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特集１

市議会３月定例会　43案件を可決
国の交付金を財源とした補正予算、27年度予算など

 議 案 
◆部設置条例の一部改正
　重要施策を推進し、社会情勢の変化に的確に対応で
きる組織とするため、条例を一部改正しました。
◆�市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
の一部改正
◆�市特別職の職員の給料に関する条例の一部改正
　市特別職報酬等審議会の答申の尊重、地方教育行政
の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、条例
を一部改正しました。
◆�教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条
例の全部改正

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改
正に伴い、条例を全部改正しました。
◆�手数料条例の一部改正
　関係法令の一部改正などに伴い、農地台帳記録事項
要約書の交付手数料を定めるなど、条例を一部改正し
ました。
◆�国民健康保険税条例の一部改正
　市国民健康保険運営協議会の答申を尊重し、国民健
康保険の財政運営の健全化のため、賦課割合を見直す
など条例を一部改正しました。
◆�介護保険条例の一部改正
　介護保険事業計画の見直しなどにより必要サービス
量を確保するため、保険料の改定を行うなど条例を一
部改正しました。

◆�三島市、裾野市及び長泉町消防広域化推進協議会の
設置

　消防通信指令施設や消防広域化に関する事務を共同
して行い、広域消防運営計画を共同して作成するため
２市１町で新たに協議会を設置します。
◆�建設工事請負変更契約の締結
　一般廃棄物最終処分場（第二期）埋立地建設工事に
ついて、盛土材に添加する固化材の種類と配合量の変
更、岩掘削の追加のため、1,815 万 2,640 円を増額し、
10億 8,650 万 7,000 円で請負変更契約を締結するこ
とが可決されました。
◆�市職員の給与に関する条例の一部改正
◆�一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
　人事院勧告にもとづき、職員や一般職の任期付職員
に支給する給料額などを改めるため、条例を一部改正
しました。
◆�市立幼稚園授業料等徴収条例の一部改正
◆�市保育所条例の全部改正
　子ども・子育て支援法が、４月１日から施行される
ことに伴い、条例を一部改正、全部改正しました。
◆�副市長の選任
　３月 31日をもって退任した金嶋千明氏の後任とし
て江藤建夫氏を選任することが同意されました。
◆�教育長の任命
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改
正に伴い、新制度の教育長に風間忠純氏を任命するこ
とが同意されました。

　市議会３月定例会が、２月24日㈫か
ら３月26日㈭まで行われ、条例の改正
や補正予算、平成27年度の当初予算な
ど43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27年度予算の概要は、４－５ページに
掲載します。

副市長に江藤建夫氏
　４月１日付けで、前企画部長の
江藤建夫氏が副市長に就任しまし
た。任期は、平成 31 年３月 31
日までの４年間です。

教育長に風間忠純氏
　４月１日付けで、前教育長の風
間忠純氏が教育長に就任しました。
任期は、平成 30 年３月 31 日ま
での３年間です。
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特集１

市議会３月定例会
 補 正 予 算 

一般会計補正予算（第６回・第７回）
　既定の歳入歳出予算の総額に、14億 4,500 万円を
追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 212 億 3,700
万円としました。
　歳出の主なものは次の通りです。
○小中学校校舎等耐震補強計画策定事業（6,700 万円）
　地震等災害対策基金を活用し、学校施設の耐震性の
向上、老朽化に伴う大規模改修の実施に向けて、小学
校８施設、中学校５施設の調査を実施し、計画を策定
します。
○最終処分場（第二期）整備事業（10億 7,750 万円）
　緊急経済対策のための国の補正予算成立を受け、最
終処分場（第二期）
整備事業を前倒しし
て実施します。

○宅地分譲促進事業費補助金（2,350 万円）
　定住人口の増加のための取組である宅地分譲促進事
業費補助金の申請件数が、予定していた 50区画を上
回り 97区画となったため増額しました。
○深良用水特別展示室整備事業（463 万 8,000 円）
　世界「かんがい施設遺産」に登録された深良用水の
関連資料を、深良郷土資料館から市民文化センター２
階の特別展示室に移します。
○特定目的基金への積み立て（４億 57万円）
　今後見込まれる学校教育施設の耐震補強事業、市債
の元利償還金の増加などに備えるため、学校教育施設
整備基金、減債基金への積み立てをします。
●市認証保育施設支援事業（480 万円）
　安心して働き、子育てできる環境を整備するため、
幼稚園、保育園などの認可施設に加え、企業内保育施
設や小規模民間保育施設など一定の基準を満たす子育
て施設に対する、市独自の認証・助成制度を創設します。
●子ども連れ親子交流促進事業（183 万円）
　市立鈴木図書館に授乳施設やオムツ替えスペースを
整備します。子育て世帯を対象としたイベント事業な
どを開催し、乳幼児を連れた親子の利用促進、親子の
交流や本に触れる機会の増加を図ります。

●地域特産作物活性化支援事業（250 万円）
　農業の６次産業化と特産物の創出のため、薬草など
の薬用作物やそばを地域戦略作物に位置づけ、作付け
などに対して補助します。

●プレミアム付き商品券発行事業（2,980 万円）
　地域の消費喚起のため、商工会がプレミアム率
20％の商品券を発行します。
●中小企業相談支援事業（140 万円）
　起業や事業拡大を検討している中小事業者を支援す
るため、実績のある相談・支援専門機関と連携して相
談会などを実施します。
●ビジネスコンテスト開催事業（300 万円）
　起業やビジネスマッチングによる地域活性化を図る
ため、首都圏や地元の大学生、社会人などに市内の地
域資源を活用した新ビジネスを企画提案してもらいま
す。
●「眠れる資源・隠れた魅力」発掘発信事業
� （250 万円）
　郷土愛を醸成し、交流人口の増加を図るため、市内
の眠れる資源や隠れた魅力を発掘し、それらの映像な
どを活用して市内外に戦略的に発信します。
●観光情報発信事業（350 万円）
　市内の観光振興と交流人口の増加のため、観光案内
所の情報発信機能を充実します。
●運動公園スポーツイベント活性化事業（217 万円）
　子育て世代の施設の利便性向上のため、運動公園に
授乳室やオムツ替えスペースを整備します。また、交
流人口の増加のため新規のスポーツイベントを誘致し
ます。
●市総合戦略策定事業（950 万円）
　市内でのまち・ひと・しごと創生に関し、市が講じ
なければならない施策を、総合的・計画的に実施する
ための総合戦略を策定します。

※�●は、国の地方創生関連交付金を主な財源として、
27年度に繰り越して実施します。
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平成27年度　当初予算概要　一般会計202億500万円
まちとひとの成長戦略予算

特集２

　「みんなの元気と調和でつくる暮らし満足
都市」の実現を図るため、定住人口の増加や
企業の立地維持などの将来投資事業を継続し
ます。27 年度は、「ひとづくり」や「豊か
な産業づくり」などの将来を見据えた事業に
重点を置いたメリハリのある予算としました。

財政課
995-1801

平成 27年度予算
予 算 総 額 325億�� �251 万円

（平成26年度　313億 7,788 万円）
一 般 会 計 202億�� �500 万円

（平成26年度　196億 1,000 万円）

＊当初予算前年度対比
平成 27年度予算 平成 26年度予算

一 般 会 計 202億� �500万円 196億1,000万円
水道事業会計 13億5,590万円 13億1,682万円
特 別 会 計 109億4,161万円 104億5,106万円
合 計 325億� �251万円 313億7,788万円

＊平成 27年度　　水道事業会計
収　入 支　出

収 益 的 10億1,100万円 8億1,060万円
資 本 的 4,260万円 5億4,530万円

＊平成 27年度　　土地開発公社会計
収　入 支　出

収 益 的 5億� �137万円 4億3,889万円
資 本 的 652万円 4億3,400万円

歳入
市 税 106億� �574万円 52.5%
国 庫 支 出 金 25億9,756万円 12.9%
諸 収 入 12億8,749万円 6.4%
市 債 12億3,790万円 6.1%
繰 入 金 11億9,860万円 5.9%
地方消費税交付金 10億5,000万円 5.2%
そ の ほ か� 22億2,771万円 11.0%

歳出
民 生 費 50億5,985万円 25.0%
土 木 費 30億8,117万円 15.2%
教 育 費 29億5,628万円 14.6%
総 務 費 23億� �439万円 11.4%
衛 生 費 22億6,030万円 11.2%
公 債 費 17億2,776万円 8.6%
そ の ほ か� 28億1,525万円 14.0%

一般会計予算

平成 27年度　会計別予算

一般会計予算
202億 500万円
一般会計予算

202億 500万円

特別会計予算
109億 4,161 万円
特別会計予算

109億 4,161 万円

水道事業会計予算
13億 5,590 万円
水道事業会計予算
13億 5,590 万円

歳入総額　202億 500万円

歳入

市税

国庫支出金

諸収入

市債

繰入金
地方消費税交付金

そのほか
歳出総額　202億 500万円

歳出

民生費

土木費

教育費総務費

衛生費

公債費

そのほか
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特集２

総予算額は前年度比3.6％の増

　一般会計予算総額は、202億500万円で、前年度当
初予算に比べ、５億9,500万円、３％の増となりました。
特別会計は、総額109億4,161万円で、前年度当初予
算に比べ、４億9,055万円、4.7％の増となりました。
　また、水道事業会計は13億5,590万円で、前年度当
初予算に比べ3,908万5,000円、３％の増となりまし
た。一般会計、特別会計、水道事業会計を合わせた総
予算額は、325億251万円となり、前年度当初予算に
比べ、11億2,463万5,000円、3.6％の増となりました。

市債は前年度当初予算比12.6％の減

　歳入のうち市税収入は、106億574万1,000円で前
年度当初予算と比べ、７億2,902万3,000円、7.4％の
増となりました。国庫支出金は、扶助費関連の民生費
国庫負担金の増などのため、2.7％増の25億9,756万
2,000円を見込みました。
　繰入金は、11億9,860万3,000円です。そのうち財
政調整基金の取り崩しは８億1,858万円で、前年度当
初予算と比べ、５億5,216万5,000円の減を予定して
います。市債は12億3,790万円で、前年度当初予算と
比べ１億7,830万円、12.6％の減を見込みました。

「ひとづくり」のため、教育に力点を置いた予算

　歳出の主な事業のうち、「ひとづくり」では、子ど
もに質の高い教育を提供できるように、新たに「学び
の森」運営事業を開始します。ほんものとふれあう学
習事業、学力向上ボランティア事業、幼児を対象とし
た外国文化ふれあい事業、少子化対策強化事業を、引
き続き実施します。
　「豊かな産業づくり」では、新たに立地する企業や、
設備投資を行う既存の企業を応援するため、企業立地
促進事業を実施します。
　「快適なまちづくり」では、新規事業として、御殿
場市と協力して（仮称）神山深良線整備事業を行いま
す。また、長泉町と協力して新斎場整備基本計画策定
事業を行います。裾野赤十字病院医師確保等支援事業
や、裾野駅構内にエレベーターなどを整備するバリア
フリー化事業に助成します。
　主な新規事業としては、市民課の窓口業務の外部委
託や、裾野市、三島市、長泉町で消防指令施設の共同
運用を開始します。
　継続事業のうち増額する主な事業は、当市の知名度
アップを図るためのシティプロモーション推進事業、
救助工作車、化学消防車更新などの消防車両整備事業
などです。

　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。

　平成27年度一般会計予算を月収約48万1,000
円の家庭（一般会計予算の 3,500 分の１）に置
き換えてみると、次のようになります。

■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 759,982 35.6% 743,000 16,982

平松深良線
街 路 費 231,126 10.8% 206,950 24,176

都市計画事業
公 債 費 141,214 6.7% 0 141,214

下水道事業
特 別 会 計 1,002,012 46.9% 484,120 517,892

合 計 2,134,334 100.0% 1,434,070 700,264
＊特定財源……国県支出金、地方債、負担金その他

収入項目
（一般会計の項目） 金額 支出項目

（一般会計の項目） 金額
給料（市税） 252,500円 食費（人件費） 88,300円
雑収入

（使用料など） 48,400円 医療費
（扶助費） 69,100円

預金の取崩し
（繰入金） 28,500円 光熱水費・通信費

（物件費） 133,200円
親からの仕送り

（国・県支出金など）122,100円
家の増改築など
（投資的経費） 92,400円

ローン借入れ
（市債） 29,500円 子どもへの仕送り

（特別会計への繰出金） 35,500円
貯蓄
（積立金など） 21,400円
ローン返済
（公債費） 41,100円

合計 481,000円 合計 481,000円

都市計画税（３億9,600万円）の使途は 平成27年度の一般会計予算を
１カ月の家計簿に例えてみると
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平成27年度の将来投資事業・新規事業・主要増額事業
総合計画の６本の柱に沿った実施計画を策定

特集２

平成27年度

主 要
事 業

　実施計画は、市総合計画前期基本計画で示した施策を具体化
するための計画です。市では、効率的で効果的な行財政運営を
行うため、施策の貢献度や優先度、市への要望や社会の動きを
参考にしながら、体系別に実施計画を策定しました。
　27年度に計画した127億8,770万円の事業の中から、将来
投資事業や新規事業、増額事業の主なものをお知らせします。

将将来投資事業：事業の将来性に着目し重点的に取り組む事業
新新規事業：平成27年度から新規に実施する事業
増増額事業：継続事業のうち平成27年度から増額するもの

事務事業名 事業概要 事業費
増裾野赤十字病院救急医療対策補助事業 年々増加する救急医療に対応するため、補助額を増額する。 5,400
増裾野赤十字病院医療機器整備費補助事業 医療機器の充実を図るため、機器購入費を補助する。 1,500

将裾野赤十字病院医師確保等支援事業 医師の確保を図るため、医師の事務負担を軽減するための職員を配置した場合
に助成する。 200

将�健康・医療情報を活用した予防・保健事業
（データヘルス事業）

市の特性を踏まえた、効果的・効率的な予防・保健事業を図るための実施計画
を策定し、生活習慣病の予防などを通じて、医療費の削減を図る。 900

増臨時福祉給付金給付事業 消費税率の引き上げの影響などを踏まえ、低所得者に対し給付措置を行う。 3,950
新生活困窮者支援事業 生活困窮者からの相談に対応するため相談窓口などの拡充を図る。 612

増障害者相談支援事業
障がい者の課題解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントにより
きめ細かく支援するため、福祉サービス利用者全員へ計画相談と合わせ一般相
談の体制充実を図る。

2,485

増子育て世帯臨時特例給付金給付事業 消費税率の引き上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な
給付措置を行う。 2,853

将少子化対策強化事業
少子化対策として、子どもの成長と子育てを地域全体で支援するため、各種事
業を実施する。①地域における子育て相談体制強化事業②みらいのパパママス
クール事業③子育て中の母親ネットワーク形成事業④子育て情報サイト更新事
業⑤パパママスクール事業

238

事務事業名 事業概要 事業費

将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、挨拶や簡単な会話、歌、ゲーム
を楽しむことを通じて、幼少期から外国語や異文化に慣れ親しむ機会をつくる。 441

増東小学校耐震・大規模改修事業 耐震補強工事とともに施設の老朽化対策として補強棟の大規模改修を行う。 16,508

将「学びの森」運営事業
市の子どもに質の高い教育を提供していくために、「学びの森」を設置・運営
する。「学びの森」では専門的な指導員を配置し、①教職員の研修体制の充実
②学校と地域の連携教育の推進③児童生徒、保護者との教育相談を進める。

1,435

将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る。　 84

将ほんものとふれあう学習事業
児童・生徒が文化・芸術を鑑賞したり、外部講師（トップアスリート・芸術家など）
の講演を聴いたり、ほんものとふれ合う機会を設定する。なお、平成 27年度
は、小学校などでアーティストの生演奏を聴く場を設ける「公共ホール音楽活
性化（おんかつ）事業」も実施する。

273

新市民体育館改修事業 耐震補強および施設改修工事を行う。（平成 27～28年度） 38,304
新運動公園陸上競技場改修事業 劣化した全天候型トラックなどの改修や備品の購入を行う。 7,250

事務事業名 事業概要 事業費

将市営墓地緑化事業 市民団体との協働により芝桜、葉ボタンなどを植栽し、市営墓地の緑化を推進
する。 20

新住民票等コンビニ交付事業 平成 28年からマイナンバーカードを用いて、住民票などをコンビニエンスス
トアで取得できるサービスを提供するため、関連システムの構築などを行う。 650

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」� 事業費総額　49億2,291万円
（単位：万円）

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」� 事業費総額　14億3,252万円

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」� 事業費総額　13億3,966万円
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特集２

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 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工事に対して助成する。工事：H27～ 28年度 3,560

将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
も視野にいれ、計画を策定する。 745

将宅地分譲促進事業 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。 1,000

将（仮称）神山深良線整備事業 朝夕の渋滞解消のため、深良地先の市道 1-4 号線（農免道路）と御殿場市神
山地先間を結ぶ道路を御殿場市と連携して整備し、交通の円滑化を図る。 3,500

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、緊急車両の通行路確保などを図るため、道路整備
計画に基づく道路整備を行う。 3,000

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。 7,610

将都市計画街路平松深良線整備事業 市内の幹線道路を整備するため、平松深良線のうち市民体育館前の通りから千
福公文名線、佐野茶畑線から駅東通り間を整備する。 23,113

事務事業名 事業概要 事業費

将企業立地促進事業 企業の誘致と立地維持を図るため、事業用地取得費、建物機械設備取得費など
に対し助成する。 10,700

将中小企業支援事業 経営革新、技術開発などに取り組む中小企業や起業を支援するため、利子補給
や補助金により助成する。 325

将住宅建設等促進事業 定住人口の増加と地域経済の振興を図るため、住宅の新築などに対して助成す
る。新築50万円×25戸・耐震補強・リフォーム 20万円×55戸 2,500

将地域農業担い手支援事業 将来の農業の担い手を確保するため、農業用機械・施設導入経費や販路拡大に
向けた展示会の出展経費などに対して助成する。 180

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。 290

事務事業名 事業概要 事業費

増シティプロモーション推進事業
市の魅力を創出し、ブランド力や認知度のアップを図るとともに、県内外へ戦
略的な情報発信を行うため、市マスコットキャラクター“すそのん”の活用や
フィルムコミッションなどの充実を図る。

648

将�市総合計画等策定事業・国土利用計画改
定事業

第４次市総合計画後期基本計画策定と第３次国土利用計画裾野市計画改定を行
う。 620

増�社会保障・税共通番号（マイナンバー）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
ム及び関連システムを改修する。 4,766

増統計調査事業 統計法に基づく指定統計と国勢調査を実施する。 2,234

新市民課窓口委託事業 住民票交付などの市民サービスの向上を図るため、４月から窓口業務を外部委
託する。 2,343

将新斎場整備基本計画策定事業 現斎場は築 38年が経過し、施設の老朽化が著しく更新が必要であるため、施
設の規模、概算事業費等について、長泉町と連携して基本構想を策定する。 540

新消防広域化推進事業 消防体制の強化を図るため、２市１町（裾野市・三島市・長泉町）で共同運用する
消防指令施設の運用（平成 27年 10月～）と広域化協議会の経費を負担する。 572

４．豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」� 事業費総額　24億9,663万円

５．今ある魅力と資源を再発見し、未来へつなげる「すその」� 事業費総額　1億8,346万円

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」� 事業費総額　24億1,252万円

事務事業名 事業概要 事業費

将【少子化対策強化事業】婚活支援事業 平成 10年から取り組んできた結婚相談事業を少子化対策として位置づけ、講
座や婚活イベント事業を実施する。 125

将�新エネルギー機器等（防災・減災対応型）
導入補助事業

地球温暖化防止対策と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の購入費用を助成する。 2,055

将防災体制整備事業 県の第 4次被害想定に伴い防災計画を見直し、地震等災害対策基金を活用し
て実践的な防災訓練の実施、避難所や救護所用防災資機材の充実を図る。 8,054

増消防車両整備事業 消防車両整備計画に基づき、消防署の車両 (救助工作車・化学消防車）の更新
を行う。 19,630

新消防団県大会出場交付金 消防操法県大会に出場（12年に 1度出場）する西・富岡分団に対して交付金
を交付する。 800

増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。 7,876
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子ども子育て支援新制度開始
３つの認定区分の導入や小規模保育施設などを増設へ

特集３

保育の場を増やし
子育てしやすく働きやすいまちへ

　小学校就学前の施設として、これまで幼稚園と保育
園の 2つが多く利用されてきました。新制度では、
これらに加え、０～２歳児を対象にした小規模保育、
家庭的保育、事業所内保育の施設を増やしていきます。
また、就労などの理由で保護者が昼間に家にいない児
童が、放課後や学校休業中に安心して生活できるよう
に放課後児童室を拡大していきます。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 小学生

認定こども園

放課後
児童室

保育園

地域型保育
小規模保育、家庭的保育
事業所内保育など

幼稚園

子育て支援センター、一時預かり
延長保育、病後児保育、利用者支援

ファミリー・サポート・センター

　一人ひとりの子どもが健やかに成長するこ
とができる社会の実現を目指して、「子ど
も・子育て支援新制度」が、4月から全国で
一斉にスタートしました。市では、子どもの
保護者や事業者などで構成する「子ども子育
て会議」で議論された事業計画を基にこの制
度を進めていきます。この制度に基づく施設
の紹介をします。 子ども保育課

995-1822

３つの認定区分で施設の利用先を決定

　新制度では、３つの区分の認定で施設の利用先が決
まってきます。
 〈１号認定〉
　満３歳以上で保育の必要性がないと判断された場合、
１号認定を受けます。１号認定を受けた児童は、幼稚
園か認定こども園に通園できます。
 〈２号認定〉
　満３歳以上で保育の必要性があると判断された場合、
２号認定を受けます。２号認定を受けた児童は、保育
園か認定こども園に通園できます。※幼稚園に通うこ
ともできます。
 〈３号認定〉
　満３歳未満で保育の必要性があると判断された場合、
３号認定を受けます。３号認定を受けた児童は、保育
園か認定こども園に通園できます。このほか、小規模
保育なども利用できます。

新制度での入所・入園手続き

 〈幼稚園〉
　幼稚園に申し込みをします。幼稚園で入園の内定を
受けた後、幼稚園を通じて市に利用のための認定申請
がされます。その結果に基づき、市から認定証が交付
されます。
 〈保育園〉
　市に保育の必要性があることの認定申請をします。
市からは、認定結果に応じた支給認定証を発行します。
※�実際は、手続きの簡略のため、複数の行程を同時進
行でする場合もあります。

※�入園児の募集については広報紙などでお知らせします。
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特集３

子育てを手伝う方と手伝ってほしい方を繋ぐ
ファミリー・サポート・センター

　ファミリー・サポート・センターは子育ての援助を行う「ま
かせて会員」と子育ての援助を受けたい「おねがい会員」
の橋渡し役になります。援助を行うことと援助を受けるこ
との両方を希望する場合は「どっちも会員」になります。
会員同士が一時的に子どもの世話をし合うことにより、
仕事や家事と育児の両立を支援し、さらに地域社会全
体で、安心して子育てができる環境づくりを目指します。
◆活動の主な内容
・�保育園、幼稚園、小学校、放課後児童室などの開始
前や終了後に子どもを預かります

・�保育園などへの送迎を行います
・�保育園などへ通う子どもが軽度の病気などのときに
子どもを預かります

・�冠婚葬祭、買物や外出などのときに子どもを預かります
◆事前に会員登録を
　事前に会員登録をしてください。資格・経験は問い
ません。ただし、「まかせて会員」と「どっちも会員」
の方は、活動前に５時間程度の講習を受けてください。
講習会は６月下旬に実施予定です。
問�合せ／ファミリー・サポート・センター（NPO法
人メープル）　☎ 965-3681

未就学児がいる家庭を支援する
子育て支援センター

　市内には４つの子育て支援センターがあります。子
育て支援センターは、親子のふれあいスペースと遊び
の提供のほか月１回子育て情報誌を発行したり子育て
講座を開催したり、子育てに悩む親相談に応じたりな
ど様々な支援をしています。
市内にある子育て支援センター
センター名 開館時間 連絡先

わくわく広場 ㈪～㈯
 8:00～17:00

富岳台保育園内
☎ 993-0880

わんぱく広場
㈪～㈮

 9:00～12:00
13:00～15:30

さくら保育園内
☎ 993-2133

御宿台子育て
支援センター

㈪～㈮
 9:15～11:45
13:00～15:30

御宿台保育園内
☎ 997-8200

つくしランド ㈪～㈯
 8:00～17:00

富岳キッズセンターあい内
☎ 995-1888

※�各種行事などの日程は各子育て支援センターにお問い
合わせください。

子どもたちに仲間作りや
遊びの場を提供する児童館

　市内に２か所設置され、子どもたちが健やかに育つ
ように仲間づくりや遊びの指導・援助、様々な教室、
行事などを行っています。
◆乳幼児に対する支援
・自由来館した親子、母親クラブへの活動場所の提供
・�２歳児教室
・�３歳児クラブ
◆小学生に対する支援
・�自由来館した子どもへの居場所の提供
・�一輪車サークル、合唱、日本舞踊、絵画工作教室、
感動体験、お菓子教室、伝統文化体験教室など

母親同士が協力し
子育てを助け合う母親クラブ

　母親クラブは『まちの子は　みんなわが子』を合言
葉に子どもたちが健やかに育つために協力し、自主的
に活動する団体です。市内には５つの母親クラブがあ
ります。
母親クラブ一覧
・�マザーグースぱんだ（東・西地区対象）
・�マザーグースうさぎ（深良・富岡・須山地区対象）
・�須山つくしんぼ（主に須山・呼子・下和田地区対象）
・�やんちゃりか（全地区対象）
・�カンガルー（東地区対象）
活動内容
　子ども会・老人クラブ員との交流や交通安全キャン
ペーンなどへの参加、児童館まつりの運営などを行い
ます。随時会員を募集しています。
問合せ
南児童館　☎ 993-1881
北児童館　☎ 997-8400
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今月の写真

Photograph ３月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／梅の里

一足遅い春の訪れ

西・東分団に新たな消防車両を貸与� ３月１日

　梅の里には 50,000㎡の敷地内に、約 700 本の梅の木が植えら
れています。標高が 470m 程度で、ほかの地域より遅めの見ごろ
を迎えます。富士山と梅、裾野の春を代表する景色の１つです。

　消防団への消防車両貸与式が消防庁舎で行われました。東分団に
消防ポンプ車、西分団に小型動力ポンプ付積載車が貸与され、約
10 年ぶりの更新となりました。東分団の山本分団長が「新しいポ
ンプ車の機能を 100％発揮できるように訓練に励み、市民の生命・
財産を守りたい」と、両分団を代表して決意を述べました。

１年間の活動成果を披露� ３月７日

　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、和太鼓など、子どもたちが
教室で習った成果を発表しました。
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元気仙沼市消防官が震災の記憶を伝える� ３月11日

　駿東支部消防団員意見発表・地震対策研究会が市民文化センター
で行われました。3 市 3 町の消防団員が、消防団活動を通じて感
じたことなどを発表しました。また、気仙沼市から元消防本部消防
官の佐藤誠悦さんが、東日本大震災活動記録「いのちを守る」と題
し、当時の映像や写真を交えながら講演しました。

Photograph 2015.3

小規模保育施設が完成� ３月13日 今里工業用地の造成が完了� ３月16日

福祉避難所協定を５法人と締結� ３月25日

思春期を迎える中学生たちに� ３月10日

愛鷹山登山道に新たな看板を設置� ３月22日

　“富岳キッズセンターあい”の落成式が行われました。完成した
園舎は、鉄骨造２階建てです。０歳児の教室には、調乳室や沐浴室
などが完備されています。４月１日㈬に開園し、未来を担う小さな
子どもたちを迎える準備ができました。

　市土地開発公社が整備を進めていた今里工業用地の造成工事が完
了しました。面積は甲子園球場のグラウンド面積とほぼ同じ大きさ
です。東京から 100 ｋｍ圏内にあるので、首都圏を視野に入れた
活動拠点としても最適です。

　避難行動要支援者などの方の避難所として、５事業所と協定を締
結しました。法人が管理する施設が福祉避難所に指定されるのは
12 年ぶりです。今後は公立の幼稚園や保育園の一部も乳幼児向け
の福祉避難所として指定していきます。

　未来のパパママスクールが 3 月 10 日㈫・11 日㈬に市内中学校
で開催されました。講師に東京医療保健大学 准教授の渡會睦子さ
んを招き、思春期の乗り越え方や大人への大事な移行期間であるこ
となど講演しました。

　愛鷹山登山道に遭難防止のための看板を設置しました。市民ボラ
ンティアの方々など約 70 人が参加しました。２グループに分かれ
てアルミ製の看板や、手動ドリルなどを担いで登り、６枚ずつ設置
しました。
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すその健康マイレージに参加して健康づくり！
受付は4/20 ～ 6/30

特集４

　すその健康マイレージは、教室や健診などに参加したり、生活改善の
目標を設定し実践状況を記録したりし、健康づくりに役立てながらマイ
ルを貯めていくものです。15マイル貯まると特典があります。
　今年度は、マイルが貯まる対象事業が拡大し、15マイル達成する度
に次のカードを発行します。また、達成した方への景品も増えました。

健康推進課
992-5711

健康マイレージカードの発行

　すその健康マイレージに参加
を希望する方は、申請してくだ
さい。健康マイレージカードを
発行します。
受付期間／４月 20日㈪～６月 30日㈫
受�付場所／健康推進課、市役所（受付、社会福祉課、
障がい福祉課、国保年金課、介護保険課）、鈴木図
書館、生涯学習課、深良・富岡・須山支所、南・北
児童館、ヘルシーパーク裾野

健康づくりでマイルを貯めよう！

　市が主催する教室や相談・健診・ボランティアなど
に参加するとマイルが貯まります。他市町や民間、所
属団体などが主催する事業に参加したときや、自分の
生活改善目標を設定し実践状況を記録した場合も対象
となります。健康推進課に申告してください。15 マ
イル貯まれば達成です。
付与期間／４月 20日㈪～平成 28年２月 19日㈮

15マイルで達成！特典と交換！

　マイルが貯まった健康マイレージカードと引き換え
に、特典をお渡しします。希望する方には、２枚目の
カードを発行します。特典の引き換えは１回のみです。
受付期間／７月 13日㈪～平成 28年２月 26日㈮
受付場所／健康推進課、社会福祉課
 【特典１】施設割引券 500円分（250円× 2枚）
使�用可能施設／障がい者就労支援カフェ「花麒麟」、
ヘルシーパーク裾野
使�用期限／達成受付日から半年間

 【特典２】ふじのくに健康いきいきカードの発行
　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。
使用期限／達成受付日から１年間

２回目以降の達成で抽選会に参加

　マイルが貯まった２枚目以降の健康マイレージカー
ドは、市内などの協力店が提供する景品の抽選会の応
募券になります。達成したカードの枚数が多い方ほど
当選の確率が高くなります。
抽選日／ 11月８日㈰、平成 28年３月１日㈫
協�力店／みどり作業所・グリーンカフェ花麒麟、ハッ
クドラッグ裾野店・裾野南店、マックスバリュ裾野
店・ベルシティ裾野店・裾野茶畑店、クリエイトエ
ス・ディー裾野茶畑店・裾野滝頭店、大塚製薬沼津
出張所、ＪＡふれあい市、富士山十里木温泉㈱、㈱
すそのブランド、（公財）結核予防会、ぐりんぱ、Ｊ
Ａなんすん五竜庵、ビッグ富士裾野店、全日食チェー
ンひまわり佐野店

４月１日現在、市に住民登録がある
18 歳以上の方

1,000 人

対 象 者

募集人員
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新エネルギー機器等（防災・減災対応型）導入補助金
燃料電池システムの導入支援やセット補助を開始

特集５

　市では、これまで太陽光発電システムや太陽熱高度利用
システム、蓄電池システムなどを導入する場合に補助をし
てきました。４月からはこれらに加え、新規に燃料電池シ
ステム（エネファーム）を対象機器に増やします。補助対
象機器を同時に３点以上新規設置した場合には補助金が加
算されます。これらの新エネルギー機器は、環境への負荷
が少なく、非常用電源としても利用が可能です。多様なエ
ネルギーの活用に向けた皆さんの取組を支援します。

生活環境課
995-1816

補助対象機器と補助額
　補助金の交付が受けられるのは、１世帯、１事業者
につき１回限りです。③、④を事業者が設置する場合、
回数に関係なく１事業者につき４台まで受けられます。
また、①～⑥のうち同時で３点以上新規設置した場合、
上乗せで補助（３万円）が受けられます。
①太陽光発電システム【継続】
　住宅などの屋内で使う電気を、太陽光エネルギーか
らつくるのに必要な機器で構成されるシステム。
補助金額／出力１キロワットあたり３万円
　　　　　上限（住宅用）12万円
　　　　　　　 （事業所用・集会所用）20万円
②太陽熱高度利用システム【継続】
　住宅などの屋根に設置し、集熱媒体を循環させる太
陽集熱器、備蓄槽などで構成され、給湯や冷房に利用
可能なシステム。
補助金額／３万円
③蓄電池システム【新規】
　電気を蓄える機器で国の補助指定を受けた蓄電池シ
ステム。
補助金額／１機につき 10万円
④住宅向け給電機能付き電気自動車等充電器
　（ビークル・トゥ・ホーム）　【新規】
　ＥＶ（電気自動車）・ＰＨＶ（プラグイン・ハイブリッ
ド車）などに貯めた電力を、分電盤などを通じて家庭
と双方向でやり取りするためのシステムで、国の補助
指定を受けたもの。
補助金額／１機につき５万円
⑤家庭用エネルギー管理システム（HEMS）
　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。
補助金額／（購入費用−国などの補助金）× 1/2
　　　　　上限 5万円
⑥燃料電池システム【新規】
　都市ガスや LPガスから取り出した水素と、酸素と
の化学反応により発電し発生した熱を給湯に活用する
システム
補助金額／ 10万円

対象となる方
　対象となる機器を設置する方で、次のいずれかに該
当する場合
◦�市内に住んでいる方または住む予定の方が、市内の
自己の住宅に設置する場合

◦�市内に事業所がある事業者または市内に事業所を設
置予定の事業者が、市内の事業用建物に設置する場
合

◦�区が集会所に設置する場合
※�次のいずれかに該当する場合は、補助を受けられま
せん

　◦�市税などの滞納がある場合
　◦�集合住宅の共有部分で電力を使用する場合

申請は、設置工事をはじめる前に！
　対象となる機器の設置工事に着手する前に、所定の
申請用紙に必要書類を添えて申請してください。機器
を設置した後に申請しても受付できません。また、予
算額に達した時点で受付を終了します。

▲緊急時に電力を供給する蓄電池システム
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　愛鷹連山の黒岳山頂付近には、胴周りが３ｍを超える自
然杉が 19 本あります。それらの杉の樹齢は 400 年前後
と推定されています。それらは、形質が優れているため、
植林用苗木の種子を採取する精英樹として利用されてきた
歴史があります。
　市文化財保護審議員などの調査により、黒岳山頂付近の
区域は自然杉の群落地で、その生育環境の模範地として学
術的に貴重な資産であると認められました。

　黒岳の自然杉群落を市の天然記念物に指定　

 【名 称】黒岳の自然杉群落　　 【種 別】天然記念物
 【所有者】須山 113 戸共有 【指定日】平成 27 年２月 23 日

自然杉群落
黒岳

大沢
入林

道

山神社
　  ●

●

⬅越前岳

愛鷹登山口
バス停

　愛鷹連山の黒岳山頂付近には、胴周りが３ｍを超える自
然杉が 19 本あります。それらの杉の樹齢は 400 年前後
と推定されています。それらは、形質が優れているため、
植林用苗木の種子を採取する精英樹として利用されてきた
歴史があります。
　市文化財保護審議員などの調査により、黒岳山頂付近の
区域は自然杉の群落地で、その生育環境の模範地として学
術的に貴重な資産であると認められました。

生涯学習課
992-3800

生涯学習課
992-3800



お知らせ

Information
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　

市民体育館のリニューアル
工事に伴う代替え施設

　７月６日㈪から平成 28年６月
30 日㈭まで、市民体育館の大規
模なリニューアル工事を行います。
工事期間中はご迷惑をおかけしま
すが、学校体育施設などをご利用
ください。代替施設は、生涯学習
課で紹介します。
市民体育館　993-0303
　生涯学習課　992-3800

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。
�市内に住んでいて、平成 27 年
４月１日現在で 70歳以上の方�
※医療保険で受診している方は
対象になりません。
�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
らく笑マッサージ in 992-8039

社会福祉課　995-1819

市民文化センター展示室
利用料金変更

　利用スペースの変更に伴い市民
文化センター２階の展示室の利用
料金を変更します。
４月 28日㈫から
利用料金（変更後）

時 間 金 額
� 9:00 ～ 12:00 2,860 円
13:00 ～ 16:30 3,270 円
17:30 ～ 21:30 3,670 円
� 9:00 ～ 21:30 9,800 円

市民文化センター　993-9300

深良用水特別展示

　深良地区郷土資料館の深良用水
に関する資料を展示します。
４月 25日㈯～　９時～ 21時

※休館日は月曜日です。
市民文化センター２階展示室
�４月25日㈯は、10時から開会式
を行い、その後一般開放します。
生涯学習課　992-3800

１．配信情報
　受信を希望する情報を選択する
ことができます。
①不審者情報
　　市内で発生した不審者の情報
②犯罪情報
　�　空き巣や忍び込み、振り込め
詐欺などの犯罪の情報

③行方不明者情報
　�　市内や近隣市町に住んでいる
方の行方不明者情報

④自然災害情報
　�　台風、水害、地震、光化学オ
キシダントなどの情報

⑤ J-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
　ブラウザのアドレス欄に http:�
//io.dataest.jp/ems/?id=c-sus�
ono と入力し、画面表示に従っ
て登録してください。端末にＱＲ
コードを読み取る機能がある場合
は、次のコードを読み取って登録
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。
危機管理課　995-1817

　まもメールは、不審者情報や災害情報など住民の安全を守るため
の情報を配信する緊急情報メールです。

まもメールに登録を！
－ 緊急情報を配信 －
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インフォメーション

Information

国保健康ダイヤル24

　電話健康相談は、今年度から“国
保健康ダイヤル 24”として、株
式会社法研が受けます。電話番号
は、市国保・後期高齢者医療制度
に加入している方にお知らせした
番号から変更ありません。
国保年金課　995-1814

外国人相談

　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。ポルトガル語
やスペイン語での対応ができます。
毎週水曜日　※祝日を除く
市役所 1階市民相談室
秘書課　995-1800

市指定給水装置工事
事業者の追加

　新たに事業者を追加しました。
●有限会社　土屋工務店
〒 410-0004　沼津市本田町 5-14
TEL　921-2218
上下水道課　995-1833

弁護士による法律相談

　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。
５月 20日㈬　10時～ 12時
市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
�予約は、５月１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。
●相談内容によっては、他の相
談で対応することもあります。
� 戦略広報課　995-1802

経営所得安定対策制度
一部変更

　今年度から畑の直接交付金の対
象が、認定農業者・集落営農・認
定新規就農者のみになりました。
農林振興課　995-1823

広報すその４月１日号
お詫びと訂正

　広報すその４月１日号裏表紙の
アングルのコーナーで「市内で初
の０～２歳児専用の施設の誕生で
す」という記述がありますが、さ
くら保育園分園では、平成 21 年
から０～２歳児の保育を専門に
行っています。お詫びして訂正し
ます。
戦略広報課　995-1802

　心身に障がいのある方やその家族などの相談に応じ、問題
を解決する手伝いをします。

▪身体障がい者相談員 　☆は聴覚障がい者のため、ＦＡＸで対応します。

▪知的障がい者相談員 ▪精神障がい者相談員

土屋幸
さち
子
こ

997-7410

星野正江
998-0014

高橋善
ぜん
文
ぶん

993-4483

山口勘五郎
997-0208

粟野久子
997-4852

松本夛
た
吉
きち

993-7795

兼井佐智子
992-0107

片山正
しょう
三
ざぶ
郎
ろう

993-0248
髙草昌子
992-1786

☆荻野政信
992-5503

※敬称略

障がい福祉課
995-1820
992-3681

平成27・28年度
障がい者相談員
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お知らせ

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 28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
５月 14日㈭
国保年金課　995-1813

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 28年１月の申
請時に、平成 27 年１月１日から
12 月 31 日までの領収書が必要
です。大切に保管してください。
�①～③のすべてにあてはまる方

①�平成 28 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

②�医療機関などで受診したときに
市に住民登録がある方

③�後期高齢者医療の保険料に未納
がない方
助成額
①�平成28年３月31日
時点で80歳以上の
方

年額
10,000 円
が上限

②�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以外の後期高齢
者医療被保険者の方

年額
6,000 円
が上限

申�請期間／平成 28 年１月６日㈬
～ 29日㈮
社会福祉課　995-1819

富士山世界遺産登録二周年
記念「ふるさと富士山芸術展」

　みなさんから募集した富士山を
題材にした写真、絵画、絵手紙な
どの作品を展示します。
４月 25日㈯～６月 28日㈰

　９時～ 16時 30分
※�休館日は月曜日と祝日の翌日で
す。月曜日が祝日の場合は開館
します。
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

春の農作業安全運動

　春の農作業安全運動を県内全域
で実施しています。農作業事故を
防ぐために、安全キャブ・フレー
ムのあるトラクターを使用しま
しょう。トラクターなどを使用す
る際は、シートベルトを着用して
ください。作業環境を確認し、危
険性に配慮し、適正な機械を使用
しましょう。適度に休息を取るこ
とが大切です。

5月 31日㈰まで
農林振興課　995-1823

《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。
平成 28年２月
東部保健所地域医療課
　920-2082
　〒410-8543　沼津市高島本町1-3

《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／平成 28 年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。
�平成 28 年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－

　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。
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インフォメーション

Information

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。
５月１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

生活困窮者自立支援制度

　生活困窮者が自立するための相
談を受けます。
平日　８時30分～17時15分
社会福祉課
�生活に困り、最低限度の生活を
維持することができなくなるお
それのある方
�自立のために利用できる制度の
紹介や自立に向けた生活設計の
見直し、就労の支援などを行い
ます。
社会福祉課　995-1819

農業振興基金協会助成事業

　農業経営の改善や地域農業の振
興に意欲的に取組む農業者グルー
プなどに助成金を交付します。
実�施期間／平成28年３月31日まで
事�業区分／担い手育成対策、地域
農業振興対策、農村振興対策
�５月上旬までに農林振興課か県農
業振興基金協会へご連絡ください。
農林振興課　995-1823
　県農業振興基金協会
　054-284-9545

kikin@chu.ja-shizuoka.or.jp

教室名 日 時 対象者 定 員

ファミリープログラム ５月 13日㈬～７月１日㈬
毎週㈬　10:00 ～ 11:00

３歳児（平成24年４月２日～
平成25年４月１日生まれ）

とその保護者

50組
100人

エンジョイリズム ５月 14日㈭～７月２日㈭
毎週㈭　10:00 ～ 11:30

18 歳以上
（高校生を除く） 120人

ヘルスアップ ５月 12日㈫～６月 30日㈫
毎週㈫　19:00 ～ 20:40

18 歳以上
（高校生を除く） 60人

すこやか体操 ５月 12日㈫～６月 30日㈫
毎週㈫　14:00 ～ 16:00

18 歳以上
（高校生を除く） 60人

キッズチャレンジ ５月 15日㈮～７月３日㈮
毎週㈮　15:30 ～ 16:30 小学１・２年生 15人

平成27年度　市民体育館短期集中教室 シンコースポーツ㈱
993-0303

市民体育館
�市民体育館にある所定の申込用紙に必要事項を記入し、１教室につき 3,200 円（保険代含む）の参加費
を添えてお申し込みください。定員になり次第締め切ります。
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お知らせ

５月　水道工事当番店 データバンク

５月　税金・料金

５月　カレンダー

※工事、修理は有料です。 ４月１日現在

納付期限：６月１日㈪

２日㈯ 駿東管工
☎992-5728

３日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

４日㈪ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

５日㈫ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

６日㈬ ㈲細野設備
☎992-2465

９日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

10日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

16日㈯ 工管設
☎993-1603

17日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

23日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

24日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

30日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

31日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

10日㈰ 富士裾野高原マラソン
大会

16日㈯
・17日㈰ 五竜みどりまつり

軽自動車税� 全期分

人　口　53,078人� （−194人）
　男　　27,020人� （−84人）
　女　　26,058人� （−110人）
世　帯　21,291世帯� （＋7世帯）
内、外国人� 725人�409世帯

シルバー生きがい教室
籐工芸教室

毎月第２・第４㈮　午前中
市福祉センター（佐野）
市内に住んでいる60歳以上の方
�籐を使って籠やバッグなどの作
品をつくります。
材料費などの一部
�布手芸・編物・竹細工教室の生
徒も随時募集しています。
社会福祉課　995-1819

タグラグビー教室

　2019 年に県内で開催されるラ
グビーＷ杯や 2020 年の東京五輪
などのキャンプ地誘致に向けて、
指導者の育成とラグビーの普及の
ためタグラグビー教室を開催しま
す。
�４月 18 日㈯～６月 20 日㈯　
毎週土曜日　９時～ 11時
�総合グラウンドＣまたは深良グ
ラウンド
�市民体育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。
One�for�All スポーツ企画（所）

　997-3902
　�裾野ラグビースクール保護者会
（松永）992-6381

“つながる映画”上映会

上映作品／夢は牛のお医者さん
５月５日㈫

　午前の部：10時 30分～
　午後の部：14時～
※ 30分前に開場します。
生涯学習センター
チ�ケット／戸田書店リブレ裾野店
で前売券を販売しています。当

日券は会場で販売します。
�【前売券】大人▶1,200円・子
ども▶700円【当日券】大人▶
1,500円・子ども▶1,000円
�●３歳以下の子は、保護者の方
などの膝上で鑑賞すると無料で
す。●音声ガイド付きです。
市民活動センター　950-8875
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今月の救急協力医

５月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

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

２㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

３㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町

柿田川医院 973-3601 柿田 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

大坂屋クリニック 995-3100 佐野

４㈪

なおきクリニック 929-8555 東椎路

聖隷沼津病院 952-1000 松下 沼津市立病院 924-5100 東椎路 よざ小児科医院 967-5722 原

東名裾野病院 997-0200 御宿

５㈫

池田病院 986-1212 本宿 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

御成橋
栄クリニック 952-2525 通横町 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 御成橋

栄クリニック 952-2525 通横町

６㈬

大沢医院 931-1019 御幸町

きくちクリニック 989-5788 桜堤 静岡医療センター 975-2000 長沢 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

須山診療所 998-0006 須山

７㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

８㈮ 本村クリニック 969-0001 大塚 西方外科医院 921-1333 共栄町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

９㈯ 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

10 ㈰

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

杉山病院 963-4114 錦町 星野医院 962-0782 山王台

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

診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日・祝日 ８時 〜 18 時
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５月前期

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 内 科 外 科 小児科

11 ㈪ 森医院 966-2017 石川 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

12 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

13 ㈬ 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 西村医院 971-6510 下土狩

14 ㈭ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫

馬場

15 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 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

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

３㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

田中産婦人科医院
971-3541 中央町　

吉田歯科医院
987-6118 納米里　

４㈪ 沼津市立病院
924-5100 東椎路　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

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　

５㈫ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩　

６㈬ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

岩端医院
962-1368 大手町　

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉　　

10 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

せき歯科クリニック
981-2633 的場　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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市立鈴木図書館
992-2342

2015
年
 
N
o.1286

4
月15

日
号

敷波　陽
はる
登
と

くん
（２歳８カ月・御宿台）

松尾　優
ゆ
衣
い

ちゃん
（２歳 11カ月・公文名二）

中西　結
ゆ
愛
ら

ちゃん
（３歳・二ツ屋一）

小田嶋　陽
はる
煌
き

くん
（２歳８カ月・トヨタ）

杉山　聖
せ
凪
な

くん
（２歳 11カ月・佐野二）

田村　旭
あさひ

くん
（３歳・天理町）

●５月の行事予定
おはなしフェスティバル
 ９日㈯ 14時30分〜 視聴覚室
 16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

●�こどもの読書週間特別会�
図書館映画会

と き／５月 16 日㈯　14 時〜 15 時 26 分
　　　　※開場▶ 13 時 45 分
　　　　※上映中の入退室は自由です。
上映作品／アニメ「豆富小僧」

申込み／ ５月９日㈯９時から鈴木図書館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。

粉がお菓子をおいしくする
スイーツと小麦粉のメカニズム
監修：八木淳司、永井紀之　出版社：柴田書店
　お菓子作りの小麦粉の「？」を解決する
本。ベーシックな知識から、19 人のパティ
シエやブーランジェの協力を得た 43 品のバ
リエーション豊富なレシピまで、成果におけ
る小麦粉使いのヒントをまとめる。

オススメ

５月の休館日 ７日㈭・11日㈪・18日㈪
25日㈪・28日㈭

●�いちねんせいになったから！
絵：田中六大　作：くすのきしげのり
講談社（講談社の創作絵本　いちねんせいの１年間）

●ジャガーとのやくそく
絵：カティア・チエン　作：アラン・ラビノヴィッツ
あかね書房

●シンデレラ
再話・絵：バーバラ・マクリントック
原作：シャルル・ペロー　岩波書店

●レオナルドの扉
著：真保裕一　KADOKAWA

●幸せ嫌い
著：平安寿子　集英社

●宰相Ａ
著：田中慎弥　新潮社

えほん

新書
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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

　

４月19日	 ※詳細は15ページ
『テミスの求刑』出演者表敬訪問
（左：仲里依紗さん、右：岸谷五朗さん）

Contents
p02 平成27年度　新メンバー紹介
p04 平成27年度　市役所　電話番号表
p06 循環バス すそのーる　時刻表
p08 介護保険制度を改正
p10 経営所得安定対策の申請は6/30㈫まで
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p12 地域の活性化などに取組む団体を補助
p13 土砂災害ハザードマップで災害に備える
p14 高齢者のバス・タクシーの利用を助成



特集１

平成 27 年度　新メンバー紹介

区と行政を結ぶ
地域のまとめ役

会長 　渡邉　吉巳

区長連合会

85人
�

� （◎は区長会長）
【西地区】
◎水口好美（二ツ屋二）�清水信夫（石脇）勝亦盛次（佐
野上宿）稲野良二（佐野本宿）中村富士夫（佐野若狭）
鈴木啓久（佐野二）市川忠儀（大畑）剛力博（上町）
廣瀬忠保（緑町）谷口司郎（元町）髙橋幸男（桃園）
尾﨑英明（富沢）諏訪部秀樹（南町）松浦孝義（二ツ
屋一）柏木広基（堰原）畠山忠志（伊豆島田）岩村正
彦（水窪）

【東地区】
◎菊田祐一郎（本村上中）勝又達泰（久根）星野哲雄
（公文名一）髙草健次（公文名二）勝又一歩（公文名三）
藤江賢二（公文名四）河口優次（公文名五）杉山順彦
（三菱）勝又博文（中丸上）芹澤久光（中丸中）髙梨
英幸（中丸下）服部泰彦（天理町）清水政和（滝頭）
杉山芳男（本茶）執行巧（道上）杉山始（峰下市の瀬）
三上恂（鈴原）髙嶋嘉男（茶畑団地）両角隆佳（青葉
台）庄司儀文（和泉）森泰至（富士見台）鈴木正直（麦
塚）長倉久志（新道）永田文雄（東町）杉山茂美（本
通り）岩城直巳（日の出元町）増田直樹（本村下）

【深良地区】
◎勝又�俊博（原）諸井章（町震一）大庭静雄（町震二）
小屋松明（舞台団地）吉田幸雄（南堀）宮崎克正（和
市）羽田文昭（遠道原）佐久間昇（柳端団地）宮崎愼
一（切久保）渡邊明夫（上原）松岡土苦夫（上原団地）
西川佳克（上須）土屋重芳（深良新田）吉田利一（岩
波）

　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）

【富岡地区】
◎小野隆（金沢）谷次雄（千福）湯川史朗（御宿平山）
西脇清（御宿上谷）古田多津彦（御宿新田）船木春男
（御宿坂上）横山哲（御宿入谷）市川博（上城）岡村
伸一（中村）井上恭男（下条）和出健司（中里）塩津
靖男（田場沢）福田行信（森脇団地）勝又利幸（上ケ
田）勝又俊明（今里）杉本正治（下和田）及川年也（呼
子）須田泰弘（矢崎）山本茂雄（トヨタ）小川和雄（御
宿台）荒木由香里（千福が丘）近藤天（千福南）

【須山地区】
◎渡邉吉巳（須山三）杉山勝良（須山一）杉山豊穗（須
山二）横山芳文（須山四）根上金吾（須山六）

▲区長連合会総会

交通安全と
事故防止を導く

会長 　藤井　里美

交通指導員会

42人

【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（鈴
原）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）
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特集１

【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）

【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）折笠竜也（金沢）八木榮一（御
宿上谷）勝又豊伸（上城）菅岩泰亮（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

防災力の向上と
自主防災の活性化

会長 　杉山　信行

地域地震防災指導員会

44人

【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）髙橋秀
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）

【東地区指導員】
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）小西辰一（和泉）小林建次（富
士見台）庄司雅彦（本茶）山田稔（本村上中）杉山富
三代（女性）

【深良地区指導員】
釜洞文夫（町震一）谷敏彦（南堀）三浦幸作（和市）
志村幸洋（和市）近藤利昭（切久保）勝又透（原）所
憲之（上須）土屋政春（深良新田）新川佳弘（岩波）
根本年代（女性）

【富岡地区指導員】
岩間一夫（千福）伊藤勝男（御宿新田）勝又敏宏（御
宿上谷）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）眞田美代子（女性）

【須山地区指導員】
杉山信行（須山一）杉山照子（須山一）土屋成吉（須
山二）瀧口昇嗣（須山三）田口潮（須山六）佐藤寿恵
子（女性）

▲ＡＥＤの講習

私たちの生命と
財産を守る

団長 　今関　正興

消 防 団

240人

【消防団本部】
団長／今関正興（元町）副団長／杉本和男（御宿入谷）
二ノ宮善明（緑町）本部長／伊東秀哉（元町）本部部
長／藤森勤（上原）勝又正昭（和泉）小泉秀子（千福
が丘）牧島利浩（今里）荻田成司（須山三）山本正吾
（南堀）中村誠也（千福が丘）杉山福美（須山一）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】
西分団／鈴木博行（上町）東分団／原右文（久根）深
良分団／渡辺佑季（町震一）富岡分団／星野富美夫（今
里）須山分団／荻田和彦（須山三）
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平成 27 年度　市役所　電話番号表
夜間休日は☎992-1111へ

特集２

企 画 部
行政経営監 行政改革・公共施設マネジメント係 995-1842

秘書課
秘書係

995-1800
国際交流係

企画政策課
企画調整係

995-1804
土地対策係

情報政策室
情報係

995-1805
統計係

財政課 財務係 995-1801

戦略広報課
情報戦略係

995-1802広報広聴係
市民相談係

総 務 部

人事課
人事研修係

995-1806
給与厚生係

総務管財課

庶務係
995-1807管財係

選挙係（選挙管理委員会）
行政係

995-1808契約係
工事検査監

管理納税課
管理係

995-1811納税係
徴収対策係

課税課
市民税係 995-1810
資産税係 995-1809

環境市民部

市民課
市民課窓口 995-1812
地区振興係 995-1874

◇深良支所（深良コミュニティセンター） 992-0400
◇富岡支所（富岡コミュニティセンター） 997-0062
◇須山支所（須山コミュニティセンター） 998-0002

生活環境課

環境保全係

995-1816
リサイクル推進係
公害係
廃棄物処理係

◇美化センター 992-3210

危機管理課
危機対策係

995-1817
交通防犯係

◇上下水道課
工務係 995-1836
簡易水道係 995-1834

経営管理室
総務係 995-1890
管理係 995-1835

水道料金お客さまセンター 995-1831

産 業 部

農林振興課
農政係（農業委員会）995-1824
農林土木係

995-1823
林政係

商工観光課
観光係 995-1825
商工労政係 995-1857

渉外課
企業支援係

995-1858
演習場対策係

建 設 部

◇区画整理課
（裾野駅西地区整備事務所）

駅西整備係
994-1274

区画整理係

建設管理課
管理係 995-1855
地籍調査係 995-1859

道路保全対策室 維持保全係 995-1826

建設課
工務・防衛施設係

995-1827
用地係

まちづくり課

計画係
995-1829

街路公園係
都市対策係 995-1828
建築指導係

995-1856
公営住宅係

　担当する課がわからないときや夜間・休日は、☎ 992-1111 へおかけください。
市政カレンダーに掲載した課名や電話番号が一部変更されています。ご注意ください。

平成 27年４月１日現在� 市外局番（055）
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特集２

健康福祉部

健康推進課
（福祉保健会館）

指導係

992-5711
予防係
防疫係
施設係

介護保険課
資格認定係

995-1821
給付指導係

国保年金課
年金係

995-1813
後期高齢者医療係
国保係 995-1814

社会福祉課
地域福祉係

995-1819
高齢者福祉係

障がい福祉課
障がい福祉係

995-1820
保健福祉係

子育て支援課 子育て支援係 995-1841

子ども保育課
保育係

995-1822
幼児教育係

◇消防本部

消防総務課
管理係 995-1190
警防係 995-1192
消防団係 995-1193

広域準備室 情報係 995-1191

予防課
予防係 992-3211
危険物係 992-3212

消防署 995-0119
消防署茶畑分遣所 994-0119
消防署須山分遣所 998-0119

◇そのほか　出先機関・外部施設
市民文化センター図書室 993-9305
十里木キャンプ場 998-0992
南児童館 993-1881
北児童館 997-8400
一般廃棄物最終処分場 998-0393
斎場 997-0389
裾野長泉清掃施設組合（中島苑） 997-3336
中央公園 992-5785
◎市民文化センター 993-9300
◎ヘルシーパーク裾野 965-1126
◎市民体育館 993-0303
◎運動公園総合体育施設 997-7277
◎市立水泳場（市営プール） 992-0707

◇は市庁舎外の外部施設です。 ◎は指定管理者の管理する施設です。

そのほか　庁舎内
出納課 995-1830
議会事務局 995-1839
監査委員事務局 995-1840
消費生活センター 995-1854
家庭児童相談室 995-1862
法務局証明サービスセンター 923-1201
休日・夜間・守衛室 992-1111

教 育 部

教育総務課

庶務係

995-1837
指導係
経理係
施設係

◇学校給食センター 992-6868

学校教育課
学事係

995-1838指導係
教職員係

◇生涯学習課
社会教育係

992-3800
（生涯学習センター）
市民協働室 市民協働係

文化・スポーツ室
文化係
スポーツ係

◇富士山資料館 998-1325
◇東西公民館 992-6677

◇鈴木図書館
管理係

992-2342奉仕係
学習係
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循環バス すそのーる　時刻表

特集３

※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

　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27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/

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

6
2015.5.1



特集３

▶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。

企画政策課
995-1804
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＆

介護保険制度を改正
所得が低い 65 歳以上の方の保険料を軽減など

特集４

低所得の65歳以上の方の保険料
軽減割合を拡充

　公費による軽減が強化されました。消費税増税分を
財源に、所得が低い 65歳以上の方で保険料段階が第
１段階の方の軽減割合が拡充されました。

特別養護老人ホームの入所基準
原則要介護３以上に

　特別養護老人ホームに新規で入所する場合は、原則
として要介護状態区分が要介護３以上の方が対象にな
りました。要介護１・２の方でも、やむを得ない事情
で在宅生活が困難な状況であれば、新規入所が認めら
れる場合があります。

要介護状態区分とは �

　介護認定審査会の審査で、介護の必要性に応じ
て５つに区分されます。要介護１から要介護５と
なるに従って、介護を必要とする度合いが高くな
ります。
�

多床室の基準費用額
第２・３段階は日額320円から370円に

　介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護保険課
療養型医療施設などの施設サービスで多床室を利用す
る方の負担限度額が変更になりました。利用者負担段
階が第２・３段階の方は、日額 370 円です。
　３月 31日以前に発行した認定証は、改定後の負担
額に読み替えて対応します。

介護サービスの利用者負担段階とは �

　老齢福祉年金や生活保護の受給の有無や合計所得額
などで４つの段階で区分されます。

区分 対象者

第１段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢
福祉年金の受給者、生活保護受給者

第２段階
本人と世帯全員が市民税非課税で、合計
所得金額＋課税収入金額が 80万円以下
の方

第３段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、利用
者負担段階第２段階以外の方

第４段階 上記以外の方

�

　４月から、介護保険制度の一部が変わりました。所得が低い65
歳以上の方の保険料の軽減、特別養護老人ホームへの新規入所の対
象の変更、多床室の利用負担限度額の変更などです。
　また、８月から、介護サービスの利用者負担割合や入所サービス
の資産要件などが変更されます。

介護保険課
995-1821

平成 27 年３月 31 日時点で施設に入所し
ていたが、４月１日以降に要介護１（また

は要介護２）に変更になりました。このまま入所
していて良いのでしょうか？

４月１日以前に入所していれば、その後、
要介護１または要介護２に変更になっても

引き続き入所できます。
４月１日以降に入所したが、その後要介護
１（または要介護２）に変更になりました。

退所しなければいけないのでしょうか？
施設への入所は原則として要介護３以上の
方に限定されましたが、要介護１または要

介護２の方でも特例的な入所が認められることが
あります。一度退所して、居宅で日常生活を営む
ことができるか検討してください。その結果、居
宅で日常生活を営むことが困難で、やむを得ない
事由があると判断された場合は、引き続き施設に
入所できます。

Ｑ1.

Ａ1.

Ｑ2.

Ａ2.

Ｑ Ａ こんなときは、どうなるの？
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特集４

介護保険サービス利用者負担割合や
入所サービスの資産要件などを変更

◆�一定所得以上の65歳以上の方の負担が２割に

　一定以上の所得のある 65歳以上の方が、介護保険
サービスを利用したときの負担が２割になります。要
支援、要介護の認定を受けた方には、介護保険負担割
合証が７月ごろに届きます。

※�合計所得金額は、年金や給与の収入、事業収入など
から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除
した額のことです。

◆所得が低い方で施設利用者などの適用要件を変更

　所得が低い方で施設やショートステイを利用してい
る方の食費・居住費の補足給付の適用要件が追加され
ます。

所得要件
市民税世帯非課税

別世帯に配偶者がいる場合は、
別世帯の配偶者も市民税非課税

✚
資産要件

預貯金などが単身で 1,000 万円以下、
夫婦で 2,000 万円以下

◆高額介護サービス利用者負担限度額を一部引上げ

　同じ月に利用した介護保険の利用者負担が、一定額
を超えた時に支給される「高額介護サービス費」の利
用者負担段階区分に「現役並み所得者」が新設されま
した。
　現役並み所得者は、同一世帯に課税所得が 145 万
円以上の 65 歳以上の方がいて、世帯内の 65 歳以上
の方の収入合計が単身の場合は 383 万円以上、２人
以上の場合は 520 万円以上の方のことです。対象者
の限度額は、37,200 円から 44,400 円になります。
� （月額）

利用者負担段階区分 限度額
現役並み所得者 44,400円
一般 37,200円
市民税世帯非課税 24,600円
・�公的年金など収入金額と
合計所得金額の合計が
80万円以下の方
・�老齢福祉年金の受給者

15,000円（個人）

生活保護の受給者など 15,000円（個人）など

◆高額医療・高額介護合算制度の限度額を一部変更

　年間の介護保険サービスと医療費の自己負担分（介
護と医療それぞれのサービスの限度額適用後の自己負
担分）が一定の限度額を超えたときに、超えた分が支
給される「高額医療・高額介護合算制度」の 70歳未
満の方の限度額が変更されます。
� （年額）

所得 ７月まで ８月から
901万円超 176万円 212万円

600万円超901万円以下 135万円 141万円
210万円超600万円以下 � 67万円 � 67万円

210万円以下 � 63万円 � 60万円
住民税世帯非課税 � 34万円 � 34万円

●対象の方は、医療保険の窓口への申請が必要です。
●�毎年７月 31日時点で加入している医療保険の所得
区分が適用されます。

本人の合計所得
金額が160万円
未満

本人の合計所得
金額※が160万
円以上

年金収入
＋

そのほかの
合計所得金額

＝
単身で

280万円以下
または
2人以上で
346万円以下

右
記
に
当
て
は
ま
ら
な
い
方

65歳以上の方

２割負担 １割負担

８月
から

9
2015.5.1



経営所得安定対策の申請は 6/30 ㈫まで
市内 3 箇所で相談会を開催

特集５

農林振興課
995-1823

畑作物の直接支払交付金
●対象作物　
　麦・大豆・そば・なたね
●交付要件　
　対象作物を生産・販売している認定農業者、集落営
農、認定新規就農者
●交付方法・単価　
　数量払、面積払のうち、いずれかの金額の高い方の
み交付されます。
 【数量払】
　当年産の出荷・販売数量と、作物ごとの品質に応じ
て交付されます。
※�販売・品質を証明する伝票・出荷票の写しや出荷契
約書の写しが必要です。
 【面積払（営農継続支払）】
　対象作物の当年産の作付面積に基づき交付されます。
　20,000円／10a　※そば13,000円／10a

水田活用の直接支払交付金
●対象作物・交付単価
 【戦略作物】
麦・大豆・飼料作物 35,000円／10a
加工用米 �20,000円／10a
WCS 用米 80,000円／10a

米粉用米・飼料用米 �収量に応じ55,000～
105,000万円／10a

 【産地交付金】（市町で設定する地域特産物など）
ヤマトイモ・イチゴ・
モロヘイヤ・そば 10,000円／10a

芝・種苗・景観作物 6,000円／10a
登記地目が田の農地でそばを作付する場合、20,000
円／10aを追加配分（二毛作は15,000円／10a）

●交付要件
　水田で対象作物を生産し、販売していることが必要
です。そばは、市場に流通させるなど特産化への取り

組みに参加することが条件で、田畑を問わず交付対象
になります。
※�販売実績を証明する出荷伝票、出荷契約書などの写
しが必要です。

米の直接支払交付金
●交付要件
　米の生産数量目標に従って主食用米・酒米を生産・
販売していること。
※�販売実績を証明する出荷伝票などの写しが必要です。
水稲共済加入者は販売農家とみなされるため、伝票
の提出は不要です。
●交付方法・単価
 【定額交付】7,500 円／ 10a
　ただし、作付面積から自家消費・縁故米相当として
10a が控除されます。
※この交付金は、平成 30年度産米から廃止します。

加入申請の方法
　農林振興課で配布している交付申請書と営農計画書
に必要事項を記入し、提出してください。昨年度に申
請した方には５月中に案内書類を送付します。資料の
送付や説明を希望する方は、相談会に参加するか、お
問い合わせください。
 【相談会】

５月28日㈭ 10:00～16:00 市役所地下会議室

６月２日㈫ 13:30～16:00 須山支所２階小会議室

６月４日㈭ 15:30～19:00 市民文化センター34会議室

●申請
申請期限／６月 30日㈫［必着］
申 込 先／農林振興課
※�経営所得安定対策の申請や昨年度の実績で市の特産
物奨励交付金の対象となる方には、別途通知します。

　経営所得安定対策は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を
対象に、その差額を交付し、農業経営の安定化と国内生産力の確保を図る
制度です。申請についての相談会を市内３か所で行います。昨年度申請し
た方には、５月中に案内書類を送付します。
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悪質商法に関する相談は消費生活センターへ
甘い誘い、うまい話にご用心！

特集６

最も多いのはアダルトや出会い系など
インターネットに関する相談

　昨年度の相談件数は 475 件で、平成 25 年度より
19 件増加しました。全国的にみても相談件数は増加
傾向にあります。昨年度多かった相談を内容別にみる
と、アダルトサイトや出会い系サイトなどインター
ネットの利用に関する相談が 44件で最も多く、多重
債務に関する相談の 36件が続きます。そのほかにも、
はがきやメールによる覚えのない代金請求、社債や未
公開株の勧誘、還付金詐欺、敷金の返還、ソーラーシ
ステムや光回線の勧誘など多種多様な相談が寄せられ
ました。

全体の半数が60歳以上の相談
金融商品の勧誘や医療費の還付など

　年齢別にみると、60歳以上の相談が 238 件で全体
の約 50％となっています。高齢者からの相談には「代
わりに購入すれば高値で買い取る」などと、立場の違
う複数の業者が、実態不明な金融商品や権利を電話で
勧誘する手口も見られます。ほかにも医療費の還付や、
心当たりのない商品代金の請求などを口実とした詐欺
的な勧誘が目立ちました。

インターネット通販のトラブル増加
　購入形態でみると、電話勧誘や訪問販売が減少し、
通信販売が増加しています。パソコンやスマートフォ�
ンの普及とともに、インターネット通販のトラブルが
幅広い年代で増加しています。特にアダルトサイトの
相談が目立ちます。無料だと思ってサイトを進んでい
くと、知らないうちに登録となり料金を請求されたと
か、料金請求画面が消えないという内容がほとんどで
す。
　また、インターネット通販では「注文した商品と違
うものが送られてきた」、「代金を払ったのに商品が届
かない」、「業者と連絡が取れない」という相談が増え
ています。光回線などのインターネット接続回線、プ
ロバイダ変更の勧誘のトラブルも目立ちます。

契約内容をしっかり確認することが大切
　最近は通信販売や電話勧誘など相手の見えない契約
や、内容が複雑でよくわからない契約が増えています。
買った商品の種類や販売方法によっては、クーリング
オフができない場合もあります。これは、プロバイダ
などの契約や通信販売には法律上のクーリグオフ制度
がないためです。十分に内容が理解できない場合、そ
の場で承諾しないことが大切です。文書でしっかりと
契約内容を確認してください。
　よくわからないときや困ったときには、ひとりで悩
まず、すぐに消費生活センターにご相談ください。

　悪質業者は手を替え、品を替え、次から次へと新たな手口でだまそうと
してきます。被害にあわないためには「一人で判断しない」「世の中にう
まい話はないと思う」「理解できない話には手を出さない」ことが大切です。
困ったときはすぐに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

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

〈平成26年度　契約当事者の年齢別件数〉
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20歳未満

20歳代

30歳代
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70歳以上

その他、不明

〈平成26年度　販売購入形態別相談件数〉
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店舗販売
通信販売
電話勧誘
訪問販売
訪問購入
マルチ関係
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地域の活性化などに取組む団体を補助
パートナーシップ助成補助金 最大 50 万円

特集７

補助対象事業は市民協働の推進
まちづくりに必要な事業など

　次のいずれかに該当する事業が対象です。
①�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

②�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。
①市の類似する補助制度の適用を受けているもの
②ほかの団体を補助する事業
③事業の効果が特定の個人や団体のみにおよぶもの
④団体の管理する施設や設備などの修繕、改造など
⑤団体の組織運営のためのもの
⑥宗教的または政治的宣伝の意図のあるもの
⑦補助することが適当でないと市長が認めるもの

補助対象団体は市内の団体

　次のいずれにも該当する団体が対象です。
①�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

②市内に活動拠点があり、市内で活動している団体

　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。

生涯学習課
992-3800

補助対象経費は事業実施に
直接必要な経費

　補助対象の事業を実施するのに直接必要となる経費
を補助します。次の経費は補助の対象となりません。
①団体の経常的な運営維持管理費
②�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

③単価が５万円を超える備品購入費

補助期間は１年間

　補助期間は、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
して補助を継続できます。審査は毎年行われます。

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、生涯学習課に
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。

昨年度に行われた事業

●観光ボランティアガイド
● FIFAワールド杯ブラジルパブリックビューイング
●ウグイスカードの更新
●わらうのん in すその
●飼い主のいないネコ対策
●自信を持てる子育て講座
●映画上映会
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土砂災害ハザードマップで災害に備える
被害予測地図を確認して、安全な場所へ避難を

特集８

危機管理課
995-1817

土砂災害警戒区域・特別警戒区域
　急傾斜地の崩壊や土石流、地すべりなどで土砂災害
が発生するおそれがある区域は、土砂災害警戒区域に
指定されます。警戒区域は２段階です。土砂災害発生
時に、特に住民の方などの生命や身体に危害が生じる
おそれがある区域は「土砂災害警戒区域」です。建築
物に損壊が生じ、住民の方などの生命や身体に著しい
危害が生じるおそれがある区域は「土砂災害特別警戒
区域」です。

警戒区域などの詳細は危機管理課で
　土砂災害警戒区域などの指定に関する資料は、市役
所危機管理課または県交通基盤部河川砂防局砂防課、
県沼津土木事務所で縦覧することができます。県の
ホームページでも一部が公開されています。

災害の発生前に家族で備えを
　まずは、家族で自宅の最寄りなどの避難場所確認し
てください。避難場所の経路を決め、安全に通行でき
るか確認しましょう。
　備蓄品・非常持出品は必要最低限とし、一人あたり、
飲料水は最低９ℓ、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。医薬品や電池などは定期
的に点検し、使用期限が過ぎたものは新しいものに交
換しましょう。

　市では、土砂災害警戒区域や特別警戒区域をまとめた土砂災害ハ
ザードマップを作成しました。このマップは、黄瀬川の西側で、県
に区域指定されたエリアを収録しています。東側のエリアは、今年
度に作成します。
　土砂災害が発生する危険性が高い地域や避難場所などをマップで
確認し、いつ起こるかわからない土砂災害に備えましょう。

災害時には正確な情報収集を
　台風や大雨で洪水警報が発令された場合などには、
無線放送やまもメールなどでお知らせします。災害時
や災害が発生するおそれがある場合などは、災害対策
本部や災害警戒本部を設置し、避難準備情報や避難勧
告、避難指示を行います。無線放送とまもメールに加
え、広報車や消防車両、戸別訪問などでもお知らせし
ます。ラジオやテレビなども利用し、最新で正確な情
報を収集しましょう。

避難は速やかに安全な場所へ
　いざ災害が発生し避難が必要になったとき、どのよ
うに避難したらよいか覚えておきましょう。
①避難する前に
　電気やガスなど火の元を消し、二次災害を防いでく
ださい。災害伝言ダイヤル（171）などを利用し、親
戚や友人などに避難することを伝えましょう。
②速やかに避難
　避難するときは動きやすい服装で、運動靴を履いて
いくことが望ましいです。２人以上で行動しましょう。
避難勧告は、危険が迫ったときに出されます。市の職
員などの指示に従って速やかに避難してください。
③安全な道を選択
　避難場所に向かう途中、浸水箇所があった場合は側
溝や水路に十分注意してください。長い棒を杖代わり
にして、安全を確認しながら歩きましょう。
④車での避難は控えて
　車で避難すると、緊急車両の通行の妨げになります。
できるだけ徒歩で避難してください。

急傾斜地崩壊の場合 土石流の場合 地すべりの場合
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高齢者のバス・タクシーの利用を助成
すそのーるの運行区域外に住んでいる方が対象

特集９

すそのーる運行区域外に住んでいる方が対象
　市に住民登録があり、次の対象地区に住んでいて、
昭和 20年４月１日までに生まれた方
対象地区

公文名５区 峰下市の瀬 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

１回の乗車で100 円を助成
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 28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、乗務員に本人確
認のできるものを提示し、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は、助成券の利用
ができません。ほかの助成券、クーポン券などとの
併用はできません。
そ�のほか／他人（家族・親族を含む）への譲渡、換金
はできません。

利用は市内を運行するバスかタクシーで
　助成券は、市内を運行する次の事業者の路線バスま
たはタクシーで、乗降場所のどちらかが市内の場合に
利用することができます。
 【路線バス】富士急バス　※高速バスは利用不可
 【タクシー】安全タクシー、ミツワタクシー

企画政策課で交付申請を
　助成券の交付を希望する方は、市役所３階企画政策
課で所定の申請書に必要事項を記入し、提出してくだ
さい。
持ち物／本人確認ができるもの
※�代理の方が申請する場合は、対象者と代理の方の本
人確認ができるものを提示してください。

5/19～5/21は支所で受付
　助成券の交付申請は、次の日程で各支所でも受け付
けます。本人確認ができるものをお持ちの上、申請し
てください。

と　き ところ
5月19日㈫　9:00～12:00 須山支所
5月20日㈬　9:00～12:00 深良支所
5月21日㈭　9:00～12:00 富岡支所

◆本人確認ができるものとは �

 【１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
 【２つ必要なもの】
●�健康保険などの被保険者証
●�年金手帳など

　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利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、企画政策課で申請してく
ださい。 企画政策課

995-1804
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お知らせ

Information
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　

静岡県裾野市
県議会議員選挙

　４月 12日㈰執行の静岡県裾野
市県議会議員選挙で、県議会議員
が決まりました。

静岡県裾野市県議会議員
鳥澤　由克（62歳）

自由民主党
市選挙管理委員会　995-1807

第38回五竜みどりまつり

５月 16日㈯　９時～ 16時
　　　�17 日㈰　９時～ 15時
中央公園
�模擬店、植木展示即売、どうぶ
つふれあい広場、ステージ、す
その昔ばなし朗読など
観光協会　992-5005

国際博物館の日

　５月 18 日は国
際博物館の日です。
それを記念して、
来館した方にオリ
ジナル缶バッジを差し上げます。
５月17日㈰　９時～16時30分
富士山資料館
富士山資料館　998-1325

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 10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

至 富士サファリパーク
　 ぐりんぱ

至 裾野市街

東名高速道路

大野路●

須山小●

運動公園
●

●トヨタ西門 ●
市斎場●トヨタ自動車㈱

　東富士研究所

ヘルシー
パーク裾野●

ヤクルト●
　　本社

●
須
山
支
所

車両通行止区間
片側通行区間（東進のみ）

市内各所でロケ、市役所庁舎がメインロケ地に！
５月10日㈰　22時スタート　毎週日曜　４話連続　WOWOWで放送予定

　WOWOW連続ドラマＷ「テミスの求刑」のロ
ケが市内各所で行われました。主演の仲里依紗さん
や岸谷五朗さんが毎週末、閉庁の市役所庁舎をはじ
め市内各所を訪れ撮影に臨みました。
　撮影には、多くの市民の方がエキストラとして参
加し、検事役や警察官、機動隊役などに扮し熱演し
ました。

　「テミスの求刑」は、仲さん演じる検察事務官が
弁護士殺しの容疑をかけられた岸谷さん演じる検事
とともに、過去の冤罪事件の真相を解き明かしてい
く重厚な社会派サスペンスです。
原　作／大門剛明「テミスの求刑」
監　督／権野元
キャスト／�仲里依紗、岸谷五朗、杉本哲太、世良公

則ほか戦略広報課　995-1802
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インフォメーション

Information

子ども・家庭110番

　子どもや子育てに関する悩みな
どの相談に電話で応じます。秘密
は厳守します。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、年末年始を除く
子ども 110番　924-4152

住宅用火災警報機
設置状況調査

　任意に抽出した約 100 世帯を
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㈮～ 25日㈪
消防本部予防課　992-3211

難病患者介護家族リフレッシュ事業
就学支援事業が追加

　疾患または障がいに伴い、生命
の維持や健康状態の維持、改善の
ために日常的に必要となる医療的
ケアを行います。
�小・中学校または義務教育段階
の特別支援学校に通っていて、
登下校時や在校時に医療的ケア
を必要とし、次のいずれかに該
当する方

　�①特定疾患患者
　②指定難病患者
　③小児性慢性特定疾患児童など
　④筋ジストロフィー患者
　⑤重症心身障害者（児）
�障がい福祉課で手続きをしてく
ださい。
主治医の指示書、はんこ
�対象者 1 人当たり 1 年度につ
き 80回が限度です。
障がい福祉課　995-1820

天空のチューリップまつり

　昨年の 3倍、21 万本のチュー
リップをお楽しみください。
�５月 31日㈰まで
�５月９日㈯から 31日㈰までに
市内に住んでいることを証明す
る免許証などの書類をお持ちに
なると入園料が割引になります。
遊園地ぐりんぱ　998-1111

国保高齢受給者証新規交付会

　６月１日㈪から対象となる方に
受給者証を交付します。
�５月 21 日㈭　10 時 20 分～
11時 20分
福祉保健会館研修室
�昭和 20 年５月２日から６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

 【原動機付自転車・二輪車などの税額】� （年額）

種別 税額 種別 税額

原
動
機
付
自
転
車

排気量50㏄
以下 1,000円 軽二輪車 総排気量125㏄

超250㏄以下 2,400円

排気量50㏄超
～90㏄以下 1,200円 雪上車 2,400円

排気量90㏄超
～125㏄以下 1,600円

小型特殊
自動車

農耕作業用 1,600円

ミニカー（排気
量50㏄以下） 2,500円 その他 4,700円

※�排気量に準じた電動バイク
など含む

二輪の小
型自動車

総排気量
250㏄超 4,000円

 【軽三輪・軽四輪自動車の税額】� （年額）

車種区分

平成 27 年３
月 31 日まで
に初回車両番
号指定を受け
た車両の税額

平成 27 年４
月１日に初回
車両番号指定
を受けた車両
の税額

軽四輪
以上

乗用
自家用 7,200円 10,800円

営業用 5,500円 � 6,900円

貨物
自家用 4,000円 � 5,000円

営業用 3,000円 � 3,800円

軽三輪 ― ― 3,100円 � 3,900円

　広報すその２月１日号で軽自動車税額変更のお知
らせをしましたが、国の見直しにより、原動機付自

転車・二輪車などのみの税額の変更が 1年延期と
なりました。今年度の税額は下表のとおりです。

管理納税課　995-1811◆平成27年度  軽自動車税の税額

16
2015.5.1



お知らせ

広報すその４月15日号
お詫びと訂正

　広報すその４月 15 日号 P.13
のエネルギー機器等導入補助金の
一部の記事に誤りがありました。
お詫びして訂正します。
●�①太陽光発電システム【継続】
　補助金額
 【誤】上限（住宅用）12万円
　　　（事業用・集会所用）20万円
 【正】（住宅用）一律 7.5 万円
　　※３kw以上の設置に限る
　（事業用・集会所用）上限20万円
　　※１kwあたり３万円

●�③蓄電池システム、④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家庭用エネルギー管理システ
ム（HEMS）は新規と記載しま
したが、正しくは継続です。
戦略広報課　995-1802

十里木キャンプ場オープン

�５月１日㈮～ 10月 31日㈯
住所／須山 2427-1
�テントサイト▶１泊１張510円

　デイキャンプ▶１日１人200円
　※市外の方は金額が異なります。
� 生涯学習課　992-3800

市民文化センター
エントランスホール一部貸出

　市民文化センターのエントラン
スホールの一部を試験的に無料で
貸し出します。展示やロビーコン
サートなどで使用できます。
６月２日㈫～
市民文化センター　993-9300

筋力向上トレーニング教室

６月 19日㈮～７月 31日㈮
　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
�市に住民登録がある 20 歳から
74 歳までの方で、全 13 回を
通して参加できる方　※心臓疾
患や脳血管疾患の治療中の方な
どは対象になりません
�各 20 人（定員を超える場合は
抽選）
�歩行時に足を上げる筋肉のト
レーニングを中心に、ウォーキ
ング指導などを行います。
390 円
�すその健康マイレージの対象です。
�往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、生年月日、
年齢、希望コースを返信あて名
面に申込者の住所、氏名を記入
し、投かんしてください。※申
込期間終了後に参加の可否を返
信します
５月 11日㈪～ 25日㈪（必着）
健康推進課　992-5711

　〒 410-1117　石脇 524-1

　国民健康保険税の課税割合などを変更するため、市議会３月定例
会で国保税条例の一部を改正しました。国保財政は、年々増加する
医療費などの影響から、その財源不足が深刻な状況にあります。主
な原因は、医療費や後期高齢者医療制度への拠出金などの増加です。
　加入者の皆さんには多くの負担をおかけしますが、国保制度の趣
旨である「相互扶助」をご理解いただきご協力をお願いします。
　今年度の国保税率などは、下表のとおりです。

所得割＝（前年の所得額－基礎控除 33万円）×税率
※加入者単位で計算し世帯で合算
� 国保年金課　995-1814
� 　課税課　　　995-1810

課税の分類 課税区分 課税割合など 限度額

医療費分

所得割 5.5%

51万円
資産割 20.0%

均等割 １人当たり年間23,600円

平等割 １世帯当たり年間21,000円

後期高齢者支援分

所得割 2.1%

16万円
資産割 4.0%

均等割 １人当たり年間8,800円

平等割 １世帯当たり年間8,200円

介護分
対象：40歳以上65歳未満の方

所得割 2.1%
14万円

均等割 １人当たり年間14,600円

国保税の税率などを改正しました
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インフォメーション

Information

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

Q 突然業者から電話があり「以前注文のあった
健康食品を代金引換で送る」と言われた。「注

文した覚えはない」と伝えたが業者に脅され、購入
を承諾してしまった。断るにはどうすれば良いか。

Ａ 健康食品を「注文した覚えがない」と断った
のに強引に送りつけられたという相談が増え

ています。高齢者に被害が多く、業者に脅され購入
を承諾してしまうことが多いです。断ったのに商品
が送られてきた場合は、「ネガティブ・オプション（送
りつけ商法）」にあたります。代金の支払い義務は
なく、商品を受け取る必要はありません。電話で勧
誘されて承諾してしまった場合は、クーリング・オ
フできます。心配な場合は、すぐに消費生活センター
に相談してください。

若者のクレジットカードトラブル
　この春から新生活を始め、クレジットカードを
作った方も多いと思います。トラブルにあわないた
めに、利用の心構えを身につけましょう。
 〈利用のポイント〉
・�毎月の収入で返済できる範囲で利用しましょう
・�無くしたり、貸したりしないで、責任を持って管
理しましょう

　日常の買い物も法的な「契約」です。お互いの意
思が一致すれば成立します。解約にもお互いの合意
が必要となるので注意してください。

消費生活センター
995-1854

普通救命講習会参加者

５月 24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

駿東地域職業訓練センター
６月講座

�●技能講習▶小型移動式クレー
ン技能講習●受験対策▶第２種
電気工事士受験対策講座〈技能〉
●人材育成▶話し方講座●特別
教育・安全衛生教育▶低圧電気、
職長・安全衛生責任者、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、デジタル
カメラ、勘定奉行で行うパソコ
ン財務会計、夜間ワード活用、
夜間エクセル活用、夜間デジタ
ルカメラ●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

18
2015.5.1



Health

５月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

５月 7日㈭  9 時～ 11 時 30 分
５月12日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
５月19日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
５月27日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

５月 7日㈭  9 時～ 11 時 30 分
５月27日㈬  9 時～ 11 時 30 分

●�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。

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

　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。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 11・18・25日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

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 15日㈮　18時～18時30分
28日㈭　８時45分～９時 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
を希望する方

成人食事健康相談 11日㈪　13時～15時 生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 13日㈬　13時～15時
22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

12日㈫　９時～９時15分
平成26年11月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

19日㈫　13時15分～13時45分
平成25年11月生まれの方

２歳児
親子教室（栄養）

26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

14日㈭　13時～13時15分
平成24年11月生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭　13時～13時30分
平成24年５月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2

内科 内科
3 4 5 6 7 8 9

内科 整形 内科 外科 内科 内科 ※
10 11 12 13 14 15 16

内科 内科 内科 外科 外科 内科 整形
17 18 19 20 21 22 23

外科 外科 内科 整形 外科 内科 外科
24 25 26 27 28 29 30

内科 内科 内科 外科 内科 外科 整形
31

内科

裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

※９日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から外科
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今月の救急協力医

５月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈯ 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

17 ㈰

おおい神経内科 922-8886 北高島町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

あそうクリニック 929-7575 筒井町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

18 ㈪ つかだ医院 983-1577 堂庭 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

19 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈬ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 頴川医院 921-5148 高島本町 田中医院 921-2053 高島町

21 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

22 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 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

23 ㈯ 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
さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

24 ㈰

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 西方外科医院 921-1333 共栄町

杉山医院 992-0028 平松 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

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

江川

25 ㈪ 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

26 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

27 ㈬ 福士内科
クリニック 932-3553  下香貫

藤井原
おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 原小児科医院 962-0636 八幡町

28 ㈭ 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

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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５月後期

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 内 科 外 科 小 児 科

29 ㈮ 高遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 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

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

31 ㈰

永野医院 962-4450 大岡 五十嵐クリニック 934-6700 志下

境医院 975-8021 竹原 西村医院 971-6510 下土狩

おぐち医院 992-6611 深良 白石医院 951-4593 市道町

日 耳 鼻 科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ８時～15時

17 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤　　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

タケダ歯科医院
989-3638 本宿　　

24 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿　　

31 ㈰ 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　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

なかがわ歯科
973-7777 長沢　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

●救急協力医の変更／５月 15日㈮の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：杉山医院▶変更後：小林内科医院（921-2165　沼津市米山町）
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富士登山と六
ろっ

根
こん

清
しょう

浄
じょう

　平安時代後期になり噴火がおさまってくると、富
士山は修行の山となり、修

しゅ
験
げん
者
じゃ
（山伏）が登るよう

になりました。室町時代後半には修験者と一緒に武
士や庶民も登るようになりました。江戸時代には富
士山を神聖な山として信仰する富士講が生まれ、多
くの人が登山しました。
　富士山の麓

ふもと
は「くさやま」と呼ばれる俗界とされ、

山頂は「やけやま」と呼ばれる神仏と死の世界とさ
れました。ここを往復することで罪と穢

けが
れを消すこ

とができると考え、登山の際は「六根清浄」が唱え
られました。六根とは、眼・耳・鼻・舌・身・意の
働きのことで、それぞれ不浄を見ない・聞かない・
嗅
か
がない・味わわない・触れない・思わないという

意味です。つまり身も心も無
む
垢
く
清浄になろうという

祈りの言葉が「六根清浄」です。

六根清浄大祓�（渡邉家文書）

富士山世界遺産記念２周年事業
海上自衛隊横須賀音楽隊コンサート

と き／６月21日㈰　14時～　※開場▶13時30分
申込み�／往復はがきに次のとおり必要事項を記入し、

お申込みください。往復はがき１枚で２人ま
で申し込むことができます（複数応募不可）。

　　　

〇
〇
県
〇
〇
市
〇
〇
〇
〇

〇
〇

　〇〇 

様

返
信

「自衛隊コンサート」
入場を希望します。
①氏名（ふりがな）
②年齢
③性別
④電話番号
⑤希望枚数（2枚まで）
⑥お連れ様の氏名
　（2人で申し込む場合）
⑦車いす希望の旨
【往信の裏面】

410 1117
静
岡
県
裾
野
市
石
脇
五
八
六

裾
野
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー

「
自
衛
隊
コ
ン
サ
ー
ト
係
」
行

往
信

【白紙】

抽選結果を印刷しま
すので、何も記入し
ないでください。結
果は、６月上旬に返
送します。

【返信の裏面】

（ご自分の住所・氏名）

申込期間／６月２日㈫まで　※消印有効
料 金／無料　※入場には当選はがきが必要です。
※未就学児の入場不可

した。イベントやくらしの情報のほか、独自に取材
をした記事が掲載されています。
　「アクセス件数は月に 5,000 件ぐらい。順調に伸
びています。今後は、内容の充実を行い、いずれは
市で一番アクセスされるホームページにしたいです
ね」。
　９年前から、市内でデザイン事務所を開設してい
る塩崎さん。４月15日号からリニューアルした『広
報すその』は、塩崎さんによるデザインです。
　「季節感が出るように、その月ごとに使う色を決
めました、また、紙面は極力シンプルに。余白を多
く取ることを意識しました」と塩崎さん。読みやす
さを犠牲にしてデザイン性の高い紙面にすると、伝
えるという力が弱くなってしまうため、そのバラン
スに注意したそうです。
　今後の活動については、次のように話してくれま
した。
　「NPOを立ち上げて、イベントの開催や情報交
換ができる場の提供などをやりたいです。そして、
カッコいい裾野市を発信していきたいと思っていま
す」。

　「市内には、何か情報を発信しようと思ったとき、
無料で情報を発信するための手段が少ないと感じて
いました」。塩崎さんは、スソノタイムスを立ち上
げた理由をこう話してくれました。
　スソノタイムスは、市内の地域情報サイトとして
平成 27年 1月 1日にインターネットに開設されま

地域情報サイト「スソノタイムス」を開設
塩崎　利和さん（佐野若狭・38 歳）

5月の休館日
7日㈭・11日㈪・18日㈪・25日㈪
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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります

４月26日　�第２回深良用水まつり�
仮装行列・お田植え初め

Contents
p02 ヘルシーパーク裾野
p03 年に１回の検診で安心を
p04 健康と歯のフェスティバル
p06 水道週間　６月１日～７日
p07 学習や趣味に鈴木図書館の利用を
p08 フォトグラフ
p10 お知らせ
今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。
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平成27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28年3月30日（水）
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。



ヘルシーパーク裾野
富士山の絶景を楽しめる露天風呂

特集１

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　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15日㈪～18日㈭
●年末年始（12月31日㈭・１月１日㈮）

広報すその平成27年5月15日号

▼切り取ってお使いください

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

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、そのほか一般に病勢進行中
の疾患　など

利用案内

営業時間　10時～21時（受付▶20時30分まで）
　※�バーデプールの利用時間
　　・３月～11月▶10時～19時（受付▶17時まで）
　　・12月～２月▶10時～17時（受付▶15時まで）
休館日　・毎週木曜日（木曜日が祝日の場合は翌日）
　　　　・６月15㈪～18㈭、12月31㈭・１月１日㈮
利用料金（平成 27年５月 15日現在）

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回 上記料金＋
1,000円

そのほか
　・�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している

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。手帳を

お持ちください。
　・�有資格者によるボディマッサージを行っています。

　ヘルシーパーク裾野の昨年度の利用者は、
延べ 22万人を超えました。富士山を眺めな
がら入る“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、歩行が主体の運動プールや流
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。



年に１回の検診で安心を
がん検診と成人歯周病疾患検診

特集２

■がん検診など
と　き／ 6月 15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、市に住民登録がある
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。受診票が届
かない方は、健康推進課へご連絡ください。

※�他市町村に転出した場合は、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。沼津市・長泉町・清水町でも受診
できます。
個�人負担金／（表１）のとおりです。ただし、次の方
は無料です。

①今年度、70歳以上の方
②後期高齢者医療被保険証をお持ちの方
③生活保護を受けている方
④�今年度、市民税世帯非課税の方　※同居家族も非課
税であること

⑤今年度、無料クーポン券が同封されている方（表２）
⑥�肝炎ウイルス検診を過去に受診していない 41 歳、
46歳、51歳、56歳、61歳の方

※�①、②に該当する 75歳以上の方は、有料で胃がん
内視鏡検査を選択することができます。

※�③、④に該当する方は、受診前に健康推進課で手続
きをしてください。
■成人歯周疾患検診
と�　き／６月 15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。
個�人負担金／（表１）のとおりです。ただし、次の方
は無料です。

①�生活保護を受けている方
②�今年度、市民税世帯非課税の方　※同居家族も非課
税であること

※�①、②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／実施医療機関を予約し、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※1
600円

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
①エコー
②マンモグラフィ
※3

①30歳～39歳 700円①か②の選択制
40歳～49歳 ②900円※4

②1,000円※5②50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　特定健診と同時受診▶ 400 円、単独▶ 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に限ります。
※�４　60歳以上（１方向撮影）
※�５　40歳～ 59歳（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、26歳、31歳、36歳、
41歳になる方
今年度23歳、28歳、33歳、38歳
になる方で過去５年間未受診の方

乳がん検診
今年度41歳、46歳、51歳、61歳
になる方
今年度43歳、48歳、53歳、58歳
になる方で過去５年間未受診の方

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
　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。

　市では、がん検診と成人歯周病検診などの検診料の助成を行っていま
す。年に１回、検診で病気の早期発見に努めましょう。

健康推進課
992-5711
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健康と歯のフェスティバル
～第37回　よい歯をつくる親子のつどい～

特集３

と き／６月 13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
　　　　・むし歯のできやすさチェック
　　　　・歯や口に関するミニ講話
　　　　・健康機器での測定

５歳児（年長児）
むし歯のない児・治療完了児の表彰

対 象／�通園先の幼稚園・保育園の歯科検診でむし歯
がなかった年長児、または検診後から 6月 5
日㈮までに治療が完了した年長児

内 容／�「５歳児賞状コーナー」で賞状と記念品を進
呈します。記念抽選会もあります。

申込み／�６月 10 日㈬までに健康推進課へご連絡くだ
さい。

※�市内に住んでいて、市外の幼稚園・保育園に通園し
ている年長児も対象です

噛むカムケア８
はち
０
まる
２
にい
０
まる
コンクール

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（誕生日が昭和 10年 4月 1
日以前の方）

内 容／�式典で賞状と記念品を進呈します。

７
なな
０
まる
２
にい
０
まる
認定

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（誕生日が昭和 10年 4月 2
日～昭和 20年 4月 1日の方）

内 容／�「7020 認定コーナー」で認定証と記念品を
進呈します。

　8020コンクール・7020認定
　５月 25日㈪までに、駿東歯科医歯会に会入し
ている市内の歯科診療所で、歯科検診を受けてく
ださい。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。
29 日㈮までに式典への出欠を健康推進課へご連
絡ください。

歯と口の健康週間にちなんだ
図画・ポスター・標語

対 象
 〈図画〉
　市内に住んでいる年長児と小学生
　※年長児は、保護者と合作の作品でも可
 〈ポスター〉
　�市内に住んでいる小中学生と市内の高等学校に通学
する高校生

 〈標語〉
　市内に住んでいる小中学生
応募方法
 〈図画・ポスター〉
　�Ｂ３または、四つ切り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。

　※�市外の幼稚園・保育園に通園している年長児は、
健康推進課へ提出してください

 〈標語〉
　�書式はありません。通学している学校へ提出してく
ださい。
展示期間
　６月６日㈯～ 11日㈭
　９時～ 15時
　※ 8日㈪は休館日です
展示場所
　市民文化センター 2階展示室
　※�フェスティバル当日は、1階エ

ントランスホールと多目的ホー
ルホワイエで展示します
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特集３

健康推進課
992-5711

日常の口腔ケアについて�
　　　　　　　　ホワイト歯科医院　歯科医師 
� 勝又　茂 先生

　健康文化都市裾野市民の皆様、こんにちは。今回は
お口のケアについて、各ライフステージごとの気を付
けたい事柄についてお話しします。
　歯みがきは、日常生活に根付いた身近なセルフケア
の一つです。意識を持ってやることで、より健康的で
快活な日々を過ごすことができます。それでは、各ラ
イフステージで、どのようなことに注意してお口のケ
アをしていったら良いか説明していきたいと思います。

幼児期 
　幼児期は、口の中の常在菌が決まる重要な時期
です。親が保有する、むし歯菌、歯周病菌が伝搬
し、将来的なむし歯の発生傾向を定めます。不用
意に親が口を付けた飲み物や食べ物を、幼児に与
えるのを避けるようにしましょう。乳歯は大人の
歯に比べてむし歯の進行が早いです。定期的な健
診によって、早期のむし歯の発見、フッ素の塗布
による歯の強化で、見守ってあげることが重要で
す。また仕上げ磨きを習慣化し、磨き残しがない
ようチェックしてあげてください。

学童期 
　学童期は、子どもの歯と大人の歯が生え変わる
時期です。生えたての大人の歯は、カルシウムの
結晶が未完成であることからむし歯に成り易いで
す。歯みがきを自立してできるようになるのもこ
の時期です。歯科医院で歯磨きの指導を受け上手
な歯みがきができるようになりましょう。フッ素
の入った歯磨き粉や、毛先の曲がっていない歯ブ
ラシを与え、上手な歯みがきができるようサポー
トも必要です。

６月４日～10日は歯と口の健康週間です。
～おくりたい　未来の自分に　きれいな歯～

成人期 
　成人期で最も注意したい疾患は、歯周病です。
実は歯の喪失の原因の多くは、歯周病です。むし
歯で歯を失うより歯周病で歯を失うことの方が多
いのです。歯周病菌は全ての人が保有し、条件が
揃えば、誰もが発症しうる疾病です。そのため日
常での予防意識を高めることが大切です。毎日の
歯磨きによる歯垢の除去と、定期的な歯石の除去
で健康な歯茎を保てるようケアしていきましょう。

高齢期 
　高齢期のお口の中は多種多様です。多くの方に
入れ歯が入っていると思います。入れ歯は天然の
歯と比べ噛む能力が 20％であると報告されてい
ます。入れ歯は人工物であるため時間の経過とと
もに劣化が進むため、良い状態を維持するために
定期的なチェックを受けるようにしましょう。近
年は国が 8020 運動を掲げ、その成果が表われ、
歯の多い方が増えてきています。ご自身にあった
入れ歯やご自身の歯でおいしく食事をして、元気
に過ごしましょう。

結びに 
　白く輝く歯は健康文化都市裾野のシンボルです。歯、
口は健康の入り口ですので大切にしましょう。
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『カラカラで  蛇口に飛び込む  僕の口』第57回
　水道週間スローガン

水道週間　６月１日～７日

特集４

上下水道課
995-1890

水道の使用開始・中止のときには連絡を

　転入届・転居などで、水道の使用を開始したり中止
したりする場合は、次の内容を水道料金お客さまセン
ターへご連絡ください。
 〈連絡内容〉
①住所、建物名称、部屋番号など
②使用者氏名
③引越日（予定日）、引越先
④連絡先
⑤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・中止の申込みは、電話の
ほかインターネットでも可能です。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。
申込手続きの詳細は、「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、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。

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」
▼

（申込み画面は外部リンクです）

携帯端末などでも申込み可能！

　ＱＲコード読み取り対応の携帯端末
などで、右記のＱＲコードを読み込む
と、携帯電話専用の申込み画面に接続
できます。
※�ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

　６月１日㈪から７日㈰は、全国統一の水道週間です。皆さ
んに水道のことをもっと知ってもらおうと始められました。
　当市の水道水は、富士山の恵みの地下水を利用し、各家庭
へ給水しています。水道水は、飲料水をはじめお風呂や炊事
など私たちの生活になくてはならないものです。この機会に、
水の大切さを改めて考え直してみましょう。

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）

営業時間／８時 30分～ 17時 15分
　　　　　※土日・祝日を除く
と こ ろ／深良 215-22（市水道庁舎１階）

※�今年度４月から、上水道課と下水道課が統合され、
上下水道課となりました。場所は変わりません。

◆水道料金お客さまセンター◆
995-1831
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　鈴木図書館では、本のほかにDVDやCDなどを貸し出
しています。１階には、学習室や机が設置されています。
そこでは、勉強したり、借りた本を読んだりすることが
できます。
　毎月、おはなしの会や親子おはなし広場などのイベン
トも開催しています。

学習や趣味に鈴木図書館の利用を
木曜日と金曜日は19時30分まで開館！

特集５

鈴木図書館
992-2342

図書館の利用は誰でもＯＫ

　図書館で本などを借りるためには、図書利用券が必
要です。本などは市内に住んでいる方だけでなく、市
外に住んでいる方も借りることができます。
　市内に住んでいる方、市内に通勤・通学している方
は、本の予約やリクエストをすることができます。
開館時間／９時～17時　※㈭・㈮は19時30分まで
休館日／月曜日　※月曜日が祝日の場合は翌日
●図書利用券の発行
　運転免許証や保険証など住所と氏名が確認できるも
のをお持ちになり、図書館カウンターへお越しくださ
い。市外に住んでいる方で、市内に通勤・通学してい
る方は、それを証明できるものもお持ちください。
●貸出冊数・貸出期間

種類 冊数 期間
本 10 冊まで ２週間

ＤＶＤ・ＣＤ ２点まで １週間

おはなしの会
絵本の読み聞かせなど

　幼児から小学校低学年の子どもを対象に、絵本の読
み聞かせや手遊びを行っています。読書週間などでは、
大型絵本やパネルシアターを使った特別な会を開いて
います。

とき ところ
第１土曜日 鈴木図書館おはなしのへや
第２土曜日 市民文化センター図書室

親子おはなし広場

　乳幼児と母親を対象に、絵本の読み聞かせや手遊び、
簡単な工作を行っています。
と き／第２火曜日
ところ／鈴木図書館２階展示室

ファーストブック
赤ちゃんに初めての絵本を

　市に住民登録がある６カ月の
赤ちゃんと保護者の方に、絵本
などが入ったバッグを贈ります。
赤ちゃんと絵本の出会いをつく
ります。対象の赤ちゃんには、
ハガキでお知らせします。

雑誌スポンサー
最新号のカバーなどに広告を掲示

　図書館で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するこ
とができます。
対 象／企業、団体、個人事業者
提供雑誌／提供希望雑誌リストから選択してください。
年間購読料／雑誌によって異なります。
提供期間／１年間　※更新可
申�込み／所定の申込書に必要事項を記入し、鈴木図書
館に提出してください。 ※申込書などは、市公式
ウェブサイトからダウンロードすることができます。

図書館では、楽しいイベントがたくさん！

　図書館映画会や親子チャレンジ広場、ぬいぐるみお
泊まり会、一日図書館員、テーマ展示など様々なイベ
ントを開催しています。開催が決まり次第、広報すそ
の 15日号の裏表紙「図書館だより」でご案内します。
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今月の写真

Photograph ４月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／市営墓地

ピンク色の花がお出迎え

新消防団員24人が入団� ４月１日

　深良にある市営墓地の入り口に植えられた芝桜が、4 月中旬に満
開を迎えました。この芝桜は、昨年 10 月に「美しい水と緑のふる
さと深良の里づくり委員会」が植えたものです。今後も芝桜を増や
していく予定です。

　消防団の辞令交付式が市民体育館で行われました。辞令の交付や
感謝状の贈呈の後、新入団員 24 人を代表し、東分団の山田隆蔵さ
んが、「誠実に消防職務の遂行に当たります」と消防団員としての
決意を力強く宣誓しました。

親子で英語を楽しもう！� ４月７日

　北児童館で、ＡＬＴによる英語教室が行われました。会場を歌や
ゲームで盛り上げる、ＡＬＴのケン先生。「dog!」「cat!」「apple!」
と子どもたちは、元気な声でケン先生の英語を復唱していました。
頑張ったみんなに、ケン先生から。Well done!（よくできました！）
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満開の桜の下で、ステージや出店などでにぎわう�４月５日

　第 20 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。会場内には食べ物などの出店が並び、お祭り気分を盛り
上げました。フィナーレの餅まきでは大勢の子どもたちがステージ
周辺に集まり、大変なにぎわいとなりました。

Photograph 2015.4

伝統のマス釣り大会� ４月５日

裾野ライオンズクラブ50周年記念式典� ４月25日

満開の桜並木を楽しむ� ４月５日

約20,000㎡が黄色の世界� ４月18日

　第 40 回水窪区マス釣り大会が、水窪区で行われました。黄瀬川
の護岸を彩るのは、満開の桜です。あいにくの雨の中、マスが釣れ
るのをじっと待つ参加者たち。待ちに待ったマスが釣れると、歓声
があがっていました。

　裾野ライオンズクラブの結成 50 周年記念式典が市民文化セン
ターで行われました。同クラブは、裾野吹奏楽フェスティバルの開
催や公園の整備、献眼活動などを行っています。式典では、献眼
500 霊への追悼も行われました。

　サクラサクマツリが、南部公園などで行われました。南部公園で
は、ハンドメイド雑貨やすそのん木札の販売、スーパーボールすく
いなどが行われ、にぎわっていました。南部公園から桜堤北公園に
続く桜並木は満開で、多くの人を楽しませてくれました。

　富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜まつりがヘルシーパーク
裾野入口の“パノラマ遊花の里”で行われました。残念ながら桜は
散ってしまいましたが、満開の菜の花が一面に広がり、良い香りが
漂っていました。

須山神社春季例大祭� ４月12日

　世界遺産富士山の構成資産の須山浅間神社で春季例大祭が、営ま
れました。おみこしを担ぐのは、地元の青年たちです。境内でお払
いした後、春のあたたかな日差しの中、笛や太鼓の音色とともに、
５時間かけて地区内を練り歩きました。
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インフォメーション

Information

人権相談・行政相談人権相談・行政相談

にこにこキャラバン
西地区の巻

　民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごしま
せんか。申込みは不要です。直接
会場にお越しください。
５月19日㈫　10時～11時30分
南児童館
未就園児とその保護者
�歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
社会福祉課　995-1819

蚊とハエ用薬剤
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）
配�布場所／生活環境課・各支所
８月 31日㈪
生活環境課　995-1816

みしま花のまちフェア

　“花といっしょの二日間”を開
催します。
５月 30日㈯、31日㈰

　10時～ 16時
�三島市内商店街、楽寿園、TMO
ホール、大社の杜など
�各種花のディスプレー、花巡り
スタンプラリー、各種ワーク
ショップ、飲食物販、そのほか
イベントなど
三島市農政課　983-2652

◎人権を守るパートナー　人権擁護委員
　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、
ドメスティックバイオレンスなどでお悩みの方は、
ご相談ください。
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㈪に人権擁護特設相談を開催
　６月１日の人権擁護委員の日にあわせ、人権擁護
特設相談を開催します。
６月１日㈪　10時～ 12時　13時～ 15時
市役所４階 402 会議室
人�権擁護委員（敬称略）／渡邊早苗・池田宗久・小
野田勝正・大森紀行・川口美津子・勝又美代子

◎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。道路や河川などの管理、年金、雇
用など、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、行政との間に
立つパイプ役となるのが行政相談委員です。皆さん

が抱えている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、相談窓口を開設しています。
�毎月 20 日　●偶数月▶ 10 時～ 12 時　13 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 4階会議室
行政相談委員（敬称略）／湯山貴志子・芹澤隆伸
◎前人権擁護委員の渡邉美也子さんに感謝状
　4月 20 日㈪、新旧の人権擁護委員と行政相談委
員が、退任と再任・新任のあいさつのため、江藤副
市長を表敬訪問しました。今年３月に人権擁護員を
退任した渡邉美也子さんに、法務大臣の感謝状が手
渡されました。

戦略広報課
995-1802
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お知らせ

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 25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
６月 11日㈭
国保年金課　995-1813

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。
６月５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

看護師等再就業準備講習会

　最近の看護の動向・看護の基礎
技術の演習を行います。
７月 15日㈬～ 17日㈮
�富士宮市立病院（富士宮市錦町）
�看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
20人
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、県ナースセンターに提出
してください。　※電話・ＦＡ
Ｘ・メール可
６月 25日㈭
県ナースセンター東部支所

　920-2088
numazu@nurse-center.net

家庭児童相談室

　子どものことで悩んでいる方や
「虐待かも？」と感じた方などの
相談に面接または電話で応じます。
月曜日～金曜日　※祝日を除く

　９時～ 16時
●必要に応じて訪問もします。

　●秘密は厳守します。
家庭児童相談室（市役所１階）
　995-1862

特産物奨励交付金
そば（畑）の単価を引上げ

　そばやイチゴ、ヤマトイモ、モ
ロヘイヤなどの市の特産物を作
付・販売する農家の方に交付金を
交付しています。地目が畑の農地
で栽培されているそばの交付金単
価を、平成 27 年度産から引き上
げました。
【単価】数量払 6,000 円／ 45kg
農林振興課　995-1823

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 ６月３日㈬ 生涯学習

センター深良 ６月５日㈮
須山 ６月９日㈫ 須山コミセン
西 ６月10日㈬ 生涯学習

センター富岡 ６月11日㈭

時間はいずれも 19時～
生涯学習課　992-3800

議会報告会

５月 26日㈫
　19時～ 20時 30分
�須山地区研修センター大ホール、
市民文化センター 35・36 会議
室、市民体育館大会議室
�３月定例会の内容の説明や市政
について市民の皆さんとの意見
交換
議会事務局　995-1839

　富士山ナンバーのエリア（裾
野市・富士宮市・富士市・御殿場
市・小山町）のグルメなど 150
以上のブースが勢ぞろいします。
“すそのん”をはじめ、ゆるキャ
ラたちも大集合します！
５月 23日㈯・24日㈰

　10時～ 16時
�ふじさんめっせ（富士市柳島）

 【ステージイベント】

23
日

10:15～ ご当地キャラ大集合！

14:00～
富士のふもとの
「新商品賞」「看板
娘・息子賞」

24
日11:00～

心と体の栄養トー
クショー（講師：
森育子さん）

�JR 富士駅南口、富士市役所、
岳南富士地方卸売市場と会場
との間で無料シャトルバスを
運行します。
ふじさんめっせ
　0545-65-6000

富士のふもとの
大博覧会2015

ふもと博を開催！
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インフォメーション

Information

まち・ひと・しごと創生
会議委員

　長期的な人口目標や地域活性化
の具体策などを定める、人口ビ
ジョンとまち・ひと・しごと創生
総合戦略を今年度中に策定します。
この方策に市民の方の意見を取り
入れるため、委員を募集します。
任期／委嘱の日から２年間
３人程度
�次の全ての要件を満たす方

・�市に住民登録があり、平成 27
年４月１日現在 18歳以上の方

・�まちづくりに関心のある方
・�平日の昼間または夜間に開催す
る会議に出席できる方
�企画政策課にある所定の応募用
紙に必要事項を記入し、提出し
てください。　※ FAX、メール、
郵送可。市公式ウェブサイトに
ある専用フォームからも応募可
５月 28日㈭（必着）
�選考結果は、６月上旬までに通
知します。
企画政策課　995-1804
995-1861
kikaku@city.susono.shizuoka.jp
�http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/
creation/CommitteeRecruitment.php

〒 410-1192�佐野 1059

市民健康づくり推進
協議会委員

　今年度健康づくりに関する総合
的な施策の方針などを定める「す
その健康増進プラン」の改定と、
「市食育推進計画」、「市歯科保健
計画」の策定をします。市民の方
の意見を反映するため、委員を募
集します。
任�期／委嘱の日から平成 29 年３
月 31日まで
�引き続き１年以上市内に住んで

いる 20 歳以上の市民の方で、
当市の付属機関の委員や議員、
職員でない方
４人
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、健康推進課に提出してく
ださい。　※申込用紙は、健康
推進課と市役所１階情報公開
コーナーで配布しています。市
公式ウェブサイトからダウン
ロードできます
５月 18日㈪～ 27日㈬
健康推進課　992-5711

�８月 13日㈭～ 22日㈯
�オーストラリア　ビクトリア
州　フランクストン市　ほか
�市内に住んでいる小学６年生
～中学２年生
小学生４人、中学生６人
�●フランクストン…市内観光、
学校訪問、ホームステイ●タ
イ�バンコク…観光（帰国途上
に１日）
�約 13 万円　※パスポート手
数料や海外旅行保険料など個
人の経費は含みません

�各学校にある参加申込書に必
要事項を記入し、海外友好協
会に提出してください。

　※郵送可
５月 20日㈬～６月３日㈬
�参加者は、書類選考のほか６
月 28 日㈰９時から生涯学習
センターで行う選考会（面接）
で決定します。
海外友好協会　993-9695

　（月・水・金曜日の13時～16時）
　〒 410-1118　佐野 921-3

夏休み小中学生短期派遣の参加者を募集！
―姉妹都市フランクストン市で異文化交流―

　姉妹都市フランクストン市に小中学生を短期派遣します。

夏休み小中学生短期派遣の参加者を募集！
―姉妹都市フランクストン市で異文化交流―
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お知らせ

６月　水道工事当番店 データバンク

６月　税金・料金

６月　カレンダー

※工事、修理は有料です。 ５月１日現在

納付期限：６月 30 日㈫

６日㈯ ㈲渡辺設備
☎992-3034

７日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

13日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

14日㈰ パイピング横山
☎992-3329

20日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

21日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

27日㈯ 駿東管工
☎992-5728

28日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

７日㈰わたしの主張裾野市大会

12日㈮
～24日㈬市議会６月定例会

13日㈯ 健康と歯のフェスティバル

～28日㈰ふるさと富士山芸術展

市県民税� 第１期分

水道料金・下水道使用料� 第２期分

人　口　53,038人� （−40人）
　男　　27,015人� （ − 5人）
　女　　26,023人� （−35人）
世　帯　21,319世帯�（+28世帯）
内、外国人� 718人�405世帯

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べます。
�６月 10 日㈬、７月８日㈬、７
月 30日㈭　10時～ 16時
�市民文化センター会議室　ほか
�各回 40 人程度　※申込多数の
場合は抽選
６月３日㈬
� 生涯学習課　992-3800

自衛隊見学ツアー

�７月 28日㈫
�陸上自衛隊立川駐屯地

　※集合▶市役所
�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　※申込多数の場合
は抽選
陸上航空部隊の見学など
500 円（バス代、保険料など）
�市民課地区振興係にある申込用
紙に必要事項を記入し、直接ま
たはＦＡＸで提出してください。

　�※申込用紙は、市公式ウェブサ
イトからダウンロードできます。
５月 18日㈪～６月３日㈬
市民課地区振興係
　995-1874

992-4447

放課後児童室指導員

勤�務時間／時間交代制です。勤務
日数や期間・時間については、
相談に応じます。
開�室時間／●平日▶13時～18時
●土日・長期休暇▶８時～18時
�西小学校、富岡第一小学校
�小学校低学年の児童を放課後や
学校の長期休暇時に預かります。

５月 29日㈮
� 西小学校放課後児童室

　992-5580
　富岡第一小学校放課後児童室
　997-1116
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今月の救急協力医

６月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

１㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 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㈫ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

３㈬ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

４㈭ 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

５㈮ 林医院 931-1120 住吉町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

７㈰

小林内科医院 921-2165 米山町 西方外科医院 921-1333 共栄町

本村クリニック 969-0001 大塚 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水館医院 993-2323 茶畑 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

８㈪ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 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

９㈫ 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 田中医院 921-2053 高島町

10 ㈬ 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 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

11 ㈭ 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

12 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 ふじわら

クリニック 924-8777 寿町 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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６月前期

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 内 科 外 科 小 児 科

13 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

14 ㈰

岡田医院 921-5321 新宿町 東医院 921-5520 高沢町

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

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

15 ㈪ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

日 耳 鼻 科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ８時～15時

７㈰ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

木村眼科医院
967-4611 原　　　

ごとうレディース
クリニック
992-7111 伊豆島田

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

14 ㈰
アミクリニック眼科・
耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

アミクリニック眼科・
耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

中原歯科医院
993-3300 佐野　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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●６月の行事予定
おはなしの会
 ６日㈯ 14時30分～ おはなしのへや
 13日㈯ 11時～ 文化センター図書室

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㈬ 10時～16時 展示室

●�臨時休館のお知らせ
　鈴木図書館と市民文化センター図書室で、蔵書点検を行
います。資料の所在確認などの作業のため、次の期間は休
館します。
と　き／６月 23 日㈫～ 30 日㈫

しろがくろのパンダです。
絵：平田景　作：平田昌広　国土社
　「白が黒のパンダです」「白か黒のパン
ダです」…。さて、どんなパンダ？ こ
とばとことばをつなぐ役目をする助詞。
たった一文字だけれど、それが変わった
だけで、まるきり文の意味が変わっちゃ
う！ ことば遊び絵本。

オススメ
６月の休館日 １日㈪・８日㈪・15日㈪・

22日㈪～30日㈫

●�動物の骨
文：ロブ・コルソン　イラスト：サンドラ・ドイル
辰巳出版

●はらぺことらたとふしぎなクレヨン
絵：広瀬弦　作：あまんきみこ
ＰＨＰ研究所（ＰＨＰにこにこえほん）

●ニニ、まいごになる
作：アニタ・ローベル　訳：まつかわまゆみ
評論社（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

えほん

齋藤　蒼
そう
輔
すけ

くん
（３歳・トヨタ）

北川　昊
こう
瑛
えい

くん
（２歳 10カ月・佐野本宿）

宇野　歩
あゆ
夢
む

くん
（２歳７カ月・峰下市の瀬）

倉持　翔
しょう
太
た
郎
ろう

くん
（２歳 11カ月・千福が丘）

齊藤　ひまりちゃん
（２歳７カ月・上町）

●恐怖の緑魔帝王
著：芦原すなお　ポプラ社
（みんなの少年探偵団）

● EPITAPH東京
著：恩田陸　朝日新聞出版

●火花
著：又吉直樹　文藝春秋

●小さな幸せ 46こ
著：よしもとばなな　中央公論新社

● the�SIX
著：井上夢人　集英社

新書
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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

　

長寿ボウラー　中西尚さん（101 歳）
※詳細は裏表紙へ

Contents
p02 平成28年度採用　市職員を募集
p05 平成26年度ごみ処理実績
p06 子育て世帯臨時特例給付金
p07 高齢者在宅福祉サービス
p08 特定健診 ６月15日から10月31日まで
p09 ６月は食育月間、毎月19日は食育の日！
p10 起業・販路（事業）拡大を応援します 最も重要な統計調査の

一つです。
ご協力お願いします！



特集１

平成28年度採用　市職員を募集
申込みは夏期試験が 7/2 まで、秋期試験が 8/3 から 8/31 まで

人事課
995-1806

　平成28年度採用の市職員を募集します。採用試験は、
夏期試験と秋期試験の２回に分けて行います。職種、学
歴区分によって夏期試験、秋期試験の実施が異なります
ので、ご注意ください。

申込書・案内書は人事課で配布

 【配布開始日】
夏期試験／６月１日㈪
秋期試験／８月３日㈪
 【配布場所】
市役所３階人事課
 【申込書の郵送での請求方法】
　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１日㈪～７月２日㈭〔必着〕
　　　　　８時 30 分～ 17 時　※㈯㈰を除く
秋期試験／８月３日㈪～８月 31 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。

第一次試験

 【夏期試験】
と き／７月 26 日㈰
ところ／西中学校
 【秋期試験】
と き／９月 20 日㈰
ところ／市役所

職種、採用予定人員と職務内容

夏期試験

一般事務
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。
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
定 員／約３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。

秋期試験

一般事務
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。
保健師
定 員／約１人
職務内容／保健に関する業務に従事します。
消防
定 員／約１人
職務内容／消防署に勤務し、消防業務に従事します。
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特集１

職 種 区 分 受 験 資 格
試験の実施
夏期 秋期

一般事務

大 学 卒
程 度

昭和 60年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これ
と同等と認める学校を含む）を卒業した方または平成 28年３月卒業見
込の方

○ ×

短 大 卒
程 度

昭和 63年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（こ
れと同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した方また
は平成 28年３月卒業見込の方

○ ×

高 校 卒
程 度

平成２年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（こ
れと同等と認める学校を含む）を卒業した方または平成２８年３月卒業
見込の方

× ○

土木技師

大 学 卒
程 度

昭和 56年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これ
と同等と認める学校を含む）で土木の学科を専攻し卒業した方または平
成 28年３月卒業見込の方

○ ○

短 大 卒
程 度

昭和 56年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（こ
れと同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校で土木の学科を専
攻し卒業した方または平成 28年３月卒業見込の方

○ ○

高 校 卒
程 度

昭和 56年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（こ
れと同等と認める学校を含む）で土木の学科を専攻し卒業した方または
平成 28年３月卒業見込の方

× ○

建築技師

大 学 卒
程 度

昭和 56年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これ
と同等と認める学校を含む）で建築の学科を専攻し卒業した方または平
成 28年３月卒業見込の方

○ ○

短 大 卒
程 度

昭和 56年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（こ
れと同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校で建築の学科を専
攻し卒業した方または平成 28年３月卒業見込の方

○ ○

高 校 卒
程 度

昭和 56年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（こ
れと同等と認める学校を含む）で建築の学科を専攻し卒業した方または
平成 28年３月卒業見込の方

× ○

幼稚園教
諭・保育士

大 学 卒
程 度

昭和 60年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これ
と同等と認める学校を含む）を卒業した方または平成 28年３月卒業見
込の方で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格を有する方または平成
28年３月末日までに取得見込の方

○ ×

短 大 卒
程 度

昭和 60年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（こ
れと同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した方また
は平成 28年３月卒業見込の方で、幼稚園教諭の免許かつ保育士の資格
を有する方または平成 28年３月末日までに取得見込の方

○ ×

保健師 大 学 卒
程 度

昭和 56年４月２日以降に生まれた方で、保健師の免許を有する方また
は平成 28年３月末日までに取得見込の方 × ○

消防

大 学 卒
程 度

平成２年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（これと
同等と認める学校を含む）を卒業した方または平成 28年３月卒業見込
の方

× ○

短 大 卒
程 度

平成４年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による短期大学（こ
れと同等と認める学校を含む）もしくは高等専門学校を卒業した方また
は平成 28年３月卒業見込の方

× ○

高 校 卒
程 度

平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校（こ
れと同等と認める学校を含む）を卒業した方または平成 28年３月卒業
見込の方

× ○

※○は試験を実施します。×は試験を実施しません。

受験資格
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平成28年度採用　市職員を募集

特集１

 【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 事務適性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。

保健師 専門分野について筆記試験を行います。
体力試験 消防 職務の遂行に必要な体力を有しているか検査を行います。
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 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。
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 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。

※ 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。

⑴ 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。

⑵修学年数が２年以上であること。
⑶ 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。
⑴日本国籍を有しない方
⑵成年被後見人または被保佐人
⑶ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでま

たはその執行を受けることがなくなるまでの方
⑷ 裾野市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分

の日から２年を経過しない方

⑸ 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

試験方法

注意事項
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これは便利！ ごみの日確認・分別アプリ『裾野市版５３７４（ゴミナシ）』
　

平成26年度ごみ処理実績
ごみの総排出量は前年度比 489トン減量

特集２

生活環境課
995-1816

美化センター
992-3210

家庭から出るごみは前年度比 402トン減量

　昨年度の家庭ごみと事業系ごみを合わせた総排出量
は 16,727 トンで、前年度より 2.8％減りました。こ
のうち家庭のごみは全体の 71％に当たる 11,898 ト
ンで、前年度に比べ 402 トン減りました。事業所な
どのごみは、全体の 29％の 4,829 トンで、前年度に
比べ 87 トン減りました。
　家庭から出る可燃ごみは 10,197 トンで、前年度に
比べ 259 トン減りました。事業所などから出る可燃
ごみは 4,762 トンで、前年度に比べ 67 トン減りまし
た。可燃ごみの減少に併せて、焼却量や埋立量も減っ
ています。

ごみの総排出量に対する資源化率は 9.2％

　平成 26 年度の古紙類資源化量は、新聞紙 232 トン、
雑誌 124 トン、ダンボール 83 トン、牛乳パック 3
トンの総計 442 トンでした。金属類は 413 トンでし
た。また、プラスチック製容器包装は 314 トン、ペッ
トボトルは 71 トンで総計 385 トン、びん類は 237
トン、乾電池は 13 トンでした。平成 26 年度から回
収を始めた衣類などは 47 トン、今年の 2 月から回収
を始めたパソコンや携帯電話などの小型家電では３ト
ンを資源化しました。資源化総量は 1,540 トンで、
前年度より 144 トン減り、総排出量に占める資源化
量の割合を示した資源化率は、9.2％となりました。

　昨年度のごみ排出量は、家庭ごみと事業系ごみの双方で、前年度
より減らすことができました。限りある資源を有効に活用し、資源
を循環させる社会を実現させるためには、ごみの分別は欠かせませ
ん。引き続き分別収集へのご協力をお願いします。

ごみの排出量の推移 資源ごみの収集量の推移

　市内の地区ごとのごみ収集日とごみの種類を簡易的に確認できる
WEB サービス『裾野市版５３７４（ゴミナシ）』の運用を開始しま
した。元となるプログラムの「5374.jp」は「Code for kanazawa」
というグループによって開発された公開プログラムで、誰でも無料で
利用、改変、再配布できます。市ではこのプログラムを改変した後、
利用するデータを作成しサービスとして提供します。
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これは便利！ ごみの日確認・分別アプリ『裾野市版５３７４（ゴミナシ）』
　

これは便利！ ごみの日確認・分別アプリ『裾野市版５３７４（ゴミナシ）』
アドレスにアクセスするだけで利用可能！

http://www.city.susono.shizuoka.jp/5374/　※「裾野市版 5374」でも検索可能
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子育て世帯臨時特例給付金
児童１人につき 3,000 円を支給

特集３

給付要件

 《支給対象者》
　平成 27 年６月分の児童手当を受給する方
 《対象児童》
　支給対象者の６月分の児童手当の対象となる児童
 《支給額》
　児童１人につき 3,000 円
 《基準日》
　平成 27 年５月 31 日
 《そのほか》
● 特例給付を受給する方（児童１人当たり月額 5,000

円が支給される方）は対象となりません。
● 児童手当の手続きの遅れなどにより６月分の児童手

当の対象となる児童分の支給が受けられない方でも、
子育て世帯臨時特例給付金は受けられる場合があり
ます。基準日時点で住民登録している市区町村にご
相談ください。

●  DV 被害者や児童福祉施設などに入所している児

申請は10/1まで
子育て支援課などで受付

　給付金を受けるためには、申請が必要です。対象の
方（公務員を除く）には、案内書類を郵送します。申
請期間中に手続きを行ってください。
 《申請期間》
　10 月１日㈭まで
◆公務員以外の方
　６月上旬に児童手当現況届と一体となった申請書を
郵送します。申請書に必要事項を記入し、同封の案内
に記載された会場または子育て支援課に提出してくだ
さい。
◆公務員の方
申� 請／申請書が勤務先から交付されます。必要事項

を記入し、子育て支援課に提出してください。
持�ち物／児童手当の受給証明、振込口座が確認できる

書類（金融機関名、口座番号、口座名義人（フリガ
ナ）がわかる通帳やキャッシュカードの写し）※昨
年度の子育て世帯臨時特例給付金を当市から受け、
今年度も同一の口座への振込みを希望する場合は省
略できます。

給付金の支給は口座振込

　申請後、審査を行います。審査の結果や支払日など
は、10 月ごろ通知します。給付金の支給が決定する
と申請書に記載された口座に振込みます。

そのほか

● 今年度は、子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給
付金のどちらの要件にも該当する場合、両方を受け
取ることができます。この場合、それぞれ申請が必
要となります。

● 臨時福祉給付金については広報すその 9 月 1 日号
でお知らせします。臨時福祉給付金に関するお問い
合わせは社会福祉課（☎ 995-1819）へお願いします。

● 原則として、申請期間外の申請は受付けられません。
● 申請期間などは、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。

　消費税率引上げの影響などを踏まえ、子育て世帯の負担を緩和する
ため、昨年度に続き、臨時特例的な給付措置として子育て世帯臨時特
例給付金を支給します。

子育て支援課
995-1841

　「子育て世帯臨時特例給付金」や「臨時福祉給
付金」名目の振込詐欺や個人情報の詐取にご注意
ください。
　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電話がか
かってきたり、郵便が届いたりした場合は、市ま
たは警察にご連絡ください。
警察相談専用電話　＃ 9110

振込詐欺・個人情報の詐取注意！

童が、当市に住民
登録をしないで住
んでいる場合、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。
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一人暮らしでも安心
高齢者在宅福祉サービス

特集４

社会福祉課
995-1819

介護保険課
995-1821

健康推進課
992-5711

　高齢者で一人暮らしをしている方や閉じこもりがちな方、要介護に
なるおそれがある方、高齢者を介護している方が対象のサービスがあ
ります。ご利用の際は各サービスの担当課で手続きしてください。

※高齢者：市に住民登録がある65歳以上の方
サービス名 対象者 内容 利用者の負担 担当課

軽度生活援助
・�一人暮らしの高齢者
・�高齢者のみ世帯
　�（要支援・要介護と認定さ
れた方を除く）

食材確保、清掃などを行います。※週３
回まで、１回２時間程度シルバー人材セ
ンターの会員を派遣

1時間 100円

社
会
福
祉
課

配食サービス ・�一人暮らし高齢者
・�高齢者のみ世帯

昼食を自宅に配達し、併せて安否を確認
します。※週３回まで。配達日は㈪～㈯
の中から選択可

1食 360円

緊急通報
システム

・一人暮らし高齢者
・�一方が寝たきりの高齢者の
みの世帯

緊急時に装置・ペンダントのボタンを押
すと消防署に通報が入り、救急車が出動
します。※NTT回線が条件

電話料金（使用時）

訪問理美容
サービス

・�高齢者世帯で、寝たきりな
どで理美容院に行くことが
困難な高齢者

市と契約した理美容院が自宅へ出張しま
す。※年６回まで 理美容代金

日常生活用具
の給付・貸与

・�一人暮らし高齢者
・�高齢者のみ世帯で低所得の
方

電磁調理器、火災警報器、高齢者用電話
（電話加入権）を給付・貸与します。

生計中心者の前年
所得税額により負
担額が異なります。

ひとり暮らし
高齢者訪問

65 歳以上の一人暮らし高齢
者

乳酸飲料（ヤクルト）を自宅に配達し、
併せて安否を確認します。※配達は㈪・
㈬・㈮の週３回

なし

寝たきり老人等
介護者手当支給

要介護４以上の寝たきり、ま
たは認知症の方を在宅で３ヶ
月以上介護している方

寝たきり高齢者など 1人に付き 1ヶ月
5,000 円を支給します。 ―

紙おむつ等
購入費助成

在宅で紙おむつを使用する要
介護１以上の高齢者

紙おむつ、尿とりパット、防水シーツ、
使い捨て手袋の購入費の一部を助成しま
す。

生計中心者の前年
所得税額により助
成限度額が異なり

ます。
はり灸マッサー
ジ治療費の助成

４月１日時点で市内に住んで
いる、70歳以上の方

市内の治療院で使用できる 1,000 円の
助成券を年間５枚交付します。 治療費の差額

生きがいデイ
サービス

「あじさい」
概ね 65歳以上の方

施設「あじさい」へ通所して日常動作訓
練などを行い、自立した生活の維持を図
ります。※祝日除く㈪・㈬・㈮

1日 500円（お
やつ代含む）、食
事代は別途必要

シルバー生きが
い教室 60 歳以上の方

布手芸・編物・籐工芸・竹細工を行い、
生きがいづくりを図ります。※月に２～
４回程度

材料費
（教室により異なる）

住宅改修
支援事業 65 歳以上の高齢者世帯

居宅などの改修を希望する方の相談に応
じ、助言を行います。介護保険制度の助
言も行います。

なし

介
護
保
険
課

家族介護慰労
要介護４・５の方で介護保険
サービスを利用しないで１年
間介護した市民税世帯非課税
の方

100,000 円を支給します。 ―

運動教室

65 歳以上の方

要介護にならないよう自宅でできる運動
に関する指導や助言を行います。

なし地区サロン向上
事業

転倒・骨折予防のための運動や交流を行
います。

脳いきいき教室 認知症予防のための脳トレや簡単な体操
などを行います。

筋力向上トレー
ニング教室

20 歳～ 74歳の方
（一般公募）

トレーニングマシンを使った大腰筋ト
レーニングやストレッチなどを行いま
す。

390円 健
康

推
進
課
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特定健診 ６月15日から10月31日まで
40歳以上の方、メタボの早期発見を！

特集５

対象者 �
● 昭和 51 年３月 31 日以前に生まれた国民健康保険

加入者
●後期高齢者医療被保険者
　対象者には６月上旬に、受診券が入った封筒を市か
ら郵送します。
※ 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。あらかじめ電話などで、受診項目を確認してく
ださい。

個人負担金 �
● 800 円
　ただし、次の方は無料です。
　①後期高齢者医療被保険者
　②今年度 75 歳になる方
すその健康マイレージ �
　健診を受けると、マイルが獲得できます。

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。

国保年金課
995-1814

　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１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ましょう。
　今年の健診期間は、６月15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。

実施期間　６月15日㈪～10月31日㈯

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
ｅＧＦＲ

血糖検査 空腹時血糖
尿検査 潜血
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６月は食育月間、毎月19日は食育の日！
すすめよう　そだてよう　のばそう　食育

特集６

健康推進課
992-5711

１日に必要な野菜量を摂取している方は２割弱

※�副菜５つ分とは食事バランスガイドで示されている１日
に必要な野菜量 350ｇのこと

◦男性は塩分と脂質の摂り過ぎに注意
　男性は「めん類の汁を残すようにしている」などの
塩分や脂質の摂取に関する項目について、「いいえ」
と回答した方が女性より 14.3％多い結果となりまし
た。男性の方は、めん類の汁は残すようにしましょう。
また、味のついているおかずにはしょう油、塩などを
かけないように心がけましょう。肉は赤身や脂の少な
い部位を選びましょう。
◦女性は間食で菓子類の食べ過ぎに注意
　女性は「間食で菓子類を食べないようにしている」
などの甘い物摂取に関する項目について、「いいえ」
と回答した方が男性より 16％多い結果となりました。
女性の方は、間食として甘いものを食べる時は量が多
くならないように気をつけましょう。
◦男性・女性ともに野菜の摂取量が不足
　男性も女性も必要な野菜の量を摂取していると回答
した方が少ない結果となりました。毎食野菜のおかず
を食べましょう。

食育に関心がある方の割合は５年前と変化なし

季節にとれる新鮮な野菜をおいしく食べよう。
お子さんのおやつにお勧めです！

 〈材料〉４人分
・旬ジャガイモ　　200 ｇ
・ニンジン　　　　40 ｇ
・旬サヤインゲン　20 ｇ
・旬タマネギ　　　40 ｇ
・片栗粉　　　　　8 ｇ
・カレー粉　　　　小さじ 1/2
・塩　　　　　　　ひとつまみ
・油　　　　　　　小さじ 2
旬：６月が旬の野菜です

 〈作り方〉
① ジャガイモは皮をむき、1㎝の厚さに切り、柔らか

くゆでてつぶす。ニンジンは薄切りにしてゆでた後
みじん切りに、サヤインゲンもゆでて細かく切る。
タマネギはみじん切りにする。
② あら熱が取れたジャガイモに片栗粉・カレー粉・塩

を加え、手でよく混ぜる。
③ タマネギを弱火でいため、火が通ったらニンジン・

サヤインゲンを入れてさらにいためる。
④ ②に③を加えてよく混ぜる。８等分にし、１㎝の厚

みの丸型に形を整える。油を熱したフライパンでふ
たをし、弱火で焼く。途中で裏返してさらに焼く。

 【１人分栄養量】
　エネルギー 73kcal　たんぱく質 1.1g　脂質 2.1g
　カルシウム 10mg　塩分 0.1g

対象者▶ 20 歳以上の市民の方 1,000 人
有効回収数▶ 517 人（51.7％）

　食育と生活習慣に関するアンケートの結果、野菜を食べている人、食
育に興味がある人は目標値の約半数であることがわかりました。「食」
は生きていく上で欠かせないものです。この機会に食事と生活習慣につ
いて見直しましょう。

『食育と生活習慣に関するアンケート』を
実施しました！

～季節の野菜を使ったレシピ～　ジャガイモのカレー団子

１日に副菜を５つ分以上食べている方（％）

平成27年度目標値

平成21年度 19.2

19.3

40.0

平成26年度

0 40302010

食育に関心がある方（％）

平成27年度目標値

平成21年度

63.2

65.3

90.0

平成26年度

0 20 40 60 80 100
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起業・販路（事業）拡大を応援します
f-Biz の小出宗昭さんによるセミナー・相談会

特集７

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／７月８日㈬　19 時～ 20 時 30 分
ところ／生涯学習センター
定 員／ 100 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
たはメールでお申し込みください。

起業や販路拡大相談
計3回・1回５組

　起業や販路拡大に関する相談会を開催します。
と き／ 7 月 25 日㈯・9 月 12 日㈯・10 月 10 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
でお申し込みください。

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。　

中小企業の活動をバックアップ
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。

　個人や中小企業の方々の起業や販路拡大を支援するため、セ
ミナーを１回、相談会を３回開催します。講師は、昨年度に引
き続き起業支援家として実績のある富士市産業支援センター

（f-Biz）のセンター長、小出宗昭さんです。

商工観光課
995-1857
995-1864

shoukou@city.susono.shizuoka.jp
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Information
日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合せ　 Web　 Mail　 FAX　

第 34回わたしの主張
裾野市大会

　市内の小中学生と高校生の代表
者が、日常生活の中で考えている
ことを発表します。入場は自由で
す。お気軽にご来場ください。

 ６月７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

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歳～小学校修了前（第１・２子）

▶ 10,000 円
　 ３歳～小学校修了前（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
※ 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。
今年度の届けは、子育て世帯臨
時特例給付金の申請書と一体と
なっています。
子育て支援課　995-1841

鈴木図書館と東西公民館
７月の休館日の変更

　平成 27 年市政カレンダーに記
載されている鈴木図書館と東西公
民館の休館日が変更になりました。
鈴木図書館
変更前▶ ７月１日㈬～ 13 日㈪、

21 日㈫、27 日㈪
変更後▶ ７ 月 ６ 日 ㈪、13 日 ㈪、

21 日㈫、27 日㈪
東西公民館
変更前▶ ７ 月 ５ 日 ㈰、 ６ 日 ㈪、

12 日 ㈰、13 日 ㈪、21
日㈫、27 日㈪

変更後▶ ７ 月 ６ 日 ㈪、13 日 ㈪、
21 日㈫、27 日㈪

鈴木図書館　992-2342
　東西公民館　992-6677

旭日双光章

歌﨑勉さん
元県議会議員

　2 期 8 年にわたり市議会議員を
務めた後、平成 3 年 4 月に県議
会議員に当選し、2 期 8 年にわた
り県議会議員を務めました。県内
企業の海外進出や教育行政の推進、
県立静岡がんセンターの誘致など
に尽力し、県政の発展に寄与しま
した。

瑞宝双光章

田村吉章さん
元公立小学校校長・元教育長

　昭和 41 年に初めて教壇に立ち、
千福が丘小学校、西小学校の校長
を歴任しました。平成 19 年 10
月から平成 23 年９月まで教育長
として、特別支援教育の充実やい
じめ、不登校などに対応するため、
学校支援相談員の配置など教育の
発展に貢献しました。

瑞宝双光章

渡邉勇次さん
元日本郵政公社職員

　昭和 49 年に沼津郵便局に入局
し、昭和 56 年から平成 19 年ま
で長きにわたり須山郵便局に勤務
し、特定郵便局長として、郵政事
業の発展に寄与しました。また、
人権擁護委員や農業委員などの各
種委員を歴任しました。

春の叙勲
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国保高齢受給者証新規交付会

　７月１日㈬から対象となる方に
受給者証を交付します。

６ 月 25 日 ㈭　10 時 20 分 ～
11 時 20 分

 福祉保健会館研修室
 昭和 20 年６月２日から７月１
日までに生まれた方
保険証、筆記用具など
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
北児童館の巻

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

６月 23 日㈫　10 時～ 12 時
 北児童館
 未就園児とその保護者
 歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
社会福祉課　995-1819

市民無料相談

 ６月 22 日㈪　※受付▶終了時
刻 20 分前まで
 市役所 4 階会議室

相談時間・内容
●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。
●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。
●税務相談（10 時～ 12 時）
各種税金についての相談。
戦略広報課　995-1802

“すそのん”のプロフィールを教えるのん。
裾野市マスコットキャラクター

すそのん

“すそのん”は、富士山の帽子に
ギョーザのからだの妖精。丸っこ
いフォルムと、キョトンとした表
情がチャームポイントだのん。
“すそのん”についてのお問い合
わせは、戦略広報課☎995-1802

01 どこに住んでいるの？
市役所地下の秘密基地に住んでいるのん。

02 性別と年齢は？
妖精なので良く分からないのん。

03 誕生日は？
誕生日は、２月 23日（富士山の日）だのん。

04 好きな食べ物は？
�ギョーザやモロヘイヤ、いちごなどの裾野の名物が好き。生

まれ育った裾野市のものが大好きだのん。

05 仕事は？
�すそのＰＲ隊長。裾野市をＰＲするために、みんなの先頭に

立って頑張るのん。

06 夢は？
�夢は大きく、富士山になること！ 世界文化遺産の富士山のよ

うに日本一になりたいのん。

“すそのん”のプロフィールを教えるのん。
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駿東地域職業訓練センター
７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）●特
別教育・安全衛生教育▶職長教
育、伐木作業の安全衛生講習（中
小径木対応）、刈払機取扱作業
者安全衛生教育、クレーン運転
特別教育（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、
エクセル基礎、ワード活用、エ
クセル活用、アクセス基礎、勘
定奉行で行うパソコン財務会計、
夜間アクセス基礎、夜間勘定奉
行で行うパソコン財務会計●カ

ルチャーコース▶夜間英会話、
アロマ教室、フラワーアレンジ
メント、手作り木綿ぞうり教室、
絵画教室
駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

認知症予防講演会

　認知症の知識を深め、予防へと
つなげることを学びます。
テ�ーマ／「アルツハイマー病はど

こまでわかったか？」
講�師／国立長寿医療研究センター

研究所長　柳澤勝彦さん
 ７月17日㈮　13時30分～15時
 生涯学習センター
 100 人
 ６月８日㈪～７月 16 日㈭
 すその健康マイレージ対象事業
介護保険課　995-1821

消費生活講座

　生活に役立つ情報を届けます。
どなたでも受講できます。

 ①６月 29 日㈪ 10 時～ 12 時
② ７ 月 ３ 日 ㈮ 13 時 30 分 ～
15 時 30 分③７月 17 日㈮ 13
時 30 分～ 15 時 30 分
 ①市役所 4 階 401 会議室

　②③生涯学習センター学習室１
 各 40 人（先着順）
テ�ーマ／①カビの話　②損害保険

のいろいろ　③マイナンバー制
度
講�師／①麻布大学教授　小西良

よし
子
こ

さん　②ファイナンシャルプラ
ンナー　平野雅章さん　③日本
体育大学教授　清水雅彦さん
商工観光課　995-1857

不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

不発弾事故根絶のために

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。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。演
習場外で見つけた場合は、警察へ連
絡してください。

�0550-75-2311
　平日▶
　　富士学校　演習場管理課
　　内線 2291
　土日・祝祭日▶
　　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、
特に危険な地域を表
示しています。
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65 歳以上の運動教室
東コース

 ７月 10 日、24 日、８月７日、
28 日、９月 11 日、25 日、10
月９日、23 日の金曜日
 東地区コミュニティセンター
 ストレッチ、筋力アップの体操、
脳トレなど
 65 歳以上の方で、全 8 回を通
して参加できる方
 20 人（先着順）
 ６月 10 日㈬～７月３日㈮
 汗ふきタオル、水や麦茶などの
飲み物、上履き
 ９月から深良コース、11 月か
ら富岡コースを実施します。
介護保険課　995-1821

　ママチャレとは、子育て中の母親による、子育て中の母親のための
講座です。子育てをする母親に学ぶ機会を提供し、地域で活躍の場を
広げる手伝いをします。親子で参加できる講座、ワークショップの講
師として、またフリーマーケット、ハンドメイド雑貨の販売などの出
展者として参加してみませんか。

 ７月 20 日㈪　10 時 30 分～ 14 時 30 分
 市民文化センター　多目的ホール、展示室ほか
市内に住んでいる現在子育て中の方
募�集内容／①資格を生かした講座、ワークショップを親子向けに開催

する方（５組程度）
　② ブース出展者（20 組）※ブース代は無料
　ハンドメイド雑貨、フリーマーケット（子ども用品に限る）
　※ママチャレの趣旨に合わない場合は、お断りする場合があります。
応�募方法／６月10日㈬までに、氏名、連絡先、実施内容（講師または

出展）を明記してメールでお申し込みください。
　※後日連絡します。

fami-ma@mail.wbs.ne.jp
NPO法人メープル　965-3680

と き 内 容 ところ

第
１
回

６月29日㈪

9:20～12:00
※受付▶9:15～

オリエンテーション、応急手当講習 消防署

６月30日㈫ 子どもの世話と小児看護の基礎知識、心の発達とその
問題 消防署

７月１日㈬ 保育の心と子どもの遊び、子育て支援サービスを提供
するために 生涯学習センター

第
２
回

10月28日㈬ オリエンテーション、保育の心と子どもの遊び 生涯学習センター

10月29日㈭ 子どもの世話と小児看護の基礎知識、応急手当講習 消防署

10月30日㈮ 心の発達とその問題、子育て支援サービスを提供する
ために 生涯学習センター

ママチャレ!! の講師と出展者

◆市ファミリー・サポート・センター講習会  市ファミリー・サポート・
センター　965-3681

　市ファミリー・サポート・センターが誕生して今年
で 10 年目を迎えます。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っています。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。参加を希望する方は、電話でお申
し込みください。

　このほかにも、まかせて会員とどっちも会員が対象
のフォローアップ講習会では、姿勢の悪さや、肩こり
などの体の不調、違和感を自身で改善していく MRT
筋ゆる体操を８月 19 日㈬に行います。全会員の交流
の場として 12 月 12 日㈯にクリスマスイベントがあ
ります。
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お知らせ

７月７日㈫～ 10 月 30 日㈮
６月 22 日㈪必着
 硬式テニス教室、ジュニアベースボールを希望する
方は、往復はがきの往信の裏面に、①住所②氏名（フ
リガナ）※申込者が未成年の場合、保護者の方の氏
名も記入③生年月日・年齢・学年④性別⑤電話番号
⑥希望教室名・曜日を、返信の表面に、自分の住所
･ 氏名を記入してください。6 月 29 日㈪までに、
返信はがきが届かない場合はご連絡ください。ピラ
ティス・ストレッチ、はじめてエアロ、リフレッシュ・
ヨガは、当日会場で受け付けます。（都合に合う曜日・
時間に参加できます。）

・ 申し込みが募集定員より大幅に少ないときは中止
となる場合があります。

　・往復はがき１通につき１つの教室です。
　・ 申し込み多数の場合は厳正な抽選を行います。
　・ 教室開始後、参加料金は返金できません。
　・ 内容・日程の詳細、申し込み方法については、市民

体育館、運動公園に設置のチラシをご覧ください。
　・ 健康状態に不安がある方は医師の許可を得てから

お申し込みください。
運動公園　997-7277

　〒 410-1104　今里 1616-1
http://susono-sportsshisetsu.com/

第１期　市スポーツ施設教室参加者
教 室

教室名・対象 曜日 時 間 ところ 回数 定員 内 容 参加料金
（税込み）

硬式テニス教室①
18歳以上の一般男女 水 13:00～14:30 運動公園

テニス場
第１・２
コート 10回

24人
初心者を対象に基礎練習
を行います。運動不足解
消を目的とします。

9,000円
※初回一
括払い硬式テニス教室②

18歳以上の一般男女 木 10:00～11:30

ジュニアベースボール
小学 3 年生～ 6 年生 水 16:00～17:30

総合
グラウンド
Ａ

30人
初心者を対象に基礎練習
を行います。※初心者～
初級レベル

6,300円
※初回一
括払い

ピラティス・
ストレッチ 火 14:45～15:30

運動公園
陸上競技場
会議室
※�受付▶
　�運動公園
管理棟

14回

各先着
30人

ピラティスの技法を用い
て呼吸と身体の動きを連
動させ、身体の内側から
鍛えていきます。

１回毎
500円

はじめてエアロ 金 10:00～10:45

13回

これからエアロビクスを
始める方や体力に自信の
ない方など、基本動作を
身に付け基礎体力アップ
を図ります。

リフレッシュ・ヨガ 金 11:00～11:45

ヨガのポーズをとること
で、普段使わない筋肉を
目覚めさせ心身ともにリ
フレッシュします。はじ
めての方、身体が硬い方
でも安心して参加できま
す。
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インフォメーション

Information

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

Q 近所の空き店舗で日用品などを安く販売する
というチラシがポストに入っていた。軽い気持

ちで会場に出かけたが、会場の雰囲気につられて、
磁気布団を購入してしまった。高額なので返品したい。

Ａ 狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で
会場を盛り上げ、ただ同然で日用品を配り、

冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で高額な
商品を売りつける手口をＳＦ（催眠）商法と言いま
す。契約書面を受け取った日から 8 日間はクーリ
ング・オフが可能です。期間が過ぎても虚偽の説明
で誤認したり、不適切な勧誘があったりしたときは
契約の取り消しができる場合もあります。最近は、
健康の話などをして高齢者を数か月間同じ会場に通
わせ、時間をかけて様々な商品を売りつけるケース
も目立ちます。無料や安売りの口実で人を集めるイ
ベントには、注意してください。

●６月・７月の無料多重債務相談会
　消費生活センターでは、毎月第 2 火曜日に司法
書士による無料多重債務相談を行っています。秘密
は厳守されます。相談は予約制となります。希望す
る方は消費生活センターへご連絡ください。消費に
関するトラブルで困ったことがあったら、消費生活
センターへお気軽にご相談ください。
とき／６月９日㈫、７月 14 日㈫　14 時～ 16 時
ところ／消費生活センター（市役所 1 階西側入口付近）
定員／４人（先着順）

消費生活センター
995-1854

ビデオカメラ講習会

 ７月 11 日㈯　９時～ 16 時
 鈴木図書館 2 階展示室
 市内に住んでいるか、勤めている方
 20 人（先着順）
 ビデオ撮影や編集操作について
の講義と実技 
 ビデオカメラと付属品一式、
ノートパソコンなどの編集機器

 ６月６日㈯９時から受付ます。
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
鈴木図書館　992-2342
992-2373

市町対抗駅伝競走大会
第１回市選手選考記録会

　この記録会の記録を、12月５日㈯
に開催される市町対抗駅伝競走大
会の出場選手選考の参考にします。

 ６月20日 ㈯　17時40分集合
 運動公園陸上競技場

 選考種目
　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 5000ｍ

 ●市内に住んでいるか通勤して
いる方　※小中学生、高校生は
保護者が市内に住んでいる方。

　 ●市内の中学校を卒業した方。
 申込用紙を生涯学習課、運動公
園、市民体育館のいずれかに提
出してください。
６月 18 日㈭
生涯学習課　992-3800

16
2015.6.1



Health

６月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

６月 2日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
６月 9日㈫  9 時～ 11 時 30 分
６月16日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
６月24日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

６月 9日㈫  9 時～ 11 時 30 分
６月24日㈬  9 時～ 11 時 30 分

● 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。

予約が必要です。
６月２日㈫・16日㈫は、クラミジア検査も実施します。
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。
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）

　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。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 1・8・15・22日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 22日㈪　13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ５日㈮　13時～13時30分
25日㈭　18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 15日㈪　13時～15時 生活改善に関する相談
を希望する方

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 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12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12月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

23日㈫　９時～９時15分
平成25年６・７月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

４日㈭　13時～13時15分
平成24年12月生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭　13時～13時30分
平成24年６月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

　　 内科 内科 整形 内科 外科 外科

7 8 9 10 11 12 13
整形 外科 内科 整形 外科 内科 内科

14 15 16 17 18 19 20
外科 内科 内科 外科 外科 内科 内科

21 22 23 24 25 26 27
外科 内科 内科 外科 内科 整形 ※

28 29 30 　　 　　 　　 　　
内科 外科 内科 　　 　　 　　 　　

裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所
地域医療課

920-2109
※27日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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今月の救急協力医

６月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 青木整形外科医院 922-0521 高島町 西村医院 971-6510 下土狩

17 ㈬ おおい神経内科 922-8886 北高島町 清水館医院 993-2323 茶畑 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈭ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 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 ㈮ 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 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

20 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

21 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

小林内科医院 921-2165 米山町 田中医院 921-2053 高島町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

22 ㈪ 小林医院 966-7700 今沢 西方外科医院 921-1333 共栄町 原小児科医院 962-0636 八幡町

23 ㈫ あそうクリニック 929-7575 筒井町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

24 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

25 ㈭ きくちクリニック 989-5788 桜堤 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

26 ㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 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

27 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

28 ㈰

青木医院 986-0999 下長窪 守重医院 931-2511  我入道
江川

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 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 遠藤クリニック 975-8801 久米田

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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６月後期

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 内 科 外 科 小児科

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

30 ㈫ 高遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

21 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

永井眼科
980-1777 萩　　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

中里歯科医院
976-1818 伏見　　

28 ㈰ 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　　

かぬき岩端医院
932-8189 下香貫前原

新美歯科オーラルケア
988-8239 下土狩　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

●救急協力医の変更／６月７日㈰の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：小林内科医院▶変更後：さわだ・メディカル・クリニック（921-1711 沼津市西沢田）
●お詫びと訂正／ ５月15日号に掲載した救急協力医（ｐ.15）の歯科の診療時間に誤りがありました。お詫びして訂

正します。
　　　　　　　　【誤】８時～ 15 時▶【正】９時～ 15 時
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富士登山と須山口掟
おきて

　江戸時代の須山村の経済は、馬での荷物の輸送、
木材や炭焼き、登山の仕事などで成り立っていたと
思われます。登山に関係したことでは、御

お

師
し

だけで
はなく、先

せん

達
だつ

・強
ごう

力
りき

・馬士・茶屋・店など、村をあ
げて収入を得る体制ができていたと考えられます。
　寛政８年（1796）の須山口掟取極連判帳には 12
条の掟が記載されています。その一部を紹介します。
○ 富士山登山道の修繕は年々怠りなく行うこと。
○ 先達・強力の者は定められた賃銭のほか、祝儀な

どをねだってはならない。
○ 石室や茶屋などで商売する者は、その時の相場に

応じて値段を決めること。
○ 旅人に対してがさつな扱いをしてはならない。
毎年浅間神社では、この掟を村民全員で確認し、破
る者は山での商売を禁止しました。

 

冨士山須山口掟取極連判帳（須山区有文書）

Kiroro コンサート 2015
と き／９月13日㈰　16時～　※開場▶15時30分
料 金／全席指定席　5,400円（税込み）
　　　　※ 未就学児は、膝上で鑑賞する場合は無料

です（席が必要な場合は有料）。
発売日／６月 20 日㈯
　　　　※  20日㈯は、電話または市民文化センター

ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.susono-
bunka.jp/）のオンラインチケットサー
ビスで、予約のみ受け付けます。受付は
９時からです。

　　　　※ チケットの受け渡しと窓口での販売は、
21 日㈰からです。

　「ボウリングは、10 年以上前に老人会の仲間みん
なで始めました。楽しみで続けています」と中西さ
ん。90 歳くらいのときに始めて、週に一回ボウリ
ング場に通っているそうです。ゲーム数は毎週３
ゲーム。見せてくれたマイボールは８ポンドか９ポ
ンドで、なかなか重いものでした。101 歳にして、
このボールを３ゲーム分も投げているとは驚愕です
ね。中西さんは「ストライクが出れば投げる回数が
減りますけどね」と笑顔。
　中西さんは「“横綱”というのは名前だけで、実
力はありません」と控えめでしたが、そんなことは
ありません。助走を付け、勢いのあるフォームで投
げたボールは、きれいな曲線を描き、ねらったピン
に命中。見事なコントロールでした。
　なぜこんなに若々しく、元気でいられるのか問う
と、「70 ～ 80 歳代の仲間とボウリングを続けてい
るからです。運動のために、まだまだ続けたいです」
と力強く話してくれました。
　これからも、仲間のみなさんと楽しく、いつまで
も元気に続けていただきたいです。今年の番付表が
楽しみです。

　中西さんは、昨年度の全国長寿ボウラー番付の東
の“横綱”に輝きました。横綱は90歳以上のボウラー
のことです。昨年度の横綱は、東と西の男女合わせ
て 206 人いますが、中西さんは、その中でも最高
齢でした。

平成 26 年度全国長寿ボウラー番付

横綱　中西　尚
たかし
さん（本村上中・101 歳）

6月の休館日
１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪・
29日㈪



最も重要な統計調査の
一つです。
ご協力お願いします！

うるおいすその
No.1290

6.15
2015

思いやりの心で、住みよいまちをつくります

５月20日　�不二聖心女子学院の中学１・２年生と�
西小３年生がお茶摘み体験
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特集１

富士すそのフィルム・コミッション
映像を通じて裾野の魅力を PR、まちのにぎわいづくり

　映像を通じて、市内の身近な場所や風景を違った角
度から見つめ直すことができます。ここから、わたし
たちのまちの魅力を再発見することができます。
　市内で撮影された映像が市外の人たちの目に留まる
ことが、「すその」の知名度向上や「すその」に対す

ロケによる効果～映像を通じて得られるもの

る興味、関心を持つ人の増加へつながります。ここか
ら、交流人口の拡大が期待できます。
　撮影隊の滞在により、飲食や宿泊、セット設営のた
めの資機材調達など、さまざまな形の経済効果が生ま
れています。

　「フィルム・コミッション」事業とは、映画やドラマなどの撮影を誘致、支援
することです。平成26年２月には、その原動力となる「富士すそのフィルム・コ
ミッション」を設立し、市と市民との協働による事業を行っています。
　支援した作品の映像を通じた、市のイメージアップや認知度の向上。また、身
近な場所で撮影が行われることが、まちのにぎわいづくりへつながることを期待
しています。

撮
影
に
参
加
し
よ
う
！

エキストラ＆サポートスタッフ、撮影協力施設募集！

作品づくりに参加しませんか？

　エキストラ＆サポートスタッフ、撮影協力施設を募
集しています。希望する方は、登録用紙に必要事項を
記入し、戦略広報課へ提出してください。登録用紙は、
戦略広報課、または市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
【市公式ウェブサイト】http://www.city.susono.
shizuoka.jp/ss/film/extra-support.php
●エキストラ＆サポートスタッフ登録
　市内や近隣市町で映画やドラマなどの撮影が行われ
るとき、エキストラとして参加できる方を募集します。
エキストラ参加や撮影のサポートを通して、日常生活

とは違った空気や味わうことのない
臨場感を体感できます。
●撮影協力施設登録
　映画やドラマなどのロケ地として、
自身が所有する土地や建
物などを提供できる方を
募集します。住宅や商店、
事務所、田畑、空き地な
ど、撮影ではさまざまな
ロケーションのニーズが
あります。
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特集１

①映画「誘拐少女」　
　映像の約 8割が市内でのロケとなり、監督、メイ
ンキャストが参加する試写会を開催。
　
② NHK「芙蓉の人～富士山頂の妻～」
　市内冷蔵倉庫の中に真冬の富士山頂と山小屋を再現。

③ TBS ドラマ「ORANGE」
　阪神淡路大震災から 20年、人命を守る消防士の物
語。現役の市消防士６人もエキストラとして協力。

④映画「ロマンス」（2015 年公開）
　ワンシーンながら劇中のクライマックスシーンを撮
影。４度目の挑戦で、見事に美しい富士山をカメラに
収めました！

⑤ＷＯＷＯＷ連続ドラマＷ「テミスの求刑」
　市役所庁舎をメインロケ地に大規模ロケ。述べ約
500 人のエキストラが参加。主演の仲里依紗さん、岸
谷五朗さんによる市表敬訪問も行われました。

主なロケ支援作品（2014-2015）

①

②

③

④

⑤

戦略広報課
995-1802
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相馬レポート〜東日本大震災から４年〜
進む復興と継続的な支援を

特集２

着実に進む相馬市の復興

災害市営住宅団地が完成
　昨年度、相馬市では４つの災害市営住宅団地が完成
しました。これにより、平成 24年度から整備を進め
ていた９つの災害市営住宅団地がすべて完成しました。
９地区で合計 104 区画の分譲宅地と 410 戸の市営住
宅が完成し、被災者の方々が安心して住み続けること
ができる環境が整えられました。

新
にい

沼
ぬま

刈
かり

敷
しき

田
だ

地区住宅団地

復興施設、続々と完成
　昨年７月には、相馬市郷土蔵が完成しました。これ
は、震災で被災し喪失のおそれのある民俗資料を収集
保存し、発信をしていく施設です。同月、文化交流の
拠点となる相馬市歴史資料収蔵館も完成。続く９月に
は、相馬市復興交流支援センターが、サッカー場内に
完成しました。普段は休憩所として利用でき、災害時
は住民の避難場所になります。
　今年２月、相馬市の魅力を発信する観光交流の拠点
として、千客万来館・中央公民館が完成しました。施
設の名前には「日本中から、世界中から、多くの方々
に来てもらいたい」という思いが込められています。

相馬市復興交流支援センター

�

歴史収蔵館と郷土蔵

相馬市の復興の応援を！

　国の重要無形民俗文化財にも指定されている相
そう
馬
ま
野
の

馬
ま
追
おい
が７月 25日㈯から行われます。相馬市と南相馬

市内で千年以上続く伝統的な神事です。約 500 騎の
騎馬武者による「お行列」の勇壮な姿は必見です。ま
た、震災で津波の被害に遭ったイチゴ農園も復興し、
春先にはイチゴ狩りを楽しむことができます。今年３
月には常磐道が全線開通し、アクセスが格段と良くな
りました。一度訪れ、復興を応援してください。

●危機管理課
　藤田慎之介
●写真提供
　相馬市

　相馬市は、福島県の東北端、太
平洋に面したまちです。東日本大
震災では、地震、津波などで大き
な被害を受けました。当市と相馬
市は、災害時の相互応援に関する
協定を結んでいます。この協定に
基づき昨年、派遣した職員が、相
馬市の状況を報告します。

◦Before ◦After

同僚と話し合う藤田（左）

H24.8.29

H25.2.27

H25.6.27

H27.3.18
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災害から身を守るために
高齢者などの家具転倒防止対策を支援

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
の方。
 （１） �世帯のすべての構成員が、65歳以上または 15

歳未満であること。
 （２） �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
 （３） �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。
 （４） �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。
 （５） そのほか、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の
家具が優先されます。申請を
受け付け後、工事事業者を市
が手配します。

受付期間

平成 27年７月１日㈬～８月 31日㈪

申し込み

　危機管理課と各支所にある所定の申請書に必要事項
記入し、対象者であることを証明できる書類を添付し
て、危機管理課へ提出してください。申請書は、市公
式ウェブサイト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

　作業費や金具代などの家具を固定するのに必要な経
費を５台まで補助します。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、補助金限度額を超えた場合は、その超えた
額は申請者の負担となります。
※�工事事業者の取り付けによる経費が補助金の対象で
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で
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。

・��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。

・�個人的に取り付けた金具代は対象外です。

　大地震では、倒れてきた家具の下敷きになったり、テレビや家具
が散乱し、逃げ遅れることがあります。尊い命を失ったり、大けが
をしたりするおそれがあります。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。

危機管理課
995-1817

特集３
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今月の写真

Photograph ５月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／遊園地ぐりんぱ

150品種21万球、見渡す限りのチューリップ

県内最多受賞、ものづくりのまちの面目躍如！�５月11日

ゴールデンウィークの期間中、標高 1,200 ｍにある遊園地ぐりん
ぱのチューリップが見ごろを迎えました。今年は昨年の 3 倍に栽
培規模を拡大。富士山をバックに 150 品種 21 万球のチューリッ
プは、圧巻そのもの。今年で 3 年目を迎え、裾野の春の風物詩と
なりました。

　文部科学大臣表彰・創意工夫功労者賞受賞者の市長報告会が行わ
れました。この賞は、優れた創意工夫によって職場における科学技
術の進歩や改良に寄与した個人・団体に贈られるものです。県内
60 人の受賞者のうち、34 人が市内企業から選出されました。

消防団員がポンプ操法の訓練成果を披露� ５月31日

　消防操法大会が、トヨタ自動車東日本㈱東富士工場Ｇ駐車場で行
われました。朝から厳しい日差しが照りつける中、選手たちは日ご
ろの練習の成果を存分に発揮しました。西・富岡・須山中学校の生
徒 83 人も見学に訪れました。
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こどもの日に親子でマス釣り・つかみ取り� ５月５日

　麦塚区の農業用水路で、こどもの日恒例の親子マス釣り大会が行
われました。親子など約300人が参加し、放流された250匹のニジ
マスを次々に釣り上げました。大会後、水路でマスのつかみ取りを
行いました。

Photograph 2015.5

市内の野球少年団４チームが参加� ５月16日

国際博物館の日を前に、缶バッジづくり� ５月17日

泥の感触を楽しむ子どもたち� ５月17日

母の日にお菓子づくり� ５月10日

　県内 16 チームの野球少年団が参加し、運動公園野球場などで「第
３回裾野ライオンズクラブ富士山カップ選抜学童野球大会」が行わ
れました。当市からも「裾野イーグルス野球少年団」をはじめ４チー
ムが出場し、日ごろの練習の成果を存分に発揮しました。

　５月18日は国際博物館の日です。富士山資料館では、前日の17
日に来館した方に、富士山の写真やイラストを用いたオリジナル缶
バッジをプレゼントしました。その場で缶バッジづくりを体験する
こともでき、洋服やバッグに付けて出来上がりを確かめていました。

　さくら保育園で、田植えと泥んこプールが行われました。子ども
たちは、泥だらけになりながら一生懸命に田植えをしました。田ん
ぼの中を元気に走り回って泥の感触を楽しみました。

　母の日プレゼントづくりが市民文化センターで行われました。小
学２年生から５年生までの 14 人が参加し、グループごとに協力し
合って、カップケーキを作りました。お母さんへのメッセージなど
を書いたクッキーで、カップケーキを飾りました。

青空の下、新緑の中をランナーたちが駆ける� ５月10日

　富士裾野高原マラソン大会が行われました。北は北海道から南は
宮崎県まで、約3,700人のランナーが集結しました。残念ながら富
士山は雲に隠れてしまいましたが、ランナーたちは、高原の風が心
地よいパノラマロードを駆け抜けました。
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市営墓地　147区画の墓所使用者を募集
申込受付期間：６月 15 日㈪〜７月７日㈫

◆ 募集区画
　３㎡（標準タイプ）▶ 147 区画（１・２・３号墓域）
　※�１・２号墓域はそれぞれ１区画のみです。６㎡（倍

区画タイプ）の募集はありません。
　※４～９号墓域は未完成です。

◆ 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（改葬予定も申し込みできます）
　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（改葬予定も申
し込みできます）

　※�市内の事業所を退職した方はご相談ください。
　※�お申し込みは、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。

◆ 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
明書も必要）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、７月７日㈫の消印があるものまで有効です。

　�　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。市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。

◆ 申込受付期間
　６月 15日㈪～７月７日㈫　９時～ 17時　
　※㈯・㈰を除く

◆ 抽選会
　と　き／７月 14日㈫　14時～
　ところ／市役所４階 401 会議室

　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、美しく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147区画の使用者を募集します。申込受付は、６月
15日㈪から７月７日㈫までで、引き渡しは８月下旬の予定です。

生活環境課
995-1816

◆ 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。墓地
の使用を急ぐ方はご相談ください。

◆ 永代使用料と管理料
　�　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しま
せん。ただし、実際に墓所を使用せず、墓所の使用
許可を受けた日から２年以内に返還する場合は、永
代使用料の１／２を返金します。

３㎡（標準）

永代使用料
市 民 430,000 円
在勤者 570,000 円

管理料（年間） 5,140 円

使用申込から引き渡しまで

墓所使用許可申請
永代使用料・管理料の納付

（7/15 ～ 8/21）

墓所使用申込書の提出
（6/15 ～ 7/7）

抽選会・使用区画の決定
（7/14）

墓所使用許可書の発行・引き渡し
（８月下旬）

　　 ▼ 審査

　　 ▼ 審査

▼

特集４
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お知らせ

日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合せ　 Web　 Mail　 FAX　

Information

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。
７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

市民体育館
受付事務所の移転

　７月からの市民体育館の耐震補
強工事に伴い、受付事務所を移転
します。７月 14 日㈫から、仮設
事務所で受け付けます。
移転先／市立水泳場（石脇 550）
※受付時間▶９時～ 17時
�●電話番号は変わりません。

　�●体育館の利用は７月５日㈰ま
でです。
市民体育館　993-0303

富士山世界遺産登録２周年
記念富士山資料館無料開放

　富士山資料
館では、富士
山の世界遺産
登録２周年を
記念し、次のとおり入館料を無料
にします。
６月 23日㈫～ 28日㈰

開館時間／９時～ 16時 30分
富士山資料館　998-1325

がん検診などの案内の訂正

　対象者に郵送した「がん検診等、
特定・後期高齢者健康診査実施機
関一覧」と、広報紙６月１日号と
一緒に配布した「平成 27 年度裾
野市健康診査について」の杉山医
院の記載に誤りがありました。訂
正してお詫び申し上げます。
◆実施医療機関一覧（郵送）
　杉山医院（裾野市）㈯の受付時間
誤８時～10時30分、14時～16時
正８時～10時30分
◆健康診査について（ポスター）

　［表Ａ］平成 27 年度健康診査
市内実施医療機関一覧の、杉山医
院（裾野市）の検診などの実施の
可否と予約の要否
誤�特定・後期健康診査、肝炎ウイ
ルス・前立腺がん・胃がんバリ
ウム・胃がん内視鏡・肺がん・
乳がん・大腸がん検診→「●（予
約が必要）」

正�特定・後期健康診査、肝炎ウイ
ルス・前立腺がん・肺がん・乳
がん・大腸がん検診→「○（予
約なしで受診可能）」
健康推進課　992-5711

　母子家庭等医療費助成制度は、
ひとり親家庭などの方の医療費
（保険診療の自己負担分）を市
が助成する制度です。対象の方
は、手続きをしてください。

�20 歳の誕生日前日までの児
童のいる、所得税非課税世帯
（同居している方も含む）の
方で、次のいずれかに当ては
まる方

　●母子家庭の母と児童
　●父子家庭の父と児童
　●父母のない児童
�対象者全員分の健康保険証、
口座がわかるもの、はんこを
子育て支援課にお持ちになり、
手続きをしてください。

【受給者証の更新手続き】
　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㈫までです。更新の手続
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 22日㈪～ 30日㈫

　８時 30分～ 17時 15分
　※土日を除く
�郵送された母子家庭等医療費
助成金受給者証申請書、旧受
給者証、対象者全員分の健康
保険証、はんこを子育て支援
課にお持ちになり、手続きを
してください。

※�平成 27 年１月１日以降に当
市に転入した方は、平成 26
年分源泉徴収票か確定申告の
控え、平成 27 年度課税（非
課税）証明書が必要

母子家庭等医療費助成制度
更新手続きは6/22～6/30

子育て支援課
995-1841

母子家庭等医療費助成制度
更新手続きは6/22～6/30
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富士山マイカー規制

　富士山の自然保護と快適な登山
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での通
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）
　・�７月10日㈮９時～９月10日㈭

12時
●須走口（ふじあざみライン）
　・�７月10日㈮12時～12日㈰12時
　・�７月17日㈮12時～８月23日㈰

12時
　・�８月28日㈮12時～30日㈰12時
　・�９月４日㈮12時～６日㈰12時

県道路企画課
　054-221-3359

子どもの人権 110番
強化週間

　いじめや体罰、不登校、親によ
る虐待などに困っていたら電話し
てください。
６月 22日㈪～ 28日㈰

　平日▶８時 30分～ 19時
　土日▶ 10時～ 17時

0120-007-110
静岡地方法務局 人権擁護課

　054-254-3555

若者就職応援フェア

　県、静岡労働局、ハローワーク
では、若者を対象とした就職面接
会を開催します。
６月 25日㈭　12時～ 16時
�キラメッセぬまづ（沼津市大手
町）
�参加企業によるＰＲタイム、人
事担当者との面談、面接
履歴書
県雇用推進課

　054-221-3575

“すそのん”のイラスト使用

　“すそのん”のイラストは、商
品やチラシなどに無料で使用する
ことができます。使用する場合は、
事前に申請が必要です。
�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
戦略広報課に提出してください。

※�申請書は、市公式ウェブサイト
からダウンロード可

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。
戦略広報課　995-1802

　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、市立幼稚園と小中学校にスクールコー
ディネーターを配置しています。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】
・授業への協力
・学校行事やＰＴＡ行事への協力
・体験学習への協力
・環境整備への協力

学校教育課　995-1838

後列左から
須山地区▶渡邉とし子さん　西小学校区▶西島隆彦さん
西中学校区▶宮城清巳さん　東小学校区▶中野里高紀さん
前列左から
東中学校区▶芹澤隆伸さん　深良地区▶増田賢治さん
南小学校区▶三ツ石純子さん　向田小学校区▶宮㟢謙二さん

スクールコーディネーターの紹介
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なでしこジャパン応援
動画に参加・公開中

　FIFA 女子ワールドカップカナ
ダ 2015 が７月５日㈰まで開催さ
れています。
　なでしこジャパン（日本女子代
表）を応援する動画“なでしこジャ
パンとパスをつなごう！～なでし
こハッピープロジェクト～”に当
市も参加しました。動画は日本
サッカー協会（JFA）のホームペー
ジから見ることができます。
�http://www.jfa.jp/women/
news/00006273/
生涯学習課　992-3800

富士山須山口略絵図
Ｔシャツの販売

　富士山世界文化遺産裾野市民協
議会では、江戸時代の須山口登山
道が描かれたＴシャツを販売して
います。表の左胸部分には「富士
本道」の印が、裏には「富士山須
山口略絵図」がプリントされてい
ます。Ｔシャツの色は、白と黒の
２種類です。
�美松（佐野）、山川商店（須山）
2,230 円（税込）
�Ｔシャツの販売店を募集してい
ます。
�富士山世界文化遺産裾野市民協
議会（生涯学習課）　992-3800

　　　▲裏面
◀表面

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者

　日本遺族会では、戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業を行います。
戦没者の遺児
�父などが戦没した旧戦域で慰霊
追悼を行い、同地域の住民の方
と友好親善を図ります。
10万円
� 県遺族会　054-261-7796

弁護士による法律相談

　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。
７月 21日㈫　10時～ 12時
市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
�予約は、７月１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。
●相談内容によっては、他の相
談で対応することもあります。
�戦略広報課　995-1802

看護師等再就業準備講習会

７月 15日㈬～ 17日㈮
富士宮市立病院（富士宮市錦町）
�看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、県ナースセンターに提出
してください。※電話・ＦＡＸ・
メール可
６月 25日㈭
� 県ナースセンター東部支所

　920-2088
numazu@nurse-center.net

国勢調査員

　10 月１日を基準日として実施
される平成 27年国勢調査の調査
員を募集します。
�次の項目すべてに該当する方

　�●市内に住んでいる 20歳以上
の方●調査活動のできる健康な
方●責任を持って調査活動を遂
行し、調査上知り得た秘密を守
れる方●税務、警察、選挙に直
接関係のない方●暴力団員その
ほかの反社会的勢力に該当しな
い方

従事期間／８月下旬～ 10月下旬
報酬／国の算定基準により支給
�情報政策室にある申込書に必要
事項を記入し、提出してください。

※�申込書は市公式ウェブサイトか
らダウンロード可
７月２日㈭
�情報政策室　995-1805

夏休み子供自然体験教室

第 1回▶８月１日㈯
　第 2回▶８月４日㈫
　※時間はいずれも10時～15時
不二聖心女子学院
�小学４～６年生とその保護者
各回 30組

　※申込多数の場合は抽選
�不二聖心女子学院内の動植物の
観察と採集
一人 500 円
�不二聖心女子学院のホームペー
ジの申し込みフォームからお申
し込みください。
７月１日㈬
�不二聖心女子学院　992-0213
�http://www.fujiseishin-jh.
ed.jp
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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。
７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
７月９日㈭
�国保年金課　995-1813

県下水道排水設備工事
責任技術者試験

　県内で公共下水道に接続する排
水設備工事を行う工事店は、県下
水道協会に登録している下水道排
水設備工事責任技術者の専属が義
務付けられています。県下水道協
会では試験を行います。

10月 21日㈬
�静岡商工会議所静岡事務所会館
（静岡市葵区）
�20 歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する方
�受験願書を７月１日㈬から上下
水道課で配布します。必要事項
を記入し、提出してください。
７月 21日㈫～ 31日㈮
�上下水道課　995-1835

　市内から撮影した富士山の写
真をご応募ください。
応 募方法／市役所３階戦略広報
課か各支所などにある応募用
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。応募用紙は市公式
ウェブサイトからダウンロー
ドすることもできます。

応 募締切／ 10�月９日㈮
応 募規定／●応募作品は応募者
本人が平成 25�年以降に撮影
した２Ｌ版で、一人３点以内
とします。

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
用が決定した作品は、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。
ただし、市は、採用作品を市
が自由に使用することに同意
されたものとみなし、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。使用にあたっ
ては、撮影者の氏名を表示し
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。●応
募作品は返却しません。
�●カレンダーには有料広告を
掲載します。●カレンダーは、
市内の方には１世帯につき１
部ずつ無料で配布し、希望者
には販売します。
�戦略広報課　995-1802

平成28年版 市政カレンダーの掲載写真を募集
　

平成28年版 市政カレンダーの掲載写真を募集
世界遺産富士山 富士の四季彩がテーマ
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７月　水道工事当番店 データバンク

７月　税金・料金

７月　カレンダー

※工事、修理は有料です。 ６月１日現在

納付期限：７月 31 日㈮

４日㈯ 高橋設備
☎993-1336

５日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

11日㈯ 植松水道
☎992-4644

12日㈰ 山崎設備
☎997-6766

18日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

19日㈰ 工管設
☎993-1603

20日㈪ ㈲小沢土建
☎992-1401

25日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

26日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

１日㈬
富士登山道須山口開山式
市立水泳場開場

５日㈰婦人バレーボール大会
11日㈯社会福祉大会

11日㈯
～20日㈪夏の交通安全県民運動

24日㈮市立幼稚園夏季休業開始
25日㈯ 市立小・中学校夏季休業開始

固定資産税・都市計画税� 第２期分
国民健康保険税・介護保険料� 第１期分

人　口　53,035人� （−３人）
　男　　27,008人� （−７人）
　女　　26,027人� （＋４人）
世　帯　21,295世帯�（-24世帯）
内、外国人� 670人�362世帯

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。
７月 31日㈮～８月２日㈰
十里木キャンプ場
�市内の小学４～６年生
80人（先着順）
7,000 円
�７月４日㈯と５日㈰の９時 30
分から 13 時まで生涯学習課で
受け付けます。学校で配布され
る申込書に必要事項を記入し、
提出してください。
� 生涯学習課　992-3800

こころのサポーター
ゲートキーパー養成講座

�①７月２日㈭　13 時 30 分～
15 時 30 分　②７月９日㈭　
19時～ 21時
福祉保健会館３階研修室
各 40人
�①精神科医師によるうつ・自殺
予防についての講話（講師▶て
らだ医院�院長�寺田誠史さん）
②保健師によるゲートキーパー
についての講話、傾聴について
実践を含めたロールプレイ
６月 26日㈮
�すその健康マイレージ対象
�健康推進課　992-5711

ベネフィ駿東
イメージキャラクター

　駿東勤労者福祉サービスセン
ター（ベネフィ駿東）では、イメー
ジキャラクターを募集しています。
�裾野市、御殿場市、長泉町、小
山町に住んでいるか通勤・通学
している方
�イメージキャラクターをＡ４用

紙に印刷または手書きし、ベネ
フィ駿東に提出してください。
７月 30日㈭
�最優秀賞に選ばれたデザインに
は５万円の副賞があります。
�ベネフィ駿東（御殿場市神山）

　0550-87-7575
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今月の救急協力医

７月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

１㈬ 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

２㈭ 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

３㈮ 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

４㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233  下香貫

前原

５㈰

勝呂医院 962-3083 千本中町 勝呂医院 962-3083 千本中町

きせがわ病院 952-8600 大岡 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 五十嵐クリニック 934-6700 志下

６㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

７㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

８㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 西村医院 971-6510 下土狩

９㈭ 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

10 ㈮ 望月内科医院 931-5362  下香貫
宮脇 西方外科医院 921-1333 共栄町 原小児科医院 962-0636 八幡町

11 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 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

12 ㈰

あめみや内科 935-1159 吉田町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

森医院 966-2017 石川 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

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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７月前期

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 内 科 外 科 小 児 科

13 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 東医院 921-5520 高沢町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

14 ㈫ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

15 ㈬ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 守重医院 931-2511  我入道

江川
大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

日 耳 鼻 科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

５㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法　　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

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 ㈰
つりた耳鼻咽喉科
クリニック
927-3387 宮前町　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

服部歯科医院
992-0011 佐野　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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●７月の行事予定
おはなしの会
 ４日㈯ 14時30分～ おはなしのへや
 11日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ７日㈫ 10時30分～ 展示室

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

●親子おりがみ教室
と　き／ ７月25日㈯　午前の部▶10時～12時、午後の部

▶13時30分～15時30分
定　員／各15組
申込み／ ７月４日㈯９時から受け付けます（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。

リーダー絵ことば
著：岩田松雄　イラスト：前田はんきち
飛鳥新社
　イラストを見て笑いながら読むだけ
で、リーダーのエッセンスが身につく！
スターバックス CEO を務めた著者が、

「怒ったらトイレへ行く」「３時間の空き
時間を作る」など、「カリスマじゃない人」
のためのルールを教える。

オススメ
７月の休館日 ６日㈪・13日㈪・21日㈫・27日㈪

●�わたしのタンポポ研究
著：保谷彰彦　さ・え・ら書房

●ことばのいたずら
作：五味太郎　絵本館
●�つきよのくろてん
絵・文：手島圭三郎
絵本塾出版（いきるよろこびシリーズ）

●セイウチくんをさがせ!!
作：スティーヴン・サヴェッジ
評論社（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

えほん

渡邊　由
ゆ
梨
り

ちゃん
（２歳８カ月・公文名三）

大橋　律
りつ
和
と

くん
（３歳・御宿坂上）

鈴木　拓
たく
真
ま

くん
（２歳７カ月・中里）

森本　晴
はる
翔
と

くん
（２歳９カ月・トヨタ）

小野　航
こう
輝
き

くん
（３歳・須山二）

●五
い
十
さ
坂
か
家の百年

著：斉木香津　中央公論新社

●夏の雷音
著：堂場瞬一　小学館

●忘れられた巨人
著：カズオ・イシグロ　訳：土屋政雄
早川書房

新書
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秩序をまもり、平和で安全なまちをつくります

　

みんなでコスモスの種をまきました！
6 月 6 日　（パノラマ遊花の里）

Contents
p02 平成26年度　下半期財政状況
p04 すその夏まつり　富士山すその大花火大会
p05 すそのプレミアム付商品券を発売！
p06 後期高齢者医療制度の保険証　８/１更新
p07 65歳以上の方の介護保険料を見直し
p08 お知らせ 最も重要な統計調査の

一つです。
ご協力お願いします！



特集１

平成26年度　下半期財政状況
予算・財産・市債の財政状況

民生費 衛生費 土木費 教育費 総務費 公債費 そのほか
予算現額 50億2,972万円 41億1,481万円 31億3,145万円 26億4,074万円 22億2,976万円 19億1,855万円 35億1,592万円
支出済額 46億2,471万円 18億8,804万円 22億1,444万円 22億2,280万円 19億4,000万円 19億1,792万円 29億5,225万円
執 行 率 91.9% 45.9% 70.7% 84.2% 87.0% 99.9% 84.0%

■納めたお金
１人当たり １世帯当たり

市 民 税 ９万8，066円 24万4，476円
(５万4，948円) (13万6，984円)

固 定 資 産 税 ９万4，357円 23万5，230円
軽 自 動 車 税 1，934円 4，822円
市 た ば こ 税 7，962円 １万9，849円
特別土地保有税 ０円 ０円
都 市 計 画 税 7，514円 １万8，731円

合 計 ２０万９，８３３円 ５２万３，１０８円
(１６万６，７１５円) (４１万５，６１６円)
※（　）は、法人分を除いた数字

■使われたお金（一般会計）
１人当たり １世帯当たり

民 生 費 ８万7，131円 21万7，214円
衛 生 費 ３万5，571円 ８万8，678円
土 木 費 ４万1，720円 10万4，008円
教 育 費 ４万1，878円 10万4，401円
総 務 費 ３万6，550円 ９万1，118円
公 債 費 ３万6，134円 ９万　　　81円
消 防 費 １万4，722円 ３万6，701円
そ の ほ か ４万　　899円 10万1，962円
合 計 ３３万４，６０５円 ８３万４，１６３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 21億5，868万円 財 務 省 55億　　844万円
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 銀行など 66億8，503万円
そのほか 112億8，936万円 静 岡 県 7，451万円

計 183億5，340万円 そのほか ５億　　345万円
災

害

復
旧
債

土 木 費 ０万円 合 計 １８３億５，３４０万円
計 ０万円

合 計 １８３億５，３４０万円
（墓地事業特別会計）

目　的　別 借　入　先　別
墓 地 事 業 ２億5，233万円 銀 行 な ど ２億5，233万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 61億4，136万円 旧郵政公社 20億5，278万円
財 務 省 15億8，176万円

合       計 ６１億４，１３６万円 地方金融機構 25億　　682万円
合       計 ６１億４，１３６万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 15億6，145万円 財 務 省 ９億6，923万円
地方金融機構 ５億9，222万円

合       計 １５億６，１４５万円 合       計 １５億６，１４５万円

支
出
済
額

予
算
現
額

凡例
予算現額 225億8,095万円
支出済額 177億6,016万円
執行率  78.7%
※前年度からの繰越事業分を含む

一般会計歳出

歳出状況

　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年度下半期（３月31日現在）の
財政状況について紹介します。
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特集１

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
114億7,672万円 33億　 　46万円 26億3,170万円 12億7,357万円 ８億1,545万円 　　5,073万円 30億3,232万円予算現額
111億3,750万円 23億4,724万円 ６億1,910万円 11億8,380万円 ５億1,440万円 　　5,181万円 30億6,467万円収入済額
97.0% 71.1% 23.5% 93.0% 63.1% 102.1% 101.0% 収 入 率

■水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 10億5，403万円 ９億9，892万円 94．8％
収 益 的 支 出 ７億9，903万円 ７億5，926万円 95．0％
資 本 的 収 入 3，814万円 4，464万円 117．0％
資 本 的 支 出 ５億1，090万円 ３億7，053万円 72．5％

■土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 ５億5，864万円 6，682万円 12．0％
収 益 的 支 出 ５億3，212万円 6，913万円 13．0％
資 本 的 収 入 ５億7，684万円 ４億2，640万円 73．9％
資 本 的 支 出 ６億1，638万円 ５億3，546万円 86．9％

■市有財産の状況
数量または金額

土 地 710，894．68㎡
山 林 1，211，335．92㎡
建 物 163，016．56㎡
出資金および
貸 付 金 ４億5，860万円

基 金 99億5，090万円
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 53億8，012万円 50億9，741万円 94．7% 47億8，923万円 89．0%
後期高齢者医療事業 ４億4，150万円 ４億3，370万円 98．2% ３億5，496万円 80．4%
介 護 保 険 30億3，674万円 29億3，908万円 96．8% 26億5，899万円 87．6%
土 地 取 得 36万円 21万円 58．3% 21万円 58．3%
十里木高原簡易水道 3，940万円 2，333万円 59．2% 18万円 0．5%
下 水 道 事 業 10億6，329万円 ８億　　794万円 76．0% ８億5，349万円 80．3%
墓　地　事　業 5，185万円 4，077万円 78．6% 4，858万円 93．7%
合 　 　 計 １００億１，３２６万円 ９３億４，２４４万円 ９３.３% ８７億  ５６４万円 ８６.９%

※ 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 225億8,095万円
収入済額 189億1,852万円
収入率  83.8%
※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26年度　財政状況概要
（平成27年３月 31日現在）

総予算額　339億 414万円

収入済額　293億 452万円

支出済額　275億 9,559 万円
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市内各地に臨時駐車場・シャトルバスを運行会場周辺案内図・交通規制

・�駐車券付桟敷券をお持ちの方で駐車場をご利用の方は、20
時 30 分から 21 時 30 分まで退場できません。駐車場出口
は左折のみで、兎島方面のみの通行になります。

・�パノラマロードは、16 時から 23 時まで上り方向（国道
469 号方面）のみの通行になります。

・�雨天の場合は、８月２日㈰に順延します。
・�運動公園施設は、７月 31日㈮から 8月 2日㈰まで一般利用
できません。

　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。岩波駅には駐車場がありませんが、富士見橋（岩波駅か
ら西へ約 100m）に発着所があります。
各地発▶①⑤ 14時 30分～　そのほかは 15時 30分～
※最終発 19時 30分
夏祭り会場 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
　※バス発着所は、市民文化センター
⑤市役所
⑥須山地区研修センター
⑦南駿農協富岡支店　※バス発着所は、富岡第一小学校前
⑧南小学校
⑨偕楽園 ･向田小学校Ｇ　※バス発着所は、向田小学校前

約 9,000 発
が

　　夜空を
彩る

すその夏まつり
富士山すその大花火大会
８/１土 16 時～20 時 50 分

運動公園

○花火大会　19 時 30 分～　○万灯会（置き灯ろう）　○須山シャギリ　○五竜太鼓
○阿波おどり　○納涼おどり　※気象条件などにより、プログラムが変更になることがあります。

観光協会　992-5005

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。

16：00～ 23：00

イベント

※昨年の花火大会の様子



すそのプレミアム付商品券を発売！
1,000 円得してお買い物

特集３

　商工会では、市内の取扱加盟店で使える「すそのプレミアム付き
商品券」を７月26日㈰に発売します。商品券は20％のプレミアム
が付きで、１冊5,000円で販売され、6,000円分の買い物ができま
す。市内200店舗で11月30日㈪まで使用できます。

商工会
992-0057

販売金額／１冊 5,000 円（1,000 円券６枚綴り）
販売総数／ 25,000 冊　※ 1人 1冊限り
対象／市内外の方問わず、どなたでも購入できます
販売期間／ 7月 26日㈰～　※完売次第終了
 【７月 26日㈰の販売】
　販売時間／ 9時 30分～ 15時
　販�売場所／市役所（13,000 冊）、市民文化センター

（10,000 冊）、須山地区研修センター（1,000 冊）
 【７月 27日㈪以降の販売】
　販売時間／平日の 8時 30分～ 16時
　販売場所／商工会館（1,000 冊 +26 日の残数）

使用期間／ 7月 26日㈰～ 11月 30㈪
そのほか／・購入した商品券の払戻しはできません
・�本券と現金の引換はできません。また、有価証券、
前払式証票（切手、ギフト券、図書カードなど）の
購入、税金などの支払いには使用できません

・�本券を使用した買い物で、つり銭はでません
・�本券を業務取引の決済には使用できません

ＪＡ南駿北部センター・泉支店・深良支店・北部ＬＰガ
スセンター・農機具センター、福屋酒店、前田商店、五
竜庵、ニノミヤ、海野製麺所、カトーストアー、大庭畳店、
エルメス藤井、安全タクシー、よろず漢方薬局、すし・
魚料理�大和、造園施工管理やすらぎ、すそのでんか、星
野燃料店、メガネ・補聴器のサンアイ駅前店・Ｊ246店、
水の店�小島屋商会、コイケ美容院、金時堂須賀薬局、松
屋洋品店、すそのブランド、土屋商店、おしゃれセンター�
もちだ、東屋商店、前島商店、松富、セブンイレブン裾
野下和田店・裾野平松店・裾野深良店・裾野バイパス北店・
裾野二ツ屋店・裾野石脇店、Art�Wood�Home、ニシカ
ワデンキ、深良乳販、宝石･時計�スギヤマ、メガネ・補聴
器�スギヤマ、和菓子�竹水園、永田モータース、セリザワ
洋服店、S・TRIP、植松貞夫商店、吉川商店、宝ペインティ
ング工業、町田ランドリー、そば処　恋路亭、勝国製茶、
かじまや履物店、ホームメイドベーカリー　メリールウ、
岩波電気店、パワーラインツアーズ、手造り小麦まんじゅ
う　ふる里、OA･文具�ヤマダ、花文、湯川建築、ぱんは
うす�ヴィエナ・ブロート、リカーワインズショップみし
まや、幌馬車、エスポット裾野店、富士の里洋菓子店、
清月、東京ランドリー、忠ちゃん牧場、三ツ輪交通自動車、
まるよし、山川商店、吉野屋食堂、シュー＆リペア�イナゲ、
よしみ美容室、鎌田理容室、ジョットツーリスト、大庭
写真館、割烹旅館�勢力、三宅精肉店、ヤマトヤ裾野店、
精肉惣菜�米牛精肉店、金ペン堂、いづみこう、和風レス
トラン�みよし、今関商店裾野インターＳＳ・ちゃばたけ
ＳＳ、中川商店、御鮨処�ほうらい、稲村畳店、わかさ食堂、
杉村石材店、岩瀬製茶店本店・新道店、バッグと婦人服
の店�桂、景ヶ島バーベキュー、フレンドランドリー、ハ
リカ裾野店、町田屋商店、阿部商店、焼きとり�てっちゃん、
ひょうたん寿司裾野店、ゴルフパーク ･バンディ、スノー
タウン�イエティ、遊園地ぐりんぱ、大庭電化センター、

眼鏡市場� 裾野店、西島工業、渡辺商店、御食事処重箱、
大庭自転車店、遠藤電気、魚加代、渡辺建設、勝又米店･
裾野庵、モードサロン�うすい、不二家富士裾野店、御殿
場インディア、マニュアルグラフ、協同組合うみゃあも
ん工房、美松、魚義、池谷商店、松井米店、富士サファ
リパーク、ハックドラッグ裾野店・裾野南店、御菓子庵�
田子の月�裾野店、スーパームロフシ、ユーフォト本店、
岳南整備、お好み焼･鉄板焼�潜酔狂、ビューティーサロン�
モードチェリー、寿屋金物店、カネヤ工業、総合食品魚
七商店、サワキュウスポーツ、クラーロミズノ・アン、
山萬商店、リカー＆フーズ�スギヤマ、裾野ブラザーミシ
ン商会、豆久、藤森理容所、裾野市民文化センター、東
名カントリークラブ、杉山はきもの店、トレビアン、太
輝音コム・アニモ、田代新聞センター、食事処すその、
かつ榮裾野店、スーパーカドイケ裾野御宿店、アゲタ自
動車鈑金、あんず小街、エース裾野店、マウルウル ･バー
バー、マックスバリュ裾野茶畑店・裾野店・ベルシティ
裾野店、レディーズランドココ、渡邉製麺、ミトヤスポー
ツ、彩色健美�二胡、中駿木材、コチデン、富士急シティ
バス本社営業所、富士急シティバス三島駅南口窓口・沼
津駅南口、イエローハット 246裾野店、かんべ、ビッグ
富士裾野店、焼肉さつき亭、縫島食品、TSUTAYA裾野
駅前店、コレットムカイ裾野店、ニシナ、マエダ商会、
さんかえん、電化の中川、千葉造花店、木村商店、六文亭、
エディオン、文明堂ベルシティ裾野店、第一開発、千秋、
自転車・オートバイ�大同サイクル、小林ふとん店、クリーニ
ングのサトウ裾野本店・桜提店、萩原建築、ushiwakamaru�
East、写真のスタジオ ･アイ、高梨米店、マルヤス商店、
ミスタードーナツマックスバリュ裾野ショップ、洋服の
青山裾野店
� ※７月１日現在

200店舗で使用可能　ピンクののぼり旗が目印
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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

特集４

８/１から緑色の新保険証

　現在使っている藤色の保険証が使えるのは７月 31
日㈮までです。８月１日㈯からは、新しい保険証を使っ
てください。新しい保険証は、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
険証が届かない場合は、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、古い保険証の回収に来ました。新し
い保険証を後日郵送します」と言って、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。

自己負担の割合は前年の所得で決定

　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26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
　市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
方の自己負担額は、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。

国保年金課
995-1813

旧保険証（藤色）

７月31日㈮まで

新保険証（緑色）

８月１日㈯から

見
本

見
本
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65歳以上の方の介護保険料を見直し
平成27～ 29年度の介護保険料

特集５

介護保険課
995-1821

介護保険の財源

　介護保険制度を運営するために必要な財源は、国・
県・市が負担する公費（50％）と 40歳以上の方が納
める保険料（50％）で成り立っています。
　第６期事業計画期間（平成27 ～29年度）は、高齢
化の進展に伴い65歳以上の高齢者の割合が徐々に高
まることから、65歳以上の方（第１号被保険者）は
財源の22％（第５期：21％）を、40歳以上64歳以下
の方（第２号被保険者）は28％（第５期：29％）を
負担することになっています。

　介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても自立した生活がで
きるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。その財源の一
部となる65歳以上の方の介護保険料を3年ごと見直しています。今年度
の保険料は、７月中旬に通知します。決定した保険料や納め方などを確
認し、納め忘れのないようお願いします。

第５期
（平成２６年度までの保険料） 

▶

第６期（平成２７ ～２９年の保険料）

保険料
段階

年間保険料 
（月額保険料）

保険料
段階 　 対　　象　　者 率 年間保険料 

（月額保険料）

第１段階 26，600円 
（2，220円） 第１段階

本
人
が
市
民
税
非
課
税

生活保護受給者、 老齢福祉年金受給者、
または世帯全員が住民税非課税でかつ本
人の年金収入が80万円以下の方

基準額
×0．45

26，400円 
（2，205円）第２段階 26，600円 

（2，220円）

第３段階の１ 33，300円 
（2，775円） 第２段階

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金
額＋課税年金収入額が80万円を超え120
万円以下の方

基準額
×0．625

36，700円 
（3，062円） 

第３段階の２ 39，900円 
（3，330円） 第３段階

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金
額＋課税年金収入額が120万円を超える
方

基準額
×0．75

44，100円 
（3，675円）

第４段階の１ 46，600円 
（3，885円） 第４段階

世帯課税だが、本人は市民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額が80万円
以下の方

基準額
×0．875

51，400円 
（4，287円）

第４段階の２ 
〔基準額〕

53，200円 
（4，440円）      

第５段階
〔基準額〕

世帯課税だが、本人は市民税非課税で前
年の合計所得金額＋課税年金収入額が80
万円を超える方

基準額
×1．00

58，800円 
（4，900円）

第５段階 59，900円 
（4，995円） 第６段階

本
人
が
市
民
税
課
税

本人が市民税課税で、合計所得金額が
120万円未満の方

基準額
×1．125

66，100円 
（5，512円）

第６段階 66，600円 
（5，550円） 第７段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が

120万円以上190万円未満の方
基準額
×1．25

73，500円 
（6，125円）

第７段階 79，900円 
（6，660円） 第８段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が

190万円以上290万円未満の方
基準額
×1．5

88，200円 
（7，350円）

第８段階 86，500円 
（7，215円） 第９段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が

290万円以上500万円未満の方
基準額
×1．625

95，500円 
（7，962円）

第９段階 93，200円 
（7，770円） 第１０段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が

500万円以上700万円未満の方
基準額
×1．75

102，900円 
（8，575円）

第１０段階 99，900円 
（8，325円） 第１１段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が

700万円以上の方
基準額
×1．875

110，200円 
（9，187円）

65歳以上の方の介護保険料

介護保険の財源構成

65歳以上の
方の保険料

22％

65歳以上の
方の保険料

22％

40～64歳の
方の保険料

28％

40～64歳の
方の保険料

28％裾野市
12.5％
裾野市
12.5％

静岡県
12.5％
静岡県
12.5％

国
25％
国

25％

7
2015.7.1



インフォメーション

Information

自衛官採用制度説明会

�７月 18 日㈯、８月９日㈰・23
日㈰　10時～ 17時
市役所地下会議室
�自衛隊の採用に関する募集種目、
資格、試験日程、待遇などの説
明
自衛隊三島募集案内所
　989-9111

認知症コールセンター

　認知症の介護経験のある相談員
が、認知症のことで困ったり、悩
んだりしている方の相談をお受け
します。
�週３日（月、木、土）　10時～15時

※祝日、年末年始を除く
℡ 0545-64-9042
�相談員は、「認知症の人と家族
の会静岡県支部」の会員です。
�県健康福祉部介護予防班
　054-221-2442

ママチャレ！開催

　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。
�７月 20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
�親子料理教室（要予約）、プチ起
業セミナー、誕生学講座、ワー
クショップ、フリーマーケット、
ハンドメイド雑貨、ミニにこに
こキャラバン、パンや弁当など
の販売
�NPO法人メープル

　965-3680
　子ども保育課　995-1822

東富士演習場周辺
住宅防音工事の助成

　下記に該当し、まだ住宅防音工
事を実施していない方で、希望す
る方に助成を行います。
�「平成 11 年 12 月 21 日に対
象区域の指定・公告」をされた
際に所在していた住宅で、現在
居住している住宅
�希望届を南関東防衛局企画部防
音対策課砲撃音防音係または富
士防衛事務所へ提出してくださ
い。希望届は南関東防衛局の
ホームページからダウンロード
できます。
�助成対象区域は南関東防衛局の
ホームページで確認できます。
�http://www.mod.go.jp/rdb/
s-kanto/
�南関東防衛局　企画部　防音対
策課砲撃音防音係
　045-211-7396
　富士防衛事務所
　0550-82-1622（1623）

�７月 21日㈫　10時～ 12時
　※受付▶ 11時 40分まで
市役所４階 401 会議室
相談時間・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・問い合わせなどの相談。
行政相談委員が応じます。
●税務相談
　各種税金についての相談。税理士が応じます。
戦略広報課　995-1802

行政相談
　行政相談委員は、苦情や意見、要望があったとき、
行政との間に立ちパイプ役となります。行政への不
満などを聴き、アドバイスをしたり、そこで明らか
になった問題を関係する行政機関へ通知したりしま
す。市内には、総務大臣から委嘱された２人の行政
相談委員がいます。

湯山貴志子さん

　　　

芹澤隆伸さん

市民無料相談
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お知らせ

日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合せ　 Web　 Mail　 FAX　

市民体育館耐震工事に伴う
三島市民体育館の利用

　耐震工事中の市民体育館の代わ
りに、三島市民体育館のトレーニ
ング室を利用できます。
��７月６日㈪～平成 28 年６月
30日㈭
利用時間／９時～ 12 時、13 時
～ 17時、18時～ 21時
休館日／毎月第３月曜日、年末年始
利用料金／午前・午後▶高校生
50 円、一般 100 円　夜間▶高
校生 100 円・一般 200 円

※�裾野市の回数券は利用できません
�裾野市のトレーニング室利用者
講習会修了証　※お持ちでない
方は、三島市の講習会を受講
�市民体育館　993-0303

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、
年齢が３歳～５歳であるか、年
度途中に満３歳になる幼児が、
私立幼稚園に就園している世帯
補�助金額／各世帯の市民税の所得
割額により異なります。

　�※市公式ウェブサイトに掲載し
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、市民税額を証明
できる書類を添えて幼稚園に提
出してください。
�子ども保育課　995-1822

避難所の変更

　災害時の避難所となっている市
民体育館は、改装工事のため工事
期間中使用できません。ほかの避
難所の使用となります。
�７月６日㈪～平成 28 年６月
30日㈭
危機管理課　995-1817�

第１回駿豆地区障がい者
自立支援協議会全体会

　障がいのある方が住み慣れた地
域であたり前に暮らすことができ
る地域づくりを目指し、地域の課
題について検討を行う全体会を開
催します。
�７月 28日㈫　13時～ 17時

函南町役場 2階大会議室
�手話通訳、要約筆記があります。
障がい福祉課　995-1820
　相談支援事業所ゆううん
　941-6015

バス車内事故防止
キャンペーン

　走行中に席を離れると、転倒な
ど思わぬけがをする場合がありま
す。バスが停留所に着いて扉が開
いてから席を立ってください。
　立って利用する場合は、つり革
や握り棒にしっかりつかまってく
ださい。
�７月１日㈬～ 31日㈮
�中部運輸局静岡運輸支局
　県バス協会　054-255-9281

課税の分類 課税区分 課税割合など 限度額

医療費分

所得割 5.5%

51万円
資産割 20.0%
均等割 １人当たり年間 23,600 円
平等割 １世帯当たり年間 21,000 円

後期高齢者
支援分

所得割 2.1%

16万円
資産割 4.0%
均等割 １人当たり年間 8,800 円
平等割 １世帯当たり年間 8,200 円

介護分
対象：４０歳以上
６５歳未満の方

所得割 2.1%
14万円

均等割 1人当たり年間 14,600 円

国保税の税率などを改正
　国民健康保険税の平成 27年度納税通知書などは、７月 10日㈮に
発送します。

所得割＝（前年の所得額－基礎控除 33万円）×税率
※加入者単位で計算し世帯で合算
� 国保年金課　995-1814
� 　課税課　　　995-1810

国保税の税率などを改正
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インフォメーション

Information

にこにこキャラバン
須山地区の巻

　民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごして
みませんか。申し込みは不要です。
�７月 14日㈫　10時～ 12時
須山地区研修センター
�未就園児とその保護者
�歌、手遊び、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

富士山資料館　特別展

　富士山の世界遺産登録２周年を
記念して、特別展「江戸時代の村
のようすと人々の生活－須山村を
とおして－」を開催します。
�７月 18日㈯～ 10月 12日㈪

　９時～ 16時 30分
※�休館日は月曜日と祝日の翌日で
す。月曜日が祝日の場合は開館
します。
�世界遺産の構成資産の１つであ
る須山浅間神社を起点とした富
士登山を生計の１つとして繁栄
した須山村の江戸期の暮らしを
紹介します。
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

国保高齢受給者証新規交付会

　８月１日㈯から対象となる方に
受給者証を交付します。
�７月 23 日㈭　10 時 20 分～
11時 20分
福祉保健会館研修室
�昭和 20 年７月２日から８月１
日までに生まれた方
保険証、筆記用具など
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

普通救命講習会参加者

７月 22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。申込用紙は市公式
ウェブサイトからダウンロード
することもできます。
消防署救急係　995-0119

囲碁入門・初心者教室
（夏季講座）

　子どもから大人まで、みんなで
囲碁を楽しみます。
�７月 25 日・８月１日・８日・
15日・22日の土曜日（全５日）

　10時～ 11時
東西公民館

市内に住んでいる５歳以上の方
�20 人（先着）
500 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
て申し込みください。
�７月 11日㈯　９時から
東西公民館　992-6677

夏の野鳥ミニ観察会

　どなたでも参加できます。直接
会場にお越しください。
７月 26日㈰　9時 30分～

　２時間程度
富士山資料館敷地内と周辺

　（雨天時：学習室）
講�師／裾野野鳥を守る会代表
　大西晃さん
入館料／大人210円・小中学生100円
�双眼鏡または望遠カメラなど
（お持ちの方のみ）
�駐車場は、館東側の第２駐車場
をご利用ください。
富士山資料館　998-1325

県の男女共同参画会議委員

　県の男女共同参画の推進に関す
る施策や、重要事項を調査審議す
る役割を担います。
県内に住んでいる20歳以上の方�
�４人程度
任期／12月１日㈫から２年間
仕�事／年２～３回程度開催される
参画会議へ出席し、施策などの
審議をします。
�７月１日㈬～ 31日㈮
�書類、面接による選考がありま
す。
� 県男女共同参画課
　054-221-2824
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お知らせ

駿東地域職業訓練センター
８月講座

�●受験対策▶第２種電気工事士
受験対策講座（筆記）●特別教
育・安全衛生教育▶刈払機取扱
作業者安全衛生教育●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、
パワーポイント基礎、デジタルカメ
ラ、イラストレーター基礎、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、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

なつやすみ１日図書館員

７月 29日㈬、８月５日㈬
　午前の部▶９時30分～11時30分
　午後の部▶14時～16時
鈴木図書館
市内に住んでいる小学生
�図書館と図書館の仕事の見学、
本の貸し出しや返却などの体験�
�各 16 人（先着順）
�７月４日㈯９時から鈴木図書館
で受け付けます。受付時に配布
する申込用紙に必要事項を記入
し、お申し込みください。
鈴木図書館　992-2342

もっと楽しい
地域づくり講座

　地域や団体での活動に役立つ、
会議で参加者全員から発言させる
方法や人の集め方などを楽しく学
べます。
�８月９日、９月６日、10月 11
日の日曜日　10時～ 16時
生涯学習センター�
�各回 40 人程度　※申込多数の
場合は抽選
�７月 30日㈭
� 生涯学習課　992-3800

第 54回市民水泳大会

�８月１日�㈯　９時～
市立水泳場
�市内に住んでいるか、通勤、通
学している小学１年生以上の方
１種目▶ 100 円

　リレー 1チーム▶ 400 円
�７月 10日㈮まで
� 市民体育館　993-0303

とき 内容 定員 ところ

８月５日㈬
１３:３０～１５:００

「脳の健康チェック」
７月17日㈮の認知症予防講演会
の復習。ファイブコグという検
査方法を使用します。

30人

生涯学習
センター
学習ホール

８月２１日㈮
１３:３０～１５:００

「脳の健康チェック結果報告会」
脳トレ

８月２６日㈬
１３:３０～１５:３０

「音楽と運動で脳トレ①」
講師紹介、教室の説明、健康
チェック、音楽と運動で脳を活
性化しましょう。

生涯学習
センター
２階
学習室１

９月９日㈬
１３:３０～１５:３０

「音楽と運動で脳トレ②」
健康チェック、音楽と運動で脳
を活性化しましょう。

９月１６日㈬
１３:３０～１５:３０

「音楽と運動で脳トレ③」
健康チェック、音楽と運動で脳
を活性化しましょう。

９月３０日㈬
１３:３０～１５:３０

「音楽と運動で脳トレ④」
健康チェック、音楽と運動、ま
とめ

　認知症への知識を深めると共
に予防へとつなげます。

�65 歳以上で、昨年度受講さ
れていない方

�７月６日㈪～ 31日㈮
�●すその健康マイレージ対象

　● 10月以降も別会場で開催
� 介護保険課　995-1821

脳いきいき教室（１コース）
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インフォメーション

Information

消費者相談室 くらしのダイヤルCounseling Room 消費生活研究会

Q 古着を高く買い取ると電話があった。買取業
者に来てもらうと「古着は値がつかない。貴

金属はないか」と言われた。金の指輪を見せたら強
引に買い取られてしまった。あまりにも安かったので
返品して欲しい。

Ａ 訪問の買い取りによるトラブルが起きた場合、
契約書面を受け取った日から８日間はクーリ

ング・オフが可能です。また、クーリング・オフ期
間中は商品の引き渡しを拒むことができます。訪問
の買い取りでは、「古着ではなく、貴金属を買い取
られた」「承諾した訪問を断りたいが業者名・連絡
先が分からない」「商品を返してもらいたいが何を
何個買い取られたかはっきりせず交渉が難しい」な
どのトラブルが起きています。廃品回収やリサイク
ルの名目で電話や訪問があり、おかしいと思ったら
はっきりと断りましょう。

●「切欠き」は食品表示です
　食品表示は消費者にとって重要な情報源です。詳
しく、分かりやすいことが求められています。中に
は文字に頼らない表示もあります。飲料用の紙パッ
ク容器に施された「切欠き」も文字に頼らない表示
の１つです。
　「切欠き」とは、高齢者や視覚障がい者の方が、
店頭に並ぶ数多くの紙パック飲料の中から牛乳パッ
クを識別しやすくするものです。屋根型紙パック容
器の開け口と反対側の上端の一部を半円型に切り抜
いたもので、成分無調整、種類別
牛乳と表示されているものだけに
付けられています。ここを触れば
間違うことなく牛乳を選べ、開け
にくい反対側を無理に開けてしま
うこともなくなります。

消費生活センター
995-1854

夏休み手話教室

�７月25日㈯、26㈰　10時～12時
福祉保健会館 3階研修室
�指文字、あいさつ、自己紹介、
手話の歌、手話ゲームなど
�７月 21 日㈫までに、氏名、住
所を電話またはＦＡＸで連絡し
てお申し込みください。
社会福祉協議会　992-5750
993-5909

夏休み科学遊び講座
「光の不思議を体験しよう」

　光の３原色や光の性質など実験
を通して体験的に学習します。
�８月６日㈭　14時～ 16時
東西公民館
市内に住んでいる小学生

※小学１・２年生は保護者同伴
�30 人（先着）

講師／沼津工業高等専門学校
　　　野毛悟さん
�東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、申し込みください。

�７月 11日㈯　９時から
東西公民館　992-6677

親子水生生物調査

�８月１日㈯　９時～ 12時
　予備日▶８月２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。
�７月 17日㈮
� 生活環境課　995-1816
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Health

７月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間
７月 7日㈫ 17時～ 19時 45分
７月14日㈫  9 時～ 11時 30分
７月21日㈫ 13時～ 15時 30分
７月29日㈬  9 時～ 11時 30分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
７月14日㈫  9 時～ 11時 30分
７月29日㈬  9 時～ 11時 30分

●�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。

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

　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。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 6・13・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 30日㈭
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 13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 ８日㈬・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27年１月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

21日㈫　13時15分～13時45分
平成26年１月生まれの方

２歳児
親子教室（栄養）

28日㈫　９時～９時15分
平成25年６・７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25年１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７月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

外科 内科 外科 内科

5 6 7 8 9 10 11
整形 外科 内科 内科 外科 整形 ※

12 13 14 15 16 17 18
内科 外科 内科 外科 内科 整形 内科

19 20 21 22 23 24 25
内科 外科 内科 整形 内科 内科 内科

26 27 28 29 30 31
整形 内科 内科 外科 内科 外科

裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

※１１日㈯は、１６時５５分まで整形、１６時５５分から外科
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今月の救急協力医

７月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16㈭ 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

17㈮ 杉山医院 ９７２-３２２３ 伏見 駿東整形外科医院 ９２２-８８５５ 高沢町 すずきファミリー
クリニック ９６０-０３３３ 一本松

18㈯ 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

19㈰

林医院 ９３１-１１２０ 住吉町 西方外科医院 ９２１-１３３３ 共栄町

森本神経内科
クリニック ９７６-５２２１ 竹原 白十字小児科医院 ９３３-５１１１  下香貫

馬場

鈴木医院 ９９３-０４３０ 佐野 こんどう
クリニック ９２５-２４２０ 岡宮

20㈪

山谷内科医院 ９６６-５３３３ 青野 関外科胃腸科医院 ９２１-２１８５ 花園町

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

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

21㈫ おぐち医院 ９９２-６６１１ 深良 田中クリニック ９９２-１８８１ 伊豆島田 さくま小児科
クリニック ９９２-６３０３ 茶畑

22㈬ 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 よざ小児科医院 ９６７-５７２２ 原

23㈭ 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㈮ 清流クリニック ９４１-８６８８ 堂庭 白石医院 ９５１-４５９３ 市道町 杉谷小児科医院 ９２３-６５４３ 筒井町

25㈯ 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

26㈰

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

聖隷沼津病院 ９５２-１０００ 松下 坂小児科医院 ９３１-３２３３  下香貫
前原

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

診療時間　 平日 17時 ～ 21時　土曜日 12時 ～ 18時　日・祝日 ８時 ～ 18時
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７月後期

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 内 科 外 科 小児科

27㈪ 東名裾野病院 ９９７-０２００ 御宿 田沢医院 ９６２-１２０５ 大手町 さくま小児科
クリニック ９９２-６３０３ 茶畑

28㈫ 小林医院 ９６６-７７００ 今沢 沼津整形外科医院 ９２１-３７９１ 共栄町 すずきファミリー
クリニック ９６０-０３３３ 一本松

29㈬ 薬袋内科
クリニック ９３３-０１４８ 徳倉 頴川医院 ９２１-５１４８ 高島本町 まるやま

小児科医院 ９８１-８５７７ 堂庭

30㈭ きくちクリニック ９８９-５７８８ 桜堤 池田病院 ９８６-１２１２ 本宿 白十字小児科医院 ９３３-５１１１  下香貫
馬場

31㈮ 花メディカル
クリニック ９８７-９１４５ 下土狩 こんどう

クリニック ９２５-２４２０ 岡宮 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

19㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
０５４５-６５-６７８７ 松岡　　

矢田眼科クリニック
９６２-２００６ 三枚橋町

ウスイクリニック
９８０-５５８０ 下土狩　

西島歯科医院
９８８-３１６２ 納米里　

20㈪
さわだの森耳鼻咽喉科
クリニック
９２９-８７８７ 西沢田　

吉村眼科内科医院
９８４-１３３３ 長伏　　

岩端医院
９６２-１３６８ 大手町　

真野歯科医院
９７２-５２９０ 堂庭　　

26㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
９７２-１１３３ 東本町　

桑名眼科クリニック
９８７-５５７５ 下土狩　

こまきウィメンズクリニック
９７２-１０５７ 西若町　

牧野歯科医院
９８８-１１８４ 下長窪　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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外国人の富士登山

　外国人が初めて富士山に登ったのは幕末のころ、
イギリス公使のオールコックです。開国後の日本の
様子を紹介した「大君の都」の著者としても有名です。
　オールコックのほかにもイギリス人が富士登山を
したことが、安政７年 (1860) の「冨士山式年日記」
に書かれています。その一部を紹介します。
　「７月 19日、村山から飛脚をもって書状がきた。
英
い ぎ り す
吉利国

こく
ミンストルの富士登山の願いが許可され、

18日に江戸を出立、当口から登山し三島宿へ帰り、
また須走口・吉田口へも参詣する予定である。25
日に須山の隼人と平太夫が登山し、26 日に頂上へ
参ったところ、異人も９人のうち７人が登ってきた。
測量器を出して山の高さを計ったとのことである」
オールコック記念碑

（新５合目）

 

冨士山式年日記

（渡邉家文書）

20 周年記念　月の夜のいざない 2015

　毎年恒例のコンサートで、今年20回目を迎えます。
フォルクローレを中心に、スチールパンやバンドネ
オン、アルゼンチンタンゴをお楽しみください。
と　き／９月19日㈯　17時30分～　※開場▶17時
料　金／�Ａ席2,500円、Ｂ席2,000円（どちらも税

込み）　※未就学児は、膝上で鑑賞する場
合は無料（席が必要な場合は有料）

発売日／７月４日㈯　９時～

すそのカルチャークラブ
少年少女記者育成講座～新聞を作ろう～

　取材に行って、インタビューして、オリジナルの
新聞を作ります。学校の国語の授業とは一味違う、
大学生と作る小学生向け文章講座です。
と　き／�８月８日㈯、９日㈰　10時30分～14時
受講料／�1,500円（税込み）
対　象／両日とも参加できる小学３年～６年生
申込み／�市民文化センターへお申し込みください。
　　　　※電話可
講　師／�ＮＰＯ法人「静岡時代」のみなさん

災で両親を亡くした相馬市（災害時の相互応援に関
する協定）の子どもたちを支えたいという思いがあ
りました。最初は缶バッジを作っていましたが、Ｓ
ＮＳで高知県の友人が新聞バッグを作っていること
を知り、これだと思いました」と話す齊藤さん。「両
親を突然亡くした子どもたちのお小遣いの足しにな
ればと思って続けています」ときっかけを語ります。
これまでの募金総額は、100 万円を超えるそうです。
　第１回目のワークショップは、平成 23 年 12 月
に講師を招いて行いました。その時の講座を受講し
たのは、11 人でしたが、もっとやりたいと言う方
が多かったので、その後、市民文化センターで講座
を開きました。現在は、仕事の合間に市内と近隣の
町でワークショップを行っています。
　最後に今後の夢はと質問すると「新聞バッグの日
本全国と海外講演です。大きな夢ですけどね」と笑
いながら語る齋藤さん。
　購入やワークショップへの参加を希望する方は齋
藤さんへご連絡ください。
問い合わせ／齋藤さん　☎ 993-0065

　齋藤さんは古新聞を再利用し新聞バッグを作って
います。このバッグは新聞紙の写真が前面にくるよ
うに裁断し、でんぷんのりだけで仕上げるものです。
１枚数百円で購入でき、ある程度の強度もあり、
ファッション性も高いので、女性にも人気です。
　作り始めたきっかけは東日本大震災でした。「震

新聞バッグで復興支援

齋藤　恵美さん（佐野本宿・52歳）

7月の休館日
６日㈪・13日㈪・21日㈫・27日㈪



最も重要な統計調査の
一つです。
ご協力お願いします！

うるおいすその
No.1292

7.15
2015

恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります

６月30日　富一小「ようこそ100歳先生」
　富一小の前身、富岡村立富岡小学校の元教師、横山緑子先生（101歳）が、
47年ぶりに学び舎へ。5・6年生の児童たちへ当時の学校生活を語りました。
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p09 お知らせ



特集１

市議会６月定例会
条例の改正や補正予算など 27案件を可決

 行 政 報 告 
　市では、地方創生を推進するためのまち・ひと・し
ごと創生総合戦略の策定に向け、新たに「裾野市まち・
ひと・しごと創生会議」を設置しました。この会議で
は、市民の皆さんの代表や産業・教育・金融・労働・
メディアなどで活躍する、それぞれの立場からの意見
を集約することとなります。
　これまで市では、総合戦略策定に向けて中堅・若手
職員によるプロジェクトチームや幹部職員で構成され
る創生本部を設置してきました。
　総合戦略には、市への定住を促進し、子どもからお
年寄りまでが、希望を持って安心して暮らしていくた
めの施策を盛り込む予定です。人口減少・少子化対策
のみではなく、市の良いところを再発見し、その魅力
を高め、効果的に発信します。

 議 案 
◆平成 26年度一般会計繰越明許費
　最終処分場（第二期）整備事業など 31 件、合計 18
億 1,323 万 6,000 円を繰り越しました。
※�繰越明許費とは、歳入歳出予算のうち、予算成立後
の理由によって、その年度中に支出の終わらない見
込みのものについて、翌年度に繰り越して使用する
経費。

◆平成 26年度一般会計事故繰越
　（普）須釜川河川改良工事など２件、合計 189 万
4,000 円を繰り越しました。
※�事故繰越しとは、歳出予算のうち、年度内に支出負
担行為をしたもので避けられない事故のために年度
内に支出を終わらないものについて、翌年度に支出
する経費。

◆平成 26年度下水道事業特別会計繰越明許費
　西部幹線管路築造工事（その１）など３件、合計
8,410 万円を繰り越しました。

◆市固定資産評価員の選任
　３月 31日付けで前副市長の金嶋千明氏が辞任した
ことに伴い、副市長の江藤建夫氏を新たに選任するこ
とに同意されました。

◆�市税条例と都市計画税条例、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、それぞれ条例の一
部を改正しました。

◆介護保険条例の一部改正
　介護保険法施行令と介護保険の国庫負担金の算定な
どに関する政令の一部改正に伴い、条例の一部を改正
しました。

　市議会６月定例会が、６月12日㈮から６月24㈬まで
の13日間の日程で行われました。補正予算９億2,300
万円など27案件が審議され可決されました。ここでは、
主な議案と行政報告を紹介します。
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特集１

市議会６月定例会
◆ヘルシーパーク裾野条例の一部改正
　家族風呂の利用時間を変更することにより利用者数
の増加を図るため、条例の一部を改正しました。
※詳細はＰ９お知らせをご覧ください

◆�市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担額を定める条例の制定

　子ども・子育て支援法が施行されたことに伴い、条
例を制定しました。
※詳細はＰ８特集４をご覧ください

◆市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正
　子ども・子育て支援法が施行されたことに伴い、条
例の一部を改正しました。

◆市保育所条例の一部改正
　子ども・子育て支援法が施行されたことに伴い、条
例の一部を改正しました。

 補 正 予 算 
一般会計補正予算（第１回）
　既定の予算総額に９億 2,300 万円を追加し、歳入
歳出予算額の総額をそれぞれ 211 億 2,800 万円とし
ました。
　歳入では、使用料の８億 5,479 万 4,000 円、国庫
支出金の 6,782 万円、繰越金の 6,332 万 8,000 円、
市債の 5,690 万円の増額、また、負担金の１億 3,000
万円の減額などです。
　歳出では、民生費の５億 191 万 6,000 円、土木費
の１億 6,628 万円、教育費の２億 4,187 万 4,000 円
の増額などです。
　今回の補正予算では、子ども子育て新制度への対応
のため、関連する予算の組み替えをしました。
　そのほか、歳出補正の主な内容は次のとおりです。

ひとづくり関係

●地域少子化対策強化事業
　▷子育て支援情報発信事業
　�　子育て支援情報を効果的に発信するためのスマー
トフォンのアプリケーションを開発し、子育てを支

援します。
　▷放課後児童室時間延長調査研究事業
　�　放課後児童室の開設時間を試行的に延長し、教室
の利用実態、地域別の特性・ニーズ調査を行い、地
域ごとの最適な運営方法を検証します。

　

東小放課後児童室

快適なまちづくり関係

●道路整備の推進
　▷橋梁維持整備事業
　�　市民生活の安全・安心のため、橋梁の点検・維持
補修工事を実施し、橋梁の健全な維持管理をします。

情報発信関係

　▷世界遺産富士山記念事業
　�　世界遺産富士山の山麓に位置する御殿場市、小山
町と共同で、富士山に親しみ、その魅力を楽しむ事
業を実施します。

　▷シティプロモーション推進事業
　�　市内がメインロケ地として登場する映画の製作・
上映を通じて、市を PRするための広告宣伝活動を
行い、市の知名度アップを図ります。

　

ロケ支援映画撮影風景
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＝参加連＝　市内外から全 25連
●さくら連　　　　●しずおか富士山すその連
●風流連　　　　　●静岡裾野みどり連
●うぐいす連　　　●トヨタ連
●ほたる連　　　　●舞路奴連
●ひびき連　　　　●華連
○静岡連（静岡市）　○静岡小政連（静岡市）
○喜樂連（開成町）　○富士山するが連（富士市）
○神明連（大月市）　○しらさぎ連（浜松市）
○笑星連（大和市）　○大和合同連（大和市）
○忍粋連（山北町）　○東京天水連（高円寺）
○鳳連（東京中野）　○志留波阿連（高円寺）
○伍楽連（相模原市）○東林間連（相模原市）
○ぬまづ連（沼津市）　　　　※●は地元連
◆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、
ＪＲ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。

い
ず
み
大
橋

●
図書館

マックス
バリュ

大橋内科・
小児科医院
大橋内科・
小児科医院

交通規制図 ８月22日㈯　17時〜21時

富士山すその阿波おどり大会実行委員会（前島）
070-1615-7362

　第32回富士山すその阿波おどり大会が、開
催されます。今年も市内外から多くの連が参加
し、すその駅前中央商店街周辺を、勇壮に、し
なやかに、踊ります。

と　き／８月22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
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国保の脳ドック・人間ドック
８月18日㈫申込開始　先着順で受付

国保年金課
995-1814

特集３

実施期間と実施医療機関
◆脳ドック
　と　き／ 10月１日㈭～平成 28年１月 30日㈯
　 【実施医療機関】
　●裾野赤十字病院　　　　☎ 992-0008
　●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 15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
関にお問い合わせください。

昨年４月１日からの加入者で
30歳から74歳までが対象

対　象／次のすべての要件に該当する方です。
⑴�平成 26 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 16 年４月２日から昭和 60 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
定　員／脳ドック▶ 130 人
　　　　人間ドック▶ 70人

検査で病気を早期発見！

内　容 自己負担額

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。

9,720 円～

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。

11,340 円

※脳ドックの費用は、医療機関によって異なります。

初日の午前中は地下会議室で受付
　国民健康保険証をお持ちになり、市役所１階国保年
金課へお申し込みください。
※�８月 18 日㈫午前中のみ、市役所地下会議室特設会
場で受け付けを行います。

申込期間／８月 18日㈫～ 10月 16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。
◦�申し込みに来る方１人につき、１世帯分の申し込み
ができます。

◦�ドックを受診した方は保健指導の対象となる場合が
あります。

　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に、
脳ドックと人間ドックの助成を行います。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。
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今月の写真

Photograph ６月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／パノラマロード沿線（須山）

アジサイと夏富士

水門の鍵に水への感謝を込めて� ６月１日

28日㈰早朝、夏の富士山を眺めることができました。梅雨の合間
に姿を見せるたびに残雪が少なくなっています。６月下旬になって、
パノラマロード周辺のアジサイも見ごろを迎えました。標高が550
ｍ前後のため、里よりも遅い時期まで楽しむことができます。写真
は午前５時ごろ。朝露に濡れたアジサイと朝日に輝く富士山です。

　芦ノ湖の深良水門の前で、発電事業者から芦湖水利組合に水門の
鍵が引き渡されました。昔の田植え時期に合わせて毎年 6 月 1 日
に行われています。世界「かんがい施設遺産」の水は、分かち合い
ながら大切に利用されています。

バトンをつないで力走� ６月６日

　第 15 回駿東地区小学生リレーカーニバル大会が、運動公園陸上
競技場で行われました。小学４年生から６年生の選手たちは、スタ
ンドからの大きな声援を受けながら懸命に力走し、次の走者にバト
ンをつないでいました。
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日本伝統の音色を体験� ６月９日

　須山中学校で雅楽の鑑賞会が行われました。生徒たちは、雅楽に
ついての話を聞いた後、演奏を鑑賞しました。龍笛や笙、琵琶など
の演奏にチャレンジし、普段は見慣れない楽器に楽しそうに触れて
いました。

Photograph 2015.6

安全な花火の遊び方を学習� ６月11日

茅
ち
の輪くぐりで無病息災� ６月28日

“すそのんプリウス”でＰＲ� ６月13日

折れたバットではし作り� ６月17日

　花火教室が富岳台保育園で開催されました。年少から年中まで
40 人の児童が、安全で楽しい花火の遊び方を消防士から教わりま
した。児童たちは、少し怖がりながらも花火を一本ずつ手に取り、
消防士や先生に見守られながら点火。花火に火が付くと「きれい！」
と楽しそうにしていました。

　佐野原神社で夏
な

越
ごし

の大
おおはらえしき

祓式が行われました。茅
ちがや

で編んだ大きな輪
をくぐり、無病息災を祈願する伝統行事です。昔は梅雨から夏にか
けて、天然痘などの疫病がはやることが多く、茅の輪をくぐると疫
病除けになると考えられていました。

　富士スピードウェイで行われたエコカーカップに、市職員からな
る“チームすそのん”が“すそのんプリウス”で参戦しました。市
ＰＲ隊長の“すそのん”と共に、「自動車のまち裾野市」のシティ
プロモーションを行いました。

　生涯学習センターで、プロ野球選手の折れたバットではしを作る
教室が開かれました。参加した 20 人の親子は、はしの正しい持ち
方を学んだ後、自分に合ったサイズに木地をカット。１時間半ほど
かけてお気に入りの色に塗り上げました。

歯磨ききちんとできているかな？� ６月13日

　健康と歯のフェスティバルよい歯を作る親子のつどいが、市民文
化センターで行われました。５歳児むし歯がない児や 8020 コン
クールなどの表彰、歯の無料相談や歯磨き指導などが行われ、親子
で歯について学びました。
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幼稚園の保育料は、保護者の所得に応じて決定
子ども・子育て新制度

特集４

対象施設

公立幼稚園、新制度の私立幼稚園、認定こども園（幼
稚園部分）

保育料は世帯の所得状況を勘案

●保育料は、市民税額を基に市が決定
　幼稚園の保育料は、来年度から世帯の所得の状況な
どを勘案して定める応能負担になります。国が定める
基準を限度として、所得階層ごとに市が定めます。国
の基準額と市の定めた額の差額は、市が負担します。
対象者の所得階層は、市民税額を基に決まります。
※�４月から９月分までは前年度の市民税額、10月から
翌年３月分までは当年度の市民税額によって決定

●第２子が半額、３子は無料に
　多子軽減を採用し、同一世帯に小学３年生までの子
どもがいる場合は、その２番目の子どもは半額、３番
目以降の子どもは無料になります。

私立幼稚園の園児に補助金を交付

　公立幼稚園の保育料の変更に伴い、来年度から、私
立幼稚園に通っている園児を対象に、「就園奨励補助
金」または「負担軽減補助金」を交付します。要件を
満たす方に、公立幼稚園の保育料と私立幼稚園の授業
料との差額を交付します。該当する方は、通っている
幼稚園を通じて、子ども保育課に申請してください。
※�「負担軽減補助金」の対象は、市に住民登録をして
いる市内私立幼稚園の園児のみ

※新制度の私立幼稚園を除く

　来年度から、子ども・子育て新制度に基づき、幼稚園の利用者
負担額（保育料）が変更されます。この制度による負担額は、公
立幼稚園と新制度で運営される市立幼稚園などに適用されます。

国階層 国基準負担
限度額（円） 当市の階層区分

当市の幼稚園保育料（円）

第１子 第２子 第３子
以降

第１階層 0 第１階層 生活保護世帯など 0 0 0 

第２階層 3,000 第２階層 市民税非課税世帯
※市民税所得割非課税世帯含む 2,000 1,000 0 

第３階層 16,100 第３階層 市民税所得割課税額
77,100 円以下 6,000 3,000 0 

第４階層 20,500 

第４階層の１ 市民税所得割課税額
77,101 円以上 128,000 円以下 8,000 4,000 0 

第４階層の２ 市民税所得割課税額
128,001 円以上 169,000 円以下 9,600 4,800 0 

第４階層の３ 市民税所得割課税額
169,001 円以上 211,200 円以下 11,200 5,600 0 

第５階層 25,700 
第５階層の１ 市民税所得割課税額

211,201 円以上 304,200 円以下 14,000 7,000 0 

第５階層の２ 市民税所得割課税額
304,201 円以上 16,000 8,000 0 

利用者負担額（保育料）

子ども保育課
995-1822
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お知らせ

日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合せ　 Web　 Mail　 FAX　

Information

美化センターへのごみの
直接持ち込み休止

　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。
�７月 29日㈬
�美化センター　992-3210

献血のお願い

　商工会青年部裾野青年会議所で
は、献血を行います。
�７月 22日㈬

　受付▶９時30分～11時 30分、
　　　　�12 時 30 分～ 16時
�市役所前駐車場
献�血の種類／400ml献血、200ml
献血　※輸血の際、患者への副
作用が少ない400ml献血にご
協力をお願いします
�社会福祉課　995-1819

夏の環境美化活動

　地域の河川や側溝、道路を清掃
します。
�８月 23日㈰　
�各区で決められた場所
�ごみは、８時 30 分から 11 時
30 分までに、一般廃棄物最終
処分場へ分別して搬入してくだ
さい。
�市民課地区振興係　995-1874

ヘルシーパーク裾野
家族風呂利用時間の変更

　ヘルシーパーク裾野の家族風呂
の利用時間が、60 分に変更にな
りました。
�●予約は、１週間前から受け付
けます。●利用料金は、入館料
以外に１グループにつき 1,000
円です。
�健康推進課　992-5711

駒門駐屯地夏祭り

　陸上自衛隊駒門駐屯地を一般開
放して、夏祭りを開催します。
�７月28日㈫　17時～20時30分
�陸上自衛隊駒門駐屯地（御殿場
市駒門）　※雨天時は体育館
�ちびっこ広場、模擬売店、太鼓
演奏、盆踊り、抽選会など
�駒門駐屯地広報班
　0550-87-1212（内線 206）

徘徊高齢者等見守り
ネットワーク事業を開始

　徘徊する可能性がある、高齢の
方や障がいのある方の情報を、家
族などが事前に登録申請してくだ
さい。登録者が行方不明になった
場合に、警察や消防などと連携し、
早期発見ができるように協力しま
す。
�市内に住んでいる、徘徊のおそ
れがある高齢者と障がい者
�社会福祉課または障がい福祉課
で申請してください。
�はんこ、対象者の全身が写った
写真と顔がよく分かる写真
�社会福祉課　995-1819

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 27日㈭　10時～ 13時
�市役所 1階市民相談室
�14 人程度（先着順）
�事前に国保年金課へお申し込み
ください。※電話可
�８月 13日㈭
�国保年金課　995-1813

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 ８月５日㈬ 生涯学習

センター深良 ８月７日㈮

須山 ８月11日㈫ 須山
コミセン

西 ８月12日㈬ 生涯学習
センター富岡 ８月13日㈭

時間はいずれも 19時～
�生涯学習課　992-3800

福祉車両の貸し出し

　車いすを使用して
生活している方に対
応型の福祉車両を貸
し出します。
貸�出日時／毎日（年末年始を除く）
　８時 30分～ 17時
�市内に住んでいて、自宅で車い
すを使用して生活している方
�走行距離 10km以内▶ 150 円

　※�超える場合は、10kmごとに
150 円を加算

�事前に社会福祉協議会に予約し
てください。
�社会福祉協議会　992-5750
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インフォメーション

Information

小児アレルギー外来の開設

　裾野赤十字病院では、８月５日
㈬の午後から小児アレルギー外来
を開設します。予約制です。
�毎週水曜日　13時30分 ～16時
55分　※祝日を除く
�15 歳以下の気管支喘息、アト
ピー性皮膚炎、食物アレルギー、
じんましん、アレルギー性鼻炎、
花粉症などのアレルギー疾患が
ある小児
医�師／吉田隆

たか
實
み
さん（県立こども

病院元院長感染免疫アレルギー
科、日本小児科学会専門医、日
本アレルギー学会専門医）
かかりつけ医の紹介状（初診時）
裾野赤十字病院　医事課
　992-0008

ゆうりんかん千福オープン

　障がい児放課後等デイサービス
事業所がオープンしました。
営�業時間／●平日▶ 13 時 30 分
～ 17 時 30 分●長期休暇・学
校行事などの振替休日▶ 10 時
30分～ 16時 30分
�小・中学校や高校に通っていて、
放課後や長期休暇などに支援が
必要と認められた障がい児
�生活能力の向上のために必要な
訓練などを行います。
�１回 100 円（おやつ代）※世
帯の収入状況により限度額あり
�通っている学校−ゆうりんかん
−自宅間の送迎があります（要
相談）。
� ゆうりんかん千福　995-9251
　障がい福祉課　995-1820

生涯学習センター教養講座
市民提案型講座

　生涯学習センターの教養講座と
して、応募者自らが企画・運営す
る講座の提案を募集します。
開講期間／10月～平成28年３月
�生涯学習センター
�市内の法人、任意団体または個人
�生涯学習センターで配布してい
る申込用紙に必要事項を記入し、
提出してください。
�８月 21日㈮
�生涯学習課　992-3800

ふじのくに総合食品開発展
2016の出展者

　ふじのくに総合食品開発展2016
は、県内の農林水産物の生産者、加
工業者、流通販売者、研究機関な
どが一堂に会する展示商談会です。
�平成28年２月２日㈫　10時～
17時
�グランシップ１階大ホール「海」
（静岡市葵区）
�県内に本社や拠点のある食品関
連の企業・団体など
募�集ブース／150ブース（先着順）
�８月 10日㈪
�要件に該当し申請すると、市の
補助金（農作物等出展支援事業
費補助金・販路拡大事業補助金）
を受けることができます。
� ●出展について／

　県マーケティング推進課
　054-221-2703
　●市補助金について／
　農林振興課　995-1823

筋力向上トレーニング教室
（夜間コース）の参加者

　歩行に必要な筋力や柔軟性を身
に付けます。
�９月８日㈫・10日㈭、15日㈫・
24日㈭・29日㈫　全５回

　19時～ 21時
　※受付▶18時30分～18時50分
�マシンルーム分室（旧勤労青少
年ホーム１階集会室）
�市に住民登録のある 20 歳から
59 歳までの方。ただし、心臓
疾患や脳血管疾患を治療中の方
など、運動によって健康状態が
悪化する危険性がある方は、ご
遠慮ください。
�15人� ※応募多数の場合は抽選
�150 円
�運動可能な服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴、参加費、は
んこ（初回のみ）
�往復はがきの往信面に①住所②
氏名（ふりがな）③電話番号④
生年月日（年齢）を、返信用宛
名面に住所と氏名を明記して健
康推進課に送付してください。
※メール受付可。申込期間終了
後の参加の可否メールを受信で
きる設定にしてください
�７月 27日㈪～８月 10日㈪（必
着）
�すその健康マイレージ対象事業
です。
�健康推進課　992-5711　

〒 410-1117　石脇 524-1
kenko@city.susono.shizuoka.jp
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お知らせ

市職員を募集
受付は８月３日㈪～

　平成 28年度採用の市職員の秋
期試験を行います。
職�種／一般事務（高校卒）、土木
技師、建築技師、保健師、消防
受�付期間／８月３日㈪～ 31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

輝くからだづくり講座

�８月23日㈰　13時30分～15時
�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／女性のがんについて
講�師／県立静岡がんセンター　婦
人科　副医長　久慈志保さん
�８月 17日㈪
�●無料の託児があります（要予
約）。●すその健康マイレージ
対象事業です。
� 健康推進課　992-5711

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。
�７月 25 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、介護職員など
�住所、氏名、電話番号を明記し、
ＦＡＸで介護家族の会に送付し
てください。※地域包括支援セ
ンターなどでも受付可
�７月 22日㈬
�介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977

993-5834

65歳以上の運動教室
深良コース

�９月10日、24日、10月８日、
22日、11月12日、26日、12
月10日、24日の木曜日　10時
～11時30分
�深良地区コミュニティセンター
�ストレッチ、筋力アップの体操、
脳トレなど
�65 歳以上の方で、全８回を通
して参加できる方
�20 人（先着順）
�８月 10日㈪～９月３日㈭
�汗ふきタオル、飲み物
�11 月から富岡コースを実施
� 介護保険課　995-1821

地域福祉計画策定委員

　地域に住んでいる一人ひとりが
参加し、互いの協力で“地域で共
に生きる社会”を実現するため、
地域福祉計画を策定します。
任期／平成 28年３月
�市内に住んでいるか、通勤して
いる 20歳以上の方�
�月 1回程度会議へ出席
�若干名
�社会福祉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。　
�８月７日㈮
�書類、面接による選考があります。
社会福祉課　995-1819

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 26 年 10 月 1 日㈬～平成 27 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に限ります
　　　　　●�作品に写されている人物などの肖像権については、応募

前に了承を得てください
　　　　　●�原則として応募作品は返却しません
提出方法／�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
公式ウェブサイト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 30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
� 農林振興課　995-1823

〒 410-1192　裾野市佐野 1059
第13回　１等作品
「深良用水の恵み」
本杉博一さん

第14回「裾野の農業」フォトコンテスト
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インフォメーション

Information

防衛省採用試験

 【一般曹候補生】
�①９月 18日㈮②９月 19日㈯
�①ＣＳＡ（静岡市葵区）②日大国
際関係学部（三島市文教町）
�18 歳以上 27歳未満の方

制度／陸・海・空曹自衛官を養成

 【航空学生】
�９月 23日㈬
�プラサヴェルデ（沼津市大手町）
�高校卒業または見込みで 21 歳
未満の方
制�度／海上・航空自衛隊のパイ
ロットなどを養成
�８月１日㈯～９月８日㈫
� 自衛隊三島募集案内所

　989-9111

初心者のための体操教室
参加者

　毎日の生活の中に運動を取り入
れ、生活習慣病を予防・改善し、
健康的な生活を送れるよう、スト
レッチや腰痛・肩こり予防体操、
ボールを使った運動を行います。
�８月21日㈮・25日㈫、 ９月11
日㈮・18日㈮、10月6日㈫・13
日㈫・23日㈮・27日㈫　全８回

　13時30分～15時
�福祉保健会館１階健康ホール
�市に住民登録のある 20 歳以上
の方で、過去に筋力向上トレー
ニング教室や初心者のための体
操教室などの運動教室に参加し
たことがない方、定期的な運動
習慣のない方、健康上の理由で
ゆっくりとしたペースで運動し
たい方などで、全８回を通して
参加できる方
�20 人（先着順）
�運動可能な服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴、筆記用具
�７月 24日㈮～８月 14日㈮
�すその健康マイレージ対象事業
です。
� 健康推進課　992-5711

　皆さんの身近にある「裾野の
魅力」を、1,000 個を目標に募
集します。
　「裾野の魅力」には、「自宅の
庭の桜の木がきれい」「自分の
住んでいる地区のお神輿が自
慢」なども含まれます。有形・
無形は問いません。
　集めた「裾野の魅力」は、デー
タベース化し、動画などで市外
へ発信していきます。
【例】●富士山…９月に三国峠
から見る夕暮れの富士山●自
然・風景…十里木氷穴の溶岩樹
型●動植物…須山口登山歩道の
フジアザミ●歴史…源頼朝の富
士の巻狩●文化…旧植松家住宅

のかやぶき屋根●食…不二聖心
の紅茶「ただにしき」
�応募用紙に必要事項（住所、
氏名、連絡先、魅力の名称・
詳細、推薦理由）を記入し、
戦略広報課へご提出ください。
提出は、メール、ＦＡＸ、郵
送するか、直接お持ちくださ
い。応募数、応募資格の制限
はありません。応募用紙は、
戦略広報課、市役所１階受付、
各支所、または市公式ウェブ
サイトにあります。
�10 月 30 日㈮
��応募いただいた方には、抽選
で「すそのんグッズ」などを
プレゼントします。

戦略広報課
995-1802

あの その すその

魅力 Sen ！「裾野の魅力」を大募集
千個（Sen）、選定（Sen）、市外へ発信（Send）
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お知らせ

８月　水道工事当番店 データバンク

８月　税金・料金

８月　カレンダー

※工事、修理は有料です。 ７月１日現在

納付期限：８月 31 日㈪

１日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

２日㈰ パイピング横山
☎992-3329

８日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

９日㈰ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

15日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

16日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

22日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

23日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

29日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

30日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

１日㈯ 市民水泳大会、すその夏まつり
15日㈯戦没者追悼式
22日㈯ 富士山すその阿波おどり大会
23日㈰環境美化活動
28日㈮市立小・中学校授業再開
31日㈪富士登山道須山口閉山式

市県民税� 第２期分
国民健康保険税・介護保険料� 第２期分
水道料金・下水道使用料� 第３期分
後期高齢者医療保険料� 第１期分

人　口　53,074人� （＋39人）
　男　　27,029人� （＋21人）
　女　　26,045人� （＋18人）
世　帯　21,335世帯�（＋40世帯）
内、外国人� 694人�383世帯

交通遺児奨学生

　保護者などが交通事故で死亡ま
たは、重い後遺障害で働けないこ
とによる経済的理由で、修学が困
難な高等学校以上の生徒と学生に
奨学金を貸与します。
 【高等学校・高等専門学校】
�在学応募／現在、高等学校また
は高等専門学校に在学している
生徒

　�予約応募／平成 28年４月に高
等学校または高等専門学校に進
学予定の中学３年生
�在学応募／平成28年１月29日㈮

　�予約応募／第１次▶９月30日㈬
第２次▶平成28年２月29日㈪
 【大学・短期大学】
�在学応募／現在、大学または短
期大学に在学している学生

　�予約応募／平成28年4月に大学
または短期大学に進学予定の方
�在学応募／11月10日㈫

　�予約応募／第１次▶９月11日㈮
　第２次▶平成28年１月29日㈮
�願書に必要事項を記入し、交通
遺児育英会に提出してください。
願書は、電話またはホームペー
ジ（http://www.kotsuiji .
com/）から請求できます。
�交通遺児育英会
　03-3556-0773
　0120-521286

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、実習や
講義を行います。
�９月２日㈬・16 日㈬、10 月
28日㈬
�生涯学習センター２階視聴覚室
�市内に住んでいて、子どもがい

る保護者の方　※就学前の子ど
もがいる保護者の方が優先
無料
�子ども保育課にある受講申込書
に必要事項を記入し、提出して
ください。申込書は市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。
�８月３日㈪～ 20日㈭
�子ども保育課　995-1822
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今月の救急協力医

８月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

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

２㈰

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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

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

４㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

５㈬ 森医院 966-2017 石川 松原医院 962-1496 白銀町 西村医院 971-6510 下土狩

６㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

７㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 萩野クリニック 966-7111 根古屋 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

８㈯ 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 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

９㈰

旭医院 966-0031 原 守重医院 931-2511  我入道
江川

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

清水館医院 993-2323 茶畑 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

10 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 香貫医院 931-2465 本郷町 田中医院 921-2053 高島町

11 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 青木整形外科医院 922-0521 高島町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

12 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 坂小児科医院 931-3233  下香貫

前原

診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日・祝日 ８時 〜 18 時
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８月前期

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 内 科 外 科 小児科

13 ㈭ 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

14 ㈮ 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

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

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

２㈰
こだま耳鼻咽喉科
クリニック
926-1333 庄栄町　

山内眼科クリニック
975-8338 中田町　

かまたクリニック
988-2488 文教町　

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野　　

９㈰
かみで耳鼻咽喉科
クリニック
0545-53-3321 伝法　　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

めぐろ歯科
980-6480 中土狩　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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992-2342
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●８月の行事予定
おはなしの会
 １日㈯ 14時30分〜 おはなしのへや

親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分〜 展示室

親子おはなしの会
 18日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

ファーストブック
 19日㈬ ９時〜12時 展示室
 26日㈬ 13時〜16時 展示室

一日図書館員
 ５日㈬ ９時30分〜、14時〜

●すその16ミリ映画祭
と　き／８月８日㈯　10時〜12時13分　※開場▶９時40分
ところ／市民文化センター　多目的ホール　※入場料▶無料

時間 フィルム名 部門
10時〜 山の小僧 児童（アニメ）
10時11分〜 なかよし村のケララ 児童（アニメ）
10時27分〜 アリとキリギリス 児童（アニメ）
10時39分〜 ヒックとドラゴン２ 児童（ＣＧアニメ）

●16ミリ映写機操作講習会
　16ミリ映写機の機能、操作などを学びます。講習会を
修了した方は、鈴木図書館所有の16ミリ機材・教材、視
聴覚機器・機材を借りることができます。
と　き／８月29日㈯　９時30分〜15時　※受講料▶無料
対　象／市内に住んでいるか通勤している18歳以上の方
定　員／20人（先着順）
申込み／ ８月1日㈯から受け付けます。鈴木図書館にお申

し込みください。　※電話可
そのほか／ ●修了して５年以上経過している方向けの再講

習会も同時開催します（30分程度）。●駐車
場のスペースに限りがあるため、相乗りや公共
交通機関をご利用ください。

あなたをずっとあいしてる
作・絵：宮西たつや　ポプラ社

　ティラノサウルスの群れのボス、ゼス
タと心優しいセラの子として生まれたト
ロンは、ゼスタのように強くなりたいと
願いますが…。2015 年６月公開の同名
映画のオリジナルストーリーを幼年童話
化。見返しに恐竜の紹介などあり。

オススメ

８月の休館日 ３日㈪・10日㈪・17日㈪・
24日㈪・31日㈪

遠藤　望
も
叶
か

ちゃん
（２歳５カ月・伊豆島田）

北原　めぐみちゃん
（２歳９カ月・石脇）

市川　緩
かん
奈
な

ちゃん
（２歳７カ月・佐野二）

齋藤　煌
こう
太
た
朗
ろう

くん
（２歳７カ月・トヨタ）

小野　ひよりちゃん
（２歳５カ月・富沢）

● �BLOOD�ARM
著：大倉崇裕　KADOKAWA

新書
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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

未来の高校球児！ 小学生ピッチャーが、始球式で投球
７月12日　第97回全国高等学校野球選手権静岡県大会 裾野球場始球式

Contents
p02 ９月１日は「防災の日」です
p03 プロジェクト「TOUKAI−0」
p04 平成28年度　市立幼稚園の入園児を募集
p05 農地を転用するときは、手続きを！
p06 いきいき健康生活を応援
p08 住宅に係る固定資産税の減額措置
p10 フォトグラフ
p12 お知らせ

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。



９月１日は「防災の日」です
家族みんなで突発型地震発生時の対応を確認しましょう

危機管理課
995-1817

特集１

　９月１日㈫に、大規模地震の発生を想定した防災訓練
を計画している自主防災会があります。家庭内や地域の
訓練に参加し、災害時の避難行動などを身につけて、突
発型地震発生時の防災知識を深めましょう。

突発型地震発生時の対応

自宅にいるとき 
①身の安全を守る
・�テーブルの下に身を隠しましょう。
・�屋根瓦やガラスの破片が、落ちてくることがあり
ます。慌てて、外に飛び出さようにしましょう。
②脱出口を確保
・�大きな揺れで、ドアや窓が開かなくなることがあ
ります。揺れの合間をみて、ドアや窓を開け、逃
げ口を確保しましょう。
③火の始末
・�揺れが小さいときは、すぐに火を消しましょう。
・�揺れが激しいときは、揺れが収まってから火を消
しましょう。

・�ガスの元栓は確実に閉めましょう。
・�電気のブレーカーは切りましょう。
④揺れが収まっても油断しない
・�家族の安全を確認しましょう。
・�大きな地震の後、余震に注意しましょう。
・�ラジオ、テレビ、同報無線などから正しい情報を
得ましょう。

避難時の服装 
・�肌を露出しないように長袖、長ズボンを着用しま
しょう。

・�ヘルメットや防災ずきんなどで頭を保護しましょう。
・�ガラスの破片や釘などでケガをすることを防ぐた
め、靴は底の厚く、履き慣れたものにしましょう。

・�軍手を着用しましょう。
・�荷物は、両手が使えるように背負えるものにしま
しょう。

避難するとき 
・�避難する前に、火の元を確認し、電気のブレーカー
を切って避難しましょう。

・�避難先や安否情報を書いた連絡メモを残して避難
しましょう。

・�車での避難は、緊急車両の通行を妨げることにな
ります。徒歩で避難しましょう。

・�指定された避難地、避難所へ避難しましょう。
・�狭い路地、塀際、崖や川べりはできるだけ通らず
に避難しましょう。

県トラック協会東部支部と
災害時支援協定を締結

　市では、災害が起きたとき、各避難所などに防災用
備蓄資機材や救援物資の搬送活動が迅速に行えるよう
に、６月 29日㈪に「災害時における支援協力に関す
る協定」を締結しました。
◆協定の主な内容
・�市が管理する防災用備蓄資機材を避難所などへ配送
・�市が管理する支援物資を避難所などへ配送
・�市が管理する支援物資の一時保管
・�市が指定する物資集積所における支援物資の仕分け
業務

外出しているとき 
①街頭では
・�カバンなどで頭を保護し、近くの空き地などに避
難しましょう。
②地下街では
・�身を低くして、壁際に身を寄せましょう。
・�暗闇でも、壁伝いに移動すれば出入口にたどり着
くことができます。冷静に行動しましょう。
③デパート・スーパーでは
・�陳列ケースや商品棚から離れましょう。
・�柱のそばや壁際などに身を寄せ、揺れが収まるの
を待ちましょう。

・�エレベーターは使用せず、階段で避難しましょう。
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プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」
木造住宅の耐震診断は無料・耐震補強計画と工事には補助金

まちづくり課
995-1856

特集２

　駿河トラフ・南海トラフ沿い地震や相模トラフ沿い
地震の発生が予測されます。市では、建築物の倒壊か
ら人命を守るため、昭和 56年５月以前に建築された
木造住宅の耐震化を進めるため支援を行っています。
「ＴＯＵＫＡＩ－０」を積極的に利用してください。
　対象となる木造住宅に住んでいる方は、無料で専門
家の耐震診断が受けられます。皆さんが、安心して暮
らすために必要な耐震診断です。
※診断後に補強工事を義務付けるものではありません。

◆耐震補強助成と併用が可能な助成制度
　市住宅建設等促進事業
　耐震補強と併せてリフォーム工事を行う場合に補助
が受けられます。（工事代金10％、上限20万円）
商工会　☎ 992-0057

耐震改修促進税制（所得税・固定資産税）
　ＴＯＵＫＡＩ－０の耐震補強を行った方は、税金（所
得税・固定資産税）の優遇が受けられます。
所得税 ▶ 沼津税務署　☎ 922-1560
固定資産税 ▶ 課税課　☎ 995-1809

耐
震
診
断
か
ら
補
強
工
事
ま
で
の
流
れ

Ｔ
ト ウ カ イ
ＯＵＫＡＩ［東海

倒壊］－０　地震に強いわが家にしよう！！
耐震診断は無料　設計や耐震補強工事には補助金が出ます

※対象は昭和56年５月以前の木造住宅です。

電話一本で市が派遣する専門家による耐震診断を無料で受けることができます。

まちづくり課に電話で申し込みください。

【補助額】費用の２／３以内（上限 96,000 円／戸）
※高齢者（65歳以上）のみの世帯は無料（上限144,000円／戸）
どこをどのように補強するか検討して、「耐震補強計画」を作成し、補強のた
めの工事費を算出します。
知り合いなどの工務店や建築士の方に相談してください。
誰に頼んで良いかわからないときは、まちづくり課にある名簿をご覧ください。

【補助額】50 万円／戸
※高齢者（65歳以上）のみの世帯、障がいのある方などと同居の世帯は70万円
補助金交付決定前に工事着手をすると補助金がもらえないのでご注意ください。
知り合いなどの工務店や建築士の方に相談してください。
誰に頼んで良いかわからないときは、まちづくり課にある名簿をご覧ください。

ステップ１
専門家の
耐震診断
【無料】

ステップ２

耐震補強
工事の設計

ステップ３

耐震
補強工事
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平成28年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込受付期間：９月２日㈬～７日㈪

特集３

　平成28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２日㈬から７日㈪までです。保護者の
方は、忘れずにお申し込みください。
　また、平成28年度から、子ども・子育て新制度に
基づき、幼稚園の利用者負担額（保育料）が変わります。
詳しくは、広報すその７月15日号をご覧ください。

３歳から４歳までが入園可
　申込時に市に住民登録があり、次の年齢に該当する
幼児が入園できます。

３歳児
平成 24年４月２日から平成 25年４月
１日までに生まれた幼児

４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

５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

３歳児の募集人員は 160人
　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／ 24人
○深 良 幼 稚 園／ 24人
○富岡第一幼稚園／ 24人
○富岡第二幼稚園／ 24人
○須 山 幼 稚 園／ 24人

入園の申し込み
　平成 28年度の申し込みから、通園区域を市内全域
としました。新規に入園する園児については、従来の
中学校区に準じた地区によらず、市内の全幼稚園に申
し込むことができます。
申込書配布・受付期間／９月２日㈬～７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。

定員を超えると抽選で決定
　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９月 18日㈮の午
前に市民文化センターで行います。抽選の有無は、各
幼稚園の入口などに９月 10 日㈭から 17 日㈭まで掲
示します。

入園面接を実施
　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
選会終了後に該当する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15日㈭・16日㈮

西幼稚園
☎992-5200 10月14日㈬・15日㈭・16日㈮

深良幼稚園
☎997-3598 10月19日㈪・21日㈬

富岡第一幼稚園
☎997-1277 10月７日㈬・８日㈭

富岡第二幼稚園
☎997-4155 10月14日㈬・15日㈭

須山幼稚園
☎998-0096 10月13日㈫・14日㈬

子ども保育課
995-1822
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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

特集４

　農地を農地以外に利用することを農地転用
といいます。農地に建物を建てたり太陽光発
電設備を設置したりするとき、農地を道路や
駐車場にするときには、農地転用の届出や許
可が必要です。
　農地転用の手続きが必要になる土地は、地
目が田や畑などの農地です。地目が田・畑以
外でも、現在耕作されている土地は農地とし
て扱われます。

農業委員会（農林振興課）
995-1824

市街化調整区域などの農地転用は
許可が必要

　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。農地を一時的に資材置場や仮設現場事務所な
どの敷地として利用する場合も、農地転用の届出や許
可が必要です。
●市街化区域内の農地転用
　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（市街化調整区域など）の農地転用
　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、許可が必要です。許可の申請をすると、転
用の目的、転用する農地の市街地への近接度合、転用
の確実性、周辺農地への影響などの審査が行われ、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。

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。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もあります。さらに３年以下
の懲役や 300 万円以下（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。

所有権移転を行う場合も許可が必要

　農地を農地のまま所有権移転などを行う場合は、農
地法第３条の許可が必要です。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、農業経験がないため
耕作できない場合や、後継者がいないため農地を荒ら
してしまうおそれがあるなどの場合には、農業委員会
にご相談ください。農地の有効活用のため、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つけるお手伝いをします。

　最近、太陽光など再生可能エネルギーを活用し
た発電設備を農地に設置する事例が多くありま
す。太陽光発電設備などを農地に設置する場合も、
農地転用の手続き
が必要です。設備
の設置工事に着手
する前に必ず農地
転用の手続きを済
ませてください。

農地に太陽光発電設備を
設置する場合も手続きを！
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特集５

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

介護保険課
995-1821

　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。

介護の原因疾患　認知症が突出

　平成 26年度に市内で介護保険の要介護度の認定を
申請した理由を疾患別でみると、最も多かったのは認
知症で 428 件でした。次に多かったのは、脳血管疾
患で 249 件、次いで骨関節疾患が 208 件で、認知症
が突出していました。
　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。

市内の介護保険申請者の原因疾患（平成26年度）
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脳を鍛えて認知症を予防

　脳は、鍛えれば機能を維持する力を備えています。
日ごろから、低下しがちな脳の機能をしっかり使うこ
とで、認知症になるのを防ぐことができます。
①注意力を鍛える
　自分が興味を持てるもの、例えば趣味や仕事、将棋
などのゲームに集中することで機能が向上します。
②注意分割機能を鍛える
　注意分割機能は、２つ以上のことを同時に行うとき
に適切に注意を配る機能のことです。「調理の際にお

湯を沸かしながら野菜を切る」など、いくつもの注意
を並行して行う作業が効果的です。
③記憶力を鍛える
　日記をつけてみましょう。今日の出来事は簡単に思
い出せる方は、１日遅れ、２日遅れの日記をつけると
鍛えられます。記憶力の維持のためには、常に忘れそ
うなことを記憶しておこうという意識を持っているこ
とが大切です。
④思考力（計画力）を鍛える
　日ごろからやっていることを順序立てて計画してみ
ましょう。例えば、料理を作るとき「温かいうちに全
部の料理を出すには、どんな手順で作ったら良いか」
などを計画してから実行する癖をつけると、思考力の
アップにつながります。

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。
申し込み／介護保険課　☎ 995-1821

認知症の方への対応についての寸劇
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　高齢者の方が、要介護状態になることを予防し、健
康的な生活が送れるようにするための交流の場です。

問合せ／●…社会福祉協議会　☎ 992-5750
　　　　★…地域包括支援センター　☎ 995-1288
　　　　□…介護保険課　☎ 995-1821
� ７月１日現在

特集５

区分 サロン名 とき ところ 対象
● 佐野若狭区ふれあい塾 第４㈮

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

● 桃園区ふれあいサロン 月１回（不定期）
13時～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 第３㈬
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～12時 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～15時 青葉台公民館 区民

● 和泉区ふれあい井戸端 第４㈫
10時～11時30分 和泉区ふれあいの家 区民

● 中丸区ふれあいサロン 第３㈬
13時30分～15時 中丸上区公民館 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

● 中丸下区ひだまりサロン 第４㈭
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 天理教信者会館など 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 平松本村下公民館 区民

● 鈴原区ふれあいサロン 第１㈫
10時～12時 鈴原集会所 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

● コミュニティキッチンわいち 第２㈪
11時30分～14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

● 千福が丘ハートサロン 毎週㈮㈯
10時～17時 千福が丘アートサロン 市民

□ 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 第２㈭
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 富士急別荘地管理事務所 区民

※�掲載しているサロンは、社会福祉協議会などが講師の派遣など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。また、地区サロンなどで活躍するボランティアの方を随時募集しています。

地区サロン
～地域の高齢者の交流の場～
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特集６

住宅に係る固定資産税の減額措置
新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象

課税課
995-1809

　住宅の新築や耐震、省エネ、バリアフリーなどのために改修した場合、
要件に該当すると固定資産税が減額されます。減額措置や申告方法は制度
によって異なります。着工前に課税課にご相談ください。

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階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５年間、居住
部分のうち住宅１戸につき床面積 120㎡分までの固
定資産税額が２分の１に減額されます。
対　象／以下のすべての要件を満たす住宅
　①�床面積 50㎡～ 280㎡の専用住宅
　②�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
　③�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
　①昭和 57年 1月 1日に存在していた住宅
　②現行の耐震基準に適合した改修が行われたもの
　③工事費が 50万円以上のもの
　④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ヵ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
　①�新築住宅の減額措置を受けるための要件をすべて

満たしているもの
　②�長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に

基づき、耐久性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。

　③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。

例えば…
　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

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、１/２に減額されるので
120,000 円× 1/2 ＝ 60,000 円

60,000 円が減額

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。
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特集６

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
　①�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
　②�省エネ改修工事に要する費用が50万円以上のもの
　③�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ヵ月以内に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

　別荘と賃家以外で平成 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
　①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
　②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ヵ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。児童福祉法関係

　・事業所内保育事業の用に供する固定資産
　・家庭的保育事業の用に供する固定資産
　・居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産
� 子ども保育課　☎ 995-1822

高齢者の居住の安定確保法関係
　・新築のサービス付高齢者向け賃貸住宅の固定資産
自立支援法関係
　・認定生活困難就労訓練事業の用に供する固定資産
� 社会福祉課　☎ 995-1819

　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 27年
１月１日時点ではなかったので、平成 27年度は課
税されません。平成 28年１月１日時点では、家が
存在しているので、平成 28年度から課税されます。
新築住宅の減免措置の適用も、平成 28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？

非課税・税額などの特例の
問い合わせ
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今月の写真

Photograph ７月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／松寿院

７月に咲くハスの花

青少年非行防止を呼び掛け� ７月１日

　今年も深良の松寿院でハス池の花が満開となりました。毎年７月
になると、直径20 ～30cm もある白やピンクの花が順番に咲いて
いきます。ハスの花は早朝に開いて午後は閉じてしまいます。花の
寿命は４日ほどですが、種子の生命力は1,000年以上といわれてい
ます。

　「青少年の非行・被害防止強化月間」と「社会を明るくする運動
強化月間」の街頭キャンペーンが、市内 10 カ所で行われました。
関係委員の皆さんは、街頭で乗降客や買い物客に啓発パンフレット
などを手渡しながら、非行・被害防止を呼び掛けました。

夏山の安全願う富士山須山口開山式� ７月１日

　富士山世界遺産の構成資産・須山浅間神社で、富士山登山道須山
口開山式が行われました。地元関係者など約 110 人が参列し、富
岳太鼓の演奏と共に、夏山の安全を祈願しました。雨のため、テン
トの中でテープカットを行った後、登山道を目指しました。
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31事業所の90人が煙の中の避難訓練� ７月２日

　防火協会第１回消防訓練が、消防署で行われ、防火協会に加入す
る31事業所の90人が参加しました。消防署の職員から消火器や消
火栓の使い方、通報の仕方などを学びました。また、充満する煙の
中、鼻と口を押さえながら逃げる訓練を行いました。

Photograph 2015.7

高齢者の見守りネットワークを強化� ７月３日

わあ、やわらか～い！赤ちゃん抱っこ初体験� ７月８日

交通安全の願いを短冊に� ７月３日

婦人バレーボールに13チームが参加� ７月５日

　「高齢者見守りネットワーク事業に関する連携協定」を警察署、
郵便局、新聞販売店との間で結びました。配達の途中、異変を発見
したら市へ連絡するなど、連携が強化されます。また、警察署と「徘
徊高齢者等見守りネットワーク事業に関する協定」も結びました。

　須山中学校で「みらいのパパ・ママスクール」が開かれました。
この事業は、国の少子化対策強化交付金を活用し、昨年度から市内
の各中学校で行われています。「わあ、赤ちゃんって、やわらか～い」
と生徒たちの感想。赤ちゃんと触れ合う貴重な時間となりました。

　深良幼稚園で七夕の交通安全教室が行われました。年長の園児
12 人が保護者と一緒に短冊に交通安全にちなんだ願いを書き、七
夕飾りを作りました。飾り付けの後、年少・年中の園児も加わり、
県警察音楽隊の演奏を楽しみました。

　婦人バレーボール大会が、市民体育館などで行われました。13
チーム 138 人の選手が参加し、熱戦を繰り広げました。試合は４
部リーグに分かれて行われ、１部リーグでは上ケ田チームが優勝し
ました。市民体育館改修前の最後の大会となりました。

全国の７チームが熱い戦いを� ７月４日

　障がい者野球の普及と各地域との交流などを目的に、第 12 回身
体障害者野球大会「ＤＲＥＡＭ ＣＵＰ」が、運動公園野球場など
で開催されました。地元の「静岡ドリームス」を始め、全国各地か
ら集まったチームが、年に１度の熱い戦いを繰り広げました。
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インフォメーション

Information

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、黙とうをささげてください。
�社会福祉課　995-1819

浄化槽くみとりの休止

　次の期間は浄化槽清掃業者が休
業するため、くみとりができません。
�８月 12日㈬～ 16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
�上下水道課　995-1835

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（特定記録郵便・簡易書留・市
役所窓口での受け取り）を希望す
る方は事前に国保年金課へご連絡
ください。
�国保年金課　995-1814

ベネフィ駿東
フェスティバルの開催

　会員でない方も参加できます。
�９月 6日㈰　10時～ 16時
�富士山樹空の森
�ステージイベント、ヒーローショー
（手裏剣・戦隊ニンニンジャー）、
飲食ブース、もちまきなど
�ベネフィ駿東　0550-87-7575

キャンプ場記念品
プレゼント

　県民の日にキャンプ場を利用す
る方に、すそのんのクリアファイ
ルをプレゼントします。
�８月 21日㈮
�十里木キャンプ場
�生涯学習課　992-3800

防衛大学校総合選抜
採用試験

�９月 26日㈯
�18 歳以上 21 歳未満の志操健
全、身体強健な方
９月５日㈯～９日㈬
�自衛隊三島募集案内所
　989-9111

国保高齢受給者証新規交付会

　９月１日㈫から対象となる方に
受給者証を交付します。
�８月 27 日㈭　10 時 20 分～
11時 20分
�福祉保健会館研修室
�昭和 20 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。
保険証、筆記用具など
�国保年金課　995-1814

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
子家庭などで、認定請求書を提出
し、認定された方に支給します。
支給日／４月、８月、12月の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。●８月
は児童扶養手当の更新手続きの
月です。受給資格者の方には８
月上旬に通知をお送りします。
�子育て支援課　995-1841

広報すその７月15日号
おわびと訂正

　広報すその７月15日号10ペー
ジの「ゆうりんかん千福オープン」
の記事の電話番号に誤りがありま
した。おわびして訂正します。
　×ゆうりんかん千福 995-9251

　➡
　○ゆうりんかん千福 955-9251
�障がい福祉課　995-1820

市民無料相談

�８月 20 日㈭　※受付▶終了時
刻 20分前まで
�市役所 4階会議室
相談時間・内容
　�●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。●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。●税務相談（10時～12時）
▶各種税金についての相談。
戦略広報課　995-1802
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お知らせ

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

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。
�９月４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
�介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

勤労者のための貸付制度

　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、平成 28 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】

�勤労者の方で、市内に住むため
に住宅を新築・増改築（リフォー
ムを含む）する方、土地・建物
を購入する方
貸付限度額／ 1,000 万円
返済期間／①５年② 10 年から
35年までの期間　※１年単位
貸付利率／① 0.8％② 1.0％
　※ 10年固定金利
【勤労者教育資金貸付制度】

�市内に住んでいる勤労者の方で、
自身やその子どもの高校・大学
などの教育費用が必要な方
貸付限度額／ 300 万円
返�済期間／５年　※在学期間中の
据え置き可
貸付利率／ 1.6％
�労働金庫裾野支店　993-8111
　商工観光課　995-1857

すそのスタイルvol.4発行

　テーマは「うるおい、水の恵み」
で、世界「かんがい施設遺産」深
良用水や市の水にまつわる情報を
紹介します。
市�内の配布場所／市役所、各支所、
観光協会、裾野駅、主要観光施
設、宿泊施設など
郵�送／電話で在庫確認後、住所、
氏名、連絡先、希望部数を記載
し、返信用の切手を同封して、
戦略広報課へ送付してください。
切手は、希望部数が１冊の場合

は120円分、２冊の場合は140
円分、３冊の場合は180円分を
同封してください。※１人３冊
まで
�すそのスタイルは、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。
�戦略広報課　995-1802

　〒 410-1192　佐野 1059 番地

�市内に住んでいるか通勤してい
る方
�生涯学習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。申込用紙は市公式ウェブ�

サイトからダウンロードできます。
�団体申込▶８月１日㈯～20日㈭

　個人申込▶�８月20日㈭～�
９月１日㈫

生涯学習課　992-3800
部門 期間 内容

第
１
部

展覧会 10月28日㈬～
11月１日㈰　

一般書道、篆
てん
刻、短歌、俳句、連句、

盆栽、ジュニア（書道・生け花）
吟道祭 10月31日㈯ 詩吟、詩吟体験、大合吟

囲碁大会
11月１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、アルパ、ハーモニ
カなど

第
２
部

展覧会 11月11日㈬～
　15日㈰

絵画、写真、押花絵、押絵、染色、
紙手芸、紙バンド、和紙ちぎり絵、
アメリカンフラワー、七宝焼、彫刻、
陶芸、華道、フラワーデザインなど

茶会 11月14日㈯ 表千家茶道教室
11月15日㈰ 図書館茶道教室（裏千家）

芸能祭
日舞・邦楽の部 11月14日㈯ 日本舞踊、民謡、民踊、箏曲など

芸能祭
洋舞・音楽の部 11月15日㈰

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

市民芸術祭・出展・出演・出場者募集

�●場所はいずれも市民文化センターです。●音楽祭では、大合唱（モル
ダウ）の一般出演者を募集しています。●ステージ出演は団体のみの募
集です。●展示作品には大きさ・個数の制限があります。
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インフォメーション

Information

９月　水道工事当番店 ９月　税金・料金

９月　カレンダー

※工事、修理は有料です。 納付期限：９月 30 日㈬

５日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

６日㈰ ㈲細野設備
☎992-2465

12日㈯ ㈲渡辺設備
☎992-3034

13日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

19日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

20日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

21日㈪ ㈲井上設備工業
☎997-4578

22日㈫ ㈲杉山産業
☎992-1131

23日㈬ 山崎設備
☎997-6766

26日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

27日㈰ 植松水道
☎992-4644

８月26日㈬
～９月29日㈫ 市議会９月定例会

１日㈫
防災の日
総合防災訓練

12日㈯ 敬老会

21日㈪
～30日㈬ 秋の全国交通安全運動

国民健康保険税・介護保険料 第３期分

後期高齢者医療保険料 第２期分

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（最大荷重１ｔ以上）、ガ
ス溶接技能講習●特別教育・安全
衛生教育▶伐木作業の安全衛生
講習（中小径木対応）、刈払機取
扱作業者安全衛生講習●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、アロ
マ教室、フラワーアレンジメント、手
作り木綿ぞうり教室、絵画教室
�駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

市町対抗駅伝競走大会
第２回市選手選考記録会

　この記録会の記録を、12月５日㈯
に開催される市町対抗駅伝競走大
会の出場選手選考の参考にします。
�８月 29日㈯　17時 40分集合
�運動公園陸上競技場
�選考種目／●小学男女　1500ｍ
●中学男女・高校女子　3000ｍ
●一般女子　4000ｍ●高校男
子・一般男子・壮年　5000ｍ
�●市内に住んでいるか通勤して
いる方　※小中学生、高校生は
保護者が市内に住んでいる方●
市内の中学を卒業した方
�申込用紙を生涯学習課か運動公
園、市民体育館仮設事務所（市
立水泳場）に提出してください。
�８月 27日㈭
�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。
�９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。※電話可
�９月 15日㈫
�国保年金課　995-1813

あしたか山麓裾野そばの
農業体験

　市とＪＡが特産化を進めている
あしたか山麓裾野そばの農業体験
などを行います。
�①９月５日㈯９時～※雨天順延

　②11月21日㈯９時～※雨天順延
　③12月19日㈯９時～
�①②学校給食センター近くのそ
ば畑③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３回出席できる方　
�20 人（先着順）
�①そばの種まき②収穫とそば加
工施設見学③そば打ち体験
�８月 25日㈫
� 農林振興課　995-1823

弁護士による法律相談

　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。
�９月 24日㈭　10時～ 12時
�市役所４階 401 会議室
�６組（先着順）
�予約は、９月１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。
●相談内容によっては、ほかの
相談で対応することもあります。
� 戦略広報課　995-1802
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Health

８月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

８月 4日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
８月11日㈫  9 時～ 11 時 30 分
８月18日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
８月26日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

８月11日㈫  9 時～ 11 時 30 分
８月26日㈬  9 時～ 11 時 30 分

●�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。

予約が必要です。
８月４日㈫は、クラミジア検査も実施します。
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。
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）

　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。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 3・17・24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 24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 ３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

４日㈫　９時～９時15分
平成27年２月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

18日㈫　13時15分～13時45分
平成26年２月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

25日㈫　９時～９時15分
平成25年８・９月生まれの方

２歳６カ月児
歯科教室

６日㈭　13時～13時15分
平成25年２月生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭　13時～13時30分
平成24年８月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1

外科
2 3 4 5 6 7 8

内科 外科 内科 整形 内科 内科 内科
9 10 11 12 13 14 15

外科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
16 17 18 19 20 21 22

外科 内科 内科 外科 内科 整形 ※
23 24 25 26 27 28 29

内科 外科 内科 外科 外科 内科 内科
30 31

整形 外科

裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所
地域医療課

920-2109
※22日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

　３人グループで３カ月間、生活
改善に取り組む教室です。
①８月27日㈭　９時30分～14時

　②９月30日㈬　13時～15時30分
　③11月４日㈬　13時15分～16時
福祉保健会館
�市に住民登録のある 20 歳から

74歳までの方
�15 人
�①講話「プロに学ぼうⅠ生活習
慣と体のしくみ」②健康長寿の
ための運動③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　※①受講時にお持ち
ください。
８月 21日㈮
�すその健康マイレージの対象事
業です。
健康推進課　992-5711

すその 33プログラム参加者募集
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今月の救急協力医

８月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈰

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 東医院 921-5520 高沢町

池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

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

17 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 清水館医院 993-2323 茶畑 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈫ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

19 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 頴川医院 921-5148 高島本町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

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

21 ㈮ 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

22 ㈯ 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

23 ㈰

杉山医院 972-3223 伏見 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

田沢医院 962-1205 大手町 込宮クリニック 992-8686 茶畑 西村医院 971-6510 下土狩

込宮クリニック 992-8686 茶畑 御成橋
栄クリニック 952-2525 通横町

24 ㈪ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

26 ㈬ 小林内科医院 921-2165 米山町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 坂小児科医院 931-3233  下香貫

前原

27 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

28 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 ふじわら

クリニック 924-8777 寿町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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８月後期

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 内 科 外 科 小児科

29 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

30 ㈰

武藤医院 931-0088 三園町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

31 ㈪ 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

さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

16 ㈰ ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院
924-0780 杉崎町　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

室伏歯科医院
992-2439 公文名　

23 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

吉田歯科医院
987-6118 納米里　

30 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

いながきレディース
クリニック
926-1709 宮前町　

米山歯科医院
988-8211 南一色　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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今月の救急協力医

９月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

２㈬ 旭医院 966-0031 原 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

３㈭ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

４㈮ 林医院 931-1120 住吉町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

５㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

６㈰

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

福士内科
クリニック 932-3553  下香貫

藤井原 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

７㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

８㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

９㈬ 境医院 975-8021 竹原 松原医院 962-1496 白銀町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

10 ㈭ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫

馬場

11 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

12 ㈯ 清流クリニック 941-8688 堂庭 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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９月前期

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 内 科 外 科 小児科

13 ㈰

あそうクリニック 929-7575 筒井町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

永野医院 962-4450 大岡 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

14 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 東医院 921-5520 高沢町 原小児科医院 962-0636 八幡町

15 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

６㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町　　

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢　　

13 ㈰ 沼津市立病院
924-5100 東椎路　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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９月の休館日 ７日㈪・14日㈪・17日㈭・
24日㈭・28日㈪

根上　創
そう
太
た

くん
（３歳・須山二）

入江　佑
ゆう
真
ま

くん
（２歳９カ月・御宿台）

福迫　結
ゆい
菜
な

ちゃん
（２歳 11 カ月・矢崎）

飯塚　飛
ひ
友
ゆう

くん
（３歳・伊豆島田）

勝又　央
ひろ
夢
む

くん
（２歳 10 カ月・富沢）

熊谷　華
はな
子
こ

ちゃん
（２歳９カ月・トヨタ）

MONGOL800
People People TOUR 2015

　裾野に初めてMONGOL800が登場します。通算
７枚目となるオリジナルアルバム『People�People
（ピーポーピーポー）』のリリースツアーを開催します。
と　き／11月７日㈯　18時～　※開場▶17時30分
料　金／全席指定　5,500円（税込み）
　　　　※�小学生以上有料。未就学児ひざ上鑑賞１

人まで無料。
発売日／８月15日㈯　10時～
　　　　※１人４枚まで購入できます。

8月の休館日
３日㈪・10日㈪・17日㈪・
24日㈪・31日㈪

●９月の行事予定
おはなしの会
 ５日㈯ 14時30分～ おはなしのへや
 26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

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

●新刊紹介
●すし食いねえ
著：吉橋通夫　講談社（講談社・文学の扉）

●かもめたくはいびん
著：いしいひろし　白泉社（MOE のえほん）

えほん

●あの家に暮らす四人の女
著：三浦しをん　中央公論新社

●負けない力
著：橋本治　大和書店

新書



投票受付中
９月23日中間順位発表

毎日1票の投票をお願いします

うるおいすその
No.1294

9.1
2015

恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります

企業との協働による災害に強いまちづくりを推進
8 月 6 日　トヨタ自動車㈱、トヨタ自動車東日本㈱、
三菱アルミニウム㈱富士製作所、㈱ヤクルト本社富士裾野工場と災害支援協定締結
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特集１

　富士山の眺望が自慢のパノラマロード。パノラマロードを花でいっぱいにす
る会では、パノラマロード沿いの遊休農地に、コスモスや菜の花などの景観作
物を植え、市内外の方々に富士山と花の景観を楽しんでもらう活動を行ってい
ます。今月の中旬から下旬にかけてコスモスの花が満開となり見ごろを迎えま
す。富士山をバックに咲き誇るコスモスは絶景。初秋のすばらしい景色をお楽
しみください。

富士山をバックに咲き誇るコスモス
パノラマ遊花の里 20,000㎡の花畑　今月中旬～下旬に見ごろ

第 4回『富士山パノラマ菜の花＆コスモス』フォトコンテスト入賞作品（撮影：原久子さん）

花と富士山の絶景　～パノラマ遊花の里～

　運動公園付近から富士山方面に向かう市道は、通称
パノラマロードと呼ばれ、富士山、箱根連山、愛鷹連
山の雄大な景観を楽しめる道として人気があります。
特に、ヘルシーパーク裾野入口付近からは、正面に美
しい富士山を眺めることができます。この一帯は“パ
ノラマ遊花の里”と名づけられ、春には梅や桜、菜の
花、初夏にはあじさい、秋には色とりどりのコスモス
が咲き誇り、当市の自慢の景色となっています。
　コスモスの花は、９月中旬から下旬にかけて見ごろ
を迎えます。白、赤、ピンク、オレンジ、黄色など色
とりどりのコスモスの花が約 20,000㎡の畑を埋めつ
くします。

市民協働で作った花畑、裾野から全国へ

　菜の花やコスモスの花畑は、多くの市民の皆さんと
市が協力して作り上げたものです。パノラマロードを
花でいっぱいにする会の会員の方々や市が、畑の耕う
んや草刈りを行い、種まきや草取りなどには、市民
ボランティアの方も加わって作業が行われています。
多いときは約 200 人の方々が作業に参加しています。
　“パノラマ遊花の里”は、平成 24 年度に「花咲く
しずおか」景観コンクールでの最優秀賞、平成 25年
度と 26年度に全国コンクールでの入選など多くの賞
を受賞しています。平成 26年度には池坊花

はなしょうよう
逍遥 100

選に認定され、河津桜や爪
つめ
木
き
崎
ざき
の水仙などとともに、

未来に残したい花風景に選ばれました。
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特集１

農林振興課
995-1823

パノラマ遊花の里、畑作業の１年

〔４月〕雪化粧した富士山をバックに、パノラマロー
ド沿線の桜と菜の花が咲き誇ります。

〔５月〕花の見ごろが過ぎた菜の花を刈り取り、畑を
耕し、肥料をまきます。

〔６月〕 上旬にコスモスの種をまきます。中旬～下旬
に、沿線のアジサイの花が見ごろを迎えます。

〔７月〕中旬に生育の早い黄花コスモスの種をまきま
す。草刈りや草取り作業が始まります。

〔８月〕コスモスの生育促進と景観向上のため、継続
して畑の草刈りや草取りを行います。

〔９月〕中旬～下旬に色とりどりのコスモスが見ごろ
を迎えます。畑の草刈りや草取りが続きます。

〔10月〕上旬に菜の花の種まきを行います。

一緒に花畑をつくりましょう！

　パノラマロードを花でいっぱいにする会では、
一緒に花畑作りをしてくれる方を募集していま
す。個人、団体を問いません。年会費は無料です。
入会の申し込みは農林振興課へお願いします。

土づくり

種まき

草取り

第 5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 19日㈯・20日㈰
　　　　9時～ 15時　※少雨実施
内　容／�オープニングセレモニー（19 日

11 時開会）、ステージイベント、
スタンプラリー、ジャンボふわふ
わ、バルーンアート、豚汁の無
料配布（19日のみ）、軽食など

 ☎観光協会　992-5005
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情報政策室
995-1805

特集 2

国勢調査に
ご協力くださいご協力ください
　日本に住んでいるすべての人・世帯を対象とし
て実施する国の最も重要な調査です。皆さんのご
協力をお願いします！

全ての世帯にインターネット回答用
IDを配布

� ９/10 ～９/12

パソコンやタブレット、スマートフォン
でインターネット回答
� ９/10 ～９/20

　　紙調査票を配布
　　(ネット回答のなかった場合のみ )
� ９/26 ～９/30

　　紙調査票を提出
　　(郵送または調査員へ手渡し )
� 10/ １～ 10/ ７

調査のながれ

10月１日を基準日に国勢調査を実施します！
PC・スマートフォンによるオンライン調査を導入

10 月１日㈭現在で、全国一斉に行います

　国勢調査は、統計法という法律に基づき、日本に住
んでいるすべての人・世帯を対象とした、5年に一度
実施する統計調査です。
　20 回目となる平成 27 年国勢調査は、人口減少社
会にある現在の日本の未来を描く上で欠かすことがで
きないものです。調査結果は、皆さんのくらしの向上
に幅広く役立つ基礎データとなります。

国勢調査が変わります

　今回の調査から初めてインターネットでの回答を全
国で実施します。パソコンだけでなく、スマートフォ
ンからの回答も可能となります。

９月上旬から 調査員がおうかがいします

　調査員が皆さんのお宅を訪問し、調査書類をお配り
します。今回の調査では、先にインターネットでの回
答を受け付け、インターネットで回答されなかった世
帯には紙の調査票を配布して調査を行います。
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調査事項

▶世帯員
①氏名　②性別　③出生の年月　④世帯主との
続柄　⑤配偶の関係　⑥国籍　⑦現在の場所に
住んでいる期間　⑧５年前の居住地　⑨就業状
態　⑩勤め先の名称・事業内容　⑪本人の仕事
の内容　⑫従業上の地位　⑬従業地・通学地
▶世帯
①世帯員の数　②住居の種類

特集 2

インターネット回答をしましょう！

調査票の記入・提出の義務があります

個人情報は厳格に保護されます

オススメ

注目！

　パソコンやタブレット、スマートフォンからいつでもどこでも回答できます。調査員
がおうかがいする回数が減りますので、お互いに効率的に調査をすることができます。

　統計法では、正確な統計を作成するために、調査票に記入して提出する義務（報告義
務）が定められています。調査票に記入漏れなどがあった場合、市から確認することが
あります。

　国勢調査では、統計法によって厳格に個人情報保護規定が定められています。安心し
てご回答ください。

国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください！

▶ 　国勢調査では、金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカ
ード番号などをお聞きすることもありません。

▶ 　国勢調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意ください。不審
に思った際には、回答しないで、速やかに情報政策室にお知らせください。

▶　調査員は、その身分を証明する「国勢調査員証」を携帯しています。

安心！

国勢調査の対象となる人

　調査の対象は 10月 1日現在、日本に普段住んでい
る全ての人です。普段住んでいる人とは、「すでに３
カ月以上住んでいる人」「10月 1日の前後を通じて 3
カ月以上住むことになっている人」のことです。外国
人も含まれます。

私たちの暮らしに役立てられます

　調査の結果は、高齢者の介護・医療、若者の雇用対
策、児童福祉、地域の活性化など私たちの暮らしのさ
まざまな分野で役立てられる基礎データとなります。
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市民の安全安心の向上を目指して！
三島市・裾野市・長泉町消防指令センターの運用開始

特集 3

　平成 27年 10 月６日㈫から三島市消防本部の敷
地に建設された三島市・裾野市・長泉町消防指令セ
ンターの運用を開始します。
　近年、火災や救急などに加え、災害の多様化・大
規模化が進み、消防を取り巻く環境は大きく変わっ
てきています。この施設は、高機能通信指令システ
ムを備え、消防の初動体制の確立や強化につながる
大きな役割を担います。

消防総務課 広域準備室
995-1191

● 場　所／三島市南田町４番 40号（三島市消防本部
敷地内）
● 職　員／三島市、裾野市、長泉町から 17人の消防
職員が派遣されます。
● 高機能通信指令システム／一般電話や携帯電話、IP
電話からの 119 番通報をはじめ、FAX119 番や電
子メールによるメール 119 などの通報に対応しま
す。最新の位置情報通知装置や検索装置を活用する
ことで、迅速に災害発生場所が特定でき、出動車両
を自動選別し、出動指令を行います。

　�　消防車には、車両運用端末装置が搭載され、災害
発生場所や災害情報を確認でき、情報が共有できます。

三島市・裾野市・長泉町消防指令センター

　�　また、消防救急無線がデジタルになることで、秘
匿性が高まり、災害現場で活動する隊員間で、より
確実な情報共有や指示伝達が行える通信手段が確保
されます。

▶火災などの災害テレホンサービス番号が変わります
10 月６日㈫ 17時から　☎ 983-0105　に変わります。
電話を掛けると案内メッセージが流れます。裾野市の番号「２」を入力
してください。市内で発生している火災などの案内が流れます。

▶ 休日や時間外の救急医療機関の案内テレホンサービス番号が変
わります

10 月６日㈫ 17時から　☎ 983-0115　に変わります。

▶ 119番通報のポイント
突然の災害を目の前にすると人は、緊迫感から慌ててしまいますが、で
きる限り冷静に通信指令員の問いに答えてください。発生場所の特定や
状況の把握が迅速となり、「命をつなげる」ポイントとなります。
また、いざというときのため、普段から自宅周辺の目標物や通報に使う
可能性のある電話番号などを確認しておきましょう。

昨年度の119番などの受信件数
三島市　　  6,035件
裾野市　　  2,619件
長泉町　　  1,898件
合　計　　10,552件

至箱根

至沼津

イトーヨーカドー
三島店

イトーヨーカドー
三島店

PCデポ

南小

消防指令センター消防指令センター
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９月９日は救急の日
そばに居合わせた人の救急処置で一命をとりとめる！

特集 4

消防署救急係
995-0119

　119 番通報を受けてから、救急車が現場に到着するまでの全国平均
は約８分です。当市では 7分 54秒かかっています。
　心臓が止まってしまうような重大な事故や病気は、いつどこで何が原
因で起こるかわかりません。心臓と呼吸が止まってからの時間の経過と
ともに救命の可能性は急激に低下します。救急隊が到着するまでの間に
その場に居合わせた方が自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という）
や心肺蘇生を行うと、救急隊が到着するまで何もしなかった場合に比べ
社会復帰率は約 2倍の 38.2%に保たれることがわかっています。

 市民の方による救命　　(平成 27年６月現在 )
　平成 16年７月から皆さんが、ＡＥＤを使用出来るように
なって以来、11 年が経ちました。当市における過去 10 年
間の市民によるＡＥＤの使用状況は、ＡＥＤパッド装着が
33件、ＡＥＤショック実施が７件で、社会復帰された件数
が４件でした。
　過去 10年間で４人もの尊い命が救急隊ではなく、市民の
手により救われています。

救命の連鎖と市民の役割
傷病者の命を救い、社会復帰に導くために必要となる一連の流れを「救命の連鎖」といいます。
「救命の連鎖」を構成する４つの輪が素早くつながると救命効果が高まります。

1.　�一つ目の輪は「心停止の予防」成人の突然死の原因として心筋梗塞や脳卒中が多くみられます。生活
習慣の改善や定期的な検診などで発症の初期症状で気づくことにより心停止の予防につながります。

2.　�二つ目の輪は「心停止の早期認識と通報」突然倒れた人や呼びかけても反応しない人は、心停止の可
能性があることを認識し、大きな声で助けを呼び 119 番通報とAEDの手配を依頼しましょう。

3.　�三つ目の輪は「一次救命処置（心肺蘇生とＡＥＤ）」心臓の動きと呼吸の機能を胸骨圧迫と人工呼吸
により補う「心肺蘇生」と「ＡＥＤ」であり誰でもすぐに行える処置。傷病者の社会復帰に大きな役
割を果たします。

4.　�四つ目の輪は「救急救命士や医師による高度な治療を意味する二次救命処置と心拍再開後の集中治療」
です。

「救命の連鎖」の最初の三つの輪は、現場に居合わせた市民の方によって行なわれることが期待されます。
市民の方は「救命の連鎖」を支える重要な役割を担っているので普通救命講習会に参加して、もしものと
きに備えましょう。※普通救命講習会の詳細は p20 募集を確認してください。

〔改訂４版 応急手当講習テキスト　救急車がくるまでに〕より引用　

応急手当と救命曲線▶
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特集 5

下水道供用開始区域が拡大
10月１日㈭から富沢の一部で

上下水道課
995-1835

　家庭や工場からの汚水をそのまま川に流すと、川や海
が汚れてしまいます。下水道は、私たちが使った水をき
れいな水にして自然界にもどす貴重な施設です。新たに、
10月1日（木）から、富沢の一部で、公共下水道を使用
できるようになります。使用できる区域に該当した方は、
各家庭で排水設備工事を行ってください。

下水道は、まちをきれいにする

　家庭や工場から出た汚水は、下水道に流され、処理
場できれいな水となります。このため、嫌な臭いが消
え、ハエや蚊の発生を防いでまちがきれいになります。
川や海の水質もよくなり、魚などが住む豊かな自然が
守られます。
　市内の下水道に流された汚水は、狩野川西部浄化セ
ンター（沼津市原）で水と汚泥に分けて処理されます。
　汚れた水は、きれいにされ川や海に放流されます。
汚泥は、水分をしぼって泥のかたまりにし、セメント
材料や肥料として有効利用されます。

下水道への接続工事は 6カ月以内に

　新たに公共下水道が使用できるようになると、市で
供用開始の公示をします。公共下水道を使用できる区
域に該当する方は、その区域の使用開始の公示日（10
月 1 日）から６カ月以内に、市が指定した排水設備
指定工事店に依頼し、各家庭で排水設備接続工事を
行ってください。排水設備工事は、市が指定した排水
設備指定工事店でなければ行うことができません。市
指定の排水設備指定工事店は、市公式ウェブサイトな
どで参照してください。
　くみ取り式トイレを使用している家庭では、使用開
始の公示日から３年以内に水洗トイレに切り替え、公
共下水道へ接続してください。

公共下水道の使用料は水道使用量に応じる

　公共下水道の使用料がかかるのは、排水設備接続工
事が完了し、実際に下水道の使用を開始してからです。
使用した水道の量を汚水の量として、公共下水道の使
用料を決めます。水道料金と一緒に 2カ月ごとにお
支払いください。支払いには、便利な口座振替をご利
用ください。

下水道のトラブル防止にご協力を！

　排水設備の適正な維持管理のため、次のものは台所
の流しやトイレに流さないでください。排水管がつ
まったり、損傷したりする原因になります。
●野菜くず　　　　　●廃油 (てんぷら油など )
●残飯　　　　　　　●布類
●衛生用品　　　　　●ガム
●たばこ　　　　　　●紙おむつ
●おもちゃ　　　　　●ペットシートなど
●ビニール

　ガソリン、シンナー、石油、アルコール類など
揮発性の高いものや危険物などを流すと、管の中
で爆発したり、管を傷めたりすることがあります。
　また、家庭用合成洗剤に含まれるリンは、浄化
センターで処理して取り除くことが困難です。無
リン洗剤を使うよう心がけてください。
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平成 27年度
公共下水道供用開始区域

　今回供用開始区域

　既供用開始区域
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特集 6

国保の保険証を10月１日㈭更新
国保税は期限内に納付を！
　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよ
うに、お互いに助け合う制度です。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。国保税を納めないと、保険証が交付されないことがあり、保
険制度を有効に利用できません。国保税の納付に困ったときは管理納税課
へご相談ください。

国保年金課
995-1814

10/1 から藤色の新保険証に

　現在、使っているクリーム色の保険証の有効期限は
９月30日㈬です。新しい保険証は藤色です。
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 10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／特別な理由がなく、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を受診
したときは、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。受診した後、国保年金課で特別療
養費の支給申請を行い７割分の支給を受けることがで
きます。このとき支給される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。

税金の納付に困ったときは相談を

　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

旧

新
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特集 6

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
越したときなどには、さまざま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、その医療費の市国保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
保税を納める必要があります。

退職者医療制度とは？

　長年勤めていた会社などを退職した方は、国保の退
職者医療制度の対象になります。
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。

　※該当する方には、退職者用の保険証を送ります。

 　  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 ほかの市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめた（会社をやめた） 職場の健康保険をやめた証明書

職場の健康保険の被扶養者でなくなった 被扶養者でなくなった証明書

子どもが生まれた 認め印

生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書

国
保
を
脱
退
す
る

市外に転出する 保険証

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

そ
の
ほ
か

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
が目印です
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裾野市富士市

富士宮市

小山町

御殿場市

山中湖

山中湖村

富士吉田市鳴沢村
富士河口湖町

河口湖

精進湖 西湖

富士山

本栖湖

身延町

忍野村

UTMF
STY

田貫湖

UTMFスタート

STYスタート

ゴール

UTMF・STYコース図＆県内各市町ASグルメスタンプラリー情報

裾野市／富士山資料館

裾野市特産モロヘイヤ入り 9月26日㈯ 9時～13時
無料
100食

と  き
価 格
提供数すその水ギョーザ

御殿場市／御殿場口太郎坊
みくりやそばでおもてなし！

と  き
価 格
提供数

9月26日㈯ １時～17時30分
100円
100食

ミニみくりやそば

小山町／道の駅「すばしり」
ようこそ「すばしり」へ！

と  き

価 格
提供数

米粉のカレーパン
9月25日㈮・26日㈯ 
各９時～17時
300円（通常380円）
300食

富士宮市／大原富士宮ビガークラブ北

元祖ご当地グルメ！

富士市産の濃厚な味わい

※駐車場：日本建築専門学校（シャトルバス有り）

富士市／富士山こどもの国
（AS/STYスタート地点の2か所）

富士宮やきそば

「富士ブルーベリー共和国」

A  S /9月25日㈮ 22時～
　　 　　26日㈯ 12時
STY/9月26日㈯ 10時～13時
ジュース/200円・各50杯
ジェラート/350円・各25食

9月25日㈮ 20時30分～
　 26日㈯  5時
300円
100食

と  き

と  き

価 格
提供数

価格・
提供数

・ブルーベリージュース
・ブルーベリージェラート

「富士ブルーベリー共和国」

㈮ 22時～

9月26日㈯ １時～17時30分

9月25日㈮ 20時30分～ 9月25日㈮・26日㈯ 

300円（通常380円）

　各AS周辺などで、一部交通規制
が行われます。路上駐車は絶対に
しないでください。詳しくはUTMF
公式ホームページをご覧ください。

9月26日㈯ 9時～13時

※商品写真はイメージです。実物とは異なる場合があります。

生涯学習課
992-3800

ウルトラトレイル・マウントフジ2015
9月 25日㈮～ 27日㈰

特集 7

　今年 4回目となるウルトラトレイル・マウントフジ（UTMF）は、
富士山麓の登山道、歩道、林道など、1周約168kmを走りつなぐ
トレイルランニングの世界大会です。約 2,500 人（予定、うち海
外 500人）の参加者が世界中から集まり、美しい富士山麓の自然
を背景に、自らの限界と戦います。
　静岡県側のコースは、裾野市、富士宮市、富士市、御殿場市、
小山町を通過します。各市町では、エイドステーション（休憩所・
以下AS）を設け、自慢のご当地グルメなどで選手をもてなします。

ご当地グルメを食べて応援しよう！

　応援者や観光客も、各ASで地元が誇るご当地グル
メを楽しむことができます（基本有料）。
　また、グルメを食べるともらえるスタンプを集める
と、数に応じて、河口湖八木崎公園の景品交換所で
UTMFオリジナルグッズや地元特産品などと交換で
きるスタンプラリーも実施しています。
※選手向けのおもてなしグルメとは内容
　が異なる場合があります。
※提供数がなくなり次第終了となります。
【UTMF公式ホームページ】
http://www.ultratrailmtfuji.com/

2015年大会概要　※出場申し込みは終了しました。

UTMF （ULTRA-TRAIL Mt. FUJI）
　とき／�9月25日㈮�13時～
　スタート&ゴール／河口湖�八木崎公園（山梨県）
　距離／約168km（累積標高差�約8,337m）�
　制限時間／46時間� �参加人数／1,450人（予定）
STY （SHIZUOKA To YAMANASHI）（ハーフコース）
　とき／9月26日㈯�12時～
　スタート／富士山こどもの国（富士市）
　ゴール／河口湖�八木崎公園（山梨県）
　距離／約80km（累積標高差�約4,610m）�
　制限時間／20時間� 参加人数／1,050人（予定）

※提供数がなくなり次第終了となります。
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裾野市特産モロヘイヤ入り 9月26日㈯ 9時～13時
無料
100食

と  き
価 格
提供数すその水ギョーザ

御殿場市／御殿場口太郎坊
みくりやそばでおもてなし！

と  き
価 格
提供数

9月26日㈯ １時～17時30分
100円
100食

ミニみくりやそば

小山町／道の駅「すばしり」
ようこそ「すばしり」へ！

と  き

価 格
提供数

米粉のカレーパン
9月25日㈮・26日㈯ 
各９時～17時
300円（通常380円）
300食

富士宮市／大原富士宮ビガークラブ北

元祖ご当地グルメ！

富士市産の濃厚な味わい

※駐車場：日本建築専門学校（シャトルバス有り）

富士市／富士山こどもの国
（AS/STYスタート地点の2か所）

富士宮やきそば

「富士ブルーベリー共和国」

A  S /9月25日㈮ 22時～
　　 　　26日㈯ 12時
STY/9月26日㈯ 10時～13時
ジュース/200円・各50杯
ジェラート/350円・各25食

9月25日㈮ 20時30分～
　 26日㈯  5時
300円
100食

と  き

と  き

価 格
提供数

価格・
提供数

・ブルーベリージュース
・ブルーベリージェラート

　各AS周辺などで、一部交通規制
が行われます。路上駐車は絶対に
しないでください。詳しくはUTMF
公式ホームページをご覧ください。

※商品写真はイメージです。実物とは異なる場合があります。

あの その すその 魅力 Sen!

応募用紙は、裏面にあります。
パソコン、スマートフォン、携帯電話からは直接、応募できます。

1,000 個（Senko）、選定（Sentei）、発信（Send）

「裾野の魅力」を大募集

http://www.city.susono.shizuoka.jp/ss/info/2015/07/15-1100.phpパソコン用応募ページ

スマートフォン用
応募フォーム

携帯電話用
応募フォーム

　裾野市に眠る「隠れた魅力や眠れる資源」を発掘するため、「裾
野の魅力」を募集します。魅力は 1,000 個を目標に収集し、デー
タベース化して情報発信に利用します。
　「伊豆島田から桜堤への散歩コースで見かける○○の花がきれ
い」「○○さんちのほうれんそうがおいしい」「○○の碑が○○区
グラウンドにある」など、皆さんが感じる「裾野の魅力」であれば、
何でも構いません。
　10件以上応募いただいた方には、抽選で「すそのんのぬいぐるみ」
などをプレゼントします。

せん

10月30日㈮
応募締切

戦略広報課　995-1802
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１１ 応応募募者者

氏 名
（ふりがな） 性別 年齢

連絡先
〒 Tel : 

Fax : 
E-mail : 

２２ 魅魅力力のの名名称 // 分分類類

魅力の名称

（ふりがな）

（例：　○○月の○○から見た富士山）

分 類
□富士山 □自然・風景 □動植物 □歴史 □文化 □食 □人物
□そのほか（                                                   ）
※該当するものに印（　）をつけて下さい。

３３ 魅魅力力のの概概要要 // 推推薦薦理理由由

魅力の概要

（魅力がどのようなものか、具体的に記入してください）

推薦理由

（魅力のすばらしい点を記入してください）

※個人情報は、この募集以外には使用しません。

複数応募するときは、この用紙をコピーしてお使いください。

あの その すその

応募用紙魅力Sen!
「裾野の魅力」を大募集

　「裾野の魅力」には、五竜の滝や須山浅間神
社など、広く知られている自然や歴史、文化だ
けでなく、「自宅の庭の桜の木がきれい」「自分
の住んでいる地区のお神輿が自慢」なども含ま
れます。あなたが感じている「裾野の魅力」を
教えてください。有形・無形は問いません。

応募方法／メール、FAX、郵送または直接、
戦略広報課に提出してください。

募集締切／10月30日㈮

申し込み・問い合わせ／戦略広報課
〒410-1192　佐野 1059 番地
電話 995-1802　FAX992-1546
Eメール kouhou@city.susono.shizuoka.jp

【例】
「○○月の○○から見た富士山」のように具体的に記述
●富士山　
　・9月に三国峠から見る夕暮れの富士山 
●自然・風景 
　・十里木氷穴の溶岩樹型 
●動植物 
　・須山口登山歩道のフジアザミ 
●歴史
　・源頼朝の富士の巻狩 
●文化 
　・旧植松家住宅の茅葺き屋根
●食
　・不二聖心の紅茶「ただにしき」 
●人物
　・宗祇

FAX送信先　992-1546　戦略広報課　宛
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臨時福祉給付金
１人につき6,000 円を支給

特集 9

社会福祉課
995-1819

　消費税率引上げの影響などを踏まえ、所得の低い方の負担を軽減する
ため、昨年度に続き、暫定的、臨時的措置として臨時福祉給付金を支給
します。対象となる方は、申請期間中に手続きを行ってください。

992-8660
10/1 ～ 12/28（土日・祝日を除く）

８時 30分～ 17時 15分

給付金専用ダイヤル

給付要件

支 給対象者／平成 27年１月１日時点で当市に住民登
録があり、平成 27年度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。

　※ �DV被害者や児童福祉施設などに入所している
児童が、当市に住民登録をしないで、当市に住ん
でいる場合、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。

支給額／１人につき 6,000 円
基準日／平成 27年１月１日

申請は平成 28年 2月 1日㈪まで

　給付金を受けるためには、申請が必要です。対象の
方には、案内書類を郵送します。
申請期間／ 10月１日㈭～平成 28年２月１日㈪
　※土日・祝日、年末年始を除く
申 請方法／市役所地下会議室の受付または、郵送で手
続きをしてください。　

　※ �1月4日㈪以降は、社会福祉課で受付を行います。
必要な書類
　①申請書
　②�振込口座が確認できる書類（金融機関名、口座番

号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード
の写し）

　�　※�昨年度の臨時福祉給付金を当市から受け、今年
度も同じ口座への振り込みを希望する場合は省
略できます。

　③�本人確認ができるもの1点(住民基本台帳カード、
運転免許証、旅券、保険証など　※写し可 )

給付金の支給は口座振込

　申請後、審査が行われます。審査の結果や支払日な
どは、10月中旬ごろから随時通知します。給付金の支
給が決定すると申請書に記載された口座に支給します。

そのほか

●�今年度は、子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給
付金のどちらの要件にも該当する場合、両方を受け
取ることができます。それぞれ申請が必要です。

●�子育て世帯臨時特例給付金については広報すその６
月１日号をご覧ください。申請は 10月１日㈭まで
です。子育て世帯臨時特例給付金に関するお問い合
わせは子育て支援課（☎995-1841）へお願いします。

●原則として、申請期間外の申請は受付けられません。
●�申請期間などは、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。

　　　　　振込詐欺・個人情報の詐取

　�　子育て世帯臨時特例給付金や臨時福祉給付金名
目の振込詐欺や個人情報の詐取にご注意くださ
い。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電話がか
かってきたり、郵便が届いたりした場合は、市か
警察にご連絡ください。　

　�　市や厚生労働省などが次のようなことをお願い
することは絶対にありません。

　●�ＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）
の操作をお願いする。

　●�給付金を支給するために、手数料などの振り込
みを求める。

　●通帳やキャッシュカードを預かる。
　●�フリーダイヤルや携帯電話への連絡をお願いす

る。
� 警察相談専用電話　＃ 911010/1 ～ 12/28（土日・祝日を除く）

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

注意！
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今月の写真

Photograph ７月・８月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／運動公園

夜空を彩る9000発の花火
（多重露光撮影）

籐工芸の「すそのん」を寄贈 ７月16日中国獅子舞で友好30周年を祝う ７月12日

　富士山すその大花火大会が8月1日㈯に行われました。今年は低
い雲が垂れ込めていたため、大玉花火は雲の中に隠れてしまいまし
た。それでもレーザー光線と音楽に合わせてスターマインが打ち上
げられると、33,000人の来場者からは大きな歓声が上がってい
ました。写真は、いくつかの花火を重ね合わせて撮影した作品です。

　籐工芸で作った「すそのん」2体が、シルバー生きがい教室で講
師を務める中村勝茂さんから、市へ寄贈されました。大きい作品の
制作には3～4日、小さいものには1～2日かかるそうです。作品は、
市役所1階ロビーに展示されています。

　市民文化センターで、日中友好協会30周年記念式典と日中まつ
りが行われました。関係者約200人が出席する中、7人の功労者が
表彰されました。式典終了後、中国獅子舞が登場し、演奏に合わせ
て客席やステージを練り歩き、30周年を祝いました。
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Photograph 2015.7・8

ハワイアン“すそのん”が登場 ７月20日

　ママチャレ！が、市民文化センターで開催され、多くの親子連れ
が訪れました。子育て中のママたちが講師となって、講座や教室を
開きました。 “すそのん”との記念撮影では、モレ（腰みの）を着
けた“すそのん”が登場。親子と一緒に記念撮影を行っていました。

男女共同参画の活動推進で知事褒賞 ７月30日

15人が中体連東海・全国大会に出場 ８月４日川底の石の下から水生生物を発見 ８月１日

大絵図や古文書を虫干し ８月１日

　波越直義さんが、県男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒
賞の受賞報告のため、市役所を訪れました。波越さんは平成26年
度までの10年間、市男女共同参画市民委員会委員を務め、地域活
動でも男女共同参画社会の実現に向けて尽力しました。

　中体連東海・全国大会出場選手12人が市役所を訪れました。合
宿などの都合により3人が欠席となりましたが、訪れた選手たちは
それぞれ大会への意気込みを語りました。髙村市長は「当日はベス
トを尽くしてください」と選手たちに声援を送りました。

　中央公園内の黄瀬川と佐野川の合流点付近で、親子水生生物調査
が行われました。狩野川水系水質保全協議会裾野長泉支部の主催で
毎年行われているもので、10組22人の親子が参加しました。前年
並みの11種類のトビゲラやカゲロウ類の生息を確認しました。

　深良地区郷土資料館運営委員会では、深良コミセン２階で、大絵
図や深良用水に関する古文書などの虫干しを行いました。集落ごと
に公有林野を記した大絵図の大きさは、幅約2.7ｍ、長さ約６ｍに
なります。この虫干しは年1回行われ、一般にも公開されます。

市民水泳大会で新記録続出 ８月１日

　第54回市民水泳大会が市立水泳場で行われ、小学１年生から一
般まで、66人の選手がタイムを競い合いました。自由形20m小
学２年男子や同100m小学５年男子、平泳ぎ50ｍ・100ｍ小学
６年男子など５種目で大会新記録が誕生しました。
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インフォメーション

Information

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
深めるための記念日です。
９月 10日㈭　16時～
ベルシティ裾野
PRグッズの配布など
上下水道課　995-1835

県から浄化槽法定検査の
案内があります

　県からダイレクトメールまたは
電話で浄化槽法定検査の案内があ
ります。
９月上旬～中旬
�前回の法定検査（浄化槽法第
11 条に基づく法定検査）の検
査日から１年以上経過している
市内の浄化槽管理者
�県生活科学検査センター検査推
進課　054-621-5863

食生活に関する講演会
「楽しく食べて、健康に！」

　高齢期の食生活や健康管理につ
いての講演会を開催します。どな
たでも参加できます。

10月３日㈯13時 30分～ 15時
福祉保健会館
�コレステロール、カルシウムと
体のメカニズムや、肥満とやせ
すぎがもたらすリスクなど
80人（先着順）
� ライフサポートセンターしず
おか東部事務所　929-9820
 929-9825

ソフトテニスの日練習会

　９月 20日は県ソフトテニスの
日です。運動のできる服装でお越
しください。
９月 20日㈰　９時～ 12時
運動公園テニス場
小学生以上の市民の方
ラケット　※貸出可
ソフトテニス協会（大川）
　997-0084

国保高齢受給者証新規交付会

　10 月１日㈭から次の方が対象
となり、受給者証を交付します。
９月 24日㈭

　10時 20分～ 11時 20分�
福祉保健会館研修室
�昭和 20 年９月２日～ 10 月１
日に生まれた方
�対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995－ 1814

富士山資料館
「野草ミニ観察会」

　申し込みは不要です。当日、会
場に直接お越しください。
�９月 20日㈰　９時 30分～ 11
時 30分
富士山資料館周辺
�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
入 館料／大人 210 円、小・中学
生 100 円
�車で来る方は、第２駐車場をご
利用ください。
富士山資料館　998-1325

地域猫セミナー in すその

�９月 13日㈰　13時 30分～
16時 30分
生涯学習センター
�人とネコとの適切な関係、ネコ
問題の解決方法
講 師／NPOねこだすけ　工藤久
美子さん
すそのアニマルハート

　090-9171-3785（福島）
　生活環境課　995-1816

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
主の方
　 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
中小企業の事業主の方（企業の
所在地は２市２町内外を問いま
せん）
�提携施設サービス／商店や遊園
地など 170 施設と提携し、料
金の割引や補助をします。
　 イベント事業／日帰りバスツ
アーやゴルフ大会などに会員料
金で参加できます。
　 給付事業／慶弔金の給付や人間
ドック費用の助成をします。
�入会金／１人につき 1,000 円
（全額事業主負担）
　�会費／１人月額 1,000 円（半
額以上事業主負担）
ベネフィ駿東
　0550-87-7575
　商工観光課　995-1857
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お知らせ

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

戦没者などの遺族の方に
第10回特別弔慰金を支給

　戦後 70 年にあたり、平和と繁
栄の礎となった戦没者などの尊い
犠牲に思いをいたし、改めて弔慰
の意を表すため、戦没者などの遺
族の方に特別弔慰金（記名国債）
を支給します。
�戦没者などの死亡当時の遺族の
方で、平成 27年 4月 1日㈬に
公務扶助料や遺族年金などを受
ける方がいない場合に、次の順
で先順位の遺族の方１人に支給
します。

　⑴弔慰金の受給権者
　⑵戦没者などの子
　�⑶�①父母②孫③祖父母④兄弟姉

妹　※戦没者などと生計関係
があった方のみ

　�⑷�⑶以外の①父母②孫③祖父母
④兄弟姉妹

　⑸⑴～⑷以外の三親等内の親族
　�　�※戦没者などの死亡時まで引

き続き１年以上生計関係あっ
た方のみ

平成 30年４月２日㈪
社会福祉課　995-1819

そばの花まつり

９月 19日㈯　９時～ 14時
　※荒天の場合は 20日㈰に順延
富士山資料館東側そば畑
�あしたか山麓裾野そば実食販売、
あしたか牛カレー、新鮮野菜販
売、親子チャレンジイベント
JA なんすん泉支店

　992-2020

呼ぼう！「身近な先生」
生涯学習人材登録制度

　生涯学習人材登録制度は、手芸、
歴史、環境などさまざまな分野で
知識や技術を持っている方を講師
として登録し、地域や学校、グルー
プの活動などで学習するときに指
導してもらう制度です。講師に指
導してもらいたい方や講師として
登録したい方を募集しています。
�講師や指導内容は、生涯学習情
報誌「for�you」で紹介してい
ます。「for�you」は、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。
生涯学習課　992-3800

http://www.city.susono.shizuoka.
　��jp/life/ed/jyouhousi-2.php

県東部からＪリーグを目指す
　　　　　“アスルクラロ沼津”を応援に行こう！

　Ｊリーグ参入を目指し、日本フットボールリーグ
（ＪＦＬ）で戦っているアスルクラロ沼津が９月 13
日㈰に当市で試合を行います。当日、裾野市民と証
明できるものを持って来場した方に、この試合を無
料で観戦できる招待券をプレゼントします。

第17回日本フットボールリーグセカンドシーズン第８節
アスルクラロ沼津 vs ＭＩＯびわこ滋賀

９月 13日㈰　15時キックオフ
　※開場▶ 13時
運動公園陸上競技場
�詳しくは、アスルクラロスルガ㈱のウェブサイト
をご覧ください。

　　　 　

http://www.azul-claro.jp/
アスルクラロスルガ㈱　929-8811
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インフォメーション

Information

市民無料相談

９月 24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・問い
合わせなどの相談。行政相談委
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。
戦略広報課　995-1802

普通救命講習会参加者

９月 13日㈰　９時～ 12時
消防庁舎３階災害対策室
中学生以上の方
�AED（自動体外式除細動器）
　を使った心肺蘇生法の習得
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
込用紙は市公式ウェブサイトか
らダウンロードできます。
消防署救急係　995-0119

2015第２弾 ママチャレ！
ハロウィーンイベントスタッフ

　ママチャレは、子育て中の母親
にチャレンジの場を提供し、地域
での活躍の場を広げる手伝いをす
るものです。親子で参加できるハ
ロウィーンイベントを行うスタッ
フを募集します。

10月 24日㈯・25日㈰
�市民文化センター（フェスタす
その内）
�海外に住んだことがあり、海外
でのハロウィーンの経験がある
子育て中の方
５人程度
９月 18日㈮
NPO法人メープル

　965-3680
　子ども保育課　995-1822

防衛省採用試験

�①防衛医科大学校看護学科学生
10 月 17 日㈯�②防衛医科大学
校医学科学生 10 月 31 日㈯、
11月１日㈰�③防衛大学校学生
11月７日㈯・８日㈰�④陸上自
衛官（看護）11月 28日㈯
�①②プラサヴェルデ（沼津市大
手町）③日大三島国際関係学部
（三島市文教町）④未定
�①②③高卒 (見込 )21 歳未満の
方、④看護師免許を有し、保健
師・助産師免許を有する方（見
込含）で 36歳未満の方
�①②③９月５日㈯～ 30日㈬

　④９月１日㈫～ 30日㈬
�２次試験日は１次試験の合格発
表時に指定します。
自衛隊三島募集案内所
　989-9111

とき 内容

10月７日㈬
13:30～15:00

「脳の健康チェック」
認知症予防講演会の復習を行い、ファイ
ブコグという検査をします。

10月16日㈮
13:30～15:00

「脳の健康チェック結果報告会」
脳のトレーニングをします。

10月28日㈬
13:30～15:30

「音楽と運動で脳トレ①」
講師紹介、教室の説明、健康チェックを
行います。音楽と運動で脳を活性化しま
しょう。

11月９日㈪
13:30～15:30

「音楽と運動で脳トレ②」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化
しましょう。

11月17日㈫
13:30～15:30

「音楽と運動で脳トレ③」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化
しましょう。

11月27日㈮
13:30～15:30

「音楽と運動で脳トレ④」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化
しましょう。

　認知症の知識を深め、予防へ
とつなげます。
須山地区研修センター
�おおむね 65 歳以上で、昨年
度受講していない方

30人
９月７日㈪～ 30日㈬
�すその健康マイレージ対象事
業です。
介護保険課　995-1821

脳いきいき教室（２コース）

20
2015.9.1



お知らせ

キラリ輝く子育て人材発掘支援
保育施設現場見学会参加者

　保育現場で働きたい方や保育現
場に興味があり、今後の就職先と
して検討したい方向けの保育施設
の現場見学会を開催します。

�10 月 15 日㈭　９時 30 分～
11時 30分
御宿台保育園
市内に住んでいる方
�５人　※応募者多数の場合は、
主催者で選考し、決定します。
�子ども保育課にある受講者申込
書に必要事項を記入し、提出し
てください。
９月 18日㈮
子ども保育課　995-1822

歯から始まる健康ライフ
講座受講者

　講座終了後は、8020 推進員と
して、ボランティア活動への参加
をお願いします。

�10 月 15 日㈭　13 時 30 分～
15時 30 分　※受付▶ 13時～
13時 20分
福祉保健会館３階研修室
�市に住民登録がある 20 歳以上
の方
�歯科医師による歯や口の基礎知
識や歯周病と全身の健康の関係
などについての講義、歯科衛生
士によるブラッシング方法、歯
間清掃用具の使い方などの実技
30人
10月８日㈭
すその健康マイレー

　ジ対象事業
健康推進課

　992-5711

駿東地域職業訓練センター
10月講座

�●技能講習▶玉掛け技能講習、
車輌系建設機械運転技能講習
（整地・運搬）、車輌系建設機械
運転技能講習（解体）●特別教
育・安全衛生教育▶アーク溶接、
刈払機取扱作業者安全衛生教育
●自主訓練▶造園管理講座●パ
ソコンコース▶パソコン入門、
ワード基礎、エクセル基礎、ワー
ド活用、エクセル活用、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

市民活動・NPO活動のための
助成金講座参加者 �

　市民活動などに対して助成金を
交付する側の方を講師に招き、助
成金申請のポイントなどを学びま
す。どなたでも参加できます。
�９月 12 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
生涯学習センター２階学習室
講 師／県共同募金会　藤原由佳子
さん
20人�
�市民活動センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、提出す
るか、電話または FAX、メー
ルで講座名と申込者の名前、電
話番号を連絡してください。
９月８日㈫
市民活動センター　950-8875
992-4047
�scenter@machitera.jp

市民ソフトボール大会
参加チーム

10 月 18 日㈰　８時 30分～�
総合グラウンドなど
�市内の１行政区単位の男女の
チーム（学生を除く）　※同じ
地区体育委員会内で複数行政区
の混成可
１チーム 2,000 円
�所定の申込書に必要事項を記入
し、市民体育館仮設事務所（市
立水泳場）に提出してください。
９月４日㈮～ 10月４日㈰
スポーツ祭運営委員会
　993-0303

市町対抗駅伝競走大会
第３回市選手選考記録会

　この記録会の記録を、12 月５
日㈯に開催される市町対抗駅伝競
走大会の出場選手選考の参考にし
ます。
９月 12日㈯　17時 40分集合
運動公園陸上競技場
選 考種目／●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
�●市内に住んでいるか通勤して
いる方　※小中学生、高校生は
保護者が市内に住んでいる方

　●市内の中学を卒業した方
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、生涯学習課か運動公園、
市民体育館仮設事務所（市立水
泳場）に提出してください。
９月 10日㈭
生涯学習課　992-3800
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インフォメーション

Information
�９月５日㈯９時から受け付けま
す。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。
東西公民館　992-6677

消費者相談室 Counseling Room

Q 日本年金機構の職員を名乗る人から電話があり
「あなたの年金情報が流出している。年金の

振込口座を変えた方がよい」と言われた。怪しいと
思い電話を切ったが、詐欺だったのだろうか。

Ａ 日本年金機構における個人情報の流出に便乗
した詐欺に関する相談が寄せられています。

「流出した年金情報を削除してあげる」「キャッシュ
カードを預けて」「口座番号を教えて」などと不審な
電話や勧誘があっても相手にせず、すぐに電話を切っ
てください。今回の情報流出に関して、日本年金機
構や消費者庁、国民生活センター、消費生活センター、
市役所などの職員から消費者の方へ電話やメールで
連絡することはありません。また、医療費や年金、
保険料の還付金があるという電話も詐欺の可能性が
あります。注意してください。不安なときは、消費
生活センター、警察、市役所にご相談ください。

●洗濯用パック型液体洗剤に気をつけて！
　洗濯用のパック型液体洗剤は、新たな形の洗濯用
洗剤として、近年、日本でも製造販売されています。
計量の必要がなく簡便という利点がありますが、
「フィルムが破れて目に入る」「子どもが菓子など
誤って口に入れる」などの事故情報が寄せられてい
ます。
　事故を防ぐために、以下の点に気をつけてください。
①フィルムは水に溶けやすいため、子どもが握った
り噛んだりして遊んでいるうちに破れるケースが多
く、３歳以下の乳幼児に事故が集中しています。子
どもの手の届かないところに保管しましょう。また、
使用後は必ず蓋を閉めましょう。
②ぬれたまま保管するとフィルム同士が張り付き、
はがす際に破れやすくなるため、
ぬらさないよう注意しましょう。

消費生活センター
995-1854

視覚障がい者交流会

　水族館を見学し、視覚に障がい
のある方同士の交流を深めます。

10月６日㈫�９時 30分～ 16時
　※受付▶９時～
あわしまマリンパーク

　※集合▶福祉保健会館
視覚障害１・２級の方
25人程度
９月 15日㈫

�希望する方は、自宅と福祉保健
会館の間の送迎を行います。
社会福祉協議会　992-5750

陶芸講座受講者

　皿や茶碗など自分の作りたいも
のをつくります。
９月 26日㈯・27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
て、２日間受講できる方
20人（先着順）
受講料400円、材料費3,000円

データバンク
８月１日現在

消費生活センター便り Center News

人　口　53,110人� （+36人）
　男　　27,046人� （+17人）
　女　　26,064人� （+19人）
世　帯　21,342世帯（+7世帯）
内、外国人� 673人�358世帯
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Health

９月の健康コーナー 健康推進課

 992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間
９月 １日㈫ 17時～ 19時 45分
９月 ８日㈫  9 時～ 11時 30分
９月15日㈫ 13時～ 15時 30分
９月30日㈬  9 時～ 11時 30分

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

●�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。

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

　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。

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
相談を希望する方

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㈭
８時45分～９時 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
を希望する方

成人食事健康相談 ７日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 ９日㈬・25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

８日㈫　９時～９時15分
平成27年３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26年３月生まれの方

２歳児
親子教室（栄養）

29日㈫　９時～９時15分
平成25年８・９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25年３月生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭　13時～13時30分
平成24年９月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 ５

内科 整形 内科 外科 内科

6 ７ 8 9 10 11 12
整形 外科 内科 整形 外科 内科 内科

13 14 15 16 17 18 19
外科 外科 内科 内科 内科 内科 整形

20 21 22 23 24 25 26
内科 内科 内科 内科 外科 内科 整形

27 28 29 30
外科 外科 内科 外科

裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109
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今月の救急協力医

９月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16㈬ 小林内科医院 921-2165 米山町 酒井医院 966-1755 今沢 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

17㈭ 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

18㈮ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

19㈯ 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

20㈰

白石医院 951-4593 市道町 沼津市立病院 924-5100 東椎路

柿田川医院 973-3601 柿田 杉谷小児科医院 923-6543  筒井町

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

21㈪

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

望星第一
クリニック 922-0222 柳町 白十字小児科医院 933-5111  下香貫

馬場

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

22㈫

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田 守重医院 931-2511  我入道

江川
さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

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

23㈬

岡田医院 921-5321 新宿町 西方外科医院 921-1333 共栄町

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 坂小児科医院 931-3233  下香貫

前原

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

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

25㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 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

26㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911  上香貫

蔓蛇ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

診療時間　 平日 17時～ 21時　土曜日 12時～ 18時　日・祝日 ８時～ 18時
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９月後期

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 内 科 外 科 小児科

27㈰

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

今井医院 921-3211 五月町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

鈴木医院 993-0430 佐野 東医院 921-5520 高沢町

28㈪ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

29㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中医院 921-2053 高島町

30㈬ 小林医院 966-7700 今沢 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

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

20㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島　　

本多眼科医院
931-1519 御幸町

小島レディースクリニック
952-1133 大岡

秋山歯科医院
986-1390 下土狩

21㈪
さわだの森耳鼻咽喉科
クリニック
929-8787 西沢田　

木村眼科医院
967-4611 原　　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑

22㈫
しんふじ耳鼻咽喉科
クリニック
0545-65-0600 川成新町

静岡医療センター
975-2000 長沢

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩

23㈬ 静岡医療センター
975-2000 長沢

中ノ森眼科
921-3217 緑ケ丘

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

27㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

永井眼科
980-1777 萩　

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

小川歯科医院
993-3200 佐野

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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御師と京都への旅

　江戸時代には庶民も盛んに旅をするようになり、
このとき必ず「往来手形」という身元証明書を携行
しました。これは主として菩提寺が発行し、関所を
通るときに検閲を受けました。
　右下の手形は、神

じんぎかんれいちょうじょう
祇管領長上（吉田家）の山田阿

波介が発行し、「所々御
おあらためどころ

改所」とあるように、関所
を滞りなく通行できるように証明したものです。こ
の文書によると、須山村冨士浅間祝

ほおり
の渡辺隼人と社

人の土屋八大夫ら５人が、神祇道の勉学のために京
都へ行っていたことがわかります。
　この文書が書かれた文
久年間（1861 ～ 64）には、
坂下門外の変、長州藩に
よる下関戦争、生麦事件
に端を発した薩英戦争な
どが起きていて、日本全
体が尊

そんのうじょうい
皇攘夷運動の嵐の

中にありました。京都も
さぞ騒然としていたこと
と思われます。 

おやこで楽しむ！
トランペットコンサート

　トランペットの生演奏に合わせて、一緒に歌った
りリズムをとったり…。心とからだで自由に感じて
参加することができる、楽しさいっぱいのコンサー
トです。子どもたちにぜひ、楽器の生演奏を聴かせ
てあげてください！
と　き／10月17日㈯　14時～�
　　　　※開場▶13時30分
発売日／９月５日㈯　９時～
料　金／�全席自由席（税込み）
　　　　大人　1,000円
　　　　子ども（３歳以上高校生以下）　500円
　　　　親子（大人1人・子ども1人）　1,200円　
　　　※３歳未満は大人券１枚につき１人無料
出　演／�高見　信行（トランペット）
　　　　城　綾乃（ピアノ）
そのほか／�コンサート当日12時30分から、エント

ランスホールで楽器作りワークショップ
を開催します。参加費は無料です。空の
ペットボトルをお持ちください。

同チームは、５月の駿東地区大会で優勝し、６月の
東部大会に出場しました。東部大会の予選ブロック
全勝、決勝トーナメントでも勝ち上がり、決勝では、
富士市鷹岡のチームに惜しくも敗れましたが、準優
勝で県大会への出場を獲得しました。
　県大会の決勝トーナメントは、準決勝で西部１位
の強豪チームが対戦相手でした。普段から仲良しの
選手たちは、抜群のチームワークで見事に勝利しま
した。決勝戦の相手は、くしくも東部大会決勝戦と
同一となる宿敵鷹岡となりました。結果は残念なが
ら敗れてしまいましたが、県大会準優勝の快挙を果
たしました。
　選手たちは、「準優勝は嬉しかったが、鷹岡にリ
ベンジしたかった」「次の大会ではリベンジして優
勝したい」と語っていました。
　同大会の優秀選手として、ベストファイターズか
ら川口美空さん（東小６年）と笠間優花さん（同）
の２人が選ばれました。
　なお、同チームでは、一緒にプレーする新入団員
を募集しています。
問合せ／保護者会の川口さん　☎090-5617-6818

　ミニバスケットボール県大会のシャンソンカップ
決勝トーナメントが７月５日㈰に富士宮市民体育館
で開催され、「裾野ベストファイターズ」が準優勝
しました。
　粘りのデフェンスと走り負けないことが持ち味の

ミニバスケットボール県大会で準優勝
「裾野ベストファイターズ」スポーツ少年団

9月の休館日
７日㈪・14日㈪・24日㈭・28日㈪

手形 (渡邉家文書 )



最も重要な統計調査の
一つです。
ご協力お願いします！

国勢調査を
実施中

うるおいすその
No.1295

9.15
2015

働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります

８月22日	 富士山すその阿波おどり大会
	 「躍動、始まる」

Contents
p02 マイナンバー制度が始まります
p04 平成28年度　保育園入園児を募集
p05 ゆるキャラ®グランプリ2015
p06 ペットはルールを守って飼いましょう
p07 田畑の防護柵に上限45,000円を補助
p08 フォトグラフ
p10 お知らせ



住民票の住所に通知カー
ドが届きます

10月から1
同封の申請書で個人番号カード
の交付の申請ができます

通知カードが届いたら2
個人番号カードが受け取れます
さまざまなサービスが利用できます

平成28年１月から3

特集１

マイナンバー制度が始まります
個人番号の通知は 10 月から簡易書留で

マイナンバーは全員に付番

日本国内の住民票があるすべての人に通知される、
12桁の番号です。個人が特定されないよう、住所や生
年月日と関係ない番号が割り当てられます。中長期在
留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

来年１月から使用開始

平成 28年１月から、法律で定められた手続きのみ
で使用されます。社会保障・税・災害対策の分野の手
続きでマイナンバーが必要になります。例えば、児童

手当の申請や確定申告の際に必要
です。勤務先や保険会社、金融機
関から提示を求められる場合があ
ります。

メリットは…？

複数の機関がもつ個人の情報が、同一人の情報であ
ることを確認しやすくなります。
●公平・公正な社会の実現

所得やほかの行政サービスの需給状況を把握しや
すくなります。負担を不正に免れたり、不正受給を
防止したりするのに役立ち、本当に困っている方に
きめ細やかな支援ができます。

●市民の方の利便性の向上
年金や福祉の申請時に必要な書類が減ります。行

政手続きが簡易になり、市民の方の負担が軽減され
ます。

●行政の効率化
行政機関などでの複数の業務の連携が進みます。

情報照会や入力などに費やす手間が大幅に削減され、
作業の時間が短縮されます。

マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）が始まります。マイナン
バー（個人番号）は、住民票があるすべての方を対象に付番される 12
桁の番号です。平成 28年１月から社会保障・税・災害対策の分野の手
続きなどで使用します。
10月から住民票の住所に世帯ごと、マイナンバーの通知カードが順次
届きます。正確な住所登録をお願いします。

市民課
995-1812

住民票があるすべての方が対象！
住民票の住所に世帯ごとに、マイナンバーの通知カードを簡易書留で送付します。通知カードは大切

なものです。捨てずに保管してください。
◦�住民票の住所の変更などが済んでいない方、集合住宅などで居室の番号を登録していない方は、速や
かに市民課や各支所で手続きをしてください。

◦�郵便局で住所変更手続きなどが済んでいない方は、早めに手続きをしてください。
◦�東日本大震災による避難者や入院中・入所中の方などやむを得ない理由で、住民登録地で通知カード
を受け取れない方は、手続きをすると居所で受け取ることができます。

◀マイナンバー広報用ロゴマーク
　愛称「マイナちゃん」

2
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特集１

個人番号カードの受け取りは
来年１月から

平成 28 年１月から、
通知カードとは別に希望
する方に「個人番号カー
ド」を交付します。身分
証明書としての使用や今
後始まる住民票のコンビニ交付など、さまざまなサー
ビスを使用することができます。
通知カードに同封される申請書に必要事項を記入し、

郵送で手続きしてください。手数料はかかりません。
パソコンやスマートフォンなどでも申請できます。

通知カードと個人番号カードの違いは？

個人情報の漏えいが心配…。
国に個人情報を集中管理されるのでは？

マイナンバーを使用できるものは法で定められてい
ます。それ以外の使用・収集・保管は禁止されていま
す。また、適正に管理されているかを第三者機関が監
視・監督します。法に違反した場合の罰則を強化して
います。
個人情報はこれまでと同じように各行政機関がそれ

ぞれ管理します。法で定められた目的で必要な場合の
み、情報の照会・提供を行う分散管理を行うので、特
定の機関に集約されることはありません。希望する方
は、どのように使用されたかを閲覧することができま
す。平成 29年１月から情報提供等記録開示システム
「マイナポータル」が稼働し、インターネットで手軽
に確認できるようになります。
また、個人番号カードの ICチップには、所得情報

や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は記
録されません。

民間事業者の方もマイナンバーを扱います

健康保険や厚生年金の手続き、源泉徴収の手続きで
従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
また、法人には 13 桁の法人番号が指定されます。

10月から登記上の所在地に通知書を送付します。
●制度が始まるまでに次の準備をお願いします。 
◦�人事・給与などのシステムのマイナンバーへの対応
◦�マイナンバーを含む個人情報の安全管理措置の検討
◦�マイナンバーを適切に扱うための従業員研修や社内
規定づくり

◦ �10 月からすべての方に配布し、マイナン
バーを通知するものです。

◦�個人番号カードの交付申請やマイナンバー
の確認に使用します。

◦�身分証明書としては使用できません。
材質／紙
記 載事項／マイナンバー（個人番号）、氏名、
住所、生年月日、性別

通知カード

◦�平成 28 年１月から、希望する方の申請を
受けて、交付するものです。

◦�マイナンバーの確認、e-TAXの電子申請、
身分証明書、コンビニ交付などに使用でき
ます。

材質／プラスチック（ICカード）
記 載事項／マイナンバー、氏名、住所、生年
月日、性別、顔写真、そのほか各種サービ
スに必要なもの

そ のほか／住基カードは有効期限まで使用で
きますが、個人番号カードとの重複所持は
できません。

個人番号カード

★カードは大切に保管してください。

マイナンバー制度に関する問い合わせ
マイナンバーコールセンター

0570-20-0178
時間／９:30 ～ 17:30�　※土日・祝日を除く
● IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合
　▶ 050-3816-9405
●外国語での対応を希望する場合
　▶ 0570-20-0291
※�英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガ
ル語で対応します。

3
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特集２

平成 28 年度　保育園入園児を募集
申込受付期間：10 月 19 日㈪～ 30 日㈮

入園申込書の配布と受付

申込書の配布開始／ 10月 13日㈫
申込受付期間／ 10月 19日㈪～ 30日㈮
※土・日曜日、祝日を除く

ところ／子ども保育課・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に該
当する場合、入園できます。
◦仕事をしている
◦母親の出産のとき（３カ月の範囲）
◦保護者が病気にかかっている、障がいがある
◦親族などを介護・看護している
◦求職活動をしている（起業準備を含む）
◦学校に通っている
◦そのほか、特に必要と認める場合
※詳しい基準は、申込書類をご覧ください。

入園申込の対象者

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの間に入園
を希望する方が対象です。産休・育休明けなどで、年
度途中に入園を希望する方も含みます。
また、今年度申し込み、入園を待っている方で、来

年度も入園を希望する方は、改めてお申し込みくださ
い。

入園の決定

入園は、２月ごろに決定します。申込状況によって、
第一希望の保育園に入園できないことや、入園待ちに
なることがあります。あらかじめご了承ください。

保育料は市民税額に応じて決定

来年度から保育料が変わります。基本的には、両親
の市民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。詳細は、市公式ウェブサイトと
広報すその10月15日号でお知らせします。

入園申込後、面接を実施

入園申込をした方は、４月の入園希望、年度途中の
入園希望のどちらの方も下表の日程で面接を行います。
時間内に児童と一緒にお越しください。都合がつかな
い場合は、必ずご連絡ください。

【入園面接の日程と定員】

保育園 とき 定員
富岳南保育園

11月13日㈮
9:30～11:30 120人

深良保育園 13:30～15:30 90人
富岳キッズ
センターあい 11月16日㈪ 13:30～15:00 45人

東保育園
11月18日㈬

9:30～11:30 120人
西保育園 13:30～15:30 120人
富岡保育園

11月20日㈮
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24日㈫ 9:15～11:45
120人

さくら保育園
分園 29人

御宿台保育園 11月27日㈮
０・１歳▶
9:30～11:30
２～５歳▶
13:30～15:30

180人

市外保育園
市内予備日 11月30日㈪ 9:30～11:30 －

※�会場は各保育園です。さくら保育園分園はさくら保
育園で、市外保育園は市役所地下会議室Aです。

【注意事項】
◦第一希望の保育園で受けてください。
◦�児童同伴で行いますが、入園を希望する児童が生後
８週に満たない場合は、後日日程を調整します。

◦�御宿台保育園で０・１歳児と２～５歳児を同時に申
し込む方は、一緒に面接を受けることができます。

平成 28年度の保育園（公立・私立）の入園児を募集します。
申込期間は、10月 19日㈪から 30日㈮までです。新たに入
園を希望する方は、忘れずにお申し込みください。
現在、保育園に通っている方は、別途入園調査を行います。

子ども保育課
995-1822

4
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戦略広報課　995-1802

投票終了

月11月16日

裾野市マスコットキャラクター裾野市マスコットキャラクター裾野市マスコットキャラクター

裾野市C

特集３

ゆるキャラ®グランプリとは、インターネット上の投
票などにより、ゆるキャラ®の順位を決めるイベン

トです。パソコン、スマートフォン、携帯電話をお持ち
の方であれば、どなたでも無料で投票に参加できます。
市マスコットキャラクターの“すそのん”も、ゆるキャ

ラ®グランプリに参加しています。1,718 体のゆるキャ
ラ®が参加する今回、“すそのん”は100位以内を目指
して頑張りますので、毎日1票の投票をお願いします。

5
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特集 4

ペットはルールを守って飼いましょう
共生のためのモラルとマナー

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。
犬が万一いなくなった場合には、生活環境課と東部

保健所衛生薬務課（☎ 920-2102）、裾野警察署（☎
995-0110）の 3カ所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。必ずおり

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。

ペットは一生涯大切に飼いましょう

動物愛護管理法では、動物がその命を終えるまで適
切に飼うことが明記されています。動物の遺棄・虐待
は犯罪です。ペットは、人に癒しを与えてくれます。
命ある動物の愛護と適正な飼育へ理解があれば、人生
をより豊かにしてくれる存在となります。

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、元の場所へ戻す
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きます。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。

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。

生活環境課
995-1816
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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、ハクビシンなどによる農
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。

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！

農林振興課
995-1823

特集 5

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、次のことに注意してください。
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。

防護柵設置農家に補助金を交付

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、補助金を交付し
ています。対象となる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してく
ださい。ただし、鳥類用防護柵は除きます。
●補助対象となる方
次のすべての条件に該当している方です。
１．市農地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　〜原材料費の 1/2 〜
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

りです。
●申請方法　〜申請は材料の購入前に〜
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、
詳しくは市公式ウェブサイトをご覧ください。

電気柵の安全確保　～電気柵には触れない・適切な設置を！～
市内では、シカやイノシシなどの有害鳥獣対策のため、田んぼや畑に

電気柵を設置している場合があります。安全確保のため電気柵には触れ
ないようにお願いします。また、電気柵を設置している方は、電気柵を
安全に設置しているか、次のことを確認してください。
１．人が容易に確認できるよう危険表示が行われているか。
２．電気柵用電源装置を使用しているか。
３．家庭用コンセントなど 30V以上の電源から電気を供給しているとき

は、電流を弱める電流装置や漏電遮断器を設置しているか。
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今月の写真

Photograph 8 月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／深良用水隧道接合地点

わずか１ｍほどの高低差。高度な技術を再確認

小学生がサッカーロボットづくり� 8月8日

深良用水下流域の草刈作業に合わせて、8 月 8 日㈯に臨時の隧
道点検を行いました。水配人の案内に従い、真っ暗な隧道内部を懐
中電灯で照らしながら、崩落などがないかゆっくり歩いて確認しま
した。接合地点での高低差はわずか 1 ｍほど。日本最長の手彫り
の山岳トンネルの高度な技術を再確認しました。

小学 4 ～ 6 年生の児童 32 人が、生涯学習センターでサッカー
ロボットづくりに挑戦しました。アクリルロボットの第一人者、十
里木在住の三井康

やす
亘
のぶ

さんが講師を務めました。完成したロボットで
ゲームを行い、ものづくりの楽しさを体験しました。

中学生たちが浴衣をまとって盆踊り� 8月8日

第 42 回富岡地区夏祭り大会が、富岡第一小学校グランドで開催
されました。祭りのキャッチフレーズが飾られたやぐらの上で、色
とりどりの浴衣などに身を包んだ富中生たちが、踊りや太鼓で祭り
を盛り上げました。
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“すそのん”ラッピングタクシーが運行開始� 8月14日

“すそのん”をデザインしたラッピングタクシーの出発式が、市役
所で行われました。ミツワタクシーのコンフォート（トヨタ自動車
東日本東富士工場で生産）1 台をラッピング。乗車した方には、
3776 枚限定の“すそのん”の形をした絵はがきが配られます。

Photograph 2015.8

目標100位以内、“すそのん”応援集会� 8月17日

地域が行う河川美化、２団体と調印� 8月24日

少年ソフトボール7チームが熱戦� 8月9日

隧道通過に19分！深良用水の流速を測定� 8月24日

ゆるキャラ ® グランプリ 2015 に参加する“すそのん”の応援集
会が、市役所で行われました。集会には、小山町の「金太郎君」や
長泉町の「カルタ君」、大人の応援弁士に混じって西保育園の園児約
40 人が参加し、「ガンバレ！ガンバレ！すそのん！」と応援しました。

県が管理する河川の清掃や美化活動を地域の皆さんが行うリバー
フレンドシップの調印式が市役所で行われました。新たに調印した
のは中郷水利協議会と道上区の２団体です。市内ではこれで 12 団
体となり、沼津土木事務所管内（28 団体）の 4 割以上を占めています。

第 32 回東部少年ソフトボール大会が、総合グラウンドで行われ
ました。東部地区の 7 チームを代表して、裾野ジュニアソフトボー
ルクラブヴィクトリーズの大石健矢選手が、元気よく選手宣誓を行
いました。

小学生 9 人が参加し、深良用水の水の速さを図るイベントが行わ
れました。“すそのん”を描いたペットボトルを芦ノ湖側の入口から
投入。最速 19 分で深良側の穴口に到着しました。ボードに付けた
水中カメラも流され、隧道内の映像を参加者全員で鑑賞しました。

音楽で結ぶ日韓友好の固い絆� 8月22日

第 9 回日韓交流チャリティーコンサートが市民文化センターで
行われました。チャンゴ（太鼓）という伝統楽器などを用いて演奏
されるサムルノリや、仁

インチョン
川市役所サックスクラブによる「瀬戸の花

嫁」の演奏などが披露され、日韓交流の絆を確かめ合いました。
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インフォメーション

Information

美化センターへのごみの
直接持ち込み休止

施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。
９月 30日㈬
美化センター　992-3210

生涯学習センター
月曜日も開館

試行的に月曜日を開館します。
�10月１日㈭から平成28年３月
31日㈭までの月曜日

休 館日／年末年始を除き、毎月最
終月曜日のみ　※最終月曜日が
祝日の場合は翌日

開 館時間／●月曜日▶８時 30 分
～ 17 時 15 分●火曜日～日曜
日▶８時 30分～ 21時 30分

　※�火曜日～日曜日の開館時間に
変更はありません。

生涯学習課　992-3800

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
深良 10月２日㈮ 生涯学習センター
須山 10月６日㈫ 須山コミセン
東 10月７日㈬

生涯学習
センター富岡 10月８日㈭

西 10月14日㈬

時間はいずれも 19時～
生涯学習課　992-3800

県HP「不妊・不育専門相談」の
ページの活用を

不妊症・不育症に悩む方に専門
的な相談の機会を提供するため、
県公式ホームページ「不妊・不育
専門相談」のページをリニューア
ルしました。婦人科医による面接
相談の予約状況などを掲載してい
ます。ご活用ください。

県こども未来局こども家庭課
　054-221-3309

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/
　ko-140/kokatei/funinsoudan.html

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 9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
御殿場南高校

　0550-82-1272

国民年金保険料後納制度

過去 10 年間に納め忘れた国民
年金保険料を納付することで将来
の年金額を増やすことができる
「10 年の後納制度」は、９月 30
日㈬で終了します。10 月１日㈭
からは「５年の後納制度」が３年
間限りの特例として開始します。
後納制度を利用するには、申し込
みが必要です。

国民年金保険料専用ダイヤル
　0570-011-050
　沼津年金事務所　921-2201
　国保年金課　995-1813

人口減少社会が到来し、少子高齢化が進展する中、市では、
住みたいと思えるまちづくりに向け、「市人口ビジョン」と「市
まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定します。市長が議
長となり、市民やNPO、関係団体、民間事業者の方などが
参加する、「市まち・ひと・しごと創生会議」で内容を協議
してきました。市民の皆さまから内容について広く意見を募
集します。
公 表場所／企画政策課、市役所情報公開コーナー、各支所、
市公式ウェブサイト
�公表場所にある意見提出用紙に必要事項を記入し、企画政
策課へ提出してください。　※郵送、FAX、メール可

10月 2日㈮
企画政策課　995-1804

　〒 410-1192　佐野 1059
kikaku@city.susono.shizuoka.jp

「市人口ビジョン骨子案」「市まち・ひと・しごと創生総合戦略案」の意見を募集

パブリックコメント

裾野市
　まち・ひと・しごと

創
生
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お知らせ

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

平成 28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 会場

10月1日㈭
西小、南小、深良小、
富岡第二小、千福
が丘小

10月８日㈭ 東小、向田小、富
岡第一小、須山小

時間はいずれも 13時 30分～
市民文化センター
�平成 28 年度に小学校に入学す
る児童
学校教育課　995-1838

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。お気軽にお越しください。

10月４日㈰　10時～ 16時
�静岡地方法務局沼津支局（沼津
市杉崎町）
�土地・建物の相続登記、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、
近隣・家庭・学校・職場などの
いじめ、人権問題など
�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

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 29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

街中食べ歩きイベント
第７回三島バル

チケットとマップを片手に三島
の街を食べ歩くイベントです。

�10 月 10 日 ㈯、11 日 ㈰　12
時から各店閉店まで�

�中心市街地とその周辺（三島市）
�参加店舗がバルメニューを用意
し、チケット１枚で１ドリンク
と自慢の一皿を楽しめます。

チ ケット／ 5 枚つづり　前売り
4,000 円、当日 4,250 円

　※�前売りチケットは三島商工会
議所などで販売しています。
ネット予約もできます。

三島バル公式HP
　http://mishima-bar.net/

三島市商工観光課 
　983-2655
　三島バル実行委員会
　955-7750

対 象接種期間／平成 28 年３月
31日㈭まで
�接種当日に市に住民登録があ
り、風しん抗体検査を受けた
結果が、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。
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、医療機関に接種費用
を支払い、健康推進課へ申請
してください。
平成 28年４月 15日㈮
健康推進課　992-5711

風しんワクチン接種費用一部助成
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インフォメーション

Information

悩みを抱える子ども
若者のための合同相談会

ニート・引きこもり・不登校な
どの個別相談に、相談機関、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。申し込みは不要です。
10月３日㈯　12時30分～15時30分
富士市教育プラザ（富士市八代町）
入退場は自由です。
県教育委員会社会教育課

　054-221-3163

生涯学習センターの
自動交付機を撤去

生涯学習センターに設置してい
る自動交付機は、９月 30 日㈬を
もって撤去します。今後は、市役
所玄関または、市民課窓口に設置
してある自動交付機を利用してく
ださい。

市民課　995-1812

2015 裾野吹奏楽
フェスティバル

市内小・中・高 7 校の吹奏楽
部が演奏を披露します。

�10月10日㈯　13時～

　※開場▶12時30分
市民文化センター

出 演団体／深良小学校、東小学校、
西中学校、東中学校、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

障がい福祉サービスなどの
対象の難病が拡大

障害者総合支援法に定められる
障がい福祉サービスなどの対象と
なる疾病が、151 から 332 へ拡
大しました。障害者手帳を持って
いなくても、必要と認められた支
援が受けられます。サービスを受
けるには、医師の意見書などが必
要です。

障がい福祉課　995-1820

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 22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８日㈭
 国保年金課　995-1813

申込者多数の場合は抽選になります。
沼津工業高等専門学校　926-5762

10 月開講分沼津高専公開講座

講座名 とき 対象 定員 費用 申込期限

大学の数学を
覗いてみよう

10月18日㈰
10時～12時

高校生
以上 30人 無料 10月2日㈮

英語多読多聴
体験講座

10月24日㈯
10時～11時40分

中学生
以上 20人 無料 10月8日㈭

固体材料分析
基礎講座

10月24日㈯
10時～16時30分

企業
技術者 5人 5,400円 10月8日㈭
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お知らせ

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。

10月２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
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
社会福祉協議会　992-5750

家族のための
精神保健福祉講座

①10月８日㈭　②10月13日㈫
　�③10月27日㈫　※時間はいず
れも 13時 30分～ 16時
�市内に住んでいるか通勤してい
る、精神疾患 (主に統合失調症 )
の方がいる家族の方で、原則 3
回を通して受講できる方
50人程度（先着順）
�県東部総合庁舎（沼津市高島本
町）
①病気の理解と治療について

　�②こころの病気と医療機関の利
用の仕方、家族の対応の仕方

　�③家族と本人を支える地域の社
会資源と制度、当事者の体験談
９月 30日㈬
  県東部健康福祉センター福祉
課　920-2087

ホストファミリー

留学生を家族の一員として受け
入れ、食事と生活スペースをボラ
ンティアで提供してくれる家庭を
募集します。

 平成 28年３月～　※ 6カ月ま
たは 10カ月
  公益財団法人AFS日本協会富
士山支部　981-6450（栗原）

第４級アマチュア無線講習会

 養成課程／10月18日㈰　9時
～18時20分

　 修了試験／10月25日㈰　9時
～17時
生涯学習センター
 一般／ 22,750 円

　18 歳以下／ 7,750 円
  日本アマチュア無線振興協会

　993-2558（中山） 

10 月　水道工事当番店 データバンク

10月　税金・料金

※工事、修理は有料です。 9 月１日現在

納付期限：11 月 2 日㈪

３日㈯ ㈲小沢土建
☎992-1401

４日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

10日㈯ 高橋設備
☎993-1336

11日㈰ 工管設
☎993-1603

12日㈪ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

17日㈯ パイピング横山
☎992-3329

18日㈰ 駿東管工
☎992-5728

24日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

25日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

31日㈯ ㈲細野設備
☎992-2465

10 月　カレンダー
15日㈭市長表彰式

24日㈯
～25日㈰

市民のふれあいフェスタ
すその・消費生活展・マ
マチャレ！

28日㈬市民芸術祭開会式

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

人　口　53,138人� （＋28人）
　男　　27,039人� （−７人）
　女　　26,099人� （＋35人）
世　帯　21,401世帯�（＋59世帯）
内、外国人� 671人�365世帯
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今月の救急協力医

10 月前期の救急協力医 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。

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

2 ㈮ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 頴川医院 921-5148 高島本町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

3 ㈯ 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

4 ㈰

あめみや内科 935-1159 吉田町 守重医院 931-2511 我入道
　江川

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

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

5 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

6 ㈫ 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

7 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

8 ㈭ 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

9 ㈮ 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 原小児科医院 962-0636 八幡町

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

11 ㈰

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 西方外科医院 921-1333 共栄町

境医院 975-8021 竹原 西村医院 971-6510 下土狩

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

12 ㈪

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 御成橋栄

クリニック 952-2525 通横町

聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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10 月前期

救急協力医テレホンサービス　電話番号がかわります!
10月6日17時から 983-0115（10月6日17時までは 935-0119）

日 内 科 外 科 小 児 科

13 ㈫ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 青木整形外科医院 922-0521  高島町 田中医院 921-2053  高島町

14 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 沼津大山

クリニック 954-2274  大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

15 ㈭ 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

日 耳 鼻 科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

4 ㈰
アミクリニック眼科・
耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

伏見歯科医院
972-3040 伏見　　

11 ㈰ 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

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

大城歯科医院
973-2900 新宿　　

12 ㈪ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

田中産婦人科医院
971-3541 中央町　

太田歯科医院
972-1318 長沢　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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日
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杉山　秋
あ
月
つき

くん
（２歳９カ月・須山一）

野際　海
かい
翔
と

くん
（３歳・久根）

河合　雛
ひな
子
こ

ちゃん
（２歳 10カ月・和泉）

葊瀬　美
み
和
わ

ちゃん
（２歳 10カ月・深良新田）

●10月の行事予定
おはなしの会
 ３日㈯ 14時30分～ おはなしのへや

親子おはなし広場
 ６日㈫ 10時30分～ 展示室

親子おはなしの会
 16日㈮ 10時～ 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

10月の休館日 5日㈪・13日㈫・19日㈪・
22日㈭・26日㈪

●�声に出して読みたい小中学生にも
わかる日本国憲法

著：齋藤孝　絵：ヨシタケシンスケ　岩崎書店

●すしのひみつ
著：日比野光敏　金の星社

●魔女バジルとなぞのほうき星
作：茂市久美子　絵：よしざわけいこ　講談社

●白いイルカの浜辺
作：ジル・ルイス　訳：さくまゆみこ
評論社（評論社の児童図書館・文学の部屋）

●シルヴィ－どうぶつえんへいく
作：ジョン・バーニンガム
訳：たにかわしゅんたろう　BL出版

えほん

勝間田　瑛
えい
太
た

くん
（３歳・本茶）

●炎の塔�
　The�Tower�of�Flame
著：五十嵐貴久　祥伝社

●砂の街路図�
　The�Street�Drawing�of�Sand
著：佐々木譲　小学館

●王とサーカス
著：米澤穂信　東京創元社

●一時帰還
著：フィル・クレイ
訳：上岡伸雄　岩波書店

新書
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思いやりの心で、住みよいまちをつくります

　

そばの花と湧き上がる雲
９月19日　富士山すその三大花まつり

Contents
p02 富士山噴火の避難
p04 ふれあいフェスタすその、消費生活展
p05 廃棄物はルールを守って適正な処理を！
p06 お知らせ

投票受付中

毎日1票の投票をお願いします



特集１

富士山噴火の避難
噴火のレベル・エリアによる段階的避難

富士山は活火山
　富士山は、この 10 万年位で形成されました。地球
の歴史で見ると若い火山に分類され、新富士火山と言
われています。新富士火山は、今から約１万年前から
噴火活動が始まり、噴火を繰り返し、現在の外観が形
づくられました。
　富士山は、1707 年（宝永４年）の噴火後、300 年
以上噴火していません。平成 12 年 10 月から平成 13 
年５月にかけて、低周波地震が多く観測され、活火山
であることが再認識され、富士山火山の防災対策が検
討されました。このとき市富士山火山防災マップ ( ハ
ザードマップ ) が整備されました。　※市公式ウェブ
サイトからダウンロードできます。

　富士山噴火の避難は、住んでいる地域や噴火の前後
によって避難の対象などが異なります。また、避難行
動要支援者は、避難開始が早くなります。いざという
ときのために、日ごろの備えが大切です。

富士山噴火の脅威とは？
　富士山の火山現象は、図１のものがあります。この
８つの脅威からの避難が必要です。
　ピンク色は、火口の位置と深く関係し、黄色は、積
雪の時期や降灰が積もった後に発生します。ピンク
色、黄色ともに避難の時間的な猶予がありません。緑
色は、ほかの現象より生命への危険性が相対的に小さ
く、避難に時間的な猶予があるものです。このほかに
も、爆発時の空気の振動で窓ガラスが割れる空振や火
山ガス、水蒸気爆発、岩屑なだれ（山体崩壊）などの
現象があります。
　図 1 の火山現象は、小さな噴石を除き市富士山火
山防災マップで確認できます。

火山現象はどのような脅威なの？
火�砕流／高温の火山灰や岩

がん
塊
かい

、火山ガス、空気が一体
となって山体を流下する現象です。広範囲の通過域
を焼失、埋没させます。速度は時速数十キロから百
数十キロと高速です。
大�きな噴石／火山弾や岩塊などで、大規模噴火で４

km、中小規模噴火で２km まで飛散し、コンクリー
トの建物も貫通します。
融�雪型火山泥流／山腹に積もった雪が火砕流などの熱

で一気に溶け、溶けた水が斜面の土砂を取り込んで、

高速（時速 60km を超えることもある）で流下す
る現象です。
小�さな噴石・降灰／農作物に被害を与えます。降灰が

30cm 以上堆積すると、雨が降ったときに木造家屋
が倒壊する可能性があります。
降�灰後土石流／降灰や火砕流で流下した火山灰などが

山の斜面に堆積した後に起きる土石流です。通常の
土石流より弱い雨で発生し、広い範囲に流下するお
それがあります。

①大きな噴石
⑦小さな噴石

⑧降灰
②火口形成

③火砕流

⑤降灰後
土石流

⑥融雪型
火山泥流

④溶岩流

ライン４ ライン３ ライン２ ライン１

第１次避難対象エリア
第２次避難対象エリア

第３次避難対象エリア
第４次A避難対象エリア

第４次B避難対象エリア

図１

現在、富士山の火山活
動が活発化する兆候は
見られません。

  富士山は、山頂から
噴火するとは限りま
せん。
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特集１

危機管理課
995-1817

ライン・エリアって何？
　富士山が、日本のほかの火山と最も異なる特性は、
火口がどこにできるか特定できない点です。避難では、
ラインとエリアという考え方を取り入れています。
　ラインとは、溶岩などが低いところへ流れる特性を
踏まえ、富士山の比較的大きな尾根と尾根の間のこと
です。図２のように全部で 17 に区分しています。当
市はライン３にあたります。
　エリアとは、火山現象と避難の猶予の関係から設定
されます。その要図を、図１は側面、図２は平面で表
しています。
第１次避難対象エリア／火口の形成が予想される範囲
第�２次避難対象エリア／火砕流、大きな噴石、溶岩流

が３時間以内で到達する範囲
第�３次避難対象エリア／溶岩流が３時間から 24 時間

で到達する範囲
第�４次Ａ避難対象エリア／溶岩流が 24 時間から７日

間で到達する範囲
第�４次Ｂ避難対象エリア／溶岩流が７日間から約 40

日間で到達する範囲

ライン４

ライン３

ライン16

ライン14

ライン15

ライン13

ライン12
ライン11

ライン５

ライン６

ライン７

ライン８

ライン９

ライン10

ライン１

ライン17

ライン２

影響想定範囲

第１次避難対象エリア

第３次避難対象エリア

第４次Ｂ避難対象エリア

第２次避難対象エリア

第４次Ａ避難対象エリア

市

御

泉

市

沼津市

どのように避難するの？
　道路の渋滞を防ぐため避難は、１家庭１自家用車が
基本です。
　また富士山火山は、各種の火山現象と火口位置が噴
火まで特定できないとされています。火口が特定され
るまでは、全方位にわたる広い範囲の避難を考えます。
火口特定後は、対象となるライン内の避難を考えてい
ます。避難先は、時期、噴火の規模・状況などに応じ
て次のようになります。
〈噴火前〉
　避難の対象範囲は、ライン１～ 17 の全方位が対象
となるので、当市も該当します。（噴火警戒レベルは
段階的とは限りません）
噴�火警戒レベル３／第１次避難対象エリアは避難準備

をします。
噴�火警戒レベル４／第１次避難対象エリアは、市内の

市指定避難所に避難します。第２次避難対象エリア
は、避難準備をします。
噴�火警戒レベル５／第１・２次避難対象エリアは、市

内の市指定避難所に避難します。第３次避難対象エ
リアは、避難準備をします。

〈噴火開始直後〉
　噴火開始直後は、火口位置や噴火形態、噴火規模を
すぐに把握できない場合があります。可能性のある全
ての火山現象に対応するため、第３次避難対象エリア
までが避難となり、第４次Ａ避難対象エリアも避難準
備をします。
〈噴火開始後〉
　火口位置や噴火形態、噴火規模の判断に基づき避難
対象範囲を拡大、縮小、解除します。避難範囲を拡大
する場合、市内避難者を含め市外へ避難します。ライ
ン３である当市の避難の場合は、東部地区の各市町へ
避難します。複数ラインの避難の場合は、県の西部地
域へも避難します。
〈各火山現象に応ずる避難〉
融�雪型火山泥流／国土交通省のシミュレーション結果

で避難エリアを指定します。
降灰／ 30cm 以上は避難します。
小さな噴石／屋内へ避難します。
降灰後土石流／土砂災害警戒区域内は、避難します。

図２
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ふれあいフェスタすその、消費生活展
10／24㈯・25㈰　 市民文化センターで同時開催！

特集２

2015市民のふれあいフェスタすその 
“新たな発見、みんなのフェスタ”

【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式、認定品ＰＲ
○ 青年部イベント（ジャンボふわふわ、輪投げ、射的、

ジャンボパチンコ、人形すくい、ご当地キャラクター
イベント、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

ギョーザ
子祭り

○鉄道模型の走行、富士山と電車の写真展
○裾野サービスカードの大抽選会（24 日㈯のみ）
○親子工作教室（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！

　建設業組合の方の指導を受けて、本立てを作ります。
と　き／ 1 0月 25 日㈰ 10 時 30 分～
ところ／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
申し込み／商工観光課へお申し込みください。

　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、６店舗のご当地ギョーザが出
店するすその餃

ギョーザ
子祭りを実施。青年部ステージ

でご当地キャラクターイベントも開催します。
消費生活展では、パネル展示や実験コーナー、地
場産品がもらえるクイズラリーなどを行います。

と　き／10月24日㈯・25日㈰　10時～16時
　　　　※25日㈰は15時まで
ところ／市民文化センター
※ママチャレも参加します。詳細はp8へ

商工観光課
995-1857

第34回消費生活展 
“くらしサンフェスタ”

【イベント情報】
○お もちゃ病院／おもちゃを修理します。壊れてし

まっ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／２階美術室で開催します。
○ 実験コーナー／ 24 日㈯に酸性雨のｐｈ測定実験。

25 日㈰にジュースの糖度測定実験を行います。
○クイズラリー／先着で地場産品をプレゼント！
【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）
○ 機能性表示食品と食品表示の改正、マイナンバー制

度 （市消費生活研究会）
○水飲み比べの旅 （ライフプラネット）
○気をつけよう！！あなたを狙う悪質商法
 （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「ごみ」について考えよう （生活環境課）
○学校給食の紹介～給食ができるまで～
　 （市学校栄養士会）
○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法人公文名ファイブ）
○家庭で！会社で！学校で！！“エコの約束”大募集
 （県地球温暖化防止活動推進センター）
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廃棄物はルールを守って適正な処理を！
不法投棄・屋外焼却は法律で禁止されています

特集３

　山林や道路脇、空き地などへの不法投棄が絶えません。ごく一部の不心
得な人の行為により、美観を損ない、環境悪化、自然破壊を招いています。
　また、ごみの屋外焼却は煙や悪臭、灰の飛散などで迷惑をかけたり、ダ
イオキシンなど有害物質を発生させたりする原因にもなります。
「自分だけなら」という気持ちをなくし、ごみはルールに従って適正に処
理しましょう。

生活環境課
995-1816

美化センター
992-3210

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で環境
にも大きな影響を与えます。
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 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これを併科する」
と規定されています。　
　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。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。

屋外焼却は禁止されています
　屋外でダイオキシン類の排出抑制対策が施された焼
却炉を使わずにごみを焼却する事は、農業などを営む
上でやむを得ない焼却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。

不要になった家電は「正しく」リサイクル
　市では、テレビやエアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類
乾燥機などの家電は回収していません。家電リサイク
ル法に沿って正しく処分しましょう。
●買い換えの場合
　 家電を新たに購入する販売店に引き取ってもらいま

しょう。
●処分だけしたい場合
　① 処分したい家電を購入した販売店に連絡して引取

りを依頼してください。
　② 郵便局にある振込用紙 ( 家電リサイクル券 ) を

使ってリサイクル料金を支払い、指定引き取り場

所に持ち込んでください。収集運搬料金は必要あ
りません。

　近隣の指定引取り場所／セキトランスシステム㈱
　　（長泉町納米里 515-1 ☎ 988-6868）
　③ 市の一般廃棄物処理許可を受けた処理業者に処分

を依頼してください。
　※リサイクル料金のほかに収集運搬料金が必要です。

廃家電などの処分に
「無許可」の回収業者を利用しない

　ご家庭の廃棄物などを回収するには、市の一般廃棄
物業許可や委託が必要です。産業廃棄物処理業の許可
や古物商の許可では回収できません。
　無許可の回収業者に引渡しをすると、不法投棄、不
適正処理など正しい処理がされないおそれがあります
ので利用しないでください。

使用済み携帯電話などは�
市の回収ステーションへ

　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、小型
家電リサイクル法に基づき、市内の公共施設６カ所に
設置したボックスで無料回収し、小型家電のリサイク
ルを推進しています。
●�回�収場所／市役所、深良、富岡、須山の各支所、生

涯学習センター、美化センター
●対�象／携帯電話、ＰＨＳ、スマートフォン、パソコ

ン、タブレットと付属品（ＡＣアダプタ、マウス、
キーボード、充電器など）

※ 回収ボックスで回収するものは、40㎝× 20㎝の投
入口に入る使用済小型家電に限ります。ボックスに
入らないモニターやデスクトップ型パソコンなどは
美化センターで回収します。

※ 充電池は、本体から取り外して絶縁処置のうえ資源
の日に出してください。

5
2015.10.1



インフォメーション

Information

国保高齢受給者証新規交付会

　11 月１日㈰から次の方が対象
となり、受給者証を交付します。

10 月 22 日㈭
　10 時 20 分～ 11 時 20 分 

福祉保健会館研修室
 昭和 2 0年 1 0月２日～ 11 月
１日に生まれた方
 対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995-1814

PCB廃棄物の適正処理

　ポリ塩化ビフェニル（PCB）
が使われたコンデンサやトランス
な ど を 含 む 使 用 済 み 電 気 機 器

（PCB 廃棄物）の保管などは、毎
年６月末までに届出が必要です。
保管、処分方法は、県廃棄物リサ
イクル課へお問い合わせください。
　PCB 保有の有無は、電気機器
メーカーや中間貯蔵・環境安全事
業株式会社（JESCO）のホーム
ページで判別することができます。
県廃棄物リサイクル課
　054-221-2424

http://www.jesconet.co.jp/

こども医療費
10月１日から新受給者証

　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
対象者の市内小中学生の方には、
自宅に新しい受給者証を郵送しま
した。今後は新しい受給者証と健
康保険証を医療機関に提示してく
ださい。古い受給者証は、破棄し
てください。
※ ９月以前に受給者証を提示しな

いで医療機関を受診した方は、
子育て支援課で医療費助成の手
続き時に古い受給者証をお持ち
ください。
子育て支援課　995-1841

10 月 20 日㈫　※受付▶終了時刻の 20 分前まで　 市役所４階会議室　 戦略広報課　995-1802

市民無料相談会を開催　各分野の専門家による無料の相談会を開催します。

行政相談会
10/19 ～ 25は行政相談週間

　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、ご相談くだ
さい。

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。

【行政相談員】

　

湯山貴志子さん　芹澤隆伸さん
静岡行政評価事務所
　0570-090110

行政書士無料相談会
10月は行政書士制度広報月間

　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
または事実証明に関する書類の作
成などを行います。また、作成し
た書類を官公署に提出する手続き
を代理で行うことなども行いま
す。
　県行政書士会裾野支部では、農
地転用や開発行為、相続、遺言な
どに関する相談を受けます。

10 時～ 12 時
※ 偶数月の 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。
県行政書士会裾野支部
　993-8387

そのほかの相談

内容・時間
● 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、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。

● 税務相談（10 時～ 12 時）▶
各種税金についての相談。税理
士が応じます。
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お知らせ

国民年金「５年の後納制度」
10月１日から開始

　国民年金保険料の「10 年の後
納制度」は終了しましたが、「５
年の後納制度」が 10 月１日から
３年間限りの特例として開始しま
した。過去５年以内に納め忘れた
国民年金保険料を納付すると、将
来の年金額を増やすことができま
す。後納制度を利用するには、申
し込みが必要です。
国民年金保険料専用ダイヤル

　0570-011-050
　沼津年金事務所　921-2201
　国保年金課　995-1813

児童手当の支給

　10 月 9 日㈮は、児童手当の支
給日です。児童手当は、認定請求
をした月の翌月分から支給事由の
消滅した月分まで支給されます。
支�給額（月額）／●３歳未満▶

15,000円●３歳～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●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

 ９月末日時点で現況届が未提
出・書類不備の場合は支払いが
保留されます。
子育て支援課　995-1841

おはなしの会

　絵本の読み聞かせなどを行いま
す。自由に参加できます。

10 月 10 日㈯　11 時～
市民文化センター図書室
鈴木図書館　992-2342

インフルエンザ予防接種
65歳以上の方に接種券を発行

 10 月５日㈪～平成 28 年３月
31 日㈭
 市に住民登録がある方で、次の
いずれかに該当する方 

① 予防接種を受ける日に満 65 歳
以上の方

② 予防接種を受ける日に満 60 歳
以上 65 歳未満の方で、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 26 年１月 31

日までの方には、接種券を送付
します。

● 生年月日が昭和 26 年２月１日
から４月１日までで接種を希望
する方と②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。
個人負担金／ 1,200 円

 生活保護を受給している世帯の
方は、費用を免除します。交付
された接種券とはんこをお持ち
になり、接種前に健康推進課ま
たは社会福祉課へ申請してくだ
さい。
健康推進課　992-5711

秋の星空講座
～小惑星 Susono と秋の星空～

　秋の星空や星空観察の基本、小
惑星などを紹介する、主に初心者
を対象にした講義形式の講座です。
講座終了後は、星空観察を行いま
す。申込みは不要です。当日、直
接会場にお越しください。

 10 月 25 日㈰ 16 時～（座学２
時間程度、野外観察１時間程度）
●座学▶富士山資料館学習室

　●野外観察▶敷地内グラウンド
小学４年生以上
 星空の楽しみ方、秋の星空、注
目を浴びる小惑星という天体、
富士山資料館から観る（星空観
察）
講�師／東亜天文学会　秋山万喜夫

さん（小惑星「Susono（裾野）」
発見・命名者）
入�館料／大人 210 円、小・中学

生 100 円
 防寒着、懐中電灯、双眼鏡また
は望遠鏡・望遠カメラ（持って
いる方）、食事（必要な方）
 ●車で来る方は、第２駐車場を
ご利用ください。●雨天・曇天
の場合、座学は行いますが、星
空観察は行いません。●参加者
には、天体写真の缶バッジをプ
レゼントします。

 富士山資料館　998-1325

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

スバル星団
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インフォメーション

Information

婦人会衣料リサイクル回収販売
女性団体交流イベントも同時開催

　婦人会では、古着の回収と販売
を行います。また、２日目は同会
場で女性が主体の団体間の交流イ
ベントを開催します。

 ① 1 0月 1 1日㈰　13 時 30 分
～ 15 時 ② 10 月 12 日 ㈪　11
時～ 15 時
 ①市民文化センター、富岡第一
小学校用務員室、旧勤労青少年
ホーム②市民文化センター
 ①衣料回収②衣料回収・販売、
交流イベント
イ�ベント内容／子ども用品のフ

リーマーケットや雑貨の販売な
どを行います。また、先着 30
人の方にウサギをプレゼントし
ます。
 洗濯し、そのまま着られる状態
の衣料をひもで縛って持ってき
てください。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

勤労者住宅建設資金貸付制度
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、平成 28 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 0.8％
10 年から 35 年ま
での期間で、１年
を単位とする期間

1.0％※

※  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、
またはその子どもの、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） 1.60％

労働金庫裾野支店　993-8111
　商工観光課　995-1857

陶芸講座受講者

10 月 31 日㈯、11 月１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
る方で、２日間受講できる方
 皿や茶わんなど自分の作りたい
ものを作ります。
20 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。
10 月 10 日㈯９時～ 25 日㈰
東西公民館　992-6677

ママチャレ！
～子育て中の母親によるハロウィーンイベント～
　2015 第２弾のママチャレとして、フェスタすそのに参
加し、ハロウィーンイベントを開催します。

 10 月 24 日㈯　10 時～ 16 時、
25 日㈰　10 時～ 15 時
  市民文化センター（フェスタ
すその内）

【ハロウィーンブースで写真撮影】
　カメラや携帯電話などで自由に
撮影してください。

【Trick�or�Treat】
　仮装してお菓子を集めましょ
う。仮装してお越しください。

13 時～
※ 当日 11 時からハロウィーン

ブースでチケットを販売
 小学生以下の方（必ず保護者同
伴でご参加ください）
１日 100 人
100 円
子ども保育課　995-1822

　NPO法人メープル
　965-3680

フェスタすその
詳細は

４ページへ！
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お知らせ

動物愛護ボランティア
意見交換会　参加者

 10 月 30 日㈮　13 時 30 分～
1 5時 3 0分
 県東部総合庁舎　別館２階婦人
センター集会室
 ●動物愛護ボランティア活動に
興味のある方●動物愛護ボラン
ティア活動を行っている方
 ●県動物愛護管理推進計画の進
捗状況●災害時におけるペット
への対応などについて●意見交
換など
10 月 16 日㈮
生活環境課　995-1816

駿豆地区障がい者自立
支援協議会一般報告会

　駿豆地区障がい者自立支援協議
会では、障がいのある方が住み慣
れた地域で当たり前に暮らすこと
ができる地域づくりを目指してい
ます。一般報告会を開催し、活動
報告をします。

10 月 31 日㈯
三島市中郷公民館（三島市梅名）
内�容・時間／●一般報告会（13

時 3 0分～ 1 4時 45 分）▶手
話通訳、要約筆記があります。
●分科会（14 時 50 分～ 16 時）
▶①居場所づくり②就労の悩み
③災害時の障がい者サポート④
こども・育つ・つなげる
10 月 14 日㈬
 ２歳以上の子どもの託児があり
ます。希望する方は 10 月 14
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

壮年男女混合バレーボール大会
参加チーム

11 月８日㈰　９時 30 分～ 
 西中・東小・富岡第一小・富岡
中学校の体育館
 市内に住んでいる次の要件を満
たす方で構成した行政区単位の
チーム（１チーム 20 人以内）

　 ●男性▶ 35 歳以上（昭和 56
年４月４日以前生まれ）の方

　 ●女性▶年齢にかかわらず社会
人の方（学生不可）
１チーム 2,000 円
 市民体育館仮設事務所（市立水
泳場）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。
10 月 25 日㈰
スポーツ祭運営委員会
　993-0303

講演＆交流会「ここから始めよう！
企業とつながる市民活動」

　「市民活動と地元企業」お互い
に得意分野を生かしながら、上手
に連携をとるにはどうしたらよい
か、元大手企業 CSR 担当者から
ポイントを学びます。

 10 月 21 日㈬　18 時 30 分～
21 時　※受付▶ 18 時～
市民文化センター視聴覚室
 市民活動団体、市民活動・CSR

（企業の地域社会への貢献活動）
に関心のある個人または企業の
方
講�師／ NPO 法人パートナーシッ

プサポートセンター CSR・協
働コーディネーター　池上直樹
さん（元キリンホールディング
ス㈱本社 CSR 推進部）
20 ～ 30 人（先着順）

300 円
 電話または FAX、メールで市
民活動センターに名前と電話番
号、団体名（所属している方）
を連絡して、お申し込みくださ
い。
10 月 14 日㈬
市民活動センター
　950-8875（留守電可）

992-4047
 scenter@machitera.jp

おとなの部活「縁迎部」

　「待ってましたの収穫祭！　お
いらん芋の収穫＆芋煮会」を行い
ます。畑作業や昼食づくりなどの
共同作業を通して、豊かな人間関
係の輪を広げませんか。

 10 月 17 日㈯　９時 30 分～
15 時　※受付▶９時～
 おいらんいも畑、須山地区研修
センター　※集合▶須山地区研
修センター
独身男女（市外の方も可）
 幻の「おいらん芋」の収穫と地
元の皆さんに指導してもらいな
がら芋料理を作ります。
30 人程度
2,000 円（昼食・保険代など）
 FAX またはメールで、（一社）
マチテラス製作所に名前、性別、
連絡先（緊急時の電話番号と
メールアドレス）、を連絡して、
お申し込みください。
 ●この事業は市パートナーシッ
プ事業補助金を活用しています。
●雨天の場合も実施します。
（一社）マチテラス製作所
　090-6354-3648

960-6005
 info@machitera.jp
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インフォメーション

Information

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

Q 数日前、高齢の母が電話で皇室に関する本を
買わないかと勧誘された。母は断ったが、数

日後書籍が送られてきた。どうすればよいか。

Ａ 電話で勧誘され、断ったにも関わらず商品が
送られてきた、買うと言っていないのに商品

が届いてしまったという相談が寄せられています。
消費者が承諾していないにも関わらず一方的に商品
を送り付けられた場合、代金を支払う義務はなく、
商品を受け取る義務もありません。宅配業者に「受
け取りません」と伝え、受取を拒否してください。
受け取りを拒否しても宅配業者に迷惑はかかりませ
ん。
　確認の取れない荷物は受け取らないというルール
を、家族で作っておくのも一つの方法です。困った
ときは消費生活センターに相談してください。

こんな様子が見られたら、悪質商法のサインかも！
　悪質商法の被害に遭っている人は、いつもとちょ
っと違うサインを出しています。その“ちょっと”
を見逃さないでください。
・しつこい電話を切れずに困っている
・慌ててまとまったお金をおろしている
・急に節約を始めた
・携帯電話の着信に落ち着かない様子
・いつもより表情が暗く元気がない
・急に外出が増えた
・頻繁にコンビニでお金の支払いをしている
・業者と頻繁に電話をしている
　気づいてあげるのは身近にいるあなたです。こん
な様子に気づいたら、すぐ消費生活センターにご相
談ください。あなたの情報をお待ちしています。

消費生活センター　 995-1854

65 歳以上の運動教室
富岡コース参加者

 11 月 10 日 ㈫、24 日 ㈫、12
月８日㈫、22日㈫、１月 12
日㈫、26 日㈫、２月９日㈫、
23 日㈫

　10 時～ 11 時 30 分
富岡コミュニティセンター
 65 歳以上の方で、全８回を通
して参加できる方

 ストレッチ、筋力アップの体操、
脳トレなど
20 人（先着順）
10 月９日㈮～ 11 月２日㈪
 汗拭きタオル、水や麦茶などの
飲み物
介護保険課　995-1821

駿東地域職業訓練センター
11月講座

 ●特別教育・安全衛生教育▶伐
木作業の安全衛生講習（大径木
対応）●受験対策▶第２種電気
工事士受験対策講座（技能）●

人財育成▶監督者訓練講座●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、アクセス基礎、
年賀状、夜間アクセス基礎、夜
間 JW-CAD 基礎、夜間年賀状
●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、アロマ教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322
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Health

10 月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

10月 6日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
10月13日㈫  9 時～ 11 時 30 分
10月20日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
10月28日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

10月13日㈫  9 時～ 11 時 30 分
10月28日㈬  9 時～ 11 時 30 分

● 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。

　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。

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 29日㈭
13時～13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 19日㈪
13時～15時

生活改善に関する相談
を希望する方

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27年４月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

20日㈫　13時15分～13時45分
平成26年４月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

27日㈫　９時～９時15分
平成25年10・11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25年４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10月生まれの方

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 外科 内科 内科 整形 外科 整形

11 12 13 14 15 16 17
内科 外科 内科 内科 整形 内科 内科

18 19 20 21 22 23 24
内科 外科 内科 外科 内科 内科 内科

25 26 27 28 29 30 31
外科 外科 内科 外科 整形 外科 内科

裾野赤十字病院
992-0008

予約が必要です。
10 月６日㈫は、クラミジア検査も実施します。
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。
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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今月の救急協力医

10 月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈮ 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 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

17 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

18 ㈰

かとう内科医院 946-5562 大岡 遠藤医院 997-0533 葛山

池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

遠藤医院 997-0533 葛山 五十嵐クリニック 934-6700 志下

19 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

20 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

21 ㈬ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 酒井医院 966-1755 今沢 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

22 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

23 ㈮ 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

24 ㈯ 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 ㈰

林医院 931-1120 住吉町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 すずきファミリー

クリニック 960-0333  一本松

新井内科
クリニック 992-0811 久根 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

26 ㈪ 小林医院 966-7700 今沢 香貫医院 931-2465 本郷町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時

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。
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10 月後期

日 耳 鼻 科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

18 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733 今泉　　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

しんあい歯科医院
973-6686 伏見　　

25 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤　　

アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

岩端医院
962-1368 大手町　

梶歯科医院
994-1344 石脇　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

●救急協力医の変更／ 10 月 10 日㈯の小児科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：さくま小児科クリニック▶変更後：よざ小児科医院（967-5722　沼津市原）

救急協力医テレホンサービス　電話番号がかわります!
10月6日17時から 983-0115（10月6日17時までは 935-0119）

日 内 科 外 科 小 児 科

27 ㈫ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 東医院 921-5520 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

28 ㈬ 福士内科
クリニック 932-3553  下香貫

藤井原
おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

29 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

30 ㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 ふじわら

クリニック 924-8777 寿町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

31 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 瀬尾記念・

慶友病院 935-1511 下香貫
　島郷 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町
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御膳水と富士山神水
　須山の御師と公家との交流について、平成 25 年
度の特別展「須山浅間神社旧御師渡邉家の遺品」で
一部を紹介しました。須山区有文書の中にも、それ
に関係したものがありました。文化８年 (1811) に
御師渡邉隼

はやとのすけ
人祐が残した記録で、「仙

せん
洞
とう

御所 ( 上皇
の御所 ) から岩倉三位 ( 岩倉具視の祖父・具

とも
集
あい

) を
通して御膳水を頂戴しました。この水を使って洗米
を整え、浅間神社神前に供えて神楽を行い、また領
主である大久保加賀守の武運長久の祈祷もしました。
御膳水のお礼として、富士山上の神水を伝奏 ( 公家
の職名で、親王家・摂家・社寺の奏請を院・天皇に
伝える役 ) である平松前中納言に依頼して岩倉三位
へ献上しました」
ということが主
な内容です。
　渡邉家と京都
の公家との深い
かかわりを証明
する貴重な史料
です。

おやこで楽しむ！トランペットコンサート
と き／10月17日㈯　14時～　※開場▶13時30分
料　金／全席自由席（税込み）
　　　　大　人　1,000 円
　　　　子 ども（３歳以上高校生以下）500 円
　　　　親 　子（大人 1 人・子ども 1 人）1,200 円
　　　　※３歳未満は大人券１枚につき１人無料
出　演／高見　信行（トランペット）
　　　　城　綾乃（ピアノ）

を発表し、「一人ではないことを忘れないでくださ
い。勇気を出して言葉にしてください」と多くの来
場者に主張しました。
　「以前は、自分が考えていることがあっても友達
に非難されるのではないかと思い、周りに意見する
のが苦手でした」と、引っ込み思案だった過去の自
分を語る大隅さん。現在は、生徒会副会長や吹奏楽
部のパートリーダーを務めるなど、みんなの先頭に
立って活躍しています。
　性格を変えられたのは、『自分自身の考えを大切
にして、皆に伝えるべき』そんな言葉を友達からも
らい、背中を押されたからだそうです。「声をかけ
てくれた友達がいたから、見方が変わりました。感
謝しています」とにっこりする大隅さん。
　秋には、富岡中学校で青

せいりょう
嶺祭（学園祭）が行われ

ます。生徒会副会長として前に出る場面が増えるこ
とを前に、「青嶺祭が初めての１年生から最後の３
年生まで、全員に楽しんでもらえるように、自分の
思いを伝えて、盛り上げたいです」と力強く意気込
みを語ってくれました。

　わたしの主張 2015 県大会が、８月 20 日㈭に島
田 市 で 行 わ れ ま し た。 大 隅 さ ん は、 応 募 総 数
14,404点の作品の中から選ばれ、出場を果たし、
優秀賞に輝きました。
　大会では、「思いを言葉にするということ」とい
う表題で、過去の自分から変わることができた経験

わたしの主張県大会で優秀賞
大隅　摩希子さん（呼子・14 歳）

10月の休館日
5日㈪・13日㈫・19日㈪・26日㈪

　裾野のみなさん、今度 10
月にお伺いします！
　僕は、相模湾の反対側の
三浦半島で育ちました。そ
こから見える富士山に沈む
夕日に向かって吹いていた
トランペットを、今度はみなさんの住むこの街で披露した
いと思います。どうぞお楽しみに！

高見さんのコメント

仙洞御所御膳水頂戴之事
須山区有文書



最も重要な統計調査の
一つです。
ご協力お願いします！

国勢調査を
実施中

うるおいすその
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秩序をまもり、平和で安全なまちをつくります

9月30日　矢崎グループ裾野保育園が認証保育所第1号に。市独自の補助で子育て支援。
	 “すそのん”サンバイザーでハイ！ポーズ。元気いっぱいな年長組の皆さん。



特集１

市議会９月定例会
補正予算など28議案を審議

市議会 9月定例会が、8月 26 日㈬から 9月 29
日㈫までの 35日間の日程で行われました。認定案
件 9件、報告案件 2件、条例案件 3件、補正予算
5件、そのほか 9件の合計 28件が審議され、認定、
了承、同意、可決されました。ここでは、主な議案
を紹介します。

全員協議会　行政報告
消防指令センター運用開始

三島市、長泉町と整備を進めてきた消防指令セ
ンターは、10 月 6 日から運用開始となりました。
高機能指令システムを備えた消防指令センターは
2 市 1 町の人口 20 万 7,000 人を管轄します。的
確な指令管制業務を総勢 17 人の職員が 3 交代制
で行ない、火災や救急などに加え、複雑多様化す
る各種災害などに対応します。

斎場整備計画
新たな斎場の整備は、長泉町から「裾野市との

共同整備を選択する」との表明がありました。現在、
裾野長泉斎場整備基本調査業務を進めています。
今後は、長泉町と一層の連携を図り、整備手法や
管理運営方法などの協議を十分に重ね、新斎場共
同整備事業を推進します。新斎場は、十分な敷地
面積が確保できる現市斎場施設地を候補地としま
した。この場所では、必要とされる火葬炉数や個別
性の高い告別室と待合室が設置可能となり、平成
33 年度の運用開始を想定します。

　議案
平成 26 年度一般会計歳入歳出決算などの認定

平成 26 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、十里木高原簡易水道特別会計、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 26 年度市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

平成 26 年度の市水道事業会計の実質的な未処分利
益剰余金 6,763 万 288 円を減債積立金として処分す
ることが承認されました。
市固定資産評価審査委員会委員の選任

8 月 31 日に任期満了となった中野新一氏の後任と
して、大庭法男氏を新たに選任することが同意されま
した。
市個人情報保護条例の全部改正
市手数料条例の一部改正

行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律の施行に伴い、条例の改正をし
ました。
市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用
者負担額を定める条例の一部改正

子ども・子育て支援法が施行されたことに伴い、条
例の改正をしました。
市道路線の変更、認定

新たに須山地先の 1 路線を変更、1 路線を認定しま
した。

消防指令センター
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特集１

建設工事請負変更契約の締結
一般廃棄物最終処分場（第二期）埋立地建設工事に

おいて、路盤工などの数量変更に伴い 153 万 4,680
円を減額し、10 億 8,497 万 2,320 円で請負変更契約
を締結することが可決されました。

　補正予算
一般会計補正予算（第 2 回）

既定の予算総額に 1 億 500 万円を追加し、歳入歳出
予算額の総額をそれぞれ 212 億 3,300 万円としました。
　補正予算の主な内容は次のとおりです。

防災対策関係

●地域防災対策の推進
▶防災マップ作成事業

地域の防災情報を分かりやすく市民の方に周知で
きるように、新たな情報を追加した防災マップを作
成し、防災意識の向上を図ります。
▶福祉避難所用簡易ベッド整備事業

今年度から福祉避難所に指定した施設に対し、簡
易ベッド合計 60 台を整備します。
▶防災倉庫整備事業

新たに広域避難地に指定予定の生涯学習センター
に防災倉庫を増設し、防災体制の充実を図ります。

豊かな産業づくり関係

●林業振興の推進
▶間伐材等加工流通施設整備補助事業

製材事業者の加工流通施設整備に対する助成を行
い、間伐材などの加工増産を図ります。

快適なまちづくり関係

●定住人口の増加
▶宅地分譲事業補助金

定住人口増加のための宅地分譲事業補助金の申請
件数が、予定件数を上回ることが見込まれるため増
額します。

●再生可能エネルギーの推進
▶西中学校屋内運動場太陽光発電設備等設置事業

西中学校屋内運動場の屋根を利用して、環境への
負荷が少ない太陽光発電設備や蓄電池設備を導入し
ます。

国民健康保険特別会計補正予算（第 1 回）
医療給付費など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、976 万 3,000 円を
追加し、歳入歳出予算総額を 60 億 8,276 万 3,000
円としました。
介護保険特別会計補正予算（第 2 回）

前年度精算による一般会計繰出金、国庫支出金など
過年度分返還金、予備費の増額などに伴い既定の歳入
歳出予算の総額に、6,918 万 3,000 円を追加し、歳
入歳出予算総額を 31 億 7,918 万 3,000 円としました。

一般廃棄物最終処分場 ( 第二期 ) 埋立地建設工事

西中学校屋内運動場

市議会の副議長の
辞任に伴う選挙が定
例会最終日の 9 月
29 日㈫に行われま
した。副議長に三富
美代子氏が当選し就
任しました。

副議長に三富美代子氏が就任

副議長  三富美代子氏
（石脇・57 歳）
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自
主
財
源（
68
・
９
％
）

依
存
財
源（
31
・
１
％
）

市税（54.9%） ……………………………… 115 億 6,192 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（5.8%） ………………………………… 12 億 2,763 万円
延滞金、預金利子、雑入、貸付収入など

国庫支出金（12.6%） ………………………… 26 億 6,094 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（3.5%） ………………………………… 7 億 2,831 万円
基金の繰入金など

市債（7.7%） …………………………………… 16 億 2,880 万円
事業を行うために借り入れたお金

繰越金（2.1%） ………………………………… 4 億 4,675 万円
前年度の剰余金

県支出金（3.9%） ……………………………… 8 億 1,255 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（2.6%） ……………………………… 5 億 4,465 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（6.9%） ……………………………… 14 億 3,694 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

決 算
報 告

平成26年度

歳入総額 210 億 4,849 万円

歳出総額 201 億 1,469 万円

一
般
会
計

特集２

歳出総額 3.0％増 201億 1,469 万円　
平成 26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。

財政課
995-1801

EV、PHV 充電設備 市道 1-23 号線（平松深良線）
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民生費（24.3％） ……………………………… 48 億 9,373 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（12.6％） ……………………………… 25 億 2,850 万円
道路、河川、公園の整備などに掛かったお金

教育費（12.5％） ……………………………… 25 億　 637 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（14.4％） ……………………………… 28 億 9,489 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（10.4％） ……………………………… 20 億 9,364 万円
庁舎や財産の管理、税金の徴収、戸籍事務、選挙などに掛かったお金

公債費（9.5％） ……………………………… 19 億 1,792 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（16.3％） …………………………… 32 億 7,964 万円
消防費、農林水産業費、労働費、商工費、議会費など

平成 26年度 決算報告

特集 2

歳入・歳出の概要

歳入決算額は、景気の回復による法人市民税の大幅
増により市税が 14 億 6,638 万円増の 115 億 6,192 万
円、国庫支出金は最終処分場（第二期）整備事業に伴
う循環型社会形成推進交付金などにより 2 億 3,019 万
円の増、消費税の税率変更により地方消費税交付金が
1 億 1,802 万円の増、財政調整基金取崩しの縮減など
により繰入金が 4 億 6,076 万円の減、市債は減収補て
ん債の発行をしなかったことなどにより 2 億 8,890 万
円の減となり、全体で前年度比 7 億 96 万円（3.4％）
の増の 210 億 4,849 万円でした。

なお、平成 26 年度は普通交付税の交付団体となり
ました。

歳出決算額は、民生費が保育所緊急整備事業費補助
金、臨時福祉給付金などにより 4 億 6,162 万円の増、
衛生費が最終処分場（第二期）整備事業などにより 4
億 2,716 万円の増、諸支出金が都市施設建設基金積立
金などにより 7 億 636 万円の増、総務費が法人市民

税の還付金の減などにより 4 億 5,100 万円の減、土木
費が裾野駅周辺整備費などの減により 8 億 1,285 万円
の減となったことなどから、前年度比 5 億 9,392 万円

（3.0％）の増の 201 億 1,469 万円となりました。

須山浅間神社トイレ

「誘拐少女」試写会
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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補助

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心の豊かさを育む「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
教 育 振 興 基 本 計 画 策 定 事 業 教育の中長期的な方向性を示す教育振興計画を策定

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
防 災 体 制 整 備 事 業 地域防災体制を整備
最 終 処 分 場（ 第 二 期 ） 整 備 事 業 最終処分場（第二期）整備に伴う各種工事を実施
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
消防救急無線デジタル化整備事業 裾野市と三島市、長泉町で新たに消防救急デジタル無線を共同整備

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 地区要望などによる市内の準用・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

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

主 要
事 業

平成26年度

特集２

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。
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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

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や地域経済の活性化

シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン 推 進 事 業 市の知名度・高感度のアップを図るため、マスコットキャラクター
やフィルムコミッションなどの事業を実施

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 54億7,578万円
歳出総額 51億5,501万円

繰り越すべき財源
実質収支額 3億2,077万円

■後期高齢者医療事業特別会計
歳入総額 4億3,559万円
歳出総額 4億3,085万円

繰り越すべき財源
実質収支額 474万円

■介護保険特別会計
歳入総額 30億429万円
歳出総額 28億8,757万円

繰り越すべき財源
実質収支額 1億1,672万円

■土地取得特別会計
歳入総額 21万円
歳出総額 21万円

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 9億6,318万円
歳出総額 9億5,533万円

繰り越すべき財源 785万円
実質収支額 ０円

■墓地事業特別会計
歳入総額 5,157万円
歳出総額 4,883万円

繰り越すべき財源
実質収支額 274万円

■十里木高原簡易水道特別会計
歳入総額 3,612万円
歳出総額 3,612万円

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 4億 5,714 万円 28.9% 2億 4,689 万円 2億 1,025 万円
平 松 深 良 線 街 路 費 1億 7,068 万円 10.8% 1億 3,990 万円 3,078 万円
都市計画事業公債費 1億 7,712 万円 11.2% 0円 1億 7,712 万円
下水道事業特別会計 7億 7,529 万円 49.1% 3億 5,311 万円 4億 2,218 万円

合計 15億 8,023 万円 100% 7億 3,990 万円 8億 4,033 万円
 ※特定財源……国・県支出金、地方債、負担金、そのほか

都市計画税の決算額は４億 71 万円でした。都市計画税は、総合的なまち
づくりを行うため、街路整備など都市計画事業に必要な費用の一部として活
用されています。

※�水道事業会計は９ページに
掲載しています。

平成 26年度 主要事業

特集 2
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財政の健全度を判断する４つの指標

健全財政で
うるおい すその。

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

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

特集２

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
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
26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。

財政課
995-1801

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 26 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） 13.18% 20%

２．連結実質赤字比率 －（黒字） 18.18% 30%

３．実質公債費比率 8.7% 25.0% 35%

４．将来負担比率 1.1% 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 26 年度の
当市の標準財政規模は約 110 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26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％
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※決算額に消費税は含まれていません。

８年に１回、水道メーターを更新� 10 月 16日㈮～ 10月 30日㈮

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　7億1,888万3,000円

収入合計　9億4,455万円

そのほか
1,915万8,000円

職員給与費、修繕費、電力費など施設を
維持し水を送るための営業費用
２億5,522万9,000円

施設などの減価償却費
３億9,507万3,000円

借入金の利息の支払い
4,942万3,000円

純利益２億2,566万7,000円（非現金含む）

水道料金
７億4,661万3,000円

そのほか
3,990万円

長期前受金戻入額
1億5,803万7,000円（非現金）

借入金元金の返済
１億2,007万円

支出合計　3億5,392万7,000円

収入合計　4,228万7,000円

工事による負担金など
4,228万7,000円

水道施設や配水管布設（替）
工事などにかかる費用
２億3,385万7,000円

不足金額
（損益勘定留保資金などで補てん）
３億1,164万円

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。今回は、平成
26年度水道事業会計の決算状況をお知らせします。

水道料金お客さまセンター  995-1831
● 水道料金・引越し・検針・水道メーターの取り換えについて

上下水道課  995-1833
● 水道工事・漏水・給水装置について

特集３

平成 26年度水道事業会計決算報告
安定経営を維持！

皆さんからの水道料金で賄われています

水道事業の会計は、収益的収支と資本的収支から
なっています。収益的収支とは、水道水をつくり、そ
れを家庭まで送り届ける費用とその財源を表します。
資本的収支とは、企業債償還金や施設更新、耐震管を
含む配水本管の布設などに必要な費用とその財源で、
収入は工事負担金などです。

今後も、市水道ビジョンに基づく中長期的な展望を

見据え、経費の節減に努めるなど効率的な経営を行い
ます。大切なライフラインを守り、安全で安心な水を
安定供給していくため、ご理解ご協力をお願いします。

会計制度が変更されました

平成 26 年度から新たな公営企業会計基準が全国的
に適用されることとなりました。このことから、新た
な勘定科目の追加や振替により、前年と比べ表記方法
などが一部異なります。

● 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と
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。

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。
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特集４

マイナンバー（個人番号）が通知されます
マイナンバーは一生使うものです　大切にしましょう！
あなたのマイナンバーが記載された通知カードが世帯
主宛に簡易書留で順次郵送されます。届いた通知カード
は、捨てずに大切に保管してください。

勤務先、保険会社、証券会社への報告
児童手当・年金などの申請
源泉徴収票への記載　　　　　など

● １通につき８人まで通知されます。

個人番号はこんなときに必要です！

通知カード

内容物を確認してください。

郵送されるもの　～自宅に届く物～

この封筒（通知カード）は
絶対に捨てないでください

世帯主に
送られます

裾野市役所から
送ります

申請用返信封筒

お知らせ
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「銀行で写真付の身分証明書が
必要だけど、運転免許証もパス
ポートも持ってない！」

市役所、銀行などで顔写真つき
の本人確認資料として利用でき
ます。

「今すぐに住民票が必要！
でも、夜間休日では窓口が開い
てない！」

コンビニで住民票・印鑑登録証
などの取得ができるようになり
ます（近日開始予定）。

「確定申告はインターネットで
きるって聞いたけど、自宅で
やってみたい！」

e-TAX などの電子申請システ
ムの認証カードとして利用でき
ます。

特集４

市民課
995-1812

通知カードは個人番号（マイナンバー）カードではあ
りません。個人番号カードが必要な際には申請し、後
日、市役所で受け取ってください。

詳しい申請方法は、通知に同封されているお知らせをご覧ください。

※  15 歳未満の方や代理で取得する場合は条件があります。詳しく
は、通知に同封されているお知らせをご覧ください。

問い合わせ／個人番号カードコールセンター　0570-783-578

①通知カードが届く ②申請する ③交付通知書が届く ④個人番号カードの交付

通知カード

通知カード

個人番号カード

個人番号カード交付通知書

PC・スマホで

市役所で個人番号カードを
受け取る（交付される）とき

通知カードは個人番号カードではありません

個人番号カードで便利に！　～こんなときありませんか？～

通知カードが届いてから、個人番号カードが交付されるまで

◆持ち物
　●交付通知書
　●通知カード
　●本人確認書類
　●住基カード（所有者のみ）

①次のうち 1 点
写真つき住基カード、運転免許証、旅券、療育手帳など　
※有効期間中のもの

② ①をお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・
住所」が記載され、市長が適当と認める 2 点

例 ）健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など

通知カードが届いたら個人番号カードを申請しましょう

通知カード

②申請する

申請用返信封筒

市役所で
交付します。

交付は1月から

≠
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特集５

マイナンバー制度が始まります
個人番号の通知は 10月から簡易書留で
平和都市宣言の策定に向け意見募集
10/30 ㈮までパブリックコメントを実施

●提出できる方
次のいずれかに該当する方が意見を提出することが

できます。
①市に住民登録がある方
② 市内に事務所または事業所がある個人および法人そ

のほかの団体
③市内の事務所または事業所に勤務する方
④市内の学校に通学する方
●提出様式

市公式ウェブサイトからダウンロードするか、市役
所３階総務管財課・１階情報公開コーナー、各支所に

設置してある用紙を使用してください。任意の用紙に
住所・氏名・年代・意見を記入して提出することもで
きます。
●提出方法

次の４つの方法で提出することができます。電話で
の受付けは行いません。
① 持ち込み／市役所３階総務管財課・１階情報公開

コーナー意見提出箱、各支所
② 郵送／〒 410-1192 佐野 1059 番地　総務管財課
③ファクス／ 993-3607
④メール／ soumu@city.susono.shizuoka.jp

市では、戦後 70年の節目にあたり、市民の皆さ
ん一人ひとりが安心して暮らせる平和な社会を目指
すために「裾野市平和都市宣言」の策定を進めてい
ます。年内の策定に向けパブリックコメントを行い、
宣言案に対する意見を募集しています。

総務管財課
995-1808

裾野市平和都市宣言（案）

裾野市は、人間性豊かな平和都市を理想とする市民憲章のもと、富士山をはじめ
とする美しい自然に恵まれたなかで、住みよいまちを育んできました。
この豊かなふるさとを次の世代に引き継いでいくことは、わたしたちの使命であ
り、また、世界の恒久平和を実現させることは、人類共通の願いであります。
しかし、世界では現在も紛争が繰り返され、核兵器の存在が人類の未来に深刻な
脅威と不安をもたらしております。
わたしたちは、世界で唯一の被爆国の国民として、戦争の記憶を風化させること
なく、核兵器の廃絶と平和な世界を強く望むものであります。
戦後７０年の節目にあたり、わたしたちは、未来を担う子どもたちのために、一
人ひとりが安心して暮らせる平和な社会の実現に向けて努力することを誓い、ここ
に「平和都市」を宣言します。
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【10 月 28 日㈬～１日㈰　９時～ 16 時】
◦筆で世界に一つだけのしおりを作ろう

【10 月 31 日㈯　13 時 50 分～ 14 時 10 分】
◦詩吟体験（声の出し方・呼吸法・詩吟の魅力）

【11 月１日㈰】
◦ お花を生けてみよう（小・中学生）▶ 11 時～ 12 時、

13 時 30 分～ 14 時 30 分
◦囲碁体験（初心者歓迎）▶ 10 時～ 16 時 30 分
◦でっかい筆で でっかい字を書こう！▶ 11 時～ 12 時
◦ 二胡にふれて音を出してみよう▶ 12 時～ 12 時 20 分
◦ バイオリン・ビオラの楽器体験▶ 11 時 40 分～ 12

時 20 分

特集６

市民芸術祭　～創造・共感・感動～
さまざまな分野の芸術を体験

ところ／市民文化センター
開会式／ 10 月 28 日㈬　10 時～

【11 月 14 日㈯】
◦七宝焼ストラップづくり▶ 10 時～ 15 時
◦ 童謡や唱歌をおことで弾いてみる▶ 11 時 30 分～

12 時 30 分
【11 月 14 日㈯・15 日㈰】
◦いけばなの基本のたのしみ▶９時～
◦ナチュラルステムのコサージュづくり▶ 10 時～
◦ 二胡にふれて音を出してみよう▶㈯ 11 時 30 分～

12 時 30 分、㈰ 12 時～ 12 時 50 分
【11 月 15 日㈰】
◦絵・線を彫刻刀で彫る▶ 13 時～ 15 時

書道、文芸、手工芸、絵画などの展覧会や囲碁大会、音楽祭、
芸能祭などを行います。しおりづくりや生け花、囲碁、楽器
の演奏など、さまざまな分野の文化・芸術を体験できます。

生涯学習課
992-3800

部　門 とき 内　容

展覧会
11月11日㈬～15日㈰
9:00～17:00

※最終日は16:30まで

手工芸展（七宝焼、彫刻、陶芸、押花絵、紙バンドなど）、
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14日㈯
10:00～15:00 表千家茶道教室

11月15日㈰
10:00～15:00 図書館茶道教室（裏千家）

芸能祭
日舞・
邦楽の部

11月14日㈯
13:00～16:00 日本舞踊、民踊、詩舞剣舞、箏曲など

洋舞・
音楽の部

11月15日㈰
10:30～16:30

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

　第２部

　体験コーナー

　第１部

部　門 とき 内　容

展覧会 10月28日㈬～11月１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 10月31日㈯
13:00～17:00

詩吟、舞踊や詩舞との共演、大合吟「富士山」、詩吟体験、
ポスター原画表彰式

囲碁大会 11月１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１日㈰
12：30～17:00

混声合唱、女声合唱、弦楽合奏、管楽合奏、アルパ、ハー
モニカ合奏、大合唱（モルダウ）など

の演奏など、さまざまな分野の文化・芸術を体験できます。
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特集７

各地区でコミュニティまつりを開催
11月はコミュニティづくり月間

と　き／ 11 月１日㈰　９時～ 13 時
ところ／向田小学校

●おみこし
●クイズラリー
●紙芝居「郷土民話伝説」
●演奏（マスゲーム・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
●老人クラブ輪投げ大会
●防犯・防災・交通安全コーナー
●飲食物販売　など

と　き／ 11 月１日㈰　９時～ 13 時
ところ／西小学校

● 演奏（和太鼓・吹奏楽・バンド・しゃぎり・ズンバ
ダンス・ラフターヨガ）

●実武（空手道）
●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

と　き／ 11 月 15 日㈰　９時～ 13 時
ところ／深良コミセン・JA なんすん深良支店

●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
●深良用水写真展
●防犯・防災・交通安全コーナー
●自衛隊車両展示コーナー
●スタンプラリー
●もちまき
●飲食物販売、バザー　など

と　き／ 11 月 22 日㈰　９時～ 14 時
ところ／富岡第一小学校

●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）
●トヨタ自動車ブース
●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の月間とし、
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
物が用意されています。

市民課地区振興係
995-1874

東

西

深良

富岡
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来年度から、保育園の保育料は市民税額を基に決定します。
当市では、保護者の方の負担を軽減するため国が定める基準
額より軽減した保育料を設定しています。

子ども保育課
995-1822

特集８

平成 28年度から保育園の保育料が変わります
保育料は市民税額を基に決定

保育料の判断基準が市民税額に変わります

来年度から、保育料の所得の判断基準が、所得税額
から市民税額に変わります。判断基準が変わったことに
より、各階層の額が下表のとおり変更になります。多子
軽減は継続します。保育料は、父と母の市民税額（住
宅借入金等特別控除や寄付金税額控除などの適用前）
を合算した金額から算定します。生計を維持している方
が父母でない場合は、その方の市民税額で算定します。

対象施設は、公私立保育園、認定こども園（保育園
部）、地域型保育施設です。

切り替え時期は４月と９月

４月～８月▶前年度 ( 平成 27 年度 ) の市民税額
９月～３月▶当年度 ( 平成 28 年度 ) の市民税額

保育料のしくみ

保育園を運営するためには多くの経費がかかります。
保育園は、国県市による公費負担と、市民税の課税状
況に応じて保護者の方が負担する保育料で賄っていま
す。当市では、保護者の方の負担を軽減するため、国が
定める基準額より軽減した保育料を設定しています。

利用者負担（月額）

当市の階層区分
３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間

A 生活保護世帯など 0 0 0 0 0 0 

B 市民税非課税世帯 4,000 3,900 3,000 2,900 3,000 2,900 

C 市民税所得割非課税世帯 9,000 8,800 7,400 7,200 7,400 7,200 

D1 市民税所得割課税額48,600円未満 15,800 15,500 10,400 10,200 10,400 10,200 

D2 市民税所得割課税額48,600円以上77,100円未満 19,400 19,000 14,600 14,300 14,600 14,300 

D3 市民税所得割課税額77,100円以上97,000円未満 22,000 21,600 17,400 17,100 17,400 17,100 

D4 市民税所得割課税額97,000円以上128,000円未満 27,000 26,500 25,000 24,500 23,400 23,000 

D5 市民税所得割課税額128,000円以上169,000円未満 34,800 34,200 27,800 27,300 25,000 24,500 

D6 市民税所得割課税額169,000円以上211,200円未満 42,600 41,800 30,000 29,400 26,400 25,900 

D7 市民税所得割課税額211,200円以上301,000円未満 45,800 45,000 31,000 30,400 27,000 26,500 

D8 市民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満 50,000 49,100 32,000 31,400 27,600 27,100 

D9 市民税所得割課税額397,000円以上 53,000 52,000 33,000 32,400 28,400 27,900 

（円）

※保育が必要な時間により、保育標準時間と保育短時間の 2 つの区分に分けられます。
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特集９

結核検診で早期発見
11/2日㈪～ 11/16 ㈪に実施

対 象
市内に住んでいて、昭和 26 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
●がん検診等受診表（別途通知）
　※ 対象の方で通知が届かない方や紛失した方は、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
19,615 人、死亡者数は 2,099 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。
結核検診を実施します。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、結核を早期に発見しましょう。

健康推進課
992-5711

結核健康診断日程表
日にち 会場 時間

11月2日㈪

金沢公民館 8:50～ 9:20
田場沢公民館 9:40～10:00
中里公民館 10:20～10:40
上ケ田公民館 11:00～11:40
福祉保健会館 13:30～15:00

11月4日㈬

かつ榮 8:50～ 9:50
桃園公民館 10:10～10:50
西中学校 11:00～11:50
市役所（車いす受付）★１ 13:30～15:00

11月5日㈭

安全タクシー 8:50～ 9:30
石脇公民館 9:50～10:30
福祉保健会館 10:50～11:40
福祉保健会館 13:30～14:30

11月6日㈮

原区集会所 8:50～ 9:20
岩波公民館 9:40～10:40
深良新田公民館 11:00～11:40
深良コミュニティーセンター 13:30～14:10
切遠コミュニティーセンター 14:20～15:00

11月8日㈰ 市役所 8:50～11:30
富士見台公園★２ 13:00～14:00

11月9日㈪

麦塚公民館 8:40～ 9:00
本茶公民館 9:10～ 9:40
久根公民館 9:50～10:20
南堀公民館 10:30～10:50
クリエイトS.D　裾野茶畑店 11:00～12:00
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

日にち 会場 時間

11月10日㈫

中丸公民館 8:50～ 9:40
天理教教会 9:50～10:20
中丸上公民館 10:30～11:00
市役所 13:30～15:00

11月11日㈬

杉山幸雄宅（市の瀬） 8:50～ 9:00
髙田泰幸宅（峰下） 9:20～ 9:40
向田小学校体育館 10:00～10:30
青葉台公園 10:50～11:30
南児童館 13:30～14:30

11月12日㈭

下和田地区集会所 9:00～ 9:40
呼子集会所 10:00～10:30
今里本村集会所 10:50～11:30
葛山集会所 13:30～14:10

11月13日㈮

御宿新田コミュニティセンター 14:30～15:10
田向集会所 9:00～ 9:30
十里木高原集会所 10:10～10:40
須山地区研修センター 13:30～14:30

11月16日㈪

南町公民館 8:50～ 9:10
富沢公民館 9:30～10:00
千福公民館 10:20～10:50
千福が丘小学校 11:20～11:50
富岡コミュニティセンター 13:30～14:30

★１　車いすの方に対応した検診車です。
★２　雨天の場合、富士見台公民館で実施します。
●どの会場でも受診できます。
●受診は１人１回のみです。
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健康、福祉、消防のイベントを開催します。健康まつりでは、
歯科相談やさまざまな健康に関する測定があり、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、福祉施設や
ボランティア団体の活動の展示・紹介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火器など
の体験コーナーや防災機器などの展示コーナーがあります。

ふれあい健康まつり・ふれあい消防広場
健康・福祉・消防のイベントを同時開催

特集 10

とき／ 11 月８日㈰
と ころ／福祉保健会館、福祉保健会館駐車場、消防庁

舎、消防庁舎駐車場　※雨天の場合は、福祉保健会
館内のみで開催します。

【無料送迎バス】
 市役所から無料送迎バスが出ます。

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

※ 車でお越しの方は、市民文化センター駐車場をご利
用ください。

健康まつり

体力年齢測定などで健康を見つめ直し、自分にあっ
た健康づくりを見つけましょう。
とき／ 10 時～ 14 時
●歯科医師による歯科相談
●８０２０推進コーナー
●体力年齢測定
●骨密度測定
　▶ 9 時 50 分から玄関横で整理券を発行します。
●体組成測定
●がん予防啓発のコーナー
● すその健康マイレージカード２枚目以降達成者景品

抽選会（13 時～）
健康推進課　992-5711

ふれあい広場

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。
とき／９時 45 分～ 14 時 30 分
●各種団体、ボランティアの活動紹介
　▶展示・体験コーナー
●ふれあいステージ
　▶歌や踊り、楽器の演奏会など
●お楽しみ抽選会
●福祉用具の展示
●福祉団体による販売
　▶自主製品や東日本被災地の特産品の販売
●福祉川柳の募集

社会福祉協議会　992-5750

ふれあい消防広場

見学、体験をとおし、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
　▶軽食などの模擬店

消防本部予防課
　992-3211
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2市３町の代表が熱戦 9月6日

第 46 回駿東地区父親ソフトボール大会が、総合グラウンドで開
催されました。当市の代表として御宿坂上、御宿入谷の 2 チーム
が出場し、熱戦を繰り広げました。御宿坂上チームは見事に３位と
なり、11 月に開催される県大会の出場を決めました。

今月の写真

Photograph 9 月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／市営墓地

夕日に染まる笠雲

防災思想の普及に貢献 9月4日

9 月 9 日㈬午後、台風 18 号が抜け去り、次第に青空が広がりま
した。15 時過ぎに 3 連の笠雲が富士山にかかりました。その後、
形を崩しながら山全体を覆うように成長していきました。日没直後、
笠雲の下から夕日が差し込み、神々しい風景が出現しました。

防災思想の普及に貢献し、防災担当大臣表彰を受賞した小林建次
さんが市役所を訪れ、市長に受賞の喜びを報告しました。今回は全
国で 6 人が表彰され、小林さんはその一人です。当市ではこれま
でに 1 団体、4 個人が受賞しています。
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秋晴れの須山路をウォーキング 9月12日

地域保健委員の皆さんが作成した「すそのんと歩くのんびり
ウォーキングマップ」のコースを歩き、健康づくりを図る取り組み
が始まりました。第 1 回目の須山地区のコースには約 50 人が参加。
約 5km の道のりを自分のペースで歩き、心地よい汗を流しました。

Photograph 2015.9

“すそのん”、ゴールキーパーで活躍 9月13日

満開のコスモス畑をバックにフラダンス 9月20日長寿のお祝い 9月15日

日本フットボールリーグのアスルクラロ沼津の試合が、運動公園
陸上競技場で行われました。試合の前に同チームの選手とサッカー
少年団との交流ゲームを開催。天候不順のため、“すそのん”は特注
のレインコートを着てゴールキーパーとして参加しました。

パノラマ遊花の里で富士山すそのパノラマロードコスモスまつり
が行われました。満開のキバナコスモスを前に、フラダンスや太鼓
が演奏されました。ＪＲのさわやかウォーキングや観光バスの来場
もあり、2 日間で約 12,000 人の皆さんがコスモスを楽しみました。

今年度、市内に住む 13 人の方が 100 歳を迎えます。千福が丘に
住む安藤ハルさんも、10 月に 100 歳。市長や婦人会長らから花束
やお祝いの品を受け取りました。長生きの秘けつは特にないそうで
すが、「お酒が好きです」とニッコリ。

信じて待つことの大切さを学ぶ 9月14日

　「浮いて待て」が西小学校で開催され、4年生と5年生が参加しま
した。水難学会の指導員（非番の消防士）が、水に浮く方法や浮くこ
との大切さを説明しました。参加した児童は、「服が水を吸って変
な感じだった」と、感想を話していました。

牧水をしのんで 9月13日

市民文化センターで、第 40 回裾野牧水祭が行われました。合唱
連盟と文化協会吟道連盟の皆さんが、牧水が詠んだ句を合唱や詩吟
にアレンジして披露しました。牧水に関する講話も行われ、日本酒
と花が捧げられました。
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インフォメーション

Information

沼津税務署
電話相談センター

税務署の職員が国税の相談に応
じます。自動音声で案内しますの
で、「1」を押し、相談したい内
容の番号を選択してください。

 8 時 30 分 ～ 17 時　 ※ 土 日、
祝日、年末年始を除く
沼津税務署　922-1560

絵手紙体験コーナー

文化の日を記念して、絵手紙体
験コーナーを開設します。時間内
であればどなたでも自由に参加で
きます。

11 月 3 日㈫　10 時～ 15 時
富士山資料館

講師／渡辺節代さん
 富士山や富士山に関するものを
題材に、絵手紙をつくります。

入 館料／大人 210 円・小中学生
100 円
富士山資料館　998-1325

全日本不動産協会
不動産無料相談会

直接会場にお越しください。
 11 月 18 日㈬　受付▶ 13 時
30 分～ 15 時 30 分
 プラサヴェルデ 402 会議室 ( 沼
津市大手町 )
 弁護士、司法書士、税理士、土
地家屋調査士、行政書士、建築
士、宅地建物取引士が不動産に
関する相談に応じます。
全日本不動産協会静岡県本部

　054-285-1208

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。

 11 月６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
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5760

第18回さつき学園まつり

 11 月 7 日㈯ 10 時 30 分～ 14
時 30 分
さつき学園
 抽選会、模擬店、利用者の作品
販売
駐車場あり
さつき学園　0550-87-1747

ファミリー・サポート・
センター　講習会

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
話を有料で行う制度です。

と　き ところ

① 10月28日㈬
9:15~12:00

生涯学習セン
ター　学習室２

② 10月29日㈭
9:15~12:00

消防庁舎３階
災害対策室

③ 10月30日㈮
9:15~12:00

生涯学習セン
ター　学習室２

 子どもを預かる方 ( まかせて会
員、どっちも会員 )
 ①オリエンテーション、保育の
心と子どもの遊び②子どもの身

体の発育と病気、応急手当講習
③子どもの発達心理
  ファミリー・サポート・セン
ター　965-3681

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 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
11 月 12 日㈭
 国保年金課　995-1813

ぬいぐるみお泊まり会

ぬいぐるみが図書館に泊まり、
夜の図書館を探検します。
持 ち込み期間／ 11 月 6 日㈮～

12 日㈭
返却日／14日㈯　14 時 30 分～

鈴木図書館
 市内に住んでいる幼児から小学
生までの方
 図書館を探検する様子を写真撮
影し、参加者にプレゼントしま
す。14 日㈯のおはなしの会に
ぬいぐるみと一緒に参加します。
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 24 日㈯ ９時～
 鈴木図書館　992-2342
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お知らせ

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

囲碁入門・初心者教室
(冬季講座 )

子どもから大人まで、みんなで
囲碁を楽しみます。

 11 月 21 日 ㈯・28 日 ㈯・12
月 5 日 ㈯・12 日 ㈯・19 日 ㈯
全 5 回　10 時～ 11 時
 東西公民館
 市内に住んでいる 5 歳以上の方
20 人（先着順）
500 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。
10 月 31 日㈯　9 時から

  東西公民館　992-6677

弁護士による法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

11 月 20 日㈮　10 時～ 12 時
市役所 4 階 401 会議室
6 組（先着順）
 予 約 は、11 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。●相談内容によっては、ほ
かの相談で対応することもあり
ます。
戦略広報課　995-1802

初心者のための体操教室
参加者

ストレッチや腰痛・肩こり予防
体操、ボールを使った運動を行い、
生活習慣病を予防・改善し、健康
的な生活を送れるよう、毎日の生
活の中に運動を取り入れます。

 11 月 20 日 ㈮ ･24 日 ㈫、12
月 1 日㈫ ･8 日㈫ ･22 日㈫、1
月 5 日㈫ ･15 日㈮・26 日㈫　
全 8 回　13 時 30 分～ 15 時
 福祉保健会館１階健康ホール
 市に住民登録のある 20 歳以上
の方で、過去に筋力向上トレー
ニング教室や初心者のための体
操教室などの運動教室に参加し
たことがない方、定期的な運動
習慣のない方、健康上の理由で
ゆっくりとしたペースで運動し
たい方などで、全 8 回を通し
て参加できる方
20 人（先着順）
 運動可能な服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴、筆記用具
10 月 23 日㈮～ 11 月 13 日㈮
 すその健康マイレージ対象事業
です。
 健康推進課　992-5711

具体的な将来都市像や、地域単位のまちづくり
の方針を定める、「市都市計画マスタープラン」
の策定を進めています。市民の皆さんから、「市
都市計画マスタープラン（案）」に関する意見を
募集します。

 市に住民登録がある方、市内に事務所または事
業所がある個人および法人そのほかの団体、市
内に通勤・通学している方など

公 表場所／まちづくり課、市役所・各支所 ( 須山、
富岡、深良 ) の情報公開コーナー、市公式ウェ
ブサイト

 市公式ウェブサイトのパブリックコメント提出
フォームで提出するか、公表場所にある意見提
出用紙に必要事項を記入し、まちづくり課へ提
出してください。市役所１階情報公開コーナー
の意見提出箱に提出することもできます。

　※郵送、FAX 可
11 月 13 日㈮　※郵送の場合は、当日消印有効
まちづくり課　995-1829
994-0272

　〒 410-1192　佐野 1059

「市都市計画マスタープラン(案)」の意見を募集

パブリックコメント
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インフォメーション

Information

11 月 6 日㈮～平成 28 年 3 月 29 日㈫
11 月 9 日㈪必着
 硬式テニス教室、ジュニアベースボールを希望する
方は、往復はがきの往信の裏面に、①氏名 ( フリガ
ナ）※申込者が未成年の場合、保護者の方の氏名も
記入②生年月日・年齢・学年③性別④住所⑤電話番
号⑥希望教室名・曜日を、返信の表面に、自分の住
所 ･ 氏名を記入してください。11 月 13 日㈮までに、
返信はがきが届かない場合はご連絡ください。ピラ
ティス・ストレッチ、はじめてエアロ、リフレッシュ・
ヨガ、ラウンドフィットネスは、当日会場で受け付
けます。( 都合に合う曜日・時間に参加できます。)
 ◦ 申し込みが募集定員より大幅に少ないときは中止

となる場合があります。
 　◦  往復はがき 1 通につき 1 つの教室です。
 　◦ 申し込み多数の場合は厳正な抽選を行います。
 　◦申し込み後にキャンセルをする方はご連絡ください。
 　◦ 内容・日程の詳細、申し込み方法については、市

民体育館仮設事務所（市立水泳場）、運動公園に
設置のチラシをご覧ください。

 　◦ 健康状態に不安がある方は医師の許可を得てから
お申し込みください。

 運動公園　997-7277
　〒 410-1104　今里 1616-1

http://susono-sportsshisetsu.com/

第 2期　スポーツ施設教室参加者募集

教 室 名・対象 曜日 時  間 ところ 回数 定員 内　容 参加料金
（税込み）

硬式テニス教室①
18歳以上の一般男女 水 13：00～

14：30 運動公園テニス
場第1・2コート

10回
24人

初心者を対象に基礎練習を行い
ます。

9,000円
※初回一括
払い硬式テニス教室②

18歳以上の一般男女 木 10：00～
11：30

ジュニアベースボール
小学3年生～6年生 水 16：00～

17：30
総合
グラウンドＡ 30人

6,300円
※初回一括
払い

ピラティス・ストレッチ 火 14：45～
15：30

運動公園陸上
競技場会議室
※ 受付▶運動公
園管理棟

１8回

各先着
30人

呼吸と身体の動きを連動させ、
身体の内側から鍛えていきます。

1回毎
500円はじめてエアロ 金 10：00～

10：45
16回

基本動作を身に付け基礎体力
アップを図ります。

リフレッシュ・ヨガ 金 11：00～
11：45

普段使わない筋肉を目覚めさせ
心身ともにリフレッシュします。

ラウンドフィットネス ※ 開催日の毎月20日前後に翌月の予定を公開
します。

音楽に合わせて、筋力トレーニ
ングと有酸素運動を交互に行い
ます。

１回毎
100円
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お知らせ

野球ワンポイントレッスン

野球の基礎から丁寧に指導しま
す。

A コース／ 10 月 31 日 ㈯　10
時～ 12 時

　B コース／ 11 月 7 日㈯　15 時
～ 17 時

 深良グラウンド
 小学 3 ～ 6 年生　※ 1･2 年生
は応相談
 各 20 人　※申し込み多数の場
合は抽選
各 500 円
10 月 25 日㈰ 
 グローブ、タオル、飲み物、運
動着、くつ
 天候により中止の場合は、市ス
ポーツ施設ホームページ内の
Facebook に掲載します。
 http://susono-sportsshisetsu.
com/
 運動公園　997-7277
997-7233

すそのウォーキング
in 富岡地区

福祉保健会館をスタートとゴー
ル地点として、6㎞程度、約 60
分のコースをウォーキングします。
申し込みは不要です。直接会場に
お越しください。

10 月 25 日㈰　9 時～ 12 時
　受付▶ 8 時 30 分～ 9 時

 福祉保健会館
 市に住民登録のある方
100 人
 運動可能な服装、タオル、飲み
物、帽子、健康マイレージカー
ド（お持ちの方）
 同日開催される「もののふの里
まつり」を経由するコースです。

 健康推進課　992-5711

11 月　水道工事当番店 データバンク

11月　税金・料金

※工事、修理は有料です。 10 月１日現在

納付期限：11 月 30 日㈪

１日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

３日㈫ ㈱小島屋商会
☎998-0019

７日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

８日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

14日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

15日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

21日㈯ ㈲渡辺設備
☎992-3034

22日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

23日㈪ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

28日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

29日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

11 月　カレンダー
～１日㈰市民芸術祭第１部
６日㈮七歳児祝賀式

８日㈰ふれあい健康まつりふれあい消防広場
11日㈬
～15日㈰市民芸術祭第２部

19日㈭技能功労者表彰
28日㈯富士山フェスタ2015

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

人　口　53,194人� （＋56人）
　男　　27,072人� （＋33人）
　女　　26,122人� （＋23人）
世　帯　21,474世帯�（＋73世帯）
内、外国人� 700人�386世帯
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今月の救急協力医

11月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町 勝呂医院 962-3083 千本中町

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

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

2 ㈪ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 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

3 ㈫

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

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 よざ小児科医院 967-5722 原

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 白石医院 951-4593 市道町

4 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 さくら胃腸科・

外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

5 ㈭ 柿田川医院 973-3601 柿田 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

6 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

7 ㈯ 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 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈰

大沢医院 931-1019 御幸町 西方外科医院 921-1333 共栄町

旭医院 966-0031 原 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

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

9 ㈪ きくちクリニック 989-5788 桜堤 田沢医院 962-1205 大手町 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

10 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 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

11 ㈬ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 遠藤クリニック 975-8801 久米田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

12 ㈭ 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

13 ㈮ 清流クリニック 941-8688 堂庭 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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11 月前期

日 内 科 外 科 小児科

14 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

15 ㈰

小林内科医院 921-2165 米山町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

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

須山診療所 998-0006 須山 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

1 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿　　

3 ㈫ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

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　

カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑　　

8 ㈰ よねやま耳鼻咽喉科医院
0545-53-6885 永田町　

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　

スマイル歯科医院
997-1610 深良　　

15 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

勝又歯科医院
989-4726 上土狩　

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115
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篠原　とあけちゃん
（２歳 10カ月・富士見台）

冨野　奏
かな
未
み

ちゃん
（２歳９カ月・トヨタ）

後藤　乙
おと
寧
ね

ちゃん
（２歳８カ月・トヨタ）

勝又　沙
さ
耶
や

ちゃん
（３歳・上城）

川﨑　紗
さ
奈
な

ちゃん
（２歳 10カ月・御宿新田）

●11月の行事予定
おはなしフェスティバル
 ７日㈯ 14時30分～ 文化センター図書室
 14日㈯ 14時30分～ 視聴覚室

親子おはなし広場
 10日㈫ 10時30分～ 展示室

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

リサイクルブックサービス
 7日㈯ ～13日㈮ 展示室
　　※休館日を除く

●秋の読書週間テーマ図書展示
　「いつだって読書日和」をテーマに、100年前の名作から
現代の人気小説までを展示します。
と　き／10月28日㈬～11月６日㈮　※休館日を除く
ところ／展示コーナー

11月の休館日 2日㈪・9日㈪・16日㈪・24日㈫・
26日㈭・30日㈪

●�昔の玩具大図鑑
　時をこえて愛されるおもちゃ
監修：井上重義
PHP研究所（楽しい調べ学習シリーズ）

●がっこうのおばけずかん
　おばけにゅうがくしき
作：斉藤洋　絵：宮本えつよし
講談社（どうわがいっぱい 105）

●いっすんこじろう
　妖怪キリナシ退治の巻
絵：加藤休ミ　文：内田麟太郎　WAVE出版

●はしれ、ゴールのむこうまで！
絵：稲葉卓也　作：くすのきしげのり
講談社（講談社の創作絵本　いちねんせいの１年間）

●はずかしがりやのバナナくん
作：岡田よしたか　PHP研究所（わたしのえほん）

児童書

●潮流
著：今野敏
角川春樹事務所（東京湾臨海署安積班）

●十字の記憶
著：堂場瞬一　KADOKAWA

●アイアン・レディ
　Iron�Lady
著：二階堂黎人　原書房

●反人生
著：山崎ナオコーラ　集英社

一般書

シャッフル航法
著：円城塔　河出書房新社

　ハートの国で、わたしとあなたがボコ
ボコガンガン、支離滅裂に。宇宙間移動
時の奇妙な事故を描いた表題作ほか全
10 編を収録。甘美で繊細、壮大でぼん
くら。言葉の魔術師が紡ぐ極上の作品集。

オススメ
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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

　

スポーツの秋〜和気あいあい！　地域が一つに
10月4日　第40回富岡地区体育祭
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投票終了

毎日1票の投票をお願いします



特集１

秋の全国火災予防運動 11/9 日㈪～ 11/15 日㈰
無防備な 心に火災が かくれんぼ （全国統一防火標語）

　11月9日㈪から15日㈰までの７日間、秋の全国火災予
防運動が行われます。空気が乾燥し、火災が起こりやす
い時季となります。また、暖房器具の使用機会が増えて
きます。慣れや油断から火災を起こさぬよう防火の重要
性を理解し、火災を未然に防ぎましょう。

消防署
995－0119

　住宅防火対策として、全国すべての住宅に住宅用火
災警報器の設置が義務付けられています。火災から大
切な家族の命を守るため、まだ設置が済んでいない方
は早急に設置してください。火災を早期に発見するこ
とで、初期消火や通報などが早まり、近隣への延焼被
害が軽減します。

住宅用火災警報器設置率
静岡県 76.5%
裾野市 79.0%

　　（平成 27年 6月 1日現在）

▶�設置率の全国１位は福井県の94.9％（静岡県34位）
で、全国平均は 81.0%です。市では、まだ全国平均
まで達成していません。火災が発生しても早期に避
難できるように住宅用火災警報器を設置しましょう。

　警報器設置の義務化から、もうすぐ 10 年となりま
す。設置されている警報器が、いざというときに正常
に作動するよう、定期的な点検が必要です。

●点検、メンテナンスの方法
　�　警報器から下がっているひもや押しボタンが付い
ている場合は、これらを引いたり、押したりして動
作の点検を行いましょう。また、ほこりなどが付着
していると、誤作動の原因になります。定期的に乾
いた布などで拭き取りましょう。
●交換の時期
　�　警報器の電池交換は、おおむね10年を目安に行っ
てください。交換時期が近づくと警報器本体から、
ブザーや音声で知らせる物もあります。

　　　　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。

▶�寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。

▶�火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
などを設置する。

▶�お年寄りや身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。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント 設置してありますか？　住宅用火災警報器

住宅用火災警報器を点検しましょう
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特集２

　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125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㈬までで、引き渡しは2月初旬の予定です。

市営墓地　125区画の墓所使用者を募集
申込受付期間は11/4㈬～12/9㈬

◆募集区画
３㎡（標準タイプ）▶ 125 区画（１・２・３号墓域）
※�１・２号墓域はそれぞれ１区画のみです。６㎡（倍
区画タイプ）の募集はありません。

※４～９号墓域は未完成です。

◆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（改葬予定の方も申し込みできます）
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（改葬予定の方
も申し込みできます）

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

◆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
明書も必要）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、12月 9日㈬の消印があるものまで有効です。
　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。市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。

◆申込受付期間
11 月 4日㈬～ 12月 9日㈬　９時～ 17時　
※土・日曜日、祝日を除く

◆使用区画抽選会
と　き／ 12月 16日㈬　10時～
ところ／市役所４階 401 会議室
※申し込んだ方は、参加してください。

◆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、2月初旬の予定です。墓所
の使用を急ぐ方はご相談ください。

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

３㎡（標準）

永代使用料
市 民 430,000 円
在勤者 570,000 円

管理料（年間） 5,140 円

使用申込から引き渡しまで

墓所使用申込書の提出
（11／ 4～ 12／ 9）

　　▼　審査
抽選会・使用区画の決定

（12／ 16）
　　▼　　　

墓所使用許可申請
永代使用料・管理料の納付
（12／ 17～ 1／ 20）

　　▼　審査
墓所使用許可書の発行・引き渡し

（2月初旬）

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です
税金の納め忘れはありませんか？

特集３

滞納は公共サービスの提供に支障を来します
　納められた税金は、教育や福祉、公共施設の整備な
ど、市民の皆さんが安心して暮らせる環境づくりに使
われます。税金を滞納すると、市の財政を圧迫し、公
共サービスの提供に支障を来すことがあります。また、
納期限内に納付している多くの方との公平性も欠きま
す。

便利な口座振替やコンビニ納付をご利用ください
　納付は、金融機関窓口やコンビニエンスストアでお
願いします。
�口�座振替／市では確実・便利な口座振替による納付を
勧めています。ご希望の方は、市内指定金融機関で
手続きしてください。

�コ�ンビニ納付／納期限内であれば、24時間 365 日納
めることができます。ただし、30 万円を超える納
付書はご利用できません。

平成 26年度市税収入状況� （単位：千円）
調定額 収入額 収入未済額

現年課税分 11,562,749 11,461,599 101,103
滞納繰越分 324,779 100,322 194,530

合　計 11,887,528 11,561,921 295,633
　※�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

　税金は、公共サービスや公共事業の貴重な財源です。税金を滞納
すると、私たちが安心して暮らせるまちづくりなどに支障を来すほ
か、納税している方との公平性も欠きます。
　県内全市町と県が連携して、市税の収納率の向上に取り組んでい
ます。特に、11 月・12 月を「税の滞納整理強化月間」と定め、税
の徴収強化に取り組みます。

管理納税課
995-1811

税金は納期限内に納付を！
　税金は納期限までに納めましょう。納期限内に納付
されない場合には、本来の税額に加え、法律の定める
額の延滞金を合わせて納付することになります。納期
限までに納付されない税金が少額でも、滞納処分の対
象になります。

11 月、12月は滞納整理強化月間
　県内全市町と県が協力して、市税の収納率の向上に
取り組んでいます。特に、11月、12月を滞納整理強
化月間として、県下一斉に滞納処分の強化を図ります。
市でも皆さんに広報活動などを通して、納期限内納付
を呼びかけます。

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とき
には、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。日中に納税相談ができない方のために、
夜間納税相談を実施しています。
●夜間納税相談
　�毎月第１・３水曜日 19時まで（祝日、年末年始を除
く）
●税の滞納整理強化月間中の夜間納税相談
　11月の実施日／ 11月 4日、18日～ 20日
　12月の実施日／ 12月 2日、16日
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特集３

税金を滞納すると財産が差し押さえられます
　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、市では事情
なく納付しない滞納者に対して、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。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、貴金属などの多岐
にわたります。差し押さえ
の処分を受けると、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。

平成 26年度滞納処分状況
差押物件 差押件数

動産・不動産 ２

給与・年金 41

預貯金 408

保　険 125

その他 35

合　計 611

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
状を発送します。督促状の発送から 10日経過
時に納付や連絡がないときは、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
市税に充当します。

滞納処分の流れ
納税通知書の発送

納税の督
とく
促
そく

財産調査

財産の差し押さえ

滞納市税に充当

➡

➡

➡

➡

給  料インターネット公売など 土地・建物
預  金

カメラ・時計 自動車

徴収困難な滞納

県・市・町

静岡地方税滞納整理機構

徹底した財産調査と
差し押さえ

公売などによる
換 価 

徴収金

　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
を迅速かつ確実に行います。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。
　また、今年度は、一部案件を県へ移管して対応しま
す。これは県が直接、市県民税の滞納者に対して、徴
収または滞納処分を行うものです。

県と市が一体となった滞納者の徴収対策
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新成人者祝賀駅伝大会参加チーム募集
新春1/10 ㈰８時　須山小学校スタート

特集４

　新成人者祝賀駅伝大会の参加チームを募集し
ます。１チームの出場選手数は６人または 12
人となります。参加を希望するチームは、11
月 13 日 ㈮ から 12 月 13 日 ㈰ までに市民体
育館仮設事務所にお申し込みください。

市民体育館（市立水泳場内仮設事務所）
993-0303

とき／１月 10日㈰　８時～
ところ／須山小学校スタート

11/13 ㈮から申し込み受付開始
〈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〉※オープン参加可
●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　※学年齢）
〈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 ２人 白
一般男子 １人 ４人 ２人 白
上記以外 １人 ８人 ４人 黄
〈表彰〉
●総合の１～６位、各部門の１～３位を表彰
●各部門の区間１位に区間賞として賞状を郵送
〈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
〈申込方法〉
　市民体育館仮設事務所にある申込書に必要事項を記
入し提出してください。申込書は市スポーツ祭ホーム
ページからダウンロードできます。　※メール可

http://susono-sports-c.jimdo.com
申込期間／ 11月 13日㈮～ 12月 13日㈯

監督者会議
　監督者は必ず出席してください。
と　き／平成 28年１月 7日㈭��18 時 30 分
ところ／生涯学習センター２階学習室１・２

コース

〈コース構成〉　区間合計 21.3km
４区間（中学男子・一般男子）
第１区 須山小学校～呼子入口 5.6km
第２区 呼子入口～総合グラウンド 6.0km
第３区 総合グラウンド～市民体育館東 4.9km
第４区 市民体育館東～市民文化センター 4.8km

※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　4.3km

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 3.1km
第 1-2 区 大胡山入口～呼子入口　 2.5km
第 2-1 区 呼子入口～金沢公民館前 3.0km
第 2-2 区 金沢公民館前～総合グラウンド 3.0km
第 3-1 区 総合グラウンド～深良小学校前 2.1km
第 3-2 区 深良小学校前～市民体育館東 2.8km
第 4-1 区 市民体育館東～西中学校正門 2.6km
第 4-2 区 西中学校正門～市民文化センター 2.2km
※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　1.8km
　�第 1-2 区▶�パノラマロードチェーン装着場～呼子

入口　2.5km

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

正門★

★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
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　 選 手 紹 介　敬 称 略

高校生 男子

しずおか市町対抗駅伝
12/５㈯ 10時スタート！

特集５

　第 16 回県市町対抗駅伝競走大会が、12 月 5 日㈯に行われます。県庁か
らスタートし、県営草薙陸上競技場までの 42.195㎞を 11 人の走者が力を
合わせてタスキをつなぎます。皆さんの熱い声援をお願いします。

生涯学習課
992-3800

中学生選手を強化！　今後が楽しみです。
　選手は力をつけてきました。市町駅伝をきっかけ
に、陸上競技を本格的に始め、全国大会に２人出場し
入賞者も出ました。今年度は、中学生・高校生（女子）
区間で高校生にメンバーがいないた
め、実力のある中学生をスタート区
間に選びます。
　関係者の皆さんと共に、選手が力
を出し切れるように、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。

中山正之監督

選手壮行会のご案内
　選手の紹介などを行います。
と　き／ 11月 29日㈰　19時～
ところ／生涯学習センター 3階学習ホール

START 第 1 区 3.974㎞【中堀 2 周】
中学生 ･ 高校生（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】
高校生（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】
中学生 ･ 高校生（女子）

第 10 区 4.31㎞【南幹線】
中学生 ･ 高校生（男子）

GOAL 第 11 区 5.025㎞【南幹線】
一般（男子）

裾野市の
ゼッケンナンバー

応援お願いします。

中学生　女子

小学生　男子

藤晟也
（法政大）

山本祥平
（市役所）�

一般　男子

平田亜耶加
（富中１年）

米原千尋
（東中２年）

庄司千恵
（東中２年）

眞田ひまり
（富中 3年）

小学生　女子

横内瞳
（富中講師）

一般　女子

大里凌
り ょ う
央

（加藤学園２年）

加藤聡太
（富中２年）

小澤大輝
（深中３年）

中学生　男子

土屋克巳
（会社員）

40 歳以上

布施里歩子
（東中３年）

前田優也
（自衛隊高工２年）

高校生 男子

地
じとうりょうが
頭凌我

（富一小５年）
川昂

こ う き
希

（西小６年）

山田梨
り ん か
花

�（富中３年）�

番場愛
あ い か
華

（富一小５年）
本多由

ゆ う か
佳

（富二小６年）

永田幸
ゆ き え
栄

（ラフィネ）
山
やまなかじま
中嶋秀和

（トヨタ自動車）
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11 月は年金月間
自分の年金について確認しましょう

特集６

　国民年金は、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。保険料の納め忘
れがないようキチンと納めましょう。

国保年金課
995-1813

沼津年金事務所
921-2201

国民年金加入者の種類と�
保険料の納め方

　国民年金は、職業や収入、国籍を問わず日本国内に
住所を有する 20 歳以上 60 歳未満のすべての方が加
入します。加入者は次の３つの種類に分けられます。
第１号被保険者
加入者／学生やフリーター、自営業などとその配偶者
保�険料／月額 15,590 円を納付書や口座振替などで納
付します。
第２号被保険者
加入者／会社員や公務員などの方
保険料／給料から天引きされます。
第３号被保険者
加入者／第２号被保険者に扶養されている配偶者
保�険料／配偶者が加入している制度から負担されるた
め、個人で納め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

　保険料を未納のままにしてしまうと、年金の給付を
受け取ることができないことがあります。保険料の納
付が経済的に難しい場合は、免除や猶予などの制度を
利用しましょう。
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 歳未満の方が申
請の対象です。
免�除制度（全額免除・一部免除）／ 20 歳以上 60 歳
未満の方が申請の対象です。

※�各制度には申請年度の前年の所得による制限があり
ます。前年の所得がある場合でも、離職票や雇用保
険受給資格者証などを添付し、失業を理由として申
請することができます。申請は、申請時点の２年１
カ月前の月までさかのぼってできます。

※�各制度で承認された期間の保険料は、10 年以内で
あれば後から納めること（追納）ができます。

年金額を増やすには
後�納制度／過去の保険料の納め忘れがある方が、納め
忘れた保険料を５年前までさかのぼって納めること
（後納）ができる制度です。平成 27年 10 月１日か
ら３年間、特例として設けられました。
付�加保険料／月額の保険料に 400 円上乗せして納め
ることができます。

国民年金保険料の�
収納業務を民間委託

　日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れた方
に対して、電話、文書、訪問などによる納付や免除な
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／日立トリプルウィン株式会社　
☎ 0120-211-231
〈注意事項〉
　日本年金機構が発行した保険料の納付書を持ってい
ない方から、民間事業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。

年金ネットで自分の年金記録を確認
　11 月 30 日（いいみらい）は、年金の日です。自
身の年金記録や年金受給見込み額を確認し、老後の生
活設計に思いを巡らせてはいかがでしょうか。年金の
確認には「ねんきんネット」をご利用ください。
ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
☎ 0570-058-555
受付時間／月～金曜日　9時～ 19時
　　　　　第２土曜日　9時～ 17時
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お知らせ

Information

市指定給水装置工事
事業者の追加

　次の事業者を新たに追加しまし
た。
●YOSHIKAN
〒417-0001� 富士市今泉 3420-6
TEL�0545-51-6218
上下水道課　995-1834

J-ALERT 全国一斉訓練
自動放送試験

　J-ALERT の全国一斉情報伝達
訓練に伴い、戸別受信機に試験放
送を流します。

11月 25日㈬　11時ごろ
�「これは、テストです」×３回、
「こちらは、広報すそのです」
と流れます。
危機管理課　995-1817

市民無料相談

11 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・問い合
わせなどの相談。行政相談委員
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。
戦略広報課　995-1802

就労継続支援 B型事業所
ハートワームを追加

事業所名／ハートワーム
営�業時間／平日、祝日、施設規程
日　10時～ 15時
葛山 125-1
�障がいのある方で、一般企業な
どの雇用に結びつかなかった方
や、就労の機会などを通じ、生
産活動の知識や能力の向上・維
持が期待される方
日中活動の場を提供します。
送迎／あり
�本人とその配偶者の収入状況に
よって限度額があります。
�障がい福祉課へお申し込みくだ
さい。
ハートワーム　997-0883
997-0882

富士山資料館
「秋の野鳥ミニ観察会」

　富士山資料館周辺で見られる秋
の野鳥の観察会（初心者向け）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。

11月 29日㈰　９時 30分～
　２時間程度
富士山資料館周辺

　※雨天時は学習室
講�師／滝道雄さん（日本野鳥の会
東富士副代表）　
入�館料／大人 210 円、小・中学生
100 円
�双眼鏡または望遠カメラなど

　（お持ちの方）
�車で来る方は、第２駐車場をご
利用ください。
富士山資料館　998-1325

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

　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。

と　き ところ

11 月 17 日㈫ 裾野市民文化センター 多目的ホール

11 月 18 日㈬ 御殿場市民会館 小ホール

11 月 19 日㈭・20 日㈮ 沼津市民文化センター 小ホール

�年末調整等説明会▶ 13時 30分～ 15時
　青色申告決算説明会▶ 15時 10分～ 16時
　※開場はそれぞれ開始時間の 30分前です。
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 )

平成 27年分の年末調整等説明会と
青色申告決算説明会を開催
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インフォメーション

Information

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 26日㈭
　10時 20分～ 11時 20分�
福祉保健会館研修室
�昭和 20 年 11 月２日～ 12 月
１日に生まれた方
保険証、筆記用具
�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

母子寡婦等福祉資金
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
資金の貸し付けを行っています。

�20 歳未満の子どもを扶養して
いる母子家庭の母や父子家庭の
父、両親のいない児童など
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
�子育て支援課にある申請書に必
要事項を記入し、お申し込みく
ださい。
11月２日㈪～ 12月 25日㈮
�申請書類提出後に面接を行いま
す。
子育て支援課　995-1841

平成 28年成人式

　対象の方には、12 月上旬まで
に案内を送付します。届かない方
は、ご連絡ください。
�平成 28 年１月 10日㈰　10時
30分～��※受付▶９時 30分～
市民文化センター
�平成７年４月２日～平成８年４
月１日に生まれた方で、市に住
民登録をしている方または市内
の中学校を卒業し、市外に住ん
でいる方
生涯学習課　992-3800

障がい児放課後等デイサービス
事業所　IRODORI を追加

事�業所名／放課後等デイサービス
IRODORI（イロドリ）
営業時間／●平日��14 時～ 18時
●土日・祝日・長期休暇　９時～
18時
�伊豆島田 280-1��フジメン壱番
館 104
�小・中学校・高校に通学していて、
終業後または休業日に支援が必
要と認められた障がい児
�終業後または休業日に、生活能
力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進、そのほか
必要な支援を行います。
送�迎／小・中学校・特別支援学校～
IRODORI ～自宅（要相談）
�世帯の収入状況によって限度額
があります。

　●おやつ代▶１日 50円
　●食事代▶１日 150 円
�障がい福祉課へお申し込みくだ
さい。
I�RODORI（イロドリ）　

　946-5330

リサイクルブックサービス

　保存期間の過ぎた図書などを譲
ります。

�11 月７日㈯～ 13 日㈮　９時
～ 17 時　※９日㈪は休館日で
す。12 日㈭・13 日㈮は 19 時
30分までです。
�１日あたり、図書と雑誌は合わ
せて 10 冊まで、英字新聞は１
束までお譲りします。
持ち帰り用の袋
鈴木図書館　992-2342

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
山の絵で、各学校から選ばれた
175 点の作品を展示します。

12月 27日㈰まで
開館時間／９時～ 16時 30分
富士山資料館特別展示室
入�館料／大人 210 円、小・中学生
100 円
休�館日／月曜日（祝日の場合は開
館）、祝日の翌日
富士山資料館　998-1325

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「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や
「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。
月～金曜日　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
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お知らせ

スバル星団

すそのプレミアム付商品券
有効期限は 11/30

　すそのプレミアム付商品券の有
効期限は、11月 30 日㈪です。期
限後の利用や取り引きはできませ
ん。期限までにご利用ください。
商工会　992-0057

1day Forum
リトアニアの魅力

　入場は無料で、申し込みは不要
です。直接会場へお越しください。

11月 28日㈯
　14 時～15時 30 分
生涯学習センター
講�演／明石美代子さん（初代リト
アニア女性大使）
�リトアニア独立後初の特命全権
大使として赴任し感じたこと、
なし得たことなどの奮闘記を語
ります。
国際ソロプチミスト駿河
　（長田）090-4110-0540

11 月は計量強調月間

　正確な計量は、生活の基本です。
正しく計量しましょう。
●�食料品の内容量には、商品のト
レーやラップなどの入れ物とワ
サビやタレなどの添え物は含ま
れません。

●�検定などの有効期間のある特定
計量器（ガス・電気・ガソリンス
タンドのメーターなど）は、期
間の過ぎたものは使用できませ
ん。

●�食料品店や宅配便取扱店、薬局
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　054-278-8311

駿東地域職業訓練センター
12月講座

�●特別教育・安全衛生教育▶職
長教育（製造業対応）、有資格
者の為の伐木等業務従事者特別
教育●人材育成▶監督者訓練講
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・活用、エクセル基礎・活
用、夜間デジタルカメラ●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、ア
ロマ教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

秋の読書週間 図書館映画会

　映画「猫侍」を上映します。直
接会場へお越しください。
�11月21日㈯　14時～16時ごろ
鈴木図書館視聴覚室
60人（先着順）
�駐車場に限りがあります。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の駐車場
をご利用ください。
鈴木図書館 992-2342

と　き 内　　　容

12 月 11 日㈮
13:30 ～ 15:00

「脳の健康チェック」
認知症予防講演会の復習を行い、ファイブ
コグという検査をします。

12 月 25 日㈮
13:30 ～ 15:00

「脳の健康チェック結果報告会」
脳のトレーニングをします。

１月７日㈭
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ①」
講師紹介、教室の説明、健康チェックを行
います。音楽と運動で脳を活性化しましょう。

１月 14 日㈭
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ②」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化し
ましょう。

１月 21 日㈭
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ③」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化し
ましょう。

１月 29 日㈮
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ④」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化し
ましょう。

脳いきいき教室（３コース目）

東地区コミュニティセンター
�おおむね 65 歳以上で、昨年
度受講していない方
30人

11月９日㈪～ 30日㈪
�すその健康マイレージ対象事
業です。
介護保険課　995-1821

　認知症の知識を深め、予防へとつなげます。
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インフォメーション

Information

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

Q スマートフォンの小説サイトを閲覧していた
らアダルトサイトに誘導された。無料だと思

い、年齢確認画面で「はい」をクリックしたら、
｢登録完了｣ と表示され、料金請求の画面になり、戻
れなくなった。どうすればよいか。

Ａ 子どもから高齢者まで年齢や性別を問わず、
アニメやゲームなどのサイトからアダルトサ

イトに誘導される、ワンクリック請求の相談が増加
しています。「登録されました」「入会ありがとうご
ざいます」と表示されていても、契約が有効に成立
しているとは限りません。慌ててメールを業者に送
信したり、電話をしたりすると、メールの応答や電
話口で巧みに個人情報を聞き出される可能性があり
ます。不安なときは、代金を支払う前に消費生活セ
ンターに相談してください。無料という言葉につら
れず、クリックは慎重に行ないましょう。

「食品ロス」をなくしましょう！
　皆さん、まだ食べられる食品を捨ててはいません
か。「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てら
れてしまう、食品廃棄物のことです。日本では年間
約 500 ～ 800 万トンあり、その半分は家庭から出
ているといわれています。食品ロスを出さないため
には…
①賞味期限、消費期限を正しく理解しましょう。
②買い物は、必要なときに必要な量だけ行いましょう。
③調理時に作り過ぎないようにしましょう。
賞�味期限▶おいしく食べることができる期限です。
劣化が緩やかな食品に記載されています。期限が
過ぎても食べられる食品があります。
消�費期限▶期日が過ぎたら食べない方が良い期限で
す。生鮮食品など劣化の早い食品に記載されてい
ます。 消費生活センター　 995-1854

放課後児童室指導員

勤�務時間／時間交代制です。勤務
日数や期間・時間については相
談に応じます。
開室時間／●平日▶13時～19時
　●土日・長期休暇▶８時～19時
�東小学校、西小学校、富岡第一
小学校、須山小学校
�小学校低学年の児童を放課後や
学校の長期休暇時に預かります。

東小学校放課後児童室
992-4282
西小学校放課後児童室
992-5580
富岡第一小学校放課後児童室
997-1116
須山小学校放課後児童室
998-0066

普通救命講習会参加者

11 月 25 日㈬　９時～ 12時
消防庁舎３階災害対策室
中学生以上の方
�AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
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
込用紙は市公式ウェブサイトか
らダウンロードできます。
消防署救急係　995-0119

12
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Health

11月の健康コーナー 健康推進課

 992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い 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10日㈫  9 時～ 11 時 30 分
11月17日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
11月25日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

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

●�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。

　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。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ２・９・16日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 30日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 26日㈭
18時～18時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 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 11㈬・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27年５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26年５月生まれの方

２歳児
親子教室（栄養）

24日㈫　９時～９時15分
平成25年10・11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25年５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11月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
外科 内科 内科 内科 整形 外科 内科
8 9 10 11 12 13 14

整形 内科 内科 外科 外科 内科 ※
15 16 17 18 19 20 21

内科 外科 内科 内科 内科 外科 整形
22 23 24 25 26 27 28

外科 内科 内科 内科 整形 内科 内科
29 30

外科 外科
※14日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

裾野赤十字病院
992-0008

予約が必要です。
11月４日㈬以外は、HTLV-1 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。
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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今月の救急協力医

11月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈪ あそうクリニック 929-7575 筒井町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

18 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 守重医院 931-2511 我入道
　江川 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 ㈭ 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

20 ㈮ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

21 ㈯ 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

22 ㈰

なおきクリニック 929-8555 東椎路

田沢医院 962-1205 大手町 静岡医療センター 975-2000 長沢 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

大坂屋クリニック 995-3100 佐野

23 ㈪

森医院 966-2017 石川 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 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

24 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 松原医院 962-1496 白銀町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

25 ㈬ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 西村医院 971-6510 下土狩

26 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー

クリニック 960-0333  一本松

27 ㈮ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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11 月後期

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

22 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院 
0545-23-1133 伝法　　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

ウスイクリニック 
980-5580 下土狩　

会田歯科医院
972-0418 卸団地　

23 ㈪ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック 
993-8000 茶畑　　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

関谷レディースクリニック 
968-6611 西椎路　

栗田歯科医院
986-1667 下土狩　

29 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院 
972-1133 東本町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

小島レディースクリニック 
952-1133 大岡　　

木の花歯科医院
972-0097 堂庭　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

28 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 瀬尾記念・

慶友病院 935-1511 下香貫
　島郷 よざ小児科医院 967-5722 原

29 ㈰

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 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 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 御成橋栄

クリニック 952-2525 通横町

30 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115
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須山村と助
すけごう
郷

　江戸時代の農民にとって、御
おものなり
物成�（年貢）・小

こ も の
物成

なり

（年貢以外）・運上などの税だけでなく、助郷も大き
な負担でした。助郷とは、宿場周辺の農民を動員し
て人馬の継立てをさせるというものです。
　嘉永元年（1848）、幕府は今里・下和田・深山（須
山）・印野村を蒲原宿の増助郷にしようとしますが、
４カ村からこれを許してほしいと嘆願書が出されま
した。当時の村々の苦しい様子が書かれています。
○�富士・愛鷹山に挟まれた寒気厳しく夏も霧の出る
悪地で、作物の実入りが悪い。そのため、炭・板木
などの山稼ぎで食料を買っている。

○�猪・鹿の被害が多く、垣根や案山子で防いでいる
が防ぎきれない。野馬も作物を荒らしてしまう。

○無賃の継立てや関所の修繕の仕事も命令される。

しまじろうコンサート
「しまじろうとロボットのくに」

と き／平成28年３月26日㈯
　　　　①12時30分～　
　　　　　※開場▶12時
　　　　②15時30分～
　　　　　※開場▶15時
一般発売日／11月21日㈯�９時～
料　金／全席指定（税込み）
　　　　３歳以上　1,960円
　　　　※�保護者１人につき、３歳未満でひざ

上鑑賞の子ども１人無料（席が必要
な場合は有料）

スティバルに出場しました。
　全国から参加した 21チームの中で、三枝さんが
所属する、同チームは優勝に輝きました。決勝戦は、
唯一予選で負けた元Ｊリーガーの都並選手が率いる
ブリオベッカ浦安と再戦となりました。最後まで勝
負がつかずＰＫ戦になり、４対３でＰＫ戦を制し、
勝利を収めました。三枝さんも今大会では３ゴール
１アシストを決め、チームの勝利に貢献しました。
　また、三枝さんは、最優秀選手（ＭＶＰ）にも選
ばれました。ＭＶＰに選ばれたのは「ボールをもらっ
てドリブルで抜け出す技術が評価されたのではない
でしょうか」と話す三枝さん。「チャンスがあった
のに活かすことができませんでした。決定力や考え
る力、運動量、攻守の切り替えが今後の課題です」と、
もうすでに次を見据えていました。
　雨でも欠かさずに練習を行います。ストレッチも
毎日しっかり丁寧に行い、食べ物も体に良いものを
とるよう考えているそうです。
　最後に、将来の夢を尋ねると「海外に行ってサッ
カーで活躍したいです」と力強く語ってくれました。

　三枝さんは、東京ヴェルディの下部組織ＦＣ
ヴァーデュア三島に所属しています。東京ヴェル
ディの下部組織９チームに所属する中学２年生約
300 人の中から、選抜チームのメンバーに選ばれ、
８月に行われた 2015 ジュニアコースサッカーフェ

東京ヴェルディ支部選抜チーム U-14 優勝
三
さえぐさ
枝　新

あらた
汰さん（伊豆島田・13 歳）

11月の休館日
２日㈪・９日㈪・16日㈪・24日㈫・
30日㈪

蒲原宿増助郷御免願い�( 須山区有文書 )

終わりの部分 初めの部分

すそのカルチャークラブ　手作り食材講座
講座名 こんにゃくを作ろう ざる豆腐を作ろう

と　き 11月11日㈬
９時～13時

11月23日㈪
10時～12時

対　象 高校生以上 小学生以上
受講料 900円（材料費別途）

持ち物 エプロン、三角巾、
ゴム手袋

エプロン、三角巾、
タッパー

ⒸBenesse Corporation 1988-
2015/しまじろう



うるおいすその

Contents
p02 市民意識調査結果
p04 市長表彰　３個人２団体を表彰
p05 個人番号カードの申請が始まります！
p06 フォトグラフ
p09 富士山フェスタ2015
p10 お知らせ

No.1299

11.15
2015

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

10月27日 秋咲きの新品種、裾野さくらの植樹式（左：寄贈者 石井重久さん）

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。



特集１

市民意識調査結果
市政全体への満足は増加
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毎年実施しています。今年度は、
７月 18日㈯から 31日㈮まで 3,000 人を対象に実施し、1,245 票
の回答がありました。ご協力ありがとうございました。

調査概要
目　　的／�各種施策の推進と、市独自の地方創生を進

める「市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
策定の基礎資料とするため。

対　　象／ �20 歳以上の無作為に抽出した市民の方
3,000 人

期　　間／７月 18日㈯～ 31日㈮
調査方法／郵送配布、郵送回収
回収状況／有効回答数 1,245 票（41.5%）

調査結果
１．市政全体への満足度

市政全体への満足度は、「ふつう」が 34.5％で最も
多く、次いで「まあまあ満足している」が 24.2％、「や
や不満である」が 22.3％と続きました。

●年度ごと比較すると……
　「まあまあ満足している」が概ね 20％台、「やや不
満である」が 10 ～ 20％台で推移していて、大きな
変化は見られません。「不満である」は、10％以下で
すが、平成 23年度から少しずつ増えています。

企画政策課
995-1804

２．公共サービスの満足度・充実すべきサービス

●満足しているサービス１位は
　「ごみの分別収集、ごみの減量化やリサイクル」
満足している公共サービスで最も多かったのは、「ご

みの分別収集、ごみの減量化やリサイクル」で
51.6％でした。次いで、「良
質 な 水 の 安 定 供 給 」 が�
45.1％、「市民の健康づくり
への支援」が 33.4％と続き、
環境や健康に関する事業が上
位となりました。

【満足しているサービス ベスト５】
順位 事業名 ％
1 ごみの分別収集、ごみの減量化やリサイクル 51.6
2 良質な水の安定供給 45.1
3 市民の健康づくりへの支援 33.4
4 病院，かかりつけ医による医療 33.3

5 広報紙・無線放送・インターネットなど
での市政情報の発信 32.7

●充実すべきサービス１位は、「バス路線や便数」
充実すべき公共サービスで最も多かったのは、「バ

ス路線や便数」で 54.6％でした。次いで、「駅周辺の
整備」が 53.9％、「鉄道の列車本数、駅舎の使いやす
さ」が 52.7％と続き、公共
交通や駅周辺などに関する項
目が上位となりました。

【充実すべきサービス ベスト５】
順位 事業名 ％
1 バス路線や便数 54.6
2 駅周辺の整備 53.9
3 鉄道の列車本数，駅舎の使いやすさ 52.7

4 日用品、食料品など生活関連サービスの
利便性、商店街の活気 52.1

5 災害時の避難支援対策 47.4
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特集１

３．当市で暮らしている理由
当市で暮らしている最も大きな理由は、「出身地だ

から・親がいるから」が 38.1％で最も多く、次いで「自
然や環境が良いから」が 22.1％、「仕事があるから」
21.6％、「職場に近いから」が 20.3％と続きました。

【当市で暮らす最も大きな理由 ベスト５】

４．人口増加に向けて重要な取り組み
市の人口増加に向けて重要だと思う取り組みは、「働

く場の確保」が 42.0％で最も多く、次いで「子ども
を産み、育てやすい環境」が 35.0％、「バス・鉄道の
便、買い物のしやすさ」が 24.1％と続きました。

【人口増加に向けて重要な取り組み ベスト５】

５．家族の希望モデルの実現に向けて
昨年度、市が実施した調査では、市民の皆さんが希

望する子どもの人数の平均は、2.55 人でした。そこで、
父・母・子ども 3人の構成を「家族の希望モデル」
と仮定し、実現に向けた質問をしました。
●実現するには、出産、子育て支援の充実が必要
家族の希望モデルの実現のために必要だと思うこと

は、「出産、子育て支援の充実」が 43.1％で最も多く、
「住宅の購入や建て替え
への支援」が 31.3％、「育
児や介護中も働きやすい
職場づくり」が 28.7％
と続きました。

【家族の希望モデルの実現に必要な施策　ベスト５】

●実現する場合、住宅ローンや学費・授業料が負担に
家族の希望モデルを実現する場合、経済的に負担を

感じると思うことは、「住宅ローン」63.0％が最も多
く、次いで「学費・授業料」50.7％、「塾、習い事に
かかる費用」28.8％、「家賃」25.7％と続きました。
【家族の希望モデルを実現する場合、

経済的に負担を感じること ベスト５】

■調査結果の閲覧
市役所３階企画政策課、１階情報公開コーナー、各

支所、鈴木図書館、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/
※今年度の調査報告書は 12月ごろ公表予定

■調査結果の活用
今回の調査では、定住や子育て環境に関する意識を

お聞きしました。市では、調査結果などを踏まえ、「市
人口ビジョン」「市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
を決定しました。
市公式ウェブサイト「裾野市・まち・ひと・しごと創生
の取組み」

http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/
　creation/machi-hito-sigotosousei.php
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特集２

市長表彰　３個人２団体を表彰
市政の発展に貢献

市長表彰式が 10月 15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３個人２団体の方を表彰しました。受賞し
た皆さんをご紹介します。

秘書課
995-1800

市 政 功 労 賞

市 政 有 功 賞

有 功 善 行 賞

地方自治功労
大庭 敏克さん（石脇）

多年、市議会議員として、
市民福祉の向上などに尽力
し、地方自治の進展に寄与
しました。

団体善行
一般財団法人 須山振興会（須山）

寄附によって健康文化都市事業に貢献し、市民
福祉の向上に寄与しました。

団体善行
ファンケルクラシック基金（神奈川県横浜市）

寄附によって健康文化都市事業に貢献し、市民
福祉の向上に寄与しました。

社会福祉功労
市野 義久さん（公文名一）

多年、保護司として更生保護
に尽力し、社会奉仕の精神で多
くの対象者を更生させ、民生の
安定に寄与しました。

地方自治功労
渡部 昭三さん（天理町）

多年、市議会議員として、
市民福祉の向上などに尽力
し、地方自治の進展に寄与
しました。
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マイナンバー（個人番号）が、11月中を目途にすべての世
帯に通知されます。通知カードが届き、申請手続きを行うと
個人番号カードを取得できます。

特集３

個人番号カードの申請が始まります！
マイナンバーを証明するカードとして利用します

個人番号カードとは

個人番号カードは、マイナンバーの提示が必要な場
面や本人確認が必要なさまざまな場面に、利用するこ
とができるカードです。簡易書留で届いた通知カード
は、身分証明書として使用できません。

●希望する方は申請すると取得できます。
　▶�個人番号カードは、いつでも誰でも申請すること

ができます。子どもや自己で管理することができ
ない方など、すぐに必要ない方は急いで申請する
必要はありません。

●�初回の交付手数料は無料です。紛失などで再交付す
る場合は手数料がかかります。

▶�マイナンバーの利用手続きなどで、個人情報を聞き出すことはありません。不審な電話や
訪問を受けたときは、消費者ホットライン「１８８（いやや）」へご連絡ください。

問い合わせ／コールセンター　0570-783-578
　　　　　　多言語ダイアル Multilingual Info　0570-064-738

さあ、申請しましょう！

簡易書留で届いた通知カードの台紙に付いている
「個人番号カード交付申請書」に自署または記名押印
し、顔写真を貼付して返信用封筒で郵送してください。
スマートフォンやパソコンからの申請もできます。

市民課
995-1812

② 交付通知書  に記載されてい
る 必要な持ち物 をお持ちに
なり、期限までに交付される場
所に本人がお越しください。

※15歳未満または成年被後見人
の方には、その法定代理人が同
行してください。

①平成28 年 1月以降、交付場所
などをお知らせする交付通知
書（はがき）が申請者の自宅に
届きます。

③交付窓口で本人確認のうえ、  暗
証番号  を設定すると、カード
が受け取れます。

※暗証番号は、お越しになる前に
あらかじめ考えておいてくださ
い。

個人番号カード
受け取りの手順

個人番号カードの受け取りは１月から開始！

郵便申請手続き

み ほ ん

み ほ ん

記載内容が違っている場合は、利用できません。
市民課へお問い合わせください。

（注意）この欄にチェックすると、コンビニ交付な
どの便利なサービスが利用できなくなります。希
望しない場合のみチェックしてください。

「電話番号」を記入してください。

「申請日」を記入してください。

申請者本人が署名するか、記名押印してください。

おもて

うら
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2市1町消防指令センター開所式� 10月2日

裾野市・三島市・長泉町の消防指令センターの開所式が、三島市
南田町で行われました。消防サービスの充実と強化を目指して、6
日㈫から通信指令の共同運用がスタートしました。2 市 1 町の首
長と市議会議長がテープカットを行い、開所を祝いました。

今月の写真

Photograph 10 月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／深良中学校

宇宙飛行士の油井さんと10分間の無線交信

「なでしこジャパン」のたまごたち� 10月2日

１日㈭、深良中学校の生徒 13 人が国際宇宙ステーションに滞在
中の宇宙飛行士・油井亀美也さんと 10 分間の無線交信に成功しま
した。このプロジェクトは、日本アマチュア無線連盟などの支援に
よって実現したものです。「これから宇宙に人が住めると思います
か」と中学生の問いに「絶対に住めると思います。私も既に何カ月
も住んでいます」と力強く回答する油井さん。宇宙が近くに感じら
れた 10 分間でした。

帝人アカデミー富士で、JFA アカデミー福島から一時移転して
いる中学・高校生 37 人に、すそのんの名刺が贈呈されました。生
徒たちは「名刺を持つのは初めてです」「すそのんがとてもかわい
いです」と感想を述べました。
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初めての稲刈りを体験� 10月6日

向田小５年生が、学校近くの田んぼで稲刈りを体験しました。同
小学校では教育活動の一環として、毎年「米作り」を行っています。
６月に植えたもち米の稲を、地域の方々の指導を受けながら鎌で刈
り取りました。

Photograph 2015.10

西中の吉岡さんが、国体テニスで5位� 10月7日

エイサーや琉球舞踊� 10月11日農地整備の安全祈願祭� 10月10日

西中 3 年生の𠮷岡希紗さんが、わかやま国体のテニス少年女子
で 5 位入賞しました。国体のテニス少年女子への中学生の出場は、
県内初です。髙村市長を訪問した𠮷岡さんは、「11 月の大会で優
勝したい」と次の目標を語りました。

第 9 回沖縄フェスタがトヨタ自動車東日本㈱ G 駐車場で行われ
ました。雨が降ったりやんだりと不安定な天候でしたが、県内外か
ら 13 団体が集まり、エイサーや琉球舞踊を披露しました。沖縄そ
ばなどの特産品の販売も行われ、人気を集めていました。

赤子神社の境内で、深良大洞川土地改良区の関係者ら約 50 人が
出席して農地整備の安全祈願祭が行われました。全体の整備面積は
19.5ha で、県の中山間総合整備事業として行われます。今後 5 年
間に、ほ場や用排水路が整備されます。

光り輝いたアイデア作品� 10月9日

児童生徒アイデア展の入賞者の表彰式が行われました。小学生の
部は、75 作品の中から９作品が、中学生の部では、18 作品の中か
ら６作品が選ばれました。市長は「生活が便利になるにはどうした
らいいのかという気持ちを持ち続けてください」と語りかけました。

消火技術の確実さや迅速さを披露� 10月7日

防火協会主催の消火技術競技大会が、消防庁舎で開催されました。
市内の 21 事業所 34 チームが、消火器と屋内消火栓の部門に分か
れて出場しました。参加した各事業所の選手たちは、消火技術の安
全・確実・迅速さを披露しました。
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佐野原神社の所蔵物を公開� 10月11日

佐野原神社宝物展が、虫干しを兼ねて行われました。来場した皆
さんは、明治天皇から下賜された御神剣の「明

めい
治
じ

大
たい

帝
てい

御
ぎょ

物
ぶつ

白
しら

鞘
ざや

御
ご

短
たん

刀
とう

」や、長州藩最後の藩主、毛利元徳が奉納した掛け軸など、普段
見ることのできない宝物を熱心に見入っていました。

十二神社祭典で恒例の子どもみこし� 10月12日

シルバー人材センター設立30周年� 10月21日今年も日本一早いオープン� 10月16日

秋晴れの空の下、千福の十二神社の祭典が行われました。神社境
内で神事が行われた後に、大人みこしと子どもみこしが千福区内を
練り歩きました。子どもたちは「ワッショイ！ワッショイ！」と威
勢の良い掛け声でみこしを担いでいました。

60 歳以上の方が会員になって働く、シルバー人材センターが設
立から 30 年を迎え、記念式典が市民文化センターで開催されまし
た。長年に渡り在籍した方や、就業の場を提供した事業者など 41
人 27 事業者が表彰されました。

スノータウン・イエティが、17 年連続で日本一早くオープンし
ました。少し肌寒い中、県内外から駆け付けたスノーボーダーやス
キーヤーたちは、思い思いの仮装で初滑りを楽しんでいました。イ
エティは、来年 4 月 3 日㈰まで営業しています。

トヨタ生産方式から効率化を学ぶ� 10月15日

トヨタ自動車東日本の内川晋名誉顧問の講演会「トヨタ生産方式
から学ぶ真の競争力強化」が市役所で開催されました。この講演会
では、トヨタ生産方式からものづくり現場の業務効率化の考え方を
学び、日常の業務に生かすことを伝えられました。

富士山が雪化粧で美しい姿を披露� 10月11日

富士山に初冠雪を観測しました。平年より 11 日遅く、昨年より
も 5 日早い観測です。この日の午後に、前の晩から降っていた雨
が上がり、富士山周辺を覆っていた雲がとれました。姿を見せた富
士山の山頂部分が雪化粧しているのを確認できました。

Photograph 2015.10
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特集４

富士山フェスタ 2015
富士山を楽しく学ぼう

と　き／ 11月 28日㈯　９時～ 16時
　　　　※荒天の場合は 29日㈰
ところ／遊園地ぐりんぱ（メイン会場）
入場料／�２市１町に住んでいる方は、無料です。身分

証明書をお持ちください。　※南富士エバー
グリーンラインの通行料と駐車料が別途必要

無料シャトルバス
●三島駅北口→須山浅間神社→ぐりんぱ
　▶８時～ 11時（15分おき）
●御殿場駅富士山口→冨士浅間神社→ぐりんぱ
　▶８時 15分、９時 45分、11時 15分
●ぐりんぱ発▶ 12時 30分～ 16時 30分

富士山に関するパネルディスカッションや
太鼓の演舞、ウルトラマンショーをステージで

富士山の世界遺産登録２周年を記念し、富士山東麓の裾野市、御殿場市、
小山町と民間事業者が連携して、富士山フェスタ 2015 を開催します。富士
山の信仰や芸術などを学ぶことができるスタンプラリーやパネル展、富士山
うまいもの市があります。“すそのん”をはじめ、ゆるキャラ ®が大集合します。

商工観光課
995-1825

とき 内容
五竜太鼓演舞（裾野市）

９：30 開会式

10：00
【富士山の信仰を学ぼう！　富士山の信
仰と私たち】パネルディスカッション①
富士山周辺の浅間神社の代表が、富士山
信仰や歴史について語ります。

富岳太鼓演舞（御殿場市）

11：30
【富士山の平和を守れ！　ウルトラマン
エックススペシャルショー】
ウルトラヒーローと力を合わせて、富士
山の平和を守ろう！

12：15 風雲雷神フジサンダーＪショー

13：00
【フジヤマビト　富士山周辺こだわりの
逸品】パネルディスカッション②
富士山麓で活躍している、こだわりの逸
品を手掛ける生産者の方が登場します。

和太鼓組　駿河乃国　鼓太郎（小山町）

14：00 【富士山の平和を守れ！　ウルトラマンエックススペシャルショー】

15：00 【会場内のスタンプを集めて豪華景品を当てよう！】富士山フェスタ大抽選会

地元産品のおいしいものを集めました
「富士山うまいもの市」

地元産の逸品やおいしいものを多数出店します。
ところ／園内キッズフジQ前

富士山に関する資料や面白い写真を一挙公開
「富士山パネル展」

富士山と周辺の４つの浅間神社の貴重な資料や写真
などを展示します。
と　き／９時～ 16時
ところ／芝生広場メイン会場
　　　　※雨天の場合は、お山の休憩所

富士山を知ろう！
「富士山スタンプラリー」

　須山浅間神社（須山）、冨士浅間神社（小山町
須走）に特設会場がオープンします。先着
で 1,000 人の参加者の方にミニ金剛棒を
プレゼントします。
　各特設会場と遊園地ぐりんぱでオリジ
ナル烙印を集めてください。

富士山ガイドと学ぼう。
「富士山ミニトレッキングツアー」

須山登山道やトレッキングコースを富士山ガイドと
一緒に歴史や植物を学びながら歩きます。事前にお申
し込みください。
と　　き／ 11時～ 13時
発着場所／ぐりんぱ
コ ー ス／�①須山登山道下山歩道コース（歩く時間：

約70分）②須山歴史探訪コース（歩く時間：
約 80分）③富士山学習と須山口登山道散
策コース（歩く時間：約 50分）

定　　員／各コース 45人（先着順）
参 加 費／ 500 円　※土産付き
申し込み・問い合わせ／富士急トラベル　962-7300

　須山浅間神社（須山）、冨士浅間神社（小山町
須走）に特設会場がオープンします。先着
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インフォメーション

Information

パーソントリップ調査

将来的な交通計画の策定やまち
づくりの検討などに活用するため、
皆さん (パーソン ) の 1日の動き
( トリップ ) を把握する調査を実
施します。ご協力をお願いします。

12月上旬
�無作為に抽出した約５,000世帯
の市民の方
まちづくり課　995-1829
http://www.higashisuruga

　wan-pt.jp

陸上自衛隊高等工科学校
採用試験案内

�推薦▶ �1 月 9日㈯から 11日㈪
までの指定する１日

　一般▶１月 23日㈯

�中学校を卒業(見込み)した17歳
未満の男子
推薦▶12月４日㈮

　一般▶１月８日㈮
�推薦には、中学校長などの推薦
などが必要です。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

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 12月２日㈬ 生涯学習

センター深良 12月４日㈮

須山 12月８日㈫ 須山コミセン

西 12月９日㈬ 生涯学習
センター富岡 12月10日㈭

時間はいずれも 19時～
生涯学習課　992-3800

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。
�12月４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
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

「つながる」をテーマとした
講演会

話し合いで人がつながることで
の地域づくりや団体活動を活性化
の講話を行います。

11月 29日㈰　14時～
生涯学習センター

講 師／櫻井常矢さん（高崎経済大
学教授）
100 人
生涯学習課　992-3800

古紙類や缶、その他金属類などの資源の売却料
は、市のごみ処理事業に使っています。

【資源回収量推移グラフ】 【資源回収量比較表】

回収量は、年々減少しています。資源ステーショ
ンの利用をお願いします。

美化センター　992-3210
　生活環境課　995-1816

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

重
量（
ｔ
）

古紙 1,117 909 717 586 442

缶 45 44 36 34 34

その他
金属など 449 432 402 402 430

売却料
（千円） 24,447 22,333 13,710 14,894 14,621

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%
22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

その他金属など 売却料
古紙 缶

資源ステーションの利用
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お知らせ

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

母子家庭等
自立支援給付金事業

就職に役立つ技能や資格の取得
のための各種講座を受講したり、
各種学校などの養成機関で修業し
たりする場合に、給付金を支給す
る制度です。受講前にご相談くだ
さい。

�20 歳未満の子どもを養育して
いる母子家庭、父子家庭の方で、
児童扶養手当支給水準の所得の
方

【自立支援教育訓練給付金】
対 象講座／雇用保険制度の教育訓
練給付指定講座

支給額／受講料の２割相当額
　�（4,001 円以上で上限 100,000
円）

【高等職業訓練促進給付金・
修了支援給付金】
就職の際に有利で生活の安定に

つながる資格を取得するため、２
年以上養成訓練機関で修業する場
合に給付金を支給します。
対 象講座／看護師、介護福祉士、
保育士、理学療法士、作業療法
士など

支 給期間／修業する期間（上限２
年）

支給額／●市民税非課税世帯
　�100,000 円●市民税課税世帯
70,500 円

修 了支援給付金／養成機関を卒業
した際に、市民税非課税世帯
50,000 円、市民税課税世帯
25,000 円を支給します。

子育て支援課　995-1841

裾野市史半額キャンペーン

深良用水世界「かんがい施設遺
産」登録１周年を記念し、市史 (全
９巻 ) を半額で販売しています。
各巻単品での購入もできます。
�生涯学習センター、鈴木図書館
など
12月 27日㈰
生涯学習課　992-3800

男性介護者交流会

�11 月 28 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
�福祉保健会館３階会議室
�男性の介護者の方など
�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
 社会福祉協議会などにある申し
込み用紙に、住所、氏名、電話
番号を記入し、介護家族の会へ
ファクスで申し込むか、地域包
括支援センター、北部地域包括
支援センター、担当のケアマネー
ジャーへお申し込みください。
11月 25日㈬
介護家族の会（長沢）

　993-5834
地域包括支援センター

　995-1288
　北部地域包括支援センター
　930-5800

すそのスタイル vol.5発行

テーマは「ギフト～すそのを贈
ろう～」です。贈答品やスイーツ
などの情報を紹介します。
市 内の配布場所／市役所、各支所、
観光協会、主要観光施設、宿泊
施設など

郵 送／電話で在庫確認後、住所、
氏名、連絡先、希望部数を記載
し、返信用の切手を同封して、
戦略広報課へ送付してください。
希望部数が 1 冊の場合は 120
円分、2冊の場合は 140 円分、
3 冊の場合は 180 円分を同封
してください。　※ 1 人３冊
まで
�すそのスタイルは、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。
戦略広報課

　995-1802
　〒 410-1192
　佐野 1059 番地

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17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
12月３日㈭�
国保年金課　995-1813
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インフォメーション

Information

伝わるツボを伝授！
プレスリリース講座

静岡新聞の記者の方に「情報機
関に向けた情報提供・告知＝プレ
スリリース」の極意を教わります。
また、行政を通じてできる情報発
信の方法やルールも学びます。

11 月 28 日㈯　13 時 30 分～
　※２時間程度
�生涯学習センター学習室 2
�ボランティアや地域活動などの
市民活動に携わっている方
30人程度（先着順）
11月 26日㈭�
� 市民活動センター

　950-8875
992-4047
scenter@machitera.jp

すそのんキャラ弁コンテスト

　「すそのん」をイメージした弁
当（レシピ・写真）を募集します。
応 募条件／●１段 500 ～ 600㎖
の弁当箱を使用すること●市の
地場産物、旬の食材を１種類以
上入れること●主食、主菜、副
菜を入れること●誰でも簡単に
作ることができるレシピである
こと

�2 次審査 12 月 13 日㈰に生涯
学習センターで調理ができる方
�戦略広報課にある応募用紙に必
要事項を記入し、写真を添付し
て、応募してください。応募用
紙は市公式ウェブサイトからダ
ウンロードできます。

�平成 28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が見られない児童

申込書の配布・受付期間／ 12月１日㈫から 18日㈮
申込書の配布・受付場所／各放課後児童室
　入室を希望する児童の保護者に、下表の日程で説明会を実施します。
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
�駐車スペースには限りがあります。乗り合わせでお越しください。

各放課後児童室・子ども保育課　995-1822

平成 28年度放課後児童室
入室児童の募集

放課後児童室名 電話番号 と　き
南小 993-6556 12月１日㈫　18:00～ 19:00
須山小 998-0066 12月２日㈬　18:00～ 18:30
西小 992-5580 12月３日㈭　19:00～ 20:00
深良小 992-7336

12月４日㈮　18:00～ 19:00
富岡第二小 090-1412-0534
東小 992-4282

12 月４日㈮　19:00 ～ 20:00富岡第一小 997-1116
千福が丘小 992-4300
向田小 993-7400 12 月４日㈮　19:00 ～ 20:30

11 月 27 日㈮　必着
�最優秀賞 20,000 円、優秀賞な
ど 5,000 円の賞金が出ます。

� 戦略広報課　995-1802
http://www.city.susono.

　shizuoka.jp/ss/info/2015/10/
　15-1409.php
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お知らせ

親子手づくり教室参加者

オーブンも小麦粉も使わず、緩
衝材を使ってクリスマスケーキを
作ります。
12月５日㈯　14時～15時30分
�鈴木図書館２階展示室
�市内に住んでいる幼児、小学生
と保護者
�20 組（先着順）
�はさみ、工作用
ボンド、ティッ
シュペーパー、セロハンテープ、
飾りに使いたいもの
11月21日㈯

� 鈴木図書館　992-2342

ダイエット教室

健康運動指導士がダイエットの
正しい知識と自宅で出来る筋トレ
法、ダイエットに効果的なコアス
トレッチウォーキングの指導をし
ます。
11月28日㈯　13時～15時
�運動公園陸上競技場内会議室
�18 歳以上のダイエットを考え
ている方で、医師による運動制
限のない方
�30 人（先着順）
�インボディの無料測定を行いま
す。（体組成計）

� � 市民体育館（市立水泳場内仮
設事務所）  993-0303

旧植松家住宅で
リースを作ろう

中央公園に落ちている松ぼっく
りなどを使ってクリスマスリース
を作ります。

12月６日㈰　14時～
�中央公園旧植松家住宅
�市内に住んでいる小中学生とそ
の保護者
10組（先着順）

 � 生涯学習課　992-3800

12 月　水道工事当番店 データバンク
※工事、修理は有料です。 11 月１日現在

５日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

６日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

12日㈯ ㈲小沢土建
☎992-1401

13日㈰ ㈲M･Kアクアサービス
☎992-6599

19日㈯ パイピング横山
☎992-3329

20日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

23日㈬ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

26日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

27日㈰ 高橋設備
☎993-1336

29日㈫ 小川設備工事店
☎993-2074

30日㈬ ㈲井上設備工業
☎997-4578

31日㈭ ㈲杉山産業
☎992-1131

12 月　カレンダー
11月27日㈮
～12月9日㈬ 市議会12月定例会

５日㈯ しずおか市町対抗
駅伝競走大会

13日㈰ 農業まつり

25日㈮ 市立小・中学校
冬期休業開始

28日㈪ 市役所仕事納め

12 月　税金・料金
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
※ 市政カレンダーに掲載されていませんが、
12月は介護保険料の納付月です。
水道料金・下水道使用料 第５期分

人　口　53,166人� （−28人）
　男　　27,055人� （−17人）
　女　　26,111人� （−11人）
世　帯　21,473世帯�（−１世帯）
内、外国人� 698人�381世帯

納付期限：平成28年１月４日㈪
後期高齢者医療保険料 第５期分
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今月の救急協力医

12月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈫ 杉山医院 992-0028 平松 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

2 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 酒井医院 966-1755 今沢 田中医院 921-2053 高島町

3 ㈭ 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

4 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 頴川医院 921-5148 高島本町 よざ小児科医院 967-5722 原

5 ㈯ 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

6 ㈰

武藤医院 931-0088 三園町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

東名裾野病院 997-0200 御宿 東医院 921-5520 高沢町

7 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 原小児科医院 962-0636 八幡町

8 ㈫ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

9 ㈬ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 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

10 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 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

11 ㈮ 小林内科医院 921-2165 米山町 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

12 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時

14
2015.11.15



12 月前期

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈰

岡田医院 921-5321 新宿町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

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

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

14 ㈪ 望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 香貫医院 931-2465 本郷町 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈫ つかだ医院 983-1577 堂庭 青木整形外科医院 922-0521 高島町 田中医院 921-2053 高島町

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

6 ㈰ 静岡医療センター
975-2000 長沢　　

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉　　

13 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡　　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115

●救急協力医の変更／ 11月 23日㈪の眼科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：本田さくら眼科医院▶変更後：あいあい眼科クリニック（967-7715　沼津市原）

15
2015.11.15



発
行

：
裾

野
市

　
編

集
：

企
画

部
戦

略
広

報
課

印
刷

：
株

式
会

社
 耕

文
社

デ
ザ

イ
ン

：
広

告
デ

ザ
イ

ン
事

務
所

 ハ
ピ

ネ
ス

 ア
ン

ド
 フ

リ
ー

ダ
ム

〒
410-1192 静

岡
県

裾
野

市
佐

野
1059

番
地

 TEL 055-995-1802
ｅ

メ
ー

ル
　

kouhou@
city.susono.shizuoka.jp

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http://w

w
w

.city.susono.shizuoka.jp

市立鈴木図書館
992-2342
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11
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日
号

望月　ありさちゃん
（２歳 11カ月・桃園）

篠原　有
ゆ
理
り
奈
な

ちゃん
（２歳６カ月・トヨタ）

谷口　奏
かな
絵
え

ちゃん
（２歳８カ月・元町）

成田　幸
ゆき
禎
さだ

くん
（２歳７カ月・久根）

鈴木　星
せ
来
ら

ちゃん
（２歳 10カ月・茶畑団地）

●12月の行事予定
親子おはなし広場
 １日㈫ 10時30分～ 展示室

親子手づくり教室
 ５日㈯ 14時～ 展示室

サンタとおはなしの会
 12日㈯ 11時～ 文化センター図書室
 19日㈯ 14時30分～ 視聴覚室

親子おはなしの会
 15日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

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

●図書館映画会
と　き／12月12日㈯　14時～15時40分
　　　　※開場▶13時45分
上映作品／ アニメ「ナッツジョブ　サーリー＆バディの

ピーナッツ大作戦！」
申し込み／ 12月５日㈯９時から鈴木図書館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
そのほか／ 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。

12月の休館日 7日㈪・14日㈪・21日㈪・
28日㈪〜31日㈭

●かごにのって
著：とよたかずひこ　
アリス館（うららちゃんののりものえほん　６）

●�エドワードとうま
絵：オーレ・エクセル　文：アン・ランド
岩波書店

●おかあさんのおべんとう
作：たるいしまこ　童心社（絵本・こどものひろば）

●セッセとヨッコラ
　ひみつのプレゼントさくせん
作：高畠那生　フレーベル館

児童書

●犬の掟
著：佐々木譲　新潮社

●Ａではない君と
著：薬丸岳　講談社

一般書
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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

　

11月15日　第1回富士山一周国際駅伝。手をつないでゴール（運動公園）
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特集１

第 42回　農業まつり
生産者と消費者を結ぶ交流イベント
　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を農家の方が販売します。ほかにもミニ丼の
無料配布、みかんのつかみ取りなど、さまざまな催し物が行われます。

農林振興課
995-1823

と　き／ 11時 30分〜 12時 10分
ところ／市民文化センター入口前
●農産物ほ場等審査表彰式
・根菜（大和芋）の部	 ・いちごの部		　
・根菜（里芋）の部	 ・良質米の部
・山林種苗の部	 ・花卉の部

●	「裾野の農業」フォトコンテスト優秀作品表彰・展
示　※展示は、エントランスホールで行います。
「裾野の農業」フォトコンテスト優秀作品

・野菜		 ・イチゴ
・加工肉	 ・はんぺん	
・地酒		 ・米
・緑花木	 ・軽食
・手作りみそ
・正月用お飾り

・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

・ミニ丼
（限定 1,000 食）
・みかんのつかみ取り　
・甘酒

式典 即売コーナー

催し物コーナー

無料配付コーナー

と　き／ 12月 13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

駐車場
市民文化センター（北・南側）、渡邊工業（本社）、
ホワイト歯科、おぐち医院、商工会、福祉保健会
館、消防庁舎、水道庁舎

１等「いちばん茶」　吉野	昌宏さん

２等「まもなくの収穫美」　鈴木	常雄さん

２等「しっかり縛ってね」　勝又	俊博さん
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特集２

　12月15日㈫から31日㈭まで、年末の交通安全県民運動を実施しま
す。この時期は日没時間が早く、交通量も多いため、夕方から夜間の
交通事故が増加する傾向があります。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、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。

交通安全県民運動・年末特別警戒実施
年末の交通事故、犯罪被害を防止

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ときには、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。
　高齢者や子どもの歩行者・自転車を利用している方
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
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。

犯罪被害の防止
特殊詐欺被害防止
　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。詐欺にはさまざまな種類があります。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘なども発生し
ています。　※マイナンバー制度をかたった不審電話
の事例については、p12 消費者相談室をご覧ください。
例�１「会社の金を使い込んだ」「弁護士費用が必要」
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！
　	　家族に相談したり、直接本人と話をしたりして、
被害にあわないように注意してください。家族で本
人確認のための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で未公開株や社債の
勧誘の電話には注意してください。購入する前に実
体のある会社か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発生しています。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。
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。

危機管理課
995-1817

交通安全県民運動スローガン
「安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ」
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予算・財産・市債の財政状況
平成27年度上半期（９月30日現在）財政状況

特集３

市税 国庫支出金 市債 諸収入 地方消費税交付金 県支出金 そのほか
予算現額 106億  574万円 32億2,445万円 22億6,300万円 12億9,036万円 10億5,000万円 9億2,028万円 36億9,430万円
収入済額 56億9,769万円 6億8,190万円 0円 1億5,870万円 6億7,317万円 8,806万円 13億4,343万円
収 入 率 53.7% 21.1% 0.0% 12.3% 64.1% 9.6% 36.4%

■納めたお金
1人当たり 1世帯当たり

市 民 税 4万5,721円 11万3,257円
（２万3,304円） （５万7,725円）

固 定 資 産 税 ５万1，453円 12万7,457円
軽 自 動 車 税 1,969円 4,877円
市 た ば こ 税 3,887円 9,630円
特別土地保有税 ０円 ０円
都 市 計 画 税 4,081円 １万  109円

合 計 10万7,111円 26万5,330円
（８万4,694円） （20万9,798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 ４万2,111円 10万4,315円
教 育 費 ２万5,145円 ６万2,288円
総 務 費 １万7,535円 ４万3,436円
公 債 費 １万5,818円 ３万9,184円
土 木 費 １万7,121円 ４万2,412円
衛 生 費 １万5,986円 ３万9,601円
消 防 費 6,911円 １万7,119円
そ の ほ か ２万  407円 ５万  549円
合 計 16万1,034円 39万8,904円

■市債の状況（一般会計）
目　的　別 借　入　先　別

普
　
通
　
債

土 木 費 43億7,666万円 旧郵政公社 24億8,615万円
教 育 費 19億9,937万円 財 務 省 68億  698万円
商 工 費 １億4,482万円 地方金融機構 32億5,212万円
民 生 費 ４億6,503万円 銀行など 63億4,477万円
そのほか 124億  956万円 静 岡 県 4,186万円

計 193億9,544万円 そのほか ４億6,356万円
災
　
害

復
旧
債

土 木 費 ０円 合 計 193億9,544万円
計 ０円

合 計 193億9,544万円

（墓地事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

墓 地 事 業 ２億1,768万円 銀 行 ２億1,768万円

（下水道事業特別会計）
目　的　別 借　入　先　別

下 水 道 61億3,093万円
旧郵政公社 19億9,188万円
財 務 省 15億4,431万円

合 計 61億3,093万円 地方金融機構 25億9,475万円
合       計 61億3,094万円

（水道事業会計）
目　的　別 借　入　先　別

上 水 道 15億   0万円
財 務 省 ９億3,403万円
地方金融機構 ５億6,597万円

合       計 15億   0万円 合       計 15億   0万円

予算現額	 230億4,813万円
収入済額	 	 86億4,295万円
収入率	 	 37.5%
※前年度からの繰越分を含む

収
入
済
額

予
算
現
額

凡例一般会計歳入

歳入状況

※（　）は、法人分を除いた数字

　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 27年度上半期（９月 30日現在）の財
政状況を紹介します。
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特集３

予算現額	 230億4,813万円
支出済額	 	 85億7,606万円
執行率	 	 37.2%
※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
55億7,749万円 37億7,353万円 33億9,809万円 33億5,177万円 23億1,895万円 17億2,776万円 29億   54万円予算現額
22億4,005万円 9億2,075万円 8億5,038万円 13億3,758万円 9億3,274万円 8億4,143万円 14億5,313万円支出済額

40.2% 24.4% 25.0% 39.9% 40.2% 48.7% 50.1% 執 行 率

■水道事業会計
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 10億1,100万円 4億   489万円 40.0%
収 益 的 支 出 ７億2,959万円 1億2,257万円 16.8%
資 本 的 収 入 4,260万円 1,382万円 32.5%
資 本 的 支 出 5億3,842万円 1億2,489万円 23.2%

■土地開発公社
予算現額 執行額 執行率

収 益 的 収 入 5億  137万円 0円 0.0%
収 益 的 支 出 4億3,969万円 68万円 0.1%
資 本 的 収 入 652万円 0円 0.0%
資 本 的 支 出 4億3,400万円 13万円 0.1%

■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㎡
出資金および
貸 付 金 11億5,146万円

基 金 99億5,133万円
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 60億8,276万円 27億9,557万円 46.0% 23億7,144万円 39.0%
後期高齢者医療事業 4億3,100万円 1億5,803万円 36.7% 9,826万円 22.8%
介 護 保 険 31億7,918万円 14億6,939万円 46.2% 12億1,245万円 38.1%
土 地 取 得 21万円 0円 0.0% 0円 0.0%
十里木高原簡易水道 5,740万円 761万円 13.3% 649万円 11.3%
下 水 道 事 業 12億5,535万円 3億6,529万円 29.1% 4億8,344万円 38.5%
墓　地　事　業 5,400万円 1,639万円 30.3% 1,861万円 34.5%
合 　 　 計 110億5,990万円 48億1,228万円 43.5% 41億9,069万円 37.9%

※ 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27年度　財政状況概要
　　　　（９月 30日現在）

総予算額　353億7,605万円

収入済額　138億7,393万円

支出済額　130億1,421万円

財政課
995-1801
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市まち・ひと・しごと創生市民報告会を開催
「富士山の裾野　田園未来都市　すその」の挑戦

特集４

企画政策課
995-1804

報告会趣旨
　市では、市内就業者の市外在住率が増加しているこ
と、出生率が比較的高いものの子どもの人口が減少し
ていることを課題と捉え、定住の促進と少子化への対
策を主要施策の一つとして展開しています。
　一方、人口減少・少子化の問題は国全体が直面して
いる課題であり、国は、平成 26年 12月に「まち・ひと・
しごと創生長期ビジョン」と「まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を閣議決定しました。
　これを踏まえ、市ではこれまでの定住の促進や少子
化への対策を体系的に整理し、一層強力に推進するた
め、「市人口ビジョン」と「市まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を、10月に策定しました。

開催概要
　どなたでも自由に参加できます。
とき／ 12月 11日㈮　19時〜 20時 30分
　　　※開場▶ 18時 30分
ところ／市民文化センター　多目的ホール

報告会内容
●	「市人口ビジョン」と「市まち・ひと・しごと創生総
合戦略」の内容説明

●	「人口ビジョン」と「総合戦略」の策定に関わった
市まち・ひと・しごと創生会議委員からの報告

10 月 23 日に、「市人口ビジョン」と「市まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました

広報すその12月15日号で、概要を紹介します。
市公式ウェブサイトでも公表しています。

http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/
creation/machi-hito-sigotosousei.php

　10月23日㈮に策定した、「市人口ビジョン」と
「市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の内容や市
の今後の取り組みについて、報告会を開催します。
　市が将来にわたって活力ある、住みやすいまちで
あるためには、皆さんのご理解とご協力が不可欠で
す。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
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特集４

市まち・ひと・しごと創生会議の活動報告

　同会議は、当市のまち・ひと・しごと創生の推進にあたり、人口ビジョンや総合戦略の策定、
総合戦略に基づき実施する施策の効果検証を行うため、幅広い年代からなる市民の皆さんや、
産業界、教育機関、金融機関、労働団体、メディアなど各分野の代表者の参画を得て設置し
ました。市長が議長を務める、総勢 33人の会議です。

　同会議では、人口ビジョンと総合戦略の策定に向け、
６月の設置から計４回の会議を開催し、会議の内外で
協議を進めました。

　　　当市の現状の課題、問題意識の共有

　人口動態や、産業での従業者の実態など、現在の市
の課題、問題意識を共有しました。

　　　総合戦略施策の方向性

	

　会議は「まち」「ひと」「しごと」部会に分かれ、そ
れぞれの分野で、市のあるべき姿、総合戦略に盛込む
施策の方向性について議論しました。

　　　施策に基づく具体的な取り組み

　７月に議論した、市のあるべき姿、施策の方向性に基
づき、具体的に推進すべき取り組みを検討しました。

　　　総合戦略のキャッチコピーの検討�
　　　各分野が連携・協力する取り組み

	

　これまでの議論を踏まえ、総合戦略を貫くキャッチ
コピーの案を検討しました。委員の投票で最も得票
したキャッチコピーが、「富士山の裾野	田園未来都市	
すその」でした。
　また、委員の皆さんが専門とする地域づくりや、産
業、教育、金融、労働、メディアなどの各分野が連携・
協力する取り組みについて検討しました。

６月

８月

７月

10月
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12/３～９は障がい者週間
理解を深め、それぞれが住みよい街に

特集 5

　12月３日㈭から９日㈬は、障がい者週間です。障がい者の福祉について、
関心と理解を深め、障がい者が社会、経済、文化などの分野の活動に積極的
に参加する意欲を高めるための週間です。障がい福祉サービスなどを利用
する方の計画の策定やゆずりあい駐車場制度の利用促進を行っています。

障がい福祉サービスなどを
利用するために計画作成を

　サービス等利用計画は、障がい者が地域で生活する
ときに必要となるさまざまなサービスを上手に利用す
るために作成されます。新規にサービスを利用される
方はサービス利用申請時に、現在サービスを利用して
いる方は更新時に計画の策定をお願いします。計画は、
法律で定められた事業者が、本人や家族の方と面談を
行い作成します。申請後、計画策定のために、相談支
援事業所から利用者の皆さんへ連絡がありますので、
ご協力お願いします。
対�象／自立支援給付サービス、障害児入所給付サービ
スを利用している方
計�画の作成事業所／障がい福祉課で、サービスの利用
や更新の申請をするときに紹介します。
そ�のほか／相談支援事業者は、サービスの種類や事業
所の選定、各種相談に応じます。

計画作成の流れ

障がい福祉課で申請

相談支援事業所から利用者などへ連絡

相談支援事業所と契約（計画の作成依頼）

計画（案）の作成

受給者証の発行

モニタリング
※定期的な見直しを行います。

障がい福祉課
995-1820

ゆずりあいの心で
歩行が困難な方が利用しやすい駐車場に

　県では、車いす利用者など歩行が困難な方に利用証
を交付し、駐車場を適正に利用する取り組み「ゆずり
あい駐車場制度」を実施しています。一人ひとりのゆ
ずりあいの心で、歩行が困難な方が利用しやすい駐車
場になるように、ご協力お願いします。
利用証の種類

( 車いす常時利用者用 )　　( 歩行が困難な方用 )
利用証の交付
対象／現に歩行が困難な状態にある方
　例	▶身体障害者手帳（種類別等級による）、療育手

帳A、精神障害者健康福祉手帳１級、特定疾患医
療受給者証をお持ちの方など

申�請／障がい福祉課にある、交付申請書に必要事項を
記入し、必要書類 ( 身体障害者手帳など ) を添えて
提出してください。

相談をしたいとき�（敬称略）

身�体障がい者相談員／土屋幸
さち
子
こ
☎ 997-7410、

　山口勘五郎☎ 997-0208、松本夛
た
吉
きち
☎ 993-7795、

　片山正
しょう

三
ざぶ
郎
ろう
☎ 993-0248、髙草昌子☎ 992-1786、

　荻野政信 992-5503 ※聴覚障がい者対応
知�的障がい者相談員／星野正江☎ 998-0014、
　粟野久子☎ 997-4852、兼井佐智子☎ 992-0107
精�神障がい者相談員／高橋善

ぜんぶん
文☎ 993-4483

相談支援事業所／相談支援センターうぐいす
　	☎ 993-1455 993-1127、相談支援事業所サポー
トセンターしゃきょう☎ 995-2332 993-5909
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市技能功労者を表彰
産業技術向上に貢献した４人を表彰

特集 6

　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で市の産業
技術向上に貢献した方を表彰しています。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 19日㈭に市役
所で行われました。

商工観光課
995-1857

　２軒の美容室で技術上達に励
み、市内で開業しました。以来

44 年間にわたり優れた技術で

市民にサービスを提供していま

す。着付技術に対する評価は非

常に高く、多くの顧客に信頼さ

れています。組合活動では班長

を務めるなど、業界の発展に尽

力しています。

　10 年間の修業を経て独立、市
内で開業しました。市内唯一の

印章専門店として地域に密着し

た経営をしています。国家検定

である一級印章彫刻士を保持し、

高いプロ意識を持って技術の研

鑚に努めています。組合活動で

は支部長を務め、業界の発展に

大きく貢献しています。

　退職を機に就農し、30 年に
わたり露地野菜づくりに精励し

ています。栽培方法を工夫し高

収量、高品質な野菜を生産して

います。露地野菜部会の会長を

務め、JA ふれあい市の立ち上

げに尽力しました。学校給食の

地元野菜利用を推進するなど、

地域農業へ貢献しています。

　昭和 53 年の独立以来、染色、

手つむぎ、手織り技能の研鑚に

励み、染織のみならず素材の生

産も手掛けています。後進育成

のため研究会を立ち上げ、これ

までに 200 人以上を指導・育成

しました。市内小・中学校での

染色体験などにも積極的に協力

しています。

日吉むら子さん
（佐野若狭）

三浦 利彦さん
（公文名二）

後藤 勲さん
（本村上中）

飯島 敏子さん
（須山五）

★美容師 ★印章彫刻士

★農業 ★染織職

県優秀技能者表彰、技能検定功労者表彰
　県では、極めて優れた技能を持ち後進の育成に努めた方などを表彰しています。当市の関係では、優秀技
能者４人、技能検定功労者１人の方が受賞しました。

●優秀技能者
自動車整備工　石橋�渡さん
（トヨタ自動車株式会社　東富士研究所）

　新型エンジン開発の試験・評価業務に従事、「もっ

といいクルマづくり」を念頭に、作業改善や新たな開

発試験に技能を発揮しています。

工場板金　佐々木�透さん
（トヨタ自動車東日本株式会社　東富士総合センター）

　板金部品製作と特装車・車体改造業務に長年従事、

型やプレスを使わず平板から部品を作成する技術を高

く評価されています。

機械修理工　鈴木�元久さん
（トヨタ紡織株式会社　富士裾野工場）

　設備の保守管理、改善業務に従事、多車種対応の生

産ライン導入や卓越した保全技能による設備異常の未

然防止に努め、生産性向上に寄与しました。

紳士服仕立職　芹澤�國夫さん
（セリザワ洋服店）

　紳士服仕立に長年従事し、卓越した製図技能で着や

すい服づくりに努め、中部日本注文服技術コンクール

最優秀賞を受賞するなど技術を高く評価されています。

●技能検定功労者
元プラスチック成形技能検定委員　金澤�浩一さん
　14 年間にわたり県技能検定委員として、技能検定

の取得推進と技能レベル向上に貢献しました。
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児童扶養手当の支給

　12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
家庭などで、認定請求書を提出し、
認定された方に支給します。
支�給日／４月、８月、12 月の 11
日（土日、祝日の場合はその直
前の平日）
支�給方法／支給日の前月までの４
カ月分を指定口座に振込み
	現況届が未提出・書類不備の場
合は支払いが保留されます。
子育て支援課　995-1841

富士山資料館補修工事
12/28 ～ 3/31 は休館

　富士山資料館は、補修工事など
のため休館します。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお
願いします。

12月 28日㈪〜３月 31日㈭
富士山資料館　998-1325

裾野駅西土地区画整理事業
計画の変更 (案) の縦覧

　裾野駅西土地区画整理事業計画
の変更（案）を閲覧することができ
ます。事業の利害関係者は、意見
書を提出することもできます。

12月 14日㈪まで
　８時 30分〜 17時 15分
区画整理課駅西整備事務所
区画整理課　994-1274

マイナンバー通知カード
受け取れなかったら市役所へ

　個人番号（マイナンバー）の通
知カードを順次郵送しています。
郵送期間中に不在だった方や郵便
物の転送を依頼している方の通知
カードは、市民課に返戻されます。
返戻された方は、市民課で、お受
け取りください。
●３月 31日㈭までの平日　

　８時 30分〜 17時 15分　
　※水曜日は 19時まで
　● 12月 20日㈰　9時〜 17時
	通知カードが返戻されたことの
お知らせハガキ、身分証明書（運
転免許証、パスポート、保険証
など）
市民課　995-1812

元市議会議長
大庭�敏克さん（石脇）

　８期 32 年にわたり市議会
議員を務めました。教育環境
の整備や地域福祉の増進など
に尽力し、市政の発展に寄与
しました。
　また、市体育指導員会委員
長や県体育指導委員連絡協議
会会長などを歴任し、県下の
スポーツの振興・発展に貢献
しました。

消防団長
今関�正

まさおき
興さん（元町）

　昭和 39 年から地域住民、市
民安全のために消防団活動に精
励し、平成４年から消防団長を
務めています。
　また、県消防協会駿東支部長
や県消防協会会長などを歴任
し、県内の消防団組織の発展、
充実強化、後進の育成などに寄
与しました。

三建会親睦団体（石脇）

　昭和 61 年の設立以来、市内
の主要道路や公園などで「ク
リーン作戦」として清掃活動を
実施しています。
　また、道路脇の壁面に書かれ
た落書きを消す作業や公園で花
の植栽活動などを行っていま
す。奉仕活動の模範として、市
内のボランティア活動の発展に
寄与しました。

県知事表彰秋の叙勲
旭日小綬章 災害防除功労 環境保全功労
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年末年始のごみの収集と
ごみの持ち込み

　年末年始は、ごみの収集と美化
センターへのごみの直接持ち込み
を一部休止します。
【ごみステーションの収集】
通�常収集の休止／ 12 月 29 日㈫
〜１月３日㈰
年�末の特別収集／ 12 月 29 日㈫
は、火・金曜日の収集地区の燃
えるごみを収集します。
燃�えないごみの収集／１月 30 日
㈯は、奇数月第一土曜日収集地
区の振替（１月２日㈯分）とし
て収集します。

【美化センターへの直接持ち込み】
受�入の休止／ 12 月 29 日㈫〜１
月３日㈰

●通常受入
	月〜金曜日▶９時〜 11時、13
時〜 15時

　土曜日▶９時〜 11時
　	※日曜日・祝日は持ち込みがで
きません。
	ごみを美化センターに直接持ち
込むときは、ごみステーション
に出すときと同様に市指定袋に
入れてください。区名、氏名の
記入は必要ありません。また、
住所確認のため、免許証など本
人確認ができるものをお持ちく
ださい。
生活環境課　995-1816
　美化センター　992-3210

年末年始のし尿・浄化槽
汚泥処理収集の休業

　年末年始は、し尿・浄化槽汚泥
の収集を休業します。年内の収集
を希望する方は、12 月 15 日㈫
までに予約してください。

12月 29日㈫〜１月４日㈪
	東・西・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
上下水道課　995-1835

国保高齢受給者証新規交付会

　１月１日㈮から対象となる方に、
受給者証を交付します。

12月 24日㈭
　10時 20分〜 11時 20分	
福祉保健会館研修室
	昭和 20年 12 月２日〜昭和 21
年１月１日に生まれた方
保険証、筆記用具
	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

岩波駅転回広場の利用を
－通勤・通学時の混雑を解消－

　市では、岩波駅前の混雑解消
や歩行者、自転車などの安全を
確保するために「岩波駅転回広
場」を設置しました。バスの転
回広場や自転車などの駐車場、
利用者が送迎用の車に乗降でき
る一般車両用通路があります。
　通勤・通学で岩波駅を利用す
る方はご利用ください。

国
道
２
４
６
号

至御殿場

転回広場

至沼津

岩
波
駅

富
士
見
橋

黄
瀬
川

市
道

1–12 号
線

Ｊ
Ｒ
御
殿
場
線

日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合わせ　 Web　 Mail　 FAX　
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県立東部看護専門学校
平成28年度一般入学試験

	①看護１学科▶一次１月 13 日
㈬、二次１月 29 日㈮	②看護
２学科▶一・二次１月 13日㈬
県立東部看護専門学校
	①高校を卒業した方または同等
以上の学力がある方②高校を卒
業した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　※高校卒業見込み含む
4,700 円
12 月 15 日㈫
県立東部看護専門学校

　総務課 971-2135

市民無料相談

	12 月 21 日㈪　※受付▶終了
時刻の 20分前まで
市役所４階会議室
	 ●資格団体相談（10時〜 12
時）▶土地、家屋（マンション
含む）、相続、各種登記、会社の
設立、増資、成年後見業務、社
会保険労務などに関する相談。
司法書士、行政書士、社会保険
労務士、宅地建物取引主任、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。

　●税務相談（10時〜 12時）
　	▶各種税金についての相談。税
理士が応じます。
戦略広報課　995-1802

クリスマスプレゼント
配達希望者

　青年団体連絡協議会の会員がサ
ンタクロースに扮し、クリスマス
プレゼントを配達します。プレゼ
ントは、事前に各家庭から預かり
ます。

12月 24日㈭　18時〜 20時
市内全域
市内に住んでいる方

50人（先着順）
プレゼント１つにつき 500 円

　	※積み立てて、市内小・中学校
に図書などを寄付するために使
用します。
	12 月７日㈪９時から生涯学習
センターで受け付けます。所定
の申込書に必要事項を記入し、
配達先のわかる地図と費用を添
えて提出してください。
生涯学習課

　992-3800

　県では、放課後児童室の支援員に必要な知識などを習得する研修と、
子育て支援分野に従事するために必要な知識などを習得する研修を開
催します。
	三島市商工会議所大会議室
（三島市一番町）
	所定の申込書に必要事項を記
入し、本人であることを確認
できる書類（住民票の写し、
健康保険証、運転免許証、パ
スポートなどの写し）と受講
資格を確認できる書類を添付
して、SBS プロモーション
の各研修の事務局に郵送して

ください。　※申込書は、県
こども未来課のホームページ
からダウンロードできます。
申込先／㈱ SBSプロモーション
　	〒 422-8061　静岡市駿河区
森下町 1-35
12 月 21 日㈪
	http://www.pref.shizuoka.
jp/kousei/ko-130/kosodate/
index.html

【放課後児童支援員認定資格研修】
　放課後児童室（クラブ）に従事
する方が、放課後児童支援員と
して必要な知識・技能を習得し
有資格者となるための研修です。
①	１ 月 21 日 ㈭・29 日 ㈮、
２月 22日㈪、３月４日㈮

　②	１月 26日㈫、２月８日㈪、
３月２日㈬・11日㈮

各 10人

【子育て支援員研修（基本研修）】
　子育て支援分野に従事するた
めに必要な知識や技能などを習
得するための全国共通の研修で
す。
２月２日㈫・９日㈫
90人

県こども未来課
☎ 054-221-3485

放課後児童支援員認定資格研修・
子育て支援員研修（基本研修）を開催
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深良地区元旦マラソン・
駅伝大会の参加者

１月１日㈮　８時 15分〜
深良小学校（スタート・ゴール）
種�目／●マラソン 1.5km、3km、
6km、ファミリー 1.5km

　●駅伝（2.6km+3.3km+2.8km
　	+1.4kmの４人制）※出場選手
の年齢・性別は問いません。
	●深良地区に住んでいる方▶無
料●そのほか▶１人 300 円
	深良支所または市民体育館（市
立水泳場内仮設事務所）にある申
込書に記入し提出してください。
12月 17日㈭
	深良地区元旦マラソン・駅伝大
会実行委員会（高橋）
　090-6072-6471

ひとり親家庭のための
個別相談会・セミナー

12 月 13 日㈰
	沼津労政会館第３会議室（沼津
市高島本町）
	母子・父子家庭の方、離婚を考
えている方
	 ①法律・生活・就業個別相談会
▶９時 30 分〜 16 時②養育費
セミナー▶10時〜12時③就業
支援セミナー▶13 時 30 分〜
15時 30分
①各 10人程度　②③各 20人
	託児があります。申込時に予約
してください。
	 母子家庭等就業・自立支援セ
ンター　054-254-1191

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・安全衛生教育▶アーク溶接、
砥石取替等特別教育●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●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

環境と健康、食育などに関する計画案への意見を募集

	市に住民登録がある方、市内に事務所または事
業所がある個人・法人・団体、市内に通勤・通
学している方

公�表場所／各担当課、市役所・各支所（深良、富
岡、須山）の情報公開コーナー、市公式ウェブ
サイト

	市公式ウェブサイトのパブリックコメント提出
フォームで提出するか、公表場所にある意見提
出用紙に必要事項を記入し、担当課または各支
所へ提出してください。市役所１階情報公開
コーナーの意見提出箱に投函することもできま
す。　※郵送・FAX・電子メール可

○すその健康増進プラン（案）
○第２次市食育推進計画（案）
○（仮称）市歯科保健計画（案）
　「すその健康増進プラン」と「第２次市食育推
進計画」、「（仮称）市歯科保健計画（案）」の策定を
進めています。

12月８日㈫〜１月７日㈭　
　※郵送の場合は、当日消印有効
健康推進課　992-5711　　 992-5733
kenko@city.susono.shizuoka.jp
	http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/
info/2015/12/08-0830.php

　〒 410-1117　石脇 524-1

○第２次市環境基本計画（案）
　環境の保全と創造に関する「第２次市環境基本
計画」の策定を進めています。

	12 月 28 日㈪	
　※郵送の場合は、当日消印有効
生活環境課　995-1816
992-4447
kankyou@city.susono.shizuoka.jp
	http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/
info/2015/12/01-0830.php

　〒 410-1192　佐野 1059

※ウェブページは意見の募集開始日に公開

各計画を策定するにあたり、市民の皆さんから意見を募集します。
パブリック
コメント
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消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room Center News

Q 「マイナンバーの通知が届いたと思うが、番
号を教えてほしい」という電話がかかってき

た。まだ届いていないと言ったら一方的に切られた
が、何のためにかかってきたのか心配。

Ａ マイナンバーの通知に関連して、「マイナン
バー制度導入に伴い個人情報を調査してい

る」「マイナンバーの手続きが必要だが済んだか」
などの不審な電話が全国でかかってきています。
①マイナンバーの通知や利用手続きなどのため、国
や自治体の職員が電話などで個人情報を聞くことは
ありません。
②不審な電話はすぐ切り、万一金銭を要求されても
支払わないようにしましょう。
　マイナンバーは、みだりにほかの人に知らせない
ようにしましょう。不審に感じたら、すぐに消費生
活センターに相談してください。

くらしの事故に注意！
リコール情報を利用しましょう
　リコールとは、事業者などが製造・販売・提供した
製品について、何らかの欠陥・不具合・品質上の理由
などで製品の回収・無償点検・修理・交換・注意喚起な
どを行うものです。法令に基づき実施されるものと、
事業者独自の取り組みによるものがあります。リコ
ール情報を知るには、事業者の新聞広告やホームペ
ージのほか、消費者庁の「リコール情報サイト」「事
故情報データバンク」の活用が効果的です。
　また、製品購入時にユーザー登録を行うと、リコ
ール情報が届く仕組みを設けている事業者もありま
す。購入した製品がリコール対象になっていないか
注意し、事故を未然に防ぎましょう。

消費生活センター　
995-1854

すそのdeハピスタ
―私がかわる２日間―

　人生を豊かにするコミュニケー
ション講座を開催します。
	①12月19日㈯ ②１月30日㈯
両日14時〜17時　※受付▶13
時30分〜
	HOTEL	Brush	Up 第２会議
室（御殿場高原時之栖）
独身の方

	自分も相手も大切にするコミュ
ニケーション方法「アサーティ
ブ」を学びます。

　	①自分のコミュニケーションを
振り返り、アサーティブの考え
方を学ぶ。

　	②こんなときどうしたらいい
の？アサーティブな伝え方を身
に付ける。
講�師／谷澤久美子さん（NPO法
人アサーティブジャパン認定講師）
各回 30人程度（先着順）
	メールまたはファクスで、氏名・
性別・年齢・住所・緊急時の電話

番号・メールアドレスを連絡し
てお申し込みください。
① 12月 15日㈫

　②１月 26日㈫
	１回のみの受講もできますが、
申し込みは両日参加できる方を
優先します。
マチテラス製作所
　090-6354-3648

960-6005
	info@machitera.jp
平成 27年度　市防火標語

火の用心
　　みんなが町の　消防隊

木村　真悟さん
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Health

12月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

12月 1日㈫ 17 時〜 19 時 45 分
12月 8日㈫  9 時〜 11 時 30 分
12月15日㈫ 17 時〜 19 時 45 分
12月21日㈪  9 時〜 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

12月 8日㈫  9 時〜 11 時 30 分
12月21日㈪  9 時〜 11 時 30 分

●	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。

　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。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ ７・14・21日㈪
９時〜10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 14日㈪
13時〜15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ３日㈭
13時〜13時30分 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 21日㈪
13時〜15時

生活改善に関する相談
を希望する方

成人食事健康相談 ７日㈪
13時〜15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 25日㈮
13時〜15時

歯や口に関する相談を
希望する方

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27年６月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

15日㈫　13時15分〜13時45分
平成26年６月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

22日㈫　９時〜９時15分
平成25年12月・平成26年１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25年６月生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭　13時〜13時30分
平成24年12月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
内科 内科 整形 内科 外科

6 7 8 9 10 11 12
内科 内科 内科 外科 内科 内科 ※
13 14 15 16 17 18 19

外科 外科 内科 整形 外科 内科 内科
20 21 22 23 24 25 26

整形 外科 内科 内科 内科 整形 内科
27 28 29 30 31

外科 外科 内科 外科 内科
※12日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

裾野赤十字病院
992-0008

県東部保健所
地域医療課

920-2109

予約が必要です。
12月１日㈫・15日㈫は、クラミジア検査も実施します。
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。
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）

15
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今月の救急協力医

12月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

17 ㈭ 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

18 ㈮ 大坂屋クリニック 995-3100 佐野 萩野クリニック 966-7111 根古屋 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

19 ㈯ 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

20 ㈰

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

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 田中医院 921-2053 高島町

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 五十嵐クリニック 934-6700 志下

21 ㈪ 杉山医院 972-3223 伏見 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

22 ㈫ 森医院 966-2017 石川 ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

23 ㈬

山谷内科医院 966-5333 青野 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

鈴木医院 993-0430 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

24 ㈭ 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

25 ㈮ 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 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

26 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓蛇ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 西村医院 971-6510 下土狩

27 ㈰

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

べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 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 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮

28 ㈪ 小林医院 966-7700 今沢 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

29 ㈫

本村クリニック 969-0001 大塚 瀬尾記念・慶友病院
※8時〜12時 935-1511 下香貫

　島郷

永野医院 962-4450 大岡 沼津市立病院
※12時〜18時 924-5100 東椎路 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

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　※ 12/29 ～ 1/3 は８時〜 18 時
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12 月後期

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

20 ㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック 
926-1333 庄栄町　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

聖隷沼津病院 
952-1000 松下　　

しおみ歯科医院
992-0202 平松　　

23 ㈬ かみで耳鼻咽喉科クリニック 
0545-53-3321 伝法　　

木村眼科医院
967-4611 原　　　

岩端医院 
962-1368 大手町　

ベルの木歯科
992-7777 深良　　

27 ㈰ ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院 
924-0780 杉崎町　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

ウスイクリニック 
980-5580 下土狩　

鈴木歯科医院
993-5151 平松　　

29 ㈫ 三島中央病院 
971-4133 緑町　　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

真野歯科医院
972-5290 堂庭　　

30 ㈬ つりた耳鼻咽喉科クリニック 
927-3387 宮前町　

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

聖隷沼津病院 
952-1000 松下　　

牧野歯科医院
988-1184 下長窪　

31 ㈭ 里和耳鼻咽喉科医院 
0545-23-1133 伝法　　

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

かぬき岩端医院 
932-8189 前原　　

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

30 ㈬

清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

清水館医院 993-2323 茶畑

31 ㈭

きせがわ病院 952-8600 大岡 静岡医療センター 975-2000 長沢

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 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

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115
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　宝永 4年（1707）の富士山噴火について、須山の
御師・土屋伊

い
太
だ
夫
ゆう
が記録に残しています。これをも

とに噴火の様子を紹介します。
　10 月３日から大きな地震が何回も、小さな地震
は数え切れないほど起きました。11 月 22 日から
は地鳴りがし、山が崩れるかと思うほどの地震が起
きました。空は黒い雲で覆われ、茶釜・天目茶碗く
らいの大きさの石がたくさん降ってきました。火災
も起き、消火するのが大変でした。大豆・小豆くら
いの大きさの石も降り、場所によっては５尺くらい
積もりました。24 日は辺りが暗く、提灯をともし
て往来しました。29 日からは雷も鳴り、地震も続
きました。12 月８日からは山焼けも止まり、地震
の響きも静かになりました。人々は家財をそのまま
にしてあちこちを走り回り、哀れな姿となってしま
いました。

と き／３月12日㈯　17時〜　※開場▶16時30分
料　金／全席指定（税込み）　※未就学児の入場不可
　　　　前売券　6,000円　当日券7,000円
発売日／	１月16日㈯	 ９時〜　※16日㈯の受付は特

設電話（993-9320）のみ
出　演／	美川憲一、研ナオコ、秋元順子、秋川雅史、

ミッツ・マングローブ、水森亜土（ゲスト）	
ほか

Vol.1��裾野の地場産物�de�Okinawa料理��親子教室
と　き／１月23日㈯　10時〜14時
対　象／	幼稚園・保育園年長以上の子どもと保護者
受講料／１組　800円（税込み・材料費別）
申し込み／	事前に市民文化センターへお申し込みく

ださい。　※電話可

　初出場したアジア大会は「初めて海外選手と対戦
し、とても緊張しました」と佐藤さん。決勝戦では
前回アジアチャンピオンのイランの選手に大内刈り
で優勢勝ち。この階級で日本人初のチャンピオンに
なりました。日本から柔道種目に参加した４選手の
うち優勝は佐藤さん 1人だけでした。
　「初めて国際大会に出場して、国内では味わえな
い雰囲気で驚きましたが、各国の選手とふれあいが
でき楽しかったです。今回の反省点を練習で克服し、
国際大会の経験を積んでいきたいです」と笑顔。ア
ジアチャンピオンになり、2016 年に開催される世
界選手権と、2017 年にトルコで開催されるデフリ
ンピックの参加資格を獲得しました。
　「次の目標は世界大会優勝です。そのために練習
で技を磨き、確実に一本勝ちたいと思います。練習
は妥協との戦いであり、己に勝つことが大切です」
と目標に向けてレベルアップの意気込みを示しまし
た。得意技の背負い投げで世界チャンピオンを目指
す約束をしてくれた佐藤さん。「ハンディキャップ
を持っていても頑張れる姿を見てもらいたいです」
と力強く語っていました。

　第 8回アジア太平洋ろう者競技大会の柔道種目
が、10 月 9 日㈮に台湾で開催され、佐藤正樹さん
が柔道男子 66㎏級で初優勝しました。
　小学１年生から柔道を始め、競技歴 16 年となる
佐藤さんは、6月に東京で開催された試合形式の練
習会で代表として推薦されました。

アジア太平洋ろう者競技大会 柔道 66㎏級 優勝
佐藤 正樹さん（トヨタ・22 歳）

12月の休館日
7日㈪・14日㈪・21日㈪・
28日㈪～31日㈭

富士山噴火事情書（富士山資料館展示品）

石井好子メモリアル音楽祭 2016
第 14回ポピュラー音楽の祭典

すそのカルチャークラブ

美川憲一 秋元順子研ナオコ 秋川雅史 ミッツ・
マングローブ 水森亜土

富士山の噴火
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思いやりの心で、住みよいまちをつくります

11月21日	 ゆるキャラ®ＧＰ2015　すそのん健闘！1713体中、総合71位
	 3兄弟再会（左：おおまぴょん＝大町市、右：とち介＝栃木市）



今年も残りわずかになりました。皆さんにとってどんな１年でしたか。
この１年を、写真で振り返ります。

2 市 1 町消防指令センター開所

黒岳の自然杉群落が市指定文化財に新成人者祝賀駅伝大会　108 チームが力走

第１回富士山一周駅伝を開催

写真でふりかえる

2015 年 すその
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特集１

消防出初式

子育て中の母親のためのイベント“ママチャレ！”

深良用水まつり 仮装行列

ローラー滑り台 ( 大 ) をリニューアル

1月

11日	 第58回新成人者祝賀駅伝大会
	 成人式　623人が成人に
	 消防出初式、交通指導員視閲式
25日	 文化財消火訓練
	 子どもフェスティバル2015
27日	 	（仮称）神山深良線整備に伴う事業に関する協

定書の調印
31日	 市民文化センター北側の柳端橋が開通

2月

７日	 すその発	ママチャレ！
	 	第32回英語スピーチコンテスト・日本語ス

ピーチ
16日	 市内６カ所で小型家電の回収を開始
17日	 婚姻届・出生届のお祝い状500枚達成
19日	 みんなのつどい
23日	 黒岳の自然杉群落を天然記念物に指定

4月

１日	 新副市長・新教育長就任式
17〜19・26日　	WOWOW連続ドラマ「テミスの求刑」を

市役所で撮影
18・19日　		第4回富士山すそのパノラマロード菜の

花＆桜まつり
25日	 深良用水特別展を市民文化センターで開始
	 企画展「ふるさと富士山芸術展」（～６月28日）
26日	 第2回深良用水まつり

3月

６日	 児童生徒市長賞表彰式　18人を表彰
	 ゆうあいプラザ祭	－生涯学習フェスティバル－
13日	 運動公園ローラー滑り台リニューアル
	 富岳キッズセンターあい落成式
16日	 今里工業用地の造成が完了
22日	 愛鷹山登山道に看板を設置
25日	 福祉避難所協定を５法人と締結
29日	 須山浅間神社で世界遺産記念銘完成の記念式典
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特集１

富士裾野高原マラソン大会 約 3,700 人が力走

災害支援協定を県トラック協会と締結

26 連が舞った富士山すその阿波おどり大会

雨の中の須山口登山道開山式

5月

１日	 	ごみ分別アプリ「裾野市版5374（ゴミナシ）」
提供開始

	 十里木キャンプ場開場（～10月31日）
10日	 第39回富士裾野高原マラソン大会
11日	 創意工夫功労者賞　県下最多の34人が受賞
17日	 第38回五竜みどりまつり（16日は中止）
31日	 消防団操法大会

6月

７日	 	第34回わたしの主張裾野市大会
	 婦人スポーツ大会
13日	 第37回健康と歯のフェスティバル
19〜30日　	富士山世界遺産登録２周年記念　近藤吾

朗氏の富士山の絵画を展示
23〜28日　	富士山世界遺産登録２周年記念　富士山

資料館入館料無料
29日	 災害時における支援協力に関する協定を締結

8月

１日	 第42回すその夏まつり、市民水泳大会
１〜30日　	あいとへいわ展	～えほんを中心に戦後70

年を考える～
６日	 災害時支援協定を市内企業４社と締結
13〜22日　市内小・中学生をフランクストン市へ派遣
22日	 第32回富士山すその阿波おどり大会
24日	 リバーフレンドシップ制度で２団体が調印
31日	 富士山須山口登山道閉山式

7月

１日	 富士山須山口登山道開山式
	 市立水泳場開場（～９月10日）
３日	 	高齢者の見守りネットワーク事業に関する連

携協定を警察署、郵便局、新聞販売店と締結
６日	 市民体育館リニューアル工事開始
11日	 第44回社会福祉大会
20日	 すその発　ママチャレ！
26日	 すそのプレミアム商品券発売、31日に完売
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県市町対抗駅伝競走大会

特集１

矢崎グループ保育園が認証保育所第１号に

新品種「裾野さくら」を小柄沢公園に植樹

富士山フェスタ 2015

9月

12日	 敬老会
13日	 裾野牧水祭
19・20日　	富士山すその三大花まつりを開催（第5回

富士山すそのパノラマロードコスモスま
つり・そばの花まつり・天空のダリア祭［7
月18日～10月12日］）

26・27日　ウルトラトレイル・マウントフジ2015
30日	 矢崎グループ保育園を認証保育所第１号に認証

10月

２日	 二市一町消防指令センター開所式
15日	 市長表彰式　3個人2団体を表彰
23日	 	「市人口ビジョン」「市まち・ひと・しごと総

合戦略」を策定
24・25日　	2015市民のふれあいフェスタすその
	 	 ママチャレ！　ハロウィーンイベント
	 	 第34回消費生活展
27日	 裾野さくら植樹式
28日	 第43回市民芸術祭第一部（～11月１日）

12月

５日	 第25回保育生活展
	 第16回県市町対抗駅伝競走大会　市の部10位
９日	 平和都市宣言
13日	 第42回農業まつり

11月

１日	 企画展「子どもたちの富士山絵画展」
６日	 七歳児祝賀式
８日	 第33回ふれあい健康まつり・消防広場
11〜15日　第43回市民芸術祭第二部
14・15日　	第１回富士山一周国際駅伝10チームが健闘
19日	 技能功労者表彰式　４人を表彰
21〜23日　“すそのん”ゆるキャラ®GPで総合71位
28日	 富士山フェスタ2015
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裾野市
　まち・ひと・しごと

創
生

特集 2

まち・ひと・しごと創生
「市人口ビジョン」と「市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

人口減少や少子化の問題は、我が国共通の課題です。当市が将来
にわたって活力ある住みやすいまちでありつづけるために、「市人
口ビジョン」と「市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しま
した。その主な内容を紹介します。

企画政策課
995-1804

「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の挑戦

　「市人口ビジョン」と「市まち・ひと・しごと創
生総合戦略」の内容や「市まち・ひと・しごと創生
の推進体制」、「市まち・ひと・しごと創生会議の活
動報告」などは、市公式ウェブサイトに詳しく掲載
していますので、ご覧ください。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/

　creation/machi-hito-sigotosousei.php
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15〜 49歳
女性人口※3

特集 2

「市人口ビジョン」
人口ビジョンが描く「2060年 目指す将来の姿」

❶ 2020年に合計特殊出生率※1 を 2.07 に向上
当市の現在の合計特殊出生率は 1.82。一方で、市

民の皆さんが希望する子どもの数は 2.55 人です。も
う 1人子どもが欲しいという希望がかなう環境づく
りとして、合計特殊出生率 2.07 を目指します。

※ 1	合計特殊出生率：1人の女性が生涯を通じて産む子どもの数
※ 2	社人研推計準拠：国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口の試算に準拠した数値
※ 3	15 ～ 49 歳女性人口：合計特殊出生率の算出において出産する世代として仮定される人口

❷ 2016年以降、親子世帯 20世帯の転出を解消
転出で大きな割合を占めるのは、20歳代後半から

30歳代前半の親世代と、その子ども世代の家族世帯で
す。現在、宅地分譲を促進し、年間20以上の宅地を創
出している実績から、年間20世帯の定住を目指します。

2060年に人口5.2万人程度を確保し、高齢化率28%台を目指します。

～長期的（2080年以降）には、人口5万人程度・高齢化率25%台で安定～

将来人口の見通し

3パターンを比較  〜パターン3を目指します〜

人口政策のポイント

パターン3〜将来像に向けた取り組み〜
2020 年に合計特殊出生率が 2.07 に向上し、
毎年 20 世帯の家族世帯が定住した場合
▶人口政策のポイント①②を達成したケース

世代別人口の
比較

A	15 歳未満
B	 15 ～ 64 歳
C	 65 歳以上

人口政策のポイント①②に取り
組むことで、世代間バランスの
とれた人口構成となります。
※パターン 1、2 では、高齢化
率 (C の割合 ) が３割を超える

15 ～ 49 歳女性人口を保つため
には、定住促進策が重要
▶人口政策のポイント②が重要

年間出生数

年間の子ども出生数を保つため
には、女性の定住と出生率の向
上が重要
▶人口政策のポイント①と②が重要

パターン1
転出入の動向が現状の人の流れのまま推移
した場合（社人研推計準拠※ 2）
▶現状のままの動向で推移

パターン2
2020 年に合計特殊出生率が 2.07 に向上し、
転出入がなくなったと仮定した場合
▶人口政策のポイント①のみ達成したケース

580 340 500 540

11,200 7,200 9,000 9,800

35,931

BA C BA C BA C BA C

23,462 25,613

2010年 2060年

29,528

8,185 5,235 7,543 8,33410,430 14,516 14,692 14,770

19% 34%

▲41%

▲36% ▲20% ▲13%

▲14% ▲7%

31% 28%

パターン１ パターン２ パターン３

パターン１

パターン２

パターン３

40,000

45,000

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 （年）

55,000

50,000

（人）

54,546
52,632

47,848

43,266
43,945

50,995

長期的に
人口減少は
安定しない

人口が5万人
程度で安定
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“共生”「住みたいまち裾野」のまちづくり

❶裾野市らしいデザインのまち　すその
◦地区の強みを活かした地域づくりの推進
▶主な事業／職と住をつなぐ手段の調査研究事業
裾野～東京圏や静岡市などの間の通勤・通学の実

態調査を行い、交通体系編成の基礎資料を作成します。

❷住みたくなるまち　すその
◦	住みたくなる住環境の形成、出歩きたくなる地域
の創出
▶主な事業／宅地分譲促進事業
市街化区域内の

未利用地の優良宅
地化を促進するた
め、一定の基準の
宅地分譲事業に助
成します。
◦	まちの骨格をなす幹線道路の整備
◦	市民 ･企業・行政が一体となった防災・減災の備
えの構築
▶主な事業／企業と連携した災害時の体制整備
　大規模災害時に
おける地域連携・
支援を強化するた
め、企業との災害
時相互支援体制を
構築します。

❸文化資源を守り、育て、活かすまち　すその
◦当市を象徴する地域資源の保存・活用の推進

“共育”すべての起点となるひとづくり

❶人と人の関係を豊かにするまち　すその
◦ひとづくり、地域活動支援の推進
▶主な事業／市民活動センター運営事業
NPOやボラン

ティアなどによる
市民協働の推進と
地域振興を図りま
す。

◦	市内外での裾野ファンの拡大
▶	主な事業／「眠れる資源・隠れた魅力」発掘発信事業
眠れる資源や隠れた魅力を発掘し、シティプロ

モーションを展開します。

❷みんなで子育てするまち　すその
◦	出会いの場の創出や結婚の環境づくり
◦	妊娠・出産育児の切れ目ない相談・支援の充実
▶主な事業／認証保育施設支援事業
安心して働き、

子育てできる環境
整備を図るため、
一定の基準を満た
す認可外保育施設
の運営費などを助
成します。
◦子育て世代がいきいき活動できる環境づくり

❸子ども達の生きる力を育むまち　すその
◦豊かな心を育む教育の推進
◦学校の教育力の向上

特集 2

「市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（計画期間：平成27年度〜平成31年度）
人口ビジョンで描く将来像に向けた具体的な取り組み

「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の挑戦
「まちづくり」「ひとづくり」「しごとづくり」の3つの施策で「裾野らしい」まちづくりを展開します

当市は“富士山の裾野の、水と緑あふれる、東京 100km 圏内の田舎”。
「世界遺産 富士山」「世界かんがい施設遺産 深良用水」をはじめとする地域文化や、グローバ
ル経済圏で活躍する企業をはじめとする産業集積の進んだまち。

今後も、豊かな自然の中で、未来志向の個性あるまちづくりを進めます。
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策定までの動き

“共栄”まちやひとを豊かにする産業づくり

❶企業・事業所とともに歩むまち　すその
◦企業・事業所の事業活動環境の整備
▶主な事業／企業立地促進事業
企業の誘致や立地維持を図るため、事業用地取得

費建物機械設備取得費などに助成します。

❷地域資源を活用した豊かな産業のまち　すその
◦	地域資源を活かした稼ぐ力の創出
▶主な事業／特産作物奨励助成事業
自然環境や地域

資源を強みにした
産業振興に向け、
特産作物の栽培に
助成します。

❸働くひとのチャレンジを応援するまち　すその
◦誰もが新たなしごとにチャレンジできる環境の整備
▶主な事業／中小企業相談支援事業
実績のある相談支援専門機関と連携して、常時中小

企業や個人事業者
からの相談を受け
付けます。個人の
企業推進や中小企
業の事業拡大によ
る地域活性化を図
ります。

戦略の推進に不可欠な視点

総合戦略の推進にあたり、次の視点を重視します。
❶情報発信
　「裾野らしい」ライフスタイル、ワークスタイル
を提案する積極的な情報発信

❷市民協働
　市民、企業、各種団体、行政など地域づくりのさ
まざまな担い手の連携・協力を促進

❸広域連携
　共通の課題を抱える市町間で、より効果的な課題
解決に向けて連携を推進

人口ビジョン・総合戦略の策定にあたり、市民
の皆さんや各種関係団体の皆さんと意見交換を行
いました。
❶市まち・ひと・しごと創生会議
　市長が議長となり、市民やNPO、関係団体、
民間事業者の方などが参加する「市まち・ひと・
しごと創生会議」を6月に設置しました。6月
から4回開催し、協議を重ねました。
❷市議会
　9月に意見交換を実施。すべての会派から、
100 件を超える意見がありました。
❸パブリックコメント
　9月に市民の皆さんから意見を募集しました。
7人から 16件の意見が寄せられました。

特集 2

「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の挑戦
「まちづくり」「ひとづくり」「しごとづくり」の3つの施策で「裾野らしい」まちづくりを展開します

今回策定した総合戦略では、「まちづく
り」「ひとづくり」「しごとづくり」それ
ぞれに 3 つの目標を掲げ、取り組みを展
開します。
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1.  職員数に関する状況
部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

※	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。

2.  職員の給与に関する状況
①人件費の状況（普通会計決算）

②職員給与費の状況（普通会計決算）

③職員の平均年齢、給料月額などの状況（平成 27年４月１日現在）

※平均給料月額とは、各職種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。

特集 3

人事行政の運営などを公表します
職員数や給与に関する状況など

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、
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基づき、職
員の給与や定数管理の状況のあらましを公表します。詳しい内容は、
市公式ウェブサイトに掲載していますので、ご覧ください。

人事課
995-1806

（単位：人）

　　　部門

区分　　

一般部門 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
政

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26年 4 81 24 56 42 1 9 4 41 262 64 73 137 10 6 16 32 431

平成27年 4 83 23 64 42 1 9 4 41 271 58 74 132 8 5 16 29 432

対前年増減数 0 2 ▲1 8 0 0 0 0 0 9 ▲6 1 ▲5 ▲2 ▲1 0 ▲3 1

区分 住民基本台帳人口
（平成27年1月1日） 歳出額A 人件費B 人件費率

B/A
平成25年度の

人件費率
平成26年度 53,275人 201億5,436万2,000円 35億5,590万6,000円 17.6％ 17.6％

区分 職員数
A

給与費 一人当たりの
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

平成26年度 398人 15億4,194万4,000円 4億3,959万5,000円 5億9,385万8,000円 25億7,539万7,000円 647万1,000円

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 40.8歳 32万2,132円
大学卒 18万　800円 28万1,467円 37万6,300円 41万9,125円

高校卒 14万6,500円 — 32万　500円 37万4,000円

技能労務職 49.9歳 36万7,831円 高校卒 14万6,500円 — 34万7,600円 36万4,500円

10
2015.12.15



特集３

3.  職員の手当に関する状況
	 （平成 27年４月１日現在）

①期末・勤勉手当

②退職手当

③地域手当　支給率６％
　　１人当たり平均支給年額 24万 8,480 円
④特殊勤務手当　21種類
　　１人当たり平均支給年額７万 7,225 円
⑤そのほか手当
　　扶養手当、住居手当、通勤手当など

4.  特別職の給与などに関する状況
	 （平成 27年４月１日現在）

5.  分限と懲戒処分に関する状況
	 （平成 26年度）

①分限処分者数　２人
　※	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　３人
　※	職員の一定の服務義務違反に対し、道義的責任を

問う処分です。

6.  福祉と利益の保護に関する状況
共済組合では、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
昨年度、下表の研修を実施し延べ 568 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 26年）
　平成 26年１月１日～ 12月 31日
　１人当たり／８日と２時間
③育児休業と部分休業の取得者数の状況（平成26年度）
　育児休業／女性７人
　部分休業／０人
　※	平成 26 年度に新たに育児休業と部分休業を取得

した人数です。

区分 期末手当 勤勉手当 計
6月期 1.225月分 0.75月分 1.975月分

12月期 1.375月分 0.75月分 2.125月分

合計 2.6月分 1.5月分 4.1月分

短期給付事業 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。

長期給付事業 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。

福祉事業 健康の保持増進事業や住宅資金の貸
し付けなどを行う。

研修 内容 参加人数
職階ごと
の研修

新規採用職員・主査・管理者
などに分けて実施 241人

専門研修 研修、法令・個々の能力開発・
教養などを実施 160人

派遣研修 県自治研修所・市町村アカデ
ミーなどの研修機関で実施 133人

自主研修 自己啓発支援研修・自主研究
グループなどを実施 34人月額 期末手当の支給割合

給与
市長 82万円

（6月期）
1.975月分

（12月期）
2.125月分副市長 66万円

教育長 63万円

報酬
議長 38万円

（6月期）
1.7月分

（12月期）
1.65月分副議長 34万円

議員 32万円

区分 自己都合 応募認定・定年
勤続20年 20.445月分 25.55625月分
勤続25年 29.145月分 34.5825月分
勤続30年 41.325月分 49.59月分
最高限度 49.59月分 49.59月分
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一日消防署長が火災予防を呼びかけ 11月9日

秋季全国火災予防運動に合わせ、トヨタ自動車㈱東富士研究所の
松本恵美さんと伊藤愛希渚さんが一日消防署長を務めました。午前
中に、消防士の訓練を査閲。夕方からは、市内のスーパーで「就寝
前は火の元を確認してください」などと防火を呼び掛けました。

今月の写真

Photograph 11 月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／遊園地ぐりんぱ

富士山に捧げる五竜太鼓

ふれあい健康まつり 11月8日

富士山フェスタ 2015 が、11 月 28 日㈯に遊園地ぐりんぱで行
われました。この日は朝から風もなく、雲ひとつない澄み渡る青空
を背景に、雪化粧した富士山を仰ぐことができました。写真は記念
式典のオープニングを飾る五竜太鼓の演奏です。冷え込んだ空気に
突き刺さるような、引き締まったパフォーマンスを披露。富士山に
捧げる力強い演奏でした。

ふれあい健康まつりが福祉保健会館で行われました。8020 推進
員のブースでは、「噛むカムチェックガム」という赤と青の２つのガ
ムをかんで、色の変化でよくかめているか確認を行いました。参加
した皆さんは、よくかむことの大切さを再認識していました。
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学びの森講座「夜のカフェ」 11月9日

市教育支援拠点「学びの森」では、静東部教育事務所の 2 人の指
導主事を講師に招き、「ちょっと一息、いい話」を開講しました。第
3 回目では、コーヒーなどを飲みながら、カブトムシの飼い方や作
物の育て方を学びました。同シリーズへは一般の方も参加できます。

Photograph 2015.11

パラリンピック選手に学ぶ走り方 11月10日

ビジネスプランを熱く語る 11月15日

ほんものとふれ合う学習事業「陸上講習会」が、富岡第一小学校
で開催されました。講師は、北京パラリンピック「走り幅跳び」銀
メダリストの山本篤選手です。「一番大切なのは、走るときに腰を
まっすぐにすること」と山本選手から教わりました。

ビジネスプランコンテスト本選会が生涯学習センターで行われま
した。８チームの提案の中から、芝浦工業大学の提案プラン空き家
改修プロジェクト「裾野をひろげる」が優勝に輝きました。市のビ
ジネスのこれからについて熱く語ったコンテストでした。

華やかな踊りを披露 11月15日

市民芸術祭第二部が 11 月 11 日〜 15 日の間、市民文化センター
で開催されました。絵画や写真などの展覧会や茶会のほか、ステー
ジでは、フラメンコやフラダンスなどの華やかな踊りが披露されま
した。幅広い年代の方々が、日ごろの活動の成果を発表しました。

ぬいぐるみたちが夜の図書館を探検 11月10日

ぬいぐるみお泊まり会が鈴木図書館で行われ、19 体のぬいぐる
みが参加しました。“すそのん”も飛び入り参加し、仲間たちと夜
の図書館を探検。写真は、“すそのん”が見つけてきたギョーザの
レシピ本や絵本などをみんなで読んでいるところです。

南小の開校10周年にさざれ石を寄贈 11月14日

開校 10 周年を迎える南小に、渡辺一男さんがさざれ石を寄贈し
ました。国歌にも登場するさざれ石。実物を見ることは初めてとい
う子どもがほとんどでした。さざれ石は、開校 10 周年の記念碑と
共に置かれ、子どもたちの成長を見守ります。
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インフォメーション

Information

申請の受け付け（土日・祝日を除く）

ところ とき
市役所地下会議室A・B 1月６日㈬～29日㈮ ９:00～16:30

深良支所
1月14日㈭ ９:00～16:00

1月15日㈮ ９:00～12:00

富岡支所
1月18日㈪ ９:00～16:00

1月19日㈫ ９:00～12:00

須山支所
1月21日㈭ ９:00～16:00

1月22日㈮ ９:00～12:00

市役所地下会議室A・B 1月24日㈰ ９:00～12:00

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。
１月８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
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

裾野高校吹奏楽部
第 13 回定期演奏会

12月20日㈰　	13時30分～
　※開場▶13時～
市民文化センター大ホール
	幅広い年代の方々に向け、さまざ
まなジャンルの曲を演奏します。	
裾野高校　992-1125

インフルエンザ予防接種
（65歳以上）実施機関追加

65 歳以上の方で、インフルエ
ンザ予防接種券を使い予防接種を
受けることができる医療機関が追
加されました。
国立駿河療養所（御殿場市神山）	
個人負担金／1,200円	
健康推進課　992-5711

医薬品医療機器総合機構
救済制度

平成 25 年３月 31 日までに市
の助成で、子宮頸がん予防ワクチ
ンやヒブワクチン、小児肺炎球菌
ワクチンを接種した方で、接種後
に何らかの症状が生じ、医療機関
を受診した方は、接種との関連性
が認定されると、医療費・医療手
当が支給される場合があります。
	具体的な請求方法などについて
は、独立行政法人医薬品医療機
器総合機構の救済制度総合窓口
へ至急お問い合わせください。
　 0120-149-931
　 03-3506-9411（有料）
健康推進課　992-5711

平成 27 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 28 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後期高齢者医療の保険料に
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●はんこ（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）

助成額

社会福祉課　995-1819は、休日受付

①昭和11年３月31日以前に生まれた方

年額10,000円が上限②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以外の後期高齢者医療被保険者の方 年額6,000円が上限

高齢者医療費助成制度　受付期間は１月６日㈬～29日㈮

平成27年度　全国統一防火標語
　無防備な

心に火災が
かくれんぼ　
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お知らせ

日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合わせ　 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28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

ヘルシーパーク裾野
営業日の変更

木曜日が祝日の場合は、金曜日
を休館していましたが、平成28年
からは、営業します。
ヘルシーパーク裾野
　965-1126

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29日㈫～

１月３日㈰運動公園

生涯学習センター 12月28日㈪～
１月３日㈰

中央公園

12月28日㈪～
１月４日㈪

市民文化センター

鈴木図書館

東西公民館

せせらぎの湯

南・北児童館 12月26日㈯～
１月５日㈫

斎場 1月1日㈮・
２日㈯

ヘルシーパーク 12月31日㈭～
１月１日㈮

ふるさと富士山芸術展作品

富士山を題材に表現した作品を
募集します。
募集期間／2月13日㈯～3月27日㈰
展示期間／４月29日㈮～６月26日㈰
作品の返却／７月２日㈯以降
	富士山資料館

募	集作品／額を含む縦・横の大き
さがそれぞれ１ｍ以内　※１人
１点
	作品に富士山資料館にある出品
票を添えてお持ちください。出
品票は市公式ウェブサイトから
ダウンロードできます。
	●富士山資料館は補修工事のた
め休館中ですが募集作品の受付
可。●写真・絵画・絵手紙など

は額装か、パネル張りにし、展示
用のヒモを貼る●箱や袋、風呂敷
などにも氏名を記入●グループで
出品する場合は、とりまとめて富
士山資料館へ連絡

		 富士山資料館　998-1325

生涯学習センター教養講座
市民提案型講座の企画・運営

来年度、生涯学習センターで開
講する教養講座を企画・運営する
方を募集します。
５月～平成29年３月
	市内の法人、任意団体、個人
	生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、お申し
込みください。申込用紙は、市
公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。	
１月 22日㈮
生涯学習課　992-3800

市のおしらせ情報番組
市のイベントや講座などの

募集の情報を情報番組「イン
フォメーションすそのん」で、
放送しています。
	月曜日～金曜日　８時 15
分から１分間
戦略広報課　995-1802

防災情報の自動割り込み放送
夜間・早朝など生放送が行

われていない時間帯でも、気
象庁からの情報を受けて、地
震情報や気象警報の速報が自
動で音声割り込み放送をしま
す。地震発生時や洪水、土砂
災害の心配があるときには、
ボイス・キューで防災情報を
確認できます。
エフエムみしま・かんなみ
　998-8608

FM77.7 ボイス・キューで
市のおしらせ情報番組・防災情報の自動割り込み放送
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インフォメーション

Information

弁護士による法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。
１月 20日㈬　10時～ 12時
	市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
	予約は、１月４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。●相談内容によっては、ほ
かの相談で対応することもあり
ます。	
戦略広報課　995-1802

地球のステージ 2

世界で起きている出来事を伝え
るステージです。子どもから大人
まで幅広い年齢層の方が対象です。
１月 17日㈰	　13 時 30分～

　※開場▶ 13時～
	生涯学習センター

講	師／桑山紀彦さん（心療内科医、
精神科医、NPO法人地球のス
テージ代表理事）
500 円
	チケットを、海外友好協会で販
売しています。　※受付は、月・
水・金曜日の 13 時から 16 時
まで

	 海外友好協会　993-9695

ビブリオバトル＆カフェ
in 鈴木図書館の参加者

読んで面白かった本の魅力を紹
介するバトラー（発表者）を募集
します。
	１月30日㈯　13時30分～15時
30分
	東西公民館（鈴木図書館３階）
	バトラーが５分間で本の紹介を
しあうコミュニケーションゲー
ムです。観戦者の投票で、チャ
ンプ本を決定します。
５人	
１月24日㈰

	 	 鈴木図書館
　992-2342

市民の皆さんの体力向上やスポーツ活動の推進
のため、「市スポーツ推進計画」の策定を進めて
います。市民の皆さんから、「市スポーツ推進計
画案」に対する意見を募集します。
	市に住民登録がある方、市内に事務所または事
業所がある個人および法人そのほかの団体、市
内に通勤・通学している方など
公	表場所／生涯学習センター、市役所・各支所 (須
山、富岡、深良 )の情報公開コーナー、市公式
ウェブサイト

	市公式ウェブサイトのパブリックコメント提出
フォームで提出するか、公表場所にある用紙ま
たは、任意の用紙に住所、氏名、年代、意見を
記入し、生涯学習課へ提出してください。市役
所１階情報公開コーナーの意見提出箱、各支所
に提出することもできます。　※郵送、FAX可
１月 8日㈮
生涯学習課　992-3800　 992-4047

　〒 410-1102　深良 435
http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/

　info/2015/12/11-0830.php

「市スポーツ推進計画案」への意見を募集

パブリックコメント
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お知らせ

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。
１月28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
１月14日㈭

	 国保年金課　995-1813

ペットボトルを使った工作と
周辺植物の観察

すその環境イベント第14弾「ペッ
トボトル顕微鏡でミクロの世界をの
ぞいてみよう」を開催します。
１月31日㈰　10時～12時
	南児童館 2階会議室
	小学 4年生以上の方
	顕微鏡をペットボトルで作製し、
自然に生息する生き物や植物の
観察を通し、ミクロの世界をの
ぞきます。

講	師／須藤九
つ く も
十九さん（NPO法

人里山会公文名ファイブ）
15人
200 円（材料費）
	南児童館へ、参加費をお持ちに
なりお申し込みください。
１月６日㈬～１月 24日㈰
生活環境課　995-1816
　南児童館　993-1881

沼津視覚特別支援学校
高等部保健理療科入学

入学相談や、視覚障害に関する
相談を受け付けます。年齢制限は
ありません。
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
コースがあります。

	次のいずれかに該当する方
　	●両眼の視力が、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

きょうさく
窄、複視

など）●近い将来、視力が著し
く低下するおそれのある方
	所得に応じて就学奨励費による
経費の補助があります。
	 	 県立沼津視覚特別支援学校
　921-2099

1 月　水道工事当番店 データバンク
※工事、修理は有料です。 12 月１日現在

１日㈮ 植松水道
☎992-4644

２日㈯ 山崎設備
☎997-6766

３日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

９日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

10日㈰ 工管設
☎993-1603

11日㈪ ㈲細野設備
☎992-2465

16日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

17日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

23日㈯ 駿東管工
☎992-5728

24日㈰ ㈲渡辺設備
☎992-3034

30日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

31日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

1 月　カレンダー
６日㈬ 市立小・中学校授業再開

10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

24日㈰ 子どもフェスティバル

1 月　税金・料金
納付期限：２月１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

人　口　53,197人� （＋31人）
　男　　27,071人� （＋16人）
　女　　26,126人� （＋15人）
世　帯　21,523世帯�（＋50世帯）
内、外国人� 732人�418世帯
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今月の救急協力医

1 月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈮

杉山病院 963-4114 錦町

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 沼津市立病院 924-5100 東椎路 田中医院 921-2053 高島町

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

2 ㈯

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

杉山医院 992-0028 平松

3 ㈰

池田病院 986-1212 本宿

林医院 931-1120 住吉町 瀬尾記念・
慶友病院 935-1511 下香貫

　島郷
まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

新井内科
クリニック 992-0811 久根

4 ㈪ 大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

5 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 清水館医院 993-2323 茶畑 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

6 ㈬ 大沢医院 931-1019 御幸町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

7 ㈭ 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

8 ㈮ 柿田川医院 973-3601 柿田 鈴木医院 993-0430 佐野 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

9 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

10 ㈰

あそうクリニック 929-7575 筒井町 西方外科医院 921-1333 共栄町

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

11 ㈪

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

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

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　※ 12/29 〜 1/3 は８時〜 18 時
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1 月前期

日 内 科 外 科 小 児 科

12 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 東医院 921-5520 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

13 ㈬ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 守重医院 931-2511 我入道

　江川
まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

14 ㈭ 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

15 ㈮ 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 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

日 耳 鼻 科 ８時〜17時 眼 科 ８時〜17時 産婦人科 ８時〜17時 歯 科 ９時〜15時

1 ㈮ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 　 市場町　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

しんあい歯科医院
973-6686 伏見　　

2 ㈯ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

山内眼科クリニック
975-8338 中田町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

梶歯科医院
994-1344 石脇　　

3 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町　　

カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑　　

10 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

さなだ歯科医院
997-2100 御宿　　

11 ㈪ 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　　

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町　

杉沢歯科医院
975-4618 柿田　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時〜22時
土曜日　14時〜21時
日祝日　 ９時〜21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス  983-0115

19
2015.12.15



発
行

：
裾

野
市

　
編

集
：

企
画

部
戦

略
広

報
課

印
刷

：
株

式
会

社
 耕

文
社

デ
ザ

イ
ン

：
広

告
デ

ザ
イ

ン
事

務
所

 ハ
ピ

ネ
ス

 ア
ン

ド
 フ

リ
ー

ダ
ム

〒
410-1192 静

岡
県

裾
野

市
佐

野
1059

番
地

 TEL 055-995-1802
ｅ

メ
ー

ル
　

kouhou@
city.susono.shizuoka.jp

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http://w

w
w

.city.susono.shizuoka.jp

市立鈴木図書館
992-2342

2015
年

 
N
o.1301

12
月15

日
号

小田　杏
あん
香
か

ちゃん
（２歳７カ月・公文名一）

石渡　陽
ひ
毬
まり

ちゃん
（３歳・御宿台）

中園　咲
さく
真
ま

くん
（２歳 11カ月・トヨタ）

川合　桂
けい
悟
ご

くん
（２歳 11カ月・佐野二）

服部　天
たか
輝
き

くん
（２歳９カ月・中丸下）

●1月の行事予定
おはなしの会
 ９日㈯ 11時〜 文化センター図書室

カルタとゲームの会
 16日㈯ 10時〜12時 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

1月の休館日 1日㈮〜4日㈪・12日㈫・18日㈪・
25日㈪・28日㈭

●この世に
　たやすい仕事はない
著：津村記久子　日本経済新聞出版社

●番神の梅
著：藤原緋沙子　徳間書店

●水鏡推理
著：松岡圭祐　講談社

●天国でまた会おう
著：ピエール・ルメートル
訳：平岡敦　早川書房

一般書

スネイル・メイル
著：ミッシェル・マッキントッシュ
訳：尾原美保　グラフィック社

　「スネイル・メイル＝かたつむり郵便」
の楽しみ方がまるごと詰め込まれた一
冊。文字を美しくする方法、封筒のデコ
レーション、シーリング・スタンプや文
房具の作り方などを掲載。

オススメ

●�ともだちのいす
絵：おくはらゆめ　文：内田麟太郎　くもん出版

●風来坊の子守歌
作・絵：川端誠　BL出版

●二日月
作：いとうみく　絵：丸山ゆき
そうえん社（ホップステップキッズ！　28）

●天使がいっぱい
作：長谷川集平　光村教育図書

児童書



うるおいすその
No.1302

1.1
2016

秩序をまもり、平和で安全なまちをつくります

　

12月５日　しずおか市町対抗駅伝
	 健闘！　10年ぶりの入賞	市の部10位
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2016新春座談会 ～まち・ひと・しごと創生総合戦略を語る～

（敬称略・順不同）
塩崎 利和

広告デザイン事務所ハピネス アンド フリーダム代表。昨年
1 月に地域情報サイト「スソノタイムス」を開設し、市内の情
報を発信し続けている。「広報すその」のリニューアルや市夏
まつりのポスターなどのデザインを手掛ける。３人の子どもの
よき父親。戦略会議では、「まち」部会に所属。佐野若狭区在住。

永田平 正昭
パンとケーキの店ＹＵＺＵＫＡのオーナーシェフ。関東地方

やフランスで 10 年間修行。平成 19 年に開業。昨年、裾野青
年会議所理事長を務め、第 1 回富士山一周国際駅伝を実現さ
せる。裾野生まれの裾野育ち。御宿出身。現在は家族 4 人で
長泉町に暮らす。戦略会議では、「しごと」部会に所属。

勝又 久美恵
ＮＰＯ法人メープル理事。ファミリー・サポート・センター

アドバイザーとして、子育て支援に奮闘。母親のチャレンジイ
ベント「ママチャレ！」を運営。夫の転勤先での経験を仕事に
活かす。戦略会議では、「ひと」部会に所属。三島市出身。二
ツ屋二区在住。

裾野市長　髙村 謙二
子育て支援策や教育施策の充実に力を注ぐ。市の知名度や価

値を高めるために、情報発信の強化に努める。3 人の子どもの父。
久根区で両親と妻、長男の 5 人暮らし。当市のイメージを「東
京から 100Km 圏内の特別な

4 4 4

田舎」と位置づける。市まち・ひと・
しごと創生本部長と創生会議議長。市長就任 3 年目を迎える。

挑戦

平成27年11月24日㈫
生涯学習センター

　市では昨年10月、「市人口ビジョン」と「市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」を策定しました。この２つの計画に
は、産官学金労言の代表の方々の意見が集約され、当市に
関わるさまざまな皆さんの希望や期待が込められています。
　そこで今年の新春座談会のテーマは、総合戦略のキャッ
チフレーズそのものズバリ、「富士山の裾野　田園未来都
市　すその」の挑戦。創生会議の３部会の代表に、総合戦
略への熱い想いを語ってもらいました。

『富士山の裾野 田園未来都市 すその』の
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広告デザイン・パティシエ・ファミリーサポート、
それぞれの分野で裾野の魅力を創造する３人

市長▶まずは自己紹介を兼ねて、皆さんの近況をお話
ください。
塩崎▶佐野で広告デザイン事務所を営んでいる塩崎で
す。私は西中学校の出身です。インテリア関係の専門
学校でデザインを学び、卒業後、さまざまな職業を経
験しました。その後、県東部地区の広告代理店勤務を
経て、９年前に独立しました。
市長▶着物が似合っています。まげもすてきですね。
ずっと着物でいた方がいいのでは？
塩崎▶生まれた時代を間違えました（笑）。
市長▶デザイン関係の仕事に就こうとしたのはどうし
てですか。
塩崎▶デザイナーの姉の影響が大きいと思います。
市長▶最近、塩崎さんが手掛けたポスターが増えてき
ました。夏まつりのポスターもそうでした。デザイン
する上で心掛けていることは？

塩崎▶常にお客様が求め
るもの以上の成果を出そ
うと考えています。案を
複数提示したうえで、お
客様の希望に添える作品
に仕上げています。
市長▶感心しました。２
月６日に行われる第 19
回富士山国際雪合戦のポ
スターも、戦国時代にタ

イムスリップしたようで、ドキッとさせられました。
塩崎▶雪の中の戦いという雪合戦本来の価値を前面に
押し出しました。
市長▶戦いのイメージを日本刀で表現したところに斬
新さがあります。外国人に受けそうなデザインですね。
続いて、永田平さん。
永田平▶はい。私は御宿の出身です。富岡中学校の卒
業生です。関東地方で 10年間、ケーキとパンづくり
の修行をしました。3カ月間ですが、フランスでも学
んだ経験があります。おかげさまで平成 17年に長泉
町で開業することができました。最初は市内で物件を
探していたのですが、調整区域が多く、なかなか希望
するところが見つかりませんでした。そこで納米里駅

の横にしました。2年前、
カフェタイプの２件目を
町内にオープンさせまし
た。
市長▶永田平さんは“す
そのん”ケーキを考案し
ました。情報誌すそのス
タイル第 5 号の表紙で
紹介しています。販売す
る予定はないのですか？
永田平▶“すそのん”は裾野市のキャラクターです。
私のお店は長泉町なので、どうしたものでしょうか？
長泉町のキャラクターと一緒に出す方法もあるかなと。
市長▶“すそのん”ケーキの中に、あしたか牛を入れ
て出す方法もあります（笑）。永田平さんは絵が上手
ですね。仲間の似顔絵を拝見したことがありますが、
そっくりでした。
永田平▶昔から絵を描くことや細かい作業が好きでし
た。パティシエは天職だと信じています。
市長▶“すそのん”ケーキの“すそのん”も、本当に
そっくりです。
勝又▶本当ですね。食べるのがかわいそうなくらい。
ぜひ販売して欲しいですね。
永田平▶ありがとうございます。まだ、店頭販売はし
ていません。注文があれば、対応したいと思います。
勝又▶お母さんやお子さんがきっと喜びますよ。
市長▶勝又さん、自己紹介をお願いします。着物姿が
すてきですね。
勝又▶新春らしい着物にしました（笑）。あらためま
して、ＮＰＯ法人メープルの勝又です。私は三島市の
生まれです。裾野に嫁いで最初に感じたのは、富士山
が三島よりさらに大きく見えることです。富士山が裾
野までくっきり見えることに感激しました。
市長▶裾野に長く住んでいると、大きな富士山に慣れ
てしまい、つい当たり前のように思ってしまいます。
転入してきた方々は、皆一様に富士山の雄大さに驚く
ようです。
勝又▶裾野に来てびっくりしたことがもう一つありま
す。市の無線放送で毎朝、行事予定が流れてきたこと
です。そのためでしょうか、地域に一体感があるよう
に感じました。
市長▶裾野に来て、あるいは裾野から離れて初めて気

2016　新春座談会

イムスリップしたようで、ドキッとさせられました。

“すそのん”は裾野市のキャラクターです。
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がつくことがたくさんあると思います。無線放送もそ
の一つです。総合戦略の中で、「東京から 100㎞圏内
の特別な

4 4 4

田舎」と定義したのは、まさにその点です。
特別な田舎の価値を見出し、磨き、高めていくことが
大切です。
勝又▶私は主人の仕事の都合で転勤生活を経験し、一
人で子育てをする心細さを体験しました。そのときに、
ファミリーサポート事業を利用することになり、その
良さを実感しました。
市長▶外に出て、裾野にないものの良さを知り、裾野
に輸入したのですね。
勝又▶はい。最初は、㈱ガーデンシティ裾野で、商店
街の中で子育てママの居場所づくり、一時預かり事業
を始めました。平成 18年度に渡邊康一代表理事のも
とでＮＰＯ法人メープルを立ち上げました。その後、
市からファミリーサポート事業を受託し、子どもの一
時預かりや親子向け教室なども行っています。おかげ
さまで会員数も 400 人になりました。㈱ガーデンシ
ティ裾野時代の役員の皆さんにメープルの理事になっ
てもらい、今でも運営面で支えてもらっています。
市長▶今ではなくてはならない事業です。
勝又▶無線放送の交通安全キャンペーンで、かつて預
かった子どもの声が聞こえると、ああ、大きくなった
なあと、うれしくなります。お子さんを受け入れてい
る会員さんの中には、親御さんの転勤で裾野を離れた
後も、「裾野のバァバ」と呼ばれ、家族ぐるみでお付
き合いが続いている方もいるようです。メープルは、
県の「ふじさんっこ応援隊」に登録しています。昨年、
県が応援エピソードを募集した際、感謝の声が多く集
まった団体に贈られる「地域別貢献賞」を、県知事か
らいただくことができました。
市長▶すばらしい！　社会全体で子育てを助け合うこ
とが大切であると思います。
勝又▶企業の転勤で裾野に来られた若いお母さんは、
頼れる人も少なく、不安だらけだと思います。私も経

験したからよくわかります。実家の母親に頼れない環
境にある場合、一人で悩みを抱え込んでしまうことに
なります。そんなときこそ、メープルを活用していた
だきたいと思います。

33人の意見をワークショップで集約、
まち・ひと・しごと創生会議

市長▶創生会議に参加して、人口ビジョンや総合戦略
の作成にご協力いただき、ありがとうございました。
塩崎さんがまち部会、勝又さんがひと部会、永田平さ
んはしごと部会に所属していました。それぞれ、どん
な雰囲気でワークショップが行われましたか。
塩崎▶私はまち部会に参加し
ていました。多分、私が一番
年少であったと思います。最
初は、私でいいのかなと自問
しました。
市長▶“私”だから良かった
のです。面白い意見を述べて
くれそうな方を選びました。
塩崎▶諸先輩に囲まれて教えていただくことばかりで
した。市の現状について、今まで知らなかったことを
知り、勉強する良い機会になりました。自分の仕事に
もプラスになると思います。
市長▶どんな議論がなされたのでしょうか。
塩崎▶利用されていない農地があっても、農地法など
の法律が厳しくて、勝手に開発できないことなどです。
線引きの見直しが難しいのならば、行政効率を上げる
ために、コンパクトシティ化を進めるべきだという意
見もありました。市街化区域の未利用地の開発を進め
るために、宅地分譲補助事業を行うことはいい施策だ
と思います。
市長▶一定の成果が上がっていています。人口ビジョ
ンの目標にも年間 20世帯以上の定住促進を盛り込み
ました。
塩崎▶転入者を増やすことも大切ですが、転出者を食
い止めることも大切だという考え方もあります。
市長▶そうですね。いろいろな意見があります。一方
で、旧来の５地区という枠組みもあります。また、企
業が集積する北部地域では職住近接の考え方もありま
す。

市ファミリー・
サポート・センター
（NPO法人メープル）
御宿3-7

965-3681

NPO法人  メープル

246
市ファミリー・
サポート・センター

御宿上谷

アレンジメントケア裾野

御宿八幡宮

ホワイト歯科
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塩崎▶既に新興住宅地の分譲も始まっています。
市長▶新興住宅地の場合、住民が一緒に高齢化を迎え
てしまうという心配があります。将来、子ども世代が
戻って来ればいいのですが、働く場所がなければ子ど
もたちは、帰って来たくてもできません。そのために
は、働く場所の確保が必要です。まち・ひと・しごと
の課題を見つめ直し、目指すべき将来像を示したのが、
人口ビジョンであり、総合戦略であります。勝又さん、
ひと部会に参加した感想はいかがでしたか。

勝又▶ひと部会は保育や教育
関係の方々が多いためでしょ
うか、女性が多い部会でした。
ワークショップも毎回にぎや
かでした。熱心な“すそのファ
ン“が多かったと思います。
私は、メープルでの 10 年間

の体験を生かし、お母さんの声を伝えられればと思い、
参加しました。
市長▶創生会議 33人の委員のうち、3分の 1は女性
の方々です。子育て支援の最先端で活躍している方の
意見は大変に貴重です。お母さんの技能経験を生かし
たイベント「ママチャレ！」は大変好評ですね。
勝又▶市から運営を受託し、お母さんの眠っている力
を生かした楽しいイベントになりました。得意なこと
を出し合いながら交流できる点が魅力です。7月と
10月に行いました。この 3月にもう１回開催します。
市長▶お隣の「ママラッチ」に負けないものにしてく
ださい（笑）。永田平さん、しごと部会はどうでしたか。

永田平▶しごと部会は、企業
や団体、金融機関などの皆さ
んから構成されていました。
私は長泉町民なのに選ばれて
よかったのかなと思っていま
した。
市長▶永田平さんには、裾野
青年会議所の理事長や若い企業人の代表としての意見
を期待していました。
永田平▶皆さんと話していく中で、裾野は工業のまち
のイメージが強くありますが、農業の可能性もあると
感じました。自分の仕事とも関係が深いのですが、裾
野の農産物を生かした商品開発に魅力があります。
市長▶六次産業化ですね。“すそのん”ケーキはその
一例ですね。
永田平▶レアチーズの中に、裾野産のイチゴとモロヘ
イヤが入っています。裾野の農産物には面白いものが
たくさんあると思います。農業にスポットを当てるべ
きだと考えます。
市長▶食を扱う方々から永田平さんと同じ意見をよく
聞きます。当市は標高が 78.5m～ 2,169 ｍに及ぶた
め、多様な作物を栽培できます。
永田平▶食材が豊富な点は確かに魅力的なことです。
市長▶世界かんがい施設遺産の深良用水もある。富士
山の良質で豊富な地下水もある。ブランド化につなが
る材料は揃っています。
永田平▶起業する若者を、さまざまな方法で支援して
いくことが大切であると思います。私の場合は、いき
なり銀行へ行ってもお金を貸してくれなかった訳です。
今思えば当然のことですが、当時は何もわかりません
でした。思い切って商工会を訪ねたところ、事業計画
書の書き方から教えてくださり、本当に感謝していま
す。
市長▶当市でも、f-Biz による起業・販路拡大相談会
を行ったり、さまざまな補助金をメニュー化したり、
支援制度の拡充に努めています。
永田平▶どこでどうしたらいいか、若い人たちは知ら
ないと思います。若者向けの PRが足りないと感じて
います。それらの制度を積極的に PRして、市内で若
者が起業したくなる雰囲気をつくっていくことも大切
です。

2016　新春座談会

項目 目標年次 目標値

確保すべき人口 2060 5.2万人

高齢化率 ※1 2060 28％

合計特殊出生率 ※2 2020 2.07

希望モデル世帯の定住 ※3 2016～ 年20世帯

※ 1 65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合
※ 2 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。
※ 3  両親と子ども 2 人の 4 人家族。平成 25 年度に宅地分

譲補助事業の供給区画数 25 件を参考に算出。

数字で見る「市人口ビジョン」の目標
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子育て支援は社会全体で。
出生率向上のカギは、パパの育児参加

市長▶市民アンケートの結果、子育て世帯が理想とす
る子どもの数は 2.55 人となっています。実際の合計
特殊出生率は 1.82 ですので、もう１人欲しいと思っ
ている夫婦は少なくないと思われます。県平均と比較
した場合、当市の出生率は 20代後半では、県平均よ
り高いのですが、30 台前半で同じくらいになってい
ます。子は授かりものともいいますが、この世代が産
みたいと思えるようにしたいと考えています。
勝又▶子育てに対して、つらいというイメージを持っ
てしまうのはよくないことです。お母さんが一人で悩
むのではなく、地域全体で支えていくことで、子育て
の負担を分散させることが大切です。
市長▶ファミリーサポート事業で何か困っていること
はありますか。
勝又▶お子さんが病気のときの受け入れです。今はお
断りしているのですが、この課題が解決できれば、支
援体制はさらにアップします。
塩崎▶私の場合、妻は野球チームができるくらい子ど
もを欲しがっているのですが、いろんな面で私が限界
なので、3人で充分です（笑）。
市長▶ 2人目を産もうと思うかどうかの分かれ目は、
父親の子育て支援によるという調査結果があります。
パパの意識改革を進める必要があると感じています。
塩崎▶私は自営業なので、家にいることが多いです。
いろんな子どもが遊びに来ていて、子どもと一緒にい
る時間は多く、その点では恵まれていると思います。

勝又▶自宅でファミリーサポート事業を行っているよ
うなものですね（笑）。
塩崎▶子どもを１人育て上げるのに、何千万円かかる
とかという議論がありますが、経済的なことを心配し
ていたら、なかなか子どもは授かれないと思います。
永田平▶私のところは、仕事が忙しく０歳から保育園
に預けていました。日曜日は仕方なく、おんぶしなが
ら仕事をしていました。妻に申し訳なく思っています。
塩崎▶子どもを増やそうといいながら、仕事が忙しい
というのでは、なかなか出生率は上がらないと思いま
す。世論を大きく変えていく必要があると思います。
市長▶その意味で、まずできることは、パパの意識改
革を進めることだと考えています。3月 17日㈭に「み
んなで子育てするまち」と題したシンポジウムを市民
文化センターで開催します。講師に、イクメン・イク
ボス提唱者の安藤哲也さんと産婦人科医であり作家の
宋
そんみひょん
美玄さんを予定しています。
塩崎▶パパ向けのセミナーを開くのはいいことです。
市長▶この事業は、長
泉町と連携して行いま
す。永田平さんもご夫
婦で参加を。

総合戦略の推進に不可欠な３つの視点、
情報発信・市民協働・広域連携

市長▶総合戦略を推進するために、情報発信、市民協
働、広域連携の 3つの視点が不可欠となります。永
田平さんが言うように優れた施策があっても、活用す
る人がいなければ意味がありません。情報発信は本当
に大切な視点であります。
塩崎▶市の情報発信も少しずつ増えてきていると思い
ます。ただ、行政が気づかない情報や、行政では扱い
にくいような情報もあります。そうした情報は、私た
ち民間の出番だと思います。
市長▶それは頼もしいことです。それぞれの得意分野
を生かしながら、市民総ぐるみの協働作業で情報発信
していく姿勢が大切です。
塩崎▶新聞を読むと各種団体の記事が少ないので、団
体の情報発信を高める必要があります。情報発信の方
法もさまざまです。先ほど、勝又さんが無線放送の話
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出所：県人口動態統計（H25.1.1 ～ 12.31）
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をされましたが、年配の方々や小・中学生のご家庭では、
よく聴いていると思います。若い世代は、フェイスブッ
クやツィッターなどのＳＮＳでしょう。市の公式フェ
イスブックも面白い情報が増えていると思います。
市長▶さまざまな媒体を通じて、タイムリーな情報を
継続的に発信していくことが大切です。市内外で裾野
ファンを拡大していくことにつながります。
塩崎▶私は今回、動画を使った情報発信を提案します。
子どもたちは動画サイトのユーチューブをよく見てい
ます。将来なりたい職業に、ユーチューバーというの
があるくらいです（笑）。画像よりも情報量が多いで
すし、何より音声を伴うため、裾野の魅力が伝わりや
すいと思います。毎朝、市長自ら動画で発信してみて
はいかがでしょうか。
市長▶楽しそうですね、考えてみます。次に市民協働
の視点ですが、市民の皆さんの側には、市民協働の意
識が根付いてきたように感じています。その点、職員
の意識改革はまだ道半ばです。どんな業務の中にも市
民協働でできることが、必ずあると説き続けています。
市民の皆さんのセンスを上手に取り入れていくことが、
今後の行政の鍵になると考えています。勝又さん、市
民協働の視点で、何か考えていることがありますか。
勝又▶はい、「ママチャレ！」を運営しているお母さ

んたちの向上心には目
を見張るものがありま
す。本当に自主性にあ
ふれています。お母さ
んたちのエネルギーは、
協働の担い手に不可欠

だと思います。
市長▶子育てや教育は、地域の協力があってはじめて
機能します。まちづくりの起点は、ひとづくりにあり
ます。総合戦略の中でも「共育」と表現しました。
勝又▶「ママチャレ！」ではお母さんが講師になって
講座を開く企画があります。教えたり教えられたり、
まさに「共育」であると思います。
市長▶人と人とのつながりこそが、まちの大きな財産
であり、魅力であると思います。お母さんの輝く姿を
子どもたちが見て、将来お母さんのようになろうと思
う。大変だから結婚したくない、子どもはいらないと
いうのでは、社会は継続しません。人のつながりがあっ
てこそ、裾野に帰ってこようと思うのです。

勝又▶本当は年数回の「ママチャレ！」だけではなく、
毎月交流できるような機会があればいいと思います。
市長▶「ママチャレ！」にはいろんな可能性がありま
す。今後の活動に期待しています。広域連携といえば、
永田平さんは裾野青年会議所の理事長として、第 1
回富士山一周国際駅伝を成功させました。
永田平▶歴代の先輩方の苦労があって、5年掛かりで
実現させました。なかなかハードルが高かったために、
競技ではなくファン・
ラン駅伝という形にな
りました。課題はいろ
いろありますが、次の
世代にタスキを渡すこ
とができて、ホッとし
ています。
市長▶このイベントの実現には、まさに広域連携が必
要であったのでは？
永田平▶はい、7つの青年会議所と調整することにな
り、大変でした（笑）。私は、もう一つ、昨年 4月に
伊豆島田と桜堤を会場に開催したサクラサクマツリの
運営に携わりました。広域イベントは民間だけでは難
しい点もありますので、行政の支援を受けられればあ
りがたいと感じています。
市長▶広域連携の調整は、確かに難しいところがあり
ます。総合戦略は、隣のまちとの勝ち負けのために策
定したのではありません。人口問題を広域的な視点か
ら捉えることが、課題解決には不可欠です。広域連携
の根底には東京一極集中に歯止めをかけるという狙い
があります。課題に対しては、近隣同士が力を合わせ
て取り組む必要があると思います。

総合戦略への期待、５年後の私の夢

市長▶総合戦略の計画年次は平成 27 年度～ 31 年度
となっています。作成に携わったお一人として、最後
に総合戦略に対する期待や要望をお話ください。
勝又▶まず、総合戦略の内容を市民の皆さんにしっか
り説明する必要があると思います。同じ方向を向いて、
目標を共有することが大切だと感じています。
永田平▶とにかく総合戦略のキモは情報発信だと思い
ます。

ママチャレ！

第1回富士山一周国際駅伝
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塩崎▶創生会議のメンバーの一人として、目標を達成
し、「挑戦」の文字が取れることを願っています。
市長▶最後に5年後の皆さんの夢をお聞かせください。
勝又▶はい、「ママチャレ！」を継続したいです。そ
れから、転入希望者や転入したばかりの方々を対象に、
子育て応援ツアーを開催したいですね。
永田平▶私の夢は、生まれ育った裾野で 3号店を開
業することです。富士山を見ながら、裾野の良さを知っ
ていただけるようなお店です。
塩崎▶「裾野市をデザインする」という私の理念から
ぶれないような仕事をしていたいです。特産品の紹介
や、地域情報を発信できるアンテナショップを開くこ
とも考えています。
市長▶ありがとうございます。皆さんのセンスの良さ

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。
昨年、裾野市におきましては、皆さんのご支援、ご

協力のもと「すその発、ママチャレ！」を創設すると
ともに、優良な認可外保育施設を支援する市独自の ｢
認証保育所制度｣ を設け、その第 1号となる保育施
設を認証いたしました。また、市内企業 4社との間
で「大規模震災時における支援協力に関する協定」を
締結いたしました。今後も引続き、市民、地域、企業
等との連携、協働による少子化対策、子育て支援、災
害に強いまちづくりを推進してまいります。
平成 26 年 12 月に国から「まち・ひと・しごと創

生長期ビジョン」が示されたとおり、近年、我が国は、
政治、経済、人口、情報等の東京一極集中に対し、地
方の創生と人口減少の克服という構造的課題に直面し
ております。
富士山の裾野の豊富な水と緑あふれる東京 100km

圏内の田舎であるとともに、「世界遺産　富士山」「世

に、あらためて感激しました。私は、総合戦略のキャッ
チコピーを『富士山の裾野　田園未来都市　すその』
の挑戦としました。あえて「挑戦」の２文字をいれた
のは、設定した課題の実現が簡単ではないためです。
人口ビジョンの目標として、2060 年に人口 5万 2千
人を確保することや高齢化率 28％台を確保すること。
そのための取り組みとして合計特殊出生率 2.07 へ引
き上げることや、年間 20世帯の親子 4人世帯を定住
させることなど、いずれも難題です。これらの目標を
達成させるため、民と官が一体となって、オール裾野
で挑戦していく決意であります。皆さん今後とも、ご
協力をお願いします。本日は長時間にわたり、ありが
とうございました。

界かんがい施設遺産　深良用水」などの地域文化や、
グローバル経済圏で活躍する企業を含め産業集積の進
んだ当市は、地方創生の担い手にふさわしい魅力があ
ります。
今後も未来志向で個性あるまちづくりを進めるため、

昨年 10月、「裾野市人口ビジョン」「裾野市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」を策定いたしました。人口ビジョ
ンで掲げる 2060 年の人口 5 万 2 千人、高齢化率
28％台に向けた合計特殊出生率 2.07、希望モデル世
帯の年間 20世帯の定住促進は、容易に達成できる目
標ではありませんが、結婚・子育ての希望を実現する
少子化対策、社会増の流れをつくる定住促進により持
続可能な地域経済の構築を目指し、「住みたいまち裾
野」のまちづくり「共生」、すべての起点となるひと
づくり「共育」、まちやひとを豊かにする産業づくり「共
栄」を施策の柱とする総合戦略を展開してまいります。
この富士山の裾野の地で、東京に負けないよう、地

方創生の風をしっかりと受け止め、地域にあるものを
探し、磨きをかけ、裾野市発の元気を創り出して行く
ために、企業を含めた市民の皆さんと「オール裾野市」
として挑戦してまいりたいと考えています。
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、年頭のご挨拶といたします。

裾野市長

髙村 謙二

年頭あいさつ

「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の挑戦
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特集２

富士山南東消防組合が始まります
２市１町が消防広域化でつながり、消防救急力を強化します

消防総務課
995-1190

　消防広域化への取り組み
　平成 27年 4月 1日に「三島市、裾野市及び長泉町
消防広域化推進協議会（法定協議会）」を設置し、消
防のさらなる連携強化について協議・調整を行ってき
ました。10 月から 11 月にかけて、各市町で広域消
防運営計画の策定に関するパブリック・コメントを実
施しました。また、市議会 12月定例会では、富士山
南東消防組合の設立に関する議案を審議し議決されま
した。
　今後は、県知事の許可を得て、平成 28年 4月 1日
から富士山南東消防組合として、2市 1町の消防広域
化が始まります。

　広域化で消防体制の基盤強化を図る
　災害の大規模化や市民ニーズの多様化など、消防を
取り巻く環境は大きく変化しています。人口減少社会
が進み、地方自治体の財政基盤の弱体化が懸念されま
す。その中で現在の消防力を維持していくことは難し
くなることが予測されます。消防は、この変化に的確
に対応するため将来を見据えながら、市民の生命・身
体・財産を守る責務を果たす必要があります。住民の
皆さんが、安全安心に暮らせる災害に強いまちを実現
するうえで、消防の広域化は有効な手段です。

　２市１町で「広域消防運営計画（案）」に対する意見を
募集しましたが、当市で受け付けた意見はありません
でした。各市町の意見に対する対応結果は、各市町の
公式ウェブサイトをご覧ください。

　消防の広域化による新たな救急消防体制
　２市１町にそれぞれある消防本部は、富士山南東消
防本部に統合されます。富士山南東消防本部では、本
部を三島市に置き、２市１町を合わせて、３つの消防
署、５つの分遣所で運用します。
　また、現場活動隊は、三島 10隊・裾野 5隊・長泉
3隊を統合して 18隊とし、統一した指揮のもとで消
防救急体制の強化を図ります。より迅速に火災などの
災害現場や救急車を必要とする皆さんのもとに駆けつ
けます。

●消防本部・消防署・分遣所の所在地

　平成28年4月1日から運用される「富士山南東消防組合」は、
裾野市と三島市、長泉町からなる広域消防組合です。組合では、
２市１町の226．77㎢を管轄し、206,966人(平成27年4月現在)
の住民の皆さんをお守りします。

須山分遣所

裾野消防署

長泉消防署

茶畑分遣所

中郷分遣所
錦田分遣所

北分遣所

裾野市裾野市

長泉町長泉町

富士山南東消防本部
三島消防署

三島市三島市
パブリックコメントの対応結果
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特集 3

あなたの力が必要です
消防団員を募集！一緒に活動する仲間を探しています

　自分たちの地域は自分たちで守るという精神で、地域の安全・
安心を守るため活動する消防団。４月から“市民の生命と財産を
守る”活動する仲間を募集しています。あなたの力を地域防災た
めに貸してください。

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
員が活躍しています。

災害時には消火活動を実施
　消防団の主な活動は、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行
います。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、災害や訓練などで活動した場合に、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、男女問わずどなたでも入団できます。

協力事業所に表示証 
～社会貢献の証～

　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
る事業所や、従業員の就業時間
中の消防団活動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を交付します。

消防総務課
995-1193
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お知らせ

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４階 401 会議室
�●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・問い合わせ
などの相談。行政相談委員が応
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。
戦略広報課　995-1802

ごみの 3R推進講演会

　申し込みは不要です。当日直接
会場へお越しください。
�１月16日㈯�14時～15時30分
生涯学習センター３階
�なぜごみの 3R（ごみの減量・
再利用・再資源化）が必要なの
か。持続可能な社会を実現する
ために、私たちにできることは
何なのかなどを生活者の目線で
わかりやすく解説します。
演 題／みんなで創る持続可能な未
来～ごみの 3Rを通じて～
講 師／崎田裕子さん（ジャーナリ
スト、環境省登録の環境カウン
セラー）
生活環境課　995-1816

商店街おもてなし
正月感謝祭（三島市）

　三島市内の各商店会が、甘酒の
サービスや福銭プレゼント、新春
抽選会などを行います。
１月 10日㈰まで　
�三島市内中心部や大場などの各
商店会
�各商店会によって開催期間や内
容が異なります。
三島市商工観光課
　983-2655

学校生活悩み相談室

　いじめ、不登校、ひきこもりな
ど高校までの学校生活に関する相
談・カウンセリングを行います。
相談は無料です。秘密は厳守しま
す。
月～土曜日　10時～ 17時
�高校生までの児童・生徒または
その保護者
� リベラヒューマンサポート
（三好）　972-4344
�info@libera.or.jp

法務局登記相談が
事前予約制に

　登記の申請に関する相談が事前
予約制になります。
　不動産登記（相続登記や住宅
ローン完済による抵当権抹消登記
など）と商業・法人登記（会社設
立・役員変更登記など）の申請手
続きに関する相談をする方は、電
話で予約してください。
１月４日㈪～　
静岡地方法務局沼津支局

　923-1201

図書館福袋

　図書館員がお薦めの本を２冊選
び、福袋に入れて貸し出します。
自分では手に取らないようなジャ
ンルの本に出会えるチャンスです。
福袋には本のほかプレゼントが入
っています。本は返却が必要です。
１月９日㈯　９時～
鈴木図書館
�児童用 10 個、ヤングアダルト
用５個、一般用 20個

　※先着順で、１人１個まで
鈴木図書館　992-2342

消防出初式

１月 10日㈰　13時 30分～

内容 と　き ところ
式典 13:30 ～ 市役所

駐車場一斉放水 15:10ごろ～

パレード 15:30ごろ～ 駅前通り
新道通り

【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
る募集要項に添付されている応
募票に必要事項を記入し、写真
に張り付け、消防本部に提出し
てください。※郵送可
１月 18日㈪（必着）
消防総務課　995-1193

　〒 410-1117　石脇 515

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

平成 27年度　市防火標語
火の用心
　　みんなが町の　消防隊

木村　真悟さん
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インフォメーション

Information

子どもフェスティバル2016

　子どもが楽しめるイベントです。
１月24日㈰　９時30分～15時
生涯学習センター
�遊び・工作コーナー、壁新聞掲
示、活動体験発表、作品展示、
表彰
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 21日㈭

　10時 20分～ 11時 20分�
福祉保健会館研修室
�昭和 21 年１月２日～２月１日
に生まれた方
�対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
国保年金課　995-1814

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？著名な目標物は？）

●�いつあったのか（何時ごろ？何
分前？）

●�犯人は（特徴、車のナンバー、
逃走方向は？）

●�今はどうなっているのか（けが
人は？被害の程度は？）

●あなたの住所、氏名、連絡先は
裾野警察署　995-0110

ノロウイルス食中毒の予防

　ノロウイルス食中毒は、一年を
通して発生しますが、毎年 11 月
ごろから発生件数が増え、翌年３
月ごろまで多発します。
　感染を防ぐには、手洗いが最大
の予防策です。せっけんを付けて、
しっかりと泡立て、約 15 秒洗っ
てからよく流してください。これ
を２回繰り返すと効果的です。
県東部保健所衛生薬務課
　920-2102

市民文芸誌『文芸すその』
第 35号刊行

　市民の皆さんの文芸作品を掲載
した『文芸すその』第 35 号を市
内の書店などで販売します。
１月８日㈮～２月 29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
聞センター
700 円
�生涯学習センターでは、期間終
了後も継続して販売します。
生涯学習課　992-3800

県総合健康センター
利用者感謝イベント

　餅つきイベントを開催します。
１月９日㈯

　①11時～�②12時～�③13時～
�県総合健康センター（三島市谷
田）
�餅つきの見学ができます。希望
する方は、餅つきの体験もでき
ます。各回終了後、先着で 100
人の方に雑煮を配布します。
県総合健康センター

　973-7000

富士山国際雪合戦大会
出場チーム

２月６日㈯　８時～
運動公園やすらぎの広場
�①一般の部▶中学生以上②ジュ
ニアの部▶小学生

　�※チーム編成は、監督１人、選
手７人、補欠２人です。ジュニ
アの部の監督は大人可
競 技方法／予選はリーグ戦方式、
準々決勝・準決勝・決勝はトー
ナメント方式です。
賞 金・副賞／●優勝▶ 50,000 円、
北海道壮瞥町で行われる本大会
（昭和新山国際雪合戦大会）出
場権利、本大会出場補助金
100,000 円●準優勝▶ 30,000
円●第３位▶ 10,000 円
�①一般の部▶ 36 チーム②ジュ
ニアの部▶９チーム（先着順）
�①一般のチーム▶ 25,000 円②
ジュニアのチーム▶ 15,000 円
�富士山国際雪合戦大会ホーム
ページから申込用紙をダウン
ロードし、必要事項を記入のう
え、ファクスでお申し込みくだ
さい。
１月８日㈮　０時
�●１月 29 日㈮に監督者会議を
開催します。●大会参加者には、
オリジナル記念タオルと昼食チ
ケット（700 円分）をプレゼ
ントします。
富士山国際雪合戦大会事務局
　（鈴木）090-9927-6542

992-3109
�http://www.fujisan-yukigas

　sen.com
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お知らせ

駿東地域職業訓練センター
２月講座

�●パソコンコース▶パソコン入
門（ビギナーズコース）、ワー
ド基礎、エクセル基礎、ワード
活用、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、アロマ教室、
絵画教室
� 駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

静岡がんセンター公開講座
知って役立つ、がん医療

１月 16日㈯　① 13時～
　②13時50分～③ 14時40分～
三島市民文化会館大ホール
高校生以上の方
内 容・講師／①高齢者のがん医療
▶玉井直さん（病院長）②『暮
らし』を支える緩和ケア▶福地
智巴さん（よろず相談医療社会
福祉士）、ファルマバレープロ
ジェクトの取組と静岡がんセン
ターの役割▶小櫻充久さん（事
務局長）③質疑応答・タウンミー
ティング
�静岡新聞社・静岡放送事業部「静
岡がんセンター公開講座」係へ
郵便番号・住所、氏名、生年月
日（西暦）、年齢、性別、職業（学
校名）、電話番号を記入し、は
がき、ファクス、電子メールで
お申し込みください。
静岡新聞社・静岡放送

　054-281-9010
　〒 422-8670（住所不要）

054-284-9031
�kikaku@shizuokaonline.
com

厚生労働省
ものづくりマイスター

　技能伝承や後進の育成に意欲が
ある方を募集します。認定後は、
中小企業や教育訓練機関で実技指
導を行ってもらいます。
�次の①～③すべての要件に該当
する方

　�①A～Cのいずれかに該当する
方▶A技能検定の特級・１級・
単一等級技能士BAと同等の技
能があると認められる方C技能
五輪全国大会成績優秀者（銅賞
まで）②実務経験が 15 年以上
ある方③技能の伝承や後進の育
成に意欲を持って活動する意思
と能力がある方
�ホームページから申請書をダウ
ンロードし、必要事項を記入し
て、県職業能力開発協会に提出

してください。
�県職業能力開発協会　県地域技
能振興コーナー

　054-344-0202
�http://shivada.com/monod

　ukuri/m_bosyu.php

普通救命講習会参加者

１月 23日㈯　９時～ 12時
消防庁舎３階災害対策室
中学生以上の方
�AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
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
込用紙は市公式ウェブサイトか
らダウンロードできます。
消防署救急係　995-0119

　いつか赤ちゃんを迎えるため
に、女性の身体のしくみや妊娠、
出産に関する講演会と個別相談
会を開催します。
１月 23日㈯�
福祉保健会館３階研修室
１月 15日㈮
健康推進課　992-5711

�992-5733
�kenko@city.susono.shizuo

　ka.jp
　�県東部健康福祉センター地域
医療課　920-2082
�920-2194
�kftoubu-iryou@pref.shizu

　oka.lg.jp

　講演会
14 時～ 15時

　※受付▶ 13時 30分～
演 題／いつかのために、いまか
らできること～妊娠・出産に
ついて～
講 師／香山哲

あき
徳
のり
さん（かやま産

科婦人科医院副院長）
90人（先着順）

　個別相談会
　希望する方の相談に応じます。

15時 10分～
対 応医師／●後藤正人さん（ご
とうレディースクリニック院
長）●香山哲徳さん（かやま
産科婦人科医院副院長）
４人（先着順）

妊娠・出産に関する講演会・個別相談会
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インフォメーション

Information

すその発 ママチャレ！
出展者

　ママチャレは、子育て中の母親
による、子育て中の母親のための
講座です。子育てをする母親に学
ぶ機会を提供し、地域で活躍の場
を広げる手伝いをします。特技を
生かしてステージやブース出展者
として参加してみませんか。
３月５日㈯　10時～ 13時

市民文化センター
�市内に住んでいる現在子育て中
の方
募 集内容／①特技を生かしてス
テージでアピールしたい方、
ワークショップを親子向けに開
催する方②子ども用品のハンド
メイド雑貨やフリーマーケット
のブース出展者　※ブース代は
無料です。
①５組程度② 20組
�氏名・連絡先・実施内容を明記
し、NPO法人メープルへメー
ルでお申し込みください。後日

連絡をします。
１月 15日㈮
�ママチャレ！の趣旨に合わない
場合は、お断りすることがあり
ます。
NPO法人メープル

　965-3680
fami-ma@mail.wbs.ne.jp

消費者相談室 Counseling Room

Q インターネットで探した旅行会社のサイトか
ら格安航空券を申し込み、お金を振り込んだ。

出発３日前に届く予定の航空券が届かないので旅行
会社に電話をしたが出ない。どうすれば良いか。

Ａ パソコンやスマートフォンで旅行の予約をす
る方は多いと思います。旅行サイトでの予約

は手軽で便利ですが、何かあった際に連絡が取れな
いなどのトラブルが起きています。対面での説明が
ないため、条件や規約などは自分で確認する必要が
あります。利用する際には、旅行業登録の有無、受
付や問い合わせ体制、契約条件をよく確認してくだ
さい。業者の倒産などで契約した内容が実行されな
い場合、旅行業登録業者であれば、保証金制度で支
払ったお金が戻ってくる場合もあります。困ったと
きは、すぐに消費生活センターにご相談ください。

新しい食品表示
　昨年４月から食品表示が変わり、これまで複雑で
分かりにくかった表示が分かりやすくなりました。
主な変更点は３点です。
①�すべての加工食品に栄養成分を表示することが義
務付けられました。表示されるのは熱量・たんぱ
く質・脂質・炭水化物・食塩相当量の５つの成分で
す。

②�すべての加工食品にアレルギー表示をすることが
義務付けられました。原材料の後に（○○を含む）
と表示します。同じアレルゲンが出てくる場合は
省略されることもあります。これまで表示不要だ
った特定加工食品（マヨネーズやパンなど卵や小
麦が使われていることが明白な食品）も、今後は
必ず表示しなければなりません。（２月１日号に
続く）消費生活センター　 995-1854

くらしのダイヤル 消費生活研究会
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Health

1月の健康コーナー 健康推進課

 992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

１月 5日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
１月12日㈫  9 時～ 11 時 30 分
１月19日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
１月27日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

１月12日㈫  9 時～ 11 時 30 分
１月27日㈬  9 時～ 11 時 30 分

●�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。

　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。

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
相談を希望する方

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 ７日㈭　18時～18時30分
28日㈭　８時45分～９時 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
を希望する方

成人食事健康相談 ４日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 13日㈬・22日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談を
希望する方

日 月 火 水 木 金 土
1 2

外科 内科
3 4 5 6 7 8 9

整形 外科 内科 内科 内科 整形 ※
10 11 12 13 14 15 16

整形 内科 内科 内科 内科 外科 内科
17 18 19 20 21 22 23

内科 内科 内科 外科 整形 内科 内科
24 25 26 27 28 29 30

外科 外科 内科 外科 整形 内科 内科
31

外科
※９日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

裾野赤十字病院
992-0008

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

事業名 日・受付時間・対象者
６カ月児
育児教室

12日㈫　９時～９時15分
平成27年７月生まれの方

１歳６カ月児
健康診査

19日㈫　13時15分～13時45分
平成26年７月生まれの方

２歳児
親子教室（栄養）

26日㈫　９時～９時15分
平成25年12月・平成26年１月

生まれの方
２歳６カ月児

歯科教室
14日㈭　13時～13時15分
平成25年７月生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭　13時～13時30分
平成25年１月生まれの方
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今月の救急協力医

１月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈯ 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

17 ㈰

あめみや内科 935-1159 吉田町 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 西村医院 971-6510 下土狩

須山診療所 998-0006 須山 五十嵐クリニック 934-6700 志下

18 ㈪ 旭医院 966-0031 原 松原医院 962-1496 白銀町 原小児科医院 962-0636 八幡町

19 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

20 ㈬ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

21 ㈭ 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

22 ㈮ 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 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

23 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

24 ㈰

杉山医院 972-3223 伏見 守重医院 931-2511 我入道
　江川

白石医院 951-4593 市道町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

25 ㈪ 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

26 ㈫ つかだ医院 983-1577 堂庭 西方外科医院 921-1333 共栄町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

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

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時

16
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１月後期

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

17 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

永井眼科
980-1777　　　 萩

かまたクリニック
988-2488　　　 文教町

さきかわ歯科医院
976-8241　　　 伏見　

24 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック 
929-8787 　　　 西沢田

吉村眼科内科医院
984-1333　　　 長伏

三須産婦人科医院
993-0011　　　 佐野

瀬川歯科医院
988-8904　　　 桜堤

31 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100　 宮島

あいあい眼科クリニック
967-7715　　　 原

井関マタニティクリニック
952-4103　　　 八幡町

せき歯科クリニック
981-2633　　　 的場

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

28 ㈭ 小林内科医院 921-2165 米山町 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

29 ㈮ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

30 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 瀬尾記念・

慶友病院 935-1511 下香貫
　島郷 田中医院 921-2053 高島町

31 ㈰

こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

境医院 975-8021 竹原 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 西村医院 971-6510 下土狩

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

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115
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　宝永の噴火は、周辺に大きな被害をもたらしまし
た。登山道も当時の記録に、「砂が降ったため通路
がなくなってしまい、道

みち
普
ぶ
請
しん
を行った。石室も破損

した」とあります。
　左下の古文書は天明 3年（1783）に、須山村の
友右ヱ門・三右ヱ門から富士山本宮浅間大社神主四
家（大宮司・公

く
文
もん
・案

あん
主
じゅ
・別当）の役人に出された

石室建設願いです。主な内容は、「登山道が中絶し
ていたため石室も絶えてしまい、休息場所がないの
で導者（富士山信仰の登山者）も困っている。そこ
で 9合目・頂上に石室を作りたい」というものです。
　右下の絵図は明治期のものですが、元禄年間は西
側を通る登山道が、宝永の噴火後は東側に移ったこ
とが示されています。

と き／３月12日㈯　17時～　※開場▶16時30分
料　金／全席指定（税込み）　※未就学児の入場不可
　　　　前売券　6,000円　当日券　7,000円
発売日／�１月16日㈯� ９時～　※16日㈯の受付は特

設電話（993-9320）のみ
出　演／�美川憲一、研ナオコ、秋元順子、秋川雅史、

ミッツ・マングローブ、髙田利江、
　　　　水森亜土（ゲスト）

Vol.2　 地場産物でからだがほっこり！気軽に本格
中華の鍋料理を作ろう

と　き／2月 9日㈫　10時～13時
講　師／山中重実さん
　　　　（彩食健美�二胡オーナーシェフ）
受講料／１人　800円（税込み・材料費別）

　大会の朝、富岡中陸上部の顧問の横内先生から「楽
しんで走ればいいよ」と声をかけてもらい、「プレッ
シャーなく走ることができました」と振り返る眞田
さん。駅伝大会では、第一区を任されることが多く、
チームに良い流れをつくれるようにタスキを渡そう
と心がけています。満足のいく走りができなかった
ようですが「高校生の中で走れて勉強になりました」
と前向きでした。
　眞田さんは、小学１年生のときに陸上を始めまし
た。短距離を走っていましたが、４～５年生のとき
から長距離に転身。練習に行くのが嫌になったこと
もありましたが、陸上をやっている親戚の支えもあ
り現在まで続けています。
　陸上を始めてから現在までで、印象に残っている
ことを問うと「大会でよく転んでしまうんです」と
笑顔で話しはじめた眞田さん。２年生のときに出場
した県中体連駅伝競走大会東部予選会では、転倒し
たにも関わらず、区間賞を受賞。初めての区間賞が
良い思い出になっています。
　眞田さんは受験生。今後も陸上を続けたいので、
陸上も勉強も頑張れる高校を目指します。

　県市町対抗駅伝競走大会が 12月 5日㈯に行われ
ました。富岡中学校３年生の眞田ひまりさんは、中
学生・高校生（女子）の区間の第一区を力走しまし
た。同大会への出場は、４回目でしたが、スタート
を任されたのは初めてです。

しずおか市町対抗駅伝で第一区を力走
眞田 ひまりさん（下和田・15 歳）

１月の休館日
１日㈮～４日㈪・12日㈫・18日㈪
25日㈪

石室建設願い

石井好子メモリアル音楽祭 2016
第 14回ポピュラー音楽の祭典

すそのカルチャークラブ

美川憲一 秋元順子研ナオコ 秋川雅史 ミッツ・
マングローブ 水森亜土

須山口登山道と石
いしむろ
室

登山道絵図

補修工事のため、
３月31日㈭まで
休館します。
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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

東中学校で学園祭風景を撮影
主人公が住む街として裾野市が登場!

映画
『TOO YOUNG TO DIE!

若くして死ぬ』
2 月 6 日

全国劇場公開

鬼すそのん

今号は、「議会だより」が綴じ込みされています。
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　議案
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の制定
行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づき、行政サービスの向上
や行政事務の効率化を図るため、条例を制定しました。
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例の制定
特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源とし、公共

用施設の整備や生活環境の改善などの事業を計画的に
行うため、条例を制定しました。
屋外広告物条例の制定
景観計画に基づき、地域の特徴を考慮した屋外広告

物の誘導を図るため、条例を制定しました。
副市長定数条例の一部改正
副市長を 1人から 2人に改め、多くの課題や問題

に対して、的確かつスピード感を持って対応し、効率
よく行政運営を行うため、条例を改正しました。
市税条例等の一部を改正する条例の一部改正
地方税法施行規則などの一部改正に伴い、条例を改

正しました。

学習、集会等供用施設の設置及び管理に関する条例の
一部改正
今里地区児童屋内体育施設を廃止するため、条例を

改正しました。
消防団員等公務災害補償条例の一部改正
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保

険法等の一部を改正する法律が施行され、地方公務員
等共済組合法施行令等の一部を改正する政令が公布さ
れたことに伴い、条例を改正しました。
富士山南東消防組合の設立
　三島市、長泉町と消防に関する事務などを共同処理
するため、富士山南東消防組合の設立に向けた規約を
可決しました。
市道路線の認定
　新たに石脇地先の 2路線を認定しました。
建設工事請負変更契約の締結
　一般廃棄物最終処分場（第二期）埋立地建設工事で、
浸出水集排水管などの数量変更に伴い、2,154 万
3,840 円を減額し、10億 6,342 万 8,480 円で請負変
更契約を締結することが可決しました。
平和都市宣言
　平和都市宣言をすることを決議しました。
※詳細は P10 お知らせをご覧ください。

特集 1

市議会 12月定例会
補正予算など 17議案を審議

市議会 12 月定例会が、11 月 27 日㈮から 12 月 9 日
㈬までの 13日間の日程で行われました。条例案件 7件、
補正予算 5件、その他５件の合計 17 件が審議され可決
されました。ここでは、主な議案を紹介します。
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　補正予算
一般会計補正予算（第 4回）
既定の予算総額に3億円を追加し、歳入歳出予算額の

総額をそれぞれ215億 4,300万円としました。
補正予算の主な内容は次のとおりです。
●地方創生関係
▶裾野市発屋上緑化推進事業
首都圏の屋上緑化の需要に対し、地理的優位性や地

勢を生かして苗木を供給し、地域産業の「稼ぐ力」を
創出するための市場調査や苗木生産システム構築に向
けた環境を整備します。
●子育て支援関係
▶認証保育所施設整備費補助事業
新たに認証保育所を開所する運営事業者に対し、施

設整備費の助成を行い、当市の子育て環境の向上を図
ります。
●消防広域化関係
▶「富士山南東消防組合」発足準備事業
2市1町の消防広域化業務が開始するため、消防署

間の新たな業務ネットワークの整備や庁舎・車両・被
服などの団体名表示を変更します。

●学習環境整備関係
▶中学校教科書改訂に伴う備品などの整備事業
教科書改訂に伴い、必要となる教材備品や指導書な

どを整備するほか、デジタル教材を拡充します。
●その他
▶特定目的基金の充実
今後見込まれる学校教育施設の改修整備事業や都

市施設の整備事業に備えるため、市税の増収分を活用
し基金の充実を図ります。
▶自立支援給付費事業
計画相談支援サービスを開始し、市内事業所への就

労支援、市内の療育支援施設、放課後等デイサービス
施設の充実などで、福祉サービスの利用が増加したた
め必要な給付費を増額します。

特集 1

三島市、長泉町と一部事務組合の設立に向けた協
議で「消防事務を共同処理するために必要な規約案」
と「広域化後の消防体制の方針となる広域消防運営
計画案」を取りまとめました。
規約案では、消防組合の名称を「富士山南東消防

組合」とし、組合管理者を三島市長が務めます。組
合議会の定数は10人で、当市から３人、三島市か
ら５人、長泉町から２人の議員が選出されます。各
市町の負担割合は、基準財政需要額の消防費を基
準に算定しますが、激変緩和のため、当初3年間は、
過去3カ年の決算額を基準に算定します。広域化の
施行期日は平成28年 4月1日です。
広域消防運営計画案では、基本的な組織体制や

部隊運用、署所の配置などを規定しています。当市
の懸案事項である茶畑分遣所の機能強化は、茶畑分
遣所と三島市の旧北上分遣所の機能を併せ持つ、新
たな分遣所の早期整備を目指します。

全員協議会 行政報告 ～２市１町消防広域化～

認証保育所

消防署
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対象

個人番号カードをお持ちの方
※�個人番号カードの申請時に電子証明の発行を希望し
なかった方や、交付
時に 15 歳未満の方、
成年被後見人は利用
できません。

取得できる証明書

１通 300 円で交付します。
◦�住民票（世帯の全員分、個人分）
◦�印鑑登録証明書（本人分のみ）
◦�課税（所得）証明（本人分のみ）

コンビニエンスストアをはじめ
大型商業施設などで利用可能

●次の全国の店舗
◦セブンイレブン　◦サークルＫサンクス
◦ローソン　　　　◦ファミリーマート
※駅や施設内の一部小型店舗は除く
●次の一部の店舗、単一の店舗
◦セイコーマート　◦セーブオン
◦イオンリテール　◦Ａコープ北東北
◦国分グローサーズチェーン（コミュニティ・ストア）
◦エーコープ鹿児島

市役所が開いていない時間も交付

早朝から深夜まで、土・日曜日、祝日も交付します。
開始日／２月１日㈪
サービス提供時間／６時 30分～ 23時
※ �12 月 29 日～１月３日を除きます。メンテナンス
などのため、予告なくサービスを停止する場合があ
ります。

取得には個人番号カードを利用

個人番号カードをお持ちになり、マルチコピー機を
操作して、証明書を取得してください。個人番号カー
ドの交付時に設定した４桁の暗証番号が必要です。
●個人番号カードの交付申請
個人番号カードは、マイナンバーの通知カードに同

封されている申請書でお申し込みください。申請から
交付まで数週間がかかります。利用する方は余裕を
持って申請をお願いします。詳細は、同封されている
リーフレットまたは広報すその 11 月 15 日号をご覧
ください。

�印鑑登録証、住民基本台帳カードは利用不可
コンビニ交付は、印鑑登録証、住民基本台帳カード

では利用できません。この２点は、市民課で手続きす
る場合のみ使用できます。

特集 2

2/1 ㈪から証明書のコンビニ交付を開始
個人番号カードの利用で土日も夜間も取得可
２月１日㈪から、全国のコンビニエンスストアなどのマルチコピー
機で各種証明書の交付を開始します。土・日曜日や夜間など市役所が
開いていないときも、身近な場所で証明書が取得できるようになりま
す。取得には、個人番号カードが必要です。希望する方は、マイナン
バーの通知カードに同封されている申請書で、個人番号カードの交付
をお申し込みください。

市民課
995-1812

コンビニ交付の開始に
伴い、これまで証明書な
どを交付していた自動交
付機（市役所玄関、市民
課に設置）は、７月末で
運転を終了します。今後
は、個人番号カードを利
用したコンビニ交付をご
利用ください。

自動交付機の運転終了

× ×
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特集３

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給与や公的年金以外の所得がある方
②控除の内容を追加または訂正したい方
③所得のなかった旨の申告をする方
④被扶養者などで、課税（所得）証明書が必要な方
※�所得税の確定申告をする方は、市・県民税申告は必
要ありません。

受付日時・会場

と　き ところ

２月16日㈫～３月15日㈫
※土・日曜日を除く

９時～12時・13時～16時
市役所４階401会議室

２月26日㈮
９時～12時・13時～15時 須山支所２階大会議室

※�２月15日㈪以前は、市役所１階課税課で受け付けて
います。ただし、確定申告の受け付けはできません。

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はんこ（認め印可）

申告の手引き

●所得のなかった方
▶�所得のなかった旨を記入
した市・県民税の申告書
を提出してください。
●所得のあった方
①�会社で年末調整が済んで
いる方で、そのほかの所
得がある方

▶�そのほかの所得が 20万
円以下の方は、市・県民
税の申告をしてください。20万円を超える方は、確
定申告が必要です。源泉徴収票、そのほかの収入と
経費の内訳がわかるものをお持ちください。

②�会社で年末調整が済んでいない方（年の途中で退職
した方やアルバイトの方）

▶�所得税が還付になることがあります。確定申告の相
談を受けることをお勧めします。源泉徴収票、生命
保険料・地震保険料・社会保険料などの支払証明書
などをお持ちください。

③公的年金を受給していた方
▶�所得税が還付になることがありますので、源泉徴収
票、生命保険料・地震保険料・社会保険料などの支
払証明書などをお持ちになり、ご相談ください。

④自営業の方、そのほかの所得がある方
▶�確定申告の相談を受けることをお勧めします。収入と
経費の内訳のわかるもの、生命保険料、社会保険庁
などの支払い明細書などをお持ちください。

◆所得税の確定申告
　平成27年分の所得税の確定申告は、市・県民税申
告と同期間に同会場で受け付けます。確定申告の詳細
は、２月１日号に掲載します。

市・県民税申告の受け付け
3/15㈫まで
所得税の確定申告に合わせて、市・県民税申告を２月 16日㈫から
３月 15日㈫まで受け付けます。確定申告の必要はないが平成 27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。

課税課市民税係
995-1810
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東小児童が平松深良線を華やかに 12月3日

東小学校２～５年生の児童が、都市計画道路平松深良線の花壇に
300 本のパンジーを植えました。同道路が３年前に一部開通して
以来、毎年春と冬に花を植えています。7 カ所の花壇に、赤、紫、
黄色のパンジーがきれいに整列しました。

今月の写真

Photograph 12 月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／頼朝井戸の森（十里木）

冬空に向って伸びる原生林の枝々

初めて知る、犬のこと 12月3日

源頼朝が富士の巻狩を行った際、この地の湧き水でのどを潤した
といういわれから、頼朝井戸の森と呼ばれています。ブナをはじめ
とした落葉樹から構成された原生林で、昭和 42 年 12 月に市の天然
記念物に指定されました。写真は 12 月 20 日の撮影です。木々は落
葉していますが、青空に向って伸びる枝々に生命力を感じます。

動物愛護教室が、西小学校で開催されました。授業では、人間と
犬の心臓の鼓動を聞き比べたり、犬の習性について学んだりしまし
た。実際に犬に触れる体験では、最初はおっかなビックリだった児
童たちも、慣れてくると笑顔で犬と触れ合っていました。
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新国立劇場合唱団が一流の歌声を披露 12月4日

本物の芸術にふれるため、新国立劇場合唱団の公演が東中学校で
行われました。同校の校歌や馴染みのある日本の歌、世界の歌など
さまざまな楽曲を披露。迫力ある歌声に大きな拍手が沸き上がりま
した。オペラでは、表情豊かで大胆なプロの演技を楽しんでいました。

Photograph 2015.12

18歳選挙権、裾野高で選挙体験授業 12月9日

人口ビジョンと総合戦略を報告 12月11日

選挙出前授業が、裾野高校で行われました。本物の投票箱、記載
台を使用した模擬投票は、裾野高校の選挙管理委員会が運営を行い
ました。投票に参加した 3 年生の勝又さんは「政治には若者の意
見が必要。選挙に行くのが楽しみです」と話してくれました。

まち・ひと・しごと創生市民報告会が市民文化センターで行われ
ました。10 月に策定した人口ビジョンと総合戦略を、髙村市長と
鈴木企画部長が説明した後、まち・ひと・しごと創生会議委員の矢
島勇輝さんと石川みづほさん、永田平正昭さんが意見を述べました。

市に寄付をした方に感謝状を贈呈 12月11日

教育振興のために寄付を行った須山振興会、教育環境整備のため、
三味線一挺の寄付を行った柿本淳子さん、高齢者福祉のために寄付
を行った杉本良夫さんに感謝状を贈呈しました。市長は「市の発展
のために大切に使わせていただきます」と感謝を述べました。

手作りおもちゃで遊んだよ！ 12月5日

市内 9 園の保育園による第 25 回保育生活展が市民文化センター
で行われました。保育士によるショータイムや牛乳パックで作った
おもちゃで遊ぶ「遊びコーナー」など、趣向を凝らした催しを親子
で楽しみました。

世界レベルのチアダンスにふれる 12月11日

ほんものとふれあう事業が東小学校で行われました。講師は、加
藤学園チアリーダー部 SHINE ☆ STARS です。全米ダンスチーム選
手権大会で優勝する強豪チームです。子どもたちは、チアリーダー
と一緒になって、すてきな笑顔でノリノリのダンスを披露しました。
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新鮮な野菜や果物に長蛇の列 12月13日

農業まつりが市民文化センターで行われ、市内の農家などが野菜
や果物、正月飾り、軽食などを販売しました。あいにくの天気でし
たが、多くの来場者でにぎわい、イチゴはすぐに完売。無料ででき
るみかんのつかみ取りには、長蛇の列ができていました。

大学生によるまちづくりデザインを中間報告 12月15日

“フジサンダーＪ”登場！“すそのん”を救出 12月17日補助金の見直しと総合窓口の推進を提言 12月17日

工学院大学の西森陸雄研究室が、「よそもの・わかもの」の視点
から描いた当市の魅力ある将来像として、岩波駅周辺地域の先端技
術が調和したスマートシティを提案しました。最終報告会を 2 月
に行います。日時などは、P11 のお知らせをご覧ください。

世界遺産富士山を守るご当地ヒーロー“風雲雷神フジサンダーＪ”
が、富士山フェスタ出演のお礼を兼ねて、市役所を訪れました。悪
役から“すそのん”を救出する寸劇を庁舎玄関前で披露。救出に成
功すると、来庁者から拍手を受けていました。

市行政改革推進委員会（渡邉雄二委員長）の代表５人が、髙村市
長に補助金の見直しと総合窓口の推進を求める意見書を提出しまし
た。意見書を受け取った市長は「より一層、効率的で効果的な行財
政運営に努めてまいります」と述べました。

ラグビーの楽しさを体験して欲しい 12月16日

スポーツ協会とラグビーフットボール協会の方が市役所を訪れ、
初心者でも楽しくプレーできるタグラグビーのセットを市長に手渡
しました。子どもたちにラグビーの楽しさを知ってもらうため、市
内の小学校に配られ、子どもたちの体力づくりに活用されます。

“すそのん”への愛情がたっぷり詰まったお弁当 12月13日

第 1 回“すそのん”キャラ弁コンテストが生涯学習センターで行
われました。事前に選ばれた 5 作品の中から、独創性や汎用性など
の観点から審査を行い、勝間田祥子さん（御殿場市）の「愛がたっ
ぷり♥すそのんハートをギュッと弁当」が市長賞に選ばれました。

Photograph 2015.12
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特集４

屋外広告物を表示・掲出するルールが変わります
4/1㈮から市独自のルールに

背景と目的

屋外広告物は、さまざまな情報が掲載され生活に役
立つものですが、設置を無制限に認めると、都市や自
然の景観が著しく損なわれるなど、悪影響が懸念され
ます。
当市には、世界遺産富士山の美しい眺望をはじめ、

その構成資産の須山浅間神社や世界かんがい施設遺産
の深良用水など世界に誇れる自然的、文化的景観が数
多くあります。これらの景観を適切に保存・継承して

いくため、当市の特徴を
考慮した独自の条例を制
定し、屋外広告物行政に
取り組むことにしました。

広告の表示・掲出についての規制の変更点

この条例が施行されると、次の点が変わります。
①規制地域の変更
◦�富士山や箱根山の眺望を保全するため、新たに県道
仙石原新田線や市道１-４号線を路線指定し、その
沿道の一部地域が第２種特別規制地域になります。

◦�市文化財保護条例で指定されている建造物などが
建っている一定の地域が第１種特別規制地域になり
ます。

◦�周辺市町との連続性に配慮し、特別規制地域以外の
地域が第１種普通規制地域になります。

◦�特に良好な景観を形成し、風致の維持を図る必要が
ある地域を「景観形成型屋外広告物整備地区」とし
て指定し、その地域の
特性に応じた許可基準
を設けます。

市では、これまで、屋外広告物を表示・掲出する場合は、
県屋外広告物条例に基づいて一律に運用してきました。市内
の景観を適切に保存・継承していくため、市の特徴を考慮し
た独自の条例を制定し、４月１日から施行します。

まちづくり課
995-1828

【パノラマロード沿道】
対�象地／市道 4008 号線、市道 4053 号線（通称パノ
ラマロード）の路端から 50mの等距離の範囲内
規制内容／広告塔▶高さ５m以下、面積10㎡以内（一面）

広告板▶面積 10㎡以内（全面）
屋上広告▶設置禁止

　※そのほかの基準は第２種特別規制地域と同様です。
【自然公園の区域】
対象地／�自然公園法の規定により指定された国立公園

（特別地域）の区域
規制内容／自然公園法の規定内容と同じです。
【地区計画の区域】
対象地／裾野駅西地区、南部地区の地区計画の区域
規制内容／�看板や広告物は、現行の地区計画の基準と

同様で、自己の敷地内で自己の施設のため
のものに限り表示・掲出できます。

②誘導基準を設定
許可基準とは別に「誘導基準」を設定します。この

基準は、広告物の種類ごとに規模、形態、配置、内容、
色彩について掲出主が遵守すべき配慮事項を示すもの
です。自然景観と調和した屋外広告物の誘導を図ります。
③許可期間の変更
現行の県条例では許可期間は２年以内ですが、掲出

主の負担を軽減するため、３年以内になります。また、
許可期間の変更に伴い、申請手数料も改正されます。

�ご注意ください
◦�屋外広告物を表示・掲出する場合は、許可が必
要です。表示・掲出をする前に、まちづくり課
に必ずご相談ください。　

◦�現在、適法に広告物を表示・掲出している方で
規制地域が変更となり、広告物の是正が必要な
場合は、一定の経過措置期間が適用されます。
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インフォメーション

Information

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 2月3日㈬ 生涯学習

センター深良 2月5日㈮
須山 2月9日㈫ 須山コミセン
西 2月10日㈬ 生涯学習

センター富岡 2月11日㈭

時間はいずれも 19時～
生涯学習課　992-3800

広報すその 12 月１日号
お詫びと訂正

広報すその 12月 1日号 5ペー
ジの予算・財産・市債の財政状況
の一部に誤りがありました。お詫
びして訂正します。

●歳出状況グラフ下表土木費
支出済額／×9億2,075万円
→�○9億1,075万円
執行率／×24.4％�→�○24.1％

●一般会計歳出
支出済額／×85億7,606万円�
→�○ 85億 6,606万円

●水道事業会計の収益的支出
予算現額／×7億2,959万円
→�○ 8億��194万円
執行率／×16.8％�→�○15.3％

●平成 27年度　財政状況概要
総予算額／×353億 7,605万円
→�○354億 4,839万円
支出済額／×130億1,421万円
→�○130億��421万円�
財政課　995-1801

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25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。　
２月 12日㈮　※電話可
国保年金課　995-1813

第２回駿豆地区障がい者
自立支援協議会全体会

障がいのある方が住み慣れた地
域で支障なく暮らすことができる
地域づくりを目指し、地域の課題
について検討する全体会を開催し
ます。
�２月４日㈭　13 時 30 分～ 16
時 30分
�長泉町役場４階大会議室（長泉
町中土狩）
手話通訳、要約筆記があります。�
障がい福祉課　995-1820
　相談支援事業所ゆううん
　941-6015

宣言は、昨年 12月９日㈬に
市議会 12月定例会で決議され、
同日宣言しました。宣言の内容
は右のとおりです。
宣言の制定について、パブ

リックコメントと市議会の意見
募集を実施しました。詳細は、
市公式ウェブサイトで公開して
います。

http://www.city.susono.
　shizuoka.jp/ma/info/
　2015/12/10-1300.php

総務管財課　995-1808

裾野市平和都市宣言

平和都市宣言

裾野市は、人間性豊かな平和都市を理想とした市民憲章のもと、富
士山をはじめとする美しい自然に恵まれたなかで、住みよいまちを育
んできました。
この豊かなふるさとを次の世代に引き継いでいくことは、わたした

ちの使命であり、また、世界の恒久平和を実現させることは、人類共
通の願いです。
しかし、世界では現在も紛争が繰り返され、核兵器の存在が人類の

未来に深刻な脅威と不安をもたらしています。
わたしたちは、世界で唯一の被爆国の国民として、戦争の記憶を風

化させることなく、核兵器の廃絶と平和な世界を強く望むものです。
戦後 70年の節目にあたり、わたしたち裾野市民は、未来を担う子

どもたちに、戦争の悲劇と平和の大切さを伝え続け、一人ひとりが安
心して暮らせる平和な社会の実現に向けて不断の努力を続けることを
誓い、ここに「平和都市」を宣言します。

平成 27年 12月９日
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お知らせ

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

陸上競技場リニューアル工事

陸上競技場は3種公認を目指し、
改修工事を行っています。4月に
リニューアルオープンします。
スポーツ振興くじ（toto）の助

成を受けて公認に必要なデジタル
フィールド制限タイマーを購入し
ます。
生涯学習課　�992-3800

第２回わらうのん in すその

笑って健康になるラフターヨガ
体験やすそのんたちと一緒に笑お
うなどを行います。
�１月 23日㈯　11時～ 14時
�市民文化センター
裾野ラフタークラブ（志田）
　080-2615-0841

工学院大学による
まちづくりデザイン報告会

裾野 IC周辺の魅力を生かした
まちづくりを進めるため、“よそ
もの・わかもの”である大学生が、
斬新な発想と若者らしいアイディ

アの詰まった将来像を提案する報
告会を行います。申し込みは不要
です。
�２月９日㈫　19時～20時30分
�生涯学習センター学習ホール�
企画政策課　995-1804

都内の大学に通う女子大生 5
人と市内のことを知り尽くした
地元のオヤジ 5 人が裾野の魅
力について、熱く語ります。外

と内から見
た裾野の魅
力から、新
しい裾野の

魅力を創造していきます。申し
込みは不要です。
コ�ーディネーター／飯倉清太さ
ん（内閣府地域活性化伝道師）
�1月 31日㈰　13時 30 分～
15時 30分
�生涯学習センター学習ホール
戦略広報課　995-1802

女子大生×市内オヤジが語る
裾野の魅力パネルディスカッション

１月 29日㈮　18時 30分～　※開場▶ 18時
生涯学習センター学習ホール
50組　※応募者多数の場合は抽選
�市公式ウェブサイトの応募フォームから提出す
るか、はがきまたは、ファクスに住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を明記し戦略広報課
映画試写会係へお申し込みください。
１月 22日㈮　※必着
�●未成年の方は、保護者の方の同伴が必要●当
選者は「試写会入場券」の発送をもって発表●
応募は１人につき１回のみ有効
戦略広報課　995-1802　 992-1546

　〒410-1192　佐野1059番地

�http://www.city.susono.shizuoka.jp/ss/
info/2016/01/12-1300.php
作�品／映画『謝罪の王様』やNHK連続テレビ小
説「あまちゃん」など話題作の脚本を手がけ、
日本のエンターテインメント界を引っ張る、宮
藤官九郎。彼が完全オリジナル作品で、待望の
監督最新作の舞台に選んだのは、ズバリ【地獄】。
17 歳でこの世を去った大助が、大好きなクラ
スメイトにキスしたい一心で、赤鬼と一緒に地
獄からの生還を目指して大奮闘するという、宮
藤監督らしいバカバカしくもすがすがしいス
トーリー。
キ�ャスト（敬称略）／長瀬智也、神木隆之介、尾
野真千子、森川葵ほか
監督（敬称略）／宮藤官九郎

市ロケ支援作品『TOO YOUNG TO DIE！ 若くして死ぬ』
特別試写会に50組100人の方を招待します。
　昨年５月に市内で映画『TOO YOUNG TO DIE！

若くして死ぬ』のロケが行われました。２月６日
㈯の全国公開に先立ち、特別試写会を開催します。
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インフォメーション

Information

自動販売機の設置者

美化センターに自動販売機を設
置する事業者を募集します。
�美化センター管理棟玄関（屋外）�
�県内に本店または、支店、営業
所がある法人か県内に住んでい
て、業を営んでいる個人など
貸�付面積／幅 1.9m ×奥行 1.0m
×高さ 2.2m（１台あたり）　

　※�使用済容器回収箱の設置分な
ども含む

販売品目／清涼飲料水
　※災害対応の自動販売機に限る
台数／１台
設置期間／４月１日㈮から３年間
選定方法／制限付一般競争入札
�美化センターに必要書類を直接
提出してください。

　※�募集要領などは市公式ウェブ
サイトからダウンロード可

１月 22日㈮～２月 19日㈮
　※土日・祝日を除く
美化センター
　992-3210

ソーラークッカーと
エコたわし作り参加者

ソーラークッカー（太陽光で調
理する器具）の作製と調理やアク
リル毛糸で、自然に優しいエコた
わしを作ります。
２月 21日㈰　10時～ 13時
�南児童館 2階会議室
�小学生以上の方

講�師／山本達雄さん（三島市ス
トップ温暖化推進員）
20人
200円（材料費）
�南児童館へ、参
加費を添えてお
申し込みください。
２月２日㈫～２月 18日㈭
雨天・曇天時は調理を行いません。

� 生活環境課　995-1816
　南児童館　993-1881

女性のための
健康づくり教室参加者

骨密度測定、骨粗しょう症予防
の講話、季節の野菜とカルシウム
がとれる蒸しパンの試食などを行
います。
�３月１日㈫　14時～15時30分

　※受付▶ 13時 30分～
�福祉保健会館
�市に住民登録がある 18 歳以上
の女性で、今までに骨密度測定

を行ったことが無い方
講�師／糠

ぬか
沢
ざわ
早苗さん（大塚製薬㈱

静岡支店　管理栄養士、健康運
動指導士、ＮＲ・サプリメント
アドバイザー）
30人（先着順）
２月１日㈪～２月 19日㈮

� � 健康推進課　992-5711

市育英奨学生

貸与／４月、９月の２回
資�格／市内に３年以上住んでいて、
学費の支払いが困難と認められ
る方
奨学金額

高等学校
高等専門学校

専修学校

入学
一時金 60,000円

月額 12,000円

短期大学
大学

入学
一時金 300,000円

月額 30,000円

貸与金利／無金利
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。
２月 29日㈪
学校教育課　995-1838

平成27年度　全国統一防火標語
　無防備な　心に火災が

かくれんぼ　

エコたわし
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お知らせ

富士山国際雪合戦大会
ボランティア

当日の運営と翌日の片付けを行
うボランティアの方を募集します。
２月６日㈯　７時30分～

　　　７日㈰　10時～12時
�運動公園やすらぎの広場
�高校生以上の方
�６日㈯ 10人、７日㈰５人
１月 31日㈰
事前説明会あり
� 富士山国際雪合戦大会事務局
（鈴木）090-9927-6542
hiromasa296@yahoo.co.jp

中高年のための
地域デビュー講座

仕事や子育てが一段落した人生
の後半戦を生きがいを持って活動
するために、仲間作りや情報収集
の方法を学びます。
２月13日㈯　13時～16時
�生涯学習センター
�40 人程度

講�師／NPO法人団塊創業塾の方
�２月 10 日㈬までに、電話また
は、ファクス、メールで氏名、
電話番号を連絡
市民活動センター　950-8875
992-4047
scenter@machitera.jp

2 月　水道工事当番店 データバンク
※工事、修理は有料です。 1 月１日現在

６日㈯ 一和設備工業
☎997-4663

７日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

11日㈭ ㈲北住設機器
☎993-1250

13日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

14日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

20日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

21日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

27日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

28日㈰ 山崎設備
☎997-6766

2 月　カレンダー
６日㈯ 富士山国際雪合戦大会

16日㈫～ 確定申告
21日㈰ みんなのつどい
23日㈫ 富士山の日

2 月　税金・料金
納付期限：２月 29 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
後期高齢者医療保険料� 第７期分
水道料金・下水道使用料� 第６期分

人　口　53,080人 （−117人）
　男　　27,010人 （−61人）
　女　　26,070人 （−56人）
世　帯　21,471世帯 （−52世帯）
内、外国人 703人 393世帯

川勝平太県知事が、市内で活
躍している 6 人の皆さんと意
見交換をします。事前に申し込
みが必要です。
�２月17日㈬　13時30分～15
時30分　※開場▶13時
�生涯学習センター学習ホール
150 人（先着順）

�2 月 10 日㈬までに電話か
ファクス、メールで氏名、住
所、電話番号を連絡
県広報課県民のこえ班
　054-221-2235

054-254-4032
kenminnokoe@pref.

　shizuoka.lg.jp

知事広聴  平太さんと語ろう  傍聴者
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今月の救急協力医

2月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 香貫医院 931-2465 本郷町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

2 ㈫ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 頴川医院 921-5148 高島本町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

3 ㈬ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 白石医院 951-4593 市道町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

4 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

5 ㈮ 清流クリニック 941-8688 堂庭 酒井医院 966-1755 今沢 田中医院 921-2053 高島町

6 ㈯ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 ㈰

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

大沢医院 931-1019 御幸町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

東名裾野病院 997-0200 御宿 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

8 ㈪ 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

9 ㈫ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 青木整形外科医院 922-0521 高島町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

10 ㈬ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

11 ㈭

小林内科医院 921-2165 米山町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

森医院 966-2017 石川 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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 八幡町

12 ㈮ ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 ふじわら

クリニック 924-8777 寿町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

13 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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2 月前期

日 内 科 外 科 小児科

14 ㈰

かとう内科医院 946-5562 大岡 東医院 921-5520 高沢町

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 よざ小児科医院 967-5722 原

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 遠藤医院 997-0533 葛山

15 ㈪ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 原小児科医院 962-0636 八幡町

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

7 ㈰ 沼津市立病院
924-5100 　 東椎路　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

タケダ歯科医院
989-3638 本宿　　

11 ㈭ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

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　　

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿　　

14 ㈰ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見　　

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

なかがわ歯科
973-7777 長沢　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115
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市立鈴木図書館
992-2342

2016
年
 
N
o.1303

1
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日
号

中西　七
なな
海
み

ちゃん
（３歳・元町）

相坂　生
いく
帆
ほ

ちゃん
（２歳６カ月・久根）

大野　奏
かな
太
た

くん
（２歳７カ月・佐野二）

小野　湊
みなと

くん
（２歳９カ月・呼子）

杉山　心
ここ
美
み

ちゃん
（２歳５カ月・金沢）

●2月の行事予定
親子おはなし広場
 ２日㈫ 10時30分～ 視聴覚室

おはなしの会
 ６日㈯ 14時30分～ おはなしのへや
 13日㈯ 11時～ 文化センター図書室

ファーストブック
 10日㈬ 10時～16時 展示室

書き初め展
　1月23日㈯ ～２月７日㈰ 展示室

●臨時休館のお知らせ
　鈴木図書館と市民文化センター図書室で、図書館システ
ムの更新を行います。次の期間は休館します。
と　き／２月15日㈪～29日㈪

2月の休館日 1日㈪・8日㈪・15日㈪〜29日㈪

●世にも奇妙な君物語
著：朝井リョウ　講談社

●地に巣くう
著：あさのあつこ
光文社（「弥勒」シリーズ　６）

● THE BLACK COMPANY
著：江上剛　光文社

●ユートロニカのこちら側
著：小川哲
早川書房（ハヤカワSFシリーズJコレクション）

一般書

奪われた予言書
（妖怪道中三国志　１）
作：三田村信行　絵：十々夜　あかね書房

　予言書の巻物が妖怪に奪われてしまっ
た。妖怪は三国志の時代を変えようとし
ている。未来を守るため、蒼一たちは三
国時代へ。そこで軍師・孔明と豪傑・張
飛に出会うが……。

オススメ

● 菜乃のポケット
　おしごとのおはなし　花屋さん
作：村上しいこ　絵：かべやふよう
講談社（シリーズおしごとのおはなし）

● 日本の伝統競技
　柔道・剣道から綱引き・かるたまで
監修：寒川恒夫
PHP研究所（楽しい調べ学習シリーズ）

●火の降る夜に桜舞う
作：斉藤洋　絵：大矢正和
あすなろ書房（くのいち小桜忍法帖　2）

児童書
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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

　

１月10日	 第59回新成人者祝賀駅伝大会
	 98チームが力走、新成人を祝福

Contents
p02 確定申告と市・県民税の申告
p05 消防広域化でさらなる安全・安心
p06 駿東地区交通災害共済へ加入を！
p07 みんなのつどい
p08 ２/23は富士山の日
p09 お知らせ



特集１

確定申告の受け付けは２/16㈫～３/15㈫
市・県民税の申告も同時実施
　平成27年分の所得税と復興特別所得税の確定申告、平成28年度の市・
県民税の申告が始まります。市内の受付会場は、市役所と須山支所です。
市役所と須山支所では、受け付けできない申告もありますので、ご注意く
ださい。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・県民税の申告の詳しい内容は、広報すそ
の1月15日をご覧ください。

市内の受付会場は市役所と須山支所
市役所会場
と�き／２月 16 日㈫～３月 15 日㈫　９時～ 12 時、
13時～ 16時　※土・日曜日を除く
ところ／４階 401 会議室
須山支所会場
とき／２月 26日㈮　９時～ 12時、13時～ 15時
ところ／２階大会議室
※番号札を８時 30分から配布します。
※�混雑時は、午前中に来た方でも午後の受け付けとな
る場合があります。

　 次の方は、沼津税務署の受付会場へ　
　●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を作成していない方
　●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 27 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

に係る控除を申告する方
　●平成 26年分以前の申告をする方
　●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

書の作成に長時間かかる場合は、沼津税務署の
受付会場にご案内します。

　※�申告書が作成済みで提出のみの方の書類を預か
ります。

課税課市民税係
995-1810
沼津税務署
922-1560

沼津税務署の受付会場は沼津駅すぐ！
沼津税務署の受付会場
とき／２月 12日㈮～３月 15日㈫　９時～ 17時　
　※土・日曜日を除く
と�ころ／キラメッセぬまづ２階市民ギャラリー（プラ
サ�ヴェルデ内〔沼津市大手町〕）　

※�申告書の作成には時間がかかるため、16 時までに
お越しください。混雑の状況では、早めに案内を終
了する場合があります。

※�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。

南口

BiVi沼津

沼津税務署

ＪＲ沼津駅

プラサ ヴェルデプラサ ヴェルデ

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

税理士による無料税務相談所を
市役所に開設

　税理士が申告の受け付けを行います。税理士が
e-Tax 送信を行うので、利用者識別番号が分かる場
合はお持ちください。相続税の相談は、受け付けてい
ません。
と�き／２月 16 日㈫～２月 25 日㈭　９時～ 12 時、
13時～ 16時　※土・日曜日を除く
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。

※�混雑の状況では、早めに受け付
けを終了する場合があります。
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特集１

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 27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
除額と年末調整で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を
受けている方

※�所得が少なく確定申告が必要ない方や、給与所得以
外の所得が20万円以下で確定申告が必要ない方も、
市・県民税の申告は必要です。
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。
　確定申告が必要ない方でも、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。

復興特別所得税の申告を忘れずに！
　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が必要です。
復興特別所得税は、その年分の基準所得税額の 2.1％
です。
　例年、復興特別所得税の記入・計算漏れが多々あり
ます。忘れずに申告をお願いします。

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
　�※国民年金保険料の控除の申告は、日本年金機構か
ら送付された証明書が必要です。☎沼津年金事務所
921-2201（控除証明用ダイヤル 0570-058-555）

●�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

●医療費などの領収書
　�※生命保険契約などの医療保険金や健康保険から支
給を受けた療養費などで、補てんされた金額がある
場合は、その金額のわかる書類

●�金融機関などの口座番号が分かるもの（新たに口座
振替で所得税の納付をする方は銀行印も必要です）。

●�平成 26 年分の確定申告書・
収支内訳書の控えなどがあ
ると手続きがスムーズにで
きます。

●�医療費の集計は、必ず済ま
せて持って行きましょう。

障害者控除を受けるための�
証明を発行します

　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です。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
対象者認定書が必要です。
☎介護保険課　995-1821　障害福祉課　995-1820

 ポイント！
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特集１

所得税の確定申告をすると�
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（保険金などで補てんされた
金額は差し引く）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差し引いた額が医
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

還付の申請をするときの注意
医療費を支払った場合
〈対象〉
　平成27年１月から12月までに、実際に支払っ
た医療費
〈医療費の集計から除くもの〉
●高齢者医療費助成制度で、助成を受けた金額
●生命保険契約などの医療保険金
●�健康保険から支給を受けた療養費や出産一時金
など

寄附金を支払った場合
　確定申告が必要ない方で、ふるさと納税（都道
府県市区町村に対する寄附）をふるさと納税ワン
ストップ特例制度で申請した方は、還付の申請は
不要です。

確定申告書の作成は�
国税庁ホームページから簡単にできます

　確定申告書の作成は国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」の画面からできます。案内に従っ
て金額などを入力すると、税額などが自動計算され、
所得税と復興特別所得税、消費税、地方消費税の確定
申告書や青色申告決算書などが作成できます。

ホームページで金額を入力
⇩

申告書のデータを印刷
⇩

申告書を郵送などで提出

【国税庁ホームページ】http://www.nta.go.jp/

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（イータックス）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 を利用するためには、事前に電子証明書付き
住民基本台帳カードか個人番号カードと、ＩＣカード
リーダライタの準備が必要です。
※�個人番号カードの交付開始以前に発行した住民基本
台帳カードの電子証明書は、有効期間内であれば継
続して使用することができます。

e-Tax ならこんないいことが！
●自宅からインターネットで申告
　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、確定申告期間中は
自宅からインターネットで、24 時間提出（送信）で
きます。
●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ることで、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）。
●還付が書面申告と比べてスピーディー
　e-Tax で１月・２月に申告された還付申告は、２
～３週間程度で処理されます。
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特集２

消防広域化でさらなる安全・安心
資機材を整備し、効率的で強固な組織へ

消防総務課
995-1190

　２市１町で準備を進める「富士山南東消防組合」は、平成28年
４月１日㈮から消防業務を開始します。消防広域化は、消防体制
の整備や充実を図り、消防力を強化するために行うものです。

火災などの災害や救急時の体制強化
　消防救急活動では、初期対応が大切です。被害を最
小限に抑えるために、消火や救助の初期段階で、より
多くの人員や適切な資機材を投入し、迅速に対応する
必要があります。消防の広域化によって組織が拡大す
るため、運用できる消防車や救急車の台数が増加しま
す。その結果、火災や救急時の初動対応が厚みを増し、
応援体制が強化されることになります。
　また、下図のように市境がなくなるため、近くにあ
る消防署や分遣所から出動できないという「管轄区
域」の矛盾が解消されます。特に市町の境界付近では、
最も近い消防署や分遣所から出動できるようになりま
す。現場までの到着時間が短縮されるため、延焼拡大
の防止や救命率の向上などが期待されています。

消防団との密接な連携
　皆さんの身近な存在である消防団は、地域に密着し
た多様な活動を行うため、広域化の対象外となってい
ます。これまでどおり、当市消防団として地域で活動
することになります。また、富士山南東消防本部と２
市１町の消防団は、引き続き密接に連携を図っていき
ます。

資機材の導入・更新の円滑化
　現在、各市町で特殊車両などを設置・保有していま
すが、広域化をすれば重複投資を回避できます。また、
新たに整備する必要がある施設や資機材などの投資負
担額を縮減できるため、より高度な資機材などを整備・
配備することが可能になります。

広域化後

広域消防本部

市境広域化前

Ａ消防本部

Ｂ消防本部

近くに消防署
がない

消防署が遠い

安心

安心
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対象は市に住民登録がある方

市に住民登録がある方なら、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
け金は同じです。

共済期間は１年間

共済期間は、４月１日㈮から平成 29�年３月 31�日
㈮までの１年間です。中途加入の場合は申し込み手続
きをした日の翌日から平成29�年３月31�日㈮までです。

加入手続きは市指定金融機関へ

申込用紙は、各家庭に郵送します。申込用紙に掛け
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、危機管理課・各支所・市指定金融機関にも
置いてあります。

見舞金の額は交通災害の程度で決定

見舞金の額は右上の共済見舞金額表をご覧ください。
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 交通災害の程度
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発行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危機管理課へ

交通事故発生日から２年以内に、次の書類を危機管
理課へ提出してください。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。

特集３

駿東地区交通災害共済へ加入を !!
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
をされた方に見舞金を支給する相互扶助制度
です。共済掛金は１口500円で1人2口まで
加入できます。交通災害の程度に応じて1万
円から200万円の見舞金が支給されます。

危機管理課
995-1817
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特集４

みんなのつどい
市内22団体が活動成果を発表します

生涯学習課
992-3800

　２月21日㈰、生涯学習センターを会場に「みん
なのつどい」を開催します。市内で活動する22団
体の皆さんが、日ごろの活動成果を披露します。各
種展示や試食・販売などのほか、人形劇やフラダン
スなどの公演が行われます。

団体名 タイトル（内容） ところ
婦人会 フェルトで作る“すそのん”、市婦人会の活動紹介

２階
学習室１

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

裾野赤十字奉仕団・芙蓉の会 災害時に役立つ身近な物を使った実習、常備食となるジャム・ハイゼッ
クスの試食

食生活健康推進会 食推の活動紹介、減塩の重要性（ダシの飲みくらべ）など
地域活動（母親クラブ） 書いて楽しい！　食べておいしい！　らくがきせんべい
消費者団体協議会 水の飲みくらべ　－裾野の水はおいしいよ－
きゃべつくらぶ 南米の楽器ケーナを手作りしてみませんか？
みのり会 みのり会の活動紹介、カレーの販売

１階
市民ホール

母親連絡会 「母親大会」ってなあに？
「母親大会」の紹介と「みつろうクリーム」販売

家庭倫理の会　母親講座 楽しい子育てを応援します。子育て相談、生活倫理相談など
8020 推進員 8020 推進運動啓発、パネル展示、不用になった入れ歯と眼鏡の回収
ガールスカウト静岡県第 38 団 スカウトの活動紹介、クラフト体験

地域保健委員 OB 会　すみれ会 乳がん自己チェック法、折り紙で脳を活性化しましょう １階
団体活動室

太陽光発電所ネットワーク静岡
地域交流会 太陽光市民共同発電所（５、６号機）の紹介 ２階

バルーンアート 11 時から、いろいろな形の風船を作ってプレゼント！ ３階
※材料がなくなり次第終了する催しがあります。

とき 団体名 タイトル（内容） ところ

10：00 ～ 11：00 ひまわり会 人形劇「新説　あかずきん」
みんなが知ってる「あかずきん」とは、ちょっと違う物語

３階
学習ホール

11：00 ～ 11：30 華
はな
笑
しょう
舞
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

10：30 ～ 14：00

・�図書館ボランティア
おはなし会たんぽぽ
・�小・中学校よみきかせ
ボランティア有志

ブラックシアター「ピーターパン」
ペープサート「５といえば、さつまいも」
大型紙芝居、大型絵本など

２階
視聴覚室

　展示・実習の部　　わくわくドキドキ　ふしぎがいっぱい

　公演の部　　　おとなもこどもも　たのしめるよ　みにきてね！

と　き／２月21日㈰�10時～14時
ところ／生涯学習センター
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すそのん誕生ウィーク

感謝の気持ちを込めて、キャンペーンを開催
　1年間、すそのんへの応援ありがとうございました。
　すそのんの誕生日を記念して、市役所 1階にある
花麒麟でキャンペーンを行います。

2月 22日㈪～ 26日㈮　9時 30分～ 15時
市役所 1階花麒麟
すそのんグッズが集合
　普段は置いていないすそのんグッズが、花麒麟に集
まります。グッズを手に入れるチャンスですので、ぜ
ひ、お立ち寄りください。
すそのんにバースデーカードを贈ろう
　すそのんへバースデーカードを贈ってくれた方に
は、記念品をお渡しします（先着 223 人）。バースデー
カードは、キャンペーン期間中に花麒麟へお持ちくだ
さい。
戦略広報課　995-1802

特集５

2/23 は富士山の日　芸術展や講演会を開催
すそのんの誕生日イベントも！

　２月23日は富士山の日です。この日を記念して、芸術展や講演会を
開催します。近隣でも富士山にちなんだイベントが開催されます。
　市マスコットキャラクターの“すそのん”が誕生したのも２月23日
です。市役所１階花麒麟には、すそのんグッズが大集合します。

富士山芸術展

　市内の芸術・文化団体が富士山にかかわる絵画、写
真、陶芸、短歌、俳句などの芸術作品を展示します。
第一部2月13日㈯～19日㈮

　第二部2月23日㈫～28日㈰
　�9時～21時　※各部とも初日は13時から、最終日
は16時まで
生涯学習センター
生涯学習課　992-3800

市外でも富士山にちなんだイベントを開催

第５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４市３町では、それぞれのまちから撮
影された富士山の写真を展示します。
２月 23日㈫～ 28日㈰　9時～ 16時
富士川楽座４階ギャラリースペース（富士市岩淵）
富士地区観光協議会（富士宮市商工観光課）
　0544-22-1155
なんでも富士山 2016

2 月 20 日㈯～ 2月 21日㈰　10時～ 16時
ふじさんめっせ（富士市柳島）
�富士山百景写真展、ふじの名産品販売、富士市技能
フェスティバルコーナーなど
ふじさんめっせ　0545-65-6000
富士山の日講演会

2 月 19 日㈮　19時～
富士宮市役所 7階 710 会議室
�●講演▶演題「世界遺産・富士火山の自然を読み解
く」講師：小山真人さん（静岡大学教授）

　●パネルディスカッション
150 人（先着順）
２月 16日㈫
富士宮市富士山世界遺産課　0544-22-1489

エコカーカップ

阿波おどり大会 ゆるキャラグランプリ

ラッピングタクシー

富士山の日記念講演会

2 月 13 日㈯　19時～　※開場▼ 18時 30分
生涯学習センター
演題／富士山の保全状況報告までの道のり
講師／小坂寿男さん（県富士山世界遺産課課長）

196 人　※定員に達しなかった場合、当日受付可
2月 12日㈮
生涯学習課　992-3800

8
2016.2.1



お知らせ

図書館の臨時休館

　図書館システム更新のため、臨
時休館します。返却ブックポスト
は使用できます。ご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願
いします。
２月 15日㈪～ 29日㈪
�鈴木図書館、市民文化センター

図書室
�鈴木図書館内の東西公民館は、
通常どおり開館します。
鈴木図書館　992-2342

景観形成型屋外広告物
整備地区指定案の縦覧

　良好な景観がある４地区を、市
屋外広告物条例第７条に規定する
「景観形成型屋外広告物整備地区」
に指定する案を縦覧します。
指�定する地区／パノラマロード沿

道周辺、自然公園区域、裾野駅
西地区周辺、南部地区周辺
２月 15日㈪～ 29日㈪

　８時 30分～ 17時 15分
市役所２階まちづくり課
�区域、名称、基本方針、整備基準
�地区内に住んでいる方や広告
物・掲出物件を管理する方など
は、縦覧期間中、意見書を提出
できます。※ファクス可
まちづくり課　995-1828
�994-0272

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

作り方
①�ご飯を茶碗２杯分ボウルにとり、溶き卵と鶏
がらスープの素を入れ、混ぜ合わせる。

②�フライパンにごま油を入れて熱し、①を入れ
て卵に火が通るまでいためる。

③�できた卵チャーハンを茶碗１杯分ずつラップ
で握って体の形を作る。

④�残りのご飯で富士山と足を作る。富士山の白
い部分用に茶碗1/3くらいとり、６等分する。

⑤�残りは青いデコレーションふりかけで色付け
し、６等分にして、丸く握る。

⑥�④の白いご飯を⑤の青いご飯の上に乗せて握
り、富士山を２個作る。

⑦�プチトマトは種をとり、ハートを４個、ほお
の丸を４個はさみで切り取って作る。

⑧のりで顔のパーツを作る。
⑨�それぞれを組み合わせて、すそのんを作り、⑦
のハートを持たせる。好きなおかずを周りに
入れて、出来上がり！

　作品では、裾野ポークのしょうが焼き、きんぴ
らごぼう、卵焼き、ゆでブロッコリー、ソーセー
ジなどを入れました。
戦略広報課　995-1802

　第１回キャラ弁コンテストの審査が 12月 13日㈰
に行われ、５作品の受賞が決定しました。今回の広報
すそのからお知らせページで受賞作品のレシピを紹介
します。

市長賞　“愛がたっぷり♥
すそのんハートをギュッと弁当”

材料（２人分）
白いご飯………… １合� プチトマト�……… ４個
卵………………… １個� のり�……………… 少々
ごま油………………………………………… 大匙１杯
鶏がらスープの素…………………… 大匙１と 1/3 杯
デコレーション用ふりかけ（青）�……………… 適量

作者：勝間田祥子さん

すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！ 第１弾
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インフォメーション

Information

国保高齢受給者証交付会

　３月１日㈫から対象となる方に、
受給者証を交付します。
２月 25日㈭

　10時 20分～ 11時 20分�
福祉保健会館研修室
�昭和21年２月２日～昭和21年
３月１日に生まれた方
�対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。

国保年金課　995-1814

児童虐待防止セミナー
～親の心を助ける手助けを～

　青少年育成市民会議では、青少
年育成者のための研修として、児
童虐待防止がテーマのセミナーを
開催します。申し込みは不要です。
当日直接会場へお越しください。
�２月 28 日㈰　14 時～ 15 時
30分
生涯学習センター学習ホール
講�師／島田妙子さん（児童虐待防
止機構理事長）
180 人
生涯学習課　992-3800

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、２月１
日にダイヤを改正し、市内と東京
駅を結ぶ高速バスを毎日５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 18日㈮までの平日
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
�市民文化センター前のバス停近
くには、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

市民無料相談

�２月 22 日㈪　※受付▶終了時
刻の 20分前まで
市役所４階会議室
内�容・時間／●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。
戦略広報課　995-1802

平成 27年度　市防火標語
火の用心
　　みんなが町の　消防隊

木村　真悟さん

都市計画用途地域・準防火地域・
地区計画変更に関する公聴会

　裾野駅西土地区画整理事業の先行街区の事業見直し（道路線形の変
更）に伴う用途地域・準防火地域・地区計画の変更に関する公聴会を
開催します。市民の皆さんに公開の場で意見を述べてもらい、事業に
反映させます。
変�更の対象／裾野駅前交差点か
ら市役所東交差点までの道路
と御殿場線に挟まれる区域
３月 17日㈭　10時～
市役所４階 401 会議室
�●公述人がいない場合は、公
聴会を中止します。●傍聴の
入場は先着順です。満員の場
合は、入場できないことがあ
ります。

【原案の縦覧】
　都市計画の原案を縦覧できま
す。
２月 15日㈪～ 28日㈰
�区画整理課（裾野駅西地区整
備事務所）

【公聴会での公述】
　公聴会で公述したい方は、ま
ちづくり課にある公述申出書に
必要事項を記入し、提出してく
ださい。　※郵送可
�３月２日㈬～10日㈭　※直
接提出の場合、受付は土・日
曜日を除く８時30分～17時
15分。郵送の場合、最終日
必着

◆�都市計画原案の概要や公聴会
の詳細は、３月２日㈬以降に
市公式ウェブサイトに掲載し
ます。公述申込書もダウン
ロードできるようになります。
まちづくり課　995-1829

　〒 410-1192　佐野 1059
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お知らせ

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市民の
方のコミュニティ活動を助成する
コミュニティ助成事業を実施して
います。希望する区は、生涯学習
課市民協働室へご相談ください。
　この助成事業で南町区では、コ
ミュニティ活動に必要な放送設備
を宝くじの助成金で整備しました。

生涯学習課　992-3800

すその発　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。母親の学びやネットワークづ
くり、地域で活躍の場を広げる手
伝いをします。
３月５日㈯　10時～ 13時�
市民文化センター
子育て中の方、親子など
�①食育講座②親子で参加できる
ステージ（ハワイアンリトミッ
ク、ミニにこにこキャラバン、
ベビーマッサージ、英語＋リト
ミックなど）③ワークショップ、
ハンドメイド雑貨、フリーマー
ケット、託児ルームメープルな
どのブース④パンや弁当、ス
イーツなどの販売
�①食育講座への参加を希望する
方は、電話でお申し込みくださ
い。（定員 12人）
NPO法人メープル

　965-3680
　子ども保育課　995-1822

児童手当の支給

　２月 10日㈬は児童手当の支給
日です。児童手当は、認定請求を
した月の翌月分から支給事由の消
滅した月分まで支給されます。
支�給額（月額）／●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●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／指定口座に振込み
�●必要な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。●市内に転入した方
や子どもが生まれた方は、その
手続きと同時に児童手当の申請
をしてください。申請には、個
人番号カード、認め印、通帳、
保険証、前年の所得の扶養親族
などの人数を証明する書類など
が必要です。
子育て支援課　995-1841

予備自衛官補採用試験

�４月15日㈮～19日㈫のうち１日
�一般▶18歳以上34歳未満の方

　�技能▶ 18 歳以上で国家資格が
ある方（保有する技能に応じ
53歳～ 55歳未満の方）
４月８日㈮
�自衛隊静岡地方協力本部三島募
集案内所　989-9111

消費生活セミナー

　ファッションや消費の場面で注
目されている「エシカル（＝倫理
的なふるまい）」を学びます。
２月 27日㈯　14時～ 16時
生涯学習センター学習ホール
テーマ／エシカルに暮らす
講�師／龜石太

た
夏
か
匡
まさ
さん（リバース

プロジェクト）
100 人（先着順）
商工観光課　995-1857

『ずっと、いっしょ』『うまれる』
自主上映会

　小さな子どもも一緒に鑑賞でき
ます。
３月 19日㈯　
生涯学習センター
�チケットの前売り券を２月７日
㈰から戸田書店リブレ裾野店で
販売します。
�●字幕付きで、副音声がありま
す。●車いすスペースがありま
す。※要事前申し込み

【ずっといっしょ】
① 10時～② 14時～③ 18時～
�●前売り▶大人 1,200 円、小
人 500 円●当日▶大人 1,500
円、小人 700 円

【うまれる】
① 10時30分～② 14時30分～
�●前売り▶大人 800 円、小人
500 円●当日▶大人 1,000 円、
小人 700 円
つながる映画
　050-3740-9090

�tunagaru.movie.susono@
gmail.com
�http://ameblo.jp/tunagaru

　moviesusono/

11
2016.2.1



インフォメーション

Information

駿東地域職業訓練センター
３月講座

�●特別教育・安全衛生教育▶携
帯用丸のこ盤安全衛生教育、粉
じん作業特別教育●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、イラストレーター基礎、
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

親子チャレンジ広場

�３ 月 12 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
�東西公民館会議室（鈴木図書館
３階）
�市内に住んでいる幼児・小学生
とその保護者の方

�親子で楽しく科学遊び体験をし
ます。ビー玉を使って万華鏡を
作ります。
25組（先着順）
�筆記用具、はさみ、セロハンテー
プ
�２月５日㈮９時から鈴木図書館
で受け付けます。　※２月 15
日㈪～ 29 日㈪は休館のため、
電話で受け付け
�駐車場に限りがあるので、市役
所駐車場または公共交通機関を
ご利用ください。
鈴木図書館　992-2342

消費者相談室 Counseling Room

Q ネットショップで欲しかったスニーカーを注
文し、代金を振り込んだ。到着予定日を過ぎ

ても商品が届かない。どうすればよいか。

Ａ インターネットで注文し、代金を振り込んだ
のに商品が届かないという相談が多く寄せら

れています。メールや電話で再三連絡してもつなが
らなければ、期日を定めて商品の送付か返金を求め
る書面を、配達記録を付けてショップ宛に送りま
しょう。書面が宛先不明などで戻ってきた場合など
詐欺の疑いが強い場合は、警察や代金を振り込んだ
金融機関に相談してください。最近は詐欺的なネッ
トショップも増えているようです。ネット通販では、
価格や商品に釣られず、信用性や確実性を確かめて
購入しましょう。おかしいなと思ったらすぐに消費
生活センターにご相談ください。

新しい食品表示（２）
　１月１日号に引き続き、食品表示の主な変更点の
３点目についてです。
③�新しく機能性表示制度ができました。機能性表示
食品とは「おなかの調子を整える」や「脂肪の吸
収をおだやかにする」など、健康の維持と増進に
役立つ機能性が表示されている食品です。事業者
が食品の安全性や機能性に関する評価を行い、一
定の科学的根拠に基づく機能があると判断した食
品に事業者の責任で表示します。

　�特定保健用食品（トクホ）と違い、消費者庁の個
別の許可を得たものではありません。機能性表示
食品は補助的なものと考え、栄養バランスの良い
食事を心がけましょう。過剰な摂取は健康に害を
及ぼす場合があるので、摂取目安量をきちんと守
りましょう。消費生活センター　 995-1854

くらしのダイヤル 消費生活研究会

12
2016.2.1



Health

２月の健康コーナー 健康推進課

 992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

２月 2日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
２月  9日㈫  9 時～ 11 時 30 分
２月16日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
２月24日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

２月  9日㈫  9 時～ 11 時 30 分
２月24日㈬  9 時～ 11 時 30 分

●�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。

　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。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ １・８・15・22日㈪
９時～10時30分

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 22日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ５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 26日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談を
希望する方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

外科 内科 内科 整形 外科 内科
7 8 9 10 11 12 13

整形 内科 内科 外科 内科 整形 ※
14 15 16 17 18 19 20

外科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
21 22 23 24 25 26 27

内科 外科 内科 内科 内科 外科 内科
28 29

外科 外科
※13日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科

裾野赤十字病院
992-0008

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

事業名 日・受付時間・対象者

６か月児
育児教室

９日㈫　９時～９時15分
平成27年８月生まれの方

１歳６か月児
健康診査

16日㈫　13時15分～13時45分
平成26年８月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

23日㈫　９時～９時15分
平成26年２月・３月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

４日㈭　13時～13時15分
平成25年８月生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭　13時～13時30分
平成25年２月生まれの方
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今月の救急協力医

２月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 山本整形外科・循
環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

17 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

18 ㈭ 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

19 ㈮ あそうクリニック 929-7575 筒井町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

20 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科クリ
ニック 992-6303 茶畑

21 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 西方外科医院 921-1333 共栄町

岩渕内科医院 951-4579 添地町 田中医院 921-2053 高島町

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

22 ㈪ 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

23 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 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

24 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

25 ㈭ 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 ㈮ きせがわ病院 952-8600 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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２月後期

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

21 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町　

桑名眼科クリニック
987-5575　　　 下土狩

小島レディースクリニック
952-1133　　　 大岡

なかじま歯科医院
995-1000　　　 伊豆島田
　

28 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック 
987-1717 　　　 桜堤

山内眼科クリニック
975-8338　　　 中田町

こまきウィメンズクリニック
972-1057　　　 西若町

中原歯科医院
993-3300　　　 佐野

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

27 ㈯ 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

28 ㈰

なおきクリニック 929-8555 東椎路 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

望月内科医院 931-5362  下香貫
宮脇 白十字小児科医院 933-5111  下香貫

馬場

清水館医院 993-2323 茶畑 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

29 ㈪ 旭医院 966-0031 原 清水館医院 993-2323 茶畑 よざ小児科医院 967-5722 原

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115
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　現在は戸籍と住民票で国民一人ひとりの確認をし
ています。江戸時代に戸籍の役割を果たしていたの
が宗
しゅうもんにん

門人別
べつちょう
帳です。宗門人別帳は、キリスト教信仰

を禁止するため、個人ごとに信仰する宗派の檀家で
あることを寺院に証明させたものでした。戸主以下
家族・奉公人の名前と年齢、檀家寺院名、宗

しゅうしめい
旨名な

どが記載されました。
　右下の古文書は、天明 6年 (1786) に富士郡大宮
町の与兵衛が須山村に移るとき、大頂寺が与兵衛は
浄土宗の信者でキリシタンではないことを、須山村
名主惣次郎にあてて証明したものです。現在の住民
票にあたります。
　行方不明者が出ると、裾野市内の旧小田原藩領の
村々では、現在の富士宮市・
富士市・三島市・伊豆の国市
一帯まで探し、見つからない
場合は役所へ報告しました。
　江戸時代も現在と同様に
住民の把握をしっかりして
いました。

　女性ならではの艶やかで楽
しいコンサートです。
と�　き／３月６日㈰　14時
30分～　※開場▶14時
ところ／多目的ホール
料�　金／全席指定（税込み）
1,500円　※未就学児の入
場不可

�チケット好評販売中！

と�　き／４月16日㈯�14時～
　※開場▶13時�
ところ／大ホール
発売日／２月20日㈯
料�　金／全席指定（税込み）
　�5,500円　※18歳未満の入
場不可

　東京銀座を中心に三島市や御殿場市でも個展を開
いています。今年の１月には、三島市にある“さん
しんギャラリー善”で個展を開き、多くの来場者が
訪れました。また、佐々木さんの設立した工房“染
織工房ささき”で教室も開いていて、多くの生徒を
教えています。
　染織家の道を目指したのは 30歳半ばで、それま
では染織とは縁のない仕事をしていました。人間国
宝の故・宗

むね
廣
ひろ
力
りき
三
ぞう
さんの作品に出会い、糸が織りな

す世界の魅力に感動し染織家を目指したと言います。
　染織家の道で、大変なことを尋ねると「スタート
が遅かったので、人が 10年で行うことを１年で習
得しなければならず大変でした」と昔を振り返り話
します。また、染織だけで生活していくのは容易で
はなく、人脈を作っていくことの大切さを実感して
います。
　今は、後継者を育てることに力を注いでいると話
す佐々木さん。「これからは、静かに手仕事を教え
ることを主としていきたいです。個展の話があれば
個展の作品づくりも頑張るのですけれどね」と語っ
てくれました。

　佐々木さんは、日本の伝統工芸である染織工芸作
品を作る染織家です。着物や反物、ショール、ネク
タイなどさまざまな作品を手がけています。佐々木
さんの作る染織作品は、縦糸に生糸、横糸につむぎ
糸を使い光沢があり優しい肌触りです。

日本の伝統工芸　染織家
佐々木 健さん（千福南・72 歳）

２月の休館日
１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪
29日㈪

一札 (宗旨保障 )

綾小路きみまろ　笑撃ライブ 2016in 裾野

輝
き
＆輝

き
　津軽三味線コンサート 江戸時代の戸籍と住民票

補修工事のため、
３月31日㈭まで
休館します。

14時～

　�5,500円　※18歳未満の入
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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

１月25日	 文化財防火デー
	 西中生158人が旧植松家住宅で消火訓練



富士山をぐるりと取り囲む、静岡県側の４市１町（裾
野市・富士宮市・富士市・御殿場市・小山町）で、住
民のみなさんにより良いサービスを行うため発足した
富士山ネットワーク会議。環境や観光、防災などのさ
まざまな分野で連携します。
富士山ネットワーク会議が行っている広域連携とは

何か、目指しているビジョンはどんなものなのか、各
市町のキャラクターたちと一緒にお伝えします！
※�この記事は、富士山ネットワーク会議の広報研究会が作成した共通紙
面です。裾野市・富士宮市・富士市・御殿場市・小山町の広報紙に、
同内容を掲載しています。

“広域連携”ってなぜ必要なの？

国が進める地方分権で、市や町など地方自治体の果
たすべき役割は、ますます大きくなっています。一方
で、そこに暮らす住民の生活範囲は、公共交通の整備
などで、市や町の区域を越えて広域的なものになって
きています。
そのような中で、単独では非効率な行政運営をお互

いに補い、共通の課題や問題について情報交換したり、
連携して解決したりするための「広域連携」は、今ま
で以上に重要になっています。
また、地方の人口減少に歯止めをかけるべく、元気

で豊かな地方を創生するという“地方創生”の考えに
基づいて、富士山をシンボルとした 4市 1町が連携し、
一つの圏域としての特徴や魅力を確立することで、圏

域全体とそれぞれの自立や活性化につながると考えて
います。

どんなことを目指しているの？

日本の象徴、世界に誇る富士山のもとで、その自然
環境を守ることと生かすことを両立しながら、4市 1
町が一体となって圏域の活性化を実現します。
統一テーマである「富士山を守り、活かし、共生す

る、感
かん
幸
こう
圏
けん

（※）づくり」を目指します。
※感幸圏とは…「住民や来訪者が幸せを感じられる圏域」を表しています。

富士山都市圏

富士山都市圏

圏域の
魅力向上

圏域の
活性化

連携 連携

　環富士山地域の連携を強化しながら絆を深め、
将来的には県境を越えた富士山都市圏の形成を
目指します。

裾野市 すそのん

４市１町でつくる
富士の麓の幸せ実感!ユートピア
〜富士山ネットワーク会議が目指す環富士山地域の広域連携ビジョン〜

御殿場市
 ごてん

ばこめこ

小山
町 金

太郎

富士市 むすびん

富士宮市さくやちゃん

戦略広報課　 992-1802
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広 域 連 携

圏域共通の課題

公共交通の
利便性低下

大規模な
自然災害

富士山麓の
環境汚染 中心市街地

の衰退
医療・福祉
施設不足

少子高齢化と
人口減少

など

困った
ぜ～い

隣のまちも、
悩み事は似て
るんだね！ う～ん

感 幸 圏
きっと解決
できるのん！

みんなで力を
合わせようよ! ここに住んでて

よかったな～って
感じてほしいびん！

圏域の魅力向上と活性化

特集 1

圏域づくりの連携イメージ
圏域共通の課題を４つの視点に基づい
た９つの研究会の広域連携で解決に導き、
圏域の魅力向上を図ります。

◆ 大規模自然災害など
に広域ネットワーク
で対応し、圏域住民
の安全を守ります。

◆ 圏域内に安心して暮
らせるように福祉・
医療施設の広域連携
を研究します。

●防災研究会

◆ 圏域住民が自然に親
しみ、環境に対する意
識を高められるような
取組を展開します。

◆ 圏域内の自然を守り、
共生できるような広
域的な活動を推進し
ます。

● 富士山の自然と環境
を守る会

● 富士山麓鳥獣被害対
策会議

◆ 圏域が活気を持って
光り輝き、交流が盛
んになるように観光
資源のネットワーク
化などを促進します。

◆ 圏域がにぎわいを取り
戻せるように広域的な
産業連携を進めます。

●広報研究会
●産業研究会
●観光研究会
●スポーツ事業研究会

◆ 富士山を中心とした
便利で快適な圏域構
築のため、基盤整備
を促進します。

◆ 圏域内の利便性向上
に向け、行政サービ
スのさらなる広域化
を推進します。

● 企画研究会
● 国道 469 号（富士南

麓道路）建設促進期成
同盟会

安全・安心な
圏域づくり

自然と共生する
圏域づくり

活気ある
圏域づくり

便利で快適な
圏域づくり

視点1 視点2 視点3 視点4

４つの視点・９つの研究会
（各視点からの取組を主に担う研究会を記載）
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特集１

９つの研究会
さまざまな分野で連携している、各専門研究会の活動内容を紹介

　あなたのまちのキャラクターはどれで
しょう？答えは次ページの欄外に掲載し
ています。

A B

C D E

企画研究会1
富士山ネットワーク会議全体の運営や、各研究会の支援・
調整などを行っています。圏域の共通課題や特徴を洗い出
し、課題解決や PRの方法を検討しています。
また、山梨県側の自治体との交流を図り、県境を越えた
広域連携に向けて取り組んでいます。

主な活動
● 富士山ネットワーク会議の運営と、圏域の将来像実現に

向けた取組の推進・調整
●広域圏域で担うべき事務研究のための合同研修の開催
●共通課題解決に向けた国や県への働きかけ

防災研究会3
富士山麓のこの圏域で、懸念されている富士山噴火や大

規模地震は、被害が甚大となることが予想されます。状況
によっては他市町への広域避難が必要となる可能性がある
ため、防災研究会では、広域連携や広域協定などの強化を
図ります。
また、住民や観光客の安全・安心には、気象や避難に関

する情報の迅速な伝達体制の構築が重要となるため、広域
による協力を進めています。

主な活動
● 富士山火山噴火に対応する

広域避難に関する検討
●広域の情報伝達体制の構築
●�さまざまな自然災害に対す

る課題の解決に向けた情報
交換と県や各種防災対策協
議会への働きかけ

広報研究会2
富士山ネットワーク会議の広報担当として、各市町の情
報共有や広域連携の必要性、関連事業などについて住民の
皆さんに広く知ってもらうことを目的に活動しています。
また、富士山麓地域の魅力を国内外へ発信するため、相
互に情報提供を行うなど、連携を深めています。

主な活動
●各市町の広報紙での共通紙面の作成、掲載
●�「富士のふもとの大博覧会」や「ウルトラトレイル・マウ

ントフジ」など、富士山ネットワーク会議関連事業の情
報発信

● 情報や写真の提
供など相互の取
材協力

富士山の自然と環境を守る会4
富士山の恵みに育まれ発展してきたこの圏域は、世界遺

産となった富士山の永続的な保全を目指し、各市町が連携
して課題の解決に取り組むことが必要となっています。希
少動植物をはじめとする、富士山周辺の自然の状態、地下
水、森林破壊などの課題に広域的に連携して取り組み、効
果的な情報発信を行うことで富士山に関する環境啓発を進
めます。

主な活動
●富士山麓の広域的な環境美化・環境保全活動
● 「富士山南陵バードウォッ

チング」などの自然観察会
の開催

●環境フェアへの出展

4
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特集１

産業研究会5
「富士のふもとの大博覧会」を開催し、地元産業の育成・
発展を図っています。今後、既存の産業の活力増進や産業
支援強化に結びつけていくため、より効果的なビジネス
マッチングの手法を検討するとともに、圏域共通の課題で
ある、中心市街地の復興に寄与できる取組を進めます。
また、広域的な観光圏・商圏の研究・PR を行い、地域
に根ざした産業振興を強力に推し進めていきます。

主な活動
● 「富士のふもとの大博覧会」

の開催

スポーツ事業研究会8
世界に誇る富士山をはじめ、豊かな地域資源を生かした

スポーツイベントを広域連携で開催し、多くの人を国内外
から集め、圏域の活性化とにぎわいを創出します。
また、不足している施設や人材を相互に補完したり、ス

ポーツに対する関心を高めて競技力の向上につなげたりす
ることで、エリア全体と各市町を活性化していきます。

主な活動
● ウルトラトレイル・マウン

トフジの大会支援
● 広域スポーツイベントの支

援マニュアルの作成
● 人気の高いアクティビティ

イベントの開催誘致・支援

観光研究会6
富士山の世界遺産登録、新東名高速道路の開通などで、
観光地としての注目が高まる中、市町単独ではなく、広域
としての誘客が重要となっています。4市 1町と長泉町、
清水町で構成する富士地区観光協議会では、県の観光協会
とも連携し、首都圏をはじめとする大都市圏での観光キャ
ンペーンなどを行っています。
広域連携を生かして、各市町の観光資源情報を集約し、
富士山を中心に、より訴求力の高いプロモーション活動を
行っていきます。

主な活動
● 合同観光キャンペーン
● 合同写真展「わがまち富士

山写真展」の開催

国道469号（富士南麓道路）建設促進期成同盟会9
国道 469号（富士南麓道路）は、御殿場市の国道 138

号から富士山南麓および山梨県峡南地域を横断し、山梨県
南部町内の国道 52号に接続する道路です。富士山を取り
巻く基幹道路として「ぐるり・富士山風景街道」の一つに
位置付けられ、地域活性化や交流基盤、災害時の緊急輸送
路として重要な機能を持つ道路となっています。
この期成同盟会では、4市 1町の思いを一つに、国道

469 号整備が促進されるよう要望活動などを行っていま
す。

主な活動
● 国道 469 号の整備促進に

向けた、静岡県、山梨県や
関係機関に対しての要望活
動の実施

富士山麓鳥獣被害対策会議7
富士山麓で深刻となっているニホンジカの被害に対応す
るため、県の策定した特定鳥獣保護管理計画に沿って狩猟
や管理捕獲を行い、個体頭数の削減に努めています。
また、ハンターの減少や高齢化、捕獲した個体の処分な
ど、圏域共通の課題への対策について検討を進めています。
住民自ら守るという共通認識を持ち「鳥獣を寄せ付けな
い、守れる集落づくり」へ向けた環境改善を図ります。

主な活動
● 連携した一斉捕獲など、効

率の良い捕獲作業の検討
● 県が実施する管理捕獲への

積極的な参加
● 鳥獣被害対策（補助金、委

託事業、被害防除対策など）
についての情報共有

環富士山地域のこれからは?

地方創生の動きの中、今後も、自治体間の連携の必要性はま
すます高まっていきます。富士山ネットワーク会議では、圏域全
体での移住定住促進など、新たな事業にも取り組んでいきます。
また、富士山を囲む山梨県側の自治体にも、会議への参加を

呼びかけるなど、このネットワークをさらに発展させ、真の環
富士山地域ネットワーク会議の実現を目指しています。
この圏域の活性化には、行政だけでなく民間同士の連携も欠

かせません。観光などの経済面に限らず、スポーツや自然保護
など、市民レベルでも横のつながりをもつことで、絆はさらに
強まっていきます。
大切なことは、この圏域に暮らす一人ひとりが、富士山を中

心とした、市や町、県の境を越えたまちづくりを意識すること
です。皆さんがイメージすることで、環富士山地域のこれから
は、ますます発展が期待できるでしょう。

ク
イ
ズ
の
答
え
　
A…
富
士
市
 む
す
び
ん
　
B…
裾
野
市
 す
そ
の
ん
　
C…
小
山
町
 金
太
郎
　
D
…
富
士
宮
市
 さ
く
や
ち
ゃ
ん
　
E…
御
殿
場
市
 ご
て
ん
ば
こ
め
こ
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医療費が高額になる場合

高額療養費制度
高額療養費は、１カ月の医療費の自己負担額が、一

定の額（自己負担限度額）を超えて高額になったとき、
高額療養費としてその超えた分が健康保険から支給さ
れる制度です。自己負担限度額は 70 歳未満か 70 歳
以上かで異なり、所得によっても異なります。
医療費の支払い後に高額療養費の還付がある場合は、

診療月の約２～３カ月後に通知します。
自己負担限度額（70歳未満の方）

※ 1�総所得金額等から基礎控除 33万円を差し引いた
額について世帯の被保険者分を合計したもの

※ 2�過去12カ月で、同じ世帯での支給が4回以上あっ
た場合の限度額

※ 3医療費が一定の額を超えた場合１％を加算
自己負担限度額（70歳以上の方）

限度額適用認定証
医療機関窓口で提示すると、支払いが自己負担限度

額までとなります。入院などの予定がある場合に申請
してください。
必�要な方／● 70 歳未満の方● 70 以上で低所得Ⅰ・
Ⅱ（非課税世帯）の方
交�付手続き／保険証とはんこをお持ちになり、国保年
金課で申請してください。

※�市民税の申告がない方は、交付できないことがあり
ますので申告をお願いします。

※�加入している健康保険の保険税（料）を滞納してい
る場合は、限度額適用認定証の交付を受けられない
ことがあります。

４月から食事代の負担額が変わります

４月から、市民税課税世帯の方の入院時の食事代の
負担額が変わります。区分オ、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は
限度額適用認定証が必要です。国保年金課へ申請して
ください。

就学のため市外に住む学生には
学生特例があります

市の国民健康保険に加入している方が、就学のため
市外に住所を移して学校に通うときは、届け出をする
と、学生用の被保険者証を交付します。市外に住所を
移すときに、必要な書類を添えて届け出てください。
ところ／市役所１階国保年金課
持�ち物／●保険証●学生証または、これから就学する
場合は、入学許可書など就学することを証明する書
類（コピー可）●はんこ●学生の住所地のメモ（保
険証に現住所を記載する場合）

特集２

高額療養費制度・入院時食事代・学生特例
国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
医療費が高額になる場合、自己負担額が一定の額を超えると健康保
険から高額療養費の支給があります。また、認定証を提示することで、
窓口での支払いが限度額までにとどめられます。国民健康保険や後期
高齢者医療保険に加入している方で、医療費が高額になるときは、国
保年金課へ相談しましょう。

国保年金課　国保係
995-1814

後期高齢者医療係
995-1813

変更前 変更後
市民税課税世帯（下表以外の方） 260円 360円

・区分オ
・低所得者Ⅱ

90日までの入院 210円
変更
なし

過去12カ月で90
日を超える入院 160円

低所得者Ⅰ 100円

（一食あたり）

区分
（所得要件）

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 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

区分 所得額
※１ ３回目まで ４回目以降

※２

ア 901万円超 252,600円
医療費：842,000円※3 140,100円

イ 600万円超
901万円以下

167,400円
医療費：558,000円※3 93,000円

ウ 210万円超
600万円以下

80,100円
医療費：267,000円※3 44,400円

エ 210万円以下 57,600円 44,400円
オ 非課税世帯 35,400円 24,600円
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特集３

春の全国火災予防運動
3/1㈫～ 3/7 ㈪の 7日間

いのちを守る
住宅防火７つのポイント

●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。

●�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置す
る。

●�寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防
炎品を使用する。

●�火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器など
を設置する。

●�高齢の方や身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。

３月１日㈫から７日㈪まで、全国一斉に春の全国火災
予防運動が行われます。この時季、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。火の取り扱
いには十分注意をしましょう。また、消火器の備えがあ
る家庭は、いざというときにも使えるよう点検したり、
取り扱い方法の確認をしたりしましょう。

住宅用火災警報器を設置しただけで
安心していませんか？

住宅用火災警報器の電池の寿命は約 10年です。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。日ごろから点検や動作確認、必要であれば
電池の交換を行いましょう。
また、定期的な掃除を行いましょう。掃除の仕方は

機種によって異なるので、取扱説明書をご確認くださ
い。古くなり廃棄する場合は、本体と電池を分けて正
しく処分しましょう。
警報器が鳴り、火災を見つけたら
▶周りに大声で知らせましょう。
▶避難しましょう。
▶ 119 番通報しましょう。
▶可能なら初期消火を！
※�調理時に発生する大量の煙や湯気などでも感知器
が作動することがあります。

定期的に作動確認しましょう。
▶�ボタンを押す、またはヒモを引くなどして作動確
認しましょう。

▶�音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされ
ているか確認してください。

▶�それでも鳴らない場合は、電池切れか機器本体の
故障ですので取扱説明書をご確認ください。

▶�「ピッピッピッ」と一定の間隔で鳴る場合は、電
池切れや機器の異常です。

予防課
992-3211

消防署
995-0119

３つの習慣

４つの対策

（平成27年度裾野市防火標語）

火の用心 みんなが町の 消防隊
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“すそのん”が一日警察署長 1月7日

東小学校で 4 年生を対象に 110 番教室が行われました。一日警
察署長に任命された“すそのん”が、正しい 110 番の利用を呼び
かけました。子どもたちは、緊急性の少ない通報が多いことや、正
しい情報を伝えることなどを学びました。

今月の写真

Photograph 1 月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／須山

初
はつ
日
ひ
を浴びる世界遺産富士山

156人のランナーが新春の深良路を力走 1月1日

穏やかな新年の幕開けです。6 時 40 分過ぎに東の空が明るくな
ると、初日を受けた富士山の山頂付近が赤く染まり始めました。写
真は 7 時 4 分、全体に朝日を浴びた紅富士です。暖冬のため積雪が
少なく、宝永火口付近では山肌がむき出しになっているのがわかり
ます。

第 41 回深良地区元旦マラソン・駅伝大会が行われました。この
大会は、健康増進や体力の増強、地域の親睦や明るい郷土を作るた
めに毎年、元旦に行われています。今年は「1.5km・ファミリー」「3km」

「6km」「駅伝」の各部門に、156 人のランナーが参加しました。
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どんな本が入っていたかな？ 1月9日

お年玉プレゼント入り図書館福袋の貸し出しが鈴木図書館で行わ
れました。開始約 10 分ですべての福袋がなくなりました。福袋の
中身は、カウンターで貸し出し手続きが終わるまで見られません。
どんな本が入っているか楽しみですね。

Photograph 2016.1

交通事故防止に向けて 1月10日

裾野高生がロールキャベツづくり 1月26日

交通指導員年頭視閲式が市役所駐車場で行われました。交通指導
員は、市内の交通事故防止のために、通学時の安全指導などに取り
組んでいます。44 人中 33 人の交通指導員が出席し、市長の前に整
列。服装点検を受け、交通安全活動に対する決意を新たにしました。

裾野高校では、フードデザインという授業を行っています。調理
を通じて食に関する総合的な知識と技術を学ぶ授業です。この日は、
3 年生 24 人が和気あいあいとロールキャベツづくりに挑戦。1 年
間の学習で本格的な料理ができるまでになりました。

親子の言葉のキャッチボール 1月16日

親守詩裾野市大会の表彰式が市民文化センターで行われました。
親守詩は、子どもが五・七・五を読み、それに続けて親が七・七を
読み、１つの短歌を完成させます。市長賞や市議会議員賞など、優
秀な賞に輝いた親子に表彰状が贈られました。

20歳の誓い 1月10日

成人式が市民文化センターで行われました。今年の成人者は男子
317 人、女子 268 人、合計 585 人。新成人を代表して、須山中
出身の荻田崇史さんと東中出身の眞嶌名奈さんが大人としての自覚
や夢、目標などについて、誓いの言葉を述べました。

防火の誓いを新たに！消防出初式 1月10日

消防出初式が市役所駐車場で行われました。式典では、小型ポン
プ操法や救助訓練が披露されました。一斉放水では、今年 1 年が
災害や火災のない年となるよう願うとともに、消防関係者の安全を
祈願し、色とりどりに着色された水が勢いよく放たれました。
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インフォメーション

Information

まちづくり講演会

直接会場にお越しください。
�２月 25日㈭　19時～ 21時
�生涯学習センター学習ホール
演�題／どうする？�どうなる？あ
の、その、すそののまちづくり
講�師／渡辺豊博さん（NPO法人
グラウンドワーク三島）
生涯学習課　992-3800

市指定給水装置工事
事業者の追加

次の事業者を新たに追加しまし
た。
●愛和工業㈲
　〒 414-0001��伊東市宇佐美 962
　TEL�0557-47-7775
●㈲杉本ホームサービス

　〒 419-0105��函南町丹那 259
　TEL�055-974-0713
●三菱電気システムサービス㈱
　沼津サービスステーション
　〒410-0007��沼津市西沢田406-2
　TEL�055-922-7111
上下水道課　995-1834

勤労者教育資金貸付制度

市と労働金庫が協調融資する勤
労者向けの有利な貸付制度です。
平成 28 年３月 31 日までに貸付
を受ける場合の利率です。
�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
学などの教育費用が必要な方
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） 1.60％

労働金庫裾野支店　993-8111
　商工観光課　995-1857

県の浄化槽パトロール

浄化槽の適切な維持管理がされ
ているかを確認するため、県東部
健康福祉センター、㈶県生活科学
検査センター、県浄化槽協会が、
事業所と個人住宅の浄化槽のパト
ロールを実施します。
�３月８日㈫
県東部健康福祉センター
　生活環境課　920-2135

平成28年市政カレンダー
お詫びと訂正

平成 28 年市政カレンダーの４
月の裾野聖母幼稚園の入園式の日
付に誤りがありました。お詫びし
て訂正します。
【誤】４月５日㈫
【正】４月８日㈮
子ども保育課　995-1822

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。
希望する世帯主の方に、無償で 1台貸し出して
います。
市に住民登録がある世帯主の方　※1世帯1台
戦略広報課で申請してください。
はんこ（認め印可）
市外への転出／戦略広報課へ返却
市内の転居／変更届を戦略広報課へ提出

故障と思ったら
戸別受信機は、家電製品などの影響を受けます。

また、受信機の置く場所などでも受信感度が変わ
ります。次のことを確認してください。
●�アンテナを垂直に立てる▶ロッドアンテナの長

無線放送戸別受信機の貸出
さいっぱいに延ばしてください。

●�置き場所を変える▶家屋の構造上、屋内に電波
が届きにくい場合があります。ほかの家電製品
の電波の影響の少ない所で、大きめの窓の近く
に設置してみるなどしてください。

　※�電波を市役所から送信しているので、市役所
のある方角の窓などの近くに設置することを
お勧めします。

●�電源を一度入れ直す▶雷などの影響でロックが、
かかっている可能性があります。
�●天気や大気の状況が受信に影響します。天気
が悪いときや季節によっては、電波が届きにく
くなり、雑音が多くなったり音声が途切れ、受
信できなくなったりする場合があります。

　�●改善しない場合は戦略広報課
へご連絡ください。
戦略広報課　995-1802
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お知らせ

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

弁護士による法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。
�３月 22日㈫　10時～ 12時
�市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
�予約は、３月１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。●相談内容によっては、ほ
かの相談で対応することもあり
ます。
戦略広報課　995-1802

パーソントリップ調査

将来的な交通計画の策定やまち
づくりの検討などに活用するため、
皆さん ( パーソン ) の１日の動き
( トリップ ) を把握する調査を実
施します。住みよいまちづくりに
役立てる重要な調査です。ご協力
をお願いします。
２月下旬～３月上旬
無作為に抽出した約 1300 世帯
まちづくり課　995-1829
http://www.higashisuruga

　wan-pt.jp

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 24日㈭　10時～ 13時
市役所 1階市民相談室
14人程度（先着順）
�事前に国保年金課へお申し込み
ください。※電話可
３月 10日㈭
国保年金課　995-1813

作り方
①�★の材料をボウルにすべて入れて混ぜ、６等分
にする。

②�ボウルにホットケーキミックスと水・卵を入れ、
粉っぽさがなくなるまで混ぜひとまとめにす
る。　※手につかずまとまるのが目安

③�生地がなじんだら、打ち粉をして６等分に丸め
る。

④�30ｇ程度になった生地を丸く伸ばし①の具を
入れ包む。このとき、すそのんの体になるよう
に形成する。

⑤�オーブンペーパーを敷いた蒸し器に、生地を並
べて10分蒸す。

⑥�蒸しあがったら、すそのんの顔をのりで作り生
地に貼る。ケチャップでほっぺを描いて、ブロッ
コリーを頭にのせたら出来上がり！　（作品で
は、大和いもとブロッコリーのアンチョビいた
め、ヤーコンと柿のマリネ、ひじき入り卵焼き、
野菜の肉巻きなどを入れました。）
戦略広報課　995-1802

材料（６個分）
ホットケーキミックス…………………………… 150g�
水………… 40～ 50cc� 卵（M）�…………… １個
ゆでたブロッコリーの房……………………………６個
★キャベツみじん切り…………………………中葉１枚
★ニラみじん切り……………………………………２本
★すりおろししょうが………………………………少々
★豚ひき肉……………………………………………40g
★しょうゆ・酒…………………………… 小匙 1/2 杯
★塩コショウ・ごま油・みそ………………………少々
★砂糖…………………………………………ひとつまみ�
のり・ケチャップ……………………………………少々

作者：チェリー
　　　（代表：増田忍さん）

すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！ 第 2弾

“すそのんギョーザパン”

JA なんすん賞

　　　（代表：増田忍さん）
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インフォメーション

Information

登録統計調査員

年に数回、国などが実施する各
種統計調査に従事できる方を募集
しています。統計調査の実施に合
わせて、登録調査員の中から居住
地などを考慮して調査を依頼しま
す。
報�酬／調査１回につき概ね20,000
　�円～ 50,000 円程度（調査によ
り異なる）
�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●税務、警察、選挙
に直接関係ないこと●暴力団員、
そのほかの反社会的勢力の関係
者でないこと●責任を持って調
査事務を遂行できること●守秘
義務を守れること
�情報政策室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。
情報政策室
　995-1805

県勤労者総合美術展の出品作品

県内で働いている方はどなたで
も出品できます。
募�集期間／２月29日㈪～３月18

日㈮
展示期間／４月13日㈬～17日㈰
�グランシップ展示ギャラリー
（静岡市駿河区）
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
�労働金庫などにある申込書に必
要事項を記入し、２月 29 日㈪
から３月 18 日㈮までに県労働
者福祉協議会（静岡市葵区）へ
提出してください。作品は、４
月１日㈮までに近くの労働金庫
へお持ちください。
県労働者福祉協議会
　054-221-6241

運営委託事業者

平成 28 年度の運営委託事業者
を募集します。
�市内に主な事業所がある法人な
ど
�①市民活動センター、まち・ひ
と・しごとマッチング事業

　②恋来い支援センター
委�託期間／４月１日㈮～平成 29
年３月 31日㈮
�指定する様式に、必要事項を記
入し生涯学習課へ提出
�２月 28日㈰　17時 15分
�詳しい内容は、市公式ウェブサ
イトをご覧ください。
生涯学習課　992-3800

裾野の魅力がつまった、モノ・コト・ヒトと出会える参加型体験イ
ベントです。期間中は、多数のミニイベントが市内各地で開催されま
す。古くて新しい！　裾野の魅力を楽しめます。

すそのんぱく（すその×おんぱく）を初開催！
２月27日㈯受け付け開始！

３月 12日㈯～ 22日㈫
�各プログラムの申し込み先へ
お申し込みください。（先着
順）
2月 27日㈯～
�体験プログラムの詳しい内容
は、商工観光課や各支所など
にあるパンフレットまたは、広

報すその３月１日号、市公式
ウェブサイトをご覧ください。
※パンフレットの設置、ウェブ
サイトの公開は2月23日㈫
すそのんぱく事務局
　950-8875
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お知らせ

普通救命講習会参加者

３月６日㈰　９時～ 12時
�消防庁舎３階災害対策室
�中学生以上の方
�AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
�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
込用紙は市公式ウェブサイトか
らダウンロードできます。
消防署救急係　995-0119

鼎
てい
談
だん
参加者

第２回あいのうた～出会いから
子育てまでの短歌コンテスト～鼎
談を開催します。どなたでも参加
できます。
�３月５日㈯　14 時 30 分～ 16
時 30分
�男女共同参画センターあざれあ
大ホール（静岡市駿河区馬淵）
鼎�談者／俵万智さん、田中章義さ
ん、芳

は
賀
が
徹さん

�300人（先着順）
�あいのうた～出会いから子育て
までの短歌コンテスト～ウェブ
サイトの申し込みフォームから
申し込むか、子ども保育課にあ
る専用の申込書または、はがき、
ファクスに、参加者全員の氏名

3 月　水道工事当番店 データバンク
※工事、修理は有料です。 2 月１日現在

５日㈯ 高橋設備
☎993-1336

６日㈰ ㈲小沢土建
☎992-1401

12日㈯ ㈲M･Kアクアサービス
☎992-6599

13日㈰ 植松水道
☎992-4644

19日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

20日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

21日㈪ パイピング横山
☎992-3329

26日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

27日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

3 月　カレンダー

２月18日㈭
～３月24日㈭ 市議会３月定例会

６日㈰ 生涯学習センター
ゆうあいプラザ祭

～15日㈫ 確定申告
17日㈭ 市立幼稚園卒園式

18日㈮ 市立小・中学校修了式、
卒業式

25日㈮ 市立保育園卒園式

3 月　税金・料金
納付期限：3 月 31 日㈭

後期高齢者医療保険料	 第8期分

人　口　53,082人� （＋2人）
　男　　27,020人� （＋10人）
　女　　26,062人� （−8人）
世　帯　21,492世帯�（＋21世帯）
内、外国人� 718人�409世帯

（ふりがな）年齢、性別、代表
者の住所�、�電話番号、メールア
ドレス（空欄でも可）、託児希
望の有無（人数・年齢含む）を
明記し、あいのうた事務局へお
申し込みください。
２月28日㈰　※当日消印有効
�１つの申し込みで、３人まで申
し込めます。
あいのうた事務局

　054-284-6754
054-284-6330

〒 422-8061
静岡市駿河区森下町 3-6（株式会
社エイエイピー内）

http://www.ainouta-
　shizuoka.jp

平成27年度　全国統一防火標語
　無防備な　心に火災が

かくれんぼ　
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今月の救急協力医

3月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈫ 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

2 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

3 ㈭ 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

4 ㈮ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

5 ㈯ 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

6 ㈰

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 勝呂医院 962-3083 千本中町

武藤医院 931-0088 三園町 さくま小児科クリ
ニック 992-6303 茶畑

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

7 ㈪ 森医院 966-2017 石川 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

8 ㈫ 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 田中医院 921-2053 高島町

9 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 松原医院 962-1496 白銀町 原小児科医院 962-0636 八幡町

10 ㈭ 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

11 ㈮ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 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

12 ㈯ 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

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時

14
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3 月前期

日 内 科 外 科 小児科

13 ㈰

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

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 御成橋栄

クリニック 952-2525 八幡町

14 ㈪ 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 さくま小児科クリ
ニック 992-6303 茶畑

15 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

6 ㈰ 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　　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

中里歯科医院
976-1818 伏見　　

13 ㈰ 静岡医療センター
975-2000 長沢　　

山秋眼科医院
924-4680 筒井町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

新美歯科オーラルケア
988-8239 下土狩　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115

●救急協力医の変更／２月 24日㈬の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：境医院▶変更後：さはこクリニック（999-3850　長泉町中土狩）
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市立鈴木図書館
992-2342

2016
年
 
N
o.1305

2
月15

日
号

八波　弥
やよ
生
い

ちゃん
（２歳 11カ月・田場沢）

甲斐　叶
きょうしろう
志郎くん

（３歳・石脇）

松本　菖
しょうご
瑚くん

（２歳８カ月・公文名二）

二村　直
なお
樹
き

くん
（３歳・矢崎社宅）

上原　快
かい
斗
と

くん
（３歳・南堀）

飯塚　美
み
香
か

ちゃん
（２歳４カ月・伊豆島田）

●3月の行事予定
親子おはなし広場
 １日㈫ 10時30分～ 図書館２階展示室

おはなしの会
 ５日㈯ 14時30分～ 図書館おはなしのへや
 12日㈯ 11時～ 市民文化センター図書室

親子おはなしの会
 15日㈫ 10時30分～ 市民文化センター図書室

ファーストブック（特別会）
 16日㈬ ９時～12時 図書館２階展示室
 23日㈬ 13時～16時 図書館２階展示室
※ 昨年４月から今年２月までにファーストブックの通知は

がきが届き、参加しなかった方も参加できます。通知は
がき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26日㈯　14時～14時50分
と こ ろ／鈴木図書館２階視聴覚室
上映作品／劇場版それいけアンパンマン
　　　　 「よみがえれバナナ島」
定　　員／50人
申し込み／ ３月19日㈯９時から鈴木図書館１階カウン

ターで整理券を配布します（家族の分のみ）。
そのほか／ 駐車場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。

3月の休館日 7日㈪・14日㈪・22日㈫・
24日㈭・28日㈪

●はだれ雪
著：葉室麟　KADOKAWA

●エデュケーション
　Education
著：増田晶文　新潮社

一般書

たんぽぽ団地
著：重松清著　新潮社

　僕らの団地がなくなる前に、映画を撮
ろう！　少年ドラマ、ガリ版、初恋－あ
のころを信じる思いが奇跡を起こす。昭
和の子どもたちの人生はやり直せる。著
者の新たなるメッセージ。

オススメ

●にっぽんのおやつ
著：白央篤司　理論社

●�しろもちくんと
　まめもちくん
作：庄司三智子　アリス館

児童書
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思いやりの心で、住みよいまちをつくります

　

2月1日　コンビニ交付開始
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特集１

平成28年度　講座・教室の受講生を募集
８施設で73の講座や教室を開講

鈴木図書館�  鈴木図書館　992-2342

東西公民館�  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
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
申し込み／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 12日㈯は鈴木図書館 2階展示室で受け付けを行います。13日以降は東西公民館。
受付期間／ 	3 月 12 日㈯～ 4月 3日㈰ 9時～ 21時（休館日を除く）　※先着順
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）

そのほか費用
（年間）

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 20人 3,800円 花代1,000円
／1回

華 道 Ⅱ ( 夜 ) 第2・4㈮
19：30～　全19回

トールペイント 第2㈫
9：30～　全11回

木工製品にペイントし、
作品を作る 一般 20人 2,200円 初心者2,000

円～3,000円

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 材料費

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 20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 24人 2,200円

練習板950円～、 塗
代～10,000円、初心
者は彫刻刀4,200円

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

年間教材費
7,200円（半
期払）、半紙代

書 道 B 第3㈭
9：30～　全11回

書 道 C 第4㈭
9：30～　全11回

英 会 話 　 初 級 5～11月　火曜日
19：30～　全21回

日常や海外旅行に使え
る英会話の初級編 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

基礎的な日常英
会話が出来る方

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円程度

／1回

2
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特集１

生涯学習センター教養講座  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できる方
申し込み／生涯学習センターへお申し込みください。
受付期間／３月１４日㈪～４月１７日㈰
そのほか／	①応募者多数の場合は抽選となります。②５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。③開講後に受講を辞退しても、受講料を返
金できません。④講師の都合により日程を変更する場合があります。

講座名 と　き 対象／内容 定員 受講料
（年間）

材料費
（年間）

エ ア ロ
ビ ク ス

５月～　第１・３㈫
19:30～21:30　全18回

【初心者】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。 30人 5,400円 -

ヨ ー ガ ５月～　第１・３㈪
10:00～12:00　全18回

【初心者】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。 30人 5,400円 -

ピラティス ５月～　第１・３㈫
10:00～12:00　全18回

【初心者】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。30人 5,400円 -

着 付 け 5月～12月　第１・２・３㈫
19:00～21:00　全18回

【初心者】浴衣・着物が着れるまで。各種帯
の結び方を学びます。 10人 5,400円 -

フラダンス
（ 昼 ）

５月～　第１・３㈪
13:30～15:30　全18回 【初心者】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。 30人 5,400円 -
フラダンス
（ 夜 ）

５月～　第１・３㈬
19:30～21:00　全18回

写 真 ５月～　第１・３㈫
10:00～12:00　全18回

【初心者】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。 20人 5,400円 -

ヒップホップ
ダ ン ス

５月～　第２・４㈭
19:30～21:00　全18回

【小学生以上】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。 30人 5,400円 -

裾野の歴史 ５月～　第２・４㈭
19:00～21:00　全10回

【初級学習者】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。 20人 3,000円 -

筆 ペ ン ５月～　第１・３㈮
10:00～12:00　全18回

【初心者】基本から、自分の住所・名前を美しく
書けるように学びます。 20人 5,400円 約500円

おとこの料理 ５月～　第１㈯
9:00～12:00　全10回

【初心者】料理の基本や季節の料理を作りま
す。 25人 3,000円 約6,000円

お菓子作り ５月～　第２㈯
9:00～12:00　全10回 【初心者】楽しくお菓子を作ります。 24人 3,000円 約8,000円

パ ン 作 り ５月～　第４㈯
9:00～12:00　全10回

【初心者】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。 20人 3,000円 約5,000円

NEW
裾野の魅力
ま な び 隊

６月～　毎月最終㈯
13:30～15:00　全10回

【一般】裾野の魅力を学ぶことは、地域を元
気にするための一歩です。一緒に裾野のお
宝を発見しましょう。

20人 3,000円 -

NEW
深良用水史
再 発 見

５月～　第１㈯
13:30～15：30　全11回

【初心者】測量・鉱山技術などの学習を通じて、
深良用水の土木技術的価値を見出します。 20人 3,300円 -

NEW
親子のための
音 楽 あ そ び

5月～　第2・4㈪
10:00～12：00　全12回

【就園前の子どもと保護者】リトミック・楽器
体験・楽器作りを通して、音楽に興味を持つ
きっかけをつくります。

15組 3,600円 -

NEW
子 育 て
e n j o y ！

５月～　第２㈪
10：00～12：00　全11回

【生後2～7カ月の初めての子がいる母子】ベビーマッ
サージ・ハワイアンリトミック・ママ向けリフレッシュ
講座でママ友づくりや楽しい子育てを応援します。

10組 3,300円 約5,000円
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特集１

　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
申し込み／	生涯学習センター窓口にある申込用紙に必要事項を記入し、費用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 保険料

スポーツ教室
西 会 場

4/8㈮～
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～

（先着順）

中学生以下
800円

高校生以上
1,850円

※別途手数料
10円

東 地 区
エ ン ジ ョ イ
スポーツ教室

4/23㈯～
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

5/11 ㈬～
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

4/９㈯～
13:00～15:00

月２～３回　土曜日
富一小
体育館

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

5/14㈯～
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

4/15㈮～
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

　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。
申し込み／	各児童館へ直接お申し込みください。

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29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25年4月
2日～平成26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2日㈯～５日㈫
９：00～16：30
※４月４日㈪は休
館日

年間
1,500円

2・3歳児
「ステップ教室」

５月～平成29年２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24年
4月2日～平成
26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歳児のみ
4月9日㈯～10日㈰
９：00～16：30
※２・３歳児
4月16日㈯～20日㈬
９：00～16：30

年間
1,000円

南
児
童
館

2・3歳児
教室

４月～平成29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

20組×
２クラス
※年齢・月齢
でクラス分け
（抽選）

4月2日㈯～５日㈫
９：００～16：30 年間

1,500円

リズム運動と
楽しい音楽

５月～平成29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
歳児の子どもと
その保護者（上
記教室に入れな
かった方が優先）

20組
（先着順）

4月9日㈯～16日㈯
9：00～16：30 年間

500円

市民スポーツ教室�  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　　��  北児童館　997-8400　南児童館　993-1881
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特集１

スポーツ少年団�  市スポーツ協会　993-8484
団体名 と　き ところ 対　象

裾 野 柔 道 毎週㈭・㈯　19：00～ 裾野高校武道場（予定) 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 毎週㈯　９：00～ 深良小グラウンド 小学１年生以上
一 輪 車 毎週㈰　13：30～ 深良小体育館 幼保年長以上

裾 野 西 サ ッ カ ー 毎週㈯または㈰　９：00～
毎週㈫・㈭　18：30～

西小グラウンド
南小グラウンド 小学１年生以上

裾 野 空 手 毎週㈬・㈯ 17:30～ 富一小体育館・上ケ田公民館 小学１年生以上

須 山 野 球 毎週㈯・㈰　9：00～
毎週㈫・㈭・㈮　16：30～ 須山小グラウンド 小学３年生以上

裾 野 市 少 林 寺 拳 法 毎週㈬・㈮　19：00～ 市民体育館 小学１年生以上
富 岡 Ｊ Ｓ Ｃ（ サ ッ カ ー ） 毎週㈯・㈰　９：00～ 富一小グラウンド 幼保年長以上
裾野スラッガーズ（野球） 毎週㈯・㈰･㈷　９：00～ 向田小グラウンド 小学１年生以上
裾 野 ラ グ ビ ー 毎週㈯　９：00～ やすらぎ広場・総合グラウンド 幼保年少以上

裾 野 イ ー グ ル ス（ 野 球 ） 毎週㈯・㈰･㈷　９：00～ 西小グラウンド・南小グラウ
ンド・深良中グラウンドほか 小学１年生以上

ベ ス ト フ ァ イ タ ー ズ
（ミニバスケットボール）

毎週㈯　９：00～
毎週㈬・㈮　19：00～ 東小体育館 小学２年生以上

深 良 ガ ッ ツ（ 野 球 ） 毎週㈯　12：30～
毎週㈰・㈷　９：00～ 深良小グラウンド 小学１年生以上

ヘ ル ッ キ サ ッ カ ー 毎週㈭　17:30～ 深良小グラウンド 小学1年～3年生
裾 野 ブ レ イ ク

（ミニバスケットボール）
毎週㈯　9:00～または13:00～

毎週㈬・㈮　19:00～ 向田小体育館ほか 小学１年生以上

市スポーツ施設教室�  運動公園　997-7277
申し込み／運動公園に往復はがきでお申し込みください。自由教室は、当日直接会場へお越しください。

教 室 名・対象 と　き ところ 内　容 定員 参加料
硬 式 テ ニ ス 教 室 ① 
18歳以上の一般男女

㈬13：00～14：30
全10回 運動公園

テニス場
第1・2コート

初心者を対象に基
礎練習を行います。

24人 9,000円 
※初回一括払い硬 式 テ ニ ス 教 室 ② 

18歳以上の一般男女
㈭10：00～11：30

全10回
ジュニアベースボール 
小 学 3 年 生 ～ 6 年 生

㈬16：30～18：00
全10回

総合グラウン
ドＡ 30人

6,300円 
※初回一括払い

キ ッ ズ ラ グ ビ ー 
小学１年生～３年生

㈯16：00～17：30
全10回

運動公園
臨時駐車場

6,300円 
※初回一括払い

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
自
由
教
室

は じ め て エ ア ロ
㈫13：00～13：45

全13回

運動公園陸上
競技場会議室 
※受付▶運動
公園管理棟

体力に自信のない方など、基本動作
を身に付け基礎体力アップをはか
ります。

25人 1回毎 
500円

㈮10：00～10：45
全13回

ピ ラ テ ィ ス ・
ス ト レ ッ チ

㈫14：00～14：45
全12回

呼吸と身体の動きを連動させ、身体
の内側から鍛えていきます。

サ ー キ ッ ト
ボ ク シ ン グ

㈬10：00～10：45
全14回

ボクシングの動きを取り入れ、有酸素・
筋トレをリズムに合わせて行います。 

か ら だ リ セ ッ ト ㈬11：00～11：45
全14回

ストレッチポールやボールを使って身
体のゆがみや癖をリセットします。

リフレッシュ・ヨガ ㈮11：00～11：45
全13回

普段使わない筋肉を目覚めさせ心
身ともにリフレッシュします。

ラ ウ ン ド
フ ィ ッ ト ネ ス

音楽に合わせて、筋力トレーニングと有酸素運動を交互に行います。
※開催日の毎月20日前後に翌月の予定を公開します。

１回毎 
100円
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消防広域化による消防組織新旧対照表
　　裾野市消防　　　 ⇒ 　富士山南東消防組合

裾野市消防本部 富士山南東消防本部
　消防総務課（広域準備室） 　総務課
　予防課 　予防課
裾野市消防署 　警防救急課
　 庶務係兼通信係、予防係 　通信指令課（指令センター）
　警防救助係、救急係 裾野消防署
茶畑分遣所 　 消防室、庶務係、警防係、
須山分遣所 　救急係、救助係、予防係

　茶畑分遣所、須山分遣所

富士山南東消防本部(三島市南田町4番40号)
　消防本部組織は、総務課、予防課、警防救急課、通
信指令課の４課です。消防署は、裾野消防署（茶畑分
遣所、須山分遣所）、三島消防署（錦田分遣所、中郷分
遣所、北分遣所）、長泉消防署の３署５分遣所で消防
行政の推進に取り組んでいきます。
●総務課　 972-5801
　	　消防職員の人事、組合予算、組合議会、組合条例、
職員研修などの業務を行います。

●予防課　 972-5802
　	　予防査察、火災の原因や損害調査、火災予防啓蒙
指導、危険物の規制事務、煙火の消費に係る許可、
液化石油ガス保安などの業務を行います。

　	　火災予防に関する各種届出は、富士山南東消防本
部予防課または各消防署で受け付けます。

　▶各�種届出／防火管理に関する届出、危険物に関す
る届出、条例に関する届出、り災証明に関する
届出など

●警防救急課　 972-5803
　	　消防力の配備や計画、消防統計、応急手当の普及
啓発などの業務を行います。

●通信指令課　 983-0131
　	　消防指令センターは災害通報の受け付けや出動指
令、災害情報の収集、消防救急無線の統制などの業
務を行います。
　▶119番通報
　	　火災や救急などの要請は、これまでどおり「119」
番です。富士山南東消防本部の指令センターでは、
２市１町の緊急通報を受信します。災害などの発生
場所は、最初に「裾野市」を付けて伝えてください。

　▶火災などの災害テレホンサービス　 983-0105
　	　電話を掛けると案内メッセージが流れます。裾野
市の番号 ｢２｣を入力してください。市内で発生して
いる火災などの情報をお知らせします。

　▶休日や時間外の救急医療機関の案内　 983-0115
　　自動音声で当日の救急医療機関をお知らせします。
●各消防署
　	　水火災や地震災害の警防、救助・救急活動、火災
の原因や風水害の損害調査、予防査察などの業務を
行います。また、火災予防に関する各種届出や救急
講習会申し込みなどの業務も行います。

　◆富士山南東消防署・分遣所
裾野消防署 裾野市石脇515 995-0119
　茶畑分遣所 裾野市茶畑850-3 994-0119
　須山分遣所 裾野市須山1545-8 998-0119
三島消防署 三島市南田町4-10 972-5800
　錦田分遣所 三島市谷田(並木)294-1 971-6044
　中郷分遣所 三島市中島85-14 977-1264
　北分遣所 三島市文教町2-1-32 986-7361
長泉消防署 長泉町中土狩910-1 986-1199

特集 2

４/１㈮スタート！「富士山南東消防組合」
消防広域化に伴う組織の変更

　2市1町では、それぞれの消防本部組織を統合し、4月1日(金)
から「富士山南東消防組合」として、消防業務を開始します。災
害発生時の初動体制の強化や効果的な部隊運用、救急業務や予防
業務の専門性の強化など消防救急力の向上を目指します。

消防総務課
995-1190
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特集３

４/１㈮から市役所組織の一部を変更
戦略的・効率的・効果的な組織へ

企画政策課
995-1804

　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、①行政改革をより一層推進するため、行政
経営監の体制の強化②消防本部の業務を富士山南東消防組合へ移管し、消防団事務と消防
水利事務を危機管理課へ③水道部門の合理的・効率的運営を図るため、水道工務室の設置
④少子化対策への取り組みを強化するため、子育て支援窓口の充実などです。

組織変更に伴う行政組織新旧対照表（変更した部局のみ掲載）
平成 27年度 ⇒ 平成 28年度 主な窓口変更

◎企画部 行政経営監
( 行政経営監 ) ◎企画部
秘書課 秘書課
企画政策課 企画政策課
　　情報政策室 　　情報政策室
財政課 財政課

（市長戦略監） （市長戦略監）
戦略広報課 戦略広報課
◎環境市民部 ◎環境市民部
市民課 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
生活環境課 生活環境課
　　美化センター 　　美化センター
危機管理課 危機管理課

（水道事業管理監） （水道事業管理監）
上下水道課 上下水道課
　　経営管理室 　　経営管理室

　　水道工務室（新設）
◎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
障がい福祉課 障がい福祉課

（子育て支援監） （子育て支援監）
子育て支援課 子育て支援課
子ども保育課 子ども保育課
◎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
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 　　市民協働室
　　文化・スポーツ室 　　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
消防総務課 一部事務組合
　　広域準備室 富士山南東消防組合
予防課 　（裾野市・三島市・長泉町）
消防署・分遣所（茶畑・須山）

変更のない部局
◎ 総務部（人事課・総務管財課・管理納税課・

課税課・工事検査監）
◎産業部（商工観光課・農林振興課・渉外課）
◎ 建設部（建設管理課・建設課・まちづくり課・

区画整理課）
◎出納課　◎議会事務局　◎監査委員事務局

【上下水道課から】
　衛生処理料金関連業務

【新規】
　移住・定住相談窓口業務
【情報政策室から】
　統計業務

【消防本部から】
　消防団・消防水利関連業務

【一部子ども保育課から】
　子育て支援窓口業務

【専門化】
　幼稚園・保育園運営業務

【新規】
　女性活躍推進法関連業務
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「すそのんぱく」とは
　親子や友達同士で気軽に楽しく参加できる遊び、学
びなどの体験交流プログラムの集まりのことです。「す
そのんぱく」では、既存の地域資源を掘り起し、体験
交流プログラムを充実させることで、滞在・交流型の
観光地となることを目指します。

特集４

第１回「すそのんぱく」（すその×おんぱく）
裾野がもっと好きになる！
　わたしたちの市には、たくさんの魅力的なモノがあふれています。裾野な
らではの地域資源を生かし、「裾野にはこんなにいいものがあったのか」と、
感動が味わえる18の体験交流プログラムを用意しています。

第１回「すそのんぱく」を開催
　心も体も喜ぶすてきな体験交流プログラムです。
とき／ 3月 12日㈯～ 3月 22日㈫
申し込み／	各プログラムに電話などでお申し込みくだ

さい。（完全予約制・先着順）
Facebook ページ／すそのんぱく（裾野おんぱく）

商工観光課
995-1825

「すそのんぱく�」18の体験交流プログラム
体験交流プログラム とき ところ(集合場所) 内容 申し込み・問い合せ

お友達と親子でお祭り体験
阿波おどり編 12日㈯・20日㈰ 市民文化センター 阿波おどりをあなたも踊ってみません

か。気軽に体験できますよ。
090-3569-
4055（米原）

思わず笑顔になっちゃう! ロ
ボスタンプづくり♪

12日㈯･13日㈰
19日㈯･20日㈰ Nanairoくじら 『ロボ』スタンプを作ってみましょう。

ペタペタして楽しく遊びましょう。
956-7471

（村井）
須山の歴史遺産巡り×大笑
い＝健康促進! 20日㈰・21日㈪ 須山地区研修セン

ター
歴史を学びながら健康に歩き、おいし
い食事を満喫する半日ツアー!

080-2615-
0841（志田）

知ろう! 描こう! 味わおう! 
もののふの里 12日㈯・13日㈰ 仙年寺

葛山城跡などの散策後、魅力を絵手紙
にしましょう。地場食材のお弁当も楽
しめます。 951-0490

（竹下）富士山を眺めながらすその
を味わおう 19日㈯ 山神社（愛鷹山登

山道）駐車場
黒岳ハイキング! 自然杉群を通り、頂上
で地場食材のお弁当を楽しみましょう。

旧東海道線、鉄道遺産めぐり 12日㈯ JR岩波駅～JR裾
野駅

岩波駅から線路伝いに徒歩で裾野駅ま
で下ります。鉄道遺産などを解説します。

090-3153-
8507（田口）

春の不二聖心の自然と幻の
紅茶を味わおう! 22日㈫ 不二聖心女子学院

ノルディックウォーキングをした後に
「ただにしき」と「ソフィアージュ」を楽
しめます。

nakayama.fuji@
gmail.com（中山）

裾野丸ごとパクパクパク 富
士山すその餃子

12日㈯・14日㈪
15日㈫

うみゃあもん工房
イートイン新道店

手作り工房を見学し、ギョーザを焼い
てみましょう。裾野を丸ごとパクパク
しませんか。

928-7007
（勝又）

富士の恵みをまるかじり!　
Vol.1 13日㈰ 食事処 三條

富士山の壮大な景観を楽しみながら、
利き酒体験とお酒の講座を受講してみ
ませんか。

993-1553
（江森）

裾野のお米を食べよう! 飾り
巻き寿司&おにぎらずつくり 15日㈫ 生涯学習センター

調理室
裾野のお米で「飾り巻き寿司」と「おにぎ
らず」を作ってみましょう。

090-2938-
7143（松井）

新感覚体験会ノルディック
ウォーク 12日㈯・19日㈯ 中央公園駐車場

正しいフォームで適切な運動強度で歩
くことは健康推進、ストレス解消など
に効果的です。

090-4231-
1562（土屋）

ジオ・ デ・ スソノ坂地獄へよ
うこそ！！ 13日㈰ 市役所駐車場

裾野の魅力「坂道」を自転車で走りま
しょう。標高880mの須山口登山道入
口を目指します。

yandenbroucke@
yahoo.co.jp（山下）

なぜかプリンがうまい! カ
レー屋の限定セットメニュー

16日㈬～22日㈫ 
(21日㈪定休) カレー屋小松

洋食屋のカレーと大好評プリンのセッ
ト「すそのんぱく! 限定メニュー」を召し
上がれ。

992-0556
（小松）

思わず笑顔に! 体がよろこぶ
睡眠とは?

12日㈯・15日㈫
20日㈰ ふとんの前島

世界に一つだけのオーダーメイド枕、
敷マットで極上の寝心地を体験しませ
んか。

993-0443
（前島）

資源を大切にする暮らし。新
聞紙バッグを一緒に創りま
しょう!

18日㈮ カクイチショー
ルーム裾野店

「でんぷんのり」と「新聞紙」だけで作る
丈夫な「新聞紙バッグ」を作りましょう。

993-0065
（ワンドロップ）

親子で作ろう! すそのんキャ
ラ弁 13日㈰ 生涯学習センター

調理室
「すそのん」のキャラ弁を親子で作りま
しょう。産地の食材を使った楽しい料
理教室です。

090-3250-
9400（市川）

まめきゅう＆MameCafeス
ムージー 12日㈯～21日㈪ MameCafe

すそのんぱく新メニュー話題のスー
パーフルーツ「マキベリー」のスムー
ジーを召し上がれ。

992-2222
（横山）

絵葉書で見る、100年前の裾
野の名所 14日㈪～19日㈯ 市役所地下多目的

ホール
貴重な絵葉書や航空写真を展示。19日
㈯午前には、市職員が解説します。

992-3800
（生涯学習課）

※各体験プログラムの詳しい内容は、商工観光課、市内公共施設などにあるプログラム冊子、市公式ウェブサイトでご確認ください。
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お知らせ

材料（２人分）
白いご飯……………………………………茶碗２杯
鶏むね肉…………………………………………50g	
玉ネギみじん切り……………………………1/3 個　
ピーマン粗みじん切り………………………2/3 個
油…………………………………………………少々
★ケチャップ…大匙２杯　★コショウ………少々
★コンソメ顆粒……………………………小匙１杯
卵（Ｌ）…………………………………………２個
◎砂糖…………小匙２杯　◎塩………ひとつまみ
白いご飯（すそのんの頭用）…………	茶碗 1/2 杯
デコレーション用ふりかけ（青）……………少々
のり………………………………………………少々
ケチャップ（すそのんのほっぺ用）…………少々

	

市指定給水装置工事
事業者の追加

　次の事業者を新たに追加しまし
た。
●朝比奈設備㈱
　	〒 422-8005　静岡市駿河区池
田 895-1

　TEL	054-264-2121
上下水道課　995-1834

風しんワクチン接種費用
一部助成

対�象接種期間／平成27年４月１
日㈬～平成28年３月31日㈭
	接種当日に市に住民登録があり、
風しん抗体検査を受けた結果が、
抗体価の低い（抗体価がHI 法
で 16 倍以下、EIA 法で 8.0 未
満、CLEIA 法で 4.0 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
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、医療機関に接種費用を
支払い、健康推進課へ申請して
ください。
	４月 15 日㈮　※期限を過ぎた
場合、助成はできません。
健康推進課　992-5711

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

作り方
①	鶏むね肉を１㎝～２㎝角程度に切り、フライ
パンに油をひいていためる。火が通ったら、
皿に出す。

②フライパンに玉ネギを入れ、よくいためる。
③	玉ネギに火が通ったら、ピーマンと★の調味
料を入れ、鶏むね肉を戻し少しいため、ご飯
を入れて軽くいためる。

④	卵を溶き◎の調味料を入れ、フライパンに流
し入れ薄焼き卵を２枚作る。

⑤	③を２等分にし、薄焼き卵でそれぞれ包みす
そのんの形に整える。

⑥	すそのんの頭用の白いご飯を 1/3 くらいと
り、残りは、青いデコレーションふりかけで
色づけする。

⑦	白いご飯と青いご飯をそれぞれ２等分にし、
すそのんの頭の形を作り、⑤の上に配置する。

⑧	すそのんの顔と手をのりで作り貼る。ケ
チャップでほっぺを描いたら出来上がり！　
（作品では、かぼちゃサラダと豚肉のおろし
焼き肉、大根のいため煮などを入れました）
戦略広報課　995-1802

作者：今野智慧さん

すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！ 第３弾

すそのん弁当

優秀賞
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インフォメーション

Information

美化センターへのごみの
直接持ち込み休止

　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。
３月 30日㈬
美化センター　992-3210

母子・父子家庭の方に
はり・灸

きゅう
無料治療券を進呈

　母子家庭・父子家庭の方に、県
内の施術所（治療院）で利用でき
る「はり・灸無料治療券」を進呈
します。
配布場所／子育て支援課
配布枚数／ 10枚（先着順）
使用期限／３月 19日㈯
	はり・灸無料治療券の使用は、

１人１回までです。
子育て支援課　995-1841

子ども「裾野のモノ・コト」
探検隊発表会

　小・中学生 12 人が裾野の魅力
を探り、実際に魅力ある場所を取
材して記事にまとめました。３グ
ループに分かれて発掘した裾野の
魅力の発表を行います。直接会場
にお越しください。
３月 13日㈰　13時 30分～

　※２時間程度
	市役所地下多目的ホール
企画政策課　995-1804

暮らしなんでも相談

　家庭、労働、年金問題、法律、
多重債務など、日常生活での悩み
ごとに専門的なアドバイスをする
ところを紹介します。
９時～ 17時（平日）
ライフサポートセンター
　922-3715

市民無料相談

３月 22日㈫　10時～ 12時
　※受付▶ 11時 40分まで
市役所４階 401 会議室
	●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・問い合わせ
などの相談。行政相談委員が応
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。
戦略広報課　995-1802

国保高齢受給者証交付会

　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 24日㈭

　10時 20分～ 11時 20分	
福祉保健会館研修室
	昭和 21 年３月２日～昭和 21
年４月１日に生まれた方
保険証・筆記用具など
	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

平成 27年度　市防火標語
火の用心　みんなが町の　消防隊�
� 木村　真悟さん

　４月１日㈮から農業委員会の事務処理スケジュールなどが変更に
なります。

変更内容 変更前 変更後

農地法申請の締切日 毎月 10 日
毎月 20 日
※ 20 日が土日、祝
日の場合は、直後の
開庁日

提出先宛名（転用面
積が4ha以下） 県知事 市農業委員会会長

農地転用許可（農地
法4条・5条）申請書
提出部数（転用面積
が4ha以下）

正本 1 部
副本 2 部
許可用申請書

正本 1 部
副本 1 部
許可用申請書

農業委員会定例会
開催日 毎月 25 日

毎月 10 日
※ 10 日が土日、祝
日の場合は、直後の
開庁日

事務処理スケジュールは市公式ウェブサイトをご覧ください。
農業委員会　995-1824
	http://www.city.susono.shizuoka.jp/biz/info/2016/02/12-2052.php

農業委員会事務処理スケジュールの変更
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お知らせ

地域づくりフォーラム2016

　市民３人の方による地域づくり
の事例紹介と、市長を加えた４人
によるパネルディスカッションを
行います。申し込みは不要です。
直接会場にお越しください。
	３月 12日㈯　９時 30分～ 12
時 30分　※開場▶９時
市民文化センター
コ�ーディネーター／櫻井常矢さん
（高崎経済大学教授）
生涯学習課　992-3800

ことばの教室

　発音、発語、言葉の発達などが
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●小学生▶通学
している小学校
学校教育課　995-1838

硬式テニス練習教室

	①３月２日㈬13時～14時30分
②10日㈭10時～11時30分③
16日㈬13時～14時30分④30
日㈬13時～14時30分⑤31日㈭
10時～11時30分
運動公園テニス場
18歳以上で、初級者～中級者
	各 20人 ( 先着順 )
	①ストローク編②ボレー編③
サーブ編④実践編⑤入門編
各 800 円（当日払い）
運動公園　997-7277

市スポーツ施設教室
体験教室

	３月16日㈬①10時～②11時～
23日㈬③10時～④11時～

　各45分
運動公園陸上競技場会議室
18歳以上の方
各 25人 ( 先着順 )

	①③サーキットボクシング
　②④からだリセット
各 300 円
運動公園　997-7277

放課後児童室指導員

勤�務時間／時間交代制です。勤務
日数や期間・時間については相
談に応じます。
開室時間／●平日▶13時～19時
　●土日・長期休暇▶８時～19時
	西小学校、富岡第一小学校、須
山小学校
	小学校低学年の児童を放課後や
学校の長期休暇時に預かります。
西小学校放課後児童室

　992-5580
　富岡第一小学校放課後児童室
　997-1116
　須山小学校放課後児童室
　998-0066

駿東地域職業訓練センター
４月講座

	●人材育成コース▶新入社員研
修●受験対策コース▶夜間第２
種電気工事士受験対策講座（筆
記試験対策）●特別教育コース
▶刈払機の安全衛生講習●技能
講習コース▶フォークリフト運
転技能講習（最大荷重 1 トン
以上）●パソコンコース▶パソ
コン入門（ビギナーズコース）、
ワード基礎、ワード活用、エク
セル基礎、エクセル活用、夜間
パソコン入門、夜間パワーポイ
ント基礎●カルチャーコース▶
夜間英会話、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

　子育てにやさしいまちの実現
に向けて、長泉町と合同でシン
ポジウムを開催します。直接会
場にお越しください。
３月 17日㈭　13時～ 16時

　※開場▶ 12時
	市民文化センター多目的ホー
ル
演�題／①イクメン五段活用でま
ちを変える！	～それぞれの
立場でできることとは？　～
②女医が本当に必要だと思う

出産・子育てサポート
講�師／①安藤哲也さん（NPO
法人ファザーリング・ジャパ
ン代表理事）②宋

そんみひょん
美玄さん（産

婦人科専門医）
パ�ネルディスカッション／『み
んなで子育てするまち』の実
現に向けて
	託児サービスを希望する方
は、事前に電話でお申し込み
ください。
企画政策課　995-1804

みんなで子育てするまちシンポジウム
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インフォメーション

Information

自動販売機の設置者

　生涯学習センターに自動販売機
を設置する事業者を募集します。
生涯学習センター１階階段下	
	市内に本店または、支店、営業
所がある法人か市内に住んでい
て業を営んでいる個人など
貸�付面積／幅 2.0m ×奥行 1.3m
×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／清涼飲料水
　※災害対応の自動販売機に限る
台数／１台
設置期間／４月１日㈮から３年間
生涯学習課へ必要書類を提出。

　	※募集要領などは市公式ウェブ
サイトからダウンロード可　
３月 15日㈫
生涯学習課　992-3800
	http://www.city.susono.
shizuoka.jp/biz/info/2016/

　02/15-1129.php

特別支援通級指導教室

　通常の学級で学習している児童
で、学習面や生活面の一部に苦手
を持っている児童に、能力や特性
に応じた支援を行います。
	特別支援通級指導教室（西小　
学校校舎内）
市内に住んでいる小学生	
	通学している小学校に相談して
ください。	
通級は、保護者の送迎が原則
学校教育課　995-1838

消費者相談室 Counseling Room

Q 「４月に電力の小売りが自由化されるので、
その前に太陽光発電システムを設置し、電気

を売電すればもうかる」と電話で説明を聞いた。設
置料金は高額だが、信用できるか。

Ａ 電力は従来、居住地の電力会社との契約でし
た。４月からは小売自由化により、多様な業

種や業態の事業者の中から契約を選択できるように
なります。その自由化を口実に、太陽光発電をはじ
め、プロパンガス、蓄電池などの勧誘が行われてい
ます。制度や条件などをしっかり情報収集し、よく
理解することが大切です。便乗商法には、ご注意く
ださい。
　自由化の制度や事業者が登録業者かどうかについ
ては、経済産業省 0570-028-555、小売り契約の
締結に関するトラブル相談については、電力取引監
視等委員会 03-3501-5725 へ相談してください。

消費生活センター便り Center News

冬場に多発する高齢者の入浴中の事故に注意
　入浴は、体を清潔に保つだけでなくリラックス効
果を期待できる生活習慣の一つです。しかし、入浴
時の体調や入浴の環境によっては、意識障害を起こ
し溺死するなど、重大な事故につながる可能性があ
ります。家庭の浴槽での溺死者は、昨年度は 4866
人で、9割が高齢者（65歳以上）の方です。
　安全に入浴するために、次の点に注意しましょう。
①入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。
②浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
③飲酒後や食後すぐの入浴は控えましょう。
④入浴前には同居者に一声かけましょう。
　安全な入浴の温度と時間は、41度以下の温度で、
10分未満であがることが目安です。

消費生活センター　
995-1854
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Health

３月の健康コーナー 健康推進課

 992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間

３月 1日㈫ 17 時～ 19 時 45 分
３月  8日㈫  9 時～ 11 時 30 分
３月15日㈫ 13 時～ 15 時 30 分
３月23日㈬  9 時～ 11 時 30 分

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間

３月  8日㈫  9 時～ 11 時 30 分
３月23日㈬  9 時～ 11 時 30 分

●	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。

　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。

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
相談を希望する方

母子食事健康相談 14日㈪
13時～15時 妊産婦・乳幼児

パパママスクール ３日㈭
18時～18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
を希望する方

成人食事健康相談 ７日㈪
13時～15時

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 ９日㈬・25日㈮
13時～15時

歯や口に関する相談を
希望する方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

内科 内科 外科 整形 内科
6 7 8 9 10 11 12

内科 内科 内科 外科 内科 整形 ※
13 14 15 16 17 18 19

外科 外科 内科 内科 内科 外科 内科
20 21 22 23 24 25 26

内科 外科 内科 外科 整形 内科 内科
27 28 29 30 31

整形 外科 内科 内科 整形
※12日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から外科

裾野赤十字病院
992-0008

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

事業名 日・受付時間・対象者

６か月児
育児教室

８日㈫　９時～９時15分
平成27年９月生まれの方

１歳６か月児
健康診査

15日㈫　13時15分～13時45分
平成26年９月生まれの方

２歳児
親子教室（栄養）

22日㈫　９時～９時15分
平成26年２月・３月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

10日㈭　13時～13時15分
平成25年９月生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭　13時～13時30分
平成25年３月生まれの方
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今月の救急協力医

３月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

17 ㈭ 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

18 ㈮ あそうクリニック 929-7575 筒井町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

19 ㈯ 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

20 ㈰

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 東医院 921-5520 高沢町

本村クリニック 969-0001 大塚 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

21 ㈪

きせがわ病院 952-8600 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田

望星第一クリニッ
ク

922-0222 柳町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

22 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

23 ㈬ 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 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

24 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

25 ㈮ きくちクリニック 989-5788 桜堤 西方外科医院 921-1333 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

26 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111  下香貫

馬場

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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３月後期

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

20 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町　

あいあい眼科クリニック
967-7715　　　 原

ウスイクリニック
980-5580　　　 下土狩

西島歯科医院
988-3162　　　 納米里

21 ㈪ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町　

聖隷沼津病院
952-1000　　　 松下

島田産婦人科医院
972-6100　　　 伏見

服部歯科医院
992-0011　　　 佐野

27 ㈰ 善得クリニック
0545-51-8733　 今泉

瀬尾眼科医院
933-9900　　　 市場町

かぬき岩端医院
932-8189　　　 前原

松本歯科医院
993-8711　　　 千福が丘

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

27 ㈰

おおい神経内科 922-8886 北高島
町

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

福士内科
クリニック 932-3553  下香貫

藤井原 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

いずみ内科
クリニック 993-4760 平松 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮

28 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

29 ㈫ 林医院 931-1120 住吉町 東医院 921-5520 高沢町 よざ小児科医院 967-5722  原

30 ㈬ 望月内科医院 931-5362  下香貫
宮脇 守重医院 931-2511  我入道

江川 田中医院 921-2053 高島町

31 ㈭  ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫

馬場

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115

15
2016.3.1



発
行

：
裾

野
市

　
編

集
：

企
画

部
戦

略
広

報
課

印
刷

：
株

式
会

社
 耕

文
社

デ
ザ

イ
ン

：
広

告
デ

ザ
イ

ン
事

務
所

 ハ
ピ

ネ
ス

 ア
ン

ド
 フ

リ
ー

ダ
ム

〒
410-1192 静

岡
県

裾
野

市
佐

野
1059

番
地

 TEL 055-995-1802
ｅ

メ
ー

ル
　

kouhou@
city.susono.shizuoka.jp

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http://w

w
w

.city.susono.shizuoka.jp

富士山資料館993-9300 998-1325

2016
年
 
N
o.1306

３
月１

日
号

　奈良・平安時代の東海道は、沼津の根方を通り、
下長窪・伊豆島田・佐野・神山・御殿場・竹之下・
足柄峠を経て相模に至る「足柄路」でした。延暦
21 年 (802) の富士山が噴火したため「箱根路」が
開かれ、鎌倉時代中期からは「箱根路」が中心とな
りました。脇道として、吉原方面から十里木を経て
須走や相模方面への十里木街道がありました。
　貞

じょうきょう
享３年 (1686) の『須山村明細帳』によると、

家数 120 軒で 137 頭の馬を所有していました。畑
のみの須山村では、馬は農耕用というよりは運搬用
に使われたと思われます。万延 2年 (1861) には物
価高に伴い駄賃の値上げがありました。その値段の
一例を紹介します。
○	塩五俵附壱駄ニ付　沼津より御殿場茱萸沢迄　
四百弐拾四文

○	魚荷物壱箇ニ付　沼
津より甲府迄　四拾
八文

○	炭駄賃　深山より沼
津迄一俵　六拾四文

　反響板とコンサート照明が設置されている大ホー
ルの舞台で、 ピアノの名器であるスタインウェイ
（Ｄ-274）や自分の楽器（アコースティックのみ）の
演奏ができます。（先着順）
と�　き／３月13日㈰　９時
～21時　※20分１区分。

　	１日最大６区分まで申し
込み可
料�　金／１区分１人　800円

と�　き／４月16日㈯	14時～
　※開場▶13時	
ところ／大ホール
料�　金／全席指定（税込み）
　	5,500円　※18歳未満の入
場不可

て職種で、銅メダルを受賞しました。現在は、第
54 回大会をめざして、勤務先で精密機器組立ての
技能の向上に日々努力しています。
　和田さんが、技能五輪全国大会をめざしたのは、
高校２年生のときです。「長野県で行われた技能五
輪全国大会を見学して自分も挑戦したいと思いまし
た」と話す和田さん。大会の出場選手に選ばれたと
きは、希望で胸が膨らんだそうです。金メダルを目
標に、普段の訓練から絶対に一番になるということ
を心がけて仕事に励んでいるといいます。
　大会では「普段失敗しないようなところで失敗し
てしまい、焦ってしまったこともあります」と話す
和田さん。「そのとき、ミスをしないように気持ち
の切り替えができたことが良かったのではないで
しょうか」と大会を振り返ります。
　銅メダルを受賞した感想を尋ねると「失敗もあり、
メダルを逃したと思っていたので、受賞したことは
うれしかったです。でも、金メダルが取れなかった
のは悔しかったです」。これからの目標は「次の大
会で金メダルを取り、国際大会に出場することです」
と力強く語ってくれました。

　和田さんは、青年技能者の技能レベル日本一を競
う大会、第 53回技能五輪全国大会の精密機器組立

技能五輪全国大会
精密機器組立て職種 　銅メダル受賞
和田 真之介さん（茶畑団地出身・20 歳）

３月の休館日
７日㈪・14日㈪・22日㈫・28日㈪

定（須山区有文書）

綾小路きみまろ　笑撃ライブ 2016in 裾野

大ホールひとりじめ
スタインウェイを弾こう

交通路と駄賃

補修工事のため、
３月31日㈭まで
休館します。

14時～

5,500円　※18歳未満の入
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秩序をまもり、平和で安全なまちをつくります

２月27・28日　シルバー生きがい教室展示会

今号は、「区長会だより」が綴じ込みされています。



特集１

マイナンバーの窓口利用が始まりました
便利なマイナンバーカードの申請を！

市がマイナンバーの提示をお願いする際は、マイナンバーの確認と本人確認が義務付けられています。マイナ
ンバーを利用する事務手続きに来庁する際は、「マイナンバーの確認書類」と「本人確認書類」をお持ちください。

マイナンバーの提示が必要となる、事務手続きが始まりま
した。手続きの際は「マイナンバーを確認できる書類」と「本
人を確認できる書類」を併せてお持ちください。

情報政策室
995-1805

マイナンバーの提示が必要となる事務手続き

マイナンバーの提示と本人確認が必要

事務の名称 主な手続き 担当課
地方税関係事務
国民健康保険税賦課関係事務

市税や国民健康保険税の減免申請
や償却資産の申告など

管理納税課 （995-1811）
課税課 （995-1810）

生活保護事務 申請 社会福祉課 （995-1819）
身体障害者手帳事務

交付や給付の申請など 障がい福祉課 （995-1820）

精神障害者保健福祉手帳事務
自立支援医療費関係事務
自立支援給付関係事務
補装具関係事務
障害児通所給付関係事務
特別児童扶養手当関係事務
障害児福祉手当関係事務
特別障害者手当関係事務
介護保険事務 介護認定や給付の申請など 介護保険課 （995-1821）
国民健康保険事務 資格の取得や喪失、各種給付の申

請など 国保年金課 （995-1814）
後期高齢者医療事務
児童手当支給関係事務

申請、現況届など 子育て支援課 （995-1841）
児童扶養手当支給関係事務
子どものための教育・保育給付支給関係事務 幼稚園・保育園の入園申し込みなど 子ども保育課 （995-1822）
母子保健関係事務 申請など 健康推進課 （992-5711）

※各事務については、担当課へお問い合せください。

※上記のほか、公的機関が発行した顔写真入りの書類

●マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーの確認書類

通知カード 運転免許証

住民票（個人番号記載）

パスポート

本人確認書類

または または

＋＋
2
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「マイナンバーカード」は、マイナンバーの提示が必要な場面や本人確認が必要なさまざまな場面に、利用すること
ができるカードです。「マイナンバーカード」の交付を希望する方は、「通知カード」に同封されている「個人番号カー
ド交付申請書」でお申し込みください。

マイナンバーカードの利用

※�「マイナンバーカード」は、マイナンバーと本人を１枚で確認ができる、便利なカー
ドです。「通知カード」では、本人確認書類として利用できません。

※マイナンバーカードのお申し込みは任意です。

●マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーの確認書類

マイナンバーカード（裏面） マイナンバーカード（表面）

本人確認書類

１枚で行えます

マイナンバーを証明する書類として
マイナンバーの提示が必要なさまざまな場面で、

マイナンバーを証明す
る書類として利用でき
ます。　

本人確認の際の身分証明書として
マイナンバーの提示と本人確認が必要なときに、

これ 1 枚で済む唯一のカードです。
金融機関での口座開

設・パスポートの新規
発給など、さまざまな
場面で利用できます。

さまざまなサービスがこれ一枚で
市や国などが提供するさまざまなサービスご

とに必要だった複
数のカードがマイ
ナンバーカードと
一体化できます。

健康保険証などとしての
利用も可能となる予定です。

各種行政手続のオンライン申請などに
平成 29 年 1 月に開設されるマイナポータルへ

のログインをはじめ、
各種の行政手続のオン
ライン申請などに利用
できます。

各種民間のオンライン取引などに
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間の

オンライン取引など
に利用できるように
なる見込みです。　

コンビニなどで各種証明書の取得に
コンビニなどで住民

票、印鑑登録証明書な
どの公的な証明書を取
得できます。印鑑証明

保険証

図書館カード

B
A
N
K
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特集２

人口 52,737 人、世帯数 20,772 世帯
平成27年国勢調査速報

平成 27年の国勢調査での人口、世帯数の速報値は、
人口 52,737 人、世帯数 20,772 世帯です。前回の平
成 22年調査から、人口は 1,809 人（3.3%）、世帯数

人口の推移

人口は 52,737 人で、平成 22年調査から 1,809 人
減少しました。当市では旧5村が合併し裾野町となっ
た最初の調査である昭和 35年調査から、一貫して人
口が増加傾向にありましたが、近年の社会情勢を反映
し、今回調査で初めて、減少に転じました。

～国勢調査結果の公表～
今回公表した結果は、市が独自に集計した速報値です。総務省統計局が公表する要計表による人口速報と

は異なる場合があります。確定値は、平成 28年 10月に総務省統計局から公表予定です。

◆市の人口・世帯数の推移

人口の推移 世帯数と 1世帯当たりの人員の推移

※平成 27 年調査は速報値。それ以外は確定値

は 270 世帯（1.3%）減少しました。当市の人口と世
帯数は、昭和 35年調査以来、一貫して増加していま
したが、今回の調査で初めて減少に転じました。また、
1世帯当たりの人員は 2.54 人で過去最低です。

世帯数の推移

世帯数は 20,772 世帯で、平成 22 年調査から 270
世帯減少しました。人口同様、昭和 35 年調査以来、
初めて減少に転じました。また、1世帯当たりの人員
は 2.54 人と過去最低になりました。

平成 27 年 10 月 1 日を基準日として実施した、平成 27 年
国勢調査の速報値を紹介します。調査期間中、ご理解、ご協
力ありがとうございました。

情報政策室
995-1805

調査年
人口(人） 世帯数（世帯） 1世帯当た

り人員（人）総数 総数内訳 前回調査比 総数 前回調査比
男性 女性 増減数 増減率（%） 増減数 増減率（%）

昭和 35年 22,336 10,954 11,382 4,110 5.43
〃 40年 24,983 12,267 12,716 2,647 11.9 5,126 1,016 24.7 4.87
〃 45年 31,612 16,030 15,582 6,629 26.5 7,063 1,937 37.8 4.48
〃 50年 37,772 19,257 18,515 6,160 19.5 9,228 2,165 30.7 4.09
〃 55年 41,025 20,817 20,208 3,253 8.6 11,783 2,555 27.7 3.48
〃 60年 45,149 22,872 22,277 4,124 10.1 13,242 1,459 12.4 3.41

平成 2年 49,039 25,086 23,953 3,890 8.6 15,364 2,122 16.0 3.19
〃 7年 49,729 25,243 24,486 690 1.4 16,183 819 5.3 3.07
〃 12年 52,682 26,916 25,766 2,953 5.9 18,448 2,265 14.0 2.86
〃 17年 53,062 27,260 25,802 380 0.7 19,502 1,054 5.7 2.72
〃 22年 54,546 28,163 26,383 1,484 2.8 21,042 1,540 7.9 2.59
〃 27年 52,737 26,838 25,899 ▲ 1,809 ▲ 3.3 20,772 ▲ 270 ▲ 1.3 2.54
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国勢調査速報値
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アプリはApple iPhone （iOS） 版とGoogle Android 版をリリース

　「市への質問」機能で一対一の質問相談機能を利用する場合や、機種変更な
どでデータの引継ぎをする場合はユーザー登録が必要です。

特集３

3 月 1 日㈫から子育て支援アプリの提供を始めました。子育てに必要な情
報を、スマートフォンでいつでも気軽に見ることができる便利なアプリです。
幼稚園・保育園の情報や各種補助制度、予防接種などの行政情報はもちろん、
相談窓口やイベント情報、民間の子育てに関する情報を簡単に知ることがで
きます。ぜひ、ご利用ください。

情報政策室
995-1805

欲しい情報が直感的に！

いますぐインストールできます！

アプリストアで「すそので子育て」と検索してください。

一対一の相談機能

この機能を利用するには
ユーザー登録が必要です

保育園・幼稚園の
情報や、入園案内が
見られます！

あなたに必要な
補助金情報が
わかります！

子どもごとに
予防接種管理が
できます！

県や国の
相談窓口情報、
サービス情報が
わかります！

子育て中の
お仕事情報や
子育てノウハウが
見られます！

市内の
イベント情報が
わかります！

防災速報アプリで
市の災害情報が
通知されます！

ほかアプリへのリンクです

市への質問防災について子育てのコツ子ども救急相談など

イベントに参加したい予防接種を知りたい補助金・給付金を
知りたい

幼稚園・保育園へ
入園したい

すそので子育て

初めての妊娠から6歳までダウン
ロード

は

無料で
す。
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特集４

応募内訳

富士山

自然・風景

食

動植物

歴史

文化

人物

そのほか

33％

27％

10％

6％

6％

4％

3％

11％

0 5 10 15 20 25 30 35

富士山を推す人が最多の33％

応募者の 33％の方が、裾野の魅力に富士山を推薦
しました。市民文化センターからの富士山、葛山の宮
川橋からの富士山、パノラマロードからの富士山など、
お気に入りの富士山があるようでした。
次に多かったのは、自然・風景の 27％です。水の

恵みとして、五竜の滝や旭滝など、町並みでは、千福
が丘に人気が集まりました。
富士山と自然・風景を合わせると、60％の方が、

裾野の魅力は富士山を含む自然や風景だと感じている
ことがわかりました。
食の応募は 10％で、全体で第 3位を占めます。一

番多かったものは、すその水ギョーザでした。

戦略広報課
995-1802

あの その すその 魅力 Sen! の募集をしたところ、市内外から
989 通の応募がありました。集計の結果、約 3 割の方が裾野の
魅力に富士山を挙げたことが分かりました。裾野の魅力の活用
方法について、女子大生とオヤジが、パネルディスカッションを
行いました。

1 月 31 日㈰、生涯学習センター 3階学習ホール
で、裾野の魅力パネルディスカッションを開催しま
した。都内の女子大生 5人と市内のことを知り尽く
した地元のオヤジ 5人が、裾野の魅力を紹介するツ
アーを考案。内閣府地域活性化伝道師の飯倉清太さ
んのコーディネートの下、お互いのツアーを体験し、
感じたことを話し合いました。
◎女子大生のツアー
女子大生は、裾野の「統計情報」「観光」「水」「企

業」「農産物」などのテーマを設定し、ヘルシーパー
ク裾野や五竜の滝など「裾野ならではの魅力」を巡
るツアーを行いました。このツアーは、子どもたち
が社会科見学として使えるものを目指しました。
◎オヤジのツアー
オヤジは、ディープな裾野の魅力として天田川拱

こう

渠
きょ
（めがね橋）や岩波駅スイッチバック跡などを選

定し、それらを巡るフォトラリーを開催しました。
また、「知らない裾野伝え隊」を結成したオヤジが、
魅力を紹介する動画を作成。今後、インターネット
で配信します。
◎パネルディスカッションの意見から
・�「コミュニティキッチンわいち」は女子大生に好評。
・女子大生に深良用水の良さを伝えるのは難しい。
・�フォトラリーは市内各地区で展開できそう。
・さまざまなマニア向けの情報発信に期待が持てる。
・「知らない裾野伝え隊」のオヤジパワーに期待。

あの その すその 魅力 Sen!
3 割の人が裾野の魅力に富士山を推薦
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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。新たに、３月 31日㈭から、富沢・
桃園・佐野の一部で、公共下水道を使用できる
ようになります。使用できる区域に該当した方は、
各家庭で排水設備工事を行ってください。

下水道供用開始区域が拡大
３月31日㈭から富沢・桃園・佐野の一部で

特集５

下水道への接続工事は 6カ月以内に

新たに公共下水道が使用できるようになると、市で
供用開始の公示をします。公共下水道を使用できる区
域に該当する方は、その区域の使用開始の公示日（３
月 31日）から６カ月以内に、市が指定した排水設備
指定工事店に依頼し、各家庭で排水設備接続工事を
行ってください。排水設備工事は、市が指定した排水
設備指定工事店でなければ行うことができません。市
指定の排水設備指定工事店は、市公式ウェブサイトな
どをご覧ください。
くみ取り式トイレを使用している家庭では、使用開

始工事日から３年以内に水洗トイレに切り替え、公共
下水道へ接続してください。

公共下水道の使用料は水道使用量に応じる

公共下水道の使用料がかかるのは、排水設備接続工
事が完了し、実際に下水道の使用を開始してからです。
使用した水道の量を汚水の量として、公共下水道の使
用量を決めます。水道料金と一緒に 2カ月ごとお支
払いください。支払いには、便利な口座振替をご利用
ください。

裾
野
高
校

裾
野
高
校西

小
学
校

西
小
学
校

東小学校東小学校

東小学校南小学校

３月 31日㈭
公共下水道供用開始区域

今回供用開始区域
既供用開始区域
平成 28 年度工事予定区域

（富沢・桃園・平松・茶畑・公文名・
 深良・水窪・佐野・稲荷）

※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。

上下水道課
995-1835
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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。納めない場合、将来受給する年
金額が満額に満たなくなります。追納は国保
年金課または年金事務所へ申請してください。

追　納

特集６

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

平成28年度の国民年金保険料は
月々16,260円

保険料の納付期限は、翌月末です。例えば、４月分
は５月末までです。日本年金機構が送る納付書を使っ
て、金融機関や郵便局、コンビニの各窓口で納めるか、
口座振替やクレジットカードで納めてください。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、はんこ、クレジッ
トカードをお持ちのうえ、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、世帯主それぞれ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
あった前月からその年の翌々年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、配偶者それぞれの前年の

所得が一定額以下の場合に、申請することで国民年金
保険料の納付が猶予される制度です。

申請方法
年金手帳、はんこ（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、国民年金保険料の納付が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、はんこ（本人署名の場合は不要）、学生

証（写しの場合は両面）、免許証などの身分証明書を
お持ちのうえ、国保年金課または年金事務所へ申請し
てください。

２回目以降の方（２月下旬までに平成 27年度分の申
請を行った方）
平成 28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。

日本国内に住んでいる 20 歳以上 60 歳未満の方は、国民年
金に加入します。自営業・無職・学生などの方は、自分で国
民年金保険料を納めなければなりません。所得が少ないとき
や失業などで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
請日の２年１カ月前の月分まで申請できます。

国保年金課
995-1813

沼津年金事務所
921-2201

�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。
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修了の証▶ 受講者全員にオレンジリング（ブレス
レット）をプレゼント！

◦�オレンジリングは認知症サポー
ターの証です。

受講▶ 対象者の年齢や職種などに応じ、さまざま
な方法で実施します。

◦講師はキャラバンメイトが実施します。
◦�寸劇、紙芝居、参加者同士が話し合うグループ
ワーク、参加者がその立場になって演じるロー
ルプレイ、DVD、講話など

認知症サポーター養成講座
あなたも認知症の方をサポートしませんか

特集７

認知症サポーターとは

認知症サポーターは、特別なことをするわけではあ
りません。まず、認知症を正しく理解し、偏見を持た
ず、認知症の方や家族に対して温かい目で見守ること
ができる方です。認知症の方への「応援者」です。

ご存知ですか？　キャラバンメイト

キャラバンメイトは、認知症に関する研修を修了し
たボランティアです。認知症に対する正しい知識を広
めるため、要望に応じ、地域や学校などに出向いて無
料で講座を開催しています。小学生から大人の方まで
受講できます。受講を希望する方は、介護保険課へご
相談ください。
●認知症サポーター養成講座の受講方法（無料）

受講者の声が届いています

認知症サポーター養成講座を受講した皆さんの声が
届いています。
小学生の声 
◦�脳細胞が死んでしまっても心は生きている。困って
いるおじいさん、おばあさんを助けたいです。

◦�私のおじいちゃんは認知症です。優しくしてあげた
ら少しは治ると思った
のでとても良かったで
す。おじいちゃんに優
しくしてあげたいです。

高校生の声 
◦�認知症について良くわかりました。認知症の方が一
番つらい。相手の自尊心を傷つけないように動くの
は難しい。相手を褒めることが大切。今度からはオ
レンジリングをつけて率先して認知症の方を助けた
いと思いました。地域の助け合いが大切。地域、認
知症への関心が深まりました。
警察署職員の声 
◦�警察の仕事上、認知症の方と接するのは多々ありま
す。まだ勤務を始めて間もないですが、すでに数件
ありました。認知症の方と接するのはやはり難しい
と感じていました。今回の講座でその点を学ぶこと
ができ、とても良い機会になったと思います。
地域の方の声 
◦�認知症になったらダメだという考え方でなく、やり方
によって認知症状が改善したり治せたりするという希
望が持てました。また、認知症の方の人格を認めな
がら心温まる思いで対
応することの大切さを
学べて良かったです。

認知症は、誰でもなる可能性のある病気です。自分や家族が、
あるいは友人や知り合いが、認知症になってしまったときに
困らないよう、あなたも認知症サポーターになりましょう。

介護保険課
995-1821

申し込み▶介護保険課
◦�日時、会場をお伝えください。会場は個人宅で
も構いません。

◦�小学生以上が 5人以上集まれば受講可能です。
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火災統計

●出火原因別件数

●火災発生状況（前年比）
■出火件数　14件（±０）

建物火災 ６件（+２）
林野火災 ０件（±０）
車両火災 ４件（－３）

その他火災 ４件（＋１）
■焼損棟数　８棟 (＋４）

全焼 ３件（+３）
半焼 ０件（±０）

部分焼 ４件（＋２）
ぼや １件（－１）

■死傷者数　５人（＋１）
死者 ２人（+２）

負傷者 ３人（－１）

救急統計

●救急車出動件数（前年比）
■出動件数　1,944 件（－３）

署所別
本署 954件（＋12）

茶畑分遣所 711件（－13）
須山分遣所 279件（－2）

事故種別

急病 1,025件（－42）
交通 163件（＋7）
一般 286件（＋21）
転院 356件（＋15）

そのほか 114件（－4）

●救急車搬送人員（前年比）
■搬送人員　1,786 人（－ 14）

程度別

軽症 784人（－５）
中等症 784人（－５）
重症 183人（－８）
死亡 35人（+４）

年齢区分別

新生児 ２人（±０）
乳幼児 121人（＋24）
少年 80人（＋11）
青年 690人（＋３）
老人 893人（－52）

搬送医療
機関別

市内 594人（±０）
市外 1,192人（－14）

■現場到着・病院収容までの平均所要時間
現場まで▶７分 42秒
病院まで▶ 41分 6秒
■応急手当普及啓発活動の実施回数と受講者数

普通救命講習 上級救命講習 普及講習
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27年 20回295人 ３回34人 １回７人

救助統計

●出動件数、救出人員の推移
■出動件数 26件　救出人員 16人　　　

特集８

平成 27年火災・救急・救助統計
火災は14件、前年と同数

平成 27 年の市内での火災統計、救急統計、
救助統計を公表します。火災件数は 14 件で、
前年と同数でした。救助出動件数は、前年より
６件増加し、26 件です。救急出動件数は 1,944
件で前年より３件減少しました。

消防署
995-0119

出動件数
救出人員

そのほか
3 件
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特集９

狂犬病予防注射を市内 40カ所で実施
愛犬を狂犬病から守ります

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

注射料は一匹につき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。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、30 日以内に
市に登録する必要があります。登録１匹につき 3,000
円かかります（登録は生涯に一度）。登録後にお渡し
する鑑札は、必ず首輪に付けてください。
また、飼い主の変更や引っ越しした場合、飼い犬が

死亡したときは、必ず届け出てください。

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。年に１回、必ず受けさせましょう。

生活環境課
995-1816

４月21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
9:20～9:35

鈴原集会所
9:30～9:40

富沢公民館
9:40～9:55

いずみ幼稚園駐車場
9:50～10:40

桃園定輪寺
10:05～10:25

峰下公民館
10:50～11:05

佐野二ふれあい広場
10:35～10:45

麦塚公民館
11:15～11:30

石脇公民館
10:55～11:20

本茶公民館
11:40～11:55

千福公民館
11:30～11:45

中丸中・下公民館
13:10～13:35

千福が丘中央公園
13:15～14:00

富士見台公民館
13:45～14:00

御宿上谷集会所
14:10～14:25

滝頭公民館
14:10～14:25

富岡コミセン
14:35～14:55

公文名東最寄集会所
14:35～14:50

葛山中村集会所
15:05～15:30

４月24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
14:40～15:05

久根公民館
14:25～14:50
市役所前駐車場
15:00～15:50

狂犬病予防注射（集合注射）の日程と会場

※�登録後にお渡しした鑑札と、平成 27年度の注射済
票を飼い犬に装着して来場してください。
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3年ぶりの開催に47チーム参加� 2月6日

運動公園やすらぎの広場で第 19 回富士山国際雪合戦が行われま
した。3 年ぶりの開催となった今大会に 47 チームが参加しました。
一般の部では「小山・金太郎ズ」が優勝。「富士山のふもとで愛を叫
ぶ」という大声コンテストも行われ、にぎやかな 1 日となりました。

今月の写真

Photograph 2 月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／富士スピードウェイ

初登場！鬼すそのん

こひつじ保育園が2カ所目の認証施設に� 2月3日

2 月 13 日㈯に小山町の富士スピードウェイで 2016 エコカー
カップ冬大会が行われました。市役所から 2 台のプリウスが出場。
これまでの“すそのんプリウス”に加え、“鬼すそのん”をデザイ
ンしたプリウスも初参戦。3 時間耐久レースを完走し、自動車産業
のまち裾野市を PR しました。

東名裾野病院の事業所内保育所「こひつじ保育園」が、市内では
2 カ所目となる認証保育施設になりました。市は、一定の条件を満
たす保育所を独自に認証し、運営費の一部などを助成することで、
安定的で質の高い保育を支援します。
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地域、学校、保護者で祝うこの10年� 2月6日

南小学校で開校 10 周年を祝う会が開催されました。地域の方へ
の感謝の会や南小学校校歌の作詞・作曲をした中山真理さんを招き
合唱や児童の発表が行われました。地域の方や卒業生、在校生、教
員、保護者で『大地讃

さんしょう
頌』を歌い、祝う会は幕を閉じました。

Photograph 2016.2

市北部まちづくりデザイン� 2月9日

各種団体が展示などを実施� 2月21日

工学院大学によるまちづくりデザイン報告会が生涯学習センター
で行われました。工学院大学の学生が「よそもの・わかもの」の視
点による魅力あるまちづくりを提案。目指すべき方向性は「若者の
定住促進を促して職住近接の活力あるまち」と示されました。

みんなのつどいが生涯学習センターで開催されました。各種団体
が体験や試食コーナーを出展。日ごろの活動成果を発表しました。
食生活健康推進会のだしの飲み比べでは、来場者がおいしく感じた
ものが、実はインスタントだと分かり、驚いていました。

宗祇法師の会設立� 2月21日

79 の団体や個人が賛同し「裾野市宗祇法師の会」設立総会が東
西公民館で開催されました。設立の目的は、宗祇の遺徳の顕彰や連
歌の伝承、墓所の保存管理、「宗祇の眠るまち裾野」の魅力発信な
どです。初代会長に定輪寺住職の中村雄

ゆう
爾
じ

さんが選ばれました。

自分の考えを英語で� 2月6日

英語スピーチコンテストが、生涯学習センターで行われました。
最優秀賞は、不二聖心女子学院中学校の白岩花音さん。身振り手振
りを交えながら、日本人の思いやりの気持ちについて堂々と発表し
ました。日本語スピーチコンテストも併せて行われました。

合同表彰式を開催� 2月19日

市立鈴木図書館書初め展・市児童生徒美術展・アイデア展合同表
彰式が市役所で行われました。市長は「いろんなことにチャレンジ
してください。一生懸命に取り組み、誰にも負けない一番を持てる
よう努力することを期待します」とお祝いの言葉を贈りました。
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インフォメーション

Information

しずおか子育て優待カード
全国共通展開

子どもと一緒に、買い物などを
するときに提示すると、各店舗が
決めた応援サービスが受けられま
す。４月１日㈮からは、全国の協
賛店舗で利用できます。

�18 歳未満の子どもの保護者、
妊娠中の方
対 象店舗／全国共通
ロゴマークのある
店舗
配 布場所／子ども保
育課、子育て支援
課、健康推進課、各支所
子ども保育課　995-1822
http://www.pref.shizuoka.jp/

　kousei/ko-130/yuutai.html

こども医療費助成制度

小学１年生から中学３年生まで
の子どもの医療費を助成します。
�健康保険が適用される医療費と
入院時の食事代
助 成方法／医療機関の窓口で、こ
ども医療費受給者証を保険証と
一緒に提示してください。
自 己負担／通院のみ１回�500�円
（月２回まで）。入院と薬局は自
己負担金なし。
�●県外の医療機関では、受給者
証を使用できません。受診した
場合は、子育て支援課へ申請し
てください。●４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。
子育て支援課　995-1841

生涯学習センター
月曜日開館を延長

�４月から平成 29 年３月末まで
の月曜日
休 館日／毎月最終月曜日と、年末
年始　※最終月曜日が祝日の場
合は翌日
開館時間／８時30分～21時30分
生涯学習課　992-3800

ひとり親家庭入学児童祝金

母子・父子家庭の児童が、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、
各支所にある申請書に必要事項
を記入し、子育て支援課または、
社会福祉協議会へ提出。
４月 11日㈪
子育て支援課　995-1841
　社会福祉協議会　992-5750

作り方
①�ベーコンを細かく切り、★をといだ米と合わせ
て、炊飯器で炊く。

②炊き上がったら、よくかき混ぜる。
③�◎をボウルに入れ、泡立て器でよく混ぜ、フラ
イパンに流し入れ薄焼き卵を２枚作る。　※混
ぜた後、茶こしでこすとなめらかになります。

④ご飯を２等分にし、薄焼き卵で包む。
⑤ほうれん草をさっとゆで、２cm程度に切る。
⑥ほうれん草をすそのんの頭の部分に載せる。
⑦�すそのんの顔と手をのりで作り貼る。ケチャッ
プでほっぺを描き、ほうれん草の部分に花チッ
プを載せたら出来上がり！　（作品では、ニン
ジングラッセ、インゲン豆とニンジンの肉巻き、
ウィンナソーゼージなどを入れました）
戦略広報課　995-1802

材料（２人分）
米�………………… １合� ★ベーコン� …………１枚
★玉ネギみじん切り�…1/4個� ★ケチャップ� … 大匙１杯
★バター�… 大匙1/2杯� ★水�……………… 180cc
★鶏がらスープの素�…………………………大匙1/2杯
◎卵�……………… 2個� ◎砂糖� ………… 小匙１杯
◎塩・酢�………… 少 �々 ほうれん草� …………適量
ふりかけの花チップ� …………………………………少々
ケチャップ（すそのんのほっぺ用）� …………………少々
※�酢を入れると卵の色合いが良くなります。

作者：庄司あゆみさん

すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！ 第 4弾

“富士の裾野の
　　　お花畑とすそのん”

優秀賞

１枚

すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！
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お知らせ

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

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
須山 4月5日㈫ 須山コミセン
東 4月6日㈬

生涯学習
センター

深良 4月8日㈮
西 4月13日㈬

富岡 4月14日㈭

時間はいずれも 19時～
生涯学習課　992-3800

妊婦健康診査
費用助成の追加

４月１日㈮から妊婦健康診査の
血液検査（血算検査）の費用助成
が１回追加されます。
�４月１日㈮以降に妊娠 36 ～
39週を迎える方
�３月 31 日㈭までに母子健康手
帳別冊の交付・再交付を受けて
いる方で、対象の方には３月末
に血算検査受診票を通知します。
健康推進課　992-5711

生涯学習情報誌『for�you』
配布方法の変更

平成 28 年度版から、市内各公
共施設で希望者のみへ配布します。
各公共施設へは、３月末に設置し
ます。
�市役所、各支所、鈴木図書館、
市民文化センター、生涯学習セ
ンター
�市公式ウェブサイトにも掲載し
ています。
生涯学習課　992-3800

はかりの定期検査

取引 ･証明に計量器を使用して
いる場合、計量法の規定で定期検
査を受けなければ『取引 ･証明』
を行うことができません。

と　き ところ
４月５日㈫

13：00～16：00 市役所駐車場

４月６日㈬
10：00～16：00

市民文化センター
北側駐車場

４月７日㈭
10：00～16：00

市役所駐車場
４月８日㈮

10：00～12：00

�●商店や工場などで取引に使う
はかり●学校、病院などで健康
診断書の作成のために使うはか
り●薬局などで薬剤調合用に使
うはかり●荷物運送業などで荷
物の料金を決めるために使うは
かり●茶、乾し椎茸などを販売
するために使うはかり
�計量器、計量器定期検査通知書
（はがき）、検査手数料
�通知書は、検査日の約 10 日前
に送られます。
商工観光課　995-1857

固定資産税課税台帳の閲覧
�４月１日㈮～　８時 30 分～
17 時 15 分　※土・日曜日、
祝日、年末年始を除く
�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㈮～５月２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

４月１日㈮から平成 28年度の課税の内容を確認できます。
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧
�４月１日㈮～５月２日㈪　８時
30分～17時15分　※土・日
曜日、祝日を除く
�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）※自分の所有
する資産と同じ種類のものに
限る（例：宅地と宅地）
�①～④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

課税課
　995-1809
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インフォメーション

Information

ヘルシーパーク裾野
市民無料利用券の使用期限

広報すその平成 27 年５月 15
日号に添付してあるヘルシーパー
ク裾野の市民無料利用券の使用期
限は、３月 30 日㈬です。期限ま
でにご利用ください。
ヘルシーパーク裾野
　965-1126

囲碁入門・初心者教室
(春季講座 )

�４月２日～30日　毎週土曜日
10時～11時30分
�東西公民館
�市内に住んでいる５歳以上の方
�20 人（先着順）
500 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。
3月19日㈯９時～27日㈰21時
東西公民館　992-6677

十里木キャンプ場管理人

�18 歳以上（高校生を除く）で、
自家用車通勤でき、キャンプ場
に宿泊しての勤務が可能な方
�４人程度
雇 用期間／４月 15 日㈮～ 10 月
31日㈪
勤 務日／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
�生涯学習課にある雇用申込書に
必要事項を記入し提出。
３月16日㈬～25日㈮
生涯学習課　992-3800

平成27年度　全国統一防火標語
　無防備な　心に火災が

かくれんぼ　

市民課、国保年金課、子ども
保育課（学校教育課）、子育て
支援課では、春の異動に合わせ
て、休日の窓口事務を行います。
�３月 26 日㈯、27 日㈰　８
時 30分～ 12時
�●ほかの官公庁などに確認が
必要な事務は、取り扱いでき
ない場合があります。

　�●各支所で
は行いませ
ん。

休日窓口開庁
市民課
995-1812

●転入、転出、転居など原則すべての事務●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　※旅券の申請はできません。●マイナンバー
カード交付事務

国保年金課
国保係
995-1814
年金係・後期高
齢者医療係
995-1813

●国民健康保険の取得・喪失の受け付け●１号被保
険者の年金手帳再交付申請、取得・喪失届、免除・
納付猶予・学生納付特例の受け付けなど●後期高齢
者医療保険のすべての事務　※国民健康保険・国民
年金の取得・喪失は、脱退、加入連絡票がない場合
は受け付けできません。　※後期高齢者医療被保険
者証などは後日郵送します。

子ども保育課
(学校教育課）
995-1822

●小中学生の転出入に係る事務（学校教育課）●市立
幼稚園児の転出入に係る事務●保育園の入園、退園、
転園に係る事務

子育て支援課
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
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お知らせ

プロに教わるお金のはなし

３月 26日㈯　10時～ 12時
�生涯学習センター学習室２
テ ーマ／① 28年度税制改正②マ
イナス金利時代に備えるマネー
講 師／①早野真史さん（公認会計
士）②小長谷晶充さん（㈱クレイ
ン）
�40 人（先着順）
� 商工観光課　995-1857

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28日㈭　10時～13時
�市役所1階市民相談室
�14人程度（先着順）
４月14日㈭
� 国保年金課　995-1813

軟式野球教室

トヨタ自動車東日本㈱野球部に
よる野球教室です。経験者や未経
験者に合わせた指導を行います。
�４月９日㈯　16時30分～18時
30分
�運動公園野球場
�中学生（平成 28年度）
60～ 70人（先着順）
４月２日㈯
� 市民活動センター

　950-8875　※㈰㈪休み

4 月　水道工事当番店 データバンク
※工事、修理は有料です。 3 月１日現在

２日㈯ 駿東管工
☎992-5728

３日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

９日㈯ ㈲細野設備
☎992-2465

10日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

16日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

17日㈰ 工管設
☎993-1603

23日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

24日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

29日㈮ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

30日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

4 月　カレンダー
３日㈰ 富岡地区桜まつり
４日㈪ 市立保育園入園式

６日㈬ 市立小・中学校
始業式、入学式

８日㈮ 市立幼稚園入園式
9日㈯・
10日㈰

富士山すそのパノラマ
ロード菜の花＆桜まつり

24日㈰ 深良用水まつり
※ 市政カレンダーに裾野聖母幼稚園の入園式
は４月５日㈫と掲載されていますが、正し
くは、４月８日㈮です。

4 月　税金・料金
納付期限：5 月 2 日㈪

人　口　53,024人� （−58人）
　男　　27,002人� （−18人）
　女　　26,022人� （−40人）
世　帯　21,462世帯�（−30世帯）
内、外国人� 684人�374世帯

良い子の楽しいスポーツ教室

�幼保年長・小学１年生クラス／
４月６日～９月28日　毎週水曜日

　17時～18時
小 学２・３年生クラス／４月12日～
９月27日　毎週火曜日　�17時～
18時
�西小学校体育館
�市内に住んでいるか、通勤して

いる保護者の子ども
�各 20人（先着順）
�500 円（１カ月あたり）と
800 円（スポーツ保険料）
�市民体育館（市立水泳場内仮設
事務所）へお申し込みください。
３月19日㈯�
ラグビーフットボール協会
　One for All（所）　997-3902
　090-4793-4860

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
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今月の救急協力医

4月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈮ 旭医院 966-0031 原 頴川医院 921-5148 高島本町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

2 ㈯ 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 ㈰

林医院 931-1120 住吉町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

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

4 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 香貫医院 931-2465 本郷町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

5 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 青木整形外科医院 922-0521 高島町 西村医院 971-6510 下土狩

6 ㈬ 森医院 966-2017 石川 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

7 ㈭ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

8 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 白石医院 951-4593 市道町 さくま小児科クリ

ニック 992-6303 茶畑

9 ㈯ 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

10 ㈰

小林内科医院 921-2165 米山町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 西村医院 971-6510 下土狩

杉山医院 992-0028 平松 ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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４月前期

日 内 科 外 科 小児科

11 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま小児科
医院 981-8577 堂庭

12 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 西方外科医院 921-1333 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

13 ㈬ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 遠藤クリニック 975-8801 久米田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

14 ㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

15 ㈮ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

　藤井原 萩野クリニック 966-7111 根古屋 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

3 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 　 下香貫樋ノ口

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

真野歯科医院
972-5290 堂庭　　

10 ㈰ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

本多眼科医院
931-1519 御幸町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115

19
2016.03.15



〒
410-1192 静

岡
県

裾
野

市
佐

野
1059

番
地

 TEL 055-995-1802
ｅ

メ
ー

ル
　

kouhou@
city.susono.shizuoka.jp

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http://w

w
w

.city.susono.shizuoka.jp

発
行

：
裾

野
市

　
編

集
：

企
画

部
戦

略
広

報
課

印
刷

：
株

式
会

社
 耕

文
社

デ
ザ

イ
ン

：
広

告
デ

ザ
イ

ン
事

務
所

 ハ
ピ

ネ
ス

 ア
ン

ド
 フ

リ
ー

ダ
ム

市立鈴木図書館
992-2342

2016
年
 
N
o.1307

3
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号

小野　雷
らい
琉
る

くん
（２歳７カ月・滝頭）

芹澤　菫
すみれ

ちゃん
（２歳 11カ月・中丸下）

田村　彩
あや
乃
の

ちゃん
（３歳・麦塚）

栗田　紗
さ
那
な

ちゃん
（２歳 11カ月・富士見台）渡邉　泰

たい
晟
せい

くん
（２歳２カ月・二ツ屋二）

辛川　藍
あい
子
こ

ちゃん
（２歳 11カ月・滝頭）

●4月の行事予定
おはなしの会
 ９日㈯ 14時30分～ 図書館おはなしのへや
　 16日㈯ 11時～ 市民文化センター図書室

親子おはなし広場
 12日㈫ 10時30分～ 図書館２階展示室

ファーストブック
 20日㈬ ９時～12時 図書館２階展示室
　 27日㈬ 13時～16時 図書館２階展示室

4月の休館日 4日㈪・11日㈪・18日㈪・
25日㈪・28日㈭

ミレニアム４
蜘蛛の巣を払う女　上
著：ダヴィド・ラーゲルクランツ
訳：ヘレンハルメ美穂、羽根由　早川書房

　アメリカの NSA（国家安全保障局）は、
スパイ活動を行う会社から人工知能研究
の権威バルデル教授が研究成果を持ち出
したとの情報を得る。折しもNSAのネッ
トワークに何者かが侵入。不屈のジャー
ナリスト、ミカエルは……。

オススメ

●メアリー・スーを殺して　幻夢コレクション
著：乙一、中田永一　朝日新聞出版

●赤毛のアンナ
著：真保裕一　徳間書店

●ブロッケンの悪魔　南アルプス山岳救助隊K-9
著：樋口明雄　角川春樹事務所

一般書

●�ねこ探！�2
　地獄のさたもねこ次第の巻
作：村上しいこ　ポプラ社

●�かあちゃんえほんよんで
文：かさいまり　絵本塾出版

●ひなまつりのちらしずし
作：宮野聡子　講談社

●�ごはんのじかん
文：レベッカ・コッブ
訳：おーなり由子　ポプラ社

●おしゃれさんの茶道はじめて物語5
　うめのせんにん編
作：永井郁子　淡交社

児童書
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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
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と　き／４月24日㈰　9時～15時
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。

【イベントスケジュール】　　　　　　　　　　　　　
　	９：00	 仮装行列震橋出発　　　　　　　　　　
　	９：30	 模擬店など販売開始　　　　　　　　　
　	10：30	 式典開始　　　　　　　　　　　　　　
　	11：10	 お田植え初め・ステージイベント開始　	
　	14：45	 もちまき　　　　　　　　　　　　　　
　	15：00	 イベント終了　　　　　　　　　　　　

【イベント】
●通水記念仮装行列（震橋～深良小グラウンド）
●早乙女によるお田植え初め（深良小西側水田）
●第３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）

【展示】
●深良用水に関する写真パネルや資料
●第２回深良用水まつりの写真
●深良用水を利用した発電所写真パネル

特集１

第３回深良用水まつり
4/24㈰先人の偉業を今に伝えるイベントを開催！

　1670年の４月25日の通水を記念し、４月24日㈰に深良小学校
グラウンドで第３回深良用水まつりを開催します。仮装行列やお
田植え初め、ステージイベントなど、「世界かんがい施設遺産」
に登録された深良用水の遺業を、全国に発信するイベントです。

深良支所
992-0400

【仮装行列コース】

～通水記念仮装行列参加者募集～
　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㈬までに深良支所へお申
し込みください。申し込み多数の場合は、期限前
に締め切ることがあります。

（出発）（出発）
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特集２

魅力いっぱいの相馬市
相馬市の復興を応援しよう！～東日本大震災から5年～
　市では、災害時相互応援に関する協定に基づき、相馬市へ職員
を派遣しています。東日本大震災から5年。被災地では、いまだに
風評被害が残っており、産業振興に影響を及ぼしています。相馬
市の魅力を紹介し、復興を応援します。

　相馬市は、福島県の東北端、西に阿武隈山地が連な
り、東は太平洋に面したまちです。相馬野

の
馬
ま
追
おい
や相馬

民謡などの伝統文化が受け継がれています。公共施設
は和風建築で統一され、城下町としての雰囲気が今も
残っています。現在、漁業は、風評被害の影響で試験
操業の段階ではありますが、捕れるようになった魚種
は 72種類と増えてきています。
●相馬野馬追
　国の重要無形民族文化財の相馬野馬追は、相馬氏の
祖である平将門が原野に放してあった野馬を捕らえる
軍事訓練と、捕らえた馬を神前に奉納したことに由来
します。相馬中村神社で行われる総大将の出陣式や出
陣式の後に騎馬武者たちが隊列を組み、市内を行列す
る様子は、とても迫力があり、歴史を感じることがで
きます。
●みちのく潮風トレイル
　みちのく潮風トレイルとは、青森県八戸市から相馬
市までの海岸線を中心に設定される長距離自然歩道で
す。相馬市のトレイルコースは、相馬野馬追や城下町
の歴史を感じ、松川浦のきれいな景観を堪能できる
コースとなっています。自然や歴史、文化を楽しみな
がらトレイルコース踏破に挑戦してください。

●伝承鎮魂祈念館
　相馬市の震災前の原風景や震災の記録などを、写真
や映像で見ることができる施設です。震災によって失
われた相馬市の「原風景」を後世に残し、遺族の心の
より所としていくとともに、震災以前の相馬市を知ら
ない人々に、在りし日の相馬市の姿を伝えていきます。
●相馬で「いちご狩り」
　毎年１月中旬から５月末まで、相馬市の和田観光い
ちご園では、いちご狩りを楽しむことができます。「章
姫」、「さちの香」など数種類のいちごを栽培しており、
30分間食べ放題です。朝摘みの新鮮ないちごも販売
しています。
●特産品「相馬生まれの美味いもん」
　いちごや梨、太平洋で捕れるさまざまな海産物が豊
富です。また、農林水産大臣賞を受賞したしょうゆ、
国際コンクールで金賞を受賞したお米、Ａ５ランクの
黒毛和牛“相馬牛”など多くの美味がそろっています。
これら特産品は、ふるさと相馬ブランド化推進協議会
が運営するインターネットショップ「美味いもん相馬
本家」から産地直送でお届けします。
美味いもん相馬本家ホームページ

　http://www.soma-brand.jp/

相馬市は魅力がいっぱい！　　　　　☎相馬市千客万来館　0244-26-4848

相馬野馬追

みちのく潮風トレイル

いちご狩り

松川浦復興チャレンジグルメ
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特集３

平成28年度 固定資産税・都市計画税
４月上旬に納税通知書を発送
　固定資産税・都市計画税は、毎年１月１日現在の所有者に課税
されます。税額は、固定資産評価基準に基づいて算出された評価
額を基に決定されます。４月上旬に納税通知書を送付しますので、
内容をご確認ください。

課税課
995-1809

第１期の納期限は５月２日㈪
　固定資産税と都市計画税を合算した年税額を一括、
または４期に分けて納めてください。一括の場合は５
月２日㈪までに、４期に分ける場合は、各期の納期限
までに所定の金額を納めてください。また、固定資産
税と都市計画税を合算した額が年額 3,900 円以下の
場合は、一括納付となります。
　口座振替の場合は、４期に分けて各納期限の日に引
き落とされます。

固定資産税は１月１日現在の所有者に課税
　毎年１月１日現在、市内にある土地、家屋、償却資
産の所有者が納める税金です。税額の求め方は以下の
とおりです。
　　固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％）
　固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定めた固
定資産評価基準を基に決定されます。原則として評価
額が課税標準額になります。ただし、課税標準の特例
措置が適用される住宅用地や、税負担の調整措置が適
用される土地は、課税標準額が評価額より低くなりま
す。
◆固定資産税を納める方◆
　原則として固定資産の所有者で次の方です。

〔土地〕
●登記簿に所有者として登記されている方
●土地補充課税台帳に所有者として登録されている方
●�所有している土地の課税標準額の合計が 30万円以
上の方

〔家屋〕
●登記簿に所有者として登録されている方
●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％
　毎年１月１日現在、市内の市街化区域内にある土地、
家屋の所有者が納める税金です。税額の求め方は以下
のとおりです。

都市計画税額＝課税標準額×税率（0.2％）

届出が必要な場合
　次のような場合は課税課にご連絡ください。登記の
手続きを行った場合、届出は不要です。
●家屋を新築・増築したとき
●家屋を取り壊したとき
●家屋の用途を変更したとき
●�売買、相続、贈与などにより登記されていない家屋
の所有者を変更したとき

負担調整措置 ～土地の税額が上がる場合～
　土地の固定資産税は、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、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。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の
課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負
担調整措置で本来の課税標準額に向けた是正過程にあ
るものです。
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特集３

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※１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戸につき 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／次の全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㎡

　�※共同住宅など一戸建て以外の貸家住宅の場合は、
住宅１戸あたりの床面積が 40～ 280㎡

◆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 24 年１月２日から平成 25 年１月１日までに
減額の対象となる一般の住宅を新築した方

②�平成 22 年１月２日から平成 23 年１月１日までに
減額の対象となる一般の認定長期優良住宅を新築し
た方

③�平成 22 年１月２日から平成 23 年１月１日に減額

の対象となる３階建て以上の中高層耐火住宅を新築
した方
※ 1認定長期優良住宅
　長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基
づき、耐久性・安全性の住宅性能が一定基準を満たす
ものとして所管行政庁の認定を受けた住宅です。

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。

　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戸あたり、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。

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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特集４

予防接種一覧
予防接種で病気を予防しましょう
　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
症で済むこと、まわりの人に移さないことです。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。予防接種は、
接種券をお持ちになり、実施医療機関で接種を受けてください。 健康推進課

992-5711

　乳幼児から対象の予防接種

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・百日ぜき・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 ８歳11カ月になる月の月末 ９歳の誕生日～13歳の誕生日の前々日

ＭＲ１期〔麻
ま
疹
しん
・風

ふう
疹
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
ま
疹
しん
・風

ふう
疹
しん
混合〕

平成22年４月２日～平成23年
４月１日生まれに発送

４月１日㈮～平成29年３月31日㈮

単独不活化ポリオ（全４回）
初回

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

子宮頸
けい
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（女子）

※	日本脳炎予防接種は、旧ワクチンの副作用の問題のため平成17年度から平成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年度から接種を再開しました。この間、対象だった
方（平成８年４月２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しますの
でお問い合わせください。
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特集４

高齢者肺炎球菌
　高齢者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／３月中旬ごろに
接種可能期間／４月１日㈮～平成 29年３月 31日㈮
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 26 年４月２日～昭和 27 年４月
１日生まれの方）

● �70 歳の方（昭和 21 年４月２日～昭和 22 年４月
１日生まれの方）

● �75 歳の方（昭和 16 年４月２日～昭和 17 年４月
１日生まれの方）

● �80 歳の方（昭和 11 年４月２日～昭和 12 年４月
１日生まれの方）

● �85 歳の方（昭和６年４月２日～昭和７年４月１日
生まれの方）

● �90 歳の方（大正 15 年４月２日～昭和２年４月１
日生まれの方）

● �95 歳の方（大正 10 年４月２日～大正 11 年４月
１日生まれの方）

● �100 歳の方（大正５年４月２日～大正６年４月１
日生まれの方）

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？
　風邪気味の時などは医師に詳しく状態を伝え、
　接種を受けて良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。

風
ふ う

疹
し ん

予防接種費用の一部助成
　助成は、１人につき１回です。妊娠している方は、
接種できません。
接種可能期間／４月１日㈮～平成 29年３月 31日㈮
助成額／風

ふう
疹
しん
ワクチン▶上限 4,000 円

　MR（麻
ま
疹
しん
・風

ふう
疹
しん
混合）ワクチン▶上限5,000円

対 象者／接種当日に市に住民登録があり、風
ふう
疹
しん
抗体検

査を受けた結果が、抗体価の低い（抗体価がHI 法
で 16倍以下、EIA法で 8.0 未満、CLEIA 法で 4.0
未満）で、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
申 請方法／接種後、医療機関に接種費用を支払い、４
月 15 日㈮から平成 29 年４月 14 日㈮までに健康
推進課へ申請してください。

こんなときは手続きを！
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
　転出先では裾野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
で接種を希望するとき
　希望する医療機関での接種が可能かどうか健康推進
課へお問い合わせください。

予防接種後健康被害救済制度
　定期の予防接種による副反応のために、医療機関で
治療が必要になったり、生活が不自由になったりした
とき（健康被害があったとき）は、法律に定められた
救済制度があります。
　制度の利用を申し込むときは、健康推進課へご相談
ください。
※制度を利用するためには、一定の条件があります。
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特集５

障がいのある方も暮らしやすい社会へ
障害者差別解消法 ４月１日施行

障がい福祉課
995-1820

　「障害者差別解消法」 が平成28年４月１日に施行されます。
障がいを理由とする差別をなくすことを推進し、障がい者と健
常者が共生する社会の実現を目指します。障がい者に対し、不
当な差別的扱いをせず、合理的な配慮をすることが必要です。

　障害者差別解消法で 
 障がいのある方とない方を平等に　
　障害者差別解消法は、国や市などの行政機関、会社
や商店などの民間事業者の障がいを理由とする差別を
解消するための措置などを定めています。すべての方
が障がいの有無で差別されることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげ
ることが目的です。
●この法律で定めている主な内容
①�国や市などの行政機関、会社や商店などの民間事業
者による障がいを理由とする差別を禁止すること

②�差別を解消するための取り組みについての政府全体
の方針を示す基本方針を作成すること

③�行政機関ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別
に対する対応要領や指針の作成を検討すること

障がいのある方への差別をなくすために
　国や市、会社や商店などが、障がいを理由に正当な
理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、
条件を付けたりすることをなくすため「不当な差別的
扱い」を禁止します。「合理的配慮をしないこと」も
差別となります。障がい者に対して合理的な配慮をし
なければなりません。
　障がいのある方から配慮を求める意思の表明※が
あった場合には、負担になりすぎ
ない範囲で合理的な配慮をするこ
とが求められます。それぞれの障
がいに合った、必要な工夫・やり
方で対応が必要です。
※�知的障がいなどで本人自ら意思
を表明することが困難な場合は、家族などが本人を
補佐して意思の表明をすることができます。

×不当な差別的扱い
　例えば、障がいがあるという理由だけでスポーツク
ラブに入れないこと、アパートを貸してもらえないこ
と、車いすを利用しているため飲食店に入れないこと
などです。障がいのない方と違う扱いは「不当な差別
的扱い」と考えられます。ほかに方法がない場合など
は、不当な差別的扱いにならないこともあります。

×合理的配慮をしないこと
　例えば、聴覚障がいのある方に声だけで話すこと、
視覚障がいのある方に書類を渡すだけで読みあげない
こと、知的障がいのある方に分かりやすく説明しない
ことなどです。障がいのない方には情報を伝えるのに、
障がいのある方には伝えないことになります。

行政機関など 会社・商店など
不当な　

　差別的扱い してはいけない してはいけない

合理的配慮 しなければ
　ならない

するように
努力が必要

Ｑ＆Ａ
Ｑ 合理的な配慮の具体的な例を教えてください。
Ａ 状況によって異なります。例えば、車いすを利
用している方が乗り物に乗るときの手助けする
ことや、耳が聞こえない方には筆談、
目が見えない方には読み上げなど障
がいの特性に応じた手段で対応する
ことが合理的な配慮といえます。

Ｑ 近所の方から差別的なことを言われました。そ
の方は罰を受けないのでしょうか。

Ａ�障害者差別解消法が禁止しているのは、行政機
関や民間事業者などによる差別です。この法律
が、一人ひとりのすることや考えを罰すること
はありません。
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特集６

４月から要約筆記者派遣事業を開始
手話や要約筆記で耳が不自由な方とも対話が可能に
　聴覚に障がいがある方と対話や意思疎通をするには、手話や要約
筆記などがあります。市では、これまで行っている手話通訳者派遣
事業に加え、要約筆記者派遣事業を４月から開始します。
　現在、市に登録されている手話通訳者は４人、要約筆記者は２人
と少ない状態です。養成講座に参加し、交流の輪を広げませんか。

障がい福祉課
995-1820

文字で伝える要約筆記
　要約筆記は、話の内容を即時に要約し、手書きかパ
ソコンを使って文字で伝えることです。
■要約筆記者派遣事業を開始
　当市では、４月から要約筆記者派遣事業を開始しま
す。聴覚障がい者や聴覚障がい者とコミュニケーショ
ンをとりたい方が、講演会や会議、個人的に病院や冠
婚葬祭などで必要なときに要約筆記者を派遣します。
�派遣に要する費用はかかりません。入場料や参加料
などが必要な場合は、ご負担ください。
�社会福祉協議会へ、お早めにお申し込みください。
要約筆記者と日程を調整します。
�裏表紙のアングルのコーナーで、市内の要約筆記者
を紹介しています。

■県要約筆記者養成講座（東部）を開催
　要約筆記の知識や技術を習得します。
５月 11日㈬～ 12月４日㈰の水曜日と日曜日

　10時～ 15時　※月に１～４日程度　
コース／手書きコース、パソコンコース
三島市社会福祉会館（三島市南本町）
①県内に住んでいるか通勤している 18歳以上の方

　②終了後、登録試験を経て、地域で活動できる方
　�③パソコンコースは、１分間に 80字以上をタッチ
タイピングで入力でき、自己所有のノートパソコン
（OS:Windows7 以降）を持って来られる方
各 15人
3,400 円（テキスト代）
�４月 15日㈮までに障がい福祉課にある申込書に必
要事項を記入し、郵便またはファクス、メールで県
聴覚障害者情報センターへお送りください。

　※申込書は市公式ウェブサイトからダウンロード可
県聴覚障害者情報センター�要約筆記担当

　〒 420-0856�葵区駿府町 1-70
　054-221-1257�　 054-221-1258

wbs60138@mail.wbs.ne.jp

手話で日常会話や意思疎通
　手話は、手や指、腕を使う手指動作、顔を使った非
手指動作で言葉を伝えることです。
■手話通訳者養成講座を開催
　自己紹介や趣味に関することなど日常生活でよく使
う手話を主に学びます。初心者の方にも分かりやすい
内容です。裾野市・御殿場市・小山町の２市１町合同
で行います。今年の会場は、当市です。
５月17日～９月27日の毎週火曜日　19時～21時、

　８月 28日㈰　10時～ 16時（受講必須）　
　※７月５日㈫、８月 16日㈫は休講
市役所地下会議室Ａ・Ｂ
�２市１町に住んでいるか通勤している18歳以上の方
20人（先着順）
3,240 円
�５月 16 日㈪までに障がい福祉課へ直接お越しにな
るか、電話でお申し込みください。　※受け付けは
平日の９時～ 17時

■手話サークル「虹の会」
　市内には、手話サークル「虹の会」があります。手
話学習を通じて、聴覚障がい者問題の理解を深め、楽
しく暮らせる地域社会を目指しています。
　サークル活動では、聴覚障がい者の方も一緒に手話
の講義のほかゲームなどをして楽しく学びます。健康
まつりなどの行事への参加や、ほかの地域のサークル
との交流などもあります。興味のある方は、見学にお
越しください。
活動日時／毎週木曜日　19時 30分～ 21時　
活動場所／福祉保健会館
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特集７

森林の健康保持に間伐を！
森林組合が山林づくりをお手伝い

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
る方が対象です。

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、木がさら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、さまざまな問題が生じ
ます。水資源の確保や土砂流出の防止など、森林のも
つさまざま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。

　�※伐採届は市公式ウェブサイトからダウンロードで
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

作業は安全第一かつ計画的に
　森林組合では 9人の作業員が間伐を行ってい
ます。毎週月曜日の朝、裾野工業団地にある作業
場でミーティングを行い、1週間の作業工程を確
認しています。作業は安全第一をモットーに行っ
ています。
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特集８

市職員人事異動
４月１日㈮から新体制

人事課
995-1806

　「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」をさらに推進していくため、４
月１日㈮付で人事異動を行いました。

【部長級】
企画部長▶小林浩文（企画部部参事兼市長戦略監）建
設部部技監▶金子隆一（建設部部参事兼まちづくり課
長）教育部長▶杉山善彦（教育部次長兼教育総務課長
兼学校給食センター所長）

【部参事級】
企画部部参事兼市長戦略監▶西川篤実（企画部次長兼
秘書課長）環境市民部部参事兼水道事業管理監兼上下
水道課長▶倉澤秀樹（環境市民部次長兼深良支所長）
健康福祉部部参事兼子育て支援監▶勝又守（健康福祉
部次長兼健康推進課長兼福祉保健会館長）

【次長級】
次長 監査委員事務局長▶湯山博之（企画部次長兼財
政課長）企画部次長兼秘書課長▶水口清治（教育部参
事兼生涯学習課長兼富士山資料館長）産業部次長兼渉
外課長▶横山王一（産業部参事兼渉外課長）次長 会
計管理者兼出納課長▶平野佳正（健康福祉部参事兼介
護保険課長）

【参事級】
企画部参事兼企画政策課長（裾野市土地開発公社事務
局長）▶石井敦（企画部企画政策課長、裾野市土地開
発公社事務局長）環境市民部参事兼富岡支所長▶中村
章秀（環境市民部富岡支所長）建設部参事兼建設管理
課長▶杉山康雄（建設部建設管理課長）教育部参事兼
鈴木図書館長兼東西公民館長▶山田秀一（教育部鈴木
図書館長兼東西公民館長）

【課長級】
環境市民部市民課長▶杉山善則（総務部管理納税課長）
環境市民部深良支所長▶土屋敏彦（消防本部消防総務
課長）健康福祉部介護保険課長▶加藤忠彦（健康福祉
部国保年金課長）教育部生涯学習課長兼富士山資料館
長▶勝俣善久（教育部生涯学習課市民協働室長）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）企画部財政課長▶髙梨恭（企画部

企画政策課長代理）総務部管理納税課長▶渡邊圭一郎
（総務部課税課長代理）環境市民部危機管理課長▶秋
山慶次（環境市民部危機管理課長代理）環境市民部上
下水道課水道工務室長▶芹澤泰広（建設部建設管理課
長代理）健康福祉部健康推進課長兼福祉保健会館長▶
杉山和哉（総務部人事課長代理）健康福祉部国保年金
課長▶笠間健男（健康福祉部子ども保育課長代理）建
設部まちづくり課長▶中野智文（総務部総務管財課長
代理）建設部区画整理課長▶丹野宏康（建設部区画整
理課長代理）教育部教育総務課長兼学校給食センター
所長▶鈴木則和（教育部教育総務課長代理）

【課長代理級】
企画部財政課長代理▶勝又博文（企画部財政課主幹兼
係長）総務部総務管財課長代理▶大庭秀夫（総務部総
務管財課主幹兼係長）環境市民部市民課長代理▶髙橋
渉（環境市民部市民課主幹兼係長）環境市民部上下水
道課経営管理室長▶山田克彦（環境市民部上下水道課
経営管理室長）環境市民部上下水道課水道工務室副参
事▶高草泉（環境市民部上下水道課主幹兼係長）健康
福祉部子ども保育課長代理▶歌﨑克文（健康福祉部社
会福祉課主幹兼係長）産業部農林振興課長代理▶杉本
一之（産業部農林振興課主幹兼係長）建設部建設管理
課道路保全対策室長▶土屋雅敬（建設部建設管理課道
路保全対策室長）建設部まちづくり課長代理▶鈴木努
（建設部まちづくり課主幹兼係長）教育部鈴木図書館
副参事▶多田純子（教育部鈴木図書館主幹兼係長）出
納課長代理▶杉山弘記（出納課主幹兼係長）

【支所長級】
健康福祉部子ども保育課深良幼稚園長▶勝又直江（健
康福祉部子ども保育課富岡第二幼稚園長）健康福祉部
子ども保育課富岡第一幼稚園長▶山田光代（健康福祉
部子ども保育課須山幼稚園長）教育部生涯学習課市民
協働室長▶大塚智美（環境市民部市民課主幹兼係長）

（　）は、27年度の所属・役職です。
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材料（２人分）
紫キャベツの葉�…………………………１～２枚
かまぼこ（白）�…………………………… ２cm
ウィンナー、いんげん豆�…………………各２本
玉ネギのみじん切り�……………………… 1/2 個
ご飯�……………………………………茶椀２杯分
ケチャップ�………大匙２～３杯（お好みで増量）
卵�………………………………………………２個
◎水溶き片栗粉�………………………………少々
◎塩�……………………………………ひとつまみ
のり�……………………………………………少々
カニカマ�………………………………………１本
油�………………………………………………少々
戦略広報課　995-1802

春の環境美化活動

　地域の河川や側溝、道路を清掃
します。
４月 17日㈰
各区で決められた場所
�ごみは分別し、８時 30 分から
11 時までに、一般廃棄物最終
処分場に搬入してください。
市民課地区振興係　995-1874

ヘルシーパーク裾野
開館 15 周年記念イベント

　ヘルシーパーク裾野は、平成
13年４月の開館から15周年を迎
えます。これを記念し、イベント
を行います。
４月18日㈪～20日㈬

開館時間／10時～21時
ヘルシーパーク裾野
�来館者全員に記念品を贈呈し、
ポイントカードをお持ちの方に
は３ポイントを付与します。
ヘルシーパーク裾野

　965-1126

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 21日㈭

　10時 20分～ 11時 30分�
福祉保健会館研修室
�昭和 21 年４月２日～５月１日
に生まれた方
�対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
保険証、筆記用具など
国保年金課　995-1814

作り方
①�⑴紫キャベツをざく切りにし、鍋に入れ、キャベ
ツが浸るぐらいに水を入れて火にかけ、煮だす。
⑵かまぼこを３mmの幅に切り、６等分する。

　�⑶煮汁に重曹を入れ、⑵のかまぼこ４枚を１時間
以上漬け込む。

②ウィンナーは薄く、いんげん豆は約５mmに切る。
③�フライパンに油をひき、玉ねぎをいためる。その
中に①を入れ、一緒にいためる。

④�③にご飯を入れて軽くいため、ケチャップを入れ、
混ぜ合わせて火を止める。

⑤�卵を溶き◎の調味料を入れ、混ぜ合わせる。別の
フライパンに油をひき、薄焼き卵を２枚作る。

⑥④を２等分し、薄焼き卵で包み、形を整える。
⑦�①で余ったかまぼこ２枚を、すそのんの富士山の
帽子の形に切る。残りの２枚を２等分にして半月
型に切り、足を作る。

⑧海苔を切って、目・鼻・口・手を作る。
⑨カニカマの赤い部分を丸く切り、ほっぺを作る。
⑩⑥に⑦～⑨を張り付けたら出来上がり！
（作品では、小松菜のおかか巻き、どんぐりウィン
ナー、裾野ポークでエノキの肉巻き、きんぴらごぼ
う、ミートボール、トマトを入れました）

作者：髙田李奈さん

すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！
第５弾

“I love すそのん”優秀賞

12
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お知らせ

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

富士山資料館補修工事完了
４/１から通常どおり開館

　富士山資料館は、補修工事が完
了し、４月１日㈮から通常どおり
開館します。
開館時間／９時～16時30分
入 館料／大人210円、小・中学生
100円

休 館日／毎週月曜日（祝日の場合
は開館）、祝日の翌日

富士山資料館　998-1325

後期高齢者医療制度の
保険料率改定

　後期高齢者医療制度の保険料は、
被保険者全員が負担する均等割額
と被保険者の前年の所得に応じて
負担する所得割額を合計し、個人
単位で計算します。この保険料率
は、都道府県ごとに決定し、２年
ごとに見直されます。平成 28・
29 年度の新保険料率は、医療費
の増加などを考慮し、次のとおり
改定されました。
保険料率（年額）

区分 平成 26･
27 年度

平成 28･
29 年度

所得割率 7.57％ ７.85％
均等割額 38,500 円 39,500 円

保険料（年額）＝均等割額（39,500
円）＋所得割額（基礎控除後の総
所得金額など）× 7.85％
　低所得者層の負担軽減を図るた
め、均等割保険料の 5 割軽減・
２割軽減の対象が拡大されます。

県後期高齢者医療広域連合
　054-270-5528
　国保年金課　995-1813

市民無料相談

�４月 20 日㈬　※受付▶終了時
刻の 20分前まで
市役所４階会議室

内 容 ・ 時 間／●資格団体相談
（10時～12時）▶土地、家屋
（マンション含む）、相続、各
種登記、会社の設立、増資、成
年後見業務、社会保険労務など
に関する相談。司法書士、行政
書士、社会保険労務士、宅地建
物取引士、土地家屋調査士、建
築士、マンション管理士が応じ

ます。
　�●人権相談（10時～12時、13
時～15時）▶子どもの人権、女
性の人権、そのほか差別待遇な
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。

　�●税務相談（10時～12時、13
時～15時）▶各種税金について
の相談。税理士が応じます。
戦略広報課　995-1802

国保税の賦課限度額を改正しました

　国保税条例を改正し、国民健康保険税の賦課限度額を変更しました。
一部の方にはより多くの負担をおかけしますが、国保制度は相互扶助
で成り立っています。ご理解、ご協力をお願いします。
　平成 28年度の国保税率などは、下表のとおりです。

課税の分類 課税区分 課税割合など（改正なし） 賦課限度額
（今回改正）

医療費分

所得割 5.5%
51万円
↓

52万円

資産割 20.0%
均等割 1人当たり年間23,600円
平等割 1世帯当たり年間21,000円

後期高齢者
支援分

所得割 2.1%
16万円
↓

17万円

資産割 4.0%
均等割 1人当たり年間8,800円
平等割 1世帯当たり年間8,200円

介護分　
（40歳以上65歳
未満の方が対象）

所得割 2.1% 14万円
↓

16万円均等割 1人当たり年間14,600円

所得割＝（前年の所得額－基礎控除 33万円）×税率
※加入者単位で計算し世帯で合算

国保年金課　995-1814　　
　課税課　　　995-1810　　
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児童扶養手当の支給

　４月 11 日㈪は、児童扶養手当
の支給日です。児童扶養手当は、
18 歳になる日以後の最初の３月
31 日までの児童がいる母子・父
子家庭などで、認定請求書を提出
し、認定された方に支給します。
支 給日／４月、８月、12月の11
日　※土・日曜日、祝日の場合
はその直前の平日

支 給方法／支給日の前月までの４
カ月分を指定口座に振込み
�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。
子育て支援課　995-1841

県の最低賃金を改正

　県の最低賃金が平成 27 年 10
月３日㈯に、産業別最低賃金が
12月 31日㈭に改正されました。
県最低賃金／783円
産 業別最低賃金／●パルプ・紙・
加工紙製造業▶786円●タイ
ヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴ
ムホース・工業用ゴム製品製造
業▶833円●鉄鋼、非鉄金属製
造業▶867円●はん用機械器具、
生産用機械器具、業務用機械器
具、輸送用機械器具製造業▶
879円●電子部品・デバイス・
電子回路・電気機械器具、情報
通信機械器具製造業▶851円●
各種商品小売業▶823円
静岡労働局賃金室

　054-254-6315

運動公園陸上競技場
記念式典

　陸上競技場のオープン 20周年
と、走路などの改修完了を記念す
る式典です。
４月９日㈯　９時～11時15分�
運動公園陸上競技場
�小山高校ダンス部の演技、ヤク
ルト陸上競技部の福士優太朗選
手らによる陸上指導（主に小・
中学生が対象）
生涯学習課　992-3800

はり・灸
きゅう

・マッサージ
治療費の助成

　１回の治療で 1,000�円割引さ
れる助成券を年間５枚交付します。
�市内に住んでいて、平成 28 年
４月１日現在で 70�歳以上の方�
※医療保険で受診している方は
対象になりません。
�社会福祉課または各支所へお申
し込みください。
はんこ

助成券が使える治療院 電話番号
中部リバース 997-3211
ウエルネスヒロコ 994-0111
高田鍼

しんきゅう

灸指圧治療院 993-9197
フィールウェーブ 992-2969
はり灸長谷川 992-2404
のぞみ整骨院 965-0903
さくら治療院 993-7802
セラピス接骨院 960-9880
らく笑マッサージ in 992-8039

社会福祉課　995-1819

４/６㈬～４/15㈮
春の全国交通安全運動を実施

　春の全国交通安全運動が行われます。交通安全の意識を高め、
交通ルールの遵守と良い交通マナーを習慣付けることで、交通事
故防止を図ります。
実施期間／４月６日㈬～15日㈮
スローガン／安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ
運動の基本／子どもと高齢者の交通事故防止
運動の重点
・自転車の安全利用の促進（特に自転車安全利用五則の周知徹底）
・�後部座席を含めたすべての座席でのシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底

・飲酒運転の根絶
・通学路における子どもの安全確保

お詫びと訂正 
　春の全国交通安全運動の実施期間は、市政カレンダーの４月の
今月の主な行事に「11 日～ 20 日」と記載されていますが、正
しくは「６日～ 15日」です。お詫びして訂正します。

� 危機管理課　995-1817 　
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お知らせ

　子育てについての講話や実
習、学級生同士の意見や情報の
交換を行います。
生涯学習センター
４月 30日㈯
無料で託児を利用できます。

生涯学習課　992-3800

子育てに関するセミナーを開催

高速バスの時刻表
４/４に改正

　県東部と首都圏を結ぶ高速バス
の時刻が４月４日㈪から改正され
ます。
　三島新宿線では、マックスバ
リュ茶畑店前に「麦塚バス停」を
新設します。また、新宿南口に新
ターミナル「バスタ新宿」が完成
し、乗降場所と出発時刻が変更に
なります。
　沼津新宿線は６往復 12 便、三
島新宿線は３往復６便、沼津東京
駅線は５往復 10便が運行中です。
時刻表などの詳しい情報は、お問
い合わせください。

富士急コールセンター　
　0570-022956
　富士急シティバス㈱
　921-5367

七人制ラグビー教室の参加者

　七人制ラグビー教室（五輪種目・
七人制女子ラグビー大会の楽しみ
方）を開催します。老若男女問わ
ず、参加できます。
６月４日までの毎週㈯

　９時～ 11時
�総合グラウンドC、運動公園や
すらぎの広場
�市内に住んでいるか通勤・通学
している方
30人程度
�事前に電話で会場を確認し、当
日会場でお申し込みください。
ラグビーフットボール協会

　One for All（所）997-3902
　090-4793-4860

市スポーツ祭 レクスポ
３種目大会の参加チーム

　ペタボード大会、輪投げ大会、
ファミリーバドミントン大会の参
加チームを募集します。
５月 15日㈰　９時 30分～
�富岡第一小学校体育館、富岡中
学校体育館
�市内に住んでいるか、通勤・通
学している方
１チーム 500 円
�市民体育館（市立水泳場内仮設
事務所）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。
４月１日㈮～５月１日㈰
�●監督者会議（抽選会、大会注
意事項の説明）を５月６日㈮
19 時から生涯学習センターで
行います。●上位チームは 11
月 20 日㈰に長泉町で行う、駿
東地区レクスポ大会の出場権が
得られます。
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303

駿東地域職業訓練センター
５月講座

�●特別教育コース▶伐木作業の
安全衛生講習（中小径木対応）、
アーク溶接特別教育●自主訓練
コース▶造園管理講座●技能講
習コース▶玉掛け技能講習●パ
ソコンコース▶パソコン入門
（ビギナーズコース）、ワード基
礎、ワード活用、エクセル基礎、
エクセル活用、夜間パソコン入
門、夜間ワード基礎、夜間ワー
ド活用、夜間エクセル基礎、夜
間エクセル活用、夜間勘定奉行
で行うパソコン財務会計●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

平成 27 年度　市防火標語
火の用心　みんなが町の　消防隊�
� 木村　真悟さん

【幼児をもつ母親学級】
５月12日～７月14日毎週㈭

　９時 30分～ 11時 30分
�市内に住んでいて、１歳～３
歳の幼児がいる母親

【子育てセミナー】
５月 17日～７月５日毎週㈫

　９時 30分～ 11時 30分
�市内に住んでいて、小・中学
生の子どもがいる保護者

　�※性別や年齢、子どもとの続
柄は問いません。
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消費者相談室 Counseling Room

Q 認知症の母が、次々と健康食品の契約をして
いたことが分かった。母に聞いてもよく覚え

ていないと言う。解約できるか。

Ａ 特定商取引法では、訪問販売で日常生活に必
要な量を著しく超える販売（過量販売）がさ

れた場合、解除できるとしています。今回のケース
で、過量に販売されたのであれば契約解除できる場
合があります。
　また、認知症の程度が重ければ判断能力がないと
され、契約が無効となることがあります。ただし、
判断能力の有無は証明が難しく、高齢であるという
だけでは認められないため、簡単に被害を回復でき
ません。判断能力が衰えてきたときは、成年後見制
度の利用を考えてみてください。

消費生活センター　
995-1854

防衛省採用試験
一般幹部候補生

５月 14日㈯
　※飛行要員のみ 15日㈰
�●大卒程度▶平成 29年４月１
日現在、20 歳以上 26 歳未満
の方（22 歳未満は大卒、大卒
見込みを含む）●院卒者程度▶
修士課程を修了した方などで、
平成 29 年４月１日現在、20

歳以上 28歳未満の方
５月６日㈮
�大卒程度と院卒者程度は、併願
できます。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

富士山資料館　第１回
アシタカツツジ講座参加者

　市の花「アシタカツツジ」につ
いての初心者向けの講座（座学）
を開催します。講座終了後は、富
士山資料館敷地内のアシタカツツ
ジを観察します。

５月８日㈰　10時～11時30分�
富士山資料館学習室と敷地内
小学４年生以上の方
30人（先着順）

講師／富士山資料館職員
入 館料／大人 210 円、小・中学
生 100 円
４月 15日㈮～ 30日㈯

富士山資料館　998-1325

口腔ケアで健康寿命を延ばそう
　研究会主催の勉強会で、歯科衛生士の方からよく
かんで食べることの大切さを学びました。よくかむ
だけで次の８つの効果が得られます。
①脳の満腹中枢が働き、食べ過ぎを抑え、代謝活動
が活発になるため体脂肪が減少し、肥満防止につな
がる。②味覚が発達する。③口の周りの筋肉を使う
ことで表情が豊かになる。④脳細胞の血流が良くな
り、認知症予防になる。⑤唾液が分泌されることで
細菌感染を防ぎ、虫歯、歯周病、口臭など口の中の
病気を予防する。⑥唾液中の酵素が食品中の発がん
性物質が発生させる活性酸素を減らし、がんの予防
になる。⑦胃腸の働きを良くする。⑧あごの発育と
ともに脳を刺激し、学力・全身の体力を向上させる。
　かむことは健康への第一歩です。よく噛んで健康
寿命を延ばしましょう。

くらしのダイヤル 消費生活研究会
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Health

４月の健康コーナー 健康推進課

 992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間
 ５日㈫ 17：00～ 19：45
  12日㈫  9：00～ 11：30
19日㈫ 13：00～ 15：30
27日㈬  9：00～ 11：30

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
 12日㈫  9：00～ 11：30
27日㈬  9：00～ 11：30

●�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。

　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。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 11・18・25日㈪
９：00～10：30

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 25日㈪
13：00～15：00 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 28日㈭
13：00～13：30 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 18日㈪
13：00～15：00

生活改善に関する相談
を希望する方

成人食事健康相談 11日㈪
13：00～15：00

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 22日㈮
13：00～15：00

歯や口に関する相談を
希望する方

裾野赤十字病院
992-0008

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

県東部保健所 地域医療課
920-2109

事業名 日・受付時間・対象者

６か月児
育児教室

12日㈫　９：00～９：15
平成27年10月生まれの方

１歳６か月児
健康診査

19日㈫　13：15～13：45
平成26年10月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

26日㈫　９：00～９：15
平成26年４・５月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

14日㈭　13：00～13：15
平成25年10月生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭　13：00～13：30
平成25年４月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2

内科 内科
3 4 5 6 7 8 9

外科 内科 内科 内科 内科 整形 ※
10 11 12 13 14 15 16
整形 外科 内科 内科 内科 整形 内科
17 18 19 20 21 22 23
内科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
24 25 26 27 28 29 30
内科 外科 内科 内科 内科 内科 内科

※９日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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今月の救急協力医

４月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

17㈰

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

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水館医院 993-2323 茶畑 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

18㈪ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 五十嵐クリニック 934-6700 志下 さくま小児科クリ

ニック 992-6303 茶畑

19㈫ 小林医院 966-7700 今沢 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中医院 921-2053 高島町

20㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇

おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

21㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

22㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 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

23㈯ ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

24㈰

田沢医院 962-1205 大手町 東医院 921-5520 高沢町

きくちクリニック 989-5788 桜堤 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 遠藤クリニック 975-8801 久米田

25㈪ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26㈫ 柿田川医院 973-3601 柿田 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

27㈬ 境医院 975-8021 竹原 酒井医院 966-1755 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

28㈭ 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

診療時間　 平日 17時～ 21時　土曜日 12時～ 18時　日・祝日 ８時～ 18時
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４月後期

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

17㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

木村眼科
967-4611　　　 原

聖隷沼津病院
952-1000　　　 松下

米山歯科医院
988-8211　　　 南一色

24㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

静岡医療センター
975-2000　　　 長沢

安達産婦人科クリニック
976-0341　　　 寿町

牧野歯科医院
988-1184　　　 下長窪

29㈮ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133　 伝法

中ノ森眼科
921-3217　　　 緑ヶ丘

前川産婦人科クリニック
999-0300　　　 下長窪

せき歯科クリニック
981-2633　　　 的場

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

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

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

29㈮

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 よざ小児科医院 967-5722 原

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 白石医院 951-4593 市道町

30㈯ 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115

●救急協力医の変更／４月３日㈰の産婦人科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：静岡医療センター▶変更後：前川産婦人科（999-0300　長泉町下長窪）
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　奈良時代から、神仏習合の状態が続きました。富
士山信仰でも、冨士浅間大神が祭られ、多くの仏像
も安置されていました。須山村にも浄土宗増上寺末
の天嶽寺がありました。明治維新を迎え、「神仏分
離令」が出されました。右下の「御触面之写」がそ
れにあたるものです。主な内容を紹介します。
○権

ごんげん
現・牛

ご
頭
ず
大王など仏語

をもって神号を称する神社
があるが改めること。
○仏像をもって御神体とす
ることはやめること。また
社前の仏具は取り除くこと。
　右の文書は明治３年 (1870) に渡
辺隼雄から沼津郡政役所へ出された
伺書で、神葬祭と神職による宗門人
別帳の作成を願い出ています。この
動きの中で須山村は神葬祭となり、
天嶽寺も廃寺となりました。

※写真は渡邉家文書

　チケットの先行販売や割引のサービスを受けるこ
とができます。メールで自主公演の情報などを送り
ます。
年会費／1,000円
入 会方法／受付窓口にある入会申込書に、必要事項
を記入し、年間費を添えてお申し込みください。

会 員期間／入会日から
その年度の末日まで

　文化センターが主催するコンサートやイベントの
手伝いをするボランティアスタッフを募集していま
す。市民文化センターへお申し込みください。
活動内容／チケットのもぎり、会場案内、
　保安要員など
対象／コンサートやイベントなどに興味
　のある、18歳以上の方

４月の休館日
４日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪

公演ボランティアスタッフ募集

アザレア友の会　会員募集 明治維新の宗教政策と須山村

とがきっかけで要約筆記に出会い、平成 11年に要
約筆記者になりました。廣田さんは、パソコンでの
文字入力が得意で、この力が役に立たないかと昨年
4月に要約筆記者になりました。
　要約筆記者になるには、約 90時間もの養成講座
を受講しなければなりません。国語や福祉関係の法
律などの勉強が必要で、２人は「思った以上に難し
く、苦労しました」と口をそろえます。
　「速く、正しく、読みやすく。これが要約筆記の
三原則です」と廣田さん。短文にして、言いたいこ
とをきちんと伝えることが大切。２人は「要約筆記
をするときは、毎回苦労の連続で、満足いくことが
ありません」と言います。少しでも三原則に近づけ
るようにと、努力しているそうです。
　里さんが要約筆記を続けているのは「利用者から
『ありがとう』と言われることが励みになっている
からです」と。利用者の声を聞き、スキルを上げて、
要約筆記者は活動しやすく、利用者は利用しやすく
なることを願っています。
　この事業を多くの皆さんが利用し、耳が不自由な
方も活躍できる場が広がると良いですね。

　当市では、４月から要約筆記者派遣事業が始まり
ます（詳細は９ページへ）。要約筆記は、耳が不自
由な方のために会議や講演会などで、話されたこと
を手書きやパソコンを使って文字にして伝えること
です。
　里さんと廣田さんは、県内で要約筆記者として活
躍しています。里さんは、以前手話をやっていたこ

県登録要約筆記者
里 まゆみさん　（本村下・54歳）〔左〕

廣田 さち子さん（千福が丘・63歳）〔右〕

す。市民文化センターへお申し込みください。
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