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市議会３月定例会
条例の制定や予算関連など34案件可決

議　　案
市再生可能エネルギー発電設備等管理基金条例の制定
　市役所に設置した発電設備で生じた余剰電力により

得られた売電収入額を基金として積み立て、発電設備

などの維持管理や更新に必要な経費の財源とするため、

制定しました。

市子ども・子育て会議条例の制定
　子ども・子育て支援法の規定により合議制の機関を

設置するため、条例を制定しました。会議は、子ども

の保護者、事業主の代表者など 15 人以内で構成され

ます。

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の
整備に関する条例の制定
　消費税率と地方消費税率が引き上げられることに伴

い、公共施設の使用料などを改定するため、条例を制

定しました。

市自転車等駐車場条例の一部改正
　岩波駅西側に、自転車用 60 台、オートバイ 9 台分

の駐輪場を整備し、４月１日から利用を開始すること

となったため、条例を一部改正しました。

審議会等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例
の制定
　審議会などの統廃合や報酬額の見直しに伴い、条例

を制定しました。

市職員の分限に関する条例の一部改正
　職員が病気やけがなどのため、長期の休養を必要と

する場合の休職期間を、国と同じ３年に延長するため、

条例を一部改正しました。

市職員の給与に関する条例の一部改正
　管理職員が、週休日、休日などに臨時または緊急性

のある業務に従事した場合に、管理職員特別勤務手当

を支給することができるようにするため、条例の一部

を改正しました。

平成 25・26・27年度循環型社会形成推進交付金
事業　市一般廃棄物最終処分場（第二期）浸出水処理
施設建設工事の請負契約の締結
　落札者のクボタ環境・渡邊工業特定建設工事共同企

業体と、10 億 7,211 万 6,000 円で請負契約を締結す

ることを可決しました。

平成 25・26・27年度循環型社会形成推進交付金
事業　市一般廃棄物最終処分場（第二期）埋立地建設
工事の請負契約の締結
　落札者の竹中土木・渡邊工業特定建設工事共同企業

体と 10 億 6,380 万円で請負契約を締結することを可

決しました。

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（橋梁上部工）の請負変更契約の締結
　矢田工業株式会社静岡営業所と１億 6,358 万 2,650

円で契約していましたが、材料費の減額などにより、

138 万 750 円減額して１億 6,220 万 1,900 円で請負変

更契約を締結することを可決しました。

　市議会３月定例会が、２月25
日㈫から３月 27 日㈭まで行わ
れ、予算９件、条例案件 14件、
補正予算８件、その他３件の34
案件が審議され、可決されました。
その中から、主なものを紹介しま
す。
※�平成26年度予算案は、４ペー
ジから７ページで紹介します。

▲新たに岩波駅の西側に整備された駐輪場
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補正予算
一般会計補正予算（第８回・第９回）
　既定の歳入歳出予算の総額に、10 億 2,000 万円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 209 億 9,900

万円としました。

　歳出の主なものは、以下の通りです。

○ デイサービスセンターいずみ荘の漏水対策工事費

（920 万円）

○ 私立保育園の利用児童数の見込み増に伴う扶助費の

増額（2,062 万８千円）

○ 除雪作業など雪氷対策費の増額（800 万円）

○ 千福大橋長寿命化修繕工事費（6,000 万円）

○ 裾野駅周辺整備に伴う用地の取得費（5,116 万 8,000

円）

○ 国庫補助事業の追加に伴う２市１町消防通信システ

ム整備事業費（１億 5,142 万 6,000 円）

○ 最終処分場（第二期）整備工事費（８億 7,840 万円）

○ 橋梁長寿命化修繕工事設計委託費（1,600 万円）

○ 市道 1-23 号線などの工事費（7,264 万円）

国民健康保険特別会計補正予算（第４回）
　共同事業拠出金の減額などに伴い既定の歳入歳出予

算の総額から、106 万７千円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ 53 億 6,077 万 5,000 円としました。

後期高齢者医療事業特別会計補正予算
　後期高齢者医療広域連合保険料納付金の増額などに

伴い既定の歳入歳出予算の総額に、530万円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億3,280万円としました。

介護保険特別会計補正予算（第４回）
　システム改修の委託費の増額に伴い既定の歳入歳出

予算の総額に、94 万円５千円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ 28 億 5,829 万円としました。

下水道事業特別会計補正予算（第３回・第４回）
　管路築造工事費の増額などに伴い既定の歳入歳出予

算の総額に、171 万円７千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ 10 億 6,986 万円としました。

【市長コメント】
　東日本大震災で被災された皆様に心からお見舞い申

し上げます。今回、環境大臣から震災がれきの受け入

れについて感謝状をいただき、裾野市民を代表して誠

に嬉しく感じております。

　「同じ日本人として東北の被災地を支援したい」と

いう、裾野市民の温かい気持ちに支えられて、大橋前

　３月 18 日㈫に市議会全員協議会が開催され、当市

に対し環境大臣から感謝状が贈られたことを市長が報

告しました。３月 12 日㈬に都内で行われた災害廃棄

物処理　成果報告シンポジウムの席上で井上信治環境

副大臣から市長が感謝状を受け取りました。

市長が議会や市民の理

解と協力を得ながら震

災がれきの受け入れに

取り組んだことが、今

回の評価につながった

と感じております。

　裾野市としては、26

年度も福島県相馬市に

職員を派遣するなど、

今後も、被災地の支援

に取り組んでまいりた

いと考えております。

▲修繕工事が行われている千福大橋

▲井上環境副大臣から　　
感謝状を受け取る市長

環境大臣から
� 市へ感謝状
＝ 災害廃棄物処理の支援に対して ＝
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　「みんなの元気と調和でつくる暮らし満足

都市」を市の将来像とし、定住人口の増加、

企業の立地維持、産業の振興などの事業を継

続します。26年度は教育の振興に力点を置

いた「ひとづくり」への将来投資型予算にな

りました。

平成26年度予算
予 算 総 額 313億 7,788万円

（平成25年度　300億 5,014万円）

一 般 会 計 196億 1,000万円
（平成25年度　193億 4,300万円）

＊当初予算前年度対比
平成26年度予算 平成25年度予算

一 般 会 計 196億1,000万円 193億4,300万円
水道事業会計 13億1,682万円 12億8,400万円
特 別 会 計 104億5,106万円 94億2,314万円
合 計 313億7,788万円 300億5,014万円

＊平成26年度　　水道事業会計
収　入 支　出

収 益 的 10億5,403万円 8億  553万円
資 本 的 3,814万円 5億1,129万円

＊平成26年度　　土地開発公社会計
収　入 支　出

収 益 的 7,123万円 7,179万円
資 本 的 1億3,300万円 2億5,104万円

歳出
民 生 費 48億1,150万円 24.5%
土 木 費 29億3,624万円 15.0%
衛 生 費 28億1,721万円 14.3%
教 育 費 23億5,364万円 12.0%
総 務 費 20億9,667万円 10.7%
公 債 費 19億1,898万円 9.8%
そ の ほ か 26億7,576万円 13.7%

歳入
市 税 98億7,672万円 50.4%
国 庫 支 出 金 25億3,005万円 12.9%
繰 入 金 16億1,606万円 8.2%
市 債 14億1,620万円 7.2%
諸 収 入 13億0,214万円 6.6%
県 支 出 金 7億8,802万円 4.0%
そ の ほ か 20億8,081万円 10.7%

一般会計予算

平成26年度　会計別予算

一般会計予算
196億 1,000万円

一般会計予算
196億 1,000万円

特別会計予算
104億 5,106万円
特別会計予算

104億 5,106万円

水道事業会計予算
13億1,682万円
水道事業会計予算
13億1,682万円

歳出総額　196億 1,000万円

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　196億 1,000万円

市税

国庫支出金

繰入金

市債

諸収入
県支出金

そのほか

歳入

平成26年度　予算概要
 「人づくり」への将来投資型予算
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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」

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
母 子 保 健 事 業 費
（不妊治療費助成事業） 不妊治療費の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する。 10,400

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。 190,195

予 防 接 種 事 業 定期予防接種と任意予防接種を実施する。 164,955

新 福 祉 保 健 会 館 
大規模改修調査事業 福祉保健会館の施設状況調査を実施し、改修計画を策定する。 8,000

新 広 域 救 急 医 療 情 報 
システム等運用負担金

市民が安心して医療を受けられるように、二次救急医療を充実させるため、新
たな広域救急医療情報システムなどの運営費用を負担する。 5,811

将 医 療・ 福 祉 各 種 
計 画 策 定 事 業

だれもが住み慣れた地域ですこやかに暮らせるよう、医療・福祉を充実させ
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
を策定する。

9,248

新 臨 時 福 祉 給 付 金 
関 連 事 業 消費税率の引上げに伴い、給付される臨時福祉給付金の準備事務などを行う。 2,296

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。 27,298

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・訓練などにかか
るサービスを提供する。 309,050

新 難病患者介護家族リフ
レッシュ事業補助金

在宅で人工呼吸器を使用している方などを対象に、患者家族の介護負担を軽
減するため、訪問看護費用の一部を助成する。 260

将 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
する。（定員／25人⇒40人） 6,883

将 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、平成27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
する。

3,600

将 保 育 所 緊 急 整 備 
事 業 費 補 助 金

待機児童解消対策として、平成27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する。 100,059

こども医療費助成事業 保護者の負担を軽減し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。 116,800

乳幼児医療費助成事業 保護者の負担を軽減し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。 128,736

※区分について　新新規事業、将将来投資枠事業
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平成26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 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
興基本計画を策定する。

1,000

将 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う。 8,632

新 学 校 給 食 セ ン タ ー 
調 理 機 器 設 備 事 業 平成６年度から使用している給食センターの食器洗浄機を更新する。 40,000

非 常 勤 講 師 派 遣 事 業 ＴＴによる学習支援と児童の生活支援を行う。 130,229

将 学 力 向 上 支 援 事 業 児童生徒の学力の向上のため、少人数指導などきめ細やかな指導に当たる学
力向上支援員（講師）を配置する。（小学校３人、中学校１人） 9,420

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
支援員を配置する。（小学校10人）なお、国の交付金事業は完了するが、他
事業の見直しにより財源を捻出し、全額市費で継続実施する。

16,300

外 国 語 教 育 ・ 
海 外 交 流 事 業

小中学校の英語教育の充実に向け、質の高いＡＬＴ業者をプロポーザル方式
で選定する。 16,000

将 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する。 70,000

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

市 民 協 働 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などの市
民協働事業を行う。 3,000

最 終 処 分 場（ 第 二 期 ） 
整 備 事 業

廃棄物処理を円滑に行うため、最終処分場（須山地区）の第二期整備を実施
する。（事業期間：H24～H27年度） 621,175

将 新エネルギー機器等 
（防災・減災対応型） 
導 入 補 助 金

環境への負荷が少なく災害時には非常用電源としても利用可能な新エネル
ギー機器（家庭用蓄電池と住宅向け給電機能付き電気自動車等充電器）の購
入費に対して助成する。
・家庭用蓄電池10万円×10件
・住宅向け給電機能付き電気自動車等充電器5万円×20件

2,000

将 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する。 9,000

新 裾野市環境基本計画 
策 定 事 業

市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する。（H26～H27で策定） 4,000

新 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向上するため、市役所敷地内にＰ
ＨＶ、ＥＶに対応した充電設備を整備する。 3,900

消 防 団 活 動 支 援 事 業 地震などの大規模災害から住民の生命、身体と財産を守るため、各分団に救
助用資機材などを整備する。 8,438

新 消 防 救 急 無 線 
デジタル化整備事業

消防通信体制の確保・迅速化を図るため、２市１町（裾野市・三島市・長泉町）で
共同運用する消防通信指令施設整備に併せて消防救急デジタル無線を整備する。 53,367

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

将 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する。 12,100

将 裾野市都市計画マス
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する。 8,597

将 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する。＠40万円／区画×50区画 20,000

将 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、緊急車両の通行路を確保するため、道路整備計
画に基づく道路整備を行う。 30,000

市道2-29号線整備事業 通勤時間帯の渋滞緩和のため、国道246号線と県道沼津小山線を結ぶ幹線市
道2-29号線の整備を行う。 20,000

市 道 2 - 1 8 号 線 
道 路 整 備 事 業

将来の交通需要と市街地の発展に対応するため、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。 72,730

将 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通りから千
福公文名線、佐野茶畑線から駅東通り間を整備する。 142,545

将 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）間を整備する。 71,350

新 道 路 ス ト ッ ク 
総 点 検 事 業

国のインフラ長寿命化基本計画に基づき、橋梁、法面、照明灯などを点検し
今後の長寿命化計画の基本資料とする。 25,000

新 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
でモデル的に実施する。

1,200

※区分について　新新規事業、将将来投資枠事業
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平成26年度　予算概要�

　都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、

街路整備など都市計画事業に要する費用の一部と

して活用されています。

都市計画税（396,500千円）の使用状況 平成26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 700,839 34.8% 665,000 35,839

平松深良線
街 路 費 157,495 7.8% 123,650 33,845

都市計画事業
公 債 費 179,203 8.9% 0 179,203

下水道事業
特 別 会 計 976,247 48.5% 487,418 488,829

合　 計 2,013,784 100.0% 1,276,068 737,716

＊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） 235,200円 食費（人件費） 85,500円

雑収入
（使用料など） 48,000円 医療費

（扶助費） 63,300円

預金の取崩し
（繰入金） 38,500円 光熱水費・通

信費（物件費） 130,200円

親からの仕送り
（国・県支出金など） 111,500円

家の増改築など
（投資的経費） 87,500円

ローン借入れ
（市債） 33,700円 子どもへの仕送り

（特別会計への繰出金） 33,400円

貯蓄
（積立金など） 21,300円

ローン返済
（公債費） 45,700円

合計 466,900円 合計 466,900円

　平成 26 年度一般会計予算を 3,500 分の１にして、

年収が約 560 万 2,800 円（月収約 46 万 6,900 円）の

家庭に置き換えてみると、次のようになります。

※区分について　新新規事業、将将来投資枠事業

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 促 進 
事 業 費 補 助 金

企業の誘致や立地維持のため、事業用地取得や設備投資などにかかる経費に
対して助成する。 81,000

将 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者や起業を支援するため、利子
補給や補助金により助成する。（経営革新計画承認事業経費、展示会出展経費
などが対象）

3,050

将 住 宅 建 設 等 促 進 
事 業 費 補 助 金

定住人口の増加や地域経済の振興のため、 住宅の新築などに対する助成事業。
新築50万円×25戸、耐震補強・リフォーム20万円×55戸。 25,000

将 中 小 企 業 相 談・ 
支 援 事 業

起業や事業拡大を検討している中小企業など（農林業者などを含む）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する。 1,000

新 鳥獣被害防止緊急捕獲
等 対 策 事 業 補 助 金

平成24年度に策定した鳥獣被害防止計画を推進するため、捕獲1頭につき
市費3,000円の上乗せと、捕獲用の箱ワナの購入を補助する。 1,420

将 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する。 500

将 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・施設導入費用や販路拡大
のための展示会出展費用などに助成する。 1,800

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を目的として、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を図るため、情報誌
の作成などを行う。

2,000

新 「（仮称）富士山世界 
遺産登録 1 周年記念 
イベント」開催負担金

富士山の世界遺産登録1周年を記念し、富士山樹空の森（御殿場市）を会場
としてフェスタ東富士を6月ころに開催する。 400

将 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者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する。 44,731

将 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する。 2,600

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 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導入に対応するため、住民基本台帳シス
テムや関連システム改修に向けた設計を実施する。 12,420

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働させるシステムの維持管理
と更新を行う。 104,628
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◆ 満足度では「身近に住んでいる外国人とのトラブル
の少なさ」が最も高く 0.50 ポイントです。

◆ 重要度では「必要な時に適切な医療が受けられる環
境」が最も高く 1.66 ポイントです。

◆ 現状の満足度と重要度の差が大きいのは「鉄道やバ
スの便利さ」「道路網の便利さや快適さと歩道の整
備状況」となっています。

　市民意識調査は、市民の皆さんの市政に対する認
識や希望、市民生活に関する意識を調査するために、
平成 16年から毎年実施しています。市民の皆さん
の、市総合計画施策の進行度合いへの評価や、各種
の事務事業を実施するにあたっての認識を調査し、
その結果はさまざまな分野で幅広く利用されます。

　市民意識調査報告書全編は、市役所３階企画政策課、
１階情報公開コーナー、各支所、図書館、市公式ウェ
ブサイトで見ることができます。
●市公式ウェブサイト・統計情報
　http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/si/

１．調査の目的
　平成 25 年度の市民の皆さんの市政に対する認識や
要望、市民生活に関する意識を調査し、諸施策推進の
ための基礎資料を得ること
２．調査対象
　20 歳以上の市民から無作為に抽出した 1,000 人

　現状の評価と重要度を右表に示すよう
に点数化し、その程度を分析しました。

３．調査期間
　１月 21 日㈫〜２月４日㈫
４．調査方法
　郵送配布、郵送回収（留置記入方式）
５．回収状況

配布数 有効回収数 有効回収率（24年度調査）

1,000票 583票 58.3％（61.2％）

　市民意識調査は総合計画へのチェックなど
のほか、行政施策推進のため幅広く利用され
ます。

調査概要

調査結果 現状の評価基準 重要度の評価基準
項　　目 点数 項　　目 点数

満足 　２点 とても重要 ２点
まあ満足 　１点 重要 １点
どちらともいえない 　０点 それほどでもない ０点
やや不満 －１点
不満 －２点

（１）満足度・重要度について

❶お住まいの周辺環境について

質問▶ お住まいの周辺環境についてどの程度満足
していますか。近隣市町の公共施設や商業
施設、医療機関などの利用しやすさなども
含めてお答えください。またそのことは重
要であると思いますか。

■満足度＆重要度ベスト３
満　　足　　度　 重　　要　　度　

順位 事　業　名 得点 順位 事　業　名 得点

１� 身近に住んでいる外国人との
トラブルの少なさ 0.50 １� 必要な時に適切な医療が受けられる環境 1.66

２ 必要な時に適切な医療が
受けられる環境 0.35 ２� 犯罪のおきにくい安心なまちづくり 1.55

３ 空気や河川の水のきれいさ 0.35 ３� 地震災害に強いまちづくり 1.53

市民
意識調査

583人が回答　市民意識調査p.8
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◆ 「豊かで良質な水道水の確保」の取り組みが満足度、
重要度ともに最もポイントが高くなっています。

や高い状況です。
◆ 満足度は平成 24 年より 4.2 ポイント減少していま

す。平成 21 年度から平成 22 年度までと比較すると、
１割前後低くなっています。

◆ 不満度は平成 24 年対比でやや増加しています。こ
こ５年間は２割前後で推移しています。

企画部　企画政策課
995-1804☎

❷市の取り組みについて

❸市の政策に関する満足度について

質問▶ 市が行っている取り組みについて、あなた
はどの程度満足していますか。また、その
取り組みは重要であると思いますか。

質問▶ 市の政策全体について、どのように感じて
いますか。

■満足度＆重要度ベスト３
満　　足　　度　 重　　要　　度　

順位 事　業　名 得点 順位 事　業　名 得点
１� 豊かで良質な水道水の確保 0.57 １� 豊かで良質な水道水の確保 1.49

２ リサイクルやごみの減量化等の
環境に配慮した取り組み 0.14 ２� 安心して子育てができる環境の充実 1.40

３ 市の行う広報 （広報紙・無線、報道な
ど）の「わかりやすさ」や「情報の量」 0.03 ３� 衛生的で快適な下水道の整備状況 1.38

■満足度が低く重要度が高い項目（今後、重点課題の検討が必要）
順位 事　業　名 満足度 重要度 点数差（※）
１� 鉄道やバスの便利さ －0.87 1.16 －2.03
２ 道路網の便利さや快適さと歩道の整備状況 －0.65 1.30 －1.95
３ 地震災害に強いまちづくり －0.20 1.53 －1.73

■満足度が低く重要度が高い項目（今後、重点課題の検討が必要）
順位 事　業　名 満足度 重要度 点数差（※）
１� 市の「予算の使い方」などの財政運営の効率化 －0.49 1.38 －1.87
２ 市内の土地利用のバランスの良さ －0.62 1.07 －1.69
３ にぎわいのある商業地づくりと、すそのブランドの利用推進 －0.57 1.11 －1.68

※点数差＝満足度－重要度

　満足度と重要度の点数差を求めることで、満足度が

低く、重要度が高い、今後の重点課題として検討が必

要なものを数値化したもの。

◆ 「満足している」と「まあ満足している」をあわせ
た割合は 22.3％、「やや不満である」と「不満である」
をあわせた割合は 26.0％で、満足よりも不満がや

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成24年

平成21年

平成22年

平成23年

612

514

384

1292

■□満足　■□まあ満足　■□普通　■□やや不満　■□不満　■□無回答
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平成25年 583 20.1 48.2 17.3 8.7 3.42.2
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市の定期無料相談 〜秘密厳守〜

相談の名称 相談日 相談時間 会場（場所） 相談内容 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

市長戦略課
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・１人20分）

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

六 資 格 団 体
無 料 定 期 相 談

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

行政書士会
（支部長　大谷）
☎993-3778

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
市長戦略課
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 1 1 0 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 8：30～17：15
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
応じます。相談はすべて無料です。秘密は厳
守します。

※�相談日と会場は都合により変更になることがあり
ます。相談日が土・日曜日、祝日の場合は、相談
日が変更になったり相談が中止になったりします。
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
9：00～11：30
※受付時間

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回 13：30～16：00
こころの悩みや病気（うつ・不
眠・認知症など）・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）

歯や口の健康相談 第４月曜日 13：00～15：00
歯科衛生士による歯みがき方法
や入れ歯手入れなど（予約制）

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
☎992-3800

不 登 校 児 童・
生 徒 の 教 育 相 談

月～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

課税課
☎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

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、月２～３回火曜日
　　　　13：30～15：30

●司法書士相談（事前予約制） と　き／月３～４回水曜日　13：00～15：30

� 東部県民生活センター　☎951-8205
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すその健康マイレージ　参加者を募集
４月21日㈪〜６月13日㈮

　すその健康マイレージは、健康的な食生活や適度な運動を続
けたり、健診などを受けたりするとマイルが貯まり、15マイ
ルになると特典を受けることができる事業です。参加者の募集
を４月 21日から開始します。昨年度と比較し、マイルの貯ま
る対象事業も増えるなど、マイルが貯まりやすくなりました。

４月１日現在で、市に住民登録

されている 18 歳以上の方
1,000 人（先着順）

マイルを貯められる事業が
� 増えました。

目標設定・記録で
� マイルが貯まる！

昨年の未達成マイレージカード
� を提出して加算！

健診の早期受診でマイル加算

その１

その２

その３

その４
　自分で生活習慣の改善目標を設定すると 1 マイル、

その目標の実践状況を記録するとさらにマイルが貯ま

ります。３カ月間記録すると１マイル、６カ月間記録

すると２マイル、９カ月間記録すると３マイル貯まり

ます。

 〈対象事業〉
　市が行う 70 以上の事業のほか、指定団体でのボラ

ンティア活動など。子育てをしている保護者を対象と

した事業が増えました。

● 図書館、生涯学習課、児童館などが行う乳幼児対象

の事業

● 健康推進課が行う健診、講座、イベントなど

● 食事、運動、介護予防、心の健康づくりに関係する

団体でのボランティア活動

　25 年度に達成できなかったマイレージカードを提

出すると、貯まったマイルに応じてマイルを加算しま

す。

　特定健康診査（国民健康保険の方に限る）、後期高

齢健康診査、がん検診（市の助成を受けての受診に限

る）を６〜８月までに受けると、それぞれ１マイル加

算します。

 〈例〉【目標設定】
　私の目標はストレッチを週３回

　目標の実践状況を３カ

月間記録

健康診査
２マイル

がん検診をすべて受診
男性７マイル
女性８マイル

６～８月に受診
健康診査１マイル加算
がん検診１マイル加算

男性10マイル
女性11マイル
貯まります

２マイル貯まります。

▼

▼

25年度に貯まったマイル 26年度の加算マイル
１～８マイル ▶ １マイル
９～14マイル ▶ ２マイル

◆マイルが貯まるチャンスが拡大！ �

対 象 者 募集人員

＋

＋ ▶
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ふじのくに� �
健康いきいきカード�

� 協力店を募集

　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。協力店の登録を
希望する方は、健康推進課へお申し込み
ください。

ふじのくに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。カード

の使用可能期間は、達成受付日から 1

年間です。

　施設割引券 500 円分（250 円×２枚）

を進呈します。割引券の使用可能期間

は、達成受付日から半年間です。

　❶❷どちらかを選択できます。

　❶ グリーンカフェ花麒麟（市役所別

棟）割引券

　❷ ヘルシーパーク裾野

　　割引券

特典１

特典２

　　割引券

健康福祉部　健康推進課
992-5711☎

　15 マイル貯まったカードと引き換えに施設割引

券と「ふじのくに健康いきいきカード」をお渡しし

ます。

受付場所／健康推進課、社会福祉課

　健康マイレージ事業への参加を希望される方は、

申請してください。健康マイレージカードを発行

します。昨年度、未達成の健康マイレージカード

がある方はお持ちください。

受�付場所／健康推進課、社会福祉課、障がい福祉

課、国保年金課、介護保険課、地域振興課、子

ども教育課、消防総務課、深良支所、富岡支所、

須山支所、南・北児童館、ヘルシーパーク裾野

　対象の教室や相談、健診、ボランティアなどに参

加した場合、予め決められたマイルが貯まります。

15 マイル貯まると達成です。

　次の場合は、参加受付時にマイルを加算します。

❶  70 歳以上の参加▶２マイル

❷ 同居家族２人以上で参加▶１人につき２マイル

❸ グループ（職場、友人など）５人以上で参加▶

　１人につき２マイル

❹  25 年度の未達成のマイレージをお持ちの方（そ

の３参照）

※❶〜❸を併用する場合は、３マイルが上限です。

※❷❸は、同時に申し込みをした場合に限ります。

３．達成者受付　特典に交換（11月４日㈫～平成27年３月27日㈮）

１．参加者受付
� ４月21日㈪～６月13日㈮

２．�マイルを貯める 15マイルで達成！�
４月21日㈪～平成27年３月20日㈮ 

参加方法

すその健康マイレージに参加して、
健康と特典を手に入れよう！
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Photograph ３月

生活介護事業所「さくらんぼ」オープン
　県の指定を受けた生活介護事業所「さくらんぼ」
の開所式が、３月３日に行われました。深良（和市）
にオープンした「さくらんぼ」は、障がいをお持ち
の方の日常生活を支援する施設です。ＮＰＯ法
人 裾野市手をつなぐ育成会がサービスを提供しま
す。 （３月３日）

児童発達支援センター富岳裾野学園開園
　富岳裾野学園は、小学校入学前の心身の発達が
気になる子どもを支援する市内初の施設です。４
月１日に石脇に開園しました。園舎にはたくさん
の木が使われ、ぬくもりにあふれています。温水
機能訓練室もあり、子どもたちが楽しく過ごして
いる姿が目に浮かびます。

デマンドタクシーの実証運行！
　上城区、中村区、下条区でデマンド型乗合タクシー
葛山線の実証運行が３月の１カ月間、行われました。
デマンド型乗合タクシーは、予約のあったときだけ
運行する乗合タクシーです。路線バスが運行されて
いない地域での公共交通対策について、地域と市で
１年以上の協議を重ねてきました。 （３月５日）

小中学生13人、１団体を表彰！
　今年度、国や県のスポーツ大会、作品コンクール
などで優秀な成績を収めた小中学生が表彰されまし
た。市長は、「これからも裾野市の代表として、全
国に、裾野市が知れ渡るような活躍を期待します」
と受賞者にエールを送りました。 （３月７日）

消火器の使用方法を確認！
　市防火協会に加入している 25 事業所から 57 人
が参加し、消防庁舎で消防訓練が行われました。参
加者は、訓練用の消火器を使い、消防署員の指導を
受けながら、消火訓練を行いました。 （３月３日）
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Photograph March

活動の成果を発表！
　南児童館で、団体や各教室の発表会が行われまし
た。１階の遊戯室では、合唱や日本舞踊、J-pop ダ
ンスなど、子どもたちの息のあった歌声や踊りが披
露されました。 （３月８日）

首都圏の観光客36人がモニターツアーに参加
　須山浅間神社や富士山資料館など市内を巡るモニ
ターツアーを実施しました。不二聖心女学院では、
希少国産紅茶「ただにしき」の試飲や「ただにしき」
を使ったお菓子を試食。大人も子どもも「おいしい」
とその味を楽しんでいました。 （３月 29 日）

「春の到来」

特別養護老人ホームが４月１日開所
　特別養護老人ホーム 富岳ダイヤモンドライフす
そのが須山に完成し、３月 26 日に落成式が行われ
ました。同施設の定員は 100 人。ショートステイ
のほか、ケアハウス、デイサービスの施設も併設さ
れています。 （３月 26 日）

新1年生へ黄色の帽子をプレゼント
　明るい社会づくり運動静岡県裾野地区協議会から
黄色の帽子 530 個が寄贈されました。『交通事故に
あわないで通学してほしい』との願いがこもった市
内のおじさん、おばさんからのプレゼントです。帽
子は、小学校の入学式の日に、新 1 年生に配られま
した。 （３月 14 日）
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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。

５月 22 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。

５月８日㈭

☎国保年金課　995-1813

深良用水まつり

 ４月 27 日㈰　８時 20 分〜 15 時

30 分

深良小学校グラウンド

 仮装行列、開会式典、田植実演、

各種展示、出店、ステージイベン

ト、もちまきなど

※ 駐車場が少ないため、公共交通機

関をご利用ください。

※ 雨天時は、会場を深良支所と深良

小学校体育館に変更し、一部イベ

ントを中止します。

☎深良支所　992-0400

市指定給水装置
工事事業者の追加

　新たに尾上水道設備、有限会社市

川設備工業所の２事業者が追加され

ました。

●尾上水道設備

　〒 411-0803

　三島市大場 1087-119

　☎ 972-0483

●有限会社　市川設備工業所

　〒 410-0865

　沼津市東間門２丁目２番地の４

　☎ 963-4690

☎上水道課　995-1833

ふるさと富士山
ナイスアングル写真展

　静岡県側から一般の方々が撮影し

た個性あふれる富士山の写真を展示

します。

 ４月 19 日㈯〜６月 29 日㈰　９

時〜 16 時 30 分

※ 休館日／毎週㈪（５月５日㈪は開

館）・４月 30 日㈬・５月７日㈬

富士山資料館特別展示室

大人 210 円、小・中学生 100 円

☎富士山資料館　998-1325

パスポート訂正申請手続き
が一部変更

　旅券法の一部が改正されたため、

氏・本籍の変更による記載事項の訂

正の制度が廃止になり、新たに記載

事項変更旅券申請の受付が開始され

ます。訂正申請には写真が不用でし

たが、記載事項変更旅券申請では必

要になります。受取りは申請から土、

日、祝日と年末年始を除いて８日後

以降になります。

☎市民課　995-1812

暮らしなんでも相談

　家庭・労働・年金問題、法律関係、

多重債務など、日常生活の中の悩み

事に専門的なアドバイスをしてくれ

るところを紹介します。

受付時間／９時〜 17 時（平日）

☎ライフサポートセンター　
　922-3715

難病患者介護家族
リフレッシュ事業

　医療保険対象の訪問看護を２時間

実施した方で希望する方に、同内容

で２時間以上６時間以内の訪問看護

を行います。

 在宅で人工呼吸器を使用している

方か気管切開により頻繁に吸引が

必要な方で、次のいずれかに該当

する方

　❶特定疾患患者

　❷小児慢性特定疾患患者

　❸筋ジストロフィー患者

　❹重症心身障害者（児）

 費用など詳細は障がい福祉課まで

お問い合せください

☎障がい福祉課　995-1820

　下表は、標準農雇賃金です。この表を参考に金額を決定してください。
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 （※）1,080～
　　　1,188

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 （※）14,040

10a あたり（標準２枚とし、状況
によって 1,000 円～ 1,500 円の
割り増しとする）

田のすき （※）11,340
田の代かき （※）13,500
田の代かきぐるみ （※）18,900
畑のすき （※）11,340
バインダー（ヒモを含む）（※）13,500
コンバイン （※）24,840
ハーベスター （※）14,040

茶摘み
（※） 5,992 労働時間８時間
（※）   324 生葉手摘み１kgあたり

平成26年度　農雇賃金

※機械借り上げ量＋賃金（税込）

農林振興課
995-1824
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　☎問合せ　 HP Web　 Mail　 ＦＡＸ FAX　

ＵＴＭＦ開催による
交通規制

　ウルトラトレイル・マウントフジ

（ＵＴＭＦ）が開催されるため片側通

行となります。

 ４月25日㈮　21時〜26日㈯　７時

30分

 県道 152 号線（富士山スカイラ

イン）水ケ塚公園前〜太郎坊線交

差点

☎生涯学習課　992-3800

ウグイスカード

　ウグイスカードはもしもの事態で

救急隊が自宅に駆けつけたとき、適

切な処置をするために、医療情報、

薬剤情報を記入して自宅に備え付け

ておくものです。

 お住まいの地区の区長に直接お申

込ください。自治会に加入してい

ない方は地域振興課にお問合せく

ださい。

☎地域振興課　995-1874

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、４月 30 日㈬はごみの持ち込み

はできません。

☎美化センター　992-3210

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。

 ５月２日㈮　13 時 30 分〜 15 時

市民活動センター

☎社会福祉協議会　992-5750

住民票、印鑑証明など
自動交付機の利用停止

　庁舎工事のため、４月 20 日㈰８

時〜 17 時まで市役所、生涯学習セ

ンターに設置されている、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

婚姻届と出生届を提出した
方にお祝い状を贈呈

　富士山の世界遺産登録と市の公式

ゆるキャラが決定した記念に婚姻届

か出生届を提出された方に四季折々

の富士山の写真と市長の直筆メッ

セージが入ったお祝い状を贈呈しま

す。

 市内在住で市に婚姻届か出生届を

提出された方

☎市民課　995-1812

　まもメールは、家族や住民の安全

を守るために配信する緊急情報メー

ルです。夜間に届くこともあります。

１．配信情報

　以下の５つの情報のうち、受信を

希望する情報を選択することができ

ます。

❶不審者情報
　　市内で発生した不審者情報

❷犯罪情報
　 　空き巣や忍び込み、振り込め詐

欺、凶悪犯罪などの情報

❸行方不明者情報
　 　市民や近隣市町民で、行方不明

者の捜索情報

❹自然災害緊急情報
　 　台風、水害、地震、光化学オキ

シダントなどの情報

❺J-ALERT情報
　 　緊急地震速報、地震情報、火山

情報、気象情報

２．登録方法

❶ＱＲコードを利用してメール送信
　読み取り機能がある場合は、次の

ＱＲコードを読み取り、表示された

あて先に空メールを送信してくださ

い。またＱＲコードの読み取り機能

がない携帯電話の場合、cfm@io.dat 

aeast.jp のアドレスを入力し、題名

を c-susono と入力後メールを送信

してください。

※ ＱＲコードは、デンソーウェーブ

の登録商標です

❷�メール送信後、登録案内メールが
届きます。

　 　内容を確認の上、指示に従って

詳細を登録してください。

❸�登録完了メールを受信したら登録
完了です。

▲au、softbank ▲docomo

まもメール（緊急情報配信メール）
に登録を！ 地域振興課

995-1874
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募 集
Recruitment
消費生活勉強会

　身近な砂糖の成分、製法、価格に

ついて勉強します。

 ５月 12 日㈪

　13 時 30 分〜 15 時 30 分

市役所 401 会議室

40 人

筆記用具

電話でお申し込みください。

☎ 市消費生活研究会
　富岡992-3583
　関野992-0565

食育ボランティア養成講座

　バランスのよい食事や生活習慣病

予防などの講義・調理実習を受け、

食育ボランティアとしての知識や技

術を身につけられます。

 ❶５月16日㈮　９時30分〜12時

　 ❷５月23日㈮　９時30分〜13時

　 ❸５月30日㈮

　　９時30分〜13時30分

　 ❹６月４日㈬

　　９時30分〜12時20分

　 受付はいずれも９時〜９時 20 分

 福祉保健会館 1 階健康実習室・健

康研修室

 市内に住民登録のある20歳から65

歳の方で、全４回出席できる方

❶❹は 100 円、❷❸は 200 円

　南児童館では日本舞踊、合唱教室、

生花教室、一輪車サークル、子ども

クラブ員の募集をしています。

４月 29 日㈫

直接お申し込みください。

☎南児童館　993-1881

◦日本舞踊 �
　日本舞踊の基礎基本を学習し、礼

儀作法や美しい起居振舞を身につけ

ます。

 各月第１・第３㈰ 10時〜11時30分

 年長・小・中学生

10 人程度

各月 800 円

◦合唱教室 �
　みんなで協力して合唱に取り組み

ます。楽譜を読めるようになります。

 各月第２・第４㈯ 13時30分〜15時

 年長・小学生

年間 500 円

◦生花教室 �
　生花の基本を学習します。作品は

毎回持ち帰ります。

 各月第１・第３㈯ 13時30分〜15時

 小・中学生

各回 700 円

◦一輪車サークル �
　親子で一輪車を楽しみます。日本

一輪車協会公認技術認定級の取得が

できます。

 各月第２・第４㈰ 13時30分〜14時

30分

 年長以上（小学生以下は保護者同伴）

年間 400 円

 練習時は一輪車を貸与しますが、一

輪車を持ち帰ることはできません。

◦子どもクラブ員 �
　１年間を通して自分たちで行事の

企画・運営や、児童館の手伝い、福

祉施設訪問など、アイデアを出し

合って活動します。

 各月第１・第３㈰ 13時30分〜15時

または随時

 小・中学生

電話でお申し込みください。

４月 21 日㈪〜５月 13 日㈫

☎健康推進課　992-5711

浙江省中国語研修生

　県と浙江省との友好交流事業の一

環として、浙江大学に派遣する中国

語研修生を募集します。

 ９月〜平成 27 年２月

 浙江大学

 満 20 歳以上 40 歳未満

２人

５月 23 日㈮

 県ホームページから申込書と誓約

書をダウンロードし必要事項を記

入して郵送でお申し込みください。

☎県地域外交課
　054-221-3066

南児童館講座生南児童館講座生
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納付期限：６月２日㈪

軽自動車税� 全期分

５月　税金・料金

５月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

４日㈰ ㈲井上設備工業
☎ 997-4578

５日㈪ 工管設
☎ 993-1603

６日㈫ 山崎設備
☎ 997-6766

10 日㈯ 一和設備工業
☎ 997-4663

11 日㈰ 田央設備㈲
☎ 997-5175

17 日㈯ ㈲北住設機器
☎ 993-1250

18 日㈰ ㈱西島工業
☎ 993-1070

24 日㈯ ㈲杉山産業
☎ 992-1131

25 日㈰ 植松水道
☎ 992-4644

31 日㈯ ㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

５月　カレンダー

１日㈭ 十里木キャンプ場開場

11日㈰ 富士裾野高原マラソン

17日㈯・
18日㈰ 五竜みどりまつり

人　口　53,582人� （−198人）
　男　　27,333人� （−126人）
　女　　26,249人� （−72人）
世　帯　21,314世帯� （-7世帯）
内、外国人� 728人�375世帯

４月１日現在
データバンク

市障害者計画
障害福祉計画策定委員

　市では、平成 26 年度すそのふれ

あいプラン第４次市障害者計画と第

４期市障害福祉計画の改定を行いま

す。この計画を策定するための策定

委員を募集します。

２人

任期／委嘱日から平成27年３月まで

 市内に住んでいる満 20 歳以上の

方

 所定の申込用紙に必要事項を記入

し、窓口に直接または郵送で提出

してください。

４月 25 日㈮（必着）

☎障がい福祉課　995-1820

ふるさと創生文化
事業団体に補助金を交付

　ふるさと創生事業を実施する団体

に補助金を交付します。

 市内に活動拠点があり、市内全域

を対象として活動し、以下のいず

れかの活動をする団体

　●地域の文化活動

　●伝統芸能の保護活動

　●文化芸術の創作活動

　●文化遺産の啓発活動

 生涯学習センターにある所定の申

込用紙に必要事項を記入してお申

し込みください。

５月 25 日㈰

☎生涯学習課　992-3800

すその３３プログラム

　生活習慣改善に役立つ教室です。

 ❶５月15日㈭　９時30分〜14時

　❷６月12日㈭　９時30分〜12時

　❸７月31日㈭　13時15分〜16時

 福祉保健会館１階

 ❶講話「プロに学ぼう！Ⅰ　生活

習慣と体のしくみ」

　❷健康長寿のための運動

　 ❸講話「プロに学ぼう！Ⅱ　歯周

病と生活習慣病の深い関係」

 市内に住民登録のある 20 歳から

74 歳までの方

15 人

５月９日㈮

 電話でお申し込みください。

☎健康推進課　992-5711
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５月前期の救急協力医

１ 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

２ 金 小林内科医院 921-2165 米山町 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

３ 土

芙蓉クリニック 922-3177 本田町 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

４ 日

山谷内科医院 966-5333 青野

高遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 池田病院 986-1212 本宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿

５ 月

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田

かとう内科医院 946-5562 大岡 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

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

６ 火

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

本村クリニック 969-0001 大塚 古屋小児科医院 963-0407 西条町

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

７ 水 林医院 931-1120 住吉町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 田中医院 921-2053 高島町

８ 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 西村医院 971-6510 下土狩

９ 金 森医院 966-2017 石川 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

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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

11 日

今井医院 921-3211 五月町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

つかだ医院 983-1577 堂庭 東医院 921-5520 高沢町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

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

12 月 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

13 火 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 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

14 水 柿田川医院 973-3601 柿田 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

15 木 鬼頭ハートクリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

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 土
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
前川産婦人科�
クリニック
999-0300

下長窪 メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

４ 日
ぬまづ島田耳鼻�
咽喉科医院
924-0780

杉崎町
矢田眼科�
クリニック
962-2006

三枚橋町
かやま産科婦人科
医院
997-3551

岩波 うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

５ 月
つちや耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8003

厚原 三島総合病院
975-3031

�谷田�
藤久保

島田産婦人科医院
972-6100 伏見 小川歯科医院

993-3200 佐野

６ 火
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
安達産婦人科�
クリニック
976-0341

寿町 伏見歯科医院
972-3040 伏見

11 日
田中耳鼻咽喉科�
医院
975-0226

中央町
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 ホワイト歯科医院

997-4071 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

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

☎

救急協力医の変更／４月 29 日㈫の眼科の救急協力医が変更になりました。

　　　　　　　　　変更前：なめり牧野眼科➡変更後：聖隷沼津（952-1000 沼津市松下）
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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 :

５月の行事予定
おはなしフェスティバル

　３日㈯　14 時〜   　　視聴覚室　　　　　
　10 日㈯　11 時〜   　　文化センター図書室
親子おはなし広場

　13 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　　　　　　

図書館映画会
タイトル 怪盗グルーのミニオン危機一発
上映時間 14時～15時 38分
時間 部門 対象
98分 ＣＧアニメ 幼児～

日　時／５月 10 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。整理券を４月 26 日

㈯ ９時から図書館で配付します（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。

７日㈬、12日㈪、19日㈪、22日㈭、
26日㈪

５月の休館日

子ども読書週間展示
　読んでみよう！� �

2014 おすすめ児童書展�
� いつもいっしょ児童文庫　
期　間／４月 19 日㈯〜５月 10 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

『親子で学ぶはじめての書道』
監修：石飛博光
編：ＮＨＫ出版　ＮＨＫ出版
『ひそひそ森の妖怪』
作：富安陽子　絵：山村浩二　理論社
『ミシンのうた』
作：こみねゆら　講談社
『なぞなぞフッフッフー』
作：武田美穂　ほるぷ出版
『相も変わらずきりきり舞い』
著：諸田玲子　光文社
『おい！山田』
著：安藤祐介　講談社
『水軍遙かなり』
著：加藤廣　文藝春秋
『僕と先生』
著：坂木司　双葉社
『長女たち』
著：篠田節子　新潮社

横山　慧
けい

くん
（２歳７カ月・千福）

青沼　亜
あ
意
い
己
き

くん
（３歳・滝頭）

廣瀬　結
ゆい

くん
（３歳・深良新田）

萱間　晴
はる
貴
き

くん
（２歳 11カ月・町震一）

加藤　旬
しゅん
斗
と

くん
（３歳・上須）
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No.
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2014年（平成26年）

5月1日号 02    新メンバー紹介
04    すそのーる　時刻表
06    市内中小企業の活動を支援
07    農業用機械・施設の導入や 

 展示会出展経費を補助
08    高齢者バス・タクシー利用助成事業
09    パートナーシップ事業補助金
10    土砂災害警戒区域と 

 特別警戒区域を指定

４月12日　�富士山すそのパノラマロード�
菜の花＆桜まつり



区長連合会

85人

区と行政を結ぶ
地域のまとめ役

会長 　勝又　俊明

 （◎は区長会長）

【西地区】
◎市川力（上町）清水信夫（石脇）富髙啄二（佐野上

宿）上藤法光（佐野本宿）西島詮（佐野若狭）杉山房

雄（佐野二）市川忠儀（大畑）小倉昭男（緑町）渡辺

実雄（元町）水口誠（桃園）鈴木勝（富沢）日下田茂

（南町）飯塚仁司（二ッ屋一）中西稔（二ッ屋二）土

屋正幸（堰原）小泉利夫（伊豆島田）石井幹雄（水窪）

【東地区】
◎菊田祐一郎（本村上中）原啓次郎（久根）渡邉慎一

（公文名一）井上久志（公文名二）市川一成（公文名三）

髙村利光（公文名四）山本正昭（公文名五）波越直義

（三菱）髙田雅幸（中丸上）杉山寛和（中丸中）芹澤

清一（中丸下）藤森康行（天理町）勝又貞一（滝頭）

小澤光德（本茶）庄司和夫（道上）杉山俊秀（峰下市

の瀬）溝口紘一（鈴原）髙嶋嘉男（茶畑団地）島津宏

（青葉台）齊藤正信（和泉）髙橋哲夫（富士見台）飯

塚強（麦塚）岩田博明（新道）勝又規雄（東町）杉山

茂美（本通り）杉山博司（日の出元町）井澤勇二（本

村下）

【深良地区】
◎勝又俊博（原）勝又久（町震一）大庭良三（町震二）

小屋松明（舞台団地）髙藤應公（南堀）横山惠一（和

市）杉山康平（遠道原）佐久間昇（柳端団地）岩川宏

（切久保）山縣哲夫（上原）植松真介（上原団地）山

中康邦（上須）土屋重芳（深良新田）井上登（岩波）

【富岡地区】
◎勝又俊明（今里）池ノ谷侃（千福）外川喜信（御宿

平山）吉澤孝光（御宿上谷）湯川吉美（御宿新田）船

木春男（御宿坂上）中村壽廣（御宿入谷）外川勝美（上

城）岡村嘉則（中村）荻田一正（下条）眞田重雄（中

里）長谷川博（田場沢）安藤美枝子（森脇団地）勝又

利幸（上ケ田）橋本幹夫（金沢）眞野久雄（下和田）

菊地実（呼子）大島静明（矢崎）山本茂雄（トヨタ）

小川和雄（御宿台）竹内裕子（千福が丘）藤倉敏雄（千

福南）

【須山地区】
◎長田敏博（須山三）杉山勝良（須山一）土屋宏昭（須

山二）松岡直紀（須山四）伊藤隆彦（須山六）

▲区長連合会総会

交通指導員会

42人

交通安全と
事故防止を導く

会長 　藤井　里美

【西地区指導員】
相川真也（佐野二）原正彦（石脇）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）渡邉雅也

（佐野本宿）

【東地区指導員】
安藤秀智（和泉）芹澤賢由（公文名四）渡辺憲弘（公

文名一）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）岩﨑昭彦（青葉台）

【深良地区指導員】
藤井里美（町震一）勝又良彦（深良新田）狩野茂夫（南

堀）林一郎（和市）大谷内英海（岩波）勝又勝美（上

須）

　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）

平成26年度　新メンバー紹介p.2
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【富岡地区指導員】
八木健二（上ケ田）小林一光（千福が丘）滝井敏治（御

宿新田）小島進（呼子）米山誠二（森脇団地）折笠竜

也（金沢）八木榮一（御宿上谷）佐橋順一郎（トヨタ）

【須山地区指導員】
渡辺広明（須山一）菅沼正光（須山三）安間善美（須

山六）土屋英司（須山二）

【女性指導員】
山本淳子（桃園）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）杉本園子（佐野二）

▲交通指導員会年頭視閲式

地域地震防災指導員会

42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）菊池勇一（佐野二）大森良勝（元町）高橋秀

夫（二ツ屋二）伊東貴美代（桃園）髙橋保夫（伊豆島

田）小松照代（女性）

【東地区】
増田隆俊（公文名一）中野勝美（滝頭）鈴木保（天理

町）中山あい子（本茶）小 一（和泉）小林建次（富

士見台）山田稔（本村上中）神田豊明（本村下）杉山

富三代（女性）

【深良地区】
釜洞文夫（町震一）谷敏彦（南堀）三浦幸作（和市）

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）根本年代（女性）

【富岡地区】
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）

【須山地区】
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（女性）

▲地域地震防災指導員会役員訓練会

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３）山本正

吾（南堀）中村誠也（千福が丘）杉山福美（須山１）

勝又宏和（新道）西島隆彦（石脇）　女性消防部長／

関野惠理（水窪）

【分団長】
東分団／山本貴一（本茶）　西分団／鈴木博行（上町）�
深良分団／大庭続（遠藤原）　富岡分団／星野富美夫

（今里）　須山分団／荻田和彦（須山３）
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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ご利用くだ
さい。
　平成26年度はダイヤの改正はありません。

「すそのーる」のほか、市内の主要路線バスの時刻表を市のホームページに掲載しています。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/ss/access/
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▶東回り
バ ス 停 ★１便★２便 ３便 ★４便 ５便
裾 野 駅 7:10 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。

企画部　企画政策課
995-1804☎ p.5
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市内中小企業の活動を支援
補助金の交付や利子補給を実施

中小企業販路拡大事業補助金

　展示会や見本市などに自社製品や自社技術を出展す

る場合に必要な経費の一部を補助します。

対象経費／ 会場使用料、小間装飾経費、会場内備品借

上経費、通信運搬費、印刷製本費

補助金額／対象経費の１／２以内。上限 20 万円。

特別政策資金利子補給金の交付

　県特別政策資金融資制度と総合特区支援利子補給に

係る貸付を利用する市内の中小企業者に、上乗せして

利子補給します。

対象制度
 〈国制度〉
❶ 総合特区支援利子補給（総合特区計画の推進にかか

る事業を行う中小企業者への支援）

 〈県制度〉
❷ 開業パワーアップ支援資金（新たに開業しようとす

る中小企業者への支援）

❸ 新分野貸付（新たな事業を行う中小企業者への支援）

❹ 経営革新等貸付（経営革新計画などの承認を受け、

設備投資を行う中小企業者への支援）

❺ 成長産業分野支援貸付（成長産業分野に関する事業

を行う中小企業者への支援）

❻ クラスター産業分野支援貸付（クラスター産業分野

に関する事業を行う中小企業者への支援）

利子補給率／ 0.47％

補給期間／❶▶５年　❷～❻▶ 10 年

申込方法／ 資金を借り入れた日から 1 カ月以内に必要

書類を商工観光課に提出してください。

中小企業経営革新事業補助金

　新商品や新技術の開発、新役務や新たな販売方式の

導入など県から経営革新計画の承認を受け事業を実施

する場合に補助します。

補助金額／対象経費の１／２以内。上限 100 万円。

小口資金利子補給

　市内の小規模事業者が、小口の事業資金の融資を市

の取扱金融機関から受けた場合、利子の一部を市が負

担します。

融資対象者／主な要件は次のとおりです。

● 市内に店舗や工場、事務所などがあり、同一事業を

１年以上営んでいる小規模事業者

● 事業税、市民税の滞納がないこと

● 保証協会の信用保証対象資格があること

融資の条件
資金使途／事業資金または運転資金

融資限度額／ 700 万円

融資期間／５年以内

償還方法／月賦または割賦償還

利子補給率／ 1.08％

　市内の中小企業者への各種支援制度があります。販路
拡大のために展示会や見本市などに出展したときや新商
品、新技術の開発などを行う場合に補助金を交付します。
また、融資を受けた場合に、利子の一部を補給する制度
もあります。ご活用ください。

産業部　商工観光課
995-1857☎

中小企業向けの講演会と
個別相談会を開催予定

　市では、中小企業の販路拡大や起業を応援する

ため、中小企業者向けの講演会を９月に、個別相

談会を 10 ～ 12 月に開催する予定です。講師は、

富士市産業支援センター f-Biz（エフビズ）のセ

ンター長である小出宗昭さんです。エフビズは、

1,000 件以上の新規ビジネスの立ち上げを手がけ

た実績をもとに運営されていて、そのノウハウに

全国から注目が集まっています。

速報
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地域の担い手農家を応援

農業用機械・施設の導入や展示会出展経費を補助

農業機械等導入事業補助金
　農業用機械または農業用施設を導入する意欲的な農
業者に、導入経費の一部を補助します。
対象者／次のいずれの要件も満たす方。
　⑴ 市内に住んでいるか、市外から新たに定住する方、

または市内に主たる事務所がある農業法人。
　⑵ 認定農業者（認定就農者を含む）または、人・農

地プランの中心となる経営体に位置付けられた農
業者。

対�象経費／導入経費が 50 万円以上の農業機械の購入
費と農業用施設の建設費

　※ 農業以外に汎用性が高い機械・施設は除きます。
　※ 中古の場合は、耐用年数の残存年数が５年以上あ

ることが必要です。
補助金額／次のいずれかの金額。
　⑴ 農業用機械　補助対象経費の 10 分の 1 以内。上

限は 20 万円。
　⑵ 農業用施設　補助対象経費の 10 分の 1 以内。上

限は 100 万円。
 【モデルプラン】
 《例１》200 万円のトラクターを購入する場合
　　　　➡補助額　20 万円
 《例２》1,000 万円のハウスを建設する場合
　　　　➡補助額　100 万円
　※ 国庫補助金や融資を活用すれば、初期経費を少な

くすることができます。

農作物等出展支援事業補助金
　農作物の販路の開拓や拡大に向け、六次産業化や異
業種交流のための展示会に出品する意欲的な農業者に、
出展経費の一部を補助します。
対象者／次のいずれの要件も満たす方。
　⑴ 市内に住んでいる農業者、または市内に主たる事

務所がある農業法人など。
　⑵ 認定農業者または、人・農地プランの中心となる

経営体に位置付けられた農業者。
対�象経費／農業者が生産した農作物やその加工品を、

販路の開拓や拡大のために展示会に出展する場合や、
六次産業化、または異業種とのビジネス連携のため
に展示会に出展する際の次の経費。

　●出展料（エントリー料）
　●会場装飾料（ブースのデコレーションなど）
　●借上料（テント・冷蔵庫・発電機使用料など）
　●輸送費（運送会社に委託する場合などの費用）
　●印刷料（展示先で配布するチラシなどの印刷経費）
補�助金額／補助対象経費から、ほかの補助金を控除し

た額の２分の１以内。上限は 20 万円。
補�助回数／同一農業者（経営を同じくする農家世帯）、

年１回。ただし、年度中の申請金額の合計が 20 万
円を超えない場合は、20 万円に達するまで可能です。

　担い手の高齢化や耕作放棄地の増加が全国的な農政課題に
なっています。市では、平成26年度から、地域の農業を支
える担い手農家を育成し新規就農者を確保するために、農業
機械等導入事業補助金と農作物等出展支援事業補助金の２つ
の制度を創設しました。
　いずれの補助金も認定農業者などに限られます。地域の中
心的農業者として、農業で生計を立てようとする農業者を支
援する制度です。

認定農業者になりましょう。
　認定農業者制度は、農業者が自らの農業の５年後の
目標やその達成に向けた取組などを内容とする農業経
営改善計画を作成し、その計画を市町村が認定する制
度です。市内には現在、16 の経営体（個人・法人）
が認定農業者となっています。自ら経営改善に取り組
むやる気のある方であれば、年齢や経営規模の大小を
問わず、どなたでも認定を受けることができますので、
お気軽にご相談ください。

農林振興課
995-1823／995-1824☎
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　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
交付を希望する高齢者の方は、申請手続きを
行ってください。

今年度利用できる
助成券はピンク色です。

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19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27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、各支所での受付
日時は、以下のとおりです。

受 付 日 時 受 付 場 所

5月21日㈬ ９時～12時 須山支所

5月22日㈭ ９時～12時 深良支所

5月23日㈮ ９時～12時 富岡支所

■助成券の交付を受けるには

　企画政策課にある申請書に必要事項を記入
し提出してください。申請の際には、助成券
の交付を受ける方の本人確認をできるものが
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

企画部　企画政策課
995-1804☎
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市民部　地域振興課
995-1874☎

パートナーシップ事業補助金
交付希望団体を募集！

補助対象の事業
　次のいずれかに該当する事業

❶ 市民の方の提案によるもので、市民協働の推進とま

ちづくりに必要と認める事業

❷ 課題解決のために市民の方の協力が必要なもので、

市と協働して実施する事業。

※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もの

❷ 他の団体を補助するもの

❸ 事業の効果が特定の個人や団体のみにおよぶもの

❹ 団体の管理する施設や設備などの修繕、改造など

❺ 団体の組織運営のためのもの

❻ 宗教的または政治的宣伝の意図のあるもの

❼ 補助することが適当でないと市長が認めるもの

補助対象の団体
　次の❶❷のいずれにも該当する団体

❶ 構成員が５人以上で、その過半数が市内に住んでい

るか、通勤通学している団体

❷ 市内に活動拠点があり、市内で活動している団体

補助対象の経費
　補助対象の事業を実施するのに直接必要となる経費

です。次の経費は補助の対象となりません。

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の費用は除く）、交通費、宿泊

費

❸ 単価が５万円を超える備品購入費

補助期間・補助率
　毎年４月１日から翌年の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。審査は毎年あります。

補助対象経費 補助率 補助限度額

125,000円未満 10／10以内 100,000円

125,000円以上 ４/５以内 500,000円

申請➡審査➡決定
　補助金の交付を希望する団体の方は、地域振興課に

ある申請書や概要書などに必要事項を記入しお申し込

みください。申請のあった事業を、市民協働によるま

ちづくり推進協議会で審査します。申請は随時受け付

けています。

25年度に行われた事業
●観光ボランティアガイド

●希少紅茶「ただにしき」を使用した特産品の育成

●ウグイスカードの更新

●公文名山ウォーキングコース整備

●飼い主のいないネコ対策

●ラフターヨガによる健康活動

●介護施設などの歌を通したボランティア活動

●おもちゃ交換会

●映画上映会

　市では、市と協働して地域の活性化や課題解
決に向けた自主的な活動に補助を交付します。
補助金額は最大 50万円です。市民協働による
まちづくり推進協議会で審査し補助する事業を
決定します。
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土砂災害の内容
❶土石流
　山や谷（渓流）の土、石、木などが、大雨や長雨な

どによる水と一緒になって、すごい勢い（およそ時速

40 ～ 50㎞）で流れてきます。

❷地すべり
　大雨や長雨などによって雨水が地面にしみこみ、地

下水の力によって持ち上げられた地面が、広い範囲に

わたり徐々に動きだします。

❸がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）
　傾斜の角度が 30 度以上で高さが５ｍ以上の急傾斜

地で、大雨や長雨などにより雨水が地面にしみこみ、

緩んだ崖が、突然崩れ落ちます。地震で起こることも

あります。

警戒区域は、土砂などの崩壊で、
被害を受ける恐れのある区域

　この区域では、土砂災害を防止するための警戒避難

体制が整備されます。警戒避難体制は市の地域防災計

画に定めます。警戒区域や避難所などを記載したハ

ザードマップを作成し配布していく予定です。

特別警戒区域での建築には規制
　土砂などの崩壊で、住宅などの建築物が倒壊し、住

んでいる人の生命や身体に大きな危害が生ずる恐れが

ある区域です。この区域では、危険の恐れがある住宅

の開発などが行われないための規制などがかかります。

この区域で開発したり住宅などを建築したりする場合

は、次のような許可や確認などが必要となります。

❶住宅の新築・改築には構造規定の上乗せ
　建築確認では、土石などが到達し、住宅に作用する

と想定される力に対してその構造が安全であるかどう

か審査されます。

❷特定開発行為には許可が必要
　特定開発行為は、次のような用途の建築物を建てる

ための行為です。

・ 自己用以外の住宅（住宅分譲、マンション、社員社宅）

・ 災害時要援護者関連施設（幼稚園、老人ホーム、病

院など）

　特定開発行為を行う場合には、予め県の許可を受け

る必要があります。土砂災害が発生しても、建築物の

敷地に土砂などが流入しない対策工事が必要です。

❸建築物の移転などの勧告
　土石などにより、著しい損害が生じる恐れがある住

宅に対し、県が移転などの勧告を行う場合があります。

指定区域図の縦覧、防災交通課で
　土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域の指定区

域図の関係図書を縦覧できます。

問合せ／市民部防災交通課　☎ 995-1817

特別警戒区域からの移転には支援
がけ地近接等危険住宅移転事業

　特別警戒区域内から移転して代替住宅を建設する場

合、その費用の一部を補助する制度が始まりました。

対　象／●除却に要する経費の一部

　　　　● 建設（購入）に要する経費を金融機関から

借り入れた場合の利子の一部

問合せ／建設部まちづくり課　☎ 995-1856

災害情報の取得　県サイポスレーダー
　雨量や河川情報、気象情報を携帯電話やインター

ネットで知ることができます。

●県サイポスレーダー
　・携帯電話用　http://sipos.shizuoka2.jp/m/

　・ＰＣ用　　　http://sipos.shizuoka2.jp/

土砂災害警戒区域と特別警戒区域を指定
区域図の縦覧は防災交通課で

　県では、土砂災害防止法により、崩れ出た土石などに
よって生活している方々の命や身体に危険が及ぶ恐れの
ある場所を、危険性に応じて警戒区域と特別警戒区域に
指定します。特別警戒区域では、建築物を建築する場合、
通常よりも強固な構造が求められます。土砂災害の恐れ
のある地域では、気象情報に注意し、避難路や避難場所
を確認するなど、日ごろから備えておきましょう。

市民部　防災交通課
995-1817
建設部　まちづくり課
995-1856

☎

p.10

広報すその　平成26年５月１日号



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

お知らせ
Announcement

第37回五竜みどりまつり

５月 17 日㈯　９時～ 16 時

　　　 18 日㈰　９時～ 15 時

中央公園

 模擬店、植木展示即売、動物ふれ

あい広場、民謡・五竜太鼓　など

☎観光協会　992-5005

子ども・家庭110番

　子どもや子育てに関する悩みなど

に電話で相談に応じます。秘密は厳

守し、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

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、受給者証を交付します。

５月 22 日㈭　

　10 時 20 分～ 11 時 20 分

福祉保健会館研修室

 昭和 19 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

福祉のしごと就職フェア

　福祉の仕事への就労を希望する方

に採用担当者との面談や求人情報に

関する相談の場などを提供します。

５月 24 日㈯　12 時～ 16 時

キラメッセぬまづ

☎県社会福祉人材センター
　054-271-2110

看護の日・週間

　「看護の心をみんなの心に～伝え

たい　住みなれた地域で支え合う看

護～」をテーマにイベントを開催し

ます。

５月 17 日㈯　10 時 30 分～ 15 時

イオンタウン富士南

 ステージイベント、血圧・骨密度

体脂肪・ストレスチェック、訪問

看護ステーションの紹介　など

☎県ナースセンター　995-1833

富士裾野高原
マラソン大会交通規制

　富士裾野高原マラソン大会の開催

にともない、会場周辺の道路で交通

規制を行います。

５月 11 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（杉山）　992-6636

天空のチューリップまつり

　７万株のチューリップと富士山の

景観をお楽しみください。

５月３日㈯～ 25 日㈰

 ５月７日㈬から 25 日㈰まで免許

証など市内に住んでいることを証

明する書類をお持ちになると入園

料が割引になります。

☎遊園地ぐりんぱ　998-1111

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

（企業の所在地が２市２町外でも

入会できます。）

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
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お知らせ
Announcement
住宅用火災警報器
設置状況調査

　任意に抽出した約 100 軒のご家

庭を市消防職員が訪問し、住宅用火

災警報器の設置状況について簡単な

質問をします。この訪問で物品など

を販売することはありません。

５月１日㈭～ 30 日㈮

☎消防本部予防課　992-3211

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

訪問

☎家庭児童相談室　995-1862

ふるさと納税制度

　ふるさと納税制度は、応援したい

地方公共団体に寄付する制度です。

寄付すると住民税と所得税から一定

の控除を受けることができます。

　市ホームページにある寄付申請書

に必要事項を記入し、提出してくだ

さい。

 〈寄付の方法〉
● 金融機関の窓口で納付書を用いて

入金

● 現金書留による寄付

● 財政課で寄付

※ 領収書は寄付金控除を受けるため

に必要となるので大切に保管して

ください。

☎財政課　995-1801

自動車税の納期限は
６月２日㈪

　今年度の自動車税を最寄りの金融

機関、ゆうちょ銀行（郵便局）、ま

たはコンビニで納付してください。

● 納付できるコンビニや、クレジッ

トカードでの支払方法は納税通知

書に同封されているチラシをご覧

ください。

● コンビニやクレジットカードでの

納付する場合の取扱期限は、６月

２日㈪です。

☎沼津財務事務所　自動車税課
　920-2019

風しんワクチン
接種費用一部助成

　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１人１回、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、免

疫が十分でないと判断された次の

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�成方法／医療機関で接種後、健康

推進課で申請してください。

助�成対象／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

☎健康推進課　992-5711

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。応募すると、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。

 市ホームページにある所定の登録

申込書に必要事項を記入し提出し

てください。

 ●ロケ出演やロケ地としての使用

を約束するものではありません。

　 ●無償での協力となります。

☎広報室　995-1802

はり・灸・マッサージ

　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方は対象

になりません。

 市内に住んでいて４月１日現在で

70 歳以上の方

 社会福祉課または各支所へお申し

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
高田鍼灸指圧治療院 993-9197
フィールウェーブ 992-2969
はり灸長谷川 992-2404
のぞみ整骨院 965-0903
さくら治療院 993-7802
治療院セラピス 960-9880

☎社会福祉課　995-1819
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募 集
Recruitment
春の野草講座

６月７日㈯　９時30分～11時30分

富士山資料館学習室

 パネルなどを用いた富士山周辺の

草花の紹介

講師／県環境学習指導員　大嶋章さん

30 人（先着順）

入館料／大人：210 円

　小・中学生：100 円

 電話でお申し込みください。

５月 31 日㈯

☎富士山資料館　998-1325

普通救命講習会参加者

５月 14 日㈬　９時～ 12 時

消防庁舎３階災害対策室

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

使った心肺蘇生法の習得

 中学生以上

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

遣所のいずれかにお申し込みくだ

さい。申込用紙は市のホームペー

ジからダウンロードできます。

☎消防署救急係　995-0119

森の楽校

５月 25 日㈰　８時 45 分～ 15 時

箱根接待茶屋の森

集合／三島市役所駐車場

 山歩き、自然観察

 小学生以上（小学１～３年生は保

護者同伴）

30 人（先着順）

 電話かＦＡＸでお申し込みくださ

い。

☎箱根山組合　976-1013
ＦＡＸ 976-1043

時之栖サッカースクール
無料体験教室

　各年代に応じたサッカー指導を行

います。期間中は何度参加しても無

料です。

 ５月７日㈬～ 30 日㈮の㈫～㈮

　17 時～

時之栖スポーツセンター

 年中～小学６年生

 電話でお申し込みください。

☎ ＮＰＯ法人時之栖アカデミックス
ポーツクラブ　965-0085

不用なこいのぼりの寄付

　例年、４月中旬から５月中旬まで

中央公園で飾られるこいのぼりは、

家庭で不用になったものを再利用し

ています。不用なこいのぼりがあれ

ば、市観光協会へお持ちください。

☎観光協会　992-5005

林業体験健康ウォーキング
緑陰コンサート

６月 22 日㈰

県立富士山麓山の村

ペア 70 組（先着順）

１組 1,800 円

 ５㎞以上歩ける方（小学生以下は

保護者同伴）

 住所、氏名、電話番号、年齢を記入

の上ＦＡＸでお申し込みください。

５月 23 日㈮

☎県立富士山麓山の村
　0545-36-2236
ＦＡＸ 0545-36-2239

筋力向上トレーニング教室
参加者

 ６月 11 日㈬～７月 30 日㈬の水

曜日と金曜日

　午前コース▶９時 30 分～ 12 時

　午後コース▶ 13 時 30 分～ 16 時

福祉保健会館

 市内に住んでいる 20 歳から 74

歳までの方で、全 13 回を通して

参加できる方。

 午前コース・午後コース各 20 人

（定員を超える場合は抽選）

各コース 390 円

 往復はがきに住所、氏名（ふりが

な）、電話番号、生年月日・年齢、

希望コース、返信用宛名面に申込

者の住所、氏名を記入の上投かん

してください。

５月８日㈭～５月 20 日㈫（必着）

☎健康推進課　992-5711
〒 410-1117　石脇 524-1

駿東地域職業訓練センター
６月講座

 ●受験対策講座▶夜間第２種電気

工事士受験対策講座（実技試験対

策）●特別教育▶刈払機の安全衛

生講習、職長教育・安全衛生責任

者（建設業対応）、低圧電気特別

教育●技能講習▶小型移動式ク

レーン技能講習（吊上げ荷重１ｔ

以上５ｔ未満）●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、ア

クセス基礎、デジタルカメラ、夜

間ワード活用、夜間エクセル活用

●カルチャー▶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
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料

広

告

携帯電話で利用していた情報コンテンツ料金が滞納
されているので、身辺調査の依頼を受けたと興信所か
らメールが届いた。どうすればよいか。

このようなメールは、典型的な架空請求のメールで

す。「身辺調査をする、法的措置をとる、和解を希望

する場合は連絡を」などと書かれていると不安になり、

とにかく連絡しなくてはと思いがちです。しかし、うっ

かり連絡すると個人情報を相手に知らせてしまうこと

になります。連絡させることが相手の狙いなので、冷

静に対処しましょう。また、心当たりのない代金請求

ハガキが届く場合もあります。心配な場合、消費生活

センターに相談してください。

花粉防護メガネによる子どものケガに�
ご注意を！
　花粉から子どもの目を守るため、子ども用の花粉防

護メガネを使用する機会が増えています。このメガネ

は花粉が目に入ることを防ぐために、フレームの張り

出しが通常のメガネより顔面に近くなっています。そ

のため、子どもが着用時にぶつかったり、着用中に転

倒したりすると、顔にケガをすることがあるので、注

意が必要です。

　事故は５歳から 10 歳の子どもが使用しているとき

に起こっており、中には目の回りを縫うほどのケガを

負ったという事例もあります。花粉防護メガネをかけ

ているときはスポーツや激しい運動を控えてください。

また、かけた時は視界の変化に慣れてから行動すると

ともに、周囲に注意しましょう。

消費生活センター
995-1854

講座名 曜日 時間 料金

中 学 生・ 高 校 生 ク ラ ス 火 18:30～19:20 3,000円

一 般 初 級

月 19:30～20:30 3,000円

火 19:00～20:30 3,000円

水
12:00～13:00

4,000円19:00～20:30

木 19:00～20:30

一 般 中 級 木 12:00～13:30 4,000円

一 般 中 ・ 上 級
月 10:00～11:30 4,000円

水 14:00～15:00 3,000円

市海外友好協会
英会話サークル会員

海外友好協会（佐野 921-3）

 月謝のほか、海外友好協会年会

費 3,000 円が必要です。

 ㈪・㈬・㈮ 13 時～ 16 時に電

話でお申し込みください。

☎海外友好協会　993-9695
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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

有

料

広

告

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 12・19・26日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 26日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 15日㈭ 18時～18時30分
29日㈭ ８時45分～９時 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 12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

13日㈫９時～９時15分
平成25年11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11月生まれの方

２歳児
親子教室

27日㈫９時～９時15分
平成24年５月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

８日㈭午後
平成23年11月生まれの方

３歳児
健康診査

22日㈭13時～13時30分
平成23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・梅毒検査
日（曜日） 時　間

５ 月 ７ 日 ㈬ 17 時～ 19 時 45 分
５月13日㈫ ９時～ 11 時 30 分
５月20日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
５月28日㈬ ９時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

５月13日㈫ ９時～ 11 時 30 分
５月28日㈬ ９時～ 11 時 30 分

予約が必要です。
エイズ検査の結果は約１時間 30 分後に分かります。
プライバシーは堅く守られます。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　個人通知します。対象者で通知が届かない場
合は、ご連絡ください。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

外科 整形 外科

4 5 6 7 8 9 10

整形 内科 内科 外科 整形 内科 外科

11 12 13 14 15 16 17

内科 内科 外科 内科 整形 整形 内科

18 19 20 21 22 23 24

外科 内科 内科 内科 内科 外科 内科

25 26 27 28 29 30 31

内科 外科 外科 内科 整形 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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５月後期の救急協力医

有

料

広

告

16 金 杉山医院 972-3223 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下 古屋小児科医院 963-0407 西条町

17 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

18 日

田沢医院 962-1205 大手町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

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

杉山医院 992-0028 平松 五十嵐クリニック 934-6700 志下

19 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 火 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 頴川医院 921-5148 高島本町 よざ小児科医院 967-5722 原

21 水 境医院 975-8021 竹原 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

22 木 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

23 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

24 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

25 日

おおい神経内科 922-8886 北高島町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

きくちクリニック 989-5788 桜堤 原小児科医院 962-0636 八幡町

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

26 月 おぐち医院 992-6611 深良 田沢医院 962-1205 大手町 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

p.16
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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

有

料

広

告

27 火 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

28 水 大沢医院 931-1019 御幸町 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

29 木 あそうクリニック 929-7575 筒井町 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

30 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 よざ小児科医院 967-5722 原

31 土 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

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 むらまつ眼科医院

993-8855 深良 岩端医院
962-1368 大手町 スマイル歯科医院

997-1610 深良

25 日
しんふじ耳鼻咽喉
科クリニック
0545-65-0600

川成新町 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 勝又歯科医院
989-4726 上土狩

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

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

☎

救急協力医の変更／５月５日㈪の歯科の救急協力医が変更になりました。

　　　　　　　　　変更前：小川歯科医院➡変更後：ベルの木歯科（992-7777　裾野市深良）

p.17
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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 :

☎ 993-9300

　御宿入谷で、豆腐と油揚の製造業を営んでいる
木村繁さんが、県知事表彰・産業振興功労表彰を
受賞しました。木村さんは、平成７年に県豆腐油
揚商工組合の理事に就任し、平成 24 年からは理
事長と一般財団法人全国豆腐連合会の理事も務め
ています。県産豆腐の消費拡大や後継者の育成に
力を注ぐなど業界の発展に向けた長年の功績が認
められ、受賞となりました。
　「県の組合には、２～３年前まで 100 以上の組
合員がいましたが、今は 75 まで減ってしまいま

５月の休館日／
７日㈬・12日㈪・19日㈪・26日㈪

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鑑賞教室です。
お芝居の前には、出演俳優が実演を交えた解説を
して、歌舞伎の魅力や演目の見どころをわかりや
すく伝えます。中村扇雀と中村橋之助の息の合っ
たコンビで送る夫婦愛の物語にご期待ください。
と　き／６月 26 日㈭
　午前の部▶ 11 時～ 13 時（開場 10 時 30 分）
　午後の部▶ 14 時 30 分～ 16 時 30 分（開場 14 時）
料　金／ ●一般▶3,600円●子ども・学生▶1,000円
　　　　※全席指定、未就学児の入場不可
出演者／中村扇

せん

雀
じゃく

・中村橋之助ほか
演　目／ぢいさんばあさん（森鷗外原作）
 チケット好評発売中！

県知事表彰　産業振興功労表彰を受賞
木村　繁 さん（御宿入谷・66歳）

した。後継者不足や厳しい価格競争などが要因で、
廃業する方が多くなっています。業界全体がとて
も厳しいと感じています」と話す木村さん。青年
部の相談役として、複数の会員が協同で新商品の
開発を行った際には組合が支援し、若手に新たな
活動を促すなど、後継者の育成には特に重点的に
取り組んでいます。その取組が実を結び実際に商
品化されたものもあるそうです。
　自ら代表となっている有限会社木村商店は、昭
和 28 年創業で、木村さんは２代目です。毎朝、
３時に起きて機械の洗浄から仕事が始まります。
４時ころから豆腐ができ始め、６時ころから出荷。
配達から帰ってきて片付けが終わるのは、午後３
時から４時ごろです。
　「水温、気温、材料の状態などはいつも違います。
そのような中、自分の経験を信じ、同じように仕
上げるように努力することに豆腐づくりのやりが
いを感じます」とまさに職人らしい話をしてくれ
た木村さん。冷奴でネギ、ショウガ、しょう油を
かけて食べるのが、一番好きな豆腐の食べ方だそ
うです。
　「賞をいただいたのは、組合の皆さんのおかげ
です。これからも業界の発展のために頑張ってい
きたい」と語る木村さん。一線でのご活躍にます
ます期待が膨らみます。

岩倉家との交流
　岩倉家の家来である人見右衛門から、須山の御
師の渡邉隼

はや

人
との

祐
すけ

に出された礼状です。「秋冷えの
する頃ですが、ご健勝で何よりです。ご膳水のお
礼として肴

さかな

料
りょう

一両をいただき、ご前様もたいへん
喜んでいました」ということが主な内容です。こ
こに出てくる岩倉三

さん

位
み

とは、幕末から明治にかけ
て活躍した岩倉具視の祖父の具集にあたります。
　岩倉家は、村上源氏久

く

我
が

晴通の子具堯から始ま
る公

く

家
げ

で、初めは桜井を称していましたが具堯の
子具起から岩倉を名乗るようになりました。家禄
は 150 石で、権大納言まで進むことのできる羽

う

林
りん

家という家格を有していました。

人見右衛門書簡

（渡邉家文書）中村扇雀 中村橋之助

広報すその　平成26年５月１日号
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No.
1265

2014年（平成26年）

5月15日号 02    ヘルシーパーク裾野　利用案内
03    健診で年１回の安心を！
04    健康と歯のフェスティバル
06    水道週間＝６月１日〜７日＝
07    水道料金の改定
10    気をつけて！あなたを狙う 

悪徳商法

４月27日　第１回深良用水まつり
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平成26年度 ヘルシーパーク裾野
市 民 無 料 利 用 券
３時間券 有効期限 平成27年3月31日（火）

①本券の使用は裾野市民に限り
ます。

②本券はお風呂または、バーデ
プールの３時間券としてご
利用いただけます。

③本券は１枚につき１人１回ご
利用いただけます。

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。



健康福祉部　健康推進課
992-5711
ヘルシーパーク裾野
965-1126

☎

ヘルシーパーク裾野
 富士山の絶景を楽しめる露天風呂

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16日㈪～19日㈭、12月30日㈫～１月１日㈭は休館します。
※バーデプールの時間はお問い合わせください。

広報すその平成26年5月15日号

▼切り取ってお使いください

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）
　　　　　　7.6（弱アルカリ性）
５．湧出量　毎分 170 リットル
６．適応症　 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運

動麻痺、関節のこわばり、うちみ、く
じき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、
疲労回復　など

７．禁忌症　 急性疾患（特に熱がある場合）、活動性
の結核、悪性腫瘍、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）
※�バーデプールの時間はお問い合わせく

ださい。

休館日

◦�毎週木曜日（木曜日が祝日の場合は翌
日）

◦�６月 16 日㈪～ 19 日㈭、12 月 30
日㈫～１月１日㈭

利用料金

４月１日から料金を変更しました。

風呂
３時間 520円
１日 1,000円

バーデプール
３時間 520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 １日 上記料金＋
1,000円

その他

◦�家族風呂は予約が必要です。
◦�㈪㈫㈬㈮㈯はヘルシーパーク裾野まで

の市内無料送迎バスが運行していま
す。

◦�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
ルは利用できません。家族風呂は利用
できます。

◦�館内に飲食物は持ち込めません。
◦�障がい者の方には割引制度がありま

す。
◦�有資格者によるボディマッサージを

行っています。
◦�館内で販売している回数券は11枚つ

づりになりました。

　開館から 13年が経過し、利用者は延べ 300 万
人を突破したヘルシーパーク裾野。富士山を眺め
ながら入れるほうえいの湯や愛鷹山側にあるふじ
の湯などの露天風呂があります。バーデプールで
は歩行専用運動プールや流水プールがあり運動や
休息などの目的に合わせて利用できます。

温泉の成分が体に浸透しやすい
ヘルシーパーク裾野の温泉

p.2
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健康福祉部　健康推進課
992-5711☎　今年も、がん検診と成人歯周疾患検診が行われます。

年一回の健診・検診で、病気の早期発見に努めましょう。

健診で年１回の安心を！
 早期発見・早期治療

■がん検診など
と　　き／６月 16 日㈪～ 10 月 31 日㈮
※ 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。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、受診票を送付します。受診票の
届かない方は、健康推進課へご連絡ください。

※ 他市町村へ転出した場合は、その時点から当市の受
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）の通りです。ただし、次の方は

無料です。
❶今年度 70 歳以上の方
❷後期高齢者医療被保険証をお持ちの方
❸生活保護を受けている方
❹ 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
❺ 今年度、無料クーポン券が同封されている方（表２）
❻ 肝炎ウイルス検診を過去に受診していない 41 歳、

46 歳、51 歳、56 歳、61 歳の方
※ ❶、❷に該当する 75 歳以上の方は、有料で胃がん

内視鏡検査を選択することができます。
※ ❸、❹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 16 日㈪～ 10 月 31 日㈮
と�ころ／受診票に記載されている市内の実施医療機関。

長泉町・清水町でも受診ができます。
対�　象／（表１）の通り
個�人負担金／（表１）の通りです。ただし、次の方は

無料です。
❶生活保護を受けている方
❷ 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
※ ❶、❷に該当する方が受診する際には、事前に健康

推進課で手続きが必要です。
受�診方法／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

肝炎ウイルス検診 40歳以上
（過去に未受診の方）

400円
600円※１

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

胃がん検診
内視鏡検査 75歳以上※２ 1,800円　　

乳がん検診
❶エコー
❷マンモグラフィ

※３

❶30歳～39歳 ❶　700円　　❶か❷の選択制
40歳～49歳

❷　900円※４
1,000円※５❷50歳以上

子宮がん検診 20歳以上

　700円　　
（頸部のみ）

1,100円　　
（頸部＋体部）

成人歯周疾患検診

70歳 無　料
36歳・38歳・40歳・
42歳・44歳・46歳・
48歳・50歳・55歳・

60歳・65歳

　500円　　

※１）特定健診と同時の場合は400円、単独の場合は600円
※２ ）75 歳以上の方はバリウム検査か内視鏡検査の選択

ができます。
※３ ）前年度受診していない方。ただし、乳がん検診のクー

ポン対象者はマンモグラフィを無料で受診できます。
※４）60 歳以上、マンモグラフィ１方向撮影
※５）40 歳～ 59 歳、マンモグラフィ２方向撮影

 （表２）クーポン券が同封されている方
健康診査種別 対象年齢
子宮頸がん検診 今年度21歳になる方
乳がん検診 今年度41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、健康と景品を手にいれよう！
　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
号に掲載する予定です。
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健康と歯のフェスティバル
～第36回 よい歯を作る親子のつどい～

５歳児（年長児）
むし歯のない児・治療完了児の表彰

５歳児賞状コーナーで賞状と記念品を進呈します
対�象／通園先の幼稚園・保育園の歯科検診でむし歯が

なかった年長児、または検診後から６月６日㈮まで

に治療が完了した年長児

※ 市外の幼稚園・保育園に通園している園児は、６月

６日㈮までに健康推進課へご連絡ください。

いい歯のお年寄り８
はち

０
まる

２
にい

０
まる

コンクール

式典で賞状と記念品を進呈します
対�象／市内に住んでいる80歳以上で20本以上自分の

歯がある方（生年月日が昭和９年４月１日以前の方）

７
なな

０
まる

２
にい

０
まる

認定

式典で認定証と記念品を進呈します
対�象／市内に住んでいる 70 歳以上で 20 本以上自分

の歯がある方（生年月日が昭和９年４月２日～昭和

19 年４月１日の方）

８０２０コンクール・７０２０認定
　５月１日㈭から23日㈮までに市内の歯科診療
所で検診を受診してください。検診の結果、対象
の方には、検診を実施した歯科診療所でフェス
ティバル当日の案内をお渡しします。

歯と口の健康週間にちなんだ
図画・ポスター・標語の募集

対象
 〈図画〉
　市内に住んでいる年長児と小学生の作品

※年長児は保護者との合作の作品も可

 〈ポスター〉
　市内に住んでいる小中学生、または市内の高校に通

学している生徒の作品

 〈標語〉
　市内に住んでいる小中学生の作品

応募方法
 〈図画・ポスター〉
　 Ｂ３四ツ切サイズの画用紙に描いた作品を通園・通

学している幼稚園・保育園・学校へ提出してください。

 〈標語〉
　 書式は自由です。通学している学校へ提出してくだ

さい。

※ 市外の幼稚園・保育園・学校に通園・通学している

園児・生徒は、健康推進課へご連絡ください。

展示期間・展示場所

と　き 場　所
６月７日㈯～12日㈭
９時～15時

市民文化センター
２階展示室

６月14日㈯
13時45分～15時30分

市民文化センター
多目的ホール

と　　き／６月 14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
　●�歯や口に関するミニ講話
　●�健康機器での肌年齢などの測定
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健康福祉部　健康推進課
992-5711☎

年に１回は検診を受けましょう！

　自分ではしっかり歯を磨いているつもりでも、実際

には磨けていない部分もあります。定期的に検診を受

ければ、まだ自覚症状のないむし歯や歯周病を見つけ

ることができます。以下のチェックリストで１つでも

気になることがあれば、検診を受けましょう。

□ ��一年以上、歯医者さんを受診していな
　 い

□ 歯にかぶせてあるものがはずれたのに、
　 そのままにしている

□ 出産後、歯医者さんを受診していない

□ 歯を抜いたまま放置しているところが
　 ある

□ 歯磨きをすると、歯肉から血が出る

□ 最近、食べ物が歯にはさまる

□ 歯がしみることがある

□ 口臭が気になる

◆ チェックリスト ◆

● 検診後の無料事後相談を行っています。健康推進課
に予約してください。

　歯周病は、口の中の歯周病菌によって引き起こ
される感染症です。また、歯周病は生活習慣病の
一つです。

歯周病はさまざまな病気と関連
　歯周病といえば、悪化すると歯がグラグラして

最後には歯が抜けてしまう病気であることは、広

く知られています。ところが、最近の研究の成果

から歯が抜けるだけではなく、全身のいろいろな

病気と関連していることがわかってきました。そ

れは、歯周病が進行すると毒素や炎症に関係する

物質が生み出され、歯周組織が悪化するだけでな

く、血液中に入っていろいろな病気に悪影響を及

ぼすからです。

歯周病の進行が糖尿病の症状を悪化させることも
　歯周病に関連する病気で代表的なものに糖尿病

があります。健康な身体では、血液中のブドウ糖

が多くなると、すい臓が血液中の糖を下げるホル

モン（インスリン）を分泌します。インスリンは

血糖値を一定に保つ働きをしますが、糖尿病にな

ると炎症に関係する物質が増え、インスリンの働

きを弱めます。歯周病が進行すると、生み出され

た毒素によりインスリンの働きをますます弱め、

糖尿病の症状はさらに悪化します。

　他には、心臓病や早産、低体重児の出産などの

リスクを高めるほか、肺炎、骨粗しょう症などと

の関連も指摘されています。

歯周病予防の基本はハミガキ
　歯周病の予防には、毎日のハミガキが基本です。

しかし、どうしてもみがき残しができるので、定

期的に歯科受診をすることをお勧めします。

　また、生活習慣病の一つでもあるので、メタボ

対策と同じように食生活の改善、禁煙、十分な睡

眠、ストレスの軽減、適度な運動など積極的に生

活習慣を見直して歯周病にかかりにくい身体、悪

化させない身体づくりに取り組んでください。

歯周病と全身の病気との
� 関連について　
　　　　なかじま歯科医院　歯科医師
� 中島　章道　先生

６月４日～６月10日
歯と口の健康週間
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水道部　上水道課
995-1890☎

■水道の使用を開始・中止する場合は連絡を！
　転入届・転居などで、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。

 〈連絡内容〉
　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

　❹連絡先電話番号

　❺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（要押印）が必要です。

■使用開始・中止の申し込みが
　　 インターネットで24時間いつでも
　水道・下水道の使用開始・中止の申し込みは、電話

とインターネットで可能です。インターネットを利用

すると、24 時間いつでも申し込みができます。

　インターネットでの開始・中止の申込受付は、申込

後、３営業日以内に申込内容を確認して成立します。

　申込手続の詳細は、「水道関係・転居などについて」

の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。

『おいしいな　だいじなお水　ごくごくり』
水道週間 6月1日～7日 （第56回水道週間スローガン）

　６月１日㈰から７日㈯は、全国統一の水道週間
です。これは、皆さんに水道についてもっと知っ
てもらうために始められたものです。
　裾野市の水は、富士山の恵みの地下水を利用し、
家庭の蛇口へ給水しています。その水道水は、飲
料水をはじめ、トイレやお風呂、炊事、洗濯など、
いろいろなところで使われていて、私たちの生活
になくてはならない重要な役割を果たしています。
この機会に、水の大切さを改めて考え直してみま
しょう。

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

市役所

至 三島

消防署

深良交番

文化
センター

生涯学習
センター

福祉保健
会館

JR

駅
野
裾市役所

市水道庁舎市水道庁舎

至 沼津至 沼津

（交番の隣）

裾野市公式ウェブサイト

「くらし」

▼

「ライフライン（電気ガス水道）」

▼

水道関係の手続き・利用料金

「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）

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、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）。
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水道料金が２段階で改定
料金改定6月分から、消費税8月分から

水道部　上水道課
995-1890☎

　水道料金は、平成 26年６月納付分（２期分＝５月検
針分）から、新料金に移行します。
　８月納付分（３期分＝７月検針分）からは、新消費税
率８％を反映した水道料金が適用されます。
　このため、水道料金が２段階にわたって変更されます。

◎平成26年度２期（６月分）【新水道料金×消費税５％】� （単位：円）
使用水量（㎥） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 2,100 2,241 2,383 2,525 2,667 2,808 2,950 3,092 3,234 3,375
30 3,517 3,659 3,801 3,942 4,084 4,226 4,368 4,509 4,651 4,793
40 4,935 5,076 5,218 5,360 5,502 5,643 5,785 5,927 6,069 6,210
50 6,352 6,494 6,636 6,777 6,919 7,061 7,203 7,344 7,486 7,628
60 7,770 7,911 8,053 8,195 8,337 8,478 8,620 8,762 8,904 9,045
70 9,187 9,329 9,471 9,612 9,754 9,896 10,038 10,179 10,321 10,463

◎平成26年３期（８月分）【新水道料金×消費税８％】� （単位：円）
使用水量（㎥） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 2,160 2,305 2,451 2,597 2,743 2,889 3,034 3,180 3,326 3,472
30 3,618 3,763 3,909 4,055 4,201 4,347 4,492 4,638 4,784 4,930
40 5,076 5,221 5,367 5,513 5,659 5,805 5,950 6,096 6,242 6,388
50 6,534 6,679 6,825 6,971 7,117 7,263 7,408 7,554 7,700 7,846
60 7,992 8,137 8,283 8,429 8,575 8,721 8,866 9,012 9,158 9,304
70 9,450 9,595 9,741 9,887 10,033 10,179 10,324 10,470 10,616 10,762

※新料金の計算方法については、「広報すその」平成25年11月15日号をご覧ください。
※口径20㎜以外の料金については、市のホームページをご覧になるか、上水道課へお問い合わせください。

　この料金表は、一般的なご家庭（口径20㎜、使用水量45㎥の場合）の早見表です。使用水量欄の縦方
向は10㎥ごとに、横方向は１㎥ごとに使用水量が記され、縦横の交わった枠が水道料金となります。
　使用水量 20㎥までは基本料金定額（2,000 円）です。

■水道料金早見表（２か月当たり）※抜粋� 例 �口径 20㎜、使用水量45㎥の場合

■水道料金変更時期のイメージ

３月 ４月

３月中旬～５月中旬使用分

３月中旬に検針

４月納付分

水道料金
（税抜）

旧料金

消費税
税率５％

新料金表
を適用

消費税
税率５％

消費税
税率８％

水道料金
（税抜）

新料金

水道料金
（税抜）

新料金

１期分 ２期分 ３期分

６月納付分

８月納付分

５月中旬に検針 ７月中旬に検針

１月中旬～３月
中旬使用分 ７月中旬～９月中旬使用分 ７月中旬～９月中旬使用分

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

消費税法
改正を反映
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Photograph ４月

富士山入りの結婚・出生のお祝い状贈呈
　お祝い状の第一号となったのは田中翼さんと渡邉
麻美さん。お二人は、市長から、「結婚おめでとう
ございます。次は、出生届をお待ちしています」と
祝福され、笑顔でお祝い状を受け取りました。
 （４月１日）

市内各所で映画2作品のロケ
　４月１日から６日間、市内 15 か所で女子高校
生を主人公にしたサスペンスとホラーの映画撮影
が行われました。菱沼康介監督の作品で、「誘拐
少女」と「眼−まなこ−」の２作品。東中学校で
は、ひょうが降る悪天候のため、急きょ撮影場所
を屋外から美術室に変更しました。８割のシーン
が市内で撮影され、７月中に市内で試写会を行う
予定です。 （４月６日）

男みこしと女みこしが麦塚区内を練り歩く
　吉田神社の祭典が当番の麦塚区で行われました。
江戸末期に旧十ヶ村に疫病が蔓延した際、疫病の収
束を願い、京都の吉田神社からご神体を授かったこ
とが起源です。見目神社で祈願をした後、地域住民
が担ぐ男みこしと女みこしが区内を練り歩きました。
 （４月５日）

満開の桜を眺めながら
　第 19 回富岡地区桜まつりが、富岡第一小学校グ
ラウンドで行われました。満開の桜をバックにした
ステージ上では、バンドや大正琴が演奏され、お祭
り気分を盛り上げました。東日本大震災の復興支援
として大船渡産の海産物が販売され、あっという間
に売り切れました。 （４月６日）

市民の生命財産を守る頼しい力
　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、退団者への感謝状の贈呈の後、新入団
員 31 名が消防団員としての決意を力強く宣誓しま
した。 （４月１日）
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Photograph April

友だちいっぱいできるかな
　市内の小学校で入学式が行われました。西小学校
の新入生は 106 人。ランドセルがまぶしい新入生が、
お母さんお父さんに手を引かれ、満開の桜の中を初
登校。この日、市内で 497 人の新１年生が期待と
不安を胸に入学しました。 （４月７日）

「桜花富士」

浅間神社を出発し、地区内をみこしが舞う
　世界遺産富士山の構成資産・須山浅間神社で春の
お祭りが行われました。境内でお払い後、地元の青
年たちが担ぐおみこしが杉木立に覆われた神社の階
段を一気に駆け下り、５時間かけて回りながら、地
区内を練り歩きました。 （４月 13 日）

日本文化を学ぶ豪州ビクトリア州ジェフ議員
　姉妹都市フランクストン市選出のビクトリア州議
会議員のジェフ・ショー氏が、会議の途中、４月８
日㈫から 11 日㈭の日程で滞在しました。
　須山浅間神社では、富士山信仰の説明を受け、興
味深く見入っていました。 （４月９日）

すやまうどんやすその水ギョーザでおもてなし
　ウルトラトレイル・マウントフジが４月 25 日㈮
から 27 日㈰の間、富士山を時計回りに一周する
168km のコースで行われました。エイドステーショ
ン（休憩所）となった水ケ塚公園では、120 人のボ
ランティアスタッフらが交代で、すやまうどんやす
その水ギョーザなどの名物でおもてなし。「行って
らっしゃい」と元気な声がテント内に響いていまし
た。 （４月 26 日）
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気をつけて！あなたを狙う悪質商法
困ったときは、消費生活センターへ

健康食品の購入、
インターネットの利用の相談が最多！

　昨年度、消費生活センターにあった相談件数は、平

年並みの456件でした。相談の内容別では、健康食品の

購入に関するものとアダルトサイト、出会い系サイト、

オンラインゲームなどのインターネット利用に関する

ものがそれぞれ42件で最多でした。ほかには、社債や

未公開株の購入、ファンドなどで高配当をうたった詐

欺的な勧誘に関するもの、過払い金の返金や債務整理

など多重債務に関する相談が多くありました。年齢別

では、60歳以上の相談が全体の54％を占めています。

〈契約当事者の年齢別件数　平成25年度〉

8 15
36 46

58
74

172

47

20
歳
未
満

20
歳
代

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
代

そ
の
他
、不
明

70
歳
代

高齢者への強引な電話勧誘に注意

　「封筒が送られていないか」という口実で電話をか

け、「もうかる」「後で高値で買い取る」と言って実態

の定かでないものに出資を募る詐欺的な勧誘を行う事

例があります。また、「注文いただいた健康食品を送

ります」と言って注文していない商品を送りつける被

害の相談も多く寄せられました。

　購入形態でみると通信販売や電話勧誘など相手の見

えない契約が増加しています。特にインターネット関

連のトラブルは中学生から高齢者まで、あらゆる年代

で発生しています。

〈販売購入形態別相談件数　平成25年度〉

店舗販売
103

38
85

2
4
5

100

通信販売
訪問販売

無店舗・その他
不明・無関係

電話勧誘
訪問購入
マルチ関係

119

契約は慌てず、慎重に

　楽してもうかる話は危険です。最近の契約は相手が

見えなかったり、内容が複雑になったりしているもの

が多くなっています。また、強引な勧誘も多くみられ

ます。契約を急がされ、お金を払ってしまうと取り返

すのは大変です。契約は慌てずに、家族など周囲の方

に相談し、冷静になって契約しましょう。必要でなけ

ればはっきり断りましょう。

しまった！と思ったらクーリング・オフ

　クーリング・オフは、訪問販売などで商品を買った

後でも、一定期間内なら無条件で契約を解除できる制

度です。雰囲気にのまれ思わず商品を買った後で、「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。買った商品の種類や販売方法によっては、クー

リング・オフできない場合もあります。

困ったときは、消費生活センターへ

　消費生活センターでは、日常生活での契約や架空請

求、悪質商法、多重債務などの相談を受け付けていま

す。専門の相談員が対応します。「おかしいな？」「だ

まされた？」そんなときはご相談ください。

と　き／㈪～㈮　９時～ 16 時

　　　　※祝日、年末年始を除く

ところ／市役所 1 階消費生活センター

　頼んでいない商品が送られてきたり、「絶対もうかるから」と
言って投資をせまられたりしたことはありませんか。悪質商法の
業者は、狙った人の心のすきや心理につけこみます。契約をする
ときはその場の雰囲気に流されず、慎重にしましょう。年代に関
係なく、インターネット上でのトラブルも増加しています。困っ
たときには、消費生活センターに相談してください。

消費生活センター
995-1854☎
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　☎問合せ　 HP Web　 Mail　 ＦＡＸ FAX　

お知らせ
Announcement

農業委員会委員選挙

　委員定数は 16 人です。

 ●選挙期日▶７月６日㈰●立候補

予定者説明会▶６月６日㈮午前９

時30分～●立候補届出書類事前審

査▶６月16日㈪９時～12時●立候

補届出▶６月29日㈰８時30分～17時

市役所会議室

☎選挙管理委員会（総務管財課）
　995-1807

学校開放調整会議

　学校体育施設を利用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

地区 期日 会場

東地区 ６月４日㈬ 生涯学習
センター深良地区 ６月６日㈮

須山地区 ６月10日㈫ 須山コミセン

西地区 ６月11日㈬ 生涯学習
センター富岡地区 ６月12日㈭

時間はいずれも 19 時～

☎生涯学習課　992-3800

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。

５月 20 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

▪６月２日　人権擁護特別相談を開催
　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。隣人とのもめ事、いじめ、差別、

ＤＶなどの相談に応じています。

偶数月の 20 日　10 時～ 12 時　13 時～ 15 時

※ 20 日が土日・祝日の場合はその直後の平日

市役所４階会議室

　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。

６月２日㈪　10 時～ 12 時　13 時～ 15 時

市役所４階 402 会議室

▪市民と行政のパイプ役　行政相談委員
　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。国の仕事や手続き、サービスにつ

いて、要望や困っていることがあったときに、行政

とのパイプ役となるのが行政相談委員です。皆さん

から行政への要望などを聴き、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、毎月、相談会を行っています。

 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

市役所会議室

渡邉　美也子

小野田　勝正

湯山　貴志子

渡邊　早苗

大森　紀行

芹澤　隆伸

池田　宗久

川口　美津子

人権相談・
　�行政相談

人権擁護委員（敬称略）

行政相談委員（敬称略）

市長戦略課広報室
995-1802☎
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お知らせ
Announcement

富士スピードウェイ
無料入場デー

　市内に住んでいるか通勤・通学し

ている方とその同伴者は無料で入場

できます。ゲート係員に証明できる

ものを提示してください。

 〈対象日・対象レース〉

６月７日㈯
　　８日㈰

ザ・ワンメイク
レース祭2014

６月14日㈯ Eco�Car�CUP�2014

６月21日㈯
　　22日㈰

2014富士チャンピオン　
レースシリーズ第２戦
インタープロトシリーズ
第２戦

６月29日㈰ 2014MCFAJクラブマン
ロードレース（バイク）

☎富士スピードウェイ
　0550-78-2312

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。入場自由です。

６月１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

富士のふもとの大博覧会

５月24日㈯・25日㈰　10時～16時

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

（24 日）、登山家の田部井淳子さ

んの講演会（24 日）、富士山ご当

地アイドル「3776」ライブ（25 日）

など

☎ふじさんめっせ
　0545-65-6000

認知症を語る会

　申し込み不要です。

６月６日㈮　13 時 30 分～ 15 時

 市民活動センター（福祉保健会館

１階）

認知症の方を介護している家族

☎社会福祉協議会　992-5750

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方、

子育ての手伝いをしたい方が会員と

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。

日時 会場

❶ ５月28日㈬
９時15分～12時

市役所
地下会議室Ａ

❷ ５月29日㈭
９時15分～12時

消防庁舎３階
災害対策室

❸ ５月30日㈮
９時15分～12時

市役所
地下会議室Ａ

 ❶オリエンテーション、子どもの

発達心理❷子どもの体の発育と病

気、応急手当講習❸子どもの遊び

 ●託児（無料）あります。●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　965-3681

【臨時特例による住民税の均等割の額】

区　分
標準税率 超過税率

※森林（もり）
づくり県民税

計
通常 臨時特例

個人県民税 1,000円 � �500円 � �400円 1,900円
 〃 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
◦超過税率の森林（もり）づくり県民税は、平成 27 年度までです。

　東日本大震災を教訓として防災・減災事業の財源を確保するため、

特例法にもとづき、個人県民税と市民税の均等割額がそれぞれ500円

引き上げられます。期間は、今年度から平成35年度までの10年間です。

防災・減災事業
の財源に！

住民税の均等割額の引き上げ
平成35年度までの10年間

☎課税課　995-1810
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納付期限：６月30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　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

1 日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701�

7 日㈯ ㈲渡辺設備
☎ 992-3034�

8 日㈰ ㈲杉山設備工業
☎ 993-3030�

14 日㈯ ㈲小沢土建
☎ 992-1401�

15 日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎ 992-6599�

21 日㈯ ㈱中川商店
☎ 993-1555�

22 日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎ 997-2704�

28 日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983�

29 日㈰ 小川設備工事店
☎ 993-2074

６月　カレンダー

１日㈰
私の主張裾野市大会

土砂災害防災訓練

14日㈯ 健康と歯の
フェスティバル

12日㈭
～24日㈫ 市議会６月定例会

人　口　53,586人� （＋4人）
　男　　27,347人� （＋14人）
　女　　26,239人� （−10人）
世　帯　21,360世帯�（＋46世帯）
内、外国人� 722人�379世帯

５月１日現在
データバンク

募 集
Recruitment

婦人バレーボール大会

７月６日㈰　９時～

 市民体育館・向田小学校

 市内に住んでいる 20 歳以上の女

性　※学生を除く

構�成／１チーム 15 人以内。チーム

は、原則として行政区単位で編成。

１チーム 2,000 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提出してください。

５月 22 日㈭～６月 22 日㈰

☎市民体育館　993-0303

高齢者保健福祉計画等
策定委員

 市内に住んでいるか通勤している

20 歳以上の方

若干名

 市の高齢者保健福祉計画、介護保

険事業計画を作成するため、策定

委員会を月に１回程度開催します。

 社会福祉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。

５月 30 日㈮

 ●任期は計画の策定が完了するま

でです。26 年度中に策定する予

定です。●書類審査、面接により

選考します。

☎社会福祉課　995-1819

相談
Counseling

販売農家の経営所得安定
対策申請の相談会

　申請書の記入方法などについての

相談会です。

❶５月28日㈬　10時～16時

　 ❷６月４日㈬　13時30分～16時

　 ❸６月５日㈭　13時30分～19時

 ❶市役所４階 402 会議室

　❷須山支所２階小会議室

　❸市民文化センター 35 会議室

 昨年の経営所得安定対策の加入者

には、５月中に申請書を送付しま

す。

☎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

付や手続きの相談に応じます。

６月 26 日㈭　10 時～ 13 時

 市役所１階市民相談室

14 人程度（先着順）

 事前に電話または窓口で予約して

ください。

６月 12 日㈭

☎国保年金課　995-1813
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６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

境医院 975-8021 竹原 古屋小児科医院 963-0407 西条町

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 守重医院 931-2511 �我入道

江川

２ 月 あめみや内科 935-1159 吉田町 東医院 921-5520 高沢町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

３ 火 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

４ 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

５ 木 かとう内科医院 946-5562 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

６ 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 原小児科医院 962-0636 八幡町

７ 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 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

８ 日

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 西方外科医院 921-1333 共栄町

小林内科医院 921-2165 米山町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

須山診療所 998-0006 須山 遠藤クリニック 975-8801 久米田

９ 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

10 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

11 水 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 よざ小児科医院 967-5722 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
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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 柿田川医院 973-3601 柿田 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

15 日

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 五十嵐クリニック 934-6700 志下

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

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

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
芹沢耳鼻咽喉科�
クリニック
993-8000

茶畑 山秋眼科医院
924-4680 筒井町

いながきレディー
スクリニック
926-1709

宮前町 さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

８ 日
つちや耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8003

厚原 聖隷沼津病院
952-1000 松下 沼津市立病院

924-5100 東椎路 栗田歯科医院
986-1667 下土狩

15 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 聖隷沼津病院
952-1000 松下 木の花歯科医院

972-0097 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

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
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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 :

６月の行事予定
親子おはなし広場

　３日㈫　10 時 30 分～　展示室　　　　　　
おはなしの会

　７日㈯　14 時～   　　視聴覚室　　　　　
ファーストブック

　18 日㈬　10 時～ 15 時　展示室　　　　　　

今月の一冊
プラスマンと 
カズカズせいじん
　ある日、砂場で３人
の子が遊んでいると…。
楽しい絵とストーリー
を通して１～ 10 の数
と０を学べる、絵本作
家・宮西達也初の算数
絵本。巻末にわかりや

すい解説つき。
作・絵：みやにしたつや　監修：坪田耕三
出版社：学研教育出版

２日㈪、９日㈪、16日㈪
19日㈭〜27日㈮、30日㈪

６月の休館日

６月19日㈭から27日㈮は
臨時休館

　蔵書点検による資料の所在確認のため、鈴
木図書館と市民文化センター図書室は休館し
ます。

新刊紹介 New Release

『おつきさまはいちねんせい』
文：きたやまようこ
絵：アンドレ・ダーハン　講談社

『ならんでるならんでる』
作：竹下文子　絵：鈴木まもる　偕成社

『ターシャの農場の 12 カ月』
著：ターシャ・テューダー
やく：ないとうりえこ　KADOKAWA

『ギンジとユキの 1340 日』
作：渡辺有一　文研出版

『代償』
著：伊岡瞬　KADOKAWA

『無縁旅人』
著：香納諒一　文藝春秋

『寝相』
著：滝口悠生　新潮社

『３年７組食物調理科』
著：須藤靖貴　講談社

片桐　咲
さ
良
ら

ちゃん
（２歳９カ月・岩波）

眞田　樹
いつき

くん
（２歳７カ月・中里）

松尾　蒼
あい
空
く

くん
（２歳８カ月・御宿坂上）

加藤　優
る
麒
き
人
と

くん
（２歳 11カ月・御宿新田）

佐藤　雄
ゆう
太
た

くん
（２歳８カ月・二ツ屋１）
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08    ４０歳からは特定健診
09    食育月間「食を通した幸せづくり」

５月５日　麦塚区マス釣り大会（泥んこ遊び）



建築技師
　定　　員／約１人
　職務内容／建築に関する業務に従事します。
幼稚園教諭・保育士Ａ
　定　　員／約１人
　職務内容／ 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
　定　　員／約１人
　職務内容／ 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。

秋期試験

一般事務Ａ
　定　　員／約１人
　職務内容／一般行政事務に従事します。
一般事務Ｂ（身体障がい者対象）
　定　　員／約１人
　職務内容／一般行政事務に従事します。
土木技師
　定　　員／若干名
　職務内容／土木に関する業務に従事します。
建築技師
　定　　員／若干名
　職務内容／建築に関する業務に従事します。
消防
　定　員／約４人
　職務内容／消防署に勤務し、消防業務に従事します。

平成27年度採用　市職員を募集
夏期試験の申込書を６月４日㈬から配布

申込書・案内書
配布開始日
　夏期試験／６月４日㈬
　秋期試験／８月１日㈮
配布場所／人事課
▪郵送での申込書の請求方法
　 　封筒の表面に朱書きで「試験案内希望」と明記し、

Ａ４サイズの用紙が折らずに入る返信用封筒を同封
してお送りください。返信用封筒には、送付先を明
記し普通郵便の場合 140 円切手、速達郵便の場合
420 円切手をはってください。
受付期間
　夏期試験／ ６月４日㈬～７月２日㈬〔必着〕
　　　　　　８時 30 分～ 17 時　※㈯㈰を除く
　秋期試験／８月１日㈮～８月 29 日㈮〔必着〕
　　　　　　８時 30 分～ 17 時　※㈯㈰を除く

申込方法
　申込書・受験票に必要事項を記入し、人事課に提出
してください。

第１次試験
夏期試験
　と　き／７月 27 日㈰
　ところ／西中学校
秋期試験
　と　き／９月 21 日㈰
　ところ／市役所

職種、採用予定人員と職務内容

　平成27年度採用の市職員を募集します。今年度の採用試
験は、夏期試験と秋期試験の２回に分けて行います。但し、
職種、学歴区分で夏期試験、秋期試験の受験可能な試験が分
かれていますので、ご注意ください。

総務部　人事課
995-1806☎

夏期試験

一般事務Ａ
　定　　員／約４人
　職務内容／一般行政事務に従事します。
土木技師
　定　　員／約３人
　職務内容／土木に関する業務に従事します。
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職種 区分 受験資格（各区分ごとのすべての要件を満たす方） 試験区分
夏期秋期

一
般
事
務
Ａ

大学卒程度 ①昭和５９年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による大学（これと同等と認める学
校を含む）を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 ◯ ×

短大卒程度 ①昭和６２年４月２日以降に生まれた方②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）か、高等専門学校を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方	 ◯ ×

高校卒程度 ①平成元年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による高等学校（これと同等と認める
学校を含む）を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 × ◯

一
般
事
務
Ｂ

（
身
体
障
が
い
者
対
象
）

大学卒程度 ①昭和４４年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による大学（これと同等と認める学
校を含む）を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 × ◯

短大卒程度 ①昭和４４年４月２日以降に生まれた方②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）か、高等専門学校を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 × ◯

高校卒程度 ①昭和４４年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による高等学校（これと同等と認め
る学校を含む）を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 × ◯

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

土
木
技
師

大学卒程度 ①昭和５５年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による大学（これと同等と認める学
校を含む）で土木の学科を専攻し卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 ◯ ◯

短大卒程度
①昭和５５年４月２日以降に生まれた方②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）か、高等専門学校で土木の学科を専攻し卒業した方または平成２７年３月
卒業見込の方

◯ ◯

高校卒程度 ①昭和５５年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による高等学校（これと同等と認め
る学校を含む）で土木の学科を専攻し卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 × ◯

建
築
技
師

大学卒程度 ①昭和５５年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による大学（これと同等と認める学
校を含む）で建築の学科を専攻し卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 ◯ ◯

短大卒程度
①昭和５５年４月２日以降に生まれた方②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）か、高等専門学校で建築の学科を専攻し卒業した方または平成２７年３月
卒業見込の方

◯ ◯

高校卒程度 ①昭和５５年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による高等学校（これと同等と認め
る学校を含む）で建築の学科を専攻し卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 × ◯

幼
稚
園
教
諭
・

保
育
士
Ａ

大学卒程度
①昭和５９年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による大学（これと同等と認める学
校を含む）を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方③幼稚園教諭の免許かつ保育
士の資格を有する方または平成２７年３月末日までに取得見込の方

◯ ×

短大卒程度
①昭和５９年４月２日以降に生まれた方②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）か、高等専門学校を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方③幼稚
園教諭の免許と保育士の資格を有する方または平成２７年３月末日までに取得見込の方

◯ ×

幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
Ｂ

大学卒程度

①昭和５４年４月２日以降、昭和５９年４月１日までに生まれた方②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し、
平成２６年６月１日現在、幼稚園教諭か保育士のどちらか７年以上、または幼稚園教諭と
保育士の通算で７年以上の経験がある方

◯ ×

短大卒程度

①昭和５４年４月２日以降、昭和５９年４月１日までに生まれた方②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）か、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し、平成２６年６月１日現在、幼稚園教諭か保育士のどちらか７年以
上、または幼稚園教諭と保育士の通算で７年以上の経験がある方

◯ ×

消
防

大学卒程度 ①平成元年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による大学（これと同等と認める学校
を含む）を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 × ◯

短大卒程度 ①平成３年４月２日以降に生まれた方②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）か、高等専門学校を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 × ◯

高校卒程度 ①平成５年４月２日以降に生まれた方②学校教育法による高等学校（これと同等と認める
学校を含む）を卒業した方または平成２７年３月卒業見込の方 × ◯

※◯は受験可能です。×は受験できません。

受験資格
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〈第一次試験〉

試験科目 職種 内容

教養試験 全職種
一般的知識及び知能について大学卒、短大卒、高校卒程度に分けて筆記
試験を行います。

適性試験 全職種
事務適正検査と一般性格診断検査を行います。消防は消防適性検査も行
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を有するかについて検査します。

口述試験 一般事務、幼稚園教諭・保育士 人物、能力などについて面接による試験を行います。

〈第二次試験〉

試験科目 職種 内容

小論文試験
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 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。

〈第三次試験〉

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、一般事務Ｂ
職務の遂行に必要な健康状態にあるか否かについて、健康診断を行いま
す。

平成27年度採用　市職員を募集

※ 短大卒業程度試験は大学卒業（見込）の方は受験で

きません。

※ 高校卒業程度試験は短大卒業（見込）の方や大学卒

業（見込）の方は受験できません。

※ 高校卒業後に次の要件のすべてを満たす専門学校を

卒業した方は、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。

　次のいずれかに該当する方は、受験できません。
 （１）日本国籍を有しない方

 （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

で又はその執行を受けることがなくなるまでの方

 （ ４）裾野市職員として懲戒免職の処分を受け、その

試験方法

処分の日から２年を経過しない方

 （ ５）日本国憲法施行の日以後に、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た方またはこれに加

入した方
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省エネ生活はじめませんか？

家計にやさしい節電方法と補助制度
　夏は１年で最もエネルギーが消費されます。市では、地球環境
の保全や省エネルギーの推進を図るために、体調に無理のない範
囲で、地球温暖化防止対策にもつながる節電を推奨しています。
　省エネに取り組めば、家計費の節約につながります。この夏、
できることからチャレンジしてみましょう。

電気ポットの保温をやめると
1日 10円節約！

　家庭でできる節電メニューの中から、少しがんばる

と継続して取り組める方法を紹介します。

● 炊飯器や電気ポットの保温をやめ、使うときだけ温

めた。▶１日約 10.1 円節約、年間で 3,686 円。

● 冷房の温度設定を 28℃にし、使用時間を１時間減

らした。▶１日約 9.6 円節約、夏季３か月で 864 円。

● シャワーのお湯を出しっぱなしにしなかった。▶１

日約 8.1 円節約、年間で 2,956 円。

● レジ袋をもらわなかった。（１日２枚程度）▶１日

約 10.0 円節約、年間で 3,650 円。

エネルギーを
創る！溜める！チェックする！

市民部　生活環境課
995-1816☎

〈市のエネルギー対策メニュー一覧〉

補
助
金

区　分 対象システム 補助額 補助条件など

創　る
太陽光発電システム

３万円／キロワット
（住宅用：上限12万円）
（事業者用：上限20万円） 　国補助対象機器であること

や、設置工事前に申請いただく
などの条件があります。また、
予算の範囲内で行います。

太陽熱高度利用システム ３万円／基

溜める

蓄電池システム 10万円／台
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）

５万円／台

貸　

出

区　分 内　容 貸出条件

チェックする

省エネナビの貸し出し
　分電盤に取り付けたセンサーが電気の使用量を測定し、金額やCO2
排出量に換算したものをモニターに表示します。家庭で使われた電気量
をリアルタイムで知ることができます。

対象／市内に住所を有する方
期間／3か月以内
台数／１世帯につき１台

熱中症にご注意ください

　暑さが厳しい時間にエアコンの使用を過度に控える

と、室温が上昇し、熱中症を引き起こす恐れがありま

す。特に、高齢者や子どもは、水分をこまめに補給す

るなど、体調に注意しながら、無理のない範囲で省エ

ネに取り組みましょう。

５月から１０月まで節電中です

　市では、昨年度に引き続き、電力の安定的な供給に

向け、公共施設の冷房温度を高めに設定し、クール・

ビズを実施するなど、省エネ・節電に努めております。

　市民の皆さんにご不便をおかけしますが、ご理解・

ご協力をお願いします。

　市では、新エネルギーの利用を促進し、地球環境の
保全や省エネルギーの推進を図るために、「エネルギー
を創る・溜める」ためのシステム導入に補助金を交付
しています。
　補助対象となるのは、「創る」システムでは、太陽
光発電システムと太陽熱高度利用システムです。
　「溜める」システムでは、蓄電池システムと住宅向
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）が対象です。詳細については、広報すその４
月１日号をご覧になるか、生活環境課へお問い合わせ
ください。

省エネナビ
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消費税の引き上げに伴う負担を緩和

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

 《支給対象者》
　平成 26 年１月１日時点で、当市に住民登録があり、

平成 26 年分の市民税が課税されていない方

※ 市民税が課税されている方に扶養されている方や生

活保護の受給者は対象外です。

 《支給額》
　１人につき 10,000 円

　　次の方は、1 人につき 5,000 円加算されます。

　● 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など

の受給者

　　 （平成 26 年３月分の受給権があり、４月分か５

月分の年金の支払いがある方）

　● 児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者

　　（平成 26 年１月分の手当などを受給している方）

 《支給対象者》
　平成 26 年１月１日時点で、当市に住民登録があり、

次の要件をすべて満たす方

● 平成 26 年１月分の児童手当・特例給付を受給して

いる方

● 平成 25 年の所得が児童手当の所得制限の限度額未

満の方

 《対象児童》
　支給対象者の平成 26 年 1 月分の児童手当・特例給

付の対象となる児童

※ 臨時福祉給付金の対象となる児童、生活保護の受給

者となっている児童などは対象外です。

《支給額》
　１人につき 10,000 円

　４月に消費税率が５％から８％に引き上げ

られました。これに伴う低所得者や子育て世

帯の負担を軽減するため、暫定的、臨時的な

措置として、臨時福祉給付金・子育て世帯臨

時特例給付金が支給されます。対象となる方

は、期間中に申請を行ってください。

〈臨時福祉給付金〉
　社会福祉課　995-1819
〈子育て世帯臨時特例給付金〉
　子育て支援室　995-1841

☎

臨時福祉
給付金

子育て世帯臨時
特例給付金

低所得の方の負担を緩和 子育て世帯の負担を緩和

【児童手当の所得制限の限度額】

扶養親族などの数 限度額目安
（給与収入ベース）

１人（子１人） 875.6 万円
２人（夫婦子１人） 917.8 万円
３人（夫婦子２人） 		 960万円

【イメージ】

低所得世帯 中所得世帯

高齢者世帯

子どもがみんな
高校生以上の世帯

単
身
世
帯

フ
リ
ー
タ
ー

対象者

中学生以下の子がいる世帯
（子育て世帯）

中学生以下の子がいる世帯
（子育て世帯）

対象者

給付金専用ダイヤル
9 9 5 - 1 1 1 8

7/1 〜 9/30（土日・祝日を除く）
８時 30分〜 17時 15分
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申請期間　７月１日～９月30日
郵送で手続きができます！

　給付金を受けるためには、申請が必要です。該当す

る方には、７月上旬に申請書を郵送します。郵送また

は申請会場で手続きを行ってください。支給要件に該

当するのに申請書が届かない方は、直接会場にお越し

ください。

申請期間／７月１日㈫～９月 30 日㈫

申請方法／❶郵送

　　　　　❷会場（市役所地下会議室）で申請

必要な書類
❶申請書

❷ 指定した口座が確認できる書類

　 （金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわ

かる通帳やキャッシュカードの写し）

❸認印

❹ 本人が確認できるもの（住民基本台帳カード、運転

免許証、旅券、保険証などの写しなど）1 点

※ 郵送の場合、❸❹は不要です。

※ 子育て世帯臨時特例給付金を申請される方が、児童

手当の受取口座を指定する場合、❷は不要です。

給付金の支給は口座振込

　申請後、審査が行われます。審査の結果（支給・不

支給）、支払日などを後日、通知します。給付金の支

給が決定すると、申請書に記載した口座に、給付金が

支給されます。口座振込による支給が困難な方は、ご

相談ください。

そのほか　１月１日に住民登録のあった
市区町村で申請を

● 臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の両方

を受け取ることはできません。

● 平成 26 年１月１日時点で当市に住民登録のない方

は、１月１日時点で住民登録のある市区町村で申請

してください。

※ いずれの市区町村にも住民登録のない方が、１月２

日以降に当市に住民登録をした場合、当市で申請を

行うことができます。

※ ＤＶ被害者や児童福祉施設などに入所している児童

などが、当市に住民登録をしないで当市に住んでい

る場合、当市で申請を受け付けることができる場合

があります。ご相談ください。

● 申請期間は、市区町村により異なります。申請先が

当市以外の方は、事前にご確認ください。

注意！  振込詐欺・個人情報の搾取

　自宅や職場などに市や厚生労働省の職員などをか

たり、個人情報を聞き出そうとする、現金の振り込

みを依頼するなどの電話がかかってきたり郵便物が

届いたりした場合には、市か警察にご連絡ください。

警察相談専用電話　＃９１１０

生活保護を
受けている。

26年1月分の児童手当などを受給して
いる（中学生以下の児童がいる） 25年の所得は制限額以上

対象ではありません。 対象ではありません。

いいえ

はい はい はい はい

はい

いいえ いいえ いいえ

いいえ

いいえ

はい

26年度分の
市民税が課
税されてい
る。

26年度分の市県
民税が課税され
ている方に、生
活の面倒をみて
もらっている。

加算対象の基礎
年金、児童扶養
手当などを受給
している。

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります。
※10,000円

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります。
※15,000円

子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者
となる可能性があり
ます。	※10,000円

対象者診断チャート　＝基準日は、１月１日です＝
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対象者

● 昭和50年３月31日以前に生まれた国民健
康保険加入者

● 後期高齢医療被保険者
　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。企業などの健康保険や共済保険の加

入者とその扶養者は、それぞれの保険者によって特定

健診が実施されます。

※ 妊産婦、施設などに入所中の方は、対象外となる場

合があります。

※ 転出などにより、受診日時点で当市の被保険者でな

い方は、対象となりません。

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。

　❶後期高齢者医療被保険者

　❷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、次の項目

を健診します。

実施時期 ６月16日㈪〜10月31日㈮

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）は、生活習慣病の原
因の一つであるといわれています。40歳以上の皆さんは特定健診を
受けることで、メタボの早期発見につなげることができます。
　今年の健診期間は、６月 16 日から 10 月 31 日までです。特定健
診を積極的に受診し、バランスの取れた食生活や適度な運動習慣を身
に付け、生活習慣病の予防に努めましょう。

４０歳からは特定健診
メタボリックシンドロームを早期発見！

健康福祉部　国保年金課
995-1814☎

検査項目 検査内容
診察 問診・理学的検査

身体計測

身長
体重
腹囲
BMI

血圧
収縮期血圧
拡張期血圧

血中脂質検査
中性脂肪
HDL－コレステロール
LDL－コレステロール

肝機能検査
GOT
GPT
γ－GTP

血糖検査 ヘモグロビンA1c

尿検査
糖
蛋白

総合判定 ―

貧血検査

ヘマトクリット値
血色素量
赤血球数
血小板数

血中脂質検査 総コレステロール総量
肝機能検査 血清アルブミン
心電図検査 ―
眼底検査 （医師が認める場合）

腎機能検査
血清クレアチニン
血清尿酸

血糖検査 空腹時血糖
尿検査 潜血

早期
� 発見！
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6月は食育月間、毎月19日は食育の日

「食を通した幸せづくり」を応援します！
　私たちは、食べることによって健やかな心とからだを
はぐくんでいます。毎日の食事こそが、私たちの健康を
支えているのです。家庭の味や家族団らんの時間を持つ
ことの意義をもう一度考え直し、一人ひとりが、食に関
心をもち、健全な食生活を習慣づけることが大切です。
　６月は食育月間です。この機会に、「食を通した幸せ
づくり」について、考えてみませんか？

健康福祉部　健康推進課
992-5711☎

食を楽しみ、食育の輪を広げよう！

　市では平成 22 年３月に食育推進計画を策定し、「す
すめよう そだてよう のばそう 食育 ～食を通した幸
せづくり～」を基本理念に掲げ、次の４つの基本目標
の実現に努めています。

　基本目標１　「食に関心をもとう」�
　基本目標２　「食を楽しもう」�
　基本目標３　「食で元気になろう」�
　基本目標４　「食育の輪を広げよう」

収穫体験や料理教室で食を体験

　これらの目標を達成させるために、市では次の取り
組みを行っています。この機会に、積極的に参加しま
しょう。
 （健康推進課による取り組み）
◯ 健康と歯のフェスティバル（６月 14 日・市民文化

センター）での展示
◯ 幼稚園・保育園４歳児への食育や歯の健康づくりに

関する講話
 （�食育ボランティア・市食生活健康推進会による取り
組み）

◯ 幼稚園や小中学校で親子向けの料理教室への協力
◯ 各種イベントでの食育啓発
 （幼稚園・保育園での取り組み）
◯ 野菜の苗植えや収穫体験
◯ 収穫した野菜などを使った調理体験
 （小学校・中学校での取り組み）
◯ ふるさと給食週間（６月23日～27日）の普及活動
◯ 保護者の給食試食会

　今が旬の静岡名産さくらえびを使った「しずおかさ

くらごはん」。６月23日からの「ふるさと給食週間」

の献立です。ご家庭でも作ってみませんか？

つくり方
　❶ お米を研いでざるにあげておく。
　❷ 小鍋にＡの調味料を入れ、たけのこ・山菜を入れ

煮る。
　❸ さくらえびを入れたら、灰汁（あく）をすくい
　　ひと煮立ちさせる。
　❹ 炊飯器に❶の米を入れ、煮汁と水を合わせて３合

の目盛りに合わせる。
　❺ だし昆布と❸の具を米の上にのせてスイッチを入

れる。
　❻ 炊きあがったら、だし昆布を取り出し、ご飯を混

ぜ合わせる。

� １人分＝295kcal

ふるさと給食週間のレシピ紹介！�～静岡名産さくらえびを使った「しずおかさくらごはん」～

材料（米３合＝６人分）
　米…３合

　
しょう油…大さじ３
酒…大さじ２ ｝A

　だし昆布…５cm
　ゆでたけのこ…100g
　山菜（水煮）…30g
　さくらえび（釜揚げ）…20g

御宿台保育園

食育ボランティア料理教室
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お知らせ
Announcement

社会福祉大会の日程変更

　平成 26 年市政カレンダーに記載

されている社会福祉大会の日程が変

更となりました。

変更前　７月５日㈯ 13時～16時

　変更後　７月12日㈯ 13時～16時

社会福祉課　995-1819

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 29 日㈮ま

で配布します。

配�布薬剤／蚊とハエ用発砲錠剤（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

児童手当の支給　

　６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（月額）
　３歳未満▶15,000円

　３～12歳（第１・２子）▶10,000円

　３～12歳（第３子以降）▶15,000円

　中学生▶ 10,000 円

　 所得が制限額を超えている方の児

童▶ 5,000 円

※４カ月分をまとめて支給します。

支�給日／６月、10 月、２月の 10 日

（土日・祝日の場合はその直前の

平日）

支給方法／指定口座に振込

　 ６月は児童手当の更新手続きの月

です。受給資格者の方には６月上

旬に現況届をお送りしますので、

手続きを行ってください。

子育て支援室　995-1841

婦人会衣料リサイクル販売

　婦人会が古着の回収と販売を行い

ます。回収したものは 100 円程度

で販売し、売り上げの一部を社会福

祉協議会に寄付します。残った衣料

は、リサイクルの資源として業者に

引き渡します。

と
き

６月14日㈯
13:30
～15:00

６月15日㈰
10:00
～14:00

内
容 衣料回収 衣料回収、

販売

と
こ
ろ

生涯学習セン
ター１階

生涯学習セン
ター１階

富岡第一小学
校用務員室
旧勤労青少年
ホーム

 衣料は洗濯し、そのまま着ること

ができる状態のものを、ひもで

縛ってお持ちください。ビニール

製品、ぬれたもの、布団類は回収

しません。

生涯学習課　992-3800

世界遺産認定書の
� レプリカの展示

　市に届いた認定書のレプリカを常

設展示します。

 ６月 21 日㈯～

絵手紙コーナー開設

　富士山にちなんだ絵で手紙を書き

ましょう。

 ６月 22 日㈰

　10時～12時、13時～15時30分

特別展
� ｢富士山の信仰と文化｣

　富士山信仰や須山浅間神社、須山

村の歴史や文化に関する富士山資料

館所蔵・保管の古文書、民具などを

展示します。

 ７月 19 日㈯～ 10 月 13 日㈪

特別展示室

富士山本宮浅間大社の
� 資料展示

　富士山の信仰と文化に関する資料

を展示します。

６月 21 日㈯～８月３日㈰

本館展示室

　富士山資料館
開館時間／９時～ 16 時 30 分

休�館日／毎週月曜日（祝日の場合は

開館）、祝日の翌日

入�館料／大人 210 円

　　　　小・中学生 100 円

998-1325

　　　　記念イベントを富士山資料館で開催
― ６月21日㈯～26日㈭は入館料無料！

　　　　記念イベントを富士山資料館で開催世界遺産
富士山

登録１周
年
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

静岡の美１００選

　県内の風景を中心に、祭礼・芸能・

年中行事の絵画などを展示します。

富士山麓環境写真展を同時開催しま

す。

 ６月 12 日㈭～ 26 日㈭　９時 30

分～ 16 時 ※最終日は 15 時まで

県立富士山麓山の村

県立富士山麓山の村
　0545-36-2236

国保高齢受給者証新規交付会

　７月１日㈫から次の方が対象とな

り、受給者証を交付します。

６月26日㈭　10時20分～11時20分 

福祉保健会館研修室

 昭和 19 年６月２日～７月１日に

生まれた方

通�知／対象の方には、事前にはがき

でお知らせします。転入してきた方

や通知のない方はご連絡ください。

国保年金課　995-1814

募 集
Recruitment

広告付き玄関マット
教育施設への設置事業者

　民間企業などの広告を掲載した玄

関マットを教育施設に設置する事業

者を募集します。

応�募期間／６月１日㈰～ 15 日㈰

※月曜日を除く、受付時間▶８時

30 分～ 17 時

設�置期間／８月１日㈮～平成 29 年

７月 31 日㈰

内�容／広告付き玄関マットを生涯学

習センター、富士山資料館、鈴木

図書館の市が指定する場所へ設置

します。維持管理も設置業者が行

います。広告料は０円以上です。

 ●市広告掲載要綱に基づく審査が

行われます。●６月 22 日㈰まで

に設置事業者を決定します。

生涯学習課　992-3800

消費生活講座

　生活に役立つ情報をお届けします。

どなたでも受講できます。受講料は

無料です。

 ❶６月 12 日㈭　10 時～ 12 時

　❷ ７月２日㈬　13 時 30 分～ 15

時 30 分

　❸７月 11 日㈮　10 時～ 12 時

生涯学習センター

テー�マ
　❶ 実践派弁護士は見た　老人介護

施設選びのチェックポイント

　❷ 老人貧乏にならないためのお金

の準備

　❸くすり・薬草・健康食品

講師
　❶弁護士　外岡潤さん

　❷日本貸金業協会　遠藤清一さん

　❸県立大学教授　山田静雄さん

各回 40 人（先着順）

商工観光課　995-1857

男女共同参画社会基本法では、男女共同参画
社会の実現のため５本の柱を掲げています。
●男女の人権の尊重

●国際的協調

●社会における制度または慣行についての配慮

●家庭生活における活動と他の活動の両立

●政策などの立案と決定への共同参画

地域振興課　995-1874

臨時無料電話法律相談
女性の権利１１０番を実施
　県弁護士会が女性の権利についての悩みに応え、

現状を把握するとともに社会の関心を高めるために、

臨時無料電話相談を実施します。

 ６月 28 日㈯　10 時～ 16 時

 離婚や育児の悩みや金銭問題、雇用、労働環境の

悩みなど、女性が生活する上で出会うさまざまな

法律問題について幅広く相談に応じます。

電話番号
　静岡：054-252-1190

　沼津：933-2337

　浜松：053-455-2341

県弁護士会　054-252-0008

男女共同参画週間� 〜６月23日㈪から29日㈰まで〜
　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、みなさん一人ひとりの取り組み
が必要です。
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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、

合同練習会を開催します。申込は不

要です。直接会場にお越しください。

 ６月 29 日㈰・７月 13 日㈰・

　８月２日㈯・９月 23 日㈫

　９時～ 11 時

運動公園陸上競技場　ほか

 市内に住んでいるか通勤・通学し

ている小学生以上の方

 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。

10 月以降も開催予定

生涯学習課　992-3800

夏の野鳥講座

　資料を使って夏の野鳥について学

びます。

 ７月５日㈯　９時 30 分～

　（１時間 30 分から２時間程度）

富士山資料館学習室

講師／日本野鳥の会東富士副代表

　滝　道雄さん

30 人（先着順）

 入館料▶大人 210 円、小・中学

生 100 円

６月 29 日㈰

富士山資料館　998-1325

健康講座

 ６月 28 日㈯　10 時～ 12 時

県総合健康センター

 健康運動指導士・栄養士が、当県

ならではの健康長寿の秘訣を解説

します。

６月 27 日㈮

県総合健康センター
　973-7000

市スポーツ祭
バドミントン大会

 ６月 29 日㈰　８時 30 分～ 17 時

市民体育館

 高校生以上で市バドミントン協会

登録者（未登録の方は当日登録可

能）

種�目／●Ａクラス（上級者）男・女

　　　●Ｂクラス（中級者）男・女

　　　●Ｃクラス（初級者）男・女

※各シングルス・ダブルス

競技方法／個人リーグ戦方式

 ●１種目▶ 800 円　●２種目▶

1,600 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）

６月１日㈰～６月 20 日㈮

　17 時必着

お楽しみ抽選会も開催

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！ 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　学校
 　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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2014�Ｗ杯日本代表試合
パブリックビューイングを

開催！

　2014 FIFA ワールドカップでの

代表試合の応援会を開催します。日

本チームをみんなで応援しましょう。

　「がんばれ！ニッポン写真展」も

同時開催します。

第１試合　vsコートジボワール
と�　き／６月 15 日㈰　９時～ 12

時 30 分　※キックオフ▶ 10 時

ところ／東地区コミセン

第２試合　vsギリシャ
と�　き／６月 20 日㈮　６時 30 分

～９時　※キックオフ▶７時

ところ／市民体育館

第３試合　vsコロンビア
と�　き／６月 25 日㈬ ４時 30 分～

７時 30 分　※キックオフ▶５時

ところ／市民体育館

※ 日本チームが勝ち進んだ場合、決

勝トーナメントの試合の応援会も

開催します。

スポーツ協会　993-0303

　がんセンター専門医による公開講座を開催します。

対象は高校生以上です。受講料は無料です。

と　き
内容

〔　　〕は講師　※敬称略

第１回
７月21日㈪

❶がんという病気～治療・ケア・支援～
　〔山口建（総長）〕
❷胃がんの最先端治療
　〔小野裕之（副院長兼内視鏡科部長）〕
❸ゲノム医療の未来〔山口建（総長）〕
　質疑応答・タウンミーティング

第２回
９月21日㈰

❶進行肺がんの最先端治療
　〔高橋利明（呼吸器内科部長）〕
❷抗がん治療の皮膚障害・副作用対策
　〔清原祥夫（皮膚科部長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

第３回
10月13日㈪

❶大腸がんの外科治療
　～QOL向上の取り組み～
　〔絹笠祐介（大腸外科部長）〕
❷骨転移の診断と治療
　〔高橋満（副院長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

第４回
11月15日㈯

❶切らずに治すがん治療
　― 肝臓がんを中心に ―
　〔新槇剛（IVR科部長）〕
❷転移性脳腫瘍にチャレンジする
　〔中洲庸子（脳神経外科部長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

と　き
内容

〔　　〕は講師　※敬称略

第５回
12月13日㈯

❶乳がんの早期発見と早期治療
　〔植松孝悦（生理検査科部長）〕
❷①抗がん剤の副作用
　　～末梢神経障害～
　　〔福田博之（神経内科部長）〕
　②抗がん剤と心臓障害
　　〔飯田圭（循環器内科部長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

第６回
１月24日㈯

❶抗がん剤治療の基礎知識
　〔安井博史（副院長兼消化器内科部長）〕
❷①抗がん剤による眼の副作用
　　〔柏木広哉（眼科部長）〕
　②がん治療と口腔ケア
　　～がん医療に挑むための口の管理～
　　〔百合草健圭志（歯科口腔外科部長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

第７回
２月21日㈯

❶血液がんの診断と治療
　〔池田宇次（血液・幹細胞移植科部長）〕
❷がん医療を俯

ふ

瞰
かん

する〔玉井直（院長）〕
❸質疑応答・タウンミーティング

 ❶第１部　13 時～　❷第２部　13 時 50 分～

　❸第３部　14 時 40 分～

三島市民文化会館大ホール

 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。

申込先／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

　FAX054-284-9031 メール jigyo@shizuokaonline.com

静岡新聞社、静岡放送　054-281-9010

静岡がんセンター公開講座２０１４

よくわかるがん医療
～最先端の治療現場から～
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有

料

広

告

クレジット会社から身に覚えのない高額な請求が届
いた。確認すると、オンラインゲームの利用料だった。
孫が私の財布からカードを抜き取り、カード番号を登
録し利用したらしい。

オンラインゲームに関する相談の中には「子どもが

購入したアイテム代金をカード会社から請求された」

というケースが多くみられます。サービス形態の多様

化、複雑化でトラブルの発生が分かりにくく、一旦ト

ラブルになると解決は困難です。スマホなどでオンラ

インゲームをする際は、遊び方のルールを決めるなど、

利用方法を事前に親子で話し合いましょう。また、親

は子どもに利用させるオンラインゲームの仕組みをよ

く理解し、カードやＩＤの管理には細心の注意を払い

ましょう。「おかしいな」と思ったら消費生活センター

知っていますか？食品表示�
○×クイズで試してみましょう。
Ｑ�１．日本で生まれて飼育された鶏や牛、豚だけが「国

産」と表示される。

Ｑ�２．オホーツク海で日本漁船が獲って北海道で水揚

げしたカニは「ロシア産」と表示される。

Ｑ�３．「国産牛」と「和牛」は違う意味である。

Ｑ�４．食品表示ラベルに書かれている原材料名は「あ

いうえお」順に表示されている。

Ａ�１．×日本で育てた時間が一番長ければ「国産」。

Ａ�２．×漁獲した漁船の国籍で決まる。

Ａ�３．○「国産」の表示は牛の生育場所を、「和牛」

の表示は牛の品種を示す。

Ａ�４．×原材料名は使用量の多い順に表示している。

 （出典　ふじのくに食品表示まるわかりＢＯＯＫ）

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

募 集
Recruitment

駿東地域職業訓練センター
７月講座

 ●特別教育コース▶クレーン運転

特別教育（５トン未満）、伐木作業

の安全衛生講習、職長教育講座（製

造業対応）●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、夜間アクセス基礎、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、

手作り木綿ぞうり教室、フラワー

アレンジメント、絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

海上自衛隊見学ツアー

７月 25 日㈮

海上自衛隊横須賀　他

 市自衛隊協力会の会員世帯の小学

４年生～高校３年生

35 人程度

 護衛艦の見学や海上自衛隊カレー

の体験喫食など

※ 艦船が緊急出航した場合は見学で

きません。

500 円（昼食代、保険料など）

 地域振興課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。

６月２日㈪～６月 27 日㈮

地域振興課　995-1874

にご相談ください。
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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

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・23日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 23日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ６日㈮ 13時～13時30分
26日㈭ 18時～18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 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12月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

17日㈫13時15分～13時45分
平成24年12月生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈫９時～９時15分
平成24年６月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

５日㈭午後
平成23年12月生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭13時～13時30分
平成23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 ３ 日 ㈫ 17 時～ 19 時 45 分
６月10日㈫ ９時～ 11 時 30 分
６月17日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
６月25日㈬ ９時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

６月10日㈫ ９時～ 11 時 30 分
６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

内科 内科 内科 外科 内科 内科 内科

8 9 10 11 12 13 14

整形 内科 内科 整形 外科 内科 整形

15 16 17 18 19 20 21

外科 内科 内科 外科 外科 整形 内科

22 23 24 25 26 27 28

外科 内科 外科 内科 整形 内科 内科

29 30

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
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６月後期の救急協力医

有

料

広

告

16 月 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 酒井医院 966-1755 今沢 田中医院 921-2053 高島町

17 火 杉山医院 992-0028 平松 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

18 水 高遠内科クリニック 926-8739 東椎路 頴川医院 921-5148 高島本町 よざ小児科医院 967-5722 原

19 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

20 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

21 土 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

22 日

杉山医院 972-3223 伏見 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

望月内科医院 931-5362 	下香貫
宮脇

まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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

23 月 おぐち医院 992-6611 深良 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

24 火 つかだ医院 983-1577 堂庭 守重医院 931-2511 	我入道
江川

さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

25 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 古屋小児科医院 963-0407 西条町

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

27 金 大庭内科・消化器科クリニック 995-1123 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

28 土 きせがわ病院 952-8600 大岡 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

p.16
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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

有

料

広

告

29 日

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

林医院 931-1120 住吉町 西村医院 971-6510 下土狩

東名裾野病院 997-0200 御宿 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

30 月 望星第一クリニック 922-0222 柳町 西方外科医院 921-1333 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

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
本橋耳鼻咽喉科	
医院
972-1133

東本町 関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

関谷レディース	
クリニック
968-6611

西椎路 会田歯科医院
972-0418 卸団地

29 日
三島耳鼻咽喉科	
クリニック
935-6681

下香貫
樋ノ口

本多眼科医院
931-1519 御幸町

井関マタニティ	
クリニック
952-4103

八幡町 ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター

☎ 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

☎ p.17
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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 :

993-9300

　昭和29年に設立され、今年60周年を迎えた市身
体障害者福祉会の記念大会が、５月11日㈰に市民
文化センターで開催されました。第14代会長の松
本さんは、平成19年度から会長をつとめ今年度８
年目で、在任期間は歴代２番目の長さです。
　現在、同会には、手足や聴覚、視覚、内臓など
様々な障がいをお持ちの 154 人の会員の方がい
ます。松本さんは、今から 45 年前に股関節の軟
骨がぼろぼろになっていることがわかり、軟骨を
取り除いてキャップ（人工骨）をつける手術をし

６月の休館日／２日㈪
９日㈪・16日㈪・２3日㈪・30日㈪

大ホールをひとり占め！
「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。自分の楽器（アコースティックの
み）を持ち込み演奏することもできます。
と　き／６月 21 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、市民文化センターでお

申し込みください。

創立60周年を迎えた
市身体障害者福祉会の会長
松本　夛

た

吉
きち

 さん（石脇・75歳）

ました。その影響で、歩くことはできますが、足
に障がいがのこっています。
　「当時は、富岡中学校で教員をやっていました。
手術後、本格的な運動はできなくなりましたが、
卓球部の顧問となり、生徒たちが好成績を収めて
くれたときはうれしかったですね」と松本さん。
　現在、同会では、毎週、グラウンドゴルフやフ
ライングディスクの練習を行っています。ほかに
も文化作品展や研修旅行など、会員の皆さんが、
障がいにめげず明るく元気になってもらうための
事業を展開しています。県の障害者スポーツ大会
などの大会で好成績を収めるようになりました。
　「私たちは多くの方々に支えていただいていま
す。トンボ鉛筆の販売事業を行っていますが、子
どもたちに買ってもらい激励の手紙もいただきま
した。子どもたちの優しい思いやりの気持ちにと
てもうれしくなります」と。
　「健常者の方と普通に交流していきたいという
のが、障がいを持っている人の気持ちです。これ

俳句額
　この俳句額は須山支所に保管されていたもので、
現在は富士山資料館に展示されています。須山や
近在の方が詠

よ

んだ歌を、須山浅間神社に奉納する
ために書かれたものと考えられます。嘉永６

（1853）年９月とあり、くしくもこの年の６月に
はアメリカ東インド艦隊司令長官ペリーが、軍艦
４隻を率いて浦賀に来航しています。
　歌は洒

しゃ

脱
だつ

なものが多く、当時の人々の教養の高
さが伺えます。いくつかを紹介します。
　当

あて

尓
に

来
き

し　家ハ留
る

守
す

也
なり

　連桜　（嘉雪）
　弁当で　留

る

主
す

を預かる　花見哉
かな

　（春山）
　お左

さ

奈
な

児
ご

を　抱いて出ケリ　花の山　（暁山）
　ほめら例

れ

て　宿を貸ケリ　花の主　（南渓）
　枯枝さへ　め尓

に

多
た

つ花の　盛
さかり

成
なり

　（素山）

俳句額俳句額

からも会員の皆さんが、
積極的に社会参加し、
笑顔がみられるように
活動を続けていきたい
です」と今後の抱負を
笑顔で話してくれました。
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6月15日号 02    この夏は富士登山にチャレンジ

06    市営墓地　墓所使用者を募集

07    市都市計画マスタープラン

08    地域の身近なスポーツ指導者

09    家具転倒防止対策を支援

５月31日　稚児行列
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須走口五合目

富士宮口五合目

御殿場口新五合目

水ケ塚公園へ

～異なる魅力を持つ３つの登山道～
富士宮口登山道・御殿場口登山道・須走口登山道

　富士山が世界遺産に登録されてから１年を迎えようとしていま
す。富士山には代表的な登山道が４つあります。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）にある登山道と富士山に関わる道を紹介します。
登山マナーを守りみんなで気持ちよい富士登山をしましょう。

こ
の
夏
は
富
士
登
山
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
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所要時間／登り▶約４～５時間、下り▶約２～３時間
山小屋の数／８軒
登山者と下山者で交流が生まれる富士宮口登山道
　富士山頂までの距離が最も短い（※五合目の標高が、
他の五合目よりも高いところにあるため）登山道です。
また、山小屋が平均的に分布し休憩しやすいことも魅
力です。登り下りが同じ道であるため、双方向に登山
者がおり登山者同士のコミュニケーションが生まれま
す。その他富士山表富士宮口登山組合を中心に、官民
が一体となって、安心・安全の登山になるように取り
組んでいるので、事故が少なくなっています。
アクセス
車で　　 東名裾野ＩＣ→国道 469 号→南富士エバー

グリーンライン→富士山スカイライン
バスで　 ＪＲ三島駅または裾野駅入口から富士宮口五

合目行きバスを利用（富士急シティバス）
　　　　※登山シーズンのみ
駐車場／ マイカー規制期間以外は、富士宮口五合目（富

士山スカイライン終点）に350台。※マイカー
規制期間中は、水ヶ塚公園駐車場へ

問合せ／富士宮市観光課　0544-22-1155

富士山表富士宮口登山組合長
元祖７合目　山口山荘

山口芳正さん

　山小屋には、「おもてなし」や、
「見える景色の違い」など、山小
屋ごとの個性があります。また、「山小屋」と「お客
さん」と「富士山」が一体となって素敵な時間が流れ
るのです。
　毎年山小屋についてからの日々は感動の毎日です。
さまざまなお客さんに出会うこと、そのお客さんに無
事に下山してもらえること、それが私の幸せです。
　最近は、富士宮口登山道では、弾丸登山は収まって
きた感じがします。しかしながら、バイオトイレが不
足しつつある問題や、お盆や週末に増加する外国人登
山客のゴミ捨てや、夜間の騒音など、マナーの守れな
い登山者の問題に対策を講じていかなければなりませ
ん。

富士市
富士山村

むら

山
やま

道
みち

　現在、富士市には、富士山頂への登山口はありませ
んが、かつて東海道から村山口登山道をつなぐ道の一
つとして「村山道」がありました。
　江戸時代、多くの人々が登拝（富士山に祀

まつ

られる神
仏を参拝すること）のために、富士山を目指しました。
中世から富士山信仰の拠点だった富士宮市村山の興

こう

法
ぼう

寺
じ

（現在の村山浅間神社）は、こうした登拝者のため、
江戸時代後期に、東海道吉原宿から直接興法寺に至る
村山道を設定し、ルートを示した絵図を盛んに発行し
たり、道沿いに石造の道しるべを置いたりしました。
　明治時代になると、神仏分離による興法寺の解体や、
村山を経由しない新登山道の設置によって村山道は衰
退していき、その機能を失いました。
　しかし、現在も富士市内には、村山道の道しるべが
５基（大淵地区の辻

つじ

畑
はた

・横山・大
おお

峯
みね

・石ノ前・覆
い

盆
ち

子
ご

平
だいら

）、富士宮市内には、２基（横
よこ

沢
ざわ

、粟
あわ

倉
くら

）残っていて、

今でも当時の面影をうかがい知ることができます。
　村山道は開発などの経年の変化により、かつての状
態をとどめていませんが、これらの道しるべから推定
されるルートをたどることができます。
　また、富士市では、今年度から村山道とは別に、富
士市の特性を生かした富士山体験メニューとして、海
抜０メートルから山頂まで楽しみながら歩くことがで
きる「（仮称）富士山観光登山ルート 3776」づくりに
向けた調査を実施します。調査結果は、来年度に公表
する予定です。
問合せ／富士市文化振興課　0545-55-2875

▲村山道の道しるべ（覆盆子平）▲駿河国富士山絵図

富士宮市

富士宮口登山道
山頂まで最も距離が短い登山道

p.3
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所要時間／登り▶約８時間、下り▶約４時間
山小屋の数／５軒
一歩で３メートル！大砂走り
　御殿場ルート下山道の七合目から太郎坊までは、厚
い火山礫

れき

に覆われています。一歩で３メートル余りも
進み、まるで飛ぶように下ることができる大砂走りは、
他の登山道では体験できません。御殿場市の全景をは
じめ、箱根連山、駿河湾、そして宝永火口を一望して
一気に下る気分は本当に爽快です。御殿場ルートから
の下山だけで味わえるご褒美です。
皇太子殿下の御

ご
足
そく
跡
せき
を心に刻む“プリンスルート”

　平成 20 年、皇太子殿下が富士山に初登頂された時
のルートです。富士宮口から登りはじめ、六合目で富
士宮口と分かれ、宝永火口の横を通り御殿場口の六合
目へ行き、そこから頂上へ向かわれました。登頂後は
お鉢巡り、そして御殿場口下山道の豪快な大砂走りを
楽しまれました。
　高い位置から登りはじめることができ、大砂走りで
楽々下山…御殿場口の新しい楽しみ方の一つです。
アクセス
鉄道・バスで
　ＪＲ御殿場駅から登山バス（路線バス）有り。
車で
　御殿場口新五合目まで、富士山スカイライン（無料）
を利用。
駐車場／御殿場口新五合目に 500 台。
※御殿場口ではマイカー規制を実施しません。
問合せ／御殿場市商工観光課　0550-82-4622

御殿場口山内組合長
福島　邦彦さん

　御殿場口は、数ある登山道の中
でも一番厳しいコースだと言われ
ています。しかし、実は初心者向
きのコースなんです。新五合目の標高は他の登山道に
比べて低く、そこでしっかり体を慣らしてから登れば
高山病にならず登れます。登山計画を一泊二日にして
時間の余裕をもち、体をしっかり山に慣らして、おしゃ
べりしながら楽しく登っていただきたいです。時間が
あるなら断然御殿場口ですよ！
　昨年の富士山の世界文化遺産登録は、まだスタート
地点でしかありません。登山客が増加する中、どのよ
うに富士山の環境を守っていくのかが課題です。登山
客のサポートはもちろんのこと、富士山の環境を守る
手助けもしていきたいと思います。
　豪快な大砂走りと、プリンスルートのある御殿場口。
ぜひ一度、御殿場口から富士登山に挑戦してみてくだ
さい。

この夏は富士登山にチャレンジ

～異なる魅力を持つ３つの登山道～

御殿場市

御殿場口登山道
君は駆けたか？あの大砂走りを！

▲須山御胎内（旧須山口登山道一合目）

裾野市
須山口登山道

　須山口登山道は、須山浅間神社を起点として山頂部
の駒ケ岳に至った登山道です。起源は明確ではありま
せんが、遅くとも室町時代には使用されていたことが
わかっています。1800 年の御縁年には 5,398 人の登
山者を集めました。
　明治時代になって、須山口登山道の二合八勺に合流
する御殿場口登山道ができ、東海道線（現在の御殿場
線）が開通すると、須山口登山道の利用者が少なくな
りました。1912 年には、登山道の一部が陸軍演習場
となり通行自体が困難となりました。
　平成８年に須山口登山歩道保存会が発足し、翌年か
ら平成 11 年にかけて、須山浅間神社から水ケ塚公園、
御殿庭を通り富士宮口六合目に至る須山口登山歩道と
かつての須山口を利用した須山口下山歩道が整備され

ました。水ケ塚公園から 40 分程歩いたところにある
須山御胎内は、須山口登山道の一合目にあたり、かつ
ては登山者を調べた須山口の役場などがありました。
問合せ／裾野市生涯学習課　055-992-3800
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所要時間／登り▶約５時間、下り▶約２時間 40 分
山小屋の数／ 13 軒
ご来光や影富士が見やすい須走口登山道
　標高の高い位置まで広がる樹林帯により、登山中の
日差しから守られます。
　樹林帯を抜けると、どこからでも御来光や影富士が
見られ、火山砂利の下山道を一直線に下る「砂走り」
があります。
　登山道と下山道が別で、本八合目から山頂までの区
間は吉田ルートと合流するため混雑することがあり、
樹林帯では見通しが利かないため、夜間や濃霧時は道
に迷わないように注意が必要です。
アクセス
バスで
　須走口五合目まで、ＪＲ御殿場駅などから登山バス

（路線バス）を利用。
車で
　須走口五合目駐車場までは、東富士五湖道路の須走
ＩＣを利用するか、東名御殿場ＩＣから国道 138 号
を経て「ふじあざみライン」を利用。
問合せ／小山町商工観光課　0550-76-6114

富士山須走口山内組合長
菅沼　茂明さん

　須走口は自然が多く残っていて、
緑地帯、低木や砂地などの変化に
富んだ登山道です。
　登山者はゆっくりと登りたい年齢層の高い個人客の
リピーターが多く、旅行などに比べ費用が抑えられる
ためか家族連れも多くみられます。
　最近では観光登山化したため軽装で薄着の登山者も
多いですが、行程が遅れて暗くなることもあるため必
ずヘッドライトを携行し、コンビニなどの簡易な雨具
は溶岩石で破れやすいため、上下セパレート型の雨具
が必要です。
　週末やお盆の時期を中心に山小屋は混雑しますが、
シーズンに入っても予約しやすい平日に来ていただき
時間的にも余裕をもって安全に登山していただきたい
と思います。

登山マナーを守り、
� みんなで気持ちよい登山を

開山期間は７月10日㈭〜９月10日㈬

　今年は富士山の開山期間は、７月 10 日㈭～９月 10
日㈬です。開山期間以外は山小屋が閉じているので、
仮眠や休憩ができなくなってしまいます。安全のため、
開山期間内に登山をしてください。また、開山期間内
は協力金の支払いにご協力ください。協力金は 1,000
円（任意）です。支払われた協力金は富士山保全のた
めに使用します。

計画を立てて登山にチャレンジを

　弾丸登山を行うと、急な気圧の変化で体調を崩すな
どして登頂できないことがあります。登山経験が少な

い方はなおさらペース配分や体調管理が難しいと思わ
れます。余裕のある登山計画を立て、途中の山小屋で
仮眠するなどして、急がずゆっくりと登ることを心が
けましょう。一人で登る場合は、途中で助けてくれる
人がおらず、いざ辛い状況に陥ったときには打つ手が
無くなることもあります。２人以上で登山しましょう。

開山期間中はマイカー規制を実施

　富士宮口と須走口の五合目駐車場付近では、夏の登
山シーズンに登山客や観光客が集中し、交通渋滞が発
生しています。このため、渋滞を緩和して、富士山へ
の来訪者の安全と快適性の確保、富士山の自然環境の
保全のために、マイカー規制を実施しています。規制
中は富士宮口と須走口の五合目までバスやタクシーを
ご利用ください。詳細は 12 ページの富士山マイカー
規制のお知らせをご覧ください。

小山町

須走口登山道
自然の息吹を感じながら歩ける樹林帯

p.5

広報すその　平成26年６月15日号



市営墓地　墓所使用者を募集
申込受付期間：６月16日㈪～７月８日㈫

◆募集区画
　３㎡（標準タイプ）▶ 196 区画（１・３号墓域）

　６㎡（倍区画タイプ）▶１区画（１号墓域）

　※４～９号墓域は未完成です。ご了承ください。

◆申込資格
　① 市民／市に住民登録があり、市内に墳墓を持って

いない方（改葬予定のものを除く）

　② 在勤者／市外に住み、市内の事業所に勤務してい

て、市内に墳墓を持っていない方（改葬予定のも

のを除く）

　※ お申し込みできるのは、１世帯につき１区画です。

同住所の血族や姻族関係にある世帯は、同一世帯

とみなします。

◆永代使用料と管理料
　 　抽選によって使用区画が決まり墓所使用許可申請

をするときに永代使用料を納付してください。墓所

の使用が許可された方には、実際に使用している使

用していないに関係なく毎年、管理料がかかります。

　 　一度、納付された永代使用料と管理料は返金され

ません。ただし、実際に墓所を使用せず、墓所の使

用許可を受けた日から２年以内に返還する場合は、

永代使用料の１／２を返金します。

住所 ３㎡（標準） ６㎡（倍区画）

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） 5,140円 10,280円

◆申込方法
　 　市役所１階生活環境課にある墓所使用申込書に必

要事項を記入し、住民票（市内在勤の方は、勤務証

明書）を添付して提出してください。電話、FAX、

メールでの申し込みはできません。郵送の場合は、

締切日の消印有効です。

　 　墓所使用申込書は、深良支所、富岡支所、須山支

所にもあります。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。

◆申込受付期間
　６月 16 日㈪～７月８日㈫　９時～ 17 時

　※㈯・㈰を除く

◆抽選会
　と　き／７月 15 日㈫　14 時～

　ところ／市役所４階 401 会議室

◆引渡時期
　 　抽選会で使用区画が決定したら、墓所使用許可申

請書を提出し、永代使用料と管理料を納付してくだ

さい。市から墓所使用許可証が送られ、引き渡しと

なります。引き渡しは、８月下旬の予定です。至急、

使用を希望する方はご相談ください。

　市営墓地は、深良中学校から約１km上ったところに
あります。墓地からは、美しい雄大な富士山を眺めるこ
とができます。今回、既に整備が済んでいる 197 区画
の使用者を募集します。申込受付は、６月 16日㈪から
７月８日㈫までで、引き渡しは８月下旬の予定です。

墓所使用許可書の発行・引き渡し
（８月下旬）

墓所使用許可申請
永代使用料・管理料の納付

（7/16～ 8/22）

抽選会・使用区画の決定
（7/15）

墓所使用申込書の提出
（6/16～ 7/8）
　　 ▼ 審査

　　 ▼ 　　

　　 ▼ 審査

使用申込から引き渡しまで

市民部　生活環境課
995-1816☎
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全 体 構 想

地域別構想

実現のための方策

市都市計画マスタープラン 27年度に策定
今年度は、市民委員会を設置し検討

暮らし満足都市を目指して

　少子高齢・人口減少社会の進展や産業構造の変化な

ど、社会・経済情勢などに対応できるまちづくりのた

めの計画を策定します。豊かな自然環境をはじめ、文

化、産業、観光資源、地域ごとの個性など、市の魅力

を最大限に発揮させ、「暮らす・働く・訪れる」魅力

のある「誰もが活き活き　暮らし満足都市」を目指し

ます。

※ 道路の整備計画など、個別の具体的な事業内容を決

めるものではありません。

建設部　まちづくり課
995-1828☎

　都市計画マスタープランは、市民の皆さん
の意見を反映させながら、将来のまちづくり
（都市計画）の基本的な方針を定めるものです。
現在、策定の作業を進めているマスタープラ
ンでは、市の総合計画を前提として、約 20
年後の市が目指す将来都市像を描きます。今
年度は、市民委員会を設置し、全体構想案や
地域別構想案を検討していきます。

市全体のまちづくりの方針を定めます。

　地域の特性や課題を反映した地域別のまち

づくりの方針を定めます。

　計画の実現に向けた進め方や具体的な

方策などの基本的な考え方を示します。

【都市計画マスタープランの構成】

25～27年度の３年間で策定

　昨年度から策定に向けた作業を開始し、３年間かけ

てマスタープランを策定します。昨年度は、現在のプ

ランの検証、市民意向調査の実施、課題の整理や方向

性、基本理念・目標の設定を行いました。今年度は、

市民委員会を設置し、全体構想案、地域別構想案の検

討を行います。

市民意向調査の結果を参考に計画案を策定

　昨年度、2,000 人の方を対象に調査を実施し、795

人の方から回答がありました。調査の結果、意見の多

かった次の点を参考にして計画案を策定していきます。

◦ 誰もが安全、安心して暮らせる住環境の創出

◦ 中心部の再生と郊外部の利便性を高めるとともに地

域特性を活かしたまちづくり

◦ 既存産業の振興と新たな産業の誘致による安定した

雇用の確保

◦ 自然環境の保全

◦ 市民参加型のまちづくりに向けた意識の醸成

市民委員会の委員を募集

　委員会を年３～４回開催します。委員会で、全体構

想案、地域別構想案の検討を行っていきます。

対�　象／市内に住んでいる 20 歳以上の方

定�　員／若干名

任�　期／９月～平成28年３月ころ（計画策定完了まで）

応�募方法／まちづくり課にある申込用紙に必要事項を

記入し、提出してください。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。

応�募期限／６月 30 日㈪〔必着〕

そ�のほか／選考結果を後日、連絡します。
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地域の身近なスポーツ指導者
市内に22人のスポーツ推進委員

教育部　生涯学習課
992-3800☎

　市民のスポーツの推進のために実技の指導、組織の育成・協
力・指導助言を行っているのがスポーツ推進委員です。スポー
ツ推進委員は、年間 10大会の開催と地区でスポーツ教室の指
導もしています。

主なスポーツ大会

５月　ペタボード大会
　　　輪投げ大会
６月　父親ソフトボール大会
７月　婦人バレーボール大会
８月　水泳大会

９月　ファミリーバドミントン大会
　　　ソフトミニバレーボール大会
10月　市民ソフトボール大会
11月　壮年男女混合バレーボール大会
１月　新成人者祝賀駅伝大会

加藤　洋一
（８年）

山本　茂雄
（10年）

鈴木　幸
さち

子
こ

（２年）
津村　由美子

（新）

平岩　健
けん

志
じ

（新）

今関　悦子
（12年）

石渡　智彦
（12年）

勝又　祥
よし

雄
お

（３年）
大塚　美

み

洋
よ

子
こ

（８年）

宮崎　克幸
（２年）

伊藤　光一
（12年）

松山　茂子
（12年）

渡邉　俊彦
（12年）

長束　幸惠
（10年）

根上　千鶴子
（８年）

加賀美　正之
（２年）

渡邊　園子
（12年）

堀池　好
この

代
よ

（６年）
岩田　みずえ
（10年）

大庭　操
みさお

（４年）
杉山　しのぶ
（12年）

渡邉　史明
（４年）

▪東地区エンジョイ
� スポーツ教室

▪スポーツ教室
　西会場

▪深良地区エンジョイ
� スポーツ教室

▪バレーボールクラブ
▪いろいろスポーツクラブ

▪テニス教室

東

西

深良

富岡

須山

※（　）内は、推進委員歴
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高齢者世帯などが対象
家具転倒防止対策を支援

市民部　防災交通課
995-1817☎

　大地震では、倒れてきた家具の下敷きになって、多くの人が
大けがをし、尊い命を失ってしまうこともあります。また、東
日本大震災ではテレビや家具が散乱し、逃げ遅れた人もいます。
　地震などの災害時に家具の転倒による事故を防止し、被害を
軽減するため、高齢者などの世帯に対し、家具を固定するため
の費用を補助します。対象となる世帯で、家具の固定を希望す
る方は、申請してください。

対象世帯（１世帯につき１回限り）

　市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

が対象となります。

⑴ 世帯のすべての構成員が、65 歳以上または 15 歳以

下であること。

⑵ 世帯のいずれかの構成員が、次のアまたはイにより、

障害者手帳の交付を受けていること。

　ア．肢体不自由　１級から４級まで

　イ．視覚障害　　１級から４級まで

⑶ 世帯のいずれかの構成員が、療育手帳または精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けていること。

⑷ 世帯のいずれかの構成員が、介護保険法に基づく要

介護認定または要支援認定を受けていること。

⑸ その他、特に市長が認めるもの。

対象となる家具、工事事業者など

　補助対象となる家具は、タンス、食器棚、テレビ、

冷蔵庫、仏壇などです。被災の可能性が高い寝室と居

間にある家具が優先されます。申請を受付後、工事事

業者を市が手配します。市に申請をせず、各自で工事

事業者などを手配して実施した場合、補助の対象とな

りません。

受付期間

６月 16 日㈪～８月 29 日㈮

申込方法

　防災交通課と各支所にある所定の申請書に必要事項

を記入し、対象者であることを証明できる書類を添付

して防災交通課へ提出してください。申請書は、市の

ホームページからもダウンロードできます。

※ 借家などの場合は、所有者の承諾が必要となります。

補助額

　金具代、作業費などの家具の固定に必要な経費を補

助します。ただし、家具 1 台あたりの補助金の限度額

は、下表のとおりです。特殊な金具や当て木などを使

用し、取付費用が補助限度額を超えた場合、その超え

た額は申請者の負担となります。

〈家具固定台数別の補助金限度額〉
家具などの数 補助金限度額
１台 10,000円
２台 12,000円
３台 15,000円
４台 18,000円
５台 20,000円

注意事項

◦ 建物や家具などの状況により、固定作業ができない

場合もあります。

◦ 家具の固定以外の柱、壁、床などの補強は対象外と

なります。

◦ この事業による家具の固定は、地震災害時の転倒防

止を完全に保証するものではありません。あらかじ

めご了承ください。

家具の固定例
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Photograph ５月

不二農園で中学生と小学生がお茶摘み
　今年 100 周年を迎える不二聖心女子学院の不二
農園で、西小 3 年生がお茶摘みを体験しました。
106 人の小学生は同学院の中学生から摘み方を教わ
り、小雨が降る中、約 20kg の茶葉を収穫しました。
 （５月 21 日）

大物をねらえ！
　麦塚区で農業用水路を使ってマス釣り大会が行
われました。毎年、子どもの日に合わせて開催さ
れているもので、今年で 36 回目になります。参
加者は、放流されたニジマスを次々と釣り上げ、
１番大きなものは 60cm もありました。大会終了
後には水を張った田んぼで泥んこ遊びが行われ、
子どもたちが大はしゃぎで遊んでいました。
 （５月５日）

爽快な五月晴れの中4,500人が力走！
　富士裾野高原マラソン大会が行われました。北海
道から鹿児島県まで、全国各地からランナーが集結
しました。当日は富士山がくっきり見える五月晴れ
に恵まれました。 （５月 11 日）

四季折々の富士山、約40点を展示
　富士山資料館でふるさと富士山ナイスアングル写
真展を開催しています。静岡県側から撮影された
様々な富士山の写真を展示しています。６月 29 日
㈰まで開催しています。 （５月 14 日）

花や野菜の苗木が人気
　中央公園で五竜みどりまつりが開催され、各種展
示即売や餅＆お菓子まきをはじめとしたステージイ
ベントなど様々な催し物が行われました。苗木など
の販売コーナーでは、花などのほかモロヘイヤや
ピーマン、キュウリなど野菜の苗を多くの方が買っ
ていました。 （５月 17 日）
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Photograph May

「新緑を泳ぐ」　　撮影／重田　征
せい

紀
き
（大畑）

ユネスコからの世界遺産認定書のレプリカを展示
　富士山の世界遺産認定書のレプリカが市に届き、
６月 13 日㈮まで市役所に展示しました。認定書に
は、「富士山　信仰の対象と芸術の源泉」が世界遺
産一覧表へ 2013 年 6 月 26 日に記載されたことが
記されています。６月 21 日㈯からは富士山資料館
で展示します。 （５月 29 日）

県司法書士会と災害時の支援協定を締結
　県司法書士会の西川会長と髙村市長が、協定書に
署名押印しました。被災地では、登記をはじめ様々
な法律的な問題が解決しないため、復興事業が進ん
でいないこともあります。大災害が起こったときに、
司法書士による相談活動が迅速に行えるよう支援協
定を締結しました。 （５月 21 日）

義援金70万円を相馬市へ
　当市と災害協定を結んでいる福島県相馬市の立
谷市長に、市民の皆さんからの義援金 70 万円を
手渡しました。立谷市長は裾野市民に感謝すると
ともに、「義援金は教育復興基金に積み立て、震
災で親を亡くした子どもたちの奨学金などに使用
させていただきます」と述べました。
 （５月 22 日）
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お知らせ
Announcement

勤労者資金貸付制度
（住宅建設資金・教育資金）

　市と労働金庫が協調融資する勤労

者向けの貸付制度です。両制度の貸

付利率は、平成 27 年３月 31 日ま

でに貸付を受ける場合の利率です。

 【勤労者住宅建設資金貸付制度】
　勤労者の方が市内に自ら居住する

ため、住宅を新築・増改築（リフォー

ムを含む）する場合、または土地・

建物を購入する場合に利用できます。

貸付限度額／ 1,000 万円

返済期間 貸付利率
５年 0.9％
10年から３５年までの期間
で、１年を単位とする期
間

1.2％※

※  10 年固定金利です。11 年目以降

は労働金庫と貸付を受けた方が契

約で定める率となります。

 【勤労者教育資金貸付制度】
　市内に住んでいる勤労者の方、ま

たはその子どもが、高校・大学など

の教育費用が必要な場合に利用でき

ます。

貸付限度額／ 300 万円

返済期間 貸付利率
5年※在学期間中の据え
置き可 1.80％

労働金庫裾野支店　993-8111
　商工観光課　995-1857

富士山マイカー規制

　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。乗換駐車場に駐車し、

有料のシャトルバス、タクシーに乗

り換えてください。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10日㈭　17時～

　９月10日㈬　17時（連続63日間）

●須走口（ふじあざみライン）
　７月11日㈮12時～13日㈰12時

　７月18日㈮12時～21日㈪12時

　７月25日㈮12時～27日㈰12時

　８月１日㈮12時～24日㈰12時

　８月29日㈮12時～31日㈰12時

　９月５日㈮12時～７日㈰12時

県道路企画課
　054-221-3359

水ケ塚公園

夏休み手話教室

　どなたでも無料で参加できます。

７月 19 日㈯・27 日㈰

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

認知症を語る会

　介護家族の会では、認知症を介護

している家族を対象に「認知症を語

る会」を開催します。申し込みは不

要です。直接会場へお越しください。

７月４日㈮　13 時 30 分～ 15 時

市民活動センター（福祉保健会館）

社会福祉協議会　992-5750
　介護家族の会　993-2508

　学校・保護者・地域が一体となった「地域との協働

による学校づくり」を進めるために、６人のスクール

コーディネーターが委嘱されました。スクールコー

ディネーターは、子どもたちのためによりよい環境を

整える活動などを行います。

 〔主な活動〕
　⑴ 授業への協力

　⑵ 体験学習への協力

　⑶ 環境整備への協力

　⑷ 学校行事やＰＴＡ行事への協力

　 　学校やスクールコーディネーターからボランティ

ア活動の依頼があった場合は積極的な協力をお願い

します。

 〈東小学校区〉中野里　高紀さん（前列左）

 〈東中学校区〉芹澤　隆伸さん　 （ 〃 中央）

 〈向田小学校区〉宮崎　謙二さん　 （ 〃 右）

 〈深 良 地 区〉増田　賢治さん　 （後列左）

 〈南小学校区〉三ツ石　純子さん（ 〃 中央）

 〈須 山 地 区〉渡邉　とし子さん（ 〃 右）

学校支援ボランティア　スクールコーディネーター紹介 学校教育課
995-1838☎学校支援ボランティア　スクールコーディネーター紹介
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

後期高齢者医療の
領収書の保管を！

　後期高齢者医療の医療費を一部助

成します。平成27年１月の申請時に、

平成26年１月１日から平成26年12月

31日までの領収書が必要になります。

大切に保管してください。

❶～❸のすべてにあてはまる方

　❶ 平成 27 年 1 月 1 日に、市に住

民登録があり、後期高齢者医療

の被保険者の方

　❷ 医療機関などで受診したときに

市に住民登録がある方

　❸ 後期高齢者医療の保険料に未納

がない方

助成額

❶�平成27年３月３1日時点
で80歳以上の方（昭和
10年３月３1日以前に生
まれた方） 年額

10,000 円
を上限❷�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

❶❷以外の後期高齢者医
療被保険者の方

年額
6,000 円
を上限

申�請期間／平成 27 年１月７日㈬～

30 日㈮

社会福祉課　995-1819

富士山フェスタ2014

　富士山の世界遺産登録１周年を祝

し、裾野市・御殿場市・小山町が共

同で記念イベント「富士山フェスタ

2014」を開催します。富士山にち

なんだステージやグルメのほか、ゆ

るキャラも登場します。

６月 28 日㈯　10 時～ 17 時

　６月 29 日㈰　10 時～ 16 時

富士山樹空の森

無料

 ステージイベント・人気芸人お笑

いライブ・ゆるキャラ大集合（じゅ

くうちゃん、バリィさん、パンパ

カパンツなど）・富士山 3776 コ

ンサート・富士山世界遺産登録１

周年記念プレゼント大会（大抽選

会）・富士山おもてなしグルメ・

世界遺産富士山写真展ほか

 御殿場市商工観光課
　0550-82-4622

報告の義務と守秘義務

　統計法では、統計調査を受ける方

には報告の義務が、また、調査を実

施する関係者には調査によって知っ

たことを他に漏らしてはいけない義

務が規定されています。これらの義

務に違反したときには罰則が定めら

れています。

調査の対象は個人・法人事業所など

● 経済センサス－基礎調査▶全国す

べての事業所・企業

● 商業統計調査▶卸売業・小売業を

営む全国すべての事業所・企業

回答内容は事業内容など

　回答内容は次のものです。

●経営組織

●事業所の開設時期

●従業者数

●事業所の主な事業の内容

●売上および費用の金額

●事業別売上金額など

 企画政策課　情報政策室
　995-1805

あなたの回答を日本経済の力に！
　７月１日現在で経済センサス ―基礎調査と商業統
計調査が行われます。経済センサスは、国内の事業
所・企業の基本的構造を明らかにし、各種統計調査
の母集団情報の整備を図るために実施されます。商

業統計調査は、国内の商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基
礎資料を得ることが目的です。
　調査の結果は、国や地方公共団体における行政施策の立案や、民間企
業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料とし
て広く利用されます。
　調査員証を携行した統計調査員が、皆さんの事業所・企業に伺い、調
査のお願いと調査票の回収を行います。今回の調査からオンラインでの
回答もできますので、ぜひ調査にご協力ください！

Ⓒみんなで歌おう！
� キャラソン委員会
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お知らせ
Announcement

市立水泳場オープン

　７月１日㈫に市立水泳場がオープ

ンします。初日は入場無料で、13

時から開場します。オープン期間中

は無休ですが、天候などにより臨時

休業する場合があります。

開場期間／７月１日㈫～９月10日㈬

開場時間／９時～ 17 時

 １回分▶大人200円、小人100円

　 回数券＝ 12 枚つづり▶大人 2,000

円、小人 600 円

※ 付き添いの方も入場料が必要です。

 生涯学習課　992-3800
　市立水泳場　992-0707（開場中）

募 集
Recruitment
駿豆地区障がい者
自立支援協議会全体会

　障がい者自立支援の課題などを話

し合う駿豆地区全体会を開催します。

参加を希望する方は、直接会場にお

越しください。

 ７月 24 日㈭　13 時～

長泉町役場４階大会議室

20 人程度

 手話通訳、要約筆記が必要な方は

７月11日㈮までにご連絡ください。

 障がい福祉課　995-1820

夏休み短期水泳教室

　初心者・初級程度の内容を楽しく

基礎から習得します。初めて水泳を

する子どもも参加できます。

 Ａコース▶７月 28 日㈪～８月１

日㈮　10 時 30 分～ 11 時 20 分

　 Ｂコース▶８月４日㈪～８日㈮

10 時 30 分～ 11 時 20 分

 市立水泳場

 小学生

各コース 30 人（先着順）

4,000 円

 ７月２日㈬ 13 時から受け付けま

す。市立水泳場で申込用紙に必要

事項を記入し、参加料をお支払い

ください。

 市立水泳場　992-0707
※ ６月 30 日㈰までのお問い合せは、

シンコースポーツ三島営業所☎

980-5775

認知症予防講演会＆脳いきいき教室
〜アルツハイマー病をくい止めるには〜

　認知症を予防し、脳をいきいきさせるための教
室です。第１回目は、講師に国立長寿医療研究セ
ンターの島田裕之さんをお招きして、講演会を開
催します。ＮＨＫスペシャルで取り上げられた認
知症予防プログラムを紹介します。

 概ね 65 歳以上の市民の方で、

１～６回目まで全て受講可能な

方。ただし、１回目の講演会の

みの参加も可能です（要申込）。

無料

６月 16 日㈪～７月 16 日㈬

 健康マイレージカードをお持ち

になった方には毎回１ポイント

ずつ進呈します。

 介護保険課　995-1821

日時 内容 定員 会場

７月2３日㈬
1３：３0～1５：00

 演題：「アルツハイマー病を
　　　　くい止めるには」
 講師：国立長寿医療研究センター
　　　 島田　裕之さん�

80人
生涯学習セ
ンター３階
学習ホール

1５：20～16：1５
講演会終了後

 「脳の健康チェック」
　�ファイブコグという検査方法を使用
します。

20人

８月６日㈬
1３：３0～1４：３0  「脳の健康チェック結果報告会」 20人 市役所

３01会議室

９月４日㈭
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❶」
　�講師紹介、教室の説明、健康チェッ
ク、音楽と運動

20人
生涯学習セ
ンター２階
学習室１

９月12日㈮
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❷」
　�健康チェック、音楽と運動で脳を活
性化しましょう。

9月2５日㈭
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❸」
　�健康チェック、音楽と運動で脳を活
性化しましょう。

10月２日㈭
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❹」
　健康チェック、音楽と運動、まとめ

講師
島田　裕之さん�
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阿波おどり大会ボランティア

　８月 30 日㈯ 15 時からすその駅

前中央商店街で開催される第 31 回

富士山すその阿波おどり大会のボラ

ンティアを募集します。

 給水所の運営ほか

７月 31 日㈭

事前説明会が行われます。

 富士山すその阿波おどり大会実行
委員会（前島）

　080-4227-8349

県立静岡がんセンター
患者・家族集中勉強会

　緩和ケアの正しい知識や生活の中

での症状の緩和などについて学びま

す。参加料は、無料です。事前の申

し込みが必要です。

 ８月５日㈫　10 時～ 15 時 40 分

　（受付▶９時 20 分～）

 県立静岡がんセンター研究所しお

さいホール

 がん患者とその家族

150 人（事前申込制）

 ●緩和ケアとは？（総論）●がん薬

物療法と症状緩和の治療など

 病院内の窓口に直接申し込むか、

ＦＡＸやはがき（参加者名と連絡

先を記入）、ＨＰ（６月 16 日以降）

から申し込みできます。

 県立静岡がんセンター疾病管理セ
ンター集中勉強会係

　989-5222
989-5557

〒 411-8777　長泉町下長窪 1007

看護師等再就業
準備講習会

　看護職資格をお持ちの方の再就職

をお手伝いします。

 ７月16日㈬～18日㈮　９時～16時

 富士宮市立病院（富士宮市錦町）

 最近の医療・看護の動向、看護の

基礎技術の演習

 現在看護の仕事をしていない看護

職免許保有者

20 人

無料

７月２日㈬

 県ナースセンター東部支所
　920-2088

県発注の物品購入等
競争入札参加資格申請

 ９月から平成 29 年８月までの間

に県が行う物品購入や一般業務委

託の競争入札に参加を希望する方。

８月 31 日までの資格をお持ちの

方も、引き続き競争入札に参加を

希望する場合は、申請する必要が

あります。

受付期間／７月１日㈫～７月15日㈫

　９時～12時・13時～16時

申�請方法／県庁西館４階第一会議室

へ申請書一式を持って申請。

申�請書類／次の方法で入手してくだ

さい。

　●ホームページからダウンロード

　　 http://www.pref.shizuoka.jp/

suitou/index.html

　●東部出納室（東部総合庁舎）

　●  205 円の切手を貼った返信用

封筒に返送先の宛名を記入し、

県出納局用度課へ請求（封筒に

は、「平成 26 年度入札参加資

格定期審査申請書希望」と明記）

 県出納局用度課
　054-221-2129

中学生ソフトテニス教室

 ８月６日㈬～ 10 月８日㈬の毎週

水曜日　19 時～ 21 時

市民体育館テニスコート

市内に住む中学校１・２年生男女

男子 10 人・女子 10 人

 3,000 円（保険代含む）

 市ソフトテニス協会（大川）
　997-0084

東地区まちづくり懇談会

　東地区や市の将来について考える

ための「まちづくり懇談会」を開催

します。市長の想いを聞き、共に考

え、共に話し合うための懇談会です。

中学生、高校生の参加もお待ちして

います。

７月４日㈮　19 時～

市役所 401 会議室

東地区内に住んでいる方

10 人（先着順）

６月 16 日㈪～ 25 日㈬

地域振興課　995-1874

ひきこもり家族教室

　ひきこもりに悩むご家族に、問題

解決に向けた支援を行います。

日時 内容

１
７月３1日㈭
1３：３0～16：00

ひきこもりの基礎
知識

２
８月28日㈭
1３：３0～16：00

具体的な家族の対
応

３
９月2５日㈭
1３：３0～16：00

支援窓口について

 県東部総合庁舎会議室

 ひきこもりの状況にある 18 歳以

上の方の家族で、初めて参加され

る方。過去に治療が有効な精神疾

患と診断された場合を除きます。

 県東部健康福祉センター福祉課
　920-2087
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料

広

告

募 集
Recruitment

わんぱく夏のキャンプ

　アウトドア料理・火おこし・アウ

トドアゲーム・キャンプファイヤー

などの野外活動を体験します。

 ８月１日㈮～８月３日㈰

 十里木キャンプ場

 市内の小学４～６年生

80 人（先着順）

参加費 7,000 円

 学校で配布される申込書に必要事

項を記入し、７月５日㈯または６

日㈰の午前中に生涯学習課へお申

し込みください。

 生涯学習課　992-3800

こころのサポーター
「ゲートキーパー入門講座」

　ゲートキーパーとは、悩んでいる

人に気づき、声をかけ、話を聞いて、

必要な支援につなげ、見守る人のこ

とです。同じ内容の講座を２回行い

ます。

 １回目▶７月３日㈭　13時30分～

15時30分

　２回目▶７月10日㈭　19時～21時

 福祉保健会館３階研修室

各 40 人

無料

講�師／てらだ医院院長　寺田誠史さ

ん

 精神科医師によるうつ・自殺予防

についての講話や、保健師による

話かけ方の講話、傾聴について実

践を含めたロールプレイ

 すその健康マイレージ対象事業で

す。カードをお持ちください。

 健康推進課　992-5711

パワーポイントで作る
チラシ作成講座

　パワーポイントを使って、上手な

チラシの作り方を学びます。

６月 27 日㈮　10 時～ 12 時

 市民活動センター（福祉保健会館

１階）

 ボランティアや地域の活動で、チ

ラシ作りをされている方、挑戦し

たい方

10 人（先着順）

無料

６月 15 日㈰～６月 24 日㈫

 電話・ＦＡＸまたはメールで氏名

と電話番号を連絡してください。

 パワーポイントの入ったパソコン

※ パソコンの貸出しを事前に受け付

けます（先着１人）

 市民活動センター　992-1840
992-1804　 s-center@palnet.jp

　現在の母子家庭等医療費助成金受給者証の有効期限は６月 30 日㈪
です。更新の手続きをしてください。手続きをしないと７月１日㈫か
ら医療費の助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。

６月 23 日㈪～ 30 日㈪
　８時 30 分～ 17 時 15 分

子育て支援室へお越しください。
 母子家庭等医療費助成金受給者
証申請書（郵送されます）、旧受
給者証、対象者全員分の健康保

険証、預金通帳、印鑑
※ 平成 26 年１月１日以降に市内

に転入された方は、平成 25 年
分源泉徴収票、確定申告の控え、
平成 26 年度課税（非課税）証
明書のいずれかが必要です。

母子家庭等医療費助成金受給者証の更新

母子家庭等医療費助成
　病気にかかったときの医療費のうち、社会保険各法に規定する保険
給付の対象となる医療費の自己負担額を市が助成します。
※入院時食事療養費は対象外です。

 20 歳の誕生日前日までの児童
がいる所得税が非課税の世帯

（同居している方を含む）で、次
のいずれかに該当する方

　 ●母子家庭の母と児童●父子家

庭の父と児童●父母のない児童
 印鑑、対象者全員の健康保険証、
口座がわかるもの
子育て支援室へお越しください。

申込み・問合せ／子育て支援室　995-1841
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納付期限：７月31日㈭
固定資産税・都市計画税� 第２期分

国民健康保険税� 第１期分

介護保険料� 第１期分

７月　税金・料金

７月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

５日㈯
駿東管工
☎ 992-5728

６日㈰
㈱小島屋商会
☎ 998-0019

12 日㈯
パイピング横山
☎ 992-3329

13 日㈰
田央設備㈲
☎ 997-5175

19 日㈯
㈲富士設備
☎ 997-1507

20 日㈰
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

21 日㈪
㈲渡辺設備
☎ 992-3034

26 日㈯
鈴木住宅設備
☎ 993-3901

27 日㈰
植松水道
☎ 992-4644

７月　カレンダー

1日㈫
富士登山道須山口
開山式
市立水泳場開場

6日㈰ 婦人バレーボール大会
11日㈮
～20日㈰ 夏の交通安全県民運動

12日㈯ 社会福祉大会

13日㈰ 夏の高校野球始球式

25日㈮ 市内幼稚園、小・中学校
夏季休業開始

人　口　53,529人� （−57人）
　男　　27,303人� （−44人）
　女　　26,226人� （−13人）
世　帯　21,341世帯�（−19世帯）
内、外国人� 712人�374世帯

６月１日現在
データバンク

文芸すその第34号作品

　文芸すその第 34 号の作品を募集

します。

部�門／●小説●童話●随筆●手記●

紀行文●詩●短歌●俳句●特集

「わがまち」●特集「富士山とわ

たし」

応�募方法／所定の原稿用紙（Ｂ４版・

26 文字× 23 行／ 598 字詰）を使

用し、郵送または直接お持ちくだ

さい。原稿用紙は生涯学習セン

ターにあります。パソコンなどを

使用して作成しても結構です。

＊ 詩は一人２篇以内・短歌は一人５

首以内・俳句は一人５句以内とし

ますが、２部門に応募できます。

＊ 特集は、所定の原稿用紙５枚以内。

 市内に住んでいるか、通勤・通学

している方、または市内に住んだ

ことのある方の作品

７月 31 日㈭

 生涯学習課　992-3800
　深良435

相談
Counseling

福祉なんでも相談会
ぱあとなあ静岡相談会

　専門的に教育を受けた社会福祉士

が福祉全般の相談に無料で応じます。

直接会場へお越しください。

 ６月 28 日㈯　９時 15 分～ 12 時

 三島市民文化会館３階第２会議室

 ●なんでも相談会▶福祉サービス

の利用に関すること、高齢者や障

がい者などの生活や介護に関する

こと、介護保険に関することなど

　 ●ぱあとなあ静岡相談会▶成年後

見制度について、日常生活自立支

援事業の方法について

 県社会福祉士会
　054-252-9877

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。

 ７月 24 日㈭　10 時～ 13 時

 市役所１階市民相談室

14 人程度（先着順）

 事前に電話または窓口で予約して

ください。

７月 10 日㈭

 国保年金課　995-1813
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７月前期の救急協力医

１ 火 青沼胃腸科クリニック 929-620５ 大岡 清水館医院 99３-2３2３ 茶畑 古屋小児科医院 96３-0４07 西条町

２ 水 やぐち内科・循環器科クリニック 97３-３811 伏見 さくら胃腸科・
外科 99４-1008 御宿 田中医院 921-20５３ 高島町

３ 木 新井内科クリニック 992-0811 久根 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

４ 金 なおきクリニック 929-8５５５ 東椎路 松原医院 962-1４96 白銀町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

５ 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 まるやま
小児科医院 981-8５77 堂庭

６ 日

聖隷沼津病院 9５2-1000 松下 勝呂医院 962-３08３ 千本中町

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

大庭内科・消化器
科クリニック 99５-112３ 佐野 東医院 921-５５20 高沢町

７ 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

８ 火 岩渕内科医院 9５1-４５79 添地町 遠藤クリニック 97５-8801 久米田 原小児科医院 962-06３6 八幡町

９ 水 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 西村医院 971-6５10 下土狩

10 木 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

11 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 白十字小児科医院 9３３-５111 �下香貫

馬場

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　 裾野市　 富士市

1３ 日

大沢医院 9３1-1019 御幸町 関外科胃腸科医院 921-218５ 花園町

永野医院 962-４４５0 大岡 田中医院 921-20５３ 高島町

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

1４ 月 南一色セントラル内科 980-５777 南一色 西方外科医院 921-1３３３ 共栄町 まるやま
小児科医院 981-8５77 堂庭

1５ 火 清水館医院 99３-2３2３ 茶畑 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 すずきファミリークリニック 960-0３３３ 一本松

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 善得クリニック
0５４５-５1-87３３ 今泉 静岡医療センター

97５-2000 長沢 静岡医療センター
97５-2000 長沢 しおみ歯科医院

992-0202 平松

1３ 日
つりた耳鼻咽喉科
クリニック
927-３３87

宮前町 木村眼科
967-４611 原 沼津市立病院

92４-５100 東椎路 ベルの木歯科
992-7777 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

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
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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 :

７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
 　８日㈫　10 時 30 分～　展示室　　　　　　
親子おはなしの会
 　15 日㈫　10 時 30 分～　文化センター図書室
ファーストブック
 　16 日㈬　 9 時～ 12 時　展示室　　　　　　
 　23 日㈬　13 時～ 16 時　展示室　　　　　　

なつやすみ こども一日図書館員募集
と　き／７月 30 日㈬・８月６日㈬
　　　　午前の部▶９時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　午後の部▶ 14 時～ 16 時
対　象／市内に住んでいる小学生
定　員／各日とも午前・午後の部各 16 人（先着順）
内　容／ ①図書館と図書館の仕事の見学②本の貸

出、返却や本棚へ本を返す仕事の体験
申込方法／ 所定の申込用紙に必要事項を記入し、

図書館へ提出してください（電話・Ｆ
ＡＸ不可）。

申込開始／７月５日㈯　９時

７日㈪、14日㈪、22日㈫、28日㈪７月の休館日

親子おりがみ教室
と　き／７月 19 日㈯
　　　　午前の部▶ 10 時～ 12 時
　　　　午後の部▶ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
対�　象／市内に住んでいる幼児、小学生と保護者
定�　員／各 15 組（先着順）
講�　師／折り紙研究家　森 千代子さん
内�　容／季節の風物などを折る予定です。
申込方法／ 所定の申込用紙に必要事項を記入し、

図書館へ提出してください（電話予約
可）。

申�込開始／６月 28 日㈯　９時
そのほか／ 駐車場に限りがあり大変混むので、公

共交通機関または市役所駐車場をご利
用ください。

今月の一冊
池上彰の�
� 教養のススメ
　教養は、仕事で人生
で、生き抜くための最
強の武器になる。池上
彰が、教養とは何か、
学ぶとどんないいこと
があるのかを説明し、
哲学者、文化人類学者、
生物学者らと教養につ
いて語り合う。

著者：池上　彰　出版社：日経ＢＰ社

田﨑　優
ゆう
介
すけ

くん
（２歳７カ月・佐野二）

橋本　凛
りん

ちゃん
（２歳 11カ月・中丸下）

渡邉　杏
あん
菜
な

ちゃん
（２歳７カ月・二ツ屋２）

渡
わた
部
なべ
　希

の
歩
あ

くん
（２歳８カ月・岩波）

市川　青
せい
鷹
よう

くん
（２歳７カ月・滝頭）
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7月1日号 02    平成25年度　下半期財政状況 
予算・財産・市債の財政状況

04    後期高齢者医療制度の保険証 
８/ １更新

05    国保の脳ドック・人間ドック
06    ７月から介護保険料の納付開始
07    犬・猫の正しい飼い方

６月10日
御宿台保育園プール開き



民生費 土木費 衛生費 総務費 教育費 公債費 そのほか
予算現額 46億2,071万円 38億6,373万円 33億2,698万円 26億6,883万円 23億4,936万円 20億1,098万円 28億  930万円
支出済額 43億2,658万円 26億9,580万円 18億3,195万円 23億9,583万円 20億7,205万円 20億  994万円 22億5,595万円
執 行 率 93.6% 69.8% 55.1% 89.8% 88.2% 99.9% 80.3%

　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年度下半期（３月31日現在）の
財政状況について紹介します。

■納めたお金
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 ６万9，002円 17万3，467円
(５万4，475円) (13万6，946円)

固 定 資 産 税 ９万7，405円 24万4，870円
軽 自 動 車 税 1，895円 4，763円
市 た ば こ 税 8，214円 ２万  649円
特別土地保有税 ０円 ０円
都 市 計 画 税 4，034円 １万  142円

合 計
１８万  350円 ４5万3,８9１円

(１６万６,023円) (４１万７,3７0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  747円 20万2，993円
土 木 費 ５万  312円 12万6，480円
教 育 費 ３万8，671円 ９万7，215円
衛 生 費 ３万4，190円 ８万5，950円
総 務 費 ４万4，713円 11万2，406円
公 債 費 ３万7，512円 ９万4，301円
消 防 費 １万3，863円 ３万4，850円
そ の ほ か ２万8，238円 ７万  995円
合 計 32万８,2４６円 ８2万5,１90円

■市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普

　通

　債

土 木 費 47億8，305万円 旧郵政公社 30億1，517万円
教 育 費 23億  142万円 財 務 省 54億1，552万円
商 工 費 １億8，258万円 地方金融機構 33億  710万円
民 生 費 ６億  643万円 銀 行 等 72億1，620万円
そのほか 116億3，126万円 静 岡 県 １億1，254万円

計 195億  474万円 そのほか ４億3，821万円
災
害
復
旧
債

土 木 費 ０円 合 計 １95億  ４７４万円
計 ０円

合 計 １95億  ４７４万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 ２億7，380万円 銀 行 な ど ２億7，380万円
（下水道事業特別会計）

目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 62億1，539万円
旧郵政公社 21億7，227万円
財 務 省 14億3，206万円

合       計 ６2億１,539万円
地方金融機構 26億1，106万円
合       計 ６2億１,539万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 16億8，152万円
財 務 省 10億3，803万円
地方金融機構 ６億4，349万円

合       計 １６億８,１52万円 合       計 １６億８,１52万円

※（　）は、法人分を除いた数字

支
出
済
額

予
算
現
額

凡例
予算現額 216億4,989万円
支出済額 175億8,810万円
執行率  81.2%
※前年度からの繰越事業分を含む

一般会計歳出

歳出状況

平成25年度　下半期財政状況
予算・財産・市債の財政状況
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企画部　財政課
995-1801☎

市税 国庫支出金 市債 諸収入 県支出金 財産収入 そのほか
98億9,152万円 30億  795万円 28億2,400万円 13億1,369万円 ９億5,573万円 　　4,496万円 36億1,204万円予算現額
96億7,423万円 20億9,825万円 　6,200万円 12億3,596万円 ６億1,795万円 　　5,273万円 35億8,128万円収入済額

97.8% 69.8% 2.2% 94.1% 64.7% 117.3% 99.1% 収 入 率

■水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ７億9，200万円 ７億8，281万円 98．8％
収 益 的 支 出 ７億8，948万円 ７億5，927万円 96．2％
資 本 的 収 入 4，514万円 5，202万円 115．2％
資 本 的 支 出 ４億9，278万円 ４億  397万円 82．0％

■土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 5，000円 １万6，000円 320．0％
収 益 的 支 出 56万円 26万円 46．9％
資 本 的 収 入 ４億  211万円 ４億  211万円 100．0％
資 本 的 支 出 ３億7，992万円 ３億5，963万円 94．7％

■市有財産の状況
数量または金額

土 地 709，436．10㎡
山 林 1，211，335．92㎡
建 物 162，380．21㎡
出資金及び
貸 付 金 ４億7，908万円

基 金 94億5，679万円
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 53億6，078万円 51億2，657万円 95．6％ 48億5，799万円 90．6％
後期高齢者医療事業 ４億3，280万円 ４億2，221万円 97．6％ ３億6，471万円 84．3％
介 護 保 険 28億5，829万円 27億6，349万円 96．7％ 25億1，400万円 88．0％
土 地 取 得 24万円 19万円 79．1％ 18万円 76．7％
十里木高原簡易水道 4，108万円 2，446万円 59．5％ 16万円 0．4％
下 水 道 事 業 10億8，216万円 ８億  698万円 74．6％ ８億6，931万円 80．3％
墓　地　事　業 8，108万円 4，096万円 50．5％ 5，913万円 72．9％
合 　 　 計 9６億5,６４3万円 9１億８,４８６万円 93．2％ ８６億６,5４８万円 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。

予算現額 216億4,989万円
収入済額 173億2,240万円
収入率  80.0%
※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25年度　財政状況概要
　　　　（平成26年３月31日現在）

総予算額　327億8,858万円

収入済額　273億4,208万円

支出済額　274億1,682万円
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後期高齢者医療制度の保険証 ８/１更新
　自己負担は１割か３割

新保険証は藤色、8/1から

　現在、使っているオレンジ色の保険証が使えるのは、

７月 31 日㈭までです。新しい保険証は藤色です。８

月１日㈮からは、新しい保険証を使ってください。新

しい保険証を７月 31 日㈭までに市から対象の方に郵

送します。８月になっても新しい保険証が届かないと

きには、ご連絡ください。

使えなくなった保険証は、確実に処分を！

　有効期限を過ぎた保険証は、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。広

域連合の職員や市の職員を装い、「保険証の更新時期

になったので、古い保険証を回収にきました。新しい

保険証を後日郵送します」といって、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

には、絶対に保険証を渡さないで、警察や市役所にご

連絡ください。

自己負担の割合は25年中の所得で決定

　一部負担金の割合は、１割か３割です。病院で支払

う金額の割合を、平成 25 年中の所得に基づき判定し

ました。保険証に記載されているので、ご確認くださ

い。

●次の方は、一部負担金が３割となります
　住民税の課税標準所得額が 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⑴から⑶のいずれかの条件に該当する

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。

⑴ 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

⑵ 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

⑶ 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歳以上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：後期高齢者医療の保険証を持っている方

　後期高齢者医療制度は、75 歳以上の方などが加入す
る制度です。病院で治療を受けるときには、保険証が必
要になりますが、８月１日から新しい保険証になります。
有効期限を過ぎた古い保険証は確実に処分してください。

７月31日まで ８月１日から

健康福祉部　国保年金課
995-1813☎
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国保の脳ドック・人間ドック
　８月15日㈮申込開始　先着順で受付

　市国民健康保険に加入し一定の要件を満たしている方
を対象として、脳ドックと人間ドックの申し込みを受け
付けます。定員は、脳ドックが 130 人、人間ドックが
70 人です。先着順ですので、受診を希望する方は、早
めにお申し込みください。

健康福祉部　国保年金課
995-1814☎

脳ドック
　と　き／ 11 月 1 日㈯～平成 27 年２月 27 日㈮

 〈実施医療機関〉
　●裾野赤十字病院　☎ 992-0008

　●岡クリニック　　☎ 995-1188

　●池田病院　　　　☎ 986-8600

　●西島病院　　　　☎ 922-3087

人間ドック
　と　き／ 11 月 1 日㈯～ 12 月 13 日㈯

 〈実施医療機関〉
　●いずみ内科クリニック　☎ 993-4760

　●大坂屋クリニック　　　☎ 995-3100

　●大橋内科・小児科医院　☎ 992-2800

　●さくら胃腸科外科　　　☎ 994-1008

　●清水館医院　　　　　　☎ 993-2323

　●杉山医院　　　　　　　☎ 992-0028

　●鈴木医院　　　　　　　☎ 993-0430

　●裾野赤十字病院　　　　☎ 992-0008

　●高桑医院岩波診療所　　☎ 997-0486

　●立川内科胃腸科医院　　☎ 993-2737

　●田中クリニック　　　　☎ 992-1881

　●東名裾野病院　　　　　☎ 997-0200

※ 受診日は指定の日になることがあります。各医

療機関にお問合わせください。

対　象 　次のすべての要件に該当する方です。

　⑴ 平成 25 年４月１日から受診時まで継続して市国

民健康保険に加入している方

　⑵ 昭和 15 年４月２日から昭和 59 年４月１日まで

に生まれた方

　⑶ 国民健康保険税の未納がない世帯の方

内　容
　●脳 ド ッ ク▶ ＭＲＩ、ＭＲＡ検査などを行い、脳

血管疾患などを早期に発見します。

　●人間ドック▶ 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。

定　員 　脳 ド ッ ク▶ 130 人

　　　　　　人間ドック▶ 70 人

費　用 　脳 ド ッ ク▶ 9,720 円～ 16,980 円

　　　　　　※医療機関によって異なります。

　　　　　　人間ドック▶ 11,340 円

申込方法
　 　国民健康保険証をお持ちになり、市役所 1 階国保

年金課にお申し込みください。

申込期間 　８月 15 日㈮～ 10 月 17 日㈮

　　　　　　※定員になり次第、締め切ります。

そのほか
・ 申し込みができるのは、脳ドック、人間ドックのい

ずれかです。

・ 特定健診を受診した方もお申し込みできます。

・ 治療中の方は、医師と相談の上お申し込みください。

実施期間と
� 実施医療機関
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７月中旬に通知書が届きます。
　年金の年額が 18 万円以上あるかどうかによって、

年金から納める特別徴収と、それ以外の普通徴収に分

かれます。普通徴収で納める方には、7 月中旬に納入

通知書（納付書）または口座振替通知書が届きます。

必ず納付期間内に納めてください。

普通徴収納付期間／７月～平成 27 年２月

※ 特別徴収の場合は、特別徴収開始通知書の記載金額

が年金から引かれます。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。

 〈滞納している保険料がある場合〉
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。その後、保険給付分の９割の給

付を申請してください。

　※ 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給できなくなるこ

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（❶と❷）の対象になります。

７月から介護保険料〔普通徴収〕の納付開始
～保険料は所得に応じて10段階～

　65 歳以上の方の介護保険料の納め方は、普通徴収と特別徴収の
2通りに分かれています。この内、納付書や口座振替によって支払
う普通徴収の納付期間は7月から平成27年2月までです。
　介護サービスが受けられなくなる場合がありますので、納め忘れ
のないようお願いします。

　65 歳以上の方の平成 26 年度介護保険料に関する通知書は、７月中旬にお送りし
ます。決定した保険料額や納め方などの詳細は、通知書に記載されます。

平成26年度の保険料は
７月中旬に通知します

介護保険課
995-1821☎

65歳以上の方の介護保険料段階一覧表（平成24年度〜26年度）

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、世帯員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 世帯員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 世帯員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 世帯員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 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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犬の登録・狂犬病予防注射を

　犬を飼うためには登録し、年１回の狂犬病予防注射

を受けなければなりません。室内で飼う場合でも、登

録と注射を済ませてください。飼い犬には、登録鑑札

と注射済票を付けるようにしてください。

　万一いなくなった場合には、生活環境課、または東

部保健所衛生薬務課（920-2102）、裾野警察署（995-

0110）へ速やかに連絡してください。

ふんの始末と放し飼いに注意

　散歩のときに、近所の畑や道路沿いの植え込みにふ

んをさせたままで、片付けない方はいませんか？排せ

つを家で済ませる習慣をつけるか、外でふんをした場

合には、必ず飼い主が責任を持って片付けてください。

　また、犬が人をかむ事故が起きています。必ず檻に

入れるか、丈夫な鎖や綱でつなぎましょう。散歩のと

きには、必ずリードを付けて放さないようにしてくだ

さい。

飼い主のいない猫はＴＮＲで

　生活環境課では、飼い主のいない猫対策として、ボ

ランティアや地域住民との協働で、ＴＮＲを行ってい

ます。ＴＮＲとは、次の頭文字です。

Ｔ＝Trap（トラップ）…猫を捕獲器などで捕獲
Ｎ＝Neuter（ニューター）…去勢・不妊手術の実施
Ｒ＝Return（リターン）…手術後、元の場所に戻す
　去勢・避妊手術をした猫は、耳カットを施し、未実

施の猫と区別しています。ＴＮＲを行った猫は、その

後もエサとトイレを適切に管理し、地域の猫として寿

命まで見守ります。野良猫の寿命は一般的に４～５年

といわれています。手術後も引き続き適切に管理する

ことで、野良猫は自然と減少していきます。

　皆さんの理解と協力が得られる地域では、ＴＮＲを

進めることも検討しています。熱意あるボランティア

の募集も随時行っています。

安易なエサやりがトラブルに

　お腹をすかせた猫を見かねてエサを与えると、その

場を離れなくなります。また、隣近所とトラブルにな

りかねません。エサを与えるだけでなく、食べ残しや

ふんの始末までしっかり行うことが必要です。

ふんの始末・放し飼いに注意！
～ルールを守って飼いましょう～

　犬や猫などのペットに関する苦情が数多く寄せ
られています。ルールを守らない一部の飼い主の
ために、多くの方が迷惑しています。本来かわい
いはずの犬や猫までもが嫌われてしまいます。人
とペットが共生できる社会の実現に向け、飼い主
がルールを守ることが大切です。

ペットの防災対策は万全ですか？
緊急時に備え、飼い方教室開催

生活環境課
995-1816☎

　災害時に家族とペットが安全に避難し、一緒に暮

らすための心構えと日ごろの備えを学ぶために、飼

い方教室を実施します。参加を希望する方は、７月

22 日㈫までに生活環境課へ連絡してください。

７月 31 日㈭　13 時 30 分～ 15 時 30 分

市須山支所２階大会議室

 日常から必要な管理やしつけ、緊急時の備えなど

について、ボランティアや獣医師が説明します。

犬の飼い方教室
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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、７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

国保高齢受給者証新規交付会

　８月１日㈮から次の方が対象とな

り、受給者証を交付します。

７月 22 日㈫

　13 時 30 分～ 14 時 30 分 

社会福祉会館研修室

 昭和 19 年７月２日～８月１日に

生まれた方

通�知／対象の方には、事前にはがき

でお知らせします。転入してきた

方や通知のない方はご連絡くださ

い。

国保年金課　995-1814

私立幼稚園就園
奨励費補助金

　私立幼稚園に通園している園児が

いる世帯を補助します。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、

３歳～５歳であるか年度途中に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

臨時福祉給付金・子育て世帯
臨時特例給付金の受付時間

　臨時福祉給付金・子育て世帯臨時

特例給付金の申請を９月 30 日㈫ま

で受け付けています。

受付時間／９時～ 16 時

給付金専用ダイヤル
　995-1118

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 14 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

験がある方

4,000 円

７月 22 日㈫～８月１日㈮

下水道課　995-1835

すその16ミリ映画祭

　16 ミリフィルムによる映画の無

料上映会を開催します。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 26 日㈯

　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 上映作品

10:00
～10:25

メイプルタウン物語
（アニメ）

10:25
～10:48

くまのおいしゃさん　
すてきなコンサート

（アニメ）

10:48
～12:03 こむぎ色の天使（邦画）

13:30
～15:18

かいけつゾロリ　まも
るぜ！きょうりゅうの
たまご（アニメ）

鈴木図書館　992-2342

市民体育館 休館

　市民体育館の大規模なリニューア

ル工事を平成 27 年７月から平成 28

年６月ごろまで行う予定です。この

ため工事期間中は、テニスコートを

含む市民体育館のすべての施設が使

用できません。

生涯学習課　992-3800

プラサヴェルデ　グランド
オープン記念イベント

　沼津駅北口に展示・会議・宿泊の

３つの機能が一体となった総合コン

ベンション施設「プラサヴェルデ」

がグランドオープンします。

７月 20 日㈰、21 日㈪

 記念式典や国際フォーラムを開催

します。

 県ふじのくに千本松フォーラム整
備課　054-221-3528

身体障害者野球大会
DREAM CUP

　地元チームの静岡ドリームスを始

め、障害者野球チーム７チームが参

加します。入場は無料です。

７月５日㈯

運動公園
野球場

トヨタ
野球場

開会式 11:00 －
試合開始 11:30 12:15

７月６日㈰

運動公園
野球場

トヨタ
野球場

試合開始 8:30 8:15
閉会式 15:00 －

 運動公園では「味わおう！すその

グルメ！」が開催され、地元の特

産物などが販売されます。

障がい福祉課　995-1820
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

募 集
Recruitment

楽しい地域づくり講座参加者

　地域や団体での活動に役立つ、組

織運営のコツや会議・話し合いの進

め方などを学びます。

 ８月 31 日㈰・９月 14 日㈰・10

月 18 日㈯　10 時～ 16 時

 市役所 401 会議室

40 人程度

※申込多数の場合は抽選

８月８日㈮

 地域振興課　995-1874

夏休み子ども体験講座

　東西公民館で子ども体験講座を開

催します。

 【囲碁講座】
 ７月 25 日㈮・８月２日㈯・９日㈯・

16 日㈯・23 日㈯（全５日）

　９時 30 分～ 11 時

 市内に住んでいる小学生以上の方

20 人（先着）

 初心者から経験者までみんなで囲

碁を楽しみます。

講師／渡辺浩さん

 【科学遊び講座 ペーパーブリッジ】
 ８月７日㈭　10 時～ 12 時

 市内に住んでいる小学生

※低学年は保護者同伴

40 人（先着順）

 紙で橋を作り、その強さを競います。

講師／沼津工業高等専門学校

　　　望月孔二さん

 東西公民館にある申込用紙に必要

事項を記入し、提出してください。

７月５日㈯９時～ 20 日㈰ 17 時

東西公民館　992-6677

親子水生生物調査

 ８月２日㈯　９時～ 12 時

　予備日▶８月３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、親子で河川を調査します。

 生活環境課にお越しになるか、電

話でお申し込みください。

７月 18 日㈮

帽子、筆記用具、ぬれてもよい靴

 生活環境課　995-1816

普通救命講習会参加者

 ７月 20 日㈰　9 時～ 12 時

 消防庁舎３階災害対策室

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

使った心肺蘇生法の習得

 中学生以上

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

遣所のいずれかにお申し込みくだ

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

　市内をロケ地またはテーマ題材

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 30 秒以上５分以内の映像で表

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、または

または市をテーマとしたもの

（アニメーションやスライドな

ど写真をつなぎ合わせたものも

可）

・ 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

・  30 秒以上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（３点）

●応募方法
　 　観光協会か市役所３階広報室

にある応募用紙に必要事項を記

入し、提出してください。（郵

送可）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。

●募集締切
　平成 27 年１月 30 日㈮

観光協会　992-5005
　〒 410-1102　深良 451

　市長戦略課広報室　995-1802
　〒 410-1192　佐野 1059
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募 集
Recruitment

夏休み親子税金教室と
映画上映会

 ８月 20 日㈬　13 時～ 16 時

 市民文化センター大ホール

 映画「名探偵コナン　天空の難破

船」を上映します。

 子どもと保護者

1,190 人（先着順）

 ７月 28 日㈪から市商工会で入場

券を発行します。

　受付時間▶９時～ 17 時

沼津法人会　922-4014

静岡がんセンター
公開講演会

　テーマは「がんになっても働ける

ということ～がんの治療と就労を支

える取組み～」です。東京労災病院

治療就労両立支援センター両立支援

部長の門山茂さんや静岡がんセン

ター専門監の高田由香さんの講演な

どがあります。

 ８月９日㈯　13 時～ 16 時

 プラサヴェルデ 301・302 会議室

100 人（先着順）

 参加者全員の住所（市町名）・氏名・

年齢・電話番号を記入し、はがき

またはメール、ＦＡＸでお申し込

みください。

８月１日㈮当日消印有効

 講演などの内容をビデオ収録しま

す。参加者の顔や声は収録しませ

ん。

 静岡がんセンター疾病管理セン
ター（公開講演係）　959-5222
989-5557

shippei-kanri@scchr.jp

〒 411-8777　長泉町下長窪 1007

防衛省採用試験

一般曹候補生
 ❶９月 19 日㈮　❷９月 20 日㈯

 ❶ツインメッセ静岡

　❷日大国際関係学部（三島校舎）

 18 歳以上 27 歳未満の方

 陸・海・空曹自衛官の養成

航空学生
 ９月 23 日㈫

 プラサヴェルデ（沼津市）

 21 歳未満の高校卒業または卒業

見込みの方

 海上・航空自衛隊のパイロットな

どの養成

８月１日㈮～９月９日㈫

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

親子現場見学会参加者

 ８月５日㈫

 山梨県立リニア見学センター

　笛吹川フルーツ公園

 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

小学生とその保護者

80 組 160 人（先着順）

７月 14 日㈪～ 18 日㈮

 雨具、水筒など

 ●集合（バスの乗降場所）は市民文

化センターです。市民文化セン

ターには駐車できません。

　●小雨決行です。

沼津建設業協会　932-8311

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 25 年 10 月１日㈫から平成 26 年９月 30 日㈫の間

に市内で撮影したもの

　　　　　● 未発表の作品で、ほかに発表予定のないもの

提出方法／ 農林振興課にある応募票（自作可）に必要事項を記入し、

作品の裏側に必ず貼付して提出してください（応募票は市

ホームページからダウンロードすることもできます）。

　　　　　※ 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

そのほか／● 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

 農林振興課　995-1823
〒 410-1192　佐野 1059

第13回「裾野の農業」フォトコンテスト

第12回１等

「彼岸前の早仕事」片山己春
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駿東地域職業訓練センター
８月講座

 ●技能講習▶ガス溶接技能講習●

受験対策講座▶夜間第２種電気工

事士受験対策講座（筆記試験対策）

●特別教育▶刈払機の安全衛生講

習、伐木作業の安全衛生講習●パ

ソコンコース▶ワード基礎、エク

セル基礎、イラストレーター基礎、

デジタルカメラ（ワード使用）、

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

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

みんなで学ぼう！
災害医療

 ❶７月 12 日㈯❷７月 26 日㈯

　19 時 30 分～ 21 時

　受付時間▶ 19 時～ 19 時 20 分

 ❶生涯学習センター

　❷富岡中学校体育館

 ❶市内に住んでいる方

　❷富岡地区に住んでいる方

❶ 190 人❷ 400 人

 トリアージ、救護所の役割につい

て学びます。

講�師／遠藤医院副院長　遠藤真琴さん

❶７月７日㈪❷７月 22 日㈫

 健康推進課　992-5711

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。建物敷地の

一部を設置スペースとして貸し付け

ます。

設�置場所／図書館屋外敷地内

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

クなどの密閉された容器のものに

限ります。

貸�付期間／８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。募集要領な

どは市ホームページからダウン

ロードすることができます。

７月 13 日㈰　※７日㈪は休館日

　受付時間▶９時～ 17 時

鈴木図書館　992-2342

　東中学校や運動公園など市内でロ

ケが行われた映画「誘拐少女」の試

写会に、抽選で 150 人を招待します。

７月 27 日㈰　15 時～ 17 時

　開場▶ 14 時 30 分

 市民文化センター多目的ホール

 映画「誘拐少女」を上映します。

出演者、監督による舞台あいさつ

や市マスコットキャラクター「す

そのん」のグッズが当たる抽選会

も開催します。

監督：菱沼康介

プロデューサー：津田智

制作： 株式会社ＳＤＰ

出演：  高橋春織、浅見姫香、森田彩

華、緑川良介　ほか

市長戦略課広報室
　「誘拐少女」プレミアム試写会係
　995-1802
〒 410-1192　佐野 1059

 官製はがきに応募者全員の住所、

氏名、年齢、電話番号を記入し、

投函してください。応募ははがき

１枚につき５人まで可能で、１人

１通のみ有効です。

７月 18 日㈮必着

作�品概要／モラル低下が嘆かれる現

代。あえてモラルの低下した少女

による犯罪をモチーフに物語を描

くことで、彼女らの悩み、苦しみ、

生態といった現代性をあぶり出す

社会派娯楽作品、反面教師的メッ

セージをもった作品。主演を務め

るのは、大手芸能事務所スターダ

ストプロモーション所属の期待の

新進女優、高橋春織と浅見姫香。

映画「誘拐少女」プレミアム試写会
−市内でロケが行われた作品を公開前に上映

抽選で
150人を
招待
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有

料

広

告

「床下の点検をします」と業者が来訪した。見ても
らうと「家の基礎に亀裂がある。地震が起きると危険」
と言われ、不安になり修理を依頼した。落ち着いて考
えると高額なのでやめたい。

「近くで工事をしているので挨拶に来た」「無料で

点検する」などと言って突然訪問し、強引に床や屋根

の点検をしようとする業者がいます。「雨漏りしてい

る」「放置すると大変なことになる」などと言って不

安をあおり、契約を急がせます。高額になる場合もあ

るのでその場で契約せず、周囲の人に相談する、他の

業者からも見積もりを取るなどしましょう。

訪問販売で契約した場合、特定商取引法で定められた

書面を受け取った日から８日間はクーリング・オフ（無

条件解約）が可能です。心配なときは、消費生活セン

ターにご相談ください。

迷惑メールを受信しないようにするには
どうすればいいの？
　迷惑メールの送信者は、さまざまな方法でメールア

ドレスを入手しようとしています。迷惑メールを受信

しないためには、送信者にアドレスを知られないよう

気をつける必要があります。

❶ＳＮＳやブログなどに安易にアドレスを公表しない
　 　アドレス収集ソフトなどにより入手される危険を

回避できます。

❷不用意なアドレスの登録は避ける
　 　懸賞・占いなど無償サイトを装ってアドレスを登

録させる手口があります。

❸推測されにくいアドレスにする
　 　また、指定したアドレスのメールのみを受信する

ように設定したり、携帯電話業者が提供する迷惑

メールフィルターサービスを利用することも有効な

手法です。活用してください。
消費生活センター
995-1854

募 集
Recruitment
指定管理者の公募

　次の施設の指定管理者を公募しま

す。公募期間は７月中旬から８月中

下旬までの予定です。詳しくは市

ホームページをご覧になるか、各課

にお問い合わせください。

●老人デイサービスセンター
　次の施設を一括で公募

施�設名／いずみ荘、いきいきホーム、

すやまホーム

指�定管理期間／平成 27 年４月１日

～平成 30 年３月 31 日

社会福祉課　995-1819
●スポーツ施設
　次の施設を一括で公募

施�設名／市民体育館、市立水泳場、

総合グラウンド、総合グラウンド、

須山テニス・フットサル場、運動

公園内の体育施設など

指�定管理期間／平成 27 年４月１日

～平成 32 年３月 31 日

生涯学習課　992-3800

相談
Counseling

不動産に関する相談会

 ７月 18 日㈮　13 時 30 分～ 15 時

 サンウェルぬまづ大会議室

 弁護士、税理士、司法書士などが

無料で相談に応じます。

 直接会場にお越しください。

全日本不動産協会静岡本部
　054-285-1208

p.12
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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

有

料

広

告

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 7・14・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 14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26年１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25年１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７月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

10日㈭13時～13時15分
平成24年１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。
● 夜間当直医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１日㈫ 17時～ 19時 45分
７月８日㈫ ９時～ 11時 30分
７月15日㈫ 13時～ 15時 30分
７月23日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

７月８日㈫ ９時～ 11時 30分
７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 外科 整形 整形 内科

6 7 8 9 10 11 12

整形 外科 内科 外科 外科 内科 内科

13 14 15 16 17 18 19

外科 内科 内科 内科 整形 整形 内科

20 21 22 23 24 25 26

内科 内科 内科 内科 内科 外科 外科

27 28 29 30 31

内科 内科 内科 外科 整形

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

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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７月後期の救急協力医

有

料

広

告

16 水 柿田川医院 973-3601 柿田 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

17 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

18 金 今井医院 921-3211 五月町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 土 きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

20 日

岡田医院 921-5321 新宿町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

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

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

21 月

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

福士内科
クリニック 932-3553 �下香貫

藤井原
さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

おぐち医院 992-6611 深良 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

22 火 おおい神経内科 922-8886 北高島町 香貫医院 931-2465 本郷町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

23 水 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

24 木 あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

25 金 高遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

26 土 杉山病院 963-4114 錦町 瀬尾記念・
慶友病院 935-1511 �下香貫

島郷 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

27 日

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

武藤医院 931-0088 三園町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

岡クリニック 995-1188 二ツ屋 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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

有

料

広

告

28 月 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

29 火 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 守重医院 931-2511 �我入道
江川

さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

30 水 小林内科医院 921-2165 米山町 鈴木医院 993-0430 佐野 古屋小児科医院 963-0407 西条町

31 木 かとう内科医院 946-5562 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

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

20 日
よねやま�
耳鼻科医院
0545-53-6885

永田町 中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘 ウスイクリニック

980-5580 下土狩 鈴木歯科医院
993-5151 平松

21 月
さわだの森耳鼻�
咽喉科クリニック
929-8787

西沢田
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 さなだ歯科医院

997-2100 御宿

27 日 三島中央病院
971-4133 緑町 永井眼科

980-1777 萩
小島レディース�
クリニック
952-1133

大岡 さきかわ歯科医院
976-8241 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

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

☎ p.15
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

993-9300

　東地区オヤジの会は、平成 10 年に設立され、
今年 16 年目を迎えています。小中学生の子ども
を持つお父さん、お母さんたち 30 人程が、人と
人がかかわる場、人が人にかかわる場を提供する
ための活動を行っています。月 1 回程度開催して
いる何もしない合宿、年１回の通学合宿、年末の
餅つきなどの子どものためのイベントを実施して
いるほか、コミュニティまつりなど地区内の各種
行事に参加しています。
　何もしない合宿は、夕食と入浴をすませた子ど
もたちが、寝袋を持って東地区コミュニティセン

７月の休館日／
7日㈪・１４日㈪・22日㈫・2８日㈪

15周年記念コンサート
2014-2015 “虹”

夏川
りみ

と　き／８月23日㈯
　　　　18時～（17時30分開場）
ところ／大ホール
料　金／全席指定
　　　　一般 5,500 円
※３歳未満児入場不可 好評発売中！！

30th Anniversary Tour vol.2
TRUE LOVE

藤井
フミヤ

と　き／10月13日㈪
　　　　17時～（16時15分開場）
ところ／大ホール
料　金／全席指定　一般 7,800 円
※３歳未満児入場不可
発売日／８月２日㈯　９時～
※ 当日は電話予約のみとなります。窓口販売は残

席が有る場合のみ３日から販売

東地区オヤジの会

ターに集合し、スポーツやゲームなどを楽しんだ
後、大きな部屋で一緒に寝泊まりをして、翌朝、
朝食前に解散するものです。６月 13 日㈯に行わ
れた合宿には、約 60 人の子どもたちが集まり、
ドッヂボールやサッカー、ボードゲームなど自分
のやりたいことを楽しんでいました。最近では、
地区外や市外の子が参加することもあるそうです。
　「会長が中心ではなく、行事ごと中心になって
やってくれる会員がいるので、私は楽ですよ」と
笑顔で話す会長の岩崎昭彦さん（50 歳・青葉台）。

「親や先生には相談できなくても地域のオヤジに
なら相談したいと子どもたちに思われる存在にな
りたいですね」と話す会員の方も。子どもと一緒
になって大人も楽しんでいるそうです。
　「地域とかかわる子を増やしたいですね。小学
生のときにオヤジの会が企画した行事に参加して
いた子が、中学生、高校生になってからボランティ
アスタッフとして参加してくれているのを見ると

富士山信仰と神仏習合
　富士山は平安時代に入っても噴火が続き、多く
の被害が出ました。そこで、富士山の噴火を鎮め
るために、周辺に浅間神社が建

こん

立
りゅう

されました。浅
間神社には木

こ の は な

花之開
さく

耶
や

姫
ひめの

命
みこと

が祭られましたが、
この神は火

ひ

伏
ぶせ

の神とも水の神とも言われ、神話の
上では絶世の美女とされています。
　写真の掛け軸の冨士浅間大神がこの神で、美し
い姿も描かれています。右の写真の掛け軸では、
富士山頂に三体の仏が描かれており、実際富士山
には多くの仏像が安置されていました。この二本
の掛け軸から、日本独特の神仏習合の様子が伺え

冨士浅間大神 富士山の仏

ます。
　かつての富士登
山は、神仏の宿る
富士山に登ること
によって罪と穢

けが

れ
を落とすという、
信仰登山だったこ
とがわかります。

うれしくなります。い
つか地域の担い手に
なってくれれば」と話
す会員の皆さん。子ど
もたちが、地域から心
が離れずに育ってくれ
ることが願いです。
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7月15日号 02    市議会６月定例会

04    すその夏まつり 
富士山すその大花火大会

05    起業・販路（事業）拡大を支援

06    住宅に係る固定資産税の減額措置

すそのんコロッケになって給食に！
６月 19日㈭　富岡第一小学校



16案件を審議、承認、可決

市議会６月定例会

行政報告
１．県の内陸フロンティア推進区域の指定
　市北部地域の国道 246 号以西の市街化区域と富士

裾野工業団地、新富士裾野工業団地を含む約 411ha

の区域が、「東名裾野ＩＣ周辺地域における防災・減

災と職住近接に配慮した地域づくり推進区域」という

名称で、県の内陸フロンティア推進区域の指定を受け

ました。

　同区域では、新たに進出する企業が工業用地を取得

する際、取得費に対する補助率や補助限度額の拡充、

中小企業の設備投資などに対する融資といった重点的

支援を県から受けることができます。

　これを受けて市では、企業立地推進本部会議を開催

し、「企業とともに発展するまち裾野」の実現に向け、

全庁を挙げて取り組む方針を決定しました。

�  内陸フロンティア推進区域の指定を受けた範囲

２．企業が行う設備投資に対する支援の拡充
　企業立地設備投資奨励金制度を創設しました。この

制度は、企業が新たな設備投資によって建物や機械設

備を取得した場合、その建物などに対する初年度分の

固定資産税相当額を奨励金として交付します。

　また、既存の企業立地促進事業費補助金制度のうち、

建物と機械設備の取得に対する補助金の補助限度額を

拡大しました。これにより、大規模な設備投資に見合

う補助金が交付できるようにしました。

　これらの助成制度は、県内でもトップクラスのもの

です。新規企業立地や既存企業による設備投資の促進

につながることが期待されます。

３．今里工業用地の造成・立地企業の募集
　新たな企業立地を促進し、産業振興を図るため、今

里地先に工業用地を造成します。７月から造成工事に

着手し、平成 27 年１月末の完了を目指します。９月

30 日㈫まで、立地企業の募集を行います。

４．15区画以上の宅地分譲への補助金を拡充
　定住人口増加策として、市宅地分譲事業補助金を拡

充し、15 区画以上の宅地分譲を行う場合の補助額を、

現行の１区画当たり 40 万円から 50 万円に増額しま

した。

補正予算
一般会計補正予算（第１回）
　既定の予算総額に２億 3,100 万円を追加し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ 198 億 4,100 万円としました。

補正予算の主な内容は、次の通りです。

◎ひとづくり関連４事業
１．学力向上のための小中学校の環境整備
　⑴小中学校学力向上ボランティア事業
　　 　自主的な学習を希望する児童生徒の指導のため

に、放課後や夏休みなどに学力向上ボランティア

を配置し、きめ細やかな学習支援体制をつくりま

す。

　⑵小中学校特別教室等エアコン設置事業
　　 　特別教室などにエアコンを設置し、放課後や夏

休みなどの児童生徒の学習環境整備を行います。

　市議会６月定例会が、６月12日㈭から
24日㈫までの13日間の日程で行われま
した。補正予算２億3,100万円など16
案件が審議、承認、可決されました。ここ
では、主な議案と内陸フロンティア推進区
域の指定などの行政報告を紹介します。
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２．「ほんもの」とふれあう場づくり
　⑴小中学校「ほんもの」とふれあう学習事業
　　 　児童生徒が優れた文化・芸術を鑑賞したり、トッ

プアスリートや芸術家などの講演を聴いたりなど、

「ほんもの」とふれあう機会を設けます。

　⑵幼児を対象とした外国文化ふれあい事業
　　 　保育園・幼稚園に外国語指導助手（ＡＬＴ）を

派遣し、あいさつや簡単な会話、歌、ゲームを楽

しみながら、幼少期から外国語や異文化に慣れ親

しむ機会をつくります。

３．教育振興基本計画
　⑴教育振興基本計画策定に伴うアンケート調査事業
　　 　教育振興基本計画策定の基礎資料として活用す

るため、児童生徒、保護者などを対象に、アンケー

ト調査を行います。

４．少子化対策
　⑴少子化対策強化基本計画策定事業
　　 　結婚から子育てまでの切れ目ない支援を行うた

め、市の施策を体系化したアクションプランを策

定し、具体的な施策や子育てなどの正しい知識な

どを掲載した冊子を作成します。

◎そのほかの事業
１．市マスコットキャラクター「すそのん」
　　ＰＲ事業
　 　「すそのん」を活用したシティ

プロモーション事業を推進して

いきます。

２．臨時福祉給付金事業・
　　子育て世帯臨時特例給付金事業
　 　消費税率の引き上げによる低所得者と子育て世帯

への負担を緩和するため、臨時福祉給付金と子育て

世帯臨時特例給付金を支給します。

３．被災農業者経営体育成支援事業
　 　２月の大雪で被害を受けた農業者に対し、ビニー

ルハウスなどの施設の再建・修繕・撤去にかかる経

費を助成し、営農再開を支援します。

議　　案
市固定資産評価審査委員会委員の選任
　７月 18 日で任期満了となる勝又正明さんの後任と

して、小林靖幸さんを新たに選任することについて同

意されました。

市税条例の一部改正
　地方税法などの一部改正に伴い、年金所得者に対す

る特別徴収の額を平準化するために、条例の一部を改

正しました。

国民健康保険税条例の一部改正
　地方税法などの一部改正に伴い、低所得者に対する

保険料軽減の対象世帯を拡大するため、条例の一部を

改正しました。

市運動公園総合体育施設条例などの一部改正
　指定管理者が行うことができる業務の範囲を拡大し、

施設の管理運営のほか、各種スポーツ大会を開催でき

るようにするため、条例の一部を改正しました。

市火災予防条例の一部改正
　消防法施行令の一部改正に伴い、縁日など多数の人

が集まる催しを開く際、営業を目的とした露店の開設

の届出や消火器の設置の基準を規定するため、条例の

一部を改正しました。

公の施設の区域外設置と利用に関する長泉町との
協議
　市公共下水道の効率的な運営を行うために、長泉町

内に市下水道施設を設置し、同町民が利用することを、

同町と協議することになりました。
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市観光協会
992-5005

★花火大会　19時30分～　　★万灯会（置き灯ろう）　19時～19時30分　　★五竜太鼓　17時～19時
★阿波踊り　19時～19時40分　　★納涼踊り　19時40分～20時30分　　★須山シャギリ　16時～　

会場周辺案内図・交通規制 市内各地に臨時駐車場・シャトルバスを運行
　臨時駐車場と夏まつり会場を結ぶ無料シャトルバスを運行しま
す。駐車場はありませんが、富士見橋（岩波駅から西へ約100ｍ）
と会場を結ぶシャトルバスも運行します。
　各地発▶14時30分～　※最終発19時30分
　夏まつり会場　最終発▶22時
 〈臨時駐車場〉
　①トヨタＡ駐車場
　②トヨタ自動車東日本駐車場
　③トヨタＢ駐車場
　④�市民文化センター・商工会・福祉保健会館
　　※バス乗降場所は、市民文化センターのみ
　⑤市役所
　⑥南駿農協富岡支店　※バス乗降場所は、富岡第一小学校前
　⑦須山地区研修センター
　⑧南小学校
　⑨偕楽園・向田小学校Ｇ　※バス乗降場所は、向田小学校前

・気象条件などにより、プログラムが変更になる場合があります。
・雨天の場合は、８月３日㈰に順延します。
・８月１日㈮～３日㈰は、運動公園施設を利用できません。

すその夏まつり
富士山すその大花火大会

最
先
端
の
花
火
シ
ョ
ー

レ
ー
ザ
ー
光
線
と
音
楽
を
駆
使

8/2㈯
運動公園

迫力満点

8,000発

会場周辺道路は、花火大
会終了後大変混雑します。
ご理解をお願いします。
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起業・販路（事業）拡大を支援
　セミナー・相談会を開催

がんばる中小企業
応援チャレンジセミナー

　起業と販路（事業）拡大をテーマとして講演会を開

催します。講師は、小出宗昭さんです。

と　き／９月３日㈬　19 時～ 20 時 30 分

ところ／生涯学習センター３階学習ホール

定　員／ 200 人（先着順）

申�込方法／氏名、会社名、住所、電話番号、メールア

ドレス、参加人数を、商工観光課へ電話、FAX ま

たはメールでお知らせください。

起業、販路拡大相談事業
１日５組・計15組

　起業や販路拡大に関する相談会を開催します。

と　き／ 10 月 11 日㈯・11 月８日㈯・12 月 13 日㈯

　時間はいずれも 10 時～ 16 時

ところ／市役所地下会議室

対�　象／●個人▶市に住民登録のある方または市内で

事業を行っているか起業を予定している方

　●法人▶市内に本店または支店がある法人

定　員／ 15 組（１日５組）

相�談員／小出宗昭さんまたは杉本剛敏さん（f-Biz 副

センター長）

そのほか／相談は、１個人１法人につき１回です。

申�込方法／氏名、会社名、住所、電話番号、メールア

ドレスを、商工観光課へ電話、ＦＡＸまたはメール

でお知らせください。

中小企業の活動を支援
補助金交付や利子補給

　中小企業者向けの各種支援制度があります。

●中小企業販路拡大事業補助金
　展示会や見本市などに自社製品や自社技術を出展す

る場合に、必要な経費の一部を補助します。

●特別政策資金利子補給金の交付
　県特別政策資金融資制度と総合特区支援利子補給に

係る貸付を利用する市内の中小企業者に、上乗せして

利子補給します。

●中小企業経営革新事業補助金
　新商品や新技術の開発、新役務や新たな販売方式の

導入など、県から経営革新計画の承認を受け事業を実

施する場合に補助します。

●小口資金利子補給
　市内の小規模事業者が、小口の事業資金の融資を市

の取扱金融機関から受けた場合、利子の一部を市が負

担します。

小出宗昭さんの略歴
　昭和 34 年生まれ。静岡銀行でＭ＆Ａなどを担

当して、創業支援施設ＳＯＨＯしずおかへ出向し、

インキュベーションマネージャーに就任。平成

20 年㈱イドムを設立。富士市産業支援センター

(f-Biz) の運営を受託し、センター長に就任。起

業支援家として 1,000 件以上の新規ビジネスの立

ち上げを手がけている。経済産業省中小企業政策

審議会委員など多数の公職を歴任している。

　個人や中小企業の方々が、市内で新たに事業を始めたり
販路を拡大したりするのを支援するため、セミナーと相談
会を開催します。講師は、起業支援家として1,000件以
上の新規ビジネスの立ち上げを手がけ、注目されている富
士市産業支援センター（f-Biz）のセンター長である小出宗
昭さんです。セミナーは1回、相談会は3回です。

産業部　商工観光課　 995-1857
995-1864
shoukou@city.susono.shizuoka.jp
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住宅に係る固定資産税の減額措置
新築、改修（耐震・バリアフリー・省エネ）などが対象

総務部　課税課資産税係
995-1809☎

新築住宅の減額措置

　住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後３年間、

３階建以上の中高層耐火住宅は新築後５年間、居住部

分のうち住宅１戸につき床面積 120㎡分までの固定資

産税額が２分の１に減額されます。

対　象／以下のすべての要件を満たす住宅

❶ 床面積が 50㎡～ 280㎡の専用住宅

❷ 居住部分の床面積の割合が２分の１以上で、その床

面積が 50㎡～ 280㎡の併用住宅

❸ 住宅１戸あたりの床面積が 40㎡～ 280㎡の一戸建

て以外の賃貸住宅・共同住宅など

住宅の耐震改修に伴う減額措置

　別荘以外の既存住宅を、耐震のために改修工事を

行った場合、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日に存在していた住宅

❷ 現行の耐震基準に適合した改修が行われたもの

❸ 工事費が 50 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

※ 併用住宅は、居住部分の床面積の割合が２分の１以

上のものが対象です。

申�　告／改修後３カ月以内に現行の耐震基準に適合し

た改修であることの証明書を提出してください。

長期優良住宅に係る減額措置

　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 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

満たすものとして、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 28 年３月 31 日までに新築された住宅

申�　告／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。

　住宅を新築したり、耐震やバリアフリー、省エネなどの
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。減額方法や申告方法は制度によって異な
ります。着工前に課税課にご相談ください。

減額の対象となるのは、120㎡分の税額なので
150,000円（税額）×120㎡／150㎡＝120,000円

120,000円が減額対象
▼

120㎡分の税額が、３年間１/２に減額されるので
120,000円×１/２＝60,000円

60,000円を減額
▼

この住宅の１年目の固定資産税額は、
150,000円（本来税額）
� －60,000円（減額分）＝90,000円

90,000円です。

延床面積150㎡で１年目の本来の
固定資産税額が15万円の２階建
て専用住宅Ａ（住宅戸数１戸）を、
新築した場合

例
� えば…
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サービス付き高齢者向け
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、固定資産税が３分の１に減

額されます。

対　象／以下のすべての用件を満たす住宅

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に登録されたもの

❺ 国や地方公共団体から建設補助を受けているもの

申�　告／新築した翌年の１月 31 日までに登録を受け

た証明書類と補助を受けた証明書類を提出してくだ

さい。

住宅の省エネ改修に伴う減額措置

　別荘と賃家以外で平成 20 年１月１日に存在する住

宅に対し、次の要件を備えた省エネ改修工事を行った

場合、工事が完了した年の翌年度分のその家屋に係る

固定資産税が減額されます。居住部分の床面積 120㎡

分の税額が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 日までの間に

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

❸ 次の⑴～⑷の工事のうち⑴を含む工事を行ったもの

　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

申�　告／改修後３カ月以内に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）

を提出してください。

※ 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。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

　別荘と貸家以外で平成 19 年１月１日以前から存在

していた住宅をバリアフリー改修した場合、工事が完

了した年の翌年度分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
　以下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 28 年３月 31 日までに次の⑴～⑻いずれかの

工事を行ったもの

　⑴廊下の拡幅

　⑵階段の勾配の緩和

　⑶浴室の改良

　⑷便所の改良

　⑸手すりの取付け

　⑹床の段差の解消

　⑺引き戸への取替え

　⑻床表面の滑り止め化

・ 工事費から補助金などを控除し、自己負担額が 50

万円以上のもの

申　告／改修後３カ月以内に申告してください。

※この減額措置の適用は１回限りです。

　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地、家屋、

償却資産の所有者に課税されます。例えば、今年

の７月１日に家を新築した場合、その家は平成

26 年１月１日時点ではなかったので、平成 26 年

度は課税されません。平成 27 年１月１日時点で

は、取り壊されない限り存在しているので、平成

27 年度から課税されます。新築住宅の減額措置

の適用を受けるのも、平成 27 年度からになります。

新築した家屋はいつから
固定資産税が課税されるの？

p.7
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Photograph ６月

すみまでよく磨こうね！
　健康と歯のフェスティバルよい歯をつくる親子の
つどいが、文化センターで行われました。歯磨き指
導のコーナーでは、子どもたちが、自分の歯磨きが
できているかチェックした後、正しい磨き方を学び
ました。 （６月 14 日）

田んぼ気持ちいいー！
　向田小の５年生が、同校西側の田んぼで田植え
を行いました。最初は、ぬかるんだ田んぼに苦戦
していましたが、だんだん慣れてきました。秋に
収穫したら、餅つきとしめ縄づくりを行う予定で
す。 （６月 10 日）

お父さんと竹馬づくり
　深良幼稚園で父親参観日に、親子で竹馬づくりを
行いました。使った竹は、地元の竹林から切り出し
たものです。初めての竹馬に苦戦する子どもたち。
秋の運動会までに乗れるように練習します。
 （６月 14 日）

最後の熱闘！
子ども会ソフトボール・ポートボール大会
　西子連球技大会が西小学校で行われ、ソフトボー
ルに４チーム、ポートボールに７チームが参加しま
した。長年続いたこの大会も今回が最後となりまし
た。この大会に思い出のある方も多いのでは…
 （６月 14 日）

p. 8p.8
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Photograph June

「大畑の田を照らす光たち」� 撮影／重田　征
ユキ

紀
ノリ
（大畑）

最終処分場（第二期）建設工事始まる
　一般廃棄物最終処分場（第二期）建設工事の安全
祈願祭が、市や地元の関係者、工事関係者が集まり
行われました。新たな処分場は、現在の処分場の敷
地内につくられ、平成 28 年度から供用開始の予定
です。 （６月 16 日）

日本チームに熱い声援！
　日本時間の６月 13 日に開幕し、約１カ月間盛り
上がった FIFA ワールドカップブラジル大会。市内
でも日本代表チームの試合のときにはパブリック
ビューイングが行われ、選手のプレーに一喜一憂し
ました。 （６月 15 日）

市道にマリーゴールドとブルーサルビア
　東小の児童が、同校東側の都市計画道路平松深良
線の植樹帯に、花の苗を植えつけました。花で彩ら
れた道は、同校児童会で、“ハッピー フラワー ロー
ド”と名づけました。 （６月 17 日）

訓練の成果を披露
　消防操法大会がトヨタ自動車東日本㈱Ｇ駐車場で
行われ、ポンプ車操法の部に５隊、小型ポンプ操法
の部に７隊が出場しました。約１カ月半の間、夜間
や早朝に訓練を行ってきた消防団員の皆さんは、雨
にも負けず、機敏で確実な操法を披露しました。
 （６月 22 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。

深良地区 ８月１日㈮ 生涯学習
センター東 地 区 ８月６日㈬

須山地区 ８月12日㈫ 須山コミセン
西 地 区 ８月13日㈬ 生涯学習

センター富岡地区 ８月14日㈭

時間はいずれも 19 時～

生涯学習課　992-3800

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 28 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。

８月 14 日㈭

国保年金課　995-1813

裾野市の水
デザインをリニューアル

　富士山の世界遺産登録１周年と市

マスコットキャラクター「すそのん」

の誕生を記念し、ラベルとボトルデ

ザインをリニューアルした裾野市の

水を 100 箱限定で販売します。

上水道課

販売価格／１箱（24 本入）2,400 円

※販売は１箱単位

上水道課　995-1890

全日本少年サッカー大会
決勝大会

　47 都道府県から勝ち上がった

U-12 の代表チームと昨年度の優勝

チームを合わせた 48 チームで日本

一を決定します。メイン開場は時之

栖裾野グラウンドです。

❶８月４日㈪～７日㈭

　❷８月８日㈮、９日㈯

❶時之栖裾野グラウンド

　❷愛鷹広域運動公園

生涯学習課　992-3800

市まもメールに登録を

　まもメールは市内の犯罪情報や不

審者情報、自然災害緊急情報などを

配信する緊急情報メールです。夜間

に届くこともあります。８月１日㈮

以降に登録する方は次のＱＲコード

を読み取るか、ブラウザのアドレス

欄 に http://io.dataeast.jp/ems/?id= 

c-susono と入力し画面表

示に従って登録してくだ

さい。

※ ＱＲコードは、デンソーウェーブ

の登録商標です。

防災交通課　995-1817

不動産鑑定県民講演会

　不動産鑑定制度の説明や最近の経

済動向に関する情報を講演します。

８月８日㈮　13 時 30 分～

県男女共同参画センターあざれあ

 演題／最近の静岡県の経済動向

　 講師／東海財務局静岡財務事務所

長　村木和幸さん

100 人

電話かＦＡＸでお申し込みくださ

い。

不動産鑑定士協会
　054-253-6715

054-253-6716

市議会議員選挙の
立候補予定者説明会

８月８日㈮　13 時 30 分～

市役所４階 401 会議室

市議会議員選挙の立候補予定者

 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９月 19 日㈮９時から、

市役所４階 402 会議室で行います。

※ 参加できるのは立候補予定者１人

につき３人以内

選挙管理委員会（総務管財課）
　995-1807

市火災予防条例を改正

改正点
● 祭りや催し物などで火気を扱う露

店を出店する場合には、「露店等

の開設の届出」が必要になります。

※ 小規模な催しの場合、届出が必要

ない場合があります。

● 「露店等の開設の届出」が必要と

なるような催しで、ガスや液体燃

料、電気などを熱源とする器具を

使用する場合には消火器を設置す

ることが義務づけられました。

消防本部　予防課　992-3211

着衣泳講習会

 ８月３日㈰　10 時～ 11 時 30 分

　（受付９時～）

市立水泳場

 小学生以上

※ 小学３年生以下の児童は保護者の

方も一緒に参加してください。

30 人（先着順）

 洗濯済みの衣服、室内用運動靴、

買い物袋、水着、スイミングキャッ

プ

 市立水泳場にお申し込みください。

市立水泳場　992-0707
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

水道料金を改正
８月分から税率８％を適用

　水道料金は８月納付分から消費税

率８％が適用されます。今月の検針

時に使用水量・料金などのお知らせ

を使用者へ配布します。

上水道課　995-1890

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

場合は抽選になります。

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

高校生以上

10 人

８月８日㈮

沼津工業高等専門学校
　926-5762

“すそのん”イラスト入り
名刺台紙を販売

　市マスコットキャラクター「すそ

のん」を印刷した名刺台紙を販売し

ています。種類は４種類で、そのう

ち３種類は新たに市内から撮影した

富士山の写真を使用しています。名

刺台紙やメッセージカードとしてご

利用ください。

販売場所／市役所２階商工観光課

金額／ 100 枚▶ 200 円（税込）

商工観光課　995-1825

夏の環境美化活動

　地域の河川や側溝、道路の清掃を

行います。

８月 17 日㈰

各区で決められた所

 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

17 日㈰以外の日に実施する区は、

地域振興課か各支所へご相談くだ

さい。

地域振興課　995-1874

すそのスタイルvol.2
テーマは「富士山だ」

　富士山の世界遺産登録 1 周年を記

念し、当市から見た富士山の魅力、

当市ならではの富士山の楽しみ方を

紹介しています。

市内の配布場所
　市役所、支所、観光協会、主要観

光施設、宿泊施設、裾野駅など

郵便請求
　電話で在庫を確認後、住所、氏名、

連絡先を記載し、返信用の切手を同

封して、広報室へ請求してください。

希望部数が１冊の場合は 120 円切

手、２～３冊の場合は 140 円切手

を同封してください。

※１号あたり１人３冊まで

市長戦略課広報室　995-1802
〒 410-1192　佐野 1059 番地

自衛官採用セミナー

 ７月22日㈫、８月８日㈮・13日㈬

　10 時～ 16 時

市役所 403 会議室

 自衛隊の採用に関する説明（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

募 集
Recruitment
なんすんレディ

　地元農畜産物や農業、ＪＡのＰＲ

活動を行う女性を募集します。

 以下の項目すべてにあてはまる方

◦ 農業、農協事業に関心がある方

◦ 県東部に住んでいるか通勤・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

える方

２人

任�期／２年間（平成 27 年１月１日

～平成 28 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７日㈮

謝礼／１年度につき 10 万円

ＪＡなんすん総合企画部企画課
　931-4977
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募 集
Recruitment
資格取得を目指す

チャレンジ応援事業参加者

　子育て経験を生かして保育士資格

などを取得したい方に９月から 12

月の間、実習や講義を行います。

 市内に住んでいて子どもがいる方

1,500 円程度

 子ども教育課にある受講申込書に

必要事項を記入し、お申し込みく

ださい。受講申込書は市ホーム

ページからダウンロードすること

もできます。

８月５日㈫

子ども教育課　995-1822

山の村宿泊体験参加者

９月６日㈯、７日㈰

富士山麓山の村

18 家族（先着順）

１人 1,700 円（３歳未満は無料）

 七宝焼きキーホルダー作り、自然

観察、天体観察

 郵便番号、住所、参加者の氏名、

年齢、電話番号を記入しＦＡＸで

お申し込みください。

８月 14 日㈭

富士山麓山の村
　0545-36-2236

0545-36-2239

平成27年版 市政カレンダーの掲載写真
テーマは世界遺産富士山

　市内から撮影した富士山が写っ

ている写真をご応募ください。

応�募方法／市役所３階広報室か各

支所にある応募用紙に必要事項

を記入し、作品の裏側に貼り付

けてご応募ください。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／ 10 月 10 日㈮

応�募規定／●応募サイズは２Ｌ版

です。●応募作品は応募者本人

が平成 24 年以降に撮影したも

ので、一人３点以内とします。

●応募作品は返却しません。

応�募上の注意／●応募作品中の人

物などの肖像権については、応

募時に応募者が了解を得ている

ものと判断します。●採用作品

と市が自由に使用することに同

意した写真のネガ・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。●デジタルカ

メラで撮影する場合は、最大サ

イズ・最高画質モードで、デジ

タルズームは使わずに撮影して

ください。また、画像ソフトで、

トーンカーブ、カラーバランス

以外の修正は行わないでくださ

い。●応募作品の著作権は、撮

影者に帰属します。市は、採用

作品や市が自由に使用すること

に同意した作品をポスター、

ホームページ、刊行物などの広

報活動に使用する権利を有しま

す。使用する際は、撮影者の氏

名表示を行います。●採用作品

を第三者に貸与する場合には、

撮影者に事前に利用目的、使用

条件を説明した上で、承諾が得

られたもののみ貸与します。

そ�のほか／●カレンダーには有料

広告を掲載します。●カレン

ダーは希望者に販売します。

※ 市内の方には１世帯につき１部

ずつ無料で配布します。

�市長戦略課広報室
　995-1802　995-1802
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納付期限：９月１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
後期高齢者医療保険料� 第１期分

８月　税金・料金

８月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯
一和設備工業
☎ 997-4663

３日㈰
㈲杉山設備工業
☎ 993-3030

９日㈯
㈲北住設機器
☎ 993-1250

10 日㈰
工　管設
☎ 993-1603

16 日㈯
㈲杉山産業
☎ 992-1131

17 日㈰
㈱西島工業
☎ 993-1070

23 日㈯
鈴鹿建設㈱東富士支店

☎ 997-2704

24 日㈰
㈲井上設備工業
☎ 997-4578

30 日㈯
山崎設備
☎ 997-6766

31 日㈰
㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701

８月　カレンダー

２日㈯
すその夏まつり
市民水泳大会

15日㈮ 戦没者追悼式

17日㈰ 環境美化活動（夏の河
川道路一斉清掃）

28日㈭ 市内小・中学校授業再開

30日㈯ 富士山すその阿波おど
り大会

人　口　53,449人� （−80人）
　男　　27,260人� （−43人）
　女　　26,189人� （−37人）
世　帯　21,312世帯�（−29世帯）
内、外国人� 701人�365世帯

７月１日現在
データバンク

市職員を募集
受付は８月１日㈮～

　平成 27 年度採用の市職員の秋期

試験を行います。

職�種／一般事務Ａ（高校卒）、一般

事務Ｂ（身体障がい者対象）、土

木技師、建築技師、消防

申込受付期間／８月１日㈮～29日㈮

 職種ごとに受験区分と資格があり

ます。詳しくは広報すその６月１

日号をご覧ください。

人事課　995-1806

男性介護者交流会

　日ごろの介護の悩みなどを男性同

士で語り合う場を提供します。ス

タッフも全て男性です。　

 ７月 26 日㈯　13 時 30 分～ 15 時

30 分

福祉保健会館３階会議室１・２

男性介護者、男性介護職員など

�地域包括支援センター　
　995-1288
　北部地域支援センター
　930-5800

戦没者遺児の
慰霊友好親善事業

　先の大戦で亡くなった方々の戦没

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はかりま

す。

 先の大戦で父などを亡くした戦没

者の遺児

 中国、フィリピン、ミャンマー、

マリアナ諸島　など

 県遺族会へ電話でお申し込みくだ

さい。

日本遺族会
　03-3261-5521
　県遺族会
　054-261-7796

発達障害講演会

 ８月 10 日㈰　14 時～ 16 時 30 分

（受付 13 時 30 分～）

沼津労政会館

1,000 円

100 人（先着順）

 電話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
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８月前期の救急協力医

１ 金 花メディカルクリニック 987-9145 下土狩 萩野クリニック 966-7111 根古屋 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

２ 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

３ 日

旭医院 966-0031 原 勝呂医院 962-3083 千本中町

つかだ医院 983-1577 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

４ 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

５ 火 新井内科クリニック 992-0811 久根 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

６ 水 やぐち内科・循環器科クリニック 973-3811 伏見 頴川医院 921-5148 高島本町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

７ 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

８ 金 林医院 931-1120 住吉町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

９ 土 さはこ内科クリニック 999-3850 中土狩 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

10 日

森医院 966-2017 石川 守重医院 931-2511 �我入道
江川

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

杉山医院 992-0028 平松 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

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

11 月 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

12 火 境医院 975-8021 竹原 青木整形外科医院 922-0521 高島町 田中医院 921-2053 高島町

13 水 杉山医院 972-3223 伏見 白石医院 951-4593 市道町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

14 木 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

15 金 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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
耳鼻科サイラ�
クリニック
935-1133

市場町 吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

前川産婦人科�
クリニック
999-0300

下長窪 杉沢歯科医院
975-4618 柿田

10 日
わたなべ�
耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787

松岡
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 瀬川歯科医院

988-8904 桜堤

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター

☎ 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

☎ p.15
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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 :

８月の行事予定
おはなしの会
 　２日㈯　14 時～   　　おはなしのへや　　
 　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　　　　　　
一日図書館員
 　６日㈬　 9 時 30 分～、14 時～　　　　　　

夏休み特別会 図書館映画会
と　き／８月９日㈯　14 時～ 15 時 42 分
　　　　開場▶ 13 時 45 分
ところ／鈴木図書館２階視聴覚室
上映映画／アナと雪の女王（ＣＧアニメ）
定　員／  60 人（整理券のある方）
申　込／ ８月２日㈯９時から、鈴木図書館で整理

券を配布します。※家族分のみ
そのほか／ 車で来館する場合は、市役所駐車場を

ご利用ください。

４日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪８月の休館日

今月の一冊
たいくつなトラ
　おもちゃ屋のショーウィ
ンドーに飾られたぬいぐる
みのトラのところへ「立派
なトラになりたい」という
子猫が弟子入りしました。
あこがれのトラになるため
に、子猫は不器用ながらも
懸命に修行に励みますが…。

絵：たるいしまこ　文：しまむらゆうこ
出版社：福音館書店

新刊紹介 New�Release
『ゆうれい回転ずし消えた少年のなぞ』
作：佐川芳枝　絵：やぎたみこ　講談社
『しゅくだいさかあがり』
作・絵：福田岩緒　PHP 研究所
『ソフィーのやさいばたけ』
作：ゲルダ・ミューラー
訳：ふしみみさを　BL 出版
『いえのなかのかみさま』
絵：早川純子　文：もとしたいづみ
光村教育図書
『今ごはん、昔ごはん』
著：松井今朝子　ポプラ社
『セブン　７』
著：乾くるみ　角川春樹事務所

『戌亥の追
おい

風
て

』
著：山本一力　集英社
『ローマで消えた女たち』
著：ドナート・カッリージ
訳：清水由貴子　早川書房

黑栁　藍
あい
梨
り

ちゃん
（２歳８カ月・伊豆島田）

秋山　蒼
そう
太
た

くん
（２歳 11カ月・佐野上宿）

西方　湊
そう
真
ま

くん
（２歳９カ月・中丸中）

成田　翔
しょう

くん
（３歳・堰原）

平山　莉
り
緒
お

ちゃん
（２歳 10カ月・堰原）
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8月1日・15日号 02    ９月１日は「防災の日」
03    プロジェクト TOUKAI －０
04    農業委員 23 人が決定
05    農地を転用するときは、手続きを！！
06    認知症サポーター養成講座、地区サロン
08    富士山すその阿波おどり
09    平成27年度 市立幼稚園の入園児を募集

７月５日　南児童館まつり

次回の発行日は、９月１日㈪ です。

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。



市民部　防災交通課
995-1817☎

９月１日は防災の日
家族で災害時の連絡体制の確認を

自 助 自分の命は自分で守る

●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、

使用期限の過ぎたものは新しいものに交換しましょう。

●昭和56年以前の建物は耐震診断を！
　昭和 56 年以前に建てられた建物は、耐震診断を受

け、必要に応じて補強しましょう。それ以降に建てた

建物でも危険がないとはいえませんので、不安があれ

ば耐震診断を受けてください。

●家具の大きさにあった転倒防止器具の取付け
　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てください。

●家族防災会議…有事のときの連絡は
　家族で災害への備えをし、災害が起きたときの対応

などを決めておくことが大切です。例えば、避難場所

までの経路を実際に歩き、道沿いの危険箇所を確認し

ておくのも備えの一つです。

　災害が起きたとき、家族が離ればなれになると通信

機器で連絡を取ることが困難になります。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。

共 助 地域で助け合う

　大きな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。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。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。向こう三軒両隣で声

を掛け合い、積極的に参加しましょう。

　昨年、県で第４次地震被害想定が発表されました。被害を想定
よりも少なくするためには、自分の命を自分で守る「自助」と、
地域で助け合う「共助」が重要です。家具の転倒を防止したり防
災訓練に参加したりし、災害に備えましょう。

　災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火などの災害

の発生により、被災地への通信が増加し、つなが

りにくい状況になった場合に提供が開始される声

の伝言板です。「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ます。

災害用伝言ダイヤル１７１

　災害が起きた時、必要な情報を市民に迅速に伝

え、市の行政機能の低下を軽減させるため、ヤフー

㈱と「災害に係る情報発信等に関する協定」を締

結しました。

協定の主な内容
❶�緊急時にヤフーが作成した市ホームページの

キャッシュサイトを「Yahoo! JAPAN」に掲載

し、アクセスが集中してつながりにくい状況に

なることを防止します。

❷�被害状況や避難所情報、安否情報などを「Yahoo! 

JAPAN」や「Yahoo! 防災速報アプリ」で配信し、

広く周知します。

❸�平常時から市指定の避難所などの防災情報を

「Yahoo! JAPAN」に掲載し、防災意識を高め、

災害に備えます。

◆ まずは「Yahoo ！防災速報アプリ」を導入して

みてください。台風など、身近な災害でも警報

などの情報が通知されます。

ヤフー㈱と災害協定を締結しました
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プロジェクト�T
トウカイ（東海・倒壊）

OUKAI－０
耐震補強計画・工事に補助金

耐震補強の必要がある
と診断された場合

補助対象となる住宅

　次のすべての要件を満たす住宅が対象です。

・ 昭和 56 年５月以前に建築された木造住宅

・ 専門家による耐震診断の結果、耐震評点が 1.0 未満

で耐震補強の必要がある住宅

補助対象となる工事

　次のすべての要件を満たす工事が対象です。

・ 筋かいや合板による壁の補強などで耐震性が高くな

ること

・ 耐震補強計画で補強後の耐震評点が 1.0 以上となる

こと

・ 補強工事で耐震評点が 0.3 以上あがること

補助金の額 〜補強工事の上限は50万円〜

●補強計画の作成
　補強箇所・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（高齢者のみの世帯の上限は、１棟あたり

144,000 円）

●補強工事
　補強計画に基づき、補強工事を実施します。

補助額／１棟あたり 50 万円が上限（高齢者のみが住

んでいる住宅などの上限は 70 万円）

※ 補助金制度は事前申込みが必要です。交付決定前に、

補強計画の作成や工事の契約をすると補助を受ける

ことができませんのでご注意ください。

　予想される東海地震に備え、建築物の倒壊を
防ぐため、市で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。一定の要件を満たした木造住宅の
補強計画を作成したり、耐震工事を行ったりす
る場合には、補助が受けられます。

建設部　まちづくり課
995-1856☎

木造住宅の耐震補強まで

　まちづくり課に電話でお申し込みください。

市が派遣する県耐震補強相談士が耐震診断を

行います。

　市に補助金の交付申請をし、補助金交付決

定後、補強計画を作成してください。

　市に補助金の交付申請をし、補助金交付決

定後、耐震補強工事を実施してください。

専門家の無料耐震診断

補強計画の作成

補強工事

耐震補強の例〈筋かいの設置〉

補強前

仕上げ準備

筋かい設置

工事完了

p.3
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　農業委員は法令に基づき、農地の売買・貸借・転用
などの審査を行い、農家の代表として、市の農業振興
に協力します。7月 7日㈪に当選証書付与式と選任
書交付式が行われ、23人の農業委員が決定しました。

７月20日〜

� 平成29年７月19日

任

　期

〔委員の内訳〕
●選挙による公選委員 �  16人
●農協・農業共済・土地改良区の推薦による
　選任委員 �  ３人
●議会の推薦による選任委員 �  ４人

勝又　和
わ

一
いち

（農協）
小林　哲雄
（農業共済）

土屋　文敏
（土地改良区）

柏木　儀德
（議会）

志村　昭義
（議会）

星野　俊雄
（議会）

岡田　葊正
（議会）

眞田　正昭
（選挙）

志村　重利
（選挙）

市川　茂子
（選挙）

勝又　勝善
（選挙）

杉山　克己
（選挙）

澤　茂明
（選挙）

長田　和己
（選挙）

大庭　章
あき

生
お

（選挙）
米山　寛
（選挙）

大庭　利次
（選挙）

島　徹夫
（選挙）

半田　久
ひさ

景
あき

（選挙）
原　清美
（選挙）

渡邉　秀行
（選挙）

中 　正憲
（選挙）

渡邉　一三
（選挙）

農業委員23人が決定
任期は７月20日から３年間

農業委員会（農林振興課）
995-1824☎

※公選委員は届出順・選任委員は順不同、敬称略
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農地を転用するときは、手続きを!!
無断転用は農地法違反です

農地転用は農地を農地以外に利用すること

　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

　地目が田・畑などの土地が農地です。また、地目が

田・畑以外であっても、現在耕作されていれば、農地

として扱われます。農地転用の手続きは、その農地の

区域によって異なります。

市街化区域内の農地の転用は届出を

　市街化区域内の農地を転用するときには、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の転用には許可が必要

　市街化調整区域など市街化区域外の農地を転用する

ときには、転用の許可が必要です。許可申請をすると、

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。

　また、農用地区域内の農地（青地農地）は原則とし

て転用することができません。転用する場合には、い

くつかの条件を満たした上で、事前に農用地区域から

除外する手続きを行い、承認を受ける必要があります。

一時的な転用の場合

　農地を一時的に資材置場や仮設現場事務所などに利

用する場合も、農地転用の届出や許可が必要です。

無断転用は農地法違反

　農地を無断で転用すると、農地法違反となり、転用

の効力が生じません。また、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（法人に対しては、１億円以下の罰金）が

科せられる場合があります。

所有権の移転を行う場合は許可が必要

　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。違反転用された農

地を所有していたり、遊休農地のままにしておいたり

すると、新たに農地を取得できない場合があります。

相続などで農地を取得した場合は届出を

　相続や時効などにより、権利を取得した方は農業委

員会に届出が必要です。

耕作管理できない場合は相談を

　相続などで農地を取得しても、農業の経験がないた

め耕作できない場合や、農業後継者が不在なため農地

を荒らしてしまう恐れがあるなどの場合には、遊休農

地にしてしまう前に農業委員会にご相談ください。農

地の有効活用を図るため、農地中間管理機構（県農業

振興公社）や農地利用集積円滑化団体（ＪＡ）などの

関係機関と連携しながら、農地の貸し手と借り手を結

び付けるお手伝いをします。

　農地を転用するときには届出や許可が必要で
す。無断で転用した場合には、農地法により処
罰されることがあります。農地転用などの許可
申請や届出、貸借、相続など、農地に関するこ
とは、農業委員会にご相談ください。

農業委員会（農林振興課）
995-1824☎

遊休農地の有効活用（パノラマ遊花の里）
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いきいき健康生活を応援
認知症サポーター養成講座、地区サロン

介護の原因疾患　トップは認知症

　平成 25 年度に市内で介護保険の要介護度の認定を

申請した 65 歳以上の方が、申請しなければならなく

なった原因を疾患別でみると、骨関節疾患が 207 人、

脳血管疾患が 302 人、最も多かったのは認知症で 363

人でした。認知症は、大脳の異変により病的なもの忘

れなどが進行して、日常生活が営めなくなる病気です。

高齢者の方がいつまでも元気で健康的な生活を送るた

めに、認知症の予防はとても重要です。

なります。

❸30分程度の昼寝をする
　１時間以上寝ると逆効果です。運動と上手に組み合

わせましょう。

❹生活リズムを整える
　食事や睡眠の時間など規則正しい生活を送りましょ

う。

❺脳を鍛える活動に取り組む
　趣味を楽しむ、イベントやボランティア活動に参加

するなどして楽しみましょう。

認知症サポーター養成講座を開催

　認知症についての研修（キャラバンメイト養成講座）

を受け、登録された方々がキャラバンメイトです。キャ

ラバンメイトは、認知症の正しい知識を広めるため、

地域や学校などに出向いて、認知症サポーター養成講

座を開催しています。

対　象／小学生以上の５人以上の団体

内�　容／認知症の基礎知識やサポーターとしてできる

ことなどを学びます。講話のほか、寸劇や紙芝居を

使うこともあります。

申�込み／介護保険課　電話 995-1821

　85歳以上の約半数は認知症と推定されています。超高齢

化社会の日本では、誰もが認知症にかかる可能性のある時代

です。市では、認知症について知ってもらうためキャラバン

メイトによる認知症サポーター養成講座を開催しています。

また、高齢者の方々が生き生きと暮らすことができるように、

交流の場として地区サロンがあります。適度な運動や脳の活

性化が、いきいきとした健康生活につながります。

健康福祉部　介護保険課
995-1821☎

認知症予防には、
運動や脳を活性化する活動など

　現在、運動は、認知症の予防に効果があることがわ

かっています。食事や睡眠など生活習慣に気をつけた

り、脳を活性化する運動をしたりすることも、予防に

効果があると考えられています。認知機能の改善も期

待できます。次の５つのポイントを実践してください。

❶運動などで積極的に体を動かす
　ウォーキングや水泳、軽いジョギング、サイクリン

グなどの有酸素運動が適しています。少なくとも２日

に一度、20 ～ 60 分程度行いましょう。

❷青背の魚や緑黄色野菜を食べる機会を増やす
　よくかむことは、脳の血流を増やし、脳の刺激にも

市内の介護保険申請者の原因疾患（平成25年度）
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　高齢者の方が、要介護状態になることを予防し、生
き生きと自分らしく、健康的な生活が送れるようにす
るための交流の場が地区サロンです。

区分 サロン名 とき ところ 対象

● 佐野若狭区ふれあい塾 隔月１回
10時～12時 佐野一集会所 区民

★ 西地区たのしみサロン 第１㈫
10時～11時30分

あじさいホール
（西幼稚園北） 市民

● 桃園区おしゃべりサロン 月１回（不定期）
13時30分～15時 個人宅 区民

□ 南地区たのしみサロン 第３㈭
10時～11時30分 南小学校 市民

● 南町区ふれあいサロン 第４㈭
10時～11時30分 南町区公民館 区民

● 緑町区陽だまり会 月１回（不定期）
10時～11時30分 東西公民館 区民

● 富士見台区いきいきサロン 第１㈮
10時～11時30分 富士見台公民館 区民

● 公文名5区ふれあいサロン 第３㈬
9時30分～11時30分 公文名５区公民館 区民

● 青葉台区ふれあいサロン 毎週㈪
10時～16時 青葉台公民館 区民

● 中丸下区ふれあいサロン 第２・４㈪
13時～15時 個人宅 区民

● 中丸区ふれあいサロン 第３㈬
13時30分～15時 中丸上公民館 区民

● 中丸下区ひだまりサロン 第３㈭
10時～11時30分 中丸下区公民館 区民

● 天理町区ふれあいサロン 毎月１回（10日前後）
10時～11時30分 天理教信者会館 区民

● 東地区ふれあいサロン 第１㈬
10時～11時30分

東地区コミュニティ
センター 市民

● 平松地区ふれあいサロン 第３㈯
10時～11時30分 平松公民館 区民

● ふれあい塾本村下 第４㈬
13時～15時 本村下公民館 区民

● 鈴原区ふれあいサロン 第１㈫
10時～12時 鈴原公民館 区民

□ 深良地区サロンコスモス会 第１㈮
13時30分～15時30分 深良支所 市民

● 和市ふれあいクラブ 第2㈪
13時～15時 和市集会所 区民

□ いきいき健康サロン千福が丘 毎月１回（20日前後）
13時30分～15時30分 千福が丘町内会館 市民

● 呼子地区ふれあいサロン 第１㈭
10時～11時30分 呼子公民館 市民

● 千福南区ふれあいサロン 年2回程度
10時～17時 集会場 区民

□ 富岡地区サロン花の会 第１㈪
13時30分～15時30分 富岡支所 市民

□ 須山ごんべっこの会 9/11、10/9、11/13、12/11
13時30分～15時 須山地区研修センター 市民

● 須山地区いってみよう会
（十里木地区）

第１・3㈭
10時30分～11時30分 別荘管理センター 区民

問合せ／●…社会福祉福祉協議会　☎992-5750
　　　　★…地域包括支援センター　☎995-1288
　　　　□…介護保険課　☎995-1821
※掲載されているサロンは、社会福祉協議会などが講師の派遣などの支援を行って
　いるサロンです。未掲載のサロンがあれば介護保険課へご連絡ください。

地区サロン
～地域の高齢者の交流の場～

ボランティア募集しています！
地区サロンなどで活動するボラン
ティアの方を随時募集しています。

p.7
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富士山すその阿波おどり大会
実行委員会（前島）
080-4227-8349

☎
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★踊りたくなったらにわか連へ！
　当日、踊りたい方が集まってできるのが、「に
わか連」です。阿波踊りの経験がない方も大歓
迎！見ていて踊りたくなってしまった方の飛び
入り参加もお待ちしています。

市役所駐車場に臨時バス停
　交通規制中は、区域内にバスが入れないため、
裾野駅と交通規制区域内のバス停を利用できま
せん。このため、交通規制中は、市役所駐車場
内に路線バスの臨時バス停を設置します。

熱 気
躍 動

全23連

　裾野の夏の風物詩、第 31回富士山す
その阿波おどり大会が、すその駅前中央
商店街で開催されます。市内の 10連を
はじめ 23連の踊り手たちが、鉦

かね
や太鼓、

笛の音にあわせて躍動する 1日。熱気
あふれる雰囲気が、今年の裾野の夏を締
めくくります。

と　き／８月30日㈯
　　　　18時〜20時 30分
　　　　※小雨決行、荒天中止

ところ／すその駅前中央商店街

交通規制図 ８月30日㈯　17時〜21時

＝参加連＝� 市内外から全23連
●は地元連

　●すその連 ○東京天水連（高円寺）
　●静岡裾野みどり連 ○志留波阿連（高円寺）
　●さくら連 ○東林間連（相模原市）
　●風流連 ○伍楽連（相模原市）　
　●うぐいす連 ○笑星連（大和市）　　
　●トヨタ連 ○みずき連（大和市）　
　●ほたる連 ○喜樂連（開成町）　　
　●舞路奴連 ○八幡舞い歌隊（山梨）
　●ひびき連 ○しらさぎ連（浜松市）
　●華連 ○静岡小政連（静岡市）
 ○静岡連（静岡市）　　
 ○忍粋連（山北町）　　
 ○鳳連（東京中野）　　
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平成27年度� 市立幼稚園の入園児を募集
申込受付期間：９月３日㈬～９日㈫

教育部　子ども教育課
995-1822☎

　平成27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３日㈬から９日㈫までです。保護者の
方は、忘れずにお申し込みください。原則として中学
校区に準じた地区の幼稚園への申し込みをお願いしま
す。

入園資格
　申込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23年４月２日から平成24年４月１
日までに生まれた幼児

４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

５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

募集人員
　４・５歳児は、原則として申し込みをした方を受け

入れます。３歳児の募集人員は次のとおりです。

　　◯いずみ幼稚園／ 40 人

　　◯西 幼 稚 園／ 20 人

　　◯深 良 幼 稚 園／ 20 人

　　◯富岡第一幼稚園／ 20 人

　　◯富岡第二幼稚園／ 20 人

　　◯須 山 幼 稚 園／ 20 人

入園の申込み
　中学校区に準じた地区の幼稚園にお申し込みくださ

い。平成 27 年度の申込みから富岡地区に住んでいる

方は、富岡第一幼稚園か富岡第二幼稚園のどちらかを

選択して申し込むことができます。

申込書配布・受付期間／９月３日㈬～９日㈫

※ 土・日を除く　受付時間▶９時～ 16 時

ところ／入園を希望する幼稚園

申�込方法／申込書に必要事項を記入し提出してくださ

い。

入園児の決定
　各幼稚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。入園抽選会は 10 月３日㈮の午

前に市民文化センターで行う予定です。抽選の有無は、

各幼稚園の入口などに９月 16 日㈫から 10 月２日㈭

まで掲示します。

入園面接
　各幼稚園で入園面接を行います。４・５歳児は、申

込時に日程を予約してください。３歳児の日程は下表

のとおりです。いずみ幼稚園・西幼稚園・富岡第一幼

稚園は、定員を超える申し込みが予想されるので、抽

選会終了後に面接日時をお知らせします。そのほかの

幼稚園は、申込時に予約してください。

幼稚園名 日　程
いずみ幼稚園
☎992-1683 10月７日㈫・８日㈬

西幼稚園
☎992-5200 10月 15日㈬・16日㈭

深良幼稚園
☎997-3598 10月 16日㈭・17日㈮

富岡第一幼稚園
☎997-1277 10月８日㈬・９日㈭

富岡第二幼稚園
☎997-4155 10月 27日㈪・28日㈫

須山幼稚園
☎998-0096 10月 27日㈪・28日㈫

p.9
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Photograph ７月

登山者の安全を祈願
　世界遺産富士山の構成資産である須山浅間神社
で、恒例の開山式が行われました。地元関係者を
はじめ須山幼稚園の園児や須山小の児童など約
150 人の方が見守る中、登山者の安全を祈願する
神事、テープカット、記念登山などが行われまし
た。 （７月１日）

なにが捕れたかな？
　西保育園で、「七夕親子のつどい」が行われました。
いくつもの七夕笹飾りがある園内。短冊には、「仮
面ライダー鎧武になりたい」など子どもらしい願い
ごとがたくさん書いてありました。園児たちは、園
内のお店で、お菓子のつかみ取りなどを楽しんでい
ました。 （７月５日）

バントなし、盗塁なしのDREAM-CUP
　第 11 回身障者野球大会 DREAM-CUP が、７月
５日㈯、６日㈰の２日間、市運動公園野球場などで
開催されました。この大会では、バントなし、盗塁な
しなどの特別ルールが採用されました。７チームによ
るトーナメント戦では東京ブルーサンダースが２連
覇を達成。地元のソフトボールチームとの交流戦も
行われ、野球を通じて絆を深めました。 （７月５日）

正しいラジオ体操を覚えよう
　ラジオ体操講習会が富岡第一小学校体育館で行わ
れ、市内各地区から 120 人の児童が参加しました。
夏休みを前に児童たちはラジオ体操の正しい動作や
姿勢の指導を受けました。 （７月 12 日）

７団体54人を表彰、社会福祉に貢献
　社会福祉大会が市民文化センター多目的ホールで
開催されました。社会福祉に貢献した７団体と 54
人が表彰されました。記念講演では、落語家の林家
源平さんが介護ヘルパーをテーマにした落語を披露
し、会場内は笑顔で包まれました。 （７月 12 日）

p. 10p.10
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Photograph July

「あじさいロード」

バスの下側はどうなっているかな？
　バスの乗り方教室が７月 15 日㈫に沼津市の富士
急シティバス㈱で開催され、富岡第一幼稚園の園児
34 人が参加しました。園児たちはバスの乗降体験
をしたり、普段は見られないバスのエンジンルーム
や車体の下側、タイヤの脱着を見学したりしました。
 （７月 15 日）

折り紙で虫や花づくりに挑戦
　親子折り紙教室が鈴木図書館で開催され、約 70
人の親子が参加しました。参加者は講師の指導のも
と、折り紙でバッタ、ヘビ、犬などのほかヒマワリ
やアサガオを折り紙で作り、富士山が貼られた模造
紙に貼り付けて富士山の里山を完成させました。
 （７月 19 日）

力強い踊りに拍手喝采
　須山地区夏祭り大会が時折小雨が降る中、須山地
区研修センターふれあい広場で開催されました。よ
さこいソーラン踊りでは須山中学校の生徒が息の
あった力強い踊りを披露しました。 （７月 20 日）

p. 11p.11
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お知らせ
Announcement

牧水祭（碑前祭）

 ９月 15 日㈪　10 時～

市民文化センター

 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

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 13 日㈬～ 17 日㈰

各�地区の清掃業者／西・東・深良▶

山水総業　992-1561

　 富岡・須山▶富士クリーンサービ

ス　997-6100

生活環境課　995-1816

８月15日㈮に黙とうを

　８月 15 日㈮は、戦没者を追悼し

平和を祈念する日です。全国戦没者

追悼式にあわせて、正午に 1 分間サ

イレンを鳴らします。先の大戦で亡

くなられた方々を追悼し、平和を祈

念するため、正午のサイレンに合わ

せて黙とうをささげてください。

社会福祉課　995-1819

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21日㈭　10時20分～11時20分

福祉保健会館研修室

 昭和 19 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

ふじさんっこ応援フェスタ

 ９月５日㈮　10 時～ 16 時

プラサヴェルデ多目的ホール

 親子体操、工作、育児品に関する

悩み相談、フリーマーケットや手

作り雑貨の販売など子育て中の皆

さんへのスペシャルワンデー。

県こども未来課
　054-221-3485

児童扶養手当の支給

　８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。●８月は児童扶

養手当の更新手続きが必要です。

受給資格者の方に対し８月上旬に

通知しますので、手続きを行って

ください。

子育て支援室　995-1841

８月21日㈭は県民の日

　次の５施設で特典があります。

●富士山資料館▶ 21 日㈭は入館料

無料●市民体育館卓球場・トレーニ

ング室▶ 17 日㈰は使用料無料●市

立水泳場▶ 17 日㈰は入場料無料

●十里木キャンプ場▶ 21 日㈭に来

場した方に記念品贈呈●ヘルシー

パーク裾野▶ 20 日㈬、22 日㈮は館

内レストランのコーヒーが 1 杯無料

企画政策課　995-1804

防衛大学校総合選抜
採用試験

 ９月 27 日㈯

 18 歳以上 21 歳未満の志操健全、

身体健全な方

９月５日㈮～９日㈫

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

国民健康保険の保険証更新

　10 月１日㈬から使用できる新し

い保険証を、９月 30 日㈫までに郵

送します。普通郵便以外での配布を

希望する方は事前に国保年金課へご

連絡ください。特定記録郵便、簡易

書留、国保年金課での受け取りのい

ずれかを選択できます。

国保年金課　995-1814

少子化対策300万円の
補正予算可決

市議会
臨時会

　７月11日㈮に市議会第１回臨時会

が開催され、300万円の補正予算案が

可決されました。これにより、歳入

歳出予算総額は198億4,400万円とな

りました。今回の補正予算は、国が

創設した地域少子化対策強化交付金

の内示を受けたことによるものです。

同交付金の主な事業は次の通りです。

１ 婚活コミュニケーション能力向上

セミナー

２ 子育て中の母親ネットワーク形成事業

３ 企業、市民との協働による子育て

にやさしい街づくり事業

４ 子育て支援講座開催事業

５ 地域における子育て相談体制強化

事業

p.12

広報すその　平成26年８月１日・15日号



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

ひとり親家庭のための
出張個別相談会

　職業紹介や親権、養育費などの相

談に応じます。

 ８月 18 日㈪　９時 30 分～ 16 時

市役所４階 401 会議室

 母子家庭の方、父子家庭の方、離

婚を考えている方

 電話でお申し込みください。

 母子家庭等就業・自立支援セン
ター　054-254-1191

狩野川西部浄化センター
施設見学会

 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

かＦＡＸでお申し込みください。

狩野川西部浄化センター
　968-2623

968-2624

全国消費実態調査

　全国消費実態調査が、９月～ 11

月の３カ月間で全国一斉に実施され

ます。この調査は国民生活の実態を

家計の面から総合的に把握する統計

調査で、世帯の収入や、資産の大き

さ、職業、世帯人員の構成などを調

査します。調査員が調査世帯を訪問

して、２人世帯は３カ月間、単身世

帯は２カ月間、家計簿の記入などを

お願いします。

 堰原区、御宿入谷区、御宿上谷区

に住んでいる方

企画政策課情報政策室
　995-1805

募 集
Recruitment

輝くからだづくり講座①

８月 24 日㈰　13 時 30 分～ 15 時

　（受付 13 時～ 13 時 20 分）

福祉保健会館３階研修室

 市内に住民登録のある方

 80 人（先着順）

演�題／がんと向き合うための心構え

講�師／県立静岡がんセンター　腫瘍

精神科部長　松本晃明さん

 輝くからだづくり講座②と③の詳細

は市ホームページをご覧ください。

８月 19 日㈫

 健康推進課　992-5711

駿東地域職業訓練センター
９月講座

 ●技能講習▶フォークリフト運転

技能講習（資格取得講座）●特別教

育▶伐木作業の安全衛生講習（大

径木対応）●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、エクセル基礎、ワー

ド活用、エクセル活用、パソコン

財務会計、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

部門 期間 内容

第
１
部

展覧会 10月29日㈬～
11月２日㈰

一般書道、篆
てん

刻、文芸（短歌、俳句、連句）、
盆栽、ジュニア書道・生け花

吟道会 11月１日㈯ 詩吟
囲碁大会

11月２日㈰
囲碁愛好会員と市民の公開対局など

音楽祭 合唱、弦楽合奏、器楽合奏など

第
２
部

展覧会 11月12日㈬～
16日㈰

手工芸（押花絵、染色、浮書、紙バンド、
和紙ちぎり絵、アメリカンフラワー、七宝
焼、彫刻、陶芸）、写真、華道、フラワー
デザイン、絵画

茶会
11月15日㈯ 図書館茶道教室（裏千家）
11月16日㈰ 表千家茶道教室

芸能祭
音楽・洋楽の部 11月15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
芸能祭
日舞・邦楽の部 11月16日㈰ 日本舞踊、民踊、詩舞剣舞、箏曲、三味線

※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「モ
ルダウ」です。

市民芸術祭の出展・出演・出場者を募集

 市内に住んでいるか通勤している方

 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

ダウンロードすることもできます。

団体申込▶８月１日㈮～ 20 日㈬

　 個人申込▶８月 20 日㈬～

　　　　　　９月３日㈬

p.13

広報すその　平成26年８月１日・15日号



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。

6 日㈯
高橋設備
☎ 993-1336

7 日㈰
㈱小島屋商会
☎ 998-0019

13 日㈯
㈲M・Kアクアサービス

☎ 992-6599

14 日㈰
小川設備工事店
☎ 993-2074

15 日㈪
パイピング横山
☎ 992-3329

20 日㈯
㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

21 日㈰
㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983

23 日㈫
㈲細野設備
☎ 992-2465

27 日㈯
駿東管工
☎ 992-5728

28 日㈰
㈲小沢土建
☎ 992-1401

９月　カレンダー
８月19日㈫
～９月18日㈭ 市議会９月定例会

１日㈪
防災の日

総合防災訓練

13日㈯ 敬老会

20日㈯、
21日㈰

パノラマロードコス
モスまつり

21日㈰
～30日㈫

秋の交通安全県民運
動

28日㈰ 市議会議員選挙告示

29日㈪ 市議会議員選挙期日
前投票開始

募 集
Recruitment

ふじのくに子ども芸術大学

　小中学生を対象に専門家による文

化・芸術の体験講座を行います。

 ９月６日㈯　10時30分～15時30分

市民文化センター

 ふじのくに子ども芸術大学のサイ

トから申込ページにアクセスし、

画面表示に従いお申し込みください。

県文化政策課
　054-221-3340

秋の野草講座

９月13日㈯　９時30分～11時30分

富士山資料館学習室

 富士山周辺の秋の草花の紹介など

講�師／県環境学習指導員　大嶋章さ

ん、大嶋よし子さん

30 人（先着順）

 電話でお申し込みください。

９月７日㈰

富士山資料館　998-1325

生涯学習センター
教養講座講師

講座 写真講座 和食料理
講座

裾野の
歴史講座

とき 18:00 ～ 21:00
回数 18回程度 10回程度

※具体的な時間は応相談

依頼期間／10月からおおむね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。

８月 15 日㈮

生涯学習課　992-3800

16ミリ映写機操作講習会

８月 30 日㈯　９時 30 分～ 15 時

鈴木図書館２階視聴覚室

 市内に住んでいるか通勤している

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。

 鈴木図書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５日㈫～

鈴木図書館　992-2342

東西公民館　陶芸講座

 ９月２日㈫・３日㈬

　９時 30 分～ 11 時 30 分

東西公民館実習室

 市内に住んでいるか通勤している方

24 人（先着順）

受講料 400 円、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、受講料を添えてお

申し込みください。

８月２日㈯～ 24 日㈰

東西公民館　992-6677

ふじのくに健康長寿サミット

９月６日㈯

プラサヴェルデ（沼津市大手町）

 試食・健康づくり体験コーナーなど

 県ホームページから申込書をダウ

ンロードし必要事項を記入してＦ

ＡＸか郵送でお申し込みください。

８月 29 日㈮

県健康増進課� 054-221-2779
054-253-4222

〒 410-0856

静岡市葵区駿府町 1-70
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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※ 4・18・25日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望される方

母子食事健康相談 25日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 22日㈮
18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 18日㈪
13時～15時

生活改善に関する
相談を希望される方

成人食事健康相談 ４日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望される方

歯や口の健康相談 22日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談
を希望される方

事業名
日・受付時間
対象者

６カ月児
育児教室

５日㈫９時～９時15分
平成26年２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25年２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８月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

７日㈭13時～13時15分
平成24年２月生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭13時～13時30分
平成23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。
● 夜間当直医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５日㈫ 17時～ 19時 45分
８月12日㈫ ９時～ 11時 30分
８月19日㈫ 13時～ 15時 30分
８月27日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
８月12日㈫ ９時～ 11時 30分
８月27日㈬ ９時～ 11時 30分

予約が必要です。
エイズ検査の結果は約１時間 30 分後に分かります。
プライバシーは堅く守られます。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　個人通知します。対象者で通知が届かない場
合は、ご連絡ください。

日 月 火 水 木 金 土
1 2
整形 外科

3 4 5 6 7 8 9
整形 内科 内科 外科 整形 内科 内科
10 11 12 13 14 15 16
外科 内科 外科 内科 整形 整形 内科
17 18 19 20 21 22 23
内科 内科 外科 内科 整形 外科 内科
24 25 26 27 28 29 30
内科 内科 内科 整形 外科 内科 内科
31
外科

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

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

 ❶８月28日㈭　９時30分～14時

　❷９月25日㈭　13時～15時30分

　❸11月６日㈭　13時15分～16時

福祉保健会館１階

 市に住民登録のある 20 歳から 74

歳までの方

15 人（先着順）

 ❶講話「プロに学ぼう！Ⅰ　生活

習慣と体のしくみ」　※野菜たっ

ぷりヘルシーランチ付き

　❷健康長寿のための運動

　 ❸講話「プロに学ぼう！Ⅱ　歯周

病と生活習慣病の深い関係」

 400 円　※❶を受講の際にお支

払いください。

８月 22 日㈮

 健康推進課へお申し込みください

（電話可）

参加者募集！  すその33プログラム �
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８月後期の救急協力医

16 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

17 日

きせがわ病院 952-8600 大岡 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

杉山病院 963-4114 錦町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

18 月 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原 西方外科医院 921-1333 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

19 火 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 酒井医院 966-1755 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 水 岩渕内科医院 951-4579 添地町 松原医院 962-1496 白銀町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

21 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

22 金 大沢医院 931-1019 御幸町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 原小児科医院 962-0636 八幡町

23 土 かとう内科医院 946-5562 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 古屋小児科医院 963-0407 西条町

24 日

御成橋栄
クリニック 952-2525 通横町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫

馬場

須山診療所 998-0006 須山 御成橋栄
クリニック 952-2525 通横町

25 月 おおい神経内科 922-8886 北高島町 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

26 火 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 守重医院 931-2511 �我入道
江川

さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

27 水 なおきクリニック 929-8555 東椎路 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 よざ小児科医院 967-5722 原

28 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

29 金 小林内科医院 921-2165 米山町 清水館医院 993-2323 茶畑 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

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

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

30 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

31 日

南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 �上香貫

蔓陀ヶ原
まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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

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
こだま耳鼻咽喉科
クリニック
926-1333

庄栄町
あいあい眼科�
クリニック
967-7715

原 聖隷沼津病院
952-1000 松下

せき歯科�
クリニック
981-2633

的場

24 日
里和耳鼻咽喉科�
医院
0545-23-1133

伝法
小野眼科�
クリニック
929-1881

高島町
かやま産科婦人科
医院
997-3551

岩波 服部歯科医院
992－0011 佐野

31 日
ぬまづ島田�
耳鼻咽喉科医院
924-0780

杉崎町
矢田眼科�
クリニック
962-2006

三枚橋町 島田産婦人科医院972-6100 伏見 大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

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

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

☎

有

料

広

告
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９月前期の救急協力医

有

料

広

告

１ 月 おぐち医院 992-6611 深良 香貫医院 931-2465 本郷町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

２ 火 望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇

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

３ 水 つかだ医院 983-1577 堂庭 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

４ 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

５ 金 花メディカルクリニック 987-9145 下土狩 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 原小児科医院 962-0636 八幡町

６ 土 きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

７ 日

あめみや内科 935-1159 吉田町 勝呂医院 962-3083 千本中町

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 古屋小児科医院 963-0407 西条町

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 西方外科医院 921-1333 共栄町

８ 月 旭医院 966-0031 原 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

９ 火 林医院 931-1120 住吉町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

10 水 森医院 966-2017 石川 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

11 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

12 金 さはこ内科クリニック 999-3850 中土狩 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

13 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

14 日

今井医院 921-3211 五月町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

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.18
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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

有

料

広

告

15 月

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 東医院 921-5520 高沢町

芙蓉クリニック 922-3177 本田町 よざ小児科医院 967-5722 原

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

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

７ 日 三島中央病院
971-4133 緑町 三島総合病院

975-3031
�谷田�
藤久保

かまたクリニック
988-2488 文教町 なかがわ歯科

973-7777 長沢

14 日 沼津市立病院
924-5100 東椎路

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 なかじま歯科医院

995-1000 伊豆島田

15 月
かみで耳鼻咽喉科
クリニック
0545-53-3321

伝法
本田さくら�
眼科医院
951-1365

大手町 岩端医院
962-1368 大手町 中原歯科医院

993-3300 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

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

☎ p.19
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企
画
部
市
長
戦
略
課
広
報
室

055-995-1802

No.
1270

2014 年
（
平
成
26 年

）

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

8
月1
日
・15

日
号

993-9300
８月の休館日／
４日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪

９月の行事予定
おはなしの会
　６日㈯　11 時～ 00 分　文化センター図書室　
　13日㈯　14 時～ 00 分　おはなしのへや　　　
親子おはなし広場
　９日㈫　10 時 30分～　 展示室　　　　　　　
ファーストブック
　17日㈬　 ９時～ 12 時　展示室　　　　　　　
　24日㈬　 13時～ 16 時　展示室　　　　　　　

新刊紹介 New Release
『女の子は、明日も。』
著：飛鳥井千砂　幻冬舎

『やや暴力的に』
著：石原慎太郎　文藝春秋

『太閤の能楽師』
著：奥山景布子　中央公論新社

『沙羅沙羅越え』
著：風野真知雄　KADOKAWA

『まるまるの毬』
著：西條奈加　講談社

『おれたちの故郷』
著：佐川光晴　集英社

１日㈪、８日㈪、16日㈫、22日㈪、
25日㈭、29日㈪

９月の休館日

青木　夢
ゆめ
歩
ほ

ちゃん
（２歳７カ月・佐野上宿）

杉村　結
ゆ
衣
い
花
か

ちゃん
（２歳 10カ月・本村下）

小野寺　雄
ゆう
哉
や

くん
（２歳８カ月・二ツ屋１）

島田　莉
り
紗
さ

ちゃん
（３歳・堰原）

細谷　悠
ゆう
仁
じん

くん
（２歳 9カ月・本村下）

15周年記念コンサート
2014-2015 “虹”

夏川
りみ

と　き／８月 23 日㈯　18 時～

　　　　開場▶ 17 時 30 分

ところ／大ホール

料　金／全席指定

　　　　一般 5,500 円

※３歳未満児は入場不可 好評発売中!!

30th Anniversary Tour vol.2
TRUE LOVE

藤井
フミヤ

と　き／ 10 月 13 日㈪　17 時～

　　　　開場▶ 16 時 15 分

ところ／大ホール

料　金／全席指定　一般 7,800 円

※３歳未満児は入場不可

発売日／８月２日㈯　９時～

※ ２日は電話予約のみとなります。窓口販売は残

席がある場合のみ、３日から行います。
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報
室

055-995-1802

No.
1271

2014年（平成26年）

9月1日号 02    国保の保険証を10/1更新

04    ９月９日は救急の日

05    平成25年度ごみ処理実績

08    お知らせ

８月２日　富士山すその大花火大会



国保の保険証を10/1更新
国保税は期限内に納付を！

　国民健康保険は、加入者が納めた国民健康保険税（国保税）
で病気やけがをしたときに助け合う公的健康保険の制度です。
10月１日㈬から国民健康保険被保険者証（保険証）が新しく
なります。新しい保険証は、９月30日㈫までに郵送します。
国保税を納めていないと、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。

健康福祉部
国保年金課国保係
995-1814

☎

10/1からクリーム色の新保険証に

　現在、使っているうぐいす色の保険証の有効期限は

９月 30 日㈫です。新しい保険証はクリーム色です。

更�新方法／新保険証を９月 30 日㈫までに市から対象

の家庭に郵送します。10 月になっても新しい保険

証が届かない場合は、ご連絡ください。古い保険証

は、世帯主が確実に破棄してください。市に返却す

る必要はありません。

郵�送方法／普通郵便で郵送します。特定記録郵便また

は簡易書留での郵送を希望する方は、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。

不在時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
対�　象／特別な理由が無く、前年に国保税を滞納して

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、国保税を納付すると、通常の保険証が交

付されます。

◇国民健康保険被保険者資格証明書
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。その後、

滞納している国保税を納付すると、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制度の利用に制限
医療費の支払いの差し止めも

　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わ

なければなりません。後で市役所で特別療養費の支給

申請を行うと７割分の支給を受けることができます。

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。

　資格証明書を交付されていて、１年６カ月以上の滞

納がある方は、医療費や葬祭費など保険給付の全部ま

たは一部の支払いが一時差し止められます。

　保険制度を有効に利用するために、国保税は期限内

に納付してください。

　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。毎月第１・３水曜日は 19 時

まで夜間納税相談を行っています。お気軽にご利

用ください。

管理納税課　995-1811

税金の納付に困ったときは相談を

10／１
か
ら
の
保
険
証
は

�
 

こ
の
色
で
す
！

p.2
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引越しや就職などをしたら
届け出を忘れずに

　国民健康保険に加入するときや脱退するとき、引っ

越したときには様々な届け出が必要です。届け出はご

自身か家族などの代理の方が行ってください。

◇届け出が遅れると…
例１．会社に就職したとき
▶ 国保の資格が引き続きあることになり、国保税と会

社の保険料を二重に納めてしまうことになります。

また、届け出を行うまでの間に国保の保険証で受診

した場合、その医療費の国保年金課負担分を後で返

さなければならないことがあります。

例２．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、一時全額を自己負担しなければならなく

なることがあります。また、国保税は加入の届け出

を行ったときからではなく、国保の被保険者として

資格が発生した月から納めるのでさかのぼって国保

税を納めます。

　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対象になります。

対　象／次の全ての要件を満たす方

　①国保に加入している方

　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、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。被扶養者の届け出は世帯主が行っ

てください。

！！  こんなときには届け出を －加入・脱退などの届け出は14日以内に
届け出が必要なとき 届け出に必要なもの

国
保
に
加
入
す
る

市外から転入してきた 他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

市外に転出する 保険証

国保年金課の被保険者が死亡した 保険証、死亡が証明できるもの、認め印

職場の健康保険に入った（会社に勤めた） 国保の保険証、職場の健康保険の保険証（未交付のとき
は加入したことを証明するもの）

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、在学を証明するもの、認め印

保険証をなくした・汚れて使えなくなった 身分を証明するもの、認め印、（使えなくなった保険証）

退職者医療制度とは？

p.3
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9月9日は救急の日
救急車の出動件数2,019件で過去最多に！

１日当たり平均5.5件、半数近くは軽症者…

　救急要請は全国的に増加傾向にあります。当市の昨

年１年間の救急出動件数は 2,019 件で、過去最多とな

りました。これは、１日当たり平均 5.5 件出動してい

ることになります〈図１〉。

　病院へ搬送された方の合計は 1,893 人で、このうち

入院を必要としない軽症者は 874 人となり、全体の

約 46.1％に上ります〈図２〉。

限られた救急車が、限りある命を守ります

　現在市内には、３台の救急車が３か所に配備されて

います。軽症にもかかわらず救急車を呼んでしまうと、

緊急度や重症度の高い傷病者から救急要請があった場

合に、遠くの消防署から出動することになるため、到

着が遅れ、病院での治療開始が遅くなります。

　救急車は大切な医療資源です。皆さんや皆さんの大

切な人のためにも、救急車の適正利用をお願いします。

◦�当番医の案内は医療ネットしずおか（沼津・三島
医師会管内、24時間対応）自動音声

　☎ 935-0119

◦子供救急電話相談（毎日18時〜翌朝８時）
　☎ 0800-222-1199

◦�夜間、子どもの急な発熱、怪我などでお困りのと
き、周りに相談できる人がいなくて不安なとき、
救急病院に受診させるべきか迷っているとき

　 ☎ #8000、または☎ 054-247-9910
　（看護師や小児科医が電話でアドバイスします）

　大切な人、家族の命を守るため、救命に関する知

識と手技を学ぶ講習会です。講習修了者には修了証

　救急車で搬送される方の46.1％は軽症者です。
症状が軽い場合の救急要請が増え続けると、本当
に必要なときに救急車が不足し、現場到着に余計
に時間がかかります。不要の119番通報が、助
かるはずの命を奪ってしまうことがあります。

消防署救急係
995-0119☎

休日・夜間の病院のご案内 普通救命講習会開催
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〈図１〉

〈図２〉

を発行します。

９月 25 日㈭　９時～ 12 時

消防庁舎３階災害対策室

 心肺蘇生法（ＡＥＤの取り扱

い）、止血法、異物除去法

30 人

 消防署・各分遣所で直接申請してください。申請

用紙はホームページから入手することもできます。

p.4
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平成25年度ごみ処理実績
家庭からのごみは前年度比148トン減量

市民部　生活環境課
995-1816
美化センター
992-3210

☎

ごみの搬入量の推移 資源ごみの収集量の推移

　平成 25 年度の家庭系ごみと事業系ごみを合わせた

総搬入量は 17,216 トンで、前年度より 0.2％減りまし

た。このうち、家庭からのごみは全体の 71％に当た

る 12,300 トンで前年度に比べ 148 トン減りました。

また、事業所などからのごみは、全体の 29％となり

4,916 トンで前年度に比べ 106 トン増えました。家庭

から出る可燃ごみは 10,456 トンで、前年度に比べ 77

トン減りました。また、事業所などの可燃ごみは 4,829

トンで前年度に比べ 106 トン増えました。今後、事

業所などからでるごみを削減する方法を検討していき

ます。

　市では、４月１日から家庭で使わなくなった古着やバッグなどを回収

しています。３カ月間の回収量は 17,220kg になります。回収ボックス

は市役所、各支所、生涯学習センター、美化センターに設置してありま

す。回収した衣類などは主に海外の方が再利用したり、工業用ウエスと

して使用されたりします。ごみの減量や資源の再利用のため、不用になっ

た古着やバッグをお持ちください。

　平成 25 年度の古紙類資源化量は、新聞紙 307 トン、

雑誌 164 トン、ダンボール 112 トン、牛乳パックは

４トンで総計 587 トンでした。びん類は 246 トンで、

金属類は 435 トンでした。また、プラスチック製容

器包装は 326 トン、ペットボトルは 77 トンで総計

403 トン、乾電池は 13 トン、資源化総量は 1,684 ト

ンで、前年度より 130 トン減り、総搬入量に占める

資源化量の割合を示した資源化率は 9.8％となりまし

た。市では、資源化率の向上のため、来年度から家庭

で使用した天ぷら油の回収やパソコン・携帯電話など

の小型家電の回収を新たに始める予定です。

　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。市のごみ処理の現状は、事業所などから出るごみ
が増量傾向にあります。また、資源ごみの資源化率も9.8％
と低いです。今後の課題は、事業所などからでるごみの削
減と資源化率の向上です。

衣類などの回収 ３カ月間で17, 220kg

家庭から出る可燃ごみは
� 前年度比 77トン減量

ごみの総搬入量に対する
� 資源化率は9.8％

p.5
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Photograph ８月

主演女優が参加し「誘拐少女」試写会
　約 80％が市内で撮影された映画「誘拐少女」
のプレミアム試写会が市民文化センターで行わ
れ、菱沼康介監督と主演女優の高橋春織さん（写
真上）、浅見姫香さん（写真下）が舞台あいさ
つを行いました。この日、着ぐるみの「すその
ん」のお披露目も行いました。 （７月 27 日）

かんがい施設遺産候補の深良用水で草刈り
　深良用水で草刈り作業が行われ、深良地区美しい
水と緑保全の会の会員など約 40 人が参加しました。
同用水は、国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ）が
新設した「かんがい施設遺産」の国内 10 候補のひ
とつに選ばれ、ＩＣＩＤに申請されています。
 （８月２日）

42種目で90人が力泳！
　市立水泳場で市民水泳大会が行われ、42 種目で
競い合いました。夏空の下、たくさんの声援を受け、
小学１年生から大人まで約 90 人のスイマーが力強
い泳ぎを見せてくれました。 （８月２日）

国立競技場の座席を陸上競技場へ
　国立競技場から譲り受けた座席を、子どもたちな
ど約 30 人が陸上競技場に設置しました。設置した
のはロイヤル席２席とスタンド座席 62 席。子ども
たちは、座席の下にもぐり込み、ボルトで固定しま
した。 （７月 30 日）

男性だけの介護者交流会
　日ごろの介護の悩みを語り合う第６回男性介護者
交流会が福祉保健会館で開催されました。介護家族
の会の主催によるもので、参加者は男性オンリー。
男性ならではの悩みごとや苦労話を語り合い、情報
を交換しました。 （７月 26 日）

p. 6p.6
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Photograph August

コスモスまつりに向け、黄花コスモスの種まき
　パノラマロードを花でいっぱいにする会では、９
月のコスモスまつりに向け、パノラマ遊花の里で黄
花コスモスの種をまきました。 （７月 26 日）

親守詩裾野市大会で公開授業
　親守詩は、子どもが五七五を、親が七七を作る
キャッチボール短歌です。優秀作品の表彰や現役教
師の公開授業が行われました。 （７月 27 日）

すそのん花火も登場！ 8,000発の花火の競演 〜 第41回すその夏まつり
 （８月２日）
　すその夏まつり大会が運動公園で行われました。
メインとなる花火大会は、３体のゆるキャラと市長
によるカウントダウンでスタート。すそのん花火も
初登場！富士山の山小屋の灯りが見えるほどの澄ん
だ夜空に、8,000 発の花火が上がりました。

すそのん花火

p. 7p.7
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お知らせ
Announcement

臨時福祉給付金・子育て
世帯臨時特例給付金の申請

　消費税率の引き上げに伴い、低所

得者や子育て世帯への給付金の申請

を受け付けています。対象となる可

能性のある方には、申請書を送付し

ました。対象の方で、申請をしてい

ない方は、申請書に必要事項を記入

し添付書類と一緒にお送りください。

市役所でも申請を受け付けています。

９月 30 日㈫まで　９時～ 16 時

※土日、祝日を除く

市役所地下会議室

社会福祉課　995-1118

使用済天ぷら油の回収
４地区でモデル事業

　市内の４区をモデル地区に指定し、

使用済天ぷら油の回収を行います。

平成 27 年４月から市内全域で、使

用済天ぷら油の回収を行う予定です。

９月～ 11 月の資源ごみの日

モ�デル地区／上町区、青葉台区、岩

波区、御宿新田区

回�収できる油／サラダ油やオリーブ

オイルなどの植物性由来の液体油

※ 動物性油、固形油、灯油や機械油な

ど食用以外の油は回収できません。

排�出方法／❶２ℓ以下のペットボト

ルに軽くこした使用済天ぷら油を

入れ、しっかりフタを締めてくだ

さい。❷資源ごみの日に、ごみス

テーションにある青いコンテナに

使用済天ぷら油の入ったペットボ

トルを横に倒して入れてください。

 回収した天ぷら油は売却され、バ

イオディーゼル燃料などとして再

生利用されます。

生活環境課　995-1816

屋外広告物適正化旬間
違反広告物の除却

　９月１日から 10 日は、屋外広告

物適正化旬間です。市では、良好な

景観の形成を目指すため、期間中に

違反広告物の除却活動を行います。

 屋外広告物法や条例に違反してい

るはり紙、はり札、立看板などの

簡易な屋外広告物

まちづくり課　995-1829

富士スピードウェイ
無料入場デー

　市内に住んでいるか通勤・通学し

ている方とその同伴者は無料で入場

できます。ゲート係員に証明できる

ものを提示してください。

 〈対象日・対象レース〉
９月 20 日㈯・21 日㈰　2014 富士

チャンピオンレースシリーズ第４戦、

インタープロトシリーズ第３戦

富士スピードウェイ
　0550-78-2312

防衛省採用試験

❶防衛医科大学看護

　１次試験▶ 10 月 18 日㈯

　❷防衛医科大学校生

　１次試験▶ 11 月１日㈯・２日㈰

　❸防衛大学校生（前期）

　１次試験▶ 11 月８日㈯・９日㈰

　❹陸上自衛官（看護）

　▶ 11 月 29 日㈯

 ❶～❸▶ 21 歳未満で高等学校を

卒業した方、または卒業見込の方

　 ❹▶ 36 歳未満で、看護師の免許

があり、保健師、助産師の免許の

ある方（取得見込の方も可）

９月５日㈮～９月 30 日㈫

※❹は９月１日㈪から

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

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、

宝くじの受託事業収入を財源に、コ

ミュニティ助成事業を実施していま

す。富岡地区区長会と須山３区では、

コミュニティ活動に必要な備品を、

この助成事業（宝くじの助成金）を

活用して整備しました。コミュニ

ティ助成事業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

　

駿東地域職業訓練センター
10月講座

 ●技能講習▶車輌系建設機械運転

技能講習（整地・運搬、解体、解体特

別講習〈１種・３種〉、〈２種〉）●特

別教育▶アーク溶接特別教育、刈

払機の安全衛生講習●受験対策講

座▶夜間第２種電気工事士受験対

策講座（実技試験対策）●自主訓

練▶造園管理講座●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、エクセル

基礎、ワード活用、エクセル活用、

パワーポイント基礎、イラスト

レーター基礎、デジタルカメラ、

夜間ワード活用、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

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

p.8
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

国保高齢受給者証新規交付会

　10 月１日㈬から対象となる方に

受給者証を交付します。

９月25日㈭　９時45分～11時30分

福祉保健会館研修室

 昭和 19 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

障害者就職面接会

　就職希望の障がい者の方と企業と

の個別面談形式の面接会です。沼津・

三島地域の約 50 社が参加予定です。

９月 25 日㈭　12 時 45 分～ 15 時

　受付▶ 12 時～

キラメッセぬまづ

 履歴書（複数枚）と障害者手帳、

療育手帳、精神保健福祉手帳をお

持ちください。

ハローワーク沼津　918-3713

ニート、ひきこもり、
不登校などの合同相談会

　フリースクール、通信制・定時制

高等学校、就労支援団体などが相談

に応じます。事前のお申し込みは不

要です。

９月20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（富

士市横割 1-4-15）

県社会教育課　054-221-3160

水痘（水ぼうそう）予防接種

　水痘（水ぼうそう）は、水痘・帯

状疱
ほう

疹
しん

ウィルスの空気感染などによ

り発症する病気で、強い伝染力を持

ちます。水痘（水ぼうそう）の予防

には、ワクチン接種が効果的です。

１歳を過ぎた方には、随時、接種券

を送ります。

対�　象／市に住民登録がある方で、

次のいずれかに該当する方

❶ 平成 23 年 10 月２日以降に生ま

れた方

❷ 平成 21 年 10 月２日～平成 23 年

10 月１日生まれの方　※今年度

のみ

★ただし、次の方は対象外です。

○ 任意（自己負担）の接種歴が２回

ある方

○すでにかかったことがある方

○❷の方で、接種歴が１回ある方

接�種方法／対象者には、接種券を送

ります。❶の方は、１回目を接種

後、６カ月（最低３カ月）の間隔

をあけて２回目を接種してくださ

い。❷の方は、１回だけ接種をし

てください。

そ�のほか／９月 30 日㈫までに予防

接種を受けた場合、接種費用は自

己負担となります。

成人用肺炎球菌予防接種

　肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の

25 ～ 40％を占め、高齢者や脾
ひ

摘出

者、無脾
ひ

症、リンパ腫などの患者が

かかると病状が重くなります。また、

中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎を引き

起こすこともあります。

対�　象／市に住民登録がある方で、

次のいずれかに該当する方

❶ 今年度内に満 65 歳、70 歳、75 歳、

80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100

歳以上になる方

❷ 接種日に、満60歳以上65歳未満で、

心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に

障がいがあり、身体障害者手帳１

級または同程度の障がいがある方

※ 既に自費または接種券を使って接

種したことがある場合は対象外で

す。

※ 該当の年度を過ぎると、接種費用

はすべて自己負担となります。

 〈 例〉65 歳で接種券が送付され今

年度接種しないで、５年後の 70

歳のときに接種を受けた場合、接

種費用はすべて自己負担となりま

す。

接種費用／ 2,000 円（公費助成後）

※ 生活保護法による被保護世帯の方

は、費用を免除します。接種券と

印鑑をお持ちになり、接種前に健

康推進課で申請してください。

そ�のほか／❶の対象者には、接種券

を送ります。❷の対象者の方は、

接種前に健康推進課にお問合わせ

ください。必要事項を確認後、接

種券を交付します。

10月１日から定期接種に
� 水痘（水ぼうそう）予防接種・成人用肺炎球菌予防接種
� 問合せ／健康推進課　992-5711
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お知らせ
Announcement

９月10日は下水道の日
キャンペーンを実施

　下水道の日は、下水道の役割や重

要性などについて理解や関心を深め

てもらうための記念日です。

 ９月 10 日㈬　16 時～ 17 時ころ

  ベルシティ裾野

ＰＲグッズの配布など

下水道課　995-1835

９月11日は警察相談の日

　警察では、犯罪などによる被害の

未然防止に関すること、そのほか県

民の安全と平穏についての相談に応

じています。通話料は有料です。

 〈連絡先〉
　 ●プッシュ回線▶＃9110　※携帯

電話、ＰＨＳからも利用できます。

　●ダイヤル回線▶ 054-254-9110

受付時間／ 24 時間

 110 番は緊急通報ダイヤルです。

緊 急 事 件 事 故 以 外 の 相 談 は

「＃ 9110」へお願いします。

裾野警察署　995-0110

弁護士と精神保健専門家
による無料法律相談会

　離婚、労働問題、多重債務など、

様々な法律問題の相談に、弁護士と

精神保健福祉の専門家がペアで応じ

ます。

 ９月 12 日㈮　18 時 30 分～ 20 時

　受付▶ 18 時 10 分～

  東部地域イノベーションセンター

（沼津市大手町 沼津商連ビル５階）

８人（先着順）

 相談は、１人 40 分間

法テラス沼津
　050-3383-5405

市指定給水装置工事
事業者の追加

　新たに２事業者を追加しました。

●剱持設備
　〒 424-0053

　静岡市清水区渋川 3-14-5

　☎ 054-347-4482

●朋友設備㈲
　〒 412-0009 御殿場市川柳 38-1

　☎ 0550-88-0145

上水道課　995-1833

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。

 ９月 16 日㈫　10 時～ 12 時

 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

すみれ相談　～大切な方を
亡くした方をサポート～

　突然、大切な方を失うと、生活だ

けでなく心や身体などに様々な変化

があらわれることがあります。大切

な方を自死で亡くした方の相談に応

じます。

 ❶９月 17 日㈬　❷ 10 月 15 日㈬

　時間はいずれも 13 時～ 16 時

 ❶東部健康福祉センター（沼津市

高島本町）❷御殿場健康福祉セン

ター（御殿場市竈）

 県精神保健福祉センター（静岡市

駿河区）では、毎月第１㈬ 13 時

～ 16 時に相談を行っています。

事前にお申し込みください。

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

○豚汁の無料配布

　（20日㈯ 11時～・500杯限定）

○各種販売コーナー

○ステージイベント

○展示コーナー

○切花コーナー

　（フラワーアレンジメント）

○バルーンアート

○オリエンテーリング

第４回 富士山すそのパノラマロード
� コスモスまつり
と　き／９月20日㈯・21日㈰
　　　　９時～15時
ところ／パノラマ遊花の里（ヘルシーパーク裾野入口）

商工観光課　995-1825
農林振興課　995-1823

p.10

広報すその　平成26年９月１日号



「高齢者・障害者の人権
安心相談」強化月間

　いじめやいやがらせ、虐待などの

相談に応じます。

 ９月８日㈪～ 14 日㈰　８時 30

分～ 19 時　土日は 10 時～ 17 時

相談電話番号／ 0570-003-110

そばの花まつり

 ９月20日㈯・21日㈰　９時～13時

 富士山資料館東側そば畑

 そば粉（あしたか山麓裾野そば）、

愛鷹牛カレーなどの販売

JAなんすん西支店
　992-2140

募 集
Recruitment

小学生チャレンジ広場

　ダンボールで未来のおうちを作っ

てみよう！

 ９月 20 日㈯　10 時～ 11 時 30 分

 鈴木図書館２階展示室

 市内に住んでいる小学生

16 人（先着順）

 のり、はさみ、色鉛筆、セロテー

プ、ガムテープ、筆記用具、油性

カラーマジック、カラーサインペ

ン　※水性不可

 鈴木図書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（電話、ＦＡＸ不可）

９月６日㈯９時～ 19 日㈮　

※休館日を除く

鈴木図書館　992-2342

沼津高専公開講座受講生

 10月25日㈯　10時～16時30分

 企業技術者

５人

講�座名／固体材料分析基礎講座～沼

津高専物質工学科でできること～

 5,400 円

10 月９日㈭

沼津工業高等専門学校
　926-5762

山の村たいけん参加者

 10月19日㈰　９時～15時40分

 富士山麓山の村（富士宮市粟倉）

 県内に住んでいる方

　※小学生以下は、保護者同伴

120 人程度（先着順）

 吹奏楽コンサート、創作活動（箸

作りなど）、昼食会（バーベキュー

または芋煮）、自然散策など

 小学生以上▶ 1,000 円

　小学生未満▶ 100 円

９月 26 日㈮

県立富士山麓山の村
　0545-36-2236

富士山資料館
秋の野鳥講座

　資料館周辺で見られる秋の野鳥や

植物とその観察、写真撮影の基本な

どについて学びます。初心者を対象

とした講義形式の講座です

 10月４日㈯　９時30分～11時30分

 富士山資料館学習室

30 人（先着順）

講�師／大西 晃さん（裾野野鳥を守

る会代表）

 入館料が必要です。大人 210 円、

小中学生 100 円

 電話でお申し込みください。

９月 27 日㈯

富士山資料館　998-1325

ハピ・スタ
～しあわせのススメ

　出会いの力を向上させるための基

本講座です。「出会い」から結婚を

応援します。

 10月５日㈰　13時30分～15時45分

 プラサヴェルデ（沼津市）

 独身男女

300 人

 テーマ／自分を好きになる　自信

ＵＰ－まずは自分に自信を持つこ

とから！

　講師／羽
はね

林
ばやし

由
ゆ

鶴
づ

さん

 無料

 専用ホームページ（http://hapista-

shizuoka.jp）からご応募ください。

９月 29 日㈪

県こども未来課
　054-221-2037

市民ソフトボール大会
参加チーム

 10 月 19 日㈰　８時～

 市総合グラウンドほか

参加資格・チーム編成（主なもの）
・ チームは、学生を除く一般男女で、

行政区単位で編成する。地区体育

委員長の承認を得た場合は、複数

の行政区でチームを編成すること

ができる。

・ 登録選手は、監督１人、選手 18

人以内

・ 出場選手の年齢の合計が常に 350

歳以上、投手は 35 歳以上

 １チーム 2,000 円

 市民体育館にある申込書に必要事

項を記入し、参加費を添えて提出

してください。

９月５日㈮～ 10 月５日㈰

 監督者会議を、10 月 10 日㈮ 19

時から市民体育館で行います。

市民体育館　993-0303
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くらしのダイヤル
消費生活研究会

募 集
Recruitment

市町対抗駅伝競走大会の
選手選考記録会

９月 14 日㈰　17 時 40 分集合

運動公園陸上競技場

次のいずれかの要件を満たす方

　 ❶市内に住んでいるか通勤してい

る方❷保護者が市内に住んでいる

小中学生、高校生❸市内の中学校

出身の方

選考種目は次のとおりです。

　●小学男女▶ 1500 ｍ

　●中学男女・高校女子▶ 3000 ｍ

　●一般女子▶ 4000 ｍ

　 ●高校男子・一般男子・壮年▶

5000 ｍ

 生涯学習課、市民体育館、運動公

園のいずれかへお申し込みください。

９月 12 日㈮

生涯学習課　992-3800

初心者パソコン教室受講生

　❶パソコン初めて講座❷ワードエ

クセル初級講座❸インターネット講

座❹画像編集初級講座を開講します。

 ❶９月 23 日㈫～ 25 日㈭（３日間）

　昼の部▶ 13 時 30 分～ 15 時 30 分

　夜間の部▶ 19 時～ 21 時

　 ❷ 10 月 21 日㈫～ 24 日㈮（４日間）

　昼の部▶ 13 時 30 分～ 15 時 30 分

　夜間の部▶ 19 時～ 21 時

　❸10月28日㈫～30日㈭（３日間）

　13 時 30 分～ 15 時 30 分

　❹10月28日㈫～30日㈭（３日間）

　19 時～ 21 時

生涯学習センター

 ❶パソコンを触ったことがない方

❷❸❹簡単な文章の入力ができる方

各講座 24 人（先着順）

❶❸❹▶ 1,500 円、❷▶ 2,000 円

 氏名、住所、電話番号、希望の講

座を連絡してください（電話、

FAX 可）

 ９月２日㈫～19日㈮　９時～21時

※休館日を除く

 ❶の申し込みをした方は、❷❸❹

の講座を申し込むことができません。

生涯学習課　992-3800

有

料

広

告

砂糖の価格調整制度
　皆さんが家庭で使用される砂糖の原料は、沖縄や鹿
児島の南西諸島で栽培されるさとうきびと、北海道で
栽培されるてん菜です。しかし、国内で生産される原
料は４割しかなく、残りの６割は海外からの輸入に
頼っています。主な輸入国はタイ、オーストラリア、
フィリピンなどです。また、価格も海外産と比較する
と、てん菜糖で約２倍、甘しゃ糖（さとうきび）で約
５倍高くなっています。このように価格差が大きいた
め、安価な輸入糖の輸入業者から徴収したお金（調整
金）を主な財源として、生産者や製造事業者に交付金
として支援しています。それにより、砂糖は安定した
価格で消費者に届くのです。

製品事故に気をつけよう！
　消費者庁によると、リコールされた身の回り品によ
る火災などの重大製品事故は年間 100 件以上も発生
しています。これまでの事故例としては、
・古くなった電気製品を使用して発煙、発火
・ 小型瞬間湯沸かし器の換気不良による一酸化炭素中毒
・家庭用電気マッサージ器の使用による窒息事故
などがあります。
　生活にかかわる製品事故の再発防止のため、重大な
製品事故情報については随時公表されています。被害
や事故の未然防止、拡大防止のため、テレビ、新聞など
のリコールに関する情報に注意しましょう。インター
ネット上の「消費者庁リコール情報サイト」「事故情報
データバンクシステム」なども有効活用してください。
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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

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 8・22・29日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 29日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 25日㈭
８時45分～９時 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 22日㈪
13時～15時

生活改善に関する
相談を希望する方

成人食事健康相談 ８日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 26日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談
を希望する方

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26年３月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

16日㈫13時15分～13時45分
平成25年３月生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈬９時～９時15分
平成24年９月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

11日㈭午後
平成24年３月生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭13時～13時30分
平成23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。
● 夜間当直医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２日㈫ 17時～ 19時 45分
９月９日㈫ ９時～ 11時 30分
９月16日㈫ 13時～ 15時 30分
９月24日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
９月９日㈫ ９時～ 11時 30分
９月24日㈬ ９時～ 11時 30分

予約が必要です。
エイズ検査の結果は約１時間 30 分後に分かります。
プライバシーは堅く守られます。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　個人通知します。対象者で通知が届かない場
合は、ご連絡ください。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

内科 内科 外科 内科 整形 整形

7 8 9 10 11 12 13

内科 内科 内科 内科 外科 内科 内科

14 15 16 17 18 19 20

整形 外科 内科 内科 整形 整形 内科

21 22 23 24 25 26 27

外科 内科 内科 外科 外科 整形 内科

28 29 30

外科 外科 内科

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

ところ／県東部保健所
　　　　県東部総合庁舎２階
　　　　（沼津市高島本町 1-3）

県東部保健所
地域医療課
920-2109

有

料

広

告
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９月後期の救急協力医

16 火 清水館医院 993-2323 茶畑 鈴木医院 993-0430 佐野 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

17 水 境医院 975-8021 竹原 頴川医院 921-5148 高島本町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

18 木 あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

19 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 古屋小児科医院 963-0407 西条町

20 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

21 日

おおい神経内科 922-8886 北高島町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

柿田川医院 973-3601 柿田 田中医院 921-2053 高島町

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

22 月 杉山医院 992-0028 平松 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

23 火

本村クリニック 969-0001 大塚 守重医院 931-2511 �我入道
江川

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

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

24 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 よざ小児科医院 967-5722 原

25 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

26 金 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

27 土 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

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

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

28 日

高遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 五十嵐クリニック 934-6700 志下

杉山医院 972-3223 伏見 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

東名裾野病院 997-0200 御宿 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

29 月 大沢医院 931-1019 御幸町 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

30 火 沼津リハビリテーション病院 931-1911 �上香貫
蔓陀ヶ原 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

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
耳鼻咽喉科�
崎川医院
975-9131

伏見 むらまつ眼科医院
993-8855 深良

いながきレディー
スクリニック
926-1709

宮前町 しんあい歯科医院
973-6686 伏見

23 火
長谷川耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8733

浅間本町 瀬尾眼科医院933-9900 市場町 かぬき岩端医院
932-8189 前原 西島歯科医院

988-3162 納米里

28 日
芹沢耳鼻咽喉科�
クリニック
993-8000

茶畑
あいあい眼科�
クリニック
967-7715

原
ごとうレディース
クリニック
992-7111

伊豆島田 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

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

☎

有

料

広

告
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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 :

9
月1

日
号

993-9300

　７月 26 日、27 日に開催された県中学校総合体
育大会で東中学校３年の重田幸大さんが、81kg
級で見事優勝を果たしました。幸大さんは東中学
校柔道部の部長で、18 人の部員をまとめています。
　小学１年生のころから柔道を始めた幸大さん。

「父親に誘われて市民体育館で開催された柔道教
室に参加したのが柔道との出会いでした」と。小
学生時代は土曜日に市内の道場で柔道を習ってい

９月の休館日／１日㈪・
８日㈪・16日㈫・22日㈪・29日㈪

倉本聰　講演会
「あなたは文明に麻痺していませんか」

　ドラマ「北の国から」などの脚本家として知ら
れる倉本聰さんをお招きします。
と　き／９月 23 日㈫　14 時
　　　　開場▶ 13 時 30 分
料　金／無料
※ 入場整理券が必要です。整理券は文化センター

窓口で配布中

親子のためのクラシックコンサート
音楽の絵本Elegance　　　　

好評発売中！！
　クラシックやアニメ、童謡など、動物たちが奏
でる多彩な音楽の世界をお楽しみ下さい。
と　き／10月４日㈯　13時～
　　　　開場▶ 13 時 30 分
料　金／全席指定
　　　　 大人 2,000 円
　　　　高校生以下 1,000 円
　　　　親子セット券（２枚１組）2,700 円

ました。現在は部活動のほか、週２回ほど三島市
にある道場に通い、技術を磨いています。
　得意技は払い腰で、一瞬の攻防を大事にし、隙
を見逃さずに相手を崩していくのが得意のプレー
スタイルです。そのために瞬発力を鍛えるトレー
ニングをし、タンパク質を意識して摂取するよう
にしています。その戦術が見事に機能し、地区大
会、県大会とすべて一本勝ちで、優勝しました。
　去年までは 66kg 級に出場していましたが、今
年から 81kg 級に出場しました。「66kg 級のとき
は減量が必要な時期があって、それが辛かったこ
ともありましたが、階級を２つあげたのでその心
配がほとんどなくなりました」と笑顔で話す幸大
さん。
　「柔道の練習は寝技の練習が一番きついです。
絞め技を受けているときは苦しくなかなか抜け出
せません」と。三島市の道場では大人から絞め技
を受けることもあるそうです。
　「周りの人たちが自分に注目しているのがすご
く気持ちが良かった」と優勝した感想を語ってく
れました。幸大さんは８月 22 日から 25 日に松
山市で開催された全国中学校総合体育大会に出場
しました。

富士山御縁年
　60 年に一度めぐってくる庚

こう

申
しん

の年は、富士山
の御

ご

縁
えん

年
ねん

として参詣する人々で特ににぎわいまし
た。そしてこの年には、参詣人のために案内の立
札が建てられました。写真の立札は、寛政 12 庚
申年（1800）３月に書かれた『冨士山一件日誌』（須
山区有文書）の内容にもとづいて作られました。

「参詣之輩無前斎致登山」とあるように、通常登
山前に行うべき数日間の精

しょう

進
じん

潔
けっ

斎
さい

を御縁年に限り
免除するというものです。また特に御縁年は、ふ
だん禁じられている女人登山が途中までとはいえ

県中学校総合体育大会優勝

重田　幸
こう

大
だい

 さん（公文名２・14歳）

御縁年の立札

認められました。
　『冨士山一件日誌』による
と立札は、須山村・十文字辻・
佐野村・黄瀬川村・三島宿・
大仁村に建てたとあります。
また寛政 12 年には須山口か
ら、 男 5,380 人・ 女 18 人、
計 5,398 人が富士登山したと
記されています。
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9月15日号 02    10月５日㈰は市議会議員選挙

04    平成27年度� 保育園入園児を募集

05    田畑の防護柵設置に補助金

８月30日　富士山すその阿波おどり大会

１日１人１票を！
詳細は９Ｐをご覧ください。

エントリー№1207 すそのん

ゆるキャラグランプリ２０１４



投票日▶10月５日㈰
期日前投票▶９月29日㈪～10月４日㈯

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 10 月６日以前に生まれ、日本国籍がある

方

❷ 平成 26 年６月 27 日以前から引き続いて市内に住

み、当市の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

10月５日に投票に行けない方は…

❶期日前投票
　 　10 月５日㈰に、仕事、学業、旅行、病気などの

理由で投票所に行くことができない方は、期日前投

票ができます。入場券の裏面に印刷されている宣誓

書兼投票用紙請求書に必要事項を記入し、期日前投

票所（市役所）にお越しください。

　と　き／９月29日㈪〜10月４日㈯　８時30分〜20時

　ところ／市役所４階 402 会議室

　　　　　※ 10 月４日㈯は市役所１階市民ホール

●入場券が届く前でも投票できます。
　 　入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されてい

る方は、宣誓書兼投票用紙請求書に記入すれば投票

できます。期日前投票所にお越しください。

❷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、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、身体に重度の障がいがあり投票所で投

票できない方、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。

郵便投票を希望する方は、選挙管理委員会にご連絡く

ださい。

障がいの
区分

両下肢・体幹
移動機能
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 要介護状態区分が要介護５

選挙結果は、市ホームページに掲載

　開票は、10 月５日㈰ 21 時から市民体育館で行いま

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。

市選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807☎

　10 月５日㈰は、市議会議員選挙の投票日です。有権
者の方には、事前に入場券を送ります。当日、投票に行
けない方は、９月 29日㈪から 10月４日㈯までの６日間、
市役所で期日前投票ができます。時間は８時 30分から
20 時までです。入場券が届いていなくても投票ができ
ます。投票所にお越しください。

市議会議員
選　挙

p.2
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★
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

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2
46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

今里地区児童
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

向田小学校体育館

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

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
幼稚園

JA富岡支所

県
道
富
士

裾
野
線

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
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

★

裾野駅

東地区コミュニティセンター

静
岡
銀
行

Ｊ
Ａ

第４投票区

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。

東小グラウンド

★
国
道
24
6号

JA
深良支所

ローソン

市民文化センター

消防団

深
良
保
育
園

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

投票は指定された投票所で
　16 の投票所があります。有権者の方には、事前に

入場券を送ります。入場券に記載された投票所で投票

してください。

★印が投票所の場所です。

投票時間は７時～20時
　10 月５日㈰の投票時間は、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。
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教育部　子ども教育課
995-1822☎

平成27年度　保育園入園児を募集
入園申込書の受付は10/20～31

　平成27年度の保育園（公立・私立）の入園
申込みが始まります。入園申込書の配布は10
月 14日㈫から、申込書の受付期間は 10月
20日㈪から31日㈮です。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。

入園申込書の配布と受付
配布開始／ 10 月 14 日㈫

受付期間／ 10 月 20 日㈪〜 31 日㈮

　※土日、祝日を除く

ところ／子ども教育課・市内公私立保育園

入園できる基準
　児童の親と 65 歳未満の同居の祖父母などが次の基

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）

●親族の病気の介護などのとき

●そのほか、特に必要と認めたとき

※詳しい基準は、申込書に記載してあります。

入園申込の対象者
●平成 27 年４月から入園を希望する方

● 産休、育休明けなどで、平成 27 年５月から平成 28

年３月までの間に入園を希望する方

★平成26年度入園申込済みの方も再度お申し込みを
　 　今年度入園をお待ちの方で、平成 27 年度も入園

を希望す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

決定します。児童の年齢によっても異なります。

入園の決定
　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
　入園申し込みをした方は、４月入園希望、年度途中

入園希望のどちらの方も下表の日程で面接を行います。

都合がつかない場合は、必ずご連絡ください。

〈入園面接　日時・会場〉

保育園 面接日と会場 時間 定員
深良保育園 １１月１７日㈪

各保育園
９：３０～１１：３０ ９０人

富岳南保育園 １３：３０～１５：３０ １２０人
西保育園 １１月１９日㈬

各保育園
９：３０～１１：３０ １２０人

東保育園 １３：３０～１５：３０ １２０人
富岡保育園 １１月２１日㈮

各保育園
９：３０～１１：３０ １２０人

富岳台保育園 １３：３０～１５：３０ ９０人
さくら保育園 １１月２５日㈫

さくら保育園 ９：１５～１１：４５
１２０人

さくら保育園分園 ２９人
御宿台保育園
（０、１歳） １１月２７日㈭

御宿台保育園

９：３０～１１：３０
１８０人

御宿台保育園
（２～５歳） １３：３０～１５：３０

市外保育園
予備日

１２月１日㈪
市役所４階
４０２会議室

９：３０～１１：３０

※ 児童同伴で受けてください。

※ 面接は、第一希望の保育園の日程か予備日で受けて

ください。先着順で面接を行います。時間内にお越

しください。

※ 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。

※ 平成 27 年４月１日に茶畑で開園する富岳キッズセ

ンターあい（０歳〜３歳未満児）が第一希望の方は、

富岳台保育園か富岳南保育園で面接を受けてくださ

い。
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田畑の防護柵に上限45,000円を補助
エサ場の排除と自己防衛が有効！

山から里へ拡大する被害

　全国の野生鳥獣による農作物被害額は、平成 21 年

度以降、毎年 200 億円を上回っています。被害の約

７割がシカ、イノシシ、サルによるもので、中山間地

に位置する当市でも同様の傾向が見られます。

　市内の被害状況では、農作物の食害や、田畑の掘り

起こし、踏み荒らしなどが目立っています。農家以外

でも、家庭菜園や花壇を荒らしたり、ゴルフ場のコー

スを掘り起こしたりする事例や、国道 469 号や県道

富士裾野線沿線での車両との衝突事故も頻発していま

す。

　市では、平成 24 年度に鳥獣被害防止計画を策定し、

国の支援を受けながら被害防止対策に取り組んでいま

す。また、県や猟友会などの関係団体や近隣市町との

連携を強化し、パトロールや捕獲活動を行っています。

エサ場の放置や耕作放棄地が一因に

　鳥獣被害の拡大の要因として、野生動物の生息区域

が拡大していることがあります。人間がエサを放置す

ると、動物を集落に引き寄せ、被害を激化させる原因

となります。そのため、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。熟し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、落果した果実も、速やかに処分しま

しょう。

　また、耕作放棄地は草木が生い茂り、野生動物にとっ

て格好の隠れ家となっています。集落に野生動物を近

づけないためにも、地域ぐるみで声を掛け合い、耕作

放棄地を作らないようにすることが大切です。

人里に慣れさせないことが大切

　里に下りてきた野生動物を見て、「かわいい」「めず

らしい」と見過ごし、追い払わずにいると、人馴れし

て、次々と人里に足を踏み入れてきます。そのような

事態を防ぐために、次のことを避けてください。

１ ．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。

２．野生動物の餌付けは絶対にやめましょう。

防護柵の補助額は原材料費の１／２

　市では、有害獣から農作物を自己防衛する農家を支

援するため、防護柵を設置した場合、予算の範囲内で

補助金を交付しています。但し、鳥類用は除きます。

◎補助対象の柵
　 　柵の種類は決められていません。農地の環境や対

象となる有害獣に合わせて選択できます。

◎補助対象
　　次のすべての条件に該当している方です。

　１ ．市農地基本台帳に登録されている土地を耕作し

ている方

　２．農家資格のある方

◎補助金の額
　１ ．柵設置にかかる原材料費の 2 分の 1 で、45,000

円が上限です。

　２ ．補助金の交付は 1 世帯同一年度につき 1 回限り。

◎申請方法
　 　材料の購入前に農林振興課へ申請が必要です。申

請前の設置は対象外です。申請時に必要な添付書類

など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

　野生鳥獣による被害が全国的に深刻化してい
ます。市内でもシカ、イノシシ、サル、ハクビ
シンによる農作物の被害が多く報告されていま
す。市では、関係団体と連携し、捕獲やパトロー
ルに努めていますが、地域ぐるみによるエサ場
の排除や、防護柵の設置などの自己防衛も大切
です。

農林振興課
995-1823☎

シカ対策用電気柵

p.5
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Photograph ８月

図書館の仕事にチャレンジ
　夏休み子ども一日図書館員が行われました。子ど
もたちは緊張した様子で本を貸し出したり、返却さ
れた本をきれいにしたりしていました。本を片付け
るときには、正しい位置を誰にも負けない早さで探
して、素早く仕事をこなしていました。 （８月６日）

環境美化活動で川も道もすっきり！
　市内各所で環境美化活動が行われました。当日は
急に雨が降り出すこともありましたが、地域の中学
生なども参加して、河川や道路脇などの草刈りやご
み拾いをしました。生い茂っていた雑草もなくなり、
市内がすっきりきれいになりました。 （８月 17 日）

プロゴルファーたちが熱戦を展開
　ファンケルクラシック 2014 が 8 月 22 日から 24
日まで、裾野カンツリー倶楽部で開催され、約 70
人の選手が熱戦を繰り広げました。優勝したのは羽
川豊選手で今大会 2 連覇です。 （８月 22 日）

第１回内陸フロンティア推進連絡協議会開催
　県が推進する『内陸フロンティアを拓く』取り組
みで、裾野ＩＣ周辺が推進区域に指定されています。
第１回協議会が開催され、区域内の企業、自治会、
団体の代表が意見交換しました。今後、防災減災と
地域成長を両立するまちづくりに取り組みます。
 （８月６日）

「山頂への道光」
　夏の夜の富士山。山小屋と登山者の
明かりが写っています。写真の左が富
士宮口登山道、その右が御殿場口登山
道で、右の稜線の下の方に見えるのが
須走口登山道です。撮影場所は、富士
山資料館の周辺。満天の星空との共演、
富士山のお膝下でしか見られない光景
です。

p. 6p.6
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Photograph August

　８月 30 日、富士山すその阿波おどり
大会が開催され、市内の 10 連を始め 24
連が熱い踊りを披露しました。鉦や太鼓
の音がリードし、男踊りは軽やかに、女
踊りは華やかに、子どもからお年寄りま
で息のあった舞を繰り広げ、すその駅前
中央商店街は熱気に包まれました。

軽やか
　　　華やか
　　　　　　魅了し

た一夜

p. 7p.7
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お知らせ
Announcement

平成27年度就学児童
（新一年生）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 対象校区

１０月２日㈭
西小、富岡第一小、
富岡第二小、千福が
丘小

１０月９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 27 年度に小学校に入学する

児童

学校教育課　995-1838

固定資産税
償却資産の課税標準の特例

　固定資産税の税額は、課税標準額

に税率（1.4％）を乗じて算定され、

原則は、固定資産の価格が課税標準

額となります。再生可能エネルギー

の固定価格買取制度の認定を受けた

再生可能エネルギー発電設備の固定

資産税（償却資産）の課税標準額は、

当初３年間、課税標準額が価格の３

分の２に減額されます。

 次のすべての要件を満たす償却資

産

・ 経済産業省の認定を受けた再生可

能エネルギー発電設備（蓄電装置、

変電設備、送電設備を含む）のう

ち償却資産に該当する部分

※ 住宅等太陽光発電設備（低圧で発

電量 10kw 未満）を除く

・ 平成 24 年５月 29 日から平成 28

年３月 31 日までの間に新たに取

得した設備

課税課資産税係　995-1809

学校開放調整会議

　学校体育施設を使用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

地区 と　き 会場
東 １０月１日㈬

生涯学習センター
深良 １０月３日㈮
須山 １０月７日㈫須山コミセン
西 １０月８日㈬

生涯学習センター
富岡 １０月９日㈭

時間はいずれも 19 時〜

生涯学習課　992-3800

ウルトラ怪獣が伊豆スカイライン
スカイポート亀石に！

　伊豆スカイラインでは、全線開通

50 周年を記念してイベントを実施

します。怪獣茶屋のバルタン店長な

どウルトラ怪獣が登場します。

９月 27 日㈯〜 10 月 13 日㈪

 スカイポート亀石（伊豆スカイラ

イン・伊東市）

県道路公社企画業務課
　054-254-3424

環境保全・環境美化活動を
実施している方の推薦

　11 月 22 日㈯に開催する環境大会

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

当する方を推薦してください。

 市内を主な活動範囲としていて、

環境保全・環境美化に顕著な功績

がある個人または団体

 生活環境課にある推薦用紙に必要

事項を記入し、提出してください。

※郵送、FAX 可

10 月６日㈪（必着）

 ●自薦他薦は問いません。●表彰

者を選考後、結果を通知します。

生活環境課　995-1816
　〒 410-1192　佐野 1059

 992-4447

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、中小企業で働く

方々の福利厚生を充実させるための

組織です。裾野市、御殿場市、長泉

町、小山町が助成しています。

 事業所入会／２市２町内の中小企

業に勤めている方とその事業主

　 個人入会／２市２町に住んでいて

中小企業に勤めている方か事業主

（企業の所在地は２市２町内外を

問いません）

 提供施設の利用料金割引、イベン

ト事業、慶弔給付事業など

 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

運転免許証の自主返納

　高齢などの理由で運転免許証を返

納することができます。

期�間／運転免許証の有効期間内

 県内各警察署運転免許窓口、東部

運転免許センターなど

受�付時間／８時30分〜11時30分、13

時〜16時（運転免許センターは15

時30分）※土日、祝日を除く

 運転免許証　※運転免許証を亡失

中の方は、身分証明書と証明写真

をお持ちになり、運転免許セン

ターで手続きをしてください。

 ●申請は本人が行ってください。

●返納の手続き後５年以内に申請

すると、運転経歴証明書が交付さ

れます。● 65 歳以上の方は運転

経歴証明書を提示すると県タク

シー協会加盟会社などのタクシー

運賃が１割引になります。

裾野警察署　995-0110
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

オープンハウス2014
体験活動の楽しさを体感

　乗馬体験、茶道教室、スポーツ大

会など様々な体験活動を行います。

10 月 11 日㈯・12 日㈰

　10 時〜 15 時

 国立中央青少年交流の家（御殿場市）

国立中央青少年交流の家
　0550-89-2020

北駿公立３高説明会

　御殿場、御殿場南、小山の３高校

が、教育内容や試験などについて合

同説明会を行います。

10 月８日㈬　19 時〜 21 時

 市民文化センター34 〜36会議室

中学生、保護者、教育関係者

 各学校の概要説明と個別相談

小山高校　0550-76-1188

市民活動センターメール
マガジン“S-Mail”配信

　市民活動センターでは、市民活動

に役立つ情報をメールで配信してい

ます。

配信内容／❶お知らせ

　 ❷講演会・イベント・研修・補助

金・ボランティア募集などの情報

（受信の選択ができます）

登�録方法／次のＱＲコードを読みと

るか、ブラウザのアドレス欄に

https://io.dataeast.jp/ems/?id=sc 

-css と入力し画面表示に従って登

録してください。

※ ＱＲコードは㈱デン

ソーウェーブの登録

商標です。

地域振興課　995-1874
　市民活動センター　992-1840

募 集
Recruitment

平成27年度静岡看護学校
社会人入学生

　平成 27 年度の静岡医療センター

付属静岡看護学校の社会人入学生を

募集します。

受�験資格／次のいずれかの条件を満

たし、合格した場合は必ず入学し、

学業に専念できる方

❶ 高等学校または中等教育学校卒業

後、出願時までに１か所で２年以

上継続して就業経験を有する方

❷大学または短期大学を卒業した方

願書提出期限
10 月１日㈬〜 10 日㈮ 15 時（必着）

入�学試験／とき▶ 10 月 22 日㈬

　 ところ▶静岡医療センター付属静

岡看護学校

　 科目▶学科試験（古文・漢文を除

く国語総合、数学Ⅰ）、面接試験

合�格発表／ 10 月 28 日㈫にホーム

ページに掲載し本人宛に郵送で通

知します。

募�集要項の請求／郵便番号・住所・

氏名を明記し、250 円切手を貼っ

た封筒（角形２号 24cm × 33.3cm）

を同封して、朱書きで「募集要項

の請求」と記載し、請求してくだ

さい。

 静岡医療センター付属静岡看護学
校入学係　976-5455

　〒 411-0905　清水町長沢 762-1

　ゆるキャラⓇグランプリ 2014 の

投票が始まりました。“すそのん”

もエントリーし、優勝を目指します。

投票は 10 月 20 日㈪まで受け付け

ています。１メールアドレスにつき、

１日１回投票できるので、たくさん

の投票をお願いします！

投票期間／ 10 月 20 日㈪ 18 時まで

投�票方法／パソコン、スマートホン、

携帯電話などでゆるキャラ ® グ

ランプリのオフィシャルウェブサ

イトにアクセスし、投票してくだ

さい。投票にはメールアドレスで

ＩＤ登録が必要です。

すそのんを応援してください！
－投票は10月20日まで

▪投票はこちら！

ゆるキャラグランプリ　すそのん

http://www.yurugp.jp

検索市長戦略課広報室
995-1802☎

エントリー
No.1207
すそのん

１日１票
投票してね！
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募 集
Recruitment
認知症を語る会

　認知症の方を介護している家族を

対象に「認知症を語る会」を開催し

ます。申し込みは不要です。直接会

場にお越しください。

10 月３日㈮　13 時 30 分〜 15 時

 市民活動センター（福祉保健会館）

介護家族の会　993-2580
　社会福祉協議会　992-5750

ソフトテニスの日練習会

　９月 21 日は県ソフトテニスの日

です。初心者や学生時代の経験者な

どどなたでも参加できます。申込み

は不要です。運動のできる服装でお

越しください。

９月 21 日㈰　9 時〜 12 時

 運動公園テニスコート

小学生以上の市民の方

 ラケット　※貸出可

市ソフトテニス協会（大川）
　997-0084　090-6768-4601

企業見学会
ワークラリーしずおか

　大学生や既卒３年以内の方に、県

内の企業を見学し、職場の雰囲気や

活気を感じてもらいます。

開�催期間／平成27年６月30日㈫まで

　※各企業が指定する日に実施

 大学院、大学、短大、専門学校な

どの学生または既卒３年以内の未

就職者

 県ホームページ「しずおか就職

net」で希望する企業の見学日時

などを確認し、入力フォームまた

は電話でお申し込みください。

 県経済産業部就業支援局雇用推進
課　054-221-3575

市民活動サポート講座
参加者

　市民活動サポート講座「気づきの

一手！今の活動は 100 点満点？」

を開催します。ワークショップでワ

イワイしながら取り組む講座です。

講座終了後に個別で相談ができます。

10 月４日㈯　14 時〜 16 時

 市民活動センター（福祉保健会館）

 ボランティア団体、地域活動団体、

ＮＰＯ法人など市民活動に携わる方

10 団体（先着順）※１団体２人

講�師／千野和子さん（ふじのくにＮ

ＰＯ活動センターチーフアドバイ

ザー）

 市民活動センターにお申し込みく

ださい。

※電話、ＦＡＸ、メール可

 ９月17日㈬10時〜10月１日㈬16時

　受付▶㈫〜㈯　９時〜 17 時

 筆記用具

市民活動センター　992-1840
992-1804　 s-center@palnet.jp

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 23 日㈭　10 時〜 13 時

 市役所 1 階市民相談室

14 人程度（先着順）

 事前に国保年金課へお申し込みく

ださい。※電話可

 10 月 9 日㈭

国保年金課　995-1813

全日本不動産協会
不動産無料相談会

10 月９日㈭　13 時 30 分〜 15 時

 プラサヴェルデ（沼津市）

 弁護士、税理士、司法書士、土地

家屋調査士、行政書士などが不動

産に関する相談に応じます。

 予約は不要です。当日直接会場に

お越しください。

全日本不動産協会静岡県本部
　054-285-1208

p.10
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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

後期高齢者医療保険料� 第３期分

10 月　税金・料金

10 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

４日㈯
㈱中川商店
☎ 993-1555

５日㈰
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

11 日㈯
鈴鹿建設㈱東富士支店

☎ 997-2704

12 日㈰
田央設備㈲
☎ 997-5175

13 日㈪
㈲渡辺設備
☎ 992-3034

18 日㈯
鈴木住宅設備
☎ 993-3901

19 日㈰
一和設備工業
☎ 997-4663

25 日㈯
㈱西島工業
☎ 993-1070

26 日㈰
㈲富士設備
☎ 997-1507

10 月　カレンダー
５日㈰ 市議会議員選挙

23日㈭ 市長表彰式

25日㈯
～26日㈰

市民のふれあいフェス
タすその

29日㈬ 市民芸術祭開会式

人　口　53,449人� （−20人）
　男　　27,274人� （−15人）
　女　　26,175人� （−5人）
世　帯　21,322世帯�（−9世帯）
内、外国人� 697人�363世帯

９月１日現在
データバンク

不動産鑑定士無料相談会

　不動産鑑定士が鑑定評価、価格、

賃料、売買、交換、借地、借家、相

続、贈与など不動産に関する相談に

応じます。

10 月３日㈮　10 時〜 16 時

 沼津市役所８階 801 会議室

 予約は不要です。15 時 30 分まで

に会場にお越しください。

県不動産鑑定士協会
　054-253-6715

10月は市民活動相談月間

　ボランティア団体、地域活動団体、

ＮＰＯ法人などの市民活動の相談に

応じます。新団体の立ち上げや活動

開始についても相談することができ

ます。

10 月の㈬〜㈯

　受付▶ 10 時〜 12 時

※ ＮＰＯ法人手続きの相談は次の日

時に専門員が応じます。

●10月15日㈬　10時30分〜12時

●10月25日㈯　13時30分〜16時30分

 市民活動センター（福祉保健会館

１階）

 市民活動に携わる方

 事前に市民活動センターにお申し

込みください。

※電話、ＦＡＸ、メール可

市民活動センター　992-1840
992-1804　 s-center@palnet.jp

全国一斉！
法務局休日相談所

　法務局職員、公証人、司法書士、

土地家屋調査士、人権擁護委員が相

談に応じます。秘密は厳守します。

近隣、家庭、学校、職場などで人権

問題でお困りの方は、お気軽にお越

しください。

10 月５日㈰　10 時〜 16 時

　受付▶ 10 時〜 12 時

 イシバシプラザ４階ホール（沼津

市）

 土地や建物の登記、遺言書、公正

証書、会社・法人の登記、戸籍、

国籍、地代家賃の供託、いじめな

どの人権問題

 予約がなくても相談することがで

きますが、予約した方が優先され

ます。

静岡地方法務局沼津支局総務課
　923-1201

p.11
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10月前期の救急協力医

１ 水 旭医院 ９66-００３１ 原 松原医院 ９6２-１４９6 白銀町 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

２ 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

３ 金 大坂屋クリニック ９９５-３１００ 佐野 ふじわら
クリニック ９２４-８７７７ 寿町 古屋小児科医院 ９6３-０４０７ 西条町

４ 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

５ 日

境医院 ９７５-８０２１ 竹原 勝呂医院 ９6２-３０８３ 千本中町

小林内科医院 ９２１-２１6５ 米山町 原小児科医院 ９6２-０6３6 八幡町

さくら胃腸科・
外科 ９９４-１００８ 御宿 西方外科医院 ９２１-１３３３ 共栄町

６ 月 森本神経内科クリニック ９７6-５２２１ 竹原 田沢医院 ９6２-１２０５ 大手町 大橋内科・
小児科医院 ９９２-２８００ 佐野

７ 火 林医院 ９３１-１１２０ 住吉町 五十嵐クリニック ９３４-6７００ 志下 すずきファミリー
クリニック ９6０-０３３３ 一本松

８ 水 村岡内科クリニック ９５４-２０００ 大岡 山本整形外科・
循環器科 ９８９-８１１１ 南一色 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

９ 木 あめみや内科 ９３５-１１５９ 吉田町 池田病院 ９８6-１２１２ 本宿 星野医院 ９6２-０７８２ 山王台

１０ 金 望月内科医院 ９３１-５３6２ �下香貫
宮脇 東医院 ９２１-５５２０ 高沢町 よざ小児科医院 ９6７-５７２２ 原

１１ 土 大橋内科・小児科医院 ９９２-２８００ 佐野 聖隷沼津病院 ９５２-１０００ 松下 りゅうじん医院 ９８８-３１３３ 下土狩

１２ 日

やぐち内科・循環
器科クリニック ９７３-３８１１ 伏見 守重医院 ９３１-２５１１ �我入道

江川

岩渕内科医院 ９５１-４５７９ 添地町 杉谷小児科医院 ９２３-6５４３ 筒井町

清水館医院 ９９３-２３２３ 茶畑 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

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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

１３ 月

なおきクリニック ９２９-８５５５ 東椎路 駿東整形外科医院 ９２２-８８５５ 高沢町

きくちクリニック ９８９-５７８８ 桜堤 まるやま
小児科医院 ９８１-８５７７ 堂庭

おぐち医院 ９９２-66１１ 深良 こんどう
クリニック ９２５-２４２０ 岡宮

１４ 火 森医院 ９66-２０１７ 石川 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

１５ 水 つかだ医院 ９８３-１５７７ 堂庭 沼津大山
クリニック ９５４-２２７４ 大手町 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

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

５ 日
田中耳鼻咽喉科�
医院
９７５-０２２6

中央町 聖隷沼津病院
９５２-１０００ 松下 静岡医療センター

９７５-２０００ 長沢 松本歯科医院
９９３-８７１１ 千福が丘

１２ 日
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 沼津市立病院

９２４-５１００ 東椎路 真野歯科医院
９７２-５２９０ 堂庭

１３ 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 田中産婦人科医院
９７１-３５４１ 中央町 牧野歯科医院

９８８-１１８４ 下長窪

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター

☎ 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

☎

有

料

広

告

p.13

広報すその　平成26年９月15日号



企
画
部
市
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055-995-1802

No.
1272

2014 年
（
平
成
26 年

）

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15

日
号

10月の行事予定
親子おはなし広場
 　７日㈫　10 時 30 分〜　展示室　　　　　　
親子おはなしの会
 　21 日㈫　10 時 30 分〜　文化センター図書室
ファーストブック
 　15 日㈬　 9 時〜 12 時　展示室　　　　　　
 　22 日㈬　13 時〜 16 時　展示室　　　　　　

今月の二冊
遺譜　浅見光彦最後の事件 
上・下
浅見光彦は、本人が知らない間
に企画された 34 歳の誕生日
パーティーに際し、ドイツ人
ヴァイオリニスト、アリシアに
頼まれ共に丹波篠山へ赴く。ア
リシアは祖母に、彼の地で男に
託された楽譜を預かってくるよ
うに言われていた。

６日㈪、14日㈫、20日㈪、23日㈭、
27日㈪

10月の休館日

市民文化センター図書室
９月24日㈬から10月10日㈮まで臨時休館
　空調設備修繕工事のため、市民文化セン

ター図書室は休館します。休館中はブックポ

ストで本を返却することもできません。

新刊紹介 New Release

『かえってきたへんしんトンネル』
作・絵：あきやまただし　金の星社

『おえかきしりとり』
作：新井洋行・鈴木のりたけ　講談社

『くろねこさんしろねこさん』
ぶん：得田之久　え：和歌山静子　童心社

『モモンガのはいたつやさんと 
 ミーちゃんへのプレゼント』
著：ふくざわゆみこ　文渓堂

『すえずえ』
著：畠中恵　新潮社

『魔法使いと刑事たちの夏』
著：東川篤哉　文藝春秋

『銀翼のイカロス』
著：池井戸潤　ダイヤモンド社

『枯野光』
著：池田久輝　角川春樹事務所

棚橋　奈
な
々
な
美
み

ちゃん
（３歳・上ケ田）

服部　太
たい
翔
と

くん
（２歳 11カ月・富沢）

伊藤　未
み
来
く
翔
と

くん
（２歳７カ月・須山６）

三浦　尚
なお
紀
き

くん
（２歳８カ月・二ツ屋１）

長田　晴
はる

ちゃん
（２歳９カ月・中丸下）
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2014年（平成26年）

10月1日号 02    富士山火山３県合同訓練
03    不法投棄は環境に悪影響
04    ふれあいフェスタすその
05    固定資産税・都市計画税

１日１人１票を！

エントリー№1207 すそのん

ゆるキャラグランプリ２０１４

　９月16日㈫韓国・光州市で開催された国際か
んがい排水委員会で、深良用水が「かんがい施
設遺産」へ登録されることが決まりました。完
成から344年が経ったこの日も、芦ノ湖の豊か
な水が1,280ｍのずい道を通って流れてきます。



10月19日㈰、富士山火山３県合同訓練
第1次避難対象エリアで避難方法などを検証

富士山は活きている

　富士山は 1707 年（宝永４年）の噴火後、300 年以上

噴火をしていませんが、平成 12 年に低周波地震が観

測され、富士山が活火山であることを再認識させられ

ました。９月１日現在、富士山の火山活動が活発化す

る兆候はありませんが、大規模な噴火が発生した場合、

被害の規模や影響は、甚大なものになることが予測さ

れます。溶岩流や融雪型火山泥流などによる被害は、

山梨・静岡両県の複数の市町村におよびます。また降

灰による影響は、首都圏に拡大する恐れがあります。

静岡・山梨・神奈川の3県が連携

　平成 24 年６月、静岡・山梨・神奈川の３県が連携

して防災対策を推進するため、富士山火山防災対策協

議会が設立されました。今回の合同訓練は、同協議会

の呼び掛けで実施されるものです。訓練を通じて、避

難対策の課題を洗い出し、計画の実効性を高めていき

ます。当市でも現在、市の火山避難計画の策定を進め

ていますが、訓練を検証し、成果や課題などを計画に

反映していきます。

本部運営・避難・救出を検証

　避難訓練の対象区域は、十里木高原別荘地芙蓉の森

地区です。この区域は、富士山火山避難計画の中で第

１次避難対象エリアに指定されている場所です。避難

訓練には、同地区内に住んでいて、事前に同意した方

が参加できます。

　次の３部門の訓練を行い、訓練内容を検証します。

１．災害対策本部運営訓練
　 　本部から市内一斉に、まもメールや広報無線放送

を使って、噴火に関する情報や発令された避難勧告

を伝達する訓練を行います。

２．避難行動訓練
　 　十里木高原別荘地芙蓉の森地区内で協力を得られ

た方を対象に、自家用車による避難訓練を行います。

避難経路と移動時間を検証します。

３．残留者救出訓練
　 　警戒区域内に残留者がいることを想定し、自衛隊

車両で救出活動を行います。救出活動中の安全を確

保するための条件を検証します。

まもメールと無線放送で市内一斉に発信

　訓練は、８時 30 分から 11 時 30 分ごろまで行います。

その間、まもメールと広報無線放送を通して、市内一

斉に情報などを発信します。本当の噴火と間違えて慌

てないようにご注意ください。また、避難経路として

国道 469 号、パノラマロード、国道 246 号、県道 394

号などの幹線道路を利用します。

防災交通課
995-1817☎

　10月19日㈰の午前中、静岡・山梨・神奈川の
３県が合同で、富士山の噴火に備えた避難訓練
を行います。市では、県の訓練と連動し、第１
次避難対象エリアの方を対象に避難勧告を発令
し、避難や救出などの実動訓練を行います。訓
練の成果や課題は、現在策定中の（仮称）市火
山避難計画に反映されます。

○訓練スケジュール
時間

内容
９時 10時 11時 12時

災害対策本部 本部運営（避難勧告発令・残留者救出要請など）

避難訓練 自家用車による住民避難

救出訓練 自衛隊による残留者救出

市富士山火山防災マップ

火砕
流

火 
口

噴
 石

溶
岩
流

訓練対象地域

※変更になる場合があります。
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不法投棄は環境に悪影響
ごみは市の収集へ

不法投棄は犯罪です

　家電製品などの不法投棄は近隣への迷惑になります。

また、しみだした有害物質による土壌汚染など環境に

も大きな影響を与えます。

　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

下の罰金またはその両方に処される」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、悪質な不法投棄を見つけたら警察へ連絡

し、投棄者の特定や捜査を依頼しています。

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ことは、農業などを営

む上でやむを得ない焼却や塔婆の供養焼却など一部の

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。

市民部　生活環境課
995-1816
美化センター
992-3210

☎
　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。
地域で協力して草刈りなどをして不法投棄されない環境を作り
ましょう。
　また、不法投棄だけでなく、市のごみ収集に出さず自分でご
みを燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生し、健康を阻
害します。ごみは市の収集に出しましょう。

　浄化槽の使用者は、次のことを行うことが浄化

槽法で義務づけられています。

１�．保守点検は県の登録業者に委託し、年に３、
４回以上実施してください　

２�．清掃は市の許可業者に委託し、年に１回以上
実施してください

　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�．法定検査は県の指定検査機関へ依頼し、年に
１回行ってください

　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。

　※ ５月に県が、法定検査未受検の方に通知を送

付しています。まだ検査の申し込みをしてい

ない場合は、お早めにお願いします。

10月１日は
「浄化槽の日」です

　不法投棄が行われていないか、月に１度、３時

間ほど担当地区をパトロールしています。パト

ロール中に見つけるごみはペットボトルや空き缶、

コンビニの弁当の容器などのほかに、旧型のテレ

ビや自転車などです。ゴミは目が届きにくい草む

らなどに捨てられることが多いです。夏は特に草

が生い茂っているので、地域で草刈りなどを行い、

不法投棄されない環境を作ることが大切です。最

近は駐車場や新東名高速道路の側道沿いにごみを

捨てられることが増えてきました。今後、どう抑

止していくかが課題です。

　自分たちが住んでいる町は自分たちできれいに

していかなければなりません。不法投棄をしない、

させないことがきれいな町を維持していくことに

つながります。皆さんご協力をお願いします。

自分たちの住む町は
自分たちできれいに
　　県産業廃棄物不法投棄監視委員
　　（西・富岡地区担当）
� 渡邊一郎�さん
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10月25日・26日ふれあいフェスタすその
25日は消費生活展も！

商工観光課
995-1857☎

2014市民のふれあいフェスタすその
“次代へつなぐ、すその商

あき

人
んど

のちから”

と　き／ 10 月 25 日㈯・26 日㈰　10 時～ 16 時

　　　　※ 26 日㈰は 15 時まで

ところ／市民文化センター

 【イベント情報】
○商品、工業製品、観光物産品、植木などの展示・即売

○企業紹介、建設業紹介

○住宅防災不動産フェア

○すそのブランド認定品などのＰＲ

○ 青年部イベント（くじ屋、ジャンボパチンコ、射的、

ジャンボふわふわ、ステージ、フードクラブの商品

販売など）

○女性部によるエコキャップ回収運動

○すその餃子祭り　－すその水ギョーザも販売！

○鉄道列車模型の走行、富士山と電車の写真展

○親子工作教室（26 日のみ）

○裾野サービスカードの大抽選会（25 日のみ）

○ 県警察音楽隊の演奏とカラーガードエンジェルズ

（25 日のみ）

◇親子工作教室の参加者を募集 
　本立てづくりに挑戦！

　建設業協会の方の指導を受けて、本立てを作ります。

と　き／ 10 月 26 日㈰　10 時 30 分～

ところ／市民文化センターエントランス

対　象／ 市内に住んでいる小学生以下の児童とその保

護者

定　員／ 20 組（先着順）

持ち物／かなづち、ものさし

申込み／商工観光課へお申し込みください。

第33回消費生活展
“くらしサンサンフェスタ”

と　き／ 10 月 25 日㈯　10 時～ 15 時

ところ／生涯学習センター

 【イベント情報】
○おもちゃ病院（10 時～ 14 時）

　 　おもちゃを修理します。壊れたおもちゃをお持ち

ください。 ※修理できない場合や、費用がかかる

場合があります。

○バザー（11 時～ 14 時）

○体験コーナー「エコな材料でクラフト作り体験」

　・お気に入りの雑誌でバッグ作り（10 時 30 分～）

　・荷造りひもを使った手まり（11 時 30 分～）

　・折り紙でリース作り（13 時 30 分～）

　※定員は各回 10 人です

○抽選会　－地場産品の詰め合わせなどが当たる！

 【パネル展示】
 ・消費者団体協議会この 1 年 （市消費者団体協議会）

 ・消費税と食品表示 （市消費生活研究会）

 ・野菜ジュースの中身を知ろう 　（ライフプラネット）

 ・あなたを狙う悪質商法にご用心！ （消費生活センター）

 ・気になる日用品の価格動向 （くらしのモニター）

 ・身近な“環境”について学ぼう （生活環境課）

 ・食事のマナーを見直そう！ （市学校栄養士会）

 ・くらしに潜む危険から身を守るために

　 （ 独 製品評価技術基盤機構）

 ・電気を正しく使って快適ライフ （関東電気保安協会）

 ・みんなと進めようリサイクル

　 （明るい社会づくり運動 県裾野地区協議会）

 ・地域の宝、里山をこどもたちへ

　 （ＮＰＯ法人里山会公文名ファイブ）

　10 月 25 日㈯・26 日㈰にふれあいフェスタすその
を市民文化センターで、25 日㈯に消費生活展を生涯学
習センターで開催します。産業と消費のお祭り同時開催
です。ふれあいフェスタすそのでは、市内の商工業者な
どによる展示や即売、すその餃子祭りなどを行います。
消費生活展では消費生活に関する展示などを行います。
家族そろってお出かけください。

p.4

広報すその　平成26年10月１日号



固定資産税・都市計画税
住宅用の土地にかかる税負担を軽減

課税課資産税係
995-1809☎

税額＝課税標準額×税率 �
　固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定めた固

定資産評価基準にもとづいて決定されます。原則とし

て、評価額が課税標準額となります。課税標準額に税

率を乗じ、固定資産税額と都市計画税額が算出されま

す。税率は、固定資産税が 1.4％、都市計画税が 0.2％

です。

住宅用地の課税標準の特例 �
　専用住宅、併用住宅、共同住宅などが建っている土

地が住宅用地です。住宅用地には、税負担を軽減する

ための特例措置が適用されます。住宅用地には、小規

模住宅用地と一般住宅用地があります。

 【小規模住宅用地】
　200㎡以下の住宅用地のことです。200㎡を超える

場合は、住宅１個につき 200㎡までの部分が小規模住

宅用地になります。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のことです。例えば、

一戸建住宅の敷地面積が 300㎡だとすると、200㎡は

小規模住宅用地、残り 100㎡が一般住宅用地になりま

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。

土地使用状況の申告を！ �
　住宅用地の課税標準の特例措置の適用を受けるため

には、申告が必要です。家屋を新増築したときや家屋

の用途を変更したときは、土地使用状況申告書を課税

課資産税係へ提出してください。

 〈計算例〉
　一戸建住宅が建っていて、敷地面積が300㎡
で評価額が 1,800 万円の土地の固定資産税額
は？
　住宅 1 個につき 200㎡までが小規模住宅用地と

なるので、この土地の場合 200㎡が小規模住宅用

地で 100㎡が一般住宅用地となります。

　●小規模住宅用地分の評価額は、

　　1,800 万円× 200㎡／ 300㎡＝ 1,200 万円

　　 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が上限となるので、

　　 1,200 万円×１／６＝ 200 万円が上限になり

ます。

　●一般住宅用地分の評価額は、

　　1,800 万円× 100㎡／ 300㎡＝ 600 万円

　　 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が上限となるので、

　　 600 万円×１／３＝ 200 万円が上限になりま

す。

　●この土地の固定資産税額の上限額は、

　　 （200 万円＋ 200 万円）× 1.4％＝ 56,000 円

になります。

　住宅を壊し更地になると、住宅用地の特例措置

が適用されなくなるので、土地にかかる税額は上

がります。既存の住宅を取り壊し、新しい住宅を

建築していて一定の要件を満たす場合には、引き

続き、住宅用地の課税標準の特例措置が適用され

ます。

　固定資産税は、毎年１月１日現在、市内に土地、家屋、償却
資産を所有している方が、市に納める税金です。市街化区域内
に土地、家屋を所有している方には、都市計画税も課税されま
す。住宅用に使用されている土地は、税負担を軽減するための
特例措置が適用されます。事業用から住宅用に家屋の用途を変
更した場合などには、申告をしてください。

住宅を取り壊したら
� 税額が大幅に上がった！
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お知らせ
Announcement
無料調停相談会

　交通事故、金銭、土地建物、公害、

家庭問題などの相談に調停委員が応

じます。

10月８日㈬　12時30分～16時30分

大手町会館（沼津市大手町）

静岡地方裁判所沼津支部
　931-6000

行政書士による無料相談

　行政書士は、依頼を受けて官公署

に提出する書類や権利義務、事実証

明に関する書類を作成します。また、

作成した書類を官公署へ提出する手

続きの代理、行政書士が作成するこ

とができる契約その他の書類の代理

人としての作成を行っています。10

月は行政書士制度広報月間です。無

料相談所を開設します。

10 月 20 日㈪　10 時～ 12 時

市役所４階会議室

行政書士会裾野支部　992-6577

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23日㈭　10時20分～11時20分

福祉保健会館研修室

 昭和 19 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

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。

10 月 21 日㈫　10 時～ 12 時

富岡第二小学校

 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

10月21日～27日
行政相談週間

雇用、年金、登記、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。行政相談委員は総務大臣か

ら委嘱された方々です。

 10 月 20 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。奇数月は午前中のみです。

市役所４階会議室

【行政相談委員】
　市内には、総務大臣から委嘱され

た二人の行政相談委員がいます。

相談委員の湯山貴志子さんと芹澤隆伸さん

広報室　995-1802
　静岡行政評価事務所
　0570-090110

　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、災害時

の緊急情報などをお知らせ

しています。無線放送を聞

くためには、戸別受信機が

必要です。市では、希望す

 ・  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）

※ 東地区から東地区など同地区内へ転居する場合 

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、行事予定、市からのお知らせ

 9：00 時報

12：00 時報

17：00 時報

19：30 演習通報、行事予定、市からのお知らせ

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主の方

※１世帯につき１台

次の場合は、戸別受信機を市に返却してください。

 ・市外へ転出するとき

広報室
995-1802無線放送戸別受信機の貸出

p.6

広報すその　平成26年10月１日号



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

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 29 日㈬は、ごみのを持ち

込みができません。

美化センター　992-3210

富士スピードウェイ
無料入場デー

　市内に住んでいるか通勤・通学し

ている方とその同伴者は無料で入場

できます。ゲート係員に証明できる

ものを提示してください。

 〈対象日・対象レース〉
11月１日㈯・２日㈰　2014富士チャ

ンピオンレースシリーズ第５戦、イ

ンタープロトシリーズ第４戦

富士スピードウェイ
　0550-78-2312

駿東地域職業訓練センター
11月講座

 ●技能講習▶玉掛け技能講習●特

別教育▶伐木作業の安全衛生講習

（大径木対応）●人材育成▶監督者

訓練１科ＴＷＩ（仕事の教え方）、

話し方講座（夜間）●受験対策講座

▶建築大工技能検定対策講座（１

級・２級）●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、エクセル基礎、ワー

ド活用、エクセル活用、年賀状作

成、夜間年賀状作成、夜間パソコ

ン入門（ビギナーズコース）●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、アロマ教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

法人市民税法人税割の
税率の変更

　法人市民税法人税割の税率を改正

します。10 月１日㈬以降に開始す

る事業年度から適用されます。

 【法人市民税法人税割】
　現行 12.3％→改正後 9.7％

●中間申告の特例
　法人市民税法人税割の税率改正に

伴い、10 月１日㈬以降に開始する

最初の事業年度の予定申告額につい

て、法人税割は、「前事業年度の法人

税割額×4.7÷前事業年度の月数」と

する経過措置が講じられます。

課税課市民税係　995-1810

児童手当の支給

　10 月 10 日㈮は児童手当の支給日

です。児童手当は、認定請求をした

月の翌月分から支給事由の消滅した

月分まで支給されます。

支給額（月額）
３歳未満▶ 15,000 円

３～ 12 歳（第１・２子）▶ 10,000 円

３～ 12 歳（第３子以降）▶ 15,000 円

中学生▶ 10,000 円

所得が制限額を超えている方の児童

▶ 5,000 円

※４カ月分をまとめて支給します。

支給日／６月、10 月、２月の 10 日

　※ 土日・祝日の場合はその直前の

平日

支給方法／指定口座に振り込みます。

 ９月末日時点で、現況届が未提出

や書類不備の場合は支払いが保留

されます。手続きが済んでいない

方は、至急、手続きしてください。

子育て支援室　995-1841

福祉のしごと就職フェア
～秋の収穫祭～

 10 月 10 日㈮　17 時～ 20 時

プラサヴェルデ（沼津市大手町）

 福祉職場に就職を希望する方、職

員を募集中または来年度採用予定

の法人施設事業所

県社会福祉人材センター
　054-271-2110

インフルエンザ予防接種
（65歳以上）

　対象の方が期間中に実施医療機関

でインフルエンザの予防接種をした

場合、接種費用の一部を助成します。

 10月６日㈪～平成27年３月31日㈫

 市に住民登録のある方で、次のい

ずれかに該当する方

　 ❶予防接種を受ける日に満 65 歳

以上の方

　 ❷予防接種を受ける日に満 60 歳

以上 65 歳未満で、心臓、腎臓、

呼吸器、免疫機能に障がいがある

方のうち、身体障害者手帳１級ま

たは同程度の障がいがある方

接種券の送付・発行
 ・  生年月日が昭和 25 年１月 31 日

以前の方には、接種券を送ります。

 ・  生年月日が昭和 25 年２月１日～

４月１日で接種を希望する方、❷

の方は、健康推進課へお問い合わ

せください。接種券を発行します。

 1,200 円（個人負担金）

※ 生活保護法による被保護世帯の方

は、費用を免除します。接種券と

印鑑をお持ちになり、接種前に健

康推進課か社会福祉課で申請して

ください。

健康推進課　992-5711
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お知らせ
Announcement

児童生徒アイデア展
（発明くふう部門）

　市内小中学校の児童生徒による想

像力豊かなアイデア作品を展示しま

す。

 10月１日㈬～15日㈬　９時30分～

21時　※15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

平成25年度の
情報公開制度の運用状況

　平成 25 年度の公文書開示請求件

数は 25 件でした。

主�な内容／道路の認定や位置指定、

建築計画の概要の関係書類など

処理状況／●全部開示▶３件　

　　　　　●部分開示▶ 20 件

　　　　　●不開示▶１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 25

年度は、不服申立てがありません

でした。

総務管財課　995-1807

こども医療費受給者証
10月1日に更新

　市では、市内の小中学生の医療費

の一部を助成しています。10 月１

日㈬から、こども医療費受給者証が

新しくなります。受給対象者（市内

の小中学生）の方に、新しい受給者

証を郵送します。10 月 1 日㈬以降に、

医療機関で受診した場合には、新し

い受給者証を提示してください。

　９月 30 日㈫まで使用していた受

給者証は、破棄してください。９月

までに受給者証を使わないで医療機

関で受診した方は受給者証を破棄し

ないで、医療費助成（払い戻し）を

受ける手続きをするときに、子育て

支援室にお持ちください。

子育て支援室　995-1841

2014裾野吹奏楽
フェスティバル

　市内の小・中・高７校の吹奏楽部

が素晴らしい演奏を披露します。

 10 月 19 日㈰　13 時～　

※開場 12 時 30 分

 市民文化センター大ホール

出�演団体／深良小学校、東小学校、

東中学校、西中学校、富岡中学校、

不二聖心女子学院、裾野高校

裾野ライオンズクラブ
　993-0007

募 集
Recruitment

初心者のための体操教室

 11月14日㈮・25日㈫・12月２日㈫・

９日㈫・平成27年１月６日㈫・13

日㈫・16日㈮・27日㈫　全８回

　時間はいずれも13時30分～15時

 福祉保健会館１階

 市に住民登録がある 20 歳以上の

方で、全８回参加でき、これまで

運動教室などに参加したことのな

い初心者の方

20 人（先着順）

 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。

10 月 27 日㈪～ 11 月 11 日㈫

 すその健康マイレージ対象事業です。

健康推進課　992-5711

おやこで星をみよう
プラネタリウム一般開放

 10 月 26 日 ㈰　13 時 15 分 ～ 14

時 30 分　15 時～ 16 時 15 分

 県立朝霧野外活動センター

90 人（先着順）

 テーマ▶秋の星、秋の四辺形、月

食、アンタレスの火星への接近、

誕生星座のおとめ座について　

県立朝霧野外活動センター
　0544-52-0321

楽しい地域づくり講座

　地域や団体での活動に役立つ組織

運営のコツや会議、話し合いの進め

方などを楽しく学びます。

 11 月 29 日㈯・12 月 20 日㈯・平

成 27 年１月 31 日㈯　時間はい

ずれも 10 時～ 16 時

 生涯学習センター学習室１

 40 人程度　※申込多数の場合は、

全３回参加可能な方を優先し、抽選

電話でお申し込みください。

11 月７日㈮

地域振興課　995-1874

市営新稲荷団地入居者
（補欠者）

　募集戸数は１戸（３ＤＫ）です。申

込者多数の場合は抽選を行い、当選

者と補欠者を決めます。

 市内に住んでいるか通勤している

方、単身世帯でないこと、収入な

どの要件があります。

募�集案内の配布／ 10 月 15 日㈬まで、

市役所２階まちづくり課で配布し

ています。

10 月８日㈬～ 15 日㈬

 入居時期は、11 月上旬の予定で

す。抽選が行われた場合は、12

月上旬になります。

まちづくり課　995-1856
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まちづくりリーダー
育成講座

 10 月 31 日㈮～ 11 月４日㈫

　各日９時 30 分～ 16 時

 三島市民活動センター会議室

30 人程度

 三島市内の視察、専門家の講義

 特定ＮＰＯ法人　グランドワー
ク三島　983-0136

第２回陶芸講座

 11 月 18 日㈫・19 日㈬　９時 30

分～ 11 時 30 分

 東西公民館

 市内に住んでいるか通勤している

方

 24 人（先着順）

受講料 400 円、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、受講料を添えてお

申し込みください。

※電話、FAX、メール不可

10 月 18 日㈯９時～

東西公民館　992-6677

市環境審議会の公募委員

　市では 27 年度までに環境基本計

画を策定します。公募委員は、計画

策定にあたり、基本的事項を調査し

審議します。

 市内に住んでいるか通勤している

20 歳以上の方

 若干名

任期／ 12 月から２年間

 応募用紙に必要事項を記入し、本

人が提出してください。

10 月６日㈪～ 30 日㈭

書類審査により選考します。

生活環境課　995-1816

秀景ふるさと富士写真
コンテスト

募�集作品／全国にある「ふるさと富

士（見立て富士）」を撮影した写

真　※富士山を除く

応�募規定／●フィルム部門▶カラー

プリント四ツ切●デジタル部門▶

カラープリントＡ４サイズ　※両

部門ともワイド版不可

応�募方法／応募票に必要事項を記入

し、作品の裏面に貼って郵送して

ください。応募票は県ホームペー

ジからダウンロードできます。

12 月 23 日㈫　※当日消印有効

県富士山世界遺産課
　054-221-3776

秋の星空講座～富士山周辺
から見える秋の星空～

　秋の星空や星空観察の基本などを

紹介します。初心者を対象とした講

義形式の講座です。

 11 月 16 日㈰　14 時～ 16 時

 富士山資料館学習室

 30 人（先着順）

 秋の星空と富士山、天体望遠鏡で

楽しむ星空、小惑星 Susono（裾野）

の話、近々起こる天体ショーなど

講�師／秋山 万喜夫さん（東亜天文学

会、小惑星 Susono の発見・命名者）

 入館料が必要です。大人 210 円、

小中学生 100 円

 電話でお申し込みください。

11 月８日㈯

富士山資料館　998-1325

　認知症を予防し、脳をいきいきさ

せるための教室です。

 生涯学習センター

 ６回すべて受講可能な 65 歳以上

の市民の方

 30 人（先着順）

無料

 電話でお申し込みください。

10 月６日㈪～ 31 日㈮

 飲物、タオル、筆記用具、運動の

できる服装（３～６回）

回 とき 内容

１ 11月５日㈬
13：30～15：00

保健師による講話「アルツハイマーをくい止め
るには」７月の講演のポイントを振り返り。ファ
イブコグ検査による脳の健康チェック

２ 11月21日㈮
13：30～14：30 脳の健康チェック結果報告会

３ 11月27日㈭
13：30～15：30

音楽と運動で脳トレ①
健康チェック

４ 12月３日㈬
13：30～15：30

音楽と運動で脳トレ②
健康チェック

５ 12月11日㈭
13：30～15：30

音楽と運動で脳トレ③
健康チェック

６ 12月24日㈬
13：30～15：30

音楽と運動で脳トレ④
健康チェック、まとめ

脳いきいき教室
介護保険課　995-1821
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消費生活センター
995-1854

有

料

広

告

Ｑ：投資をすすめる電話があったが断ったところ「あ
なたの個人情報が漏れている。削除してあげる」と言わ
れた。勧誘電話が頻繁にかかり困っていたので依頼し
た。削除したら電話をすると言われたが信用できるか。
Ａ：公的機関や大手企業の名称をかたり「個人情報を

削除してあげる」と持ちかけ、最終的にはお金をだま

しとる詐欺が急増しています。また、複数の業者が役

回りを分担して消費者をだまそうとする劇場型勧誘も

多く見られます。「個人情報を削除してあげる」など

ともちかけてくる電話は詐欺ですので相手にせず、す

ぐ電話を切ってください。少しでもおかしいなと思っ

たときには、すぐに消費生活センターや家族、友人な

どに相談してください。一度お金を払ってしまうと取

り戻すのは極めて困難ですので、お金を払う前に相談

インターネット回線（光ファイバーやモバイルデータ
通信）などの勧誘にご注意を
　最近、インターネット回線の電話勧誘販売や訪問販

売によるトラブルが増加しています。

　サービス内容がよく分からない、勧誘が強引などと

感じた場合は、その場で契約や申込みをせず、内容を

十分検討してください。主な注意点は次のとおりです。

❶ 契約は口頭でも成立します。あいまいな返事は避け

ましょう。

❷ 電気通信サービスにクーリングオフは適用されませ

ん。ただし、工事前や業者によっては一定期間内で

あれば解約が可能な場合がありますので、契約先の

事業者に相談してください。

❸中途解約すると違約金が発生することがあります。

　 見た目の安さで判断せず、利用目的にあった料金プ

ランを選択するよう内容を確認しましょう。

募 集
Recruitment

放課後児童室の指導員

　放課後児童室では、低学年の小学

生を放課後や学校の長期休暇中に預

かっています。

勤�務時間／平日▶ 13 時～ 18 時

　㈯・長期休暇期間▶８時～ 18 時

※ 時間交代制です。勤務日数や期間、

時間は相談に応じます。

職�務内容／子どもの見守り、遊びの

指導

 西小学校・深良小学校

 子どもが好きな方

10 月 14 日㈫

西小学校放課後児童室
　992-5580
　深良小学校放課後児童室
　992-7336

屋外広告物講習会

 11 月６日㈭　９時～ 16 時 40 分

 県産業経済会館３階大会議室（静

岡市葵区追手町）

 新たに広告業を営もうとする方な

ど

140 人程度

 屋外広告物に関する法令、表示・

施工に関する知識など

3,900 円

 受講申請書に必要事項を記入し、

3,900 円分の県収入証紙を貼りつ

けて提出してください。受講申請

書は、県の各土木事務所または県

ホームページからダウンロードで

きます。

10 月 15 日㈬（必着）

県沼津土木事務所都市計画課
　920-2221
　まちづくり課　995-1829

しましょう。
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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

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
相談を希望する方

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 24日㈮
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 20日㈪
13時～15時

生活改善に関する
相談を希望する方

成人食事健康相談 ６日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 24日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談
を希望する方

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26年４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25年４月生まれの方

２歳児
親子教室

28日㈫９時～９時15分
平成24年10月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

９日㈭13時～13時15分
平成24年４月生まれの方

３歳児
健康診査

23日㈭13時～13時30分
平成23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。
● 夜間当直医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７日㈫ 17時～ 19時 45分
10月14日㈫ ９時～ 11時 30分
10月21日㈫ 13時～ 15時 30分
10月29日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
10月14日㈫ ９時～ 11時 30分
10月29日㈬ ９時～ 11時 30分

予約が必要です。
エイズ検査の結果は約１時間 30 分後に分かります。
プライバシーは堅く守られます。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　個人通知します。対象者で通知が届かない場
合は、ご連絡ください。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

整形 内科 整形 内科

5 6 7 8 9 10 11

内科 内科 外科 内科 外科 内科 内科

12 13 14 15 16 17 18

外科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

19 20 21 22 23 24 25

内科 外科 内科 内科 整形 外科 外科

26 27 28 29 30 31

内科 内科 内科 外科 整形 内科

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

ところ／県東部保健所
　　　　県東部総合庁舎２階
　　　　（沼津市高島本町 1-3）

県東部保健所
地域医療課
920-2109

有

料

広

告
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10月後期の救急協力医

1６ 木 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 98６-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-６303 茶畑

17 金 新井内科
クリニック 992-0811 久根 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 坂小児科医院 931-3233 �下香貫

前原

18 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

19 日

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

田沢医院 9６2-1205 大手町 西村医院 971-６510 下土狩

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

20 月 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 田沢医院 9６2-1205 大手町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

21 火 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 酒井医院 9６６-1755 今沢 さくま小児科

クリニック 992-６303 茶畑

22 水 さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 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

23 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

24 金 柿田川医院 973-3６01 柿田 清水館医院 993-2323 茶畑 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
瀬尾記念・
慶友病院 935-1511 �下香貫

島郷
すずきファミリー
クリニック 9６0-0333 一本松

2６ 日

高田胃腸科・内科
クリニック 9６2-1410 仲町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

山谷内科医院 9６６-5333 青野 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

有

料

広

告

p.12

広報すその　平成26年10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

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

27 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 萩野クリニック 9６６-7111 根古屋 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

28 火 杉山医院 972-3223 伏見 守重医院 931-2511 �我入道
江川 田中医院 921-2053 高島町

29 水 本村クリニック 9６9-0001 大塚 白石医院 951-4593 市道町 西村医院 971-６510 下土狩

30 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

31 金 高遠内科
クリニック 92６-8739 東椎路 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

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
内藤耳鼻咽喉科�
クリニック
987-1717

桜堤 本多眼科医院
931-1519 御幸町 聖隷沼津病院

952-1000 松下
歯科クリニック�
みよし
994-1900

佐野

2６ 日
しんふじ耳鼻咽喉
科クリニック
0545-６5-0６00

川成新町 木村眼科
9６7-4６11 原

井関マタニティ�
クリニック
952-4103

八幡町 めぐろ歯科
980-６480 中土狩

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

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

☎

有

料

広

告
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

10
月1

日
号

993-9300

　郷友会が国土交通大臣感謝状を受賞しました。
同会は昭和 48 年に設立され、現在の会員は 672
人。市内５つの支部ごとに道路の路肩や学校の敷
地内の草刈りを行うなど、地域の環境美化に大き
く貢献しています。今回の表彰は、その継続した
活動が認められたものです。感謝状の伝達は、８
月 22 日、河川・海岸、道路愛護団体等表彰式に
あわせて県庁で行われました。

10月の休館日／
6日㈪･14日㈫･20日㈪･27日㈪

宝くじ文化公演 富良野GROUP公演2015冬
　「夜想曲－ノクターン」

　ドラマ「北の国から」などで知られる倉本聰さ
んが作・演出を務めた演劇を開催します。
 【あらすじ】
　東日本大震災から数年後の３
月 11 日。原発事故避難区域と
なった海に程近い一軒家に、津
波で二人の娘を亡くした中年の
男と若い新聞記者が忍び込む。原発事故から時が
止まったままのその家にあるのはほこりをかぶっ
たピアノと、地震で倒れた３体のピエロの彫刻。
二人はその家で、同じように津波で父親を亡くし
た彫刻家の女と出会い、震災体験を語り合う。
と　き／平成 27 年２月 27 日㈮　19 時～
　　　　開場▶ 18 時 30 分
発売日／ 10 月 18 日㈯
料　金／大人 3,000 円
　　　　高校生以下 1,000 円
※ 宝くじの助成により、特別料金となっています。
◆富良野GROUP裾野公演のサポーター募集中！

　「まさかこんなに立派な賞がもらえるとは思っ
ていませんでした」と喜びを語る会長の上山勵

つとむ

さ
ん（公文名５・84 歳）。道路の草刈りはもちろん
のこと、地区の祭り、運動会、市のふれあい健康
まつりなど多くのイベントでも活動しています。
過去に県道路利用者会議会長表彰や県知事表彰も
受賞しています。
　「表彰を受けるということは、今までの活動の
努力が実を結んだと実感できるので、これを励み
に今後も活動を継続していきたい」と上山さん。
現在の会としての悩みは、会員の減少や高齢化だ
そうです。「緑が多く、恵まれた環境の市内での
活動は気持ちが良いもの。草刈りだけが郷友会の
活動ではありません。イベントにも参加しますし、
グラウンドゴルフもやっています」と活動の楽し
さを伝えていきたいと語る会員の皆さん。
　“郷友会”を一言で表すと『郷土を愛し、奉仕
の精神で活動すること』だそうです。同会の活動
は、地域を愛する心が活力になっています。設立
から 40 年以上たちましたが、これからも地域の
担い手として継続して活動をお願いします。

富士山入山料
　昨年の富士山世界遺産登録を契機に、静岡・山
梨両県は富士山の環境を守るため、任意で 1,000
円の協力金を支払ってもらうことにしました。
　江戸時代はどうだったかというと、入山料を
取っていました。その証拠となる古文書が、須山
の御師渡邉家文書と須山区有文書に残されていま
した。左下のものは、南口（須山口）で御

お

山
やま

役
やく

（入
山料）を支払ったという山切手 （領収書）で、登
山者はこれを富士山頂の嶽役所の役人に渡しまし
た。右下のものは、本宮から須山区に出された山
切手の受取報告書です。1,473 人分の山切手を受
け取ったとあります。なお、他の資料に御

お

山
やま

役
やく

と
して 60 文を支払ったという記載があり、現在の
2,000 円相当と考えられます。

国土交通大臣感謝状を受賞
郷友会

山切手
富士山資料館展示品

覚（切手の受け取り）
須山区有文書
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2014年（平成26年）

10月15日号 02    市議会９月定例会
04    平成25年度決算報告
08    財政健全化判断比率・ 

資金不足比率公表
09    平成25年度水道事業会計決算報告
10    ふれあい健康まつり・ 

ふれあい消防広場
11    市民芸術祭

9月25日　�富岡第二小　紙切り絵教室�
（ほんものとふれ合う学習事業）



市議会９月定例会
条例の改正や補正予算など27案件可決

平成 25 年度一般会計歳入歳出決算などの認定
　平成 25 年度の一般会計、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、土

地取得特別会計、十里木簡易水道特別会計、下水道事

業特別会計、墓地事業特別会計、水道事業会計、それ

ぞれの歳入歳出決算が認定されました。決算の詳細は、

４ページから９ページをご覧ください。

平成 25 年度市水道事業会計未処分利益剰余金の処分
　平成 25 年度の水道事業会計の未処分利益剰余金

1,300 万 6,730 円を減債積立金として処分することが

承認されました。

教育委員会委員の任命
　９月 30 日に任期満了となる渡邉すみ枝委員を引き

続き任命することが承認されました。

市税条例、都市計画税条例の一部を改正
　地方税法などの一部改正に伴い、市税条例と都市計

画税条例の一部を改正しました。

後期高齢者医療に関する条例の一部を改正
　県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する

条例の一部改正に伴い、本条例の一部を改正しました。

市営住宅条例の一部を改正
　関係法律の一部改正に伴い、本条例の一部を改正し

ました。

非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
の一部を改正
　関係法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防団員

に支給する退職報償金の額を引き上げるため、本条例

の一部を改正しました。

市道路線の認定
　新たに須山地先の１路線を認定しました。

物品購入契約の締結
　消防ポンプ自動車（CD －Ⅰ型）を 2,095 万 2,000

円で購入する契約を株式会社畠山ポンプ製作所と締結

することが承認されました。

建設工事請負変更契約の締結
　竹中土木・渡邊工業特定建設工事共同企業体と 10

億 6,380 万円で契約した市一般廃棄物最終処分場（第

二期）埋立地建設工事について、溶岩層の影響による

土留め施工方法の変更、岩掘削の追加が生じたため、

455 万 4,360 円を増額し契約額を 10 億 6,835 万 4,360

円に変更することが承認されました。

　市議会９月定例会が、８月 19 日㈫から９月 18 日
㈭まで行われ、認定案件９件、報告案件３件、条例案
件５件、補正予算５件、その他５件の 27案件が審議
され、可決されました。その中から、主なものを紹介
します。

市一般廃棄物最終処分場（第二期）埋立地建設工事

議　　案
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一般会計補正予算（第３回）
　既定の歳入歳出予算の総額から、２億 1,600 万円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 196 億 2,800

万円としました。減額の理由は、最終処分場（第二期）

整備工事を国の補助金の交付を受け今年度予算で実施

する予定でしたが、25 年度事業として採択され実施

することとなったためなどです。

　歳出の主なものは、以下の通りです。

○小中学校普通教室等扇風機設置事業（1,380 万円）

　市の行政改革、職員給与の減額が考慮され配分され

た国のがんばる地域交付金を活用し、小中学校の普通

教室と音楽室に扇風機を設置し、暑さ対策を行いました。

○小中学校校舎等耐震診断事業（1,322 万円）

　耐震診断実施からおおむね 20 年以上経過した校舎

（小学校４校、中学校３校）などを対象に、耐震診断

をあらためて行い、大規模改修、耐震化などを行う際

の検討資料とします。

○裾野駅西土地区画整理事業代替地取得事業（7,554

万 8,000 円）

　事業区域内の土地などを購入し、換地の際の代替地

として活用していくことで、換地計画案への理解と事

業の進捗を図ります。

○〔仮称〕神山深良線ルート検討事業（150 万円）

　農免道路（市道１－４号線）の裾野地先から御殿場

地先まで北進する道路(〔仮称〕神山深良線)の詳細ルー

ト・概算事業費を御殿場市と協力して算出します。

○蓄電池システム設置費補助事業（150 万円）

　環境への負担が少なく、災害時には非常用電源とし

ても利用可能な新エネルギー機器の購入費用を補助す

る制度を開始しましたが、申請者数が予想を上回った

ため増額します。

○�ホームエネルギー・マネジメント・システム（HEMS）

設置費補助事業（75 万円）

　低炭素社会実現のため、IT を活用し一般家庭にお

ける家電などのエネルギー消費の効率化を図るシステ

ム（HEMS）を設置する場合に補助します。

○都市施設建設基金の積立（３億円）

　裾野駅のバリアフリー化など今後見込まれるまちづ

くりに必要な財源を確保するため、基金への積立をし

ます。

国民健康保険特別会計補正予算（第１回）
　退職被保険者交付金の精算返還金の増額などに伴い

既定の歳入歳出予算の総額に、1,070 万 9,000 円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 56 億 4,870 万

9,000 円としました。

介護保険特別会計補正予算（第１回）
　前年度精算による一般会計への繰出金、国庫支出金

など過年度分返還金などの増額に伴い既定の歳入歳出

予算の総額に、5,465万円3,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ31億7,665万3,000円としました。

下水道事業特別会計補正予算（第１回）
　国庫補助金の内示に伴う事業費の減額などに伴い既

定の歳入歳出予算の総額から、7,152 万 3,000 円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 10 億 9,847 万

7,000 円としました。

水道事業会計補正予算（第１回）
　収益的支出の予算額を既定の予算額から 700 万

7,000 円減額し７億 9,851 万 9,000 円に、資本的支出

の予算額を既定の予算額から 63 万 2,000 円減額し、

５億 1,065 万 7,000 円としました。

◀�市内小中学校の
普通教室などに
扇風機を設置

バリアフリー化が
計画されている
裾野駅� ▶

農免道路（市道
１－４号線）の
北端� ▶

補正予算

p.3

広報すその　平成26年10月15日号



自
主
財
源（
67
・
７
％
）

依
存
財
源（
32
・
３
％
）

企画部　財政課
995-1801☎

決 算
報 告

歳入総額� 203億 4,752万円

歳出総額� 195億 2,077万円

市税（49.6％）� ���������� 100億 9,554万円
市民の皆さんや会社などの法人が納めた税金

諸収入（6.3％）� ����������� 12億7,495万円
延滞金、預金利子、雑入、貸付収入など

国庫支出金（11.9％）� �������� 24億3,074万円
事業を行うために国から交付される補助金など

繰入金（5.8％）� ����������� 11億8,907万円
基金の繰入金など

市債（9.4％）� ������������ 19億1,770万円
事業を行うために借り入れたお金

繰越金（3.3％）� ������������ ６億7,914万円
前年度の剰余金

県支出金（4.7％）� ����������� ９億5,047万円
事業を行うために県から交付される補助金など

そのほか（2.7％）� ����������� ５億3,546万円
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（6.3％）� ���������� 12億7,445万円
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

歳出総額5.7％増195億2,077万円�
平成25年度 　平成25年度の市の一般会計および特別会計の決算を報告

します。また、同年度に行われた事業の中から主なものを紹
介します。

一
般
会
計

市道1-23号線（平松深良線） 岩波バス転回広場（市道1-12号線）
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　歳入決算額は、市税が前年比３億 4,353 万円減の

100 億 9,554 万円、国庫支出金は特定防衛施設周辺整

備費、社会資本整備総合交付金の減額などによって

2,080 万円の減、繰入金は財政調整基金の取り崩しの

増額などで３億 7,460 万円の増、市債は減収補てん債

の借入などで６億 6,460 万円の増となり、全体として

対前年度比 3.8%、７億 3,782 万円増の 203 億 4,752

万円でした。なお平成 25 年度は普通交付税の不交付

団体となりました。

　歳出決算額は、総務費が法人市民税の還付などで

４億 8,359 万円の増、衛生費が最終処分場（第二期）

整備事業などで２億 8,378 万円の増、商工費が企業立

地促進事業費補助金などによって 4,749 万円の減、土

木費が社会資本整備総合交付金事業費などで、7,717

万円の増となったことなどから、対前年度比 5.7％、

10 億 5,021 万円の増の 195 億 2,077 万円となりました。

歳入・歳出の概要

民生費（22.7％）� ���������� 44億3,211万円
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（17.1％）� ���������� 33億4,135万円
道路、河川、公園の整備などに掛かったお金

教育費（11.5％）� ���������� 22億3,905万円
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（12.6％）� ���������� 24億6,772万円
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（13.0％）� ���������� 25億4,464万円
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（10.3％）� ���������� 20億�� �994万円
事業を行うために借り入れたお金の返済金

そのほか（12.8％）� ��������� 24億8,596万円
消防費、農林水産業費、労働費、商工費、議会費など

� 平成25年度　決算報告

柳端橋 第４回全国餃子祭り
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主 要
事 業

平成25年度

総合計画6本の柱に基づく主要事業�

　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。

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」
事業名 事業概要

ヘ ル シ ー パ ー ク 裾 野 管 理 事 業 ヘルシーパーク裾野の管理運営
成 人 が ん 検 診 事 業 成人各種がん検診
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

障 害 者 （ 児 ） 介 護 給 付 事 業 在宅での入浴などの介護、外出の支援や、施設での介護にかかるサー
ビスを提供

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

放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 昼間保護者がいない家庭の低学年児童を預かることで、安全で豊か
な放課後生活を推進

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

児 童 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

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

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」
事業名 事業概要

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

体 育 施 設 管 理 整 備 事 業 市民体育館・運動公園などの体育施設の維持修繕工事を実施
文 化 セ ン タ ー 事 業 市民の方を対象に市民文化と芸術作品の発表の場を提供

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」
事業名 事業概要

区 運 営 費 交 付 事 業 自治会組織・活動の充実
地 区 集 会 所 建 設 事 業 地区コミュニティ活動の拠点となる地区集会所の整備
リ サ イ ク ル 推 進 事 業 資源のリサイクル回収と選別を実施
最 終 処 分 場（ 第 二 期 ） 整 備 事 業 最終処分場（第二期）整備に伴う各種調査事業
美 化 セ ン タ ー 延 命 化 事 業 美化センターの設備や装置の段階的整備を実施
2 市 1 町消防通信指令施設整備運用事業 裾野市と三島市、長泉町で新たに消防通信指令施設を共同整備

４．豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」
事業名 事業概要

河 川 改 良 事 業 地区要望等による市内の準用・普通河川の整備
林 業 振 興・ 林 地 保 全 事 業 林業関係団体の育成と支援・森林資源の保全と管理
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� 平成25年度　決算報告

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

道 路 新 設 改 良 事 業 市内道路の整備
平 松 深 良 線 道 路 改 良 事 業 都市計画道路平松深良線の整備

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

５．今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」
事業名 事業概要

企 業 立 地 促 進 事 業 費 補 助 金 企業が行う事業用地取得費と設備投資の経費の一部を助成
住 宅 建 設 等 促 進 支 援 事 業 住宅耐震補強工事の促進及び地域経済の活性化

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」
事業名 事業概要

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

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 55億5,447万円

歳出総額 52億3,733万円

繰り越すべき財源

実質収支額 ３億1,714万円

■後期高齢者医療事業特別会計
歳入総額 ４億2,389万円

歳出総額 ４億1,937万円

繰り越すべき財源

実質収支額 452万円

■介護保険特別会計
歳入総額 28億3,584万円

歳出総額 27億2,413万円

繰り越すべき財源

実質収支額 １億1,171万円

■土地取得特別会計
歳入総額 18万円

歳出総額 18万円

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 10億1,867万円

歳出総額 10億1,372万円

繰り越すべき財源 495万円

実質収支額 0円

■墓地事業特別会計
歳入総額 6,326万円

歳出総額 5,993万円

繰り越すべき財源 13万円

実質収支額 320万円

■十里木高原簡易水道特別会計
歳入総額 3,736万円

歳出総額 3,736万円

繰り越すべき財源

実質収支額 ０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 ８億2,891万円 40.8% ７億2,533万円 １億�� �358万円
平 松 深 良 線 街 路 費 １億9,603万円 9.7% １億3,424万円 6,179万円
都市計画事業公債費 １億7,972万円 8.8% ０円 １億7,972万円
下水道事業特別会計 ８億2,790万円 40.7% ３億5,312万円 ４億7,478万円

合計 20億 3,256万円 100% 12億 1,269万円 ８億1,987万円
� ※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 9,571 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
しました。

※�水道事業会計は９ページに掲載
しています。

市営墓地管理棟
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財政健全化判断比率・資金不足比率公表
いずれも基準内で健全な財政運営を継続

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
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

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25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）13.07% 20%

２．連結実質赤字比率 －（黒字）18.07% 30%

３．実質公債費比率 9.0% 25.0% 35%

４．将来負担比率 8.6% 350.0%

※ 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なります。平成 25 年度の

当市の標準財政規模は約 119 億円になります。

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25年度資金不足比率

指標名 水道事業
会計

下水道
事業

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％

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、平成25年度
の健全化判断比率と資金不足比率を公表します。実質公債費比率と将
来負担比率は、共に早期健全化基準と財政再生基準を大きく下回り、
健全な財政運営を行っています。

健全財政で
うるおい すその。
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平成25年度水道事業会計決算報告
水道ビジョンに基づき、安定経営を維持

　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

さんが納めた水道料金です。平成 25 年度は６億 9,245

万円の水道料金を収入しました。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。平成

25 年度には水道管の布設替えなどの工事の費用とし

て２億 7,516 万円を支出しました。

　今年、18 年ぶりに水道料金を改定しました。これは、

老朽化した施設を計画的に更新し、合わせて耐震化を

進めていくためのものです。今後は、水道ビジョンに

基づく中長期的な展望を見据え、安定した経営の維持

と経費の節減に努めていきます。豊かで良質な水道水

を安定的に確保し、大切なライフラインを守るため、

ご理解ご協力をお願いします。

※決算額に消費税は含まれていません。

　市水道事業は、市民の皆さんに常に安全で安定した水道
水を供給するために運営されています。事業経費のほとん
どを皆さんが納めた水道料金で賄っています。今回は、平
成25年度水道事業会計の決算状況をお知らせします。

　各家庭・事業所など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
一度無料で交換しています。該当する方には事前に通知した上、市の委託水道業
者が交換に伺います。交換作業中は、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。

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

● 交換手数料を請求することはありません。

● メーターが屋外にある場合は、不在でも敷地内に

立ち入り、交換します。

● 立ち会いの必要はありません。

● 交換はメーターの有効期限によりますので、周り

のお宅と交換時期が異なることがあります。

● 水道メーターボックスの上に荷物などを置いたり、

車を停めたりしないようにお願いします。

●  11 月検針分の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の合算

になります。なお、新たに取り付けるメーターは、

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。

８年に１回、水道メーターを更新� 10 月 16日㈭～ 10月 31日㈮

約７億円の水道料金を収入

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）

支出合計　7億3,415万8,000円

収入合計　7億4,716万4,000円

そのほか
1,548万3,000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
2億7,564万円

施設などの減価償却費
3億8,994万3,000円

借入金の利息の支払い
5,309万2,000円

純利益1,300万6,000円

水道料金
6億9,245万9,000円

そのほか
5,470万5,000円

借入金元金の返済
1億1,640万1,000円

支出合計　3億9,155万7,000円

収入合計　5,050万1,000円

工事による負担金など
5,050万1,000円

不足金額
（積立金などで補てん）
3億4,105万6,000円

水道施設や配水管布設（替）
工事などにかかる費用
2億7,515万6,000円
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健康、福祉、消防のお祭り
ふれあい健康まつり・ふれあい消防広場

と　　き／ 11 月９日㈰

と こ ろ／福祉保健会館、消防庁舎

アクセス／ 市役所からの無料送迎バスをご利用くださ

い。車でお越しの方は、市民文化センター

の駐車場をご利用ください。

◆無料送迎バス時刻表
発車場所 発車時刻
市役所 � 9：15 � 9：45 10：45 11：30
会　場 12：30 13：15 14：00 14：45

◆健康まつり 
健康推進課
　992-5711

　体力年齢測定などで健康を見つめ直し、自分に合っ

た健康づくりを見つけましょう。

と　き／ 10 時～ 13 時 30 分

○歯科医師による歯科相談

○体力年齢測定

○ 骨密度測定（整理券を９時 50 分から福祉保健会館

１階玄関横で配布します）

○体組織測定

○認知動作型トレーニングマシン体験

○がん予防啓発

○８０２０推進コーナー

　 いらなくなった入れ歯やメガネのフレームを回収し

ます。回収したものは金属部分を取り外し、リサイ

クルします。使わなくなった入れ歯や壊れてしまっ

たメガネのフレームなどがありましたらお持ちくだ

さい。

◆ふれあい広場 
社会福祉協議会
　992-5750

　福祉施設やボランティア団体の活動をＰＲする年に

１度のイベントです。福祉団体による自主製品の販売

や、東日本被災地の特産品の販売もします。

と　き／９時 45 分～ 14 時 30 分

○各種団体・ボランティア活動紹介

　展示、体験コーナーなど

○ふれあいステージ

　歌、踊り、演奏など

○お楽しみ抽選会

○福祉用具の展示

○施設手作り品販売

◆ふれあい消防広場 
消防本部予防課
　992-3211

　見学、体験を通し、楽しく防火・防災について学び

ましょう。アンケートに回答した方とスタンプラリー

に参加した子どもには記念品をプレゼントします。

と　き／ 10 時～ 14 時

○体験のコーナー

　 ミニレスキュー、消火器消火体験、煙避難体験、ア

メリカ式子供防災教室、消防車スライダー、消防車

両見学、消防車との綱引きなど

○展示のコーナー

　 防火ポスター、防災パネル、住宅用防災機器、消防

ファッションショー など

○消防団、保連会のコーナー

　お菓子のつかみ取りや軽食などの模擬店

　ふれあい健康まつりとふれあい消防広場を開催します。
健康まつりでは、歯科相談やさまざまな測定があり、自
分の健康状態を知ることができます。ふれあい広場では、
抽選会やステージイベントを行います。ふれあい消防広
場では、ミニレスキューや消防車スライダーなどの体験、
展示などを行います。
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市民芸術祭　～創造・共感・感動～
展覧会や音楽祭、和洋の舞など

教育部　生涯学習課
992-3800☎

開会式

　コーラス、弦楽アンサンブルなどを行います。

と　き／ 10 月 29 日㈬　10 時～

体験コーナー

　書道、しおり・七宝焼づくり、詩吟、楽器の演奏、華道、

短歌、囲碁、書道、デッサン、彫刻の体験ができます。

大
だい

合
ごう

吟
ぎん

「富士山」

　吟道祭の最後に参加者全員で吟じます。

と　き／ 11 月１日㈯　16 時 55 分～

書道「目指せ書道ガール」

　でっかい筆ででっかい字を書こう！

と　き／ 11 月２日㈰　12 時～

大合唱「モルダウ」「大地讃
さん

頌
しょう

」

　音楽祭の最後に参加者全員で合唱します。

と　き／ 11 月２日㈰　16 時 50 分～

　第42回市民芸術祭を開催します。書道、盆栽、手
工芸、写真などの展覧会や囲碁大会、音楽祭、芸能祭
などステージ発表を行います。体験コーナーでは、し
おりづくりや生け花、楽器の演奏などを初心者でも気
軽に楽しむことができます。

▪第１部
部　門 と　き 内　容

展 覧 会 10月29日㈬～11月２日㈰
9：00～17：00

書道展（含篆刻）、文芸展（短歌・俳句・連句）、盆栽展、ジュ
ニア展（幼児・小中学生の書道、生け花）

吟 道 祭 11月１日(土)
13:00～17:00 詩吟、詩吟体験、舞踊や詩舞との共演、大

だい

合
ごう

吟
ぎん

「富士山」

囲 碁 大 会 11月２日㈰　受付▶9:30～
10:00～17:00　� 囲碁愛好会員と市民の方の公開対局など

音 楽 祭 11月２日㈰
13：00～17:00

混声合唱、女声合唱、弦楽合奏、管楽合奏、ハーモニカ合奏
など

▪第２部
部　門 と　き 内　容

展 覧 会
11月12日㈬～16日㈰
9：00～17：00
最終日は16：30

手工芸展（和紙ちぎり絵・紙バンド・七宝焼・彫刻 ･陶芸な
ど）、華道展（華道・フラワーデザイン）、写真展、絵画展（油
彩画 ･水彩画 ･墨絵 ･タイル画など）

茶 会

11月15日㈯
10：00～15：00 図書館茶道教室（裏千家）

11月16日㈰
10：00～15：00 表千家茶道教室

芸 能 祭

洋舞・
音楽の部

11月15日㈯
12：00～16：00

童唄、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

日舞・
邦楽の部

11月16日㈰
13：00～16：00 日本舞踊、民踊、詩舞剣舞、箏

そう

曲
きょく

など

と こ ろ

　市民文化センター
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11月はコミュニティづくり月間
各地区でコミュニティまつりを開催

○おみこし

○クイズラリー

○紙芝居「郷土民話伝説」

○演奏（マーチング・鼓笛・金管バンド・五竜太鼓）

○福引

○リサイクルコーナー

○バザー

○缶バッジ工作

○キックターゲット

○防犯・防災・交通安全コーナー

○飲食物販売　など

○演奏（おはやし・吹奏楽・太鼓）

○深良スポーツ少年団一輪車

○小学生意見発表「未来の深良について」

○展示（園児・児童・生徒作品、団体活動作品）

○人形劇

○バザー

○深良用水写真展

○深良用水まつりＤＶＤ上映

○スタンプラリー

○もちまき

○飲食物販売　など

○ 演奏（和太鼓・ヒップホップダンス・吹奏楽・バン

ド・しゃぎり）

○演武（空手・少林寺拳法）

○みどり連阿波踊り

○被災地（相馬市）支援品の販売

○遊びと体験のコーナー

○工作コーナー

○ミニ新幹線

○じゃんけん大会

○飲食物販売　など

○表彰（金婚者、善行功労者）

○子どもクイズ＆スタンプラリー

○演奏など（吹奏楽ほか）

○展示（書画・手芸品・写真）

○お楽しみ抽選会

○日用品チャリティーバザー

○もちつき

○青空朝市（花木・野菜・生鮮食品）

○立ち食いコーナー

○飲食物販売　など

　区長連合会では、11 月をコミュニティづくり月間とし、
各地区でコミュニティまつりを開催します。楽器などの演奏
や体験ができるコーナー、展示など各地区の特色のある催し
物をお楽しみください。

市民部　地域振興課
995-1874☎

東 深
良

富
岡西

と　き／11月３日㈪　９時～13時
ところ／向田小学校

と　き／11月16日㈰　９時～13時
ところ／�深良コミセン・ＪＡなんすん

深良支店

と　き／11月３日㈪
　　　　８時50分～13時
ところ／西小学校

と　き／11月23日㈰　９時～14時
ところ／富岡第一小学校
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結核検診で早期発見

健康福祉部　健康推進課
992-5711☎

対象 �
　市に住民登録があり、今年度 65 歳以上になる方（昭

和 25 年３月 31 日までに生まれた方）

持ち物 �
●結核健康診断通知書

●がん検診等受診票（別途通知）

※ 対象の方で通知が届いていない方、紛失した方は直

接会場にお越しください。

そのほか �
●次の方は通知が届いても、検診は必要ありません。

・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

・今年度、肺がんの検診を受けた方、または受ける方

・国保加入者で、人間ドックを受ける方

● 過去に肺・心臓の病気をしている方は、結核検診の

受診について主治医と相談してください。

　結核は過去の病気ではありません。昨年の国内の結核感
染者は 20,495 人、結核死亡数は 2,084 人でした。薬
を飲めば完治できる時代になりましたが、今でも重大な感
染症です。検診を受ければ、早期に発見できます。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。必
ず検診を受けましょう。

期　日 会　場 時　間 期　日 会　場 時　間

11月４日㈫

金沢公民館  ８：50～ 9：20

11月11日㈫

中丸公民館  ８：50～ 9：４0
田場沢公民館  9：４0～10：00 天理教教会  9：50～10：20
中里公民館 10：20～10：50 中丸上公民館 10：30～11：00
上ケ田公民館 11：10～11：50 市立鈴木図書館 11：20～11：50
市民体育館 13：30～15：00 市役所 13：30～15：00

11月５日㈬

かつ榮  ８：50～ 9：50

11月12日㈬

杉山幸雄様宅（市の瀬） ８：50～9：00
桃園公民館 10：10～10：50 髙田泰幸様宅（峰下） 9：20～9：４0
西中学校 11：00～11：50 向田小学校体育館 10：00～10：30
富士見台公園　★１ 13：30～15：00 青葉台公園 10：50～11：30

11月６日㈭

安全タクシー  ８：50～ 9：30 南児童館 13：30～1４：30
石脇公民館  9：50～10：30

11月13日㈭

下和田地区集会所 9：00～9：４0
福祉保健会館 10：50～11：４0 呼子集会所 10：00～10：30
市民体育館 13：30～1４：30 今里本村集会所 10：50～11：30

11月７日㈮

原区集会所  ８：50～ 9：20 葛山集会所 13：30～1４：10
岩波公民館  9：４0～10：４0 御宿新田コミュニティーセンター 1４：30～15：10
深良新田公民館 11：00～11：４0

11月1４日㈮
田向集会所 9：00～10：00

深良コミュニティーセンター 13：30～1４：10 十里木高原集会所 10：４0～11：10
切遠コミュニティーセンター 1４：20～15：00 須山地区研修センター 13：30～1４：30

11月９日㈰ 裾野市役所　★２  ８：50～11：20

11月17日㈪

南町公民館 ８：50～9：10

11月10日㈪

クリエイトＳ．Ｄ　裾野茶畑店  ８：50～ 9：20 富沢公民館 9：30～10：00
麦塚公民館  9：35～ 9：50 千福公民館 10：20～10：50
本茶公民館 10：10～10：30 千福が丘小学校 11：20～11：50
久根公民館 10：50～11：20 富岡コミュニティーセンター 13：30～1４：30
南堀公民館 11：４0～12：00
町震コミュニティーセンター 13：30～1４：00
㈱スソノ物流※旧中山運送（茶畑）1４：30～1４：50

結核健康診断日程表� ※どの会場でも受診できます。

★１　雨天の場合は富士見台公民館
★２　車イスの方も対応可
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Photograph ９月

フランクストン高校の生徒が来裾
　15 歳から 17 歳の生徒 22 人が来裾。市役所で
の歓迎会の後、パノラマロードのコスモス畑、須
山浅間神社、富士山資料館などを訪れました。
 （９月 19 日）

「What's�your�name�?」「My�name�is��」
　今年度から市内の公立保育園と幼稚園に、ALT

（外国語指導助手）を派遣しています。西幼稚園で
は園児たちが、英語で会話を楽しんでいました。動
物の名前も英語でちゃんと答えていましたよ。
 （９月９日）

“すそのん”市外へ出張
　９月に入り、“すそのん”は市外にも出張してい
ます。９日は浜松駅前でのゆるキャライベントに、
14 日はエコパスタジアムで行われた J リーグ公式
戦のイベントに参加しました。 （９月９日・14 日）100歳おめでとうございます！

　現在、市内で 100 歳以上の方は 17 人。千福の横
山緑子さんは、7 月に 100 歳になりました。小学校
の教員だった横山さん。お祝いの訪問団の中に教え
子の方がいて、満面の笑顔でした。 （９月 17 日）

p. 14p.14
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Photograph September

「早朝10分間の絶景」

秋の花を満喫、コスモスにそばの花
　富士山資料館東側のそば畑では、そばの花まつり
が、パノラマ遊花の里ではコスモスまつりが行われ
ました。多くの方たちを見ごろを迎えた花々が迎え
てくれました。 （９月 21 日）

秋空の下、ナイスショット！
　第２回富士山裾野ゴルフ大会が、ファイブハンド
レッドクラブで行われました。市内外から 148 人
の方が参加し、名門ゴルフ場でのプレーを楽しみま
した。 （９月 22 日）

p. 15p.15

広報すその　平成26年10月15日号



お知らせ
Announcement
県最低賃金改正

　県内の事業所で働くすべての労働

者に適用される県最低賃金が 10 月

５日㈰から、時間額 765 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

社会保障・税番号制度

　平成27年10月から皆さん一人ひと

りに12桁の個人番号（マイナンバー）

が付番・通知され、平成28年１月から、

社会保障、税、災害対策の行政手続で

利用します。個人番号は、行政手続

きを効率化し、利便性を高め、公平・

公正な社会を実現する社会基盤です。

全国共通ナビダイヤル
　0570-20-0178
　情報政策室　995-1805

婦人リサイクル販売

　市婦人会では、衣料回収と販売を

開催します。

❶10月25日㈯　13時30分～15時

　❷10月26日㈰　10時～14時

 生涯学習センター１階

※ 25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

でも行われます。

 25日は衣料回収のみ行います。26

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

環境大会

11 月 22 日㈯　13 時～ 15 時　

市民文化センター多目的ホール

 環境功労者・優良ゴミステーショ

ンの表彰、河川美化ポスターや環

境標語などの展示、講演（ＮＰＯ法

人エコハウスの勝又さつきさん）

生活環境課　995-1816

介護セミナー
やりたいをできるに変える

10 月 30 日㈭　18 時～

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／自立支援型デイケア

ラ・サンテふよう　989-7000

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方、

子育ての手伝いをしたい方が会員に

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。

とき ところ

❶ 10月29日㈬
9：15～12：00

生涯学習センター
学習室２

❷ 10月30日㈭
9：15～12：00

消防庁舎３階
災害対策室

❸ 10月31日㈮
9：15～12：00

生涯学習センター
学習室２

 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

習❸心の発達とその問題

 ●託児（無料）あります。●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。

ファミリー・サポート・センター
　965-3681

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 168 点

を展示します。

11月１日㈯～平成27年１月12日㈪

富士山資料館特別展示室

 入館料▶大人 210 円、小中学生

100 円

富士山資料館　998-1325

陸上自衛隊高等工科学校
採用試験

 ❶推薦▶平成 27 年１月 10 日㈯

～ 12 日㈪の指定する日

　❷一般▶平成 27 年１月 24 日㈯

 中学校を卒業（見込を含む）

　17 歳未満の男子

 ❶11月１日㈯～12月５日㈮

　❷11月１日㈯～平成27年１月９日㈮

 ❶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

平成27年度
県立沼津技術専門校

《第２期一般入校試験》
11 月 21 日㈮

 県立沼津技術専門校

 平成 27 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

・授業料は年額 118,800 円

　・入校期間は２年間（昼間）

※ 定員に達した場合、第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 27 日㈪～ 11 月 14 日㈮

県立沼津技術専門学校
　925-1071
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

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。

11 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

市介護家族の会（中村）　
　993-2508

国の教育ローン

　高校、大学などへの入学時、在学

中にかかる費用を対象とした公的な

融資制度です。

融資額／一人につき 350 万円以内

金利／年 2.35％

※母子家庭の方などは年 1.95％

返済期間／ 15 年以内

※母子家庭の方などは 18 年以内

教育ローンコールセンター
　03-5321-8656

税を考える週間記念
コンサート2014

12 月 11 日㈭　18 時 30 分～

沼津市民文化センター大ホール

 きよしこの夜～クリスマス名曲の

贈り物

 ８月 22 日㈮

 往復ハガキの表面に郵便番号、住

所、氏名、電話番号を明記して郵

送してください

※ ２人以上お申し込みの場合は人数

分のハガキを封筒に入れて郵送し

てください。

沼津法人会　925-7755

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 27 日㈭　10 時～ 13 時

 市役所１階市民相談室

 14 人程度（先着順）

 事前に電話または窓口で予約して

ください。

11 月 13 日㈭

国保年金課　995-1813

ひとり親家庭のための
個別相談会・セミナー

 11 月 16 日㈰

　個別相談会▶ 9 時 30 分～ 16 時

　養育費セミナー▶ 10 時～ 12 時

　 就業支援セミナー▶ 13 時 30 分

～ 15 時 30 分

 沼津労政会館第２・第３会議室

 個別相談会は 10 人、セミナーは

各 20 人

 託児あり（要予約）

 母子家庭等就業・自立支援セン
ター　054-254-1191

富士スピードウェイ
無料入場デー

　市内に住んでいるか通勤・通学し

ている方とその同伴者は無料で入場

できます。ゲート係員に証明できる

ものを提示してください。

 11 月１日㈯、２日㈰

対象レース
　 2014 富士チャンピオンレースシ

リーズ第５戦

　インタープロトシリーズ第４戦

 富士スピードウェイ
　0550-78-2312

市民公開講座&高齢者・
障がい者なんでも相談会

11 月８日㈯

　❶公開講座▶13時30分～15時50分

　❷相談会▶13時15分～17時

沼津市民文化センター

 ❶成年後見人制度について～認知

症高齢者・障害者の生活を守ると

いうこと～、高齢者・障害者の生

活の場　

　 ❷司法書士・社会福祉士が相談に

応じます。

電話でお申し込みください。

 相談会は予約が不要です。公開講

座は席に余裕がある限り当日申し

込みも受け付けます。

県司法書士会
　054-289-3700

スポーツ選手の大会出場奨励金

　東海大会以上の各種競技大会の出

場者に奨励金を交付しています。

 市内に住んでいて、以下の大会の

地区予選を勝ち上がった方か競技

団体などから推薦された方

対象となる大会
❶国際大会

❷ 日本体育協会加盟団体、全日本ア

マチュア野球連盟加盟団体、文部

科学省または厚生労働省が主催す

る東海大会以上の大会

❸ 市スポーツ協会に加盟する団体の

競技種目で東海大会以上の大会

交付金額
国際大会▶３万円もしくは５万円

全国大会▶１万円

東海大会▶５千円

 大会に出場する 15 日前までに市

に申請してください。

生涯学習課　992-3800
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お知らせ
Announcement

（水）は市民課窓口の
一部業務を19時まで延長

　毎週㈬は市民課窓口の一部業務を

19 時まで延長しています。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

リサイクルブックサービス

　保存期間を過ぎた図書などを譲り

ます。

11 月１日㈯～７日㈮

鈴木図書館２階展示室

 図書と雑誌合わせて１人１日 10

冊、英字新聞は 1 人 1 束までです。

鈴木図書館　992-2342

募 集
Recruitment

ぬいぐるみおとまり会

　ぬいぐるみが図書館に泊まり、夜

の図書館内を探検します。

11 月 15 日㈯・16 日㈰

鈴木図書館２階視聴覚室

ぬいぐるみ（１家族につき１体）

 鈴木図書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 25 日㈯～ 11 月 13 日㈭

鈴木図書館　992-2342

森の楽校

11 月 16 日㈰

箱根接待茶屋の森

集合／三島市役所駐車場　８時45分

 木の伐採と森の材料でリース作り

30 人（先着順）

 電話か FAX でお申し込みくださ

い。

11 月５日㈬

箱根山組合　976-1013
976-1043

アームレスリング練習生

練習日時
　沼津▶隔週㈬　19 時～ 21 時

　御殿場▶毎週㈪　19 時～ 22 時

沼津▶大岡地区センター

　御殿場▶足柄整体療術院２階

 中学生以上の方

 300 円を練習参加時にお持ちく

ださい。

県アームレスリング連盟「駿腕」
　080-1557-6175（市川）

福祉の職場体験事業

　介護老人保健施設、グループホー

ムなどの福祉施設で、仕事の体験が

できます。

平成 27 年２月まで

 指定された施設で、参加者が希望

する施設

 社会福祉やその仕事に関心のある

高校生以上の方

 ●レクリエーション、話相手など

施設利用者との交流●施設利用者

の介護・介助●配膳、洗濯物の整

理などの作業補助

平成 27 年１月 30 ㈮ 

県社会福祉協議会
　054-271-2110

後期パソコン講座

　❶ワード・エクセル中級講座❷イ

ンターネット講座❸画像編集初級講

座を開講します。

 ❶ 12 月９日㈫～ 12 日㈮

　昼の部▶13時30分～15時30分

　夜の部▶19時～21時

　 ❷ 11 月 26 日㈬～ 28 日㈮　19 時

～ 21 時

　 ❸ 11 月 26 日㈬～ 28 日㈮　13 時

30 分～ 15 時 30 分

生涯学習センター２階パソコン室

各 24 人（先着順）

 市内に住んでいるか、通勤してい

る方

 ❶ 2,000 円❷❸ 1,500 円

 氏名、住所、電話番号、希望の講

座を連絡してください（電話、Ｆ

ＡＸ可）

 11 月４日㈫～ 21 日㈮　９時～

21 時

生涯学習課　992-3800
992-4047
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納付期限：12月１日㈪
国民健康保険税� 第５期分

介護保険料� 第５期分

後期高齢者医療保険料� 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。

１日㈯ 植松水道
☎ 992-4644

２日㈰ ㈲富士設備
☎ 997-1507

３日㈪ ㈲杉山産業
☎ 992-1131

８日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701

９日㈰ 工管設
☎ 993-1603

15 日㈯ ㈲北住設機器
☎ 993-1250

16 日㈰ 山﨑設備
☎ 997-6766

22 日㈯ 高橋設備
☎ 993-1336

23 日㈰ ㈲井上設備工業
☎ 997-4578

24 日㈪ ㈲小沢土建
☎ 992-1401

29 日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎ 992-6599

30 日㈰ 小川設備工事店
☎ 993-2074

11月　カレンダー
～２日㈰ 市民芸術祭第１部

９日㈰ ふれあい健康まつり

９日㈰ ふれあい消防広場

12日㈬
～16日㈰ 市民芸術祭第２部

17日㈪ 技能功労者表彰

22日㈯ 環境大会

23日㈰ オーストラリアンフェア

人　口　53,459人� （＋10人）
　男　　27,279人� （＋5人）
　女　　26,180人� （＋5人）
世　帯　21,362世帯�（＋40世帯）
内、外国人� 721人�390世帯

10 月１日現在
データバンク

すその�de�ハピスタ
恋愛セラピー

12 月 13 日㈯

御殿場高原ホテル内チャペル

 市内に住んでいるか通勤している

20 歳から 39 歳の独身の方

 上手なコミュニケーションのとり

方とカラーセラピーの知識

男女各 20 人

 地域振興課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

11 月 28 日㈮

地域振興課　995-1874

写真講座

 12 月２日㈫・16 日㈫・平成 27

年１月６日㈫・20 日㈫・２月 10

日㈫・24 日㈫　19 時～ 21 時

生涯学習センター２階パソコン室

24 人（先着順）

 デジタルカメラの選び方、撮影

モード機能解説　など

講�師／盤山勇さん（フォトインスト

ラクター）

 1,200 円（全６回）

 生涯学習課にある申込書に必要事

項を記入しお申し込みください。

10 月 21 日㈫～ 11 月 14 日㈮

生涯学習課　992-3800

あしたか山麓裾野そばの
農業体験

　ＪＡなんすんと市が特産化を目指

しているあしたか山麓裾野そばの収

穫やそば打ちを体験できます。

 ❶ 11 月 15 日㈯　９時～

　❷ 12 月 20 日㈯　９時～

 ❶給食センター近くの圃場

　❷市民文化センター調理実習室

 市内に住んでいる親子かグループ

で２回出席できる方

20 人（先着順）

 ❶収穫とそば加工施設の見学

　❷そば打ち体験

 農林振興課に電話か直接お申し込

みください。

11 月７日㈮

農林振興課　995-1823
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11月前期の救急協力医

１ 土 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 9８6-1212 本宿 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

２ 日

大沢医院 931-1019 御幸町 勝呂医院 962-30８3 千本中町

かとう内科医院 9４6-5562 大岡 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

須山診療所 99８-0006 須山 関外科胃腸科医院 921-21８5 花園町

３ 月

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

岡田医院 921-5321 新宿町 古屋小児科医院 963-0４07 西条町

山本整形外科・
循環器科 9８9-８111 南一色 五十嵐クリニック 93４-6700 志下

４ 火 境医院 975-８021 竹原 大沢ハートクリニ
ック 929-1313 若葉町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

５ 水 旭医院 966-0031 原 さくら胃腸科・
外科 99４-100８ 御宿 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 よざ小児科医院 967-5722 原

７ 金 今井医院 921-3211 五月町 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 杉山病院 963-４11４ 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

９ 日

望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇 守重医院 931-2511 �我入道

江川

高遠内科
クリニック 926-８739 東椎路 田中医院 921-2053 高島町

遠藤医院 997-0533 葛山 御成橋栄
クリニック 952-2525 通横町

10 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
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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。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

11 火 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 西方外科医院 921-1333 共栄町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

12 水 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 りゅうじん医院 9８８-3133 下土狩

13 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

1４ 金 花メディカル
クリニック 9８7-91４5 下土狩 山本整形外科・

循環器科 9８9-８111 南一色 まるやま
小児科医院 9８1-８577 堂庭

15 土 池田病院 9８6-1212 本宿 池田病院 9８6-1212 本宿 大橋内科・
小児科医院 992-2８00 佐野

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

２ 日 つりた耳鼻咽喉科
927-33８7 宮前町 静岡医療センター

975-2000 長沢
ごとうレディース
クリニック
992-7111

伊豆島田 室伏歯科医院
992-2４39 公文名

３ 月 三島中央病院
971-４133 緑町 中ノ森眼科

921-3217 緑ヶ丘 沼津市立病院
92４-5100 東椎路 吉田歯科医院

9８7-611８ 納米里

９ 日
さわだの森耳鼻咽
喉科クリニック
929-８7８7

西沢田
アミクリニック�
眼科・耳鼻咽喉科
9８1-33４1

長沢
小島レディース�
クリニック
952-1133

大岡 米山歯科医院
9８８-８211 南一色

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター

☎ 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

☎
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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15

日
号

11月の行事予定
おはなしフェスティバル
 　８日㈯　11 時～ 00 分　文化センター図書室

 　15 日㈯　14 時～ 00 分　視聴覚室　　　　　

親子おはなし広場
 　11 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
 　19 日㈬　 9 時～ 12 時　展示室　　　　　　

 　26 日㈬　13 時～ 16 時　展示室　　　　　　

リサイクルブックサービス
　保存期間を過ぎた図書などを譲ります。

 　１日㈯～３日㈪　　　　展示室　　　　　　

 ５日㈬～７日㈮　　　　展示室　　　　　　

映画会
 　８日㈯　14 時～ 30 分　視聴覚室　　　　　

ぬいぐるみおとまり会
 　15 日㈯　14 時～ 30 分　視聴覚室　　　　　

４日㈫、10日㈪、17日㈪、25日㈫、
27日㈭

11月の休館日

新刊紹介 New�Release

『モンスター・ホテルでたんていだん』
作：柏葉幸子　絵：高畠純　小峰書店

『すすめ！きゅうじょたい』
絵：鈴木まもる　文：竹下文子　金の星社

『ハッピー、ラッキーヤギダンス』
文・絵：長谷川知子　新日本出版社

『おはなしばあさんと風来坊』
作・絵：川端誠　ＢＬ出版

『さばくのくいしんぼ』
作・絵：佐々木マキ　フレーベル館

『ふたごのどんぐり』
絵：いしいつとむ

作：上野与志　文研出版（えほんのもり）

『スタープレイヤー』
著：恒川光太郎　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

『エヴリシング・フロウズ』
著：津村記久子　文藝春秋

『かたづの！』
著：中島京子　集英社

『カシュトゥンガ』
著：水沢秋夫　祥伝社

『ギフテッド　ＧＩＦＴＥＤ』
著：山田宗樹　幻冬舎

土屋　星
せ
七
な

ちゃん
（３歳・久根）

加藤　杏
あんず

ちゃん
（２歳 11カ月・千福が丘）

佐藤　成
なる
実
み

ちゃん
（２歳 11カ月・御宿新田）

山口　颯
そう
太
た

くん
（２歳７カ月・本茶）

柿沼　歩
あ
希
き

ちゃん
（２歳 11カ月・南町）
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11月1日号 02    市議会議員21人が決定
03    市営墓地　墓所使用者を募集
04    税の滞納整理強化月間
06    秋の全国火災予防運動
07    11月は年金月間
08    新成人者祝賀駅伝大会 

参加チーム募集
09    しずおか市町対抗駅伝

10月12日　沖縄フェスタ



市議会議員21人が決定
議長に二見榮一氏、副議長に勝又明氏

議会事務局
995-1839☎

　10月５日㈰に行われた市議会議員選
挙の結果、21人の新議員が決まりまし
た。任期は平成 30 年 10 月 11 日ま
でです。市議会第２回臨時会が 10月
20日㈪に開かれ、議長に二見榮一氏、
副議長に勝又明氏が選任されました。

（五十音順・敬称略・◯数字は当選回数）

井出　悟
無所属・①
須山五（43歳）

岩井　良枝
日本共産党・①
南堀（58歳）

岡本　和枝
日本共産党・⑤
本茶（66歳）

小林　俊
無所属・⑤

深良新田（63歳）

小田　圭介
無所属・②

公文名一（33歳）

佐野　利安
公明党・②
中丸下（61歳）

勝又　明
無所属・③

公文名三（64歳）

杉本　和男
無所属・⑥

御宿入谷（70歳）

賀茂　博美
無所属・③

伊豆島田（40歳）

土屋　秀明
無所属・②
須山二（67歳）

杉本　平治
無所属・③
上ケ田（59歳）

内藤　法子
無所属・⑤

佐野本宿（62歳）

杉山　茂規
無所属・②
中丸下（39歳）

中村　純也
無所属・①

御宿入谷（40歳）

芹澤　邦敏
無所属・④
田場沢（51歳）

増田　喜代子
無所属・④
和市（63歳）

二ノ宮　善明
無所属・②
緑町（59歳）

三富　美代子
公明党・③
石脇（56歳）

葊瀬　主
きみ

博
ひろ

無所属・①
切久保（40歳）

村田　悠
はるかぜ

無所属・①
御宿入谷（27歳）

二見　榮一
無所属・④
南堀（73歳）
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市営墓地　墓所使用者を募集
申込受付期間：11月４日㈫～12月９日㈫

募集区画
　３㎡（標準タイプ）▶ 164 区画（１・２・３号墓域）

　６㎡（倍区画タイプ）▶１区画（１号墓域）

　※４～９号墓域は未完成です。ご了承ください。

申込資格
　① 市民／市に住民登録があり、市内に墳墓を持って

いない方（改葬予定のものを除く）

　② 在勤者／市外に住み、市内の事業所に勤務してい

て、市内に墳墓を持っていない方（改葬予定のも

のを除く）

　※ お申し込みできるのは、１世帯につき１区画です。

同住所の血族や姻族関係にある世帯は、同一世帯

とみなします。

永代使用料と管理料
　 　抽選によって使用区画が決まり墓所使用許可申請

をするときに永代使用料を納付してください。墓所

の使用が許可された方には、実際に使用している使

用していないに関係なく毎年、管理料がかかります。

　 　一度、納付された永代使用料と管理料は返金され

ません。ただし、実際に墓所を使用せず、墓所の使

用許可を受けた日から２年以内に返還する場合は、

永代使用料の１／２を返金します。

住所 ３㎡（標準） ６㎡（倍区画）

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） 5,140円 10,280円

申込方法
　 　市役所１階生活環境課にある墓所使用申込書に必

要事項を記入し、住民票（市内在勤の方は、勤務証

明書）を添付して提出してください。電話、FAX、

メールでの申し込みはできません。郵送の場合は、

締切日の消印有効です。

　 　墓所使用申込書は、深良支所、富岡支所、須山支

所にもあります。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。

申込受付期間
　11 月４日㈫～ 12 月９日㈫　９時～ 17 時

　※㈯・㈰・祝日を除く

抽選会
　と　き／ 12 月 16 日㈫　16 時～

　ところ／市役所地下会議室

引渡時期
　 　抽選会で使用区画が決定したら、墓所使用許可申

請書を提出し、永代使用料と管理料を納入してくだ

さい。市から墓所使用許可証が送られ、引き渡しと

なります。引き渡しは、平成 27 年１月の予定です。

至急、必要な方はご相談ください。

　市営墓地は、深良中学校から約１km
上ったところにあります。墓地からは、美
しい雄大な富士山を眺めることができます。
今回、既に整備が済んでいる 165 区画の
使用者を募集します。申込受付は、11 月
４日㈫から 12月９日㈫まで。引き渡しは、
１月下旬の予定です。

墓所使用許可書の発行・引き渡し
（平成27年１月下旬）

墓所使用許可申請
永代使用料・管理料の納入

（12月17日～平成27年１月20日）

抽選会・使用区画の決定
（12／16）

墓所使用申込書の提出
（11／４～12／９）

使用申込から引き渡しまで

　　 ▼ 審査

　　 ▼ 　　

　　 ▼ 審査

市民部　生活環境課
995-1816
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11月・12月は税の滞納整理強化月間
滞納者には、差し押さえなどの滞納処分を実施！

総務部　管理納税課
995-1811

税は、行政サービスの財源の根幹

　税金は、教育や福祉などの各種公共サービスの提供

や公共施設の整備など、市民の皆さんが安心して暮ら

していける環境づくりに使われます。平成 25 年度の

市の歳入総額 203 億 4,752 万円のうち、市民税、固定

資産税など市税は 100 億 9,554 万円で、約半分を占め

ています。税金を滞納すると、市の財政を圧迫し、行

政サービスに支障が生じます。また、期限内に税金を

納付している多くの方々との公平性も欠きます。

市税の収入率は、96.5％

　平成 25 年度分の市の課税した額は、全部で 100 億

6,625 万 5,000 円でした。そのうち収入したのは 99

億 7,080 万 7,000 円で収入率は、99.1％でした。平成

24 年度以前からの滞納分をあわせると、平成 25 年度

分の市の課税した額は、全部で 104 億 6,079 万 6,000

円、収入額は 100 億 9,553 万 8,000 円で収入率は、

96.5％でした。

税の滞納者には差し押さえなどの処分

　税金を納期限までに納めなかった場合、滞納者の意

思に関係なく延滞金がかかります。また、事情なく納

付しない滞納者に対しては、市では、財産の差し押さ

えなどの滞納処分を徹底して行っています。納期限ま

でに納付されていない税金が少額でも、滞納処分の対

象となります。差し押さえの対

象は、給与、預金、生命保険、

不動産、自動車、電化製品、貴

金属など多岐にわたります。差

し押さえの処分をうけると、そ

の対象となった預金の引き出し、

不動産の売却などが困難になり

ます。

25年度の滞納処分は602件

　平成 25 年度に市が行った滞納処分は、602 件で、

前年度の 337 件の 1.8 倍となりました。最も多かった

のは、預貯金で 381 件でした。市では、ほかの納税

者との公平性を保つため、滞納処分を行い収納率の向

上につとめています。

　税金は、公共サービス、公共事業の重要な財源です。税金を
滞納すると、これらのサービスや事業の実施に支障が生じるほ
か、納税している方との公平性も欠きます。
　市では、滞納者に対し差し押さえなどの滞納処分を実施して
います。税金は、必ず納期限内に納めてください。病気や災害
などやむを得ない理由で納税が困難になったときは、早めに相
談してください。

【平成25年度市税（一般会計分）の収入状況】
 （単位：千円）

調定額 収入額 収入未済額

現年課税分 10,066,255 9,970,807 95,354

滞納繰越分 394,541 124,731 232,790

合　計 10,460,796 10,095,538 328,144

※ 市税（一般会計分）…市民税（個人・法人）、固定資産

税・都市計画税、軽自動車税、市たばこ税

財産項目 件数
不動産   4
給与・年金  15
預貯金 381
保険 164
そのほか  38
合計 602
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困難案件は専門機関で処理
県と一体となった徴収対策

　静岡地方税滞納整理機構は、地方税の徴収が難しい

滞納案件を、市町と県が連携して共同して専門的に処

理する機関です。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。市でも、滞納額が

高額な案件や対応が困難なものなどの処理を、静岡地

方税滞納整理機構に移管し、成果を上げています。

納税に困ったら、早めに相談を！

　災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失

業などのやむを得ない事情で市税の納付が困難な場合

には、市役所１階管理納税課に早めにご相談ください。

電話での相談も受け付けています。毎月第１・３㈬は

夜間納税相談を実施しています。

 《夜間納税相談》
　と　き／毎月第１・３㈬　17 時 15 分～ 19 時

　　　　　※ 11 月 25 日㈫～ 28 日㈮も実施します。

　ところ／市役所１階管理納税課

　

口座振替で、期限内納付を確実に！
コンビニなら24時間納付可能

　税金の納付を忘れていて、督促状が届きあわてて納

付したという事例がよくあります。あらかじめ口座振

替の手続きをしておけば、各税金の納期限の日に指定

の口座から自動的に引き落とされるため、税金の納め

忘れの防止につながります。口座振替の手続きは、金

融機関、市役所１階管理納税課で受け付けています。

　また、納付額が 30 万円以内で納期限を過ぎていな

いものは、24 時間 365 日、コンビニエンスストアで

納付（コンビニ納付）することができます。昼間、金

融機関での納付が困難な方は、コンビニ納付をご利用

ください。

納税通知書と納付書を発送します。税金ごとに

発送日や納期限が異なります。

納期限が過ぎても納付されない場合には、督促

状や催告書を発送します。督促状の発送から

10 日が経過しても納付や連絡がない場合、差

し押さえの対象になります。

滞納者が所有している財産を調査します。捜索

（滞納者の住居などで財産を発見するために行

う強制的な立ち入り）も行います。

給与、預金、生命保険、不動産などを差し押さ

えます。

差し押さえた財産は、取り立てや公売により換

価（換金）します。換価して得た代金は、滞納

している市税に充当します。

納税通知書の発送から滞納処分まで

納税通知書の発送

納税の督
とく

促
そく

・催
さい

告
こく

財産調査

財産の差し押さえ

滞納している市税に充当

➡

➡

➡

➡

市では、税金の口座振替を
　　　　　　　推進しています　　　　　　　推進しています
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　消防白書によると平成 24 年に全国で発生した火災

は 44,189 件です。１日当たり 121 件の火事が発生し

ていることになります。火災の種類別では、建物火災

が 25,583 件で全火災の 57.9% を占めています。

　建物火災のうち、住宅火災は 14,150 件で建物火災

の 55.3% を占めていることから、住宅の防火対策が

重要です。以下の７つのポイントをおさえ、火災が起

こらないようにしましょう。

３つの習慣
　・寝たばこは絶対にしない

　・ ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で使用

する

　・ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を

消す

４つの対策
　・ 逃げ遅れを防止するため、住宅用火災警報器など

を設置する

　・ 寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を

使用する

　・ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器な

どを設置する

　・ お年寄りや体の不自由な方を守るために、隣近所

の協力体制をつくる

　平成 24 年中の全国の建物火災による死者は 1,145

人でそのうち 86.5％の方が住宅の火災で亡くなって

います。住宅火災での逃げ遅れによる死傷者をなくす

ため、住宅用火災警報器の設置が市条例により平成

18 年から義務付けられていますが、昨年 11 月にアン

ケート調査を行った結果、市内の設置率は７割程度と

全戸に設置できていません。万が一火災が発生しても、

早期に避難ができるよう住宅用火災警報器を設置しま

しょう。

　火災警報器の電池の寿命は約 10 年です。市条例が

　市条例が改正され、８月１日から祭り、縁日、展示

会など多数の人が集まる催しでプロパンガスやガソリ

秋の全国火災予防運動 11月９日㈰～15日㈯
もういいかい 火を消すまでは まあだだよ�（全国統一防火標語）

　11月に入り、火災が起こりやすい時季になりまし
た。発生する火災の過半数は建物火災であり、その中
でも住宅火災は皆さんの生活に直結します。火災予防
について関心を持ち、火災の発生を防ぎましょう。

消防本部　予防課　992-3211
消防署　995-0119☎

 「もういいかい
� 火を消すまでは　まあだだよ」
� （全国統一防火標語）

 「地域から　未来へつなぐ
� 防火の輪」
� （市防火標語）

建物火災の過半数を占める住宅火災

火事から皆さんの身を守る
住宅用火災警報器

市条例を改定
お祭りなどの露店でも消火器の準備を

制定されてからもうす

ぐ 10 年が経過します。

すでに設置されている

方も電池の交換や、機

器の更新の必要がない

か確認してください。 火災警報器

ン、灯油を使用する器具、

電力を使う加熱器具など

の対象火気器具を使用す

る場合には消火器を準備

する必要があります。そ

れに伴い露店の開設届出

が必要となります。地区

で開催される小規模なお

祭りなどで参加者が限定

され、営業目的の露天商

が出店しない場合は届出

の対象外です。
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＊国民年金加入者の種類と保険料の納め方
　国民年金の加入者は次の３種類に分けられ、納め方

がそれぞれ異なります。

 〈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ヵ月 15,250 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

◆ 自分で保険料を納付する必要はありません。

＊�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 歳以上 30 歳未満の方が対象です。

・免除制度（全額免除・一部免除）
　 　20 歳以上 60 歳未満の方が対象です。

※ 各制度には前年の所得により制限があります。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。また、４月から申請時点の２年１カ月

前の月までさかのぼって申請できるようになりまし

た。

※ 各制度で承認された免除・猶予期間の保険料は 10

年以内であれば後から納めること（追納）ができま

す。

＊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こと

（後納）ができます。

＊国民年金保険料の収納業務を民間委託しています
　 　日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れの

方に対して、電話、文書、訪問などによる納付のご

案内や免除などの申請手続きのご案内を民間事業者

へ委託しています。

　民間委託業者（沼津年金事務所）
　　日立トリプルウィン株式会社　☎ 0120-211-231

　注意事項
　・�民間事業者の担当者が保険料を収納することがで

きるのは、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。

＊ねんきんネットに登録しましょう！
　ねんきんネットに登録すると、自分の年金記録を自

宅で確認できるほか、ねんきん定期便などをダウン

ロードできます。また、将来の年金受給見込額につい

て、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算を

することもできます。

　厚生労働省では、年金月間の最終日である 11 月 30

日を年金の日とすることとしました。この機会に、ね

んきんネットを活用してご自身の年金記録と年金受給

見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみま

せんか。ねんきんネットについては、日本年金機構の

ホームページで確認するか、沼津年金事務所にお問い

合わせください。

11月は年金月間　11月30日は年金の日です！

国保年金課　年金係　995-1813
沼津年金事務所　921-2201☎

　国民年金には、日本国内に住民登録のある20歳以上
60歳未満のすべての方が加入します。老後はもちろん
不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度で
す。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
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新成人者祝賀駅伝大会参加チーム募集
新春１月11日㈰ ８時、須山小学校スタート

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
　監督者は必ず出席してください。

　と　き／平成 27 年１月８日㈭  18 時 30 分

　ところ／市民体育館大会議室

申込方法
　 　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。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ます。メールでの申

し込みも受け付けます。

申込期間／ 11 月 15 日㈯～ 12 月 14 日㈰〔必着〕

参加費
　小中学生のみで編成されたチーム　1,000 円

　それ以外のチーム　2,000 円

表彰
　●総合の１～６位、各部門の１～３位までを表彰

　●各部門の区間１位に区間賞として賞状を郵送

　新成人者祝賀駅伝の参加チームを募集します。
今年度は須山小学校をスタートとするコースに
変更になりました。１チームの出場選手数も５
人または 10人となります。参加を希望する
チームは、11月 15日㈯から12月 14日㈰
までに市民体育館にお申し込みください。

市民体育館
993-0303☎

■チーム構成

種目 監督 選手 補欠 ゼッケン
中学男子 １人 ４人 １人 白
一般男子 １人 ４人 １人 白
それ以外 １人 ８人 ２人 黄

■コース構成　【区間合計21.3㎞】

４区間（中学男子・一般男子）
第１区 須山小学校～呼子入口 5.6㎞
第２区 呼子入口～総合グラウンド 6.0㎞
第３区 総合グラウンド～市民体育館 4.9㎞
第４区 市民体育館～市民文化センター 4.8㎞

※積雪によるコース変更の場合
　第１区　陸上競技場～呼子入口 4.7㎞（20.4㎞）

８区間
（小学男子・小学女子・中学女子・一般女子・壮年・オープン）
第1-1区 須山小学校～大胡山入口 3.1㎞
第1-2区 大胡山入口～呼子入口 2.5㎞
第2-1区 呼子入口 ～ 金沢公民館前 3.0㎞
第2-2区 金沢公民館前 ～ 総合グラウンド 3.0㎞
第3-1区 総合グラウンド ～ 深良小学校前 2.1㎞
第3-2区 深良小学校前 ～ 市民体育館 2.8㎞
第4-1区 市民体育館～西中学校前 2.6㎞
第4-2区 西中学校前～市民文化センター 2.2㎞

※積雪によるコース変更の場合
　第1-1区 陸上競技場～パノラマロードチェーン装着場 2.2㎞
　第1-2区 パノラマロードチェーン装着場～呼子入口　 2.5㎞
 （20.4㎞）

中央公園

西中

富岡支所

富一小

富二小

大胡山入口★

呼子入口★

深良★
小学校前

★市民
　体育館西中学校前★

★金沢公民館前

総合
グラウンド★
総合
グラウンド★

須山支所

深良支所

生涯学習
センター

須山小

市民文化センター

いずみ大橋

西小

日赤

至沼津

至岩波

裾野岩波
郵便局

市
役
所

西
幼
稚
園

国
道
２
４
６
号

裾
野
駅

御
殿
場
線

御
殿
場
線

スタート

ゴール

〈コース図〉

５地区を回る
コースです！
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第15回 しずおか市町対抗駅伝
12月６日㈯　10時スタート

中学生選手を強化！ 
　　　　今後が楽しみです

　監督３年目です。各世代の選手
は、確実に力をつけてきました。
特に中学生の選手層は厚くなり、
今後が楽しみです。これも指導者
をはじめ、関係する皆さんの支援
のお陰です。コーチと共に選手が 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。

選手壮行会のご案内
▪と　き／11月９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　（　）内は裾野市チームでの出場回数・敬称略

　第15回市町対抗駅伝競走大会が、12月6日
（土）に行われます。県庁をスタートし、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）

中山正之監督

START

GOAL

コ
ー
ス

中学生　女子

大脇　皐
こう

聖
せい

（初）
杉山　生

き

成
なり

（初）

小学生　男子

福士優太朗
（６）

山本　祥平
（３）

一般　男子

布施里歩子
（４）

眞田ひまり
（３）

中野　里
り

咲
さ

（２）
星谷　仁美
（２）

米原　千尋
（２）

水田智奈美
（初）

奥田　麗
つら

羅
ら

（初）

小学生　女子

永田　幸
ゆき

栄
え

（２）
横内　瞳
（初）

一般　女子高校生 女子

田中　李奈
（３）

小澤　大輝
（２）

庄司恵一朗
（初）

中学生　男子

土屋　克巳
（３）

山
やま

中
なか

嶋
じま

秀和
（３）

40 歳以上

前田　優也
（２）

大里　凌
りよう

央
（初）

高校生　男子

教育部　生涯学習課
992-3800☎
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お知らせ
Announcement

平成27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27年１月11日㈰　10時30分～

　受付▶９時30分

市民文化センター

 平成６年４月２日～平成７年４月

１日生まれで市に住民登録がある

方または、市内の小中学校を卒業

し市外に転出した方

生涯学習課　992-3800

家庭教育を考える強化月間
家庭の日

　11 月は家庭教育を考える強化月

間です。県では、家庭教育の役割や

その重要性を見つめ直すために各家

庭で独自に家庭の日を設けることを

勧めています。月に一度は、家族で

過ごし、家族のコミュニケーション・

ふれあいを深めましょう。

生涯学習課　992-3800

児童虐待防止推進月間

　11 月は子どもへの虐待の未然防

止、早期発見・対応を推進するため

の「児童虐待防止推進月間」です。

子どものことで悩んでいる方、「虐

待かも？」と感じた方は家庭児童相

談室に相談してください。秘密は厳

守します。

 ㈪～㈮　９時～ 16 時

※祝日を除く

市役所１階家庭児童相談室

 面接または電話で相談を受けます。

必要により訪問もします。

家庭児童相談室　995-1862

母子父子寡婦福祉資金
貸付制度

　県では、ひとり親家庭や両親のい

ない子どもが高校や大学、専門学校

などに進学するために必要な資金の

貸付を行っています。

 修学資金▶高校以上に通学するた

めに必要な授業料、教材費、交通

費など

　 就学支度資金▶高校、大学、専門

学校などの入学時に必要な被服、

履物などの購入費

 20 歳未満の子どもを扶養してい

る母子家庭または父子家庭の方、

両親のいない児童など

 子育て支援室にある申請書に必要

事項を記入し、お申し込みくださ

い。

11 月 11 日㈫～ 12 月 26 日㈮

 ● 10 月から父子家庭も対象にな

りました。●申請書類提出後に面

接を行います。

子育て支援室　995-1841

秋の読書週間
図書館映画会

 11 月８日㈯　14 時～ 16 時 30 分

鈴木図書館２階視聴覚室

 映画「そして父になる」の上映

60 人（先着順）

 駐車場は限りがあります。公共交

通機関を利用するか、車でお越し

の方は、市役所駐車場をご利用く

ださい。

鈴木図書館　992-2342

認知症を語る会

　認知症の方を介護している方を対

象に「認知症を語る会」を開催しま

す。申し込みは不要です。直接会場

にお越しください。

 11 月７日㈮　13 時 30 分～ 15 時

市民活動センター

社会福祉協議会　992-5750
　介護家族の会（中村）
　993-2508

年末調整等説明会▶ 13 時 30 分～ 15 時５分（13 時開場）

青色申告決算説明会▶ 15 時 10 分～ 16 時

 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送付します。

課税課　995-1810　沼津税務署　922-1560（代表）

　青色申告をしている個人事業者で年末調整の必要がない方は、青色

申告決算説明会のみ参加してください。

平成26年分の年末調整等説明会と
� 青色申告決算説明会

と　き ところ

11月18日㈫ 裾野市民文化センター多目的ホール

11月19日㈬ 御殿場市民会館小ホール

11月20日㈭
沼津市民文化センター小ホール

11月21日㈮
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

国保高齢受給者証新規交付会

　12 月１日㈪から次の方が対象と

なり、受給者証を交付します。

 11 月 20 日㈭

　10 時 20 分～ 11 時 20 分 

福祉保健会館研修室

 昭和 19 年 11 月２日～ 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

オーストラリアンフェア

　姉妹都市フランクストン市の訪問

団が来て、オーストラリアンフェア

を開催します。

 11 月 23 日㈰　10 時～ 16 時

市民文化センター

 フランクストン市からの訪問団の

パフォーマンスやオーストラリア

ンフーズの試食、ブーメランの製

作体験などを行います。

海外友好協会　993-9695

11月は計量強調月間

　正確な計量は、生活の基本で、安

心・安全につながります。正しい計

量に努めましょう。

● 食品の内容量は、商品の容器とわ

さび、たれなどの添え物は含まれ

ません。

● ガス、水道、電気、ガソリンスタ

ンドのメーターなど有効期間のあ

る特定計量器は、検定などの有効

期間の過ぎたものは使用できませ

ん。

● 食料品店、宅配便取扱店などで商

取引に使用するはかりは、２年に

１回の定期検査を受けましょう。

県計量検定所
　054-278-9311

募 集
Recruitment

ビデオカメラ講習会

 11月30日㈰　９時30分～16時

鈴木図書館２階視聴覚室

 ビデオ撮影や編集操作

 市内に住んでいるか通勤している

20 歳以上の方

20 人（先着順）

 鈴木図書館で受け付けます。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。　※電話、

FAX 可

 ビデオカメラとその付属品一式、

パソコンなどの編集機器

11 月１日㈯９時～

鈴木図書館　992-2342

駿東地域職業訓練センター
12月講座

 ●特別教育▶有資格者のための伐

木等業務従事者特別教育、職長教

育講座（製造業対応）●人材育成▶

監督者訓練３科ＴＷＩ（人の扱い

方）●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、ワード活用、エ

クセル活用、夜間ワード基礎、夜間

エクセル基礎、年賀状作成●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、アロマ教室、絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

普通救命講習会

 11 月 15 日㈯　９時～ 12 時

消防庁舎３階災害対策室

 AED（自動体外式除細動器）を

使った心肺蘇生法の習得

 中学生以上

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、提出してください。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

高齢者・障がい者のための
公開講座、無料相談会

　成年後見人制度や高齢者・障がい

者の施設などについての講座と福祉

に関する相談会を開催します。

 11 月８日㈯

　公開講座▶13時30分～15時50分

　相談会▶13時15分～17時

沼津市民文化センター

県司法書士会
　054-289-3700

親子手作り教室

 12 月６日㈯　14 時～ 15 時 30 分

鈴木図書館２階展示室

 ポップアップ・オリジナルクリス

マスカードを作ります。

 市内に住んでいる幼児・小学生と

保護者

20 人（先着順）

 はさみ、カッター、定規、接着剤、

ペン、そのほか装飾品

11 月 15 日㈯９時～

鈴木図書館　992-2342
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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

有

料

広

告

Ｑ：「プロバイダを変更すればインターネット料金が
安くなる」と電話があった。いろいろなことを電話で
一気に説明され、よくわからないままに遠隔操作でプ
ロバイダの変更がされてしまった。解約したい。
Ａ：最近、遠隔操作でのプロバイダ変更の契約トラブ

ルが多発しています。電話勧誘時の説明と請求料金が

異なった、よく考える時間がないまま契約してしまっ

たなどの相談が寄せられています。電気通信サービス

の場合、クーリング・オフ制度は適用されません。解

約ができるかは契約時の状況によります。契約前に書

面の交付を求めましょう。契約先・内容を理解しない

まま電話口で承諾しないようにしてください。また、

遠隔操作でプロバイダが変更されても、変更前に契約

していたプロバイダの契約も継続しているので、注意

食品表示制度のこれから
　食品を買う時、安心して食べられるものを選びたい

と思うのは、誰にも共通した気持ちです。しかし、消

費者がそれを判断する情報は食品表示しかありません。

　食品表示は、JAS 法と食品衛生法、健康増進法に

基づいています。表示は年々複雑になる傾向にありま

す。現在、消費者庁の食品表示一元化検討会では、表

示事項の優先順位や義務づける表示の範囲などを見直

し、消費者がわかりやすく見やすい表示ルールの検討

がされています。

　平成 27 年６月に施行される食品表示法では、例え

ばアレルギー表示は個々の原材料ごとに表示されるよ

うになるので、どの原材料に何の物質が含まれている

かわかるようになります。また、栄養成分表には、ナ

トリウムに関して食塩相当量も併記されるようになり

ます。

してください。

募 集
Recruitment

ふるさと富士山芸術展作品

　富士山世界遺産登録２周年を記念

して、ふるさと富士山芸術展を開催

します。富士山を題材にし、自由な

発想で制作した作品を募集します。

募�集作品／富士山を題材にし、額を

含む縦・横の長さがそれぞれ１ｍ

以内のもの（１人１点に限る）

 富士山資料館にある出品票に記入

し、作品と一緒にお持ちください。

※ 出品票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。

 ●写真・絵画・絵手紙などは、額

装かパネル張りにし、展示用のひ

もを貼ってください。●箱や袋、

風呂敷などにも氏名を記入してく

ださい。●グループで出品する場

合は取りまとめ、ご連絡ください。

申�込期間／平成 27 年２月 14 日㈯

～３月 31 日㈫　※休館日を除く

展�示期間／平成 27 年４月 25 日㈯

～６月 28 日㈰

作�品の返却／平成 27 年７月４日㈯

以降

富士山資料館　998-1325

看護師等再就業準備講習会

 12月８日㈪～10日㈬　９時～16時

聖隷沼津病院（沼津市本字）

 最近の看護の動向や基礎技術演習

 看護の仕事をしていない看護職免

許保有者

 所定の用紙で、県ナースセンター

へお申し込みください。

11 月 25 日㈫

県ナースセンター　920-2088

p.12

広報すその　平成26年11月１日号



11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※ 10・17日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 17日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 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
相談を希望する方

成人食事健康相談 10日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 28日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談
を希望する方

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26年５月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

18日㈫13時15分～13時45分
平成25年５月生まれの方

２歳児
親子教室

25日㈫９時～９時15分
平成24年11月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

13日㈭13時～13時15分
平成24年５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。
● 夜間当直医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４日㈫ 17時～ 19時 45分
11月11日㈫ ９時～ 11時 30分
11月18日㈫ 13時～ 15時 30分
11月26日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
11月11日㈫ ９時～ 11時 30分
11月26日㈬ ９時～ 11時 30分

予約が必要です。
11 月４日㈫以外は HTLV-I の検査も実施します。
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
内科 外科 内科 整形外科 内科 内科 外科
9 10 11 12 13 14 15
内科 内科 外科 整形外科 内科 整形外科 内科
16 17 18 19 20 21 22
内科 外科 外科 内科 内科 外科 内科
23 24 25 26 27 28 29

整形外科 内科 外科 内科 整形外科 内科 内科
30
外科

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

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

p.13

広報すその　平成26年11月１日号



11月後期の救急協力医

16 日

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

武藤医院 931-0088 三園町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

鈴木医院 993-0430 佐野 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

17 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

18 火 本村クリニック 969-0001 大塚 五十嵐クリニック 934-6700 志下 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

19 水 小林内科医院 921-2165 米山町 頴川医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

20 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

21 金 なおきクリニック 929-8555 東椎路 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

22 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

23 日

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

林医院 931-1120 住吉町 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 西方外科医院 921-1333 共栄町

24 月

杉山医院 992-0028 平松 遠藤クリニック 975-8801 久米田

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 原小児科医院 962-0636 八幡町

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

25 火 おぐち医院 992-6611 深良 鈴木医院 993-0430 佐野 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

26 水 大庭内科・消化器科クリニック 995-1123 佐野 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 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

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。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

28 金 さはこ内科クリニック 999-3850 中土狩 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

29 土 きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 古屋小児科医院 963-0407 西条町

30 日

あそうクリニック 929-7575 筒井町 東医院 921-5520 高沢町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 田中医院 921-2053 高島町

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

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
つちや耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8003

厚原 永井眼科
980-1777 萩

こまきウィメンズ
クリニック
972-1057

西若町
米山歯科�
クリニック
988-0880

下土狩

23 日
こだま耳鼻咽喉科
クリニック
926-1333

庄栄町 吉村眼科内科医院
984-1333 長伏 ウスイクリニック

980-5580 下土狩 渡辺歯科医院
931-1236 徳倉

24 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 秋山歯科医院
986-1390 下土狩

30 日 静岡医療センター
975-2000 長沢 むらまつ眼科医院

993-8855 深良 島田産婦人科医院
972-6100 伏見 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

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

☎

有

料

広

告

●救急協力医の変更／ 11 月５日㈬と６日㈭の小児科が次の通り変更になりました。

　11 月５日㈬：よざ小児科医院（967-5722 沼津市原）　　11 月６日㈭：原小児科医院（962-0636 沼津市八幡町）
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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 :

11
月1

日
号

993-9300

　釣り具メーカーが主催する第 38 回Ｇ杯争奪全
日本アユ釣り選手権大会が、８月３日から５日ま
で、三重県紀和町の北山川で開催され、土屋直史
さんが初優勝しました。当初は和歌山県の別の川
で行われる予定でしたが、台風の影響で、直前に
なって会場が変更になりました。「私は深い川を
得意としています。水深がある北山川に変更する

11月の休館日／
4日㈫･10日㈪･17日㈪･25日㈫

宝くじ文化公演 富良野GROUP公演2015冬
「夜想曲－ノクターン」　　　　　

　ドラマ「北の国から」などで知られる倉本聰さ
んが作・演出を務めた演劇を開催します。
 【あらすじ】
　東日本大震災から数年後の
３月 11 日。原発事故避難区
域となった海に程近い一軒家
に、津波で二人の娘を亡くし
た中年の男と若い新聞記者が
忍び込む。原発事故から時が止まったままのその
家で、同じように津波で父親を亡くした彫刻家の
女と出会い、互いの震災体験を語り合う。
と　き／平成 27 年２月 27 日㈮　19 時～
　　　　開場▶ 18 時 30 分
料　金／大人 3,000 円
　　　　高校生以下 1,000 円
※ 宝くじの助成により、特別

料金となっています。
◆富良野GROUP裾野初公演のサポーター募集中！

との連絡を受けたとき、もしかしたらと思いまし
た。ゼッケン番号が 12 番で、台風も 12 号、何
か運を感じました」と土屋さん。
　アユ釣りとの出会いは高校生のころだそうです。

「父親が飼っていたレース用の鳩が迷い込んだ先
が小田原市内のおとりアユを扱う店で、そこの店
主に教わりました」と話します。その後、一時遠
ざかっていましたが、11 年前に再開し、段々と
のめり込んでいくことに。「夜間、警備員の仕事
をし、昼間は川の中にいます。シーズン中は家に
帰らないことも…。二人の息子にもアユ釣りを教
えています。妻の理解と協力があってこそ」と家
族への感謝を忘れません。困ったことは何かとの
問いかけに「寝る時間がないことです」と苦笑い。
　サラリーマンが全国大会で優勝することは珍し
いそうです。「弟子にしてくださいという方が増
えました。プロ転向の誘惑もありますが、生活が
ありますから」と当面は二足のわらじという土屋
さん。今後の活躍に目が離せません。来年の目標
は全日本チャンピオン大会で好成績を収めること。
アユ釣りの極意を尋ねると、「川底の石を知るこ
とと、おとりを手なずけることです」としばらく
考えた後に話してくれました。

江戸時代のすそのと小田原藩
　江戸時代、村は幕府・旗本・大名・寺社などの
領地でした。明治 10 年ごろに編集された「旧高
旧領取調帳」によると、幕末のころは現在市があ
る場所に幕府領はなく、９カ村 3,094 石が旗本領、
16 カ村 4,003 石が大名領でした。大名領のうち、
3 カ村 674 石が沼津藩水野家領、13 カ村 3,329
石が小田原藩大久保家領でした。小田原藩領 13
カ村は今の地区で言うと、麦塚・平松・二ツ屋・
茶畑・稲荷・公文名・佐野・石脇・岩波・下和田・
今里・御宿・須山にあたります。
　小田原の藩主は当初が大久保、それから阿部、
稲葉へと変遷しますが、貞享３年（1686）に大
久保加

か が の か み

賀守忠
ただ

朝
とも

が 10 万 3,000 石の大名として入
部以来、忠増・忠

ただ

方
まさ

・忠
ただ

興
おき

・忠由・忠顕・忠
ただ

真
ざね

・
忠
ただ

愨
なお

・忠
ただ

礼
のり

・忠良と続き、明治４年（1871）11
月の廃藩置県まで大久保氏が藩主の座に就いてい
ました。小田原藩の領地は、相模国・駿河国・伊
豆国・下

しも

野
つけ

国・播磨国・河内国にわたり、村数は
336 カ村に及んでいました。

好評発売中！！

全日本アユ釣り選手権優勝
土屋　直史さん（町震二・40歳）
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11月15日号 02    市長表彰
03    大橋俊二前市長が旭日中綬章を

受章
04    平成25年度 市財務書類４表を 

公表

市民芸術祭第１部
（11月２日）

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。

ゆるキャラグランプリ2014
応援ありがとうございました！



市長表彰　９人１団体を表彰
　市長表彰式が 10 月 23 日㈭に市民文化センターで行われま
した。地方自治の進展や市民福祉の向上などに寄与し、市政発
展のために尽力した９人１団体の方を表彰しました。

企画部　市長戦略課
995-1800☎

市政功労賞　地方自治功労 市政功労賞　教育文化功労

市政功労賞　教育文化功労 市政功労賞　治安維持、水火災等防護功労

市政有功賞　地方自治功労 市政有功賞　地方自治功労

市政有功賞　社会福祉功労 市政有功賞　社会福祉功労

有功善行賞　団体善行 有功善行賞　個人善行

　20 年にわたり、市長を務め、

市民福祉の向上などに尽力し、

地方自治の発展に寄与しました。

　多年、市内小中学校の教師や

教育長として、学校教育の充実

などに尽力し、地域の発展に寄

与しました。

　多年、スポーツ指導員や体育

指導員などを務め、市民体育の

向上、健康増進に寄与しました。

　多年、消防団員として尽力し、

分団長や副団長として市民の生

命財産の保全に努め、防災意識

の高揚に寄与しました。

　多年、教育委員を務め、教育

委員長として市の教育文化の発

展に寄与しました。

　多年、児童福祉の向上などに

尽力し、人権擁護委員として地

方自治の進展に寄与しました。

　多年、保護司として更生保護

に尽力し、福祉奉仕の精神で民

生の安定に寄与しました。

　多年、婦人会活動に尽力し、

婦人会長として組織の育成強化

や社会福祉の向上に寄与しまし

た。

　水道施設設備や教育振興を目的とした寄付によ

り、健康文化都市事業の進展に貢献し、市民福祉

の向上に寄与しました。

　寄付により健康文化都市事業

の進展に貢献し、市民福祉の向

上に寄与しました。

大橋　俊二さん（佐野本宿） 田村　吉章さん（公文名五）

髙橋　伸至さん（原） 伊藤　健治さん（佐野二）

諸井　章さん（町震一） 杉山　 雄さん（中丸中）

葊瀬　秋雄さん（深良新田） 土屋　相子さん（須山二）

一般財団法人須山振興会（須山） リサ　長尾さん（緑町）
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企画部　市長戦略課
995-1800☎

大橋俊二前市長が旭
きょく

日
じつ

中
ちゅう

綬
じゅ

章
しょう

を受章
20年にわたり地方自治の発展に貢献

市民の皆さんに感謝あいさつ

　市長表彰・総務大臣表彰・旭日中綬章と栄えある表

彰を続けていただくことになり、身に余る光栄です。

表彰の連絡を受け、市長時代を振り返ったとき、皆さ

んと共に歩んだ 20 年間の出来事が、昨日のことのよ

うに思い出されました。私を支え応援してくださった

市民の皆さんに、心から感謝を申し上げます。

　これからは、この栄誉に恥じぬよう日々精進を重ね、

一市民、一医師として、微力ではありますが、市の発

展に協力していきたいと思います。

 大橋　俊二　

◆大橋前市長の主な経歴
期　間 内　容

平成６年１月
　～平成26年１月 市長

平成19年６月
　～平成20年６月 全国市長会副会長

平成20年６月
　～平成26年１月 全国市長会相談役

平成21年２月
　～平成26年２月 ㈶県市町村振興協会理事長

平成22年４月
　～平成23年３月 県市長会副会長

平成25年４月
　～平成26年１月

厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会委員

旭日中綬章を受章
　11 月３日㈪、秋の叙勲受章者が発表され、大橋前

市長が旭日中綬章に輝きました。大橋前市長は市長と

しての功績のほか、全国市長会などでの功績が認めら

れ、６段階ある旭日章の中で、３番目に当たる旭日中

綬章の受章が決まりました。

　伝達式は 11 月７日㈮に東京都港区の東京プリンス

ホテルで行われ、大橋前市長は総務大臣から勲章を授

与されました。その後、皇居で行われた拝
はい

謁
えつ

の後、受

章者を代表して大橋前市長が天皇陛下に御
おん

礼
れい

言
ごん

上
じょう

（拝

謁後の挨拶）を行いました。

総務大臣表彰を受賞
　大橋前市長は、長年にわたる市長としての功績が認

められ、総務大臣表彰を受賞しました。表彰式は 10

月３日㈮に行われ、二之湯智総務副大臣から表彰状を

受け取りました。また、受賞者を代表し、謝辞を述べ

ました。市長に受賞報告に訪れた際には「自分の力だ

けではなく、市民のみなさんの力があったから受賞す

ることができました。みなさんの代表として表彰状を

受け取りました」と笑顔で報告しました。

　５期 20 年にわたり市長を務めた大橋前市長
が、旭日中綬章を受章しました。あわせて総務
大臣表彰も受賞しました。
　これらの表彰は、長年にわたって市長として
健康文化都市の実現や、市民福祉の向上などに
尽力し、地方自治の発展に貢献したことが認め
られたものです。

総務大臣表彰式
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平成25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。
　これは一般会計や特別会計、市が一定割合
以上を出資している関係法人などを対象とし
た連結財務書類です。

▼純資産変動計算書の中で使われている主な用語
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 942億円 1087億円 202万9千円
(945億円) (1089億円) (202万1千円)

純経常行政コスト △161億円 △197億円 △36万9千円
(△160億円) (△195億円) (△36万2千円)

一般財源

・地方税 101億円 101億円 18万8千円
(105億円) (104億円) (19万4千円)

・地方交付税 1億円 1億円 2千円
(2億円) (2億円) (4千円)

・その他行政コスト充当財源 17億円 17億円 3万1千円
(16億円) (16億円) (3万円)

補助金等受入 33億円 73億円 13万6千円
(33億円) (70億円) (13万2千円)

臨時損益 −　 −　 −　
(1億円) (1億円) (2千円)

期末純資産残高 933億円 1082億円 202万円
(942億円) (1087億円) (202万円)

（　）内は平成 24 年度

平成25年度純資産増減額

普通会計

942 億円⇒ 933 億円
（期首純資産残高⇒期末純資産残高）

９億円の減少

連結会計

1,087 億円⇒ 1,082 億円
（期首純資産残高⇒期末純資産残高）

５億円の減少

純資産変動計算書 (NWM)

※総務省方式改定モデルでは、皆さんの納めた税金は収益ではなく、純資産としてこの表に計上されています。

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

当市の連結範囲
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

市土地開発公社

県芦湖水利組合

裾野・長泉清掃施設組合

市振興公社

駿豆学園管理組合

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
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

貸　方
資金をどこから調達してきたのか

負債の部
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

1. 固定負債

・地方債 180億円 260億円 48万6千円
(177億円) (257億円) (47万6千円)

・退職手当引当金 35億円 38億円 7万1千円
(35億円) (38億円) (7万1千円)

・長期未払金 2億円 2億円 3千円

2. 流動負債
・翌年度償還
　予定地方債

17億円 21億円 4万円
(17億円) (21億円) (4万円)

・賞与引当金 2億円 2億円 4千円
(2億円) (2億円) (4千円)

・その他 1億円 2千円
(1億円) (2千円)

負債合計 236億円 324億円 60万5千円
(232億円) (320億円) (59万3千円)

純資産の部
これまでの世代が負担した金額

項　　目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

純資産合計 933億円 1082億円 202万円
(942億円) (1087億円) (202万円)

負債および
純資産合計

1169億円 1406億円 262万4千円
(1174億円) (1407億円) (261万4千円)

（　　）内は平成24年度

借　方
資金を何に使ったのか

資産の部
これまで積み上げてきた資産

項　　目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

1. 公共資産

・有形固定資産 1058億円 1263億円 236万円
(1054億円) (1260億円) (234万円)

・売却可能資産 1億円 1億円 2千円
(1億円) (1億円) (2千円)

2. 投資など
・投資および
　出資金

2億円 1億円 1千円
(2億円) (1億円) (1千円)

・貸付金 3億円 1億円 2千円
(3億円) (1億円) (2千円)

・基金など 29億円 31億円 5万9千円
(29億円) (32億円) (5万9千円)

・長期延滞債権 2億円 5億円 1万円
(3億円) (6億円) (1万1千円)

・回収不能見込額 △1億円 △2千円
(△1億円) (△2千円)

3. 流動資産

・現金預金 73億円 97億円 18万円
(81億円) (103億円) (19万2千円)

・未収金 1億円 2億円 4千円
(1億円) (2億円) (5千円)

・販売用不動産 6億円 1万1千円
(2億円) (4千円)

資産合計 1169億円 1406億円 262万4千円
(1174億円) (1407億円) (261万4千円)
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平成25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 25 年度の経常行政コス
ト総額は、289 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
項　　目 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

22億円 21億円 4万円
(21億円) (23億円) (4万3千円)

⒉教　　育 26億円 26億円 4万9千円
(27億円) (29億円) (5万4千円)

⒊福　　祉 52億円 167億円 31万1千円
(52億円) (161億円) (29万9千円)

⒋環境衛生 15億円 22億円 4万1千円
(17億円) (24億円) (4万4千円)

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) (2万1千円)

⒎総　　務 24億円 24億円 4万4千円
(21億円) (21億円) (3万8千円)

⒏議　　会 2億円 2億円 4千円
(1億円) (2億円) (4千円)

⒐その他 5億円 7億円 1万3千円
(4億円) (7億円) (1万3千円)

経常行政コスト合計 166億円 289億円 54万円
(164億円) (287億円) (53万3千円)

（　　）内は平成 24 年度

性質別 経常行政コスト (A)
項　　目 普通会計 連結会計 市民１人当たり

⒈人にかかるコスト 35億円 38億円 7万1千円
(37億円) (40億円) (7万5千円)

⒉物にかかるコスト 67億円 81億円 15万1千円
(68億円) (82億円) (15万3千円)

⒊移転支出的なコスト 59億円 161億円 30万円
(55億円) (154億円) (28万7千円)

⒋ . その他のコスト 5億円 9億円 1万7千円
(5億円) (11億円) (2万円)

経常行政コスト合計 166億円 289億円 54万円
(165億円) (287億円) (53万3千円)

経常収益 (B)
項　　目 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 55億円 10万2千円
(3億円) (53億円) (9万7千円)

⒊保険料 0円 23億円 4万2千円
(23億円) (4万2千円)

⒋事業収益 0円 11億円 2万1千円
(14億円) (2万5千円)

経常収益合計 5億円 92億円 17万1千円
(5億円) (84億円) (17万円)

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

161億円 197億円 36万9千円
(160億円) (195億円) (36万2千円)
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資金収支計算書（ＣＦ）

　資金収支計算書はキャッシュフローといわれるもので、「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
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
31億円 36億円 6万6千円

収入総額
197億円 36万8千円

(34億円) (40億円) (7万4千円) (190億円) (35万3千円)
・ 人件費、物件費、社会保

障給付などによる支出
125億円 246億円 46万円

地方債発行額
△19億円 △3万6千円

(124億円) (241億円) (44万7千円) (△13億円) (△2万4千円)
・ 地方税、地方交付税、

国県補助金による収入
156億円 282億円 52万6千円

財政調整基金等取崩額
△10億円 △1万7千円

(158億円) (281億円) (52万1千円) (△6億円) (△1万2千円)

⒉公共資産整備収支の部
△18億円 △19億円 △3万5千円

支出総額
△200億円 △37万4千円

(△18億円) (△20億円) (△3万6千円) (△190億円) (△35万3千円)
・ 公共資産の取得など

による支出
39億円 48億円 9万円

地方債償還額
20億円 3万8千円

(34億円) (43億円) (8万円) (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
21億円 29億円 5万5千円

基金等積立額
5億円 9千円

(16億円) (23億円) (4万4千円) (5億円) (9千円)

⒊投資・財務的収支
△21億円 △23億円 △4万3千円 平成25年度基礎的財政収支 △7億円 △1万3千円

(△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)
・ 地方債償還、貸付金、基

金積立などによる支出
31億円 33億円 6万2千円

(27億円) (30億円) (5万6千円)
・ 貸付金回収、公共資産

売却などによる収入
10億円 10億円 1万9千円

(9億円) (11億円) (2万2千円)

⒋当年度歳計現金増減額
△8億円 △7億円 △1万2千円

(△2億円) (1億円) (△4千円)

⒌期首歳計現金残高
81億円 104億円 19万2千円

(83億円) (102億円) (18万8千円)

⒍期末歳計現金残高
73億円 97億円 18万円

(81億円) (103億円) (19万2千円)（　　）内は平成24年度

▼資金収支計算書の中で使われている主な用語
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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Photograph 10 月

富士山の噴火に備え、避難・救出訓練
　富士山火山３県合同訓練に合わせ、十里木別荘
地芙蓉の森地区で、避難行動訓練と残留者救出訓
練を行いました。９時 25 分に避難勧告が伝達さ
れるとパトカーの先頭で避難を開始。残留者を陸
上自衛隊の軽装甲機動車で救助に向かう訓練も行
いました。 　（10 月 19 日）

小動物とバルーンの祭典
　動物・バルーンふれあいフェスタ in 東が東小学
校体育館で開催されました。ハムスターやうさぎな
どの小動物とのふれあいコーナーでは、子どもたち
が「かわいい」と言いながら動物たちを傷つけない
ようにやさしく撫でていました。 （10 月 13 日）

日ごろ鍛えた消火技術を披露
　防火協会消火技術大会が消防庁舎で開催されまし
た。市内の事業所などのチームが、消火器部門と屋
内消火栓部門に分かれて出場しました。選手たちは
機敏な動きで火点に見立てたペットボトルを水消火
器で台から落としたり、屋内消火栓でドラム缶に放
水したりしました。 （10 月 15 日）

晴天のもと、日本一早くオープン
　スノータウンイエティがオープンしました。オー
プン時点での来場者は約 450 人で、晴天のもと、
大迫力の富士山が来場者を迎えました。スキーやス
ノーボードなどを思い思いの仮装で滑り、裾野の
ウィンタースポーツシーズンが幕を開けました。
 （10 月 17 日）

すすきですそのんを
　すっきりとした秋晴れの中、すすきまつりが行わ
れました。子どもたちはすすきで作られた巨大迷路
で大はしゃぎ。“すそのん”やアニメのキャラクター
などの大きな造形物を協力して作りました。
 （10 月 19 日）
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Photograph October

「紫桃の夕暮れ」

市内中学生が奏でた見事なハーモニー
　市内５校が参加し中学校連合音楽会が開催され
ました。生徒たちは緊張した面持ちで自分たちの
出番を待っていましたが、舞台にあがると日ごろ
の練習成果を発揮し、会場内に見事なハーモニー
を響かせました。 （10 月 23 日）

100gちょうど載せられるかな？
　消費生活展が生涯学習センターで開催されました。
市内 11 団体が環境や食品、電気などについてまと
めたパネルを展示し、来場した方々にわかりやすく
説明していました。自分が握った豆が 100g ちょう
どか挑戦するコーナーでは、来場者が慎重に見本で
手に 100g の重さの感覚を覚えて挑戦していました。
 （10 月 25 日）

お父さん、お母さんと本立て作り
　市民のふれあいフェスタ裾野が 10 月 25 日㈯、
26 日㈰に市民文化センターで開催され、市内の商
工業者の展示販売などが行われました。親子工作教
室には、約 20 組の親子が参加しました。児童たち
はお父さん、お母さんに手伝ってもらいながら本立
てを完成させました。 （10 月 26 日）
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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。

12 月 18 日㈭　10 時～ 13 時

市役所１階市民相談室

14 人程度（先着順）

事前にお申し込みください。

※電話可

12 月４日㈭

国保年金課　995-1813

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。

12 月５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の

方

市介護家族の会（中村）
　993-2508

J-ALERTの自動試験放送

　J-ALERT の全国一斉自動放送の

試験を行います。市でも広報無線で

試験放送を流します。

11 月 28 日㈮　11 時ごろ

放�送内容／「これは試験放送です」

×３＋「こちらは広報すそのです」

＋チャイム

防災交通課　995-1817

富士スピードウェイ
無料入場デー

　市内に住んでいるか通勤・通学し

ている方とその同伴者は無料で入場

できます。ゲート係員に証明できる

ものを提示してください。

 〈対象日・対象レース〉
　 12 月６日㈯・７日㈰　2014 富士

チャンピオンレースシリーズ第６

戦、Vitz Dream Cup 2014

富士スピードウェイ
　0550-78-2312

市介護家族の会交流会
“文化祭”

12 月６日㈯　13 時～ 15 時

 老人福祉センター大広間（福祉保

健会館）

 歌や踊りのステージ、作品の展示

市介護家族の会（杉山）
　997-1133

わらうのん in すその

　“楽しく笑って健康になろう”を

合言葉に思いっきり笑って心身とも

に健康になりましょう。

12 月６日㈯　10 時～ 14 時

 市民文化センター展示室

 ●笑いの講演会（山口アマゾンな

す子さんの爆笑講演）●笑って健

康になるラフターヨガの体験●ラ

フターヨガ、スリーＡ、タッピン

グタッチの紹介展示・体験●笑い

顔コンテストなど

裾野ラフタークラブ（志田）
　080-2615-0841

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！

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

学校開放調整会議

　学校体育施設を使用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

地区 とき ところ
東 12月３日㈬ 生涯学習センター深良 12月５日㈮

須山 12月９日㈫ 須山コミュニティ
センター

西 12月10日㈬ 生涯学習センター富岡 12月11日㈭

時間はいずれも 19 時～

生涯学習課　992-3800

就職面接会
大学生等就職フェア

12 月 17 日㈬　12 時～ 16 時

 キラメッセぬまづ多目的ホール

 平成 27 年３月卒業予定の大学院、

大学、短大、高専、専修学校など

の学生、卒業３年以内の求職者

 ●企業の人事担当者との面談・面

接・選考●就職相談など

県雇用推進課　054-221-2573

医療従事者の業務従事届

　医師、歯科医師、薬剤師、保健師、

助産師、看護師、准看護師、歯科衛

生士、歯科技工士は、各法律により

２年に１度、12 月 31 日現在の就業

状況を届け出なければなりません。

12 月中旬ごろ、県から届出票を配

付するので、期限までに就業地を管

轄する保健所へ提出してください。

提出期限／平成 27 年１月 15 日㈭

 ●医師・歯科医師・薬剤師▶県健
康福祉部管理局政策監付企画班

　054-221-3357
　 ●保健師、助産師、看護師、准看

護師、歯科衛生士、歯科技工士▶

県地域医療課� 054-221-2407

男性介護者交流会

11月29日㈯　13時30分～15時30分

 福祉保健会館３階会議室

男性の介護者、介護職員など

 介護仲間との情報交換、病気や薬、

介護保険サービスなどの相談

 住所、氏名、電話番号を明記し、

介護家族の会へ FAX（993-5874）

でお申し込みください。地域包括

支援センター、北部包括支援セン

ター、担当のケアマネージャーへ

申し込むこともできます

11 月 25 日㈫

 市介護家族の会（勝又）
　992-2495

風しんワクチン接種費用の
一部助成

　妊娠初期に風しんにかかると、赤

ちゃんが先天性風しん症候群になる

ことがあります。市では、風しんワ

クチン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、

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

　・妊娠している女性の同居家族

　 ・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

んワクチンの接種費用

 接種後、申請してください。

平成 27 年４月 15 日㈬

健康推進課　992-5711

人権相談は偶数月の20日
人権週間12月４日～10日

　市内には、６人の人権擁護委員が

います。隣人とのもめごと、いじめ、

差別、ＤＶ、そのほかの人権問題の

相談に応じています。

�偶数月の20日　10時～12時・13時

～15時　※20日が土日・祝日の場

合は、その直後の平日

 市役所会議室

《人権の花パネル・人権ポスター展》
　人権週間にちなみ開催します。

�12月５日㈮～10日㈬　10時～18時

※最終日は17時まで

 イシバシプラザ４階ホール（沼津

市高島本町）

広報室　995-1802

犯罪被害者の相談窓口

　11 月 25 日㈫から 12 月１日㈪は

犯罪被害者週間です。

●警察署総合相談
　24 時間、県内の 27 警察署で受付。

●ひまわり窓口
　交番の女性警察官が、随時対応。

●県警ふれあい相談室
　054-254-9110（24 時間対応）

　＃9110（プッシュ回線・24時間受付）

●性犯罪110番
　0120-783-870

　 と　き／㈪～㈮　８時 30 分～ 17

時 15 分

●少年サポートセンター
　0120-783-410

　 と　き／㈪～㈮　８時 30 分～ 17

時 15 分

●暴力相談専用電話
　0120-548-930（24 時間対応）

裾野警察署警務課　995-0110
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お知らせ
Announcement
看護職のための
合同就職相談会

12月６日㈯　11時30分～15時30分

 三島商工会議所

 未就業看護職と定年退職や退職・

転居予定などの看護職

 ●個別ブース（45 施設）による

施設紹介・就職相談●ナースセン

ター就業相談員による就業相談●

再就職した看護職との懇談

県ナースセンター�
　054-202-1761

募 集
Recruitment

静岡看護学校一般入学生

試�験日／平成 27 年１月 15 日㈭

 次のいずれかを満たし、看護学生 

として学業に専念できる方

　 ●高等学校または中等教育学校を

卒業した方（平成 27 年３月卒業

見込みを含む）

　 ●通常の課程による 12 年の学校

教育を修了した方

　 ●高等学校または中等教育学校を

卒業した方と同等以上の学力があ

ると認められる方

出�願期間／ 12 月８日㈪～平成 27

年１月７日㈬ 15 時〔必着〕

 静岡医療センター附属静岡看護学
校入試係　976-5455

市民協働による
まちづくり講演会

　地域づくりのノウハウを学びます。

12 月２日㈫　19 時～

 生涯学習センター３階学習ホール

150 人

 講師▶櫻井常矢さん（高崎経済大

学教授）

 事前にお申し込みください。

 地域振興課　995-1874

 平成 27 年度に市内の小学校に

通学する新１～３年生で、保護

者が勤務などで放課後に面倒を

見られない児童

申�込書の配布・受付期間／ 12 月

１日㈪から 19 日㈮

申�込書の配布・受付場所／各放課

後児童室

　申し込みは不要です。直接、会場にお越しください。

 各放課後児童室

 平成 27 年度に放課後児童室に入室を希望する児童の保護者

放課後児童室名 電話番号 と　き
東小 992-4282 12月１日㈪　19時～20時
西小 992-5580 12月４日㈭　19時～20時

深良小 992-7336 12月５日㈮　18時～19時
富岡第一小 997-1116 12月５日㈮　19時～20時
富岡第二小 090-1412-0534

12月３日㈬　18時～19時
須山小 998-0066
向田小 993-7400 12月５日㈮　19時～20時30分

千福が丘小 992-4300 12月２日㈫　19時～20時
南小 993-6556 12月３日㈬　18時～18時30分

平成27年度放課後児童室
の入室児童募集

放課後児童室の入室説明会
� 問合せ／各放課後児童室・子ども教育課　995-1822
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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� 第６期分

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27年１月５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。

６日㈯ ㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

７日㈰ ㈲杉山産業
☎ 992-1131

13 日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983

14 日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701

20 日㈯ ㈲細野設備
☎ 992-2465

21 日㈰ パイピング横山
☎ 992-3329

23 日㈫ ㈱駿東管工
☎ 992-5728

27 日㈯ ㈲富士設備
☎ 997-1507

28 日㈰ ㈲小沢土建
☎ 992-1401

29 日㈪ 一和設備工業
☎ 997-4663

30 日㈫ ㈲渡辺設備
☎ 992-3034

31 日㈬ ㈲北住設機器
☎ 993-1250

12 月　カレンダー
11月27日㈭
～12月10日㈬ 市議会12月定例会

６日㈯ しずおか市町対抗
駅伝競走大会

14日㈰ 農業まつり

20日㈯ 市立幼稚園、小中
学校冬期休業開始

26日㈮ 市役所仕事納め

人　口　53,427人� （−32人）
　男　　27,259人� （−20人）
　女　　26,168人� （−12人）
世　帯　21,350世帯�（−12世帯）
内、外国人� 714人�388世帯

11 月１日現在
データバンク

県立東部看護専門学校
一般入学試験

試�験日／●看護１学科▶（１次）平

成 27 年 1 月 14 日㈬（２次）平

成 27 年１月 30 日㈮

　 ●看護２学科▶（１次・２次）平

成 27 年 1 月 14 日㈬

 ●看護１科▶高等学校を卒業した

方（平成27年３月卒業見込みを含

む）または同等以上の学力がある方

　 ●看護２科▶高等学校を卒業した

（平成 27 年３月卒業見込みを含

む）准看護師または准看護師免許

を持ち３年以上業務に従事した方

出願期間／ 12 月２日㈫～ 16 日㈫

 県立東部看護専門学校総務課
　971-2135

沼津視覚特別支援学校
高等部保健理療科入学

　県立沼津視覚特別支援学校には、

社会復帰を目指す成人の方のために、

あん摩マッサージ指圧師の国家試験

の受験資格を取得するコース（保健

理療科）があります。

 次のいずれかに該当する方

　 ・両眼の資力が、おおむね 0.3 未

満の方

　 ・視力以外の視機能障害が高度な

方（視野狭
きょう

窄
さく

、複視など）

　 ・近い将来、視力が著しく低下す

る恐れのある方

・修業期間は３年です。

　 ・授業料、教科書代、入学金など

は無料です

　 ・所得により、通学定期代、給食

費が補助されます。

　 ・入学や視覚障害についての相談

を受け付けています。

　 ・年齢制限はありません。

 県立沼津視覚特別支援学校
　921-2099

男女共同参画防災講演会

　地域の防災について男女共同参画

の視点から学びます。

11 月 27 日㈭　19 時～

 生涯学習センター３階学習ホール

190 人

 講師▶池田恵子さん（静岡大学教授）

 事前にお申し込みください。

 地域振興課　995-1874
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12月前期の救急協力医

１ 月 福士内科
クリニック 932-3553  下香貫

藤井原 香貫医院 931-2465 本郷町 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

２ 火 杉山医院 992-0028 平松 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

３ 水 やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 松原医院 962-1496 白銀町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

４ 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

５ 金 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 ふじわら

クリニック 924-8777 寿町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

７ 日

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 勝呂医院 962-3083 千本中町

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

遠藤医院 997-0533 葛山 西方外科医院 921-1333 共栄町

８ 月 大沢医院 931-1019 御幸町 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

９ 火 小林内科医院 921-2165 米山町 東医院 921-5520 高沢町 西村医院 971-6510 下土狩

10 水 望月内科医院 931-5362  下香貫
宮脇

沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

11 木 あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

12 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

13 土 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 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

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。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

14 日

杉山病院 963-4114 錦町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

柿田川医院 973-3601 柿田 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

清水館医院 993-2323 茶畑 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

15 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

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

７ 日
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
いながきレディー
スクリニック
926-1709

宮前町 メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

14 日
ぬまづ島田 
耳鼻咽喉科医院
924-0780

杉崎町
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 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

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

☎

有

料

広

告
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画
部
市
長
戦
略
課
広
報
室

055-995-1802

No.
1276

2014 年
（
平
成
26 年

）

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15

日
号

12月の行事予定
親子おはなし広場
 　９日㈫　10 時 30 分～　展示室　　　　　　
サンタとおはなしの会
 　13 日㈯　11 時～ 30 分　文化センター図書室
 　20 日㈯　14 時～ 30 分　視聴覚室　　　　　
親子おはなしの会
 　４日㈭　10 時～ 00 分　文化センター図書室
ファーストブック
 　17 日㈬　 9 時～ 12 時　展示室　　　　　　
 　24 日㈬　13 時～ 16 時　展示室　　　　　　

親子手づくり教室
と　き／ 12 月６日㈯　　14 時～ 15 時 30 分
対　象／市内に住んでいる幼児・小学生と保護者
定　員／ 20 組（先着順）
内　容／ ポップアップ♪オリジナルクリスマス

カード作り
持ち物／ はさみ、カッター、定規、接着剤、ペン、

その他装飾品
申込み／ 11 月 15 日㈯　９時～　※電話可
※ 駐車場のスペースに限りがあるため、公共交通

機関または市役所駐車場をご利用ください。

１日㈪、８日㈪、15日㈪、22日㈪、
29日㈪、30日㈫、31日㈬

12月の休館日

今月の一冊
ダダダダダディーマン
　ダディ―マンは、どんな怪獣
がきても助けてくれる、かっこ
いいヒーロー。一方、ぼくのお
父さんは、いつもドジばかり。
お父さんもダディ―マンみたい
だったらいいのにな。でも、お

父さんはほんとうは…。３つのお話を収録。
作・絵：みやにしたつや
出版社：ポプラ社（絵本の時間 55）

新刊紹介 New Release

『マドレーヌとパリのふるいやしき』
作：ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ
訳：江國香織　ＢＬ出版

『ゆきがくれたおくりもの』
絵：レベッカ・コッブ
文：リチャード・カーティス　ポプラ社

『日本の発明・くふう図鑑』
編著：発明図鑑編集委員会　岩崎書店

『瞳の犬』
著：新堂冬樹　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

『にじいろガーデン』
著：小川糸　集英社

『桃のひこばえ』
著：梶よう子
集英社（御薬園同心水上草介２）

『遥かなる城沼』
著：安住洋子　小学館

橋本　茉
ま
奈
な

ちゃん
（２歳７カ月・トヨタ）

堀井　柚
ゆず
季
き

ちゃん
（２歳 10カ月・佐野若狭）

齋藤　玲
れ
奈
な

ちゃん
（２歳６カ月・御宿上谷）

小林　煌
きら
虎
と

くん
（２歳８カ月・公文名二）

中澤　享
きょう
佑
すけ

くん
（２歳 11カ月・新道）

戸塚　日
ひ
茉
ま
莉
り

ちゃん
（２歳７カ月・新道）
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No.
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2014年（平成26年）

12月1日号 02    世界「かんがい施設遺産」 
深良用水

04    衆議院議員総選挙
06    予算・財産・市債の財政状況
08    第41回農業まつり
09    国保高額療養費 

70歳未満の負担限度額変更
10    12月３日～９日は障がい者週間
11    年末の交通事故、犯罪被害防止

11月９日　ふれあい消防広場



かんがい施設遺産
初年度の登録は５カ国17施設

　かんがい施設遺産制度は、今年度創設された制度で、

歴史的なかんがい施設を国際かんがい排水委員会（Ｉ

ＣＩＤ）が登録・表彰するものです。初年度の今年度

は、日本９、中国４、スリランカ２、タイ１、パキス

タン１の５カ国 17 施設が登録されました。

　かんがい施設遺産の対象となるのは、建設から 100

年以上経過した①かんがい用ダム②貯水施設③堰、分

水施設④水路⑤古い水車などです。これらの施設の中

で、10 項目ある登録基準のうち一つ以上満たす施設

が、かんがい施設遺産に登録されました。深良用水は、

⑴かんがい農業の発展、食料増産などに資するもの⑵

設計、施工などが当時としては先進的なもの⑶農村の

発展、貧困削減に大きく貢献したもの⑺当時としては

驚異的で卓越した技術であったものの４つの基準に該

当していると考えられます。※（ ）は基準番号。

９月16日に登録決定

　かんがい施設遺産には、全国から 23 施設の応募が

ありました。ＩＣＩＤ日本国内委員会で審査を行い、

７月 15 日に 10 施設を日本の候補としてＩＣＩＤに

申請しました。ＩＣＩＤで審査が行われ、９月 16 日

㈫に韓国光州広域市で開催されたＩＣＩＤ国際執行理

事会で登録が決定しました。10 月 23 日㈭に農林水産

省で登録証の伝達式が行われ、ＩＣＩＤ国内委員会の

佐藤洋平委員長（東京大学名誉教授）から静岡県芦湖

水利組合管理者の髙村市長に登録証が手渡されました。

世界「かんがい施設遺産」

深良用水

　完成から340年以上が経過し、現在も市内の農業や水力発電
に必要な水を流し続けている深良用水。先人の偉業と地域の方々
の長年に渡る維持管理の努力が世界に認められ、国際かんがい排
水委員会（ＩＣＩＤ）が今年度創設したかんがい施設遺産に登録
されました。

問合せ／総務管財課　995-1807

▲登録証伝達式で登録証を受け取る髙村市長

広報すその　平成26年12月１日号



干ばつに苦しんだ深良村

　江戸時代のはじめまで深良やその周辺に住む農民た

ちは、地上に流れる水を十分に確保できず、炊事や洗

濯などの生活用水の確保や米作りに苦労していました。

水が地下に浸透しやすい土地のため、新たに水田を開

拓しても、雨が降らないと干ばつに見舞われ、米が実

らず収入はありませんでした。そのため農民は貧しい

生活をしいられていました。江戸時代のはじめ、深良

村の名主であった大庭源
げん

之
の

丞
じょう

は、芦ノ湖の水を深良に

引くことを考え、新田開発の経験がある江戸の商人、

友野与
よ え も ん

右衛門らの協力を得て実行していきました。

合流地点の段差は１ｍ

　幕府に用水の計画を提出してから３年以上の月日が

経った寛文６（1666）年、工事の許可がおり、８月

に深良側から工事が始まりました。３カ月後には芦ノ

湖側からも始まり、のみを使って掘り進められました。

坑道の上には、換気のための息抜き穴が掘られるなど

先進的な技術を駆使していました。水路トンネル工事

には延べ 84 万人の作業員が動員され、完成まで３年

農業用水、産業用水に利用

　深良用水は、寛文 10（1670）年２月 25 日に貫通し、

４月 25 日に通水しました。340 年以上経過した現在

も深良地区をはじめとした市内、長泉町、清水町、御

殿場市の約 530ha の農地を潤し地域農業を支えてい

ます。また、日本の近代化が進められた明治時代以降

には、深良用水の水を利用して水力発電も開始され、

産業用水としても利用されています。

　平成 17 年には農林水産省の全国疎水百選にも選ば◀�段差１ｍの合流地点

半かかりました。トンネ

ルの長さは 1,280 ｍ、合

流地点での高低差はわず

か１ｍ程度で、高度な測

量技術が用いられたこと

がわかります。トンネル

の平均勾配は 1/130 で、

水利技術も高い水準でし

た。

れている深良用水。深

良用水の建設は、先人

の技術を駆使し、自然

の恵みを利用した歴史

的な大事業でした。

　深良支所に隣接した建物内にあり、入館無料で

す。深良用水の開削の歴史や用水の大切さ、大庭

源之丞や友野与右衛門たちの偉業を伝えるための

施設です。開削に使われたのみや照明具の行
あん

灯
どん

な

どの基礎資料が展示されています。見学の申込み

は、深良支所で受け付けています。

開館日時／㈪～㈮　※祝日・年末年始を除く

　　　　　９時～ 16 時

問合せ／深良支所　992-0400

　大きな硬い岩には、油をかけ、火をつけて岩を

熱し、水をかけて砕きやすくして掘り進めました。

トンネルは、両側から掘り進められました。すれ

違いを防ぐためには、まっすぐ掘っていく技術が

必要でした。そこで、１～２ｍごとに提灯をつる

し、その提灯が直線上にあることを確かめながら

掘り進めたという説があります。

深良地区郷土資料館

　深良用水の資料を展示

岩を砕いた 火 と 水
� まっすぐ掘るのに 提灯 を！

工事に使われたのみと行灯

p.3
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衆議院議員総選挙　投票日：12月14日㈰
期日前投票：12/3～13（国民審査は12/7～13）

投票できる方

　次のすべての条件を満たす方です。

① 平成６年12月15日以前に生まれ、日本国籍がある方

② 平成26年９月１日以前に、当市の住民基本台帳に登

録され、12月１日まで引き続き登録されている方

投票日当日、投票に行けない方は…

①期日前投票
　 　12 月 14 日㈰に、仕事、学業、旅行、病気などの

理由で投票所に行くことができない方は、期日前投

票ができます。入場券の裏面に印刷されている宣誓

書兼投票用紙請求書に必要事項を記入し、期日前投

票所（市役所）にお越しください。

　と�　き／衆議院議員総選挙▶12月３日㈬～13日㈯

　　 最高裁判所裁判官国民審査▶12月７日㈰～13日㈯

　　時間はいずれも８時 30 分～ 20 時

　ところ／市役所４階 402 会議室

　※㈯、㈰は市役所１階市民ホール

　●入場券が届く前でも投票できます。

　 　入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されてい

る方は、宣誓書兼投票用紙請求書に記入すれば投票

できます。期日前投票所へお越しください。

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、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、身体に重度の障がいがあり投票所で投

票できない方、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。

郵便投票を希望する方は、選挙管理委員会にご連絡く

ださい。

障がいの
区分

両下肢・体幹
移動機能
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 要介護状態区分が要介護５

開票は、12月14日㈰21時～　市民体育館で

　21 時から市民体育館で、即日開票します。当市の

開票結果は、衆議院小選挙区選出議員選挙のみ確定次

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。

　12 月 14 日㈰は、衆議院議員総選挙の投票日です。
有権者の方には、事前に入場券を送ります。当日、投票
に行けない方は、12 月３日㈬から（国民審査は７日㈰
から）13 日㈯まで、市役所で期日前投票ができます。
時間は、８時 30 分から 20 時までです。入場券が届い
ていなくても投票ができます。投票所にお越しください。

市選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807
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★
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

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2
46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

今里地区児童
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

向田小学校体育館

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

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
幼稚園

JA富岡支所

県
道
富
士

裾
野
線

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
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

★

裾野駅

東地区コミュニティセンター

静
岡
銀
行

Ｊ
Ａ

第４投票区

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。

東小グラウンド

★
国
道
24
6号

JA
深良支所

ローソン

市民文化センター

消防団

深
良
保
育
園

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

投票所
　16 の投票所があります。有権者の方には、事前に

入場券を送ります。入場券に記載された投票所で投票

してください。

★印が投票所の場所です。

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。
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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 30億6,799万円 　　5,073万円 ８億1,219万円 13億  624万円 18億4,870万円 29億  938万円 109億7,672万円
収入済額 16億2,380万円 　　1,673万円 　　8,849万円 １億4,785万円 　　　　 ０円 ７億1,072万円  60億5,059万円
収 入 率 52.9% 33.0% 10.9% 11.3% 0.0% 24.4% 55.1%

■納めたお金
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 ５万１，３９６円　 １２万８，６２３円　
（２万２，０５０円） （５万５，１８５円）

固 定 資 産 税 ５万１，８３９円 １２万９，７２８円
軽 自 動 車 税 １，８６１円 ４，６５７円
市 た ば こ 税 ４，０４２円 １万　　１１４円
特別土地保有税 ０円 ０円
都 市 計 画 税 ４，０４４円 １万　　１１９円

合 計 １１万３，１８２円　 ２８万３，２４１円　
（８万３，８３６円） （２０万９，８０３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 ４万１，２５８円 １０万３，２５０円
教 育 費 ２万　　３８６円 ５万１，０１７円
総 務 費 １万８，１７４円 ４万５，４８２円
公 債 費 １万７，７６５円 ４万４，４５８円
土 木 費 １万６，８１８円 ４万２，０８７円
衛 生 費 １万５，８２９円 ３万９，６１２円
消 防 費 ６，６５１円 １万６，６４５円
そ の ほ か ２万　　６５０円 ５万１，６７６円
合 計 １５万７，５３１円 ３９万４，２２７円

■市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普

　通

　債

土 木 費 ４２億２，９３９万円 旧郵政公社 ２６億８，４２７万円
教 育 費 ２０億８，０７８万円 財 務 省 ４９億９，３７４万円
商 工 費 １億５，７３７万円 地方金融機構 ２８億９，７７０万円
民 生 費 ５億１，８６０万円 銀 行 等 ７５億９，６８４万円
そのほか １１６億５，９９７万円 静 岡 県 ７，４５０万円
計 １８６億４，６１１万円 そのほか ３億９，９０６万円

災

　害

復
旧
債

土 木 費 ０円 合 計 １８６億４，６１１万円
計 ０円

合 計 １８６億４，６１１万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 ２億３，０７３万円 銀 行 ２億３，０７３万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 ６２億６，９３３万円
旧郵政公社 ２１億１，２９１万円
財 務 省 １５億９，４４３万円
地方金融機構 ２５億６，１９９万円
合�� � � � � �計 ６２億６，９３３万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 １６億２，１９５万円
財 務 省 １０億　　３８９万円
地方金融機構 ６億１，８０６万円
合�� � � � � �計 １６億２，１９５万円

予算現額� 209億7,195万円
収入済額� � 86億3,818万円
収入率� � 41.2%
※前年度からの繰越分を含む

収
入
済
額

予
算
現
額

凡例一般会計歳入

歳入状況

平成26年度上半期（平成26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２６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
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予算現額� 209億7,195万円
支出済額� � 84億2,146万円
執行率� � 40.2%
※前年度からの繰越事業分を含む

民生費 土木費 衛生費 教育費 総務費 公債費 そのほか
50億2,547万円 31億1,508万円 30億4,732万円 25億4,298万円 21億8,286万円 19億1,898万円 31億3,926万円予算現額
22億0,561万円 ８億9,907万円 ８億4,618万円 10億8,982万円 ９億7,159万円 ９億4,972万円 14億5,947万円支出済額

43.9% 28.9% 27.8% 42.9% 44.5% 49.5% 46.5% 執 行 率

■水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 １０億５，４０３万円 ３億９，０２７万円 ３７．０％
収 益 的 支 出 ７億９，８５２万円 １億４，０６９万円 １７．６％
資 本 的 収 入 ３，８１４万円 １，９６６万円 ５１．５％
資 本 的 支 出 ５億１，０６６万円 １億２，２７０万円 ２４．０％

■土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ７，１２４万円 ４，１５０万円 ５８．３％
収 益 的 支 出 ７，１７９万円 ４，１６５万円 ５７．９％
資 本 的 収 入 ４億８，５００万円 ０円 ０．０％
資 本 的 支 出 ５億７，３２８万円 ８，０９２万円 １４．１％

■市有財産の状況
数量または金額

土 地 ７０９，４３６．１０㎡
山 林 １，２１１，３３５．９２㎡
建 物 １６２，４２９．２７㎡
出資金及び
貸 付 金 １２億６，０１０万円

基 金 ９４億５，７８２万円
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 ５６億４，８７１万円 ２５億５，８８１万円 ４５．３％ ２１億９，４２５万円 ３８．８％
後期高齢者医療事業 ４億４，０００万円 １億４，９１４万円 ３３．９％ ７，８１５万円 １７．８％
介 護 保 険 ３１億７，６６５万円 １４億６，１９５万円 ４６．０％ １１億９，１１５万円 ３７．５％
土 地 取 得 ３６万円 ０円 ０．０％ ０円 ０．０％
十里木高原簡易水道 ３，９４０万円 ７６６万円 １９．４％ １０万円 ０．３％
下 水 道 事 業 １１億４，８５３万円 ３億４，１００万円 ２９．７％ ３億４，３８５万円 ２９．９％
墓　地　事　業 ５，２２４万円 ２，１７９万円 ４１．７％ ２，８３９万円 ５４．４％
合 　 　 計 １０５億０５８９万円 ４５億４，０３５万円 ４３．２％ ３８億３，５８９万円 ３６．５％

※�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。

※１万円未満は０円で表示しています。

予
算
現
額

支
出
済
額

凡例 一般会計歳出

歳出状況

平成26年度　財政状況概要
　　　　（平成26年９月30日現在）

総予算額　327億8,702万円

収入済額　135億8,846万円

支出済額　125億2,074万円

企画部　財政課
995-1801 p.7

広報すその　平成26年12月１日号



生産者と消費者を結ぶ交流イベント

第41回農業まつり
　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。収穫されたばかりの旬の農作物が出
品されるため、年末年始の買い物に適しています。新鮮
な野菜の即売のほかに、さまざまな催し物や無料配布
コーナーがあり、家族そろって楽しむことができます。

と　き
　12月14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

●主催者・来賓あいさつ

●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　・芝の部　・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式・展示

　（市民文化センターエントランス）

●深良用水かんがい施設遺産登録証お披露目

・野菜　　　・イチゴ

・米　　　　・精肉

・はんぺん　・手作りみそ

・すその水ギョーザ

・地酒

・正月用お飾り　・緑花木

・小麦まんじゅう

・軽食

・福もち配り

 （12 時 45 分から）

・パターゴルフ

・優良農産物の紹介

・丸太切り、木工作り

・手もみ茶の実演と試飲

・五竜太鼓演奏

・動物ふれあい広場

・ミニどんぶり

 （限定 1,000 食）

・みかんのつかみ取り

・甘酒

・きのことそばの旨み汁

 （限定 300 食）

　駐車場は次のところをご利用ください。
・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

・市福祉保健会館駐車場

・市消防署駐車場

・市水道部駐車場

産業部　農林振興課
995-1823

◆ 式典（11時45分～12時25分）

◆ 即売コーナー（９時30分～14時） ◆ 催し物コーナー

◆ 無料配布コーナー（数量限定）

「裾野の農業」フォトコンテスト
優秀作品より

１等
「
深
良
用
水
の
恵
み
」

�

本
杉
博
一
さ
ん

２等
「
里
山
の
田
植
え
学
習
」

�

内
村
俊
和
さ
ん

２等
「
早
く
食
べ
た
い
な
ぁ
」

�

芹
澤
明
彦
さ
ん
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国保年金課　国保係
995-1814

国保 高額療養費　70歳未満の負担限度額変更
平成27年から負担区分が細分化

　高額療養費制度は、１カ月の医療費の支払額（保険適用分）が一
定の額（自己負担限度額）を超えたとき、その超えた分が国保から
払い戻される制度です。この制度が平成27年 1月から変更され
ます。

■�70歳未満の方の自己負担限度額が
　�５つの区分に

　12 月受診分までは世帯の所得によって 3 つの区分

で自己負担限度額が算出されます。平成 27 年 1 月受

診分からは５つの区分に細分化されます。

平成26年12月受診分まで

区分 所得要件 自己負担限度額

A
上位所得者

600万円
超

150,000円＋（総医療費
－500,000円）×１％

〈多数回該当※：83,400円〉

B
一般所得者

600万円
以下

80,100円＋（総医療費
－267,000円）×１％
〈多数回該当：44,400円〉

C
低所得者

住民税
非課税

35,400円
〈多数回該当：24,600円〉

平成27年１月受診分から

区分 所得要件 自己負担限度額

ア 901万円超
252,600円＋（総医療費
－842,000円）×１％

〈多数回該当：140,100円〉

イ 600万円超～
901万円以下

167,400円＋（総医療費
－558,000円）×１％
〈多数回該当：93,000円〉

ウ 210万円超～
600万円以下

80,100円＋（総医療費
－267,000円）×１％
〈多数回該当：44,400円〉

エ 210万円以下 57,600円
〈多数回該当：44,400円〉

オ 住民税非課税 35,400円
〈多数回該当：24,600円〉

※ 所得要件は、基礎控除後の所得金額の世帯合計が基

準となります。

※ 多数回該当は、過去 12 カ月に同じ世帯で高額療養

費の支給が４回以上あった場合の限度額です。

■�70歳～74歳の方の自己負担限度額は
　�変更なし

所得
区分

自己負担限度額
外来

（個人単位） 入院・世帯単位

現役並み
所得者 44,400円

80,100円＋（総医療費
－267,000円）×１％
〈多数回該当：44,400円〉

一般所得者 12,000円 44,400円

低所得者Ⅱ
8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

　70 歳未満の方と 70 歳以上で低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、

あらかじめ市役所で限度額適用認定証の交付手続きを

して、認定証を医療機関に提示すると、窓口での支払

額が自己負担限度額までとなります。入院などの予定

がある方は事前に申請してください。

　70 歳以上で低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の方は、高齢受給

者証を医療機関に提示すれば窓口での支払額は自己負

担限度額までになるので、申請は必要ありません。

申�請方法／保険証と認め印をお持ちの上、国保年金課

に申請してください。

そのほか／

● 制度の内容変更に伴い、有効期限が平成 26 年 12

月 31 日となっている限度額適用認定証をお持ちの

方には、平成 27 年１月からの限度額適用認定証を

12 月下旬に郵送します。新たに申請をする必要は

ありません。

限度額適用認定証で
医療費の窓口での支払負担を軽減

● 市県民税の申告がな

い方や国民健康保険

税を滞納している方

は、交付を受けられ

ないことがあります。
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就労継続支援Ａ型事業
富岳製作所（岩波）
・消火用品や健康食品などの組立て

・老人ホームや保育園の清掃

・商品の仕入れ、販売　など

就労継続支援Ｂ型事業
裾野ベジファーム（平松）

12月３日～９日は障がい者週間

健康福祉部　障がい福祉課
995-1820

　12月３日㈬から９日㈫は障がい者週間です。福祉に
ついて関心と理解を深め、障がい者の方が社会や経済な
ど様々な活動に積極的に参加する意欲を高めるための週
間です。市内には就労継続支援事業所が４カ所あり、障
がい者の方の支援を行っています。

　通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者の

方に就労の機会を提供し、生産などの活動を通じてそ

の知識や能力向上のために必要な訓練を行うのが就労

継続支援事業所です。市内には４カ所あります。A 型

事業の対象は雇用契約に基づく就労が可能な方、B 型

事業の対象は雇用契約に基づく就労が困難な方です。

就労継続支援Ａ型事業・就労移行支援事業
ハートワーム（葛山）
・ブリザードフラワーのアレンジ用パーツづくり

・洗車や車のパーツ磨き

・みかんネットの製作　など

就労継続支援Ｂ型事業・就労移行支援事業
みどり作業所（石脇）

　障がい者の母親などが中心になってできたサークル

に参加したことがきっかけで、15 年以上にわたり障

がい者の支援に携わっています。現在は裾野ベジ

ファームで 19 人の利用者の方に、野菜づくりや工芸

品の製作、下請けのお菓子箱の組み立てなどの作業支

援をしています。

　細かい作業が苦手な方でもできることがあると考え、

昨年８月に裾野ベジファームを立ち上げました。初め

は、ガムテープでバッグを作ったり、マフラーを編ん

　地域の障がい者同士の相互理解、交流、親睦を深め

るため、研修会や文化作品展、グラウンドゴルフなど

のスポーツ活動など様々な活動を行っています。

年会費／ 500 円

市身体障害者福祉会　993-7795

障がい者に就労の機会を提供
就労継続支援事業

市身体障害者福祉会の会員募集

障がい者が挑戦できる
場をつくること
　裾野ベジファーム
　サービス管理責任者
� 木村　雅さん

だりして楽しみながら、手先を動かす練習をします。

畑では年間を通して様々な野菜を作っています。虫が

寄ってきたり、雑草が生えたり難しいことはたくさん

ありますが、利用者の方みんなで協力して乗り越えて

います。収穫した野菜は 11 月９日㈰に行われたふれ

あい健康まつりでも販売し、サツマイモがたくさん売

れました。

　利用者の方から、「自ら作ったものを家族や周りの

人に渡したときに感謝されてうれしい」という話が聞

けると励みになります。のんびり見守るような気持ち

で、利用者の方が新しいことへ挑戦できる場や、うま

くできるまで何度でも挑戦できる場を作っていきたい

と思っています。障がい者週間、これを機に障がい者

への理解が深まると良いです。

・ パンなどの製造、販

売、軽食の提供

・ 缶バッジや自主製品

の製作　など

・ 菓子などの箱の

組立て

・野菜づくり

・ 工芸品の製作　

など
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年末の交通事故、犯罪被害防止
車のライトは16時には点灯、詐欺に注意！

市民部　防災交通課
995-1817

　12月は日没時間が早く、交通量も多いため、例年、この時期は
夕方から夜間の交通事故が増加する傾向があります。12月 15日
㈪から31日㈬まで「安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ」をス
ローガンとして、年末の交通安全県民運動を実施しています。一人
ひとりが交通安全の意識を高めて、交通事故を防ぎましょう。
　また、裾野警察署では、12月１日㈪から31日㈬まで年末特別
警戒を実施しています。振り込め詐欺の防止などに力を入れます。

高齢者と子どもの交通事故防止

　高齢者が、横断歩道のない道路を横断中の事故が多

発しています。道路を横断するときは、安全確認を徹

底してください。自転車を利用する方は、車道を走る

ことが原則で、歩道は例外です。車道は左側を、歩道

は歩行者優先で車道寄りを徐行して通行してください。

夜間はライトを点灯するなど、安全ルールを守りま

しょう。

　子どもが自転車に乗る時にはヘルメットを着用させ

てください。冬季休業中、子どもが外を歩く時間が増

えるので、子どもの飛び出しには注意してください。

また、この運動を機に子どもに交通安全の指導をしま

しょう。

　高齢の歩行者や自転車を利用している方、子どもを

見かけたときには思いやりのある車の運転、見守りを

お願いします。

夕暮れ時から夜間の交通事故防止
「ピカッと作戦！」の推進

　年末に近づくにつれ、日没時間が早くなっています。

車を運転する方は、16 時にはライトを点灯し、歩行

犯罪被害の防止

◆特殊詐欺被害防止
　詐欺には様々な種類がありますが、中でもオレオレ

詐欺や架空請求詐欺などの振り込め詐欺が多発してい

ます。

例�１　「会社の金を使い込んだ」「弁護士費用が必要」

「電話番号が変わった」などの内容で、現金を宅配

便などで送ってほしいと要求された。

▶オレオレ詐欺の可能性あり！

　 　簡単に信用せず、本当に本人からの電話なのか、

家族にしかわからないことを聞いてみるなどして確

認してください。家族で合言葉を決めておくのも対

策の一つです。

例�２　「上場間近です」「値上がり確実です」「あなた

だけに特別に譲渡します」などの内容で未公開株の

内容を勧めてきた。

▶金融商品等取引名目詐欺の可能性あり！

　 　必ず儲かるという内容の勧誘があり未公開株を購

入したが、株券が届かなかったなどの被害が発生し

ています。未公開株や社債の勧誘の電話には注意し

てください。購入する前に実体のある会社がどうか

調べることで、防ぐことができます。

◆自転車の盗難被害防止
　市内では、自転車の盗難被害が増加しています。被

害にあった自転車のほとんどが未施錠でした。自宅の

庭などに駐輪していても安心せず、施錠してください。

者などを早めに発見することと自分

の存在を周りに知らせることが重要

です。暗くなってから徒歩や自転車

で外出する場合は、明るい色の衣服

を着用し、反射材をつけてください。

飲酒運転の根絶
飲酒運転をしない・させない環境作りの推進

　忘年会や年越しなどで飲酒する機会が増える時期で

す。飲酒する場合は車で来ない、車で来た場合は飲ま

ない、飲ませないなど家庭や地域で飲酒運転をさせな

い環境をつくりましょう。

短時間の駐輪でも盗

難被害に遭うことも

あります。手間がか

かっても二重に鍵を

かけて、自転車の盗

難を防ぎましょう。

反射材の一例
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お知らせ
Announcement
知徳高校吹奏楽部
第22回定期演奏会

12 月 21 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

 行進曲「富士の山」、語りと吹奏

楽のための「一ばん星はどこかし

ら」、ザ・ヒットパレードなど

知徳高校　975-0080

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 27 年１月１日㈭ま

でに取り壊した方

届�出方法／課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 27 年１月 30 日㈮

課税課資産税係　995-1809

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（各前月までの４カ月分）

子育て支援室　995-1841

図書館映画会

12月13日㈯　14時～15時40分

鈴木図書館２階視聴覚室

上映作品／レゴムービー（100 分）

60 人

  整理券を 12 月６日㈯９時から鈴

木図書館で配布します。

鈴木図書館　992-2342

年末年始のし尿・浄化槽
汚泥収集の休業

12月28日㈰～平成27年１月４日㈰

※ 年内の収集を希望する方は、12月

16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

障がい者を対象とした
在職者職業訓練

　ビジネスマナーの基本などを身に

つける訓練を行います。

 平成27年１月16日㈮、23日㈮、２

月６日㈮、20日㈮、３月５日㈭、

20日㈮　13時30分～16時30分

 サンウェルぬまづ（沼津市日の出

町）

 次の全てを満たす方

　・障害者手帳をお持ちの方

　・  雇用契約に基づき企業に在職し

ている障がい者の方

 受講申込書に必要事項を記入し

FAX でお申し込みください。受

講申込書は県ホームページからダ

ウンロードできます。

12 月 29 日㈪

県立あしたか職業訓練校
　924-4380

924-7758

伊豆中央高校吹奏楽部
冬のコンサート

12 月 23 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（伊豆の国市古奈）

伊豆中央高校　949-4771

工業統計調査

　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

ための調査です。市が選んだ調査員

が 12 月下旬から来年１月にかけて

調査に伺うか、国から調査票が郵送

されます。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が

厳守されます。

企画政策課　995-1805

12月はウグイスカードの
更新月

　ウグイスカードはもしもの事態で

救急隊が自宅に駆けつけたとき、適

切な処置をするために、医療情報、

薬剤情報を記入して自宅に備え付け

ておくものです。

ウグイスカードをお持ちの方
　区から 12 月 15 日㈪以降に新し

いカードが配布されます。必要事項

を記入し古いカードと交換してくだ

さい。

※ 配布枚数が変更になった場合は区

へ連絡してください。

ウグイスカードの配布を希望する方
　区へ①配布希望枚数②住所③氏名

④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

域振興課へお越しください。

地域振興課　995-1874
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

県認知症コールセンター

　認知症のことで困ったり悩んだり

している方の相談に応じます。相談

料は無料です。

 毎週㈪㈭㈯　10 時～ 15 時（ただ

し祝日と年末年始を除く）

 相談員は「認知症の人と家族の会

県支部」の会員です。

県認知症コールセンター
　0545-64-9042

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26日㈮まで

　 年始の通常収集／平成27年１月５

日㈪から

　 年末の特別収集／ 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持ち込み
　 　12 月 27 日㈯から平成 27 年１

月４日㈰までのごみの持ち込みは

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

※ ㈰、㈷は、ごみの持ち込みができ

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、氏名の記入は不要です）

　 ●住所確認のため免許証など本人

確認ができるものを提示してくだ

さい。

生活環境課　995-1816
　美化センター　992-3210

国保高齢受給者証新規交付会

　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 25 日㈭

　10 時 20 分～ 11 時 20 分

福祉保健会館研修室

 昭和 19 年 12 月２日～昭和 20 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

すそのスタイルVol,3発行

　テーマは「うるおい、大人の時間」

で、不二聖心女子学院の様子や当市

ならではの大人の時間の楽しみ方を

紹介しています。

市内の配布場所
　市役所、支所、観光協会、主要観

光施設、宿泊施設など

郵便請求
　電話で在庫を確認後、住所、氏名、

連絡先を記載し、返信用の切手を同

封して、広報室へ請求してください。

希望部数が 1 冊の場合は 120 円分

の切手、２冊の場合は 140 円分の

切手、３冊の場合は 180 円分の切

手を同封してください。

※１人３冊まで

市長戦略課広報室　995-1802
〒 410-1192　佐野 1059 番地

児童扶養手当の
公的年金受給者への支給

　児童扶養手当法が一部改正され、

12 月１日㈪以降、年金額が児童扶

養手当額より低い方は、その差額分

の児童扶養手当を受給できるように

なります。なお、児童扶養手当を受

給するためには、申請が必要です。

支給要件、年金額、申請者の所得な

どによっては支給されない場合があ

ります。

子育て支援室　995-1841

募 集
Recruitment

駿東地域職業訓練センター
１月講座

 ●技能講習▶フォークリフト運転

技能講習（最大荷重１t 以上）、高

所作業車運転技能講習（作業床の

高さ 10m 以上）●特別教育▶砥石

取替え・試運転業務特別教育、アー

ク溶接特別教育●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、エクセル基礎、

ワード活用、エクセル活用、アク

セス基礎、夜間デジタルカメラ、

夜間アクセス基礎、勘定奉行で行

う夜間パソコン財務会計●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、アロマ教室、絵画教

室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

p.13
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料

広
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Ｑ：「不要な衣類を譲ってほしい」と電話があったの
で来てもらった。衣類をざっと見た後に貴金属はない
かと言われ、強引に指輪を買い取られてしまった。返
してほしい。
Ａ：不要な衣類、靴、本などの回収をしていると電話

をかけ、その後来訪するという訪問買取の相談が増加

しています。初めは衣類などの買い取りを持ちかけま

すが、本当の目的は貴金属などを安く買い上げること

ではないかと疑われるケースも目立ちます。業者が消

費者宅を訪問し貴金属などを買い取る訪問買取（訪問

購入）では、特定商取引法により、飛び込みの勧誘が

禁止されています。また、買取業者は品目や価格など

の書かれた法定書面を買い取り時に消費者に交付する

義務があり、消費者はその書面を受け取った日から８

日間はクーリング・オフ（無条件解除）が可能です。困っ

たときはすぐ消費生活センターに相談してください。

首かけ式乳幼児用浮き輪の事故に注意しましょう！
　首かけ式の乳幼児浮き輪（首浮き輪）を付けて乳幼

児を入浴させていたところでき水したという事故が発

生しています。いずれの事故も、保護者と一緒に入浴

中、保護者が少し目を離したときに起きています。

　事故を防ぐために、

① 使用する際は取扱説明書をよく読み、空気が少なく

ないか、ベルトが外れていないかなどを確認して正

しく使用しましょう。

② 使用中は子どもから目を離さないようにしましょう。

洗髪や他の子どもを洗うなど、浮き輪を使用してい

る子どもから目を離す場合は使用しないようにしま

しょう。

国連外国語講座（英会話）

 ●初級▶１月６日～３月 10 日　

毎週㈫・１月８日～３月 12 日　

毎週㈭●中級・上級▶１月９日～

３月 13 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 20 人

20,000 円

12 月 26 日㈮

県国際交流協会
　054-202-3411

クリスマスプレゼント
配達希望者

　青年団体連絡協議会会員が市内の

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

50 人（先着順）

プレゼント１個につき 500 円

 12 月９日㈫９時から生涯学習セ

ンターで申込書を受け付けます。

配達先がわかる地図を一緒にご提

出ください。 

生涯学習課　992-3800

あいのうた

　「出会いから子育てまでをよんだあ

いのうた」をテーマに短歌を募集します。

平成 27 年１月８日㈭

 ●審査結果は平成27年２月に県

ホームページで発表する予定です。

県こども未来課
　054-221-2037

消費生活センター
995-1854

平成26年度 市防火標語

地域から
　 未来へつなぐ
　　　　 防火の輪
  小田　保之さん
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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

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ １・８・15日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 ８日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 12日㈮
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 15日㈪
13時～15時

生活改善に関する
相談を希望する方

成人食事健康相談 １日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 19日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談
を希望する方

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26年６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25年６月生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈬９時～９時15分
平成24年12月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

11日㈭13時～13時15分
平成24年６月生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭13時～13時30分
平成23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。
● 夜間当直医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２日㈫ 17時～ 19時 45分
12月９日㈫ ９時～ 11時 30分
12月16日㈫ 17時～ 19時 45分
12月24日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

12月９日㈫ ９時～ 11時 30分
12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

外科 内科 内科 外科 整形外科 内科

7 8 9 10 11 12 13

内科 内科 内科 内科 外科 整形外科 内科

14 15 16 17 18 19 20

内科 内科 内科 外科 整形外科 整形外科 外科

21 22 23 24 25 26 27

内科 内科 外科 内科 整形外科 内科 外科

28 29 30 31

整形外科 内科 外科 内科

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

健康相談・教室 健診・教室

エイズ検査・肝炎検査

ところ／県東部保健所
　　　　県東部総合庁舎２階
　　　　（沼津市高島本町 1-3）

県東部保健所
地域医療課
920-2109

有

料

広

告
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12月後期の救急協力医

１６ 火 村岡内科クリニック ９５４-２０００ 大岡 青木整形外科医院 ９２２-０５２１ 高島町 原小児科医院 ９６２-０６３６ 八幡町

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 よざ小児科医院 ９６７-５７２２ 原

１８ 木 あそうクリニック ９２９-７５７５ 筒井町 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 すずきファミリー
クリニック ９６０-０３３３ 一本松

１９ 金 大坂屋クリニック ９９５-３１００ 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

２０ 土 望星第一クリニック ９２２-０２２２ 柳町 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 白十字小児科医院 ９３３-５１１１ �下香貫
馬場

２１ 日

きせがわ病院 ９５２-８６００ 大岡 守重医院 ９３１-２５１１ �我入道
江川

御成橋栄
クリニック ９５２-２５２５ 通横町 杉谷小児科医院 ９２３-６５４３ 筒井町

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

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

２３ 火

鬼頭ハート
クリニック ９９９-４８１０ 本宿 沼津整形外科医院 ９２１-３７９１ 共栄町

旭医院 ９６６-００３１ 原 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 五十嵐クリニック ９３４-６７００ 志下

２４ 水 なおきクリニック ９２９-８５５５ 東椎路 清水館医院 ９９３-２３２３ 茶畑 よざ小児科医院 ９６７-５７２２ 原

２５ 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

２６ 金 本村クリニック ９６９-０００１ 大塚 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

２７ 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 坂小児科医院 ９３１-３２３３ �下香貫
前原

２８ 日

べっく・メディカ
ル・クリニック ９２１-１３００ 西沢田 駿東整形外科医院 ９２２-８８５５ 高沢町

永野医院 ９６２-４４５０ 大岡 すずきファミリー
クリニック ９６０-０３３３ 一本松

東名裾野病院 ９９７-０２００ 御宿 こんどう
クリニック ９２５-２４２０ 岡宮

２９ 月

つかだ医院 ９８３-１５７７ 堂庭

森医院 ９６６-２０１７ 石川 沼津市立病院 ９２４-５１００ 東椎路 白十字小児科医院 ９３３-５１１１ �下香貫
馬場

おぐち医院 ９９２-６６１１ 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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広
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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。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

３０ 火

杉山医院 ９７２-３２２３ 伏見

池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 聖隷沼津病院 ９５２-１０００ 松下 古屋小児科医院 ９６３-０４０７ 西条町

いずみ内科
クリニック ９９３-４７６０ 平松

３１ 水

南一色
セントラル内科 ９８０-５７７７ 南一色

沼津リハビリテー
ション病院 ９３１-１９１１ �上香貫

蔓陀ヶ原 静岡医療センター ９７５-２０００ 長沢 さくま小児科
クリニック ９９２-６３０３ 茶畑

大橋内科・
小児科医院 ９９２-２８００ 佐野

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
よねやま�
耳鼻科医院
０５４５-５３-６８８５

永田町 むらまつ眼科医院
９９３-８８５５ 深良 聖隷沼津病院

９５２-１０００ 松下 小川歯科医院
９９３-３２００ 佐野

２３ 火
耳鼻咽喉科�
崎川医院
９７５-９１３１

伏見
矢田眼科�
クリニック
９６２-２００６

三枚橋町
井関マタニティ�
クリニック
９５２-４１０３

八幡町 伏見歯科医院
９７２-３０４０ 伏見

２８ 日
里和耳鼻咽喉科�
医院
０５４５-２３-１１３３

伝法
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 栗田歯科医院

９８６-１６６７ 下土狩

２９ 月
芹沢耳鼻咽喉科�
クリニック
９９３-８０００

茶畑 静岡医療センター
９７５-２０００ 長沢

関谷レディース�
クリニック
９６８-６６１１

西椎路 大城歯科医院
９７３-２９００ 新宿

３０ 火 三島中央病院
９７１-４１３３ 緑町 中ノ森眼科

９２１-３２１７ 緑ヶ丘 岩端医院
９６２-１３６８ 大手町 太田歯科医院

９７２-１３１８ 長沢

３１ 水
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
小島レディース�
クリニック
９５２-１１３３

大岡 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

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

有
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055-995-1802

富士山資料館

No.
1277

2014 年
（
平
成
26 年

）

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 :

12
月1

日
号

993-9300

　手話ダンスグループ朋友が、長年にわたり手話
ダンスを通して聴覚障がい者の自立支援活動を実
施してきた功績が認められ、県知事表彰を受賞し
ました。手話ダンスは、歌にあわせて踊りながら、
歌詞のイメージを手話で表現するものです。踊り
の振り付けがすべて手話です。このため、聴覚障
がい者の方も一緒に楽しむことができます。
　朋友ができたのは、平成 10 年 7 月。「手話を
はじめて 10 年程でした。知り合いの方から、東

12月の休館日／1日㈪･8日㈪･15日㈪･22日㈪･
29日㈪･30日㈫･31日㈬

宝くじ文化公演　富良野GROUP公演2015冬

「夜想曲−ノクターン」
と　き／平成 27 年２月 27 日㈮　19 時～
　　　　開場▶ 18 時 30 分
料　金／大人 3,000 円　高校生以下 1,000 円
※宝くじの助成により、特別料金となっています。

石井好子メモリアル音楽祭
ポピュラー音楽の祭典2015

　毎年好評のポピュラーソングコンサートです。
豪華ゲストによるステージをお楽しみください。
と　き／平成 27 年３月 14 日㈯　17 時～
　　　　開場▶ 16 時 30 分
　　　　※未就学児の入場不可

京の手話ダンスグループの映像を見せてもらい感
動しました。仲間に相談して、『やってみよう』
ということになり始めました」と代表の岡元弘子
さん。
　現在は、毎週火曜日と第４土曜日に福祉保健会
館などで練習しているほか、市内のデイサービス
センターへの慰問事業や市民芸術祭、ふれあい健
康まつりなどでダンスを披露しています。レパー
トリーは 50 曲程あるそうです。
　「頭と体を使うので、自分たちの脳の活性化と健
康維持にも役立っています。市民芸術祭などで自
分たちのステージをわざわざ見にきてくれる方が
いるのがうれしいですね」と笑顔で話す岡元さん。
　現在の会員は、30 代から 80 代までいて 13 人。
会員を増やしていくことが一番の課題です。「毎
回の練習がおもしろくて２時間があっという間で
す。私も 80 代まで、あと 50 年続けるのが目標
です」と話してくれたのは最年少の 30 代女性の
土屋さん。「会員のほとんどは手話を使った会話
はできないですよ。でも手話ダンスをはじめてか
ら、手話に興味を持つようになりました」と語る
方も。現在、会員を募集中です。
 問合せ／岡元代表　☎ 992-3441

二宮金次郎と報徳仕法
　薪

まき

を背負い書物を持つ姿の像でおなじみの二宮
金次郎は、豊富な知識をもつ農政家として農村の
復興に尽力し、最後は幕臣にまでなりました。金
次郎の農村復興策は報徳仕法と呼ばれ、金銭の無
利息あるいは低利貸、荒廃田の開発など、農業経
営を立て直そうとするものでした。
　裾野・御殿場・小山の御

みく

厨
りや

地方には小田原藩領
分の村が多くあり、報徳仕法が実践されていまし
た。左下の写真は、天保９年（1838）下和田村が天
災と凶作で困窮し、夫

ふ

食
じき

（食料）として報徳冥
みょ

加
うが

米
を拝借した際の文書です。このころは天保の大飢
饉の時期で、全国各地で打ちこわしも起きていま
す。右下の写真は報徳納金の受取書で、村々が協
力してお金を出し合っていたことがわかります。

好評発売中

県知事表彰を受賞
手話ダンスグループ　朋

ほう

友
ゆう

報徳冥加米拝借證文 報徳納金の受取書

料　金／前売券 6,000 円
　　　　当日券 7,000 円
発売日／平成27年１月17日㈯
出　演／ 美川憲一、伊東ゆかり、

中尾ミエ、研ナオコ、
安奈淳、ほか

美川憲一 伊東ゆかり

中尾ミエ 研ナオコ

広報すその　平成26年12月１日号
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原文雄元県議会議員が旭
きょく

日
じ つ

双
そ う

光
こ う

章
しょう

を受章

市民の皆さんに心から感謝あいさつ

　この度、平成 26 年 11月

３日の秋の叙勲に際しまし

て、はからずも旭日双光章

拝受の栄に浴すことになり、

身に余る光栄と心から感謝

を申し上げます。思い起こ

せば、国会議員・労働大臣

の政策秘書として 24 年、

その経験を郷土発展のため

に尽力したいという一心で

県議会議員に立候補したの

は、平成 11 年のことであ

りました。以来、微力な私

の活動を支えてくださった

多くの市民・関係者の皆様

に心から感謝申し上げます。そして、このたびの受章

は私を支えてくださった多くの市民そして関係者の皆

様と、受章を目前に 10 月 22 日に急逝した妻とし江

の内助の功と家族に支えられた受章であると思ってお

ります。妻とし江と受章式、皇居での天皇陛下との拝

謁の儀に２人共々で出席することはかないませんでし

たが、めげることなく、今後はこの栄誉に恥じないよ

う一県民として、微力ではありますが、一層精進して

まいる所存であります。 原　文雄　

◆原文雄元県議の主な経歴
期　間 内　容

平成11年4月
� ～平成21年12月 県議会議員

平成12年5月
� ～平成13年5月 建設委員会副委員長

平成14年5月
� ～平成15年4月 企画生活文化委員会副委員長

平成15年5月
� ～平成16年5月 総務委員会副委員長

平成16年5月
� ～平成17年5月 厚生委員会委員長

平成19年5月
� ～平成20年5月 県民委員会委員長

県と市とのパイプ役として活躍
　原元県議は、平成 11 年に初当選して以来、３期に

わたり県議会議員を務め、県と市を結ぶパイプ役とし

て活躍しました。その間、厚生委員会委員長や県民委

員会委員長などの要職を歴任し、地方自治の発展に尽

力しました。特に当市に関わることでは、市都市計画

審議会委員を務めたほか、裾野警察署の新設やシル

バーワークプラザの新築、県道仙石原新田線の整備、

各種災害復旧や河川・道路など基盤整備に力を注ぎま

した。秘書時代には、東名裾野インターチェンジの開

設や特急あさぎり号の裾野駅停車などにも尽力しまし

た。伝達式は、11 月４日㈫に県庁で、11 月 11 日㈫

には、皇居宮殿豊明殿で天皇陛下への拝
はい

謁
えつ

の儀にのぞ

まれました。

　平成 11 年から 3 期にわたり県議会議員を務めた原文雄元県議が、平成 26 年秋の叙勲で旭

日双光章を受章しました。この受章は、県と市を結ぶパイプ役として、地方自治の発展に貢

献した功績によるものです。

春・秋 連続受章、保護司の葊瀬秋雄さんと市野義久さんが藍
らん

綬
じゅ

褒章

　平成４年から今年５月まで

の 22 年間にわたり、保護司

として尽力し、過ちを犯した方々の社会復帰や再犯防

止に力を注ぎました。沼津地区保護司会裾野支部長を

務め、支部組織の育成に努めました。（今年５月で定

年のため退任しました。）

藍綬褒章（更生保護功績）

元保護司　葊瀬　秋雄さん
（深良新田・78 歳）

藍綬褒章（更生保護功績）

保護司　市野義久さん
� （公文名１区・76 歳）
　平成５年から現在までの

21 年間にわたり、保護司と

して活動し、過ちを犯した方々の社会復帰や再犯防止

に力を注いでいます。沼津地区保護司会副会長や同会

裾野支部長などを歴任し、後進の育成にも尽力してい

ます。

春 秋

p.2
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４人の技能功労者を表彰

産業部　商工観光課
995-1857

　２軒の理容室で技術上達に

励み、市内で開業しました。

幅広い世代に対応する技術を

持ち、多くの顧客に信頼され

ています。組合内では前進的

な意見を持ち合わせ、後輩の

指導育成にあたっています。

　技術習得のための講習会に

積極的に参加し、日々技術を

磨いています。その一環とし

て習得したメークの技術は多

くの顧客に喜ばれています。

また、班長を５回にわたり務

めるなど、組合の発展にも尽

力しています。

　イチゴ栽培のための様々な

技術を有し、イチゴを当市の

特産品に押し上げた立役者で

す。若手栽培者への指導を行

い、当市のイチゴ生産の牽引

役となっています。農協苺組

合では組合長も務め、組合の

発展に大きく貢献しています。

　手がけた工事はすべて工期

内に、苦情なく完成させる技

術を有しています。また、面

倒見のよい人柄で多くの若手

育成を担っています。上水道

協力会では会長など要職を長

く務め、市との協力体制強化

に貢献しています。

　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した方を
表彰しています。市内の技能団体から推薦され選考会
を経て、今年度は４人の方が受賞しました。表彰式は、
11 月 17 日㈪に市役所で行われました。

内田　好和さん
（御宿入谷・61歳）

飯塚　悦子さん
（麦塚・67歳）

庄司　善髙さん
（本茶・78歳）

小川　清和さん
（中丸中・68歳）

★理容師 ★美容師

★農業（イチゴ） ★配管工

県優秀技能者表彰

　県では、県内を通じてその技能の第一人者と目され

ていて、後進の育成や生産性向上など産業の発展に寄

与した方を表彰しています。今年度は県内で25人の方

が受賞し、当市の関係では２人の方が受賞しました。

自動車デザインモデル製作　　髙橋　徹さん
（トヨタ自動車東日本株式会社　東富士総合センター）

　自動車デザインモデル製作のスペシャリスト。通常

は３工程に分業する作業を一人でこなす多能工です。

担当した車種のグッドデザイン賞や文部科学大臣表彰

の創意工夫功労者賞を受賞しています。

自動車整備工　　小林　和弘さん
（トヨタ自動車株式会社　東富士研究所）

　10 年先を見据えたエンジンの開発、燃料電池の開

発業務に従事、その中で培った技術は「究極のクリー

ンカー」である燃料電池自動車開発に大きく貢献して

います。高校生向けの燃料電池出前授業を開催するな

ど、社会への貢献も大きいものがあります。

p.3
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今年もあと少しです。皆さんにとってどんな一年でしたか。
今年一年を写真で振り返ります。

写真でふりかえる

2014 年 すその

深良用水が世界「かんがい施設遺産」に登録約4,500人が力走した富士裾野高原マラソン大会

熱気いっぱいだった富士山すその阿波おどり大会“すそのん”の着ぐるみデビュー！

広報すその　平成26年12月15日号



８日・�14日　市内をはじめ全国で大雪、市役所周辺で

も約10㎝の積雪

15日　富士山国際雪合戦大会が雪で中止に

19日　 元文化庁長官の近藤誠一さんによる富士山世界

遺産登録記念講演会

20日　富士すそのフィルムコミッション設立

24日　市公式ゆるキャラ総選挙の投票が開始

　　　（～３月７日）

２月

４月

１日　 児童発達支援センター「富岳裾野学園」が石脇
で開園

　　　 特別養護老人ホーム「富岳ダイヤモンドライフ
すその」が須山で開所

　　　岩波バス回転広場の供用開始
９日　ビクトリア州議会議員ジェフ・ショー氏が来裾
12日・�13日　富士山すそのパノラマロード菜の花&桜

まつり
25日・26日　ウルトラトレイル・マウントフジ
27日　第１回深良用水まつり

11日　新成人者祝賀駅伝大会が雪で中止に

12日　成人式　578人が新成人に

26日　子どもフェスティバル

　　　市長選挙・市議会議員補欠選挙

28日　大橋俊二前市長勇退

29日　髙村謙二市長就任

１月

２月25日～27日　市議会３月定例会　34案件可決

３日　生活介護事業所「さくらんぼ」が深良に開所

３日～�31日　デマンド型乗合タクシー葛山線の実証

運行

７日　市児童生徒市長賞表彰式

12日　 災害廃棄物処理の支援に対して環境大臣から

市に感謝状を贈呈

28日　“すそのん”発表記者会見

３月

初登庁する髙村市長

市内を銀世界にした大雪

開園した富岳裾野学園

“すそのん”発表記者会見

p.5
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２日　市民水泳大会

　　　すその夏まつり・富士山すその大花火大会

４日～９日　全日本少年サッカー大会決勝大会

６日　第１回内陸フロンティア推進連絡協議会を開催

17日　環境美化活動（河川・道路等一斉清掃）

30日　富士山すその阿波おどり大会

31日　富士山須山口登山道閉山式

８月

１日　富士山須山口登山道開山式
　　　 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

の受付を開始
　　　今里工業用地の立地企業を募集
　　　市立水泳場開場（～９月10日）
27日　 市内で8割の映像を撮影した映画「誘拐少女」

のプレミアム試写会
　　　“すそのん”の着ぐるみデビュー
　　　 親守詩裾野市大会
30日　国立競技場の座席を運動公園に設置

７月

１日　 土砂災害に対する防災訓練

12日～24日　市議会６月定例会　16案件を可決

14日　 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～

16日　最終処分場（第二期）建設工事安全祈願祭

６月

５日　柳原白蓮が奉納した鈴を佐野原神社で発見

11日　富士裾野高原マラソン大会、約4,500人が力走

17日・18日　五竜みどりまつり

21日　県司法書士会と災害時の支援協定を締結

22日　 災害協定を結んでいる福島県相馬市に義援金

70万円を送金

27日　 市内東名裾野IC付近が内陸フロンティア推

進区域に指定

５月

陸上競技場に国立競技場の座席を設置

健康と歯のフェスティバル

富士山すその大花火大会

発見された白蓮の鈴

p.6
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９日　ふれあい健康まつり・ふれあい消防広場

12日～16日　市民芸術祭第二部

19日～�24日　フランクストン市デリンヤ小の児童・

フ市公式訪問団が来裾〈公式訪問団は20日～〉

17日　技能功労者４人を表彰

23日　オーストラリアンフェア

22日～24日・29日・30日
　　　 特急あさぎり号として運行していたJR371系

がラストラン（御殿場線80周年記念運行）

11月

８月19日　市議会９月定例会　27案件を可決（～９月18日）
１日　 総合防災訓練
２日　“すそのん”ゆるキャラグランプリに初出場
　　　　（～11月３日）
16日　深良用水が世界「かんがい施設遺産」に登録
19日　フランクストン高校の生徒が来裾
20日・21日
　　　富士山すそのパノラマロードコスモスまつり

12月

11月27日～10日　市議会12月定例会

６日　県市町対抗駅伝競走大会　市の部11位

７日　地域防災訓練

14日　農業まつり

　　　衆議院議員総選挙

９月

オーストラリアンフェア

富士すそのパノラマロードコスモスまつり

10月

５日　市議会議員選挙
６日　 台風18号が接近し、市内幼稚園・小中学校が

休園・休校に
19日　富士山噴火に対する避難訓練と救出訓練
20日　 市議会臨時会 議長に二見榮一氏、副議長に勝

又明氏が就任
23日　市長表彰９人１団体を表彰
25日・26日　市民のふれあいフェスタすその
29日　市民芸術祭第一部（～11月２日）

市議会議員当選証書付与式

地域防災訓練

p.7
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跨線橋に廃レールを使用裾野駅

1872年、日本初の鉄道開通

　明治政府は 1869（明治２）年 11 月 10 日、東京―

神戸間を結ぶ幹線鉄道を建設することを決定しました。

1872（明治５）年 10 月に品川―横浜間 29km が日本

初の鉄道として開通し、その後相次いで路線が開通し

ました。そのような中、東西を結ぶ幹線ルートを中山

道とするか、東海道とするか未定でしたが、地形や営

業上有利である東海道とすることが決定し、1887（明

治 20）年９月には、国府津から沼津に至るルート（現

在の御殿場線となっている路線）が確定しました。

1889年国府津－沼津間が開通

　この幹線鉄道の路線の中でも山北－御殿場間は最大

の難所であったため、高度な技術を要する工事となり

ました。当時の土木技術の粋を集め、1889（明治 22）

年２月１日に国府津－沼津間が開通、同年７月１日に

は東海道線の新橋―神戸間が全通しました。

　当初は１日４往復、所要時間は下り 16 時間 50 分、

上り 18 時間 15 分でした。国府津―沼津間は２時間

35 分で運行されていました。この国府津―沼津間が

現在の御殿場線の路線となっています。開通当時の国

府津―沼津間の停車場は、国府津、松田、山北、小山

（現在の駿河小山）、御殿場、佐野（現在の裾野）、沼

津の７駅でした。

路線の複線化、超特急「燕」の誕生

　小山－沼津間は急こう配のため、運転上の障害が多

く運行の遅延が発生していました。そこで上下列車の

待ち合わせによる遅延を防止し、幹線輸送の円滑化を

図るため、1890（明治 23）年に複線化工事が始まり、

1901（明治 34）年に国府津―沼津間の複線化が完了

しました。また、複線化に合わせ、鉄道の設備改善が

進み、急行列車や寝台列車が運行されるようになりま

した。1930（昭和５）年 10 月１日には超特急「燕」

が運転を開始し、東京―大阪間がおよそ８時間 20 分

で結ばれるようになりました。

　もともと東海道線の一区間だった御殿場線。1934（昭和
９）年に丹那トンネルが開通し、沼津－国府津間は御殿場
線と改称されました。80 年を迎え、今も通勤・通学をはじ
め、沿線住民の重要な交通手段として生活を支えています。
御殿場線 80 年の歴史を振り返ります。

　1889（明治22）年２月に佐野駅として開業しまし

た。しかし、南海線の佐野駅（大阪府）や両毛線の

佐野駅（栃木県）とまぎらわしいという理由で、

1915（大正４）年７月に裾野駅と改称されました。

1947（昭和22）年には、東口が開設されました。

　現在もある跨線橋には

廃レールが使用されてい

ます。廃レールに記され

た刻印がその証です。

沼津
熱海

国府津小田原

裾野

岩波

御殿場

丹那トンネル

自慢の眺望、地域を支える主要交通

御殿場線80周年
p.8
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スイッチバックの跡が残る岩波駅

企画部　企画政策課
995-1804

丹那トンネル開通、東海道本線から御殿場線へ

　産業の発達に伴い、旅客や貨物が激増しましたが、

国府津―沼津間は、急こう配が連続するため輸送力の

限界となりました。このため、新たに国府津から小田

原、熱海を経て沼津を結ぶ新線の整備が検討され、熱

海と三島の間にトンネルを建設することとなりました。

工事は 1918（大正７）年４月１日に着工され、16 年

６カ月の歳月を要し、1934（昭和９）年９月 30 日に

丹那トンネルが貫通しました。

　同年 12 月１日には新線区間が開業し、東海道本線

は国府津から熱海を経て沼津へと結ばれることとなり

ました。これに伴い、国府津―御殿場―沼津間は、御

殿場線と改称されました。その後、太平洋戦争時に金

属不足のため、複線だった一方のレールが供出される

こととなり、以降、御殿場線は単線となりました。

車両の近代化、あさぎり号の運行

　1955（昭和 30 年）９月１日から旅客列車のディー

ゼル車による運転が開始されました。また同年 10 月

１日から小田急電鉄のディーゼル準急「芙蓉」が松田

から御殿場まで乗り入れを開始、御殿場線の観光路線

としての機能が強められることとなりました。

　1968（昭和 43）年４月 27 日には国府津－御殿場間、

７月１日には御殿場－沼津間が電化され、御殿場線は

全線が電化されました。これに伴い小田急線の乗り入

れ列車も電車に置き換えられ「あさぎり」と命名され

ました。

　小田急線の御殿場線乗り入れ直後から沼津までの運

転延長の要望が多くありました。1985（昭和 60）年

ごろから御殿場線活性化のため、新宿－沼津間の直通

による旅客の利便向上を図ることを発想しました。国

鉄の分割民営化後の JR 東海は、小田急電鉄との共同

開発により特急車両（小田急電鉄のＲＳＥ車、ＪＲ東

海の 371 系）を新製し、1991（平成３）年３月 16 日

から、特急「あさぎり」が新宿 - 沼津間の運転を開始

し、裾野駅にも停車しました。その後、2012（平成

24）年３月 17 日から、「あさぎり」の全列車が小田

急電鉄のＭＳＥ車に統一され、運行区間は新宿駅と御

殿場駅の間に短縮されました。

　1999（平成 11）年 12 月４日には新造車両 313 系

が導入され、ワンマンカーによる運転が開始されまし

た。2002（平成 14）年９月７日には、御殿場線 19 駅

目となる長泉なめり駅が開業しました。現在、裾野駅

を発着するのは、上りが１日 34 本、下りが 35 本で

市民にとって重要な生活交通となっています。

　1944（昭和 19）年 12 月８日に開業しました。

もともと岩波には信号所が置かれていました。信

号所の退避線を利用して駅を作ろうとしましたが、

勾配が急であったため、珍しいスイッチバック方

式のホームが設けられました。列車のディーゼル

▲�平成24年３月16日、あさぎり号として上り最終便となった17
時41分裾野駅発のあさぎり８号。車両は小田急ＲＳＥ20000
形。右は、同車で利用された自由席特急券。

化に伴いスイッチバック

方式は廃止されました。

現在の駅舎は 1989（平

成元）年に完成しました。
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総務部　人事課
995-1806

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
は市のホームぺージに掲載していますので、併せてご覧ください。

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25年 4 79 24 56 43 1 9 5 41 262 63 72 135 11 7 16 34 431

平成26年 4 81 24 56 42 1 9 4 41 262 64 73 137 10 6 16 32 431

対前年
増減数 0 2 0 0 ▲ 1 0 0 ▲ 1 0 0 1 1 2 ▲1 ▲1 0 ▲ 2 ０

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25年度末） 歳出額Ａ 人件費Ｂ 人件費率

Ｂ／Ａ
平成24年度
の人件費率

平成25年度 53,582人 195億8,088万1,000円 34億3,717万6,000円 17.6％ 18.6％

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25年度 399人14億8,776万5,000円 4億3,107万2,000円 5億6,039万1,000円 24億7,922万8,000円 621万4,000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 経験年数30年

一般行政職 41.3歳 32万4,455円
大学卒 17万8,800円 26万8,580円 37万5,200円 41万3,111円

高校卒 14万4,500円 � 31万3,220円 37万8,650円

技能労務職 48.9歳 36万3,519円 高校卒 14万4,500円 � 34万6,750円 36万9,100円

③職員の平均年齢、給料月額などの状況（平成26年４月１日現在）

p.10
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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 21.62月分 27.025月分
勤続25年 30.82月分 � 36.57月分
勤続35年 � 43.7月分 � 52.44月分
最高限度 52.44月分 � 52.44月分

③地域手当　支給率６％
 １人当たりの平均支給年額24万8,642円
④特殊勤務手当　21種類
 １人当たりの平均支給年額７万362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25年度）

①分限処分者数　３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。

３．職員の手当に関する状況
� （平成26年４月１日現在）

４．特別職の給与などに関する状況
� （平成26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

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。

７．研修と勤務成績の評定に�
� 関する状況
　平成 25 年度に実施した、新規採用職員・主査・管

理者などの職階ごとに実施する研修、法令・個々能力

開発・教養などの専門研修、県自治研修所・市町村ア

カデミーなどの研修機関で行う派遣研修、自己啓発支

援研修・自主研究グループなどの自主研修に、延べ

605 人が参加しました。人事評価については、人材育

成型の人事評価を実施しています。

８．勤務時間とそのほかの�
� 勤務条件に関する状況
①一般職員の勤務時間の状況
　勤務時間／７時間 45 分（８時 30 分～ 17 時 15 分）

　休憩時間／ 12 時～ 13 時　

②年次有給休暇の使用状況（平成25年）
　平成 25年１月１日～ 12 月 31 日

　１人当たり／９日と５時間

③育児休業と部分休業の取得者数の状況
� （平成25年度）
　育児休業／女性２人

　※ 平成 25 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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Photograph 11 月

消防士の仕事を体験
　幼年消防クラブに加入している裾野ひかり幼稚

園と千福が丘ひかり幼稚園の園児 58 人が、消防

署に体験入署しました。レスキュー体験では、消

防士に支えられながらバランスをとって、細い綱

を渡っていました。ほかに消火器での消火体験、

煙避難訓練、消防車などの見学をしました。

 （11 月４日）

七歳児祝賀式、550人の園児をお祝い
　敷地内の木々が色づき始めた市民文化センターで、

七歳児祝賀式が行われました。今年度対象となった

のは 550 人の園児たちです。式典では、市長など

からのたくさんのお祝いのお言葉に、大きなかわい

らしい声で「ありがとうございます」とこたえてい

ました。 （11 月７日）

フ市のデリンヤ小、西小で給食体験
　姉妹都市の豪州フランクストン市のデリンヤ小学

校の児童が 11 月 19 日㈬から来裾し、西小学校に

２日間体験入学しました。１日目の昼食は６年生の

クラスで給食を食べました。西小の児童たちは、英

語を使って好きなスポーツや食べ物を聞いたりして

交流を深めました。 （11 月 20 日）

各地区でコミュニティまつり
　11 月は各地区でコミュニティまつりが開催さ

れました。西地区コミュニティまつりでは。西中

学校吹奏楽部の演奏や、みどり連の阿波踊り、ミ

ニ列車への乗車が催されました。ミニ列車には多

くの親子連れが集まり、子どもたちは大はしゃぎ

で乗っていました。 （11 月３日）

p. 12p.12
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Photograph November

芸術の秋、華やかな舞
　市民芸術祭が市民文化センターで行われました。

11 月２日㈰には、参加者約 100 人による大合唱が

行われ「モルダウ」と「大地讃
さん

頌
しょう

」を熱唱しました。

16 日㈰の日舞・邦楽の部では、子どもたちが華や

かに日本舞踊を披露しました。

健康・福祉・消防のふれあいイベント
　ふれあい健康まつりとふれあい消防広場が、福

祉保健会館と消防庁舎で開催されました。健康ま

つりでは、健康チェックや歯科医師による歯科相

談、8020 推進コーナー、認知動作型トレーニン

グマシン体験などに人気が集まりました。様々な

ふれあいを通じて、ボランティアの皆さんのぬく

もりが伝わる一日となりました。（11 月９日）

「371系ラストラン」
　御殿場線 80 周年を記念し、

2012 年３月まで特急あさぎり号

として運行していた JR の 371 系

が５日間、臨時運行されました。

市民の方に馴染みの深かった 371

系は、最終日の 11 月 30 日㈰の

ラストランをもって引退すること

となりました。

p. 13p.13
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お知らせ
Announcement

森
も

林
り

づくり県民税による
森林整備の推進

　県では森林づくり県民税を財源に

して「森の力再生事業」を実施し、

森林の整備を進めています。この事

業では、手入れが遅れた森林や竹林

を整備し、森林の持つ公益的機能を

高めることで快適な暮らし環境を

作っています。

県東部農林事務所森林整備課
　920-2170
　農林振興課　995-1824

市街化調整区域の建築
許可基準一部緩和

　市街化調整区域で自己用一戸建専

用住宅を建築できる、指定大規模既

存集落制度の基準が一部緩和されま

した。

〈接道要件の緩和〉
 （ 旧）原則として、幅員６ｍ以上の

道路に 10 ｍ以上接していること

 （ 新）原則として、幅員４ｍ以上の

道路に４ｍ以上接していること

〈居住要件の緩和〉
 （ 旧）深良・富岡・須山の市街化調整

区域内に、おおむね20年以上生活

の本拠を有するものまたはその分家

 （ 新）深良・富岡・須山の市街化調整

区域内に、おおむね10年以上生活

の本拠を有するものまたはその分家

まちづくり課　995-1856

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27日㈯～
１月４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
市民文化センター
鈴木図書館
東西公民館

南・北児童館 12月26日㈮～
１月５日㈪

斎場 12月31日㈬～
１月２日㈮

せせらぎの湯 12月26日㈮～
１月５日㈪

ヘルシーパーク 12月30日㈫～
１月１日㈭

　平成 26 年１月１日から 12 月

31 日までに医療機関、薬局など

に支払った後期高齢者医療保険適

用の医療費の自己負担分を一部助

成します。

次のすべての要件を満たす方

　① 平成 27 年１月１日に、市に

住民登録があり、県後期高齢

者医療の被保険者であること

　② 医療機関などを受診したとき

に市に住民登録があること

　③ 市後期高齢者医療の保険料の

未納がないこと

 ●該当する医療費の領収書（原

本）●後期高齢者医療被保険者

証●対象者名義の預金通帳●印

鑑（認印可）●重度障害者医療

費助成金受給者証（お持ちの方

のみ）

後期高齢者医療制度　受付期間は１月７日㈬～30日㈮
助成額

①昭和10年３月31日以前に生まれた方
年額10,000円が上限②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

①②以外の県後期高齢者医療被保険者の方 年額6,000円が上限

申請の受付（土日・祝日を除く）

ところ と　き

市役所４階402会議室 １月７日㈬～30日㈮ ９:00～ 16:30

深良支所
１月15日㈭ ９:00～ 16:00

１月16日㈮ ９:00～ 12:00

富岡支所
１月19日㈪ ９:00～ 16:00

１月20日㈫ ９:00～ 12:00

須山支所
１月22日㈭ ９:00～ 16:00

１月23日㈮ ９:00～ 12:00

市役所地下会議室Ａ・Ｂ １月25日㈰ ９:00～ 12:00

 社会福祉課　995-1819■は、休日受付
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

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 27 年１月３日

㈯まですべての便を運休します。

企画政策課　995-1804

“すそのん”のイラスト使用

　“すそのん”のイラストを商品や

チラシなどに使用する場合は、申請

してください。

 所定の申請書に必要事項を記入し、

商品名や材料、レイアウトなどが

わかる企画書を添付して市長戦略

課広報室に提出してください。申

請書は市ホームページからダウン

ロードすることができます。

使用承認期間
　承認を受けた日から２年を経過す

る日以後の最初の３月 31 日まで

 ●個人が家庭内で使用する場合、

申請は不要です。

　 ●市の信用または品位を損なうお

それがあるとき、法令または公序

良俗に反するおそれがあるときな

ど使用できない場合があります。

市長戦略課広報室
　995-1802

募 集
Recruitment

平成27年度採用市職員

職種／保健師

人数／２人程度

資�格／保健師の資格を持っていて、

昭和 55 年４月２日以降に生まれ

た方

〈案内書・申込書の配布〉
平成 27 年１月 13 日㈫まで

 市役所３階人事課

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、140 円

切手（速達の場合は 410 円切手）

を貼ってください。

〈申込受付〉
平成 27 年１月 13 日㈫（必着）

　受付時間▶８時 30 分～ 17 時

※土日・祝日・年末年始は除く

申�込方法／申込用紙などに必要事項

を記入し、人事課に提出してくだ

さい。※郵送可

〈第一次試験〉
平成 27 年１月 25 日㈰

市役所会議室

人事課　995-1806

　市内をロケ地またはテーマ題材

とした映像作品（ショートムー

ビー）を募集します。

●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、または

市をテーマとしたもの（アニ

メーションやスライドなど写真

をつなぎ合わせたものも可）

・ 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

・  30 秒以上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（３点）

●応募方法
　 　応募用紙に必要事項を記入し、

観光協会または市長戦略課広報

室に提出してください（郵送

可）。応募用紙は市ホームペー

ジからダウンロードすることが

できます。

●募集締切
　平成 27 年１月 30 日㈮

観光協会　992-5005
　〒 410-1102　深良 451

　市長戦略課広報室　995-1802
　〒 410-1192　佐野 1059

富士すその ショートムービーコンテスト富士すその ショートムービーコンテスト
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募 集
Recruitment

自動販売機の設置者

　市役所と水道庁舎に自動販売機を

設置する事業者を募集します。

設置場所
　①市役所地下多目的ルーム内

　②水道庁舎屋外敷地内

貸付面積
　① 幅 1.4m ×奥行 1.3m ×高さ 2.2m

（１台あたり）

　②幅 2.0m ×奥行 1.0m ×高さ 2.2m

※ 使用済容器回収箱の設置分なども

含む

販売品目・台数
　① 清涼飲料水１台、牛乳・乳飲料

など１台

　②清涼飲料水１台

※ 清涼飲料水は災害対応の自動販売

機に限る

設置期間
　①平成27年２月１日㈰から３年間

　②平成27年４月１日㈬から２年間

選定方法／制限付一般競争入札

 ①は総務管財課、②は下水道課に

必要書類を提出してください。募

集要領などは市ホームページから

ダウンロードすることができます。

 12月22日㈪～平成27年１月９日㈮

※ 土日・祝日と年末年始を除く

①総務管財課　995-1807
　②下水道課　995-1835

輝くからだづくり講座

 平成27年１月18日㈰ 14時 ～15時

30分 受付▶13時30分～13時50分

 福祉保健会館３階研修室

市に住民登録がある方

80 人

演題／歯周病が及ぼす身体への影響

講�師／汐見登さん（しおみ歯科医院

医院長）

 すその健康マイレージカード（お

持ちの方）

 託児を希望する方は１月 13 日㈫

までにお申し込みください（先着

15 人）。

健康推進課　992-5711

県立沼津技術専門校入校生

　平成 27 年度の入校生の第三期募

集を行います。

募�集科・人員／機械技術科20人、電

子技術科20人、情報技術科20人

訓練期間／２年間（昼間）

応�募資格／平成27年３月時点でおお

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

〈試験〉
 平成 27 年１月 28 日㈬

 県立沼津技術専門校（沼津テクノ

カレッジ）

合格発表／２月４日㈬　12時

 平成 27 年１月５日㈪～ 21 日㈬

県沼津技術専門校
　925-1071

認知症を語る会

　申し込みは不要です。直接会場に

お越しください。

 平成 27 年１月９日㈮

　13 時 30 分～ 15 時

 市民活動センター（福祉保健会館）

 認知症の方を介護している家族の方

市介護家族の会（中村）
　993-2508
　社会福祉協議会　992-5750

日本語ボランティア
セミナー2015

基�調講演／グローバル化時代の異文

化コミュニケーションと日本語教育

分�科会／①「また来たい」「続けよう」

と思える日本語教室づくりのために

　 ②グローバル化する日本社会が求

めるこれからの「国際人」

　 ③「こんなときに使う」を伝えよ

う！場面や機能を意識した授業づ

くり

平成 27 年１月 12 日㈪

　基調講演▶ 10 時～ 11 時 30 分

　 分科会▶ 13 時 30 分～ 16 時

 県男女共同参画センターあざれあ

（静岡市駿河区）

 基調講演 500 円、分科会 500 円

 県国際交流協会にお申し込みくだ

さい。※電話、メール、FAX 可

平成 27 年１月９日㈮

県国際交流協会
　054-202-3411
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平成26年度 全国統一防火標語

もういいかい
　火を消すまでは
　　　　まあだだよ

納付期限：２月２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㈭ ㈱中川商店
☎ 993-1555

２日㈮ ㈲杉山設備工業
☎ 993-3030

３日㈯ 高橋設備
☎ 993-1336

４日㈰ ㈲小島屋商会
☎ 998-0019

10 日㈯ ㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

11 日㈰ 工管設
☎ 993-1603

12 日㈪ 鈴木住宅設備
☎ 993-3901

17 日㈯ ㈱西島工業
☎ 993-1070

18 日㈰ ㈲井上設備工業
☎ 997-4578

24 日㈯ 田央設備㈲
☎ 997-5175

25 日㈰ 植松水道
☎ 992-4644

31 日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎ 997-2704

１月　カレンダー

１日㈭ 深良地区元旦マラソン・
駅伝大会

11日㈰

新成人者祝賀駅伝大会

成人式

消防出初式

交通指導員視閲式

25日㈰ 子どもフェスティバル
2015

人　口　53,435人� （ 8 人 ）
　男　　27,277人� （ 18人）
　女　　26,158人� （−10人）
世　帯　21,346世帯�（−4世帯）
内、外国人� 733人�400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27年１月29日㈭　10時～13時

 市役所 1 階市民相談室

14 人程度（先着順）

 事前に国保年金課へお申し込みく

ださい。※電話受付可

平成 27 年１月 15 日㈭

国保年金課　995-1813

静岡がんセンター
出張がんとよろず相談

　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27年１月30日㈮ 13時～16時

 沼津市保健センター（沼津市八幡

町）

 沼津市の近隣に住んでいて、がん

に関する相談を希望する方

５組（先着順）

 県がんセンターよろず相談へお申

し込みください。※電話可

平成 27 年１月５日㈪～ 16 日㈮

県がんセンターよろず相談
　989-5392

自死遺族支援～大切な方を
亡くした方をサポート～

　突然、大切な方を失うと、生活だけ

でなく心や身体などに様々な変化が

現れることがあります。大切な方を

自死で亡くした方の相談に応じます。

平成27年１月21日㈬　13時～16時

 東部健康福祉センター（沼津市高

島本町）

 県精神保健福祉センター（静岡市

駿河区）では、毎月第１㈬ 13 時

～ 16 時に相談を行っています。

 事前にお申し込みください。

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
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１月前期の救急協力医

１ 木

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 沼津市立病院 924-5100 東椎路 原小児科医院 962-0636 八幡町

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩

２ 金

なおきクリニック 929-8555 東椎路

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

鈴木医院 993-0430 佐野

３ 土

今井医院 921-3211 五月町

あめみや内科 935-1159 吉田町 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

遠藤医院 997-0533 葛山

４ 日

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

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 遠藤クリニック 975-8801 久米田

５ 月 林医院 931-1120 住吉町 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

６ 火 青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

７ 水 大沢医院 931-1019 御幸町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

８ 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

９ 金 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原

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

10 土 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

11 日

本村クリニック 969-0001 大塚 守重医院 931-2511 �我入道
江川

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 古屋小児科医院 963-0407 西条町

杉山医院 992-0028 平松 東医院 921-5520 高沢町

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時　※12/29～1/3は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。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市

12 月

境医院 975-8021 竹原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

青木医院 986-0999 下長窪 西村医院 971-6510 下土狩

須山診療所 998-0006 須山 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

13 火 清水館医院 993-2323 茶畑 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 田中医院 921-2053 高島町

14 水 つかだ医院 983-1577 堂庭 頴川医院 921-5148 高島本町 原小児科医院 962-0636 八幡町

15 木 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫
馬場

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 木
わたなべ�
耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787

松岡 永井眼科
980-1777 萩 静岡医療センター

975-2000 長沢 めぐろ歯科
980-6480 中土狩

2 金
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 沼津市立病院

924-5100 東椎路 なかがわ歯科
973-7777 長沢

3 土
よねやま�
耳鼻科医院
0545-53-6885

永田町
本田さくら�
眼科医院
951-1365

大手町 聖隷沼津病院
952-1000 松下 服部歯科医院

992-0011 佐野

4 日 静岡医療センター
975-2000 長沢 三島総合病院

975-3031
�谷田�
藤久保

田中産婦人科医院
971-3541 中央町 松本歯科医院

993-8711 千福が丘

11 日
田中耳鼻咽喉科�
医院
975-0226

中央町 山秋眼科医院
924-4680 筒井町

前川産婦人科�
クリニック
999-0300

下長窪 会田歯科医院
972-0418 卸団地

12 月
三島耳鼻咽喉科�
クリニック
935-6681

�下香貫
樋ノ口

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 しんあい歯科医院

973-6686 伏見

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時　※12/29～1/3は8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター
☎ 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

有

料

広

告
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります市民憲章 :

12
月15

日
号

１月の行事予定
おはなしの会
 　10 日㈯　11 時～ 00 分　文化センター図書室

 　17 日㈯　14 時～ 00 分　おはなしのへや　　

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　　　　　　

親子わいわい広場
　申込みは不要です。直接会場にお越しください。

と　き／平成 27 年１月 17 日㈯　10 時～ 12 時

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。

そのほか／入退室は自由です。

※ 駐車場のスペースに限りがあるため、公共交通

機関または市役所駐車場をご利用ください。

１日㈭、２日㈮、３日㈯、５日㈪、
13日㈫、19日㈪、22日㈭、26日㈪

１月の休館日

新刊紹介 New Release

『うなぎ一億年の謎を追う』
著：塚本勝巳　学研教育出版

『あしたあさってしあさって』
作：もりやまみやこ

絵：はたこうしろう　小峰書店

『ゆうぐれ』
作：ユリ・シュルヴィッツ

訳：さくまゆみこ　あすなろ書房

『どうぶつたいじゅうそくてい』
絵：高畠純

文：聞かせ屋。けいたろう　アリス館

『ムーン・ジャンパー』
絵：モーリス・センダック

文：ジャニス・メイ・ユードリー　偕成社

『いっしょにあそばへん？』
作・絵：岡田よしたか　金の星社

『ヤモリ、カエル、シジミチョウ』
著：江國香織　朝日新聞出版

『化
け

土
とう

記』
著：北原亞以子　PHP 研究所

『みんなの少年探偵団』
著：万城目学・湊かなえ　ポプラ社

有井　琉
りゅう
馬
ま

くん
（２歳 10カ月・公文名三）

杉山　紀
き
衣
い

ちゃん
（２歳８カ月・須山）

髙橋　英
えい
吾
ご

くん
（２歳 10カ月・岩波）

岩﨑　琉
りゅう
希
き

くん
（２歳７カ月・青葉台）

渡邉　颯
そよ
香
か

ちゃん
（２歳 11カ月・須山三）
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1279 02 	2015 新春座談会
	 ～子育て先進都市を目指して～
	 子育て、親育ち、まちづくり
08 	柳端橋が完成！
	 －開通式は１月 31日 ( 土 ) －

09 	お知らせ

12月15日　朝焼けの富士山（撮影地：二ツ屋）



2015新春座談会　～子育て先進都市を目指して～

子育て、親育ち、まちづくり

平成 20～ 24年の当市の合計特殊出生率は 1.82
で、長泉町と並んで県下第 1位です。また、こ
の 5年間の上昇率は 0.2 ポイントで県下第 1位
の伸びとなっています。市ではこの強みを生か
し、一層の子育て支援策の充実を図り、定住促
進につなげるため、庁内に推進本部やプロジェ
クトチームを設置し、裾野市少子化対策強化基
本計画の策定を進めています。今年の新春座談
会では子育て先進都市を目指すために、「子育て、
親育ち、まちづくり」と題し、子育てからまち
づくりに対する想いを熱く語り合います。

（敬称略・順不同）

現在、須山地区の母親クラ
ブ「つくしんぼ」の会長を務
める。5 年前に山梨県富士吉
田市から須山に嫁ぐ。4 歳と
2 歳の男の子の母。夫と両親
の 6 人暮らし。座談会では、
子育て奮闘中の母親や母親ク
ラブの代表として、また、市
外出身者の視点から語る。

根上 美保 勝又 美代子

三ツ石 純子 髙村 謙二 裾野市長

現在、市教育振興基本計画
検討委員、市子ども子育て会
議委員、静岡家庭裁判所沼津
支部調停委員などを務める。
３人の子どもは既に独立。孫
は 4 人。御宿坂上の自宅で夫
と２人暮らし。元市教育委員
長。座談会では子育て経験者
の視点や教育関係者の立場か
ら語る。

現在、南小学校区スクール
コーディネーターや市都市計
画マスタープラン策定市民委
員会委員などを務める。伊豆
島田で夫と両親、中学 3 年生
と 1 年生の 6 人暮らし。元小
学校低学年支援員。座談会で
はベテランママの立場から、
また様々なボランティアの経
験から語る。

任期 1 年目の昨年、3 回の
補正予算を組んで教育や子育
て支援策を推進する。全国に

「あの、子育てで有名な裾野
市」と自信を持ってＰＲでき
る子育て先進都市を目指す。
子 ど も は 24・22・18 歳 の 3
人で、子育ても終盤戦を迎え
る。久根で両親と妻、長男と
の 5 人暮らし。

平成 26 年 11 月 19 日㈬ 市生涯学習センター

広報すその　平成27年１月１日号



子どもたちの成長に寄り添うことで
親自身が成長できる

市長▶まずは皆さんの子育て体験をお話ください。

根上▶須山地区の母親クラブ代表の根上です。4 歳と

2 歳の男の子の母で、子育てを始めたばかりです。夫

と夫の両親と 6 人で同居しています。私は里帰り出産

をしませんでした。実家の近くには産める病院が少な

くて予約が難しいことと、須山の家族が協力的なので、

裾野で生むことにしました。出産後に 2 週間だけ帰り

ましたが、すぐに戻ってきました。

市長▶須山にすっかりなじんでいますね。

根上▶須山は本当に住みやすいところです。子どもを

幼稚園へ歩いて送る途中、おじいちゃんおばあちゃん

が「どこの嫁だ？」って声を掛けてくるので、すぐに

顔見知りになりました。須山には人と人とのつながり

が残っています。特に子どもを産んでから、人のつな

がりの心地よさや安心感がわかるようになりました。

市長▶すぐに溶け込んでいける仕組みがあったのはよ

かったですね。

根上▶同居なので母が発信してくれたのがよかったと

思います。「うちの嫁だよ」って。ポンと入っていく

ことができました。

市長▶しかし、ポンと入っていくことができない人も

たくさんいますので、そのために母親クラブなどの仕

組みを上手に利用していただければありがたいです。

三ツ石さんは根上さんよりは少し先輩ママで、ボラン

ティア経験も豊富ですよね。

三ツ石▶ボランティアを掛け持ちでやっているため、

仕事をやめざるをえなくなりました（笑）。私は伊豆

島田で夫と夫の両親、中３男子と中１女子の 6 人で

暮しています。昨年まで小学校低学年支援員をして

いましたが、現在は、夫に 1 馬力でがんばってもらっ

ています。私が夜の会議に出掛けるときも、家族が

気持ちよく送り出してくれるのでありがたいと思っ

ています。

市長▶伊豆島田はこの 10 年で大きく変わりましたね。

三ツ石▶昔は伊豆島田の友達のうちへ遊びに行くとき、

あぜ道を通って近道をしたものです。今は、お店や医

院がたくさんできて、車がなくても生活できるところ

になりました。その反面、交通量も増え、子どもたち

の通学路の安全など、心配な点もあります。

市長▶勝又さんはどんな子育てをしましたか？

勝又▶はい、子どもが 3 人いまして、1 人は海外、2

人は首都圏に住んでいます。今は主人と二人暮らしで

す。私はかつて英語塾を開いていたため、夕方から寝

るまでの時間、自分の子どもたちにはほとんど関わる

ことができませんでした。実の両親が同じ敷地内に住

んでいましたので、よく助けてもらいました。今、振

り返ると、十分に心を尽くせなかったという思いが強

いです。その当時はバタバタしていて実感しなかった

ことですが、子どもたちが巣立った今になって、子育

て時代の素晴らしさをしみじみと感じています。子育

てを通して様々な貴重な出会いがありました。それが

私の大きな宝物となっています。素晴らしい人たちに

出会えたことや、今の生き方、考え方などもそう。子

どもたちの成長に寄り添うことで、自分自身も成長で

きたように感じています。

2015 新春座談会

順位 市町名 出生率
前回調査15～19

順位 出生率

１位 裾野市 1.82 ４位 1.62

〃 長泉町 1.82 １位 1.70

３位 袋井市 1.76 7位 1.60

４位 河津町 1.75 2位 1.66

５位 吉田町 1.73 ７位 1.60

順位 市町名 出生率

１位 裾野市 0.20

２位 川根本町 0.18

３位 袋井市 0.16

４位 清水町 0.13

４位 吉田町 0.13

【合計特殊出生率上位５市町】 【上昇率上位５市町】

※ �1 人の女性が生涯に何人の子どもを産むかを表す数値。�15 ～ 49歳の女性の年齢別出生率を合計したもの。合計特殊出生率
がおよそ�2.07 のとき、人口は増加も減少もしない。

県内市町の合計特殊出生率※（平成 20 ～ 24 年：厚生労働省）

p.3
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市長▶さすがに子育ての先輩のお言葉です。今度は私

の番ですが、子どもは 3 人いまして、24 歳、22 歳、

18 歳の 3 人で、子育ても終盤戦になりました。親と

同居で、両親と私ども夫婦と長男との 5 人暮らしです。

子育ては親育て、親育ちという意味もあると思います。

私が今、市長であるのは、子育ての最初の段階から、

ＰＴＡなどの活動に携わってきたからだと思います。

そのときお断りをしていたら、今はなかったと思いま

す（笑）。子どもの成長と共にいろいろな役をさせて

いただきました。お母さんに子育てを任せきりにしな

いで、お父さんも楽しみながら参加すれば、自分のた

めにもなると感じています。

母親クラブが５つもあるのは当市だけ。
息の長い活動に！

市長▶三ツ石さん、10 年前と今とでは、子育て環境

にどんな違いがありますか？

三ツ石▶北児童館ができて、市内２つの児童館活動が

活発になったことがあります。母親クラブの行事も、

お母さん方が個々に SNS（ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス）を利用し、以前に比べて個々の情報

発信が活発にされていると思います。児童館へ行くと

お母さん同士がスマホの写真を見せ合う姿をよく見掛

けます。10 年前には見られなかった光景です。昔は今

みたいにスマホがないですから、何かしようにも音頭

取りが大変でした。ただ、便利になった反面、一歩踏

み外すと、危うい関係になってしまうこともあります。

市長▶根上さん、母親クラブに入ってよかったこと

は？

根上▶上の子が 1 歳のときから母親クラブに入ってい

るので、幼稚園に入る前に人間関係ができていたのは

助かりました。先輩方に幼稚園に入る前の準備を聞く

ことができたので、安心して入園させることができま

した。逆に、母親クラブに入っていなかったお母さん

はすごく不安で、入園したときには既に知り合い同士

でまとまっていて、孤立して辛かったという話を聞き

ました。まとまることも必要ですが、外に対して開い

ていくことも大切だと感じました。

市長▶なるほど。どうしても活動が活発になると、つ

ながりが強くなる分、ついつい外部の方が溶け込みに

くい雰囲気が出てきます。勇気をもって行ってみたら

楽しかったというようなオープンな雰囲気づくりを考

えてもらえたらありがたいですね。年度途中でも入っ

ていけるようにすることが大切です。

根上▶北児童館とのつながりができたことも、母親ク

ラブに入ってよかった点です。北児童館には子育ての

相談をする場所があってありがたいです。

市長▶今年度、少子化対策強化事業の一つとして、児

童館や支援センターの相談員を増員し、強化を図りま

した。

根上▶須山では、小さい子をもつお母さんのほとんど

が母親クラブに入っています。もし、入っていなけれ

ば、こちらから声を掛けて勧誘しようと思っています。

勝又▶市外から転勤してきたお母さん方は、まちに不

慣れで不安ですので、背中を押してくださる人がいる

と助かりますよね。

市長▶いい意味でお節介を焼いてくれる人…。実は、

数年前に県の補助金がなくなり、県内の母親クラブの

多くは衰退してしまいました。市単独事業で補助して

いることもありますが、母親クラブが５つもあるのは

裾野市だけですよ。もう、これは裾野市の誇りです。

お母さん方の情報交換の場であったり、息抜きの場で

あったり、お節介を焼く場であったり、少子化対策の

大切な仕組みであると思います。お母さん方の悩みを、

仲間でフォローし合うことができるところが素晴らし

いと思います。この母親クラブの活動を、もっとＰＲ

クラブ名 対象地区 主な活動内容

やんちゃりか 全地区 バス研修・野外活動・各
種教室など

マザーグースうさぎ 深良・富岡・
須山

交流会・施設見学・野外
活動・各種教室など

マザーグースぱんだ 東・西 遠足・芋ほり・工場見学・
各種教室など

須山つくしんぼ 主に須山・呼
子・下和田

工作遊び・ちびっこ広場・
野外活動・各種教室など

カンガルー子育て
ネット 東 マス釣り大会・もちつき・

ウォークラリーなど

裾野市内の母親クラブ

p.4
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する必要があると思います。根上さん、母親クラブの

活動で、何か困ったことはありますか？

根上▶役員決めは大変です。メールでやれば簡単です

が、メールだと伝わらない部分や、変に伝わってしま

う点もありますので、直接お会いして伝えなければな

らないと思います。役員ばかりが大変になるのではな

く、みんなで協力して進めていくことが大切であると

思います。

三ツ石▶忙しいから参加できない、役員の引き受け手

がいないなどの理由で活動が衰退してしまうのは残念

なことです。母親クラブを息の長い活動にしてもらい

たいですね。

市長▶人とのおつきあいには面倒くさいところがあり

ますが、面倒くさいことを受け入れながら暮らしてい

くことが大切だと思います。面倒くささを排除しない

で、面倒くささを生きる社会、人づくりは何かと面倒

なものです。面倒くさいことの中には、意外と面白い

ことがあると思います。

感性の鋭い子どもたちに
「ほんもの」とふれあう教育を！

勝又▶私もそうでしたが、本日出席の皆さんは両親と

同居で、恵まれていると思います。子どもたちにとっ

て、祖父母を通じて多様な価値観や生活習慣の違いを

知り、老いるとこうなるのだということを感じること

が、目に見えない教育になっていると思います。また、

核家族では子どもの逃げ場がなくなってしまうことが

あります。両親の思いを一身に引き受けることになる

ため、子どもがどう消化したらいいか分からなくなっ

てしまうことがあります。少子化のため、親の目が届

き過ぎて、かえってだめになってしまうこともあるの

です。核家族化が進む中で、行き詰まっているお母さ

んや子どもたちが多いことも確かです。子どもたちの

ケアを社会全体で引き受けなければならない時代に

なってきたと思うのです。

三ツ石▶子どもを生むことは女性にしかできないこと

ですし、その延長で子育ても女性中心になりがちです。

育児休業制度を充実させるなど、男女が協力して子育

てをすることが当たり前になればいいと思います。

勝又▶今年度、地域少子化対策強化交付金を用いてス

タートした事業に、中学生を対象にした「みらいのパ

パ・ママスクール」というのがあります。こういう講

座の中で、親になることの大切さを伝え続けていくこ

とはいいことだと思います。

市長▶補正予算を組んで子育て支援や応援、教育施策

を行ってきましたが、「三つ子の魂百まで」と言うよ

うに、私は早いうちに本物に触れることが大切だと考

えています。幼児を対象とした外国文化とのふれあい

事業や、小中学校の「ほんもの」とふれあう学習事業

などです。私はできるだけ面倒くささを残す市政、ア

ナログ感覚を大切にする市政をやろうと思っています。

その根本が人づくりです。皆さんのように面倒くささ

がわかる人が増えるまちづくりをしていきたいと考え

ています。面倒くささを楽しめるようになれば素晴ら

しいと思います。

勝又▶おっしゃるとおり、市長が進める「ほんもの」

と触れ合う教育は、なかなか素晴らしい視点だと感じ

ています。子どもの感性はものすごく鋭いですから、

第一線で活躍する人に間近に接することで、将来の夢

が実現するきっかけになるかもしれません。人間力が

養われることにもなります。幼児のＡＬＴについても、

単に英語の単語を覚えるというより、自分たちと異な

る生活習慣や文化があることを直接肌で感じ取ること

が大切なのではないでしょうか？

根上▶将来の職業を考えたとき、私たちの頃は女の子

だったら看護師、男の子ならパイロットというように、

限られた職業しか発想できませんでした。学校でいろ

んな仕事があることに目を向けさせてくれることは、

親としてありがたいことです。

三ツ石▶生で見ることは貴重な体験ですね。100 聞く

より 1 回見ることが大事ですね。短期的な成果を求め

ずに、長い目で見ていくことが大切です。

市長▶そのとおりだと思います。人を一生の単位で長

い目で見ていくことが大切です。

2015 新春座談会

幼児を対象とした外国文化ふれあい事業

p.5
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商店街で裾野版キッザニア、
仕事をすれば「100すそのん」

市長▶ほかにも当市にとって、こんな施策があったら

いいなという子育て応援策があったら教えてください。

三ツ石▶いっぱいありますよ（笑）。まず、病児保育

を充実させて欲しいですね。子どもが病気をしても休

める方ばかりではないので、熱を出したとき預かって

くれるところがあると助かります。

市長▶議会の一般質問のようですね（笑）。本当は、

社会のシステムとして、そんなときくらいはきちんと

休めるようにしなければいけないと思います。

根上▶子どもが走り回れる公園が欲しいですね。

三ツ石▶公園があってもボール遊びができないなどの

制約もあります。自由にのびのびと遊べる公園が欲し

いですね。あとは、安い有償ボランティアができない

かなと思います。時間 300 円くらいで、子育てに限

らず、介護でも。高齢者雇用にもつながりますし。

根上▶地域通貨や商品券を発行しても面白い。

市長▶応援しますよ、起業しませんか？（笑）

三ツ石▶そう、キッザニアの裾野市バージョンなんか

も面白いですね。商店街をキッザニアにして、まさに

本物の職業体験です。

根上▶いいですね。

市長▶年に 1 回はやってくださいよ。

三ツ石▶子どもの働く姿を親が見に来て、商店街の活

性化にもつながると思います。キッザニアで働けば、

「すそのんマネー」が支給されるなんてどうでしょう？

市長▶はい、きみはがんばったから「100 すそのん」

です（笑）。

三ツ石▶商店街で縁日をやって、すそのん通貨で遊べ

るというのもおもしろいですね。

市長▶ぜひ実現してください。

根上▶私は子どもを地域で育てたかったので、幼稚園

を選びました。須山には保育園がありません。離れた

保育園へ行ってしまうと、須山の運動会へ出られない

という寂しさもあります。短時間だけ働きたいお母さ

んもいますので、保育園と幼稚園の融合した地域密着

型のこども園があればいいなと考えることがあります。

市長▶須山にも保育園のニーズがあるのですね。

根上▶ありますね、保育園がいいわというお母さんも

結構います。

勝又▶教育行政に携わった経験から、裾野市はこれま

で結構いいことをやってきたと思います。他に先んじ

て子どもの医療費を無料化したことや補助講師を派遣

していることなどです。今年度からスタートした事業

にもいいものがたくさんあります。これからの施策と

して、小学校と中学校の垣根を低くして、小学生が中

学校で学ぶことができ、中学校の先生が小学校で教え

ることができる仕組みを提案したいです。小中一貫校

の要素を取り入れながら柔軟なシステムをつくること

や、特殊な事業では学校間の壁を排除して合同で行っ

てみたり、他校の生徒同士が事業の中で意見を述べ

合ったりできるような刺激のある授業にチャレンジし

てみても面白いと思います。「裾野方式」として、売

り込める仕組みを考えてみたらいかがでしょうか？

市長▶勝又さんには教育振興基本計画の検討委員とし

て、そのような意見を発していただければありがたい

ことです。

当たり前のことが実は…。
自信を持って「オール裾野」で発信を！

三ツ石▶先日テレビで長泉町の報道がされていて､

ママさんが写真を撮ってフェイスブックやブログに投

稿する事業ですね、裾野だっていろいろやっているの

に、「いいな」と思って見ていました。市民協働のま

ちづくりの視点から、「広報すその」に投稿コーナー

を作ってみてはいかがでしょうか？ 

根上▶母親クラブが長年続いていることが、裾野市で

は当たり前のことのように思われているのは、実に

もったいないことだと思います。

三ツ石▶裾野では当たり前だと思われていることが、

市外では案外珍しいということがありますよね。

勝又▶県外のお友だちと話すと、お隣の長泉町はすご

いという話がよく出ます。裾野がすごいという話はほ

とんどでない。

p.6
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市長▶耳の痛いお話です。独自施策の発信が足りない

というご指摘がありました。私は、市職員を含め市民

の皆さん一人ひとりが裾野のことをよく知り、自信を

持つことが大切だと思います。売り込む側に自信がな

いと安くたたかれますからね。

勝又▶裾野市は外部に発信することが弱い傾向があっ

たと思います。定住人口を増やし、市外の皆さんに注

目してもらうために、独自の施策や市の魅力をアピー

ルする姿勢が必要だと思います。先ずは、既にある地

域力を利用したらどうでしょうか？深良用水や宗祇の

墓所は全国でここだけにしかありません。地域のブラ

ンド力を活かし、発信しない手はないと思います。裾

野しかないものに自信を持つことです。人を呼び込む

ために、裾野市の立地の良さ、地価の安さ、満員電車

に乗らずに東京へ通勤できることの快適さ、週末は家 小柄沢緑地

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。

市長に就任し、間もなく 1 年が経ちます。この間、

各地区、団体、企業の皆様など、いろいろな方々とお

会いして、お話を伺う中で、皆様がそれぞれに裾野市

を良い街にしたいという思いを持っており、そういう

ご意見を伺えたことに大変感謝するとともに、その思

いを市政に反映させる責任を痛感しております。

市内には、世界遺産富士山とその構成資産の須山浅

間神社があり、県内では唯一、御師住宅の遺構もあり

ます。また、昨年、深良用水が、歴史的、技術的、社

会的価値を認められ、国際かんがい排水委員会によっ

て創設された世界「かんがい施設遺産」として登録さ

れました。さらに、佐野原神社からは、歌人の柳原白

蓮が奉納した鈴が再発見されるなど、「裾野市」がメディ

アに多く取上げられました。市内には、まだまだ地域

の宝や眠れる資源があります。今後なお一層、市の魅

力を発信してまいりたいと考えております。

「裾野市は、通過されるだけで何もない街だ」と言う

人もおりますが、私は、豊かで可能性のある街だと考

えております。この街のポテンシャルを引き出し、活

用し、発展させることで、皆様とともに、夢に向かっ

て発展していく街にしてまいりたいと考えております。

そのために私は、「ひとづくり」、「豊かな産業づくり」、

「快適なまちづくり」、「市民協働のまちづくり」を重点

施策と位置付けており、こうした取り組みにより、「裾

野市は子育てにやさしいまち」、「子育てするなら裾野」

といったブランドイメージを確立してまいりたいと考

えております。

企業を含めた市民の皆様と、「オールすその」で力

を合わせ、知恵を出し、地域の資源を磨き、価値を高め、

効果的、且つ、戦略的な情報発信により、裾野市のブ

ランドイメージを市内外に売り込んでまいりたいと考

えております。

結びに、今年一年の皆様のご健勝、ご多幸をお祈り

申し上げまして、年頭の挨拶といたします。

裾野市長　髙村　謙二

「子育てにやさしいまち、すその」を目指して

年頭挨拶

2015 新春座談会

庭菜園を楽しみ田舎から通える素晴らしさを売り込む

必要があります。

三ツ石▶伊豆島田には新幹線通勤の方が多くいます。

勝又▶進学や就職で離れた方々が、また戻ってきたい

と思えるような魅力のある裾野、自信を持って P Ｒ

できる裾野にしていきたい…。

市長▶地域を誰が担うのかといいますと、一人ひとり

の力です。みんなでもってオール裾野でがんばってい

きたいと思います。子育ては、親育ちであり、最終的

にはまちづくりにつながっていくと思います。本日は

楽しい座談会となりました。皆さんのご意見を参考に

しながら、子育て先進都市を目指し、自信を持って、

当市の先進的な取り組みを全国に発信していきたいと

思います。本日はありがとうございました。
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◆柳端橋の概要◆
総�延長／314.4m（市道2-29号線を含む）

延　長／46.5m

幅�　員／14m（交互通行２車線、 両歩

道3.5m）

特�　徴／橋脚をなくし、黄瀬川の増水

対策をしています。

総事業費／約6.2億円

◆ 柳端橋開通式 ◆

�１月 31 日㈯　10 時 30 分～

�市民文化センター北側駐車場

�くす玉割り

　テープカット

　三代渡り初め　など

内訳 事業費 補助金
用地補償費など 2.9億円 1.7億円
工事費など 3.3億円 1.8億円
合計 6.2億円 3.5億円

－開通式は１月31日(土)－
市民文化センターの北側で工事が進められている“柳端橋”

が 1 月 31 日㈯に開通します。古い柳端橋は手すりが低く、
幅も狭かったため、歩行者の通行や車のすれ違いが危険でし
た。歩行者や車が安全に通行でき、国道 246 号線と防災拠
点である市民文化センターとのアクセスを強化するため、橋
を架け替え、市道 2-29 号線を整備しました。古い柳端橋は
役目を終え、２月上旬から取り壊し工事が始まります。

建設部　建設管理課　995-1826

－開通式は１月31日(土)－－開通式は１月31日(土)－
柳端橋が完成!

市民文化センター

事業区間

柳端橋 黄
瀬
川

246

394
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お知らせ
Announcement

駿東地域職業訓練センター
１月講座

�●技能講習▶高所作業車運転技能

講習（作業床の高さ10m 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、エ

クセル基礎、ワード活用、エクセ

ル活用、パワーポイント基礎、勘

定奉行で行う夜間パソコン財務会

計、 夜 間 JW-CAD 基 礎 ● 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、アロマ教室、絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

市民無料相談

�１月 20 日㈫　10 時～ 12 時

　※受付▶ 11 時 40 分まで

�市役所地下会議室

�●法律相談（弁護士）
　　各種法律などに関すること

　●司法書士相談（司法書士）
　�　�相続、各種登記、会社の設立、

増資、成年後見業務などに関す

ること

　●行政相談（行政相談員）
　　行政に対する要望・問合せなど

　●税務相談（税理士）
　　各種税金に関すること

�法律相談は定員６組（先着順）で

予約が必要です。予約は、１月５

日㈪８時 30 分から電話で受け付

けます。相談時間は１組 20 分以

内です。

� 広報室　995-1802

子どもフェスティバル2015

１月25日㈰　９時30分～15時

�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、動物ふれあい広場

生涯学習課　992-3800

国保高齢受給者証新規交付会

２月１日㈰から対象となる方に受

給者証を交付します。

１月22日㈭　10時20分～11時20分

福祉保健会館研修室

�昭和 20 年１月２日から２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

富士山麓産学官金連携
フォーラム2015

県、東部 12 市町などと連携して

開催します。

２月３日㈫　10時30分～18時30分

�プラサヴェルデ（沼津市大手町）

�企業、大学、研究機関、行政など

�①製品・パネルなどの展示／ 10

時 30 分～ 16 時 45 分②事業報告・

記念講演／ 13 時 30 分～ 17 時③

産学官金交流会／ 17 時 30 分～

18 時 30 分

無料　※交流会は参加費 2,000 円

�参加申込書に必要事項を記入し提

出してください。参加申込書は

ホームページからダウンロードで

きます。

１月 26 日㈪

� ファルマバレーセンター企画部
　980-6333

人権講演会

１月17日㈯　10時～

　※開場▶９時30分

三島市民文化会館小ホール

�全盲の片岡さんが和太鼓の演奏を

交えて語る『ともに生きる』それ

はどんな社会だろう

講�師／片岡亮太さん（和太鼓＆パー

カッション奏者・社会福祉士）

演�題／時明かり　～人が集い、音が

響き、時が輝く～　「違いを抱き

しめ合える社会へ」

�手話通訳・要訳筆記あります。申

し込み不要です。

三島市福祉総務課　983-2610

消防出初式

１月11日㈰　

《写真コンテストの実施》
消防出初式の開催にあわせ、実施

します。入賞した方には、賞状と記

念品を贈呈します。

�消防本部、市役所、各支所にある

応募要項をご覧の上、写真コンテ

スト応募票を添付して提出してく

ださい（郵送可）

１月 19 日㈪

� 消防総務課　995-1193

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

内容 時間 ところ
式　典 13時30分～

市役所駐車場
一斉放水 15時10分～

パレード 15時30分～ 駅前通り
新道通り

柳端橋が完成!
p.9
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お知らせ
Announcement

広報すその12月15日号
お詫びと訂正

　広報すその 12 月 15 日号 14 ペー

ジのお知らせの一部の記事のタイト

ルに誤りがありました。お詫びして

訂正します。

×後期高齢者医療制度　

↓

○高齢者医療費助成制度
社会福祉課995-1819

妊娠の不思議
～遺伝カウンセラーの視点で～

２月７日㈯　14時～16時

�さんさんホール２階（沼津市大手町）

50 人程度

演�題／妊娠の不思議～遺伝カウンセ

ラーの視点で～

講師／笠島道子さん

�診療時間内に電話でお申し込みく

ださい。

� かぬき岩端医院　932-8189

相続税の基礎控除額
引き下げ

１月から相続税の基礎控除額が引

き下げられました。

【改正前】平成 26 年 12 月 31 日まで

に相続が開始した場合

▶ �5,000 万円＋（1,000 万円×法定

相続人の数）

【改正後】平成 27 年１月１日以降に

相続が開始した場合

▶ �3,000 万円＋（600 万円×法定相

続人の数）

沼津税務署　922-1560

市政カレンダー不備のお詫び

　平成 27 年版市政カレンダーの一

部に留め金具がはずれたものが含ま

れていました。深くお詫び申し上げ

ます。カレンダーの留め金具に不備

があった場合には、１月 30 日㈮ま

でに次の印刷会社にご連絡ください。

新しいものと交換します。

〈連絡先〉図書印刷㈱
フリーダイヤル　0120-970-637
広報室　995-1802

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。申し込みは不要です。直接会

場へお越しください。

１月 20 日㈫　10 時～ 12 時

�東地区コミュニティセンター

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

勤労者向け 住宅建設資金
教育資金貸付制度

市と労働金庫が協調融資する勤労

者向けの貸付制度です。貸付利率は、

３月 31 日㈫までに貸付を受ける場

合の利率です。

【勤労者住宅建設資金貸付制度】
勤労者の方が、市内に自ら居住す

るために、住宅を新築・増改築（リ

フォームを含む）する場合や土地、

建物を購入する場合に利用できます。

※ �10 年固定金利。11 年目以降は労

働金庫と貸付を受けた方が契約で

定める率

【勤労者教育資金貸付制度】
市内に住んでいる勤労者の方、ま

たはその子どもの高校、大学などの教

育資金が必要な場合に利用できます。

返済期間／５年

　※在学期間中の据置可

貸付利率／1.6％

�労働金庫裾野支店　993-8111
　商工観光課　995-1857

返済期間 貸付利率

５年 0.8％

10年から35年
（１年単位） 1.0％※　２月１日を基準日として、全国一斉に 2015 年

農林業センサスが実施されます。農林業センサス

は、“農林業の国勢調査”といわれる重要な調査で

す。今後の農林業の政策に役立てるために、５年

ごとに行われます。農林業を営んでいる方のお宅

に調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。

１月中旬～２月中旬

�一定規模以上の農林業を行う次

の方①農家・林家②会社③集落

営農など

調�査方法／県知事から任命された

統計調査員が、調査票の配布と

回収を行います。

�●調査内容は、統計法に基づき

定められた目的以外に使用され

ることはありません。●調査員に

は守秘義務があります。調査で

知った情報が、他人に漏れるこ

とはありません。●調査員は調

査員証を携帯しています。不審

に思ったときはご確認ください。

� 企画政策課情報政策室
　995-1805

基準日：２月１日

農林業センサスにご協力を！
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文芸すその第34号の頒布

市民文芸誌、文芸すその第 34 号

を発行します。次のとおり頒布します。

１月９日㈮～２月28日㈯

�生涯学習センター、鈴木図書館、

戸田書店リブレ裾野店、田代新聞

サービスセンター

１冊 700 円

�３月１日㈰以降は、生涯学習セン

ターでのみ頒布します。

生涯学習センター　992-3800

住宅取得の負担を緩和
すまい給付金

すまい給付金は、消費税率が８％

に引き上げられことに伴い、住宅取

得の負担を緩和するため、住宅の取

得者の年収に応じて最大 30 万円の

現金を給付する国の制度です。引き

渡しから１年以内に「すまい給付金

事務局」に申請してください。

� すまい給付金事務局
　�0570-064-186（ナビダイヤル・

通話料がかかります）　
　受付時間９時～17時（土日祝日含む）

※ �PHS や一部 IP 電話からは 045-

330-1904

1月10日は110番の日

110 番通報のときは、次のことを

聞くので、慌てないで答えてください。

●何があったのか（事件？事故？）

●�どこであったのか（発生場所は？

著名な目標は？）

●�いつあったのか（何時ころ？何分

前？）

●�犯人は（犯人の特徴、車のナン

バー、逃走方向は？）

●�今はどうなっているか（けが人は？

被害の程度は？）

●あなたの住所、氏名、連絡先

裾野警察署　995-0110

募 集
Recruitment
普通救命講習会

１月 22 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習得

無料

�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

し提出してください。申込用紙は

市のホームページからダウンロー

ドできます。

� 消防署救急係　995-0119

おやこで星を見よう
プラネタリウム一般開放

�１月４日㈰・18日㈰・２月15日㈰・

３月15日㈰　13時30分～14時30分、

15時15分～16時15分

※�１月４日のみ10時45分～11時45分

も実施

県立朝霧野外活動センター

　（富士宮市根原）

各回 90 人（先着順）

�星に関する物語や神話の紹介、季

節の星空の解説

� 県立朝霧野外活動センター
　0544-52-0321

テレビ寺子屋公開録画

青少年育成団体等研修会として、

テレビ静岡のテレビ寺子屋公開録画

講演会を行います。

２月１日㈰　13時～

生涯学習センター３階学習ホール

190 人（先着順）

講師／樹原涼子さん（ピアニスト）

�事前にお申し込みください

　（電話可）

1 月 6 日㈫～１月 25 日㈰

� 生涯学習課　992-3800

�●第１回▶２月４日㈬●第２回

▶２月 15 日㈰●第３回▶２月

28 日㈯

　時間いずれも13時30分～15時

�生涯学習センター学習室１

�市内に住んでいるか通勤・通学

している方

70 人

受講回数に関係なく 500 円

１月 31 日㈯

�「富士山測候所から」と題して、

芹澤早苗さん提供の写真を、２

月 18 日㈬から20 日㈮まで生涯

学習センター１階に展示します。

生涯学習課
　　992-3800～富士山のすゝめ～

テーマ 内容 講師

第
１
回

須山口登山道
～世界遺産 ｢富士山｣
構成資産～

須山浅間神社や須山口
登山道の歴史など

鈴木博己さん
（富士山裾野ガイド協会）

第
２
回

何で人々は富士登山を
するのだろう？

富士登山の精神・歴史
や日本人に根づく富士
山への想いについて

勝又一歩さん
（市山岳協会）

第
３
回

富士山の光と影
～富士山が壊れる～

文化遺産登録後の世界
富士山の現状と課題に
ついて

渡邉豊博さん
（都留文科大学教授）

市民大学
教養講座
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加工食品のアレルギー表示
11 月１日号の「食品表示制度のこれから」の中の

アレルギー表示について、少し詳しくお知らせします。

近年、食物アレルギー患者が先進国を中心に増加して

います。特定のアレルギー体質を持つ方は、その物質

が体内に取り込まれると、じん麻しんや発しん、下痢、

せきなどの症状が出て、ときには命にかかわることも

あるので、表示を見て避けなければなりません。

表示制度が改正されると、アレルゲンの表示は個別

表示を原則とし、例外的に一括表示される場合には、

一括表示欄を見れば、その食品に含まれる全てのアレ

ルゲンを把握できるようになる予定です。また、特定

加工食品（例：マヨネーズは卵を含むことが予測され

るため、「卵を含む」という表記は不要とされてきた）

は廃止される予定です。

くらしのダイヤル
消費生活研究会

Ｑ：訪問業者に「雨どいが壊れている、火災保険で修
理でき、自己負担は一切ないので工事をしないか」と
勧誘された。保険会社の保険金で工事をするというが
信用できるか。
Ａ：「保険金を請求すれば自己負担なしで自宅が修理

できる」と勧誘されたとの相談が急増しています。し

かし、火災保険の契約内容や壊れた原因によっては、

請求した保険金が支払われず工事が自己負担になった

り、高額な解約料を請求されたりするケースもありま

す。自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは損害保

険会社か代理店に連絡し、保険金の支払いの対象にな

るか確認しましょう。また、工事を依頼する場合は複

数の業者から見積りを取りましょう。契約してもクー

リング・オフなどができる場合もあります。おかしい

なと思ったら消費生活セ

ンターにご相談ください。

県立静岡がんセンター
ボランティア募集説明会

園芸など院内の環境美化活動に関

わるボランティアを募集します。

�２月７日㈯　10 時～ 12 時

�静岡がんセンター研究所１階しお

さいホール

50 人

�はがきに、①郵便番号②住所③氏

名④年齢⑤電話番号を記入し投函

してください。

１月５日㈪～１月 30 日㈮

�申込はがきを受領後、参加要領を

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

　〒 411-8777 長泉町下長窪 1007

予備自衛官補の採用試験

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 10 日㈮から 4 月 14 日㈫まで

のうち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

資格をお持ちの方　※資格により

53 ～ 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㈭～３月 24 日㈫

�●教育訓練開始時期は７月以降で

す。●訓練召集手当は日額 7,900

円です。

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

消費生活センター
995-1854

平成26年度 市防火標語
地域から  未来へつなぐ  防火の輪
 小田　保之さん

有
料
広
告
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１月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 5・19・26日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

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 ９日㈮ 18時～18時30分
29日㈭ ８時45分～９時 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 19日㈪　13時～15時 生活改善に関する
相談を希望する方

成人食事健康相談 5日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 23日㈮　13時～15時 歯や口に関する相談
を希望する方

事業名
日・受付時間
対象者

６カ月児
育児教室

13日㈫９時～９時15分
平成26年７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25年７月生まれの方

２歳児
親子教室

27日㈫９時～９時15分
平成25年１月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

8日㈭13時～13時15分
平成24年７月生まれの方

３歳児
健康診査

22日㈭13時～13時30分
平成24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。
●�夜間当直医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 6 日 ㈫ 17 時～ 19 時 45 分
１月13日㈫ ９時～ 11 時 30 分
１月20日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
１月28日㈬ ９時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

１月13日㈫ ９時～ 11 時 30 分
１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

内科 内科 外科

4 5 6 7 8 9 10

整形 内科 外科 整形 外科 内科 外科

11 12 13 14 15 16 17

内科 内科 内科 整形 内科 整形 外科

18 19 20 21 22 23 24

整形 内科 内科 外科 内科 内科 内科

25 26 27 28 29 30 31

内科 外科 内科 整形 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）

健康福祉部　健康推進課
992-5711

県東部保健所
地域医療課
920-2109

有
料
広
告
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１月後期の救急協力医

16 金 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 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

17 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

18 日

白石医院 951-4593 市道町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

かとう内科医院 946-5562 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原

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

19 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

20 火 杉山医院 972-3223 伏見 酒井医院 966-1755 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

21 水 柿田川医院 973-3601 柿田 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

22 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

23 金 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 古屋小児科医院 963-0407 西条町

24 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 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

25 日

岩渕内科医院 951-4579 添地町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 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 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

26 月 大庭内科・消化器科クリニック 995-1123 佐野 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

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。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

27 火 森医院 966-2017 石川 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

28 水 きせがわ病院 952-8600 大岡 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

29 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

30 金 南一色セントラル内科 980-5777 南一色 西方外科医院 921-1333 共栄町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

31 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 よざ小児科医院 967-5722 原

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
わたなべ
耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787

松岡
小野眼科
クリニック
929-1881

高島町
安達産婦人科
クリニック
976-0341

寿町 梶歯科医院
994-1344 石脇

25 日 静岡医療センター
975-2000 長沢 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 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

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

有
料
広
告
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企
画
部
市
長
戦
略
課
広
報
室

055-995-1802

富士山資料館993-9300
1月の休館日／1日㈭･2日㈮･3日㈯･5日㈪･
13日㈫･19日㈪･26日㈪

石井好子メモリアル音楽祭
ポピュラー音楽の祭典2015

　毎年好評のポピュラーソングコンサートです。
豪華ゲストたちの共演による、一夜限りのステー
ジをお楽しみください。
と　き／	３月14日㈯　17時～（開場▶16時30分）
	 ※未就学児の入場不可
料　金／	前売券 6,000 円　当日券 7,000 円
発売日／	１月17日㈯
	 ※	17日㈯は特設電話で予約のみ受け付け

ます。受付は９時からです。
	 　特設電話番号／９９３－６２６２
	 ※	チケットの受け渡しと窓口販売は１月

18日㈰からです。
�出　演／	美川憲一、伊東ゆかり、中尾ミエ、研ナ

オコ、安奈淳、髙田利江ほか
演　奏／森若三栄子カルテット、桑山哲也

美川憲一 伊東ゆかり 中尾ミエ 研ナオコ 安奈淳
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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

小澤大輝さんが 12 月 6日に開催された県市町対
抗駅伝競走大会に当市の代表チームの一員として
出場し、７区の区間賞を受賞しました。大輝さん
が区間賞を受賞するのは小学 6 年生のときに受賞
して以来２年ぶり２度目です。

大輝さんは幼稚園のころから小学校卒業まで
サッカースクールに通っていました。６年生のと
き先生から県市町対抗駅伝競走大会の選手選考記

県市町対抗駅伝競走大会　7区区間賞

小澤　大輝 さん（町震二・14歳）

録会への参加を打診され、参加したところ、見事
に出場が決まりました。大会に参加したことがきっ
かけで本格的に陸上競技を始めました。

大輝さんは学校から帰宅したら毎日１時間ト
レーニングしています。その日のコンディションに
合わせて走る距離やペースを変えています。「一日
だけきつい練習しても決して速く走れるようには
なりません。毎日継続して練習していくことで速
く走ることができるようになりました」と自身のト
レーニング方を教えてくれました。

コースの感想を聞くと「最初の起伏を越えると、
あとはフラットなコースが続くので、走りやすかっ
たです。走っているときは、ただチームの順位を
上げることだけを考えていました」と。
「自分よりも格上のランナーもいる中で受賞でき
たのは驚いたし、とても嬉しい」と笑顔で受賞の
喜びを語る大輝さん。今後の目標を聞くと「深良
中学校を卒業した先輩であり、今回同じチームで
出場した福士さんが目標です。福士さんのような
箱根駅伝に出場できる選手になりたいです」と既
に箱根の大舞台を目標に練習を続けています。

大輝さんは１月に開催される新成人者祝賀駅伝
大会にも出場予定です。活躍が楽しみですね。

殿様の巡見と宿札

昨年度開催した特別展『須山浅間神社旧御師渡
邉家の遺品』で、「大久保加賀守宿」という宿札
を展示しました。本当に藩主が宿泊した際に掲げ
られたものかは疑問でしたが、須山区有文書を整
理していた際に「配付」を発見しました。写真は
その一部で、主な内容は次のとおりです。
「殿様が御

みくりゃ

厨通りを巡見することになり、先日
村方へ住居の図面を出すように命じたが、絵図に
記載されていない部分がある。家数に応じて宿割
りをしたが五・六軒足りない。いろいろ確認した
いので、誰か一人私の家に来るように」

年代はわかりませんが、須山村に殿
様一行が宿泊したことがはっきりしまし
た。さぞ、村役人をはじめ村の人々は
大変だったことでしょう。

宿札
(富士山資料
館蔵 ) 配付の一部(須山区有文書 )
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08  Photograph
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1月1日　定輪寺（除夜の鐘）

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。



議　　案
人権擁護委員の推薦

3 月 31 日に任期満了となる渡邊早苗氏を引き続き推

薦し、勝又美代子氏を新たに推薦することが適任とさ

れました。

副市長の選任
12 月 31 日に任期満了となった金嶋千明副市長を引

き続き選任することが同意されました。

公の施設の指定管理者の指定
（市老人デイサービスセンター）

デイサービスセンターいずみ荘・いきいきホーム・

すやまホームの 3 施設の指定管理者を、社会福祉法人

市社会福祉協議会に指定することが承認されました。

指定の期間は平成 27 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月

31 日までの 3 年間です。

▲指定管理対象施設の陸上競技場

（市スポーツ施設など）
11 の市スポーツ施設などの指定管理者をシンコース

ポーツ・静岡ビル保善グループに指定しました。指定

の期間は平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日

までの 5 年間です。対象となる施設は次のとおりです。

○市民体育館○運動公園（陸上競技場、多目的広場、

テニス場、野球場、やすらぎの広場）○総合グラウン

ド○深良グラウンド○須山テニス・フットサル場○市

立水泳場

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の制定

児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健全育成

事業の設備と運営に関する基準を定めるため、条例を

制定しました。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の制定

児童福祉法の一部改正に伴い、家庭的保育事業など

の設備と運営に関する基準を定めるため、条例を制定

しました。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の制定

子ども・子育て支援法が公布されたことに伴い、特

定教育・保育施設と特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定めるため、条例を制定しました。

市議会改革特別委員会設置に関する決議
市議会の活性化や開かれた議会、市民の皆さんの期

待に応える議会を目指し、次の 3 点の調査・研究を目

市議会12月定例会が、11月27日㈭から12月10日㈬
までの14日間の日程で行われました。補正予算1億4,600
万円など23案件が審議され、適任、同意、承認、可決さ
れました。ここでは、主な議案と行政報告を紹介します。

市議会12月定例会

補正予算など23議案を審議
p.2
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的に市議会改革特別委員会を設置するものです。

（1）議会活動のあり方、環境整備

（2）議会改革に関する例規の整備

（3）その他議会改革に付随する課題

同特別委員会は目的が達成されるまで設置されます。

全 21 人の議員によって構成され、委員長に賀茂博美

議員が、副委員長に杉本和男議員が選出されました。

補正予算
一般会計補正予算（第４回）

既定の予算総額に 1,800 万円を追加し、歳入歳出予

算総額をそれぞれ 196 億 4,600 万円としました。補正

予算の内容は、衆議院議員総選挙の選挙費です。

一般会計補正予算（第５回）
既定の予算総額に 1 億 4,600 万円を追加し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ 197 億 9,200 万円としました。

補正予算の主な内容は、次の通りです。

◎防災対策
10 月 19 日㈰に実施した富士山火山三県合同防災訓

練の検証結果を踏まえ、災害発生時の災害対策要員や

消防団員のための防じんマスク、ゴーグルを整備しま

す。避難者対策として富士山資料館にヘルメットなど

を配備します。

◎地方創生
11 月 21 日㈮に「まち・ひと・しごと創生法」が成

立したことに伴い、裾野市版創生総合戦略（地方創生：

5 カ年計画）の策定が求められています。これは、社会・

経済状況に対応し、市が持続的に発展していくための

戦略的計画となるものです。職員によるプロジェクト

チームを設置し、国・県の地方創生総合戦略と調整を

図りながら、方向性を見出すための研究を行います。

また、この研究によって見出された基本的方向性は、

当市版創生総合戦略や平成 27 年度以降に策定予定の

市総合計画後期計画に反映させていきます。

◎学習環境の整備
小学校の教科書改訂に伴い、必要な教材備品などの

整備を行います。

◎観光振興
富士山の眺望などを楽しむ越前岳や黒岳の登山者の

安全を確保するために、案内看板の設置や登山道の補

修工事を実施し、合わせてビューポイントや眺望の改

善を図ります。

国民健康保険特別会計補正予算（第２回）
前年度精算の結果、療養給付費などの国庫負担金の

返還に対応するものです。既定の予算総額に 4,487 万

1,000 円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ 56 億

9,358 万円としました。

介護保険特別会計補正予算（第２回）
保険給付費の実績を見込んで歳入歳出予算額の調整

を行った結果、既定の予算総額から 1 億 4,422 万 6,000

円を減額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ 30 億 3,242

万 7,000 円としました。

下水道事業特別会計補正予算（第２回）
給料の増額に伴い、既定の予算総額に 92 万 8,000

千円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ10億9,940

万 5,000 円としました。

水道事業会計補正予算（第２回）
給料の増額などに伴い、収益的支出の営業費用を 50

万 8,000 円増額し、資本的支出の建設改良費を 24 万

4,000 円増額するものです。

富士山火山三県合同
防災訓練 ▶

看板の設置や補修工
事が予定されている
越前岳の登山道 ▶

p.3
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市民意識調査は、市民の皆さんの市政に対する認
識や希望、市民生活に関する意識を調査するために
平成 16年度から毎年実施しています。市民の皆さん
の市総合計画施策の進行度合いへの評価や、各種事
務事業を実施することへの認識を調査し、その結果
はさまざまな分野で幅広く利用されます。

市民意識調査報告書全編をご希望の場合は、市役所３階
企画政策課、１階情報公開コーナー、各支所、図書館、市
公式ウェブサイトで閲覧できます。
●市公式ウェブサイト・統計情報

http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/si/isikihou-26.php

調査概要
１．調査の目的

今年度の市民の皆さんの市政に対する認識や要望、

市民生活に関する意識を調査し、諸施策推進のための

基礎資料を得ること。

２．調査対象
20 歳以上の市民から無作為に抽出した 1,000 人

３．調査期問
８月 26 日～９月 10 日

４．調査方法
郵送配布、郵送回収（留置記入方式）

５．回収状況

配布数 有効回収数 有効回収率（25年度調査）

1,000票 546票 54.6%（58.3%）

調査結果

満足・重要度

現状の評価と重要度を次の表に示すように点数化し、

その程度を分析しました。

①お住まいの周辺環境
質問▶ お住まいの周辺環境についてどの程度満足して

いますか。近隣市町の公共施設や商業施設、医

療機関などの利用しやすさなども含めてお答えく

ださい。またそのことは重要であると思いますか。

■満足度ベスト３
順位 事　業　名 得点

１ 身近にすんでいる外国人とのトラブルの少なさ 0.51

２ 不安のない消防体制と救急体制の充実 0.31

３ 空気や河川の水のきれいさ 0.30

■重要度ベスト３
順位 事　業　名 得点

１ 必要な時に適切な医療が受けられる環境 1.69

２ 地震災害に強いまちづくり 1.53

３ 犯罪のおきにくい安心なまちづくり 1.49

■満足度が低く重要度が高い項目
　今後、重点課題として検討が必要な項目です。
順位 事業名 満足度 重要度 点数差（※）

１ 鉄道やバスの便利さ －0.88 1.14 － 2.02

２ 道路網の便利さや快適
さと歩道の整備状況 －0.63 1.28 － 1.91

３ 地震災害に強いまちづ
くり －0.24 1.53 － 1.77

市民意識調査は総合計画へのチェックなどの
ほか、行政施策推進のため幅広く利用されます。

市民
意識調査

現状の評価基準 重要度の評価基準
項　　目 点数 項　　目 点数

満足 　２点 とても重要 ２点

まあ満足 　１点 重要 １点

どちらともいえない 　０点 それほどでもない ０点

やや不満 －１点
不満 －２点

市の政策への満足度は平年並

市民意識調査
p.4
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◆ 現状の満足度と重要度の差が大きいのは鉄道やバス

の便利さや道路網の便利さや快適さと歩道の整備状

況、地震災害に強いまちづくりとなっています。こ

の 3 つの項目は平成 23 年度調査から継続して満足

度が低く、重要度が高い項目であり、検討する必要

があります。

※点数差＝満足度－重要度

　 満足度と重要度の点数差を求めることで、満足度が

低く、重要度が高い、今後の重点課題として検討が

必要なものを数値化したもの。

②市の取組
質問▶ 市が行っている取組について、あなたはどの程

度満足していますか。また、その取組は重要で

あると思いますか。

■満足度ベスト３
順位 事　業　名 得点

１ 豊かで良質な水道水の確保 0.55

２ リサイクルやごみの減量化等環境に配慮した
取り組み 0.12

３ 市の行う広報（広報紙・無線、報道など）の「わ
かりやすさ」や「情報の量」 0.03

■重要度ベスト３
順位 事　業　名 得点

１ 豊かで良質な水道水の確保 1.49

２ 市の「予算の使い方」などの財政的運営の効
率化 1.41

３ 安心して子育てができる環境の充実 1.39

■満足度が低く重要度が高い項目
　今後、重点課題として検討が必要な項目です。
順位 事業名 満足度 重要度 点数差（※）

１ 市の「予算の使い方」などの財政運営の効率化 －0.52 1.41 － 1.93

２ 市内の土地利用のバラ
ンスの良さ －0.72 1.15 － 1.87

３
にぎわいのある商業地
づくりと、すそのブラン
ドの利用促進

－0.56 1.10 － 1.66

◆ 満足度と重要度の差が大きいのは市の予算の使い方

などの財政運営の効率化や市内の土地利用のバラン

スの良さ、にぎわいある商業地づくりとすそのブラ

ンドの利用促進となっています。1 位、2 位の項目

は平成 23 年度の調査から挙がっていて、重要課題

として検討する必要がある項目です。

企画部　企画政策課
995-1804

③市の政策に関する満足度
質問▶ 市の政策全体について、どのように感じていま

すか。

◆ 「満足している」と「まあ満足している」を合わせ

た割合は 22.1％、「やや不満である」と「不満である」

をあわせた割合は 30.0％で、満足よりも不満がやや

高い状況です。

◆ 満足度は、平成 24 年度に一度増加したものの、平

成 22 年度からは減少傾向にあります。

◆ 不満度は、平成 22 年度より２割程度で推移してい

ましたが、今回は３割を占めています。

p.5
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消防団員は非常勤の地方公務員

消防団は、消防本部や消防署と同じ市の消防機関の

一つです。消防本部の職員は常勤の地方公務員ですが、

消防団員は、普段はほかの仕事をしていたり学生だっ

たりす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 218 人、女性 22 人、計 240 人の団

員が活動しています。

災害時には消火活動などを実施

消防団の主な活動は、次のとおりです。各地区ごと

に組織されている分団に所属し、それぞれの分団の詰

所を拠点として活動します。女性の方は、女性消防団

に所属し、消防庁舎を拠点として活動します。

●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
災害時に備えた訓練、防災啓発活動、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。

報酬の支給、公務災害補償など

●報酬・手当の支給
年間一定の金額（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に、手

当が支給されます。

●公務災害補償
消防団員として活動中に負傷した場合には、治療費

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。

18歳以上の健康な方を募集！

　市内に住んでいるか通勤している 18 歳以上の健康

な方であれば、男女を問わずどなたでも入団できます。

普段は仕事をしていながら、火災などの災害時には、
消防署員などと協力して消火活動などを行っているの
が消防団員の皆さんです。４月から“市民の生命と財
産を守る”活動をする仲間を募集しています。あなた
の力を地域防災のために貸してください。

地域防災に力を貸してください！

消防団員を募集

消防総務課　995-1193
fd-soumu@city.susono.shizuoka.jp

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

中の消防団活動に積極的に配慮しているなど消防団

活動に協力している事業所を、消防団協力事業所と

して認定しています。消防団協力事業所に認定され

ると、社会貢献の証として表示証が交付されます。

協力事業所に表示証
～社会貢献の証～
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市・県民税の申告
【申告が必要な方】

１月１日（賦課期日）に当市に住民登録されていて、

次の①～④のいずれかに該当する方。

① 確定申告の必要はない（給与所得以外の所得や公的

年金等以外の所得があるが 20 万円以下の方など）が、

平成 26 年中の課税所得がある方

② 平成26年中に所得がなかった方（ほかの方の配偶者・

扶養控除の対象になっていない方）

③被扶養者などで、課税 ( 所得 ) 証明書が必要な方

④ 確定申告の必要がない年金所得者で、医療費などの

所得控除の申告をする方

※ 所得税の確定申告をする方や給与所得のみで年末調

整が済んでいる方は、市・県民税の申告は必要あり

ません。

【持ち物】
①市・県民税申告書（届いた方）

②前年中の給与・年金の源泉徴収票（すべて）

③各種控除に必要な証明書など

④医療費控除を申告する方は、医療費の領収書

※ 保険などで補てんされた金額がある場合は、その金

額が分かる書類もお持

ちください。

※ 事前に医療費の集計を

済ませておいてくださ

い。

⑤印鑑（認め印可）

【市・県民税申告の受付】

と　き ところ

２月16日㈪～３月16日㈪
※㈯・㈰を除く
９時～12時・13時～16時

市役所４階401会議室

２月27日㈮
９時～12時・13時～15時 須山支所２階大会議室

※ ２月 13 日㈮以前に申告書を提出することができま

す。市役所１階課税課に提出してください。

所得税の確定申告
平成 26 年分の所得税の確定申告の受付を２月 16 日

㈪から３月 16 日㈪まで行います。今年の受付は、地

区を指定しないので、期間中の都合のよい日にお越し

ください。確定申告の詳細は、２月１日号に掲載します。

【確定申告の受付】

と　き ところ

２月16日㈪～３月16日㈪
※㈯・㈰を除く
９時～12時・13時～16時

市役所４階401会議室

２月27日㈮
９時～12時・13時～15時 須山支所２階大会議室

※番号札を８時 30 分から配布します。

※ 混雑時には、午前中に会場に来ても、受付が午後に

なることがあります。

２月16日㈪から３月16日㈪まで、所得税の確定申告に合わ
せて、市・県民税申告の受付を行います。確定申告の必要はない
が平成26年中に課税所得があった方、扶養されている方で課税
（所得）証明が必要な方などは、市・県民税の申告をしてください。
前年に市・県民税の申告をした方には、１月下旬に市・県民税

申告書をお送りします。申告が必要な方で市・県民税申告書が届
かない場合は、課税課市民税係へご連絡ください。

市・県民税申告の受付　3/16まで

課税課市民税係
995-1810
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Photograph 12 月

ヘリコプターの発着訓練
不二聖心女子学院の敷地内で、同校の女子高生ら

が見守る中、自衛隊のヘリコプター２機による発着
や着陸誘導訓練が行われました。地域防災訓練に合
わせて行われたもので、同地をヘリポートとして利
用するのは今回が初めてです。 （12 月 7 日）

正月飾りや農作物を販売
第 41 回農業まつりが市民文化センター駐車場で

行われ、約 8,000 人の来場者で賑わいました。収穫
されたばかりの野菜や正月飾りなどが販売され、人
気のブースには、販売開始前から長い列ができてい
ました。 （12 月 14 日）

県行政書士会と被災者支援協力協定
市と県行政書士会との間で、大規模災害時におけ

る被災者支援協力に関する協定の調印が行われまし
た。この協定は大震災発生後、被災者の方々から官
公庁へ提出する書類などの相談事例が多かったこと
から、県行政書士会の提言を受けて実現したもので
す。 （12 月 18 日）

市行政改革推進委員が意見書を提出
市行政改革推進委員会（渡邉雄二委員長）の 5 人

の委員が市役所を訪れ、髙村市長に意見書を手渡し
ました。同委員会では今年度、市施設の使用料の見
直しと、ファシリティマネジメントの取組を審議し
ました。 （12 月 1 日）

県知事が、深良用水を視察
9 月に世界「かんがい施設遺産」に登録された

深良用水を川勝平太県知事が視察しました。「県内
に世界水準で認められた資産が増えうれしい」と
知事。深良中学校の深良用水を題材にした演劇、
深良用水まつりなどの地元の取組を高く評価して
もらいました。郷土資料館では、工事に使われたノ
ミや行

あん

灯
どん

を興味深く見ていました。 （12 月15日）
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Photograph December

市町対抗駅伝　市の部11位、敢闘賞受賞
しずおか市町対抗駅伝で裾野市チームは昨年の 16

位から順位を上げて 11 位と健闘し、敢闘賞を受賞
しました。スタートの田中李奈選手からアンカーの
福士優太朗選手まで 11 人でタスキをつなげ、チー
ム最高記録の 2 時間 18 分 26 秒でゴールしました。
 （12 月 6 日）

上手におもちがつけたかな？
市立西保育園で年末恒例のもちつきが行われまし

た。園児たちは自分の身長と変わらない大きさの杵
を重たそうに持ち上げて、「よいしょ」と声を出して
もちをつきました。 （12 月 12 日）

市役所駐車場にＥＶ・ＰＨＶの充電設備
電気自動車（ＥＶ）とプラグインハイブリット車（Ｐ

ＨＶ）の普及のため、市役所駐車場の一角に無料で
使用できる充電設備を設置しました。髙村市長が、
作業手順を確認しながら公用車に初充電しました。
利用時間は、市役所開庁日の 8 時 30 分から 17 時の
間で、1 回 1 時間以内です。希望する方は、市役所
受付へお申し込みください。 （12 月 19 日）

落ち葉のじゅうたん（小柄沢緑地）

p. 9p.9
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お知らせ
Announcement

東西公民館の施設利用休止

東西公民館の空調工事のため、工

事期間中施設の利用ができません。

公民館講座、図書館講座は実施しま

す。併設の鈴木図書館は平常どおり

開館します。

工事期間／ 3 月 1 日㈰～ 31 日㈫

東西公民館　992-6677

学校開放調整会議

学校体育施設を使用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

時間はいずれも 19 時～

生涯学習課　992-3800

子育て講座「ママチャレ！」

子育て中の母親による、子育て中

の母親のための講座を開催します。

母親が学ぶことができ、ネットワー

クづくりや地域で活躍の場を広げる

手伝いをします。

２月７日㈯　10時30分～14時30分

 市民文化センター

子育て中の方、親子など

 親子で参加できるベビーマッサー

ジ、親子体操、ベビーダンス、リ

トミック、料理教室などを行いま

す。フリーマーケット、ハンドメ

イド雑貨やお弁当の販売などもあ

ります。

NPO法人メープル　965-3680
　子ども教育課　995-1822

第４回わがまち富士山写真展

裾野市、御殿場市、富士市、富士

宮市、小山町、長泉町、清水町の富

士山周辺４市３町が共同で、富士山

の写真展を開催します。およそ 40

枚の写真を展示します。

２月７日㈯～３月１日㈰

　９時～ 16 時　※火曜日は休館日

 富士山樹空の森（御殿場市印野）

富士地区観光協議会
　0550-82-4622

県立静岡中央高校
通信制課程の入学説明会

２月１日㈰、２月 25 日㈬

　時間はいずれも 15 時～

 静岡中央高校東部キャンパス

　［三島長稜高校内（三島市文教町）］

平成 27 年度に入学を希望する方

　（保護者、先生も可）

 願書の受付は、３月下旬です。

静岡中央高校東部キャンパス
　928-5757

住宅用太陽光発電の補助金額
一律75,000円に

４月１日受付分から住宅用太陽光

発電システム設置に係る補助金額が

変わります。

【平成26年度まで】
上限120,000円（１kwあたり30,000円）

【平成27年度から】
一律 75,000 円（３kw 以上の設置に

限る）

 平成 26 年度の補助金を受ける方

は、機器を設置する前に申請し、

３月 31 日㈫までに完了届を提出

してください。

生活環境課　995-1816

駿豆地区障がい者自立支援協議会
一般講演会　第２回全体会

先進的な障がい者自立支援の事例

を学ぶ講演会と、協議会の活動報告

や地域の課題について検討する全体

会議を開催します。

２月５日㈭

●一般講演会▶ 10 時～ 12 時

●全体会▶ 13 時 30 分～ 16 時

 市民文化センター

 手話通訳、要約筆記が必要な方は、

１月 28 日㈬までにお申し込みく

ださい。

障がい福祉課　995-1820
　相談支援事業所ゆううん
　941-6015

募 集
Recruitment
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

貸与金利／無利子

返 済期間／貸与終了後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、通学してい

る学校の推薦書など必要な書類を

添えてお申し込みください。

３月６日㈮

学校教育課　995-1838

地区 と　き 会場

東 ２月４日㈬
生涯学習センター

深良 ２月６日㈮

須山 ２月10日㈫ 須山コミセン

西 ２月11日㈬
生涯学習センター

富岡 ２月12日㈭

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
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戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

日本遺族会では、父などの戦没し

た旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うと

ともに、同地域の住民と友好親善を

はかるための事業を実施しています。

戦没者の遺児

実施地域／中国

日本遺族会　03-3261-5521

平成27・28年度市学校
給食用物資納入業者

学校給食センターと市内の小学校

が発注する給食用物資の納入業者登

録の申請を受け付けます。

２月２日㈪～16日㈪　９時～16時

※郵送の場合は消印有効

 給食センターまたは市内小学校

（南小、富岡第二小を除く）にあ

る申請書に必要事項を記入し、提

出してください。申請書は市ホー

ムページからダウンロードするこ

ともできます。

学校給食センター　992-6868
　〒 410-1102　深良 2363

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、セミナーを開

催します。

 ●新入社員意識向上セミナー▶３

月 10 日㈫●機械図面の読み方▶３

月11日㈬●製造基礎教育・機械

測定実習▶３月 13 日㈮

 沼津技術専門校

各コース 10 人

1,050 円～ 1,570 円

２月 28 日㈯

 沼津技術専門校　925-1071

NHK学園の生徒・受講生

請求により案内書や願書を郵送し

ます。生涯学習通信講座は電話・

FAX・ホームページで申し込むこと

ができます。

【広域通信制高等学校普通科】
NHK のテレビ・ラジオの放送を

利用した教育課程で、高校卒業資格

を取得できます。

履修年数／３年（転編入あり）

●中学校を卒業した方または平成

27 年３月に卒業見込みの方●高等

学校を中退した方　など

受付期間／１月25日㈰～４月30日㈭

※必着

【社会福祉士養成課程】
地域や社会福祉施設などで高齢者

や障がい者などの福祉に関する相談

に応じたり、援助を専門的に行った

りする社会福祉士の受験資格を取得

できます。

履修年数／１～２年

 ●一般養成科▶大学などを卒業し

た方●短期養成科▶福祉系大学な

どで基礎科目を履修して卒業した

方　など

受付期間／２月25日㈬まで　※必着

【生涯学習通信講座】
俳句、短歌、書道、ペン字、水彩画、

写真、古文書、漢方薬膳、ハーブな

ど 200 以上のコースがあります。

受講期間／３カ月～１年

申込受付期間／通年

NHK学園広報　042-572-3151
042-574-1006

市内の物価の調査員を募集して

います。調査結果は市ホームペー

ジで公開するほか、県に報告します。

任 期／４月１日㈬～平成 28 年３

月 31 日㈭

調 査の実施／毎月１日～５日まで

のいずれか１日

謝金／年間 13,500 円程度

 市内に住んでいる20 歳以上の方

 はがきまたは FAX で①住所②

氏名③年齢④性別⑤電話番号⑥

職業⑦普通免許の有無⑧普段よ

く買い物に行くスーパーマー

ケットの名前を記入し、お送り

ください。

※電話で申し込むこともできます。

 ２月 13 日㈮　※消印有効

 ●調査員の方には調査結果のパ

ネルの作成と消費生活展への参

加をお願いします。●調査店舗

によって、バイクや車を利用す

ることがあります。●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６日㈮までにお知ら

せします。

 商工観光課　995-1857
995-1864

　〒 410-1192　佐野 1059 番地

平成 27年度 くらしのモニターを募集
毎月市内の物価を調査

日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　
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募 集
Recruitment
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 査の実施／年に 2・3 回ある統計

調査の実施に合わせ、登録調査員

の中から住所などを考慮して調査

を依頼します。

報酬／調査 1 回につき 20,000 円～

50,000 円程度

次のすべての要件を満たす方

●市内に住んでいて 20 歳以上であ

ること●租税の賦課と徴収に従事し

ていないこと●選挙関係者や警察関

係者でないこと

 企画政策課にある所定の申込用紙

に必要事項を記入し、提出してく

ださい。

 市内各地区の登録者数などを考慮

して登録調査員を配置しています。

応募したすべての方が登録される

わけではありません。

情報政策室　995-1805

認知症を語る会

申込みは不要です。直接会場にお

越しください。

２月６日㈭　13 時 30 分～ 15 時

 市民活動センター（福祉保健会館）

認知症の方を介護している家族の方

市介護家族の会（中村）
　993-2508
　社会福祉協議会　992-5750

日本語教室

市内に住んでいる外国人などを対

象に日本語教室を開催しています。

初 級１▶ひらがな・カタカナ、あい

さつ・ことば 

初 級２▶かんたんな文法・ことば 

中級１▶文法・漢字・言葉・読み書き 

中 級２▶文法・漢字・言葉・読み書

き・会話 

 毎週日曜日　10 時～ 11 時 30 分

 市海外友好協会事務所（佐野 921-

3）

１回 300 円

 市海外友好協会にお申し込みくだ

さい。

※電話・FAX 可

市海外友好協会　993-6965

有
料
広
告

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、災害時

の緊急情報などをお知らせ

しています。無線放送を聞

くためには、戸別受信機が

必要です。市では、希望す

 ・  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）

※ 東地区から東地区など同地区内へ転居する場合

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、行事予定、市からのお知らせ

 9：00 時報

12：00 時報

17：00 時報

19：30 演習通報、行事予定、市からのお知らせ

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主の方

※１世帯につき１台

 次の場合は、戸別受信機を市に返却してください。

 ・市外へ転出するとき

無線放送戸別受信機の貸出 広報室
995-1802
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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。

 ２月 26 日㈭　10 時～ 13 時

 市役所 1 階市民相談室

14 人程度（先着順）

 事前に国保年金課へお申し込みく

ださい。※電話可

２月 12 日㈭

国保年金課　995-1813

外国人生活相談

市内に住んでいる外国人の方など

を対象に、生活や行政手続きなどの

相談に応じます。

 毎週水曜日　9 時～ 12 時

 市役所 1 階市民相談室

市長戦略課広報室　995-1802

福祉のしごと就職フェア
～自慢のしごと・自慢の職場～

福祉のしごとへの就労を希望する

方を支援するため、福祉職場の採用

担当者との相談会を開催します。

 １月 31 日㈯　13 時～ 16 時

　受付▶ 12 時 30 分～

 プラサヴェルデ（沼津市大手町）

県社会福祉人材センター
　054-271-2110

弁護士と精神保健専門家に
よる無料法律相談会

 ２月 27 日㈮　18 時 30 分～ 20 時

　受付▶ 18 時 10 分～

 東部地域イノベーションセンター

５階（沼津市大手町、沼津商連ビ

ル法テラス沼津内）

８人（先着順）

 離婚、労働問題、多重債務など様々

な法律に関する問題の相談に、弁

護士と精神保健福祉の専門家がペ

アで応じます。相談時間は１人 40

分です。

電話でお申し込みください。

２月８日㈮～ 27 日㈮

 法テラス沼津
　050-3383-5405

平成26年度 市防火標語
もういいかい  火を消すまでは

まあだだよ

納付期限：3月２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㈰ 山崎設備
☎ 997-6766

７日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎ 992-6599

８日㈰ ㈲渡辺設備
☎ 992-3034

11 日㈬ パイピング横山
☎ 992-3329

14 日㈯ ㈱中川商店
☎ 993-1555

15 日㈰ ㈱駿東管工
☎ 992-5728

21 日㈯ ㈲細野設備
☎ 992-2465

22 日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983

28 日㈯ ㈲富士設備
☎ 997-1507

2月　カレンダー
１日㈰ 農林業センサス基準日

16日㈪～
３月16日㈪ 確定申告

22日㈰ みんなのつどい

23日㈪ 富士山の日

24日㈫～
３月26日㈭ 市議会3月定例会

人　口　53,275人 （－160人）
　男　　27,170人 （－107人）
　女　　26,105人 （－53人）
世　帯　21,257世帯 （－89世帯）
内、外国人 701人 369世帯

1 月１日現在
データバンク
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２月前期の救急協力医

1 日

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

山谷内科医院 966-5333 青野 田中医院 921-2053 高島町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

2 月 青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 萩野クリニック 966-7111 根古屋 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

3 火 今井医院 921-3211 五月町 守重医院 931-2511  我入道
江川 古屋小児科医院 963-0407 西条町

4 水 杉山医院 992-0028 平松 白石医院 951-4593 市道町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

5 木 あそうクリニック 929-7575 筒井町 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

6 金 旭医院 966-0031 原 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 土 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

8 日

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

林医院 931-1120 住吉町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

清水館医院 993-2323 茶畑 遠藤クリニック 975-8801 久米田

9 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

10 火 つかだ医院 983-1577 堂庭 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

池田病院 986-1212 本宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

きせがわ病院 952-8600 大岡 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

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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12 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

13 金 花メディカルクリ
ニック 987-9145 下土狩 清水館医院 993-2323 茶畑 すずきファミリー

クリニック 960-0333  一本松

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

きくちクリニック 989-5788 桜堤 守重医院 931-2511  我入道
江川

小林内科医院 921-2165 米山町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 五十嵐クリニック 934-6700  志下

救急協力医は変更になる場合がありますので、
事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

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
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 東本町

関谷レディース
クリニック
968-6611

西椎路 ホワイト歯科医院
997-4071 御宿

8 日
さわだの森耳鼻咽
喉科クリニック
929-8787

西沢田 本多眼科医院
931-1519 御幸町 沼津市立病院

924-5100 東椎路 スマイル歯科医院
997-1610 深良

11 日 三島中央病院
971-4133 緑町 木村眼科医院

967-4611 原
井関マタニティ
クリニック
952-4103

八幡町 勝又歯科医院
989-4726 上土狩

15 日
こだま耳鼻咽喉科
クリニック
926-1333

庄栄町 静岡医療センター
975-2000 長沢 かぬき岩端医院

932-8189 前原 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

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

有
料
広
告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市
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市民憲章 :
2015 年

（
平
成
27 年

）

1
月15

日
号

No.
1280

思いやりの心で、住みよいまちをつくります

２月の行事予定
おはなしの会
	 ７日㈯	 14 時～	 おはなしのへや
	 14 日㈯	 11 時～	 文化センター図書室
親子おはなし広場
	 10 日㈫	 10 時 30 分～	 視聴覚室
親子おはなしの会
	 17 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
小中学生書初め展
　　1 月 24 日㈯～２月８日㈰	 展示室

親子チャレンジ広場　色を分けてみよう!
と　き／２月 21 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／はさみ・水性サインペン
申込み／１月 17 日㈯　９時～　※電話可
※	駐車場のスペースに限りがあるため、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㈪、23日㈪、
26日㈭

２月の休館日

米山　心
ここ
菜
な

ちゃん
（２歳７カ月・伊豆島田）

渡邉　美
み
愛
う

ちゃん
（２歳 10カ月・公文名二）

近藤　あかりちゃん
（３歳・千福が丘）

芹澤　琉
る
愛
な

ちゃん
（３歳・中丸中）

三澤　大
だい
希
き

くん
（２歳 11カ月・富沢）

今月の一冊
キッズペディア　科学館

日常生活で子どもたちが抱く疑問を、科学の視
点で解説します。「なぜ空や海は青いの？」「なぜ
鏡は左右逆に映るの？」「なぜ天気は変わるの？」

「なぜオスとメスがいるの？」などの“ふしぎ”は、
小中学校の理科で習うことを軸
にして考えれば理解できるとい
うことを、ていねいな解説で明
快に示します。
監修：	日本科学未来館・筑波大

学付属小学校理科部
出版社：小学館

新刊紹介 New Release

『季節をたべる冬の保存食・行事食』
著：濱田美里　絵：藤田美菜子
アリス館（いっしょにつくろう！）

『悪ガキ７
セブン

　３　タイ行きタイ！』
著：宗田理　静山社

『開運えほん』
作：かんべあやこ　あかね書房

『キャプテンサンダーボルト』
著：阿部和重・伊坂幸太郎　文藝春秋

『マル暴甘
あま

糟
かす

』
著：今野敏　実業之日本社

『高い窓』
著：レイモンド・チャンドラー
訳：村上春樹　早川書房

広報すその　平成26年１月１日号
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2月1日号
2015年（平成27年）No.

1281 02 	所得税の確定申告
	 市・県民税の申告

05 	２月 23日㈪は富士山の日
06 	市内 24団体が活動成果を発表
	 生涯学習センターで“みんなのつどい”

07 	駿東地区交通災害共済へ加入を !!
08 	お知らせ

1月11日　新成人者祝賀駅伝大会



所得税の確定申告
市・県民税の申告　２/16～３/16

沼津税務署会場は、キラメッセぬまづ
市内の受付会場は、市役所と須山支所

●キラメッセぬまづ　
( プラサ ヴェルデ内　２階市民ギャラリー )

　沼津市大手町１丁目１－４

と　き／ ２月 12日㈭～

３月 16 日㈪

※ ㈯・㈰を除く　９時

～ 17 時

※ 混雑状況により、早

めに受付を終了する

ことがあります。

※ 期間中、沼津税務署内では申告書の作成指導は行

いません。国税庁のホームページ (http://www.nta.

go.jp/) から所得税の確定申告書を簡単に作成でき

ますのでご利用ください。

●市役所会場（４階401会議室）
と　き／ ２月 16 日㈪～３月 16 日㈪

※ ㈯・㈰を除く　９時～ 12 時・13 時～ 16 時

●須山支所会場（２階大会議室）
と　き／２月 27 日㈮　９時～ 12 時・13 時～ 15 時

※ 市役所会場、須山支所会場のいずれも番号札を８

時 30 分から配布します。混雑時は、午前中に来

ても午後の受付となる場合があります。

市役所・須山支所では受付できない方

市役所会場と須山支所会場では、次の方の確定申告

の受付ができません。「キラメッセぬまづ」で申告して

ください。

○青色申告の方

○ 事業（営業・農業）所得、譲渡（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申告する方

○ 平成 26 年中に入居を開始した住宅の住宅借入金等

特別税額控除を申告する方

○ 住宅ローンなどを利用しない住宅の新築、改修に係

る税額控除を申告する方

○過年分の申告をする方

○消費税・贈与税の申告をする方

○申告書の控えに税務署の収受印が必要な方

※ そのほか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

づ会場にご案内します。

※ 市役所会場と須山支所会場で、申告書が作成済み

で提出のみの方の書類をお預かりします。その際

には職員が復興特別所得税の記入漏れがないか確

認します。

平成26年分の所得税の確定申告と平成27年度の市・
県民税の申告の受付が始まります。市内の受付会場は市役
所です。2月27日㈮のみ須山支所でも受け付けます。市
役所会場と須山支所会場では受け付けできないものもあり
ますので、ご注意ください。2月16日㈪から2月25日
㈬までは、税理士による無料税務相談所を開設しますので、
ご利用ください。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・県民税の詳細は１月 15 日号をご覧ください。

課税課市民税係
995-1810
沼津税務署
922-1560㈹
〒 410-8686
沼津市米山町 3-30     

南口

BiVi沼津

沼津税務署

ＪＲ沼津駅

キラメッセぬまづキラメッセぬまづ

BiVi沼津

学
園
通
り

リ
コ
ー
通
り

ＪＲ
御殿
場線

北口

南口 ＪＲ東海道本線
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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 26 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）で、①～④のいずれか
に該当する方

①給与の年間収入が 2,000 万円を超える方

② 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

③ 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

④ 同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに

貸付金の利子、店舗などの賃貸料や使用料の支払い

を受けている方

※ 所得が少なくて確定申告が必要ない方や、給与所得

以外の所得が 20 万円以下で確定申告が必要ない方

も、市・県民税の申告は必要です。

●公的年金所得がある方
公的年金等の年間収入が 400 万円以下で、その他の

所得金額が 20 万円以下の場合は、確定申告は必要あ

りませんが、所得税の還付を受けるための申告書を提

出することができます。

※確定申告が不要でも、公的年金以外の所得（給与所

得のみの場合は除く）がある場合は、市・県民税の申

告は必要です。

確定申告に必要なもの

◦給与・年金の源泉徴収票

◦収支内訳書、青色決算書など

◦生命保険料・地震保険料などの控除証明書

◦ 国民健康保険税などの納付済額のお知らせや社会保

険料の年間支払額が分かるもの

◦国民年金や国民年金基金の社会保険料控除証明書

◦ 障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳や療育手

帳など障がいの程度が確認できるもの

◦ 医療費の領収書、また保険などで補てんされた金額

がある場合はその金額のわかる書類

※医療費の集計は必ず済ませてお持ちください。

◦印鑑 ( 認め印 )

◦ 口座番号の分かるもの　※新たに口座振替で所得税

を納付する方は銀行印も必要です。

◆ 平成 25 年分の確定申告書・収支内訳書の控えなど

をお持ちいただくと便利です。

所得税の確定申告をすれば税金が還付になる方

次のような場合には、サラリーマンでも確定申告を

すると源泉徴収された所得税が一部還付されることが

あります。

① 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。

②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。

支払った医療費のうち保険などで補てんされた金額を

差し引いた金額から、10 万円または総所得金額の５％

のいずれか少ない金額を引いた額が医療費控除の対象

となります ( 限度額 200 万円 ) 

③ 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

④災害や盗難にあった場合

⑤寄附金を支払った場合

税理士による無料税務相談所を開設
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。

と　き／ ２月16日㈪～２月25日㈬　※㈯・㈰を除く

９時30分～12時・13時～16時

ところ／市役所４階401会議室

※ 番号札を8時30分から配布します。混雑状況によ

り、早めに受付を終了することがあります。

※ 税理士によるe-Tax送信を行います。利用者識別

番号が分かる場合はお持ちください。
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復興特別所得税をお忘れなく！

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。昨年は復興特別所得税の記入・計算漏れが

多くありましたので、忘れずに申告をお願いします。

消費税と地方消費税の確定申告

平成 26 年 4 月１日を含む課税期間の消費税と地方

消費税の確定申告を提出する場合は、消費税率の引き

上げに伴い、適用税率ごとに区分して計算する必要が

あります。

介護保険の介護認定を受けている方へ
障害者控除を受けるための証明を発行

介護保険法の介護認定を受けている方やその方を扶

養している方で、確定申告で障害者控除を受けるため

障害者控除対象者認定書が必要な方は介護保険課へご

相談ください。

市から介護保険法の介護認定を受けている方でも、

確定申告で障害者控除を受けるためには、障害者控除

対象者認定書の交付を受けなければなりません。

介護保険課　995-1821・障がい福祉課　995-1820

自分や自分と生計を一にする配偶者とそのほかの親族のために
支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が
所得金額から差し引かれます。

《計算例》
支払った医療費　50 万円 �����������①

保険などで補てんされた金額　20万円 ������②

総所得金額　500万円 ������������� A

医療費控除以外の所得控除の合計額　200万円 �� B

まず、総所得金額（A）の5％を計算します。

　500万円（A）×5％＝25万円 ���������� C

次に、（C）と10万円を比較します。

　25万円（C）＞10万円　→10万円 ��������③

医療費控除額を計算します。（最高 200 万円）

　50万円（①）－20万円（②）－10万円（③）＝20万円（④）

医療費控除をすると206,700円－186,300円＝20,400円

の減額となります。

※軽減される税額は、適用される税率により異なります。

自宅から確定申告
電子申告 e-Tax＜イータックス＞のご利用を！

e-Tax を利用すると、自宅などからインターネット

で所得税の確定申告ができます。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をお持ちでない場合でも、

申告書の作成、印刷はできます。

《e-Taxのメリット》
1. 自宅からネットで申告

　 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」で申告書を作成し、自宅からネットで

提出（送信）できます。確定申告期間中は 24 時間

提出（送信）できます。

2. 添付書類の提出省略

　 医療費控除の領収書や源泉徴収票などは、その記載

内容を入力して送信すれば、これらの書類の提出や

提示を省略することができます（法定申告期限から

５年間、税務署から書類の提出や提示を求められる

ことがあります）。

3. 還付が書面申告と比べてスピーディー

　 e-Tax で申告された還付申告は３週間程度で処理さ

れます。

医療費控除を
しない場合

医療費控除を
する場合

総所得金額 A 500万円 500万円
所得控除の合計額
（B＋④） D 200万円 220万円

課税される所得金額
（A−D） E 300万円 280万円

所得税額
（E×10％−97,500円） F 202,500円 182,500円

復興特別所得税
（F×2.1％） G 4,252 円 3,832円

税金の合計額（F＋G） 206,700円 186,300円

その年中に支払った
医療費① − 保険金などで補てん

される金額② − 10 万円または総所得金額の５％
（いずれか少ない額）③ ＝ 医療費控除額

(最高 200万円 )

教えて、
医療費控除！

多額の医療費を支払った場合、申告すると所得税が減額になる…

p.4

広報すその　平成27年２月１日号



富士山資料館無料開放
入館料が無料です。富士山資料館では富士山の成り

立ちや歴史、動植物など富士山に関する資料を展示し

ています。

２月 22 日㈰　９時〜 16 時 30 分

２月 23 日㈪は休館日です。

富士山資料館　998-1325

絵手紙体験コーナー
自由に参加できます。

２月22日㈰　10 時〜 15 時

富士山資料館

講師／渡辺節代さん

富士山資料館　998-1325

富士山の日記念講演会
２月 19 日㈭　19 時〜　※開場▶ 18 時 30 分

生涯学習センター

話題作と明治時代の富士

講師／県立美術館　主任学芸員　泰井良さん

生涯学習課　992-3800

富士山芸術展
市内の芸術・文化団体が富士山に関わる絵画、写真、

陶芸、短歌、俳句などの芸術作品を展示します。

２月 24 日㈫〜３月１日㈰　９時〜 21 時

　※写真は３月６日㈮ 12 時まで展示します。

生涯学習センター

生涯学習課　992-3800

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学び、考え、想いを寄せ、富士山を
後世に引き継ぐことを期する日です。この日を記念して、
市内では絵手紙体験や芸術展、講演会が開催されます。

２月23日は富士山の日
絵手紙体験や芸術展、講演会を開催

市町名 イベント名 日時・場所 内容 問合せ

御
殿
場
市

東山旧岸邸
『富士山とくらし展』

２月 20日㈮～３月６日㈮
10時～ 17時
※休館日を除く

※最終入館は 16時 30分
東山旧岸邸

（御殿場市東山 1082-1）

“富士山とくらし”をテーマに館内随所に
作品を展示します。
入館料／一般 300円、小中学生 150円

東山旧岸邸
☎ 0550-83-0747

富
士
宮
市

富士山関連の
郷土資料展示
『富士と浮世絵』

３月 26日㈭まで
㈫㈯㈰▶ 9時～ 17時
㈬㈭㈮▶ 9時～ 19時
※休館日を除く

富士宮市立中央図書館
（富士宮市宮町 13-1）

市立中央図書館所蔵の富士山関連資料を
紹介します。

富士宮市立中央図書館
☎ 0544-26-5062

富
士
市

なんでも富士山
2015

２月 21日㈯、22日㈰
10時～ 16時
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。

富士市商業労政課
☎ 0545-55-2907

【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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2月22日㈰、生涯学習センターで、市内で
活動する24団体の皆さんが、日ごろの活動成
果を披露します。展示や試食・販売などのほか、
人形劇や寸劇・フラダンスなど公演が行われま
す。

と　き／2月22日㈰　10時～14時
ところ／生涯学習センター

生涯学習センターで“みんなのつどい”

市内24団体が活動成果を発表

教育部　生涯学習課
992-3800

団体名 タイトル（内容）
市婦人会 すそのん手芸体験実習、市婦人会の活動紹介、つるし雛展示
市内５地区婦人会 各地区婦人学級の作品展示、喫茶コーナー
赤十字奉仕団・芙蓉の会 災害時に役立つ三角巾の使い方実習、三角巾の無料配布
市食生活健康推進会 活動紹介、クッキーの試食（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、和布の販売（帯など）
消費者団体協議会 すわって　ねて　体験　防災用品
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） ハンドマッサージ
市みのり会 軍手で干支（ひつじ）づくり、木綿風呂敷で前かけ、お赤飯などの販売
母親連絡会 「母親大会」ってなあに？　「母親大会」紹介と「ミツロウ」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！
８０２０推進員 ８０２０推進運動啓発、パネル展示、クイズほか
北児童館こども茶道教室 こどもたちのおもてなし　～お抹茶いかがでしょう～
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（３、４号機）
バルーンアート (１１：００～ ) １１時から、いろいろな形の風船を作ってプレゼント！

時間 団体名 タイトル（内容）
10：00～ 11：00 ひまわり会 人形劇「ぶたぶたくんの　おかいもの」

10：30～ 14：00 図書館ボランティア
おはなし会たんぽぽ

大型絵本「ぼくにげちゃう」
ブラックシアター「ブレーメンの音楽隊」
手人形「ねずみのよめいり」
大型紙芝居「おだんごころころ」

11：00～ 11：30 華笑舞（はなしょうぶ） 銭太鼓

11：30～ 12：00 いきいき座 寸劇「振り込め詐欺　しっかり者の私が騙されるなんて
～息子の後輩と名乗る男がお金を受け取りにきた～」

12：00～ 12：30 きゃべつくらぶ フラダンス

※展示以外の催しは、材料がなくなり次第終了することがあります。

おとなもこどもも　たのしめるよ　みにきてね！

わくわくドキドキ　ふしぎがいっぱい展示・実習の部

公演の部
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駿東地区交通災害共済は、駿東地区に住む皆
さんが掛け金を出し合い、交通事故でけがに
あった方々に見舞金を支給する相互扶助制度で
す。掛金は１口500円で１人２口まで加入で
きます。けがの程度に応じて1万円から200
万円の見舞金が支給されます。

掛金は１口500円、けがに応じて見舞金を支給

駿東地区交通災害共済へ加入を!!

市民部　防災交通課
995-1817

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 28 年３月 31 日㈭までの１年間

です。中途加入の場合は申込手続きをした日の翌日か

ら平成 28 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、2 月下旬以降、各家庭に郵送します。

申込用紙に掛金を添え、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

見舞金の額は右上の共済見舞金額表をご覧ください。

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、見舞金の支給額が半額になります。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）

事故にあったときは必ず警察に届出を

届出をしないと、自動車安全運転センターから交通

事故証明書が発行されず、見舞金が半額となります。
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◆軽自動車税が変わります
原動機付自転車や二輪車、軽四輪自動車などに適用

お知らせ
Announcement
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。

�認め印、通帳、保険証、前年の所

得・扶養家族などがわかる書類

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・出生の手続きと同時

に児童手当の申請をしてください。

子育て支援室　995-1841

福祉サービスの対象になる
疾病が151種に拡大

１月１日㈭から福祉サービスなど

の対象になる疾病が 130 から 151 に

拡大されました。対象となる方は、

障害者手帳をお持ちでなくても、必

要と認められた支援を受けられます。

障がい福祉課　995-1820

国保高齢受給者証新規交付会

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19日㈭　10時20分～11時20分

�福祉保健会館研修室

�昭和 20 年２月２日から３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

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、日常生活での

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
　922-3715

母子家庭や父子家庭の方へ
はり・灸無料治療券を配布

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24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

原動機付自転車や二輪車などは平成 27 年度から新税

額が適用されます。また、軽四輪自動車などの税額は、

自動車検査証に記載されている初度検査年月に応じた税

額が、平成 28 年度から適用されます。軽自動車税は毎

� 管理納税課　995-1811

年４月１日現在の所有者に課税されます。４月２日以降

に廃棄または名義変更を行っても、その年度の４月１日

現在の所有者が納税義務者です。

【原動機付き自転車・二輪車などの税額】 【軽四輪自動車などの税額】

※�電気軽自動車、ハイブリッド車、天然ガス軽自動車や被
けん引車は対象外です。

※2月1日現在、平成27年度軽自動車税の見直しが検討されています。
　決定し次第、改めてお知らせします。

種別 新税額（年額） 種別 新税額
（年額）

原動機付
自転車

排気量50cc
以下

2,000円
軽二輪 総排気量125cc

超250cc以下 3,600円

排気量50cc超
～90cc以下 雪上車 3,000円

排気量90cc超
～125cc以下 2,400円

小型特殊
自動車

農耕作業用 2,400円

ミニカー（排気
量50cc以下） 3,700円 その他 5,900円

※�排気量に準じた電動バイクなど
も含む

二輪の小
型自動車

総排気量
250cc超 6,000円

車輌区分

現行税額
（年額）

新税額
（年額）

重課税額
（年額）※

初度検査年
月が平成27
年３月以前
の車両

初度検査年
月が平成27
年４月以降
の車両

初度検査年
月から13年
が経過した
車両

軽四輪
以上

乗用
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

営業用 5,500円 6,900円 8,200円

貨物
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

営業用 3,000円 3,800円 4,500円

軽三輪 － － 3,100円 3,900円 4,600円
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職業訓練センター２月講座

�●特別教育・安全衛生教育▶粉じ

ん作業特別教育、チェーンソー以

外の振動工具取扱安全衛生教育●

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、

エクセル基礎、ワード活用、エク

セル活用、アクセス基礎、夜間パ

ワーポイント基礎、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、フラワーアレンジ

メント、手作り木綿ぞうり教室、

アロマ教室、絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

市民無料相談会

２月 20 日㈮　

�市役所４階会議室

�●資格団体相談（10 時～ 12 時）

　�土地、家屋（マンション含む）、相

続、各種登記、会社の設立、増資、

成年後見業務、社会保険労務など

に関する相談。司法書士、行政書

士、社会保険労務士、宅地建物取

引主任、土地家屋調査士、建築士、

マンション管理士が応じます。

　�●人権相談（10 時～ 12 時・13 時

～ 15 時）

　�子どもの人権、女性の人権、その

ほか差別待遇などの人権問題の相

談。人権擁護委員が応じます。

　�●行政相談（10 時～ 12 時・13 時

～ 15 時）

　�行政に対する苦情・要望・問い合

わせなどの相談。行政相談委員が

応じます。

市長戦略課広報室　995-1802

平成27年版市政カレンダー
お詫びと訂正

平成 27 年版市政カレンダーの 12

月の今月の納税の部分に介護保険料

（第 6 期分）の記載漏れがありました。

お詫びして訂正します。

市長戦略課広報室　995-1802

ふじのくに地域食育フェア
in東部

2月21日㈯～22日㈰　10時～16時

プラサヴェルデ（沼津市大手町）

�食育についての展示、試食、体験

コーナーや講演会、シンポジウム

など

�講演会を聴講する場合は電話でお

申し込みください。

県健康増進課　054-221-2779

募 集
Recruitment

ふじさんっこ応援隊に
助けられたエピソード

県内で子育てなどの応援に取り組

むふじさんっこ応援隊に助けられた

エピソードを募集します。

�応募用紙に必要事項を記入し、

FAX かメールでお申し込みくだ

さい。応募用紙は県子育てポータ

ルサイトからダウンロードするこ

とができます。

２月 27 日㈮

県こども未来課��054-221-3546
054-221-3521

kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp

http://www.fujisancco.pref.

　shizuoka.jp/

環境市民会議公募委員

環境基本計画を策定するための公

募委員を募集します。

�市内に住んでいるか、通勤してい

る 20 歳以上の方

5 人以内

�応募申込書に必要事項を記入し、

本人が直接提出してください。

２月４日㈬～ 20 日㈮

� 生活環境課　995-1816

市教育振興基本計画（案）に
対するパブリックコメント

市では、教育に関する中長期的な

方向性を示すため、市教育振興基本

計画策定業務を進めています。教育

振興基本計画案を公表し、市民の皆

さんの意見を募集します。

�教育総務課、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られます。

�①市内に住んでいる方②市内に事

務所や事業所がある個人または法

人その他団体③市内の事務所また

は事業所に勤務する方④市内の学

校に通学している方⑤市教育振興

基本計画（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、所定の様式に必

要事項を記入し、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。

２月 26 日㈭まで

�検討後に意見の概要と回答を公表

します。

教育総務課　995-1837

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

平成26年度 市防火標語
地域から  未来へつなぐ  防火の輪
 小田　保之さん

p.9

広報すその　平成27年２月１日号



不良灯油による石油暖房機の故障や異常に注意！
石油暖房機器の燃料として広く使われている灯油で

すが、購入後の保存方法を誤ると、太陽光や熱による

変質、水やゴミ、灯油以外の油の混入などで不良灯油

になることがあります。

この不良灯油の使用は、暖房機器の動作不良を引き

起こし、場合によっては故障したり消火不良になった

りすることがありますので注意してください。灯油を保

管するときは灯油専用容器に入れ、日光や雨の影響を

受けない場所に置きましょう。万が一シーズン中に灯

油を使い切れなかった場合や、長期保管し変質した可

能性がある場合は、購入した販売店に相談するなどし

て安全に廃棄しましょう。また、石油暖房機器は取扱

説明書をよく読んで使用

するようにしましょう。

Ｑ：「未納料金の訴えが起こされたので期日までに連
絡するように」という裁判所からの手紙が届いた。心
当たりはないが、連絡した方が良いか。
Ａ：このような書面が届いた場合は、基本的に連絡せ

ず無視してください。「裁判所を名乗り借金を返せ、未

納料金を払え、相続権が発生したので連絡するように」

といった手紙を無差別に送り、連絡してきた人をだま

す詐欺が増えています。呼出状や支払い督促といった

裁判所からの重要な通知は、郵便局の職員が名宛人を

確認して直接手渡し、受取人が報告書に署名や押印を

する特別配達という特殊な扱いで配達されます。裁判

所から発せられたかのような手紙を受け取ったものの

本物かどうかよくわからない場合は、書面に記された

連絡先には絶対に連絡せず、法律の専門職の方や消費

生活センターに相談してください。

災害時医療従事者などの
ボランティア

災害時にボランティアとして救護

活動に協力できる方を募集します。

�医師、歯科医師、薬剤師、助産師、

看護師、歯科衛生士、保健師、養

護教諭、保育士、救急救命士、理

学療法士、作業療法士、管理栄養

士、栄養士

�氏名、生年月日、年齢、住所、電

話番号、勤務先を明記しお申し込

みください。※電話、メール可

健康推進課　992-5711
kenko@city.susono.shizuoka.jp

男女共同参画推進
市民委員会委員

�市内に住んでいるか、通勤してい

る 20 歳以上の方

若干名

任�期／２年間（４月１日～）

�男女共同参画の学習、研究など

様々な課題を検討します。

２月２日㈪～３月 13 日㈮

�申込書に必要事項を記入し、本人

が直接提出してください。申込書

は市ホームページからダウンロー

ドすることができます。

� 地域振興課　995-1874

市民協働による
まちづくり推進協議会委員

�市内に住んでいるか、通勤してい

る 20 歳以上の方

若干名

任�期／２年間（４月１日～）

�市民協働によるまちづくりの推進

に関し、計画などを話し合います。

２月２日㈪～３月 13 日㈮

�申込書に必要事項を記入し、本人

が直接提出してください。申込書

は市ホームページからダウンロー

ドすることができます。

� 地域振興課　995-1874

消費生活センター
995-1854

有
料
広
告
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２月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ２・９・16・23日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 23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
相談を希望する方

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

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

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26年８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25年８月生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈫９時～９時15分
平成25年２月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

12日㈭13時～13時15分
平成24年８月生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭13時～13時30分
平成24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。
●�夜間当直医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３日㈫ 17時～ 19時 45分
２月10日㈫ ９時～ 11時 30分
２月17日㈫ 13時～ 15時 30分
２月25日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
２月10日㈫ ９時～ 11時 30分
２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

内科 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 整形

15 16 17 18 19 20 21

内科 内科 外科 整形 内科 整形 整形

22 23 24 25 26 27 28

外科 内科 内科 外科 整形 外科 内科

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

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）

健康福祉部　健康推進課
992-5711

県東部保健所
地域医療課
920-2109

有
料
広
告
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２月後期の救急協力医

16 月 東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

17 火 望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

18 水 高遠内科クリニック 926-8739 東椎路 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 木 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

20 金 杉山医院 972-3223 伏見 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 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

22 日

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

岡田医院 921-5321 新宿町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

新井内科
クリニック 992-0811 久根 御成橋栄

クリニック 952-2525 通横町

23 月 境医院 975-8021 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 古屋小児科医院 963-0407 西条町

24 火 おぐち医院 992-6611 深良 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

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。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

25 水 さはこ内科クリニック 999-3850 中土狩 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

26 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

27 金 柿田川医院 973-3601 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下 原小児科医院 962-0636 八幡町

28 土 清流クリニック 941-8688 堂庭 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

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
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
小島レディース
クリニック
952-1133

大岡 大城歯科医院
973-2900 新宿

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

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

有
料
広
告
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富士山資料館993-9300
２月の休館日／2日㈪･9日㈪･16日㈪･23日㈪

美輪明宏ロマンティック音楽会

と　き／	２月14日㈯　18時～　※開場▶17時30分
料　金／	7,800 円　全席指定
※未就学児の入場不可

宝くじ文化公演　富良野ＧＲＯＵＰ公演
2015冬　「夜想曲―ノクターン」

と　き／	２月27日㈮　19時～　※開場▶18時30分
料　金／	大人 3,000 円　高校生以下 1,000 円
※宝くじの助成により、特別料金となっています。
出　演／	富良野ＧＲＯＵＰ
主　宰／倉本聰
※未就学児の入場不可

石井好子メモリアル音楽祭
ポピュラー音楽の祭典2015

と　き／	３月14日㈯　17時～　※開場▶16時30分
料　金／	前売券 6,000 円　当日券 7,000 円
出　演／	美川憲一、伊東ゆかり、中尾ミエ、研ナ

オコ、安奈淳、平みち、髙田利江
※未就学児の入場不可

市民憲章 :
2015 年

（
平
成
27 年

）

2
月1

日
号

No.
1281

秩序をまもり、平和で安全なまちをつくります

絵本作家の福知伸夫さんの作品「こすってこすっ
て」が月刊“ちいさなかがくのとも”の１月号とし
て福音館書店から発行されました。福知さんは 28
歳で絵本作家としての活動を始めました。最近は
工作ができる絵本を描いていて、今回が５作目（“ち
いさなかがくのとも”では４作目）です。福知さん
は、自宅で子どもと遊んでいるときに、モノに紙
をかぶせてクレヨンや色鉛筆でこすって模様や形

絵本「こすってこすって」の作者

福知　伸夫 さん（平松・46歳）

を浮き出たせて絵を描く遊び“こすり出し遊び”
を絵本の題材にしようと思いついたそうです。

絵本で子どもに遊び方を教えるにはどんな流れ
で構成して、どんな表現を使うとわかりやすいか参
考にするため、平成 25 年６月に西幼稚園を取材し
ました。はじめは、園児たちはクレヨンの使い方も
まだわからない様子でしたが、慣れるにつれて部
屋の中からだんだん外へ出て、建物の壁や砂など
大人には思いつかないようなものも大喜びでこすり
出していたそうです。

この絵本の中では、マンホールや葉っぱなど普
段の生活では何でもないモノが色鮮やかにこすり
出されています。こすり出し遊びのおもしろさが
伝わって、たくさんの家庭で芸術作品が生まれそ
うです。
「絵本は様々な家庭に届き、それぞれの家庭で育

ち、その家族にとって大切なものになっていること
もあります。自分の絵本がその家族に影響を与え
たと考えると嬉しいです。絵本の力はすごいと感じ
ます」と福知さん。これからも楽しい絵本で子ども
たちとその家族に笑顔を届けてください。

※	「こすってこすって」は市立幼稚園と子ども教育課で読むこ
とができます。購入を希望する方は書店でご注文ください。

江戸時代の税　その1

江戸時代の税は、大別すると年貢（御
お

物
もの

成
なり

）と
年貢以外の税（小

こ

物
もの

成
なり

）の２つがありました。年
貢は村高（検地をもとに算出されたその村の総生
産高）にかけられ、米で納めるのが原則でした。
11 月になると領主から請求書である年貢可納割付
が出され、納め終わると領収書である年貢皆済目
録が送られてくるのが一般的でした。

須山は、26 町４反９畝
せ

10 歩、高 149 石２斗９
升１合の村でした。天保６年 (1835) の未年御物成
可納割付之事によると、米１石３斗と永

えい

（銭）22
貫 512 文の年貢が課せられています。年貢皆済目
録にあたる當亥年御物成小物成米金銭取立通によ
ると、須山村には水田がなかったので、御物成・
小物成ともに金銭で納めていたことがわかります。

（須山区有文書）

年貢皆済目録

（須山区有文書）

年貢可納割付

広報すその　平成27年２月１日号
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2月15日号
2015年（平成27年）No.

1282 02 	火災・救急・救助統計
03 	春の全国火災予防運動
04 	予防接種で病気を予防
06 	Photograph
08 		使用済みの携帯電話やパソコン	
を無料回収

09 	お知らせ

1月31日　柳端橋開通式



火災件数は前年比4件減少
火災・救急・救助統計

平成26年中の火災統計、救急統計、救助統
計を公表します。火災件数は前年より４件減少
の14件です。救助隊出動件数は前年より８件
減少の20件です。救急車出動件数は前年より
72件減少の1,947件です。

消防署
995-0119

火災統計
◦平成26年中の出火原因別件数

たばこ
３件

その他
5件 放火

２件

自動車事故　１件

出火件数
14件

不明・調査中
1件

こんろ
１件焼却炉

１件

◦平成26年中の火災発生状況（前年比）
出火件数　14件（−４）

内訳

建物火災 ４件（−５）
林野火災 ０件（±０）
車両火災 ７件（＋５）
その他火災 3件（−４）
爆発 ０件（±０）

焼損棟数　４件（−５）

内訳

全焼 ０件（−３）
半焼 ０件（−１）
部分焼 ２件（＋１）
ぼや ２件（−２）

死傷数　４人（＋３）

内訳
死者 ０人（±０）
負傷者 ４人（＋３）

救急統計
◦平成26年中の救急車出場件数（前年比）
出動件数

署所別内訳
本　署 942件（−61）
茶畑分遣所 724件（＋21）
須山分遣所 281件（−32）

合　計 1,947件（−72）

事故種別
内訳

急　病 1,067件　（−6）
交　通 156件（−41）
一　般 265件（＋10）
転　院 341件（−22）
そのほか 118件（−13）

救命講習などの受講者数の推移
　 普通救命講習 上級救命講習 普及員講習

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26年 17回308人 1回  6人 1回13人

◦平成26年中の救急車搬送人員など（前年比）
搬送人員　1,800人（−93人）

程度別内訳

軽　症 789人（−85）
中等症 789人（−11）
重　症 191人 （＋2）
死　亡 31人 （＋1）

年齢区分別
内訳

新生児 2人 （＋2）
乳幼児 97人 （−9）
少年 69人 （−4）
成人 687人（−72）
老人 945人（−10）

搬送医療
機関別内訳

市内 594人（−88）
市外 1,206人 （−5）

現場・病院までの平均所用時間
現場到着まで   7分54秒
病院到着まで 41分  3秒

救助統計
◦出動件数、救出人員の推移
出動件数20件　救出人員16人

（件）
40
35
30
25
20
15
10
5
0

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 平成24年 平成25年

20件20件
16人16人

平成26年

…出動件数
…救出人員
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住宅用火災警報器が命を守る
春の全国火災予防運動 ３月１日㈰～３月７日㈯

3月1日㈰から3月7日㈯まで、全国一斉
に春の火災予防運動が行われます。この時期、
強風が吹き、空気が乾燥するため火災が起こり
やすくなります。住宅防火のための7つのポイ
ントを把握し、火災を未然に防ぎましょう。

消防本部　992-3211
消防署　　995-0119

「もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ」
平成 26 年度全国統一防火標語

「地域から　未来へつなぐ　防火の輪」
平成 26 年度市防火標語

平成 26 年中の当市の火災件数は 14 件、そのうち建

物火災が 4 件です。住宅火災による死者の約 7 割が逃

げ遅れによるものです。住宅用火災警報器を設置すれ

ば早期に火災を発見、避難できるようになります。また、

住宅用消火器を設置して火災が小さなうちに対処でき

るようにしましょう。

すべての住宅は寝室や寝室が 2 階にある場合には階

段上部に住宅用火災警報器の設置が義務づけられてい

ます。市内の住宅用火災警報器の設置率はいまだ 7 割

程度です。まだ設置していないご家庭は設置してくだ

さい。

住宅用火災警報器の電池の寿命は約 10 年です。初

期に取り付けたものは、まもなく 10 年が経過します。

すでに設置している方も電池の交換や、機器の更新の

必要がないか確認してください。古くなり、廃棄する

場合は、本体と電池を分けて市のごみ仕分け表に従っ

て処分してください。

住宅用火災警報器は古くなると誤作動を起こす場合

があります。定期的に掃

除を行いましょう。掃除

の仕方は機種によって異

なります。取扱説明書を

ご確認ください。

火災警報器の設置を
市内の設置率はいまだ 7割程度

住宅防火の 7つのポイント
3つの習慣と 4つの対策が命を守る

消火器の悪質な販売に注意
職員は訪問販売をしません

3 つの習慣

●�寝たばこは、絶対にしない。

●�ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で使用する。

●�ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

4 つの対策

●�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

●�寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、

防炎製品を使用する。

●�火災を小さいうちに消すために住宅用消火器を設置

する。

●�お年寄りや身体の不自由な方を守るために、近隣の

協力体制をつくる。

近年、県内では消火器の悪質な販売が増えています。

家庭に来訪し、消防職員を名乗り、消火器を見せてく

れなどと言い「この消火器は

古いから新しい消火器を購入

したほうがいい」などの手口

で消火器を販売するケースが

あります。消防職員が皆さん

の家庭を訪問し消火器の販売

をすることはありません。悪

質な訪問販売などには十分に

気を付けてください。

p.3
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【成人対象】

インフルエンザ
インフルエンザは普通の風邪に比べて全身症状が強

く、気管支炎や肺炎などを併発、重症化することが多

いのが特徴です。接種後、免疫ができるまでに平均で

２週間かかります。

通知時期／９月下旬ごろに発送済み

接種可能期間／３月 31 日㈫まで

自己負担金／ 1,200 円

対象者／次のいずれかの要件を満たす方

◦ �60 歳から 64 歳までの方で心臓・腎臓・呼吸器・免

疫機能に障がいがあり、障害者手帳１級または同程

度の障がいがある方

◦ �65 歳以上の方（昭和 25 年４月１日以前に生まれた

方）

そ�のほか／昭和 25 年２月以降に生まれた方で接種を希

望する場合は、健康推進課にお問い合わせください。

成人肺炎球菌
成人用肺炎球菌予防接種は、成人肺炎の 25 ～ 40％

を占める肺炎球菌性肺炎を予防し重症化を防ぎます。

接種後、免疫ができるまでに平均で３週間かかります。

助成は生涯で一度だけです。対象年度を過ぎると助成

は受けられません。

通知時期／９月下旬ごろに発送済み

接種可能期間／３月 31 日㈫まで

自己負担金／ 2,000 円

対象者／次のいずれかの要件を満たす方

◦ �60 歳から 64 歳までの方で心臓・腎臓・呼吸器・

免疫機能に障がいがあり、障害者手帳１級または

同程度の障がいがある方

◦ �65 歳の方（昭和 24 年４月２日～昭和 25 年４月

１日生まれの方）

◦ �70 歳の方（昭和 19 年４月２日～昭和 20 年４月

１日生まれの方）

◦ �75 歳の方（昭和 14 年４月２日～昭和 15 年４月

１日生まれの方）

◦ �80 歳の方（昭和 9 年４月２日～昭和 10 年４月１

日生まれの方）

◦ �85 歳の方（昭和４年４月２日～昭和５年４月１日

生まれの方）

◦ �90 歳の方（大正 13 年４月２日～大正 14 年４月

１日生まれの方）

◦ �95 歳の方（大正８年４月２日～大正９年４月１日

生まれの方）

◦ �100 歳の方（大正３年４月２日～大正４年４月１

日生まれの方）

◦ �101 歳以上の方（大正３年４月１日以前に生まれ

た方）

予防接種の目的は、自分が病気にかからないこと、かかっ
ても軽症ですむこと、まわりの人にうつさないことです。予
防接種は、自然に感染するよりも安全に免疫を作ることが
できます。予防接種を受けるときは接種券をお持ちになり、
実施医療機関で接種してください。

予防接種で病気を予防
接種期間中に接種を受けましょう

健康福祉部　健康推進課
992-5711

○20歳未満の方が転入したとき
転入前の市区町村によって予防接種の方法が異

なります。保護者は、母子健康手帳をお持ちになり

健康推進課へお越しください。未接種のものがあれ

ば、接種券を交付します。

○転出したとき
転出先では当市の接種券は使えません。転出先の

市区町村にお問い合わせください。

○�裾野市・沼津市・長泉町・清水町の協力医療機
関以外で接種をしたいとき
希望する医療機関での接種が可能かどうか健康

推進課にお問い合わせください。

こんなときは手続きを！

p.4
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【０～20歳対象】

予防接種を受ける前・受けた後の注意

●�接種当日、体調は普段と変わりありませんか？風邪

気味のときなどは医師に詳しく状態を伝え、接種を

受けてよいかどうか判断を仰ぎましょう。

●�接種後 30 分間は急な副反応が起こることがありま

す。接種医とすぐに連絡を取れるようにしておきま

しょう。

●�入浴は差し支えありませんが、注射部位を強くこす

ることはやめましょう。

※�日本脳炎予防接種は、旧ワクチンの副作用の問題で平成 17 年度から 21 年度まで接種を差し控えていましたが、

新ワクチンが開発されたことに伴い平成 22 年度から再開しました。この間対象だった方（平成７年３月１日～平

成 19 年４月１日生まれ）で未接種の方には、健康推進課で接種券を交付するのでお問い合わせください。

予防接種後健康被害救済制度

定期予防接種による副反応などで、医療機関で治療

が必要な場合や生活が不自由になった場合の救済制度

です。①医療費②医療手当③障害児養育年金（18 歳

未満）／障害年金（18 歳以上）④死亡一時金⑤葬祭

料⑥遺族年金／遺族一時金の給付を受けることができ

ます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-

　kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/

種　類 通知時期 接種可能期間

ヒブ（全４回）
初回 １カ月になる月の月末 生後２カ月～５歳の誕生日の前日
追加 10カ月になる月の月末 初回終了後７カ月～５歳の誕生日の前日

小児肺炎球菌（全４回）
初回 １カ月になる月の月末 生後２カ月～５歳の誕生日の前日
追加 11カ月になる月の月末 １歳～５歳の誕生日の前日

ＢＣＧ（結核予防） ２カ月になる月の月末 生後３カ月～１歳の誕生日の前日

四種混合１期（全４回）
〔ジフテリア・百日せき・破傷風・
不活化ポリオ〕

初回 ２カ月になる月の月末 生後３カ月～７歳６カ月になる前日

追加 １歳５カ月になる月の月末 １歳６カ月～７歳６カ月になる前日

水痘〔水ぼうそう〕（全２回） 11カ月になる月の月末 １歳～３歳の誕生日の前日
二種混合〔ジフテリア・破傷風〕 10歳11カ月になる月の月末 11歳の誕生日～13歳の誕生日の前々日

日本脳炎１期（全３回）
初回 2歳11カ月になる月の月末 ３歳の誕生日～７歳６カ月になる前日
追加 ３歳11カ月になる月の月末 ４歳の誕生日～７歳６カ月になる前日

日本脳炎２期 平成18年３月１日生まれか
ら個別に随時通知 ９歳の誕生日～13歳の誕生日の前々日

ＭＲ１期〔麻しん・風しん混合〕 11カ月になる月の月末 １歳の誕生日～２歳の誕生日の前日

ＭＲ２期〔麻しん・風しん混合〕 平成20年４月２日～平成21
年４月１日生まれの方に発送 ３月３１日㈫まで

三種混合１期（全４回）
〔ジフテリア・百日せき・破傷風〕

初回

四種混合ワクチンへ移行中の
ため、通知なし

生後３カ月～７歳６カ月になる前日
追加 １歳６カ月～７歳６カ月になる前日

単独不活化ポリオ１期
（全４回）

初回 生後３カ月～７歳６カ月になる前日
追加 １歳６カ月～７歳６カ月になる前日

子宮頸がん予防（全３回） 通知なし、希望者には健康推
進課で接種券を交付 中学１年生～高校１年生相当まで

p.5
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Photograph 1 月

新春の深良路を駆け抜けて
深良地区元旦マラソン・駅伝大会が行われ、171

人のランナーが新春の深良路を駆け抜けました。第
40 回の記念大会となった今大会では、連続出場選手
6 人が表彰されました。� （1 月 1 日）

623人が成人に
成人式が市民文化センターで開催されました。

623 人が大人の仲間入りをし、華やかな振り袖やピ
シッとしたスーツに身を包んだ新成人 431 人が出席
しました。新成人を代表して土屋高博さん ( 富岡中
卒 ) と渡辺菜月さん ( 須山中卒 ) が誓いのことばを
堂々と述べました。� （1 月 11 日）

交通事故防止の決意を新たに
交通指導員年頭視閲式が市役所駐車場で行われま

した。交通指導員たちは服装や規律の点検を受け、
今年一年の交通事故防止のために活動する決意を新
たにしました。� （１月 11 日）

炎に無病息災を祈る
どんど焼きが、市内各地で行われました。桃園地

区では、木や竹などでやぐらを組んで正月飾りなど
を並べました。火をつけると勢いよく燃え上がり、
竹の弾ける音が響きました。参加者は炎に今年一年
の無病息災を祈りました。� （１月 10 日）

新春を飾る消防出初式
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、小型ポンプ操法の披露、
一斉放水が行われました。一斉放水では色とりど
りの水が空に向かって放たれました。式典の後は
パレードが行われました。今年１年の防火の決意を
新たにした消防団員の方々の勇壮な行進が駅前通
り、新道通りで行われました。� （１月11日）

p. 6p.6
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Photograph January

椅子や本棚作りに挑戦
子どもフェスティバルが生涯学習センターで開催

されました。駐車場では大工あそびコーナーが開設
され、子供たちはノコギリや金槌を使い、椅子や本
棚などを作りました。� （１月 25 日）

世界遺産を守る若い力
須山浅間神社で須山中１･2 年生や関係者約 70 人

が参加し、放水訓練が行われました。生徒は水圧に
押されないようにホースを抱え込み、社殿の屋根に
向けて放水しました。� （1 月 25 日）

気球のシルエット
南小学校でふるさと学級

が行われました。雲一つな
い快晴の中、気球は 20m
の高さまで上昇し、4 ～ 6
年生の約 60 人が市内を一
望しました。児童たちは地
上にいる友だちや家族に向
かって「お～い」と手を振っ
て大はしゃぎでした。
� （1 月 17 日）

御殿場市と神山・深良線の整備事業に着手
（仮称）神山・深良線の整備事業に関する協定書

の調印式が生涯学習センターで行われました。駿東
地域に様々な効果が期待される重要な道路。平成 39
年の開通に向け、両市で協力して事業を進めていき
ます。� （1 月 27 日）

駐車場とトイレが完成
須山浅間神社の駐車場と公衆トイレが完成しまし

た。乗用車 9 台と大型バス 3 台の駐車ができます。
公衆トイレは世界遺産富士山の構成資産にふさわし
く、木造平屋建ての瓦ぶきで、休憩所や多目的トイ
レも設置されています。� （1 月 21 日）

p. 7p.7
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回収方法
①あらかじめ個人情報などのデータを削除する。

②バッテリーを取り外す。

③�市内６カ所に設置した使用済小型家電回収ボックス

に、袋などに入れずにそのまま入れてください。ボッ

クスの投入口が大小 2 つありますが、携帯電話は専

用の小さい投入口に、それ以外は大きい投入口に入

れてください。

注意事項
◦�一度回収ボックスに入れた物は、取り出すことはで

きません。

◦回収品目以外は入れないでください。

◦�バッテリーは絶縁して、リサイクル協力店に出して

ください。4 月 1 日㈬以降は、資源物「乾電池・充

電池」の収集日に出すことができます。

11 月に開催した環境大会では、2,230kg の小型家電

を回収しました。ご協力ありがとうございました。

回収品目

◦そのほか携帯電話やパソコンなどの標準付属品
キーボード、マウス、AC アダプタ、充電器、ケー

ブルなど

※使用済小型家電は壊れていても回収します。

※�回収ボックスで回収するものは、40 × 20cm の投入

口に入るものに限ります。デスクトップ型パソコン

や大きなモニターなどボックスに入らないものは、

美化センターで回収します。

回収ボックスの設置場所・回収時間

携帯電話やパソコンなどの小型家電には、レアメタルな
どの貴重な資源が含まれています。市では使用済小型家電
のリサイクルを推進するため、２月16日㈪から６カ所の公
共施設に設置した回収ボックスで携帯電話とパソコンなど
の無料回収を始めました。

生活環境課	 995-1816
美化センター	 992-3210

ところ と　き
市役所（１階ホール）

月～金曜日　８:30 ～ 17:15
※祝日・年末年始を除く

深良支所（入口）
富岡支所（入口）
須山支所（入口）

生涯学習センター（入口）

火～日曜日　８:30 ～ 21:00
※年末年始を除く
※�月曜日が祝日の場合は開館し
翌日が休館

美化センター（集積所）

月～金曜日　９:00 ～ 11:00
　　　　　��13:00 ～ 15:00
土曜日　　　９:00 ～ 11:00
※�祝日・年末年始、第５水曜日
を除く

品　目 重量 (㎏ ) 収入 (円 )

携帯電話端末 20 7,560

パソコンなど 1,840 69,552
そのほか (付属品など ) 370 1,998

計 2,230 79,110

これは入れないで！
間違えやすい資源物の回収
外付ドライブ、ワープロ、イヤホン、
デジタルカメラ、USBメモリなど

回収ボックスでは回収できません！
資源物「その他金属」の収集日に出してください。

携帯電話
PHS、スマートフォン
を含む

パソコン
タブレット型情報通信
端末やモニターを含む

携帯電話やパソコンを無料回収
２月16日㈪から市内６カ所で

携帯電話やパソコンを無料回収携帯電話やパソコンを無料回収p.8
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お知らせ
Announcement

土砂災害（特別）警戒区域
の縦覧

今年度、県から新たに市内の 35

カ所が、土砂災害警戒区域と土砂災

害特別警戒区域の指定を受けました。

市内の指定区域は、77 カ所となりま

した。区域図などの関係図書を防災

交通課で縦覧できます。

防災交通課　995-1817

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 ) 事項証明書を、駿豆地

区 12 市町で取得できます。

�次の取扱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

▶取扱市町に本籍地があり、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

「耳の日」記念講演会

２月24日㈫　13時30分～15時30分

�サンウェルぬまづ４階多目的ホール

講�　師／矢野耕二さん（東京聴覚障

害者自立支援センター）

演�　題／聴覚障害者へのソーシャル

ワーク～安心して生活・通学・就

労するために～

� 沼津市社会福祉協議会
　922-1500

きこえの相談会

�２月26日㈭・27日㈮　10時～12時・

13 時 30 分～16 時

�県立沼津聴覚特別支援学校聴能室

�県東部地区に住んでいる 18 歳以

下の方

電話か FAX でお申し込みください。

２月 17 日㈫

� 沼津聴覚特別支援学校（柏木）
　921-3398　 923-5327

ＥＶ・ＰＨＶ用の
充電設備を設置

市役所駐車場にＥＶ・ＰＨＶ用の

普通充電設備を設置しました。どな

たでも無料で利用できます。

利�用できる時間／平日の８時 30 分～

17 時　※祝日・年末年始を除く

給電利用時間／１時間

利�用方法／市役所１階受付へお申し

込みください。

総務管財課　995-1807

富士急高速バス東京駅線
平日1,000円キャンペーン

富士急シティバスでは、市内と東

京駅を結ぶ高速バスを毎日４往復運

行しています。この高速バスが、期

間限定で片道 1,000 円（小人 500 円）

で利用できます。

３月 20 日㈮まで　※㈯㈰を除く

市�内のバス停／千福下、市民文化セ

ンター前、トヨタ自動車東日本前

��市民文化センターのバス停の近く

に、利用者専用の無料駐車場があ

ります。

富士急コールセンター
　0555-73-8181

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／①家具類②ベビー

用品、子ども用品③家庭電気製品

④楽器、スポーツ用品、娯楽用品

⑤学用品⑥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

転車、バイク、貴金属など

登�録方法／譲りたいもの、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

登録申込書から登録してください。

登録期間／登録した日から３カ月

商工観光課　995-1857

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

p.9
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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 26 日㈭　10 時～ 13 時

�市役所１階市民相談室

14 人程度（先着順）

�事前にお申し込みください。

　※電話可

３月 12 日㈭

� 国保年金課　995-1813

弁護士による無料法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じま

す。相談は予約制です。

３月 20 日㈮　10 時～ 12 時

�市役所４階 401 会議室

６組（先着順）

�予約は３月２日㈪８時 30 分から

電話で受け付けます。

◦相談時間は１組 20 分以内です。

　◦�相談の内容によっては、ほかの

相談で対応することもあります。

広報室　995-1802

認知症を語る会

申し込みは不要です。直接会場に

お越しください。

３月６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の方

市介護家族の会（中村）
　993-2508
　社会福祉協議会　992-5750

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

募 集
Recruitment

西小放課後児童室の指導員

放課後児童室では、小学校低学年

の子どもを放課後や長期休暇のとき

にお預かりしています。西小学校の

放課後児童室の指導員を募集します。

勤務時間／平日は 13 時から 18 時、

土曜日・長期休暇中は８時から 18

時の中で、時間交代制

３月２日㈪

�勤務の日数や期間・時間は相談に

応じます。

西小学校放課後児童室
　992-5580
　子ども教育課　995-1822

有
料
広
告

市では、映画やテレビなどのロ

ケの誘致、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

力施設を随時募集しています。応

募すると、ロケ協力者として市に

登録され、適宜、映画やテレビ番

組の制作会社に紹介します。

�どなたでも結構です。未成年の方

は、保護者の方の同意が必要です。

�広報室にある所定の登録申込書

に必要事項を記入し提出してく

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する

こともできます。

�◦�ロケの出演やロケ地としての

使用を約束するものではあり

ません。

　◦�原則として、無償での協力を

お願いします。

広報室
995-1802

市登録のエキストラ
ロケ協力施設を募集

p.10
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有
料
広
告

消費生活セミナー

食品表示を中心に、消費者が見落

としがちな食の安全について説明し

ます。講師は、テレビでも活躍して

いる食品問題の第一人者です。

�３月 14 日㈯　13 時～ 15 時

�市民文化センター３階会議室

50 人（先着順）

テ�ーマ／テレビでは教えてくれな

い！食品問題のうそ？ホント！

講�　師／垣田達哉さん（消費者問題

研究所代表）

�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

第65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。

募集期間／２月23日㈪～３月13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

27 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８日㈬～ 12 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

～植樹体験と森の絵本～
森の楽校

�３月 15 日㈰　９時～ 15 時 30 分

※集合▶８時 45 分　三島市役所

�箱根西麓「景観創造の森」

�小学生以上　※小学１～３年生は

保護者同伴

30 人（先着順）

�約４㎞の山歩き、植樹と絵本の読

み聞かせ

講�　師／スギヤマカナヨさん（絵本

作家）

３月５日㈭

�長袖、長ズボン、防寒着、軍手、

タオル、帽子、弁当、水筒、ヘルメッ

ト（ある方）

� 箱根山組合　976-1013

平成26年度 全国統一防火標語
もういいかい  火を消すまでは

まあだだよ

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㈰ ㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

７日㈯ 田央設備㈲
☎ 997-5175

８日㈰ ㈱小島屋商会
☎ 998-0019

14 日㈯ ㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

15 日㈰ ㈱西島工業
☎ 993-1070

21 日㈯ 鈴木住宅設備
☎ 993-3901

22 日㈰ 一和設備工業
☎ 997-4663

28 日㈯ 工管設
☎ 993-1603

29 日㈰ 小川設備工事店
☎ 993-2074

3月　カレンダー

24日㈫～
３月26日㈭ 市議会3月定例会

１日㈰～
７日㈯ 春季全国火災予防運動

19日㈭ 市立幼稚園卒園式

20日㈮ 市立小中学校修了式・卒業式

25日㈬ 市立保育園卒園式

人　口　53,301人� （＋26人）
　男　　27,157人� （−13人）
　女　　26,144人� （＋39人）
世　帯　21,290世帯�（＋33世帯）
内、外国人� 724人�400世帯

2 月１日現在
データバンク
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３月前期の救急協力医

1 日

あめみや内科 935-1159 吉田町 勝呂医院 962-3083 千本中町

きせがわ病院 952-8600 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

2 月 なおきクリニック 929-8555 東椎路 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

3 火 今井医院 921-3211 五月町 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

4 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 田中医院 921-2053 高島町

5 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

6 金 岩渕内科医院 951-4579 添地町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

7 土 かとう内科医院 946-5562 大岡 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

8 日

聖隷沼津病院 952-1000 松下 守重医院 931-2511 我入道
　江川

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 西方外科医院 921-1333 共栄町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

9 月 小林内科医院 921-2165 米山町 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

10 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 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

11 水 林医院 931-1120 住吉町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 古屋小児科医院 963-0407 西条町

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

有
料
広
告
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12 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

13 金 本村クリニック 969-0001 大塚 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

14 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

15 日

森医院 966-2017 石川 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 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 五十嵐クリニック 934-6700 志下

救急協力医は変更になる場合がありますので、
事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

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
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
前川産婦人科 
クリニック
999-0300

下長窪 木の花歯科医院
972-0097 堂庭

8 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 さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

15 日
耳鼻科サイラ 
クリニック
935-1133

市場町 吉村眼科内科医院
984-1333 長伏 かまたクリニック

988-2488 文教町 ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター
☎ 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

有
料
広
告

清水町
長泉町
沼津市
三島市
裾野市
富士市
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市民憲章 :
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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

３月の行事予定
おはなしの会
� ７日㈯� 14 時～� おはなしのへや
� 14 日㈯� 11 時～� 文化センター図書室
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
� 17 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）
� 18 日㈬� ９時～ 12 時� 展示室
� 25 日㈬� 13 時～ 16 時� 展示室
※�平成 26 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。通知ハガキか母子手帳をお持ちに
なりお越しください。参加できない場合はご連
絡ください。

図書館映画会
と　き／３月 14 日㈯　14 時～ 15 時 18 分
上映作品／�忍たま乱太郎　忍術学園全員出動の段
申込み／�３月７日㈯９時から図書館１階カウンター

で整理券を配布します（ご家族分のみ）。
定　員／ �60 人
※�駐車場のスペースに限りがあるため、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㈪、23日㈪、
30日㈪、31日㈫

３月の休館日

秋葊　恵
けい
澄
と

くん
（２歳 10カ月・御宿入谷） 高野　悠

ゆう

くん
（２歳 10カ月・トヨタ）

小林　遙
とお
馬
ま

くん
（３歳・南堀）

黒木　結
ゆい
菜
な

ちゃん
（２歳 10カ月・本茶）

黄
おお
地
ち
　悠
はる
貴
き

くん
（２歳 10カ月・御宿台）

鈴木　伶
れい
奈
な

ちゃん
（２歳 10カ月・堰原）

今月の一冊
月光のスティグマ

このスティグマ（傷痕）にか
けて俺が一生護る－。月夜に
誓った美少女との再会が、愛欲
と疑念の始まりだった。阪神淡
路大震災と東日本大震災に翻
弄された孤児の命運を描く、恋
愛サスペンス。『yomyom』連載
を単行本化。

著：中山七里　出版社：新潮社

新刊紹介 New	Release

『かこさとしあそびずかん　ふゆのまき』
文・絵：かこさとし　小峰書店
『ねこどんなかお』
絵：MAYA�MAXX（まや　まっくす）
文：村上しいこ　講談社（講談社の創作絵本）
『ぷんぷんおばけ』
作・絵：なかがわちひろ　理論社
『乙霧村の七人』
著：伊岡瞬　双葉社
『自滅』
著：柴田よしき　KADOKAWA
『翼を持つ少女　BISビブリオバトル部』
著：山本弘　東京創元社
『北条早雲　悪人覚醒篇』
著：富樫倫太郎　中央公論新社
『猫キャンパス荒神』
著：笙野頼子　河出書房新社
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3月1日号
2015年（平成27年）No.

1283 02 	平成 27年度	
	 講座・教室の受講生を募集

06 	来年度の国民年金保険料が決定
	 納付が困難な方は免除などの申請を

07 	AEDで救える命があります
	 44 カ所の公共施設に設置

08 	お知らせ

2月3日　佐野八幡宮節分祭



平成27年度

講座・教室の受講生を募集
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 会 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
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
美 術 教 室 第2㈯　10：00～ 水彩画、油彩画などの画法を学ぶ 3歳以上

　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 み／受付会場にある申込用紙に必要事項を記入し、受講料を添えてお申し込みください。
	 ※ 3 月 15 日㈰は鈴木図書館２階展示室で受付を行います。17 日以降は東西公民館。
受付期間／３月15日㈰～４月11日㈯９時～21時　※先着順で定員になり次第、受付を終了します。
そのほか／●受講料はおつりのないようにしてください。
　　　　　●開講後に受講を辞退しても、受講料は返金できません。

講座名 と　き 内　容 対　象 定員 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 30人 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
30人

3,800円 1,000円
／1回

華 道 Ⅱ ( 夜 ) 第2・4㈮
19：30～　全19回 30人

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 24人 2,200円 3,000円程度

糸 と 布 遊 び 第2㈬
13：30～　全10回

手芸で幅広い作品作り
に挑戦する 一般 24人 2,000円 10,000円

園 芸（ 山 野 草 ） 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 24人 2,000円 −

彫 刻（ 鎌 倉 彫 ） 第2㈯
9：30～　全11回 鎌倉彫で作品を作る 一般 30人 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

24人

2,200円 7,200円
半紙代書 道 B 第3㈭

9：30～　全11回 24人

書 道 C 第4㈭
9：30～　全11回 24人

英 会 話 　 初 級 5～12月　火曜日
19：30～　全21回

日常や海外旅行に使え
る英会話の入門編 初心者 20人

4,200円 −
英 会 話 　 中 級 5～11月　木曜日

19：30～　全21回
自分の意見が述べられ
るなど英会話の実践編 中級者 20人

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 24人 2,200円 1,000円

／1回
※ 7・8 月に夏休み子ども体験講座、9 月・11 月に陶芸講座を開講予定です。
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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／生涯学習センターでお申し込みください。
受付期間／３月17日㈫～４月19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。❺講師の都合により日程が変更になることがあります。

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

人 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

人 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。肩こり解消にもおすすめです。

初心者 30
人 3,600円 -

着 付 け 5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

人 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
人

3,600円

-

フラダンス
（ 夜 ）

５月～　第１・３㈬
19:30～21:00　全18回

30
人 -

写 真 ５月～　第１・３㈫
10:00～12:00　全18回

カメラの基本。撮影モード機能解説や、
レンズ、構図について基礎から学びます。初心者 20

人 3,600円 -

ヒップホップ
ダ ン ス

５月～　第２・４㈭
20:00～21:15　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。

小学生
以上

30
人 3,600円 -

裾野の歴史 ５月～　第２・４㈭
19:00～21:00　全10回

裾野と富士山の関わりや深良用水な
どの裾野の歴史を学びます。

初級
学習者

20
人 2,000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

人 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

人 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

人 3,600円 5,000円
程度

ボ ー ル ペ
ン・筆ペン

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

人 3,600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

人 2,000円 6,000円
程度

お菓子作り ５月～　第2㈭
19:00～21:00　全10回

楽しくお菓子を作って、美味しくい
ただきます。 初心者 24

人 2,000円 8,000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

人 2,000円 5,000円
程度

p.3
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市スポーツ教室� 問合せ／生涯学習課　992-3800

北児童館・南児童館　2・3歳児のための教室� 問合せ／北児童館　997-8400　南児童館　993-1881

　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、保険料と手数料を添えてお申し込みください。

教室名 と　き ところ 内容 対　象 定員 受付開始 費　用

スポーツ教室
西 会 場

4月10日㈮～
19:00～21:00

月１～３ 回　金曜日

西小
体育館

レクリエーション
スポーツ 中学生以上 20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25日㈯～
13:30～15:30

月１～２ 回　土曜日

東小
体育館

グラウンド

ニュースポーツ
各種 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13日 ㈬～
19:00～21:00

月１～２ 回　水曜日

深良小
体育館

ニュースポーツ
各種 30人

富岡地区チャ
レ ン ジ 教 室

５月16日㈯～
13:00～15:00

月２～３回　土曜日

富一小
体育館

グラウンド

レクリエーション
スポーツ

小学生
（4年生以下は

保護者同伴）
20人

テ ニ ス 教 室
須山会場(注1)

5月16日㈯～
10:00～12:00

月１～３ 回　土曜日

須山
テニス場 硬式テニス 中学生以上 20人

ファミリーバド
ミントン教室
須 山 会 場

4月10日㈮～
19:00～21:00

月３～５ 回　金曜日

須山中
体育館

ファミリー
バドミントン

小学生以上
（低学年は
保護者同伴）

30人

※テニス教室須山会場はテニスの技術向上を目的としていません。テニスを通じてスポーツに慣れ親しむための教室です。

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 歳児教室は、いずれかの教室にのみ参加できます。
申込方法／	各児童館へ来館し、直接申し込んでください。

教室名 と　き 内　容 対　象 定　員 申込期間 参加料

北
児
童
館

2歳児
「キッズ教室」

5月～平成28年2月
（8月除く）

原則各月2回　金曜日
10：00～11:00

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

市内に住んでい
る平成24年4
月2 日 ～ 平 成
25年4月1日に
生まれた子ども
とその保護者

20組
2クラス
（抽選）

4月4日㈯9：00～
８日㈬16：30

年間
1,500円

2・3歳児
「ステップ教室」

5月～平成28年3月
（8月を除く）

原則各月1回　木曜日
（計10回）

10：00～11:00

派遣講師の指
導で子どもの
運動機能の発
達を促しなが
ら、季節に応じ
た親子体操

市内に住んで
いる平成23年
4月2日～平成
25年4月1日
に生まれた子
どもとその保
護者

20組
（先着順）

◎3歳児
4月8日㈬9：00～
10日㈮16：30
◎2～3歳児
4月18日㈯9：00～
24日㈮16：30

年間
1,000円

南
児
童
館

2・3歳児
教室

4月～平成28年３月
原則各月2回　水曜日

10：00～11：00

集団遊び、リト
ミック、読み聞
かせ、制作など

22組
2クラス

※年齢・月齢
によってク
ラスを分け
ます。（抽選）

4月4日㈯9:00～
8日㈬16：30

年間
1,500円

リズム運動と
楽しい音楽

5月～平成28年3月
各月1回　木曜日
10：00～11:00

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

市内に住んで
いる主として
2・3歳児

（上記教室に入
れなかった方
が優先）

20組
（先着順）

4月11日㈯9:00
～18日㈯16：30

年間
500円

平成27年度　講座・教室の受講生を募集p.4
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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～ 裾野高校武道場 幼保年長
以上

裾 野 剣 道 毎週㈰　９：00～
毎週㈬　19：00～

市民体育館
富岡中体育館

幼保年長
以上

裾 野 東 サ ッ カ ー 毎週㈮　17：00～
毎週㈯　15：00～ 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～ 富岡第一小体育館
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 Ｊ Ｓ Ｃ（ サ ッ カ ー ） 毎週㈯・㈰　９：00～ 富岡第一小グラウンド 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

p.5
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健康福祉部　国保年金課
995-1813
沼津年金事務所
921-2201

来年度の国民年金保険料が決定

納付が困難な方は免除などの申請を
　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、保険料の免除や納付猶予を申請することができます。
免除申請時点の２年１カ月前の月分まで申請できます。

平成 27年度の国民年金保険料は
月々 15,590 円
保険料の納付期限は、翌月末です。例えば、４月分

の納期限は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は、国保年金課または

年金事務所へご連絡ください。

口座振替を希望する方は、納付書または年金手帳、

通帳、金融機関届出印を、クレジットカード納付を希

望する方は、納付書または年金手帳、認め印、クレジッ

トカードをお持ちの上、国保年金課または年金事務所

へお申し込みください。

免除・若年者納付猶予申請
〈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。失業したり災害に遭ったりした

場合に適用される特例免除も、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。

〈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と、学校を卒業する

まで、納付しなければならない保険料の納付を猶予さ

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

上、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 26 年度分の
申請を行った方）
平成 27 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はがき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・納付猶予期間の保険

料は、10 年以内であれば納付することができます。

追納すれば、将来受給する年金額を増やすことが

できます。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。

p.6
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AEDで救える命があります

44カ所の公共施設に設置

早期の心肺蘇生法で社会復帰率の向上

心臓突然死は、心臓が何らかの原因で急に動かなく

なり、そのまま死亡してしまうことです。心不全や心

筋こうそくなどが主な原因です。

突然、心臓が止まってしまった場合に、応急手当が

遅れるにつれて命を助けることが困難になります。も

し、AED による除細動が必要な場合に除細動が１分遅

れると、社会復帰の可能性が７～ 10％低下するといわ

れています。また、心肺蘇生法をすぐに行わなければ、

脳への血流が少なくなり、心臓が動き出しても永遠に

意識が戻らなくなることもあります。

その場に居合わせた方による早期の心肺蘇生法がと

ても重要です。消防署では、定期的に普通救命講習を

開催しています。多くの方の受講が、社会復帰率の向

上につながります。

普通救命講習会の参加者を募集

AED を使った心肺蘇生法を習得できます。

と　き／３月 14 日㈯　９時～ 12 時

ところ／消防庁舎３階災害対策室

対　象／中学生以上の方

定　員／ 30 人 ( 先着順 )

申�込方法／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、提出してください。申込

用紙は市のホームページからもダウンロードできます。

AED は、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器で
す。心室細動（心臓のけいれん）の状態になったときに、
機器が自動的に解析を行い、必要に応じて電気的な
ショック（除細動）を与えます。AED は誰でも使用す
ることができます。人が倒れているとき、その場
に居合わせた方の行動が命を救うことがあります。
消防署では、AED を使った心肺蘇生法を習得で
きる救命講習会を開催しています。いざ
というときのために、ご参加ください。

消防署救急係
995-0119

主な公共施設、学校などに設置

AEDは自動体外式除細動器（Automated	External	

Defibrillator）の略です。市では、次の 44 施設に

AED を設置しています。

○市役所（１階市民ホール）

○市民体育館（受付）

○市民文化センター（１階エントランス）

○福祉保健会館（１階健康推進課）

　※休日、夜間は守衛室

○市立水泳場　※開場期間中のみ

○ヘルシーパーク裾野（フロント）

○運動公園（管理棟・陸上競技場ロビー）

○鈴木図書館（１階受付前）

○生涯学習センター（１階事務所）

○斎場

○南児童館・北児童館

○消防庁舎（１階ホール）

○富士山資料館

○認知動作型トレーニング分室

○深良支所・富岡支所・須山支所

○水道庁舎

○市立小中学校［14 校］

○市立幼稚園・保育園［11 園］

無料

ることができます。人が倒れているとき、その場
に居合わせた方の行動が命を救うことがあります。
消防署では、AED を使った心肺蘇生法を習得で

p.7
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《オープニングセレモニー》
３月 13 日㈮　９時～

運動公園芝生の丘

	テープカット、バルーンリリー

ス、富岡第二小学校の児童によ

る滑り初め

　運動公園のローラー滑り台 ( 大 ) をリニューアルしました。オー

プニングセレモニー終了後、利用できるようになります。

《利用案内》
９時～　※初日は 10 時ころ～

マットなど　※なくても可

	●６歳未満の方には保護者の方

が必ず付き添ってください。●

休園日は月曜日です。４月以降

は第３月曜日（祝日の場合は開

館し次の平日）になります。

運動公園ローラー滑り台
３月 13日㈮から利用再開 !

お知らせ
Announcement

市立小中学校の給食費改定
27年度から

平成 27 年度から市立小中学校の

給食費を次のとおり改定します。

改定前 改定後
小
学
校

月額 4,100 円 月額 4,400 円

中
学
校

月額 4,800 円 月額 5,300 円

学校給食センター　992-6868

国保高齢受給者証新規交付会

４月１日㈬から対象となる方に受

給者証を交付します。

	３月 26 日㈭　10 時 20 分～ 11 時

20 分

福祉保健会館研修室

	昭和 20 年３月２日～４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

市民無料相談

	３月 20 日㈮　10 時～ 12 時　※

受付▶ 11 時 40 分まで

市役所４階 401 会議室

相�談内容／●司法書士相談▶相続、

各種登記、会社の設立、増資、成

年後見業務、社会保険労務などに

関する相談。●行政相談▶行政に

対する苦情・要望・問合せなどの

相談。行政相談員が応じます。●

税務相談▶各種税金についての相

談。税理士が応じます。

広報室　995-1802

御殿場南高校吹奏楽部
定期演奏会

	３月 22 日㈰　14 時～　※開演▶

13 時 30 分

御殿場市民会館

	AKB48 メドレー、ようかい体操

第一 ( ダンス )、松田聖子メドレー、

情熱大陸などの演奏

無料

御殿場南高校吹奏楽部（海野）
　0550-82-1272

洋らん展

	３月15日㈰～ 22日㈰　※16日㈪

は休館日

楽寿園内展示場（三島市一番町）

	カトレア・デンドロビウムなど洋

らんの展示、栽培相談、即売

三島市立公園楽寿園
　975-2570

募 集
Recruitment
ことばの教室

発音、言葉の発達、吃音（どもり）

などが気になる子どもの指導を行い

ます。保護者の相談にも応じます。

ことばの教室（東小学校校舎内）

	市内に住んでいる満３歳から小学

生まで

	●未就園児▶学校教育課●保育園

児・幼稚園児▶通園している保育

園・幼稚園、ことばの教室、学校

教育課●小学生▶通学している小

学校

学校教育課　995-1838

市民体育館　993-0303
生涯学習課　992-3800

p.8
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大腰筋マシン指導教室

体幹を鍛えながら脳の活性化も期

待できる教室です。

４月１日㈬～７日㈫　※㈪は除く

県総合健康センター（三島市谷田）

中学生以上の方

３月 25 日㈬

県総合健康センター
　973-7000

男性介護者交流会

	３月 14 日㈯　13 時 30 分～ 15 時

30 分

福祉保健会館３階会議室

男性の介護者、介護職員など

	住所、氏名、電話番号を明記し、

FAX でお申し込みください。地域

包括支援センター、北部地域包括

支援センター、担当のケアマネー

ジャーに申し込むこともできます。

３月 10 日㈫

介護家族の会（勝又）
　992-2495

防衛省採用試験
―幹部候補生―

	５月 16 日㈯　※飛行要員のみ 16

日㈯・17 日㈰

県東部総合庁舎（沼津市高島本町）

	●大卒程度▶ 20 歳以上 26 歳未満

の方（22 歳未満は大卒〔見込含〕

の方）●院卒程度▶平成 28 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

３月１日㈰～５月１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

愛鷹山看板取付ボランティア

登山道に設置する看板の資材や工

具の運搬と、看板を設置するボラン

ティアを募集します。

	３月22日㈰　８時～ 16 時　※雨

天の場合３月29日㈰に実施します。

	登山経験者で、資材を担いで登れ

る 20 歳以上の方

40 人

	十里木高原駐車場から越前岳へ向

かうルートと、山神社から黒岳へ

向かうルートに 6 枚ずつ看板を設

置します。

3 月 18 日㈬

登山のできる装備、昼食

●集合場所は須山地区研修セン

ターです。●参加者は各ルート 20

人ずつに分けます。●主催者でイベ

ント保険に加入します。●記念品と

してタオルを差し上げます。

商工観光課　995-1825

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

《風しん抗体検査費用の全額助成》
	県内（静岡市・浜松市を除く）

に住民登録があり、次のいずれ

かの項目に該当する方

　●妊娠を希望する女性

　●	妊娠を希望する女性や風しん

の抗体価が低い妊婦の配偶者

などの同居者

※	過去に風しん抗体検査を受けた

ことがある方、風しんの予防接

種歴がある方、検査で確定診断

を受けた風しんの既往歴がある

方は対象外です。

	申請書に必要事項を記入し、保

健所に提出してください。（郵

送可）

※	申請書は県のホームページからダ

ウンロードすることもできます。

３月 13 日㈮

東部保健所地域医療課  920-2082
　〒410-8543		沼津市高島本町1-3

　妊娠初期に風しんにかかると、赤ちゃんが先天性風しん症候群に
なることがあります。風しん抗体検査を受け、抗体価が低い方など
は風しんワクチンの接種を受けてください。

《風しんワクチン接種費用の一部助成》
	接種当日に市に住民登録があり、

風しん抗体検査を受け、抗体価

が低い（抗体価が HI 法で 16 倍

以下、EIA 法で 8.0 未満）次の

いずれかの項目に該当する方

　●妊娠を希望する女性

　●妊娠している女性の同居家族

※	妊娠している方は接種できません。

対�象接種期間／３月 31 日㈫まで

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

	接種後、健康

推進課に申請

してください。

４月 15 日㈬

健康推進課
　992-5711

風しん抗体検査、風しんワクチン接種費用を助成
－風しんから赤ちゃんを守る－
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食品への異物混入に関する相談
食品に様々な異物が混入していたというニュースが

相次いでいます。もし食品に異物が混入していたら…

①おうと、下痢、腹痛などの症状がある場合は、医

療機関で受診しましょう。②異物の混入に気付いたら、

飲食せずに事業者に連絡しましょう。③異味、異臭を

感じた場合や健康被害につながる恐れが否定できない

場合は、保健所にも連絡しましょう。④不明なことが

あれば消費生活センターに相談してください。

また、食品問題に関する講演会を開催します。希望

する方は電話でお申し込みください。

テ�ーマ／テレビでは教えてくれない！「食品問題」の

うそ？ホント！

講師／垣田達哉さん（消費者問題研究所代表）

３月14日㈯13時～15時

	市民文化センター

Ｑ：高齢の父が留守番をしているときに ｢市の職員を
名乗り“医療費の還付金があるので手続きをするよう
に”と電話があった｣ と言っている。本当に市からの
電話だったのだろうか。
Ａ：市などの職員を名乗り、医療費や社会保険料など

の還付手続きという口実でＡＴＭへ誘導して送金させ

る手口（還付金詐欺）の相談が市内で増加しています。

「手続きは本日中」などと言って周囲に相談する時間を

与えず、スーパーやコンビニなど金融機関以外のＡＴ

Ｍコーナーで操作を行うよう誘導する手口が目立ちま

す。市の職員が還付金受け取りのためにＡＴＭでの操

作手続きを行うよう連絡することは、絶対にありませ

ん。電話で還付手続きを急がされたときは怪しいと思っ

てください。不審に思ったらすぐに市や警察、消費生

活センターなどに相談してください。

募 集
Recruitment
消費生活セミナー

くらしの中の金融について学びます。

３月 21 日㈯　10 時～ 12 時

市役所地下会議室

50 人（先着順）

テ�ーマ・講師／●親子でつくるエン

ディングノート（相続手続支援セ

ンター静岡　田島友子さん）●税

金と保険のはなし（㈱イワサキ経

営　志田将彦さん）

商工観光課　995-1857

図書館映画会

３月 14 日㈯　14 時～ 15 時 20 分

鈴木図書館２階視聴覚室

	アニメ「忍たま乱太郎　忍術学園

全員出動の段」の上映

60 人

	●整理券を３月７日㈯９時から図

書館で配布します。（家族分のみ）

●駐車場に限りがあるため公共交

通機関をご利用になるか、車でお

越しの方は市役所駐車場をご利用

ください。

鈴木図書館　992-2342

スポーツ・カルチャー教室

４月初旬～７月中旬

県総合健康センター（三島市谷田）

幼児から一般成人まで

	●子供教室▶幼児体操、親子体操、

ダンス、チアダンス●大人教室▶

ジャズダンス、ベリーダンス、フ

ラダンス、健康体操、一般卓球、

フィットネス（エアロ、ヨガなど）、

パンづくり、絵心、フラワーアレ

ンジメント、そば打ちなど

県総合健康センター
　973-7000

消費生活センター
995-1854

有
料
広
告
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３月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ２・９・16・23日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 23日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ５日㈭
18時～18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
相談を希望する方

成人食事健康相談 ２日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 27日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談
を希望する方

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26年９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25年９月生まれの方

２歳児
親子教室

３日㈫９時～９時15分
平成25年３月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

12日㈭13時～13時15分
平成24年９月生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭13時～13時30分
平成24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。
●	夜間当直医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３日㈫ 17時～ 19時 45分
３月10日㈫ ９時～ 11時 30分
３月17日㈫ 13時～ 15時 30分
３月25日㈬ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
３月10日㈫ ９時～ 11時 30分
３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
内科 内科 内科 整形 内科 整形 整形
8 9 10 11 12 13 14
外科 内科 内科 内科 内科 内科 外科
15 16 17 18 19 20 21
内科 外科 外科 整形 内科 整形 整形
22 23 24 25 26 27 28
外科 内科 内科 外科 外科 内科 内科
29 30 31
内科 外科 内科

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

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）

健康福祉部　健康推進課
992-5711

県東部保健所
地域医療課
920-2109

有
料
広
告
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３月後期の救急協力医

有
料
広
告

16 月 大沢医院 931-1019  御幸町 香貫医院 931-2465  本郷町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

17 火 おぐち医院 992-6611 深良 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

18 水 やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 頴川医院 921-5148  高島本町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

19 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

20 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

21 土

望星第一
クリニック 922-0222  柳町 東医院 921-5520  高沢町

武藤医院 931-0088  三園町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

大庭内科・消化
器科クリニック 995-1123 佐野 沼津整形

外科医院 921-3791  共栄町

22 日

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇

駿東整形
外科医院 922-8855  高沢町

高遠内科
クリニック 926-8739  東椎路 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 こんどう

クリニック 925-2420  岡宮

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

24 火 大坂屋
クリニック 995-3100 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

25 水 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 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

26 木 清流クリニック 941-8688 堂庭 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 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 西方外科医院 921-1333  共栄町 原小児科医院 962-0636  八幡町

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。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

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

有
料
広
告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

28 土 杉山病院 963-4114  錦町 聖隷沼津病院 952-1000  松下 古屋小児科医院 963-0407  西条町

29 日

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 遠藤クリニック 975-8801 久米田

永野医院 962-4450  大岡 よざ小児科医院 967-5722  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

30 月 境医院 975-8021 竹原 守重医院 931-2511  我入道
江川

さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

31 火 さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 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

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 土
本橋耳鼻咽喉科 
医院
972-1133

東本町
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 しおみ歯科医院
992-0202 平松

22 日
つりた耳鼻咽喉科
クリニック
927-3387

宮前町 瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

関谷レディース 
クリニック
968-6611

西椎路 ベルの木歯科
992-7777 深良

29 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
いながきレディー
スクリニック 
926-1709

宮前町 鈴木歯科医院
993-5151 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

救急協力医の変更／３月 12 日㈭の内科の救急協力医が変更になりました。

　　　　　　　　　変更前：高桑医院岩波診療所▶変更後：旭医院（966-0031	沼津市原）
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画
部
市
長
戦
略
課
広
報
室

055-995-1802

富士山資料館993-9300
3月の休館日／2日㈪･9日㈪･
16日㈪･23日㈪･30日㈪

石井好子メモリアル音楽祭
ポピュラー音楽の祭典2015

と　き／	３月14日㈯　17時～
	 ※開場▶16時30分
料　金／	前売券 6,000 円　当日券 7,000 円
出　演／	美川憲一、伊東ゆかり、中尾ミエ、研ナ

オコ、安奈淳、平みち、髙田利江
※未就学児の入場不可

すそのカルチャークラブ

裾野の達人を探そう！～市内の史跡・景観地をめぐる～
と　き／	３月15日㈰　10時～15時
	 ※雨天の場合、３月22日㈰に延期
参加費／	200 円（昼食代は別途）
手作り味噌教室
と　き／	３月24日㈫　９時～15時
参加費／	1,000 円（材料費別途）

美川憲一 伊東ゆかり 中尾ミエ 研ナオコ 安奈淳

好評発売中!!

市民憲章 :
2015 年

（
平
成
27 年

）

3
月1

日
号

No.
1283

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

徒歩による世界一周を達成した渡邉浩さんが、
このほど自らの体験をもとに執筆した著書「風と
歩いた世界一周 25,000 キロ　軌跡をたどる完結
編」を発行しました。渡邉さんは、定年の 3 年前
に勤めていた金融機関を退職。日本列島を縦断し
た後、17 年間にシルクロード、ユーラシア大陸、
ヨーロッパ大陸、北アメリカ大陸、オーストラリ
ア大陸を横断しました。

風と歩いた世界一周完結編を発行

渡邉　浩 さん（佐野本宿・79歳）

渡邉さんはこれまでに本を 3 冊発行していて、4
冊目となる完結編では、ヨーロッパとオーストラリ
アでの実体験が軽妙な文章でつづられています。

旅では、“一語一笑（いちごいちえ）”をモットー
に、現地の方々との交流を大切にしたそうです。

「パキスタンの無法地帯やオーストラリアの大平原
を歩いたときは、緊張の連続でした」と昨日のこ
とのように思い出します。「人と接するときは、極
力、先入観や偏見を持たないようにしていました。
旅を終えた今、物事には必ず裏と表があるという
こと。どこの国にも良い人と、そうでない人がい
るということ。そして日本が一番自由な国である
ことを知りました」と、17 年間の道のりを振り返
ります。

ノーベル平和賞を受賞したマララさんの出身地
を歩いたことが縁で、今回の本の売り上げの 10％
をパキスタンのマララ基金に寄付するそうです。

「若い人たちに読んでもらいたいです。様々な形
で体験を伝えていければ」と語る渡邉さん。市に
寄贈した 6 冊の本は、図書館で貸し出すほか、各
支所の図書室でもご覧になれます。購入を希望す
る方は渡邉さんへご連絡ください。1 冊 1,500 円。
問合せ／渡邉さん　TEL・FAX992-3901

江戸時代の税　その2

２月１日号では江戸時代の税のうち、年貢（御
お

物
もの

成
なり

）を中心にその内容や仕組みについて述べました。
今回は小

こ

物
もの

成
なり

と運
うんじょう

上について紹介します。小物成
は年貢以外の税で、運上は主に
商・工・漁・鉱・運送業などに
従事する者にかけられました。

貞享３年（1668）の「駿州
駿河郡御厨領深山村御指出帳」
によると、薪・莚

むしろ

・縄・糠
ぬか

藁
わら

な
どの小物成を金銭で納めてい
たことが記録されています。須
山村は山林が多く、木材業や炭
焼き業が盛んだったようで、これ
らに関係した運上金の領収書が多
く残されていました。炭焼きを例
にすると、雑木の払い下げ・炭

すみ

竈
がま

・焼き出した炭などそれぞれに
運上金が必要で、現在と同様、当
時の人々もいろいろな税で大変
だったようです。

雑木御払い代
（須山区有文書）

覚「炭焼運上金」
（須山区有文書）
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投票日：４月12日㈰
期日前投票：４月４日㈯～11日㈯

投票できる方

次のすべての条件を満たす方です。

①�平成７年４月13日以前に生まれ、日本国籍がある方

②�平成 27 年１月２日㈮以前から引き続いて当市の住

民基本台帳に登録されている方

４月12日㈰に投票に行けない方は…

①期日前投票
４月 12 日㈰に、仕事、学業、旅行、病気などの理

由で投票所に行くことができない方は、期日前投票が

できます。入場券の裏面に印刷されている宣誓書兼投

票用紙請求書に必要事項を記入し、期日前投票所（市

役所）にお越しください。

と　き／４月４日㈯～４月11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

●入場券が届く前でも投票できます。
入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されている

方は、宣誓書兼投票用紙請求書に記入すれば投票でき

ます。期日前投票所へお越しください。

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

送に時間がかかりますので、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

下表のとおり、身体に重度の障がいがあり投票所で

投票できない方、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。

郵便投票を希望する方は、選挙管理委員会にご連絡く

ださい。

障がいの
区分

両下肢・体幹
移動機能
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 要介護状態区分が要介護５

選挙結果は、市ホームページに掲載

開票は、４月 12 日㈰ 21 時から市民体育館で行いま

す。開票結果は、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。

４月12日㈰は、県議会議員選挙の投票日です。有権
者の方には、事前に入場券を送ります。当日、投票に
行けない方は、４月４日㈯から11日㈯までの８日間、
市役所で期日前投票ができます。時間は８時30分か
ら20時までです。入場券が届いていなくても投票が
できます。投票所にお越しください。

市選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807

県議会議員
選　挙

p.2
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★
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

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2
46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

今里地区児童
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

向田小学校体育館

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

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
幼稚園

JA富岡支所

県
道
富
士

裾
野
線

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
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

★

裾野駅

東地区コミュニティセンター

静
岡
銀
行

Ｊ
Ａ

第４投票区

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。

東小グラウンド

★
国
道
24
6号

JA
深良支所

ローソン

市民文化センター

消防団

深
良
保
育
園

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

投票所
16 の投票所があります。有権者の方には、事前に入

場券を送ります。入場券に記載された投票所で投票し

てください。

★印が投票所の場所です。

投票時間は７時～20時
４月 12 日㈰の投票時間は、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。
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水道部　下水道課
995-1835

下水道供用開始区域の拡大を目指して

平成27年度は富沢地区などで工事を予定

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戻す貴
重な施設です。
平成27年度は、右図の通り供用を開始します。
公共下水道が使用できるよう、引き続き富沢地
区の一部などで工事を進めます。

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、川の嫌な臭い

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、その区域の供用開始の公示日（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、各家庭で接続工事を行ってくだ

さい。

接続工事は、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、市のウェブサイトなどで確認してください。

くみ取り式トイレを使用している家庭では、供用開

始公示日から３年以内に水洗トイレに切り替え、公共

下水道へ接続してください。

平成 27 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 27年度工事予定区域
（富沢・桃園・平松・茶畑・公文名・深良）
既供用開始区域

※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.4
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社会情勢の変化に的確に対応

4月1日㈬から市の組織の一部を変更

企画政策課
行革推進室
995-1842

重要施策を推進し、社会情勢の変化に対応できる戦略的、効率的、効果的
な組織とするため、市の組織を変更します。主な変更点は、環境部門の機能
集約のため、水道部を環境市民部へ統合することや、市民協働のまちづくり
を推進するため、生涯学習課内に市民協働室を設置することなどです。
組織は４月１日から変更しますが、4月以降もしばらくの間、帳票類を変

更前の課室名で郵送する場合があります。

組織変更に伴う行政組織新旧対照表
〔平成 26年度〕 ➡ 〔平成 27年度〕

◎企画部 ◎企画部
市長戦略課 秘書課
　　広報室 企画政策課
企画政策課 　　情報政策室
　　行革推進室 財政課
　　情報政策室 戦略広報課
財政課 (行政経営監 )
◎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
課税課 課税課
(工事検査監） (工事検査監）
◎市民部 ◎環境市民部
地域振興課 市民課
　　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
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 危機管理課

上下水道課
　　経営管理室

◎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 障がい福祉課
障がい福祉課 子育て支援課

子ども保育課

〔平成 26年度〕 ➡ 〔平成 27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

　　道路保全対策室
建設課 建設課
まちづくり課 まちづくり課
区画整理課 区画整理課
◎水道部 〔廃止〕
上水道課 （上下水道課として環境市民部

に移管。場所は今まで通りです）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 （子ども保育課として健康福祉部に移管）
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

　　市民協働室
　　文化・スポーツ室

　　　(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

　　広域準備室
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

主な窓口変更
○区長会・自衛隊募集業務
　　地域振興課→市民課
○合併処理浄化槽設置補助金業務
　　生活環境課→上下水道課（水道庁舎）

p.5

広報すその　平成27年３月15日号



生活環境課　995-1816
美化センター　992-3210

４/１㈬から資源ごみの出し方を一部変更

使用済み天ぷら油、充電池・ボタン電池の回収開始
　４月１日㈬から資源ごみの出し方を一部変更します。使
用済み天ぷら油、充電池・ボタン電池の回収開始や化粧品
びんの埋立ごみから資源ごみへの変更などです。ごみの
減量、再利用、再資源化を推進します。

天ぷら油をペットボトルに入れて回収

家庭で使用した天ぷら油を資源の日に回収します。

回収する油は、サラダ油などの植物性由来の液体油で

す。動物性油、固形油、食用以外の油（灯油や機械油

など）は回収しません。

スクリューキャップ（ネジふた）付きの２リットル以

下のペットボトルに、軽くこした使用済み天ぷら油を入

れ、資源ステーションにある天ぷら油の青いコンテナに

横に倒して入れてくだ

さい。回収した油は業

者に売却し、バイオ

ディーゼル燃料として

再生利用されます。

充電池、ボタン電池の回収を開始

家庭で使用した小型充電式電池、ボタン電池（コイ

ン電池を含む）を資源の日に回収します。回収する電

池は、デジタルカメラ、携帯ゲーム機、携帯電話、パ

ソコンなどの小型充電式電池で、充電式電池のリサイ

クルマークの表示があるものと、ボタン電池（コイン

電池を含む）です。車載バッテリーは回収しません。

電池の金属端子部分をセロハンテープなどで絶縁し、

資源ステーションの乾電池・充電池、ボタン電池の容器

に分けて入れて

ください。

化粧品びんを資源ごみに変更

これまで埋立ごみで回収していた化粧品びんを資源

の日に回収します。化粧品びんは、中栓やポンプを外し、

中身を出し切って、さっと洗ってください。資源ステー

ションで無色、茶、その他の色別に分けて出してくだ

さい。びんの色は、口の色で判断してください。口が

透明ならびん本体の表面に色の塗装があっても無色の

びんになります。マニキュアやリップグロスなど、中

の洗浄が困難なびんは埋立ごみで出してください。

雑がみの出し方を追加

燃えるごみの中にはリサイクルできる雑がみ（新聞

紙、雑誌、段ボール、牛乳パック以外の紙類）が多く

含まれています。これまで雑がみは、雑誌の間に挟み

込み、白い紙ひもで縛ったものを回収していました。

出しやすくするため、持ち手が紙製の

紙袋に入れ、白い紙ひもで縛って出す

ことができるようになります。防水加

工紙や汚れた紙などリサイクルに適さ

ない紙は燃えるごみで出してください。

衣類などの回収品目に靴を追加

衣類などの回収品目に靴を追加します。靴は左右ペ

アで靴ひもなどで束ねて、ほかの衣類とは別の袋に入

れて出してください。袋は透明または半透明のものを使

用し、紙袋など中が見えない袋は使用しないでください。

汚れや破損のある靴は燃えるごみで出してください。

また、衣類などの回収ボックスを鈴木図書館と南児

童館にも設置します。

ひもで縛るリサイクルマーク

絶縁の一例
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市民活動をサポートする市民活動センター

4/1から生涯学習センター内に移動

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、ボランティア活動などを行う団体・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それぞれの団

体が自発的に活動できるようにサポートします。

生涯学習センター内の休憩コーナーや談話コーナー

は自由に使える共用空間です。席数が限られているた

め、譲りあって使用してください。

市民活動センターの概要（４月１日以降）

ところ／生涯学習センター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

の様子を配信

●��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／ 950-8875　　FAX／ 992-4047

Mail／ scenter@machitera.jp

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。4月から市民活動センターの場
所が生涯学習センター１階になります。お間違
えのないようご注意ください。

３月 31 日以前

地域振興課　995-1874
４月１日以降

生涯学習課　992-3800

市民と市民団体をつなぐ
市民活動マッチングシステム

市民活動マッチングシステムは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。

市民活動に役立つ情報を配信
メールマガジン“S-Mail”（スマイル）

市民活動センターでは、市民活動に関するお知らせ

や講演会・イベント・研修・補助金・ボランティア募

集などの情報をメールマガジンで配信しています。

登�録方法／以下の QRコードを読み取るか、ブラウザの

アドレス欄にhttps://io.dataeast.jp/ems/?id=sc-cssと入

力し、画面表示に従って登録してください。

※ �QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商

標です。
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Photograph ２月

一面銀世界に
２月５日㈭、下和田・須山方面では雪が積もりま

した。翌日は冬晴れとなり、辺り一面きれいな雪景
色が広がっていました。� （２月６日）

子育て中の先輩ママが秘訣を伝授
“ママチャレ！”が市民文化センターで開催され、

子育て中のお母さんたちなどで賑わいました。ステー
ジでは子育て中の先輩ママによるベビーマッサージ
などの講座が行われ、たくさんのママやパパたちが
子どもと一緒に参加しました。� （２月７日）

園児が茶道を体験
深良幼稚園でお茶会が行われ、年長の園児 22 人と

保護者が参加しました。園児たちは桃の花のお菓子を、
黒文字を上手に使って食べ、その後抹茶をいただきま
した。一口飲むと、隣同士顔を見合わせ、抹茶の味を
表すように苦笑いしていました。� （２月10日）

フットサル日本代表選手が小学生と交流
当市の出身で Fリーグのバルドラール浦安のGK

藤原潤選手と、藤原選手が小学生時代に所属して
いた裾野東サッカー少年団などとの交流会が行わ
れました。藤原選手は、トラップやボールの置き方
などの基本動作を、見本を示しながら丁寧に教え
ていました。� （２月14日）

チアダンスたのし～い！
今年度から市では、優れた文化・芸術やトップアス

リートなどとふれあう「ほんものとふれあう学習事業」
を、小中学校で行っています。富岡第二小学校では、
国際大会で準優勝した加藤学園チアリーダー部
SHINE ☆ STARS の皆さんが、チアダンスを教えたり、
華麗な踊りを披露したりしました。� （２月13日）

p. 8p.8
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Photograph February

子どもたちのメッセージが月面に
千福が丘小学校で、ルナ�ドリーム�カプセル�プロ

ジェクト�ナショジオ授業『宇宙と未来』が行われま
した。このプロジェクトは、子どもたちの書いたメッ
セージをチタンプレートに刻み込み、それを特殊なカ
プセルに入れて、月に置いてくるというものです。子
どもたちは、宇宙について学んだ後、将来の夢など月
に届けるメッセージを書きました。� （２月16日）

婚姻届・出生届のお祝い状　500枚に
婚姻届や出生届を提出した市民の方で希望する方

にお祝い状を贈っています。500 枚目は、千福に住
んでいる小柴さんご夫妻に。長女の出生届を提出し、
お祝い状と記念品を髙村市長から受け取りました。

「いい記念になってよかったです」とお二人。おめで
とうございます！� （２月 17 日）

活動成果を発表
“みんなのつどい”が生涯学習センターで開催され、

各種団体による展示や販売、ステージ公演が行われ
ました。婦人会のコーナーでは、つるしびなが飾られ、
多くの人の目をひいていました。� （２月22日）

区民の交流、防災拠点が完成
鈴原区集会所が完成し、区関係者などが集まって

落成式が行われました。完成した集会所は、木造平
屋建で、集会室、湯沸室、トイレなどが設けられて
います。� （２月 23 日）

新旧交代（柳端橋）
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市民部　生活環境課
995-1816

あなたの愛犬を守る狂犬病予防注射

集合注射を市内40カ所で実施
狂犬病は狂犬病ウィルスによって引き起こされる感染
症で犬をはじめ、ほとんどの哺乳動物が感染する病気で
す。飼い犬に予防注射を受けさせることは犬だけでなく
飼い主も狂犬病から身を守ることになります。必ず受け
させましょう。

注射を受ける前に
飼い犬の健康状態の確認を

予防注射の接種前に飼い犬が次のいずれかの項目に

該当する場合は、予防注射を受けられません。動物病

院で診察を受け、予防注射を受けさせてください。

①�最近、具合が悪い（元気がない・食欲がない・下痢・

おう吐など）

② 1 カ月以内にほかの予防注射を受けた

③妊娠中・授乳中

④�今まで狂犬病の予防注射を受け、具合が悪くなった

ことがある

⑤�現在、病気を治療して

いる

狂犬病予防注射（集合注射）の日程と会場

注射料は１匹につき 3,400 円

注射を受けさせる際には以下のものをお持ちください。

◦予防注射案内はがき

◦愛犬手帳

◦注射料（1 匹につき 3,400 円）

※�おつりがないようにお願いします。なお、注射後に

お渡しする注射済票は必ず飼い犬に装着しましょう。

犬を飼い始めたら登録を

生後 91 日以上の犬を飼い始めたら、市に 30 日以内

に登録する必要があります。登録は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、鑑札をお渡しするので必ず首輪につけて

ください。また、飼い主が変わったり、引っ越しした

りした場合は届出が必要です。必ず届け出てください。

4 月 23日㈭
伊豆島田遊園地
9:00 ～ 9:10

青葉台中公園
9:00 ～ 9:20

二ツ屋集会所
9:25 ～ 9:35

鈴原集会所
9:30 ～ 9:40

　富沢公民館
9:40～9:55

峰下公民館
9:50 ～ 10:05

　桃園定輪寺
10:05～10:25

麦塚公民館
10:15 ～ 10:30

佐野二ふれあい広場
10:35～10:45

本茶公民館
10:40 ～ 10:55

石脇公民館
10:55～11:20

中丸中・下公民館
11:00 ～ 11:25

千福公民館
11:30～11:45

富士見台公民館
11:35 ～ 11:50

千福が丘中央公園
13:15～14:00

滝頭公民館
13:10 ～ 13:25

御宿上谷集会所
14:10～14:25

公文名東最寄集会所
13:35 ～ 13:50

富岡コミセン
14:35～14:55

市民体育館
14:00 ～ 14:50

葛山中村集会所
15:05～15:30

４月 26日㈰
上ケ田公民館
9:00 ～ 9:25

御宿新田コミセン
9:00 ～ 9:25

中里公民館
9:35 ～ 9:50

深良新田公民館
9:35 ～ 9:50

田場沢公民館
10:00～10:15

岩波公民館
10:00 ～ 10:20

金沢公民館
10:25～10:50

上須公民館
10:30 ～ 10:55

今里本村集会所
11:00～11:20

切遠コミセン
11:10 ～ 11:30

下和田集会所
11:30～12:00

南堀集会所
11:35 ～ 11:50

須山コミセン
13:20～14:00

深良幼稚園駐車場
13:15 ～ 13:40

田向集会所
14:10～14:25

町震コミセン
13:50 ～ 14:15

十里木集会所
14:35～15:05

久根公民館
14:25 ～ 14:50
市役所前駐車場
15:00 ～ 15:50
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お知らせ
Announcement

学校開放調整会議

学校体育施設を使用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

時間はいずれも 19 時～

生涯学習課　992-3800

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

こどもの医療費を助成します。

�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

も医療受給者証を保険証と一緒に

提示してください。

自�己負担／通院のみ１回 500 円（月

２回まで）。入院と薬局は自己負

担金無し。

�①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

室に申請してください。

　�②４月から小学１年生になる子ど

もには、３月下旬に受給者証を郵

送します。３月 31 日㈫までは乳

幼児医療費受給者証を使用し、４

月以降に破棄してください。

子育て支援室　995-1841

市税口座振替領収済
通知書の廃止

経費節減と省資源化推進のため、

毎年４月に発送している市税口座振

替領収済通知書の発送を、27 年度

から廃止します。平成 26 年度中の

市税の振替結果は、預金通帳でご確

認ください。

軽自動車税納税証明書（継続検査

用）は、引き続き６月に発送します。

管理納税課　995-1811

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

４月１日㈬から平成 27 年度の

課税の内容を確認できます。

〈固定資産税課税台帳の閲覧〉
�４月１日㈬～　８時 30 分～ 17

時 15 分　㈯・㈰・祝日・年末

年始を除く

市役所１階課税課資産税係

�①固定資産の所有者とその同居

の家族②納税管理人③所有者か

らの委任状をお持ちの方④相続

人⑤借地人・借家人（対価を支

払っている方に限る）

�自己所有または借地・借家して

いる資産の固定資産の課税台帳

の閲覧

�１回 300 円　※①～④の方は４

月１日㈬～４月 30 日㈭は無料

�①～⑤運転免許証などの身分証

明書③法人の場合は、社印のあ

る委任状④相続がわかる除籍の

謄本など⑤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㈬～４月30日㈭　８時

30 分～ 17 時 15 分　㈯・㈰・祝

日を除く

市役所１階課税課資産税係

�①土地または家屋の固定資産税

の納税者とその同居の家族②納

税管理人③納税者からの委任状

をお持ちの方④相続人

�●土地価格等縦覧帳簿（所在、

地番、地目、地積、価格）の縦覧

●家屋価格等縦覧帳簿（所在、

家屋番号、種類、構造、床面積、

価格）の縦覧

※�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

��①～⑤運転免許証などの身分証

明書③法人の場合は、社印のあ

る委任状④相続がわかる除籍の

謄本など

固定資産課税台帳の閲覧
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

地区 とき ところ

須山 ４月　７日㈫ 須山コミュニティ
センター

西 ４月　８日㈬

生涯学習

センター

富岡 ４月　９日㈭

深良 ４月10日㈮

東 ４月15日㈬

認知症を語る会

申込みは不要です。直接会場にお

越しください。

�４月３日㈮　13 時 30 分～ 15 時

福祉保健会館１階

認知症の方を介護している家族の方

市介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

課税課
資産税係
995-1809

p.11

広報すその　平成27年３月15日号



休日窓口開庁3/28・29

お知らせ
Announcement

市民課の窓口業務の一部
を民間委託

民間事業者のノウハウや創意工夫

をいかし、より良い市民サービスを

提供するため、４月１日㈬から市民

課の窓口業務の一部を民間委託しま

す。委託する業務は、各種証明書の

交付、住民異動届や旅券の受付など

です。手続内容に変更はありません。

支所の業務は、民間委託しません。

委託先／アール・オー・エス中部㈱

市民課　995-1812

サクラサクマツリ
裾野・長泉の交流イベント

長泉町との市町境付近で、開催し

ます。

４月５日㈰　10 時～ 15 時

�南部公園（伊豆島田）、桜堤北公

園（長泉町）など

�●飲食・物販ブース●お楽しみ抽

選会●こども向け昭和のあそび体

験＆紙芝居●餅つき●ステージイ

ベント●スタンプラリーなど

�サクラサクマツリ実行委員会（永
田平）090-7182-5441

平成27・28年度　市小規模
契約希望者の登録申請

市小規模契約希望者登録制度は、

市内の小規模事業者の受注機会を拡

大するための制度です。27・28 年度

の登録希望者の申請を受け付けます。

３月 16 日㈪～

�市内に事業所または事業主の住所

があり、50 万円以下の簡易な工事、

修繕、業務委託、物品の購入の取

引を希望する事業者

�総務管財課にある申請書に必要事

項を記入し、関係書類を添付して

提出してください。

�要領と申請書は、市ホームページ

からダウンロードすることもでき

ます。

�総務管財課　995-1808

有
料
広
告

平成26年度 全国統一防火標語
もういいかい  火を消すまでは

まあだだよ

市民課、国保年金課、子ども教

育課、子育て支援室では、春の異

動シーズンに合わせて、休日に窓

口事務を行います。

�３月 28 日㈯・29 日㈰　８時 30

分～ 12 時

※各支所では行いません。

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、免除・
　納付猶予・学生納付特例の受付など

国保係
☎995-1814

◦脱退、喪失、加入の受付
※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
☎995-1822

◦小中学生の転出入に係る事務
◦市立幼稚園児の転出入に係る事務
◦保育園児の転出入に係る事務

子育て支援室
☎995-1841

◦児童手当の申請と消滅の事務
◦乳幼児、こども医療費に係る事務

※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。

p.12
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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 23 日㈭　10 時～ 13 時

市役所１階市民相談室

14 人程度（先着順）

�事前にお申し込みください。

　※電話可

４月９日㈭

国保年金課　995-1813

募 集
Recruitment

県すこやか長寿祭
スポーツ大会

４月 25 日㈯～６月７日㈰

県草薙総合運動場（静岡市）ほか

�県内に住んでいる 60 歳以上の方

全 29 種の競技種目

しずおか健康長寿財団
　054-253-4221

十里木キャンプ場の管理人

�18 歳以上（高校生を除く）で、

自家用車で通勤でき、キャンプ場

に宿泊して勤務できる方

４人程度

雇用期間／５月１日㈮～10月31日㈯

勤�務日／キャンプ場の予約が入った

日と７月下旬～８月 31 日㈪

勤�務時間／①８時 30 分～翌日８時

30 分② 12 時～翌日 12 時③８時

30 分～ 17 時

受付事務、キャンプ場内の維持管理

�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１日㈬～４月５日㈰

生涯学習課　992-3800

市スポーツ祭
レクスポ４種目大会

市ペタボード大会、市輪投げ大会、

市ファミリーバドミントン大会、市

ソフトミニバレーボール大会の参加

チームを募集します。

５月 17 日㈰　９時 30 分～

市民体育館

�市内に住んでいるか通勤・通学し

ている方

１チーム 500 円

�申込書に必要事項を記入し、参加

費を添えてお申し込みください。

４月３日㈮～５月３日㈰

市民体育館　993-0303

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。

４日㈯ ㈲北住設機器
☎ 993-1250

５日㈰ 植松水道
☎ 992-4644�

11 日㈯ ㈲杉山産業
☎ 992-1131�

12 日㈰ 小川設備工事店
☎ 993-2074

18 日㈯ ㈲杉山設備工業
☎ 993-3030�

19 日㈰ 山崎設備
☎ 997-6766

25 日㈯ 高橋設備
☎ 993-1336�

26 日㈰ ㈲小沢土建
☎ 992-1401�

29 日㈬ ㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701

4 月　カレンダー
１日㈬ 富岳キッズセンターあい開園

３日㈮ 市立保育園入園式

５日㈰ 富岡地区桜まつり

５日㈰
〜　
5/6㈬

富士山すそのパノラマロード
菜の花＆桜まつり

６日㈪ 市立小中学校入学式

８日㈬ 市立幼稚園入園式

19日㈰ 環境美化活動

26日㈰ 深良用水まつり

人　口　53,272人� （−29人）
　男　　27,104人� （−53人）
　女　　26,168人� （＋24人）
世　帯　21,284世帯�（−6世帯）
内、外国人� 736人�414世帯

3 月１日現在
データバンク

p.13

広報すその　平成27年３月15日号



４月前期の救急協力医
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1 水 柿田川医院 973-3601 柿田 松原医院 962-1496 �白銀町 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 つかだ医院 983-1577 堂庭 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

4 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

5 日

旭医院 966-0031 �原 勝呂医院 962-3083 �千本中町

杉山医院 972-3223 伏見 田中医院 921-2053 �高島町

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 西方外科医院 921-1333 共栄町

6 月 なおきクリニック 929-8555 �東椎路 田沢医院 962-1205 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

7 火 森医院 966-2017 �石川 東医院 921-5520 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

8 水 岩渕内科医院 951-4579 �添地町 清水館医院 993-2323 茶畑 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

9 木 あめみや内科 935-1159 �吉田町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科
医院 933-5111 下香貫

　馬場

10 金 林医院 931-1120 �住吉町 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

11 土 沼津リハビリテーション病院 931-1911 上香貫
　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

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

5 日
ぬまづ島田耳鼻�
咽喉科医院
924-0780

杉崎町
矢田眼科�
クリニック
962-2006

�三枚橋町 静岡医療センター975-2000 長沢 さなだ歯科医院
997-2100 御宿

12 日
つちや耳鼻咽喉科
医院
0545-30-8003

厚原
むらまつ眼科�
医院
993-8855

深良 沼津市立病院
924-5100 �東椎路

さきかわ歯科�
医院
976-8241

伏見

救急協力医は変更になる場合がありますので、
事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

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

有
料
広
告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

12 日

かとう内科医院 946-5562 �大岡 守重医院 931-2511 �我入道
江川

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

鈴木医院 993-0430 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 �花園町

13 月 森本神経内科クリニック 976-5221 竹原 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

14 火 本村クリニック 969-0001 �大塚 白石医院 951-4593 �市道町 田中医院 921-2053 �高島町

15 水 新井内科クリニック 992-0811 久根 沼津大山
クリニック 954-2274 �大手町 古屋小児科医院 963-0407 �西条町

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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055-995-1802

市民憲章 :
2015 年

（
平
成
27 年

）

3
月15

日
号

No.
1284

働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります

４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 30 分～� おはなしのへや
親子おはなし広場
� 14 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

今月の一冊
おばあちゃんのひなちらし

３月３日はひなまつり。
女の子のお祝いです。おば
あちゃんは、自慢の「ひな
ちらし」をつくります。ひ
なまつりのごちそうには、
いろんな願いがこめられて
いて…。食文化を伝える絵
本。ひなちらしのレシピ付き。

作・絵：野村たかあき　出版社：佼成出版社

６日㈪、13日㈪、20日㈪、23日㈭、
27日㈪

４月の休館日

佐々木　唯
ゆい
斗
と

くん
（２歳９カ月・公文名一）

杉山　光
こう

くん
（３歳・佐野本宿）

川村　美
み
月
つき

ちゃん
（３歳・堰原）

池谷　奏
そう
佑
すけ

くん
（２歳８カ月・本村下）

堀井　龍
りゅうのすけ
之丞くん

（２歳 10カ月・和泉）

新刊紹介 New Release

『リリコは眠れない』
作：高楼方子　絵：松岡潤
あかね書房（スプラッシュ・ストーリーズ 21）

『かぐや姫のおとうと』
作：広瀬寿子　絵：丹地陽子
国土社

『はなちゃんのはやあるきはやあるき』
絵：菅野博子　作：宇部京子
岩崎書店（いのちのえほん 24）

『うめぼしさん』
絵：ましませつこ　文：かんざわとしこ
こぐま社

『子ヤギがうまれたよ！』
文・絵：長谷川知子　新日本出版社

『図書館の魔女　烏の伝
つて

言
こと

』
著：高田大介　講談社

『暗闇・キッス・それだけで』
著：森博嗣　集英社

『ソラシド』
著：吉田篤弘　新潮社

『妄想科学小説』
著：赤瀬川原平　河出書房新社

『狗
ぐ

賓
ひん

童
どう

子
じ

の島』
著：飯嶋和一　小学館

『今日も一日きみを見てた』
著：角田光代　KADOKAWA
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4月1日号
2015年（平成27年）No.

1285 02 	固定資産税・都市計画税
04 	第 2回深良用水まつり開催！
05 	きれいなまちづくり補助金
06 	新入学児童の交通安全・ゾーン30
08 	山林づくりに間伐を
09 	人事異動
10 	お知らせ

3月13日　ローラーすべり台オープン



課税課資産税係
995-1809

固定資産税・都市計画税　4月中旬に納税通知書を発送

平成27年度は評価替え
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の固定資産の所有
者に課税されます。固定資産の価格は、3年に一度均衡のとれた適正
な価格への見直しが行われます。平成27年度は、見直した価格をも
とに課税されます。4月中旬に納税通知書を発送しますので、内容を
確認してください。第1期の納期限は4月30日㈭です。

３年に一度の評価替え
固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定めた固

定資産評価基準にもとづいて決定します。原則として、

評価額が課税標準額になります。固定資産評価基準は、

資産価格の変動に対応し評価額を均衡のとれた適正な

価格にするため、３年ごとに見直されます。この作業

が評価替えです。

【土地】
地価公示や地価調査の価格と市内で選定された標準

地の不動産鑑定価格をもとに、利用状況などを考慮し

て評価額を算定しました。

【家屋】
平成 24 年度固定資産評価基準で算出した再建築価

格をもとに、建築物価の変動割合と経過年数に応じて

評価額を算定しました。算定した価格が前年より高く

なった場合には、評価額は据え置かれています。

固定資産税は１月１日現在の所有者に課税
固定資産税は、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。

　　固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％）

◆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とおりです。

〔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％
都市計画税は、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。

　　都市計画税＝課税標準額×税率（0.2％）

住宅用地の税額
土地の評価額が急激に上昇した場合でも税負担の上

昇は緩やかになるように、課税標準額を徐々に是正す

る負担調整措置が講じられています。また、平成 24

年度税制改正で、住宅用地の課税標準の据置特例措置

（※）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。店舗や工場敷地などの

非住宅用地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

例措置のことです。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

負担水準＝
�新評価額×｛住宅用地特例比率（1/3か1/6）｝

届出が必要な場合
次のような場合は課税課資産税係にご連絡ください。

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

p.2
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新築住宅の減額措置 ～一般住宅は３年間～
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個あたり

　の床面積が 40 ～ 280㎡

◆家屋の税額が上がる方◆
次の方は今年度から新築住宅の減額措置の適用がな

くなり、本来の税額になるため、税額が上がります。

①�平成 23 年１月２日から平成 24 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

②�平成 21 年１月２日から平成 22 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、一

般の認定長期優良住宅を新築した方

専用住宅、併用住宅、共同住宅などが建っている土

地が住宅用地です。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 が上限になり、都市計画税の課税標準額は評価

額の 1/3 が上限になります。

一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例えば、

一戸建住宅の敷地が 300㎡だとすると、200㎡は小規

模住宅用地となり、残りの 100㎡が一般住宅用地とな

※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も

とづき、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に認定を受けた住宅です。

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

品などの固定資産が償却資産です。償却資産には、固

定資産税が課税されます。毎年１月１日現在の償却資

産の所有状況を１月 31 日までに申告してください。

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、植込、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。

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 が上限になり、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。

小規模住宅用地の固定資産税の課税標準額は

1,800万円×200㎡／300㎡×1/6＝200万円です(a)

一般住宅用地の固定資産税の課税標準額は

1,800万円×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。

住宅用地の課税標準の特例 住宅用地の税負担を軽減
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環境市民部　深良支所
992-0400

先人の偉業を今に伝えるイベント

4/26㈰第2回深良用水まつりを開催！

と　き／４月 26 日㈰　９時～ 15 時 30 分

ところ／深良小学校グラウンドほか

※�雨天の場合は仮装行列を中止し、会場を深良小学校

体育館と深良コミセンに変更します。

◎�駐車場が少ないため公共交通を利用するか、徒歩で

の来場をお願いします。

〔スケジュール〕
� ９：００� 仮装行列第三発電所出発

� １０：００� 模擬店などで販売開始

� １０：３０� 式典開始

� １１：１０� お田植え初め・ステージイベント開始

� １５：１０� もちまき

� １５：３０� イベント終了

〔展示〕
●深良用水に関する写真パネルや資料

●第１回深良用水まつりの写真

●深良用水を利用した発電所の写真パネル

〔イベント〕
●通水記念仮装行列（第三発電所～深良小グラウンド）

　�　仮装行列の参加者を募集しています。参加を希望

する方は、４月 20 日㈪までに深良支所へ申し込ん

でください。申込多数の場合は、締め切ることがあ

ります。

●早乙女によるお田植え初め（深良小西側水田）

●第２回深良用水まつりフォトコンテスト

●歌や踊りなどのステージイベント

●ビー玉やベーゴマなど昔の遊び体験コーナー

●各地区の模擬店・野菜や特産品の即売・バザー

●ＪＲさわやかウォーキング（同時開催）

〔仮装行列コース〕

1670年４月25日の通水を記念し、４月26
日㈰に深良小学校グラウンドで第２回深良用水
まつりを開催します。今年の仮装行列は、第三
発電所をスタートするコースに変更します。お
田植え初めやステージイベント、各種展示など、
世界「かんがい施設遺産」に登録された深良用
水を、全国に発信するイベントです。 お田植え初め

深良小学校
グラウンド仮装行列
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きれいなまちづくり推進事業団体を募集
市から補助金を交付

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活動内容を周知します。作業

場所に表示板を設置することができます。

●そのほか、環境美化活動に必要な事項を実施します。

交付される補助金額

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

●�施設などの維持管理・除草

●�そのほか環境美化に必要な活動

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�活動内容と計画を確認し、適切な場合は活動合意書

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。市が保険

の加入手続きや補助金の支払いを行います。

※手続きは随時受け付けています。

　市では、道路や公園などの公共の場所の美化
活動を継続的に行ってくれるボランティア団体
などに補助金を交付しています。また、ボラン
ティア活動保険へ加入の手続きをしたりなど
様々な支援を行っています。募集は随時行って
います。

生涯学習課
992-3800

▲季節の草花を植えるなど管理されている石脇の親水公園

▲定期的に清掃されている黄瀬川周辺

▲	伊豆島田の歩道に花を植えるまちづくり推進事業団体「チャ
レンジ」の皆さん

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
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危機管理課　995-1817
裾野警察署　995-0110

新入学児童の交通安全・防犯対策

ゾーン30 西小・南小周辺で交通規制を強化

４月は、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増えます。子どもたちが交通事
故や犯罪に巻き込まれないよう、交通ルールや防犯につい
て親子で考えてみましょう。
西小学校、南小学校周辺では、“ゾーン30”を設定しました。
最高速度30km/時や進入禁止などの交通規制を行います。

子どもの交通事故原因“飛び出し”が最多
子どもが交通事故に遭

う原因の多くは、飛び出し

や信号無視、安全確認不

足などです。子どもが入

学する前に一度、通学路

を親子で歩き、安全な通

行方法を確認しましょう。

【道路を歩くときの注意】
●歩道を歩く。歩道のない道路では、道路の右端を歩く。

●�友達と一緒に歩くときは、悪ふざけをしたり、横に

広がったりしない。

【道路を横断するときの注意】
●渡る前に一度しっかりと止まる。

●�右手を高く上げ、右、左を見たら、もう一度右を見

て車が来ていないことを確かめてから渡る。

●�交差点では、後ろや前から曲がってくる車にも注意

する。

●信号の約束

　「青色」…渡ることができます。

　�「青色の点滅」…渡り始めてはいけません。ただし、

道路の中央より先に進んでいたらそのまま渡り、そ

うでなければ戻ります。

　「赤色」…渡ってはいけません。

通学路では子どもの動きに注意
【飛び出しに注意】

小学校周辺の通学路で

は、速度を落とし、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注意

してください。横断者を優

先するなど子どもたちに優

しい運転を心がけましょう。

【シートベルトの着用】
シートベルトは、全ての座席で正しく着用してくだ

さい。また、チャイルドシートは６歳未満の子どもに

着用義務がありますが、身長が 135㎝から 140㎝にな

るまでは、子どもの安全のためチャイルドシートやジュ

ニアシートを着用しましょう。

“いかのおすし”で身を守る
交通事故以外に子どもの連れ去りや不審者からの声

かけなどの犯罪にも注意しなければなりません。“いか

のおすし”という言葉で、知らない人から声をかけら

れたときの対応を覚えましょう。また、地域の大人が

子どもたちを守ってあげてください。

いかない� ………………知らない人について行かない

の らない� ……………知らない人の車に乗らない

お おごえをだす�……… �危ないと思ったら
� � 大きな声で叫ぶ

す ぐにげる� …………�
怖いと思ったら

� � 安全なところにすぐ逃げる

し らせる� ……………�近くの大人や警察、学校、
� � 家の人に知らせる
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ゾーン 30 を開始～小中学生の登校の安全と確保

変更点と規制箇所

変更点

県道沼津小山線を御殿場方向へ進行する際、二本松
交差点を左折することができます。

変更点

西幼稚園東南かど交差点では７時から８時までは東
進車・西進車ともに右左折禁止となります。

変更点

西中学校グラウンド西側道路へは、７時から８時ま
では東進車・西進車ともに進入できません。

変更点

　主要地方道富士裾野線の古谷商店前の信号のある
交差点を西進し、一つ目の脇に入る道路（西小学校に
通じる道路）は、７時から８時までは進入できません。

変更点

土屋踏切東側すぐのＴ字道路には、東進車・西進車
ともに７時から７時45分までは進入できません。

変更点

富岳南保育園北側の十字路の交差点を東進や西進、
北進する車両は、７時から７時45分までは北進道
路へ進入できません。

西小学校や南小学校の周辺で小中学生の安全な通行

を確保するため、ゾーン 30 が設定されました。ゾーン

30 の区域内では最高速度が 30km に規制されたり、平

日の朝の時間帯に車両の通行が規制されたりしていま

す。また、今後、ゾーン 30 内にはペイント表示が行わ

れます。

●

堰原公民館● 県
道
三
島
裾
野
線

県
道
沼
津
小
山
線

サークルK

７時～７時45分

西幼稚園
●

●
二本松公民館

県道裾野停車場線

市役所

西幼稚園
●

●
二本松公民館

７時～８時

川
瀬
黄

大畑橋

西中学校グラウンド

西中学校

７時～８時

●
　古谷商店

●佐野二公民館

西中学校
グラウンド

西中学校

７時～８時

富岳南保育園 南児童館

７時～７時45分
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山林づくりに間伐を
森林の病害虫・風水害などを防止

産業部　農林振興課
995-1823

森林の病虫害・風水害などの被害を防ぎ、質を保つため
には、間伐が必要です。人手不足や技術面などの理由で、
間伐できない方に代わり、市森林組合が間伐を行います。
市森林整備計画に位置付けられている森林を所有している
方は利用できます。

健康な森林は間伐から

当市の面積の約 63％が森林です。そのうち 69％は

人工林で、伐採期に達している森林が増えています。

森林を放置すると、木が密集し風通しや日当たりが

悪くなります。下草が生えなくなるため、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、樹木の成長や根の発達が阻害され

るため、木が更に細く弱々しくなり、雪や風による倒

木被害を受けやすくなるなど様々な問題が生じます。

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、間伐は必要

不可欠です。

伐採した木は有効活用

これまでの間伐は、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ため、伐採木を

森林内に捨て置く「伐り捨て間伐」が主流でした。現

在は、県内各地で「利用間伐」の取り組みが進められ

ています。

利用間伐は、高性能林業機械の導入や効率性が高い

伐採方法の採用、林内路網の整備などを行い、低コス

トで伐採した木を搬出できるようにします。そのため、

今まで捨てられていた木材資源を有効に利用すること

ができます。

間伐には森林組合の利用を

森林組合では、市内に住んでいる方などには無料で、

市外に住んでいる方などには間伐費用の 25％の負担で

間伐を行っています。市森林整備計画に位置付けられ

ている森林が対象です。

�無料▶市内に住んでいる方、または市内に本社機能

のある法人が所有している市内の山林

　�間伐費用の25％負担▶市外に住んでいる方、また

は市外に本社機能のある法人が所有している市内の

山林

※�宅地造成済地内の山林は対象外です。

��伐採届に必要事項を記入し、

市森林組合に提出してくだ

さい。※伐採届は市のホー

ムページからダウンロード

することもできます。

森林組合　993-5757
　（佐野822-1）

新たに森林を所有したら届出を

新たに森林の土地所有者となった方は、所有面積に

関わらず事後届出が義務付けられています。森林の土

地を新たに取得した方は、必ず届け出てください。

届出先／取得した土地のある市

�個人・法人を問わず、売買や相続などで森林の土地

を新たに取得した方

土地の所有者となった日から 90 日以内

ています。
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市職員人事異動
◆部長級
企画部長▶鈴木学〔県から派遣〕総務部長▶勝又利裕

〔市民部長兼防災監〕消防長▶中西章夫〔議会事務局長〕
教育部長▶中村治仁〔水道部長〕環境市民部長兼危機
管理監▶青山勉〔健康福祉部参事兼国保年金課長〕産
業部長▶鈴木正次〔産業部参事兼渉外課長〕建設部長
▶蜂屋和幸〔建設部参事兼建設管理課長〕
◆部参事級
行政経営監（平成30年３月31日まで）▶芹澤嘉次〔民
間から登用（トヨタ自動車東日本㈱）〕�建設部部参事兼
まちづくり課長▶金子隆一〔県から派遣〕企画部部参
事兼市長戦略監▶小林浩文〔企画部参事兼企画政策課
長〕環境市民部部参事兼水道事業管理監兼上下水道課
長▶杉本芳男〔建設部参事兼建設課長〕健康福祉部部
参事兼子育て支援監▶栗栖美智子〔健康福祉部参事兼
健康推進課長兼福祉保健会館長〕建設部部参事兼区画
整理課長▶芹澤謙二〔建設部参事兼区画整理課長〕
◆次長級
総務部次長兼人事課長▶酒井保〔総務部参事兼課税課
長〕総務部次長兼総務管財課長▶松本昭弘〔総務部参
事兼管理納税課長〕環境市民部次長兼深良支所長▶倉
澤秀樹〔市民部参事兼地域振興課深良支所長〕環境市
民部次長兼危機管理課長▶井口健一〔市民部参事兼生
活環境課長〕健康福祉部次長兼健康推進課長兼福祉保
健会館長▶勝又守〔健康福祉部参事兼社会福祉課長〕
健康福祉部次長兼社会福祉課長▶鈴木浩司〔健康福祉
部参事兼障がい福祉課長〕産業部次長兼商工観光課長
▶勝又晃一〔市民部参事兼地域振興課長〕教育部次長
兼教育総務課長兼学校給食センター所長▶杉山善彦

〔総務部参事兼総務管財課長〕会計管理者兼出納課長
▶柏木信博〔産業部参事兼商工観光課長〕議会事務局
長▶永田幸也〔建設部まちづくり課長〕監査委員事務
局長▶勝又正幸〔教育部参事兼教育総務課長兼学校給
食センター所長〕企画部次長兼秘書課長▶西川篤実〔企
画部市長戦略課長〕企画部次長兼財政課長▶湯山博之

〔企画部財政課長〕
◆参事級
環境市民部参事兼危機管理課危機管理調整監（平成
27年 4月30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〕環境市民部参事兼危機管理
課危機管理調整監（平成30年 3月31日まで）▶古
川渡〔陸上自衛隊から登用〕健康福祉部参事兼介護保
険課長▶平野佳正〔水道部上水道課長〕産業部参事兼
農林振興課長▶杉山和利〔産業部農林振興課長〕産業
部参事兼渉外課長▶横山王一〔市民部地域振興課須山
支所長〕教育部参事兼生涯学習課長兼富士山資料館長
▶水口清治〔健康福祉部介護保険課長〕

◆課長級
企画部企画政策課長（市土地開発公社事務局長）▶石
井敦〔総務部人事課長〕建設部建設管理課長▶杉山康
雄〔総務部検査監〕総務部管理納税課長▶杉山善則〔総
務部管理納税課副参事〕総務部検査監▶菊池守〔建設
部建設課副参事〕環境市民部市民課長▶小野田春代〔市
民部市民課副参事〕環境市民部生活環境課長兼美化セ
ンター所長▶伊藤裕康〔市民部生活環境課副参事〕健
康福祉部子育て支援課長▶勝又明彦〔健康福祉部社会
福祉課子育て支援室長〕健康福祉部子ども保育課長▶
篠塚俊一〔教育委員会子ども教育課長心得〕建設部建
設課長▶細井茂美〔建設部建設課副参事〕教育部生涯
学習課市民協働室長▶勝俣善久〔教育部生涯学習課副
参事〕消防本部消防総務課長▶土屋敏彦〔消防本部消
防総務課副参事〕消防本部予防課長▶小島逸喜〔消防
署副参事兼副署長〕消防署長▶西島弘己〔消防本部消
防総務課副参事〕企画部戦略広報課長▶鈴木敬盛〔企
画部市長戦略課広報室長〕総務部課税課長▶福士元紹

〔企画部企画政策課行革推進室長〕健康福祉部国保年
金課長▶加藤忠彦〔健康福祉部国保年金課主幹〕健康
福祉部障がい福祉課長▶眞田俊彦〔健康福祉部社会福
祉課主幹〕
◆課長代理級
環境市民部生活環境課長代理兼美化センター副所長▶
小野了〔市民部生活環境課副参事兼美化センター副所
長〕建設部建設管理課長代理▶日吉信好〔建設部建設
管理課副参事〕建設部区画整理課長代理▶丹野宏康〔水
道部下水道課副参事兼係長〕消防本部消防総務課広域
準備室長▶一之瀬徳博〔消防本部消防総務課副参事〕
消防署課長代理兼副署長▶入倉一弥〔消防署副参事兼
副署長〕消防署課長代理兼副署長▶杉本公明〔消防本
部予防課副参事〕消防署茶畑分遣所課長代理▶齋藤立
巳〔消防署副参事〕消防署須山分遣所課長代理▶柏木
晴義〔消防署副参事〕企画部企画政策課長代理▶髙梨
恭〔企画部企画政策課主幹兼係長〕企画部企画政策課
情報政策室長▶河合正彦〔企画部企画政策課情報政策
室長〕総務部人事課長代理▶杉山和哉〔総務部人事課
主幹兼係長〕総務部総務管財課長代理▶中野智文〔総
務部総務管財課主幹兼係長〕総務部課税課長代理▶渡
邊圭一郎〔総務部課税課主幹兼係長〕環境市民部危機
管理課長代理▶秋山慶次〔議会事務局主幹兼係長〕健
康福祉部子ども保育課長代理▶笠間健男〔教育部子ど
も教育課主幹兼係長〕建設部建設管理課長代理▶芹澤
泰広〔建設部建設管理課主幹兼係長〕教育部教育総務
課長代理▶鈴木則和〔教育部教育総務課主幹兼係長〕
教育部生涯学習課文化・スポーツ室長▶木原慎也〔総
務部課税課主幹兼係長〕

〔　〕は、26年度の所属・役職です。

総務部　人事課
995-1806 p.9
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お知らせ
Announcement

“すそのん”スタイの贈呈

子どもが生まれた方にスタイ（よ

だれかけ）を贈呈します。

�市に住民登録があり子どもが生ま

れた方

��子育て支援課で希望する方にお渡

しします。

子育て支援課
　995-1841

サポートセンター しゃきょう
オープン

市内の相談支援事業所として４月

からオープンします。

営業時間／㈪～㈮　９時～ 16 時

※祝日・年末年始を除く

福祉保健会館２階

サ�ービス内容／障がいのある方へ福

祉についての様々な情報の提供や

障がい福祉サービスの利用支援、

障がい福祉サービスの利用計画の

作成など

社会福祉協議会　992-5750

農地台帳の閲覧・記録事項
要約書の交付を開始

閲覧用農地台帳に記載されている

農地の所在や地番、地目、面積など

を閲覧したり記録事項要約書の交付

を受けたりすることができます。

�閲覧▶１件 300 円

　記録事項要約書の交付▶１件 300円

��所定の様式に必要事項を記入し農

林振興課にお申し込みください。

�請求筆数が多い場合はあらかじめ

ご相談ください。

農林振興課　995-1824

ひとり親家庭入学児童祝金

母子・父子家庭などの児童が、小

中学校に進学するときに祝金を支給

します。

��子育て支援課、社会福祉協議会、

各支所で配布している申請書に必

要事項を記入し、子育て支援課か

社会福祉協議会に提出してください。

４月 13 日㈪

子育て支援課　995-1841
　　社会福祉協議会　992-5750

国保高齢受給者証交付会

５月１日㈮から対象となる方に受

給者証を交付します。

�４月23日㈭　10時20分～11時20分

福祉保健会館研修室

�昭和 20 年４月２日～５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

市指定給水装置工事
事業者の追加

新たに２事業者を追加しました。

●株式会社イヌイ

　〒420-0803 静岡市葵区千代田4-7-5

　TEL054-246-3211

●東海設備株式会社

　〒425-0091 焼津市八楠2-30-1

　TEL054-620-7077

上下水道課　995-1833

児童扶養手当の支給

４月 10 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 10 日㈮、8 月 11 日㈫、

12 月 11 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。

子育て支援課　995-1841

４月５日㈰～５月６日㈬

�パノラマ遊花の里（ヘルシーパーク裾野入口）

※�イベント開催は４月 18 日㈯・19 日㈰　９時～ 15 時

●豚汁の無料配布

　（18 日㈯�12 時～・500 杯限定）

●お店コーナー（軽食）

●ステージイベント

●展示コーナー

市観光協会　992-5005

富士山すそのパノラマロード
菜の花&桜まつり
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高齢者肺炎球菌予防接種

�市に住民登録があり、定期接種対

象外の方で今年度満 65 歳以上に

なる方

※�既に接種券を使って予防接種を受

けたことがある方は対象外です。

��健康推進課に電話でお問い合わせ

の上、窓口でお申し込みください。

�2,000 円　※生活保護を受けてい

る方は免除します。事前に接種券、

印鑑をお持ちになり健康推進課で

お申し込みください。

健康推進課　992-5711

国立駿河療養所の一般開放

桜の開花時期に合わせて敷地を一

般開放します。ふれあいセンターで

はハンセン病の啓発パネルや駿河療

養所の紹介パネルを展示します。

開放期間／４月 19 日㈰まで

�療養所内での飲酒は控えてくださ

い。

国立駿河療養所　0550-87-1711
　御殿場市企画課　0550-82-4421

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、トレーニング室を利用でき

ます。

�４月 10 日㈮、25 日㈯　時間はい

ずれも 19 時～ 20 時 40 分

市民体育館

�15 歳以上（中学生除く）

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

募 集
Recruitment

不用なこいのぼりの寄付

不用なこいのぼりがあれば、観光

協会へお持ちください。寄付された

こいのぼりは、４月中旬から５月中

旬まで五竜の滝付近に飾られます。

市観光協会　992-5005

幼児をもつ母親学級

�５月８日㈮、14 日㈭、21 日㈭、

28 日㈭、６月４日㈭、11 日㈭、

18 日㈭、７月２日㈭、９日㈭、16

日㈭　９時 30 分～ 11 時 30 分

生涯学習センターほか

�市内に住んでいて、１歳から３歳

までの幼児がいる母親

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

駿東地域職業訓練センター
5月講座

�●安全衛生教育▶刈払機の安全衛

生講習●特別教育▶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▶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、エクセル基礎、ワード活

用、エクセル活用、夜間ワード基

礎、夜間エクセル基礎●カル

チャーコース▶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、アロマ教室、絵画教

室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

国連外国語講座（英会話）
の受講生

�●初級▶５月 12 日～７月 14 日　

毎週㈫・５月 14 日～７月 16 日　

毎週㈭●中級・上級▶５月 15 日

～７月 17 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 20 人

20,000 円

４月 23 日㈪

県国際交流協会
　054-202-3411

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・福祉施設な

どで、ふれあい看護体験を実施しま

す。施設の見学や看護体験、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、介護老人福祉施設　※東部

は 24 施設

�一般の方　※対象が中学生以上の

施設もあります。

４月 21 日㈫

県ナースセンター
　054-202-1761

日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　
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介護施設サービスへの要望は積極的に
急速に高齢化社会になっていく現在、老老介護には

限界があります。現在、同居して介護を行っている方

のうち、男性の 40.2％、女性の 29.7％が 70 歳以上の

方です。共倒れになる前に介護施設サービスの利用を

考えてみることも必要です。市内の施設サービスには、

特別養護老人ホーム（３カ所）、介護老人保健施設（２

カ所）、介護療養型医療施設（１カ所）、そのほか、軽

費老人ホーム、有料老人ホームなどがあります。施設

を利用する際に大事なことは、施設や地域包括支援セ

ンターに対して積極的に要望を伝えることです。施設

利用者の中には、サービスに心がこもっていないため

気持ちのこもったケアをしてほしい、という要望もあ

るそうです。利用者が声をあげることが大事ですね。

Ｑ：心当たりのない老人ホームのパンフレットと入居
権利申込書が届いた。後日、別の業者から「入居した
い人がいるが業者は申し込めない。代わりに申し込ん
でもらい、権利を買い取らせてほしい」と電話があっ
た。人助けと思い承諾したが、信用できるだろうか。
Ａ：老人ホームや介護施設などの入居権利に関する相

談が増加しています。親切心や同情心につけこみ、人

助けと思わせて高齢者に老人ホーム入居権を購入させ

ようとする極めて悪質な手口です。業者も、老人ホー

ム自体も架空の会社だと考えられます。

こうした電話があっても決して相手にせず、電話を

切ってください。もし業者とやり取りしてしまってお

金を請求されても絶対に払わないでください。おかし

いと思ったらすぐに消費生活センターにご相談くださ

い。

募 集
Recruitment

ホストファミリー

　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㈪

�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
　980-0962

雑誌スポンサー

鈴木図書館が購入する雑誌の年間

購読料を負担すると、その雑誌の最

新号カバーと雑誌架に広告を掲示で

きます。スポンサーを随時募集して

います。

契約期間／１年間

�申込書に必要事項を記入し、お申

し込みください。申込書は市ホー

ムページからダウンロードするこ

とができます。

鈴木図書館　992-2342

子育てセミナー受講生

５月 19 日～７月７日の毎週㈫

　計８回　９時 30 分～ 11 時 30 分

生涯学習センター

講師／小川文子さん

�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

20 人（先着順）

�市内に住んでいる小中学生の子ど

もがいる保護者

４月 30 日㈭

生涯学習課　992-3800

消費生活センター
995-1854

有
料
広
告

くらしのダイヤル
消費生活研究会
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４月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ６・13・20・27日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

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 24日㈮
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 20日㈪
13時～15時

生活改善に関する
相談を希望する方

成人食事健康相談 ６日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 24日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談
を希望する方

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26年10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25年10月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

28日㈫９時～９時15分
平成25年４・5月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

9日㈭13時～13時15分
平成24年10月生まれの方

３歳児
健康診査

23日㈭13時～13時30分
平成24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。
●�夜間当直医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７日㈫ 17時～ 19時 45分
４月14日㈫ ９時～ 11時 30分
４月21日㈫ 13時～ 15時 30分
４月27日㈪ ９時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
４月14日㈫ ９時～ 11時 30分
４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 3 4
整形 内科 整形 外科

5 6 7 8 9 10 11
整形 内科 内科 外科 整形 内科 内科
12 13 14 15 16 17 18
内科 外科 内科 内科 外科 整形 内科
19 20 21 22 23 24 25
外科 内科 内科 外科 内科 整形 ※
26 27 28 29 30
内科 内科 内科 内科 外科

裾野赤十字病院夜間当直医診療科

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）

健康福祉部　健康推進課
992-5711

県東部保健所
地域医療課
920-2109

有
料
広
告

※25日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から外科
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４月後期の救急協力医

有
料
広
告

16 木 大沢医院 931-1019 �御幸町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 �山王台

17 金 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

18 土 杉山病院 963-4114 �錦町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

19 日

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 �大岡 東医院 921-5520 �高沢町

南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

20 月 大庭内科・消化器科クリニック 995-1123 佐野 こんどう
クリニック 925-2420 �岡宮 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

21 火 清水館医院 993-2323 茶畑 青木整形
外科医院 922-0521 �高島町 白十字小児科医院 933-5111 �下香貫

馬場

22 水 杉山医院 992-0028 平松 おおしろ整形
外科クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

23 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

24 金 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 よざ小児科医院 967-5722 �原

25 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 �松下 坂小児科医院 931-3233 �下香貫
前原

26 日

望月内科医院 931-5362 �下香貫
宮脇

五十嵐
クリニック 934-6700 �志下

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 杉谷小児科医院 923-6543 �筒井町

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

27 月 小林医院 966-7700 �今沢 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
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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。

救急協力医テレホンサービス
935-0119

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

有
料
広
告

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

28 火 福士内科クリニック 932-3553 �下香貫
藤井原 沼津整形外科医院 921-3791 �共栄町 田中医院 921-2053 �高島町

29 水

今井医院 921-3211 �五月町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

こんどう
クリニック 925-2420 �岡宮 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 こんどうクリニック 925-2420 �岡宮

30 木 清流クリニック 941-8688 堂庭 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

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
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 聖隷沼津病院
952-1000 松下 杉沢歯科医院

975-4618 柿田

26 日 三島中央病院
971-4133 緑町

山内眼科�
クリニック
975-8338

中田町
いながきレディー
スクリニック�
926-1709

宮前町 瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

29 水
芹沢耳鼻咽喉科�
クリニック
993-8000

茶畑 三島総合病院
975-3031

�谷田　
藤久保

井関マタニティ�
クリニック�
952-4103

八幡町 室伏歯科医院
992-2439 公文名

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

●救急協力医の変更／４月 15 日㈬の小児科の救急協力医が変更になりました。

　　　　　　　　　　変更前：古屋小児科医院▶変更後：西村医院（971-6510　長泉町下土狩）
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055-995-1802

富士山資料館993-9300
4月の休館日／6日㈪･13日㈪･
20日㈪･27日㈪

市民憲章 :
2015 年

（
平
成
27 年

）

4
月1

日
号

No.
1285

思 い や り の 心 で、 住 み よ い ま ち を つ く り ま す

４月１日㈬、茶畑に０～２歳児専用の小規模保
育所「富岳キッズセンターあい」が開園し、橋本
さんが、初代園長に就任しました。「社会福祉法
人�富岳会では、市内で富岳台保育園と富岳南保
育園を運営しています。２～３年前から０歳、１
歳児の入園希望者が増えてきて、希望に添えない
ことも多くなりました。両園の中間に位置する場
所に、このような施設ができ、希望にこたえるこ

富岳キッズセンターあい

初代園長　橋本　正美 さん

とができるようになりうれしいです」と橋本さん。
完成した園舎は、鉄骨造２階建、延床面積は

1,045.43㎡、階段の手すりなどには県産材が使わ
れています。「国の基準よりも広いスペースが確保
されているので、子どもたちはのびのびと園生活
を送ることができます。広いと動き回ることがで
きるので、自然と運動能力も身につくかなと思っ
ています」と橋本さん。床材には、けが防止のた
めクッションフロアが使われています。常勤の看
護師が２人いて、病後児保育室もあるので、保護
者の方も安心して子どもを預けられます。
「仕事などで忙しいお父さん、お母さんの子育

てを援助していくのが保育園の役目。しっかりし
た個別の保育計画を立て、職員が一致団結して、
子どもたちの成長の役に立っていきたい」と抱負
を話してくれました。

同園には、未就園児と保護者が利用できる地域
子育て支援センターも設けられています。「子育て
中のお父さん、お母さんの交流の場、そして園と
地域の交流の場にしていきたい」とも。

４月２日㈭に０～２歳児の園児 45 人を迎えて
入園式が行われます。市内初０～２歳児専用の施
設の誕生です。

須山御
お

師
し

の由緒と名前
須山の御師について、天保 15 年 (1844) の由

ゆい

緒
しょ

書
がき

に「富士山南口に下浅間の社があり、村方の総
鎮守となっています。ここには神主のほかに百姓
兼帯の 12 人の御師がいて、夏中は諸国からくる
参詣人の導

どう

者
じゃ

宿
やど

を営み、祈
き

祷
とう

をして登山の世話を
しています。冬は檀家回りをしてお札を配ってい
ます。京都の吉田家から免許を受け、昔からその
支配下にあります。当村の御師は百姓ではありま
すが、由緒のある家柄です」と説明されています。

安永５年（1776）の御師 改
あらため

帳
ちょう

には、13 人の百
姓名と神主名・御師名が記載されていました。そ
の一部を紹介します。

神主…三郎左エ門事
こと

渡部民部
御師…清兵衛事渡部隼人、長十郎事杉山幸太夫、
　　　与七事杉山代官坊、半七事土屋半太夫

（須山区有文書）

御師改帳

（渡邉家文書）

由緒書

世界に名だたるピアノの名器であるスタイン
ウェイ D-274（フルコンサートピアノ）を、自由
に弾いてみませんか。反響板とコンサート照明が
設置されている大ホール舞台で、コンサート本番
さながらの体験が楽しめます。自分の楽器（アコー
スティックのみ）をお持ちになり演奏することも
できます。
と　き／��４月12日㈰、５月30日㈯、６月26日㈮
　　　　いずれも９時～ 21 時
� ※ �20 分で１区分とし、１日最大６区分

（２時間）まで申込みできます。
料　金／�１区分　800 円
申込み／�先着順です。市民文化センターへお申し

込みください。※電話可。

大ホールをひとり占め！
「スタインウェイを弾こう」

毎月
開催
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