校が
富士スピードウェイの FIA WEC FUJI  ６ HOURS 
2013 のレースイベントに招待され、レースの様子を見
学しました。児童たちは大音量でうなりながら猛スピー
ドで走る車両の迫力を体感した後、ピットでのレースの
準備風景を興味深く見学していました。  （10 月 18 日）

すすきまつり
　すすきまつりが開催されました。当日はあい
にくの雨で、須山小体育館での開催となりまし
た。子どもたちはあきかんつみなどのレクリエー
ションを楽しみました。すすきの造形物づくり
も行われ、子どもも大人も真剣な表情ですすき
のミミズクを作っていました。  （10 月 20 日）

２年ぶりの開催
　沖縄フェスタ in SUSONO がトヨタ自動車東日本
Ｇ駐車場で２年ぶりに行われました。沖縄の物産展
や沖縄料理の販売が行われ、市内の静駿波舞音エイ
サー団や沼津市や静岡市などから参加したエイサー
団が、力強い演舞を披露しました。  （10 月 13 日）

３種目で熱戦を展開
　第３回ファミリーバドミントン大会、第 14 回ペ
タボード大会、第 23 回輪投げ大会が市民体育館で
開催されました。市内の多くのチームが参加し、ペ
タボード大会では一打ごとに大きな歓声が上がって
いました。  （10 月 13 日）

南北合同児童館まつりを開催
　児童館開所 35 周年を記念して、南北合同児童館
まつりが生涯学習センターで開催されました。講座
生による発表、母親クラブによる販売が行われたほ
か、ものづくりのコーナーでは、子どもたちがストー
ンアートやぷちちぎり飾絵などに挑戦し、思い思い
の作品を制作しました。  （10 月 14 日）

p. 10p.10
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Photograph October

「朝焼けのそば畑」

思い思いの富士山を書道で表現
　市民芸術祭第１部の催し物として、書道パ
フォーマンスが行われました。３人の書道家
が、富士山にちなんだ文字や文を書きました。
観客は三者三様の富士山を楽しんだ後、その
周りに「ふじさん」などと筆で寄せ書きをし
ました。  （11 月２日）

2013市民のふれあいフェスタすその開催
　2013 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。商工業の
商品や観光物産品の展示・即売などが行われ、
多くの来場者で賑わいました。親子工作教室
にも多くの親子が参加し、力を合わせて本立
てづくりをしました。  （10 月 27 日）

アマゴ大きくなあれ！
　深良川で深良幼稚園の
園児によるアマゴの放流
が行われました。園児た
ちは「元気でね」などと
声を掛けながら 250 匹
のアマゴを川に放し、生
き生きと泳ぐ姿を楽しそ
うに眺めていました。
  （11 月５日）

p. 11p.11
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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。

包丁研ぎ（10時〜）
　 　シルバー人材センターの方が包丁を研ぎます。

１世帯２丁以内で 100 丁まで受け付けます。
おもちゃ病院（10時〜14時）

　 　おもちゃ修理を行います。修理できない場合や
費用がかかる場合があります。

いきいき座（10時30分〜）
　　消費者被害防止啓発寸劇「母さん助けて詐欺」
を上演します。

フリーマーケット（11時〜14時）
　　大ホールホワイエで開催します。

バルーンアート
　　花や動物などさまざまな種類のバルーンアート
をプレゼントします。

団体名 テーマ
市消費者団体協議会 消費者団体協議会この一年
市消費生活研究会 ちがい！ わかりますか
ライフプラネット 意外と身近にある医薬部外品
消費生活センター 悪徳商法にだまされないで ！！
くらしのモニター 気になる日用品の価格動向
市生活環境課 始めよう！ エコロジーでエコノミーな「エコライフ」
市学校栄養士会 市の食育活動
㈶関東電気保安協会 電気を正しく使って快適ライフ
静岡ガス㈱東部支社 いいね！ ガス暖房
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
明るい社会づくり運動県裾野協議会 みんなと進めようリサイクル
NPO法人里山会公文名ファイブ 地域の宝　里山をこどもたちへ
エコなうつわ屋さん 静岡初！ 食器のリサイクル！

商工観光課
995-1857

パネル展示団体とテーマ 〜13団体が展示〜

イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報

と　き
11 月 30 日㈯　10時～ 15時

ところ
市民文化センター 1階エントランス

第32回 消費生活展
テーマは「とっておき！ くらしの裏ワザ公開中」
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【墓地の区画・永代使用料など】
●墓所の区分と枠数

３㎡（標準タイプ） ６㎡（倍区画タイプ）

155 区画 １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
市内 430,000 円 860,000 円
市外 570,000 円 1,140,000 円

管理料（年間） 5,000 円 10,000 円

【お申し込み】
●申込受付日時　
　11 月 15 日㈮～ 12 月 10 日㈫　９時～ 17 時

　※㈯・㈰・㉀を除く

●申込方法
　 　市役所３階企画政策課にある墓所使用申込書に必

要事項を記入し、書類（住民票・市外在勤者の方は

勤務証明書）を添付して、ご提出ください。詳細は

募集要項をご覧ください。電話、FAX、電子メー

ルでの申し込みはできません。郵送の場合は締切日

の消印まで有効です。

　 　墓所使用申込書は企画政策課、深良支所、富岡支

所、須山支所にあります。市のホームページからダ

ウンロードできます。

●申込資格（今回から対象者を拡大しました）
　◦市　民… 市に住民登録があり、市内に墳墓をお持

ちでない方（改葬予定のものは除く）。

　◦在勤者… 市内の事業所に勤務している市外在住者

で、市内に墳墓をお持ちでない方（改葬

予定のものは除く）。

　※ お申し込みは１世帯につき１区画のみです。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は同一世

帯とみなします。

【使用者・使用区画の決定】
　公開抽選を行い、使用者と使用区画を決定します。

使用区画を選ぶことはできません。

●抽選会日時・場所
　日　時／ 12 月 16 日㈪　14 時～

　場　所／市役所 401 会議室

【注　　　意】
　引渡時期は平成 26 年１月の予定です。お急ぎの場

合は、ご相談ください。

※ そのほかの墓域、管理棟など、未完成です。ご了承

ください。

市営墓地 墓所使用者を募集（156 区画）
　市営墓地は、深良中学校から約１キロ上がったと
ころにあります。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 156 区画の使用
者を募集します。これまでは使用は市内に住んでい
る方に限られていましたが、今回の募集から、市外
に居住していても、市内の企業などに勤務する方も
申し込みをすることがるようになりました。

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 11月15日㈮〜12月10日㈫

市営墓地からの眺望
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お知らせ
Announcement

児童虐待防止推進講演会

12 月 11 日㈬　13 時 30 分～

 生涯学習センター学習ホール

講�師／県東部児童相談所　所長

　岡田重光さん

300 人（先着順）

社会福祉課子育て支援室
　995-1841
　家庭児童相談室　995-1862

人権講演会

12 月８日㈰　10 時～ 11 時 40 分

　（受付▶９時 30 分～）

 函南町文化センター（函南町上沢）

演�題／子どもと人権～言葉がつなぐ

心と心～

講�師／女優、伊豆の国市劇団いず夢

座長　藤田弓子さん

650 人

函南町住民課　979-8110

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 12月４日㈬ 生涯学習

センター深良地区 12月６日㈮
須山地区 12月10日㈫ 須山コミセン
西地区 12月11日㈬ 生涯学習

センター富岡地区 12月12日㈭

生涯学習課　992-3800

市長選挙・市議会議員補欠
選挙の立候補予定者説明会

 12 月 12 日㈭　13 時 30 分～

 市役所４階　401 会議室

 市長選挙・市議会議員補欠選挙の

立候補予定者

 立候補予定者１人につき３人以内

 立候補の届出、選挙運動、選挙公

営などの説明

当日会場にお越しください。

 事前審査を平成26年１月10日㈮　

13時から、市役所４階402会議室で

行います。

選挙管理委員会（総務管財課）
　995-1807

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。申し込みは不要です。直接会

場へお越しください。

11月27日㈬　10時～11時30分

 北児童館

 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

社会福祉課　995-1819

 市内小学校に通学する平成26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２日㈪～ 12 月 20 日㈮

申込書配布・受付先／

　各放課後児童室

　放課後児童室の生活、募集内容、
入室申込みについての説明会です。

 各放課後児童室

 市内小学校に通学する平成26年度

新１年生～新３年生の保護者

 お申込みは不要です。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 電話番号 とき
東小学校放課後児童室 992-4282 12月５日㈭　19：00〜20：00
西小学校放課後児童室 992-5580 12月６日㈮　19：00〜20：00
深良小学校放課後児童室 992-7336 12月６日㈮　18：00〜19：00
富岡第一小学校放課後児童室 997-1116 12月６日㈮　18：30〜19：30
富岡第二小学校放課後児童室 090-1412-0534 12月４日㈬　18：00〜19：00
須山小学校放課後児童室 998-0066 12月４日㈬　18：00〜18：30
向田小学校放課後児童室 993-7400 12月６日㈮　19：00〜20：30
千福が丘小学校放課後児童室 992-4300 12月３日㈫　19：00〜20：00
南小学校放課後児童室 993-6556 12月２日㈪　18：00〜18：30

平成26年度
放課後児童室の
入室者募集

平成26年度
放課後児童室の入室説明会

各放課後児童室または子ども教育課　995-1822
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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

住生活総合調査にご協力を

　12月１日㈰を基準日に、全国一斉

に「住生活総合調査」が実施されます。

　この調査は、居住環境を含めた住

生活全般に関する実態や居住者の意

向・満足度などを総合的に調査する

ものです。調査結果は国や地方公共

団体の住宅政策を行う上での基礎資

料となります。

　調査の対象となった世帯（市内約

25 世帯）には、11 月下旬に調査員

がお伺いしますので、ご協力をお願

いします。

建築住宅課　995-1856

自動体外式除細動器（AED）
の適切な管理などの実施

　ＡＥＤは医

療機関だけで

なく、学校、

公共施設、民

間企業、商業

施設などで急速的に普及しています。

　ＡＥＤは薬事法に規定され適切な

管理が行われなければ、人の生命や

健康に重大な影響を与えるおそれが

ある医療機器です。

　救命救急においてＡＥＤが使用さ

れる際に、管理不備により性能を発

揮できない場合があります。これを

防止するために、消耗品の適切な交

換など管理維持の方法を十分理解し、

日頃から意識するようお願します。

　消防署では定期的にＡＥＤの使用

方法を含めた心肺蘇生法の講習会を

行っています。開催日程は広報すそ

のまたは市ホームページなどでご案

内しています。

消防署　救急係　995-0119

沼津税務署の確定申告会場

　平成 25 年分の沼津税務署の確定

申告会場はキラメッセぬまづ（プラ

サ ヴェルデ内）です。市民文化セ

ンターでは行われません。

所在地／沼津市大手町１丁目 1-4

ア�クセス／ＪＲ沼津駅北口より徒歩

約３分

※ 日程については後日お知らせしま

す。

沼津税務署　922-1560（代表）
※ 電話は自動音声により案内してい

ます。２番を選択してください。

ＢｉＶｉ
沼津

北口

ＪＲ東海道本線

プラサ ヴェルデ
Plaza Verde

募 集
Recruitment

囲碁講座

 11 月 23 日㈯、30 日㈯、　12 月７

日㈯、14 日㈯、21 日㈯

　９時 30 分～ 11 時

 東西公民館

 市内に住んでいる小中学生、一般

の方

 20 人

 東西公民館にある申込用紙に必要

事項を記入し、お申込みください。

11 月 22 日㈮

鈴木図書館　992-2342

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（修了）後、

その専攻した学術を活かし、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 26 年 1 月 25 日㈯

対�象／大学の理学部、工学部の３・

４年次または大学院修士課程に在

学していて、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26年１月10日㈮

 自衛隊三島募集案内所
　989-9111

県立東部看護専門学校
一般入学試験

 ❶看護１学科　一次▶平成26年１

月15日㈬　二次▶平成26年１月31

日㈮　❷看護２学科　一・二次▶

平成26年１月15日㈬

 県立東部看護専門学校（清水町長

沢）

 ❶高等学校を卒業した方、平成

26 年３月卒業見込みの方または

同等以上の学力がある方❷高等学

校を卒業した方、卒業見込みの准

看護師、准看護師免許を持ち３年

以上業務に従事した方

 ❶ 80 人　※推薦入学者を含む

　❷ 40 人

4,700 円

12 月３日㈫～ 12 月 17 日㈫

県東部看護専門学校総務課
　971-2135
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募 集
Recruitment

日本語教室

　在日外国人の方を対象とした日本

語教室を開いています。

 毎週日曜日　10 時～ 11 時 30 分

 大橋ビル２階（佐野 921-3）

 在日外国人の方で中学生以上の方

（初級・中級）

１回 300 円

 市海外友好協会　993-9695
　（㈪、㈬、㈮　13 時～ 16 時）

出張コミュニティカレッジ
in駿東

 平成 26 年 1 月 18 日㈯、25 日㈯

　９時 30 分～ 15 時 50 分

 生涯学習センター

 コミュニティづくりに意欲と関心

のある方で、２日間出席が可能な

方

 講義▶コミュニティづくり、コミ

ュニティリーダー、人と人との連

携の取り方

　 演習▶コミュニティ実施計画づく

り（ワークショップ）

 20 人程度

無料

 地域振興課にある申込書に必要事

項を記入し、コミュニティづくり

推進協議会または地域振興課にご

提出ください（ＦＡＸ、メール可）。

申込書は市ホームページからダウ

ンロードできます。

12 月 24 日㈫

 コミュニティづくり推進協議会
　 054-251-3585
　 054-250-8681
　地域振興課　 995-1874
　 992-4447

相談
Counseling

子育て、子どもの
発達支援の無料相談

　子育ての悩みや発達の気になる子

どもについての相談に、専門員が応

じます。予約が必要です。時間は、

いずれも９時～ 15 時です。

●裾野会場
 12月４日㈬、６日㈮、11日㈬、13

日㈮、18日㈬、20日㈮、25日㈬

 生涯学習センター

●御殿場会場
 12月２日㈪、９日㈪、16日㈪

 富岳学園（御殿場市大坂 361-1）

富岳学園　0550-87-0717

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

 12 月 19 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５日㈭

 国保年金課　995-1813

イベント
Events
ふじのくに

人権フェスティバル

 12 月 14 日㈯　13 時～ 15 時 30

分（開場▶ 12 時 30 分）

 市民文化センター

 500 人（先着順）

 盲目のヴァイオリニスト増田太郎

さんによる講演ライブ、全国中学

生人権作文コンテスト県大会表彰

式・朗読、いのち・ふれあいフォ

トメッセージコンテスト表彰式・

展示、障害のある方々の手作り製

品の展示・販売、小・中学生によ

る人権啓発ポスター展示ほか

県人権啓発センター
　054-221-3330

http://jinken.pref.shizuoka.jp
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�12 月 25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２日㈪〜20日㈮
秘書課　995-1800
 担当課・秘書課職員が同席し
ます。

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26年１月６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㈰ ㈲渡辺設備
992-3034

７日㈯ 山崎設備
997-6766

８日㈰ 一和設備工業
997-4663

14 日㈯ ㈱西島工業
993-1070

15 日㈰ ㈲杉山設備工業
993-3030

21 日㈯ ㈱小島屋商会
998-0019

22 日㈰ ㈲小沢土建
992-1401

23 日㈷ ㈲M・Kアクアサービス
992-6599

28 日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
997-0983

29 日㈰ ㈲富士設備
997-1507

30 日㈪ ㈲アサヒ住設
997-3933

31 日㈫ 鈴木住宅設備
993-3901

12 月　カレンダー

１日㈰ 県地域防災訓練

８日㈰ 農業まつり

14日㈯ 人権フェスティバル

15日㈰ 環境大会

人　口　53,873人� （＋85人）
　男　　27,532人� （＋87人）
　女　　26,341人� （−２人）
世　帯　21,319世帯�（＋72世帯）
内、外国人� 694人�341世帯

11 月１日現在
データバンク第13回環境大会

 12 月 15 日㈰　13 時～ 15 時

※展示は 12 時～

 生涯学習センター学習ホール、学

習室 1

 ●講演　講師▶県地球温暖化防止

活動推進員　山本達雄さん

　 ❶演題▶楽しくエコ「捨てればゴ

ミ、活かせば資源…。そのまえに」

　 ・環境功労者、優良ごみステーシ

ョンの表彰

　 ・ ｢美しい環境づくり｣ 作文表彰、

朗読

　 ❷展示　・小中学生による河川美

化ポスター、市内団体活動などの

展示

※ 来場者には、環境啓発グッズを配

布します。

生活環境課　995-1816

ライトダウン！
キャンドルナイトみしま

　約 1,500 個の廃食用油でつくった

エコキャンドルの灯りがかもし出す

幻想的な雰囲気をお楽しみください。

 12 月７日㈯　17 時～ 19 時

※雨天時は８日㈰に開催

 白滝公園（三島市一番町 1-1）

 ●エコキャンドルによるアート●

アコースティックライブ●ライト

ダウン協力世帯・店舗への景品贈

呈●ホットドリンク無料配布

 三島市環境政策課　983-2647
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１ 日

勝呂医院 962-3083 千本中町 勝呂医院 962-3083 千本中町

杉山医院 972-3223 伏見 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

杉山医院 992-0028 平松 東医院 921-5520 高沢町

２ 月 つかだ医院 983-1577 堂庭 香貫医院 931-2465 本郷町 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

３ 火 大沢医院 931-1019 御幸町 西方外科医院 921-1333 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

４ 水 小林内科医院 921-2165 米山町 松原医院 962-1496 白銀町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

５ 木 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

６ 金 あそうクリニック 929-7575 筒井町 守重医院 931-2511  我入道
江川

まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

７ 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

８ 日

高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

きくちクリニック 989-5788 桜堤 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

鈴木医院 993-0430 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

９ 月 あめみや内科 935-1159 吉田町 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

10 火 清水館医院 993-2323 茶畑 青木整形外科医院 922-0521 高島町 よざ小児科医院 967-5722 原

11 水 柿田川医院 973-3601 柿田 清水館医院 993-2323 茶畑 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

12 木 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

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
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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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

13 金 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 萩野クリニック 966-7111 根古屋 田中医院 921-2053 高島町

14 土 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 原小児科医院 962-0636 八幡町

15 日

今井医院 921-3211 五月町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

林医院 931-1120 住吉町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

須山診療所 998-0006 須山 五十嵐クリニック 934-6700 志下

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
つちや耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8003

厚原 中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

安達産婦人科 
クリニック
976-0341

寿町 中原歯科医院
993-3300 佐野

８ 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 沼津市立病院
924-5100 東椎路 しんあい歯科医院

973-6686 伏見

15 日
田中耳鼻咽喉科 
医院
975-0226

中央町 永井眼科
980-1777 萩 聖隷沼津病院

952-1000 松下 吉田歯科医院
987-6118 納米里

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
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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 :

12月の行事予定
サンタとおはなしの会
　14 日㈯　11 時～     　　文化センター図書室
　21 日㈯　14 時～     　　視聴覚室　　　　　

親子おはなし広場
　10 日㈫　10 時 30 分～　展示室　　　　　　

親子おはなしの会
　11 日㈬　10 時 30 分～　文化センター音楽室

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　　　　　　

冬の特別会 図書館映画会
と　き／ 12 月 14 日㈯　
ところ／鈴木図書館２階視聴覚室
定　員／ 60 人（先着順）　

タイトル モンスターズ・ユニバーシティ
上映時間 14：00〜15：44

時間 部門 対象
103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
７日㈯９時～鈴木図書館カウンターで配布しま
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。

２日㈪、９日㈪、16日㈪、24日㈫、
29日㈰、30日㈪、31日㈫

12月の休館日

親子手づくり教室
日　時／12 月７日㈯
　　　　14 時～ 15 時 30 分
会　場／鈴木図書館 2 階展示室
対　象／市内に住んでいる幼児・小学生と保護者
定　員／ 20 組
内　容／スノードームをつくろう !!
持ち物／瞬間接着剤、タオル、装飾（あれば）
申　込／ 11 月 23 日㈯　９時～（電話申し込み可）
※ 駐車スペースが少ないので、なるべく公共の交

通機関をご利用いただくか、市役所駐車場をご
利用ください。

新刊紹介 New Release

『ずかん武具　見ながら学習調べてなっとく』
編：小和田泰経　技術評論社

『つぎはわたしのばん』
作・絵：いもとようこ　金の星社

『だちょうのたまごにいちゃん』
作・絵：あきやまただし　鈴木出版

『伊藤くん AtoE』
著：柚木麻子　幻冬舎

『傷』
著：堂場瞬一　講談社

『ゼツメツ少年』
著：重松清　新潮社

勝又　千
ち
紗
さ

ちゃん
（３歳・上城）

荻田　漣
れん

くん
（２歳 11カ月・千福が丘）

新井　悠
ゆう
生
き

くん
（２歳 11カ月・久根）

白井　岬
みさき

くん
（２歳 11カ月・本茶）

室伏　勇
ゆう
輝
き

くん
（２歳 11カ月・中丸中）

大庭　愛
あ
優
ゆ

ちゃん
（２歳 11カ月・本村上中）
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04    �第４回全国餃子祭り�
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「さくらんぼ」の利用者募集
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福島県相馬市

08  第 40回 農業まつり

11月17日
�第30回西地区コミュニティまつり
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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 41億　 716万円 3,188万円 ８億　 173万円 13億1,711万円 17億4,790万円 26億6,788万円 98億3,523万円
収入済額 18億6,979万円 1,394万円 １億3,718万円 １億6,065万円 ０円 ６億1,935万円 48億7,998万円
収 入 率 45.5% 43.7% 17.1% 12.2% 0.0% 23.2% 49.6%

■納めたお金
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 ２万9,367円 ７万4,345円
（２万1,828円） （５万5,260円）

固 定 資 産 税 ５万1,412円 13万  152円
軽 自 動 車 税 1,824円 4,619円
市 た ば こ 税 4,155円 １万  518円
特別土地保有税 ０円 ０円
都 市 計 画 税 3,968円 １万   45円

合 計 ９万　 726円 22万9,679円
（８万3,187円） （21万　 594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 ２万4,443円 ６万1,880円
民 生 費 ３万6,425円 ９万2,212円
教 育 費 １万9,407円 ４万9,131円
土 木 費 １万9,227円 ４万8,674円
公 債 費 １万8,250円 ４万6,201円
衛 生 費 １万5,784円 ３万9,959円
消 防 費 6,636円 １万6,798円
そ の ほ か １万9,896円 ５万  370円
合 計 16万　 　68円 40万5,225円

■市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普

　通

　債

土 木 費 41億9,667万円 旧郵政公社 32億2,764万円
教 育 費 24億3,097万円 財 務 省 54億9,999万円
消 防 費 ６億6,391万円 地方金融機構 25億6,515万円
総 務 費 ６億6,164万円 銀 行 等 65億1,623万円
そのほか 103億9,834万円 静 岡 県 １億6,089万円

計 183億5,153万円 そのほか ３億8,163万円
災

　害

復
旧
債

土 木 費 ０円 合 計 183億5,153万円
計 ０円

合 計 183億5,153万円
（墓地特別会計）

目　的　別 借　入　先　別
墓 地 事 業 ２億5,576万円 銀 行 ２億5,576万円
合            計 ２億5,576万円 合 計 ２億5,576万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 63億5,657万円 旧郵政公社 22億3,089万円
財 務 省 14億6,339万円

合            計 63億5,657万円 地方金融機構 26億6,229万円
合            計 63億5,657万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 17億4,017万円 財 務 省 10億7,166万円
地方金融機構 ６億6,851万円

合            計 17億4,017万円 合 計 17億4,017万円
（十里木簡易水道特別会計）

目　的　別 借　入　先　別
簡 易 水 道   　2,270万円 地方金融機構   　2,270万円
合            計 　　　2,270万円 合 計 　　　2,270万円

予算現額  205億 889万円
収入済額  76億8,089万円
収入率    37.5%
※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25年度上半期（平成25年９月30日現在）財政状況

予算・財産・市債の財政状況
　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25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。

※（　）は、法人分を除いた数字

p.2
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予算現額  205億 889万円
支出済額  86億   978万円
執行率    42.0%
※前年度からの繰越事業分を含む

民生費 土木費 衛生費 総務費 教育費 公債費 そのほか
45億3,393万円 38億7,006万円 25億9,585万円 25億4,539万円 22億4,877万円 20億2,266万円 26億9,223万円予算現額
19億5,922万円 10億3,417万円 ８億4,902万円 13億1,476万円 10億4,388万円 ９億8,163万円 14億2,710万円支出済額
43.2% 26.7% 32.7% 51.7% 46.4% 48.5% 53.0% 執 行 率

■水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ７億9,200万円 ３億5,845万円 45.3%
収 益 的 支 出 ７億9,038万円 １億4,251万円 18.0%
資 本 的 収 入 4,514万円 1,360万円 30.1%
資 本 的 支 出 ４億9,307万円 １億2,605万円 25.6%

■土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 １万円 ０万円  0.0%
収 益 的 支 出 56万円 22万円 39.3%
資 本 的 収 入 ４億9,825万円 2,904万円 5.8%
資 本 的 支 出 ４億9,840万円 3,892万円 7.8%

■市有財産の状況
数量または金額

土 地 709,288.09㎡
山 林 1,211,335.92㎡
建 物 162,487.80㎡
出資金及び
貸 付 金 12億2,664万円

基 金 99億9,188万円
車 両 121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 52億2,277万円 25億7,419万円 49.3% 21億7,088万円 41.6%
後期高齢者医療事業 ４億2,750万円 １億6,383万円 38.3% 8,023万円 18.8%
介 護 保 険 25億9,606万円 12億5,533万円 48.4% 11億1,520万円 43.0%
土 地 取 得 24万円 ４万円 16.7% ４万円 16.7%
十里木高原簡易水道 　　4,000万円 766万円 19.2% ８万円 0.2%
下 水 道 事 業 10億7,966万円 ３億2,909万円 30.5% ３億9,826万円 36.9%
墓 地 事 業 １億  222万円 3,049万円 29.8% 3,131万円 30.6%
合 　 　 計 94億6,845万円 43億6,063万円 46.1% 37億9,599万円 40.1%

※�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25年度　財政状況概要
　　　　（平成25年９月30日現在）

総予算額　312億6,079万円

収入済額　124億1,357万円

支出済額　126億7,433万円

企画部　財政課
995-1801 p.3
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全国各地のご当地餃子を堪能！
　11 月３日㈰と４日㈪の２日間、市役所駐車場と小柄沢公園をメイン会場
として全国餃子祭りin 富士山すそのが開催されました。全国各地で餃子に
よるまちおこしを行っているＧ 11（ジー・イレブン）をはじめ、20 以上の餃子
店が出店しました。各店舗とも長蛇の列ができ、購入するのに２時間以上待っ
た店もありました。また、大会の運営には、裾野高校の生徒をはじめ市内の
会社、団体から 600 人以上の方がボランティアとして協力しました。

　餃子によるまちおこしを行っている全国11団体
を国に見立て、その連合体をＧ11とよんでいます。
Ｇ11のうち“９カ国の大統領”などが集結し、
2013全国餃子サミット（全国餃子国首脳会議）
が、11月２日㈯に、“富士山国際会議場”（市
役所会議室）で“ＳＰ”の厳重な警備のもと開
催されました。会議後には、合同記者会見が行
われ共同声明文の発表などが行われました。

第４回全国餃子祭り
in 富士山すその

２日間で
75,000人が

来場！

全
国
餃
子
サ
ミ
ッ
ト

11
2／

楽
し
ん
だ
２
日
間

全
国
か
ら
20
店
舗
以
上
が
集
合
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　販売開始前からできた列は、販売
開始直後には長蛇の列に。買うのに
２時間以上並ぶ列も…。各お店から
の餃子のおいしいにおいと人々の熱
気が会場を包みました。餃子で笑顔
がいっぱいになりました。

楽
し
ん
だ
２
日
間

浜松➡津➡福島➡裾野
2014年は北九州で開催！

全
国
か
ら
20
店
舗
以
上
が
集
合

並
ん
だ
！
食
べ
た
！
お
い
し
か
っ
た
！
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障害者生活介護事業所
「さくらんぼ」の利用者募集

生活介護事業

　常時介護を必要とする利用者の方に、入浴（シャワー
浴）や排泄の介助や創作活動（書道、絵画、音楽など）、
生産活動（袋詰め、ファイル作業などの軽作業を予定
しています）の機会を提供します。利用者の方が自立
した日常生活や社会生活を営むことができるよう、生
活能力の向上のために必要な支援を行います。
利�用対象者／ 18 歳以上で、知的に障がいのある方、

精神に障がいのある方、身体に障がいのある方（肢
体不自由の方）で、障害程度区分３以上の方（年齢
が 50 歳以上の場合は、区分２以上の方）
事�業実施地域／市全域、三島市・御殿場市・長泉町の

送迎可能な地域
営業日／月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
サービス提供時間／９時～ 15 時
定　員／ 20 人

日中一時支援事業

　障がいをお持ちの方が日中活動の場として利用でき
ます。日常介護されているご家族の一時的な負担軽減
を図るための支援も行います。
営業日／月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
サービス提供時間／９時～ 18 時

※ 各事業の利用ご希望の方は障がい福祉課で手続きし
てください。

ＮＰＯ法人　市手をつなぐ
育成会　993-1455
障がい福祉課　995-1820

ところ／深良 2373 番地の１

　障害者生活介護事業所「さくらんぼ」
は、地域で暮らしている知的・精神・身
体に障がいのある方たちが自立した日常
生活や社会生活が営むことができるよう
に、日中の創作活動、軽作業などを通じ
て自立のための支援を行います。
　平成26年３月３日に開所予定です。利
用者の募集を平成26年１月６日から開
始します。

福祉保健会館

消防署
学校給食
センター

和市バス停

至
岩
波
駅

国
道
２
４
６
号
線

さくらんぼ
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　相馬市は、福島県の東北端、太平洋に面した人口
約36,000人のまちです。東日本大震災では、地震、
津波などで大きな被害を受けました。当市と相馬市
は、平成19年２月７日に災害時の相互応援に関する
協定を結びました。市では、この協定にもとづき、
資機材や物資などの提供、職員の派遣を行っていま
す。多くの市民、団体の方々からの支援もあり、相
馬市では復興に向けた取り組みが着実に進められて
います。現在、相馬市に派遣している職員から、現
在の相馬市の状況を報告します。

着実に進む施設整備
10月には新市民会館が完成

　相馬市内では多くの

ハード事業が進められて

います。防潮堤の工事や

移転先住宅団地の造成、

避難道路・下水道の整備

など生活に直接関わる工事のほか、ＬＶＭＨ子ども

アートメゾン（情操教育支援施設）など様々な整備が

行われています。ＪＦＡの支援を受け、光陽サッカー

場のリニューアル工事が完了したほか、防災集合所や

漁具倉庫、新市民会館が完成しました。今後も市役所

新庁舎の建設や歴史資料収蔵館の改築、観光交流拠点

「千客万来館」の建設などが予定されています。

放射線量は半分以下に低減
漁協が試験操業を再開

　除染作業が行われ、相

馬市内の放射線量は、震

災後２年間で半分以下に

低減されました。線量は

場所によってまちまちで

すが、市街地では裾野市内とほぼ変わらないレベルに

なっています。市民の方には、正しい放射線の知識を

知らせる啓発活動を行っています。また、ホールボ

ディーカウンター検査（内部被ばく量検査）、ガラス

バッジ測定（外部被ばく量検査）、甲状腺がんの検診

などを通じて、健康に日常生活を送るための取り組み

を行っています。

　農産物や海産物も放射性物質濃度の測定を行ってい

て、市場に出荷する産品の安全には細心の注意を払っ

ています。相馬双葉漁協が試験操業を再開したという

報道は、記憶にも新しいところです。自家消費分の食

品も、希望者に対して放射性物質濃度の測定を行うな

どの取り組みを継続して行っています。

復興に向け活気あふれる市内
引き続き支援を！

　相馬市では、復旧事業から復興事業への移行が始

まっています。市民の皆さんもお互いに助け合い前向

きに生活していて、その姿を見て私も活力をいただい

ています。仮設住宅では、買い物に出掛けるのが困難

な方を支援するため、NPO 団体によるリアカーを使っ

た食料品や日用品の訪問販売が行われています。その

ほかにも各地区の盆踊りや夏祭り、伝統的な神事であ

る相
そう

馬
ま

野
の

馬
ま

追
おい

などでも市民の皆さんの熱気を体感する

ことができました。

　復興を目指して活気にあふれている相馬市ですが、

真の復興にはまだまだ時間がかかります。今後とも変

わらぬ支援が必要だと感じながら、日々業務に取り組

んでいます。

リヤカーを使った訪問販売 相馬野馬追

相馬市建設部都市整備課まちづくり係　佐々木正之

着々と進む復興事業� 福島県相馬市

10月に完成した新市民会館

H23.3.31撮影

H25.8.26撮影
６月に完成した
漁労倉庫

尾浜字追川地区

相馬双葉漁協が試験操業を再開
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●農産物ほ場等審査表彰式
　・いちごの部　・根菜（大和芋）の部

　・根菜（里芋）の部　・良質米の部

　・山林種苗の部　・花卉の部

● 「裾野の農業」フォトコンテスト優秀作品表彰・展
示

　農業まつりは、地域の農産物や加工品の消費拡大、生産
者と消費者との交流を深めるために開催される農業の一大
イベントです。さまざまな催し物や採れたての新鮮な野菜
の即売、ミニどんぶりなどの無料配布もありますので、ぜ
ひお越しください。

と　き
  12 月８日㈰　９時30分～14時（小雨決行）

ところ
  市民文化センター駐車場

産業部　農林振興課
995-1823

催し物コーナー
・福もち配り（12時45分～）　・手もみ茶の実演と試飲

・丸太切り、木工作り　

・優良農産物の紹介

・動物ふれあい広場

・パターゴルフ

・五竜太鼓演奏

　駐車場
・市民文化センター（北・南側）

・渡邊工業（本社）駐車場　・ホワイト歯科駐車場

・おぐち医院駐車場　・商工会駐車場

・福祉保健会館駐車場　・消防署駐車場

・水道部駐車場

即売コーナー （９時30分～14時）
・野菜　・イチゴ　・米

・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

・地酒　・小麦まんじゅう　・軽食

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

・きのこと蕎麦の旨み汁

　（限定 300 食）

「裾野の農業」フォトコンテスト入賞作品

式典 （11時45分～12時25分）

「
彼
岸
前
の
早
仕
事
」

�

片
山
巳
春
さ
ん

１等
「
稲
刈
の
あ
と
」

�

武
井
咲
太
朗
さ
ん

２等
「�

じ
い
じ
の
代
掻
き

お
手
伝
い
」

�

原
久
子
さ
ん

２等

年末年始の準備は「農業まつり」で !!
第40回 農業まつり
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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
伊豆中央吹奏楽部

第24回冬のコンサート

 12 月 14 日㈯　18 時～

　（開場▶ 17 時 30 分）

 長岡総合会館アクシスかつらぎ大

ホール

 伊豆中央高校　949-4771

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。全ての母子・父子家庭

に支給されるものではありません。

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

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、この届出は必要ありません。

 固定資産税の課税対象になってい

る家屋を平成 26 年１月１日㈬ま

でに取り壊した方

届�出方法／市民税課にある所定の用

紙に必要事項を記入し、提出して

ください。

 平成 26 年１月 31 日㈮

 市民税課資産税係　995-1809

年末年始のし尿・浄化槽
汚泥収集の休業

 12月29日㈰～平成26年１月５日㈰

※ 年内の収集を希望する方は、12月

17日㈫までに予約してください。

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

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、受給者証を交付します。

 12月19日㈭　９時45分～11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 18 年 12 月２日～昭和 19 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

三島高等学校吹奏楽部
第21回定期演奏会

 12 月 22 日㈰　14 時～

　（開場▶ 13 時 30 分）

 長泉町文化センターベルフォーレ

大ホール

 三島高等学校　975-0080

簡素な給付措置をよそおった
振り込め詐欺に注意

　簡素な給付措置をよそおった、振

り込め詐欺や個人情報の詐取が発生

しています。市町村や厚生労働省の

職員などをかたって簡素な給付措置

についての電話がかかってきたり、

郵便が届いたりしたら、市役所、最

寄りの警察署、警察相談専用電話♯

9110 のいずれかにご連絡ください。

 厚生労働省社会・援護局総務課簡
素な給付措置支給業務室

　03-5253-1111

　平成 26 年７月 19 日に現在の

農業委員が任期満了になります。

対象の方は農業委員会から配布す

る農業委員会委員選挙人名簿登載

申請書と農地基本台帳の提出をお

願いします。

 平成 26 年１月１日現在、1,000

㎡以上の農地（市外を含む）で

耕作を営む方またはその同居の

親族などで、年間 60 日以上耕

作を営む方

●配布・回収方法が変わりました！
　今回から、申請書などの配布・

回収をすべて郵送で行います。対

象の方には 12 月下旬に農業委員

会から申請書類を送ります。提出

は同封の返信用封筒をご利用くだ

さい。

※ 対象の方で申請書類が届かない

方はお問い合わせください。

 農業委員会（農林振興課）
　995-1824

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書と
農地基本台帳の提出をお願いします

農家の皆さんへ
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お知らせ
Announcement

子犬・子猫の幸せ探し
（里親探し）

　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、

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・子猫の里親探しをします。

 12 月 15 日㈰　14 時～

　（受付▶ 13 時 30 分）

 市役所駐車場

 提供者▶ 12 月１日㈰～７日㈯に

参加病院で健康診断・検便・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。

　 飼主希望者▶当日 14 時から行う

引取手順、注意事項の説明を聞き、

子犬・子猫を選んでください。

印鑑、筆記用具（飼主希望者）

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

第３回大学生等就職フェア

 12 月 12 日㈭　就職応援セミナー

▶ 12 時～ 12 時 25 分、参加企業

ＰＲタイム▶ 12 時 25 分～ 12 時

55 分、面接会▶ 13 時～ 16 時

 キラメッセぬまづ

 平成 26 年３月卒業予定の大学

（院）、短大、高専、専修学校など

の学生と卒業後３年以内の求職者

 ●企業の人事担当者との面談、面

接、選考●参加学生などの自己Ｐ

Ｒシート（要事前申込）を見た企

業からのリクエスト制度●ハロー

ワークやしずおかジョブステー

ションによる就職相談コーナー●

面接会の活用方法や面接ですぐに

活かせるアドバイスなどを伝える

「就職応援セミナー」●参加企業

によるＰＲタイム

 ハローワークカード（お持ちの

方）、選考を実施する企業が指定

する書類（選考希望の方）

 開催チラシは、お近くのハロー

ワーク、県民生活センターで配布

しています。県または静岡労働局

のホームページからダウンロード

することもできます。

 県経済産業部雇用推進課
　054-221-2573

ワーク・ライフ・
バランスセミナー

 平成 26 年１月 22 日㈬　13 時～

16 時 30 分

 沼津労政会館（沼津市高島本町）

 企業経営者、人事労務担当者や従

業員、関心のある方はどなたでも

 50 人（先着順）

 「県内の実践企業から学ぶワーク・

ライフ・バランス」をテーマに講

義、意見交換などを行います。

コ�ーディネーター／富田中小企業診

断士事務所　富田哲弥さん

 ホームページの申込フォームへ入

力、申込書をＦＡＸ、またはEメー

ルで次の内容を送信してお申し込

みください。❶参加希望日❷企業

名❸住所❹氏名❺所属役職名❻電

話番号❼ＦＡＸ番号

 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

　市では、地域の実情に応じた都市

計画道路の必要性を改めて検証する

ため、都市計画道路必要性再検証ガ

イドライン・評価基準マニュアル策

定と市都市計画必要性再検証業務を

進めています。これは、都市計画道

路の必要性を明確にし、都市の健全

な発展と秩序ある整備を実現するた

めの大切な業務です。市パブリック

コメント制度実施要綱に基づき、必

要性再検証案などを公表します。市

民の皆さんのご意見を募集します。

 12月９日㈪～平成26年１月７日㈫

 都市計画課、市役所１階情報公開

コーナー、各支所

※ 市ホームページでも見ることがで

きます。

 ❶市内に住所のある方❷市内に事

務所や事業所がある個人または法

人その他の団体❸市内の事務所ま

たは事業所に勤務する方❹市内の

学校に通学している方❺市都市計

画道路必要性再検証（案）に利害

関係のある方

意�見の提出方法／市ホームページに

直接入力するか所定の様式を郵送、

ＦＡＸまたはお持ちください。

※提出された原稿は返却しません。

 提出された意見は業務の参考にし

ます。検討後に意見の概要と回答

を公表します。個別の意見につい

て直接回答はしませんのでご了承

ください。

 都市計画課　995-1828

市都市計画道路必要性再検証（案）などに対する
パブリックコメントの実施
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戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

　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、父などの戦

没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行

い、同地域の住民と友好親善を図り

ます。

 先の大戦で父などを亡くした戦没

者の遺児

平�成 26年１月以降の実施地域／

　 台湾・バシー海峡、東部ニューギ

ニア、ミャンマー・インド、フィ

リピン、中国、ビスマーク諸島、

西部ニューギニア、マーシャル・

ギルバート諸島

 日本遺族会事務局
　03-3261-5521

人権週間

　12 月４日㈬～ 10 日㈫は人権週間

です。市では、人権相談を行ってい

ます。家庭内の悩みごとや心配ごと、

近隣との関係、いじめ、ＤＶなどの

問題を抱えている方は、お気軽にご

相談ください。秘密は厳守します。

 12 月 20 日㈮　10 時～ 15 時

※ 偶数月 20 日に行っています。20

日が土・日・祝日のときは、次の

平日に行います。

 市役所４階会議室

 秘書課広報室　995-1802

出張がんよろず相談

　医師、看護師、ソーシャルワーカ

ーなどを含めた２～３人のチームが、

患者・家族からのがんに関する疑問

や不安・悩みについて話を聞き、一

緒に考え、問題を解決する手助けを

します。

 平成 26 年１月９日㈭　13 時～

16 時

 三島市立保健センター（三島市南

二日町）

 市内と近隣に住んでいる方で、が

んに関する相談を希望する方

 ５組（先着順）

 電話でお申し込みください。

 12 月９日㈪～ 20 日㈮

 県がんセンターよろず相談
　989-5392
　（平日８時 30 分～ 17 時）

募 集
Recruitment
消費生活セミナー

 12 月 10 日㈫　10 時～ 12 時

 市役所４階 401 会議室

 40 人（先着順）

テ�ーマ／乳酸菌から生まれた化粧品

講�師／㈱ヤクルト本社東日本支店化

粧品課　猪ノ瀬幸恵さん

 商工観光課　995-1857

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）、砥石取替等特別教

育、アーク溶接特別教育●技能講

習▶フォークリフト運転技能講習

●パソコンコース▶パソコン入門

（ビギナーズコース）、ワード基礎、

ワード活用、エクセル基礎、エク

セル活用、夜間パソコン入門、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

 駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

 生涯学習センター２階学習室１

 市内に住んでいる方または通勤

している方

 70 人（先着順）

 500 円

 電話でお申し込みください。

 生涯学習課　992-3800

平成25年度裾野市防火標語

寝る前に
　 火の元確認
　　　　もう一度
� 中島　摩保さん

テーマ 講師 とき

第
１
回

深良用水のなりたち～深
良用水ができるまで

御殿場高等学校教諭�
厚地淳司さん

平成26年２月８日㈯
13：30～15：00

第
２
回

現在に生きる深良用水～
深良川水力発電所

東京発電株式会社
三島事業所副所長
須賀裕さん

平成26年２月13日㈭
13：30～15：00

第
３
回

深良用水の掘り抜き技術
を探る～高度な測量技術

裾野市「身近な先生」
市川一成さん

平成26年２月15日㈯
13：30～15：00

第
４
回

深良中学校の取り組み～
演劇「いのちの用水」
ＤＶＤ鑑賞

深良中学校校長
鈴木史良さん

平成26年２月22日㈯
10：00～11：30

市民大学教養講座　深良用水の基礎知識
～疎水百選に選定された郷土の用水を知る～

　深良用水の基礎知識について学ぶ、全４回の講座です。
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突然、応募した覚えのない懸賞金に当選したという
メールが届いた。懸賞金をもらうためには、個人情報
を業者に知らせる必要がある。何度もメールが入るが
信用できるか。

懸賞金を受け取るには手続きが必要と言われ、ポイ

ントを購入させられてお金をだまし取られるケースが

目立ちます。応募していないのに懸賞金に当選するこ

とはありません。懸賞金を受け取るために言われるま

まにポイントを購入したり、お金を払ったり、個人情

報、クレジット情報、口座番号などを教えたりするの

は絶対にやめましょう。一度お金を払ってしまうと

次々に請求が来ることがあります。メールアドレスを

電気ケトル（やかん）による乳幼児の熱傷
　電気ケトルが転倒、落下したことで乳幼児が熱傷を
負ったという事故情報が寄せられています。電気ケト
ルを使用する際は、十分注意してください。
●事故事例
❶ 電気ケトルを床に置いて使用していたところ、乳幼

児がハイハイしていて電気ケトルを倒し両手に熱傷
を負った。

❷ 食器棚の上に電気ケトルをおいていたら、乳幼児が
コードを引っ張って落とし、足に熱傷を負った。
●事故を防ぐために
❶ 乳幼児の手の届かないところで使用しましょう。
❷ 取扱説明書に従い、注意して使用しましょう。
❸ 乳幼児のいる家庭では、お湯漏れ防止機能付きの商

品を選びましょう。
消費生活センター
995-1854

変更するなどして応じな

いようにしてください。

募 集
Recruitment
生涯学習センター
教養講座講師

講座ボールペン習字講座
コーラス
講座

パン作り
講座

とき 18：00～21：00 ９：00～12：00

回数 18回程度 10回程度

※具体的な時間は応相談

依頼期間／平成26年から概ね３年間

 生涯学習センター

 18 歳以上（高校生を除く）で該

当講座の指導ができる方

 各講座１人

講�師料／１回6,000円 ※交通費なし

 生涯学習センター教養講座講師申

込書と講座計画書（案）を生涯学

習センターへ提出してください。

平成 26 年１月 15 日㈬に 15 分程

度の面談を行います。

 12 月 27 日㈮

 生涯学習課　992-3800

サンタクロース代行

　青年団体連絡協議会会員がサンタ

クロースになって市内の家庭にプレ

ゼントを届けます。

 12 月 24 日㈫　18 時～ 20 時

 市内に住んでいる方

 先着 50 人

 プレゼント１つにつき 500 円

 12 月 10 日㈫９時から生涯学習

センターで申込書を受け付けます。

配達先の分かる地図を一緒にご提

出ください。

 生涯学習課　992-3800

市衛生処理料金審議会委員

　し尿のくみ取り料金の改定を審議

する委員を募集します。

 市内に住んでいる、下水道を利用

していない方

 ３人（応募用紙により選考）

 12 月 16 日㈪

 生活環境課　995-1816
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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

有

料

広

告

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ２・９・16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 ９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 16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 20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

10日㈫９時～９時15分
平成25年６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24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23年12月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

12日㈭午後
平成23年６月生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭13時～13時30分
平成22年12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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
12月３日㈫ 17時～ 19時 45分
12月10日㈫ ９時～ 11時 30分
12月17日㈫ 17時～ 19時 45分
12月25日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

12月10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

整形 内科 内科 内科 外科 整形 内科

8 9 10 11 12 13 14

外科 内科 外科 内科 内科 内科 内科

15 16 17 18 19 20 21

内科 内科 内科 整形 外科 整形 内科

22 23 24 25 26 27 28

内科 外科 内科 内科 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
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12月後期の救急協力医
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広

告

16 月 大坂屋クリニック ９９5-3100 佐野 頴川医院 ９21-5148 高島本町 古屋小児科医院 ９63-0407 西条町

17 火 おぐち医院 ９９2-6611 深良 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

18 水 やぐち内科・循環器科クリニック ９73-3811 伏見 白石医院 ９51-45９3 市道町 原小児科医院 ９62-0636 八幡町

1９ 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

20 金 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 さくま小児科

クリニック ９９2-6303 茶畑

21 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

22 日

本村クリニック ９6９-0001 大塚 山本整形外科・
循環器科 ９8９-8111 南一色

村岡内科
クリニック ９54-2000 大岡 西村医院 ９71-6510 下土狩

新井内科
クリニック ９９2-0811 久根 守重医院 ９31-2511 �我入道

江川

23 月

なおきクリニック ９2９-8555 東椎路 遠藤医院 ９９7-0533 葛山

御成橋
栄クリニック ９52-2525 通横町 まるやま

小児科医院 ９81-8577 堂庭

遠藤医院 ９９7-0533 葛山 こんどう
クリニック ９25-2420 岡宮

24 火 森医院 ９66-2017 石川 五十嵐クリニック ９34-6700 志下 よざ小児科医院 ９67-5722 原

25 水 福士内科クリニック ９32-3553 �下香貫
藤井原

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

26 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

27 金 高遠内科クリニック ９26-873９ 東椎路 沼津整形外科医院 ９21-37９1 共栄町 古屋小児科医院 ９63-0407 西条町

28 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

2９ 日

境医院 ９75-8021 竹原

芙蓉クリニック ９22-3177 本田町 沼津市立病院 ９24-5100 東椎路 よざ小児科医院 ９67-5722 原

須山診療所 ９９8-0006 須山

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
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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

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

30 月

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

蔓陀ヶ原
瀬尾記念・
慶友病院 ９35-1511 �下香貫

島郷 田中医院 ９21-2053 高島町

東名裾野病院 ９９7-0200 御宿

31 火

きせがわ病院 ９52-8600 大岡

かとう内科医院 ９46-5562 大岡 静岡医療センター ９75-2000 長沢 まるやま
小児科医院 ９81-8577 堂庭

裾野赤十字病院 ９９2-0008 佐野

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

22 日 沼津市立病院
９24-5100 東椎路 吉村眼科内科医院

９84-1333 長伏
小島レディース�
クリニック
９52-1133

大岡 服部歯科医院
９９2-0011 佐野

23 月 善得クリニック
0545-51-8733 今泉

本田さくら�
眼科医院
９51-1365

大手町
かやま産科婦人科
医院
９９7-3551

岩波 松本歯科医院
９９3-8711 千福が丘

2９ 日
ぬまづ島田�
耳鼻咽喉科医院
９24-0780

杉崎町
あいあい眼科�
クリニック
９67-7715

原 島田産婦人科医院
９72-6100 伏見 しおみ歯科医院

９９2-0202 平松

30 月
耳鼻咽喉科�
崎川医院
９75-９131

伏見 聖隷沼津病院
９52-1000 松下

前川産婦人科�
クリニック
９９９-0300

下長窪 ゆきひこ歯科医院
９73-6841 玉川

31 火 善得クリニック
0545-51-8733 今泉 瀬尾眼科医院

９33-９９00 市場町
ごとうレディース
クリニック
９９2-7111

伊豆島田 さいとう歯科医院９33-3９18 徳倉

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
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富士山資料館

No.
1254

2013 年
（
平
成
25 年

）

12
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 :

993-9300

祝
ほおり

号許可状
　須山浅間神社には、江戸時代を通して神主の下
に御

お

師
し

がおり、神主を補佐していました。須山に
は十二家の御師がいました。御師の中でも筆頭に
ランクされるのが祝

ほおり

（祝
ほおり

部
べ

）です。
　写真の祝号許可状は、文化 10 年（1873）４月、
神
じん

祇
ぎ

管
かん

領
りょう

長
ちょう

上
じょう

家
け

が渡
わた

邉
なべ

隼
はや

人
との

祐
すけ

源
みなもとの

正
ただし

に対して、祝
を名乗ることを許可したものです。以後渡邉（隼
人）家が代々祝を務めました。

　パノラマロードを花でいっぱいにする会が全国
花のまちづくりコンクールで見事入選を果たしま
した。花のまちづくりコンクールは、花のまちづ
くりを国民的な市民運動として普及、定着させる
ために、全国各地で取り組まれている花や緑によ

12月の休館日／２日㈪・９日㈪・
16日㈪・24日㈫・29日㈰・30日㈪・31日㈫

三遊亭円楽　独演会

と　き／平成 26 年２月 15 日㈯　16 時 30 分～

　（開場▶ 16 時）

料　金／全席指定　2,800 円（税込）

※未就学児入場不可

ポピュラー音楽の祭典

と　き／平成 26 年３月 22 日㈯　17 時～

　（開場▶ 16 時 30 分）

出�　演／美川憲一、コロッケ、渡辺えり、加藤登

紀子

料�　金／全席指定　6,000円（税込）　当日7,000円

※未就学児入場不可

発�売日／ 12 月 14 日㈯　午前９時から特設電話で

受付開始。

特設電話番号／ 993-5505

＊  12 月 14 日㈯は、窓口での販売は行いません。

　より詳しい公演情報は、裾野市民文化セン
ターホームページ http://www.susono-
bunka.jp/ をご参照ください。

全国花の町づくりコンクール　入賞
パノラマロードを花でいっぱいにする会

中村　房平 会長（写真中央）
小野　博正 副会長（写真左）
林　　松代 副会長（写真右）

る優秀な活動を表彰し、広く紹介するためのコン
クールです。
　パノラマロードを花でいっぱいにする会は「富
士山すそのパノラマロード」沿いの遊休農地で花
を育てて、観光客に楽しんでもらうための活動を
しています。今回の入選は、年齢にとらわれず幅
広い参加者がいること、県外からの参加者もいて、
地域内外との交流による地域の活性化を図ってい
ることが評価されました。
　「自然を相手にしているから、時期に花が咲か
なかったり、台風などで花が傷んでしまったりす
ることがある。」と活動の中で苦労していること
を語る林さん。家にいても花が心配なときがある
そうです。
　「企業の若い方々、遠方からの参加者がいるこ
とがうれしい。」と笑顔で話す小野さん。遠くは
愛知県からの参加者もいるそうです。
　「コスモス、菜の花、ポピーを育てているが、
遊花の里を一年通して花で楽しめる場所にした
い。みんなで花を持ち寄って、市民の花畑もやっ
てみたい。」と今後の抱負を話してくれた中村会
長。遊花の里が今以上に彩られるのが楽しみです。
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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状
況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。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。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24年 4 76 24 55 43 1 9 5 42 259 63 72 135 11 6 16 33 427

平成25年 4 79 24 56 43 1 9 5 41 262 63 72 135 11 7 16 34 431

対前年
増減数 0 3 0 1 0 0 0 0 ▲ 1 3 0 0 0 0 1 0 1 4

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24年度末) 歳出額Ａ 人件費Ｂ 人件費率

Ｂ／Ａ
平成23年度
の人件費率

平成24年度 53,814人 185億553万1,000円 34億4,132万円 18.6％ 17.9％

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24年度396人 15億722万5,000円 4億2,267万2,000円 5億5,911万4,000円 24億8,901万1,000円 628万6,000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 41.2歳 32万3,396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   300円 33万   400円

技能労務職 47.9歳 36万   148円 高校卒 14万4,500円 22万   300円 33万   400円

③職員の平均年齢、給料月額などの状況（平成25年４月１日現在）

p.2
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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 23.03月分 28.7875月分
勤続25年 32.83月分 38.955月分
勤続35年 46.55月分 55.86月分
最高限度 55.86月分 55.86月分

③地域手当　支給率６％
 １人当たりの平均支給年額24万8,592円
④特殊勤務手当　21種類
 １人当たりの平均支給年額７万3,461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24年度）

①分限処分者数　２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25年4月１日現在）

４．特別職の給与などに関する状況� （平成25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 24 年度に実施した職員研修に、延べ 780 人が
参加しました。また、管理職を対象に、人事評価（勤
務成績の評定）の研修を行い、人材育成型評定を試行
しています。なお、平成 25 年度から課長以上を対象
に人事評価を正式運用します。

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24年）
　平成 24年１月１日～ 12 月 31 日
　１人当たり／ 10 日と３時間
③育児休業と部分休業の取得者数の状況
� （平成24年度）
　育児休業／女性４人
　※平成 24 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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市内６人の技能功労者を表彰
　技能功労者表彰が11月20日㈬に行われました。市では、
同じ職種に長く従事し、技能の練磨や後進の育成などにより
当市の産業技術向上に貢献された方を表彰しています。市内
の技能団体から推薦され、選考会で受賞が決定した６人の技
能功労者を紹介します。

産業部　商工観光課
995-1857

　３軒の美容室で技術上達に
励み、市内で開業。優れた技
術をもって市民に美容サービ
スを提供していて、顧客から
も厚く信頼されています。ま
た、７人の美容師を育て上げ
るなど、後進の指導にも努め
ています。

　木工機械で 0.1㎜単位とい
う高精度の加工を行う卓越し
た技術を持ち、木材を無駄に
しないよう有効活用する加工
技術に特化しています。若手
組合員への指導育成にも積極
的で、業界の活性化に寄与し
ています。

　昔のままの床屋じゃしょう
がないという思いから、今も
積極的に技術研修会に参加さ
れ、日々技術を磨いています。
市内の訪問理容の先駆け的存
在でもあります。組合活動で
は副代表を務め、組合の活性
化を図りました。

　自家栽培のしいたけを麺に
練り込み、その日の湿度や気
温に合わせて水を加減するな
ど、幾多の工夫を凝らした製
麺技術を持っています。また、
組合の理事や支部長を歴任し、
組合の発展にも尽力していま
す。

　新幹線の線路の土木工事な
どを通じて土木の基礎を学び
ました。重機を使用して正確
な位置に迅速に穴を掘り基礎
を作る卓出した技術を持って
います。国家検定の前には若
手組合員を自社作業場に集め
て課題の練習指導を行うなど、
後進の指導育成にも力を注い
でいます。

　市の特産品である大和芋の
栽培では、市の共励会で２年
連続優等（最高賞）を受賞さ
れるなど、その技術は市内随
一です。また、農業委員会の
会長を３年にわたり務めるな
ど、市の農業振興に大きく貢
献しました。

美容師
中沢　敏子さん
（元町）

製材工
川口　勇さん
（佐野二）

理容師
勝又　千鶴子さん

（上町）

製麺工
西島　則夫さん
（和市）

鳶・土木工事
服部　勇治さん
（富沢）

農業（そ菜生産、米生産）
土屋　勝幹さん
（上ケ田）

優れた髪結い技術を持ち美容師として49年従事

高精度で無駄のない木材加工のスペシャリスト

たゆまず技術を磨く訪問理容のパイオニア

アイデアの詰まった独学の製麺技術

迅速かつ正確な重機操作技術

市の特産物・大和芋の品質向上に寄与

p.4
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健康商品送りつけ商法

高齢者の財布は狙われています

消費生活センター
995-1854

①あやしい電話はすぐ切り、知らない人は
　家に入れない。

②楽してもうかる話はありません。もうけ話には
　注意しましょう。

③はっきりと断りの言葉を言いましょう。

④すぐに契約せず、周囲の人に相談しましょう。

⑤クーリング・オフ制度を利用しましょう。

　高齢者の消費者トラブルは年々増加してい

ます。私だけは大丈夫と思っていませんか。

悪質業者は心のすき間につけこみます。「お

かしいな」「不審だな」と思ったときはすぐ

に家族、友人、消費生活センターなどに相談

しましょう。

悪質商法の被害に悪質商法悪質商法悪質商法の被害被害に悪質商法の被害に
あわないための五カ条

　クーリング・オフとは、訪問販売などで商品を買った
後でも、一定期間内なら契約を解除できる制度です。商
品を買ったものの、冷静になって考えて「解約したい」と

思ったら、クーリング・オフ制度を利用できます。ただ
し、買った商品の種類や、販売方法などによって、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。

一方的に「商品を送る」と言われても、
きっぱり断る！

断りきれずに承諾してしまっても、
クーリング・オフできる場合がある

クーリング・オフできる場合（例） クーリング・オフできない場合（例）
●訪問販売（アポイントメントセールスや
キャッチセールスを含む）、電話勧誘販売、
長期契約サービス（エステ・語学教室・家庭
教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介
サービス）など

（契約書面を受け取った日から８日以内）

●マルチ商法、内職商法など
（契約書面を受け取った日から20日以内）

●店舗での販売、通信販売※
●現金で3,000円未満の支払いの場合
●使用してしまった消耗品

※通信販売業者が広告に返品特約の表示
をしていない場合は、商品などを受け取っ
た日から８日間は契約解除ができます。

■商品やサービスの種類によってはクーリング・オフができないものもあります。
■ 長期契約サービスは、自分からお店に行って契約した場合でも、クーリング・オフができたり、
クーリング・オフ期間を過ぎても、一定の解約料を払えば中途解約できたりすることがあります。

困ったら、近くの
消費生活相談窓口に
相談してね！

消費生活相談窓口に
相談してね！
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ペットはルールを守って飼いましょう
　犬や猫などペットに関する苦情が多く寄せられています。
一部の人がルール違反をすることで、犬や猫が嫌われてしま
います。ペットを飼うときは以下のことを守りましょう。

市民部　生活環境課
995-1816

◦犬の登録をしましょう �
　室内で飼っているからといって登録をしてい
ない方はいませんか。犬を飼うときは登録が必
要です。飼い犬には鑑札と注射済票をつけてく
ださい。

◦�犬の散歩をするときは�
ふんや尿の後始末を必ずしましょう �

　犬のふんや尿の後始末をしていますか。ふん
の処理道具を持っていても、他人の畑や道路の
植え込み、川などにふんを捨てる方がいて、近
隣の方がとても迷惑しています。散歩の前に排
せつを済ませ、もしふんをしてしまったら、必
ず片づけましょう。水を入れたペットボトルを
携帯し、尿をした場合はきれいに流しましょう。

◦�犬の放し飼いはしない �
　犬が人をかむ事故が起きています。必ずおり
に入れるか、丈夫な鎖や綱でつなぎましょう。
散歩の時も必ずリードをつけて放さないように
しましょう。

◦�ペットは一生涯大切に飼いましょう �
　９月に施行された改正動物愛護管理法では、
動物がその命を終えるまで適切に飼養すること

（終生飼養）が明記されています。子猫を捨て
ることは犯罪です。改正動物愛護管理法第 44
条により、100 万円以下の罰金を科されます。
繁殖を望まない場合は去勢・不妊手術をしま
しょう。補助金制度があるのでご活用ください。

　この伝言板は、飼っている動物を飼えなくなっ

てしまった方、産まれた動物を誰かにゆずりたい

方が、新しい飼い主を見つける情報交換の場です。

動物を飼いたい方は、伝言板に書いてある連絡先

に直接ご連絡ください。市役所１階生活環境課の

前に設置してあります。

飼い主のいない猫対策
　生活環境課では、ボランティアと地域住民の三者協

働で、飼い主のいない猫にＴＮＲ（※）を実施しました。

９月にはモデル地区で 24 匹の猫に去勢・不妊手術を

実施し、エサの片づけやトイレの管理をしています。

地域の皆さんのご理解とご協力を得られる場合は、他

の地域へのＴＮＲの実施を予定しています。興味のあ

る方は、ボランティアへご参加ください。

※ＴＮＲとは
　 Ｔ＝Trap（トラップ）
　猫を捕獲器などで捕獲すること

　 Ｎ＝Neuter（ニューター）
　去勢・不妊手術を猫に施すこと

　 Ｒ＝Return（リターン）
　元いた場所に手術後の猫を戻すこと

　野良猫の寿命は４～５年といわれています。適切に

管理することで自然と猫の数は減っていきます。

生活環境課　995-1816
裾野警察署　995-0110東部保健所衛生薬務課　　920-2102

　お腹をすかせた猫たちを見かねてエサを与えてい

る人は、エサの食べ残しやフンの始末などをしっか

りしてください。そして、猫がこれ以上増えないよ

うに去勢・不妊手術をしてください。周辺環境に気

を配り、近隣の理解を得ることが大切です。ボラン

ティアへの参加もご検討ください。

飼い犬飼い猫がいなくなった時の連絡先

！ 飼い主のいない猫にエサをあげている方へ

ポッチとニャンチの愛の伝言板

手術済の印の
耳カット
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　すその健康増進プランは、毎日健康づくりを意識して取り組める
よう、健康の７つの分野を曜日ごとの生活目標にしています。10
年後、あなたはどんな生活をしていたいですか？　何ごとも健康で
なければ実現できません。元気に長生きするために、良い生活習慣
を１つでも多く実践しましょう。

すその健康増進プラン

健康は１日にしてならず

健康推進課
992-5711

講演会を開催 
子どもの食生活と歯の健康 

について

とき／ 平成 26 年１月 19 日㈰

　　　14 時～ 15 時 30 分（要予約）

ところ／福祉保健会館３階

講師／ 鈴木歯科医院　鈴木重光院長

※すその健康マイレージ対象事業

すその健康マイレージ 
達成登録受付中！

受付場所／健康推進課

　　　　　社会福祉課

受付時間／８時 30 分～ 11 時 45 分、

　　　　　13 時～ 17 時

対象／ 15 マイル全てたまった方

何でも積み立て 
健康づくり

　参加している方は12

月20日㈮までに終了登

録をお願いします。健

康マイレージカードを

お持ちの方には、登録

後マイルを付与します。

10年後の健康は
今日の一歩から！今日の一歩から！

・�年に１回は健診を受けま
しょう。
・�体重・血圧・歩数などを
定期的に測りましょう。

・�１日10分多く歩きましょ
う。
・�日常の中で意識的に体を
動かしましょう。

・�朝食を食べましょう。
・�毎食野菜のおかずを１品
以上食べましょう。

・�禁煙、分煙しましょう。
・�お酒は１日１合程度、休
肝日は週２日作りましょ
う。

・�歯ブラシだけではなく、
歯間ブラシや糸ようじを
使いましょう。

・�かかりつけ医をもちま
しょう。
・�体調不良時は早めに受診
しましょう。

・�日ごろから周りの人と話
をしましょう。
・�ストレス解消法を見つけ
ましょう。
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Photograph 11 月

来館者300万人達成！
　ヘルシーパーク裾野が来館者 300 万人を達成し
ました。300 万人目となったのは千福の市川正さん
で 300 万人目の来館者であることを証明する認定
書や記念品が贈呈されました。 （11 月６日）

みんなで七歳のお祝い
　七歳児祝賀式が市民文化センターで行われ、市内
の園児 513 人が参加しました。各園の代表園児が
記念品や千歳飴を笑顔で受け取り、みんなで七歳の
お祝いをしました。 （11 月８日）

健康と防火の祭典
　ふれあい健康まつりが福祉保健会館で、ふれあい
消防広場が消防庁舎で行われました。ふれあい健康
まつりでは体力測定など、ふれあい消防広場では、
ＡＥＤの使用方法の説明などが行われ、訪れた方々
は健康や福祉、消防について理解を深めていました。
 （11 月 10 日）

火の用心をよびかける
　秋季火災予防運動の一環として、トヨタ自動
車東日本株式会社の野嶽美奈さんと秋谷由美子
さんが一日消防署長に委嘱されました。二人は、
マックスバリュ裾野店やベルシティ裾野で、買
い物客らに火災予防を呼びかけながらグッズを
配るなど一日消防署長としてＰＲ活動を行いま
した。 （11 月 11 日）

p. 8p.8
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Photograph November

「黄金のじゅうたん」

市営墓地を鮮やかに彩る
　ＮＰＯ法人きゃべつくらぶやＮＰＯ法人手をつな
ぐ育成会などが参加し、市営墓地美化活動が行われ
ました。葉牡丹やチューリップ、キンセンカなど約
580 株を合葬墓付近に植え、市営墓地を鮮やかに彩
りました。 （11 月 12 日）

サッカーの楽しさを教わる
　エスパルス・アカデミー巡回スポーツ教室が東保
育園で行われました。園児たちはエスパルスサッ
カースクールのコーチに教わりながら一生懸命サッ
カーボールを追いかけました。 （11 月 13 日）

芸術の秋、演奏、演舞、演技を披露
　市民芸術祭第２部が市民文化センターで行われま
した。絵画や生け花、写真など多くの作品の展覧会
が行われたほか、ステージでは、幅広い年代の方々
により、三味線や日本舞踊、琴やフラダンス、バレ
エなどが披露されました。 （11 月 16 日）

消防庁長官表彰受賞を市長に報告
　トヨタ自動車株式会社東富士研究所の鈴木純さん
と千代川浩光さんが消防庁長官表彰を受賞し市長に
報告しました。二人が開発した消防車の吸管詰まり
防止器具は水利を確保する有効な器具として高く評
価されました。 （11 月 27 日）

p. 9p.9
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お知らせ
Announcement
認知症を語る会

　介護による悩みを共有する機会や

講演会を通じて最新の介護情報を提

供します。

 平成26年１月10日㈮　13時30分

～15時

 福祉保健会館１階市民活動セン

ター

社会福祉協議会　992-5750

年末年始の公共施設の休業日

施設名 期間
市役所・各支所 12月28日㈯～１月５日㈰
市民体育館

12月29日㈰
～

１月３日㈮

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
東西公民館
南・北児童館 12月24日㈫～１月６日㈪
斎 場 １月１日㈬～１月３日㈮
せせらぎの湯 12月27日㈮～１月６日㈪
ヘルシーパーク 12月30日㈪～１月１日㈬

目が見えない見えにくい方
への入学相談

　県立浜松視覚特別支援学校では、

「見えない見えにくい」ために、就

職や進学、仕事でお悩みの方に、専

攻科への入学相談を行っています。

 高校卒業資格（見込み）をお持ちの

方で矯正視力が0.3未満か、0.3以上

でも視野異常など高度の障害のあ

る方、進行性の目の疾患などで将

来視覚障害になる可能性がある方

入学試験／３月上旬

願書の配布時期／１月中旬

 県立浜松視覚特別支援学校高等部
　053-436-1261

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26年１月３日㈮まで

すべての便が運休となります。

企画政策課　995-1804

記帳・帳簿などの
保存制度の対象者拡大

　平成 26 年１月から、事業所得、

不動産所得か山林所得が生じる業務

を行うすべての方に記帳と帳簿書類

の保存が必要となります。所得税の

申告が必要ない方も対象となります。

　詳細は国税庁ホームページ（※）を

ご覧になるか、沼津税務署までお問

い合わせください。

※国税庁のホームページ

　http://www.nta.go.jp/

沼津税務署　922-1560
　電話は自動音声により案内します

ので「２」番を選択してください。

年末年始のごみ収集と
ごみの持ち込み

■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26年１月４

日㈯から

　 年末特別収集／12月29日㈰は㈫・

㈮の収集地区の燃えるごみを、30

日㈪は㈪・㈭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

　 　12 月 28 日㈯から平成 26 年１

月５日㈰までごみの持ち込みはで

きません。

　 持込時間／月～金曜日▶９時～11

時、13時～15時

　土曜日▶９時～ 11 時まで

　※ ㈰、㈷は、ごみの直接持ち込み

ができません。

　 持込時の注意／●ごみステーショ

ンにごみを出す場合と同様に指定

袋に分別して入れてください。（区

名・氏名の記入は必要ありません）

●住所確認のため免許証など本人

確認ができる物の提示をお願いし

ます。

生活環境課　995-1816
　美化センター　992-3210

風しんワクチン
接種費用の一部を助成

　妊娠初期に風しんにかかると、お

なかの赤ちゃんが先天性風しん症候

群という病気になることがあります。

市では、対象者が風しんワクチン接

種を受けた場合に接種費用の一部を

助成します。

 接種当日、市に住民登録があり、

今までに風しんにかかったことが

なく、風しんワクチン接種を受け

たことがない次の方

　❶妊娠している女性の同居家族

　 ❷妊娠を予定または希望する女性

（妊娠している方は接種できませ

ん）

助�成額／ＭＲ（麻しん・風しん混合）

ワクチン▶上限 5,000 円

　風しんワクチン▶上限 4,000 円

助成回数／１人１回

助�成方法／医療機関で接種後、健康

推進課で申請をしてください。

助�成対象／７月１日㈪～平成 26 年

３月 31 日㈪までに受けた風しん

ワクチン接種の費用

受�付期間／平成26年４月15日㈫まで

健康推進課　992-5711

12月１日号のお詫びと訂正
　12月１日号のアングルの記事で
氏名に誤りがありました。
×林　松与→○林　松代
お詫びして訂正します。
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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

工業統計調査

　工業統計調査を 12 月 31 日を基

準日として実施します。製造業を営

む事業所を対象とし、その活動実態

を明らかにすることを目的としてい

ます。市が選んだ調査員が 12 月下

旬から来年１月にかけて調査に伺い

ます。調査票に記入された内容につ

いては、統計法に基づき秘密は厳守

されます。

 企画政策課　995-1804

患者・家族集中勉強会

　現在がんと向き合っている患者と

その家族の方を対象に勉強会を開催

します。テーマは子宮がんです。

 平成26年１月22日㈬　10時～15時

 県立静岡がんセンター研究所　し

おさいホール

 子宮がんの患者とその家族

 子宮がんとは？、検査・診断、手

術療法、抗がん剤治療、放射線治

療など

 県立静岡がんセンター院内窓口で

お申し込みください。FAX・は

がきでも受け付けています。

 平成 26 年１月 17 日㈮

 県立静岡がんセンター内疾病管理
センター集中勉強会係

　989-5222
989-5557

〒 411-8777

駿東郡長泉町下長窪 1007 番地

募 集
Recruitment

バドミントン大会

 平成 26 年１月 19 日㈰

　８時 30 分～ 17 時

 市民体育館

 ●市内に住んでいるか通勤・通学

している高校生以上のバドミント

ン協会登録者（未登録の方は当日

登録可）

 ●Ａクラス　男・女●Ｂクラス　

男・女●Ｃクラス　男・女

※各シングルス・ダブルス

※ Ｂクラスは競技歴５年未満か５年

以上で 50 歳以上の方です

※ Ｃクラスは競技歴３年未満の方で

す。

 大学生以上／１種目につき 800

円（未登録の方で大学生以上の方

は別に協会登録料 500 円が必要

です。）

 12 月 23 日㈪～平成 26 年１月 11

日㈯ 17 時必着

 市民体育館　993-0303
　バドミントン協会（平林）
　994-0045

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！ 皆様のご理解と

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

を行っていて大変危険です。このた

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、絶

対にふれないでくださ

い。非常に危険です。

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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募 集
Recruitment

日本語ボランティア
セミナー2014

　基調講演と分科会の２部構成で外

国人へ日本語を教えるということ、

これからの日本語指導についてさま

ざまな視点から考えます。

 平成 26 年１月 13 日㈪

　 基調講演／ 10 時～ 11 時 30 分（開

場▶９時 15 分）

　 分科会（３講義同時進行）／ 13 時

30 分～ 16 時（開場▶ 13 時 15 分）

 グランシップ

テーマ
　 基調講演／ともに学び、ともに変

わる日本語学習支援（講師▶山田

泉さん）

　 分科会／❶どうつくる？やさしく

楽しいわくわく教室（講師▶清ル

ミさん）❷作ってみよう！日本語

指導プラン（講師▶鈴木美香さん）

❸東日本大震災の経験から地域日

本語教室の役割を考える−宮城の

事例をもとに（講師▶大泉　貴広

さん）

基調講演▶ 150 人

　分科会▶各 50 人

　（いずれも先着順）

基調講演▶500円　分科会▶500円

 電話でお申し込みください。

 平成 26 年１月 10 日㈮

※当日空席あれば参加可

 県国際交流協会
　054-202-3411

対�象者／❶平成 26 年１月１日に、

市内に住所がある当県後期高齢者

医療の被保険者の方（平成 26 年

１月１日以前に、死亡または転出

された方は対象外）❷医療機関な

どで受診したときに市内に住所が

ある方❸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 25 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、

助成します。※上限額に満たない

場合でも申請は可能です。

申�請に必要なもの／●該

当の医療費の領収書

（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

（認め印で可）●重度障

害者医療費助成金受給

者証（お持ちの方のみ）

受付会場 受付日
（平成26年１月） 受付時間

市 役 所 地 下
会議室Ａ・Ｂ

８日㈬
～31日㈮ 9:00～16:30

深 良 支 所
16日㈭ 9:00～16:00
17日㈮ 9:00～12:00

富 岡 支 所
20日㈪ 9:00～16:00
21日㈫ 9:00～12:00

須 山 支 所
23日㈭ 9:00～16:00
24日㈮ 9:00～12:00

市 役 所 地 下
会議室Ａ・Ｂ

19日㈰
※休日受付 9:00～12:00

平成25年度全国統一防火標語

消すまでは
　 心の警報
　　　ＯＮのまま

高齢者医療費助成制度
受付期間は１月８日〜31日
〈表〉

年額10,000円を
上限として助成

昭和９年４月１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

年額6,000円を
上限として助成 上記以外の県後期高齢者医療の被保険者

社会福祉課
995-1819
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納付期限：１月31日㈮
市県民税� 第４期分

国民健康保険税� 第７期分

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㈬ 工管設
993-1603

２日㈭ ㈲北住設機器
993-1250

３日㈮ 小川設備工事店
993-2074

４日㈯ ㈲荻田水道工事店
997-0701

５日㈰ パイピング横山
992-3329

11 日㈯ ㈲井上設備工業
997-4578

12 日㈰ ㈲古谷設備工業
992-5379

13 日㈪ ㈲杉本住宅設備機器
997-0983

18 日㈯ 丸伸設備工業
997-3463

19 日㈰ ㈲細野設備
992-2465

25 日㈯ 駿東管工
992-5728

26 日㈰ ㈱小島屋商会
998-0019

１月　カレンダー

１日㈬ 深良地区元旦マラソン・
駅伝

11日㈯ 新成人者祝賀駅伝大会

12日㈰

消防出初式

成人式

交通指導員視閲式

26日㈰ 市長選挙・市議会議員
補欠選挙投開票日

人　口　53,873人� （±０人）
　男　　27,540人� （＋８人）
　女　　26,333人� （−８人）
世　帯　21,336世帯�（＋17世帯）
内、外国人登録� 704人�352世帯

12 月１日現在
データバンク相談

Counseling
年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

 平成 26 年１月 23 日㈭

 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。

 １月９日㈭

 国保年金課　995-1813

子育て、子どもの
発達支援の無料相談

　子育ての悩みや発達の気になる子

どもについての相談に、専門員が応

じます。予約が必要です。時間はい

ずれも９時～ 15 時です。

●裾野会場
 平成 26 年１月８日㈬、15 日㈬、

17 日 ㈮、22 日 ㈬、24 日 ㈮、29

日㈬、31 日㈮

 生涯学習センター

●御殿場会場
 平成 26 年１月６日㈪、20 日㈪、

27 日㈪

 富岳学園（御殿場市大坂 361-1）

 富岳学園　0550-87-0717

　風間忠
ただ

純
つぐ

氏（清水町・

62 歳）が 12 月２日付で新

たに教育長に就任しました。

教育長に

風間氏が就任

p.13
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１月前期の救急協力医

有

料

広

告

１ 水

池田病院 986-1212 本宿

高遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿

２ 木

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

大坂屋クリニック 995-3100 佐野

３ 金

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 沼津市立病院 924-5100 東椎路 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

田中クリニック 992-1881 伊豆島田

4 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

５ 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

望月内科医院 931-5362  下香貫
宮脇 古屋小児科医院 963-0407 西条町

おぐち医院 992-6611 深良 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

６ 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

７ 火 岩渕内科医院 951-4579 添地町 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

８ 水 旭医院 966-0031 原 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 田中医院 921-2053 高島町

９ 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

10 金 杉山医院 992-0028 平松 五十嵐クリニック 934-6700 志下 原小児科医院 962-0636 八幡町

11 土 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

12 日

山谷内科医院 966-5333 青野 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 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

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時
１日〜３日：８時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科
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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

有

料

広

告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

※12月29日〜31日は、８時〜18時です。

13 月

小林内科医院 921-2165 米山町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 坂小児科医院 931-3233  下香貫

前原

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

14 火 つかだ医院 983-1577 堂庭 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

15 水 本村クリニック 969-0001 大塚 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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 水 三島中央病院
971-4133 緑町 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 木の花歯科医院

972-0097 堂庭

２ 木 静岡医療センター
975-2000 長沢 本多眼科医院

931-1519 御幸町 沼津市立病院
924-5100 東椎路 栗田歯科医院

986-1667 下土狩

３ 金
かみで耳鼻咽喉科
クリニック
0545-53-3321

伝法 木村眼科
967-4611 原 聖隷沼津病院

952-1000 松下 会田歯科医院
972-0418 卸団地

５ 日
耳鼻科サイラ 
クリニック
935-1133

市場町 なめり牧野眼科
999-1113 納米里 岩端医院

962-1368 大手町 真野歯科医院
972-5290 堂庭

12 日
本橋耳鼻咽喉科 
医院
972-1133

東本町
小野眼科 
クリニック
929-1881

高島町
ごとうレディース
クリニック
992-7111

伊豆島田
歯科クリニック 
みよし
994-1900

佐野

13 月
つりた耳鼻咽喉科
クリニック
927-3387

宮前町
矢田眼科 
クリニック
962-2006

三枚橋町
いながきレディー
スクリニック
926-1709

宮前町 タケダ歯科医院
989-3638 本宿

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
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2013 年
（
平
成
25 年

）

12
月15

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 :

１月の行事予定
おはなしの会

　11 日㈯　11 時～   　　文化センター図書室
　18 日㈯　14 時～   　　おはなしのへや　　

親子おはなし広場
　７日㈫　10 時 30 分～　展示室　　　　　　

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　　　　　　

今月の二冊
クリスマスクッキング 
ふしぎなクッキーガール
　お友達と絶交中でちょっと不機嫌
なれいなちゃんがクリスマスのクッ
キーを作っていたら、女の子の形を
したクッキーが突然話しだして…。

巻末に「12月のまめちしき」収録。
作：梨屋アリエ　絵：山田詩子　出版社：講談社

あなたの人生を変える 
一筆箋（いっぴつせん）活用術
　手軽だけどきちんと伝わる。手書
きの一筆箋。一筆箋の使い方をはじ
め、選び方、書き方を紹介します。
すぐに使える実例集や、気持ちが届

１日㈬〜３日㈮、６日㈪、14日㈫、
20日㈪、23日㈭、27日㈪

１月の休館日

く一筆フレーズも収録。
監修：むらかみ　かずこ　出版社：自由国民社

親子わいわい広場
日　時／平成 26 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。参加賞があります。
※ 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
『はりねずみのルーチカ』
作：かんのゆうこ　絵：北見葉胡　講談社

『ひいきにかんぱい』
作：宮川ひろ　絵：小泉るみ子　童心社

『おつきさんのぼうし』
文：高木さんご　絵：黒井健　講談社

『しろちゃんとはりちゃん』
作・絵：たしろちさと　ひかりのくに

『黒書院の六兵衛　上・下』
著：浅田次郎　日本経済新聞出版社

『ガンコロリン』
著：海堂尊　新潮社

『すばらしい日々』
著：よしもとばなな　幻冬舎

『甘いもんでもおひとつ』
藍千堂菓子噺　著：田牧大和　文藝春秋

芹澤　凜
りん
ちゃん

（３歳・中丸下）
石橋　紗

さ
雪
ゆき
ちゃん

（2歳 11カ月・御宿新田）

辛川　瑞
みず

希
き

ちゃん
（２歳 10カ月・滝頭）

植松　百
もも
花
か
ちゃん

（２歳 11カ月・水窪）

相澤　友
ゆう

希
ま

くん
（3歳・堰原）

岩佐　茉
ま

奈
な

ちゃん
（２歳 11カ月・青葉台）
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良好な景観を未来へ
－景観は市民共有の財産－

　景観は、まちの歴史や文化、イメージを表していて、
極めて公共性が高いものです。富士山をはじめとする市
内の美しい景観は、当市の自慢の一つです。６月には、
富士山が世界遺産に登録され、良好な景観を未来に引き
継いでいくことは、ますます重要なこととなっています。
市では、３月に景観法にもとづく景観計画を策定し、４
月からは景観条例を施行しました。今年の新春座談会で
は、当市の景観をテーマに語り合っていきます。

●座談会参加者
　　（敬称略・順不同）

天野　光一
　日本大学理工学部
　　まちづくり工学科教授・工学博士
　市景観アドバイザー会議会長

諸
もろ

井
い

　章
　 諸井一級建築士事務所
　　諸井行政書士事務所代表
　市景観アドバイザー会議副会長

土屋　相子
　市婦人会会長・市観光協会理事
　 パノラマロードを花でいっぱいに
　　する会会員
　 山野草の寄植教室などを開催する
　　麓

ろく

相
あい

艸
そう

の代表

大橋　俊二
　裾野市長

新 春
座 談 会
2014
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景観は人と周りを取り巻く眺め全体を契機
としてはじまる心の中の現象

――まず、景観について思うこと、感じることをお話
ください。
市長▶当市で景観といえば、やっぱり富士山ですよね。

市内から見る富士山は、均整がとれていて最も美しい。

宝永火口が真ん中にあって、本当にすごいなあと思い

ます。頂上がギザギザになっていて、小学生のときに

描いた記憶があります。毎朝、富士山を見るようにし

ていますが、富士山がくっきり見えれば 1 日気分良く

過ごせますが 、富士山が見えないと、何となく気分

が沈んでしまうときもあります。景観は、人の気分に

与える影響が大きいので、良好な景観を保っていくと

いうことはとても重要だと思います。

天野▶景観を一言でいうのは難しいですが、人と周り

を取り巻く眺め全体を契機としてはじまる心の中の現

象という定義が普通だと思います。難しいことは別に

して、景色が良くて、居心地も良くて、まちであれば

住みやすくてというのが景観なんだろうなと思ってい

ます。

諸井▶人は生まれ育った環境によって人間が形成され

性格が変わってくるといわれますが、その中で、景観

は大きな要素の一つではないかと思います。私自身、

生まれ育った郷土の景観をあまり意識するようなこと

はありませんでしたが、地元を離れていたときに郷土

へ帰ってきて、改めて裾野の景観はすばらしいなあと

感じることがありました。自分がちょっと悩んだりし

たときに、周りの景観を見ると心が和まされます。

土屋さん

土屋▶景観は、その地域の生活を写し出しているよう

な気がします。時代とともに景観も変わっていきます。

雑木林だったところが、木材の需要が増えるとヒノキ

林になり、その後芝の生産が盛んになり芝畑になった

場所があります。そのときの生活、経済の流れが景観

にあらわれている気がします。

天野▶景観には、自然景観とか田園景観とか山岳景観

とかいろいろありますが、自然景観ってほとんどない

ですね。日本では、白神山地くらいかなと思いますが。

山はほとんどが植林されているので、林業という一次

産業が作った景観です。工場があれば二次産業が作っ

た景観ですし、まち並は三次産業が作っています。産

業だけではなくて人々が住んでいればそれが景観を

作っていく。景観には住んでいる人の文化程度が現れ

ます。住んでいる人が、その場所を本当に愛して大事

にして暮らしていくことが大切です。

真冬の富士山を見るとその美しさに
� 圧倒され、鳥肌がたちます

――市内の好きな景観をあげてください。
諸井▶千福深良線のＪＲ御殿場線に架かっている高架

橋からの景色がいいですね。富士山がよく見えるので

すが、歩いていて富士山が見えると、何か 1 日得した

ような気持ちになります。千福深良線の野添橋から見

る黄瀬川も好きです。溶岩の間をぬって水しぶきをあ

げて流れる黄瀬川を

見ていると心が洗わ

れます。子どものこ

ろの泳いでいたころ

を思い出して、自然

と足をとめて黄瀬川

の流れを見てしまい

ます。日によって富

士山も黄瀬川も景色

が違うので、毎日楽

しみにしながらウォ

ーキングをしていま

す。 

土屋▶真冬の夜、車を運転していて富士山が見えると、

その美しさに圧倒され、鳥肌がたちます。ほかには、

秋の夕日に輝くススキと富士山、十里木に落ちる夕日、

忠ちゃん牧場から見る富士山など、景色を見て元気を

いただきますし思わず手を合わせてしまいます。今、

挙げたところはすべて地元の須山ですが…。

市長▶私も、朝、富士山が見えると、今日一日大過な

く過ごせるようにと思いながら手を合わせています。

そのときは、富士山を心の拠り所にしているのだなと

感じます。市内の景色では五竜の滝が好きですね。あ

野添橋から見る黄瀬川
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とはヘルシーパーク裾野から見る富士山がきれいだな

あと思います。ヘルシーパーク裾野の愛鷹の湯と箱根

の湯は、富士山が見える露天風呂ということでつくっ

たのですが、驚いたのは、バーデプールに富士山が映っ

ていたことです。まさかヘルシーパーク裾野で逆さ富

士が見えるとは思いませんでした。

真冬の夜の富士山

富士山は景観の大スター

――天野さんは、当市の景観についてどのような感想
をお持ちですか。
天野▶ほかのところで景観をどうするかというのを考

えるときに、そのまちの景観のテーマをどうするか必

ず悩みます。ところが、富士山の周辺は何も悩まなく

ていいですね。皆さんのお話の通りで、テーマは富士

山に決まっています。富士山が見えるということは、

大スターと結婚してしまった配偶者の苦しさで、皆に

見られているから変なことができない。ほかの町だっ

たら市民の方がこれでいいといったら、いいんです。

ところが、富士山が見えるということは、市民だけで

なく市外からも人が来るし着目するので、市民がよけ

ればいいというわけにはいきません。

　観光地で展望台をつくると、展望台からはきれいな

景色が見えるけど、周りから見ると展望台が汚くて景

色を壊しているという例はよくあります。市内には高

い建物や広告塔、広告看板などもあまりない、邪魔す

るものが少ないですね。普通に普段の市民の暮らして

いるところが、富士山のふもとで、普通に富士山が見

えるというのが一番いいんだろうなあと思いますね。

邪魔なものは見ないことにしないで、あれは邪魔だと

思い、なくしていくことが大事です。

　あと、外から訪ねる人がくるとやはり何か拠点は必

要なので、川と富士山とかススキと富士山など自然系

の要素などと富士山が上手く対になって見えるような

拠点をつくるといいと思います。

土屋▶現在、パノラマロードを花でいっぱいにする取

り組みを市民協働で進めています。パノラマロード沿

いの遊休地にお花を植えて丸 3 年になりますかね。最

初、我が家の遊休地にコスモスを植えてもいいですか

という声がかかり植えたら、とてもよく富士山とマッ

チしました。それが話題となり、それから春は菜の花、

秋はコスモスを植えています。ゴルフ場などからの芝

の需要が減り、芝生が売られないので芝畑が荒地に

なってしまっている。そこを利用してお花を植えて、

富士山とパノラマロードと桜並木で素晴らしい景観に

なっています。パノラマロードを花で埋め尽くすこと

が私たちの夢です。

天野▶いいことですね。芝畑と富士山の景色も美しい

のですが、休耕田になって放っておくと荒地になって

しまいます。そうすると寂しいですよ。そこに手を入

れる、産業的に厳しくなったけど別の市民の方々の愛

情が入ってきて景観を形成しているということは素晴

らしいことだと思います。

天野さん

市長▶アジサイや彼岸花も咲いていますね。今でも、

当市の自慢の景観ですが、パノラマロードが花で埋め

尽くされたら、もっとすごいでしょうね。

景観形成は、一人ひとりの愛情が必要

――改善したいとか気になる景観はありますか？
諸井▶パノラマロードの辺りは休耕地が多いので、規

制されない 1,000㎡未満の太陽光発電の施設が乱立し

てできて、景観が壊されないか心配です。

天野▶全部が全部ダメという必要はないですが、大事

なことは、見えないようにするとか目立たないように

するというような配慮が必要になります。最近は、発

電素子も黒に近いのでそんなにひどく目立つわけでは

ありませんが、でもやはりダメなところはダメ、いい
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ところだったら道路を歩いている人や車から見えない

ように何か工夫していただくとか、配慮が必要だと思

います。

　ただ、メガソーラーの怖いのは、発電素子よりもそれ

を集めるための集約する小屋とかそこから電気を持っ

ていくための電柱や電線がもっと景観への影響が大き

いので、それらを考えなければいけないですね。メガ

ソーラーは届出ができても、そこから小屋を作って電

気を引っ張って電柱で持ってくるとなると、それらは

高さがなく景観条例の届出対象にならないので、でき

てしまう。それをどうするかというのは難しいですね。

諸井▶一概に今のエネルギーを考えると、ダメともい

えない部分もありますが、場所を考えていただくこと

は必要だと思います。市では学校の屋上などを推進し

ていますからね。そういう施設を利用していただきた

いと思います。

市長▶景観を壊されないようにするという面でも、パ

ノラマロードの市民協働の活動は、重要であると考え

ています。

天野▶あとは、人の心の問題というか、お金のことが

最優先されると景観を守っていけません。暮らしがあ

っての景観なので、「お金なんて関係ない」と言って

はいけないのですが、でも場所は考えましょうという

ことです。例えば、景観計画で景観重要公共施設に指

定しているところは、公共施設だけでなく周りも一緒

に大事にしていきましょうというのがすごく大事です。

市長▶やはり景観を害さないで、そして地元の人も収

益が上がるようなことをしていかなければいけませんね。

土屋▶ほかに私が気になるのは、五竜の滝の滝壺のご

みです。五竜の滝は大好きな場所なので、どうにかで

きないものかなと思います。あと、道路脇の雑草がす

ごく多いのが気になります。

五竜の滝

諸井▶歩道に雑草が生えるというのはやむを得ないと

いうところはありますが、あまりにも雑草が高くなっ

ているところがあります。市民の一人として、恥ずか

しいなあという感じがします。市外から来た人からは

印象が悪くなってしまうので、何とかしたいなあと思

いますね。

土屋▶皆さんが協働の気持ちで景観をきれいにするこ

とを考えられたらいいなあと思います。

天野▶皆さんが、自分の家の前の道や公園を自分のも

のだと思って愛して、ちょっと手を入れていく。そん

な心持ちが大事ですね。

市長▶富士山資料館では、北側の杉の木が伸びて、資

料館の館内から富士山が見えなくなってきたのですが、

須山の方々にご協力いただき、富士山が見えるように

切っていただきました。あれは、とてもありがたかっ

たです。富士山資料館は、世界に一つしかないですか

ら。また、まちをきれいにしていくには市民の皆さん

の協力が不可欠です。市では、市が管理している道路

や河川などの公共空間をきれいにする活動について合

意した団体の活動費を支援する制度があるので、利用

していただければと思います。

大橋市長

諸井▶私は、ほかには川が気になります。大きな川で

なくて、自分たちの身の周りにある川に、昔は魚やホ

タルがいましたが、今はコンクリートの三面張になっ

てしまっています。流れが良くなって沈殿物はなくな

るなど機能性を重視してやむを得ない面もありますが、

少しずつでも改善して、自慢できる憩いの場所ができ

ていったらいいなあと思います。

届出対象でないものにも配慮が必要
景観計画の基本方針を皆さんに知ってほしい

市長▶市では、３月に景観計画を策定し、４月から景

観条例を施行しました。「みんなでつくろう　富士の

裾野の裾模様“あなたの思いやりが、美しい裾模様を

良好な景観を未来へ －景観は市民共有の財産－ p.5
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つくります”」を景観形成の基本目標としています。

景観形成では、市の特徴をいかすこと、地域の景観と

調和する開発や建築などを誘導すること、市民・事業

者・行政の協働により景観形成を推進していくことを

基本的な考え方としています。

　10月１日からは、景観に及ぼす影響が大きいと考え

られる大規模な建築物、工作物は事前に届出をしてい

ただいています。また国道469号、パノラマロード、

富士山スカイライン、中央公園、小柄沢緑地を重要公

共施設に指定し、今後、施設整備を行う場合には景観

に配慮した整備を行っていくことになります。

天野▶景観計画は、景観法に基づいた計画なので強制

力があります。今までは、景観に対して強制力を持つ

ことがなかったですね。景観法にもとづく景観計画で

あれば、裁判になっても負けることはない。これは非

常に大きいです。

　また、景観計画をつくって市の方が皆さん、それを

読んでくれると意識が高まりますね。市民や事業者の

方々への広報も、こういうのは届出してくださいねと

いう内容だけでなく、何かものをつくるときには、こ

ういう考え方でつくるんですよ、というような基本方

針が景観計画に書いてあるので、その考え方をお知ら

せして、皆さんに知っていただきたいですね。

諸井▶大きい建物は規制ができますが、規制の対象に

ならない小さなものについても、市民が意識を持たな

ければいけないなあと思います。

天野▶届出しなければいけないものは守るけど、しな

くていいものはやり放題ということではありません。

ものをつくり色を決めるときに、「市の景観計画の精

神だと、こっちの色の方がいいよね」という会話が建

築士の方などとできるようになるといいですね。

土屋▶きれいなら皆さん喜びますよね。皆さんが景観

についての意識を持って協力しあう、それがいつの間

にか住民の約束事になればいいですね。

諸井▶自分の家の前とか周りとか、一人ひとりが意識

してきれいにすれば、全体がよくなりますからね。

諸井さん

一人ひとりの意識の積み重ねが
� 良好な景観形成に…

――最後に、景観は一人のものではない。共有の財産
だということで、良好な景観を維持していくために必
要なこと、あるいは、ご自身がこれから取り組んでい
きたいことなどをお話ください。
諸井▶景観条例が制定されたのを機に、市民一人ひと

りが景観について理解をして、一人ひとりが考えてい

けば、きっともっとすばらしい裾野市ができていくと

思います。自分自身も市民の一人として、せめて自分

の周りだけでもきれいにしていこうかなという気持ち

でいます。

土屋▶まずは家庭、それから地域、そしてそれが裾野

市のおもてなしの景観になるようにしていけたらいい

かなあと思います。良い見本があれば、皆さんの家庭

でも自分の周りをきれいにしようという心がけができ

てくると思います。パノラマロードの活動にも力を入

れて、模範的な場所として日本の裾野のＰＲの場所に

なるように皆さんと協力していきたいと思います。

パノラマロード沿いのコスモス畑と富士山

天野▶せっかく景観計画という手段を得たので、市の

方、市民の方に知っていただきたいです。そして市民
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みんなで、美しい裾野の景観をつくりあげていってほ

しいと思います。市内には、そんなに景観を壊してい

るものがないので、ちょっとまずいところを少しずつ

なおして余計なものをつくらないようにしていけば、

いい景観を保持できると思うので、市の方も市民の方

も是非がんばっていただきたいと思います。

市長▶今日、皆さんとお話をさせていただき、皆さん

が当市の景観を自慢に誇りに思っていることを実感し

ました。６月に富士山が世界遺産に登録されました。

古くから富士山の雄大で美しい姿が基盤となり、人々

が思いを寄せ、信仰や芸術が生まれてきたことが世界

遺産にふさわしい価値として認められました。一方で、

その良好な景観を維持していくことは、地元自治体、

住民の責務でもあります。景観は人々の気持ちに大き

な影響を与えます。市内に住んでいる皆さん、市内を 小柄沢緑地

世界遺産　富士山とともに
　新年、明けましておめでとうございます。

　輝かしい希望に満ちた新春を健やかにお迎えのこと

と、心からお慶び申し上げます。

　新春を迎えるにあたり、皆様のご多幸とご健勝をお

祈り申し上げるとともに、日ごろから市政に対しご支

援とご協力を賜り心から感謝を申し上げます。

　さて、日本の象徴である富士山が、６月に国内では

17 件目の世界遺産に登録されました。富士山の恵み

を受けている当市にとって、悲願を達成し大きな喜び

に包まれた歴史的な出来事でした。富士山は、美しく

荘厳な姿から、時代を超えて様々な信仰の対象となり、

また優れた多くの芸術作品に取り上げられるなど、ま

さに日本文化の源となってきました。そのことを証明

しているのが構成資産であり、当市にある須山浅間神

社もその一つです。

　須山口登山道は、遅くとも室町時代には成立してい

た登山道で、1800 年には 5,398 人の登山者を集めた

記録があります。この歴史ある登山道の起点となった

のが須山浅間神社で、世界遺産に登録されて以来、多

くの方々が参拝されています。富士山の世界遺産登録

は、地域の歴史が世界に認められたことでもあり、喜

びを感じています。古来から現代に至るまで、多くの

人々に畏
い

敬
けい

の念を抱かせ感動を与えてきた富士山です。

富士山のすそのに暮らしていることに誇りを持ち、富

士山をより一層愛し、守り、その素晴らしさを次世代

に継承していくことが重要であると考えています。

　思えば、市長として、時に考え、時に想い、時に悩

み、または決断が必要なとき、私を奮い立たせ勇気を

与えてくれたのが威風堂々とした富士山でした。私は、

１月 28 日の任期満了に伴い、市長の職を退任するこ

ととしました。20 年前に市長に当選して以来、「健康

文化都市」そして「暮らし満足都市」の実現をめざし、

様々な事業に全力で取り組んできました。多くの市民

の皆様のご支持をいただき、目標とする「健康文化都

市」「暮らし満足都市」の実現に近づいてきたものと

思っていて、市長としての達成感も感じたところです。

　市民の皆様には、この 20 年という長きにわたり、

大変温かいご理解・ご協力を賜り、心から深く感謝申

し上げます。厳しい情勢にも、笑顔の絶えない明るい

社会を願うとともに、本年が皆様方にとって大きな飛

躍の年となることを心からお祈り申し上げまして、私

の年頭の挨拶とします。

裾野市長

� 大橋　俊二

新春あいさつ

良好な景観を未来へ －景観は市民共有の財産－

訪れる方々が元気と活力を得るためにも、自慢できる

市内の良好な景観を、未来へのこしていく取組を進め

ていきたいと思います。そのためにも、市民の皆さん

のご協力を切にお願いします。
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市長選挙
市議会議員補欠選挙�投票日は１月26日㈰

� 障害の区分

手帳などの区分
両下肢・体幹・移動機能障害 心臓・腎臓・呼吸器・膀

胱・直腸・小腸の障害 免疫の障害

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　

　投票できる方

　次のすべての条件を満たす方です。

❶ 平成６年１月27日以前に生まれ、日本国籍がある方

❷ 平成25年10月18日以前から引き続いて裾野市に住み、

住民基本台帳に登録されている方

❸ 投票日当日に当市の住民基本台帳に登録されている

方

　投票時間は７時〜20時

　投票時間は７時から20時までです。第16投票区（十

里木高原集会所）は19時までです。

　有権者の方には事前に入場券をお送りします。入場

券をお持ちになり指定された投票所で投票してくださ

い。

　選挙結果は市ホームページに掲載

　21時から、市民体育館で即日開票します。選挙結果

は、確定次第、市のホームページでお知らせします。

投票状況も、随時、市のホームページでお知らせしま

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、期日前投票がで

きます。

と　き／１月 20 日㈪～ 25 日㈯

ところ／市役所４階 402 会議室

　　　　※１月 25 日㈯は市役所１階市民ホール

＊入場券裏面の宣誓書兼請求書をご利用ください。
　今回の選挙から、入場券の裏面に期日前投票宣誓書

兼投票用紙請求書を印刷します。期日前投票を行う際

には、受付をスムーズに行うため、あらかじめ、必要

事項（住所・氏名・番号など）の記入をお願いします。

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。滞在先の市区町村で

の投票を希望する場合は、郵送の期間が必要になりま

すので、お早めに選挙管理委員会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、身体に重度の障害があり、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。

【入場券裏側】
（投票日当日に投票する場合は、記入の必要はあり

ません）

期日前投票宣誓書兼投票用紙請求書

　私は、平成26年１月26日執行の裾野市長選挙・裾野市議
会議員補欠選挙の当日、下記の事由に該当する見込みであ
ることを宣誓します。

　＊該当する番号に〇をつけてください。

1 号 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭

2 号 外出、旅行

3 号 疾病、負傷、出産、身体障害のため歩行困難

4 号 交通至難の島等に居住、滞在

5 号 住所移転のため、本市以外に居住

　＊以下をご記入ください。
　　　平成 26 年　　　月　　　日

氏　名 男 ・ 女

生年月日 明・大・昭・平　　　年　　月　　日

現住所

※見本です。実物は、多少異なる場合があります。
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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。

市選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807

★
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

★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

★ 深良新田

岩波

深良新田下

深良上原

旧
24
6号

国
道
246
号

深良新田公民館

ローソン

第９投票区

グラウンド

★

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

★

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

★

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

永続橋矢崎

東
名
裾
野
病
院

★

国
道
246
号

北児童館

総合
グラウンド

第10投票区

御
宿
新
田

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

★ 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

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

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

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

★

★

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

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

★
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

★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

★ 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
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お知らせ
Announcement

予備自衛官補採用試験

　予備自衛官補は、非常勤の特別職

国家公務員です。教育訓練終了後、

予備自衛官として任用します。

 ４月 11 日㈮から 15 日㈫までの

１日

資�格／●一般▶ 18 歳以上 34 歳未

満の方●技能▶ 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

 自衛官未経験者または自衛官で

あった期間が１年未満の方

 １月８日㈬～４月２日㈬

 ●教育訓練開始時期は７月以降です。

●訓練招集手当は日額 7,900 円です。

 自衛隊三島募集案内所
　989-9111

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、受給者証を交付します。

 １月23日㈭　９時45分～11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 19 年１月２日～昭和 19 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

１月10日は110番の日

　１月10日は110番の日です。110

番通報をするときには、次の６点を

伝えるようにしましょう。緊急性の

ない要望・相談は、♯9110へ！

❶ 何があったのか（事件？事故？）

❷ どこであったのか（発生場所は？

場所の目印になるものは？）

❸ いつあったのか（何時ごろ？何分

前？）

❹ 犯人は（犯人の特徴、車のナンバー、

逃走方向は？）

❺ 今はどうなっているか（けが人は？

被害の程度は？）

❻ あなたの住所、氏名、連絡先

 裾野警察署　995-0110

子どもフェスティバル2014

 １月 26 日㈰　10 時～ 15 時

 生涯学習センター

 遊び・工作コーナー、模擬店、体

験活動展示、作品展示、活動体験

発表、表彰、サファリパーク動物

ふれあい広場

 生涯学習課　992-3800

 １月 12 日㈰

　式典▶ 13 時 30 分～

　一斉放水▶ 15 時 10 分～

　パレード（駅前通り、新道通り）▶ 15 時 30 分～

 市役所駐車場

　新春を飾る消防出初式にあわ

せ、写真コンテストを開催しま

す。

応�募方法／応募票を写真に添付

し、消防本部へ郵送または直

消防総務課　995-1193

接お持ちください。応募票は消防本部、市役所、

各支所にあります。市ホームページからダウン

ロードすることもできます。詳しい募集要項は、

応募票をご覧ください。

 １月 20 日㈪必着

 入賞者には賞状と記念品を贈呈します。

http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/dp/

　 photocontest.php

消防出初め式 消防出初式
写真コンテスト
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平成25年度裾野市防火標語

寝る前に
　 火の元確認
　　　　もう一度
� 中島　摩保さん

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

市指定給水装置
工事事業者の追加

　市指定給水装置工事事業者に、新

たに㈱イースマイルが追加されました。

●株式会社イースマイル
　〒 556-0012

　大阪府大阪市浪速区敷津東3-7-10

　☎ 06-6631-7449

 上水道課　995-1833

富岳会芸術展「1000人展」

　富岳会を利用しているすべての方

が製作した絵画・書道・手工芸など

の作品を展示します。

 １月９日㈭、10日㈮▶10時～17時

　１月11日㈯▶10時～16時

 御殿場市民会館小ホール、展示

ホール

 無料

 社会福祉法人富岳会
　0550-87-0167

確定申告時期の電子証明書
発行サービス提供時間の延長

　１月８日㈬から３月 12 日㈬まで、

公的個人認証サービスの電子証明書

発行サービスを、毎週水曜日は 19

時まで延長して提供します。

 市民課　995-1812

募 集
Recruitment

就職内定者セミナー受講生

　製造業などに就職が内定した高校

生・大学生を対象に、社会人マナー

やものづくりの基礎知識を学べるセ

ミナーを開催します。

 ３月上旬～下旬

 沼津技術専門学校

 製造業などに就職が内定した高校

生・大学生

 各コース 10 人～ 25 人

 製造基礎教育、溶接など全５コース

 1,050 円～ 2,100 円

 ２月 17 日㈪

 沼津技術専門学校　925-1071

駿東地域職業訓練センター
２月講座

 ●技能講習▶高所作業車運転技能

講習●パソコンコース▶パソコン

入門（ビギナーズコース）、ワード

基礎、ワード活用、エクセル基礎、

エクセル活用、パソコン財務会計、

夜間ワード基礎、夜間 JW-CAD

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

 駿東職業訓練センター
　0550-87-3322

普通救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用

いた心肺蘇生法について学びます。

 １月 23 日㈭　９時～ 12 時

 消防庁舎３階災害対策室

 中学生以上の方

 30 人（先着順）

 消防署か各分遣所にある申込用紙

に必要事項を記入し、お申し込み

ください。申込用紙は市ホーム

ページからダウンロードすること

もできます。

 消防署救急係　995-0119

金融機関が振り込みでの支払いを依頼
　　　　　　　　　　　　　　➡　75歳以上の方が拒否した場合
金融機関が記名式線引預金小切手（※）での支払いを依頼

　　　　　　　　　　　　　　➡　75歳以上の方が拒否した場合
警察署へ連絡

特殊詐欺被害防止対策にご協力を！

75歳以上の方が300万円以上
引き出すときは振込か小切手で！

　県内で振り込め詐欺が多発してい

ます。現在、警察では預金小切手に

よる特殊詐欺被害防止対策を行って

います。金融機関で、75歳以上の方

が300万円以上を引き出す場合、振

り込みか小切手での支払いをお願い

しています。

 裾野警察署　995-0110

※記名式線引預金小切手
　宛名と金額を特定している小切手です。支払先にだけ有効な手続きを

行うことができます。

●75歳以上の方が300万円以上引き出すときの金融機関の対応
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料

広

告

知らない業者から「オリンピック関連企業への投資
のパンフレットが送られてきたら、権利を譲ってほし
い」と電話があった。パンフレット到着後に連絡した
らオリンピックの入場券をプレゼントすると言われた
が、信用できるか。

東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルの相談

が寄せられています。悪質業者は、話題となっている

出来事を悪用して近づいてきます。東京オリンピック

に関連したトラブルは、今後さらに増えることが予想

されます。

　いったんお金を支払ってしまうと、取り戻すのは非

常に困難です。うまい話にはくれぐれも注意しましょ

う。不審に思ったときは、お金を払う前に消費生活セ

ンターへご相談ください。

「食品ロス」していませんか？
　日本では、年間約9,100万トンの野菜や果物・肉魚類な

どの食べ物が国内外から調達されて、食卓に上っていま

す。一方で食品廃棄物は、食品関連事業から800万トン、

一般家庭から1,100万トン廃棄されています。この廃棄物

の中には、まだ食べられるのに廃棄される食品ロスが

含まれ、その多さが問題になっています。

　家庭から廃棄されるロスは、食べ残し、皮などの過

剰除去、二重買いによる消費期限切れの食品が見られ

ます。消費期限を過ぎた食品は品質の劣化により、安

全性を欠く可能性があるので食べられません。賞味期

限は食品を美味しく食べられる期限なので、過ぎてし

まっても品質に問題はありませんが、廃棄している家

庭が多いようです。家庭内にある食品の種類や量、賞

味期限を点検し、食品ロスを極力減らしましょう。

くらしのダイヤル
消費生活研究会

消費生活センター
995-1854

広報室
995-1802

　市では毎日、無線放送を行って

います。この放送では、東富士演

習場の演習通報や市の行事予定な

どをお知らせしています。災害時

には、緊急情報をお知らせします。

無線放送を聞くためには、戸別受

信機が必要です。希望する世帯主

の方に無償で１台貸し出していま

す。ご希望の方は、広報室へご連

絡ください。

 市に住民登録のある世帯（１世

帯につき１台）

 次の場合は、戸別受信機を市に

ご返却ください。

　●市外に転出する場合

　● 市内のほかの地区へ転居する

場合（東地区から西地区など）

※ 市内の同地区内へ転居する場合

（東地区から東地区など）は、

そのままお使いください。

無線放送戸別受信機の貸出
放送内容

時間 内容

６：30 演習通報、今日の行事予定、
市からのお知らせなど

９：00 時報

12：00 時報

17：00 時報

19：30 演習通報、明日の行事予定、
市からのお知らせなど
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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

有

料

広

告

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９日㈭�18時～18時30分30日㈭�８時45分～９時 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

６カ月児
育児教室

14日㈫９時～９時15分
平成25年７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24年７月生まれの方

２歳児
親子教室

22日㈬９時～９時15分
平成24年１月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

９日㈭午後
平成23年７月生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭13時～13時30分
平成23年１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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
１月７日㈫ 17時～ 19時 45分
１月14日㈫ ９時～ 11時 30分
１月21日㈫ 13時～ 15時 30分
１月29日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
１月14日㈫ ９時～ 11時 30分
１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

外科 内科 整形 内科

5 6 7 8 9 10 11

内科 外科 内科 整形 外科 内科 内科

12 13 14 15 16 17 18

内科 外科 内科 整形 内科 整形 内科

19 20 21 22 23 24 25

外科 内科 内科 外科 外科 内科 内科

26 27 28 29 30 31

整形 内科 内科 外科 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
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１月後期の救急協力医

有

料
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16 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

17 金 花メディカルクリニック 987-9145 下土狩 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

18 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

19 日

武藤医院 931-0088 三園町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

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

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

20 月 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

21 火 境医院 975-8021 竹原 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

22 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 田中医院 921-2053 高島町

23 木 きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

24 金 新井内科クリニック 992-0811 久根 西方外科医院 921-1333 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

25 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

26 日

森医院 966-2017 石川 守重医院 931-2511 �我入道
江川

おおい神経内科 922-8886 北高島町 よざ小児科医院 967-5722 原

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 遠藤クリニック 975-8801 久米田

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
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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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

27 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

28 火 大庭内科・消化器科クリニック 995-1123 佐野 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中医院 921-2053 高島町

29 水 林医院 931-1120 住吉町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 西村医院 971-6510 下土狩

30 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

31 金 杉山医院 972-3223 伏見 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

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�
耳鼻科医院
0545-53-6885

永田町 三島社会保険病院
975-3031

�谷田�
藤久保

かぬき岩端医院
932-8189 前原 室伏歯科医院

992-2439 公文名

26 日
さわだの森耳鼻咽
喉科クリニック
929-8787

西沢田
桑名眼科�
クリニック
987-5575

下土狩
関谷レディース�
クリニック
968-6611

西椎路 西島歯科医院
988-3162 納米里

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
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富士山資料館

No.
1256

2014 年
（
平
成
26 年

）

1
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 :

993-9300

　尚輝さんが 12 月 14 日・15 日に開催された第
21 回東海ジュニア（中学生）バスケットボール
選手権大会に出場しました。本大会には東海地区
４県の各県から３チームずつ出場しました。尚輝
さんは県東部地区の代表に選抜され、初出場しま
した。
　尚輝さんがバスケットボールを始めたのは小学
１年生のときです。「家族みんながバスケットボー

１月の休館日／1日㈬〜3日㈮・
6日㈪・14日㈫・20日㈪・27日㈪

宮川彬良＋米良美一おしゃべり
コンサート ～二人の歌謡ショウ～

　宮川泰のヒットソングを中心に、昭和から平成
にかけての名曲を宮川彬良のピアノと米良美一の
美声でお送りします。二人の楽しいトークもあり、
子どもから大人まで楽しめる公演です。
と　き／１月18日㈯　14時30分～（開場▶14時）
ところ／大ホール
内　容／もののけ姫、マツケンサンバⅡなど
料　金／全席指定席　一般▶ 3,500 円（税込）
　　　　高校生まで▶ 1,000 円（税込）
　　　　※未就学児入場不可 好評発売中！！

第21回東海ジュニア（中学生）
バスケットボール大会ベスト４

二見　尚輝 さん（本村下）

ルをしていたので、自分も当然のように始めまし
た」と尚輝さん。普段の練習は火曜日から金曜日
に行われる部活動を行っています。部活動のない
日に近隣の高校などで開催されるバスケット教室
に参加し、実力を磨いています。
　「選抜メンバーに決まった通知が来るまではド
キドキだった。通知を受け取ったときはとてもう
れしかったです」と満面の笑顔で語る尚輝さん。
選抜メンバーと行う練習では自分のプレイや言動
がチームにどういう影響を与えるか考えるように
なったそうで、自分の成長を実感しているそうで
す。
　大会は予選リーグを１位で通過しましたが、決
勝トーナメントでは惜しくも敗れ、４位となりま
した。「自分に足りないものや、実力の差を感じた」
と大会を振り返る尚輝さん。東海大会という大舞
台でのプレイで得られたものがたくさんあったそ
うです。
　「２年生は 10 人が選出メンバーに選ばれるが
３年生は５人に減ってしまう。だけど、その５人
の中に自分が入れるように努力していきたい」と
来年の目標を語ってくれた尚輝さん。すでに来年
の選抜を見据えて練習に励んでいます。

須山支所に保管されていた
御
お

神
かぐ

楽
ら

奉
ほう

納
のう

札
ふだ

　神楽は、日本の神道の神事において神に奉納す
るため奏

そう

される歌舞で、御神楽奉納札には市内の
村はもとより市外の村の名前が見えます。奉納札
の表や裏には、御師の渡邉隼人祐、土屋平太夫、土
屋仙太夫の名が記されています。『駿東郡須山村
誌』には浅間神社の規定として、「神楽料 １回 
金 50 銭」、「太

だい

神
かぐ

楽
ら

料 １回 金１円」と記されて
います。神楽の奉納は、少なくとも大正年間まで、
富
ふ

士
じ

山
さん

登
と

拝
はい

とともに、須山浅間神社に伊勢系の太
神楽を奉納する習慣があったと思われます。

神楽奉納札

「富士山須山口登山道調査報告書」より

三
（現愛知県）
州宝飯郡前芝村

御師　土屋平太夫
三島宿　伝馬町
講元　瀧口貞蔵
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今年もいい
年に

なりますよ
うに！

No.
1257

2014年（平成26年）

1月15日号 02    市議会 12 月定例会

04    消防団員募集！

05    確定申告、市県民税（住民税） 
申告の事前受付

06    地域の身近な相談者 
市内に94人の民生委員・児童委員

１月１日　須山浅間神社

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。



補正予算など18案件を審議、承認、可決

市議会12月定例会

議　　案
市地震等災害対策基金条例の制定
　県第４次地震被害想定や台風などの大規模災害に対

して計画的に実施する必要のある災害対策に必要な経

費の財源を確保するため制定しました。

市職員定数条例の一部改正
　消防体制と救急体制を充実するため、消防機関の職

員定数を 72 人から 77 人に改めました。

市教育委員の任命
　市教育委員として風間忠

ただ

純
つぐ

氏を新たに任命すること

について同意しました。任期は田村吉章氏の残任期間

の平成 27 年９月 30 日までです。

※ 12月15日号でお知らせしましたが、12月２日付けで

教育長に就任しました。

建設工事請負変更契約の締結
　平成 25 年度防災・安全交付金事業市道２－ 29 号

線道路改築工事（橋 梁
りょう

上部工）は、１億 5,550 万 5,000

円で契約を結んでいましたが、工法の変更により請負

金額を１億 6,358 万 2,650 円に変更することを承認し

ました。

物品購入契約の締結
　平成 25 年度東富士演習場関連公共用施設整備事業

により購入する、学校給食センターの備品購入契約は、

3,024 万円で東静調理機株式会社と契約することにつ

いて承認しました。

補正予算
一般会計補正予算（第６回）
　　既定の予算総額から 1,000 万円を減額し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ 199 億 7,900 万円としました。

歳入・歳出の主な内容は以下の通りです。

歳出の主な内容
◦ 職員給与減額分を防災減災事業に活用するための地

震等災害対策基金への積み立て

◦ 公用車の更新のための車両管理費の増額

◦ ２市１町で開催する富士山世界遺産まつりの負担金

◦ 県からの緊急地震・津波対策事業交付金を防災事業

に活用するための地震等災害対策基金への積み立て

◦ 寄付金の社会福祉事業基金への積み立て

◦ 介護給付費の増などに伴う介護保険特別会計操出金

の増額

◦ 障害者福祉費の訓練給付費などの見込み増による総

合支援給付費の増額

◦ 新築住宅工事への助成の増に伴う住宅建設等促進事

業補助金（※）の増額

※ 市内業者が施工する居住部分の面積が 50㎡以上の

新築住宅工事を最大 50 万円補助

◦ 助成対象企業の増に伴う企業立地促進事業費補助金

（※）の増額

※ 該当する生産・研究開発、流通加工などに係る設備

投資費の最大 5,000 万円を補助

◦ 市道新設改良工事費などの増に伴う道路新設改良費

の増額

◦ 国庫補助対象事業費の確定に伴う裾野駅周辺整備費

の減額

歳入の主な内容
◦ 障害者福祉費の訓練給付費などの支給見込み増によ

　市議会12月定例会が11月28日㈭から12月10日
㈫まで行われました。補正予算など18案件が審
議、承認、可決されました。ここでは、主な議
案を紹介します。
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る総合支援給付費の増額

◦ 土地区画整理費補助金の確定による都市計画費補助

金と都市計画事業債の減額

◦ 緊急地震・津波対策事業交付金の交付

◦ 千福が丘の市有地（みはらし公園）に NEXCO 中

日本が新東名高速道路敷地として区分地上権を設定

することによる収入

市国民健康保険特別会計補助予算（第３回）
　一般被保険者療養給付費の見込み増などに伴い、既

定の予算総額に１億3,907万5,000円を追加し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ53億6,184万2,000円としました。

市介護保健特別会計補正予算（第３回）
　各介護サービス給付費の見込み増などに伴い、既定

の予算総額に２億6,128万2,000円を追加し、歳入歳出

予算総額をそれぞれ28億5,734万5,000円としました。

市十里木高原簡易水道
特別会計補正予算（第１回）
　消費税還付金の一般会計への繰り出しに伴い、既定

の予算総額に 108 万 2,000 円を追加し、歳入歳出予算

総額をそれぞれ 4,108 万 2,000 円としました。

市下水道事業特別会計補正予算（第２回）
　給料などの減額や一般会計繰入金の増額に伴い、既

定の予算総額に 78 万 6,000 円を追加し、歳入歳出予

算総額をそれぞれ 10 億 6,814 万 3,000 円としました。

市墓地事業特別会計補正予算（第１回）
　管理棟建築工事に伴い、既定の予算総額に 1,860 万

円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ１億 100

万円としました。

管理棟建設予定地

市水道事業会計補正予算（第２回）
　給料の減額などに伴い、収益的支出の営業費用を

90 万 3,000 円減額し、資本的支出の建設改良費を 29

万 6,000 円減額しました。

一般会計補正予算（第７回）
　裾野駅西土地区画整理事業物件移転補償費について

債務負担行為の設定について可決されました。

大橋　俊二

退任の挨拶
20年間のご協力に感謝

　私は、多くの市民の皆様に

支えられ、５期 20 年の間市

長を務めましたが、１月 28

日の任期満了に伴い市長の職

　社会資本整備では、佐野茶畑線をはじめ幹線道路

網の整備や下水道の整備を進めてきました。産業施

策では、新富士工業団地の造成と企業誘致、すその

水ギョーザなどの地元特産品の奨励に取り組んでき

ました。

　環境施策では、太陽光・熱利用システム助成や市

営墓地建設事業などを進めました。防犯防災施策で

は、裾野警察署を誘致し、消防署須山分遣所を整備

しました。また、近年は市内定住人口の増加策とし

て、宅地分譲や住宅新築に対する補助事業も実施し

てきました。

　このような施策により、多くの市民の皆様のご支

持をいただき、目標とする「健康文化都市」「暮ら

し満足都市」実現に着実に近づいてきたものと思い、

市長としての達成感も感じています。市民の皆様方

には、この 20 年という長きにわたり、大変温かい

ご理解・ご協力を賜りまして、心から深く感謝申し

上げます。本当にありがとうございました。

を退任することとしました。

　振り返ると、20 年前に市長に当選して以来、「健

康文化都市」そして「暮らし満足都市」の実現をめ

ざし、様々な事業に取り組んできました。医療・福

祉施策では、健康増進施設「ヘルシーパーク裾野」

を整備したほか、乳幼児医療費助成事業や各種ワク

チン接種事業など先進的な施策を展開してきました。

　教育施策では、南小学校の開校や補助講師の派遣

事業、放課後児童室を実施したほか、生涯学習セン

ターを整備するなど、教育施設の充実を図ってきま

した。
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消防団員募集！

消防本部消防総務課
995-1193

fd-soumu@city.susono.
shizuoka.jp

消防団は非常勤の特別職の地方公務員

　消防団は、消防本部・消防署と同様に市の消防機関

の一つです。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

はほか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、市消防団では男性 217 人、女性 23 人、計

240 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

などを行います。

◦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を行います。

入団後の処遇

　規定の金額（年数万円程度）が報酬として支給され

ます。また、災害や訓練などに出場した場合は手当が

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

が補償されます。

◦被服などの貸与
　　活動に必要な活動服、制服などが貸与されます。

消防団員になるには

　市内に住んでいる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。

事業所のみなさまへ

　市では消防団協力事業所表示制度を実施しています。

複数の従業員が消防団に入団している、従業員の就業

時間中の消防団活動について積極的に配慮しているな

ど、消防団活動への協力が認められる事業所を消防団

協力事業所として認定し、社会貢献の証として表示証

を交付しています。ぜひ、多くの事業所の皆様のご協

力をお願いします。

　自分たちのまちは自分たちで守るという精
神に基づき、地域の安全と安心を守るため活
動する消防団。
　現在、４月から一緒に活動する仲間を募集
しています。あなたの力を消防団のためにお
貸しください。

◦消防庁の消防団のWEBサイト
　http://www.fdma.go.jp/syobodan/index.html
◦市公式WEBサイト／消防 ･防災
　http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/dp/
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総務部　市民税課
995-1810

▪対象者 �
● 市内に住んでいて、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）のみの方で、還付を受けるた

めの申告をしたい方

● 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め

て住宅借入金等特別控除を申告する方、過年分の申

告をする方は、受け付けできません（確定申告の詳し

い内容は、広報すその２月１日号に掲載します）。

▪持ち物 �
❶ 前年中の給与・年金の源泉徴収票すべて

❷ 各種控除に必要な証明書など

❸ 医療費控除を行う方は、医療費の領収書

　※ 混雑緩和のため、必ず事前に支払額の合計を計算

してきてください。

❹ 印鑑（認印可）や口座番号が分かるものなど、その

ほか申告に必要な物

▪そのほか �
　各会場とも午前中に来場しても、混雑状況により午

後の受け付けとなる場合があります。ご了承ください。

　また２月５日㈬から７日㈮までは、生涯学習セン

ターにある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。

▪復興特別所得税 �
　平成 25 年から平成 49 年までの各年分の確定申告

は、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければ

なりません。復興特別所得税はその年分の基準所得税

額の 2.1％です。詳細は沼津税務署（ 922-1560）に

お問い合わせください。

確定申告、市県民税（住民税）申告の
事前受付　２月５日㈬〜２月14日㈮
　２月 17 日㈪～３月 17 日㈪の確定申告の
前に、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受付地区を指定してい
ますので、ご協力をお願いします。なお、申
告書の記入が済み、提出だけの方は提出箱を
用意してありますのでご利用ください。

とき ところ 対象 受付時間

２月５日㈬
生涯学習

センター１階
団体活動室

深良地区の方

 9：00～12：00
13：00～16：00

※２月７日は
　15：00まで

２月６日㈭ 富岡地区の方

２月７日㈮ 市内の方

２月10日㈪ 須山支所
２階大会議室 市内の方

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㈮ 市内の方

市県民税（住民税）申告
▪市県民税の申告が必要な方 �
　毎年、１月１日（賦課期日）に市内にお住まいの方は、

その年の３月 15 日（土日の場合翌月曜日）までに前

年中の所得を申告する必要があります。

　ただし、以下の方は申告の必要はありません。

１．平成 25 年分の所得税の確定申告をする方

２．給与所得者で年末調整の済んでいる方

３．公的年金所得のみの方

　次のいずれかに該当する方は申告してください。

❶ 確定申告の必要はない（給与所得以外の所得や、公

的年金など以外の所得があるが 20 万円以下の方な

ど）が、平成 25 年中の課税所得がある方

❷ 平成 25 年中に所得がなかった方（ほかの方の配偶

者・扶養控除対象になっていない方）

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、医療費などの

所得控除の申告をしたい方

▪市県民税の申告会場 �

期間 申告場所

２月５日㈬
～２月10日㈪

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17日㈪

市役所４階401会議室

※ 期間以外は、市役所１階市民税課で受け付けします。

※ 土・日曜日、祝日は除きます。
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地域の身近な相談者
市内に94人の民生委員・児童委員

　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された方で、住民
の立場に立って様々な相談に応じます。児童委員も兼ね
ています。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心
して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不
安や妊娠中の心配ごとなどの相談などに応じています。
また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担
当する主任児童委員の指名を受けています。秘密は厳守
しますので、困ったことがあれば、お気軽にご相談くだ
さい。
※敬称略、写真上は担当地区です。

健康福祉部　社会福祉課
995-1819

西地区

石脇 石脇 佐野上宿 佐野本宿 佐野若狭 佐野二 
（５．６．７．８．１４．１５）

佐野二 
（１．２．３．４．１２．１３）

 林
はやし

さ よ 子
こ

大
おお

和
わ

田
だ

勝
かつ

夫
お

永
なが

野
の

健
けん

作
さく

大
おお

庭
ば

典
のり

子
こ

日
ひ

吉
よし

むら子
こ

鈴
すず

木
き

六
むつ

雄
お

杉
すぎ

山
やま

徹
てつ

夫
お

佐野二（９．１０．１１）
東海ゴム、林ハイツ、大畑 上町 緑町 元町 二ツ屋１区 二ツ屋２区 桃園 桃園 富沢

委嘱に向け
手続き中で
す。　　　

杉
すぎ

山
やま

あつ子
こ

伊
い

藤
とう

　 昭
あきら

杉
すぎ

本
もと

武
たけ

滿
みつ

菅
すが

沼
ぬま

武
たけ

治
はる

渡
わた

辺
なべ

俊
とし

英
ひで

大
おお

石
いし

和
かず

己
み

中
なか

村
むら

隆
たか

明
あき

渡
わた

邉
なべ

陽
よう

子
こ

富沢 南町 堰原 堰原 伊豆島田 伊豆島田 水窪

服
はっ

部
とり

鈴
れい

子
こ

小
お

野
の

　 剛
つよし

鎌
かま

野
の

豊
とよ

行
ゆき

渡
わた

邉
なべ

次
つぎ

男
お

坂
さか

本
もと

陽
よう

子
こ

水
みな

口
くち

春
はる

一
いち

関
せき

野
の

孝
こう

平
へい

東地区

久根 公文名１区 公文名２区 公文名３区 公文名４区 公文名５区 三菱

 柏
かしわ

木
ぎ

道
みち

子
こ

河
かわ

﨑
さき

昌
まさ

夫
お

清
し

水
みず

義
よし

信
のぶ

渡
わた

邉
なべ

文
ふみ

代
よ

大
おお

島
しま

　 綠
みどり

佐
さ

藤
とう

　 登
のぼる

中
なか

川
がわ

宗
むね

久
ひさ

中丸上 中丸中 中丸下 
（１．２．３．４）

中丸下 
（５．６．７．８） 天理町 滝頭 本茶 峰下市の瀬 

道上 鈴原

川
かわ

村
むら

俊
とし

美
み

菅
かん

　 正
まさ

武
たけ

芹
せり

澤
ざわ

洋
よう

子
こ

杉
すぎ

山
やま

　 操
みさお

 庄
しょう

司
じ

良
りょう

子
こ

天
あま

田
だ

一
かず

男
お

西
にし

原
はら

一
かず

幸
ゆき

杉
すぎ

山
やま

　 久
ひさし

安
やす

田
だ

雄
ゆう

志
し

郎
ろう
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茶畑団地 
（１～５棟）

茶畑団地 
（６～１０棟） 青葉台 青葉台 和泉 富士見台 麦塚 新道 東町・本通り・

日の出元町

眞
さな

田
だ

一
かず

男
お

尾
お

崎
ざき

万
ま

里
り

子
こ

古
ふる

河
かわ

規
のり

子
こ

荒
あら

木
き

よしゑ 鎌
かま

野
の

一
かず

代
よ

大
おお

西
にし

　 晃
あきら

飯
いい

塚
づか

博
ひろ

計
かず

杉
すぎ

本
もと

　 強
つよし

中
なか

川
がわ

優
ゆう

子
こ

本村上中 本村下 本村下

深良地区

町田 震橋
舞台団地 南堀

小
お

野
の

道
みち

子
こ

三
み

明
あけ

富
とみ

子
こ

桑
くわ

原
はら

敏
とし

道
みち

神
かん

戸
べ

すみ子
こ

古
ふる

谷
や

晶
まさ

子
こ

山
やま

口
ぐち

正
まさ

已
み

和市 
切久保

遠道原 
柳端団地

上原 
上原団地 原 上須 深良新田 岩波 岩波

杉
すぎ

田
た

博
ひろ

道
みち

根
ね

本
もと

年
とし

代
よ

勝
かつ

又
また

勝
かつ

英
ひで

勝
かつ

又
また

良
たか

子
こ

小
こ

林
ばやし

芳
よし

子
こ

長
おさ

田
だ

好
よし

令
のり

湯
ゆ

山
やま

正
まさ

子
こ

大
おお

村
むら

幸
こ

津
づ

江
え

富岡須山
地区

千福 千福南 御宿平山 御宿上谷 御宿新田 御宿新田 御宿坂上

平
ひら

野
の

光
みつ

良
よし

松
まつ

田
だ

秀
ひで

男
お

外
と

川
がわ

　 詢
まこと

杉
すぎ

山
やま

千
ち

惠
え

髙
たか

田
だ

利
とし

明
あき

辺
へん

見
み

苗
なえ

美
み

勝
かつ

又
また

てる子
こ

御宿入谷 上城・中村・ 
下条

中里・田場沢・
森脇団地 上ケ田 金沢 今里 下和田 矢崎 トヨタ

望
もち

月
づき

司
つか

子
こ

勝
かつ

又
また

敦
あつ

子
こ

田
た

代
しろ

昌
まさ

子
こ

勝
かつ

又
また

しま枝
え

藤
ふじ

田
た

富
とみ

男
お

勝
かつ

又
また

祐
ゆう

子
こ

眞
さな

田
だ

平
ひら

芳
よし

中
なか

村
むら

純
じゅん

也
や

山
やま

本
もと

茂
しげ

雄
お

御宿台 千福が丘
１丁目

千福が丘
２丁目

千福が丘
３・４丁目 呼子 須山

１･６区 須山２区 須山３区 須山４区
別荘区

小
お

川
がわ

和
かず

雄
お

松
まつ

尾
お

千
ち

浪
なみ

田
た

中
なか

久
ひさ

子
こ

小
こ

林
ばやし

知
とも

栄
え

加
か

藤
とう

清
きよ

光
みつ

伊
い

藤
とう

隆
たか

彦
ひこ

土
つち

屋
や

幸
さち

子
こ

勝
かつ

又
また

和
わ

一
いち

及
おい

川
かわ

祐
ゆう

吉
きち

主
任
児
童
委
員

西 西 東 東 深良 深良 富岡須山 富岡須山

岩
いわ

田
た

結
ゆ

香
か

鈴
すず

木
き

正
まさ

子
こ

勝
かつ

又
また

恵
え

美
み

子
こ

打
うち

田
だ

希
き

代
よ

佐
さ

藤
とう

安
やす

世
よ

勝
かつ

又
また

多
た

恵
え

子
こ

土
つち

屋
や

幸
さち

子
こ

土
つち

屋
や

八
や

重
え

子
こ

p.7

広報すその　平成26年１月15日号



Photograph 12 月

とっておき！くらしの裏技公開中
　17 団体が参加し、消費生活展が市民文化センター
で開催されました。会場では、各団体が工夫を凝ら
した日常生活に関するパネル展示や寸劇が行われま
した。 （11 月 30 日）

市の部16位・11人が力走
　県内 35 市町から 39 チームが参加し、県市
町対抗駅伝競走大会が静岡市内で開催されまし
た。11 区間、42.195㎞を力走した当市の代表
チームのタイムは、２時間 22 分９秒でした。
 （11 月 30 日）

災害に備える
　地域防災の日 (12 月１日 ) にあわせ、市内各地で
地域防災訓練が実施されました。訓練には小中学生
も参加し、可搬ポンプを使った消火訓練や応急手当
の実践訓練、炊き出し訓練などが行われました。
 （12 月１日）

内閣総理大臣表彰を受賞
　長年の消防団活動が評価され、今関正興さんが内
閣総理大臣表彰を受賞し、市長に報告しました。今
関さんは、昭和 39 年４月に消防団に入団し、現在は、
市消防団長、県消防協会会長、日本消防協会副会長
として活躍しています。 （12 月４日）

保育園は楽しいよ！
　「きて・みて・あそぼ！」をテーマに保育生活展
が市民文化センターで開催されました。園児が描い
た絵画などの展示、ステージイベントが行われたほ
か、遊びコーナーでは、子どもたちが、牛乳パック
やトイレットペーパーの芯などを使っておもちゃを
作り、遊んでいました。 （11 月 30 日）

p. 8p.8
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Photograph December

「新年の幕明け」

ミニ丼の無料配布に長蛇の列！
　市民文化センターで農業まつりが開催され、農産
物の即売、表彰などが行われました。ミニどんぶり
の配布コーナーでは長い行列ができ、多くの人が裾
野産のお米を味わいました。 （12 月８日）

高い専門技術が評価
　トヨタ自動車株式会社東富士研究所の瀬戸広文さ
んとトヨタ自動車東日本株式会社東富士総合セン
ターの菊池敬厚さんが、県優秀技能者として知事功
労表彰を受賞し市長に報告しました。瀬戸さんは自
動車整備工として、菊池さんは工場板金・金属塗装
工として高い技術をお持ちであることなどが評価さ
れました。 （12 月 13 日）

文化財を火災から守る
　世界遺産「富士山」の構成資産である須山浅間神
社に屋外消火栓が新たに２基設置され、消火訓練が
行われました。訓練には、消防団須山分団や須山火
防隊、神社関係者などの方々が参加し、消火栓の使
用方法を確認しながら消火訓練を行いました。
 （12 月 15 日）

循環型社会の構築に向けて
　環境大会が生涯学習センターで行われ、県地球温
暖化防止活動推進員の山本達雄さんによる講演、環
境功労者や優良ステーションの表彰が行われました。
美しい環境づくりの作文入賞者の表彰も行われ、小
学生 11 人、中学生 7 人、高校生 3 人が表彰されま
した。 （12 月 15 日）

p. 9p.9
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お知らせ
Announcement
美化センター

ごみの持ち込みの休止

　美化センターの施設点検整備のた

め、１月 29 日㈬はごみの持ち込み

ができません。

美化センター　992-3210

認知症を語る会

　認知症の方を介護する方のための

会を開催しています。２月は成年後

見制度について司法書士の小林靖幸

さんの講話です。

 ２月７日㈮　13 時 30 分～ 15 時

 福祉保健会館１階市民活動セン

ター

社会福祉協議会　992-5750

文芸すその第33号刊行

　市民の方から

投稿された小説、

詩、俳句などが

掲載されていま

す。

取�扱期間／２月

28 日㈮まで

取�扱場所／戸田書店リブレ裾野店・

鈴木図書館・生涯学習センター

価格／ 700 円

生涯学習課　992-3800

児童生徒美術展

　市内の児童生徒が製作した絵画、

デザイン、版画、立体作品の各部門

の優秀作品を展示します。

 １月23日㈭～31日㈮　10時～19時

※  23 日は 12 時から、31 日は 12 時

までの展示になります。

 市民文化センター２階展示室

学校教育課　995-1838

プラサヴェルデ会議室
予約受付

　プラサヴェルデが７月に沼津駅北

地区でオープンします。本施設内会

議室の予約を２月１日㈯から受け付

けます。

●会議室（スクール式100人）　７室

●小会議室（スクール式30人） ５室

 使用申請書に必要事項を記入し、

お申し込みください。

プラサヴェルデ　920-4100

ペットの飼い主向け
セミナー

　ペットの為の手作りフードセミ

ナーをテーマに、ペットの食生活改

善のためのセミナーを開催します。

 ２月２日㈰　13 時 30 分～

 市民文化センター

講�師／ペット食育協会会長　須崎恭

彦さん

 90 人（事前申し込み者優先）

 電話でお申し込みください。

ながいずみ動物病院
　989-1013

パスポート申請を
３支所で受付

　生まれてから一度もパスポートを

作ったことがない方がパスポートの

申請をする場合、深良支所、富岡支

所、須山支所でパスポートの申請手

続きができるようになりました。パ

スポートの受け取りは、申請日の８

日後（土、日、祝日は含まない）以

降になります。受取場所は市役所１

階市民課になります。今までにパス

ポートを作ったことがある方は、各

支所では申請の受付ができませんの

で、市役所１階市民課で申請手続き

をお願いします。

市民課　995-1812

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。

※時間はいずれも 19 時～

地区 日時 場所
東地区 ２月５日㈬ 生涯学習

センター深良地区 ２月７日㈮
須山地区 ２月11日㈫ 須山コミセン
西地区 ２月12日㈬ 生涯学習

センター富岡地区 ２月13日㈭

生涯学習課　992-3800

個別労働紛争解決制度

　静岡労働局では労働に関する様々

なトラブルの解決をお手伝いしてい

ます。総合労働相談コーナーで労働

相談を行うほか、労働局長による助

言・指導、紛争調整委員会が紛争解

決のお手伝いをするあっせん制度な

どのご案内をしています。

静岡労働局総務部企画室
　054-252-1212
　�沼津労働基準監督署内沼津総合労
働相談コーナー

　933-5830

狩猟期間中の注意

　県内の猟期は２月 15 日までです。

イノシシとニホンジカのわな猟に限

り２月 28 日㈮まで延長されます。

猟期中に農作業や観光などで山中に

立ち入るときは、十分に注意をし、

目立つ服装にするなど、対策をして

ください。

　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、安全な狩猟を心がけてく

ださい。

農林振興課　995-1823
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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

福祉のしごと就職フェア

　福祉職場の採用担当者との面接相

談や、求人情報に関する相談の場を

提供します。

 ２月８日㈯　12 時～ 16 時

 キラメッセぬまづ

 就職面接相談コーナー、ハロー

ワークコーナー　など

社会福祉人材センター
　054-271-2110

市長選・市議補選
選挙結果を市HPに掲載

　１月 26 日㈰投開票の市長選挙と

市議会議員補欠選挙は 21 時から、

市民体育館で即日開票します。開票

結果は確定次第、市のホームページ

に掲載します。投票状況も随時、市

のホームページに掲載します。また、

投票状況と開票結果は、ボイス・

キュー（FM77.7MHz）でも投票状

況を随時お知らせする予定です。

選挙管理委員会（総務管財課）
　995-1807

肝炎医療講演会・交流会

　肝炎による悩みを相談する機会や、

講演会を通じて肝炎治療の最新情報

を提供します。

 ２月９日㈰　13 時 30 分～ 16 時

（受付▶ 13 時～）

 東部総合庁舎別棟２階会議室

 Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎を治療中の方

とその家族など

演�題／❶ウィルス性肝炎とその治療

の実際（講師▶篠崎正美）❷伊豆

肝友会の活動と肝炎患者の治療生

活（講師▶古瀬秀樹）

 電話か FAX でお申し込みくださ

い。

※  FAX の場合氏名、住所、電話番

号を明記してください。

 ２月６日㈭

東部保健所地域医療課
920-2109
920-2194

東部地区精神保健福祉講演会

　心の病気（統合失調症）について

理解を深めるための講演会を開催し

ます。

 ２月 18 日㈫　13 時 30 分～ 16 時

 サンウェルぬまづ

演�題／障がいなんて笑い飛ばせ～落

語を通して私が変わったこと～

講�師／関西医科大学付属滝井病院精

神科デイケアメンバー　またき亭

いっぱいさん

　精神保健福祉師　村上貴栄さん

 300 人

 電話でお申し込みください。

東部健康福祉センター福祉課
　920-2087

募 集
Recruitment

NHK学園
生涯学習通信講座

　200 コース以上ある多様な講座の

受講生を募集します。

受�講年数／３カ月から１年（講座に

よって異なります）

 俳句・短歌・水彩画・写真など

 電話・FAX でお申し込みください。

NHK学園
042-572-3151
042-574-1006

放送大学第１学期学生

　働きながら学位を目指す社会人の

方も在学しやすい通信制の大学です。

また、卒業を目的とせず資格などを

目的にした単位の取得や、学びたい

科目だけを受講するなど、個々の目

的に合わせた大学生活ができます。

 電話かインターネットで入学願書

を取り寄せ、必要事項を記入し、

出願してください。

 ２月 28 日㈮

 放送大学　043-276-5111
http://www.ouj.ac.jp

市内の物価の調査員

　市内の物価を調査するくらしのモ

ニターを募集します。調査したデー

タは毎月市公式サイトで公開するほ

か、市の物価として県に報告します。

また、調査員は価格調査結果のパネ

ルを作成し、消費生活展で発表しま

す。

任�期／４月１日から平成 27 年３月

31 日（毎月１回の調査）

謝�金／年間 13,500 円程度（予定）

 市内に住んでいる 20 歳以上の方

 窓口でにお越しいただくか電話、

FAX、はがきで次の❶～❽を回

答し、お申し込みください。

　 ❶住所　❷氏名　❸年齢　❹性別 

❺電話番号　❻職業　❼普通自動

車運転免許の有無　❽よく買い物

に行くスーパーの名前

 ２月 21 日㈮

 応募者多数の場合は、地域配分な

どを考慮し選考します。採用され

た方には３月７日㈮までにお知ら

せします。

商工観光課　995-1857
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募 集
Recruitment

富士のふもとの大博覧会
出展者

 ５月 24 日㈯、25 日㈰

 ふじさんめっせ

 ❶車が富士山ナンバーのエリアに

本店・支店を置く事業者・団体

　 ❷車が富士山ナンバーのエリアで

食に関連する事業を営まれる方

 ２月３日㈪

出�展者説明会／２月 10 日㈪にふじ

さんめっせで開催します。

 申 請 用 紙 に 必 要 事 項 を 記 入 し

FAX でお申し込みください。

� 富士市商業労政課
0545-55-2907
0545-51-1997

市育英奨学生

貸与／４月、９月の２回

資�格／市内に３年以上住んでいて、

学費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。

 学校教育課にある所定の申込用紙

に必要事項を記入し、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 14 日㈫～３月７日㈮

学校教育課　995-1838

薬膳講習会

　当日は薬膳のお茶の試飲もあります。

 １月 31 日㈮　10 時 30 分～ 12 時

 市役所 401 会議室

50 人（先着順）

300 円

 電話でお申し込みください。

募�集開始／１月 20 日㈪～

※定員になり次第締め切ります。

商工観光課　995-1857

イベント
Events

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。申し込みは不要です。直接会

場へお越しください。

 １月 28 日㈫　10 時～ 11 時 30 分

 町震コミセン

 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

社会福祉課　995-1819

　水道庁舎に自動販売機を設置す

る業者を募集します。

設�置場所／水道庁舎１階上水道課

入口脇

貸�付面積／ 幅 2.0m × 奥 行 1.0m

×高さ 2.1m

※ １　自動販売機本体設置のほか、

使用済容器回収箱２台設置分、

放熱余地分も含む面積です。

台数／１台

販�売品目／清涼飲料水

※ ２　缶、ビン、ペットボトル、

紙パックなど密閉された容器の

物に限る

貸�付期間／４月１日から３年間

選�定方法／一般競争入札

 募集要領などお申込みについて

は、下水道課にお問い合わせく

ださい。

 １月20日㈪～29日㈬（土日除く）

　９時～ 17 時

入札実施日／２月６日㈭

下水道課　995-1835

自動販売機設置者
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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  第８期分

介護保険料  第８期分

水道料金・下水道使用料  第６期分

後期高齢者医療保険料  第７期分

２月　税金・料金

２月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ 田央設備㈲
997-5175

２日㈰ ㈲小沢土建
992-1401

８日㈯ ㈲富士設備
997-1507

９日㈰ ㈲アサヒ住設
997-3933

11 日㈷ ㈲渡辺設備
992-3034

15 日㈯ 鈴木住宅設備
993-3901

16 日㈰ 一和設備工業
997-4663

22 日㈯ 工管設
993-1603

23 日㈰ ㈱西島工業
993-1070

２月　カレンダー

15日㈯ 富士山国際雪合戦大会

23日㈰ 富士山の日

25日㈫～
３月27日㈭ 市議会３月定例会

人　口　53,754人� （−119人）
　男　　27,448人� （−92人）
　女　　26,306人� （−27人）
世　帯　21,270世帯�（−66世帯）
内、外国人� 693人�340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、司法書士などが

不動産に関する相談に応じます。

 ２月５日㈬　13 時 30 分～ 15 時

 サンウェルぬまづ

 公益社団法人　全日本不動産協会
静岡県本部　054-285-1208

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

 ２月 27 日㈭　10 時～ 13 時

 市役所１階市民相談室

14 人程度（先着順）

 事前に電話か窓口で予約してくだ

さい。

 ２月 13 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

談室にご連絡・ご相談ください。秘

密は厳守します。

 ㈪～㈮　※祝日、年末年始を除く

　９時～ 16 時

 市役所１階　家庭児童相談室

 面接相談、電話相談（必要に応じ

て訪問します）

家庭児童相談室　995-1862

子育て、子どもの
発達支援の無料相談

　子育ての悩みや発達の気になる子

どもについての相談に、専門員が応

じます。予約が必要です。時間はい

ずれも９時～ 15 時です。

●裾野会場
 １月 17 日㈮、22 日㈬、24 日㈮、

29 日㈬、31 日㈮

 生涯学習センター

●御殿場会場
 １月 20 日㈪、27 日㈪

 富岳学園（御殿場市大坂）

富岳学園　0550-87-0717

平成25年度全国統一防火標語

消すまでは
　 心の警報
　　　ＯＮのまま
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２月前期の救急協力医
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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

旭医院 966-0031 原 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

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

３ 月 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

４ 火 なおきクリニック 929-8555 東椎路 東医院 921-5520 高沢町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

５ 水 本村クリニック 969-0001 大塚 清水館医院 993-2323 茶畑 原小児科医院 962-0636 八幡町

６ 木 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

７ 金 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

８ 土 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

９ 日

あめみや内科 935-1159 吉田町 西方外科医院 921-1333 共栄町

福士内科
クリニック 932-3553 �下香貫

藤井原
すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

10 月 おぐち医院 992-6611 深良 酒井医院 966-1755 今沢 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

11 火

杉山病院 963-4114 錦町 守重医院 931-2511 �我入道
江川

永野医院 962-4450 大岡 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

杉山医院 992-0028 平松 遠藤クリニック 975-8801 久米田

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
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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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

12 水 つかだ医院 983-1577 堂庭 松原医院 962-1496 白銀町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

13 木 きくちクリニック 989-5788 桜堤 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

14 金 小林内科医院 921-2165 米山町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

15 土 きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 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

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
ぬまづ島田�
耳鼻咽喉科医院
924-0780

杉崎町
山内眼科�
クリニック
975-8338

中田町 ウスイクリニック
980-5580 下土狩 米山歯科医院

988-8211 南一色

９ 日
里和耳鼻咽喉科�
医院
0545-23-1133

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
米山歯科�
クリニック
988-0880

下土狩

11 火
三島耳鼻咽喉科�
クリニック
935-6681

�下香貫
樋ノ口

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

小島レディース�
クリニック
952-1133

大岡 渡辺歯科医院
931-1236 徳倉

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
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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 :

２月の行事予定
おはなしの会

　１日㈯　14 時～   　　おはなしのへや　　
　８日㈯　11 時～   　　文化センター図書室

親子おはなし広場
　４日㈫　10 時 30 分～　展示室　　　　　　

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　　　　　　

小中学生書初め展
　１月25日㈯～２月16日㈰ 　展示室　　　　　

親子チャレンジ広場 にぼしを解剖してみよう
と　き／２月 15 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／ 市内に住んでいる幼児・小学生とその保

護者
定　員／ 25 組（予約制）
持ち物／ 新聞紙、ハンドタオル、筆記用具、ピン

セット（お持ちの方のみ）
申込み／ １月 18 日㈯９時～（電話での申し込み

可）
※ 駐車スペースが少ないため、ご来館の際は、公

共交通機関をご利用ください。車でお越しの方
は、市役所庁舎前駐車場、南側職員駐車場をご
利用ください。

３日㈪、10日㈪、17日㈪、
24日㈪、27日㈭

２月の休館日

富士山の日 協賛事業
　浮世絵画家たちが描いた富士山に視点をあて、
ヨーロッパの画壇にまで影響を与えた作品を通じ
て富士山の魅力を紹介します。
と　き／２月 15 日㈯～３月２日㈰
ところ／図書館１階展示コーナー
展示資料／葛飾北斎、安藤広重の作品集など

今月の一冊
十二支のおやこえほん
　ねずみのお父さんが子どもた
ちの写真を撮ろうとして「はい、
チーズ！」というと、子どもた
ちは「食べたい、食べたい」と

大騒ぎ！楽しく心あたたまる十二支の親子のお話。
著者：高畠純　出版社：教育画劇

新刊紹介 New Release
『本屋さんのすべてがわかる本　１
 調べよう！世界の本屋さん』
文：稲葉茂勝　　ミネルヴァ書房

『ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。』
述：マララ・ユスフザイ　文：石井光太
ポプラ社

『宇宙』
監修：青木和光　ポプラ社

『鳥』
監修：川上和人　ポプラ社

『妻が椎茸だったころ』
著：中島京子　講談社

『作家的時評集』
著：高村薫　毎日新聞社

『インフェルノ　上』
著：ダン・ブラウン　KADOKAWA

『私のなかの彼女』
著：角田光代　新潮社

相坂　哲
てっ
成
せい
くん

（２歳 11カ月・久根）
佐藤　羽

は
音
のん
ちゃん

（２歳 10カ月・茶畑団地）

飯
はん

銅
どう

　双
ふた

葉
ば

ちゃん
（２歳 10カ月・南町）

岩崎　心
み
優
ゆ
ちゃん

（２歳 10カ月・呼子）

長田　琥
こ

太
た

郎
ろう

くん
（２歳 11カ月・石脇）

冨野　奏
か
音
のん
ちゃん

（２歳 11カ月・トヨタ）
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No.
1258

2014年（平成26年）

2月1日号 02    所得税の確定申告・�
� 市県民税の申告

04    駿東地区交通災害共済への加入�
� １口 500円から

05 ����みんなのつどい�
市内 24団体が活動成果を発表

06    ２月 23日は富士山の日�
市内で講演会、学習会、展示会

１月12日　消防出初式



　平成25年分の所得税の確定申告と平成
26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。
　市では２月５日㈬から主に還付の方を対象
に事前受付を行います。詳しくは広報すその
１月15日号をご覧ください。

確定申告の会場・受付案内
　今年の沼津税務署の申告会
場は、キラメッセぬまづ（沼
津市大手町１丁目１－４）で
す。昨年と会場が変わりまし
たのでご注意ください。

▪キラメッセぬまづ会場
� （プラサヴェルデ２階市民ギャラリー）
　開設期間／２月 12 日㈬～３月 17 日㈪
　　　　　　※土・日曜日は除く
　開設時間／９時～ 17 時
　　　　　　※ 会場の混雑状況により、受付を早めに終了

することがあります。16 時までのご来場
にご協力ください。

　そ の 他／ 期間中、税務署内では申告書の作成指導を行
いません。国税庁のホームページから所得税
の確定申告書を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）
　開設期間／２月 17 日㈪～３月 17 日㈪
　　　　　　※土・日曜日は除く
　開設時間／９時～ 12 時、13 時～ 16 時
　　　　　　※番号札を８時 30 分から配布します。
　　　　　　※ 混雑時は、午前中にお越しの方も午後の受

け付けとなる場合がありますのでご了承く
ださい。

　次の方は市役所会場で確定申告の受付ができません

　● 青色申告の方
　● 消費税・贈与税の申告をする方
　● 事業（営業・農業）所得、譲渡（土地・建物・株式な

ど）所得の申告をする方
　● 分離課税の所得の申告をする方
　● 不動産所得の収支内訳書が完成していない方
　● 雑損控除の申告をする方
　● 国外に居住する方の扶養控除を受けられる方
　● 初めて住宅借入金等特別税額控除を適用する方
　● 住宅ローンなどを利用しない住宅の新築、改修に係る

税額控除を適用する方
　● 過年分の申告をする方
　● 申告書の控えに税務署の収受印が必要な方
※ その他、市職員では判断できない場合や申告書の作成に

長時間を要する場合はキラメッセぬまづ会場にご案内し

ＢｉＶｉ
沼津

北口

ＪＲ東海道本線

プラサ ヴェルデ
Plaza Verde

ますのでご了承ください。
※ 市役所会場に提出箱を設置します。申告書が記入済みで

提出のみの方は、提出箱をご利用ください。

　税理士による無料税務相談所～市役所会場内に開設～

　事業所得を申告する方（所得金額が 300 万円以下で消
費税の基準期間の課税売上高が 3,000 万円以下の方に限
る）も受け付けます。
　期　　間／２月 17 日㈪～２月 27 日㈭
　　　　　　※土・日曜日は除く
　受付時間／９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時
　　　　　　※ 番号札を８時 30 分から配布します。
　　　　　　※ 混雑状況により、受付を早めに終了するこ

とがあります。
　　　　　　※  e-Tax による申告相談も受け付けます。

利用者識別番号が分かる場合はお持ちくだ
さい。

確定申告が必要な方
●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 25 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、配当控除額と
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
●サラリーマン（給与所得者）
　　サラリーマンで、次のような方
　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
● 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
● 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

領収書と保険金などで補てんされる金額のわかるもの
（必ずかかった医療費の集計を済ませてお持ちください）
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国民年金と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

● 印鑑（認印可）
● 口座番号の分かる物▶❶所得税の還付を受ける方❷口座

所得税の確定申告・市県民税の申告p.2
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電子申告e-Tax〈イータックス〉のご利用を〜住基カードなどが必要〜

総務部市民税課市民税係　995-1810
沼津税務署　922-1560 ㈹

振替で新たに所得税の納付をする方（銀行印も必要です）
※ 平成 24 年分の確定申告書・収支内訳書の控えなどをお

持ちになると便利です。

税金が還付になる場合
　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
　 　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。
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病気やけがなどで多額の医療費を支払った場合
　 　病気やけが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てんされる金額を控除
し、その金額から、10 万円か所得の５％のうち、少な
い金額を引いた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、市では判断できな
い場合があります。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寄付金を支払った場合

年金所得者の確定申告
　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 万円以下である場合、確定申告書を提出
する必要がありません。ただし、所得税の還付を受けるた
めには確定申告書の提出が必要です。
※ 確定申告書の提出は不要でも、公的年金以外の所得があ

る場合は市県民税の申告が必要です。ただし公的年金以
外の所得が給与所得だけの場合は不要です。市県民税申
告をすることで、各種所得控除により市県民税額が減額
される場合があります。

復興特別所得税～基準所得税額の2.1％～
　平成25年から平成49年までの各年分の確定申告は、所得
税と復興特別所得税をあわせて申告しなければなりません。
復興特別所得税はその年分の基準所得税額の2.1％です。

市県民税の申告が必要な方
　平成 26 年 1 月 1 日現在、市内に居住していた方は市県
民税の申告が必要です。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 25 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
※次のいずれかに該当する方は申告してください。
● 平成 25 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あるが 20
万円以下の方、年金所得者で公的年金等以外の所得金額
があるが 20 万円以下の方など）

● ほかの人の配偶者・扶養控除の対象になっていない方で、
平成 25 年中に所得がなかった方

● 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

● 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

※ 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する
防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成
26 年度から平成 35 年度まで、市県民税の均等割の標準
税率に 1,000 円（県民税 500 円・市民税 500 円）が加
算されます。

給与所得以外の所得のある方は
市県民税の徴収方法を選んでください

　平成 24 年度から県下一斉に法定要件に該当する全ての
事業所で市県民税（住民税）の特別徴収（給与天引き）が
行われています。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、
その所得に係る市県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。

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
がなく、介護の認定を受けている方の障害者控除対象者認
定書を発行します。詳しくはご相談ください。

介護保険課  995-1821　障がい福祉課  995-1820

　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利用できます。
　e-Tax を利用するには、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。住民基本台帳カードとＩＣカードリーダライタがな
い場合でも、申告書の作成印刷は可能です。

e-Tax の利点
　● 申告会場での順番待ちが不要です。
　● 添付書類の提出が省略できます。
　● 還付が書面申告と比べてスピーディーです。
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。

p.3
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対象は市に住民登録をしてある方

　市に住民登録をしてあ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１口500円

　１人２口まで加入できます。

　中途加入の場合でも掛金は同じです。

共済期間は１年間

　４月１日から平成 27 年３月 31 日までの１年間で

す。中途加入の場合は申込み手続きをされた日の翌日

から平成 27 年３月 31 日までです。

加入手続きは市指定金融機関へ

　申込用紙は、各家庭に郵送します。申込用紙に掛金

をそえ、市指定金融機関でお申し込みください。申込

用紙は、市役所・各支所・市指定金融機関にも置いて

あります。

見舞金の額は災害の程度で決定

　詳しい見舞金の額は共済見舞金（表）をご覧くださ

い。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 円が加算されます。

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人分必要です。

見舞金の請求手続きは防災交通課へ

　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自動車損害賠償責任保険の

診断書と診療報酬明細書（コピー可）

事故にあった時は必ず警察に届出を

　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、見舞金が半額となりま

す。

　駿東地区交通災害共済は、当市を含む駿東地区の住
民が掛金を出し合い、交通事故により人身被害にあわ
れ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への加入
� １口500円から

p.4
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団　体　名 タイトル（内容）

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、手芸体験実習
市内５地区婦人会 各地区婦人学級の作品展示
赤十字奉仕団・芙蓉の会 赤十字減災セミナー、防災用品の実習と展示販売
健康づくり食生活推進協議会 協議会の活動紹介、おやつの試食（無料配布）
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 ソフトドリンク・甘さの素
ＮＰＯ法人きゃべつくらぶ ケーナ作り、アルパ展示
すみれ会（地域保健委員ＯＢ会） 手指を使って折り紙作り
無門の会 食卓を囲んで地域の輪　主食類の販売と喫茶
みのり会 新聞紙で作るエコバッグ、中身はお楽しみ（販売）
母親連絡会 母親大会の歴史と活動紹介、みつろうクリーム販売
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、生活倫理相談など
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！
ＮＰＯ法人太陽光発電所ネットワーク 太陽光市民共同発電所（２号機）
８０２０推進員 ８０２０推進運動啓発、パネル展示、歯ブラシの使い方、歯のみがき方

　各種展示や飲食物のほか人形劇、フラダ
ンスなどの公演もあります。
　“こんなサークルあったんだ”“こんな活
動してみたい”という新たな発見があるか
も！

教育部　生涯学習課
992-3800

と　き／２月 23 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）
10：00～ ひまわり会 人形劇「逃げ出したホットケーキ」、大型絵本「かえるのつなひき」

10：30～
図書館ボランティア
おはなし会たんぽぽ

ブラックシアター「アラジンと魔法のランプ」
大型絵本「ちからたろう」
エプロンシアター「くいしんぼゴリラ」

11：00～ きゃべつくらぶ フラダンス、ストリートダンス
13：00～ いきいき座 寸劇
13：30～ ボランティア連絡会 公演

　親子で見に来てね！

展示・実習の部

公演の部

みんなのつどい
市内24団体が活動成果を発表

p.5

広報すその　平成26年２月１日号



２月23日は
富士山の日 市内で講演会、学習会、展示会

　２月23日は富士山の日です。世界に誇るべき国民
の財産である富士山について理解と関心を深め、富士
山を後世に引き継ぐことを期する日です。昨年６月に
世界遺産に登録された富士山。登録後初の富士山の日
を、たくさんのイベントで盛り上げましょう！

学ぶ

楽しむ 守る

富士山学習会�
～須山口登山道と須山御胎内～

　富士山世界文化遺産裾野市民協議会による須山口

登山道と須山御胎内の学習会です。

 ３月 22 日㈯

　９時 30 分～ 12 時

 富士山資料館

 須山御胎内の現地学

習会と富士山資料館

の見学

 50 人（先着順）

 ３月 20 日㈭

 富士山世界文化遺産裾野市民協議会（市商工会）
　992-0057

第18回富士山国際雪合戦大会

　今年はぐりんぱに会場を移

し、熱い戦いを繰り広げます。

 ２月 15 日㈯

　８時～ 15 時 30 分

 ぐりんぱ

 富士山国際雪合戦大会
　実行委員会（渡邉）　090-7687-9758

富士山周辺美化清掃

　世界遺産富士山を次世代に

引き継いでいくために、富士

山周辺の美化清掃をします。

 ２月２日㈰　10 時～ 12 時

 水ケ塚公園周辺

 １月 30 日㈭

 富士山世界文化遺産裾野市民協議会
　（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

富士山世界遺産登録記念講演会

　イコモスの勧告を覆し、三保

松原を世界遺産登録に導いた前

文化庁長官近藤誠一さんによる

富士山世界遺産講演会です。

 ２月 19 日㈬　18 時 30 分～

 生涯学習センター

 富士山世界文化遺産裾野市民協議会
　（市商工会）　992-0057

近藤誠一さん
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企画政策課
995-1804

市町名 イベント名 日時・場所 内容 問合せ

御
殿
場
市

図書館特別展
「御厨八景と
御殿場の文学
サロン」

２月18日㈫～３月２日㈰
９:00～21:00
御殿場市立図書館
（御殿場市萩原580-1）

御厨八景など、富士山と御殿場ゆかりの文学作品
を遺した牛

ぎゅう

負
おう

庵
あん

牛
ぎゅう

翁
おう

（※）を中心に、江戸後期の御
厨地方文化を紹介します。
※�御殿場仲町の戎屋に生まれた。風流を愛し、鴨
長明のような庵を編んだ。庵へ移るとき、ほん
の少しの荷を牛に負わせて運んだことにちなん
で、庵に「牛負庵」と名付けた。

御殿場市
社会教育課
☎0550-82-0339

富
士
市
なんでも富士
山2014

２月22日㈯、23日㈰
10:00～16:00
ふじさんめっせ
（富士市柳島189-8）

富士山百景写真展、富士市内小中学校の富士山学
習成果発表、富士ブランド認定品などの販売・展
示などを行います。料金は無料です。

富士市
商業労政課
☎0545-55-2907

富
士
宮
市

富士山ジュニ
ア・ユースオ
ーケストラ第
５回定期演奏
会

３月23日㈰　14:00～
（開場▶13:30）
富士宮市民文化会館
大ホール
（富士宮市宮町14-2）

富士宮市の小・中学生、高校生を中心に編成した
オーケストラです。料金は無料です。
演�奏曲目／交響曲第94番ト長調「驚愕」第２楽
章（ハイドン）、アルルの女第２組曲（ビゼー）、
宮崎駿アニメより（久石譲）、威風堂 （々エルガ
ー）ほか

富士宮市
富士山世界遺産課
☎0544-22-1187

富士山ネットワーク会議市町　富士山の日イベント

見る
「富士山名画集」展

　葛飾北斎や安藤広重などの浮世絵作家たちが描

いた富士山の名画に視点をあて、ヨーロッパの画

壇にまで影響をあたえた作品を通じて富士山の魅

力を広く紹介します。

 ２月 15 日㈯～３月２日㈰　９時～ 17 時

 鈴木図書館１階展示コーナー

 ２月 15 日㈯から、特製 富士山ブックカバーを

プレゼントします。

 鈴木図書館　992-2342

ふるさと芸術展

　富士山を題材にした絵画

や手芸品など（写真を除く）

を展示します。

 ２月23日㈰～４月６日㈰

　９時～ 16 時 30 分

※月曜日、祝日の翌日は休館日です。

 富士山資料館

おとな▶ 200 円、小・中学生▶ 100 円

 富士山資料館　998-1325

すそのーる ｢富士山ギャラリー｣

　市内小学５年生が描いた富士山の絵を、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

富士山芸術展

　「富士山の日」

を記念して、裾

野市に関係する

芸術・文化団体

が富士山に関わ

る芸術作品を展

示します。

 ２月 25 日㈫～３月２日㈰　９時～ 21 時

※ ２月 25 日㈫は 13 時から、３月２日㈰は 16 時

までです。

 生涯学習センター 1 階展示コーナー

 牧水展・絵画・写真・陶芸・短歌・連句・俳句

など

 生涯学習課　992-3800

富士山ネットワーク会議市町　富士山の日イベント
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人
権
擁
護
委
員 

（敬称略）

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、受給者証を交付します。

 ２月20日㈭　９時45分～11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 19 年２月２日～昭和 19 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

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

は県内全域で、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

障がい者就職面接会

　ハローワークでは、障がいのある

方を対象とした就職面接会を開催し

ます。

 ２月 20 日㈭　12 時 45 分～ 15 時

 キラメッセぬまづ多目的ホール

 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。

 履歴書複数枚（志望動機欄への記

入は不要）、各種障がい者手帳など

 ハローワーク沼津　職業紹介第２
部門　918-3713

第14回児童生徒アイデア展
【自由研究部門】

 ２月 13 日㈭～ 20 日㈭　９時～

19 時（20 日は 16 時まで）

 生涯学習センター１階展示スペー

ス

 市内小中学校の児童生徒が自発的

に取り組んできた環境・理科研究、

地域研究、ボランティアや福祉活

動などを展示します。

 生涯学習課　992-3800

児童手当の支給

　２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。

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。

※ 当市へ転入した方、子どもが生ま

れた方は、転入・出生のお手続き

と同時に児童手当の申請を行って

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になります。

子育て支援室　995-1841

市フィルム・コミッション
設立記念講演会

 ２月 20 日㈭　18 時 30 分～

 市民文化センター３階会議室

先着 80 人

 フィルム・コミッションとは何か。

基礎知識からその可能性まで。市

民協働によるフィルム・コミッ

ションの推進と同事業を通した魅

力ある街づくりについての講演で

す。

講�師／北九州市広報室フィルムコ

ミッション担当課長　日々谷健司

さん

 電話、または直接商工観光課にお

申し込みください。

２月 17 日㈪

※定員になり次第締め切ります。

筆記用具

 商工観光課　995-1825
　市観光協会　992-5005

新たに人権擁護委員３人が就任

小野田勝正委員
（須山）

大森紀行委員
（富岡）

川口美津子委員
（東）

　今年度新たに３人の方が人権擁

護委員に就任しました。

〈人権相談〉
　秘密は厳守しますので、お気軽

にご相談ください。

  偶数月の 20 日

※ 20日が㈯㈰㈷の場合は次の平日

 市役所４階会議室

 秘書課広報室　995-1802

新たに人権擁護委員３人が就任
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平成25年度裾野市防火標語

寝る前に
　 火の元確認
　　　　もう一度
� 中島　摩保さん

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

富士急高速バス東京線
平日1,000円キャンペーン

　富士急シティバスが運行する市内

と東京駅を結ぶ高速バス（毎日４往

復）が、期間限定で片道 1,000 円（小

人 500 円）で利用できます。

 ２月３日㈪～３月 20 日㈭の平日

限定（土休日を除く）

市�内のバス停／千福下、裾野市民文

化センター前、トヨタ自動車東日

本前、東名裾野

 富士急コールセンター
　929-1144

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

（ビギナーズコース）、ワード基礎、

ワード活用、エクセル基礎、エクセ

ル活用、夜間ワード活用、夜間イ

ラストレーター基礎●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

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。

 ２月５日㈬　19 時～ 20 時 40 分

　２月 22 日㈯　15 時～ 16 時 40 分

 市民体育館

 15 歳以上（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

富士山の日協賛事業
富士山南陵バードウォッチング

 ２月 23 日㈰　９時～ 11 時

 富士宮市富士山環境交流プラザ

（富士宮市粟倉）

※現地集合・解散

 60 人

 筆記用具、歩きやすい靴、防寒着、

双眼鏡（持っている方）

 ２月 14 日㈮

 富士宮市富士山環境交流プラザへ

電話でお申し込みください。

 小学校低学年以下は保護者の同伴

が必要です。

 富士宮市富士山環境交流プラザ
　0544-59-0050

くらしとお金の
ライフプランセミナー

 ２月８日㈯　13 時 30 分～ 15 時

 市民文化センター視聴覚室

 「ライフプランを作ってみよう！」

～住宅購入・教育資金・老後の心

配を解消するために人生の資金計

画を自分で作ろう～

　 　豊かに暮らすためのライフプラ

ンを自分で作れるようになるため

のセミナーです。

講�師／ＣＦＰR　ファイナンシャ

ル・プランナー　市川貴博さん

 20 人（先着順）

 電話かインターネットでお申し込

みください。

 ２月５日㈬

 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会東海ブ
ロック　0120-874-018

防衛省採用試験
―幹部候補生―

 ５月 10 日㈯

※飛行要員のみ 10 日㈯・11 日㈰

 東部総合庁舎（沼津市高島町）

 大卒程度▶ 20 歳以上 26 歳未満

の方、22 歳未満は大卒（見込含）

　 院卒程度▶ 27 年４月 1 日現在、

修士課程修了者などで、20 歳以

上 28 歳未満の方

 ２月 1 日㈯～４月 25 日㈮

 大卒程度試験と院卒程度試験は、

併願が可能です。

 自衛隊三島募集案内所
　989-9111

イベント
Events
ふじのくに

美しく品格のある邑
むら

まつり

 ２月 23 日㈰　10 時～ 16 時

 プラサヴェルデ多目的ホール（沼

津市大手町）

 県内の美しい景観、美味しい農産

物をつくっている邑
むら

が集合！農産

物や加工品の試食販売、各種体験、

お楽しみ抽選会などを開催します。

 農林振興課　995-1823
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有

料

広

告

テレビショッピングを見てバッグを電話で申し込み
ました。商品のイメージが違ったので返品したいが、
できますか？

テレビショッピングは通信販売にあたり、クーリン
グ・オフ制度（無条件解約）はありません。返品でき
るかどうか、返品の条件などは販売会社の返品特約に
従うことになります。
❶ 広告に返品の定め（返品特約）があればその内容が

優先します。
❷ 広告に「返品できない」と明記してあれば返品でき

ません。最初から壊れていた場合は別です。
❸ 広告に返品特約や、返品に関する記載がなければ商

品到着後８日以内は契約の解除ができます。送料は
自己負担です。

※ 返品に関する条件は、販売会社により異なります。

暖房器具による火災に注意！
　冬になると暖房器具を使う機会が多くなります。暖房
器具の使用により次のような火災が発生しています。
●石油ストーブの火を消さずに給油した
　カートリッジタンクのふたの締め方が不完全だと灯
油がこぼれ、引火する可能性があります。給油すると
きは必ず火を消してください。
●石油ストーブに洗濯物が落下した
　乾燥して軽くなった洗濯物が、上昇気流にあおられ
て落下することがあります。タオルなど燃えやすい物
をストーブの周辺に置かないでください。
●スプレー缶が破裂した
　カセットボンベ、スプレー缶は熱源の近くに置かな
いでください。加熱されると内圧が上昇して破裂・爆
発し、噴き出た可燃性ガスに引火して危険です。
　以上のような点に注意し暖房器具を安全に使いま
しょう。

消費生活センター
995-1854

イベント
Events
三島宿地口行灯

　冬の風物詩である地口行灯が、２

月の三島市の大通り商店街と三石神

社境内に並びます。冬の夜空の下に

幻想的な雰囲気を醸し出します。

 ２月 13 日㈭～ 18 日㈫

　展示▶ 10 時 30 分～ 20 時 30 分

　点灯時間▶17時30分～20時30分

 大通り商店街（大社前～広小路）、

三石神社境内

 公募した川柳や地口の入選作品と

戯画を描いた行灯を設置し、ほの

かな明かりで演出します。

 三島市商工観光課　983-2655

県総合健康センター
富士山の日イベント

 ２月 16 日㈰　９時～ 16 時 30 分

 県総合健康センター（三島市谷田）

 ❶講演会～スポーツから学ぶ健

康・生きがいづくりについて～❷

楽しくできるソフトバレーボール

教室❸しいたけ菌打ち体験と試食

会❹親子食育クッキング教室❺無

料大腰筋マシン教室❻無料卓球講

座・デモンストレーション❼ト

レーニングルーム・卓球台無料開

放❽体組成測定器 Inbody 無料測

定など

※❶～❺は申し込みが必要です。

講�師／❶、❷モントリオールオリン

ピックメダリスト　白井貴子さん

 ２月 13 日㈭

 電話または直接お申し込みくださ

い。

 県総合健康センター
　973-7000

不明な点は申込時に確
認してください。

p.10
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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

有

料

広

告

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 3・10・17・24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 14日㈮
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 17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

６カ月児
育児教室

12日㈬９時～９時15分
平成25年８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24年８月生まれの方

２歳児
親子教室

26日㈬９時～９時15分
平成24年２月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

13日㈭午後
平成23年８月生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭13時～13時30分
平成23年２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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
２月４日㈫ 17時～ 19時 45分
２月12日㈬ ９時～ 11時 30分
２月18日㈫ 13時～ 15時 30分
２月26日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
２月12日㈬ ９時～ 11時 30分
２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

整形

2 3 4 5 6 7 8

外科 内科 内科 内科 外科 内科 外科

9 10 11 12 13 14 15

内科 内科 内科 内科 外科 整形 内科

16 17 18 19 20 21 22

整形 内科 外科 整形 外科 内科 内科

23 24 25 26 27 28

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

p.11
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２月後期の救急協力医

有

料

広

告

16 日

岡田医院 921-5321 新宿町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

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

鈴木医院 993-0430 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

17 月 望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇 白石医院 951-4593 市道町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

18 火 今井医院 921-3211 五月町 青木整形外科医院 922-0521 高島町 よざ小児科医院 967-5722 原

19 水 大沢医院 931-1019 御幸町 頴川医院 921-5148 高島本町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 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

21 金 柿田川医院 973-3601 柿田 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

22 土 高遠内科クリニック 926-8739 東椎路 聖隷沼津病院 952-1000 松下 古屋小児科医院 963-0407 西条町

23 日

岩渕内科医院 951-4579 添地町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 �上香貫

蔓陀ヶ原 原小児科医院 962-0636 八幡町

須山診療所 998-0006 須山 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

24 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

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

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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

25 火 あそうクリニック 929-7575 筒井町 守重医院 931-2511 �我入道
江川

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

26 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 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

27 木 青沼胃腸科クリニック 929-6205 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

28 金 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 古屋小児科医院 963-0407 西条町

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
わたなべ�
耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787

松岡
瀬尾眼科医院
933-9900

市場町
こまきウィメンズ
クリニック
972-1057

西若町
秋山歯科医院
986-1390

下土狩

23 日
三島中央病院
971-4133

緑町
静岡医療センター
975-2000

長沢
かやま産科婦人科
医院
997-3551

岩波
飯塚歯科医院
993-1077

茶畑

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
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富士山資料館

No.
1258

2014 年
（
平
成
26 年

）

2
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 :

993-9300

　全国学芸サイエンスコンクール（旺文社主催）は、
幅広い分野に多くの部門を設け、全国の児童・生
徒が得意分野で制作した作品を応募できる総合コ
ンクールです。第 57 回のコンクールで、傳あか
りさんが銅賞に、弟の晴人くんが入選に輝きまし
た。小学生の部、中学生の部とも受賞したのは、
金賞、銀賞、銅賞が各 1 人ずつ、入選が 10 人です。
全国各地から、小学生の部には 216 人が、中学
生の部には 1,228 人が応募しました。
　あかりさんが写真を撮り始めたのは、小学４年
生のときです。５年生のときに写真連盟裾野支部

２月の休館日／
３日㈪・10日㈪・17日㈪・24日㈪

三遊亭円楽　独演会
　笑点でもおなじみ！三遊亭円楽
の多彩な芸の力に触れ、落語の神
髄を楽しんでいただける独演会です。
と　き／２月15日㈯　16時30分～
　（開場▶16時）
料　金／全席指定　2,800円（税込）
※未就学児入場不可 好評発売中！！

ポピュラー音楽の祭典
と　き／３月22日㈯　17時～　（開場▶16時30分）
出�　演／美川憲一、コロッケ、渡辺えり、加藤登

紀子、高田利江
料　金／全席指定　6,000円（税込）　当日7,000円
※未就学児入場不可 好評発売中！！

美川憲一 コロッケ 渡辺えり 加藤登紀子

第57回全国学芸サイエンスコンクール
学芸ジャンル・環境分野・写真部門

中学生の部で銅賞　傳あかり さん（上ケ田・15歳）
小学生の部で入選　傳　晴人 くん（上ケ田・７歳）

の作品展を見に行き、本格的に写真を撮るように
なりました。それ以降、様々な写真展などで賞を
受賞しています。今回は、リサイクルセンターで
山積みになっていたカラーテレビを撮影しました。
　「山積みになっているカラーテレビが、何か訴
えているような感じがしたので撮りました。それ
が、上手く表現できました」と話すあかりさん。
風景を撮るときは１枚におさめようとせず、風景
を切り取るイメージで撮影しているそうです。
　「目標にしていたあこがれのコンクールで賞を
とれ、うれしかったです。見た人の心を動かせる
ような写真を撮っていきたい。将来は写真関係の
仕事をしたい」と今後の抱負を話してくれました。
　弟の晴人くんは、あかりさんの賞状をみて、僕
も負けられないと思い、写真を撮り始めたそうで
す。コンパクトカメラを片手に、時には地面に寝
そべって撮ることもあるとか。今回入選した作品
は、リサイクルセンターで積まれている家電製品
を撮影したもので、『家電製品がかわいそうだな
あ』と思って撮影したそうです。笑顔いっぱいで
個性的な構図の写真を撮っている晴人くん。小学
１年生ですが、既に多くのコンクールで賞を受賞
しています。「これからも、お姉ちゃんに負けな
いようにたくさんいい写真をとっていきたいで
す」と晴人くん。今後の活躍が楽しみな姉弟です。

本
もと

居
おり

宣
のり

長
なが

書簡
　江戸中期の国学者で、「古事記伝」・「玉くしげ」
などの著者としても有名な本居宣長が、竹村平右
衛門に宛てた書簡です。竹村平右衛門重雄は、現
在の伊豆市熊坂の豪農で、宣長の門弟となってい
ます。書簡の主な内容は、「お手紙をいただき、
ご健勝とのことでうれしく思います。私も元気に
過ごしています。古事記題をいただきましたので、
添削をしました。清書ができましたら送ってくだ
さい。肴

さかな

代
だい

として金百疋
ぴき

を贈っていただき、あり
がたくいただきました」です。
　文化14年（1817）に、須山の御師渡邉五郎源眞文

本居宣長書簡

と土屋平大夫藤
原正澄が竹村の
門に入門してお
り、そのつなが
りで渡邉家にこ
の書簡が伝わっ
たと考えられま
す。
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No.
1259

2014年（平成26年）

2月15日号 02    火災・救急・救助統計�
� 火災原因の１位はたき火

03    春の全国火災予防運動�
� 火の取扱いには十分な注意を

　就任のあいさつ
　私は、このふるさと裾野市を「みんなが誇れる豊かな
まち」にしたいと思っています。市内には、素晴らしい
ものがたくさんあります。世界遺産富士山とその構成資
産の須山浅間神社、日本を代表する企業の皆さん、ヘル
シーパーク裾野などの健康づくりの拠点、パノラマロー
ドの素晴らしい景観、歴史的偉業である深良用水、広大
な土地、豊かな水資源や森林資源など。光り輝く前の原
石の段階のものもありますが、私は、それらに磨きをか
け、価値を高め、自信と誇りをもって、内外にトップセー
ルスで売り込んでいきたいと考えています。
　公共サービスのすべてを税金で賄う時代はすでに終
わっています。まちづくりについて、市民と市が腹を割っ
て話し合い、お互いの役割分担を定め、お互いに責任を
持ち合って、公共サービスの担い手となりあう「市民協
働」の時代です。

　私は市長として、市民サイド・市サイド、双方のリー
ダーとして、市民協働による「市民が主役」のまちづく
りを推進していきます。そして、裾野にある、たくさん
の資源に磨きをかけ、有効に活用していきます。やがて、
それらの資源が光り輝き出し、裾野に住む方や活動する
企業が増え、豊かな福祉を支える税収アップにつながる
と同時に、市民のみなさんの裾野に対する愛着、誇りが
高まり、売り物としての「ふるさと裾野」の付加価値アッ
プに繋がるものと確信しています。
　市民のみなさんが、裾野に住むことに、裾野で育つこ
とに、裾野で働くことに、裾野で企業活動をすることに、
喜びや誇りに感じられるような裾野をつくります。
　夢ある裾野市の明るい未来のため、みなさんのお力添
えをお願いします。ともに精一杯がんばりましょう。

� 裾野市長　髙村　謙二



消防署
995-0119

火災・救急・救助統計
� 火災原因の１位はたき火

火災統計
◦平成25年中の出火原因別件数

たき火
４件

その他
４件

たばこ
２件

焼却炉　１件
配線器具　１件

溶接機・溶断機　１件

出火件数
18件

不明・調査中
５件

◦平成25年中の火災発生状況
出火件数　18件（＋５）

内訳

建物火災 ９件（＋３）
林野火災 ０件（±０）
車両火災 ２件（－３）
その他火災 ７件（＋５）
爆発 ０件（±０）

焼損棟数　９件（＋３）

内訳

全焼 ３件（＋１）
半焼 １件（＋１）
部分焼 １件（－１）
ぼや ４件（＋２）

死傷数　１件（＋１）

内訳
死者 ０件（±０）
負傷者 １件（＋１）

救急統計
◦平成25年中の救急車出場件数（前年比）
出場件数

署所別内訳
本　署 1,003件（＋32）
茶畑分遣所 703件（－19）
須山分遣所 313件（＋43）

合　計 2,019件（＋56）

事故種別
内訳

急　病 1,073件（＋16）
交　通 197件 （＋7）
一　般 255件 （＋5）
転　院 363件（＋25）
その他 131件 （＋3）

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
平成25年 11回203人 1回13人 1回  9人

◦平成25年中の搬送人員（前年比）
搬送人員　1,893人（＋73人）

程度別内訳

軽　症 874人（＋80）
中等症 800人（＋28）
重　症 189人（－35）
死　亡 30人 （±0）

年齢区分別
内訳

新生児 0人 （－1）
乳幼児 106人（＋14）
少年 73人（－29）
成人 759人（＋45）
老人 955人（＋44）

搬送医療
機関別内訳

市内 728人（＋38）
市外 1165人（＋35）

現場・病院までの平均所用時間

平均所要時間 現場到着まで   7分55秒
病院到着まで 40分00秒

救助統計
◦出場件数、救出人員の推移
出場件数28件　救出人員16人

　今年度の火災統計、救急統計、救助統計

を公表します。火災件数は 18件と前年の

13 件より５件増加しています。救助隊出

場件数は前年と同じ 28件です。救急車出

場件数は 2,019 件と前年より 56件増加し

ています。

（件）
40
35
30
25
20
15
10
5
0
平成22年度

29件29件

11人11人

35件35件

17人17人

28件28件
23人23人

28件28件

16人16人

平成23年度 平成24年度 平成25年度

…出場件数
…救出人員
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消防本部　992-3211
消 防 署　995-0119

春の全国火災予防運動
� 火の取扱いには十分な注意を
　３月１日㈯から３月７日㈮まで、春の全国火災予

防運動が行われます。空気が乾燥して火災が発生し

やすい季節です。火の取扱いには十分注意しましょ

う。

平成 25年度全国統一防火標語

『消すまでは心の警報ＯＮのまま』

平成 25年度裾野市防火標語

『寝る前に火の元確認もう一度』

　平成 24 年中のたばこによる火災は 4,212 件で放火

に次いで第２位の出火原因です。そのうち、不適当な

場所への放置によるものが 2,407 件で半数以上になり

ます。また、平成 24 年中の住宅火災による死者（放

火自殺者などを除く）を発火源別にみると、たばこに

よるものが全体の 15.6％と最も多いです。当市でも

寝たばこによる再燃火災がありました。布団や座布団

などの綿製品は、たばこの火で少し焦げた程度でも、

火が中に入るとなかなか消えません。消したつもりで

も、再び燃えだすことがよくありますので、浴槽やた

らいなどにつけて完全に消しましょう。消火後も再燃

しないように入念に確認してください。

　たばこによる火災を防ぐため以下のことを守りま

しょう。

● 寝たばこは危険です。絶対にやめましょう。

● 歩きたばこや、ポイ捨ては絶対にやめましょう。

● 灰皿に水を入れておき、周りに燃えやすいものを置

かないようにしましょう。

● 灰皿にたまった吸い殻はこまめに掃除しましょう。

● 吸殻を捨てる時は、一度水にさらすなどして完全に

火が消えたことを確認してから捨てるようにしま

しょう。

全国的に多い
たばこによる火災

家族を火災から守る
住宅用火災警報機と防炎製品

命を守る住宅用火災警報器

● 当市の平成 25 年 11 月現在の設置率は 76.7％で前

年度と比較し 9.0％上昇しています。

● 火災警報機の設置が市条例で定められてからもうす

ぐ 10 年が経過します。電池の寿命は約 10 年です。

電池の交換や機器の更新の必要がないか確認してく

ださい。

火災の拡大を防ぐ防炎製品

　防炎製品は、火災の初期のような小さな火源に対し

て燃えにくくする処理がされています。万が一火災が

発生しても、急激に火炎が拡大するのを防ぎます。

同時着火25分後

防炎製品 普通製品

p.3
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Photograph １月

無病息災を祈って
　どんど焼きが、市内各地で行われました。御宿入
谷区では木、竹などで大きなやぐらを組み、正月飾
りや書き初めをやぐらに掛けました。皆で勢いよく
燃える火に今年一年の無病息災を祈ったり、竹に差
した団子を焼いたりしました。 （１月 12 日）

消防出初式
　消防出初式が市役所駐車場で行われました。
服装点検や機械器具の点検、表彰のほか、震災
救助などの訓練展示が行われました。一斉放水
では、色とりどりの放水を見ることができまし
た。 （１月 12 日）

578人が新成人に
　成人式が市民文化センターで行われました。色鮮
やかな振り袖やきりっとしたスーツ・羽織袴などに
身を包んだ新成人 396 人が式典に出席しました。
新成人を代表し、大庭有貴さんと梶原里菜さんが、
成人としての自覚や責任、決意など、誓いの言葉を
のべました。 （１月 12 日）

富士山世界遺産登録を祝って
　御殿場市、小山町とともに富士スピードウェイで
富士山世界遺産まつりを開催しました。当日はダン
スや演奏などを披露する富士山 3776 コンサート、
豪華賞品の当たる 3776 プレゼント大会、イベント
のフィナーレを飾る大花火大会など、富士山にちな
んだ多彩なイベントが行われました。 （１月 12 日）

交通指導員視閲式
　交通指導員年頭視閲式が市役所駐車場で行われま
した。交通指導員は服装と規律の点検を受け、今年
も交通事故防止に取り組んでいく決意を新たにしま
した。 （１月 12 日）

p. 4p.4
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Photograph January

「虹の橋」

ウォーキングを楽しみながら美化活動
　東地区環境美化史跡探訪ウォーキングが行われま
した。参加者たちはごみ袋を手に偕楽園を出発し、
光明寺などの東地区の史跡を徒歩で巡りながら、道
に落ちているごみを拾いました。 （１月 19 日）

みんなで守る文化財
　旧植松家住宅で消火栓や消火器を使った文化財消
火訓練が行われました。参加した西中学生は、筒先
を４人がかりで支えましたが、それでも「大変だっ
た」と消火の感想を語りました。 （１月 24 日）

小・中学生の作品276点を展示
　市児童生徒美術展が市民文化センターで行われま
した。小・中学生の制作した絵画、デザイン、版画、
立体作品が 276 点展示され、来場者は個性豊かな
作品に見入っていました。 （１月 25 日）

木工に挑戦！
　子どもフェスティバル 2014 が生涯学習センター
で行われました。子供会の活動発表のほか、子ども
たちは缶つりなどのゲームを楽しみました。外では
木工づくりが行われ、釘やかなづちの扱いに苦戦し
ながらも、楽しそうに本棚を作っていました。
 （１月 26 日）

p. 5p.5
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お知らせ
Announcement

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

 ３月 27 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。

３月 13 日㈭

 国保年金課　995-1813

でんき家計簿会員登録受付中

　電気家計簿は、毎月の電気の使用

量や電気料金をインターネットで確

認できるサービスです。利用には、

会員登録（無料）が必要です。

 ●電気料金をチェック▶今月の電

気料金、過去の電気料金をグラフ

で比較

　 ●平均使用量と比較▶同じ契約容

量の方の平均使用量と比較

　 ●料金メニュー比較シミュレー

ション▶使用実績をもとに、各料

金メニューの金額を試算

電気料金メニューの問合せ
　 東京電力電気料金お問い合わせダ

イヤル　0120-993-052

※㈪～㈯９時～ 17 時 休日を除く

第16回ながいずみ中高
吹奏楽部合同演奏会

 ２月 23 日㈰　13 時 30 分～

　（開場▶ 12 時 55 分）

 長泉町文化センターベルフォーレ

大ホール

 演奏曲目▶童謡メドレー、恋する

フォーチュンクッキー、行進曲「富

士の山」ほか

 入場無料

 三島高等学校　975-0080

合同就職相談会
静岡ふれあいナースフェア

 ３月15日㈯　11時～15時30分

 グランシップ（静岡市駿河区）

 ●県ナースセンターに求職登録し

ている未就業の看護職、未登録の

潜在看護士●退職・転職予定の看

護職員●看護学生●看護職を目指

す社会人など

 ●病院や福祉施設、訪問看護ス

テーションとの個別相談●県ナー

スセンター就業相談員による相談

●奨学金に関する情報提供●ミニ

レクチャー（国家試験対策）●再就

業した看護職員による体験報告●

再就業支援事業紹介　など

 託児あり

 県ナースセンター
　054-202-1761

市指定給水装置工事
事業者の追加

　新たに次の事業者を追加しました。

●有限会社　芹沢工業

　〒 410-0823

　沼津市我入道浜町 342-3

　☎ 932-6197

上水道課　995-1833

テレビ寺子屋の公開録画
（青少年育成市民会議研修会）

 ３月２日㈰　13 時～

 生涯学習センター３階学習ホール

 190 人（先着順）

 バイマーヤンジンさんによる講演会

 無料

 電話または窓口でお

申し込みください。

２月 25 日㈫

 生涯学習課　992-3800

コミュニティ助成事業の実施

　㈶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御宿平山区で

は、宝くじの助成金で子どもみこし・

はんてんなどの整備を行いました。

今後、区の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

　市長選挙、市議会議員補欠選

挙が１月 26 日に行われ、市長

に髙村謙二氏、市議会議員に杉

山茂規氏が当選しました。

 選挙管理委員会
　995-1807

市長に髙村氏、市議会議員に杉山氏

髙村　謙二氏
（久根・49歳）

〔市長〕 〔市議会議員〕

杉山　茂規氏
（中丸下・38歳）
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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

シルバー生きがい教室展示会

 ３月１日㈯　10 時～ 16 時

　　　２日㈰　９時～ 12 時

 市民文化センター２階展示室

 高齢者が生きがい教室で制作した

作品（布手芸・編物・竹細工・紙

手芸）を展示します。

 社会福祉課　995-1819

御殿場線スタンプラリー

 ２月 20 日㈭～３月 20 日㈭

 御殿場線の駅や沿線の観光施設な

どにスタンプを設置しています。

スタンプを５個集めた方の中から、

抽選で 300 人に記念品をプレゼ

ントします。

市�内のスタンプ設置場所／裾野駅、

岩波駅、グリーンカフェ花麒麟（市

役所別棟）、富士山資料館

 御殿場線利活用推進協議会（御殿
場市企画課）　0550-82-4421

不用品バンクの活用を

　生活用品で不用になったものがあ

る方、それらを譲り受けたい方は登

録してください。市が仲介します。

 市内に住んでいる方

登�録できるもの／❶家具類❷ベビー

用品、子ども用品❸家庭電気製品

❹楽器、スポーツ用品、娯楽用品

❺雑貨など

登�録できないもの／修理、修繕をし

なければ使用できないもの、消費

生活用製品安全法の特定製品（乳

幼児用ベッド、携帯用レーザー応

用装置、登山用ロープ、圧力鍋、

圧力釜、乗車用ヘルメット）、自

動車、バイク、貴金属など

登�録方法／譲りたいもの、または

譲ってほしいものの品目と連絡先

（氏名、住所、電話番号）を電話ま

たは市ホームページの不用品活用

バンク登録申込書（外部サイト）か

らお知らせください。

登�録期間／登録した日から３カ月

 商工観光課　995-1857

法務局証明サービス
センターのご利用を

　市役所１階に、不動産登記と会社・

法人登記の各種証明書を発行できる

証明書等発行請求機が設置されてい

ます。ご利用ください。

 平日９時～12時・13時～16時30分

 市役所１階裾野法務局証明サービ

スセンター

 静岡地方法務局沼津支局
　923-1201

駿豆地区広域窓口サービス
住民票などを12市町で交付

　住民票の写し、印鑑証明書、戸籍

の全部（個人）事項証明書は、駿豆地

区 12 市町で取得できます。

 駿豆地区 12 市町に住民登録のあ

る方

取�扱市町／裾野市、小山町、御殿場

市、長泉町、沼津市、清水町、三

島市、函南町、伊豆の国市、伊豆

市、伊東市、熱海市

受�付時間／８時 30 分～ 17 時（土日・

祝日、年末年始を除く）

交�付請求をできる方／●住民票の写

し、印鑑証明書▶本人または同一

世帯の方　※世帯をわけて住民登

録している場合は請求できません。

●戸籍の全部（個人）事項証明書▶

本人または同一戸籍に在籍する方

 ●住民票の写し、印鑑証明書▶１

通 300 円●戸籍の全部（個人）事

項証明書▶１通 450 円

 印鑑証明書の交付には、印鑑登録

証が必要です。

 市民課　995-1812

市公式ゆるキャラの市民投票

　当市を全国にＰＲするため、市の

公式ゆるキャラの公募を行い、全国

から 600 点の作品が集まりました。

その中から最終候補作品が選考委員

会で選ばれました。最終選考で、市

民の皆さんの意見を参考にするため、

市民投票を行います。

 市内に住んでいる方

投�票方法／候補作品の中から市の公

式ゆるキャラにふさわしいと思う

ものを１点選び、投票用紙に記載

して投票してください。郵便、Ｆ

ＡＸでも投票できます。投票用紙

は、投票箱設置場所にあります。

また、市と観光協会のホームペー

ジからダウンロードできます。

投�票箱設置場所／商工観光課、深良

支所、富岡支所、須山支所、市観

光協会

 ２月 24 日㈪～３月７日㈮〔必着〕

 投票は１人１回です。

 商工観光課　995-1825
　市観光協会　992-5005
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お知らせ
Announcement

２月は省エネルギー月間

●部屋の温度は 20℃以下に

●見ていないテレビや照明は OFF

● 出かけるときは、プラグを抜いて

待機電力をカット

関東電気保安協会
　http://www.kdn.or.jp/

募 集
Recruitment

自動販売機の設置者

　鈴木図書館に自動販売機を設置す

る事業者を募集します。建物の一部

を自動販売機の設置スペースとして

貸し付けます。

設�置場所／図書館３階屋上エリアの

一部

設�置台数／１台

販�売品目／清涼飲料水　※缶、ビン、

ペットボトル、紙パックなど密閉

された容器のものに限ります。

貸�付期間／４月１日㈫から３年間

選�定方法／一般競争入札

 鈴木図書館２階事務室に必要書類

を提出してください。募集要領は

市ホームページからダウンロード

できます。

２月 28 日㈮

 鈴木図書館　992-2342

ジュニア・ロースクール
2014　春 in 沼津

 ３月26日㈬　９時30分～16時30分

 沼津市民文化センター

 県内の中学生

※保護者の承諾が必要です。

 30 人（先着順）

 刑事裁判の傍聴、法廷の見学、ルー

ル作りに挑戦

 無料

 電話でお申し込みください。

 ３月 14 日㈮

 保護者、中学校教諭は見学できます。

県弁護士会沼津支部
　931-1848

第64回県勤労者
総合美術展の出品作品

　県内で働いている方ならどなたで

も出品できます。

 ２月 17 日㈪～３月７日㈮

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

 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

20 日㈭までに最寄の労働金庫へ

お持ちください。

《県勤労者総合美術展》
 ４月２日㈬～６日㈰

 グランシップ展示ギャラリー

 県労働者福祉協議会
　054-221-6241

春の少年・婦人囲碁教室

 ３月１日～ 29 日の毎週㈯

 東西公民館

 市内に住んでいる小学生以上の方

 20 人

 基本の反復と対局。初心者でも参

加できます。

 東西公民館にある申込用紙に必要

事項を記入し、お申し込みくださ

い。

２月 22 日㈯

 鈴木図書館　992-2342

“みなとみらい”で恋活
市結婚相談事業

 ３月 16 日㈰　８時～ 17 時

 横浜方面（横浜大世界・トリック

アート・ミュージアム、中華街、

赤レンガ倉庫）

 本気で結婚を望む 25 歳～ 40 歳

の独身者

 男女各 20 人

※応募者多数の場合は抽選

 日帰りバスツアーによる恋活イベ

ント

 男性▶ 7,000 円　女性▶ 3,000 円

 所定の申込用紙に必要事項を記入

し、提出してください（ＦＡＸ、

メール可）。

２月 28 日㈮

 社会福祉協議会　992-5750
993-5909
info@syakyo-susono.or.jp
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納付期限：３月31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。

１日㈯ ㈲北住設機器
☎ 993-1250

２日㈰ ㈲井上設備工業
☎ 997-4578

８日㈯ ㈲杉山産業
☎ 992-1131

９日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701

15 日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎ 992-6599

16 日㈰ 植松水道
☎ 992-4644

21 日㈷ 山崎設備
☎ 997-6766

22 日㈯ ㈲杉山設備工業
☎ 993-3030

23 日㈰ ㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

29 日㈯ ㈱中川商店
☎ 993-1555

30 日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎ 997-2704

３月　カレンダー
１日㈯
〜７日㈮ 春季火災予防運動

19日㈬ 市立幼稚園卒園式

20日㈭ 市内小・中学校
修了式・卒業式

25日㈫ 市立保育園卒園式

〜27日㈭ 市議会３月定例会

人　口　53,804人� （＋50人）
　男　　27,484人� （＋36人）
　女　　26,320人� （＋14人）
世　帯　21,318世帯�（＋48世帯）
内、外国人� 710人�355世帯

２月１日現在
データバンク

陸上自衛隊富士駐屯地
モニター

 次のすべての要件を満たす方❶市

内、御殿場市、小山町に住んでい

る 20 歳以上 65 歳未満の方❷自

衛隊や防衛問題に関心があり、公

正で建設的な意見を述べる方❸年

２回程度、富士駐屯地の会同に参

加できる方❹議員や公務員でない

方

 ５人

 富士駐屯地などで実施する各種行

事に参加し、意見や感想を提出し

ます。

 封書またははがきに❶住所❷氏名

❸生年月日（年齢）❹性別❺職業❻

家族構成❼電話番号❽応募の理由

を記入し、郵送してください。

 ２月 28 日㈮

 駐屯地モニターに決定した方には、

３月中旬に連絡します。

富士駐屯地広報班
　0550-75-2311
　〒410-1432
　小山町須走481-27

平成26年度
県立沼津技術専門校入校生

《第４期一般入校試験》
試験日／３月 14 日㈮

試�験会場／県立沼津技術専門校（沼

津テクノカレッジ）

 ３月 31 日現在おおむね 30 歳以

下で、技術・技能を身につけて就

職する意欲のある方

 ●機械技術科▶ 20 人●電子技術

科▶ 20 人●情報技術科▶ 20 人

※ 定員に達した場合、４期以降、募

集しない場合があります

 ２月 17 日㈪～３月７日㈮

試�験内容／数学（Ⅰ・A 程度）と面接

 ●授業料は年額 118,800 円

　●入校期間は２年間（昼間）

県立沼津技術専門校
　925-1071

平成25年度全国統一防火標語

消すまでは
　 心の警報
　　　ＯＮのまま

p.9
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３月前期の救急協力医

有

料

広

告

１ 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

２ 日

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 勝呂医院 962-3083 千本中町

境医院 975-8021 竹原 西村医院 971-6510 下土狩

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

３ 月 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 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

４ 火 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 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

５ 水 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 よざ小児科医院 967-5722 原

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 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

８ 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

９ 日

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 遠藤クリニック 975-8801 久米田

かとう内科医院 946-5562 大岡 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

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

10 月 小林内科医院 921-2165 米山町 香貫医院 931-2465 本郷町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

11 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 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

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

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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

12 水 森本神経内科クリニック 976-5221 竹原 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

13 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

14 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 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

15 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 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

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
内藤耳鼻咽喉科 
クリニック
987-1717

桜堤
あいあい眼科 
クリニック
967-7715

原 島田産婦人科医院
972-6100 伏見 伏見歯科医院

972-3040 伏見

９ 日
かみで耳鼻咽喉科
クリニック
0545-53-3321

伝法 関眼科胃腸科医院
975-2381

三島市東
本町

沼津市立病院
924-5100 東椎路 うさぎ歯科医院

997-5918 葛山

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
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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 :

３月の行事予定
おはなしの会

　１日㈯　14 時～   　　おはなしのへや　　
　８日㈯　11 時～   　　文化センター図書室

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
　18 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）
　19 日㈬　９時～ 12 時 　展示室　　　　　　
　26 日㈬　13 時～ 16 時　展示室　　　　　　

※ 平成 25 年４月から２月までにファーストブッ
クの案内を受けた方で、参加しなかった方も参
加できます。参加をご希望の方は、通知ハガキ
か母子手帳をお持ちになりお越しください。開
催日に来ることができない場合は、鈴木図書館
へご連絡ください。

今月の二冊
静岡餃子王国
　餃子王国・静岡の人気・有名
餃子店はもちろん、隠れた名店
を紹介。にんにく度、野菜感、
皮の厚みをアイコンで表記し、
店のデータやアクセス MAP を
掲載。持ち帰り情報も満載。
出版：マイルスタッフ

３日㈪、10日㈪、17日㈪、24日㈪、
27日㈭、31日㈪

３月の休館日

しらべよう！知っているようで
知らない冬期オリンピック３
氷の競技・種目の技やみかた
　冬季オリンピックをこれまで以上
に楽しむための本。３は、「フィギュ
アスケートのアクセル、ルッツ、サ
ルコウのちがいは？」など、氷の競

技・種目に関する、知っているようで知らないこ
とを、できるだけわかりやすく説明する。
文：稲葉茂勝、監修：大熊廣明
出版：ベースボール・マガジン社

図書館からのおねがい
　利用中の本のページが破れたり取れたりしてし
まったときは、職員にご相談ください。修理は図
書館で行います。セロハンテープなどは本を傷め
る原因になるので、使わないでください。

新刊紹介 New Release
『本屋さんのすべてがわかる本　２』
文：稲葉茂勝　監修：秋田喜代美
ミネルヴァ書房

『坂本寛子のつくろう！ 食べよう！ 行事食 ３』
著：坂本寛子　監修：奥村彪生　少年写真
新聞社

『鬼まつりの夜』
作：富安陽子　絵：はせがわかこ　講談社

『だるまなんだ』
絵：丸山誠司　文：おおなり修司　絵本館

『ペテロの葬列』
著：宮部みゆき　集英社

『雪月花黙示録』
著：恩田陸　KADOKAWA

『夢のなかの魚屋の地図』
著：井上荒野　幻戯書房

『GOSICK RED』
著：桜庭一樹　KADOKAWA

髙村　陽
はる
信
のぶ
くん

（３歳・公文名４）
宮原　楓

かえで
ちゃん

（２歳 11カ月・御宿入谷）

庄司　恋
れん

くん
（２歳 11カ月・千福が丘）

渡邉　美
み
優
ゆ
ちゃん

（３歳・富沢）

松永　和
かず

也
や

くん
（２歳 11カ月・本村下）

髙田　美
み
怜
れい
ちゃん

（３歳・本茶）
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2014年（平成26年）

3月1日号 02    平成 26 年度 
講座・教室の受講生を募集

06    国保年金課からのお知らせ 
自己負担額の変更・ 
限度額認定証・学生特例

07    国民年金保険料の免除・猶予・ 
学生納付特例

２月16日　深良



鈴木図書館� 問合せ／鈴木図書館　992-2342

東西公民館� 問合せ／東西公民館　992-6677

　会場は、いずれも東西公民館です。随時、お申し込みできます。

講座名 と　き 内　容 対　象
俳 句 教 室 第１㈰　13：00～ 四季の生活、風物を俳句に詠む

16歳以上

短 歌 会 第２㈰　13：00～ 自然の情景、生活、心の感動を短歌に詠む
古文書を読む会 第２㈮　13：30～ 古文書を読み歴史を知る
美 術 教 室 第２㈯　10：00～ 水彩画、油彩画などの画法を学ぶ
茶 道 教 室 Ⅰ 第１㈭　13：00～ 和敬清寂の精神を探求する
茶 道 教 室 Ⅱ 第１㈮　19：00～ 作法、茶会、初釜行事を学ぶ

　各講座とも５月から開講します。
対　　象／市内に住んでいるか通勤・通学していて、原則として全回出席できる方
申込方法／東西公民館にある申込用紙に必要事項を記入し、受講料を添えてお申し込みください。
受付期間／３月16日㈰～４月19日㈯　※定員になり次第、受付を終了します。
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。
　　　　　●開講後に受講を辞退しても、受講料を返金できません。

講座名 と　き 内　容 対　象 受講料
（年間）

その他費用
（年額）

英 語 遊 び 第1㈯
13：30～　全10回

ゲームをしながら英語
に親しむ 小学1～3年生 1,000円 −

華 道 Ⅰ（ 昼 ） 第2・4㈮
13：30～　全19回 生花、現代華の生け花

（技術習得） 一般 3,800円 1,000円
／1回

華 道 Ⅱ（ 夜 ） 第2・4㈮
19：30～　全19回

トールペイント 第2㈫
9：30～　全11回

木工製品にペイントし、
作品を作る 一般 2,200円 3,000円程度

糸 と 布 遊 び
★新講座

第2㈬
13：30～　全11回

手芸で幅広い作品作り
に挑戦する 一般 2,200円 10,000円

園 芸 第3㈯
9：30～　全10回

植え込み実習を通じて
山野草を知る 一般 2,000円 −

彫 刻 第2㈯
9：30～　全11回 鎌倉彫で作品を作る 一般 2,200円 塗代10,000

円程度など

書 道 Ａ 第2㈭
9：30～　全11回

かな文字、楷書、草書
（技術習得） 一般 2,200円 7,200円書 道 Ｂ 第3㈭

9：30～　全11回

書 道 Ｃ 第4㈭
9：30～　全11回

英会話　初級 第1・3㈭
19：00～　全21回

日常や海外旅行に使え
る英会話の入門編 初心者

4,200円 −
英会話　中級 第2・4㈭

19：00～　全21回
自分の意見が述べられ
るなど英会話の実践編

英検２級、
TOEIC450点以上

ビーズクラフト 第4㈯
9：30～　全11回

アクセサリーなどを作
る 一般 2,200円 1,000円

／1回

※９月・11 月に陶芸講座、７月・８月に夏休み子ども体験講座を開講予定です。

平成26年度

講座・教室の受講生を募集
p.2
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生涯学習センター教養講座� 問合せ／生涯学習課　992-3800

対　　象／市内に住んでいるか通勤・通学していて、原則として全回出席可能な方
申込方法／生涯学習センターにある申込用紙に必要事項を記入し、お申し込みください。
受付期間／３月18日㈫～４月20日㈰
そのほか／ 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開講後に受講を辞退しても、受講料を返金できません。❹受講料、その他費用とは別に、保険料500
円が必要です。

講座名 と　き 内　容 対象 定員 受講料
（年間）

その他費用
（年間）

エ ア ロ
ビ ク ス

５月～　第１・３㈫
19:30～21:30

全18回

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。

初心者 30 3,600円 -

ヨ ー ガ
５月～　第２・４㈫
19:30～21:30

全18回

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。

初心者 30 3,600円 -

ピラティス
５月～　第１・３㈫
10:00～12:00

全18回

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。

初心者 30 3,600円 -

着 付 け
６月～12月　第１・２・３㈫
19:00～21:00

全18回
浴衣・着物が着れるまで。各
種帯の結び方を学びます。 初心者 10 3,600円 -

フラダンス
（ 昼 ）

５月～　第１・３㈫
13:30～15:30

全18回 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。

初心者

30

3,600円

-

フラダンス
（ 夜 ）

５月～　第１・３㈬
19:30～21:00

全18回
30 -

ヒ ッ プ
ホ ッ プ
ダ ン ス

５月～　第２・４㈭
20:00～21:00

全18回

基本的なステップをマス
ター。リズムに合わせて楽し
く体を動かします。

中学生
以上 30 3,600円 -

フラメンコ
５月～　第１・３㈮
10:00～12:00

全18回

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
踏み方を学びます。

初心者 20 3,600円 -

フ ラ ワ ー
ア レ ン ジ
メ ン ト

５月～　第２・４㈮
19:00～21:00

全18回
季節 ･行事にあったアレンジ
を基礎から学びます。 初心者 20 3,600円 1,200円

程度/回

ネ イ ル
ア ー ト

５月～　第２・４㈮
19:00～21:00

全18回
ネイルケア、カラー、簡単な
アートを楽しみます。 初心者 15 3,600円 5,000円

程度

子 ど も
マ ナ ー

５月～　第１・３㈯
10:00～12:00

全18回
日本の伝統文化である浴衣を
着て礼儀作法を学びます。 小学生 20 3,600円 1,200円

程度

ボールペン
習 字 講 座

５月～　第１・３㈭
19:00～21:00

全18回

基本から、自分の住所・名前
を美しく書けるように学べま
す。

初心者 20 3600円 500円程
度

お と こ の
料 理

５月～　第１㈯
9:00～12:00
全10回

料理の基本や季節の料理を作
ります。 初心者 25 2,000円 6,000円

程度

パ ン 作 り
５月～　第４㈯
9:00～12:00
全10回

基本から、いろいろな成形、
生地を組み合わせるなど応用
まで学びます。

初心者 20 2,000円 5,000円
程度
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平成26年度　講座・教室の受講生を募集

市スポーツ教室� 問合せ／生涯学習課　992-3800

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

　スポーツ推進委員が指導します。
対　　象／ 市内に住んでいるか通勤、通学している方
申込方法／ 生涯学習センター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。バレーボー

ル交流会といろいろスポーツ交流会は、会場でお申し込みください。
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

５月～　金曜日
19:00～21:00
月１～３回

西小体育館
中学生以上

（小学５･６年生
は保護者同伴）

30人

４月３日㈭
9：00

【保険料】
●中学生以下
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19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

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 30人

バレーボール
教 室

５月～　水曜日
19:00～21:00
月１～２回

富一小体育館 小・中学生 20人

テニス教室
須 山 会 場

５月17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

ファミリーバ
ドミントン教
室　須山会場

５月～　金曜日
19:00～21:00
月３～５回

須山中体育館
小学生以上
（低学年は
保護者同伴）

30人

バレーボール
交 流 会

５月～　水曜日
19:00～21:00
月１～２回

富一小体育館 16歳以上 30人

随時
年会費

（保険料含）
1,200円い ろ い ろ

ス ポ ー ツ
交 流 会

５月～　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

と こ ろ／市民体育館
対　　象／市内に住んでいるか通勤、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。認印が必要

です。
そ の 他／●年会費には、保険料が含まれます。
　　　　　● 参加料（1 回 250 円）は、市民体育館で販売しているスポーツクラブ専用回数券（10 回分 2,000 円）

でお支払いください。
　　　　　● 都合により変更になる場合があります。ご了承ください。
教室名 と　き 対　象 定　員 申込開始日時 費　用

親 子 体 操
５月14日㈬～

平成27年３月11日㈬
10：00～11：00
水曜日　全10回

３歳児（平成23年4
月2日～平成24年
4月1日生まれ）と
その保護者

50組
100人

４月９日㈬
9：00

・入会金300円
・年会費（小人）1,000円
・年会費（大人）2,000円

レ ッ ツ
リ ズ ム

５月15日㈭～
平成27年３月19日㈭
10：00～11：30
木曜日　全30回

18歳以上
※高校生を除く 120人 ４月10日㈭

9：00
・入会金300円
・年会費2,000円

シ ェ イ プ
ア ッ プ

５月13日㈫～
平成27年３月24日㈫
19：00～20：40
火曜日　全30回

18歳以上
※高校生を除く 60人 ４月８日㈫

9：00
・入会金300円
・年会費2,000円

体 力 向 上
５月13日㈫～

平成27年３月24日㈫
14：00～16：00
火曜日　全20回

18歳以上
※高校生を除く 60人 ４月11日㈮

9：00
・入会金300円
・年会費2,000円

アクティブ
チャイルド

５月９日㈮～
平成27年３月27日㈮
15：30～16：30
金曜日　全20回

小学1･2年生 20人 ４月１日㈫
9：00

・入会金300円
・年会費1,000円
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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 東小グラウンド 小学１年生

以上

深 良
陸上・ミニバス 毎週㈯　９：00～ 深良小体育館・グラウンド 小学１年生

以上

一 輪 車 毎週㈯　16：00～ 深良小体育館 幼保年長
以上

裾 野 西 サ ッ カ ー 毎週㈯または㈰　９：00～
毎週㈫・㈭　18：30～

西小グラウンド
南小グラウンド

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～ 須山小グラウンド 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

富岡ＪＳＣ（サッカー） 毎週㈯・㈰　９：00～ 富一小グラウンド 幼保年長
以上

裾野スラッガーズ（野球） 毎週㈯・㈰･㈷　９：00～ 向田小グラウンド 小学１年生
以上

裾 野 ラ グ ビ ー 毎週㈯　９：00～ やすらぎ広場
総合グラウンド

幼保年少
以上

裾野イーグルス（野球） 毎週㈯・㈰･㈷　９：00～ 西小グラウンド・南小グラウ
ンド・深良中グラウンドほか

小学１年生
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～ 深良小グラウンド 小学１年生

以上
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国保年金課からのお知らせ

自己負担額の変更・限度額認定証・学生特例

健康福祉部　国保年金課国保係
995-1814

　４月から、70歳以上75歳未満の方で、現役並み
所得者以外の方の自己負担割合が変わります。国民健
康保険では、医療機関などでの窓口の支払いが限度額
までになる制度や、就学のため市外に住む学生のため
の学生特例があります。ご活用ください。

現役並み所得者以外の方の
自己負担額が変わります

　平成 26 年度から、70 歳以上 75 歳未満の方で、現

役並み所得者以外の方の自己負担割合が変更になりま

す。ただし、昭和 19 年４月１日以前に生まれた方の

自己負担割合は、これまでどおり１割に据え置かれま

す。昭和 19 年４月２日以降に生まれた方の自己負担

割合は、70 歳の誕生日の翌日（１日生まれの人はそ

の月）から２割となります。現役並み所得者の自己負

担割合は３割のままで変更ありません。

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合

現役並み所得者以外
（後期高齢者医療制度に
加入された方は除く）

昭和19年４月１日
以前生まれの方

１割

昭和19年４月２日
以降生まれの方

２割

現役並み所得者 ３割

限度額適用認定証で
窓口の支払いが限度額までに

　国民健康保険・後期高齢者医療で高額な診療を受け

る場合、申請すると自己負担限度額を超えた額の払い

戻される高額療養費制度があります。この制度では一

度、高額の支払いをしなければなりません。しかし、

70 歳未満の方が限度額適用認定と保険証を医療機関

などの窓口で提示すると、支払いが自己負担限度額ま

でとなります。法定の自己負担限度額は被保険者の所

得区分で異なります。

 【限度額適用認定証の交付手続き】
　保険証と認め印をお持ちの上、国保年金課で申請し

てください。

※ 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。

※ 平成 27 年１月から、自己負担限度額の改正が予定

されています。

◀�限度額適用・標準負担額
減額認定証

限度額適用認定証▶

就学のため市外に住む学生には
学生特例があります

　市の国民健康保険に加入している方が、就学のため、

市外に住所を移して学校に通うときは、届出をすると、

学生用の被保険者証が交付されます。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。

申請先／市役所１階国保年金課

持ち物／●保険証

　　　　● これから就学する場合は、入学許可書など

就学することを証明する書類（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）
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国民年金保険料の免除・猶予・学生納付特例

４月から申請期間が２年１カ月前の月分まで拡大
健康福祉部国保年金課年金係
995-1813
沼津年金事務所
921-2201
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/

　日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は
国民年金に加入します。自営業・無職・学生などの方
は国民年金保険料を納めなければなりませんが、所得
が少ないときや失業などにより国民年金保険料を納付
することが難しい場合、保険料の免除や猶予を申請す
ることができます。４月から免除申請時点の２年１カ
月前の月分まで申請ができるようになります。

平成 26年度の国民年金保険料は
月々 15,250 円

　保険料の納付期限は、翌月末です。たとえば、４月

分は５月末までになります。日本年金機構が送る納付

書を使って、金融機関、郵便局、コンビニの各窓口で

納めるか、口座振替やクレジットカードで納めてくだ

さい。お手元に納付書がない場合や、新たに口座振替

やクレジットカードでの納付を希望される場合は、国

保年金課または年金事務所へご連絡ください。納付方

法を口座振替にする場合は、金融機関でも手続きがで

きます。

免除申請
　本人、配偶者、世帯主各々の申請年度の前年の所得

が一定額以下の場合や失業などの理由がある場合、申

請すると国民年金保険料の納付が全額免除または一部

免除となる制度です。失業したり災害にあったりした

場合に適用される特例免除も、４月からは、失業・災

害などの前月から失業・災害などのあった年の翌々年

６月までの期間、特例免除申請ができるようになります。

若年者納付猶予申請
　30 歳未満の方で、本人、配偶者各々の前年の所得

が一定額以下の場合に、申請により国民年金保険料の

納付が猶予される制度です。

《免除・若年者納付猶予の申請方法》
　年金手帳、印鑑（本人署名の場合は不要）、免許証な

どの身分証明書をお持ちのうえ、国保年金課または年

金事務所へ申請してください。

学生納付特例制度
　学生の方が申請し、承認を受けることで、納付しな

ければならない保険料を学校を卒業するまで猶予され

る制度です。申請は毎年必要です。

《申請方法》
■初めて申請する方
　年金手帳、印鑑（本人署名の場合は不要）、学生証（写

しの場合は両面）、免許証などの身分証明書をお持ち

のうえ、国保年金課または年金事務所へ申請してくだ

さい。

■ ２回目以降の方（２月下旬までに平成25年度分の
申請を行った方）

　平成 26 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が届きます。

必要事項を記入し、返送してください。

申請時の注意
● 申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を

行います。

● 申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け

取れない場合があります。

追納
　各制度で承認された免除・猶予期間の保険料は、

10 年以内であれば納付することができます。納

めない場合、将来受給額が満額に満たなくなりま

す。追納は国保年金課または年金事務所へ申請し

てください。
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平成25年度裾野市防火標語

寝る前に
　 火の元確認
　　　　もう一度
� 中島　摩保さん

お知らせ
Announcement

こども医療費助成制度

　小学１年生から中学３年生までの

子どもの医療費を助成します。

助�成対象／健康保険が適用される医

療費と入院時の食事代

助�成方法／医療機関の窓口でこども

医療費受給者証を保険証と一緒に

提示してください。

自�己負担金／通院のみ１回 500 円

（月２回まで）。入院・薬局は自己

負担金無し

 ❶県外の医療機関では受給者証を

使用できません。県外の医療機関

で受診した場合は子育て支援室に

申請し払い戻しを受けてください。

　 ❷健康保険適用外の自費分は助成

できません。

　 ❸４月から小学１年生になる子ど

もには３月末に受給者証を郵送し

ます。３月 31 日㈪までは乳幼児

医療費受給者証を使い、４月以降

に破棄してください。

子育て支援室　995-1841

国保高齢受給者証交付会

　４月１日㈫から次の方が対象とな

り、受給者証を交付します。

 ３月27日㈭　９時45分～11時30分

 福祉保健会館研修室

 昭和 19 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

合同句集すその・
合同歌集すその販売

　図書館で実施している俳句教室か

ら「句集すその第 42 集」、短歌会

から「歌集すその第 44 集」を発行

しました。過去に発行したものも取

り扱っています。

価格／各１冊 500 円

�鈴木図書館　992-2342

認知症を語る会

　介護による悩みを共有する機会や

最新の介護情報を提供します。

 ３月７日㈮　13 時 30 分～ 15 時

 福祉保健会館１階市民活動セン

ター

 認知症の方を介護している家族

社会福祉協議会　992-5750
　市介護家族の会　993-2508

母子・父子家庭の方へ
はり・灸無料治療券の配布

 母子家庭の母親と父子家庭の父親

 はり・灸無料治療券を配布します。

県内の施術所（治療院）で利用でき

ます。有効期間は３月 19 日㈬ま

でで、期間中１人１回に限ります。

なくなり次第、終了します。

配�布場所／子育て支援室

子育て支援室　995-1841

市パートナーシップ助成事業　映画「うまれる」上映会
 ３月 23 日㈰

　午前の部▶ 10 時～

　（開場▶９時 30 分）

　午後の部▶ 14 時～

　（開場▶ 13 時 30 分）

 生涯学習センター学習ホール

 両親の不仲、虐待の経験から親に

なることに戸惑う夫婦。出産予定

日に我が子を失った夫婦。子供を

望んだものの、授からない人生を

受け入れた夫婦。完治しない障害

を持つ子を育てる夫婦。子宮出身

のすべての人たちへ贈る感動のド

キュメント。

 ●大人（大学生以上）▶前売り500円

●小人（４歳以上）▶前売り300円

※ ３歳以下の方は大人の膝上で鑑賞

する場合は無料です。

チケット販売場所／

　戸田書店リブレ裾野店

 ●３歳以下の子どもと一緒に鑑賞

する場合は、午前の部にお越しく

ださい。

　 ●午後の部は、字幕つきで上映し

ます。要約筆記にも対応していま

す。

　 ●午前・午後の部とも副音声の対

応、車椅子スペースの使用、託児

の利用ができます。希望する方は

事前にお申し込みください。

市民活動センター　 992-1840（日・月休み）　 992-1804
　　　　　　　　� tunagaru.movie.susono@gmail.com
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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

募 集
Recruitment

駿東地域職業訓練センター
４月講座

 ●人材育成コース▶新入社員研修

●受験対策コース▶夜間第２種電

気工事士受験対策講座●特別教育

コース▶刈払機の安全衛生講習●

技能講習コース▶フォークリフト

運転技能講習（最大荷重 1 トン以

上）●パソコンコース▶パソコン

入門（ビギナーズコース）、ワード

基礎、ワード活用、エクセル基礎、

エクセル活用、夜間パソコン入門、

夜間パワーポイント基礎●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

県立富士山麓山の村
森のくらし体験

 ４月27日㈰　９時30分～14時30分

 県立富士山麓山の村

 小学生以下は保護者同伴

 間伐や枝打ち体験、大自然の中で

のバーベキュー体験、しいたけの

種菌打ち体験

 60 人（先着順）

 1,000 円（昼食バーバキュー、し

いたけ原木、保険料など）

 はがき、ＦＡＸ，メールで次の❶

から❻を記入し、お申し込みくだ

さい。❶森のくらし体験参加希望 

❷氏名　❸年齢　❹住所　❺参加

人数　❻電話番号

 ４月８日㈫

 保険証、長袖、長ズボン、雨具、

飲物など

県立富士山麓山の村
　〒418-0011
　富士宮市粟倉2745
�0545-36-2236
�0545-36-2239
�HTC-fujisanroku01@pref.
shizuoka.lg.jp

市民体育館トレーニング室
利用者講習会

　この講習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。

 ３月 13 日㈭　19 時～ 20 時 40 分

　３月 28 日㈮　19 時～ 20 時 40 分

 市民体育館

 15 歳以上（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

放課後児童室指導員

　放課後児童室では小学校低学年の

子どもを、放課後や学校の長期休暇

にお預かりしています。４月から勤

務する指導員を募集しています。

放�課後児童室／深良小学校、須山小

学校

勤務時間／平日▶ 13 時～ 18 時

　土曜日・長期休暇▶８時～ 18 時

そ�のほか／時間交代制です。勤務日

数や期間、時間については相談に

応じます。

深良小学校放課後児童室
　992-7336
　須山小学校放課後児童室
　998-0066

消費生活セミナー

　１月から始まったＮＩＳＡ（少額

投資非課税制度）は、税もかからな

い簡単な投資といわれています。ト

ラブルに巻き込まれないために、ま

ずルールを理解しましょう。

 ３月 16 日㈰　14 時～ 15 時 30 分

 市民文化センター３階会議室

 100 人（先着順）

テ�ーマ／ＮＩＳＡ（少額投資非課税

制度）のリスクやトラブルなど何

に気を付ければいいのか。始める

前にルールを学びましょう。

講�師／ＣＦＰR　ファイナンシャ

ル・プランナー　北野琴奈さん

 電話でお申し込みください。

商工観光課　995-1857
　消費生活センター　995-1854

普通救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

用いた心肺蘇生法について学びます。

 ３月 15 日㈯　９時～ 12 時

 消防庁舎３階災害対策室

 中学生以上の方

 30 人（先着順）

 申込用紙に必要事項を記入し、消

防署か各分遣所へお申し込みくだ

さい。申込用紙は市ホームページ

からダウンロードすることもでき

ます。

�消防署救急係　995-0119
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料

広

告

アダルトサイトの年齢確認画面で、18歳以上をク
リックしたら、突然登録完了になり、代金請求画面が
表示された。慌てて画面を閉じたが数分おきに画面が
表れる。どうすればいいか。

何度消しても同じ画面が表れるのは、ボタンをク
リックした際に、請求画面を自動表示する不正なプロ
グラム（コンピュータ・ウィルス）を取り込んでしまっ
たためと考えられます。請求画面にＩＰアドレスやプ
ロバイダ名などが表示され、個人情報が登録されたよ
うに見える場合がありますが、それで個人が特定され
ることはありません。慌ててお金を振り込んだり、業
者と連絡を取ったりすることはやめましょう。かえっ
て個人情報を公開することになりかねません。請求画
面を消す方法は、（独）情報処理推進機構（ＩＰＡ）、パ
ソコンメーカー、プロバイダなどに相談してください。

ＬＰガスは自由料金です
　私たちの生活に欠かせないエネルギーの一つにＬＰ
ガスがあります。使用している家庭もあるかと思いま
すが、使用量が同じでも販売店によって料金が異なる
のはご存知ですか。価格は基本料金（ガスの消費量の多
少に関係なく、一軒に生じる固定的な費用）＋設備利用
等料金（販売店の所有する設備のレンタル費用）＋従量
料金（ガスの原材料費、配送費など）で決まりますが、
ＬＰガスは自由料金なので、販売店が自ら判断し価格
を決めます。
　消費生活研究会では、販売店によってどの程度価格
に差があるのか調査を行いました。調査期間は平成25
年８月から９月までです。会員内で居住地や契約内容
に違いがありますが、使用量10㎥を例に挙げると、最
大2,100円の差があることがわかりました。同じ販売
店でも、利用者によって従量料金に違いがある場合も
あります。ＬＰガスは輸入しているので、為替レート
によって左右されます。一度確認してみましょう。

くらしのダイヤル
消費生活研究会

消費生活センター
995-1854

イベント
Events

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

生と利用団体が日頃の成果を発表し

ます。６講座と 12 団体による、ダ

ンスや合唱、舞踊、活動展示のほか、

おとこの料理、イタリア料理、パン

作り講座の講座生による料理の販売

などが行われます。

 ３月９日㈰　10 時～ 15 時

 生涯学習センター

�生涯学習課　992-3800

御殿場南高校吹奏学部
雪どけコンサート

 ３月 23 日㈰　14 時～

　（開場▶ 13 時 30 分）

 御殿場市民会館大ホール

 演奏曲目▶南風のマーチ、ディズ

ニープリンセスメドレー、SingSi 

ngSing ほか

 入場無料

�御殿場南高校
　0550-82-1272

洋らん展

 ３月 16 日㈰～ 23 日㈰

※ 17 日㈪は休園日

 楽寿園内展示場

 カトレア・デンドロビウムなど、

洋らんの展示、栽培相談及び即売

�三島市立公園　楽寿園
　975-2570
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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

有

料

広

告

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 10日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ６日㈭
18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 17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 14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

11日㈫９時～９時15分
平成25年９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24年９月生まれの方

２歳児
親子教室

26日㈬９時～９時15分
平成24年３月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

13日㈭午後
平成23年９月生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭13時～13時30分
平成23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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
３月４日㈫ 17時～ 19時 45分
３月11日㈫ ９時～ 11時 30分
３月18日㈫ 13時～ 15時 30分
３月26日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
３月11日㈫ ９時～ 11時 30分
３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
外科

2 3 4 5 6 7 8
整形 内科 外科 内科 外科 整形 内科
9 10 11 12 13 14 15
内科 内科 内科 整形 外科 整形 内科
16 17 18 19 20 21 22
内科 内科 外科 整形 内科 外科 内科
23 24 25 26 27 28 29
外科 内科 内科 内科 整形 整形 外科
30 31
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
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３月後期の救急協力医

有

料

広

告

16 日

あそうクリニック 929-7575 筒井町 守重医院 931-2511 �我入道
江川

池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 御成橋栄
クリニック 952-2525 通横町

17 月 岩渕内科医院 951-4579 添地町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中医院 921-2053 高島町

18 火 青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 頴川医院 921-5148 高島本町 よざ小児科医院 967-5722 原

19 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 木 きくちクリニック 989-5788 桜堤 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

21 金

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 東医院 921-5520 高沢町

きせがわ病院 952-8600 大岡 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

22 土 高遠内科クリニック 926-8739 東椎路 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

23 日

林医院 931-1120 住吉町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田 古屋小児科医院 963-0407 西条町

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 西方外科医院 921-1333 共栄町

24 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

25 火 清水館医院 993-2323 茶畑 遠藤クリニック 975-8801 久米田 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

26 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 田中医院 921-2053 高島町

27 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

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
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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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

28 金 森医院 966-2017 石川 西方外科医院 921-1333 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

29 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 瀬尾記念・
慶友病院 935-1511 �下香貫

島郷 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

30 日

杉山医院 972-3223 伏見 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

31 月 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

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
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 岩端医院

962-1368 大手町 小川歯科医院
993-3200 佐野

21 金
田中耳鼻咽喉科�
医院
975-0226

中央町 木村眼科
967-4611 原

関谷レディース�
クリニック
968-6611

西椎路 メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

23 日
耳鼻咽喉科�
崎川医院
975-9131

伏見 静岡医療センター
975-2000 長沢 かぬき岩端医院

932-8189 前原 大城歯科医院
973-2900 新宿

30 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
いながきレディー
スクリニック�
926-1709

宮前町 太田歯科医院
972-1318 長沢

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
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富士山資料館

No.
1260

2014 年
（
平
成
26 年

）

3
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 :

993-9300

　スプレー菊は洋菊の一種です。枝分かれして多
くの花をつけ、それがスプレー状に広がることか
らそう呼ばれます。全日本菊花連盟全国大会は全
国から菊作りの名人が集まり、部門別で花の美し
さや大きさなどを競います。室伏さんが同大会で
優勝したのは第 46 回、第 47 回大会に続き、３
回目です。
　室伏さんは友人に誘われて６年前に菊作りを始
めました。これまで様々な菊花大会に出品し賞を
受賞しています。大会に出品する菊は１鉢に３株

３月の休館日／３日㈪・
10日㈪・17日㈪・24日㈪・３1日㈪

ポピュラー音楽の祭典
と　き／３月22日㈯　17時～（開場▶16時30分）
ところ／大ホール
料　金／全席指定　予約券▶6,000円
　　　　　　　　　当日券▶7,000円
出�演者／美川憲一、

加 藤 登 紀 子、 コ
ロッケ、渡辺エリ、
高田利江ほか

すそのカルチャークラブ
バックヤード体験レポーター

　普段見られない文化センターの舞台裏を目前で
体験・鑑賞し、レポートで表現して館内に展示します。
と　き／３月 15 日㈯、16 日㈰
　　　　いずれも 13 時～ 15 時 30 分
ところ／大ホール・楽屋など
対　象／小学生～中学生とその保護者　
※小学生３年生以下は必ず保護者同伴
※未就学児は参加不可
定　員／ 30 人（先着順）
参加費／ 200 円

第49回全日本菊花連盟全国大会
スプレー菊部門優勝
室伏　勲 さん（久根）

植えられていて、それを２鉢出品します。しかし
実際に育てる菊は約 500 株にもなり、その中か
ら厳選して出品するそうです。
　室伏さんは菊作りを始めてから毎日パソコンに
その日の世話の内容などを記録しています。「日
記をつけることでデータを蓄積することができま
す。それがいい菊作りに繋がります。また、菊を
栽培している他の方のブログなど見て情報収集も
しています」と語る室伏さん。
　菊作りの苦労を聞くと「大会に出品する菊を栽
培するときは毎朝４時 30 分に水をあげます。夏
は夜明け前に水をあげないと水が温かくなってし
まい、根がダメになってしまいます。それに、ス
プレー菊は３株が同じ高さにしなければなりませ
ん。自分の出品したい菊がなかなか揃わないこと
もあり、苦労します」と語ってくれました。
　「 菊 中 心 で、 一 日 の ス ケ
ジュールが決まっています。
それが健康に繋がっているの
で、菊に感謝しています」と
笑顔で語る室伏さん。伊豆の
国市で開催される第 50 回大
会にも出品する予定で、入賞
が期待されます。

神
しん

道
とう

裁
さい

許
きょ

状
じょう

　この神道裁許状は文政２年（1819）、神
じん

祇
ぎ

管
かん

領
りょう

長
ちょう

上
じょう

の良長が、須山村冨士浅間社祝
ほおり

の渡邉隼人祐源
眞文に対して、風

かざ

折
おれ

烏
え

帽
ぼ

子
し

・狩
かり

衣
ぎぬ

を着用して、神
職の仕事に精励することを認めたものです。風折
烏帽子は、立烏帽子の頂

いただき

を筋違いに折りふせた烏
帽子のことで、狩衣着用の際に用いられました。
狩衣はもともと狩の際に用いられた服装ですが、
後に公

く

家
げ

の常用する略服となりました。
　神祇管領長上家は、京都の吉田家のことで卜

うら

部
べ

氏の流れをくむ堂
どう

上
じょう

家
け

です。家祖の吉
よし

田
だ

兼
かね

煕
ひろ

は、
吉田神社の社務であることにちなんで家名を吉田
としました。神祇管領長上の称号を自称し、全国
の神社に対する支配を広げていきました。

神道裁許状

（渡邉家文書）

渡邉隼
はや

雄
お

肖像画

（富士山資料館蔵）

▲全国大会に
　出品した菊
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3月15日号 02    平成26年度 市総合計画実施計画
04    下水道供用開始区域が拡大！
06    公共施設の使用料・手数料を改定
07    市役所組織の一部変更
08    衣類などの回収を開始
09    狂犬病予防集合注射
10    きれいなまちづくり推進事業団体を募集
11    市民活動を支援する市民活動センター

２月28日　深良幼稚園　　　　
交通安全ひなまつり

区長だよりが綴じ込まれています。



平成26年度　市総合計画実施計画
� 総事業費124億1,799万円

区分 主要事業名 計画の内容 事業費

● 医療・福祉各種計画
策定事業

　誰もが住み慣れた地域ですこやかに暮らせるよう、医療・福祉を充実す
るために、すその健康増進プラン、高齢者保健福祉計画、地域福祉計画な
どを策定します。

925万円

● 子ども・子育て支援
事業計画策定事業

　幼児期の教育・保育・地域の子育て支援について、Ｈ27年度から５年
間の事業量の見込み、確保すべき内容、実施時期などを定める事業計画を
策定します。

360万円

● 保育所緊急整備事業
費補助金

　待機児童解消対策として、Ｈ27年４月開園予定の民間保育所（対象／０
歳～２歳児・定員／45人）の施設整備に対し助成します。 1億6万円

● 南小学校放課後児童
室拡張事業

　南小学校放課後児童室の入室者が大幅に増加しているため、施設を拡張
整備します。（定員／25人⇒40人） 688万円

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　49億9,531万円

成長するよろこびと地域のつながりで心の豊かさを育む「すその」
� 事業費総額　9億282万円

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　16億4,625万円

区分 主要事業名 計画の内容 事業費

● 運動公園ローラー滑
り台更新整備事業

　安全のため現在利用を停止している大型ローラー滑り台の利用再開に向
け、新たに同等規模の大型ローラー滑り台を更新整備します。 7,000万円

● 教育振興基本計画策
定事業

　市の教育の方向性を明確に示し、学力向上などの施策を総合的に進めて
いくため、保護者代表、学識経験者などで構成される委員会を開催し、市
教育振興基本計画を策定します。

100万円

● 学力向上支援事業 　児童生徒の学力向上のため、少人数指導など、きめ細やかな指導にあた
る学力向上支援員（講師）を配置します。（小学校３人、中学校１人） 942万円

● 東小学校南校舎東側
耐震改修事業

　児童が安心して快適に学校生活を送ることができるよう東小学校南校舎
東側部分（1,282㎡）の耐震補強・大規模改修工事に向けた実施設計を
行います。※工事はＨ27年度に実施

863万円

◆ 特別支援員配置事業
　児童生徒の学力向上の一環として、落ち着いた学習環境を確保するため
特別支援員を配置します（小学校10人）。
※�国の交付金事業完了に伴い、他事業を見直して財源を確保し、全額市費
で継続実施します。

1,630万円

区分 主要事業名 計画の内容 事業費

● 美化センター基本構
想策定事業

　老朽化した施設の更新整備を検討するため、施設の規模、概算事業費、
建設・運営手法などについて基本構想を策定します。 900万円

★ 電気自動車充電設備
設置事業

　環境意識の醸成と公共施設利用者の利便性を向上するため、市役所敷地
内にPHV（プラグインハイブリッド車）、EV（電気自動車）に対応した
充電設備を整備します。

390万円

★ 環境基本計画策定事
業

�市内のより良い環境を維持するため、今後の社会動向も踏まえて、市の
環境行政の基幹となる基本計画を策定します。※H26～ 27年度で策定 400万円

★ 消防救急無線デジタ
ル化整備事業

　消防通信体制の確保・迅速化のため、2市 1町（三島市・裾野市・長
泉町）で共同運用する消防通信指令施設の整備にあわせて消防救急デジタ
ル無線を整備します。

5,337万円

　実施計画は、市総合計画前期基本計画（計画期間：
平成23年度～平成27年度）で示した施策を具体化
するために必要な事業を計画したものです。市では、
効率的・効果的な行財政運営を行うため、施策への貢
献度や優先度、市への要望、社会の動きを参考に、中
期財政計画との整合性を図って実施計画を策定しまし
た。平成26年度に計画した事業の総事業費は124

億 1,799 万円。このうち将来投資事業、新規事業、
主要な増額事業をお知らせします。

●将来投資事業：��事業の将来性に着目し重点的に取り組
む事業

★新規事業：平成26年度から新規に実施する事業
◆増額事業：�継続事業のうち平成26年度から増額する

もの

p.2
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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　22億3,190万円

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　２億453万円

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　24億3,718万円

区分 主要事業名 計画の内容 事業費

● 都市計画マスタープ
ラン策定事業

　長期的な都市づくりの方針を新たに定めるため、区域区分や用途地域の
見直しも視野に入れて、第４次総合計画と整合性の取れた計画を策定しま
す。

860万円

● 宅地分譲促進事業費
補助金

　市街化区域内の未利用地の優良宅地化を促進するため、基準を満たした
宅地分譲事業に対して助成します。助成額：１区画につき40万円 2,000万円

● 市道1-26号線整備
事業

　都市計画街路平松深良線整備に伴う通過車両の生活道路への流入を防ぐ
ため、平松深良線（公文名工区）の終点部と市道1-4 号線（農免道路）
間を整備します。

7,135万円

●
東西地区（市街化区
域）道路整備計画に
基づく道路整備事業

　東西地区内の市街化の促進、緊急車両の通行路確保などのため、道路整
備計画に基づく道路整備を行います。 3,000万円

●
都市計画街路平松深
良線整備事業（公文
名・滝頭工区）

　市内の幹線道路を整備するため、平松深良線のうち市民体育館前の通り
から千福公文名線、佐野茶畑線から裾野駅の東通り間を整備します。 1億4255万円

● 裾野駅バリアフリー
化整備事業費補助金

　誰もが安心安全に裾野駅を利用するため、駅構内にエレベーターなどを
整備しバリアフリー化を図るための実施設計費用に対して助成します。※
工事実施：H27～H28年度

1,210万円

★
公共交通空白地域移
動確保対策モデル事
業

　公共交通（バス）空白地域から裾野駅周辺への移動手段を確保するため、
地域と行政の協働により、新たな仕組みによる自主運行路線の運行を葛山
地区でモデル的に実施します。

120万円

区分 主要事業名 計画の内容 事業費

● 企業立地促進事業費
補助金

　企業の誘致と立地維持のため、事業用地の取得、設備投資などに対して
助成します。
・新規立地分：1件　約3,100万円
・既存企業設備投資分：1件　約5,000万円

8,100万円

● 薬草試験栽培事業費
補助金

　耕作放棄地の解消と富士芝に代わる特産物を検討するため、県などと連
携して、薬草の試験栽培を行う地元農業団体に対して費用の一部を助成し
ます。

50万円

● 地域農業担い手支援
事業費補助金

　将来の農業の担い手を確保するため、農業用機械・施設の導入費用や販
路拡大のための展示会への出展費用などに対して助成します。 180万円

● 中小企業等相談・支
援事業

　起業や事業拡充を検討している中小企業など（農林業者など含む）を支
援するため、実績のある相談・支援専門機関と連携して相談会などを実施
します。

100万円

● 中小企業支援事業費
補助金

　経営革新、技術開発などに取り組む中小企業や起業を支援するため、利
子補給や補助金の交付を行います。　（経営革新計画承認事業経費、展示
会出展経費などが対象）

305万円

● 須山浅間神社環境整
備事業

　世界遺産富士山の構成資産である須山浅間神社の訪問客増加に対応する
ため、駐車場、トイレ、休憩所、案内標識などを整備します。 4,473万円

● パノラマロード観光
振興推進事業

　美しい富士山の見えるパノラマロード遊花の里で、市民協働により季節
の花を利用した花畑を整備し、観光イベントなどを開催します。 260万円

◆ シティプロモーショ
ン推進事業

　交流人口の拡大、まちのにぎわいづくり創出のため、多様な地域資源や
市の魅力を積極的に情報発信し、当市の知名度アップのため、情報誌の作
成などを行います。

200万円

区分 主要事業名 計画の内容 事業費

★ 社会保障・税共通番
号制度導入関連事業

　社会保障・税に関する共通番号制度の導入に対応するため、住民基本台
帳システムと関連システムの改修に向けた設計を実施します。 1,242万円

企画部　企画政策課
995-1804 p.3
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3月31日㈪から
下水道供用開始区域が拡大！

下水道は、まちをきれいにする
　家庭や工場から出た汚水は、下水道に流され、処理

場できれいな水となります。このため、嫌な臭いが消

え、ハエや蚊の発生を防いでまちがきれいになります。

川や海の水質もよくなり、魚などが住む豊かな自然が

守られます。

　市内の下水道に流された汚水は、狩野川西部浄化セ

ンター（沼津市原）で水と汚泥に分けて処理されます。

汚れた水は、きれいにして川や海に放流されます。汚

泥は、水分をしぼって泥のかたまりにし、セメント材

料や肥料として有効利用されます。　

下水道への接続工事は6カ月以内に
　新たに公共下水道が使用できるようになると、市で

供用開始の公示をします。公共下水道を使用できる区

域に該当する方は、その区域の使用開始の公示日（３

月 31 日）から６カ月以内に、市が指定した排水設備

指定工事店に依頼し、各家庭で排水設備接続工事を

行ってください。排水設備工事は、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。市

指定の排水設備指定工事店は、市のホームページで参

照してください。

　くみ取り式トイレを使用している家庭では、使用開

始の公示日から３年以内に水洗トイレに切り替え、公

共下水道へ接続してください。

公共下水道の使用料は水道使用料に応じる
　公共下水道の使用料金がかかるのは、排水設備接続

工事が完了し、実際に下水道の使用を開始してからで

す。使用した水道の量を汚水の量とみなします。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

ください。お支払いには、便利な口座振替をご利用く

ださい。

下水道のトラブル防止にご協力を！
　排水設備の適正な維持管理のため、次のものは台所

の流しやトイレに流さないでください。排水管がつ

まったり、損傷したりする原因になります。

●野菜くず　　　　●残飯

●廃油（てんぷら油など）

●衛生用品　　　　●布類

●たばこ　　　　　●ガム

●おもちゃ　　　　●紙おむつ

●ビニール　　　　●ペットシートなど

　家庭や工場からの汚水をそのまま川に
流すと、川や海が汚れてしまいます。下
水道は、私たちが使った水をきれいな水
にして自然界にもどす貴重な施設です。
新たに、３月31日から、平松、佐野、
石脇、深良の一部で公共下水道が使用で
きるようになります。使用できる区域に
該当した方は、各家庭で排水設備工事を
行ってください。

　ガソリン、シンナー、石油、アルコール類など

揮発性の高いものや危険物などを流すと管の中で

爆発したり、管を傷めたりすることがあります。

また、家庭用合成洗剤に含まれるリンは、浄化セ

ンターで処理して取り除くことが困難です。無リ

ン洗剤を使うよう心がけてください。

p.4
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平成 26年度
　公共下水道供用開始区域

　工事予定区域

　今回供用開始区域
　平成 26年度工事予定区域

　　　　　�　（富沢・桃園・平松・茶畑・深良）
　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
です。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。

p.5
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４月１日から消費税率変更
公共施設の使用料・手数料を改定

公共施設の使用料・手数料を
改定します

　消費税の増税に伴い、公共施設の使用料などを、消

費税額を適正に引き上げた金額に改定します。消費税

は、購入した商品を消費したり、サービスの提供を受

けたりする消費者が負担する税です。消費税増税分の

料金改定を行わないと、本来サービスなどを利用した

方が支払うはずの消費税を、住民全体で負担すること

になります。これでは、サービスを利用した方と利用

しない方の間で不公平が生じてしまいます。そのよう

な事態を防ぐために、消費税の課税対象となる公共

サービスなどの料金額を、消費税を適正に引き上げた

金額に見直しましたので、ご理解をお願いします。

新料金の適用は４月１日から

　使用料・手数料は、４月１日から新料金に変更され

ます。４月以降の施設利用で使用料などを３月 31 日

までに支払う場合は、現在の料金となります。新料金

との差額分を支払う必要はありません。平成 26 年３

月 31 日までに購入している市民体育館の回数券など

は、４月１日以降も未使用分を追加料金なしで使用す

ることができます。

　広報すその 11 月 15 日号でお知らせしましたが、

水道料金は、６月の請求分から、消費税の引き上げと

は別に、新しい料金体系が適用されます。消費税率８％

が適用されるのは、８月の請求分からです。

改定される使用料

　改定する使用料などは右表のとおりです。消費税が

課税されていないなどの理由で、一部改定しない使用

料・手数料があります。各施設の使用料・手数料につ

いては、担当課にお問い合わせください。

　消費税法と地方税法の一部改正により、４月
１日から消費税率が５％から８％に引き上げら
れます。市では消費税が課税される公共サービ
スなどの料金を見直します。

使用料等の名称 担当課

ヘルシーパーク裾野利用料金
ヘルシーパーク裾野
☎965-1126

道路占用料（１カ月以下のもの）
準用河川・普通河川の流水占
用料、土地占用料（１カ月以
下のもの）など

建設管理課
☎995-1855

一般廃棄物処理手数料
美化センター
☎992-3210

富士山資料館入館料
富士山資料館
☎998-1325

市民文化センター利用料
市民文化センター
☎993-9300

十里木キャンプ場使用料
生涯学習センター使用料
市民体育館利用料
市立水泳場利用料
総合グランドなど利用料
運動公園総合体育施設利用料
学校体育施設など使用料（学
校開放）

生涯学習課
☎992-3800

消防手数料
消防本部

☎992-3212

市営墓地管理料
企画政策課
☎995-1804

水道料金など
十里木高原簡易水道使用料な
ど

上水道課
☎995-1890

下水道使用料など
下水道課

☎995-1835

企画部　企画政策課
995-1804
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市役所組織の一部を変更
　社会情勢の変化に対応し、わかりやすく効率的な組織とするため、
市役所組織の一部を変更します。主な変更点として、重要事項の各
部連絡調整や市内外への情報発信を強化するため、秘書課を市長戦
略課とします。まちづくり関連施策の連携強化のため、建築住宅課
と都市計画課をまちづくり課として統合します。
　組織は４月１日から変更しますが、４月以降の帳票類はしばらく
の間、改正前の課名で郵送する場合があります。ご了承ください。

企画部　企画政策課
995-1804

平成 25 年度 平成 26 年度
【企画部】 【企画部】

秘書課 市長戦略課
　　広報室 ������広報室
企画政策課 企画政策課
　　行革推進室 　　行革推進室
　 　　情報政策室
財政課 財政課

【総務部】 【総務部】
人事課 人事課
総務管財課 総務管財課
管理納税課 管理納税課
　　徴収対策室 　
市民税課 課税課
（工事検査監） （工事検査監）

【市民部】 【市民部】
地域振興課 地域振興課
　　深良支所 　　深良支所
　　富岡支所 　　富岡支所
　　須山支所 　　須山支所
市民課 市民課
生活環境課 生活環境課
　　美化センター 　　美化センター
防災交通課 防災交通課

【健康福祉部　　
（福祉事務所）】

【健康福祉部　　
（福祉事務所）】

健康推進課 健康推進課
　　（ヘルシー
　　 パーク裾野）

　　（ヘルシー
　　 パーク裾野）

介護保険課 介護保険課
国保年金課 国保年金課
社会福祉課 社会福祉課
　　子育て支援室 　　子育て支援室
障がい福祉課 障がい福祉課

平成 25 年度 平成 26 年度
【産業部】 【産業部】

商工観光課 商工観光課
農林振興課 農林振興課
渉外課 渉外課

【建設部】 【建設部】
建設管理課 建設管理課
建築住宅課 建設課
建設課 まちづくり課
都市計画課 　
区画整理課 区画整理課

【水道部】 【水道部】
上水道課 上水道課
下水道課 下水道課

【教育部】 【教育部】
教育総務課 教育総務課
　　学校給食センター 　　学校給食センター
学校教育課 学校教育課
子ども教育課 子ども教育課
生涯学習課 生涯学習課
　　生涯学習センター 　　生涯学習センター
　　�（市民文化センター） 　　�（市民文化センター）
　　富士山資料館 　　富士山資料館
　　（市民体育館） 　　（市民体育館）
　　�（運動公園総合体育施設） 　　�（運動公園総合体育施設）
鈴木図書館 鈴木図書館
　　東西公民館 　　東西公民館

【消防本部】 【消防本部】
消防総務課 消防総務課
予防課 予防課
消防署・分遣所（茶畑・須山） 消防署・分遣所（茶畑・須山）

出納課 出納課
議会事務局 議会事務局
監査委員事務局 監査委員事務局

組織改編に伴う行政組織新旧対照表

課名変更

課を
統合

課名変更

課へ統
合

課内室設置
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４月１日から市内各施設で
衣類などの回収を開始

回収場所 設置場所 時間 休館日

市役所 地下玄関入口 � 8：30～17：15 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

生涯学習センター 玄関入口 � 8：30～21：00 月曜日、年末年始

深良支所 玄関入口 � 8：30～17：15 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

富岡支所 北側駐車場入口 � 8：30～17：15 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

須山支所 玄関ホール � 8：30～17：15 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

美化センター 集積所 � 9：00～11：00
13：00～15：00 土曜日午後、日曜日、祝日、年末年始

　市では、４月１日から家庭で使わなくなった衣類や
バッグなどの拠点回収を始めます。回収した衣類は、
国外で中古衣類として再利用されるほか、国内で工業
用ウエスとしてリサイクルされます。ごみ減量、資源
の再利用化にご協力をお願いします。

市民部　生活環境課
995-1816

■出し方
　衣類を透明または半透明の袋に入れ、各施設の回収

ボックスの中に入れてください。衣類を袋に入れるとき

は、以下の点にご注意ください。

・ 袋の口は縛ってください。

・ 衣類は洗って乾燥させてください。洗濯後タンスに収

納していたものは、再度洗濯する必要はありません。

・ 靴下は左右そろえてください。

■回収方法
　古着などは、下表の施設に設置した衣類等回収ボックスで行います。

施設によって回収時間、休館日が異なりますので、ご確認ください。

出せるもの 出せないもの

シャツ、スーツ、
ジーンズなど

フリース、
セーター類

ぬいぐるみ バッグ、
財布

●こんなものも回収します
ベルト、パジャマ、甚平、下着、手袋、マフラー、着物、帯、ハン
カチ、スカーフ、革衣類、水着、ショートパンツ、ジャージ、ユニ
ホーム、ドレス、リュック、雑巾、タオル

布団、枕、毛布、マットレス、靴、カー
テン、じゅうたん、クッション、スーツ
ケース、ゴルフバッグ、ランドセル、日
本人形など
※�回収対象のものでも、次に該当する場
合は回収できません。
●濡れたもの●臭いがついたもの●汚れ
がひどいもの●切断したもの

今まで通り燃えるごみか粗大ご
みとして出してください。
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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

■狂犬病予防注射（集合注射）の日程と会場　　
※新しく伊豆島田遊園地を追加しました。
　☆印の場所は、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 3,400 円）
※ 金額が変わりました。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、動物病院で
受けてください。犬の新規登録は市役所 1 階生活環境
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）
　生活環境課に届け出てください。

　予防注射は４月24日㈭、27日㈰です。
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（登録は生涯に一度）。
　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月24日㈭
新伊豆島田遊園地 青葉台中公園
9時～9時10分 9時～9時20分
☆　二ッ屋集会所 鈴原公民館
9時20分～9時35分 9時30分～9時40分
☆　富沢公民館　 峰下公民館
9時40分～9時55分 9時50分～10時5分
☆　桃園定輪寺　 麦塚公民館

10時5分～10時25分 10時15分～10時30分
佐野二ふれあい広場 本茶公民館

10時35分～10時45分 10時40分～10時55分
石脇公民館 中丸中・下公民館

10時55分～11時20分 11時～11時25分
千福公民館 富士見台公民館

11時30分～11時45分 11時35分～11時50分
千福が丘中央公園 滝頭公民館
13時15分～14時 13時10分～13時25分
御宿上谷集会所 公文名東最寄集会所

14時10分～14時25分 13時35分～13時50分
富岡コミセン 市民体育館

14時35分～14時55分 14時～14時50分
葛山中村集会所

15時5分～15時30分

４月27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

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
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補助対象の環境美化活動

・ 市と合意した活動区域内の空き缶、吸い殻などの散

乱ごみの収集

・ 市と合意した活動区域内への花壇の設置や草花の育

成・維持管理・除草

・ そ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

処分してください。

初年度補助額は最大 15万円

　環境美化活動を行うボランティア団体に、次のとお

り支援を行います。

● 環境美化活動に必要な備品、消耗品を購入するため

の補助金を交付します。

● ボランティア活動保険へ加入します。

● 市ホームページなどでの活動内容周知と作業場所へ

の表示板設置を許可します。

● その他、環境美化活動に必要な事項を実施します。

　（市地域振興課と協議を必要とします）

交付される補助金額

活動区域の面積

300㎡
未満

300㎡以上
600㎡未満

600㎡
以上

初年度限度額 ５万円 10万円 15万円

２年目以降 １万円 ２万円 ３万円

活動までの手続き

① 活動内容や参加者の名簿などを提出してください。

提出された書類から活動場所の面積を算出し、補助

金の交付金額を決定します。

② 活動内容、計画を確認し、適切な場合、活動合意書

を取り交わします。

③ 市へ補助金の請求書を提出してください。市から保

険の加入や補助金の支払いを行います。

※申請は随時受け付けています。

きれいなまちづくり推進事業団体を募集
市より補助金を交付

　市では、ボランティア団体により継続的に行
われる環境美化活動を支援しています。４月か
ら消耗品の貸与、支給はなくなり、補助金のみ
の支給になります。

▲�定期的に清掃活動が行われている富士山資料館周辺
の道路

　▲�樹木のせん定や施肥が行われている千福が丘の�
桜並木

▲�南小学校周辺の通学路の道路脇には除草花が植えら
れています

地域振興課
995-1874
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NPO、ボランティア活動を支援する
市民活動センター

地域振興課
995-1874

市民活動センターは
市民活動をサポートする施設

　市内には、長年にわたり、活動しているボランティ

ア団体・自治会などの地域活動団体、NPO 法人など

の市民活動団体が多数あります。市民活動センターは

福祉保健会館１階のセンターを拠点に、それぞれの団

体が、自発的に活動できるようにサポートするため設

立されました。

市民活動センターの概要

ところ／福祉保健会館１階

開所日／火曜日～土曜日（㈰・㈪休館、年末年始休館）

※ 市民活動の取材のため事務員が留守にする場合があ

ります。

活動内容／● 市民活動（NPO 法人、ボランティア活

動など）に関する相談の受付

　　　　　● 市民活動だよりの発行、ブログや

facebook などで活動の様子を発信

　　　　　● 市民活動の運営能力向上のための交流会

の開催

　　　　　● 市民活動マッチングシステムの管理運営

（利用団体登録の受付）、利用方法のセミ

ナーの開催

電　話／ 992-1840　　ＦＡＸ／ 992-1804

M a i l／s-center@palnet.jp

フリースペースは
みんなで使う共用空間

　市民活動センター内のフリースペースは自由に使う

ことができる共用空間です。市民活動センターの開所

日に利用できます。事務員が留守でも利用可能です。

また、利用登録をして用紙を用意すれば印刷機やコ

ピー機が利用できます。席数が限られているため、１

つの団体が占用することのないようにしてください。

市民と市民団体をつなぐ
市民活動マッチングシステム

　インターネットを通じて、市民活動団体などの情報

を、市民の皆さんに提供し、活動の輪を広げるシステ

ムです。各団体がイベント情報を登録できたり、ボラ

ンティア活動をしたい方が、様々な条件でボランティ

ア募集情報を検索できたりします。

登録方法
① 団体登録申請書を市民活動センターに提出します。

② 申請内容を確認のうえ、ＩＤと仮パスワードを、市

民活動センターから団体のメールアドレスに送信し

ます。

③ 団体は、インターネットに公開する情報を登録し、

公開します。

※ 市民活動に参加したい人との仲介は行いません。各

団体は連絡先情報を公開してください。また、ボラ

ンティア活動を行いたい方は、直接市民活動団体に

連絡してください。

　市民活動センターは市民活動（NPO、
ボランティア活動）をサポートしていま
す。市民活動に関する相談や普及、啓発
活動、インターネットを通じたマッチン
グシステムの運営などを行っています。
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Photograph ２月

鬼は外！福は内！
　御宿台保育園で豆まきが行われました。３～５歳
の年少から年長の園児 125 人が紙芝居で豆をまく
意味を学んだ後、「まめまきのうた」を合唱しました。
先生たちが鬼になって登場すると、園児たちは新聞
紙で作った豆を投げつけ、鬼を追い払いました。
 （２月３日）

市内中学生17人、外国人4人がスピーチ
　第 31 回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。発表者は
自分の経験や日常生活の中で考えたことを、ス
ピーチ、表情、身振り手振りで観客に伝えました。
須山中学校の土屋穂乃佳さんが英語スピーチコン
テストの最優秀賞を受賞しました。土屋さんは、
老人ホームの職場体験を通し、介護士になる夢を
持った経験についてスピーチしました。
 （２月１日）

西小学校で出前講座
　西小学校で東京電力によるエネルギー講座が行わ
れました。小学４年生の児童たちは電気を発電する
方法の説明を聞いたあと、圧力鍋で蒸気を作って小
型のタービンを回し、発電する仕組みを間近で見学
したり、ゼネコンを使って豆電球を点灯させたりし
ました。 （２月 17 日）

前文化庁長官が富士山について講演
　富士山の事業として、前文化庁長官の近藤誠一さ
んと富士山裾野ガイド協会の根上愼治さんによる講
演会が行われました。近藤さんからは、富士山の世
界遺産登録の意義、保全の必要性のほか、世界遺産
委員会の舞台裏の話などの話がありました。
 （２月 19 日）

各地で記録的な大雪、市内も銀世界に
　２月８日、14 日に市内で記録的な大雪が降りま
した。市役所周辺でも 10 センチ前後の雪が積もり、
あたり一面銀世界に包まれました。市内の幹線道路
では長い渋滞が起こるなど多大な影響を受けました。
 （２月８日）
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Photograph February

防火標語入選者11人を表彰
　防火標語入選者表彰式が消防署で行われました。
応募総数 1,207 点の中から 11 点が選ばれ、11 人の
方々が表彰を受けました。㈱ヤクルト本社富士裾野
工場の小田保之さんが応募した標語が最優秀賞に輝
きました。「地域から　未来へつなぐ　防火の輪」
でした。 （２月 21 日）

栄養と彩りを考えて給食を選択
　バイキング給食が富岡第二小学校で行われました。
児童たちはえびフライやオムレツなど数種類あるメ
ニューから栄養や彩りを考えて給食を選びました。
市長も参加し、児童たちと楽しく話しながら給食を
食べました。 （２月 26 日）

「銀世界」

親子で体験実習
　みんなのつどいが生涯学習センターで開催されま
した。市内24団体が活動内容の展示や体験コーナー
を開きました。多くの親子連れが訪れ、各ブースは
賑わいをみせました。 （２月 23 日）

小学校の給食用に寿太郎みかん贈呈
　ＪＡなんすんから地元の農産物にほこりを持って
ほしいと、寿太郎みかん 3,359 個が贈呈されました。
贈呈された寿太郎みかんは、２月下旬から３月上旬
にかけて、市内の小学校の学校給食で提供されまし
た。 （２月 21 日）
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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 時からです。

地区 日程 会場

須山地区４月８日㈫ 須山コミセン

西地区 ４月９日㈬

生涯学習
センター

富岡地区４月10日㈭

深良地区４月11日㈮

東地区 ４月16日㈬

 生涯学習課　992-3800

ひとり親家庭入学児童祝金

　母子・父子家庭の子どもが小・中

学校の新一年生に進学する際、祝金

を支給します。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。期間中にご提出ください。

 ３月 17 日㈪～４月 11 日㈮

 子育て支援室・社会福祉協議会

 子育て支援室　995-1841
　社会福祉協議会　992-5750

市ファミリー・サポート・
センターの移転

　市ファミリー・サポート・センター

が御宿へ移転しました。

和風レストラン
みよし
● ●ホワイト歯科

●

御宿八幡宮

Ｒ246

アレンジメント
ケア裾野

裾野市ファミリー・サポート・
センター（ＮＰＯ法人メープル）

至御殿場至沼津

移転先／御宿 3-7

電話番号／ 965-3681

 子ども教育課　995-1822

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

 ４月 24 日㈭　10 時～ 13 時

 市役所１階市民相談室

 14 人程度（先着順）

 電話または窓口でお申し込みくだ

さい。

 ４月 10 日㈭

 国保年金課　995-1813

後期高齢者医療制度の
保険料率が改定されます

　後期高齢者医療制度の保険料は、

被保険者全員が負担する均等割額と

被保険者の前年の所得に応じて負担

する所得割額を合計し、個人単位で

計算されます。この保険料率は都道

府県ごとに決定し、２年ごとに見直

されます。平成 26・27 年度の保険

料率は、次のとおり改定されました。

平成26・27年度の保険料率（年額）

区分 平成
24･25年度

平成
26･27年度

所得割率 7.39％ 7.57％

均等割額 37,900円 38,500円

保険料（年額）＝均等割額（38,500

円）＋所得割額（基礎控除後の総所

得金額等× 7.57％）

賦�課限度額／中低所得者層の負担を

軽減するため、平成 26・27 年度

の賦課限度額は 57 万円に引き上

げられました。

均�等割保険料／低所得者層の負担を

軽減するため、均等割保険料の５

割軽減・２割軽減の対象が拡大し、

軽減判定所得基準額が引き上げら

れました。

 県後期高齢者医療広域連合
　054-270-5528
　国保年金課　995-1813

平成26年市政カレンダー
記載行事の開催日の変更

　平成 26 年カレンダーで第 31 回

富士山すその阿波おどり大会は８月

16 日㈯に記載していますが、開催

日が８月 30 日㈯に変更となりまし

た。

 秘書課広報室　995-1802

はかりの定期検査

　取引 ･ 証明に計量器を使用してい

る場合、計量法の規定により、定期

検査を受けなければ『取引 ･ 証明』

を行うことができません。必ず受検

してください。はかりの定期検査受

検者には検査日の約１週間前に計量

器定期検査通知書（はがき）が送ら

れます。

 ●商店や工場などで取引に使うは

かり●学校、病院などで健康診断

書の作成のために使うはかり●薬

局などで薬剤調合用に使うはかり

●荷物運送業などで荷物の料金を

決めるために使うはかり●茶、乾

し椎茸などを販売するために使う

はかり

と　き ところ

４月７日㈪
13：00～14：00 市役所

４月８日㈫
10：00～16：00

市民文化センター
北側駐車場

４月９日㈬
10：00～16：00 市役所

４月10日㈭
10：00～12：00 市役所

 はがきのない方、受検を希望する

方は、当日計量器を持って会場へ

お越しください。

検査手数料が必要です。

 商工観光課　995-1857
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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

　４月１日㈫から平成 26 年度の課

税の内容を確認できます。

◦固定資産税の閲覧
 ４月１日㈫～

　８時 30 分～ 17 時 15 分

※㈯、㈰、㈷、年末年始は除く

 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❹相続人❺借

地人・借家人（対価を支払ってい

る方に限る）

 自己、または借地・借家している

資産の固定資産の課税台帳

 １回 300 円（❶～❹の方は４月

１日㈫～ 30 日㈬は無料）

 ❶～❺身分証明書（運転免許証な

ど）❸法人の場合社印のある委任

状❹相続が分かる除籍の謄本など

❺賃貸契約書または対価の領収書

◦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❹相続人

 ●土地価格等縦覧帳簿（所在、地

番、地目、地積、価格）●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

 ❶～❺身分証明書（運転免許証な

ど）❸法人の場合社印のある委任

状❹相続が分かる除籍の謄本など

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

市民税課
995-1809

募 集
Recruitment
あぐりスクール

　田んぼや畑でお米や野菜を作り、

調理までを行うＪＡなんすんの農業

学校です。

 ５月～ 11 月（全６回程度）

 裾野市、沼津市、長泉町、清水町

の小学校に通う、３年生から６年

生までの児童（平成 26 年度）

 100 人（先着順）

 10,000 円　※授業により別途参

加費がかかる場合があります。

 ＪＡなんすんホームページの専用

申込フォームか、ＪＡなんすん各

支店にあるあぐりスクールチラシ

の二次元コードからお申し込みく

ださい。入学説明会のご案内を郵

送します。

 ４月 10 日㈭

�ＪＡなんすん営農生活部地域ふれ
あい課　933-7009
http://nansun.ja-shizuoka.or.jp/

手話講座受講生

　裾野市・御殿場市・小山町の広域

で開催する、厚生労働省手話奉仕員

養成講座に対応した、全 18 回の手

話講座です。

 ５月 13 日～９月 16 日の毎週㈫

　 19 時～ 21 時　※８月 12 日㈫は

休講、８月 24 日㈰は必須講義

 御殿場市民交流センターふじざく

ら（御殿場市萩原）

 18 歳以上の方で、裾野市・御殿

場市・小山町に住んでいるか通勤

している方

 20 人（先着順）

 3,240 円

 ４月１日㈫以降の平日９時から

17 時までに、電話または直接お

申し込みください。

 御殿場市社会福祉課
　0550-82-4238

国家公務員募集

●総合職試験
　（院卒者・大卒程度試験）

 ４月 27 日㈰

 ４月１日㈫～８日㈫

●一般職試験（大卒程度試験）
 ６月 15 日㈰

 ４月９日㈬～ 21 日㈪

●一般職試験（高卒者試験）
 ９月７日㈰

 インターネット▶６月 23 日㈪～

７月２日㈬

　 郵送▶６月23日㈪～６月26日㈭

 総合職試験と一般職試験（大卒程

度試験）は必ずインターネットか

らお申し込みください。

 受検案内などはホームページから

ダウンロードできます。

 人事院中部事務局
　052-961-6838

 http://www.jinji.go.jp/saiyo/

saiyo.htm

３�月１日号の訂正▶ P ６「現役並所得者以外の方の自己負担額が変わります」で、昭和 19 年４月２日以降に生まれた方の
自己負担割合は 70 歳の誕生日の翌日と記載しましたが、正しくは「70 歳の誕生日の翌月」です。お詫びして訂正します。
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教室名 ２歳児
キッズ教室

２・３歳児
ステップ教室 ２・３歳児教室 リズム運動と

楽しい遊び

とき
４月～平成27年２月
原則各月第１・３㈮
10：00 ～11：00

５月～平成27年３月
（８月を除く）
原則各月第２・３㈭
10：00 ～11：00

４月～平成27年２月
原則各月２回㈬
10：00 ～11：00

５月～平成27年３月
各月１回㈭
10：00 ～11：00

ところ 北児童館ほか 北児童館ほか 南児童館ほか 南児童館

対象
市内に住んでいる平成23年
４月２日から平成24年４月
１日までに生まれた子ども
とその保護者

市内に住んでいる平成22年
４月２日から平成24年４月
１日までに生まれた子ども
とその保護者

市内に住んでいる平成22年
４月２日から平成24年４月
１日までに生まれた子ども
とその保護者

市内に住んでいる主として
２・３歳児（２・３児教室
に入れなかった方優先）

募集定員 30組
（先着順）

30組
（先着順）

20組２クラス（先着順）
※年齢・月齢でクラスを分
けます　　　　　　　

20組
（先着順）

内容
集団遊び、体育遊び、リト
ミック、手遊び、読み聞か
せ、野外活動、制作など

季節に応じた親子体操 集団遊び、リトミック、読
み聞かせ、制作など

手・指・足の運動機能を鍛
え、脳の発達や根気、思い
やりなどの情操面を育成

参加料 年間1,800円 年間1,000円 年間1,500円 年間500円

申込期間 ４月5日㈯９：00
～11日㈮

４月12日㈯９：00
～22日㈮

４月５日㈯９：30
～11日㈮16：30

４月12日㈯９：30
～18日㈮16：30

問合せ
申込み

北児童館（御宿161９-1）
☎９９7-8400

南児童館（伊豆島田806-14）
☎９９3-1881

北児童館・南児童館
２・３歳児のための教室

　２・３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。北児童館の２歳児キッズ教室と南児童館の２・３児

教室は、いずれかのみ参加できます。

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と旅券
の交付
・�出生、転入、転出届などのすべての事務
※旅券の申請・住民基本台帳カードの発行はできません。

国
保
年
金
課

年金係
☎995-1813

・�年金手帳再交付申請（１号被保険者のみ）、取得・喪失届、
一般免除・学生納付特例の受付などの事務

国保係
☎995-1814

・��脱退、喪失、加入の受付事務
※脱退、喪失加入連絡票がない場合は取り扱いできません。

後期高齢者医療保険係
☎995-1813 ・��すべての事務

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事務・市立幼稚園児転出入事
務
・��保育園の入園・退園と転園事務

子育て支援室
☎995-1841

・��児童手当の申請と消滅などの事務・医療費の申請事務
・��乳幼児・こども医療費受給者証の申請事務

※ 他の官公庁に確認が必要な事務など、内容により取り扱いできないことがあ
ります。ご了承ください。

　市民課・国保年金課・子ども教

育課（学校教育課）・子育て支援室

は、春の異動シーズンに合わせ、

夜間・休日の窓口事務を行います。

夜�間開庁／３月 26 日㈬、27 日㈭、

28 日㈮、31 日㈪　17 時 15 分

～ 19 時

休�日開庁（市民課のみ）／３月 29

日 ㈯、30 日 ㈰　 ８ 時 30 分 ～

12 時

※  各支所では夜間・休日の受付を

行いません。

夜間・休日窓口開庁
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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。

5 日㈯ 高橋設備
☎ 993-1336

6 日㈰ 小川設備工事店
☎ 993-2074

12 日㈯ 鈴木住宅設備
☎ 993-3901

13 日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983

19 日㈯ ㈲�細野設備
☎ 992-2465

20 日㈰ 駿東管工
☎ 992-5728

26 日㈯ ㈱小島屋商会
☎ 998-0019

27 日㈰ ㈱中川商店
☎ 993-1555

29 日㈫ ㈲富士設備
☎ 997-1507

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
６日㈰ 富岡地区桜まつり
７日㈪ 市立小・中学校入学式
９日㈬ 市立幼稚園入園式

20日㈰ 環境美化活動
（河川道路等一斉清掃）

27日㈰ 深良地区
深良用水まつり

人　口　53,780人� （−24人）
　男　　27,459人� （−25人）
　女　　26,321人� （＋１人）
世　帯　21,321世帯�（＋３世帯）
内、外国人� 719人�366世帯

３月１日現在
データバンク

募 集
Recruitment
歌会始の短歌

　お題は「本」です。字は、ぼん、

ぽん、もと、などと読むこともでき

ます。本を表す内容であれば、「本」

の文字を使用しなくても構いません。

募�集作品／●お題を詠み込んだ自作

の短歌で、未発表のもの●一人一

首●用紙は半紙で、すべて毛筆で

自書●病気や障害があるため自書

できない方は、代筆、ワープロや

パソコンの使用、点字のいずれか

でも可　※代筆、ワープロやパソ

コンを使った場合は、自書できな

い理由を書いた紙と、代筆の場合

代筆者の住所・氏名を別紙で添付

してください。

 半紙を横長に使い、右半分にお題

と短歌、左半分に郵便番号、住所、

電話番号、氏名（本名・ふりがな付

き）、生年月日、職業を縦書きし、郵

送または直接ご提出ください。郵送

の場合、宛先を〒 100-8111 宮内庁

とし、封筒に詠進歌と記入してくだ

さい。詠進歌は折って構いません。

 ９月 30 日㈫　※当日消印有効

 宮内庁式部職あてに郵便番号・住

所・氏名を書き、返信用切手をはっ

た封筒を添えて、９月 20 日㈯ま

でにお問い合わせください。

　宮内庁　〒 100-8111

男性介護者交流会

 ３月 29 日㈯　14 時～ 16 時

 生涯学習センター１階団体活動室

 男性介護者、男性介護職員など

 介護家族の会へ住所・氏名・電話

番号を明記して FAX するか、地

域包括支援センター・北部地域包

括支援センター・担当のケアマネ

ジャーへ電話または直接お申し込

みください。

 ３月 25 日㈫

 介護が必要な家族を同伴される方

は、お早めにお申し込みください。

介護家族の会　993-5834
 地域包括支援センター

　995-1288
　北部地域包括支援センター
　930-5800
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４月前期の救急協力医

１ 火 おおい神経内科 ９22-8886 北高島町 鈴木医院 ９９3-0430 佐野 田中医院 ９21-2053 高島町

２ 水 本村クリニック ９6９-0001 大塚 清水館医院 ９９3-2323 茶畑 西村医院 ９71-6510 下土狩

３ 木 あめみや内科 ９35-115９ 吉田町 池田病院 ９86-1212 本宿 さくま小児科
クリニック ９９2-6303 茶畑

４ 金 なおきクリニック ９2９-8555 東椎路 萩野クリニック ９66-7111 根古屋 古屋小児科医院 ９63-0407 西条町

５ 土 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

６ 日

旭医院 ９66-0031 原 勝呂医院 ９62-3083 千本中町

大沢医院 ９31-101９ 御幸町 よざ小児科医院 ９67-5722 原

高桑医院
岩波診療所 ９９7-0486 岩波 西方外科医院 ９21-1333 共栄町

７ 月 森医院 ９66-2017 石川 田沢医院 ９62-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 ９９2-2800 佐野

８ 火 あそうクリニック ９2９-7575 筒井町 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

９ 水 境医院 ９75-8021 竹原 鈴木医院 ９９3-0430 佐野 まるやま
小児科医院 ９81-8577 堂庭

10 木 南一色セントラル内科 ９80-5777 南一色 池田病院 ９86-1212 本宿 星野医院 ９62-0782 山王台

11 金 つかだ医院 ９83-1577 堂庭 五十嵐クリニック ９34-6700 志下 原小児科医院 ９62-0636 八幡町

12 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 杉谷小児科医院 ９23-6543 筒井町

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
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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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

13 日

青沼胃腸科
クリニック ９2９-6205 大岡 守重医院 ９31-2511 �我入道

江川

べっく・メディカ
ル・クリニック ９21-1300 西沢田 田中医院 ９21-2053 高島町

岡クリニック ９９5-1188 二ツ屋 遠藤クリニック ９75-8801 久米田

14 月 新井内科クリニック ９９2-0811 久根 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

15 火 やぐち内科・循環器科クリニック ９73-3811 伏見 青木整形外科医院 ９22-0521 高島町 古屋小児科医院 ９63-0407 西条町

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

６ 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
静岡医療センター
９75-2000

長沢
中里歯科医院
９76-1818

伏見

13 日
たかひろ�
耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100

宮島
永井眼科
９80-1777

萩
沼津市立病院
９24-5100

東椎路
梶歯科医院
９９4-1344

石脇

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
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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 :

４月の行事予定
おはなしの会

　５日㈯　14 時～   　　おはなしのへや　　

　12 日㈯　11 時～   　　文化センター図書室

親子おはなし広場
　15 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　　　　　　

今月の一冊
10 品でわかる日本料理
　おわんのだしは「引く」も

の、煮物のだしは「取る」も

の。京料理界若手の第一人者

が、日本料理の根幹をなす

10 種類の料理の基本的な考

え方と楽しみ方を指南。いつ

もの御飯がもっと美味しく味

わえる、知っておきたい和食入門。

７日㈪、14日㈪、21日㈪、24日㈭、
28日㈪

４月の休館日

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、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入手が
難しく、皆さんからの寄贈が貴重な入手方法です。
今後も、市民の皆さんのご協力をお願いします。

新刊紹介 New Release

『本屋さんのすべてがわかる本　３
 見てみよう！本屋さんの仕事』
文：稲葉茂勝　　ミネルヴァ書房

『さよならのドライブ』
作： ロディ・ドイル　フレーベル館

『あなたのママはね』
絵：デイヴィッド・ウォーカー
文：ケリー・ベネット　岩崎書店

『昭和の子ども生活絵図鑑』
文：奥成達　絵：ながたはるみ　金の星社

『あのひのクジラ』
作：ベンジー・デイヴィス　ブロンズ新社

『月光の誘惑』
著：赤川次郎　新潮社

『穴』
著：小山田浩子　新潮社

『首折り男のための協奏曲』
著：伊坂幸太郎　新潮社

『山桜記』
著：葉室麟　文藝春秋

『その手をにぎりたい』
著：柚木麻子　小学館

宮崎桜
おう
太
た
朗
ろう
くん

（３歳・水窪）

遠藤　柚
ゆ
乃
の
ちゃん

（３歳・御宿平山）

吉川　雅
まさ
音
と
くん

（３歳・稲荷）

市田　七
なな
葉
は
ちゃん

（３歳・トヨタ）

吉岡　蓮
れん
くん

（３歳・千福が丘）

平井　美
み
都
と
ちゃん

（３歳・トヨタ）

伊藤穂
ほ
乃
の
果
か
ちゃん

（３歳・桃園）
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No.
1262

2014年（平成26年）

4月1日号 02    平成26年度の固定資産税・都市計画税
04    予防接種 一覧
06    蓄電池システム、ビークル・トゥ・ 

ホームの導入を支援
07    ウルトラトレイル・マウントフジ
08    山林づくりに　間伐を
09    新入学児童の交通安全・防犯対策
10    市職員人事異動

３月19日　いずみ幼稚園卒園式



平成26年度の固定資産税・都市計画税

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、４月

30 日㈬までに全額を納めてください。

固定資産税は１月１日現在の所有者に課税

　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。税額の求め方は以下

の通りです。

　　　固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％）

　固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定めた固定

資産評価基準をもとに決定されます。原則として評価

額が課税標準額になります。ただし、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なります。

◇固定資産税を納める方◇
　原則として固定資産の所有者で次の方です。

 〔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

● 所有している土地の課税標準額の合計が 30 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

● 所有している家屋の課税標準額の合計が 20 万円以

上の方

 〔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

● 所有している償却資産の課税標準額の合計が 150

万円以上の方

※ 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。

都市計画税の税率は0.2％

　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。税額の求め方は以下

の通りです。

　　　都市計画税額＝課税標準額×税率（0.2％）

住宅用地の税額

　平成 24 年度税制改革で、住宅用地の課税標準の据

置特例措置（※）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。非住宅用地

（店舗や工場敷地など）の据置特例措置は継続されます。

※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

う特例をいい、負担水準は個々の宅地の課税標準額

が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す

もので、以下の式で求められます。

　　　
前年度課税標準額

新評価額× ｛ 住宅用地特例比率（1/3 か 1/6）｝

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。減額期間が終了すると、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、居住部分の面積の割合が 1/2 以上

● 床面積（併用住宅の場合、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戸あたり

の床面積が 40 ～ 280㎡

　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。
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住宅用地の税負担を軽減

　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、税負担を軽減するため特例

措置が適用されます。新たに特例措置の適用を受ける

には、土地使用状況申告書の提出が必要です。

▪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

◇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22年１月２日から平成23年１月１日までに減額

の対象となる一般住宅を新築した方

❷ 平成20年１月２日から平成21年１月１日までに減額

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

※�認定長期優良住宅
　 　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す。

届出が必要な場合

　次のような場合は課税課にご連絡ください。登記の

手続きを行った場合、届出は不要です。

●家屋を新築・増築したとき

●家屋を取り壊したとき

●家屋の用途を変更したとき

● 売買、相続、贈与などにより登記されていない家屋

の所有者を変更したとき

住宅用地となり、残りの 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。

 〈固定資産税の課税標準額の計算例〉
　300㎡の宅地（評価額1800万円）に専用の住宅が
１個建っている場合の固定資産税の課税標準額
　200㎡が小規模住宅用地、100㎡が一般住宅用地に

なります。

小規模住宅用地分の固定資産税の課税標準額は

1800 万円× 200㎡／ 300㎡× 1/6 ＝ 200 万円です（a）

一般住宅用地分の固定資産税の課税標準額は

1800 万円× 100㎡／ 300㎡× 1/3 ＝ 200 万円です（b）

この宅地の固定資産税の課税標準額は

200 万円 (a) ＋ 200 万円 (b) ＝ 400 万円　となります。

償却資産は毎年１月31日までに申告

　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。資産台帳や工事

見積書などから、毎年１月１日現在の償却資産として

申告すべき資産を確認のうえ、１月 31 日までに申告

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・
門などの外構工事、植込工事、物置、
自転車置き場、屋外看板

機械・装置 工作機械、印刷機械、各種作業用機械

車両・
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・
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

※ 自動車税、軽自動車税が課税される資産やソフト

ウェア・特許権などの無形の固定資産は、償却資産

から除かれます。

住宅用地の課税標準の特例措置

総務部　課税課　資産税係
995-1809 p.3
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予防接種 一覧

健康福祉部　健康推進課
992-5711

　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。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。

　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。

　結核の予防接種です。

　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。

　予防接種をすると体内にワクチンが入り、そ
の病気に対する抵抗力（免疫）ができます。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りしても、
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 年長児に相当する児に
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
二種混合 11歳になる前月の月末

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

 【こんな時には手続きが必要です】
● 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。未接種のものは、必要な

接種券を当日交付します。

● 転出したとき
▶ 当市の接種券は、使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（裾野市・沼津市・長泉町・清水町）の指

定医療機関以外で接種を希望する場合は、健康推進

課で手続きをしてください。

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・二種混合）

日 本 脳 炎

Ｂ Ｃ Ｇ

麻しん風しん混合（ＭＲ混合）

　平成７年３月から平成 19 年３月までに生まれ、日

本脳炎予防接種を受けていない子が、接種を希望する

場合には接種券を交付します。母子健康手帳と印鑑を

お持ちになり健康推進課へお越しください。

p.4
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　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 60 歳以上 65 歳未満の方で、腎臓、心臓、

呼吸器、免疫などの機能が低下し、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）が、接種を希望する場合には、健康推進

課へ申請してください。

　現在接種対象者への積極的勧奨を差し控えています。

これはワクチンとの因果関係が否定できない副反応が

見られたためです。今後副反応症例について調査し、

適切な情報提供ができるまでの間は一時的な措置とし

て個別に接種の通知などは行いません。対象者のうち

接種を希望する方は、これまで通り定期接種として接

　平成25年度から定期予防接種となり対象者へは個別

通知しています。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）の子で接種を希望する場合に

は、接種券を交付します。母子健康手帳と印鑑をお持

ちになり、健康推進課へお越しください。

　予防接種の詳細は、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」に記載されて
います。

　近年、予防接種法が一部改正され変更点が
多くあります。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するか健康推
進課へお問い合わせください。

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

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

季節性インフルエンザ（65歳以上）

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

種できます。ワクチンの有効性とリスクを理解したう

えで接種を希望される場合には、接種券を交付します

ので母子手帳と印鑑をお持ちになり、健康推進課へお

越しください。

対象者／ 平成 10 年４月２日から平成 14 年４月１日

に生まれた女子

　妊娠初期に風しんにかかると、おなかの赤ちゃんが

先天性風しん症候群という病気になることがあります。

　市では、対象者が風しんワクチン接種を受けた場合

に接種費用の一部を助成します。

対象者／ 接種当日、市に住民登録があり、風しん抗体

検査を受け、抗体が低い（抗体価がＨＩ法で

16 倍以下、ＥＩＡ法で 8.0 未満）次の方

　　　　❶妊娠している女性の同居家族

　　　　❷ 妊娠を希望する女性（妊娠している方は接

種できません）

助 成 額／ ＭＲ（麻しん・風しん混合）ワクチン

　　　　　▶上限 5,000 円

　　　　　風しんワクチン▶上限 4,000 円

助成回数／１人１回

助成方法／ 医療機関で接種後、健康推進課へ申請して

ください。

助成対象／ ４月１日㈫から平成 27 年３月 31 日㈫ま

でに受けた風しんワクチン接種の費用

受付期間／平成 27 年 4 月 15 日㈬まで

風しんワクチン接種費用の一部を助成風しんワクチン接種費用の一部を助成
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新エネルギー機器等（防災・減災対応型）導入補助金

蓄電池システム、ビークル・トゥ・ホームの導入を支援
　市では、これまで太陽光発電システムや太
陽熱高度利用システムを導入する場合に補助
してきました。４月からは、これらのシステ
ムに加え、蓄電池システムや住宅向け給電機
能付き電気自動車等充電器（ビークル・トゥ・
ホーム）を導入する場合も補助します。これ
らの新エネルギー機器は、環境への負荷が少
なく非常用電源としても利用が可能です。多
様なエネルギーの活用に向けた皆さんの取組
を支援します。

生活環境課
995-1816

補助の対象となる機器と補助額
　補助金の交付が受けられるのは、１世帯、１事業者

につき１回限りです。❸❹を事業者が設置する場合、

回数に関係なく、１事業者につき５台まで受けられま

す。

❶太陽光発電システム【継続】
　住宅などの屋内で使う電気を、太陽光エネルギーか

らつくるのに必要な機器で構成されるシステム。

補助金額／出力１キロワットあたり３万円

　　　　　上限（住宅用）12 万円

　　　　　　　 （事業所用・集会所用）20 万円

❷太陽熱高度利用システム【継続】
　住宅などの屋根に設置し、集熱媒体を循環させる太

陽集熱器、備蓄槽などで構成され、給湯や冷房に利用

可能なシステム。

補助金額／３万円

❸蓄電池システム【新規】
　電気を蓄える機器で国の補助指定を受けた蓄電池シ

ステム。

補助金額／１機につき 10 万円

❹住宅向け給電機能付き電気自動車等充電器
　（ビークル・トゥ・ホーム）　【新規】
　ＥＶ（電気自動車）・ＰＨＶ（プラグイン・ハイブリッ

ド車）などに貯めた電力を、分電盤などを通じて家庭

と双方向でやり取りするためのシステムで、国の補助

指定を受けたもの。

補助金額／１機につき５万円

環境にやさしく、非常時にも利用可能
　蓄電池システムやビークル・トゥ・ホームがあれば、

深夜などに電力を蓄電池や電気自動車に蓄電し、朝夕

に利用することができます。これによりピーク時の電

力会社の発電量を少なくすることができます。また太

陽光発電などの自家発電装置からの電力を有効に活用

することができます。災害時などに停電したときには

非常用電源として活用できます。

対象となる方
　対象となる機器を設置する方で、次のいずれかに該

当する場合

・ 市内に住んでいる方または住む予定の方が、市内の

自己の住宅に設置する場合

・ 市内に事業所がある事業者または市内に事業所を設

置予定の事業者が、市内の事業用建物に設置する場

合

・ 区が集会所に設置する場合

※ 次のいずれかに該当する場合、補助を受けられませ

ん。

・ 市税などの滞納がある場合

・ 集合住宅の共有部分で電力を使用する場合

申請は、設置工事をはじめる前に！
　対象となる機器の設置工事に着手する前に、所定の

申請用紙に必要書類を添えて申請してください。機器

を設置した後に申請しても受け付けできません。また、

予算額に達した時点で受付を終了します。
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富士山ネットワーク
会議からのお知らせ
富士山ネットワーク
会議からのお知らせ

2014年大会概要
■ UTMF（ULTRA - TRAIL Mt. FUJI）
と　　き／４月 25 日㈮　15 時～
スタート＆ゴール／河口湖八木崎公園（山梨県）
距　　離／約 169㎞
時間制限／ 46 時間
参加人数／ 1,200 人（国内 900 人、海外 300 人）　
■ STY（SHIZUOKA To YAMANASHI）
と　　き／４月 26 日㈯　12 時～
スタート／富士山こどもの国（富士市）
ゴ ー ル／河口湖八木崎公園
距　　離／約 91㎞（UTMF のハーフコース）
時間制限／ 24 時間
参加人数／ 1,000 人（国内 900 人、海外 100 人）
※参加選手の申し込みは終了しています。

▶ 富士山ネットワーク会議の市町がコースに
　 　静岡県側のコースは、小山町、御殿場市、裾野市、

富士市、富士宮市を通過します。選手が休憩するエ

イドステーション（以下ＡＳ）では、さまざまなお

もてなしが行われます。

▶ 富士山一周　グルメ・スタンプラリー
　 　応援者や観光客も各ＡＳでおもてなしグルメやご

当地グルメを味わえます。グルメは有料です。

　 　グルメを食べるとスタンプがもらえます。スタン

プカードは各ＡＳで入手してください。集めたスタ

ンプの数に応じて、河口湖八木崎公園の景品交換所

で、UTMF オリジナルグッズや地元特産品と交換

できます。選手を応援しながら、おもてなし＆ご当

地グルメで UTMF を楽しみましょう！

　ウルトラトレイル・マウントフジは、富士山麓
の登山道、歩道、林道を走ったり、歩いたりする
トレイルレースの世界大会です。コースの総距離
は約169㎞です。３回目となる今回は、富士山が
世界遺産に登録されて初のレースです。UTMFと
STY、合わせて2,200人のランナーが参加します。

問合せ／生涯学習課　992-3800
　　　　UTMF公式ウェブサイト
　　　　http://www.ultratrailmtfuji.com

富士山

裾野市富士市

富士宮市

小山町

御殿場市

山中湖
山中湖村

富士吉田市鳴沢村
富士河口湖町

河口湖
精進湖 西湖

本栖湖

身延町

忍野村

UTMF
STY

UTMFコース全図・県内各市町AS情報

富士市／富士山こどもの国
（STYのスタート地点）

小山町／道の駅「すばしり」

御殿場市／御殿場口太郎坊

富士宮市／西富士中学校

ようこそ「すばしり」へ！
地元食材によるおもてなし
足湯のサービスや、地元の
餅米を使った磯辺焼きなど
を提供

おもてなしボランティアに
よる選手のお出迎え！
「富士宮やきそば」や汁粉、
甘酒など、あったか～い食
べ物のおもてなし

コース最大規模のAS
富士市の名産品でお出迎え！
富士市のご当地グルメ「富
士山ひらら」や、パワーみ
なぎる富士のしずく「富士
のお茶」を提供

ハーフコース（STY）のスタート！
開会式、ご当地グルメ「富士つけナ
ポリタン」の販売

御殿場名物でおもてなし！
「御殿場みくりやそば」、
「御殿場こしひかりおにぎ
り」、「御殿場こだわり推
奨品」を提供
※御殿場口太郎坊では、残
雪の状況によりグルメス
タンプラリーを実施しな
い場合があります。

「すそのブランド」でお出迎え！
「すやまうどん」、「すその水ギョーザ」の
“すそのブランド”でおもてなし

ゴール

スタート

★STYスタート地点★

裾野市／水ヶ塚公園

富士山スカイラインでは
一部交通規制が行われます

世界遺産・富士山をぐるっと一周！169㎞
４月25日㈮～27日㈰
ウルトラトレイル・マウントフジ（ＵＴＭＦ）2014
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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 69％

は人工林です。伐採期に達している森林が増えていま

す。

　このままにしておくと、木が密集し風通しや日当た

りが悪くなり、わずかな降雨などで土砂が流出しやす

くなり、災害などの危険が高まります。また、木が更

に細く弱々しくなり、風や雪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。

　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

要不可欠です。

利用間伐の取り組み
　これまでの間伐は、伐採木を森林内に捨て置く「伐

り捨て間伐」が主流でした。間伐した木を搬出するの

に手間がかかり、コストが高くなってしまうからです。

　最近、全国で間伐を利用する取組が進められていま

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。

間伐の申込みは、市森林組合へ
　市では、市内に住んでいるか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に、無料で間伐を行います。市森

林組合にお申し込みください。

　市外に住所がある方や法人が所有する市内の山林は、

本来の間伐費用の 25％の負担で、実施することがで

きます。

　なお、宅地造成済地内の山林は対象外です。

　間伐についてのご相談、お申込みは市森林組合へお

問い合わせください。

間伐の申込み・相談／市森林組合　☎ 993-5757

※ 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です。

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事後届出が義

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

より森林の土地をあらたに取得した方は、面積に関

わらず届出が必要です。

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に届出をしてください。

山林づくりに　間伐を
　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。県が発行してい
る森林計画図に登載されている山林を所有し
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
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新入学児童の交通安全・防犯対策
　４月は、３月まで保育園や幼稚園に通っていた子ども
たちが、小学校に入学する時期です。小学校に入学する
と、登下校を含め一人で行動する機会が多くなります。
そのため歩行中の交通事故や、子どもをねらった犯罪に
巻き込まれる恐れがあります。子どもと一緒に、交通ルー
ルや防犯について考えてみましょう。

市民部防災交通課　995-1817
裾野警察署　995-0110

歩行中の交通事故防止
　子どもが交通事故にあうケースの多くは、飛び出し
や信号無視、安全確認不足などが原因となっています。
実際に親子で一緒に通学路を歩き、横断が必要な場所
や飛び出しの危険がある場所などをチェックしてみま
しょう。
 【道路の歩き方】
・ 歩道を歩く。歩道の

ない道路では道路の
右端を歩く。

・ 道路では遊ばない。
・ ふざけたりして車道

に飛び出さない。
・ 友達と一緒に歩くと

きは横に並んで歩かないで、一列になって歩く。
・ 縁石の上を歩かない。
 【道路の横断の方法】
　信号機のない道路の横断
・ 道路の反対側に渡るときはいったんしっかり止まっ

て、右手をドライバーから見えるように高くあげ、
右を見て、左を見て、もう一度右を見て、車が来て
いないことを確かめてから、まっすぐに渡る。

・ 車が止まったら、ほかの車にも注意し、安全を確認
してから横断する。

・ 近くに横断歩道があるところでは、横断歩道を渡る。
 【�歩行者用信号機のあ
る横断歩道では】

・ 横断歩道の手前で止
まる

・ 信号機のボタンを押
す

・ 信号の約束
　 「青色」　渡ることができる。
　 「青色の点滅」  渡りはじめてはいけない。ただし横

断歩道の半分以上進んでいたらいそ
いで渡り、そうでなければ戻る。

　 「赤色」　渡ることができない。

ドライバーの方ヘ
 【飛び出しに注意】
　子どもの交通事故の原因の一つに道路への飛び出し
があります。ドライバーは見通しの悪い交差点や道路
を歩いている子どもの動きに十分注意しましょう。
 【シートベルトの着用】
　シートベルトは必ずすべての座席で正しく着用しま
しょう。シートベルトは万が一の事故の時、あなたの
大切な命を守ります。また、６歳未満の子どもを同乗
させる場合は、チャイルドシートなどの着用が義務付
けられています。６歳以上であっても身長が 135㎝か
ら 140㎝になるまでは、子供の安全のためチャイルド
シートなどの着用をするようにしましょう。

防犯にも気をつけましょう
　交通事故以外の心配ごととしてあげられるのが子ど
もの連れ去りや声かけなどの事件です。死角が多く人
目につきにくい場所では子どもが犯罪に巻き込まれる
恐れがあります。
●こんな場所に気をつけよう　
　・ 高い塀や植栽などで見通しの悪い通り
　・ 樹木が多く、外から見渡せない公園や空き地
　・ 駐車場や駐輪場
● 知らない人に声をかけられたら「いかのおすし」を
思い出しましょう
 「いか」いかない
　　　　 知らない人についていかない。あぶないとこ

ろにいかない。
 「 の 」のらない
　　　　知らない人の車に乗らない。
 「 お 」おおごえをだす
　　　　危ないと思ったら大きな声でさけぶ
 「 す 」すぐにげる
 「 し 」しらせる
　　　　 近くの大人や警察、家の人、学校に知らせる

p.9
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市職員人事異動
部長級

企画部長▶江藤建夫〔建設部長〕総務部長▶土屋一彦
〔企画部長〕建設部長▶勝又修〔市民部長兼防災監〕

消防機関出向消防長▶手綱睦正〔健康福祉部長兼福祉

事務所長〕市民部長兼防災監▶勝又利裕〔総務部参事

兼人事課長〕健康福祉部長兼福祉事務所長▶米山茂樹
〔教育部参事兼子ども教育課長〕水道部出向水道部長
▶中村治仁〔教育部参事兼教育総務課長〕議会事務局
出向議会事務局長▶中西章夫〔企画部参事兼秘書課長〕

次長級
市民部参事兼防災交通課危機管理調整監（平成27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〕産業部参事兼商工観光課長▶柏木信博〔消

防本部参事兼消防総務課長〕参事会計管理者兼出納課
長▶林将寿〔企画部参事兼財政課長〕教育委員会出向
教育部参事兼教育総務課長兼学校給食センター所長▶

勝又正幸〔参事会計管理者兼出納課長〕企画部参事兼
企画政策課長（裾野市土地開発公社事務局長）▶小林浩
文〔企画部企画政策課長（裾野市土地開発公社事務局

長）〕総務部参事兼総務管財課長▶杉山善彦〔総務部総

務管財課長〕総務部参事兼管理納税課長▶松本昭弘〔総

務部管理納税課長〕総務部参事兼課税課長▶酒井保〔総

務部市民税課長〕市民部参事兼地域振興課長▶勝又晃
一〔市民部地域振興課長〕市民部参事兼地域振興課深
良支所長▶倉澤秀樹〔市民部地域振興課深良支所長〕

健康福祉部参事兼健康推進課長兼福祉保健会館長▶栗
栖美智子〔健康福祉部健康推進課長兼福祉保健会館長〕

健康福祉部参事兼社会福祉課長▶勝又守〔健康福祉部

障がい福祉課長〕健康福祉部参事兼障がい福祉課長▶

鈴木浩司〔産業部商工観光課長〕

課長級
建設部まちづくり課長▶永田幸也〔建設部都市計画課

長〕消防本部消防総務課長▶加藤義廣〔消防署副署長〕

消防署長▶渡邉嘉政〔消防署副署長〕教育部生涯学習
課長兼富士山資料館長▶井上輝夫〔教育部鈴木図書館

長兼東西公民館長〕教育委員会出向教育部鈴木図書館
長兼東西公民館長▶山田秀一〔建設部建築住宅課長〕

企画部市長戦略課長▶西川篤実〔健康福祉部社会福祉

課子育て支援室長〕企画部財政課長▶湯山博之〔企画

部財政課副参事兼係長〕総務部人事課長▶石井敦〔総

務部人事課副参事兼係長〕

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▶小野
了〔水道部上水道課副参事兼係長〕消防機関出向消防
本部消防総務課副参事▶土屋敏彦〔企画部秘書課広報

室長〕消防本部予防課副参事▶杉本公明〔消防署副参

事兼係長〕消防署副参事兼副署長▶小島逸喜〔消防署

副参事兼係長〕教育委員会出向教育部生涯学習課副参
事▶勝俣善久〔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〕総務部管理納税課副参
事▶杉山善則〔総務部管理納税課徴収対策室長〕市民
部市民課副参事▶小野田春代〔市民部市民課主幹兼係

長〕健康福祉部社会福祉課子育て支援室長▶勝又明彦
〔総務部総務管財課主幹兼係長〕建設部建設課副参事
▶菊池守〔建設部建設課主幹兼係長〕消防本部消防総
務課副参事▶一之瀬徳博〔消防本部消防総務課主幹兼

係長〕消防署副参事兼副署長▶入倉一弥〔消防署茶畑

分遣所主幹兼係長〕消防署副参事▶斎藤立巳〔消防署

須山分遣所主幹兼係長〕教育部子ども教育課長心得▶

篠塚俊一〔教育部子ども教育課主幹兼係長〕

主幹級
企画部市長戦略課広報室長▶鈴木敬盛〔産業部農林振

興課主幹兼係長〕企画部企画政策課主幹兼係長▶髙梨
恭〔企画部財政課主幹兼係長〕企画部企画政策課情報
政策室長▶河合正彦〔企画部秘書課主幹兼係長〕教育
委員会出向教育部子ども教育課主幹兼係長▶笠間健男

〔総務部管理納税課主幹兼係長〕教育部生涯学習課主
幹兼係長▶袴田稔〔教育部生涯学習課富士山資料館主

幹兼係長〕企画部市長戦略課主幹兼係長（調整主幹）▶
鈴木努〔企画部秘書課係長〕企画部財政課主幹兼係長
▶勝又博文〔建設部建設管理課係長〕総務部人事課主
幹兼係長▶杉山和哉〔総務部人事課係長〕総務部総務
管財課主幹兼係長▶中野智文〔教育部教育総務課係長〕

総務部課税課主幹兼係長▶木原慎也〔総務部市民税課

係長〕健康福祉部社会福祉課主幹兼係長▶歌﨑克文〔健

康福祉部社会福祉課係長〕産業部農林振興課主幹兼係
長▶杉本一之〔産業部商工観光課係長〕建設部建設課
主幹兼係長▶土屋雅敬〔建設部建設課係長〕水道部上
水道課主幹兼係長▶山田克彦〔水道部上水道課係長〕

消防署茶畑分遣所主幹兼係長▶勝又保〔消防署茶畑分

遣所係長〕消防署須山分遣所主幹兼係長▶杉山徳彦〔消

防署須山分遣所係長〕

� 〔　〕は、25年度の所属・役職です。

総務部　人事課
995-1806p.10
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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

春の柿田川みどりまつり

 ４月19日㈯・20日㈰　９時～15時

※ 雨天の場合、中止することがあり

ます。

清水町総合運動公園

 花とみどりの体験教室、展示即売、

土や肥料などの販売

清水町都市計画　981-8224

国保高齢受給者証交付会

　５月１日㈭から次の方が対象とな

ります。受給者証を交付します。

 ４月24日㈭　10時20分～11時20分

福祉保健会館研修室

 昭和 19 年４月２日～昭和 19 年

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

し尿のくみ取り料金

　市内でのし尿のくみ取り料金は、

３年ごとに見直しを行っています。

市衛生処理料金審議会の答申を受け、

４月以降の料金（税抜）は、据え置

かれます。

料金（４月～平成29年３月）
　 １ゲージ 18ℓあたり 264 円（税

抜 245 円）

※ 期間中に消費税率が改正された場

合、税込価格は変更になります。

生活環境課　995-1816

●東京駅線
〔上り〕 毎日 毎日 毎日 毎日 〔下り〕 毎日 平日 土休日 毎日 毎日
千福下 6：11 ８：２８ ９：２８ 1３：5８ 東京駅八重洲南口 16：00 1８：00 ２0：00 ２２：00
市民文化センター前 6：1４ ８：３5 ９：３5 1４：05 トヨタ自動車東日本前 17：３３ 1９：３３ 1９：51 ２1：３３ ２３：３３
トヨタ自動車東日本前 6：1９ ８：４３ ９：４３ 1４：1３ 市民文化センター前 17：３８ 1９：３８ 1９：56 ２1：３８ ２３：３８

東京駅日本橋口 7：56 10：２0 　11：２0※11：３４ 15：50 千福下 17：４1 1９：４1 1９：5９ ２1：４1 ２３：４1

※は土休日

●渋谷・新宿線 ※特定日：土・日・祝日・4/26 ～ 5/6、12/20 ～ 1/4、3/21 ～ 4/5
〔上り〕 毎日 毎日 毎日 特定日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日
東名裾野 － ８：00 － ９：0８ － － － － －
千福下 6：5８ － － － ８：5８ － 10：２6 15：２８ 1８：２８
市民文化センター前 7：05 － ８：15 － ９：05 10：1２ 10：３1 15：３３ 1８：３３
トヨタ自動車東日本前 7：1３ － ８：２４ － ９：1３ 10：２0 10：３８ 15：３８ 1８：３８
渋谷駅（マークシティ） ８：４0 ９：２８ ９：51 10：３２ 10：４0 11：４7 1２：00 17：10 ２0：10
新宿駅西口 ９：05 ９：5３ 10：16 10：57 11：05 1２：1２ 1２：２5 17：３5 ２0：３5

〔下り〕 毎日 毎日 毎日 特定日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日
新宿駅西口 ８：３0 10：３0 1３：４0 1４：４0 15：50 17：３0 1８：４0 1９：４0 ２0：４0
渋谷駅（マークシティ） ８：55 10：55 1４：05 15：05 16：15 17：55 1９：05 ２0：05 ２1：05
トヨタ自動車東日本前 10：２7 1２：２7 15：２7 16：２7 17：３7 1９：17 ２0：２7 ２1：２7 ２２：２7
市民文化センター前 10：３２ 1２：３２ 15：３２ 16：３２ 17：４２ 1９：２２ ２0：３２ ２1：３２ ２２：３２
千福下 10：３5 1２：３5 15：３5 － － 1９：２5 － ２1：３5 ２２：３5

高速バスのダイヤ改正
市民文化センター前バス停の近くに無料駐車場が
あります。

主要バス停のみ掲載します。

富士急コールセンター
929-1144

／４１
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お知らせ
Announcement

春の農作業安全運動
４月１日～５月31日

　農作業中の死亡事故の多くは、農

業機械作業にかかるものと機械の転

落、転倒によるものです。農作業事

故は単純なミスが起こらないように、

十分注意をすることで防ぐことがで

きます。適度な休息を取り、基本的

な注意事項を確認し、事故の原因を

一つひとつ取り除きましょう。

農林振興課　995-1823

特別児童扶養手当の変更

　４月分から手当の額が変わります。

変更前 変更後
特別児童扶養手当１級 50,050円 ４９,９00円
　　　 〃 　　　２級 ３３,３３0円 ３３,２３0円
特別障害者手当 ２6,0８0円 ２6,000円
障害児福祉手当

1４,1８0円 1４,1４0円
経過的福祉手当

※ 金額は月額です。平成27年４月に、

0.3％引き下げられる予定です。

障がい福祉課　995-1820

児童扶養手当の支給

　４月 11 日は児童扶養手当の支給

日です。児童扶養手当は、18 歳に

なる日以後の最初の３月 31 日まで

の児童がいる母子・父子家庭で、認

定請求書を提出し、認定された方に

支給されます。

支給日／４月、８月、12 月の 11 日

※  11 日が、土日、祝日の場合は、

その直前の平日

 ●支給日に、前月までの４カ月分

を支給します。●必要な届出をし

ていない場合、支給が保留される

ことがあります。

子育て支援室　995-1841

介護セミナー
家族で治そう認知症

４月 12 日㈯　17 時 30 分～

ラ・サンテふよう（三島市佐野）

講�師／竹内孝仁さん（国際医療福祉

大学大学院教授）

演�題／まず認知症ケアの基礎理論を

学ぶ

ラ・サンテふよう　989-7000

20時まで利用可、手数料減額
自動交付機

　自動交付機では、住民票（謄本、

抄本）、印鑑証明、課税証明を取得

することができます。また、発行手

数料が窓口で取得するときよりも安

くなります。

設置場所・利用時間
　 ●市役所正面入口（風除室）▶毎日

（年末年始を除く）８時～20時●市

役所市民課▶㈪～㈮（祝日、年末年

始を除く）８時30分～20時●生涯

学習センター▶開館日の８時30分

～20時

※ システム点検などのため、利用で

きない場合もあります。

 自動交付機を利用するには、暗証

番号が登録された市民カードか住

民基本台帳カードが必要になりま

す。印鑑登録証をお持ちの方は、

市民カードか住民基本台帳カード

に切り替え、暗証番号を登録して

ください。暗証番号を登録すると

きに、官公庁が発行している身分

証明書が必要になります。

市民課　995-1812

南児童館２・３歳児教室
などの申込開始時刻の変更

　３月 15 日号の広報すその 16 ペー

ジでお知らせした、南児童館の『２・

３歳児教室』と『リズム運動と楽し

い遊び』の申込開始時間が変更にな

りました。

変更前　４月５日㈯　９時 30 分

　➡

変更後　４月５日㈯　９時 00 分

南児童館　993-1881

国家公務員採用一般職試験
（大卒程度）

 ●一次試験▶６月 15 日㈰●二次

試験▶７月 16 日㈬～８月４日㈪

 ❶昭和 59 年４月２日から平成５

年４月１日に生まれた方❷平成５

年４月２日以降に生まれ、大学を

卒業した方、または平成 27 年３

月までに大学を卒業する見込みの

方

 インターネット受付／４月９日㈬

９時～４月 21 日㈪

人事院中部事務局
　052-961-6838

労働基準監督官採用試験

　試験はＡ（法文系）とＢ（理工系）の

２区分で、大学卒業程度です。

 ●一次試験▶６月８日㈰●二次試

験▶７月 16 日㈬～ 18 日㈮

 ❶昭和 59 年４月２日から平成５

年４月１日に生まれた方❷平成５

年４月２日以降に生まれ、大学を

卒業した方、または平成 27 年３

月までに大学を卒業する見込みの

方

 インターネット受付／４月１日㈫

９時～４月 14 日㈪

静岡労働局総務部総務課
　054-254-6326
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募 集
Recruitment

国連外国語講座（英会話）
の受講生

 ●入門▶５月７日～７月９日　毎

週㈬●初級▶５月13日～７月15日 

毎週㈫・５月８日～７月10日　毎

週㈭●中級・上級▶５月９日～７

月11日　毎週㈮

※ 各講座とも全 10 回、時間は 18

時 45 分～ 20 時 45 分

沼津労政会館（沼津市高島本町）

各講座 15 人

20,000 円

 ４月 21 日㈪

県国際交流協会
　054-202-3411

十里木キャンプ場管理人

 18 歳以上（高校生を除く）で、キャ

ンプ場に宿泊して勤務ができる方

４人

雇用期間／５月１日㈭～10月31日㈮

勤務場所／十里木キャンプ場

勤�務日／キャンプ場の予約が入った

日。７月下旬から８月31日㈰まで

は、予約状況に関係なく交代で勤務。

勤�務時間／❶８時 30 分～翌日の８

時 30 分❷ 12 時～翌日の 12 時❸

８時 30 分～ 17 時 30 分

基�本賃金／１回の勤務につき❶❷▶

14,000 円❸▶ 7,000 円

 生涯学習課にある雇用申込書に必

要事項を記入し提出してください。

 ４月 18 日㈮

生涯学習課　992-3800

ジョブ・サポーター
（ボランティア）

　障がいのある子どもたちが、放課

後や休日に、企業や保育所、福祉施

設などで週１回、１時間の職場体験

を６カ月続けます。子どもたちをサ

ポートするジョブ・サポーターを募

集します。

御殿場特別支援学校総務課
　0550-87-8200

七草（食用野草）ハピネス
ウォーキング＆山麓のカフェ

 ５月 11 日㈰　10 時～ 13 時

富士山麓山の村（富士宮市粟倉）

60 人（先着順）

 ●七草を探しながら、山の村周辺

を約３㎞、１時間 30 分程度歩く

●緑陰広場で昼食

500 円（おにぎり弁当、保険料）

 ４月 15 日㈫

県立富士山麓山の村
　0545-36-2236

職業訓練センター５月講座

 ●特別教育コース▶伐木作業の安

全衛生講習（中小径木対応）、アー

ク溶接特別教育●自主訓練▶造園

管理講座●技能講習コース▶玉掛

け技能講習●パソコンコース▶パ

ソコン入門（ビギナーズコース）、

ワード基礎、ワード活用、エクセ

ル基礎、エクセル活用、パワーポ

イント基礎、夜間ワード基礎、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

幼児をもつ母親学級

 ５月８日～７月10日の毎週㈭

　計10回　９時30分～11時30分

生涯学習センター

 市内に住んでいて、１歳から３歳

までの幼児をもつ母親

 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

４月 30 日㈬

託児（無料）を利用できます。

生涯学習課　992-3800

ホストファミリー募集
ＮＹストーニーブルック大

　ニューヨーク州立ストーニーブ

ルック大学の学生の受け入れです。

 ６月１日㈰～ 29 日㈰（予定）

 朝食、夕食、個室を提供でき、学

生を受け入れることのできる家庭

20 家族

 ４月 30 日㈫

日本大学国際関係学部学生課
　980-1901

子育てセミナー受講生

 ５月 20 日～７月８日の毎週㈫

　計８回　９時 30 分～ 11 時 30 分

生涯学習センター

 市内に住んでいて、小・中学生の

子どもを持つ保護者の方

20 人（先着順）

 子どもの発達過程を知り、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。

講　師／小川文子さん

 ４月 29 日㈫

生涯学習課　992-3800
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街頭アンケートに答えてほしいと声をかけられ、連
れて行かれた営業所で基礎化粧品と健康食品の購入を
20万円で契約した。未成年なので親には言えず内緒
にしている。支払いができないので返品したい。

未成年者が契約するときは、法定代理人である両親

の同意が必要です。同意のない場合、当事者か親権者

のいずれかが契約を取り消すことができます。取り消

した契約ははじめからなかったことになり、未成年者

は事業者に商品を返して代金を返してもらうことにな

ります。商品を使用している場合は、残っている状態

のまま返品すればよいとされています。

　未成年の契約の取消ができない場合は、①親権者が

認めた契約②小遣いの範囲でした契約③成人であると

積極的に相手をだました契約④婚姻後にした契約⑤営

業を許されている場合の営業に関連する契約などです。

奨学金の利用は慎重に！
　大学や専門学校への進学にあたって、奨学金制度は

とてもありがたい制度です。実際に多くの学生が利用

しています。一部返還が不要のものがありますが、奨

学金の多くは、借金であることを忘れないでください。

社会人になったら、利息をつけて返済しなければなり

ません。

　返済が遅れると、延滞金が発生します。無利息の奨

学金でも、延滞金は発生します。また、信用情報機関

へ事故情報が掲載され、家や車を買うときにローンを

組めなくなる恐れもあります。仕事が決まらない、予

定していた収入がないなどの理由で返済が遅れ、裁判

を起こされるケースも多くあります。奨学金の返済に

困ったら、消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター
995-1854

募 集
Recruitment
市登録統計調査員

　国が実施する各種統計調査の調査

員を募集しています。調査があると

きに、約２カ月間、非常勤の地方公

務員として活動します。活動に対し

報酬が支給されます。

市内に住んでいる 20 歳以上の方

 企画政策課にある応募用紙に必要

事項を記入し、ご提出ください。

企画政策課　995-1804

ペタボード大会・
輪投げ大会

 ５月 18 日㈰　９時～

市民体育館

 市内に住んでいるか、通勤、通学

している方

１チーム 500 円

 市民体育館にある申込書に必要事

項を記入し、提出してください。

 ５月４日㈰

 ●ペタボード大会▶１チーム３人

●輪投げ大会▶１チーム５人

市民体育館　993-0303

ふれあい看護体験

　５月 12 日は看護の日です。これ

にあわせ、県内の医療・福祉施設で、

ふれあい看護体験を実施します。施

設の見学や簡単な看護体験、関係者

との交流ができます。

 ５月の各施設が定めた日

 病院、介護老人保健施設　※東部

は 29 施設

 一般の方　※対象が中学生以上の

施設もあります。

４月 22 日㈫

県ナースセンター
　054-202-1761
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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

有
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広

告

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 7・14・21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 14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 28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 28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

６カ月児
育児教室

８日㈫９時～９時15分
平成25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24年10月生まれの方

２歳児
親子教室

22日㈫９時～９時15分
平成24年４月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

10日㈭午後
平成23年10月生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭13時～13時30分
平成23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・梅毒検査
日（曜日） 時　間
４月１日㈫ 17時～ 19時 45分
４月８日㈫ ９時～ 11時 30分
４月15日㈫ 13時～ 15時 30分
４月23日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
４月８日㈫ ９時～ 11時 30分
４月23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

外科 内科 整形 整形 内科

6 7 8 9 10 11 12

外科 内科 内科 内科 整形 外科 内科

13 14 15 16 17 18 19

内科 内科 外科 内科 外科 整形 外科

20 21 22 23 24 25 26

整形 内科 内科 外科 整形 内科 外科

27 28 29 30

内科 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
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４月後期の救急協力医
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16 水 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 りゅうじん医院 ９８８-３1３３ 下土狩

17 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

1８ 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 まるやま

小児科医院 ９８1-８577 堂庭

1９ 土 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

２0 日

岩渕内科医院 ９51-４57９ 添地町 関外科胃腸科医院 ９２1-２1８5 花園町

薬袋内科
クリニック ９３３-01４８ 徳倉 すずきファミリー

クリニック ９60-0３３３ 一本松

いずみ内科
クリニック ９９３-４760 平松 駿東整形外科医院 ９２２-８８55 高沢町

２1 月 大坂屋クリニック ９９5-３100 佐野 田沢医院 ９6２-1２05 大手町 坂小児科医院 ９３1-３２３３ �下香貫
前原

２２ 火 清水館医院 ９９３-２３２３ 茶畑 沼津整形外科医院 ９２1-３7９1 共栄町 田中医院 ９２1-２05３ 高島町

２３ 水 林医院 ９３1-11２0 住吉町 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

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 杉山医院 ９7２-３２２３ 伏見 守重医院 ９３1-２511 �我入道
江川 杉谷小児科医院 ９２３-65４３ 筒井町

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 よざ小児科医院 ９67-57２２ 原

２7 日

稲玉内科
クリニック ９９1-5111 伏見 こんどう

クリニック ９２5-２４２0 岡宮

杉山病院 ９6３-４11４ 錦町 さくま小児科
クリニック ９９２-6３0３ 茶畑

鈴木医院 ９９３-0４３0 佐野 五十嵐クリニック ９３４-6700 志下

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

p.16

広報すその　平成26年４月１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

有

料

広

告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

２８ 月 東名裾野病院 ９９7-0２00 御宿 香貫医院 ９３1-２４65 本郷町 白十字小児科医院 ９３３-5111 �下香貫
馬場

２９ 火

高田胃腸科・内科
クリニック ９6２-1４10 仲町

池田病院 ９８6-1２1２ 本宿 瀬尾記念・
慶友病院 ９３5-1511 �下香貫

島郷
大橋内科・
小児科医院 ９９２-２８00 佐野

おぐち医院 ９９２-6611 深良

３0 水 望月内科医院 ９３1-5３6２ �下香貫
宮脇 白石医院 ９51-４5９３ 市道町 田中医院 ９２1-２05３ 高島町

沼津夜間救急医療センター
926-8699

沼津市日の出町1-15

三島メディカルセンター
972-0711

三島市南本町4-31

内科・外科・小児科
20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

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 沼津市立病院
９２４-5100 東椎路 吉村眼科内科医院

９８４-1３３３ 長伏 聖隷沼津病院
９5２-1000 松下 カシワ木歯科医院

９９３-610８ 茶畑

２7 日 三島中央病院
９71-４1３３ 緑町 関眼科胃腸科医院

９75-２３８1 東本町 ウスイクリニック
９８0-55８0 下土狩 秋山歯科医院

９８6-1３９0 下土狩

２９ 火
耳鼻科サイラ�
クリニック
９３5-11３３

市場町 なめり牧野眼科
９９９-111３ 納米里 かぬき岩端医院

９３２-８1８９ 前原 飯塚歯科医院
９９３-1077 茶畑

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

p.17
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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 :

993-9300

　富岳裾野学園は、小学校就学前の発達の気にな
る子どもを支援する、市内では初めての児童発達
支援センターです。４月１日にオープンするこの
施設の園長に、林邦雄さんが就任しました。林さ
んは静岡大学で心理療法を専門に研究していたそ
うです。
　「児童発達支援センターは県内でも数が少ない。
特に、県東部は児童発達支援施設が少ないイメー
ジがありました。富岳裾野学園が市内にできたの

４月の休館日／
７日㈪・14日㈪・21日㈪・28日㈪

三遊亭円楽　独演会
　２月 15 日㈯に予定していた三遊亭円楽独演会
とらくご寺子屋は延期となりました。チケットを
お持ちの方は、そのまま振替公演日にお使いくだ
さい。
と　き／５月３日㈯　16 時 30 分～
　　　　（開場▶ 16 時）
料　金／全席指定 2,800 円（税込）
※未就学児入場不可

グランシップ出前公演
国立劇場　歌舞伎鑑賞教室

　初心者や学生でも楽しめる歌舞伎入門公演です。
と　き／６月 26 日㈭
　　　　１回目▶ 11 時～（開場 10 時 30 分）
　　　　２回目▶ 14 時 30 分（開場 14 時）
料　金／全席指定 学生▶1,000円 大人▶3,600円
※未就学児入場不可
出演者／中村扇

せん

雀
じゃく

・中村橋之助ほか
演　目／ 解説「歌舞伎のみかた」
　　　　森鴎外原作「ぢいさんばあさん」

児童発達支援センター富岳裾野学園
林　邦雄 園長

は、本当に嬉しいことだと思います」と笑顔で話
す林さん。
　林さんは施設の特徴について、「温水機能訓練
室は、他の施設にはないと思います。水は子ども
をリラックスさせます。感覚が急成長する幼児期
に、水の中で泳いだり、浮いたり、遊んだりする
ことで、感覚を通して自分の周りの環境を学ぶこ
とができます」と話してくれました。施設にぬく
もりを感じられる木材を多用したこと、裸足でも
足が痛くないよう床をクッション材にしたことも、
こだわりの一つだそうです。
　「心身の発達の気になる子には、早い段階から
一人ひとりにあわせた支援をしていくことが重要
です。職員が一丸となって子どもたちの療育に全
力で取り組んでいきたいと思います。悩みを持つ
家族が情報を得られるなど、みんなを支援してい
く施設にしたいです」と語る林さん。専門として
いる心理療法を取り
入れた動作訓練など、
林さん自身も実際に
指導に加わっていき
たいと考えているそ
うです。

豊臣秀吉朱印状

　豊臣秀吉が冨士安
あん

主
じゅ

民
みん

部
ぶの

丞
じょう

に対して、駿河国杉

田郷で 34 石の土地を検地の上、領地として支配

することを認めたものです。冨士安主は富士山本

宮浅間大社の神官のことで、当時は大宮司・公
く

文
もん

・安
あん

住
じゅ

・別
べっ

当
とう

の四家が浅間大社の神官として勢

力を持ち、冨士氏を名乗っていました。

　天正 18 年（1590）は秀吉が小田原征伐を行っ

た年です。各地の有力者を味方につけるためにも、

領地を与えたり安
あん

堵
ど

したりしたものと思われます。

　江戸時代、須山の御師渡邉家は富士山信仰のこ

豊臣秀吉朱印状（渡邉家文書）

ともあって冨士家

と深い結びつきや

交流があり、その

ような関係で渡邉

家にこの朱印状が

伝わったと考えら

れます。

発売日
４月中旬を

予定
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